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第９回日野町議会定例会会議録 

 

平成２５年１２月１１日（第２日） 

開会  ９時１０分 

散会 １７時５３分 

 

１．出席議員（１２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 

 

２．欠席、遅刻、途中退席および早退議員 

  ８番   小 林   宏（欠席） 

 

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（１７名） 

 町 長  藤 澤 直 広  副 町 長  平 尾 義 明 

 教 育 長  奥 村  薫  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 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１０９号 財産の取得についての議決事項の一部変更につい

て 

 〃  ２ 議第８６号から議第１０７号まで、および議第１０９号（日野町

固定資産評価審査委員会委員の選任についてほか２２件）ならび

に報第１２号から報第１３号まで（専決処分の報告について（工

事請負契約の変更について（日野町役場庁舎耐震補強その他（機

械設備）工事））ほか１件）について 

〔質 疑〕 

 〃  ３ 議第１０９号 財産の取得についての議決事項の一部変更につい

て 

〔討論・採決〕 

 〃  ４ 議第８６号 日野町固定資産評価審査委員会委員の選任について 

〔採 決〕 

 〃  ５ 請願第９号 ＴＰＰ交渉からの撤退を求める請願 

 〃  ６ 議第８７号から議第１０７号まで（東近江行政組合の共同処理す

る事務および規約の変更についてほか２０件）について 

〔委員会付託〕 

 〃  ７ 一般質問 

１２番 平山 敏夫君 

１０番 東  正幸君 

３番 齋藤 光弘君 

１番 村島 茂男君 

６番 冨田  幸君 
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会議の概要 

－開会 ９時１０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12名であります。定足数に達しておりますので、これより

本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元へ印刷配付のとおりであります。 

 はじめに、副町長から行政報告があります。 

 副町長。 

副町長（平尾義明君） 皆さん、おはようございます。 

 議長のお許しをいただきましたので、去る11月７日、滋賀県庁北新館４階中会議

室で開催されました、滋賀県後期高齢者医療広域連合議会定例会の概要を報告させ

ていただきます。 

 定例会では、橋川広域連合長から、平成24年度滋賀県後期高齢者医療広域連合一

般会計歳入歳出決算の認定についてなど決算案件２件、条例関係案件１件、平成25

年度補正予算案件２件、専決処分案件１件の計６件について議案が提出されました。 

 まず、平成24年度一般会計および後期高齢者医療特別会計の決算についてであり

ますが、一般会計歳入歳出決算では、歳入額が１億8,100万円に対して、歳出額が１

億6,300万円であり、歳入歳出差引額は1,800万円の剰余となっております。 

 次に、特別会計歳入歳出決算では、歳入額が1,310億9,800万円に対して、歳出額

が1,280億2,200万円であり、歳入歳出差引額は30億7,600万円の剰余となっておりま

す。 

 なお、平成24年度広域連合決算審査にあたりましては、監査委員から、医療費の

増高に伴い、財政運営が非常に厳しい中、医療費の適正化を図ることは喫緊の重要

課題である。近年増加している療養費について審査を強化するなど、一層の適正化

を図られたいとのご意見をいただいております。広域連合としては、療養費の審査

を一層強化するとともに、今後さらなる被保険者の増加とともに医療費の増高が懸

念されることから、引き続き医療費の適正化や適正な保険給付の取り組みを進め、

健全な財政運営に努めることとしています。 

 次に、条例案件についてですが、医療費の財源の年度間調整を行い、財政の適正

かつ健全な運営を図ることを目的として、後期高齢者医療給付費等準備基金を設置

しようという提案がありました。 

 次に、平成25年度一般会計および後期高齢者医療特別会計の補正予算については、
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平成24年度の決算に基づきその剰余金を受け入れるとともに、必要な予算措置が講

じられたものであります。一般会計補正予算では1,600万円の増額補正で、その主な

内容は、平成24年度国庫支出金および市町負担金の精算に伴う返還金として1,660

万円の増額、および専任副広域連合長の報酬減額に関する経費として、約30万円の

減額による返還などによるものであります。 

 特別会計補正予算では９億2,600万円の増額補正で、その主な内容は、平成24年度、

国、県、支払い基金、市町の負担金の精算の返還に伴う返還金として６億6,700万円

の増額、および給付費準備基金への積み立てに要する経費２億5,800万円が計上され

たものであります。この給付費準備基金は、先ほどの条例案件のとおり、医療費の

財源の年度間調整を行い、財政の適正かつ健全な運営を図ることを目的に設置する

もので、平成24年度特別会計の決算に伴う剰余金について、国等の負担金の清算を

行った後の残金２億5,800万円を積み立てるものであります。 

 最後に、専任副広域連合長の報酬について、国家公務員の給与の改定および臨時

特例に関する法律に基づく国家公務員の給与の減額支給措置を踏まえ、本年７月か

ら平成26年３月までの間、国の行政職給与の平均減額割合に準じた7.8パーセントの

減額をするため、条例改正の専決処分を行ったことに対する承認を求める提案があ

りました。その後、質疑があり、湖南市長の谷畑議員から、専決処分につき承認を

求めることについて、平成25年１月24日の閣議決定に基づき、総務大臣からの要請

があったものを各議員に事前照会をしたとはいえ、時間的余裕のない６月中旪に照

会が形式的に行われただけであり、議会を招集する時間がなかったという理由によ

り、特別職の報酬決定について条例改正を専決処分で行うという手続について、そ

の考え方について質問がされました。橋川広域連合長からは、東日本大震災等に対

処するための、国家公務員の給与減額支給措置に準じた地方公務員給与の対応につ

いては、総務大臣から各地方公共団体において、速やかに国に準じて必要な措置を

とるよう要請されました。また、このスケジュールとしては、遅くとも平成25年７

月からの施行に向け、条例改正等を行うこととされたところであり、各市町の議会

の日程も考慮すると、７月１日から施行できるよう当該条例を改正するためには、

臨時議会を招集する時間的余裕がないと判断したと回答がされました。以上６件、

いずれの議案についても、全員賛成により認定可決、承認されました。 

 高齢者医療制度の見直しをめぐる国の動向については、本年８月に社会保障制度

改革国民会議の報告が取りまとめられ、今臨時国会に、社会保障制度改革の全体像

や進め方を明示したいわゆるプログラム法案が提出され、11月19日に衆議院で可決

されたところであります。後期高齢者医療に係る現制度の大枠は継続されるものと

見込まれることから、町といたしましても引き続き広域連合や町村会とともに連携

努力を図りながら、被保険者の方々が安心して必要なときに必要な医療を受けてい
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ただけるよう国の動向を注視し、制度の円滑な実施に向けて取り組んでまいりたい

と考えておりますので、引き続き議員各位のご理解とご協力をお願い申し上げます。 

 以上、私からの行政報告とさせていただきます。 

議長（杉浦和人君） 副町長の行政報告は終わりました。 

 日程第１ 議第109号、財産の取得についての議決事項の一部変更についてを議題

とし、町長の提案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109号、財産の取得についての議決事項の一部変更につ

いて。本案につきましては、平成25年11月８日、日野町議会第８回臨時会において

議決をいただきました日野消防署の建設用地の取得につきまして、議決後に取得の

相手方の１人が亡くなられましたことにより、相手方をその相続人に変更するため、

地方自治法第96条第１項第８号、および日野町議会の議決に付すべき契約、および

財産の取得又は処分に関する条例第３条の規定に基づき、議会の議決を得ようとす

るものでございます。所在地、地目、取得面積、取得価格などについては、平成25

年11月８日に提出の議案第84号で原案可決された内容と変更はございません。ご審

議のほど、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。 

 日程第２ 議第86号から議第107号まで、および議第109号、日野町固定資産評価

審査委員会委員の選任についてほか22件を一括議題とし、各案に対する質疑に入り

ます。また、報第12号から報第13号まで専決処分の報告について、工事請負契約の

変更について、日野町役場庁舎耐震補強その他（機械設備）工事ほか１件について

も、質疑を許可いたします。 

 質疑はありませんか。 

 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９議案について、質疑を行わせていただきます。 

 まず、議第87号、東近江行政組合の共同処理する事務および規約の変更について

と、議第88号、八日市布引ライフ組合の共同処理する事務および規約の変更につい

て、このことに関連いたしましてお伺いいたします。 

 議第87号と議第88号の組合規約の一部を変更する規約は、主に東近江市の合併前

の愛東町および湖東町の区域を、処理区域に加えようとする変更でございます。東

近江市の地域内に同じ事務をする組合が２つあり、これを１つにしようとするもの

であります。東近江市の市町合併の効果を高めるためには、至極当然の処理であり

ます。この変更については問題はないのですが、東近江地域の一部事務組合には、
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もう１つ、日野町長が管理者であります中部清掃組合があります。中部清掃組合に

は、組合管理者と大字北脇区の間に協定書があり、この協定書の第５条に搬入範囲

が定められており、東近江市の合併前の愛東町および湖東町の区域が除かれており

ます。今後湖東広域衛生管理組合のごみ焼却施設の更新と相まって、東近江市とし

ては愛東町および湖東町の区域を、搬入範囲に加えるよう求めてこられることが考

えられますが、中部清掃組合の管理者であります町長のお考えをお伺いいたします。 

 次に、議第89号、滋賀県市町土地開発公社の解散についてに関しまして、お伺い

をいたします。９月の定例会の質疑で、平成26年度以降の滋賀県市町土地開発公社

のあり方について、町長に伺いました。再問で、公社の解散にあわせて、町の土地

開発基金の整理、塩づけ用地、遊休未利用資産の整理を求めました。まだ９月議会

から３ヵ月しかたっておりませんので、遊休地の売却まで進んではいないかと思い

ますが、代表監査委員からの指摘もありますので、尐なくとも遊休未利用資産の精

査まではできているかと思います。そこで、町の土地開発基金の整理、塩づけ用地、

遊休未利用資産の精査状況をお伺いいたします。 

 次に議第92号、日野町子ども・子育て会議条例の制定についてお伺いをいたしま

す。国の子育て支援新制度が平成27年度から始まります。日野町においても急速に

尐子高齢化が進んでいる今日、人格形成の基礎を培う幼児期の、日野町の将来を担

う子どもたちの健やかな成長のための条例の制定は必要であると考えます。 

 そこで３点お伺いをいたします。 

 １点目は、第３条第１項の委員の人数についてであります。議会議員の定数14人

よりも多い15人以内とされていますが、この人数は尐し多いのかなと思います。15

人以内とされた根拠を伺います。 

 ２点目は、第３条第２項についてであります。どのような方なのか分かりかねる

ところでございます。具体的にどういう職の方なのか、第１号から第５号まで伺い

ます。特に第５号については、どのような方をお考えなのか詳しく伺いたいと思い

ます。 

 ３点目は、近年子育て部局の一元化が図られてきております。滋賀県内の市町で

は、当然の流れとして、教育委員会が所管する幼稚園の関連事務が首長部局へ移行

されてきています。平成27年度から国の子育て支援制度が始まるのを受けて、幼保

連携の改革を進められており、カリキュラムの共通化などを目指しておられます。

そこで、日野町の今後の方向性を伺います。３点目については今後の方向性であり

ますので、町長から答弁を求めます。 

 次に、議第93号、地方税法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に

関する条例の制定について、お伺いをいたします。第１条の、日野町後期高齢者医

療に関する条例と、第２条の日野町介護保険条例においては、延滞金の割合が14.6
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パーセント、特例基準割合が7.3パーセントでありますが、第３条の日野町公共下水

道事業受益者負担に関する条例では、延滞金の割合が14.5パーセント、特例基準割

合が7.25パーセントであります。このパーセントの相違根拠が何に基づいているの

かお伺いいたします。 

 次に、議第94号、日野町税条例の一部を改正する条例の制定について。議会議員

全員協議会の席で、税務課長より詳しくご説明をいただいておりますが、関連いた

しましてお伺いをいたします。付則第３条の２と第４条の延滞金についてでありま

すが、年間の収納金額と返還しなければならない過年度還付加算金額はいくらぐら

いなのか、お伺いをいたします。 

 次に議第97号、日野町上水道給水条例の一部を改正する条例の制定についてと、

議第98号、日野町簡易水道給水条例の一部を改正する条例の制定についてお伺いを

いたします。１年前の12月定例会で水道料金の値下げが決まり、本年４月より実施

されましたが、それでもなお滋賀県下で一番高い料金であります。この高い水道料

金が、消費税率の引き上げに伴い、実質値上げとなってしまいます。水道料金の値

下げは、１年間のみの町長選挙公約であったということになります。そこで伺いま

す。上水道運営委員会での審議結果はどうであったのか。実質的な値上げに伴う水

道会計の今後の見通しと、財務状況により料金の再値下げを検討されているのか、

お伺いいたします。 

 ９議案目、最後に、議第100号、平成25年度日野町一般会計補正予算（第５号）に

関しまして、４点お伺いをいたします。 

 第１点目は、予算説明書、事項別明細書10ページ、11ページ、歳入第１款町税・

第１項町民税・第２目法人・第１節現年課税分4,200万円についてお伺いいたします。

法人町民税は、景気の動向に大きく左右されるところであります。今回4,200万円の

増額補正をなされますが、この増となりました主な原因を伺います。 

 ２点目は、予算説明書、事項別明細書19ページ、歳出第３款民生費・第２項児童

福祉費・第１目児童福祉総務費、説明欄の地域子育て支援事業の委託料1,176万6,000

円について伺います。この委託料は、新制度に対応するためのシステム構築につい

てと説明がありましたが、具体的にどのようなことの委託なのか、詳細を説明願い

ます。 

 ３点目は、予算説明書、事項別明細書23ページ、歳出第６款農林水産業費・第１

項農業費・第４目農地費、説明欄の農業集落排水事業特別会計繰出金5,640万円と、

事項別明細書25ページ、歳出第８款土木費・第４項都市計画費・第３目公共下水道

費、説明欄の公共下水道事業特別会計繰出金１億7,512万9,000円について伺います。

この繰出金は、町債の繰り上げ償還を実施するための、一般会計からの繰り出しで

あります。農業集落排水事業や公共下水道事業のための地方債は、基本的に元利償
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還金額が地方交付税に算入されております。ゆえに、繰り上げ償還をしても、メリ

ットは限られておるところでございます。そこで伺います。今回の償還は、国から

の指示によるルールに基づくものなのか。今後も理論償還額が地方交付税に算入さ

れるものなのかお伺いをいたします。 

 ４点目は、予算説明書、給与費明細表、事項別明細書35ページの２、一般職（１）

総括について伺います。給与費の給料は、国からの約７パーセントの削減指導を受

け5.4パーセントの減額となっております。給与の減額に伴い、期末手当は1.3パー

セントの減額、勤勉手当は1.2パーセントの減額、管理職手当は2.9パーセントの減

額となっております。しかし本俸が減額となっておりますのに、時間外手当は６パ

ーセントを超える増額となっております。本俸が減額となれば、連動して当然のよ

うに時間外手当も尐なくなるところでありますが、なぜ増額されるのかお伺いをい

たします。 

 以上、町長および各担当課長より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） まず最初に、蒲生議員から、東近江行政組合ならびにライフ組

合の事務とかかわって、中部清掃組合の愛東、湖東のごみの処理の扱いについてど

のように考えているのかと、こういう趣旨のご質問だったと、このように思います。

ご承知のように、中部清掃組合におきましては、北脇区において新しい処理場を建

設させていただいて、地元との協定も結びながら、安全・安心、安定稼働というこ

とで、この間新施設のもとで運営をさせてきていただいているところでございまし

て、そういう意味では、ご指摘のとおり、愛東、湖東のごみについては中部清掃組

合に搬入する区域には含まれておりませんので、この点については、仮に東近江市

から要請があったとしても、これはまずは管理者会などで議論をするとともに、当

然地元北脇区との議論をしながら対応すべきものでございまして、要請があれば機

械的にその地域を中部清掃組合に入れるというようなことはできないものと。当然、

あの施設を建てるにあたって、大変なご苦労をいただいております地元区の意向と

いうのは尊重といいますか、考えていかなければならないものというふうに思って

おりますので、現時点で、このことについて中部清掃組合で議論をしているという

ことはございません。 

 次に、子育て部局の一元化についてどうなのかと、こういうことでございますが、

これもご指摘のとおり、教育委員会部局と福祉部局の中で一元化の方向、さらには

そういう運用をされておられる自治体が県下にもあるというふうに承知をいたして

おりますが、これもまたご承知のとおり、幼稚園というのは小学校に行く前段の幼

児教育でございますので、教育委員会と密接不可分、さらには保育所の行政という

のは、福祉行政の中でもかなめの仕事ということで、どちらに一元化するのがいい
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のかどうかも含めて、さらには今後の子育て３法との関係も含めて、どのようにし

ていくのかということについては、教育委員会部局ならびに町長部局の福祉担当部

局と重々議論をしながら、今後の施策の展開を議論する中で、組織のあり方につい

ては考えていくべきものでございまして、現時点ではまだ明確な方向性を出してい

るものではございません。 

議長（杉浦和人君） 総務課長。 

総務課長（池内俊宏君） 蒲生議員から何点かご質問をいただきましたので、答弁を

させていただきたいと思います。 

 まず第１点は、議第89号、滋賀県市町土地開発公社の解散についてにかかわりま

してのご質問でございます。今回の公社の解散によりまして、やむを得ず不動産を

先行取得する場合の手法が、土地開発基金に頼らざるを得ないというような状況に

なると、そういった中でどういった対応をしていくのかということで、先の議会で

も、遊休地の整理ですとか進めていくべきではないかと、このようなことに関連を

してのご質問ということでございます。過去には、土地開発基金につきましては、

道路の整備事業ですとか、さまざまな事業で多くの用地の先行取得を実施してきた

ということでございますが、その一部につきましては、いまだに買い戻しができて

いないと、こういった状況があるということでございます。また、土地区画整理事

業の精算等にかかわりまして、保留地を町が取得する必要があったというようなこ

とで、そういったことにも使わせていただいてきたと、こういうような経過がござ

います。現在では、土地開発基金を使っての先行取得ということは余り活用してお

らない状況でございます。そういった中、これらの土地開発基金につきましては、

好景気のときに先行取得をしているケースも多く、バブルが崩壊をしたことで地価

の下落に伴いまして、現時点で時価で売却をする場合には簿価に達することができ

ませんで、元本割れが生じるというようなことが起こるというようなことで、売却

をすることにつきましては、なかなか難しい状況があるのかなというふうに思いま

す。24年度につきましては、老人保健施設の関係で、約950万ほどを買い戻しをした

というような経過もございます。今後におきましては、買い戻し可能な資産を整理

をさせていただく中で、財政状況あるいは他市町の動向を見ながら、基金の買い戻

しにつきまして引き続き研究をしてまいりたいなと、このように考えておるところ

でございます。 

 続きまして、議第100号、平成25年度日野町一般会計補正予算にかかわりまして、

農業集落排水事業の特別会計の繰出金、あるいは公共下水道事業の特別会計への繰

出金のかかわりまして、繰り上げ償還につきまして、ルール分に基づいているのか

というようなことでございます。蒲生議員もよくご承知をいただいておりますとお

り、交付税算入をされる起債、地方債につきましては、理論算入をされるというこ
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とで現在はなってございますので、理論算入されるものにつきましては、繰り上げ

償還をいたしましても、当時借りたということでの実績をもとに交付税措置がされ

るということでございますので、そのルールのもとに、交付税参入は引き続きされ

るというふうに承知をしておるところでございます。 

 あと、給与費明細書の35ページにつきまして、時間外勤務手当が、給料等が減額

となっておりますのに増えているいうようなことについてのご質問でございます。

時間外勤務手当の増加の要因につきましては、１つは、給与が下がっているという

ことでございますので、時間外勤務の時間数が増えているということが挙げられる

というふうに思います。まず、全体といたしましては、24年度の国の経済対策など

によりまして、通常の業務を実施しながら、例年よりも非常にたくさんの事業を実

施しておるというところでございます。24年度につきましても、継続費、繰越明許

などを合わせますと、約13億円の事業を現年事業以外に実施をしているというよう

な中になってございます。そうした中、台風18号等の対応、あるいは災害の復旧、

あるいは調査の耐震改修工事、福祉部門での相談業務の増加といったものが、職員

の時間外を増やしておるというような状況かなというふうに思っております。また、

人事異動によりまして、数年おりました職員が新しい職場に入りますと、尐し要領

を得るまでは時間がかかるといったようなこともございます。進めていかなければ

ならない事業は、たくさんあるわけでございますけれども、職員の健康面というこ

ともございますので、主監課長会議でも、所属長さんには留意をいただくようにお

伝えをし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） 蒲生議員より、議第92号、子ども・子育て会議条例の制定

に関しまして、委員の人数、または委員さんはどのような方にするのかということ

でご質問をいただきました。 

 委員の人数につきましては、近隣の状況ということでは、近江八幡市では22人、

東近江市では20人、甲賀市では23人、それから竜王町では15人という状況でござい

ます。子ども・子育て会議の中身の中には、次世代育成会議の地域の子育て事業に

関する検討ということも含まれておりますので、次世代育成委員が18人をもって構

成されておりましたので、近隣の状況と、そこを含めまして15人という人数を決め

させていただきました。 

 それから、委員さんの中身なんですけれども、第１項の子どもの保護者というこ

とでは、小学校や幼稚園、保育園、学童保育所の保護者の代表の方というふうに考

えております。子どもおよび子育て支援にかかわる事業に従事する者ということに

つきましては、地域の子育て支援センターですとか学童保育所の指導者の代表、そ

れから私立の保育所の代表ですとか、子育てサークルの代表の方ということを予定
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しております。また、子どもおよび子育て支援にかかわる地域団体の者ということ

では、民生委員、児童委員協議会、企業代表の方、それからボランティアの方、健

康推進協議会の代表の方いうふうなことを考えております。子どもおよび子育て支

援に関し見識を有する者というところでは、大学の教授の方をお願いしたいと思っ

ております。また、その他、町長が適当と認める者ということでは、日野町青尐年

育成町民会議や公民館長さんなど、幅広く地域の状況、子どもたちの状況を見てい

ただいている方にお願いできればと考えております。 

 続きまして、補正予算の、子ども・子育て新システムの費用の具体的な説明とい

うことで、子ども・子育て新システムの中では、子どもを支給認定の確定をしなく

てはなりません。１号、２号、３号とあるんですけれども、その認定をすること、

申請書の受理をすること、認定書の発行、それに伴いまして、保育所、幼稚園など

の利用の申請、申請区分の決定、それから給付利用者負担の請求ですとか、国の交

付金の申請、施設事業所の情報とかを登録管理するということになります。あと地

域の子育て事業ということで、家庭的保育ですとかそれから企業内保育ですとか、

そういう小さな保育ということの事業所の情報等の管理もございます。 

議長（杉浦和人君） 上下水道課長。 

上下水道課長（中井宣夫君） 蒲生議員さんの方からご質問いただきました、まず１

点目の、議第93号の３条の部分でございます。ここにつきましては、公共下水道の

受益者負担金の関係で、都市計画法の第75条に基づきまして、その部分に受益者負

担金のところについて、年14.5パーセントという割合を乗じて計算した額を超えな

い範囲内で徴収ができるというところがございます。それの形を引用しております

のと、7.25パーセントというのにつきましては、それの半分というところでござい

ます。 

 続きまして、議第97号、議第98号のところにつきまして、水道事業運営委員会の

懇談状況というようなことでのご質問をいただきました。ここにつきましては、議

員ご指摘のとおり、基本料金を20パーセント、平成25年４月１日から値下げをさせ

ていただきました。この部分につきましては、全体でいいますと約10パーセントが

値下げになったかなということで、それでも県下で高いという状況はご指摘のとお

りでございます。委員会の中におきましては、せっかく全体的に10パーセントほど

下げたのに、消費税でまた上がるのかというようなお話があったのですが、そこの

部分については、仕方ないことかなということでのお話は聞かせていただいており

ます。 

 それと、今後の状況につきましては、今の運営委員会の中で、平成25年４月から

値下げをさせていただきましたけれども、今後、また３年、５年ということで十分

検討をして、今度は13ミリ、20ミリの一般のご家庭のところで値下げを検討できる
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ように、十分精査をするようにというご指摘もいただいておりますので、その辺に

つきましては今後の状況も含めて、今年度から値下げをしておりますので、今現在

の状況というのはシミュレーションの状況で推移をしておりますので、その辺も含

めて努力をしながらやってまいりたいと思っております。 

議長（杉浦和人君） 税務課長。 

税務課長（山田繁雄君） 蒲生議員さんの方から、議第94号、税条例の一部改正につ

いて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。 

 付則第３条の２および第４条につきましては、現在の低金利の状況を踏まえて、

国税の見直しに合わせまして、地方税の延滞金の利率が引き下げられることに伴い

まして、町税にかかります延滞金の利率を、平成26年１月１日からの期間にかかる

ものにつきまして引き下げるものでございます。納期限の１ヵ月以内のものにつき

ましては、現在の4.3パーセントのものが３パーセントに、また１ヵ月経過後のもの

につきましては、現行の14.6パーセントから9.3パーセントに引き下げるというもの

でございます。 

 ご質問いただきました延滞金の収納額でございますが、平成24年度の町税関係で

は673件、222万9,715円を収納いたしております。また、今年度25年度の11月末現在

では、523件で202万8,000円を収納いたしております。基本的には、滞納におきます

本税が完納になったものについて、最終的に延滞金の確定をして清算するというこ

とにいたしておりますので、来年以降延滞金が引き下げられましても、収納額自体

に余り大きな差が生じるということはないのかなというふうには思っております。 

 続きまして、還付加算金についてでございますが、現行の4.3パーセントから、こ

の部分につきましても２パーセントに引き下げるものでございます。24年度におき

ましては、総計で150件、2,456万7,000円余りを還付いたしておりますが、25年度に

おきましては、11月末現在におきまして、法人への還付が42件で355万5,000円、個

人が76件で85万5,000円。これに伴います還付加算金が14件で５万3,000円、合計132

件で446万3,000円余りを還付しているという状況でもございます。 

 なお、個人の還付は、配当とか株式の譲渡所得割の控除を確定申告いただきます

ことによりまして、還付が発生してきているというものでございますし、法人につ

きましても、確定申告等に伴いまして、還付が発生しているものを対応させていた

だいているものでございます。 

 なお、法人の24年度の還付額が大きかった部分につきましては、第１工業団地に

立地いただいております企業さんが１社、後期において業績の著しい落ち込みがあ

ったということから、1,680万円の過年度還付をさせていただいたために、全体的に

大きくなったというものでございますので、ご理解いただきたいと思います。 

 続きまして、議第100号の一般会計補正に伴います法人町民税の主な増となった要
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因でございます。現在日野町では、１号法人から９号法人まで366の法人から法人税、

国税であります法人税額に応じて課税されます法人税割と、事務所を所有していた

月数に応じて課税されます均等割りを頂戴しているという状況でございます。この

中で、町の主要企業でございます９号法人に該当します１社におきまして、リーマ

ンショック以降、法人税割は大きく減額いたしまして、ここ数年はほとんど発生し

ないというような状況でござましたが、25年度に申告におきましては、海外におけ

ます需要の伸びによりまして、１社で6,000万円の収納が見込まれるということが判

明いたしましたので、これに伴いまして、他の法人とのプラスマイナスにより、今

回補正をさせていただいたという部分でございます。ただ、委員仰せのとおり、景

気の動向に大きく左右されます税目でございますので、今後も注目をしてまいりた

いとは思っております。 

議長（杉浦和人君） ５番、蒲生行正君。 

５番（蒲生行正君） それぞれ、詳しく分かりやすくご説明をいただきました。 

 ただ１点、日野町子ども・子育て会議条例についてですが、第３条の委員で、そ

の他町長が適当と認める者、基本的には余り、こういう言い方をするのはいかがな

ものかと若干思います。先ほど言いました、青尐年育成町民会議や公民館長、これ

は子ども・子育て支援に係る地域団体の者とは、こちらの方に該当してくるのかな

と、こういうふうにも思ったりもいたします。余りこの「適当と認める者」、こうい

う表現は、できるだけ私は好まないところでございます。 

 あとは、詳しくそれぞれ今質問いたしました点は、全て委員会で審議がされます

ので、委員会に委ねることとしたいと思います。 

議長（杉浦和人君） ほかに質疑はありませんか。 

 11番、池元法子君。 

11番（池元法子君） それでは、２点について質問をいたします。ちょっと今の蒲生

議員のとダブるところがあるのですが、お許しをいただきたいと思います。 

 議第92号、日野町子ども・子育て会議条例の制定についてと、それに関連する議

第100号、平成25年度日野町一般会計補正予算（第５号）の、事項別明細書19ページ

の民生費、１、児童福祉総務費の中で、地域子育て支援事業についてお尋ねをいた

します。 

 まず、子ども・子育て支援事業について、子育て３法を含む特徴的なところを簡

単に説明をお願いいたします。 

 委員については、今質問があったので省きます。 

 また、新たに設置する日野町子ども・子育て会議と、現在ある保育所運営委員会

とのかかわりについてを教えていただきたいと思います。 

 また、補正予算の地域子育て支援事業に、1,195万4,000円計上されています。今、
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細かいところの説明はあったわけですけれども、子ども・子育て会議の経費や新制

度に対応するためのシステム構築の経費等、最初に説明をされておりましたが、か

なり高額な金額になります。この高額になる理由、複雑なシステムなのかどうか、

そこら辺の説明をお願いいたします。 

議長（杉浦和人君） 池元法子君の質問に対する当局の答弁を求めます。福祉課長。 

福祉課長（壁田 文君） 池元議員より、子ども・子育て会議の中身ですとか、それ

からシステムのことについて質問がございました。 

 子ども・子育て支援法につきましては、一人ひとりの子どもが健やかに成長でき

る社会の実現に寄与することを目的とするということで、法案の目的が設置されて

います。子ども・子育て会議の中では、子ども・子育て支援給付として、子どもの

ための現金給付の中では、児童手当、それから施設給付として、先ほど子ども・子

育て会議の中でも決めていかなければならないと言いました、保育所や幼稚園の施

設型給付についてということで挙がっておりますので、給付の認定をしていくとい

うことでございます。それと、さらには地域の子ども・子育て事業というところで、

計画の中に、事業の中身と、どういうふうにしていくかということをしていかねば

ならないということです。 

 それと、子ども・子育ての施設給付を提供する事業者についても、市町の方が確

認をしていくということが決められております。その中で、子ども・子育て支援法

の第77条１項では、子ども・子育て会議を市町村の合議制の機関ということで置く

ように努めるということで、利用定員を定めることですとか、それから事業に関し

て計画を策定したり変更したりするときには、子ども・子育て会議の意見を聞く必

要があることなどが決められております。 

 それを受けまして、町でも日野町子ども・子育て会議条例を制定するものでござ

いますが、その中では、子ども・子育て計画を決めますことと、それから施設の定

員を決めていくこと、子ども・子育ての今後の方向性について計画を制定する中身

について、ご意見をいただくということになるかと思います。 

 先ほど言いましたシステムの内容についてでございますが、認定しますためには、

子どもさんの氏名や生年月日、また保護者の続柄、家族の勤務状況などが必要にな

りますので、住民基本台帳との連携が必要になってきます。また、その後、保育料

の決定などをする必要がありますので、税情報との連携も必要となってきます。国

の方に補助金の交付申請をするにあたりましては、国のもとのサーバーの方に、さ

まざまなシステムの連携をしていかないといけないので、そのことにも大きな費用

がかかるものではないかと思っています。それともう１つは、事業主の設置の状況、

例えば、保育所の面積でありますとか、運営体制、園長、それから保育士、調理員

ですとか、そういう職種の者が何人いるとか、そういう状況までも把握していかな
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ければならないということになりますので、費用がかさむ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） １つは、現在ある保育所運営員会とのかかわりについて、ちょ

っと抜けていたと思うんです。 

 それと、これぐらいの高額なシステム導入になりますと、介護保険等のシステム

の導入と同じぐらいの金額になるんじゃないかな。複雑なまた認定をしていくにあ

たり、かなり個人情報的なものもそのシステムの中に入れなくてはならないような、

そういう状況かなと思います。特に保育にかかわる部分で心配な部分がたくさんあ

るんですけれども、例えばこの支援法の中には、保育時間の上限の設定とか、また

直接契約制度の問題など、たくさん含まれてあるんですけれども、この保育を必要

とする全ての子どもに格差のない保育が提供されるように、町の責任の強化という

のを求めていきたいと思うのですが、自治体が国基準以上の基準を設定するという

ことは、今のところ禁止はされていないとのことです。ですから、このままできる

だけ日野町の保育基準、これ以上下げないよう、できるだけ上げていただけるよう

にお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。 

議長（杉浦和人君） 福祉課長。 

福祉課長（壁田 文君） 保育所運営委員会と子ども・子育て会議の関係につきまして

は、先ほども言いましたけれども、子ども・子育て会議の中では、保育所、幼稚園な

どの定員も含めまして、子ども・子育て支援に関する全般的な計画なども含めて会議

をするということになりますので、保育所運営委員会の行っていることを、そのまま

行うということではございません。保育所の運営にあたりましては、また保育所とい

うことで運営委員会の必要性はあるかなと思っております。 

 それと、保育基準に関しましてですけれども、国の方で認定基準ですとか、それ

から保育料の公定価格ですとか、そういう基準はあるんですけれども、参酌できる

という項目がございますので、議員おっしゃるとおり、町の方の裁量ということも

決定できるように思っておりますので、なるだけ保護者の方々に有利なように設定

できればなと考えております。 

議長（杉浦和人君） ほかに質疑はありませんか。 

 10番、東 正幸君。 

10番（東 正幸君） それでは２点ほどお聞きしたいと思います。 

 議第90号の、日野町営土地改良事業でございますけれども、これは受益面積が尐

し減ったということで、その結果、個人負担といいますか、いろいろな費用が増え

ていくと思われるんですけれども、その増える割合といいますか、金額等が分かれ

ば教えていただきたいなと思いますし、電気代もこの前ちょっと質問の中でお尋ね
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したんですけれども、それと合わせて、いくらまでなるのか、もしできたらお願い

したいなと思います。 

 それと、今、蒲生議員、池元議員から質疑がありました議第92号、子ども・子育

て会議条例の制定でありますけれども、もう尐し細かいといいますか、具体的なと

ころを教えていただきたいなと思うのでございます。子ども・子育て会議の条例設

置の中で、支援法第77条第１項となっておりますけれども、これは具体的に、どう

いうようなことが伺われているのかということと、また、先ほども聞いておりまし

た、町ではどのような基準等を策定されるのか尐し分かれば、こう箇条書きでもお

願いしたいなと思います。 

 そんな中で、地方自治体の参酌もあるということでありますけれども、例えば、

国からこうしなさいよというようなたたき台といいますか、今、子ども・子育て支

援法の中でうたわれております地域型保育事業、家庭的な保育とか、あるいは小規

模な保育とか、幼稚園や保育所から認定こども園に移行しなさいよとか、そうした

幼保連携型認定こども園のこの義務づけなんかは、国からされているのかどうかを

お聞きしたいし、それからもう１つ、今、民間保育所があるわけでございますけれ

ども、民間保育所の運営費といいますか、それは町が保育料を受けて、それを委託

料として払っているわけですけれども、そういうこともずっと守られていくのかと

いうことをお聞きしたいなと思います。 

 それともう１つ、やはり先ほど池元議員からも言われておりました、私は何とし

ても児童福祉法24条第１項の公的責任が自治体にあるということを、これはずっと

守られていくのか、そこら辺のことについて守っていただけるように、用心してい

ただくとかそういうことをお願いしたいし、先ほど言いました民間のことにつきま

しては、以前に一般質問でお尋ねしましたとおり、当分の間というような項があっ

たと思うんですけども、そういうことなのか、そこら辺もお願いしたいなと思いま

す。 

議長（杉浦和人君） 10番、東 正幸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） ただいま、東議員さんの方からご質問をいただきました、

議第90号、日野町土地改良事業の一部変更についてにかかわってのご質問でござい

ます。 

 この変更につきましての面積減が、日野町分で135ヘクタールというふうになって

ございます。この部分にかかわってのそれぞれの個人への値上げという部分につい

ては、尐し詳細に加味されてございませんが、議員の方もご指摘いただきました電

気代等の値上げにつきましては、この年末までには理事会等でも決めていかれると

思いますが、今事務局として私どもが聞いている範囲は、大体700円ぐらいの値上げ



 

2-17 

ということで聞いておりますが、年内中には確定されてくるというふうに考えてご

ざいます。 

議長（杉浦和人君） 福祉課長。 

福祉課長（壁田 文君） 東議員さんの方より、77条の１項についてをもう尐し詳し

くということなのでございますけれども、子ども・子育て支援法の77条の方では、

市町村等における合議制の機関ということで、条例の定めるところにより、審議会

やその他の合議制の機関を置くよう努めるものとするというふうに定められており

ます。その中で、第１号として、特定教育保育施設の利用定員の設定に関して、合

議制の機関を置いたところの意見を聞くというふうになっています。特定教育保育

施設といいますのは、幼稚園、保育所、認定こども保育園のことでございます。 

 それと２番目は、特定地域型保育事業の利用定員の設定に関して、合議制の機関

の意見を聞くというふうになっています。特定地域保育事業の事業といいますのは、

議員さんおっしゃっていただきましたとおり、家庭的保育、小規模保育、居宅訪問

型保育でございます。 

 ３つ目では、市町村子ども・子育て支援事業計画に関して、子ども・子育て支援

事業計画の策定や変更のための意見を聞くとなっています。 

 ４番目には、当該市町村における子ども・子育て支援に関する施策の総合的かつ

計画的な推進に関し、必要な事項および当該施策の実施状況を調査審議することと

なってございますのが、子ども・子育て会議条例のもとでございます。 

 それから、町の方で決めていかなければならないことでございますけれども、先

ほども言いましたけれども、子どもたちがどういう支給認定であるのか、１号は現

在の３歳以上の幼稚園の対象者、２号は３歳以上の保育園の対象者、３号は３歳未

満の保育園の対象者という認定をしていくということ。それから、認可施設の状況

を把握するということ。利用料等の決定などをしていくということ。子ども・子育

て事業に関して、どのように実施していくかということなどが決められています。 

 民間保育料の委託料に関しましては、町の方で保育料を徴収しまして、その分を

委託料で支給する現在のシステムと異なるところはございません。自治体の責任と

いうことなんですけれども、法の方では、事業者の方とそれから保護者の方が利用

に対する契約を結ぶというふうになってございますけれども、自治体が設置してい

る施設に関しては、自治体がそのことを代行するというふうになってございますの

で、自治体の方でやっていくということになるかと思います。 

議長（杉浦和人君） 10番、東 正幸君。 

10番（東 正幸君） 今１点、特定教育施設、特定保育、こういったものは、設けな

ければならないということではないと思うのでありますけれども、そこら辺、設け

た方がよいというような、国のそういったことをこの会議の中へ出されるのか、も
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ちろんこのようなことは、余り僕はいいと思わないんですけども、そこら辺のこと

はどのようにされるのか、基本的にどう考えておられるのか、お願いしたいなと思

います。 

議長（杉浦和人君） 福祉課長。 

福祉課長（壁田 文君） 子ども・子育て会議ですとか、子ども・子育て支援事業に

関しましては、今国の方で子ども・子育て会議が開催されていまして、さまざまな

基準ですとか運営方法について議論をされています。けれども、まだその議論の最

中ということで、確定的なところで市、町に指導などはございません。議論の中身

を見ておりますと、やはり地域の事情に合った事業ややり方というのを、子ども・

子育て会議などの市町の会議の中で決定していくというふうになってございますの

で、国の方が一方的にというところら辺までは、今のところは聞いていません。け

れども、公定価格ですとか、国の方で決められてくるものは確かにあると思います。 

議長（杉浦和人君） ほかに質疑はありませんか。 

 12番、平山敏夫君。 

12番（平山敏夫君） 議第88号について、質問します。これは自分はライフ組合に参

加させてもらっているので、していいのか悪いのかというのは尐し考えたのですが、

ライフ組合の代表者会に、小林議員が病気のため行けないので自分が行かせてもら

いました。その中で、この話が出てきました。これは、自分はその代表者会で言っ

たのは、東近江市の都合でものを考えてもらっては困るんですと。布引については

日野と八日市が始めた事業で、それからいろいろな町が後から入ってきた。という

ことは、そこの部分でいくと、日野町がきちっとした方向を、どういうふうに発言

してもらったのかというのがすごく大きい問題なんですよ。管理者会、事務局会議

で自分らが、日野町の立場としてどういうふうに言うたんかというのがすごく大き

い問題やと思って、自分は代表者会の中でも、そんな虫のいい話をどんどん持って

きてもらったら、それこそ大変なことになるよというのも言うてました。これは東

近江市が今し尿の半分を入れていました。それが何年かまだ契約があるのですが、

先延ばしがあったのですが、一、二ヵ月前から、もう自分らのところで処理します

よという都合のいい判断で、今し尿が半分になりました。それも近江八幡の都合で、

し尿が自分のところで処理できるようになったから、自分たちの方へ持っていった

という形です。ほんで、今布引については、湖東、愛東をここへ入れようというの

も、これも東近江市の都合です。そこについて、日野町、竜王町がどういうふうな

対応をするかというのが、今回問題やと思うんですよ。ということは、管理者会と

事務局会議が物すごく大事な部分があって、そこの協議がどのようにされてきたの

かなというのを教えていただきたいのが１つ。それと、先ほど蒲生議員が言われて

いたんですが、その中部清掃についても、この状態でいくと、ほんまに今町長が答
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弁で言われたように、地元協議が整えば、またぞろ入ってくるんかな。それでも、

東近江市職員が言っていたのは、安土が抜けて、湖東、愛東が入ってきて、住民が

約3,000人ぐらい増えるんかな。金額的には日野町は負担金は下がるんですよと言わ

れた。負担金はただ3,000人だけの部分やない。そこの合併についての自分らの都合

の部分も、向こうにお願いせんといかんのかなというふうに思うんです。そうでな

いと、今まで一生懸命共同でやってきた意味がないのかなというふうに思えてなら

んので、そこらについて、ほんまにどのように協議をされているのか、お願いした

いなと。答弁お願いします。 

議長（杉浦和人君） 12番、平山敏夫君の質問に対する当局の答弁を求めます。住民

課参事。 

住民課参事（望主昭久君） 今ご質問いただきました議第88号、八日市布引ライフ組

合のことに関してでございます。 

 今ご質問いただきました東近江市の愛東地区、湖東地区の布引斎苑の編入につき

ましては、去年の今ごろ事務局の方に話が正式にございました。こちらの方につき

ましては、現在愛東、湖東につきましては、愛知郡の火葬場の方で火葬されている

ということでなっていまして、愛荘町の方が、急に多賀の紫雲苑を使用するという

ことになってまいりましたので、東近江市の方から正式に話がありまして、論議を

重ねてまいりました。事務局の主管課長会議の方で論議をさせていただきまして、

大変なことやなということで、長いことかかってきたんですが、それでも東近江市

の愛東、湖東のくみまして、編入の方を認めたということで進めてまいりました。 

 し尿の関係になりますと、近江八幡市のし尿処理を今までライフ組合でやってま

いりましたが、これもまた近江八幡市の方でするということで、言うてこられまし

た。これも主管課長会議の方で論議もずっとしてまいりましたが、近江八幡市の思

いも強かったこともございまして、今回このような形で認めさせていただいたとこ

ろでございます。 

議長（杉浦和人君） 暫時休憩します。 

－休憩 １０時２６分－ 

－再開 １０時２７分－ 

議長（杉浦和人君） 再開いたします。 

 住民課参事。 

住民課参事（望主昭久君） 改めて、もう一度説明の方をさせていただきます。 

 愛東、湖東の布引斎苑の管理につきましては、今条例の方がダブっていますので、

その関係で、条例改正が必要になってきます。 

 近江八幡市のし尿につきましては、ライフ組合と近江八幡市の委託という契約を

した中で、その委託が終わるということでございますので、今回の条例とは関係な
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いということで、改めてご説明させていただきます。どうも済みません。 

議長（杉浦和人君） 12番、平山敏夫君。 

12番（平山敏夫君） 確かに、自分でも分かっているつもりです。けど、委託にしろ

何しろ、契約期間はきちっと守るというのがルールですやろ。そこが守られていな

いというのは、当然八幡も東近江も、自分らの都合のええことを言うているんでし

ょう。そこをはっきり、日野町としての立場をきちっと言うていかんと、そこはだ

めなんや。そうですやん。自分はそこを言いたいだけ。やはり日野町としての負担

は軽減されるんなら、それは愛東、湖東が入ってきて、たった3,000人分だけでの軽

減だけではいいのかというたら、それはだめなんですよ。そこはだめ。それは何で

だめかというと、今までそこをきちっと各町が支えてきた。支えてきて、合併の都

合でそこを入れることによって、こんだけの大きい軽減になるんですよというのな

ら自分は納得する。けど、今の状況では納得できない部分がありますやん。そこを

自分は言いたいだけです。 

 これは代表者会の中でも言うてたのは、この新施設についても、八幡のうち安土

地区の負担はないですと言われるんです。それはそれで結構ですと。新しく入らな

いんやから。それはそれでいいけど、旧の施設の解体については当然負担は求める

んやろうなと、そこは強く言ったんですが、事務局はそれは当然もらわな困ります

わなと、ええかげんな返事をされたらもってのほかですよ。今まで安土が使った部

分については、当然負担をするべきや。大きく負担するべきやと、自分は思うてい

るんです。新しいところに入らないんやから、その分の余分な部分まで負担はお願

いせんと、自分はだめやと思うているんです。そこを自分は聞きたいだけ。やはり、

日野町の負担が尐なくなれば、それはそれでよろしいやん。これこそ別に入ってき

たことについて、自分らが何も迷惑がかかる問題ではない。けど、迷惑のかからな

い問題であっても、尐しやはりそこの金額の増える部分は、日野町としては要求し

ていくべきではないのかなというふうに思うので、そこについてもう一度、町長の

方から答弁お願いしますわ。 

議長（杉浦和人君） 町長。 

町長（藤澤直広君） 広域行政の一部事務組合における、それぞれの構成市町の役割

ということであります。 

 おっしゃるように、それぞれの一部事務組合が設立されてきた経過がございます。

あわせて、特にライフ組合だとか中部清掃組合も含めて、近隣の集落等については

大変なご理解を得た上で、こうした事業をやっておるということでございますので、

そこのところの思いというものは大変大事にしなければならないものと、このよう

に思っておりますし、現在中部清掃組合は私が管理者を、日野町にあるということ

からさせていただいておりますし、ライフ組合については八日市にあるということ
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から東近江市長が管理者をやっておるということで、それはある意味では、地元の

設置されてきた経過も含めて、地元に責任を持つということも含めて、こうしたこ

とになっているのではないかと、このように思っておりますので、そうした設立の

経過、そして地元との対応、ここのところは管理者として、私は中部清掃組合の管

理者として重い責任があるというふうに思っております。あわせて、東近江市長は、

そういう意味ではし尿処理、そして斎苑の部分では東近江市に設置されていること

から、地元の対応も含めてご苦労もされてこられましたし、思いのたけも責任もあ

ると、こういう認識をされておられると、このように思います。 

 しかしながら、合併のねじれを解消するために、これを入れて、これを出したら

いいわなと、こういうような話でないということは、当然のご指摘であるというふ

うに思っておりまして、それぞれの地域が抜けるということになれば、どういう抜

け方をするのか、残ったところに迷惑をかけないようにどうするのか。新たなとこ

ろが入ってくるとするならば、新たなところが入ることに伴って、これまでの地域

にどういう影響を及ぼすのかと、こういうことについては、当然慎重に議論をした

中で答えを出していくべきものと、このように思っておりますので、私も管理者会

の中で、こういう話が出たときには、十分担当課長会議の中で議論をして、問題点

を整理した中でやっていくようにということを言っておるところでございますので、

今平山議員が指摘されたような件も含めて、当然その当該地域の脱退加入にあたっ

ては、構成市町にどのような影響を及ぼすのかということを、丁寧に議論する中で

解決していくべきものと、このように思っておりますし、そういう立場でライフ組

合の方は、副管理者としても臨んでまいりたいと思っております。 

議長（杉浦和人君） 12番、平山敏夫君。 

12番（平山敏夫君） 確かに管理者は小椋市長なんですが、今就任されたばかりで、

きちっと東近江が引き継ぎされて今まであったかというと、なかったんですよ。自

分は布引の方に長いこと行かせてもらっても、本当に引き継ぎ自体がきちっとでき

ているかというと、できていない状況であったというのがあります。その中で、や

はり日野町としては、向こうの都合ばっかしを受け入れるんじゃなしに、やはりこ

こは町として頑張っている部分をきちっと強調して、できるだけ住民負担の尐ない

ように、こっちが持って行けるような状況にしていかんと、それこそ管理者会、事

務局会議をさささっと行ってもらったんでは困るんですよ。そこをはっきり肝に銘

じて今後取り組んでもらえれば、それはそれでいいのかなというふうに思います。

そうでないと、自分は組合の議会に行かせてもらっているが、議会で通ってしまい

ますやん。やはり、管理者、事務局がきちっとそこの部分は述べてもらわんとだめ

な部分なので、お願いしたいと思います。 

議長（杉浦和人君） ほかに質疑ありませんか。 
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 ３番、齋藤光弘君。 

３番（齋藤光弘君） ３点について質問させていただきます。 

 議第90号、日野町営土地改良事業の一部変更についての質問をいたします。年間

所要額は全体で2,031万2,000円減になっていますが、そのうち日野町の分は789万

5,000円増えています。一管理費の費用として、日野町の分が増えたのはなぜかお聞

きいたします。 

 ２つ目に、議第92号、日野町子ども・子育て会議条例の制定について、質問いた

します。この会議は、子ども・子育て支援法が平成24年８月に制定されましたこと

により、従来の日野町次世代育成支援対策地域協議会にかわる組織として、日野町

子ども・子育て会議を設置し、平成27年度から５年間の子ども・子育て支援計画を

策定するための会議ということで理解してよいのか、お聞きしたいと思います。ま

た、計画策定後も支援を推進していくために協議を継続する会議ということになる

のか、お聞きをいたします。 

 ３つ目に、議第100号の平成25年度一般会計補正予算（第５号）について質問いた

します。その中の総務費、交通安全対策費の街灯設置補助事業についてであります

が、街灯のＬＥＤ化に対する補助金として、９月補正で400万円計上していただき、

また今回地域の要望を踏まえて、補助金を250万円増額補正していただくのでありま

す。この事業は、ＬＥＤ化で維持費ならびに電気代が安くなり、成果の上がる補助

事業であると考えます。現在の要望状況はどうなのかお聞きをいたします。 

 以上の３点、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） 齋藤議員さんの方から、議第90号、日野町土地改良事業の

一部変更にかかわってご質問をいただきました。 

 今回の計画変更につきましては、全体事業費から減っているが、日野町分につい

ては増加しているということでございますが、このことにつきましては、管理費用

について私ども２市２町がやってございますが、近江八幡地域と、上３町の日野、

旧の蒲生、それと竜王の関係がございます。そこの負担割合の関係でございます。

日野町分として増加しているのは、私どもにかかわる部分の施設の老朽化等に伴い

まして、補修と維持経費の方が高額になっているということが原因でございます。 

議長（杉浦和人君） 福祉課長。 

福祉課長（壁田 文君） 齋藤議員さんの方より、子ども・子育て会議の方は、次世代

育成会議の方を踏襲していくのかというご質問であったかと思います。 

 子ども・子育て会議の方は、先ほども申し上げましたけれども、特定教育保育施

設の利用定員の設置に関することですとか、市町村、子ども・子育て支援事業計画
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に関することというのを策定したり変更したりするときに、意見を聞かせていただ

くものというふうになっています。次世代育成の中では、地域の子育て事業につき

まして主に議論などをしていただいておりましたので、議員のご意見のとおり、子

ども・子育て会議は、次世代育成のものを引き継ぐ形で会議の方を持っていきたい

というふうに思っております。 

 それと、子ども・子育て支援施策に関する総合的な情報ですとか進捗状況という

ところも、調査し審議することということで法の方で決まっておりますので、今後

の進捗状況についても、子ども・子育て会議の中でご議論いただくということにな

るかと思います。 

議長（杉浦和人君） 建設計画課長。 

建設計画課長（岸村義文君） 齋藤議員さんの方から、議第100号、平成25年度日野

町一般会計補正予算（第５号）についての総務費の街灯設置補助事業についてのご

質問をいただきました。 

 現在の要望状況でございます。これにつきましては、９月補正によりまして400

万円の40灯の量を、新しいＬＥＤ化ということでつけていただきました。現在です

と、53自治会で399灯の処理をさせていただいているところです。今議会の補正を待

っていただいておる自治会、または問い合わせをいただいている自治会も現在ある

ところです。そのことによりまして、今議会において250万円、250灯の追加補正と

いう形でお願いをしたいというふうに考えております。 

議長（杉浦和人君） ３番、齋藤光弘君。 

３番（齋藤光弘君） 子育て会議につきましては、やはり子育ての支援ということで

大変大事な会議になろうかと思いますので、今後の推進の方、よろしくお願いした

いと思います。 

議長（杉浦和人君） ほかに質疑ありませんか。 

 ７番、髙橋 渉君。 

７番（髙橋 渉君） １点だけ、質問というより要望させていただきたいと、このよ

うに思います。 

 議第91号、地域の元気臨時交付金基金条例の制定についてで要望、お尋ねをいた

したいと思います。この交付金は、地域の経済活性化、雇用創出を目的としたもの

であるという認識をいたしておるところでございますが、日野町ではこの交付金に

よりまして、学校施設の環境改善、あるいは農業基盤整備促進、防災安全対策等の

事業が、幅広くこの交付金によって進められており、また計画がなされておるとい

うところでございます。そのような中で、我が町へ法人、町民税等を含め、多岐に

わたっての貢献をいただいております工業団地へ、この交付金を活用してより元気

にやっていただく対策事業ができないかをお尋ねしたいと、こういうふうに思いま
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す。 

 具体的には、工業団地との懇談会の中等々においてお話が出ておったと思うので

すが、工業団地内の道路舗装ですが、現状の道路を私も先日見てまいりましたが、

凹凸のあるところ、部分補修でのかまぼこが多く見られる現状となっております。

そういった中で、全ての団地内の道路は無理だと思われますが、せめて幹線であり

ます玄関道路、例えば第２工業団地ですと、国道307号線から工業団地へ入る信号機

がございますが、その中で東へ伸びる玄関道路、このような幹線道路については全

面舗装の補修が、この交付金を充当してできないかお尋ねをいたしたいというふう

に思います。それによりまして、団地への現進出の企業さんには、応援させていた

だきますというようなメッセージにもなるんじゃないかなというふうに思いますし、

また団地へ各企業さんのお取引先等がよく見られておりますが、ほとんどが車でご

ざいます。そのような方たちに、日野町の団地道路の環境はすばらしい、このよう

な評価されることが、また新しい企業さんの進出につながる１つの偉業になる可能

性も考えられますことから、前向きなご検討をいただけるのかどうかお尋ねをいた

しと思います。 

議長（杉浦和人君） 町長。 

町長（藤澤直広君） 地方の元気交付金につきましては、平成24年度の政府の補正予

算、安倍内閣発足における補正予算ということで制定をされたものでございまして、

先ほど総務課長が答弁いたしましたように、全体で約10兆円の補正予算が組まれた

中で、日野町では約13億円の事業を実施してきたということでございます。それは

道路の社会基盤の公共事業、さらには農業関係の整備事業、さらには小学校の大規

模改修、給食施設、エアコン設置などいろいろな公共事業をやらせていただいて、

それの補助裏の部分について交付金で実施すると、こういうことでございまして、

日野町には約４億6,000万の地方元気交付金が確定をしたということでございまし

て、今回12月の補正予算におきまして、約３億円程度、今髙橋議員ご指摘のように、

防災関係ですとか公共事業関係等に対象を振りあてたと、こういうことでございま

して、一方で、昨年度の補正予算におきましては、補正予算債という起債も当然有

利な起債でございますけれども、活用してやってきたところでございます。したが

いまして、この元気交付金を使いながら、一定結果として繰り上げ償還等の対応も

しながら、後年度の起債の軽減、公債費の軽減ということもやってまいったところ

でございます。 

 現時点で、この交付金につきましては来年度に実施するいわゆる適債事業、起債

を発行できる適債事業について約１億5,000万程度を基金に造成しようというもの

でございますが、今後予算編成の中で、どの事業に対応をしていくのかということ

については、慎重に議論をし、提案をしてまいりたいというふうに思っております。 
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 そうした中で、町道の維持補修の関係につきましては、これはそれぞれのところ

でいろいろなご要望を、道路改良を含めてお聞かせいただいておりますことから、

これはやはりそれぞれ道路の状況を見ながら、どのレベルでどういう補修をしてい

くのかということであろうかというふうに思いますので、それもこの交付金のある

なしにかかわらず、必要なところの補修は、当然していかなければならないもので

ございますし、これについては来年度の予算編成をする中で、どの分野に充ててい

くのかについて検討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） ７番、髙橋 渉君。 

７番（髙橋 渉君） 今、町長の方から答弁いただきました。来年度の予算編成に向

かってというようなことでございますが、ただ先ほども申し上げましたように、や

はり我々住民が住んでいる地域の中以外の部分にも、町全体としての考え方の中で、

本当に元気にというような形のものをとるならば、工場の関係についても元気にな

っていただきたいというような意味もございますので、ぜひそういった形の前向き

なご検討をひとつお願いしたいと思います。 

議長（杉浦和人君） ほかに質疑ありませんか。 

 ２番、中西佳子君。 

２番（中西佳子君） それでは２点質問させていただきます。同じ質問のところですの

で、同じものは省かせていただきたいと思います。 

 議第92号、日野町子ども・子育て会議条例の制定についてお聞きいたします。2015

年度に本格スタートする子ども・子育て支援新制度の実施に向けての設置だという

ふうに認識をしております。組織についてですが、子ども・子育て会議委員は15名

で組織するというふうになっております。蒲生議員、齋藤議員からの質問でござい

ましたが、日野町の次世代育成支援対策地域協議会を活用することを基本とすると

いうような答弁が、先ほどなされたように思ったのですが、また蒲生議員の中で出

てまいりました、どのような方かというところでも、同じような方が委員のメンバ

ーになられるのかなというふうに思ったのですが、この地域協議会の現在の方がそ

のままこの委員ということになられる方があるのかということをお聞きいたします。 

 またこの男女の比率というものは決まっているのでしょうか。 

 また、そして今回の場合は、地域のニーズに合わせたきめ細かな事業計画が必要

というふうに思っておりますが、現在のニーズ調査の状況をお聞かせいただきたい

と思います。 

 また、このニーズ調査だけでなく、できるだけ多くの保護者の声を会議に反映さ

せていただきたいというふうに思っているところです。それについて、保護者会や

保護者の代表者会など意見交換を行われる予定をされているのかお聞きいたします。 

 次に、議第100号、平成25年度日野町一般会計補正予算（第５号）歳出の総務費、



 

2-26 

街灯設置補助事業について伺います。地域自治会からの要望でＬＥＤ化ということ

の補助金というふうにお聞きをいたしておりますが、限度額というものを設けず申

請できるというふうにお聞きしております。このＬＥＤ化のみの適用であるのか。

器具交換などというのは対象外というふうにされるのかということをお聞きいたし

ます。 

 また、平成25年、26年度で、このＬＥＤ化の街灯設置補助事業を順次行っていか

れるというふうにお聞きをいたしておりますが、今後どれぐらいの自治会からの申

請があるというふうに算定をされているのか、お聞きいたします。 

議長（杉浦和人君） ２番、中西佳子君の質問に対する当局の答弁を求めます。福祉

課長。 

福祉課長（壁田 文君） 中西議員さんより、子ども・子育て会議の委員さんについ

てということと、それからニーズ調査の状況などについてお聞きいただきましたの

で、お答えします。 

 次世代育成計画の協議会の委員さんを、そのまま委員さんにするということでは

なくて、改めて任命させていただきたいというふうに思っています。 

 それと男女の比率ということでございますけれども、今予定しております各種団

体ですとか保護者の代表の方ということを見てみますと、多尐男女の比率の多い尐

ないはあるかもしれないんですけれども、どちらかに偏るということはないのでは

ないかというふうに思っています。 

 それと、ニーズ調査でございますけれども、ニーズ調査の方は、小学校児童とそ

れから就学前の全部の世帯を対象に、学校ですとか保育所ですとか幼稚園ですとか

を通じましてまた在宅の方は郵送でニーズ調査の方を、今日発送させてもらいまし

て、12月20日に回収という予定でニーズ調査を行っております。お子様お一人おひ

とりということになりますと、ご兄弟のあるおうちではいくつもの調査を書いてい

ただかないといけないので、一番下の方を対象に進めてまいりたいと思っています。 

 それとニーズ調査の中では、ご家族の勤務の状況ですとか、それから現在幼稚園

や保育園に通っておられる状況、それから子育て支援事業があったら、どういうこ

とを使いたいかということと同時に、また学童保育所についても現在どのような意

向があるかというところも聞いているところでございます。 

 それと、保護者会やそういう方たちへの意見交換ということでございますけれど

も、現在のところ意見交換の日程とか、そういうふうなことは設定していないので

ございますが、保護者の意見を十分に聞いて計画に反映するようにという法の趣旨

でもございますので、何らかの形で皆様方の意見が聞けるような状況になればよい

なというふうに思っているところでございます。 

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） 中西議員さんの方から、街灯設置補助事業についての

ご質問をいただきました。 

 この事業につきましては、今年度新しく事業、補助金制度ということで制定をさ

せていただいております。期間については、25年、26年の２年間で地域の方で計画

的に設置をしていただくという形をとっております。現在、先ほど齋藤議員さんの

中でも答弁させていただきましたが、今年度も９月の補正以降、400万円の補正をさ

せていただいた中で、53自治会の399灯ということで、補正をいただいた400万につ

いてはほとんど現在のところでは使い切っているという状況でございます。そうい

うことから、この議会についても補正をさせていただくわけでございますが、来年

度についても、各自治会において計画的に設置をしたいという自治会の方が多々あ

ります。来年度についても、今年度同様ぐらいの箇所数は要望として出てくるのか

なというように、現在のところは思っているところです。 

 ということで、現在自治会でＬＥＤに設置をされた、または現在今年度において

設置をされている自治会を含めますと、現在のところ約500灯が自治会管理の中でＬ

ＥＤに、今年度において変わってくるのかなというふうに考えておりますし、今回

補正で認めていただきますと、プラス200灯ぐらいはなってきて、700灯ぐらいの数

がＬＥＤに変わってくるのかなというように考えております。 

議長（杉浦和人君） ほかに質疑はありませんか。 

 １番、村島茂男君。 

１番（村島茂男君） 私も２点ほど、今の中西議員と髙橋議員の補足みたいな形にな

るんですけれど、１つは、髙橋議員の議第91号、日野町地域の元気臨時交付金基金

条例の制定ということで、今回の場合はいろいろなところがあると思うんですけど、

災害は大変こう取り沙汰されて、日野町の町民も防災体制にちょっと心配なところ

が大変大きいと思いますので、やはりこの道路、また河川等の目立ったところの修

復、特にもう前から言っていますように、桜川西中在寺線の行き止まりのところと

か、サンライズの野出山本線とかありますので、その辺のところ、ひとつよろしく

お願いしたいなと。できるだけ大きく割り振りをしていただきたいというのと、も

う１つは、今のＬＥＤの防犯灯設置の件なんですけれど、１万円の補助ということ

で聞いておりまして、いろいろ今まで聞いていますと、今までは防犯灯の種類が限

られていた中で、そろっていたということで統一性があったんですけれど、ＬＥＤ

は各メーカー大変たくさん出てきまして、調べてみると１万円以下でも設置できる

ような機種が出てきたということで、いろいろな県の大きい交差点とかについてい

るのは、県での入札時に機種等がメーカー設置ということで決まっているようで、

そんなにばらつきはないようですけれど、これから多種多様にメーカー参入でいろ

いろなものが出てくると思いますので、ある程度の統一というか規格、このぐらい
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のものを使えというようにしていかないと、むちゃくちゃになってしまうというか、

まあ、付けてすぐに傷んでくるのも出てくると思いますし、それはそこの業者さん

とか自治会の責任といえばそれまでと思いますけれど、その辺のことをしっかりや

っていかんと、今までの街路灯と違って、多種多様になってきてばらばらになるの

かなと。その辺はしっかりしていただきたいなと思うんですけど、いかがですか。 

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

課長。 

総務課長（池内俊宏君） 村島議員から、議第91号、日野町地域の元気臨時交付金基

金条例にかかわりまして、ご質問をいただきました。 

 先ほどの髙橋議員さんと同様というようなことでございますが、災害対応につい

ての基金の活用というようなことでのご質問でございます。先ほど町長から答弁が

ございましたように、基金を活用するのか、あるいはその全体予算の中でどういう

ふうにしていくのかということも含めまして、26年度の予算編成の中で、どういう

ような事業をやっていくのかということにつきましては、協議を重ねてまいりたい

というふうに思います。 

議長（杉浦和人君） 建設計画課長。 

建設計画課長（岸村義文君） 街灯設置の関係で、ご質問いただきました。ＬＥＤ１

万円の１灯あたり設置または球交換についても補助をさせていただくわけでござい

ますが、確かに１万円を切る器具が出てきているというのも現実ではございます。

海外で製作されたものについて、大変安く手に入るというところもあります。今の

補助については１万円補助限度でございますが、これについては、地域の方で見積

もりを出していただいた中で、１万円切るものについては、原価で補助をさせてい

ただくという形で処理はさせていただいております。そしてメーカーの指定につい

ては、いろいろなメーカーがございます。確かに安くてよければ一番良いのですが、

それが本当によいかというのは、どの製品が最高に長持ちをしてどうだというのは、

なかなか非常にメーカーの指定というのは難しいかなというふうには考えておりま

す。そういうことから、やはり申請を出していただく段階では、ある程度上限では

ないですが、これできちっと長持ちも踏まえてできるのかという、そういう話の仕

方で相談は乗らせては現在もいただいておるところでございます。ただ、補助につ

いては、今後はどのような形で、やはり額もかなり下がってきている面もございま

すので、その辺の今後また若干の検討は必要かなというふうには考えているところ

です。ただ、メーカーの指定というのは非常に、各自治会いろいろ個々に電気屋さ

んのつき合いで頼まれているというのがありますので、指定するのが本当にええの

かというのは、なかなか難しいかなというふうには現在のところは思っているとこ

ろでございます。 
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議長（杉浦和人君） １番、村島茂男君。 

１番（村島茂男君） 災害復旧いうことで、川などにブルーシートがかかったままと

か、見た目に町民の方も何となしに、やっぱり県の方の事業と言われましても、見

た目にあせりというのもありますし、どうしているのかなというのが日に日に募っ

ていると思います。その辺が目立ったよい事業を、どんどんとしていただきたいと

思います。 

 またＬＥＤの方は、課長の言われることも私も重々分かりますけれど、やはり１

つはこの景観というのもありますし、東近江でしたか、ブルーになってきれいに並

んでくると、ああ、きれいだなというのもありましたけれど、個々にばらばらに、

この在所になったら小さいのがついたり、次行くと、大きなのがついたりとか、形

状のかわらんように、やっぱり何か対策を講じていただきたいなと思いますので、

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。 

 ９番、西澤正治君。 

９番（西澤正治君） ちょっと１点だけお願いしたいなと。 

 先ほど、東議員、齋藤議員からもご質問がありましたように、議第90号ですが、

日野町営土地改良事業の一部変更についてということでございます。これは平成８

年以降ずっとされておるわけなんでございますが、受益面積も、これは今年でいう

と、17年ほどの間に１割近くの面積が減っているということでございます。先ほど

も、八幡を除いて上３町で同一歩調を合わせているということではございますが、

この反当たりにかかる金額は、これは上３町は同額なものか、ひとつお伺いしたい

なと思います。 

 そしてまた、今後ポンプも新しく国の補助を得て更新をされるということにもな

っておるわけなんでございますが、このポンプ代も、また上３町同額でやられるの

か、この点もお伺いしたいと思います。 

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） ただいま西澤議員さんの方から、議第90号、日野町営土地

改良事業の一部変更についてにかかわっての質問をいただきました。 

 ご指摘のとおり、平成８年度に見直しを行いまして、手続を行ってございます。

それ以降の面積はそのまま踏襲いたしてございます。今２市２町でやってございま

すが、近江八幡地域と上３町の方の負担割合が若干違うという部分もございます。

上３町の方の負担割合は、足並みがそろってございます。 

 加えてポンプの方の代金でございますが、それぞれの今までの負担割合によって

積算をされていきますので、上３町の分については、同じ額でご無理を申し上げな
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ければならないというふうな状況になってございます。 

議長（杉浦和人君） ９番、西澤正治君。 

９番（西澤正治君） 農業政策も本当に厳しくなりまして、私もこれはまた後ほど一

般質問でさせてもらいますが、米政策も来年度から、減反がそれぞれまた緩くなる

ということでございます。お米代も安くなっていくのではないかなと、このように

思います。農業者には負担が大きくかからぬよう、行政の力を大いに発揮していた

だいて、ひとつよろしくお願いしたいなと思います。 

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、８つか９つほど聞かせていただきたいと、このよう

に思います。 

 １つ、議第91号の地域の元気臨時交付金基金条例の制定についてであります。こ

れは特に議第100号の、一般会計補正予算の歳入の元気臨時交付金のこの積立金にも

関係するわけでありますけれども、その中で、この臨時交付金の総額４億6,000万円

余りが町の財源となる、こういったいうことになるわけでありますが、国の24年度

の追加補正予算、臨時経済対策の一環として、自治体の負担軽減を図ろうというこ

とであって、同時に自治体での公共事業を、ややもすれば拡大誘導するような、そ

ういった側面も持っているわけであります。日野町におきましても、自民党政権と

なって、アベノミクス、経済対策の一翼を担わされるという、こういう面もあって、

今日までかつてない公共事業が、急激に24年度、25年度より増えてきているわけで

あります。ここで、先ほどもいろいろ質問があったわけでありますけれども、この

公共事業の中でも特に住民の暮らしに役立つ福祉や教育、こういった公共事業は、

やはり私は優先すべきだと思うわけであります。そういった反面、特に現職員体制

で、うまくこれを乗り切れるのかどうか、こういった心配も若干しているわけであ

りますけれども、基本的な考え方として、臨時交付金の活用をどのように捉まえて、

どういった理念のもとで行おうとされているのか、基本的な考えをぜひ町長の方か

らお伺いしたいと、このように思います。 

 その中で２つ目の問題は、先ほども述べられましたけれど、もう尐し踏み込んで

いただいたらどうかなと思いまして、特に基金積み立て、これは１億5,000万円余り

でありますけれども、遅くとも今年度ならびに来年度で使い切らなければならない

と、こういうことになっておりますけれども、再度慎重に今後使い道は検討すると

いうようなことでありましたけれども、先ほどの基本的な考え方も踏まえながら、

どういう方向を持たれているのか、もし分かる範囲であれば教えていただきたいと、

このように思います。 

 続きまして、議第94号の日野町税条例の一部改正であります。これはこの中で特
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に付則の第７条の３の２、住宅ローンの控除の関係でありますけれども、控除の適

用期間が来年度から４年間延長されるということとともに、所得税で控除しきれな

かったときは、個人住民税からその控除ができるんだと、こういうことが今回述べ

られているわけでありますけれども、この中で特に住宅ローンを抱えておられる方

は、中低所得者というのか、若者が中心であるのかなという面も持っているわけで

ありますけれども、今日までの例から見て、この特に住宅ローンを抱える多くが、

個人住民税から控除分も差し引かれるというのか、そういうことが現実あるのかな

ということを思うわけでありますけれども、もし担当課の方で、その該当があると

思われるかどうか、その見通しあたりをぜひ聞かせていただきたいなと、このよう

に思います。 

 と同時に、こういった所得税で引ききれなかった分を、個人住民税から引くとい

うことは、裏返して見れば、これは国の対応、国策であるわけでありますけれども、

当然個人住民税が減るわけです。減れば、その減収分については、国が当然責任を

持たんならんというふうに私は思うわけでありますけれども、国の対応はどのよう

にしようとされているのか、もし分かりましたらその点もご答弁いただきたいと、

このように思います。 

 続きまして、議第100号の、平成25年度一般会計補正予算であります。この中で、

先ほどから言われました部分省きまして、19ページ、民生費、児童福祉総務費の中

で、地域子育て支援事業というのがあります。この中で、旧桜谷幼稚園のエアコン

を元気臨時交付金で198万2,000円活用、充当するというそういうこともあるわけで

ありますけれども、この旧桜谷幼稚園のエアコン設置は、この９月の補正予算で四

十数万円が提起されましたけれども、実際もっと198万2,000円のこの臨時交付金を

使うということは、それ以上の公費がかかったということが言われるわけでありま

すけれども、その点の裏づけをきちっと説明していただきたいなというのをひとつ

思います。 

 それから23ページでありますけれども、農林水産業費の中の、滋賀中央森林組合

運営事業費であります。これは、もう先ほどこの12月議会の当初にも決めましたけ

れども、町森が中央森林組合という形に合併したわけでありますけれども、その設

立するための補助金が198万円計上されているわけです。普通、大体町の森林組合に、

年間250万円余り補助をしているわけでありますけれども、これは臨時的に設立する

ために198万円上乗せされたということに多分なるのかなと、このように見ているわ

けでありますけれども、設立するのにこれだけ金が要るのかなという、ちょっとそ

の点が疑問でありましたので、ご説明いただきたいと、このように思います。 

 同時に、合併しても、毎年日野町が町森に出しておりました250万円の運営補助、

これにかわりは今後もないのかどうか。いや、合併すればもう尐し増えるんだとい
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う、そういう見通しなんだということがあれば、そういったこともご説明いただき

たいと、このように思います。 

 同時に、この合併して来年度以降の森林組合に対して、運営的にも業務的にも何

ら変わりはないんだという、そうご心配ございませんということがきちっと言える

んでしたら、その点もご説明いただきたいと、このように思います。 

 それから31ページの教育費であります。特に、体育振興費の体育協会の補助金で

あります。当初、日野町は体育協会の補助金に229万3,000円、そしてこの９月の議

会にも補正予算がされて180万円。さらに今回補正予算がされて150万円上乗せがさ

れてきているわけであります。当然、必要なことは私は補助として出すべきであり

ますけれども、日野町も全域的には、伊藤みきさんの関係の応援を全町挙げてやろ

うという、これは大いにいいことで私も賛成でありますけれども、ただ、この補正

予算が９月に180万円出されて、３ヵ月もたたない間にさらに150万円上乗せされる。

これがされるということは、必要かも分かりませんけれども、ちょっとこれは計画

的に、それならば９月の補正予算にぼんと上げておけばいいのに、どうだったのか

なという。だらだらだらだらさらに増えていくという、そういうことに、やっぱり

きちっと押さえていく。計画性を持ってやっていくということが必要ではないかな

ということを思いますけれども、その点についてのご説明をお願いしたいと、この

ように思います。 

 それから、この一般会計補正予算の中で、この歳入の部分で抜かしておりまして

申しわけございませんけれども、13ページであります。臨時財政対策債が、新たに

１億2,700万円余り借金をするということになるわけであります。当然交付税として

返ってくるという、町にとって有利な起債ということが言われているわけでありま

すけれども、これは以前にも伺ったかなと思いますけれども、今こういう中で、例

えば歳出では繰り上げ償還にだっとお金をつぎ込む、それからこの財政調整基金を

取り崩すような、そういう歳出も見ている。そういう歳出を見ながら、新たにまた

臨時財政対策債を１億2,700万円余り設けるという、ちょっともうひとつちぐはぐか

な。歳出と歳入の関係がどうなのかなということで、何かこういう臨時財政対策債、

毎年大体５億円ちょっとは対策債を積まれているということになっておりますけれ

ども、そういったきちっとした割り当てが町にあるのかどうか、その点についての

ご説明をお願いしたいと、このように思います。 

 続きまして、議第104号の介護保険特別会計補正予算であります。特に今回一般会

計からの繰入金1,000万円余りあるわけでありますけれども、この中で保険給付費の

伸びが主な原因だということも説明されました。私もそのとおりだと思います。そ

れで歳出の方を見てみますと、確かに保険給付に伸びがあります。中でも、特に居

宅介護サービス給付費が5,000万円以上、また、施設介護サービス給付費が6,000万
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円以上、普通よりも増えてきているという、そういうようになっているわけです。

ちょっと伸び方が、増え方が大きいというのか。ちょっとここの部分につきまして、

ぜひ内容についてご説明をいただきたいと思います。居宅介護サービス給付費、そ

れから施設介護サービス給付費の伸びの部分についてのご説明をお願いしたいと、

このように思います。 

 最後になりますが、議第109号の、本日提案されました財産の取得についての一部

変更についてであります。これは11月８日に、日野消防署の土地の購入に伴う議決

を行ったわけでありますけれども、その11月８日以降議決以降に亡くなられた所有

者があるということで、名前の変更が出されました。これは当然かなと、このよう

に思いますけれども、売買契約を結ばれた後なのか、まだ結んでいない中で亡くな

られたのかどうか、ちょっとその点をはっきりしていかなければ。つまり売買契約

を行っておれば、一定成立されているというように私は見るわけでありますけれど

も、これはどの時点でこういう亡くなられた変更するのかというところが、もう尐

し曖昧で私分かりにくい部分がありますので、ぜひその点についてのご説明をよろ

しくお願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の答弁を求めます。町長。 

町長（藤澤直広君） 地域の元気交付金の活用について、ご質問がございました。 

 對中議員おっしゃるように、昨年の平成24年度補正予算については、地方の財源

についてもかなり有利な制度が実施をされたところでございます。しかしながら、

有利な制度があるからといって、必要のない事業をやるということについては、こ

れは問題があるというふうに私も当時から認識をいたしておりまして、この事業に

ついては、日野町にとって必要なものについてしっかりと取り組んでいくと、こう

いう考え方のもとで、先ほど申し上げました約13億円の事業をやってきましたが、

その内容は、ご承知のように桜谷小学校の大規模改修、給食室の整備、さらには全

ての幼稚園、小学校、中学校へのエアコン設置、さらには農業関係の基盤整備、そ

して社会資本整備など、道路、公共下水、農集など、通常やろうとするもの、さら

にはここ数年で実施をしようとしていたものについて対応をしてきたと、こういう

ことでございます。 

 そうした中で、約４億6,000万の現時点の地域元気交付金については、３億1,000

万程度を今回財源充当するということでございまして、残り１億5,000万については

基金に積んで、来年度執行するということになります。ただ、元気交付金自体は、

国の方針によりまして、いわゆる適債事業、起債が発行できるような事業、つまり

公共事業といいますか、ほぼハード的なものということが限定がございます。あわ

せて、来年度の補助事業の裏ということについては、認められていないということ

でございますので、基本的には単独の適債事業ということになってくるわけでござ
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いますので、それを有効活用して来年の財源対応に充ててまいりたいと、このよう

に考えておりまして、これは先ほど申し上げましたように、来年度の予算編成の中

で適切に対応してまいりたいと、このように思っておりますので、これは予算全体

の中で判断していこうというふうに思っております。 

 といいますのも、現在政府におきましても、５兆5,000億の補正予算を閣議決定す

るという話がされているわけでありまして、これまた昨年の今時分も、ちょうど選

挙終わってすぐの時期でございましたが、この24年度補正予算が出てきたわけでご

ざいますし、今度も25年度の補正予算が閣議決定、５兆5,000億されるということで

ございますので、それが日野町にとってどのような活用できるメニューがあるのか

ないのか、そこを見ていかなければならないというふうに思いますし、単独事業で

やろうというふうに思っておっても、有利な例えば起債ですとか助成制度などが見

つかれば、当然それを充てていくということになりますので、この現在お願いをし

ております１億5,000万の基金の活用については、トータルの日野町の必要な事業の

中で、これを執行することができる事業に充てていくということでございますので、

現時点では何に充てるというよりも、全体の予算編成の中で、それぞれの起債や助

成金、補助金等の状況も見ながら、必要な事業に充てていくというふうに考えてお

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、94号の税条例の改正に伴いまして、

付則第７条の３の２、個人住民税の住宅ローン控除の延長および拡充についてご質

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。 

 今回の改正につきましては、来年以降消費税の引き上げが予定されております。

これに伴います影響を標準化するという特例的な措置として、住宅ローンの控除に

つきまして、控除の適用期間を26年１月から29年12月末まで４年間延長するという

ことでございます。また、所得税から控除しきれなかった額につきましても、現行

の９万7,500円から13万6,500円まで拡大するということにされたものでございます。 

 住宅ローンの対象といたしましては、家屋の新築購入、およびそれに伴います土

地等でございまして、これらの借り入れにかかります部分で合計所得金額が3,000

万以下ということが１つの要件になってございます。こうしたことから、平成25年

度現在での対応、対象者について、一度税務の方で概算の数字はどれくらいかなと

いうので調べてみたのですが、平成11年から平成13年６月30日までに購入または入

居された方につきましては、控除期間が15年間ということになっておりましたので、

これらの方については現在25年度でも対象になっておりますが、平成13年７月１日

から平成15年までに新築または購入された方につきましては、控除の対象期間が10

年間ということの改正がされていますので、控除の対象期間がもう既に終わってい
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るというようなことにもなってございます。 

 こうしたことから、対象者を日野町の住民の方の中でピックアップさせていただ

きますと、適用される人としては、1,044人の方が日野町では住宅控除の対象にはな

ります。しかし、こうした方も、実際には住民税が均等割しかかかっていないとか

いういろいろな理由から、実際に対象になっているという方が、人数につきまして

は、現在25年度の住民税の中におきましては395名の方が、実際にこの控除対象とい

うことで、住民税から引かせていただいております。町民税につきまして1,198万

6,000円、県民税で799万1,000円ございますので、合計で1,997万7,000円が町県民税

として控除をさせていただいているという部分でございます。これらの減収額につ

きましては、全額国費で特別交付金として補填されるというふうになっております

ので、よろしくお願いいたします。 

議長（杉浦和人君） 福祉課長。 

福祉課長（壁田 文君） 旧桜谷幼稚園のエアコンの工事についてでございますけれ

ども、当初158万円でホールへのエアコン設置という予算計上をしておりましたけれ

ども、現在実施しております集いの広場、ポケットの部屋と放課後児童クラブのと

もだちの部屋にもエアコン設置をいたしましたために、前回補正予算をお願いいた

しまして、総額で198万2,000円のエアコン工事になったところでございます。 

議長（杉浦和人君） 農林課長。 

農林課長（高岡良三君） 對中議員さんの方から、議第100号補正予算にかかわって、

なお農林の方にかかわる問題で、滋賀中央森林組合の運営補助についてご質問いた

だきました。 

 このことにつきましては、ご案内のとおり、合併されて、滋賀中央森林組合とい

うふうになられました。その中での事務所の所在の関係でございますが、当初は甲

賀振興局の方で間借りをするという予定で進められておったのですが、家賃等がか

なり高額であったために、ほかの場所を模索されておりました。最終的に旧の甲賀

病院のところの事務所を借りるということで、郡立の病院でございましたので、か

なり格安に借りるということでございます。ただし、かなり老朽化しておりました

ことによりまして、その中でのトイレの関係等の整備、また事務室の改装なりの関

係で2,600万ほどの経費が必要ということで、そのうちの半分、1,300万ほどは合併

された滋賀中央森林組合の方で用立てができるのですが、あと半額1,300万ほどはな

かなか厳しい状況であるということで、それぞれの山の口数に応じて負担を願えな

いかという要請がされ、日野町には198万円、あとの部分については甲賀市、湖南市

の方で要請をされ、私どもそれぞれ甲賀市、湖南市の方と協議をいたしまして、妥

当という判断をさせていただきましたので、計上させていただいているというとこ

ろでございます。 
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 あわせて、今町森の方に出しております運営補助につきまして、この部分とは関

連するものではございません。ただしこの部分につきましては、あとの甲賀、また

湖南の関係との協議をいたしておりますが、まだここというものはございませんが、

26年度予算等に関係いたしますところから、十分協議をして対応をしていきたいと

いうふうに考えてございます。 

 あわせて、今までの日野町森がやってまいりました業務そのものとの、何ら変わ

りはないのかということでございますが、滋賀中央森林組合に合併され、日野町の

分については日野事業所というものになるものでございます。組合長そのものは滋

賀中央１人でございますので、ここには存在しないということになりますが、あと

の職員体制現４名おられますが、４名の体制はそのまま堅持をされることと加えて、

経理の関係等は当然中央の方に集中されますので、そのかわりに事業の方での男性

の方が１人こちらに来るということで、事業の方の体制が尐し強化されたかなとい

うふうなことも考えますと、今日までの日野町森林組合が行われてきた作業委託、

受託の関係につきましても、十分対応できるものというふうに私どもは承知してご

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） 對中議員の方から、議第100号、平成25年度日野町の

一般会計補正予算に係ります31ページの、体育協会の活動補助金の関係でご質問を

いただきました。質問の趣旨は、それぞれ当初予算、そして９月補正、12月補正と

随時補正が出てくるが、どういうような状況にあるのかということでございます。 

 基本的に、貴重な税金等を使わせていただきながら、伊藤みき選手ならびにあづ

ささん、さつきさんの３名のこの応援等について、現在状況づくりを進めておると

ころでございます。当初予算の229万3,000円は、一般的に体育協会で毎年事業して

おります部分で上げさせていただいてございました。９月補正の180万につきまして

は、伊藤みき選手のソチオリンピックへの出場が濃厚になってきたということから、

７月から８月時点で予算を組ませていただきまして、９月に出させていただきまし

た。その予算の現在の執行状況でございますが、全般的な活動費ということで、応

援のうちわやポスター、そしてのぼり等の作製を現在させていただいておりまして、

新聞等でも報道をいただいているところでございます。あわせまして、応援カレン

ダーを現在作製させていただきましたが、この応援カレンダーは、応援実行委員会

の方が各企業と個人等に協賛金を募りまして、その部分で使わせていただいている

部分でございます。この間カレンダーを全戸配布させていただいたところでござい

ます。 

 今時期になぜ150万の補助金が出ていくのかと、要求されるのかということでござ

います。実は、応援の状況を若干ここに上げさせていただきました。なかなか８月、
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９月の時点では、濃厚とはいいながら非常に難しいといいますか、応援については、

できたら当初は自己負担で参加をいただこうということで思ってございました。と

ころが、それぞれ業者の方から見積もり等をいただきますと、モスクワ、ソチとい

うところの条件等が非常に遠もございますので、それなりの費用が必要となってま

いりました。10名以下で出発いたしますと57万円、15名以下で53万円、そして20名

以上をもちますと47万円という、これぐらいの差が出てまいりました。今までトリ

ノ、バンクーバーと、今度参加いただきますと３回出場ということになるわけです

が、若干今回の場合は、57万円の費用を使って、個人の方が、伊藤みきさんの応援

はしたいとは思いつつ、それなりのやはり金額になりますと、せめて町といたしま

しても、より多くの方に現地で応援をいただこうということでは、15名分の10万円、

150万円を今回追加になりますが、状況がしっかりしておりませんでしたのでおくれ

まして、今回の12月で補正を予定させていただいております。募集等につきまして

も期間が非常に短うございまして、12月７日に新聞折り込みにて募集のチラシを出

させていただきました。一部補助ありということで議会の承認がいただければとい

うことでのご案内はさせていただきましたが、その時点でも57万円から53万円とい

うことでお知らせもさせていただいております。 

 なお、伊藤みきさんの出場が決定いたしますのが、１月15日の時点でございます。

募集をそれまでにはしておかなければならないということでございますので、いろ

いろな状況は当然生まれてくるかと思いますけれども、今回の場合は、非常に１人

当たりの費用が高いということから、貴重な税金を使わせていただきながら、伊藤

みきさんへの現地での応援をしてまいりたい、このように考えてございます。 

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、一般会計の補正予算にかかわりまして、臨

時財政対策債についてご質問をいただきました。 

 臨時財政対策債につきましては、地方債の補正予算書の６ページのとおり、今回

の補正で、借入額が５億8,750万6,000円の限度額ということで、今回補正をさせて

いただくものでございます。 

 臨時財政対策債につきましては、国の厳しい財政状況の中、普通交付税の分を一

定振りかえるというようなことからできてきた制度ということで、毎年交付税の算

定の際に、臨時財政対策債につきましても、一定の額の配分があるというようなこ

とになってございます。 

 また、地方債の繰り上げ償還との関係ということでございますが、議会の皆さん

からもご指摘をいただいておりますように、地方債が近年増えておるというような

ことで、後年度の負担が心配ということでございます。健全な財政運営を努めてい

くことに対しまして、将来の負担軽減というような観点から、利率の高いものから
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繰り上げ償還をしているということでございます。この繰り上げ償還につきまして

は、蒲生議員の先ほどの質疑でもございましたとおり、一定国税措置のあるものに

つきましては、借りた時点での理論算入ということで、そのまま引き続き継続して

借りているということでの計算に基づきまして、交付税が算入されておるというこ

とで、交付税の借りに対しての影響はないというようなことでございます。 

 また、臨時財政対策債は普通交付税からの振りかえということもございまして、

後年度は100パーセントに理論算入されるというようなことでございますので、その

ような対応をしておるわけでございます。 

 もう１点、財産の取得についての議決事項の一部変更についてご質問をいただき

ました。この件につきましては、冒頭提案説明でもございましたとおり、11月８日

の臨時会におきまして議決をいただきました日野消防署の建設用地取得につきまし

て、議決をいただいた後に地権者の方がお亡くなりになったということで、相続人

の方が決まりましたので、その方に変更させていただくように提案をさせていただ

いたということでございます。現在の契約の状況は、議決してどうかと、このよう

なことでございますが、議決をいただきました翌日にお亡くなりになったというこ

ともございまして、事務的には何も手続ができずの状態でお亡くなりになったとい

うようなことでございます。ほかの方につきましては契約を締結させていただき、

現在所有権移転を終えまして、用地代金の支払い事務を進めておるというような状

況でございます。 

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、對中議員さんから質問のありました、介護

保険特別会計の補正に関することでございまして、居宅介護サービス給付費および

施設介護サービス給付費が大きな伸びがあるということでご質問をいただきまし

た。 

 そのことにつきましては、居宅の場合ですけれども、利用者が増えておりまして、

10月末の要介護者が993名ということでございまして、第１号の被保険者の数が

5,800名強となっておりまして、そこの伸びが大きくなってございまして、利用者が

増えているということでございます。 

 居宅の場合、特にデイサービス等の利用日数が増えているということで、ここの

部分が大きく影響していることというふうに感じております。 

 それと、施設サービスの方でございますけれども、施設サービスの方につきまし

ても、昨年の当初の見込みでいきますと、水口にあります施設の方に５名程度は入

っていただけるというふうな予測をしておりましたところが、現在は９名ほど入っ

ておられますので、やはり施設の利用が増えた部分で増えてきてあるということで

ございます。 
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 あとは、金額的にはそんなに大きくないんですけれども、住宅の改修事業でござ

いまして、これの利用につきましても、年々増えているというような状況でござい

ます。 

議長（杉浦和人君） 13番、對中芳喜君。 

13番（對中芳喜君） ちょっと私も勘違いした部分があって、申しわけございません

でした。 

 全体的によく分かったわけでありますけれども、ぜひ、また予算特別委員会でも

ありますので、さらに深めていきたいなと思いますけれども、これだけは聞かせて

もらいたいのですが、臨時財政対策債の町への割り当てというのか、これはいくら

かちょっとその点だけ聞かせていただきたいと、このように思います。 

 あとは、また元気臨時交付金の活用につきましては、ぜひ私たちもそういう意味

で注目していきたいし、注視して予算にも反映できるように頑張っていきたいなと

このように思いますので、１つだけ、臨時財政対策債だけの分について、ご説明お

願いします。 

議長（杉浦和人君） 総務課長。 

総務課長（池内俊宏君） 臨時財政対策債につきまして再質問をいただきました。臨

時財政対策債につきましては、予算書の６ページにございます地方債補正の補正後

の額のとおり、５億8,750万6,000円が配分というようなことで、その配分のあった

額を全額借り入れるというようなことで対応させていただいております。 

議長（杉浦和人君） ほかに質疑ありませんか。 

 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。 

 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109号、財産の取得について議決事項の一部変更について、委員会

付託を省略し、討論を行い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、これより討論に入ります。討論はありませ

んか。 

 ないようでありますので、討論を終わります。 

 これより採決をいたします。 

 議第109号、財産の取得についての議決事項の一部変更について、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。 
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 よって、議第109号、財産の取得についての議決事項の一部変更については、原案

のとおり可決することに決しました。 

 お諮りいたします。 

 日程第４ 議第86号、日野町固定資産評価審査委員会委員の選任については、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。 

－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86号、日野町固定資産評価審査委員会委員の選任については、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86号、日野町固定資産評価審査委員会委員の選任については、原案

のとおり同意することに決しました。 

 日程第５ 請願第９号、ＴＰＰ交渉からの撤退を求める請願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、文書表のとおり産業建設常任委員会に付託し審査をお願いいたします。 

 日程第６ 議第87号から議第107号まで、東近江行政組合の共同処理する事務およ

び規約の変更についてほか20件については、委員会付託を行います。 

 お諮りいたします。 

 委員会付託については、お手元へ配付いたしました付託表のとおり、各常任委員

会および予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基づき、

各常任委員会および予算特別委員会に付託いたします。 

 ここで昼食のため午後１時30分まで休憩いたします。再開は１時30分であります。 

－休憩 １１時５１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。 

 日程第７ 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。 

 12番、平山敏夫君。 
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12番（平山敏夫君） 通告に従いまして、３点質問を行います。 

 防災対策についてはあと何人かされますので、さらっといきたいなと思います。 

 議会報告会で多くの人たちから質問、提案があって、今回自分も特別警報につい

て町が通知しなかったことを、いろいろな人たちから、議会でも言われています。

その中で、自分が何を考え何を行動したかというのを思うと、自分は何もせず、東

近江市のメールを見ても、ああ、メールが入ったなというだけで、本当に自分が何

をせなあかんのかなというのも、全然できませんでした。このことについては、行

政の方を批判するばかりでなく、自分も当然反省すべきものと思っています。 

 警報の対応については、役場に関係職員と消防団、工業会の人たちが多く来られ

て対応されていたというふうに聞いています。 

 今回特別警報の通知についてなんですが、伊豆大島の話の部分からいっても、随

分、特別警報についてはまだ徹底していないという部分があるのかなというふうに

思っています。その中でテレビを見ていたら、気象庁の人がしゃべっておられるの

を聞いていると、最後の判断は個人がするものやというふうに大きく言われたので

すよね。そこを聞いていると、今のこの特別警報自体が、本当に出す意味があるの

かないのかというのが、自分は物すごい不安を住民にあおるだけやというふうにし

か思わなかった。これは自分が何も行動しなかったことについて、言いわけしてい

るわけでも何でもない。ただ、本当に住民さんにそれを周知することによって、ど

んだけ個人個人が、どういうふうに行動をしてどういうふうに対応したらいいのか

なというのが、本当に今分かった状態か。気象庁の方も、政府の方もこういう法令

をつくってやっておられるけども、ほんまにそれがきちっとした行動がとれるのか、

運用ができているのかというと、無理やと思うんです。それもましてや、上だけが

決めて、末端の行政がどういうふうに対応したらええのかというのを分からずに、

どういうふうになるのか考えもされていないのか、されたのか分からないけども、

ほんまに末端としてはすごい大変な状況の中で、今回があったというふうに自分は

思っています。 

 その中である地方新聞に、こういうふうに書かれていたんです。特別警報が発令

された５時５分に町長がおられなかった。それ以降、二、三時間後に町長が来られ

たというふうに書いていたというふうに思っているんですが、本当に自分はそうい

うことはないというふうに思っていますので、この場ではっきりとどういうふうな

対応をとられたのか、時間帯はどうなのかというのを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） 平山議員から、特別警報の問題とかかわってご質問をいただき

ました。 

 今、お話されましたように、９月15日から16日にかけての台風18号により発令さ
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れました大雤特別警報への対応につきましては、法令に基づき周知すべきことがで

きていなかったことに対しましては、反省をしているところでございます。 

 今回の台風への対応につきましては、消防団をはじめ、応援協定を締結しており

ます建設工業会、また造園協会に迅速な対応をしていただいたということは、大変

ありがたく思っておるところでございます。実際のところ、土のうが必要だという

ことになったときにも、消防団と建設工業会の皆さんが迅速に対応いただいた。さ

らには、町道が崩壊したところについても、建設工業会の皆さんが復旧をしていた

だいた。こういうことから、当然災害の時期でございますので、いろいろと反省す

べき点はありましたけれども、全体としては消防団、工業会、造園協会、さらには

区長さんをはじめとした地域の皆さんとの連携のもとで対応してきて、幸いにもけ

が人などの被害がなかったことは大変ありがたかったことであったと、このように

思っておるところでございます。 

 ところで、私の役場への登庁時間についてでございますが、自宅において、大雤

特別警報の発令があったということを役場の職員から連絡を受けまして、直ちに着

がえをし、日野川や出雲川などの状況も確認をしながら、午前５時40分ごろには登

庁をいたしておったところでございます。 

議長（杉浦和人君） 12番、平山敏夫君。 

12番（平山敏夫君） ここの部分でいくと、町長は三、四十分後にはきちっと来られ

て対応されていたというふうに今言われたのですが、ということは、地方新聞に書

いていた部分は、何の取材もされんと、ただ、そういうように書かれたのかなとい

うのがあるのですが、こういう状況の中で、警報を出さなかったことについて反省

して、不安を払しょくしたいと思っている中でこういうことがあると、町長は何を

していたんやというふうに、余計不安をあおることになりますやん。それははっき

りきちっと、やっぱり訂正をしてもらわんといけないのかなと。ここはきちっとや

っていかんと、次から次から同じようなことが起きていく部分が出てくるのかなと

いうふうに思うんですが、そこの来た時間、来られていなかったというふうな書き

方をすること自体はもってのほかな部分があるし、ほんまに今町長が言われたよう

に、人的被害がなかったことについて幸いしたなというふうな記事の書き方ならま

だしも、そこの部分については、行政としてははっきり言うべきではないのかなと

いうふうに思うのですが、どうですか。 

議長（杉浦和人君） 町長。 

町長（藤澤直広君） 今回の特別警報の問題は、先ほど尐し申し上げましたけれども、

役場職員は前日から庁舎に詰めて、町の中をパトロールしながらそれぞれの対応を、

きちんとといいますか一生懸命やっておったところでございますし、あわせてそう

いう関係団体の皆さんもしっかりと対応いただいたということで、大変私は感謝を
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いたしているところでありますが、特別警報の周知問題が手ぬるかったということ

によって、全体の取り組みがうまくいかなかったのではないかというふうに取られ

ることは、本意ではないというふうに思っておりまして、特別警報周知の判断によ

って大奮闘をいただいた職員や消防団、工業会などの皆さんに大変ご迷惑をかけた

と、このように反省をいたしておるところでございます。 

 大変これは大事な問題でございますので、ローカル新聞の皆さんなどが報道され

るときには、やはり適切な取材などの中でしていただくことがいいのではないかと

このように感じておりますし、また町といたしましても、適切な情報提供に努めて

まいりたいと考えております。 

議長（杉浦和人君） 12番、平山敏夫君。 

12番（平山敏夫君） やはりきちっと新聞というのなら、きちっと確認をとって書い

てもらわんといかんのかなと。これは消防団の人としゃべっていても、やはり自分

らがきちっと対応していたんやと。役場の職員も工業会の人たちも来ていたんや。

来て、きちっと対応していたんやと。それをまるで何もしていなかったような言い

方をされると、それこそボランティアで、半分ボランティアでやっている消防団が

やる気をなくす。そのような状況だけはつくってほしくないなというのがあって、

こういう書き方をする新聞等については、きちっとやるべきではないのかなという

のが自分の中にあって、そうでないとほんまにやる気があって、やる気を持って一

生懸命やっている、そういう人たちの気持ちまでやる気をなくすような話では、も

ってのほかの部分があるのかなというふうに思いますので、今後きちっとそういう

ような部分については、対応していただきたいなというふうに自分は思いますので、

そこはきつく要望しておきます。 

 次にいきます。 

 これは今の特別警報について、住民に通知されたとして、区長さん、住民さんの

対応はどうであったと考えられるのかというと、これは時間的なものも含めて伺い

たいのですが、先ほども言いましたように、最終は自己判断ですよというふうに、

テレビに出て大きい顔して言われているんです。法令で定めたことについて、後で

そういうような言い方をしているんですよ。ということは、末端の行政からすると、

ここの部分については本当に区長さんの責任というのが大きく出てくるのかなと。

そうではないですやんね。そうではないと思うんですよ。そうでないと区長さんの

受け手もなくなるし、大変困った状況になりますやん。ということは、これをきち

っとどのように思われるのかなと。通知していたらどうやったんかなという考え方

も、やっぱり行政としては持たないかんのかなというふうに思うので、その点につ

いてお願いしたいと思います。 

議長（杉浦和人君） 総務課長。 
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総務課長（池内俊宏君） 住民の皆さんへの周知につきましては、基本的に当初は区

長さんを通じて連絡をさせていただこうと、このように思っておったわけでござい

ますけれども、全国的にも初めての大雤特別警報の発令ということとあわせまして、

その時間帯が未明の５時５分の発表であったということで、大雤で風も強い状況と

いうようなことで、こういう状態で区長さんに町から連絡をさせていただくのはど

うかというような思いもございまして、区長さんの方には周知をさせていただかな

かった。あるいは、その住民の皆さんにも、そういった方法で周知をさせていただ

かなかったというようなことでございます。しかしながら、特別警報自体は法律で

義務づけられたものということでございますので、差し迫った状況が生まれている

というようなことにつきましては、住民の皆さんに、特別警報の発令があったとい

うことについては、しっかりと周知をすべきであったということで、反省をしてお

るところでございます。 

 住民周知につきましては気象業務法の関係もございますので、今後につきまして

は、携帯電話等での緊急通報メール、あるいはその日野め～るなどで広く周知を図

っていきたいというふうに考えております。 

 また、先ほどからも話が出ておりますとおり、区長さんへの周知につきましては、

時間帯や状況、あるいはその危険が差し迫っておる状況も踏まえまして、しっかり

と何をどういうふうにお願いをしながら伝えるのかということを、町としてもしっ

かりと持ちながら、区長さんにお伝えをするということが大切やなと、このように

思っておるところでございます。 

 特別警報とは別にいたしまして、例えば土砂災害の発生の危険があるというよう

な状況につきましては、そういった特別警報の発令の有無にかかわりませず、町と

して区長さん等にしっかりとお伝えをさせていただきながら、避難等のお願いもさ

せていただかなければならないなと、このように思っておるところでございます。 

 台風18号のときにつきましても、地区を担当しております地区班の担当者の方か

らは、特別警報が出たということを伝えていた職員もおるということでございます。

そういった中で、地区の危険な状況というのを判断しながら、特別警報の一般周知

とは別にして、しっかりとお伝えをさせていただかねばならないものかなと、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） 12番、平山敏夫君。 

12番（平山敏夫君） 今回はしなかったということなんですが、鳥居平の区長さんが、

もう早い時間から集会所に寄って、地域の人たちと対応していたというふうに言わ

れたんです。ということは、ほかの地域にもあったのかなと。やはり、その住民さ

んの意識で、自分はすごいすばらしい活動をされたんやなというのが、自分は何も

思わんと何もせんとぼーっとしていた。それからいくと本当に反省すべきところや
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なというのが大きくあって、地域もきちっと取り組んでおられるんやから、区長さ

んから状況はどうなんですかという、情報をもらうだけでも大きいんと違うかなと

いうふうに思うんです。 

 それと、今課長が言われたように、土砂災害の部分については、やはり自分の地

域では絶対それはないわなという地域もありますやん。で、雤が降って土砂災害を

心配しないといけない地域、水がついて心配しないといけない地域、いろいろ地域

によってはあります。自分のところの地域は何やというと、余り何もない。ただ、

全員がぼーっとしているような状況の中で、本当にそれがよいのかというと、よい

ことではないですやんね。ということは、今の状況の中で、今災害が起きた地域は、

きっちりチェックしておいてもらって、やはりその地域との情報交換はしっかりと

やっていかなあかんのでないかなと思うので、今後についてはそこの部分はどうい

うふうにしようと思われているのか、尐しお聞きしたいなと思います。 

議長（杉浦和人君） 町長。 

町長（藤澤直広君） これからの対応でありますが、台風18号でそういうことがござ

いましたので、10月に来たその後の台風については、警報等の発令、台風の接近段

階で、それぞれの地域の区長さんに連絡をして、今日はこういう状況がありますか

らということも連絡をとって、避難収容施設たる公民館の解錠といいますか、開放

等についても対応を事前に行ったところでございますし、そういう意味では、今お

っしゃるように土砂災害の危険のあるような地域については、前もってこういう場

合にはこういうことがありますよということをお伝えするという、来てからの対応

じゃなくて、台風という通過が予想をされておりますので、事前の対応をしていく

という形で、役場の取り組みについても、10月の台風の段階では事前対応という取

り組みをしてきたところでございますので、今後もそうした中で、地域の皆さんと

の区長さんとの連絡を事前にとって、こういう場合にはということが覚悟していた

だけるような、そういう取り組みをしてきておりますし、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） 12番、平山敏夫君。 

12番（平山敏夫君） 確かに接近した中で、きちっとした対応をしていくと。なけれ

ば本当によかったなというふうに思われると思うので、できるだけそういう部分に

ついては、早目早目の対応を今後していくべきかなというふうに思いますので、よ

ろしくお願いしたいなと思います。 

 ３点目にいきます。これは自分のところのメールに入ってきたのが東近江。南の

方の人には、甲賀の方の特別警報のメールが入ってきました。その中で、日野町と

竜王町が出さなかった。出さなかったことについて今反省をしている部分があって、

自分は、出した地域がどういうふうな状況であったのかというのは、物すごい大き
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いと思うんですよ。やはり、出してどう住民さんがどう対応して、区長さんもどう

対応して、行政としてもどう対応した。その結果がこうでしたよという情報を日野

町としては入れて、きちっと対応していく部分に、材料としては大きいんやないか

なと思って、この質問を書いたんです。これをせえへなんだら、それこそ次の段階

に絶対に入っていかへんと思うたもので、ここを上げさせてもらったので、答弁を

よろしくお願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） 近隣自治体の状況につきましてご質問をいただきました。 

 東近江市におかれましては、ケーブルテレビのネットワークを使いました音声告

知ですとか、携帯電話での、今平山議員さんの方からおっしゃられましたが、緊急

速報メールの配信、あるいはそのホームページによる広報といったようなことで、

住民の方に周知をされたというふうにお伺いをしております。 

 一方で、甲賀市におかれましては、屋外の防災行政無線、あるいは市独自の緊急

メールなり緊急通報メール、あと市独自で整備を進めておられます音声放送の端末

機による周知というようなことで、そういったところで周知をされておったという

ふうに、お伺いをしております。 

 また各自治会長さんの方には、東近江市、甲賀市ともお伺いをしましたところ、

別途特別な周知は行っておられなかったということでございます。土砂災害の危険

性の高い地域ですとか、避難勧告等の発令をされた自治会に対しては、そういった

旨の連絡をされておったというようなことでございます。 

 そういった中、住民さんの対応ということでございますが、事細かなところまで

は承知しきれておりませんが、やはり気象業務法によります特別警報の周知の趣旨

につきまして、町が伝えるということがテレビ等で周知をされております。例えば、

ＮＨＫでも周知義務がございます。そういった中で、その気象業務法による本来の

趣旨で、広くそういった状況を、尐しでもさまざまな手段を使って、尐しでも多く

の方にそういった情報をお伝えするというようなことが趣旨であろうというふうに

思っておりますので、そういった本来のその趣旨につきましての啓発、特別警報の

周知とはこういうものですよというものを、しっかりとお伝えをしていくというこ

とも大切なのかなと、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） 12番、平山敏夫君。 

12番（平山敏夫君） これを出した地域も、出さなかった地域も、結果一緒ですよね、

今の課長の答弁でいくと。これは何やいうと、確かに気象業務法からいくと、出さ

なかったところにはいろいろなことを書かれた。けど、自分が一番大事やと思うの

は、住民さんの安全でしょう。それなら、なぜ東近江と甲賀は出したからこうでし

たよという部分をまとめておかなかったら、それこそ意味がないですやん。日野町
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は出さなかったから、こういうふうな部分で今こういう何人かの質問があって、次

の段階に入ろうとしているんやな。そうですやろう。それが、出した地域が何もま

とめんと何もなかって、ほらよかったなで終わったんでは、それこそこの気象業務

法という部分が、何のためにつくって地域末端のところからどういうふうな状況で

あったのかというのを、きちっと報告をしなかったら、次の段階に絶対上がりませ

んやん。違いますの。ということは、この出した東近江も甲賀も、そこの部分はき

ちっとまとめてこなあかんの違うの。そうやと思うんですよ。そこを聞き出して、

自分のところができなかった部分について、今後こういうふうな方向がいいのかな

というので、するべきではないのかなというように思うので、この近隣の部分なり、

滋賀県内でどういうふうなまとめがあるのか、日野町としては情報をきちっととっ

て、次の段階の部分を考えていくというのが大事でないのかなというふうに思うの

で、そこの点について答弁をお願いしたいなと。 

議長（杉浦和人君） 総務課長。 

総務課長（池内俊宏君） 特別警報の情報を周知したところ、しなかったところ、い

ろいろとある中で、どういった総括をというようなことでございますが、実は気象

台の方も、今回初めての特別警報が出されたということで大きく報道がされたとい

うこともございまして、県下の各市町がどういう対応をして、どういうふうに考え、

あるいはその気象庁の方にどういう要望があり、県に対してもどういう要望があり、

市町としてもどういう反省点があるのかというようなことにつきまして、いろいろ

と意見交換をさせていただく場を設けていただいております。そういった中で、町

としても、気象業務法の周知というのはしっかりと行っていただきたいというよう

な旨のお願いをさせていただいておるところでございます。 

 そうした中、町でも出前講座というものをさせていただいておりまして、今回こ

ういったことで大きく報道されているということで、今年につきましては、既に８

回ほど出前講座をさせていただいております。そうした中で、今回気象業務法の中

身について詳しく知りたいというようなご要望がある区域につきましては、彦根の

気象台の方からも来ていただいて説明をされたり、直接住民さんの方からご意見を

いただいたというようなことで、していただいているというようなこともございま

す。そういったことも含めまして、また議員ご指摘のような内容につきまして情報

を収集し、今後の対応に生かしていきたいなと、このように思っております。 

議長（杉浦和人君） 12番、平山敏夫君。 

12番（平山敏夫君） いろいろなところで、どういうふうな報告をされているのか、

気象台がどういうふうな説明をしているのか、自分は聞きに行ったことがないので

分からないんですが、確かに今初めてこういう法律ができて、こういうような状況

になってきた。それを本当にどういうふうに使っていくのかというのが一番大事な
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部分ですやんか。そうすると今の自分は、日野町が出さなかった、出した地域、そ

この違いがどんだけあるのかというのは、きちっと、これは東近江にしても甲賀に

してもそうやと思うんですよ。日野町は、出さなかったけどどうやったんや。出し

たから、どうやったんやというのは大事なところですやん。これは確かに住民さん

に出前講座なんかで説明して意見を聞いても、最後は自分が最初に言うたように、

自己責任ですよというて終わるんですかというたら、そうではないですやん。とい

うことは、区長さんに大きく肩に荷を載せても、それこそ大変な部分があるんやか

ら、この一生懸命講座を開かれて、自分なりに皆さんが努力されているのはすごい

ありがたい話やなと思うんやけども、やはり出した地域と出さなかった地域のメリ

ット、デメリットは、はっきり何かに出してこんと、次の段階には絶対いかないよ

というのは頭に置いておいてほしいんです。そうでないと、次またぞろ特別警報の

ときにどういう状況なんやというのは、やはりきちっとした形でやっていかんとあ

かんのかなと思うので、ここの質問についてはきちっと対応していただきたいんで

す。そうしなかったら本当に意味がない話になってくるんかなと思いますので、そ

の点についてはよろしくお願いしたいと思います。 

 次に行きます。 

 自警団組織がある地域は防災意識が高いと思うのですが、自分のところは余り高

いと思ってないですが、ない地域、特に大窪地域、本町通りなんですが、本当に消

防団員を探すのも大変な地域、自警団があるのかというたらないんです。そうする

と、全てが他力本願の部分かなというふうに思えてならんのです。これは、ぐるり

の地域というたらあかんかな。旧日野でいくと外回りの地域は、一定自警団もあっ

て消防団員もきちっといて、自警団が女性にきちっと対応なりいろいろな訓練をさ

れています。自分のところでもやっています。その中で、消防団も自警団もない地

域、本町通りについて不安ばっかしを口にされる。不安を口にするのなら次の段階

に入りなさいよと言いたいんやけど、自分は何も思わんと言うているけど、そこは

自らの地域は自らが守らなあかんというのを、きちっと大窪の人、大窪限定にした

らあかんねんけど、自警団のない地域については、やはりきちっと対応していかな

あかんのちがうかなと。それをやることによって区長さんの仕事も軽減されるし、

みんなが意識が高まるんやないかなと自分は思うので、そこについて指導を、どう

いうふうにしていこうと思われているのか。無理やなと思ってあきらめられている

のか、そこを伺います。 

議長（杉浦和人君） 答弁者は挙手して下さい。総務課長。 

総務課長（池内俊宏君） 住民の皆さんの意識改革といいますか、そういったことに

ついてということでございます。 

 自警団組織のない地域で、自主防災組織をどういうふうに整備していくかという
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ことでございますが、大窪地域でも例を出してよいのかどうかなんですけれども、

例えば大窪４区さんですと、防災会というのを設立されまして、今熱心に取り組ん

でおられるということをお伺いしております。また、大窪地域ではございませんが、

日野地区におかれましても、出前講座等の要望をいただきながら、区民の皆さんで

防災について自主的に考えようというようなことで、取り組みもしていただいてお

る地域もございます。そうした中、福祉会等を通じまして防災マップをつくったり

されておられる地域もございまして、大窪ですと１区さんですとか５区さんは、防

災マップをつくっておられるというふうにお伺いをしておりますし、大窪２区さん

の方でも、いろいろと活動をされておられるというお話もお伺いをしております。 

 そういった中で例えということでございますが、東近江地域では、自主防災組織

の育成の研修会というものを、県と２市２町で取り組みをしているというようなこ

ともございまして、これは毎年させていただいておる研修会でございますが、昨年

は大窪２区の方もご参加をされておるというふうに記録が残ってございます。今年

も１月18日にそういった研修会も開催をさせていただく予定をしておりまして、近

く区長さん、町代さんに啓発もさせていただきながら、ご参加を呼びかけさせてい

ただきたいなと、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） 12番、平山敏夫君。 

12番（平山敏夫君） 確かに自警団があるところでも不安な部分があるのは、自分は

思うのですが、やはりいろいろな団体、防災会なり福祉会なりで取り組んでおられ

るのは分かるのですが、その時点でのきちっとしたリーダー、区長さんは１年なり

２年に一遍かわられるんですよね。ということは、消防団に入っていた人、消防団

をやめてからでも、その地域でその地域のことを一番よく知っておられる。そうい

う人がリーダーになることによって、物すごい心強い部分は出てきますやん。消防

団やめたさかいに、全て終わっているんやでという感じじゃなしに、籍を置いてい

た人間は、それなりに意識が高まる。自分の地域でいくと、自分も消防団には入っ

ていなかったけども、自警団としてやっていた部分があって、ここは危ないな、こ

こは安全やなというのは分かりますやん。そこが大事な部分であるんかなというふ

うに思うんです。だから、自警団がない地域というふうな形を書いたんです。リー

ダーをどのように育てるのか、その人がどのようにその地域を広げていくのか、そ

こが大事な部分ではないのかなと思うんです。そういう団体に属していた人が、や

はりきちっとした頭に立つことによって、尐し大きい面の形に変わっていく。最終

は、自分が思っているのは、自分の家の両隣は自分の担当やと思っているんですよ。

それが、もし何かがあったときには両隣に声をかけたらいいのかなと、自分が思っ

ている部分で、隣の家はひとり暮らしやから、ややこしい押し売りや何なり来たら

だめなので、もしややこしいもんがあったらボタン押してやと。ベルが鳴ると、自
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分がすぐそこへ行ける。そういう部分もしているんです。ということは、防災につ

いても、両隣は自分の担当やというふうに思うと、隣の人も自分のところを含めて

両隣やと。そういうことを思うことによって、尐し変わってくるのかなというふう

に思うんですよ。 

 こういうふうな取り組みをされているのは、すごいいいことなんやけど、リーダ

ーをどうするのだと、消防団をやめた人が、今後も続けていけるような地域で活躍

できるような状況づくりをやっていかんと、ここの部分は広がっていかないのかな

と思うのですが、その点についてはどういうふうに思われますか。 

議長（杉浦和人君） 総務課長。 

総務課長（池内俊宏君） 自主防災組織の設立にあたっては、リーダーが非常に大切

やと、こういうようなご意見でございます。そのとおりであるというふうに思って

おります。 

 現在自主防災組織を設立されておられる団体におかれましても、消防署なり消防

団なり、そういったことに強い知識なりを持った方が、リーダーに実際なっておら

れるというようなことでございます。 

 ただ、どういうリーダーがその地域におられるかというのを、一定、それぞれの

近い自治会のことでございますので、ご存じいただいている部分もあろうかと思い

ますので、そういった方に、自治会長さんなり、地域として何とかお願いをできな

いかなというようなことがきっかけになって、自主防災組織の設立が進んでいって

いるという実態もあるのかなと、このように思っておりますので、先ほども申し上

げました出前講座なりほかの研修会なり、さまざまな機会を通して、まずそういっ

た自主防災組織みたいなものは必要やねんなという大枠の了解がある中で、どうい

うふうにリーダーを育成していき、自主防災組織の設立につなげていくのかなとい

うようなことになるのかなと、このように思っておるところでございます。 

 そうした中、今ご提案いただきましたこの消防団のＯＢということにつきまして

も、こちらの方から一方的にということはなかなか難しい面があるというふうに思

いますので、そういったご意見もある中で、また地域の皆様方にご提案なりさせて

いただける部分があるのかなというふうに思っておりますので、よろしくお願いい

たします。 

議長（杉浦和人君） 12番、平山敏夫君。 

12番（平山敏夫君） リーダーが必要な部分は、行政としてもきちっと分かっていて

もらえるので、そこについてはやはりきちっと、その地域にはそういうような人が

いるんですよというような部分は、でてきたらいいのかなというように思うのです

が、消防団のＯＢに確かに強く言う部分ではないんやけども、要請はしてもよろし

いわね。それで、個人の判断でどういうふうにされるかですやろ。それをこっちが
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やらなかったら、次の段階に何も進みませんやん。ということは、やはりそこの部

分はお願いしておきたいなというふうに思います。これは、結果論はとやかく言う

気はないので、やはり行政としてやるべき、やれる手段はできるだけ取り組んでい

こうというふうに思ってもらえれば、ありがたいのかなというふうに思います。 

 次に、これは議会報告会の中で、避難所について一定の場所に固まっていること

について伺うというのは、西大路でいうと、公民館、小学校、同じところにありま

す。南比にしてもそうです。それがどうなんやというと、やはり尐し問題があるの

かな。日野小学校についてはフェンスで囲ってある部分、入れないのではというの

が、以前の行政懇談会か何かで出てきたというふうに自分は思っているんですが、

日野小学校の場合は、確かにかぎがかかっていてすぐに入れない状況。その中でど

うするんやというのは、行政懇談会でいろいろ言われていたので、その対応はきち

っとしてもらっているというふうに思っています。けど、このように言われた人が

どうなんやというと、街の人かなというふうに見ていたんです。各地域の集会所に

ついては、当然避難所ですよね。そこへまず行って、ほんまに避難しないといけな

いのかどうなのかというのは、その次の段階やと思うんです。やはり地域の集会所

が一番の避難所やというふうに思っているんですが、行政で、そこも避難所ですよ

というふうな決め方をしてもらわなくてもいいので、やはり地域で、ここの地域は

ここに固まってもらえればありがたいですとかいう話なら、それはそれでいいのか

なと。そうでないと、こんな遠いところまで来るのかという、仮に自分のところや

と一段高いところに住んでいますよね。水があふれてきたのに低いところへ行くの

かというと、それはまた違いますやろ。そうすると、地域は地域でそこに寄ってい

ることによって安全なんですよというのは、やはりその場その場によって周知して

いく部分があるのかなというふうに思いますので、一定の場所に固まっているとか

自分も言いたくないので、やはり集会所に一時避難する部分の指定までする必要は

ないけれども、区長さんなりに周知する部分はあってもいいのかなというふうに思

いますので、その点についてお願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） 避難収容施設につきましてのご質問でございますが、避難

収容施設につきましては、どうしてもその避難生活が長期化したことを考えまして、

一定の規模の収容人数が見込めるような施設を指定しております。そういったこと

から、結果として公民館ですとか小学校ですとか、地域が集中をしてしまうという

ようなことになっておるところでございますが、基本的な考え方につきましては、

現状としてはそういう指定の仕方でやむを得ないのかなと、このように思っておる

ところでございます。ただ、今平山議員さんがおっしゃられておられますように、

地震ですとか洪水ですとか土砂災害ですとか、あるいは竜巻ですとか、状況によっ
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てどこが被災地になるかは予測がつかないわけでございますので、耐震工事がして

ありましても被災をすることもあり得ますし、洪水で使えないこともあるというこ

とでございますので、その都度その都度、臨機応変に対応をしていくほかは仕方が

ないのかなと、このように考えておるところでございます。そういった中、各字で

は、一時避難というのか、とりあえずは会所等にお集まりをいただく中で、避難収

容施設の方に避難をいただくというような形での防災訓練等もさせていただいてお

りますので、そこが会所になるのか、どこかの広場になるのかは、それぞれの地域

で決められる中身によって、そういう形で決めていただくということでいいのかな

というふうに思っております。 

 また、災害時には、結果としてそういう避難をされておられる場所に、何とか避

難物資も含めて支援をしていくということの体制をとっていかなければならないの

かなと、こういうふうに思っておるところでございます。 

議長（杉浦和人君） 12番、平山敏夫君。 

12番（平山敏夫君） 分かりました。 

 やはり避難所というのは、即避難する部分、長いこと避難している部分、いろい

ろあるんやなと。けど、住民さんて、そんな感覚ないですやん。今まで日野町が、

ほんまに大きな災害があって、長いこと小学校なり公民館で生活をしたという部分

が、全然ないですやん。ないということは、避難所というのは、即そこへ行ったら

いいのだ、行ったらなんとかなるのだというふうにしか思わないんですよ。という

ことは、そこへ行くのに、このひどいときに行くねやったら、会所に行っとこかと

いうふうになりますやん。やはり、これは自分が思っていた避難所と同じ取り方を、

住民さんはされていますよ。そこは違うんやというのをやはりきちっと説明をして、

地域で一固まりになっていてくれた方が安全なんですよという部分も、災害によっ

て変わってくるという部分もひっくるめて、やはり今後ここはもう尐し住民さんに

きちっと説明すべき部分かなというふうに思ったので、そこはよろしくお願いした

いなと思います。これは答弁、結構です。 

 次に、災害時の対応として、議会議員の参加を行っている議会もあるがというの

を町長に伺いたいのですが、先月でしたかＪＩＡＭに研修に、齋藤議員と中西議員

と行きました。そのときに齋藤議員が愛知県岩倉市の議員さんとしゃべっておられ

て、議会もそれに参加しているんですよという情報をもらいました。その中で、い

ろいろな形で参加されているんですが、これは議会の基本条例の中に入っているん

ですが、災害対応について、議員は市民の生命及び財産を災害から保護するため、

災害対策本部と共に災害活動を実施するというのが１です。２項目めは、議員は災

害が発生することが予想される際には、地域情報を把握するとともに、災害対策本

部と情報を共有し、災害の未然防止に努めなければならない。３項目めは、議員は
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災害対策、人命救助等に関わる各種講習会には積極的に参加し、知識技能の習得に

努めなければならない。４項目めは、これは「議長は」と書いてあるんですが、書

いてあるとおりに読みます。議長は災害が発生した場合において、速やかに議会を

開催し、予算審議、関連条例等に対応し、地域住民の協力を仰ぎ、一日も早い復旧

に尽力するとともに、市民生活の安定維持に努めなければならないというふうに、

４項目にわたって書かれているんです。それで、今回の条例制定にあたり、災害時

における議会と行政、議員のかかわり方を定めることにより、市民生活の安定維持

を目指すものです。第１項は、議員と行政のかかわり。第２項は、市内全域に情報

網を持つ議員がかかわることにより災害の未然防止を目指すものです。第３項、議

員個人の災害対策能力の向上に努めるものです。第４項、災害が発生した場合にお

いての速やかな対応を定めていますというふうになっているんですが、今現在は、

日野町の防災については、本部には議会は参加していませんよね。これは、議会が

参加したら迷惑なんかなというとおかしな言い方になるんですが、そうではなしに、

やはり地域を一番よく知っているのかな。自分は余り地域にはないんですが、そこ

の部分について、町長としては、議会が参加することがよいのか悪いのか、どうい

うふうに思われますかというのと、もし議会が参加することによって、やはり責任

の部分も議会にも大きく肩にのってきますやん。そのことについては、ここの議場

にいる者は、それなりに努力をしていく必要があるんかなという部分が十分にある

と思うので、その点についてもお伺いしたいなと思います。 

議長（杉浦和人君） 町長。 

町長（藤澤直広君） 災害発生時の議会の対応についてでございますけれども、今ご

紹介ありましたように、ほかの自治体においては、議会独自に災害対応要領、また

は災害対策マニュアルを定め対応されている例もあるやに聞いているところでござ

います。４点にわたってそこの例ではお話されたわけでありますが、４番目の、速

やかに復旧予算を審議することというのが、日野町議会でも現に今回の中で臨時議

会の対応も含めてしていただいたところでございますし、またそれぞれの皆さんが

研修等の中で力量を高められるということは、それぞれ研修等を行ってやっていた

だいているものというふうに思います。 

 ２つ目の、地域の情報を一番よく地域を知っている議員が把握するんだと、こう

いうことについては、これもまた大変ありがたいことだと、このように私は思いま

す。 

 ただ、１番目の災害対策本部自体は、やはり災害対策本部の組織の中で対応し執

行するものでございますので、そこに直接議会がかかわっていただくというのは、

もう尐し議論をしてみないと分からないのではないかなというふうに、私は思いま

す。そういう意味では、災害対策本部の役割は町行政、そして関係団体たる消防団
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や消防署をはじめとした関係機関、そして地域の住民の皆さんなどで取り組むこと

が基本であろうかというふうに思いますので、そこの１点目のところについては、

もう尐し議論を深めなければ判断ができないものというふうに思っておりますが、

やはり一番地域を知っていただいている議員の皆さんが、地域の中で区長さんなど

と連携をしながら、状況把握や、場合によっては避難の誘導といいますか情報伝達

といいますか、そういうところで役割を発揮していただくというのは大変ありがた

いことなのかなと、このように思っております。 

議長（杉浦和人君） 12番、平山敏夫君。 

12番（平山敏夫君） 確かにこの１番については、今日初めて議長も聞かれたんやと

思うので、そんな簡単にすっとそういう対応ができるかというたら無理な部分が十

分あると思っているんですが、やはり地域の部分がどういうようなのかというのは、

きちっと本部と連携をとって行動する、これは自分に相当戒めで思っています。ほ

んまにメールが来ても、何もしないでぼーっとしていたという自分に対して、これ

ではだめであるというのがあって、やはり議員も全員がそういう意識になって取り

組むことによって、変わってくるのかなと。 

 １つには、地域のリーダーになってもいいのかなと。なれる要素も持っていかな

あかんのかなというふうに思いましたので、今回こういうように言わせてもらいま

す。 

 けど、これは自分１人の思いだけなので、議会でどういうふうに判断をするのか、

行政の方の判断も今後必要なのかなというふうに思いますので、その点については、

これで終わっておきます。 

 次に、道路管理と管理責任という部分で、第５回臨時会での専決処分について、

これは車両が走行の際に中央部の穴に前輪がはまり、タイヤおよびホイールを破損

させたことにより示談を成立させたという部分なんですが、これは全員協議会、議

会での質疑の中で何人かの議員が質問をされたのですが、本当に穴ぼこも、全て行

政が管理、地域の者が、そこに穴があいているから何とかしてほしいという部分で、

大変な部分があるんですよね。それ以外に、管理責任については、全ての道路が管

理できているかというと、すごく難しい。そうでもないと思っています。それに、

地域に頼っている部分が物すごくあって、草刈りについても、当然草刈りを地域が

しています。その中で、自分は新しい道路がほんまに今必要なのかというと、自分

は必要でないと思っている人間。それは何やというと、管理も何にもできないのに、

また新しいのをつくることによって、それこそ草刈りの部分、もし何かがあったと

きに、事故なり今のこの穴ぼこと同じようなことがあったときにも、一々、一々対

応していかんならんですやん。そうすると、自分は極端な物の考え方しかできない

人間なので、ほんまに道路が必要か必要でないかと言われたら、今は必要でないと。
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これは何で必要でないかといったら、国民が減っている国で、町も増えていない状

況の中で道路がほんまに必要なのか。確かに議会では、企業誘致なり何なりをする

のに道路が必要なんやというふうに言われるんですが、自分には余り理解ができな

い考えでいます。ほんまに今行政が思っている中で、町にとって本当に必要と考え

ている道路というのはあるのかないのか。ないとは言えないので、最優先に思われ

ているところがどこなのかなと。これは、自分はつくってほしいから言うてるんじ

ゃないんです。つくってほしくないから質問しているというふうに思って下さい。 

議長（杉浦和人君） 町長。 

町長（藤澤直広君） 国民が減尐している国において、道路がこれ以上必要なのかと、

こういうご質問でございますが、今国全体でも言われておりますように、公共投資

のあり方が問われているわけでございます。限られた財源のもとで、どのように活

用するのか。現在あるものをどのように有効活用するのかということは、大変大事

な議論でございまして、国においても施設の長寿命化を図る取り組みが施策の中で

もかなり大きな位置を占めておりますし、ご承知のように、トンネルでの上から天

井が落ちてきた事故、さらには橋梁等が老朽化しても直されない、こういうことが

指摘される中で、新たなものをどんどんつくるということよりも、むしろ今あるも

のを大切に維持管理をしながら有効活用していこうと、こういう考え方も、これは

道路だけではなくて、農業土地改良施設もはじめとして、あるものを有効活用して

いこうということは、この間国全体の中でもそういう考え方がかなり広がってきて

いるのではないかというふうに思います。 

 しかしながら、一方で生活や産業関連、さらには災害対策ということから、必要

な道路の整備も、これはしていくべきものはしっかりと取り組んでいくということ

が求められるのではないかと、このように思っておりまして、町として必要な道路

整備につきましては、国道、県道は平成24年度に作成されました、滋賀県道路アク

ションプログラム2013に組み入れられております主要地方道土山蒲生近江八幡線、

鎌掛から甲賀市頓宮でございます、また県道西明寺安部居線、さらには県道日野徳

原線（内池バイパス）、および町道につきましては、町道西大路鎌掛線、町道奥之池

線が重要な路線と考えておるところでございます。 

議長（杉浦和人君） 12番、平山敏夫君。 

12番（平山敏夫君） 確かに行政の思っていること議員の思っている部分、必要な部

分はあると思うのですが、ほんまに管理、草刈りについても、相当地域が大変な部

分が、皆さんも経験されていますやん。経験しているのに、まだ増やすことがいい

ことなのかというと、それこそ高齢化になってくる、道路は増える、草刈りの面積

がどんどん増える。今までみたいに、山は山なりに道をつけるわけじゃないですや

ん。すごく大きいのり面の道路をつけるんですやん。その中で、ほんまに管理がで
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きるんですかと言われたら、難しいですやろ。そこを自分は言いたいだけなんです。

それはきちっとできたら、できるんなら、新しい道もつけてもらっても結構なんや

けど、それこそができない。そういう状況の中で、ほんまにこれは答弁しにくい部

分で、ほんまに必要なんやというのは言えないと思うけど、今町長が言われた何路

線かが必要なんですよと言われるんなら、それはそれでいいけども、やはり後の管

理をきちっとできる状況があるのなら、つくってもらっても結構です。そうでなか

ったら、やはりどんどんほんまに高齢化して、自分らがほんまに年とって、自分は

相当年とっていると思っているし、ほんまにできるんけと言われたら難しいですや

ろ。そこをやはり考えてほしいんです。これはもう再質問しても課長が困るかなと

いうので、ここで終わっておきますが、やはりそこはきちっと、こういうやつがお

ったんやというのを頭に置いてもらって、こういう考え方のやつもおるんやという

のを、やはり全員がつくる方向ばっかしではないというのを、頭に置いてもらえれ

ばありがたいなと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 次に、管理についてなのですが、地域にもほんまに限界があって、今後の対応を

伺いたいんですが、これは次の道路とため池ののり面の除草作業についても同じ方

向なので、これは２つを１つにまとめていきたいなと思います。 

 これは、自分の地域も自分の家のところから道路がついて、すごいのり面、これ

は自分の地域が要望してつけてもらった道路に、今草刈りが大変だというのは虫の

いい話を自分がこれからするので、余り胸を張って言えない部分があるのですが、

本当に地域では限界が来ているんです。自分ところの地域44戸、そのうち本当に草

刈機を持って草刈りができるのは何人やというと30人。その30人が年３回あの道路

を草刈り。それ以外にほかの部分もあって、ため池の部分が２つ、それを全て30人

が草刈りをしていこうとすると相当つらい部分があって、そこで前もこの辺は現の

区長さんとしゃべっていて、補助金が出ようが出まいが、町道ののり面に防草シー

トを張ろうかと。地域に金を残しておいてもしょうがないので、地域の負担を和ら

げるために、シートを張って草を抑えたいなというのを区長さんが言われていて、

それは大歓迎やなと。そうしないと地域の負担が大きくなって、地域もだんだんで

きないのやったら、できないようになったときに、シートも張れる人がいるかとい

うと、その作業ですら今が限界かなというふうに思っているので、できればこの防

草シートについて、これは負担をまた自分が言うのは何なんですが、尐しでもあれ

ばやる気になれる地域も出てくるかなというふうに思いますので、この２番目と３

番目にひっくるめて答弁をお願いしたいなというふうに思います。 

議長（杉浦和人君） 建設計画課長。 

建設計画課長（岸村義文君） 今平山議員さんの方から、道路管理の中の、まず防草

シートも含めて管理が本当に今後できるのかということで、ご質問いただいており



 

2-57 

ます。 

 まず、国道、県道の維持管理、現在やっている状況でございますけれども、これ

については、滋賀県の道路愛護活動事業として、町内の、いわゆる自治会だけでな

しに、いろいろな活動団体がございます、そういう団体含めて25団体でございます

が、路肩の除草なり植栽管理の取り組みを精力的にやっていただいているというと

ころでもございます。 

 町道につきましては、通行料の多い道路については、町の方で危険を伴うという

ことから除草作業等を行っております。その他の町道につきましては、現在地域の

皆さん、いわゆる横に田んぼを持っておられたら、田んぼの方にやっていただくと

か、そういう形の中でご協力をいただいているところでもございます。新規の新し

いバイパスの道路等につきましては、計画時点において、今後の維持管理も含めて

地域と十分な協議を重ねた中で、地域の実情に合った道路整備を今後は進めていく

必要があるのかなというふうに思っておるところでございます。 

 また、防草シートの関係でございます。道路、ため池等の防草シートにつきまし

ては、除草作業を軽減するための対策ということから考えますと、非常に効果的と

考えております。ただ、景観的なこと、または防草シートののり面に対する下のの

り面の影響を、それがどういう影響がくるのか。または防草シートの耐用年数、や

はり古くなってくると、どうしてもつなぎも含めて草等も生えてもきます。そうい

うことからいくと、耐用年数も踏まえて、環境的なことも踏まえまして、もう尐し

防草シートを進めていくということには、検討が必要かなというふうにも考えてお

るところでございます。 

議長（杉浦和人君） 12番、平山敏夫君。 

12番（平山敏夫君） 確かに、国道県道については草刈りをしてもらっています。け

ど、上の方だけですよね。下の方はどうなっているのかと言えば、地域の者がする

んですよ。そこはきちっとした説明をしてほしいんです。そうでないと、丸々全面

してもらっているような話をされると、ほかは、地域の者がしているのになという

のがありますやん。そこはちょっとあるかなと。で、町道については、自分のとこ

ろで余り通行量の多いところはないので、全面自分のところかなというふうには思

っておるんですが、正直、高齢化が進んでいる中で、高齢化が進んでいるのと、農

業を離れられると草刈りをされないんです。うちのところの地域で、今農業をして

いるのが15軒です。だんたん減りますよ。増えることは絶対ない。ということは、

どこに地域でも一緒やと思うんです。そこだけは頭に置いておいてほしいんです。

そこはお願いしておきます。 

 それと防草シートなんですが、仮にこれ、うちのところの地域が補助金をもらわ

ないで取り組んだと、取り組もうとして、今の景観、のり面の影響、耐用年数とい
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う部分で引っかかるんですか。絶対したらあかんということ。これは町道やから、

勝手に自分らの地域が自分らで勝手にするというのはだめなので、そこはきちっと

指導をしてもらえるのかな。そこはお願いしたいなと。そこだけ答弁お願いします。 

議長（杉浦和人君） 建設計画課長。 

建設計画課長（岸村義文君） まず、のり面の下、国道県道でございますが、確かに

県の除草作業というのは、路肩から１メーターの範囲内でやっておる状況でござい

ます。昔ですと、年に２回の除草でありましたが、最近では１回という状況にもな

っております。そういう思いからいくと、大変地域の皆さんには、いろいろとご協

力も踏まえてやっていただいているところかなというふうにも考えております。 

 ただ、平山議員さんが先ほどから言われているように、維持管理の部門で、どう

しても経営的なこともかさんでくるということの中で、県の方はこういう形をとら

れております。できるだけ今ある道路については、やはり地域と行政が一体となっ

た形で助け合いながらという思いの中で、地域でできる範囲、または行政としてで

きる範囲という中で、ご協力も踏まえてお願いしたいなというふうには思っており

ます。 

 ただ、ツル等が大変ひどくなってきた場合については、行政においても一定の部

分的な場所、または危険な場所、交通事故等が起こり得るような状況になれば、当

然行政としても取り組んでいくというのは、県においても同じことかなというふう

にも考えております。 

 そして防草シートの関係については、先ほど言いましたように、景観も踏まえて

今後どのような、今現在でも国道の必佐バイパスですと防草シートも張っておりま

す。そういう中で、やはりいろいろな障害も出ているのが状況でもございます。そ

ういうことも踏まえて、そして位置的なことも踏まえまして、当然町道ですので、

町の管理物に防草シートを設置される場合については、町の方として一定の担当の

方で指導なりはさせていただく必要があるのかなというふうにも考えておりますし、

そこに本当に防草シートを張ってよいのかも含めて、地域のそういう思いがあるよ

うでしたら、一緒に考えていく必要があるのかなというふうに考えております。 

議長（杉浦和人君） 12番、平山敏夫君。 

12番（平山敏夫君） 今、道路については、当然地域が要望して地域がつくった道路、

それにいろいろな道路も、やはり各地域が要望してつくった道路なんやで、一定管

理はしていかんならんな、草刈りぐらいはしていかんならんなという意識はあると

思うんです。やはり、そこにおんぶにだっこやなしに、尐し地域が高齢化していっ

て、農業者が離れていって大変な部分があるんやというのだけは、頭に置いておい

てほしいんです。そこがこれから、どんどんどんどんこういうような部分は出てく

る。ほんまに草刈りができない状況の道路が、どんどんできてくるというのが、や
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はりそれこそまた行政の方に、草刈り、どうなったんねんというように出てきます

やん。そこは出てこないように地域も頑張ろうと思うから、やはりこういうような

質問をさせてもらっているんやし、行政としても、どういうふうに対応していくん

やというのは、きちっと考えてもらえればありがたいなと思います。 

 それに防草シートなんですが、確かに町道に自分らの地域が勝手に何かをしよう

かという意識は何もないので、やはり地域の住民の負担を軽減したいというのが区

長さんの思いなんやで、そこでやれる地域があれば、前向きな考え方で、きちっと

した指導をお願いしたいなというふうに思います。 

 最後の質問にいきます。 

 今後の日野町、10年後、20年後について、町長が思っている、考えている町はど

のような形、住民自治を思われているのか伺います。これは全て町長に答弁をお願

いしたいなと思うんですが、これは９月18日に嘉田知事がびわこ空港をきちっと白

紙に戻すというふうに言われてきて、行政としてはきちっと精査をして、第５次総

合計画、これは白紙になるまでに、空港に頼らない町というのを掲げられて第５次

総合計画を立てられた。その中で、ほんまに議会が議決して、その重さを進められ

なかった部分はやはり反省すべき部分かなと、これは自分は反省しなくてもいいの

だけど、そういう部分はあるのかなというふうに思うんです。やはり、そこをきち

っと精査して、議会も精査をして次の段階に入るというのが大事な部分かなという

ふうに思っています。 

 その中で、自分は議会の報告として、昭和の「和」に車の「輪」というのを書い

て、「和輪」と読んで出していました。それは最近出していないんですが、これは自

分はどういう思いでそれを出していたかというと、「和輪」と読むのは、ここでわー

わかわーわか言いたい。いろいろな質問をわーわか言っていきたいというのがまず

１つ。次は、もう１つは、和やかな輪をつくっていきたいというのがあって、自分

は全然和やかな人間やないんやけども、自分に言い聞かせる思いでそれをしてきた。

その中で、自分は先ほどのこの道路の話にしても、建物の話にしても何にしても、

自分はここに来させてもらって一番反省しているのは、日野町に公民館を７つ建て

たこと。そのことによって、いまだに地域が１つになっていない。それが必佐は必

佐、南比は南比、日野は日野やと。同じように文化祭やっていても、各地区でやる。

それがほんまに合併して50年も60年もたって、１つになったかなというと、なって

いない。自分の思いからすると、和やかな輪というのは、その地域も全部ひっくる

めて、町が交流することによって大きく変わっていくというのが自分の中にあるん

です。これは、道路をつくるんやなしに、箱ものをつくるんやなしに、これこそび

わこ空港に、県の他力本願で町をつくろうという意識がもってのほかやと自分は思

うてたし、その中で、これからの町を本当に町長が思っているのが、住民の自治の
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部分と、形というのは、見た目の形というのは自分は望んでいないので、住民さん

の気持ちなり思いなりが、どういうふうな形になってあらわれてきたら、一番すば

らしい町になるのかなという部分についてお聞きしたいなというふうに思って、こ

れは正直本当に自分の方も聞いていても漠然とした話なので、相当難しいと思うん

やけども、答弁をお願いしたいなというふうに思います。 

議長（杉浦和人君） 町長。 

町長（藤澤直広君） 今後の日野町のあり方についてどうなのかと、こういうご質問

をいただいたところでございます。 

 10年後、20年後についてどうなのかというと、えらい先の話やなと、こういうふ

な気もするわけでありますが、逆に10年前、20年前の日野町はどうだったんだろう

かなと、こういうようなことも思いますと、第４次総合計画は今から言いますと十

数年前になるわけでありますが、空と大地と人が輝くふるさと未来都市の創造とい

うことが総合計画のキャッチフレーズになっておりますし、第３次総合計画は平成

３年からスタートするものでございますが、空と大地が輝く産業福祉文化都市を目

指そうということでございました。そういう意味では、びわこ空港の課題が上がっ

てきたのが昭和63年ということで、もう25年前になるということでございます。こ

の課題につきましては、町の中でいろいろと議論をしてきた中で今日こういう状況

になったものでございますが、20年前から比べますと、やはり現時点では、先ほど

の道路建設のご意見もあるわけでございますが、やみくもに大規模公共事業を推進

をしていくということから、内発的な発展をしていくことが大事なのではないかと、

こういうようなことにオールジャパンの中でも考え方が、おおよそそういう方向が

目指されているんではないかと、こういうふうな思いと期待もいたすところでござ

いまして、日野町におきましては、第５次総合計画において、「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」、こういうようなキャッチフレーズ

で、住民の皆さんの大きな議論の中でつくってきたものでございます。そしてこの

根幹は、やはり自分たちの町のことは自分たちで考え行動していくという、こうい

う自治の精神を生かす、そして住民の皆さん自体が立ち上がって自分の町に責任を

持って行動していくということが、大変大事なのではないかという提起を、この総

合計画のキャッチフレーズの中でも出していただいておりますので、やはりこの町

は、顔が見える関係を生かして、住民の皆さんが住民の、自分たちの地域を愛し、

誇りを持って活動していく。そしてそうした思いをしっかりと役場行政が受けとめ

てやっていく、こういうことこそが自治の本質なのではないかというふうに思いま

す。ただ、といいますか、当然といいますか、こうした地域社会をつくるためには、

国は国の役割を果たし、県は県の役割を果たし、市町は市町の役割を果たし、そし

て地域は地域の役割を果たし、個人は個人の役割を果たす、こういうことは当然の
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ことでございまして、国がしっかりと暮らしを支える、そういう国であってほしい

というふうに思いますし、県も当然のことでございます。あわせて、自治の観点か

らいたしますと、まさに平成の大合併から10年が経過するわけでございますが、今

まだ道州制の議論が、この国においては続いておるということを大変心配をいたし

ておりまして、全国町村会も道州制には反対をしておるところでありますが、やは

り自分たちの町のことを考え、行動し、そういう意識がしっかりと持てる自治の単

位の基本というのは、そう大きいものではないのではないかというふうに思ってお

りますので、こうした国や県の仕組みをしっかりと自治が生かされる国であること

を前提にしつつ、日野町においては、顔が見える関係を生かしたそれぞれの住民の

皆さんが、力を合わせて自分の町を愛し発展させていくと、そのことをしっかりと

暮らしの面でも自治のシステムの部分でも役場行政が支え、協働で進めていくまち

づくりが私は大切な方向なのではないかと、このように思っております。 

議長（杉浦和人君） 12番、平山敏夫君。 

12番（平山敏夫君） 確かに、自分はすごい日野町が好きやったし、やったって過去

形みたいな言い方するとあかんねやけど、尐し今は自分はほんまに友達とはしゃべ

れるような状況になったんやけども、初めて見たような人と今までは何も思わんと

しゃべれたいうのが、最近尐し引っかかるようになってきた。というのは、自分の

方に情けない状況があるんかなというふうには、今自分は思っています。けど、今

町長が言われたように、やはり行政と住民が一体になってやることによって、すご

く大きい町、すばらしい町になるかなというふうに思います。それは、個人がどん

なことであろうが何であろうが、やはりきちっとした形で自分もここにいる限り、

そういう形で取り組んでいきたいなというふうに思いますので、今までは何も思わ

んとしゃべれたという自分に、早く戻らんといかんのかなというふうに思っていま

す。これは、自分のまいた種やからしょうがないけど、やはりいろいろな人がいろ

いろなところでいろいろな話をすることによって、行政の話もいろいろな話もする

ことよって、人間いろいろなつき合いが分かってくるし、そこの部分が自分は物す

ごい大事やと思っているので、行政の人も、やはり地域の住民さん、いろいろなと

ころへ行かれると思うので、もう尐しくだけた形で、日野町がどうなんやという部

分を聞いてもらえることが、次の段階に上がれるのかなというふうに思いますので、

よろしくお願いしたいと思います。 

議長（杉浦和人君） 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、生活保護問題と農業問題等につき

ましてお尋ねしたいと思います。 

 まず初めに、生活保護行政でありますけれども、2012年８月10日、消費税法、こ

れは増税でありますが、とともに成立いたしました社会保障制度改革推進法により
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まして、生活保護がターゲットにされ、不正な手段で受給された者への厳格な対処、

生活扶助、医療扶助等の給付水準の適正化、これは引き下げなど、保護を受けてい

る世帯に属する者への就労の促進とか、その他必要な見直しを早急に行うこととし、

安倍政権は2013年５月に、生活保護の申請手続の厳格化、扶養義務の強化等を盛り

込んだ改正案を閣議決定し、今国会で可決成立したところでございます。 

 今までは口頭でよいとされてきた生活保護の申請時に、一定の記載事項を記した

書類を実施機関に提出しなければならないとし、新たに改正された生活保護法24条

２項では、貯金通帳や医師の診断書、アパート等の賃貸契約書などの添付や、親族

間の扶養の義務の要件化をするのではないかと考えられ、ここで既に水際作戦とい

うのか、申請を困難にし、難癖をつけて追い返そうとしているのではないでしょう

か。このことについて、行政側、町では福祉事務所が行政でありますけれども、町

は従来から当町での対応についての考えは変わりはないのか、お尋ねいたします。 

 また、生活困窮者自立支援法も同時に可決成立したところでございます。自治体

の必須事業であります生活困窮者住宅確保給付金の支給以外の必須事業や任意事業

はどのように措置されているのか、お尋ねいたします。 

 ここのところ、日本の困窮率は非常に相対的に貧困率が高まってまいりました。

16パーセントと、ＯＥＣＤ加盟国での中で、先進国でアメリカに次いで世界第２位

であるということであります。そこで最近の当町での生活保護受給者数等の状況は

どうなのか。また、地区別などで示していただければありがたいんですけれども、

その中でも夫婦・子ども４人世帯、単身者、ひとり親家庭（母子家庭）、高齢者夫婦

世帯、あるいは高齢者の単身者などではどうなのか。 

 また、2013年５月16日付で、今までに例を見ない大幅な生活保護基準の引き下げ

が行われ、2013年８月から３年間かけて740億円、率にして7.3パーセントの減額と

するところであります。生活保護基準の引き下げは、どのような影響を与えている

のかお尋ねしたいと思います。例えば、就学援助、あるいはまた住民税が非課税に

なった人が課税になるなど、保育料などに影響はないのか。また夫婦子ども２人、

小学生、住民税非課税の世帯が、住民税が課税になるとどうなのかなど、ひとつよ

ろしくお願いいたします。 

議長（杉浦和人君） 10番、東 正幸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） 東議員から、生活保護行政についての質問をいただきました。 

 生活保護というのは、国民の生活におけるセイフティーネットとして大変大事な

役割を果たしているものと、このように思っておりますし、日本国憲法の基本的人

権の尊重の大きな柱であります憲法25条にいう、生存権の保障ということでござい

まして、すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。第２

項においては、国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛
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生の向上及び増進に努めなければならない、このように規定をされているところで

ございまして、生活保護ということを含めて、生存権にかかわる国民の権利である

ということが、しっかりと位置づけられているわけでございます。しかしながら、

この間、こうしたことが、権利というよりも、何かこれを使ってはならないかのよ

うなことが、マスコミ等の中のキャンペーン的なやり方もされていることは大変気

になるところでございまして、改めて権利としての生存権を、しっかりと国や県や

市町が保障していくといいますか維持していく、このことが大切なのではないかと、

このように思っております。 

 あわせて、日野町におきましては、残念ながらリーマンショック以降、厳しい社

会経済状況のもとで、生活保護を受給される世帯等については以前と比べまして増

えており、今も増えておるところでございまして、しっかりと生活保護行政をやり

ながら、それぞれの家庭、世帯が豊かになるように経済の回復をはじめとした対応

が求められているのではないかと、このように思っているわけでございます。 

 そうした中で、町は従来から生活相談の窓口として、相談内容に応じまして、生

活福祉資金の貸付制度や、離職による住宅や生活の支援制度の活用、法律相談や障

がい者支援、生活保護の申請などにつなぐなど、役場庁内、日野町社協、滋賀県東

近江健康福祉事務所をはじめ、ハローワークなどとも連携し、支援を行っておりま

す。これからも変わりなく対応をしてまいりたいと考えております。 

 次に、生活困窮者自立支援法に関しましては、生活困窮者が困窮状態から早期に

脱却することを支援するために、平成27年度から施行されることを想定し、平成25

年度と26年度の２年間、生活困窮者自立支援モデル事業の取り組みが行われており

ます。事業主体は県や福祉事務所を設置している市町村で、地域における自立や就

労の支援体制の構築を目指して、就労準備支援、中間的就労の推進、一時生活支援、

家計相談支援、学習等支援などをモデル事業として実施するものであります。滋賀

県では、平成26年度に、モデル事業として県や東近江福祉事務所が、町や社会福祉

協議会と連携を図りながら実施することとなっております。 

 次に、生活保護受給世帯や受給者数の状況についてでございますが、世帯数と受

給者数は、最近３ヵ月で10月が102世帯151人、11月は105世帯156人、12月は106世帯

158人となっております。世帯の状況別では、夫婦子ども世帯は２世帯、単身世帯は

33世帯、高齢者単身世帯は19世帯、高齢者のみ世帯は５世帯、ひとり親世帯は14世

帯、その他の世帯が12世帯で、21人の施設入所の方を合わせて106世帯でございます。 

 次に、生活保護基準の引き下げが与えた影響でございますが、世帯によって構成

人員や収入状況等が異なりますが、日野町の平均的な引き下げ額は400円の引き下げ

となっております。保育料につきましては、生活保護世帯は無料で第１階層となっ

ております。生活保護基準の引き下げによって生活保護が受けられなくなったとし
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ますと、第２階層となり8,000円の保育料となりますが、今回の引き下げにより、生

活保護が受けられなくなった世帯はございません。また、介護保険制度では、社会

福祉法人等が、生活保護受給者等について、利用者負担の軽減を実施した際に、当

該社会福祉法人等に助成を行っております。現在のところ、制度の改正に伴う該当

者はございません。 

 ４つ目の、就学援助の関係につきましては、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） 生活保護基準の引き下げと就学援助の関係でございますが、

文部科学大臣は、その水準を下げないとの考えを示し、子どもたちの教育を受ける

機会が妨げられることのないよう国として取り組むとした上で、全国の自治体にも

依頼があったところでございまして、影響は及んでおりません。 

 町では、小中学校の就学援助を、要保護、準要保護、児童生徒就学援助費の支給

により実施しております。この制度では、要保護児童生徒には生活保護基準を適用

し、準要保護児童生徒には要保護児童生徒に準ずる程度に困窮している者として適

用し、就学援助をしております。 

 ご質問の、準要保護児童生徒への影響はないと考えておりますが、要保護児童生

徒には、今回の引き下げにより生活保護基準から外れることで影響が出ることも考

えられますので、その場合は、準要保護児童生徒として対応させていただけるもの

と考えております。 

議長（杉浦和人君） 10番、東 正幸君。 

10番（東 正幸君） それでは再質問をしたいと思います。 

 回答の中に、ハローワークということも出てきましたので、あれは何年前だった

か知りませんけれども、ワンストップサービスというのがあったと思うんですけれ

ども、そういうような状況は今はもうなくなったように思われますけれども、申請

される方は、やはり本当に生活に困っておられるということで、１日も早く時間、

日数等は長引かさないという思いでございますけれども、そういう書類の強化とか、

あるいは親族はどうなっているのかとか、そういうようなきつく問われるというこ

とになってきますと、非常に日数等もかかってくるかなと思います。そういったと

ころで、本当に今までどおりきちっとやってもろうておるのか、もう一度お願いし

たいなと思います。 

 それと、この生活困窮者の自立支援事業でありますけれども、いろいろと述べて

いただきました。そんな中で、モデル事業といいますか、そういった中で、事務所

のほかに委託することができるという項目が入ってきたと思うんですけれども、そ

ういう委託ということになってくると、なおさら、きつく出てくるんじゃないかな
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という思いであるんですけれども、そういうことは予定が今あるのかどうかという

こともお聞きしたいと思います。 

 それから、今保護を受けておられる方の世帯はどれだけかということで、12月で

すと158人ということでありますけれども、全国的に見ていますと、この10月でした

か215万9,900、大方216万ほどの方が生活保護を受けておられて、利用率を見てみま

すと日本は尐ないんですけれども、その216万を１億2,700万で割ってみますと、利

用率が、1.6か1.7パーセントぐらいになると思うんですけども、こう今説明を聞い

ておりますと、日野町を仮に158人で町民の数で割ってみますと0.6パーセント、100

分率でいきますとそういうことですので、非常に余りにも低すぎるのではないのか

なという思いがしております。そういうことを考えますと、非常に恐れております、

当初の受け付け時に何らかの、捨てごまと言われているんですけれども、仮に親族

の関係を聞かれた場合に、やっぱりお姉さんや誰かに迷惑がかかるとだめだからと

いう思いがあるのかどうかということと、そういう利用率が尐ないということと、

補足率といいますかそういうことも非常に尐ないのは、もっとたくさん対象者があ

ると思うんですけども、そこら辺へ知らせるようなことはどのようにされておられ

るのか、そこら辺もお伺いしたいなと思います。 

 それと、ほとんど影響がないということでありますけれども、３年間で670か740

か、そこら辺は分かりませんけれども、３年間で最大10パーセント削減をすると。

そしてから今年度は、僕が聞いているのは150億円ということでありますので、これ

は来年度はもっと大きくなるんじゃないかなということを思いますと、やはり基準

額が引き下げられ、当然国民健康保険料の減免の基準とか、あるいはまた公立高校

の授業料の減免とか、今教育はお聞きしましたけれども、税制の中でやはり影響し

てくるんじゃないか。そして現在地方税の均等割といいますか、非課税は生活保護

基準を参酌するとなっておりますので、その地方税の課税最低限が引き下げられた

場合、住民税といいますか非課税者となっている方が負担を求められるのではない

かと思われますけれども、もし分かれば何人ぐらいになるのかなということもお尋

ねしたいと思います。 

 それからもう１つは、今回影響がないようにというのか、そういう通達があった

のかどうか分かりませんけれども、余り影響がないということでありますけれども、

これは生活保護の受給者だけが、引き下げられて、この生活保護受給者だけ、扶助

の受給者だけが切断されたように思うのでございますけれども、いわゆるそのさじ

は元に戻すのが一番のことでありますけれども、このことについての認識はどのよ

うに思われるのか、そこも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） 生活保護の関係について、再質問いただきましたのでお答
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えします。 

 窓口での対応ということなのでございますけれども、生活保護の申請のときに、

申請用紙ですとかそれから預金通帳の金額ですとか、それからアパート等の賃貸契

約の写しなどというのは、住宅扶助というのを貸し付けるときに、どれぐらいの金

額になるかなどということで必要になってくるものでございます。これは従来から、

その生活保護費を計算するために、必要な書類として提出していただいております

が、生活相談ということでは、そういう書類がないと相談していただけないという

状況ではございません。相談に来られた方に対して、先ほど町長の方が答弁いたし

ましたけれども、生活相談としまして生活保護ということよりも、生活福祉資金で

すとかいろいろな制度を活用できるかどうかということを詳しくお聞きしまして、

それをつなぎました後に、やはり生活保護を申請された方がいいという状況になり

ましたら、必要な書類を提出していただくということになっております。そのこと

は、今までからやっている日野町の方の対応でございますので、これからも変わり

なくそのように対応していきたいと思っております。 

 それから、モデル事業の中で、事業所などに委託することができるというふうに

書かれてございましたのは、就労支援というところでは、ハローワークですとか大

きな組織でその対策をしないといけないということがございますので、そこの部分

の委託ができるということでございます。モデル事業の中でも、町や町の社会福祉

協議会と連携して、していただく部分につきましては、相談窓口をより広くするた

めに、そのことは町や社会福祉協議会で受けるというふうに聞いております。ハロ

ーワークなど就労支援につきましては、県の方の組織に委託するということを聞い

ております。 

 それと生活保護率でございますけれども、議員おっしゃっていただきましたよう

に、国の方では1.6、1.5というところで推移しているんですけれども、同じような

計算方法でいきますと、滋賀県の方でも0.6でございます。日野町の方でも同じよう

な率になっています。また近隣の竜王町や愛荘町や甲賀市というのを調べた材料が

あるんですけれども、竜王町の方ではまだ低くて0.07パーセントでございます。愛

荘町の方は0.57パーセントでございます。甲賀市の方でも0.35パーセントでござい

ます。いうことで、日野町が特に低いというふうには考えておりません。 

 多くの金額が引き下げられるということで、影響があるかということでございま

すけれども、国の方も都市部と町村部では、今申しましたように、生活保護に対す

る状況が違うということも把握しておりますので、都市部の方での引き下げ率と町

村部の方での引き下げ率は、具体的な例などを見ていましても違っています。例え

ば、夫婦と子ども２人の世帯で、都市部の方では２万円の減額になるところが、町

村部の方では１万5,000円というような形で低い形を設定していますし、例えば60
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代の夫婦ですと、都市部の方では5,000円程度の影響がありますけれども、町村部の

方では影響がないというふうなところにもなってございます。 

議長（杉浦和人君） 税務課長。 

税務課長（山田繁雄君） 東議員さんの方から、税の方の関連についてご質問いただ

きましたので答弁させていただきたいと思います。 

 個人住民税の非課税限度額というものにつきましては、基本的に生活保護法によ

る生活扶助を受けておられる方というのは、非課税措置とするということになって

おります。これ以外に障がい者、未成年者、寡婦または寡夫で、前年中の合計所得

が125万以下の方、また合計所得金額が、扶養親族があるかないかということで、そ

の人数等によりまして限度額が定められているというところでございます。 

 ただ、非課税限度額は、25年度は基本的には影響は何もございません。しかし26

年度以降、2014年度の税制改正大綱につきましては、明日決定されるというふうに

聞いておりますので、26年度以降の部分につきましては、税制改正を踏まえて今後

どのように対応されるのかなという部分については、まだ未確定であります。基本

的な部分では、生活の扶助基準の見直しに伴います他の制度への影響については、

それぞれの制度の趣旨や目的をまた実態を十分考慮しながら、できる限りその影響

が及ばないように対応をすることを基本的に考えるというふうにされておりますの

で、大綱が出た段階において、今後の対応をまた検討してまいりたいと思います。 

議長（杉浦和人君） 10番、東 正幸君。 

10番（東 正幸君） 先ほどお聞きした中で、竜王町とか近隣は低いということで、

県も低いということでありますけれども、本当は低い方がいいんですけれども、や

はりこれは最初に課長さんの方へお聞きしましたところ、この保護が非常に低い人

ばかりなので、それの引き下げには余り該当しないというようなお答えだったんで

すけれども、そうなってくると、もっとこういう人たちがいるのかなという思いな

んですけれども、やはりこれはもうちょっと国も1.7ですので、もっともっと本当は

おられるのと違うのかなという思いですけども、そこら辺の状況は余り踏んでおら

れないのですか。困ったときには、こういうような制度がありますよというような

ところも、やはりきつく言ってもらった方がええのかなと思うんですけれども、も

しそれについて何かお答えいただければなと思います。 

議長（杉浦和人君） 福祉課長。 

福祉課長（壁田 文君） 保護世帯、保護率が低いということで、本当は相談に来た

いけれども来られていないんではないかというようなことを、お聞きになられたの

ではないかないうふうには思います。 

 実態として、生活保護を相談に来られる中には、議員さんおっしゃっていただき

ましたように、本当に電気代も払えなくて、電気もとめられるという状態になって
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相談に来られるという方もいらっしゃいますけれども、日野町は、民生委員さんな

どいろいろ地域の生活状態を把握していただいている方々も多くおられることから、

近所の方について、生活が苦しいのではないか、相談に行った方がいいよというこ

とも促していただいて窓口に来られるということもありますので、皆さんが皆さん、

そういう相談はなかなかしにくいものだというふうにして、率が低いというわけで

はないのかなというふ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） 先ほど、最初町長の方から答弁がありましたように、本当に、

ますますいろいろなことで低所得者が増えてくるんじゃないかなという思いでござ

いますので、ぜひともその人たちのためにも、ひとつアンテナを張っていただいて、

よろしくお願いしたいなと思います。 

 それでは、次の、農業問題について質問をさせていただきます。 

 農業問題でありますけれども、先日農政の見直し案が発表され、一部のマスコミ

では、40年ぶりの農政の大改革とも報じておりました。農家の所得増やモデル集落

では13パーセントの所得増になるとか報道されましたけれども、本当にそうなのか。

中山間地でもある当町はどうなるのか。対策を講じなければならないのであります

けれども、改めて現時点での政府の制度設計の全体像をお伺いします。 

 １つ目は、米の生産調整は今後どうなっていくのか。また、米の直接支払い交付

金、これは戸別所得補償でありますけれども、これはどうなっていくのか。また、

米価変動補填交付金はなくなるのか。あるいは水田のフル活用についてはどうなの

か。畑作物の直接支払交付金は変わらないのか。収入減尐影響緩和対策はどうなの

か。また、日本型直接支払制度が言われておりますけれども、それについてお伺い

をするところでもございます。 

 ある記者は、農業版において「アベ農ミクスの３本の毒矢」とも指摘し、ＴＰＰ、

米の生産調整廃止、農協改革をセットでしかけているとしております。確かにこの

ＴＰＰによる関税撤廃と今回の農政転換は、主要農産物を聖域とした公約を公然と

破り、だますための背景づくりではないのかな、私はそう思うのであります。また、

特定秘密保護法案にされるのではないのかなと考えるのでございますけれども、答

えられましたら、その見解をよろしくお願いをいたします。 

 また１つには、農地の売買や賃貸借の許可権限を市町村長の監督下に置き、農業

委員会の廃止、あるいはまた企業が農業に参入しやすい方策を考えているようだが、

このことについてもよろしくお伺いしたいと思います。 

 また、現在当町に、企業農業として進出の申し出があるとお伺いしているところ

でございますが、本当にそうなのかお伺いをいたします。 

議長（杉浦和人君） 町長。 
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町長（藤澤直広君） 農業問題について、ご質問をいただきました。 

 東議員も、昨日農業委員会の中でいろいろ議論をされてこられたということで、

農業委員の皆さんと大規模稲作農家の方が懇談をされたということでございまして、

大変いいことなのではないかなと、こういうふうに私も思ったところでございます。 

 こうした中で、農林水産省が、自民党の農林水産戦略調査会、農林部会、農業基

本政策検討ＰＴ合同会議に、生産調整廃止を含む日本型直接支払いの検討および経

営所得安定化対策の見直し案を示されました。自民党側も一部で異論があったよう

でございますが、強硬な反対意見もなく、これを了承されたというふうに認識をい

たしております。 

 そうした中で、新たな米政策につきましては、飼料用米などを助成する水田活用

直接支払交付金の支援強化等を図りながら、５年後に行政の生産数量目標の配分に

頼らない状況を、みんなで目指していくことになります。国が管理をする転作につ

いては５年後に廃止をしていくと、こういうことになるのではないかというふうに

思います。 

 また、米の直接支払交付金は、平成26年産から単価の削減を始め、平成30年度か

ら廃止することが明らかにされまして、現在１反１万5,000円が、来年以降は１反

7,500円になることが想定をされております。 

 次に、米価変動補填交付金は、平成26年産米から廃止をされる予定でございます。

水田のフル活用については、地域で水田活用ビジョンを策定し、飼料用米等への数

量払いの導入、産地交付金の充実などの見直しがされる予定でございます。 

 次に、畑作物の直接支払交付金と収入減尐影響緩和対策は、平成26年度は現行ど

おり実施し、平成27年産から法改正した上で、新しい対象要件で実施される予定で

ございます。 

 次に、日本型直接支払制度（多面的機能）につきましては、新たに地域内の農業

者が共同で取り組む地域活動のコストに着目した制度で、農地維持支払、資源向上

支払の二本立てとする方針となっているというふうに認識しております。 

 またＴＰＰ交渉についてでございますが、シンガポールでの交渉が終わり、年内

妥結というのはないというような報道がされているところでございますが、この間

ＴＰＰ交渉の中身の情報が公表されないまま進められており、重要品目の関税化を

はじめとしてこうした状況が守られるのか、大変危うい状況であるというふうに思

っております。ＴＰＰにおいても、特定秘密保護法の運用等に関して危惧するとこ

ろでございまして、今後もしっかりと見ておかなければならないのではないかと、

このように考えております。 

 次に、農地の賃貸借等でございますが、都道府県に設置される農地中間管理機構

が農地を借り受け、法人経営や企業等の担い手へ集積、集約化に配慮して貸し付け
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る農地再配分スキームを確立し、特に企業の農業参入については、農地中間管理機

構を活用しながら積極的に推進するというふうにされております。また、農業の生

産基盤である農地に関して、株式会社による農地の取得や農業委員会のあり方等に

ついては、規制改革会議や産業競争力会議等において議論されておりますことから、

農地等をめぐる状況は、農業委員会等での協議も踏まえ、研究してまいらなければ

ならないものと、このように思っております。 

 なお、企業農業に関しましては、現在野菜の温室栽培の進出の話を聞いておると

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） 答弁がありましたように、私も昨日の農業委員会と米の稲作経

営者会との懇談に行ったわけでございますけれども、なかなか非常に急に出てきた

こういうようなことで、皆さんも困っておられることがうかがえました。そんな中

で、やはりこうやって直接支払金も半額になりますし、また５年後の平成30年から

廃止されるということでありますし、いろいろな変動の補填金もなくなっていくと

いうようなことであります。非常にこう農家にとりましては、本当にどうしようか

なという思いでございまして、新聞報道によりますと、今の農政改革で、モデル集

落13パーセント所得増とか、農家は何か所得が倍増になるようなイメージで農業新

聞等も書かれておりました。最近のマスコミといいますか、非常に何を言うてんね

やなと思いますけれども、果たしてこの日野町で見てみますと、このモデル集落13

パーセント増というようなことが書かれておりますけれども、ここの不作付け地と

かそんなことは私らのところはそんなにありませんし、飼料用米とかそういうこと

もなかなかできませんし、考えてみると、今農家の所得がどれぐらい減るのか、一

遍計算してみられたことはあるのでしょうか。もし分かればお願いしたいし、もう

１つは、日本型直接支払制度ですけども、田んぼが農地維持支払ということで3,000

円、資源向上支払ということで2,400円、合計5,400円ということでありますけれど

も、これは町として取り組んでいかれるのかどうかということと、もう１つは、や

はり先ほど言いましたように、日野町は中山間地でございます。いろいろなこの集

落によって、やめていかれる集落もありますし、ここにこの日本型直接支払の中で、

中山間地域等直接支払、あるいは環境保全型農業直接支払については、これを維持

していくという国の方針でございますけれども、ここの部分について、中山間地域

直接支払もやはり取り入れるべきではないのかなというふうに、私は改めて思った

ところでございます。といいますのは、なかなか区分けが難しいわけですけども、

やはり平地と本当にのり面でも３回も４回も刈らないといけない。３回といいます

か、だんだんに刈っていかないと、水張りまで届かないという部分がありますので、

ここら辺は導入してもらったらどうかなという思いもあるんですけども、町として



 

2-71 

はどのように考えておられるのか、再度お聞きしたいなと思います。 

 それと、今の5,400円の多面的機能の支払いでありますけれども、この両方を見て

みますと、現行の継続的、やっているところは75パーセントをするということを言

われていると思うんですけども、そうしますと、今4,400円ですかね、それが4,000

円ぐらいになるのかな。減ってきます。そうするとなおさらこの農家の所得が減り

ますし、この共同作業というのも、なかなかそれは農家の所得にはなりにくい部分

がいっぱいありますので、これもどうかなと思ったりしますけど、そこら辺もし考

えがありましたら、ひとつよろしくお願いしたいなと思います。 

 そういうことと、なかなかそうやって昨日も出ておりましたけれども、飼料米に

ついては10万5,000円というような、最高が出ておりましたけれども、あれも飼料米

の専用種子もありませんし、また普通のお米と混じり混合になるとだめですので、

どこか決めてしないといけないのかなと思いますけども、その辺またやっかいなも

のやなと思ったりもしますし、なかなかこの今の米政策に、これは乗れるのかなと

いう思いでございます。昨日も意見出ておりましたけれども、やはり地域が改めて

もう１回考え直す。そういうときに、いろいろなそういう人が指導に入っていただ

く、もちろん行政等も入っていただく。そのようにしてもらえないのかなという思

いでございます。 

 それと、農地中間管理機構ということが、昨日も初めて見たわけでございますけ

れども、あれはやはり企業が入りやすくするということで、それの法律かなと。こ

の間６日に成立したわけでありますけれども、これももう１つ考えていかないとだ

めだなという思いでございます。そういうこともありますし、今、企業の野菜の温

室栽培の進出の話があるということでありますけれども、やはり企業にとってみた

ら、今のＴＰＰを利用して安い労働力を、そういうところから連れてくるというこ

とが容易ですので、そういうようになれば、何のその地域にも効果をもたらされな

いということが言われております。そういうことも、これは危ないのかなというふ

うに思いますので、やはり今の中間管理機構のそういう施策も、もっともっと勉強

して、みんなで理解していく。また、それに対してどうしていったらいいのかなと

いうようにしていかないとだめなのかなというふうに思いますし、もちろんＴＰＰ

とかそういうようなのは断固反対していかないと、日野町の農業がもっていかない

と思いますけれども、そこら辺について、もしお考えなりがありましたら質問した

いなと思います。 

議長（杉浦和人君） 農林課長。 

農林課長（高岡良三君） ただいま東議員さんの方から再質問いただきました。 

 まず言われていました、直接支払いの関係において、おそらく300円ぐらい下がる

のと違うのかなという話でご指摘いただいたんですが、その部分について、私ども、
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今どれぐらい影響があるのかというところまで、試算まではまだできてございませ

んので、またできあがった段階ではお知らせもしていきたいというふうに、こう思

ってございます。 

 それから、いわゆるまるごとで現在取り組んでおることでございますが、それも

またなおかつ現行の75パーセント減というふうなところも聞いてございますが、実

際的にそれぞれの地域で取り組むというものに対しては、尐し目を開いていくとい

うのか、補助のお手盛りをするというふうなことでございますが、ただ、これにつ

いても今期２期目で水環境等からの取り組みをやっておりますが、集落内での取り

組みというのは、だんだん厳しくなってきているのかなというのも認識しておりま

すが、ただ現状では、こういうふうな制度に乗っかっていかないと、なかなかうま

くいかないといいますか、本当に集落として、また農地を守っていく立場としての

維持というのが厳しくなってくるのかなというふうに思いますので、今まで以上に、

やはり地域での取り組みというのか話し合いといいますか、そういう部分は重要で

はないかなというふうに考えてございます。 

 また、先ほど言われていました、今扶助でやっております米の取れ高等で合わせ

まして、10万5,000円が最高というふうなおいしい話も来ておるんですが、現実的に

は、当町におきましては、そこまでは当然取れ高でいくわけでございますので、収

量等考えますとそこまで行かずに、７万円台から多くて８万円台に終わってしまう

のではないかなというふうに、こう考えてきております。 

 そういうのも含めて、改めてやはり地域で取り組むときの状況について、今後の

それぞれ取り組みを進める中で、私どもがまた説明等に行くことについての部分は

重要かなというふうな認識もしてございます。 

 あわせて、ご質問いただきました中間管理機構の件でございますが、現在農地の

集約等におきましては、ＪＡ等が窓口になりましてやっているものを、今度は県に

中間管理機構という団体、組織をつくりまして、そこが集約するというふうなこと

ではございますが、５日も全国農業委員会会長会議に私も同席させていただきまし

た。その大会の中でも出てございました。それぞれの要請行動もさせていただく中

での中身につきましては、今後実施されるまでにおいて、地域の実情を十分理解を

して、意見を聞いてやってほしいというふうな要請もしてございますので、今後そ

の点につきましても、私ども農業委員会の方も中心に頑張って、勉強会もしていき

たいというふうに考えているところでございます。 

 もう１つ出ておりました、山間地の話でございますが、現在日野町においては、

山間地等の指定区域といいますか、その区域に日野町全体ではなってございません。

これのことにつきましては、傾斜地等の関係もございますのとあわせて、今第３期

の計画に入ってございますので、中間地域と直接支払制度等が22年度から26年度ま
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での３期の時期に入ってございますが、この時点において、私ども日野町の中で全

体のことを考えまして、一部地域それぞれ西大路の方とか桜谷の方、また鎌掛の方、

一部的にはその区域に入るわけですが、それぞれ区域に入った中においても、ばら

つきがございます。隣の田んぼは入るが、右の田んぼは入るが左の田んぼは入らな

い等の制約といいますか、傾斜地等での制約もございましたので、日野町としては

取り組んでいかないという方向を当時打ち出してございまして、今26年度までの第

３期計画が動いている最中でございます。このことにつきましても、以前から東議

員さんはじめ、議員さんからのこういう要望を聞いておるというふうには、私ども

お聞きはしているんですが、現状、今26年度までの状況においては、この第３期の

計画が進んでいくというふうに考えてございます。 

 もう１つ、企業農業の件でございますが、県の企業誘致の方からの指示もござい

まして、私ども日野町の方にも、自然豊かな中で、いわゆる温室栽培等での工場み

たいなもの、ハウスをつくりたいというふうな話は聞いてございますが、まだ具体

的にどういうふうな状況になるかというのは、現状では予測はできてございません

ので、そういうふうな企業さんの申し入れはあるというふうな段階というふうに認

識をしてございます。 

議長（杉浦和人君） 10番、東 正幸君。 

10番（東 正幸君） なかなか本当にこの農業につきましては、非常に難しい問題で

ございますけれども、農業があるからこそ日野町はやはり集落があるというふうに

僕は思いたいんですけど、そんなことでもっともっと大事にしていかないといけな

いのかなという思いでございます。どうか精力的に地区に出ていって、僕らも受け

ますので、話し合いを進めていただいて、何とか維持をしていきたいなという思い

でございますので、あわせてまた支援の方をよろしくお願いしたいと思います。 

 それでは、次の農山村再生エネルギーについてでありますけれども、農山漁村再

生エネルギー法案が、先日可決されたところでございます。日野町にとりましては、

以前よりあちこちに太陽光パネルが設置されておりまして、どういうようなものな

のかなという思いでございます。農用地についての見解をお聞きしたいなと思いま

す。 

議長（杉浦和人君） 町長。 

町長（藤澤直広君） 再生可能エネルギーに対するご質問でございますが、再生可能

エネルギー設備の設置を目的に、市街化調整区域内農地で転用される場合は、売電

行為が目的であれば、経済産業省の再生可能エネルギー発電設備認定書の添付をい

ただき、許可を必要といたしますが、市街化区域農地での転用行為については、届

け出でありますことから、認定書の添付も必要がないということでございます。市

街化区域農地における再生可能エネルギーの設備を設置される場合は、農業委員会
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への届出だけで転用でき、指導、審査はないということでございます。 

 なお、建築に関しましても、建築基準法上の建築物等に該当しないため、建設計

画課が直接的にかかわることはないということでございまして、再生可能エネルギ

ーの設備については、一定の基準のもとで設置がされ得るという状況であるという

ふ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） 私も農業委員会へ属しておりまして、当地域でもああいう市街

化区域に、見てもらえば分かるんですけれども、設置されております。当初は、資

材置き場ということで届け出があり、もちろん届け出だけでいいわけですけれども、

そういうような中で、やはり地域の町代さん、あるいはそうした方から、あれはど

うなったんね、農業委員会で許可したんかというようなことを聞かれまして、市街

化区域は届け出だけでええので、しょうがないなということぐらいしか言えなかっ

たんですけれども、やっぱり一見、見てみますと、もうちょっと通りやすいといい

ますか、そこに小さい農道があるわけですけども、百姓にとっては一輪車を押した

り、ちょっと横の長いものを押していったりしますので、それがどんどん当たると

大変なんやと。もうちょっと広げてほしかったんやけど、あれはどこへ言えばいい

のかというようなことで、今回こういう質問をさせてもらうわけですけれども、今、

答弁では、建築基準法には該当しないということで、建設計画課ではなく、どこへ

したらええのかなという思いでございますので、これは経産省が許可したら、どう

いうように建ててもええのかどうか、基準はあるんでしょうけども、建設課は、も

う全然関係ないんでしょうか。そこら辺をお願いしたいと思いますけども。 

議長（杉浦和人君） 建設計画課長。 

建設計画課長（岸村義文君） 東議員さんから再質問いただきました。 

 町長の方から先ほど答弁ありましたように、建築にあたらないことから、どうし

てもかかわることがなかなか難しいかなと。ただ、足などで４メーター以上になる

と、工作物という形でいろいろなかかわり合いも出てきます。確認申請が必要にも

なってきますし、そういう面からいくと、自分の敷地の中でこういうのをやられて

いるということの中からいくと、なかなか建築という形の中でのかかわりというの

は、今のところできないかなというふうには解釈しています。 

議長（杉浦和人君） 10番、東 正幸君。 

10番（東 正幸君） この太陽光パネルにつきましては、ほかの再生エネルギーもあ

るんですけれども、日野町全体で計画はもうされたんですか。計画するのではない

んですか。再質問でお願いします。 

議長（杉浦和人君） 企画振興課長。 

企画振興課長（高橋正一君） 東議員さんから、再生可能エネルギーの町全体として
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の計画ということでご質問ございましたので、お答えさせていただきます。 

 町全体で再生エネルギーの中の太陽光パネル設置を推進していこうと、そういう

ことに関しての計画というものは、現在のところ町では持っておりません。ただ、

町としては、再生可能エネルギーを推進していく方向であるということで、第５次

総合計画の方でも定めてございますので、その方向に向かっては検討もしていかな

ければならないと思っておりますが、現在のところ計画として持っているというも

のではございません。 

議長（杉浦和人君） 10番、東 正幸君。 

10番（東 正幸君） 一般の者が生活するのに、非常に困る場合が出てきますので、

どうしたらええかなという思いでございます。またまたよいお知恵がありましたら

ご指導お願いしたいなと、こう思っております。 

議長（杉浦和人君） ここで、４時10分まで暫時休憩いたします。 

－休憩 １５時５３分－ 

－再開 １６時１０分－ 

議長（杉浦和人君） それでは再開いたします。 

 休憩前に引き続き、一般質問を許可いたします。 

 ３番、齋藤光弘君。 

３番（齋藤光弘君） ３番、齋藤です。通告書に基づきまして、５つの項目について

分割で質問させていただきます。 

 はじめに、災害廃棄物広域処理調整マニュアルについて、質問いたします。 

 今年３月、県において、災害廃棄物広域処理調整マニュアルが作成されました。

そして、今年４月より、小型家電リサイクル法が施行されました。そのことにより、

過日11月21日に、滋賀県環境整備事業共同組合と滋賀県下水道保全事業共同組合の

主催によります、廃棄物の適正な処理を目的とする廃棄物適正処理推進大会が開催

をされました。地震や台風18号のような集中豪雤災害が発生した際に、災害廃棄物

が大量に発生することを想定し、広域的な対応が必要となってくることから、災害

廃棄物広域処理調整マニュアルが策定されたものであります。想定される災害廃棄

物は、し尿、浄化槽の汚泥、生活ごみ、がれき等、環境汚染懸念物等があります。

環境汚染懸念物といいますのは、アスベスト、放射能を含むものなどであります。

このマニュアルの活用に向けた課題として、日野町においては、災害廃棄物処理計

画などの策定推進はされているのかお伺いします。 

 また、台風18号における災害廃棄物の発生状況は、日野町ではどうであったのか

お伺いをいたします。 

議長（杉浦和人君） ３番、齋藤光弘君の質問に対する町長の答弁を求めます。町長。 

町長（藤澤直広君） 齋藤議員から、災害廃棄物広域処理調整マニュアル等について



 

2-76 

ご質問をいただきました。 

 災害廃棄物処理計画につきましては、日野町地域防災計画第３編、災害応急対策

計画に、緊急廃棄物処理計画が策定されており、この計画に基づいて、災害廃棄物

の処理対策を講じることにしております。また、平成25年３月に滋賀県が策定され

た災害廃棄物広域処理調整マニュアルにより、広域的な災害廃棄物においても、国、

および滋賀県と被災市町の役割を明確にされるとともに、処理体制の強化を図られ

たところであります。広域災害時には、同マニュアルに基づき、関係機関と連携を

図り、対処したいと考えております。 

 なお、台風18号における災害廃棄物の発生状況でありますが、家屋崩壊等の被災

がなかったことにより、幸いなことに大きな災害廃棄物はございませんでした。町

内の一部では、刈り取り後の稲わらの流出などがありましたが、それぞれの自治会

や個人で処理をいただいた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） 再質問させていただきます。 

 今回初めて廃棄物適正処理推進大会に出席して、災害における廃棄物の認識を新

たにし、重要性を理解したところでございます。日野町においては、従来から地域

防災計画の中で緊急廃棄物処理計画があり、その計画に基づき対策を講じていると

いうようなことでございます。また、今回の台風18号では、広域処理をお願いする

ような大きな災害廃棄物の発生はなかったという報告であります。稲刈り後の台風

でありましたので、稲わらが多く流れてきたということも聞いております。隣の甲

賀市では、住家被害による災害廃棄物が多く発生しています。また、県の河川は琵

琶湖に流れ込むということから、大津、守山の湖岸には、いろいろな漂流物が漂着

し、集積したということであります。また、し尿につきましては、処理優先度の高

いというものでありますので、甲賀市では11万リットル、近江八幡市では6,138リッ

トルが、し尿処理がされたということであります。こういった災害廃棄物が発生し

た場合、処理責任はどこにあるかといいますと、発生した市町にかかってきます。

しかしながら、被害が自治体だけでは処理することができない場合には、広域的な

対応が必要になってきますので、県の災害廃棄物広域処理調整マニュアルができた

と考えられます。県は、滋賀県環境整備事業共同組合と無償団体救援協定を締結さ

れています。被害が自治体だけでは処理できない場合に、県への支援協力要請をす

ることによって、支援を受けられる体制になっています。現在、日野町では、地域

防災計画の見直しを策定されております。今年度内にはできる計画ということで聞

いておりますが、県の災害廃棄物広域処理調整マニュアルとの連携のとれた見直し

を、今されているのかというところでお伺いします。 

 また、町における災害廃棄物の被害に、どう対応しどう対処されるのかお伺いを
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いたします。 

議長（杉浦和人君） 住民課参事。 

住民課参事（望主昭久君） ただいま、地域防災計画の見直しについてのご質問でご

ざいました。 

 現在総務課の方で地域防災計画の見直しの方を担当しておりますので、そこと調

整を図りまして、県の災害廃棄物広域処理調整マニュアルと連動されるような調整

をしてまいりたいと考えています。 

 ２番目の、町としての災害廃棄物の対応はどのようにということでございますが、

想定される災害は、地震、風水害、いろいろございます。被害規模等において、そ

の対応はさまざまだと考えられますので、そのときに関係部署と協議し、適切な対

応をしたいと考えております。 

議長（杉浦和人君） ３番、齋藤光弘君。 

３番（齋藤光弘君） 今回答がありましたように、災害時には適切な対応をお願いし

たいというふうに思います。 

 災害時における支援協力団体として、現在でも消防団、建設工業会、造園業会、

ガス業界、電気業界などの支援協力をいただいていることに関しましては、大変あ

りがたいことでございます。地域関係機関との支援協力協定をお願いしていくとい

うことについては、災害時には大変大事なことなのではないかなというように思っ

ています。今回の台風18号の教訓を生かして、地域防災改革に反映し、災害時の対

応、取り組みの充実を図っていただくよう要望しておきます。 

 次に２つ目の、災害時における下水道処理についての質問をいたします。これも

同じく廃棄物適正処理推進大会での報告の中で、近江八幡市から、災害時における

生活排水処理についての報告がありました。台風18号の際、湖南中部浄化センター

に処理能力を超える大量の雤水が流入したために、関連する市町に下水道使用の排

水制限がされたとの報告がありました。その課題として、近江八幡市は流域下水道

であり、東近江市、竜王町、日野町の下水が、近江八幡市に全て流れていきます。

流域下水道の機能が停止した場合、各市町の上下水道の復旧状況で、汚水があふれ

出す可能性があります。そのようなことにならないように、湖南中部処理区の全市

町と県で上下水道の復旧整備ができるように、災害対策のルール化を策定する必要

があると報告されております。 

 そこでお伺いをいたします。 

 台風18号による流域下水道処理における災害状況はどうであったのか。また、大

量に雤水が広域下水道に流入したとのことでありますが、日野町においては、この

ようなことはあったのかお伺いをいたします。 

 もう１つ、今後の対策として、流域下水道と公共下水道の日野町の取り組みはど
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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） 町長。 

町長（藤澤直広君） 台風18号によります湖南中部浄化センターでの問題でございま

すが、ポンプ能力を超える異常流入がございまして、９月15日21時30分より簡易処

理にて放流を開始し、９月17日４時30分に通常運転へ復旧しました。上流にある７

ヵ所の中継ポンプ施設については、１ヵ所で水没、３ヵ所で水位上昇による運転停

止に至る被害となりました。流域幹線管渠が溢水した地域は、草津市、野洲市、近

江八幡市、東近江市となっております。また、放流水質については、水濁法の基準

値をクリアできる状況であったと聞いております。 

 日野町では、公共下水道中継ポンプ施設１ヵ所で溢水があり、職員で対応したと

ころです。また、県からは下水道使用を自粛するよう要請があり、日野め～るで広

報を行いました。県においては、各新聞社、放送局に、下水道使用の自粛広報を依

頼され、ＮＨＫではデータ放送により周知をされたところでございます。 

 次に、下水道事業における不明水対策についてでございますが、去る11月12日の

自治創造会議でもテーマとされ、懇談をいたしました。また、琵琶湖流域下水道協

議会においては、検討会を立ち上げ、県と市町担当者が原因究明と対策を進めるこ

とといたしました。日野町では、宅内排水設備について、完了検査時に誤接続等に

よる雤水の流入がないかを確認していますが、本管については使用開始から20年近

くがたつ箇所もありますことから、随時調査を実施してまいりたいと考えておりま

す。なお、当町で溢水した中継ポンプ施設につきましては、不明水の原因が判明し

たことから、平成26年度で対策工事をしていきたいと考えております。 

議長（杉浦和人君） ３番、齋藤光弘君。 

３番（齋藤光弘君） 再質問させていただきます。 

 流域下水道の被害があったということで、それに対する町の負担はあったのかお

伺いいたします。 

 もう１つ、17日４時30分に通常運転に復旧したということで、簡易処理して放流

したということで、復旧が早かったのかなというふうにも考えられます。もしこれ

がこの復旧がおくれ、下水道使用の排水制限が長期にわたって制限されるようなこ

とにあれば、私たちの生活に大きな支障を来し、混乱してしまいます。このような

長期使用制限に対して、今後町はどのように対策を考えておられるのか、お伺いを

いたします。 

議長（杉浦和人君） 上下水道課長。 

上下水道課長（中井宣夫君） 今齋藤議員さんの方から、２点ご質問をいただきまし

た。 

 １点目の、流域下水道における被害についての町の負担についてでございます。
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台風18号による流域下水道の被害につきましては、安土のポンプ場が水没したこと

によって、約５億から６億の被害があったということを聞かせていただいておりま

す。これにつきましては、災害査定等も今後受けられるということでございますの

で、現在のところについては、復旧費用や補助率については出ておりませんので、

町の負担額というのは分かりませんけれども、通常の建設負担率というのは決って

おりますので、それに基づいての負担になってくるのではないかということを思っ

ております。 

 ２点目の、長期排水使用制限ということで、そういうことに対して、町はどうい

うふうに対応していくのかということです。この対応となりますと大変難しいこと

でございますけれども、担当課長としまして、まず前提としてこのようなことが起

きないように、先ほど町長の方から答弁にもありましたように、不明水対策を、ま

ず県と関係市町とで検討して進めることが第１点ではないかなと思っております。

また、前もって受益者の皆様方に、これは農林下水道も含めてでございますけれど

も、大雤のときにはこういうような対策、こういうような使用を控えていただきた

いというようなビラとか、啓発がまず必要じゃないかなということを思っておりま

すので、これも県ないし関係市町の検討委員会の中ではお願いをし、また全体的に

そういう対策を考えていただければと思っております。 

 そして、公共下水道につきましては、こういう大雤とかまた地震もそういうこと

が考えられますので、長期に復旧がかかるということも考えられます。そういうこ

とで管路工事が平成27年度で終わりますので、し尿等を貯留する施設とか仮設の施

設等の災害に対する施設の考え方も、今後検討していかなくてはいけないのかなと。

そういう中で、そのし尿をどう処理していくのかということになりますと、農村下

水道の施設がその辺の一翼を担うのではないかなと、担当課長としては考えており

ます。そういうことから、関係機関のご協力もいただかなくてはならないというこ

とも思っております。公共下水道と農村下水道と日野町は両方持っておりますけれ

ども、そういう面から、面積を広げないという関係も含めて、公共下水道へ農村下

水道の接続をしないというのも、この辺の対策の１つではないのかなということを

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） 今後の災害に対する備えとして、農村下水処理の施設も活用と

いうことで、考えもおっしゃられています。今後の時間についても、管理していた

だけたらというように思いますし、まずは不明水の究明、そしてその対応、対策と

いうことでお願いしたいなというように思いますので、要望としてお願いをしてお

きます。 

 次に３つ目の、違法な不用品回収業者対策と適正処理について質問をいたします。
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これも、同じく廃棄物適正処理推進大会の中で報告があったのですが、廃棄物処理

の許可を得ていない違法な不用品回収業者に回収された廃家電の多くは、不法投棄

されたり不適切に処理されています。廃家電は正しいリサイクル方法で処分しまし

ょうということで、今年４月に小型家電リサイクル法が施行をされましたことから、

違法な不用品回収業者対策等適正処理についてということで報告説明を受けました。 

 そこでお伺いをいたします。県市町において、無許可営業、不適切処理の指導・

取り締まりを行なうとなっていますが、日野町はどうされているのか。不用品回収

業者を利用しないように、住民に対して普及啓発活動はどのように取り組まれるの

か、以上２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） 不用品回収業者対策についてでございますが、空き地で有料回

収をしている業者につきましては、今年度になって現地確認を行ったところ、家電

４品目を含む廃家電等については、現在のところ回収はされておりませんでした。

それ以外でリサイクル商品として流通できるものにつきましては、有料回収をされ

ておりました。今後も定期的に現場での確認を行い、指導が必要となった場合は、

関係機関と協議し対応してまいりたいと考えております。 

 空き地での回収やトラックによる廃家電回収など、無許可で行っている不用品回

収業者を利用しない旨の住民啓発でございますが、県提供の啓発ビラの組回覧等で

周知に努めてまいりたいと考えております。 

議長（杉浦和人君） ３番、齋藤光弘君。 

３番（齋藤光弘君） 再質問いたします。 

 尐し前までは、空き地で無料回収していますという看板を掲げて、不用品回収業

者が回収をされていましたが、ここ近年尐なくなってきたかなというふうに思いま

す。しかしながら、今でも廃品回収業者が、軽トラックで回収に回っているようで

ございます。違法な不用品回収業者によって回収された廃家電の多くが不法投棄さ

れ、国内外で不適正に処理されていたりしています。 

 今回日野町で聞き取り調査の取り締まりをされたということでありますが、小型

家電リサイクル法に適用されずに、違法に処理されている業者であることが判明し

た場合にはどうされるのか。また、住民はそのときどうすればいいのか。また、古

物商の許可をとられていない業者ということで、違法が判明した場合には、どのよ

うに対処されるのか。また、摘発に向けての警察などとの連携はできているのか、

お伺いをいたします。 

 そして小型家電の回収を、今後町として取り組まれないのかお伺いをいたします。 

 違法な不用品回収業者を利用しないようにという住民への啓発、周知活動につき

ましては、今回答をいただきました方法とあわせて、ごみカレンダーへの掲載、ま
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た、ホームページへの掲載をされてはどうかということで提案しますが、どうかお

伺いをいたします。 

議長（杉浦和人君） 住民課参事。 

住民課参事（望主昭久君） 不用品回収のことについて、何点か再質問をしていただ

きました。 

 小型家電のリサイクル法に対応されない、不法に処理する業者ということなので

すが、トラック回収であったりゲリラ的に回収している業者についての状況把握と

いうのは、大変難しいことがございます。違法ということが確認されれば、関係機

関、警察でございますが、連携して適切な指導を行いたいというふうに考えていま

す。 

 古物商の件でございますが、これも今現在あるところにつきましては、私どもの

方も現場の方に確認も行っておりますし、警察の方にも、日常の警ら中にその辺の

ことについても、また訪問をして確認をしていただくようなことのお願いもしてお

りますので、地元の日野警部交番とは連携を図りながら対処したいというふうに考

えております。 

 住民の方の小型家電のその処分ということでございますが、そもそも小型家電リ

サイクル法というものは、小型家電に含まれています優良なレアメタルであるとか、

そういうふうな再資源化の促進に関する法律でございますので、それをやることが

一番いいのでございますが、今現在日野町では、そのようなシステム回収ができて

おりませんので、不燃物ということでごみを出していただいて、現在は能登川の方

で不燃物を回収しております。そこで破砕をし、優良な金属類につきましてはそこ

で回収をする。そのような資源回収を行っておるところでございます。 

 そして、日野町の家電リサイクルの回収ということの取り組みの方でございます

が、現在県内の状況としまして県に確認をいたしますと、県内の他市町村でも、ま

だそのような小型家電のリサイクルのシステムはできていないというところでござ

います。また、県内の業者、その小型家電を回収する認定業者につきましても、ま

だ滋賀県ではその許可が下りていないということを、県から聞いております。もと

もと小型家電、その資源の再利用を図るものでございますので、日野町としても積

極的に取り組みたいというふうなことは思っておるんですが、まだ県の、県下の情

勢が整っていないのと、またそこには町の費用もかかるということもございますの

で、ほかの市町の動向を見ながら、今後進めたいなというふうに考えております。 

 住民の啓発ということで、不用品廃棄物とか、そういうようなのを適正に処理し

ようということにつきましては、先般県の方から環境省の統一的なビラの方が配付

されてきましたので、これを組回覧で周知するのは当然でございますが、今ご提案

していただきましたごみカレンダーの掲載の方なんですが、現在ごみカレンダーの
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紙面を見ていただくと、大変細かな字で、かなりごみの種類であったり、ものを燃

やすときはこの日にして下さいとか、不燃物はこうして下さいという、かなり品目

等が並んでおりまして煩雑になっておりますので、ごみカレンダーは紙面の構成上

大変厳しいかなということがございますので、ホームページ等でまた検討してまい

りたいと考えています。 

議長（杉浦和人君） ３番、齋藤光弘君。 

３番（齋藤光弘君） 小家電のリサイクル、回収についても、今後県、他市町の動向

を追ってということでありますけど、またその辺の検討もしていただければという

ふうに思います。不法投棄に結びつくということにならないように、取り組みもお

願いしたいと思いますし、違法業者の取り締まり、また住民への啓発や啓蒙、周知

活動の方を徹底、よろしくお願いしたいと思いますので、要望しておきます。 

 次の質問に移ります。 

 次に、４つ目の、日野町ホームページの改善について質問をいたします。行政報

告を調べるにあたっては、インターネットによるホームページの検索が便利であり

ます。近年では、インターネットはパソコンからだけでなく、携帯のスマートフォ

ンやタブレットといったＩＴ機器からのインターネットの検索が可能であり、若者

たちに流行となり、広く利用されています。これからは、さらに日野町ホームペー

ジへのアクセスは増加していくものと考えます。また、アクセスが多くなるように、

開いて得をする情報が得られるように、また興味が持てるように、町の魅力が満載

のホームページにしていただきたいものであります。日野町の顔と言えるホームペ

ージには、住民サービスの情報伝達手段として、大変重要な位置を占めるものとな

ってきております。日野町ホームページを見て感じることでありますが、情報の提

供や更新が遅いように思います。暮らしのサービス提供の情報が、単発的で分かり

にくいように思います。証明書の土日発行ということで10月からしていただいたん

ですけど、その更新もされておりません。住民から見て分かりやすい、的確に早く

親切丁寧な情報提供をするように改善を要望いたします。 

 そこで、日野町ホームページについてのお伺いをいたします。ホームページ作成

は何を基本としているのか。ホームページ入力は、課ごとに行っているのか。住民

から見て分かりやすいホームページに見直し、改善できないのか。今後ホームペー

ジを上手に活用するように改善されるのか。以上の４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） 日野町のホームページの改善についてのご質問でございます。 

 まず１点目は、インターネットによる町の情報発信についてでございますが、紙

媒体の印刷広報に比較して、情報の受け手が知りたい情報を迅速かつ的確に入手で
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きるということが可能であること、また町外の全国どこからでもアクセスすること

が可能な情報発信の手段であります。町のホームページの作成掲載にあたっては、

できるだけ新しい情報を掲載することとあわせて、見やすく正確な情報を発信する

ことを基本に、掲載内容の更新に努めているところでございます。 

 次に、掲載内容の作成や更新についてでございますが、各課ごとにホームページ

運営委員を設置して、日常的な執務の中で、最新で正確な情報を掲載できるよう管

理し、情報内容の作成更新を行っております。 

 次に、現在のホームページの様式でございますが、平成18年度にシステム更新を

行い、運用しております。また平成23年度からは、英語をはじめ４カ国語の翻訳機

能を追加しております。今後も利用される皆様が見やすく使いやすいホームページ

となるよう、ご指摘いただいた点も踏まえて研究をしてまいりたいと考えておりま

す。 

 次に、インターネットによる情報発信でございますが、町民の皆さんへの行政情

報をお知らせする機能とあわせて、町外の多くの皆さんに観光情報など、町の魅力

を発信できる手段として、今後ますますその需要が高まっていく、重要な手段と考

えております。今後も役場全体として共通認識を高めて、行政サービスの向上に資

するよう有効活用に向けて努力をしてまいりたいと考えております。 

議長（杉浦和人君） ３番、齋藤光弘君。 

３番（齋藤光弘君） 再質問いたします。 

 住民とのコミュニケーションの方法として、直接出会って伝えるか、紙を使った

広報で伝えるか、インターネットによる情報発信があります。最初にホームページ

を開設して情報発信されましたが、その後の更新ができていない、改善ができてい

ない、更新が遅いというのは、インターネットによる情報発信の活用意識が薄いと

いうことではないかなというふうに思います。できる機能をフルに活用することは

大変難しいことでありますが、常に問題意識を持って改善する努力をしていただき

たいと思います。 

 インターネットには知りたい情報が瞬時に使える、知ることができるという利点

があります。情報を見る側にとって、新しい情報を正確に分かりやすく情報発信す

ることが大切であります。ところが、日野町のホームページは、見る側のことを意

識して考えてつくられたホームページになってないように思います。トップページ

のイメージも暗い感じがいたしております。例えば、愛荘町のホームページが分か

りやすいように思うのですが、くらしのメニューという枠があって、妊娠、出産か

ら始まって、おくやみまでの人生の成長段階ごとに区分がされていて、その段階の

区分を開くと、その関係の情報が見て知ることができるようになっています。それ

も絵柄で表示されていて、見やすく分かりやすくなっております。ぜひ参考にして
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いただきたいというふうに思います。 

 また、例えば住民の関心のある獣害対策情報とか、今回の災害状況の災害復旧で

の補助事業の情報とか、役場耐震工事の情報、田舎体験の情報などを発信されたら

どうかなというふうにも思います。回答いただきましたように、町内外にも、町の

観光、町のよいところは発信することができます。今後も共通認識を高めて、行政

サービスに努めているということでありますが、具体的にどのような取り組みを、

どのように取り組まれるのか、再度お伺いをいたします。 

議長（杉浦和人君） 企画振興課長。 

企画振興課長（高橋正一君） 町のホームページに関しまして再質問いただきました

ので、お答えをさせていただきます。 

 まず１つ目の、インターネットによる町のホームページの中身といいますか、情

報発信内容について、役場全体として意識が低いのではないかと、そういうご指摘

でございました。ご質問の中でもいただきましたように、新しい情報が更新できて

いないような部分もあると、そういうご指摘の内容もございますので、先ほど町長

の方から答弁がございました、町の中で組織をしておりますホームページ運営委員

というのを各課でもってございますので、これを毎年どのような情報を更新してい

くのか、どういうやり方でやっていくのかということで共通認識をして会議をして

いるところでございますが、このようなご指摘も踏まえまして、再度徹底するため

に、そのような会議を持って共通認識を高めていきたいなということを１つ思って

ございます。 

 それから２つ目の、情報内容の見方といいますか、トップページのイメージです

とか、また住民さん目線からの関連づけといいますか、ライフサイクルにステージ

に合った内容で開くと、そこからつながっていく、そういうようなことについても、

現在町の方は19年４月から更新したホームページを使っている状況もございますの

で、そのようなご指摘のことも踏まえまして研究していきたいというふうに考えて

おります。 

 それからあと、そのほかには獣害対策ですとか、田舎体験ですとか、そういう情

報ももっと発信すべきやと、そういうご指摘も伺いました。そのことも含めまして、

ホームページ運営委員を中心に検討してまいりたいと思っておりますので、よろし

くお願い申し上げます。 

議長（杉浦和人君） ３番、齋藤光弘君。 

３番（齋藤光弘君） 日野町ホームページの改善を期待しておりますので、よろしく

お願いをいたします。 

 次に、５つ目の、特定秘密保護法についてお伺いをいたします。 

 特定秘密保護法案は強行採決し、法案可決されようとしていますと通告書に書い
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ておりましたが、特定秘密保護法は６日午後11時20分過ぎに与党が採決を強行し、

賛成多数で可決し成立をされました。この法律は、時の権力者である政府にとって

都合の悪い情報を隠し、その情報を漏らしたり得ようとする者を厳罰に処するもの

です。国民の８割近くが反対をしているにもかかわらず、十分な審議も尽くさず強

引な採決は許されるものではありません。この法律では、防衛、外交、特定有害活

動、いわゆるスパイ活動の防止、テロ活動の防止の４分類に関する事項のうち、漏

えいすると日本の安全保障に著しい支障を与えるおそれがある情報を、特定秘密に

指定し保護するというものであります。しかし、何が秘密に指定されたのかは国民

に知らされず、政府にとって都合の悪い情報を国民の目から隠すことが可能になり

ます。原発やＴＰＰに関する情報も秘密の対象になる可能性があり、国民の知る権

利は侵害されます。これらの情報が特定秘密に指定され、その漏えいや取得、つま

り内部告発や取材活動が処罰されることになれば、私たちの生活にかかわる重要な

情報を知ることができなくなってしまいます。現在でも私たちの生活にかかわる問

題について、政府が十分に情報を公開しているわけではありません。特定秘密の保

護に関する法律が制定されれば、ますます私たちが必要な情報を得にくくなること

が明らかです。今なされるべきは徹底した情報公開であり、刑罰等による秘密の保

護ではありません。私は特定秘密保護法の廃止を強く求めます。 

 そこで町長の見解とあわせて、町村会の動向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） 齋藤議員から、特定秘密保護法に関するご質問をいただきまし

た。 

 私も、ああした状況のもとでこの法律が可決されたということは、大変残念なこ

とであるというふうに思っております。法案審議の過程の中でも、国民の知る権利

の侵害につながる危険性、さらには憲法で保障されている表現の自由が脅かされる

という問題、さらには秘密の指定に関して政権の恣意的な意図が働く危険性の問題、

さらには国民がこの重罰に科せられる、その罪の内容すら明らかにされないことな

ども含めて、大変危険な流れになっているのではないかと。そうしたことから、ほ

とんどのマスコミがこれに異を唱え、されには学者や弁護士をはじめとして多くの

人が警鐘を発しておられるのは、そこにあるのではないかというふうに思います。

こうした動きは、憲法の大きな柱であります平和主義、国民主権、基本的人権に密

接にかかわるものでございまして、先の戦争の反省からつくってきたこの憲法に反

することになるのではないかということで、大変危惧をいたしているところでござ

います。今後この法律の運用等に関し、主権者たる国民がしっかりと監視していく

ことが重要であるというふうに考えております。 

 町村会の方では、現在このことについてまとまった見解は示されておりませんが、
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今後またこうした点についても述べ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） ここで会議時間を延長いたします。 

 ３番、齋藤光弘君。 

３番（齋藤光弘君） 再質問いたします。 

 11月７日に衆議院本会議で審査入りしてから、12月６日参議院本会議での成立ま

で約４週間しか経過しておらず、猛烈なスピードで成立されました。政府与党の数

の力による横暴が、またも繰り返されました。これはまさに民主主義を踏みにじる

暴挙であり、国民主権の崩壊であります。国民の多くの反対の声を聞こうとしない

で、政府は国家のことしか考えていないように見えます。政府はどこを向いている

のでしょうか。アメリカの方ばかり向いて、国民に目が向けられていないように見

えます。国民のための政府でなくてはなりません。ところが、政府にとって都合の

悪いことを秘密にすることができることは、国民の知る権利をはじめ、国民の人権

を著しく侵害するおそれのある法律となります。政府を監視し、誤りを正すという

国会の役割を果たせなくなるおそれがあります。また国会議員は、国民から負託さ

れた国政調査権の放棄につながることを自覚しなくてはなりません。この国の前途

に、何ともいえぬ不安と不気味さを感じてしまうと社説にあります。私もその不気

味さを感じ、この先どうなるのか恐ろしくてなりません。この先には、集団的自衛

権行使の容認、さらに憲法改正をしようとする動きがあります。アメリカに追随し

て戦争をする国、戦争ができる国に仕立てようとしているとしか思えません。この

悪い流れをとめる方法はないのでしょうか。どうしたらよいのでしょうか。この法

律は１年後に施行される予定でありますので、それまでに国民の知る権利を取り戻

すために、人権を守るために、国民は黙っていないでしょう。これからさらに国民

運動が拡大することは間違いありません。私も廃止に向けてのあらゆる努力をして

いきたいと思っております。 

 最後に、もう一度町長の思いをお聞かせ下さい。 

議長（杉浦和人君） 町長。 

町長（藤澤直広君） まさに今日は12月11日でございますが、昭和16年12月８日は太

平洋戦争に突入をした日でございまして、当時ハワイの奇襲攻撃は成功したわけで

ございますが、その後半年で日本の海軍は壊滅的な打撃を受けた。しかしながらそ

のことが知らされないまま、ずるずると太平洋戦争は破局の道に突き進んだ。いか

に国民がしっかりと正しい情報を知るということが大切であるのかということが、

先の戦争でも大きな教訓であったということであります。あわせて、この昭和16年

には、治安維持法の改正ですとか国防保安法の制定ですとか、国民の知る権力を抑

制するだけではなくて、わずかなことであっても、国民を拘束することをはじめと

して重罰を科す、そういうような法律も制定をされているわけでございまして、ま
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さに近代的な民主主義国家において、こういうことを改めようということが、戦後

日本のスタートの根本であったというふうに思いますと、現在のこうした動きは、

そうした流れに逆行するものであるというふうに思っております。だからこそ、マ

スコミをはじめとして多くの人たちが、これは危険だという声を上げておられるわ

けでございまして、ある意味では、それは戦前のそうした状況とは違って、今こう

いう法律が通ったわけでありますけれども、これは危ないという圧倒的な世論が今

あるわけでございますので、そこのところはしっかりと国民が監視といいますか、

見ていかなければならないのではないかというふうに思います。これだけ重要な法

案が、先の参議院選挙でも明確に公約として打ち出されたものではないということ

もあるわけでございますので、国民はこのところも含めて肝に銘じて、今後これの

廃止等も含めて世論を広げていくことが大事なのではないかと、このように思って

おります。 

議長（杉浦和人君） 次に、１番、村島茂男君。 

１番（村島茂男君） 大変大きな議題になってきまして、大変申しわけないのでござ

いますが、また近いところに引き戻させてもらいます。通告書に伴い、２点ほどお

伺いさせていただきます。 

 まず、先ほども出ていました防災対策ですが、大変重要なことですので、もう一

度しっかりと質問させていただきます。 

 初めて特別警報が発表された台風18号は、尊い命を奪い、床上、床下浸水など県

内各地に甚大な影響を与えました。また、町内においても多数の大きな傷跡を残し

ました。９月議会にも、ゲリラ豪雤、記録的な大雤に見舞われたときの備え、対処

について見解を伺っていた矢先での災害でした。我が町でも初めての経験とはいえ、

前代未聞の失態にて全国に名前を広めたわけですが、今回もう一度町の対応、対策、

見解を伺わせていただきます。 

 １つ目に、今回まず警報が発令された直後の対応。その後、特別警報が発令され

たこの対応と、本部長であります町長、また当時の総務政策主監、総務課長、建設

計画課長、また関係職員の出動体制、情報収集機材の設置等の状況をお聞かせ願い

たい。 

 ２つ目として、本部長としての責任をどう思われているのか。伊豆大島の町長さ

んなんかは、しょうがないでしょうとか冗談のような返答をされておられましたが、

そういうようなことでなく、無責任なことを言わず、責任感ある答弁をいただきた

いと思います。 

 ３つ目に、毎回災害有事の伝達方法の有効化、いつも有線放送の廃止に伴い出て

くるのが、同報無線であります。同報無線もいいと思いますが、前回のような大雤、

また風の強かったときには、設置近隣の方にも伺いに行きましたが、やはり強風豪
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雤にて何も聞こえなかったと言っておられました。全く本来の機能が発揮されてい

ません。床下浸水の方はひとり住まいで、しゃべっていると、やはり有線があった

ころはよかったと、ずっと事細かく時間刻みにこういう状態ですとかというのは流

れていましたねというようなことを言っておられたのが、印象に残っております。

その中で、今後どのように対処していくのかをお考えを伺います。 

 ４つ目として、本当に緊急対策本部はにわかづくりの役場内でよいのか。すぐに

対応できる常設された機関、私が前から一般質問にて訴える防災拠点が必要ではな

いのか伺います。 

 ５つ目として、まだ出雲川などにも、あちらこちらにブルーシートが土のうで押

さえられている光景が見られますが、これらの災害の原因と対策、また復旧予定状

況等を町民に分かりやすく提供すべきだと考えますが、見解を伺います。 

 ６つ目として、この前も小御門、西明寺等２ヵ所の住民の方が避難されましたが、

避難所の開設状況、町内にある24ヵ所全て公共機関ですので、しまっている時間が

多いわけですが、その開設と早急の措置体制はどのようにしているのかをお尋ねし

ます。 

 最後に防犯、防災、交通安全を一括した生活安全課の設置は、考えておられない

かを伺います。この前の議会報告会でも、終わってからしゃべっていますと、やは

り統一してもっと慎重に町も対応してほしいという声が多々ありましたので、ここ

で伺います。 

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

町長（藤澤直広君） 防災対策についてのご質問をいただきました。 

 まず、台風18号の対応につきましては、大雤洪水警報が発令された15日の21時13

分に水防本部体制を立ち上げ、総務班、土木班の職員が待機し、町内の危険箇所等

の巡回パトロールを行っておりました。その後、16日午前５時５分に大雤特別警報

が発令をされました。これを受けて、水防本部指令室の職員の招集を行い、水防本

部各班の班長、副班長に参集の指示、または消防団に出動要請を行い、７つの公民

館に避難収容施設の開設を行いました。午前７時には水防本部体制から災害警戒本

部体制に移行をし、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

援要請を行い、被害への対応に当たっていただいたところでございます。参集状況

につきましては、消防団90名、建設工業会８名、造園協会５名、役場職員75名でご

ざいます。情報収集につきましては、パソコンのインターネットにより滋賀県土木

防災情報システム、気象庁情報により情報収集を行い、対応をしてまいりました。 

 本部長としての責任についてでございますが、今回大雤特別警報が発表された時

点では、未明で暗く大雤で風も強い中、住民の皆さんに連絡することは混乱を招く

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
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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、反省をしているところでございます。 

 次に、同報無線についてでございますが、ご指摘いただきましたように、強風豪

雤の際には雤戸をしめておられる家が多く、また音声が風により流され、雤の大き

な音がする中で、しっかりと聞き取れるのかということについては難しいと考えて

おります。そうした中で、広く周知する方法といたしましては、他の自治体も活用

されていますように、日野め～るによる一斉配信、また特別警報など、大規模な災

害が予想される場合につきましては、緊急速報メールの配信とあわせて、日野め～

るを活用した住民の皆さんへの配信により対応していくことが、有効な手段である

と考えております。 

 次に、防災拠点についてでございますが、日常執務を行っております事務室にＪ

アラート、滋賀県防災行政無線をはじめ情報端末を設置しており、災害時における

対策本部は役場３階の301、302会議室を想定しております。現在実施しております

庁舎の耐震補強工事において、庁舎の非常用発電機の能力アップにより各事務室を

はじめ、301、302会議室に非常用電源の整備を行っており、役場の防災拠点として

の機能面の充実を図っております。 

 次に、災害の発生原因についてでございますが、町において近年経験したことの

ない大雤が短時間に降ったことが主な要因、原因と考えております。被災を受けた

施設の確認につきましては、水防対策本部の各自治会を担当する職員と各区長さん

と連絡をとりあって、地域の状況等情報収集に努めていただいたところでございま

す。また、災害箇所の把握についても行っております。今回被災を受けた道路、河

川、崖地、農林業施設等の災害復旧事業につきましては、国の災害復旧事業により

対応する箇所、また町の単独事業で対応する箇所、自治会で対応していただく箇所

等に区別をして進めているところでございます。なお、自治会などで対応いただく

災害復旧工事につきましては、各区長さん、農業組合長さんに情報提供をしながら、

町の補助制度を活用いただくよう、連絡をさせていただいております。 

 次に、避難収容施設についてでございますが、現在町内24ヵ所を指定しており、

先の台風18号の際には、避難等に備えるため７つの公民館に開設し、対応にあたっ

たところでございます。公民館への避難収容施設の開設につきましては、あらかじ

め地区班が公民館長などと連絡をとりながら、水防本部との連携のもと、避難に来

られる場合に備えて対応をとることとしております。 

 次に、町の組織体制についてでございますが、現在防犯および交通安全について

は住民課、防災については総務課で所管しております。町の体制につきましては、

限られた人員の中で、どのような体制を組むのが町にとって適しているのかを検討

する中で、現在の体制をとっているところでございますので、ご理解をお願いした
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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） それでは何点か再質問させていただきます。 

 まず１つ目は、巡回していたということなんですけども、消防団の指令車、ずっ

と見かけなかったんですけど、その辺はどのように活動していたのかというのをひ

とつお聞かせ願いたいなと。 

 ２つ目は、役場職員さんの夜食、またお茶等の用意とかその辺のこともお聞かせ

願いたいと思います。 

 そして３つ目に、この辺が重要なのですが、うちところの上三十坪地域には、一

番に５時時点ぐらいに、ちょうど特別警報が出た時点で水害が発生しましたので、

組頭と役員が早急に出ましたので、６時ぐらいに全戸に通達に回りました。そうい

うようなことで対処が大変早くて、昼からは全戸が総出で片づけなんかも終わった

わけなんですけど、やはり水防計画の再認識といいますか、私も何回か行っていま

すけれど、最初の４月当時に区長会に資料はいっぱい渡すんですけれど、簡単な説

明だけで終わるのじゃなくて、また新たな行動指導書、こういう何年に一遍という

ようなことかも分かりませんけれど、また来年あるかも分かりません。やはりこう

きちっとした説明なり、対処方法を区長さんとかに説明してはどうかと。無線とか

こういう通達もありますけれど、やっぱり人間が口から口、そこへ出向いて行って

という対策が一番かと思いますので、その辺も充実していったらどうかと思うので、

質問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） 村島議員から、再質問をいただきました。 

 まず私の方からは、消防等の関係と夜食等の関係につきまして、答弁させていた

だきたいというふうに思います。 

 まず指令車でございますが、消防団につきましては、出動をお願いしておったわ

けでございますが、団長、副団長は水防本部の中で一緒に役場の中でいていただき

ながら、各消防団が活動をしていただいている内容につきまして、防災行政無線で

連絡調整をとりながら指示もしていただいておったということでございますので、

指令車の出動はしておらなかったということでございます。 

 あと、職員の夜食につきましては、それぞれ各自が対応するということで、特段

町としての対応はしていなかったところでございます。 

議長（杉浦和人君） 建設計画課長。 

建設計画課長（岸村義文君） 村島議員さんの方から、再質問いただきました。 

 まず、三十坪の交差点付近の水害の関係でございます。大変ここは交差点で稲わ

らが流れてきまして、いろいろな排水路がありますが、そこを埋めて、交差点が水
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浸しというか水没したような関係でございました。次の日に、地域の方でいろいろ

とご苦労をいただいた中で、復旧という形で大変感謝しているところでもございま

す。一定、そういうことを踏まえた中で、何が原因だったかということも踏まえな

がら、できるだけ同じことが起きないような対策は、考えていく必要があるのかな

というふうには思っております。 

 そして水防計画の関係でございます。いわゆる対応、まず区長さんに一定水防計

画書というのは配付をさせていただいているわけでございますが、配付をするだけ

で、なかなか中身というのは非常に難しい面がございます。そういう関係で、でき

れば今の思いでは、全町区長会がございますので、その中で区長さんの仕事、役割

等も踏まえて説明をさせていただくことが一番よいのかなというふうには、今のと

ころ思っているところでもございますので、そういう対応も踏まえて、今後検討を

させていただきたいなというふうに考えております。 

議長（杉浦和人君） ４番、村島茂男君。 

１番（村島茂男君） せっかく四輪駆動のよい指令車があるわけですから、山の方も

行けますし、また河川の方でも、雤がちょっとおさまったときには、かなり一般の

方も川の方に見に来ておられました。危険ですので下がって下さいということは

我々も言っていたんですけれど、やはりそういう広報で啓発してもらったり、山の

方は山の方で土砂災害、また二次災害を防ぐための広報をしていただきたいと思い

ます。 

 区長会の方は、しっかりと簡単な出動態勢が分かりやすいように、ぱっぱっぱと、

こう手順を踏んだようなやつを作成していただきたいと思います。よろしくお願い

します。 

 では、２つ目の方に移らせていただきます。 

 今後の商業対策についていう形ですけれど、大変難しいものがと思うんですけれ

ど、平和堂新店舗進出につきまして、また周囲の新店舗等の進出が相次いでおりま

す。聞いている限りでは、旧来の商店の方がどんどんとそこへ借地店舗、借店舗で

出ていくのではなく、他市からの方が、またそこそこの企業等が入ってくるという

ので、在来商店の商店街、また過疎していくというのが懸念されますが、今後の対

策、対応等、町としての見解を伺いたいと思います。聞くところによりますと、昭

和60年過ぎに、新商業地整備事業というのがあって、どんどんと最初はいろいろな

会議等、また催しがあったようですが、尐し立ち消えのようではないかという声が

ありました。そしてまた平和堂、旧店舗がいつ消えるのかな、もう終わるのかなと

いうので、もう尐し町の方が立ち入ってもらって、平和堂の方と話し合いをしてほ

しいなというようなことも言っておられましたので、その辺のことを踏まえてお伺

いします。 
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議長（杉浦和人君） 町長。 

町長（藤澤直広君） 商業の振興についてでございますが、町の方では第５次総合計

画において、「ひととまちをつなぐ地元商業の振興を進める」を施策に掲げ、商工会

とも連携を図りながら、融資制度をはじめとして地元の商業が活気づく取り組みを

行っております。こうした中で、商工会ではまちづくり商業活性化委員会を開催し、

年２回「氏郷シールラリー」を実施し、地元商店における消費拡大に向けた取り組

みが行われておりまして、町も支援をしているところでございます。 

 また、地元商店街の活性化のためには、商業者、商工会などが主体的な事業を展

開し検討していく必要がございまして、町も精一杯連携を図りながら取り組んでい

くことが大切であると考えております。 

 なお、平和堂の件につきましては、常々商工会と商工観光課で連絡を密にして、

共同歩調のもとで対応をしているところでございます。 

議長（杉浦和人君） １番、村島茂男君。 

１番（村島茂男君） 町長が、その平和堂などと連携に密にしているおっしゃられて

いますが、前回議会で聞いていましても、今回この平和堂が建つにあたり、どうで

すかという意見が皆さん何回か出ていたと思うんですけれど、今のところまだそれ

だけの連絡がないとか、アポがとれていないとか、そういうような話を何回か聞い

ていました。それにあって、急に建つというのが決まってから、物すごい早かった

ように思いますけど、旧店舗のときにはかなり建つまでに話し合いとか持ってもら

ったというのを聞いていたんですけれど、今回はなかったように思いますので、そ

の辺はいかがですか。 

議長（杉浦和人君） 商工観光課長。 

商工観光課長（森口雄司君） ただいま村島議員より、平和堂の新店舗が建ついうこ

とについて、今の在来の日野店とあわせましてどのような状況かということでござ

います。従来からある日野店を残していくということは、本年６月に具体的に旧店

舗を残すという名言をされました。それ以降についても、何らかの形で、いつまで

残るかということは明言されておりませんので、そのことについてはなるべく存続

が長くいくように、いろいろな形で、特に高齢者、いわゆる買い物弱者と言われる

方の対策も含めまして、従前の商工会とも十分協議をしながら、よい方法ができな

いかなということを検討しているところであります。 

 さらに、現在の日野店につきましても、地元と平和堂と町との間で三者協議会を

設けておりますので、そういった中でも、残ります駐車場はどうなるかといった問

題なんかも含めまして、毎年度検討を加えているところであります。今年度におき

ましても、今月３日にその会議を開いて、そういった今後の対応についても検討、

協議を進めているところであります。 
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議長（杉浦和人君） １番、村島茂男君。 

１番（村島茂男君） 日野の町も過疎化が見えてきたような商店街にも思いますので、

そのひとつよろしくお願いします。 

議長（杉浦和人君） 次に、６番、冨田 幸君。 

６番（冨田 幸君） 大変時間が遅くなってきましたけれども、一応私までが本日の

順番ということで決められておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 防災に関しましては、冒頭からいろいろと質問をされておりますので、尐し重な

るかもしれませんが、よろしくお願いしたいと思います。 

 通告書に基づきまして１番目、町の取り組む防災対策についてということで、伊

豆大島の土砂災害を教訓にした町の防災対策の現状と今後について、お伺いをいた

します。 

 本年は９月に発生しました台風18号では、全国で初めてとなる特別警報が発令さ

れ、日野町を含む滋賀や京都など、局地的に甚大な豪雤災害をもたらしました。さ

らに、また10月には台風26号が発生し、伊豆大島を襲い、集中豪雤により土石流が

発生、亡くなられた方、行方不明の方は39名にも及ぶ大災害になったと聞いており

ます。これらのことは、行政の限界と問題の多い自治体防災の現状が、明らかにな

ったのではないでしょうか。激しさを増す自然災害の中、今の自治体防災の体制で

住民の命を守れるのか。生き残った住民の防災でなく、防災の基本は、住民の命を

守る、死者を出さない防災でなければならないと考えます。これら想定を超える災

害に対して、町長のお考えをお聞きいたします。 

 ２番目に、町の住民への防災教育についてでございます。このことは非常に尐子

化が進んでおるこの子どもたちを含む住民に対して、どのような防災教育を行うの

か。この皆さんご存じなこととは思いますが、津波に対して、釜石の軌跡といわれ

る岩手県釜石市の防災教育がございます。子どもたちに与えた市政の防災教育、こ

のときにこれは津波でございますが、避難の３原則が言われております。１つ目は、

想定にとらわれるな。これは端的に言えば、ハザードマップ等を信じるなというこ

とでございます。２つ目は、その状況下において最善を尽くせ。３つ目には、率先

避難者たれあれ。もしそのときが来たら、他人を救うこともさることながら、まず

自分の命を守り抜くことに専心せよというような３原則であります。必ずしも、こ

れは津波だけに限らず、この日野町に起こり得る暴風雤による土砂災害、あるいは

近い将来発生するとされております、巨大地震に対して対処する方法の一部でもあ

ろうかと思いますので、このことについての町の住民への防災教育について、ご質

問をいたします。 

 ３つ目は、台風18号被害での現在の復旧状況についてでございます。10月、11月

の臨時議会で、補正予算だけ計上されました。特に我々の身近であります町単独土



 

2-94 

地改良事業など413ヵ所の被害件数に対し、現在どの程度の工事の進捗状況かについ

てをお伺いいたします。 

議長（杉浦和人君） ６番、冨田 幸君の質問に対する町長の答弁を求めます。町長。 

町長（藤澤直広君） 防災対策についてのご質問でございますが、まず最初に、伊豆

大島の土砂災害を教訓にということでございます。台風26号は、伊豆大島の西部の

三原山の外輪山山中、中腹からの土石流が集落を飲み込み、多くの人が犠牲になら

れたところでございます。一部マスコミ報道によると、住民への避難指示がおくれ

たことが、多くの犠牲につながったとの指摘もされております。暗い中での避難勧

告や指示については、かえって被害の拡大につながるとの懸念はあるものの、早い

時期に避難を呼びかけることへの大切さを教えられたと考えております。 

 町の防災対策につきましては、日野町水防計画により、気象台から強風、大雤洪

水注意報が発表され、町に影響が予想されるときに水防体制の配備を行います。ま

た、暴風、大雤、洪水警報が発表され、町に影響を受ける可能性が高い、または災

害の発生が確実に予想される場合は、災害警戒本部体制に移行し対応をいたします。

特に町の課題としては、土砂災害の危険性が高いことから、降雤量を監視し、早い

段階で避難勧告、または避難指示を出すことが重要と考えております。 

 次に、住民の皆さんへの防災教育についてでございますが、町では７地区を巡回

して毎年総合防災訓練を実施し、できるだけ多くの住民の方々に参加いただく中で、

防災意識の向上に努めております。また、防災に係る出前講座については、担当職

員が町の防災に対する取り組み状況や、家庭、地域における災害への備え等につい

て説明をさせていただくとともに、住民の皆さんと意見交換を行っているところで

ございます。 

 次に、台風18号での災害復旧状況でございますが、国道、県道、河川災害につき

ましては、国の災害普及事業の対象となる箇所は、12月16日の週に災害査定が行わ

れ、採択をいただければ、県管理河川では日野川等６河川で８ヵ所について、平成

25年度から26年度にかけて復旧される予定です。国の災害の対象とならない箇所は、

県単独事業で危険な箇所より順次復旧工事を進めていただいているところです。 

 町の災害普及事業につきましては、町道３路線、河川２河川の大きな災害につき

ましては、災害査定により採択をいただければ、国の災害復旧事業により対応をい

たしていまいります。災害の対象とならない復旧工事につきましては、今年度事業

において、町単独事業において対応をいたします。また、自治会管理の道路、水路、

崖地対策は、補助金交付要綱を新たに制定し、対応をしております。また農林業施

設につきましては、農地、農業施設の被害の大きい５集落の８ヵ所を、国の災害査

定を受けております。その他の農林業施設等の災害復旧については、農地、農業用

施設、および林道、林内作業道の集落や、林業団体等での復旧工事について補助金
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交付要綱を新たに制定し、対応しております。 

 観光にかかわります災害復旧につきましては、しゃくなげ渓観光用木橋の破損や

流出、またしゃくなげ群落内の遊歩道の崩壊による復旧工事が必要となり、今議会

に補正予算を提案し、来シーズンの始まりまでに現状復旧をしたいと考えておりま

す。 

 また、被災墓地の復旧につきましては、新たに補助金交付要綱を定め、地元調整

を進めているところでございます。 

 それぞれの集落の関連につきましては、区長さん等と連絡を取り合いながら、事

業を実施していくこととしております。 

議長（杉浦和人君） ６番、冨田 幸君。 

６番（冨田 幸君） 再質問をさせていただきます。 

 この災害発生時の伝達は、冒頭平山議員から質問がございましたので、私は、や

はり未明であろうが夜中であろうが、まず地元へそれぞれ、結局は区長さんになる

んでしょうが、連絡をしていただくべきやかなかったかなと思いますので、この点

については、総務課長、もう一度答弁をお願いしたいと思います。 

 それから、先ほどちょっと例示を挙げて、この釜石の避難の３原則を申し上げま

したが、こういうことに関しまして、先ほど、今の町長の話がありましたように、

毎年総合防災訓練を各地域を回ってやっていただいております。そうしてまた出前

講座もされているということも聞きますが、こうした特に、先ほど申しました子ど

もたちの命に何かがあったらえらいことでございますので、学校の教育の中で、こ

ういう教育をされているのかどうか、あるいはなければ、今後こういう子どもたち

の災害に対する防災教育、これをされるお考えがないかどうかをお伺いをいたしま

す。 

議長（杉浦和人君） 総務課長。 

総務課長（池内俊宏君） ただいま冨田議員さんの方から、再質問をいただきました。 

 未明であっても、区長さんに伝達をすべきであったというようなことでのご質問

でございます。町長の方から答弁をさせていただいておりますように、未明という

ことで区長さんへの周知を行わなかったということでございます。当初は行う予定

をしておったということでございますが、現状未明であったということ、あるいは

災害の状況も、特別警報が出たということと、身の回りに危険が迫っていることと

イコールというようなことには、なかなかならないのかなということで、全ての区

長さんに一律に周知をするということはいかがかなということもあって、周知もし

なかったということでございます。そうした中、土砂災害の危険性がありますとか、

以前に崩れたところがあるので、あるいは河川が増水したことがあるのでというよ

うなところにつきましては、あらかじめ区長さんと連絡を取り合いながら、連携を
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密にさせていただくというようなことが、より適当なのかなというようなことを思

ってございます。そういったことから、今後におきましても、一律に区長さんに伝

達をするという方法は、尐し差し控えさせていただいた方がよいのかなと、このよ

うに思っておるところでございます。また、連絡をさせていただきましても、それ

を雤がひどい中、どうして区民さんに周知をするんやというようなことになります

と、区長さんがどこまで責任を持っていただくというふうなことを、町からもお願

いをするということにもなろうかと思いますので、そこまで町からお願いをさせて

いただくというのは、尐し無理があるのかなというふうに思いますし、外へ出たこ

とによって、また道路等がいつどこでどういう状態で、陥没をしておったりいうよ

うなことも状況も分からないということもございますので、そういったことも含め

まして、慎重に対応させていただかなければならないのかなと、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） 教育長。 

教育長（奥村 薫君） 学校等での防災教育についてのご質問でございますけれども、

それぞれの学校、園では、防災教育を計画的に実施しております。さまざまな資料

等も国、あるいは県等からも出されておりますので、そうしたものも活用しながら、

防災教育を実施しているところでございます。また、それぞれの学校で、マニュア

ル等も作成しまして対応しているところでございます。大体どこの学校、園でも、

年間３回程度の避難訓練等を行っております。想定としましては、火事あるいは地

震、また不審者等の対応等を想定しておりますし、また時間的にも、授業中にそう

したものが発生した場合、あるいは休み時間に発生した場合等、いろいろな場合を

想定しながら対応の訓練をしているところでございます。また、先だっては、中学

１年生の親子フォーラムで、岩手の震災を体験された方のお話を、岩手県だったと

思いますが、経験された校長先生のお話を聞いたりとか、昨年はうちの職員が、釜

石でしたか東北の震災のあった現場にも行きまして、いろいろな写真等も撮りなが

ら、実際にどのような対応されたかも研修しながら、日野町にも広めてもらったと

ころでございます。子どもたちの命を守ることが一番であるというふうに考えてお

りますので、これからもさまざまな訓練もしながら対応し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） 今の住民の周知に関しましては、課長のおっしゃることも分か

らなくはないのですが、やはりああいう警報が出ますと、早い時期に地元に連絡を

するべきだなと思いますし、また当然そういった災害においては、各地元が対応を

いかにするかということが、これはまた各集落等で研究しておく問題だとも思って

おりますが、その辺の連携も、今後ともよろしくお願いしたいと思います。 
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 そして今の子どもの方に対する教育でございますが、何か今申し上げたような、

これは先ほど申し上げました避難の三原則は、これはほとんど逃げることでござい

ます。こういうようなことを、もっと具体的に現実に、子どもたちに教育している

かどうか、それだけもう一度お願いを申し上げます。 

議長（杉浦和人君） 教育長。 

教育長（奥村 薫君） 逃げること等についてのご質問でございますけれども、学校、

園等で実施しております避難訓練は、例えば火事ですと、どの経路を通って、どこ

に集合するかということ、大体グラウンドに集合するわけでございますけれども、

想定場所も、そのときによりまして家庭科室から火が出た場合、あるいは次回はも

っと違う場所から火災が出た場合、経路を変えなくてはいけませんので、そうした

いろいろな場合を想定しまして、避難訓練を実施しているところでございます。ま

た、不審者等につきましても、どこから入ってくるかも分かりませんので、そうし

た場合も、場合によっては体育館に避難する場合ですとか、日野小学校の場合です

と、いつもはグラウンドに避難するわけでございますけれども、公民館の方に避難

しなければいけないということも想定したり、いろいろなケースを想定しながら、

年間にそう何回もできませんので、年度を追いまして、いろいろな場合を想定して、

何年間のうち、いろいろなケースが訓練できるということを想定しまして、計画的

に実施してい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） 今質問しているようなことは、我々の子どもの時分にはなかっ

たことでございますが、これから質問する、子どもたちの数の問題といいますか尐

子化の問題にも関連しますので、今後ともよろしくお願いしたいというふうに思い

ます。 

 それでは、２点目の質問に入ります。 

 日野町における就学前教育、保育の考え方についてでございます。現状の幼稚園

と保育園での子どもたちの状況について、改善すべき問題点はないのかについてお

伺いをいたします。町内の幼稚園は、皆さんご存じのとおりもう６園で、入園児数

にかなりの差があり、尐人数の園は集団が成り立たない状況にあるというように聞

いております。保育所は、公立私立合わせて４園、来年４月には５園になるかもし

れませんが、各園ともに定員を超えている状況であり、各年齢の保育を保証するこ

とも難しく、また混合クラス編成や、保育室がなくホールを使用している状況でも

あるというふうに聞き及んでもおります。こうした中、当然途中入所を受け入れる

にも、無理があるようにも聞いております。幼稚園と保育所の子どもたちの状況に

差があり過ぎるのではないか。これはなかなか難しい問題だとは思いますが、例え

ば幼稚園で延長保育などを行うなどすれば、保育園への状況が尐しでも改善される
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面が出てくるのではないかというふうにも考えます。これら町の対応について、お

伺いをいたします。 

 ２つ目は、幼稚園教育、保育所の養護、保育の面で、それぞれ良さがあると思い

ます。町として両方のよい面を取り入れた就学前教育をどう考えていくのか。また、

今日も子ども・子育て会議の創設の条例の問題がございますが、新しくされます子

ども・子育て新システムに向けての考えも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） 日野町における就学前教育、保育の考え方について、ご質問を

いただきました。 

 まず、現在の日野町内の４園保育所の状況でございますが、定員295名に対して345

名が入所いたしております。４園全てで定員を超えており、弾力運用でできるだけ

多く受け入れているところでございます。近年社会状況の変化や保護者の生活スタ

イル、就労形態の変化により、保育所への入所を希望される保護者の方が急増して

おり、その対応が課題となっております。 

 町では、昨年開催の保育所運営委員会において１園増園が決定され、その要請を

受けて、日野福祉会が定員60名の保育所を、平成26年３月完成に向けて建築を進め

ていただいているところでございます。また、平成27年４月開園を目指し、町立こ

ばと園の新園舎を、現在より定数を増やして建築する予定でございます。これら２

つの園舎の整備により、急増する入所希望者への一定の対応ができると考えており

ます。 

 次に、子ども・子育て新システムにつきましては、平成27年度から本格施行とな

りますことから、平成26年度に子ども・子育て支援事業計画を策定する予定で、現

在保護者の方のニーズを把握するためのアンケート調査を実施しております。アン

ケート調査の集約結果をもとに、日野町子ども・子育て会議等で議論し、国や近隣

市町の状況も把握する中で、検討をしてまいりたいと考えているところでございま

す。 

 幼稚園に関する点につきましては、教育長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） 幼稚園に関するご質問でございますけれども、ご存じのよう

に、園児の尐ない園もあることから、尐人数園のよさも生かしながら、大勢で遊ぶ

体験などを増やすように、小規模園４園交流や大規模園との交流を積極的に実施し

ているところでございます。 

 また、日野幼稚園の３歳児は定員を超える状況でありまして、今回も抽選を行っ

たところです。さらに日野幼稚園では、４、５歳児を対象に預かり保育を実施して

おりまして、15名が利用されております。この事業は平成18年度からモデル事業と
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して行っているもので、今後この課題や成果の状況も踏まえて検討してまいりたい

と考えております。 

 次に２点目の、就学前教育のあり方や幼保一体化等の取り組みでございますけれ

ども、子ども・子育て新システムに向けて、現在福祉課で実施されているニーズ調

査の結果などをもとに、庁内関係課による情報の共有を行いまして、国や近隣の市

町の状況も勘案する中で、さらに検討してまいりたいと考えております。 

 なお、桜谷幼稚園とさくら園につきましては、隣接していることから、交流保育

などを実施できるように前向きに検討しているところでございます。 

 また、来年度に幼稚園や小学校のあり方等について検討する組織を設置すること

を視野に、近々教育委員や校園長による事前の調査検討委員会を立ち上げ、集団の

あり方や今後の方向など議論いただく内容を協議し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） １番目のことでございますが、要は保育園は増設していただい

て、園の数は定員いっぱいでやっていけると、こういう問題かと思いますが、その

分、幼稚園の子どもたちが非常に尐ないということで、先ほど申し上げました幼稚

園の方で延長保育等の対応をすることによって、保育所に行ってもらっている子ど

もたちが、尐しでも幼稚園の方に向かわれる可能性があるんではないかということ

を、再度もう一度お伺いをしたいと思います。 

議長（杉浦和人君） 教育次長。 

教育次長（岡 常夫君） 今冨田議員の方から、幼稚園における延長保育といいます

か、現在日野幼稚園で行っております預かり保育に関連する部分についてご質問を

頂戴したと思います。この平成18年度に実施をするときに、日野幼稚園と必佐幼稚

園と両方の保護者さん等に、アンケートをまずとらせていただきました。ほかの園

も同様にさせていただいたんですが、注目すべきところについては、日野幼稚園の

保護者さんの方からの、預かり保育の希望が多くございました。それとあわせて、

その前年に、それまで13時半までの保育時間を14時までに30分延長をしております。

そしてそのアンケートで、必佐地区は余りご要望がございませんでして、日野が多

かったということで、定員30名で、国等の状況でない、日野町単独の試行モデル事

業として実施してきているものでございます。定員30ですが、２時から４時半まで

の希望が一番多くございましたので、その希望の多かった時間帯に設定をし、スタ

ートをしたところでございます。10人以上を基本としてしようということでモデル

実施をしまして、今年度15名ということでございます。来年度26年度は20名余りに

なるのかなと思います。就労の形態の多様化等と、それから保育所との関係で、希

望される方のニーズも変わってきている部分もあるのかなと思います。今回、これ

もモデル事業として実施をしておりますので、先ほど教育長の答弁にありましたよ
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うに、もう尐し今後も検討をしていく必要があるかなということで考えております。 

議長（杉浦和人君） ６番、冨田 幸君。 

６番（冨田 幸君） 質問を終わらせていただきますが、大変日野町内、幼稚園、保

育園ともに、保育園は我々のところはないわけなんですが、特に幼稚園が尐子化で

２桁にも満たないような園の子どもの数でございます。先ほどの子ども・子育て会

議等の会議も結構ですし、いろいろな検討をしていただくのは結構なんですが、何

とかこの子どもたちが各地域で偏った保育にならないような方法を、今後とも取り

入れていただくようにお考えをいただくことをお願いをいたしまして、私の質問を

終わります。 

議長（杉浦和人君） 以上で５名の諸君の質問は終わりました。その他の諸君の一般

質問は明12日行いたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

－異 議 な し－ 

議長（杉浦和人君） ご異議なしと認めます。 

 それでは、その他の諸君の一般質問は明12日に行いますので、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） お疲れさまでございました。 

－散会 １７時５３分－ 


