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第３回日野町議会定例会会議録 

 

平成２７年６月１５日（第２日） 

開会  ９時０５分 

散会 １５時４３分 

 

１．出席議員（１４名） 

 １番  堀 江 和 博   ８番  蒲 生 行 正 

 ２番  後 藤 勇 樹   ９番  冨 田  幸 

 ３番  奥 平 英 雄  １０番  髙 橋  渉 

 ４番  山 田 人 志  １１番  東  正 幸 

 ５番  谷  成 隆  １２番  池 元 法 子 

 ６番  中 西 佳 子  １３番  對 中 芳 喜 

 ７番  齋 藤 光 弘  １４番  杉 浦 和 人 

 

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（２０名） 

 町 長  藤 澤 直 広  副 町 長  平 尾 義 明 

 教 育 長  今 宿 綾 子  総 務 政 策 主 監  沢 田 友 男 

 教 育 次 長  古 道  清  総 務 課 長  池 内 俊 宏 

 企 画 振 興 課 長  安 田 尚 司  税 務 課 長  増 田 昌一郎 

 住 民 課 長  橋 本 敦 夫  福 祉 課 長  壁 田  文 

 介 護 支 援 課 長  夏 原 英 男  農 林 課 長  門 坂 俊 男 

 商 工 観 光 課 長  外 池 多津彦  建 設 計 画 課 長  望 主 昭 久 

 上 下 水 道 課 長  中 井 宣 夫  生 涯 学 習 課 長  山 本 和 宏 

 学 校 教 育 課 長  髙 橋 正 一  会 計 管 理 者  川 東 昭 男 

 学校教育課参事  安 田 寛 次  住 民 課 参 事  宇 田 達 夫 

 

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４３号から議第４６号まで（日野町中之郷財産区管理会委員

の選任についてほか３件）および報第３号から報第８号まで（専

決処分の報告について（損害賠償の額を定めることについて）ほ

か５件）について 

〔質 疑〕 

 〃  ２ 議第４３号から議第４４号まで（日野町中之郷財産区管理会委員

の選任についてほか１件） 

〔採 決〕 

 〃  ３ 請願第１号 日本を「海外で戦争する国」にする「戦争法案」の

廃案を求める請願 

 〃  ４ 請願第２号 若者も高齢者もだれもが安心できる年金制度にする

ために、「マクロ経済スライド」中止と最低保障年金

制度創設を求める意見書採択を求める請願 

 〃  ５ 議第４５号から議第４６号まで（財産の取得について（日野町消

防団消防ポンプ車両）ほか１件）について 

〔委員会付託〕 

 〃  ６ 一般質問 

 ４番  山田 人志君 

 ３番  奥平 英雄君 

 ７番  齋藤 光弘君 

 ２番  後藤 勇樹君 

 ５番  谷  成隆君 

 ９番  冨田  幸君 
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会議の概要 

－開会 ９時０５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。 

 はじめに、会計管理者から行政報告があります。会計管理者。 

会計管理者（川東昭男君） おはようございます。 

 議長のお許しをいただきましたので、行政報告をさせていただきます。 

 去る５月31日、平成26年度の各会計の出納閉鎖を実施いたしましたので、その概

要をご報告申し上げます。本日配付させていただきました、平成26年度出納閉鎖状

況の資料をご覧願います。 

 まず、一般会計につきまして、歳入89億5,977万6,227円、歳出84億8,957万5,420

円、差し引き４億7,020万807円の残額となりました。なお、歳入歳出差し引き額か

ら、繰越明許費に係る一般財源4,750万7,000円を差し引きますと、４億2,269万3,807

円になりました。 

 次に、各特別会計の報告をいたします。 

 国民健康保険特別会計は、歳入22億1,215万1,869円、歳出21億5,135万3,941円、

差し引き6,079万7,928円の残額となりました。なお、歳入歳出差し引き額から、繰

越明許に係ります一般財源172万8,000円を差し引きますと、5,906万9,928円になり

ました。 

 簡易水道特別会計は、歳入1,278万5,706円、歳出1,276万6,623円、差し引き１万

9,083円の残額となりました。 

 公共下水道事業特別会計につきましては、歳入８億1,885万4,822円、歳出８億

1,856万957円、差し引き29万3,865円の残額となりました。 

 農業集落排水事業特別会計は、歳入１億8,940万4,149円、歳出１億8,096万2,358

円、差し引き844万1,791円の残額となりました。 

 介護保険特別会計（保険事業勘定）は、歳入17億8,942万6,892円、歳出17億6,123

万359円、差し引き2,819万6,533円の残額となりました。なお、歳入歳出差し引き額

から繰越明許費に係る一般財源216万円を差し引きますと、2,603万6,533円になりま

した。 

 介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）につきましては、歳入574万639円、
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歳出573万3,170円、差し引き7,469円の残額となりました。 

 後期高齢者医療特別会計は、歳入２億3,277万5,401円、歳出２億2,963万3,909円、

差し引き314万1,492円の残額となりました。なお、歳入歳出差し引き額から繰越明

許費に係る一般財源86万4,000円を差し引きますと、227万7,492円になりました。 

 西山財産区会計は、歳入230万4,086円、歳出194万4,192円、差し引き35万9,894

円の残額となりました。 

 以上、平成26年度の出納閉鎖の状況報告といたします。 

議長（杉浦和人君） 会計管理者の行政報告は終わりました。 

 日程第１ 議第43号から議第46号まで、日野町中之郷財産区管理会委員の選任に

ついてほか３件についてを一括議題とし、各案に対する質疑に入ります。 

 また報第３号から報第８号まで、専決処分の報告について、損害賠償の額を定め

ることについてほか５件についても質疑を許可いたします。 

 質疑はありませんか。 

 ８番、蒲生行正君。 

８番（蒲生行正君） 皆さん、おはようございます。 

 それでは、いつものように質疑に参加させていただきまして、質問を行わせてい

ただきます。 

 今議会は、人事案件であります議第43号、日野町中之郷財産区管理会委員の選任

についてと、議第44号、日野町清田財産区管理会委員の選任について、15期の議会

と同様に、財産区に関連いたしまして、お伺いをいたします。 

 私は、15期の議会で、町長与党のある議員さんがなされたような、地域から推薦

を受けた者に反対するものでもありませんし、提出案件自体に対して疑義を唱える

ものではございません。人事案件、委員の選任にどうこう言おうとするものではご

ざいません。 

 私は、15期の議会で、地域でできることは地域でとの自立のまちづくりを御旗に

掲げられる藤澤町政に、自分たちの町を自分たちで何とかする、これが本当の自治

だと言われる藤澤町長に、言行一致の行政、１つの集落のみで設置されている財産

区の地元集落への移行、地元集落にお返しすべきではないかと、四度にわたりお尋

ねをいたしてまいりました。 

 平成23年６月16日の質疑では、財産区ができた歴史、今日までの経緯を詳しく申

し上げた上で、平成３年４月２日公布施行の地方自治法の一部を改正する法律にお

いて、集落、大字や町内会、自治会が一定の手続のもとに法人格を取得できる規定

が盛り込まれ、団体名で不動産などを登記できるようになっていますことから、一

集落のみで管理されている財産区は、できる限り地元集落にお返しすべきだと、藤

澤町長と地縁関係、地縁団体に詳しい岡村副町長にお尋ねをいたしました。 
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 平成23年９月15日の質疑では、６月定例議会以降、中之郷区と清田区に対しまし

て、地縁団体設立のＰＲをどのようになされたのか、６月議会でＰＲをしていくこ

とが必要と答弁された岡村副町長にお尋ねをいたしました。 

 最初の質問から１年後の平成24年６月13日の質疑では、行政改革の面から、町が

財産区を今なお設置している必要性を、行政改革担当課長の高橋企画振興課長にお

尋ねをいたしました。 

 四度目は、最初の質問から２年９ヵ月後の、平成26年３月12日の質疑で、どのよ

うな職員で、どのような検討をなされたのか。また、何年何月何日に、集落の誰に

どのようなＰＲを行われたのか、今日までの庁舎内検討経緯、地元集落との折衝経

緯を、平尾副町長にお尋ねをいたしました。平尾副町長の答弁は、「23年９月議会以

降、当時の総務課長が出向いてお話をさせていただいた。今後につきましては、財

産区と再度また協議を進めてまいりたいと、このように思っているところでござい

ます」と答えられました。 

 そこでお伺いをいたします。 

 １点目は、平成26年３月議会以降、誰がいつどこで、地元集落の誰とどのような

協議をされ、その結果はどうであったのか、詳しくお答えいただきたいと思います。 

 ２点目は、６月３日の町長提案説明でも、議会全員協議会での池内総務課長の議

案内容説明でも、議第43号も議第44号ともに、一集落のみの区長さんからの推薦で

あると思いますのに、「関係区域の区長さんから推薦を受けた者を」と申されました。

なぜ、中之郷の区長さん、清田の区長さんと、固有名詞を出されて説明をなされな

かったのか疑問に感じました。なぜなのか、その点をお尋ねいたします。 

 第３点目は、中之郷と清田の財産区管理会委員の任務とは、どのようなことなの

かお尋ねをいたします。 

 ４点目は、中之郷と清田の財産区管理会委員は、年に何度、いつごろどこでどの

ような協議を、また、どのような役目をなされておられるのか、お尋ねをいたしま

す。 

 ５点目は、財産区管理会委員は非常勤特別職なのかどうか、お尋ねをいたします。 

 ６点目は、中之郷と清田の財産区管理会委員の報酬はいくらなのか、お尋ねをい

たします。 

 ７点目は、中之郷と清田の財産区管理会の事務局担当者は誰なのか、事務局の所

在地はどこなのか、お尋ねをいたします。 

 以上、７点についてお伺いいたします。 

 財産区に関しましての議案を出されている以上、私が、１つの集落のみで設置さ

れている財産区の地元集落への移行につきまして、質問をすることが想定されてた

と思っておりますし、前もって答弁を考えておられるでしょうから、私が納得でき
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る明解な答弁を求めます。 

議長（杉浦和人君） ８番、蒲生行正君の質問に対する当局の答弁を求めます。総務

課長。 

総務課長（池内俊宏君） おはようございます。 

 ただいま財産区に関しまして、幾つか、蒲生議員の方からご質問をいただきまし

た。 

 まず、１点目でございますが、それぞれの中之郷財産区、清田財産区の関係で、

１集落で構成をしております財産区に関しまして、どのような地縁団体等のＰＲを

されてきたのかということでございます。 

 まず、中之郷区でございますけれども、地縁団体の方が設立をされておりますの

で、最近では、昨年12月に、以前の区長さんの方に、財産区の委員の任期が満了を

いたしますので、委員の選出のご依頼もあわせまして、１つの集落で構成をしてお

ります財産区の財産を、地縁団体にまとめる方法がありますよと、こういうような

ことでお話もさせていただいたところでございます。昨年12月に、私と藤澤参事の

方で、区長さんをお尋ねをさせていただきました。また、今年度に入りましてでご

ざいますが、新しい区長さんになっていただきましたので、新しい区長さん、また

代理者さんの方にも、役場の方にご厄介になりました際に、再度説明をさせていた

だきまして、内容についてはご理解をいただいておるのかなというふうに思ってご

ざいます。 

 現在、中之郷区では、そういったお話の中で、地元の方でいろいろと検討をされ

ておるというふうに、お伺いをしておるところでございます。 

 次に、清田区でございますが、現在、地縁団体が設立がされておりません。地縁

団体の設立と財産区の廃止につきまして、昨年１年間、組長会等でいろいろと議論

をされておったというふうにお伺いをしておりますが、現在のところ、地縁団体を

設立していく方向には、至っていないというような状況というようなことでござい

ます。 

 続きまして、提案説明の関係でございますが、関係集落ということでの表現につ

きましては、それぞれの財産区ということでございますので、今回の場合は、中之

郷区、清田区というようなことからの推薦ということで、ご理解の方をよろしくお

願いしたいというふうに思います。 

 続きまして、財産区の管理会の任務というようなことですが、財産区、持ってお

られる、所有をしておられる区域の財産の管理について、運営をされておられる組

織ということでございますので、財産区の管理をしていただいておるということと

いうふうに理解をしております。 

 また、どのような会議を、いつされておるかというようなご質問でございますが、
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そこの部分につきましては、個々の財産区で、いつどのような目的で、どのような

会議がされたというようなことにつきましては、町の方では承知をしていないとい

うようなところでございます。 

 報酬の件でございますが、ちょっと手元に資料がございませんので、後ほど答弁

をさせていただきたいというふうに思います。 

 事務局でございますが、中之郷財産区におかれましては、町の職員というような

ことで、便宜的に、現在の社協の事務局長をしております澤村がしております。清

田の財産区につきましては、総務課の藤澤参事がしておるというふうに思ってござ

います。 

 申しわけございません、非常勤の特別職の関係でございますが、それも、報酬と

あわせまして、確認をさせていただきまして、答弁をさせていただきたいと思いま

す。 

議長（杉浦和人君） 蒲生行正君。 

８番（蒲生行正君） それでは、再問を行わせていただきます。 

 １点目は、一定行ってくださっているのかなと、こういうふうに思うところでご

ざいますが、ただ、地元集落の場合は、今のままで困っておられるわけはございま

せんので、町に任せておけば楽であると、こういうところでございまして、自分た

ちでなかなか、今のままで困っていないものを、自分たちでやろうとはなされない

ところでございます。総務課長やら藤澤参事が説明されても、そのときの区長さん

にすれば、私の区長のときに何でと、こういうふうになりまして、のれんに腕押し、

豆腐にかすがいといいますか、ぬかにくぎになるのかなと、こういうように思いま

して、進むものではないところでございます。そこで、区としては、事なかれ主義

で、自分のときはと、こうなっていくのかなと、こういうふうに思います。 

 昨年平成26年11月８日の中日新聞の滋賀版に、「光と影、平成の大合併10年」が載

せられておりまして、ここで、「小さな行政、足腰軽く」「しなかった町の今」との

見出しで、日野町の行政が載せられておりました。この記事の中に、藤澤町長は、

「自律のまちづくり」を掲げ、単独町政の道を歩んできたこと、また、藤澤町長の

言として、「自分たちの町を自分たちで何とかする、これが本当の自治だ」とありま

す。町長、町長の地元集落の清田の財産区のことに対しては、言行不一致ではない

でしょうか。この点に関して、町長にお伺いをいたします。 

 ２点目についてでございます。中之郷、清田のそれぞれの区長さん方と、こうい

うふうに理解してくれと、こういうことで、それは分かるんですが、１つの集落の

みの財産区ですので、ここは固有名称、区長さんの、中之郷の区長さん、清田の区

長さんと、こういうふうに出したって、３つも４つもある財産区のときでしたら、

「関係区域の」、これでいいと思いますが、こういう場合は、きちっと出されるべき
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と、こういうふうに思います。そうされるべきであると、こういうふうに思います。 

 ３点目、財産区のかわり、これは読んで字のとおりの答弁になるのかなと思いま

す。 

 ４点目でございますが、町では承知していないと、こういう総務課長の答弁でご

ざいます。しかし、おかしな話になると思います。この議案の提出者は、日野町長

の藤澤直広さんが提出されています。他の方ではない。町長が提案されている。町

長が提案されている以上、どうであるのか。それはきちっと把握しておくべきであ

るし、そのときにお伺いしておく、報告を受けるべきであろうと、こういうふうに

思います。 

 ５点目と６点目は後ほどと、こういうふうに言われましたが、５点目の、非常勤

の特別職でございますが、特別職の職員で非常勤の者の報酬および費用弁償に関す

る条例、これがございます。この別表の中に、財産区では唯一、西山財産区のみが

掲げられておりまして、他の４つの財産区は掲げられていません。当然、これは会

計がないからかなと、こういうふうに私は思うところでございます。そういたしま

すと、会計がない以上、６点目の報酬は無報酬と、こういうふうになると思うんで

すが、その点、お伺いをいたします。 

 ７点目でございますが、中之郷は澤村さんがやっておられると、こういうところ

でございますが、今、役場の中におられない者が、役場の者がやっているといって

も、今、出向している者が事務局、これでいいんでしょうか。その点も再度お伺い

をいたします。 

 以上、明解な答弁を求めます。 

議長（杉浦和人君） 町長。 

町長（藤澤直広君） 蒲生議員から、自律のまちづくりの言葉の中で、言行不一致で

ないかと、こういうことでございます。 

 お話ありますように、自分たちの町のことは、自分たちで考えて行動する。これ

が地方自治の原点であるということについては、何も私が言うまでもなく、この国

では共通の概念だというふうに思っています。地方自治は民主主義の学校と、こう

いうふうにも言われておるわけでございまして、自分たちの町のことを、みんなで

一生懸命考えて行動する、それが本当の自治であり、それが発展していく中で、民

主主義の発展につながる、こういうことなのではないかなというふうに思います。

そういう意味では、中日新聞に、合併の総括のような記事が書かれましたが、まさ

に、そういうところが大切にされるような町、そして国でなければならないと、私

はそのように思っておるところであります。 

 そういう中で、地元の清田では、財産区を地縁団体に移行していないでないかと、

こういうお話でございますが、ご承知のように、それぞれの集落の財産の管理のあ
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り方をめぐっては、いろいろな経過等がある中で運営をされてきたところでござい

ますし、そうした中で、地方自治法の改正等によって、地縁団体をつくることがで

きると、こういうことになったわけでありますが、それは、それぞれの集落や、そ

れぞれの財産をはじめとして、いろいろお考えになる中で選択されるものであると

いうふうに思っておりまして、こちらから啓発といいますか、ＰＲというものは、

当然職員もやっておりますし、そういうものであると思いますけれども、それを強

制するというようなものではないというふうに、私は思っておりますので、地域地

縁団体をつくらないから、その集落はということなのではなくて、それぞれの集落

が、それぞれで判断をされるということであるだろうというふうに思いますが、引

き続き、町としてこうした制度があることについては、ＰＲといいますか、お話を

していきたい、このように思っております。 

議長（杉浦和人君） 総務課長。 

総務課長（池内俊宏君） 蒲生議員からの再質問と、先ほどの、後ほど答弁をさせて

いただくということも含めまして、答弁をさせていただきたいというふうに思いま

す。 

 まず、関係集落の表現につきまして、また、会議がどの程度開催をされておるか

というような内容につきましては、また、財産区の管理会の委員の選任の折には、

地元の方にもお伺いをしていきたいなと、このように思っておるところでございま

す。 

 また、非常勤の特別職の関係でございますが、ただいま蒲生議員がおっしゃって

いただきましたとおり、確認をさせていただきましたところ、特別職の職員で非常

勤の者の報酬および費用弁償に関する条例につきましては、西山財産区しか持って

ございません。したがいまして、非常勤の特別職、それ、西山財産区以外の財産区

の委員につきましては、非常勤の特別職ではないというようなことでございます。

また、したがいまして、非常勤の特別職の報酬も支払われないというようなことに

なるのかなと、このように思っております。 

 申しわけございません。町の出向しております職員が事務局でよいのかというよ

うなことでございますが、現在も、中之郷の区長さんなり財産区の役員さんと連絡

を取り合いながら、お話はされておるというふうに伺っておりますので、特に問題

はないのかなと、このように思っておるところでございます。 

議長（杉浦和人君） 蒲生行正君。 

８番（蒲生行正君） それでは、再々問を行います。 

 町長の言われることも分かるんですが、方法論としては幾つもあります。例えば、

鎌掛や西明寺でしたら、それぞれの森林組合をつくっておられますし、農業組合で

やっておられるところもあります。いろいろな方法論はあると思います。地縁団体
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だけにこだわって、それに固執する必要はないのかなと。地元で行っていくという

方向について検討をされるようにお願いをされるのが、本来ではなかろうかなと、

こういうふうに思います。 

 そして、池内課長やら藤澤参事に任せておかれると、こういうところでございま

すが、なかなかそれでは、先ほども申し上げましたように、進んでいかないところ

でございまして、町長なり副町長、リーダーシップをとって、最高責任者である町

長なり副町長が地元集落へ出向いてお話をされない限り、これは進んでいかないの

かと、こういうふうに思います。その点、町長なり、副町長が出向きがあるのかな

いのか、これをお伺いいたします。 

 ２点目でございますが、これは回りくどく言わずに、もっと直接的に分かりやす

く説明をしたらどうかと、こういうところでございます。区で１つの区なら、そう

いうふうにはっきりとしたらどうかと、こういう私の考えでございます。 

 ５点目と６点目、非常勤の特別職でないと、報酬がないと、こういうふうに言わ

れました。会計がないからそうなんですが、それならば、地元集落への移行はすご

くできるのかなと、こういうふうに思います。いろいろなものが、会計等あると、

なかなかそれは進んでいくのも難しいと思いますが、これはすぐ行ける問題である

と、こういうふうに思います。 

 ７点目も、実質上、今の総務課長の答弁では、事務担当者はいないと、区が何も

かもやっておられると、こういうところでございますので、これも即地元へお返し

できるものかなと、こういうふうに思うところでございます。その点、町長と総務

課長にご答弁を求めます。 

議長（杉浦和人君） 町長。 

町長（藤澤直広君） 地元への説明について、どうなのかということでございますが、

先ほど申し上げましたように、財産区の財産については、これまでのいろいろな経

過のある中で、さらには地縁団体をはじめとして、いろいろな手法がある中で、こ

れで行くべきだというようなことを強制するものではございませんので、私が直接

申し上げるというよりも、総務課長なり担当職員がお話をさせていただく中で、よ

い方法を、それぞれの集落がお考えになるということが妥当であるので、私が直接

そのことについて行くというのは、何か強制みたいな感じにも聞こえますので、私

としては、そういう思いは持っておりません。 

議長（杉浦和人君） 総務課長。 

総務課長（池内俊宏君） 財産区の関係の地元への説明ということにつきましては、

先ほど来、町長が答弁をさせていただいておりますとおり、本来はその財産区なり

自治会が、どういうふうにしていくかというようなことを決めていくということで

ございますので、町の方で、ああしていただきたい、こうしていただきたいという
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ようなことをお話させていただくものではないという前提の中で、町としては、そ

ういう地縁団体という組織ができる、あるいはできているというようなことを踏ま

える中で、１つの自治会の中で幾つも団体があるということにつきまして、地元で

もいろいろなお考えがあるというようなことの中で、そういう選択肢があるという

ことでのご説明をさせていただいておるところでございますので、趣旨につきまし

ては、しっかりと地元の方には伝えさせていただいておるのかなと、このように思

っておるところでございます。 

 また、事務局の関係につきましても、全て自治会がされておるというものの、細

かい行政的な中身につきましては、担当の事務局をさせていただいております職員

が、総務課の方とも細かいやりとりはさせていただいておるというような状況でご

ざいますので、よろしくお願いいたします。 

議長（杉浦和人君） 蒲生行正君。 

８番（蒲生行正君） もう質問はできませんので、要望となるかと思いますが、清田

区は町長の地元であるところでございます。地元の１人として、地元集落の一員と

して、このことに参画されることを望むところでございます。 

 今後も、一集落のみで設置されている財産区に関しましては、質問を重ねてまい

りますので、課題について真摯に受けとめていただきまして、前向きに進むように

お願いをいたしまして、今回の質疑はこれで閉じることといたします。 

議長（杉浦和人君） ほかに質疑ありませんか。 

 ７番、齋藤光弘君。 

７番（齋藤光弘君） おはようございます。 

 ３点について、質問をいたします。 

 議第45号、日野町消防団消防ポンプ車両の財産取得について質問いたします。昨

年に引き続き、西大路詰所の消防ポンプ更新ということで、購入をいただけること

は、大変ありがたいことでありまして、住民の皆さんも喜んでいただいております。

消防ポンプ車両基準以外の装備については、地元負担ということでありますが、現

在のところ、基準装備以外の装備は考えておられるのか、地元負担はあるのかどう

かというところで、お聞かせ願いたいと思います。 

 また、昨年の日野詰所の消防ポンプの車両については、どうであったのかという

ところを、あわせてお願いしたいと思います。 

 次に、議第46号、公務用センターサーバーシステムおよび教員用パソコン機器の

財産取得について、質問いたします。今回の財産取得は、５年から６年の経過によ

る更新ということでお聞きをしております。公務用センターサーバーシステムは、

更新前とは、どういうところが変わったのか、何ができるようになったのか、とこ

ろを、ちょっと詳しくお願いしたいと思います。 
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 また、新しい教員用のパソコンというところの使用にあたっては、バージョンア

ップはされていると思います。その対忚については、指導教育というのはどのよう

にされるのかというところを、お聞かせ願いたいと思います。 

 次に、報第４号、平成26年度日野町一般会計繰越明許費繰越計算書について、質

問いたします。この中の、地方創生交付金事業の、地域消費喚起生活支援型につい

てでありますが、消費喚起プレミアム商品券発行事業で、商品券予約が、申し込み

が発行予定の5,000セットをオーバーしているというふうに聞いておりますが、商品

券発行を、どのように対忚されるのかというところをお聞かせ願いたいと思います。 

 以上、３点について、質問いたします。 

議長（杉浦和人君） ７番、齋藤光弘君の質問に対する当局の答弁を求めます。総務

課長。 

総務課長（池内俊宏君） ただいま、齋藤議員から、議第45号、財産の取得にかかわ

りまして、消防ポンプ車両に対する地元負担についてのご質問をいただきました。 

 今回整備をいたします、消防団第１分団西大路の消防ポンプ車両の購入にあたり

ましては、地区として、特別に装備される備品につきまして、現在のところ、具体

的には伺っていない状況でございます。 

 なお、昨年度の日野地区につきましては、別途地元が負担をされて装備をされた

というようなことはございませんでした。 

議長（杉浦和人君） 教育長。 

教育長（今宿綾子君） おはようございます。 

 今ほどの議員さんのご質問についてですけれども、今回、校務用のセンターサー

バーおよび教員用のパソコンの更新のために、各小・中学校にそれらを配置するこ

とにつきましてご審議いただいておりますが、大変大きな財産取得になりますので、

前回と比較しましての詳しい性能につきまして、何がどう変わっているのかという

ことにつきましては、課長の方から答弁をさせていただきます。 

 私の方からは、その活用につきまして、指導教育をどのようにしていくのかとい

うことについて、お答えさせていただきたいと思います。 

 まず、そのパソコンの役割としまして、大きく２つ考えております。 

 １つには、教職員が行う事務的作業の軽減と効率化というのが、１つでございま

す。 

 それからもう１つにつきましては、その効率化によって生まれた時間を、教育活

動の質の向上につなげていくということを考えておりまして、大きく２つで取り組

んでまいりたいと考えているところでございます。 

議長（杉浦和人君） 学校教育課長。 

学校教育課長（髙橋正一君） ただいま、齋藤議員から、校務用のパソコンについて
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質疑をいただきましたので、お答えをさせていただきます。 

 まず、今回の校務用パソコン等の更新につきましては、平成20年と21年に、５年

前、６年前に整備をしました中学校と小学校の校務用パソコンのシステムについて、

更新ということで行うものでございます。 

 これにつきましては、前回のシステムを、さらに使い勝手のよい、環境のよいも

のに更新をしていくということで、それと５年間を経過したということで、一般的

な保証といいますか、期間が過ぎたので更新をするというものでございます。 

 それで、１つは、どういうどのような内容で更新したのかということでございま

すが、１点目は、役場の電算室に置いてございますセンターサーバーの関係でござ

いますが、これにつきましては、現状、センターサーバーとして３台のサーバーを

電算室に置いておりまして、そこでデータの保存とかウイルスのフィルタリングと

か、そういうサーバーを置いておりますが、それが容量が大分いっぱいになってき

ていて、時には動きにくくなると、そういう状況もございましたので、そのサーバ

ーを、現状の３台から５台に増やすということで、設置をさせてもらいました。 

 それから、各教員のパソコンにつきましても、現在入っておりますパソコンの性

能から比べますと、メモリー、ハードディスク等を性能をアップさせていただいて、

いわゆる動作環境が動きやすくなるといいますか、そういう環境のものが整備でき

るように、パソコン自体もグレードアップといいますか、上げさせていただいてい

るものでございます。 

 それと、中学校と小学校５校を結びますネットワークということで、現在もその

ネットワークはあるわけですが、さらに先生方の中で使いやすいグループウエアと

いいますか、そういうもの、例えばスケジュールですとか、いろいろな学校間のや

りとりですとか、そういうものが、さらに教員用として使いやすくなるようなグル

ープウエアということで、それについてもグレードアップをさせてもらっておりま

すし、またウイルスチェックといいますか、そういう対外からの情報に対する攻撃

といいますか、そういうものについても、セキュリティー機能ですけれども、そう

いうものも上げられるようなソフトということで、グレードアップといいますか、

そういうものをさせていただいております。そんな状況でございますので、よろし

くお願いいたします。 

議長（杉浦和人君） 学校教育課参事。 

学校教育課参事（安田寛次君） 学校教育課でございます。 

 ただいま、校務用サーバーのことについてご質問をいただきました。 

 その中で、教員向けの研修というふうなことにかかわってのご質問をいただいた

ところでございます。 

 各学校、５つの小学校、１つの中学校、それぞれの学校に、校務分掌ということ
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で、それぞれ役割分担がございます。その中に、情報教育担当というふうな教員が

おります。その情報教育担当の教員を対象にした研修を、年間数回開催をしている

ところでございます。 

 今回、校務用サーバー、新しくなりまして、パソコンが新しくなるというふうな

ことを受けまして、さらに、新しいバージョンの中で何ができるのかというような

ことについては、研修を深めていきたいというふうなことを考えています。 

 まずもって、６月23日に、県内でも先進地であります草津市さんの方に視察に出

かけまして、いろいろ具体的に運用の面でどんなふうにされているのか、授業の中

でどんなふうに活用していくのかというようなことについて、研修を進めていこう

というふうに考えているところでございます。 

議長（杉浦和人君） 商工観光課長。 

商工観光課長（外池多津彦君） おはようございます。 

 ただいま、プレミアム商品券の申し込みに対して、どのような対忚をするのかと

いうことでご質問いただきました。 

 ６月12日現在なんですけれども、現在、お申し込み冊数としては、9,602冊いただ

いとります。発行予定が、販売予定が5,000冊ですので、その皆さんにできるだけ恩

恵というんですか、それを受けていただこうということで、抽選ではなく、申し込

みの多い方については、ちょっと減冊させていただいて、１冊、２冊の方について

は、できるだけご希望に沿いたいというふうで、ゼロというのはないようにという

ふうに思っています。 

 ちなみに、申込者数としましては、1,961世帯からの申し込みがございました。そ

のような形で、全体に配れるような形でやっていきたいということで、商工会とそ

ういう形で相談をさせていただいています。 

議長（杉浦和人君） 齋藤光弘君。 

７番（齋藤光弘君） 再質問しませんけど、２つ目のパソコンについてですけど、答

弁いただきましたように、大変、5,670万と高価なものでございます。新しい機能等

で十分活用していただくように、お願しておきたいというふうに思います。 

 それと、プレミアム商品券についてですが、ここにも、オーバーしているという

ことで、その対忚、住民の皆さんの理解が得られるように、対忚の方、お願いした

いと思います。 

議長（杉浦和人君） ほかに質疑ありませんか。 

 ９番、冨田 幸君。 

９番（冨田 幸君） おはようございます。 

 それでは、私も１点だけでございますが、質疑を行わせていただきます。 

 報第３号、専決処分の報告について、損害賠償の額を定めることについてであり
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ます。残念なことに、またまた職員の交通事故による、相手方に対する損害賠償へ

の専決処分の報告であります。なかなかこういった事故は、何とかならないのかと

いうふうに、いつも思う次第でございます。本当に職員への教育はできているのか、

ちょっと疑いたくもなるものであります。 

 どうも今回の事故も、概要を見てみますと、町職員が運転する町有自動車が、農

道から国道477号へ合流する際、国道を直進していた相手方車両に接触し、破損させ

たということであります。恐らく、そんなにあそこ、私、現場を通りましても、見

通しの悪い交差部ではないというふうに思われます。たとえ職員が急いでいたとし

ても、左右確認を行うことは、運転免許を持っていれば常識であろうかというふう

に思います。過去の多くの例でもありますように、損害賠償の額を定めて、それで

専決処分で終わりということでいいのでしょうか。職員への処分は行われないので

しょうか。世間の感覚とかけ離れた甘い処分には、今さらながらあきれるところが

あるものであります。 

 平成24年９月議会の一般質問で、蒲生議員が、町職員の交通事故について厳しく

ただされていますが、特にこの職員への処分について、当時の副町長でありました

岡村副町長は、交通事故というのは、状況がそのつど大変大きく変わりますので、

特に悪質といいますか、暴走運転とか飲酒運転とかによる事故などと、点数を引か

れるぐらいの小さな事故という、いろいろございますので、現在個別に判断をさせ

ていただいている処分の形で、もう尐しやっていきたいと思っておりますという答

弁をされ、今、議員が言われましたように、いろいろなところの想定などについて

も、研究していかなければいけないなというふうに思っておりますということであ

りました。 

 以上、町の職員が起こした交通事故や交通違反についての懲戒処分について、今

申し上げました事例から４年近くがたとうとしております。今回の処分をされたの

は、どういう処分をされたのか。あるいは、どういう基準に基づいて処分されたの

か、職員を統括する責任者であります平尾副町長に、改めてお伺いを行います。 

議長（杉浦和人君） ９番、冨田 幸君の質問に対する当局の答弁を求めます。副町

長。 

副町長（平尾義明君） おはようございます。 

 報第３号、専決処分の報告についてご質問をいただきました。 

 今回、自動車事故によります損害賠償の専決処分の報告をさせていただいており

ますが、職員が交通事故を起こしたことに対しまして、まことに申しわけなく、本

人の方、また住民の皆さんにおわびを申し上げるところでございます。幸い、お互

いにけがもなく済んだことにつきましては、よかったなと、このように思っている

ところでございます。 
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 今、冨田議員が申されましたとおり、事故を起こした職員でありますけれども、

交差点におきまして、左右の確認を怠ったことから起こった事故でございます。 

 この処分につきましては、前回も副町長が申し上げましたとおり、国から示され

ております指針等をもとに、運用をさせていただいております。特に交通事故につ

きましては、先ほど申し上げましたとおり、いろいろとさまざまな形態がございま

すので、特に飲酒運転とか暴走とか、そういったことがあります。また、故意とか

そういうことになりますと処分の対象にしていこうと、このように考えておりまし

て、今回は非違行為、今言うています暴走、また飲酒運転によるものでもない。ま

た、故意、過失の度合いも考えても、特に問題はない。また、社会に与える影響に

つきましても特に問題はないと、このように考えておりますので、今回の事案につ

きましては、特に処分に値しないと考えておりまして、特にしてございません。 

議長（杉浦和人君） 冨田 幸君。 

９番（冨田 幸君） ただいまの答弁によりますと、いわゆる訓戒かそのようなこと

で済まされているんでしょうか。 

 ちょっとこれは僭越ではございますが、ある自治体で制定されたような懲戒処分

基準の内規を制定されてはどうかということを、提案するものであります。ちなみ

に、その自治体の処分基準は、違反の種類を５つに分けております。１つは飲酒運

転、２番に無免許運転、３番にひき逃げ、４番速度違反25キロ以上、５番にその他。

この５つに区分し、事故の程度については、１番相手の死亡、２番相手の重症、こ

れは入院治療１ヵ月以上、３番物損、物的損害、４番無損害の、この４つのランク

に分けて、免職、停職、減給、戒告、訓告の各処分にすることとされております。

例えば、飲酒運転の場合、これは最悪の場合でございますが、相手を死亡させると

免職。飲酒運転で重症は免職か停職、無損害でも減給にするというようなものであ

ります。 

 このような基準を制定しておきますと、職員に対しての自粛、自制の手段にもな

りますし、また、万が一事故を起こしても、処分に公平を欠くといった批判もなく

なるわけでありますが、この種の基準を制定することについて、副町長はいかがに

お考えか、もう一度、お考えを伺います。 

議長（杉浦和人君） 副町長。 

副町長（平尾義明君） 再質問いただきました。 

 今も申し上げましたとおり、処分については、社会的に影響を与えるような事故

につきましては、処分はしていかなければならない、このように思っております。 

 ただ、交通事故等によりましては、いろいろさまざまなケースがございますので、

近隣市町、また国の処分の方法等を勘案しながら、今の指針でありますもとに運用

をしながら判断をしていきたいと、このように思っておりますので、現段階では、
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指針を作成するつもりはいたしておりません。 

 交通事故につきましては、いつ、自分が交通ルールを守っておりましても、事故

に遭うか分かりませんので、十分注意をしなければならない、このように思ってい

ます。 

 先ほども申し上げましたとおり、最近事故が多いというふうなことで、主監課長

会議におきましても、注意をするようにということも常々申し上げておるところで

ございます。役場におきましては、交通安全管理者を配置をしておりまして、その

者は総務課長でございますけども、副もおりますが、その者から、いろいろな東近

江の安全運転管理者の開催しますいろいろな無事故無違反の運動も、職員も参加も

しておりますし、庁内におきましては、１日、15日、今日は15日でございますが、

おもてに職員が立って、職員に交通安全をするようにというふうなこともさせてい

ただいているところでございます。 

 今後におきましても、交通安全に努めてまいりたいと思っておりますので、よろ

しくお願いします。 

議長（杉浦和人君） 冨田 幸君。 

９番（冨田 幸君） もう一度だけお伺いしますが、今、こういうような申し上げま

したような、処分基準の内規は設ける考えはないということですが、何か現在ある

んですよね。それに基づいて処分をされているんじゃないかと思いますが、その内

規等がございましたら示していただきたいと思いますし、それだけちょっとお伺い

したいと思います。 

議長（杉浦和人君） 副町長。 

副町長（平尾義明君） 再々質問をいただきました。 

 先ほども申し上げていますとおり、人事院の事務総長から、国の懲戒処分の指針

の通知が出ております。それをもとに、日野町としましては、近隣の状況の処分、

また県内の処分の状況等を勘案しまして、社会に与える影響のないように処分をし

てまいりたいと、このように考えております。 

議長（杉浦和人君） 冨田 幸君。 

９番（冨田 幸君） それでは質問を終わりますが、また今回のようなことで、その

後どういう基準、あるいは内規を考えましたかというようなことがないように、い

わゆる、交通事故がないように、職員の皆さんに交通安全の徹底を図っていただく

ことをお願い申し上げまして、質疑を終わりたいと思います。 

議長（杉浦和人君） ほかに質疑ございませんか。 

 ５番、谷 成隆君。 

５番（谷 成隆君） おはようございます。 

 質疑をしたいと思います。 
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 議第45号、財産取得について、日野町消防団消防ポンプ車両について、３点お伺

いします。１問は、齋藤議員が申されたことと重なりますので、２点だけお伺いし

たいと思います。 

 平成25年度から、日野町消防団ポンプ車両の購入が、基本的に地元負担がなくな

りましたということで、本当に大変喜んでいると思います。 

 今、西大路地区の特別に装備される部品がないということで、確認させていただ

きました。前回の日野地区の消防車両もないということで、現在、西大路地区の使

われている消防車両は、どのようにまた処分されるのか、また下取りはあるのか、

ないのかをお聞き願いたい。 

 続きまして、消防ポンプ車両の購入にあたりまして、計画的に消防ポンプ車両の

更新をされていると考えますが、３月に作成されました第５次日野町総合計画実施

計画11ページに、小型動力ポンプの整備については掲載がありましたが、ポンプ車

の整備計画は示されておりません。これは、前回のときも申されていたと思うんで

すが、その点をちょっとお伺いしたいのと、今後、またポンプ車両の計画もあると

思いますので、その点も聞きたいと思います。 

議長（杉浦和人君） ５番、谷 成隆君の質問に対する当局の答弁を求めます。総務

課長。 

総務課長（池内俊宏君） ただいま谷議員から、議第45号、財産の取得につきまして、

２点ご質問をいただきました。 

 まず１点目でございますが、現在の消防自動車の処分につきましてでございます

が、処分につきましては、入札の仕様の中で、下取りを含んだ額というようなこと

でございますので、下取りの方は、契約額の方に入っておるというようなことでご

ざいます。 

 また、消防団、総合計画の実施計画のお話をいただきました。消防団の車両につ

いてでございますけれども、基本的には、15年を目安に、消防団の消防車両の更新

をさせていただいておるというようなことでございます。しかしながら、ポンプの

性能ですとか、修理の関係ですとか、いろいろなことを含んで、おおむね15年とい

うようなことになってございます。現在、西大路の車両は15年を、平成12年度に更

新をいたしましたので、今年で15年になるということでございます。 

 今後についてでございますけれども、第３分団の消防自動車につきましても、平

成12年度に購入をしておりますので、今年で15年目になるというようなことでござ

いますので、また消防団の幹部会等を相談させていただきながら、計画的に更新を

していかなければならないなと、このように考えておるところでございます。 

 そうした中で、総合計画での実施計画につきましては、来年度に１台更新の方を

計画しておりまして、順次更新の計画をさせていただいております。経費の方につ
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きましては、消防団の各事業の中に、全体の経費で含めさせていただいておるとこ

ろでございますので、よろしくお願い申し上げます。 

議長（杉浦和人君） 谷 成隆君。 

５番（谷 成隆君） 計画に、今、課長が申されたように、15年を目安で、来年度は

また16年目になりますが、第３分団の車両が入ると、計画にするということ。 

 このように決まっているのなら、この３カ年の計画にも、今、消防団の方には上

げているというけど、計画には上げられないですか。 

議長（杉浦和人君） 総務課長。 

総務課長（池内俊宏君） 消防団の車両の更新につきましては、第３分団の消防車両

が今年で15年目を迎えるというようなこともございますし、ほかの車両につきまし

ても、年数が積み重なってきておるというようなことでございますので、計画的に

更新はしていかなければならないなと、まず、このように考えておるところでござ

います。 

 そうした中で、消防団の運営事業というような実施計画の中で、購入経費、更新

経費につきましては、上げさせていただいておるところでございますので、よろし

くお願い申し上げます。 

議長（杉浦和人君） 谷 成隆君。 

５番（谷 成隆君） 分かりました。 

 消防団の中に入っているということ。 

 小型動力ポンプは出ていて、ポンプ車両は出ていないと。 

議長（杉浦和人君） 総務課長。 

総務課長（池内俊宏君） 実施計画の中身につきまして、尐し分かりにくい書き方と

いうことで、申しわけなく思ってございますが、小型動力ポンプになり防火水槽に

つきましては、消防団が使うということではございませんので、違う名前で上げさ

せていただいておりますけれども、消防車両につきましては、消防団の活動の一環

ということで、その中の経費に含めさせていただいておりますので、別立てで上げ

させていただいておらないというようなことで、尐し分かりにくい実施計画になっ

てございますけれども、よろしくお願い申し上げます。 

議長（杉浦和人君） 谷 成隆君。 

５番（谷 成隆君） ちょっと見ても分かりにくいので、また分かりやすいように計

上していただきたいと思います。 

議長（杉浦和人君） ほかに質疑ありませんか。 

 ２番、後藤勇樹君。 

２番（後藤勇樹君） 皆さん、おはようございます。 

 初めての質問ですので、十分にまだ議会での慣例などを心得ておりませんので、
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何分失礼なことがあるかと思います。その場合は、どうぞご指摘、ご指導賜ります

よう、よろしくお願いいたします。 

 １件についてのみ質問をさせていただきます。 

 先日６月３日の定例議会の初日に、こういった報第４号から第８号までの詳細を

まとめた資料をいただきました。この内容を熟読させていただいたわけでございま

すけれども、その中にあります、例えば、社会保障税番号制度対忚システム改善業

務などと書かれております点につきましては、これは今年始まるマイナンバーのこ

とであるのかなというふうに、大体推測はつくわけでございますが、その中でご質

問させていただきたいのは、報第６号、平成26年度日野町農業集落排水事業特別会

計繰越明許費繰越計算書について、この点について、お尋ねさせていただきます。 

 先日いただいたこの資料、拝見させていただきますと、事業名の欄に、小水力等

農村地域資源利活用推進事業と記載されておりまして、その右横に、金額欄に600

万円、またさらにその右横、翌年度繰越額、この欄にも同様に600万円という記載が

ございます。これについては、先日、上下水道課からご説明を受けたわけですが、

そのときの説明では、これは太陽光発電についての事業であるということであった

ように思います。ですが、私自身、正直言って、まだこのような事業については素

人同然ですし、住民の方の中にも、多くの方は、この表を見て、これがどのように

太陽光発電と関係があるのかということが理解しにくいのではないかと思います。

その点について、素人の私どもにも理解できるように、ご説明をお願いできますで

しょうか。 

議長（杉浦和人君） ２番、後藤勇樹君の質問に対する当局の答弁を求めます。上下

水道課長。 

上下水道課長（中井宣夫君） 今、後藤議員さんの方からご質問いただきました件に

つきましてでございますが、農林水産省の方で、小水力等再生エネルギー導入推進

事業というものをやっておられます。これにつきましては、土地改良事業団体、ま

たはそれを実施する土地改良施設や農業集落排水施設での水力発電、または太陽光

発電に対しての導入を推進するという事業でございます。 

 この事業の中で、発電設備導入に向けた導入の可能性の検討とか、そして採算性

および概略的な設計というものをする事業として、この小水力等農村地域資源利活

用促進事業というものがございます。これにつきましては、今現在、費用として上

げさせていただいております600万のうち、限度額が500万というのがございまして、

その500万が全額補助という形になっております。この収入予算の中で、その他とな

っておりますのは、これはある団体の方に補助がありまして、その団体の方から日

野町の方に入ってくるということで、国庫補助という形ではなっておりませんので、

その辺もご説明させていただいております。そして、残りの100万につきましては、
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この500万を、実施する限度額が500万ですので、検討事業の中で500万を超える場合

が出てくる可能性がありますので、100万につきましては基金の取り崩しで見させて

いただいておるものでございます。 

議長（杉浦和人君） 後藤勇樹君。 

２番（後藤勇樹君） 私の説明がちょっとへただったのかもしれませんけれども、こ

の事業と太陽光発電というものについての関係が、このいただいた資料から理解が

できないということをお尋ねさせていただきました。 

 太陽光発電というものが、この事業とどう関係しているのかということについて、

ちょっと知りたいと思いましたので、よろしければ、もう一度ご回答お願いできま

すでしょうか。 

議長（杉浦和人君） 上下水道課長。 

上下水道課長（中井宣夫君） 今、申し上げました再生可能エネルギーという中の１

つとして、小水力、水力を使っての発電と、そして太陽光の発電という事業がござ

いますので、そのうちの小水力につきましても検討はしたいと思っておりますけれ

ども、今現在、太陽光の発電を、農村下水道の処理施設に取りつけてできないかと

いうことの検討の事業でございます。 

議長（杉浦和人君） 後藤勇樹君。 

２番（後藤勇樹君） 処理施設の用地を利用して、太陽光発電パネルを並べるという

ことは理解できました。 

 それではもう１つお尋ねしたいんですけれども、その太陽光発電パネルで発電し

た電力を、処理施設で使用する電力の一部として利用するという理解でよろしいの

でしょうか。それとも、その電力を電力会社に売電して、その得た売り上げ、これ

を電気料金の一部に充当するという方向で検討していらっしゃるのかということも、

お尋ねしたいと思います。 

議長（杉浦和人君） 上下水道課長。 

上下水道課長（中井宣夫君） 今、ご質問いただきました太陽光発電の件につきまし

ては、今年度検討をする中で、関西電力さん、電力会社さんとの契約も必要になっ

てまいりますので、その辺につきまして、規定等もございますので、売電という方

法と、そして一部それを利用しながら、残り余力を売電していくというような形と、

また全てを施設で利用するというような方法もございますので、その辺、今現在、

事業についてもいろいろ変わっておるような状況でございますので、今年度、その

辺を見きわめながら検討してまいりたいと思っておりますので、どうかよろしくお

願いします。 

議長（杉浦和人君） 後藤勇樹君。 

２番（後藤勇樹君） 大変よく分かりました。ありがとうございます。 
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 私ども、先ほどお話しましたように、このような分野について、まだ十分に理解

ができておりませんし、また住民の方の多くの方は、この表を見ただけで、今のお

っしゃられたところまでは十分理解できないと思いますけれども、今おっしゃって

いただいた内容が、もしどこかに別添資料とかいう形で記載されているようであれ

ば、これはもっと理解しやすくなっていくと思いますので、資料作成していただき

ますときに、理解しやすい資料を心がけていただければ、非常に感謝するところで

ございますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

議長（杉浦和人君） ほかに質疑ございませんか。 

 ６番、中西佳子君。 

６番（中西佳子君） それでは、質疑をさせていただきます。 

 報第４号、平成26年度日野町一般会計繰越明許費繰越計算書の、公立保育所こば

と園整備事業について伺います。 

 旧園舎解体、またグラウンド駐車場整備、駐輪場、倉庫建築などにかかわる工事

だというふうに思っておりますが、１月からは保育が新園舎で開始をされておりま

す。また、こばと園の竣工式が６月６日に行われました。この公立こばと園の整備

事業は、いつ完了となるのか、お伺いいたします。 

 また、第４号の事業の中で、事業という名前がついているのが６つございますけ

れども、５月中に工事などが完了した事業というのはあるのかということを伺いま

す。 

 また、この中で、長期にかかわる事業というのは何かをお聞きしたいと思います。 

議長（杉浦和人君） ６番、中西佳子君の質問に対する当局の答弁を求めます。福祉

課長。 

福祉課長（壁田 文君） こばと園の工事でございますけれども、建設からグラウン

ドの整備を終えまして、５月29日が終了となりましたので、議員おっしゃっていた

だきましたように、その後、検査を終えまして、竣工式をさせていただいたという

ことでございます。 

議長（杉浦和人君） 総務課長。 

総務課長（池内俊宏君） ただいま、中西議員の方から、長期にわたってある事業と、

５月中に完了している事業についてご質問をいただきました。 

 まず、長期にわたってということでございますが、地方創生交付金事業につきま

しては、まずは先行型というようなことでございますので、今後引き続き、戦略プ

ランができれば、長期にわたって事業を実施していくということになるのかなとい

うふうに思ってございますし、社会保障税番号制度の対忚システム改修につきまし

ては、マイナンバー制度が始まるということでございますが、今回の繰越明許の分

につきましては、マイナンバー対忚の厚生労働省分でのシステム改修の関係の経費
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の繰り越しということでございますけれども、この事業につきましては、国の補助

制度も含めまして、27年度も引き続きやる、28年度もあるというような状況になっ

てございますので、マイナンバー対忚につきましては、引き続き事業として実施を

していくということになるのかなというふうに思いますが、ここに上げさせていた

だいている分につきましては、26年度から繰り越して、27年度で完了する分という

ようなことでございます。 

 また、工事につきましては、５月に終わった工事というようなものは、現在のと

ころございませんので、よろしくお願いいたします。 

議長（杉浦和人君） 中西佳子君。 

６番（中西佳子君） ここに上げられております事業につきましては、本年度中、来

年３月までですけれど、全て完了する予定であるというふうに受け取ってよろしい

でしょうか。 

 分かりました。 

議長（杉浦和人君） ほかに質疑はございませんか。 

 10番、髙橋 渉君。 

10番（髙橋 渉君） それでは、議第46号、財産の取得についてお伺いいたします。 

 先ほど、齋藤議員さんの方から、縷々質問ございまして、ほぼお答えいただいた

んじゃないかなというふうに思いますが、尐し私の方からお聞きしたい面もござい

ますので、質問をさせていただきたいと、こんなふうに思っております。 

 １つには、現在使用される各学校の情報システムですが、全て更新されるだろう

と思いますが、その中で、先ほどサーバーが３台から５台に増設されるとかいうふ

うな形のものがございましたし、それからパソコンが164台でございますか、導入に

関して。これは増になるのかどうか、この辺のところをお聞かせ願いたいというの

が１点でございます。 

 それから、今回導入、今までのシステム、パソコンの経過が５年か６年というよ

うな形のご説明がございましたが、今回の方、導入により、更新は次、いつごろと

お考えになっているのか、この辺のところが分かりましたら、お答え願いたいなと

いうふうに思います。 

 それから、今回の入札ですが、指名入札とされておりまして、実は15社を選定さ

れているということでございますが、その中で10社が辞退し、棄権が１社、このよ

うな結果になっておりまして、実質入札は15社を指名され、４社であったと、この

ような結果が出ておりますが、11社が参加されなかったわけですが、この入札結果、

どのように判断されているのか、分析されておるのか、お聞かせを願いたいなとい

うふうに思います。 

 今回の更新にあたりまして留意された点はという形のものの中で、活用とか、あ
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と効率面については、先ほどお伺いをいたしたとおりでございますが、それから情

報管理の部分については、ウイルス対策、今回できていると思うんですが、機器だ

けじゃなくて、今回、そのほかにウイルスという情報管理に関する部分で、何か改

善されたところがありましたら、お聞かせ願いたいなというふうに思っております。 

 今回の年金機構の問題等々につきましても、やっぱり問題になっております。そ

の辺の管理面に対して、どういう留意をされるのだろうか、お聞きをさせていただ

きたいなというふうに思います。 

 それからもう１つは、これから環境問題という形のことが言われている中で、エ

ネルギー、環境対策として、この機器の導入について、どのような考え方を持って

臨まれたかどうか、これについてもお聞かせを願いたいと、こういうふうに思いま

す。 

議長（杉浦和人君） 10番、髙橋 渉君の質問に対する当局の答弁を求めます。学校

教育課長。 

学校教育課長（髙橋正一君） それでは、髙橋議員の方から質疑をいただきましたの

で、お答えさせていただきます。 

 まず、現在のシステムを更新ということですが、体質的にどうなのかということ

でございます。現在ございますシステムの、役場に置いているサーバーについては

３台から５台に増えると、まず、そういうことでございますし、教員用のパソコン

の台数は、現状147台を配置してございますが、今回157台を整備するということで、

10台増えるということでございます。その中には、予備機ということで、緊急に、

故障した場合に業者さんが持って帰って修理する間に使えるというものを６台、各

学校１台ずつということで、６台を含めて157台を整備するというものでございます。 

 それから、いつごろ整備の計画かということでございますが、学校の中でもＬＡ

Ｎ配線等の整備をしなくてはいけないという関係から、夏休みの間に整備を終えた

いということで、考えているところでございます。 

 それから、入札でございますが、15社を指名させていただいて、最終、４業者の

忚札があったということでございます。これにつきましては、その業者さんのご都

合については、そこまで聞かせてもらっていないところでございますが、どういう

事情かというところについては、承知していないというところでございます。 

 それから、ウイルス対策でございます。先ほどおっしゃられたように、これにつ

きましては、できる限りのウイルス対策をしていくと、そういうことで発注といい

ますか、見積もりをさせていただきましたウイルス対策のソフトなり、それからフ

ァイヤーウォールといいますか、できるだけ外部からそういうものが入ってこない

ような状況にするということで、機械的、ソフト的には、現状でき得ることで、で

きる限り入ってこないという、そういう対策はさせてもらっておりますが、それで
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も絶対ということはありませんので、まずそこは使用する者の使用の仕方、そこも

やっぱり大事なところでございます。それにつきましては、町の方で、日野町学校

用コンピューター等運営管理規定というものを設けてございまして、いわゆる、そ

の中では個人情報等の扱いですとか、それから情報の扱い方について、詳しく細か

く規定をしてございますので、これに沿った運営をしていただくように、これは引

き続き、学校さんとも何回も確認をしながら、事故等のないように対忚できるよう

にしていきたいなというように思っております。 

 それから環境対策ということでございますが、環境対策とおっしゃられた内容が、

ちょっと私も分かっていないんですけれども、節電対忚の、そういう機器とか、そ

ういうもののことかなということですれば、通常、一般的な現在量販されている機

器を使用するということでございますので、特に環境対策ということで考えている

内容は、ないように思いますが、その辺についてよろしくお願いいたします。 

議長（杉浦和人君） 教育長。 

教育長（今宿綾子君） 今ほど、髙橋課長の方から説明させていただきましたので、

セキュリティーにつきまして、私の方から尐し具体的に説明をさせていただきたい

と思っております。 

 特に、メリットの面とデメリットの面があるというふうに思っているわけでござ

いますが、１つに、メリットの面といたしましては、個人情報を含む情報につきま

しては、管内のメールでやりとりをするようにしております。これまでは、フロッ

ピーですとかＵＳＢ等に個人情報も含めた情報を入れて、それも慎重にですけれど

も、やりとりをしていたのですけれども、今回は、全て外部ではなくて、いわゆる

セキュリティーのかかった情報のやりとりというふうなことで、より厳密にするこ

とができるというふうに、早く正確に、安全にしているということでございます。 

 それから、デメリットの面ですけれども、今ほど言いましたように、日野町の校

務用コンピューター等管理運用規定というのを作成しておりまして、個人情報も含

めてですけれども、データ化された内容につきましては、簡単には取り出せないと

いうふうにさせてもらっているというところでございます。 

 いわゆる、個人が学校で使用しているパソコンについては、取り出してそこに保

存するということが、もうできないというような規定にしているというところでご

ざいます。 

 また、教育委員会としましては、定期的にチェックをするなどをしまして、シス

テム全体に管理がしっかりできているかということを、見ていくようなことで対忚

しているところでございます。 

議長（杉浦和人君） 総務課長。 

総務課長（池内俊宏君） 入札の関係でございますけれども、今回の校務用センター
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サーバーシステムおよび教務用パソコンの機器の入札の指名につきましては、金額

も高いというようなこともございまして、入札参加資格名簿の中から、ＯＡ機器の

パーソナルコンピューターを希望されておられる業者さんから、本社が滋賀県にあ

る業者を中心に、町内業者を含めて15社を選定させていただいたところでございま

す。 

 その結果でございますが、10社が辞退、１社が棄権、４社が忚札というようなこ

とでございます。 

 私どもも、辞退をされました業者さんにつきまして、辞退理由をちょっとお伺い

をさせていただいておりましたところ、自社都合という以外につきましては、仕様

を満たす物品の調達が難しい、あるいは、その納期が難しい、あと、ソフトの入手

が難しいと、こういったことが辞退の理由になったというふうに、業者の方から聞

いておるところでございます。 

議長（杉浦和人君） 髙橋 渉君。 

10番（髙橋 渉君） ２つ目の質問でございますが、私の方がお聞きしましたのは、

今回、機器が導入されまして、次の更新時をいつお考えなのですか。前回は５年、

６年経過して更新されましたが、次の、今回導入の次の更新は、いつごろとお考え

なのですかというところを、お答えいただきたかったというふうに思います。 

 それから、入札なんですけど、単純に言いまして15社の指名ですよね。公開入札

じゃなくて指名入札の中で、忚募が４社しかなかった。これ、そのもの自体を、選

抜されるときの部分が、尐し甘いんじゃないかなととられても、僕、仕方がないと

いうふうに思うんです。もう尐し、選定にあたっての部分は、慎重にやられた方が

いいんじゃないかなという感じがしてなりませんので、次についてはもう尐し慎重

にやっていただきたいなというふうに思います。 

 それから情報管理についての部分なんですけど、非常に今回の場合、ネットワー

クの中において、ＵＳＢに落とし込めないとかいうような形のものを、今回導入さ

れているということですが、先ほどありましたように、基本的に、人が介入するこ

とです。したがって、今回の機に関しまして、やはりモラルとか、その辺のものに

ついてもしっかりとやっていただきたいんだというふうに思います。 

 そういった中において、先ほど、縷々、規約につきまして、細かい部分まで、細

則にわたってあるというような形でしたが、持ち出してはいけない。教育委員会で、

例えば、おうちに帰って仕事をされる方もおられると思うんですが、そういった中

においても、持ち出してはいけない、絶対持ち出してはいけないという、その情報

とか、その辺の規程があるのかどうか、お聞かせ願いたいというふうに思います。 

 といいますのは、これ、日本ネットワークセキュリティー協会の調査によります

と、情報漏えいする原因というのは、持ちかえって紛失、置き忘れ、これが一番だ
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というような形で、セキュリティー協会の方で出ております。それから盗難が２番

目だというような形が出ておりますので、そういった部分につきまして、持ち出し

た、持ち出された情報がどのような形で管理できるのか。そして、持ち出される情

報そのもの自体に問題がないのかどうかというのも、ポイントになりますので、ち

ょっとその辺のところだけお聞かせ願いたいなというふうに思います。 

議長（杉浦和人君） 学校教育課長。 

学校教育課長（髙橋正一君） 髙橋議員の方から再質疑をいただきましたので、お答

えさせていただきます。 

 まず、１点目の、このシステムの次の時期の更新はということでございますが、

現在、何年ということで確実な想定はございませんが、基本的に、ソフトなり機器

の標準の保守期間が５年ということで想定をしておりますので、５年をめどに更新

を考えていくということになるのではないかと、現在のところは考えております。 

 それから、３つ目のご質疑の、セキュリティーの関係でございます。先ほど申し

上げました、日野町校務用コンピューター等運営管理規定の中で、個人情報に関し

ましてでございますが、特にデータの複製および持ち出しを禁止するというもので

は、２つ決めさせてもらっておりまして、１つは、児童・生徒の学籍、成績、およ

び身体測定の記録などの情報、それから２つ目が、児童・生徒が撮影されている写

真、この２点については、特に持ち出しを原則として禁止すると、そういうことに

なってございます。特に、注意を払うということで規定をしているところでござい

まして、これは徹底をしていくということが大事かなというふうに思っております。

現在もそのような運用をしているところでございます。 

 それから、持ち出す場合のＵＳＢで、ＵＳＢというスティックメモリーで持ち出

すわけでございますが、そのセキュリティーについてということでございます。今

回導入をさせてもらうＵＳＢメモリー、記録媒体につきましては、セキュリティー

機能のついたＵＳＢメモリーということで調達をする予定でございます。これにつ

きましては、それぞれのＵＳＢの中に、セキュリティー機能を、メモリー機能を持

っていまして、最初に指定をしておくパソコン以外では開かない、無理に開こうと

すると情報が壊れる、そういう設定をしたＵＳＢということでございます。例えば、

それが他人、落としたとかそういうことで、ほかのパソコンで開こうとする場合に

も、基本的には開かないというＵＳＢメモリーを調達予定でございますし、そのＵ

ＳＢを持ち出す場合には、学校の管理者の貸し出し簿で管理をすると、そういうこ

とで、運営の方を徹底していきたいなというふうに考えてございます。 

議長（杉浦和人君） 髙橋 渉君。 

10番（髙橋 渉君） 特に、セキュリティーにつきましては、非常に騒がれておりま

す。日野町でも、以前、個人情報の漏えいという形のものがあったことがございま
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す。そういったことにならないように、ひとつよろしくお願い申し上げたいという

ふうに思います。 

 それから、先ほど、エネルギー面、特に節電に対して意識した形の導入をしなか

ったということですが、今回に限らず、やはりエネルギー面、節電とか、そういっ

た環境面に配慮したことも、やはり考慮を入れることが非常に大事だと、こういう

ふうに思いますので、あらゆる面の、今回導入の中において、ぜひ配慮を行ってい

ただきたいなと、このように思いますので、よろしくお願いいたします。 

議長（杉浦和人君） ほかに質疑はありませんか。 

 １番、堀江和博君。 

１番（堀江和博君） 皆さん、おはようございます。 

 それでは質疑を行わせていただきます。私も何分初めてでございますので、皆様

のご指導のほど、どうぞよろしくお願いいたします。 

 では、私の方からは、議第45号、日野町消防団消防ポンプ車両の購入についてと、

議第46号、校務用センターサーバーシステムおよび教員用パソコン機器の取得につ

いて、とりわけ、その両者の指名競争入札につきまして、ご質問をさせていただき

たいと思います。 

 先ほど、髙橋議員よりお話もございましたが、もう１つ、ちょっと突っ込んでお

話を伺いをさせていただきたいと思います。 

 私は、つい最近まで一町民であったわけでございます。この議会に、お選びをい

ただいて寄せさせていただきまして、初めてこんな大きなお買い物を町はしている

ということを、勉強させていただきました。 

 ポンプ車両におきましては、1,700万円でございます。そして、次のサーバーとパ

ソコンにつきましては5,670万円と、非常に高額であります。これ、いずれも我々町

民の税金でありますので、やはり100万や200万の誤差といいますか、やはり10万、

20万、１万、２万、そこまでシビアに考えていくというのが基本の姿勢であるかと

思います。もちろん町さんの執行部さんの方で、指名競争入札というシステムを導

入いただいて、採用させていただいて、そしてその指名の中で、競争原理に基づい

て、より品質が担保された上での、より安価なものが落札される、そういったこと

を採用されておられます。となりますと、やはり先ほどにもお話もございました、

より多くの業者さんに参加いただくということは、非常に重要であるかと考えてお

ります。 

 そういった中でお伺いをさせていただきますが、前後いたしますが、議第46号の

校務用センターサーバーシステムおよび教員用パソコンの機器の取得でありますが、

先ほどもご質問ありましたとおりに、15社指名中の、最終的に参加をされたのが４

社であります。この理由について、先ほど、自社都合とのことである。そしてまた、
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そのソフトの導入が難しい、納期が難しい等の、自社のご都合を回答として挙げら

れたと。ですが、そもそも指名の段階で選定をされていらっしゃるかと思います。

その指名の理由としましては、実施能力を考慮し選定というふうに、落札のこちら

の結果表の一番下のところにも、記載をされていらっしゃいます。つまり、発注を

する段階で、この発注をしっかりクリアできる業者を選定していますという理由を、

ここに記載しておられるにもかかわらず、今回、結果的に15社中４社しか参加をさ

れない。さまざまな理由があったとしても、４社しか参加されないという状況とい

うのは、ちょっとおかしいといいますか、どうなのであろうというふうに、私、疑

問に思いました。これがたまたま今回だけの話であれば、そういうこともある意味

あるのかなというふうに考えますが、今年２月の、旧山中邸パソコンの購入におき

ましても、金額の方は、最終的に落札が150万円ということで尐額であります。パソ

コンの数も、恐らく能力的にも、そこまで大規模なことを要求されないであろう発

注におきましても、14社中、忚札がわずかの４社であります。つまり、業者を指定

する段階で、何らかの問題があるのではないかと考えるのが、普通であるかなとい

うふうに、私、感じましたので、その点について、業者指定の部分から、その点に

問題がなかったのか。また、今後の改善ということでありましたら、その改善方法

について、お伺いをさせていただきます。 

 続きまして、議第45号、日野町消防団消防ポンプ車両の購入についてありますが、

その開札結果は、12業者中５社が辞退、もしくは棄権となっております。そして、

その辞退、棄権した業者のうち４社が、日野町内の業者であります。一方、入札を

された業者は、全て町外であります。消防ポンプ車両という特殊性も、実際のとこ

ろあるかと思いますが、町内業者の育成という観点から見れば、軒並み町内業者全

て棄権、もしくは辞退という、そういうことは非常に残念であるかと思います。こ

ちらにつきましても、町内業者不参加の理由、そして指名の段階での問題点、そし

て今後の対忚策、対処策についてお伺いをさせていただきます。 

議長（杉浦和人君） １番、堀江和博君の質問に対する当局の答弁を求めます。副町

長。 

副町長（平尾義明君） 堀江議員からご質問をいただきました。 

 議第45号の財産取得、また議第46号についてでございます。 

 先ほども申されましたとおり、15社のうち４社しか入っていないというふうなこ

とで申されたんですけども、この選定基準につきましては、先ほど総務課長が申し

ましたとおり、電気機器、また機器、機械類のＯＡのパソコンの希望者を選定させ

ていただきまして、本社登録が県内にあるというふうなことで、町内業者も含めて

やらせていただいたところでございます。 

 辞退等については、いろいろ理由があるわけでございますけども、私どもは、実
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施能力がある業者を選定をさせていただいて、結果的に、こういった状況になった

ということにつきましては、町としても残念だな、このように思っている次第でご

ざいますし、もし、棄権であれば、無断でございますので、今後の入札について考

えも一考あろうかなと、このように思っている次第でございます。 

 消防ポンプの購入につきましても、町内業者を、前回は入れていなかったんです

が、町内業者育成ということで、今年度４月に、そういったことで参加したいわと

いうふうなこともありましたので、参加をさせたんですが、会社の都合等々により

まして、残念ながら棄権もございましたし、残念だなと、このように思っている次

第でございます。今後においては、ちょっと考えていかなければならないのかな、

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） 堀江和博君。 

１番（堀江和博君） 実際のところ、今回が5,600万、そしてポンプを合わせますと

1,700万で、町の予算が80億だと考えますと、何と１パーセントのお金を使っている

という状況であります。 

 先ほどの校務用のサーバーとパソコンの方も見ますと、落札されて、その２番目

の業者さんとの金額の開きは140万なんです。つまり、あくまで仮定の話であります

が、あと、尐なくとも二、三社増えたりとか、たった４社ではなくて、10社ぐらい

まで可能な限り参加をしてくださることが可能であれば、もしかしたらもっと、100

万、200万、安く提示をされる業者さんもあったかもしれないと思っております。で

すので、今、副町長様よりお話がございましたように、具体的にやはりその選定、

あくまでこちらとしてはお示しをさせていただいて、向こうから希望があるという

段階が、指名は一番最初かと思いますが、その上で、やはりその会社さんが実施能

力があるか、しっかり選定をさせていただく、非常に重要だと考えております。我々

の使わせていただいているお金というのが、全て町民の皆様の税金だということ、

これはあくまで自戒の意味も込めてでございますが、認識を高く持って、取り組み

を、私もそしてまた皆さんもご一緒にさせていただければと思っておりますので、

どうぞよろしくお願いします。 

議長（杉浦和人君） ほかに質疑ございませんか。 

 13番、對中芳喜君。 

13番（對中芳喜君） それでは、２つほど聞かせていただきたいと思います。 

 １つは、議第45号の財産取得の、消防団の消防ポンプ車両の購入の関係でありま

す。この中で、特に、昨年より、消防団との協議のもとで、各分団のポンプ車の購

入に際して、全て国および町も含めて公的負担となったということであり、従来か

ら行っておりました、地元の若干の負担、これ、そのものが、昨年来から解消され

たわけであります。これについては、先ほどからも述べられているとおり、大いに
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ありがたいことであるというように、私も感じております。 

 そこで、この財源についてでありますけれども、今回、従来であれば、国の国庫

補助金が全体の２分の１ということが、歳入で予算化されるわけでありますけれど

も、昨年より今回、起債ということになりました。つまり、消防の借金、起債とい

うことになり、施設整備事業債（一般財源化分、消防防災整備設備整備事業設備整

備費補助金）に変わってきているわけであります。当然、この起債というのは、地

方交付税として加算されてくるものだということになるわけでありますけれども、

私、さっと考える中で見ると、いくら地方交付税で見てもらえるとしても、この払

っていくわけでありますので、借金を返していくので、当然、利息分などは、町が

新たに負担しなければならんということになるわけであります。つまり、購入費の

半額を町が全額負担しましょうということを、昨年来からなり、さらにその上に、

この利息を上乗せをして、町は負担しましょうということになるわけであります。

つまり、それだけ、いわば、消防団の設備に対して、町は大きな力を入れているん

だという、私はあかしでもあるということを、裏返してみれば言えると思うわけで

あります。 

 そこで、その点で１つ聞かせていただきたいのは、従前の国の補助金のときの場

合と、今回、昨年も含めてでありますけれども、起債および地元負担なしで、町が

残りを全額負担するという、そうした場合のときと、今回一千七百何がしの金額で

ありますけれども、従前とどのように変わるのかというのは、ぜひ対比が分かるの

であれば、ぜひ出していただきたいと、このように思います。 

 それから、報第４号、平成26年度一般会計繰越明許費であります。この中で、１

つだけ聞かせていただきます。これは、特に社会資本整備総合交付金事業（防災安

全）、この部分が3,000万ほど繰越明許繰越されるわけであります。この中で、特に

大窪内池線の関係だと思います。これはご承知のとおり、大雤とかゲリラ豪雤によ

って、とりわけ大窪とか松尾地先での床下浸水、被害の解決が、特に今、待たれて

いるわけであります。このために、雤水排水対策が行われるわけであります。ひば

り野から上をやっていこうという、そういうことでありますけれども、この今回の

繰越明許費の中では、どこまで部分を計画されているのか、その状況、まずは入札

が今後されると思いますけれども、それの予定なんかも聞かせていただきたいとい

うのが１つ。 

 それから、今回のこの繰越明許繰越の中で、特に半数、全体が１億9,000万円余り

の繰り越しであります。その中で、約9,000万円が土木関係、つまり明許繰越費の半

額が、土木工事となっているわけであります。これについては、平成27年度の事業

の上に、このさらに26年度分の繰り越しをやらなければならない、こういう点から

見ていくと、１つ、人員体制の問題でどうなんかということを、ぜひ質問していき
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たいと思います。といいますのは、平成27年度の人員配置では、平成26年度と比べ

まして、特に農林分野、また建設分野の人員が減っております。とりわけ、建設計

画課は、当時12名であったのが、今２人減って10名。尐数精鋭で頑張るということ

だと私は思うわけでありますけれども、こういった中で、なかなか厳しいのではと

いう、そういった私も心配もしているわけでありますけれども、現実的に乗りきれ

るということもあっての配置だと私は考えておりますけれども、率直なご意見なん

かをお聞かせいただきたい、このように思います。 

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

課長。 

総務課長（池内俊宏君） ただいま、對中議員から、議第45号、財産の取得につきま

して、消防ポンプ車両の件でご質問をいただきました。 

 昨年度から、消防ポンプ車両に関係をいたします基本的な経費につきましては、

消防団の皆さん、また、地元の皆さんにいろいろとご不便をおかけすることはいか

がかということで、昨年から、基本的な車両の装備についても含めまして、全ての

経費について、町の方で負担をさせていただくということにさせていただきました。 

 従前からの変更の内容ということでのご質問でございます。基本的には、従前に

は、国の補助制度、消防ポンプ車両購入をいたしますのに対しまして、国の補助金

がございまして、その補助金に対しては補助基準額というものがございまして、補

助対象経費と対象外の経費があったわけでございます。従前のルールでお願いをさ

せていただいているものにつきましては、国の補助金の補助対象経費に対して、３

分の１が国から補助金が入るということでございますので、残りの３分の１を町が

負担をして、残りの３分の１を地元に負担をお願いをさせていただいておるという

ことでございます。 

 なお、補助対象経費以外の部分についての車両整備に係る経費につきましては、

全額地元で負担をお願いしておったということでございます。ちなみに、平成12年

度の西大路ポンプ車両につきましては、購入経費が約1,120万でございまして、補助

対象経費は927万円でございました。補助対象経費につきましての３分の１、約300

万を国と町が負担をいたしまして、残りの500万を地元で負担をいただいたというよ

うなことでございます。そういったものにつきまして、全額、基本的な装備につき

ましては、町が負担をさせていただこうということになってございます。 

 また、現在のところは、国の補助制度がなくなりまして、起債の制度に移りまし

た。起債の制度についてでございますが、現在は、事業費に対しましての50パーセ

ントを起債を変えられるというようなことで、その50パーセントに対しまして、交

付税の算入率は70パーセントということでございますので、借りた事業費に対して

の35パーセントの元利償還が、交付税で措置をされるというふうに認識をしておる
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ところでございます。 

議長（杉浦和人君） 建設計画課長。 

建設計画課長（望主昭久君） それでは、報第４号、繰越明許費の中の、社会資本整

備総合交付金事業、防災安全について、ご質問いただきました。 

 平成26年から27年度に繰り越しする分につきましては、3,011万9,000円でござい

ます。これにつきましては、ご質問いただきました大窪内池線の側溝修繕工事等が

ございます。それ以外にもあるんですが、大窪内池線につきましては、今年につき

ましては、約90メーターほどの予定をしております。６月中旪に入札をいたしまし

て、10月末には完成をしたいなということで、頑張っていきたいというふうに考え

ております。 

 また、人員のことについてご指摘いただきましたが、課の中でやりくりしながら

頑張っていきたいなというふうに考えております。 

議長（杉浦和人君） 副町長。 

副町長（平尾義明君） ただいま、４号の一般会計の繰り越しの中で、人員体制につ

いてご質問がございました。 

 言われましたとおり、農林課と建設計画課においては、１人ずつ減となっていま

す。これにつきましては、皆さんもご承知のとおり、農林の方では、災害、また農

道舗装について、国の制度もございましたので、その対忚を昨年もやらせていただ

いたところでございます。建設計画につきましては、災害もたくさんありまして、

また、グラウンドゴルフの整備等々で、26年、ちょっとうろ覚えですが、普通建設

事業費が大体11億ほどあるというふうに思いますが、今年度については半分ぐらい

になるのかなと、このように思っております。 

 今、建設課長も申しましたとおり、頑張るというふうに言うてますし、限られた

人数の中で配置をさせていただいておりますので、ご理解をお願い申し上げたいと

思います。 

議長（杉浦和人君） 對中芳喜君。 

13番（對中芳喜君） 特に、今の大窪内池線の関係でありますけれども、90メーター

されるという、都市下水の方に流されるという、そういうことでありますけれども、

早く大通りも含めて、それから同時に大窪の裏通りが、またひどいですね。これの

部分の排水計画なんか今後の課題だと思いますけれども、もしその点についての今

後の計画、お考えをありましたら、ぜひ聞かせていただきたい。このことをお願い

したいと思います。 

 それからまた、人員問題につきましては、単に数字を言ったわけでありまして、

やはり人が減ることによって、なかなか、特に外へ出られる事業関係の方は、厳し

い面があるんかなということを思いますし、きちっと国の補助金なんかも、また、
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県の補助なんかをもらおうと思えば、当然足で稼ぐようなことも必要だと私は考え

ております。そういった意味から見ていくと、単にやりくりでできるということだ

けでは、事務だけではないという、そういうことでありますので、ぜひ、その点は、

今後も善処してもらいたいと、このように考えております。この点については、ご

回答は結構でありますけれども、大窪内池線以外も含めて、今後の計画の、もしお

考えがありましたら聞かせていただきたい、このことを思います。 

議長（杉浦和人君） 上下水道課長。 

上下水道課長（中井宣夫君） 今、雤水排水計画の全体的な考え方ということで、部

分的なことにつきましては、建設計画の方でやっていただいておりますけれども、

全体的な雤水計画につきましては、公共下水道事業の中での雤水排水事業というこ

とで取り組んでおるところでございます。 

 今年度につきましては、この雤水排水計画が現在完了していない地区についての

認可変更、国の方の変更につきまして、取り組んで事業の照査をしてまいりたいと

思っております。その後、順次、実施に向かっての検討を、建設計画課さんの方と

一緒に実施を検討してまいりたいと思っておりますので、また、よろしくお願いい

たします。 

議長（杉浦和人君） 對中芳喜君。 

13番（對中芳喜君） 結構であります。また、今後、今の問題、その他のいろいろ問

題につきましても、今後、皆さんとお話で、協議で詰めていきたいと、このように

考えております。 

議長（杉浦和人君） ほかに質疑ございませんか。 

 ないようでありますので、質疑を打ち切りたいと思いますが、ご異議ございませ

んか。 

－異 議 な し－ 

議長（杉浦和人君） ご異議なしと認め、質疑を終わります。 

 お諮りいたします。 

 日程第２ 議第43号から議第44号まで（日野町中之郷財産区管理会委員の選任に

ついてほか１件）については、人事案件の関係上、討論を省略し、直ちに採決いた

したいと思いますが、ご異議ございませんか。 

－異 議 な し－ 

議長（杉浦和人君） ご異議なしと認め、これより採決いたします。 

 議第43号、日野町中之郷財産区管理会委員の選任について、原案のとおり同意す

ることに賛成の諸君の起立を求めます。 

－起 立 全 員－ 

議長（杉浦和人君） ご着席下さい。起立全員であります。 
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 よって、議第43号、日野町中之郷財産区管理会委員の選任については、原案のと

おり同意することに決しました。 

 議第44号、日野町清田財産区管理会委員の選任について、原案のとおり同意する

ことに賛成の諸君の起立を求めます。 

－起 立 全 員－ 

議長（杉浦和人君） 起立全員であります。ご着席下さい。 

 よって、議第44号、日野町清田財産区管理会委員の選任については、原案のとお

り同意することに決しました。 

 日程第３ 請願第１号から、日程第４ 請願第２号まで、日本を「海外で戦争す

る国」にする「戦争法案」の廃案を求める請願ほか１件についてを一括議題といた

します。 

 本日まで受理いたしました請願は、お手元へ配付の文書表のとおりであります。 

 朗読を省略いたしたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

－異 議 な し－ 

議長（杉浦和人君） ご異議なしと認め、朗読を省略いたします。 

 各請願は、文書表のとおり総務常任委員会、および厚生常任委員会に付託し審査

をお願いいたします。 

 ここで、請願の紹介議員になられた議員各位に申し上げます。 

 今回の請願につきましては、請願趣旨の内容に、一部不適切と思われる言葉の使

用、または書式の記載事項について一部不備が見受けられました。今後は請願趣旨

の内容、書式等を十分精査された上で紹介議員になられるよう、ここでご注意を申

し上げます。 

 日程第５ 議第45号から議第46号まで（財産の取得について（日野町消防団消防

ポンプ車両）ほか１件）について、委員会付託を行います。 

 お諮りいたします。 

 委員会付託については、お手元へ配付いたしました付託表により、総務常任委員

会に付託いたしたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

－異 議 な し－ 

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

総務常任委員会に付託いたします。 

 ここで暫時休憩をさせていただくのが本意でございますが、会議の日程、時間の

関係上、会議を続行させていただきます。 

 なお、用を足される方は離席を認めますので、速やかに自席に戻っていただきた

いと思います。 

 日程第６ 一般質問を行います。 
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 お手元へ印刷配付の一般質問通告表に基づき、順次発言を許可いたします。 

 ４番、山田人志君。 

４番（山田人志君） 私からは、地域経済対策の政策理念、そして地方創生での関連

について質問させていただきます。 

 地域経済対策といいますと、大きく２つの考え方、理念があろうかと思います。

１つは、地域内に資金を呼び込む、いわゆる資金流入、資金獲得という考え方で、

例えて言うと、観光開発とか、それから特産品開発、ものづくりの多くが、またそ

ういうことだと思いますが、こういった取り組みについては、施策も比較的多く用

意されていますし、割合イメージしやすいと思います。 

 また、企業誘致ということがございます。企業誘致の場合ですと、誘致した企業

が付加価値を生み出して、この付加価値というのは、会計学でいう付加価値のこと

なんですけども、その付加価値から雇用や納税を通じて、地域内に資金をもたらし

ます。ただ、日野町内、日野町の場合でいいますと、日野町の全ての経済活動から

生まれる付加価値のうちの、６割近くが製造業でありまして、その多くは、もちろ

ん進出工場、誘致工場が貢献しているということになるんですが、この数字レベル

というのは、ひょっとして、経済構造バランスが崩れそうかなとか、今後町として

の経済的自立を損なうんでないかなということを、注意していかなあかんレベルに

あるかと思います。 

 それはともかく、地域経済対策といいますと、割と地域内に資金を呼び込む、資

金流入ということが、皆さん思いつくことではないかなと思いますが、もう１つ、

地域の経済対策には大きな考え方、理念がございまして、それは、地域内に流入し

た資金、呼び込んだ資金を、地域内で循環させるということでございます。経済学

的に言いますと、地域が獲得した資金の乗数効果を高めるということになるんです

が、具体的に言いますと、何らかの取引的資金的なつながりを増やしますと、その

つながりを、１つずつに売り上げが立ちますので、その売り上げの総合計が経済効

果というふうになります。 

 つまり、地域内に資金を呼び込んだ、その直接効果が１やとすると、その金が、

またすぐに地域の外に出て行くと、１は１のままなんですけども、何らかの取引的

なつながりを増やして、その資金の受け渡しがつながっていくと、経済効果が1.3

とか1.5とかいうふうに増えていきます。さらに、この資金循環、つながりという考

え方は、単に数字的な経済効果にとどまらず、地域社会が成り立つ上で、その地域

社会を維持していく上で、大変重要な意味を持っているのかなと思っています。 

 ところが、日本の国の経済対策は、ここ30年以上、いわゆる競争原理の構造改革

路線に、かなり偏った政策を続けてまいりました関係で、例えば日本再興戦略、い

わゆるアベノミクスの成長戦略と言われているものですが、それを見ましても、結
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構、地方経済については書いてはあるんですけれども、ただ、中身的には競争原理

であって、資金循環とかつながりとかいう部分は、余りというか、ほとんど見えま

せん。そして、本丸の、地方創生本部の総合戦略を見ましても、そうした資金循環

とか、それからつながりという視点は、完全に抜け落ちているんじゃないかなとい

うふうに見てとれます。 

 そうした背景、前提を踏まえた上で、３つの質問をさせていただきます。 

 まず１点目ですが、今ほど申し上げている資金循環を担う産業というのは、地域

内の需要に忚える地域需要型産業ということ、例えば、工務店とか商店とかいうも

のがそれにあたるんですが、こうした産業分野、日野町の場合は、個々にはさまざ

まな問題を抱えていらっしゃるとは思うんですが、ほかの市町に比べても、大変頑

張っていらっしゃる、本当に頑張っていらっしゃるというふうに見ています。こう

した循環型産業の地域需要型産業の頑張りというのは、日野町にとって、まちづく

り、地域づくりの貴重な資源ではないのかなというふうに見させていただいており

ます。そういうことを考えますと、国の方では、資金循環、つながりという政策理

念がなくとも、日野町からは、１つは資金流入というのも大事な視点ですから、そ

れを踏まえながら、もう１つは、資金循環という理念、柱をはっきり立てて、その

２本の柱で、地域経済対策を打ち出していくべきではないかなと、日野町から発信

していくべきではないかなというふうに思っていますが、果たして、町当局の持っ

ておられる地域経済対策の政策理念というのは、どのようなものなのか。政策理念

のないところから、施策も制度も生まれてきませんし、第５次総合計画を見まして

も、余りそういった理念というのが見てとれない部分がございますので、何より、

議員として、私も一番最初の質問ですので、これからのことも考えますと、まずは、

一番基本的な部分から確認させていただきたいということで、１点目が、町当局の

持っておられる経済対策の政策理念を、どのようなものかということを伺います。

それが１点目です。 

 ２点目ですが、先ほど来、申し上げています、資金循環を担う地域自由型の産業

というのは、ほとんどが町内の資本でありまして、ほとんど全てが中小企業、そし

て小規模企業ということになります。先ほど、国は構造改革路線にかなり偏ってい

るという話を申し上げましたが、最近、経済産業省でも、その構造改革路線に異を

唱える人たちが、どうもいるようでして、そのおかげもありまして、昨年６月に、

いわゆる小規模企業は地域社会の形成と、それから維持にとって欠かせざる、必要

不可欠であるという考え方から、その小規模企業を守っていこう、忚援していこう

という理念で、小規模企業振興基本法という新しい法律が生まれました。経済産業

省としては、史上２本目の、そして実に51年ぶりの基本法ということだそうですが、

この新法の中には、もちろん成長戦略という考え方も入っているんですが、小さな
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企業にとったら、成長というよりは、商売を続けていく方が、より、たちまち大事

ですので、その２つの考え方を組み合わせて、持続的発展という理念で、その新法

はできています。さらに、その基本法の第７条を見ますと、ちょっと条文長いので

要旨だけ申し上げますが、まず７条１項には、地方公共団体は、小規模企業の振興

に関して施策を策定して実施する責務を有するというふうに書かれています。また、

同条第２項には、地方公共団体は、小規模企業が地域社会の形成に貢献しているこ

とについて、地域住民の理解を深めるように努めなければならないというふうに書

かれています。こうした規定を踏まえて、さらには、先ほど来、申し上げています、

小規模企業の位置づけ、資金循環、つながりの重要性ということを踏まえまして、

果たして、日野町ではそういう理念に基づく条例の制定の考え方がおありか。また、

そういった動きがあるのか。それが２点目の質問でございます。 

 そして、３点目でありますが、先ほど来、経済的なつながりのお話をしています。

つながりといいますと、どうしても精神論、観念論になりがちではあるんですが、

実際には、施策制度として講じておかなければならない場合というのが、数多くあ

ると思います。例えば、経済分野でいいますと、中小企業、小規模企業の共通の課

題は後継者対策でありまして、その後継者対策で、第三者承継を進めようとする場

合には、ふだんからそういうつながりができるような環境づくりのための政策、施

策を講じておく必要がありますし、また、実際、つながりができたときには、それ

を忚援する施策も必要です。したがいまして、先ほど、政策理念のないところに施

策、制度は生まれないという話を申し上げましたが、逆の言い方をしますと、理念

条例だけをつくっていただいても、それにつながる具体的な施策、制度を組み込ん

だ実施計画がなければ、ほとんど意味がないと思っています。そして、また別の要

件なんですが、先ほど来、申し上げているつながりというのは、経済的なつながり

という話を申し上げているんですが、つながりという考え方というのは、経済分野

だけにとどまらず、さまざまなつながり、例えば、人と人のつながり、人とコミュ

ニティーのつながり、コミュニティーとコミュニティーのつながりということにつ

いては、これまであったつながりを守っていく、あるいは時代の変化にあわせて新

たにつながりを見直していく。さらに言うならば、これまでなかった世代間とか地

域間のつながりをつくっていく、そうした取り組みというのは、日野町にとって喫

緊の課題であると思っています。それ以前に、地方創生にとって重要な鍵の１つで

はないかなと私は思っておりますので、折しも、今、地方創生の流れがございます。

今年は地方版総合戦略をつくる年になっておりますので、以上のことを踏まえます

と、経済的に言うつながりということも含めてではありますが、その総合戦略の中

に、つながりという方向性を組み入れていただいて、そうすると、いろいろな予算

措置に展開できる可能性もございますので、その上で、予算措置を伴う実施計画に



2-39 

つなげるべきではないのかなと私は考えておりますが、町当局が取り組まれている

地方版総合計画の方向性というのは、どのようなものなのかということ。地方版総

合戦略につきましては、他の議員からも質問もあろうかと思いますので、とりあえ

ず私の方からは、その方向性の中で、経済分野の資金循環ということを含めた、つ

ながりという方向性が組み入れられる可能性があるのかということを中心に、現在

の進捗状況も含めて伺います。 

 以上、３点の質問であります。 

議長（杉浦和人君） ４番、山田人志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） 山田議員から、経済対策の理念についてなど、ご質問をいただ

いたところでございます。 

 私は、この日野町長に就任させていただいて常々思っておりますことに、役場の

予算は大体80億あるということでございます。できるだけ、この80億のお金が、日

野町内で循環するということが一番大事だということを、常々申し上げてきたとこ

ろでございます。しかしながら、当然、その80億が、全て町内で回るということは

制度的にも無理がございますが、気持ちとしては、80億の予算が日野町内で、優先

的というと語弊がありますが、基本的には循環していくというために運営をしてい

くと。当然、法令も含めて、構成運営の中でしていくということが大事であると、

このように常々考えておるところでございます。 

 そういうことも含めて、総合計画におきましては、地域の経済社会、文化の担い

手として大きな位置を占める中小企業、業者などの地域内での再投資力を高め、元

気な循環型経済の町としていくため、町ぐるみで支援する中小企業等を軸とした産

業振興を推進することとしているところです。総合計画についても、そういうふう

に位置づけておりまして、そうした中で、基本的には、町内業者で行える工事や調

達可能な物品等は、町内業者に発注するように努めており、入札につきましても、

指名競争入札により、地元業者を優先的に選定しているところでございます。 

 おかげさんで、先ほど、構造改革路線の話もありましたけれども、確かに、安か

ろうだけでいいのではないということがございます。一方で、質の確保、そして当

然経済的な競争が全て悪ということではございませんので、地元業者の方による適

正な競争を行っていただきながら、よい仕事をしっかりやっていただくと、これが

原則であるというふうに思っておりまして、日野町内の建設業者さんなどで行える

仕事については、基本的には、地元業者さんに発注をさせていただいているという

ことでございます。 

 このことにつきましては、町内だけでなく、東近江地域の建設工業会の役員の皆

さんなどとも懇談をいたしておりましても、そういう方向で引き続きやってほしい

と。県の事業などは県内一円で入札されているから、例えば、高島の業者がこちら
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に来るだとか、そういうことになっているけれども、やはり地元で水防対策だとか

雪寒対策など頑張っている地元業者をしっかりと見てほしい、こういう声でござい

ますが、日野町としては、そういう立場で対忚をしておるところでございます。も

ちろん、そういう業者さんが尐ない分野については、競争原理を確保するというこ

とから、この地域、さらには、それでも確保できない場合は、県域レベルで確保す

るという形で、指名競争入札を実施しておるところでございます。 

 あわせて、住宅リフォーム制度も、これは平成17年から、当時建築組合などが大

変熱心に取り組みを要請された中で実施をしてまいりましたけれども、引き続き、

十数年途切れることなく実施をいたしておりまして、これにつきましても、商工会、

建築組合などが、自分の制度、自分でつくった制度として、町民の皆さんにＰＲを

されているということは大変大事なことだと、このように思っております。 

 あわせて、商工会と連携を図りながら、商店街振興や商工業振興の実施について、

商工会本体への支援も含めて実施をしているところでございまして、引き続き、地

域内経済の循環を大切にしながら取り組んでまいりたいと、このように考えており

ます。 

 次に、昨年６月に制定されました小規模企業振興基本法の制定を踏まえての条例

制定でございますが、地域経済は、中小企業、事業所によって支えられておりまし

て、法の趣旨等を踏まえながら、元気な循環型経済、産業振興のために、この条例

に対してどのように対忚していくのかということで、現在県下の６町が協同して研

究を進めているところでございます。この点につきましても、やはり６町で研究も

しながら、関係の商工会の皆さんなどのご意見も聞きながら、理念条例でつくった

だけということでは意味がないというご指摘でもございます。その点も含めて研究

もしながら、関係者の皆さんとの意見交換もしてまいりたいと、このように考えて

おります。 

 次に、日野町版総合戦略の方向性と進捗状況についてでございますが、町で策定

する日野町版総合戦略「日野町くらし安心ひと創り総合戦略（仮称）」でございます

が、その柱については、国の総合戦略の柱ともリンクするものと考えておりまして、

その柱の１つに、雇用に関するものとして、「まちのたからで雇用を創る」を柱に据

えたいと考えております。雇用の創出にあたっては、新たな起業によってつくり出

していくだけでなく、地域内での循環型経済をより活性化させ、地元の企業が継続

的に発展していくことでつながっていくものと考えております。そうしたことから、

小規模企業者の事業拡大や継承などの施策についても、柱の目指す方向として盛り

込んでまいりたいと考えております。 

 進捗状況でございますが、この間、第５次日野町総合計画の策定について懇話会

を立ち上げ、21人の委員さんにより、今日まで６回開催をしております。懇話会で
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は、施策の進捗の点検とともに、地方創生に関するご意見もいただいております。

また、役場内では、管理職による総合計画等策定委員会のもとで、若手職員で構成

するプロジェクト委員会によって、人口の現状分析や総合戦略に盛り込むべき施策

について、協議も行っているところでございます。 

 ご指摘のありました、つながりという観点では、ご指摘ありましたように、年代

的なつながり、さらには、それぞれのいろいろな分野でのつながりなども含めて、

できるだけ幅広いご意見を聞かせていただく中で、総合戦略等がまとめていければ

と、このように思っております。 

議長（杉浦和人君） 山田人志君。 

４番（山田人志君） ただいまのご答弁に関連しまして、再質問をさせていただきま

す。 

 １点目のご答弁については、政策理念について、若干各論でお答えいただいたの

で、尐し消化不良のところはございますが、最初の町長のご答弁の中で、ご理解は

いただいたのかなというふうに思わせていただきます。 

 それ以外のところで、２点再質問させていただきますが、１点目は、条例化に関

しまして現在研究中ということだそうでございますが、滋賀県の例でいいますと、

滋賀県は２年前の平成25年４月に、中小企業活性化推進条例というものをつくりま

した。ただ、時期的なタイミングが悪くて、この条例の中には、小規模企業の位置

づけもありませんし、資金循環、つながりということ、そういう理念も入っていま

せん。制定からわずか２年で、どう改正できるか現在研究中というふうには聞いて

はいるんですが、そのかわりというわけではないんでしょうが、今年３月に10カ年

計画の産業振興ビジョンというものを取りまとめました。その中では、１つは、成

長エンジンという理念なんですが、もう１つは、経済循環のきずなという理念を立

てまして、２つの理念で策定されています。日野町の場合は、そういう産業ビジョ

ンとか商工ビジョンというのがつくられたというふうには聞いていませんので、第

５次総合計画を見ることになるんでしょうけども、先ほど尐し触れましたように、

余り理解できない。今ほどの町長の答弁の中にも、地域内の再投資力を高め、元気

な循環型経済の町をつくるということが、総合計画の中に書いていますよというふ

うにご答弁いただきました。この「再投資力」という言い方は、ひょっとして京大

大学院の岡田知宏先生が、そういう話をされていますから、それを参考にされたの

かなというふうには想像するんですが、そうだとすると、これ、まさに基本方針の

１つとして本来掲げるべき話だと思うんですが、実際に書かれているのは、主な事

業の５つか６つか並んでいる、その中の１つとして、本当に枝葉の中の１つとして

書かれているというのが実際です。そうかと思えば、企業誘致というような各論の

１つかなというようなことが、基本方針の真ん中にどんと置いてあったりして、要
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は、政策体系が整理されていないといいますか、そもそもロジックが整理されてい

ないというふうに見させていただいております。町行政として、経済対策として、

これでいいとはとても思えませんので、先ほど、条例化は研究中だということで、

もう尐し時間がかかるのかなというふうに理解しましたが、たちまちは、そうした

町の経済対策のビジョンを示すために、書きぶりとしては、総合計画の内容を踏襲

されてもいいと思うんですが、それを改めて政策体系を整理された上でそのビジョ

ンを示すために、町としての経済対策の基本構想、基本計画というものを立てる必

要が私はあると思っているんですが、当局として、その必要性を感じておられるか

というのが１点目の再質問でございます。 

 そして２点目ですが、地方版総合戦略の中に、ご答弁の中では、特に経済的なつ

ながり、資金循環、経済循環ということも組み込んでいただく可能性があるのかな

というふうに理解させていただきました。 

 その前提で、もう尐し具体的な話になるんですが、総合戦略を立てる場合、創生

本部からは、ＫＰＩ、いわゆる数値目標を立てなさいというふうに言われています。

私の本心でいいますと、ＫＰＩとかＰＤＣＡというのは役所の一種の流行みたいな

もので、あんまりそのことにこだわり過ぎると、せっかくの地方創生が薄っぺらな

ものになりはせんかと心配もあるんですが、決まりですから、ＫＰＩ、立てないけ

ません。ＫＰＩ立てるとなると、経済的なつながり、循環というのは、言い方を変

えれば、町内の産業連関ですので、まずはその現状把握をしなければいけない。町

内の産業連関の現状を、把握しなければならないということになるかと思います。

そういったデータ的な収集をする場合に、これも創生本部の方が、ビッグデータを

基にした地域経済分析システム、通称、リーサスというような言い方をしています

けれども、果たして、リーサスを使って、日野町内の産業連関の現状、実態を把握

できる可能性があるのかどうか。可能性があればいいんですけれども、もしその可

能性がないとするならば、長野県飯田市というところが独自に序数効果理論を忚用

してなんですが、産業連関とそれから経済波及効果というものを調査したという事

例があります。日野町の場合も、そういうふうに独自の調査を、産業連関調査をで

きる可能性があるのかどうか、リーサスが使えない場合ですけども。ということを

あわせて伺うとともに、時間的な余裕というのもあると思いますので、もし上乗せ

交付ということを考えておられるんでしたら、策定期限が10月30日だったと思いま

す。本当に時間的に余裕がないということになると思いますが、そうしたスケジュ

ール感も含めて伺いたいと、それが２点目の再質問になります。 

 以上２点、お願いします。 

議長（杉浦和人君） 町長。 

町長（藤澤直広君） 山田議員から、日野町の経済政策、対策の必要性についてどの
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ように受けとめているのかと、こういうことでございます。 

 なかなか、この職に就かせていただいているわけでありますけれども、いわゆる

役場行政が経済対策という形で、どんだけのことができるかというのは、大変悩ま

しいところでございます。 

 予算的に言いましても、商工関係の予算というのは、そんなに大きいものではご

ざいません。町内の事業所活動の状況を見ておりましても、いわゆる工業団地を中

心に、世界に冠たる大企業と呼ばれるところが、事業所活動をしていただいており

ます。あわせて、日常的な公共事業の発注等をはじめとしてやっていただいている、

さらには、地元出身の事業者として活躍をされていただいている方がおられます。

あわせて、とりわけ、商業部門では、この間、いわゆる大規模量販店の規制が緩和

されたことなどによって、大規模量販店が進出をしてきている。それの状況は、今

現在、このような状況でありますけれども、そうした中で、既存のいわゆる商店街

と呼んできたところの後継者の問題や、事業者転換の問題がどのようにしていくの

かという課題もあるという形で、実際に日野町内に目を向けてみますと、そういう

あらゆるといいますか、大規模事業所、そして中堅的な事業所、そして大きな量販

店、そして小さな小売店、小さな職人さんをはじめとしたいろいろな方がいていた

だいて、この町の生産活動が行われているということでございます。 

 そうしたところに、なかなか役場行政が、直接経済対策という、政策という形で、

国の経産省のような形で何かをやれるのかというと、企業の経済活動になかなか直

接手を下すということは、難しい部分がございます。毎年、企業懇談会ということ

で、各種事業所の皆さんと意見交換などをやっておるわけでございますが、私はい

つもそのとき申し上げているんですけれども、なかなか工業団地の各事業所の皆さ

んに、役場行政が、これをするよというようなことは言えないけれども、例えば、

環境整備だとかインフラ整備だとか、そういうことも含めて、日野町役場としてで

きることは、しっかりやっていきますので、いろいろ意見下さいというような話を

させていただいておりますので、国全体の経済対策というようなところのイメージ

からすると、日野町の経済対策、政策のということについては、なかなかイメージ

することが難しい部分がありますが、せっかく今、地方創生ということで、もう一

度、地域の産業やあり方を見直そうということも、提起されているわけであります

ので、この点については、今申し上げました懇話会等の議論も踏まえて、どういう

ような形ができるのかどうか。また、どのようにお考えなのかどうかということも

議論する中で、考えていかなければならないなと、このように思っております。 

 あわせて、上乗せ交付の話であります。地方創生先行型ということで、日野町に

も国の方から2,900万円の予算が来て、先ほどの繰越予算の中で計上いたしておると

ころでございます。 
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 向こう５年をにらんだ、地方創生の計画を立てようやないかと。その先行、先に

渡すのが2,900万で、計画もしっかり練ろうよということであります。５年の計画を、

しっかり練ろうよということを言いながら、早いことやらんと、上乗せにならない

よということは、ちょっと首をかしげる部分もあるわけでありますけれども、日野

町は、幸い、去年から、いわゆる日野町総合計画の中間年における再チェックの取

り組みをしてまいりましたので、町の計画の基本は総合計画でありますので、その

日野町総合計画の見直しのチェックとあわせて、今回の地方創生の日野町版をつく

っていこうということにいたしておりますので、何とか、早目にエキスだけでも抽

出しながら、上乗せ交付にチャレンジができるように、上乗せ交付のバージョンに

つきましても、ＡパターンとＢパターンがございますので、そこのところについて

は、内部でもう尐し議論をしながら、いずれにしても上乗せ交付については、制度

上、いろいろな思いがありますけれども、チャレンジをしていきたいなと、このよ

うに思っています。 

議長（杉浦和人君） 企画振興課長。 

企画振興課長（安田尚司君） ただいま、地域行政評価指標というＫＰＩのお話をい

ただきました。 

 確かに、ＫＰＩと申しますのは、一面的な部分を捉える部分がございますけども、

今回の大きな目標となっております地域総合戦略におきましては、いわゆる、国が

申しますように、2060年、とりあえず人口がどんどん減っていく中で、何とか１億

を確保したいと、こういう部分が柱にございます。そうするためには、当然、一番

大きい部分は、合計特殊出生率となるわけでございますが、それだけをどうのこう

のという、なるものでございませんので、当然、それぞれに社会的な、いわゆる地

域としての施策をいろいろ打って、それを押し上げながら、みんなが幸せにという

部分で言えば、底上げする。その中で、子どもたちが生まれ、みんなが幸せに育っ

ていくんだと、こういうような考え方に、一忚あるんだというふうに考えています。

そうしたことから、国の方も４点、その辺を絞って、雇用とか、それから出会いと

か、それから出生に関する子育て中心としたもの。それから、先ほどもおっしゃっ

たように、やはり地域のつながりというのがやっぱり大切なので、その辺も含めて

考えていきましょうと、こういうようになっております。 

 私どもの方で、おっしゃるとおり、なかなかＫＰＩ出すのは難しいじゃないかと

いうことでございます。 

 リーサス、先ほど言いましたように、地域経済分析のものでございますが、リー

サスといういろいろな統計的なもの、結果をいろいろグラフにあったりという情報

を、国の方からビッグデータとしていただいておるところでございます。その中に

１つ、人口とか観光関係のものは、公表できるもので公表させていただいておりま
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すんですが、実を言うと、国の方の統計の中で、企業さんの個別の事情にあるもの

については、調査の企業さんと国との契約の中で、公にはちょっとさせてもらえな

いというものが、産業マップという産業系のものがございます。それが、山田議員

のおっしゃるとおり、どこまで役に立つかという部分でございますんですが、若干

だけ役に立つのは、地元企業さんがございまして、それを検索をちょっとさせてい

ただくと、取引先がどこにあるのかという部分が若干出てまいります。そこの部分

で、地元企業さんの名前が出てくると、一忚、それなりにちょっとここと取引をせ

んならんいう話になってまいります。その辺の部分と、それからもう１つ、先ほど

からもおっしゃっています総合計画の方でございますが、確かに、総合計画の中に

は、目標数値とか指標は示しておりません。それは、なぜかと申しますと、政策と

いうのは、いろいろな形で進めていく部分でございますので、断面的、例えば、簡

単に申しますと、人権施策というのがあったとします。それを進めましょうという

ときに、例えば、何人参加、何回開催というのだけを目標にすると分かりやすいん

ですけれども、じゃ、そればっかりを見て、人権施策ができるのかという部分があ

って、そこを評価を、そればっかりを意識することがいかがなものかというところ

で、一定、そのことは各課で目標値は持っておりますが、そこを大っぴらにして、

そればっかり意識をするというのはいかがなものかということで、現在、それをわ

ざわざ出していないのが実情でございます。 

 ただ、それになりにそれぞれの総合計画、進めている中で、それぞれに目標値を

持っておりますので、それを合致するものとしないものがございますので、そこは

今後精査をしながらやっていかんならんと思いますけども、先ほど申されました産

業連関につきましては、非常に実際にしようと思うと膨大な人と時間等がかかりま

すので、全国的には、都道府県レベルではほとんどされていると思いますが、ほと

んど市町村レベルではできていないというふうに思っています。そういうことから

すると、いかに今ある、統計的な部分も含めて分析し、やっていくかというのは、

専門的見地の方も含めてご意見いただきながら、策定をしてまいりたいというふう

に考えています。 

議長（杉浦和人君） 山田人志君。 

４番（山田人志君） 町長からは、なかなか経営の中にまで立ち入れないというお話

をいただきましたが、それが私が最初に申し上げた、経済的な自立というのは、ひ

ょっとして損なっていくんじゃないかということの、まさにその意味であります。

これに対する再々質問はやめますし、また、２点目の産業連関の実態把握につきま

しては、企画振興課長からありましたように、県の方が公表していますので、ひょ

っとしたら、それが忚用できないかということは、ぜひ検討していただきたいなと

いうふうに思っています。私の方からも何かこう意見がありましたら、出させてい
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ただきたいとは思っています。 

 質問としては、これで終えさせていただきますが、今日は最初の質問ということ

もあって、町政、とりわけ地域の経済対策全体を俯瞰した中で、総論ということを

意識して質問させていただきました。今後は、議会の中でも、当局とキャッチボー

ルをしながら、総論から各論へと議論が深度化していけばいいと思っていますし、

その結果として、これまで以上に、議会からの提案、提言というものが増えていけ

ればいいなと思っておりますので、当局におかれても、なお一層、議会からの声に

耳を傾けていただきますようにお願い申し上げまして、私の質問時間を終わります。 

議長（杉浦和人君） 次に、３番、奥平英雄君。 

３番（奥平英雄君） こんにちは。 

 私、今、現役の消防団副団長をさせていただいています。先ほど来から、ポンプ

車両のことでいろいろとご審議いただきまして、本当にありがとうございます。 

 防火水槽についてなんですけれども、１点目なんですけれども、日野小学校プー

ル使用について、現在、日野小学校の給水口がありますけれども、防犯上、殺人と

かいろいろな面で、フェンスをされております。現在、プール周辺には４カ所の鍵

が設けられまして、地元消防団にあっては東側、日野小学校にあっては体育館とプ

ールとの間の教員さんの駐車場だと思います。あそこの鍵を１カ所借りているとい

うことで、給水口の周辺の鍵はあと３カ所あるんですけども、消火におけるときに

問題があることが１点です。 

 ２点目につきましては、日野中学校において、私、５回ほど日野中学校のプール

の周辺を見に行かせていただきまして、給水口がないいうことを確認しました。フ

ェンスで囲われており、ましてそこも草が巻きついております。そのため、防火水

槽の意味もなく、また地元消防団にも、プールの入る鍵も預かっていないというこ

とを聞いております。どのようにして消火活動ができるのか、ここが問題だという

ことがあります。また、中道、松尾地区の防火水槽の設置は、どのように考えてい

るのか。区画整理のときには、そういう話はなかったのか。それが２点目です。 

 ３点目ですけれども、旧の、今、消防署が新しくなりましたけれども、旧の消防

署に防火水槽は考えられていないのか。また、私的には、役場周辺に防火水槽を設

置してもらえないかなということが、私の思いでございます。 

 その３点、よろしくお願いします。 

議長（杉浦和人君） ３番、奥平英雄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） 奥平議員から、防火水槽についてご質問をいただきました。 

 実際、現場で奮闘いただいておりますことから、つぶさに事情を知っていただい

ているということで、大変、ある意味では心強い、ありがたいという思いで聞かせ

ていただきました。 
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 学校の施設の管理等にかかわる問題につきましては、後ほど教育長からお答えを

させていただきたいと思います。 

 私の方からは、まず、中道および松尾地区区画整理区域内の防火水槽の設置につ

いて、答弁させていただきます。 

 この区画整理につきましては、当時、区画内の防火施設につきまして、消防法に

基づき、設置基準により、消火栓の整備をしているところでございます。旧消防署

跡地や役場駐車場付近についても、区画整理区域内でありまして、同様に消火栓に

より基準が適用しているところでございます。現在のところ、直ちに防火水槽の設

置という予定はないというところでございます。 

 また、各自治会で防火水槽を設置いただくということにつきましては、地元に負

担もお願いしておる関係から、周辺の自治会等との相談の上、対忚してまいりたい

と考えております。 

議長（杉浦和人君） 教育長。 

教育長（今宿綾子君） 学校関係の防火水槽につきましてですけれども、日野小学校

の消防水利用の採水口につきましては、プールの西側に設置されております。現在

は消防団様の方に、プールの東側の入り口のフェンスの合い鍵をお渡しているんで

すけれども、消防活動がよりスムーズに行えますように、採水口に近い、プールと

幼稚園の間の西側フェンスの扉２カ所の合い鍵を、お渡ししようというふうに思っ

ております。 

 それから、中学校のプールにつきましてですけれども、消防水利用の採水口は設

置されておりません。プールサイドの周囲ですけれども、地上から３メートル程度

の高さでございまして、フェンスで囲まれているという状況でございまして、この

ことから、非常時に消防活動をスムーズに行っていただくというのは、非常に難し

いかなというふうに思われますので、プールサイドの周囲に設置されておりますフ

ェンスの合い鍵を、消防団にお渡ししようというふうに考えているところでござい

ます。 

議長（杉浦和人君） 奥平英雄君。 

３番（奥平英雄君） 町長の方からのあれなんですけども、今、消火栓と言われまし

たけれども、基本的に、火災があると、道筋筋に、皆さん、知っておられると思う

んですけれども、消火栓あります。そこに、先ほどから言われている消防ポンプ車

両を持って行って、水を給水します。すると、ほかのレーンは水が使えないんです。

ということは、消火栓だけで消せということです。 

 そこで私が言っているのは、防火水槽を設けてもらえないかということを、町に

言いたいところでございます。 

 教育長さんからの話にありましては、今の、日野小学校についてはよく分かりま
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した。 

 ほかにですけれども、日野町の消防団185人います。今言ったのは、第１分団、一、

二班のところです。それにつきまして、まだ２分団、３分団おります。北必佐、南

比都佐、東桜、西大路小学校、まだあります。ちょっと尋ねてみたんですけれども、

北必佐、南比都佐については、消防車両が横づけできるということで大丈夫でした。

しかしながら、第２分団の東桜、ここも鍵が預かっていないということで、車も横

づけできません。それと、第１分団の西大路地区、そこがちょっと問題点で、給水

口があるにもかかわらず、幼稚園がありまして、そこに遊具があるということで、

小型ポンプでも、どうぞこうぞしか入れない状態です。有事の際には、多分、かな

り皆さん、頑張ってポンプを上げると思うんですけれども、今のところ、知ってお

られると思うんですけれども、西大路小学校正門の左に、自然水利があります。そ

こをよく使われています、今は。ところが、その水もふだんからは当てになりませ

ん。ましてや、今の、こんなことあったらだめなんですけれども、この役場が火事

というときには、出雲川か、今の小学校プール等で水を足さなあきません。その際

に、消防団の人間は、最初に消防署も来ると思うんですけれども、出雲川から水を

引くということは、477を渡らなあかんいうことです。そのときは危険にさらされま

す。まして、夜の火災の場合は、本当に何も見えません。皆さんも、総務課の方は

知っておられると思うんですけれど、私、ただ24年させていただいていますけれど

も、かなり危険にさらされます。そういうことを言った中での、防火水槽を私は提

案したいと思うので、その辺、またよろしくお願いしたいと思います。 

議長（杉浦和人君） 総務課長。 

総務課長（池内俊宏君） 奥平議員から、再質問を頂戴いたしました。 

 まず、奥平議員におかれましては、ふだんから消防団員副団長といたしまして、

いろいろお世話になっていまして、まことにありがとうございます。 

 そうした中、消防団としての思い、あるいは各団員さんの思いをお聞かせいただ

いたところでございます。 

 まず、役場の周辺につきましての防火水槽の必要性等も、ご意見を頂戴したとこ

ろでございます。現在、町の方では、消火栓につきましては、地元の方で、町の補

助金をご活用いただきながら、それぞれの自治会で設置を、必要なところはしてお

るんですけれども、場所によりましては、そのように地元でお願いをしておるとい

うようなところがございます。 

 また、防火水槽につきましても、それぞれの地域におきまして、消防水利の観点

から必要やというようなことで、各自治会の方で、消防防火水槽の設置につきまし

ては、町の方に地元負担が30パーセント、現在頂戴をしておりますので、そういっ

たことも含めて、またその防火水槽設置をする場所の提供も含めて議論をいただく



2-49 

中で、相談をいただく中で、防火水槽設置をしておるというような状態でございま

す。そういった状況もございますので、今回ご提案いただいたものにつきましては、

そういったことも含めて、また考えていかなければならないなというふうに思って

ございますが、地域とのお話も出てくるのかなというふうに思ってございますので、

よろしくお願いを申し上げたいと思います。 

 また、学校関係の、いわゆるプール等の鍵の件等につきましても、総務課の方で

またおっしゃっていただきましたら、教育委員会の方とは調整をさせていただいた

り、ほかの施設もございますでしょうし、また、ご相談をいただければ、総務課で

も対忚させていただきたいなと、このように思ってございますので、どうぞよろし

くお願いいたします。 

議長（杉浦和人君） 学校教育課長。 

学校教育課長（髙橋正一君） 奥平議員から再質問をいただきました。 

 １点目は、西大路小学校の消防水利に指定されているプールの採水口のところに、

障害物があるのでということでございます。これにつきましては、採水口があると

いうことで、私どもの方は、消防水利として使用していただけるということを前提

に管理をしているわけでございますが、そこ、小さい物しか入れないということで

ございますので、そこは現場でもう一度検討させてもらいたいと思いますし、消防

団の皆さんにも、ご意見を伺いたいなというふうに思っております。 

 それからもう１点の、桜谷小学校でございますが、これはおっしゃるように、日

野中学校と同じような状況ということでございますので、先ほどの日野中学校と同

じような方向で対処をできるように検討してまいりたいと思います。 

議長（杉浦和人君） 奥平英雄君。 

３番（奥平英雄君） それでは、２点目なんですけれども、防災無線についてなんで

すけれども、近年、各地の防災無線も、アナログからデジタル化に変わってきまし

た。日野消防署にあっても、この10月からデジタルに変わるということを聞いてお

ります。日野町の防災無線にあってもデジタルに変わるのか、またいつからぐらい

から変えてもらえるのか、お聞きしたいです。 

議長（杉浦和人君） 町長。 

町長（藤澤直広君） 防災無線のデジタル化についてでございますが、今、ご指摘あ

りましたように、国では、消防本部が使用している消防救急無線や、自治体が使用

しております防災行政無線は、周波数の有効利用の観点から、デジタル化への移行

を推進することになっております。 

 消防救急無線につきましては、電波法の改正により、アナログ方式による使用期

限が平成28年５月31日となったことから、東近江行政組合消防本部においても、消

防救急無線のデジタル化への移行が行われたところでございます。 
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 一方、市町村の防災行政無線につきましては、各自治体の設備の耐用年数の問題

や財政事情などとの関係もありまして、デジタル化の目標期限というのは明確に定

められておりません。 

 日野町におきましては、移動系および同報系の防災行政無線がありますが、移動

系は現在のところ特段の支障もないことから、当分の間、このまま使用していきた

いと考えております。また、同報系につきましては、現在屋外拡声器を町内９カ所

に設置しておりますが、デジタル化に向けては、個別受信機も含めて、いろいろと

研究をしているところでございますが、機能面や経費面において課題もありますこ

とから、引き続き研究をしてまいりたいと考えているところでございます。 

議長（杉浦和人君） 奥平英雄君。 

３番（奥平英雄君） 再質問なんですけれども、現在、10月以降のことを私、考えて

いるんですけれども、例えば、火事があった、今現在携帯電話で火災出動の連絡が

あります。幹部、班長にあっては、役場からの電話ももらっています。ほんで、役

場からの連絡の前の、役場への連絡は、今はどうされて、火事の連絡を受けている

のか。また、デジタルになると火事の状況が分かりません。ぶっちゃけ、火事現場

に行くまでには、私ども消防団につきましては、お互い、電話また無線等でやりく

りして、火事の、火災の状況を把握しもって、車の水利部署等を探して、日野消防

署と連携で火を消すんですけれども、その連絡が10月以降はちょっと不安かなと、

私、個人的に思っております。 

 その10月以降の役場へ連絡して、どういう状況かというのが分かるのか分からな

いのか、その点、ちょっと聞きたいと思います。 

議長（杉浦和人君） 総務課長。 

総務課長（池内俊宏君） 防災無線につきまして、再質問を頂戴いたしました。 

 まず、火災の際でございますけれども、現在は、東近江行政組合の消防本部の方

から、町に火災等の通報がございます。通報がございましたら、各消防団員さんに

ご連絡をさせていただいて、出動をお願いしておるというふうな状況でございます。 

 そうした中で、各消防団の車両に、移動系の無線機を搭載させていただいており

ますので、町の防災行政無線を通じて、町とのやりとりをさせていただいておると

いうような状況でございます。 

 現在、東近江行政組合ではデジタル化の整備をされましたけれども、山手ですと

か細かいところまで電波が十分にとれるというようなことでの、車両も購入をされ

まして、中継局みたいな形で、デジタル無線の利用を現在されております。現在は、

アナログとの併用というふうに伺っておりますが、10月からはアナログとの併用を

やめて、本格的にデジタル無線のみになるということでございます。現在デジタル

無線についても、使用をされておるというような状況でございます。 
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 そうした中、10月以降でございますけれども、従前どおり、町の方に火事の通報

がございますので、消防団員の幹部の方に、町の方から携帯電話で出動のお願いを

させていただくことが１点と、もう１点は、町の方に２台、そして各消防団の車両

５台の計７台を、東近江行政組合のデジタル無線の受令機をお渡しさせていただい

ておりますので、その受令機で把握をいただく中で、町の防災行政無線もご活用い

ただきながら、火事現場でご厄介になるというようなことになろうかというふうに

思います。 

議長（杉浦和人君） 奥平英雄君。 

３番（奥平英雄君） よく分かりました。また10月以降、いろいろな面でまたこうい

うように申し上げると思いますけれども、よろしくお願いしたいと思います。 

 私の一般質問、終わらせていただきます。 

議長（杉浦和人君） 会議続行にご協力ありがとうございました。 

 ここで、昼食のため暫時休憩いたします。再開は１時45分ごろをめどにいたした

いと思います。写真撮影がありますので、１時30分には玄関の方にお集まりいただ

きますよう、よろしくお願いいたします。 

－休憩 １２時０８分－ 

－再開 １３時４０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。 

 ７番、齋藤光弘君。 

７番（齋藤光弘君） ３番、齋藤でございます。それでは、通告書に基づきまして、

２つの項目について分割で質問させていただきます。よろしくお願いいたします。 

 はじめに、太陽光発電設備設置における対忚について、質問いたします。 

 再生可能エネルギー買い取り制度などの普及促進政策により、飛躍的に事業用太

陽光発電施設や住宅用太陽光発電システムの設置件数が伸びています。太陽光発電

は、原子力発電にかわる有効な再生エネルギーとなるものと、事業促進されていま

すが、設置に伴い、さまざまな問題や課題が発生しています。特に、野立ての太陽

光発電施設の建設には、法改正等により１万平米以下は開発許可が不要とされ、住

宅地に設置されたり、山林や雑種地を切り開き、設置されたり、チェックや監視の

目が届かなく、地域住民不在の状態で進んでいる現状であります。既に一部の自治

体では、地元協議を義務づける規制や、住民に与える影響と景観等に関する規制も

始まっています。早急に、町が協力して状況調査を行い、無秩序な開発のないよう

に、また周辺住民とのトラブルがないように、法や条例等を整備し、適切な指導を

する対忚が必要と考えます。早急に改正の検討をしていただきますよう、要望いた

します。 
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 そこでお伺いします。 

 １つ目に、町内の太陽光発電設置状況を把握されているのか。 

 ２つ目に、現在の太陽光発電施設整備状況を、どう認識されているのか。 

 ３つ目に、野立ての設置は、面積にかかわらず、土地の形態の変更を伴わなくて

も申請許可を必要とし、適切な指導をする対忚が必要と考えますが、どうですか。 

 以上、３点についてお伺いをいたします。 

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

町長（藤澤直広君） 太陽光発電設備の設置における対忚について、ご質問をいただ

きました。 

 町内で設置をされております太陽光発電のうち、事業用として設置している太陽

光発電につきましては、固定資産税における償却資産に係る課税の対象となります

ことから、設置の状況については一定把握をいたしております。 

 次に、太陽光発電設備設置に対しての認識でございますが、地域住民の皆さんの

理解のもと、遊休地などの利活用につながるものは、持続可能な低炭素社会の構築

に向けた取り組みとして必要と考えますが、しかし、住民の安全・安心が最優先で

あると考えております。雤水や土砂の流出などにより、周辺の地域住民に不安を与

えたり、景観や自然環境に影響を与える太陽光発電設備の設置については、事業者

等に対して適切な指導等を行う必要があると考えております。 

 太陽光発電設備を、山林や丘陵地等に野立てで設置される場合の問題につきまし

ては、日野町だけでなく、全国的な問題となっているところでございます。しかし、

既存の法令等による規制では、一定の面積以下は法的根拠に基づく指導が困難な状

況でございます。このため、近隣市町の対忚等を参考にしながら、今後は、町村会

を通じて、滋賀県および国に対して、一定の面積以下であっても法的根拠により指

導ができるよう、要望をしてまいりたいと考えております。 

議長（杉浦和人君） 齋藤光弘君。 

７番（齋藤光弘君） 何点か再質問させていただきます。 

 町内の太陽光発電の設置状況について、お聞きしましたところ、設置状況につい

ては一定把握されているということであります。 

 ところが、これは設置後の固定資産税における償却資産等の申告ということでの、

実施されるということで、太陽光が設置された後の状況で把握されているというこ

とかなというふうに思います。本当は、設置までに把握されて、それに対忚できれ

ばというふうに思うわけでございますが、把握されているというところで、現在の

状況を報告していただける範囲で、ちょっとお聞かせ願いたいと思うんですけど、

現在のところ、日野町で遊休地などで自立して設置されている太陽光発電の設置箇

所は、何カ所あるかということ。そしてそのうちに、１万平米以上の設置されてい
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る場所は、日野町にはどれだけあるのかというところ、その辺をお聞かせ願いたい

と思います。面積的にも、どのぐらいあるのかというところが分かれば、お聞かせ

願いたいと思います。 

 そして、この太陽光発電設置の問題につきましては、以前から何度か一般質問さ

れてきておりますし、問題にもなってきております。私も、これまで何度か企画振

興課、担当のところの建設計画課、そして住民課にも問い合わせを行っております。

いずれも、現在の法のもとでは、町としてはどうしようもないなという回答をいた

だいているわけです。そもそも、何が問題で、何が悪いのかということを考えてみ

ますと、平成23年10月１日からの建築基準法の法改正がされて、施行もされており

ます。そのことから、太陽光発電の設備等に係る建築基準法の適用がされる工作物

から除外するという改正が、されているわけでございます。また、土地に自立して

設置する太陽光発電施設については、建築物に該当しないものとすると定められて、

基本的に開発許可や建築確認は行わなくてよいということになっております。太陽

光発電を普及促進するということで、規制緩和をしたということで、市町の監視、

指導のできない状況のもとで、無法に無秩序に設置されているというところが、そ

もそもさまざまな課題、問題が発生してきているのではないかというふうに思いま

す。再生エネルギーのための太陽光発電が、事業者の営利目的の手段として使われ

ている。また、そのしわ寄せが、電気の消費者である住民の電気代に、賦課金とし

て上乗せされて、電気代が値上がりしているという、こうした買い取り制度につい

ても、問題があるのではないかというふうに思います。 

 住民、住宅困窮者でないと建てられないという、団地内とか宅地に、住民への事

前の工事説明がなくて、誰が設置されているのか分からないという状態で、また近

隣の住民がパネルの反射、そしてパワコンというのが設置されているんですけど、

それの換気の騒音、そして電磁波の発生ということで、住環境の影響を受け、住民

生活に不安を与えているという状況もあります。また、山林や丘陵地の遊休地に設

置されたものにつきましては、景観や自然環境、雤水の土砂災害の影響はないかと

いう心配もされております。また、3,000平米ほどの開発をして、次から次へと雑木

林の伐採、そして開拓、造成がされているという状況もあります。１万平米未満で

あれば申請もなく設置できるということは、おかしいのではないかというふうに思

います。宅地造成地の設置造成は、土地の区画形質の変更に該当するため、開発許

可申請を行う必要があるかと思いますが、要らないのかというところもお聞かせ願

いたいと思いますし、最初は3,000平米で始めて、徐々に増やしていくということで、

総面積で１万平米以上であれば、開発許可は要るのではないかというふうに思うん

ですけど、その辺はどうなっているかというところもお聞かせ願いたいと思います。 

 そして、今後は、回答の中で、滋賀県町村会を通じて、滋賀県や国に対して、一
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定の面積以上の、以下であっても、法的根拠により指導できるように要望していた

だくということも大事でありますが、町独自の規制をする条例制定を行い、行政指

導が行き届く、監視の目が行き届くような制度設置をお願いしたいと思います。 

 そこで、野立ての設置は、面積にかかわらず、土地の形態の変化を伴わなくても

申請許可を必要とし、防災安全対策等の事前協議を行った上で、近隣住民に対して

説明を行うように、適切な指導をする町独自の太陽光発電施設設置の要綱の制定を

検討していただけるのかどうかのところを、お伺いいたします。 

議長（杉浦和人君） 企画振興課長。 

企画振興課長（安田尚司君） ただいまご質問いただきました、太陽光発電設備の設

置についてでございます。 

 議員もおっしゃっておりましたとおり、一定の基準がございまして、その基準以

下につきましては、今現在のところ、規制というか、そういう指導が、法的にはさ

せてもらえないという状況になっております。 

 ただ、私どもの方としましても、一定、法的な根拠なしでもご指導の方はさせて

もらうように、行かせてもらったり、特に排水関係とか土砂崩れのおそれがあると

いう分については、ご指導の方というか、どちらかというとご指導というのがなか

なかないので、お話をさせていただいているという状況でございます。 

 ただ、規制的な部分につきましては、やはり今の県の決まりは１万平米というふ

うにございますし、法的には、条例的なものというもの、もしくはもう尐し緩やか

な要綱というものもございますので、その辺については、一定、検討を当然してい

かんならんというように考えております。 

 その辺につきましては、関係課の専門のところもございますので、そちらと連携

して、先例のところもございますし、そこを参考に、一定の設置の部分については、

規制ができるような形にできたらというふうに考えております。 

議長（杉浦和人君） 建設計画課長。 

建設計画課長（望主昭久君） 今も企画振興課長の方が申しましたとおり、町独自の

そのような方法、齋藤議員さんにつきましては、太陽光発電に限定したような、そ

のようなご質問もあったのですが、景観も含めた中で、近隣市町をはじめその他の

地域のことも参考にしながら、研究をさせていただきたいと思っています。 

議長（杉浦和人君） 税務課長。 

税務課長（増田昌一郎君） 齋藤議員の方からの、数量についてのご質問がありまし

たので、税務課の方で把握している範囲でお答えをしたいと思います。 

 齋藤議員のご質問にもありましたとおり、事業用の資産ということで、納税者か

らの申告に基づいている仕組みでございます。ただ、申告ですので、申告がない場

合も出てくる可能性がございますので、その点につきましては、こちらの方で町内
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各所、見回り等しまして申告指導もしておりますので、その結果、今年度におきま

しては、36事業者の方から申告をいただいております。 

 当然、事業者ですので、法人もありますし個人もございます。それと事業者です

ので、同じ方が複数の箇所で設置をしている場合もありますので、箇所数になりま

すと、もう尐し増えるというふうに思っていただければと思います。 

 ただ、税務課の方では、面積等につきましては、ちょっと把握がしかねている部

分もございますので、一番町内で大きいものは、法人さんが持っておられる工場敷

地内にあるものは、確実に１万平米は超えているかなというふうに思いますけれど

も、その他につきましては、齋藤議員おっしゃいましたように、住宅の区画に設置

されているものから、もう尐し工場の遊休地を利用しているものもございますので、

36事業者の内訳については、さまざまかなというふうに理解をしております。 

 ただ、今年度の状況を見ていますと、現在、町内各所でまだ設置工事が進んでい

る部分もございますので、次年度以降もう尐し増えるのは、確実な情勢というふう

に理解をしておりますので、よろしくお願いをいたします。 

議長（杉浦和人君） 齋藤光弘君。 

７番（齋藤光弘君） 再々質問させていただきますけど、今もご回答いただきました

ように、１万平米を超えるというところは、ほとんど尐ないかなと、今の工場、大

きいところだけかなというふうに思います。ほとんどのところが、１万平米未満で

されているというところかなと思います。最近でも、今、開発されている途中のと

ころも聞いていますので、増えてくるということも思っております。 

 そういうことで、要するに、町への申請、申告ということが、許可申請がないま

まで通ってきているというのが、現状かなというふうに思います。 

 それで私は、今後とも、まだまだこのような状況が続くのではないかということ

を心配もするわけですけど、そうして、パネルの耐用年数にもあって、その耐用年

数が来て、何も対忚せずそのまま放置されるということも、あるのではないかと。

また、そういうことで新しい問題も生じてくるのではないかなということも考えま

す。 

 このようなことから、再度、お聞きさせていただきますけど、町としての規制措

置ということで、早急に取り組んでいただけるのかどうかということを、再確認と

いうことで、回答お願いいたします。 

議長（杉浦和人君） 建設計画課長。 

建設計画課長（望主昭久君） 再度、再々質問をいただきました。 

 町の申請がないという状況でございますが、一定、景観であったりそのような条

例を町がつくりますと、そこには指導をするために申請をしてもらうということが

ありますので、そこで、一定、町の方も把握できるというふうになっていますので、
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そこでまた指導の方をしたいと思っていますし、また、近隣がどのような条例にな

っているか、その辺のことを詳しくまだ研究も、十分できていないところでござい

ますので、そこら辺について十分させていただいて、前向きに検討させていただき

たいと思っています。 

議長（杉浦和人君） 齋藤光弘君。 

７番（齋藤光弘君） 今のちょっと回答、よく分からないんですけど、とにかく、こ

ういう住民の生活に影響も出てくるようなことですので、そこの部分についての取

り組みをお願いしたいというふうに思います。 

 また、滋賀県の町村会の方にも、滋賀県や国に対して法例等の規制を要望してい

ただくことを、お願いをしておきます。 

 そして、町の認識におきましては、住民の安全・安心が優先であるということで

考えているということで回答もいただいていますし、利用者に対しての適切な指導

等を行い中であるということも考えるということで、認識をしていただいておりま

すので、先ほども回答で、指導もしていくということでありますが、その辺、１万

平米であるので申請は要りませんという、それだけの回答でなしに、きちっとした

住環境の整備、そして住民、また近隣住民、自治会への説明も事前にしていただく

ということも含めて、ご指導していただくようにお願いをしておきます。 

 それでは次に、２つ目の、観光振興に対する質問をいたします。 

 旧山中正吉邸が、４月から「近江日野ふるさと館」としてオープンをいたしまし

た。観光の拠点とするよう大改修され、厨房設備も新しくなりました。伝統料理を

お客さんに提供されるように聞いております。また、旧正野薬店「まちかど感忚館」

の裏庭に包装場が再建され、４月から開設をされております。昭和の建築物を懐か

しく思い出すたたずまいになっております。昭和56年に、旧山中兵右衛門邸があっ

た家屋敷を町に寄付されたことを契機に、近江日野商人館として開館をされていま

す。この３カ所を、日野町の観光の拠点として集客していく計画がされています。

日野町の観光名所や日野のたからを、国内外にどういう戦略で発信し宣伝するかが

重要であります。今や、田舎の伝統、文化、自然、家並みを、まとめて観光する観

光客が多くなっています。円安の影響もあって、海外からの観光客も多いと言われ

ています。 

 そこでお伺いします。 

 １つ目に、観光拠点を、今後どのように活用し、情報発信し、宣伝していくのか。 

 ２つ目に、地域おこし協力隊とはどうかかわっていくのか。 

 ３つ目に、旧山中邸には広い駐車場はあるが、旧正野薬店には大きい駐車場がな

いので、駐車場隣接の「障害児童クラブともだち」の場所を解体して、バスをとめ

られる駐車場にしてはどうか。 
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 ４つ目に、日野祭の曳山を展示する曳山会館を建設し、曳山の修理と維持管理に

活用するとともに、観光の目玉にしてはどうか。地方創生事業の総合戦略策定の一

環として活用はできないのかということで、以上の４点についてお伺いをいたしま

す。 

議長（杉浦和人君） 町長。 

町長（藤澤直広君） 観光振興の対策についてご質問をいただきました。 

 まず最初に、近江日野商人館、日野まちかど感忚館、近江日野商人ふるさと館の

３館の、観光拠点の活用と発信宣伝についてでございます。 

 ３館には、それぞれ設置目的がございます。 

 まず、近江日野商人館は、日野町の歴史と、近江日野商人に関する貴重な資料な

どを展示、公開する、日野町の歴史民俗資料館としてございます。日野まちかど感

忚館は、日野町の中心市街地からの情報発信の観光拠点としての活用と、日野の薬

業の歴史に触れられる学習の場としての位置づけがございます。近江日野商人ふる

さと館は、日野町の町史編纂の過程で収集した貴重な資料の展示や、町史で有形文

化財として、建物そのものの公開、近江日野商人の歴史や、商業道徳を伝え学ぶ研

修の場として、さらには、日野の伝統料理、伝承料理、田舎料理など、和食を次の

時代に引き継いでいくための食体験の場として、それぞれが連携しながら活用して

いきたいと考えています。 

 情報発信につきましては、日野観光協会や東近江観光振興協議会などが主体とな

って取り組んでいる観光キャンペーンや、町が関係する機関への情報発信など、さ

まざまな機会を通して情報発信を行い、町なかへの観光誘客に取り組んでいきたい

と考えております。 

 次に、地域おこし協力隊のかかわりについてでございますが、外からの視点で、

私たちが気づかない町の豊かさやたからを発見いただき、そのたからをさまざまな

発想や手段により活用し、情報発信をいただきたいと考えております。 

 具体的には、近江日野商人ふるさと館で、伝統料理、田舎料理を提供していくた

めに、住民や関係機関と連携しながら企画や運営の支援、情報発信などの活用を想

定しております。また、自然や歴史、文化などの地域資源の掘り起こしや、それら

を活用した着地型観光の開拓など、新しい価値観を生み出していただきたいと考え

ております。行政や地域住民、関係者と一緒に、日野のよさを生かしたいという思

いと行動力を持った方が地域に居住し、地域を元気にしていく原動力になっていた

だければと考えているところでございます。 

 次に、日野まちかど感忚館に隣接する「障害児童クラブともだち」の跡地を駐車

場にしてはどうかとのご提案でございますが、ふるさと館、商人館にはそれぞれバ

スを駐車できるスペースがありますが、感忚館前の駐車場には、バスの駐車スペー
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スは１台分のみとなっております。隣接する「障害児童クラブともだち」跡を活用

して、日野ひなまつり紀行などのイベントや、まちかど感忚館での土産物販売の向

上につなげられればと考えております。 

 次に、曳山についてでございますが、建立から200年経過する古いものもございま

す。こうした曳山の維持管理が、所有する町内の懸案事項であり、町では、曳山本

体だけでなく、山倉も含めた曳山等管理修理事業による補助をいたしております。

日野曳山祭は県指定無形民俗文化財でもあり、観光の目玉でもございます。曳山会

館の提案をいただきましたが、日野の曳山をどのようにして保存活用にするのか、

研究することが大切だと考えております。 

議長（杉浦和人君） 齋藤光弘君。 

７番（齋藤光弘君） 何点か再質問させていただきます。 

 情報発信ということで、多くの人々に知らせることは大変難しいというふうに思

いますが、観光会社への触れ込みやパンフレット、またポスターの利用方法など、

具体的な対忚策をお伺いをいたします。 

 また、日野町史のダイジェスト版と日野町の観光等特産品を中心に、日野町のよ

さを発信する冊子のビジュアル版を作成されるということで、お聞きしています。

作成にあたって、計画活用方法は、どうなっているのか、その辺のところもお聞か

せ願いたいと思います。 

 それと、地方創生先行型の中で、近江日野ふるさとのたから、伝承案内人育成事

業として、地域おこし協力隊を活用して、日野のよさを情報発信するということか

なというふうに思います。ちょうど、今日の６月15日までが、日野町の地域おこし

協力隊の募集の期間、今日までということでありますが、現在でこの募集は、どの

くらいあるのか、分かれば教えていただきたいと思います。 

 また、旧正野薬店のまちかど感忚舘の駐車場の拡張についてでありますが、考え

ていただいているということでありますが、商工観光課長の駐車場に対する考えや

思い、意気込みをお伺いいたします。 

 そして、６月９日の京都新聞に、長浜曳山まつりがユネスコ無形文化遺産の登録

候補になっていると。順調に推移すれば、2016年秋には正式に登録される見込みだ

という記事が掲載されていました。日野祭も、長浜曳山まつりに劣らない800年以上

の歴史を持つすばらしい祭りであります。今、回答をいただきましたように、日野

町の曳山は200年を経過する絢爛豪華なものであります。その曳山を生かすには、曳

山会館を活用して観光の目玉にできないかと考え、提案をしています。曳山の維持

管理のためが、曳山管理の維持管理に経費がかかり、お荷物になってはという思い

もありますが、研究して検討していただきたいというふうに思います。 

 そして、地方創生事業の一環として、その辺、活用できないかということでも質
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問したんですけど、その辺についても回答できればお願いしたいと思います。 

 それから、曳山祭囃子の、そして曳山に熱心に取り組んでいただいて、ご活躍も

いただいています商工観光課の外池課長にお伺いいたしますが、会館を新しく建て

るということでなく、ほかの方法として、今ある山倉などを利用しながら、何か良

い方法はないのかと、曳山会館に対する思い、そしてまた意気込みはどう考えてお

られるのかというところでも、お伺いをいたします。 

議長（杉浦和人君） 商工観光課長。 

商工観光課長（外池多津彦君） ただいま、齋藤議員の方から、まず最初に、観光の

情報発信についての具体的な対忚ということで、ご質問をいただきました。 

 具体的には、観光協会が中心となりまして、今までからパンフレットの作成とか、

各キャンペーンでのいろいろなグッズの販売とか、そういうことに対して動かさせ

ていただいておるんですけれども、さらに、最近始めておりますのが、例えば、日

野ひなまつり紀行とかで、そこへ着地型の観光客を呼んでこようというような事業

についても、取り組んでいくというようなことも進めていきたいなと思ってますし、

最近、土日を中心に日野町の町なかへの観光客は、結構たくさん来ていただいてお

ると思いますので、この方たちにも、どのような周遊の方法があるとか、そういう

ようなことをまた周知していきたいなというふうに思っています。 

 また、観光のビジュアル版ということなんですけれども、現在、地方創生の一環

としまして、ＤＶＤの製作を進めております。こちらの方は、町の観光のいろいろ

な資源を、観光客の皆さんほか、たくさんの方に、これを見れば日野町の見どころ

が分かるというような、そういうＤＶＤをつくっていきたいなということで、現在、

びわ湖放送の方に委託をさせていただいて、作成をしているところでございます。 

 正野薬店前、感忚館前の駐車場につきましては、以前からここを利用していただ

いている方からも、また地元の方からも、このままではちょっと小さいんではない

かということがございましたので、隣の、現在、旧の水源地、ともだちの跡を解体

しまして、そちらの方へ拡幅をしていきたいなというふうに思っておりますし、で

きればそういうところで、またイベントとかの会場にも使えたらなというふうに思

っております。 

 地方創生に係る曳山会館の活用ということなんですけども、創生のメニューの方

が、どうもソフトとかそういう方で、基本的に余りハードの方の整備とかは対象に

はならないというふうに聞いておりますので、こちらの方では、ちょっと対忚して

いけないのかなというふうに思っています。 

 それから曳山会館に対する私の思いということですが、従来から、曳山会館は必

要だなとは思っております。ただ、場所の問題であるとか、地元の皆さんのご理解

とか、そういうようなこともありますし、他の方法としましては、例えば大きな建
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物が、もう使わなくなった建物とかあれば、そこを改造して使っていくとかいうよ

うなことも可能かなと思っていますが、今現在のところでは、調査研究を進めてい

きたいなというふうに思っています。 

議長（杉浦和人君） 企画振興課長。 

企画振興課長（安田尚司君） ただいま、齋藤議員の方からも質問ございました、地

域おこし協力隊について説明をさせていただきます。 

 地域おこし協力隊につきましては、何人かというご質問だけだったんですけども、

地域おこし協力隊自身は、３都市圏からの方が、こういう、そこからと別のところ

に忚援に来ていただくと。一忚３年という期限がございまして、３年間活動いただ

いて、それ以降、できるだけ定住いただくような施策を、もしくは本人が努力する。

含めてしていただくというようなことでございまして、全国では、26年度末で1,629

人が活動されておりまして、440自治体の方に行っておられます。県内でも21名とい

うことで、９自治体の方に９市町に来られています。 

 活動としましては、集落の中に入ってやられる場合と、それから町全体の、先ほ

ど私の町の方でも募集しております、町自身の地域振興に係る部分という２つのパ

ターンがございます。 

 現在15日までの募集でございますが、３名の忚募がございました。町の方では２

名の募集をしております。先ほどもご説明をさせていただきました、地域おこし協

力隊の中で、１つは、今のふるさと館の方の伝統料理がございます。そうしたもの

と観光と誘客を含めた、いろいろなコーディネートができるような形ということで

お願いをしているところと、もう一つは、着地型の観光をメーンに、いわゆる外か

らの目で、日野町のたからをどんなものがあるのかというのを、もう一度見ていた

だく中で、それを磨く方法含めて、町と一緒にやっていこうというようなことでご

ざいます。 

 ３名のうち、ほとんどが、実を言うと２の方の、今言いました着地型観光なり、

観光を発見し、たからを発見し磨き上げていくというような形の方を忚募されてお

りまして、今の若干ふるさと館の方の伝統料理とコーディネート部分、観光、それ

から誘客、そうしたものをコーディネートしました、若干ちょっと専門性が必要と

いう判断をされているのかなというように思っております。その辺は、本日締め切

りでございますけれども、もう尐し募集の方の内容を見させていただきまして、そ

の辺を検討してまいりたいというふうに思っております。 

議長（杉浦和人君） 生涯学習課長。 

生涯学習課長（山本和宏君） 町史のダイジェスト版についての編集方針等、どうで

あるかということでのご質問を頂戴いたしましたので、私の方から説明をさせてい

ただきます。 
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 町史のダイジェスト版につきましては、近江日野の歴史を全９巻、この26年度に

発刉させていただきました。その全９巻の膨大な資料等によります中身を、誰にで

も分かりやすく、日野の歴史が手に取るように分かるように、また学習にも使って

いただけるようになるということで、町史のダイジェスト版を、地域創生交付金を

利用しまして、現在その編集作業にあたらせてもらっております。 

 この秋、11月ごろには執筆作業を何とか終えまして、12月ぐらいには印刷会社の

方に原稿等を入れまして、３月の年度末にはダイジェスト版が町民の皆様のお手元

に届くようなというふうに、今現在は考えて作業をさせてもらっております。 

 ただ、この間、たくさんの資料等がございますので、編集会議等をもちまして、

よりよいダイジェスト版となるように研究を重ねてまいりたいというふうに思って

おりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

議長（杉浦和人君） 齋藤光弘君。 

７番（齋藤光弘君） 再質問はしませんが、今のダイジェスト版、ジェネラル版を活

用して、町の観光につなげるようなことも、ぜひしていただきたいというふうに思

います。 

 また、商工観光課の課長さんに思いを語っていただきました。 

 また、駐車場につきましても検討していただくということでありますし、曳山会

館につきましては、すぐにはということでなかなか難しいと思います。資金も要る

と思いますので、そこら辺、今後ともそういう物件等、研究していただければとい

うふうに思います。 

 そして、日野町の町なかの観光名所として観光ルートを確立して、観光ツアー、

観光プランを作成するなどして、あらゆる情報発信を活用して、観光交流産業の振

興につなげていただきたいと思います。行政と地域と、そして商工会、関係団体が

知恵を出し合って、協力して作りあげる地域振興政策としての発展をさせていただ

きますよう、お願いをしておきます。 

 そしてまた、今年度から日野町のホームページのバージョンアップもしていただ

いております。以前とは随分よくなって、していただいて、感謝し、評価をしてお

ります。しかしながら、まだまだ改善していただきたいというところもございます

し、利用者の視点に立った利用価値の高い情報を提供していただきますよう、お願

いをしたいと思います。 

 そこで、そのホームページを日野町の観光ＰＲにも活用して、誘客促進に結びつ

く働きかけを行うとともに、日野町の観光と魅力を発信していただきたいと思いま

すので、そこをまた要望等いたします。よろしくお願いをいたします。 

 以上で、私の一般質問を終わります。 

議長（杉浦和人君） 次に、２番、後藤勇樹君。 
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２番（後藤勇樹君） 発言４番、後藤勇樹です。議長ならびに執行側の皆さん、どう

ぞよろしくお願いいたします。初めての一般質問ですので、混乱して、尐々脱線す

るかもしれませんので、そのときはどうぞ優しくご指摘いただきますよう、お願い

いたします。 

 さて、私は今回２つの身近な事項についてお尋ねしたいと思います。 

 まず１つ目は、鳥獣被害防止計画についてお尋ねいたします。 

 平成23年度から平成25年度を計画期間として、平成23年度に作成された東近江地

域鳥獣被害防止計画というものがございます。こちらがそれです。計画作成年度が、

今お話した平成23年度、計画主体が、近江八幡市、東近江市、蒲生郡日野町、蒲生

郡竜王町となっております。23ページ仕立ての内容です。 

 この中から、２つの表を抜粋しました。お手元の資料にも掲載されていることと

思います。 

 この計画書に記載されているデータでは、これは尐し前のデータになるわけです

が、平成22年度の日野町の鳥獣被害は、次のようになっております。表からですけ

れども、要点の数字だけピックアップして、ちょっと読ませていただきます。まず、

イノシシによる水稲の被害額、これが平成22年度で166万円。そしてニホンザルによ

る水稲の被害額、これが687万1,000円。同様に果樹の被害額３万7,000円。野菜・芋

類の被害額、これ非常に多いんですけれども1,544万5,000円。麦類の被害額、若干。

またニホンジカによる水稲の被害額12万2,000円。同様に豆類の被害額54万円。飼料

作物、これは酪農家さんなどがえさとして使われる作物ですが、この被害額が４万

4,000円。野菜・芋類の被害額17万2,000円。また、ハクビシン、アライグマ、アラ

イグマなどは外来生物ですけれども、それによる野菜の被害額若干。スズメ、カラ

スによる飼料作物、先ほどと同様にえさにする作物、この被害額が４万4,000円。野

菜の被害額が585万円となっております。 

 これに対して、この計画での平成25年度の軽減目標の被害額が、イノシシ116万

2,000円、ニホンザル1,564万7,000円、ニホンジカ、農業で61万4,000円、林業で103

万9,000円、ハクビシン、アライグマ若干と、このようになっております。この目標

達成するために、従来の猟友会さんによる捕獲、それからおりによる捕獲などの取

り組みのほか、ワイヤーメッシュなどによる防護柵設置などの取り組みが行われて

きたとお聞きしておりますが、そこで次の件について、お尋ねしたいと思います。 

 まず１つ目ですが、先ほどの平成25年度の軽減目標に対して、実際に達成された

被害額の実数と、それからその達成率はどれだけだったのでしょうか。ここをまず

はお尋ねしたいと思います。 

 先日、農林課さんにちょっとお話に伺いに行きましたら、平成25年度につきまし

ては、ニホンザルについては目標としていた額よりも被害額が若干尐なくて、ニホ
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ンジカとイノシシについてはかなり達成目標よりも、被害額の方が実際大きかった

というようなことも伺いました。その辺のことも、実数でお聞きしたいと思います。 

 そこで２つ目にお尋ねしたいのは、被害目標が実数が下回った場合でも、上回っ

た場合であっても、このような結果となった具体的な理由は、何だったと思われる

でしょうか。また、私が思うに、獣害対策で一番怖いのは、このようなことがずっ

と続いていくと、農家の方々が農業そのものに対する意欲を失っていかれることで

はないかと思います。米価の下落などの深刻な問題がある上に、このように獣害が

ひどい状況ですと、農業を続ける、また、お子さんに農業を継いでもらう、そうい

う気持ちがなえてしまうと思います。ですから、これは本当に深刻な問題であると

思うわけでありますが、そこで３つ目の質問です。 

 今後、さらに効果的な獣害対策が必要になってくると思われますが、どのような

計画が進行中なのかということもお伺いしたいと思います。 

 また、４つ目ですけれども、先月農林課の担当者に無理をお願いいたしまして、

鎌掛と徳谷に設置されている、センサーつきで電動制御された大型の獣害対策わな

を視察させていただきました。非常によく考えられており、太陽光発電で作動する

ということで、私も現場に行きまして、その仕掛けに非常に関心させていただいた

わけですが、この装置の実際のところ、実績と、そしてメリット、デメリットをお

聞きしたいと思います。 

 また、私の暮らしている、私は鳥居平ですけれども、そこでも、獣害に毎日のよ

うに悩まされております。私は今回、こうして皆さんのおかげで議員にならせてい

ただいてからでも、獣害について何とかならないかという、こういうご相談が一番

多く受けられるご相談です。 

 また、このようなことが、鳥居平以外でもたくさんあると思いますけれども、こ

のような場所に新たに電気仕掛けのわなといいますか、これを設置することは可能

なのでしょうか。その場合、国や自治体からの補助はございますか。それらの点に

ついて、お聞きしたいと思います。 

議長（杉浦和人君） ２番、後藤勇樹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） 後藤議員から、有害鳥獣の対策についてご質問をいただきまし

た。 

 今ほどお話がありましたように、日野町内においてイノシシ、シカ、サルの被害

を中心に、なかなか厳しい状況が続いております。日野町内だけでなく、滋賀県下、

日本国中でも、こういう獣害対策というのは大変大事なといいますか、注目されて

いる課題であるというふうに認識をいたしております。 

 なかなか目に見える効果が出てきていないということも、また事実でございます

が、１点目にご質問ありました、目標や達成率などについては、後ほど農林課長か
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ら答弁をさせていただきます。 

 そういうことで、２番目のご質問でございます、目標に対する結果をどう見るの

かということでございますが、獣害の面積や額は、それぞれの年に作付される作物

や品種、転作田の位置、また、野生獣の生息状況の動向によって増減が考えられ、

理由を検証することはなかなか難しいものでございます。ただ、経年的な傾向とい

たしましては、多くの集落において防護柵の設置がされたこと、箱わなによる捕獲

など、集落ぐるみの取り組みが進んできたことが影響しているのではないかと思っ

ております。 

 次に、鳥獣被害を防止するための計画でございますが、東近江地域鳥獣被害防止

計画がございまして、現在平成26年度から28年度までの３カ年の計画期間で策定し、

取り組みを進めております。この被害防止計画には、対象鳥獣の捕獲や各種の被害

防止施策を計画しており、これに基づき鳥獣対策を実施しております。地道な取り

組みの継続が大切であり、集落の皆さんに自主的な捕獲の啓発等も行っております。 

 次に、鎌掛と徳谷の大型の囲いわなの実績についてでございますが、この捕獲設

備は、日野町有害鳥獣被害対策協議会により、効果等を検証するためにモデル的に

設置をされております。鎌掛の囲いわなはワイヤーメッシュで囲んだ大型のもので、

平成24年度に設置しております。捕獲実績は、平成24年度シカ27頭、平成25年度シ

カ15頭、平成26年度シカ10頭であります。減尐しておりますのは、近隣の河川の護

岸工事の影響があったのではと考えております。徳谷の囲いわなは移動できる比較

的小型のもので、平成26年11月に設置をしております。捕獲実績は、平成26年度で

イノシシ１頭でございます。それぞれ地元に管理をいただいており、新たな捕獲設

備として期待をいたしております。鎌掛の大型の囲いわなは、通信回線を介してゲ

ートを落とす装置に通信費の負担が生じると、こういうことが短所といいますか、

費用がかかるということでございます。 

 こうした施策に対する補助についてでございますが、日野町有害鳥獣被害対策協

議会が事業主体でございまして、国の事業と、国費対忚ということでございますの

で、いろいろな事業の取り組みについては、事前にご相談をお願いしたいと思いま

す。 

議長（杉浦和人君） 農林課長。 

農林課長（門坂俊男君） 平成25年度の軽減目標に対する被害数値につきまして、説

明させていただきます。 

 イノシシが被害面積が3.92ヘクタール、被害額が389万4,000円。サルにつきまし

ては、被害面積が6.27ヘクタール、被害額が1,273万9,000円。シカが被害面積7.12

ヘクタール、被害額691万6,000円であります。 

 被害軽減の目標達成率につきましては、実績数値分の軽減目標値という分数で計
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算させていただきますと、イノシシは面積で約204パーセント、金額では30パーセン

ト、サルは面積では263パーセント、金額で123パーセント、シカの農地面積なんで

すが、約37パーセント、農業の金額で約９パーセントというふうな成果でございま

す。 

議長（杉浦和人君） 後藤勇樹君。 

２番（後藤勇樹君） 今お話を伺っておりますと、ニホンザルについては、やはりち

ょっと目標値を下回ったようで、よかったわけですけれども、ニホンジカとイノシ

シについては驚くような数字だったと、今、私、お聞きしたんですけれども、イノ

シシについては、達成目標116万2,000円に対して、実際の被害額がその３倍以上の

389万4,000円、ニホンジカに至っては、達成目標61万4,000円に対して、その10倍を

超える691万6,000円と、驚くような被害額になっております。これ、10倍を超えて

いるわけですけれども、なぜこのようなはね上がり方といいますか、被害額が上が

っているのかということについて、まず疑問に思いました。これについても教えて

いただきたいのと、もう１つですけれども、今後の対策について、先ほど町長の方

からお話を伺いましたけれども、参考というわけでもありませんけれども、私ども、

田舎体験民泊を受けさせていただいておりまして、年間に100人近い子どもをお預か

りしております。私どもと、あと、民泊を受け入れてくださっているほかの家の方々

何軒かで、ちょっと相談いたしまして、民泊に受けた子を竹林整備に、ちょっと頑

張っていただいているんです。イノシシとかシカというのは、人がよく出入りする

ようになった場所というのは、余り出入りしなくなってくる傾向があるようです。

それで、森とか竹林を整備したということで、イノシシやシカの害が軽減されたと

いうような場所が、国内にもたくさんあるようにインターネットでも拝見いたして

おります。尐しでもそうなればと思ってやっているわけですけれども、このような

田舎体験民泊というのは、その法人と主に商工観光課さんの方が事業としてやって

いらっしゃるわけですけれども、こちらと農林課さんとで何か連携を組むようなこ

と、こういうようなことをして、尐しでも獣害に役立つような何か活用ができると

いうようなことは、考えられないものでしょうか。この点についても、ちょっとお

尋ねしたいと思います。 

議長（杉浦和人君） 農林課長。 

農林課長（門坂俊男君） 再質問いただきました。 

 イノシシやシカの被害の実績金額がすごく大きくなっていると。全然、成果に結

びついていないというふうなご指摘でございます。おっしゃるように、なかなか被

害が減っていないという実情でございまして、この数値そのものが、被害額を算定

するにあたりましては、農業共済組合の申告による部分の集計とかをもとにしてい

る部分がありまして、そういった場合ですと、３割とかの被害がないと、被害申告
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としては上がらない可能性が多いというふうなこと、また、秋の刈るタイミングの

時期によりまして、雤が降って刈れない間に獣害が増えてしまうとか、そういった

ことがありまして、なかなか額を減らすというふうなことになっていない。隣の集

落で柵ができると、隣の集落にまた移動していくというふうな、１年ずつ被害場所

が変わっていくというふうな繰り返しが続いていたわけですけれども、おかげさま

で、集落の方でも随分柵の設置の方、していただけまして、ほとんどの箇所ででき

たんですけれども、山ごと囲って対策をされたところでは、逆に囲った山の中に、

またイノシシが入ってきてしまって、出て行かないというふうなことで、さらに柵

の増設を今後も考えておられる集落があるというふうなことで、繰り返して柵の設

置、そして柵の見回りで、向こうは食べるのに一生懸命に柵の弱いところを探して

いますので、こちらも破られたところをすばやく補修するというふうな対策を重ね

ていくことで、対処していくのかなと思っております。 

議長（杉浦和人君） 商工観光課長。 

商工観光課長（外池多津彦君） ただいま、後藤議員さんの方から、獣害と獣害の対

策、竹林整備とか、そういうことについて、今やっております教育旅行の民泊のこ

とで、何かよい方策がないかということでございますので、ちょっと今初めてお聞

きさせていただいたような状況ですし、協議会の方とも一度、農林課の方とも協議

させていただいて、よい方法があればやっていきたいなというふうに思います。 

議長（杉浦和人君） 後藤勇樹君。 

２番（後藤勇樹君） ぜひ、横のつながりで連携できるところがあれば、やっていっ

ていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 と同時に、再々質問させていただきたいわけですけれども、先ほど、３割被害が

ないと補償の対象にならないということでお伺いしました。そのために、額が変わ

っているのかなというふうな聞こえ方をしたので、ちょっと疑問に残った点であり

ますけれども、その点をもう一度説明していただきたいのと、もう１つは、先日お

話したように、農林課の方について行っていただきまして、２つの大型の電気で作

動するわなを視察に行かせていただいたわけですけれども、もう電気が切ってあり

まして、スイッチが切ってありまして、作動していない状況にありました。センサ

ーの部分にも、もう草とか、草がほったらかしになっているので、絡まっちゃって、

しばらく前から使われていないような状況を見受けしたわけなんですけども、この

ように、せっかく国の予算を使って設置していただいたものが使われていないとい

うのは、非常にもったいないわけでもございますし、また、このような状況が続い

ていると、実績の数字ももちろん上がりませんし、次に、どこかにつけようという

ときにも、もしかするとそれがマイナスに影響するんじゃないかというふうにも思

います。なぜ、このように使われないまま放置されているのか。そしてまた、定期
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的に見回る担当者などを決めていらっしゃらないのか。そして、そこに対して、町

の方から指導などはされていらっしゃらないのかというようなことについても、お

尋ねしたいと思います。 

議長（杉浦和人君） 農林課長。 

農林課長（門坂俊男君） 先ほどの説明で、農業共済は３割以上の被害がないととい

うふうな説明をさせていただきました。２割の被害の田んぼがたくさんあっても、

共済組合の方に被害申告が、仕組み上、上げられることにならないというふうなこ

とになっています。３割以上のところが尐しでもあれば、被害として上がってくる

んですけれども、２割以下、２割程度の被害の場合は、たくさんあっても上がって

こないということで、集計上、波打ってしまうこともあるというふうなことでござ

います。 

 そして、極端に言いますと、もうサルにやられて、畑、つくらへんわとなります

と、被害額はゼロになってしまうというふうなことにもなってしまうということで、

金額が減っても、実際の被害が減ったんじゃなくて、もうあきらめてしまったとい

うふうな結果の場合もあるというふうに思っております。 

 大型の柵につきましては、地元の被害対策の役員さんで人を決めて管理をされて

おりますので、その方が例えば本業の農業が忙しいシーズンになると、おりの方ま

で手が回らないというふうな状況もあり得るということで、また、そちらのやりく

りをしながらやっていただけるというふうに思っておりまして、町の方も、こまめ

に見てもらえるように、ご指導の方もさせていただきたいと思います。 

議長（杉浦和人君） 後藤勇樹君。 

２番（後藤勇樹君） 非常によく分かりました。 

 ただ、やっぱりこの獣害の問題というのは非常に深刻な問題で、農業を続けて行

くことを、農家の方がしなくなってしまったり、跡継ぎの方に田んぼや畑を譲ると

いうことをしなくなってしまいますと、結局は尐子高齢化とかいろいろな問題にも、

これは響いてきますし、最終的にはその村が滅びてしまう。これも獣害の怖いとこ

ろではないかというふうに思いますので、ぜひ横のつながり、それからまた住民の

方とのつながり、しっかり持っていただいて、対処していただきたいと思います。 

 ２つ目は、空き家バンク制度の問題点についてお尋ねしたいと思います。 

 現在、日野町では、空き家バンク、これ、正式には空き家情報登録制度というよ

うですが、これが実施されておりまして、空き家見学ツアーなどの新たな取り組み

も始まっており、町外からのＩターン、Ｊターンと呼ばれる移住者が増えつつある

と伺います。何を隠そう、私自身も、平成23年暮れに空き家バンク制度を利用して

日野町に移住してきた１人です。日野町には、美しい自然や、住民が寄り添い、助

け合って生きる古きよき日本の原風景が残っていると感じ、その点がこの町の大き
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な魅力になっていると強く感じます。 

 ですが、その反面、空き家バンク制度の情報カードに記載された内容と、実際の

物件状態が異なっていたり、カードに記載されている事柄を、家主さんが履行しな

いなどのトラブルが発生していることも、複数件、耳にし、最近住民の方から相談

を受けたこともあります。これは先月の終わりですけれども。また、私自身も、実

際にそのようなトラブルに見舞われたこともあります。 

 そこで、この空き家情報登録制度について、お尋ねいたします。 

 まず１つ目ですが、空き家を登録する際に、物件所有者や、またはその物件を管

理していらっしゃる方の申告情報と、実際の物件の状態が相違ないかどうかという

ことを、現地に赴いて確認しておられるのかどうか。また、特に賃貸物件の場合、

屋根や床、その他の状態が、家賃をとって入居者に住んでいただけるような状態に

あるのかどうかなどの確認は、専門家の意見をちゃんと聞いていらっしゃるかどう

かを教えていただきたいと思います。 

 そしてまた、私の経験からすると、移住者は、この空き家バンクだけではなくて、

不動産屋さんなどと併用して、空き家バンクも活用して、入居できる物件を探して

いるケースが多いと思います。そのようなとき、民間がやっている不動産屋さんと、

仮にも日野町という公的機関がやっている空き家バンクを比べると、普通は、公的

機関が行っているから間違いないだろうという、空き家バンクの制度の方をより信

用して、入居後も安心だと思って申し込まれる方も多いと思います。もう尐し、入

居者側の心理を考えて、その立場に立って制度を進めてほしいと思うわけですけれ

ども、そこで２つ目の質問に移りますけれども、空き家バンク経由での入居者が、

例えば月５万円の家賃を支払って入居しているすぐ隣の村で、その物件よりも状態

のよい空き家に、不動産屋さん経由で、より安い家賃、具体的に言いますと半分以

下の家賃で入居されているような例や、売買物件の場合でも、同じような例を耳に

します。都会から移住してくる人は、この地域の家賃や売買価格の相場というもの

を詳しく知りません。ですから、このようなことが起こってしまうわけです。この

ようなことがあると、入居者は、紹介者である町に対して大変大きな不信感を抱く

ことになり、結局は日野町に永住してもらうことが難しくなることも十分に考えら

れます。それどころか、へたをすると、日野町に対して非常に悪いイメージを持っ

たまま、町を出て行ってしまわれるかもしれません。町として、その地域、また物

件の状態における良識の範囲内での家賃や売買価格などの目安を、大体のラインで

もいいですので、登録者や入居者側に、双方に示すことはできないものでしょうか。 

 また、その次に３つ目の質問ですけれども、不動産をはじめ、物の貸し借りです

とか売買にかかわるような業務を行うと、必ずトラブルというものはついてきます。

これは当たり前のことです。多くの企業でも、わざわざクレーム処理の部署をつく
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って、そのために多額のコストをかけているわけです。そのことは、この空き家バ

ンク制度でも同じです。そこで、不動産関係者や金融機関のＯＢさんなど、不動産

関連の有資格者や経験者を顧問のような形で配置し、登録者側と入居者、または購

入者側とのトラブルが起きないように、また、もしものトラブルでも、専門家を交

えて相談に乗れるようなシステムにすることはできないものでしょうか。 

 そして４番目の質問ですけれども、物件を売買したり借家の家主になった経験が

ない方が、空き家情報の登録予定者さんとか登録者の多くを占めていると思います

けれども、そのような方々を集めた説明会を開催したり、また町外からの入居希望

者は、事前に入居予定の集落の区長さんなどに区内を案内していただいたり、ご近

所さんとなる方々に引き合わせたり、紹介していただいた入りして、その地域の雰

囲気を知っていただくための企画というものは、できないものでしょうか。 

 次に５番目の質問ですけれども、各字に移住者対策委員のような役員さんを新た

につくって配置し、講習会や研修で移住者に対する対忚教育を実施して、実際に区

内に新たに移住者が入ってこられたときには、その方が移住者に対する身近な相談

役や世話役となるようなシステムは、つくれないものでしょうか。このような役員

さんがおられると、外から入ってきた方々にとっては、とても心強いと思うのです

が、いかがなものでしょう。この点について、ご質問させていただきます。 

議長（杉浦和人君） 町長。 

町長（藤澤直広君） 空き家情報登録制度の問題点等について、ご質問いただきまし

た。 

 空き家情報登録制度に、空き家物件を登録する場合には、現地にて所有者立ち会

いのもと、申込書の内容と空き家の状況に相違がないか確認を行っております。こ

の際、雤漏れやシロアリ被害、給排水などについては、目視および本人からの申請

により確認を行っております。専門家による確認などは、実施いたしておりません。 

 次に、空き家における賃貸および売却価格についてでございますが、町が空き家

の状況および近隣の成約事例などから査定金額を算出することは難しく、また価格

の最終決定は所有者の意思によることからも、目安価格を示すことはなかなか難し

いと考えております。ただ、修繕等が必要な場合には、そのことを踏まえて価格等

を入居希望者と事前に相談いただくよう、お話をさせていただいております。 

 次に、専門家を交えた相談等についてでございますが、売買および賃貸の契約な

どの際に、宅地建物取引業者などが入ってもらえるようなシステムが構築できない

か、今後先進事例、自治体などの事例をもとに、研究をしてみたいと考えておりま

す。 

 次に、所有者への説明についてでございますのが、所有者の中には遠方の方もお

られ、全ての方を対象とした説明会の開催は困難でありますから、現在、所有者の
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方には、現地立会の際、改めて空き家情報登録制度の趣旨や流れなどを説明させて

いただいているところでございます。また、利用希望者が契約を判断される際には、

町がその物件のある自治会長など地域の方との引き合わせを行い、自治会等の組織

や行事、雰囲気、自治会費などについて把握していただけるようコーディネートを

いたしております。 

 次に、移住者の方への支援などの検討にあたり、今年度移住者の方へのアンケー

ト調査および懇談会を行い、制度の改善点などについてご意見をいただいたところ

でございます。自治会との関係に関するものが複数ございました。今後は、自治会

長とともに、物件の組内の方との引き合わせや、自治会内に転入者の相談役の方を

お願いするなどの取り組みなどに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） 後藤勇樹君。 

２番（後藤勇樹君） 今、お話を伺ったわけですけれども、まず、登録されている空

き家の情報について、情報カードに書かれている内容と実際の物件が相違ないかと

いうことについて、本人さんの申告と相違がないかということについて、確認をし

ていただいているかというお話をさせていただいたわけですけれども、目視および

本人からの申告により確認を行っていると。本人の申告が間違いないかを、本人の

申告によって確認しているというのは、どうも私はよく分からない部分であります

ので、この辺も、ちょっともう一度お話をしていただきたいと思いますのが１点と、

それから私自身の経験でもそうですけれども、田舎に引っ越してくるというのは、

最初は、空気がよくて、景色がよくて、土に触れて、のどかで、そういうような夢

を抱いて越してくる方が非常に多いと思いますけれども、そういったものは、住ん

でしばらくすると、やはり普通のことになってしまいましてという言い方はおかし

いんですけれども、空気がきれいなことも、景色がきれいなことも、のどかなこと

も、それは当たり前のことにやはりなってしまいます。すると、やはり一番大事な

のは、本当のところ、情報カードとかインターネットなどに出てこない、ご近所づ

きあいであるとか、その集落であるとか地域、あるいは日野町の慣習、こういった

ものではないかというふうに思います。ここの部分がしっかり伝わるように、何か

対策を立てていただきたいと思うわけでありますけれども、その辺についての計画

であるとか、こういうふうに思うんだけどというような意見が、こういうところか

ら出ているよというようなお話があれば、ちょっと聞かせていただきたいと思いま

す。 

議長（杉浦和人君） 企画振興課長。 

企画振興課長（安田尚司君） ただいま、空き家情報制度の関係で、後藤議員からご

質問いただきました。 

 後藤議員さんにおかれましては、ご質問でいただきましたとおり、経験者という
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ことでございまして、十分その辺のご意見をいただいたものというふうに思ってお

ります。 

 ご質問いただきました部分につきましては、情報カードにつきましては、事前に

確かに本人さんの方からいただきます。いただきまして、その内容に相違ないかと

いうのは、まずもっていわゆる本人さんの同意をいただいておりますので、固定資

産の方と、それから情報を確認させていただきます。これは書面上の話でございま

す。そして、当日、お出会いさせていただいて確認させていただくときに、お出会

いさせていただいて確認する意味は、書いてある項目が間違いないかという部分が

１点と、それから本人さんがやっておられる修繕部分と、実際にどうかという部分

含めて、それは先ほど申しましたように、専門家が入っておられませんので、実を

いうと私どもの職員が確認をさせていただいているというところでございます。 

 その中で、特に注意をさせていただいているのは、本人さんが一忚書いていなく

ても、雤漏れの跡がある場合というのは、目視でもこれ、出ていますね。というの

は、本人さん、所有者の方はずっと住んでおられれば、当然雤漏りがあるというの

は分かっておられるんですが、実を言うと、間を開けてしばらくぶりに来られてい

るということになると、「そうかも分からんな」というようなぐらいしか答えられな

いです。「こちらにある、こちらにある」ということも、ほとんど言われませんので、

実を言うと、一緒につくらせていただいて、これもこういう感じですねとかいうこ

とは、ご確認をさせてもらっています。そこで、修理、雤漏れ、可能性みたいなこ

とをちょっと書かせていただくというようなことは、させていただいています。あ

ともう１つ、価格の問題も含めていただいていまして、その部分も確認をさせてい

ただいています。ただ、答弁の方もさせていただきましたけども、こちらからいく

らという話はちょっとできないんですが、ただ、今の修繕の状況を見てみると、「そ

こそこちょっとかかるん違いますやろか」と。ですから、「もし借りられるんであれ

ば、貸されるんであれば、その辺を直されるか、もしくは、もし貸してほしいとい

う方があれば、そのことも含めて、金額的なちょっと話をしてほしいわ」というよ

うなことを、ちょっと説明させてもらったりはさせてもらっています。 

 そういう部分含めて、本人さんに確認するというのは、そういう意味の確認とい

うことでございます。 

 それから、近所づきあいと慣習等につきまして、確かに書面上の部分というのは、

「こんだけの協議費が要りますよ」とか、それから「ここの地域はこういう行事が

ありますわ」というようなことの分かる範囲は、ある程度事前にこんなんあります

わというのは、郵送させてもろうたりはさせてもろうていますけども、実際に今ま

で直接地元の方にお会いしてというのが、ちょっとできていなかったということで

ございますので、実は、最近、区長さんなりまず自治会の代表の方と、お出会いさ
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せていただく場を設定させていただいています。これは、どうしようかな、もしで

きたら、可能性の高い方になるんですけども、初めから、ちょっとという方まで、

わざわざさせてもろうていませんけども、ほぼこの辺に思うているというようなお

話をいただいた方については、ちょっと調整をさせていただいて、直接お話を聞い

ていただいて、ほんで、割に、実を言うと、そこでお話をさせていただくと、地元

の方は、「これはいいところで、こういうのがあって」と言うてくださるとよろしい

んやけど、どっちかというと、「ちょっとなかなかいろいろあんでなあ」と、こうい

うようなことで、実際、実際のことを言っていただいている。それは本人さん、そ

の地域に住んでいると、いろいろな役がある中で、いろいろそういう部分もあるよ

というところと、もう１つは、確かに、「この辺はよいところで、こういうようなの

があるわ」という話もしていただいていますけども、そのようなことで、今現在や

っている部分、さらに実を言うと、今後その区長さん、代表者だけではなくて、そ

この住もうと思うとるところの組長さんぐらいちょっと含めて、その辺で来ていた

だけたらというように、ちょっと思うてます。というのは、自治会というのはちょ

っと大きな範囲でございまして、実際住むのは、この組ぐらいの範囲になってきま

すので、組、組で、それぞれちょっとやり方が違ったりしますので、その辺まで踏

み込めたらなというふうに考えております。 

議長（杉浦和人君） 後藤勇樹君。 

２番（後藤勇樹君） 改めて質問をするわけではありませんけれども、実際に雤漏り

があるかどうか見ても、なかなか分からないという話ですけれども、これは簡単な

ことで、雤の日に行ってもらったらいいと思います。大家さんのその許可を得てい

ただいていれば、大家さんがいらっしゃらなくてもいいんではないかというふうに、

私は思いますので。といいますのは、私でもそうですけれども、田舎から都会に出

て行くわけではなくて、都会から田舎に来る方というのは、多くの場合、そこをつ

いの住みかにしようと思っている方が多いです。そしてまた、いろいろ移住してき

た方のお話を聞いていますと、町の生活でいろいろなことがあって、トラブルがあ

ったりして、心が傷ついたり疲れたりして、田舎でゆっくり暮らしたい、もうこの

後、余生をのどかに暮らしたいと思っている方が非常に多い。そういうふうに、私

は伺っております。ですのに、また越してきて、そこで心に傷を負ってしまう。こ

のようなことでは、日野町がどれだけ観光に力を入れていようが、蒲生氏郷さんが

どれだけ立派な人であろうが、日野町がすばらしい町だと、その人が思っていただ

けるかどうかを、ぜひ考えてみていただきたいと思います。 

 過疎化とか、尐子高齢化とか、空き家対策とか、連日のように言われております

けれども、このような問題を解決していく手段の１つとして、空き家バンクは非常

に有効な手段だと思います。これがなくなったら困ると、私も思っております。実
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際、日野町に空き家バンクのシステムがなかったら、今、私はここに立っておりま

せん。ですが、移住者は、移住当初、この町のことは本当に何も分からず、心細い

ものです。都会と田舎の習慣の違いも理解していません。ですので、ぜひ移住者一

人ひとりの心に寄り添えるような、きめ細やかなシステムを再検討いただくよう、

お願いいたします。議員としてではなくて、移住者の１人として、私もお役に立て

ることがあれば全面協力していきますので、重ねてその点をお願いいたしまして、

私の質問を終わらせていただきます。 

議長（杉浦和人君） 次に、５番、谷 成隆君。 

５番（谷 成隆君） 通告に従いまして、２つの質問をしたいと思います。 

 まず１つ目に、交通安全と交差点改良についてお願いします。 

 毎年、各地区より出されている交差点改良や信号機の要望に対して、過去の社会

実験でも、交通事故の減尐が証明され、なおかつ、設置後のランニングコストも安

くつくと思われているラウンドアバウト、環状交差点の設置を要望するものです。 

 私が調べましたところ、字や自治会から出された交差点改良や信号機の設置の要

望は、過去10年間で述べ44回ありました。それに対して、同じ過去10年間で要望を

受けて取りつけられた信号機は、わずか３基に過ぎません。これではなかなか地元

の要望に忚えているとは言えません。 

 つい先日も、車同士の出会いがしら事故が発生した西桜谷蓮花寺バイパスの交差

点も、以前より要望の出されている場所でありました。県の方には要望しています

とか、県と公安委員会の決められる順番待ちといった答弁では、今日、明日の事故

は防げません。 

 そこでお伺いしたいと思います。 

 この一般にラウンドアバウトと呼ばれている円形型のロータリー交差点の方式が、

平成25年６月14日、法律第43号の改正により、環状交差点として社会実験が始まり、

追って、平成26年９月１日、改正道路交通法の施行をもって、本格的に運行が始ま

ったことを受けて、当町でも導入を考えてはどうでしょうか。ラウンドアバウトが、

交通安全の面からも交通渋滞の緩和といった面からも、交差点改良の１つの方法と

して、当町で設置可能な箇所を調べられたことはありましたか。 

 そこで、町にお伺いしたいと思います。 

議長（杉浦和人君） ５番、谷 成隆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） ラウンドアバウトによる交差点改良についてのご質問をいただ

きました。 

 滋賀県では、守山市が、環状交差点、ラウンドアバウトを整備され、一定期間の

実証実験をされた後、平成26年度秋から本格導入されたところでございます。当該

現地は集落が点在する市街化調整区域で、周辺部は田畑が広がっており、昼間の交
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通量は尐なく、交差点は見通しが効く平坦な場所でございます。全国で設置されて

いる環状交差点は、その施工実績もまだまだ尐数でありますことから、今後の動向

を見きわめる中で、活用できるのかどうか研究をしたいと考えております。 

議長（杉浦和人君） 谷 成隆君。 

５番（谷 成隆君） 先の平成26年度９月の日野町議会において、当局の答弁にも、

守山市の市道交差点でのラウンドアバウトの社会実験の結果を踏まえて、問題点の

整理をすると言われていたと承知しています。守山の事例では、過去５年間で人身

事故だけでも９件発生した場所が、ラウンドアバウト設置後では物損事故が１件発

生のみという結果が出ています。信号機の設置とラウンドアバウトの設置とでは、

その後にわたってのランニングコストや節電の面からも、経済的ではないかと考え

ます。 

 さらにつけ加えて言えば、信号機の設置に対して、ラウンドアバウトの設営工事

なら、地元の工業会さんを通じて、当町の働く人の雇用の創出にもつながるのでは

ないかと考えますが、その点、どう思われますか。 

議長（杉浦和人君） 建設計画課長。 

建設計画課長（望主昭久君） ラウンドアバウトにつきましては、議員おっしゃると

おり、信号機がございませんので、経年するコストについては軽減がされるという

ように考えております。 

 工法につきましても、一般の土木工事で施工はできるかなというふうに考えてお

ります。 

 ただし、前の答弁でも申しましたとおり、日野町にはさまざまな形態の道路があ

るわけですが、その中では、守山市でされているような、平坦で見晴らしがよく、

そしてラウンドアバウトに効果的な道路というのは、もう尐し研究していかなけれ

ば、設置は難しいかなというふうに考えております。 

議長（杉浦和人君） 谷 成隆君。 

５番（谷 成隆君） これからも、このように考えていっていただきたいと思います。 

 またこれ、渋滞緩和、交通事故の抑制、省エネ、雇用の創出といった大局的な見

地からも、ぜひとも取り組んでいただくことを要望して、この質問を終わりたいと

思います。 

 ２点目に、日野駅舎の総合的な保存と活用についてを、お願いしたいと思います。 

 日野駅に水洗の公衆トイレが設置されているが、それまで利用されていたトイレ

も放置されている。町の玄関口として、駅舎の総合的な今後の活用方法とともに、

どう考えておられるのかをお聞きします。 

 近江鉄道日野駅は、通勤通学や、日野町に観光で訪れる方の町の玄関口として重

要であると思います。18年前に、ブルーメの丘の開園にあわせて、駅に新しい水洗
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トイレができました。しかしながら、駅構内に昔のままのトイレが放置されていま

す。近年、日野駅の建物がレトロな雰囲気で、しばしば撮影にも使われています。

駅舎の耐震性の問題もありますが、この駅舎の景観を維持、保存活用していっては

どうかという意見が聞かれます。 

 そこで、この際、近江鉄道日野駅のレトロな景観を残しつつ、日野町の情報発信

や映画、テレビの撮影場所として提供ができる拠点として活用してはと考えますが、

町の考えをお聞きします。 

議長（杉浦和人君） 町長。 

町長（藤澤直広君） 日野駅舎の保存活用について、ご質問をいただきました。 

 近江鉄道日野駅は、日野町の玄関口として、鉄道を利用される町民や、日野町を

訪れた方々にご利用をいただいておりまして、この日野駅のホームの東側にあるト

イレは、使用はできない状況になっております。駅の利用者は、町が整備した駅前

観光案内所のトイレを活用していただいております。 

 日野町につきましては、駅舎だけでなく、トイレなどの付属建物も老朽化が進ん

でおりまして、町といたしましては、町の玄関口にふさわしく、現駅舎のレトロ感

のよさを生かした観光スポットとしての施設となるよう、鉄道事業者をはじめ、地

域住民の皆さんや地元の商店街などと連携をして、考えていく必要があると思って

おります。 

 また、当時に、日野駅の利用者が減尐しておりますことから、引き続き、近江鉄

道の利用促進にも取り組んでいく必要があると考えております。 

議長（杉浦和人君） 谷 成隆君。 

５番（谷 成隆君） ちょっとつけ加えて言いたいと思います。 

 今も言われたように、レトロであの雰囲気をと言われますけども、あのままでい

ると、だんだん朽ちていくとは思うので、駅舎の活用には、町の観光や情報発信だ

けでなく、ギャラリー機能やショップを設けてはと思います。 

 最近の町内の若い人の中には、雑貨やパンや手づくりスイーツをつくっている人

がいると聞きます。そういった方々のチャレンジショップ的な意味合いも含めて、

駅舎の活用を考えてみてはと思いますが、企画振興課の方ではどう思われているか

お伺いいたします。 

議長（杉浦和人君） 企画振興課長。 

企画振興課長（安田尚司君） ただいま日野駅舎につきまして、谷 議員からご質問

をいただきました。 

 おっしゃるとおり、レトロ感と老朽化したのは紙一重かどうかというような状況

であるかと、私も思っております。 

 ただ、今おっしゃったように、それを総合計画の中でも、そのよさはよさとして、
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しっかりと押さえながら活用できないかということで位置づけておりますので、そ

の方向は同じであるというように思っております。 

 ただ、実施者となりますと、どうしても近江鉄道さんという事業者がございます。

その関係で、私どもも何度か、せめて修理してくれというのも、なかなかしてもら

えんという状況の中で、先ほどもちょっと答弁ございましたけども、「いや、日野駅

の利用がちょっとなかなかね」と、こういうお返しをいただいて、「それはこれも頑

張ります」という、こちらもお願いしますというようなやりとりをさせていただい

ている状況でございます。 

 ただ、新たなる提案としまして、今、谷 議員の方からいただきました、もう尐

しこういう形もどうかということも含めて提案もしてまいりたいし、さらにやっぱ

り事業主として、どうしっかり考えてもらうということと、町の方も、その辺はし

っかり地域とも連携してやっていきたいということも、当然お話をさせていただき

たいというふうに思っておりますので、そのように考えております。 

議長（杉浦和人君） 谷 成隆君。 

５番（谷 成隆君） 私もちょっと近江鉄道の方としゃべる機会がありまして、ちょ

っとしゃべらせてもらったところ、駅のホームに対しては近江鉄道が全面的にする。

駅舎は、今言われる、町と近江鉄道が考えてくれやなあかん。今、先ほどの町長が

申されたように、利用のあれも減っているということで、またいろいろと考えても

らいたいですけれども、その点をまた含めて、トイレも、日野の観光案内所を使っ

ているということで、その点をちょっと商工観光課長の方、どうかよいお考えでも

あるか、お聞きしたいんですけど。 

議長（杉浦和人君） 商工観光課長。 

商工観光課長（外池多津彦君） 谷 議員から、今、駅前の観光案内所の建物の老朽

化も含めて、どうするかということでご質問がございました。 

 私どもとしましても、18年もたっておりますし、最近ですと、建物のトイレの小

屋裏、天井裏の方にツバメが巣をつくったりとかいうことで、トイレを管理してい

ただいています内池クリーンクラブからのご要望もいただいておりますし、また、

屋根も大分老朽化してきたということもございまして、駅舎の、当然改修もしてい

ただきたいなとは思うておりますけども、案内所の方もいろいろ調査した中で、前

向きに検討していきたいなというふうに思っています。 

議長（杉浦和人君） 谷 成隆君。 

５番（谷 成隆君） また、いろいろとそのように、課長としてまた考えていただき

ながら、今も観光案内所のこともありますけど、駅舎の中にも、前の旧の売店も、

これは運転手さんの休養しておられると思うんですけど、その点もいろいろと考え

ていただきながら、今後この駅の有効活用として、何年かの計画で駅舎改築が必要
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と思いますし、その計画には地元駅前の人や近江鉄道、町がつくる日野町活用検討

委員会となるものを設置していただけるかということを願って、またこの質問を終

わらせていただきたいと思います。どうぞ、その点、またよろしく考えていただき

たいと。 

議長（杉浦和人君） 次に、９番、冨田 幸君。 

９番（冨田 幸君） それでは、私も通告書に基づきまして、２点について質問を行

います。 

 この１点目、２点目ともに、今初めて申し上げた質問ではございません。過去に

は、いろいろな方が何度となく、この議会でもって質問されてきましたので、今回

の質問に対する明確な回答、答弁をお願いしたいと思います。 

 はじめに、３年保育化の全町実施についてでございます。 

 今申し上げましたように、過去に何度もこの問題については、本会議において質

問をされてきました。ここに、ご存じのように、町立の日野の幼稚園は、５つの小

学校区にそれぞれ１つずつありまして、５つ、それと日野幼稚園鎌掛分園を含めま

して、６つの幼稚園があるわけでございます。そのうち、３歳児保育が実施されて

いないのは、これも南比都佐幼稚園と西大路幼稚園であります。過去の経緯もいろ

いろございましょうが、我々としましては、地元のご父兄の要望も聞きながら、こ

ういった質問をさせていただいているわけでございますので、いかに、どうしてこ

の２園でのみ、３歳児の保育ができないのか、できていないのか、改めて新しい教

育長に就任されました今宿教育長にお伺いをいたします。 

議長（杉浦和人君） ９番、冨田 幸君の質問に対する教育長の答弁を求めます。 

教育長（今宿綾子君） 冨田議員より、幼稚園での３歳児保育の全町的な実施に関し

ましてのご質問をいただきました。 

 町の幼稚園の３歳児保育は、平成10年度からモデル事業といたしまして、日野幼

稚園鎌掛分園で保育を開始いたしました。その後、その成果を受けまして、町内全

地域からの入園を視野に入れまして、平成13年度から必佐幼稚園で、また平成14年

度から桜谷幼稚園西分園で、さらに平成15年度から日野幼稚園で３歳児保育を実施

してまいりましたという経緯でございます。 

 その後、今日まで、幼稚園への入園希望者は、町全体といたしまして減尐傾向が

続いてきておりまして、今後３年間も、その傾向が予測される状況となっておりま

す。 

 具体的には、今年度を含めまして過去３年間の町内の３歳児の人数は、平均で１

学年度当たり、約190人でございました。また、来年度以降の向こう３年間の出生人

数も、平均で１学年度当たり約180人でございまして、ほぼ横ばいの状況の出生人数

となっております。 
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 このような状況の中で、入園児で申しますと、今年度の町全体の幼稚園の３歳児

保育は、定員120名に対しまして78名の入園となっている現状でありまして、町全体

として見ましたら、充足しているものという状況でございまして、今後もこの状況

には変わりが、大きな変化はないものと予想される状況でございます。 

 このことから、教育委員会といたしましては、望ましい成長を支援できるための

環境として、また、子どもの育ちにとって集団の大切さを考慮することを前提とい

たしまして、子ども・子育て支援事業計画や保育所との整合、そしてさらには、町

立施設の有効な活用方法などを、総合的に勘案していきたいと考えているところで

ございます。 

 さらに、今年度から実施しております桜谷幼稚園と保育所さくら園の合同運営の

検証を進めまして、幼稚園での３歳児保育の望ましい方向性について、引き続き、

研究を行ってまいりたいと考えているところでございます。 

議長（杉浦和人君） 冨田 幸君。 

９番（冨田 幸君） 尐し、教育長の答弁、大変残念であります。 

 過去にも、こういう質問の中での答弁は、ほとんど同じでございます。 

 私が申し上げているのは、どうして今、平成10年を皮切りにモデル事業として３

歳児保育をやってこられたのに、残る西大路と南比都佐でどうして３歳児の保育が

できないかと。あるいは、研究をされているのなら、３歳児保育をしていこうとい

う計画、あるいはそういう考えはないのかどうかをお伺いしているわけであります

ので、その点についての、はっきり将来に見通せるような答弁をお願いしたいとい

思います。 

議長（杉浦和人君） 学校教育課長。 

学校教育課長（髙橋正一君） 冨田議員さんから再質問いただきました。 

 先ほど、教育長も答弁いたしましたとおり、平成10年から、モデル事業として鎌

掛幼稚園の方から、はじめに３歳児保育等、全町的な通園ということを視野に、進

めてまいったところでございます。先ほども申し上げましたとおり、現状、幼稚園

の入園希望者は減尐傾向でございまして、定員120名に対して、現在入園をいただい

ているのが、３歳児保育でいいますと78名とそういうことで、町全体としては充足

していると、そういう状況にございますので、今後とも引き続き研究を行いますが、

何年からどこで始めるというような計画を、今持っているものではございません。 

議長（杉浦和人君） 冨田 幸君。 

９番（冨田 幸君） 定員の充足度をお聞きしているのではありません。 

 今年度、３歳児は南比都佐は８名の予定なんです。そのうち６名の方が、鎌掛に

行かれています。先日も入園式に行きまして、南比都佐、２名でした。大変ショッ

クであります。 
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 今、鎌掛の方にお送りされている父兄の中でも、やはり上の子どもさんが南比都

佐におられることもあります。ということは、その日のうちに、２人、２カ所の送

りをされなくてはならない。何で南比都佐でしていただけないのかなという声を聞

くわけであります。まして、南比都佐の場合は、教室が１つあいております。もち

ろん、ご存じだと思います。 

 したがいまして、何か今の南比と西大路で３歳児保育をすると、何かほかに害が

出るんですか。そういうことがあるんでしたら、はっきり申し上げていただきたい

し、我々はあくまで地元の南比都佐の幼稚園でも、あるいは西大路の幼稚園でも、

ほかの４つの幼稚園と同じように、３歳児の保育をしていただけないのか。それを

聞いているだけでございますので、明解な答弁を、再度お願いいたします。 

議長（杉浦和人君） 教育次長。 

教育次長（古道 清君） 先ほど冨田議員さんの方がおっしゃっておりました、鎌掛

分園への通園の状況等も、十分把握しているわけでございますが、そういうような

状況も承知しているところでございます。 

 しかしながら、３歳児保育が当初始まった経過から申し上げますと、まず、教育

長の方が申し上げましたように、鎌掛分園でのモデルの成果を受けて、各園に順次

３歳児保育をしていくということで、当然それは全町的な視野でということですの

で、最終、四、五歳になれば、定められた通園区域内の幼稚園に通園するという前

提で、３歳児保育の拡大を図ってきたというものでございます。 

 したがいまして、経過的には、先ほど申し上げたとおりでございますが、また、

その間の３歳児保育の状況を申し上げますと、ちょっと飛び飛びになってしまいま

すが、始まった当初時点での、平成15年ですと93名、平成19年いきますと108名、21

年ですと107年、23年94名、25年102名、27年78名というような状況でございまして、

そのニーズ自体につきましては、さほど大きな変化がないままの状況できておると

いうことで、したがいまして、当時の３歳児保育をさせていただいた状況から、変

わっていないというような中での取り組みになっています。 

 また、今年度におきましては、教育長の答弁にございましたように、桜谷幼稚園、

さくら園での合同保育等もございますので、そういう部分含めて、さらに研究を深

めてまいりたいということで、お答えしているわけでございますので、特にそれを

することによって、いろいろな問題が起きるかとか、そういうことでの観点ではな

いということで、ご理解いただきたいと思います。 

議長（杉浦和人君） 冨田 幸君。 

９番（冨田 幸君） 私が３回質問をしましたので、もうできないわけですが、どう

も私の質問に答えていただいていないように思います。何か政治的な問題があって、

この２つの幼稚園は３歳児を保育されていないのかどうか。そして、このような問
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題について、研究をする、研究をする。ということは、要望はすれ、今後とも要望

をしていけば、何とか考えるというか、あるいは、いろいろなモデル事業から始め

て、あと３つを追いかけて、15年度で日野で３歳をされて、それで終わりというふ

うにされようとしているのか、その辺がもうひとつよく分かりません。どうも、何

かがあるように思えてなりませんが、これ以上質問もできませんので、何か今後に

おいて明るい展望が開けるような施策をお願いして、質問を終わりたいと思います。 

 それでは、次の質問に入ります。 

 この質問も、私、平成25年６月議会において、一般質問で取り上げましたが、い

まだ、何の動きもございません。 

 国道307号松尾交差点の改良についてでございます。最近は、ご存じのように、沿

線にフレンドタウンやホームセンターが進出して、より交通量が増していることは、

当局の皆さんもご存じのことと思います。前回の当局の答弁は、ひばり野公園の土

地について十数年前に用地交渉を行いましたが、祭りの関係もあり、非常に土地の

提供が難しい状況である。２つには、今後は、県の方とも協議はさせていただき、

できる方法があるのかどうか、議論が必要かと思っておりますということでありま

した。 

 改めて、次の２点について質問をいたします。 

 １つは、交差点の詳細設計ができているのか。恐らくできていないだろうと思い

ますが、できているのかどうか。 

 ２つには、ひばり野公園の土地については、用地の取得が不可能なのかどうか。

これは買収に忚じてもらえないのかどうか、こういうことです。また、先に申し上

げました詳細図に基づいて、数値を示して交渉されたことはあるのかどうかを、お

伺いをいたします。 

議長（杉浦和人君） 町長。 

町長（藤澤直広君） 国道307号線の松尾交差点の改良についてでございますが、ま

ず最初に、交差点の詳細設計でございますが、平成９年、10年ごろに、一定用地の

確保ができた、国道東側部分のみの改良工事が行われたものでございまして、右折

だまりを含む交差点の詳細設計は、されていないというふうに聞いております。 

 また、ひばり野公園の用地の取得でございますが、当時の用地交渉では非常に難

しい状況であったと、このように聞いておるところでございます。 

議長（杉浦和人君） 冨田 幸君。 

９番（冨田 幸君） 再質問を行います。 

 これは、当局、あるいは町の仕事で、町道ではありませんので、県の管轄の道路

でございますので、いついつどうするという返答をもらえるとは思っておりません

が、この今の307号線の、この日野の町の中で大変重要な交差点であろうかというふ
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うに思っております。そして、この松尾交差点のみ、右折レーンが設置されていな

いわけであります。そして、ご存じのように、この307号線、東近江市から日野町の

日田交差点までは、全幅22メーターの都市計画街路333に指定されておるわけでござ

います。 

 したがいまして、この都市計画街路22メーターの線引きがされたことがあろうか

と思うわけです。それだけで用地交渉に行かれているようには思えませんけれども、

十数年前ですか、今のひばり野については難しいということを聞いたままやと。と

いうことは、この前、ちょっと建設計画課長にも申し上げましたが、ここを何とか

してくれという、あるいは地元で、あの交差点だけはどうもしょうがないから、何

とかしてくれという要望を持って県との話はされたのかどうか、建設計画課長にお

伺いをいたします。 

議長（杉浦和人君） 建設計画課長。 

建設計画課長（望主昭久君） 冨田議員から、国道307号線松尾交差点について、再

質問いただきました。 

 大変、用地は難しいということを聞いているということでございまして、それ以

降、交渉なり行ったかということでございますが、具体的な交渉は、当時かなり難

しいという感触のもとに、細かなそのような数値も見つけておりませんので、交渉

には行っていないというふうに聞いております。 

議長（杉浦和人君） 冨田 幸君。 

９番（冨田 幸君） 今の答弁からいきますと、恐らく今の交差点改良を、町として

は余り必要がないというふうにお考えかなというふうに思うわけでございます。 

 今申し上げました都計街路22メーターの線が引いた図面があったというふうに、

私は思います、今のひばり野の付近においても。それだけでも交渉の材料になろう

かと思いますので、要は、当局が、もうあそこの交差点を何とか解消して、たとえ、

若干道路構造令にそぐわない、満たない交差点、あるいはその右折だまり延長であ

ったにしても、そこまではもう考えがないということかどうか、再度、建設計画課

長にお伺いをいたします。そしてそれを、もうないから土木とは交渉しないのかど

うか、そこも含めて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（望主昭久君） この国道307号の松尾交差点につきましては、全体に

国道307号につきましては、２府１県で国道307号改良促進協議会というのを立ち上

げまして、国にもはじめ、関係機関にも要望活動を行っているところでございます。 

 町は、当初から、日田から安部居地先の道路改良等を重点項目として要望してお

りますので、松尾交差点の分につきましても、当然その区間に入っておりますので、

全然しないということではないんですが、ただ、用地が難しいということを聞いて
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おります。 

 ただ、平成９年、10年の状況とも変わってもきておりますので、県の方とも、そ

の辺について再度、どのような方法ができるのかについて、協議をさせてもらいた

いと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

議長（杉浦和人君） 冨田 幸君。 

９番（冨田 幸君） 分かりました。 

 かれこれ20年近く、当初に言われた難しいという用地問題が、言われた年数から

いいますと20年がたっているわけです。それから、今、課長が言われたように、交

通量からして、何からして状況が変わっております。大変、我々も、あの右折だま

り、何とかならんのかという話を聞いているわけで、こういった質問もさせてもら

っているわけでございますので、ぜひともちょっと重い腰を上げていただいて、本

当に用地買収が不可能なのかどうか。あるいは、こういう状況ならやってもいいよ

という譲歩がとれるのかどうか、そういったことも、今後検討していただいて、交

差点の改修、改良に努めていただきたいことをお願いしまして、私の質問を終わり

ます。 

議長（杉浦和人君） 以上で６名の諸君の質問は終わりました。その他の諸君の一般

質問は明16日に行いたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

－異 議 な し－ 

議長（杉浦和人君） ご異議なしと認めます。 

 それでは、その他の諸君の一般質問は明16日に行いますので、定刻ご参集をお願

いいたします。 

 本日はこれをもって散会いたします。 

 一同起立、礼。 

－起 立 ・ 礼－ 

議長（杉浦和人君） ご苦労さまでございました。 

－散会 １５時４３分－ 


