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第５回日野町議会定例会会議録 

 

平成２６年９月１６日（第３日） 

開会  ９時００分 

散会 １５時２３分 

 

１．出席議員（１３名） 

 １番  村 島 茂 男   ９番  西 澤 正 治 

 ２番  中 西 佳 子  １０番  東  正 幸 

 ３番  齋 藤 光 弘  １１番  池 元 法 子 

 ５番  蒲 生 行 正  １２番  平 山 敏 夫 

 ６番  冨 田  幸  １３番  對 中 芳 喜 

 ７番  髙 橋  渉  １４番  杉 浦 和 人 

 ８番  小 林  宏     

 

２．欠席、遅刻、途中退席および早退議員 

   な  し 

 

３．地方自治法第１２１条により説明のため出席した者の職氏名（１９名） 

 町 長  藤 澤 直 広  副 町 長  平 尾 義 明 

 教育長職務代理者 
教 育 次 長 

 岡  常 夫  総 務 政 策 主 監  沢 田 友 男 

 総 務 課 長  池 内 俊 宏  企 画 振 興 課 長  古 道  清 

 税 務 課 長  増 田 昌一郎  住 民 課 長  高 橋 正 一 

 福 祉 課 長  壁 田  文  介 護 支 援 課 長  夏 原 英 男 

 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  生 涯 学 習 課 長  福 永  豊 

 学 校 教 育 課 長  望 主 昭 久  会 計 管 理 者  川 東 昭 男 

 住 民 課 参 事  宇 田 達 夫  上下水道課参事  寺 嶋 孝 平 

 学校教育課参事  安 田 寛 次     

 

４．事務のため出席した者の職氏名（２名） 

 議 会 事 務 局 長  西 河  均  総 務 課 主 査  山 添 史 郎 
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５．議事日程 

日程第１ 一般質問 

 ８番  小林  宏君 

 １番  村島 茂男君 

 ５番  蒲生 行正君 

１１番  池元 法子君 

 ７番  髙橋  渉君 

１３番  對中 芳喜君 
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会議の概要 

－開会 ９時００分－ 

議長（杉浦和人君） 全員ご起立をお願いいたします。 

 一同礼。 

－起 立 ・ 礼－ 

議長（杉浦和人君） ご着席下さい。 

 ただいまの出席議員は、全員であります。定足数に達しておりますので、これよ

り本日の会議を開きます。 

 暑い時期でもございますので、上着を外していただいて結構かと思います。 

 本日の議事日程は、お手元へ印刷配付のとおりであります。 

 日程第１ 一般質問を行います。 

 12日に引き続き、一般質問通告表に基づき、順次発言を許可します。 

 ８番、小林 宏君。 

８番（小林 宏君） まず、議長にお許しをいただきたいと思います。このような形

で質問させていただくこと、お許しを賜りたいと思います。 

 皆さん、おはようございます。通告に従い、一般質問、分割方式でいたします。 

 １、児童虐待について。 

 ①全国の児童相談所が平成25年度に対忚した児童虐待の件数は、前年度比10.6パ

ーセント増の７万3,765件で、過去最多を更新したことが８月４日厚生労働省まとめ

でわかった。調査を開始した平成２年度から23年連続で増加を続け、７万件を初め

て超えた。 

 厚労省は増加の原因について、虐待が依然として減らないことに加え、社会的な

関心の高まりや、警察との連携が進み、通報で発覚するケースが増えたためと分析。

水面下で虐待が進行し、児童が死に至ることがないよう、今後も対策を進めようと

していると報道されました。このことも踏まえ、町の現状、取り組み、今後の対策

についてお尋ねします。 

 ②児童虐待について、定義、認識についてお尋ねします。 

 ③「すべての児童は、心身ともに、健やかにうまれ、育てられ、その生活を保障

される」と児童憲章にうたわれていますが、町の考えをお尋ねします。 

 ④対忚の窓口、体制についてお尋ねします。 

 ⑤町の虐待の年齢別、虐待種別、虐待者の内訳、虐待通告件数をお尋ねします。 

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

町長（藤澤直広君） おはようございます。 

 今日、２日目の一般質問ということでございます。まず、13日、14日、15日、そ

れぞれの地域で敬老会を開催いただき、議員各位にもご参加をいただいたところで
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ございます。それぞれの地域の皆さんが持ち味を出して、地域ぐるみで敬老会の催

しをしていただき、にぎやかに開催いただいたことを大変ありがたく思っておると

ころでございます。 

 また、必佐地区につきましては、それぞれの地域でやっていただくということで

ございまして、これからも日野町の高齢者の皆さんが元気でお過ごしいただける町

であればな、このように思っております。 

 なお、県下で一番高齢でございました、北川さんがお亡くなりになられまして、

県下で一番ということで、来週、知事と一緒にお祝いに寄せていただく予定でござ

いましたけれども、この点については残念なことでございましたが、これからも高

齢者の皆さんにとって、住みよいまちづくりに努力をしてまいりたい、このように

思っております。 

 さて、小林議員から児童虐待についてご質問をいただきました。 

 児童虐待につきましては、児童虐待の防止等に関する法律第２条で、保護者がそ

の監護する子どもに対して行う行為でございまして、身体的虐待、性的虐待、ネグ

レクト、心理的虐待の４つが規定されております。そのため、この状況の疑いがあ

れば、気づいた人が速やかに町や児童相談所に連絡することが義務づけられており

まして、町は支援体制を組み、児童やその家族への適切な支援をしていく必要があ

ると認識をいたしております。 

 町の現状といたしましては、年々児童虐待の件数が増え、平成24年度の78件から、

25年度は95件となっております。この背景には、親の育児不安や社会的孤立、経済

的な問題など、複数の要因が絡み合っているというふうに思われます。一方、近隣

住民の皆さんや、学校、園からの虐待通告の件数が増え、学校、園、地域社会の虐

待防止意識が高まり、子どもの日常の様子を注視し、見守っていただいていること

がうかがえます。 

 日野町では、要保護児童の早期発見、ならびにその適切な支援を図るため、児童

福祉法に規定する要保護児童対策協議会として、日野町子ども家庭支援地域協議会

を平成17年度から設置し、構成機関による代表者会議、実務者会議、支援内容を協

議する個別のケース検討会議などを行っております。また、定期的に学校、園から

情報提供をいただくなど、関係機関と連携して安全確認に努めております。今後も

連携を密にして、児童虐待防止に努めていきたいと思っております。 

 次に、児童憲章についてでございますが、子どもの安全・安心な生活が健やかな

育ちにつながると考え、虐待を受けている児童の早期発見、保護、その家族への適

切な支援が必要であると考えております。適切な支援を行うためには、子どもの背

景にあるものを多面的に見る必要があり、そのために、関係機関との緊密な連携が

重要であると考え、日ごろから気づいたことや、気になることを気軽に報告し合え
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る、この町ならではの風通しのよい連携を大切にしております。 

 次に、対忚の窓口体制でございますが、福祉課に担当を置き、各機関や住民から

の相談、連絡を受け、保健、教育などの関係機関で受理会議を行い、それぞれのケ

ースの内容に忚じて対忚をいたしております。 

 次に、児童虐待の件数などについてでございますが、この点については福祉課長

から答弁をさせますので、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） おはようございます。 

 町長より指示を受けましたので、答弁させていただきます。 

 町の虐待の件数は、平成25年度95件です。年齢別では、ゼロから３歳児が19件、

３歳児から就学前児童が25件、小学生が36件、中学生６件、高校生その他が９件に

なっています。 

 虐待の種類は、身体的虐待が30件、性的虐待が１件、心理的虐待が31件、ネグレ

クト33件です。 

 虐待者の内訳は、実父が49件、実母が43件、実父以外の父親が１件、その他が２

件という状況でございます。 

議長（杉浦和人君） 小林 宏君。 

８番（小林 宏君） 再質問いたします。 

 日野町子ども家庭支援地域協議会を平成17年度から設置し、構成機関による代表

者会議、実務者会議、支援内容を協議する個別のケース検討会議などを行っている。

定期的に情報提供をいただくなど、関係機関と連携して、また密にしてということ

ですが、もう尐しそれのことについて詳しく説明をお願いしたいと思います。 

 また、この町ならではの風通しのよい連携を大切にしていますということですが、

このことについても詳しく説明をしていただきたい。 

 ２つに、対忚の窓口体制を福祉課に担当課を置き、また、受理会議についてとい

うことですが、この２点についても詳しく説明をしていただきたい。 

 また、３つに、全国の児童虐待件数は７万3,765件、滋賀県は5,109件、ただいま

答弁いただきました、当町は95件ということですが、前年度より増加しているのか。 

 また、虐待の件数、年齢別、種別、内訳について答弁いただきましたが、この数

値をどのように受けとめ、分析されておられるのかお尋ねします。 

議長（杉浦和人君） 福祉課長。 

福祉課長（壁田 文君） まずもって、児童虐待の体制ということでございますけれ

ども、代表者会議といいますのは、各機関の代表者の方に寄っていただきます会議

です。これは年１回開催しておりまして、代表者の方に虐待などの認識を深めてい

ただくこと、また、各機関が連携を深めなくてはいけないということで、研修や報
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告などを行っております。 

 実務者会議につきましては、２ヵ月に１回開催しておりまして、この中ではケー

スの検討会議があるんですけれども、その中で、特にもっと機関的に連携しないと

いけないことですとか、もう尐しこの支援の仕方はどうだったんだろうという会議

を行っております。 

 ケース会議の方は、そのケースに忚じてでございますけれども、25年の４月から

平成26年の３月までは46回を開催しております。 

 そのほかにも、小中学校への引き継ぎですとか、転出、転入もございますので、

それの移管ケースなどを行っております。 

 風通しのよい関係といいますのは、連携体制ということになるんですけれども、

学校や園から定期的に情報をいただいているということ以外にも、学校の方で尐し

子どもたちの様子がおかしいなと思われたら、おかしいという時点で福祉課の方に

連絡いただくようにというところを、主に先生方にお願いしております。 

 それとあと、この小さい町でございますので、学校ですとか、保育園、幼稚園の

先生方に、お母さんの状況ですとか、子どもたちの状況ですとか、担当の方から聞

き取るということも随時しております。その辺がなかなか、大きな町ではやっぱり

体制としてできにくいところではないかなというふうに思っております。 

 それと、虐待の件数でございますけれども、24年度からは増えておりまして、そ

の件数が24年は78件でございましたので、25年は95件ということになりますと、た

くさん増えているということになります。 

 それと、ネグレクトですとか、身体的状況ですとか、そういうことが多いんです

けれども、身体的虐待につきましては、やはり家庭の状況ですとか、その辺、先ほ

ども述べましたけれども、経済的な状況などもございまして、親御さんの方の精神

的状態というのが子どもたちに身体的虐待を与えているのかなということを考えま

すと、やっぱり社会全体で住みよい社会になっていかないと、なかなか子どもたち

の虐待件数も減っていかないのではないかというふうに考えております。 

議長（杉浦和人君） 小林 宏君。 

８番（小林 宏君） ２つ答弁漏れたと思うんですが、１点、この町ならではの風通

しのよい連携を大切にしていますということですが、この町ならではの風通しのよ

い連携というのは、どういう点を考えておられるのか。 

 それと、対忚の窓口体制ですね、福祉課に担当を置き、また、受理会議について

詳しく説明して下さいと再質問しましたが、福祉課に担当を置いて、どういう体制

をとっておられるのか。また、受理会議について、もう尐し詳しく説明をお願いし

ます。 

議長（杉浦和人君） 福祉課長。 
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福祉課長（壁田 文君） 済みません、失礼いたしました。 

 先ほども尐し述べさせていただいたんですけれども、風通しがよいということは、

どこの機関にも福祉課の方からすぐに連絡ができたり、それから、いろんな状況を

福祉課の方にすぐに連絡いただけるというとこら辺が、風通しのよいというふうに

考えております。 

 それと、受理会議でございますけれども、学校現場ですとか、それから住民さん

の方から通告などがございましたら、その通告に関しまして、福祉の方でおります

担当と学校の担当、それから保健センターの担当の者が寄りまして、この虐待につ

いて、例えば生命に危険性があるので、すぐに児童相談所に相談を入れて、現場を

見に行ってもらわないといけないのか、ネグレクトというような形での虐待ですと、

もう尐しご家庭の様子をきちんと聞き取り、次の対忚策を考えなくてはいけないの

かというところの受理会議をしまして、次の対策を考えるというところでございま

す。 

議長（杉浦和人君） 小林 宏君。 

８番（小林 宏君） 再々質問いたします。 

 先ほど、代表者会議は年に１回、また、実務者協議は２ヵ月に１回という答弁を

いただきました。この代表者会議、実務者会議の構成員というのか、それをもう尐

し詳しく説明をいただきたいと思います。 

 それと、私も当町から児童虐待を尐しでもなくしたいと。できれば、児童虐待の

ない町にしたいと考えております。町長のそこらの点について、忌憚のないお考え

をご披露いただけたらと思います。 

議長（杉浦和人君） 福祉課長。 

福祉課長（壁田 文君） 代表者会議の構成メンバーでございますけれども、滋賀県

の彦根子ども家庭相談センター、東近江健康福祉事務所、滋賀県東近江警察署、そ

れと、町立の保育園、わらべ保育園、社会福祉協議会、福祉課、保健センター、日

野記念病院、教育委員会、学校教育課、生涯学習課、それから、町立の各幼稚園、

町立の小学校、中学校、日野高等学校などが代表者会議のメンバーでございます。 

 実務者会議につきましては、彦根子ども家庭相談センター、東近江健康福祉事務

所主任児童委員、尐年センター、教育委員会、学校教育課、福祉課、ときによりま

しては、企画振興課の方のＤＶ担当、保健センターなどでございます。 

議長（杉浦和人君） 町長。 

町長（藤澤直広君） 小林議員から、虐待のない町をということでございます。まさ

にそのとおりであるというふうに思っております。 

 この間、核家族化といいますか、最近の状況は、家族ということすら成り立たな

いような所帯の人数の尐なさというものが、日本全体にあるわけであります。 
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 そうした中で、親が子どもを１対１で見る、見ざるを得ない、そういう状況もあ

りまして、以前は社会全体で、結果として子育てをする、さらにはたくさんの家族

や兄弟の中で、親が直接やらなくても、お兄ちゃん、お姉ちゃんが子育てをするこ

と、ある意味ではオープンで開かれた社会といいますか、空間があったわけであり

ますが、昨今の小さな所帯、１対１、そして、親は誰もが最初は全て素人でござい

まして、その中でどのように育てていくのかというのは、悩ましいこともあって当

然であります。そういう社会状況の変遷のもとで、行政としてもそうした子育て支

援をしっかりすることによって、安心して子育てができる、そういう状況をつくら

なければならないというふうに思います。 

 そのためには、１つには、やはり子どもが生まれる前から、お父さん、お母さん

が、子どもが生まれ育つということについての学習といいますか、心構えといいま

すか、そういう準備段階から支援をどのようにしていくのか。これは保健センター

をはじめとしたところが役割を果たすことになろうかというふうに思います。あわ

せて、就学した段階におきましては、保育所や幼稚園、学校などにおいて、子ども

の状況をつぶさに見ていくことも大変大事であろうかというふうに思います。 

 一方で、社会全体が格差社会になっていることも含めて、子どもの中に貧困、家

庭自体の貧困もあって、生活のしづらさというものもあるわけでありますので、や

はりそこのところにもしっかり目を向けて、この子どもがどのような形、どのよう

に困っているのか、どこでこの家庭は大変な状況にあるのか、こういうことを学校

現場や民生委員さんをはじめとした、地域の皆さんの見守りの中でサポートをして

いく、こういうようなことが大事なのではないかなというふうに思っておりまして、

行政の果たす役割、教育現場の果たす役割、そして地域社会の果たす役割、そして、

この社会全体がもう尐しゆとりを持って、子育てを含めて対忚できる、そういうよ

うな状況をつくるために、努力をしなければならないのではないかなと、このよう

に思っております。 

議長（杉浦和人君） 小林 宏君。 

８番（小林 宏君） 要望しておきます。 

 私も一個人、また一議員として、個人的なことを述べさせていただきますが、今、

町長言われたように、行政と歩調を合わせて、互いに協力して、児童虐待のない町

にすべく、一生懸命取り組みたいと思います。要望です。 

 これで虐待について終わります。 

 次に、２番、防災教育・訓練について。 

 ①全国の小中学校を対象に実施した、防災教育・訓練の実態調査（群馬大災害社

会工学研究室）で、東日本大震災以前と比べ、避難訓練が６割、学習は２割増加し

たことが８月20日わかった。 
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 それとともに、実践学習、東日本大震災でほぼ全員が避難した、岩手県釜石市の

「釜石の奇跡」に学び、実践学習への取り組みが増えていることが実証された。片

田教授は、「実践型学習や地域連携が必要との認識が学校間で高まった。子供の成長

にも大きな影響を与えており、防災教育に取り組むことの重要性が改めて証明され

た」と報道がありました。町の考え、取り組みをお尋ねします。 

 ２つ、全国の小中学校で取り組みが進んでいることが明らかになった、防災教育・

訓練。しかし、担当教員頼みの面があり、全校的に取り組んでいる事例は２割弱に

とどまり、学校敷地内のみでの訓練が９割にも上り、片田教授は「実効性と継続性

に課題が残る」と指摘されています。取り組み、考えをお尋ねします。 

 ③防災教育。思わぬ効果と報道されました。町はどのように受けとめていますか。

お尋ねします。 

議長（杉浦和人君） 教育長職務代理者。 

教育長職務代理者教育次長（岡 常夫君） おはようございます。 

 ただいま小林議員の方から、防災教育・訓練につきまして、３点のご質問を頂戴

しました。これにつきまして、順に私の方からご答弁申し上げたいと思います。 

 まず、１点目でございます。町内の小学校および中学校では、危機管理マニュア

ルを策定し、折に触れ指導するとともに、校内での避難訓練を実施しております。

児童を対象とした避難訓練は、防災訓練に限定しておらず、地震、また火災、不審

者対忚等も含めた訓練を、それぞれ各校で学期ごとに行っておりますので、年３回

の実施となっております。また、学校等の教職員におきましても、学校防災研修会

などを開催し、スキルアップを図っております。 

 議員ご紹介いただきました、岩手県釜石の事案につきましては、「釜石の教訓」避

難三原則の、①想定にとらわれるな、②最善を尽くせ、③率先避難者たれを、研修

会でも重要な学習のテーマとして捉えております。防災訓練は継続した取り組みが

重要でありますことから、これが途絶えることなく、今後も幼、小、中で計画的に

実施されるものと考えております。 

 ２点目でございます。在校中における災害に対する避難誘導は、全児童生徒をい

かに安全に避難させ、また、各家庭に引き渡すということが最大の使命となります

ことから、教職員の責任は大きなものがあります。学校から安全に避難誘導するに

は、繰り返し訓練を行うことが重要であると考えておりますことから、全生徒が学

期ごとに避難訓練を実施し、参加しているところでございます。 

 ３点目でございます。先ほどご紹介のあった、「釜石の奇跡」では、自助というこ

とが大きくクローズアップされました。自助意識の高まりが、結果として共助につ

ながり、共助という意識が大きな力となって、地域住民が安全に避難できたと思わ

れます。自助意識の高まりは自分を大切に思うことではありますので、そこからま
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た他人を大切にする気持ち、他人を思いやる気持ちが育まれるのではないかと考え

ております。 

 以上、ご答弁とさせていただきます。 

議長（杉浦和人君） 小林 宏君。 

８番（小林 宏君） 再質問いたします。 

 避難訓練は防災訓練に限定される。地震訓練、火災訓練、不審者対策訓練を含め

た訓練を、年間３回実施と。釜石の教訓を避難三原則として、重要なテーマと捉え

ている。全生徒をいかに安全に避難させ、各家庭に引き渡すことが最大の使命とな

ることから、教職員の責任は大きなものがある。繰り返し訓練を行うことが重要で

あると答弁をいただきました。立派な取り組み、考えと思います。 

 防災教育・訓練の実態調査では、学校敷地内での被災の想定が９割、登下校中の

被災を想定、校外での被災を想定しているという小中学校は１、２割と、尐ない結

果が出ています。答弁で、校内での避難訓練を実施しているということですが、校

外での避難訓練実施は考えておられませんか。 

 「釜石の奇跡」では、自助ということが大きくクローズアップされた。自助意識

の高まりが、結果として共助につながり、共助という意識が大きな力となって、地

域住民が安全に避難できたと思われる。そのとおりだと思います。 

 防災教育が熱心に行われることにより、防災意識の高まりはもとより、他者を思

いやる心や自主性、地域の愛着、命を守ること、人のつながりの大切さを知ったな

ど、教育全般へのさまざまな波及効果も高まっていることが確認されたと言われて

おりますが、当町ではどうでしょうか。お尋ねします。 

議長（杉浦和人君） 学校教育課長。 

学校教育課長（望主昭久君） おはようございます。 

 それでは、小林議員さんの再質問の方に答弁させていただきます。 

 先ほど次長が申しましたとおり、学校における災害防災訓練につきましては、火

災、不審者等もさせていただいています。在校中における全生徒をいかに安全にご

家庭に引き渡すかというのが最大のテーマとなっておりますので、現在は校外まで

の避難訓練については考えておりません。 

 また、自助、共助そのものが全て大きな力となって、また、子どもさんの自尊意

識を高めるということについては、そのとおりかというふうに考えております。 

議長（杉浦和人君） 小林 宏君。 

８番（小林 宏君） 答弁漏れがあったと思うんですが、防災教育、避難訓練ですね。

それによって、先ほど言いましたが、防災意識の高まりはもとより、他者を思いや

る心や自主性、地域への愛着、そういったこと挙げましたが、日野町ではそういう

防災教育の効果とか、児童のそういう防災に対する意識の高まりとか、そういうも
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のは感じられておりませんか。 

議長（杉浦和人君） 学校教育課長。 

学校教育課長（望主昭久君） 申しわけございません。答弁漏れの方、させていただ

きます。 

 片田教授の言われたとおり、そのような防災教育をすることによって、自尊意識

が高まるということも統計的には出ておるんですが、日野町の方でもまさにそのこ

とが、継続した避難訓練とか、そういうことをすることによって、自分を高める、

自尊心を高めるということにつながっていくかというふうに考えております。 

議長（杉浦和人君） 小林 宏君。 

８番（小林 宏君） 再々質問します。 

 校内での訓練がほとんどやと思いますね。今答弁いただいて。校外における訓練

は考えておられませんか。校外でやることは、危険、交通とか、そういう事故の懸

念もありますし、大変懸念されると思うんです。また、動力的にも大変だと思うん

ですが、校外の学習訓練は、また校内での訓練と違って、効果が非常に大きいと言

われておるんですが、そういったことで考えてはおられませんか。 

議長（杉浦和人君） 教育長職務代理者。 

教育長職務代理者教育次長（岡 常夫君） 再々質問を頂戴しました。 

 校外での訓練ということでございますが、校外といいますと、基本的に考えれら

れるのが、登下校じゃないかなと思います。登下校につきましては、子どもさんの

通学路というのがございますので、全体が一斉にするということは、これはなかな

か難しい状況でもございます。 

 ある学校では、地域の危険箇所の安全マップ作成にあたって、地域の自主防災組

織の皆さんとかのご協力をいただきながら、そのような想定を行う中での訓練のよ

うなものをしてもらっているところもございますので、それぞれの個々の学校、ま

た、通学をされている地域からの状況、いろんな状況がございますので、基本的に

現在では校内での、避難所にもなっています、一番安全な学校における校内での訓

練を中心に今行っているというところでございます。 

議長（杉浦和人君） 次に、１番、村島茂男君。 

１番（村島茂男君） 皆さん、おはようございます。 

 それでは、通告書に伴い、３点、一問一答にて質問させていただきます。 

 まず１つ目ですけれど、国際交流の今後を考えるということで、７月２日から10

日にかけ、ブラジルの日野町姉妹友好都市エンブ市に訪問してきました。せっかく

貴重な体験をさせていただきましたので、気づいたところ、質問させていただきま

す。 

 議会開会の冒頭に、副町長の報告がありましたが、市長はじめ、議会議長、日本
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人会の方々の盛大、熱烈な歓迎を受け、貴重な懇親を、お互いの気持ち、また確認

をさせてもらって帰ってまいりました。また、以前に韓国の恩山面に訪問された方々

にも、ご意見、感想を聞かせていただきました。 

 そこで、今後の姉妹提携、友好のあり方についてお聞きします。 

 まず、ブラジル、エンブ市と30年も過ぎ、２世、３世と高齢化してきました。今

後、町としてはどのように対していくのかお伺いします。 

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。企画

振興課長。 

企画振興課長（古道 清君） 村島議員さんのご質問にお答えさせていただきます。 

 まず、ブラジル連邦共和国エンブ市とは、訪伯を14回、延べ117名、招聘、来町は

15回、延べ93名となり、30年間にわたり交流を重ねてきました。過日のエンブ市訪

問においては、日野友好の会の方々が中心となり、すばらしいおもてなしをしてい

ただきましたが、日野友好の会の方々も高齢となられ、次世代へ引き継ぎが課題と

の報告を受けています。 

 改めて姉妹都市交流の原点を考えますと、やはり交流による対話と、信頼関係の

醸成が大切なのではないかと思います。世代が変わりましても、エンブ市と日野町

とのご縁を大切にして、今日まで積み上げてきていただいた信頼ときずな、歴史を

絶やさぬよう、情勢に忚じて対忚を重ね、交流を継続、発展させたいと考えていま

す。 

議長（杉浦和人君） 村島茂男君。 

１番（村島茂男君） 引き続き、課長に質問させていただきます。 

 今回は５名で訪問させていただきましたが、私もいろいろ相談されたときも、町

の方から議会としても22年ぶりということを聞いていましたし、５名行ったわけで

すけれど、国際親善協会、また会員等、何人の方に訪問の勧誘をされましたか。 

議長（杉浦和人君） 企画振興課長。 

企画振興課長（古道 清君） 再質問にお答えさせていただきます。 

 なかなか期間の問題とか、あるいは費用の問題等もございまして、親善協会の会

報なりでお知らせしたりとか、そういう形で公募もさせていただきましたが、やは

り条件に合致していただける方がなかなか難しい面もございまして、最終、親善協

会の方から２名の方にご忚募いただいたと。最初から希望もされてきたという状況

もございます。 

 さらには、いろいろ事務局の方も通じまして、思われる方については声かけもさ

せていただいたというような状況でございます。 

議長（杉浦和人君） 村島茂男君。 

１番（村島茂男君） 私も数名に声かけられたんですわ、「行くんですか」というの



3-13 

でね。「遠いので大変やな、頑張ってきてや」とかいうので。それから、２人ほどは

声をかけさせてもらって、課長の今の答弁のように、なかなか期間的とか、年齢的

にちょっとそれだけは厳しいかなとかいう話があったんですけど、ざっくりで結構

ですので、何名ぐらいに声をかけたか、ちょっと分かる程度で結構です。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（古道 清君） ちょっと私の方で、今何名にお声かけしたというのは

数字的に把握しておりませんので、再度また確認してお答えさせていただきたいと

思います。 

議長（杉浦和人君） 村島茂男君。 

１番（村島茂男君） 分かりました。 

 それと、副町長と話していた中でもあったんですけれど、やっぱり向こうの市長

も議会の方も言っておられたんですけれど、今後、若い世代にどのように伝えてい

って、参加をアピールしていくか。 

 というのは、我々の方でも、なかなか若い人が参加をしてもらえないと思います

し、ブラジルの方も、エンブ市の方も２世、３世、全体に高齢化しています。だか

ら、若い人というのは、ちょっと興味も薄れていくようなところもあると思います。

向こうも大変かなというようなことを言っておられたんですけれど、我が町として

はずっと続けていくというのに際しまして、若い世代にどのように伝え、参加をア

ピールしていくのか。もう一度課長、よろしくお願いします。 

議長（杉浦和人君） 企画振興課長。 

企画振興課長（古道 清君） 若い世代の方へのアピールでございますが、１つは、

私の望むところにもなるかと思いますが、やはりルートとしましては、国際親善協

会を通じてという部分が必要かなと思っております。という意味では、親善協会の

中で、やはり順に育ってきていただくような手だてが必要かなというようには考え

ております。 

 それと、今、多文化共生ということが言われておりますので、本来ですと、生活

の場面からそういうつながりができて、例えば日本にもブラジルの方がたくさん来

ていらっしゃいますので、そういう方とのつながりができて、自然と醸成していく

というのは大事なことかなと思うのですが、やはり現実面といたしまして、実際に

ブラジルの方が来ておられて、その方たちとつながりができていくというのは、か

なり難しい部分というのか、キーマンをどういうふうにつくっていくかというのも

難しい面がありますので、そういったことを思いながら取り組みを進めていけたら

なと思っております。 

議長（杉浦和人君） 村島茂男君。 
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１番（村島茂男君） 私も皆さんに「行ってきたの、どうやった？」というのはよく

声かけられますし、やはり大変良かったということを言うてますし、実感しました

し、若い方にも「一遍行ってき」と。「一生のうちに一遍ぐらいは行っておくとええ

で」と。やっぱり「ものすごく日本人のことをブラジルの方が大事に思っていてく

れるのを実感するで」ということも言っていますし、できるだけ若い方に、よさを

アピールしていっていただきたいと思います。 

 そして、最初の答弁の中にもありましたけど、来年３月に町村合併60周年と友好

30周年を兼ね、来町していただいてということでしたけれど、まずどのように行事、

歓迎体制、考えておられるのか、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（古道 清君） 来年３月につきましては、町村合併60周年記念式典と、

エンブ市友好30周年、恩山面友好25周年を兼ね、エンブ市、恩山面の方々を招聘し

たいと考えています。歓迎体制としましては、企画振興課が中心となり、日野町国

際親善協会さんと連携しながら、企画していくことを考えているところで、内容に

ついては、現在検討中というところでございます。日野町らしいおもてなしで歓迎

させていただきたいと存じております。 

議長（杉浦和人君） 村島茂男君。 

１番（村島茂男君） 副町長の報告にはありませんでしたけど、ワールドカップが開

催されていまして、そのせいか、大変治安が悪化しておりました。そういうことを、

我々の気持ちを配慮していただいたのか知りませんけど、察しておられたんでしょ

うね。大変我々も心配して行きました。余談ですけど、副町長と「保険もどうしよ

う。もうこの際、一番高いのかけとこうか」とか、そんな話をして行ったわけなん

ですけれど、向こうの市長が会員である、リゾートホテルに宿泊させていただきま

した。 

 これは、日本でもそう簡単に泊めていただけないようなホテルでありまして、私

もこんないいホテルは初めてやなというような、もう確実に隔離されて、夜になっ

たら外部者は１人も入れない。そんなよいホテルでしたし、また市長の奥さん、ま

た、その奥さんのお父さんに、我々も気に入ってもらったのか、実家の方においで

ということで、驚くような熱烈歓迎をしていただきました。副町長も私も、本当に

満足して帰ってきたなと思っております。 

 そういうところで、ぜひ負けないような対忚が必要と思います。検討中のことと

思いますけれど、課長個人としてはどのような気持ちかなと、その辺をいま一度お

願いします。 

議長（杉浦和人君） 企画振興課長。 

企画振興課長（古道 清君） ブラジル訪問のときにも、大変公的な面も越えて、プ
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ライベートなおつき合いもさせていただいたということで、いろいろお話も聞かせ

ていただいて、私も十分その辺について、後の報告会の方でも聞かせていただいた

ということがございます。 

 基本としましては、やはりオフィシャルな部分がございまして、その後でどうし

ていくかというのは、大変検討すべきことかと思うのですが、日野のよさというも

のもあると。例えば今、田舎体験という形でさせていただいている部分もあります

ので、そういうようなものも１つ、考えていく余地はあるのかと、そのように思い

ます。 

議長（杉浦和人君） 村島茂男君。 

１番（村島茂男君） ざっくりで結構ですので、続いて町長も一言、どのような感じ

で思っておられるか、よろしくお願いします。 

議長（杉浦和人君） 町長。 

町長（藤澤直広君） 私もブラジルも寄せていただきましたし、恩山面も寄せていた

だきまして、いずれも大変な歓迎を受けておりますので、また３月に来ていただい

たときには、今、課長が申し上げましたように、きちんと公式な部分で、記念式典

等でご挨拶などいただくことも含めて、また、懇親会も含めて、心から歓迎する体

制をとってまいりたいと、このように思っております。 

議長（杉浦和人君） 村島茂男君。 

１番（村島茂男君） 向こうも副市長も来られるということで、議長さんなり、議会

関係からも、できれば１人来るということでしたので、またそのときは私も一生懸

命接待させていただきたいなと思っていますので、その点はよろしくお願いします。 

 また、韓国、恩山面の方の交流ですけれど、私はちょっと行ったことないので、

分からないんですけれど、この際、ちょっと１つ聞かせてもらいたいんですけれど、

プラス面、マイナス面、また、相手先の交流の感触、今後の対忚、お聞かせ願いた

いです。 

議長（杉浦和人君） 企画振興課長。 

企画振興課長（古道 清君） 韓国、恩山面とは、小野の鬼室神社に祀られている鬼

室集斯の縁で、平成２年５月に姉妹都市提携を結び、恩山別神祭や百済文化祭への

訪問、当町諸行事の招聘などで交流、中学生の相互交流などを進めてきました。こ

うした取り組みと、諸先輩の皆様の公私にわたるご尽力のおかげにより、相互の親

近感を高め、きずなと信頼関係を築いてこられたと考えています。 

 ただ、恩山面におかれましては、韓国の地方制度上、自治権を持っておられず、

基礎自治体である扶余郡の面事務所としての機能の中で交流を続けてこられ、この

結果が訪韓36回、来日20回という差にもあらわれているようにも思います。 

 最近では、田舎体験の取り組み等に韓国の方が来られ、国内で思っているのとは
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違う、暖かい日本がこの日野にあるというようなことを話されていたこともありま

した。こうした今日までの貴重な経験をもとに、今後も国際交流が継続、発展する

よう、相手を思いやり、しっかり対忚を重ね、草の根から信頼関係を築き、粘り強

くきずなを結んでまいりたいと考えています。 

議長（杉浦和人君） 村島茂男君。 

１番（村島茂男君） 諸先輩方が努力していただいて、よい友好関係になっているわ

けなんですけれど、やはり世界情勢の移り変わりもありますし、特に日韓関係の冷

え込み等も心配されるところではあると思います。 

 行かれた方に聞くと、行ったことに対してはすごく熱心に対処してもらえますが、

やはり日本、日野町側から思っている気持から思うと、尐し温度差があるなという

ようなことは、３名ほどですけど、同じような感じでちょっと感じるなということ

を言っておられましたし、今のエンブ市とは大分違うかなと。逆に、我々思ってい

たより、ものすごく熱い感情でおられましたので、その辺のことも感じておられる

のか。 

 また、恩山面の面長がかわられたということですけど、その辺も面長との、何か

連絡とっておられるのか、あわせてお聞かせ願いたいです。 

議長（杉浦和人君） 企画振興課長。 

企画振興課長（古道 清君） まず、韓国側の対忚と申しますか、いろいろ問題が絡

んでいるということをおっしゃっておられますが、やはり基本は人と人のつながり

という面かと思います。韓国、恩山面さんの方につきましても、いろんな、いわゆ

る自治体としての財政自主権というのを持っておられない中で、頑張って今まで対

忚してきていただいたということで、引き続きその気持ちにお変わりはないものと

考えております。 

 また、恩山面の方につきましては、この７月に面長さんが、イゾングワンさんと

いう方だそうですが、おかわりになられまして、確認もさせていただきましたが、

来年３月の招聘の件、あるいは中学生の招聘の件については、十分意識はいただい

ておるということにお伺いしております。ただ、そこに伴います実態面として、や

はり財政自主権の問題もございますので、そういう面をクリアしながらということ

になるかと思います。 

議長（杉浦和人君） 村島茂男君。 

１番（村島茂男君） 分かりました。 

 国際交流というのは、今後もめまぐるしいスピードで変化していく時代で、交流

というのは、もっと大事に育んでいかなければならないと思いますので、今後も親

善協会の会員さんなどと会議を持っていただいて、末永く続けられるようにお願い

して、この質問を終わります。 



3-17 

 ２つ目ですけれど、生徒指導のあり方ということで質問させていただきます。 

 先日発表された全国の学力テストでは、滋賀県は小学生が44位、中学生が41位、

これは科目等で、全てではないと思うんですけれど、どの科目も平均を下回ってい

ます。 

 学力の点は、私の後に蒲生議員が質問されますので、省略させていただきますが、

とりわけ、我が日野中学校では、授業拒否の生徒が目立っております。学校周辺、

また松尾公園、平和堂フレンドマート等を徘徊しているところも、私も目にしまし

た。学校関係者ともお話しましたが、まだまだ前途多難な感じを受けました。 

 そこで、今後の教育委員会の対忚についてお聞きします。 

 まず、教育委員会としての経過、また対忚をお聞かせ願いたいと思います。 

議長（杉浦和人君） 学校教育課長。 

学校教育課長（望主昭久君） １点目のご質問でございます。 

 日野中学校の現状は、大多数の生徒は学習や部活動に積極的に取り組んでいただ

いています。音楽部に代表されるように、滋賀県を代表して、各種の大会に参加さ

れているところです。 

 しかし、ごく一部ではありますが、授業に素直に入れない生徒や、問題行動を繰

り返す生徒もいることから、町としては学習支援員などを配置するとともに、別室

登校での対忚をしております。 

 また、授業時間中に校外に出た生徒については、その都度教職員が指導を行って

おります。問題行動を起こした生徒には、本人と十分に話すとともに、生徒の保護

者に連絡し、家庭と学校が連携を図りながら、その対忚に努めているところでござ

います。 

議長（杉浦和人君） 村島茂男君。 

１番（村島茂男君） 済みません、１つ教えていただきたいんですけど、学習支援員

というのは、具体的に説明お願いできますか。 

議長（杉浦和人君） 学校教育課長。 

学校教育課長（望主昭久君） 学習支援員というのは、授業を担当の教科の先生がや

るわけなんですが、その学級に入って支援をしていくという支援員です。 

議長（杉浦和人君） 村島茂男君。 

１番（村島茂男君） ちょっと分かりづらいですけれど、結構です。 

 本人と十分話すとともに、生徒の保護者に連絡し、家庭と学校が連携を図りなが

ら、その対忚に努めております、そういう答弁ですけれど、その成果はいかがです

か。また、保護者の対忚はどのようなものですか。 

議長（杉浦和人君） 学校教育課参事。 

学校教育課参事（安田寛次君） 学習教育課参事の安田でございます。 
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 今のご質問でございますが、学習支援員さんについてでございますけど、まず、

各小学校も含めて、いろんな支援員さんを配置してもらっているところでございま

して、学級に入って、授業の支援をしてもらっているというふうな支援員さんもい

て下さいます。中学校の場合は、残念ながら教室に入れなくて、校内を動いている

というふうなことであれば、その生徒指導上の支援ということで、個別にサポート

するというふうな支援員さんもいて下さいます。そういった形で支援体制を組んで

います。 

 問題行動が起こった際には、各学年の生徒指導の担当の教員がおります。その担

当の者が中心になりながら、具体的にこのケースはどういうふうに扱おうというふ

うなことを慎重に協議をして、組織的に対忚するというふうな対忚を心がけていま

す。必要に忚じて、保護者さんの方と連絡をとって、家庭訪問にも出かけてもらっ

たり、あるいは保護者の方に学校の方においでいただいて、一緒に対忚を講じてい

くというふうな策を講じているところでございます。 

 ただ、残念なことに、大多数の子どもたちは非常に一生懸命頑張ってくれていま

す。ただ、限られた特定の尐数の子どもたちについて、なかなか家庭環境上、いろ

いろと課題があるというふうなこともありますので、１回の対忚ではすぐに解決が

できるというふうなことばかりではありません。粘り強く、組織的に対忚していく

というふうなことを大事にしています。 

議長（杉浦和人君） 村島茂男君。 

１番（村島茂男君） 学校側から連絡したときの保護者の対忚というのはどんな感じ

でしょう。 

議長（杉浦和人君） 学校教育課参事。 

学校教育課参事（安田寛次君） ケースによってさまざまでございます。中学校とし

て、保護者の方に深刻な内容について、先生の方からご相談をさせてもらったとき

に、忚じてもらえるケースについてはほぼあるというふうなことで認識をしていま

す。 

 残念ながら、おいでいただけないというふうなケースも、ままあるというような

ことも認識をしております。その場合については、学校の先生がきめ細やかに、そ

の子の立場に立って対忚していこうというふうなことを心がけているところでござ

います。 

 ただ、今後の課題として私が感じているのは、保護者の方々との、保護者間同士

のネットワークをいかにつくっていくのかというふうなところが課題ではないかな

というようなことを感じています。子どもたちのネットワークはどんどん広がって

いくんですけれども、保護者のネットワークはどんどん希薄になっていくというふ

うな傾向があるのではないかなというようなことを感じています。保護者がいつも
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顔なじみで、顔と名前が一致すると、そういうふうな関係づくりを構築していくべ

きではないかなというふうなことを感じています。 

議長（杉浦和人君） 村島茂男君。 

１番（村島茂男君） 今、参事がおっしゃられたように、やはり多様化した中で、親

もついていくのもなかなか大変だなと思いますし、いろんな非行に走るとか、そう

なってきたときには、学校では、学習支援員という、すばらしい生活指導を中心に

担っている方がおられ、ご苦労されていると思うんですけど、なかなか１人では大

変なこともあると思いますし、また、学校側で抱えるというのも大変なことがあり

ますので、父兄、防犯団体はもちろんですし、やっぱり尐年センターさん、補導委

員さん、関係団体ともまた相談していただいて、会議とかを持っていってはどうか

なと思いますが、その辺を伺います。 

議長（杉浦和人君） 学校教育課長。 

学校教育課長（望主昭久君） 今、２番目の質問のことかなというふうに思いますの

で、２番目について答弁させていただきます。 

 中学生の生活指導については、学校、家庭、地域、行政の四輪駆動で取り組むこ

とが大切であると考えており、中学校だけでなく、幼稚園から高校まで、一貫した

取り組みが必要と考えております。学校では生活指導担当者会を、幼、小、中、高

校が一堂に会した会議を持ち、町内における子どもたちの情報共有を図るとともに、

組織的に活動をしております。 

 また、中学校ＰＴＡでは、生活指導部を中心に、交通安全活動と街頭指導を行っ

ています。各地域では、安全なまちづくり協議会の皆様から、朝夕の見守りをいた

だいております。さらに、日野町青尐年育成町民会議や、日野町ＰＴＡ連絡協議会

では、初発型非行防止巡回指導として、ＰＴＡ愛のパトロールを実施していただい

ております。また、警察や補導委員と協力して、各種の活動を展開していただいて

いる日野町尐年センターが、町内における青尐年補導に果たす役割は大変大きいと

思っております。町として、深く感謝しているところであります。 

 教育委員会として、この尐年センターの運営委員会や、運営協議会に参加して、

構成団体が情報共有を図るなど、それぞれの団体が役割分担をしながら、尐年非行

等の防止に努力しているところでございます。 

 このように、日野町の子どもたちに対し、学校、家庭、地域、それぞれの立場で

見守っていただき、安心・安全なまちづくりに寄与していただいております。 

議長（杉浦和人君） 村島茂男君。 

１番（村島茂男君） 今の尐年センターさんともしゃべらせてもらいましたけど、や

っぱり、今、非常に困っていると。対処はどのようにしたらいいのかなというよう

な声も聞きますし、非行に走っていても、将来はどのように大成してくれるか分か
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りませんし、やっぱり大事な我が町の宝の１人であります。 

 先ほど申しておられたように、それぞれの団体の役割分担というのも大事ですけ

れど、やっぱり早急に各諸団体との会議をもっと一丸になって、協力し合って構成

してもらうような対処をしていかないといけないのかなと思います。私も実際に行

ったし、話しもしましたし、はっきり言ってなかなか手ごわいと思います。実感で

した。数人が行って「僕、こうやぞ」というようなレベルではないと思いましたし

ね。やはり全体が一丸となって早急に対処していかなかなと思いますけれど、その

辺はいかがですか。 

議長（杉浦和人君） 学校教育課長。 

学校教育課長（望主昭久君） 私ども、尐年センターの外池センター長さんには、日々

出会うと子どものことを聞いております。大変な状況ということも聞いております

し、また、尐年センターの方が、連絡があればすぐに駆けつけているケースという

のも聞いていますし、尐年センターの事務局に子どもがやってくるケースもたびた

び聞いておりますので、町としてもそのような会議に積極的に参加して、そして情

報共有を図りながら、子どもたちの純粋な成長に寄与したいというふうに考えてお

ります。 

議長（杉浦和人君） 村島茂男君。 

１番（村島茂男君） 私もそういう防犯団体の活動をしている１人ですので、何か質

問しとるだけやんけと思われても嫌ですので、先日、日野高校生のきらりから、ま

たもう一度近くで啓発しませんかというようなことがありましたので、学校へ行っ

てきたんですけど、担当の先生と生徒さんとしゃべらせてもらいました。生徒さん

の中では、後輩やからちょっと面識もあるよと、じゃ、僕たちも行きますよという

ことで、10月なんですけど、きらりと一緒に行こうということも相談させていただ

きましたし、それに伴って、地元の駐在員、日野警部交番の方も賛同するというこ

とで、フレンドマートへ行こうという計画もできましたし、それに合わせて尐年補

導員の森田さんや、尐年センターの外池さん、その辺にも声かけていって、一度一

丸となってやっていきたいなと思っていますので、その辺、またひとつ、教育委員

会からも協力よろしくお願いします。 

 ３つ目に、近年日野中学校離れといいまして、近隣の中学校へ行かれる方が多く

なってきたかなと思われます。このことも、こういった学校の非行等のレベルの低

下もあると思います。イメージが悪く、どの小学校でも優秀な子どもが他校に行く

という傾向があるというのをお聞きしました。あんなにすばらしい、県下でもトッ

プクラスの校舎を持っているのに、とっても残念なことだとも思いますし、そこで、

今後他校への流出をどのように食いとめる、また、考えておられるのか、参事の方

にお伺いします。 
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議長（杉浦和人君） 学校教育課参事。 

学校教育課参事（安田寛次君） 小学校６年生の子どもたちの中学校への進学に際し

て、近隣の中学校へ進学することに関しての質問でございますけれども、現在町で

は、平成15年４月の、中学校から高等学校に進学できる、６年間一貫教育システム

として創設されました県立中学校、また、近隣の私立中学校への進学者は、毎年度

およそ15名前後で推移しているところでございます。その数値を見込んで、翌年度

の日野中学校の生徒数、ならびに学級数の推計をさせてもらっているところでござ

います。 

 卒業生がどこの中学校へ進学するかは、それぞれの進路に向けて、子どもたちや、

保護者の皆さんの主体的な思いによって決定されることではありますが、町の教育

委員会としては、地元で育った子どもたちが、１人でも多く地元の中学校へ進学し、

中学校生活に励んでほしいと願っているところでございます。今後も中学校と連携

して、さまざまな働きかけをしていきたいと考えているところです。 

 そのためにも、魅力ある中学校の学校経営を展開し、中学校のよさを子どもたち

や家庭、地域の皆さんに広くＰＲしていくことはもとより、教育指導の面でも、小

学校６年間と中学校３年間という、義務教育９年間の一貫したカリキュラムの中で、

子どもたちを育んでいきたいというふうに考えております。 

議長（杉浦和人君） 村島茂男君。 

１番（村島茂男君） その中で、１つちょっと聞かせていただきたいんですけれど、

経験豊かな安田先生のことですので、大体の感じ的で結構ですので、近隣の中学校

に進学していくというのは、何がということはいえませんけれど、やっぱり優秀な

子が行っているやないかなというようなイメージはありますか。 

議長（杉浦和人君） 学校教育課参事。 

学校教育課参事（安田寛次君） それぞれの県立の３中学校については、１月に毎年

選抜の試験がありますので、そちらの方で小論文、さらには面接というふうな形で

試験を受けて、中学校に進学しているところでございます。 

 15名というふうに、先ほど申し上げましたけれども、私が所属していました小学

校の方でも、何人かの子どもたちが県立中学校の方に進学をしていきました。学力

の面で優秀な子どもたちもおりました。体力の面で優秀な子どももおりました。そ

のほか、芸術面で優秀な子どもたちもおりました。全てがそういうふうな形ではな

くて、それぞれが自分の目的意識を持って中学校生活を送るというふうなことで、

進学しているところでございますので、それぞれの生徒さんの成績がどうであるの

かというふうなことについては、答弁を差し控えたいというふうなことを思います。 

議長（杉浦和人君） 村島茂男君。 

１番（村島茂男君） 参事のイメージでキャッチしましたので。 
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 やはり、なおさらそういう人たちをとめるというか、地元の日野中学校から羽ば

たいていってもらえるように、努力をよろしくお願いします。 

 次に移ります。 

 ４つ目に、学力アップ、生徒の更生ですね。イメージの回復の具体策をお願いし

ます。 

議長（杉浦和人君） 学校教育課参事。 

学校教育課参事（安田寛次君） まず、学力に関する問題に対しましては、現在先に

公開をされました、全国学力・学習状況調査結果の解析の作業を行っているところ

で、先日も校長会を開催し、課題の分析と、課題解決のための具体的な方策の検討、

さらには、町内全体で共通実践として取り組んでいかなければならない内容の洗い

出し作業を行ったところです。 

 今後、その内容を具体的にどのように学級担任や、それぞれの教科の教科担任の

レベルで実行に移していくか、関係者による協議を重ねる中で、実施していきたい

と考えています。学力については以上のように考えております。 

議長（杉浦和人君） 村島茂男君。 

１番（村島茂男君） 次に、生徒指導にかかわる教員で、中心になって対処している

方がおられるんですかということを聞きたかったんですけれど、先ほど学習支援員

でしたか、具体的にクラスに入って頑張っておられるということで聞かせてもらい

ましたので、もう１つ、違う面で質問させていただきます。 

 中学生になると、もう体も大きくなってきていますし、考えも確立しています。

なかなか更生しにくいとは思います。小学校のうちに歯どめをできるような教育は

やっていけないのか。また、どのように行っているのかを伺います。 

議長（杉浦和人君） 学校教育課参事。 

学校教育課参事（安田寛次君） 小学校のうちに歯どめをというふうなご質問をいた

だいたわけですけれども、先ほど課長の方から答弁がありましたとおり、小学校と

中学校の生徒指導の担当者というふうな者が集まりまして、それぞれ小学校での課

題はどこにあるのか、そのための具体的な方策として、どうしていくべきなのかと

いうふうなことについては、協議を重ねているところでございます。 

 それから、子どもたちの地域での問題行動にかかわって、先ほど質問があったわ

けですけれども、私は中学校に入ってから地域の方々が子どもたちの方に声をかけ

るというのは、先ほど村島議員の言葉を借りますと、手ごわいというふうな言葉が

ありましたけれども、小学校のうちから地域の方々と人と人との交流を深めて、い

つでも声をかけ合いやすい、そういった関係づくりをしていくというふうなことが、

本当に大事ではないかなというふうなことを考えています。子どもたち自身の課題

もさることながら、家庭、地域、全体で子どもたちを面倒見ていくというふうなま
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ちづくりであってほしいなというふうなことを願うところでございます。 

議長（杉浦和人君） 村島茂男君。 

１番（村島茂男君） ちょっと聞いてみたいなと思っていたんですけれど、家庭内で

の教育として大事なんですけれど、携帯電話などで簡単にゲームができる時代にな

って、いつでもどこでもゲームできます。かなり、どこで見ていても、当然大人も

なんですけれど、ちょこちょこちょこちょこ携帯をしている人が多いですけれど、

大体小学生はどのぐらいの時間費やしているとか、そういうことを把握しておられ

ますか。 

議長（杉浦和人君） 学校教育課参事。 

学校教育課参事（安田寛次君） 携帯に対する子どもたちの向き合い方というふうな

形での質問でございます。 

 先ほど申し上げました、全国学力・学習状況調査というふうな調査については、

国語、算数、数学という、Ａ、Ｂ問題もさることながら、それに付随して、子ども

たちの学習生活状況を問うというふうな、生活質問紙もございます。全部で74の項

目に及ぶ生活質問紙でございます。その項目の中の１つに、今、議員がおっしゃい

ました、携帯のことについても項目として盛られているところでございまして、現

在その結果も含めて、解析作業に当たるというふうなところでございます。 

 なお、この課題については、学校教育だけで解決する課題ではありませんので、

家庭教育、さらには地域全体の課題として取り組んでいかなければならない課題で

あるというふうなことを感じております。 

議長（杉浦和人君） 村島茂男君。 

１番（村島茂男君） 中学校の方も聞かせてもらいましたけれど、やっぱり非行とい

うか、授業を抜け出すというのは、みんな携帯で連絡し合っているようですし、じ

ゃ、何してんねやと聞くと、やはり抜け出しても何するわけではなくて、携帯でゲ

ームをずっと１時間なりしているというようなことを聞いていますし、その辺やっ

ぱり把握していってもらって、小学校のうちにある程度、そればっかりしてたらだ

めなんだというような授業、うまく言えませんが、お願いしたいと思います。 

 最後になりましたけど、私も防犯団体で、その歯どめの一環として、小学校の出

前授業とかも行っていますし、やっぱり参事も課長も私も同級生ですし、みんなで

協力していってやりたいなということも思っております。四輪駆動というのは分か

りますけれど、まだまだ二輪走行と思われますし、だんだんと悪化していって、片

輪走行にならないように、ひとつよろしくお願いしたいと思います。 

 それでは、次の質問をさせていただきます。 

 地方公務員のあり方についてということで、先日、新聞の折り込みに、「知事選挙

期間中、日野町役場の複数の幹部職員が、特定政党の政治機関紙を勤務時間中に職
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員に配り歩いていたという話を聞き及んでいます。この行為は、地方公務員法第36

条、政治的行為の制限に抵触しているのではないでしょうか。このあたりの調査、

追及を議会に強く求めたいとの緊急の要望が事務局に届きました。「見直したい」と

しても真相の究明を求めたいと思います」という記事が載っておりました。議会に

も追求したいというような文面でもあります。 

 冒頭、「知事選挙期間中」とありましたけれど、私も個人的にいろいろな方から情

報もいただき、また調べさせてもらったところ、もっと以前から配布しているよと

いうのを見受けられているということを聞かせていただいていますし、事実である

ことも確認しております。また、新聞折り込みに入ってしまった以上は、多くの町

民が半信半疑していることとも思います。 

 そこで、できる限り分かりやすく、実状、真実の答えを、職員管理の立場から副

町長にお尋ねします。 

議長（杉浦和人君） 副町長。 

副町長（平尾義明君） ただいま、地方公務員にあり方についてご質問ございました。 

 地方公務員法第36条には、政治的行為の制限について規定をされております。第

２項に「職員が特定の政党その他の政治的団体等を支持し、又は反対の目的をもつ

て、公の選挙又は投票において投票をする、又はしないように勧誘運動をすること

などの行為」の制限がされております。 

 また、同条５項には「職員の政治的中立性を保障することにより、地方公共団体

の公正な運営を確保するとともに職員の利益を保護することを目的とするものであ

るという趣旨において解釈され運用されなければならない」とされております。 

 したがいまして、憲法で保障された職員の国民的自由は保障されなければならず、

法律が制限していない政治行動、活動までも制限することはできないものと思って

おります。 

 なお、新聞の配布は、当該規定に抵触するものではございません。また、地方公

務員法第35条には、職務に専念する義務があると規定されており、当然、全ての職

員は勤務時間中は職務に精励しており、記事にある行為はございません。 

議長（杉浦和人君） 村島茂男君。 

１番（村島茂男君） 今の答弁ですけれど、法律に守られているということなんです

けれど、新聞の配布は当該規定に抵触するものではない。中立性があり、また、勤

務時間中は記事にある行為はないという答弁ですけれど、事実は知っているが、勤

務時間前ならよいという解釈でよろしいですか。 

議長（杉浦和人君） 副町長。 

副町長（平尾義明君） 時間外におけます職員の個人的な行動まで監視することはで

きないものでありまして、また、すべきではないと、このように考えております。
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プライバシーは守らなければならないであります。思想、良心の自由は憲法にも保

障された基本的人権でございますので、侵害はしてはならない、このように考えて

いるところでございます。 

議長（杉浦和人君） 村島茂男君。 

１番（村島茂男君） ということは、職員も国民的自由が保障されているということ

ですね。 

副町長（平尾義明君） はい。 

１番（村島茂男君） それでは、そこでお尋ねしますけれど、時間外は新聞の配布は

認めるということですか。 

議長（杉浦和人君） 副町長。 

副町長（平尾義明君） 今、申しましたとおり、思想、良心の自由は憲法に保障され

た基本的人権でございますので、侵害をしてはならない、このように思っておりま

すし、一般的に、個人の職員がどのような新聞、また書物を購読、購入するかは、

憲法に保障されました思想、良心の自由でございますので、これも侵害してはなら

ないと、このように考えているところでございます。 

議長（杉浦和人君） 村島茂男君。 

１番（村島茂男君） 侵害してはならないということですけれど、その新聞は有償で

すか、無償ですか。 

議長（杉浦和人君） 副町長。 

副町長（平尾義明君） 先ほども言いましたとおり、新聞、書物などを、職員がどの

ようなものを読んだり購入したりということまでは、憲法に保障された思想、良心

の自由でございますので、そこまでは調査もしてございません。 

議長（杉浦和人君） 村島茂男君。 

１番（村島茂男君） でも、聞くところによりますと、収益、営利を目的にしている

のは事実だと思います。 

 そこで、有償であるということを前提にしゃべらせてもらいますけど、団体に奉

仕しているということですので、その奉仕を外に向けられませんか。多分、お金は

もらっていないと思うんですけれど、新聞自体は有償になっていると思うので。 

 職員の中には朝早くから掃除しておられる方とか、また、草木に水やりされてい

る方、私も早く来たときに見ていますけれど、そういう方向にそういう労力を向け

られませんか。 

議長（杉浦和人君） 副町長。 

副町長（平尾義明君） 先ほども申し上げましたとおり、公務員の原則は「すべて職

員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、且つ、勤務の遂行に当って

は、全力を挙げてこれに専念しなければならない」、このように決まっておりますの
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で、勤務中については全力を挙げてやると。時間外については個人の自由でやると

いうことでございます。 

議長（杉浦和人君） 村島茂男君。 

１番（村島茂男君） 個人の自由ということで、法に触れないということであれば、

ここだけちょっとお答えしていただきたいんですけど、その方々は一般職員ですか、

また、管理職ですか。 

議長（杉浦和人君） 副町長。 

副町長（平尾義明君） 先ほど言いましたように、時間外についてはプライバシーが

ございますので、そこまで調べる必要もございませんし、調べようとも思ってござ

いません。 

議長（杉浦和人君） 村島茂男君。 

１番（村島茂男君） これ以上は追っかけになってしまいますので。国家公務員は政

党の機関紙を配布することは、調べさせてもらったところでは、人事院規則の政治

的行為ということで、配布はもちろん、援助も禁止されています。 

 地方公務員はそこまでの規制がなく、国民的自由が保障されているし、そこまで

はできないよという副町長のお答えですけれど、かたいこと抜きで、町民感情とし

まして、公務員というのは、一般の方からは、当然公平で、やっぱり平等にきちっ

とやっていくというイメージがありますので、副町長のこういう問題があった、尐

なからずそういう新聞折り込みにすっぱ抜かれてしまったというのも、何らか日野

町の恥にもなりますし、その辺をどのように捉えておられるかというのを、町民感

情のところでひとつお願いします。 

議長（杉浦和人君） 副町長。 

副町長（平尾義明君） 私たち公務員につきましては、先ほども言いましたとおり、

法で服務の基本ということが決まっています。「すべて職員は、全体の奉仕者として

公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当っては、全力を挙げてこれに専

念しなければならない」ということでございますので、このことは肝に銘じて事に

あたっていかなければならないと、このように思っている次第でございます。 

議長（杉浦和人君） 村島茂男君。 

１番（村島茂男君） こういうふうに出てきたというのは、火種のないところに煙は

立ちませんので、必ず誰かが見たとか、あるはずです。こういうのはできるだけ避

けていただきたいと思いますし、先ほども申しましたように、朝早く水やっている

方もおられますし、掃除されている方に、「当番ですか」と聞いたら、「いやいや、

ちょっと早く来たもので」という方もおられました。やっぱりそういうのに向けて

もらったら、町民の方は何も批判はしません。なかなかよいことは新聞にも載せて

もらえないんですけれど、その辺のことがないように気をつけていただきたいなと
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思いまして、以上で私の３点の質問を終わります。 

議長（杉浦和人君） ここで、企画振興課長から発言を求められておりますので、許

可いたします。 

企画振興課長（古道 清君） 先ほど村島議員さんから、ブラジルの親善使節団訪問

に関しまして、何名の方にお声かけをさせていただいたかということでご質問いた

だきまして、後ほどということでお答えしていましたので、お答えさせていただき

ます。 

 国際親善協会の会員さんにつきましては、個人会員が184名、法人会員さんが16

社ございまして、その方々に通知させていただき、さらには会員さんを通じて、で

きる限り広めていただくようにお願いをしたところでございます。 

 また、協会の理事さんにつきましては21名さんいらっしゃいますが、理事会の場

をはじめ、ここにもお声かけをいただくことをお願いさせていただいたというよう

な状況でございます。合わせて、これまでから、訪問の機会があれば声をかけてほ

しいというご希望を聞いていた方もいらっしゃいましたので、お声かけをさせてい

ただいたという状況でございます。 

 結果として、日程的な問題等で、今回見送りとの返事をいただいたということで、

最終的には協会理事１名、協会員１名、議会から村島議員さんにお世話になったと

いうことで、合計、団長、随行を含め、５名を使節団として編成をさせていただい

たというような状況でございます。 

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

す。 

－休憩 １０時２９分－ 

－再開 １０時４５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。 

 ５番、蒲生行正君。 

５番（蒲生行正君） それでは、一般質問通告書に基づきまして、今回も分割方式に

て質問を行わせていただきます。 

 前回、６月議会の一般質問において、冒頭に「教育長不在につき、残念ですが、

今議会に限って教育問題に関しての質問は９月議会以降に先送りすることとさせて

いただきました」と申し上げました。そして「９月議会には質問を行わせていただ

こうと考えておりますので、そのときまでに新たな教育長が決まりますことを願っ

ておきます」と、このように申し上げました。 

 しかしながら、以降今日まで、新たな教育長の選任同意の人事案件が提出されて

おりません。過去の教育長の不在期間の最長は、昭和43年10月１日から昭和44年５
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月31日までの８ヵ月間であり、２番目に長かったのが、私が職務代理を務めており

ました、平成21年10月１日からの６ヵ月間であります。現状では教育長の不在期間

がこの６ヵ月間を越え、今日までの最長期間、８ヵ月間も超えるのではないかと思

われます。 

 教育長の最大の任務は、学校教育、未来の日野町を担う子どもたちの学力の向上

であります。そして、そのための教職員の人事異動であります。このため、校長先

生からの選任が多いところであります。10月以降、平成27年度の教職員の人事異動

が本格的に始まってまいります。滋賀県教育委員会や、近隣市町の教育長との駆け

引き、折衝。私も近隣市に何度か出向き、折衝をいたしました。幸い、私の高校や

大学の同級生が近隣市の教育部長であったり、行政上で親しくおつき合いがあった

方が県教育委員会の教育次長であったり、近隣市の教育長でありましたので、それ

なりに職務代理の役割を果たせたかなと思っております。 

 しかし、行政経験のある教育長さんとは意思の疎通が図れるのですが、校長先生

から行政経験を経ず教育長になられた方は、当方が職務代理者であるとして、上か

らの目線で対忚され、職務代理者の限界も感じました。岡教育長職務代理者も、こ

れから職務代理者であるがゆえに、今日まで以上に、これから苦しい立場に立たさ

れることになりましょう。 

 現在の日野町の学校教育は、これから申し上げるところでありますが、非常に苦

しい現況下にあります。１日も早く日野町の学校教育を立て直せる、近隣市の教育

委員会に太い人脈のある、新たな教育長の誕生が待たれております。冒頭に１日も

早く新たな教育長が決まりますことを強く願っておきます。 

 また、いつも誰よりも詳しく質問通告をいたしておりますので、再質問や再々質

問をする必要のないご答弁を、最初にお願いをいたしておきます。 

 いつもより尐し前置きが長くなりました。前置きはこの辺にいたしまして、教育

長不在ではありますが、放置しておけない、待ったがきかない教育問題、６月議会

での予告に従い、それではまず第１問目の質問、全国学力テストについてお伺いを

いたします。 

 文部科学省が８月25日に、本年４月22日に実施した平成26年度全国学力・学習状

況調査の結果を公表しました、滋賀県の平均正答率は、全８科目ともに、全てが全

国平均を下回り、都道府県別順位で５科目がワースト５位以内に入りました。小学

６年算数Ａワースト１位、小学６年算数Ｂワースト２位、小学６年国語Ｂワースト

４位、中学３年数学Ｂワースト４位、中学３年国語Ａワースト５位でありました。

小学校では、調査開始以来の低水準となった昨年の全４科目ワースト４位以内から、

尐しだけ改善の兆しが見えたとはいえ、得点率はまだ全国最低の水準であります。 

 全国ワースト１位となった、小学６年算数Ａの全国平均との差を見てみますと、
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平成25年度はマイナス2.5ポイントでワースト４位、平成26年度も、同じマイナス2.5

ポイントでありますが、滋賀県より下位の点数であった県がポイント差を縮められ

ましたことにより、最下位となってしまいました。平成25年度はマイナス3.9ポイン

トで、最下位でありました沖縄県は、何と6.7ポイントも上げられ、プラス2.8ポイ

ントと、頑張られたところでございます。 

 中学校では低下傾向が鮮明で、平成19年のテスト開始以来、全国平均を上回って

いた数学Ａも、今回下回ってしまいました。滋賀県の学力は、残念ながら、小中と

もに全国で最低の水準であります。 

 漏れ聞きますところに、日野町の平均正答率は、全国最低水準の滋賀県の平均正

答率をも下回っております。小学校では、特に小学６年算数Ｂにおいて、全国ワー

スト２位の正答率をも大きく下回っているようであります。傍聴席に西大路地区の

お方がおられますので、念のために申し上げておきますが、西大路小学校は、学校

関係者よりお聞きいたしましたところ、全国平均を上回る、よい成績であったと聞

いております。中学校では、残念ながら全４科目ともに芳しくないようであります。

全国で最低水準の滋賀県、その滋賀県の水準を下回っている学力、これが今の日野

町の小中学生の学力であります。 

 そこでお伺いをいたします。 

 第１点目、滋賀県知事は８月26日の定例記者会見で、全国学力テストの結果が全

ての科目で全国平均を大きく下回った県の結果について「非常に重い使命感を感じ

ている。よく分析して、県民運動として学力の向上に取り組む」と述べておられま

す。町長は、芳しくない日野町の結果について、どう考えておられるのかお伺いを

いたします。 

 第２点目、滋賀県教育委員会は、昨年から県の結果を危機的な状況と捉えて、対

策を進めておられます。学力は短期間で向上するものではありません。日野町教育

委員会は、昨年度からどのような対策を講じてこられたのか。また、今後の学力向

上対策をどう考えておられるのかお伺いいたします。 

 第３点目、全国で最下位になることが多かった沖縄県は、小学校の全４科目で大

きく成績を伸ばされ、学力の底上げを図られました。静岡県では小中学校全体の全

科目の順位がそろって飛躍的に上がりました。川勝静岡県知事は、「先生の底力。子

どもの学力は先生次第で上がることが証明された」と述べておられます。芳しくな

かった滋賀県は、指導方法の改善に取り組む教員の割合が、全国に比べて低かった

との結果が出ております。 

 日野町の６小中学校中、日野町在住の校長先生は、古澤先生１名しかおられませ

ん。２名おられるとばかり思っておりましたが、１名は生まれ育った住宅が日野町

にありますが、今は東近江市の長峰団地にお住まいを移されている校長先生であり
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ました。このため、今は１名のみであります。古澤先生は、私の職務代理者時に教

頭先生に昇格された先生であります。 

 考えてみますに、この間、日野町内在住で、日野町の６小中学校の校長先生にな

られたのは、古澤先生１名のみとなります。また、日野町の６小中学校中、日野町

在住の教頭先生は、正野先生、小西先生、小椋先生の３名と、半数であります。日

野町外の校長先生や、教頭先生や、諸先生方が悪いとは言えませんが、やはり地域

の目を気にするところが尐ないため、愛着に多尐の差があろうかと思います。児童

生徒が住む地域に、児童生徒が通う学校の先生がおられる。日常生活の中で先生に

出会う。児童生徒も悪さができません。私は、幼稚園から中学校卒業までの10年間

で、日野町外在住の先生が担任でありましたのは、お隣の旧蒲生町在住の先生であ

った伊藤先生１名のみでありました。現在、小学校と中学校の先生のうち、それぞ

れ日野町内在住者がどれだけおられるかお伺いをいたします。 

 第４点目、学力向上対策の１つとして、夏休み期間の縮小と土曜授業の実施に取

り組む学校がございます。日野町の小学校は、本年度より１学期終業日を７月24日

に、滋賀県下で唯一おくらせ、３日多い授業日数に改められました。しかし、２学

期の始業日は、従前のまま９月１日であります。 

 草津市の全小学校13校は８月26日で４日多い授業日数、お隣の東近江市の全小学

校22校と、同じ郡内の竜王町の全小学校２校、ほかに県内３市１町の小学校は、８

月27日で３日多い授業日数であります。 

 日野中学校の２学期の始業日は、３年生が８月25日で、１、２年生が８月27日で

あります。大阪市の中学校や長浜市の10校の中学校は、８月25日で５日多い授業日

数、草津市の全中学校６校と、同じ郡内の竜王町の中学校は、８月26日で４日多い

授業日数であります。エアコンの設置が進んだことにより、夏休み期間の縮小が今

後も進んでいくものと思われます。 

 事実上、今年度から解禁されました土曜授業は、全国で約14.5パーセントに当た

る251区市町村の教育委員会が、平成26年度、子どもの代休日を設けない、正規の土

曜授業を行っております。８月30日の中日新聞に「滋賀県下では、実際に踏み切っ

たのは小学校が長浜市の２校、東近江市の２校、近江八幡市の１校、中学校は大津

市の２校、長浜市の２校、近江八幡市の１校。県教委の担当者は、「学力向上の方策

の一つとして有効と考え、市町教委と連携して推進したい」」との記事が掲載されま

した。芳しくない日野町の学力を向上させるため、日野町でのさらなる夏休み期間

の縮小と、土曜授業の実施についてのお考えをお伺いいたします。 

 第５点目、本年３月の西大路小学校の卒業生は14名。うち、日野中学校へ入学し

た者は11名。実に20パーセントを超える学生が、日野中学校へ入学していない。こ

れは異常な事態ではないでしょうか。この事態を教育委員会はどう考えておられま
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すか。 

 また、昨年３月卒業の日野町内小学生のうち、県立中学校へ10名、国立中学校へ

１名、私立中学校へ２名、計13名、率にして6.3パーセントの学生が町外の中学校へ

入学されましたが、本年３月卒業の日野町内小学生のうち、町外の中学校へ入学し

た学生の人数と、その割合をお伺いいたします。 

 以上、第１問目の質問といたします。 

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

町長（藤澤直広君） 全国学力・学習状況調査の結果に対する受けとめについてのご

質問でございますが、全国学力・学習状況調査により測定できるのは、学力の特定

の一部であること、また、その内容は学校における教育活動の１側面であることな

どを踏まえ、平均正答率や学校の順位を公表することによって、序列化や過度な競

争が生じないようにすること、数値のみがひとり歩きすることがないように、教育

上の効果や影響等について十分配慮することが、まずは重要であると考えておりま

す。 

 なお、調査結果につきましては、当該学校の状況、児童生徒個々の状況を客観的

に分析する参考資料となることから、その成果と課題を解析し、これからの具体的

方策について構想を練り、保護者や地域に対して発信していくこと、また、町とし

ては学習支援員や、学校図書館司書等の配置を進めているところでございますが、

今後対処していかなければならない内容につきましては、教育委員会の意見をお聞

きして、対処をしてまいりたいと考えております。 

議長（杉浦和人君） 教育長職務代理者。 

教育長職務代理者教育次長（岡 常夫君） 蒲生議員から何点かご質問をいただきま

した。教育委員会の部分につきまして、私の方からご答弁申し上げたいと思います。 

 まず、昨年度からの対策についてでございますが、昨年度に結果が公表されまし

たデータをもとに、校長会、また教頭会をはじめ、校内での授業研究を取り仕切る

教務主任等を集めまして、結果分析のための協議会を開催しましたほか、県教育長、

また県教育委員会、学校教育課指導主事を日野町に招きましての学校訪問、また意

見交換、さらには、各校内での公開授業研究会への授業参観、また、先進事例から

学ぶための研究協議会など、精力的な意見交換を展開してきたところでございます。 

 その中から、それぞれ明らかになってきました具体的な行動内容として、記述能

力の向上に重点を置いた指導展開として教師の意識改革を図り、授業の中で、書く

活動に力点を置きました指導を展開していくこと、さらに、町全体として『授業の

基礎・基本』というテキストを編集しまして、統一をしました指導観を持って子ど

もたちと向き合うこと、中学校の教員による小学校への出前授業の実践、これを拡

大すること、また、家庭学習の充実を図ること等に向けました方策を展開してきた
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ところでございます。 

 次に、本年度に入りましてからの取り組みでございますが、小学校と中学校の教

員が一堂に会しまして、同一学年の学級担任同士による情報交換を図り、『授業の基

礎・基本』という町独自のテキストをもとに、これは大切にすべき内容を共通理解

し合ったところでございます。また、同一担当教科担任同士による縦の情報交換と

いうのも行ってまいりました。これは、年度初めと、つい先日、夏季休業中に実施

し、合計２回行っているところでございます。今後もこういった教師間の連携を図

りまして、共通実践化できるよう働きかけるとともに、子どもたちの自尊感情を高

めることが重要であると考えております。 

 続きまして、３点目でございます。先生方の町内外の在住に関しまして、先生方

の愛着に差違があるとのご指摘をいただきましたが、そのようなことはないと認識

しておりまして、町内の先生、町外の先生ともに、精力的に日野の子どもたちのこ

とを理解して、日々実践を展開いただいていると、このように考えております。今

後も地域のことを熱心に学び、地域の学習素材や人材という学習資源を、学校の教

育内容に取り入れることを重視し、地域に開かれた学校づくりを進めてまいりたい

と考えております。 

 なお、小学校におきましては、105名のうち約30パーセントが、中学校においては、

41名のうち約５パーセントが日野町内在住者という状況でございます。 

 ４点目でございます。夏休み期間の縮小と、土曜授業の実施につきましての考え

方でございますが、まず、夏休みの期間につきましては、本年度は小学校と中学校

で開始と終了期日にずれが生じたことによる課題もありますので、分析し、年内中

には、次年度の対忚方法の結論を出していきたいと考えております。 

 また、土曜授業につきましてでございますが、これらの実施につきましては、議

員からご紹介がございましたように、市町によりましては学習発表会、合唱コンク

ール、ＰＴＡ総会などの学校行事を土曜日に実施され、振りかえ休日は設けないと

いうことによります、実質上の授業時数の増加という試みでございます。 

 土曜日を教育過程に位置づけ、それぞれの学校の教員による通常の教科学習を実

施するまでには、検討しなければならない諸課題もございますことから、まず学校

行事を土曜日に実施し、振りかえ休日を設けないということによる、実質上の授業

時数の増加という試みが可能かどうか、学校との協議を進めてまいりたいと考えて

おります。 

 ５点目でございます。先ほどの村島議員の方に参事の方からご答弁をさせていた

だきましたとおり、県立中学校や、近隣市の私立の中学校への進学者は、毎年度お

よそ15名程度で推移しているところでございまして、その数値を見込んで、翌年度

の生徒数、学級数の推計を行っているところでございます。 
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 なお、ご質問いただきました本年３月の卒業生の実数でございますが、小学校６

年生全204名のうち、日野中学校以外の中学校へ転出、および進学した人数は、全部

で15名でございました。 

 以上、ご答弁とさせていただきます。 

議長（杉浦和人君） 蒲生行正君。 

５番（蒲生行正君） それでは、再問を行わせていただきます。 

 第１点目の答弁につきまして、私の質問の仕方が悪いのか、町長答弁は私の質問

とかみ合っておりません。学習支援員や学校図書館司書等の配置を進めている、そ

のことは存じております。日野町は、町長答弁のほかにも、町費で講師を配置し、

中学校全体の35人学級を実施してもおります。ソフト面の教育環境を充実させてき

ているにもかかわらず、芳しくないのです。まず、この点をどう考えておられるの

か、再度町長にお伺いいたします。 

 滋賀県知事は、早速９月12日滋賀県教育委員会と意見交換会を持たれ、児童生徒

の学力向上や、不登校対策について話し合われました。その席で、知事は学力向上

策に関し、来年度予算にも反映させて取り組む考えを示されました。２つ目として、

他人事のような答弁ではなく、町長としてどう取り組まれるのかお伺いいたします。 

 ３つ目として、日野町の小中学生の学力が芳しくない中、学校教育、未来の日野

町を担う子どもたちの学力向上を図る責任者である、教育長が不在であります。冒

頭に申し上げましたが、１日も早く日野町の学校教育を立て直せる、近隣市の教育

委員会に太い人脈のある、新たな教育長の誕生が待たれております。このことにつ

いての町長の責任は大きいところでありますが、この点をどう考えておられるのか、

町長にお伺いいたします。 

 以上３点は町長にお伺いをいたします。 

 次に、第２点目の答弁につきまして、子どもたちの自尊感情を高めることが重要

であるとの答弁、私もそう思います。子どもは叱って育てるのでなく、ほめて育て

るべきと、この歳になってようやく気づきました。ただ、ほめ方がなかなか難しい

ところであります。子どもたちは、先生によいところを認めてもらえればやる気が

出て、学力が向上いたします。 

 また、書く活動に力点を置いた指導を展開していくとの答弁、この点も、私もそ

う思います。ただ、実際学校現場で調べたり、書いたりする宿題を与えておられる

のでしょうか。どのような宿題を与えておられるのかお伺いをいたします。 

 ２つ目として、中学校の学力テスト結果は全４科目とも芳しくないようでありま

すが、３年前の小学校のときの学力テスト結果はどうであったのかお伺いをいたし

ます。３年前の小学校のときの学力テスト結果が良好であって、今回芳しくないの

であれば、なぜそうなったのかお伺いをいたします。また、３年前の小学校のとき



3-34 

の学力テスト結果が芳しくなく、今回も芳しくないのであれば、この３年間、何も

対処されていないということとなります。いずれにいたしましても、学校教育、未

来の日野町を担う子どもたちの学力の向上を図る責任者である教育長と、教育委員

会の、この３年間の責任は免れられません。 

 次に、第３点目の答弁につきまして、西大路小学校の重森校長先生も、山添教頭

先生も、前校長先生の田中先生も、日野町外在住の先生でありますが、西大路小学

校児童の学力を伸ばしていただいております。前々の校長先生として、熱い気持ち

をお持ちのすばらしい先生であります。一概に町外在住の先生に愛着の差があると

言っているのではございません。 

 １つ目として、小学校の先生には日野町内在住者が約３割おられ、これ以上尐な

くならなければ、それでいいのかなというふうにも思いますが、中学校の先生41名

のうち約５パーセントということは、わずかに２名しか日野町内在住の先生がおら

れないということになります。なぜこのように日野町内在住者の先生が尐なくなっ

たのでしょうか。お伺いをいたします。 

 ２つ目として、中学校では本年３月、生徒指導に優れた日野町内在住の先生がお

二人、定年を待たずに退職をなされました。お一人は55歳で定年まであと５年。も

うお一人は59歳で定年まであと１年の先生でありました。残念でなりません。なぜ

引きとめをなされなかったのか。また、かわって他の市町より日野町内在住の先生

にお越しいただけなかったのか、お伺いをいたします。漏れ聞きますところ、日野

町へ帰してもらえなかったり、今の日野中学校へは来たくないと、このお考えの先

生もおられるようでございますが。 

 次に、第４点目の答弁につきまして、４点目の答弁は前向きなご答弁であり、ぜ

ひとも土曜授業を進めていただくようお願いをいたしておきます。 

 次に、第５点目の答弁につきまして、現在の日野中学校のハード面での教育環境

は、滋賀県の中学校の中で一番よい環境ではないでしょうか。新しい校舎、全面改

装となった体育館とプール、広いグラウンド、給食の実施や全ての教室へのエアコ

ン設置。なのに、なぜ町外の中学校へ入学される生徒がおられるのでしょうか。こ

の点について、先ほど村島議員のお答えもございまして、重複いたしますが、お考

えをお伺いいたします。 

 以上、第１問目の再問といたします。 

議長（杉浦和人君） 町長。 

町長（藤澤直広君） 未来を担う子どもたちを健全に、そして健やかに育てなければ

ならない、こういう蒲生議員のお言葉はまさにそのとおりでございまして、常日頃

から家庭で、地域で、そして学校で、そして行政が一体となって、子どもたちの健

全な育ちのために努力をしなければならない、私もそのように思っておるところで
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ございます。 

 この間、うちの敬老会でも、例えば、東桜谷では中学生の諸君がボランティアを

してくれておりました。また、南比都佐の敬老会では、尐年尐女合唱団の子どもた

ちが立派な歌を披露してくれておりました。これは単に一部でございますが、日野

町の子どもたちがいろいろなところで頑張って、学び、そして活動しているという

ことは、先ほど教育委員会の方でも答弁あったとおりでございます。 

 しかしながら、なかなか頑張れない子、頑張ろうと思っても頑張れない子もいる

わけでありますし、また、外から見たら困った子やなと、こういう子もいるわけで

ございます。しかし、困った子というのは困っている子なんだ、どこに何の課題が

あって、どうすればいいのか、こういうことをしっかりと家庭と地域と、そして教

育、行政が力を合わせてサポートをしていく。このことこそが未来を担う子どもた

ちを育てる大事なキーワードなのかなと、このように思っております。 

 そうした中で、学力テストが全国的に実施をされているわけでありますが、これ

も、先ほど述べましたけれども、確かに１つの基準であり、課題も明らかになるわ

けでありますけれども、このことの数値だけをもって、県下滋賀県が最低レベルの

成績であり、さらにまた、日野町はそれをも下回るんだというふうに、数値的には

そうなのかもしれませんけれども、結果としてやはりこういう結果を公表すること

を通じて、そういう一部の指標で全ての子どもたちが、あたかもよくないかのよう

なふうに受け取られてはならない。もちろん、蒲生議員がそのようにおっしゃって

いるという思いではございませんが、結果としてそういう数値がひとり歩きをして、

日野の子どもたちが元気に頑張っているにもかかわらず、滋賀県は全国で最低で、

さらにそれを下回っているんだというような、レッテル張りがされるということに

なってはならない。そういう意味では、文部科学省は当初からこうした結果につい

ては、公表すべきでないということを明確にいたしておりましたけれども、そのこ

とが正しいのではないかと、このように思います。 

 しかしながら、学力テストを実施しておるわけでございますので、学力の面でも、

さらには生活の面でも、そこにあらわれた課題については、現場の教職員の皆さん、

教育委員会の皆さんが、しっかりと検証をしながらこれを生かしていく、このこと

は大変大事なことであるというふうに思っております。 

 今、蒲生議員からもご指摘ございましたけれども、教育環境が整備され、さらに

はソフト面でもかなりの部分で町単独の加配職員の対忚もやっているところでござ

いまして、それがさらに一層うまく機能をするように取り組んでいくことが、大変

大事であるというふうに思っております。 

 あわせて、小林議員の虐待の話もございましたけれども、福祉の現場とも連携を

しながら、なかなか格差社会が進む中で、子どもの貧困も進む中で、厳しい子ども
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の生活実態もあるというのは、これは全国的にも指摘をされているところでござい

まして、福祉的な部分とも教育の部分とも連携を図りながら、全ての子どもたちが

健やかに育つ、そのために力を尽くしていくことが大事であり、私も町長として責

任をもって取り組んでまいりたいと、このように思っております。 

 三日月知事が来年度予算に何らかの反映をさせたいと、こういうような新聞記事

がありましたが、逆に言いますと、問題意識を持っているのであれば、もっと早い

時点で、滋賀県も単に職員の研修だけではなくて、予算も人もつけてやるというこ

とが大事なのではないかというふうに思いますが、今、子どもの数が減ってきてい

る中、つまり、ある意味では文部科学省の教職員の定数は尐なくて済むということ

でありますから、思い切って国全体としても、教職員の多忙化をはじめとしたとこ

ろにしっかりと取り組むということで、現場の教職員の数を増やす。もちろん、質

的、技術的なことの向上も当然でありますが、国を挙げて大事な子どもたちのため

に、文部科学省の予算をしっかりとつけていく、滋賀県もそうしていく、そして、

日野町におきましては教育委員会、教育委員会事務局、ならびに学校の現場でご奮

闘いただいている先生方の意見を踏まえて、町としても取り組みを進めていきたい

と、このように思っておるところでございます。 

 次に、教育長の不在の問題でございますが、ご指摘のとおり、教育長は大変大事

な役職でございます。だからこそ、私は４年間頑張っていただいた奥村教育長にも

う一度頑張っていただきたい、こういう思いでおったわけでございますけれども、

そう至らずに今日に至っておるところでございまして、学校現場ならびに教育委員

会事務局には、大変ご苦労をおかけしているものと、このように思っております。 

 しかしながら、先ほども蒲生議員ご指摘ありましたけれども、教育長は教育現場、

さらには県教委も含めて、いろいろな力量が当然求められるものでありまして、そ

このところについては慎重に熟慮しながら、ふさわしい方の選任に向けて引き続き

努力をしてまいりたいと、このように思っております。 

議長（杉浦和人君） 学校教育課参事。 

学校教育課参事（安田寛次君） 蒲生議員から、第２点目の学力向上に関する具体的

な取り組みに関して再質問をいただきましたので、学校教育課の参事の方からご答

弁をさせていただきます。 

 まず１点目に、「書く」、「調べる」、そして宿題に関して再質問をいただきました。

とりわけ、「書く」ならびに「調べる」というふうなことに関しては、従来からその

部分については課題が見受けられるというふうなことがありましたので、日常の授

業改善の中で「書く」、「調べる」といった活動を重視する、そういう授業づくりに

取り組んでいるところでございます。 

 町内のある学校の授業実践として、キーワードがあります。「め・じ・と・ま」と
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いう合言葉で、校内全体で実践を積み上げているものがございます。「め」は、授業

中のめあてをしっかりとノートに書く。「じ」は、教師の発問に対する自分の考えを

しっかりとノートに書きまとめる。「と」は、教師の発問に対する友達の考えをしっ

かりとノートに書きまとめる。そして最後に「ま」は、１時間の授業のまとめを言

語活動の一環としてノートに書きまとめるというふうなものです。今後、ますます

日常の授業の中で、このような書く活動を重視するとともに、調べる活動を重視し

た、総合的な学習の時間の充実を図る中で、より一層充実をさせていきたいなとい

うようなことを感じています。 

 次に、宿題に関する再質問でございますが、家庭学習というふうな言葉を使わせ

ていただきますけれども、現在、町では家庭学習に費やす時間の目安として、それ

ぞれの学年掛ける10分間プラス10分間をめどに取り組もうと呼びかけています。つ

まり、小学校１年生の子どもであれば１掛ける10プラス10、合計20分間、小学校６

年生の子どもであれば６掛ける10プラス10、合計70分間というふうな時間の目安で

取り組もうというふうなことで、取り組みを進めています。このことについては、

本年度の４月に町内に配布をさせていただきました、こういった16年間のそれぞれ

の段階で大事にしていこうというふうなプログラムがありますが、その中でも入れ

させていただいて、家庭の方にも啓発をさせてもらっているところでございます。 

 そこで、学校の宿題以外にも、いろんな探究活動だとか読書、さらには予習、復

習など、自らが課題を見つけて取り組む、自主的な学習にも取り組もうというふう

なことで、呼びかけているところでございまして、学校によっては『家庭学習の手

引き』というふうなものを作成しまして、この中にそれぞれの子どもたちが、それ

ぞれの発達段階でこういった家庭学習の仕方があるよと。その中で、書く活動、調

べる活動としてはこういうふうなものが考えられますよというふうなものを作成し

て、家庭の方に啓発をしていくというふうな取り組みを進めているところでござい

ます。 

 次に、学力向上に関する第２点目の再質問として、中学校３年生の生徒たちの、

３年前の状況というふうなことでご質問をいただきました。議員もご承知のとおり、

３年前、平成23年度でございます。このときは東日本大震災の影響で、全国的にこ

の調査の実施が見送られて、本町としても客観的な資料は持ち合わせておりません。

ご質問に関しましては、繰り返しになりますけれども、小学校から中学校への校種

間連携の部分での接続、連携、そして互いの校種間でのコラボレーションを大切に

して、どのように進めていくのかということが課題であることは明白なところでご

ざいます。 

 日野町は１町１中学校５小学校でございます。１つの町に１つの中学校というの

は、私は強みであるというふうに感じています。町を挙げて小学校と中学校、小中
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連携をいかに一層推進していくのかということが、私どもの町の教育改革の本丸で

はないかなというふうなことを感じて、認識のもと、仕事を進めていきたいなとい

うふうなことを感じています。 

 第３点目の、町内の先生方の在籍に関する再質問をいただきました。議員もご承

知のとおり、教職員については地方教育行政の組織及び運営に関する法律により、

県費負担教職員の人事については県が、服務監督権については町が有しているとこ

ろでございます。県費負担教職員の人事に関しては、県の人事異動方針に基づいて、

本人の希望をもとにして行われるところであり、それぞれの学校にとっては重要な

管理運営事項というふうにされているところでございます。状況としましては、今

後も学校現場やそれぞれの先生方の意向を大切にして、その職責を果たしてまいり

たいというふうに考えているところでございます。 

 ただ、繰り返しになりますけれども、日野町内の小学校105名、中学校41名、合計

146名の県費負担教職員の先生方一人ひとりが、しっかりとしたミッション、使命感、

しっかりとしたパッション、熱意を持って、精いっぱい日野の子どもたちのために

向き合ってくれているというふうなことを申し添えさせていただきたいというふう

に思います。 

 ５点目に、町外の中学校への進学に関する再質問をいただきました。先ほども答

弁をさせていただきましたとおり、毎年度およそ15名前後で推移してきているとこ

ろでございまして、小学校の卒業生がどこの学校へ進学するかは、それぞれの進路

に向けて、子どもたちや保護者の皆さんの主体的な思いによって決定されることで

あります。町の教育委員会としては、再度になりますけれども、地元で育った子ど

もたちが１人でも多く地元の中学校に進学し、中学校生活に励んでほしいというふ

うに願っているところでございます。今後も中学校と連携して、魅力のある中学校

の学校経営が展開できるよう、支援を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。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

議長（杉浦和人君） 蒲生行正君。 

５番（蒲生行正君） それでは、再々問になるのかなと思いますが、今、３年前の比

較を、ずっとできるとばかり私は思っておりまして、３年前が震災の年で行われな

かった、これは全く失念をいたしておりました。３年前と比較できれば、その課題

というのははっきりできるのかと、毎年、平成19年から始まるときに、３年たてば

その成果がどうであったかというのがあらわれると、こういうふうにずっと思って

おりましたので、残念ながら今回は３年前が震災であったというので、これは比較

できないところでございます。それはそれで致し方ないのかなと、こういうふうに

思います。 
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 町長にお答えいただきましたが、教育長の人事については、私が口を挟む筋合い

ではございませんが、どうか１日も早くよろしくお願いしたいなと、こういうふう

に思います。 

 日野町の教育、これにつきましては町史にも載っておって、調べてまいったんで

すが、他の市町と比べまして、どこの市町よりも先進的でございます。幼稚園教育

においては、滋賀県下の市町村の中でいち早く、明治26年（1893年）12月９日に日

野幼稚園の前身であります私立日野幼稚園が大窪の興仙寺さんの境内に開園され、

明治28年（1895年）７月に町立の幼稚園となっております。 

 高等教育におきましては、明治38年（1905年）４月に日野高校の前身であります

日野町立日野裁縫学校が設置され、その後、県立に移管され、大正11年（1922年）

４月１日より県立の日野高等女学校となっております。蒲生郡内の女子教育では、

当時の八幡町に町立の女学校が設置されたのが日野町より12年後の大正６年（1917

年）で、県立の八幡高等女学校となったのが日野町より15年後の昭和13年（1938年）

であり、日野の高等女学校の開校は蒲生郡内で飛び抜けて早かったのであります。

悲しいかな、先進的であった日野町の教育が今、芳しくないと、こういうところで

ございます。１日も早く立て直しをしなければなりません。 

 最後に、先ほども申し上げましたが、要望として、１日も早く日野町の学校教育

を立て直せる、近隣市の教育委員会に太い人脈、パイプのある、新たな教育長の誕

生を強く望みまして、次の質問に移らせていただきます。 

 続いて、通告書２つ目の質問を行わせていただきます。 

 ２つ目の質問は、第79回国民体育大会についてお伺いをいたします。昨年の12月

議会の一般質問で、第79回国民体育大会について「レスリング競技を日野町での第

１番目の開催希望競技とすべきではと考える。開催希望競技の事前意向調査にどの

競技をお考えなのか」。また「大谷公園体育館の建てかえ、または抜本的な大規模増

改築」のお考え等をお伺いいたしました。 

 教育長答弁は、「日野町の開催希望競技としましては、びわこ国体の開催実績のあ

る相撲競技や、優秀な選手を多く輩出しているレスリングなど、会場規模の基準も

考慮しながら、今後十分に検討していきたい」、「体育館の改修につきましては、現

在のところ整備計画等は考えておりませんが、今後、必要な改修については順次実

施しなければならない」でありました。 

 再問で、「日野高校にはレスリング部があり、国際的な選手も多く輩出されており、

町内にはご父兄や関係者も多くおられます。ここはやはり、レスリング競技を第１

番目としていただきたい」と要望をし、競技開催会場については「準備段階から（株）

ダイフクさん等々の企業の参加を得て、企業の体育館を整備いただくということも

一案かなと思うがどうか」とお伺いいたしました。 
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 生涯学習課長の答弁は「議員が言われるように、世界的にもトップクラスの選手

がいるレスリングにつきましては、町に即した競技の１つと考えます」。競技開催会

場については「今後、十分に研究をしてまいりたい」でございました。 

 本年５月20日、主会場を選定する専門委員会で彦根総合運動場が選定案と決まり、

26日の県開催準備委員会総会で正式決定となりました。この日のテレビのびわ湖放

送で、夜７時30分から１時間の特別番組が組まれ、「夢・輝け 2024滋賀国体 国体

へ向け夢を輝かせるアスリート生出演」と題しての放送があり、日野高校格技場で

レスリングの練習に励む、小学生から高校生の中継がありました。この放送中で、

日野のレスリング、伊吹のホッケーが地域に根差した競技であることが、滋賀県下

に強く印象づけられたところでございます。 

 本年６月25日の議員全員協議会での教育委員会による国体受け入れに係る事前説

明の場では、議員よりの日野町の開催希望競技は、レスリングに絞ってはどうか、

でございました。 

 広報ひの８月号に「日野から世界へ 日野町出身の倉本一真選手、清水博之選手、

園田 新選手が、ウズベキスタンで開催されるレスリング世界選手権大会の日本代

表に選出されました」との記事が掲載されました。 

 ８月29日の中日新聞に「有力大学４選手を支援 レイクス 東京五輪に向け育成

へ」とのタイトルで、「滋賀レイクスターズは、県内出身の有力大学生選手を支援す

る新たな取り組みを始めた。2020年の東京五輪に向けて県内出身選手を育成、定着

させる狙い」との記事が大きく掲載されました。有力大学４選手のうち、何と３選

手が日野町出身であります。伊藤さつき選手、園田 新選手、園田 平選手であり

ます。 

 これらを踏まえてお伺いをいたします。 

 第１点目、昨年の９月にハンガリーのブダペストで開催された2013レスリング世

界選手権での日野町出身選手は、倉本一真選手と清水博之選手でありましたが、本

年９月８日から14日まで、ウズベキスタンのタシュケントで開催されました2014レ

スリング世界選手権での日野町出身選手には、倉本一真選手と清水博之選手に加え

て園田 新選手が新たに加わり、３選手となりました。 

 13日の中日新聞には、「清水５位、メダルを逃す グレコ75キロ級、階級上げ持ち

味は発揮」との大きな見出しで、戦う大きな写真とともに、清水博之選手の記事が

掲載されました。「初出場した昨年より９キロ重い階級にも臆さなかった。75キロ級

の清水は、持ち味のしつこさでグレコの70キロ級以上の、日本勢が五輪を含めた世

界大会で46年遠ざかっているメダルに迫った」と。 

 14日の読売新聞には、「清水メダルを逃す 世界レスリンググレコ75キロ級」との

見出しで、戦うカラー写真とともに「悲願まであと一歩」の小見出しで、清水博之
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選手の記事が掲載をされました。「75キロ級の清水が、重量級悲願のメダルにあと一

歩まで迫った。28歳は「去年は初戦負けなので、成長できている。絶対メダルを取

りたい」と、２年後のリオデジャネイロ五輪を見据えた」と。 

 14日の中日新聞には、「園田ら３選手敗退 初出場20歳 強豪に善戦 自信にな

る」との見出しで、戦う写真とともに、園田 新選手の記事が掲載をされました。 

 また、14日の読売新聞には「園田 元王者に逆転負け」との小見出しで、「130キ

ロ級の園田が、元世界王者をフォール寸前まで追い込んだ。しとめ切れずに逆転負

けしたが、最重量級の20歳は「気負いなく力を出せた。自信になった」と初陣での

手ごたえをつかんだ」との、園田 新選手の記事が掲載されました。 

 昨日15日の中日新聞には、「倉本４回戦敗退」との大きな見出しで、戦う大きな写

真とともに、倉本一真選手の記事が掲載をされました。「59キロ級の倉本一真は、２

度勝って臨んだ４回戦で敗れた。「軽量級なので、一番とらなければいけない立場。

自信はあったが、甘くなかった」。滋賀、日野高の１年先輩で、75キロ級の準決勝に

進んだ清水博之の頑張りが刺激になったと言うが「いいところなく終わって情けな

い」と」。 

 また、昨日15日の読売新聞には、「倉本４回戦で涙 世界レスリンググレコ59キロ

級」との大きな見出しで、戦う大きな写真とともに、倉本一真選手の記事が掲載さ

れました。「今大会のグレコローマンで、日本初のメダルを目指した59キロ級の倉本

が４回戦で姿を消した。「いいところが出せずに情けない」と肩を落とした。自信を

持って臨んだ舞台。27歳は「甘くなかった」と唇をかんだ」と。 

 今ここにも、私もずっとこの３日間の新聞を、全部切り抜いて持ってきています。

大きい大きい、こんな大きく載っておる。そこには必ず日野高校の出身ということ

も載っておるところでございます。人口２万2,000人余りの町から３選手、日野の名

を大いに高めていただきました。まさにレスリングの町、日野町であります。７月

15日締め切りの市町予備調査における日野町の回答、第１希望の実施競技をレスリ

ングとなされたのかお伺いをいたします。 

 第２点目、昨年12月の競技開催会場についての答弁では、「今後、十分に研究をし

てまいりたい」でありましたが、研究結果と、企業への民間活動の導入依頼と、そ

の感触はどうであったのかお伺いいたします。 

 第３点目、既に現時点で滋賀国体に向けてのジュニアからのアスリート養成が必

要でございます。日野町で開催される競技に日野町の出身者や、日野町在住者が出

場されれば、町民の関心も高まり、大いに盛り上がる大会となります。 

 日野町尐年尐女ミニスポーツ教室にはレスリング教室があります。また、日野高

校には有名なレスリング部があります。しかし、この間の中学校にはレスリング部

がございません。日野中学校の先生にレスリング選手を迎えて、レスリング部を起
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こし、ジュニアからの一貫しての指導を求めますが、お考えをお伺いいたします。 

 第４点目、本年元旦の全日本実業団対抗駅伝に、公務員チームの山形県南陽市役

所が初出場されました。町長も長距離選手でございましたので、駅伝はご存じであ

ろうと、こういうふうに思いますが、山形県の南陽市は人口わずか３万3,000人余り

の小さな地方自治体でございます。この小さな市が、市で育つ子どもたちに感動と

夢と希望を与え、その夢をかなえるためのお手本となるよう、選手を職員として採

用し、活動をされております。 

 また、滋賀レイクスターズは、先ほど申し上げましたとおり、県内出身の有力大

学生選手を支援する、新たな取り組みを始められました。企業の中には、苦労して

夢、希望を持って頑張っている若者をサポートすることは社会的使命とされる会社

もございます。また、選手を忚援することで、従業員の一体感、団結を高める、ス

ポーツは社会を明るくし、消費も伸ばすと、社内外への効果を期待し、選手を社員

採用される会社もございます。 

 日野町役場はもとより、体育会系の職場であります消防職員の東近江行政組合等

の公共団体に、また、日野町内の有力企業にレスリング選手の採用をお願いされて

はいかがでしょうか。お考えをお伺いいたします。 

 第５点目、一流選手の試合や練習を生で見ることにより、若者の競技意欲の向上

が図れるなどの効果が期待されます。いろいろな大会や合宿を誘致することも、ア

スリート養成につながると私は考えますが、お考えをお伺いいたします。 

 以上、第２問目の質問といたします。 

議長（杉浦和人君） 教育長職務代理者。 

教育長職務代理者教育次長（岡 常夫君） ただいま蒲生議員から、５点にわたりま

してご質問を頂戴いたしましたので、私の方からご答弁申し上げます。 

 まず１点目でございますが、市町の予備調査に係ります町の回答でございます。

今、議員もご質問の中でおっしゃっていただきましたように、６月25日の議会全員

協議会の場で、議員の皆さんに対しまして、その時点での町の考え方をお示しさせ

ていただきました。その中でのご意見でございますが、複数の開催種目を要望する

のではなく、町としてレスリングに絞って回答してはどうかというご意見も頂戴を

したところでございます。 

 今回の県に対しての回答報告は、あくまでも町に現存する体育施設を活用しまし

て開催をするということを基本にされたものでございまして、競技団体から出され

ている施設の規模等も勘案し、現時点での町の意見、要望、課題等につきまして回

答をしたものでございまして、レスリングの開催に絞ったものではございません。 

 しかし、調査回答に係る内容について、先日９月８日に県担当者とのヒアリング

がございました。町としては、今日まで多くの選手を育て、国内外で活躍をされて
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いますレスリング選手の知名度、町民の皆さんの認識度、また支援等を考えたとき、

レスリング競技の開催についてということで、その考えを県にお伝えをしたところ

でございます。 

 ２点目でございます。企業への働きかけはどのような状況かということでござい

ますが、先ほども申し上げましたように、９月８日に会場選定地に係る県からのヒ

アリングを終えたところでございます。今後、状況を見ながら、企業等に対しまし

て民間活力のお願いに出向いてまいりたいというふうな考えをしております。 

 ３点目の、日野中学校レスリング部の発足などについてのご質問でございます。

これにつきまして、蒲生議員もご承知のとおり、日野町のミニスポーツ教室でござ

いますが、昭和49年からスタートし、年々種目を増やしてまいりました。ミニレス

リングを含め、現在まで地域の熱心な指導者のもと、技術の上達はもちろんのこと、

仲間づくりを基本に開催、今までに多くのアスリートを輩出していただいたところ

でございます。 

 今回のレスリングにつきましてでございますが、中学校の部活の一環としまして、

15年ほど前からわたむきジュニアスポーツクラブとしてスタートをしまして、日野

高校へ中学校の生徒が通いながら、技術を習得していただく取り組みをしておりま

す。その実績では、先ほどご紹介のありました、園田３兄弟をはじめ、多くの選手

も参画をしておったところでございます。中学校のクラブの発足と、ジュニアから

の一貫指導につきましては、今後研究はしてまいりたいというふうに、このように

考えます。 

 ４点目でございます。企業への職場へのレスリング選手の採用についてでござい

ますが、県では競技力向上基本計画のあり方を策定しておりまして、今後、国体総

合優勝の獲得に向けまして、今後10年間の選手育成などの準備を進めておられます。

町としましても、今後開催種目が決定をしていく中で、県との連携のもと、選手の

育成など、研究をしてまいりたいと考えております。 

 ５点目でございます。大会や合宿の誘致でございます。今後、開催種目が明確化

していく時点において、競技団体との連携を図りながら、機運をさらに高めてまい

りたいと、このように考えておりますので、またご理解、ご協力のほどよろしくお

願い申し上げたいと思います。 

 以上、ご答弁とさせていただきます。 

議長（杉浦和人君） 蒲生行正君。 

５番（蒲生行正君） それでは、再問を行わせていただきます。 

 第１点目の答弁は、９月８日に県担当者との開催種目のヒアリングが実施され、

レスリング競技の開催についての考え方を伝えたということでございましたが、レ

スリング競技に絞って、レスリング競技を基本として話し合われたのかどうか、も
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う一度お伺いをいたします。 

 第２点目の答弁は、今後、企業等に対して民間活力のお願いに出向いてまいりた

いでございました。企業の窓口担当である、森口商工観光課長にお伺いをいたしま

す。積極的に企業担当課長として、生涯学習課長とともに、民間活力のお願いに出

向かれるのかお伺いをいたします。 

 また、競技開催会場と考えられる、大谷公園体育館についてでございますが、体

育館の西側、東洋アルミ日野製造所側の倉庫、器具庫、物置のところを改築して、

競技場の面積を規定のレスリングマット４面を設置できる面積まで拡張できないの

かどうか、岸村建設計画課長にお伺いいたします。 

 第３点目の答弁は、中学校のクラブ発足と、ジュニアからの一貫指導につきまし

ては、今後研究してまいりたいと、前向きでございました。中学校でのクラブの発

足は、レスリングを指導できる先生、教師がいなければでき得ません。要望として、

生徒指導にも力を発揮でき、レスリングの指導ができる教師を日野中学校に迎えて

くださることを、強くお願いいたしておきます。 

 第４点目の答弁も、県との連携のもと、選手の育成など、研究してまいりたいと、

前向きでございました。企業や公共団体におけるレスリング選手の採用に関するこ

とでもあり、この点についても企業の窓口担当である森口商工観光課長にお伺いい

たします。この点も積極的に企業担当課長として、生涯学習課長とともに、企業に

お願いに出向かれるのかお伺いいたします。 

 また、池内総務課長にお伺いいたします。専門職として、ジュニアからの一貫指

導を行う社会体育担当の職員を、今後、第79回国民体育大会を見据えて採用される

のかお伺いをいたします。 

 第５点目の答弁も、競技団体との連携を図りながら、機運を高めてまいりたいと、

前向きでございました。要望として、競技団体との連携を密にされ、お取り組みい

ただきますようよろしくお願いいたしておきます。 

 以上、第２問目の再問といたします。 

議長（杉浦和人君） 生涯学習課長。 

生涯学習課長（福永 豊君） 蒲生議員の方から、10年後の国体につきまして、９月

８日の県とのヒアリングについて、その状況についてどうだったのかということの

再質問をいただきましたので、お答えをさせていただきます。 

 今回のヒアリングにつきましては、県が会場選定スケジュールに即しまして、県

内の全市町におきまして行われたものでございまして、基本的には７月15日に県に

提出をいたしました町の意見や要望、課題について、聞き取りがされたものであり

ました。その中で、それぞれの課題について、町の考え方をお話しさせていただき

ました。 
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 蒲生議員言われますように、その中でも、特に日野高出身者で、今まで多くの選

手を輩出いただいておりますレスリング競技の開催につきまして、現在の大谷公園

体育館の規模から見まして、尐し小さいということもございますことから、２会場

での競技の会場のあり方などについて、町の考え方をお話しさせていただきました。

県担当者からは、「日野町がレスリング競技を受け持たれることは、今日までのレス

リングの実績から見て、十分に理解ができるところです」というお話もいただきま

した。 

 そういう中から、ここ５年以上ということで、オリンピックでメダル等を獲得さ

れています競技団体というのが、非常に大きな、やっぱり影響力を持っていただい

ているようでもございますので、そのようなことから、２会場についての状況は、

今後課題になっていくのではないかなというふうには考えておりますが、そのよう

な状況で、いろんなアドバイスを県からもいただいたようなことでございますけれ

ども、とにかく県のレスリング協会とも十分に連携を図る中で、今後の対忚につい

て、町としても考えていきたいなと、このように思っています。 

 いずれにいたしましても、11月に再度会場地の開催希望調査がございまして、そ

の後、年あけて競技団体とのマッチング作業も展開をされるところでございます。

７月15日に提出いたしました町としての要望等を含めながら、今後状況づくりに努

力をしてまいりたいと、このようにも考えてございます。 

議長（杉浦和人君） 商工観光課長。 

商工観光課長（森口雄司君） ただいま蒲生議員さんより、国体競技の開催に向けた

中で、町内企業への民間活力、および選手の育成についての働きかけについてご質

問をお受けしましたので、お答えをさせていただきます。 

 一般的に、それぞれ企業には営利を目的とした経営の方針がございますし、また、

経費も伴うといったことから、なかなか企業にとってその対忚をするというのは難

しい問題があるんやないかなと、このような認識をいたしております。町内には、

第１、第２の工業団地をはじめ、多くの事業所があります。中には滋賀事業所と名

のつく、県の窓口としての事業所もございます。 

 今後におきましては、滋賀国体の開催に向けて、具体的に事業が進められると思

いますが、町内のあらゆる場で、その機運を高めるということが非常に大切ではな

いかなと、このように思います。町内の企業にもその働きかけが必要でございます

し、町が主催となります、例えば新規学卒セミナー、また町長と企業との懇談会、

こういった事業、さらには、県が行います企業交流会、こういったものをはじめ、

多くの機会を見つけて、生涯学習課と連携を図りながら、国体開催に向けた企業へ

の周知や協力の要請を行いたいと、このように思います。ご質問にあります、民間

活力、さらには選手の育成などに、その中で結びつけられたらと、このように思っ
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ておりますので、よろしくお願いします。 

議長（杉浦和人君） 建設計画課長。 

建設計画課長（岸村義文君） 蒲生議員さんの方から再質問いただきました。大谷体

育館の西側、裏の倉庫、器具庫、物置等の改築をした中で、競技場の面積、いわゆ

る既定のレスリングマットが４面設置できるように、拡張ができないかということ

でございます。 

 西側の壁、柱につきましては、建物全体を支える主要構造物でございます。その

ことから、平成22年度に耐震補強工事を施工しております。そのことを考えますと、

この壁、柱を撤去するということは、技術的には非常に難しいかなというふうに考

えております。それによって、西側の拡張というのは、今のところ考えていないと

いうか、難しい状況かなというふうに判断しておりますので、よろしくお願いいた

します。 

議長（杉浦和人君） 総務課長。 

総務課長（池内俊宏君） 蒲生議員から、職員の採用についての再質問を頂戴いたし

ました。スポーツ指導者としての専門職として、町職員としてそういった方を採用

するつもりはないかというようなことでございます。 

 蒲生議員もご承知いただいておりますとおり、町の職員の採用にあたりましては、

１次試験として筆記で学力の試験を実施いたしまして、その後、一定の基準を満た

した者につきまして、２次試験としてその人物評価を行いというふうなことで、面

接等を行い、職員の採用にあたっておるところでございます。職員の採用にあたり

ましては、広く平等に優秀な職員を募集するというようなことで実施をしておりま

す中で、特定のスポーツなどの専門職というような考えでの採用については、現在

考えておらないところでございます。 

議長（杉浦和人君） 蒲生行正君。 

５番（蒲生行正君） 森口商工観光課長は、山岳競技の国体の監督でもございまして、

国体については思いが非常に熱いかなと、こういうふうに思いますので、またこの

国体の競技について、生涯学習課長とともによろしくお願いをいたしておきたいな

と、かように思います。先ほども申し上げましたが、レスリング競技団体との連携

を密にされ、今後のお取り組みをいただきますよう、教育委員会によろしくお願い

をいたしておきまして、それでは、今議会最後の一般質問に移らせていただきます。 

 続いて、通告書３つ目の質問、最後の質問を行わせていただきます。 

 ３つ目の質問は、交通安全カーブミラーについてお伺いいたします。６月議会に

「交通安全路面標示について」と題しての一般質問を行いました。このときに申し

上げたところですが、日野町の交通事故発生状況を見てみますに、毎年70件前後の

事故があり、交差点での事故が30件前後で、一番多く発生いたしております。事故
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類型で見ますと、出会い頭の車両事故であります。滋賀県内の各市町で発生した全

人身事故件数に占める各種交通事故件数の構成率を見ますに、信号機のない交差点

での出会い頭事故での日野町の順位は、平成23年度ワースト３位、平成25年度ワー

スト２位であります。 

 また、６月議会に申し上げました、直近の鎌掛での人身事故を取り上げ、地元住

民の車と、地理不案内な町外在住住民の車との事故が多いことを申し述べ、交差点

やＴ字路に停止線等の交通安全路面標示を求めたところであります。 

 町長の答弁は「停止線の管理は公安委員会。必要性の判断、補修も設置も公安委

員会。破線の線である誘導停止線の設置判断も公安委員会」であり、交通量の尐な

い西大路地域での交通安全路面標示は、一筋縄では簡単にはいかないことを認識い

たしました。 

 しかし、６月議会で、このように、信号機のない交差点での出会い頭事故が一番

多く発生していること、地元住民の車と地理不案内な町外住民の車との事故が多い

ことを申し述べましたが、７月28日の午後に、これは議運の後でございますが、中

西議員が信号機のない交差点で出会い頭事故に遭われました。加害者は地理不案内

な能登川の方で、一旦停止の道路標識を無視されたことによる事故でございました。

中西議員が事故に遭われました地点には、加害者側の町道側に一旦停止を示す道路

標識、そして、交通安全カーブミラーも設置されておりました。こういう状況下で

すと、もう防御策の施しようが、信号機以外にはないところであります。 

 このようなケースの場合ではなく、道路標識も交通安全路面表示もない道路での

交通事故防止の解決策を得るため、日野町内の交差点を調査いたしました。信号機

のない交差点や、Ｔ字路の出会い頭の車両事故を減尐させる方策を、私なりに考え

てみました。すると、町内には停止線のない箇所にもかかわらず、カーブミラーが

設置されている交差点や、Ｔ字路があることに気がつきました。カーブミラーを見

る習慣のある運転手であれば、とまって見るところでございます。交通安全路面標

示は何年かたてば消えてしまいますが、カーブミラーは何年ももちます。 

 そこで、西大路地区内の国道477号線と町道との交差箇所、県道西明寺水口線と町

道との交差箇所で、国道や県道がカーブしていて、見通しのよくない交差箇所、建

物等の影響で、見通しのよくない交差箇所、次の８ヵ所にカーブミラーの設置を求

めます。 

 国道477号線では平子区の町道平子線Ｔ字路、蔵王区の町道北蔵王線Ｔ字路、仁本

木区の、４月１日に開通いたしました、農業体質強化基盤整備促進事業による新設

道路とのＴ字路、以上の３ヵ所。県道西明寺水口線では、西明寺区の町道西明寺線

Ｔ字路と町道西明寺中通線の東側のＴ字路、北畑区の西側の町道牧野・野神線Ｔ字

路、以上の３ヵ所。番外といたしまして、日野町内の交差点を調査していて、ここ
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にはどうしても必要と感じました箇所、鎌掛区の死亡事故等人身事故多発箇所、日

野東部地区広域営農団地農道と、町道日野南部線交差点の深山口から走行してきて

の右折箇所、そして、県道西明寺水口線と町道日野南部線Ｔ字路、この２ヵ所。以

上８ヵ所の交差点にカーブミラーの設置を求めます。 

 以上、第３問目の質問といたします。 

議長（杉浦和人君） 町長。 

町長（藤澤直広君） 交通安全対策というのは、大変大事な課題であるというふうに

考えておりまして、町も公安委員会などと相談しながら、どういう対忚がいいのか

ということで、頭を悩ませているところでございます。 

 そうした中で、カーブミラーを設置してはどうかと、こういうご提案をいただい

たわけでございますが、それぞれ日野町全体、行政懇談会におきましても、そうし

たご要望もいただいておるところでございまして、提案いただいた箇所も含めて、

現地の確認などを含め、必要な箇所なのかどうかということを検討しながら取り組

んでまいりたいと考えております。 

議長（杉浦和人君） 蒲生行正君。 

５番（蒲生行正君） それでは、再問を行わせていただきます。 

 今の町長の答弁でございますが、教育委員会への質問の答弁に比して、建設計画

課への質問の答弁は水臭いというか、味気がないというか、愛想のない答弁そのも

のでございます。ただいまの答弁、現地の確認をさせていただき、必要な箇所につ

いては設置を検討してまいりたい、こんな答弁ありでしょうかね。 

 13日前の９月３日に質問内容を詳しく通告しているのであります。それなのに「現

地の確認をさせていただき」との答弁、まだ見に行っておられないのでしょうか。

これから見に行かれるのでしょうか。６月議会に交通安全路面標示の一般質問通告

をいたしましたとき、路面標示の担当課ではないにもかかわらず、交通安全の道路

標識の担当課として、ここにおられる住民課の宇田参事は、要望箇所、全てで20ヵ

所あったんですが、この20ヵ所を全て調査されていました。私も日野町職員の中で、

誰よりも長い間管理職でございました。質問通告を受けたら、必ず現地調査を行っ

ておりました。これは至極当たり前のことであります。現地を見ずに答弁には立て

ません。岸村課長が現地調査をされていないとは考えられません。とすれば、「現地

の確認をさせていただき」の答弁は詭弁でございます。 

 そこで、通告をいたしました８ヵ所の交差点を調査されたのか。８ヵ所それぞれ

の１ヵ所ごとの感想を、１つ目にお聞きをいたします。 

 なお、西大路地区内の６ヵ所は全てＴ字路であります。また、日野東部地区広域

営農団地農道と町道日野南部線交差点につきましては、12日に西澤議員が申されま

した、山を削って見通しをよくする交差点改良、この工事を行うことが最良である
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と、私も考えておりますが、工事には時間と経費を要しますので、改良工事を完工

するまでの間、カーブミラーが必要ではと思ったからであります。 

 ２つ目として、行政懇談会でも常に必要な箇所と言われますが、必要な箇所の定

義を分かりやすくお聞かせください。 

 以上、第２問目の再問といたします。 

議長（杉浦和人君） 建設計画課長。 

建設計画課長（岸村義文君） 蒲生議員さんの方から再質問をいただきました。答弁

の方をさせていただきたいというように思います。 

 まず、現場でございますが、私も現地の方、１ヵ所ずつ確認をさせていただいて

おります。そういう中で、８ヵ所それぞれの感想、そして必要な箇所の定義という

ことでございます。 

 まずはじめに、必要な箇所の定義でございますが、カーブミラーというのは、急

なカーブを描く道路や交差点において、建物などの存在により死角となる方向の道

路の様子を、手前から目視できるように設置をされるということでございます。そ

ういうことから、補助的な安全確認のためのミラーであるというふうに考えており

ます。カーブや交差点の死角を鏡によって映しだすことによりまして死角の危険を

排除する目的で、カーブミラーについては設置するものというふうに考えておりま

す。 

 そこで、８ヵ所それぞれの感想ということでございます。 

 まず、国道477号の町道の平子線とのＴ字路でございます。ここを見させていただ

きました。右側が看板なり、または獣害の柵がございます。そういうことから、左

側は視界がよいのですが、右側については若干視界が悪いという状況であろうかと

いうふうに思っております。 

 そして、町道の北蔵王線のＴ字路でございます。ここにつきましては、左側につ

いては下りの坂になっておりまして、見通しもよいかなというように思っておりま

す。右側については、蔵王地区のいわゆる農舎が建っており、停止線でとまれば一

定右側についても、視界はある程度先が見える状態かなというふうに考えておりま

す。 

 そして、仁本木の新設農道でございます。ここにつきましては、昨年度新しくで

きた道路でございまして、国道へ出るところの交差点につきましては、左側につい

ては視界がよいところでございますが、右側を見ますと、土砂等が現在盛っており

ます。若干の、視界は悪いかなというふうに思いますが、今、模擬停止線が引かれ

ております。そこで停止をすれば、ある程度視界については見える状態かなという

ふうに考えております。 

 そして、県道の西明寺水口線の交差点でございます。町道の西明寺線とのＴ字路
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でございますが、ここにつきましては、右側についてカーブで、若干見づらい、交

差点へのカーブミラーの設置では、ちょっと難しいのかなと。というのは、本線の

県道がずっと山手の方にカーブをしておりますので、交差点へカーブミラーを設置

して視界がよくなるというのは、ちょっと難しい状況かなというふうに考えており

ますが、左側についてはずっと下りの勾配で、視界の方はよい状況かなというふう

に考えております。 

 そして、町道の西明寺中通線のＴ字路でございます。ここにつきましては、視界

的には交差点でとまりますと、両側がよく見える状態かなというふうに考えており

ます。 

 そして、町道の牧野・野神線のＴ字路でございます。ここにつきましても、交差

点でとまって両側を見ますと、両側ともに視界はよい状況かなというふうに考えて

おります。 

 そして、番外として質問いただきました、日野東部広域農道と町道日野南部線の

交差点でございます。ここについては、Ｔ字でなしに十字交差でございます。カー

ブミラーは、先ほど言いましたように、死角の状況確認を補助するものというふう

に考えておりますが、ミラーのいわゆる構造や設置角度、または設置の環境によっ

て、実態と大きくかけ離れた見方をする場合がございます。そういうことから、十

字交差の場合は、真っすぐ直進する車がやっぱりどうしてもあります。そういうこ

とを思うと、若干慎重に設置については考えないと、逆にミラーを設置したことに

よって、あえて危険なように持っていく場合もございますので、その辺は検討が必

要かなというふうにも考えております。 

 県道の西明寺水口線と町道の日野南部線のＴ字路でございます。ここにつきまし

ても、交差点でとまりますと、カーブが外にＹの字になっていますので、視覚的に

は車がよく見えるところかなというふうに考えております。 

 各箇所それぞれの、私なりに現場を確認させていただいた感想かなというふうに

思っております。 

 ６月議会でも質問をいただきました、模擬停止線の関係もございます。これもあ

わせて、必要な箇所については検討をしてまいりたいというふうに考えております。 

議長（杉浦和人君） 蒲生行正君。 

 予定時間が過ぎておりますので。 

５番（蒲生行正君） 予定時間が過ぎておりますので、最後に１つだけ。 

 必佐地区の十禅師を訪れましたときに、鎌掛地区のように停止線が描かれて、「止

まれ」と、交差点に路面標示がされておりました。しかしながら、肝心な必佐の国

道307号線のＴ字路に路面標示の「止まれ」が、消えかかっておりましたので、早急

に対処されるようお願いをいたしておきます。 
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議長（杉浦和人君） ここで、昼食のため、暫時休憩をいたします。再開は、午後１

時30分から再開いたします。 

－休憩 １２時２６分－ 

－再開 １３時３２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。 

 11番、池元法子君。 

11番（池元法子君） それでは、通告に従いまして、２点質問をさせていただきます。 

 １点目は、自然エネルギー発電についてであります。東日本大震災での原子力発

電事故以来、再生可能エネルギーに関心が高まっています。我が日野町を見回して

も、各個人の屋根に取りつける太陽光発電の件数も増え、また、空き地や休耕田を

利用した、売電目的による太陽光発電も目につくようになっています。 

 そのような中、県内でも開発の動きが始まっている水力発電が注目をされていま

す。日野町は日野川、佐久良川、出雲川をはじめとして、農業用水路も多数存在す

るところであり、太陽光や風力発電と違い、景観を損ねず、比較的安価でつくれる

という利点があります。字、区など、小さな単位での取り組みもでき、防災用の防

犯灯や、獣害対策の電気にも利用でき、まちづくり、地域づくりにもつながると言

われています。大雤になると水害を起こすほどの水量を生かし、町として、この自

然エネルギー発電の活用をぜひ検討いただきたいと考えますが、いかがでしょうか。 

議長（杉浦和人君） 11番、池元法子君の質問に対する町長の答弁を求めます。町長。 

町長（藤澤直広君） 自然エネルギー発電についてご質問をいただきました。 

 水力発電につきましては、河川や農業用水路などで導入される小水力発電が注目

されているところでございます。事業化にあたっては、安定した流量および落差、

ならびに水利権の確保が課題となります。 

 町内の河川は、水源までの谷が浅く、水源林の面積も尐ないことから、安定した

流量や落差が見込めないのが現状でございます。農業用水路につきましては、年間

を通じて安定して町内から通水できる水量は乏しく、このため、琵琶湖から４月か

ら９月まで水利権を得て、揚水しているところです。水力発電は毎日のメンテナン

ス作業も必要となり、汎用化するためには解決すべき課題も多いようでございます。 

 しかし、尐ない流量や小さな落差などでも発電できる技術開発が進みつつあり、

水利権の課題も規制緩和の中で改善されつつあることから、採算性などの課題を検

証しながら、可能性については研究したいと思います。 

議長（杉浦和人君） 池元法子君。 

11番（池元法子君） ぜひ町としても、再生エネルギーの１つである小水力発電につ

いて、研究していただきたいとの思いはわかっていただいたと思います。 
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 農水省では、農業用水を利用し、小水力発電への取り組みについて開発が進めら

れており、滋賀県においても投資効果が見込めるようになったと、農村地域におけ

る小水力発電等の導入促進を、現在、高島、長浜２ヵ所、多賀、湖南、そしてお隣

の東近江の６地区が活用推進事業に取り組んでいます。 

 東近江市では、会社の事業者が開発されていて、開発費は250万円、うち３分の２

が補助金だそうです。しかし、地域住民グループや地区住民のまちおこしとして取

り組み、地域で運営して、防災用の常夜灯や、獣害策の電気に使う目的でつくられ、

水車は低価格でつくれて、また壊れ物なので、修理ができるように自分たちでつく

ることがポイントだということを勉強されています。 

 また、兵庫県の篠山でも、取り組まれておりますが、水車は子どもから大人まで

夢中になる魅力がある、地域づくりにもつながるという、本当に地域のみんなが知

恵を出し合ってつくっていくという、そういうこともできるということを言われて

います。 

 町は今、太陽光発電設置での補助金制度をとられています。ぜひそのように、各

地域などで小水力発電や、またその他の再生エネルギー発電にも取り組まれる場合

に、元気ある地域活動推進事業等で、町として補助金、援助金が出せないものかと

考えますがいかがでしょうか。 

議長（杉浦和人君） 企画振興課長。 

企画振興課長（古道 清君） 池元議員さんの再質問にお答えさせていただきます。 

 日野町元気ある地域活動推進事業補助金につきましては、町内会等の地域住民で

構成する住民組織が実施するまちづくり計画の策定や、地域課題の解決、地域資源

の活用等につながるコミュニティー活動に要する経費に対して、予算の範囲内にお

いて補助金を交付させていただいているものでございます。昨年の例で申し上げま

すと、上限が10万円の限度で、２分の１補助というような内容になってございます。 

 当然、今おっしゃっていただきました、小水力発電を通じたコミュニティー活動

として捉まえてしていただいた場合については、補助事業の対象ともなってまいり

ますので、またご相談いただければと思いますので、よろしくお願いいたします。 

議長（杉浦和人君） 池元法子君。 

11番（池元法子君） 原子力発電にかわるエネルギー、電気のエネルギーとして、本

当にそういう再生エネルギーの活用が必要だと思いますので、これからも町として

取り組んでいただきたいということをお願いいたしておきます。 

 次に、介護保険制度改革についての質問です。 

 今、自公政権の、負担を増やし、給付を削減する税・社会保障一体改革路線に対

する怒りや不安が、あらゆる分野で広がっています。私は、昨年９月議会より何度

もこの問題を質問してきましたが、納得できる代物ではありません。一定所得以上
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の人のサービス利用料金を２割に引き上げること、現在の要支援１、２の高齢者の

介護を市町村事業に丸投げするなどの大問題について、何点かお尋ねをいたします。 

 これら法改正に向けて、自治体も体制を整えていくことになりますが、利用者の

ニーズ調査、各事業所の実態、現状調査はどのように進められているのでしょうか。 

 また、この改革が団塊の世代に向けての必要性を言われていますが、今現在、高

齢者の介護を支えているのは団塊の世代の者たちであることを忘れてはなりません。

といいますのは、事業所で働く人たちの平均年齢が高く、若者の働き手が尐ない現

実があるからです。個人、家庭に負担と責任を押しつけるこの改革を、最後の看取

りまで家庭でしっかり支える介護事業者の人の確保を、自治体としてどのようにサ

ポートできるかにもかかってくると思われます。これらの町の取り組み状況、姿勢

等、お答えください。 

議長（杉浦和人君） 町長。 

町長（藤澤直広君） 介護保険制度改正についてのご質問でございます。 

 介護予防給付である要支援１、２の人の訪問介護、通所介護が、町で実施する介

護予防・日常生活支援総合事業への移行について、国から示されたガイドライン案

では、現行の訪問介護、通所介護に相当するサービス、緩和した基準サービス、住

民主体によるサービス、保健医療の専門職が短期集中で行うサービスなどのサービ

ス累計が示されましたが、単価については地域の実情に忚じて国が定める予防給付

の単価を上限とすることが示されただけで、具体的な単価は示されておりません。

町内のサービス提供事業者も、現状では判断できないとされておられます。引き続

き協力いただけるよう努めるとともに、事業計画にどのように設定していくのか、

検討していく予定でございます。 

 ニーズ調査についてでございますが、平成25年度に実施し、主に生活機能の面か

ら高齢者の生活状況を把握し、どのような介護サービスを利用されているのか、ま

た、どのような生活支援サービスを求められているのかなどについて、65歳以上の

人で介護認定を受けていない人、および要援護１、２、要介護１、２の認定を受け

ている人を対象に、アンケート調査を実施しました。回収率は約73パーセントでし

た。 

 このニーズ調査においては、基本の調査項目に加えて、医療、介護、予防、生活

支援など、多職種が連携、推進する地域包括ケアシステム構築にかかわる項目とし

て、地域での高齢者のかかわり、また、看取りにかかわる項目を設けました。今後、

地域包括ケアシステムの構築に向け、町として必要な体制整備に取り組まなければ

ならないと考えております。 

 なお、調査結果については介護保険運営協議会に報告し、第６期介護保険事業計

画の策定の資料として反映させていきたいと考えております。 
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 次に、サービス提供事業者への調査といたしましては、事業所に訪問等を行い、

直接ご意見を聞かせていただいております。サービス事業者以外に介護支援専門員、

いわゆるケアマネージャーからも、現状や今後必要となるサービスについて意見を

聞かせていただいており、計画策定、およびサービス見込み量等を算出する際の参

考にさせていただきたいと考えております。 

 次に、介護職員の人材確保でございますが、国では団塊の世代が75歳を迎える平

成37年までに、現在の約1.5倍、最大249万人の介護職員が必要であると推計してお

り、人材の確保が喫緊の課題となっております。また、介護労働市場は景気の影響

を受けやすいと言われており、今年度におきましても、尐し景気が戻ったことによ

り他の業種での求人が増え、介護職員への忚募が尐ないとの話を町内サービス提供

事業者からもお聞きしております。 

 町としては、今年度から介護職員初任者研修の資格取得に関する支援制度を設け、

資格取得に係る経費の一部助成を実施し、人材の確保につながればと考えておりま

す。人材を確保するためには、一定、公的な助成制度、また処遇改善等も必要であ

ると考えます。各事業所では、職場見学や体験、ボランティアの受け入れなどを実

施されていますが、地域に対しても介護や健康づくり教室などの事業の実施に取り

組んでいただけるよう働きかけるとともに、介護サービス事業者と話し合いながら、

介護職の仕事の魅力等を住民の方に伝えていければと考えているところでございま

す。 

議長（杉浦和人君） 池元法子君。 

11番（池元法子君） それでは、再質問させていただきます。 

 こんなに自治体負担を強いられている介護保険法の改悪でも、何とか国の指示に

従えるようにというので、地域包括ケアシステムの構築に向けて努力されているの

は本当によく分かります。 

 しかし、この切実な自治体としての声、全国的に本当に自治体の財政に大きな負

担がかかる、受け皿となるサービスも十分に用意をできず、地域格差が広がる、厚

労省は介護現場の声を聞くべきだなどの、圧倒的に怒りの声が上がっています。医

療も介護も安上がりに抑えようとする今の政権は、社会保障制度を、人権保障を外

した共助としての社会保障としてすりかえてきています。これは根本的な大問題で

す。 

 人材不足の問題についてでありますけれども、一定、公的な助成制度や、また処

遇改善も必要、介護職の仕事の魅力等を住民に伝える必要の答弁をいただきました。 

 しかし、介護労働者の人手不足の一番の原因は、介護報酬があまりにも低いこと

にあります。平均労働者の月給に比べて10万円もの差があり、報酬を上げる以外、

人手不足の解消はないと言われています。 
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 しかし、現在は介護報酬と介護利用料がリンクしているので、このリンクを断ち

切るために、公、国の負担を増やす必要性が生まれてきます。このことも含め、要

支援を介護保険から外すのに２年半の猶予がありますので、総自治体が国に声を上

げることが、今できる一番大切なことだと思います。そこで、いつもお願いをして

いるわけですけれども、町長として国に対して意見書を上げていただくとか、その

ような努力を引き続きお願いしたいと思いますが、決意をお願いいたします。 

議長（杉浦和人君） 町長。 

町長（藤澤直広君） 介護保険制度改正につきましては、日野町議会においても議論

がされまして、議会の中で決議を採択され、国の方にも提出をされておられるとい

うふうに認識をいたしております。 

 私といたしましても、次の介護計画期間の策定にあたって、問題点をさらに認識

しながら、また町村会をはじめとしたところで、国の方にものを申していきたいな

と。結果として、今必要なサービスを受けられる方が、しっかりと、サービスが後

退しないように、さらにまた、介護保険料の額が下がることは考えられませんので、

上がる中で、公的支援をしっかりしていただくことも大変大事な課題と認識してお

ります。 

議長（杉浦和人君） 池元法子君。 

11番（池元法子君） 今、保険料が上がる問題についても、答弁でされました。 

 保険料が上がるというのは、本当に当初2,000円ぐらいから始まって、４倍ぐらい

になってくるんですね。こういうことは、本当に介護を受ける人、また、お年寄り

に対しても本当に負担が大きくなりますので、保険料の値上げのことも含めて、国

に対してものを申していただきたいと、このことをお願いして、私の質問を終わり

ます。 

議長（杉浦和人君） 次に、７番、髙橋 渉君。 

７番（髙橋 渉君） ７番、髙橋でございます。２項目を分割にて質問させていただ

きます。 

 まず１項目めでございますが、獣害対策についてでございます。 

 本来ならば、野生の動物、鳥類と人間が共存できる社会、また地域であってほし

いと思うわけでございますが、残念ながら近年、鹿、猪、猿、また外来種のハクビ

シン、アライグマなど、野生獣の数が増え、農作物被害、生活への環境悪化被害等、

住民の方の深刻な問題となっております。 

 この問題は、本年３月議会の齋藤議員の一般質問でも取り上げられ、対策強化の

要望が出されており、また、町当局も日野町有害鳥獣被害対策協議会を中心に、対

策に取り組んでいただいておるところでございますが、住民の方の被害報告や、不

安が依然としてあることから、改めてお尋ねをいたします。 
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 １点目、まず全体的に捉えて、現状の取り組みと実績をどのように評価されてお

られるのか。また、今後の対策はどのようにされるのかお伺いをいたします。 

 ２点目、広域行動の動物対策として、日野町区域外の市町との連携が必要と思い

ますが、その旨の対策は考えておられるのかお伺いします。 

 ３点目、空き家を中心とした範囲にハクビシンが多く見られると聞いております

が、空き家対策と連動した対策が必要と考えられますが、当局の考えをお伺いいた

します。 

 ４点目、山間部および山際の部分だけでなく、ハクビシンなど、町なかでも対策

が必要なことからも、町民一人ひとり、個人の方にも被害情報の提供をいただくな

ど、町一丸となって被害減尐対策を進める時期ではないかと思いますが、このよう

な考えに対してどうお思いなのかお伺いをいたします。 

 ５点目、対策は住民の方とともに、一過性でなく関心をもっていただき、継続し

て行う必要があると考えることから、対策効果の状況などを定期的にお知らせする

ことが大事だと思いますが、そのような手段はお考えにならないのかお伺いをいた

します。 

議長（杉浦和人君） ７番、髙橋 渉君の質問に対する町長の答弁を求めます。町長。 

町長（藤澤直広君） 獣害対策についてのご質問でございますが、日野町有害鳥獣被

害対策協議会が中心となって、現在取り組んでおります。猟友会の協力により鹿、

猪、猿の銃器捕獲を行うほか、集落に対して防護柵の設置補助や、箱わな免許取得

の費用助成、箱わなの無償貸与、また、近隣市町ならびに県と連携した研修会の開

催など、集落の取り組みを支援しております。 

 平成25年度には、防護柵の設置が町内で総延長224キロメートルを越え、捕獲活動

も、鹿372頭、猪131頭、猿83頭の実績を上げていただいております。また、地区や

集落において、自らが狩猟免許を取得して捕獲する箱わな捕獲事業には、現在１つ

の地区と17の集落が取り組まれております。これらの取り組みによって、尐しずつ

ではありますが、獣害の軽減への効果が見られます。 

 野生獣による被害を軽減させるには、集落を餌場にしないことや、追い払い等の、

地域のみんなが取り組むことが重要であり、今後につきましても、引き続き獣害に

強い集落づくりに向けた取り組みを支援してまいりたいと考えております。 

 次に、広域的に行動する野生獣の対策でございますが、近隣市町との連携が必要

となります。対策としては、東近江地域の２市２町で広域的な協議会を設置し、情

報交換を行っており、また、隣接する甲賀市とも協議の場を設ける予定です。今後、

必要に忚じた対策が講じられるよう、隣接市との連携に努めてまいります。 

 次に、ハクビシンやアライグマについてでございますが、神社や寺院、住居など

の建物の中にねぐらをつくることが多く、無人となる空き家も狙われやすいようで
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ございます。ただ、住みつくのには、その周辺の農作物や放任果樹、野菜、野菜く

ずといった餌とも密接に関係していることから、集落点検による餌場の除去など、

複合的な対策が必要と考えております。 

 獣害対策は地域全体で進める必要があり、集落ぐるみによる獣害対策が基本にな

ると考え、集落リーダーを対象として、近隣市町ならびに県とともに研修会を開催

し、対策の情報提供と知識向上の機会を設けております。町においても出前講座と

して集落に出向き、獣害対策の話もさせていただいているところでございます。引

き続き研修会や出前講座のほか、毎年地域ぐるみで取り組む箱わな捕獲事業の説明

会の機会を利用して、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） 髙橋 渉君。 

７番（髙橋 渉君） それでは、再質問をさせていただきます。 

 まず今、日野町では有害鳥獣被害対策協議会というような形の設置をされておる

わけでございますが、それにおけるメンバー構成はどうなっておるのか。ならびに

その組織体制の中で、各々の役割はどうなっているのかお伺いをいたします。 

 それから今、捕獲数の内容について報告いただきましたが、鹿、猪、猿の25年度

捕獲数は、当初計画との差違はないのか。また、当初計画される頭数なんですけど、

何に基づいて計画頭数を設定されているのか。これについてお伺いをいたします。 

 それから、近隣市町との連携について、先ほど申しましたように、３月議会で齋

藤議員が同じ質問をされておりますが、全く答弁が同じなんですね。この半年間、

どういう形で近隣市町との連携をすることによる会議等々、進めておられたのか、

この辺をお聞きいたしたいと、こういうふうに思います。 

 それから、外来種の問題なんですけど、ハクビシンの対策を放置しておくと、繁

殖率が非常に高いということをお聞きしておりますのと、そのために被害が拡大す

る可能性があります。早急な対策が、そのためには必要だと思われますが、その対

策は考えておられるのかお尋ねします。滋賀県の第11次鳥獣保護事業計画、この中

に、外来種のアライグマ、ハクビシン、ヌートリアについての記載がございますが、

「必要に忚じて、生息状況、生息環境・被害状況等の把握に努める。農林水産業又

は生態系等に係る被害を及ぼす外来鳥獣については、当該外来鳥獣を根絶又は抑制

するための積極的な狩猟及び捕獲を推進し被害の防止を図る」と、このような形の

県の計画があるわけですけど、それについてどうお考えなのか。 

 それから、先ほどありました、捕獲の免許等々についての、ここにも記載がある

わけですけど、農林業に携わる者、ならびにそれに関する職員関係、これは推進し

てその免許を取られるようと、このような言葉も入っているわけですが、今、日野

町の職員の方で、箱わな等々における免許取得、この辺を取られる方はどういう状

況であるのか、以上質問しますのでお答えください。 
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議長（杉浦和人君） 農林課長。 

農林課長（高岡良三君） 髙橋議員さんの方から再質問をいただきました。 

 まず、日野町有害鳥獣被害対策協議会のメンバーでございますが、９名のメンバ

ーで構成をしております。グリーン近江農協、滋賀中央森林組合、農業共済組合、

猟友会、滋賀県東近江農業農村振興事務所農産普及課、農業委員会、そして役場農

林課、それともう一方、地区代表という形で、鎌掛有害鳥獣対策協議会の方から参

画をしていただいてございます。 

 その役割でございますが、有害鳥獣対策に係る計画を樹立する事業の実施、また、

研修会などの開催にあたって、それぞれの立場で意見を述べていただくということ

になってございます。 

 次に、その中のうちで、鹿、猪、猿の25年度の捕獲計画との差違はないのかとい

うことでございますが、それぞれ25年度の捕獲ベースでいいますと、猿は計画で87

頭、捕獲数は83頭で95パーセントの達成となってございます。鹿につきましては550

頭の計画で372頭の捕獲、68パーセントでございます。猪につきましては190頭の計

画で131頭の捕獲をいただきまして、69パーセントの達成でございます。なお、25

年度の計画から捕獲の実績におきましては、昨年の夏は非常に猛暑が厳しくござい

ました。猟友会にお願いをしておるんですが、人間もばてていますが、犬もばてて

いるということで、尐し夏期の部分の捕獲が減ったということで、69パーセント、

70パーセント弱の捕獲率になっているということでございます。 

 もう１つは、計画でございますが、滋賀県ニホンザル特定鳥獣保護管理計画とい

うのがございまして、その中には、猿の年間増加率が３パーセントから10パーセン

トというふうに規定をされておりますので、捕獲は頭数の10パーセント以内という

ことになってございます。日野町の群れの頭数に、永源寺の方、また土山の方の頭

数から勘案して、計画を87頭というふうにさせていただきました。といいますのは、

日野町の群れは６群れおりまして、推定で約600頭ほどおります。永源寺の方は２群

れおりまして、永源寺といいましても日野に近い方でございますが、ここに２群れ

おりまして150頭。土山の方も６群れおりまして180頭で、合計930頭ほどのサルの群

れがいるということで言われてございます。そのうちの10パーセント以内というこ

とで、計画を策定させていただいてございます。 

 また、鹿につきましては、滋賀県ニホンジカ特定鳥獣保護管理計画の中にござい

まして、滋賀県内の鹿の推定生息数は４万7,000頭から６万7,000頭というふうに規

定をされてございます。日野町内では滋賀県内の１パーセントとして計画をいたし

てございまして、推定数のおおむね１パーセントの550頭を駆除する計画ということ

で、策定をさせていただいてございます。 

 また、猪につきましては、同じくその管理計画の中では、個体数の推定が現実的
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に困難なようだということで、生息数の推定はされてございませんが、日野町では

過去の被害状況や、捕獲実績も勘案いたしまして、その協議会の中で190頭を捕獲し

ようという計画で進めさせていただいてございます。 

 それから次に、３月議会の齋藤議員さんの質問の答弁と何も変わっていないとい

うことでございますが、本当にその駆除をするというのは苦慮しておるところでは

ございますが、野生獣による被害を軽減させるためには、１つには防護柵や追い払

い等によって、侵入を防止する対策を、先ほど町長の答弁にありましたように、224

キロの柵をしていただきましたし、あとは緩衝帯や、誘因の除去等の周辺環境整備、

これは、北脇の方でもやっていただいてございますが、緩衝帯をつくるということ

で、里山リニューアルの事業を組み合わせてやっているということでございます。 

 ３つ目には、猟友会による銃器捕獲や、集落による箱わなの捕獲、また、それぞ

れの捕獲方法を組み合わせてやるということで、基本にそれを動かしてございます。

先ほど町長の方で答弁もあったんですが、近隣の、私ども県の管内の２市２町の方

では、県の対策協議会をつくりまして、獣害に強い集落づくり促進事業というのが

ございまして、そこでハード面の方では防護柵の補助を行っておりますし、また、

ソフト面では駆除をする研修会等、先進の事例を報告していただく、また、先進の

視察の事業も考えておりますし、８月の台風のときに研修会を予定しておったので

すが、それが伸びましたので、今度10月にその研修会を行うということを計画して

おりますし、また10月中にはお隣甲賀市の方と協議をする会議をもっていきたいと

いうふうに考えてございます。 

 次に、ハクビシンは対策を放置しておくと大変だということで、大変議員指摘の

ように、繁殖力が非常に強く、また、アライグマも凶暴なんですが、加えてハクビ

シンは非常に凶暴でございまして、箱わななんかで捕まえたときに、尐し指なんか

出すと、それにかみついてくるというぐらいのところでございます。過日も私ども

職員が、もう死にかけているので手でもつかめそうだということで、地元の方へ行

ったら、最後の力を振り絞って、うちの職員の指にかみついたというようなことも

あって、とりあえず病院へ行って、抗生物質をもらったというふうなことで、とり

わけ、今言いましたように、多食な動物でございますので、いろんな病気を持って

いるということで、非常に危険だというふうに考えております。 

 特に、議員指摘のあったように、ハクビシン、アライグマ、またヌートリア等は、

繁殖力が非常に強いということと、外来のものでございますので、駆除をしていく

ということで取り組みを進めておりまして、外来性の動物の捕獲実験事業を今、熊

野の方で実証実験をしていただいてございまして、集落内の農業者にわなの免許を

取得していただきまして、自らの集落で小型の箱わなを仕掛けて捕獲をする事業を

試験的にやっていただいておりまして、かなりの６つ、７つというふうな実績を上
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げていただいてございます。 

 それから、外来性動物の捕獲体制整備事業ということで、集落から有害鳥獣被害

対策協議会へ駆除依頼があれば、猟友会に依頼をし、猟友会によって小型箱わなの

仕掛けをする体制もとってございます。 

 いずれにいたしましても、箱わなに備える捕獲用の餌とか、そういうものにつき

ましては、地域の方々にご厄介にならなければなりませんので、集落の皆さん方の

協力が不可欠であるというふうに考えてございます。 

 それから、免許の状況でございますが、今、町長の答弁にもございましたように、

１つの地域と17の集落の農業組合長さんを中心に、私たち農林課はどうしても農業

組合長さんになるんですが、そこで26年度から柵をしていただいている中では、単

に柵をするだけでなしに、捕獲をするということも義務づけられるようになりまし

たので、箱わなを仕掛けていただいてございます。そのために、箱わなの免許を取

得していただくということになりますので、それに対する補助の方もさせていただ

いてございます。 

 職員の関係ですが、銃器等の許可を持っている者１名と、私ども対策協議会の方

で職員を採用させていただいてございまして、その職員は箱わなの免許も取得をし

ていただきました。ですから、地域の方々から、いわゆるアライグマ、ハクビシン

等がいるということで、おりを仕掛ける場合には、地域にそういう方がおられたら、

その地域にお願いするわけですが、地域におられない場合は、私どものその職員が

自分の札をつけて、その箱にセットをするというふうなことで、尐し捕獲の方のお

りも補強させていただきましたし、また、改めてその部分については、新年度も続

け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） 髙橋 渉君。 

７番（髙橋 渉君） 計画をされて、捕獲されているということでございますが、滋

賀県の有害鳥獣捕獲等実施要綱では、「市町の長については、適正な捕獲計画を作成

し、地元住民への周知及び危険防止措置を徹底する」と、こういうことが書かれて

いるんですが、それについて周知徹底されているのか。さっきも僕言いました、住

民を巻き込んで対策しなきゃいけないよと。それには、やっぱり計画的な要素、現

在の進捗状況、この辺が必要かとも述べましたが、ここにもそういうことが書かれ

ているということを認識していただきたいなと、こういうふうに思います。 

 それから、外来鳥獣についての問題です。これも書いてありますが、「拡散を防ぐ

ために、捕獲個体は原則として致死させるよう指導する」と、このようなことも書

かれているわけなんです。ちょっとこの前の質疑の中でお聞きしたんですけど、住

民の方の中においては、動物の見分け方、これがやっぱり分からない方もおられる

わけなんですよね。狸なのかアライグマなのかとか。この辺のところに関しても、
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やはりしっかりとした周知をする必要があるんじゃないかなと、こういうふうに思

います。 

 全体的に申しまして、先ほどの里山計画とかの中で防御措置がされているわけな

んですけど、今の日野町にしても、山間部においては人口減、老人における社会が

増大しているわけなんですけど、そういった意味で、労力がかなり低下するという

現状になっております。反対に、鳥獣が、害になるものが増えてまいりますと、こ

れからの対策、どうするんだ、このような懸念をお持ちなんですよね。そういった

意味では、今言った、だらだらやっていないで、一度、やっぱり町一丸となってこ

の対策に乗り出さないと、そういった問題は解決できないよというのは、僕の今回

の主眼の質問なんです。そういった意味で、農林課さんが中心になると思うんです

けど、やはり町全体の意識をそこに向けるような形で取り組んでいただきたいとい

うふうに思います。 

 今、山間部を放置しますと、村なか、町なかへ必ず来ます。ましてや、ハクビシ

ンというのは町なかの問題ですので、そういった形で考えますと、一地域だけで解

決できる問題じゃないんじゃないかなというふうに思いますので、その辺をよろし

くお願いしたいと思います。 

 それから、他市との調整なんですけど、ここにこういうふうに書いてあります。

例えば甲賀市、東近江市は、駆除するときは同日にする、調整しろと。規模も考え

て。日野町で追い払っても、違う日には甲賀市へ行っていると。その辺を調整する

ことが他市町との協調ですよと、こういうことも書いております。そういった形の

対策も、他市との連動の中にはぜひとっていただきたいなというふうに思います。 

 それから、先ほどちょうど出ておりますように、最近、鹿を媒体としてマダニが

やっぱり西日本に拡散しているような感じです。マダニ、かなりひどいんです。そ

ういった形のものが拡散しないようにも、やっぱりこういった問題についてはしっ

かりと対忚していかなきゃいけないと思いますので、ひとつそのへんのところ、お

願いをしておきたいというふうに思います。 

議長（杉浦和人君） 要望でよろしいか。 

７番（髙橋 渉君） ちょっと一言だけお願いできますか。 

議長（杉浦和人君） 農林課長。 

農林課長（高岡良三君） 今、再々質問をいただきました。 

 確かにご指摘のように、全町挙げていかないと、本当に今のいう、ハクビシン、

アライグマというのは、繁殖力が非常に高いものでありますので、その分について

の啓発というのは重要なことだというふうに思っておりますし、取り組みについて

も進めてまいりたいというふうに思っております。 

 先ほど言いましたように、わなを仕掛ける際にはやはり免許が要りますので、今
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17集落と１地区については、それぞれ農業組合さんの方が中心になって、１人、２

人のわなの免許を取得していただいておりますので、そういう機会も捉まえながら、

その情報というのは流していかなければならないというふうに考えております。 

 加えて、今言っていただきました、鹿の方につきましても、猪もそうなんですが、

マダニというのは非常に多くございまして、今のところは人体の方に影響ないとい

うことを聞いておるんですが、ただ、大変なことになるということは事実でござい

ますので、その点もあわせて進めてまいりたいというふうに思っておりますし、先

ほど述べましたように、お隣の方の甲賀市さんの方、特に土山の方なんですが、そ

ことも10月には共有する課題として協議をしてまいりたいというふうに思っており

ますので、指摘のとおり、だらだら行くのでなくて、早急に進めてまいりたいとい

うふうに考えておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

議長（杉浦和人君） 髙橋 渉君。 

７番（髙橋 渉君） 対策については、ぜひ今まで以上に力を注いでいただきますよ

うお願い申し上げておきたいと、こういうふうに思います。 

 次に、幼保連携型認定こども園的な運営についてお尋ねをさせていただきます。 

 国の子ども・子育て支援新制度が平成27年度より実施されます。日野町において

も、地域のニーズに沿った子ども・子育て支援事業計画の策定が協議されておりま

すが、その中で、幼稚園と保育園の機能をあわせ持つ、３月議会の一般質問の答弁

の説明に出ておりました、幼保連携型認定こども園的な運営を、平成27年度より桜

谷幼稚園と保育所さくら園で行うことで準備が進められていると聞いております。 

 そこでお尋ねを申し上げます。 

 幼保連携型認定こども園的な運営を行うことによるメリットは、どのようなこと

が考えられるのかお伺いをいたします。 

 ２点目には、両施設の基本的な使用をどのように考えておられるのかお伺いをい

たします。 

 ３点目でございますが、受け入れ定員数は現状と比較してどのように変わるのか

お尋ねをいたします。 

 ４点目ですが、施設の増築、改築は必要ないのかお尋ねを申し上げます。 

 ５点目には、保護者および職員の方への説明、意見交換は、今までどのように行

われたのか。また、今後の計画もあわせてお尋ねをいたします。 

議長（杉浦和人君） 町長。 

町長（藤澤直広君） 平成27年度から桜谷幼稚園と保育所さくら園の施設を一体的に

使用し、３、４、５歳児の子どもたちを合同で保育、教育する運営を考えておりま

す。 

 合同運営を行うメリットにつきましては、３、４、５歳児が一桁の小規模な集団
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から10人以上の集団として、子どもたちが同じ集団で教育、保育を受けられること

が大きなメリットと考えております。 

 両施設の基本的な使用につきましては、ゼロ歳児から２歳児を保育所さくら園で、

３歳児から５歳児を桜谷幼稚園で教育、保育を行う予定でございます。 

 受け入れ定員の変更については、考えておりません。 

 施設の改修等につきましては、現在の施設を有効活用することを考えております

が、必要に忚じて判断をしてまいりたいと考えております。 

 また、保護者や職員への説明や、今後の取り組みについてでございますが、全園

の教諭、保育士対象に研修会を開催し、園長、主任等を中心に検討を進め、先進園

への視察も行ってまいりました。保護者説明につきましては、現在まで２回開催し、

意見交換を行っております。今後、具体的な運営や行事等、詳しい内容についての

検討を加え、また、説明もしてまいりたいと考えております。 

議長（杉浦和人君） 髙橋 渉君。 

７番（髙橋 渉君） それでは、再質問をさせていただきます。 

 今、説明をお聞きしますと、３月議会一般質問の中では、幼保連携型認定こども

園的な運営と、このような言葉の名称だったと思うのですが、今のお聞きしますと

合同運営と、運営名称の変更がなされておりますが、それはどういうことなのか、

なぜなのか、お伺いをさせていただきたいというふうに思います。 

 それから、施設の使用についてでございますが、ゼロ歳児から２歳を今の保育園

施設、３歳児以降を幼稚園施設、このような説明でございました。そうしますと、

現状の実態にこれ、あてはめますと、保育所さくら園のゼロ歳児から２歳児の人数

が32人、３歳児から５歳児が32人で、今現在64名が保育園の入所数になっておりま

す。また、桜谷幼稚園の３歳児から５歳児が25名と、こういう現実でございますが、

それをこの新しい方法に当てはめますと、さくら園の３歳児から５歳児が桜谷幼稚

園に移ると、幼稚園児の人数が、したがって57名、こういうことになるんではない

かと。それから、保育所さくら園の人数ですが、ゼロ歳児から２歳児が32名ですの

で、32名がそのまま残るということになります。 

 そういうことを考えまして、年齢の受け入れ条件、また、保育資産の廃止等々に

よって問題はありますが、単純な計算ですが、保育所さくら園のゼロ歳児から２歳

の受け入れ人数が32名増えると、こういう考え方でいいのかお聞きをいたしたいと

いうふうに思います。 

 それから、ここまでの合同運営にあたって、長期にわたって研究ならびに研修、

それから保護者の説明等、行われてきたこと、非常に感謝をいたしておるところで

ございますが、この前、甲良町の園長さんをお招きになりました。平成13年当時で

ございますか、甲良町が保育所と幼稚園を一体化するという計画のもとに、そのと
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きに携わられた先生だそうでございますが、いくつかポイントがあったような気が

します。 

 徹底して保護者のご意見を賜ったということが１つ。 

 それから、最終的には、実際やられるのは先生方なんですね。それに対しての意

識をどう高めるかという形のものの中で活動されたということ。それはどういうこ

とであったかといいますと、あの先生が申されているのは、教育委員会のバックア

ップがものすごくあったですよと。やらなきゃいけない、前向いてやれよ、このよ

うな励ましをもって進まれたということでございます、不安もあったんだけど。し

たがって、先生方がもう開園、３月か４月か分かりませんが、直前になって、その

課題を克服するため、夜10時、11時までその課題克服にあたる、このようなお話が

なされておりました。それだけ熱意を持って、やらなきゃいけないという使命感に

燃えられたと、こういうようなお話でございました。 

 そういった意味で考えますと、今、教育委員会さんの方で、ならびに町当局もそ

うですけど、バックアップされてやられているというのを思っておりますが、現場

が最終的にやっぱりやらなきゃいけないことがあるんですけど、ぜひバックアップ

をやっていただきたいなと、こういうふうに思っておりますので、その辺をひとつ

お願いしておきたいと思います。 

 これからも保護者の方のご意見、ならびに職員の方の研修を行うということです

が、教育委員会ならびに町部局についても、全面的なバックアップをするというこ

とで、ご確認をしたいと思いますが、その辺ひとつよろしくお願いします。 

議長（杉浦和人君） 福祉課長。 

福祉課長（壁田 文君） 合同運営ということなんですけれども、３月議会のところ

で「幼保連携型認定こども園的な」という発言をしていたと思いますけれども、こ

の間、桜谷幼稚園とさくら園の方をどのように運営していったらいいかということ

を検討する中では、新しい制度で、確定的でない制度を使ってモデルという形にす

るよりは、保育園と幼稚園に通っている子どもたちが合同で一緒になるということ

で、合同運営という言葉を適用させていただきました。 

 それから、施設の使用についてでございますけれども、現在、保育園の方で定員

60名ということで運営させてもらっているんですけれども、保育園と幼稚園をその

まま運営して、３、４、５歳児について合同で見るということでございますので、

保育園の定員はそのまま変わらず60名ということでございますので、さくら園のゼ

ロから２歳児さんの数が極端に32人増えるということではなくて、60人の定員の中

で、３、４、５歳児さん、それからゼロから２歳児さん、その合計数の60人定員と

いうところで考えていかなければならないというところでございます。 

 それから、甲良町の先生をお呼びしまして、お話等いただいたんですけれども、
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それまでに、５月の中旪に日野町全部の幼稚園教諭、保育士さんを対象に、制度が

新しくなりますので、その制度の説明と、それから桜谷幼稚園、さくら園の合同運

営ということについて、どういうふうにみんなが考えるかという意見交換を、各園

でやってもらうようなことも取り組みさせていただきましたし、幼稚園の園長先生、

保育園の園長先生、それから主任さんたちの会議を５月と６月の間に２回、また、

園長さん、主幹さんや主任会さんの会議を２回、当事者の園の会議を２回というこ

とに、短い期間ではございましたけれども、職員の皆さんにご苦労願いまして、そ

ういう会議を重ねてまいりました。 

 今後も、これから後はもう尐し具体的に、例えば行事のことですとか、そういう

ところを詰めていかなければならないと考えていますので、職員の皆さんにはいろ

いろ苦労もしていただかなくてはならないなと思っておりますけれども、具体的に

進められるように詰めさせていただきたいなと思っております。 

議長（杉浦和人君） 学校教育課長。 

学校教育課長（望主昭久君） 髙橋議員の質問についてご答弁させていただきます。 

 先日お呼びした甲良町の方につきましては、担当が教育委員会でしたので、教育

委員会の方が全面的にバックアップということで進められたというふうに聞いてお

ります。 

 ただ、今回の場合は、幼稚園は教育委員会、保育所は福祉課というふうになって

おりますが、幼稚園につきましても、各園では評議員さんといいまして、各地域の

代表の方が評議員さんになられていたりしますので、その場に教育委員会の方が出

向いて、親切な分かりやすい説明をしたり、また、保護者の要望があれば、教育委

員会の方も行政ということで出向かせていただいて、説明をさせていただいたりし

ながら、現場は現場の先生が一生懸命していただきますので、行政は行政として、

できる範囲のことでバックアップをしたいということで進めていきますので、よろ

しくお願いいたします。 

議長（杉浦和人君） 髙橋 渉君。 

７番（髙橋 渉君） ちょっと申しわけないんですが、僕、もうひとつよく分からな

かったのは、受け入れ人数の問題なんですけど、現状に当てはめた場合、保育所さ

くら園の現在64名のうち、32名が幼稚園に移ることによって、新基準ですと、これ、

保育園の方がゼロ歳から２歳の部分が、受け入れの人数が増えるのかどうかだけひ

とつ、後でも結構ですから、それ、ちょっとお教えいただきたいというふうに思い

ます。 

 それから、僕らもそうなんですけど、デメリットはメリットだと、こういうよう

な形のお話をされていたのを聞いております。今回の場合、デメリットと言われる

部分もおありかと思うんですけど、統合することによって。それは大人の力、知恵



3-66 

で何とかなるものだと、このような形でおっしゃっておりました。知恵を出すとい

うことが、これはメリットになるんだと、そういうお考えのもとに、これからの取

り組み、後に残りました８ヵ月ぐらいですか、ぜひそういう形で臨んでいただきた

いと、こういうふうに思っております。 

 そこの受け入れのところの人数だけ、ちょっともう一度確認させていただきます。 

議長（杉浦和人君） 福祉課長。 

福祉課長（壁田 文君） ちょっと説明が不足しまして申しわけございません。 

 現在の64名の人数でいきますと、64名のうち、３、４、５歳の32名さんは桜谷幼

稚園の方に行かれるんですけれども、先ほども言いましたが、定員という形では保

育所の定員ということになりますので、さくら園の定員数は60人で、許容範囲がご

ざいますので、72人までいけるんですけれども、その中で、来年度になりましたと

きの３、４、５歳児さんの数と、ゼロ、１、２歳児さんの数で、その範囲内でした

らゼロ、１、２歳のさくら園の方にいる子どもさんの数が32人よりも多くなるとい

うこともあるかもしれませんけれども、それも今言いましたように、さくら園の60

人の定員という大きな枠は変わりございませんので、そんなに30何人も増えるとか、

そういこうことはございません。 

議長（杉浦和人君） 髙橋 渉君。 

７番（髙橋 渉君） 新しく考えられるのは、受け入れ人数は増える可能性は大きい

という形で認識させていただいてよろしゅうございますか。 

 それで、西桜谷、東桜谷の桜谷地区のことでございますが、ご存じのように、幼

稚園につきましては、一昨年でございますか、幼稚園が東桜谷、西桜谷、統合され

たという過程もございます。地域の保護者の方には、非常にそういった意味での不

安感があったり、また協力もしていただいたりと、こういうこともございます。 

 また、今回も説明会に僕も出席させていただいておりますが、不安をお持ちの方

もかなりおられるということでございますが、協力もしてもらわなきゃいけないと

いうふうに思っています。そういった意味では、今、合同運営でございますか、あ

の両園を大事にしたい、こういうふうに思っております。そういった意味で、他の

園にもディフュージョンできるものもつくっていただきたいと思いますし、あの両

園を将来まで大事に残していただきたいと、このように要望をいたすところでござ

います。 

 何か最後、それについて一言ありましたらお答えをいただきたいなと、こういう

ふうに思います。 

議長（杉浦和人君） 教育次長。 

教育長職務代理者教育次長（岡 常夫君） 東桜谷、西桜谷の統合のときにも、私も

教育委員会におりました。地域の皆さんのいろんな思い、また当時、西桜谷の区長
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会長を髙橋議員さんがおやりをいただいていたと思います。本当にご協力をいただ

きまして、スムーズな統合という形で、東桜谷の方のご協力も十分いただきながら、

そのときの思いも、桜谷地域に幼稚園、保育所を残していこうというふうな、強い

思いがあったと思います。 

 今回の桜谷幼稚園とさくら園の合同運営につきましても、保護者の皆さん、地域

の皆さんにも、そういう思いがあるんじゃないかなと思います。その辺につきまし

ては、町として十分にその意を酌み取りながら、今後のスムーズな合同運営の展開

に向けて、精いっぱい努力をしてまいりたいと思いますので、また地域の皆さんを

含め、今後とものご支援、ご協力をよろしくお願い申し上げます。 

議長（杉浦和人君） 髙橋 渉君。 

７番（髙橋 渉君） ぜひこれからも、ひとつよろしくお願い申し上げたいと思いま

す。 

議長（杉浦和人君） 次に、13番、對中芳喜君。 

13番（對中芳喜君） それでは、私、まず最初に平和問題についてご質問させていた

だきます。 

 私は、特に議員活動の根幹として、平和問題に今も取り組んできているわけであ

ります。それは戦後、あの日本が起こしました侵略戦争、アジアでは2,000万人を超

える人々が命を奪われ、さらには日本国内でも300万人を超える人々が、尊い命を失

ったわけであります。日本は再び戦争はしないと全世界に誓い、今日の平和憲法が

できているわけであります。広島、長崎に、人類史上初の原子力爆弾が投下されて、

今年で69年目を迎えておりますが、その日本が戦争を放棄していることは、戦争の

ない、各兵器もない世界を築きあげていく上で大きな意義をもつものと、私は強く

思っている次第であります。 

 今や、世界の粘り強い運動の高まりの中で、戦争のない、各兵器のない世界の流

れは大勢となっているわけであります。しかし、一部の核保有国による核抑止力論

により、世界の流れの足を引っ張っていることも重視しなければなりません。被爆

国日本として、戦争放棄を明らかにした平和憲法を持つ国として、核兵器のない平

和な世界を目指す先頭に立つべきでありますが、日米軍事同盟のもと、アメリカの

核の傘に依存し続けていることは、世界各国の平和的外交の上で、信頼関係に大き

な支障をきたしているものでもあります。 

 ちょうど７月１日、安倍政権は国民の多数の反対の声を押し切りまして、集団的

自衛権行使容認の閣議決定を強行いたしました。閣議決定の中身は、１つは、アメ

リカが世界のどこであれ、戦争に乗り出した際、自衛隊が戦闘地域まで行って、軍

事支援を行うということであります。今日まで日本の自衛隊は、アフガンやイラク

戦争に派遣、派兵されたわけでありますけれども、現憲法のもとで武力行使をして
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はならない、さらには戦闘地域に行ってはならないの、２つの歯どめが明らかにさ

れていました。しかし、今回の閣議決定は、その歯どめが取り払われたわけであり

ます。 

 ２つには、自衛の措置という名目で、集団的自衛権行使容認に公然と踏み込んだ

ということであります。安倍首相は、現行の憲法解釈の基本的な考え方は何も変わ

ることはないと、しきりに弁明しております。しかし、従来の政府の第９条にかか

わる見解は、海外での武力行使は許されないことを土台にしてきました。今回のよ

うに、日本に対する武力攻撃がなくても、他国のために武力行使をする、海外での

武力行使をするということであります。従来の憲法解釈を180度転換してしまってい

るわけであります。侵略戦争の深い反省の上に成り立っている憲法、とりわけ、９

条を破壊するような、戦後の歴史を覆す閣議決定は、やはり断固反対し、撤回する

ことが必要だと、私は特に思うわけであります。 

 日野町議会は、前回の６月議会に労働組合とか、女性団体から、集団的自衛権行

使容認の解釈改憲を行わないことを政府に求める請願書が提出されましたが、住民

の願いに背を向ける反対多数で、残念ながら不採択となってしまったわけでありま

す。憲法を守り、非核日野町宣言をいち早く採択してきた日野町議会としては、恥

ずベき行為だと言わなければなりません。住民の願い、とりわけ社会の根幹にかか

わる憲法の解釈改憲問題を地方議会から国にものを申すことは、私たち地方議員の

大きな責務でもあるわけであります。責務を逸脱したような議会議員の姿勢は厳し

く批判されるべきだと、私は特に思うわけであります。 

 以上、かいつまんだ事柄を述べましたが、来年戦後70年という節目の年を迎えま

す。藤澤町長はよく「戦前と呼ばれる時代にしてはならない。戦後と呼ばれる時代

を続けていくことが大切である」と話されておられます。私もまた、住民の方たち

も同感だと思っております。まさに、現平和憲法を守ろうとするあらわれでもあり

ます。私事だけではありませんが、戦後日野町の多くの先輩たちが、戦後二度と戦

争を繰り返してはならない、被爆国日本として、各兵器の全面禁止を旗印に、平和

への草の根運動が取り組まれてきました。 

 今から59年前の1955年３月、日野小学校周辺で6,000名に及ぶ日野平和まつりが盛

大に取り組まれ、日野の平和への取り組みがスタートしたわけであります。その歴

史と伝統は、今日毎年実施されております日野町反核・平和の集いへと受け継がれ

てきているのであります。その間、1984年には平和の取り組みと町民世論の中で、

3,000名を上回る議会請願署名をもとに、県下６番目となるような非核日野町宣言が

全会一致で採択され、30年目を迎えることになりました。また、1992年には核廃絶

のシンボルとして、松尾公園に非核平和の塔が建立しました。これらは、町民の世

論の力で町行政や、町議会を動かしてきた証でもあるわけであります。私たちには
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戦後と呼ばれる時代を後世に引き継いでいく責務があると、痛感するものでありま

す。 

 そこで伺うわけでありますが、非核日野町宣言には、皆さんも多分持っておられ

ると思いますけど、私は貴重な１枚を持っておりますけれども、実は私もこれに携

わった１人であり、この中の１項目めに「町民に知らせて世論喚起に努める」とい

うのが書かれているわけであります。そういうことで、その立場から今、来年に迫

っております70年の取り組みを、町としてぜひ行っていただきたいと思うのであり

ます。 

 昨年の、ちょうど今の９月議会にも同様の質問をさせていただきました。そのと

きの答弁では「どのような取り組みができるか真剣に考えていく」ということであ

りました。その後、１年が経過しているわけであります。また、集団的自衛権行使

容認の解釈改憲が閣議決定で行われるなど、戦後の歴史を揺り動かすような情勢の

もとで、戦後70年、平和を考える最も大切な時期でもあると思っております。ぜひ

積極的なる答弁を求めるものであります。 

議長（杉浦和人君） 13番、對中芳喜君の質問に対する町長の答弁を求めます。町長。 

町長（藤澤直広君） 平和の問題についてご質問をいただきました。 

 日野町では、核兵器を廃絶し、恒久平和を実現することは人類共通の願いであり、

昭和59年に非核日野町宣言を日野町議会で議決をいただき、これまで諸団体ととも

に平和に係る施策を進めてまいりました。 

 来年は、今ご指摘のとおり、戦後被爆70年の節目の年であります。戦争と原爆投

下の記憶の風化が進む中、後世に伝えることは大変重要であり、いろいろな団体と

ともに、節目にあたっての取り組みを進めてまいりたいと考えております。現時点

において議論をしながら、予算要求にも反映させてまいりたいと、このように思っ

ております。 

議長（杉浦和人君） 對中芳喜君。 

13番（對中芳喜君） 今、具体的にどうとかこうとかというところまではなかなか行

かないと思うわけであります。ただ、今年特に私なりにああなるほどなと、この平

和問題について実感したことが３つあります。 

 その１つは、例えば戦没者の県の追悼式でありますけれども、この中で、県の遺

族会の会長さんが、「戦争につながるような行為は絶対認められない。犠牲者の遺族

は二度とつくってほしくないんだ」という、集団的自衛権の問題を１つ、厳しく批

判されているわけであります。 

 また、今年この８月６日には、広島の平和式典が行われました。この中で、安倍

首相と広島県内の被爆者団体の代表が集まって、新聞にもテレビにも出ましたけれ

ども、平和公園には記念碑の石塔が建っております。この石塔の中に刻み込まれて
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いる文章の中に、「安らかに眠ってください。過ちは繰り返しませぬから』という部

分があるわけです。これをもじって、「閣議決定はこの碑の誓いを破り、過ちを繰り

返すものである。ぜひ閣議決定を撤回して下さい」ということを被爆者団体の代表

が言われました。安倍さんが俄然むっとした顔が画面に写りましたけれども、そん

な状況もありました。 

 また、８月９日には長崎の平和式典で、長崎市長が集団的自衛権問題に対して、

憲法に込められた「戦争をしない」は、被爆国・日本、さらに被爆国・長崎の原点

でもある、今、平和の原点が揺らいでいるという、そういった意味で、それも厳し

く批判されたということを聞いております。こういう点から見ると、やはり今、平

和に対する問題が特にこの８月、大きくクローズアップされたのかなと思います。 

 この憲法問題、戦後の問題、平和問題、同時に核の問題とは表裏一体のものであ

ると、私は認識しているわけであります。ぜひ来年、そういった意味で、予算化も

含めまして、私たちもぜひ、そういう関係者も呼んでいただいて、そんな大きなこ

とをせえというわけではありませんけれども、何かやったという証を、ぜひやっぱ

りするべきではないかなということを思います。 

 そのためにも、この日野町にも戦没者追悼式があります。ある新聞で見ていると、

もうこのごろ、ちょっと薄らいできているという話もありますけれども、第１部と

第２部に分けてみるとか、いろいろな方法があるのではないかなと思います。ぜひ

そういった意味で、この平和問題については来年が大きな山場であるというところ

を、私は強調させていただきたいし、ぜひ町行政の方もよろしくお願い申し上げた

いと、このように思います。 

 それでは、２つ目の農業問題について、移らせていただきたいと思います。 

 もう既にご承知のとおり、コシヒカリなど、2014年産米の収穫が始まっておりま

す。もう相当急ピッチで今回行われており、いまや農繁期の真っただ中であるとい

うこともあります。 

 そんな中で、生産者米価が暴落し、生産コスト割れの低水準であることが報じら

れております。県内のＪＡが農家に示しました14年度産米の概算金は、コシヒカリ

で昨年比3,300円安い１俵9,000円と発表されました。まさに暴落というものであり

ます。また、県が開発し、奨励しているみずかがみは１俵8,000円となっております。

しかも、追加で支払われるであろう精算金も、せいぜい二、三百円程度で、国の直

接支払いの戸別所得補償、つまり交付金でありますけれども、１俵当たり850円であ

り、合わせても１俵当たり１万円といったところであります。 

 １俵8,000円から9,000円というのは、1968年から70年当時の政府が買い入れた価

格と同じであって、実に40数年前の水準に暴落しかねない事態でもあるわけであり

ます。当時の米の生産コストは6,600円程度であったため、そのコストを償うことが
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できてきたわけであります。しかし、今年の農林水産省が発表している米１俵の生

産コストは１万6,000円台の、半値で行われようとしているわけであります。 

 安倍政権は、農業、農村の所得倍増を高らかにうたっておりますが、現実は全く

その逆となっているのであります。不安や批判の声が出るのも当然であります。こ

んな生産者米価の暴落では、大規模農家であろうが、小規模農家であろうと、完全

な赤字の農業経営と言わなければならないと思います。労賃は出ないどころか、肥

料代、さらには機械代などの支払いにも大きな障害が生じることは、疑いのない事

実であります。これでは農業を続ける希望が持てないどころか、後継者すら生まれ

ないのが実態ではないでしょうか。 

 そもそも米価の暴落の背景の中には、ＪＡの全農と米の卸業者が13年産米の在庫

を過剰に抱えており、投げ売りをしているために、新米が買い控えされているとこ

ろにあるわけであります。しかし、その根本には、ちょうど20年前に政府・自民党

が、食糧管理法から、売る自由、買う自由の食糧法に変えたことであります。 

 さらに、安倍政権が輸入米を増やすとするＴＰＰ受け入れを前提に、2018年産米

から、米による、国による生産調整を廃止することや、生産調整目標を達成した農

家への交付金の廃止を打ち出したことであります。さらに、主食である米の需給と

供給に対する国の責任を放棄し、米の価格を市場任せにしたことによるものである

ことは明らかなことでもあるわけであります。 

 生産者米価暴落の打開策は、１つには、米暴落の要因となっておる13年産米の過

剰在庫米を国が買い上げることであります。２つには、国が米の需給と供給、価格

安定に責任を持つということであります。そういった声を町からも、農業委員会か

らも、国へ届けることがますます大切になってくるのではないでしょうか。 

 そこで伺うわけでありますが、今回の米価の暴落に対してどのような認識を持っ

ておられるのか。同時に、どのような取り組み、働きかけを行おうとされているの

か、答弁を求めるものであります。 

 いま１つお伺いしたいと思います。それは、日野町で作成されております農業経

営基盤の強化の促進に関する基本的な構想についてであります。これは、農業が安

定した職業として選択し得る、魅力とやりがいのあるものとなるよう、将来、おお

むね10年後の農業経営発展の目標を明らかにし、効率的な、安定的な農業経営を育

成することとするとの趣旨のもとで、基本構想が発表されております。 

 その中で、農業経営の指標として、農業従事者１人当たり500万円程度を目指すと

しております。目指すこと、大いに結構であります。しかし、米１俵当たりいくら

と見ておられるのか、ぜひ伺いたいと思います。暴落する14年度産米価格では、基

本構想そのものが破綻し、成り立たないのではないか、私はそのように思うわけで

あります。ぜひこの基本構想についての町の考え方を伺うわけであります。 
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 また次に、農業委員会の問題についてであります。農業委員会は、既にご承知の

とおり、農地に関する許認可権限を持つ行政委員会であるとともに、農民の代表機

関、農民の議会という性格を持っているものであります。 

 安倍政権は、戦後農政の中心に据えられてきた家族農業を基本とする制度を、市

場原理の全面的な導入のもとに、農業の大規模化や企業参入を促進しようと、急速

に進めてきております。政府の規制改革会議案は、その１つに、農業委員会の主た

る使命を農地利用の適正化、いわゆる担い手への集積、集約化、耕作放棄地発生防

止、解消、新規参入の促進に置き、そのために委員の選出方法や、業務内容を抜本

的に見直そうとするものであります。 

 その内容たるものは、現行の農業委員会とは全く異なる組織への変質を図ろうと

しております。最大の問題は、委員の公選制を廃止して、市町村長の任命制を打ち

出したことであります。政府自民党は１つの口実として、名誉職になっている、あ

るいは兼業農家が多いなどから、公選制は必要がないかのように主張しております。

しかし、現在農業委員会は公選法に準じて農業者から選ばれた委員が多数を占める

もとで、農家の代表機関と呼ばれてきました。一方、財界、企業筋は、これまでも

幾度となく農地を自由に手に入れたい思惑から、農業委員会を邪魔者扱いにし、公

選制の廃止を政府に執拗に迫ってきた経過があったわけであります。公選制の廃止

は、地域の農業は誰が管理するかにかかわる問題であるわけです。 

 現行の農地法は、耕作者が農地に関して権利を持つという原則のもとで、農地の

管理を地域の農業者に委ねてきました。農地の売り買いや貸し借りなどは、農業委

員会の許認可で行われ、農業者から選ばれた、身近で実情をよく知っている委員に

よる審議で行われているものであります。公選制の廃止は、今日まで培われてきま

した理念を放棄して、ひいては農地に関する権限を農業者から奪い去るような、重

大な問題と言わなければならないと思います。 

 いま一つには、政府の規制改革会議案で、農業委員会が行う意見の公表、行政庁

への建議などは法令業務から削除するとしていることも重大な問題であります。多

くの農業委員会では、農家の代表として農業振興策など、政府行政に意見書、建議

を提出してきました。これらは法律に基づく業務に位置づけられ、それなりの重み

があったわけであります。それを農地利用の適正化の業務に専念できるようにする

ために、農業委員会の総意である意見や、建議を奪い去ろうとするものであります。

まさに、農政にものを言うなといわんばかりの、非民主的な行為と言わなければな

りません。農家の代表機関の否定や、農家の声を届ける役割が否定されるなど、政

府の規制改革会議案は農業委員会そのものを解体へと導くものであり、断じて私は

認められないものと思っております。 

 そこで伺うわけであります。 
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 日野町は、この問題に対して問題であるとの認識を持っておられると伺っており

ます。具体的には、国や県などにどのような取り組みを行ってきているのか。さら

にはまた、現農業委員会の受けとめや、状況はどのようなこととなっておられるの

か、ぜひ答弁を求めるものであります。 

議長（杉浦和人君） 町長。 

町長（藤澤直広君） 米価の動向とかかわって、現下の農業の状況についてご質問を

いただきました。 

 ご指摘のとおり、１俵１万円に至らないのではないかというようなことが言われ

ておりまして、大変心配をいたしております。米、農業政策が大きく国の方で転換

される中で、ＴＰＰを念頭に置いた、いわゆる自由化の流れなどもこうした方向な

のかなということで、危惧をしているところであります。しっかりと農業、農村を

支えられる、そうした制度にこそしなければならないのではないかというふうに思

っております。 

 また、町の方では農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想をやっており

ますが、現在26年10月１日の施行を目標に変更作業を行っております。８月にＪＡ

グリーン近江が示した概算金は、今ご指摘ありましたように、コシヒカリ１等米で

も１万円を下回っており、大変厳しい状況であると認識をいたしております。 

 基本構想の変更は、農業者が地域における他産業従事者並みの生涯所得に相当す

る年間農業所得の水準を実現できる指標を作成することになっておりますが、厳し

い米価情勢を踏まえて、指標の見直しを行う必要があると考えております。 

 続きまして、農業委員会の公選制の廃止、市町村長の選任制への移行についてで

ございますが、農業者の代表として選ばれ、信任を得た農業委員であるからこそ、

地域の貴重な資源、財産である農地の権利移動などの業務が可能であり、公選制を

確保していくことが必要であると考えております。 

 また、農業、農民に関する事項についての意見の公表等の法令業務からの削除に

つきましては、農業者の代表である農業委員会の意見を農業施策に反映させるため

に法定されている機能であり、この手法を維持していくのが重要であると考えてお

ります。 

 任期満了に伴い、新しい第22期の農業委員会が活動を始められ、取り組みを進め

ていかれる中で、秋には全国農業委員会会長大会も開催され、今後も上部組織など

と連携して、全国的な取り組みを進めていただけるものと判断をしております。農

業委員会での議論も含めて、現状の農業、農村の発展につながるよう取り組まなけ

ればならないものと、このように思います。 

議長（杉浦和人君） 對中芳喜君。 

13番（對中芳喜君） それでは、まず農業関係の基本構想の関係でありますけれども、
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この中で、町がつくっております基本構想、また10月から新たな基本構想になると

いうことでありますけれども、この中で、主たる従事者が年間所得500万円を目指し

ていこう、そのために、どれだけの反別をするのかということがずっと書かれてい

るわけでありますけれども、この500万円という数字を見ると、１万円では全然話に

ならん。具体的に、この500万というのは絵に描いた餅になってしまっているのでは

ないかなという、ここの点が今回、１つポイントかなと思うわけでありますけれど

も、今後見直さざるを得ないというのはどこを見直されようとするのか、ぜひその

点をお伺いしたいと、１つは思います。 

 それと、農業委員会の関係でありますけれども、町の農業委員会制度に対する考

え方、明確に答えられてよくわかったわけであります。その中で、先日、今のそう

いう改革会議からいろいろ提案されている中で、滋賀県の農業委員会の一番トップ

になる県の農業会議が、各市町村の農業委員会に対して、アンケート調査を行われ

たと思います。この８月22日を締め切りとして、農業委員会等に関する法律の改正

に向けた組織の検討に答えて下さいというアンケートが出されたと思いますけども、

その回答の中にも、今言われていた、意見を述べること、それから公選制をなくし

ていく項目も入っているわけでありますけれども、もし差支えなければ、その項目

はどういう形で、どういうような回答されたのか、その場でぜひ読んでいただけた

らありがたいかなと、このように思います。 

 あと１つは、農業委員会について、今回から農業委員さんは、新しいわけであり

ますけれども、前回からも含めまして、農業委員会に意見を述べる、または建議を

する、こういったことが保障されているわけでありますけれども、日野町の農業委

員会としては実際どうだったのか。今日まであったのかなかったのかというような

ことも含めて、その状況をぜひ聞かせていただきたいと思います。 

 なぜかといいますと、今滋賀県の中に、特に市と町があるわけですけれども、13

市の農業委員会の連絡協議会が発足されておりまして、今年の６月25日に内閣総理

大臣と農林水産大臣宛てに、規制改革に対する問題点を意見として、連絡会として

上げられているわけですね。こういうようなことが委員会として保障されているわ

けでありまして、こういった取り組みが、やはり各市、各町全体の中で、うねりと

して起こっていくことが、ある意味で逆に必要かなと思います。行政側だけがどう

やこうや言うているよりも、農業委員会そのものがどうなのかということも、やは

り重視されますので、そういった意味から、今日まで意見書とか建議がなされたの

かどうか、その点についての答弁をよろしくお願い申し上げたいと思います。 

議長（杉浦和人君） 農林課長。 

農林課長（高岡良三君） 對中議員さんの方から再質問をいただきました。 

 まず、農業問題についての１つ目の方でございますが、私どもも農業委員会の事



3-75 

務局を預かってございまして、この構想の中には近隣のＪＡ、農協の意見、また農

業委員会の意見を聞くというふうになってございまして、過日、農業委員会でもそ

の文書を提示いたしまして、意見をということだったんですが、当日のことであり

ましたので、今言って今は無理やなということで、先週の12日までということで、

お話を聞いて、日を設定いたしました。 

 その当日の中では、もう一度基盤整備をやり直して、もっと機械の使いやすいと

ころにする、また、規模を大きく、区画を大きくするようなことを国がやってくれ

ないと、なかなか難しいなという話もございましたし、実際、對中議員が指摘もさ

れましたように、年間所得で500万という人は現実にいるのかというふうな意見もご

ざいました。本当に絵に描いた餅やでというふうなことも指摘をいただきました。

また、若い方が実際おられる集落においても、いろんな機械の購入とかの部分につ

いて、投資に対する国や県や町の補助を考えてほしいというふうな意見もございま

した。 

 私どももこの計画を出すのに、今年は特に農地中間管理機構という事業が入りま

して、その日程がなかなか詰まらないまま、この９月には出していかなければなら

ないということで、８月中のまとめみたいな形できてまいりましたので、そのよう

な結果になったというふうに思っておりますが、今後の見直しはどこかというふう

なところでの質問もございましたが、基本的に平成22年６月に打ち出しました構想

を、現状の状況での交換、変更をせざるを得ないというふうな状況でございまして、

今コシヒカリも１万円を切るという状況でございますが、平成22年の計画からは、

米価の逆算をしますと150パーセントの耕地を、水稲をつくらないとだめということ

になりますので、尐なくとも１万五、六千円の米価でないと、なかなか採算はとれ

てこないというのではないかなというふうに判断しておりますが、基本的な構想の

見直しというのは、町が計画をするのではないかという指摘もあろうかと思います

が、町だけでその構想をつくっていくというのは、非常に厳しいものがございまし

て、主産物の売上高の問題からそれぞれもってまいりますと、27ヘクタール、水稲

で18ヘクタール、あと、麦、大豆で９ヘクタールの面積を耕作していかないと、500

万というのは確立してこないというふうな状況でありますので、この構想そのもの

も、22年当時のものもそうであったと思うんですが、今回もそれに向けての構想で

ありますので、構想自体は粛々と進めていくという考え方でしか、私ども事務をし

ているものとしてはあり得ないというふうに考えておりますので、そこら辺の点に

ついてはご理解をお願いしたいというふうに思います。 

 また、次の農業委員会の方でございますが、県農業会議の方からのアンケートが

ございます。８月22日の締め切りということで、県の方で会長、事務局長会議の席

上、そういうアンケートの協力依頼がございまして、日野町の農業委員会にもその
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旨を協議いたしまして、日程的に農業委員会そのものは月に１回でございますので、

会長、副会長に委任するという形でアンケートに回答していく中で、たくさんの項

目があったわけですが、６項目から８項目ほどの回答をさせていただきました。 

 ちょっと今、手元にその部分がございませんので、全てのものに答えるわけにい

かないんですが、今、對中議員がご指摘のあった、いわゆる公選制の問題等につい

てのアンケートの回答もさせていただいてございます。 

 また、農業委員会での前回までの建議、また補償の関係等ございまして、それと

あわせて、13市でつくっておられる連絡協議会、都市連の関係ですが、そこでは６

月25日に意見書を提出されているというのは承知をしてございます。町の方の関係

もどうかということで、当時、農業委員会の会長の方とも協議をしておったのです

が、なかなか時期的な部分とあわせて、私どもは２市２町でつくっております東近

江の連絡協議会というのがございますので、そこで私ども日野と竜王町があるわけ

ですが、そこも追随できるような意見書をつくっていけないかということで、協議

をしておったのですが、尐し時期的におくれをとったということでございまして、

その部分は出せていないという状況でございます。竜王の方は出されたというふう

に確認はしておるんですが、日野の方では尐し、残念ですができなかったという状

況でございます。 

 先ほどのアンケートの回答の内容ですが、また後で、できましたらご報告を申し

上げたいというふうに思います。 

議長（杉浦和人君） 對中芳喜君。 

13番（對中芳喜君） 私、農業問題、あまり専門ではありませんので、ここらあたり

で終わりますけれども、基本的なところで今回、農業問題といいますのは、特に農

業委員会さんも、上からこういう、いろいろ改革がされようとしているけれども、

そういう意味では、もっと自覚を持って、大いにどんどんこれから頑張っていただ

けるものと、私たちも思っているわけでありますけれども、ぜひ事務局からも情報

提供をきちっとやっぱりやっていただく。そして、問題提起をしていくような事務

局であってもいいのかなと、私は考えております。それもぜひ、その点よろしくお

願い申し上げたいと思います。 

 確かに基本構想については、結果的に矛盾だらけで基本構想をつくらざるを得な

いという、そういうことが暗に言われているような感じがしまして、１俵当たり１

万6,000円、これは国が示している基準であります。それでなければ今の基本構想に

合わないようになっているのに、１万円では実際、現実に合わないという、そうい

う問題意識も持ちながら、この基本構想をつくる、また読んで理解するという、そ

ういうことがぜひ必要かなと私は考えますので、その点もよろしくお願い申し上げ

たいと思います。 
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 それから、先ほど平和問題で、若干、私もいろいろ思いましたけれども、今日ま

で続いてきました反核平和の日野の集い、さらに来年もやっていこうという、そう

いうことを今年も決めておられます。ぜひ行政側としては、戦没者の追悼式とは別

でもよろしいので、例えば、よく言われる、以前、広島の市長でありました秋葉前

市長を呼んでやるとか、何か大きなことをぜひ、やったということをつくらなけれ

ば、戦後70年、後世に戦後を続けていくことができないと、私も考えます。 

 そういった意味で、平和の問題、農業問題、私たちもともに力を合わせて頑張っ

ていく、そういったことを最後に述べまして、私の質問を終わります。 

議長（杉浦和人君） 以上で、通告を受けました一般質問は全て終了いたしました。 

 以上をもちまして本日の日程を終了いたします。 

 委員会審査および調査につきましては、17日午前９時から予算特別委員会、午後

２時から厚生常任委員会を、18日には午前９時から産業建設常任委員会を、午後２

時から総務常任委員会を、19日には午前９時から学校給食問題検討特別委員会、午

後２時から企業誘致・幹線道路整備特別委員会を、それぞれ開き、委員会での審査

および調査をお願いいたします。各委員会の招集につきましては、委員長通知を省

略いたしますので、あらかじめご了承をお願いいたしたいと思います。 

 ９月25日には本会議を開き、各委員長報告を求めますので、定刻ご参集をお願い

いたします。 

 本日は、これをもって散会いたします。 

 一同起立。礼。 

－起 立 ・ 礼－ 

議長（杉浦和人君） ご苦労さまでございました。 

－散会 １５時２３分－ 


