
4-1 

第５回日野町議会定例会会議録 

 

平成２６年９月２５日（第４日） 

開会  ９時１４分 

閉会 １１時２０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（１７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  上 下 水 道 課 長  中 井 宣 夫 

 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     

 

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 議第５３号から議第６４号まで（日野町特定教育・保育施設およ

び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の制定に

ついてほか１１件）および請願第１４号（集団的自衛権行使容認

の閣議決定を撤回し、それに基づく立法化を行わないよう関係機

関に意見書を提出することを求める請願）について 

〔委員長報告・質疑・討論・採決〕 

 〃  ２ 議員派遣について 

 〃  ３ 委員会の閉会中の継続審査・調査について 
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会議の概要 

－開会 ９時１４分－ 

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

 一同礼。 

－起 立 ・ 礼－ 

議長（杉浦和人君） ご着席下さい。 

 ただいまの出席議員は全員であります。定足数に達しておりますので、これより

本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元へ印刷配付のとおりであります。 

 日程第１ 議第53号から議第64号まで（日野町特定教育・保育施設および特定地

域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の制定についてほか11件）および請

願第14号（集団的自衛権行使容認の閣議決定を撤回し、それに基づく立法化を行わ

ないよう関係機関に意見書を提出することを求める請願）について一括議題とし、

各委員長より審査結果の報告を求めます。 

 総務常任委員長 ８番、小林 宏君。 

８番（小林 宏君） 皆さん、おはようございます。それでは、平成26年第５回９月

定例会の総務常任委員会の委員長報告をいたします。 

 ９月18日午後２時より、第２委員会室において開催いたしました。出席者は委員

全員と議長、執行側より町長をはじめ関係職員の出席がありました。 

 町長の挨拶をいただき、続いて議長の挨拶をいただきました。 

 はじめに委員長から本委員会に付託されました案件について、議案の説明につい

ては議員全員協議会において既に受けておりますので、案件の質疑終了後に討論を

行い、その後採決を行う旨諮り、承諾を得ました。 

 ２時２分、議第56号、日野町税条例の一部を改正する条例の制定について質疑に

入りました。 

 委員より、今回の改正は消費税増税に伴うもので、不交付団体の東京都などの入

る税金はさらに増える。地方間の財政力格差の是正が言われていたが、法人住民税

が2.6パーセント下がることで地方の税収は減るのか。その分を地方交付税に算入す

る話があり、そのためには財源を何かで設ける必要があるが、そのことについて分

かる範囲で教えていただきたい。 

 税務課長より、法人町民税については税率2.6パーセント、県民税と合わせて4.4

パーセント引き下げとなる。これに相当する分が一旦国税化されて交付税会計へ組

み込まれ、地方に再配分されて交付団体に入ると考えています。 

 委員より、法人住民税の減額分を地方交付税で取り戻す話も聞くが、交付税が入

る保証があるのか。 
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 税務課長より、国は法人住民税の引き下げ分4.4パーセントを国税となる地方法人

税として創設し、交付税会計に直接繰り入れ、地方交付税の原資として地方に配分

されると聞いている。ただし、基準財政需要額をそのままと仮定して試算すれば、

基準財政収入額の増額分には留保財源分25パーセントを除いた分にとどまり、減額

となった分を確保できない。 

 委員より、軽自動車税に関して、第81条、付則第16条関係の資料のただし書きで、

電気、天然ガス車は経年重課税の対象外となっているが、車の台数はどの程度か。 

 税務課長より、はじめて車両番号の指定を受けた年月から14年を経過した三輪以

上の軽自動車の税率が上がる。これはグリーン化税制の一環で、経年劣化した車両

には重い税金をかけるが、環境に配慮した電気や天然ガスを燃料とする車は対象外

としている。該当する軽自動車の台数までは把握できていません。 

 委員より、道路を走行しないコンバインなどは課税されないのか。 

 税務課長より、コンバインなどは道路を走行しない場合もあるが、農耕車両でい

えば乗用であるかどうか、走行速度35キロメートル未満かどうかの基準があり、コ

ンバインもその基準に見合う場合は、軽自動車税の対象になる。道路の通行の有無

が課税対象の判断基準になってはいない。 

 委員より、農耕車は免税の対象にできないか。 

 税務課長より、免税の対象とする制度は町にはない。改定で1.25倍から1.5倍の増

額となる。農耕車、軽トラックは1.25倍でありご理解願いたい。 

 委員より、自家用のフォークリフトも課税対象となるのか。どのように調査され

ているのか。 

 税務課長より、調査はできていないが、町広報で周知させていただいている。フ

ォークリフトが課税対象となる場合の基準があるので照会いただきたい。 

 議長より、償却資産の対象になるのではないか。 

 税務課長より、事業用であれば償却資産として固定資産税の対象となります。 

 委員より、住民からすると、法人住民税は下がって軽自動車税は上がることにな

るが、町は税収が増えて了とするのか。概算で税収が増えるのか減るのか。 

 税務課長より、今回の改正で法人町民税は5,700万円の減となる。基準財政収入額

との関係もあり全額が減収とはならないものの、実質は1,400万円の減収となる。一

方で、軽自動車税は平成27年度で280万円、平成28年度で850万円の増となる。この

ように税収だけ見れば減額となる。 

 ２時26分、質疑終了し、討論に入りましたが、討論は特になく、採決に入る。 

 ここで平山委員が退席。 

 ２時29分、議第56号について採決。起立多数であり、議第56号、日野町税条例の

一部を改正する条例の制定について、原案のとおり可決すべきものと決しました。 
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 ２時30分、町長閉会の挨拶をいただき、暫時休憩に入りました。 

 執行側は退席。これより休憩に入り、再開は２時45分といたしました。 

 ２時45分、付託案件、請願第14号、国に対して集団的自衛権行使容認の閣議決定

を撤回し、それに基づく立法化を行わないよう関係機関に意見書を提出することを

求める請願について審査に入りました。 

 委員長より、請願第14号の請願を議題とし、説明を受け、質疑を行い、質疑終了

後に討論を行い、その採決を行う旨諮り、承諾を得ました。 

 委員より、紹介議員の趣旨説明。本請願の趣旨は、７月１日の閣議決定の撤回と

法の整備による立法化をさせないことにある。１つには日本に武力攻撃がなくても

他国の戦争に参加できる、２つには憲法９条に抵触する、３つには国民の中で賛否

が分かれて過半数以上が危機感を抱いている。戦後70年間戦争に参加してこなかっ

たことは誇りであり、世界で認められている。この請願に賛成いただきたい。 

 28分、質疑に入りました。 

 委員より、それぞれの委員より意見を述べていただきたい。 

 委員長より、對中委員から提案がありましたが、自主性に任せたいと考える。 

 議長より、閣議決定がされて、法律の整備が行われるが、具体的にどの部分が問

題となるのか。この請願は法の整備をすること自体がいけないと言われるのか。 

 委員より、アフガン、イラクの戦争で自衛隊は後方支援を行ったが、その派遣法

自体に問題があるものの憲法９条の歯どめがかかっていた。しかし、今回は憲法９

条が拡大解釈されて内閣の判断にゆだねることになることから、憲法９条の歯どめ

がきかなくなり、突っ込んだ内容になる。 

 議長より、これまでは後方支援で終わっていたが、アジア諸国の脅威等、他国の

状況を見ながら法整備が考えられており、中国、北朝鮮の動きに対して個別に対応

していくものと理解している。そういうこともしてはいけないという請願か。 

 委員より、憲法９条を変えた解釈であり、その方向での法整備は危険である。閣

議決定を撤回しなくて、法整備でうまくやればよいということではない。 

 議長より、全てだめとした請願となっているが、国民の大多数が反対しているで

はないかということになれば、閣議決定をしていても、マスコミも取り上げるし、

政府もできないのではないかと思う。 

 委員より、マスメディアの報道もばらばらで揺らいでいる。何が正しいかの判断

は難しい。 

 議長より、主権者である首相、首長が判断することに反対意見も出てくるが、国

や町がそれぞれ分担し、首相、首長にゆだねているのが国の仕組みである。日野町

でも給食問題で過半数が民営化に賛成しているが、首長の判断となった。ご都合主

義ではどうかと思う。 
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 委員より、憲法９条から見たらどうかであり、法に触れているので問題がある。 

 議長より、単純に考えて、主権者である首相、首長にゆだねられている。憲法改

正には国民投票が必要となるが、憲法解釈がおかしいと国会議員は判断していない

のではないか。 

 委員より、町の首長は住民が投票して選ばれる。自民党の中でも反対している方

もいるので、憲法を守ることは大切と考える。前回の請願のときもそうであったが、

個別的自衛権と集団的自衛権の違いを理解していく必要があると考える。この問題

は若者が当事者となることから、閣議決定だけで走るのは大変危険である。 

 議長より、民主主義が基本であり、国政は国会議員にゆだねられている。政権も

かわることがあるので、国民が判断するものと考える。 

 委員より、憲法は大切であり、国会議員は慎重になるべきと考える。 

 議長より、閣議決定をした後、法整備を諮ることもだめとなるのか。 

 委員より、石破氏が講演に来られ、憲法が一度も改正されていないし、そこに来

て中国の脅威があり、何か手だてを講じる必要があると考えさせられた。集団的自

衛権行使の反対も根強く、根拠には、容認すれば国家暴走の危機もあるという意見

もある。日本の安全を考える必要がある。 

 委員より、憲法９条を解釈で変更することは絶対に許されない。これでは日米安

保条約の改正の方が先ではないか。 

 副委員長より、請願はごもっともと考える。戦後70年で世界情勢は変わっている。

自衛隊が後方支援に行ったが、フランスやアメリカ軍に守られていた。北朝鮮の問

題もあるので抑止力は必要である。憲法は変えなくてはいけないと思う。 

 委員より、請願の中で地方議会の反対・慎重意見が210は尐ないように思う。 

 委員より、閣議決定の内容は読みましたが、憲法９条を守りながら自衛的措置を

とるもので、自衛権の発動が憲法９条の変更とは思っていない。アフガンのような

戦争には参加しない、戦争地域には行かない、戦闘になれば直ちに支援活動を中断

することになっている。解釈を拡大したのではなく、憲法９条を守る中で、緊迫し

た情勢で何ができるのかを明確にしているものと理解している。海外で生活してい

る日本人もおられ、日本の近くで姿が見えているのに守れないのはおかしいと考え

る。 

 委員より、個別的自衛権と集団的自衛権が混同しているのでは。自分の果たす役

割は戦争の悲惨さを伝えることであると考えている。70年もたって何が大切で、何

を残すかを考える必要がある。 

 ３時28分、質疑終了し、30分、討論に入りました。 

 反対討論。委員より、中国の行動もあり、尖閣諸島を守るには、集団的自衛権行

使をし、抑止力の一段の強化を図ることが必要であるということに賛成である。こ
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の請願には反対である。 

 賛成討論。委員より、閣議決定は憲法９条を180度変える重大な問題であり、70

年間戦争をしてこなかったことは世界に誇れる。安倍内閣の拡大解釈をやめさせる

ために賛成である。 

 32分、討論終了し、採決に入りました。 

 委員長より、これより付託された請願の採決に入ります。賛成の委員の起立を求

めます。 

 起立尐数であり、請願は不採択と決しました。 

 委員長の責任において委員会報告を行う旨諮り、承諾を受けました。 

 33分、総務常任委員会を閉会しました。 

 以上、総務常任委員会委員長報告とします。 

議長（杉浦和人君） 次に、産業建設常任委員長 ６番、冨田 幸君。 

６番（冨田 幸君） それでは、平成26年第５回定例会産業建設常任委員会の委員長

報告を行います。 

 去る９月18日午前８時57分より、第２委員会室において産業建設常任委員会を開

催いたしました。出席者は、委員全員と執行側から、藤澤町長、平尾副町長、沢田

総務政策主監および上下水道課、総務課の関係職員の出席のもと、町長の挨拶を受

け、本委員会に付託されました議第61号、平成26年度日野町公共下水道事業特別会

計補正予算（第１号）ほか１件についてを議題に質疑に入りました。 

 はじめに、付託案件、議第61号、平成26年度日野町公共下水道事業特別会計補正

予算（第１号）を議題としました。 

 委員より、積算システムの備品購入については、システム自体の購入かシステム

の劣化による更新かどちらですか。 

 答弁は上下水道課長であります。備品購入ではなく、委託料で計上しています。

現在、県と同様のシステムを使用していますが、５年リースが満了となったことと、

ＯＳのウィンドウズＸＰが昨年度終了となったことから、県と同様にウィンドウズ

７に今回更新するものであります。 

 委員より、下水道工事で、曙団地は舗装工事が今年度完了しましたが、さつき台

第６工区での管渠工事の進捗状況はどうですか。 

 答弁として、さつき台の工事進捗は約15パーセントで、大雤等の影響により８月

の稼働が落ちており、計画より１週間から10日ほどおくれています。 

 委員より、工事請負費の内容を教えて下さい。 

 答弁として、下水道のマンホール周辺等の工事のため、当初予算で150万円計上し

ていましたが、中山地先にて道路崩壊があり、現予算をその復旧に使用したことか

ら、今後必要な工事が予想されるため、今回その分の予算を計上いたしました。 
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 ほかに質疑なく、次に議第62号、平成26年度日野町農業集落排水事業特別会計補

正予算（第１号）を議題として、質疑に入りました。 

 委員より、各処理場の汚泥脱水乾燥車による汚水処理や各戸の台所に設置するデ

ィスポーザーによる処理物を肥料化して地域へ返すという話であったが、進んでい

ますか。また、地元の人まで話が伝わっていますか。 

 答弁として、汚泥脱水乾燥車は４月から調整を兼ねて各処理施設を一巡しました。

肥料登録をするための分析を委託しています。汚泥脱水乾燥車の運転は、納車業者

の協力により順調に動いています。 

 台所の排水口に設置するディスポーザーについては、野菜くずをジューサーで粉

砕して流すものであり、設置については、現在、業者で個々に対応中であり、設置

の届け出はまだ尐ない状況であります。 

 地元につきましては、各組合へ４月から説明会をさせていただいています。ただ、

組合から地元の皆さんへはまだしっかり説明ができていないようなので、再度こち

らから働きかけていくつもりでいます。 

 委員より、このディスポーザーの取り組みは、地元ではまだ話がない。どこかで

そうした説明の事例はありますか。 

 答弁として、南比都佐の深山口、下駒月や上駒月、迫、そして原、川原からは直

接説明するように要請があり、説明に行きました。その他、西桜谷地区は組合長か

ら総会の中で話をしていただき、佐久良、奥之池ではパンフレットを使って区で説

明をされました。まだ直接行っていないところは、お伺いしたいと考えております。 

 委員より、委託料は、汚泥脱水乾燥車による汚水処理等からの肥料の分析ですか。 

 答弁として、昨年度に肥料分析の予算を認めていただきましたが、肥料分析まで

至らず実施できませんでした。汚泥脱水乾燥車は町内９処理施設のうち８施設で使

用します。肥料として登録するには、乾燥処理後の成分に有害物質が含まれていな

いかどうか８施設とも分析対象となり、今回はそのための肥料分析をお願いするも

のです。 

 委員より、工事請負費の対象施設の砂川地区は、平成３年５月に供用開始ですが、

今回の部品交換は、計画どおりですか、それとも劣化によるものですか。また、維

持管理費の削減を図れる工事をするとのことですが、電力使用料の削減だけですか。

また、それによりどれくらいの削減が図れるものですか。 

 答弁として、砂川地区は省エネ導入事業で実施しています。部品交換については、

耐用年数によるもので、機能強化事業の分を振りかえできないかと考えています。

省エネ導入事業のモデル事業として、Ｖベルトの取りかえと一部配電盤の取りかえ

による事業が採択されたことから、機能強化事業ではなく100パーセント補助の当事

業で実施することとしました。今回のＶベルト交換により、約９パーセントの電気
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量が削減されると聞いております。また、一部配電盤の機器取りかえにより、運転

状況を変えることにより、電気量の削減などを今後データをとって国に報告してい

くことになります。 

 委員より、国のモデル事業とのことですが、今回の国の事業ではソーラーは設置

できないのですか。また、当事業はほかの地区でもできるのですか。 

 答弁として、当事業は今回砂川地区で採択いただいたが、こうした事業は今後全

地区に広げたいと考えています。ソーラー設置につきましては、国に提案しました

が、今回の事業では対象とできないと言われました。そのため、県等に相談し、補

助対象となる事業を探していただき、来年度取り組む方向で予算を考えております。 

 以上で質疑を終了し、討論に入りました。反対討論なく、採決に入り、全員起立

により、当委員会に付託されました議第61号、平成26年度日野町公共下水道事業特

別会計補正予算（第１号）ほか１件は、原案のとおり可決するものと決しました。 

 以上で、提出議案のうち本委員会に付託がありました案件の審査を終わり、午前

９時27分、町長の挨拶をいただき、委員会を閉会いたしました。 

 以上で、産業建設常任委員会の委員長報告を終わります。 

議長（杉浦和人君） 次に、厚生常任委員長 ７番、髙橋 渉君。 

７番（髙橋 渉君） それでは、平成26年第５回定例会厚生常任委員会の委員長報告

をいたします。 

 去る９月17日午後１時55分より４階委員会室におきまして、議会より委員全員、

執行側より藤澤町長、平尾副町長、沢田総務政策主監、また関係いたしますところ

の課長および職員の方の出席をいただき、委員会を開催いたしました。 

 町長の挨拶をいただき、いずれの議案も全員協議会において説明を受けているた

め、直ちに質疑に入りました。 

 まず、議第53号、日野町特定教育・保育施設および特定地域型保育事業の運営に

関する基準を定める条例の制定についてを議題といたしました。 

 委員より、国の新制度に伴う施設および運営に関する基準の条例制定だが、保育

施設は今後、公的保育だけでなく、さまざまな形で運営ができる。そのため施設の

違いによって、格差が出るのではないか。また質が低下しないか。就学前保育がし

っかりできるのか心配である。また、将来にわたっては企業の参入もあることから、

町が管理・介入していけるのか。保護者が直接事業者とのやりとりになるのか。今

後の見通しはどうなのか。 

 答弁として、国の新しい制度で給付を受けるための基準であり、町の責任として

施設の利用申し込み時の調整は義務となっている。これから先もしっかり保育・教

育を行っていかなければならないと思っている。 

 委員より、企業が参入しても、町が責任を持つと理解していいのか。 
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 答弁として、特定教育・保育施設は定員が20人以上の場合の保育所のことで、県

が認可を行う。県が認可を行ったとしても、補助金等の給付にあたっては町が新た

な制度の基準に合っているかの確認を行っていくこととなる。 

 委員より、新制度になるまでは、要件が「保育に欠ける子」であったが、新制度

では「保育が必要な子」となっている。基本的なところはどのようになっているの

か。 

 答弁として、保育が必要な子については、２号で認定する。認定する際の要件に

ついては今までと同じである。 

 委員より、「保育に欠ける」と「保育を必要とする」との違いについて。 

 答弁として、現在は就職活動については、家におられるということで、保育に欠

けるということからいうと要件的には低いのですが、新制度では、就職するため保

育を必要とするということも認定要件となっていますので、このことが「必要とす

る」ということになるかと思います。 

 以上、議第53号についての質疑を終わり、続いて議第54号、日野町家庭的保育事

業等の設備および運営に関する基準を定める条例の制定についての質疑に入りまし

た。 

 委員より、事業所内保育事業の利用定員の認定について、４分の１以上その他の

乳幼児の定員枞を設けることになっている。１点目、現在２社の事業所内保育所が

あるが、直営でなく委託により保育をしている。申請は委託先が行うのか。事業所

がするのか。２点目の質問として、病院の保育所は月250万円の経費が必要。24時間

保育で県から１割の補助金がある。県費補助金はカットされるのかどうか。３点目、

定員を定めていても必ず乳幼児の数は変動する。定員どおりに入所しなくてもよい

のか。４点目、工業団地に会館があるが、複数の企業での保育事業の実施は可能か

どうか。 

 答弁として、１点目、保育事業を行おうとするところが申請していただくことに

なる。２点目、病院の保育所への補助金は、24時間保育の補助であり、事業所内保

育所となれば、新制度での補助金が町を通して交付されることになる。３点目、定

員として定めていただくことが必要ですが、補助金は、利用人数により実績に応じ

て交付されることになる。４点目、複数の企業が一緒になるというよりも保育事業

の実施主体が対象となる。 

 委員より、２社の事業所において、このようなことを心配されているので、町か

ら十分に説明をしていただきたい。 

 次に、議第55号、日野町放課後児童健全育成事業の設備および運営に関する基準

を定める条例の制定についての質疑に入りました。 

 委員より、条例第17条の苦情への対応について、第３号で定めている運営適正化
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委員会は県において何人ぐらいで構成されているのか。町に相談を受けたい人があ

る場合、町が受けて運営適正化委員会へ伝えるのか。直接行かなければならないの

か。また、今までこういった現状があったのか。 

 答弁として、県の委員の数は把握していない。委員会の調査に協力しなければな

らないことから、町の方で学童保育所の窓口になって行う。現在のところ、このよ

うな状況はない。 

 委員より、日野町の学童保育所では平日６時間を超えて開設しているが、第18条

の第１項第２号の３時間を６時間に変更することはできないのか。 

 答弁として、平日は11時から19時まで職員がいて開設しているが、子どもは授業

が終わった15時、15時30分から18時30分、19時ごろまでいることになると、最低で

も３時間以上で開設することができる。６時間以上にすれば、３時間では認められ

ない。 

 委員より、設備に対する経過措置で５年間適用されないが、１人当たりの基準等

現状はどうか。５年間の間に整備を行うのか。児童数40名以下であるが、現在それ

以上の施設について基準をクリアするための施策についてどのように取り組むのか。 

 答弁として、現在運営している学童保育所が、基準を定めることによって、運営

できなくなるといけないので、５年間の経過措置の間に解消できればと思っている。 

 委員より、施設の整備について、５年間でどのような取り組みをしようとされて

いるのか。 

 答弁としまして、「太陽の子」に80名近くの児童がおり、増設を考えている。 

 委員より、「太陽の子」以外はクリアできているのか。 

 答弁として、クリアしている。 

 委員より、児童１人当たりの面積は1.65平米以上だが、保育所の乳幼児の基準と

同じである。1.98平米以上必要と言われているが変えていくのか。建設するときは、

それくらいの余裕を持って行うのか。 

 答弁として、現在「太陽の子」以外は基準をクリアしている。小さな学童は、十

分基準面積を上回っている。今までの経過から、他の学童と同じように運営できる

ように建設にかかわれればと思っている。 

 委員より、３事業とも現行基準を低下させないように取り組んでいただきたい。 

 委員より、今まで70人を超えれば適用外と言っていたが、今度は60人になるのか。

基準がいろいろ出ているが、年に一、二回点検をされるのか。 

 答弁として、70人については、現在補助金をもらっていただくときに、70人以上

だと国・県の補助率が下がることから、この人数のことを言われていると考えます。

最低基準については、年１回の保護者会との懇談もあり、その中でサポートしてい

く。学童保育事業所は現在ないが、そのような状態になれば、確認をしていく必要
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があると考えている。 

 委員より、耐震基準をクリアしていない西大路、南比都佐の対策はどうなのか。 

 答弁として、小規模学童についても施設と運営の方法について検討していかなけ

ればならないと考えている。 

 委員より、「太陽の子」は学童がたくさんいる。成果はどうか。学童に行っている

子と行っていない子との差はどうか。大規模な学童と小規模学童との差はどうか。 

 答弁として、保護者からは、放課後子どもを預かってもらって、安心して勤めら

れると聞いております。近所に子どもがいない中、多くの子どもたちが集まってい

ることは、子どもたちの育ちによいと考えている。 

 以上、質疑を終わり、次に議第57号、日野町福祉医療費助成条例の一部を改正す

る条例の制定についての質疑に入りました。 

 委員より、父子家庭が追加になった。父子家庭の対象者はあるのか。 

 答弁として、新旧対照表のとおり、新しい法律で父子家庭が位置づけられ、現在

の父子家庭の定義を置きかえた。制度の内容に変更はない。対象者もある。 

 委員より、現行は配偶者のいない父子となっているが、改正後はどうか。 

 答弁として、父子家庭の要件について、現行の町条例で規定しているが、法律で

規定されたため、置きかえるものである。現行の要件について変更はない。 

 以上で議第57号の質疑を終わり、次に議第58号、日野町国民健康保険税条例の一

部を改正する条例の制定についての質疑に入りました。 

 委員より、国政でＮＩＳＡ（尐額投資非課税制度）を創設し、株式の個人投資家

が増えている。このことにより、国民健康保険税の条文が変更になったことについ

ての理由を説明してもらいたい。 

 答弁として、改正理由について、国では株式等の個人投資家を増やし、景気回復

を目指している。株式で損失が発生した場合、申告により損益通算ができる。公社

債は、利子や譲渡した場合の申告制度の仕組みがなく、制度の改革の中で損益通算

ができるようにしようとするのが狙いである。個人の投資家が手を出しやすいよう

にしている。国民健康保険税で所得割が適用されているが、株式譲渡を申告する場

合、所得割に反映される。国民健康保険税条例の規定を整備するための条例改正で

ある。 

 委員より、株式は自己申告となる。税も引かれているのではないか。 

 答弁として、株式は通常源泉徴収されて完了している。複数の株式の譲渡により、

損益が出た場合、申告により損益通算をすることができる。個々に取引された方の

選択性であるが、損失が発生した場合、損と益で利益幅を薄めることができる。と

ころが、国民健康保険税の所得割にも影響が出る。最終的には個人の判断となる。 

 次に、議第60号、平成26年度日野町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）に
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ついての質疑に入りました。 

 委員より、確認だが、一般会計繰入金245万7,000円について、歳入で職員給与費

等繰入金245万7,000円と説明している。歳出で職員給与費と理解してもいいのか。 

 答弁として、事務的経費も含め、職員給与費等繰入金の名目で繰り入れているも

ので、歳出の事務事業名とは直接に対応はしていない。 

 議第60号の質疑を終わり、議第63号、平成26年度日野町介護保険特別会計補正予

算（第１号）についての質疑に入りました。 

 委員より、６町クラウドの経費は一般会計と国保会計・介護保険特別会計でどの

ように分けているのか。量か人数か。 

 答弁として、電算クラウドシステムの使用料は、基本的には使用する平成27年10

月以降に支出していく。債務負担行為を認めていただいている。マイナンバー制度

の関係で、別途国等の補助金を見込めるため予算計上を行った。 

 その他の答弁としまして、６町クラウドでは、社会保障と税の一体改革でシステ

ム構築経費が必要。システムにより改修経費が異なるため、それぞれのシステムの

改修に要する経費分を予算計上したものである。 

 また、その他の答弁としまして、システム構築はどれだけの経費が必要なのか、

それぞれのシステムにより積算している。総額を各会計で割っているものではない。 

 以上で質疑を終わり、次に議第64号、平成26年度日野町後期高齢者医療特別会計

補正予算（第１号）についての質疑に入りました。 

 委員より、還付加算金の補正は、以前に説明を聞いた案件のことか。 

 答弁として、税務課長が先の全員協議会で説明した、還付加算金の未払いに対応

するための補正予算である。 

 以上、付託案件の全ての質疑を終了し、討論に入りましたが、討論なく、議案全

てを一括採決を行うこととし、委員全員起立の賛成により、原案どおり可決するこ

とに決しました。 

 以後、藤澤町長の挨拶をいただき、15時７分、委員会を終了いたしました。 

 以上、厚生常任委員会委員長報告といたします。 

議長（杉浦和人君） 次に、予算特別委員長 10番、東 正幸君。 

10番（東 正幸君） それでは、平成26年日野町議会第５回定例議会予算特別委員会

の委員長報告をいたします。 

 委員会は、去る９月17日水曜日午前８時56分より、委員会室で開会いたしました。

出席者は委員全員と杉浦議長であります。執行側より藤澤町長、平尾副町長、沢田

総務政策主監、池内総務課長、各関係課長、参事、課長補佐、専門員であります。 

 開会の挨拶の後、町長、議長より挨拶を受け、今回の委員会への付託案件は議第

59号、平成26年度日野町一般会計補正予算（第１号）を議題として審査を行いまし
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た。まず第１条、歳入歳出予算の補正のうち特定財源を除いた歳入と歳出に入り、

第２款・総務費、第３款・民生費、第４款・衛生費、第６款・農林水産業費、第９

款・消防費およびこれに伴う特定財源について、担当課長から説明を受け、直ちに

質疑に入りました。 

 まず歳入について、委員より、歳入、繰入金について、財政調整基金への繰り戻

しの手法で推移しているが、当初予算の地方交付税の中で見込めないのか。 

 この質疑に対して、地方交付税の予算見積もりにあたっては、歳入不足にならな

いよう尐し辛目に計上している。ご指摘の点は当初予算編成で検討していきたい。 

 次に歳出について、第２款・総務費の自治振興費の自治ハウス整備事業について

質疑がありましたが、改修が豊田４区、１区、川原。建築が西大路の水落町であり

ました。 

 交通安全対策費について、委員より、グリーンベルトの効果や道路の白線につい

ての定義、実線、破線の区分はどうなのか。また、公費の扱いについて明確な規定

はあるのか。 

 答弁として、グリーンベルトは歩道ではなく、安全を確認した上で、車の通行も

可能であり、抑止効果があると考えている。白線の点線は疑似線で、道路標示扱い

となり、実線は公安認定となっている。双方とも、町道は公費での対応で、里道等

については地域でお願いしている。疑似線（点線）を引く場合でも、公安との協議

は事前に行っている。 

 次に、第３款・民生費、児童福祉総務費についてでありますが、委員より、放課

後児童クラブの開所時間延長支援制度は今回はじめてできたものか。また、各学童

保育所への補助金の配分はどうなっているのか。５つの学童保育所での土曜日の開

園は補助ではなく、全体の運営費でされているのか。児童健全育成において、学童

保育所における３時間保育とは何時から何時までか。 

 答弁として、制度は今年度より適用されます。開園時間は、平日６時間を超え、

18時30分以降も開園しています。長期休暇中は８時間以上となっております。土曜

日の開園は現行の補助金の中で対応している。平日の保育については、午後より開

園し、３時間保育については、学校が終了してからを想定しており、何時から何時

までの想定はしていない。補助金の配分は「ヒノキオＡ」が68万3,895円、「ヒノキ

オＢ」が64万7,700円、「太陽の子」が85万7,250円、「わたムッキー」が55万4,068

円となっています。 

 次に、第４款・衛生費、予防費についてでありますが、委員より、予防接種の予

定についての質疑があり、答弁として、水痘が770人、肺炎球菌は665人と見込んで

いる。 

 次に、第６款・農林水産業費の有害鳥獣駆除事業についての質疑に対して、有害
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鳥獣の８月末の駆除はシカ138頭、イノシシ56頭の、サル71匹、アライグマ14頭、ハ

クビシン14頭の計293頭となっており、予定どおり進行している。 

 ここで説明員の交代のため、10分間の休憩に入り、10時15分、再開いたしました。 

 執行側より藤澤町長、平尾副町長、岡教育次長、森口商工観光課長ほか、各関係

課長、参事、課長補佐、専門員であります。 

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

らびに第２条地方債の補正について担当課長から説明を受け、直ちに質疑に入りま

した。 

 第７款・商工費、商工振興費についてでありますが、委員より、商店街基盤整備

事業について、商店街の状況、軒数や改修等の数およびそれについての活性につい

ての質疑に対して、答弁として、日野ギンザ商店街が８軒、えちがみ商店街が11軒

となっています。日野ギンザ商店街が２灯用30基、えちがみ商店街が１灯用30基の

予定であります。今回は電気料金の軽減のための事業であり、イベントとかそうい

うものは考えていない。また、商店街の延長はそれぞれ500メートル程度であります。 

 次に、土木費についてでありますが、委員より、水路の改修基準はどうか。また、

Ｌ型水路の設置基準はどうか。 

 答弁として、改修する側溝は最低300×300の断面としているが、水量計算により

必要断面を決定し対応をしております。Ｌ型側溝については、現状に合わせた対応

としております。 

 委員より、急傾斜対策について、急傾斜対策の該当箇所や他に急傾斜地で危険で

あると判断している箇所はあるのか。 

 答弁として、今回の修繕費については下迫で、委託料は中之郷を予定している。

下迫は、既に工事は済んでいるが、今後の安全対策のために土どめに堆積した土砂

の撤去をする。中之郷は、既存擁壁にクラックがあることから、その強度等につい

て調査を委託する。工事請負費については熊野地域の台風18号による被災箇所の復

旧工事としている。また、土砂災害危険箇所の調査は、県で約70パーセント程度進

んでいる。町としては、特に鳥居平地区と西大路地区が危険であると想定しており、

今後も監視を続けていくこととしている。 

 続いて、第10款・教育費について、幼小中の管理運営費についてでありますが、

委員より、非構造部材点検内容はどんなものか。いつごろ点検が終了するのか。耐

震ガイドライン改定が言われているが、今回の調査は関連しているのか。 

 答弁として、点検内容は、天井、壁、窓ガラス等の点検となり、本議会後早期に

発注し調査を完了したいと考えている。事業実施については、27年度以降に順次予

算化したいと考えている。ガイドラインの改定については、現時点ではなく、今後

注視していきたい。 
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 そのほか、公民館費の運営事業についての質疑に対して、明快な答弁があり、こ

こで質疑を終了し、討論に入り、討論なく、採決に入り、町長提案どおり可決決定

することに賛成の委員の起立を求め、全員起立であります。よって、議第59号、平

成26年度日野町一般会計補正予算（第１号）については、原案どおり可決すべきも

のと決しました。 

 以上で当委員会に付託されました案件の審議は全て終了し、町長の挨拶を受け、

10時54分、閉会をいたしました。 

 以上で、平成26年日野町議会第５回定例会予算特別委員会の委員長報告といたし

ます。 

議長（杉浦和人君） 続いて、諸般の報告を行います。 

 学校給食問題検討特別委員長 ２番、中西佳子君。 

２番（中西佳子君） 平成26年第５回定例会学校給食問題検討特別委員会委員長報告

をさせていただきます。 

 去る９月19日、午前８時58分より第２委員会室において、委員全員と議長、執行

側より藤澤町長、岡教育長職務代理者、望主学校教育課長の出席のもと、学校給食

問題検討特別委員会を開催いたしました。町長、議長より挨拶をいただき、執行側

より桜谷小学校給食施設における吸排気設備の問題点、６月19日以降の経過報告を

受け、質疑、意見交換に入りました。 

 議長より、かかわった人の２名の方が診断書を提出されていると聞くが、どうか

との質問があり、３人の調理員さんに就労いただいており、ほこりの中で作業をし

ていただいたので、１名の方が気管支ぜんそくを発症され、尐しの間休まれて、７

月には職場復帰をされ、９月からは現在勤務してもらっているが、体調により、自

己管理の中で休んだりしてもらっている。もう１名の方は、鼻や耳の粘膜に炎症が

出たので、薬を飲まれて、休暇なしで勤務いただいたとの答弁がありました。 

 委員より、フィルターがどういうものか分からないが、それまでに虫が入らない

ようにできなかったのかとの質問があり、通常、フィルターは１枚入っているが、

強制的に強い力で吸引をするので、ほこりなどフィルターを越してしまい、細かな

虫が中に入り込んだ。今回は、フードの延長を行い、さらに分厚いフィルターを設

置した。入ってくる空気と排気する空気が負圧にならない調整を行いながら稼働し

ている状況ですとの答弁があり、また、委員より、今後は問題が起きないと考えて

いいのかとの質問に、１年に１回のフィルターの掃除とかを桜谷小学校については、

頻度を高めて、フィルター洗浄を早めるなどの運用をしていきたいとの答弁があり

ました。 

 委員より、今回の問題を保護者の方に報告はできているのか。また、こういう事

案があったことから、他校に比べて調理員さんが食材の受け入れ等にぴりぴりされ
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ている状況があると聞くがどうかとの質問があり、保護者には５月14日のＰＴＡ総

会で説明している。食材受け入れについては、桜谷に限定せず、他の学校でも商品

の搬入時には全て検品を行ったり、温度管理を行っている。その中で、絶対だめと

いう状況のものは使用禁止をさせてもらうことがあるとの答弁がありました。 

 次に、調査研究事項に入り、執行側より、学校給食安全基準、給食費の未納状況、

中学校ランチルームの使用状況について説明を受けました。 

 委員より、25年度の未納24万1,300円の小学校、中学校の内容はどうかとの質問に、

小学校が８世帯８人、中学校が３世帯４人でダブる世帯もあり、９世帯12人ですと

の答弁があり、また、委員より、中学校の給食を開始するにあたり、小学校の状況

から見て、給食費未納が懸念され、それについて対策を十分に行うということであ

ったが、結果がどのように反映されたのか。また、未納についての徴収は、学校任

せではなく、教育委員会自らが対策する必要があると考えるが、教育委員会の考え

はとの質問があり、中学校については未納があれば、すぐに督促させてもらってい

る。昨年より未納率が下がっているのは、中学校の頑張りだと思っている。在校生

がおられる間については、各学校で徴収、督促に努力いただいた。その在校生が卒

業された後は、教育委員会が督促なりの請求をすることで現在進めているとの答弁

がありました。25年度以前の滞納分62万2,000円は何年度からの分か。また、徴収可

能なのかとの質問に対し、過年度は21年度からの分である。一部には外国へ行って

おられる方もあり、徴収は難しいと考える。どうしても回収不能も出てくる。３分

の１ぐらいの25万ぐらい徴収不能ではないかと考えるとの答弁がありました。 

 委員より、徴収不能と考える25万は不納欠損にすべきと考えるがどうかとの質問

に、給食費の不納欠損については条例化できていないのでできない状態である。研

究を現在重ねていると答弁がありました。 

 委員より、未納に関連して、就学援助は年に１度の算定か、その都度されるのか

との質問があり、年度当初に民生委員や本人、学校長からの連絡でスタートする。

その後も年間を通じて申請の機会はある。給食費の部分は補填をしているので、１

学期終了時にまとめてなど、本人の同意を得てもらう形にしているので、給食費の

未納はないとの答弁がありました。 

 委員より、ランチルームの使用状況について、純粋にランチに関する使用状況で

はない。せっかくランチルームをつくったのに、このような状況なのは残念である。

また、日野町全体で食育を進めていこうという考えの中で、施設のランチルームを

開放して使っていただくことも考えられるのではないかとの質問に対し、実際にラ

ンチルームを使っての食事が、今日まで６回であり、事務局として非常に残念であ

る。今後、中学校も工夫をしてもらえるのではないかと思っている。開放について

は、一般の方に開放して、食育というのは調理を使わない部分になるので難しいと
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の答弁があり、また、委員より、１学年しか入れないランチルームと聞いていたの

で、使用については学校で検討されるという話で進んできたが、例えば毎年１年生

がそこで食べるなど、毎日使うことは無理なのかとの質問があり、給食の前の時間

の授業の内容によって、集合時間がそろわないところがあり、工夫が必要であった。

まず、１年生からするとかいうことを具体的に話をさせてもらいたいとの答弁があ

りました。 

 その他として、委員より、中学校給食が600食近く増えたが、地産地消にどのよう

に努力をされたか。また、教育委員会から年間使用計画を供給側に伝えて、生産計

画を立ててもらえばどうかとの質問に対し、重量ベースでいくと、毎日米を炊いて

いるので、その分は100パーセント増えてくる。生産をしていただく時期等の関係が

あり、順調に増えていくわけではない。年間使う野菜の一覧表をＪＡさんなどにお

渡ししているが、こちらの希望する時期に希望する量のものの生産が追いつかず、

供給不能になる状況がある。今後もＪＡさんと連携を深め、調整をしていく必要が

あると答弁がありました。 

 委員より、食品の安全についての教育はどこでされているのかとの質問があり、

学校では保健とか保健衛生の授業の中で、食の安全の部分で指導している。食育の

部分でも食品添加物等の部分や緑黄色野菜を食べるなどの指導が行われ、給食以外

の自分たちの食するものでの安全・安心を指導していくところであるとの答弁があ

りました。 

 ほかに質疑、意見なく、閉会にあたり、町長より挨拶をいただき、午前10時25分

に終了いたしました。 

 以上で、学校給食問題検討特別委員会委員長報告を終わらせていただきます。 

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

１番（村島茂男君） それでは、企業誘致・幹線道路整備特別委員会の委員長報告を

行います。 

 去る９月19日午後２時より、第２委員会室において企業誘致・幹線道路整備特別

委員会を開催。出席者は、委員全員と、執行側より藤澤町長をはじめ、担当課職員

の出席のもと、町長、議長の挨拶を受け、引き続き商工観光課参事、続いて建設計

画課参事の説明を受け、直ちに意見交換に入りました。 

 委員より、土山蒲生近江八幡線は、促進期成同盟会の中で現道を利用することに

なったのか。現道利用といっても池があるのでは、何か具体的な案が出ているのか。 

 建設計画課参事より、同盟会のもと、まとまった意見であり、当初の計画では事

業が進まないので、現道の拡幅で車の対向ができない区間の解消も進めてとの意見

もある。 

 建設計画課長より、土山蒲生近江八幡線の現道路利用についての考え方としては、
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当初は現道を無視したルートを検討されて約60億の事業費となり、執行が難しくな

っている。全て現道ではなくできるだけ現道を利用することによって、事業費の大

幅な減額ができるものと考える。 

 委員より、今報告された会議等の出席は、企業誘致の行動とどういう関係がある

のか。委員会で経過報告されている目的は何なのか。企業誘致だけでなくナフコ説

明会にも出席されている意味は何なのか。交通安全対策などがあるからでしょうか。

日野フレンドタウンが出店されたことでの影響はどうなのか。半年が経過している。

地元の商工会の関係も含めて、企業関係誘致における考え方や目的を聞きたい。 

 商工観光課課長より、この委員会は企業誘致をベースに意見交換や議論をお願い

している。ナフコは大店小売店立地法に基づき経過を説明している。平和堂に関し

ては、半年経過したが数字的にどのようなことかはつかんでいないが、大窪店の状

況も含め商工会と調整連携しながら今後検討したい。 

 委員より、企業誘致としての動きはどのように関係するのか。あるのか、ないの

か。 

 商工観光課課長より、大きな店舗が日野に来ることが企業誘致にリンクするかは

それぞれの考え方である。町の商工振興に関しては大切であると思っている。 

 委員より、企業誘致ということに関して、ここの部分とどう関係しているのか答

えてほしい。 

 商工観光課課長より、企業誘致に関しては県の企業誘致の窓口になって、さらに

日野町に来てもらう企業を増やすことが大切であるので、第２工業団地企業協議会

役員会などに参加して情報の共有をするためにそれぞれに参加している。 

 委員より、企業誘致という行動をどのようにとっているのか、どう関係すること

があるのか。 

 商工観光課参事より、企業誘致に関する会議に出席して県から情報をもらったり、

企業協議会ではほかの企業がどのような動きをしているのかを聞き、新たに日野に

進出したいという企業がないのかの情報を聞くため出席している。 

 委員より、日野町にはこのようなところがあるというような情報をまとめたもの

を提供していただき、将来的に工業団地をつくることにもつながるので今後もお願

いしたい。 

 議長より、東近江市市長が東近江市の企業が他市に出られたということで担当課

に経過を強く強く徹底的に調査を指示された。どこに問題があるのかを検証された

と聞いている。大日製罐の話があったが、この委員会では当局からは、来年の４月

から開業されると報告がされたが、今の状況ではそうはならないと思う。以前言っ

たことが、変わってきているのであれば、企業誘致課として中で議論したことにつ

いて経過報告されるべきである。開業が４月になるのか、９月になるのか、または
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撤退されるのか、そういうことを議論されるべきでないか、そのことが委員会に求

められている。大日製罐の開発の問題でも、役場の職員もよく通るところで、その

ような状況であれば気づいているはずだ。職員誰かが問題意識をもって、早く企業

に言ってあげれば被害も尐なく済んだはずである。そうなれば、日野町が親切であ

ると企業も日野町を信頼する。親切な対応をもって企業誘致をするという姿勢を持

ってほしい。 

 道路問題でも基本的な問題が欠けている。自民党で聞き取り調査があった。西明

寺安部居線、鎌掛の道路等道路問題に絞って陳情した。その中で言われたことは、

三日月知事は名神名阪道路を進めると言っている。日野町は地域の道路を何とかし

たいと思っている。県の施策と町の思いが違っている。そこは、意見を整理して考

えてほしい。 

 商工観光課参事より、ご指導の企業については、開発の申請が要るということに

なったが、操業開始はおくれると聞いていなかったので申しわけない。 

 建設計画課長より、名神名阪連絡道は計画ルートの範囲も３キロ幅に及んでいて、

事業着手がいつになるか分からない。新名神へのアクセス道路として必要との認識

はしている。県は、名神名阪連絡道は国の事業であると考えているが、土山近江八

幡線はアクションプログラムに位置づけられているので、進めていただかないとい

けない。町としては、企業誘致など地元の活性化につながる土山近江八幡線を先に

進めるべきと考える。 

 議長より、今はあるものを大事に使っていこうというのは仕方ないが、県は県で

町は町というのはおかしいのではないか。もっと県と町が協議することができない

のか。二重投資になるのではと考えるが。名神名阪連絡道路は日野町には通さない

と確固として反対し、土山蒲生近江八幡線を優先させる姿勢が必要では。そうでは

ないなら、県と町と同じ行政同士なので、トップ同士が協議をされるべきではない

か。 

 もう１点、企業誘致でも大日製罐のことも企業は大きな損失があり、町ももう尐

し親切な対応、思いやりをもっていろんなことを教えてあげられるのにどうか。企

業が日野町に来るか否かにもかかわる。親切な対応をすることによって企業に来て

もらえる思う。 

 建設計画課長より、名神名阪連絡道と土山蒲生近江八幡線とは全く違う計画であ

る。滋賀県道路整備アクションプログラムに組み込まれているので、計画どおりに

しっかりと取り組んでいただくよう要望している。県の考え方も確認していきたい。 

 商工観光課参事より、何も言わなかったわけではない。今後はきちんと説明して

いく。 

 委員より、日野徳原線の内池バイパスはすぐにできそうな話を聞いているが。現
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状と今後の見通しを教えてほしい。 

 建設計画課参事より、内池バイパスは滋賀県アクションプログラムでは29年度の

着工予定で、詳細設計はできている。農業用の送水管が通っているため関係機関と

協議を行っている。来年度から新規の交付金事業で進める予定であり、順調にいけ

ば平成29年度に着工となる予定である。 

 委員より、農林水産省との関係でおくれているのか。設計はできているので、そ

れに伴う用地買収ができないのか。 

 建設計画課参事より、農林水産省との関係でおくれているわけではない。農林水

産省にはおおむね了解を得ている。 

 建設計画課長より、アクションプログラムの計画どおりに進めていただいている

とご理解いただきたい。 

 委員より、カンポホールディングスの地元説明会だが、場所は工業団地内につく

られるのか。別につくるのか。 

 商工観光課参事より、第２工業団地内に隣接した場所である。 

 委員より、企業との懇談会に行ったが、企業から、道路が急なのでやり直してほ

しいという話があったが検討したのか。 

 商工観光課参事より、道路の補修の要望があったので補修で対応している。交差

点のとまれの印が分かりにくいということがあったので対応の準備をしている。 

 委員より、部分的な補修ではなく、削ってきれいにしてほしいという要望だった。

税収に協力されているので要望に対応できるようにお願いしたい。 

 委員より、西大路鎌掛線は、農道として使っているようなもので地元でも雑草等

の伐採をしないといけないと思っているが、かなり茂っているので地元で11月にも

う一度伐採を考えている。運営委員会から町へ連絡があったと聞いているが。今後

も支援をお願いしたい。 

 建設計画課参事より、西大路鎌掛線の水路に土砂が堆積したため、鎌掛運営会と

建設計画課の職員で作業を行いました。通行に支障が出ないようにと考えています

が、地元の協力がないと手に負えないこともあり、ご協力を願いたい。 

 委員より、早くしないといけないので地元で対応するが、地元がするからもうい

いというのでなくて、町でも必要な対応をお願いしたい。 

 議長より、町で手に負えないので地元の協力をお願いしたいというのは不適切な

発言である。町道は町の責任でするものである。甲賀市の道路管理を請け負ってい

るが、週に１回、パトロールと、高所作業車で枝を切るなど木曜日と水曜に決めら

れていて毎週実施している。 

 建設計画課長より、「町で手に負えない」は不適切であったと思うが、町道が240

キロにも及ぶ中で、草刈りなどを含めて全て町が行うことは厳しい状況であり、実
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際には地元の皆さんに協力をいただいている。地元でできない危険な箇所や高い木

を切るなどの作業は町で行っている。 

 委員より、今回は町役場から４人出てもらい、地元からも応援に行った。町が主

体であって、地元が補助するということであればよいと考える。 

 議長より、例えば木が倒れて被害があれば誰が責任を持つのか。町道の管理責任

は町にあることから、しっかり管理をするとの認識を持っていただきたい。 

 委員より、307号線の除草作業は実施されているのか。 

 建設計画課長より、７月に実施された、町内の国道・県道除草作業の入札が不調

に終わり、８月下旪に日野町、近江八幡市、竜王町の除草作業の業者が決まった。

作業がおくれているために県も苦労していて、どうしても除草作業が必要な箇所は

維持補修の業者に対応を依頼している。 

 議長より、工事を受注したら契約約款に書かれていると思うが、２週間以内に着

手することになる。指示どおりに作業ができないのであれば業者との契約を見直し

て、業者の格上げをしてでもしっかり対応すべきと考える。 

 副委員長より、カンポホールディングスはいつから操業されるのか、地元での説

明会での意見や問題はなかったのか。 

 商工観光課参事より、２年後に操業したいとのこと。地元も操業するからにはき

ちんと利益を上げられて、きちんと環境を整えて仕事してほしいとの要望がありま

した。 

 以上で意見交換を打ち切り、15時ちょうど、町長の閉会の挨拶をいただき、委員

会を閉会しました。 

 以上をもちまして、企業誘致・幹線道路整備特別委員会の委員長報告といたしま

す。 

議長（杉浦和人君） 以上をもって各委員長の報告を終わります。 

 これより、委員長報告に対する質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 

－な     し－ 

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

ご異議ございませんか。 

－異 議 な し－ 

議長（杉浦和人君） ご異議なしと認め、質疑を終わります。 

 これより討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

 12番、平山敏夫君。 

12番（平山敏夫君） 議第56号、日野町税条例の一部を改正する条例の制定について、
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反対の立場で討論を行います。 

 今回の税条例については、国の税改正に伴うものであるが、アベノミクスのばら

まき予算後に税負担を求めるものであり、地方創生とは口では言われているが、地

方の必需品である軽自動車、小型特殊自動車に的を絞っての増税は地方つぶしの最

たるものとしか言えません。消費税が５パーセントから８パーセントに増税され、

今回の条例改正により、法人住民税は減税され、平成27年４月１日以降に登録され

た軽自動車について、軽自動車税は大幅に増税されます。自家用軽自動車の乗用物

は7,200円が１万800円の50パーセント増となり、自家用貨物用物は4,000円が5,000

円と25パーセントの大幅増税となり、大切に乗られて14年を超える車については、

さらに20パーセントの増税となり、地方でしか使わない小型特殊自動車、農耕作業

用物（トラクター、コンバイン等）は1,600円が2,000円と25パーセントの増税と地

方いじめの最たるものと言えます。都会では景気がよくなったと言われているが、

一部の大企業だけがよくなって、中小企業、地方の景気がよくなったと思っている

人は誰もいないと思います。今後、さらに消費税が８パーセントから10パーセント

に増税となれば、ますます地方の疲弊に拍車がかかることは目に見えています。こ

ういうときにこそ、地方の現状、苦しみを国に訴えるのが地方議会の役割ではない

のですか。政府が決定したことに政党にかかわらず、意見書等を出して訴えるのが

地方議会であると、私は思っています。以上のことから、議第56号、日野町税条例

の一部を改正する条例の制定について反対討論とします。 

議長（杉浦和人君） ほかに討論はありませんか。 

 13番、對中芳喜君。 

13番（對中芳喜君） 総務常任委員会で、請願第14号、集団的自衛権行使容認の閣議

決定を撤回し、それに基づく立法化を行わないよう関係機関に意見書を提出するこ

とを求める請願が不採択となりました。私は賛成する立場から討論したいと、この

ように思います。 

 安倍内閣は７月１日、集団的自衛権行使を容認する憲法解釈変更の閣議決定を強

行いたしました。これまで、自民党など政府が半世紀以上にわたって集団的自衛権

の行使は憲法上許されないとしてきた解釈を変更し、集団的自衛権を行使すること

は明白な憲法違反であると言えるものであります。その上で、憲法改正手続を経る

ことなく、集団的自衛権行使を進めることは、憲法無視の権力の暴走であって、事

態は極めて異常と言わなければなりません。閣議決定での海外で戦争する国づくり

は２つの側面から推し進めるところに問題があるわけであります。 

 その１つには、アメリカが世界のどこであれ戦争に乗り出した際に、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。2001年、アメリカによる

アフガニスタン報復戦争、さらには2003年のアメリカによるイラク戦争に対しまし
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て、日本政府は自衛隊を派兵派遣したわけであります。しかし、どちらの場合も派

兵法で第２条の中に武力行使はしてはならない、さらには戦闘地域に行ってはなら

ないという２つの歯どめが明記されたわけであります。その結果、自衛隊の実際の

活動はインド洋での給油活動、さらにイラクでの給水活動や空輸活動にとどまった

わけであります。しかし、今回の閣議決定では自衛隊が活動する地域を非戦闘地域

に限るという従来の枞組みを廃止し、これまで戦闘地域とされてきた場所であって

も、支援活動ができるとしたのであります。そのようなことになれば、戦闘地域で

の活動は、それが例え補給、輸送、医療などの後方支援であっても、相手からの攻

撃を受けることになり、結局応戦し、武力行使となる可能性が大いにあるというこ

とであります。 

 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を公然と踏み込んだと

いうことであります。閣議決定では、日本に対する武力攻撃でなくても日本の存立

が脅かされ、国民の権利が根底から覆される明白な危険がある場合には、武力行使、

集団的自衛権の行使ができるとしております。安倍首相は、よく紛争時に邦人の輸

送をする米艦船の防護の例を示して、助けなくていいのですかとこういった強弁を

されておりました。しかし、緊急時の邦人の避難というのはあくまで日本政府の責

任で行えるわけであります。現に日米両政府は、自国の国民の退避はおのおのの責

任で行うことが、ちょうど1997年の日米ガイドラインの協議の場で確認されている

わけであります。まさに現実にはあり得ない例を持ち出しているわけであります。

いま１つ、どうしても述べなければならない問題として、今回の集団的自衛権行使

容認に対して、安倍首相はやはり嘘とかごまかしで説明しているように、私は思う

わけであります。 

 その１つには、現行の憲法解釈の基本的な考え方は何も変わらないと言っており

ます。果たしてそうでしょうか。先ほども述べましたように、従来の政府の見解と

いうのは、海外での武力行使は許されないというものでありました。今回のように

他国のために武力行使を行う、海外で武力行使を行うというものであります。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。それでも何も変わらない

と言っているわけであります。 

 ２つには、集団的自衛権行使には明確な歯どめがあるとか、限定的なものと言っ

ております。しかし、明確な危険を判断するのは時の政権、政府であります。まさ

に歯どめどころか判断が底なしにどんどん広がっていく、こういった危険が大いに

あるわけであります。 

 ３つには、日本が戦争に巻き込まれることはありませんと言っておられます。し

かし、これも私はごまかしだと思います。なぜなら、今日まで日米軍事同盟のもと

でアメリカが行ってきた戦争に対して、日本の政府は一度たりとも武力行使に反対
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の意を表明してこなかったわけであります。それでもアメリカの戦争に戦闘部隊を

送ることがなかったのは、憲法の歯どめがあったからであります。しかし、この歯

どめをなくしてしまって、アメリカからの要求や要請があったときに、どうして断

ることができるのか。戦争に加担することは、私は誰の目にも明らかなことだと思

っているわけであります。 

 以上の幾多の角度から述べてきましたけれども、海外で戦争する国づくりを目指

す閣議決定は、やはり戦後の日本の国のあり方を根底から覆すものであります。日

本が行ってきた侵略戦争、これの深い反省の上に立って成り立っている憲法、とり

わけ９条を破壊する戦後の歴史を覆す閣議決定、それに伴う立法処置は到底認める

わけにはいきません。日野町議会は、今からちょうど30年前に、県下に先駆けて非

核日野町宣言を全会一致で採択いたしました。それらは世界から核兵器をなくして、

戦争のない、平和な世の中を築き上げていくことを決意を込めたすばらしい宣言で

もあったわけであります。この願い、精神をいかんなく発揮していく任務、これが

私ども議会議員に課せられております。戦後の日本の国の根幹にかかわる平和問題

を覆す重大な行為に、やはり地方議会から国に物を申すことは、私ども議会議員の

責務でもあります。そのことを強く、私は強調いたしまして、賛成討論を終わりま

す。 

議長（杉浦和人君） ほかに討論はありませんか。 

 ６番、冨田 幸君。 

６番（冨田 幸君） それでは、今回提出されました請願、集団的自衛権行使容認の

閣議決定を撤回し、それに基づく立法化を行わないよう関係機関に意見書を提出す

ることを求める請願、このことについての反対の立場で討論を行います。 

 はじめに、憲法とは国家の至高の法規としての規範性を示すものでなければなり

ません。規範性を高く維持することには、憲法をもってして、現実への対処が不可

能、または不十分であることが判明した場合、条文を修正すべきが当然であると考

えるものであります。日本の憲法は成立以来、全く改正されない世界最古のものだ

と言われております。憲法の一字一句を揺るがせにしてはならないという立場は決

して護憲ではない。真の護憲とは憲法に至高の規範性を与えるべく、懸命に努める

立場でなければならない。ましてや、民主的に選出された政治家による憲法解釈の

変更までがかなわないというのであれば、現実と規範性との距離はますます遠のき、

いずれは憲法の規範性が棄損され、国家を窮地に立たせることになるのではないで

しょうか。今日、海洋に向かう中国の拡張主義はとめどがありません。国内法をも

って領海法を制定、新たに防空識別圏を設けて領海拡大の既成事実化に余念があり

ません。尖閣諸島での中国の陽動作戦は日米同盟の抑止力がどの程度強固であるか

のトライアルテストにほかならないと言えます。日本が尖閣を守るには、集団的自
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衛権行使を容認して、抑止力の一段の強化を図る以外にすべがないと思います。集

団的自衛権行使容認への反対には根強いものがあることは十分承知をしております。

これらの根拠は朝日新聞等の論調から、容認を許すならば国家権力の暴走に歯どめ

がかからなくなるという著しい日本不信にあると言われております。容認すれば日

本が戦争に加担し、際限なき軍拡競争に突き進むというのは途方もない吹聴である

と、私は思います。容認反対を言うのであれば、集団的自衛権行使の手を縛っても

なお、日本の安全が保障され得ることを説得力を持って主張するのでなければ、つ

じつまが合わないと考えるものであります。 

 以上のようなことでありまして、私は今回の請願に対する私の反対討論といたし

ます。 

議長（杉浦和人君） ほかに討論はありませんか。 

 ３番、齋藤光弘君。 

３番（齋藤光弘君） 私は、集団的自衛権行使容認の閣議決定を撤回し、それに基づ

く立法化を行わないよう関係機関に意見書を提出することを求める請願について賛

成する立場で討論を行います。 

 閣議決定後の世論調査でも集団的自衛権行使容認に反対する声は半数を超えてい

ます。また、集団的自衛権の解釈変更に対する地方議会の反対・慎重の意見書は211

以上の地方議会で意見書提出がされています。日本弁護士連合会は日本政府による

集団的自衛権行使容認の閣議決定が恒久平和主義および立憲主義に反し、違憲であ

るとして撤回を求めています。今年で戦後69年を迎えることになり、来年には70年

になります。戦後がいつまでも続くことが私たち国民の願いであります。戦後が69

年続いているのは憲法９条にある戦争放棄が堅持され、憲法９条が歯どめとなって

いるからであります。集団的自衛権を行使容認する閣議決定では、時の政権が判断

すれば武力行使できるとし、他国の戦争に参加することは可能だとしています。事

実上、自衛隊を戦闘地域へ送り出し、後方支援活動も可能にしています。さらに自

衛隊の武力行使に対する歯どめを取り払うものとなっています。集団的自衛権を行

使容認することは抑止力になると言われていますが、抑止力にならず、戦争誘発を

させる大変危険な状況になることは明らかであります。二度と戦争をしてはならな

いことは、国民の誰もが願い、理解していることであります。二度と若者を戦場に

送るようなことがあってはなりません。先の大戦の体験から分かっているはずなの

に、アメリカに追随して、集団的自衛権行使容認されるのはなぜなのか、私には理

解できません。６月議会でも集団的自衛権行使を容認する解釈改憲を行わないこと

を求める請願書が提出されましたが、日野町議会では賛成尐数で採択されず、意見

書提出には至りませんでした。今回の請願は閣議決定を撤回し、閣議決定に基づく

立法化を行わないよう求める請願であり、半数以上の世論がある中で、日野町議会
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としては、関係機関に意見書を提出すべきと考えます。政府・自民党の方針には反

対されない地方議員が多くおられますが、私には理解できません。国・政府が国民

や町民の思いに反する条例改正や閣議決定がされたとき、地方議会は町民の声を代

弁して、国・政府に意見書を提出することが地方議会の役目であります。地方議会

が政府の方針に逆らえないとして、意見書を提出できないようでは地方議会の存在

する意味がありません。総務常任委員会で賛成尐数で不採択となった委員長報告が

されましたが、私は国に対し、集団的自衛権行使容認の閣議決定を撤回し、閣議決

定に基づく法整備を行わないことを強く求めます。 

 以上、賛成討論といたします。 

議長（杉浦和人君） ほかに討論ありませんか。 

－な     し－ 

議長（杉浦和人君） ないようでありますので、討論を終わります。 

 これより採決いたします。 

 お諮りいたします。議第53号から議第55号まで、および議第57号から議第64号ま

で（日野町特定教育・保育施設および特定地域型保育事業の運営に関する基準を定

める条例の制定についてほか10件）については、別に反対討論がありませんので、

一括採決いたしたいと思いますがご異議ございませんか。 

－異 議 な し－ 

議長（杉浦和人君） ご異議なしと認め、一括採決いたします。 

 各案に対する委員長報告は、議第53号から議第55号まで、および議第57号から議

第64号まで（日野町特定教育・保育施設および特定地域型保育事業の運営に関する

基準を定める条例の制定についてほか10件）については、原案可決であります。各

案は委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

－起 立 全 員－ 

議長（杉浦和人君） ご着席下さい。 

 起立全員であります。よって、議第53号から議第55号まで、および議第57号から

議第64号まで（日野町特定教育・保育施設および特定地域型保育事業の運営に関す

る基準を定める条例の制定についてほか10件）については、委員長報告のとおり原

案可決と決しました。 

 議第56号、日野町税条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。 

 本案に対する委員長報告は原案可決であります。本案は委員長報告のとおり決す

ることに賛成の諸君の起立を求めます。 

－起 立 多 数－ 

議長（杉浦和人君） ご着席下さい。 

 起立多数であります。よって、議第56号、日野町税条例の一部を改正する条例の
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制定については、委員長報告のとおり原案可決と決しました。 

 続いて、請願第14号、集団的自衛権行使容認の閣議決定を撤回し、それに基づく

立法化を行わないよう関係機関に意見書を提出することを求める請願を採決いたし

ます。 

 本請願に対する委員長報告は不採択であります。したがって、原案について採決

いたします。請願第14号、集団的自衛権行使容認の閣議決定を撤回し、それに基づ

く立法化を行わないよう関係機関に意見書を提出することを求める請願について、

原案のとおり採択することに賛成の諸君の起立を求めます。 

－起 立 尐 数－ 

議長（杉浦和人君） ご着席下さい。 

 起立尐数であります。よって、請願第14号、集団的自衛権行使容認の閣議決定を

撤回し、それに基づく立法化を行わないよう関係機関に意見書を提出することを求

める請願については、不採択と決しました。 

 日程第２ 議員派遣についてを議題といたします。 

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

表により議員を派遣することといたしたいと思います。 

 なお、派遣の変更および緊急を要する派遣の場合は、議長において決定いたした

いと思いますが、ご異議ございませんか。 

－異 議 な し－ 

議長（杉浦和人君） ご異議なしと認め、派遣についてはそのように決定いたしまし

た。 

 なお、派遣された議員は、派遣結果を議長まで報告をお願いいたします。 

 日程第３ 委員会の閉会中の継続審査・調査についてを議題といたします。 

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

規定に基づき、閉会中の所管事務の継続審査ならびに継続調査の申し出がありまし

た。 

 お諮りいたします。各委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審査ならびに

継続調査とすることにご異議ございませんか。 

－異 議 な し－ 

議長（杉浦和人君） ご異議なしと認め、各委員長から申し出のとおり、閉会中の継

続審査ならびに継続調査とすることに決しました。 

 以上をもちまして、本日の日程は全て終了いたしました。 

 お諮りいたします。予算特別委員会、学校給食問題検討特別委員会および企業誘

致・幹線道路整備特別委員会は、問題調査のため、引き続き設置いたしたいと思い

ますが、ご異議ございませんか。 
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－異 議 な し－ 

議長（杉浦和人君） ご異議なしと認め、引き続き設置することとし、閉会中の調査

をお願いいたします。 

 ここで町長より発言を求められておりますので、これを許可いたします。 

町長（藤澤直広君） 閉会にあたりまして、一言ご挨拶を申し上げます。 

 ９月も残すところ１週間足らずとなり、吹く風も涼しく感じられる季節となりま

した。 

 議員の皆様方には、２日の開会日以降、提案いたしました案件につきまして、慎

重なご審議を賜り、決算を除く全議案、可決承認いただき厚く御礼申し上げます。 

 なお、平成25年度の各会計決算につきましては、決算特別委員会で継続審査をい

ただくことになっております。引き続きよろしくお願いいたします。 

 今年の夏は、天候が不順でございまして、日野町にもたびたび、気象警報が発令

をされました。局地的豪雤の被害は、先月の広島に続き、東京や北海道でも大変な

状況でございます。 

 日野町でも、今月６日の土曜日は、激しい雤に見舞われ記録的短時間大雤情報が

出され、特に町中では道路が冠水し、住宅や店舗の中にも水が侵入してきたところ

でございます。 

 地球温暖化問題が議論され、異常気象が頻繁に言われて久しくなります。いよい

よ身近なところでも実感するようになりました。今後も台風シーズンが到来すると

ころでございまして、町といたしましてもしっかりと気を引き締めて、取り組んで

まいりたいと考えております。 

 さて国政では、今月３日に内閣改造が行われ、愛荘町出身の有村氏が、女性活躍

担当大臣に就任されたところでございます。ご活躍に期待をしたいと思います。 

 さて、国民の暮らしは、景気回復が実感できない中で円安と原油の高騰に端を発

した生活必需品などの物価上昇や、消費税の８パーセント引き上げの状況など、厳

しいものになっております。国では地方創生が言われておりますが、国ならびに県

の動きを見きわめ、町にとって必要な取り組みを進めてまいりたいと考えておりま

す。 

 ９月は敬老月間でございまして、敬老の日現在、日野町の100歳以上の方は11名と

なりました。各地区の敬老会にも出席をさせていただきましたが、どの会場におい

ても各種団体の協力のもとでいろいろな余興などで楽しい時間を計画いただき、感

謝をしているところでございます。 

 ９月23日には、蒲生氏郷公ゆかりネットワーク宣言を締結しております会津若松

市において会津まつりが行われ、参加をさせていただきました。今年も日野町商工

会手作り甲冑隊の皆さん、日野祭曳山囃子方交流会の皆さんが参加をされました。
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日野祭の囃子が流れる中、会津、松阪、日野の甲冑隊が蒲生氏郷公の一陣として歩

く総勢500名の行列は、いつもながら見応えがあったものでございます。今後も世代

に引き継いでいくことが大切だと思ったわけでございます。 

 秋の深まりとともに、町内においても各地で運動会や文化祭など多彩な行事が開

催されます。来る10月25日、26日には、氏郷まつり、11月10日には、ふれあい綿向

山デーが実行委員会により企画されているところであり、町民の皆様をはじめ、議

員各位のご支援とご協力をよろしくお願いをいたします。 

 結びになりますが、議員各位におかれましては、公私ともご多用のことと存じま

すが、健康に十分ご留意いただきまして、議員活動はもちろんのこと、各方面でご

活躍されますことをご期待申し上げ、閉会にあたりのご挨拶とさせていただきます。 

 ありがとうございました。 

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

議員各位のご苦労に深く感謝を申し上げます。 

 台風や大雤、異常気象に危惧したこの夏も終わり、ようやく秋を感じる季節とな

ってまいりました。先日も小学校の運動会が開催されましたが、秋といえばスポー

ツの秋、また芸術の秋、読書の秋であります。 

 議員各位におかれましては、ますます研さんに努められ、町政発展のためにご奮

闘をお願い申し上げますとともに、町内各地で開催される各イベントにも多く参加

され、住民の皆さんとともどもに対話の機会を持たれることを心から強く求めるも

のでございます。お体には十分ご自愛され、住民福祉の向上のために、議員活動に

精励されますことを心からお祈り申し上げまして、以上をもちまして本日の会議を

閉じ、平成26年第５回定例会を閉会いたします。 

 一同起立。礼。 

－起 立 ・ 礼－ 

議長（杉浦和人君） ご苦労さまでございました。 

－閉会 １１時２０分－ 
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