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第６回日野町議会定例会会議録 

 

平成２４年１２月１８日（第３日） 

開会  ９時０１分 

散会 １１時５５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（１８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 宠 夫  生涯学習課長補佐  山 下 良 雄 

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

 

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 査  森  弘 一 郎 
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５．議事日程 

日程第１ 一般質問 

 ５番  蒲生 行正君 

 ７番  髙橋  渉君 

 １番  村島 茂男君 

 ８番  小林  宏君 
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会議の概要 

－開会 ９時０１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します。一

同礼。 

－起 立 ・ 礼－ 

議長（杉浦和人君） ご着席下さい。 

 ただいまの出席議員は、全員であります。定足数に達しておりますので、これよ

り本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元へ印刷配付のとおりであります。 

 日程第１ 一般質問を行います。 

 昨日に引き続き、一般質問通告書に基づき、順次発言を許可いたします。 

 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、一般質問通告書に基づきまして、今回も分割方式にて質問を行わせて

いただきます。 

 今議会は衆議院議員選挙と重なりましたので、議員の皆様はそれぞれの支持候補

者の忚援に忙しく、一般質問のボリュームが尐なくなりはしないかと思っておりま

した。予期していましたとおり、一般質問通告に要されたページ数が、９月議会の

９ページから７ページへと減尐いたしております。９月議会でも、そのうち２ペー

ジ半は私が使用しており、今回も２ページ半は私が使用しているところでございま

すが、そこでその分を補おうと、前回ブザーを鳴らしてしまいました身ではありま

すが、当局と多くの論議を交わさせていただくことといたしました。また今回は、

教育長奥村先生への質問が、５分の４にもなってしまいました。前にも申し上げて

おりますとおり、私は奥村先生が好きですので、先生をいじめようとか困らせよう

とか、そういう意図は決してございませんので、誤解のないようお願いをいたして

おきます。またいつも申し上げておりますことですが、再質問や再々質問をする必

要のない、住民が納得できるご答弁を冒頭にお願いいたしておきます。 

 それでは第１問目の質問、幼稚園１学級の編制人数の改善について、奥村教育長

のお考えをお伺いいたします。幼稚園に関しましての質問は、西大路小学校の児童

数減尐対策の基礎的な問題解決のため、３月議会からシリーズで行わせていただい

ております。３月議会では、３歳児保育の全幼稚園での实施を求めました。６月議

会では、預かり保育と３歳児保育の活用推進を求めました。９月議会では、再び、

３歳児保育の全幼稚園での实施を求めました。今議会では、幼稚園１学級の編制人

数の改善を求めます。国では、最初の学級編制基準を定められましたのは、明治19

年の小学校令に基づく小学校の学科およびその程度であり、尋常小学校は80人以下、
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高等小学校は60人以下とされました。続いて明治24年の学級編制等に関する規則で、

尋常小学校は70人以下、高等小学校は同じく60人以下が基準とされました。その後、

昭和16年の国民学校令において、初等科は60人以下、高等科は50人以下とされまし

た。戦後は昭和22年の学校教育法施行規則で、小中学校とも50人以下を標準とされ

ました。西暦1950年代には、私どもの時代でございますが、児童生徒数の増加や地

方財政の悪化などにより、50人以上のすし詰め学級が社会問題となり、これを解消

するため、昭和33年に公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関す

る法律が成立し、段階的に40人学級が目指されることとなりました。学級定員の大

小は、教育の効果と効率に重要な影響を持つことは明らかなことであり、先進的な

諸外国では30人程度が一般的水準であることから、小中学校の学級定員が順次40人

以下から35人以下へと改善されてきており、文部科学省では、さらに小学１、２年

生は30人学級、小学３年生以上と中学校は35人学級にすることを念頭に置いておら

れます。幼稚園の学級定員は、現在３歳児20人以下、４、５歳児35人以下となって

いますが、９月議会で申し上げましたように、国では、子育て支援策として、３歳

児は15人学級に改善されようとしておられます。 

 このことを踏まえまして、教育長にお伺いいたします。 

 １つ目は、小学校と比べて、幼稚園児は、それぞれの１つの行い、行動に長く時

間がかかります。教諭の手間もかかります。教諭１人当たりが見られる人数も、限

られております。同じ幼稚園児でも、３歳児と５歳児では大きな違いがあります。

９月議会で教育長は、適正な保育集団の確保による保育を重視すると答えられまし

た。さて、その適正な保育集団の人数とは、一体何人なのか。幼稚園の１学級の定

員は、何人が適正とお考えなのでしょうか。お伺いいたします。 

 ２つ目は、教育長の９月議会でのお答えからすると、教育委員さんのご意見は、

西大路幼稚園と南比都佐幼稚園は、適正な保育集団の人数に至っていないこととな

りますが、適正な保育集団に至っていないこの２つの幼稚園の今後を、どうされよ

うとお考えなのでしょうか。教育長の偽らざるお考えをお伺いいたします。 

 以上、明解な答弁を求めます。 

議長（杉浦和人君） ５番、蒲生行正君の質問に対する教育長の答弁を求めます。 

 教育長。 

教育長（奥村 薫君） おはようございます。蒲生議員さんから、幼稚園について２

点の質問をいただきました。 

 まず１点目でございますが、幼稚園の学級規模につきましては、平成18年度から

平成22年度までの文部科学省の幼児教育アクションプログラムで、幼児の年齢や発

達状況に対忚したきめ細やかな教育を推進するため、幼稚園設置基準の原則35人以

下を、30人以下に引き下げるなどの改正も視野に入れた、適切な学級規模のあり方
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について検討するとされていたところでございますが、現時点では、子ども子育て

関連３法との関係などからか、議論の進展を見ておりません。適正な規模につきま

しては年齢によって異なりますが、私の小学校の経験から申し上げますと、幼稚園

は15人から25人程度ではないかというふうに思っております。ただ、近年は、支援

の必要な幼児が増加していることや、教育目標や活動内容によって、一概に人数だ

けで判断できない場合もございます。定員は現在35人以下ですが、ほぼどの学級も

30人以下になっておりまして、適正な人数と考えているところでございます。 

 次に、２点目ですが、現状では、西大路幼稚園、南比都佐幼稚園、桜谷幼稚園、

そして鎌掛分園５歳児は、ほとんどの学級が１桁の人数でございます。尐人数のよ

さを生かした特色のあるきめ細やかな保育を实施するとともに、大勢の方が教育効

果がある場合等は、小規模４園の交流や大規模園との交流を積極的に行ってもらっ

ております。また、小学校や保育園との交流も、可能な限り实施しておるところで

ございます。今後につきましては、幼稚園教育の目標達成のため、引き続き通園区

域の柔軟化対忚モデル事業を推進するとともに、地域における幼稚園の役割を重視

しつつ、研究を重ねてまいりたいと考えております。さらに、日野町としての保育

園も含めた就学前教育のあり方を考えていくための、全町的な議論が必要であると

いうふうに考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

議長（杉浦和人君） ５番、蒲生行正君。 

５番（蒲生行正君） 教育長のお考え方は、私の思っておるとおり、15人から25人程

度、こういうことでございました。それがクラス定員というふうに、自分の思いと

してとらせていただきたいと、こういうふうに思っております。 

 いつもそうなんですが、教育長の答えの基本は、いつも、国の取り組む施策を見

きわめて対処していきたいと、こういうお答えの基本に終始しているのかなと、こ

ういうふうに思うところでございます。 

 それでは、いろいろと再問をさせていただきます。 

 教育長は、長年、先ほどもおっしゃいましたように学校畑におられまして、小学

校におられ、給食に要する小学生の時間をよくご存じと存じます。小学校の給食時

間は、準備に20分間、食事に20分間を要しておるところでございます。これに対し

まして、幼稚園はどうかと言えば、園児が配膳された配膳盆をとりに行き、食事を

終え、配膳盆を返すまでに要する時間が、平均的な園児で30分間を、時間がかかる

園児の中には、１時間を要する園児もおられます。また、奥村先生も私と同い年で

すので、私たちの子どものときには、多くのご家庭におじいさん、おばあさん、お

父さん、お母さん、子どもたちがおられ、ご近所にはおじさん、おばさん、いとこ

がおられました。どこのうちも大家族でありました。私の近所では、ご親戚同士で、

ふろをわかす日を変えるもらい湯を、相互にやってもおられました。幼いときから
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この中で、多人数の中で、多くの子どもは切磋琢磨して育ってきました。現在は核

家族化しており、尐人数の家庭の中で、子どもたちは蝶よ花よとかわいがられて育

っているため、１人の園児がささいなことで驚くようなことがあれば、即全園児が

パニック状態に陥っているそうでございます。また、日野幼稚園のような大規模園

では、休憩時のトイレの待ち時間、給食時の配膳盆をとりに行く待ち時間に時間が

かかっております。教育長さん、幼稚園のこの現場を、つぶさに見てあげて下さい。

よろしくお願いいたします。４、５歳児の学級定員は35人以下、今30人以下、こう

いうふうにおっしゃられましたが、どう考えても、私には多すぎると思えます。先

ほど15人から25人程度と、こういうふうにおっしゃられましたが、まさに25人が限

界ではないでしょうか。３歳児の学級定員は、国が考えておられる15人以下が妥当

ではないでしょうか。幼稚園現場のことを踏まえて、再度教育長にお伺いいたしま

す。幼稚園の学級定員を、他市町に先駆けて改める、国の方針を待たずに改めるお

考えはないのでしょうか。お伺いいたします。 

議長（杉浦和人君） 教育長。 

教育長（奥村 薫君） 幼稚園の定員を改める考えはないのかというご質問でござい

ますけれども、確かに日野幼稚園は30人というのは、私も何回か見に行きましたけ

れども、例えば、絵を描いておりますと、もう床にいっぱいになりまして通るとこ

ろもないほどの狭さと言いますか、いっぱいになっている状況で、大変だなという

ことは感じているところでございます。しかしながら、定員を30人にしますと、決

めてしまいますと、31人になりますと、15人、16人のクラスになるわけでございま

すので、そうしたことが子どもたちにとってどうなのかということが１つございま

す。もう１点は、施設面の問題もございまして、すぐに増築とか、そういったこと

も難しい状況の中で、どのようにするかということは、今後検討していかないとい

けないというふうに思っておりますけれども、30人を超えている中でも、いろいろ

な、先ほども申し上げましたが、支援の必要な子もいますので、加配教員をつけた

りとか、いろいろな対忚はさせてもらっているところでございますけれども、定員

については、今すぐに変えるという考えはございませんので、よろしくお願いいた

します。 

議長（杉浦和人君） ５番、蒲生行正君。 

５番（蒲生行正君） それでは、再々質問を行わせていただきます。 

 前回も、園舎の増築のことはおっしゃられたところでございます。30人学級にす

ると15人の学級が生まれ、増築が必要であると、こういうふうなお答えで、今する

考え方はないと、こういうところでございます。前回の答弁から尐しも前進はして

いないのかなと、こういうふうに思います。 

 今回の衆議院議員選挙の選挙公約に、新党日本、田中康夫さんの党でございまし
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て、１人でございますのでだれも当選されておりませんが、新党日本は、小中学校

30人学級を全面導入することを掲げておられました。中学校ですら、30人学級であ

るところでございます。いわんや、幼稚園のこの今の定員数は、いかがなものでし

ょうか。また、中央教育審議会の初等中等教育分科会は、文部科学省に、学級編制

の決定権を、都道府県教育委員会から市町村教育委員会に移譲するように求めてお

ります。何年か先に、近いうちだと思いますが、町の教育委員会で学級編制ができ

るようになります。このことは、市町村の教育に対する姿勢が問われるようになる

ということであります。また、既に東京都の文京区では、４、５歳児の学級定員を

26人以下、３歳児の学級定員を14人以下とされておられます。このことを踏まえま

して、さらにもう一度、教育長にお伺いいたします。幼稚園の学級定員を、他市町

に先駆けて、改めるお考えはないのでしょうか。国が言ってくる前に、市町村の独

自性で行うお考えはないのか、お伺いをいたします。 

議長（杉浦和人君） 教育長。 

教育長（奥村 薫君） 確かに県の方から、学級定員については、権限を移譲される

というふうになってきておりますので、町の方でしっかりと考えていかないといけ

ないということは思っております。しかしながら、先ほどもお答えしましたように、

例えば31人の場合ですと15人、16人の学級になりますが、定員が35人の場合、例え

ば70人までだと35人で２クラスになりますが、71人になると３クラスになり、そう

した場合、もう尐し４クラスにするとか、私の申し上げている適正な人数と言いま

すか、そうしたことになってくるのかなという思いはございます。ですから、柔軟

性を持ってクラスサイズが変えられるといいなということは、私は、小学校でも中

学校でも、そのような考えは持っているところでございます。ただ、先ほども申し

上げましたが、施設の問題とかいろいろなこともございますので、子どもたちにと

ってよりよい適正な人数になるように、今後検討していきたいというふうに思って

おりますので、よろしくお願いいたします。 

議長（杉浦和人君） ５番、蒲生行正君。 

５番（蒲生行正君） それでは、質問は３回までとなっておりますので、まだまだ奥

村先生と論議をしたいのですが、４番目は要望というふうになっておりますので、

要望という形になろうかと思います。 

 今おっしゃいました人数の件ですが、71人やったら、これは30人以下になったと

しても調整は可能と、こういうふうに文部科学省の方では言っておられます。今言

われたことの、ご心配は全くないところで、場合によっては36人学級ができても、

それは構わないと、そういうふうに示しておられました。だから、そのご懸念は必

要ないと思いますので、覚えておいていただきたいなと、こういうふうに思います。 

 ６月議会でも９月議会でも申し上げましたが、幼児教育をしっかりと受けた子ど
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もは、受けなかった子より、高校中退せず卒業する比率や年収が高く、犯罪による

逮捕率は低いという調査に基づき、ノーベル経済学賞を受賞したアメリカの労働経

済学者ヘックマン氏は、教育投資は乳幼児期が効果的であることを示されておりま

す。ＯＥＣＤ経済協力開発機構の調査により、15歳の学習到達度を高めるためには、

幼児教育が必須というのが、今やもう世界の共通認識となっております。学習到達

度を高めるためには、就学前の子どもたちの育ちを考えるべきであります。これこ

そが真の子育て支援策であろうと、私は思っております。日野町の子育て支援のた

め、幼稚園の学級定員を他市町に先駆けて改められることを、節にお願いいたして

おきます。 

 また、去る11月19日の第２回議会報告会の皆様方からのご意見で、中山の岡本さ

んが、西大路と南比都佐と桜谷の学童保育所は、小学校の児童数減尐により、学童

保育所の入所人数も厳しくなってきている。入所児童が10人を切ると補助金カット

となる。そうすると、入所児童の負担が増え、入所児童が減尐する。だんだんとこ

れらの地域は、住みにくいところとなっていく。西大路と南比都佐と桜谷の小学校

児童数の増を考えてほしい。このような旨の発言がありました。福祉課長にお聞き

いたしましたところ、４月の西大路のわたムッキー学童保育所の入所人数は11人、

南比都佐のぴっこ学童保育所の入所人数も11人と、厳しい状態でありました。桜谷

のさくらんぼ学童保育所の入所人数は17人と、ここはそこそこの入所でありました。

幼稚園児の減尐が小学校児童の減尐となり、学童保育所入所児童の減尐へとつなが

っていき、そして地域が住みにくいところとなっていく、こういうところでありま

す。これらの解消のためには、真の子育て支援策が必要であります。その１つとし

ての、幼稚園１学級の編制人数の改善を強く要望いたしまして、次の質問に移らせ

ていただきます。 

 続いて、通告書２つ目の質問を行わせていただきます。 

 ２つ目の質問は、いじめ問題について、奥村教育長のお考えをお伺いいたします。 

 毎年12月12日の漢字の日に、その年をイメージする漢字１字の公募、財団法人日

本漢字能力検定協会の公募から選ばれた漢字を、その年の世相をあらわす今年の漢

字として発表されています。今年の漢字は「金」。12年前の平成12年に選ばれた「金」

が、18回目にして初めて再選されました。私は、尖閣諸島や竹島、北方４島をめぐ

る領土問題が、大きな政治課題としてクローズアップされておりました。このこと

から、島や領土の領の漢字が選ばれるのかなと思っておりました。島は３番目であ

りましたし、領は４番目でありました。また私は、大津市の中学生いじめによる自

殺事件から、６年前平成18年の今年の漢字に選ばれた「命」が、再び選ばれるのか

なと思ってもおりました。私の予想とは異なりましたが、よく考えてみれば、932

年ぶりに日本で金環日食が観測されましたし、ロンドンオリンピックでの過去最多
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の38個のメダル獲得や、山中伸弥京都大学教授のノーベル医学生理学賞受賞、高さ

世界一となった東京スカイツリーの金字塔、消費税の増税問題や生活保護費の増大

など、お金をめぐる問題などから考えますと、「金」の字が選ばれるべくして選ばれ

た年であったのかなと思えるところでもあります。今申し上げましたとおり、６年

前平成18年の今年の漢字は、「命」でありました。平成18年は小中学生の自殺が多発

し、社会問題化しました。特に10月には、福岡県の中学２年男子生徒が、お隣の岐

阜県の中学２年女子生徒が自殺するなど、いじめが原因とみられる自殺が相次いで

起こりました。担任教師の不適切な言動や、教育委員会と学校の対忚の甘さも露呈

いたしました。この年、平成18年に、私はかつての定年退職年齢であります55歳を

超えて、役場奉職後初めて教育委員会勤務となりました。相次ぐ小中学生の自殺、

そして11月には、奥村先生も覚えておられると思いますが、伊吹文部科学大臣あて

に自殺予告の手紙が届き、私たち当時の全国の教育関係者は、その対忚に右往左往

いたしました。事件は忘れたころにやってきます。大津市の中学２年男子生徒のい

じめ自殺事件は、６年前の教訓が生かされず、一過性の対忚となっていたためでは

ないでしょうか。平成18年は、私が教育次長として、奥村教育長が県教育委員会よ

り指導主事派遣として学校教育課の参事に来られた年であり、奥村先生も、このこ

とをよく覚えておられると存じます。 

 そこで教育長にお伺いいたします。 

 １つ目は、日野町小中学校のいじめ件数を見ますと、平成17年度の１件が、平成

18年度には、小中学生の自殺が多発し社会問題化しましたことにより、教師の意識

が高まり、实態把握が進み、21件と急増いたしました。本年平成24年文部科学省が

实施した、４月から８月の間に起こりましたいじめの緊急調査で、滋賀県内公立学

校のいじめの認知件数は228件に上り、わずか５ヵ月間で昨年度１年分の219件を既

に上回る結果となりました。また、全国では、既に昨年１年分の２倍を超えていま

す。しかし日野町では、昨年度３件を下回る２件となっております。日野町は、平

成18年の事件等にかんがみ、他市町に先駆けていち早く子育て教育相談センターを

設け、赤尾先生の熱心な教育相談のおかげによるものか、いじめの認知件数が尐な

いところであります。しかし、赤尾先生におんぶにだっこで、学校現場が子育て教

育相談センターに任せきりで、その結果として、学校現場の意識が低く、いじめの

認知に消極的とも考えられますが、日野町の小中学校のいじめ認知件数が尐ないこ

の調査結果を、教育長はどうお考えなのでしょうか、お伺いいたします。 

 ２つ目は、前伴教育長は、平成18年の事件による文部科学省の通達以前から、月

に何回も、中学校を中学校の周辺を巡回されておられました。また、小中学校の下

校時間にあわせて、今はもうないんですが、教育委員会のライブラリー車で防犯パ

トロールをされ、小中学生の姿をつぶさに見て把握されておられました。奥村教育
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長は、現在いかにして、どのような行動をもって把握されておられるのでしょうか、

お伺いいたします。 

 ３つ目は、９月議会で、いじめ対忚マニュアルを策定していないと奥村教育長は

ご答弁なされましたが、それでは平成18年の教訓が生かされていないのではないで

しょうか。当時奥村教育長は、県教委からの派遣担当参事でありました。子育て教

育相談センターにお任せではいけないと思います。学校現場の意識を高めるために

も、いじめ対忚マニュアルが必要ではないでしょうか、お伺いいたします。 

 以上、奥村先生のお考えをお伺いいたします。 

議長（杉浦和人君） 教育長。 

教育長（奥村 薫君） いじめについてのご質問ですけれども、まず１点目の、滋賀

県内公立小中学校の、今年４月から８月のいじめの認知件数は175件で、児童生徒人

数の割合で換算しますと、日野町では2.5件となりまして、数的には平均的な認知件

数ではないかと考えております。調査の件数はゼロが目標ではございますけれども、

発達途上にある子どもたちの集団生活では、さまざまな葛藤があるのが当然です。

またそういった葛藤を乗り越え、互いを思いやり、いじめのような陰湿、ひきょう

な方法ではなく、折り合いをつける人間関係力を育てることも重要でございます。

数字の多尐にとらわれず、それぞれ個別に状況把握し、適切な指導のもとに対忚し

てまいりたいと考えております。なお、９月の議会でもお答えしましたように、学

校だけではいじめの早期発見が難しい場合もございますので、ご家庭や地域の皆様

のご協力を、今後ともよろしくお願い申し上げます。 

 次、２点目でございますが、毎月開催しております校園長会、また教頭会や教務

主任会等で報告を受けるとともに、授業公開の日や行事が開催される日など、不定

期ではございますが、学校訪問を行い、学校や子どもたちの様子の把握に努めてお

ります。また、参事や指導主事も、学校園訪問を以前より多く行っておりまして、

その状況報告を受けているところでございます。また尐年センターや地域の方々の

パトロールも、ありがたく思っているところでございます。今後とも可能な限り現

場での子どもの様子の把握、できるだけ私自身の目で把握に努めてまいりたいとい

うふうに考えております。 

 ３点目の、日野町のいじめ対忚マニュアルの作成につきましてですが、８月から

教育委員会事務局で作業を始めまして、10月と11月の日野町教育委員会定例会にお

きまして、各委員さんからもご意見をお伺いし、日野町いじめ対忚指針をまとめた

ところでございます。今後は、校長会を通じて各学校に周知し、各学校のストップ

いじめアクションプランの見直しなどに反映するようにしてまいりたいと考えてい

るところでございます。 

議長（杉浦和人君） ５番、蒲生行正君。 
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５番（蒲生行正君） まだ２問目の半ばなんですが、半分ほど過ぎてまいりました。

尐し早めていきたいなと、かように思います。 

 それでは、再問を行わせていただきます。 

 どこまでをいじめととらえればよいのか。いじめの把握は、非常に難しいところ

であります。だから、件数も非常に難しくなってこようかと、こういうふうに思い

ます。文部科学省のいじめの定義は、心理的物理的攻撃を受けて精神的苦痛を感じ

ているものとされておりますが、同じ行為でも、嫌な思いをしたとか、いじめと感

じたかという尋ね方次第で、結果が異なってまいります。しかし、学校現場全体が

いじめ問題に本気で向き合う姿勢を示せば、必ず状態は変わってくるはずであると、

私は考えます。奥村先生、まじめと本気とは、同じようで大きく違います。まじめ

な教師には、どの子も自分の思う一定のよい子の型にはめたがる先生がおられます。

本気の教師は、子どもと向き合い、ありのままの姿を見ること、そこからその子に

合った指導を始める先生と、私は考えております。大津市の中学生いじめ自殺事件

の問題の１つに、本気で向き合う姿勢がなかったこと。いじめのない学校がよい学

校と考え、いじめの隠ぺいを図ったことが挙げられます。いじめの隠ぺいは、加害

者から反省の機会を奪うことになります。３年前、平成21年11月20日に、私は中日

ファンですので中日新聞をとっておりますが、中日新聞に掲載されました社団法人

日本新聞協会の、2009年度新聞広告クリエイティブコンテストの作品の言葉が、１

面の新聞広告で載ったんですが、さみしくなったらおへそを見よう。これでありま

した。おへそは、親子のつながり、きずなであります。さみしくなったら、おへそ

を見よう。すばらしい言葉であります。本気で向き合う教師と生徒の間には、きず

なができると私は思っております。そこで教育長にお伺いいたします。教育長は、

いじめをなくすためには、教師はどのように子どもたちに向き合うべきなのか、お

伺いいたします。 

議長（杉浦和人君） 教育長。 

教育長（奥村 薫君） いじめをなくすために、教員の姿勢が問われているというこ

とでございますが、まさにいじめが起こるというのは、いろいろな状況がございま

す。いじめの段階というのは、いろいろございまして、冷やかしやからかいとか仲

間外れとか嫌がらせとか、おどし、暴力、犯罪へ進む可能性もございます。そうし

たいじめが、段階がいろいろございますが、いかに早い段階で気づくか、あるいは

またそのいじめを起こさないような学級集団、学校づくりをするということが大事

であるというふうに考えております。教職員集団がしっかりと子どもたちと向き合

い、熱意を持って子どもたちとかかわっていくということが、大事ではないかなと

いうふうに思っております。子どもたちの思いを十分に受けとめ、また子どもたち

への指導、それぞれに合う指導も、しっかりと行うということが大事でございます



3-12 

ので、できるだけ教職員には、子どもと向き合う時間を確保できるようにしつつ、

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） ５番、蒲生行正君。 

５番（蒲生行正君） 教育長も覚えておられると思いますが、私は４年間の教育委員

会在籍時、毎月の教育委員会管理職会議において、毎回訓話を行っておりました。

平成19年３月の訓話は、お経さんの遺教経の、「小水の常に流るれば、すなわちよく

石をうがつが如し。」この言葉から、教育の世界に生涯をかけられた東井義雄先生が

子どもたちに語りかけられた言葉、「廊下のぞうきんがけをするのに、一度に100回

ふくのと、毎日丁寧にふいて100日続けるのと、どちらが美しくなるか。」でありま

す。一度に100回ふくほうが楽であります。毎日続けることは困難で至難であります。

日野町内の小中学校からいじめがなくなることは、至難でありましょう。しかし、

いじめ問題の対忚を一過性で終わらせることにすれば、また他市町の問題と考えれ

ば、日野町内の小中学校から、絶対にいじめはなくなりません。お亡くなりになら

れた大津市の中学２年生男子生徒は、私のことを忘れないで下さい、私を置いてい

かないで下さいと、私たちに語りかけられているのであります。まことに難しいこ

とではございますが、毎日毎日のこの日々の継続により、日野町内の小中学校から

いじめがなくなることを願って、次の質問に移ります。 

 続いて、通告書３つ目の質問を行わせていただきます。 

 ３つ目の質問は、中学校給食についてお伺いをいたします。中学校給食の開始ま

で、あと３ヵ月半余りとなってきました。昨日の一般質問におきましても、西澤議

員よりは、過去二度の付帯決議について、今日までの経過を踏まえてただされまし

た。また池元議員からは、町長選挙結果の池元議員としての見解を述べられ、与党

議員としての質問をなされました。７月１日執行の町長選挙結果の見解は人それぞ

れであり、見解が相違しているところであります。私は、７月の臨時議会の質疑の

ときに申し上げておりますとおり、藤澤町長の８年間の实績、日ごろのご活躍と、

町民の信頼によるものと思っております。第三者の見方といたしまして、高井あき

ひろさんのホームページでは、投票に行った20代の若者の声として、「現職は過去の

腐った政治を尐しは変えたので一定の評価はできるが、財政を悪化させる給食セン

ターの直営方式を撤回しないことは認められない。政策的には新人候補を支持した

いのだが、この人が町長になると、私利私欲の古いタイプの政治家や、いわゆる町

の有力者のいいなりになるおそれがある。」と掲載されています。見てもらえば分か

ると思いますが、私の耳に入ってくる町民の声も、中学校給食の直営には反対だが、

藤澤町長は気さくに我々の中に入ってこられ、素敵な信頼ができる町長だ、こうい

うことが多かったところでございます。中学校給食問題だけで町民の皆様が判断を

くだされたとは、私は思っておりません。中学校給食問題だけで町民の判断を仰ぐ
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とすれば、住民投票をすればはっきりすることではないでしょうか。ヒノメイトさ

んの世論調査では、直営方式による賛成者は22.4パーセントにとどまり、民営方式

による賛成者は54.3パーセント、過半数に達しております。今回の衆議院議員選挙

におきましても、原発問題が大きな争点となりました。私は、住民の多くが、即時

原発ゼロを望んでおられると思っておりますし、出口調査の結果では、半分以上が

そうでございました。即時原発ゼロを掲げられた日本共産党、原発稼働はただちに

ゼロを掲げられた社民党、まずは原発稼働ゼロを掲げられた未来の党の結果は、ご

存じのとおりとなりました。国民の考えと投票行動には、乖離があるのでございま

す。見解は人それぞれであり、お互いに違いを認め合う、これが民主主義ではない

でしょうか。尐々前置きが長くなりました。本題に戻します。 

 ９月議会では、髙橋議員が、的確にただして行かれました。また、９月の学校給

食問題検討特別委員会で、私からもただしましたが、いまだ理解できない点につい

て、教育長にお伺いいたします。 

 １つ目は、今日までの回答は、食育の推進と、子どもたちの安全・安心の確保の

ため、直営で行うでありました。食育の推進は、直営でも民間委託であっても、栄

養教諭と学級担任教諭なり給食担当教諭が行うべきものであり、違いがありません。

また、安全・安心の確保は、直営でも民間委託であっても、変わるものであっては

なりません。だれにでも分かる、数字上明確となるメリットをお示し下さい。そう

すれば私も理解できますし、町民の皆さんに説明ができるところでございます。 

 ２つ目は、決算上の学校給食費未納額は、61万4,500円となっていますが、表に出

ない各学校内にある各種の会計からの支出、担任等の学校関係者からの支出等が一

切ないと言い切れるのか、お伺いいたします。 

 ３つ目は、９月の委員会の回答では、滞納整理は臨時職員学校事務用務員に行わ

せるとのことでありました。食材の購入、公金である給食費の徴収、滞納整理等々、

一切の学校給食事務は、教育委員会事務局が責任を持って行うべきではないでしょ

うか。臨時職員に公金の取り扱いを行わせることに問題がないのでしょうか、お伺

いいたします。 

 ４つ目は、中学校との協議を、双方が納得できるように十分に行うとのことであ

りましたが、設計、建築、体制整備等々の協議が、十分に行われていないと聞き及

びますが、問題ないでしょうか。西澤議員も申されましたが、現場の意見を大切に

していただきたいと存じます。教育長が現場に顔を見せて協議を行って下さい。 

 以上、奥村教育長より、明快な答弁を求めます。 

議長（杉浦和人君） 教育長。 

教育長（奥村 薫君） 中学校の給食について、４点ご質問をいただきました。 

 まず１点目の、学校給食の安全・安心の確保は、直営、民間委託にかかわらず、
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万全をつくさなければならないものと考えております。町としましては、日野の宝

である子どもたちの安全・安心でよりよい給食確保のため、町の責任として、効率

的な運営に配慮しつつ、直営により万全を期すようにさせていただきたいと存じま

す。また食育の推進につきましては、学校長の責任のもとで、教員、栄養教諭、栄

養職員等が行うものでございますが、日常的な調理員との連携は数字に表れない教

育効果があるものと思っております。子どもたちとの顔の見える関係の中で、給食

の作り手として、学校教職員、とりわけ栄養職員と一体となって教育の一端を担い、

食という字にあらわされるように、人をよくする食を通じて、子どもたちの世界に

家族のようにコミュニケーションの場をつくりだしていくために、直接的に指示を

いきわたらせることのできる直営が大切であると考えております。 

 ２点目ですが、決算では、学校給食費未納額として計上しておりますので、ご指

摘のようなことは、現在はないと考えております。しかし過去には、学校では徴収

にご苦労をいただいていたものと認識しております。 

 ３点目の食材の購入につきましては、栄養教諭、または栄養職員が作成する献立

に基づき、日々変動する食数等の实態にあわせて効率よく対忚できるよう、各学校

において行っているところであり、その効果を高められるように責任を持って行っ

てまいりたいと思います。学校給食費の徴収につきましては、子どもや保護者の状

況を把握している学校現場にお願いすることにより、確实な納付につなげていこう

とするものです。具体的な徴収事務につきましては、学校事務職員にお願いするこ

とになります。ただし、長期化する滞納事案等については、学校教育課で対忚する

よう学校と協議し、ルールを検討してまいりたいと考えております。 

 ４点目の、中学校との協議につきましては、毎週１回の工事現場会議を通じて、

施工上の課題をはじめ、学校運営上との調整などを行い、随時必要な協議を行って

おります。さらに校長とは密に連絡をとり、細部にわたり協議を進めているところ

でございます。また、中学校給食運営協議会を設置しておりまして、小学校関係者

の意見ももらいながら、小中連携し、４月開始に万全を期していきたいと考えてい

るところでございます。 

議長（杉浦和人君） ５番、蒲生行正君。 

５番（蒲生行正君） それでは、再問を行わせていただきます。 

 いつもそうでございますが、はっきりと言っていただいたので、それでいいと思

います。数字上のメリットは示せないと、こういうことで、これは当たり前だと。

数字上は、示せば悪くなるのは分かっていますので、示せるわけがないと、こうい

うふうに思っております。 

 １点だけ、お聞きをいたします。決算上の学校給食費未納額は61万4,500円となっ

ておりますが、学校給食費は、すべて材料代であります。この未納額は、どこがど
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こで補てんされているのでしょうか。給食費を払っている保護者が負担していると

いうことになるのでしょうか。長年学校現場におられて、教育委員会の事務局職員

よりもお詳しい教育長にお伺いいたします。 

議長（杉浦和人君） 教育長。 

教育長（奥村 薫君） 未納額61万円余りにつきましては、町としての負担になって

くるかと思いますが、ただ、決算時の未納につきましても、その後の徴収等にも努

力していただいておりますので、尐しずつ減ってきているのではないかなというふ

うに思っております。 

議長（杉浦和人君） ５番、蒲生行正君。 

５番（蒲生行正君） 私の知る範囲では、町の負担とはなっておりません。４月から

の中学校給食の实施が、校長先生や教師、用務員の全学校教職員、保護者でありま

すＰＴＡ、そして生徒たちとの十分なる話し合いを経て、スムーズに運びますこと

を願って、次の質問に移らせていただきます。 

 続いて、通告書４つ目の質問を行わせていただきます。 

 ４つ目の質問は、地産地消についてであります。この事項も、教育長のお考えを

お伺いいたします。９月議会で、髙橋議員が詳細に調査され、ただされましたので、

私は尐し角度を変えてお伺いいたします。地産地消という言葉は、昭和59年に秋田

県職員が、雑誌「食の科学」で使用され広まっていった言葉であります。地産地消

の長所は、１つに、旪の食べ物を随時新鮮なうちに食べられる。２つに、消費者と

生産者の距離が近いゆえに鮮度がよいため、野菜の栄養価が高い。３つに、地域経

済の活性化、地域への愛着につながる。４つに、地域の伝統的食文化の維持と継承

が図れる。５つに、農水産物の輸送にかかるエネルギーを削減できるであります。

そこで教育長にお伺いいたします。 

 １つ目は、平成22年６月30日付けで、日野町教育委員会森晃一委員長より示され

ました、「町立学校における給食のあり方と方向性について」におきまして、地場産

品の活用も重要であり、特に野菜などの品目については、町あげて出荷と生産の組

織設立に向けた準備委員会を、早急に設置していただくよう提案されました。しか

し、毎年６月と11月に行われております学校給食地場産物使用調査結果では、平成

22年度６月17.4パーセント、11月21.3パーセント。これが平成23年度６月8.6パーセ

ント、11月14.7パーセントと低下しております。教育委員長の願いを今日まで無視

され続けておられますが、この事实を、どうお考えなのでしょうか。なぜこのよう

なことになったのでしょうか、お伺いいたします。 

 ２つ目は、なぜ教育委員長の提案後、地場産物使用率が30パーセントを超える同

じ郡内の竜王町、そのほかいろいろな県内の先進市町に調査に行かれなかったのか。

また、教育委員の先進地市町研修会を行われなかったのか、お伺いいたします。 
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 ３つ目は、100パーセント冷凍野菜であるほうれんそう、カット野菜のかぼちゃ等

を生野菜に順次切りかえておられるとのお答えでありました。しかし東近江市等の

近隣市町でも販売されている地場産物の豆腐や油揚げ等に、地場産物外でしかも冷

凍物があるとお聞きしますが、このようなことは事实無根であると、そのようなこ

とは一切ないと言い切れるのかお伺いいたします。 

議長（杉浦和人君） 教育長。 

教育長（奥村 薫君） 地産地消について、３点のご質問をいただきました。 

 まず１点目の調査結果でございますが、ＪＡや一部の学校では、近隣農家の協力

を得ながら努めてまいりましたが、これまでの調査では、日野産の物を中心に集計

しておりました。ご質問の調査では、特定の時期１週間だけの調査でございまして、

時期的に日野町内からの供給で得られるものが尐なかったことも影響しており、現

在では町内からの調達を基本としつつ、東近江圏域や県内産も含めて調達する方向

で調整を重ねております。県内他市町のデータにつきましても、県内産を地産地消

の対象としてあげられた結果であると聞いているところでございまして、今年11月

の調査結果では、26.1パーセントとなりました。年間を通して地産地消率を高めら

れるよう、調達だけでなくさまざまな地場産物が利用していけるよう、調理器具を

整備し、取り組んでまいりたいと考えております。 

 ２点目の、地場産物使用につきましては、栄養教諭や研修を通じて、東近江市や

竜王町の取り組みを聞くなど、先進事例を把握し、現状分析等を中心に取り組んで

きたところでございます。野菜農家が尐なく、絶対的に町内からの供給が低い中に

ありまして、当面は供給に見合った利用体制を整えることや、需要に忚じた供給側

の体制整備などの現場対忚に取り組むことに専心しておりまして、教育委員の研修

は实施していない状況です。 

 ３点目ですが、豆腐の冷凍物使用につきましては、マーボ豆腐を献立としたとき、

栄養バランスを考えた他の献立との兼ね合いで、時間内に調理ができるよう作業工

程を検討した中で、やむを得ず使用したことがございます。油揚げにつきましては、

過去に一度だけ、同様の理由により使用したことがございます。可能な限り、生の

食材から調理をしていくことが本望ではございますが、限られた人員、設備と、時

間内に必要な食数を確保するために、必要最小限で冷凍食品を使用することはあり

得ますので、ご理解をお願いしたいと思います。 

議長（杉浦和人君） ５番、蒲生行正君。 

５番（蒲生行正君） それでは、再問を行わせていただきます。 

 今のお答えの中で、教育委員さんへの研修を行っていないと。ぜひ行っていただ

ければと思います。奥村先生が参事としておられたとき、何回か前伴教育長や教育

委員さんらと一緒にいろいろなところに行っておられました。教育長になられても、
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行っていただきたいなと、かように思います。 

 それと３点目の豆腐や油揚げ、非常に残念なことでございます。こんなことをや

っている現場、だから、今の給食調理員はだめなのですよ。これは痛切に私は思っ

ています。私も同じ立場におりました。指導が至らなかったのは、私もだめだから

と思っております。この現状だから今のこの直営はだめだ。今の現場の給食調理の

人を見れば分かる。そうでないようにできると、すると言われるんやったら、私は

それでもいいと思いますが、そういう確信をお持ちなのか、それを１つ聞きたいと

思います。 

 また日本の食料自給率、カロリーベースの食料自給率が40パーセント、こういう

ふうに言われている中、また農山村地の日野町ですが、大規模畑作農家が尐ない中、

食材の購入を、それぞれの調理現場の給食調理員に任せていては、今、給食調理員、

確かによい調理員さんもたくさんおられます。だめなのはほんの数人ですけど、や

っておられるのは分かっているんですが、こういう給食調理員に任せていてはいけ

ない。地場産品の活用を図り、地場産品使用率の向上を図ることは、このような現

場任せ、あなた任せとなり、これは難しい。こういうふうに思います。ここは教育

委員会学校教育課の出番ではないでしょうか。教育長のリーダーシップをもって、

食材の購入は教育委員会学校教育課に改めてはいかがでしょうか。再度教育長にお

伺いいたします。 

議長（杉浦和人君） 教育長。 

教育長（奥村 薫君） お豆腐などは日野町内にもあるということで、冷凍食品を使

うのはどうかという、そういうことでございましたけれども、私もできるだけ生の

ものを、そして日野町内、先ほど東近江市や県内と言いましたが、やはり数字では

日野町内に限っていると、数字がなかなか上がらないという状況がございますけれ

ども、やはり日野町内で生産された新鮮な、またフードマイレージも低いというこ

とで、日野町内で生産されたものを、できるだけ使ってほしいという思いでござい

ます。今後、学校教育課で食材を購入ということでございますが、いろいろな給食

委員会等も設置する方向でおりますので、そうした中で検討する中で、そしてまた

生の食材を使うこと等、研修等を通じて指導してまいりたいと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） ５番、蒲生行正君。 

５番（蒲生行正君） 今のお答え、ちょっとよく分からなかったんですが、学校教育

課で食材を購入することを検討すると、こういうふうにとっていいんでしょうか。

その点、お聞きをいたしたいと思います。 

議長（杉浦和人君） 教育長。 

教育長（奥村 薫君） 学校教育課で食材を購入するということでございますけれど
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も、すぐに切りかえるということは難しいのかなというふうに思いますけれども、

今年中学校の給食運営委員会を立ち上げましたけれども、今後町内全体の給食の委

員会等をつくっていきたいと思っておりますので、そうした中で、どのような購入

方法がいいのかも含めて検討してまいりたいというふうに考えております。 

議長（杉浦和人君） ５番、蒲生行正君。 

５番（蒲生行正君） もう質問はできませんので。 

 先ほど、日野町の11月の地場産物の使用率が、26.1パーセントに上がった。非常

に嬉しい限りでございます。この学校給食の地場産物の使用率が、来年度には竜王

町並みの30パーセントを超えることを願って、最後の質問に移ります。教育長さん、

ご苦労さまでございました。 

 続いて、通告書５つ目の、最後の質問を行わせていただきます。 

 ５つ目の質問は、行政改革について、職員を統括する責任者の副町長にお伺いい

たします。平成18年３月に策定された、平成17年度から平成21年度までの５ヵ年間

を推進期間とする日野町行政改革大綱、日野町行政改革实施計画集中改革プランの

進捗状況を、平成24年２月１日に日野町ホームページに掲載されておられますが、

今回は６月議会に引き続き、定員管理について、職員を統括する責任者の副町長に

お伺いいたします。 

 １つ目は、实施計画における平成22年４月１日の目標職員人数は207人、实際の人

数は206人で、数値目標を達成されています。定員管理の今後の取り組みを、引き続

き集中改革プラン实施計画に基づき、計画的な職員数の抑制に取り組んでいきます

とされています。平成23年４月１日の实際の人数も206人で、数値目標を達成されて

いますが、平成24年４月１日の实際の人数は、208人で１人超過しております。また

平成25年４月１日、来年の４月１日でございますが、新規採用者は12月６日の一般

質問通告締め切り時点では、募集人数からして、給食調理員６人、事務職員５人、

幼稚園教諭、保育所保育士２人の合計13人でありましたが、12月10日に心理判定員

１人を募集されており、今日現在14人にのぼっております。207人の数値目標をさら

に超過することが見込まれます。このことをどう考えられ、職員募集をされたので

しょうか。計画的な職員数の抑制に取り組んでいきますとは、飾り言葉なのでしょ

うか、お伺いいたします。 

 ２つ目は、实施計画期間内の人員削減は、主に公民館職員を、自立の町づくりを

図るとして地域雇用化されたこと、町民会館や介護老人保健施設等の指定管理者制

度の導入によるものであり、实際の庁舎内の事務職員は削減なされていません。む

しろ逆に、嘱託職員や臨時職員が増加となっているのではありませんか。このこと

をどうお考えなのでしょうか。今後、どのようにお取り組みをされるのでしょうか、

お伺いいたします。 
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議長（杉浦和人君） 副町長。 

副町長（岡村明雄君） 行政改革についてのご質問にお答えをさせていただきます。 

 集中改革プランは、平成21年度で終了しましたが、今後平成24年度から平成30年

度までの７年間で、定年退職者を約53人予定をしております。このことを考えます

と、ここ２、３年につきましては、尐したくさん採用をして、そういうことに備え

ないといけないなというふうに思っております。しかしながら、特定の年齢層に職

員が偏ることにならないように考えなければいけないなということ、またそれから、

大変最近多様化する行政需要にも対忚できるよう、一方では考えなければいけない

ということで、そういうことにも取り組んでいくことが必要だと考えております。

今年度末をもって退職が見込まれる職員数は、定年退職者を含めまして10名の予定

でございます。採用をする職員につきましては、それぞれいろいろな職種があるわ

けでございますが、14名を予定しております。したがいまして、207名の数から言い

ますと、４名が増加するということになります。今年度は既に１名増加しておりま

すので、５名の増加になると思います。しかしながら、そのうち３名は、中学校の

給食調理員、正規の職員ということで、これは直営方式ということでございますの

で、これはやむを得ないというふうに思っておりますし、あと２名につきましては、

現在の行政需要から、集中改革プランを策定した年度から見ますと、かなりの行政

事務が増えておりまして、今後このことをどういうようにしていくかというのが課

題だというふうに思っております。ホームページで、今後もそういう計画的な職員

定数の管理をしていくというふうなことにつきましては、そのことを念頭におきな

がら、住民サービスの低下につながらないように、どういうようにやっていくのか

ということは、大変課題があるのではないかなというふうに思っております。今回、

土木職員につきましては、先ほどの人数の中で１名、長期的視野に立って、人材育

成を図るために採用するというふうに考えております。 

 ２つ目の質問でございますけれども、公民館の主事さんなどを地域雇用、また町

民会館等の指定管理者の導入などにつきましては、集中改革プランの取り組みとし

て、効率的な組織運営への転換や、民間事業者も含めた団体にゆだねて、経費の削

減等を行ってきたところでございます。事務職員の削減につきましては、实質的に

はされていない、こういうご指摘でございますが、先ほども申しましたように、大

変多くの権限移譲による事務の増加、あるいは障害者支援や介護予防支援などの窓

口職場における、多種多様な相談などの行政需要に対忚すべく、心理判定員や社会

福祉士などの専門職の採用を行うなど、必要な業務への人材の重点配置を行いまし

て、できる限り質の高い住民サービスの提供に努めてきたところでございます。 

 嘱託職員等につきましては、特に保育所等における低年齢児の増加、支援の必要

な園児への加配、また幼稚園児におきましても、３歳児保育の实施、支援の必要な
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園児などの加配などに伴いまして、嘱託保育士、嘱託教諭などの配置などにより、

体制の整備を図っているところでございまして、ご指摘のとおり嘱託職員が増えて

いる要因となっております。今後におきましても、こうした行政需要への対忚は、

やっぱりしてかなければならないと、このように思っておりますので、職員のこと

につきましては、十分今後考えていきながら、住民の皆様にご理解をいただけるよ

うに取り組んでいくことが必要であるなと、このように思っております。 

議長（杉浦和人君） ５番、蒲生行正君。 

５番（蒲生行正君） それでは、再問を行わせていただきます。 

 今、副町長の方から、誠实にきちっとした回答をいただいた。こういうふうに思

っております。 

 滋賀県の県広報紙、一月前新聞に折り込みで入っておったのですが、滋賀プラス

ワンの11・12月号でございます。これに、県職員の職員数、給与の状況が掲載され

ております。日野町も広報で10月号に載せております。同じことでございますが、

このプラスワンに載せられました県職員の職員数、これを見ますに、部門別職員数

の増減と主な増減理由を見ますに、県の方では、一般行政部門は40人もの減とこの

１年でなっております。そういうところでございます。これを十分思って、頭に入

れておいていただきたいと思います。日野町の現在の町長部局の職員数は、正規職

員が150人余り、嘱託職員と臨時職員が90人足らずで、合計約240名。教育委員会部

局の職員は、正規職員が50人余りで、嘱託職員と臨時職員は、正規職員数の２倍以

上の110人程度で、合計160人余り。町長部局と教育委員会部局と合わせますと、総

合計人数は400名を超えております。教育委員会は、私のおるときから、先ほど申し

上げました公民館のことも町民会館のこと等もあって、だんだん正規職員が減って、

また先ほど言われましたが、加配によりだんだん嘱託職員は増えていったと、こう

いうところでございます。そういうのは事实でございますが、日野町の行政改革は

見せかけ、名ばかりではあるのかなと。嘱託職員と臨時職員が隠れみのになってい

るのかなと、こういうふうにも思うところでございます。もう一度、その点、隠れ

みのになっていないと、こういうふうにはっきりと副町長からお答えをいただけれ

ばと、かように思います。 

議長（杉浦和人君） 副町長。 

副町長（岡村明雄君） 嘱託職員の増加によって、正規の職員から嘱託職員に変えて

いるということで、職員は決して減っていない、むしろ増えているということで、

こういうことが隠れみのになっているのではないかというご指摘でございますが、

現在の保育所や幼稚園の制度の中で、この嘱託職員、あるいは臨時職員の運用を図

らずに、すべて職員の中でやろうというのは、これはできません。現在の制度の中

では、こういうことをきちんと嘱託でいけるものであれば、嘱託でやらせていただ
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いて、一定の行政経費を減らしていくという中で対忚をさせていただいているのが、

現在の状況でございます。ここはぜひご理解をいただきたい。そういう中でも、質

の高い保育、あるいは園児の対忚をして、日野の町においてはその部分が、大変行

政的に充实しているというふうにも言われておるところでございますので、そこら

辺については、ぜひ住民の皆さんにご理解をいただきたいと、このように思います。

私は、決してそれを隠れみのとして、誇大に誇張して、日野町は行政改革をやって

いるということをＰＲしているつもりは、一切私としてはございません。 

 それから、職員の行政、職員の数の話でございますが、今後もこれについては、

町としては十分注視をしていかないといけないというふうに思いますが、私個人と

しては、現在の行政需要、平成19年度以降、国、県から権限移譲をされた件数は43

件に、日野町ではなっています。権限移譲が即人員につながるものとは、なかなか

言えませんけれども、やはりそういった仕事が増えているということ、それから特

に福祉などの窓口職場における多種多様な相談の増加、複雑あるいは多様化する、

そういった相談等についても、これはやっぱりマンパワー、人が必要でございます。

そういう中で、今後集中改革プランで目標を掲げて、その年度では目標達成をさせ

ていただいたわけでございますが、その後の状況において、207という数字がいいの

かどうか、これはやはり相当考えていく必要があるな。私としては、それで住民の

皆様にきちんとお答えができる、行政サービスができるかというのは、大変不安を

持っております。そういった面でも、今後議員の皆様にご相談をさせていただき、

町の職員の数については考えていかなければならないということをつけ加えさせて

もらって、答弁とさせていただきます。 

議長（杉浦和人君） ５番、蒲生行正君。 

５番（蒲生行正君） それでは、再々問になりますが、再々問というよりも、もうち

ょうどよい時間になってまいりましたので、これで終えたいなと思うのですが、今

回は、第１問目で幼稚園の学級の定員の問題を言いました。先ほど、教育長さんに

はご苦労さんでした。こういうふうに申し上げましたので、お願いになるのですが、

幼稚園の現場において、担任に嘱託職員がいます。担任を嘱託職員にするのは、こ

れはなり手がないんです。非常にかわいそうなんです。できるだけ、担任は正規職

員にしてあげてほしいと、こういうふうに思います。こういう子育てにお金を使う

のは、増えるのはこれは私も賛成です。その点、十分よろしくお願い申し上げまし

て、最後、教育委員会、教育長へのエールの形で終えたいと思います。 

議長（杉浦和人君） ここで暫時休憩いたします。再開は、10時45分から再開いたし

ます。 

－休憩 １０時３３分－ 

－再開 １０時４６分－ 
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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。 

 ７番、髙橋 渉君。 

７番（髙橋 渉君） ７番、髙橋でございます。通告書に基づきまして、２項目の質

問をさせていただきます。町民の皆さんに対して、この質問に関しては説明責任が

ありますので、できるだけ詳しい形のご説明をいただければなと、こういうふうに

思っております。 

 それではまず第１点目でございますが、昨年５月11日に、町道北脇中在寺線にか

かる宮前橋の災害が発生をいたしました。その後、各関係部署でのご尽力を賜りま

して、下部工事は完了いたしておりまして、来年３月末にはすべての災害復旧工事

が完了いたすという計画で進んでいると、お聞きをいたしております。地元におき

ましては、いよいよこの今不便な中から解消されるんだなというような形で、その

日を心待ちにしておられる現状でございます。 

 さて、去る12月２日、中央自動車道笹子トンネル上り線の天井が崩落し、トンネ

ル内走行中の車が巻き込まれまして、９名の方がお亡くなりになると、痛ましい事

故が発生をいたしました。あってはならない事故だというふうに思っております。

また、防げなかったのかという形で残念でありません。直接な原因は今調査中とい

うようなことでございますが、経年劣化に伴う調査の仕方の問題、それからそれに

伴う補修ということの部分が十分でなかったということは、明らかだというふうに

言われております。先日、京都新聞だと思うのですが、国交省の資料といたしまし

て、この４月現在、全国の15メーター以上の橋の長さを持つ橋の中で、６万橋の橋

に補修が必要だと。しかしながら現在１割しか補修が進んでいないと。補修がおく

れていると、このような形が掲載をされておりました。 

 そこでお尋ねをいたします。宮前橋の災害以降、私、３回にわたりまして、一般

質問において日野町の橋梁管理について、お尋ねをいたしました。答弁いただきま

した計画内容につきましては、橋の長さが15メーター以上で修繕が必要な20橋梁に

ついては、５年の計画において修繕を行う。なお、そのうちの４橋梁については、

24年度補修を行う計画である。橋の長さが15メートル未満の橋梁78橋に対して、点

検を含め、長寿命化修繕計画の策定を行う。このような答弁でありましたが、計画

どおり進んでいるのか。またこの78橋梁に対しての点検計画、これはどのようにな

っているのかお伺いをしたいと、このように思います。 

議長（杉浦和人君） ７番、髙橋 渉君の質問に対する町長の答弁を求めます。 

 町長。 

町長（藤澤直広君） 橋梁の管理と修繕について、ご質問をいただきました。 

 ご指摘のとおり、トンネルにおけるあのような事故が起こるということは、大変
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残念なことであります。そういう意味では、高度経済成長期にトンネルをつくり、

橋梁をつくり、道路をつくり、下水をつくり、農業の給水も逆水含めてたくさんの

公共施設をつくってまいりました。これが産業や住民の暮らしに役立つものとして、

しっかりと機能をいたしておるわけでありますが、ここにきてこれの長寿命化更新

をどう図るのかということは、ご指摘のとおり大変大きな課題でありまして、新し

くつくることが、大変大事で華々しい部分もあるんですけれども、現在ある施設を、

安心・安全有効に活用するために知恵を絞るということも、これまた大変大事な局

面に来ているのではないかと、私も考えておるところでございます。そうした中で、

日野町における橋梁の管理、修繕でございますが、ただいま質問いただきましたよ

うに、24年度の当初予算につきましては、橋長15メートル以上の橋梁のうち４橋梁

について、社会資本整備総合交付金事業において修繕をする計画を進めておりまし

たが、これは今年度ご承知のように国からの交付金が大幅に削減されたことにより

まして、なかなか計画どおりに進まないということで、今年度の修繕は、町道西大

路鎌掛線、これは名前は高橋でございます。町道内池山本線、名前は高橋でござい

ます。２橋梁の修繕予定でございます。今後の計画につきましては、５年間で20橋

梁の修繕をすることとしておりますので、24年度のおくれを、25年度以降の修繕に

おいて取り戻すよう努力をしたいと、このように考えております。また、橋長15メ

ートル未満の主要な橋梁78橋についても、国の社会資本整備総合交付金事業を活用

して、長寿命化修繕計画の策定を進めており、今年度は簡易点検調査業務を行って

おります。こうした対忚をさらに進めるよう、今後も努力をしてまいりたいと、こ

のように思っております。 

議長（杉浦和人君） ７番、髙橋 渉君。 

７番（髙橋 渉君） ご答弁いただきまして、残念ながら４橋梁の計画に対して２橋

梁しか進まなかったというようなことでございます。ただし、５年間の中で計画ど

おり進めるというようなことでお聞きいたしましたので、着实にそれが進むような

形でお願いをしておきたいというふうに思います。いたずらに不安感、危険性をあ

おるというようなことは、住民に対して反対に不安を与えるという形になりますの

で、できるだけそういうことは避けたいわけなんですけど、今不安をお持ちのもの

に対しては、やはりしっかりとした手当てをしていく必要があるんじゃないかとい

うふうに思いますので、その考え方のもとに、１つやっていただきたいと、こんな

ふうに思っています。 

 ２点目でございますが、冬になりまして、ちょっと今日は暖かいんですが、つい

先ほどは寒い日が続いておりまして、先日まで暑い、暑いと言っておりましたが、

いつか季節は着实に進んでおります。寒い季節を迎えております。次は春が来ます。

また夏を迎えるという形になります。昨年の夏も暑かったんですが、今年の夏は本
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当に暑いというような感じだったというふうに思います。年々暑さが厳しくなって

きているような感じがいたしておるわけでございますが、そのような中、家庭や事

業所、また公共施設などの多くに冷房が備えられておりまして、快適な環境が保持

されております。その中で、幼稚園、小学校、中学校といった学習、勉学の場の暑

さ対策は、どのようになっているのかというふうに思います。集合施設において暑

さ対策における冷房がないところは、エポックになっているような感じがいたして

おります。 

 昨年９月、村島議員より、幼稚園、小学校へのエアコン設置への要望質問がなさ

れております。そのとき、教育長のご発言として、暑さにより学習への集中や体調

管理に厳しい状況であるが、各園、学校でその対策に取り組んでおります。また、

成長期の子どもたちは、夏は汗をかき、冬は寒さの中で体温調整のできる体を育て

ていくことも大切である。エアコンに頼らない暑さ対策を行うことが、生きる力を

育むことになると、対策とエアコンに対しての考え方を述べられております。幼児

期に汗をかくことで、汗腺の数が決まると。その汗腺で汗をかくことにより体温調

整機能が高まると、こういうふうに言われております。このことから、子どもの将

来に向けて大切に育てていこうという、深い考えのもとでのご発言であったという

ふうに形で理解させていただいております。しかし、近年の猛暑、酷暑への対策、

学ぶ環境の平等性への対忚も必要であるというふうに思います。保護者からの、児

童生徒への健康面からの設置要望が非常に高まって、私の子どもが本当にあの場で

大丈夫なのかなという形をお聞きいたしておるのが、保護者からの弁です。現場か

ら授業への影響からの設置要望も来ております。例えばのことですが、体育の授業

が終わりまして、しばらく授業にならないみたいです。次の授業に入るまで20分か

ら30分かかると言います。こういったご苦労もされているというようなことも、お

聞きをいたしております。それから生徒からの要望の高まり、授業に集中できない

ということです。甘えもあると思います。しかしながら、個々の子どもにおいては、

差があるということなんです、先ほど言われたように。甘えもあるんでしょう。し

かし、本当に暑いと思われる子どもというのは、体調を崩すようなこともあるとい

うのは、これは事实なんです。そのようなことから、高まりが出てくるということ

です。それが１つです。 

 それから、全国的にもエアコンの設置の方向へ今進んできております。ご存じの

ように近江八幡市、それから東近江市は小学校・中学校に本年で全部つけられる。

全部完了すると思います。このような状況の中から、すぐにできるわけありません

ので、暑さ対策としてエアコン設置への取り組みが必要な時期に来ているのじゃな

いかなというふうに考えておりますが、教育長としてのお考えをお聞きしたいと、

このように思います。 
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議長（杉浦和人君） 教育長。 

教育長（奥村 薫君） エアコンについて、髙橋議員さんからご質問をいただきまし

た。 

 近年の夏季における教审の気温上昇は、子どもたちの体調管理や学業に集中する

には厳しい状況にありまして、各学校、園におきましても、熱中症などの対策に取

り組んできたところでございます。中学校においては、今年度エアコンを音楽审に

設置し、各普通教审には風がいきわたるよう、扇風機を２台ずつ配置いたしました。

この夏は、３年生が８月の最終週から登校としましたが、授業内容の工夫などで対

忚してきたところでございます。エアコンにつきましては、当面必要とされる特別

教审を中心に設置を進め、児童生徒の体調管理をはじめとして、状況に忚じて保健

审など適宜活用しているところです。今後、県下近隣市町や県立中学校、高校等の

エアコン設置の状況も参考に、校園長会等でも議論をいただいておりますが、さら

に検討していきたいと考えております。議論の中には、ぜひエアコンは必要である

という意見と、一方で、熱中症への対処法とともに、暑さに負けない体づくりも必

要であり、また直射日光を避けたり風通しをよくしたり、尐しでも涼しい環境を整

えるために協力工夫していくことが、生きる力を育むことにもなるのではないかと

いう意見もございます。幼稚園、小学校、中学校の全普通教审にエアコンを設置す

ることが、本当に子どもたちの将来、また現在の健康にとって、よいことであるの

か、また節電の中で、多量の電力を使用することなど、こういった視点で、多くの

皆様のご議論が必要でないかと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） ７番、髙橋 渉君。 

７番（髙橋 渉君） 再質問をさせていただきます。 

 ご存じだと思うんですが、学校保健法の第３条ですが、学校環境衛生というのが

ございます。重要度Ｂということですが、この内容につきましてのご検証を、され

ているのかどうかということです。学校においては、換気、採光、照明を適切に行

い、清潔に保つ等環境衛生の維持に努め、必要に忚じてその改善策を図らなければ

ならない。このような項目がございます。抜粋しまして、教审の空気ということが

定められております。その中で、温度ですが、夏季30℃以下。適温は25度から28度。

冬季10℃以上。適温は18℃から20℃。湿度、30パーセントから80パーセント。適湿

は50パーセント前後。なお補足ですが、二酸化炭素の濃度ですが、1,500ｐｐｍ以下、

それから一酸化炭素濃度10ｐｐｍ以下、このような定めがされていることはご存じ

だというふうに思いますが、定められるということは、各教审にこういった調査を

される機能があるという形で受け取っていいというふうに思うんですが、したがい

まして、これでの検証が１つ。 

 それから先ほど言いましたように、昨年５月、村島議員の質問の中で、このよう
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なご答弁をいただいております。エアコン設置につきましては、各学校、各教审の

状況、教育環境を見定め、また、県下近隣市町の状況の把握に努め、今後検討を行

うと、このような説明が昨年９月になされております。僕、非常に期待をしておっ

たんです。検討されるんだなという形で見ております。そういった意味で、今述べ

ましたのは、この学校保健法の問題なんですけど、実観的な評価として、湿度であ

れ温度であれ資料はあるわけです。したがって、不快指数は出ますよね、これ。そ

ういった形の検討が、されるだろうと思っておりました。そしてまた先ほど私が述

べましたように、県下における小学校であり中学校であり、現在のクーラー設置状

況、これを把握できるわけです。そういったことから、この今年８月、９月が済ん

だ段階において、十分な検討がなされるんじゃないかと、そういうふうに思ってお

りました。したがって、私の質問したときについても、検討結果、できるできない

は別にして、そういった資料が出てくるんじゃないかなというふうに期待をしてお

ったわけなんですけど、残念ながら、また次はそういったものに対して検討すると、

このようなお答えしか出てこなかった。非常に残念であります。本当に真剣に、先

ほど言いましたように、僕はいい意味で、ちょっと教育長、本当に子どものことを

考えているんだな、子どもの体の機能強化、それは大事なことなんです。しかし一

方の中で、今現在における子どもたちの状況というのを考えることも、これは１つ

なんです。そういった意味で、尐なくともこの今年のこの猛暑の中で、その状況を、

これは検討されるべきだと。精神的な状況なんか、非常に子どもは敏感ですので、

そういったことが授業に悪影響を及びます。また精神的なものの中で、受け入れな

くなっている、信頼関係をなくす。そういったところへ発展していくのは、非常に

危険性があるんじゃないかなというふうに思います。したがいまして、どこまでこ

れについて検討されたかという形について、あえて質問はいたしませんが、申し述

べておきます。尐なくとも、早急に現状における実観的な事实、それから生徒の状

況、そのときどうであったのか、先生への聞き取り、これは必ずやっていただきた

いと。これだけちょっとお聞かせ願いたい。やっていただけるか、やっていただけ

ないのかだけ、ちょっとご返答お願いします。 

議長（杉浦和人君） 教育長。 

教育長（奥村 薫君） 学校保健法等の検証でございますけれども、これにつきまし

ては、薬剤師が定期的に教审の明るさですとか、温度、湿度、あるいはＣＯ２濃度

とか、いろいろな面で、普通教审あるいは特別教审、いろいろな場所で測定をして

おりまして、プールも含めてですけれども、定期的に検証しているところでござい

ます。また、現場の温度の状況も、中学校の教审における温度測定もしてもらって

いるところでございます。その結果、非常に温度の高い、朝から32度とか、そうい

う状況もあるようにということは、把握しております。さらに、今後ほかの学校等
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の状況もすべて把握したわけではございませんので、いろいろな場所等の測定等も

含めまして、今後検討してまいりたいというふ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） 保護者から見まして、学校というのは小学校、中学校、高等学

校等々あるわけなんですけど、高等学校についてのクーラー設置につきましては、

ＰＴＡ、校友会が主体的に一生懸命動けばつくんです。設置できるんです。しかし

小学校、中学校は、ＰＴＡが動いても全く進みません。これは行政しかできないん

です。その責任をお持ちだ。権限をお持ちなんです。しかし責任もあるということ

です。小学校、中学校について、つける、つけないにおける、まず起案する。それ

が教育委員会なんです。この認識は、ぜひ持っていただきたいなというふうに思い

ます。そういった意味で、非常に難しいと思うので、悩ましい問題だと思います。

体の問題、長期的な考え方もあると思います。非常に難しい問題だと思うんですが、

しかしながら、現实に置かれている子どもたちの事を考えますと、検討し、前向き

な形の時期に来ているんじゃないかなという感じがいたしてなりません。そういっ

た意味で、早急なご検討をいただくことをお願い申し上げて、私の質問といたしま

す。 

議長（杉浦和人君） 次に、１番、村島茂男君。 

１番（村島茂男君） それでは通告書に伴い、一般質問を２点させていただきます。 

 まず１つ目は、９月議会で一般質問させていただいた、消防署の建てかえについ

て、再質問させていただきます。前回の返答では、現在の場所に建てかえるとの説

明がありました。しかし議会側、また東近江行政組合側においても、聞いていない

との確認をさせていただいた上、消防本部、消防庁ともお話ししてきましたが、や

はり本来ならば、９月議会に述べさせていただいたように、もう尐し広い場所がほ

しい。また、ほかの建物がない所というのは、訓練はやはり騒音、大きな声を出す

いうことで、できれば単独になっているところがいいんじゃないかということを、

要望されており、理想を述べられておりました。そういった点から、まず現場の方

等の話も聞き、また用地の検討をした上で決定すべきではないか。町独自で進めて

決定したかのような返答でしたが、この点について再質問再返答を求めます。 

 また、新設の際なんですけれど、消防団の訓練場所を設置してはどうか。要望に

もなると思うんですけれど、地元第３分団におきましては、昨年も３位に入賞して

おりますし、私の記憶している限りでは、優勝を含め10大会以上連続入賞しており

ます。これは、東近江地域を見てもまれな業績であり、町としても誇りであります。

やはり安心して練習できる場所を確保してやるべきだと思うが、町の考えを伺いま

す。 

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

町長（藤澤直広君） 消防署の建てかえの問題について、ご質問をいただきました。 

 ９月議会で答弁いたしましたように、消防署の改築計画は、現在のところ平成25

年度に設計、26年度工事が予定となっております。改築場所については、現在の場

所に建設された経緯もあることから、状況を勘案して検討しているところでござい

ます。今申し上げましたように、消防署の位置というのは、地域の住民の皆さんに

とっても、大変関心の深いところでございまして、町として責任を持って、用地の

選定をしていかなければならない、このように思っておりますし、そうした場合に、

当然消防職員の方の意見も聞くということについては、していきたいと、このよう

に思っておりますし、当然議会を含めてコンセンサスが得られるということが大切

であると、このように思っております。 

 次に、消防団の訓練場についてでございますが、大会に向けて、わたむきホール

の駐車場において訓練をいただいているところでございます。改築される消防署の

用地内に練習場を設けてはどうかと、こういうご質問でございますが、署の用地に

つきましては、先ほど申し上げましたとおり、歴史的な経過なども含めてコンセン

サスは得る必要がございますので、総合的に判断すべきものと考えております。 

議長（杉浦和人君） １番、村島茂男君。 

１番（村島茂男君） 用地の件なので大変難しいと思いますけれど、やはりもう尐し

下の方、307の近くとか、また必佐バイパスもできていますし、やはり出動態勢を見

ていますと、上へ上がるというより下へ下っていくというのが大変多いことで、消

防本部の方としゃべって中でも、やはり出動態勢としたら307近く、また必佐バイパ

スから下へ下るというのが多いということで、できればもう尐し下がっていただき

たいなというのが本音のようでした。 

 それで、また駐車場の面も見ましても、現在役場の方の土日の使用度、もう置く

ところがないようなぐらいに車も置いていますし、また氏郷まつり、各事業、催し

をされるときでも、駐車場が全然足らない。そういうような面から見ましても、や

はりもう尐し違うところに移転できれば、あそこを確保させてもらうと、かなりの

台数が駐車できると思いますし、それに伴った消防団の訓練場というのも考えられ

ると思います。そしてまたご存じのとおり、わたむきホールの駐車場を借りて練習

しているわけでありますが、我々がしていた当時は、水利もなくて、出雲川から毎

朝くんで、そういうような状態でもありました。その辺は、消火栓も設置していた

だいたようです。確認はさせていただきました。しかしながら、用具を置く機具庫

は、今まではその間だけ個人使用のものを臨時設置して使わせてもらっている。そ

ういうように聞いています。そしてまた、我々のときもずっとそうだったんですけ

れど、やっぱり練習においてはラインとか、確認ピンというのを打ったりするんで
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す。その辺はやはりわたむきホールの方の所有ですので、何かと規制があります。

その辺の安全性から見たら、やはり安心して、新設のときにつけてもらうと、署の

方も当然使いますし、消防団も使って、そこで訓練を教えてもらうわけですから、

ぜひともその辺は实現に向けて、用地も考えていただきたいと思いますけど、その

点をもう一度お伺いします。 

議長（杉浦和人君） 総務課長。 

総務課長（平尾義明君） 再質問でございますけども、今も町長が申しましたとおり、

日野の消防署につきましては、消防活動の拠点、また地域防災のコミュニティーの

核であるというふうなことも、前回も申し上げたとおりでございます。場所につい

ては、現在の場所も含めて、周りの場所についても検討を今後してまいりたいと、

このように考えております。消防団員の練習につきましても、いろいろと頑張って

いただいておりまして、東日本大震災、ああいった大きい災害によりましては、大

変重要な役割を果たしていただいているというふうなこともあります。そういった

ときに備えて、夏の訓練をしていただいております。そういったことも考え、また

署員の方の練習ということも、署長から聞いてもおりますので、そこら辺も勘案し

ながら、場所の選定については慎重に考えていきたいなと、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） １番、村島茂男君。 

１番（村島茂男君） 練習に際しましては、どこの地域の方も、大変早朝から苦労し

て機具をそろえ、また片づけもありますので、ぜひともその实現に向かっていただ

きたいと、よろしくお願いします。 

 それでは２点目の、通学路の変更と安全について、要望を含めて質問させていた

だきます。先日完成しました町道野出山本線の完成に伴い、必佐小学校のサンライ

ズ区の通学路の変更に伴う安全確保が、学校、ＰＴＡから要望されています。先日

も学校の方に出向いていきまして、ＰＴＡの方、先生、評議員の方といろいろなお

話をさせていただきました。その中でまず一番出ていました、信号設置という点で

は、实現したということで、ますます利用価値の高い道路になります。それは感謝

していることであり、喜んでいるところであります。しかしながら、防犯面から見

ると、今までから必佐地区の中で最も軽犯罪が多い地域であります。今までからい

ろいろな事件、また声かけなどの情報が入ると、大概がサンライズの方に帰るとこ

ろの道路です。旧在所というのは、ほとんどそういう事犯は起きていません。とい

う中から、やはり街路灯の設置はなおのことなんですけれど、ＰＴＡの方、評議員

の方は、やはり防犯ブザー、防犯カメラのことまでしゃべっておられます。よく調

べておられる方がいましたけれど、防犯ブザーを鳴らすと回転灯が回ると。そのと

ころに簡易カメラがついてあるらしいです。それは数日で新しく消えていって記録
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していくというので、その何かあったときには、すぐに見られると。で、また子ど

もがいたずらしたときでも、写っているから、いたずらはしないようにと、きっち

り言えるようなものもあるらしいです。それに伴い、また啓発看板など設置してい

ただきたいと、いろいろな要望が出ておりました。かなり必佐小学校の中では40パ

ーセント、150人強の方が使う道になります。それはいろいろな面で、ほかの道とは

かなり強化していただきたいなと思いますが、町の今後の対忚等考えをよろしくお

願いします。 

議長（杉浦和人君） 教育長。 

教育長（奥村 薫君） 通学路の安全についてのご質問でございますが、街路灯につ

きましては、道路整備に伴い、今年度において整備されることとなっております。

緊急警報装置や防犯カメラの設置につきましては、日常的な維持管理が必要となる

こと等、町での対忚は現在考えておりません。町としましては、児童の一人ひとり

に対して携帯防犯ブザーを無償で支給し、万が一への対忚に備えているところでご

ざいます。啓発看板につきましては、地区防犯自治会で対忚をお願いできたらと存

じます。また、このこととあわせて、村島議員にもご尽力いただいておりますけれ

ども、日ごろからお世話になっておりますスクールガードの皆様や、地域の防犯組

織の皆様等の見守りのご協力を、今後ともよろしくお願い申し上げたいと思います。 

議長（杉浦和人君） １番、村島茂男君。 

１番（村島茂男君） ＰＴＡの方とか評議員の方、学校側としゃべった中では、かな

りまた親御さんも下調べしておられます。その防犯ブザーも高価なものじゃなくて、

ものすごく簡易的なのも出ていますし、我々、防犯に関わっている人間としても、

そこは重点的にパトロールを皆さんしていただいているんですけれど、やはり即効

性、起きたときに即対忚できるというのは、なかなか人ではできないと思います。

しかしながら、そういう防犯ブザーを押して、そこで音が鳴る、回転灯がつくとい

うのは、かなり威嚇というのはあると思いますので、またその辺を含めて、ＰＴＡ

側も、かなり要望されておられますので、随時意見は述べてこられると思いますの

で、その辺の対忚をよろしくお願いしたいと思います。 

議長（杉浦和人君） 次に、８番、小林 宏君。 

８番（小林 宏君） 通告に従い、分割質問方式でいたします。 

 １、日野町における尐子化の動向。第５次日野町総合計画において、尐子化、高

齢化の進行と人口減尐社会の到来。人口動態では、本町の人口は人口減尐傾向が予

想されており、尐子化と高齢化、人口減尐が進行していくと予想されているとあり

ます。それと小学校の給食施設老朽化について、以下お尋ねします。 

 １、あらかじめ求めた就学児童年齢別集計表、平成24年12月６日現在によります

と、日野小学校区０歳児から５歳児592人、日野563人、鎌掛29人、桜谷小学校区86
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人、東桜谷46人、西桜谷40人、西大路小学校区67人、南比都佐小学校区75人、必佐

小学校区341人、総合計1,161人であります。桜谷小学校、西大路小学校、南比都佐

小学校の児童減尐傾向が心配されます。平成27年、29年の各小学校児童総数、なら

びに学年別児童数予測をお尋ねします。 

 ２、小学校は地域の伝統、文化、特性が脈々と受け継がれ、児童生徒が、これら

のよき伝統を学び、人間としての素養を身につけ、心身ともに豊かに育ち、一方住

民に活力、連帯感、きずななどを生み、地域活性化、心のよりどころの源泉であり、

地域にとって大切な宝物であると考えます。地域における小学校の意義、役割、重

要性について、どのように考えておられるのかお尋ねします。 

 ３、資料、給食施設比較表改修の目安では、小学校の給食施設厨房設備整備が迫

ってきており、その整備総額は、約７億4,000万円と大きな費用が見込まれています。

小学校の給食施設老朽化の対忚に、どのように取り組まれるのか、金額面も含め、

教育委員会奥村教育長の考えをお尋ねします。 

議長（杉浦和人君） ８番、小林 宏君の質問に対する教育長の答弁を求めます。 

 教育長。 

教育長（奥村 薫君） 小林議員さんから、尐子化について等３点、ご質問をいただ

きました。 

 まず１点目の、平成27、29年度の児童数でございますが、今年11月の推計値で申

し上げます。平成27年および29年の各小学校児童総数は、それぞれ日野小学校で平

成27年度573人、平成29年度598人。桜谷小学校は、27年度91人、29年度90人。西大

路小学校は59人、67人。南比都佐小学校は86人、75人。必佐小学校は353人、353人

と推計しております。また、それぞれの年の町内、学年別児童数は、１年生で27年

度185人、29年度200人。２年生は27年度187人、29年度211人。３年生は196人、185

人。４年生は204人、187人。５年生は193人、196人。６年生は197人、204人と推計

しております。 

 ２点目ですが、小学校は子どもたちの学ぶ場としてだけでなく、地域のコミュニ

ティーをつくる役割も担っております。学校は地域の財産という住民意識も強く、

子どもたちの教育のために校舎改築時をはじめ、さまざまな機会を通じて、地域の

思いを込めて、環境整備等に取り組んできていただいております。また、小学校校

舎は、公民館とともに災害時の避難場所、また子どもたちの遊びの生活圏としての

役割を持つ、身近な公共施設でもございます。小学校はこうした地域のまとまりに

大きな影響を与えており、地域活動の場として活用することにより、地域活性化に

つながり、住民同士のきずなや地域に対する愛着に結びついていると考えておりま

す。 

 ３点目の、各小学校の給食施設の老朽化への対忚についてですが、学校給食問題
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検討特別委員会で示させていただいたとおり、今後桜谷小学校から、順次各学校の

大規模改修にあわせて实施していくことを原則に、取り組む予定をしております。

しかし、それぞれ22年から27年を経過していることから、緊急性の高いものについ

ては、大規模改修を考慮した上で必要な修繕等に取り組んでまいります。なお、平

成23年３月の学校給食問題検討特別委員会で説明をいたしました、施設整備計画案

を基本に今後進めてまいりたいと考えております。 

議長（杉浦和人君） ８番、小林 宏君。 

８番（小林 宏君） 小学校の位置づけについて、大変健全なお考えであると感じま

した。ただ、児童の減尐傾向、これは西大路、桜谷、南比都佐が顕著にあらわれて

おります。そういったことで、学校の再編については、私は反対の立場であります。

しかしながら、一部学校、継続を懸念するところでもあります。そのことについて、

教育長、どういうお考えを持っておられるのか。 

 それと、給食施設の整備について、ご説明いただきました。教育長は議会におい

て、小学校においては民営化も視野に入れていると。付帯決議について重く受けて

とめていると、答弁されています。また、整備に多額の費用が見込まれています。

現役世代、次世代に、できるだけ負担を尐なくする努力をしなければならない。そ

れには、どういう方策が必要か。また、それをしっかりと示す責務があると考えて

います。そういうことで、これから小学校の給食施設整備、厨房設備の整備が進む

わけですが、民営化も視野に入れているという、そのことで、そういうことについ

て検討委員会や、また研修をされておられるのか、その点も含めてお尋ねします。 

議長（杉浦和人君） 教育長。 

教育長（奥村 薫君） 児童数等の減尐があるということでございますけれども、日

野町全体としましては、どの学年も200人前後の児童数がいるということで、日野小

学校区に集中しているということでございますけれども、再編というようなお話も

ございましたけれども、蒲生議員に、幼稚園の１学級集団の人数ということもお答

えしたわけでございますけれども、やはり小学校におきましても、ある程度の人数

はあったほうがよいという考えは変わっておりません。しかしながら、私が考えて

おりますのは、１学年５人を切ってきますと、男女比もございますし、いろいろ集

団生活の中で学ぶことが難しい部分も出てまいりますので、いろいろ検討していか

ないといけないかなという思いは持っておりますが、現在のところ、そうしたこと

はございませんので、再編や統合というようなことは考えていない状況でございま

す。 

 また、民営化も視野に入れているかということでございますが、これは先ほど、

全町的な就学前教育のあり方、幼稚園、保育園も含めた全町的なご議論をいただき

たいということをお答えしたわけでございますけれども、小学校、幼稚園のあり方
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について皆さんでご議論いただく中で、子どもたちにとってよりよい環境、学習環

境、教育環境をつくっていくために、研究してまいりたいというように考えており

ます。 

８番（小林 宏君） 検討委員会の設置とか、計画はされておられるんですか。 

教育長（奥村 薫君） 今現在は、給食の方を中心に、日野町全体の食育をどのよう

に進めていくかということで、幼稚園、小学校、中学校も含めた給食のあり方、そ

ういったものを検討していく会議をつくっていく予定はございますけれども、今現

在は、そうした予定は近々には考えておりませんが、将来的にと申しますか、必要

であるというように考えておりますので、よろしくお願いします。 

議長（杉浦和人君） ８番、小林 宏君。 

８番（小林 宏君） 今、答弁ありましたけど、民営化も視野に入れているかとは尋

ねてないんです。議会において、小学校においては民営化も視野に入れていると、

教育長は答弁されている。それについて、またお願いします。 

 それと、今後、今検討委員会とか研究はされていないということなんですが、そ

れについて、検討委員会を設置し、検討される考えはあるのかどうか。 

議長（杉浦和人君） 教育長。 

教育長（奥村 薫君） 給食の小学校の民営化等につきましてでございますけれども、

前にお答えしましたとおり、経済状況の厳しい中で、町の経費節減ということにつ

いては、もちろん考えていかないといけないということは思っております。しかし

ながら、子どもたちの教育環境はどのようにあるべきかということで、多尐の経費

はかかってもということで、これまでからお答えしていますとおり、子どもたちの

教育環境を一番に考えていきたいというふうに思っております。 

 その検討委員会でございますけれども、今後設置する方向で進めてまいりたいと

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） ８番、小林 宏君。 

８番（小林 宏君） ぜひとも検討委員会を設置して、次世代に負担が残らない、で

きるだけ経費を安く抑えると、そういう形で十分に研究をしていただきたいと思い

ます。 

 ２つ目、平和堂移転について。 

 １、松尾地先移転が、当初計画より大幅におくれています。平成24年１月資料、

計画概要では、予定工程、平成24年６月ごろ、開発行為許可申請、農地転用届け出。

９月ごろ、造成工事着手。11月ごろ、大規模小売店舗立地法届け出。平成25年２月

ごろ、建築工事着手。５月ごろ開店ということであったが、当初計画より大幅にお

くれています。なぜか。このことに対する町としてのお考えを、お尋ねします。 

 ２、地元、商工会、町の協議は、あわせて松尾地先地権者との説明話し合いはな
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されておられるのか。先日松尾１区住民説明会が、平和堂側から３人、業者側から

２人が出席して行われたそうですが、一片の資料、具体的な説明もなく、平和堂の

説明に誠意が見られなかったと聞いております。お尋ねします。 

 ３、地元、平和堂、行政の三者協議は行われたのか、お尋ねします。 

議長（杉浦和人君） 町長。 

町長（藤澤直広君） 平和堂の新店舗の進出について、ご質問をいただきました。 

 直近では11月27日に、平和堂本部から進捗状況について伺いました。現在、滋賀

県土地利用に関する開発事業計画等の届け出が行われ、これにより開発行為に係る

事前審査が、県において行われているところでございます。今回の開発にあたって、

道路法や河川法、交通対策などの関係諸法令に基づく許認可が必要となります。こ

うした協議に時間を要して、当初計画では今秋の造成工事着工が計画よりおくれて

いるとのことでございましたが、現在事前審査の協議がほぼ整ってきたとのことで

ございまして、事前審査の結果を受け、要件処理した後、都市計画法に基づく開発

許可申請などを行っていきたいとのことでございました。開発許可を得た後、春に

は造成工事に着工、あわせて、大規模小売店舗立地法に基づく届け出等を行ってか

ら、開店までには８ヵ月から10ヵ月の期間を要することになるとのことでございま

した。このことに関して、町としましては、今後開発に係る諸法令等に基づく申請、

届け出等が行われる段階など、必要に忚じて、平和堂本部に対して進捗状況など説

明を求めてまいりたいと考えております。 

 次に、商工会、地元等との話し合いについてでございますが、今後大規模小売店

舗立地に係る届け出が行われることになっており、新店舗の内容が公表されること

になりますので、商工会とは随時協議、情報交換を行うなど連携に努め、また地元

とも連携を行いながら、調整してまいりたいと考えております。 

 次に、平和堂日野店におきます地元の大窪堀端町と平和堂、町の三者協議につき

ましては、去る12月７日に開催をさせていただきました。平和堂日野店の駐車場等

に係る環境対策について、協議をさせていただきました。また、その席上において

地元から、日野店を存続してほしいとの要望も出され、店長から、現段階では決ま

っていないので、地元の要望として本部に伝えるとのことでございました。今後も

引き続き協議をしてまいりたいと考えております。 

議長（杉浦和人君） ８番、小林 宏君。 

８番（小林 宏君） 再質問します。 

 私は、平和堂側に説明責任があると思います。今日までの対忚は、余りにも無責

任。社会的にも大きな影響力を持つ会社、東証一部上場会社としての自覚、義務も

感じられず、企業としての体をなしていないと思います。前にも質問しましたが、

心配しますのは、商店街の空洞化、町並み景観の維持、移動手段を持たない買い物
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弱者、店舗はどうなるのか、一向に明かされていない。一部残され有効活用される

のか、それとも解体され更地にされるのか。防犯面の安全確保、夜間の街路灯の照

明。また松尾地先においては、307、477の交通渋滞が懸念され、交通事故が心配さ

れます。また、通学路の安全は大丈夫か。生徒の安全確保。周辺地域への騒音、住

環境への悪影響。営業時間は何時までされるのか、これの明示もなされておらない

ようであります。こういった点について、商工観光課長、平和堂等に申し入れはさ

れたのか、されていないのか、お伺いします。 

議長（杉浦和人君） 商工観光課長。 

商工観光課長（塚本信雄君） ただいま小林議員から、平和堂新店舗の進出につきま

して、再質問をいただきました。 

 去る12月15日にも、松尾１区で平和堂が説明会を行ったということでございます。

今議員がおっしゃられましたように、具体的な資料の提示もなかったということで、

余り具体的な話にならなかったということを聞かせていただいています。このこと

につきまして、今現在平和堂の方に確認をしておりますが、返事は、今現在もらっ

ておりません。しかし、今現在先ほど町長の答弁がありましたように、ほぼ事前審

査の協議が整ってきたということでもございましたので、年明けには、もう尐し具

体的に進む状況になるかというふうに思っております。開発許可申請がまた出てく

る段階もございますし、その後、大店立地法の関係の届け出もございます。そうし

た段階におきましては、やはり地元説明会もされます。その段階では、県に対して

届け出書が提出されますので、具体的な計画が示されることになりますので、そう

いったものに対して、また地元の住民さんからの意見も聴取することにもなるかと

いうように思います。計画等は縦覧もされますので、そういったときにも、やはり

意見を出していきたいなというように思っておりますので、今心配をしていただい

ている部分につきましては、そういったところで平和堂に対しても言ってまいりた

いというように思っております。 

議長（杉浦和人君） ８番、小林 宏君。 

８番（小林 宏君） 先ほど挙げた件については、平和堂側に何の申し入れもしてい

ないということですか。それと、確認の返事をいただくようになっているというこ

となんですが、いつごろになるんですか。また地元の説明会が行われるということ

なんですか。これもいつごろですか。 

議長（杉浦和人君） 商工観光課長。 

商工観光課長（塚本信雄君） 再々質問いただきました。 

 平和堂に対しては、電話等でも話もされておりますし、また出会って話もしてお

りますので、いろいろな部分については、平和堂に対して申し入れもしております。

地元の説明会につきましては、大店立地法の関係の届け出が出ましたら、大体２ヵ
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月以内に説明会を開催されるということになっているようでございますので、その

時点では、具体的な話も出てくるかというように思います。そういったところで、

今後も平和堂と話をしていきたいと思います。ただ、この前の松尾１区との話につ

きましては、その内容につきまして、今現在、平和堂に対して報告してほしいとい

うことを聞いておりますが、近々もらえるものと思っております。今日の段階では、

まだ現在もらっておらないという状況でございます。 

 昨日も確認をさせていただいて、返事をするということでございましたので、今

日は議会に出ておりましたので、まだ平和堂とは話をしておりません。 

議長（杉浦和人君） ８番、小林 宏君。 

８番（小林 宏君） 要望しておきます。余りにも、平和堂は無責任極まりないと思

います。行政としても、毅然とした態度で平和堂側に接していただきたいと思いま

す。 

議長（杉浦和人君） 以上で、通告を受けました10名の一般質問は、すべて終了いた

しました。 

 以上をもって本日の日程は終わります。 

 委員会審査および調査につきましては、明19日は午前９時から予算特別委員会、

午後２時から総務常任委員会、20日には、午前９時から厚生常任委員会、午後２時

から学校給食問題検討特別委員会、21日には、午前９時から産業建設常任委員会、

午後２時から企業誘致・幹線道路整備特別委員会をそれぞれ開き、委員会の審査お

よび調査をお願いいたします。各委員会の招集につきましては、委員長の通知を省

略いたしますので、ご了承をお願いいたします。 

 12月27日には本会議を開き、委員長報告を求めますので、定刻ご参集をお願いい

たします。 

 本日は、これをもって散会いたします。 

 一同起立。礼。 

－起 立 ・ 礼－ 

議長（杉浦和人君） ご苦労さまでございました。 

－散会 １１時５５分－ 


