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第６回日野町議会定例会会議録 

 

平成２５年９月１２日（第２日） 

開会  ９時１９分 

散会 １６時１７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 

 ５番  蒲 生 行 正 （途中退席）    

 

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  教 育 長  奥 村  薫 

 総 務 政 策 主 監  平 尾 義 明  教 育 次 長  岡  常 夫 

 総 務 課 長  池 内 俊 宏  企 画 振 興 課 長  高 橋 正 一 

 税 務 課 長  山 田 繁 雄  住 民 課 長  川 東 昭 男 

 住 民 課 参 事  望 主 昭 久  福 祉 課 長  壁 田  文 

 介 護 支 援 課 長  西 沢 雅 裕  農 林 課 長  高 岡 良 三 

 商 工 観 光 課 長  森 口 雄 司  建 設 計 画 課 長  岸 村 義 文 

 上 下 水 道 課 長  中 五 宣 夫  生 涯 学 習 課 長  福 永  豊 

 会 計 管 理 者  西 川 光 夫  代 表 監 査 委 員  曽 羽 松 司 

 

４．事務のため出席した者の職氏名（２名） 

 議 会 事 務 局 長  沢 田 友 男  総 務 課 主 査  山 添 史 郎 
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５．議事日程 

日程第 １ 議第６５号（平成２４年度日野町一般会計歳入歳出決算について）

訂正の件について 

 〃  ２ 議第５９号から議第７５号まで（日野町教育委員会委員の任命に

ついてほか１６件）および報第７号から報第１１号まで（平成２

４年度日野町一般会計継続費精算報告書ほか４件）について 

〔質 疑〕 

 〃  ３ 議第５９号 日野町教育委員会委員の任命について 

〔採 決〕 

 〃  ４ 請願第８号 国に対し「消費税増税中止を求める意見書」の提出

を求める請願書 

 〃  ５ 議第７６号 決算特別委員会の設置について 

 〃  ６ 選第 ８号 決算特別委員会の委員の選任について 

 〃  ７ 議第６０号から議第７５号まで（町道の路線の認定についてほか

１５件）について 

〔委員会付託〕 

 〃  ８ 一般質問 

 ９番 西澤 正治議員 

 ３番 齋藤 光弘議員 

１１番 池元 法子議員 

 ６番 冨田  幸議員 

１０番 東  正幸議員 
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会議の概要 

－開会 ９時１９分－ 

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

す。 

 一同、礼。 

－起 立 ・ 礼－ 

議長（杉浦和人君） ご着席下さい。 

 ただいまの出席議員は全員であります。定足数に達しておりますので、これより

本日の会議を開きます。 

 暑い時期でもございますので、上着を外していただいても結構かと思います。 

 本日の議事日程は、お手元へ印刷配付のとおりであります。 

 日程第１ 議第65号（平成24年度日野町一般会計歳入歳出決算について）訂正の

件についてを議題といたします。 

 町長より、訂正理由の説明を求めます。 

 町長。 

町長（藤澤直広君） おはようございます。 

 それでは日程第１ 議第65号（平成24年度日野町一般会計歳入歳出決算について）

訂正の件について説明をさせていただきます。 

 平成25年９月２日に提案いたしました平成24年度日野町一般会計歳入歳出決算書

の歳入中、決算書の３から４ページでございますが、第15款県支出金・第２項県補

助金の予算現額と収入済額との比較の欄の額、ならびに同款第３項・委託金の調停

額、収入済額および予算現額と収入済額との比較の欄の額に、それぞれ記載誤りが

ございました。日野町議会会議規則第19条第１項により、訂正をお願いするもので

ございます。大変お手数をおかけしたことをおわびして、よろしくお願い申し上げ

ます。 

議長（杉浦和人君） 町長の訂正理由の説明を終わります。 

 これより質疑に入ります。 

 ただ今の町長の訂正理由の説明に対し、質疑はありませんか。 

 ないようでありますので、質疑を終わります。 

 お諮りいたします。議第65号（平成24年度日野町一般会計歳入歳出決算について）

訂正の件について、許可することにご異議ございませんか。 

－異 議 な し－ 

議長（杉浦和人君） ご異議なしと認め、議第65号（平成24年度日野町一般会計歳入

歳出決算について）訂正の件については、許可することに決しました。 

 日程第２、議第59号から議第75号まで、（日野町教育委員会委員の任命についてほ
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か16件について）を、一括議題とし、各案に対する質疑に入ります。 

 また、報第７号から報第11号まで、（平成24年度日野町一般会計継続費精算報告書

ほか４件）についても、質疑を許可いたします。 

 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、１議案と２報告について、質疑を行わせていただきます。 

 まず議第62号、平成25年度日野町一般会計補正予算（第２号）に関しまして、３

点お伺いをいたします。 

 １点目は、補正予算書11ページ第２款総務費・第１項総務管理費・第５目財産管

理費の財産管理事業１億1,204万7,000円に関連してお伺いいたします。この経費は、

東近江行政組合日野消防署の移転に伴う用地の取得造成費等でありますが、日野消

防署が移転した後、現日野消防署の建物と用地をどうなされようとお考えなのか。

建物は何らかの施設として再活用されるのか、また取り壊されるのか。昔の資料か

ら見ますと2,160平米ありますこの用地を、どのような目的で活用なされようとお考

えなのか、この件は今後のまちづくりに大きくかかわりますので、町長にお伺いい

たします。 

 ２点目は、補正予算書15ページ、第８款土木費・第２項道路橋梁費・第２目道路

新設改良費の町単独道路改良事業3,902万8,000円についてお伺いいたします。曽羽

代表監査委員さんが、平成24年度決算審査のとき岸村建設計画課長にお尋ねなされ

ました、地域間のバランス。別冊平成24年度日野町各会計決算審査意見書８ページ

⑧では、事業の実施にあたっては、緊急性や費用対効果、地域間のバランスなどを

考慮し、早期に対忚されたいと述べておられます。７つの地域にどのような事業を

されるのか、町内７地区別の地域バランスを考えた事業名と金額をお示しいただき

たいと思います。 

 ３点目は、補正予算書17ページ、第10款教育費・第５項社会教育費・第２目公民

館費、地区公民館管理事業の工事請負費230万円についてお伺いいたします。別冊資

料の平成25年９月補正予算案の概要についてでは、各地区公民館の修繕のための経

費を増額補正しますと述べておられます。そこで７つの公民館別の事業内容と金額

をお示しいただきたいと思います。 

 次に、報第10号、平成24年度滋賀県市町土地開発公社の事業報告および財務諸表

と、報第11号、平成25年度滋賀県市町土地開発公社の事業計画および収支予算に関

しましてお伺いいたします。滋賀県市町土地開発公社は、単独の町村では設置でき

なかった土地開発公社を、滋賀県内の町村が１つになり設置した公社であります。

今日まで町村財政の平準化のため、また普通建設事業費を高め、経常収支比率を下

げるため、日野町もたびたび活用をしてまいりました。しかし平成17年度以降、公
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社を活用する市町がなくなり、平成25年度末の借入金残高がゼロと見込まれており

ます。そこで滋賀県市町土地開発公社の理事である町長にお伺いいたします。平成

26年度以降の公社のあり方について、理事会で今日までどのような協議がなされて

きたのか、また町長は今後どのようにお考えなのかお伺いをいたします。 

 以上、１議案と２報告、４点の質疑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当局の答弁を求めます。 

 町長。 

町長（藤澤直広君） 蒲生議員から、補正予算にかかわって消防用地の財産取得の件

についてご質問がございました。 

 現在、この予算をお願いしておるところでございますが、日野消防署の改築移転

ということで、これは、東近江行政組合議員の皆さんと、また議会の中とも調整を

して、現在それに取り組んでおるところでございまして、地元の皆さんのご協力を

お願いして、何とか前に進めるよう現在鋭意努力をいたしておるところでございま

す。 

 そうした中で、移転した後の用地建物はどうするのかと、こういうご質問でござ

います。基本的には、老朽建物でございますので、行政組合の責任において撤去を

していただくということが原則であるというふうに考えておるところでございます。

あわせて、その跡地の活用についてどうするのかということでございます。例えば

庁舎の、今現在こうして改築もお願いをしておりまして、特に今、介護支援課です

とか電算室の入っているあの建物は、耐震できないということでございますので、

それをこの本庁舎の中に移すということで、この本庁舎の耐震改修をお願いしてお

るところでございます。これも外にある職場を中に入れるということで、このやり

くりもいろいろ苦労もしながらやっておるところでございますが、そういたします

と、今現在入っております介護支援課、コンピューター室の建物についても、これ

が完了すれば撤去といいますか解体をしていく必要があると。当然あそこは職員食

堂だとか、さらには職員更衣室だとかあの一帯はございますので、そういうことを

どうしていくのかということについても考えなければならない、このように思って

おります。そうした部分とあわせて、これまでから答弁させていただいております

災害時の備蓄用物品をどのように納めていくのかとか管理していくのかと、こうい

うことも含めて、トータルとして役場周辺の土地利用を考えていく必要があると、

このように思っておりますので、現時点で今ここをこうしてああしてということに

まで議論は進んでおりませんので、とりあえず建物の撤去を基本として用地を管理

していく。その中で、この庁舎の改修も一定、現時点の改修工事が終わりますので、

それも踏まえて、今後のトータルといいますか、周辺部全体をあわせた土地利用に

ついて考えてまいりたいと、このように思っております。 
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 次に、市町土地開発公社の今後のあり方についてどうなのかと、こういうご質問

でございました。ご指摘のとおり、土地開発公社ということを活用して公用地の取

得などに、これまでから日野町をはじめとして、いろいろな市町が活用をいたして

きたところでございます。しかしながら、もう数年前になりますか、一度これをも

うなくしてしまおうと、こういう話も実はありました。しかしながらその時点では、

やはり今蒲生議員がおっしゃるように、用地の取得等の１つの手法として、いろい

ろある手法の１つとして、これはこれで直ちに公社を解散するということでなくて、

もう尐し様子を見ようやないかと、こういうようなことを議論した経過がございま

して、それで何年か、５年以上たってきましたけれども、結果として、市町土地開

発公社を活用する市町が、ずっとこの間ないという状況が続いておりまして、そし

てそういう返済の部分も一定のめどがつくということから、基本的には市町土地開

発公社については、今年度でもって解散をするという方向で今議論が進んでおると、

こういう状況でございます。 

議長（杉浦和人君） 建設計画課長。 

建設計画課長（岸村義文君） 蒲生議員さんの方からご質問いただきました、町単独

道路改良事業についてのご質問でございます。７地域にどのような事業をされるの

か、町内７地区別の事業名と金額ということでございます。 

 まず今年度におきましては、国の社会資本整備事業の交付金事業が大変多く、３

月末、また含めて昨年度からの繰り越し、今年度につきましてもあります。そして

農林課の仕事ではございますが、農業基盤整備促進事業が現年繰り越し分合わせま

して２億4,000万の事業がございます。そのことから、現在限られた技術職員の中で

の事業をすることから、今年度については、先ほど言いました農業基盤整備促進事

業を、やはり２億4,000万の事業を１年間で消化するというのは、非常に厳しいこと

がございます。そういうことから、建設計画課の職員２名を農林課と兼務というこ

とで、現在両課でこの事業を進めようということでやっているところでございます。

そういうことから、今年度の道路予算につきましては、予算執行は当初から、当初

予算も含めましてですが、継続事業と国の補助事業を主に予算計上をさせていただ

いているところでございます。各地域別でございますけども、まず当初予算の現年

繰り越し、または今回の補正、そして町単独道路改良社会資本相互整備事業も合わ

せて、総トータルで事業名または金額について説明をさせていただきたいと思いま

す。 

 日野地区につきましては、町道の大窪内池線道路改良事業、そして町道の大窪這

上線の側溝改修、町道本町南１号線の道路改良、町道本町南２号線の道路改良とい

うことで、道路につきましては全体として日野地区は5,800万円でございます。 

 必佐地区につきましては、町道豊田中山線の歩道整備、町道内池中道線の道路改
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良、町道川原徳原線の道路改良、町道野出山本線の歩道整備、合わせまして全体と

して3,160万円でございます。 

 そして西大路地区につきましては、町道の西大路鎌掛線の道路改良事業として

8,000万円でございます。 

 東桜谷地区につきましては、町道の奥之池線の道路改良として400万円を計上させ

ていただいております。 

 今年度の道路改良事業については、以上の４地区で計上させていただいておりま

す。南比都佐、西桜谷、鎌掛地区については、今年度については農業基盤整備促進

事業において、農道も含めて整備はさせていただいていこうという形でございます。

そして特に東桜谷、西桜谷、鎌掛地区については、行政懇談会におきましても、道

路改良事業の要望というのは、ほとんどない状態、または減ってきている状態でも

ございます。というのは、かなりもう整備が終わってきているのかなという思いは

持っております。 

 そして今年度において、来年度以降の整備といたしまして、設計委託の方も、安

部居線、西大路線、満徳寺線、中山中央線、村五奥師線、迫谷線ということで、６

路線についても今後の整備という形で現在委託業務を進めているところでございま

す。 

議長（杉浦和人君） 生涯学習課長。 

生涯学習課長（福永 豊君） おはようございます。 

 それでは議第62号、一般会計補正予算（第２号）で、公民館費で蒲生議員の方か

らご質問いただきましたので、お答えをさせていただきます。 

 公民館につきましては、７つの公民館を随時整備をさせていただきましたが、長

いもので25年以上を経過する公民館も出てまいりました。その中からその都度修繕

に経費を充てさせていただいておりますが、今回の場合につきましては、必佐公民

館の調理室の給湯ボイラーにふぐあいが生じましたことから、それを取りかえさせ

ていただきます費用に88万2,000円でございます。そして地区の懇談会の要望にも出

ておりましたが、同じく必佐公民館のホールの照明が非常に暗うございますので、

これの取りかえに96万5,000円でございます。それと日野公民館の駐車場に設置をし

てございます視覚障がい者用の歩行誘導ブロックが、かなり破損をしてございまし

て、この部分を取りかえさせていただく費用が31万2,000円でございます。それと東

桜谷の要望で出てございました東桜谷公民館前の北側町道沿いにあります金網のフ

ェンスが、かなり破損もしてございまして、地元の方から撤去をしてほしいという、

こういうご要望もございましたので、その費用14万1,000円を計上させていただきま

して、合わせて230万円の工事請負で提案をさせていただいております。よろしくお

願いいたします。 
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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） お答えをいただいたところでございますが、まず第１点目の消

防署の跡地でございます。トータルで今後考えていくとこういうところでございま

すが、この地域は日野のまちづくりの中心地でございます。普通は移転が決まった

ら、その段階でもう次の対策を講じていく。早いことこしたことはないので、次の

いろいろな考え方に基づいて、そういうようなのは町内の中で設置するとか、副町

長が決まっておりませんが、副町長が決まれば、トップに今後のまちづくりの地域

活用とか考えてもらえればいいのかなと、こういうふうに思います。 

 ２点目の、町単独の道路改良事業でございます。課長の答弁では、地域の要望を

踏まえてトータルで考えていると、１年間のトータルでのお答えでございました。

私は今補正予算の額についてをお伺いをしたんですが、若干意図と違う答弁でござ

いました。全体的に１年間を通して要望を踏まえトータルで考えると、その考え方

でもいいのかなというふうにも思います。 

 ３点目の教育委員会の方でございますが、別冊の方では各地区公民館と書いてい

ますので、僕、７つの地域で全部工事請負があるのかなと、こういうふうに思った

ところでございます。この表現がちょっと若干おかしいのかなと、こういうふうに

思いますので、今後その点は考えて、きちっと分かりやすくしていただければなと、

かように思います。 

 最後に報告事項の県の市町村土地開発公社の件でございますが、今年度で解散す

る方向でこれはそういう方向になるのかなと、こういうように私も思っておったと

ころでございますが、そうなりますと町が持っています土地開発基金が余裕がなく

てはできないと、こういうところによります。土地開発基金が余裕があれば、用地

買収もできてくると、こういうところでございますが、町の土地開発基金が、塩漬

けの用地が非常にたくさんあると。今年度で解散するということは、その整理を早

急に着手された方がいいのかなと、こういうふうに思います。なかなかこれ、今ま

で何度も私も申し上げてきたのがなされていないと、こういうところでございます。

その点だけ、総務課長に今後の考えをお伺いいたしたいと思います。 

議長（杉浦和人君） 総務課長。 

総務課長（池内俊宏君） 土地開発基金につきましての、塩漬けになっております遊

休地の整理ということでございます。監査委員さんの意見書にも、遊休地の整理に

ついてはご指摘もいただいておるところでございますので、できるだけ早いうちに

というようなことで、やってまいりたいというふうに思っておりますが、今日まで

なかなか難しい面があったということも承知をしておりますが、ご指摘いただきま

すようなことが進みますよう、努力をしていきたいというふうに思います。 

議長（杉浦和人君） ほかに質疑ありませんか。 
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 １番、村島茂男君。 

１番（村島茂男君） それでは議第62号、補正予算（第２号）に係る土木費の道路改

修について、お尋ねします。 

 まず１点目に、今回町単独道路改良事業があります。今、建設計画課長から説明

がありましたが、もう尐し深くお尋ねしたいと思います。今回町道野出山本線、町

道大窪這上線、町道本町２号線の３路線がありますが、そのうち町道本町２号線に

係る委託料、工事請負費、役務費、公有財産購入費、補償費などの本工事に係る費

用について、全ての詳細を教えていただきたいと思います。 

 ２点目に、８月27日境界線の確認の立ち会いがなされたようですが、建設計画課

から岩崎さん、落合さんが出席されたと聞いております。当日この２人はどのよう

な役割を果たされたのか、教えていただきたいと思います。本来、これまで地元有

権者や区関係者が出席されるならば、当局も課長や参事もしくは専門員が出席する

はずと聞いていますが、今回は町道と言っているが実際は進入道路という認識では

なかったのかお尋ねします。福祉課から提出されている第２わらべ保育園整備にか

かわる経過で、25年８月進入道路整備に係る工事関係者立ち会いによる境界確認と

なっています。建設計画課からは町道バイパス工事と説明がありました。尐し不可

解だと思いますので、その点の説明をしていただきたいと思います。経過書から見

ると、福祉課は進入道路との思いがあるように見るとのことです。そもそも町長の

強引な手法に、担当者は苦労なされているようにも伺います。意思はどのようなの

か、建設計画課長にお答え願いたいと思います。 

 ３点目といたしまして、当局の説明では、今回地元負担金の10パーセントは、町

長が特に必要と認めたときは負担金を求めないとしているとしていますが、このこ

とについて担当課が総務課に予算要求をする際、どの時点で特に町長が認めたとき

と認識されたのか、その時期を明確にして下さい。また、理由はどのような内容で

あったのかもお答えいただきと思います。 

 ４点目に、道路の構造上、隅切りについてをお尋ねします。先日現地確認もして

きましたが、町道横町線に既に３メートルの隅切りを想定したピンが、また境界ラ

インと見なされるようなロープが張ってありました。そのことを建設計画課長は知

っておられますか。 

 以上、４点をお尋ねします。 

議長（杉浦和人君） 建設計画課長。 

建設計画課長（岸村義文君） 村島議員さんの方から何点かご質問いただきましたの

で、お答えをさせていただきたいと思います。 

 まず、町単独道路改良事業の本町南２号線の詳細な内訳でございます。役務費の

手数料として、土地評価ということで36万5,000円を計上させていただいております。
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そして委託料については、実施設計または用地測量として261万5,000円の計上とな

っています。そして工事請負費につきましては、1,027万4,000円でございます。公

有財産購入費につきましては666万円でございます。補償、補填及び賠償金でござい

ます、これにつきましては243万でございます。合わせまして2,234万4,000円の本町

南２号線としての予算計上となっております。 

 そして８月27日の立会の関係でございます。これについては、いわゆる町道、ま

たは里道等の官民境界の立会ということで、うちの職員については現地の方に行っ

ております。前面に横町線または本町南２号線があります。そしてそこの官と民と

の境界の立会という立場の中で、現地の方に出向いて立会業務をやってきたところ

でございます。道路については、一定、地域の方からも要望もいただいております。

行政懇談会におきましても、大窪２区または大窪４区の方からにつきましても、わ

らべ保育園が町有地を借用して保育所を建設する件で、地元の同意の条件である車

での園児の送迎等に対忚する道路等の環境整備は、交通安全、騒音防止等からも、

日野町としても責任を持って対忚してほしいという、行政懇談会においても要望い

ただいております。そういう中で、町道として現在この道路の整備をしたいという

ふうに町としては考えております。 

 そして負担金の問題でございます。負担金をとらないという考え方でございます

が、これについては、一定町長が認める範囲の中で負担金はもらわないと。あくま

でも町が整備を進める事業、地域からの要望事業ではございませんので、町として

この事業をきちっとやっぱりやり、地域の安全または地域のわらべ保育所が来るこ

とによっての安全対策としてやっていく事業ということで、負担金はいただかない

事業というふうにも考えております。１つの例を挙げましと、大窪の這上線につい

ては、水害の事業という形で負担金をいただきませんし、そういう形の中で事業を

進めていきたいというふうに考えております。負担金については、一忚予算の聞き

取りの中で、一定担当課として判断いたしまして、予算の要望の中で計上をさせて

いただいておるところです。 

 隅切り等の考え方でございますが、隅切りは一定基準はございますけども、あく

までも１つの基準であって、最終的には公安委員会等の協議の中で、きちっとした

どういう形の安全対策がいいのかも含めて決定がされるものというふうに判断をし

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） 説明いただきまして、ありがとうございます。ということは、

隣の大岡さんのところの地権者と、その奥に大東建託、そこの駐車場等がございま

したけど、その辺等の地権者の確認もとれているということですか。 

議長（杉浦和人君） 建設計画課長。 
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建設計画課長（岸村義文君） 大岡さんも含めてでございますけども、この立会につ

いては、うちの職員としては、官と民との境界立会という形で立会をさせていただ

いておりますが、そのとき同時に、民と民との境界も含めてあわせてやられており

ますので、当然その周辺の地域の皆さんの立会のもとで、ご理解のもとで立会も含

めてやらせていただいたということになります。 

議長（杉浦和人君） １番、村島茂男君。 

１番（村島茂男君） 再々質問します。 

 ということは、隣接者も隅切りに了解されているというと理解してもいいんです

か。 

議長（杉浦和人君） 建設計画課長。 

建設計画課長（岸村義文君） 再々質問でございますけども、隅切りの関係でござい

ますが、これついてはあくまでも基準的には３メーターという基準がございますが、

今後地権者の方も踏まえて、周辺の方も踏まえて協議をさせていただき、または公

安委員会とも協議をさせていただいた中で、最終的な隅切りの決定をさせていただ

くというふうに思っております。一定、周辺の方については、幅員はどうとあれ、

隅切りの必要性も理解もしていただいてもおるというふうに聞いております。そう

いう中で、今後話は進めてきたいというふうに考えております。 

議長（杉浦和人君） １番、村島茂男君。 

１番（村島茂男君） 私も尐し見させてもらったところ、近隣の方とも尐ししゃべる

時間ありましたけど、もう１つこうすかっとした返答じゃなかった、曇ったような

お答えでしたので、その辺の理解をもっとよろしくお願いします。 

議長（杉浦和人君） ほかに質疑ありませんか。 

 ３番、齋藤光弘君。 

３番（齋藤光弘君） １件、質問させていただきます。 

 議第62号、平成25年度日野町一般会計補正予算（第２号）について質問をいたし

ます。この中の、商店街基盤施設等整備事業でありますが、この事業は国の商店街

まちづくり事業補助金を活用して、商店街の街路灯の整備を実施される上野田商店

街ひばりの会に対する補助をされるものであります。この事業は国が３分の２、町

が４分の１、残りが地元負担ということでかなり有利な事業であります。どこの商

店街も元気がなくて活気がなくなっている現状の中で、今回商店街の街路灯を整備

されるということでありますし、また電灯をＬＥＤ化されるということであります。

日野町にとっても、町の活性化につながる画期的な事業であるというふうに考えま

す。商店街を解散し、街路灯を一部撤去されたという商店街もある中、町はこの事

業に対して、町の発展を含めてどのように捉えておられるのかお伺いをいたします。

また、県下などの様子はどうなのか、あわせてお伺いいたします。 
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議長（杉浦和人君） ３番、齋藤光弘君の質問に当局答弁を求めます。 

 商工観光課長。 

商工観光課長（森口雄司君） ただいま齋藤議員より、商店街の基盤施設等整備事業

567万円のまちづくりの活性化の取り組み、また県下の状況についてご質問をお受け

しました。 

 この事業につきましては、事業主体であります上野田のひばりの会が、全国の商

店街振興組合連合会、この連合会が商店街まちづくり事業として国からの補助金を

受けて基金を造成し、その基金を活用して、商店街が地域の行政機関からの要請に

基づいて実施されるこういった事業でございます。この事業につきましては、今回

初めて行われる、そういった連合会の事業でございまして、そういった事業を活用

して日野のまちづくりの活性化が図れるというものでございます。こういった事業

がつくられたということが、今日まで各商店街で取り組まれた事業になかった事業

でございますので、そういった意味では画期的というか、そういった事業を活用で

きたというのは、非常に大きな価値があるんやないかなと、このように思っており

ます。国の基金を活用した事業でございますので、町としてもいろいろなところで

活用できる事業を見出していけるというのは、非常に大事なことやないかなと思い

ますし、この事業がいつまで続くかといったところは現状ではまだ分かりませんし、

できる限り町としても事業の活用というのは図れるように、またそういった事業を

見出していくとか、そういうものも活用しながら日野町の町の商店街の活性化につ

なげていけたらと、このように思っております。 

 そういった事業補助自体がいつまで続くかというのにも問題がございますし、そ

ういった事業を探していくというか活用していくということを前提にして、事業の

活用を、展開を図っていきたいと、こういうように思っています。 

 また県下の状況については、今この事業につきましては全国的なものでございま

すし、県下の状況は把握しておりませんが、なかなか今回の事業をどこで活用して

いるというところについては状況は把握しておりませんが、数がそう多くございま

せんので余り例がないんやないかなと、このように思っております。 

議長（杉浦和人君） ３番、齋藤光弘君。 

３番（齋藤光弘君） 上野田商店街は商店が尐ないわけですけど、町の活性化に努力

されております。町も努力していただいております。今後ともどうぞよろしくお願

いいたします。 

議長（杉浦和人君） ほかに質疑ありませんか。 

 ２番、中西佳子君。 

２番（中西佳子君） それでは２点質疑させていただきます。 

 議第62号、平成25年度日野町一般会計補正予算（第２号）についてでございます



 

2-13 

が、19ページの教育費、体育協会活動事業180万円についてでございます。当初予算

額は280万1,000円で、今回180万の補正となっております。合わせますと合計460万

1,000円というふうになります。補正の事業内容をお伺いいたします。 

 ２つ目は、議第65号、平成24年度日野町一般会計歳入歳出決算についてでござい

ますが、124ページ、学校給食運営事業の賃金1,269万1,567円についてでございます。

平成23年度決算額は862万3,236円でございました。今回406万8,331円の増額になっ

ております。また需用費191万5,830円については、平成23年度決算額は75万8,361

円で、115万7,469円の増となっております。内容と増額になった要因をお伺いいた

します。 

議長（杉浦和人君） ２番、中西佳子君の質問に当局の答弁を求めます。 

 生涯学習課長。 

生涯学習課長（福永 豊君） 中西議員の方から、議第62号補正予算（第２号）、体

育協会の補助の増額の内訳と内容についてということでのご質問でございます。 

 今回、180万円増額させていただきましたのは、既にもう皆さんも御存じのように、

来年２月７日から始まります冬季オリンピック、ソチの大会にスキーモーグルで日

野町出身の伊藤みき選手が出場をするということが濃厚であるということから、最

終まだ決定はしてございませんが、濃厚であるということでございますので、その

忚援、全体費用をこの体育協会の方に補助をさせていただいて、その費用で啓発推

進をしてまいりたいと、このように考えてございます。当初予算につきましては、

体育協会本来の補助金でございます。 

議長（杉浦和人君） 教育委員会次長。 

教育次長（岡 常夫君） 平成24年度の決算に関連しまして、学校給食事業の関係で

ご質問を頂戴いたしました。 

 まず、賃金の関係でございますが、地場産活用等の関係で、１日４時間程度のパ

ートさんを24年度にお越しをいただいております。その方々の分でございますので、

金額的には増額になってございますが、その分地場産活用の最初の地場産の野菜等

の洗いの部分等を中心に、午前中の作業にお入りをいただいておる分で増額をした

分でございます。 

 需要費の関係でございますが、特に24年度、白衣ならびに靴等を新しくさせても

らいました分と、一部生ごみ処理機等の「亓味太郎」という処理をして、それを堆

肥化するものを西大路以外の各小学校等に設置をしているわけでございますが、そ

れ等の一部修繕と、給湯等のボイラーの修繕をさせていただいた分で増額をしたも

のでございます。 

議長（杉浦和人君） ２番、中西佳子君。 

２番（中西佳子君） 再質問させていただきます。 
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 180万の補正は伊藤みき選手の忚援ということで伺いましたが、商工会でもエコバ

ッグでありますとか、また有志の方が忚援をしていこうという活動をされておりま

すけれども、この体育協会としては啓発に使うということでございましたが、どの

ような内容であるのか。忚援に行かれる費用に充当するということなのか、もう尐

し詳しくご説明お願いいたします。 

 それと、地場産業に関するパートさん４時間パートということでございましたが、

何人さんで、この地場産業は何パーセントぐらい上がったのかお伺いいたします。 

議長（杉浦和人君） 生涯学習課長。 

生涯学習課長（福永 豊君） 伊藤みき選手の忚援の補助金の内訳ということでござ

います。今、伊藤みき選手の忚援をする会実行委員会を立ち上げていただきまして、

そこで随時調整等をしていただいております。そういうような中で、一忚体育協会

の方に補助金を交付させていただいた後、体育協会の方から実行委員会の方に必要

経費を補助させていただきたいなと、このように思ってございまして、使います内

容等につきましては、激励会の費用、そしてまた忚援ののぼりの費用、そして当日

参加いただきます一般の方の、忚援ツアーの燃料のサーチャージ料、旅費でござい

ますが、そういうようなものも含めまして、いろいろな経費をこの180万で充ててい

きたいなというように思っております。なお、前回の場合は、忚援に町の職員も参

加をして随行で行ってございます。それにつきましては、正式に決定いたしますの

が12月かということでも聞いておりますので、その時点では町の職員の随行の分に

ついての補正をまたお願いすることになるかも分かりませんが、今のところは忚援

を主としての経費ということで見させていただいておりますので、よろしくお願い

いたします。 

議長（杉浦和人君） 教育委員会次長。 

教育次長（岡 常夫君） 地場産活用といいますか、午前中の作業に来ていただいて

いますパートさんでございます。桜谷小学校１名、南比都佐小学校に１名、それか

ら日野中学校に１名ということでございます。日野小学校の方には食数が増加した

ことによりまして、半日パートじゃなくして、終日という1.0カウントで臨時さんに

お入りいただいております。 

 それから地場産の活用率でございますが、通年というのか１年中の率というのは

出てございませんが、県が一斉に行います６月時点の調査でいきますと、23年と24

年の増加率が３ポイントでございます。また11月時点の増加率は12ポイントでござ

います。これにつきましても需要と供給とシーズンの関係がありますので、旪の時

期には多くの食材を使いますが、それ以外の時期には納入をいただけない部分もご

ざいます。基本的にはＪＡさんを通じて地元産、場合によっては滋賀県産というこ

とで納入をしておりますが、全く納入できない時期もございますので、通年で考え
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ますとなかなか地場産の活用率が上がっていないという状況でございます。 

 今、日野中と申しましたが、日野中学校の決算にはございません。今来ていただ

いているのがそういう状況でございます。この決算では日野中は入ってございませ

んので、よろしくお願いいたします。 

議長（杉浦和人君） ２番、中西佳子君。 

２番（中西佳子君） この地場産の調達ということで来ていただいているので、調理

には携わっていらっしゃらないのでしょうか、この方たちは。 

議長（杉浦和人君） 教育次長。 

教育次長（岡 常夫君） 小学校の給食の調理につきましては、ジャガイモ等を最初

水洗いから始まりますが、それからの午前中の調理の作業にもお入りをいただいて

おります。作業条件としては、大量調理の経験のある方ということで、採用をさせ

てもらっているところでございます。 

議長（杉浦和人君） ほかに質疑ありませんか。 

 ６番、冨田 幸君。 

６番（冨田 幸君） 私も１点質問をさせていただきます。 

 議第62号、平成25年度日野町一般会計補正予算（第２号）であります。この中で、

先ほど村島議員が質問をされましたが、私、この町道本町２号線の整備について不

可解な点がございますので質問をさせていただきます。これは皆さん当然御存じの

ように、この町道は村五1390番地を起点といたしまして、日田の21番地タウンホー

ルさんの近くを終点としている道路であります。今回の提案は、この岡本町地先で

の町道のバイパス工事を実施しようとするものであります。最初に、この前の説明

でありました延長60メーター、幅５メーターと説明されておりますので、計画平面

図等の参考資料を求めたいと思います。 

 それからあと何点か不可解な点について、質問を行いたいと思います。村島議員

と重なる部分があるかと思いますが、失礼をいたしたいと思います。 

 まず１点目は、わらべ保育園の増設計画に伴い、地元岡本町からは、保育園の増

設について反対するものではない。ただし現在の町道大窪２号線は道幅が狭く、今

後保護者の送迎等で離合困難など交通の混雑が予想されるため、保育園への進入道

路が確保されるならば了承するとしておられたと思います。そうしたことから、設

置者であるわらべさんの関係者が隣接地権者に、保育園の進入道路として借地で用

地の協力を求めてこられたと聞きますが、このことは事実でありますか、お尋ねを

いたします。 

 ２点目、当局が我々に説明をしました道路、先ほど申しました延長約60メーター、

幅５メーター、面積300平米と言われましたが、この計画案を地元関係者に説明され

たのは、当局の建設計画課なのかあるいはわらべさんなのか、どちらかなのか、誰
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なのかもお伺いをいたします。 

 続いて３点目でございますが、今年８月20日ごろに、建設計画課には口頭で地域

関係者および地権者には文書で、８月27日に境界確認の立ち会いをお願いしたい旨

の通知がなされたと聞きますが、これは満島事務所と聞いておりますが、これは事

実であるかをお尋ねをいたします。 

 ４つ目、27日は議会運営会が開かれ、９月定例会に提出される議案の協議がされ

ていたのに、建設計画課でなく、なぜ満島事務所が、この道路構造上の隅切りを地

権者に話をされたのか。また、満島事務所に境界確認等を発注されたのは、わらべ

さんなのか役場建設計画課なのか、一体どちらかなのかお尋ねをいたします。 

 ５つ目、今回は町道本町２号線のバイパス工事と建設計画課は説明をしておりま

す。総務主監は、現在の２号線、つまりニシムラ看板屋さんの横の通りは町道とし

てそのまま残すと言われておりますが、本来バイパス工事なら、旧道は里道とかそ

れなりの格下の道路となるのが通例となっておりますが、無理をしてバイパスとし

て位置づけるから、大変変則的な町道形態になるのではないかと思います。この辺

もお尋ねをいたします。 

 最後６つ目ですが、これまでの改修工事をするなら、先ほど建設計画課長の説明

もありましたが、当初に公安委員会に事前協議に行ってきたが、まだ今回はされて

いないと聞いております。言われております。町は議会に予算審議を求めているの

に、事前調査等が行われていないのはなぜなのかをお伺いをいたします。 

議長（杉浦和人君） ６番、冨田 幸君の質問に対する当局答弁を求めます。 

 建設計画課長。 

建設計画課長（岸村義文君） 冨田議員さんの方から、何点かご質問をいただきまし

たので答弁の方させていただきます。 

 まず、現道の幅員が狭い、進入道路または用地を求めたことも含めてでございま

すが、まずわらべの進入道路について、民の方で話をされていたというふうには聞

いております。ただ、地域の皆さんのご要望であります安全対策等がやはり確保で

きないと、なかなかそこに施設を設けるいうのは非常に難しいという経過もござい

ます。やはりかなり多くの方が出入りをされるということもございます。そういう

ことから、安全対策がどのようにしたらできるのかも含めて、町の方として考えて

おります。そういうことからいきますと、公安委員会の協議等をすることによって、

一定の停止線も含めていろいろな安全対策ができます。私道であれば、当然そうい

うことができないということもなってきます。そして地域として、現道の道路が非

常に狭い道路でもございます。そこの安全対策も踏まえて、全体的に考える必要が

あるというふうに考えています。そういうことから、町道として道路整備をするこ

とによって、やはり公安委員会の協議も含めて、きちっと停止線、または歩いて来
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られる方、また自動車で来られる方もございます。車の流れもございますので、そ

ういうことを考えると、バイパスという形で町道として整備をすることによって、

地域全体、周辺全体の安全対策がきちっとできるものというふうに考えております。

そういうことから、町道のバイパスとしての整備を考えております。現道について

は、国道、県道、または町道についても、いろいろと、バイパスをつくれば現道を

里道に払い下げるという方法もございますが、現在のところ、ここについてはやは

りこのバイパスをつくるだけでは安全対策になりません。残った町道を里道に払い

下げることによって、一定の安全対策もできない場合もあります。公安委員会との

道路と道路、町道と町道の交差点であれば、一定の安全対策が今後もきちっとでき

るという判断をしておりますので、両現道についても町道として残していきたいと

いうふうに考えております。 

 そして８月20日の、27日の立会の関係でございますが、これは町の方として境界

立会の日をいつのするのかというのは、この申請を出されたのが満島事務所から申

請が出ております。そういうことから、満島事務所の方に、日程調整をしてほしい

という連絡はうちから絶えずさせていただいております。官民については、どこの

官民につきましても申請者に対して日程調整をしてほしいということで連絡をさせ

ていただいた中で、27日の立会が決まったというふうに思っております。 

 隅切りの話が、現場の方で満島事務所の方から話をされたということですが、う

ちの方としては指示をしたこともありませんし、ただ満島事務所の方が一定こうい

うときにはどういうふうになるのかという相談は受けて、お話をさせてもらったと

いう経過はございます。 

 公安委員会の協議ができていない、なぜかということでございますが、町道事業

も含めてでございますが、今まで道路事業をやってきた中でも、道路が認められた

中で、これから公安委員会の協議も踏まえて実施設計をする中で公安協議をやって

いきますので、そういう中で今回も実施設計という形で委託料を上げさせてもらっ

ておりますので、その中で公安の協議を進めていくという形になります。事業とし

ては、地域の皆さんにはご理解をいただいて協力をしていただくという形にはなっ

ておりますので、そういう形で今現在予算計上をさせていただいた中で、委託料に

ついてはその中で公安の協議も踏まえてやっていて、事業をきちっと納めていきた

いというふうにも考えております。 

 事業については、延長については先ほど説明をさせていただきましたように、延

長バイパス区間については60メーターでございます。工事をする区間としては、延

長できるのは約60メーターでございます。幅員については５メーターということで、

用地についてもきちっとした測量はできておりませんが、現在のところ約300平米と

いう形で用地については処理をさせていただいているところです。 
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議長（杉浦和人君） ６番、冨田 幸君。 

６番（冨田 幸君） 今、先ほどの村島議員も同じですが、尐し私も現場を見ました。

ちょっと60メーターという延長は尐し分かりにくいんですが、最初に図面がないか

ということを申し上げたんですが、現時点ではないんでしょうか。ちょっと60メー

ターというのは、どこからどこまでが60メーターなのかなというのは分かりかねま

す。 

 おおむねお聞きをいたしましたけれど、事の本質といいますか、この辺が見えて

来たように思います。なぜなら、当局は当初岡本町が既設の町道を通ることを承知

しなかったため、進入道路でわらべさんが計画をされてきたこと、これはこれまで

の経過を見て事実だと思います。こうしたことから、町建設計画課の担当者が、県

の住宅課に相談に行かれたということを聞いております。そのときの図面は進入道

路であったとのことです。その際に住宅課の職員さんからは、進入道路を設置する

ならば、都市計画法第29条の開発申請が必要と言われたと聞いております。このこ

とは、我々も調査で県の担当者から既に確認をしております。そこで、開発申請と

もなれば、費用と時間がかかることは当然でございます。そこで思いつかれたのか

苦肉の策で考えられたのか、あるいは先ほどの答弁にもございましたが、町道迂回

道路をバイパス工事としてすれば、万事この辺のところが解決になるというように

考えたんだというふうに思わざるを得ません。それが100パーセント当局なのか業者

か、あるいは設置される方なのかは定かではございません。このことは一般的に我々、

ちょっとこういう建設コンサルにおりました関係上、一般的に開発逃れというよう

な言われ方もする場合もございます。業者がこんなことにかかわることは、あって

はならんことだと私は思っております。また日野町役場に汚点を残すことにもなり

かねません。建設計画課の見解を再度お尋ねをいたします。 

議長（杉浦和人君） 建設計画課長。 

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

弁をさせていただきます。 

 開発の関係でございます。それと道路の関係でございますが、町として、やはり

そこにわらべの保育所を設置するという方向で現在は進んでおります。そういう中

で、まずは道路については、地域の安全対策、それが第一でございます。そこに保

育所が来ることによって、いろいろな障害が出ます。安全対策、交通安全上の問題

が、それを地域の方は大変ご心配をされておりますので、それの解決が第一という

ふうに町としては考えております。そういうことから、その安全対策をするのには

どうしたらええかいうことは、町として一定の協議も含めてさせていただきました。

それが町道のバイパスとすることによって、きちっとした地域の皆さんの安全対策

ができるという判断をしております。というのは、先ほど言いました、現道につい
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ても町道として残すことによって、一定の公安委員会の指示も仰ぎながら安全対策

ができるものというふうに解釈をしておりますので、あくまでも町道としてするの

が、地域の皆さんのご理解、ご協力もいただける中で、きちっとした整備ができる

と判断をしておりますので、あくまでも開発を逃れるとか、そういう意図は一切ご

ざいません。あくまでも地域の皆さんの安全対策を第一に考えている事業でござい

ます。 

議長（杉浦和人君） ６番、冨田 幸君。 

６番（冨田 幸君） 尐し理解できて、できないようなところがあるんですが、進入

道路であっても、当然安全対策は講じてもらわないと困ると思いますし、今言われ

たように、何か私も、現在の町道にわらべさんの敷地から道路として接続をさせる

というふうに、そうすることによってバイパス工事とするんだというふうに聞いて

いるわけですが、どうも不可解でございます。と言いますのは、結局今の町道に、

あそこで行きますと３差路になるんですが、接続をするというほうが、むしろ交通

混雑、あるいは離合困難な町道に出入り、わらべさんから道を現在の町道につける

ということは、当然出入りが発生するはずだと思います。私が申し上げる進入道路

のみであれば、町道はそうした保育園の送迎には使ってもらいたくないと、住民の

方々がおっしゃっておられるらしいですので、進入道路の出入り、徹底した今の停

止線だとか何だとか、道路と同じような扱いでやっていけば、むしろそっちの方が

安全じゃないかと思うんですが、最後はそれだけもう１点お願いをして終わります

ので、よろしくお願いします。 

議長（杉浦和人君） 建設計画課長。 

建設計画課長（岸村義文君） 冨田議員さんの方から再々質問いただきました。 

 道路の安全対策の問題でございますが、やはり迂回ができる、送迎をされる方は、

日野町全域から来られます。そういうことから考えますと、現道の本町南２号線か

らも来られるということも想定もしなければなりません。そういうことからいくと、

やはりバイパスという形で迂回をできる道路をつくることによって、そしてその道

路の幅員を、やはり普通車が離合できる６メーター道路という考え方でやれば、安

全対策も非常に高くなるのかなという判断はしております。現道について狭いので、

なおそれがバイパスというのが必要かというふうに考えております。そのことによ

って、今の横町へ出る細い道路なりが、できるだけ利用者、通行が減らせるのかな

という判断もしておりますので、そういう形でバイパスという考え方を持っており

ますので、よろしくお願いしたいと思います。 

議長（杉浦和人君） ６番、冨田 幸君。 

６番（冨田 幸君） 質問はできないので終わりますが、何て言いますか、地元は今

の町道２号線を利用しないで欲しいというふうに聞いたと思うんですが、その辺だ
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け不可解でございます。今それを使ってバイパスにするというのが、どうも腑に落

ちない点がありますが、また後の機会がありましたら尋ねていきたいと思います。 

議長（杉浦和人君） お諮りいたします。 

 あと質疑される方、何人おられますか。 

 そしたらここで暫時休憩させていただきます。再開は45分から再開いたします。 

－休憩 １０時２９分－ 

－再開 １０時４６分－ 

議長（杉浦和人君） それでは再開いたします。 

 休憩前に引き続き、質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

 ８番、小林 宏君。 

８番（小林 宏君） 議第62号、平成25年度日野町一般会計補正予算（第２号）、町

単独道路改良事業のうち、町道大窪這上線について質疑いたします。 

 平成24年第５回９月定例会において、双六町地先における床下浸水、雤水対策に

ついて質問いたしました。町長、建設計画課長から、それぞれの責任、立場をわき

まえた厳然とした答弁があり、今議会に予算提出されました。長年にわたる地元区

長、役員、住民皆様の地道な活動、努力が結実したものと考えます。地元議員とし

て、私も中西議員とともに多尐なりと汗をかいてまいりました。また、建設計画課

長を先頭に課の皆様には、地元住民との協議、現地説明、調整等に精力的に取り組

み、生活道路、インフラ整備を考慮された最良の方策を導きいただいたと受けとめ

ております。評価をしています。町道大窪這上線の予算、工事予定について、また

この地域に限りませんが、住民の皆様、町並み保存、景観保全に熱心に取り組み、

ご努力いただいております。このことも配慮いただきたくお尋ねします。 

議長（杉浦和人君） ８番、小林 宏君の質問に対する当局答弁を求めます。 

 建設計画課長。 

建設計画課長（岸村義文君） 小林議員さんのご質問にお答えをさせていただきたい

というふうに思います。 

 まず、町道の大窪這上線の関係でございます。これについては、全体の予算につ

きましては、1,450万円の工事費というふうに、現在のところ計画をさせていただい

ております。工事の予定につきましては、10月に着手をさせていただければという

思いでございます。そして年度内には完了という形を、現在のところ考えていると

ころでございます。そして住民の皆さんとの話の中で、町並みの保存、または景観

保全の取り組みでございますが、特に清水町の地先については、地元の説明会にお

いてもいろいろなご意見をいただきました。町並みの保存または景観の保全を、意

見をいただいた中で要望もいただいております。そういうことから、工事の中でで
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きることについては、地元と協議をさせていただいた中で、設計に反映できるもの

については反映をさせて、現在考えているところでございますので、よろしくお願

いいたします。 

議長（杉浦和人君） ８番、小林 宏君。 

８番（小林 宏君） 再質問いたします。 

 清水町地先の方からは、町並み保存、景観保全にいろいろ要望が出されていると

いう答弁でございました。どのような要望なりが出されているのか。 

 それと道路改良工事10月から着手、年度内に完了ということでございますが、く

れぐれも事故、トラブル等が発生することなく順調に進み完了となるよう、指導監

督に精励恪勤をいただきたいと思います。その点についての決意というか、気概を

お尋ねします。 

議長（杉浦和人君） 建設計画課長。 

建設計画課長（岸村義文君） 小林議員さんの方から再質問いただきましたので、答

弁させていただきます。 

 まず要望の内容でございますが、清水町さんの方に現地の説明も踏まえてさせて

いただきました。そういう中で出てくるのが、やはり今現在ある側溝が、石で空積

みで積まれております。やはりその石も残してほしいとか、いろいろなできるだけ

石積みを保存した形での工事ができないかとかいう要望が、主に出ておりました。

そういう形について使えるものについては使った中で、工事の中では反映をしてい

きたいというふうに考えております。 

 そして工事につきましては、やはり集落内といいますか、市街地の中での狭いと

ころでの工事でございますので、きちっと業者が決まりましたら、業者とまた監督

人等も踏まえて、事故のないきちっとした工事ができるようにという思いの中で、

監督職員については現場監督をさせるように指示はしていきたいというように考え

ておりますので、よろしくお願いいたします。 

議長（杉浦和人君） ８番、小林 宏君。 

８番（小林 宏君） 再々質問いたします。 

 清水町の要望について披瀝いただきました。地元とも十分協議いただいて、また

課の方でも精査をいただいて、取り組んでいただきたいと思います。 

議長（杉浦和人君） ほかに質疑ありませんか。 

 ９番、西澤正治君。 

９番（西澤正治君） １点だけご質問をさせていただきます。 

 議第62号、平成25年度日野町一般会計補正予算についてでございます。13ページ

の農林水産業費の農地費で、日野川基幹水利施設管理事業1,573万6,000円補正をし

ていただきました。これは流域の電気代が上がったことで水代にかかるというよう
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な経費でございます。流域全体でどのぐらいかかって、それぞれ各市町村はどれく

らい持っているのか分かればお知らせ願いたいなと、このように思います。 

議長（杉浦和人君） ９番、西澤正治君の質問に対する当局の答弁を求めます。 

 農林課長。 

農林課長（高岡良三君） 西澤議員さんの方のご質問でございます。 

 私ども農林水産費の中で、日野川用水にかかわって1,573万6,000円の補正をさせ

ていただきます。これは今西澤議員さんも申されましたとおり、この関西電力の電

気料金の値上げ、また今年６月、７月、非常に雤が尐なくて、それに対する琵琶湖

からの逆水によるポンプ代の電気使用量の増ということで、私ども日野川用水施設

管理協議会の方で補正を組ませていただきまして、5,730万の補正をさせていただき

ました。現状でいきますと、このくしくも今日12日に用水の停止が終わる日という

ふうに定めていただきましたが、詳しく最終は、この９月の電気料金が出てまいり

ませんと分からないわけでございますが、予測でずっといってまいりますと、今言

いました5,730万以内で、今年度の電気料金の補正をさせていただいた中での範囲で

終われるというふうに予測を立ててございます。 

 今申しましたとおり、その中でいけば、日野町の部分が1,573万6,000円というこ

とで補正をさせていただいたんですが、基本どおり私どもは町の部分だけで、一般

財源としては94万4,000円ということでさせていただいているところでございます。 

議長（杉浦和人君） ９番、西澤正治君。 

９番（西澤正治君） 農家にとっては、本当にこのように公的に電気料金を見ていた

だくというのは、ありがたいことでございます。今年もお米代、仮払金は下がると

いうことで、農家にとっては本当に大変な痛手。そしてまた電気代が上がれば、こ

れは二重のパンチだと、このように思うわけでございます。今後できるだけこのよ

うに持っていただければありがたいなと、このように思うわけでございます。今後

電気代が上がっていけば、これはまた農家に負担ということになると本当に大変な

ことになりますので、ひとつよろしくお願いしたいと思います。理事長であります

藤澤町長、ひとつこのご配慮をよろしくお願いしたい、このように思います。 

議長（杉浦和人君） ほかに質疑ありませんか。 

 10番、東 正幸君。 

10番（東 正幸君） ２点ほど質疑をさせていただきます。 

 １点目は、今西澤議員からも出されました議第62号、平成25年度日野町一般会計

補正予算（第２号）についての農林水産業費でございます。農地費の中で、今言わ

れたとおりでありますけれども、私が６月にもこの問題について一般質問させてい

ただきました。この電気料金の中には、いろいろな報道を見ておりますと、原発の

廃炉の分とかそういうような債権までもが含まれているということで、これはまた
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どうしたことかなというふうに思っております。こうした中で、その後の状況なん

かはもう一度説明していただきたいな。町長がいろいろ苦労をしてもらっているそ

うではありますけれども、要請とかそうした部分についての状況はどうだったのか。

また、今言われましたとおり、今後来年度から、どのように予想されておられるの

か。農家の負担はどのようになっていくのか、そこら辺も分かればお願したいなと、

こう思っております。 

 もう１点は、私も深くかかわらせてもらっておりますことでございますけれども、

会計決算審査意見書の中での８ページで、グリーン・ツーリズム推進事業は、三方

よし！近江日野田舎体験推進協議会を中心に都市と農村の交流が進められ、24年度

は19中学校、２か国、４団体2,949名の中学生や外国人等を受け入れられた。地元商

店への経済的効果も大きく、今後も継続した事業が展開できるよう受け入れ家庭の

拡大と事務局体制の確立を図られたいということでございますけれども、今現在協

議もしておりますけれども、このことにつきましては、やはり地方自治法にもあり

ますように、地方自治法は福祉の増進ということでももちろん掲げておりますが、

産業の活性化とか地域の活性化とかいう部分も含まれてこようかと思っています。

やはりこれはもう尐し深く、どういう体制になろうと町が深くかかわっていただき

たいという思いでございますので、もし課長が、今までの状況、あるいはまた今後

やっぱりかかわっていくべきだというようなことで言ってもらえば、ありがたいの

かなと思っております。その点についてお尋ねいたします。 

議長（杉浦和人君） ９番、東 正幸君の質問に対する当局答弁を求めます。 

 農林課長。 

農林課長（高岡良三君） 東議員さんの質問にお答えをさせていただきたいというふ

うに思います。 

 まず、私ども農地費の方で今補正をさせていただきました部分に関してでござい

ますが、確かに６月にもそういう形でご質問をいただいてございます。私ども電気

料金の中には、使用料およびそれにプラスされまして燃料費調整費、それとか太陽

光発電の賦課分の金額、それから省エネ促進に対する賦課金の部分の上乗せ、そう

いうものがございまして、電気料金というふうにされているところでございます。

ちょっと額につきましては詳細には分からないんです。そういうものも加味されま

して電気料金というふうに位置づけをされて、単価決定をされているところであり

ます。 

 また、要請の状況につきまして、今年度非常に電気料金の値上げ率が、40パーセ

ント近くまで農水の関係にはなったということと、使用料が非常に今年度雤が降ら

なかったため大きくなったということで、県、また近畿農政局の方に要請も行って

いただきました。理事長であります私ども町長の方も、東京の方、本省の方、また
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国会議員さんの方に要請行動に行っていただいているところでございまして、今回

につきましての2,054万の分については、県の方の中でそういう要請活動の中で一定

配慮をいただいたという部分でございますし、また国の方に行っていただいた段階

については、この今月中にどうも内閣の方は補正の関係を固めて、年明けには決定

をするというところに反映をしていただいて、ここにまた上乗せをしていただける

状況かなというふうには思っておりますが、これはまだ確定をしておりませんので

何とも言えないんですが、そういうふうな要請活動というのは頻繁にやっていただ

いている中で、今の部分、若干でございますが出てきたというふうに認識はいたし

てございます。 

 また本年度につきましては、土地改良区の方の予算とかそういうところをいただ

きながら、今補正もいただきました部分、また12月末には、もう尐し何とかなるか

なという予測もかけながらですが、地元負担の方には今回は頼らないということで、

行けるというふうに判断をされているところであります。 

 また来年度につきましては、若干電気料金がこのまま下がっていくという状況で

はございませんし、使用料につきましては、私ども契約電力の方のワット数も下げ

ながら努力をさせていただいているというところでもございますが、農家負担を得

ざるを得ない状況かなというふうに考えておりますので、これはまたそれぞれ協議

会また改良区の方、これから農家の皆さん方に説明をしていって、それ以降決定さ

れるものと思いますが、1,000円強の部分で値上げをお願いせざるを得ないかなとい

うふうには考えてございます。 

議長（杉浦和人君） 商工観光課長。 

商工観光課長（森口雄司君） ただいま東議員より、議第65号、平成24年度日野町一

般会計歳入歳出決算にかかわって意見書の中で、グリーン・ツーリズムの事務局体

制の確立を図られたいということで、町としてのかかわりを深めていくのかという

ご質問でございます。 

 三方よし！近江日野田舎体験推進協議会は現在任意の団体でございますが、この

協議会の中で今後の方向性を示していくということが必要ということから、昨年12

月に法人化に向けての協議を、検討会を立ち上げて今日まで６回の協議をしてきて

いるというところでございます。町としては、第５次総合計画に上がっていますよ

うに、農山村の自然というのは町の宝であり、そういったこの事業を生かすという

ことは大事ではないかと、そのような中で、この事業については町と地域との結び

つき、これを深めていくということが非常に大事ではないかなと、このように思っ

ています。このことについて、町はどのようにかかわっていくかということを大事

にしていくことを基本にしながら進めていくというところで、今後もその方向性を

考えていきたいと、こういうふうに考えております。 
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議長（杉浦和人君） 10番、東 正幸君。 

10番（東 正幸君） 非常に私ども農業につきましては心配しているところがいっぱ

いございまして、やはりこの水利費が反当、来年の予想ですと1,000円ぐらいは上が

るんじゃないかというようなことでございます。非常に土地改良、あるいはまたそ

ういうところへ相談されるということでありますけれども、僕らエゴか知りません

けれども、この田舎の本当に奥地域になりますとほたの面積が非常に広い。水利費

を納めるのは水張面積ということではないので、そこを含めたものでございます。

そうしてくると、僕らのところにも高いのり面がありまして、３割ぐらいのところ

もありますし、もう半分ぐらいになるような田もございます。そうしたことも一忚、

せこい話か知りませんけれども含めて考えていただければなというふうに思ってお

ります。ひとつよろしくお願いしたいし、県や国の方にも要請もまたお願いしたい

なと思います。 

 またグリーン・ツーリズムにつきましては、これは非常に全般にわたるいろいろ

な地域の発展、あるいはまた子育て、いろいろなことがございますので、何として

も町がずっとかかわっていただきたいなというふうに思いますので、ひとつお願い

いたしまして私の質疑を終わらせていただきます。 

議長（杉浦和人君） ほかに質疑ありませんか。 

 13番、對中芳喜君。 

13番（對中芳喜君） それでは最初に、議第60号の町道の路線の認定の関係でありま

す。また、議第61号の町道の路線の一部廃止、これも関連するので、含めてよろし

くお願いしたいと思います。 

 その中で１つは、町道路線認定を行うこういった基準というのか、ぜひそれを出

していただきたいなと思います。というのは、例えば今現在路線バスというのか、

湖国バスも通っておりますけれども、町道でないところも通っているわけです。そ

して町道であるところも通っているし、県道であるところも通るわけでありまして、

どこでも路線バスは通れると、陸運局に登録すればできるということになるわけで

ありますけれども、その中でも町道路線を認定するというのは、やっぱりそれなり

の基準を持っておられると思いますので、その点ひとつ出していただきたいと、こ

のように思います。 

 それからあと道路の関係でありますと、よく言われます町道路線以外、これは前

回もいろいろありましたけれども、町内では数多くの里道とか公衆用道路があるわ

けです。これらの管理、最終的には国は地方自治体というように移管されたわけで

あります。そういった関係から、今地元集落でやってもらっているというのはある

わけであります。そういった中で取り組みをきちっとされているのか。自治会と行

政との関係でされているのかどうか。その点についてひとつ聞かせていただきたい
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と、このように思います。同時に、町道以外の道路で里道改修というのは、当然町

の里道改修補助でされるわけで、それはありがたいわけでありますが、それ以外の、

町道認定はされていなくても町の所有地、公衆用道路、こういったところの改修工

事の場合、こういった補助制度があるのかどうか。特に団地あたりでは、極端に言

えば西大路の青葉台あたりは、あの道は皆日野の町有地になっているわけです。町

有地になっているけれども町道ではないというて、補助、何とかしてほしいなと思

うと、今現在上水道の関係で舗装は大分してもらってよくなったわけでありますけ

れども、それ以上の半分は上はまだできていない。どうしたらいいか、地元負担は

払えないというようないろいろ話があって、なかなか地元でも話が出しにくいとい

うそういうことがあるわけで、そういう意味で、町道路線以外のところの補助制度

というのか、そういったことをどのように、ケース・バイ・ケースで考えるのかど

うか分かりませんけれども、その点について、もしお考えがありましたら聞かせて

いただきたいと思います。 

 同時に、この町道路線の認定以外、つまり法定外道路と言われておりますけれど

も、道路台帳に基づく道路は、当然地方交付税の算入、適用はされるわけでありま

す。そういう中で、当然町道で道路改良もするわけでありますけれども、そういう

交付税算入がされる町道関係は、その町道といわれる道路台帳に載っていない法定

外道路、つまり公衆用道路、そういった部分であります。こういった部分について

は、地元または町管理でするようにと国が言われている反面、それなりの国からの、

手厚いというのか若干の支援があるのかなどうかなと思って、そういう意味で、法

定外道路という部分については、地方交付税の算入がされているのかどうか、それ

がもしありましたら、その点も聞かせていただきます。そういう算入がされていれ

ば、町道とはいきませんけれども、道路の改良が若干でも言いやすいではないかな

と私は思いますので、その点ぜひご説明をお願いしたいと思います。 

 それから議第62号の平成25年度の一般会計補正予算であります。予算特別委員会

の中でいろいろ聞かせていただきますけれども、特徴的なところで、１つは11ペー

ジの民生費であります。保育所費の、これはわらべ保育園運営事業として222万4,000

円が増額されるわけであります。これは国の環境緊急整備事業補助が新たについた

ということになりますけれども、これに対してわらべさんも相当、若干でも大いに

プラスになるんかなと思いますけれども、その目的というのか、その点についてご

説明をひとつしていただきたいと、このように思います。 

 それから13ページの農林水産業費の日野川基幹水利施設管理、先ほどからの質疑

がありましたので、再度もう一度聞かせていただきますけれども、私も３月の議会

でこの問題を取り上げたわけです。つまり、関西電力の一般家庭と比べて、率でい

けば３割から４割の大幅な値上げで、国はそれに対してきちっと規制すべきである
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というそういったことも言う中で、日野町長も含めて県の土地改良区全体で、国に

要請がされたということも聞いております。つまり国からの財政支援も求めるよう

なことをされたわけです。その中で日本共産党の国会議員団も、この国会で質問と

して上げたということも聞いております。こういう中で、これは再度確認でありま

すけれども、今回の補正予算は、そういった国からの要請、上げてくれという、財

政支援をしてもらいたいという要請行動が実った補正予算ではないということです

ね。つまり、今後まだプラスアルファは、今年度か今年末ぐらいにはっきりすると

いう、先ほどそういった答弁がありましたけれども、それに間違いないかという、

その点ひとつ聞かせていただきたいと、このように思います。同時に、国からの補

助が一定、単年度でありましても補助がされるということになりましたら、歳入の

流域から出している負担金、これが今回1,238万6,000円、日野川流域の土地改良区

から負担金として出すということになっておりますけれども、これが逆に今度は国

からそういった助成がされるということになれば、その分が減るという、そういう

ように理解していいのかどうか、その点もご説明お願いしたいと思います。 

 続きまして、決算の関係で、議第65号の24年度一般会計の決算であります。細部

につきましては、そういった効果とか成果、今後の問題については、決算特別委員

会で時間をかけて審議されるということでございますので、私は次の点について絞

って質問したいと思います。 

 その１つは決算書の127ページ、実質収支に関する調書であります。この中で歳入

歳出、つまり町のお金が今年度でどれだけ残っているかという、そういうようなの

を調べる数字でありますけれども、歳入歳出差引額から平成25年度、今年度に繰り

越す一般財源を差し引いた実質的な収支は、平成25年度、今年への繰越金として３

億9,165万5,171円という、こういった数字が出ているわけです。これは報知新聞か

何か若干載っておりまして、そうかなと思って見たのですけれども、一方平成23年

度決算によれば、平成24年度に繰り越す実質収支額は４億7,050万6,939円というこ

とで、つまり実質収支額は24年度において４億円近い黒字とはなっておりますけれ

ども、24年度の単年度だけで見れば、この収支額は差し引きすると7,800万円ほど赤

字になっているんではないかと、こういう報道もされているわけです。この点につ

いては私は、それなりの一般財源を大いに活用されたということで評価するわけで

ありますけれども、何か赤字といえば、どうなったんねと、こういうように誤解さ

れがちでありますので、その要因とかどのようにこの決算の状況を見ておられるの

か、ぜひその点はご説明をお願いしたいと、このように思います。 

 それからこれは監査委員さんの決算審査の意見書の中に、５ページから６ページ

にわたって書かれております。未納に関する関係でありますけれども、その中で未

納といわれる滞納額そのものが６ページに書かれておりますけれども、1,000万円ほ
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ど減ってきている。このことは評価できるものと、このように書かれております。

それは私もそのように思うわけでありますけれども、ただ、基本的には平成24年度

中に処理した不納欠損金が、平成23年度と比べて倍近く増えているわけです。当然

23年度が900万円の不納欠損であったのが、24年度は1,800万円になっている。当然

1,000万円近く増えるわけです。つまり滞納額が減るわけです。こういうことで見る

と、なかなか手放しだけでは、数字だけで見て評価できるものではないかなという

ようなことを感じるわけでありますけれども、その点について税務担当というのか、

その当局のお考え、同時にまた滞納対策でそれなりに努力をされてきているという

ことがあると思いますけれども、その中でも特筆すべき点がありましたら、ご説明

もお願いしたいと思います。この点については、国民健康保険税についても同じよ

うなことが言えるわけです。そういうようなことから含めて、ぜひご説明を伺いた

いと思います。 

 それから決算資料22ページの中で、特に不納欠損の関係、これは当然決算特別委

員会の中でもいろいろ議論されると思いますけれども、24年度中の不納欠損処分が

出されております。町税で1,800万円以上、国民健康保険税で1,600万円以上が、不

納欠損、滞納から減らされるということになったわけです。そこでこの横に、右端

のところに載っておりますその根拠というのか地方税法の18条、この18条というの

は、滞納されている方が５年間ずっと滞納されていたらもう時効になるというそう

いうこと。同時に15条の７、これは処分するような、ものを取り立てるような財産

がなくなったとか、そういう分はもう停止をしましょうという、そういう内容であ

りますけれども、ぜひこの細かくまでは結構でございますけれども、18条、さらに

15条の７、どのぐらいの割合でこれは1,800万円がされているのかという、その点に

ついてもご説明、ぜひお願いしたいとこのように思います。 

 それと決算の最後ですけれども、同じく22ページに不納欠損処分内訳の一覧表中

で、町税の合計処分額が1,861万5,323円ということになっております。もう１つ決

算書の中の不納欠損額48ページにありますけれども、この中には1,864万1,323円、

この差は２万6,000円と、こういうことになっております。これはずっとひも解いて

見てみましたら、同じ決算書の中の18ページに、児童福祉費の負担金、多分保育料

かなと思いますけども、この２万6,000円が今回不納欠損として処理されたわけです。

この点について、先ほどの不納欠損の1,800万云々と同じことで結構でございますけ

れども、その内容についてもう尐し詳しく説明していただければありがたいと、こ

のように思います。なぜ私がこれを聞かせていただくかというと、今現在お金がな

い、厳しいで払えないという、そういった背景のある中で滞納されている方、同時

に破産宣告して、もう払うもの、財産も何もないというところで不納欠損処理され

ている。そういう社会情勢がどうなっているかという動向を調べるためにも、ぜひ
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この不納欠損の問題は取り上げていくべきではないかなという意味で質問させてい

ただきましたので、その点よろしくお願いしたいと思います。 

 最後になりますけれども、報第８号の平成24年度決算に基づく日野町財政健全化

判断比率の報告についてであります。この点について、確かに全てにわたって前年

度よりも前進してきている、こういった指標が出されてきているわけであります。

そういったことはありがたいなと思います。その中で、特に実質公債費率、これは

起債を制限する目安となる比率でありますけれども、これも改善もされてきており

ます。将来の負担比率、将来日野町が、全てにわたる債務負担行為も含めて負担す

る債務は、これも率として下がってきております。こういった面で、一定健全化へ

の努力が毎年されているという、私は見ているわけでありますけれども、町、特に

財政当局の関係から見て、１つの通過点かなと思いますけれども、どのように判断

されておられるのか、ぜひその点をお伺いしたいと思います。 

議長（杉浦和人君） 13番、對中芳喜君の質問に対する当局答弁を求めます。 

 建設計画課長。 

建設計画課長（岸村義文君） 對中議員さんの方からご質問いただきましたので、答

弁の方させていただきます。 

 まず、議第60号、61号の町道認定に関する関係でございます。基準はあるのかと

いうことですが、現在のところ認定として一定基準を持っております。まず１点目

といたしましては、起点または終点が国道、県道、または町道に連絡するものとい

うのを掲げております。そしてその中では、一定公共施設に通ずる道路または公共

事業により整備した道路、整備予定の道路も含んでございます。それと道路の有効

幅員が４メーター以上であるものということで認めております。そして道路の構造

の条件といたしまして、一定道路の横に水路等があり道路の排水施設の役割を果た

しているものがあると。そして路面が整備をされておりまして、通行に支障がない

という要件のもとで認定をというふうに考えております。 

 そして里道等の法定外道路の関係でございます。地域との取り決めというのは、

持っておるところについては、曙、湖南サンライズは、管理の中で協定を結ばせて

いただいて維持をしていただいているという形をとっておりますが、その他の団地

については、現在のところは取り決めというのは交わせていない状況でございます。 

 そして法定外道路の補助の関係でございますが、当然地域自治会で管理をしてい

ただいている、旧村の集落で管理していただいている里道等でございます。それに

ついては、議員も先ほど質問の中でも言われましたように、土木補助の中で対忚を

していただいているということでございまして、団地につきましても曙なり湖南、

サンライズ、または亓月台、椿野台等がございますが、そこにつきましても法定外

道路については町有地道路として、里道も同じく町有地道路でもございますので、
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同じ取り扱いの中で土木補助の中で対忚をしていただいているという状況でござい

ます。 

 交付税の関係は、総務課長の方から答弁をさせていただきます。 

議長（杉浦和人君） 総務課長。 

総務課長（池内俊宏君） 對中議員から何点かご質問をいただきました。 

 まず、町道認定にかかわりまして、町道以外の道路につきましての交付税算入に

ついてということでございますが、ないというふうに認識をしております。 

 続きまして、議第65号の平成24年度日野町一般会計歳入歳出決算につきまして、

ご質問をいただきました。 

 １つは実質収支にかかわりまして、平成23年度の決算と24年度の決算における繰

越金につきまして、１億ほど減っているということで、そこの点については単年度

収支によって赤字になるのではないかと、このようなことでございます。24年度に

つきましては、県債基金の積立金で3,100万円、そして集落排水事業、あるいはその

公共下水道等の縁故債の繰り上げ償還いうようなことで、町の方では地方債現在高

が尐しでも減っていくようにというようなことで繰り上げ償還を行っておりますが、

縁故債の繰り上げ償還をしております。ちょっと今細かな数字を持っておりません

が、そういったことによりまして、厳しい財政状況の中、適正な財政運営に努めて

いるということで、１億円についてはそういったことで相殺をしておるというよう

なことでございます。それ以上の繰り上げ償還をしているというふうに思っており

ます。 

 そして報第８号の平成24年度決算に基づく日野町健全化判断比率の報告につきま

しても、ご質問をいただきました。実質公債費率、あるいはその将来負担比率につ

きましての現状について、どのように考えているのかというようなことでございま

す。ここにも上げさせていただいておりますとおり、実質公債比率につきましては、

今年度10.8パーセントということで、昨年が12.7パーセントで1.9ポイントの減とい

うことで、将来負担比率につきましても、昨年度は91.5でありましたのが、今年度

は74.1というようなことで、17.1ポイントの改善を行っておるところでございます。

これをどのように考えておるのかというようなことでございますが、県内の市町の

平均、あるいはその全国の市町の平均とを比べますと、もう尐し高いようにも思い

ますので、そういった数値を見ながら、引き続き財政の健全化に努めてまいりたい

と、このように考えておるところでございます。 

議長（杉浦和人君） 福祉課長。 

福祉課長（壁田 文君） 對中議員さんの方から、わらべ保育園運営事業費補助金の

内容についてご質問をいただきました。 

 この補助金につきましては、国の方の子育て支援環境緊急整備事業ということで、
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保育士の人材確保を目的に、保育士等処遇改善臨時特例事業ということで、私立の

保育所が保育士を確保するために処遇改善をしたときに、補助をするというもので

ございます。 

 それと不納欠損の２万6,000円でございますが、議員おっしゃるように確かに保育

料のもので、19年以前に滞納になっていたものを、債権の時効が来たということで

不納欠損させていただいたものでございます。 

議長（杉浦和人君） 農林課長。 

農林課長（高岡良三君） ただいま對中議員さんの質問でございます。 

 日野川基幹水利施設管理事業で質問いただきました。確かに言われるとおり、こ

の関西電力の値上げにつきましては、一般企業で17パーセントであるに対して、農

事用電力については30パーセントから40パーセント近くになるという大幅な値上げ

になるということで、こういうことについて規制すべきでないかという話で、どう

考えるかということで質問いただきました。国会の方でも、委員会の方で、そのこ

とについては取り上げていただきまして、また私ども町長が管理者になっておりま

す日野川流域の方でも、関西電力等の方にも要請行動に行き活動をしていただく中

でなかなか厳しい状況もございましたが、一定の部分で国の方もそのことに対する

手当といいますか、それは26年度以降にそういうことも考えるかなというふうな情

報も得ておりますが、私どもあわせて町村会とかそういうところにおいても、値上

げについての補助といいますか、かさ上げ等についての要望をしていただいてござ

います。このことは、当然近畿農政局等の方へも活動をしていただく中での成果で、

今若干の予算がついてきたかなというふうに思っておりますが、国本体としては、

８月13日にも湖北の改良区の理事長と日野川の方の理事長とで国の方も行っていた

だきまして、そのことにつきましての補助というのは、12月末ぐらいには何とかな

るのかなという今予測もしておりますが、まだそこは定かではございませんので、

先ほど質問にございました私ども1,300万ほどの補正をさせていただく中で、その他

の負担ということで1,238万6,000円見させていただいていますが、その分がいただ

ければそこが減ってくるというのは必然的にそうなるものだというふうに思ってお

ります。このことにつきましては、今後ともいろいろな形で、事あるたびに理事長

であります町長の方も要請をしていただいてございまして、何とか農家の皆さんに

できるだけ負担が尐なくなるようにという思いでしてございますし、そういう活動

もいただいているところでございます。 

議長（杉浦和人君） 税務課長。 

税務課長（山田繁雄君） 對中議員さんの方から、決算に絡みまして何点かご質問い

ただきましたのでお答えさせていただきたいと思います。 

 まず、収入未済額の1,000万が減になっているということですが、不納欠損等の絡
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みがあるので、素直に手放しでは喜べないというような状況ではないかというよう

なことでございます。不納欠損につきましては、確かに税法３年、また５年とかい

うことでございますので、こうした執行停止等によりまして金額の増減がございま

す。ただ、１つの判断基準としましては、滞納者とのずっと折衝を続けていく、こ

うした中におきまして滞納の納付を解消させるということは、まず何よりも一番先

決になるのかなというふうには思っておりますが、ただこうした処理を続けますと、

不況とかあるいは高齢化、いろいろな要素によりまして、収入額が減尐して長期に

わたる滞納者のだんだん高齢化等にも伴いまして、収入源が失われて著しく納付能

力が低下するという方が、やはり日野町においても非常にたくさんおられます。こ

うしたことを続けますと、長期にわたって高額な滞納を残すということにもなりま

すし、分納誓約に基づきまして納付を履行し続けていただいても、完納には至らな

いというケースも非常にたくさんございます。こうした悪循環をやはり解消すると

いうことも必要であるというふうに思っておりますので、滞納者個々の状況に見合

った対忚が必要であるというふうに感じております。こうしたことから、今後にお

きましても滞納処分できる見込みがないということをご判断させていただいた部分

については、法令に基づいて滞納処分をさせていただきたいというふうに思ってお

りますので、この点はご理解いただきたいなというふうに思います。 

 続きまして、滞納対策でございます。平成24年度につきましては、年尐扶養控除

の廃止等によりまして、日野町におきましても、町民税で大体5,800万円程度の増と

いうふうになりました。税源移譲という形の中で、やはり町としてもこのこうした

部分でも収納という部分は確実に履行していく、滞納防止、収納率の向上を図ると

いうことは必要というふうに思っております。こうしたことから、滞納分の圧縮を

目指しまして、滞納管理システムの活用とか県下一斉の滞納整理月間の取り組み、

財産、また公債権の調査や差し押さえ等も実施させていただきました。徴収嘱託員

によります新規を増やさないということでの訪問徴収も実施させていただいており

ますし、滞納者の期間内に納付できないという言いわけを防ぐという意味でも、コ

ンビニの収納も実施させていただいております。ちなみにコンビニ収納ですが、国

保と全体で合わせますと前年度から約5,000件ほど増えて、１万3,200件余りのコン

ビニの収納をいただきまして、１億4,600万のコンビニでの収納をいただいていると

いう部分がございます。また差し押さえにつきましても、95件1,100万円余りの、前

後の差し押さえもさせていただいているような状況でございます。ただ、この部分

につきましても、先ほども申し上げましたように、十分に生活実態等を見きわめた

中で対忚させていただいていると、何でもかんでもしているということではないと

いうことは、ご理解をいただきたいと思います。ただ滞納整理は、担当する事務者

の経験、知識、判断力に負うという部分が非常に高くなってきておりますので、こ
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うしたことも含めながら、ただ滞納整理に対する特効薬という部分はなかなかござ

いませんので、十分に県等とも連携をさせてもらいながら続けさせていただいてい

るという状況でもございます。 

 最後に、不納欠損でございます。不納欠損の部分につきましては、先ほど議員か

らもおっしゃっていただきましたように、３つの基準というものがございます。１

つ目には、地方税法の15条の７の第４項という部分で、滞納処分の停止で差し押さ

える財産がない、資産があっても価値が全くない、生活保護を受けている、差し押

さえることによって生活が著しく窮迫する、所在が全く不明やと、こういう場合、

また本人の死亡または財産放棄、こうしたことで３年以上続いているという場合が

まず１点です。それと15条の７の５項で、破産等によりまして全く徴収金を徴収す

る見込みが見込めないという部分につきましては、即時執行停止をさせていただい

ております。それともう１点が18条で、税の消滅時効によるものでございます。督

促手続だけで５年が経過したという部分でございます。これらの内訳につきまして

は、15条の７の４項のうちに滞納処分の執行の停止をしましたもののうち、滞納処

分をする財産がないという第１号該当者という部分があります。これが192件で183

万7,000円。滞納処分をすることで生活を著しく窮迫されるおそれがある２号該当者

が３件で3,700円。所在や財産ともに不明な３号該当者が19件で27万5,000円。第５

項の規定によります、執行停止で即時消滅は24年度はございません。18条第１項に

よりますもののうち15条の７の関係で、執行停止中に時効が到来しましたものが、

947件で1,175万7,000円です。５年の時効が到来したものが、176件で474万2,000円

ということになっております。ただ、県の方でも今度徴収率の向上と取り組み内容、

成果、住民への分かりやすい公表をするということで、記者クラブの方に９月25日

に、各市町の取り組み状況を公表されるということが言われております。こうした

中で日野町におきましては、全体的な現年度の徴収率は99.1ということで、県内で

上から４番目でございます。国保につきましても95パーセントを超えておりまして、

上から３番目ということでの収納率ということになっておりますので、よろしくお

願いいたします。 

議長（杉浦和人君） 13番、對中芳喜君。 

13番（對中芳喜君） １つちょっと確認のためで聞かせていただきたいと思いますけ

れども、民生費の保育所費のわらべ保育園の関係で、人材確保の職員の処遇の改善

という、そういった意味かなとこのように思うわけであります。確かに民間保育所、

厳しく給与も設定されているということもいろいろ聞いておりますけれども、現在

入っておられる方の、そういった若干でも改善されるというように私は理解してお

るわけでありますけれども、これは今年度に限ってだけのものか、来年度もどうな

のか、ちょっとその点だけひとつ聞かせていただきたいと、このように思います。 
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 それから、先ほど道路の関係で言いましたけれども、法定外道路の交付税算入の

云々は、僕はあるような気がするんです。つまり、道路線は分からないけれども、

町全体の人口に対してどんだけ算入されるという、若干聞いたことがあるわけであ

りまして、先ほど算入はない、算入はないけれども町管理として金は町が出せとい

うのは、ちょっと不合理な面があるわけですね。そういったことで、一定の算入も

されているということもあれば、また根拠が違いますけれども、その点を今たちま

ちでなくても結構でございますので調べていただければありがたいと、このように

思います。 

 それと同時に道路の関係につきましては、特に地元の区長さんとの関係で、毎年、

年に１回ずつ会議、区長会をされますけれども、維持管理についてはきちっとしゃ

べっておくべきでないかなと思います。何かぽこぽこいろいろ、これはどうなった

んねと後から言われる傾向がありますので、これは実は地元で責任を見て下さい、

もしそこで事故が起こったときは町で責任をとりますとか、何かそういう所在をは

っきりしておくということが、特に私は必要でないのかなということをこの場で思

いますので、もしその点のご考えがありましたら、お聞かせもいただきたいとこの

ように思います。 

議長（杉浦和人君） 福祉課長。 

福祉課長（壁田 文君） わらべ園に対します保育士等の処遇改善臨時特例事業費の

補助金につきましては、今年度限りということになっております。 

議長（杉浦和人君） 総務課長。 

総務課長（池内俊宏君） 對中議員のご指摘の件につきましては確認をさせていただ

き、改めてご報告させていただきたいと思います。 

議長（杉浦和人君） 建設計画課長。 

建設計画課長（岸村義文君） 道路の維持管理の関係でございますけども、里道また

は町有地道路についての補助なり事故時の対忚については、一定年度当初に区長さ

んなりにお話をするか何かの方法を、一度検討していきたいなというふうに思って

おります。 

議長（杉浦和人君） ほかに質疑 はありませんか。 

 ないようでありますので、質疑を打ち切りたいと思いますが、ご異議ございませ

んか。 

－異 議 な し－ 

議長（杉浦和人君） ご異議なしと認め、質疑を終わります。 

 お諮りいたします。 

 日程第３ 議第59号、日野町教育委員会委員の任命については、人事案件の関係

上討論を省略し、直ちに採決いたしたいと思いますが、ご異議ございませんか。 
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－異 議 な し－ 

議長（杉浦和人君） ご異議なしと認め、これより採決いたします。 

 議第59号、日野町教育委員会委員の任命について、原案のとおり同意することに

賛成の諸君の起立を求めます。 

－起 立 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59号、日野町教育委員会委員の任命について

は、原案のとおり同意することに決しました。 

 日程第４ 請願第８号、国に対して消費税増税中止を求める意見書の提出を求め

る請願書についてを議題といたします。本日までに受理いたしました請願は、お手

元へ配付の文書表のとおりであります。朗読を省略いたしたいと思いますが、ご異

議ございませんか。 

－異 議 な し－ 

議長（杉浦和人君） ご異議なしと認め、朗読を省略いたします。 

 請願は、文書表のとおり、総務常任委員会に付託し審査をお願いいたします。 

 日程第５ 議第76号、決算特別委員会の設置についてを議題といたします。 

 お諮りいたします。 

 本案は、議第65号から議第75号まで、平成24年度日野町一般会計歳入歳出決算に

ついてほか10件についての審査のため、６名の委員で構成をいたします決算特別委

員会を設置し、これを付託するものであります。ご異議ございませんか。 

－異 議 な し－ 

議長（杉浦和人君） ご異議なしと認めます。よって、議第65号から議第75号まで、

平成24年度日野町一般会計歳入歳出決算についてほか10件については、６名の委員

で構成する決算特別委員会を設置し、審査をすることに決しました。 

 日程第６ 選第８号、決算特別委員会の委員の選任についてを議題といたします。 

 お諮りいたします。 

 ただいま設置されました決算特別委員会の委員の選任については、委員会条例第

６条第４項の規定により、お手元へ配付いたしました名簿表のとおり指名し、選任

いたしたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

－異 議 な し－ 

議長（杉浦和人君） ご異議なしと認め、お手元へ配付いたしました名簿表のとおり

選任することに決しました。なお、休憩中に決算特別委員会の開催をお願いいたし

ます。 

 日程第７ 議第60号から議第75号まで、町道の路線の認定についてほか15件につ

いては委員会付託を行います。 
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 お諮りいたします。 

 委員会付託については、付託案件の朗読を省略し、お手元へ配付いたしました付

託表により、各常任委員会、および予算特別委員会ならびに決算特別委員会に付託

いたしたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

－異 議 な し－ 

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

各常任委員会および予算特別委員会、ならびに決算特別委員会に付託いたします。 

 ここで暫時休憩をいたします。 

 なお、休憩中に決算特別委員会を、第１委員会室において開催していただきたい

と思います。委員の方のご出席をお願いいたします。 

 再開は、午後１時30分からといたします。 

 それでは昼食のため、暫時休憩いたします。 

－休憩 １１時５２分－ 

－再開 １３時２９分－ 

議長（杉浦和人君） それでは再開いたします。 

 休憩中に決算特別委員会が開かれ、委員長に對中芳喜君、副委員長に冨田 幸君

を決定された旨の報告がありました。また、決算特別委員会の委員長より、付託案

件に対する審査につきましては、会議規則第71条の規定に基づき、閉会中の継続審

査とする申し入れがありました。 

 お諮りいたします。 

 決算特別委員会の委員長からの申し入れのとおり、閉会中の継続審査とすること

にご異議ございませんか。 

－異 議 な し－ 

議長（杉浦和人君） ご異議なしと認め、決算特別委員会の委員長からの申し入れの

とおり、閉会中の継続審査とすることに決しました。 

 それでは、日程第８ 一般質問を行います。 

 お手元へ印刷配付の一般質問通告表に基づき、順次発言を許可いたします。 

 ９番、西澤正治君。 

９番（西澤正治君） それでは通告に従いまして、２題を質問させていただきます。 

 まず最初に、特別警報についてをお尋ねしたいと思います。今年の夏はとにかく

暑い日が続きました。四国の四万十では41度という猛暑日がありました。また一方

では局地的に100ミリを超す豪雤があり、７月28日には山口県、島根県、８月９日に

は秋田県、岩手県、また24日にも島根県とたび重なる豪雤があり、県内でも長浜の

方でも局地的な豪雤が観測されたと聞き及んでおります。 

 当町でも９月１日には日野町総合防災訓練が、私の地元鎌掛で行われました。住
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民約300余名が参加し、消防署員の作業やまた消防団、給水活動、備蓄物資の配布、

忚急手当など講習、見学することができ、有事に備えることができました。 

 国の方では、気象庁が、甚大な被害が予想される気象現象にて警報を呼びかける

特別警報の運用を、８月30日から開始されました。大雤、台風、大雪、地震など６

種類特別警報が発令されます。発令後は、市町村とも住民に対して注意喚起を行う

ことが義務化されました。有線放送が廃止された今、緊急メッセージが正確に住民

に伝達されることが重要なことでもあります。町行政の的確な情報発信はどのよう

にされているのかお伺いしたい、このように思います。 

議長（杉浦和人君） ９番、西澤正治君の質問に対する町長の答弁を求めます。 

町長（藤澤直広君） 西澤議員から、特別警報に伴う緊急メッセージ等の伝達につい

てのご質問をいただきました。 

 今ほどもご発言ありましたように、９月１日には鎌掛地区で日野町総合防災訓練

を実施させていただきました。地元の皆さんをはじめとして、関連団体、忚援協定

を締結している団体などの皆さんのご協力によりまして、これを実施することがで

きたということで大変ありがたく思っております。改めていろいろな団体の皆さん

の協力によって、防災対策は進むものだなという実感をいたしました。役場が対策

のかなめとなりつつ、今後も協力、そして忚援等の団体の皆さんと連携をしてまい

りたいと、このように考えております。 

 さて、８月30日から運用が始まりました特別警報でございますが、警報の発表基

準をはるかに超える、数十年に一度の大災害が起こると予想される場合に気象庁か

ら発表され、対象地域の住民の方々に命を守る行動をとっていただき、身を守って

いただくために最大限の警戒を呼びかけるものでございます。その特別警報の住民

の方への周知につきましては、気象業務法第15条の２第４項の規定により市町村に

義務化がされたところでございます。 

 日野町で特別警報の発令が想定されるのは、地震、豪雤、暴風等が考えられると

いうふうに思っております。地震は震度６弱以上が予想される場合に特別警報の基

準となっておりますが、事前の通知は難しく、テレビや携帯電話等における緊急地

震速報がいち早い伝達手段となります。数十年に一度の豪雤、暴風等が予想される

場合につきましては、正確な情報の収集と伝達が大切となります。河川の増水や土

砂災害の危険性等を、県と連携しながら状況を把握し、早い段階での情報発信に努

めなければなりません。町では情報収集する中、できるだけ早い段階で区長さんに

電話等での連絡をするようにしております。また状況に忚じて、広報車や消防車に

よる広報、町内９ヵ所に設置しております同報系防災行政無線の屋外拡声器による

放送、サイレンの吹鳴、携帯電話による緊急通報メールの発信、日野め～るによる

情報伝達などにより対忚をしていくことといたしております。 
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 災害への危険性については、できるだけ早い段階で情報伝達に努めていくことと

しておりますので、特別警報についても同様の方法で迅速に対忚してまいりたいと

考えております。 

議長（杉浦和人君） ９番、西澤正治君。 

９番（西澤正治君） それでは、再質問をさせていただきます。 

 情報の伝達の手段として防災無線、今も町長が言われました、鎌掛には拡声器が

１機であり、今回の訓練でも使用されました。６区や１区地先ではちょっと聞き取

れなかったということでもございます。台風や豪雤のとき、広報車やとかヘリコプ

ターもこの訓練のときには出ていただきましたが、とても情報伝達はこれは至難の

業ではないかなと、このように思います。県内町村６町ありますが、各世帯に伝え

る仕組み、機器があるのは５町でございます。ないのは、有線がなくなった日野町

だけなのでございます。独自のメールはありますが、携帯電話を持たれない高齢者

の方などは伝わらないと思います。今も言われましたが、50年に一度とか一生に一

度とよく言われますが、生命や財産に、本当にかかわることでございます。新たな

情報伝達の仕組みを早急に検討に入っていただきたいな、このように思いますが、

再度お伺いしたいとこのように思います。 

議長（杉浦和人君） 総務課長。 

総務課長（池内俊宏君） 西澤議員から、情報の伝達につきましての再質問をいただ

きました。 

 日野町では、先ほど町長が申し上げましたとおり、防災行政無線を９ヵ所設置し

ておるということでございますが、日野町全域全ての住民の方に、その放送が聞こ

えるというふうな状態にはなっておらないというようなことでございます。そうし

た中、町では、先ほど町長の答弁にもございましたように、特別警報ということで

はなく、警報の段階から早い段階で情報の収集をしながら、その都度必要な地域の

方々にという思いで、区長さん等を通じて正確にしっかりと情報を伝えていくとい

うようなことで考えております。そうした中で、特別警報につきましても、同様の

方法でというようなことで答弁をさせていただきました。そういった中、新たな住

民の方への周知の方法の整備というようなご質問でございますが、前議会でも中西

議員さんからも、防災ラジオのご提案をいただいたところでもございますけれども、

なかなかそういった機械に対しまして費用対効果といいますか、一長一短いろいろ

あるということで、なかなか難しいというところが現状でございますので、引き続

き研究をしてまいりたいというふうに思っております。 

議長（杉浦和人君） ９番、西澤正治君。 

９番（西澤正治君） ひとつ研究を十分にしていただきたいなと、このように思いま

す。50年に一度ということでございますので、そんなしょっちゅうしょっちゅうあ
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ったらかないませんので、ひとつよろしくお願いしたいと思います。 

 防災無線の拡声器を、もっと数を増やしていただければよいかなと、このように

思いますので、ぜひともこれは要望しておきますので、ひとつご検討をお願いした

いなと、このように思います。 

 次に、移らせていただきます。 

 町内商店の振興策についてをお伺いしたいと思います。松尾地先の国道307号線に

面した広大な土地に、平和堂またコメリの大規模小売店舗が急ピッチで建設されて

おります。来年３月には開店オープンされるとのことでもあります。日野中心地商

店街も含め、町内商業者の営業も大きな利害を及ぼすとこのように思われます。利

益誘導が大規模店舗に移っていき個人商店は衰退すると、このようにうかがわれま

す。 

 そこで提案させていただきたいのですが、私たち議会人や行政職員の皆が協力し、

議員報酬の一部や職員給与の一部を商品券にかえ、地元商店で利用、活用すれば、

尐しでも商店街も潤うのではないかと、このように思います。私たち公人が先頭に

立ち地元商工業を守るのも共助の一部だと、このように思っております。町の考え

はいかがなものかお伺いしたいと、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） 307号線沿いへの平和堂等の進出とかかわって、中心街の商店

街の活性化、にぎわいというのは大切でないかと、こういうご質問をいただいたと

ころでございまして、まさにそのとおりであるというふうに思っております。特に

高齢化が進む中で、買い物弱者と言われる人たちが増えておりまして、やはり身近

なところで買い物ができることなどが大切であると、このように思っておりますし、

商店街のにぎわいというのは、町の活性化という点でも大変大事であると、このよ

うに思っております。 

 こうした中で、職員の給与の一部を商品券で支給してはどうかと、こういうご提

案でございますが、地方公務員法の規定においては、給与を直接本人に通貨で全額

支払わなければならないという給与支給の原則が規定されておりますことから、こ

れを通貨を商品券にかえて支給するということは難しいと考えております。 

 いずれにしても、地元業者の育成に関しましては大変大事なことと考えておりま

すので、引き続き商工会の皆さんなどと協働しながら、日野町の商業振興のために

お互い議論をし対忚をしてまいりたいと考えております。 

議長（杉浦和人君） ９番、西澤正治君。 

９番（西澤正治君） 再質問させていただきます。 

 当町では、住宅リフォームで改築される住宅に、商品券で補助がなされておりま

す。これも商工会とタイアップした共助の一部でもございます。しかしこれは税金
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の一部を使ってされている事業、このように思います。建築業や大工さんの方のみ

の仕事の拡大の手法だと、このように思っております。補助を受けられた方は何に

使おうとそれはよいと思いますが、私たちもこれは税金の一部をいただいておりま

すので、地元還元のためにも考えられないものかな、このように思います。 

 先ほども町長が言っていただいたように、給与は現金で支払えということになっ

ております。それはよく存じておりますが、私たちも報酬を議会の事務局から一旦

いただきます。その中で、私たちもまたそれぞれ会費とか、事務局の方に手を煩わ

せながら引いていただいております。例えば、赤旗の新聞代なんか、これは私、引

かれております。そしてまたそれぞれ会費も引かれております。それを商品券にか

えるということだけなのです。高額な、１万円も２万円もというようなことではあ

りません。小さいところからこつこつとということで、3,000円、5,000円というぐ

らいのところからでも始められたらなと、このように思うわけでございますがいか

がなものですか、お伺いしたいと思います。 

議長（杉浦和人君） 総務課長。 

総務課長（池内俊宏君） 西澤議員から、給与の天引き等での対忚ができないかとい

うような趣旨の再質問を頂戴いたしました。 

 給与からの控除、天引きにつきましては、税金ですとか国民健康保険料など法令

に基づくもののほかは、条例で定めるというようなことになっております。町では、

条例で一定の定めがあるものについて、給与からの天引きをしておるというような

ことでございますが、近年事務手間の簡素化をするために、昨年度に労働組合とも

協議をしながら、今年４月からあっせん物資の天引きですとか新規の生命保険の天

引きですとか、そういったものにつきましては取り扱わないというようなことで、

今年４月から対忚しているといったような状況になってございます。そうしたこと

でご理解を頂戴いたしたいというふうに思います。 

 なお、先ほど住宅リフォームのお話がございましたが、商品券の関係ということ

で若干調べさせていただきました。日野町商業協同組合の商品券につきましては、

おおよそ1,480万の決算があるというふうに伺っております。そのうち住宅リフォー

ムでの商品券は約665万円、それ以外に町では、国民健康保険の無給世帯の記念品で

すとか各種講師の謝礼ですとか、そういったもので商品券を利用させていただいて

おります。そういったものの平成24年度の決算では約850万、商品券の発行額からい

たしますと、約57パーセントほどの利用をさせていただいておるというようなこと

で、それが日野町の各お店の方で使用されておるのかなと、このように考えてござ

います。また、平成25年度、今年度につきましては、住宅リフォームの促進事業費

で700万、それに新規事業ということで太陽光発電システムの設置補助ということで

今年度から行っておりますのに、新たに500万を計上しておるというようなことでご
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ざいますので、直接職員ということでございませんが、引き続きそういったことで

町の商業振興に努めていきたいと、このように考えておるとところでございます。 

議長（杉浦和人君） ９番、西澤正治君。 

９番（西澤正治君） 町でも、商品券をこのように利用していただいているという、

本当にこれはありがたいなと、このように思うわけでございます。 

 私たちの会派清風会では、報酬の一部を商品券にかえる、これにかえてもらって

もらったらよいなということの内諾をいただいております。できることは一部から

でも始めることが重要なことでもございます。自助、公助、共助のことをよく町長

は言われます。この共助ということは本当に大切なことではないかなと、このよう

に思うわけでございます。小さくてもきらりと光るまちづくりのためにも、ぜひと

もこういう公のお金を使われるときは、やはり商品券で地元商店街を守るというこ

とをしていただきたいなと、このように思います。ぜひともこのことに興味を持っ

ていただいて、考えていただきたいなと、このように思うわけでございます。町長、

最後にこの考え、いかがなものですか、お伺いします。 

議長（杉浦和人君） 町長。 

町長（藤澤直広君） 給与の支払原則は先ほどご説明させていただきましたので、そ

ういうことであるわけでありますが、商品券の発行の是非にかかわらず、職員をは

じめとして町民の皆さんが、それぞれの商店街などで買い物等をされることを進め

ていくことが大事であろうというふうに思っております。私は常々職員の中でも、

例えば新年会だとか忘年会だとか歓送迎会だとか、そういうこともその季節、季節

にあるわけでありますが、できるだけ町内の中で、これも強制するわけにはいきま

せんけれども、実施することがいいのではないかと、こういう思いも折に触れ述べ

ておるところでございます。そういう意味では、今議会の方では、そういうことも

やろうというご相談もされているようでございますが、任意の話と責任を持って法

律に基づいて給与を支払う立場からいたしますと、そこはなかなか難しいのかなと

思いますが、その意をくんで、町内の消費拡大のためにしっかりと職員も自覚を持

って対忚していくことが求められているんではないかと、こういうふうに思ってお

りますので、その点については、またそういう趣旨で、地域内でお金が循環するよ

うなそういう努力をしていく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。 

議長（杉浦和人君） ９番、西澤正治君。 

９番（西澤正治君） ぜひともそのようにして、頑張っていただきたいなと、このよ

うに思います。 

議長（杉浦和人君） 次に、３番、齋藤光弘君。 

３番（齋藤光弘君） ３番、齋藤です。 
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 通告書に基づきまして、４点の項目について分割で質問させていただきます。よ

ろしくお願いいたします。 

 はじめに、日野町立小学校における給食のあり方について質問いたします。３月

定例議会での議論を踏まえ、日野町立小学校における給食のあり方懇話会が設置さ

れ、３回にわたる会議結果の報告が、７月５日に区長会代表の麻原喜代次座長から

町長に提出されました。この懇話会の報告を受けて、町は桜谷小学校の改築工事を

進められています。授業への影響を極力避けるため、夏季休暇期間中を活用して給

食室の解体工事をされたことは、子どもたちや先生、父兄にとっても喜ばしいこと

であったと思います。８月23日の臨時議会では、桜谷小学校給食室改築工事請負契

約について、議員全員賛成のもとで議決されました。これは町をはじめとする議会

が、懇話会の報告を真摯に受けとめ尊重されたことを意味するものと理解していま

す。子どもたちや先生、父兄に喜ばれる給食施設が早期に完成されますことを、期

待をしています。 

 そこで学校給食についてお伺いいたします。懇話会の報告をどのように受けとめ

ているのか。小学校給食の実施にあたっては、現行の自校直営方式の利点を最大限

に生かし、食の安全、食育の推進など、どのように取り組まれるのか。桜谷小学校

以外の給食施設の老朽化に伴う整備については、どのように実施される計画である

のか。以上の３点について、回答をお願いいたします。 

議長（杉浦和人君） ３番、齋藤光弘君の質問に対する町長ならびに教育長の答弁を

求めます。 

町長（藤澤直広君） 給食のあり方懇話会につきましては、３回にわたる慎重な議論

をしていただきまして、正副座長さんから、今ご指摘ありましたように、７月５日

に報告をいただいたところでございます。懇話会におきましては、小学校給食の現

状および役割等について共通の認識の共有化を図られ、各委員がそれぞれの意見を

述べられたということでございまして、委員の皆さんのご労苦に心より感謝を申し

上げる次第でございます。各団体の皆さんや地域の方から委員の皆さんは出ていた

だいておりますし、そうした真摯な議論の中で出された報告でございますので、当

然しっかりと尊重して受けとめていくということが当然であると、このように私は

思って受けとめたところでございます。 

 さて、報告の中では、現行の学校給食の実施方法について評価をいただいたもの

と認識をしております。学校教育の一環として、顔の見える関係の中で、安全・安

心な給食ならびに食育を推進し、地域とのつながりも重視をしながら期待に忚える

よう対忚するとともに、引き続き効率的な運営に努めてまいりたいと考えておりま

す。 

 また、桜谷小学校の給食室については、懇話会の報告をもとに町として判断を行
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い、８月23日の臨時議会に、給食室改築工事と財産の取得について提案を申し上げ、

今ご指摘ありましたように、議会全会一致でご承認をいただいたところでございま

す。 

 なお、工事の実施にあたっては、懇話会のご意見も尊重しながら、安全第一に施

行をしてまいりたいと考えております。 

 ２点目以降のご質問については、教育長の方から答弁をさせていただきます。 

議長（杉浦和人君） 教育長。 

教育長（奥村 薫君） ２点目でございますけれども、懇話会では議長様はじめ、本

当に委員の皆様方にはご多用の中、何度も会議にご出席を賜りまして、貴重なご意

見をいただきましてありがとうございました。 

 小学校の給食実施につきましては、懇話会の委員様から、自校直営方式の利点に

ついて多数のご意見をいただきましたことも踏まえまして、食の安全、食育をさら

に推進してまいりたいと考えております。調理員の研修につきましても引き続き実

施するとともに、食育を含む学校の体制についても教職員との連携を密にしてまい

ります。今年度もそれぞれの学校で食育計画を立て、取り組んでいるところでござ

います。 

 中学校では、夏休みに保護者や地域の皆様にも給食の試食会を実施し、調理の様

子をビデオで見ていただき、調理員の紹介もさせていただいたところでございます。 

 今後とも子どもたちへの食育とともに、家庭、保健センターなどとも連携をしな

がら、町全体の健康づくりも進めてまいりたいと考えております。 

 次に３点目の、ほかの小学校の調理室の整備につきましては、調理現場の実態と

か施設の老朽化などを勘案し実施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） ３番、齋藤光弘君。 

３番（齋藤光弘君） 明解な回答をいただきましたので再質問はいたしませんが、懇

話会委員の皆さんには、小学校の教育現場に携わる関連団体や地域の代表者として、

子どもの育成、教育において、給食のあり方はいかにあるべきかを、それぞれの立

場で真剣に考え、意見を述べられたものと推察いたします。今回の懇話会の報告を

真摯に受けとめ、尊重すべき報告であったと高く評価するものであります。議会の

中では一部民営化の声がありますが、私は懇話会報告にありますように、従来どお

り現行の自校直営方式が最も望ましい形であると考えます。今回答をいただきまし

たように、町の責任においてしっかりと小学校給食を実施していただきますことを、

お願いしておきます。 

 また、教育長の方からも答弁ありました、８月28日に日野中学校給食の試食会が

開催されました。夏休み期間を利用して、保護者や地域の方にも学校給食の現状を



 

2-44 

尐しでもご覧いただき、給食の役割などについて理解していただくことを目的に開

催をされました。71名の参加でありました。私は２回目の試食でありましたが、参

加された方がどのように感じられるかを知りたくて参加をいたしました。参加され

た多くの方は、整備された広くて明るいきれいなランチルームでの給食を、子ども

に返った気分で食事され、楽しく会話しながら食事を味わっておられました。中学

校１年生の父兄の方は、４月からの給食開始を大変喜んでいるということでありま

した。給食員さんの紹介があり、一人ひとりから調理員さんの熱い思いの言葉をい

ただきました。調理員として、子どもたちへの熱い思いと責任を持って調理してい

ただいていることが強く伝わってきました。ありがたいことであります。 

 また、南比都佐小学校へ次の日に行ったのでありますが、桜谷小学校と幼稚園の

給食を受け入れる準備を整えるよう、機材や食器を運んで掃除をしているとのこと

でありました。桜谷小学校の２名の調理員さんに来ていただき、調理され運搬され

るということであります。９月から３月までの７ヵ月間、大変でありますがスムー

ズな運用をされますことをお願いいたします。 

 また、桜谷小学校以外の給食施設の老朽化に伴う整備につきましては、計画に基

づき順次給食室の改修を実施し、さらに学校給食の充実を図っていただきますこと

を、重ねてお願いをしておきます。 

 次に２つ目の、マラソン大会開催について質問をいたします。８日の日曜日の朝、

2020年オリンピック東京開催決定のニュースが飛び込んでまいりました。多くの国

民が、この決定に感激されたものと思います。課題は蓄積していますが、オリンピ

ックという大きな目標ができたことで、みんなが元気になることを大いに期待して

いるものであります。８月３日の氏郷まつり夏の陣では、今年も多くの模擬店が出

展をされました。その中の１つにマラソン実行委員会と称する店があり、来年には

日野町でマラソン大会を開催する計画をしているので、住民の皆さんへの協力支援

呼びかけと資金づくりという趣旨で出資しているので、ぜひ協力をお願いしますと

いうことでした。私はこの話を運動員の青年から聞き、感動、感激いたしました。

私は40歳からマラソンに興味を持ち、県内外のマラソン大会にチャレンジしてきた

ことがあり、参加した大会スタッフにはいつも大変お世話になり、感謝の思いから、

いつかはマラソン大会を日野町で開催して、恩返しをしたいと思っていました。近

い将来、日野町でマラソン大会を開催することを夢見て頑張っている若者たちがい

ることを知り、すぐに賛同し、協力忚援することを約束いたしました。全国的にも

マラソンブームが広がっています。日野町の田園風景の大自然の中を、子どもから

お年寄りまでが気持ちよくいい汗をかくことができれば最高です。日野町のよさを

全国に発信することも可能です。 

 開催実施を期待して、お伺いをいたします。日野町でのマラソン大会開催の取り
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組みについて、町はどう考えているのか。町はどのように支援し、かかわれるのか。

町おこし、地域振興に波及効果があると考えますがどうか。以上の３点について、

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） マラソン大会についてのご質問をいただきました。近年日野

町連合青年会をはじめ、町内の若者も皆さんもまちづくりに目を向けていただいて

おります。まさに行政主導ではなく、自ら行動しようという気運の高まりでありま

して、大変うれしく思っているところでございます。このような中、今回町民マラ

ソン大会を開催していこうと実行委員さんを中心に準備が進められ、先日教育委員

会生涯学習課に企画書の提示をいただいたところでございます。 

 町としてこの取り組みをどのように考えているのかとのご質問でございますが、

昨今のマラソンブームの中、生涯スポーツとして楽しんでおられる方を多く見受け

られ、大会を開催することでマラソンに親しむ機会を充実することになり、健康づ

くりや生きがいのある暮らしにつながるものと考えております。また、冒頭申し上

げましたように、町内の若者たちが熱心に取り組み、住民が主役の大会を計画され

ていることから、住民相互の交流の機会になるものというように考えております。 

 次に、町はどのように支援しかかわれるのかとのご質問でございますが、今回の

企画案を拝見いたしますと、開催日までの準備期間が大変短く、また予定コースで

は道路使用許可などクリアしなければならない課題も多く、また何よりも町民の皆

さんのご協力が不可欠ではないかと考えております。あわせてマラソンランナーの

皆さんが安全かつ安心して参加いただくためには、コース設定も含め慎重に協議を

進めることが必要となります。今後計画や手続などに関する助言などを行ってまい

りたいと考えているところでございます。 

 最後に、町おこし、地域振興に波及効果はどうかとのご質問でございますが、マ

ラソン大会に参加し、日野町の自然を肌で感じていただくことや日野の魅力を再発

見していただくことは、非常に大切であると考えております。全国各地では、工夫

を凝らしたマラソン大会が開催され、経済波及効果を得ておられることもお聞きし

ております。今回のマラソン大会が地域の活力の一助として位置づけられ、回を重

ねることで知名度も増し、将来県内外から多くのランナーが訪れることで、地元産

業のＰＲ、地域振興にもつながるものと考えております。 

議長（杉浦和人君） ３番、齋藤光弘君。 

３番（齋藤光弘君） ご理解いただきましてありがとうございます。 

 再質問させていただきます。 

 回答では、各団体への協力要請など、できる範囲での支援、協力、助言をしてい

ただけるということであります。ありがとうございます。来年３月に開催する予定
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で進めているということであります。あと半年ほどしかないというところで、また

ご支援をよろしくお願いしたいと思います。 

 このマラソン大会の開催にあたって、担当課長の思いをお聞かせ願いたいと思う

わけでございますが、このマラソン大会を企画立案されたのが、日野町で住み育っ

た若者たちであります。この若者たちの日野町を愛する熱い思いを受けとめてあげ

ないといけない。そして貴重な志を大切にしてあげないけないという思いでありま

す。この大会の趣旨は、大会を通じて人のつながりや温かさを認識し、さらに輪を

広げてもらい、この大会を新たな自分へのチャレンジの一歩にしてほしいというこ

とを目的とされています。大会名を、第１回らんランＲＵＮ日野チャレンジマラソ

ンと決められております。らんランＲＵＮというのは、平仮名で「らん」で、片仮

名の「ラン」、それから英語の「ＲＵＮ」ということであります。この目的にした思

いというのがつづられているわけですが、ちょっと読んでみます。「この日野に生ま

れてよかった。好きだと胸を張って言えるのは青年団と出会ったからだ。それまで

地域に目を向けることや、日野の魅力に気づくことがなく生活をしていた。車がな

いと不便だったり買い物に行ける場所も限られていたりするが、それ以上に人のぬ

くもりやつながりを強く感じる。それが日野の魅力である。こんなふうに何かをき

っかけに、日野のすばらしいところや温かい町であることを多くの人に感じてほし

い、気づいてほしい。そしてほかの団体と協力してつくりあげるこの大会を、今ま

で知り合ったことのない団体同士と結びつけるきっかけを、この大会を通してつく

り、今後の活動をさらに広げ取り組んでもらう機会を与えたい。そしてこの大会で

身につけた自信と勇気を、ほかのところでさまざまな形で生かしてもらいたい。そ

のためにこの大会を成功させ、みんなに自信を与え、新しいことに挑戦する気持ち

をもってもらえるような大会を目指します」とあります。私はこの目的にした思い

を知り、また感動をいたしました。しっかりとした目標を掲げ、チャレンジするこ

の大会を忚援したいと思っております。皆さんもこの若者たちの志を、町を上げて

忚援しようではありませんか。 

 去る８月25日に、滋賀県青年大会が日野町でもわたむきホールで開催されました。

そのときに模擬店の出店もされ、活動をされていました。地道に活動をされており

ます。また、８月31日に沖縄復帰40年ということで、「ひまわり」という映画がピー

スアクション日野実行委員会の主催で上映をされました。沖縄の米軍基地で悩む現

実を知り、みんなで平和を考える機会になればと開催をされたものであります。沖

縄県民の生の声を聞きたいということで、沖縄県南風原町町会議員であり、また日

本青年団協議会副会長を務める照屋仁士さんという方が講演に来ていただきました。

共催には滋賀県沖縄県人会の協力をいただき、実行委員会メンバーには日野町連合

青年団、西大路ユースクラブ、ＯＢの県連合青年団、日本青年団を中心に開催が実
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現したものであります。日野町の若者の日野町への熱い思いと団結力はすごい、日

野町はすごいと沖縄県人会の人たちや県連合青年団の人たちが絶賛をされていまし

た。私はこんな日野町を誇りに思います。教育委員会の後援もいただき、藤澤町長

も最後までおつき合いをいただき、若者と町との協働といえる開催となりました。

私も含めてそうでありますが、行政に対して批判ばかりすることでなしに、自らが

チャレンジし、日野のよいところを広める若者たちの姿勢を見習わなくてはならな

いと思います。生涯学習課課長の思いをお聞かせ願いたいと思います。 

議長（杉浦和人君） 生涯学習課長。 

生涯学習課長（福永 豊君） 齋藤議員から、マラソン大会についての課長の思いは

どうかというご質問でございます。 

 基本的には、教育長が答弁申し上げましたように、変わらないものというように

は思ってございます。私も個人的には、青年団を若いときには参加させていただき、

ここにいます管理職もほとんどの方が青年団として頑張って、日野町をそれなりに

支えてきていたのだなというように思っています。 

 今回のマラソン大会につきましては、今齋藤議員が言われましたように、企画書

がここにございますが、見せていただきまして、いろいろと考えも出てきていると

ころでございますが、何よりも教育長答弁でございましたように、やはり安全であ

り、そして安心であるというそういうふうな大会でなければならないなというよう

にも思っています。若い人たちの力が逆転して変われば、何でやったんやというよ

うなことにならないように、本当に安全かつ安心でみんなが楽しめる、そういうよ

うなマラソン大会が必要でないのかなと、このようにも考えております。幸い実行

委員の中には、町の職員のメンバーも何名かおります。引き続き調整もさせていた

だきながらと思いますが、これは私の案で大変申しわけないんですが、できました

らまずは各地区の安全な場所からスタートしてはどうかなというふうに思っていま

して、１年に１ヵ所、年７年間で各地域の場所が回れるようなマラソン、そういう

ようなものも１つのやり方ではないかなというように思っています。例えば、日野

川ダムの周遊コースを、みんなでそれぞれの距離を決めて走って、忚援もそれなり

の数でまずスタートできるとか、そういうような方法もあるのかなと。しかし今企

画書にありますように、一般の道路を使ってやりたいという思いがございますけれ

ども、その辺は今後調整をさせていただきながら、先ほど申し上げましたように、

安心で安全な大会となって、それがより回を重ねるごとに内外に広められるような、

そういうような大会になっていけばいいかなというようなことでは、最初出だしが

やはり大事なのかなというふうに思っておりますので、企画される若者たちの意見

は当然重視をさせていただきながら、今後さらに検討していきたいというふうに思

っております。 
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議長（杉浦和人君） ３番、齋藤光弘君。 

３番（齋藤光弘君） 提案もいただきながら、力強いお言葉をいただきありがとうご

ざいます。藤澤町長にも、マラソン大会のお力添えをお願いしておきます。よろし

くお願いをいたします。 

 次に３つ目の、窓口業務の職員の忚対について質問をいたします。日野町役場職

員さんには、日ごろ大変お世話になっております。本当に感謝しお礼を申し上げま

す。成績優秀な職員さんがそろっておられると感じています。分からないことをよ

く聞くことがあるのですが、分かりやすく親切丁寧に教えていただいております。

ありがたく思っております。またよく勉強されていると感心もしております。仕事

に対する姿勢も、黙々と机に向かい仕事をされている光景を目にいたします。しか

しながら、住民さんが役場に来られて、そういったその光景を見られますと、静か

に元気のない、活気のない、暗いイメージを感じ取られているようでございます。

中には接客姿勢が悪過ぎるとまで言われ、きちんと接客指導されているのかと思わ

れている方もあります。役場の悪い体質が残っているとかも聞きます。役場職員の

挨拶、接客態度で、役場のイメージは大きく変わります。好感を持ってもらえます。

今一度役場職員の、大きな声で挨拶ができ、接待姿勢の指導、役場の体質改善をさ

れますことを望み要望をいたします。 

 そこでお伺いをいたします。現在の接客姿勢について、どう考えておられるのか。

指導、研修、教育をされているのか。住民の喜んでもらえるサービスをどう構築さ

れるのか。以上の３点について、お伺いをいたします。 

議長（杉浦和人君） 町長。 

町長（藤澤直広君） 窓口業務の対忚について、ご質問をいただきました。 

 役場には、多くの方がいろいろな用件で来られたり電話をいただいたりいたして

おります。こうしたことから、日ごろから心のこもった行政サービス窓口対忚に心

がけなければならない、このように思っておるところでございます。 

 接遇につきましては、親切丁寧な説明、誠意ある対忚、親身な接遇対忚に心がけ

なければならないと、このように思っております。こうしたことから、接遇に関す

る研修につきましては、新規採用職員を対象に、接遇、公務員倫理研修を毎年４月

に実施し、採用５年目の職員が電話忚対コンクールに参加し、その基本の習得に努

めております。さらには市町村職員研修センターが実施する一般研修において、新

任職員研修の前期でビジネスマナーを、後期で接遇の研修を、採用後５年経過した

職員を対象とした研修では、公務員倫理などの研修を受けております。接遇は職員

と住民の方との信頼関係を築いていく大切なものでございまして、正規非正規を問

わず役場職員一人ひとりが、挨拶や心のこもった対忚を行うことが大切であり、今

年度全職員を対象とした接遇研修にも取り組んでいくことを検討いたしております。 
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 次に、住民の皆さんに喜んでもらえるサービスについてでございますが、齋藤議

員から以前にご提案をいただきました、休日における住民票、印鑑証明書の交付を、

10月１日から平日の時間内における電話予約により実施する予定をいたしておりま

す。さらに当然のことながら、住民の皆さんの相談にしっかりと対忚し、行政ニー

ズに忚えられる職員の資質の向上に努めてまいりたいというふうに考えているとこ

ろでございます。 

議長（杉浦和人君） ３番、齋藤光弘君。 

３番（齋藤光弘君） 接遇研修といいますと、いつかテレビでやっていた接遇を思い

出すわけでございますけど、今年度全職員を対象に接遇研修を取り組む検討をされ

ているということであります。ぜひ実践していただきたいと思います。期待もして

おります。 

 窓口業務としての関係の大きい住民課と税務課、そして総括責任者の総務課長に

お伺いをいたします。役場の窓口業務は、来客された住民に対するサービス業とい

う業務であります。住民は窓口でやさしく親切丁寧に対忚してもらうことで、心は

気持ちよく安らぎます。３月議会の一般質問で、今も町長の方からの報告をいただ

きました証明書発行について、窓口業務の姿勢についても述べさせていただきまし

た。また、10月から証明書を土日発行していただくということであります、ありが

とうございます。 

 住民の来客があったとき、すぐに立って対忚する、忚対する者が誰か決められて

いるのかということと、まずは誰がすぐに対忚するのかを決めておいたほうがよい

のではないかと思います。伝えたいことを、言いたいことを担当者どまりで処理さ

れることが多くあるのですが、内容によっては課長に聞いてもらいたいことがあり

ます。課長の席が遠い、奥の方で声が届かないことがあります。課長や上司の席を

窓口近くの席に配置し、住民の声に耳を傾ける姿勢を心がけていただきたいと思い

ます。課長がまず対忚し、その内容によって担当者と一緒に話を聞いていただくと

いうスタイルがよいのではないかと思います。腰の軽い、フットワークのよい課長

であってほしいと願います。 

 役場の体質改善でありますが、以前引き継ぎ業務についての質問もいたしました。

担当者や課長が変われば、申し合わせていたことや検討をお願いしていたことが、

聞いていないとか聞いているが何の決定もされてないといったことで、伝わってい

ないことがあると言われております。信用もなくされています。縦割り行政でなく、

横の連携をとるようにと言われています。 

 最後にもう１つは、役場であるから分かること、役場であればできることが、個

人情報の保護であるからとかということで、役場としてもこれ以上は難しいとかで

きないとか言われます。役場ができないのなら、誰ができるかということです。住
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民の声に対する対忚は、その場しのぎの回答でなく、分からなければ上司に相談し

て検討し、その結果を連絡する姿勢でお願いしたいと思います。 

 以上の点を含めて、住民への対忚について、それぞれの課長のご意見をお伺いい

たします。 

議長（杉浦和人君） 総務課長。 

総務課長（池内俊宏君） 齋藤議員から、窓口業務の職員の対忚についてということ

で再質問をいただきました。 

 住民の皆さんからは、役場の対忚について、いろいろなご意見なりを頂戴する場

面があるというようなことでございます。そういった中で、ただいま齋藤議員の方

からお話をいただいておりますが、まずは先ほど町長からの答弁がございましたよ

うに、何か用事があって役場に来ていただくということでございますので、その方

の思いをくみながら、まずは十分に話を聞かせていただくということで、聞かせて

いただいた後で、親切丁寧に分かりやすく説明をするというのがまず第一かなと、

こんなふうに思っておるところでございます。 

 そうした中、体質改善の引き継ぎができていないですとか、やはり課長の席の話

も頂戴をいたしましたが、役場のそれぞれの職責に忚じて仕事があるということで

ございますので、その職責に忚じた仕事をするということが、まず前提になろうか

なというふうに思いますので、現在のこのような体制でさせていただいておるのか

なというふうに思います。 

 また個人情報の保護の話もございまして、なかなか個人情報を他の方にお話がで

きない、あるいは同じ役場の職員同士であっても取得できないというようなことに

つきましては、やはり職員が住民の皆さんに、来ていただく方に対し、十分に説明

ができていない、あるいはそのご理解が住民の方にいただけていない、そこのそご

が、そういった職員の対忚の不信につながる部分もあるのかなというふうに思いま

すので、しっかりと話を聞きながら、しっかりとご理解いただけるように、親切丁

寧にご説明をさせていただくということが大切かなというふうに思います。そうし

た中で、まず職員としての資質を、業務としての資質も上げていくということが、

町の職員に課せられているものかなと、このように思っておるところでございます。 

議長（杉浦和人君） 齋藤議員、それぞれの課長のご意見ということなんですけども、

再質問ですので総括して今していただいたのですが、どうぞ。 

３番（齋藤光弘君） 総括として思いを確認させていただきました。 

 いろいろと申し上げましたけど、公務員倫理研修、こういう職員の公務員として

の共通認識、共通理解というもとでも実践していくということが大事かと思います。

一度たずなを引き締めるということで、よろしくお願いしたいと思います。 

 次の質問に移ります。 
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 次に４つ目の、大規模小売店舗出店について質問をいたします。８月22日に平和

堂とコメリの出店に基づく地元説明会が行われました。８月28日には、ナフコの出

店に基づく地元説明会が行われました。いずれも大規模小売店舗立地法に基づく、

同じような説明会でありました。問題となるのは、交通のアクセスであります。交

通に関する質問が多く出されていました。交通調査をした結果、大店法基準を満た

していると説明をされていましたが、交通渋滞が起こる可能性が大きいと考えます。

今でも通勤時間帯は渋滞している状態であります。交通事故を誘発する交通環境が

増加することになります。誰かがその犠牲者となることが心配されます。 

 町からも企業に意見書を出していただき対策を講じてもらえるよう、次の２点に

ついて要望します。平和堂、コメリについては、出入り口は４ヵ所ありますが、東

方向、西方向、南方向からの車両は、国道477号線からの入り口１ヵ所だけでありま

す。ここに集中することから、交通渋滞が発生するおそれがあります。それで入口

を増設するか、右折だまり路線拡張が必要と考えます。２つ目に、ナフコについて

は、東方面からの車両の進入は右折となりますが、右折だまりがないため、右折に

よる渋滞が予測されます。また、町道大谷線は、幅員が狭く対向できる道路でない

ところに出入り口があること、そして通学路であることや病院への通行車両がある

ことから、交通停滞、交通事故が心配されます。このことから、交通対策が必要と

考えます。以上の問題点をどのように受けとめておられるのか、お伺いをいたしま

す。 

議長（杉浦和人君） 町長。 

町長（藤澤直広君） 大規模小売店舗の進出に伴う交通関係のことについて、ご質問

をいただきました。 

 大規模小売店舗立地法に基づく届け出は、大型店への来客、物流による交通環境

問題等の周辺の生活環境への影響について、適切な対忚を図ることが必要との観点

から、地域住民の皆さんの意見を反映しつつ、地方自治体が大型店と周辺の生活環

境との調和を図っていくための手続でございます。その届け出事項を公告縦覧され

るとともに、地元説明会でその内容を公表されております。 

 ご質問の平和堂およびナフコは、それぞれにおいて交通量調査を実施され、渋滞

とされる基準値を下回る結果であったと説明をされています。平和堂については、

県において開発の事前協議がなされ、周辺道路における安全対策も含め許可された

ものでございます。またナフコに関する交通対策については、道路出入り口の見通

しをよくするなど、事故防止に努めるとの説明を受けております。両事業者が同時

期に開店を迎えることで、予想以上の交通渋滞を危惧する声もあることから、町で

は交通整理員を適切に配置させるなどの意見書を、県に対して提出してまいりたい

と考えております。 
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議長（杉浦和人君） ３番、齋藤光弘君。 

３番（齋藤光弘君） 町としては、大店立地法の決まりきった回答と、説明会での企

業の言う説明しか回答ができないというふうに思うわけでございますが、再質問い

たします。 

 店舗の立地条件から、車で来店される方がほとんどであると想定されます。また、

道路の交差点ということで、東西南北四方から来店されることになります。平和堂

とコメリの店舗の出入り口は、さっきもちょっと言いましたように４ヵ所でありま

すが、国道307号線の北方向からの入り口は４ヵ所の中の３ヵ所でありますが、北か

らの来店は尐ないと考えられます。国道477号線の東西からと、国道307号線からの

南からの来店が多いと思われます。ほとんどが東西南方面からの来店者であり、国

道477号線の入り口１ヵ所に集中することになります。駐車場収容台数は645台であ

ります。どう考えても、これだけ大きな店舗に入るのに、来店者の多い東西、南方

向からは入口１ヵ所しかないというのは、誰が見てもおかしな話ではないですか。

事前協議ということで、県土木事務所、公安委員会での協議がなされたと。結果こ

のようになったというふうにも聞いておりますが、混乱が想定されますので、意見

書に取り上げていただきたいと思います。既に協議の上で改善できないというのな

ら、地元説明会や地元意見書提出の意味がないのではないかと考えます。そのこと、

ところはどうなのか、商工観光課長と建設計画課長にお伺いいたします。 

議長（杉浦和人君） 商工観光課長。 

商工観光課長（森口雄司君） ただいま大規模小売店舗法に関しまして、平和堂、コ

メリの入り口が国道477号線１ヵ所であるので、混雑が予想されるんじゃないかとい

うことでございます。この事前の申請に基づきます数値から申し上げますと、平和

堂の入り口に入ります台数でございますが、その予測値の最高値といいますのは平

日夕方、５時から６時までの１時間、これが予測として461台あるということでござ

います。その中で、国道307号線からは３ヵ所の入り口がありますが、60台が入る予

測でございます。それを461台から引きますと、401台が今おっしゃられる、混むと

いう477号線からの入り口でございます。また出口につきましては、307号線からは

209台が出ると。477号線からは212台が出ると。出口については307がかなり使われ

ると、こういう数値でございます。いずれにしましても、この数値については、松

尾北交差点の飽和度といいますか混雑度を予測した数値が、0.9を超えると飽和状態

になって混雑が予想されるということになっておりますが、ここらを全般的に含め

まして、現在のそこの数値から申し上げますと、開店前が0.329という数値で、開店

後は、今の461台がマックスの状態で入るということで、それが0.392という数値に

なっていくと。そういった意味からしますと、そこの飽和度であります数値までは

いかないというのが、調べました調査の結果でございます。ただ、町としましては、
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今のナフコを含めまして２回の説明会を受けた中で、当然開店時が同じような時期

になるし、また新たな混雑の予測もされるわけですから、これについては交通整理

員を、特にオープン時にはその誘導の仕方が分からないという利用者もおられます

し、きちっとした看板の設置なり、またその誘導をするための交通整理員も配置し

て、渋滞が起きないようにするといったことについては、町の方から縦覧期間が終

わるまでに意見として申し上げていきたいというように考えております。 

議長（杉浦和人君） 建設計画課長。 

建設計画課長（岸村義文君） 齋藤議員さんの方からの、出入り口の関係の再質問と

いうことでお答えさせていただきたいと思います。 

 まず、出入り口のいろいろな形態もあるんですが、一定開発の事前審査の中で、

滋賀県、そして警察本部交通部の交通規制課なり東近江警察署と協議の中で、現在

の道路の中で一番安全な方法として、出入り口をどういうふうに設けるかという協

議の中で、南側の国道477号については１ヵ所ということで、この場所については国

道の松尾北交差点に右折だまりがございます。右折だまりの中に出入り口をつくる

いうことは、やはり車がとまっている中で出入りをすると、非常に危険な関係にな

ります。そういうことから、右折だまりを避けたところに、今現在出入り口が設け

られると。これはあくまでも道路管理者なり警察の安全対策として、いろいろな渋

滞も考えた中での判断というふうに考えております。今の現在の道路形態、そして

平和堂の位置も含めて、これが最善の判断と公安委員会等がされたというふうに認

識しておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

議長（杉浦和人君） ３番、齋藤光弘君。 

３番（齋藤光弘君） 平和堂とコメリからの安全対策というのは、企業の方からオー

プン時交通整理員を設けるとか、また来店の経路の販売促進チラシを配布するとか

いうことで、お客さんへの周知を行うということは言われておりました。これは根

本的な対策にはならないのかなというふうにも思います。ナフコについても同じよ

うな回答で、対策を講じるということでありました。 

 今の話を聞いていましても、道路関係上、なかなか出入り口を新たに設けるとい

うことは難しいのかなというふうに思いますが、交通渋滞、交通事故といった混乱

が生じないように、しっかりとした対策を講じていただきますことを強くお願いを

しておきます。 

議長（杉浦和人君） 次に、11番、池元法子君。 

11番（池元法子君） それでは通告に従い、保育所問題、介護保険についてを分割方

式で質問させていただきますので、明解な答弁をお願いいたします。 

 まず保育所問題について。保育所に入れない待機児童の数が、滋賀県では今年４

月１日現在で415人、３年連続400人を超えています。市町別の待機児童数は、大津
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が146人、次いで彦根市46人、近江八幡市39人、愛荘町34人。日野町は29人ですが待

機率が最も高く8.8パーセントで、前年に比べ約３倍となっています。県によると、

この１年間に新設された保育所は、大津３、高島２、彦根、近江八幡、草津、東近

江が各１で、これは分園を含みますが計９園ということです。このことで定員は合

計360人増加したものの、待機児童数は過去最多を更新した昨年の同時期に比べ77

人減っただけ。待機児童の増加に保育所の整備が追いついていない現状です。町と

してこのことを重く捉えて、今年度に町立こばと園の建てかえに伴う予算と、それ

に伴う入所定員増員、そして私立わらべ園の大窪地先への増園で、待機児童の解消

と保育行政の充実を図ろうとされています。町独自で保育園を増園するならば、公

立の保育園には建築に際しての国の補助もなく、保育士も町で採用しなくてはなり

ません。そうなると、またこの財政難に多額の町財政が必要になります。 

 そのような中、毎年入所希望者が多く、ぎりぎりまでの人数の入所児童を見てい

ただいたわらべ保育園が、希望する地域の子どもたちをできるだけ受け入れたいと

の思いから、増園を申し出られました。わらべ園は32年前に無認可で７人の保育か

らはじめ、11年後に認可をされ、現在100人の定員、20人以上の保育士で、町内では

一番大きな保育所になっています。わらべ園を卒園した子どもが親になり、今自分

の子どもたちを預けるのならやはりわらべ園ということで、二世代、三世代にわた

って慕われています。また長時間保育、３ヵ月からの乳幼児保育、子育て支援セン

ターの一時保育など、町の保育行政を先駆けてきたという大きな役割を果たして来

たところです。民間であっても30年以上の実績と信頼があり、利益目的ではない保

育理念を持って運営をされています。今回の増園で、また億の借金をされて建てら

れるのです。日野は子育てをしやすい町として早急な待機児童解消が求められてい

る中で、町としてできる限りの補助、援助が必要だと考えています。 

 そして町立こばと園の建てかえについても、本来国の補助はないところ、国の木

造公共施設等整備事業費補助金を活用して、有利な改築をされようとしています。

これもまた町財政負担を尐しでも減らせると、喜ばしいことだと思っています。 

 今年度に入り生活相談を受けている私のところへも、何とか保育所に入れないも

のかとの相談が、昨年までとは桁違いに増えています。今、緊急の課題となってい

る現状の中、わらべ園の地域との調整状況を含め、それぞれの園の進捗状況をお聞

かせ下さい。 

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） 保育所の問題について、池元議員からご質問をいただきました。 

 ご指摘のとおり、近年におきましては、保育所に子どもさんを預けたいと、こう

いう希望が大変多くなっておりまして、特に平成25年度の保育所入所希望申込者が
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大変増えたわけでございます。こうしたことから、保育所運営委員会においていろ

いろご議論をいただく中で、町立こばと園については改築を行う中で定員増を図る

こと、そして日野福祉会さんには１園増園をお願いすることなどをご議論いただい

たところでございます。こうした経過を受けて、日野福祉会にご理解を得たところ

でございまして、こうした中で町有地である旧岡本団地跡地に園舎を建設されると

いうことになりました。こうした中で、近隣の自治会役員の方に保育所整備計画を

説明される際には、町として担当職員を同行させたところでございます。地元自治

会役員の皆さんからは、町道本町２号線の道路幅が狭いことから、工事中および開

園後の送迎のための道路を整備することを保育所建設に対する同意の地元条件とさ

れ、その道路等の環境整備は、交通安全、騒音防止等からも日野町として責任を持

って対忚してほしいと、こういうご要望をいただいたところでございます。保育所

整備は緊急かつ重要な課題でございまして、日野福祉会が目標としていただいてお

ります平成26年４月の開園に向けて、地元の皆さんの要望に沿う形で道路整備、お

よび交通安全対策を実施するため、現在町道整備の協議を進めており、予算もお願

いをしておるところでございます。 

 また、こばと園につきましては、現在の必佐公民館とこばと園駐車場として使用

しております用地に改築する予定をしておりまして、新たな公民館駐車場用地につ

いて、協力をお願いしているところでございます。 

議長（杉浦和人君） 11番、池元法子君。 

11番（池元法子君） 今朝からの質疑において何名かの議員さんより、このわらべ園

の進入路の問題についての発言がありました。中には、不可解な点が多いとか、ま

た事の本質が見えて来た、開発逃れで役場に汚点を残すなどの納得できないかのよ

うな発言に聞こえましたが、この道路については、地域住民の安全対策を第一に考

え、町道のバイパスとしてできることで、この道も現道に加えて住民が利用でき、

公安委員会の指示を受け安全整備ができるという、地域住民にとって願ったりかな

ったりのことだと私は思うわけです。道路については、住民の人のわらべ園を受け

入れる地元条件でもあり、生活道路整備というのは、大きな道路を新たにつくるこ

とよりも町としての責任が大きいものだと思います。保育所は迷惑施設ではなく、

子育てしやすい、若者が住み続けるために大切な施設です。このわらべ園は、予定

として10月着工、３月末には完成というふうに聞いていますが、これがこの完成が

間に合うように町の責任をしっかり果たしてほしいと思いますが、いかがでしょう

か。 

議長（杉浦和人君） 建設計画課長。 

建設計画課長（岸村義文君） 池元議員さんの再質問にお答えをさせていただきたい

と思います。 
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 まず、道路関係でございますが、やはり地域住民のいろいろな要望もあります。

まずは議員さんおっしゃられたように、安全対策面の問題が重視されております。

そして冨田議員の質疑の中でもございましたが、開発関係の問題もございます。開

発関係については、市街化区域で敷地は1,000平米を超えているということでござい

ますけれども、宅地であって土地の形状を変えないことから開発許可申請は必要は

ないというふうに思います。そういう中で、60条証明で建築できるということの回

答も得ておりますので、現在の前面道路である接道の改修を、接道の本町２号線が

ございますが、その道路は建築基準法42条２項の道路ということで、中心線より２

メーターのセットバックが必要ということで建築が可能というふうに判断をしてお

ります。そういうことから、前面の入り口の道路につきましては、工事の仮設道路、

いわゆる資材の搬入道路として現在は予定はされております。そういう中で、町と

して建築をされるにあたって、一定今の先ほどから出ておりました交通安全対策上

の問題として、工事の搬入道路でなしに、やはり町の町道として迂回をできるよう

な道路を整備することによって、周辺住民の皆さんの安全対策が図られる道路とな

るというふうに考えております。それはやはり一定の公安委員会の指示を仰いだ中

で安全対策、停止線の位置も含めてきちっとした標識も含めて設置ができているも

のというふうに判断をしておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

議長（杉浦和人君） 福祉課長。 

福祉課長（壁田 文君） 池元議員さんの方から、26年４月の開園に向けてというこ

とでご質問をいただきました。 

 町の待機児童の状況は、おっしゃっていただきましたように平成25年４月１日現

在では29人ということでしたけれども、平成25年８月１日現在では、申し込みなど

いろいろ受けております現状では、33人ということで増えております。そのことを

考えましても、平成26年開園に向けて地元の皆様方の要望に沿うように道路整備、

安全対策などを町の責任において進めまして、26年４月開園に向けて調整し、町の

方としてもできるところを協力していきたいというふうに思っております。 

議長（杉浦和人君） 11番、池元法子君。 

11番（池元法子君） 本当に待機児童がこれだけある中で、先ほども言いましたよう

に、私どもにもいろいろと相談がありますので、ぜひ来年度開園に向けておくれる

ことがないように、町の責任としてやっていただきたいということを、まず要望を

いたしておきます。 

 続いて、次の介護保険についての質問に移ります。厚生労働省では、2015年度か

らの制度改悪を実施する方向での議論を始めました。その内容は、１つ、要支援者

を介護保険給付の対象から外す。２つ目に、施設から要介護１、２の人を締め出す。

３つ目に、一定以上の所得者の利用料を引き上げる。４つ目に、施設の居住費、食
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費を軽減する不足給付を縮小する等のことが議論をされます。介護保険制度は、家

族介護から社会介護へとの声を受けてできた公的保険の１つのはずですが、国の公

的責任をどんどん消していき、要支援の人については市町村に責任をかぶせるとい

う無謀なやり方を押しつけてきます。このことについて町の考え、国への対忚をお

聞きいたします。 

議長（杉浦和人君） 町長。 

町長（藤澤直広君） 介護保険制度について、池元議員からご質問をいただきました。 

 国の方では、社会保障制度改革国民会議等で、尐子化対策、医療制度、介護保険

制度、公的年金制度の４分野の改革についての課題を議論し、その結果を踏まえて

報告書がまとめられました。このうち介護保険制度につきましては、団塊の世代が

全て75歳以上になる2025年を念頭に置いて、段階的に実施すべき改革の方向性が示

された内容になっております。 

 町では、平成27年度から始まります第６期介護保険事業計画に向けたニーズや、

必要となるサービスを分析する調査票の内容について検討をしているところです。

現在厚生労働省では、８月21日に閣議決定された社会保障制度改革プログラム法案

の骨子を、次期通常国会に提出する法律案の策定作業がなされております。介護保

険制度では、社会保障審議会介護保険部会において、生活支援、介護予防等につい

て、そして認知症施策の推進、そして介護人材の確保などの課題の審議が始まり、

介護予防給付の地域支援事業への移行では、市町村の実情に合わせて、一定の時間

をかけて移行できるような枠組みが検討されているようでございます。介護予防給

付の移行等が、具体的にどのような形になるのかまだ不透明な状況でもありますの

で、さらに情報収集に努め、第６期介護保険事業計画の策定等に係る方針案が示さ

れれば、内容を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） 11番、池元法子君。 

11番（池元法子君） 確かにまだ不透明なところですのでお答えはなかなかできない

と思いますが、今言われていますように、こういう施策から外される人が、あと自

治体に任されるというふうに聞いています。私、２週間ほど前だと思うんですが、

あまりテレビを見ない私が、この問題を取り上げた番組をたまたま見たんですが、

こんなことになれば初期のケアをしっかりしなければ、重度化して逆にお金がかか

るようになるというお医者さんの意見に対して、自民党の女性議員さんが、私たち

はなくすとは言っていない、自治体にお任せすると言っているのだというふうに言

われていました。自治体によってできるところ、できないところがあるということ

を分かっていらっしゃるのかなというふうに疑問に思ったものですが、日野町とし

てこのようにこの施策からはみ出すというんですか、外されるとか締め出されると

いう人が大体どれぐらいになるのか。またそういうふうになった場合、日野町とし
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て対忚できるのかどうか、試算とまではされていないとは思いますが、分かりまし

たら教えて下さい。 

議長（杉浦和人君） 介護支援課長。 

介護支援課長（西沢雅裕君） ただいま池元議員さんの方から再質問をいただきまし

た。 

 外されるということよりも、今現在の要介護者の数でございますけれども、25年

７月末現在で合計983名おられまして、そのうち要支援が63名、要支援２が82名とい

うことで合計145名の、率にすると14.7パーセントの方が要支援でございます。また、

施設利用者の方で、特養に入っておられる方ですけれども、要介護１が６名、要介

護２が20名、合計26名で20.9パーセントということでございます。 

 対忚できるのかということでございますけれども、国の方からどのような仕組み

が出てくるのか、まだ分かっていない状況ですけれども、現在お使いの方を出てい

ただくと、そういうことはございませんので、今後先ほど町長が申しましたけれど

も、数年かけてこの制度を変えていくということでございますので、今現在入って

おられる方を締め出すということはございません。 

 それと自治体によってできる、できないもございますけれども、今現在やってお

ることにつきましては、引き続き続けていかなければならないとは考えております。 

議長（杉浦和人君） 11番、池元法子君。 

11番（池元法子君） 今現在していることについては、続けていかなければならない

ということになると、やはりその分の外された部分の負担が、町に覆いかぶさって

くるということになると思います。まだまだ不透明なところもありますが、今のう

ちによく町長が言われるように、町村会を通じてとか、そういう自治体の状況とい

うものを、きちっとやっぱり国の方に示していただくことが大事だと思いますので、

要望としてお願いをいたします。 

議長（杉浦和人君） ここで暫時休憩をいたします。再開は３時20分から再開いたし

ます。 

－休憩 １５時０５分－ 

－再開 １５時２０分－ 

議長（杉浦和人君） それでは再開します。 

 休憩前に引き続き、一般質問を許可いたします。 

 ６番、冨田 幸君。 

６番（冨田 幸君） それでは通告書に基づきまして、２点のことについて分割方式

で質問をいたします。 

 最初に、大谷公園グラウンドゴルフ場の拡張計画の進捗についてでございます。

この件につきましては、私も今年３月の定例会において質問をいたしました。その
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後、５月31日付の入札におきまして用地測量が委託発注をされ、確か今月末日まで、

30日までの工期で調査測量が行われているところであると思います。昨今、このグ

ラウンドゴルフの人口は大変増えておりまして、日野町グラウンドゴルフ協会、あ

るいは各地域、あるいは字等で、再三こういうグラウンドゴルフに親しんでおられ

る方の人口が増えていると思います。私も、去る９月１日の南比都佐地区の老人会

が開催されました大会にも出席をいたしました。改めて窮屈な場所であるなという

ふうにも思ってもおります。したがいまして、今後この拡張の計画について、測量

が終わりましたら設計にかかられて、その後工事にかかると思いますが、その辺の

日程についての予定をお伺いするところでございます。 

議長（杉浦和人君） ６番、冨田 幸君の質問に対する町長の答弁を求めます。 

 町長。 

町長（藤澤直広君） 大谷公園のグラウンドゴルフ場の拡張計画でございますが、３

月議会で予算をお認めいただいて、現在当業務を、地元の協力のもとで進めさせて

いただいているところでございまして、現在現地測量に先立ち、公図調査を進めて

おります。しかし一部公図訂正が必要な箇所がございまして、時間を要していると

ころでございます。今後官民境界および地権者の皆さんの現地立会をお願いし、用

地買収の承諾を得て、今年度中に実施設計業務を発注したいと考えております。引

き続き進めてまいりたいと考えております。 

議長（杉浦和人君） ６番、冨田 幸君。 

６番（冨田 幸君） 今町長の答弁でいきますと、今年度中に設計を終わりたいとい

うようなことでございまして、大変ありがたいことだとは思います。その後、当然

拡幅の工事が始まろうと思いますが、この辺についての現在の時点でのお考えとい

いますか、予定が分かればお聞かせをいただきたいと思います。たくさん、こうし

た拡張の３ホール、計24ホール、これができるのを皆心待ちにされておりますので、

今現在の分かる工期日程といいますか予定が分かればお聞きしたいと思います。 

議長（杉浦和人君） 建設計画課長。 

建設計画課長（岸村義文君） 冨田議員さんの方から、グラウンドゴルフ場に対して

の再質問をいただきました。 

 今後の予定でございますが、今年度については先ほど町長の方から、進捗なりや

り方というか進め方を説明いただきましたが、それ以降でございますが、今年度中

には実施設計を完了した中でということで、それも用地の買収も含めて、一定のご

理解をいただいた中で実施設計を進めていくわけでございます。来年度以降につい

ては、町の予算も含めて検討していかなければなりませんが、現在のところ用地買

収と工事についても調整をとりながら、できれば26年度なり27年度には、きちっと

完了していきたいなというふうには思いは持っています。まずは用地の協力をして
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いただかなければ、事業に着手ができないというふうに思っておりますので、その

辺をきちっと進めていきたいなというふうには考えております。 

議長（杉浦和人君） ６番、冨田 幸君。 

６番（冨田 幸君） それでは、再質問ではないんですが、今申し出ていただきまし

たように、来年度以降用地買収、ならびに工事ということで鋭意進めるという返事

をいただきましたので、またこれは地元に帰っても報告ができるんじゃないかと思

いますし、極力この用地買収には町としても全力であたっていただいて、工事がス

ムーズに進捗できますように、お願いをしておきたいと思います。 

 続きまして、町道の除草清掃委託業務についてでございます。これは町道および

日野東部農道の路肩部分の除草作業についてでございます。以前から県道も含めま

して、道路美化というんですか環境整備というんですか、県道も含めて町民誰もが

要望されていることだと思っております。ただ、県の場合と違いまして、今申し上

げました町道とかあるいは広域農道、今後西大路から鎌掛に至る町道ができますと、

同じような問題が発生してくると思われます。今現在この委託業務によって、業者

さんが除草作業をしていただいている部分と、我々も一度やりましたが、地元住民

によって除草作業を行っておられるところがあると聞いております。これらの仕分

けといいますか、どういう判断、あるいは基準に基づいてこの業者委託でするのか

地元でお願いをされておるのかを、まずお聞きしたいと思います。 

議長（杉浦和人君） 町長。 

町長（藤澤直広君） 町道の除草作業についてご質問をいただきました。 

 現在、町が管理をしております町道は、約250キロメートルに及んでおるところで

ございます。こうした町道につきましては、これまでから大部分の除草作業は、地

域の皆さんのご協力によって実施をしていただいておりまして、大変感謝をいたし

ているところでございます。しかしながら、通行量の多い路線、例えば町道石原鳥

居平線など、こういうところについては危険を伴いますことから、町において業者

に委託をして行っておるというところでございます。また日野東部農道の除草につ

きましては、関係集落で組織をしております連絡協議会により除草作業をしていた

だいている地域もございますが、そうしたところを除いては、業者に発注して除草

作業を行っておるところでございます。 

議長（杉浦和人君） ６番、冨田 幸君。 

６番（冨田 幸君） 具体的に、この東部農道は、先日もうちの集落の手前までが委

託をされたということを聞きましたし、現地もちょっと確認をさせていただきまし

た。先ほども申し上げましたように、当字の場合は一昨年はこの農道の草刈りをし

たんですが、今年の場合はちょっと無理だろうということで、町当局の方から連絡

をいただいて、うちの字ではちょっと対忚できませんということで、追加といいま
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すか、別件か追加か分かりませんが除草しますということを返事いただいたところ

もございます。大変延長も長いですし、今町長の答弁にございましたように、車両

が走ることによって大変危険な部分もあろうかと思います。できれば我々は業務委

託をしていただいてお願いをしたいと思うんですが、この辺のところ、今後どうい

う判断でもって発注なりされるものか、あるいは地元の今の対忚でしようとされて

いるのか。今、東部農道のことがございましたので、農林課長のお考えをお伺いし

たいと思います。 

議長（杉浦和人君） 農林課長。 

農林課長（高岡良三君） ただいま冨田議員さんの方からの東部農道の件に関しまし

ては、先ほど町長も述べましたとおり、今日まで連絡協議会という組織が形成され

てございまして、そこに草刈りの方の協力をお願いいたしまして、一定の草刈りの

手間賃といいますか、その部分をお支払いさせてきていただいたというところと、

その連絡協議会そのものが、なかなか大変だというところの部分と、極めて集落か

らも離れていっているというところもございますので、そういうところでできない

ということの連絡を受けたところにつきましては、業者の方に委託としてさせてい

ただいているところでございます。 

 今後でございますが、私どもはできるだけ地域の皆さん方に道路美化、環境の面

で協力をお願いしたいというふうには考えてございますが、交通量、またそれぞれ

の私ども農道に関しましての連絡協議会等の体制を見ながら、私どもの方でまた委

託の方で除草作業をし、進めてまいりたいというふうに考えてございます。 

議長（杉浦和人君） ６番、冨田 幸君。 

６番（冨田 幸君） １点だけですが、今、連絡協議会というのは、この東部農道、

もとは今申し上げました西大路鎌掛間も含めて広域農道ができる予定でおったとき

にできた協議会じゃないかと思います。うちの集落にも当然その役員がおるわけで

すが、協議会の開催すらも知らないと。そんなん今まだ残っているのかなというよ

うなことを聞きます。それをうちの集落だけがまずいのかもしれませんが、そうい

うことに基づいて地元でやるということであれば、何がしかの費用を出してやると

いうことでいいわけですね。そしたら、これからますます距離が延びると思います

し、今まで通行がされていなかったところも、交通量が増えるといったところもご

ざいますので、できれば今の協議会がもっとはっきりしたものであれば結構でござ

いますが、そうでなければ、当局によって委託で作業をしていただいて、町内全域

が同じような条件でもって除草作業等に取り組んでいただけたらと思っていますの

で、その辺よろしく、要望としてさせていただきまして終わりたいと思います。 

議長（杉浦和人君） 次に、10番、東 正幸君。 

10番（東 正幸君） それでは通告に従いまして、学校給食問題２点とＴＰＰ問題を
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お伺いしたいと思います。 

 学校の給食問題でありますけれども、食の外部化や多様化が進み、また生活環境

の変化や長時間の労働による多忙等から、朝食をとらない家庭が増加しております。

また１人での個食などから、食習慣の乱れによる子どもたちにも肥満児が多く見ら

れるようになりました。栄養バランスの偏りなど、心身の発育にも影響を与えてい

ると言われております。このことから食の教育が重要視され、2004年には学校教育

法の一部が改正され栄養教諭制度ができ、2005年には食育基本法の制定がされ、2008

年には学校給食法の改正となりました。児童や生徒に必要な栄養量、学校給食を適

切に実施するため、魅力あるおいしい給食となるよう、学校の栄養管理職員は調理

員と一体となって調理技術の向上に努めることとされています。学校給食法の目標

や文部科学省が定めました教育基本計画では、生産者団体などと連携して学校給食

での地場産物の活用の推進や普及定着を図ることで、生産等に対する子どもたちの

関心と理解を深め、地産池消を進めていくとしております。さらに、単独調理方式

による教育上の効果等についての周知普及を図るとして、子どもたちに密着した調

理システムが有効であると指摘しております。地域の農家と交流し、顔の見える給

食で、子どもたちに食と食文化を身につけてもらう。これが教育としての学校給食

であります。私は、特に小中学校教育においては公教育であるべきと願っておりま

すが、最近は学校給食の合理化、行革として民間委託の形態も見られますが、形態

の１つには派遣労働者を使う方法と請負契約によるものとがあります。派遣労働者

は、民間企業から派遣された職員に調理業務をさせることはできますが、期間は１

年などであり、あくまでも臨時的な仕事であります。もう１つは、請負契約であり

ますが、学校給食の民間委託は、調理場、設備、備品、機械類は町のものであり、

学校の栄養職員が献立をつくり、食材を準備し、その指示のもとに民間業者の調理

員が調理する。この指示命令の行為が、偽装請負の疑いがあるとされています。ま

た先月23日に臨時議会がありましたが、その中でもいろいろとコストのこととか、

あるいは民間委託にせえというようなことがありましたけれども、民間委託をする

と、経費節減が大義名分となっておりますけれども、ある小さな自治体、600食ぐら

いでありますけれども、それは安くなっているところもあります。調理職員４名、

パート５名体制で直営の給食を調理した場合、年間2,124万8,863円。これに対して

民間委託した場合は2,304万8,550円であったと、そんな報告も載っておりました。

直営の方が180万円も安上がりとされております。またセンター方式を取り上げ、直

営の自校方式にした方が費用が安くなったとも報じられております。自治体によっ

てはさまざまでありますが、教育問題に厳しい大阪府でも全校が現在直営単独であ

ります。今後の学校給食においても、民間委託でなく、災害にも有効な自校直営で

お願いしたいが、学校の設置者としての町長の姿勢をお伺いするところでもござい
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ます。 

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

 町長。 

町長（藤澤直広君） 学校給食についてのご質問をいただきました。町では、これま

でから学校給食というのは教育の一環であり、教員、栄養士、調理師をはじめとし

て教職員が一丸となって実施する、このことが大切であると、こういうような観点

から、自校方式において町が責任を持って実施したいと、することが必要であると、

このように申し上げてきたところでございます。こうした中で、日野町立学校にお

ける給食のあり方懇話会を３回開いていただき、真摯なご議論をいただいたところ

でございますが、その報告にありますように、子どもたちの食の安全の確保、学校

給食を通じた教育や食育の推進、災害時等の対忚のためには、現行の学校給食のや

り方でよいとする意見が多くを占めたと、こういう報告もいただいたところでござ

いまして、現在実施している方向で、さらに自校直営方式のよさを生かしてやるべ

きだと、こういう報告もいただいたところでございますので、改めてその原点に立

って、こうした取り組みを進めてまいりたいと思いますし、あわせて効率的な運営

に努めてまいることも当然のことであると、このように思っております。 

 さらに今後は、他校の調理室、給食室の整備につきましても、現場の実態などを

勘案して実施をしてまいりたいと考えておるところでございます。 

議長（杉浦和人君） 10番、東 正幸君。 

10番（東 正幸君） 今まで進めてこられた自校方式ということであります。効率的

に進めてまいりたいということでございますけれども、先日８月23日の臨時議会の

質疑の中で教育長は、派遣法が変われば、今変わるようなことをちらっと言われた

と思うんですけれども、そういうことも考えてもらえるのかと感じたわけでござい

ますけれども、やはり今の自校方式を僕は続けていっていただきたいなと、こう思

っております。その点は、派遣法が改正されたらどうのこうのという、そういうの

があったと思うんですけども、そこら辺はどういう思いであったのか、改めてお聞

きしたいなと思いますけれども。 

議長（杉浦和人君） 教育次長。 

教育次長（岡 常夫君） 先般８月23日の臨時議会を開催いただきましたときに、蒲

生議員からの質問の中で、そのような文言が含まれておりました。これはその二日

ほど前に、国の方で労働者派遣法の改正の動き等、また検討委員会の動き等がござ

いますので、今後の状況がどうなるか分かりませんので、そのことも含めてのお答

えだったと思います。 

 そのときのお話の中でも、今後の状況につきましては懇話会等のご意見も頂戴し

た中ではございますが、今後につきましては、子どもたちの人数等の動向、またそ
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の他の状況等も勘案して、その時点でまた住民の皆さんのお声をお聞きするなりし

て判断をさせていただくという内容の趣旨でございましたので、法律の部分だけを

取り出してお答え申し上げたものではございませんので、ご了解のほどよろしくお

願い申し上げたいと思います。 

議長（杉浦和人君） 10番、東 正幸君。 

10番（東 正幸君） 今後とも、私は、もう当初から西大路小学校は非常にすぐれた

自校方式でございましたので、それをぜひとも守ってほしいということの思いで、

ずっとやってまいりました。今後ともこの方式を何とか続けていただきたいなとい

う思いでございますので、ひとつよろしくお願いしたいと思います。 

 それでは続きまして、学校給食のアレルギー対策についてという問題に移りたい

と思います。昨年、東京都調布市で起きた食物アレルギーによる死亡事故後、学校

のさまざまな対忚の変化があったとされております。成長過程にある食欲旺盛な子

どものおかわり禁止になったとか、あるいは養護教員は専門知識がないので、食物

アレルギーの人の緊急時対忚はできないとか、あるいはアナフィラキシーを起こさ

ないという診断書を求められて、診断書がなければアレルギー対忚の給食はできな

いなど、責任回避の姿勢が見られたと報道がされておりました。 

 そこで当町では、アレルギーへの行政としての方針はどうされているのか。また、

マニュアルや手引のようなものを作成されているのか。次に、保護者との対忚はど

ういう措置をされているのか。学校内での対忚。あるいはまたアレルギー対忚の料

理などの給食室での対忚はどうかをお聞きしたいなと思いますし、アレルギー疾患

の緊急時対忚はどうなのか。もしアナフィラキシーが発生した場合には、どのよう

に対忚されるのか。また、栄養教諭、栄養職員、教職員の連携はもちろんではござ

いますけれども、この栄養教諭の配置は現在どのようになっているのか、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） 学校給食のアレルギー対策について、東議員さんからご質問

をいただきました。 

 まず、食物アレルギーについては、国の、学校のアレルギー疾患に対する取り組

みガイドラインに沿って対忚しているところでございます。なお、国の示す手順な

どをもとにして、現在学校栄養士、栄養教諭、養護教諭を中心に、町の実情にあわ

せた独自のアレルギー対忚マニュアルを作成しているところでございます。 

 ２点目の保護者の皆さんへの対忚につきましては、まずアレルギーの有無を確認

しまして、アレルギーがある場合は、アレルギー疾患用学校生活管理指導表、滋賀

県版でございますけれども、それに医師からの必要事項の記載を受け、保護者から

提出してもらった上で、これをもとに保護者と面談し、希望を聞きながら対忚を相
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談しております。 

 ３点目の学校内での対忚でございますが、その保護者との面談の対忚内容等に基

づきまして対忚献立を定め、事前に献立と使用食材の詳細を保護者にチェックして

いただき、代替給食の了承を得た上で栄養教諭、調理員、養護教諭、学校長、担任、

学年主任などが紙ベースで情報を共有し、別の容器に分けて、個々のアレルギー食

に対忚しているところでございます。 

 ４点目にアレルギーに対忚した給食調理につきましては、基本的には除去食や代

替食になります。煮物やあえものの場合、該当する食材を混ぜる前に、直ちに各個

人の専用容器に入れ密封します。また焼き物などの場合は、かわりの食材を使い調

理することになります。いずれにしましても、アレルギー物質の混入がないよう万

全を尽くしております。 

 ５点目の緊急対忚につきましては、命にかかわることでございますので、まずは

アレルギー対忚をしっかりとすることで発症をさせないことが一番でございます。

また急激な全身性のアレルギー反忚で、重症になると血圧低下を伴うアナフィラキ

シーショックにつきましては、これまで町内においては該当する事例はございませ

んけれども、文部科学省の通知等に基づき、適切に対忚できるよう努めております。 

 ６点目の栄養教諭につきましては日野小学校に１名、学校栄養士を中学校に配置

し、各校園の調理員や教職員、教育委員会との連携を図っているところでございま

す。 

議長（杉浦和人君） 10番、東 正幸君。 

10番（東 正幸君） この政府のガイドラインというのか、それをもとに今対忚して

いるということで、作成中ですか。作成中でしたら、今はどのようにされているの

か。その政府のガイドラインによってされておるのか、そこら辺を１点お聞きした

いなと思いますし、保護者との面談ですけども、年度の初めにされるのと、それか

ら毎月されるのか、そこら辺の状況はどういうようなのかなと思いますけども、そ

れも１点お聞きしたいなと思います。 

 アレルギー対忚の料理ですけども、今除去食や代替食と言われたんですけども、

日野町では弁当でないとだめだというのはないわけですか。僕も学校をちょっと回

りまして、西大路は卵のアレルギーが１人、桜谷は４人ぐらいいたのかな。日野小

学校は十何人いて、日野町全体では20人、30人はちょっといなかったと思うんです

けども、あるということです。そこら辺のきちっとした把握が、ほんまに学校内で

できているのかどうか。みんなの先生が知っていないといけませんが、そこら辺の

こともお聞きしたいと思いますし、緊急時は、アナフィラキシーは今ないと言われ

ましたけども、もしそういうようなになった場合は、養護教員さんが注射されるの

か、エピペンなんかを持っておられるか。今はないというようなことを聞いたんで
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すけども、何か今度幼稚園にはおられるというようなこともちょっと聞いたんです

けども、そういうようなのが起こった場合に、養護教員さん、あるいはそういう教

諭の人が処置はできるのか。それに伴う講習なんかもされているのか。そこら辺も

お聞きしたいなと思います。 

 それから栄養教諭でありますけれども、小学校１人と中学校栄養士がいるという

ことでありますけれども、この基準はどういうように決まっているのか、大体学校

に１人はいないといけないのかどうか分かりませんけども、それは無理としても、

日野小学校も亓百亓、六十人いると思うんですけども、やはりそれには１人は必要

だし、あと３校でも１人ぐらいは要るのかなと思いますけども、中学校１人と、や

はりまだこれ、１人は足らんの違うかなと僕は思うんですけども、そこら辺の対忚

は、もし県がだめなら町でも何とかしてもらえないかなという思いはあるんですけ

ど、そこら辺をお聞きしたいなと思います。 

議長（杉浦和人君） 教育次長。 

教育次長（岡 常夫君） 再質問を頂戴いたしました。 

 国のガイドラインの関係で、現在はどうしているのかということにつきましてで

ございますが、現在につきましては、これまでからガイドラインが国の方で一定ま

とまる以前から、日野町の場合は日野町なりの方式で、子どもさんの状況を見て、

保護者さんに給食の献立の詳細をお渡しをして、それぞれ個人個人に最適な対忚を

させてもらうということでやってきました。ですけども、国の方のガイドラインを

日野町版にするという方向で、今栄養教諭また栄養士等も相談をしております。こ

の中には、校園長の意見であるとか養護教諭の意見等も把握しながら、現状に詳し

い担任等の意見も参考にしながら、国の方では示されていない部分、もっと詳細な

部分も含めて検討をし、現在作成をしつつあるところでございます。今後よりよい

ものに仕上がるように、関係者が努力をしてまいりたいとこのように思います。 

 それから面談の関係でございますが、これは先ほど教育長の方からもありました

ように、本人さんなり保護者の方からの申し出をいただいた中で、状況によってそ

れぞれ詳細をお聞きし、その対忚をさせてもろうている中では、アレルゲンといい

ますか、お医者さんの方の診断内容を見せていただいた中で、内容に該当する部分

を中心に打ち合わせ等をしているところでございます。その関係で、年度初めだけ

じゃなくして、アレルゲンの変更等、また場合によってはよくなる方もございます

ので、その状況に忚じて診断書等の内容の変更があった場合は、そのつど状況の把

握をさせてもろうているところでございまして、保護者さんから連絡をいただくと。

その時点では情報の共有を図るということで、学校、幼稚園の方で対忚をしている

ところでございます。 

 そして料理の内容に関しまして、弁当の関係でございますが、若干個人情報的な
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ことがございますので、幼稚園、小学校、中学校全体で現在２人弁当の方がおられ

ます。それ以外の方は除去食ならびに代替食。除去といいますのは、牛乳がだめな

方はもう牛乳は入れないと。牛乳代を差し引いた給食代にさせてもらっているとい

うことでございます。 

 それから全ての教職員でということでございますが、これにつきましても、先ほ

ど教育長からありましたように、情報の共有を、これは口頭等ではなく紙ベースで

情報の共有をしようということで、担任が出張等でおらない場合もほかの者が対忚

できるようにしていくということで、万全を今尽くしているところでございます。 

 さらにアナフィラキシーの関係でございますが、エピペンにつきましても、先ほ

ど東議員の方からご質問でございました、エピペンを現在学校、園に持参をすると

いう事例は日野町の場合はございませんが、今後の対忚のことも考えまして、講習

を受けた教職員もおりますので、その者からの伝達講習なり、また製薬会社等の研

修の機会もございますので、また参加できる範囲で参加を今後もしていく必要もあ

るのかなということで思います。 

 栄養教諭の関係でございますが、これは学校栄養士とともに県費で対忚をしてい

る部分でございますので、今後県に対しても要請なりもする必要もあるのかなと思

いますが、児童生徒数の人数によりまして配置人数が決まりますので、以前は小学

校だけでも２名の栄養士が配置されておりましたんですが、児童の減尐で１名にな

ってございますので、この辺につきまして今後考えてまいりたいと思いますし、現

在幼稚園の関係につきましても、養護教諭を教育委員会に籍を置いて、各幼稚園の

方にも対忚できるように今しておりますので、そういうものとほかのもの、また教

育委員会事務局、関係者、全てが情報の共有を図り万全を尽くしてまいりたいと、

このように考えております。 

 それからエピペンを打つ者の関係でございますが、これはショックが出てしまっ

てからすぐに対忚しなければならないということで、基本的には聞いておりますの

は５分以内ということでございますので、その場に居合わせた者の中で、校長なり

教頭なり、また担任なりが打つということになりますが、その状況につきましては、

事前に保護者さん等も相談をしておく必要もあるかなと思いますし、今後研修等を

進める中で、状況判断ならびにエピペンを打つタイミング等も、その子どもさんの

それぞれの実態に合った対忚の仕方があると思いますので、この辺は十分に研究も

していく必要があるのかなというふうに思っております。その点、また今後とも事

務局としても研究も進めていきたいと思いますので、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） 10番、東 正幸君。 

10番（東 正幸君） 本当にせっかく自校方式で給食を、安全で安心な給食をしてい
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ただいて、このような事故があったら大変なことでありますので、教職員の研修、

エピペン等の例をとれば、それは全教員に研修はされておられるのか、今の答弁で

は、一部と言うとおかしいですけども、そのように聞こえたんですけども、やはり

これは全教員に緊急時の対忚についてはエピペンか何か注射を打てるように、そこ

ら辺の対忚はどう思っておられるのか、お聞きしたいなと思います。 

議長（杉浦和人君） 教育次長。 

教育次長（岡 常夫君） エピペンでございますが、緊急補助治療薬ということでご

ざいまして、これをそれぞれのアナフィラキシーのショックがあると思われる子ど

もさん等の場合は、医師の処方を受けて持参をしているわけでございますが、先ほ

ど日野町の場合は、学校に持ってくるほどの症状でもないということではございま

すが、もし仮にそういう方がおられた場合、その子どもさんがどこにエピペンを持

っておられるか、自分のかばんの中であるとか、それが発症したときが食後すぐで

あるのか、しばらくしてから体育の授業中とか、いろいろな状況が想定をできます

ので、その子どもさんの状況について十分に保護者の方との調整をした上で、基本

的にはこの子どもさんには誰がどのような状況で打つという順番といいますか、そ

のことも含めた研修をしていく必要があるかなと思います。エピペンを、今のとこ

ろ全教職員が打ち方の講習をしているわけではございませんが、今後そのような状

況が必要な場合もあると思いますので、徐々にではございますが、その研修の機会

があれば実施をしていきたいと、このように思います。 

議長（杉浦和人君） 10番、東 正幸君。 

10番（東 正幸君） ひとつ、事故が本当に起こらないように、よろしくお願いした

いと思います。 

 それでは次の、ＴＰＰの方へ入っていきたいと思います。 

 ＴＰＰについてでありますけれども、農林水産省は、2012年８月発表した日本の

食料自給率はカロリーベースで39パーセント、米が大凶作でありました1993年は37

パーセントで、史上２番目の低さであったところでございます。日本の農業をここ

まで衰退させたのは、日米安保条約のもとで際限ない農産物輸入の自由化の圧力に

屈したものであります。1961年に新安保条約が結ばれておりますが、その翌年に農

業基本法が初めて制定されましたけれども、生産政策で選択的拡大が打ち出され、

需要増が見込まれるものを拡大し、需要減は縮小し、輸入品と競合するものは合理

化する。小麦、大麦、とうもろこしは輸入品と競合しますので合理化するというこ

とでありますけれども、その当時自給率は43パーセント、89パーセント、25パーセ

ントであったものが、2010年には９パーセント、７パーセント、６パーセント。そ

の後、牛肉、オレンジの自由化、米までもＧＡＴＴウルグアイ・ラウンドでおきま

して、輸入に道を開いたところでございます。こうしたことから、最後の仕上げと
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してＴＰＰ、先日の自動車分野においてもアメリカとの事前協議において、日本か

らの輸入車については10年間、乗用車で今の2.5パーセント、トラックで25パーセン

トの関税をそのままにし、その後段階的に引き下げるという身勝手な言い分が容認

されたところでもあります。人の命も金次第、政府は混合診療も認めようとしてお

ります。薬価も2.25倍に、またそのほか保険、医療、投資、私的財産、基準値、政

府調達、競争政策、急送便、衛生植物検疫措置など、規制緩和を迫ってきていると

ころでもあります。 

 そんな中でも、日本語も非課税障壁ではないかと言っているそうでございます。

今月中旪にはこの国と交渉が本格化されますが、守秘義務を盾に情報操作は許され

ないところであります。このような状況下で、大学教員の会や弁護士ネット、主婦

連合などいろいろな市民団体も、ＴＰＰ参加断固反対ののろしは上がっているもの

の、なかなか前進する状況が打ち出せない、このような状況をどう打開するのか、

またＴＰＰ滋賀県民会議も動きができない状況でもございます。町長の見解をお伺

いいたします。 

議長（杉浦和人君） 町長。 

町長（藤澤直広君） ＴＰＰへの交渉参加に関しましては、当町の農林業はもとより

医療や福祉、公共事業など、多くの分野に影響が出るということから、交渉に参加

しないことを求めてきたところでございます。しかし政府は、米をはじめとする重

要５品目について、関税撤廃の例外扱いが可能となり国益が守れる見通しがついた

として、７月からの交渉会合に正式参加をいたしました。先のブルネイで開催され

た交渉会合では、政府が示した貿易自由化率80パーセント前後の数字は、他の参加

国との隔たりが大きく、歩み寄りが必要として、その後90パーセント前後に引き上

げる方針と報道されています。今後の交渉の動向では、重要５品目に関しても譲歩

が避けられなくなる可能性も危惧されているところでございます。あわせて、ＴＰ

Ｐは医療分野における国民皆保険制度や安全・安心な食糧の確保、さらには労働者

の働き方に影響を与える労働法制の改変、そしてＩＳＤ条項に関する事柄など、さ

まざまな問題や課題を含んでいることはご承知のとおりでございます。またＴＰＰ

交渉をめぐっては、政府が秘密保持契約への署名を理由に、十分な情報開示を拒み

ながら譲歩を重ねていることに、大きな危惧も感じているところでございます。 

 この間県内では、ＴＰＰ県民会議が農業団体や医師会、自治体関係者など広範な

県民を結集したオール滋賀の活動として行動をいたしております。今年４月には大

津市で、約1,000人が参加して緊急県民大集会を開催されたところでございます。同

県民会議はＪＡ、さらには医師会、さらには町村会が事務局団体として運営をして

いるところでございますが、現在のこうした状況を受けて、この10月ごろには集会

を開催していきたいと、こういう計画をしているというふうに聞いておるところで
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ございます。 

 また日野町でもいち早くＴＰＰ町民会議を立ち上げていただきまして、３月23日

には、交渉参加に反対する緊急町民集会も開いていただいたところでございます。

ＴＰＰに対する危惧の念は大変高まっております。あわせて、政府が言う重要５品

目の関税ということが言われておりますが、もとよりＴＰＰは関税５品目だけの問

題ではなくて、国のあり方の根本にかかわる問題であります。特に市場原理一本や

りではなくて、助け合って生きる、必要な規制はしっかりとやる。こういうことも

含めて、国のあり方を国民合意のもとでつくってきた諸制度を解体することにつな

がる大変な問題でありますことから、さらに一層現下の状況を見据えながら、必要

な取り組みをしていくことが大切であるとこのように考えておりますし、ＴＰＰ日

野町民会議のような組織が、県下の中でもさらに一層広がることも期待をするとこ

ろでございます。ＴＰＰ県民会議の結成に参加をした１人として、引き続き運動を

進めていけるように努力をしてまいりたいと、このように考えております。 

議長（杉浦和人君） 10番、東 正幸君。 

10番（東 正幸君） いち早く県でも県民会議を発足され、日野町においても引き続

いて早くからされていることは、非常にすばらしいことだなと思っておりますけれ

ども、今話のありました、オール滋賀で４月に開催されました県民会議の中で、私

がちょっと腑に落ちなかったのは、知事のメッセージであります。これは滋賀県知

事は、滋賀県は農業国と違うのかなと思う、ちょっととまどったメッセージでござ

います。その辺のメッセージについては、その後、町長は知事と話されたのか。ま

たそういった中で、全国的な知事会、もちろんその地域の事情があるんでしょうけ

ども、今は状況はどうなっているのか、もしお答えできたらお願いしたいなと思い

ますけれども。 

議長（杉浦和人君） 町長。 

町長（藤澤直広君） 知事のメッセージでありますけれども、今年４月の県民集会も

そうでありますが、もう１年前の県民集会についても、もう１つすっきりしないメ

ッセージが送られてきて、集会参加者の皆さんからも尐し拍子抜けのようなイメー

ジを持たれたというふうに思っておりますし、私もそのように思っております。知

事の中では、滋賀県は製造業のある盛んな県であるからということで、若干経済団

体に遠慮されているんではないかというふうに私は感じておりますが、そういう問

題やないやろうと、農業県だからということではなくて、この国のあり方の根本に

かかわる問題だからこそ、きちんとして今の大変な状況を打開することが、私は県

民生活に責任を持つ知事の役割なのではないかと、こういうふうに思っております

が、残念ながらもう１つ明解な姿勢を示していただていないのは、私としても残念

であります。 
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 ＴＰＰの問題は、日野町議会においても決議もされておりますし、県下全国的に

も、県や市町村レベルも含めて多くの議会の中で、懸念の議決がされてきた経過も

ございますので、そういう意味では、国のあり方、そして地方の疲弊などにつなが

るものであることは明確でありますので、だからこそ全国町村会をはじめとして町

村会は、毅然としてこの問題について断固反対をしているということでございます

ので、粘り強くしっかりと取り組んでまいりたいと、このように思っております。 

議長（杉浦和人君） 10番、東 正幸君。 

10番（東 正幸君） ＴＰＰは、本当に横のつながりをさらに広げながら、何とか阻

止するようになればなと、こう思っております。 

 最後に、この私の思いといいますか読み上げさせていただいて、終わりたいと思

います。 

 この日本の独自の仕組みといいますか、参入障壁として否定され、医療も崩壊し、

雇用も失われ、ひとたび受け入れてしまえば取り返しがつかない。わずかな人々の

利益のため政治が続けば、国はもたないところでもあります。さびれる一方であり

ます。大企業の経営陣も、自分だけ、今だけ、金だけで、自らの目先の利益だけを

追求しているように思われますが、多くの人々の生活が苦しくなったら、自分たち

も結局立ちいかなくなるのではないのかと思うところでございます。また一方で、

ＴＰＰ推進の声が大きいとの世論調査もありますが、これに惑わされてはいけない

のであります。人口の４割が集中する首都圏中心のわずかな人数の誤解を生むので

あり、首都圏の人々を支えているのも、北海道から沖縄まで全国の地域の力であり

ます。人口は都市部で多くても、単純に人の数だけで評価されるものではありませ

ん。都道府県ごとに世論調査をして、47の結果を並べて、全国の真の声を共通すべ

きではないのかなと考えるところでございます。今後とも横のつながりをもう尐し

広めていきながら、ぜひともこのＴＰＰ参加に反対していきたい、このように思っ

ております。 

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

般質問は明13日行いたいと思います。なお、午前中には４名、午後２名ということ

で行いますので、このことについて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、それでは、その他の諸君の一般質問は明13

日行いますので、定刻ご参集をお願いいたします。 

 本日はこれをもって散会いたします。 

 一同起立。礼。 

－起 立 ・ 礼－ 

議長（杉浦和人君） ご苦労さまでございました。 
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－散会 １６時１７分－ 


