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第６回日野町議会定例会会議録 

 

平成２４年１２月３日（第１日） 

開会  ９時００分 

散会 １３時１０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．会議録署名議員 

 ７番  髙 橋  渉  １３番  對 中 芳 喜 

 

４．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（１７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 

 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 

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

 上 下 水 道 課 長  中 井 宣 夫  生 涯 学 習 課 長  福 永  豊 

 会 計 管 理 者  西 川 光 夫     

 

５．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 査  森  弘 一 郎 
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６．議事日程 

日程第 １ 会議録署名議員の指名について 

 〃  ２ 会期決定について 

 〃  ３ 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 

〔委員長報告・質疑・討論・採決〕 

 〃  ４ 議第７５号 専決処分について（平成２４年度日野町一般会計補

正予算（第２号）） 

 〃  ５ 議第７６号 人権擁護委員の候補者の推薦について 

 〃  ６ 議第７７号 滋賀県自治会館管理組合規約の変更について 

 〃  ７ 議第７８号 滋賀県自治会館管理組合の解散について 

 〃  ８ 議第７９号 滋賀県自治会館管理組合の解散に伴う財産処分につ

いて 

 〃  ９ 議第８０号 滋賀県市町村職員退職手当組合を組織する地方公共

団体および規約の変更について 

 〃 １０ 議第８１号 滋賀県市町村職員退職手当組合を組織する地方公共

団体および規約の変更について 

 〃 １１ 議第８２号 日野町における長期継続契約を締結することができ

る契約を定める条例の制定について 

 〃 １２ 議第８３号 日野町営住宅等の整備に関する基準を定める条例の

制定について 

 〃 １３ 議第８４号 日野町暴力団排除条例の一部を改正する条例の制定

について 

 〃 １４ 議第８５号 日野町情報公開・個人情報保護審査会条例の一部を

改正する条例の制定について 

 〃 １５ 議第８６号 日野町職員の共済制度に関する条例および日野町職

員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定

について 

 〃 １６ 議第８７号 地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保

健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する

法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制

定について 

 〃 １７ 議第８８号 日野町証人等の実費弁償に関する条例の一部を改正

する条例の制定について 

 〃 １８ 議第８９号 日野町税条例の一部を改正する条例の制定について 
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 〃 １９ 議第９０号 日野町営住宅の設置および管理に関する条例の一部

を改正する条例の制定について 

 〃 ２０ 議第９１号 日野町上水道給水条例の一部を改正する条例の制定

について 

 〃 ２１ 議第９２号 日野町簡易水道給水条例の一部を改正する条例の制

定について 

 〃 ２２ 議第９３号 日野町公共下水道条例の一部を改正する条例の制定

について 

 〃 ２３ 議第９４号 日野町都市下水路条例の一部を改正する条例の制定

について 

 〃 ２４ 議第９５号 日野町保育所入所児童に要する費用の徴収条例を廃

止する条例の制定について 

 〃 ２５ 議第９６号 平成２４年度日野町一般会計補正予算（第３号） 

 〃 ２６ 議第９７号 平成２４年度日野町国民健康保険特別会計補正予算

（第２号） 

 〃 ２７ 議第９８号 平成２４年度日野町公共下水道事業特別会計補正予

算（第１号） 

 〃 ２８ 議第９９号 平成２４年度日野町農業集落排水事業特別会計補正

予算（第２号） 

 〃 ２９ 議第１００号 平成２４年度日野町介護保険特別会計補正予算

（第２号） 

 〃 ３０ 議第１０１号 平成２４年度日野町水道事業会計補正予算（第１

号） 

 〃 ３１ 報第１１号 専決処分の報告について 
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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、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、

本日をもって招集されました平成24年第６回定例会を開会いたします。 

 町長より招集のあいさつがあります。 

町長（藤澤直広君） 皆さん、おはようございます。平成24年第６回定例会の開会に

あたりまして、一言ごあいさつを申し上げます。 

 12月に入りまして、気温もめっきり低くなってまいりました。何かと慌ただしさ

を感じる今日このごろでございます。議員の皆様方におかれましては、ご壮健で日

ごろの議員活動にご精励いただいておりますことに対し、深く敬意を表する次第で

ございます。本日定例会を召集いたしましたところ、議員全員のご出席をいただき、

ありがとうございます。 

 衆議院が11月16日解散をされまして、明日告示、12月16日投開票で実施されるこ

とになりました。毎回選挙前になると、新しい政党がつくられたりしますが、今回

は一段とめまぐるしい離合集散が行われております。与党から野党に移ったり、結

成されたと思えば解党したり合併したり、選挙が終わりになれば分離するなど、政

党の根本も問われているように思います。今回の選挙は、民主党政権３年間の政権

運営を踏まえ、これからの日本の国づくりが問われる選挙になります。各党の公約

が発表されましたが、消費税増税の是非や原発問題、ＴＰＰ参加問題をはじめ、景

気対策や社会保障制度の問題、さらには領土問題を契機とした国防軍備や核武装論

など、憲法の根本にかかわる問題などについても、注視していかなければならない

というふうに思います。 

 11月21日には、東京で全国町村長大会が開催され、参加をいたしました。野田首

相が来賓として参加をされる中、地方財源の確保やＴＰＰ参加反対、道州制反対な

ど、改めて確認されたところでございます。こうした全国町村会の掲げる願いに、

しっかりとこたえる政治を実現することが必要であると思います。 

 さて、11月16日に解散されたことにより、2013年度予算編成が年を超えることに

なり、県や町の予算編成にも影響を及ぼすことは間違いありません。滋賀県町村会

では、既に、県に対して来年度予算に向けた要望、提言活動を行い、知事や県幹部

職員とも意見交換を行ったところであります。しかし、嘉田知事が国政政党の党首

に就任される中で、県予算の編成などにさらに影響が出るのではないかと懸念もし
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ております。今後の、国や県の動向を注視してまいりたいと考えております。 

 さて、９月議会以降、町内ではさまざまな行事が取り組まれました。10月には、

各地区運動会、スポーツ天国の日、桟敷窓アート、氏郷まつり秋の陣が開催され、

11月３日、４日には、各地区公民館での文化祭、日野菜漬けコンクール、10日から

18日までは、町民会館わたむきホール虹、図書館を中心に、日野町文化祭を開催い

ただきました。また11月10日には、第17回綿向山の日が開催され、当日は天候に恵

まれ、土曜日ということもあり、町内外、県外から約1,650名もの方が登山をされま

した。こうしたイベントが、町民の皆さんの力によって企画運営されていることは、

大変誇らしいことで嬉しく思っておるところでございます。 

 昨日は日野町連合青年会主催による第43回日野町町民駅伝大会が開催され、57チ

ームの選手が、師走の町を力強く駆け抜けました。私も今回は選手として参加をい

たしました。参加チーム、運営スタッフ、沿道で応援をいただいた皆さんが一体と

なって大会を盛り上げ、改めて手づくりのすばらしい大会であると感じ、継続して

開催されていることを喜んでおるところでございます。 

 各種事業も順調に進んでおりまして、農業体質強化基盤整備事業は、町内100カ所

以上で農道舗装などを実施しておりますが、おかげさんで円滑に進んでおります。

日野中学校の給食施設についても、工事が着々と進んでいるところでございます。

また、近江日野田舎体験についても、昨日まで台湾から20名の大学院生が来ており

ましたが、今年は合計3,000人を超える人たちが、日野に来ていただいたことになっ

たわけでございます。 

 さて、本日提案させていただきます案件は、人事案件、条例の制定および改正、

補正予算案など、議案27件、報告１件でございます。 

 11月12日に開催いただいた議員全員協議会でもお話しさせていただきましたが、

水道料金の改定については、水道運営委員会の審議経過を踏まえ、平均9.2パーセン

トの料金の引き下げを行おうとするものでございます。また一般会計補正予算につ

きましては、役場庁舎の耐震改修などを行う経費を計上させていただきました。ま

たリスタあすなろの権利譲渡に伴う調査等に要する経費も、計上させていただきま

した。さらに、今後の財政健全化を進めるために、農業集落排水事業および公共下

水道事業に係る繰り上げ償還についても、予算計上させていただいたところでござ

います。 

 十分なるご審議をいただきまして、適切なご採決を賜わりますようお願いを申し

上げまして、開会にあたりのご挨拶とさせていただきます。 

議長（杉浦和人君） これより本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元へ印刷配付のとおりであります。 

 日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。 
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 本会期の会議録署名議員は、会議規則第111条の規定により、７番 髙橋 渉君、

13番 對中芳喜君を指名いたします。 

 日程第２ 会期の決定についてを議題といたします。 

 お諮りいたします。本定例会の会期は、本日から12月27日までの25日間といたし

たいと思いますが、ご異議ございませんか。 

－異 議 な し－ 

議長（杉浦和人君） ご異議なしと認めます。よって、本定例会の会期は、本日から

12月27日までの25日間と決定いたしました。 

 ここで、議事に入ります前に諸般の報告を行います。 

 まず、一部事務組合議会の結果報告が議長に提出されておりますので、その報告

を私の方から行います。 

 はじめに、東近江行政組合議会についての報告を行います。第３回定例会が去る

９月25日開会され、付議されました議案は10件で、決算認定２件、補正予算１件、

条例改正６件、財産取得１件でありました。 

 まず、議案第８号は、平成23年度東近江行政組合一般会計歳入歳出決算の認定に

ついて、および議案第９号、平成23年度東近江行政組合救急医療特別会計歳入歳出

決算の認定についてが上程され、質疑、討論なく、採決の結果、全員賛成により原

案のとおり認定されました。 

 次に、議案第10号、平成24年度東近江行政組合一般会計補正予算（第１号）およ

び平成24年10月１日から東近江行政組合消防本部と愛知郡広域行政組合消防本部が

消防広域化を開始することに伴い、議案第11号、東近江行政組合公告式条例の一部

を改正する条例の制定について、議案第12号、東近江行政組合職員定数条例の一部

を改正する条例の制定について、議案第13号、東近江行政組合構成市町職員及び中

部地域消防組合職員等の東近江行政組合職員として在職期間通算条例の一部を改正

する条例の制定について、議案第15号、東近江行政組合消防本部及び消防署の設置

等に関する条例の一部を改正する条例の制定について、議案第16号、東近江行政組

合火災予防条例の一部を改正する条例の制定についての５議案が、さらに、手数料

の免除規定を改正する議案第14号、東近江行政組合手数料徴収に関する条例の一部

を改正する条例の制定について、ならびに議案第17号、災害対応特殊水槽付消防ポ

ンプ自動車（Ⅱ型）１台の取得につき議決を求めることについて、以上８議案が一

括上程され、質疑、討論なく採決の結果、いずれの議案も、全員賛成で可決されま

した。 

 なお、災害対応特殊水槽付消防ポンプ自動車（Ⅱ型）１台の取得については、一

般競争入札により、東近江市、西澤自動車工業株式会社から、3,643万5,000円で取

得することになりました。 
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 以上で、定例会の議事日程はすべて終了とし、閉会となりました。 

 次に、平成24年第２回八日市布引ライフ組合議会定例会が、去る10月25日に開会

されました。 

 付議されました議案は、議案第４号、平成23年度八日市布引ライフ組合一般会計

歳入歳出決算、および議案第５号、八日市布引ライフ組合立布引斎苑の管理及び利

用に関する条例の一部を改正する条例の制定についての２件、条例の一部改正につ

いては、布引斎苑の使用料を火葬直接経費に見合う料金に改定しようとするもので

あります。 

 議案上程後に質疑が行われ、条例の一部改正について４人の議員から質問があり、

討論に入るまでに１名の議員から一般質問が行われました。その後、議案に対する

討論、採決が行われ、議案第４号、平成23年度八日市布引ライフ組合一般会計歳入

歳出決算については討論なく、採決の結果、全員賛成で原案どおり認定されました。 

 議案第５号、八日市布引ライフ組合立布引斎苑の管理及び利用に関する条例の一

部を改正する条例の制定については、２名の議員の討論があり、採決の結果、賛成

尐数により否決となりました。 

 以上で、定例会の日程はすべて終了し、閉会となりました。 

 以上で、一部事務組合議会の報告を終わります。詳細につきましては、事務局に

てご閲覧下さいますようお願いいたします。 

 続きまして、議長公務に係る報告を行います。 

 去る10月23日、滋賀県町村議会議長会理事会が開催され、私が出席をいたしまし

た。平成23年度滋賀県町村議会議長会一般会計決算および平成23年度滋賀県町村議

会議長会特別会計決算について提案され、原案のとおり可決いたしました。また、

平成25年滋賀県予算並びに施策に関する要望内容について協議、検討を行い、取り

まとめをいたしました。なお、取りまとめた要望書については、県内６町の議長が、

11月５日に滋賀県知事ほか関係部長に面談し、要望書を手渡すとともに強く要望を

いたしたところであります。 

 次に、去る11月14日東京ＮＨＫホールにおいて、全国町村議会議長が一堂に会し、

第56回町村議会議長全国大会が、芝 博一内閣官房副長官、樽床伸二総務大臣など

の来賓出席のもと開催され、私と西澤副議長が参加いたしました。大会では、長引

く景気の低迷に加え、歴史的な円高やデフレの影響から、経済・雇用情勢は悪化し、

さらに東日本大震災による社会的、経済的な影響は、被災地のみならず我が国社会

全体に及んでいる中、町村は以前にもまして厳しい立場に立たされております。こ

のような状況を打開し、地域が再生するためには、東日本大震災の復興を、引き続

き集中的、積極的に実施するとともに、自治能力を高め、都市と農山漁村が共生し

うる社会を協力に進めていくことの大会宣言を、全国町村議会議長会副会長である
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私が行いました。その後、24項目の重点要望ならびに各地区要望書、さらに16項目

の決議と４つの特別決議を確認し、採択されました。大会後は、特別講演として、

東京大学名誉教授である財政学者の神野直彦氏から、「地方財政の現状と課題」と題

して講演がありました。 

 町村議会議長全国大会に引き続き、蒲生郡町村議会議長会行政視察研修が実施さ

れ、翌15日には、神奈川県町村情報システム共同事業組合において、町村における

共同型クラウドの導入事例について、その背景と利用状況、また効果や課題などを

研修し、翌16日には、福島県新地町に出向き、震災当時の対応や復興計画、防災対

策について研修を行いました。 

 以上で、議長公務に係る私の報告といたします。 

 次に、９月１日から11月30日まで、議員派遣および議長公務につきましては、お

手元へ印刷配布の議員派遣表一覧表のとおりでありますので、報告いたします。 

 以上で諸般の報告を終わります。 

 次に、副町長から、行政報告があります。 

 副町長。 

副町長（岡村明雄君） 議長のお許しをいただきましたので、私の方から、去る11月

27日開催されました、滋賀県後期高齢者医療広域連合議会定例会の概要のご報告を

させていただきます。 

 議会定例会の開催前に、まず甲賀市長であります中嶋広域連合長の任期満了に伴

い、連合長の選挙が11月15日に行われまして、この結果、橋川 渉草津市長が、新

広域連合長として当選をされた報告がありました。 

 定例会では、広域連合長から、連合議会の議長をされていた草津市の橋川議長が

連合長になられましたので、この橋川議長の退任に伴う議長の選挙が行われまして、

指名推選の方法によりまして、長浜市の藤井勇治議員が議長に選出されました。 

 続いて、平成23年度滋賀県後期高齢者医療広域連合一般会計歳入歳出決算の認定

についてほか５件の議案が提出されました。 

 まず、平成23年度一般会計の決算については、歳入額が１億9,000万円足らずに対

し、歳出額が１億7,200万円余りでございまして、歳入歳出差引額は1,700万円足ら

ずの剰余となっております。 

 歳入の主な内容は、構成市町からの分担金および負担金、国庫支出金であり、歳

出の主な内容は、事務局職員の人件費や事務機器のリース、保守運用経費、健康づ

くり事業、広報事業の経費となっております。 

 次に、平成23年度特別会計の決算につきましては、歳入額が1,257億9,000万円余

りに対しまして、歳出額が1,247億3,700万円余りでございます。歳入歳出差引額は

10億5,200万円余りの剰余となっております。歳入の主な内容は、事務費負担金等の
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構成市町からの支出金、療養給付費定率負担等の国・県からの支出金、支払基金交

付金などであります。歳出の主な内容は、保険給付費が総支出額の97.7パーセント

余りを占めており、ほかには前年度国・県市町負担金などの精算分や健康診査経費

などであります。 

 次に、平成24年度の一般会計ならびに特別会計の補正予算２件の提案がありまし

た。平成23年度の決算に基づき、その剰余金を受け入れるとともに、必要な予算措

置を講じられたものであります。一般会計補正予算では、1,655万9,000円の増額補

正で、その主な内容は、総務費による事務備品の購入費や、臨時任用職員の雇用お

よび平成23年度国庫支出金の精算による返還などによるものであります。特別会計

補正予算では、８億9,342万6,000円の増額補正で、その主な内容は、平成23年度医

療費の確定に伴い、国庫、県費給付費負担金などおよび市町負担金の精算による返

還などであります。 

 次に、愛知郡広域行政組合消防本部が東近江行政組合消防本部と合併することに

伴う、滋賀県市町村退職手当組合規約を変更するための議案２件が提案されました。 

 以上、いずれの議案も、全員賛成により可決承認されました。 

 その後の追加議案では、山仲監査委員が任期満了により退任されたことに伴い、

後任の監査委員に、引き続き野洲市の山仲善彰議員が選任同意されました。 

 当町といたしましても、引き続き広域連合と緊密な連携協力を図り、社会保障制

度改革推進法に基づく国の動きも注視しながら、国の責務において医療保険制度が

さらに充実するよう、また高齢者をはじめ、国民や医療機関、市区町村などの現場

で不安や混乱が生じないよう働きかけてまいりたいと考えております。どうか引き

続き、議員各位のご理解とご協力をお願い申し上げまして、私からの報告とさせて

いただきます。 

議長（杉浦和人君） 以上で行政報告を終わります。 

 日程第３ 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、一括議題といたします。各案は、去る９月定例会に

おいて決算特別委員会に付託し、閉会中の審査をお願いいたしておりましたので、

決算特別委員長より審査結果の報告を求めます。 

 ８番 小林 宏君。 

８番（小林 宏君） 皆さん、おはようございます。 

 ただいまから、決算特別委員会の委員長報告を行います。 

 当委員会は、平成24年９月第５回定例会において、本委員会に付託を受けました

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件の決算審査を、去る10月26日、31日、11月５日の３日間にわたり行いました。

会議はいずれも午前９時から第２委員会室において、委員全員と執行側より町長、
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関係職員の随時出席を求めて開催をいたしました。 

 第１日目10月26日、委員長より開会のあいさつの後、町長からあいさつをいただ

きました。委員会の議事進行について議会事務局長より説明を求め、各委員の了承

を得て審査に入りました。 

 以下、審査の概要につき報告いたします。 

 まず、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を議題とし、

歳入第１款町税から、第21款町債までを一括して会計管理者から説明を求めて、質

疑に入りました。 

 委員より、平成23年度の補正予算額が13億円からの補正をされており、平成22年

度と比較して11億円以上の増額となっている。23年度の歳入に対して、職員の努力

と考えますが、その成果の要因は何か。総務課長より、歳出の補正額13億2,900万円

余りの補正についての質問かと思われますが、それについては歳入にリンクしてお

り、災害復旧事業１億1,000万円程度、公債費の繰り上げ償還２億円、教育費では、

中学校の給食棟工事３億7,000万円の補正をしています。そういった財源が大きな要

因となっており、それに当たる特定財源が、歳入にあたっています。また町税もか

なり増額となっています。 

 委員より、平成23年度の歳入予算現額95億円、町税額92億円、歳入91億円で、収

入率95.5パーセントであります。前年より3.4パーセント低い。収入総額と４億円か

らの差があるが、収入率が下がった要因は、何があると分析されているのか。総務

課長より、７億2,887万3,000円は、翌年度へ繰り越しをしており、その財源も持っ

ているので、その差はあります。つまり、予算額95億3,700万円余りは、予算でいう

と繰り越しを除いた額88億800万円となります。その額と執行額の91億400万円の差

が、剰余金２億9,000万円となります。 

 委員より、町税において、収入済額が昨年度に比べて１億200万円多いということ

であるが、一般会計全体で１億6,000万円の未納がある。滞納額の圧縮に努められた

ということで、23年度の収納率は現年分99.01パーセント、滞納繰り越し分15.83パ

ーセントと相当収納が上がっており、意見書においても、納付督促や滞納処分を強

化されたとあるが、収納をどのようにされたのか。また、不納欠損額で地方税法第

18条第15条の７に基づくとあるが、すべてそうなのか。法人町民税にもかかるのか。

税務課長より、納税の公平性や公正性を確保する観点から、再三催告しても納税い

ただけない滞納者には、財産調査等により差し押さえなどの滞納処分を行ってきた。

しかし、現下の厳しい社会経済情勢下にあって、現実に納税が困難なこともあり、

個々の生活状況を十分聞き取りする中で、分割による納付方法等の提示、提案もし

ている。また、徴収嘱託員を雇用し、滞納者宅へ訪問等による面談で納付の指導、

催告等を行ってきています。差し押さえは228件、2,025万6,000円。２人の嘱託職員
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により訪問し、催告は延べ2,109戸で2,120万円余りの徴収ができた。100人のうち99

人が納税し、１人が納めない。税の公平性を保つため、取り組みをしています。新

規をふやさないよう、できる限り口座振替を利用いただけるよう取り組んでいます。

不納欠損については、第15条の７、第４項、滞納処分の執行停止が３年間継続した

ことにより消滅したもので、189万5,000円。第15条の７、第５項は、執行停止した

場合において、徴収金を徴収することができないことが明らかである場合、即時に

納付、納入義務を消滅させるもので、24万8,000円。これは、第２工業団地に立地し

ていた法人が破産したもので、この法人の土地に係る固定資産税分です。第18条第

１項では、５年間の時効消滅したもので678万9,000円で、そのうち執行停止中時効

消滅が489万4,000円です。もう尐し詳細を申し上げますと、第15条の７は、１号、

２号、３号と分かれていて財産がない、滞納処分することで生活を著しく窮迫させ

るおそれがあるような方についても、それぞれの生活実態を十分聞かせていただく

中で処分をさせていただいています。 

 委員より、収納してもらうことはありがたいが、督促により、地方税法第15条の

７である、生活が窮迫することになると大変なので、いかがなものかと尋ねた。ま

た決算資料の22ページの町民税の不納欠損額の内訳で、21年度、22年度はそれぞれ

ゼロとなっているが、22年度も不納欠損金はあったのではないのか。どのように見

るのか。税務課参事より、昨年までの表が見がたいとの指摘がありましたので、こ

のように改めました。見方としては、現年度に発生した不納欠損額の年度別内訳で

あります。 

 委員より、決算審査意見書の５ページの下で、現年度を重点としながら、公平を

保てるよう適切に対応願いたいとあるが、住民の生活を十分に見ながらの対応が必

要と思います。先ほど、預金や給与についての差し押さえは言われたが、土地など

の物品的な差し押さえもされているのか。税務課長より、日野町の場合、ほとんど

が預貯金や給与、年金、生命保険の配当などです。土地や物品について、昨年度は

ございません。県は、土地や物品も差し押さえられています。県下の市町では、共

同徴収の中で差し押さえをして、官公庁の公売にかけるということが行われていま

すので、中部県税事務所からは、検討するようなことを言われていますが、現在の

ところ、そこまでは行っていません。 

 委員より、地方税法第15条の第５項で、即時消滅の要件として、滞納者の死後、

相続人がいないことが書かれているが、相続人はどこまで見ているのか。税務課長

より、被相続人に係る賦課徴収等のため、相続人代表指定届を提出いただいていま

すが、戸籍でも調査をします。負の財産も含めた相続が発生しますので、相続放棄

をされた以外の方については、すべて話をさせていただいています。ただ、町外や

都会に住んでおられて、土地の所在を知らない、ふだん交流がないということで、
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現実として相続の手続をお願いしても、していただけないということで、未収にな

っている部分が発生しているのが現状でございます。 

 委員より、昨年に比べて、固定資産税だけで1.4パーセント減尐しているが、評価

の変更があったのかどうか。その要因は何があったのか。税務課長より、土地の評

価については、平成３年以降下落が続いている状況です。こうした中で、評価変え

は３年ごとで、平成21年、24年度に行っており、23年度は評価変えは行っていませ

んが、毎年７月に時点修正しており、土地の価格で若干下がっている部分がありま

す。大きな要因は、償却資産の減です。全体的に企業の投資が減ってきており、償

却資産は、平成23年度でも2,700万円程度下落しており、こうした部分が大きくなっ

ています。ただ、平成24年度に入り、第２工業団地において、１万3,000平方メート

ルの増築と、9,000平方メートルの増築の２社があり、評価が完了すれば来年は増加

が見込めるものと思われます。 

 委員長より、決算審査意見書の３ページの下にある町民税277万5,725円、固定資

産税560万8,700円、軽自動車税54万8,147円の不納欠損処理の状況を説明して下さい。

税務課長より、町税の不納欠損につきましては、先に東議員に説明させていただい

たとおり、滞納処分をする財産がないとか、滞納処分をすることによって生活を著

しく窮迫させる、本人の所在や財産ともに不明で、滞納処分に該当するものがない。

また、時効消滅しているものを、今回地方税法に基づき、適正に処理をさせていた

だいたものです。 

 委員より、軽自動車税の徴収を、４月から５月に今年度から変更されたことによ

り、滞納者が減尐してきているのか。その状況はどうか。税務課長より、全体的な

収納の状況としては、ほとんど影響はないと思われます。 

 委員より、同じ方が滞納されている感じがする。軽自動車税を納めなければ、車

検を受けるときに納税証明が必要なので車に乗れなくなると思うが、滞納されてい

る方は、どのようにされているのか疑問に思う。使われていない車、乗られていな

い車で、その辺に放置されたものがあるのか、そのあたりの状況はどうか。税務課

長より、軽自動車税の滞納者は、他の税も滞納されている。同一というのがかなり

多いが、中には、廃車や売り渡したということで、本人の手元にないから払わなく

てもよいと勘違いをしておられるのも現実です。一般的には、２年に１回車検が回

ってくることから、車検業者が納税証明書を発行してもらうために、軽自動車のみ

を督促手数料を含め7,400円を納付される方が大部分で、車検時に滞納が解消される

ということが、かなりの件数であります。廃車されずに、そのまま県外へ転出され

る方もたくさんおられ、そういう方については、その都度通知、催告、督促してい

るが、なかなか実質としていただけていない方があるというのが現実です。 

 委員長より、決算書２ページの固定資産税の収入未済額7,798万8,244円で、特に
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金額が突出した会社や個人はありますか。税務課長より、法人としては第２工業団

地に立地している企業が１社と、当時造成されて、平成22年度において、9,000万円

の不納欠損処理をさせていただいたその残額で、最終的に県の差し押さえがあって、

不納欠損ができていない部分があります。こうした土地に係る未納が２社あります。

個人的なものは、開発で、県外の方が住宅用地として取得されたものの、購入され

た方が高齢になられても次の方に引き継がれなかったり、お亡くなりになっても相

続登記がされず、土地もどこあるのか知らないという方も現実にはたくさんおられ

るという状況で、このような方の固定資産税の未納は、非常に多くあります。町内

の方については、すべて回らせていただいております。県外の方についても、督促、

催告によりお願いはしておりますが、世代が変わって非常に難しい方もおられると

いうのが現実です。 

 委員長より、第２工業団地の２社は、金額的にどの程度ですか。税務課長より、

現在活動している１社については、約300万円程度です。もう１社は、314万円あり

ます。 

 委員長より、この314万円は、不納欠損になる可能性が高いのか。税務課長より、

314万円については、国道307号沿いに土地が残っており、県が差し押さえをしてい

ます。日野町は、参加差し押さえの手続をしましたが、法人名が変わっていてでき

なかった。しかし、土地は存在するので、処分ができ入金されればと思っています。

まだ販売のめどは立っていないので、様子を見たい。 

 委員長より、どのくらいの期間か。税務課長より、県として販売の見込みはない

ので、差し押さえ解除をされるまでは、町として不納欠損にするべきではないと思

っています。 

 他に質疑なく、歳入については10時20分終了しました。ここで暫時休憩に入りま

した。10時35分会議を再開し、歳出の審査に入り、第１款議会費、第２款総務費、

第９款消防費について会計管理者の説明を求めて、まず第１款議会費、第２款総務

費についての質疑に入りました。 

 委員より、路線バス対策事業について、利用率が上がってきているのか。企画振

興課長より、利用状況については、平成19年度から平成23年度の傾向として、徐々

に減ってきています。内訳は、通学に利用している小学生の定期利用者数が減り、

定期以外は尐しは増えてきているが、全体では減尐してきています。福祉乗車証の

利用者は増えています。 

 委員より、デマンドタクシーを始めて、利用者が尐し増えたということはあった

のか。企画振興課長より、デマンドタクシーは、既存のバス停までつなぐもので、

デマンドタクシーを利用し、バスに乗り継いでいる利用者があることは確かであり

ます。統計はとっていないので、何パーセントなのか把握していない。 
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 委員より、議会の共済費は均等割など、もらっておられる人数割で出されている

のか。情報管理システムは毎年多く、何かよい方法はないのか。議会事務局長より、

議会の共済費は、平成23年４月１日現在の議員数15人掛ける報酬月額掛ける12ヵ月

掛ける100分の88.5で割り振られています。昨年度の急増は、統一地方選挙により、

退任の方が一時金をもらわれると掛け金の８割が支給される。この金額を、現在の

議員数で、全国の市町村で割戻されて請求されます。使わないと基金に残るので、

平成24年度からは、もう尐し下がります。企画振興課長より、情報管理システムの

費用について、これまでは、町単独で電算システムを導入しています。現在国でも

推進されているが、市町村の電算にかかる費用の軽減と、昨年の3.11大震災で単独

で持っているシステムがダウンし、重要な情報がなくなったことへの対応策として、

地方自治体の電算システムを集約化し共同利用できないか、全国的に検討が進んで

います。一般的には自治体クラウドと言い、導入するソフトや機械をまとめて割り

勘効果を得るため、幾つかの市町が共同して同じシステムを使い、共同利用できな

いか検討を進めています。今年度から、町村会の県内６町でクラウドを、経費面も

含めて可能性を事務者段階で検討しています。 

 委員より、情報管理費用は、戸籍住基費用も含めて膨大になり、平成23年度はシ

ステムの切りかえでリースを買い取りにするなど、金額が上がっているが、メンテ、

運営管理面でも経費がかかり、入札もされているが、業務の性格上、随意契約によ

る委託業者見積もりが多くなり、高額となるのではないかと心配する。こうしたこ

とから、町として情報システムを把握できる専門員がいれば対応可能だが、今後専

門員なり技術者の育成はどう考えているのか。企画振興課長より、通常のシステム

支援、メンテナンス、技術支援については、システム導入を決めた時点から、その

システムを使っている間は、導入元業者にメンテナンスをしてもらうのは仕方ない

と思う。システムは何年かごとに入れかえるが、通常業務での事務負担が大きいこ

とから、比較的長いスパンになります。業務委託が適正かどうかは、昨年に専門業

者に委託し、標準的な価格を見積もりさせて、これを参考に適正かどうか判断して

いる。専門職員については、システム内からのデータ抽出など、ソフト対応は専門

技術者に委託している。情報管理全般については、主に町の職員１名が担当してい

る。自治体クラウド化になれば、そういった事務量は減る方向であることから、新

たな専門職員を増やしていく方向ではない。 

 委員より、文章管理の一般郵送費についてかさんでおり、職員の配送等も大変か

と思うが、何とかならないか。町政広報推進の中で、ローカル紙への年間契約料に

ついて、回数を減らし半分くらいにできないのか。公用車について、計画的に交換

しているのか。公共建築物で、耐震補強ができていないのは何カ所あるのか。総務

課長より、郵送料は発送物をまとめるなどの工夫により、昨年度と比べて100万円ほ
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ど安くなっています。また、宅配便等の活用も図り、安くなるようにしています。

文書配布謝礼については、52の町代さん、区長さん以外に、文書配布を依頼してい

る人に支払っています。職員による配布は、82のうち58の区長さんにしています。

公用車については８台をリースしているが、なるべく買い取りをしています。地形

的に車が必要なために、定期的に更新をしています。企画振興課長より、町政広報

推進費の３社で年間64万5,000円の広告料については、主に日野町便りの記事を、町

広報でのお知らせの補完として毎号載せています。経過については、年間広告料を、

平成18年度から大幅に下げ契約をしており、見直しについては、不断に引き続き検

討しないといけないと認識しています。さまざまな媒体を通していくことが大切で

あるとの思いから行っているものです。総務課長より、耐震については、役場庁舎、

保育所こばと園以外は、すべてできています。庁舎については、12月の補正予算で

上程したいと考えています。避難収容施設で、県の日野高校がまだですが、現在設

計中とのことです。 

 委員より、自治振興費、コミュニティー助成事業の奥之池公園整備の地元負担は

どれだけか。自治ハウス整備事業で、中山東100万円とありますが、負担割合、条件

はどうか。また件数が多くあってもいけるのか。企画振興課長より、中山東会議所

のバリアフリー化の工事に対して、補助金として100万円が最高限度額で、補助率３

分の１、対象事業費としては、300万円が最高です。実際の事業費用は、補助対象外

事業も含めて、地元が支出しています。事業の要希望は、実施前年度の10月に各区

へ通知、調査し、件数が多い場合は調整することがあり得ますが、基本的には対応

しています。奥之池のコミュニティー助成事業については、補助率は基本的には100

パーセントであり、宝くじからの助成事業で計画が要件に合致すれば、補助が受け

られます。全国・県で原資が限られており、その範囲内で配分されるもので、補助

対象事業は、最高250万円、下限が100万円です。 

 委員より、企画事務事業費の琵琶湖京阪奈負担金について、現在の経済状況から

トーンダウンしており、実現不可能かなという思いもあるが、どういう成果をあげ

られているのか。企画振興課長より、びわこ京阪奈（仮称）促進期成同盟として、

沿線市町と滋賀県で組織し活動しています。将来的には、京阪奈へ通じる鉄道をつ

くっていきたいとして、事業を継続しています。期成同盟会では、沿線市町の活性

化事業の鉄道利用による参加、ＪＲと提携したＪＲハイキングの実施、近江鉄道の

ギャラリートレインなどの利用促進が、通常業務であります。ほかに計画調査、鉄

軌道輸送高度化事業がありますが、近江鉄道施設の近代化、安全化を、国の補助を

受けて実施されている事業に対して、支援をしています。 

 委員より、庁舎の夜間警備は１人で宿日直に当たられるのか。職員もいるのか。

交通安全対策のグリーンニューディールの効果はどうあらわれているか。今後まだ
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残っているのか。街灯設置の状況はどうか。総務課長より、庁舎夜間警備について、

現在２名体制で、うち１名は20時で帰っています。平成19年度から、１名から２名

としました。これは勤務終了後に電話が多く、戸締り警備と同時にすることに苦慮

していたため、対応しました。町職員はいません。建設計画課長より、街灯につい

て、343カ所について、蛍光灯または水銀等からＬＥＤに交換し、電気代が約年120

万円軽減、二酸化炭素が約年11トン削減できるとなっています。街灯設置補助につ

いては、自治会がされるものについての補助で、各自治会で随時されており、昨年

度では31個の交換、新設であった。 

 委員より、夜間警備は、近隣市町ではどうされているのか。夜間１人でよいのか。

総務課長より、救急の消防や下水道のポンプ、農村下水処理の警報対応などがあり

ますが、セコムをかけているので特に問題はありません。 

 委員長より、防犯灯の数はどれくらいで、電気代はどうなっているのか。建設計

画課長より、現在町管理の防犯灯は、水銀灯等を含めて1,545灯、自治会管理で3,422

灯、合計4,967灯で、自治会管理の分は自治会で電気代を払っておられます。 

 ほかに質疑なく、第９款消防費の質疑に入りました。 

 委員より、東近江行政組合の負担金について、対前年度1,150万円の増加要因は何

か。総務課長より、負担金の内訳は、通常経費が２億4,382万3,000円、高齢者の緊

急通報システムが162万6,000円、建設経費が1,495万9,000円で、増加要因について

は、昨年指令台の更新をしたためであります。 

 委員より、防災計画の見直しについて、以前にヨウ素剤を購入されたが、どのよ

うに使っていくのかが確立されていないと聞いており、計画の中でどのようにされ

るのか。総務課長より、防災計画の委託については、23年度211万円で実施し、現在

２年目を迎えています。現在地区を回り、避難場所、避難収容施設がここでよいの

かの聞き取りを、南比都佐で先日実施した。備蓄品の中の放射性物質対策用安定ヨ

ウ素剤は、40歳未満の方を対象に、日野町で１万8,000錠を用意していますが、県の

防災会議、原子力対策会議でも、県、市町で二重に準備することになるのでは、ま

た配布方法をどうするか、いつ使うのかが課題となっており、町でも持っているが、

どう配布し、飲む量も含め、どのように服用してもらうのかが課題となっています。 

 委員より、消火栓の維持管理事業について、消火栓821基となっているが、行政の

方ですることなのか。各地域の自警団が見に回って、修理要望等をすることなのか。

総務課長より、この経費について、上水道の基本は、各家庭に上水道を配ることで

す。消防の関係については、途中に消火栓を設け、有事の際に利用していくための

日常の管理は、消防団や自警団で見ていただき、通常の維持管理は町上下水道課が

行い、その水代も町が見ています。 

 委員より、住宅の火災警報器設置促進事業について、警報器がいきわたっている



 

1-17 

のか分からないが、予算よりも執行が尐なくなっており、今後どのような対応、指

導をなされるのか。総務課長より、法律で平成23年６月から義務化され、その前に

設置補助をして促しています。実績は、平成21年度3,112個、平成22年度326個、23

年度138個の合計3,576個で、１戸当たり２個までの補助であるので、約1,800戸で既

設の家もあり、全町でどれくらい普及かは分からない状況。普及活動については、

常備消防でやってもらい、消防の方でも町としてもやっていかなければならないと

考えています。 

 委員より、東近江行政組合について、10月に統合になり、統合による負担増はな

いとのことですが、統合してどうなるのか分かっていれば聞きたい。総務課長より、

統合に対する町のスタンスは、負担増なし、住民サービスが低下しないことを前提

にし、なおかつ、割り勘が安くなる方向になることで統合しました。職員の数も前

のままの状態なので、すぐに負担が安くなることはないです。 

 ほかに質疑なく、11時45分審議を終了し、昼食のため休憩に入りました。午後１

時28分会議を再開し、第３款民生費、第４款衛生費について、会計管理者の説明を

求め、質疑に入りました。 

 委員より、昨年保育所の低年齢児の入所希望が多くなった。今年入所希望者が、

入所できないという事態が発生したということで、早期の対応が必要と思いますが、

そのことについて今考えられていること、具体的にどのようなことを考えているの

か。福祉課長より、先日、保育所運営委員会を開催し、23年度から24年度、24年度

から今後の推計ということで現状の説明等を行い、委員さんの中で意見交換をして

いただきました。その意見交換の中で、今日までの現状を見るにつけ、増園は必要

ではないかとの意見が出ました。増園というのは、２年ほどの間に50人程度の入所

申し込みが増えるだろう。100パーセントでいけば、もっと超過するのではないだろ

うかと見ています。今後の方向としては、現状を見ながら、国・県の動向も見極め

ながら、増園ができればありがたいと考えています。もう１点、こばと園の耐震化

の関係について、町の計画では、平成26年度末までにこばと園を耐震化していくこ

とになっています。そのこともあわせて、保育所運営委員会で相談いただき、改築

についても早急に検討をするようにとの意見をいただいています。今後庁内での議

論を重ねてまいりたいと考えています。 

 委員長より、決算意見書の３ページにある不納欠損の保育料52万円、また５ペー

ジの保育所保育料収入未済額1,115万660円について、説明をお願いする。福祉課長

より、23年度において、不納欠損させていただく金額は52万円です。これは、平成

18年度以前のもので、これまでも滞納整理を進めてまいりましたが、住所を転居さ

れたとか、離婚されてその後は奥さんの実家の方に滞納整理をさせていただいてい

た状況もありますが、その後収入が見込めないということもあり、今回不納欠損と



 

1-18 

してお願いした部分でございます。収入未済額については、累計で1,115万660円と

なりました。これにつきましては、現年度を中心に、これ以上増えないようにと努

力しているところであります。お迎えの時間帯等、いろいろな場面を活用して、保

育料を納めていただくようお願いをしている状況ではありますが、不況等で収入が

減になっている方々が多いのと、他の税も滞納されておられる部分もあり、思うよ

うに収入が増えていない状況であります。24年度においては、現年度において収入

増を図る努力をしている状況であります。他の市町からの転入者が１年、１年半で

また他の市町へ転出をして、それを繰り返している方もおられる状況である。なか

なか所在をつきとめるのも難しい状況であります。尐しでも現年分の保育料の未納

が増えないよう、努力していきたいと考えているところであります。 

 委員長より、件数はどれくらいか。保育料の23年度の収入未済額と件数を教えて

ほしい。福祉課長より、23年度の不納欠損の52万円は、２世帯２人分であります。

収入未済額については、尐ない金額も含めると35人ほどおられる状況であり、小さ

い金額で5,320円、多い方では90万円近くの方もおられる状況であります。23年度だ

けに限っては、金額では349万1,300円で25件35人分です。 

 委員長より、90万円ということだが、どういうふうにとらまえているのか。福祉

課長より、前年の所得で保育料を決定する関係で、保育料が高くなったり、子ども

が何人もおられると、３人目は尐し安くなるものの、３人分を一遍に払ってもらえ

ない状況もあります。一遍には難しくても、尐しずつ支払をしていただけるよう、

努力をお願いしている状況です。 

 委員より、保育料の滞納があるということで、子ども手当の支援があるが、今後

学校給食も始まり、その滞納も懸念されるが、子ども手当からの天引きも考えるが、

制度化されたものでも認可されたものでもない状況の中で、国への働きかけや動向

について、どのように取り組みを考えているのか。福祉課長より、子ども手当なり

児童手当から保育料の支払をするということですが、もう何人かは、この子ども手

当、児童手当から保育料を払っていただいている方も、おられる現状であります。

これは本人の同意をいただいて、その同意のもとに児童手当、子ども手当の支払月

に、その中から保育料の支払に回していただくということをさせてもらっています。

しかし、他の税や生活に関する経費との関係もあるので、支払われる手当のすべて

を、保育料の全額分として落とせない状況もあります。 

 委員より、本人の承諾をとればできることになっているのか。福祉課長より、通

帳等への振り込みが原則であるが、現金払いに変更してもらい、現金払いのその金

額の中から、いくらかを保育料の支払にしていただくようにさせていただいていま

す。通帳に振り込まれると、自動的に他の債権が引き去りされたりする場合もある

ことから、現金払いをするには振り込みが原則のところを変更するということで、
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本人の了解が要るということになっています。今後、すべて天引きが理由という形

で、法整備も含めてなっていく方向ではありますが、振込日と同時に税の滞納があ

った場合、そちらも落ちるようになるので、その辺は庁内での連携を図りながら、

システムを含めて取り組んでいきたいと考えています。 

 委員より、児童福祉の関係で、学童保育所に多額の補助をしていただいてありが

たい。以前は保育料に２万5,000円を支払っていた現状もありましたが、改善されて

ありがたい。ところで、指導員の身分はどうなっているのか。正規の職員もいなけ

ればいけないが、どのように把握しているのか。また、太陽の子は72人となってい

るが、学童保育所は70人までではなかったのか。どうなっているのか。指導員の資

質の向上に対しても、手当はどうなっているのか。福祉課長より、現在学童保育所

は、５カ所６施設を運営していただいている。指導員には勤務いただく時間的なこ

ともあり、保護者会の中でも、正規の方を採用するには難しい状況もあるというこ

とであります。町の学童保育所連絡協議会の中で、保険等への加入、賃金の向上も

含めて努力をいただいている。その協議の中で、指導員さんの研修も行っていただ

き、資質の向上、日々の研鑽に努めてもらっている状況であります。なお、土曜日

には、集団保育で各学童保育所からヒノキオへ来て、集団保育をされておられます。

その中でも、指導員の交流なり連携を図れる状況になっています。太陽の子の72名

につきましては、基本的には運営としては70名が望ましいであろうということであ

ります。ヒノキオが増築されましたときにも、90名近くの児童さんがおられました

ので、これでは運営は大変だということで、第２ヒノキオが建築されました。太陽

の子は、今後の見込みでは60から70名前後のところであるが、第２の保育所を設置

しようという、保護者会や運営協議会で話は出されているようですが、場所のこと

も含めて、具体的な検討には至っていないところであります。なお、補助金につき

ましては、日野町では学童保育所の分割があるかもしれないということで、町村会

を通じて県の方にも、補助金の継続も含めての要望をさせてもらっている状況であ

ります。 

 委員より、指導員の資質の向上については、行政としてはかかわっていないのか。

福祉課長より、特に支援の必要な子どもさんへのフォローについては、小学校とも

連携、また子育て・教育相談センターとの連携も必要であるということで、臨床心

理士の巡回訪問や情報交換について、町としても協力できる部分は協力させていた

だいています。学童保育所自体の指導員の研修は、県の連協でいろいろなカリキュ

ラムを組んで実施されている。そちらの方にも参加いただいています。また、全国

大会もあるので、これまでの取り組みの成果を全国大会で発表してもらっている。

今後もこれらを含めて、いろいろな研修をしてもらえると思っています。町から一

緒に研修会を主催してさせてもらうということは、実施していません。 
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 委員より、決算資料の36ページの母子保健事業について、母子手帳の交付が210

人に対して、妊婦検診の実施は292人となっている。県内統一方式というのが影響し

ているのか分からないが、これはどういうことなのか。37ページの早期療育事業に

ついて、早くから療育を受けることによって、どういう効果があるのか。福祉課参

事より、母子手帳と妊婦検診の人数の違いについては、母子手帳を発行しました年

度と妊婦検診を受けていただくのには、10ヵ月という期間があるので、その差によ

るものであります。例えば、24年３月に１回最終の検査を受けられても、１人とし

て数えるため、その差が発生します。それと、県内の統一方式ですが、検診の受診

券の発行を県内で統一して行っているということで、基本受診券と検査受診券とい

う方式で実施している方法のことを書いているものであります。早期療育について

は、発達障害を抱える子が通っています。発達障害は、人とのかかわりが苦手な子

や、変化になかなかついていけないといった障害があります。そういう子どもたち

が、早くから適切な指導や支援を受けたり、自分自身や親御さんの対応をしていく

ことで、例えば学校に行ったときに、学校教育になじむような訓練を繰り返すこと

で、その子自身の身につくようになります。もう１つは、その子自身が失敗の経験

を重ねていくと、それが２次障害となって、引きこもりになったりする可能性もあ

るため、親御さんも含めてその子どもたちへのかかわりを、どうしていけば発達を

保障していけるのかということで、くれよんでは療育を行っています。小さなかか

わりをしていくことで、子どもたちの発達を保障していくことだと思っています。 

 委員より、主要施策の成果の11ページに、路線バス福祉対策事業について、高齢

者、障害者に対して無料の乗車証を送付されているが、その成果、効果はどうか。

業者の湖国バスには、乗車した分ではなく、一斉に無料券にはいくらということで、

支払をしているのか。福祉課長より、路線バス対策事業は、身障手帳の所持をされ

ている方と70歳以上の高齢の方を対象に、平成23年度4,944人、ほぼ5,000人の方が

おられる。その中の３割ぐらいの方が利用いただき、日ごろの病院への通院や、日

常の買い物等に利用されておられます。この町営バスの運行に係る福祉の分の金額

の算出については、年に何回か企画振興課でバスの乗車調査を行い、何人高齢者等

の方が乗っておられるのか調査を行っており、それから割戻した金額ということで、

880万円を支出しているところであります。このうち、福祉対策基金から810万円の

繰り入れをさせてもらっています。効果としては、非常に喜んでいただいていると

ころですが、無料パスがあるから、病院などを中心に行かれる方が多く、一定の効

果があると考えているところであります。 

 委員より、シルバー人材センター運営事業について、公共事業にも入札がされて

いると思う。能力の要る公共事業もされているのか。また、その能力開発について

の、行政としての指導はされていないのか。また、介護基盤緊急整備事業のゆめさ
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とのスプリンクラーの整備がされているが、ほかのところは完備されていないのか。

また、決算資料に生活保護状況が載っているが、だんだん増えている状況であり、

申請しにくい状況もあることを聞くところだが、町としてその辺の対応はしてもら

っているのか。申請がしにくい方もあるだろうが、その対応はどうか。介護支援課

長より、シルバー人材センターの関係について、町の方では、積極的なシルバー人

材センターへの業務発注を行う努力をしています。シルバー人材センターは高齢者

の雇用の安定に関する法律に定められているので、介護支援課から各課へ、積極的

な業務発注について要請をしています。シルバー人材センターが、自治法施行令の

中で、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律に基づいて随意契約ができることと

なっており、日野町においては、公共事業でシルバー人材センターに委託できる事

業については、建設課をはじめとした事業を含めて、委託をしているところであり

ます。また、能力開発についての指導については、町からとしては特に行っており

ません。シルバー人材センターが、独自に庭木の剪定の講習会を行うなどの取り組

みをなされています。次に、ゆめさとグループホーム以外の施設は、スプリンクラ

ーが設置できているのかとの質問ですが、他の施設はすべて設置済みです。福祉課

長より、生活保護については、町では生活相談や心配事の相談において、その状況

を県に伝えて、一緒に相談に応じたり、いろいろな調査活動を行っています。本人

さんや親せきの方なり、民生委員さんを通じて相談に来られる方もおられます。町

としても、精いっぱい相談をお受けし、誠意ある対応をさせてもらっています。決

算資料の生活保護状況にもあるが、24年度も半年が経過する中で、97件まで増えて

いる。毎年15件から20件増えているという状況である。保護率が徐々に上がってき

ている状況である。また、県のケースワーカーについても、頻繁に町へ来てもらっ

ている状況であります。保護を受けておられる状況の確認も含めて、それぞれのお

うちを訪問されたり、相談に乗ったりしておられる。また、日ごろ申請がしにくい

ということがないように、いろいろな説明を相談時にさせていただきながら、その

上で保護に該当する方は、保護の申請を県の方でしてもらうようにしているところ

であります。 

 委員より、保育所の経費について、公立保育所では、一般財源化ということで支

出が増えてきているが、その補てん分は、地方交付税に反映されているのか。福祉

課長より、民間については、国・県の補助がある。公立園はない状況です。ハード

面も含めて、その補助はない。運営費については、一般財源化の中で市町が負担す

ることになっているが、公立保育所へ通う児童数を報告する交付税の算定の中で、

若干の交付税の算入はされているものと考えています。 

 委員長より、学童保育所の指導員の人員数を教えてほしい。福祉課長より、指導

員については、時間的なこともあり、一概には言えないところであります。大体５
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人から２人といったところです。桜谷のさくらんぼでは２人、南比も２人、ヒノキ

オと太陽の子は４人から５人という状況であります。西大路のわたムッキーは基本

的には１人ですが、パートでもう１人おられるので２人です。時間を組んで出勤の

状況があるため、しっかりした人数が言えない部分がありますが、このような人数

で回ってもらっています。 

 委員長より、その中で正規は何人か。福祉課長より、正規の方はヒノキオＡ、Ｂ

と太陽の子が３人、さくらんぼ、ぴっこ、わたムッキーについては１人と聞いてい

ます。最低１園に１人はおられる状況であります。 

 委員より、大震災があり、日野町でも受け入れたわけだが、その後の状況はどう

なっているのか。福島県だけでも、滋賀県には230人来ているということを聞いてい

たが、日野町での状況はどうか。総務課長より、24年10月現在では、７世帯18人の

方が来ておられる。県からのいろいろな通知や、町の施設の無料券を配布している

状況であります。 

 ２時16分民生費を終了し、衛生費の質疑に入りました。 

 委員より、決算資料の36ページ、37ページの健康増進事業における受診者や後期

高齢者検診の受診者を見てみると、もう尐し健診者があってもよいと思うが、毎年

健康診断を受けることが基本と思いますが、国民健康保険における治療費とも絡ん

で、その辺の働きかけをしてほしいと思うところであります。その取り組みについ

て聞かせてほしい。福祉課参事より、がん検診や基本健診については、毎年受診率

は伸びているものの、全体の率からすると、なかなか伸び悩んでいるところであり

ます。ところが、がん検診は、子宮頸がん、乳がん検診についてはクーポン券で受

診していただく。大腸がんについても、クーポン券で受診していただくという方法

などで、受診率が向上しています。基本健診については、対象者に対し、例えばず

っと医療を受けておられる方については対象外になるが、そういう方の人数もあり、

全体として率が上がってこないという現実もあるところであります。受診の向上に

ついては、機会を設けて町内を宣伝カーで広報して回るなど呼びかけています。受

診結果については、今まで郵送だけで済ませていたものを、各戸訪問して精密検査

の受診も促すなど、健康の維持を本人がしていただけるような努力をしている状況

であります。 

 委員より、予防接種事業について、どの程度の受診率があり、成果が上がってき

ているのか。福祉課参事より、ワクチン接種は、ＢＣＧ、日本脳炎、３種混合、２

種混合、麻しん、風疹、混合ワクチンの接種がありますが、１つずつ細かい数値は

出ていませんが、大まかに90パーセントぐらいの受診率があります。予算における

対象人数、執行状況から判断して、90パーセント程度の受診率であります。 

 委員より、残り10パーセントについて、小さいときに接種してもらう取り組み、
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働きかけをお願いしたい。福祉課参事より、予防接種の未接種の方については、医

療機関から接種済みの報告が来るので、再度未接種の方に接種していただくよう通

知しています。 

 委員より、ごみ処理対策について、１日100グラムの減量の取り組みがあったよう

に思いますが、最近ごみの量も増えてきているように思う。対応の仕方、力の入れ

ようが足りないように思うが、いかがか。住民課参事より、ごみの量については、

確かに平成22年度と23年度を比較しますと、尐しごみの量は増えている状況にあり

ます。この数字については、中部清掃組合管内、すべて同じような傾向を示してい

る状況であります。先般のエコライフ推進大会でも、１日100グラムの減量に向けて

の提案もされています。今後その啓発に向けての取り組みを、強化していきたいと

考えています。 

 委員より、中部清掃組合の負担金については、ごみの収集量というのは関係なく、

契約されて一定の金額が決定されているのか。住民課参事より、決算書86ページの

中部清掃組合負担金については、ごみの量もカウントの中に入っています。23年度

の負担金にあっては、２年前の21年度のごみの量に基づいて、中部清掃組合で案分

されて負担金が決まってきます。 

 委員より、１日100グラムの運動を進めていくことの効果、成果が上がっているの

か。住民課参事より、数字的には、22年度と23年度を比較すると、尐しごみの量は

増えている状況にある。増加原因の分析も、中部清掃組合管内の課長会の会議の中

でも行っていますが、大きな原因はつかめていないと。管内で同じように増えてき

ている状況であります。 

 委員より、主要施策の成果の22ページの、環境衛生事務事業の中の空き地の雑草

除去周知郵送料について、曙団地など、不在者のところの持ち主に郵送してもらっ

ているものですが、毎年刈っているところなど、成果が上がっているところもある

ものの、なかなか反応もなく、対応をしてもらっていないところも多くあります。

そこでなかなか成果が上がらないということで、環境条例の見直しなどの施策は考

えられないのか。住民課参事より、空き地の繁茂する雑草については、条例により

年に一度手紙を出し、刈っていただくようお願いをさせてもらっています。今後も

このようなことを、引き続き住民の方にも通知をしながら進めていくことを考えて

います。ご指摘のような取り組み強化については、罰則や代執行もありますが、現

在のところ、そこまでのところは考えていません。現在の細やかな連絡などをして

いくことで、所有者に訴えをしていきたいと考えています。 

 委員より、ごみ収集事業で合特法がありますが、なくなるまでやるのか。住民課

参事より、合特法の関係ですが、日野町のし尿合理化事業計画は、１次が平成11年

から15年、２次が平成16年から25年ということで、今２次合特の期間中であります。
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現在の合理化事業そのものは、各市町の計画であります。広域で進められている代

替業務のこともあり、八日市布引ライフ組合と、その構成市町において協議検討し

ているところであります。平成11年から25年の15年間で合特は終わるので、これか

らのありよう、し尿のくみ取り自体は、最後の１軒まで町の責任であるので、その

辺のあり方についても検討していくこととなっています。 

 以上で質疑なく、２時41分質疑を終了し、説明員の交代のため暫時休憩に入りま

した。午後２時50分会議を再開し、第５款労働費、第６款農林水産業費、第７款商

工費および第12款災害復旧費のうち第２項農林水産業施設災害復旧費について、会

計管理者の説明を受け、質疑に入りました。 

 委員より、緊急雇用創出特別対策事業の補助で、多くの事業が実施できました。

平成25年度も継続してほしい事業もあるが、その対策については、町単で継続、ま

たは新たな形で継続、もしくは打ち切りとなるのか。商工観光課参事より、平成20

年度のリーマンショックに端を発した不況による大量解雇が発生し、次の雇用まで

のつなぎとして制度化され、当初平成21年度から３年間の予定であり、平成24年度

は教育、福祉などの重点分野のみとなり、平成25年度以降はない。つなぎの効果で、

次の雇用につなげることができたと感じています。今後も県に要望しており、県に

は単費でもお願いしているところであります。町単独では厳しいので、要望は続け

ていきたい。 

 委員より、ふるさと雇用の５名の継続雇用の状況はどうか。商工観光課参事より、

５名のふるさと雇用のうち３名は継続雇用し、体験型観光（田舎体験推進協議会）

で１名、獣害対策（有害鳥獣被害対策協議会）で１名、地域ブランド化事業（ＪＡ）

で１名となっています。 

 委員長より、体験型観光の514万5,000円の内訳を教えていただきたい。商工観光

課参事より、委託料の大半が人件費で450万746円。残りが、その他自動車の借り上

げ料などの物件費となっています。 

 委員より、監査委員の意見書に、農家の高齢化による将来を心配しているが、集

落の機能向上もあわせた課題とあります。多くの事業を実施しているが、町として

今後どのような方向性を考えておられるのか。有害鳥獣対策を28地区で実施されて

いるが、防護柵設置の効果と今後の課題、平成24年度の取り組みは、どのように考

えておられるのか。グリーンツーリズムの推進、都市と農村の交流は好評であり、

受け入れ人数も年々増えているようですが、経済効果はどれほどか。また、今後の

課題は何か。農林課長より、高齢化に伴う農業の経営体をどうしていくかについて

研究するよう、監査でも指摘を受けています。現在、人・農地プランの策定につい

て、後継者のいない農地をだれが耕作していくのか、農業組合で考えてもらうよう

人と農地のかかわりを検討してもらっています。農地の集約は、認定農業者や大規
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模農家に集約することになるが、川ざらいなど施設の維持管理も、耕作者だけでは

できなくなるおそれがあります。認定農業者のいないところは、どうすればよいの

か解決策は見出せていないが、地域の実情を踏まえて、土地持ち非農家も含めて考

えてもらっています。有害鳥獣対策は、28地区71キロでワイヤーメッシュの柵を設

置されました。平成24年度も要望がありますが、７割くらいの採択であり、10キロ

程度を予定しています。引き続き、要望をしていきたい。柵設置の効果について、

サルは難しいが、イノシシ、シカは効果が出ており、引き続き設置したいとの要望

が出ている。今後の課題としては、河川など設置できないところへの対応と維持管

理が挙げられます。サルについては、ワイヤーメッシュの上に電気柵を設置するな

どの対応が必要となります。国のソフト事業で、大量捕獲のモデル事業を、鎌掛で

実施している。また、わなの免許を取得して、集落が自ら捕獲していく事業も実施

しています。講習などの経費補助や、地域への箱わなの無償貸与などを行っている。

また、えさや捕獲した野生獣を処分するといった経費もみてほしいなどの要望もあ

り、サル、イノシシ、シカについて、１頭１万円の補助を今年度から実施しており、

既に43頭を捕獲してもらっています。商工観光課長より、グリーンツーリズムの経

済効果について、平成21年度から24年度までで、受け入れはほぼ１万人に達するが、

体験料は総額１億円。単純計算で１人１万円となる。受け入れにあたっては、受け

入れ家庭において、体験のための材料や食材を町内で賄うなどをされており、さら

に広がることが期待されます。課題は民泊家庭の確保であり、高齢者を抱えている

家庭もあり、新たな受け入れ家庭の確保が必要であります。また、児童生徒の病気

やけがなどへの対応について、事務局はもちろんですが、民泊家庭も含めて研修が

必要であります。５月、６月は週２校ぐらい受け入れとなります。日野町だけでは

受け入れが難しくなりつつあり、県内でもっと受け入れができる態勢ができれば、

県内へ来る人も増える。近年は、甲賀市、東近江市、愛荘町や米原市、長浜市など

も受け入れをしてもらっています。 

 委員より、農業後継者については、耕作者がいなくなることのないよう、町から

も働きかけてほしい。有害鳥獣、グリーンツーリズム効果が出ており、引き続き対

策をお願いしたい。 

 委員より、耕作できない農地が増えている。プランも大事だが、住民だけでは無

理であり、行政も研究して、こんなことをしてはどうかと勧めてほしい。埼玉では、

給食の地産地消と関連して、どこどこではこれとこれをつくってほしいなどの働き

かけをされている。このままでは大変なことになり、行政でも考えてほしい。農林

課長より、農業は厳しくなっており、大規模農家でないと業として成り立っていけ

ない。また、経営のこともあり、現状では、町の方からあれをつくってくれ、これ

をつくってくれというお願いは難しい状況。大きな課題として勉強していきたい。 
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 委員より、市民農園の取り組みも総合計画で触れているが、進んでいるのか。農

林課長より、農地を持っておられない町内の人を対象とするのか、観光農園とする

のか、どこが窓口となるのかなど決まってない。現在では、他所の例を尐し勉強し

ている状況であります。 

 委員より、学校給食は、よいきっかけであります。日野町の自給率を計算してみ

るのも、きっかけになるのではないか。ここではこういうものをつくってほしいな

ど、行政で考えてもらいたい。 

 委員より、観光協会への補助で各種ＰＲやイベントを実施されて、成果も上がっ

ていると聞いています。各種事業での成果や経済効果、今後の課題について伺いた

い。商工観光課長より、経済効果を示すのは難しい。年間60万人程度の観光客が訪

れているが、大きく伸びていくのは難しい。ブルーメの丘の開園当時は、年間100

万人の観光客があった。しゃくなげ観光も、年々減尐している。どの自治体も観光

には力を入れていることもあって、客の取り合いになっています。若者は自然観光

には余り来ないこともある。町民の方々が桟敷窓アートや日野ひなまつり紀行など

の取り組みをされているが、観光協会とともに盛り上げていければと思う。道路事

情から、町中へ大型バスが入れないため、何らかの対策を考えなければと思うが、

よい知恵をお借りしたい。 

 委員より、桟敷窓アートなどは、たくさんの人出が出て魅力がある。そこへ行け

ばよさが分かるので、ぜひ集客の取り組みをお願いしたい。駐車場や町並み保存な

どにご尽力いただいている方への補助もお願いしたい。商工会への補助金について、

平和堂の新店舗進出もあり、商店街の維持発展の対策も必要だが、どのような取り

組みをされているのか。補助の効果はどうか。マツオ商店街解散の話がありますが、

寂しい限りである。町はどのように受けとめ、どのような指導をされているのか伺

いたい。商工観光課長より、商工会でも商店街の活性化に取り組んでもらっており、

まちづくり活性化委員会を設けて検討されている。商業活性化補助金では、氏郷ス

タンプラリーを年２回取り組みされており、売り上げや客とのコミュニケーション

に効果が上がっています。平和堂の新店舗については、商工会や商店街とともに考

えていきたい。松尾商店街は解散されたが、残っておられる商店の皆さんにも、何

とかしたいとの思いもあるようで期待したいが、後継者不足や高齢化など課題も多

く、この点についても、商工会とともに考えていきたい。 

 委員より、大窪の平和堂が残ればというだけの問題でもない。他力本願でない取

り組みをお願いしたい。マツオ商店街の街路灯については残っているようだが、消

したいという家もあるようであり、対策をしてほしい。商工観光課参事より、マツ

オ商店街の街路灯は、大半が撤去をされている。防犯灯として一部新たに設置を残

事業として実施されている。再結成については、個々に危機感はもっておられるも
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のの、もう一度団体にという力は出てこない。活性化に向けて再結成の働きかけは

したいが、総会で解散を決められたので尐し時間がかかる。町としては、再結成を

お願いしていきたい。 

 委員より、町の援助を受けて設置された街路灯であり、撤去にあたって相談はな

かったのか。商工観光課参事より、撤去費用について、補助はないかの相談は受け

た。南側は全部撤去、北側は一部を残して、ナトリウム灯を水銀灯につけかえされ

た。 

 委員より、上野田と比べても、マツオ商店街にも若い人はいると思う。街路灯の

維持はそれほど大きな金額にならないと思うので、町のため、将来のためを考える

と、そこまで徹底してやらなくてもよいようにも思う。 

 委員より、観光振興事務事業にて、びわ湖・近江路観光圏協議会負担金を支払っ

ているが、県全体に広がるものなのか。滋賀ロケーションオフィス負担金は、どう

いったものか。商工観光課主任より、びわ湖・近江路観光圏協議会は、５年計画で

平成24年度が４年目になる。国で約40地域を指定しており、県内は当地域だけであ

る。当協議会は長浜から竜王までの４市６町で構成し、地域を連携した事業として、

ＰＲ用のフリーペーパーの配布、ハイウェイキャンペーンとして、管内の高速道路

インターチェンジ間について何度利用しても一定料金にするなどの、各種事業や研

修を行っています。平成25年度からは、もう尐しコンパクトにまとまって、国際観

光事業にも取り組む観光圏事業が、新たに創設される見込みであります。商工観光

課長より、滋賀ロケーションオフィスは、県内で映画などのロケ地支援をしている。

平成23年度は畜産技術センターで２回、ブルーメの丘で１回のロケが行われている。

過去には、旧鎌掛小学校でも行われている。尐しでも日野町を知ってもらうよい機

会だと考えています。最近も、旧鎌掛小学校がアニメの舞台になって、テレビ放映

されています。 

 委員長より、平和堂との現在の話し合いの状況はどうか。商工観光課長より、こ

の秋から新店舗の工事着手と聞いていましたが、おくれている様子である。担当と

の話をしたいが、まだであります。地元の堀端町も現在の店舗は残してほしいと思

っておられる。 

 委員長より、堀端町との協議には、行政は入るのか。商工観光課長より、３者懇

談として、地元、平和堂、行政が話し合う場であり、存続の話をしていきたい。 

 委員長より、話し合いの申し入れは、どの程度しているのか。秋には工事着工と

聞いていましたが、手続も残っており、その点も確認したい。11月中には話をした

いと思っています。 

 委員より、住宅リフォーム促進助成について、今年度も増額補正され、住民の期

待も大きく、継続してほしい。経済効果、今後の取り組みについて伺いたい。商工
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観光課長より、平成23年度も、当初の500万円に200万円増額した。総額１億8,000

万円の工事費の経済効果は大きい。平成24年度も、９月に増額補正し700万円になり

ましたが、応募が多く抽選になった。町民の皆さんにも期待されているもので、継

続していきたい。 

 委員より、氏郷まつりは81万円の補助で、住民の皆さんに喜ばれている。松阪の

まつりに初めて行ったが、市でもあり盛大にされていた。まつりが発展していくよ

う願っているが、感想を聞きたい。商工観光課参事より、今年も明日から２日間に

わたり開催するので、よろしくお願いしたい。松阪も盛大であり、商店街を中心に

開催されている。日野でも通りを利用できればとの思いはあります。松阪は１日だ

けですが範囲を広げて盛大にされており、日野も発展できるよう取り組んでいきた

い。 

 以上で質疑を終わり、４時15分に第１日目の審査を終了し散会いたしました。 

議長（杉浦和人君） 委員長報告の途中ですけれども、暫時休憩をいたします。また

再開後、委員長報告を行います。11時15分から再会いたします。 

－休憩 １１時０２分－ 

－再開 １１時１６分－ 

議長（杉浦和人君） 休憩前に引き続き、委員長報告をお願い致します。 

８番（小林 宏君） 続いて、委員長報告を行います。 

 第２日目、10月31日午前９時より、委員全員と議長、執行側より町長、関係職員

の出席を求めて会議を再開し、歳出第８款土木費および第12款災害復旧費のうち、

第１項公共土木施設災害復旧費について会計管理者から説明を受け、質疑に入りま

した。 

 委員より、地籍調査について、町道西大路鎌掛線改良工事のための調査と思うが、

調査の状況、いつ完了か。また調査内容は、どういうものか。建設計画課長より、

西大路鎌掛線改良工事の事前の用地調査として行っています。鎌掛地区は平成24年

度で調査が終わり、法務局への提出書類の作成まで、また、西大路地区については、

現地の立ち会い（民民の立ち会い）をして境界を確定していくところです。あと２

年ぐらいかかる。内容は、法務局備え付けの公図を、現地にあったものに作成する

という業務になる。 

 委員より、町単独改良事業で、西大路鎌掛線の委託業務の内容は何か。地歴調査

との関係はどうか。建設計画課長より、町道西大路鎌掛線道路改良事業調査委託業

務については、建物を移設する調査で188万6,850円、測量設計委託業務は市街化区

域内の道路の実施設計業務で451万5,000円です。 

 委員より、木造住宅耐震診断について、ほとんどできていないのか。公営住宅の

家賃支払督促手数料の額が大きい。どういうものか、成果は。建設計画課長より、
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木造耐震診断については、平成23年度末まで92戸で、まだまだです。ＰＲを、固定

資産税の通知の際に同封し、啓発を行っています。診断は受けてもらえない。住宅

の手数料については、家賃の支払で悪質なところを、裁判所を通じ支払督促をした

分です。成果としては、支払に応じてくれた人がおり、一定効果はあった。 

 議長より、税収の観点から解釈してほしいが、委託業務の発注で、コンサルの日

野営業所を見かける。総務課で入札指名をする業者に対して、今年度当初に実態調

査は行っているか。総務課長より、現地の確認はしていません。 

 議長より、税務課に事業所として届けられ、従業員が配置されていると、年間事

業費分の人数割で税が徴収できる。その会社に資産があり、償却される場合は償却

資産税が入る。調査をされていないということは、指名の審査をする段階で、適格

か適格でないかの前に、日野町に税が入ることがメリットとして、日野営業所とい

うことの確認ができていない。些細な税額かもしれないが、ぜひ実態調査をして下

さい。近隣市町はやっています。町道野出山本線について、工事でよく１工区とか

２工区とか言われるが、今回は多分１工区だろうが、工区間をつなげる見通しはあ

るのか。建設計画課長より野出から山本までの路線ですが、まず野出のダイフクま

でを取り組んできた。道路は山本までつながっていますので、将来的にはやってい

かざるを得ないと思っています。いつするかは決まっていない。山本地先の歩道に

ついては、別事業として行っています。町道西大路鎌掛線で、３キロメートルと長

い路線で、１工区、２工区、３工区として行う。事業の効果を出すには５年以内と

言われていますので、工区分けをして行っている。 

 委員より、北脇中在地線宮前橋の災害の原因、問題点は把握しているのか。ほか

の橋でそのようなことがないよう、対応策があるのか。建設計画課長より、宮前橋

が落橋した原因は、橋脚が２カ所あり、１カ所は災害復旧事業で補強されていたが、

補強されていないほうが落橋した。思いがけない水量によることと、コンクリート

の劣化もひどかったことが原因かと思います。古い橋がたくさんあり、橋梁の長寿

命化対策の調査をし、今年度から順次計画的に補修をしていきたい。 

 委員長より、決算審査意見書５ページ、住宅家賃の収納率41.5パーセントと非常

に悪い。公園委託の業者選定は、どのようにしているのか。建設計画課長より、過

年度分の滞納で、既に亡くなっている人や、退去した人の分がそのまま載っている

ことで、収納率が悪くなっています。公園管理の委託については、草刈り等は森林

組合やシルバー人材センターに委託していますが、都市公園の管理は専門的になる

ので、見積もり入札で決めています。 

 委員長より、住宅家賃の滞納の戸数は。建設計画課長より、過年度分は24件、現

年度分は11件です。 

 委員長より、過年度分の亡くなられた人や退去された分は、欠損処理に向かうの
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か。建設計画課長より、住宅家賃の場合は、欠損処理について非常に難しい。議会

の承認が必要になります。今後見きわめた中で処理をしていかなければならない。 

 以上で、他に質疑なく、質疑を終了し、続いて議第66号、平成23年度日野町住宅

新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出決算について、会計管理者の説明を受け、９

時48分質疑に入りました。 

 委員より、住宅新築資金については、９件の未納者、過年度分の収納額が196万

7,500円というのは、何件分ですか。償還推進事業では、どのような方法で効果を上

げようとしているのか。収納が途絶えている方について、今後どのような取り組み

をするのか。監査の意見書15ページ、法的措置をと書いてあります。取り組みにつ

いて聞きたい。建設計画課長より、平成23年度から、裁判所の力を借り支払督促を

した。成果として、完納した人や分納に応じている人があります。23年度は、裁判

を起こすまでには進めていません。今後は裁判まで起こして収納を進めるのか、考

えていきたい。住宅新築資金の過年度分の滞納件数は９件で、全体で12件、過年度

分の収納額196万7,500円は５件分です。 

 ほかに質疑なく、暫時休憩に入りました。午前10時10分会議を再開し、第10款教

育費について会計管理者の説明を受け、質疑に入りました。 

 委員より、子ども支援活動事業において支援員を補充され、不登校での成果等は

どうであったか聞かせてほしい。教育次長より、教育相談センターでの不登校の状

況ではありますが、心理判定員の配置をさせていただきました。不登校の児童生徒

の相談業務、またそれだけでなく、悩みを抱える方の相談業務を行っております。

相談件数では、前年度300件程度増加しています。子育ての悩み等を抱え、相談を受

けられる施設へ来られる状況で、このことは大きな成果が出ているものと思ってお

ります。住民への周知につきましては、大々的に看板を掲げてできない部分もあり

ますので、校、園、保健センター等と連絡をとりながら進めているところです。カ

ウンセリングの時間で仕事をお持ちの方は、夜に設定をしているケースもある状況

です。 

 委員より、多様化する問題に対応いただき、ありがとうございます。周知するこ

とに難しい問題もあるかと思うが、よろしくお願いしたい。小学校教育振興事業の

コンピューターシステム整備で電子黒板等を購入されたが、利活用の状況またＩＣ

Ｔ機器の利用についてはどうか。活用されているのか。教育課参事より、ＩＣＴ活

用により、子どもたちの関心を高める、教師の授業改善を図るなど、大変重要であ

り、全県的に取り組みをされている。懸念されています活用が十分にされていない

のではないか、これにつきましては、残念ながら、機械に職員が追いついていない

状況もあり、県での研修への参加、町においても放課後に研修を実施し、小学校の

外国語授業で電子黒板の活用、理科授業での活用などが進んできている状況で、よ
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り有効に活用できるよう取り組んでまいりますので、よろしくお願いします。 

 青尐年育成地域活動事業で、思春期の悩みを持つ生徒の居場所づくり事業の状況

は、どうなっていますか。いじめ等での成果は出ていますか。また今後の問題は、

どう考えておられますか。生涯学習課長より、ほっと健じゅくの状況等であります

が、昨年中学生が授業に入らず公園で遊んでいるなどの、地域の方から学校へ連絡

がありました。このことは学校だけの問題ではなく、子どもたちを育てていく地域

の方にも責任があるのではないか、何とか子どもたちに対応できないものかとのこ

とから、青尐年育成町民会議と尐年センター、中学校が連携のもと、始まりました。

青尐年育成町民会議で指導員２名を配置し、尐年センター横の事務所を居場所とし

て利用させていただきました。延べ人数185名が、ほっと健じゅくに寄っていただき

ました。なかなか学習まで持って行けなかったこともありますが、みんなでしゃべ

っている場としての居場所づくりとなりました。今後の課題ですが、今年度はラジ

オ体操に取り組み、幼尐期から地域で見ていく。子どもと大人の地域づくり交流会

の交流の機会として、取り組みをさせていただいた。今年度は、中学校、尐年セン

ターから、今は落ち着いているとの報告の中、昨年のような状況ではないと聞いて

いますので、ほっと健じゅくは現在実施しておりません。 

 教育において、不用額が3,000万円近くと大きい額である。要因は、なぜでしょう

か。子ども読書活動推進事業、これは図書館から小学校へ支援員を配置されたので

すが、その効果はどうでしょう。これは、学力低下が問題にもなっておりますので、

それは本を読まないことも作用しているようにも思います。小学校で英語を教える

にも、国語力が必要であると感じでいるのです。教育次長より、教育費の不用額の

要因ですが、教育費は多くの項目があり、合計すると3,000万円近くなりますが、特

に大きいものといたしましては、事務局費で工事請負費、教育相談子ども支援活動

事業で約500万、幼稚園管理事業約80万、小中学校の要保護、準要保護で約100万、

中学校クラブ活動育成事業で約90万が、学校管理の部分で出ております。それと人

件費等の不用額でございます。教育課参事より、図書館からの学校への支援員です

が、国語力、外国語力へ、大きな影響を及ぼしている要素であると同様に考えてお

ります。昨年度は日野小学校へ、月曜日から金曜日まで図書館から配置をいただき、

図書館の環境づくりはもちろんのこと、図書館の方と話せる関係から、図書の貸し

出しが大きく伸びました。今年度は、このことから支援を強めていただき、日野小

学校に週４日、１日を西大路小学校に出向いていただいて、図書館の充実をお願い

しました。日野中学校への配置をしていただきまして、その成果が生まれるところ

です。読書力がすべての生きる力につながりますので、さらに充実をしていきたい

と考えております。 

 委員より、図書館運営事業で、図書の貸し出し状況で818名の増となっていますが、
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貸し出し冊数も伸びておりますが、年間事業にも取り組み、集客に努力されている

と理解しています。さらなる集客、貸し出しに向けての対策は、どのように考えて

おられますか。今年度システムを更新され、利用状況等どうなったか教えて下さい。

図書館主任より、貸し出し状況につきまして、貸し出し冊数は開館日数により差が

出ますが、貸し出し冊数も無制限ですので、23年度が特にどうであったかは、余り

考えておりません。しかし利用者数が前年度より多かったことは、よかったのでは

ないかと思っております。 

 委員より、要保護、準要保護の財源で、県国の費用が尐なく、一般財源で賄って

いるが、財源の流れを教えてほしい。教育課参事より、要保護、準要保護基準につ

きましては、平成17年度を境に、三位一体改革により、準要保護で補助金であった

ものが交付税措置となっています。ちなみに、16年度決算での、小学校では416万円

で補助は75万円。17年度は、約317万円で補助はゼロとなり、交付税措置にされてい

ます。要保護では、生活保護を受けておられる家庭の児童、生徒が対象者で、教育

費については、生活保護の中で保障されており、修学旅行費を補助しています。準

要保護については、三位一体改革後は、対象は町で決定するとされており、要綱を

定めて行っています。基準は、特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令第２

条の規定に基づく、保護者などの属する世帯の収入額および需要額の算定要領に準

じて、生活保護基準と比較し決定しています。 

 議長より、給食関係の竣工期日設定であるが、地質調査が完了してから設計に入

るのが通常と思われるが、工期的に問題はないのか。工期の設定に当たっては、総

務課が確認をし、契約書で決定すべきで、決算書に整然としてあらわしていること

も問題ではないのか。工期の設定は、どのように協議されているのか。総務課長よ

り、原課より、起工上申が上がってきます。特に年度末に近い発注につきましては、

注意をしながら見ているところです。調査と設計がどのようにリンクしているかの

ご指摘はあろうかと思いますが、今のところは、起工上申を見せていただいて、順

次町長まで決裁がいく中で見させていただいています。 

 議長より、上申されたものは、そのままで、おかしいとの指摘はその時点でチェ

ックはないのですね。総務課長より、特に短い工期などは、建設工事契約審査会で

議論することもございますし、原課へ確認もしております。 

 議長より、現在工事を実施しておられるので、施工計画書が出ていると思うが、

安全保安員の設置がなされているのか。担当課は施工計画書を見ておられますか。

教育課参事より、確認をさせていただきます。 

 議長より、参事として周辺対策を考えて、保安員が配置をされているか分からな

いのですか。教育課参事より、当然搬入車両の多いときに、保安員の配置は義務づ

けています。 
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 議長より、体協の関係で、行政懇談会において、体協費用の徴収問題が出ていた

が、区でまとめて支払っている。ここに体協への補助の支出があるのですが、体協

が一般の方に協力を求める費用との比較等は、どうなっていますか。生涯学習課長

より、227万500円を徴収させていただいております。町からの補助金は259万3,000

円でございます。 

 議長より、地域でまとめ、区が支払っている話が出ていました。このことを受け

て、今後改善をしていくのか、体育振興も必要であるので、町でやろうと思われる

のか、方針はどう考えているのか。生涯学習課長より、必佐区長会をはじめ、その

他の区長さんから状況を聞いておりますが、基本的に皆さんのスポーツへの賛同の

もと、強制ではない中で、体育協会としてはお願いしています。補助金等の状況も

勘案し、検討をさせていただきたい。 

 委員長より、民俗資料館に、館長のほか職員は何人で運営しているのか。また、

入館者が伸びているが、企画展示等努力しておられると思うが、どう考えておられ

るのか。生涯学習課長より、職員につきましては、館長１名、嘱託事務１名、臨時

事務１名の３名で運営しております。入館者の増でございますが、30周年の記念事

業を実施させていただきました。関係をいただいた方々に無料の招待券をつけさせ

ていただいたことと、30周年記念の歩み展、日野商人の特別展も実施したことで、

増ができたものと考えております。 

 委員より、公民館使用料の関係で、地元、他所での使用料の取り扱いについて、

また公民館離れで影響が出ているのか、教えて下さい。生涯学習課長より、年度に

より使用頻度は増減いたしますが、基本的には、町立公民館使用料の減免基準によ

り取り扱っております。使用料が要らないのは、町行政および付属機関など、目的

が行政のため設置された機関、また社会教育団体、体育協会、文化団体等でござい

ます。 

 委員より、学校給食費の滞納について、どのように考えておられるのか。教育課

参事より、学校現場を中心に督促等を行ってもらっています。対象は24戸29名であ

りますが、現在16戸19名の状況になっております。ここ３年間、年々増加傾向とな

っており、事務局においても滞納処理を進めております。特に、在校生でなくなっ

た方への督促対応、納付相談等しております。私債権の関係であり、他課の会計を

含めまして、有効な手だてがないか調査研究もしております。 

 以上で教育費の質疑を終わりました。11時40分、議第72号、平成23年度日野町西

山財産区会計歳入歳出決算について、会計管理者の説明を求めて、質疑に入りまし

た。 

 委員より、この会計が始まった経過は、どのようなことか。また、補助金の配分

に問題は出ていないのか。財産区書記より、書物によると、約400年前より西山とし
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て、内池東西、猫田、別所の現在４字に権利があり、昭和40年代に入ってから、天

理教の関係で多くの土地との交換があり、現在の曙団地の開発時に売買し、基金を

持つことになりました。現在、駐車場経営を行っております。また４字の権利戸数

に対して集落分配金として支出していますが、配分に当たっての問題はございませ

ん。 

 ほかに質疑なく、11時45分質疑を終了し、昼食のため休憩に入りました。午後１

時27分会議を再開し、第11款公債費、第13款予備費および財産に関する徴収につい

て、会計管理者の説明を求めて質疑に入りました。 

 委員より、公債費について繰り上げ償還で、利子分を含めて２億600万円返還され

た。その効果と利益について伺う。それとあわせて、財政調整基金に150万円を積み

立てされている。このことは財政健全化に向けて進展しており、評価できるもので

ある。基金は10億6,000万円を積み立てられているが、目標としてもっと必要とされ

ているのか、どう評価しているのか。総務課長より、繰り上げ償還により、利息は

約4,800万円軽減された。財政調整基金について、積立金の目標はないが、全国的な

市町村の積立額は標準財政規模の２割と言われている。町では標準財政基準が55億

円なので、11億円から12億円になる。それまでは積み立てたいと思っています。 

 委員より、平成24年度の予算書に地方債の見込み調書があるが、平成23年度の決

算に基づき、作成してあるのか。総務課長より、決算資料の４ページ、23年度中の、

起債借入額と元金償還の額を書かせていただいています。 

 委員より、今年度繰り上げ償還をしているが、ほかに4.5パーセントや５パーセン

トのものもある。旧大蔵省資金運用部、簡保資金の借り入れは25年間返せないとも

伺った。保証金免除の手当がないと繰り上げ償還はしないのか、それともできなの

か。償還金免除で繰り上げ償還ができないのか。総務課長より、以前は公債比率が

高く、財政健全化計画を策定することで、５パーセント以上については繰り上げ償

還をすることができるという制度があるので、それを利用して５パーセント以上は

借りかえをさせていただいた。その制度を国において、もう尐し５パーセント以下

に引き下げていただいて償還できるように、健全化になるように町村会を通じて国

に対して要望をしているが、現在のところ政府資金については、繰り上げ償還等が

できないところであります。 

 議長より、財産に関する調書133ページで、土地が333平方メートル増えている。

主要施策の成果40、41ページの土木費で用地買収が26件あるが、この面積はここに

は含まれないのか。総務課長より、道路の用地買収については入っていない。 

 議長より、我々がチェックするには、主要施策の成果40ページで、用地買収５件、

20件あるいは１件と書いてあるが、ここにも資料として面積や単価を書いてもらう

と比較できるので、今後検討してもらいたい。できれば出してもらいたい。 
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 １時44分質疑を終了し、これで議第63号、平成23年度日野町一般会計歳入歳出に

ついて、質疑はすべて終了しました。１時45分、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、会計管理者の説明を求め、質疑に入りま

した。 

 委員より、保険給付費について、前年度比3,500万円減尐している。その要因は何

か。医療費抑制に向けて、今後どのような取り組みを実施しようとしているのか。

住民課長より、保険給付費が、前年度と比較してマイナス4.53パーセントとなった

要因は、平成23年度は平穏で落ち着いた年度であった。要因の分析は難しい。イン

フルエンザ等が流行したものもない。医療費に占める割合が大きいものが、入院医

療費である。いわゆる高額なものが落ち着いていたということである。歳出総額に

占める医療費の割合は67.1パーセントと、国保の財政運営に非常に大きなウエイト

を占めている。被保険者数が減尐したにもかかわらず、今後は医療費が急激に必要

ということも考えられるので、そういったことに対する対策については、まず予防

が一番であると思っている。特に国保担当している住民課はもとより、介護支援課、

福祉課、保健センター、さらには教育委員会生涯学習課と連携を図りながら、予防

事業に取り組むことが大事であると認識する中で、本年３月11日、わたむきホール

虹で健康づくりを基本とした催しを行い、意識を高めた。この日はシンポジウムを

はじめとする催しに、町民約450人の参加をいただいた。午前中は健康ウオーキング

や福祉の催しなど、いろいろなイベントを行いながら、健康づくりに結びつくこと

を行った。そのことがすぐ医療費の抑制につながるかということは難しいが、その

ような対策が必要と考えている。 

 委員より、国保の広域化が平成18年度から言われているが、町にとってのリスク

を検証されているのか。後期高齢者医療との関連もあるが、保険料が高くなると思

ったりもする。住民課長より、滋賀県で平成23年１月施行の広域化支援方針により、

県でどのような取り組みができるか検討を行っている。平成23年度は、私も委員に

入り検討した。具体的には、事業の運営が広域化できないかということです。被保

険証、医療の適正化、ジェネリック医薬品の使用、さらには収納対策、保健事業、

財政安定化事業等、滋賀県で一本化できないか議論をしているところであります。

平成24年度は委員に入っていないが、既に４回の会議を持たれた。来年３月には、

一定の方針も出していく予定で進められています。 

 議長より、11月22日に、国保制度改善強化全国大会が地方６団体で開催されるが、

町の方にも出席の要請は来ているのか。住民課長より、毎年11月に開催されるもの

であり、日野町は町長が滋賀県国保連合会副理事長として出席している。大会後は、

国や国会議員の陳情活動も行っている。 

 委員より、被災された人たちで、国保を持っておられる方、被災地の保険証にな
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っているのか、日野町の保険証になっているのか。住民課長より、国保は住民票の

あるところで対応している。こちらに住所を持ってきておられる方は、日野町で医

療費の免除減免の対応をしている。住所のない方は、住所地でされています。税務

課長より、現在18名、町へ避難されている。東日本大震災関連で、原子力災害特別

措置法により、平成23年度は国保税を１件13万6,600円減免措置している。 

 委員より、景気が悪くなるほど、国保の加入者が増える。平成23年度で１億1,000

万円の収入未済額があるが、年々増えている。応益応能負担を各50パーセントとす

る軽減措置も図れるが、どのような割合の人に滞納が多いのか。税務課長より、平

成23年度で７割軽減が750世帯、金額にして約3,500万円、５割軽減が199世帯で約900

万円、２割軽減が445世帯で700万円余りの軽減措置をしている。国保は、他の保険

の被保険者に属さないすべての人を対象とする国民皆保険制度の、最後のとりでと

なっている。他の保護者よりも社会情勢の影響を受けやすい、こうしたことから、

軽減措置について、国保の被保険者に通知をする以外にも、広報を通して通知して

いる。 

 委員より、滞納がある中で、収納率が90パーセント以下になると、国の補助金の

ペナルティがある。現年だけなのか。滞納分も含めて該当するのかどうか。税務課

長より、現年度分90パーセント以上を基本としている。日野町の収納率は94.6パー

セントであり、県下19市町で上から６番目であります。 

 ほかに質疑なく、以上で質疑を終わり、２時17分、続いて議第71号、平成23年度

日野町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算について、会計管理者の説明を求め、

質疑に入りました。 

 委員より、単年度収支で58万円の黒字である。支出にあたり、納付金が0.5パーセ

ント伸びており、高齢化により医療費が伸びていると意見書27ページに書いてある。

後期高齢者医療特別会計の健全化に向けた、今後の課題や対応について伺う。住民

課長より、後期高齢者医療は、国の動きが読めない現状であります。制度について

は、平成20年度から滋賀県では広域連合の体制で実施してきた。一旦廃止するとい

う民主党案が出されたが、８月に社会保障と税の一体改革に関する法案が成立され

て以降、中身について、国民会議で具体的な審議をするとされているが、２ヵ月た

っても委員の選任ができていない状況で、見通しが読めない。国の動きを十分注視

しながら、健全化に努めていきたい。 

 委員より、決算資料28ページの医療費の中で、柔道整復とはどのようなものか。

住民課長より、はり、きゅう、マッサージ、接骨院の治療である。一般給付費でな

く、被保険者が一旦全額を支払された後、７割の保険適用分を町へ申請されて戻っ

てくる制度であります。 

 委員より、決算資料28ページの給付事業等の内容について、高齢になるほど医療
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費も高くつく。高額医療費の内容、病名、治療内容、どれくらいの入院日数等、分

かる範囲で教えてもらいたい。住民課専門員より、高額療養費については、１ヵ月

の医療費の自己負担が多くなった場合は、申請されると高額療養費として支給され

ます。所得区分によって決まっています。一般世帯で１ヵ月当たり、外来は個人単

位で１万2,000円。外来と入院の合算で世帯単位で合計４万4,000円を上限として、

超える分があれば広域連合から支払がある。年金のみで所得が一定以下の低所得者

の世帯はそれより低く、１ヵ月当たり外来は個人単位で8,000円、外来と入院の合算

は世帯単位で２階層に分かれており、２万4,600円と１万5,000円となっている。病

名では、高齢者の方に比較的多い脳卒中、ひざや股関節の手術で400万円ぐらいの医

療費が必要。ペースメーカーなどを装着する心臓手術をされる月は、約500万円くら

い必要となります。 

 以上でほかに質疑なく、２時30分暫時休憩に入りました。２時45分会議を再開し、

議第69号、平成23年度日野町介護老人保健施設特別会計歳入歳出決算について、会

計管理者の説明を求め質疑に入りました。 

 委員より、日野町各会計決算意見書の21ページに記してあるように、施設が築17

年となり、経年劣化に伴う改修費等の経費が懸念されるが、どのような計画をされ

ているか。また、適正な管理運営のための指定管理者の管理監督は、どうされてい

るのか。介護支援課長より、施設の改修計画等については、指定管理者制度導入後

の平成18年度から今日まで修繕に4,300万円かけ、その２分の１を町で負担してきま

した。次年度以降についても、協議中です。適正管理については、毎年指定管理者

の実績報告の場を設けるとともに、毎月の状況報告もいただいている。また、随時

担当が入所判定委員会などを通じて、適正に運営されるよう連携している。 

 委員より、これから高齢化がどんどん進んでいく中で、このような施設は、だれ

もが利用できるように、整備等を含め考えていただきたい。介護支援課長より、介

護老人保健施設は、医療と在宅との中間施設として整備されました。時代も変わり、

利用者のニーズや状況も随分変化し、車いすの人も多くなり、入所されリハビリし

てすぐ退所という状況は難しくなってきています。今後は、他の機関やサービスと

も連携しながら、適切な支援とスムーズにサービスにつながるようにと考えていま

す。 

 委員より、公債はまだ残っているのか。介護支援課長より、起債については、平

成７年から平成37年３月までとなっています。現在18年目ですが、元金と利息でお

おむね８億円ぐらい今後支払っていくこととなっています。 

 委員より、入所、通所の状況で、町内と町外の利用者の割合はどうか。介護支援

課長補佐より、利用者は月によってばらばらですので、年間平均で申し上げますと、

843人の入所で月70人。うち、介護保険が719人で月60人。約８割５分が町内の方の
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利用ということになります。 

 以上で他に質疑なく、質疑を終了し、３時２分、続いて議第70号、平成23年度日

野町介護保険特別会計歳入歳出決算について、会計管理者の説明を求め、質疑に入

りました。 

 委員より、介護予防サービス事業について、介護予防に力を入れていると思うが、

その効果はどうか。介護支援課主査より、65歳以上の人の何割が介護認定を受けて

いるかという介護認定率という数字があり、当町の介護認定率が15.3パーセント、

県内平均が16.34パーセントということで、平均より低いということから、若干効果

が上がっていると思われます。また、新規認定の平均年齢が83歳ということで、介

護認定に係る年齢が高齢になってからということも、一定の効果と考えています。 

 議長より、一般会計の既存施設スプリンクラー整備特別対策事業のゆめさとへの

補助金610万2,000円は、介護会計を通さなくてもよいのか。介護支援課長より、当

事業は介護保険の制度や会計ではなく、介護基盤緊急整備事業で、一般の県の補助

金を活用して整備されたものであることから、特別会計ではなく一般会計となって

います。 

 議長より、県の補助金を使ったといえども、特別会計を通さなくてはいけないと

思うが。介護支援課長より、さくらの里が同じ補助金を活用して整備をしてもらっ

ています。介護保険の中での整備ではないので、一般会計として分けています。 

 ほかに質疑なく、質疑を終了し、３時22分、続いて議第67号、平成23年度公共下

水道事業特別会計歳入歳出決算について、会計管理者の説明を求め、質疑に入りま

した。 

 委員より、決算資料62ページに記してあるように、供用率は75パーセントとなっ

ているが、これについて町で実施しているリフォーム助成の効果はあるか。また、

リフォーム助成の中で、公共下水の接続がどの程度含まれているか。上下水道課長

より、リフォーム助成のうち、１年間で10から15パーセントぐらいが公共下水の接

続に関係した申請をもらっていますが、金銭的なことまでは資料を持ち合わせてい

ません。 

 委員より、10から15パーセントというのは、全体の中での実施した件数の割合か、

１軒当たりに含まれる割合か。上下水道課長より、100軒のうちの10から15軒が、公

共下水の接続に関係した申し込みがあったという意味です。 

 委員より、里道等に管が新設されているが、点検等はされているのか。上下水道

課長より、現在農村下水道については、機能強化事業を実施しているが、公共下水

道については、外から見えるマンホールの周辺の修繕等は実施しているが、敷設さ

れている管そのものの点検はできていません。今後は、管についても検討していか

ねばならないと考えています。 
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 議長より、平和堂の問題で、国道307号と477号との下水道の接続に係る開発協議

は進んでいるのか。上下水道課主任より、接続の協議については、まだ事前協議的

な状況で、具体的な書面での協議にはなっていない。 

 議長より、まだ開発申請が出ていないということか。事前審査もまだで、口頭で

の段階か。上下水道課主任より、現在はまだ開発に関係するコンサルからの、口頭

による相談の段階です。 

 議長より、行政としては、接続場所はどこがベストと考えているのか。上下水道

課主任より、現在は国道307号も477号も、いずれも管が通っているので、どちらで

も接続は可能であると伝えているだけです。 

 議長より、参考に、国道307号と477号の管の径はどれだけか。あれだけ大きな面

積の供用になれば、大きな金額で町としてはよいが、一番心配しているのは、どこ

でつなぐか。また工法によって、道路が混雑し交通に支障が出ないかということで

ある。行政として問題が起こらないよう、業者に注文をつけていくべき。上下水道

課主任より、平和堂の開発予定地に近接する上下水道管の径ですが、国道307号、477

号とも直径200ミリです。 

 議長より、それで４万平方メートルもある面積で、問題なく接続できるのか。上

下水道課主任より、最終的な水回り計画等、まだ具体的な計画を示されていないの

で、今後詳細な協議を出された段階で、汚水量の計算等細部に検討し、接続場所等

の協議をしていくことになると思います。 

 議長より、その辺十分注意してチェックしてほしい。今無理して入れて、今後市

街化区域に多くの建物が建ち、管を大きくする必要が出ないように、ある意味企業

に対しても応分の負担を求めるなども含めて、進めていただきたい。 

 委員より、下水道事業の入札で、最低価格より安価であったため失格となった業

者が多く、高どまりの経過があったが、最低価格の設定にむらはないのか。総務課

長より、高どまりではなく、低い価格での落札となっています。最低価格の設定に

ついては、県等のルールを採用して決めさせていただいています。具体的に申し上

げますと、国の外郭機関である中央公共工事契約制度運用連絡協議会のモデル的な

方法を利用しています。極端な低価格による受注は、工事の品質確保に支障を及ぼ

しかねないだけでなく、下請け業者へのしわ寄せ、労働条件の悪化など悪影響を与

えるため、従来通り協議会モデルを利用していきたい。一定、失格が出ても仕方が

ないと思っています。 

 ほかに質疑なく、３時42分、議第68号、平成23年度日野町集落排水事業特別会計

歳入歳出決算について、会計管理者の説明を求め、質疑に入りました。質疑なく、

３時47分、議第65号、平成23年度日野町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算につい

て、会計管理者の説明を求め、質疑に入りました。 
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 委員より、水道の高料金対策については、簡易水道についてはおりてないのか。

どこを見れば分かるのか。上下水道課長より、高料金対策については、簡易水道も

いただいており、事項別明細の182ページの一般会計繰入金1,780万円のうち、556

万6,000円が高料金対策分です。 

 ほかに質疑なく、３時57分質疑を終えて、第２日目の審査を終了し散会いたしま

した。 

 続きまして第３日目11月５日午前９時、委員全員と執行部の出席のもと、決算審

査最終日の会議を開会し、議第73号、平成23年度日野町水道事業会計決算について

を議題として審査に入り、上下水道課長の説明を求め、質疑に入りました。 

 委員より、決算書５ページ当年度純利益が5,268万6,000円であるが、10月５日付

けの地方新聞に掲載された記事に、水道事業会計にはからくりがあり、本当は１億

3,000万円の巨額の剰余金があると出ていた。この意味は。上下水道課長より、決算

付属資料の16、17、18ページの水道事業会計明細書の収益的支出の費用合計から、

（項）営業費用、（目）減価償却費・資産消耗費については、現金の出し入れがない

ことから、この費用を支出費用から除き、18ページの資本的支出、（項）企業債償還

金・（目）企業債償還金の金額を支出額に含めて計算すると、記事の金額である１億

3,000万円になります。この数字は資本的収支の支出の分が抜けているので、分かり

にくいと思われます。資本的収支には、国庫補助金、出資金などの収入と、建設改

良費などの物をつくる費用がありますが、この分が計算されていません。この分を

含んで計算をすると、約7,000万円になります。決算書５ページの当年度純利益5,268

万6,000円は、公営企業会計のルールに基づく純利益です。 

 委員より、十分な審議をしていただきたい。続いて決算資料57ページの未達料金

について、平成23年度1,028万9,000円の未達料金を払っている。これは年間責任水

量と年間使用水量との差が未達量であるが、日野町の契約水量を下げることはでき

ないのか。平成23年度には、椿野台の給水人口が288人増えたが、有収水量は減尐し

ている。今後五月台、青葉台が増えたとしても、大きな変化が期待できない。契約

水量はどのようにして決定されたものなのか。上下水道課長より、契約水量は１万

4,300立方で、県水の当初計画で決定しています。日野町が滋賀県の計画時に申し込

んだ量が、日量１万4,300立方であり、この水量に基づき、滋賀県が計画し、工事を

行いました。このことから、契約水量に届かない量が未達量、未達料金となります。

平成16年度から、この間、受水費や未達料金の軽減、減額はできないか、また契約

水量の見直しについても、町から県に対し要望を行ってきたところです。その結果、

受水単価は減額されたところですが、契約水量は日量１万4,300立方でありますが、

未達料金の基準となる基本水量は、固定でなく供用開始時から見ると順次変更され、

平成23年度は日量１万2,000立方となりました。また責任水量の求め方は、57ページ
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の右側、水道事業費用原水および浄水費、受水費にあるように、基本水量、日量１

万2,000立方に補正係数0.7を掛けると、１日平均水量8,400立方となります。この補

正係数も、平成22年度0.75に対し、平成23年度は0.7に引き下げられました。このよ

うに、未達料金の算出根拠は、日量１万4,300立方から軽減された水量がもととなり

算出されたものです。企業庁の施設についても、施設更新には、ポンプなどの機器

見直しをすること。使用量に見合う契約水量への変更についても、企業庁に町長か

ら要望されています。 

 委員より、①決算資料５ページ、営業費用の（３）その他営業収益とは何か。②

契約水量の日量１万4,300立方には、甲賀市の給水区域、旧土山水道が含まれたもの

か。③滞納整理において、給水制限から給水停止措置に変えられたことに驚いた。

議員として、住民から聞かれることもあるので、そのように対応の仕方が変わった

ときには知らせてほしい。④滞納金額については、平成22年度と比較し、現年度分

が半分ほどに減尐したことは、給水停止などの効果であったと理解するが、裁判所

を利用する支払督促はしているのか。上下水道課長より、①その他営業収益につい

ては、決算付属資料16ページ、（目）その他営業収益、（節）他会計負担金は消火栓

維持管理費、手数料は業者指定店手数料、雑収益は、加入金で椿野台の加入金が主

なものです。②甲賀市水道区域は入っていません。③平成22年度より、給水制限か

ら給水停止措置の変更を行いました。滞納問題についての質問を受けた際には、給

水停止をしていると回答をしていましたので、こちらとしては伝わっていたと理解

していました。今後は、説明できることがあれば説明していきます。④水道として

は、給水停止により対応しているので、裁判所の支払督促はしていません。平成22

年度から給水停止などの取り組みにより、納付される未収金は、現年度分から処理

しています。このため、平成22年度にあった滞納額約1,060万円が、平成23年度では

560万円と減尐しました。継続滞納額の総額も、約200万円減りました。ご質問いた

だいた支払督促については、建設課等と協議するなど、研究を行いたいと考えてい

ます。 

 委員より、有収率が87.4パーセントから0.1パーセント上昇したが、平成19年度に

は90パーセントを超えている。この数値をどのように見ているのか。87パーセント

ぐらいが、日野町としては適度な数値なのか。上下水道課長より、県下の平均的な

数値については、現在資料は持ち合わせていませんが、有収率が90パーセントの年

は大変ありがたかったのですが、次の年は86パーセントに下がってしまいました。

冬季の仮設配管は、凍結防止として強制的に水を出していることから、下水道工事

に伴う配水管敷設替工事が終われば、回復すると期待しています。また漏水調査と

漏水修理を行い、有収率の向上に努めたいと考えています。 

 委員より、未収金対策で、給水停止などの措置については、考えてやってほしい。
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その中で、悪質な使用者はどの程度か。上下水道課専門員より、給水停止措置によ

る収納は、現年度分を中心に行っています。最近の傾向として、アパートに住民票

異動をされず、短期入居されるケースが多くあり、検針に行って初めて不在である

ことが分かることもあります。この場合、住民票がないので、追跡できない状況で

す。給水停止措置により、現年度分は継続して入金されますが、ただ、過去の大き

なかたまりの滞納料金については、未収金が累積している状況ですとの答弁があり、

９時58分、平成23年度日野町水道事業会計決算についての質疑を終了し、今決算特

別委員会に付託されました議第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件についての、すべての質疑を終わり、各案に対する

討論および採決は午前10時10分から行うことで確認し、午前９時58分暫時休憩に入

りました。10時10分会議を再開し、各案に対する討論に入りましたが、討論はなく、

討論を打ち切り、採決に入り、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件については反対討論はなく、一括採決に入り、

各案は町長提案どおり認定することに賛成委員の起立を求め、起立全員で原案どお

り認定すべきものと決しました。 

 以上で、当委員会に付託されました案件はすべて終了。閉会にあたり、町長のあ

いさつをいただき、私委員長から、３日間にわたり慎重審査にあたられた委員各位、

答弁にあたられた執行部のご苦労に敬意と感謝を申し述べ、10時16分決算特別委員

会を閉会いたしました。なお、10時30分から現地視察に移り、町道北脇中在寺線、

宮前橋の災害復旧現場、西桜谷公民館多目的ホールと里山整備事業蓮花寺地区、道

路改良工事町道野出山本線の視察研修を行い、役場に帰庁し解散をいたしました。 

 以上で、決算特別委員会委員長報告を終わります。 

議長（杉浦和人君） 以上で、決算特別委員長の報告は終わりました。 

 委員長報告に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。 

－な     し－ 

議長（杉浦和人君） ないようでありますので、質疑を終わります。 

 これより討論に入ります。討論はありませんか。 

－な     し－ 

議長（杉浦和人君） ないようでありますので、討論を終わります。 

 これより採決いたします。 

 お諮りいたします。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、別に反対討論がございませんので、一括採

決いたしたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

－異 議 な し－ 

議長（杉浦和人君） ご異議なしと認め、一括採決いたします。 



 

1-43 

 各案に対する委員長報告は、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件については認定であります。各案は委員長報告

のとおり決することに、賛成の諸君の起立を求めます。 

－起 立 全 員－ 

議長（杉浦和人君） ご着席下さい。 

 起立全員であります。よって、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、委員長報告のとおり認定するこ

とに決しました。 

 本来ならば、ここで昼食でございますけれども、町長の日程のことを猶予いたし

まして、会議を続行いたしますのでご了承お願いいたします。 

 日程第４ 議第75号から日程第30 議第101号まで（専決処分について（平成24

年度日野町一般会計補正予算（第２号）））ほか26件を一括議題として、町長の提案

理由の説明を求めます。 

 また、日程第31 報第11号、専決処分報告についても、あわせて町長の説明を求

めます。 

町長（藤澤直広君） 大変私の公務の都合で、ご無理申し上げまして恐縮でございま

すが、提案理由の説明をさせていただきます。 

 日程第４ 議第75号、専決処分について（平成24年度日野町一般会計補正予算（第

２号））。本案は、平成24年12月16日に投票が予定されております衆議院議員総選挙

の経費について、速やかに予算措置を講ずる必要があったため、地方自治法第179

条第１項の規定に基づき、平成24年11月19日に専決処分させていただいたものであ

ります。第１条のとおり、日野町一般会計予算総額に、歳入歳出それぞれ1,460万円

を追加し、予算の総額を75億9,593万円としたものでございます。４ページからの歳

入歳出補正予算事項別明細書をご覧下さい。６、７ページの歳入ですが、県支出金

で、衆議院議員総選挙委託金として1,460万円を増額したものでございます。８、９

ページの歳出では、衆議院議員総選挙費として1,460万円を支出するものでございま

す。 

 続きまして、日程第５ 議第76号、人権擁護委員の候補者の推薦について。本案

は、麻原克司委員の任期が平成25年３月31日で満了することに伴い、後任の委員の

候補者として加 和幸氏を法務大臣に推薦するため、意見を求めるものでございま

す。加 和幸氏は、長年にわたり滋賀県立高校の教員としてご活躍いただく傍ら、

地域の人権活動にもご尽力をいただいております。教員を退職後は、西桜谷公民館

の館長を務めていただくなど、地域の人望も厚く、人権擁護活動に取り組んでいた

だける適任者であると考えております。任期につきましては、３年となっておりま

す。 
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 続きまして、日程第６ 議第77号、滋賀県自治会館管理組合規約の変更について。

滋賀県自治会館管理組合の解散にあたり、事務の継承団体を指定することについて、

地方自治法第286条第１項の規定による協議のため、同法第290条の規定により、本

案を提出するものでございます。 

 続きまして、日程第７ 議第78号、滋賀県自治会館管理組合の解散について。平

成25年３月31日をもって滋賀県自治会館管理組合を解散しようとすることについて、

地方自治法第288条の規定による協議のため、同法第290条の規定により本案を提出

するものでございます。 

 続きまして、日程第８ 議第79号、滋賀県自治会館管理組合の解散に伴う財産処

分について。平成25年３月31日をもって滋賀県自治会館管理組合を解散しようとす

る場合において、財産処分を必要とするため、地方自治法第289条の規定による協議

をすることについて、同法第290条の規定により本案を提出するものでございます。 

 続きまして、日程第９ 議第80号、滋賀県市町村職員退職手当組合を組織する地

方公共団体および規約の変更について。愛知郡広域行政組合消防本部と東近江行政

組合消防本部が、平成24年10月１日をもって合併されたことに伴い、平成24年９月

30日付けをもって、愛知郡広域行政組合が一旦滋賀県市町村職員退職手当組合を脱

退されることになり、同退職手当組合を組織する地方公共団体および規約を変更す

ることについて、地方自治法第286条第１項の規定による協議のため、同法第290条

の規定により本案を提出するものでございます。 

 続きまして、日程第10 議第81号、滋賀県市町村職員退職手当組合を組織する地

方公共団体および規約の変更について。愛知郡広域行政組合消防本部と東近江行政

組合消防本部との合併に伴い、平成24年10月１日から、消防職員を除く職員により、

愛知郡広域行政組合が加入することに伴い、同退職手当組合を組織する地方公共団

体および規約を変更することについて、地方自治法第286条第１項の規定による協議

のため、同法第290条の規定により本案を提出するものでございます。 

 続きまして、日程第11 議第82号、日野町における長期継続契約を締結すること

ができる契約を定める条例の制定について。本案は物品の借り入れ、または役務の

提供を受ける契約について、翌年度以降にわたり契約を締結することにより、事務

の取り扱いを円滑に行えるように、地方自治法施行令第167条の17の規定に基づき、

長期継続契約を締結することができる契約を定める条例を制定しようとするもので

ございます。 

 続きまして、日程第12 議第83号、日野町営住宅等の整備に関する基準を定める

条例の制定について。本案は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進

を図るための関係法律の整備に関する法律の制定交付に伴い、国土交通省で定める

基準を参酌して、町営住宅等の整備に関する基準を定める条例を制定しようとする
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ものでございます。主な内容につきましては、町営住宅等の整備に関して、位置や

敷地、住宅等の品質や性能等について、これまでと同様の基準により定めようとす

るものでございます。 

 日程第13 議第84号、日野町暴力団排除条例の一部を改正する条例の制定につい

て。本案は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部を改正する法

律の制定公布に伴い、条例中で引用している法律の規定に条ずれが生じたため、所

要の改正を行うものでございます。 

 続きまして、日程第14 議第85号、日野町情報公開・個人情報保護審査会条例の

一部を改正する条例の制定について。本案は、日野町情報公開・個人情報保護審査

会の委員を委嘱するための要件に関して、学校教育法に規定する職名との整合性を

図るため、委嘱できる委員の対象について、所要の改正をしようとするものでござ

います。 

 日程第15 議第86号、日野町職員の共済制度に関する条例および日野町職員の給

与に関する条例の一部を改正する条例の制定について。本案は、財団法人滋賀県市

町村職員互助会が、一般財団法人に移行されたことに伴い、所要の改正を行うもの

でございます。 

 続きまして、日程第16 議第87号、地域社会における共生の実現に向けて新たな

障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係条

例の整理に関する条例の制定について。本案は、地域社会における共生の実現に向

けて、新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律の制定

公布に伴い、関係する条例中で引用している法律名を改めるなど、所要の改正を行

うものでございます。 

 続きまして、日程第17 議第88号、日野町証人等の実費弁償に関する条例の一部

を改正する条例の制定について。本案は、地方自治法の一部を改正する法律の制定

公布に伴い、議会の会議において参考人および公聴会を開き、利害関係者等から意

見を聞くことができることになったこと、ならびに委員会に関する規定の改正が行

われるため、所要の改正を行うものでございます。 

 続きまして、日程第18 議第89号、日野町税条例の一部を改正する条例の制定に

ついて。本案は、経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための、地方

税法及び地方法人特別税等に関する暫定措置法の一部を改正する法律および東日本

大震災からの復興に関し、地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源

の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律等が制定公布されたこと、ならびに寄

附金控除に関する事項について、所要の改正を行おうとするものです。改正の主な

内容は、町内に主たる事務所または事業所を置く公益社団法人および公益財団法人

ならびに社会福祉法人に対する寄附金控除を、町民税の所得割の税額控除の対象と
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すること。年金所得者に係る手続の簡素化のため、寡婦（寡夫）控除を受ける場合

の町民税の申告の提出が不要になること、県から市町にたばこ税の税率が一部移譲

されること、退職所得の分離課税に係る住民税所得割の10パーセント税額控除の特

例措置が廃止されること、ならびに地方公共団体が実施する防災、減災のために必

要な財源の確保のため、臨時の措置として平成26年度から平成35年度までの各年度

の個人住民税の均等割の税率に、500円が加算されることでございます。 

 日程第19 議第90号、日野町営住宅の設置および管理に関する条例の一部を改正

する条例の制定について。本案は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の

推進を図るための関係法律の整備に関する法律の制定公布に伴い、町営住宅の入居

者の資格に関する要件を定めるため、所要の改正を行うものでございます。主な内

容につきましては、町営住宅に入居できる者の収入基準、ならびに住宅の確保に配

慮する必要な者の対象範囲および収入基準を、これまでと同様の内容で定めようと

するものです。 

 続いて、日程第20 議第91号、日野町上水道給水条例の一部を改正する条例の制

定について。本案は、上水道事業の経営状況および水道事業運営委員会の意見を踏

まえ、水道料金を改定するため、上水道給水条例の一部を改正しようとするもので

ございます。改定内容につきましては、口径別水道料金の基本料金単価を一律20パ

ーセント引き下げるもので、料金収入全体では約9.2パーセントの減額改定となるも

のでございます。施行日につきましては、平成25年１月１日で、３月以降の計量に

基づく料金から適用したいと考えております。 

 日程第21 議第92号、日野町簡易水道給水条例の一部を改正する条例の制定につ

いて。本案は、日野町上水道給水条例の一部を改正することに伴い、水道料金を改

定するため、簡易水道給水条例の一部を改正しようとするものでございます。内容

につきましては、上水道給水条例の改定内容と同様でございます。 

 続きまして、日程第22 議第93号、日野町公共下水道条例の一部を改正する条例

の制定について。本案は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図

るための関係法律の整備に関する法律の制定公布に伴い、下水道法施行令に定める

基準を参酌して、公共下水道の排水施設の構造に関する技術上の基準を定めるもの

でございます。主な内容につきましは、排水施設に関する材質、構造の耐久性およ

び耐震性、排水管の内径および排水渠の断面積など、これまでと同様の内容で定め

ようとするものです。また、特定事業場からの下水の排除の制限に関する水質基準

等について、汚水の投入先である琵琶湖流域下水道の水質基準との整合性を図るた

め、所要の改正を行うものでございます。 

 日程第23 議第94号、日野町都市下水路条例の一部を改正する条例の制定につい

て。本案は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係
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法律の整備に関する法律の制定公布に伴い、下水道法施行令に定める基準を参酌し

て、都市下水路の構造の技術上の基準を定めるものでございます。主な内容につき

ましては、都市下水路の構造に関して、材質や構造の耐久性や耐震性、防食などの

性能、まだ排水管の内径や断面積を、これまでと同様の内容で定めようとするもの

でございます。 

 続きまして、日程第24 議第95号、日野町保育所入所児童に要する費用の徴収条

例を廃止する条例の制定について。本案は、滋賀県内市町の状況を踏まえ、規則に

おいて同様の規定を定めるために、本条例を廃止しようとするものです。 

 日程第25 議第96号、平成24年度日野町一般会計補正予算（第３号）。本案につき

ましては、第１条のとおり、日野町一般会計予算総額に、歳入歳出それぞれ６億1,082

万4,000円を追加し、予算の総額を82億675万4,000円とするものでございます。詳細

をご説明いたします。８ページからの歳入歳出補正予算事項別明細書をご覧下さい。

まず、歳入の主なものでございますが、10ページ、11ページの町税では、町民税で

個人の所得割、固定資産税で土地家屋分および償却資産分の増額補正をしておりま

す。国庫支出金では、国庫負担金として、障がい者自立支援給付費負担金等を増額

補正しております。県支出金の主なものとしては、県補助金の子宮頸がん等ワクチ

ン接種促進事業補助金を、増額補正しております。12ページ、13ページでは、諸収

入として、滋賀県自治会館管理組合の財産処分に伴う返還金等を、新規計上してお

ります。町債では、日野町役場の庁舎耐震補強工事に伴う財源として、緊急・防災

減災事業債、および公共施設等耐震化事業債や、臨時財政対策債を増額補正してお

ります。歳出の主なものにつきまして、ご説明申し上げます。なお、人件費関係に

つきましては、昨年度における職員の退職や本年度の新規採用、および人事異動な

どに伴う増減でございますので、個々の説明は省略させていただきます。まず14、

15ページからの総務費でございますが、財産管理費の庁舎等施設管理事業では、日

野町役場庁舎耐震補強工事等に伴う増額補正をしております。また、企画費の地域

情報化推進事業では、行政情報を携帯電話にメール配信するためのシステムの導入

経費を増額補正しております。16、17ページでは、賦課徴収費の税務電算システム

管理事業において、確定申告支援システムの改修に伴う経費を増額補正しておりま

す。民生費でございますが、主なものとして、社会福祉総務費の社会福祉事務事業

において、リスタあすなろ権限移譲に係る調査費に関する経費を増額補正しており

ます。18、19ページでは、自立支援医療費支給事業において医療費の増に伴う増額

補正を、障がい者自立支援事業において給付費の増に伴う増額補正をしております。

20、21ページの衛生費でございますが、保険衛生総務費の水道事業会計繰り出し金

で、高料金対策に要する経費として、国の繰り出し基準に基づく繰り出し金を、新

規計上しております。また、予防費のワクチン接種緊急促進事業では、子宮頸がん
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予防ワクチン、ヒブワクチン、小児用肺炎球菌ワクチンの接種率が向上したため、

接種委託料を増額補正しております。農林水産業費では、22、23ページの環境保全

型農業直接支援対策事業において、対象となる農地の面積確定に伴い、交付金の増

額補正をしております。また、農業集落排水事業特別会計繰出金で、町債の繰り上

げ償還に伴う繰出金を、増額補正しております。土木費では、24、25ページの公共

下水道事業特別会計繰出金で、町債の繰り上げ償還に伴う繰出金を増額補正してお

ります。教育費では、主なものとして、28、29ページの図書館運営事業において、

図書館システムの更新が完了したことから、精算に伴う減額補正をしています。次

に、30、31ページにおいて、災害復旧費で県単独林道災害復旧工事（過年）として、

熊野地区の東山林道の工事請負費を増額補正しております。32ページからは、給与

費明細書など付属書類でございます。引き続き、予算の説明に戻らせていただきま

す。第２条の継続費の補正につきましては、５ページの第２表 継続費補正のとお

り、日野町役場庁舎耐震補強その他工事事業に伴い、継続費を追加するものでござ

います。第３条の地方債の補正につきましては、６ページの第３表 地方債補正の

とおり、公共施設等耐震化事業債の追加と、緊急防災・減災事業および臨時財政対

策債の増額による限度額の変更をするものでございます。以上、平成24年度一般会

計補正予算（第３号）の提案説明とさせていただきます。 

 続きまして、日程第26 議第97号、平成24年度日野町国民健康保険特別会計補正

予算（第２号）。本案は、日野町国民健康保険特別会計予算の総額に、歳入歳出それ

ぞれ１億1,085万1,000円を増額し、予算の総額を22億5,371万3,000円とするもので

ございます。今回の補正の主な内容は、一般被保険者に係る療養給付費が伸びてい

ることから、保険給付費を増額し、その財源である国庫負担金等を見込むものでご

ざいます。歳入につきましては、国庫支出金1,961万5,000円、療養給付費等交付金

600万円、前期高齢者交付金5,285万円、県支出金409万2,000円、共同事業交付金2,637

万2,000円、繰入金192万2,000円を、それぞれ増額しようとするものです。歳出につ

きましては、総務費210万円、保険給付費１億210万円、後期高齢者支援金等12万6,000

円、介護納付金663万5,000円、保険事業費32万4,000円、基金積立金３万円をそれぞ

れ増額し、前期高齢者納付金等で46万円、老人保健拠出金で4,000円を減額しようと

するものです。 

 日程第27 議第98号、平成24年度日野町公共下水道事業特別会計補正予算（第１

号）。本案は、日野町公共下水道事業特別会計予算の総額に、歳入歳出それぞれ１億

1,326万円2,000円を増額し、予算の総額を９億9,969万9,000円とするものでござい

ます。今回の補正の主なものは、町債の繰り上げ償還によるものでございます。第

１表の歳入につきましては、繰入金で１億1,162万7,000円。繰越金で33万5,000円、

町債で130万円増額しようとするものです。歳出につきましては、公債費で１億1,833



 

1-49 

万2,000円を増額し、下水道事業費で507万円を減額しようとするものです。地方債

は、第２表のとおり下水道事業資本費平準化債の限度額を変更するものです。 

 日程第28 議第99号、平成24年度日野町農業集落排水事業特別会計補正予算（第

２号）。本案は、日野町農業集落排水事業特別会計予算の総額に、歳入歳出それぞれ

5,393万9,000円を増額し、予算の総額を２億9,872万2,000円とするものでございま

す。今回の補正の主なものは、町債の繰り上げ償還によるものでございます。第１

表の歳入につきましては、繰入金で5,103万8,000円、繰越金で173万4,000円、分担

金および負担金で126万7,000円を増額し、町債で10万円を減額しようとするもので

す。歳出につきましては、農業集落排水事業費で566万5,000円、公債費で4,827万

4,000円を増額しようとするものです。地方債は、第２表のとおり農業集落排水事業

資本費平準化債の限度額を変更するものです。 

 続きまして、日程第29号 議第100号、平成24年度日野町介護保険特別会計補正予

算（第２号）。本案は、日野町介護保険特別会計予算保険事業勘定の歳入歳出予算の

総額に、歳入歳出それぞれ1,447万円を追加し、予算の総額を歳入歳出それぞれ15

億7,007万6,000円に、また介護サービス事業勘定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳

出それぞれ30万円を追加し、予算の総額を463万7,000円とするものでございます。

保険事業勘定の主な補正内容は、総務費の人件費の減額と、保険給付費の施設介護

サービス費、居宅介護サービス計画給付費、介護予防サービス給付費、高額介護サ

ービス費等にかかる費用を、今日までの給付実績と今後の所要額を精査し増額する

ものでございます。第１表の歳入では、国庫支出金311万円、支払基金交付金684万

円、県支出金275万6,000円と、繰越金311万5,000円を増額し、また繰入金で一般会

計繰入金135万1,000円を減額し、歳出につきましては総務費361万円の減額、保険給

付費1,808万円を増額し、地域支援事業では、介護予防事業費と包括的支援事業、任

意事業費で事業費の精査による組みかえを行うものでございます。また、介護サー

ビス事業勘定は、要支援者に対する介護予防支援業務の増加に伴う委託料を増額す

るものでございます。第１表の歳入では、サービス収入74万1,000円の増額と、繰入

金を44万1,000円減額し、歳出では総務費30万円を増額するものでございます。 

 日程第30 議第101号、平成24年度日野町水道事業会計補正予算（第１号）。本案

は、日野町水道事業会計予算の収益的収支の収入予定額を2,567万4,000円増額し６

億4,567万4,000円に、支出予定額を420万3,000円増額し５億9,658万7,000円とする

ものでございます。主な内容につきましては、収益的収入で高料金対策に伴う他会

計補助金を増額し、支出では、人事異動に伴う配水および給水費等の増額補正をす

るものでございます。 

 続きまして、日程第31 報第11号、専決処分の報告について。本件につきまして

は、地方自治法第180条第１項の規定により、議会において指定されている事項につ
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いて専決処分したので、同条第２項の規定により報告させていただくものです。専

決処分した内容は、平成23年10月12日午前８時25分ごろ、日野町松尾五丁目９番地

先の国道477号において、出張のため町職員が町有普通自動車を運転中、信号待ちに

より停止中の軽自動車に追突し、運転者を負傷させたことにより、平成24年11月19

日に示談を成立させ、損害賠償の額を定めたものです。 

議長（杉浦和人君） 以上で提案理由の説明を終わります。 

 以上をもって、本日の日程はすべて終了いたしました。 

 お手元へ配付いたしております日程表により、12月４日から12月16日までは議案

熟読のため休会とし、12月17日には本会議を開き、質疑、一般質問を行いますので、

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 １３時１０分－ 


