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第２回日野町議会定例会会議録 

 

平成２５年３月１４日（第４日） 

開会  ９時００分 

散会 １１時２８分 

 

１．出席議員（１４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  髙 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  学校教育課参事  神 田 松 雄 

 

４．事務のため出席した者の職氏名（２名） 

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

日程第１ 一般質問 

 ５番  蒲生 行正君 

１１番  池元 法子君 

１３番  對中 芳喜君 
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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、一般質問通告表に基づき、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。 

 また今回も、教育長・奥村先生の質問が過半となってしまいました。12日の質疑

での奥村教育長のご回答は、残念ながら藤澤町長や竹村総務政策主監、久村教育次

長をはじめとする答弁者と比べまして、格段に見劣りする答弁でございました。中

でも、教育長であり教育行政のトップであり決定者でありますのに、自信なげな「改

築になったと思うんですが」の答弁、教育長、あなたがお決めになられたのではな

いんでしょうか。どうなされたのか、ご病気なのかと心配していたところでござい

ます。昨日の13日の答弁は、尐し復活されているようで安心をいたしました。今日

は、藤澤町長に劣らない、藤澤町長の上を行く答弁を、また、いつも申し上げてい

ることでございますが、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をいたしておきます。 

 それでは、第１問目の質問、公共公衆トイレの改善についてお伺いいたします。 

 西大路地区の敬老会参加者よりの要請を受け、昨年９月議会の一般質問で、小学

校体育館トイレを洋式化にと題しまして、小学校体育館トイレのウォシュレット付

き洋式化を求め、再問で、公衆トイレを含める、町内全公共施設のトイレのウォシ

ュレット付き洋式化を求めました。ウォシュレット付きまではかないませんでした

が、当初予算で西大路小学校体育館トイレの洋式化への改善を図る工事費を計上し

ていただき、喜んでおります。 

 今回は、昨年９月議会での公共施設のトイレ改善についての私の一般質問が、地

域情報新聞ヒノメイト紙に掲載されましてから、公共施設のトイレの改善は蒲生に

言おうとなったのか、高齢者や女性から、また議員ＯＢの方からの要請を受け、高

齢者や障がい者に優しい公共公衆トイレの改善を再び求めるものであります。 
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 １つ目は、わたむきホール虹、各地区の公民館、そしてこの役場、駅前等々の、

どこの公共公衆トイレの個室にも外套やかばん等をかけるフックがついております

が、外套が汚れないように、また頭部、顔面等への事故防止のため、フックが高い

位置にあり、高齢者や女性や身体がご不自由な方には使用困難であります。このこ

とから、床にハンドバック等の持ち物を直に置いておられるそうでございます。そ

こで、個室トイレ内に物置台の設置を求めるものであります。 

 なお、この質問をするにあたり、公共公衆トイレの調査を行いました折、わたむ

きホール虹にはこの住民要望をお伝えいたしました。先日、わたむきホール虹に伺

い、一般質問を行う旨を申し上げましたところ、既に物置台を購入されており、見

せていただいたところであります。打てば響く早急なる対処に感謝を申し上げます。

わたむきホール虹に見習い、他の公共施設も早急に物置台の設置を求めるものであ

ります。 

 ２つ目は、町の玄関口であります日野駅前公衆トイレの改修を求めるものであり

ます。日野駅前公衆トイレは、私が交通施策を受け持つ企画財政課長のとき、公共

交通機関であります近江鉄道の改善を図るためと、観光地関連施設整備として、滋

賀県の補助金対策を活用して駅前駐輪場や駐車場とともに整備していただいた、思

い出深い施設でもあります。当時は、日野駅のトイレは古くて臭く、暗く、汚く、

よほどせっぱ詰まっていなければ利用しづらい状況にあり、通勤客や高校生、また

日野町を訪ねられる観光客に非常に評判が悪かったことから、町行政に多くの改善

の要望が寄せられておりました。 

 しかし、日野駅は近江鉄道の所有であり、またトイレのみの改築に対しての補助

制度が見当たりませんでした。そこで、日野駅前観光案内所整備事業として、滋賀

県の補助金を活用しての整備となり、平成９年３月28日に完成を見たところでござ

います。整備した以上、元のように汚くしては、日野町へ来られる観光客の印象が

悪くなります。そこで、地元内池の町会議員であられました小澤重男さんと協議し、

地元内池西区の老人会に日常管理をお願いすることとなりました。現在は、日常管

理の委託先の名称が、老人会から内池クリーンクラブとスマートに改まっておりま

す。 

 前述のとおり、昨年９月議会での公共施設のトイレ改善についての私の一般質問

が、地域情報新聞ヒノメイト紙に掲載されましたことから、当時のことを一番よく

知る蒲生に言おうとなったのか、議員ＯＢの方から要請を受けました。 

 そこで求めます。 

 町の玄関口であります日野駅前公衆トイレの扉が、使用頻度と老朽化により建て

つけが悪くなり、かぎがうまくかかりません。これでは、日野町へ来られた観光客

の印象が悪くなります。今年のひなまつり紀行は終わりましたが、これから春の観
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光シーズンを迎えます。だれもが心地よい町となるよう、町内全公衆トイレの点検

と改修を求めるものであります。 

 なお、日野駅前にお住まいの方から商工観光課に要求があり、私がお聞きしまし

てより尐しタイムラグがあり、観光行政担当の外池参事より一部の修繕が終えられ

ております。早急なる対処を評価いたします。 

 以上２点について、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町長の答弁を求めます。町長。 

町長（藤澤直広君） おはようございます。 

 蒲生議員からトイレの改善についてご質問をいただきました。 

 今もお話ありましたように、敬老会の経験を踏まえて、体育館に洋式トイレを設

置するようにと、こういうようなご意見も賜ったところでございまして、今回の当

初予算におきましては西大路小学校体育館と南比都佐小学校体育館の改修をすると

いうことで、予算計上をさせていただいたところでございます。これはご承知のよ

うに、西大路と南比都佐は体育館で敬老会をやっているというところでございまし

て、東桜谷もやっておられるんですけど、飲食がないということもございますので、

学校の意見なども踏まえて、計画的な、必要な対策を講じる第１歩と、こういうよ

うなことというふうに思っております。 

 議会でいろいろご提案、ご意見いただきましたことにつきましては、できるもの

については早急に、そしてきちんとやっていかなければならないものと、このよう

に思っております。そういう意味では、蒲生議員から提案をいただいておりますリ

スタの権利譲渡というのは、トイレと比べますと金額的にはむちゃくちゃ大きい話

でございますが、これまた議会のご議論を踏まえて提案もいただく中での町の対忚

ということでございます。また、今回、おかげさまで竣工いたします中学校の給食

施設につきましても、髙橋議員からランチルームの設置をしてはどうかと、こうい

うことも提案いただいたことも契機として実施をしてまいったところでございます。 

 直ちに実施できる部分と、なかなか機が熟さないと実施できないものとあります。

これは山中正吉邸についても、かつて竹田議員がご質問された、しかし、なかなか

その当時は対忚できませんでしたが、現在はちょうど町史編さんの最終盤というと

ころで、その収納をはじめとした機会というものが巡ってきたという意味では、グ

ッドタイミングなのではないかなというふうに思っております。できることは早く、

そして、なかなかすぐにはできないことも、機を見てチャンスがあれば実施すると、

こういう形で臨んでいかなければならないものと、このように思っております。 

 伊藤みきさんの激励看板も、役場の北側の駐車場のところに設置をさせていただ

きました。そしてもう１枚、母校の日野小学校に横断幕を設置するよう、今学校と

調整をいたしておるところでございます。こうしたことも、内部の議論、さらには
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小林議員からもひなまつり紀行へ来ておられる方にいち早くＰＲすべきだと、こう

いうことを提案いただいた中で、なかなか役場行政、すぐにということにはなりま

せんが、できるものについてはきちんと早急に対忚をしていきたいと、このように

思っておりますので、今後ともいろいろなご意見、ご提言を賜れれば幸いかと、こ

のように思っております。 

 さて、ご質問いただきました各施設の個室トイレ内の物置台の設置についてでご

ざいますが、トイレブース内のあきスペースの状況を確認し、設置可能なトイレに

ついては、各施設において設置できるよう対忚してまいりたいと考えております。 

 次に、日野駅前公衆トイレの不具合につきましては、先日、清掃等の日常管理を

委託している内池クリーンクラブから連絡をいただき、すぐに対忚をさせていただ

きました。町内の公衆トイレの維持管理は委託をしておりますことから、委託先か

ら故障など、不具合があった場合は随時連絡をいただき、その都度修理、改修をし

ておるところでございまして、今後ともそうした状況把握を速やかにできるように、

委託先とも連携を図っていきたい、このように思っております。 

 あわせて、日野町へ訪れていただいております観光客や、町民の皆さんにもトイ

レを気持ちよく使っていただけることは大変大事でありますし、きれいにしておく

ことがきれいに使っていただけることにつながるものと、このように思っておりま

すので、適正な維持管理に努めてまいりたい、このように思っております。 

 また、それぞれの現場でお気づきの点があれば、役場の方へお知らせいただけれ

ば幸いかと思います。 

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、この質問に関しましては再問はするべきものでもな

いのかなと、こういうふうに思いますので、再問というより要望を行わせていただ

きます。 

 ３月12日の滋賀報知新聞蒲生ニュースに、必佐小学校６年、心もピカピカになる

トイレ掃除と題しての記事が載っておりました。小中学生は、学校のトイレに行き

たがらないそうでございます。臭くて汚ければ、行きたくなくなります。気持ちよ

く行きたくなるトイレとする掃除、すばらしい必佐小学校６年生の授業だと感心い

たしました。これからも、このような学習をよろしくお願いいたします。 

 また、２月８日の第１回臨時会で中西議員がただされました、トイレのバリアフ

リー化対策としての段差解消、手すりの取りつけ、低年齢児のためのいす等の設置

につきましても、公衆トイレの改修時によろしくお願いいたしておきます。 

 また、旧山中正吉宅の購入整備関連事業として、屋外に公衆トイレを新設されま

すが、幼稚園児や小学校の遠足で綿向神社へ行かれますが、また保育所もあおぞら

園が近いので行かれるのかなと、こう思いますが、綿向神社のトイレを借りづらい
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そうであります。洋式化、バリアフリー化とともに、幼稚園児や保育園児、小学校

低学年児童にも使いやすい、小さな子どもにも配慮した公衆トイレとしていただけ

るようよろしくお願いをいたしておきます。 

 要望ですが、もしお答えいただけるようなら奥村教育長、お願いをいたします。 

議長（杉浦和人君） 教育長。 

教育長（奥村 薫君） 今回購入の予定の山中邸につきましては、いろんな町史の関

係とか観光等もございますけれども、私の立場としましては、やはり町内の子ども

たちも、日本の伝統文化ですとか、そういったものを学習する場として非常に有効

な施設であるというふうに考えておりますので、今蒲生議員がおっしゃいましたよ

うに、遠足ですとか、いろんなことで子どもたちも訪問したいというふうに考えて

おります。あわせて、綿向神社とか、信楽院とか、日野小学校の６年生も、総合的

な学習等で地域の伝統的な文化ですとか、史跡とかを学ぶことをしておりますので、

そうしたことの学ぶ場の１つとして活用させていただきたいというふうに思ってお

ります。 

 そこで、トイレですけれども、今蒲生議員がご指摘いただきましたように、子ど

もたちにも使いやすいトイレということで、要望してまいりたいというふうに思っ

ておりますので、よろしくお願いします。 

議長（杉浦和人君） ５番、蒲生行正君。 

５番（蒲生行正君） それでは、次の質問に移ります。 

 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、下水処理事業についてお考えをお伺いいたします。 

 日野町の下水処理は、琵琶湖流域下水道湖南中部処理施設で処理を行う公共下水

道事業区域と、町内の９つの処理施設で27集落の下水処理を行う農業集落排水事業

区域と、西大路地区の山間集落であります西明寺、平子、熊野の３集落と、人口の

尐ない住宅団地の青葉台、第３緑ヶ丘は下水道整備区域外であり、それぞれのご家

庭が下水処理を行う合併処理浄化槽区域となっており、３つの下水処理区域に分か

れております。 

 公共下水道事業と農業集落排水事業の処理施設は公共施設でありますが、合併処

理浄化槽は支えのない個人の施設であり、公共に比べて弱い立場にあります。合併

処理浄化槽区域５集落のうち、４集落が西大路地区であり、そこでお伺いいたしま

す。 

 １つ目は、どの下水処理区域の住民であろうと同じ日野町民であり、下水処理に

係る施設整備費や維持管理費等は、どの処理方式であっても等しくあるべきと思っ

ておりますが、公共下水道事業、農業集落排水事業、合併処理浄化槽、それぞれの

１家庭の平均年間維持管理費はおいくらなのでしょうか。 
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 ２つ目は、処理施設の老朽化を改善する処理施設機能強化に要する公共下水道事

業、農業集落排水事業、合併処理浄化槽事業、それぞれの１家庭の負担金はおいく

らなのでしょうか。 

 ３つ目は、第５次日野町総合計画に、農村下水道の公共下水道へのつなぎ込みを

検討する必要がありますと課題を掲げられていますが、この検討状況をお伺いいた

します。 

 以上、お考えをお伺いいたします。 

議長（杉浦和人君） 町長。 

町長（藤澤直広君） 下水道事業にかかわるご質問をいただきました。 

 各ご家庭での平均年間維持管理費についてでございますが、公共下水道事業では、

１世帯が２ヵ月に排水する汚水量が平均で42.4立米でありまして、これを使用料に

換算しますと年間約３万6,000円となっております。農業集落排水事業では、１世帯

の人数割の平均が3.5人であり、これを使用料に換算しますと年間約３万3,000円で

ございます。合併処理浄化槽は、保守点検および清掃費用、法定検査手数料を合わ

せますと年間約４万9,000円でございます。現在、町では浄化槽維持管理事業におい

て、１基当たり年間１万6,000円の補助をしているところでございます。これは一定

の条件のもとででございます。 

 次に、各施設の老朽化改善に要する負担につきましては、公共下水道事業および

農業集落排水事業では、特に家庭から負担はございません。合併処理浄化槽につい

ては、改築等に係る費用として、通常想定できるものはブロアーと呼ばれる空気ポ

ンプの交換に係る費用であり、３万円程度となります。 

 次に、農村下水道から公共下水道への接続につきましては、平成19年に農業集落

排水処理施設維持管理検討委員会より、行政判断に任せていただく旨の答申をいた

だいております。町は、施設の老朽化および維持管理費用、地元の意向、接続費用

等を総合的に考え、判断しなければならないと考えておりますが、現状では農村下

水道維持管理組合長会議で議論いただいており、現体制を維持するというふうに今

現在では考えておるところでございます。 

議長（杉浦和人君） 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。 

 合併処理浄化槽区域５集落は、日野町内でもっとも人口が尐ない集落でもありま

す。本年１月末現在の人口は、熊野は35人、青葉台46人、平子49人、第３緑ヶ丘58

人、西明寺134人であります。人口が尐なく、頑張りたくてもかなわないところであ

ります。自立したくてもかなわないところであります。ここに手を差し伸べるのが

政治の姿ではないでしょうか。手を差し伸べ、支えるのが政治本来の役割ではない

でしょうか。このことについて、町長のお考えをお伺いいたします。 
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 また25年度に、まだ不明水が入っているため、農業集落排水南比都佐処理管とこ

の処理場の２回目の機能強化対策事業を行われますが、私が農村整備課長でありま

したとき、月に何度かポケベルを持たされまして、尐し大雨となれば夜間に何度も

連絡を受け、南比都佐処理場に赴き、不明水の対忚に当たっておりました。まだ不

明水が入っているとは、職員の皆さんにもご苦労をかけているんだなと、こういう

ふうに思ったところでございます。 

 このような特別な場合を除き、農業集落排水処理場の掃除は地元の利用者が当番

でもって行っておられますが、小さな処理場の蔵王地区等は、高齢者のひとり暮ら

しが増えてきております。処理場の掃除も大変なようです。農村下水道の公共下水

道へのつなぎ込みを、どうかよろしくお願いいたしておきたいと思います。これは

要望でございます。 

議長（杉浦和人君） 町長。 

町長（藤澤直広君） 小さい集落に対する配慮といいますか、支援というのは、行政

の役割ではないかと、こういうようなことでご発言いただいたというふうに思って

おります。 

 当然のことであるというふうに思っております。下水道の問題につきましても、

今ご指摘がありましたような、公共下水道や農業集落排水と比べて、合併処理浄化

槽の負担が大きいということで、当時、東議員から議会でも質問をいただく中で、

現在の補助の制度をつくってきたということで、これで万全というのかどうかは別

の問題として、一定の対忚をしてきたわけでございますが、蒲生議員おっしゃるの

は単に下水道問題だけではなくて、小さい集落についての配慮をすべきだと、こう

いうようなトータルのお話かと、こういうふうに思いますので、そこのところはし

っかりと受けとめて、対忚しなければならないものというふうに思っております。 

 そういう意味では、日野町において83の集落があるわけでありますが、大きなと

ころと小さなところがありますが、それぞれ区長さんを選出していただいて、１つ

の自治会として大いに役割を果たしていただき、町にも意見を言っていただいてお

り、議論をすると、そういう対等といいますか、同じような関係で行政の連携を図

らせていただいているということでありますので、日野町においても、大きな集落

も小さな集落も、街中の集落も山手の集落も含めて、しっかりと対忚をしていかな

ければならないと、このように思っておりますし、そのことは日本全体でいいまし

ても、都会もあって田舎もあって、大きな町もあって小さな町もあって、すべてが

すべからくナショナルミニマムを受けられるような、そういうような国であるべき

であると、こういうふうに思っておりまして、そのことはおっしゃるように、国政

においても県政においても町政においても、しっかりと受けとめなければならない

ものと、このように思っております。 
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議長（杉浦和人君） ５番、蒲生行正君。 

５番（蒲生行正君） 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、小学校特認校制度の実施について、教育長にお伺いをいたしま

す。 

 奥村教育長もよくご存じのとおり、西大路地区では平成21年４月より、西大路地

区自治会が中心となって西大路地区と学校を考える会を設立され、西大路小学校の

児童減尐対策を熱く考えておられます。 

 そこで、私も議員となって最初の定例議会、平成23年６月議会より平成24年３月

議会まで、西大路地区の人口増を図るための基礎となります、都市計画シリーズの

一般質問を４回連続で行いました。平成24年３月議会から12月議会まで、西大路小

学校の児童数増の前段階となります、幼稚園園児数の増加を図るための幼稚園シリ

ーズの一般質問を４回連続で行ってきました。今日まで８回にわたり基礎的な一般

質問を終え、今回は最終段階の、西大路小学校の児童数増を図るための質問を行わ

せていただきます。 

 平成22年度より実施している小学校通学区域柔軟化対忚モデル事業は、残念なが

ら効果が見られていません。柔軟化対忚モデル事業は、私の記憶では、西大路小学

校の児童数の急激な減尐傾向の歯どめ策を、平成19年度のいつかは忘れましたが、

校園長会で協議した折、当時桜谷幼稚園の高木園長先生より、高木園長先生がお住

まいの近江八幡市で、小学校通学区域柔軟化対忚事業が島小学校で行われるとお聞

きし、高木園長が資料を収集して下さり、この資料をもとに教育委員会で協議し、

平成21年４月より、小学校の前段となります幼稚園より、通園区域柔軟化対忚モデ

ル事業として実施し始めた事業であります。モデル事業としての実施であり、また、

ＰＲ不足によるためか、該当校園児の保護者の理解が得られず、今日まで残念なが

ら効果が見られておりません。 

 そこで、今回提案いたします小学校特認校制度は、いち早く滋賀県下でイの一番

に近江八幡市の沖島小学校で実施され、昨年、平成24年４月よりは、お隣の甲賀市

の山内小学校、鮎河小学校、甲南第三小学校、朝宮小学校、多羅尾小学校で実施さ

れている制度であります。この小学校特認校制度の実施を、日野町でも求めるもの

でございます。 

 西大路地区は、平成23年11月７日に、西大路地区人推協と地区社協との合同研修

会で近江八幡市沖ノ島を訪れ、そのとき、私は沖島小学校を視察させていただきま

した。また、平成24年１月17日には、西大路地区と学校を考える会の先進校視察研

修で甲賀市の多羅尾小学校を訪問し、学習させていただいております。 

 この特認校制度は、自然、歴史、文化、その他の恵まれた環境を生かして、児童
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の心身の健やかな成長を目指し、豊かな人間性をはぐくむための教育活動を展開す

る児童数の極めて尐ない小学校を指定し、行政区域内のすべての学校から通学を可

能とすることにより、尐人数による指導のもと、学力向上や心身の健康増進を図り、

豊かな人間性を培う機会を行政区域内の全児童に提供する制度であります。また、

児童数の減尐により、施設に余裕のある小学校を特認校に指定し、通学区域に関係

なく、希望者が就学できる制度でもあります。 

 西大路小学校は、この制度にまさにぴったりの小学校であります。要件となって

います自然豊かな環境に恵まれており、全校学習生徒が100人以下の学校であります。

西大路小学校は、音楽コンクールで優秀な成績をおさめています。また、11月10日

の綿向山の日には全校生徒で綿向山登山を行うなど、特色ある学校づくりに校長を

先頭に励んでおられます。すぐ近くにはブルーメの丘もありますし、自然豊かな小

学校であります。 

 そこで、奥村教育長にお伺いいたします。 

 大規模校に成ろうとしている、増築が必要な小学校の解消を図り、施設に余裕の

ある小学校の有効活用を図るため、近隣の市のように、特認校制度を実施されるお

考えがありやなしやをお伺いいたします。 

 以上、教育長より明解な答弁をお願いいたします。 

議長（杉浦和人君） 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） 蒲生議員さんから特認校制度の実施の有無についてのご質問

をいただきましたが、この制度につきましては、平成９年に当時の文部省から通学

区域の弾力的運用についての通知が出されて以来、全国各地で学校選択制や通学区

域の弾力化等が実施されてきております。特認校制度を実施している県内の地域の

状況では、この制度を利用している児童は、１校当たり２人から５人とのことでご

ざいます。 

 日野町のモデル事業は、日野小学校、必佐小学校区からほかの３校に主に行ける

というような制度でございますけれども、これまでに広報ひのにひのっこだよりの

ページを設けまして、各学校、園の特色ある取り組みについて紹介したり、あるい

はまた役場の北玄関に、各学校、園の毎月の学校、園だよりを掲示するなど、また

地域によっては学校、園だよりを組回覧等で回していただくなど、情報公開に努め

てまいりました。さらに今年度、積極的に学校、園の公開保育等を行いまして、保

護者の方に実際にそれぞれの特色等を見ていただく機会を設けましたところ、25年

度は５人が小学校通学区域柔軟化対忚モデル事業を利用されることになっておりま

す。 

 しかし、各地区の特認校と同様に、日野町でも利用が大きくは進んでいない状況

でございます。効果のあった特認校制度についてさらに研究し、他市町の動向も見
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ながら考えていく必要があるとは思いますけれども、現在のところ、通学方法です

とか広報の仕方などをさらに工夫、改善することによりまして、このモデル事業を

軸に推進してまいりたいと考えております。 

 さらに次年度は、幼稚園も含めまして、今後の日野町全体の学校教育のあり方の

議論をしていただく場を設ける予定をしておりますので、そういった場でも検討し

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） 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。 

 先生は、特に小学校教育のプロフェッショナルでございます。教育長として、教

育行政にだれよりもお詳しい方でございます。ぜひとも今申し上げました、私も寄

せてもらったのですが、先生も近江八幡市や甲賀市に出向き、特認校制度を直に見

ていただきたいと思います。また、学んでいただきたいと思います。ぜひとも教育

委員さんの今年度の研修で、特認校制度の県外の先進地を見るなり、また県内の今

申し上げた施設を訪れていただきたいと思いますが、そういうお考えはありやなし

や、尐しお伺いいたします。 

議長（杉浦和人君） 教育長。 

教育長（奥村 薫君） 私もインターネット等で特認校制度についていろいろ調べさ

せてもらいましたけれども、現在利用されていて、たくさん利用が増えたというと

ころがなかなか見つからなくて、時間的にもちょっと十分調べられなかった点もご

ざいますので、今後もう尐し調べたいというふうには考えております。 

 またそういうのが見つかりましたら、そういった場に研修に行ったりとか、教育

委員さんとも実際に調べまして、効果的なところがございましたら、またそういっ

たことも検討してまいりたい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） 蒲生行正君。 

５番（蒲生行正君） 次の質問に移ります。 

 今回は時間配分がうまいこといっているのか、半分をここまでで使用しただけで

済んでおるということでございます。 

 続いて、通告書４つ目の質問、今回の最後の質問を行わせていただきます。 

 ４つ目、締めの質問は、学校給食についてであります。この事項も奥村教育長の

お考えをお伺いいたします。 

 今議会で、質疑におきましても一般質問におきましても、一番多くただされまし

たのが学校給食問題であります。何人もの方が、次々と質疑で、一般質問でたださ

れ、教育長ももううんざりなされているかと存じますが、しかし、学校給食問題は

町民の最も関心が高い課題であり、現今の最大の問題の事業でもあります。私の通
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告内容は、冨田議員や小林議員と重複する内容でもありますが、野党の質問は私が

最後となりますので、いましばらく真摯に対忚していただきたいと存じます。 

 平成23年11月１日と平成24年３月26日との２度にわたる議会の付帯決議を無視し

て、また、地域情報新聞ヒノメイト紙が実施されました町民世論調査、平成23年の

調査では、直営方式22.4パーセント、民営方式54.3パーセント、その差31.9パーセ

ント、ダブルスコア以上でございます。平成24年の調査では、直営方式23.8パーセ

ント、民営方式58.6パーセント、その差は開いて34.8パーセント、前回に引き続き、

直営方式を望まれる声は尐数であり、民営方式を望まれる声が大多数でありますの

に、その差が広がってもいますのに、この町民の声、民意を無視して、それでも何

が何でも教育長は直営方式で実施されるのですか。本当にこれでいいんでしょうか。

私は、いま一度教育長に再考を求めるものであります。 

 私は、平成23年９月21日の学校給食問題検討特別委員会で、自校方式の方がセン

ター方式よりも高くつく、しかし、日野町は市町村合併をせず、自立の町を選択し

た。このため、合併特例債を活用できない。また当時はコンクリートから人への民

主党政権であり、建設補助を期待しにくい。ゆえに、今センターを建設するまでの

お金の余裕がない。だから、中学校１校分を、住民要望に忚じて建設する自校方式

の採用もやむを得ない。だが、ランニングコストが高くつく面は運営方式を考える

ことで、民営方式を採用することでランニングコストを抑えなければならないとの

考えに至り、このことを特別委員会の席で申し上げました。この考えに至りました

のは、２度にわたる中学校給食を求める住民署名、最初の署名は中学校給食を求め

るもの、２度目の署名は自校方式で中学校給食を求めるものでありました。このこ

とから、自校方式の採用もやむを得ないと。しかし、住民は直営方式を求めてはい

ない。ゆえに、民営方式でランニングコストを抑えればとの思いからであります。

この私の考え方は、地域情報新聞ヒノメイト紙の町民世論調査の町民意向と合致し

たところであります。 

 そこで、教育長にお伺いいたします。 

 １つ目は、町民の声、民意を、２度にわたる議会の付帯決議を無視してまで、ラ

ンニングコストが高くつくことを認めておられるのに、なぜそこまでして中学校給

食の直営方式にこだわられるのですか。なぜ、民営方式に改められないのかお伺い

いたします。町長の意向に基づいて、日本共産党の学校給食の方針に賛同してとの

お考え方であるならば、はっきりとこの場でそうお答えをいただきたいと思います。 

 ２つ目は、先月には中学校関係者から、施設の建設や給食費の決定等々に関して、

教育委員会の独断専行を阻止してほしいと、私が退職前に教育長の職務代理をして

おりましたので、私から教育委員会に言ってもらおうと、再三再四にわたり要請が

寄せられました。12月議会の私の質問に対しましての教育長の答弁は、細部にわた
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り協議を進めているでありました。中学校のトップであります校長の理解を十分に

得られていない中、このようなことで本当に４月より円滑な実施ができるのでしょ

うか。 

 ３つ目は、いよいよ平成25年度には桜谷小学校大規模改修工事に着工されます。

小学校給食は、町民の声を聞いて民営方式によるセンター化でされるべきと、私は

考えます。教育長は直営方式で行うと今議会で明言をされておられますが、教育長

は、日野町が裕福な町で、お金が湯水のようにわいて出てくるとお考えなのでしょ

うか。このことを踏まえまして、教育長のお考えをお伺いいたします。 

議長（杉浦和人君） 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） 学校給食についてのご質問でございます。 

 １点目ですけれども、議会でいただきました付帯決議につきましては、尊重して

まいる姿勢に変わりはございません。しかしながら、これまで議会等でお答えして

いますように、また冨田議員さんの質問でもお答えしましたとおり、コストだけで

はなくて、食の安全・安心の確保、学校給食の目標や、子どもたちとの顔の見える

関係の中で食にかかわって、子どもたちが抱える問題の解決を給食調理員も学校職

員の一員として、教職員とともに実現していくことが重要であるというふうに認識

しておりますので、直営方式でお願いしたいというふうに思っております。 

 なお、給食運営におけるランニングコスト、経費の削減につきましてはこれまで

も取り組んできたところでありまして、今後も効率的な運営に努め、前述の目標達

成に努めてまいりたいと考えております。 

 ２点目ですけれども、これまでも必要な点は中学校長と、また内容によっては代

表の教職員を交えて協議をしてまいりました。さまざまなご意見があることは承知

しておりまして、反映できる点は反映してまいりました。全員がいろんな、何事に

も一致するということは尐ない中で、独断専行というお言葉がありましたが、一定、

町として子どもたちのために、また将来を見据え、多くの議論を踏まえて決断する

ことは大切であるというふうに考えております。子どもたちが安心しておいしく給

食が食べられるように、ご協力をお願いしたいと存じます。 

 それから３点目ですが、小学校の給食につきましては自校単独調理方式によって

定着しておりまして、平成20年改正の学校給食法による目標達成のために、食育を

はじめとした取り組みを進めているところでありまして、こうした方向で進めてま

いりたいというふうに思っております。 

 先ほども申しましたが、日野町全体の教育のあり方、学校、園のあり方について、

次年度議論してまいりたいと考えておりますので、尐人数学校における給食施設の

あり方等も議論の対象になってまいると思いますので、その運営についても研究し

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。 
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議長（杉浦和人君） 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。 

 質疑における教育委員会の中学校給食に係る人件費に対しましての考え方は、ど

う考えても自己中心の、その場よかれの考え方でしかありませんでした。中学校給

食には新規採用者に当たらせるので人件費が安くつく、そうすると、日野小学校や

必佐小学校の給食人件費はとてつもなく高い人件費となります。当然、桜谷小学校

の給食人件費も高くなります。このような、子どもでも理解できることをおっしゃ

ったところでございます。先生は理数の先生ですので、この点は十分お分かりいた

だけているはずと、こういうふうに思うところでございますが、中学校給食に係る

人件費は、給食調理員正規職員１人当たりの平均人件費580万円と教育次長がご回答

されましたが、１人当たりの平均人件費580万円の３人分で1,740万円、臨時フルタ

イム職員２人とパート職員４人の人件費は平成25年度から新たに生じる経費であり、

平成25年度の学校給食運営事業の共済費と賃金の合計額2,140万9,000円から、平成

24年度の学校給食運営事業の共済費と賃金の合計額1,461万4,000万円を差し引いた

679万5,000円で、この合計額2,419万5,000円と考えるのが通常の考え方であります。 

 ちなみに、この2,419万5,000円は、今日まで何度も申し上げておりますが、大阪

府茨木市公式ウェブサイトの学校給食民間委託Ｑ＆Ａに、児童数501人から900人の

標準的な学校の人件費等は、年間2,400万円かかっています。これに合致をする金額

であります。 

 教育長、正直に、中学校給食に係る人件費は年間2,400万円かかります。高くつき

ますが、先ほども申し上げましたように、私は町長の意向に基づいて、日本共産党

の学校給食の方針に基づいて、この方針に賛同して直営で行いますとはっきりとこ

の場でお答えいただけないでしょうか。どうでしょうか。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） 財政の面でございますけれども、日野町が裕福であるという、

そんなことは思っておりませんし、大切な町民の皆さんからの税金は、本当に有効

に活用させていただくことが大事であるというように考えております。 

 しかしながら、教育につきましては、なかなか費用対効果がすぐに出るものでは

ございませんし、可能な限り子どもたちの教育にはお金をかけていただきたいとい

うことは思っておりますし、日ごろから町長にもお願いしているところでございま

す。 

 そうした中で、中学校の給食の人件費の面をご指摘いただきましたけれども、現

在、調理員さんの年齢は高いものでありますので、給与も高くなっているというふ

うに思っております。今後、若い方を採用していくことによりまして、人件費も下
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がってくるのではないかなというふうに考えておりますし、できるだけ節減できる

ところは節減して、そして子どもたちと給食調理員さんとのかかわりですとか、そ

うした教育にかかわることにつきましては、やはり直営でお願いしたいというよう

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） 蒲生行正君。 

５番（蒲生行正君） なかなか、いつまでたっても一致点が見いだせないところでご

ざいます。 

 ただいまおっしゃいました、若い人を採用すれば安くなる、これは当たり前です

が、だんだん年齢が上がっていけば高くなる。これは去年の給食調理員さんの平均

の賃金が674万円であったと思っていますが、今回３人辞められて６人採用すると

580万円、94万円下がるわけですね。だから、これをほっておいたら今度はずっと上

がっていきますよね。だから、そのような詭弁は使わない方が、二度とそういう、

さっきも言いましたように、先生は理科系の先生ですので、そういう算数の計算は

すぐできるはずです。そういう詭弁は使わないようにしていただきたいなと、かよ

うに思います。 

 そして今後、各小学校の児童も尐ないこともあるので議論をしていくと、こうい

うところですが、先生も私と一緒に平成18年度のことを覚えておられると思います

が、西大路小学校と日野小学校の親子方式を議論したとき、親子方式をするくらい

なら、先生はセンターにした方がましやと、こういうふうに私におっしゃいました。

私も同感であったところでございました。まさにその点は一致しておるところでご

ざいまして、論議の中で、そういうようなばかな論議にならないようによろしくお

願いをいたしておきたいなと、かように思います。 

 給食についての考え方は、どちらが正しかったのかは10年後、20年後にはっきり

と分かるところでございます。もし、この世にいれば、そのときに笑ってこのこと

を先生と話ができることを念じて、今回の一般質問を終えさせていただきます。 

 今回はいつもより20分近く余ったところでございますが、それでも40分を経過い

たしました。長々とおつきあい、感謝を申し上げます。 

議長（杉浦和人君） 次に11番、池元法子君。 

11番（池元法子君） それでは、通告いたしましたように、中学校給食の実施にあた

ってと、正規職員の雇用問題の２つについて、分割方式で質問をいたします。 

 まず、中学校給食の実施にあたっての質問です。 

 今議会の質問の中にも、なぜ民営化方式をとらないのか、なぜ直営にこだわるの

かの質問が多く出されました。民営化のよさや意見を述べられることは自由であり

ますし、今後のいろんな提言、提案をされるのは必要なことだと思います。しかし、

私は12月議会でも申し上げましたように、町長選挙を直営を公約として戦われた町
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長が公約を守る、そのことは当然であり、公約違反はそれこそ住民を裏切ることに

なります。昨年12月に政権をとられた自民党政権は、この15日にはＴＰＰ参加を表

明されると言われております。公約破りが当たり前のように進められていますが、

そんなことは許されるものではないと思っています。ですから私は、町長が公約に

従って直営方式でやられることは当然だと思っての質問をいたします。 

 いよいよ新学期から中学校給食が始まります。日野の特産を生かした特色ある給

食の実施を期待するところでありますが、当局としてはどのような方針で臨まれる

のかをお尋ねいたします。 

 また、これは中学校だけの問題ではありませんが、給食費の補助、助成について

の質問をいたします。 

 学校給食の材料費は保護者の負担とされていますが、それでは給食費を引き下げ

られるのは材料費を抑える、材料の質を落とすことしかなく、安全・安心な学校給

食を実施することができなくなります。文部科学省の通知では、学校給食の実施に

必要な経費は、原則として小学校等の設置者と給食を受ける保護者とがそれぞれ負

担することを定めているが、これらの規定は経費の負担区分を明らかにしたもので、

例えば保護者の経済的負担の現状から見て、地方公共団体、学校法人、その他のも

のが児童の給食費の一部を補助するようなことを禁止する意図ではない。要するに、

これらの規定は小学校等の設置者と保護者の両者の密接な協力により、学校給食が

いよいよ円滑に実施されることが期待されるという立法の根本趣旨に基づいて解釈

されるべきであると述べられています。すなわち、文部科学省は設置者である自治

体などが給食費への助成を行うことを可能とする通知を出し、このことから、給食

費の助成を実施している自治体が今広がっています。 

 今でも給食費は有償という認識が強い中で、一割を超える自治体が給食費の補助

を行っているという現実には、やはり義務教育の無償化の意識の高まりではないで

しょうか。我が日野町でもぜひ検討していただきたいと思いますが、いかがでしょ

うか。 

議長（杉浦和人君） 11番、池元法子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） 池元議員さんから中学校給食についてのご質問をいただきま

した。 

 まず１点目でございますけれども、中学校給食の実施にあたりましては、日野中

学校給食運営協議会での意見をもとに実施方針を定め、３つの基本方針を定めてお

ります。 

 １点目は、学校給食を食育の生きた教材として活用することでございます。校内

に漂う香りを感じることで食への関心を高め、また、食品の生産、流通、消費につ
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いて正しく理解し、給食にかかわる人々との交流やふれあいにより、感謝の気持ち

をはぐくみます。 

 ２点目は、安心・安全で、食育の実践ができる献立作成と調理を行うことでござ

います。学校の行事と関連した献立や、学校の特色を生かした献立の実施など、学

校のニーズに合った給食を実施します。また、個別対忚として、食物アレルギーに

適切に対忚いたします。 

 ３点目は、自校方式のよさを効果的に生かし、給食を通した学級、学年、学校づ

くりを行うことでございます。同じものを同じところでともに楽しく食べることに

より、食を大切にする心をはぐくみます。配ぜんや後片付けを共同で行うことを通

して、食事のマナーに加え、生徒同士の連帯感や社会性、自主性をはぐくみます。

給食の使用材料や献立を通して、生徒や保護者に食の大切さ、食文化、栄養バラン

スといった食育を積極的に推進してまいります。 

 この基本方針のもとで、さらに食習慣や食を選択する力、食に感謝する心をはぐ

くむことなど、食に関する指導方針と、和食を基本に郷土食や行事食などを取り入

れるとともに、食事のマナーを守り楽しく会食できるよう、リクエストメニューや

セレクト給食、バイキング給食なども取り入れるなど、給食の内容に関する方針を

定めているところでございます。 

 ２点目ですが、給食は非常に大切な教育の分野でございまして、義務教育期間の

自治体負担をされているところもありますが、食べ物の尊さを子どもも保護者も共

有するためには、忚分の負担が必要ではないかと考えております。 

 なお、要保護、準要保護生徒にあっては、扶助費として新たに約290万円を見込ん

だところでありまして、必要な生徒へは支援をしてまいりたいと考えておりますの

で、よろしくお願いします。 

議長（杉浦和人君） 池元法子君。 

11番（池元法子君） それでは、再質問をさせていただきます。 

 まず１点目でありますけれども、私、石部中学校の視察をさせていただきました。

これは前議員のメンバーであったと思いますが、ほとんどの生徒がパン以外は残さ

ずに食べて、「弁当やなかったらかなん」と言っていた弁当派だった生徒もすっかり

給食が気に入って、本当に喜んで食べているという話を聞きました。日野町でもぜ

ひそのようになってほしいので、この質問をしたわけでありますけれども、昨日の

質疑でしたかしら、学校給食の運営協議会を、今後も保護者を含めて行っていきた

いというふうに考えを述べられました。ぜひその中に、保護者や栄養士さん、また

できれば農家の方とか、そういう方も入れた運営協議会で、本当に子どもたちが残

さずに食べられる給食の実施をぜひお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。 

 また、２つ目の給食費の補助、助成についてでありますけれども、この補助や助
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成を進めたのは、ほとんど2010年以降のところであります。この補助の仕方には、

全額補助、一部補助、この一部補助というのは、例えば物価高騰による値上げ分を

補助するとか、地元産品使用で価格が尐しほかのよりも高くなったとか、そういう

価格差を補助する、また牛乳だけを補助するとかいうのがあります。また、一定の

条件を満たす子どもに対する補助、第３子以降に補助、諸条件を満たす世帯、ひと

り親世帯の補助というのをされているところがあります。 

 今、教育長の答弁の中で、要保護、準要保護の家庭に対する補助について言われ

ました。それは所得条件を満たす世帯になるのかなと思いますが、それはそれであ

りがたいことだと思います。私がこの質問で言いましたように、給食費というのは

食材の材料費、それと日野町の学校給食実施方針の中では光熱費なんかも含まれて

いるわけでありますけれども、さっき言いましたように、今4,400円で中学校給食費

を定められたと思うんですが、それが例えば4,500円、4,600円の材料費が要ったと

いうことになった場合に、その部分についてはやっぱり必要な部分として補助をす

るというようなことを今後考えられないかというところをお尋ねいたします。 

議長（杉浦和人君） 教育次長。 

教育次長（久村重次君） 池元議員さんからの再質問にお答えをいたしたいと思いま

す。 

 まず１点目でございますが、今現在、日野中学校の給食運営協議会ということで、

中学校におきます給食実施方針等を協議いただいたところでございます。今ご提案

ございました、保護者の方、生産者の方という部分につきましては、昨日の質疑等

でも、一般質問でもお答えをいたしておりますとおり、これについては日野町全体

の給食の協議会ということで、今後は思っております。保護者の方も当然そこには

入っていただこうかなと思いますし、生産者の方、やはり食材調達をしていただく

方につきましても、そういった方向で今後考えていきたいと思っておりますので、

よろしくお願いをいたしたいと思います。 

 ２点目の、給食費の補助の部分でございますが、学校給食事業全体の中では、１

億370万7,000円を計上いたしております。これに見合う負担金として9,734万円でご

ざいますので、運営事業としては賄い材料費、また燃料費、また食材に係ります消

耗品等がこの中で含まれておりますので、今現在といたしましても78万4,000円の差

が出てきております。そういった部分では、給食費以上の部分をこの中で予算計上

させていただいておる部分でございます。いろいろご提言をいただいた部分、また

全国的な部分、また近隣の市町の部分、そういった補助の考え方等も今後研究して

まいりたいと思いますので、よろしくお願い申し上げます。 

議長（杉浦和人君） 池元法子君。 

11番（池元法子君） 再々質問というんじゃなくて要望になりますけれども、ぜひ子
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どもたちが喜ぶ、残飯が出ない給食というのを本当に進めていっていただきたいな

と思いますし、また補助についても、今いろいろと検討してもらうということがあ

りましたけれども、まずその給食費をそのままでいくことによって、材料費を落と

したり質を下げたりすることがないように、それをぜひお願いをしたいと思います。 

 次に、正規職員の雇用問題についての質問をいたします。 

 今回の質問は、町立の学校や幼稚園の用務員さんの問題です。現在、中学校１校、

小学校５校、幼稚園、分園を含んで６園の、12の学校、幼稚園がある中で、正規の

職員さんは５人と聞いています。あとは臨時雇用で対忚されておられますが、正規

職員で退職間近の方も多い中、今後どのようにされようとしているのか。正規職員

で働きがいを持ち、また、子どもたちから信頼をされる方を雇うことで、子どもた

ちがいじめや不登校のない楽しい学校生活が送れる、大きな役割を果たしてもらい

たいと思いますが、いかがお考えでしょうか。 

議長（杉浦和人君） 11番、池元法子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） 職員の配置にかかわってご質問をいただきました。 

 この間、議会の中でもいろいろご議論いただいておるところでございますが、例

えば国や県からの権限移譲に伴って、役場の仕事のボリュームが増えている問題、

さらにはいじめや虐待を含めた、命にかかわる住民のみなさんとの対忚問題をはじ

めとして、大変大きな行政ニーズが高まっているということはご承知のとおりでご

ざいまして、そうした中で、町におきましては集中改革プランなどによりまして対

忚してきておるところでございますが、新たな行政需要と言いますか、対忚しなけ

ればならない分野がある。そして、それをどんどん人を増やしていくということも

なかなか難しいところがある。そういうような中で、職員の配置については正規、

臨時も混ぜ、バランスをとりながらこの間配置をいたしてきているところでござい

ます。 

 そうした中で、原則として用務員と現業職員については、退職不補充を基本とし

て採用抑制に取り組んでまいったところでございまして、用務員の皆さんにおきま

しては、学校や幼稚園において児童、生徒、園児が安全で安心して快適な生活が送

れるよう、環境の整備、管理運営業務やその他の業務などに従事をしていただいて

おるところでございます。今後の採用につきましては、業務内容を踏まえ、退職不

補充を基本としつつ、現場の意見も聞きながら対忚してまいりたいと考えておりま

す。 

議長（杉浦和人君） 池元法子君。 

11番（池元法子君） 今、町長からの答弁では、退職不補充と、あと現場との話し合

いの中で、というようなことを言われました。 

 ということは、今正規の職員さんは５人、５人以上はもう新しい補充はされない
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つもりなのかどうかということを、まずお尋ねをしたいと思います。 

 自治労連が取り組まれた「非正規雇用労働者の誇りと怒りのアンケート」という

ものをされましたが、その中で、これは給食調理員さんのことですが、子どもたち

に安全でおいしい給食をつくっています、正規職員がいません、非常勤職員と臨時

職員でやっています、なかなか大変ですが頑張っています、などの誇りとともに、

賃金を上げてほしい、貴重な人材を簡単に切り捨てないでほしいという、怒りがあ

ふれています。仕事に対する誇りがあるから、劣悪な労働条件に対する怒りがある

のです。住民のためにきちんと仕事がしたい、そのためにも、このような労働条件

を何とかしてほしいというものです。ここに自治体で働く非正規雇用労働者の一番

の願いがあることを、しっかりと見ていただきたいと思います。 

 自治体職員の定数、人件費等は、全体としてできるだけむだを省くのは当然です

が、住民福祉に直結するような部門、それに必要な職員数は十分確保することは大

切であります。地方自治体職員が住民の一部として基本的人権を享有し、勤労者と

しての基本的諸権利を保障されるべきことは当然であります。それはまた、職員が

住民奉仕の公正で民主的な行政を、創意性を発揮して積極的に行うためにも、重要

な条件の一つであると思っています。 

 今、特別支援教育支援員制度で、小学校１年生のすこやか支援員というのが配置

をされています。これは国の制度の一つでありますけれども、私たちの子どものこ

ろは、用務員さんがこの役割をされていたのではないかと思われることがよくあり

ます。現業だから臨時や非正規の対忚でよいというのは、ある意味、そういう職業

差別的な見方ではないかというふうに思われますので、その点はやはり必要な職員

として見ていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

議長（杉浦和人君） 町長。 

町長（藤澤直広君） 先ほど答弁させていただいた中で、私の説明不足もあったかと

思いますが、用務員の皆さんについては、現場の意見も聞きながら、申し上げたの

は退職不補充を原則としつつ現場の意見を聞いていきたいということでございます

ので、よろしくお願いいたします。 

 役場業務の中で、今おっしゃったように、どの部分にどういった配置をするのか

というのは、大変ニーズが大きくなってきている中で悩ましいところでございます。

今回も、そして、現業職員の方だけを臨時、嘱託雇用しているわけでないことはご

承知のとおりでございまして、例えば幼稚園や保育所の職場においても、短時間、

さらには障がい児の方の加配をはじめとして、たくさんの方に臨時、嘱託職員とし

てご奮闘をいただいておりますし、子育て・教育相談センターにおきましても心理

判定員の皆さんに臨時で対忚をいただいておりますし、学校教育現場におきまして

も臨時講師をはじめとして、たくさんの方にご協力をいただいておるという状況で
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ございますので、おっしゃるように原則、これは役場行政職場だけではなくて、こ

の国全体がすべて働く場合には正規職員ということが大原則になるような、そうい

うような社会をつくらなければならないと常々言っているにもかかわらず、こうし

た配置をせざるを得ないところが大変悩ましいところであるわけでありますが、現

業職員だから臨時でいいというような形で役場の行政をやっているわけではなくて、

すべての職場において一定の、例えば加配だとか、そういう部分において嘱託職員

等の配置をさせていただいているということでございまして、そうした中で、どう

しても臨時、嘱託から変えて、正規に配置することが求められる強い部分について

は、例えば今回、管理栄養士を正規職員で配置するということにいたしました。 

 この間、管理栄養士だとか心理判定員の職につきましても、この小さい役場で何

人かの職員を配置しておりますし、社会福祉士という専門職にも配置をいたしてお

りますし、そういう意味では、専門職種で臨時で対忚してきた部分についても、日

常的に責任を伴う部分について正規職員への振りかえをしてきておりますし、現業

職員ということにつきましても、学校現場の調理現場については今回日野中学校の

給食を念頭に、３名の正規職員を採用したということでございますので、住民ニー

ズ、行政ニーズにかかわる部分をしっかりと考えながら、正規で対忚すべきもの、

臨時、嘱託でお願いすべきものについては、今後も現場の実態を見据えた中で、あ

わせて役場の全体の財政も含めた執行体制の中で、慎重に検討してまいりたいと、

このように思っております。 

議長（杉浦和人君） 池元法子君。 

11番（池元法子君） 財政面でも大変ですので、本当に最初に言いましたように、む

だを省くことについては必要であると思います。しかし、必要な職員さんについて

は、ぜひ正規で、できるだけ正規で私は採用していただきたいというふうに思いま

す。 

 今回の質問は町立の学校、幼稚園の用務員さんの雇用問題で言いました。次はま

たほかの問題を出してくると思いますので、また今後ともよろしくお願いいたしま

す。 

議長（杉浦和人君） ここで暫時休憩をいたします。再開は、10時50分からいたしま

す。 

－休憩 １０時３３分－ 

－再開 １０時５０分－ 

議長（杉浦和人君） それでは、再開いたします。 

 休憩前に引き続き一般質問を行います。 

 13番、對中芳喜君。 

13番（對中芳喜君） それでは、一般質問を行わせていただきます。 
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 まず最初にいじめ問題でありますけれども、もう既にご承知のように、一昨年の

10月に、大津市立の中学校に通っておりました中学２年生の生徒が自殺し、その後、

自殺の背景に深刻ないじめがあったことが明らかになりました。その報道によりま

して、全国的にさまざまな事例が報道されるなど、今日的な子どもたちを取り巻く

社会問題となってきているわけであります。 

 その中で、大津市では第三者委員会によるいじめ問題の調査報告書の発表が、さ

らには大津市いじめ防止条例の制定が、今年の１月から２月にかけて行われてきた

わけであります。また国におきましては、教育再生実行会議によるいじめ対策の提

言が発表されるなど、さまざまな取り組みが全国規模で行われてきている状況でも

あります。 

 そういった状況のもとで、私たちの日本共産党は、なぜ深刻な事件が続くのか、

さらには子どもの命を守るにはどうすればいいのか、そのために党として政策をつ

くるべきだと考え、昨年の11月に「「いじめ」のない学校と社会を」と題する提案を

発表したところであります。その提案につきましては、先日、教育長ならびに参事、

さらには教育次長にお渡しをしておきました。読んでもらったと、このように思う

わけでありますけれども、この提案は、私ははっきり言いまして、党派を越え関心

が寄せられている、こういった状況が今あらわれているわけであります。 

 提案では、やはり冒頭に、いじめはいかなる形をとろうとも人権侵害であり、暴

力であると強調しているわけであります。そして、その事態を打開する大きな柱と

して、第１の柱として、目の前のいじめから子どもたちのかけがえのない命、心身

を守り抜く、いわば緊急の取り組みを明記しているわけであります。第２の柱とし

て、根本的な対忚として、なぜいじめがここまで深刻になったのかを考え、その要

因をなくしていく、いわば教育や社会の改革を呼びかけているところでもあるわけ

であります。 

 その第１の柱であります、いじめから子どもの命を守る対忚としては５つあるわ

けでありますけれども、その１つには、いじめの対忚は後回しに絶対しないという

ことです。これは、子どもの命を守ることほど大切な仕事はないことをはっきりさ

せるということでもあります。２つには、いじめの解決はみんなの力で、情報をと

もに共有するということであります。つまりこのことは、様子見をして事態を悪化

させないということでもあります。３つには、子どもの自主的活動の比重を高めて、

いじめをやめる人間関係をつくるということであります。これは、子どもたちがい

じめをやめる人間関係をつくることは、子どもたちに豊かな成長をもたらすことと

大いに関係するというものであります。４つには、被害者の安全確保と、加害者の

いじめをやめるまでしっかり対忚する、つまり、双方に徹底したケアと学習の保障

を欠かせてはならないということでもあります。５つには、被害者などの方の真相
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を知る、そういった権利の尊重、いわば被害者の方の真相解明に参加できる保証を

つくるということでもあります。 

 また、いじめ解決に取り組むための条件整備を強調していることも特徴でありま

す。教育の多忙化の解消、さらには35人学級の完成、養護教員とかカウンセラーの

増員、いじめ問題の研修などを行える環境を整えることであります。これらの内容

は、１月末に発表されました大津市の第三者委員会調査報告書にも触れられている

課題でもあるわけであります。 

 さまざま、今述べましたけれども、これらの提案は、各県下の教育委員会で策定

されておりますいじめ対忚指針や、ガイドラインにも大いに参考として取り入れら

れる中身のあるものと、私は特に思っている次第であります。町の教育委員会にお

かれましては、ぜひ参考にしていただければありがたいと、私は思っているわけで

あります。 

 さて、そこで教育長は、この間議会におきまして、いじめ問題について、子ども

たちの安全・安心が守られるよう、いじめの未然防止、早期発見、早期対忚にしっ

かり取り組んでいくと、心強い、積極的な答弁をされてきているわけであります。

そういったこともあり、昨年の10月には「日野町いじめ対忚指針」がつくられまし

た。また、各学校におきましては「ストップいじめアクションプラン」の見直しも

行われていると聞いております。 

 そこで、改めて教育長に伺うわけでありますけれども、いじめ問題に対忚する基

本的な姿勢、ならびにその思いなどを、現時点の状況を踏まえてぜひ述べていただ

きたい、このように思いますので、よろしくお願い申し上げたいと思います。 

議長（杉浦和人君） 對中芳喜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） 對中議員さんからいじめ問題についてのご質問です。 

 いじめは命にかかわる重大な問題でございまして、決して許されないことではあ

りますけれども、どの学校でも、どの子にも起こり得るものであるという認識に立

って未然防止に努め、いじめの兆候をいち早く把握するよう日常的に努め、組織的

に、必要に忚じて保護者や地域、関係機関などと連携して迅速に対忚するようにし

ております。 

 いじめを未然に防止、早期発見するためには、日ごろから家庭、地域と連携し、

学校関係者が子どもの些細な変化を見逃さず、子どもが発する小さなサインを敏感

に受けとめ、子どもの個性を尊重しながら生徒指導の充実を図ることが大切である

と考えます。また、人の心の痛みを受けとめ、思いやる心を育てる学級づくりをす

ることも重要でございます。いじめを含めた子どもの問題行動等への対忚は、早期

発見に努め、家庭、地域、関係機関との連携を図りながら、子ども一人ひとりに忚

じた指導や支援を速やかに進めていかなければなりません。 
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 日野町教育委員会では、子育てに携わる関係者が改めていじめ問題の重要性を認

識し、滋賀県教育委員会の「ストップいじめアクションプラン」などをもとに、日

野町いじめ対忚指針を策定し、いじめ問題解消に向けて総力を挙げて取り組む所存

でありますので、広報ひの２月号でお願いしましたように、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したいというふうに思います。 

議長（杉浦和人君） 對中芳喜君。 

13番（對中芳喜君） それでは、質問をさせていただきますけれども、今、地域との

連携、敏感に受けとめていく、思いやり思いやるような、そういった学校、学級づ

くりなんかを強調されて、いろいろ認識を高めていこうという意味で指針も言われ

たわけでありますけれども、この中で、私は特に感じることはやはり２つあります。 

 １つは、かけがえのない命を守るという、その点を強調しながらですけれども、

全教職員も含めまして、意識に対する研修です。これをきちっとやれるかどうか。

つまり、まだまだ自分のところは、私たちの地域は、学校は、まだ大丈夫だという

ことでなくて、全国的な課題であるという受けとめと同時に、かけがえのない命を

まず守るんだという、そういう意味で、この対忚指針をきちっと学んでいくという

ことを現時点でやられているかどうか、その点をまず聞かせていただきたいなとい

うことを思います。 

 そして、同時にあと１つ、この指針も大いに学んでいく上で、私は特に強めても

らいたいなというのは、被害者も加害者も含めてでありますけれども、ややもすれ

ば今、物事ですぐ処罰、縛るという傾向になりがちです。これは今、全国的な国の

再生会議の中でも出されて強調されているわけですけれども、特に大津市のいじめ

防止条例は若干問題があります。つまり、保護者とか子どもたちの役割で、いじめ

を縛りつけるというのか、相談あるいは通告することが責務とか、役割が明記され

ているということで、そういうことは、逆に言えば子どもたちの心を縮めるという

ことにつながるという意味で、ぜひそういう意味から、いじめを縛る問題を強調さ

れていることもありますし、この指針の中の３ページの、深刻ないじめへの対忚で

このように書いています。ひどい生徒に対しては出席の停止も含む毅然とした態度、

対忚を行うとか、それから、被害者の生徒に対しては区域外の就学を認める措置な

ども講じると、書かれていますけれども、結果的にはこうなると思いますけれども、

これになるまでの過程が物すごく大切です。つまり、慎重に取り扱って学習をきち

っと保障するという、この点がいかにも書かれてないので、上辺だけ見ていくと、

何か機械的にやられる可能性があります。こういうところが、つまりかけがえのな

い命を守るというところになかなか到達しないんではないか、そういう深まった研

修をぜひしていただきたいわけでありますけれども、そういって、この研修がどこ

までされているか、ぜひ聞かせていただきたいと、このように思います。 
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議長（杉浦和人君） 学校教育課参事。 

学校教育課参事（神田松雄） 對中議員からはいじめ問題に関しまして、１つは研修、

そしてまた被害者、加害者のケアといいますか、そういったところについての２つ

の再質問を受けたように思います。 

 １つ目でございますけれども、かけがえのない命を守る、そういうための教師の

研修でございますけれども、日野町いじめ対忚指針にも挙げておりますように、大

切な部分、項目であるというふうに認識をしております。そこの中で、子どもや保

護者、地域から信頼される教師を目指して、県や町の研修に積極的に参加するなど、

自ら積極的に研修を積み重ねることで指導力向上を図るというふうに書いておりま

すし、校内研修の充実ということで、児童生徒や保護者の思いや気持ちを十分に理

解するための研修、いじめに関する職員研修会を実施するというふうに明記してお

ります。 

 これを受けて、各学校におきましては県の教育委員会の指導主事を派遣いただい

て、中学校では１月に行っておりますし、小学校の方でも県の研修、およびまた校

内での研修でいじめについて敏感に察知する、早期発見をするというふうなところ、

そういういじめを見抜く鋭い感覚、人権感覚、そういったものを養うような研修を

行ってきているところでございます。 

 また、２つ目のご質問でございますけれども、これも指針の中に明記してござい

ますように、議員がご指摘されましたように、ややもすると取り締りとか、法によ

って規制というようなことに流れがちでございますけれども、加害児童生徒を困っ

た子ではなく困っている子ととらえ、被害児童生徒、同様に子育て・教育相談セン

ターなどと連携しながら指導をする中で、深刻ないじめ指導にも関わらず改善が困

難な場合、やむを得ない措置として出席停止を含む毅然とした対忚を行うというふ

うなことで明記しております。いじめがあって、加害者については処罰する、出席

停止するというふうな短絡的な考えではなく、あくまで日野町にございます子育

て・教育相談センター、あるいは中学校におりますスクールカウンセラー、そうい

ったものを活用しながら、やはり被害児童生徒、および加害児童生徒についても十

分なケアをして、もちろん最終的には被害者をとことん守り抜くという姿勢を大切

にしながら取り組んでいきたいというような所存でございます。 

議長（杉浦和人君） 對中芳喜君。 

13番（對中芳喜君） もう質問はいたしませんけれども、これぜひ要望という形で聞

いていただいたらありがたいと思いますけれども、対忚の仕方には幅がいろいろあ

ります。物すごく、順番に追ってやっていくとたくさんあって、なかなか短時間で

しゃべれないわけでありますけれども、私は特に研修の問題では、指導主事なんか

に来てもらってやるのはいいんですけれども、もっと具体的に言えば、全国で、こ
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の問題を解決したその実例を学ぶ研修をぜひやっていただきたいと、このように思

います。一般論の研修はなかなか身につかないと思います。そういった、ぜひ生き

た研修をお願いしたいということを１つお願いしたいということと、同時に、先ほ

ど最後に言いましたけれども、条件整備の話です。35人学級云々とかカウンセラー

を配置するとか、そして生徒たちが自主的にもういじめはやめようやないかという、

堂々と言えるような雰囲気をつくる、そのためには子どもたちの自主的活動がウエ

ートを占めるような状況を無理につくるという、そういうことまで、いろいろさま

ざまな条件整備がありますけれども、そこまで踏み込んだ、うちの学校ならばこれ

ができるというところまで深めてもらう研修なんかもぜひ必要かなと思います。た

だ、字面を読んで学ぶだけの研修ではいけないというところを、研修の中を深めて

もらうという意味で、ぜひ今後よろしくお願い申し上げたいとこのように思いまし

て、このいじめ問題の質問はこれで終わらせていただきたいと思います。ありがと

うございます。 

 それでは、ＴＰＰの問題でありますけれども、安倍首相は先の日米首脳会談にお

きまして、ＴＰＰ交渉について、自民党の選挙公約でもありました聖域なき関税撤

廃が前提でないことが明確になったなどとして、ＴＰＰ交渉に近いうち、つまり15

日ぐらいと言われておりますけれども、表明しようとしており、まさに毎日が緊迫

した状況が起こっているわけであります。 

 しかし、率直に言うならば、これは国民を欺くものと私は言わなければならない

と思います。なぜならば、日米首脳会談で発表されました共同声明では、ＴＰＰ交

渉に参加する場合には、すべての物品、品目が交渉の対象とされるとしているから

であります。さらに、ＴＰＰの輪郭といいますかアウトラインでは、包括的で高い

水準の協定を達成していくことと明記されているからでもあります。高い水準の協

定というのはどういうことかといいますと、政府の報告書が発表されておりますけ

れども、これによれば、これまで聖域とされてきた農林水産品、米とか麦、砂糖、

輸入製品、肉など、940ほどの品目があるわけでありますけれども、関税撤廃を求め

られることだとされているわけであります。つまり、ＴＰＰ交渉とは関税も非関税

障壁もすべて撤廃するものだと、日米首脳会議では改めて認識したわけであります。

このように、聖域がないことを確認しておきながら、実は聖域があるかのように言

うのは、まさに私たち国民を欺き、ごまかしそのものと言わなければならないと、

このように思います。 

 また、国民皆保険や食の安全、金融など、自民党が総選挙で掲げてきました関税

以外の５項目の公約につきましても、何の保証もなかったわけであります。ＴＰＰ

交渉に参加すれば、アメリカや中国産米が１俵当たり3,000円台で輸入され、日本国

内はもちろんのこと、日野産米も、自家用米を除いて壊滅的な打撃をこうむると言
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われております。それにより、食料自給率10パーセント台にまで落ち込むとも言わ

れているわけであります。その上、水利施設の維持も困難となり、農器具製造販売

修理や食品などの関連会社の営業にも打撃を受け、失業者の増大を生むことにもつ

ながります。地域経済も冷え込むとまで言われているわけでもあります。 

 さらには、農業分野以外の食の安全、雇用、医療、金融、公共事業などの制度や

基準にもアメリカ型のルールが押しつけられて、暮らしと経済は大打撃を受けると

まで言われているわけでもあります。まさにこれらは百害あって一利なしとはこの

ことではないかと思っているわけであります。国の主権にかかわる大問題に、十分

な論議や情報提供もないままに突き進むということは、断じて許すことはできない

のではないでしょうか。 

 国や日野町を守る、そういった立場から、私は次の３点について質問をさせてい

ただきます。 

 その１つは、ＴＰＰ交渉参加により、国の影響試算が発表されておりますけれど

も、日野町の米とか麦などの農産品、生産額がどれだけ減尐するのか、ぜひ今日時

点の数字を明らかにしていただきたいとまず思います。 

 ２つには、日野川流域土地改良区の水利施設の維持についてであります。日野町

の農業への水利は、大半が琵琶湖の逆水によって成り立っているわけであります。

農家は年間当たり、反当たり3,900円の水利代を支払っております。それでなくても

今、関西電力による不当な値上げ計画により、新年度から農業用電力料金の値上げ、

約40パーセントが予定されていると聞いております。そのまま推移すれば、土地改

良区全体で4,000万円、ちなみに家庭用では、今現在経産省で審議されておりますけ

れども、10パーセント台の値上げ、企業向けは20パーセント近くといわれておりま

すけれども、この農業用電力は40パーセント近くが値上げされるわけであります。

近く、新たな負担が増えるということになるわけであります。この農業用電力の値

上げにつきましては、国の承認がなくても関西電力独断でできるということにもな

っているわけであります。当然、厳しい農業経営の農家にもその負担の影響がある

ものと思っております。 

 そうした現時点での情勢のもとででも大変な状況であるにもかかわらず、さらに

ＴＰＰ参加となれば、農業そのものが成り立たない状況のもとで、土地改良区の水

利施設の維持は想像もできないほど打撃を受けるのではないかと思いますが、維持

する状況はどのように想定されるのか、明らかにしていただきたいと、このように

思います。 

 最後になりますけれども、緊迫したＴＰＰ問題に対する町長の政治姿勢を伺いた

いわけであります。ＴＰＰ反対の１点で、今私たちは幅広い住民運動を行っている

わけであります。この私どものより活発な取り組みは当然であります。その上に立
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って、町長の姿勢と町としての町民への世論の盛り上げへの思いをぜひ伺いたいと

思いますので、よろしくお願いします。 

議長（杉浦和人君） 對中芳喜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） 對中議員から、ＴＰＰの参加交渉問題についてご質問をいただ

きました。 

 まず１つ目でございますが、日野町における各農産物の影響でございます。農林

水産省の試算では、ＴＰＰに参加した場合、米では、特定の産地のコシヒカリや有

機米などを除いた、生産量の90パーセント程度が輸入に置きかわると試算されてお

ります。国で試算されている生産量減尐率は品目により異なり、米は90パーセント、

小麦は99パーセントであります。近年は統計数値として市町別農業生産額が算出さ

れていないため、尐し古い数字になりますが、平成17年度では日野の米の生産額は

13億6,000万円で、小麦が2,000万円となっておりますので、それぞれ国の減尐率を

乗じますと、米で12億2,400万円、小麦で1,980万円の減尐となると推計されます。 

 なお、大豆、野菜については、生産量の減尐率もしくは生産額の数値が公表され

ていませんが、日野町に影響が大きい牛肉では、生産額が６億8,000万円で、国の減

尐率75パーセントを乗じると５億1,000万円減尐する結果となり、町の農家、農業に

大きな影響が生じるものと推計されるところでございます。 

 次に、土地改良の水利施設についてでございますが、現在、農業用の用排水路の

多くは整備後30年以上が経過するなど、年々老朽化が進行しており、施設の長寿命

化対策が大変重要な課題となっております。また、今もご紹介がありましたが、現

在、関西電力が電気料金を引き上げる計画をされており、家庭用は約12パーセント

という計画ですが、農事用は30数パーセントの値上げが計画されております。これ

は、日野川流域土地改良区で使用する電気代で申し上げますと、年間１億2,000万ほ

ど使っておりますが、4,000万円ぐらいの増となり、このままでは水利費の値上げを

検討しなければならないということで、関西電力へ値上げ幅の縮小や、国へ支援の

要請を行っておるところでございます。 

 農業者は大変な時期を迎えておるわけでございまして、そうした中で、米の生産

が９割減尐することは、農業者、農村が壊滅することになりはしないかと懸念をい

たしております。その影響は、単に土地改良区の水利施設の修繕維持の経費負担が

困難だけではなく、今日まで土地改良区や農業者、非農家の方も含めて、地域の皆

さんが共同で支えてきていただきました水利施設等の維持管理体制が守られぬので

はないかというふうに思いますし、さらに農地や農業施設、豊かな農山村の景観や

食生活、文化といった農村の資源の維持も困難になるのではないかと、このように

危惧をいたしているところでございます。たちまち土地改良、日野川流域の値上げ

に伴う負担については、国に制度の改正、予算の増額等を引き続き要望していく必
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要があると、このように思っております。 

 次に、ＴＰＰについての姿勢ということでございますが、對中議員ご指摘のとお

り、単に農業だけの問題ではなく多くの交渉分野があり、暮らしと地域に大きな影

響を与えるものでございます。国民皆保険制度や福祉、医療、公共事業、食の安全・

安心など、さまざまな分野に大きな影響が生じることから、政府においては情報を

しっかりと公開する中で、国民との議論をまずは行うべきであるというふうに思っ

ております。あわせて政府自民党が公約をされた６項目についても、あいまいにす

ることなく、その姿勢を堅持されることが必要なのではないかと、このように思っ

ております。 

 そうした中で、町内ではＴＰＰ町民会議が結成され、行動をされておられますが、

安倍首相に対する要請はがきの行動、さらには３月23日には町民集会を開催される

やに聞いております。また、日野町農業委員会におきましても、定例会においてＴ

ＰＰ交渉参加反対の決議がされているということを報告いただいたところでござい

ます。 

 私もＴＰＰ県民会議の設立にかかわった一員として、現在の状況のもとでしっか

りと、県民の皆さんにも世論を高める取り組みをする必要があると考えております。

ＴＰＰ県民会議には、医師会、歯科医師会、薬剤師会、栄養士会をはじめとした医

療関係の皆さんや、ＪＡや土地改良団体連合会や森林組合や漁業組合をはじめとし

た農業団体の皆さんをはじめ、生協、消費者団体、学者、文化人も参加をいただい

ておりますので、幅広い団体の代表の皆さんなどと協力、協働のもとで、世論を広

げていく取り組みの一員として、微力ではありますが頑張っていきたいと、このよ

うに思っております。 

議長（杉浦和人君） 對中芳喜君。 

13番（對中芳喜君） このＴＰＰの問題について、あと１つだけ聞かせていただきた

いわけでありますけれども、これもある意味では一般的な決意になるかなと思いま

すけれども、今言われまして、私たちの町民会議、また県の県民会議も含めてあり

ますけれども、いろいろな問答がされております。先ほど議員控室で、議長から21

日に全国町村議会議長会が国へ要請に行くという話があり、副会長であられますの

で、行かれるわけでありますけれども、そういうような今、動きが全国的にいろい

ろ起こっているわけであります。そういう世論をつくり上げるという意味で、23日

にも日野の町民会議では学習決起集会がされるということも聞いているわけであり

ます。さらに私たちの力を強めていかなければならないということを感じておりま

す。 

 そこで、ぜひ聞かせていただきたいのは、町としての決意は分かっているわけで

ありますけれども、どういう世論をつくるか、せめて１つでも２つでも力を与えて
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いただきたいなという意味で質問させてもらうわけであります。 

 これは、見られた方があると思いますけれども、県民会議で、滋賀県の農協中央

会と滋賀県の医師会、また滋賀県の町村会で、屋内に張るポスターであります、今

農林課の方には事務室前に張っておりますけれども、できれば、小学校とか幼稚園

の１階にいろいろとニュースが書かれておりますけど、その前の通路側に、こうい

うようなのをぱっと張ってもらうとかいうようなことも１つかなと思います。町村

会も入っておられるので、せめて公民館辺りには１つ張っておいてもらいたいとい

うことも、それも１つの世論づくりかなということを感じます。今農業委員会が町

民会議の事務局的役割を果たしておられますけれども、日野の広報で農業委員会の

分野をもらって、ＴＰＰにひとことぐらいは何か載せるとか、いろいろ方法がある

のかなということを感じますけれども、そういった、いろいろ言葉では決意は述べ

られますけれども、具体的な方策として、今例えば例を上げましたけれども、そう

いったことが可能なのかどうか、ぜひそういった意味でのご決意も最後にお聞かせ

いただきたいと、このように思います。 

議長（杉浦和人君） 町長。 

町長（藤澤直広君） ＴＰＰの問題につきましては、日野町議会においても全会一致

で反対の決議を早々としていただいている経過がございますし、全国町村会も全国

町村議長会も反対の立場をとっておるということは間違いがございませんので、す

べてといいますか、行政、議会にかかわる分野で、議員各位の、ある意味では政治

的立場も越えて一致していただいているという課題であります。これをどういうふ

うにしていくかということについては、できる対忚はしなければならないものと、

こういうふうに思っておりますが、一般的に、役場行政は行政の主体でございます

ので、確かに日野町の町や議会においてはぴったりと一致をしておるわけでありま

すが、ある意味では国論を二分しているということも国政のレベルではあるわけで

ございますので、そうしたバランスのもとで、行政庁たる役場の中で、議会と町長

の意向も含めて一致しているとはいうものの、どのレベルでどのような対忚が可能

なものなのかということについては、また内部でも検討をしたいと、このように思

っております。 

議長（杉浦和人君） 對中芳喜君。 

13番（對中芳喜君） これで終わるわけです。いじめ問題とまたＴＰＰの問題、この

２つの問題で意外と、総論的な分野が多くて申しわけございませんでしたけれども、

ぜひそういった意識を持ちながら私たちも取り組んでいきたいと思いますので、今

後ともよろしくお願い申し上げまして、私の質問を終わらせていただきます。あり

がとうございました。 

議長（杉浦和人君） 以上で、通告を受けました一般質問はすべて終了いたしました。
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以上をもって本日の日程を終わります。 

 委員会審査および調査につきましては、本日午後２時から厚生常任委員会、15日、

午後１時30分から、また18日、午前９時からは予算特別委員会、19日には、午後２

時から産業建設常任委員会、21日には、午前９時から総務常任委員会、午後２時か

ら学校給食問題検討特別委員会、22日には、午前９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、委員会での審査、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、あらかじめご了承を

お願いいたします。 

 ３月26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２８分－ 


