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第６回日野町議会定例会会議録 

 

平成２５年９月２５日（第４日） 

開会  ９時２３分 

閉会 １２時５４分 

 

１．出席議員（１３名） 

 １番  村 島 茂 男   ９番  西 澤 正 治 

 ２番  中 西 佳 子  １０番  東  正 幸 

 ３番  齋 藤 光 弘  １１番  池 元 法 子 

 ５番  蒲 生 行 正  １２番  平 山 敏 夫 

 ６番  冨 田  幸  １３番  對 中 芳 喜 

 ７番  髙 橋  渉  １４番  杉 浦 和 人 

 ８番  小 林  宏     

 

２．欠席、遅刻、途中退席および早退議員 

   な  し 

 

３．地方自治法第１２１条により説明のため出席した者の職氏名（１６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 

 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 井 宣 夫 

 生 涯 学 習 課 長  福 永  豊  会 計 管 理 者  西 川 光 夫 

 

４．事務のため出席した者の職氏名（２名） 

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

日程第 １ 議第６０号から議第６４号まで（町道の路線の認定についてほか

４件）および請願第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）について 

〔委員長報告・質疑・討論・採決〕 

 〃  ２ 議第７７号 日野町副町長の選任について 

 〃  ３ 決議案第１号 道州制導入に断固反対する意見書決議について 

 〃  ４ 議員派遣について 

 〃  ５ 委員会の閉会中の継続審査・調査について 

 〃  ６ 決議案第２号 平山敏夫議員に対する議員辞職勧告決議（案） 
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会議の概要 

－開会 ９時２３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、上着も外していただいて

も結構かと思います。 

 はじめに、町長から発言を求められておりますので、これを許可いたします。 

 町長。 

町長（藤澤直広君） おはようございます。ただいま、議長のお許しをいただきまし

たので、９月15日から16日にかけての台風18号による特別警報の対応等につきまし

て、おわびとご報告をさせていただきます。 

 まず最初に、今回は特別警報につきまして、法令に基づいて周知すべきことがで

きていなかったことに対し、議員各位をはじめ、町民の皆さんにご迷惑をおかけし

ましたことはまことに申しわけなく、深くおわびを申し上げる次第でございます。

今回、特別警報が発表された時点では、危険箇所や河川を中心にした巡回での状況

は、直ちに町内全域の住民の皆さんに一斉に情報を周知するには、未明で暗く大雤

で風も強い中、かえって混乱することになるとの思いから周知を行いませんでした。

数十年に一度の大規模な災害の発生が切迫していることを広く住民の皆さんにお知

らせすることが特別警報の趣旨であることから、深く反省をしているところでござ

います。今後は他市町での住民周知の状況を確認等する中で対応をしてまいりたい

と考えております。なお、今回の台風18号での町の対応についてでございますが、

９月15日の午後９時13分に大雤洪水警報が発令されました。町では同時に水防本部

を立ち上げ、あらかじめ水防計画で定めていたとおり、各地区担当者に担当自治会

長と災害や被害状況について連絡を取り合うよう指示するとともに、危険箇所や河

川を中心に３班体制で町内を巡回し、情報の収集に努めていたところでございます。

そうした中、翌日９月16日、午前５時５分に京都、福井、滋賀県に大雤特別警報が

発表されました。これを受けて、水防本部の各班長、副班長を招集し、７つの公民

館に避難収容施設を開設するとともに、消防団に出動を要請しました。また、応援

協定を締結しております建設工業会や造園協会にも応援を要請し、被害への対応に

あたったところでございます。参集状況につきましては、消防団員約90名、建設工

業会８名、造園協会５名、役場職員75名で、体制も水防本部体制から災害警戒本部

体制に移行をいたしました。午前８時には河川の増水により、出雲川の水が小御門
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地先で堤防を越え、床下浸水のおそれがあったことから、小御門地区の一部11世帯

39名に避難勧告を発令しました。小御門地区では小御門集会所に２世帯５名が、必

佐公民館へ１世帯３名が避難され、西明寺地区でも１世帯４名の方が西明寺集会所

へ自主避難されたところでございます。また、今回の台風は日野町におきましても

多くの傷跡を残し、町内では現時点での被害の取りまとめ状況の中で床下浸水15件

を含め、国道、県道、町道、農道、林道、河川など257ヵ所の被害を確認しておると

ころでございます。こうした被害の復旧対策について、県と協議しながら早急に対

応できるよう努力をしているところでございます。議員各位のご理解とご協力をお

願いいたします。 

 次に、県のびわこ空港計画の白紙撤回に関する点についてご報告を申し上げます。 

 去る、９月18日に滋賀県議会において嘉田知事が新たな滋賀交通ビジョンの提案

説明において、凍結してきたびわこ空港等計画（案）を白紙に戻すことを表明され、

長年にわたり地元の皆様に多大なるご心労をおかけいたしましたことを心よりおわ

び申し上げますとともに、地元の皆様にはこのような決断を残念と思う気持ちがあ

ることを承知しながらも、時代の趨勢の中での判断にご理解を賜りたいとの発言を

されました。びわこ空港の整備計画は、昭和62年に３ヵ所の候補地が示され、同年

12月に町議会において立地決定に関する決議案が議決される中、昭和63年11月に県

議会において、空港候補地を蒲生・日野地区に選定することが決定されました。そ

の後、平成３年に国の第６次空港整備５ヵ年計画に予定事業として位置づけられ、

平成４年11月にはびわこ空港日野町地域整備推進協議会が設立され、活動が行われ

てきたところです。町も地域活性化に資する事業として、総合計画などに位置づけ

東近江地域の市町などと連携してその推進を図ってきたものでございましたが、建

設候補地となった地元および周辺地域はもとより多くの町民の皆さんの中で、空港

建設の是非に関して、賛成反対などの様々な議論が沸騰する状況でございました。

その後、県は平成12年に立ちどまって考えるとの判断を示されて以降、今日まで長

い年月が経過してまいりました。嘉田知事は９月18日の県議会での表明に先立ち、

その前日の17日の夜に、私をはじめ、議長、ならびにびわこ空港日野町地域整備推

進協議会会長に、それぞれ事前報告の面談に来られました。知事から白紙撤回の判

断に至った経過説明として、びわこ空港計画は滋賀県の基幹交通基盤の整備として

極めて重要な事業として取り組んで来たが、環境アセスメント等の調査の実施につ

いて、ひとまず見合わせざるを得ない状況にあったことなどから、平成12年に立ち

どまって考えるという総合的判断をし、平成17年には財政危機回避の視点から凍結

という判断をしてきた。その後、平成12年の総合的判断から10年以上経過した今、

空港については離島を除き、新設を抑制するという国の方針や先発する地方空港の

厳しい状況などを見ると、近い将来こうした状況が好転し、空港整備に再び取り組
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めるようになることは期待できないこと、あわせて、建設候補地となっている地元

地域の長年のご苦労などを総合的に勘案し、これ以上判断を先延ばしすることは許

されないとの思いで、今回計画を白紙撤回することを決断させていただいたと報告

がされたところでございます。その際、私からは、現在の情勢は地方空港ができる

状況ではないことは、おおむね共通認識であるが、びわこ空港計画の事業主体とし

て白紙撤回を決断された滋賀県として、これまでの長年の経過をしっかりと総括し、

今後の県政運営に反映されるとともに、日野町のまちづくりに協力をいただくよう

強く要望をいたしました。これに対し知事からは、今後においては本県の経済成長

と社会成長を目指し、市町と力を合わせながら滋賀のさらなる発展に努めていく所

存であるとの発言がございました。また、町内の83行政区の区長さんに対し、白紙

撤回決断の経過の説明と知事としてのおわびの手紙を送付することの方向を受けた

ところでございます。このびわこ空港の推進にあたっては、空港建設の是非等に関

して長年にわたり賛成反対をはじめ様々な議論があり、まさに家族、地域、町民を

二分するような状況となったことで、町民の皆さんに大変なご心労をおかけする結

果となったことは、県と同様、町民の皆さんに申しわけなく思っておるところでご

ざいます。今回の県の判断を受けとめ、今後においても第５次日野町総合計画に基

づき「ひびきあい『日野のたから』を未来につなぐ 自治の力で輝くまち」の創造

に向けて、引き続き町民の皆さんと協働して住みよいまちづくりに取り組んでまい

りたいと考えております。議員各位をはじめ、町民の皆さんのご理解とご支援を賜

りますようよろしくお願いを申し上げる次第でございます。どうかよろしくお願い

いたします。 

議長（杉浦和人君） 本日の議事日程は、お手元へ印刷配付のとおりであります。 

 日程第１ 議第60号から議第64号まで（町道の路線の認定についてほか４件）お

よび請願第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）についてを一括議題とし、各委員長より審査結果の報告を求めます。 

 総務常任委員長 ８番、小林 宏君。 

８番（小林 宏君） 皆さん、おはようございます。それでは、平成25年第６回９月

定例会の総務常任委員会の委員長報告をいたします。 

 去る９月19日午後１時55分より、第２委員会室において開催いたしました。出席

者は委員全員と議長、執行側より町長をはじめ関係職員の出席がありました。 

 町長の挨拶をいただき、続いて議長の挨拶をいただきました。 

 ２時３分、本委員会に付託された案件は、請願１件でありますので、ここで町長、

総務政策主監に退席いただきました。 

 はじめに委員長から付託案件であります請願第８号についての審査を行い、続い

て、付託案件ではありませんが、議会運営員会において総務常任委員会での審査と
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なりました、道州制導入に反対する意見書決議について審議をお願いし、その後執

行側の入室をいただき、あらかじめ依頼しております特別警報の住民への周知措置

および桜谷小学校、幼稚園の給食運搬方法についての調査研究を行う旨諮り、承諾

を得ました。委員長より、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を議題とし、審査は紹介議員より説明を受け、質疑を行い、

質疑終了後に討論を行い、その後採決を行う旨諮り、承諾を得ました。 

 委員長より、紹介議員の趣旨説明を求めました。 

 委員より、国民の願いとかけ離れて、国民の７割が中止、延期を求めている中で、

安倍内閣は10月に消費税増税の判断をする予定であり、15年前と同じ轍を踏むこと

になる。十数年続いて給料が下がっており、不景気で税収が減ってきている。この

請願は、中止または先送りの請願であり、住民の立場から見て審議をいただき賛同

いただきたい。 

 ２時９分、質疑に入りました。 

 委員長より、本請願の質疑に入ります。ご意見はありませんか。 

 議長より、この請願は、消費税の中止であって、増税に反対しているのでは。委

員より、消費税増税に反対している。 

 ２時10分、他に質疑なく、質疑を終了し、討論に入りました。 

 委員より、消費税は国で決められるもの。福祉、教育に使うことになっていて、

ほかには使わない。社会福祉に使うことが目的である。増税はかなわないが、高齢

者を守らなければならない。尐子高齢化になっていくため、必要ではと考える。 

 委員より、社会保障に使うとは限らないとの報道もある。消費税は低所得者ほど

負担が重い。先に所得再配分制度の見直しが必要であり、今、増税すべきではない。 

 ２時15分、討論を終了し、委員長より、これより付託された請願の採択に入り、

賛成の委員の起立を求めました。賛成委員３名、よって尐数のため不採択と決しま

した。 

 ２時16分、道州制導入に反対する意見書決議についてを議題とし、審議に入りま

した。 

 委員長より、道州制について、全国町村議会議長会より統一して９月議会におい

て意見書を可決し、政府国会へ提出するものである。意見書をご覧下さい。ご意見

はありませんか。 

 委員より、全国町村議長会ではどのような議論があったのか。議長より、私は、

７月20日まで副会長をしていた。５月17日に自民党道州制推進委員会の方と出会い、

町村の多くが都市部を支えていることを知ってほしいと伝え、国土の４割が町村で

あり、地元で道州制の声が上がっているのかを確認した。推進本部はいかがなもの

かと申し上げた。町村会は末端ではなく、先端の声として聞いてもらいたいと伝え
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た。今度の臨時国会で上程があるかも分からないので、町村で意見書を出せるよう

にしたい。 

 委員より、仮に道州制が導入された場合、アメリカ方式で権限が強くなるが、国

会議員が４分の１か５分の１になるのでは。平成合併も国が押しつけてきたが。国

会議員は身を削る覚悟があるのか。議長より、都道府県はなくなる。道州制の中で

議員定数が決まってくる。国会が身を削る考えがあるかと聞くと、考えていると言

っておられた。 

 委員より、町会議員は３割減った。国会が身を削ることが前に出ないといけない。

やり方が横暴である。議長より、国会議員の削減と道州制とは別の問題である。 

 委員より、国は権限を減らすわけで、国民にそのことを知らせる必要がある。 

 議長より、道州制で県会議員の48人が数名になるのでは。委員より、コンパクト

にしたら支えられない。 

 ２時26分、ほかに質疑なく質疑を終了し、意見書については閉会日に提案するこ

ととし、この意見書を議長へ提出することを諮り、異議なしと認め、全会一致とし

閉会日に提出をし、当日の提案説明を委員長が行う旨決まる。 

 ２時33分、説明員入室のため、暫時休憩。 

 ２時48分、再開。委員長より、これより、調査研究テーマに入ります。特別警報

の住民への周知措置について説明を求めます。 

 総務課長より、法令に基づき住民への周知ができていなかったことに対しておわ

びを申し上げます。資料を提出いたしました。ご覧下さい。特別警報の対応につい

て説明が行われた。次に、状況について説明します。９月15日の午後９時13分に大

雤洪水警報が発令され、水防本部を立ち上げました。16日の午前５時５分に大雤特

別警報が発令され、この時点では町の職員が、町内の危険箇所や河川の増水の状況

を確認している中では直ちに災害が生じる状況ではない状況のもとで、また、未明

で暗く大雤の中、直ちに区長さんに連絡をしたり、町内全域に一斉に住民の皆さん

に情報を周知するには、かえって混乱を招くとの思いから、一斉に周知するのでは

なく地域の状況に応じての個別の対応をとった。また、職員を招集し、消防団の出

動要請、応援協定を結んでいる建設工業会や造園協会に協力をお願いするとともに、

７つの公民館を避難収容施設として開設し、水防本部体制から災害警戒本部の体制

に移行した。西明寺では自主避難があり、小御門では出雲川が増水したため、11世

帯39名に対して避難勧告を行った。住民への周知の義務化は承知していたが、直ち

に災害が出るものと判断はしておらず、住民の混乱を招くおそれがあると考えたた

め、個々の対応をとった。しかしながら、特別警報の周知については義務化され直

ちに住民に周知することになっていますので、町としては認識が甘かったと反省し

ています。今後は、今回の他市町の対応を収集し検証する中で、対応できるよう早
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期に検討していきたい。 

 ３時、質問、意見を求める。 

 委員より、東近江市からエリアメールが届いた。委員より、甲賀市からメールが

届いた。総務課参事より、エリアメールが届いたものです。市の区域ということで

はなく、東近江地域や甲賀地域の範囲にメールが送られたものが受信されたもので

す。 

 委員より、登録が必要か。機種によって受信できないのか。総務課参事より、日

野め～るは登録制であり、エリアメールは機種によります。 

 委員より、区長と連絡をとったときに伝えればよかったのか。 

 総務課長より、警報が発表され被害が想定される場合など、地区担当職員が区長

と連絡をとるように指示していますが、特別警報が入ったことで改めては伝えてい

ません。 

 委員長より、暗い中での判断は、総務課長の判断か。総務課長より、水防本部の

判断です。 

 委員長より、町長、総務政策主監に伝えたか。総務課長より、承知いただいてい

る。 

 委員長より、お叱りはなかったか。総務課長より、広い範囲に出た中で、身を守

る体制をとるなどの連絡をすれば、慌てて避難されて２次災害に遭われることも想

定される。ＮＨＫで報道するので、町で一律的に周知をすることに躊躇があった。

認識が甘かったと反省している。 

 委員より、警報の時点で区長とのやりとりはあった。区長からの連絡を受けて次

の行動を考えるべき。次の段階で区長と確認をしながら、しっかり対応することが

大切。 

 委員より、熊野バス停停留所で電柱が倒れた。特別警報が出た後であり、行動さ

れていたら危険であった。 

 委員より、町と区長が連絡を取り合うことで対応しても遅くない。連絡体制が重

要である。本部の指示を区長に間違いなく伝えてほしい。総務課長より、５時５分

の特別警報以後、夜が明けてくると区長さんより連絡が入り、災害の対応など地域

の状況に応じて、消防団に連絡するなどの対応をしてきた。 

 委員より、特別警報の周知を怠ると、新聞では業務違反と出ていたが、罰則があ

るのか。総務課長より、現在のところ国から業務違反に対する話は出ていない。罰

則規定があるかは承知していない。 

 委員より、住民に被害がなくてよかった。 

 委員より、ゲリラ豪雤で一般質問をした。水防計画を４月に出すように提案をし

た。自分の地域では、明るくなってから区長と役員で集落を見に回った。年配の方
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はメールは見ていない。役場から連絡が無くても、地域に長く住んでいると危険な

箇所は分かる。総務課長より、地域での取り組みに感謝します。地域の事情もあり、

自主防災組織もつくられている地域もあります。自治会で考えていただくようにお

願いしたい。 

 ３時20分、続いて、桜谷小学校、幼稚園の給食運搬方法について。本テーマに関

しては、委員から総務常任委員会で取り組むより、学校給食問題検討特別委員会で

取り組むものとの発言があり、提出のあった資料の説明を聞くにとどめました。 

 教育次長より、桜谷小学校の給食が南比都佐小学校の給食室から運搬しているこ

とで、具体的な運搬経路の説明があり、それに係って運搬車両、運搬容器、人員体

制の説明が行われました。 

 ３時43分、役場庁舎北側駐車場に現在使われている運搬車両を準備いただいたの

で、自由に見学下さいとの報告を行う。 

 委員長の責任において委員会報告を行う旨、承諾を受けました。総務常任委員会

を閉会しました。 

 以上、総務常任委員会委員長報告といたします。 

議長（杉浦和人君） 次に、産業建設常任委員長 ６番、冨田 幸君。 

６番（冨田 幸君） それでは、平成25年第６回定例会、産業建設常任委員会の委員

長報告を行います。 

 去る９月18日午前８時56分より、第２委員会室でにおいて産業建設常任委員会を

開催いたしました。出席者は、委員８名全員と杉浦議長、執行側より、藤澤町長、

平尾総務政策主監および関係職員の出席のもと、町長および議長の挨拶を受け、本

委員会に付託されました議第60号、町道の路線の認定について、議第61号、町道の

路線の一部廃止についてを議題に質疑に入りました。 

 はじめに、付託案件、議第60号、町道の路線の認定についてでございます。 

 委員より、今回の町道のルートを決められた理由は何か。答弁、湖国バスの運行

ルートを路線とした。 

 委員より、今回、認定を受けようとする道路以外の法定外道路についても町で責

任を持って維持管理していくのか。答弁、法定外道路の維持管理については、地元

で行ってもらいます。 

 委員より、法定外道路を地元で維持管理や改良される場合、里道補助のような補

助制度はあるのか。答弁、維持管理や改良に対する補助制度としては、土木工事等

補助金交付要綱に基づく補助がある。補助対象額の限度額は100万円で、補助率は50

パーセントである。 

 委員より、補助制度については理解した。仮に、法定外道路に穴があいた場合の

維持補修としてレミファルトの費用は町で負担してもらえるのか。答弁、以前に、
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開発道路についてはレミファルトを支給してきた経緯はあるが、下水道事業とあわ

せて道路整備ができたので、地元対応と考えています。 

 委員より、椿野台の路線をなぜ今、町道として認定しようとするのか。また、町

道の認定基準は何か。さらに、町道として路線を認定しようとする場合、議会の議

決を経なければならない路線とはどういうものか。答弁、平成23年度から椿野台に

湖国バスが運行され、除雪をはじめバス路線としての管理を行う必要があり、町道

として認定したい。また、町道の認定基準としては、１つ、起点または終点が国道

や県道、町道に連絡するもの。２つ、道路の有効幅員が４メートル以上のもの。３

つ、道路の構造として原則として側溝や路面が整備されているなどであります。議

会の議決を経なければならない路線変更については、起点、終点を変更する場合で

あり、起終点が変わらず、中でコースが変わる場合は議会の議決を経ずに変更でき

る。 

 委員より、町内の住宅団地において、開発道路が町道認定された路線の数は幾つ

か。答弁、湖南サンライズで４路線、曙で３路線、さつき台で１路線を町道として

認定している。今回新たに椿野台１路線を追加するものである。 

 委員より、青葉台や第三緑ヶ丘についても開発道路であるが。答弁、ともに開発

道路でありますが、青葉台については町有地道路であり、第三緑ヶ丘については民

地であり、地元で管理をされている。 

 次に、付託案件、議第61号、町道の路線の一部廃止についてを議題に質疑に入り

ました。 

 委員より、廃止された道路は北脇に返すのか。法定外道路となるのか。答弁、土

地の名義は中部清掃組合日野清掃センターである。廃止後の管理については、中部

清掃組合と北脇との協議により決められることになる。 

 議長より、先ほどの説明で、町道の認定基準は、国道や県道、町道に連絡すると

の説明であるが、この路線は中部清掃の施設まで迎えに行くものであり、途中でと

まっている。道路に接続してはじめて町道として認定されるのではないのか。答弁、

接道要件の中に、起点が国道や県道、町道に接続し、公共施設に通じる道路や公共

事業により整備した道路も含んでおり、説明不足をおわびする。公共施設を管理す

るために認定した例として、水源地までの道路などがある。 

 議長より、わらべ保育園を公共施設と捉えたら、迂回しなくても施設につなぐ道

路として町道になるのではないか。 

 委員より、県道では公共施設に通じる道路として、停車場線などの例もあるが。 

 また委員より、地元である北脇に、一部廃止することの承諾は得られているのか。

また、旧の焼却施設は廃止されたのか。答弁、地元北脇と中部清掃組合、建設計画

課の３者協議により、廃止することを確認した。今後の管理方法は、北脇と中部清



 

4-11 

掃組合との協議により決められる。旧の施設は除却され更地となっており、植樹が

されている。 

 以上で質疑を打ち切り、討論に入りました。討論なく採決に入り、全員起立によ

り、当委員会に付託されました議第60号、町道の路線の認定についておよび議第61

号、町道の路線の一部廃止については原案のとおり可決するものと決しました。 

 午前９時31分、町長の挨拶を受け、続いて調査研究テーマに入るため、説明員の

交代により、暫時休憩に入りました。 

 午前９時45分、会議を再開し、執行側から高岡農林課長、門坂参事の出席のもと、

農業基盤整備促進事業の進捗状況についてを調査研究テーマに、自由討議に入りま

した。 

 農林課長からの説明でありますが、平成24年度の繰越明許費２億2,370万円の繰越

予算、農道や排水路の延長は約10キロメートル。現在の進捗率は９月入札予定分を

含めて約60パーセントであります。入札差金で新たな要望を聞いている６ヵ所分は

対応できる見込みである。当該年度の事業完了後の農道舗装率は約42％となる見込

み。ほかに主な事業として、日田地先の国道307号との交差点改良および仁本木地区

農道工事について説明を受けました。 

 １つ、日田交差点改良は２つの農道を国道307号に接続する計画で10月入札予定、

今年度末完了予定であります。地元の了解は得られている。 

 ２つ、仁本木地区農道工事。これは、国道477号と現在の町道を結ぶ全長約120メ

ートル、幅７メートルの農道工事。野中工務店で、11月末に土木工事完了の予定で

あります。そして、平成25年度末に舗装工事と路面表示を施行し、完了の予定とな

っております。 

 以上について、自由討議を行いました。これらは地元の要望等に基づき設計が行

われ、関係機関との協議も踏まえ実施されているもので、安全に計画されるよう要

望し、これらのことを確認いたしました。 

 以上で自由討議を終了し、午前10時30分、委員会を閉会しました。 

 これで、産業建設常任委員会の委員長報告を終わります。 

議長（杉浦和人君） 次に、厚生常任委員長 ７番、髙橋 渉君。 

７番（髙橋 渉君） おはようございます。平成25年第６回定例会での厚生常任委員

会報告をいたします。 

 ９月19日午前９時より第２委員会室におきまして、執行側より藤澤町長、平尾総

務政策主監、川東住民課長、西沢介護支援課長、山田税務課長、池内総務課長、ま

た関係職員の方のご出席、議会より委員全員の出席のもとに、委員会を開きました。 

 まず、町長の挨拶をいただき、会議に入りました。今回当委員会に付託されまし

た案件は、平成24年度に交付されました交付金の精算に伴う補正予算、議第63号、
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平成25年度日野町国民健康保険特別会計補正予算、議第64号、平成25年度日野町介

護保険特別会計補正予算の２件であります。議案の説明につきましては、議員全員

協議会において既に受けておりますので、直ちに質疑に入りました。 

 議第63号について、委員より、医療費の縮減に努める必要がある中で、健康診断

での早期発見、治療が効果が上がることであることから、特定健康診断の受診率の

動向についてはどうなっているかと、このような質問がなされたところであります。

住民課より、現在、目標の40パーセントになるよう努めているところであると、こ

のような答弁がなされたところであります。 

 議第64号について、全員協議会で還付ができていなかったと説明がありましたが、

どのような理由なのか、このような委員からの質問に対しまして、介護支援課より、

昨年度発生した還付金が出納閉鎖時期に近く、年度内に還付することが間に合わな

かったためと、このような説明がなされたところであります。 

 また委員より、介護認定３以下の方は、制度見直しで施設入所ができなくなると

の情報があるが、日野町で介護認定２以下の方の入所状況はどうなっているか。ま

た、施設の入所の待機者は何人ぐらいか、このような質問がなされました。介護支

援課より、特養老人ホームの入所者の約２割程度が１から２の方である。また、待

機人数は、重複して施設の申し込みがあります。昨年の県の調査では200人以上とな

っているが、重複の申し込みをされている方があるので、実態は把握できていない、

このような説明がなされたところであります。 

 その他質疑もなく、９時22分質疑を終了し、討論なく、議第63号ならびに64号を

一括採決とし、議員全員の賛成をもって可決と決せられました。 

 町長の挨拶を受け、議案審議を終了いたしました。 

 続きまして、９時28分より、介護保険の要支援向けサービスを2015年度以降に市

町村の事業に移す案が、本格的に議論が始められましたことから、現行の介護保険

制度と制度改正に向けてをテーマに意見交換を行いました。 

 介護支援課より、資料に基づき現行制度の説明を受け、意見交換に入りました。

現行保険の介護保険制度運営の実態について、活発なご意見また、ご質問のもとに

確認と勉強をいたしたところであります。制度の改革での日野町の対応については、

厚生労働省の改革案が固まっていない状況であることから、情報の収集に努めると

ともに、必要な改革事項を早期に把握し、対応しようとの意見も出されたところで

あります。 

 以上、10時29分、調査研究の勉強会を終了し、10時31分、厚生常任委員会を閉会

いたしました。 

 以上、厚生常任委員会、委員長報告といたします。 

議長（杉浦和人君） 次に、予算特別委員長 10番、東 正幸君。 
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10番（東 正幸君） それでは、平成25年日野町議会第６回定例議会予算特別委員会

の委員長報告をいたします。 

 委員会は、去る９月17日月曜日午前９時25分より、第２委員会室で開会いたしま

した。出席者は委員全員と杉浦議長であります。執行側より藤澤町長、奥村教育長、

平尾総務政策主監、岡教育次長、池内総務課長、ほか各関係課長、参事、課長補佐、

専門員、主任であります。 

 開会の挨拶の後、町長、議長より挨拶を受け、今回の委員会への付託案件、議第

62号、平成25年度日野町一般会計補正予算（第２号）を議題として審査を行いまし

た。まず第１条、歳入歳出予算の補正のうち特定財源を除いた歳入と歳出に入り、

第２款・総務費、第３款・民生費、第４款・衛生費、第５款・労働費、第６款・農

林水産業費、第９款・消防費およびこれに伴う特定財源について、担当課長から説

明を受けた後に質疑に入りました。 

 委員より、総務費財産管理事業の消防署移転について、行政組合が建築設計予算

を計上しているということは、内容が決まっていると思うが、額と規模はどうなの

か。答弁として、日野消防署の設計予算は1,456万円であり、現段階では規模や額は

分かっていないが、現日野消防署と大きくは変わらないと思う。設計の中で協議を

しながら規模や額は決められる。イメージ的には能登川消防署と同じ程度の規模と

聞いている。計画では３億から４億ぐらいの予定であり、詳細は設計で決まり、組

合議会で議論される。 

 委員より、街灯設置補助事業について、上限を定めないとは100パーセントの補助

率なのか。答弁として、現在は５万円の上限であり、25年度26年度の２年間は１灯

１万円、数に上限なしでＬＥＤ化にしていただく。地域では、早く整備をしたいと

の思いもある。 

 委員より、交通安全施設対策事業のＬＥＤ300灯の中に、県道土山蒲生近江八幡線

の御代参橋から鎌掛入口までの間に設置していただきたい。街灯補助制度の切りか

えはいつからか。年度途中だがどうか。答弁として、街灯設置箇所は点検をした中

で決め、補助制度についてはＬＥＤのみで新たに補助制度を定めた中で、25年度26

年度に地域の中で取り組んでいただきたい。この２年間が終われば、もとの補助制

度に戻る。地元への周知は議会後、各区長に活用いただけるよう通知する。現在の

補助金の交付決定した自治会も対応していく。 

 委員より、交通安全対策事業について、小学校や中学校からの要望が出ている。

南比都佐からは、上迫深山口間の通学道路にカーブミラー設置をお願いしている。

このような学校関係の要望も反映願いたいがどうか。答弁として、行政懇談会の要

望だけでなく、小中学校からの要望内容を踏まえて考えている。カーブミラーにつ

いて、上迫から深山口間は昨年度１ヵ所設置した。今年度も予定している。 
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 議長より、財産管理事業について、用地交渉は総務課でやっているのか。わらべ

に関して、他の介護施設などは大きな借金を抱えていると聞いているが、他の社会

福祉法人や医療法人社団などはどうか。社会福祉協議会の職員は町職員の給与減給

が及んでいるのか。答弁として、用地交渉は総務課が行っている。給与について、

町の派遣職員は減給している。社会法人の借金については分からないが、医療法人

社団は借金していることは聞いたことがある。社会福祉協議会の職員の給料表は町

に準じている。その他は独自で決めているので、日野町と同じということではない。 

 委員より、消費者行政推進事業についての説明と、母子保健事業についての国・

県支出金14万1,000円はどこから来ているのか。また、保健衛生総務費については、

どこにどうなっているのか分からないところがあり、説明を求める。答弁として、

消費者行政推進事業については、全体事業の当初予算の県支出金８万円、今回の93

万9,000円合わせて101万9,000円になり、一般財源が当初11万5,000円から７万9,000

円を減額して３万6,000円となっている。３万6,000円と今回の101万9,000円を足し

て全体の105万5,000円になります。今回の補正はすべて消費者行政推進事業の費用

になります。母子保健事業の国県支出金の入について、１つは県の児童福祉補助事

業の児童虐待防止対策緊急強化事業補助金８万6,000円と、子育て支援環境緊急整備

事業費補助金の中に母子保健事業としてかかわっている。幼児、家庭、全戸訪問事

業と、養育支援訪問事業の補助金があり、その分を合わせた分になる。県の子育て

支援環境緊急整備事業費補助金の事業が幾つもあり、この２つの事業は母子保健事

業として子育て短期支援事業と地域子育て支援拠点事業は集いの広場事業に充てて

いる。一時預かり事業はわらべ保育園に一時預かりの委託を行っているので、わら

べ保育園運営事業になります。詳細については細かい数字であるので、資料を出さ

せていただくが、950万8,000円がそれぞれの事業に分かれている。 

 10時30分、ここで説明員の交代のため、10分間の休憩に入り、10時40分再開し、

第７款・商工費、第８款・土木費、第10款・教育費およびこれに伴う特定財源につ

いて担当課長の説明を受け、質疑に入りました。 

 委員より、町道単独改良事業について、行政懇談会の要望を踏まえて身近なもの

が出てきているものと思っているが、地域に密着した事業が７つの地域にどのよう

にあるのか、トータルで見ていないところがある。そういうのはいかがなものかと

思っている。わらべ増園について、町がわらべへお願いされたのか、道路をつくる

のにわらべが町に頼まれたのかどうか。答弁として、町単独道路改良事業について、

毎年９月は行政懇談会の要望を上げていた。今年度については、農業体質強化基盤

整備促進事業がかなり多くなり、また、社会資本整備事業が土木費で非常に多い。

事業執行の中で限られた職員での事務対応となり、事務量と行政懇談会の要望を総

合的に考えている。これまで事業が進み、要望も減ってきている東西桜谷や鎌掛は
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町道改良の要望が減ってきている。今後は必佐、西大路、日野に集中し、事業の偏

りは生じてくるだろうとの答弁であります。 

 また、わらべ保育園の増園については、平成24年度の10月に平成25年度入所申し

込みの受け付けを行うが、その入所申し込みが多かったことで、平成24年度の第２

回保育所運営委員会において、今後の対応を協議していただいた。こばと園は改築

をした中で人員増を図ること、一園増園については、今までの歴史などを踏まえて、

わらべ保育園にお願いしていくことを運営委員会で確認していただいたことから、

保育所運営委員会の意見を日野福祉会へ伝えた。地元説明の中で交通安全、道路整

備を含めて町の方で責任をもって対応することを建設同意の条件となったのでこの

計画となった。 

 委員より、土木費河川愛護事業について、今回の台風で河川にも被害がある。行

政懇談会で川ざらえ事業の要望が出されているが、なかなか地元も難しいこともあ

り、取り組めない情勢である。そのことから被害も大きくなった。このことをどう

考えられているのか。また、今後この事業の取り組みをどのように思っておられる

か。答弁として、この台風18号の増水で決壊したところもある。日野町においては

今までと想像以上の雤であり、今後、災害の起きた原因等状況を把握した中で、１

級河川については県へ要望していく。県の方でも限られた予算の中で可能であれば

地域で川ざらえ対応をお願いしたい。 

 委員より、本町南２号線の整備について、計画道路の詳細についての地元説明会

を開き、了解が得られたのか。また、本町南１号線は、交差点が多く保護者の安心・

安全の確保や交通環境問題について、地元の要望、その後の経過はどうか。答弁と

して、４月に地元自治会に町有地の地質調査について説明をし、その後保育所計画

をわらべが地元役員に説明をされた。その段階で、現道が狭いので別の道を確保し

てほしいというのが最低条件であったことから、わらべは何とかしなければならな

いということで動かれた。再度７月に細かい説明を地元役員にし、進入路について

は分かったが、交通安全には非常に不安がある。そのことについて町はちゃんとし

てくれるのかとの問いに、町も責任をもって対応するとしてきた。行政懇談会の要

望の中で、道路、交通安全、騒音、環境について、町は責任を持ってやってくれと

言われ、要望というより地元が保育所を受け入れる条件と認識している。交通安全

対策については、専門である公安委員会と協議し、指導を仰ぎ、総合的に考え対応

していく。町としてはバイパスをつくることが一番安全と判断している。バイパス

を設置し、車を逃すことによりスムーズな通行と考えている。このようにすること

が地元要件にも合致するとも考えられる。 

 委員より、バイパスということが理解できない。保育所の専用道路としてバイパ

スをつけなければならないのか。バイパスルートと地元はそのように考えておられ
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るのか。保育所から５メートル道路の進入道路とされれば何の問題もないと思うが

どうか。答弁として、上の下大将軍からの要望で道路を広げてほしいとの要望があ

る。送迎もいろんなところを通ってくる。全体を考え、最良の考えとしている。 

 委員より、交通安全上、バイパスとしてこれでいいのかと思っている。現道の本

町南２号線は拡幅できないのか。公安委員会の指導で交通安全上バイパスになった

のか。答弁として、バイパスについて、地域からは現道の拡幅ができないかという

ことだが、なかなか難しい状況である。一般の方が入って来られると対向も難しい。

保育所ができることでの安全を踏まえ、地域からの要望と総合的に考える必要があ

る。公安委員会の協議はこれからですので、公安委員会での判断ではない。町とし

て交通安全上判断した。バイパスとしての公安委員会と協議し、指導を仰ぐことに

なる。 

 委員より、バイパスについては地元協議が整っていないと聞いたが、町としては

バイパスで設計を進めたいという考えか。答弁として、地元の要望に応える形で計

画を進める。変更もあり得る。 

 委員より、わらべ園も相当な投資になる。町でできる分はお願いしたい。運営に

当たって保護者、地元の理解、了解を求めることが重要。最低限自治会長には理解、

了解を得ていることが大事である。地元の了解を得ているのか、今の段階でそこま

で行かないのであれば問題である。答弁として、基本的には合意として進めてきた。

進入路は一定了解を得てきたが、その延長については意見が分かれているところで

ある。 

 委員より、道路改良に地元の了解が得られていないということであるが、了解が

得られるまで待ったらどうか。その考えはないのか。町長の答弁として、待機児童

解消は喫緊の課題である。それ故に保育所運営委員会において公立を増員し、わら

べにもやっかいになることの判断をされた中で、この計画を議論しお願いし、了解

をいただいた。それ以来、地元といろいろ議論しながら今日まで詰めてまいったわ

けであるが、行政懇談会の２区、４区の要望の中で、道路の交通安全は町が責任を

もってやることと言っていただいておりますので、それは町がきちっと責任を持つ

という回答をさせていただいている。町としては責任をしっかりと果たしていく。

保育所の設置について、交通安全対策をはじめ、町が責任を持つことが条件として

了解いただいておりますし、横町線からの進入路についても町が責任を持って行う

ことが必要と考えている。ただ、バイパス部分について、若干の差異があるような

ので、執行の中で地元と詰めをしながら施工していきたい。予算を持ち、実施設計

を行い、地元調整で変更も行う。どの事業でもあり得ることであり、どうしても喫

緊の課題であります待機児童の解消に向けて法人についても了解をいただいており、

来年４月に向けて円滑に進むよう一部残された課題については、わらべの考えもあ
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り、地元の意見も一部のところ差異があるならば最終調整をして実施していきたい

と考えている。 

 議長より、進入路だけならわらべ負担になる。進入路から町道バイパスになるこ

とで町の負担になる。そこを詮索されている。どうしても町がしていかなくてはな

らないのであれば、進入路部分を町が買収し、わらべへ貸したらいいのではないか。

答弁として、当初は園のほうで進められてきた。途中、地元から町としてもしっか

り責任を持って対応せよとの中で、町として交通安全への対応が必要であることか

ら、地元へも町道として説明をしている。町の責任を果たすには町道にしていくこ

とと明確にした。 

 議長より、進入路を町の施設にし、町が安全対策をすれば、町の責任も果たせる

のではないか。横の道で難色を示されている。答弁として、横の道についても、地

元要望が出ている。下大将軍の方からもつないでほしいと言われている。地元から

の要望なく、町が勝手に計画したわけではない。 

 議長より、既設の道路を残すのであれば、バイパスではない。答弁として、町が

提案した内容がバイパスである。下大将軍からも要望が出ている。保育所だけで考

えないで、総合的に考えて地元へバイパスで提案している。バイパスを設置したか

ら現道を廃止しなければならないことはない。残すところもある。例を挙げると日

水バイパスがそうである。 

 委員より、町代もバイパスのことを聞いていないと言っている。バイパスとなれ

ば住民に知らせておかないといけない。町長は常に住民の声を聞いてと言われるが、

住民の声を聞いて了解を得られていないのに進めるのはいかがなものか。町長の答

弁として、待機児童の解消に異論はない。町道の設置についても２区、４区の要望

を踏まえ、しっかり安全対策をすることでそう異論はないと聞かせていただいた。

福祉課が地元の要望を聞きながら、さらには建設計画課の町道管理者としての思い

を込めて、現在のプランを練り上げてきた。決して地元を無視してきたわけではな

く、地元や住民の皆さんへご説明をして、交通安全対策のよりよいパターンを詰め

てきた。もう尐し違う判断をする方がおられれば、最終、住民の了解を得て工事施

工を行うことであり、どこの路線についても同じ。意見をないがしろにして行える

ものではないことを理解していただきたい。 

 12時30分、暫時休憩に入り、12時35分再開いたしました。 

 委員より、予算委員会で認めてしまうと、わしらの意見を聞いてくれへんのかと

なりかねない。きちっと要望を解決してもらわなければならないと思う。住民に説

明をし、住民の声を聞き、進めていただきたいと思う。町長の答弁として、これま

で地元や住民の反対を押し切って事業を行ってきたということは日野町ではなかっ

たと思う。地元の中で10人の人が７人と３人で意見が分かれることはどこの場合も
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あること。２区、４区の行政懇談会要望をもって道路の整備や安全対策をやれと書

面でいただいているわけであるし、それ以前から、福祉課が地元へ調整に入った中

で道路や交通安全の問題を含め町が責任を持ってやれと言われている。地元の要望、

条件がかなうつもりで取り組もうと思っている。10人のうち２人やあるいは３人が

違った意見をお持ちになることは当然であり、地域の中でトータルの意見としてま

とめていただくのが自治の組織であり、基本である。それを踏まえた上で事業の実

施をしていこうとするものであります。どの公共事業においても地元の意見を踏ま

えて実施をする。そして、地元の中で意見が分かれることがあるならば、地元の皆

さんの中で治めていただく。そこに当然町の考え方をお示しする。協議させていた

だき、折り合いのつくところで事業を実施していくという西澤議員が言われた当然

の理屈のもとで取り組んでまいりたいと思っている。全くこのまま突っ走るという

ことではなく、積み上げてきた中で、これが最良のプランと思っているが、最終段

階で地元の方がもう尐し合意が不十分ということであれば、それはそれで事業実施

を進めていく上で当然、事業実施に反映させてまいりたい。ご理解のほどお願いを

したい。 

 以上で質疑は終了となるが、ここで補正予算に対して修正動議が提出され、暫時

休憩に入り、12時46分修正案が配付され、再開しました。 

 西澤委員より、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

ての修正案が提出され、提出者の説明がありました。 

 西澤委員より、訂正箇所は、第８款・土木費の町単独道路改良事業のうち町道本

町南２号線の改良工事に関るものであり、この事業は、社会福祉法人日野町福祉会

が旧岡本団地跡地の町有地を借用され、保育所を増園されることに伴い、周辺住民

の交通安全対策のために実施されるものでありますが、次の理由から修正を求める

ものであります。 

 周辺住民からの要望により事業を計画されたことであるが、執行側が説明されて

いるバイパスについて、地元の理解が得られていないこと。先ほどよりそれぞれの

委員の質問に確実に答えられていないことで町道本町南２号線の改良工事に係る財

源は、財政調整基金に積み立て、地元との調整を図られてから、改めて予算計上す

べきだと考える。以上の理由から、議第62号、平成25年度、日野町一般会計補正予

算（第２号）の一部を修正するものであり、歳入歳出予算の補正第１条の歳入歳出

予算の総額に歳入歳出それぞれ２億4,241万5,000円を追加し、歳入歳出予算の総額

を歳入歳出それぞれ87億7,685万4,000円に改めるものであります。第１表歳入歳出

予算補正および事項別明細書は配付しました修正案のとおりであります。 

 12時50分、修正案に対して質疑に入り、地元の理解を得られてからということだ

が、来年度から実施していこうとしているこの流れについて、どう考えておられる
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のか。工期的なものをお尋ねする。委員より、地元の理解が得られれば、臨時議会

を開き、予算計上をしていけばいい。園の増園に対して絶対反対ではない。 

 委員より、町長自身が答えられた中で、地元の了解なしでは何もできないことは

当たり前のことである。町としての気持ちは持つけれど、地元の話もすることを含

めてやられていることで、この行為は実際的にはこの工事を遅らせることになる。

このことについてどう思われるか。委員より、議会の閉会日までに了解が得られれ

ば反対するものではない。最終日にこの予算は賛成するかもしれない。 

 12時54分、質疑を終了し討論に入り、反対討論として委員より、町が責任を持っ

て交通安全をしていこうとしているこのバイパスに対し、最後まで貫こうとする姿

勢は必要だし、しいては本町南２号線が狭いのをバイパスで迂回することで、交通

量が減り一石二鳥の効果があること。地元の中でも意見が分かれていることが若干

あるということであるが、町長の最後の答弁で言われたとおり、地元との了解を詰

めながら、一方的にやるわけではないと明言されている。そういった点から見て、

了解が得られるまでと言わず、通すべきだと思う。もう一つは、待機児童をなくそ

うという目的を態度で表そうとすると、この修正は足を引っ張る形になるのではな

いか。このことから反対する。 

 賛成討論として委員より、提案者が理由を述べられたとおりです。これまで幾つ

かの問題点を議会が正したにもかかわらず、問題点を解明せず、また、慎重な議論

も行わず議会は議決したと言われる。地元の意見を受けとめ、それを行政が反映す

ることは重要である。当局は、一方で地元には議会は認めてくれたと説明すれば議

会の信頼が失墜する。引き続き審議するため一時保留すべきと考える。 

 討論を終了し、議第62号、平成25年度日野町一般会計補正予算（第２号）の採決

に入り、まず、本案に対する修正案について採決に入り、起立多数であり、よって

修正案は可決決定されました。 

 次に、修正議決した部分を除く原案に対する採決に入り、起立全員であります。

よって、議第62号、平成25年度日野町一般会計補正予算（第２号）の修正した部分

を除く部分については、原案どおり可決決定すべきものと決しました。 

 なお、修正案の本会議への発議者は、西澤委員ほか所定の発議者が連署し、提出

されることを認め、以上で当委員会に付託されました案件の審議はすべて終了し、

町長の挨拶を受け、13時３分閉会をいたしました。 

 以上で平成25年日野町議会第６回定例会予算特別委員会の委員長報告といたしま

す。 

議長（杉浦和人君） 続いて、諸般の報告を行います。 

 学校給食問題検討特別委員長 ２番、中西佳子君。 

２番（中西佳子君） 平成25年第６回定例会学校給食問題検討特別委員会委員長報告
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をさせていただきます。 

 去る９月17日、午後１時58分より第２委員会室において、学校給食問題検討特別

委員会を開催いたしました。出席者は、委員全員と議長、執行側より藤澤町長なら

びに奥村教育長以下、関係職員の出席のもと、町長、議長より挨拶をいただき、執

行側より日野町立小学校における給食のあり方懇話会の会議概要、結果について報

告を受け、質疑に入りました。 

 質疑なく、次に、今後の小学校給食のあり方について討議を行いました。 

 委員より、懇話会報告の中で引き続き議会の審議を経て推進されたい。住民の意

見も聴取し、対応することと書かれている。これに対しての考え方はどうかとの質

問があり、桜谷小学校以後については、将来的に子どもの人数推移を含めた学校の

あり方について、状況に応じて懇話会のような形で議論をすればどうかという意味

合いであるとの答弁があり、また、委員より、食育について大規模と小規模の学校

での取り組みの違いはどうされているのかとの質問に、西大路地区など小規模校で

は収穫体験も含め、地域の方が野菜などを提供いただくことがある。日野地区では

小学校横の農園用地で農業委員会、ＪＡとの触れ合いの中で、子どもたちも収穫体

験し、ＪＡを通じて給食の食材に利用している。調理員との触れ合い面では、鍋給

食、セレクト給食などを行っており、日野小学校では栄養教諭が授業の中に入り込

むという授業展開を行っているとの答弁がありました。 

 委員より、ＰＴＡの方々から、子どもたちは中学校はお弁当がいいと思っている

と聞くが、給食の現状をどう思っておられるのか、役員会などでアンケート方式な

どで聞いてはどうかとの質問に、評議委員会やＰＴＡ役員会で意見を賜っているが

校長会でも相談してみるとの答弁がありました。 

 議長より、町内各小学校から日野中学校以外に行かれる方の推移、状況はどうか

との質問に、日野中学校以外の進路選択は、毎年決まった人数ではないが、県立水

口東中学校へは10人から15人、私学へ５人から８人程度で推移していると答弁があ

り、議長より、町が委ねたところの意見を反映しなければという一方、議会人とし

て組織などに委ねたことに決まれば尊重していくという考え方に立って行かなけれ

ばいけないと思うが、一元性ということをどう感じておられるのかとの質問に、教

育長より、議会議員は選挙で選ばれた方で、調査研究され、いろいろと議論いただ

いており大事な場である。今回の懇話会は、法的な場での各種団体等から選出いた

だいた方で、責任をもって発言いただき、大切な意見をいただいた。財政的なこと、

地域の要望などを大事にしながら、子どもたちにとっての最良の決定をしたいとの

答弁がありました。 

 委員長より、アンケートによると３割の人しか自校方式を望んでいない。町とし

て自校方式で行っていくのなら、町民の皆さんのご理解がいただけるよう自校方式
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の良さを発揮し、特色を生かしていくもの、例えばお椀などの研究をいただきたい。

自校方式の良さを町民の皆さんに理解いただく取り組みはどのようにされているの

かとの質問に、８月末に中学校の保護者、町民の方々に集まっていただき、給食の

調理状況、授業、クラブ活動の紹介、調理員が全員集合し意気込み、調理の苦労話

など、触れ合いを行った。お椀については、大量生産ができない、調理かごの規格

変更など制約があり、今後研究して日野の伝統、文化の良さも給食を通じて教えて

いければと思っているとの答弁がありました。 

 また、委員より、偏食のある子どもたちに栄養バランスがよく取れるよう、自校

方式の良さの中で調理の仕方を考えることができると思うが、考え方はどうか、ま

た、給食費の滞納に対する対応を教師は苦痛に感じている。他の業務に影響がない

のかとの質問に対し、最近は子どもたちが楽しんで、喜んで食べ、栄養バランスの

あることも教えながら量を減らしたり、尐しずつでも食べられる方法をとっている。

給食費の滞納については、中学校は事務からの文書の受け渡しは教師を通じて行っ

ている、学年や年度で取りまとめ、今後は教育委員会事務局で対応する方法も考え

ていきたいとの答弁がありました。 

 議長より、給食の残さいと子どもたちの残食との分離、チェックされているのか

との質問に、残さいは開始当初もかなりあり、確認している。栄養士に栄養バラン

スを満たし、実態に合う対応ができるよう調査、指示をしているとの答弁があり、

状況を学校側にもＰＴＡ側にも議会にも明らかにすることが大事である。公開して

いくことも考えていただきたいとの意見がありました。 

 委員より、懇話会はたちまちは桜谷小学校の給食の問題で進められ、町全体の学

校給食の協議になったと思うが、これからの町内小学校も自校直営方式で行う方針

で行くことになるのかとの質問に、今後の桜谷小学校以外のことは、自校直営の方

向で一定進むわけであるが、学校、幼稚園の体制など今後どのように情勢が変わる

か分からないので、その時点の判断に任せようとの意見もあり、今後、議論が必要

なときは、懇話会的な委員会等に置いて判断を委ねることが出てくるとの答弁があ

りました。 

 閉会にあたり、町長より挨拶をいただき、午後３時６分に終了いたしました。 

 以上で学校給食問題検討特別委員会委員長報告を終わらせていただきます。 

議長（杉浦和人君） 次に、企業誘致・幹線道路整備特別委員長 １番、村島茂男君。 

１番（村島茂男君） それでは、平成25年９月定例議会、企業誘致・幹線道路整備特

別委員会の委員長報告を行います。 

 去る９月18日午後２時より、第１委員会室において企業誘致・幹線道路整備特別

委員会を開催。出席者は、委員全員と、執行側より藤澤町長をはじめ、担当課職員

の出席のもと、町長、議長の挨拶を受け、引き続き外池商工観光課参事、続いて長
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岡建設計画課参事ならびに岸村建設計画課長の説明を受け、直ちに意見交換に入り

ました。 

 委員より、頓宮鎌掛の現道利用は良いが、もう尐し具体的な図面はありませんか。

どこのルートが効果的と考えていますか。答弁、現在のところ代替案は持っていま

せん。同盟会では、60億という工事費、ルート案について見直しをし、現道利用を

するよう要望しています。5.7キロメートルのうち500から600メートルは橋梁であり、

高額となっています。アクションプログラムの計画に入っていることから、具体的

な検討は県が行うものと考えています。 

 引き続き委員より、県に要望していかないとほったらかしになり、どうしようも

なくなる。県に要望していかないといけないと考えます。答弁、行政と議会が一体

となって要望をあげたいと考えます。土山蒲生近江八幡線と名神名阪連絡道路につ

いては、県は見直しが必要と認めており、町がどちらを選ぶのかとも言っています。 

 委員より、西明寺安部居線についてキックオフ大会以降要望しています。この後

進め方は町を窓口に進めたいと言われています。10月をめどに調査に入るとされて

いるが、尐し時間が経過して熱がさめているように思え、次のアクションを起こす

必要があるのではないでしょうか。10月に調査されるのか。その後どうアクション

を起こされるのか。答弁、県の10月の調査について、いつ、どのような調査をされ

るのか確認いたします。 

 委員より、増田水口線の同盟会はどのような構成でやっているのか。土山蒲生近

江八幡線は、土山には国道があることから温度差がある。町と地元が一体となって

やる必要があると思います。要望するルートを見直し、用地買収に必要な地籍調査

なども求めて、より効果が上がるよう考えてほしい。増田水口線も温度差があり、

日野側の県道では民家があるのでどのような対応をしていくのか。答弁、増田水口

線の同盟会は、中山西、中山東、豊田、徳谷の代表者で構成され、甲賀市松尾地先

の方も入っておられます。日野町側は５から６メートルの農道がありますが、甲賀

市側では２メートル前後の幅になっています。まずは1.5車線とし、最後は全線を仕

上げるよう同盟会では考えられています。土山蒲生近江八幡線のルートの見直しは、

県に任せたままでは進まないと考えています。同盟会と相談しながら県に提案した

いと考えています。地籍調査についても公図が混乱しているところもあり、同盟会

とも相談していきたいと思います。 

 引き続き委員より、名神名阪連絡道、土山蒲生近江八幡線と同様に西明寺安部居

線、増田水口線についても資料を見せてもらいたい。答弁、ルートについては同盟

会で考えられています。次回には提案します。ほかの委員より、ルート図面がある

のなら出してもらいたいと補足がありました。 

 委員より、平成４年に県が案を出したのは３ルートで、そのうち１ルートが残り
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計画も入れられている。答弁、西明寺安部居線は事業化になりかけたこともありま

すが、用地で行き詰まり今に至っています。県は307号から400メートルは実施計画

をしました。佐久良の神社まではルートが確定しています。そこから中之郷までは

未定ですが、今のところ田んぼの中の案があります。 

 議長より、西明寺安部居線は諸木大橋のところの用地で解決していない。しかし、

日野町のみの地先なので動き出したら早いと考える。増田水口線は甲賀市の松尾地

先の用地の問題で解決が大変です。道路の利用者は日野町で地権者が甲賀市となっ

ている。泉日野線は17年かかったが、最初に地元でルートを書きました。用地の確

保が困難な状況を回避して書いたため用地買収は早かった。以前は旧水口町および

旧土山町の議会と交流してきた経過もあり、そういったディスカッションも必要で

はないかと思います。 

 委員より、６月27日の西大路鎌掛線の説明会後、今後の進め方はどうでしょうか。

答弁、西大路鎌掛線は全体計画を策定するための事業を発注しています。鎌掛はル

ート説明をして決定する予定です。西大路は用地の代替地が見つからない状況で、

県と協議して、予算の振りかえで鎌掛地先の実施設計も考えているところです。 

 町長より、土山蒲生近江八幡線、名神名阪連絡道の２路線について、必佐バイパ

スを活用し、内池バイパスを含め一体として進めることを考えています。同盟会で

もそのように進めることとして議会として確認いただいたものと考えています。 

 議長より、２路線を１つにすることの議会承認は必要ないものと思う。町の姿勢

を議会に示したということでよいのではないでしょうか。町長より、平成17年から

の経過があり、議会の了承が必要と考えています。地元鎌掛からも２路線というの

はどうかとも言われています。議会の承認事項ではありませんが、確認してもらい

たいと思います。 

 議長より、町長が示された方針に対して反対するものではない。ルートを１つに

絞り名神名阪連絡道路促進期成同盟会を続けていく事は矛盾するのではないかと思

います。道路は一体であり、日野町が現道を活用するというのなら同盟会を断ち切

らないといけないと思う。名神名阪連絡道と一般道は機能が違うもの。答弁、名神

名阪連絡道は30キロメートルのうち、10キロメートルは地域高規格道路、20キロメ

ールは別と判断してほしいと考えます。地域高規格道路は有料道路から国道１号バ

イパスのようなものまでいろいろあります。国に対して判断を求めている中で、同

盟会からはずれることは難しい状況です。 

 議長より、地域高規格道路の調査区間と一般道路を別にして連結させるように整

理する必要があると思います。同盟会から脱退して調査区間からはずれた方がよい

と思う。道路公団の事業として、道路の一部を有料化することの方法も難しい。町

長より、論点は、土山蒲生近江八幡線を一体化して、名神名阪連絡道をどうするの
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か、整理することにします。 

 委員長より、次回は、各路線のルート地図を添えるようにお願いします。 

 以上で、意見交換を打ち切り、３時23分、町長の閉会の挨拶をいただき、委員会

を閉会しました。 

 これにより、企業誘致・幹線道路整備特別委員会の委員長報告といたします。 

議長（杉浦和人君） 以上をもって各委員長の報告を終わります。 

 ここで暫時休憩いたします。再開は11時15分を予定いたしております。 

－休憩 １０時５５分－ 

－再開 １１時１５分－ 

議長（杉浦和人君） それでは、再開いたします。 

 これより、委員長報告に対する質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 

－な     し－ 

議長（杉浦和人君） ないようでありますので、質疑を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。 

 ここで、９番、西澤正治君ほか２名より、議第62号、平成25年度日野町一般会計

補正予算（第２号）に対する修正動議が議長に提出されております。この動議は所

定の賛成者がありますので、成立いたします。したがって、これを本案にあわせて

議題とし、提出者の説明を求めます。 

 ９番、西澤正治君。 

９番（西澤正治君） 先ほど、予算委員長より事細かく報告をしていただきました。

再度、議第62号、平成25年度日野町一般会計補正予算（第２号）に対する修正案に

ついて説明をさせてもらいます。修正箇所は、第８款・土木費の町単独道路改良事

業のうち、町道本町２号線の改良工事に係る部分であります。この事業は、社会福

祉法人日野福祉会が、旧岡本団地跡地に町有地を借用され保育所を増園されること

に伴い、周辺住民の交通安全対策のために実施されるという説明であるが、次のよ

うな理由から修正を求めるものであります。 

 まず、周辺住民からの要望により事業を計画されることであるが、執行側が説明

されているバイパスについては、地元の理解が得られていないことであります。９

月21日に再度地元地区の総集会においても、理解が得られなかったということでご

ざいます。大半の方が同意をされなかったということでございます。けさほど、議

長より議会運営委員会、また、全員協議会においてもこのようなことが発表されま

した。このようなことから、町道本町２号線の改良工事に係る財源は、財政調整基
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金に積み立て、地元との調整を図られてから改めて予算計上すべきだと考えます。

以上の理由から、議第62号、平成25年度日野町一般会計補正予算（第２号）の一部

を修正するものであり、朗読は省略いたしますが、歳入歳出予算の補正第１条を既

定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２億4,241万5,000円を追加し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ87億7,685万4,000円に改めるものであります。第

１表歳入歳出予算補正および歳入歳出補正予算事項別明細書は配付いたしました修

正案のとおりであります。 

議長（杉浦和人君） 以上で提案理由の説明を終わります。 

 議第62号、平成25年度日野町一般会計補正予算（第２号）に対する修正案に対す

る質疑に入ります。質疑はありませんか。 

 ３番、齋藤光弘君。 

３番（齋藤光弘君） 修正動議に対する質疑を行います。町単独道路改良事業の町道

本町２号線の整備について、西澤議員から修正動議が提出されました。修正動議を

出された理由は、バイパスについては地元住民の理解が得られていないという点か

ら修正動議が出されましたが、このことについて４点について質問を行いますので

明快な回答をよろしくお願いいたします。 

 この事業は、保育所の待機児童の増加に伴い、町の福祉事業の子ども子育て支援

の一環として私立わらべ保育園を増設するに当たり、地元自治会からの交通安全対

策を条件に要望されていることもあり、町が交通安全対策を目的に道路整備を提案

し、予算計上されたものであります。 

 １つ目の質問です。保育所の整備や待機児童発生における町の役割責務について

は児童福祉法第24条と子ども子育て支援法により計画的な保育整備が義務付けられ、

明確に位置づけられています。このことからも、町がわらべ保育園を設置すること

に関与することは、必要な保育を確保する上で認められた措置であり、町が講じな

ければならない措置であります。西澤議員は児童福祉法第24条をどのように理解さ

れておられるのかお伺いをいたします。 

 ２つ目の質問です。町道本町２号線の整備を認めないという修正動議を出された

ことは、今年度計画予定のわらべ保育園の設置を先送りされることにつながりかね

ません。保育幼児をお持ちの保護者の方は保育園の増設を多くの方が待ち望んでお

られます。近年の若い世帯の生活環境は夫婦共稼ぎの家庭が増え、０歳から３歳児

の保育を希望される待機児童が急増しています。その背景には、格差と低所得家庭

が増加していると言えます。こういった保護者、家庭のことを考えますと先送りす

ることはできません。このことについて西澤議員は、わらべ保育園や保護者に対し

て修正動議を出されたことをきちんと理解してもらえる説明ができるのかお伺いを

いたします。できると言うならば、どのように説明をされるのか、お伺いいたしま
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す。 

 ３つ目の質問です。町道本町２号線の整備に係る予算を削除されるということは、

安全対策をしないということになります。今日、議長より、地元町代さんから、地

元総会においてバイパス工事には同意しないという報告があったという報告があり

ましたが、地元住民の方はわらべ保育園設置にあたっては、交通安全対策を講じる

ことを要求されています。提出されています修正動議は、地元住民の要求とは相反

する提案であります。このことについて西澤議員は、地元住民に対してきちんと理

解してもらえる説明ができるのかお伺いします。また、できると言うならば、どの

ように説明をされるのかお伺いをいたします。 

 ４つ目に、修正動議を提案された理由の１つに、地元住民の理解が得られていな

いとされておりますが、通常は町が事業予算を計上し、議会の承認を得てから地元

住民の理解を得る協議、調整を経て、事業が実施されることが正常な基本の流れで

あります。町長は予算特別委員会の中でもこのことは何度も意見の中で述べられて

いますように、予算を認めていただいた後に地元住民の思いをお聞かせいただき、

協議し、調整を図るよう努めてまいりたいと言われております。これが正しい事業

の進め方であります。今の予算案の段階で、予算を認めない修正動議を出されるこ

と自体が問題であります。よって、地元住民の理解が得られていないことは修正動

議を提出する理由にならないのであります。町長が言われるように、予算案が決ま

らなければ地元との協議や調整を図ることができないわけです。提案された予算案

ではエルの鍵の手になっていますが、地元の意向で直線だけがよいというならば直

線だけになるでしょうし、町は地元住民の理解が得られるように地元と協議し、地

元の意向をくんだ調整を図ると言っているのです、何も問題はないはずです。西澤

議員は何が問題なのか、お聞かせ下さい。 

 以上の４点について責任をもって明快な回答をいただきますようお願いをいたし

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、たくさん言っていただきましたので、それぞれ答弁

なるかちょっと疑問でございますが、一つお願いしたいとこのように思います。 

 これは先ほども議運、また、全員協議会でも話されましたように、議長より報告

がありました。やはり、この住民から賛同を得られないことには事業も進まないの

であります。これが第１の本当の理由でございます。この前も委員会のときも、町

長が10人中７人おられたら進めるということを言われておりました。しかしながら、

21日の総集会においては、大半の方がやはりこのバイパスには問題があるのではな

いかということで反対をされたということをお聞きしました。やはりこれは住民そ

れぞれご意見がございますが、住民の方にやはり納得をしていただかねばならない
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かなとこのように思うわけでございます。議会の予算を認めてから事業に進まれた

らいいのではないかと、このように齋藤議員が言われましたが、議会が全部認めて

しまいますと、我々は二元代表制でございます。住民の意見を十分に聞かなければ

ならないと思っております。その点でもやはり執行部に対する反対は議会がしてい

かなければならない、このように思うわけでございますので、尐しちょっと待って

いただいて、住民の皆さん方のご意見を尊重しながら事業を進めていただきたい。

このようなことで動議を出させていただいたということでございます。 

議長（杉浦和人君） ほかに質疑はありませんか。３番。齋藤光弘君。 

３番（齋藤光弘君） それでは、再質問させていただきます。西澤議員が今、ご回答

いただいたわけですが、１つ目の質問でありますが、わらべ保育園設置における道

路整備を交通安全対策として町が道路改良をすることは認められた措置であり、町

が講じなければならない措置であること。さらには地元の交通安全対策の要望に答

えるには町が道路改良しなくてはならないことを理解されているのかということで

お聞きさせていただいたわけでありますが、先ほどの回答では、その回答がなかっ

たように思います。再度お伺いをいたします。 

 次に、２つ目の質問であります。児童を抱える多くの保護者の方は４月からの開

設を待ち望んでおられます。10月７日には、保育所、幼稚園の申し込み受け付けが

行われます。ここで議会が道路に対して修正動議を出し、安全対策ができなければ

不安をあおるばかりであります。ここで議会がしっかりと判断し、見極める責任が

あります、修正動議を提出されたことによって４月開設ができなければ、議会にそ

の責任が重くのしかかるのではないかと思います。その責任をきちっと受けとめる

自信と責任をもって修正動議を出されているのか、再度質問し確認をさせていただ

きます。 

 次に３つ目の質問でありますが、地元の住民の中には、交通安全対策を必要、心

配されておられる方もあると思います。しかし、そのことが理由に議会が道路改良

を認めない、修正動議を出すことは安全対策を否定することになります。交通安全

対策を考えた修正案を提出されるのならわかります。もしくは、地元住民の理解を

求める付帯決議を提出されるのなら理解し賛同することはできますが、この事業の

予算を削除する修正案は地元住民から要求、要望されているものではありません。

この修正案はどういう理由から出されているのか全く理解はできません。地元住民

の意見を聞いて修正案を出されたということでありますが、予算削除の修正動議の

出された理由を理解できるように説明をしていただきたいと思います。以上の再質

問に対してご回答をお願いいたします。 

議長（杉浦和人君） ９番、西澤正治君。 

９番（西澤正治君） 道路改良の件でございますが、保育園を建てることによって道
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路が必要ということでございます。町道となっておりますので、町の責任ではない

かなと。保育所の開設にあたりましてもやはり道路でございますので、町の十分な

責任でございます。交通安全対策と言われますが、住民の方が道が狭いのであそこ

は通っていただければ朝夕の混雑は避けられないということでございます。やはり

この交通安全対策を十分住民の方が望まれておりますので、大きな保育園に入る進

入路を５メートル幅でつけるというようなことでございますので、大きな進入路が

あればこれは大丈夫ではないかなとこのように思うわけでございます。この予算の

削除によって４月開設のこれが延びるのではないかという心配をされておりました。

私もこれは十分心配をしておるわけでございます。待機児童があるということは、

大変なことでございます。予算の削除ではございません。これは財政調整基金に一

旦預けて、これが解決できればすぐに戻してでも臨時議会にかけていただければす

ぐにでもできるというようなことでございますので、どうぞひとつ議員さんのご協

力のほどをお願いしたい、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。３番、齋藤光弘君。 

３番（齋藤光弘君） これ以上質問しても同じかなと思いますので、質問はいたしま

せんが、今回のわらべ設置にあたって、また、交通安全対策についても理解をして

いただけているということを確認させていただいたかと思います。この問題からし

て修正動議を裏付ける理由は全くありません。よって修正動議に反対するものであ

ります。町道本町２号線の整備を認めないこと自体が地元住民の道路整備の交通安

全対策を要望している声を聞いていないことになります。これこそ議会の信頼を損

ねる行為であり、議員としての責任が問われても、不思議ではありません。また、

その修正動議に賛同する議員にも責任が問われても仕方がありません。この道路整

備は地元住民にとっても利用されるわらべ保育園と幼児と保護者にとっても有効な

三方よしの道路整備でなくてはなりません。以上のことを十分考慮していただき、

良識ある判断をしていただきますことをお願いしておきます。以上で私の質問を終

わります。 

議長（杉浦和人君） ほかに質疑ありませんか。 

－な     し－ 

議長（杉浦和人君） ないようでありますので、質疑を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。 

 これより討論に入ります。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、まず、本案の修正に対する反対討論の発言を許可いたします。 

 反対討論はございませんか。 
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 11番、池元法子君。 

11番（池元法子君） それでは、議第62号、平成25年度日野町一般会計補正予算（第

２号）に対する修正動議に反対する立場で討論をいたします。 

 これは大窪岡本町の保育所建設予定地への進入道路の町単独道路改良事業であり

ます。この予算計上を議会が認めないということは、現実、今、町の緊急の課題で

ある待機児童の解消に目を背けることであり、25年度中に園舎が完成できないとい

うことになれば、来年４月からの保育所入所を待ち望んでおられる町民の皆さんの

期待を裏切るとともに県の信頼を損ねるという取り返しのつかないことになりかね

ません。保育所の建設に反対するものではないと言われますが、現実、そのことに

も大きく影響することだということは議員の皆さんは承知の上のことだと思われま

す。地元は保育所開園の条件として、日野地区行政懇談会要望において町の責任と

して交通安全対策等を行うことを求められ、町はこの要望に応えるために町道の設

置を行おうとするものであります。また、この道路を町道として設置することは児

童福祉法第24条の第１項に定められているように、市町村の保育の責任を果たす上

で必要不可欠な事業です。現にお隣の町でも民間が建設する保育所の取りつけ道路

は町の責任を果たすため町道として設置をされました。バイパス案についても、生

活道路を町として住民の安全対策を第一に考え、現行の町道の朝夕の混雑の解消の

ためにも最良の案として提案されたものであります。そもそも道路予算などは予算

措置をし、用地買収、調査等を行い、地元の了解のもとで進めていくものではない

でしょうか。議員の質問に対し、町長も地元の了解なしでは何もできないことは当

たり前のことであり、地元との話し合いをして調整をしていくとの答弁をされてい

ます。現在ある道でも、用地買収に応じてもらえないなどまっすぐあるべき道が曲

がりくねっていたり、予算が通っても不執行になっているところもあることです。

だからといって、今回のような理由で議会が道路予算を認めなかったということが

今まであったでしょうか。予算特別委員会で地元意見を受けとめ、それを行政が反

映することは重要だ、このことを議会が認めたら、議会の信頼が失墜すると賛成討

論がされました。保育所の建設に反対するものではなく、待機児童問題が緊急の課

題だと認識されているならこの予算は認め、こんな時こそ地元住民の意見をしっか

り受けとめ議会了解を得て執行することの付帯決議をつければいいではありません

か。その中でバイパス部分が不執行になることもあると思います。私もその付帯決

議なら全会一致の決議になると思いますし、議員としての信頼も失墜するものでは

ないと思います。 

 以上の理由からこの修正動議に反対をいたします。良識ある議員の皆さんの同意

を求め討論を終わります。 

議長（杉浦和人君） 修正案に対する賛成の討論はございませんか。 
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 ６番、冨田 幸君。 

６番（冨田 幸君） それでは、西澤議員の修正動議に賛成する立場で意見を申し上

げます。私どもは進入道路を設置すれば何の問題もないのではないか、現在の４メ

ートルにも満たない道路に変わり、５メートルという道路をわらべ園に向かって設

置をするということで何の問題もないように思います。ただ、それをバイパスとい

う名前のもとに、現道にＬ型に曲げておられる。その予算すらむしろ不要じゃない

かというふうに思うわけです。これは質疑でも申し上げましたように、バイパスと

いうのは本来起点側あるいは終点側がおおむねできて、最後の詰まり、喉首のとこ

ろがどうしてもできないというとき等にバイパス道路を考えるものであって、今回

のバイパス道路というのはその理に反するものであるというふうに思います。した

がいまして、私どもはこの５メートル道路の進入道路をつける当局の修正予算を組

まれれば何の反対するものでありません。以上で賛成の立場での討論とさせていた

だきます。 

議長（杉浦和人君） ほかに討論はありませんか。 

－な     し－ 

議長（杉浦和人君） ないようでありますので、討論を終わります。 

 これより議第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、採

決いたします。 

 まず、本案に対する西澤正治君ほか２名から提出されております修正案について

採決いたします。本修正案に賛成の諸君の起立を求めます。 

－起 立 多 数－ 

議長（杉浦和人君） ご着席下さい。起立多数であります。よって、議第62号、平成

25年度日野町一般会計補正予算（第２号）に対する修正案は可決されました。 

 次に、ただいま修正議決をいただきました部分を除く原案に対する採決をいたし

ます。お諮りいたします。議第62号、平成25年度日野町一般会計補正予算（第２号）

の修正議決をした部分を除く部分について原案のとおり決定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62号、平成

25年度日野町一般会計補正予算（第２号）修正議決をした部分を除く部分について

は原案のとおり可決することに決しました。 

 次に、議第60号から議第61号までおよび議第63号から議第64号まで、町道の路線

の認定についてほか３件、ならびに請願第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についてを一括議題とし、討論に入ります。討論はあ

りませんか。 
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 13番、對中芳喜君。 

13番（對中芳喜君） それでは、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、私は賛成の立場から、特に総務常任委員会で

の不採択に反対する、そういった立場で討論を行い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。 

 既にご承知のとおり、安倍内閣は10月に予定されております臨時国会の前に来年

４月からの消費税増税を予定どおり実施するかどうか、その可否を判断するとして

おります。私は、消費税増税問題に対して、３つの点を指摘したいと思います。そ

のまず第１は、国民多数の声であるということであります。そもそも消費税という

税金は、所得の尐ない人に重くのしかかる最悪の不公平税制であります。当然のご

とく東日本大震災での被災者の生活再建にも容赦なく大きな負担を強いることにな

ります。政府自民党は先の参議院選挙で消費税増税の争点をそらし続けました。選

挙で自民党の議席が増えたからといって国民は決して消費税増税を認めたわけでは

ないわけであります。選挙後の世論調査を見ましても、増税を予定どおり実施すべ

きが２割から３割であります。中止すべきだあるいは先送りすべきだという声が７

割から８割と圧倒的であります。国民の暮らしと営業の切実な現状を顧みず、私ど

もの意思を無視して大増税と大不況の道に突き進むことは、断じて私たちは認める

わけにはいきません。 

 ２つには、所得が減り続ける中で、史上最大の増税をしたら、暮らしも経済も破

たんされるということであります、現在５パーセントの消費税が８パーセント、さ

らには10パーセントに増税されれば、今からちょうど16年前となる1997年の増税を

上回る文字通り史上最大の増税と言われております。1997年に消費税を３パーセン

トから５パーセントに増税したときは、国民の所得は着実に増え続けておりました。

それが増税によって家計の懐が厳しくなり、あの大不況の引き金を引く結果となっ

たわけでもあります。今回はどうかと言えば、1997年をピークに国民の所得は減り

続け、労働者の平均年収は70万円も減尐していると言われております。一方で物価

だけが上がり始め、暮らしはますます大変になってきております、中小企業また業

者は消費税を販売価格に転嫁できない、そういった状況が続いている中に円安によ

って原材料価格の上昇を価格転嫁できないという二重の苦しみもその中にもありま

す。そんな状況のもとで大増税を行ったならば暮らしと営業をさらには経済全体を

奈落の底に突き落とす、こういった状況になるのではないか、私たちはそのように

思うわけであります。 

 ３つには、消費税を増税しても財政はよくならないということであります、それ

は、一口に言えば消費税増税によって景気が悪化すれば、他の税収が消費税増税分

以上に落ち込んでしまうということであります。実際に経験したこととして1997年
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に消費税を２パーセント増税した際にも、消費税以外の税収は大きく落ち込んだわ

けであります。それは不況で税収が落ち込んだことに加え、景気対策として大企業

の法人税、さらには所得税を減税したためとも言われております。その上景気対策

の名で大型開発が行われるなど財政危機の悪化を加速する結果となってしまったわ

けでもあります。そこで、今回も前回の苦い経験を全く無視して消費税増税で景気

悪化を防ぐためとして大型補正予算による大型公共事業の追加、さらには復興特別

法人税を前倒しをしてやめるとか、法人税の減税を求める声が財界側から強く出さ

れており、安倍内閣もそれに踏み込む危険な姿勢を示しております。これでは、過

去の失敗を繰り返し財政をさらに悪化させる何物でもないのではないでしょうか。

最後に私は今回の請願書の趣旨は単に消費税増税の反対だけではないのであります。

それは今後の税制のあり方として、消費税の増税が必要だと考えている方々の中に

も、来年の４月の増税は国民生活や日本経済を悪化させることになるという懸念を

持っておられる方がたくさんおられます。つまり、差し迫った来年４月の実施は反

対という国民も多くおられます。そういった方々の願いも込めた消費税増税中止の

請願書でもあるわけであります。多くの国民の切実な願いに応える請願書を立派に

私たちは採択することが議員の果たす役割ではないでしょうか。そのことを私は強

く訴えまして賛成討論といたしたいと思います。 

議長（杉浦和人君） ほかに討論はありませんか。９番、西澤正治君。 

９番（西澤正治君） それでは、委員長報告に賛成の立場で討論をさせていただきま

す。誰もが消費税増税ということを喜んでいるわけではございません。尐子高齢化

が進み、社会福祉などの予算が年々大きく膨らんでおるわけでございます。医療費

も年間、国では１兆円を毎年越えてくることになり、国の国債も1,000兆円というよ

うな大きな金額に膨らんでまいりました。このようなことはやはり今後若い人たち

に送っていくわけではございません。やはり、自分らのことは自分らで片付けてい

こうと、このようなことからこの消費税が５パーセントから８パーセントになると

いうわけでございます。総理も来年４月にはもう上げるということを腹をくくられ

たようでございます。一つ、やはり自分らのことは自分らで解決するということで、

この消費税増税は我々の責任ではないかなとこのように思うわけでございます。 

議長（杉浦和人君） ほかに討論ございませんか。 

－な     し－ 

議長（杉浦和人君） ないようでありますので、討論を終わります。 

 これより採決いたします。お諮りいたします。議第60号から議第61号までおよび

議第63号から議第64号まで、町道の路線の認定についてほか３件については別に反

対討論がありませんので、一括採決いたしたいと思いますがご異議ございませんか。 

－異 議 な し－ 
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議長（杉浦和人君） ご異議なしと認め、一括採決いたします。各案に対する委員長

報告は、議第60号から議第61号までおよび議第63号から議第64号まで、町道の路線

の認定についてほか３件については原案可決であります。各案は委員長報告のとお

り決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

－起 立 全 員－ 

議長（杉浦和人君） ご着席下さい。起立全員であります。よって、議第60号から議

第61号までおよび議第63号から議第64号まで、町道の路線の認定についてほか３件

については、委員長報告のとおり原案可決と決しました。 

 続いて、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

請願書を採決いたします。本請願に対する委員長報告は不採択であります。したが

って原案について採決いたします。 

 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、原案のとおり採択することに賛成の諸君の起立を求めます。 

－起 立 尐 数－ 

議長（杉浦和人君） ご着席下さい。起立尐数であります。よって請願第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は、不採択と

決しました。ここで暫時休憩いたします。 

－休憩 １１時５５分－ 

－平尾義明君 退場－ 

－再開 １１時５５分－ 

議長（杉浦和人君） それでは再開いたします。 

 日程第２ 議第77号、日野町副町長の選任についてを議題とし、町長より提案理

由の説明を求めます。町長。 

町長（藤澤直広君） 日程第２ 議第77号、日野町副町長の選任について。本案は日

野町副町長に平尾義明氏を選任するため、地方自治法第162条の規定により同意を求

めるものでございます。ご同意のほどよろしくお願いいたします。 

議長（杉浦和人君） 以上で提案理由の説明を終わります。これより質疑に入ります。

質疑はありませんか。 

－な     し－ 

議長（杉浦和人君） ないようでありますので、質疑を終わります。 

 お諮りいたします。本案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。 

－異 議 な し－ 

議長（杉浦和人君） ご異議なしと認め、これより採決をいたします。議第77号、日

野町副町長の選任について、原案のとおり同意することに賛成の諸君の起立を求め
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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77号、日野

町副町長の選任については原案のとおり同意することに決定いたしました。ここで

暫時休憩いたします。 

－休憩 １１時５７分－ 

－平尾義明君 入場－ 

－再開 １１時５７分－ 

議長（杉浦和人君） それでは再開いたします。ここで平尾総務政策主監から発言を

求められておりますので、これを許可いたします。 

総務政策主監（平尾義明君） 議長のお許しをいただきましたので、一言ご挨拶をさ

せていただきます。ただいまは、副町長選任の件に関しまして、ご同意をいただき

ましてまことにありがとうございます。もとより浅学非才の身ではございますが、

職務の重要性を深く認識し、誠心誠意精一杯努めてまいりますので、議員の皆様方

のなお一層のご指導ご鞭撻を心よりお願い申し上げます。簡単ではございますが、

お礼の挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

議長（杉浦和人君） 次に、日程第３ 決議案第１号、道州制導入に断固反対する意

見書決議についてを議題とします。決議案の内容はお手元印刷配付のとおりであり

ます。提出者より提案理由の説明を求めます。 

 総務常任委員長 ８番、小林 宏君。 

８番（小林 宏君） それでは、決議案第１号、道州制導入に断固反対する意見書を

読み上げて、提出案といたします。 

 我々町村議会は、平成20年以来、町村議会議長全国大会において、その総意によ

り、住民自治の推進に逆行する道州制は行わないことを決定し、本年４月15日には、

全国町村議会議長会が町村や国民に対して丁寧な説明や真摯な議論もないまま、道

州制の導入が決定したかのごとき法案が提出されようとしていることはまことに遺

憾であるとする緊急声明を行った。さらに、７月18日には、道州制は絶対に導入し

ないこととする要望を決定し、政府・国会に対し、要請してきたところである。し

かしながら、与党においては、道州制導入を目指す法案の国会への提出の動きが依

然として見られ、また、野党の一部においては、既に道州制への移行のための改革

基本法案を第183回国会へ提出し、衆議院内閣委員会において閉会中審査となってい

るなど、我々の要請を無視するかの動きをみせている。これらの法案は、道州制導

入後の国の具体的な形を示さないまま、期限を区切った導入ありきの内容となって

おり、事務権限の受け皿という名目のもと、ほとんどの町村においては、事実上の

合併を余儀なくされるおそれが高いうえ、道州はもとより再編された基礎自治体は、
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現在の市町村や都道府県に比べ、住民と行政との距離が格段に遠くなり、住民自治

が衰退してしまうことは明らかである。町村は、これまで国民の生活を支えるため、

食料供給、水源涵養、国土保全に努め、伝統・文化を守り、自然を活かした地場産

業を創出し、住民とともに個性あるまちづくりを進めてきた。それにもかかわらず、

効率性や経済性を優先し、地域の伝統や文化、郷土意識を無視してつくり上げる大

規模な団体は、住民を置き去りにするものであり、到底地方自治体と呼べるもので

はない。多様な自治体の存在を認め、個々の自治体の活力を高めることが、ひいて

は、全体としての国力の増強につながるものであると確信している。 

 よって、我々日野町議会は、道州制の導入に断固反対する。 

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出したいと思いますので、皆さ

んのご賛同をお願いいたします。 

議長（杉浦和人君） 以上で提案理由の説明を終わりました。これより質疑に入りま

す。質疑はありませんか。 

－な     し－ 

議長（杉浦和人君） ないようでありますので、質疑を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。 

 これより討論に入ります。討論はありませんか。 

－な     し－ 

議長（杉浦和人君） ないようでありますので、討論を終わります。 

 これより採決いたします。決議案第１号、道州制導入に断固反対する意見書決議

について、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

－起 立 全 員－ 

議長（杉浦和人君） ご着席下さい。起立全員であります。よって、決議案第１号、

道州制導入に断固反対する意見書決議については、原案のとおり可決されました。

本決議は、日野町議会議長名において内閣総理大臣ほか関係機関に送付いたします。 

 日程第４ 議員派遣についてを議題といたします。 

 お諮りいたします。会議規則第119条の規定により、お手元へ配付の議員派遣一覧

表により議員を派遣することにいたしたいと思います。 

 なお、派遣の変更および緊急を要する派遣の場合は、議長において決定いたした

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、派遣についてはそのように決定いたしまし

た。 
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 なお、派遣された議員は、議長まで派遣結果の報告をお願いいたします。 

 日程第５ 委員会の閉会中の継続審査・調査についてを議題といたします。 

 各委員長からお手元へ印刷配付いたしました文書表のとおり、会議規則第71条の

規定に基づき、閉会中の所管事務の継続審査ならびに継続調査の申し出がありまし

た。 

 お諮りいたします。各委員長から申し出のとおり、閉会中の継続審査ならびに継

続調査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、各委員長から申し出のとおり、閉会中の継

続審査ならびに継続調査することに決しました。 

１番（村島茂男君） １番、村島、動議を提出します。 

議長（杉浦和人君） １番、村島茂男君の発言を許可いたします。 

１番（村島茂男君） 私は平山敏夫議員に対する議員辞職勧告決議（案）を提出しま

す。 

議長（杉浦和人君） ただいま、１番、村島茂男君から平山敏夫議員に対する議員辞

職勧告決議（案）を提出することの動議が提出されました。動議について賛成の諸

君の起立を求めます。 

－起 立 多 数－ 

議長（杉浦和人君） ご着席下さい。１番、村島茂男君から提出のありました動議は

１名以上の賛成がありますので、会議規則第16条の規定により成立いたしました。

ここで暫時休憩いたします。 

－休憩 １２時０７分－ 

－再開 １２時２２分－ 

議長（杉浦和人君） それでは再開いたします。休憩前に引き続き会議を開きます。 

 先ほど、動議が成立しました。決議案第２号、平山敏夫議員に対する議員辞職勧

告決議（案）が休憩中に、１番、村島茂男君ほか２名から議長に提出されました。

この際、お手元へ配付のとおり日程に追加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、日程第６、決議案第２号、平山敏夫議員に

対する議員辞職勧告決議（案）を日程に追加いたしたいと思います。日程第６ 決

議案第６号、平山敏夫議員に対する議員辞職勧告決議（案）について議題といたし

ます。地方自治法第117条の規定に基づき、12番、平山敏夫君の退席を求めます。 

－12番、平山敏夫議員 退席－ 

議長（杉浦和人君） 議員辞職勧告決議（案）についてはお手元へ印刷配付のとおり
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であります。提出者より提案理由の説明を求めます。１番、村島茂男君。 

１番（村島茂男君） ただいま、議長の了解を得ましたので、平山敏夫議員に対する

辞職勧告決議（案）を朗読をもって提案理由の説明にかえさせていただきます。 

 平山敏夫議員は平成24年６月30日日野町長選挙期間中、日野町内池地先において、

相手候補の運動員の腹部を押したことでＡ氏が転倒し、負傷されたことは平山敏夫

議員も認め、医療費と衣類の被害弁償をＡ氏に申し入れていると日野町議会へ説明

しています。一方、Ａ氏への謝罪については議員全員協議会で早い時期に相手方（Ａ

氏）に赴き誠意をもって謝罪するようにと確認しました。しかしながら、弁護士と

相談するとして、本日までに実現に至っていません。平成25年９月15日発行の新日

野新聞には、直接の謝罪は未だ無しと報道されました。町民の皆様からはまだ解決

していないのとか裁判の係争中ですか、また、ほかの市町議会ではすぐに対応して

いるのにとか様々な意見が我々に寄せられています。 

 これまで日野町議会では政治的道義的責任を果たすのは本人であり、まず本人が

行動を起こすようにと促してきました。平山敏夫議員の態度は、日野町議会の意見

にも厳粛に受けとめていません。また、選挙中、相手方の腹部を押したとしている

不法行為は、議会議員として有るまじき行為であります。日野町議会では、町民の

負託に応えられる議会を確立するための議会基本条例を制定し、自らの資質の向上

に努め、町民の代表として良心と責任感を持って、議員の品位を保持し、識見を養

うよう努めなければならない。こうした立場にもかかわらず、手を出す、あっては

ならない事件を起こし、日野町議会の信頼を損ねたのは事実であります。 

 よって、自ら日野町議会議員の職を辞することを勧告する。以上、決議する。平

成25年９月25日滋賀県蒲生郡日野町議会。昨夜、Ａ氏に確認しましたが、いまだ謝

罪どころか何の連絡もありません、議員全員協議会での議長への経過報告も守られ

ておりません。議員皆様にもよろしくご賛同賜りますよう、お願い申し上げまして

提案理由の説明といたします。 

議長（杉浦和人君） これより質疑に入ります。13番、對中芳樹君。 

13番（對中芳喜君） それでは、２点ばかりお伺いしたいと思います。１つは、今日

ここに提案されたわけでありますけれども、どちらかと言えば唐突的な、そういう

提案であるわけであります。これはルールにしたがって、こうやって議題に上がる

のは当然で、また、あるわけでありますけれども、ここで私たちが今日まで、議会

の議員全員協議会も含めて、全体で平山さんの問題について協議してきたその対応

の仕方、これに対して全く足元を崩すようなやり方をされているわけですね。とい

うのは、ここにも書かれているとおり、この政治的な道義的なその責任を果たそう

という、そういうことは本人さんも自覚されているわけであって、そのために私た

ちは大いにそれを逆にバックアップしていくというのか、これをきちっとやるべき
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であるということを今日まで求めてきたわけでありますけれども、そういう意味で

それを短絡的に議会の議員辞職に発展させないというのが全体の合意なはずだった

わけでありませんか。これをことごとくころっとこうやって変えてしまうという、

どっちかと言えば造反者が出たという、そういうことに疑われるわけですね。今日

までの全員協議会でやってきた内容が何だったのかという、その点を、そういう意

味での逆に言えば、議会の資質の問題が問われるわけです。そこがはっきり１つは

していただきたいなということを思います。 

 それから、２つ目の問題は、結果的に今日まで、相手に謝罪していないのではな

いかという、そういうされていない、現実にもしていないという、こういう話にな

るわけでありますけれども、これは今日の朝の全員協議会でも出されている中で、

弁護士さんにもそれなりに相談をきちっとして、前向きな立場で相手と話をしたい

んだという、そういう形をつくってもらいたいという、そういった話もされている

わけです。つまり、これは進行形というのか、進行している中での話なわけです。

それをばすっとこの中で切るという、そういうことが果たして私たちがとる態度で

あっていいのかどうか、その２つの点がやはり問題であるんかなということを思う

わけでありますけれども、その点について、提案者の方のご意見をお伺いしたいと

このように思います。 

議長（杉浦和人君） １番、村島茂男君。 

１番（村島茂男君） 今の質疑に対して返答させていただきます。なぜ、今ごろ足元

をとおっしゃっておられますが、まず１番目に、事件が起きたのは去年の選挙中で

す。まず、本人が手を出したと認識があるのであれば、まずそこですぐに、町内の

方です、謝罪をしておけば、それでよかったかなと私は思います。そこを検察庁に

送っているから、裁判があるから、また、弁護士を通じてというのは、やはりこれ

は人として２番目、３番目じゃないでしょうか。まず、自分のことを考えて下さい。

子どもが暴力事件を起こした。人を危しめた。そのとき、じゃあ隣のおっさん行っ

てきてくれるかと言いますか。まず、親が出ていきます、子どもを連れて。ひょっ

としたらこいつが正当防衛でむちゃくちゃ言われたからやってしまいよったかなと

思うかもわかりません。でも、手を出したもんが負けです。やはり、親としては謝

りに行かすはずです。そこですぐにやはり謝罪というのは、私はほしかったと思い

ます。私もそこにいた人間の１人です。そして、２番目の進行状況を見守りながら

と言っておられますが、全協してから今日、何日目ですか。その場をつくるとか、

報告がありました。弁護士を通じて、弁護士がちょっと待て、今ではない。それは

二の次じゃないですか。一公職議員が一般の方に手を出したんですよ。やはりそれ

を乗り越えて、近いところじゃないですか。聞くところによると、お互いがそうい

う組合にも入っている建築業者と聞いております。顔も見知り合いです。よく知っ
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ておられるそうです。ぱっと行ってすまなんだなと申しわけない、まずそこでいい

んじゃないですか。それを大の大人がよってたかって、私もずっと聞いていました。

私はそこにいたもので、やはり数多く語るべきではないと思ってずっと聞いており

ましたけれども、本人の行動が全然見られず、ここに私の動議とさせていただきま

した。 

議長（杉浦和人君） 13番、對中芳喜君。 

13番（對中芳喜君） 再質問させていただきますけれども、先ほど私が言った、１番

目のとこ、特に重視しているわけです。つまり、はじめ、議会運営委員会の中でも

そういった議論をしながら、全員協議会の中でも皆さんにそういう資料というのか

内容も渡して協議してきた。そういう経過の中で、議員さん全員の問題としてこれ

を受けとめようやないかという、こういことを議論してきたわけです。それでやろ

うという、そういうことであって、まだきちっとできてない部分についてはさらに

大いにやってもらうような、そういう努力もしながら今後自分の身にも感じるとい

うこともあって、すきっとするためにも取り組んでいこうということをやってきて

いるわけですけども、この、審議、協議している経過の中で、辞職勧告決議という

短絡、そういうようなもので解決するのでなくて、それ以外にきちっとやろうやな

いかということで、政治的道義的な責任も果たしていこうということを明確にうた

ったわけですね。そういう問題があるにもかかわらず、こういう形で出されるとい

う、つまりそれならば、よく全員協議会でいろいろやってる中で、今日でもたくさ

ん全協やってるわけですけれども、その中にこういうようなことが当然言ってもい

いはずなのに、なぜ言わないのか、この本会議の最終日のここにぽこっと出すのか、

ここが全くルールを無視したやり方という、これやったら議会運営委員会やってる、

今日の値打ちが全くないし、全員協議会やってきた値打ちがないわけですね。そう

いう唐突的な、裏切り的なやり方が果たしていいのかどうか、ここはちょっとはっ

きりしてもらいたい。本人さんのどうとかこうとか、そんなことはどうでもよろし

いけれども、私は審議の過程の経過を尊重していくというそういう立場から問題に

しているわけでございますので、ちょっとその点についてもう一度明確に述べてい

ただきたいと思います。 

議長（杉浦和人君） １番、村島茂男君。 

１番（村島茂男君） １つ目ですけど、その全体というのも私にもよくわかります。

しかしながら、全員協議会でとりあえず、謝ろうやないか、謝ったらどうやと声が

出てました。議長からも言われていたのを皆さん聞いてると思います。それがまず、

なし。そこで個人の問題ですよね。それに対してできないのであれば、一般の方に

対して謝れないのであれば、自分の広報誌でもきちっと謝りたいと出てましたじゃ

ないですか。自分のことを認めて。それやったらきちっと謝ればそれでいいだけで、
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そこで個人のことは終わりで、できなかったらやめればいいんじゃないですか。そ

れで、今でも言ってるのは、進行全体に全員で協議するというのは、当然議会基本

条例もありますし、この前請願もありましたように倫理委員会も立ち上げて、９月

以降に立ち上げると聞いてますけども、その辺でやはりそういうことをきっちりと

みんなで、議員全員の責任として、こういう問題が起きたときはどうすればいいの

や、こういうことにならないようにきちっとまた全員で。議長もよく言われますけ

ど、明日はわが身かもわかりません。そういうことを自分でかみしめながら、また、

みんなが倫理委員会を立ち上げ、きちっとやっていけたらいいと思っております。 

議長（杉浦和人君） 13番、對中芳樹君。 

13番（對中芳喜君） 今の再質問で終わるわけですけれども、今、答弁があったわけ

ですけれども、もう一つ意味が分からないのです。つまり、私が言ってるのは、13

名含めて全員が一致スクラム組んで、この物事を解決していこうというそういうよ

うに合意しているわけですね。そういうことならば、当然何らかの形で今日まで協

議してくるなかで、そういったことが、村島さん自身から言われてもいいではあり

ませんか。そういうことなしに、今日までやってきてる。何か傍観的に見てるよう

な感じがするわけですね。そんな無責任な話は、私は絶対許せないと思います。そ

ういう意味で、今日までやってきた議会運営委員会、さらに全員協議会の重みとい

うのをもっとかみしめる必要があるのではないか。解決する方法がいくらでもある

と、そういうことをしなければならんということを私は強く思いますけれども、再

度、もう一度、あなたもその全員協議会の中には参画しているわけです。そして、

それは意見を述べられる場もあるわけですね。そういったところではこういう今み

たいな話はいっさいなしにということで、今回ぱっと出すというそこの気が知れな

いわけです。ちょっとそこらをはっきりしてもらわなければ、今後も議員として皆

さんと協調してやっていけるという、そういうことにつながっていかないのではな

いでしょうか。その点について、自分の身として一遍考えて、もう一度、再度答弁

していただきたいとこのように思います。 

議長（杉浦和人君） １番、村島茂男君。 

１番（村島茂男君） 全員で協議会をしていたときにという話で、なぜ言わなかった

のかとおっしゃられてましたけど、言うに足りませんよね。謝罪したらどうやとい

うのが出てました。それで、25日、閉会日までに謝罪をして報告すると、前向きに

弁護士を通じてでも何か知りませんけど、するというのが出ました。それでいいじ

ゃないですか。すると。弁護士に相談してみますと言われたじゃないですか。そこ

でとやかく言うても仕方ないでしょう。ただ、それやったら謝罪して下さいと、そ

れで私は聞いてました。それ以上言うことありませんでした。それが、ないという

ことで出させていただきました。 



 

4-41 

議長（杉浦和人君） ほかに質疑ありませんか。 

－な     し－ 

議長（杉浦和人君） ないようでありますので、質疑を打ち切りたいと思います。 

 これより討論に入ります。討論はありませんか。13番、對中芳喜君。 

13番（對中芳喜君） それでは、私は平山議員に対する議員辞職勧告決議（案）に対

して、私は反対の立場で討論したいとこのように思います。 

 るる、今まで、お話がこの決議案の中にも出されているわけであって、一部分は

よく分かる部分もあるわけでありますけれども、私は特に先ほどから質疑の中で問

題にしたように、この問題は政治的道義的な責任は、本人だけでなくて全議員が兼

ね備えているわけです。自らのものとして取り組んでいこうという、そういう姿勢、

そういうことをやれば議員辞職勧告決議とかいう形に頼らなくても十分解決できる

というそういうことを、今日まで議会運営委員会もまた、全員協議会の中でも一貫

してその点は私は貫いてきたと思うわけです、それを、そういう民主的なルールを

踏みながらやってる中で、結果的に謝ってないやないか、どうかこうかで辞職勧告

決議、ちょっとこれは誰が見てもおかしいんではありませんか。私はそのように思

うわけであります。やはり全体で協議してきた協議のその過程を正しく見ていくと

いうことが、私は必要でないか、このように思うわけです。そういう意味では全く

今日まで、唐突的な抜き打ち的なやり方は、この、今後議会運営全体においても、

本来議員同士の信頼関係が薄れるわけですね。これが、そういうことに私は発展す

ると思います。そういう意味で、私はその点で大きな問題だということであります。 

 あと１つは同時に本人自身も今、これですべて終わったということを言ってるわ

けではないわけです。つまり、今後解決していこうという、そういう姿勢は本人さ

んの機関誌の新聞でも、そういう謝罪的な文面も書かれてるわけでありまして、こ

れは公的に発表してるわけですね、これを着実にしていくというそこまでやっぱり

見てあげるというのか、私たちもそういう全体でカバーしてスクラム組んでやって

いこうというそういう姿勢を今こそ、この13名の議員がやらなければならん、そう

いう時期ではないか。ここに議会の信頼を回復する大きな力になるんじゃないか、

私はそのように思うわけでございます、そういった意味では、この唐突的なこうい

う決議案に対しては真っ向から反対する、そういう立場を述べまして、私は反対討

論を終わりたいと思います。 

議長（杉浦和人君） ほかに討論はありませんか。９番、西澤正治君。 

９番（西澤正治君） 私は、村島議員から出されたのは当然だと、このように思うわ

けでございます。私も、清風会の会長という名前を預かっておりますので、ここで

賛成の方へ回らせていただきます。麻原氏から２度にわたる公開質問状も出されて

おりました。それぞれ對中さんが言われるように、議会全員協議会、それぞれいろ
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いろ中をもんでいただきました。また、議運の委員長對中さんと議長と私も同席さ

せていただいて、平山さんを交え、何度かこの会合を持たせていただきました。本

当に、對中さんにしても各議員にしてもそれぞれ心中を察するものがあると、この

ように思います。今回、議員倫理条例が９月以降、議運の委員長を中心にまとめら

れようとしております。やはり一旦、ここできれいに一遍精算をして、今後こうい

うことがあったらどうしようやということをきちっと胸に刻みながらまた、頭に入

れながら、議員倫理条例を決められたらいかがなものかなとこのように思うわけで

ございます。村島議員の決議案には賛成といたします。 

議長（杉浦和人君） ほかに討論はありませんか。 

－な     し－ 

議長（杉浦和人君） ないようでありますので、討論を終わります。 

 これより採決いたします。決議案第２号、平山敏夫議員に対する議員辞職勧告決

議（案）についてを原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

－起 立 多 数－ 

議長（杉浦和人君） ご着席下さい。起立多数であります。よって、決議案第２号、

平山敏夫議員に対する議員辞職勧告決議（案）については原案のとおり可決されま

した。ここで平山敏夫君の復席を求めます。 

－12番、平山敏夫議員 復席－ 

議長（杉浦和人君） 12番平山敏夫君に申し上げます。平山敏夫議員に対する議員辞

職勧告決議案は起立多数により可決されましたことをお伝えいたします。 

 以上をもちまして、本日の日程はすべて終了いたしました。 

 お諮りいたします。予算特別委員会、学校給食問題検討特別委員会および企業誘

致・幹線道路整備特別委員会は、問題調査のため、引き続き設置いたしたいと思い

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、引き続き設置することとし、閉会中の調査

をお願いいたします。 

 以上をもって、本日の会議を閉じ、平成25年第６回定例会を閉会いたします。 

 町長挨拶。 

町長（藤澤直広君） 閉会にあたりまして、一言ご挨拶を申し上げます。 

 暑さ寒さも彼岸までと申しますが、秋風の快い季節になってまいりました。 

 議員の皆様方には、２日の開会日以降、本会議に提案いたしました案件につきま

して慎重なご審議を賜り、厚くお礼を申し上げます。 

 平成24年度の各会計決算につきましては、決算特別委員会で継続審査をいただく

ことになっており、引き続きよろしくお願いをいたします。 
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 さて、先週の台風18号では、初めて大雤特別警報が発表されたにも関わらず、住

民の皆さんへの周知を行わなかったことによって大変なご迷惑をおかけし、申しわ

けございませんでした。今回の台風による被害は、９月24日現在で、町内各地で257

ヵ所となっております。町道や急傾斜地など直接日常生活に影響するところについ

ては、早急に対応しておりますが、予算措置も必要となることから今後よろしくお

願いしたいと思います。 

 さて、懸案の副町長の選任同意については、全員賛成でお認めいただきありがと

うございました。力を合わせ、さらに一層町政運営に努力してまいります。 

 平成25年度日野町一般会計補正予算については、原案をお認め頂けなかったこと

は残念でありますが、議会での議論を踏まえ対応してまいりますので、よろしくお

願いをしたいと思います。 

 さて、今年も９月23日には会津まつりが行われ、日野祭曳山囃子方交流会の皆さ

んや日野町商工会手づくり甲冑隊の皆さんとともに参加をさせていただきました。

盛大な藩公行列の中で先人たちの歴史を学び、受け継いでいくことの大切さを感じ

たところでございます。 

 スポーツの秋、文化の秋となってまいりました。10月から11月にかけて町内各地

域でたくさんの行事が予定されております。10月６日は各地区での町民運動会、13

日にはスポーツ天国の日、10月12、13とは「日野まちなか歴史散策＆秋の桟敷窓ア

ート」が実施され、26、27日には恒例の「氏郷まつり“楽市楽座”2013」の開催が

予定されております。それぞれの事業について、町民の皆さんをはじめ、議員各位

のご支援とご協力をお願いするものでございます。 

 結びになりましたが、議員各位におかれましては、公私ともご多用のことと存じ

ますが、健康には十分ご留意をいただきまして、議員活動はもちろんのこと、各方

面でのご活躍を心からご期待申し上げ、閉会のご挨拶とさせていただきます。あり

がとうございました。 

議長（杉浦和人君） 去る９月２日から本日まで、提出案件の審議にあたられました

議員各位のご苦労に深く感謝を申し上げます。 

 会期中には台風18号が日本列島を直撃し、特別警報が発令された滋賀県、京都府、

福井県では大きな傷跡を残し、日野町におきましても記録的な豪雤となり、道路の

路肩崩壊や河川の護岸崩壊など町内各地で大きな被害がありました。町当局におか

れましては、既に被災箇所の復旧に向けてご努力をいただいているところでありま

すが、滋賀県とともに連携され、早期に対応をお願いするものであります。また、

いつ発生するか分からない災害に対しては、今回の町の防災体制を検証し、住民へ

の周知措置を徹底、そして防災体制の強化に努めていただきたいと思います。猛暑

が続きましたこの夏も、ようやく秋を感じる季節となってまいりました。先日も小
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学校の運動会が開催され、秋といえば、スポーツの秋、芸術の秋、読書の秋であり

ます。 

 議員各位におかれましては、ますます自己研さんに努められ、町政発展のために

ご奮闘をお願い申し上げますとともに、町内各地で開催される多くのイベントにも

参加をされ、住民の皆さんとの対話の機会、触れ合いをしていただくことに望んで

おるところでございます。お体には十分ご自愛いただき、住民福祉の向上のために、

議員活動に精励されますことを心からお願い申し上げまして、第６回定例会を閉会

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。 

－閉会 １２時５４分－ 
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