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地方自治法第 123条第 2項及び日野市議会会議

規則第 70条の規定によ b署名する。

日野市議会議長 石坂勝雄

日野市議会議長 高橋通夫

署名議員 小山良悟

署名議員 長谷



昭和 59年第 1固定例会日程
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員会中間報告、誇願審査報告

3月 6 日 (火曜日〉 役員構成

3月 7 日 (水曜日) 役員構成

3月 8 日 (木曜日〉 役員構成

3月 9 日 (金曜日) 役員構成

3月 12日 (月曜日〉 役員構成

3月 13日 (火曜日) 役員構成

3月 14日 (水曜日〉 役員構成

3月 15日 (木曜日〉 役員構成

3月 16日 (金曜日〉 役員構成

3月 19日 (月曜日) 役員構成、施政方針表明

3月21日 (水曜日〉 議案 上程

3月 22日 (木曜日〉 議案上程、請願上程

3月 30日 (金曜日〉 審査報告

3月 31日 (土曜日〉 審査報告

4月 2 日 (月曜日〉 一 般 質 問

4月 3 日 (火曜日〉 一般質問

4月 4 日 (水曜日) 一般質問

4月 5 日 (木曜日〉 一般質問

4月 6 日 (金曜日〉 一般質問、議案上程
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説明のため会議に出席した者の職氏名 (請願審査報告) (文教委員会)

市 長 森 田 喜美男 君 日程第 5 請願第 57- 6号 日野市の幼稚園教育費公私格差是正と日野市幼児教育セ

助 役 赤 松 行 雄 君 収 入 役 力日 藤 自B 君 ンタ一設立に関する請願

企画財政部長 前 田 雅 夫 君 総務部長 伊 藤 正 τロ士= 君 日程第 6 請願第 57-56号 図書館の夜間開館に関する陳情

市民部長 力日 藤 男 君 生活環境部長 坂 本 金 雄 君 日程第 7 請願第 57-64号 中学校通学区域変更に関する陳情

清掃部長 大 貫 松 雄 君 都市整備部長 結 城 邦 夫 君 日程第 8 請願第 58-3 7号 遺跡調査に関する請願

建設部長 中 村 亮 助 君 福 祉部 長 局 野 隆 君 日程第 9 請願第 58-12号 日野市教育委員会規則「体育指導員に関する規則Jのー

水道部長 永 原 照 雄 君 病院事務長 佐 藤 矢同口 春 君 部改正願い請願

教 育 長 長 沢 一 虫B 君 教育次長 山 哲 夫 君 介、p 日程第 10 請願第 58-26号 日野市教育委員会の実態調査願いに関する陳情

(厚生委員会〉

会議K出席した議会事務局職員の職氏名 日程第 11 請願第 58 -1 9号 合成洗剤使用の規制を求める請願

局 長 田 屈バb、 局 光 君 次 長 宅，_，_ヨJ 沢 代 τロと 君 日程第 12 請願第 58 -2 2号 健康保険の改定に反対する決議と厚生省に意見の具申を

書 記 栗 原 き7ち己 次 君 書 記 萩生田 富 司 君 願う請願

書 記 谷 野 省 一 君 書 記 串 田 平 芳日 君 日程第 13 請願第 58-3 3号 医療保険制度改革案反対に関する請願

日程第 14 請願第 58 -3 4号 健康保険改正に関する請願

速記委託先 住所 東京都立川市曙町一丁目 10の 3 (取り下げ〉 (厚生委員会)

立川速記者養成所 所長 関根雪峰 日程第 15 請願第 58ー 30号 社会福祉法人助成額の改訂並びに助成条件の変更につい

速記者 川久保友子君 ての請願

(建設委員会)

議事日程 円時 日程第 16 請願第 58-28号 市道一部廃止について陳情

昭和 59年 3月 5日(月) 日程第 17 特別委員会中間報告の件

午前 1 0 時開会 (議案上程)

日程第 18 議案 第 10号 昭和 58年度日野市一般会計補正予算について(第 7号)

日程第 1 会議録署名議員の指名 日程第 19 議案 第 11号 昭和 58年度日野市国民健康保険特別会計補正予算につ

日程第 2 会期の決定 いて(第 3号)

日程第 3 行政報告 日程第 20 議案 第 12号 昭和 58年度目野市都市計画事業特別会計補正予算につ

日程第 4 諸般の報告 いて(第 4号)

日程第 21 議案 第 13号 昭和 58年度日野市下水道事業特別会計補正予算につい
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日程第 22 議 案

日程第 23 議案

日程第 24 議案

日程第 25 議案

本日の会議に付した事件

日程第 1から第 25まで

て(第 2号)

第 14号 昭和 58年度日野市立総合病院事会計補正予算につい

て(第 2号)

第 15号 昭和 58年度日野市受託水道事業特別会計補正予算K

ついて(第 2号)

第 16号 昭和 58年度日野市農業共済事業特別会計補正予算に

ついて(第3号)

第 17号 昭和 58年度日野市老人保健特別会計補正予算につい

て(第 2号)
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午前 10時 32分開会

乙れより 昭和 59年第 1回日野市議会定例会を開会し、直ちに0議長(石坂勝雄君)

本日の会議を開きます。

ただいまの出席議員 30名でありますc

f欠に日程第 1、会議録署名議員の指名の件については、会議規則第 70条の規定に より、議

長』とおいて

4番小山良悟君

5番谷 長 君

を指名いたします。

次iと日程第一 2、会期の決定の件を議題といたし ます。

議会通営委員長の報告を求めます。

〔議会運営委員長登壇 〕

0議会運営委員長(奥住芳雄君) 議会運営委員会の報告を申し上げます。

昭和 59年第 1回定例会の日程等Kつきまして、去る 3月 1日、議会運営委員会を開催いた

しました。その結果、 会期は本 3月 5日より 3月の 30日まで 26日間と決定をいたしまし

fこ。

なお、詳細につきましてはお手元に配付しである書類のとおりでございます。よろしくお願

いをいたします。

0議長(石坂勝雄君〉 ただいまの議会運営委員長の報告のとおり、 会期を決定するに

御異議ありませんか。

C i異議なしJと呼ぶ者あり〕

0議長(石坂勝雄君) 御異議ないもの と認めます。 よって会期は、本日から 3月30 

日まで、期日 26日間と決定いたしました。

次iC日程第 3、行政報告を行います。

市長から行政報告を求めます。

(市長登壇〕

O市長(森田喜美男君 〉 本日より昭和 59年第 1固定例会をお願いいたします。

去る 12月議会以降の行政報告の主要な事項について、私より 3点、助役より 1点御報告を
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申し上げます。

その一つは、電算組織運営審議会の発足Kついてであります。

日野市電子計算組織に係る個人情報の保護に関する条例は、去る 55年第 2回議会に提案を

し、継続審議を経て、 56年 10月制定公布されております。

乙の議案の趣旨は、今後、市行政の事務改善に電算機を導入するととを前提と して、あらか

じめ個人情報を厳しく保護するため、固有の審議会設置を定めておるものであります。来年60

年 2月を期して、住民基本台帳の電算化を進めるに当たり、別紙資料のとおり、 1 2名の委員

を委嘱して審議会を構成し、会長は都立工科短期大学の秋山穣先生にお願いをいたしました。

去る 1月28日、初会合を持ちまして、コンビュータ一利用に関する基本計画を諮問し、 3回

御審議の会合を経て、承認をされております。今後、電算化に伴い、十分の御意見を伺いなが

ら、個人情報の取り扱いと、管理に誤りないよう期してまいりたい、と考えております。

報告の第 2は、青少年問題協議会の活動方針の決定についてであります。

青少年の健全な成長は、すべての者が願うと乙ろでありますが、一方に青少年の非行現象と、

その非行環境の現状には、ゆゆしい社会問題として、自に余るものがあります。条例設置によ

る日野市青少年問題協議会、会長は日野市長となっております。青少年問題協議会では、地域

社会の状況にかんがみ、去る 1月 20日の会合において、月Ij紙資料のとおり青少年の健全育成

のための社会環境浄化に関する方針を決定し、今後、市民運動に訴えて活動するととを確認し

ていただいております。

いま、政治、行政の各方面において、乙の問題に関する論議と関心が高まりつつありますが、

社会の教育力を高めて、俗悪な商業主義と、不良文化財を社会の表面から追放する機運を地域

より始めなければならない、と考えております。決めました方針に基づき、今後、活動要領を

定め、権限を補い、健康かつ健全な社会環境の保全のために、地域の御協力をお願いする考え

でおりますので、議会におかれましでも、何とぞ御指導をいただきたい、と存じております。

報告第 3は、都パスの路線有存続についてであります。

2年前から、都交通局は、都パス路線の再縞成と称して、赤字路線の廃止を打ち出し、本市

の関連では、八王子一立川問、主として甲州街道を運行する路線立の 73号がその対称とされ

てきました。との存続を求める立場から、市議会の意見書決議、あるいは市の文書要請、その

他の運動の結果、都の一般会計と、それから交通局の自主努力、また関係地元市の 3分割負担
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戸ト、

方式によって、存続に合意を得る結果となりました。青梅市より田無市に至る梅 70号も同様

な措置であります。

とれに伴い、本市の負担分は、当初 57年度め赤字を計算根拠として、均等割、走行距離割

の合計約 1，500万円でしたが、立川|市、八王子市も負担額に難点があり、結果、毎日の運行

数 70便を 56使に減らして 1，0.48万円の負担となっております。

今回、予算計上いたしておりますので、詳細につきましては、御審議の際、十介に御説明を

申し上げたいと思います。

以上 3点をもちまして、私の行政報告とさせていただきます。ありがとうございました。

。議長(石坂勝雄君〉

(助役登壇〕

O助役(赤松行雄君)

次に助役から報告を求めます。

助役から、行政報告ということで、新設都立高校の内定と対応

という乙とで御報告申し上げたいと思います。

新設都立高校の内定と対応という乙とで、市内 3校自の都立高校の誘致につきましては、市

議会の強力な御支援のもと運動を行ってまいりましたが、東京都教育庁の当局より、昭和 60 

年春開校の第 7学区都立高校用地として、南平八丁目、市公社所有地のうち面積 2万 5、000

平米を買収したいとの依頼通知を受けました。乙の内定通知に基づき、都教育庁当局と、高校

施設建設に向けての日程との調整を図りつつ 用地引き渡しの予定である本年末までに、施設

配置に合わせた用地造成を完了させる計画であります。

現在、庁内に都立高校校地造成推進本部を組織して、関係法令に基づく諸手続、並びに造成

にかかる設計作業を行っております。限られた日程の中で、関係工事の完成に努力を尽くす覚

悟でございます。

今後とも御協力、御支援をお願い申し上げる次第でございます。よろしくお願いいたします。

報告にかえさせていただきます。

0議長(石坂勝雄君) 収入役以下については、報告書のとおりですので、報告を省略

いたします。

とれより行政報告全般について質疑に入り ますの夏井明男君。

016番(夏井明男君) 2点お尋ねいたします。

1点は、前回たしか市内循環パスについてのお話があったわけですけれども、そのときの資
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料によりますと、乙としの4月から具体的な契約等を進めていきたいとい うふうなお考えであ

ったと 思いますが、今回の行政報告の中では、 市民の重大な関心のあります、乙 の市内循環パ

スについては、報告がございません。その点、現在どういうふうな形になっているのか、との

本会議で、 議場で御説明をお願いしたいと 思います。

第 2点は、教育関係の方で、学区の編成の作業を進めている と聞きますけれども 、乙の辺に

ついても、かなり作業の詰めが進んでいるとお聞きしておりますが、 ζ の辺の将来の計画とい

いますか、具体的な作業の過程を御説明いただければありがたいと思います。以上です。

市長。0議長(石坂勝雄君〉

0市長(森田喜美男君) お答えいたします。

市内循環パス構想、を打ち出 しまして、関係京王パス、あるいは陸運局当局、乙れらとその実

現に向けて、交渉、努力を続けてまい っております。

われわれの当初構想に対しまして、京王パスの対応、並びに陸運局から指導を受ける諸制度、

乙れらの関係で、かなり 思 うK任せない状況が、幾多ござい ます。 そ乙で、とり あえず、その

循環コースの一昔日分ではありますが、軸になる部分、その部分は、日野駅から庁舎経由、ある

いはまた 1・3・2の架橋を経由し、病院、支所、豊田駅、乙の軸の部分をまず京王パスの路

線道行によ て開始をしよう、乙う い うζ とに現状を進めつつあります。将来、路線の完成を

努力 しながら、まず最小限のスタートを切りたい、というのがその趣旨であります。

乙の乙とにつきましては、予算計上の中にありますものですから、あ るいは別に他の事項と

あわせ、全員協議会等の場で御説明をさせていただいたら、という ふ うに 考えておりま して行

政報告から外しておりますが、なお、十分御説明の機会を持ちたい、このように考えておりま

す。

以上が第 1点のお答えでございます。

O議長(石坂勝雄君 ) 教育長。

0教育長 (長沢三郎君) お答え申し上げます。

学区編成作業の将来状況でございますけれど、 58年度予算で、 学区域ごとの将来人口の推

計、乙れを一応打ち出しま して、 改めて 59年度予算に計上 しでございますけれど、予算が確

定した時点の中で、検討委員会を構成いたしまして、ζ の検討委員会につきま しては、 学校側

の代表、それから父母の代表、学識経験者、乙れらの方々の委嘱を行った上で、検討委員会を
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持ちま して、 当面、小学校区を最初に、小学校区に引き続きまして、中学校区の検討、そんな

ような形で学区域の検討委員会を持って、 適正な学区域を決めていきたい。

で、やり方といたしましては、将来の推計に基つoきまして、 学年進行、新しく 1年生から 6

年生までを一挙に学区域の変更という形で移動させるという乙とは、きわめて教育活動の上で、

いろいろな障害をもたらしますので、できれば学年進行、新しく 1年生に入ってし¥<学年から 、

学年進行方式で対応 していきたい。できると 乙ろから 、 60年度以降、逐次その学区域の無理

な学区域を一応区切ってご ざいます。そ ういうと乙ろのその適正化に努めてまいりたい、 とん

なぐあいに考えており ます。

0議長(石坂勝雄君)

0 16番(更井明男君 )

夏井明男君。

学区の 乙とについて、 再度お尋ねいた しますが、そうしますと、

乙としの予算の決まった後の、今年度の 1年をかけて検討委員会をつくり、次の年度から、最

初昭和 60年の 4月から実施に入りたい、というふうな考え方でよろしいんでし Iうか。

0議長(石坂勝雄君) 教育長。

0教育長(長沢三郎君) できると乙ろから、そういう 方向で進めてまいりたい、乙う

考えております。

O議長(石坂勝雄君) 藤林理一郎君。

020番 (藤林理一郎君 ) 乙乙にある 3番目 ですか、都パスの立 73路線の存続につ

いて、というととなんですが、乙れ、何年ぐらい続けてするのか、その時間をわかりましたら

教えていただきたいと思っています。

それと、とれについて各市町村というんですか、都パスが運行していると乙 ろの負担金が、

各市町村で赤字について負担を出すんだ、乙ういうような乙とも 聞かされてお ります。 それの

金額が、日野市の場合はどのくらい負担額がなされるのかですね。

それと、もう一つは、日野橋から日野を通じて八王子に向かっていくわけなんですけれども、

乙れが 14便ですか、減らされておられるという乙と、いま、市長から報告がなされましたけ

れども、乙れは東京都の方から、こ の便について 14便を減らした、という乙とで話がなに し

たのか、それとも、乙ちらの方で減らしでもし功、から続けてもらいたい、というような話がな

されたのか、その辺のと乙ろをひとつ聞かしていただきたいと思います。

0議長(石坂勝雄君) 市長。
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0市長(森田喜美男君) 都パス立 73号の存続のととにつきましては、交渉経過を申

し上げますと、大変長くなるわけであります。結論のみ報告を申し上げたものですから、おわかり

にくい点があったかと思っておりますが、都の第 1段階の姿勢は、廃止したし 1。しかし、廃止

しては困るから存続してください、乙ういうわれわれの願いがあったわけでありまして、次に

出ましたのが、存続するからには、存続を求めるならば、地元で赤字負担をしてほしし 1。乙う

いう乙とに進みました。そ乙でとうてい地元で負担をするという乙ともむずかしい乙とであり

ますから、お互いが、じゃあ努力をする。その努力の仕方は、東京都も一般会計で 3分の 1を

負担しよう。それから、交通局も自主努力によって他の黒字部分からでもその赤字補てんしよ

う。それから関連市がそのあとの 3分のしつまり 3分の 1分割負担方式というととを交通局

の方が言い出してとられました。その基準が 57年の決算赤字額約 1億円少々であります。

それにいたしましでも、なお負担が大きいものですから、もっと負担を少なくしてほしい。

特に日野市は存続要請の中心にもなったわけでありますが、立川、八王子の立場はかなり微妙

であります。つまり大きい負担ではとてもやりきれない、乙ういう事情でありますので、その

努力の結果と申しまし zうか、つまり運行回数を、昼間あたりの空便の分が主だと思いますけ

ど、それらを誠らす乙とによって、経費をより縮少しようという結果が日野市の負担 1，048

万円。それで東京都は同じ額を日野市の調整交付金の中に補給をする、乙ういう乙とでありま

す。立川の持ち分がたしか七百何十万円、八王子が 500万円台ではなかったかと思っており

ますけど、そういう負担割合で、東京都の、交通局当局は 3年間それを継続しようという方針

のもとに、私どもは最初の 1年問、つまり、ことし 59年Kまた考え直しをさせてほしい、と

ういう条件をつけて合意はされた、乙ういう経過でございます。

なお、詳細につきましては、また適当な場で、担当部長から十分御杭得のいくように御説明を

させていただきたいと思います。( i了解Jと呼ぶ者あり)

0議長(石坂勝雄君) 旗野行雄君。

01 0番(簾野行雄君) 何点か質問させていただきたいと思います。

まず循環パスの問題でありますけれども、夏井議員からも先ほど質問がありましたが、 9月

議会の行政報告で、正確を期すために、私、議事録を乙乙に持ってまいりましたけれども、市

長は、市内循環パスの運行について、非常に市民要望がきわめて高し、。また、市政の重要案件

でもある。乙れについて、京王と交渉をした結果、ほとんどめどがついた。市の提示した条件

nu 
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について、実施可能だと見ております。それで、パスの遅行については、目途としては、来年

4月ですから、 9月議会で、来年 4月ですから、 ζ の 4月から運行可能だ、と考えております。

乙ういうふうに報告されておるわけであります。

私は、乙の循環パスの運行については、 2・2・6路線が完成しない以上、ち Iっと無理で

はないか、というような考えでおりましたけれども、乙のときの示された案によりますと、た

しか滝合橋経由で運行するという乙とになっていたと思います。非常に南北交通が日野市では

問題になっているので、非常に早期に実現すれば結構なととだという乙とで、それ以後、私は、

地域の市政報告なり何なりの機会に恐らく市長もこう言っているんだから、 4月からは実現さ

れるんではないか、というふうに皆さんには報告してあったわけでございます。と乙ろが、聞

くととろによると、乙れはいろいろの問題が出てできなくなったということのようであります。

私は非常に迷惑しておるわけであります。市民から、あのときに議員はああ言ったではないか、

できなくなったのはどういうわけだ、というふうに言われるわけであります。同僚の皆さんに

聞かれると、市長の言う乙とを信用するからいけないんだ、 (笑声〉乙ういうふうに言われる

わけでありますが、 ζのように、責任ある市長が乙のような発言されるのを信用するのは、私

は当然であると思うわけであります。

そういう乙とで、行政報告ではっきりこのようにおっしゃられている以上、 12月議会の、

たしか行政報告でも、との点については、触れられておりません。 4月というと、もうすぐで

あります。何か先ほどの夏井議員の質問に対しては、全協なりイ可なりで説明する予定であった、

というような発言がございましたけれども、行政報告で、とういうふつな乙とを言われている

以上、行政報告において、もし、できなくなったならできなくなったと、はっきりその辺をさ

せるべきだ、と私は思います。とれがまず第 1点。

それから、助役が都立高校の内定と対応について、というととで報告がございましたけれど

も、たしか、乙れは 9月議会だったと思いますけれども、廃道の議案の中で、新日本エンター

プライズからの用地買収について、誤買収があったということがはっきりしたわけであります。

乙れは早急に是正します。という乙とで結論が出ておるわけでありますが、その処理は、その

後どうなったか、乙の乙とをお伺いしたいと思います。乙れが第 2点。

次花、報告書の 3ページ、会計別歳入歳出執行状況でありますけれども、一番右の欄、執行

率ですね、執行率が都市計画では 1月31日現在でたった 14.2 %きり執行されておらない。

r. 
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下水道についても 32%ということであります。という乙とは、残る 2月、 3月の二ヶ月に都市

計画においては約 85%、乙れA たった二ヶ月に執行しなければならないというととになるわけ

です。非常Kおかしい。乙れはどうなっているのか。果してあとの 2カ月で執行できるのか

その辺の見通しを伺いたいと思います。

あと、同じく 5ページの一般会計についてでありますが、同じく土木費も約 39.3 %ですか、

約 40%きりまだ 1月末執行されておらないわけであります。この辺の事情はどうなっている

のか。また、年度末までの執行の見通しはどうなのか、お聞かせ願いたいと思います。

次に 4ページです。 一般会計の歳入執行状況です。乙れが市税については 80.9 %となって

おります。昨年の同じ時期の行政報告を調べてみますと 82.6 %という数字が出ております。

約1.7%ですか、歳入が少ないという数字であります。乙れについては市民部の 19ページK

市税の収入状況の数字が出ておりますけれども、昨年度よりも市民税についても昨年 82.5 % 

に対して、乙としは 80.4 %と収入が落ちておる。市税全体につきましでも、 約 1.6%収入率

が低下しているわけであります。乙の辺の事情はどうなっているのか、乙の乙とをお伺いした

いと思います。以上です。

O議長(石坂勝雄君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 市民生活のすべて、あるいは市民活動を私どもが促進したい

と考えます場合に、一番先に出てくる問題は、市内交通の問題であります。そ乙で道路条件が

整ったらぜひ市内に循環パスの運行をさせたい、という乙とを長く念願としてまいりました。

たまたま幸いにも中央線の 1・3・2路線の架橋が完成し、開通をいたしております。また、

近く 2 ・2・6号都道の平山橋の橋かけ、あるいは北野街道との接続、乙れも 59年度いっぱ

いで完成を見る、とういう予測になっております。

2・2・5の路線につきましては、大変時間がかかって、市民に御迷惑になっているわけで

ありますが、御迷惑を打開し得ない状況にあるわけでありますが、ょうやく用地交渉等が前進

を進めております。昨年の 9月議会だったと思っておりますが、中央線架橋に伴いまして、と

にかくかなり市民生活花利使の保てる循環構想、を組む乙とができるという乙とで、われわれの

頭に浮かびます条件を整えました。京王パス当局との交渉を開始し可たしました。初め、日野市

の提案で実現できる、つまり市が経費を負担するならば実現できる、乙ういう総合的な回答で

ございましたので、われわれは、大変期待を高めてきたわけであります。
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その後、まず一段階では、経費の見積もりが大変差がある というとと、あるいは単一料金で

ありますとか、それから循環パスを組む際の新しい認可というものが、陸運局の制度上、ある

いは路線パスの、行政の立場から安定経営を指導する、とういう乙との意味があるかと思って

おりますけども、非常に厳しい条件が必要である、というととが生まれてまいりました。そう

いう乙とで、とにかく乙の状況を一歩でも前進させるには、どうすればよいかという観点から、

実現可能なと乙ろを進めてまいっております。その結果が、当初、内示を申し上げましたコー

スどおり Kは、現在まいっておりません。また、そのような乙とで、私どもはまだ路線までは

公表しませんでしたけど、 議会には内々の交渉のととを御説明申しておりますので、そういう

意味では御迷惑をかける状況になっておるかもしれませんが、今後の努力というととで、その

迷惑を必ず解消しなけりゃならない、乙のように考える次第でございます。

伴う問題がたくさんございますので、ぜひまた状況の御理解をいただくとともに、御意見、

あるいは御支援を賜りたい、このように願っておる ζ ともございますので、よろしくお願いい

たします。

O議長(石坂勝雄君) 助役。

0助役 (赤松行雄君 ) 第 2点目の南平八丁目 の開発公社の高校用地予定地でございま

すけれども 、乙 の買収について、御指摘は 9月議会におきまして、あるいは 9月議会の中の建

設委員会の中におきまして、御指摘を賜ったわけでございます。

御指摘受けましたような、取り扱い上、取り扱いの誤りがあったという乙とを率直に認めざ

るを得ないわけでございます。それらの点を申し上げますと、大里 3号線の誤買収ではないだ

ろうか、あるいは大里 3号の大里 3ーイ号線、乙れが境界確定してなし 1。それから大里 2ーイ

号線、乙れの境界確定、墓地でございます。それから請願等も出されておるわけでございます

けれども、墓地についての、お二方の請願でございますけれども、御理解を賜りまして、 1月

1 7日取り下げと相なったわけでございます。したがって境界確定等も 12月の 9日に行われ

ました。

それから、大里 3ーイ号線、乙れにつきましでも、 1 2月の 9日、境界確定を東京都からい

ただきまして、乙れにつきましては、買収地の外にあるんだ、位置は外にあるんだというとと

で、誤買収というふうなととには、赤道の買収という乙とからは、免れたわけでございます。

はっきり言いまして、大里 3号線につきましては、長さの点で誤買収があった、というととを
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認めざるを得ないわけでございます。監督一一大変技術的な事務というものKついて、むずか

しいものだなというふうな、事務崖としての統率力の不足という乙とを、つくづく 感ずるわけ

でございます。

それで、結果的には、それでは買った面積はどうなのか、ということでございます。御報告

申し上げてございますとと ろの買収地は、 6万 5，52 9.7 3平米ということも御報告しでござ

います。それから、その中Kは、大里 1号の市道分 13 9.2 0平米、乙れも入った面積でござ

いますので、乙れ 除きますと、あの山林の、独歩が持っておりました山林の面積は、 6万

5，3 9 0.53平米でございます。乙れと今後造成、あるいは緑地というふうな擁壁というふう

な問題、あるいは東京都へネットな高校用地、緑地を含まないネットな高校用地として、 2万

5，000というものの造成をする、というふうなととで、再度の測量をしたわけでございます。

その結果と合わせますと、幸いに して 14 4.0 1平米ばかり買収地がふえることとなったわけ

でございます。たとえふえましでも、買収経過Kおけるミスというものは、免れるわけではご

ざいません。乙の席から、理事長としての 57年度買収時の統括というか、責任という ζ とを

痛感してるわけでございまして、とういうようなととで、墓地の方も解決しましたし、大体ほ

とんど解決しております。そういう中で、出てきた面積、幸いにして 14 4.0 1平米ばかりふ

える、乙ういうととでございます。

途中の事務的なミスにつきましては、それで免れるものじゃございません。乙の席から深く

陳謝申し上げたいと思いますし、今後十分気をつけなきゃならん。大変技術的な事務というの

はそう安易なものじゃないんだ、というふうな私の安易な点が大きく原因となっておるわけで

ございます。そういっ経過でございます。

0議長(石坂勝雄君) 都市整備部長。

0都市整備部長(結城邦夫君) それでは、行政報告の 3ページの執行状況でございま

す。との中で、都市計画と下水道事業について御説明申し上げます。

都市計画、乙れは区画整理事業の特別会計でございまして、乙 ζ で 1月31日現在で、 14.2

%という執行率になっておるわけでございますけれども、区画整理事業は、現在順調に事業が

進行しでございます。今年度発注分につきましでも、新都市建設公社、あるいは市が直接に施

行いたします事業分につきましでも、全部発注済みでございます。ただ、乙の執行の状況が、

工事の期間終了後K金額を支払うというととになっておりますので、現在ではまだ工事が完了
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しておらない関係上、その分について、支払いが行われていないという乙とと、新都市建設公

社K業務委託を行っております。乙の業務委託の分につきましでも、協定はすでにできており

ますが、実際に支払う時期は、年度末に支払うという乙とになっておりますので、その執行分

がまだ ζ 乙で落ちておらないという点で、執行率が低くなっているわけでございます。

それと、下水道事業でございます。下水道事業につきましては、 32.1 %の執行状況になっ

ておるわけでございます。とれも今年度発注する工事につきましては、予定どおり現在工事が

進行中でございます。同じよ うIC3月末の工期が非常に多い関係上、支払い関係が、工事完了

後に支払うという乙とで、残が出てるわけでございます。

乙の中で、一つ大きな問題といたしましては、流域下水道の負担金の分でごぎいますが、流

域下水道は、東京都が施行いたしまして、その分について関連市で負担を行う、という形にな

っております。で、 58年度分につきましては、用地買収等が具体的に行われなかったという

乙とに伴いまして、流域関係の負担金部分で 2億 8，000- 失礼しました。 2億9，865万

9，000円の残が生じる乙とになります。で、乙れは当然執行率の中に現在含まれておりませ

んので、また今回の 3月補正で修正させていただきたい、補正で訂正させていただきたい、と

考えているわけでございます。以上でございます。

O議長(石坂勝雄君) 建設部長。

。建設部長(中村亮助君) それでは、私の方から第 4点目の御質問にお答え申し上げ

ます。

土木費全体の執行率が 39.3 %、とれは、 1月31日現在のものでございますけれども、御

存じのように、土木費の中には、都市計画関係の予算も含まれておりますので、私ども所管の

関係についてだけ申し上げますと、前回の 10月 31日現在で、 24.9%でございました。そ

れで、乙の中には、すでK工事が執行して終わっておりますけれども、いわゆる支出負担行為

がまだ行われてないものもございます。それからまた今後、いますでに執行しておりまして、

年度内に執行が完了するものもございます。特に 12月に御認定をいただきました、三沢中学

校の関連の三沢 10号線の新設道路、あるいはまた仲田小学校の関係K伴います新設道路、乙

ういう 大きな道路の新設が、現在施工中でございます。それから、水路関係につきましでも、

改良関係では、大きなものでは、根)11の工事が現在腕工中でございまして、そういう関連の中

で、大きな工事そのものが、特に水路関係につきましては、勢い濯減期の関係もございまして、
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年度末に集中してくる、大体 12月から 3月「らいまでの執行期間で執行せざるを得ない、と

いう状況がございますので、全体的には執行率は現在低いわけでございますけれども、年度内

に十介計画どおりの執行の見通しがございます。以上でございます。

O議長(石坂勝雄君) 市民部長。

。市民部長 (加藤一男君) 最後の御質問の、ページ 19ページの関係でございますが、

前年度と比較いたしまして、 1.6%のダウンをしている。乙の事情はどういうわけか、という

御質問でございますが、大変むずかしい御質問でございます。

私ども市民部の職員といたしましては、鋭意努力はもちろんでございますけれども、もちろ

ん納税者の御協力も当然いただかなきゃならないととでございますが、結果的花、 1.6%のダ

ウンをいたしておるわけでございます。直接の担当課は納税課でございますが、乙のとと κつ

いて、いろいろ相談をいたしておりますが、乙の表でごらんになっておわかりのように、どう

しても滞納繰越介になってしまいますと、どうしても率が落ちてしまうという ζ とで、何とか

現年度中に納税の督促をしようじゃないか、督励をしようじゃないかという乙とで、新年度は

考えよう、という話し合いに実はなっておるわけでございます。

そういうととで、鋭意努力はいたしておるわけですが、結果的花、乙ういう乙とになってお

るわけでございます。御理解を賜りたいと存じます。

0議長(石坂勝雄君) 旗野行雄君。

でL

010番 (旗野行雄君) 1点だけ再質問させていただきたいと思います。

循環パスの問題について、ただいまの市長の説明によりますと、負担率について、京王と大

きな食い違いがあってできないんだ。とれが第 1点 それから陸運局の関係についても、いろ

いろむずかしい乙とがあるんだ、乙ういう説明でありました。

しかしながら、くどいようですが、乙の 9月の議事録を読んでみますと、京王については、

市の提示した条件について、ほぼ実現可能であろう、とういうふうに書いてあるわけでありま

す。ただいまの説明と、ずいぶん食い違うわけであります。そして、さっきも申しましたよう

に、 4月から運行可能であると考えております。乙ういうふうに、最後には発言されておられ

るわけです。いまの説明とずいぶん食い違いがあるわけであります。市長が、 4月から行政報

告で運行可能であろう、というふうに言われておったので、さっきも申し上げましたよう花、

そうか、それでは 4月から何とかなるのかな、という乙とで、市民の皆さんに私も説明したわ
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けで、これができないとなるとえらい一一議員の言うととは信用できない、というふうに乙れ

から言われかねないわけでありますので、どうか、そういうことの発言は、乙れから慎重を期

してもらいたい、乙の乙とを要望しておきます。以上です。

0議長(石坂勝雄君)

05番 (谷長一君)

谷長一君。

教育長にお伺いしますけれども、日野の中学で、いわゆる父兄

が授業中に学校へ行きまして、中を巡回している、というような話を聞くわけなんですけれど

も、学校の管理、監督というのは、学校長が全責任を持ってやっているのではないか、と思う

んです。そ乙で、そのような中学があるとしましたら、教育委員会におきましては、どのよう

な処置をとるのか。

とれは、また中学』とよりますと、その子供が学校で授業を受けるという乙とになると、登校

するとい う乙とになると、 学内の秩序を乱してしまう。ついては、学校にその生徒が来ない方

がいい。そのような乙とも言ったのを、また聞いたわけなんです。それで、ある第三者が、そ

の子供を中学校に連れていきまして、その子応対して、また先生にも無断で、授業を受ける権

利があるんだとい うような乙と もやった、とい うような話も聞いているわけなんですけれども、

確かに青少年の非行の原因というのは、俗に言われる家庭、学校、社会と、それらの影響を子

供が受けて、判断力の弱し可中学生、または小学生が、それらの影響を受けてしまう 、悪影響を

受ける というようなことではありますけれども、日野市の小学校の中、中学校の中において、

そのような乙とが事実行われているということになりますと、非常に心もとない出来事ではな

いかと思うんですが、( iそうだ」と呼ぶ者あり )それらの点につきまして、教育長はどのよ

うなお考えを持っていらっしゃるか、お伺いしたいです。以上です。

0議長(石坂勝雄君) 教育長。

。教育長(長沢三郎君) お答え申し上げます。

いま、谷議員さんの方から御指摘のありましたようなクースが、一、二の中学校の方で見受

けられまして、特に、ある中学校では、非常に校舎内外の破損が激しい。そういうととで、学

校長以下、とにかく真剣K取り組んでいるわけですけれど、なかなか特別な生徒の非行問題K

手をやいている。 で、乙れは、確かに父兄の方でも大変心配してくださいまして、学校側との

話し合いの中で、いままで以上に授業参観日等をふやして、できるだけ父兄も学校側に協力を

していきたし、。乙ういう体制をつくりながら、対応しているのが現状でございます。

-17-



で、先日、実は 2月29日の日にも、教育委員会でも、乙の問題Kつきましては、非常K各

委員さんとも心配されまして、該当校の学校長にも、夜遅くまで教育委員会の方K来ていただ

いて、学校の実情並びに管理、監督責任者である校長の対応の仕方、こういうものにつきまし

て、校長としての見解も伺った。なお、教育委員会サイドといたしましでも、他の学校K比べ

まして、できるだけ学校側に協力をしていきたいという乙とで、足しげく該当校の方にはお伺

いして、担当の先生、あるいは校長、教頭等とも連絡を取りながら、やってまいっているわけ

でございますけれど、特にと乙で、高校受験等が一段落し、卒業式を迎える、乙ういう時期に

も差しかかっておりますので、校長会、その他を通しまして、児童の健全育成と申しますか、

特に卒業期におけると乙ろの指導、乙ういうものにつきまして、さらに徹底を図っていきたい。

最終的Kは、学校自体が、落ち着いた雰囲気の中で、授業をできるような環境づくり、乙れは

もう単に学校長が管理、監督の責任者といえ、やはり当該校の教職員の協力を得て、初めて完

成する問題でございますので、強力な学校長のリーダーシッフ、乙れをとれるような形の側面

的な協力、乙れを教育委員会としては、今後も引き続き図っていきたい、とう考えております。

それから、もう 1点の、中学校において問題児といいますか、そういう子供が来ない方がい

いんだ、とれは義務教育段階におけるととろの、いわゆる教育のあり方として、昨年度の町田

のクースでも、あるいは最近でも、千葉市とかその他幾つかそういうクースが見受けられるわ

けでございますけれど、たまたま、乙の学校のクースそのものにつきましては、実は学校側が、

その生徒の登校を拒否している、そういうような状況の問題とは、若干性格が違っておりまし

て、当初、乙の生徒を一応養護学校との絡みの中で、父兄との納得の上で、養護学校の方に転

校措置がとられた。乙れが都立の養護学校という関係もございまして、その子がどうしてもそ

の学校の方になじまない、という問題もどぎいまして、再びもとの学校に復学するというよう

な手続をとっていく関係、並びにその手続をとっていく関係の途中で、その該当児がけがをし

て、一カ月近い診断書等が医者の方から出されて、学校への登校そのものはできなかったという

ような状況、それから、なお学校側でその生徒を受け入れるのに際しまして、できるだけいわ

ゆる生徒自体にとっても、学校側の教育的配慮の中で、一挙にもとの学級に戻すよりか、段階

を追ってもとの学級に復帰できるような手だて、そういうものをとっていく過程の中で、乙の

生徒の対応の処置の仕方をめぐりまして、父兄と学校側との問で意見の違いがございまして、

学校の了解とか、そういうととなしに、教室へ連れてったというような問題等があって、若干
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トラブルがございましたけれど、教育委員会が聞に入りまして、対応を決め、なお、もう現在

では、もとの学級でほかの生徒と一緒に授業を受けている、そういう状況になっておりますの

で、乙の問題につきましては、一段落している、というように御承知願いたいと思います。以

上です。

0議長(石坂勝雄君) 谷長一君。

05番 (谷長一君 ) あと一つまたお伺いしたいんですけれども、いまの問題ですね、

ぞ32

乙の非行問題というの花、確かに中学の先生方は手をやいているという ζ とはわかるんです。

が、 しかし、授業参観と称しまして、やはりお動めに行ってる方も、動めを休んでまでも、通

常の日花、 1週間を通 してや っているよ うなんです。そうしますと、やはり、乙れは単に ζ れ

を授業参観と称して、放置していくわけにはいかないんじゃないか、というような乙ともある

わけなんです。

そこで、今度は問題になるのは、さらにそういう問題児というのは、中学から今度高校へま

た進学をできないというような方もあるんじ ゃないか、と考えているわけなんです。そ乙で、

乙の問題児で、中学を一般の生徒と一緒に卒業証書を渡せない人、後で渡す人とか、そうした

り、また中学から高校に進学をできず、中学浪人と申しますか、そのような方が日野市にどの

くらいいらっしゃるか、わかったらお教え願いたいんです。

0議長(石坂勝雄君) 教育長。

。教育長(長沢三郎君) お答え申し上げます。

いま、 1週間通して父兄参観が行われていて、父兄の中では、お動めの関係等なかなか学校

側に協力したくても協力しにくい、あるいは問題が逆に、逆な意味で起きているという、その

辺の状況につきましては、まだ詳しく学校側の対応の状況を聞いておりませんけれど、先日の

事情聴取の中では、いままで以上に父母の学校参観日をふやして、父兄ともどもそういう問題

児の対応等も含めながら、できるだけ学校の他の児童生徒に及ぼす影響、その他も含めて対応、

措置をとっていくというような学校長の方からの報告を聞いているわけでございますけれど、

その辺の問題につきましては、やはり学校という角度の中で、当然学校が責任を負って、児童

生徒の教育、学校教育ですね、学校における教育の中心は、あくまでも学校でございますので、

過度の行き過ぎたような形での ζ とのないように、また学校側とは十分連絡を取りながら対応

していきたいと思ってます。
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それから、もう 1点の、そういうような生徒が卒業式等、別個に卒業証書を授与するよ うな

方法が出てくるのか、という 問い合わせでございますけれど、現在、何名かそういう 生徒の中

で、いわゆる児童相談所扱い等で、別の施設に隔離されているといいますか、そういう状況の

問題も確かにあるわけなんです。で、そういう生徒につき ましては、これは学校側といたしま

しては、卒業式当日、そちらの方の、いわゆる腕設からの学校への登校ということは許可がお

りるかど うか、乙れは日野警察等との絡み等も出てまいりますので、 場合によれば、別個の形

での措置、卒業証書の授与、乙ういう乙とをやらざるを得ないような事態になる クースも、一、

二はあるかもしれません。

それから なお、そういう子供たちの高校進学等との問題で、現在どの程度高校に進学できな

いで、強いて言えば、中学浪人というような形をとっているのか、というケースでございます

けれど、乙れも毎年の例でございますけれど、日野市全校で、そういうような形で高校進学が

成立しないということで、受け入れ高校がないというような状況に置かれている生徒も 、数名

毎年出てくる。そういうような状況がございますけれど、進路指導の面も含めて、何とか中学

の先生方に つき ましては、高校進学を希望 してる限りにおいては、ど乙かの高等学校で受け入

れ措置をとっていただけるよう対応している。

ただ、そういう 生徒の場合、高校に、一応4月当初では入学しでも、余り日月の経過をしな

い中で、自然退学と申しますか、自分から学校に出席しないような状況で、 自然に退学してい

くクース、 ζ ういうクース等も伺例かございますので、卒業後の指導、乙れは中学を卒業して

しまいますと、実質的には中学校の教育の範鴎からは離れるわけですけれど、当然もとの担任、

あるいは学校等を通しながら、そういう生徒の追跡調査、そういうようなものにつきましては、

極力学校側としても、対応措置をとっていくような、そういうような方向で取り組んでいかな

いと、いまの非行問題等は根絶しないんではないか。そういう認識に立っておりますので、も

うしばらく学校側との非行問題に対する対応につきまして御協力と、あるいは、いろいろの、

逆に議員の先生方から御叱責といいますか、そういう御意見を出していただきながら対応して

いきたい、乙う考えております。

0議長(石坂勝雄君)

05番(谷長長一君〉

谷長一君。

これは、非常にとの問題児に対しましては、 学校側におきまし

ても、 大変だ と思います。が、 しかし、乙の問題児を、単に問題児と いう乙とで片づけてしま
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うと、やはりさらに非行が激しくなって、どうにもならない、というようなととも考えられる

わけです。そ乙で、問題児等がある程度出席日数が足りないというような乙とがありましでも、

多少の問題はありま しでも、 やはり将来を展望しま して、どうしても、少しでもよくするとい

う観点に立って、卒業証書等も、一般の方と同じような立場において出していただければ幸い

ではないかと 思います。

また、 高校の問題Kつきましでも、特に問題児は、受け入れる高校が、また 乙れを拒否する

というようなことも考えられる場合があるわけです。そうしますと、やはり悪い子がなお悪 く

なる、というようにな ると大変ですので、ぜひ、そといらも考慮いたされて、 何とかとの問題

児を、少しでも問題児でないように軽減してくださるように、努力をひとつ教育委員会ではし

ていただければ幸い と思い ます。

学校のことにつきましては、特に卒業証書等の授与に関しましては、校長に権限があるよう

でございますけれども、そ乙いらの校長応対する指導等も、特に行っていただきたい乙とを念

願しまして、質問を終わります。( I関連Jと呼ぶ者あり〉

0議長(石坂勝雄君) 関連ですか、橋本文子君。

01番 (橋本文子君 〉 乙の問題を私は発言しないつもりでおりましたが、い ま、谷議

員と教育長とのやりとりを聞きながら、一言やはり質問をさせていただきたいと思い、発言を

お吉午 しいただきました。

いま、子供たちの非行、大変騒がれております。特に谷議員もおっしゃるとおり、中学校の

問題は深刻でございます。で、その問題を起乙している子供たちについて いま現在、乙の日

野市一一日野市だけではないと思いますが、乙の日野市の中で、教育委員会、あるいは学校、

家庭が話 し合われて、その非行とレッテルを張られた子供たちが行き着く先は、先ほども教育

長の話の中にありま した養護学校であったり、あるいは児童相談所であったり、あるいはまた

警察 ーー まだありますね、精神病院、それから鑑別所、少年院、もろもろの隔離施設があるょ

っでございますが、子供はみんな生まれたときは真っ白でございます。との真っ白な子供を、

そういう非行に走らせた原因は、つまり大人の側にある。親であり、教育者であり、あるいは

地域の大人たちであります。それを隔離する乙とによって、いま、教育長は、その子供たちの

非行が、本当に直せると思っていらっしゃるのかどうか、その点をお伺いしたいと思います。

。議長(石坂勝雄君) 教育長。

-21-



0教育長(長沢三郎君) お答え申し上げます。

いま御質問がありましたように、クース、クースの対応というものにつきましては、非常に

それぞれのケースごとに違っておりまして、必ず、ではそういうような方法をとるととκよっ

て、子供たちの非行が改まるのか、乙れは決してそういうような観点で、教育の場で、生徒自

体を締め出すとか、そういうような方法はとりたくない。ただ、状況そのものが、非常に警察

も入って乙ざるを得ないような状況下K置かれてまいりますと、実際問題、単に教育の場だけ

の問題でなくて、できるだけその生徒の更生というものも考えた上Kおいての手だてをとらざ

るを得ないようなクースにも、未成年と申しますか一一の中学校の段階まで及んできていると

いうとと。まことに不幸なととでございますけれど、私たちの方としては、極力そういう方法

で施設に隔離しないと、その子供の教育、あるいは他の子供たちの教育が成り立たない、とい

うようなクース、そういうクースは、極力なくしていきたいというととで、この辺では、 学校

側も、教育委員会側も、全く一致している状況でございまして、できるだけ、そういうような

形での子供を、いわゆる別の場所で教育しなければ、学校の教育が成り立たない、というよう

な状況を克服するために、努力しているわけでございますし、そういうような方法をとって隔

離したから、じゃあ、そ ういう子供の更生が必ず成り立つのか、という乙とになりますと、非

常に問題がございますし、学校においては学校の先生方自身、家庭においては父兄の方々、乙

れ等の何とか一致点といいますか、協力体制をっくり上げた上で、そういう子供の対応につき

ましては、さらに努力していきたい、乙う考えているわけです。

0議長(石坂勝雄君)

01番(橋本文子君)

橋本文子君。

いまの教育長のお話によりますとやはり隔離をしなければ、そ

のクラスの教育が成り立たないから、いたし方なく送らざるを得ない、という実態があるのだ、

というふうにおっしゃってると思うわけですが、現実に、教育というのは、学問を、つまり国

語とか算数とか英語とか、それらを詰め込むだけが教育ではないと思います。クラスの中で、

1人もし外れていとうとする子がいたら、はぐれてい乙うとする子がいたら、クラスの子供た

ちが、全員その時間の授業をやめてでも、みんなで真剣にその子を含めて、あるいは教師も一

緒になって話し合う、その中で、どういう人間教育がなされていくのか、という乙とが一番大

事ではないかと思うわけです。

私は、先日、精神病院から帰ってきた子供が、会いたいと言ってきたので、会いました。そ
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の子供応、言いたいだけ言わせました。親にも話せない、教師も聞いてくれない。だれも大人

たちは聞いてくれない。私を締め出す乙としか考えていない。クラスの中でもそうだ。そうい

うふうに仕向けていくのは、親であり教師であり、そのクラスの子供たちを指導してしまって

いる大人たちの責任が、大変大きいということを感じています。その子供と、一日、 2目、 3

日と話し合う中でシンナーを吸ったり、外泊をしたり、警察K留置されたり、精神病院に送ら

れて鎮静剤を打たれてしまったその子供が、もう絶対にシンナーは吸わないよ、あしたから勉

強するよ、取りおくれたととろはき zうから塾κ行きたい 一一白介から言い出すんです。親が

勧めるんじゃありません。きょう 5日から塾に行きたい、とその子は申しておりました。私は、

本人が行きたいと言うんなら、それはそれでもいいだろうというふうに、その子と話し合った

わけですが、子供を追い出しているのは、 言ってみれば大人なんです。

隔離することによって、子供はますます心の中に傷を持ちます。その子供が負ってきた傷を、

私は治すためにいま必死で取り組んでいます。子供 110番で、たくさんの子供たちが、口コ

ミで次から次に来ます。その子供たちが、どんな思いで話しているか、一度聞いていただきた

いと思います。絶対応、腕設に送る乙とで、子供は立ち直りません。私は、その乙とを、乙乙

ではっきりと申し上げておきたいと思います。施設に送られて、直るというのはうそです。

教育委員会のある方が、乙の精神病院に送った理由を、薬物検査だとおっしゃいました。性

病検査だとおっしゃいました。結果はどうでしょう。そうではありませんでした。病院に送ら

れたその子は、まず鎮静剤を打たれて、三日 三晩昏睡状態で置かれたわけです。その問、何本

注射打たれたかわかりません。戻ってきてからも、まだもうろうと してい ると言っておりまし
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あの鎮静剤を打ち続けるととによって、人間の体がどのようになるか、教育長、御存知です

か。じゃあ、その乙とだけ 1点お伺いします。

0議長(石坂勝雄君) 教育長。

0教育長(長沢三郎君) お聞きしたいんですけれど、私、いま、橋本議員さんの方か

らお話がありました、精神病院へ送られて、薬物検査とか性病検査とか、そんなような形で、

いろいろ注射治療みたいなものを受けている、というようなクース、乙れは日野市の八つの中

学校の子供たちのクースでは、ないと信じているわけですけれど、また、そういうような報告

は、どとの学校からも上がってきていないんですが、いま、橋本議員さんの方で、取り扱われ
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ているクースについて、精神病院へ送られて、そういうようないわゆる治療をされたという子

供は、日野市の中学校の在校生であるのかどうか、それもお聞きしたいんです。聞いてないん

です。そういう話を。( i答弁j と呼ぶ者あり〉

0議長(石坂勝雄君) 橋本文子君。

01番(橋本文子君) 逆に質問されるような形になってしまいましたけれども、りつ

ぱ花、日野市の子供でございます。日野の中学生でございます。そして、乙の子供は、おとと

い誕生日だというととで、私はこの子供の両親と、あの雪の降った日曜日、朝の 10から夜の

9時まで、みっちりと話し込みました。親がかわりました。子供が、きのう電話で報告してく

れました。おとといのひな祭りは、私の誕生日でした。お母さんが、心を込めた手料理をつく

ってくれました。お父さんが、ケーキを買ってき てくれました。で、私の誕生祝いをしてくれ

ました。私は、生まれて初めて、こんなやさしい両親を見ました。乙れが実態なんです。隔離

するととで、決して親もよくなりません。子供もよくなりません。

もう少し現場の先生方、あるいは教育委員会、 しっかりとやっていただかないと、いま、谷

議員の話を聞きながら、乙れはどうしても 話 しておきたいと思い、質問方々、御報告をさせて

いただいた次第でございます。終わります。

( i休憩jと呼ぶ者あり)

0議長(石坂勝雄君) お諮りいたします。議事の都合により暫時休憩いたしたいと思

いますが、乙れに御異議ありませんか。

C i異議な しJと呼ぶ者あり 〕

0議長(石坂勝雄君) 御異議ないものと認めます。よって暫時休憩いたします。

0議長(石坂勝雄君) 休憩前に引き続き、会議を開きます。

質疑を続行します。古谷太郎君。

午前 11時 54分休憩

午後 1時 22分再開

06番 (古谷太郎君) ちょっと助役がいなくてもいいのかな。 ( i助役は市長代理で

出かけましたJと呼ぶ者あり)そう。

それでは、 2点お聞きしたいんですが、第 1点は、先ほどの南平八丁目のいわゆる高校内定

用地といいますか、防災用地、乙の問題で、防災実施設計としてど乙に注文したか知りません
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が、 3，4 5 0万円が執行されております。乙の、いわゆる防災工事の設 としては、大変な大

きい、設計料としては、 3，450万円というと、 大変大き い工事のように思われるんですが、

どとに、いつ設計して、どのくらいの大体、工事であるか。で、それは、いつまでに完成させ

る予定であるか。乙のことをまず第 1点、との乙とです、第 1点。

それから、第 2点は、 2万 5，000平方メ ート ルの高校用地をつくられるというととですが、

先般の 16億 8，000万円の用地買収の以後、 6月以降 3億 4，336万円をすでに追加買収に

支出しております。さらに、乙の防災工事を行うには、 道路もつ くらなき ゃならないだろ うと

思います。そ乙で、あとどのくらい土地を買って、どのくらいの費用の予定で進めるのか。乙

の点を、防災工事関係として、御説明お願いしたい。 一般会計の 59年度予算の中にも、相当

出てるんですが、すでに執行し、また発注してい る乙の 2つの問題について、行政報告が ござ

いませんでしたので説明してもらいたい。

それから、第 2点の問題は、これは大変小さい問題かもしれませんけど、墓地の正確な、乙

の地域内の墓地の正確な面積、公簿の面積、差はあったのか、なかったのか、先ほどお話がご

ざいませんでしたので、御説明をお願いしたいと思います。

以上、お聞きいたします。

0議長 (石坂勝雄君〉 市長。

0市長(森田喜美男君〉 ちょっと、いま前後いたして申しわけありません。

実は、助役がきょ う2時から 始まります自治会館での一部市長会の会合花、市長代理として

出席をいたさせました。そのために、本席に不在しておりますととを、御了解お願いしたいと

思います。答えられるだけの答弁、い まの御質問につきましでも、お答えはさせていただきま

す。

。議長(石坂勝雄君) 総務部長。

0総務部長(伊藤正吉君) それではお答えしたいと思います。

まず、設計の件で防災工事、乙ういうととで、いま設計しているけれども、どういう状態な

のか、乙ういう御質問の趣旨に伺いました。乙れは、当初一応あそとの地域につきましては、

非常に防災上、問題がある、乙ういうととで水のたまり場になっておりますし、また、土砂の

流出等がございまして、それを防災でしなけりゃいけない、とういう形で防災工事を進めてい

たわけでございます。それで、その一方では、都立高校用地、乙ういう乙とで 2面的な内容を
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持った工事を進めておったわけでございます。

それで、先ほど行制報告の中にございましたように、 2月 23日に、正式な内定通知をいた

だきました。都立高校予定地、乙 ういう乙とでございます。そ うしますと、いままで防災工事、

乙ういうととで、いろいろ工事の仕様、あるいは設計を進めておりましたけれども、これは、

即、都立高校予定地の造成工事、乙 ういう 形で肩がわりするわけでございます。そういう乙と

で、いままでの設計の手直し、そういったものはございません。ですから、造成工事が高校予

定地になった、乙 ういう乙とで御理解していただきたいと思います。

それから、乙の設計につきましては、いま現在鋭意都との交渉の中で、いろいろ造成上の問

題等につきまして、都と打ち合わせをしてございます。そういう意味からも、やはり工事費に

つきましては、まだ最終決定は出ておりません。早急に出すように、いま設計の事務を進めて

いると乙ろでございます。

それから、追加買収の件でございますけども、一応、当初は 6万 5，529平米、八丁目では

購入しでございます。それから、追加買収といたしまして、約 5，30 0平米、 トータルで 7万

7 2 0平米程度』となると思います。との程度でおさまりまして、乙の中から、 2万 5，000平

米が高校用地の対象になる。乙れからの買収Kつきましては、北側の道路面だけが、乙れから

買収していく 、乙ういう乙とで、 用地そのものの内容につきましては、追加買収はございませ

ん。それから進入路関係で、若干の買収がございます。

それから、墓地の面積につきましては、公簿面積、たしか 20平米と記憶してお りますが、

実測の場合には、 53平米でございました。以上でございます。

0議長(石坂勝雄君)

06番(古谷太郎君)

古谷太郎君。

総務部長ですから、よくわかんないのかもしれませんけど、防

災工事の実椀設計は、もうずっと前に出てるんだ、発注さ れてるわけです。相談してるわけじ

ゃない。発注するからには、具体的にとうい うふうな設計を、 3月31日までにやってくれっ

て契約しであるはずでしょ。乙れは大変な防災工事だと思うんですよ、 3，500一一防災工事

の設計だけで 3，45 0万円ですから。 3，40 0万も設計費用かけてるというのは、乙れは大変

な工事だと思うんです。だから、私はどのくらいかかるんですか、とお聞きしたんです。もち

ろん、今後手直しはあると思います。しかし、当初はどうだったんですか、いつ契約したのか、

コンサルタントとの聞には。

ロ
uoh 

0議長 (石坂勝雄君) 総務部長。

0総務部長(伊藤正吉君) いまの御質問につきましては、古谷議員さんの方から、

一般質問で出でございますので、その際に詳しくお答えしたいと思いますがー・-。

0議長(石坂勝雄君)

06番(古谷太郎君〉

古谷太郎君。

私は、一般質問に出してないよ、乙んなととは。私の一般質問

は違うんだ、全く。私は、あなたからけさいただいた資料で、聞いてるんです。そういう 、君、

勝手な推測をするのはおかしくないかい。議員が何質問するか、私の質問内容にとんなとと、

いまお聞きしたし可ようなことが書いてありますか、一件。

きぞ. まあ、いいです。伊藤さんをあんまりいじめるのは、趣旨じゃありませんから。ただ、 しか

し、部長さんが議員応対して、あなたが、一般質問の内容まで知ってるとは、恐れ入りました。

それは今後気をつけて発言してもらいたい。

で、次に墓地の問題ですね。 20平米が、いま 50平米であった。乙れも 30平米余分に、

じゃ買収しちゃった、ととういう乙とになるんですか。

0議長(石坂勝雄君) 総務部長。

0総務部長(伊藤正吉君) 先ほど助役の方から、行政報告の中で、面積の延びが 144

平平米、乙 ういう乙と を申 し上げているわけでございますが、それは、すべての乙ういう形の中

の面積を差しヲ|し 1た増面積で ございますので、御理解いただきたい と思います。

。議長(石坂勝雄君〉

06番(古谷太郎君)

古谷太郎君。

そうすると、乙ういうこと ですか。大里 1号線の、いわゆる 買収

しちゃった 139.2平方メートル、それから墓地の 30平方メー トル等のいわゆる間違って寅

収した面積全部を足したものに、さらに 144.0平方メートルを足したのが縄の、縄延びじゃ

ないけど、測量間違いの増加分である。非常に簡単に言えば、増加分は 300平方メー トノレ以

上になっている。乙ういう乙となんですか。よく、その点はー

それから、第 2点の、いまの伊藤部長、総務部長さんですから、一般質問のときに質問しま

すからよく調査しておいてください。あなたのおっしゃる乙とは、聞かなきゃまずいと思いま

すので。ただ、いまの問題、 30 0平方メートル花ついては 以上の、以上が縄延びなんだ。

縄延びという 言葉おかしいんだな、実測 2回やってんだから、 2回も 3回もやってんだから、

とれが、実測間違い、そうし、う乙となのかい、どうし可う乙と。ちょっと、いいですか、議長
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本当にいまはかったのは、何平方メートルあるのか。それで、そのととろをはっきり教えてく

れなし 1かな。前の測量は乙うだった、今度は ζ う延びちゃったんだ。よくわからないんだな。

だから、いまの墓地は 20平方メ ー トルなのが実際は 50平方メートノレ。 2倍半あるんだ。乙

う。そ乙のととろちょっとはっきりしないんです。ちょっと教えてくださし」

0議長(石坂勝雄君) 総務部長。

0総務部長(伊藤正吉君) たびたびどうも申しわけありません。一応、先ほど助役が

申し上げました 140平米と申しますのは、全部の面積、その他実測に基づきまして、差っ引

きした後の増面積、乙ういう乙とで御理解していただきたいと思います。( rだから全部で幾

らあるの」と呼ぶ者あり) ちょっと、私、いま手元K持っておりません。申しわけありませ

んが………。

O議長(石坂勝雄君) 総務部長、後できちっと何かやられたらどうですか。よろしい

ですか。( rはしリと呼ぶ者あり) 馬場弘融君。

08番(馬場弘融君) 4点ほど質問をいたします。

第 1点は、ただいまの古谷議員の質問とも関連をいたしますけれども、東京都が、 日野が用

意した都立高校の用地を買収される。 2万 5，000平米を買収をされるという乙とであります

けれども、乙の価格ですね、乙の価格の決定については、どのような交渉といいますか、とと

が持たれるのかという乙とであります。つまり、とれまでに市がいろいろお金をかけた買収額、

あるいは金利、造成工事の額、そういったものも含めて、東京都が買ってくれるのか、その辺

は交渉次第なのか。その辺をまず 1点としてお答えいただきたいと思います。

それから第 2点は、先日来、職員給与のベースアップの問題について、ストが行われているわ

けでありますけれども、そのうち、特に私は、乙れ資料として要求をしたいと思うんですが、

とのストによって、小学校、中学校の学校給食K どのような支障といいますか、出たか。それ

を具体的K資料として出していただきたい、というふうに思います。乙れは後ほどで結構でご

ざいます。

それから第3点は、報告書の44ページですが、仲田村搬の併行防音の工事のととが書いてございます

が、仲日刻、学校について、前に伺ったとき仏たしか入学式には寸分校舎本体は間に合うんだ、とし、うふう

に伺っておりますが、入学式はいいと思うんですけれども、始業式ですね、女住業式には、恐らく体育館のよ

うな広い場所が必要だと思うんですが、体育館は、多分7月ぐらし、までできないであろう、とし、うように思
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うんですね。とすれば、始業式は、ど乙でおやりになるつもりか、というととですね。それを

教えていただきたい。

それから第 4点目ですが、 5 0ページ、水道部ですが、昨年の 6月に、日野増圧ポンプがで

きまして、市内のかなりの地域応、水道の水の流れが変わったといいますか、内容も利根川の

水K変わったわけですね。で、変わった時点では、まだわからなかったんですが、乙の冬は、

非常に寒くて、水道の水がもう非常に冷たくなった、という苦情がもう頻繁K来るわけですね。

さら花、恐らく雪なんかが非常に降りまして、水道管の破裂とか、いろいろあったんではない

かと思うんですけれども、乙の辺の苦情がどの程度あったのか。あるいは、それらκ対応して、

十分な PRといいますかね、そういうものがなされていたかどっか、という乙とですね。

さらに、乙れは乙としの夏場、逆κ今度は非常に生暖かいといいますか、そ ういう水が流れ

，るおそれが多分にあると思うんですが、その辺の乙とも含めて、 PRがどういうふうになって

いるか、という乙とをお尋ねをしたいと思います。以上です。

0議長(石坂勝雄君) 市長。

。市長(森田喜美男君) 第 1点の質問について、経過と考え方をお答えをし、御了解

をいただきたいと思い ます。

もともと南平八丁目の土地は、一面には、市内のかなり荒れている状況の土地でございます

ので、放置できなし可。防災的な見地からも、市が持っととによって、また、都も用途を、防災

をやりながら、公共的な役立つ事業に充てたい、乙ういう考え方でスタートし可たしております。

その後、いろいろな都の当局応対します要請運動をいたしました。その問、ほぼ事務レベルで

は、内定の内定といいますか、そういう期間が相当期間ございます。その聞は、将来の造成を

見定めつつ、当面は防災という、防災工事という名前で、設計なり、それから施工なりを進め

て、 進める用意を進めております。今日、一応まだ内定ではございますが、都の教育庁の摘設

部という、つまり、学校建設を直接なさる部署から、やや公式の文書をちょうだいしている。

その他は、周辺の教育長さんなり、あるいは都知事さんなり、副知事さんなり、じかにごあい

さつをしたりして、よかったなという結論をいただいております。そうして、その文書の上で

は、 2万 5，000平米を買い取りたい、乙ういう表明になってます。

私どもといたしましては、一応の図面、実測を持った図面上の面積の取り方で、有効な地積

が大体その程度に該当する、乙う思っております。また、乙の面積によって、 6 0年開校IC予
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定されております、将来は 25学級、普通高校、乙ういう構想が成り立つ、というふうに伺っ

ております。そ乙で、斜面もございますし、造成上の擁壁でありますとか、いろいろ直接の需

要ではありませんが、伴う土地でございますから、乙れらを含めて、なるべく広く買っていた

だきたし 1。動物園にも接続して買っていただきたい、乙のように考えております。

ただ、乙れは、これからの課題でございました、価格の設定でありますとか、あるいは面積

の実際の範囲でありますとか、これらは、乙れから協議を行って決定をしてし 1く、乙ういう乙

とになるわけであります。お互いに、公共機関同士の、しかも公共事業、教育の場という公共

事業を挟んでの関係がございますから、私ども地元といたしましでも、誠意を尽くす。それか

ら都当局も、決して市応対し、無理な負担を残されるようなととはないだろう、という期待を

いたしております。

ただ、使われる範囲と、それから、あと日野に緑地として残る範囲の部分が、 当然仕分けら

れます。乙れまで投じました経費は、なるべく用地の単価に編入をして、そうして、単価設定

をしていただく。もちろん、またそ乙の評価の判定もあろうと思っております。もともとは、

そう高い土地ではありませんから、全体をまとめますならば、十介都の価格に合わせていただ

くものである、乙のよう応、いま考えております。

それで、都の予算の内容もよくは聞いてはおりませんが、ことしの 59年度の予算では、用

地費として 25億円が計上されているよう花見てるわけであります。あるいは他の要素がある

のかもしれませんが、要するに 25億円という予算計上になっておる乙とは、数字の上で明ら

かで、あります。

そういう範囲の中で、乙れからお互いが誠意を尽くし、教育の場を設けるために、日野市も

用排水の関係でありますとか、つまり南平地域応対します排水上の大きなサービスも、とれは

市の事業として行う考えであります。また進入路も、乙れは、市の一般道路として行う予定で

ございます。そのような乙とをする乙とが、とりもなおさずまた将来の学校の発展のためK役

立つ、という考え方でございますので、御理解をいただきたい、こう願っておると乙ろでござ

います。

あとの点は、それぞれの担当からお答えをさせていただきます。

O議長(石坂勝雄君) 教育長。

0教育長(長沢三郎君) 2点並びκ3点の御質問にお答え申し上げます。

ハuq
u
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第 2点の、先日行われました市の職員組合のス トの際K、小中学校の学校給食にどのような

支障があったのか。これは、市によっては、当日の給食が中止になっているというととを聞い

てる市もございますけれど、日野市の場合には、今回の場合だけでなくて、過去にもそういう

クースはあるわけなんですけれど、ストライキ等で、調理員の方たちの職場復帰がおくれる、

というような状況の際には、一応、献立の中で、簡易給食と申しますか、いわゆる調理にそう

時間をかけなくても、対応のできるような、たとえばスープとか、それからバナナ、プリンと

かいうような形、それに主食であるノマン花、ジャムやバターをつけて牛乳を添える、というよ

うな簡易給食の給食K切りかえて一応対応しております。

で、詳しい各学校ごとにどんな対応をしたか、という乙とにつきましては、後ほど資料でお

知らせしたいと思います。

それから、 3番目の仲田小学校の関係の問題でございますけれども、 4月 6日の入学式、 ζ

れにつきましては、一応入学式ですから、付き添いの父母の方たちも、児童と一緒に式に参列

するということで、まだ体育館ができ上がるのが、たしか 9月ごろになる予定でございますの

で、入学式につきま しては、いままで新設校の場合、ほとんどそういうクースをとってるんで

すが、図書室等の一般教室よりか広いスペースの教室を使いまして、父母、児童、一緒に入学

式が取り行われるよ うな手だてをとっている、というとと。

それから始業式の方は、今度は 2年生から 6年生までが全部一緒に始業式を行うという関係

で、体育館がないと実際問題できないわけでございますけれどあ天気さえよければいままでの

場合もそうですが、校庭を使って始業式をやる。雨天の際等につきましては、乙れは学校長の

一応年度始めのあいさつ等につきましては、各教室K備えつけられているテレビ等通しながら、

学校長のあいさつをし、その後各学年の先生方が指導してし、く、というような分散の始業式κ

ならざるを得ない、とういう状況でございますけれど、何とか当日天気であってほしい、と願

っているような次第でございます。

0議長(石坂勝雄君) 水道部長。

0水道部長(永原照雄君) 今回の寒期における水道の凍結の状況はどうであったか、

という第 4の質問でございます。とれについて御報告申し上げます。

本来ならば、行政報告にのせるべきでございましたが、ちょうど 7日で締め切り日でござい

まして、最も寒かった一ー 7日まではさほど凍結の事故は起とっておりません。 8日の目、 2
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月8日の自に 39 4件起乙っております。それから 2月 9日の臼 34 7件、 2月 10日、そう

ですね、 228件、それから 2月 11日、 1 2 8件。乙れで大体終結をいたしておるようでご

ざいます。で、 2月4白から、 2月大体終末しました 2月 16日の聞に 1，440件の凍結を起

乙しております。で、乙れにつきましては、特κ2月の 8日の日等は、朝から水道部の電話は

鳴りっ放しでございます。 で、乙れ応対して、市民の方々の御理解を得ながら 、かつまた、 20

l苫の指定工事庖がございます。 ζ れらの方々の協力を得まして、無事乙れを乗り切ったという

乙とでございます。

それと、じゃあ、一つの参考といたしまして、都の水がどのような状況で、地下水との割合、

ζ れ等も冷たい、という 一つの説明になるかと思います。

ちょっとお待ちください。 一一昭和 57年度の平均を見ますと 、都水が 57.8 %使っており

ます。地下水で、 42.2 %でございます。乙れが 57年度の総トータルでございます。

で、日野ポンプ増圧ポンプ場並びに程久保給水場が、始動開始してどのように変ってきたか、

という乙とをちょっと説明したいと思います。日野ポンプ場が稼働しましたのは、 6月 23日

でございます。との時点では、さほどの変化はございません。顕著にあらわれてきますのが、

5 8年 10月ぐらし功ョらでございます。乙の Cらいになってきますと、都水が 70%、地下水

が 30 %0 1 1月でやはり同じ程度でございます。 12月』となりましでも、大体地下水が 30 

%の 70%というような状況でございまして、乙れが非常に冷たい。

じゃあどのようにすればいいのか、というととでございますけれども、乙れ』とつきましては、

いま言われております、前 1回古谷先生からも言われたんですが、うまい水というような観点

からいたしましでも、そう、乙れは 21世紀iとおける第 4(:欠の一一第 1次というと河床のそば

に人が生活して水を得た。その次に井戸を掘った。その次には各戸fC給水をしていった。その

次κは中間水と本当に うまい水、うまい水という表現、非常に悪いかも しれませんけど、そう

いうものを各戸に別々 K給水を行うというようなととが、一つの、乙れは私、本で読みました

2 1世紀の展望というようなところで読んだ内容でございますけれども、そういう乙とでいく

んではなかろうか。

それと、じゃあどのよう fCPRしたか、というととでございます。乙れは、 1 2月の広報で

いたしております。ひとつ凍結防止にぜひ心を配っていただきたい、という乙とを広報し、たし

ております。以上でございます。
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0議長(石坂勝雄君)

08番(馬場弘融君)

馬場弘融君。

大体、説明でわかったところもあるんですが、特に第 1点の都

立高校用地の都の買収応ついては、ぜひ、東京都もなかなか厳しい乙とを言ってくると思いま

す。けれども、日野としても努力をされて、乙れまでK市が使った費用といいますか、そうい

うものが十分報われるような価格設定をしてもらうように、交渉の過程で努力をしていただき

たい、というふうに申し上げておきます。

それから最後の水道の問題ですけれども、凍結防止に御注意ください、という PRはいいん

ですけれども、水が変わったということが、十分に行き届いていないわけですね。で、変わっ

た水が冷たいんだ。だから、よけい注意をなさいよ、というふうなさらに細かい PRが必要で

はなかったか、という気がするわけですね。

で、先ほど私が申し上げたのは、乙れから暖かくなりまして、夏場に来て、今度は逆Kずい

ぶん温かい水が来ますね、という苦情がまた来ると思うんですね。ですから 、その辺を PRを

事前ιょくされた方がいいのではないか、と いうことなんです。 その辺をさらにお答えいただ

ければ幸いだ、と思います。( Iよく 検討いたしまして都とも相談の上、努力していきたい、

ζ のよう κ思います」と呼ぶ者あり〉 結構です。

0議長(石坂勝雄君〉 小山良悟君。

04番(小山良悟君) 先ほど、橋本議員の発言なんですけれども、私は、あの発言は

何となく聞いている、とそのままで終わってしまうんですけれども、しかし、よく考えると大

変重大な問題だな、 というふうに考えるわけであります。ニュアンスというか、 受けとめ方に

もよるかもしれませんが、橋本議員の発言によれば、あたかも強制的に精神病院に収容され、

強制的に鎮静剤を打たれた、というふうなような受けとめ方をするわけですけれども、もし、

それが事実とすれば、とれは大変な問題、人権問題であります。したがいまして、教育長の方

も、その辺のと ζ ろを単K聞き及ぶだけじゃなくて、真相を解明していただきたい。大変恐ろ

しい問題だろうと思うわけであります。

とかく非行の問題を論ずるときに、非行の生徒の側に立った発言といいますか、議論が多い

わけでありますけれども、一方において、一般生徒といいますか、健全な学校生活を送ってい

る子供たちの立場の乙とも、十分に配慮、しなければならない、というふう K考える。その辺の

議論もあっていいんじゃないか、と思うわけであります。 3月3日の読売新聞の投書欄応、教
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育長も、あるいは皆さんもごらんになってるかと思いますけれども、投書欄に日野市の中学生

ですね、匿名希望で投書があるわけです。ひどい不良生徒という ζ とで、ちょっと読んでみま

すが、 「最近、僕の学校では、不良生徒の横暴ぶりがひどい。授業中に席を立ち歩くのは序の

口で、他のクラスに授業中に入っていったり、小型のカセットプレーヤーでわざと大きな音を

出して歩いたり、休み時聞にたばとを吸ったりする。僕たちは、そういう生徒がいると落ち着

いて勉強もできなし、。突っ張るのもいいが、人の迷惑も考えてもらいたしリ、乙ういう投書で

あります。

乙れは、乙の生徒は恐らく思い余つての投書じゃないか、というふうにその心情を察するん

ですけれども、乙ういう一般の健全な学校生活を送っている子供たちに対して、乙ういう非行

生徒の存在の影響のために崩れる ととのないような配慮、とい うか、対策、そういったものもま

た一面では考えなければならないんじゃないか、というふうに思うわけであります。

したがいまして、第 1点は、先ほどの橋本発言を、真相究明して、 しかるべき措置をとるべ

きじゃないか、というふうに思うんですが、その件の見解を 1点お願いします。

それから教育の問題で、三中の問題が、過密解消の問題が、昨年、今年度の当初の場で、い

ろいろ議論があったわけでございますけれども、今日においても、との過密過大校Kよる教育

弊害の懸念をぬく刊、去る乙とができない。やっぱり新設校をつくってほしいんだ、という声が

あったわけであります。市の方でも、もう新設校の乙とは、あきらめているんでしょうか、と

いう父母の声があったわけでありますが、市長も、乙れは昨年の第 1回の定例会の答弁のとき

に、今後の方策としては、一時は三沢中学IC学年進行方式の学区変更をせざるを得ないが、そ

の次応、決して新設校を断念する、という乙とではなくて、具体的に可能な方法で取り組んで

まいりたい。また、もう一つは、現実的な問題として、タイム リミットの範囲の中の最大限の

努力で、対処させていただき、つまり、とれが三沢中学の学区変更という乙とでしょうけれど

も、それに次いで、また、新設校の問題という乙とκも十分努力しなければならない、とかた

く認識している。このよう K答弁されておりますけれども、乙の三中を母体校とする新設中学

校の建設を、もう断念しているのか、引き続き真剣に取り組んでいるのか、その点の御回答を

お願いしたいと思います。

3点目は、 3は日野市の宅地開発指導要綱をめ「る水道法違反事件、というのがありました

けれども、乙の判決が 2月24日IC出まして、開発指導要綱は法律に基づいておらず、あくま

4
 

qo 

で当事者の任意性にゆだねられる。結局、行政側の敗訴を、第 1審では言い渡しているわけで

はありますけれども、日野市tどおけるこの要綱、行政κも大きな影響を与える乙とだと思いま

すので、乙の判決をどう受けとめるのか。また、その要綱の見直しを市長は考えていらっしゃ

るのか。さらに日野市の要綱でも、同様の要綱でも制栽措置を盛り込んでいる内容であります

けれども、乙れまで指導に従わなかった業者が、日野市の場合あったかどうか、という ζ とも

お伺いしたいと思います。

さらに、庁舎の管理の件で、疑問を持ちましたので質問い たしますが、 2月 27日K南多摩

東部共立病院組合の会議が開かれましたけれども、当初、 4階の庁議室というととで、私は通

知を受けておったわけでありますが、当日、全然、私も予告も通知もございませんで、 6階の全

員協議会室応会議の会場が変更になっておるわけでありますが、乙の理由につきまして、お聞

かせいただきたいと思います。いろいろ察すると乙ろありますけれども、それは御回答いただ

いてから応したいと思うんですが、その点。

さらに、それから昨年の 10月 17日で、市長が日野市の商工会花、商工会の役員人事問題

について、文書を出されております。乙れは、人事問題についての商工会の内紛といいますか、

という乙とに関与する文書のようでございますけれども、乙の事態を憂慮しておるというとと

で、早期に正常な業務が運営されるように努力してほしいという乙とと、今後どのよ うにされ

るのか文書で報告いただきたい、というふうなことを書いてありますけれども、乙れは、どの

ようなお考えでとの文書を出されたか。そして、どのような回答を得られたのか、お聞かせい

ただきたいと思います。以上です。

O議長(石坂勝雄君) 教育長。

。教育長(長沢三郎君) じゃあ、 1点目の橋本議員さんとの関連の質問の中での、強

告Ij的に精神病院iどある生徒が収容されたのかという、そういう学校側からの報告を受けており

ませんので、この内容につきましては、十分いま御質問のあるとおり、真相を解明して対処し

ていきたい。それからなお、結論的には、学校という状況の中で、できるだけ児童生徒が落ち

着いて学習できるような環境、こういうものをつくっていくためにあらゆる努力を払っていき

たい、乙う思っております。

それから、 2番目の三中の過大校問題でございますけれど、御承知のように、とにかく三中

を母体校にして、あの周辺K適当な新設校用地というものがむずかしし1という方向で、三沢中
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学の方』亡、学区域を一部変更して、本年度から学年進行で対応していくわけでございますけれ

ど、先日も三沢中学の学校の進捗状況、並びに三中の拡張状況、そういうものについて、現地

の方へ出向いて、 4月当初に聞に合うような状況で工事が進捗しているかどうか、乙れら Kつ

いても見てまいったわけでございますけれど、本年度 31学級規模の三中でございますけれど、

乙ζ二、三年は全市的に中学生がふえていくという中で、来年度三中は 30学級、その次の年

度iどは 28学級という形で、一応まだ過大校という範曙の中から、なかなか抜け出せない状況

はありますけれど、いま以上応、過密の状態を回避する乙とができる。

一方、三沢中学の方は、現在 18学級でございますけれど、来年度 20学級、その次の年K

2 2学級という乙とで、最大規模の時点では、 24学級ぐらいの学校花、三沢中学の方も一番

生徒数が多い時点で、 24学級規模の学校にならざるを得ないというととで、文部省の方も、

3 0学級以上の学校につきましては、いろいろな手だてを打っている状況でございますけれど、

いま申し上げたような状況の中で、当面は、来年度の学区域の検討問題等とあわせながら対応

していきたい。

ただ、将来の計画としては、前にも出ておりますよう応、万願寺の造成計画とか、あるいは

西平山の開発とか、そういう状況の中では、いまの数の中学校だけで対応できるかどうか、と

いうととになりますと、人口増に伴って、まだ二、三の中学校用地の確保そのものは、土地の

開発とともに対応していかなくてはいけない、そういうふうに考えております。以上です。

0議長(石坂勝雄君) 都市整備部長。

0都市整備部長(結城邦夫君) それでは、私から 3点目の指導要綱にかかわります

御質問について、御説明申し上げます。

過目、武蔵野市の水道栽判と申しますか、要綱にかかわります、指導要綱にかかわります問

題につきましての栽判が、一応判決という形でもって、いわゆる市長側に罰金刑が科せられる

という内容につきましては、私ども指導行政を預かります者として、との内容Kつきましては、

非常に厳しく受けとめでございます。

今後、私どもの、日野市の住みよい町づくりの指導要綱、この内容について見直し、あるい

は内容についての変更といった点については、直ち IC変更する考え方は、現在のと ζ ろ持って

おりませんが、しかし、乙の内容につきましては、十分検討を現在進めております。また、乙

の指導要綱に基づきまして、私どもは、地域の住環境をよくしてい乙う、という大きな目標を
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持っております。したがいまして、今後もできるだけとの要綱を生かしていしという方向で

対応していきたいと、考えておるわけでございます。したがいまして、要綱につきましては、

内容の検討は行っておりますが、直ちに変更するというような考え方はいま持ってはおりませ

ん。

また、いままで乙の要綱についてのいろいろなトラフ。ルがあったかどうか、という乙とでご

ざいますけれども、一、二の問題点はあったわけでございますけれども、乙れも円満に解決し

ており ます。私 ども、 業者の方 は々届け出してくる段階で、内容について十分チェックしてお

ります。またトラブルが起乙らないよう Kできるだけ話し合いで解決をしていく立場で、いま、

ζ の要綱を中心として行政を進めておる段階でございます。以上でございます。

O議長(石坂勝雄君) 4番目、会議の変更の場所、理由。病院事務長。

0病院事務長(佐藤智春君) 東部共立病院の議会の関係Kつきましては、私の方が事

務局でございますので、お答えをいたします。

おっしゃるとおり、議案書の方は、庁議室という形で御通知申し上げたんでございますけれ

ども、たしか、前回、昨年でございましたでしょうか、 1 1月にやはり会議を開いたときに、

非常に 3市の委員さんが、 1 5人いらっしゃるわけでございますけれども、従来から、庁議室

では非常に狭いというような(笑声)話がございまして、 3市の担当者の会合の方でも非常κ

狭いんでちょっと窮屈だという 話がございま して、たしか 11月Kも通知を、全員協議会室の

方をお借りしたわけなんですけれども、今回も、そんな乙とでちょっと私の方で考えておった

んですけれども、通知は庁議室という乙とでお出ししたんですけれども、やはり今回も前回同

様、たまたま全員協議会室の方、あけて使えるという乙とでございましたのでお借りした、と

いう状況でございまして、乙れからもなるべく広い所で、会議室等使わせていただきたいとい

うふうに考えておりますので、よろしくお願いいたします。

0議長(石坂勝雄君) 生活環境部長。

0生活環境部長(坂本金雄君) 商工会の御質問応対して、お答えを申し上げます。

従来、商工会の役員の選出Kつきましては、商業、工業、建設 3部会から、お 1人ずつの役

員構成でまいったわけでございますが、本年度につきましては、従来の話し合い方式から、選

挙方式になりました関係上、一つの部会からは役員が出なかった、というような事態から、乙

の問題が発生したわけでございます。一般の商業新聞紙上花、 9月tとたびたび乙の内紛問題と
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いうような見出しで、新聞に掲載されましたが、乙のととにつきまして 商工会議業務K支

障がなければいいがな、とい うような単純な心配から、とういった役員人事問題について、文

書で御回答願いたい、 乙ういうようなものを出したわけでございます。もちろん、商工会は、

公益法人としての一定の人格を持っており ますので、私どもが、外部から内部に干渉する ζ と

は、絶対避けなければいけないととですし、その ζ とは、常'c念頭tどございました。したがい

まして、乙の人事問題についての文書につきましでも、商工会K重圧がかからないような、な

るべく圧力をかけないような、そういった文面K配慮をいたして、御質問のように、 10月17

自に発送をいたしてございます。

で、発送後、商工会の川又会長から直接口頭で、その後話し合いが円満に進みまして、商業

部会の正、副の部会長、そういう者も決まりました。そして、年当初に計画いたしま した商工

会の事業につきましでも、円滑に執行が進んでおります。乙ういう報告を受けたわけでござい

ますけれども、本年の 2月 1自に、文書iとよりまして報告がございました。その報告の要旨を

申し上げますと、相手側との話し合いの場を持って、乙の問題Kついての、 意思の疎通と理解

を求めております。特応、商工会役員の適正配分の問題については、本商工会理事者は、乙れ

κ賛同していると乙ろですが、その他の要望応ついても、 真剣に検討を行い、乙の件について

の解決に向け、一段の努力を重ねていると乙ろです。乙ういうような報告が ございます。さら

に、先ほど申し上げたとおり、商工会の事業面、日常執行状態につきましでも、 当初計画に 基

づいて、順調K消化していると乙ろである。とういうような御返事をいただいているわけです。

以上です。

0議長(石坂勝雄君) 小山良悟君。

04番 (小山良悟君) 第 1点目の件につきましては、ぜひ教育長、早速K真相究明κ乗

り出して、議会で報告していただきたい、というふうに思います。議員が、公式の場で発言 し

ているわけでございますんで、非常に大きな問題と、いうふうに私は受けとめておりますので、

よろしくお願いしたいと思います。

それから三中の件κついては、答弁を聞いておりますと、乙れは、三中を母体校とする新設

校は考えてない、というふうに理解するわけであります。先ほどの旗野議員の発言じゃありま

せんけれども、市長が議会答弁で、今後の方策につき、一時はというふうな、緊急避難的な形

で三沢中学の学区、学年変更、進行方式の学区変更をするというふう K発言し、そして新設校
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を決してあきらめてない、という発言をしているわけです。市民は、乙の市長の発言とい うも

のをよりど ζ ろといいますか、希望を持っているわけです。先ほどの発言、旗野さんの発言に

もありますように、市長の言うととは信用できない、という乙とでは因るわけでありますんで、

乙の議会答弁に ついては、やはり誠意を持って真実を語っていただきたい、というふう K思い

ます。

乙乙で、あのとき乙う 言ったじゃないか、というふう Kがむしゃらにどうの乙うのというつ

もりはありませんが、ひとつ、そ ういった点を、市長の方も心して答弁をお願いしたい、とい

っふつに思います。

3点の、いろいろ内容検討という乙とでありますけれども、乙れも建設委員会なりイ可なりで、

詳し くまたお伺いしたいと思いますんで、先ほどの答弁で結構だと思います。

それから商工会の件Kつきましでも、本来、商工会は監督は、監督官庁は、東京都だろうと

思うんですが、この辺が、商工会の人事問題に干渉しちゃいけない、という配慮、から文章を気

をつけた、という乙とでありますけれども、文書で出す乙と自体が、適切かどうかな、という

乙とを疑問に思うわけであります。東京都が出すっていうんならまた話はわかりますけれども、

もし、そういう配慮をされるんならば、口頭で十分できただろ うと思いますし、そ乙の辺の是

非は、いろいろ議論があるかと思いますけれども、ひとつ、市側が乙ういった問題について対

処する場合にも、慎重に考えていただきたい、というふうに思うわけであります。

それから先ほどの事務長の、病院事務長の答弁でありますが、とれはちょっと、はい、そう

ですかつて簡単に引き下がるわけにはし、かないんでありますけれども、あそとは、庁議室は狭

いから全員協議会室なんだ、という乙とで、昨年の 11月κそういうふうに認識したからとい

うととで りますから、それなら、なぜ今度の私の招集の内容花、庁議室という会場の設定の

通知をされたんですか。そういう答弁じゃ、ちょっ と納得できないわけですね。それは、そ う

いうふうに言われれば、申しわけありません、という乙とになるかと思いますけれども、そ う

いう答弁では、ちょっと納得いかないわけでありまして、それならそれで、最初から 6階の全

協室を会議場にする、という通知を当然出すべきであります。そういう通知をいただかないか

ら、私は当日 4階へ行ったわけであります。秘書課に言われて、あわてて 6階に上がったわけ

ですから、その辺の対応は、非常にまずいと私は厳しく指摘せざるを得ないんであります。

で、真相はどうかわかりませんが、私は、実は 4階に行ったときに、びっくりした。市長室
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それから助役室の所応ビラが、もう、組合のピラがアリのすき間もないくらい張 つである。は

はあ、乙れでもうみっともなくて、会議が開けないんで、 6階応変わったんだな、というふう

に実は私は私なり κ認めておったわけであります。それが真相じゃないか、というふうに思う

んですけれども、事務長はそうじ ゃない、という ζ とならば、あえてそ乙までどうのとうの言

いませんけれども、そ乙で、庁舎の管理の問題は、古賀議員からもたびたび指摘されて議論さ

れているんですけれども、その後一向に改められる様子がない。不毛の論争といいますか、た

びたび本会議場でそういった ζ とを議論され一向K改める様子がないという乙とはど乙 K問題

があるんだろうか。このまま見過ごしていいんだろうか、というふうに疑問を持つわけであり

ます。憲法を市政に生かそうという、市政K生かそうという森田市長の市政κ携わる基本姿勢、

その姿勢からしても、乙の庁舎管理規則というのがあるわけでありまして、乙の規則が全く有

名無実、ないに等しいという状況であります。乙の辺の対応、が非常に納得できないわけであり

まして、規則の中κ管理規則K違反した者応対してその行為を禁止し、または庁舎から直ちκ

退去するよう命ずる乙とができる。そういったととを禁止を命じて、あるいは退去しなさい。

市の庁舎からあなた方は退去しなさい、という命令を出した乙とがあるかどうか。さらにまた

乙れを占有者がその物件を撤去もしくは搬出しなければならないとなっており ます。その搬出

命令を出したのか。そしてさら Kはもしそれが聞かない場合Kは管理者、管理責任者が乙れを

撤去し、または搬出する乙とができるとなっているわけですから、市長がそれをはがすことが

できるわけであります。

私が一番申し上げたいのは、先ほどの事務長の答弁は答弁としまして、 4階の庁議室という

乙とで私に招集が出されているわけであります。それが、当日何の連絡もなく、急拠 6階に変

更になったとい うζ とは恐らくあの庁舎の市長室の、あるいは助役室の壁花子供のいたずら以

上K激しい、汚いビラが張つであるわけです。ああいう状況の中では、とてもじゃないけど、

他市の議員なり、あるいは職員なりに見せるのは、まととにみっともない。それは当然、のζ と

だと思いますし、それから問題にしたいのは、われわれがとの庁舎をわれわれが自由に使えな

い。不法者K よってわれわれの使うべき、当然使われるべき部屋が使われないなんていう事態

は、ゆゆしき問題ではないかというふうに考えるわけであります。

したがって、その辺の対応を市長はどのように撤去命令を出したか。あるいは、みずからは

がす、そういうととをするのか、 しないのか。それから、先ほどの事務長答弁は答弁としまし
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て、どうも 納得いかないんで、その点について、会場変更というとと Kついて、その辺の庁舎

の関連が行き届いてないという点もあって変更されたのか。もう一度御答弁をお願いしたいと

思います。

0議長(石坂勝雄君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 大変重要な ととろの御指摘だ、というふうに感じております。

乙の東部共立病院組合の議会の会場の移動ということは、いま病院事務長が答えた経過もあっ

たと 思っておりますが、私も気tとしておりましたが、そのようなととになっておるという乙と

でありますから、その点は私もどう乙うしたという ζ とではなかった、という乙とでございま

す。しかしながら、毎回組合との厳しい交渉事が起きる際応、庁舎の管理規定K違反するビラ

の少々ぶざまな状態が発生しております。都度、勧告もし、また撤去命令も出し、手続として

は行っておりますけど、その実を上げることができておりません。

考え方といたしましては、一つの団体として主張をし、それK伴う一つの行為でありますか

ら、張っ た者の責任において撤去しなさい。 まず、 乙れが順序だろうと思いまして、その ζ と

を始終行っております。よその市の例も多少聞いておりますが、よそでも確かκ因っておる。

しかしながら 、乙れは一番責任をとらせる、という乙とに重要なポイントがあると思いますの

で、そとに力点を置き、男Ijの方法で取り去るというととろまでは、するに至っておりません。

今後の状況によっては、そういうことも考えなければならない、という乙とだと思っておりま

す。

しばしば御迷惑な状態をっくり出して、市民に申しわけないと思っておりますが、毅然とし

た考え方を持って臨みたい、臨まなければならない、乙のように考えております。

0議長(石坂勝雄君)

04番(小山良悟君)

小山良悟君。

もう 1点だけ再質問というか、いまの市長の答弁ですけれども、

張った者の責任において撤去させてもらうという 考え方、とれは当初のととであれば、当然だ

ろうと思うわけであり ます。 しかし、これは市長も う限界に来ているんじ ゃないでしょうか。

たびたび乙のととは、もう繰り返されてきているわけであります。

で、私は組合の方にも、組合の方も理解してもらいたいわけですけれども、当然それは自分

たちの権利を守るためにいろいろ主張される。その行為といいますか、行動は理解できるわけ

であります。ただ、ああいう市民の共有財産である市庁舎ですね、庁舎、いわば人の家K勝手

市-
A
t
 



K ビラを張るなんていう行為をして、市民の反発を買う乙とがあっても、共感を得るととは絶

対ない。そういうととを市長の方も強く組合応対して指導していただきたし 1。強く要望するも

のであります。その上で、もうすでK乙れはたびたび繰り返されてきているので、組合員の皆

さんの良識を持って撤去させてもらうという乙とを努力はしてきたけれども、それも限界K来

たというとともはっきり申し上げていただきたい。市民が非常に迷惑をしている。現実に市民

の代表であるわれわれの会議花、庁議室も使えなかったというのも、私は真相だろうと思って

おります。ですから、市長が最後はいよいよ市長が行動を起乙すときであります。 ζ の管理規

員Ij ~c 従って、せめて市長室だけでも自分が執務する市長室だけでもはがされたらいかがですか。

できるわけであります。相手応責任を、みずから責任をとってもらうという相手を立てる態度

はま乙とにりっぱでありますけれども、組合の組さんは、残念ながらこの辺を理解されてない

ようであります。良識がないようであります。となれば、市民の代表である市長が、行動を起

乙すしかないんです。

乙の今議会中 ~c 日 κ ちを指定して、何日までに撤去するように命令し、それに従わなければ、

管理責任者κおいて、市長室、助役室のピラをはがすという乙とを、と乙で決意していただく

わけにはまいりませんですか。いかがでしょう。

0議長(石坂勝雄君)

0市長(森田喜美男君)

O議長(石坂勝雄君)

01 8番(古賀俊昭君)

市長。

そのように努力をいたします。 (r結構です」と呼ぶ者あり)

古賀俊昭君。

最初にまず一つだけ大きな問題をお聞きして、その後続けて

三つほどお聞きをしたいと思いますが、最近、私どもがテレビや新聞を見ておりまして、大変

心の痛む思いで接するニュース花、中国の残留孤児の皆さんの肉親捜しの問題がございます。

乙れは同じ日本人でありながら日本語がし ゃべれなし、。そして今度は五度目だそうでございま

すが、先月 25日、あ乙がれの夢tとまで見たでありましょう祖国の土を踏まれて、肉親捜しを

現在しておられるわけでありますが、乙のととは、私ども市長においては、特に平和という問

題応対して、特に一つの確たる信念のようなものをお持ちでございますので、とうしたニュー

スを、一体どのようなお気持ちでお聞きになっているか。

さきの大戦中には、市長も満洲Kいらっしゃって、乙うしたニュース応接して、いろいろお

考えになる乙ともあろうかと思いますので、まず、そのお気持ちを、聞かせていただきたいと

ヮ“at 

思います。

O議長(石坂勝雄君 ) 市長。

0市長(森田喜美男君) 残留孤児の肉親を訪ねて、母国κいま第 5回目というととで

見えておるニュースを、よくテレビにおいて、あるいは新聞紙上において承知いたしておりま

す。戦後 38年たっていますから、当時本当のがんぜない幼児、三、四歳の人たちが、いまち

ょうど 40を少々過ぎる年齢になって、そうして、夢にまで見た母国花、親を捜しκ戻ってお

られる。ま乙とκ歴史のなせるわざ、戦の後の問題が残る状況。孤児にも、あるいは、いろい

ろの関係K問題を残しておるという乙とを痛感する次第であります。私がたまたま終戦時では

ありませんが、いわゆる中国の東北地方、黒龍江省でありますとか、吉林省でありますとか、

そのあたりの状況を、仕事の現場としてよく思い出せるわけでありますが、その悲惨さがいか

にひどい状態であったか、ほぼ推測する ζ とが可能でございます。それだけ私には深い痛手を

持ってる、乙のようにも思っております。

親が発見されるととは、一番望ましい乙とであります。肉親が発見される乙とは、一番望ま

しい乙とでありますし、そのようなお手伝いができれば幸いでありますが、感想をと問われま

すならば、大変痛ましい現実の問題として、つまり二度ととういう状態の起きるような乙とは

してはならない、という乙との教訓I~c みんなが思いをいたすべきだ、乙う思います。まだ尽き

ない乙とはたくさんあるわけでありますが、当面の感想、をそのようにお答えいたしておきます。

O議長(石坂勝雄君) 古賀俊昭君。

0 18番 (古賀俊昭君) 乙のととで、私は市長と議論をするつもりは全くございませ

ん。しかし、乙うした大変痛ましい事態が一体なぜ起乙ったのであろうか というととを考え

てみますと、中国大陸の中で、満洲地区』とおられた皆さん方が、特に今回の残留孤児として問

題になっておられる遺児の方々が、たくさんいらっしゃるわけです。で、中国の、いわゆる国

民政府が支配をしておりました地域の、日本人の軍並びに民間の方々は、多少のいろいろ困難

もあったでしょうが、大方の方が、無事K 日本に帰ってきておられます。また南方諸島の方κ

出ておりました、同じよう応軍や、また民間の人たちも、 多少のいろいろ事件、事故等があっ

たでございましょうが、やはり同じように、祖国応大方の方は1/.帯ってきておられるわけであり

ます。と ζ ろが、いわゆる旧満洲地区、乙の地区にいらっしゃった方々に、特κ今回の残留孤

児の問題がとれだけ大量K起きているという乙とで、乙れはどうしても、やはり昭和 20年の
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8月の 9日K ソ連軍が、ソ満の国境を越えて侵略を開始した、そういうととが一つ大きな原因

になっているだろうと思います。ですから、いわゆるソ連軍ないしは中国κおける共産軍の支

配地域において、乙うした問題が起きてるという乙とを私たち考えますと、その元凶というも

のがど乙にあるか、というととがおのずからはっきりしてくると考えるわけでありますが、最

後花、市長は乙うした問題が起きた原因は、一体ど乙にあるというふうにお考えでしょうか。

O議長(石坂勝雄君) 市長。

0市長 (森田喜美男君) 大変深刻な論議を求められておるように思いますが、原因と

いうのは、乙れはまさに戦をし、敗戦の混乱状態をっくり出した、というととが直接の原因κ

かかわってきていると思います。それをさかのぼれば、アジアの新秩序であるとか、あるいは

生命線であるとかという言い方をして、外地花侵略をした、 ζ ういう、わが国の反省を求めら

れるべき点もあるわけであります。私も、誤って、そういう状況の中に組み込まれた、という

反省もみずからし、今日、戦は二度となすべきではない、という信念に立っておるのは、そう

いう根拠もあるわけであります。

国家権力が余り集中しますと、時応大きな過ちを犯す。そういう乙とがあってはならない、

というのが民主主義の基本理念でなければならない、とう思っております。ソ連の謀略という

ととも‘当然非難されるべき乙とでありますし、ただ混乱状態と いうのは、思いがけない状況

が起きる。本当に人間の文明がどとtとあるか、というような状況を起ζす、いい、あちとちに

そのような事例もあるわけでありますから、何といいましでも、国際問、つまり国家聞の戦な

どというものは絶対応すべきでない、という乙とが人類の大理想である、乙のように考え、ま

た、微力であっても、そのよう K今後行動したし可。乙のよう κ個人的には考えております。

0議長(石坂勝雄君) 古賀俊昭君。

018番 (古賀俊昭君) どうもありがとうございました。

教育委員会の方に、 2点ほどお尋ねをしてみたいと思います。

2月 16日から、日野市教育委員会主催で、第 6回市民講座というのが開かれております。

で、との市民講座の内容は、戦後日本史となっておりまして、サブタイトルは東京栽判から安

保改定というふうに P Rのチラシには書かれております。 3月22日で終了するように予定さ

れているようでありますが、私は乙乙でお聞きしたいのは、教育の公正中立という乙とに関し

て触れてみたいと思うわけであります。
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それは、との戦後市民講座の講師の方々の、いわゆる思想的なスタンス、立場というものが

果たして妥当であろうか、と考えるわけであります。 3人講師の方がいらっしゃいますが、お

1人は、松尾章一という法政大学の教授の方であります。も うお 1人は平田哲男という中央大

学の講師の方、そして 3人目最後K佐瀬昭二郎という 法政大学の講師の方が名を連ねていらっ

しゃいます。私は真ん中花、いま申し上げました平田さんという方については、よく存じ上げ

ませんが、最初の松尾さん、ζ の方はちょ うど昨年、昭和 58年の 3月の日本共産党の機関誌

赤旗K共産党を支持、推薦しますということで、お名前を連ねておられました。また佐瀬昭二

郎さんにつきましては、 日本共産党が指導しております歴史科学協議会の事務局長として、現

代史を研究なされながらいろいろ活動なさっているようであります。お 2人ともそのような経

歴をお持ちの方であります。こ うした方が、多分平田さんとい う方もよくわかりませんが、同

じよ うな立場にお立ちの方ではないかと思いますが、少なくとも 、教育委員会が乙うした市民

の方を対象K講座を持つという乙とであれば、どなたから見ても公正で中立的な立場で企画を

し、そして社会教育センターの方が主管だそ うでございますが、そちらにお願いをするという

乙とが、当然考えられなければならないと思うわけでありますが、一体、 ζ ういう講師の基準

は、どのようにして決めておられるのか、選任をしておられるか、それをひとつお聞かせをい

ただきたいと思います。

それから、乙れは多分社会教育センターの方に委託をして、実施をしておられる社会教育事

業だと思いますが、幾らのお金をお使いになって乙の市民講座を今回おやりになるのか。委託

料といいますか、その費用Kついて教えていただきたいと 思います。

また、講師の方K肩書きが書いでございまして松尾章ーさんも 、それから佐瀬昭二郎さんも

日野市の市史編さん委員となっております。と ζ ろが、私が日野市が発行しております機関団

体名簿、日野市がつくっているやつですが、乙の一番新しい昭和 58年 12月の 1日現在の日

野市史編さん委員会κは、乙のお 2人の名前はど乙にもございません。乙れは一体どういうと

となのか、あわせて御説明をお願いをしたいと思います。

それから、もう一つは、遺跡調査会Kついてお聞きをいたします。

ちょうどいまから 1年前のきょうでございますが、昭和 58年の 3月の 5目、遺跡調査会で

は問題になっております機関を、社会教育課長として遺跡調査会の事務K当たっておりました

柳下章氏を告訴いたしております。乙の告訴は、損害賠償請求訴訟でございますから、柳下さ

p
h
d
 

刈
せ



んIC2，1 2 2万円の損害請求しているわけでございますが、御承知のように、昨年私ども元百

条委員会のメンバ一応対して、捜査結果の説明がございましたときに判明いたしました使途不

明金の総額は、 4，200万円余でございました。その内訳で見てみますと、解明ができなかっ

たものとして、 1，800万以上のお金がございます。いま栽判を進めておられるわけですが、

当然、柳下さん応対して、損害賠償請求訴訟を起としているわけでございますから、いろいろ

栽判Kついての対策、また資料の収集提出という乙とで、いろいろ証拠固め等κ必要なものを

準備なさっているのではなし 1かと思いますが、柳下さんが自身の、個人の責任によって生じさ

せた使途不明金は、捜査の結果ではわずか 128万 1，000円でございました。乙ういうとと

でありますと、栽判を進めていく上においてもいろいろ大変な困難な事態が予想されるわけで

ございますが、そのように困難な栽判を進める K当たって、市の方では、きちんとやはり乙れ

だけの 2，000万円以上のお金は、やはり柳下さんに対して請求できるんだ、という根拠』とな

るものをきちんとやはりお持ち』となっているだろうと思いますが、栽判の進め方とあわせて、

そうしたものが準備可能なのか、それをひとつ教えていただきたいと思います。

教育委員会応つきましては、それだけお聞きします。

それからもう一つ、乙れは理事者、市側応対して、どなたでも結構でございますが、いま ζ

の市庁舎の隣で市民会館の建設が行われております。来年の 3月いっぱいで完成するという 予

定だそうでございますが、との市民会館建設のため応、現場にいろいろな会社の方が詰めてお

られますから、事務所ができているわけでございます。乙の事務所応対しまして、日用品や毎

日使ういろいろな雑貨、とうした物について、業者を紹介された方が日野市に理事者か、また

職員の方の中にいらっしゃるかどうか、とれを確認させていただきたいわけであります。と申

しますのは、昨年の暮れ、乙の事務所に南多摩民主商工会の事務局長が、どなたかと一緒に訪

ねまして、業者リストを現場事務所κ出しているようであります。もし、乙うした業者の紹介

を、理事者側なり市側から現場の事務所応対して紹介をしたという乙とになりますと、大変問

題ではないかと思いますので、その点をひとつ確認をさせていただきたいと思います。以上で

す。

0議長(石坂勝雄君) 教育次長。

0教育次長(小山哲夫君) お答えいたします。

まず第 1点目の社会教育センターの委託関係でございますけれども、乙れにつきましては、
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社会教育センターが、たしか昭和 43年ごろ現有地K設置された、よ記憶いたしておりますけ

れども、との社会教育センターにつきましては、御承知のとおり、社会教育を主たる目的とし

て事業を行う財団法人でございます。そういった意味におきまして、日野市の教育委員会とは、

いろいろと密接な関係があるわけでございます。そういう意味で、教育委員会といたしまして

は、乙の社会教育センターが設立以来、社会教育センターの方花、いろいろな事業を委託して

おるわけでございます。

その中での市民講座でございますけれども、乙れiごつきましては事業委託でございまして、

あらかじめ社会教育センターの方から、 ζ ういうふうな事業を、いつ、いつにか行いたいという

ふうな計画を出していただきまして、教育委員会の方といたしまして、乙れをよく調べまして、

その上で委託をお願いするというふうな形式をとっているわけでございます。

その委託に当たりましては、先ほど御指摘がございましたとおり、教育の中立性と申しまし

ょうか、公平といいましょうか、そういう乙とを一応大きな前提といたしまして、一昔日偏った

ようなテーマなり、あるいはまた講師なりが生じないよう応、常に公平な立場で、特K教育委

員会としての中立性というものを重んじてもらいたいという立場で、講師、あるいはテーマ等

につきましては、お願いをしておると乙ろでございます。

御指摘の 2人の講師につきましては、一応古賀議員さんの方からもお話がございましたとお

り、市の市民乙編さん委員の一員でもございますし、そうし、った立場から、---rr.;委託をするに当たりまして、

許可を与えるという乙とでございます。なお、との点につきまして特に街脂摘等がございますならば、乙の

点につきまして、さらに、今後、社会教育センターの方に委託する場合におきましては、十二分口今勝、た

しまして、そうし 1う指摘がないように十二分に注意してもらいたい、とし1うふうに考えております。

それから委託料でございますけれども、 58年度の委託料は、たしか、いま手元に予算資料

がございませんけれども、市民講座応対します委託料につきましては、 22万円というふう κ

記憶をいたしておると乙ろでございます。

それから第 3点目の、いわゆる遺跡調査に関する質問でございますけれども、乙れにつきま

しては、昨年の 3月の 11日の日応、刑事告発、告訴をしたわけでございますけれども、その

結果が 11月 1日に出たわけでございますが、乙れはあくまでも刑事告発、告訴でございまし

て、本人応対しましてのいわゆる刑事問題でございますけれども、それに対しましてのいわゆ

る損害賠償につきましての返済は、まだ求めてなかったわけでございます。そういった意味κ
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おきまして、実は昨年の 7月21日でございますけれども、柳下章氏が横領した と思われる賃

金、その他物的いろいろなものがあったわけでございますけれども、その中で教育委員会とい

たしまして、どうしても御本人を呼んでみて、事情聴取してみても 解明できない。そういう乙

とで最低限乙れだけの額が恐らく本人が横領したんではなかろうかというととで、たしか

2，1 2 2万3，224円だと思いますけれども、とれを八王子地方栽判所八王子支部の方に、民事訴

訟を起としたわけでございます。現在、過去 2回ほど栽判行ってますけれども、被告側といた

しましては、乙の事実関係Kつきましては、何らそういうふうな横領行為はしてないという乙

とで否認はしておりますけれども、私どもといたしましては、御本人の方からのいろいろ問題

があると思いますけれども、乙の真相解明につきましては、最後まで栽判の方K訴えまして、

乙の真相の解明のために最大限の努力を払って まいりたい、というふうに考えておると乙ろで

ございます。以上でございます。

O議長(石坂勝雄君〉 総務部長。

0総務部長(伊藤正吉君) 3点目の御質問につきまして、お答えしたいと思います。

私どもの方では、市のいろいろ購入関係につきましては、管財課が所管しているわけでござ

いますけれども、それにつきましては、常IC業者の方の利害関係が伴うという ζ とで、厳正中

立をモットーにして、私どもの方は指導しております。こういう特定な業者を、一応、現場事

務所の方に案内した、乙ういう実績はございませんので、御理解いただきたいと思います。

0議長(石坂勝雄君) 古賀俊昭君。

01 8番 (古賀俊昭君) 再質問、ちょっとだけいたします。

最初の市民講座なんですが、乙れは市教育委員会 一一日野市の教育委員会が主催 しているわ

けですね。ですからいま中立性、公平という乙とをおっしゃいましたが、まさにそのとおりで

す。そういうものをこの中では全く省みられてない。日本共産党の党勢拡大のために 22万円

使って、教育委員会がと うした市民講座をやってると 言っても過言ではないと思うんです。

( r大変だ」と呼ぶ者あり) しかも 2月の 26日には、日野市教育委員会が後援を して丸木

政臣さんに聞く、現代の子育てというのをやはり社会教育センターでやっております。で、乙

れは和光学園校長の丸木さんという方を講師に呼んでやってるわけですが、乙れも教育委員会

が後援をしております。日野市も後援K名を連ねております。ととろが、この丸木さんという

方が、乙れまた教育評論家として昭和 58年の同じように 3月に赤旗で日本共産党を支持しま
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す、というととをは っきり と述べております。主催する者も そうであれば講演する者もそうだ。

つまり 3月中に、 2月から 3月』とかけて開かれたものだけで、ちょっと気づいただけでもとれ

だけあるわけです。 ζれで公正中立という ζ とが果たして言えるでしょうか。教育長並びκ市

長の、ζれは市も後援しておりますから、答弁をお願いしたいと思います。

それから、先ほど講師の方の肩書き Kついて、私、日野市市史編さん委員という乙とで紹介

がされてるという ζとを言いましたが、機関団体名簿κは市史編さん委員のど ζκ も載ってい

ないんですね。 ζれは一つの詐称ではないかと思うんですが、その点の確認をひとつお願いを

したいと思います。

それから、先ほど最後』とお答えいただきました、市民会館の現場事務所κ対する業者の紹介

ですが、乙れは、民主商工会の事務局長がどなたかと一緒κお訪ねしているんですが、その方

が、果たして市の方かどなたかわかりませんでしたので、お聞きしました。そういうことが、

市においてなされていないという乙とであれば、当然でございます。市』ζは先ほども商工会の

話が出ましたが、公益法人で、法律の規定K基づいて設立をされ、たくさんの業者が加盟なさ

っている日野市商工会がございます。乙ういう法人格を持っきちんとした団体と、非常に紛ら

わしいものが別個iとあるというととで、ひとつ指摘をしておきたいと思います。市の方で紹介

された等の事実がなければ、乙れは幸いでございます。

じゃあ、最初の点Kついて御答弁をお願いします。

0議長 (石坂勝雄君) 企画財政部長。

0企画財政部長(前田雅夫君) お答えいたします。

手元』ζ名 がございませんから、確認できませんけれども、私の記憶では、市史の編集委員

会の委員になっている、というふうに記憶しております。いわゆる編さん委員会ではなく、編

集委員の方に入っている、 というふう K考えております。

0議長(石坂勝雄君〉 古賀俊昭君。

018番(古賀俊陥君) いま企画財政部長、おっしゃったとおりなんです。条例でも、

ちゃんと編さん委員と編集委員というのは、きちんと区別しであります。乙れが混同されて使

われているという乙とで、教育長の方から御注意なさるか、何かその対応と、それから市長か

ら御答弁ありませんでしたので、その点をひとつお聞かせ願いたいと思います。

0議長(石坂勝雄君) 市長。
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0市長(森田喜美男君) 御質問の趣旨が余りよく理解できませんが、何か自分の主観

が中立の中心であって、何は偏っている、というふう K聞とえたんですが、学者』とはいろいろ

な専門家がいらっしゃいますし、それからその信条においては、それぞれたしか自由をお持ち

だと思います。われわれも同様であります。したがって、そういう ζ とと、いまの、多分質問

K意図されるものと、少し合致しない点があるんではなかろうか、乙つ思います。私は、どな

たKかかわらず、りっぱな学者、あるいは業績を持っておられる方、この方々が自民党の支持

者であっても、あるいは建国記念日を主催される黛敏郎さんであっても、乙れはそれぞれの立

場でりっぱな行動だ。そしてまた一つの価値をお持ちであれば、それは大いに社会に披涯して

いただく乙とは結構だ、乙のように思っております。

したがって、何が中心、何が公平、乙れはちょっと評価が違うんではなかろうか、と ζ う思

います。

0議長(石坂勝雄君) 教育長。

0教育長(長沢三郎君) 私、松尾さん、あるいは佐瀬さんという方はよく知らないわ

けですが、丸木さんにつきましては、乙れは同じ教育畑の方ですから、承知しております。で、

確かι現在、和光学園の学園長みたいな形のお仕事をなさっている。 NHK等にもよく教育問

題等では出て、現在荒れている教育問題等κつきまして、お話をなさっている、 ζ ういう方で

ございまして、実は今回の講座等κつきましでも、ちょっと話は外れますけれど、現在、 NH

Kの日曜日の 8時から大河ドラマで山河燃ゆというのをやっておりますけど、非常に私は日曜

日あたりは、乙う比較的ゆっくりできるんで、それを見てるんですが、乙の山河燃ゆという、

乙れもやはり戦後の状況ですね、二・二六事件から始まって戦後の状況ですね、 NHKなり κ

大河ドラマiとしている。で、今回の講座κつきましでも、ぜひ客観的な資料κ基づいて講座を

行うんでしたらば、やっていただきたい、あくまでも。その中K、特定のイデオロギーを入れ

て講座を持つというのでなくて、あくまでも、史実κ基づいた客観的な内容で講座を持ってい

ただきたい、ということを願っております。

との乙と自体、教育基本法の第 8条iζ政治教育というのがございますけれど、乙の第 8条の

政治教育という中Kは、公民としてふさわしい良識ある政治教育κついては、 ζ れを行わなく

てはいけなし、。乙ういう規定と、さら iζ学校Kついては、特定な政治、あるいは政党を支持、

あるいは反対するためのそういう政治教育を行ってはならなし可。そういう乙とが教育基本法の
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中にきちっと明記されている。そういう状況の中で、良識ある国民といいますか、公民として

必要な政治的な教養、乙の範鴎でとういう講座を取り扱っていくよう、やはり担当が社会教育

課の方が担当しておりますので、そちらの方κも強く要請しておきたいと思います。( i了解」

と呼ぶ者あり)

0議長(石坂勝雄君) 古賀俊昭君。

0 1 8番(古賀俊陥君〉 市長と私は考え方が違うというのは、百も承知してお聞きし

ているわけですが、私どもは、中道と言う、中立と言う場合κは、右があって左がある。そし

てその真ん中だからまあいいや、というふう κ考えがちなんですが、私は共産党の何か資料を

読んでおりましたら、中道というのはそうでなくて、右もない、左もない。乙の道しかない。

乙の道を行けば、やがて社会主義の道が開ける。社会主義の政権が実現できる。これを中道と

呼ぶ、というふうに解説しでありましたので、申し添えておきます。

それから、乙れは後で一般質問等でも出ておりますので、ちょっと今回は譲ろうかと思った

んですが、遺跡調査会の問題Kついて、先ほ 申し上げましたよう κ非常に多額の使途不明金

がある。しかも乙の多額の使途不明金が生じた期間に、市長は会長をなさっていた、 ζ ういう

乙ともあります。ですから、昨年は政治家、また議員等Kついても同じでございます。が、政治

倫理というものが非常にやかましく問われたわけでございます。そして、身辺をガラス張りにして、きれ).，

にする。わかりやすく有権者の方、国民、市民に対しだ、わかりやすい形ごみずからの身辺を明らかにしてい

く、品、うととがいろいろ言われましむそして、 1月には国の方では大臣クラスカえいろいろ意見はござ

いまし7こが、資産の公開という乙とに踏み切ったわけであります。

こうした使途不明金というものが、日野市でも生じております。大変多額の額であるわけで

ありますので、市長κおいて、 3月の末は政治団体の収支の締め切りの時期でもありますか

ら、乙の際、市長自身κおいて資産を公開なさったらどうか。そして市長におなりになってか

らの、たとえば 1年ごと、 2年ごとでも結構ですが、みずからの資産の増減について、市民の

前K明らかκしていく、そういう乙とがあってもいいのではないか、と思うわけであります。

そうした資産公開の何か制度というようなものを、御自身でお考えκなるおつもりはなし可かど

うか、最後iζ お聞きをしておきます。

0議長(石坂勝雄君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 遺跡調査会の使途不明金の問題花関連して、政治家が、いま
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言われるよう κ、資産公開しなきゃならい、という全くその関係は私は成り立たない、 ζ う思

っております。ただ、一般論として、私生活まで明らか』とするという乙とも、乙れは、その公

正を公表する意味で、有意義だろうと思っております。

私の場合、市長κ就任させていただきまして以来、資産がふえるはずもありませんし、借金

はたくさんありますけど、きわめて質素κ生活をしておる、という乙とでございます。別個の

問題として、考えさせていただきたいと思っております。

0議長(石坂勝 雄君) 古賀俊昭君。

01 8番 (古賀俊昭君) 最後に意見を申し上げておきますが、多分、一般質問通告な

さってる議員の方から、ほかの自治体でのそうした動きについては、御紹介があると思います

から、乙の際控えておきますが、ほかの自治体では、すでに市長を初め、これは議員も含まれ

ているようでありますが、そうした条例をつくって資産の公開に踏み切っている、というと乙

ろもあるようでございます。

いま日野市長一一森田市長は、資産公開には絶対反対である、というととがはっきりいたし

ましたので、確認できましたので、とれで終わります。

0議長(石坂勝雄君) 高橋通夫君。

030番 (高橋通夫君 ) 先ほど通知が配られて、日野市電子計算組織運営審議会委員

の名簿があるんですが、乙の名簿は議員と市の職員を除いて学識経験者と市民から選ばれて、

みんなりっぱな方だと思うんですが、何を重点に置いて選ばれたのか。

そうして大学の教授の方が 4人おられるんですが、乙うした方の専攻は何であったか。 専攻

科目ですね。そういう乙とをちょっと御説明願いたいと思います。

0議長(石坂勝雄君) 企画財政部長。

0企画財政部長(前田雅夫君) お答えいたします。

まず選考の基準でございますけれども、乙れは条例に基づきまして市議会議員、学識経験者、

市民、市職員それぞれ 3名選出するというものでございます。で、まず市議会議員につきまし

ては、御承知のように議会の方から推薦された議員さ んでございます。次の学識経験者でござ

いますけれども、特に市内及びその周辺でございますけれども、大学がございます。で、との

大学の先生方に、できるだけ地域のとういう行政にも協力していただきたいというととで、乙

乙にございますような、都立工科短期大学、あるいは中央大学、明星大学の先生をお願いした、
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というものでございます。

まず学識経験者の都立工科短大教授の秩山先生でございますけれども、との方は行政の専門

であり、プラス、コンビューターの利用上の権威者でございます。それから今村都南雄先生で

ございますけれども、 ζ れは中央大学の教授で法学部の先生でございます。特に、都の制度調

査会とか、とういった委員をやっておりまして、地方行政の関係の権威者でございます。それ

から志方先生でございますけれども、乙の方は、明星大学の教授で工学部の担当でございます。

コンピューターのハード面の専門家でございます。

それから市民につきましては女性の方が 2人入っており ますけれども、 特に乙ういった市議

会の委員の構成がとかく男性中心になりますので、できるだけ女性の方も入れようというとと

で、乙 ζ に書いでございますような中川先生、内尾先生を入れたわけでございますが、で、と

の内尾先生につきましては、実践女子短期大学の教授で、教養部、教養関係の部長さんをして

いる方でございます。以上でございます。( I了解J I休憩」と呼ぶ者あり。 )

O議長(石坂勝雄君 ) 滝瀬敏朗君。

029番(滝瀬敏朗君) 済みません。 1点だけお聞きをしたいと思います。

都パスの問題に関連をいたしまして、お聞き をしたいんですが、 実はモノレールの問題でご

ざいます。東京都が昨年の 58年の 10月の 25日にまとまった総合実施計画というものを発

表 されました。その中を見ますと、地域別の主なる計画という中で、多摩のモノレールの推進

という乙とが大きく打ち出されたわけであります。多摩センタ一一一新青梅街道間の建設の推

進という乙とでございます。乙ういう乙とが発表されたわけであり ますが、市でもそのモノレ

ールの問題につきまして、どのように把握をされているのか。また市の対応はどうされるのか。

乙ういうことについてお聞かせをいただきたいと思います。

0議長(石坂勝雄君) 市長。

0市長(森田喜美男君) モノレール構想の日野市との関係における現状の情報を報告

すべきである、このように考えております。乙の会期中に、 しかるべき機会を設けて、たとえ

ば全員協議会のような場で、図面をもって御説明をしたいと思っております。

ただ一言、ごく内容を申し上げますと、立川の国立の公園ができておるわけでありますが、

多分そこを中心として、南北合計 16キロと聞いておりますが、いま御指摘のとおり 多摩セン

ターと東大和の新青梅街道の距離、つまり南北克直の路線を新交通システムによって設けよう、
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乙ういうととであります。乙としの都の予算に 5，00 0万円の調査費がつけられ、いよいよ構

想が一歩前進した、乙のように受けとめており ます。

日野市は、御承知のとおり大変関係が深いわけでありまして、 2・2・10路線から入って、

2・2・11を通過し、 高幡に出て程久保の動物園線に入り、多摩ニュ ータウンに抜ける、と

ういう関係位置にあります。

先ほど 一一 先般機種選定の専門審議会が跨座式を採用した、という答申を行って、都ではそ

ういう乙とのまた説明を先般われわれ関連市、関連市の協議会、とれは立川の市長が会長をい

たしておりますが、そういう場に一応の発表がございました。資料をちょうだいしております

ので、それをもって、乙の議会に後日御報告をしたいと思いますので、そのように御了解いた

だければ幸いでございます。

0議長(石坂勝雄君) 滝瀬敏朗君。

029番(滝瀬敏朗君) 後日説明があるという乙とでございますので、ひとつ日野

市は御案内のように、 大変南北道路というのが混雑をいたします。先般も、高幡から立)11へ通

じている京王線のパスがあるわけですが、その運転士さんなどに聞いてみますと、一番おくれ

るときに、 1時間半くらいの差が出てきてしまう、乙んなとともおっしゃっておられました。

大変、朝晩の交通が混雑をする。そういう意味でも、乙のモノレールというのは、 大変市民の

関心がある問題であろう、というふうに判断をいたしますので、市長が先ほど申し上げました

ように、後で説明する乙とで理解をいたしますが、早急に実現をするように、市でも対応をし

ていただきたい、 ζ ういう ζ とを望んでおきます。 ( I休憩Jと呼ぶ者あり〉

0議長(石坂勝雄君) ほかに御質疑はありませんか。なければこれをもって行政報告

を終わります。

次に日程第 4、諸般の報告を行います。

会務報告については、お手元に配付しであります報告書のとおりですので、事務局長の報告

は省略いたします。

諸般の報告全般についての質疑に入ります。なければとれをもって諸般の報告を終わります。

お諮りいたします。議事の都合により暫時休憩いたしたいと思いますが、乙れに御異議あり

ませんか。

C I異議なしJと呼ぶ者あり 〕
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0議長(石坂勝雄君) 御異議ないものと認めます。よって暫時休憩いたします。

午後 3時 12介休憩

午後 3時 36分再開

0議長(石坂勝雄君)

審査報告に入ります。

乙れより 請願第 57-6号、日野市の幼稚園教育費公私格差是正と日野市幼児教育センター

休憩前に引き続き会議を開きます。

設立に関する請願、請願第 57-5 6号、 図書館の夜間開館に関する陳情、請願第 57-6 4 

号、中学校通学区域変更に関する陳情、請願第 58-3  7号、遺跡調査に関する請願の件を一

括議題といたしたいと思いますが、乙れに御異議ありませんか。

C I異議なしJと呼ぶ者あり〕

0議長 (石坂勝雄君) 御異議ないものと認め、一括議題といたします。

文教委員長の審査報告を求めます。

(文教委員長登壇 〕

O文教委員長(市川信資君) 請願第 57-6号、日野市幼稚園教育費格差是正と日

野市幼児教育センター設立に関する請願。請願者は日野市落川 94 3番地、日野わかくさ幼稚

園長清水博雅氏、ほか 35名からの請願でございます。

請願要旨は、昭和 57年度当初予算に、旭が丘 64ブロックに幼保一元の幼児教育センター

設立に伴う予算計上から端を発しまして、市内幼児数が減少している中で、私立幼稚園と公立

幼稚園との保育料に大きな隔たりがある現在、その是正も図らず、多額の建設費、研究費を費

しての設立構想には反対である、等の要旨でごぎいます。

当委員会におきましでも、公私格差是正を早急に図る乙と、あるいは多額の経費を要する幼

児研究センター設立構想よりも、多摩平にある公立幼稚園の空き教室を利用し、隣接する公立

保育園との一体化の中で、研究機関を設けてはどうか、と計 8回に及ぶ委員会の要請に、昨年

5 8年 3月、当局も 3歳児 50 0円、 4、 5歳児についても 50 0円の一部格差の是正に、な

おかつ 64ブロック設立構想から、多摩平第一幼稚園及び保育園を利用したじみちな研究機関

でスター 卜する等、当局の計画変更もあり、格差是正は依然大きくあるものの、今後もその目

的に沿って努力する、との理事者からの答弁もあり、ほぼ請願要旨に沿った結果を得られたの

で、本委員会といたしましては、採決の結果、全会一致採択と決した次第でございます。
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ちょっとのどを痛めてまして申しわけございません。聞き苦しし 1かもー・

請願第 57ー 56号、図書館の夜間開館に関する陳情でございます。陳情者は日野市多摩平

四丁目公住 197-3 0 5、山脇史子さんでございます。

要旨は、お勤めの人にも夜間図書館を利用できるようにしてほしい。現在の朝 10時から夕

方 5時までの開館では、 利用 したくて も利用できないという ものでございます。

当委員会におきましては、 5回にわたる審査と、要旨に沿った努力を当局に重ねてまいりま

したが、現在、日野の図書館の運営状況は、都内図書館職員の 2倍の仕事量を処理している中

で、現状の職員数で、夜間開館、あるいは時間延長はむずかしい、 との乙とでご ざいました。

本年 1月 30日に日野市図書館協議会より、中間ではありますが、 開館時間の問題についての

答申がなされ、その報告書の中で、開館時間の改善計画を具体化するための調査を実施し、市

民要望の高い土曜日午後の開館、夜間開館の規模、あるいは実施館、サービスレベル、職員の

増員、臨時職員の雇用問題等を含め、市民の読書量と図書館利用についての調査を、できるだ

け 59年度中に実施したい旨の答申が出され、執行者側も、できる限りその趣旨に沿った努力

をされる、とのことでございました。

一昔E委員より、本陳情は、夜間 9時までの開館規模を明示してあり、現在の審議過程では、

9時までの開館は望めそうもないので、 本陳情は趣旨採択、あるいは付帯意見をつけての採択

が妥当ではないか、との意見もございました。しかし、時間の提示はないものの、図書館協議

会の答申、また理事者の前向きの取り組む姿勢から、請願要旨に沿っておるとの見解から、採

決の結果、本委員会として、全会一致採択と決した次第でございます。よろしく御審議のほど

お願いいたします。

次に請願 57-6 4、件名、中学校通学区域変更に関する陳情でございます。陳情者は、 日

野市東豊田 1ー 55-3 8、豊田第一自治会長、保科信治さん、ほか 413名でございます。

要旨は、東豊田段丘下地域は、七生中と二中に学区域が分かれている。七生中学に最も近い

豊田第一 自治会の生徒が、二中に通学している学区域を見直してほしい、と の要旨でございま

す。

本委員会における主たる質疑は、二中は現在空き教室があるが、七生中は、 本年度より特殊

学級が併設され、過密な状態にある。また一部の変更を認めるととによって、他の地域からも

波状的に広がるおそれがある ζ と等の理事者よりの答弁の中で、委員より、市民からも現在の
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通学区域には、多くの不平不満が寄せられている。小手先の学区域変更ではなく、根本的な小

中学校の学区域の見直しを図るべきである、との指摘がなされ、理事者より、 59年度中に調

査委員会を設置して調査を実腕し、 60年度より市内全域の学区域の見直しを図る、と の乙と

でございました。本委員会では、請願者の趣旨に十分沿えるものである、との見解から、採決

の結果、全員異議なく採択と決した次第でございます。

次に、請願 58ー 37号、件名、遺跡調査に関する請願。請願者は日野市万願寺 126番地、

斉藤実氏、ほか 76 8名からのものでございます。

要旨は、現在遂行されている万願寺区画整理事業が遺跡発掘によって事業推進の停滞を憂え

る乙とから提出されたものでございます。

本委員会は、理事者より、万願寺区画整理地域内の遺跡調査の現状と問題点、並びに将来に

向かつての発掘に当たって、基本的な方針について説明があり、 質疑が行われました。当地域

は、昭和 55年度に事業認可を得て、昭和 55年度より昭和 63年度まで、区画整理を行う予

定になっております。昭和 57年に仮設市道を造成した際に、土器類、 遺溝等が、溝ですね、

大量に発見され、東京都教育委員会より市教育委員会に対し、遺跡の分布調査をするよう勧告

を受け、調査をしたと乙ろ、教育委員会として、万願寺地域について、一昔日 21万 2，000平

米を昭和 57年 6月に、遺跡包蔵地として指定する乙とになりました。指定された包蔵地につ

いては、文化財保護法の定めると乙ろにより、区画整理事業に先立ち遺跡発掘調査をしなけれ

ばならない ととになっております。当地域は、粘土層のために、発掘調査には時間がかかると

と、学術上、貴重な価値高い遺物、遺溝などが数多く発見されるなど、前途に多難が予想され

わけでございます。遺跡調査会としては、調査員、作業員の人的体制を整え、遺跡調査と並行

して、区画整理事業がスムーズに進行するように、最大限の努力を払ってし、く、との答弁でご

ざいました。請願の趣旨にも沿っている乙とでもありますので、採決の結果、本委員会は、全

会一致をもって採択と決した次第でございます。よろしく御審議のほどお願いいたします。

0議長(石坂勝雄君 ) 乙れより 質疑に入ります。夏井明男君。

0 1 6番 (夏井明男君) 請願 57 -6 4号の中学校通学区域変更に関する陳情につい

てお尋ねいたします。

委員長報告によりますと、一部手直しではだめである。 60年以降から 、全面的な見直しの

中で、乙の陳情者の陳情は生かされる、という判断で、たしか全会一致で決められた、とい う
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乙とですが、その陳情の内容としましては、たしか七生中学が一番近いという ζ とで、そちら

に、ざっくばらんに言いますと行きたい、というふうな内容ではなかったか、と思うんですが、

そうしますと、そのような陳情者の意思が、将来生かされるであろうから、という趣旨であっ

たのかどうか、その辺をお尋ねしたいと思います。

0議長(石坂勝雄君) 文教委員長。

0文教委員長(市川資信君) ただいまの、夏井議員の御質問に対してお答えいたし

ます。

そのとおりでありまして、事実、文教委員会には、乙のほかにも学区域の不満の申し入れ等

が、個人的にも相当来ております。その後の、いわゆる七生中を自の前に見ながら、浅川を一

つ挟んで二中へ行くという状態で、いま、乙の地域はあるわけでありますが、その後、八中が、

平山中学が開設されたこと等によって、との地域をその陳情者の要望に従えるような、 要望に

沿えるような学区域にもっていける、とい うふうな理事者からの答弁がありましたので、全面

見直しの中で図る、とい う乙とでございます。( Iわかり ましたJと呼ぶ者あり)

0議長(石坂勝雄君) ほかに御質疑はありませんか。谷 長一君。

05番 (谷 長一君) 請願 58ー 37に関し、乙の遺跡調査に関する請願で、万願寺

区画整理内の発掘の基本的構想ということを、いま申されたんですけれども、発掘の基本的構

想、というのは、どのようなととであるか、お教え願いたいと思います。

0議長(石坂勝雄君) 文教委員長。

0文教委員長(市川資信君) そうし、う基本的構想について、本委員会で検討したと

いうととではございませんけれども、先ほど私が報告、審査報告申し上げた中で、東京都の教

育委員会から、乙の地は包蔵地域として指定せよ、 との日野市の教育委員会に申し出があって、

それに従って 21万 2，000平米をした、というととでありまして、それ以上の審議はなされ

ておりません。( I了解Jと呼ぶ者あり)

0議長(石坂勝雄君) ほかに御質疑はありませんか。なければこれをもって質疑を終

結いたします。

本 4件について御意見があれば承ります。なければ乙れをもって意見を終結いたします。

とれより本 4件について採決いたします。本4件に対する委員長報告は、採択であります。

本 4件は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。
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C I異議なし」と呼ぶ者あり 〕

0議長(石坂勝雄君) 御異議ないものと認めます。よって請願第 57-6号、日野市

の幼稚園教育費公私格差是正と日野市幼児教育センター設立に関する請願、請願第 57- 5 6 

号、図書館の夜間開館に関する陳情、請願第 57-6 4号、中学校通学区域変更に関する陳情、

請願第 58-3 7号、遺跡調査に関する誇願の件は、委員長報告のとおり採択と決しました。

ζ れより請願第 58-1 2号、日野市教育委員会規則「体育指導員に関する規則」の一部改

正願い請願の件を議題といたします。

文教委員長の審査報告を求めます。

0文教委員長(市川資信君) 請願 58-1 2号について、審査の経過並びに結果を御

報告申し上げます

本詩願は、 5 8年 6月定例議会におきまして、 本委員会に付託されたものでございます。請

願者は、日野市多摩平 4-10-2、公住 18-5、遠沢 浩さん、ほか 70名から日野市教

育委員会規則体育指導員に関する規則の一部改正願いの請願でございます。

本語願要旨は、スポーツ振興法一一昭和 36年法律第 14 1号第 19条第 2項の規定に基づ

き制定された日野市体育指導員に関する規則jの中に、スポーツ振興法第 19条第 3項、体育指

導員は社会的に信望があり 、ス ポー ツに関する 深い関心と理解を持ち、及びその職務を行うの

に必要な熱意と能力を持つ者の中から、教育委員会が任命する 、という 条項を挿入するように、

体育指導員に関する規則の一部改正願いの請願でございます。

本請願は、 5回にわたり 文教委員会を開催し、慎重審議を重ねてまいりました。その審議の

中で、理事者より、法律と規則の解釈、各市の規則の制定状況調査、教育委員会としての規則

改正についての見解、あるいは上級官庁の指導的見解等についてただしてまいりました。その

結果、日野市体育指導委員に関する規則は、スポーツ振興法第 19条第 2項、体育指導要員は

教育委員会の規則の定めると乙ろにより、当該市町村におけるスポーツの振興のために住民に

対してスポーツの実技指導、その他スポーツに関する指導、助言を行うものとするとあります。

とれを受けて規則を制定したものであります。

請願者より要望の、スポーツ振興法第 19条第3項を挿入せよとの問題も、法律と規則との

関係についての見解は、上級の法令一一法律でございますが、下級の法令に優先する法令がす

でに規定する事項については、条例や規則に改めて規定する必要はない。また自治省、で定めた
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準員Ijにも、 19条第 3項は挿入されておりません。また都下 26市中、体育指導委員に関する

規則の制定状況の調査の結果、第 19条第 3項を挿入している市が 9市、挿入してない市が 16

市と、挿入してない市の方がずっと多いわけでございます。教育委員会においても教育協議を

した結果、体育指導委員の任命に当たってはその人格、識見、能力等十分調査の上、任命して

おり、現在 11期の体育指導委員を任命しておりますが、過去、不名誉な行為をした委員は一

人もいなし可。したがって、 1 9条第 3項の挿入の緊急度はなし 1。今後、体育指導委員の任命に

当たって、問題があれば、 その段階で検討するとの結論でありました。

以上の理由により、本請願は採決の結果、全会一致不採択と決した次第でございます。よろ

しく御審議のほ どお願いいたします。

0議長(石坂勝雄君〉 乙れより 質疑に入ります。なければこれをもって質疑を終結い

たします。

本件について御意見があれば承ります。なければこれをもって意見を終結いたします。

乙れより 本件について採決いたします。本件に対する委員長報告は、不採択であります。本

件は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。

C I異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(石坂勝雄君) 御異議ないものと認めます。よって請願第 58-1 2号、 日野

市教育委員会規則「体育指導員に関する規則」の一部改正願い請願の件は、委員長報告のとお

り不採択と決しました。

乙れより請願第 58-2 6号、日野市教育委員会の実態調査願いに関する陳情の件を議題と

いたします。

文教委員長の審査報告を求めます。

0文教委員長(市川資信君) 請願第 58-26号について、 審査の経過並びに結果

を御報告申し上げます。

本請願は、日野市教育委員会の実態調査願いに関する陳情で ございます。陳情者は、日野市

多摩平4-10-2、公住 18-5、遠沢 浩氏より 58年 9月定例議会において、本委員会

に付託されたものでございます。

本陳情の要旨は、その官頭にも書いてありますとおり、日野市ソフトボーノレ協会、会長が上

野 公さんでございます。それからもう一つが日野市ソフトボール連盟、三浦重春氏が会長で
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ございます。昨年合併し、その一体化が実現されたものでありますが、その一体化に向けて昭

和 57年 3月、当時日野市ソフトボール協会の審判部長遠沢 浩氏と同じソフトボール協会の

事務局長でございます I体育指導委員の個人的な紛争に端を発して、 I体育指導委員を遠沢氏

が教育委員会に対して罷免要求を行い、その間相互にいきさつはあったものの、その求めに教

育委員会が応じなかったために、 議会に陳情書が提出されたものであります。

本委員会では審議に当たり 、陳情に書いてある内容を教育委員会事務局にただしたと とろ、

随所に事実と相違ある点がある乙とも弁明でわかった次第であります。教育委員会としても、

昨年 9月に教育委員会に諮り協議したと乙ろ、事実と相反する点の指摘とあわせて、本件につ

いては、ソフトボール協会内部で起きた問題であり、教育委員会と直接かかわり合いがないの

で、本件については一切関与しないととで対処していくととで意見が一致した、との説明があ

り、昭和 26年 10月の 8日に出された行政実例の中にある、明らかに当該地方公共団体の実

務に関する事項でないと認められる請願も受理を拒む乙とはできないが、当該普通地方公共団

体の権限外の事項については、不採択のほかはないとの見解もあり、また請願 58 -1 2号、

日野市教育委員会規則体育指導員に関する規則の一部改正願いの請願との関連もあり、乙れら

の点を総合的に判断して、本件は全会一致不採択と決した次第で ございます。

よろしく御審議のほどお願いいたします。

。議長(石坂勝雄君) とれより質疑に入ります。なければ乙れをもって質疑を終結い

たします。本件について御意見があれば承ります。なければ乙れをもって意見を終静、たします。

乙れより 本件について採決いたします。 本件に対する委員長報告は、不採択であります。本

件は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。

C I異議なし」と呼ぶ者あり 〕

0議長(石坂勝雄君) 御異議ないものと認めます。よって請願第 58-26号、日野

市教育委員会の実態調査願いに関する陳情の件は、委員長報告のとおり不採択と決しました。

これより 請願第 58-1 9号、合成洗剤使用の規制を求める請願の件を議題といたします。

厚生委員長の審査報告を求めます。

(厚生委員長登壇〕

O厚生委員長(一ノ 瀬 隆君) 厚生委員会の請願の審査報告を申し上げます。

請願第 58 -1 9号は、合成洗剤使用の規制を求める請願であります。新日本婦人の会日野

唱
・
ムF

O
 



支部の法科由記子さん、ほか 149名からのもので、橋本議員、古谷議員、鈴木議員、飯山議

員、小山議員の紹介であります。

保育園での貸しおむつの洗濯に、合成洗剤が使用されているが、人体の影響があるので、粉

石けんに切りかえるよう指導してほしい。中小学校、保育園の給食用洗剤も粉石けんにしてほ

しい、というものであります。

乙の請願の審査に当たり、請願の内容に学校の給食がありますので、文教委員会との合同審

査をすべきだ、という意見も出されました。しかし、教育委員会の担当も、乙の委員会に出席

してもらうという乙とで、厚生委員会で審査いたしました。

現状の報告がなされ、貸しおむつでのおむつかぶれはない。保育園の給食用洗剤は、石けん

が使用され、中学校 1、小学校 3校でも石けんに切りかえられている。学校については、石け

ん検討委員会をつくって今日に至っているが、施設面から、全面切りかえはできていない。疑

わしきは使用せずで、昭和 60年度までには全面切りかえにもっていきたい、などの説明があ

りました。貸しおむつの業者に対しては、石けんの使用を指導する方向で話し合うという答弁

がありました。

乙れらを踏まえて慎重審議を行いました。合成洗剤の有害性が立証されていない。東京都の

指導もなく、 2 3区では石けん切りかえの学校はゼ、ロである、などの理由で、との請願の採択

に反対の意見も出されました。採決の結果、 3対 2で採択と決定いたしました。

以上が厚生委員会の報告でございます。よろしく御審議のほどお願いします。

0議長(石坂勝雄君) 乙れより質疑に入ります。なければ乙れをもって質疑を終結い

たします。

本件について御意見があれば承ります。古賀俊昭君。

01 8番(古賀俊昭君) 私は厚生委員会で、との採択に対して反対をいたしました。

同じく新政会の馬場委員も、同様の立場で反対の意思を表明されたわけでありますが、私は、

冷静で科学的な面をもって、乙うした問題はとらえるべきだと思います。私も食品衛生学の別

に専門家でもありませんし、とうした問題に、特に知識を持っているというわけではありませ

んが、少なくとも厚生省が出している書物、また厚生省が委託をしましてお願いをして、日本

のトップクラスの学者の方にお願いをして研究してもらった結果、通常の使用方法であれば、

合成洗剤の使用は全く日常差し支えない、というのがいずれの場合でも結論として出されてい
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るわけであります。また児童課の担当課の方から、貸しおむつについて、合成洗剤を使用して

いるからおむつかぶれ等ができてる、というようなととは、現在報告を受けていない、という

ことがはっきり言われました。

そうした乙とで、 ζ の請願者は、まずーっ重大な事実の誤認をしている、というととが挙げ

られると思います。非常に情緒的な消費者運動というのは、いままでいろいろな、先般の食品

添加物のときもそうでありますが、 しっかりしたデータに基づかないで、ただ感情的に乙うし

たものの排除を行う、というととが運動の支柱になっているようでありまして、少なくとも、

やはり 専門家が、いま集め得る知識をもって出した結論というのは、尊重されてもいいのでは

ないか、というふうに考えるわけであります。

乙ζ で一つつけ加えておきますが、そもそも、との合成洗剤が有害だという乙とが世に出ま

したのは、私、これ、専門の書を見ましてやっとわかったんですが、昭和 44年に、当時の三

重大学の三上美樹教授という人が、京都の学界で講演をして、このときにマウス、いわゆる実

験用ネズミに合成洗剤を飲ませたら奇形が産まれた、というと乙ろから端を発しているそうで

あります。と乙ろが、乙の実験の結果につきまして、国立衛生研究所、また欧米のトップクラ

スの化学者の実験においても、 ζ のととは全く裏づけがとれていないわけであります。そして、

合成洗剤jを使ったら産まれてくる子供が奇形になる、という主婦たちの間にそうした不安が広

がったために、社会問題になったわけでありますが、そこで厚生省は、現在、日本で ζ うした

動物実験等通して、奇形の問題等に取り組んでいる日本で最高のレベルにあると言われる大学、

その最初に発表した三重大学の三上教授ももちろん参加しているわけですが、京都大学、広島

大学、名古屋大学、こういうところで実験をしているわけであります。と乙ろが、乙の実験の

結果も、やはり同じように合成洗剤の奇形性は全く認められない、というととで否定がされて

おります。また東京都におきましでも、美濃部革新都政時代の昭和 47年に乙の合成洗剤の問

題に研究に着手いたしまして、現在の鈴木俊一知事になりまして、 55年結論を出しておりま

す。東京都立衛生研究所の実験結果では、同じように、合成洗剤はシロという結論があります。

また横浜においても、こうした消費者運動が行われて、直接請求の形で、合成洗剤追放のた

めの対策委員会を自治体の中につくれ、というととが数年前に出されております。で、との請

求を受けまして、横浜の市議会は、乙の請求を全会一致で、結果は否決をしております。合成

洗剤のいわゆる安全、有害性、乙ういうととに関しては、なお調査の必要があるというととで、
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その結論は、横浜市では出さなかったのであります。そして、住民のやはり不安を除かなけれ

ばなりませんから、学者専門グループにお願いをして、研究に着手をしております。横浜市立

大学の医学部、また関東学院大学工学部の乙うした専門の教授、専門家に対してお願いをして、

3年の歳月をかけて検討をして、結論を出しております。乙の横浜市の検討結果の結論も 、同

じように発がん性、奇形等は全く見られない。通常の使用方法であれば、有害性はないという

シロの結論でありました。

乙ういうことで、きわめて妥当な筋の通った結論が各研究機関、ほかの自治体等で出ている

わけでありますが、との日野市においてとの請願を私ども厚生委員会で検討したわけでござい

ますが、少なくとも、日本の乙うしたトップレベノレの化学者によって結論が出されているもの

を、ただ合成洗剤をゴキブリに塗ったら死んでしまった、というような一つの感情論で片づけ

てしまっていいだろうか、という乙とが一つございました。

私と、先ほど申しましたように馬場委員が、少数ではございましたが、そうした立場から、

乙の請願につきましては反対の意見を申し上げたというととでございます。

また、つけ加えて申し上げておきますならば、琵琶湖で合成洗剤の追放を知事が、県知事さ

んが鳴り物入りで実行いたしました。ととろが、最近いろいろ報道されております新間報道等

によりますと、琵琶湖の汚染、また水のにおい、乙うしたものは、 全く解消されていないとい

うととであります。

ですから、合成洗剤にすべて責任を持っていくといった、乙うした感情的な消費者運動、ま

たイ可か特別な意図 持って行われている消費者運動かもわかりませんが、根拠がない、という

乙とが多くの事例によって明らかにされている乙とを、との際、 意見として申し上げておきま

す。

O議長(石坂勝雄君)

01番(橋本文子君)

ほかに御意見はありませんか。橋本文子君。

ただいまの、 古賀議員の合成洗剤は危険ではないという意見に

対して、反論を述べる意味で、述べさせていただきたいと思います。( I乙れは反論じゃない

よJ Iいいんだよ、賛成なんだから」と呼ぶ者あり)一言だけ言わせてくださし可。

いま、横浜の市立大学、あるいは関東学院大学の教授に頼んで実験をしてもらった、たかだ

か 3年の実験でその結論を出すのは余りに向早であるというとと。その辺は大変大きな落とし

穴であろうと思います。それと、感情的にという言葉をしばしばいま使われましたけれども、
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決して主婦たちは感情的なことで合成洗剤が危険である、というととを言っているのではあり

ません。古賀議員、あなたは石けん、あるいは合成洗剤を使って、 実際に自介の体で実験をな

さった乙とがおありでしょうか。私たち主婦は、女たちは、長い聞かかって合成洗剤のために

痛めつけられた自分の手を見て、あるいは自分の内臓の異状に考えさせら れ、石けんでなけれ

ばならないという、ある種の結論を出している。そして、さらに三重大学の実験等の結果、あ

るし可はさらにその後も延々と脈々と引き継いで、多くの学者が実験をされた結果におきましで

も、やはり石油をもとにした成分は、何としても人間の体にはなじまなし可。なじまないという

乙とは、つまりがんをつくりやすい、という ζ とにもなり、あるいは、奇形児を発生させやす

いという乙とになるのでありまして、たとえば、 話は違いますけれども、味の素とい う会社が、

かつて石油をもとに味の素をつくり始め、それががんをつくり、あるいはそういうがんだけで

はなく、あらゆる体の部分部分に異状を来すのではないかという結論を得て、いまでは石油製

品を使った味の素は製造していない、と 聞いております。すなわち、 トウモロコシのでん粉か

ら、食べられる食品から味の素をっくり出し、そして、いま市販をしている。ζ の大手の企業

でも、そのぐらいの結論は出しているわけです。

人体の中に、石油成分が入っていって何もない、と いうととは、一体どういうところから古

賀議員はおっしゃっているのでしょうか。あなた自身が、もう少し勉強なさって(笑戸〉そう

いう反対の意見を出していただきたい。以上です。( I反論する場じゃないJ I後でやれよ」

「議長、個人に対して話が及んでますから」と呼ぶ者あり)

0議長(石坂勝雄君) ほかに御意見はありませんか。なければ乙れをもって意見を終

結いたします。

乙れより本件について拐狭いたします。本件に対する委員長報告は、採択であります。本件

は委員長報告のとおり決するととに賛成の諸君の挙手を求めます。

〔賛成挙手〕

O議長(石坂勝雄君) 挙手多数であります。よって請願第 58-1 9号、合成洗剤の

規制を求める請願の件は、採択と決しました。

乙れより請願第 58 -2 2号、健康保険の改定に反対する決議と厚生省に意見の具申を願う

請願、請願第 58 -3 3号、医療保険制度改革案反対に関する請願、請願第 58-34号、健

康保険改正に関する請願の件を一括議題といたしたいと思いますが、とれに御異議ありません
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c r異議なしjと呼ぶ者あり〕

0議長(石坂勝雄君) 御異議ないものと認め、一括議題といたします。

厚生委員長の審査報告を求めます。

続きまして請願58-2 2、 33、 34の報告を申0厚生委員長 (一ノ瀬 隆君)

し上げます。

請願第 58-2 2号は、健康保険の改定に反対する決議と厚生省に意見の具申を願う請願で、

日野市民保険医療連絡会準備会の西山新次郎さん、ほか 6名から出されたもので、小山議員、

夏井議員、古谷議員、飯山議員、橋本議員、米沢議員、谷議員が紹介議員となっております。

請願第 58-3 3号は、医療保険制度改革案反対に関する請願と題したもので、社団法人日

野市医師会会長森久保敏治さん、ほか 1名から出されています。紹介議員は市川議員、馬場弘

融議員であります。

請願第 58-3 4号の健康保険改正に関する請願は社団法人八南歯科医師会会長の天野 好

さんほか 2名からのもので、古谷議員、馬場弘融議員、高橋徳、次議員を紹介議員として提出さ

れたものであります。

以上、 3つの請願いずれも、厚生省が考えている健康保険本人給付 10割を、 8割に引き下

げるものを中心とした改悪に対して、反対する意見書を市議会で政府に出してほしい、という

ものであります。

したがいまして、乙の 3件は、 一括して審議いたしました。慎重審議を行い、採択すべき意

見としては、本人給付 8割が 9割という請願の方向に前進している乙と。また反対の意見とし

ては、負担が年間 1兆円ずつ医療費がふえている現状から、 1ないし 2割の負担はやむを得な

い、などがありました。そして、乙の請願に沿った意見書は、すでに昨年 10月の第 3固定例

会で決議されており、当然、請願は採択すべきであるとして、採決の結果、 4対 1でとの請願

3件は採択と決しました。

以上が請願審査の報告であります。よろしく御審議のほどお願いいたします。

0議長(石坂勝雄君) 乙れより質疑に入ります。なければ乙れをもって質疑を終結い

たします。

本 3件について御意見があれば承ります。古賀俊昭君。
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o 1 8番(古賀俊昭君) 私は、厚生委員会で、 ζ の請願については市議会の自由民主

党の立場で 1人反対をいたしましたので、意見を申し上げておきます。

確かに、健康保険制度の見直しというととが、 保険制度審議会の答申で出ておりまして、い

ま述べられたような、いろいろな不満といいますか、現行の制度を維持するようにという意向

は、大変強い乙とは十分承知しているわけでありますが、最近の国民医療費というものは、年

々 1兆円以上伸びている。 ζ ういうととで、とのままこの制度を放置するというととは、行く

行く制度の崩壊を招きかねない、という乙とが一つ言えると思います。ですから、とうした時

期に一定の見直しをする という ζ とは当然必要であろ うというふうに考えます。

また、もう一つの理由は、現行の保険制度、乙れは給付水準というものが、本人の場合は10

割でございますが、たとえば、 自営業者や農家の方などは、国民健康保険、乙の制度に御加入

なさっております。 ζ の方の場合は、本人負担 3割をすでにやっているわけでございます。で

すから、乙うした制度の公平、つまり差別をなくすという ζ とからも、制度をやはり見直して

いくという ζ とは、当然あってもいいのではないかというふうに考えます。

そうした理由で、今回反対をいたしました。意見を申し上げておきます。

0議長(石坂勝雄君) ほかに御意見はありませんか。なければ乙れをもって意見を終

結いたします。

ζ れより本 3件について採決いたします。本3件に対する委員長報告は、採択であります。

本 3件は委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の挙手を求めます。

〔賛成者挙手)

0議長(石坂勝雄君) 挙手多数であります。よって請願第 58-22号、健康保険の

改定に反対する決議と厚生省に意見の具申を願う請願、請願第 58 -3 3号、 医療保険制度改

革案反対に関する請願、請願第 58-34号、健康保険改正に関する請願の件は、採択と決し

ました。

次に請願第 58-3 0号、社会福祉法人助成額の改訂並びに助成条件の変更についての請願

の件を議題といたします。

本件については、 請願者より委員会へ取り下げたいと の申し出がありましたので、厚生委員

長より報告を求めます。

0厚生委員長(一ノ瀬 隆君) 請願第 58-3 0号、社会福祉法人助成額の改訂並
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びに助成条件の変更についての請願は、昨年第 3固定例会最終日に、厚生委員会に付託され、

閉会中そして第 4固定例会に審査してまいりました。

その中で、 請願事項の一つの貸付限度額を、 30 0万円から 500万円にしてもらいたいと

いうものがありますが、すでに 1，000万円までとなっている事実から、請願内容を再検討す

べきではないか。また社会福祉法人は、市内にひとり請願者のみではないので、複数で検討し

て出した方がいいのではないか、などの意見が出されました。

乙れら の委員会での審査状況を踏まえて、 2月 4目、 請願者より取り下げの申し出がありま

した。厚生委員会として、乙れを認めた次第であります。以上、御報告いたします。

0議長(石坂勝雄君) ただいまの委員長の報告のとおり、本請願については、取り下

げるととに御異議ありませんか。

C i異議なしJと呼ぶ者あり 〕

0議長(石坂勝雄君) 御異議ないものと認め、請願第 58 -3 0号、社会福祉法人助

成額の改訂並びに助成条件変更についての請願の件については、取り下げる乙とに決定いたし

ました。

次に請願第 58 -2 8号、市道一音日廃止についての陳情の件を議題といたします。

本件については、請願者より委員会へ取り下げたいとの申し出がありましたので、建設委員

長より報告を求めます。

〔建設委員長登壇〕

O建設委員長(藤林理一郎君 ) 請願第 58-2 8号でございます。市道一部廃止に

いての陳情でございます。陳情者は日野市南平 8-16-34でございます。氏名は平 辰雄

さん、同じく日野市南平 8-8、平 高ーさん、 2名の方から提出されております。

昭和 58年の 10月の 8目、本委員会に付託されまして、審査を行ってまいりまして、 1月

の 17日付で陳情者より取り下げ願いが提出されました。本委員会では全員異議なく承認をい

たしましたので、以上、御報告を申し上げます。

0議長(石坂勝雄君) ただいまの委員長の報告のとおり、本請願については、取り下

げるととに御異議ありませんか。

C i異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(石坂勝雄君 ) 御異議ないものと認め、請願第 58 -2 8号、市道一部廃止に
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ついての陳情の件については、取り下げるととに決定いたしました。

ζ れより日程第 17、特別委員会中間報告の件を議題といたします。

農林水産省跡地利用対策特別委員長より 、農林水産省跡地利用対策委員会の中間報告をした

い旨申し出がありましたので、報告を求めます。

〔農林水産省跡地利用対策特別委員長登壇〕

0農林水産省跡地利用対策特別委員長(板垣正男君) 中間報告を申し上げま

す。

農林水産省跡地利用対策特別委員会は、新しい跡地利用の計画等の進行状況を、 その都度議

会に御報告してまいりました。今回、新しい一つの進展について、御報告を申し上げておきた

いと思います。

昭和 55年の 5月に国有財産中央審議会が跡地の払い下げを決定いたしました。日野市にご

ざいます跡地、特に第一桑園にかかわる問題では現在すでに仲田小学校の用地、 59年度から

工事が始まります。運動公園の払い下げを決定してまいったわけであります。しかしながら、

その中で一部留保されている土地がございました。乙れは、望ましい都市像ができ上がるまで

留保する、というものでございましたが、乙のため、日野市の利用計画等、今日までまだ策定

されてない状況でございます。乙とし 1月 11日に跡地委員会を開催した際、市側の方から国

の払い下げの条件等が変わった、 という 説明がございました。すなわち、望ましい都市像がで

き上がるという乙とでなくとも、地元からの要望等があれば、その協議に応ずる、乙ういう乙

とでございました。

したがいまして、 5 9年度以降、跡地の中の留保されてる面積 3万 4，627平米の利用につ

いては、早急に利用計画の策定、そして国からの払い下げ等が、具体的な日程に上ってくる、

乙ういう段階に来ているものと思います。 ζ のζ とを、委員会で確認した次第でございます。

中間報告でございます。

0議長(石坂勝雄君) 次に高幡踏切対策特別委員長より高幡踏切対策特別委員会の中

間報告をしたい旨申し出がありましたので、報告を求めます。

〔高幡踏切対策特別委員長登壇〕

0高幡踏切対策特別委員長(高橋通夫君)

申し上げます。
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高幡踏切対策特別委員会の中間報告を



昭和 58年 5月23日、 1 0時に第 1委員会室に集合いたしまして、当日は現地を見たわけ

ですが、現地に行きますと、マイクロパスで行ったわけですが、上り線が通る、下り線が通る、

あるいはまた車庫線 一一入れかえ線が通ったり、あるいはまた、動物園線が行ったり来たりし

て非常に待たされて、またたく聞に車が北側は、なんですね。新井橋、南は高幡十字路から先

いっちまうという乙とで、 目の当たりに車の混雑を見て、われわれ委員は、肌で何とか ζ れは

しなければならない、という乙とを感じたわけですが、 (笑声)それから委員会室にI時りまし

て、乙ちらで協議をしたわけですが、そのとき、いままでの経過報告を都市整備部長に求めた

んですが、そのときに部長から、乙ういうなにがあったんですが、大体、都としては区E法理

の中で立体交差の工事を施行したい、という ζ とですね。それから 2番目に、工事は東京都の

建設局で施行する。 3番目には、道路の拡幅は、前は 16メーターであったわけですが、モノ

レール等の関係で、 2 2メーターになった。なお踏切の周辺で、一番幅の広い所は 34メータ

ーになる。それから、昭和 58年 5月9日付で、高幡区域の区画整理の反対同盟から、者[5の方

に反対の請願が出された。それで、その請願者の言う乙とには、区画整理には全面的に反対す

るものではないが、市が一方的に計画を立てて、それでは承服しかねる、というような乙とで

ございますが、それから立川より万願寺、高幡、動物公園駅を経て、多摩センターに行くモノ

レールの、 1 6キロのモノレールの計画があるという説明があったんですが、それから各委員

から次のような質問がなされたわけです。

東京都の真意をただすべきだというんですね。 ζ れは単独買収でやるのか、あるいは区画整

理でやるのか。あるいはまた都の予算がどうなっているか。アンダーでいくのか、オーバーで

いくのかですね。( Iラブ イズ オーバーだ」と呼ぶ者あり)(笑声)あんだかわからない

という話ですが、 (笑声〉区画整理でやるべきではなし 1かというような乙とも出て、また都の

単独買収でやってもらうように都へ請願すべきである、というような意見も出されたわけです。

それで、最後に部長から委員会の意見は都に報告します、という乙とでございます。

それから、次に 58年 9月29目、午後 1時から第 1委員会室で委員会が開催されたわけで

すが、そのとき都市整備部長から、その後の計画の経過の報告がなされたわけですが、 1. 高

幡区域の区画整理の施行によって用地を確保して事業を進めたい。 2番目として、 2・2・1

路線は 22メーターに拡幅されるととになった。それから 3番目として、都の建設局はアンダ

ーノマスかオーノてーか、そういうことを現在検討中である。次に 4番目として、都の建設局は区
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画整理の成り行きを見ている。それから 5番目として、区画整理反対同盟は、白紙撤回を求め

ている。それから、乙の区画整理については、 130平米以内の過小宅地には、減歩をしない、

というような説明があったわけですが、なお、各委員から促進すべきである、という意見が出

されたわけでごぎいました。

それから第 3回目は、昭和 59年 2月 17日、雪の降る日ゃったんですが、 (笑声〉最初、

南多摩建設事務所へ行って、京王へ行って、都庁へ行く予定だったんですが、京王の方へ申し

込んだ、へ乙ろ、京王では、当日は都合が悪いから 渋っていたわけですね。それだけれども、

しょうがないという乙とだろうと思うんですが、午前中ならばいいと言うので、京王へ先に行

ったわけです。そうして、京王の本社では狭いと言うので、都営地下鉄の新線の駅ですね、そ

とで開会したわけですが、京王の側から工事部長の清水豊夫氏、工事課長の堀江重義氏が出て、

なお補佐として課長補佐の佐々木源三氏が出られたわけですが、それで京王としては、どうか

ということを聞いたと乙ろ、都と協議した乙とがありますか、と言ったら、 58年に協議した

乙とがあると言 うんですけれど、それで、踏切の工事の負担等はどういうふうに考えています

かと 言 ったと乙ろ、最近皆さんが、京王はあの付近に学校ができ、学生が大ぜい乗ったりして、

さぞ収入が多いだろうと思われているけれど、学生の方は、とのごろなんですね、 8割引きと

いうんですね、 2割きりのなにがないので、そうしたり国鉄等は賃金を上げているんだけれど、

京王はそういうわけにし、かないので、非常に苦しいというようなわけで、なお、昭和 59年度

には、 3 0台の新車を入れて、高幡駅の東の方にあいている所があるんですね。あそとに置く

というような乙とを言われたんですが、あの広場は、前に区画整理で、あそ乙を中へ入れよう

と思ったその予防線ではないかと思うんだけれど、その広場を使うという乙とですね。そんな

乙とで、京王としては、京王自身であそ ζ の立体交差をやるという考えはないが、都や市でや

るならば、決まったときはできるだけの協力はいたします、というような回答だったわけです

が、それから都庁へ行ったわけですが、それで都庁で企画課長の神部俊雄氏、それから係長の

新川彰氏に会って都の立体交差の工事についての意向をただしたわけですが、都としては、国

の方針に従って、区画整理によって用地を確保して、建設するように考えている。 2番目とし

て、都が単独買収でやった場合は、高幡駅から踏切にパスや車の出入ができないというんです

ね。だからとても困るだろうというととですが、それから 3番目として、区画整理でやれば面

的整備がなされて、周辺の町づくり、環境もよくなって、土地の発展が期待されるというわけ
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ですね。 4番目として、単独買収の場合は、道路面に接していると乙ろの商l苫などは、商売が

できなくなってほかへ移らなければならなし可。そうした場合、商売ができなくなるので、死活

問題につながるので、乙れは大変な問題だから、どうしてもとれは区画整理でいった方がいい

だろうという乙とですね。そうして、なお単独買収でやった場合は、道路の買収費、それが乙

の事業主体に入らないというわけですね。地主に入って。それですから、非常に今度はやはり

資金が苦 しくなって、減歩が強くなって、そうなると、今度は区画整理はできなくな るだろう

というような話があったわけですが…ー…。それで次に、南多摩事務所へ回ったわけですが、

南多摩事務所においては、所長の小栗良三氏、それから工事代理人課長の森 向之氏、それか

らほかに係が 1人いて所長の応接室で会ったわけですが、高幡踏切立体交差についてのお考え

はどうか、と言ったと乙ろ、私の方は出先機関であるから(笑声)向乙うで決まらなければ動

けない、と言っているんですね。それでやはり本庁と同じようなことを言っているんですが、

面的整備をして区画整理をやらないと、駅からの出入ができなくなるから、 区画整理をやった

方がいいという ことを言っているわけなんですね。それから、あとはモノレールの話なんかが

出て、 700メートノレから 800メー トノレの間に駅をつくる、という乙とを言ったわけですが、

それで昭和 72年に開通を始めたい予定であるとい うんですが、 なお立日橋の日野側の用地の

買収をやっ てる。なお 2・2・1号、 2・1・10号ですね。乙れは 多摩動物園線とそれから

動物園から大塚の方へ、多摩、柚木の大塚へ行く道路ですが、その計画lを進めているというこ

とですね。そういう説明があって、それから川崎街道の中で、高幡不動の前が狭くて困る。何

年たっても広がらないので何とかしてもらわないと因る、というととを言ったと 乙ろ、都には、

ど乙を優先してやるべきか、という委員会があって、そういう委員会にかけてそれで順次にや

ってると言うわけですね。それで検討しま しょう、というような乙とで帰ってきたわけですが、

大体が以上の中間報告です。

よろしく御審議のほどお願いします。

0議長(石坂勝雄君) 次に廃棄物対策特別委員長より廃棄物対策特別委員会の中間報

告をしたい旨申し出がありましたので報告を求めます。

〔廃棄物対策特別委員長登壇〕

0廃棄物対策特別委員長(橋本文子君) それでは廃棄物対策特別委員会から簡単

に中間報告をさせていただきます。
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乙の間の廃棄物対策特別委員会におきましてのテーマは、一つには、ボックス廃止をめどる

さまざまの問題が発生いたしました。そして、もう 2点目は、老朽化したごみ焼却炉の新設問

題でございました。

乙のボックス廃止の ζ とに関しましては、粗大ごみ置き場の廃止等が理事者側から提案され

て、皆様御存じのとおりに、市内の各地から、大変市民の反対の声が盛り上がりまして、とれ

を受ける形で、なぜボックスの廃止をしなきゃいけないか、という説明を求めつつ、クレーン

車では危ないとい うとと。労働者側の問題もあるし、さらには、道路を邪魔するボックスはな

るべくない方がいいんだ。その解決策として袋に入れて、 1 0世帯ぐらいーまとめに しながら、

所定の場所に置いて、それをノマッカー車で回収して回るのがいいのではないか、というふうな

説明と、両方が市民の声と交錯 しながら、 結局は結論が出ないまま、いまに至っ ております。

そして、 パッカー車に対応するボックスという意見も出たりしまして、それの試作品も、 清掃

部の方へ委員会一問視察に行ったりいたしましたけれども、いまだに結論は出るに至っており

ません。

そして、 2番目のごみ焼却炉問題に関しましては、八王子の機械炉そして町田市の流動床方

式の焼却炉、さらには乙れは 11月 29日ですか、秩父市に参りましてクリ ーンセンターをお

訪ねして溶融炉の視察をさせていただきました。 ζ の3種類の焼却炉を見せていただく中で、

やはり長所短所さまざまございま した。で、 得ると乙ろもたくさんあったわけでございますが、

戻りまして、委員会を開いたところで、 清掃部長、あるいは課長の方から 、おおむねやはり従

来どおりの機械炉がいいのではないか、というふうなお話。で、それに対して、委員会側の詰

めが少し足りないのではないか、等々いろんな意見が出ながら、おおむねは機械炉がいいであ

ろう、というふうな方向で、乙の委員会はやってきております。以上でございます。

0議長(石坂勝雄君) 乙れをもって特別委員会中間報告を終わります。

お諮りいたします。( I議長、議事進行Jと呼ぶ者あり〉古賀俊昭君。

01 8番 (古賀俊陥君) 先ほど合成洗剤に関する請願の審査報告に関しまして、橋

本議員から意見が述べられたわけでありますが、不規則発言でもなく、堂々 と挙手をして、 議

長に指名されて発言をされた。その内容が、私個人に対しまして、何かろくに勉強もしないで

生意気な乙とを言う ような、というような趣旨の発言であったように思います。( Iそうだ」

と呼ぶ者あり〉乙れは意見の範囲を逸脱して、私個人の人格を著しく傷つけるものだと思いま
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すので、また橋本議員の品性も疑わざるを得ない発言でもございますので、議事録、テ プ等

御検討いただきまして、その部介の削除を議長に求めたいと思いますが、お考えはし可かがでし

ょうか。

0議長(石坂勝雄君) お答え申し上げます。

過去にもそういう問題がありましたが、なかなか ζ 乙の件を、議長として編集委員会等には

今後の過程の中で出てくると思いますが、現実の問題としては、なかなか取り消すという伺か

その本人から出ない限り、なかなかむずかしい問題だ。あとは私何とも申し上げられません。

そういう、いわゆる御意見としては承っておきます。

お諮りいたします。議事の都合により、あらかじめ会議時間の延長をいたしたいと思います

が、乙れに御異議ありませんか。

C I異議なしJと呼ぶ者あり〕

0議長(石坂勝雄君) 御異議ないものと認めます。よって会議時間を延長する乙とに

決定いたしました。

お諮りいたします。議事の都合により暫時休憩いたしたいと思いますが、 ζ れに御異議あり

ませんか。

C I異議なしJと呼ぶ者あり 〕

0議長(石坂勝雄君) 御異議ないものと認めます。よって暫時休憩いたします。

午後 4時 46介休憩

午後 5時 16分再会

0議長(石坂勝雄君)

議案の上程に入ります。

とれより議案第 10号、昭和 58年度目野市一般会計補正予算第 7号の件を議題といたしま

休憩前に引き続き会議を開きます。

す。

理事者から提案理由の説明を求めます。市長。

〔市長登壇〕

0市長(森田喜美男君) 議案第 10号、昭和 58年度目野市一般会計補正予算第 7号

について提案の理由を申し上げます。

補正額は歳入歳出それぞれ 1億 3，854万 5，000円を減額し、歳入歳出の総額を 261億

A
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8，220万 4，00 0円とするものであります。

詳細につきましては、担当部長に説明いたさせますので、よろしく御審議のほどお願いいた

します。

0議長(石坂勝雄君) 関係部長から詳細説明を求めます。企画財政部長。

O企画財政部長(前田雅夫君) 御説明申し上げます。

昭和 58年度日野市一般会計補正予算第 7号を街j参照いただきたいと思います。

説明に入る前に大変恐縮でございますけれども、 1カ所ミスプリントがございますので御訂

正いただきたいと思います。 73ページでございます。後段の方でございますけれども、 1 9. 

負担金、補助及び交付金の節でございますが、説明欄の補助金自治会館、それから、その下は

自治会館改修とございますけれども、その自治会館の館を削除いただきたいと思います。上の

一一上段の自治会館の館を削除いただきたいと思います。

それでは日野市一般会計補正予算第 7号の説明をいたします。

まず 1ページでございますけれども、第 1条、とれはただいま市長が申し上げましたとおり、

1億 3，854万 5，000円を減額いたしまして、歳入歳出を 261億8，220万 4，000円と

するものでございます。第 2項でございますけれども、第 1表歳入歳出予算補正、乙れは 7ペ

ージからございますので後ほど説明をいたします。それから次の第 2条でございますけれども、

繰越明許費の補正でございます。これは第 2表でございますので続いて御説明を申し上げます。

その次が第 3条、地方債の補正でございます。第 3表によりまして御説明を申し上げます。

それでは 7ページからでございます。まず 11ページでございます。歳入の使用料及び手数

料でございます。乙れは実績に基づいた補正でございまして記載のとおりでございます。

1 5ページでございます。 8. 国庫支出金でございます。 1の自の、 1. 民生費国庫負担金

でございますが、 1，108万円の減額でございます。とれは説明欄に書いてございますように

精神薄弱者福祉費 866万 1，00 0円。それから⑤、②の減額でございます。次の 2の衛生費

の国庫負担金でございますけれども、説明欄に第 3行目、失礼しました。 4行目からですね、

一般診査から実施通知書までございます。乙れが誠額になっておりますけれども、との下段に

健康教育費から訪問指導費の四つがございます。補助制度が変わりまして、当初予算で計上い

たしましたものを減にいたしまして、改めて ζ 乙で計上するというものでございます。

それから 17ページでございます。教育費国庫補助金、減額につきましては 4，968万8，000
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でございますけれども、乙れは 19ページから 21ページにかけまして記載のような減額でご

ざいます。

1 9ページで申し上げますと節の 3.小学校防音施設費補助金でございますけれども、

4，283万 2，000円の減でございます。乙れは説明欄にございますような仲田小学校併行防

音工事の事業費で、確定をしたための減でございます。さらには下から 2番目の 6の中学校防

音施設費補助金でございますけれども、乙れも三沢中学校の併行防音の工事費の確定に伴う滅

でございます。

それから次が 23ページでございます。都支出金でございますが、乙の中で 2の衛生費者自負

担金でございますが、乙の説明欄もさっき国の負担金でございましたように、制度が改正をい

たしまして、一般診査から実施通知書までが、 ζ の下に書いてございます健康教育費から訪問

指導費に変わったというものでございます。

それから 25ページでございます。 2の民生費補助金でございますけれども、乙の項の一番

下の節の 8. コミュニティ施設費補助金でございますけれども、地区セ ンタ一新築で 515万

円の滅になっておりますけれども、乙れは事業の未執行によるものでございます。

それから 27ページでございます。土木費の、 5の土木費の都補助金で 8，517万 6，000

円の減でございます。乙れは節の 4. 都市計画費の補助金による滅でございますが、乙れは一

部事業の減もございますけれども、 5 8年度の起債の充当率が 57年度に大幅に上がりまして

起債の裏の補助を東京都がするという関係で滅になったものでございます。

3 3ペ ジ、 1o. 財産収入でございます。 2の利子及び配当金でございますが、乙乙に記

載のような基金の利子をそれぞれ収入として見たわけでございます。との件につきましては、

5 3ページに支出として記載がされているわけでございます。

3 5ページでございます。 1O. 財産収入でございます。乙れは乙乙に説明欄が書いてござ

いますように、程久保の土地を売り払った金額の補正でございます。

3 7ページでございます。 11. 寄付金。説明欄にございますように 4，639万 7，000円

の補正でございますけれども、乙れは公共公益腕設費として、いわゆる行政協力費として収入

を見るものでございます。乙れはさらに支出では 53ページに載っておるわけでございます。

3 9ページでございます。 12. 繰入金でございます。都市計画事業特別会計の繰入金でご

ざいますけれども、 317万円でございます。乙れは神明上の区画整理の清算金の収入、徴収
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に伴う減でございます。次が同じく繰入金でございますけれども、老人保健特別会計繰入金、

とれは 57年度決算による精算の結果、生じた繰入金でございます。

4 1ページでございます。諸収入、 ζ れは記載のとおり市の預金利子でございます。

4 3ページ、諸収入でございます。乙れは記載のとおりでございます。

4 5ページ、 1 5. 市債でございます。乙れは許可済み及び変更申請の額に整合させたもの

でございます。

以上、歳入を終わりまして、次に歳出に入らせていただきます。

4 9ページでございます。議会費につきましては御説明する余地はございません。

5 3ページでございます。自の 6. 財産管理費で 1億 780万4，000円の増になっており

ますけれども、節の 25. 積立金でございます。先ほど歳入で申し上げましたものが、積立金

として乙乙に出てくるわけでございます。

少し飛びまして、 7 5ページでございます。 10番の国民健康保険事業費でございます。 ζ

れは繰出金を 8，429万円減額するものでございます。

次が 87ページでございます。 1の病院費の 6，266万 9，000円の増でございますけれど

も、これは説明欄にございますように、市立総合病院事業会計への補助金でございます。内容

といたしましては、人件費絡みの補助金でございます。

9 1ページでございます。これ農業費でございますけれども、特に説明すると乙ろはござい

ません。商工費も同じくでございます。

9 5ページでございます。 8の土木費でございますけれども、報償費の 58万円でございま

すけれども、訴訟事件に係る弁護士謝礼ということで載っております。とれは、松山 2号線が

現在係争中でございますので、その弁護士の謝礼でございます。

次が 97ページでございます。自の 3. 道路新設改良費の 1億 26万 1，000円でございま

すが、とれは道路用地として書いてございますが、乙れは南平六丁目に南平小学校をつくった

ときに、都有地がございまして、とれを市の公社が取得をして、代替地に出したわけでござい

ます。その代替地を出したときに、道路分が当然市道として残るわけでございます。乙の市道

用地の財産が、土地開発基金の財産になっておりましたので、今回一般会計で引き取るもので

ございます。次の 6の交通安全対策費でございますが、 4，463万5，00 0円でございます。と

れも 同じく基金で取得しておいたものを、一般会計で、乙の記載のとおりの理由で引き取る
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ものでございます。場所は、大畠寺の前といいますか、東側の土地の自転車置き場でございます。

1 0 1ページにまいります。 2の区画整理費でございますが、都市計画事業特別会計に 1億

1，092万 4，000円の繰り出し滅でございます。乙れは園、都支出金の増に伴う減でござい

ます。それから 5の下水道費でございますけれども、乙れも 2，284万円の波でございますけ

れども、浅川処理場の用地買収がおくれておりますので、その負担金をとの下水道会計で見て

いたものでございます。乙の滅をしたわけでございます。次が一番下の 7. 公園整備費でござ

いますけれども、乙れは北川原公園、それから日野緑地の、北川原公園は滅で日野緑地を市の

公社で買っていたものを補正するものでございます。

次が 113ページでございます。 10の教育費でございますが、学校管理費で、 3，26 3万2，000円の

滅でございますけれども、乙才11ま113ページから 115ページに載っておるとおりでございます。

次が 117ページ、小学校費の 4.学校建設費でございます。 2，28 1万 7，000円の滅で

ございますけれども、乙の中の大きなものは、 1 5の工事請負費でございます。 1，624万円。

第五小学校キューピクル取りかえ工事ほか、取りかえほかというととでございます。執行の

残でございます。次がその下の 5の学校防音施設費の 3，795万 3，000円の減でございます

けれども、工事請負費でございまして、仲田小学校併行防音の執行残でございます。

それから 123ページに飛びまして学校建設費、中学校費の学校建設費でございますが、

3，1 3 2万 6，000円の減でございます。 ζ れは 15の工事請負費、あるいは 19番の負担金、

補助及び交付金の誠によるものでございます。

次が 127ページでございます。目で申し上げますと、 3の文化財保護費でございますが、

4，473万 9，000円の滅でございます。とれはちょっと次のページに記載してございます。

129ページでございます。まず委託料でございますけれども、 2，859万円の滅でございま

す。万願寺区画整理事業ほかというととなんですけれども、乙れは事業量が減ったというとと

じゃなくて、事業費の単価の滅による減額補正ということでございます。それから 17番の公

有財産購入費の 10 4 3万 8，000円、乙れは説明書のとおりでございます。それから最後日

番に負担金、補助及び交付金の 53万円の増でございますけれども、乙れは説明欄に書いてご

ざいますように、日野市遺跡調査会訴訟事務補助金でございます。

137ページに移らせていただきます。款 11. 公債費でございます。まず元金でございま

すけれども、説明欄にございますが、土木費 2億 6，302万 6，000円でございますが、乙れ

は繰上償還をするものでございます。教育債並びに財政対策債については、滅額をするもので
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ございます。次の利子でございますけれども、とれは数字を合わせるものでございます。要す

るに 57年度の借入額が変動したために、 5 8年度の利子が減ったというものでございます。

次が 139ページでございます。 12. 諸支出金でございますけれども、 7，433万7，000

円の補正でございます。乙れは説明欄にございますように、日野市土地開発公社補助金の追加

介でございます。乙れを追加をいたしますと、総額 2億 6，832万 6，000円になる、という

ものでございます。

あと 140ページ、 141については、記載のとおりでございます。

次に第 2表の説明に入らせていただきます。

5ページでございます。第 2表は、繰越明許費の補正でございます。まず上の平山用水災害

復旧及び日野用水の災害復旧でございますけれども、 ζれは、都の補助金の確定がお くれておりまして、年

度内に事業ができない、とし可うととで、来年度に繰越層午をするものでござし1ます。それから次の教育費

の小学校費、第一小学校体育倉庫改築 410万円でございますけれども、乙れは建設地に遺跡、

がございまして、やはり年度内の完工ができませんので、繰越明許をするというものでござい

ます。それから、その下は変更でございますけれども 、すでに御承認をいただいております金

額を、さらに憩いの家の監理を 80万から 100万円に、それから事業費でございますけれど

も、 9，57 fi万円を 1億 705万円に変更するものでございます。

次が第 3表でございます。

6ページをお開きいただきたいと思います。乙れは地方債の補正で ございまして、事業費の

確定及び変更申請の金額の変更に伴う補正でございます。内容につきましては、記載のとおり

でございます。

以上で説明を終わらせていただきます。

0議長(石坂勝雄君)

06番(古谷太郎君 )

とれより質疑に入ります。古谷太郎君。

まず歳入の面でお聞きしたいんですが、乙れは市民部長になる

かもしれません、市長も入りますけれど、第 1点は、先ほどの行政報告の中で、私どもは日野

市の滞納整理が非常に行き渡らないという ζ とが、徹底していないというととが、はっきりし

ているわけであります。特に鏡野議員さんの御質問でも、特に示された。はっきり言えば、市

民税だけで滞納は 3億 284万 2，000円あります。 しかも収納はわずかに 27.7%である。

乙の補正がととに出てない。もう一つは、私はし 1ま市民課の、市民部の市民税、あるいはまた
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健康保険税。税金関係の滞納についての陣容が、不備ではないか。余り 一生懸命滞納整理する

と憎まれるから、 一つも陣容をふやさないというふうに見られる。で、先ほど加藤君は一一市

民部長は滞納させないように整理するんだ、というととを言っておる。現年度で処分したい。

乙れは理想的です。理想的ですが、現在の陣容でできるのかどうか。まず第 1に、との補正を

なぜしなかったのか。それからまたその滞納整理、乙れは市民税だけなんですよ。都市計画税、

固定資産税、国民健康保険税等については、私は申し上げてない。たくさんあります。毎年収

納率が落ちてる。乙れに対して、 なぜ何らの歳入も歳出の面においても措置をされてない。滞

納する人は、ほうっときなさいという乙となのかどうか。実に私は、負担の公平の面からもけ

しからんと思う。

第 2の問題、先ほどの面でちょ っと言 ったんで、すが、公共施設に対する公共公益施設の寄付

金。市民から取り上げるお金が 2億 5，000万余ある。 今回は 4，639万 7，000円入った。

乙れに歳入に書いてあります。と乙ろが、歳出見ますと、緑化基金にほとんど入れている ので

あります。 4，600万のうち 3，10 0万円を緑化基金に入れております。いつ、 ζ のよう なこ

とを始めたのか。日野市においては、たくさんの下水道事業を乙れからやらなき ゃならない。

都市計画道路もやらなき ゃならない。なぜ緑化基金に入れなきゃならないのか。われわれ、い

ま 1，500万円しか公共施設整備費には入れてない、基金に。こういう突然の変更というのは、

どのようなととから起きたのか。あるいはまた、将来公共施設についてはもう十分だ、という

考えがあるから、乙ちらの方へ回しているのか。寄付する人は、やはり排水を出す、自動車を

持つ、いわゆる、とれらの寄付する人は、アパートをつくったり住宅、宅地造成をしたりする

人が寄付してるんです。乙の人たちにとっては、われわれが多く住むという ζ とは、日野の市

内を流れてる清流がどんどん汚れてくる、あるいはまた、自動車が込む。伺がゆえに乙の膨大

な、 3分の 2の金額を緑化基金に入れなきゃならないのか。とれ突然の変更を行った理由。

第3点は、 139ページ、開発公社助成費ですが、補助金を 3億 1，83 2万円出している。

恐らく乙れは利息だろうと思います。そ乙で、乙の開発公社の買う土地については、 3種類あ

るわけであります。あなた方の御報告によれば、いわゆる公共用地、使途がはっきりしている

公共用地として先行取得する場合が一つ。もう一つは区画整理を推進する ために土地を買う。

高幡、万願寺区画整理、いろいろありますが、先行投資。もう一つは使途はまだ不明なんです。

たとえば南平の、いわゆる公共用地と称するものも使途不明の土地として将来何らかの公共の
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ために、市のためになるだろうと言 って買う土地。 乙の3種類に介かれております。いわゆる

公拡法に基づいて買ってし 1く土地という乙とであり ます。公共用地拡大法、拡大を推進する 法

律といいますか、その法律に基づく。乙の三つの種類がある。との助成費は、そのうちどれと

どれについての金利の負担であるか、 3億1，000万は。その点を明らかに教えてもらいたい。

私は恐らく用途不明の土地については利子補給をいままではしてなかったはずであ ります。い

ままでしてなかったがゆえに今回も同じではなかろうかと 思うんで、お聞きする わけであり ま

す。

以上、 3点についてお聞きします。

0議長(石坂勝雄君) 市民部長。

0市民郎長 (加藤一男君) それでは、 第 1点の御質問に対して、お答えをさせていた

だきますが、先ほどの行政報告の時点で、鎌野議員さんの方から、納税成績の問題につきまし

て、御質問いただき 、そ の時点で私の方でお答えをさせていただいたわけでございますが、た

だし 1まの御質問は、議案第 10号の補正に何ゆえに歳入歳出ともに税の補正がないか、とい う

御質問でございます。

確かに御案内のとおり 、今回の 10号議案といたしましては、補正をいたしてご ざいません。

それで、乙れは御承知のように税につきましては、実は私の方で鋭意努力をして、 5月31日

の出納閉鎖の時点で、その数値を見ませんとはっきりした数値は見出せませんが、 58年度の

収納率の問題は、当初予算にも掲げてございますように、あの掲げた数値の納税成績は、上が

るであろうという 乙とで、今回補正いたしてございません。御承知のように、まだ乙の行政報

告の数値は、 1月31日現在の数値でございまして、御承知のように、固定資産税のごときは、

まだ 2月の納期もございますし、まだその成績もまだわかっておりません。したがし 1まして、

今回の補正に歳入で補正をする数値が確定いたしませんので、今回の補正をいたさなかったわ

けでございますが、当初予算に掲げでございますように、市民税並びに固定資産税、都市計画

税、当初予算に掲げた 97.7%程度の収納は得られる とい う乙とで、今回の補正をいたしませ

んでした。

先ほどもお答えを申し上げましたととですが、ど うしても行政報告をごらんになっていただ

くとおわかりですが、現年度はやや目的に達 しているわけでございますが、どうしても、滞納

繰越分が、前年度と比較をいたしますとダウンしてまいります。どうしても 、乙 れは現年度中
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に何とか手を打たなきゃならないだろうという乙とで、 5 9年度は、また後刻御審議をいただ

くわけでございますが、現在の陣容で、何か機械導入等によりまして、現年度に重点的に力を

入れていきたし、。そして、納税成績を上げてい乙うじゃないか。乙ういう考え方でいまいるわ

けでございまして、今回の補正はそういう理由で掲げません乙とを、御了承いただきたいと思

います。

0議長(石坂勝雄君) 企画財政部長。

0企画財政部長(前田雅夫君) 寄付金の件でお答えをいたします。

まず開発行為中高層建築に伴う寄付金の使途でございますけれども、国の方から従前から経

理を明確にするようにという指導を受けております。日野市は乙の寄付金を公共腕設建設基金

にいままで積み立てをしてきたわけでございます。それで、昨年の 58年の第 1固定例市議会

だと思いますけれども、日野市の環境緑化基金条例を制定をいたしまして、積み立てをすると

いう乙とになったわけでございます。

それで、先ほど申し上げましたような国の指導、それから行政協力費の内容をさらに言いま

すと、義務教育の関連の費用、あと一つは、公園緑地に係る費用が乙の基礎になっているわけ

でございます。 したがって、寄付金の内容を、 学校関係につきましては、公共施設建設基金に

積み立て、それから公園緑地に係る寄付金については、環境緑化基金に積み立てをするという

ものでございます。以上でございます。

0議長(石坂勝雄君) 総務部長。

0総務部長(伊藤正吉君) 3点目の件につきましてお答えいたします。

今回補正をお願いいたしますのは 7，433万 7，000円でございます。乙れは乙乙で補正を

お願いするわけでございますが、本年の当初予算で計上をいたしました以降の、土地開発公社

が取得した用地に対する利息の補てん、乙ういうととでございます。そういう乙とで、乙れは

すべて公拡法に基づきまして、用地を取得したととに対しまする利子の補給、乙ういう内容で

ございます。( rそうじゃないよj と呼ぶ者あり)

乙れにつきましては、 5 8年度につきましては学校用地の先行取得、あるいは区画整理事業の

公共用地の先ほどおっ しゃった公共用地、あるいは日野緑地、それから小学校の通学路用地こう

し、ったものにつきまして、土地開発公社で買収をしたものでございます。面積につきましては、

いまの補正相当額、即ではございませんけれども、去年の 4月から今年の 2月まで約1万9，300
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平米を公社で取得しております。とれに見合います使途相当の額でございます。以上です。

O議長(石坂勝雄君〉 古谷太郎君。

06番(古谷太郎君) また、 ζれもいま伊藤君の回答によれば、大きく回答が違って

きている。方針が違ったか、回答が違うかわからない。

まず乙っちの納税の方はもっと強く、しっかりやっぱりあと 5人くらい納税の滞納者の滞納

整理に力を入れなき ゃだめなんです。市長なんかは、以前の市長は、 50%を超えているんで

す 滞納整理が。 30%じゃ毎年ふえていっちゃうんだよ、そうでしょ。減るわけないじゃな

い。市長になってから、滞納整理の方は全然力を入れなし可。だからずるいやつは、平気で納め

なく て済む。そのうち時効で、 5年間たち ゃ時効だなんて、乙の点は実に私どもは残念に思う。

次の、いまの伊藤部長 一一総務部長の回答ですが、全部が公拡法ですなんて、そんなでたら

め言っちゃいけないよ。じゃあ私が言ってあげる。公拡法で買った土地は、三つしかない。南

平八丁目の土地だけだ。いわゆる高校用地と称する土地だけだ。これが 3点。乙れしかないじ

ゃないか去年。 16点買ってる。あとは公共用地取得として、たとえば中学や何かにみんな公

共用地取得として買ってんだよ。公拡法で買った土地は、原価計算しなきゃならない。だから 、

本来は利子補給しちゃいけなし 1。利子は足していくわけだ、利息は。 10億円で買った土地に

8，000万円の利息がつけば、翌年は 10億 8，000万円という原価になるんです。それが当

然のやり方じゃない。ただ、公共用地として買う。明らかに使途がわかってる。区画整理、将

来償還金でもらう、返してもらう。とれはまだ考えられる。

伊藤君のいまの回答は、全部公拡法で買った土地なんですなんていう、後、速託録読んでご

らんなさい。後で直しておいた方がいいですよ、あなた総務部長だから。あなたからもらった

資料なんだ、とれ。去年 16点買ってんだ、土地を。とれは 59年2月24日までの買収だ。

5 8年の 6月の 20日からだ。とういうふうにち ゃんと出されてんから、私はいままでは矛止患

は、公拡法は、利子はやらないんだ、利子補給しないんだ。いわゆる公拡法で買った土地は、

将来東京都へ売る場合に利息を毎年市で出しちゃってたら、原価が幾らかわからないじゃない。

だ万五ら私は言ってんだよ、ど乙かおかしい。恐らしだから私はわざわざ助役に高校用地と区

画整理の土地については、利子補給なさるんですかと、乙う聞いたんだよ。わざわざ教えてあ

げてるのに、今度は、それじゃ方針変えて全部に出してる。特に、そうすると原価がわかんな

くなっちゃう、全部。乙んな乙とをやってると。

-83-



いわゆる、先ほどの企画財政部長の場合にも、緑化基金というのは、公園を買う基金にする

んだ。それなら公共施設建設基金でいいじゃありませんか。何も乙んな妙な名前っけなくった

って。緑地や公園を維持管理して進めるのに必要な基金なら、まだわかる。やたらにいろんな

名前をくっつける、スローガンみたいに。何のととかわからなくなるんです。

それで、とれは質問ですから、回答されて、それでいいとか、悪いとかいうのは、また後の

問題ですけれども、そんなふうな乙とをやればだ、先ほどの僕が伊藤君に聞いたけど、たとえ

ば、南平の八丁目の防災地区、防災工事実施設計 3，450万、乙れの利息も ζ の中、乙れで払

うのかという乙とになるわけだ、将来は、金利で。もう一度よしきょうは恐らく急に聞かれ

たからおわかりにならないんでしょうからどゆっくりとひとつ研究してもらいたい。

それで、いま加藤さんにも言っておきますが、毎年、毎年滞納が悪くなってるんですよ、急

激に、昭和 50年以降。その前で調べてみますといいですよ、滞納整理は。急激に悪くなる、

またさらに悪くなる。乙れは無理なんだ。加藤さんみたいに優秀な部長がいて、それですら乙う

いうような状態という乙とは、いわゆる徴税にいる職員が少ないということだ。職員を配属し

なきゃできないんだな。滞納の整理というのは、電算機じゃできないんです。滞納整理は電算

機じゃできない、どうやってみても。やはりじかにお会いするなり、手で手紙を出すなり、そ

れしか方法がないんです。相手の方は、何らかの事情があって、あるいはずるい方もいるかも

しれない。何らかの事情があって、なるべく税金は避けてるわけだ。だからとういうふうに、

滞納がどんどんどんどんふえる。乙れらについての予算補正にしても、何にしても対策を講じ

てない乙とを非常に残念に思います。

それから一つ、もう一つだけ聞きますが、僕は実におかしいと思うのは、遺跡調査だよ、君。

遺跡調査の使い込みの金の弁護士の金を、税金で出してんだ、乙れ。遺跡調査会とい うのは、

市の施設ではないんだぜ。月Ij途の機関だ、全く o t，こだ、たまたま市長が会長だったんだ。任意

団体の訴訟の問題について、税金で補助金を出すというのは、私はよくわからなし1。乙れは、

乙れ乙そ遺跡調査会が栽判で勝てば、相手方からもらえますよ。貸付金ならまだわかる、貸付

金なら。乙ういうととをやり始めるとみだらな外郭団体が、何をしてもみんな税金でやっても

らえます、という安直な感覚が生じてしまう。とれはまずいと思う。

ただ、とれは意見として申し上げておきますけれども、以上で終わります。

0議長(石坂勝雄君) 飯山茂君。
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01 5番 (飯山茂君) 9 5ページ、いまちょっと古谷先生が弁護士の謝礼と言った。

とれ、ちょっと私の間違いしたんじゃないかと思うんですけれども、 95ページの 58万円と

いうやっ、弁護士謝礼というんですが、 ζ れは松LLJ2号線のととですか。ちょっとそれを確認

したいんですが・ー..

0議長(石坂勝雄君) 建設部長。

0建設部長(中村亮助君) お答えいたします。

先ほど、乙の件につきましては、 企画財政部長からも御説明がござい ましたように、松山 2

号線の関係でございます。それで、現在新年度予算では、ζ のような報償金、報償費ですね、

弁護士に関する報償費は計上はございませんでした。そ して平行線をたどっておるわ

けでございますけれども、当初調停から入りまして、 3年ぐらいの経過を経まして、

調停が不調 に終わり昨年公判に持ち込まれたわけでございます。で、 3月6日に数え

まして第 10回 の公判が開かれたという乙とで、それぞれ 2人 の弁護士に御依頼を申

し上げておりまして、さらに公判の開かれる前には打合会を持つ、乙ういうふうなと

とで対応しているわけでございまして、それに対する弁護士の謝礼という乙とでござ

います。

0議長(石坂勝雄君) 飯山茂君。

01 6番(飯山 茂君) そうすると、確認をしますけれども、まだ和解の段階ではな

いという乙とですね。 したがって、 59年度にもまたある程度の謝礼なり 、何なりが出ていく

という乙とですか。

0議長(石坂勝雄君 ) 建設部長。

0建設部長 (中村亮助君) お答え申し上げます。

まだ和解の段階までには至ってないという乙とでございます。栽判官は和解をしたらどうか

というふうな意向もあるわけでござい ますけれども、なかなか相手方がやはり所有権を主張し

ておりまして折り合いがつかないという現状でございます。まだかなり長引くだろうという予

測はいたしております。

。議長(石坂勝雄君) 飯山茂君。

01 5番 (飯山 茂君) それじゃあもう一度。乙の相手方の地主というのはどのくら

いの額を要求 しているのか。その辺をもう一度確認しておきたいと思います。
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0議長(石坂勝雄君〉 建設部長。

0建設部長(中村亮助君) 御存じのようにあそこの道路用地、現況道路用地でござい

ます。それを一応地価相当額で買ってほしい、乙ういう申し入れでございますので、乙れはや

はりかなりの金額になるというようなこ予測でございます。それではとても市の方では応じられ

ないという乙とで平行線になっておるわけでございます。( i了解」と呼ぶ者あり)

0議長 (石坂勝雄君) 飯山茂君。

01 5番 (飯山 茂君) 了解。

。議長(石坂勝雄君) 谷長一君。

05番 (谷長長一君) いいです。

0議長(石坂勝雄君) いいですか。高橋通夫君。

0 3 n番(高橋通夫君) 3 5ページの上段の市有地の売り払いの件ですが、細かい説

明はわからなかったんですが、程久保の 616から 85というんですが、乙乙はど ζ に位置す

るかというとと。さらに詳細な説明を願いたい。

それから 43ページの上段の 5，000円。 金額が少ないんだけど、遅延違約金とあるんだけ

れど、どういうふうなんだか、その理由ですね。

それから 129ページの埋蔵文化財の調査費ですが、乙れが 2，859万円の減額になってい

るんだけれど、先ほどの説明では、事業費の単価の減によるもので、単価がどのくらい減った

ためにそうなったか、そうした計算の基礎ですか、そういうのをちょっと御説明願いたいと思

います。以上。

0議長(石坂勝雄君) 総務部長。

0総務部長(伊藤正吉君) 3 5ページの不動産売り払い収入でございますが、 46 5 

万 9，000円お願いするわけでございます。乙れにつきましては、通称でございますけれども、

金久団地の東側に相当する京王線寄りの所でございます。とと に開発行為がなされまして、そ

乙に公衆用道路とか、それから宅地がございました。それらを開発行為によりまして整備し、

売却するものでございます。 6筆でございます。で、平均単価は 5万 2，985円、乙ういう内

容でございます。

そそれから 43ページの遅延違約金でございますが、 5，000円。乙れにつきましては、乙と

しの 5月、昨年の 5月、消防団用の作業服を購入する乙とで契約を結んだわけでございますが、
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納期が 58年の 6月 6目、とういう ζ とでございましたけれども、その納期が大幅におくれま

して、 8月26日に納入された。乙ういう ζ とで遅延ミス、 8 1日分の遅延の違約金でござい

ます。以上です。

O議長(石坂勝雄君) 教育次長。

0教育次長(小山哲夫君) 御質問の第 3点目の、埋蔵文化財の発掘に伴いますととろ

の委託料の減額した理由についてでございますけれども、先ほど前田企画財政部長は、単価の

減とおっしゃったんですが、どういうわけでそういうふうにおっしゃったか、私もよく理解で

きませんけれども、私どもの理解といたしましては、単価の滅というよりも、発掘の面積が当

初予定してた面積よりも少なくなった、というふうに理解しております。特に南多摩処理区の

下排水管の埋設に伴います発掘調査の予定が当初 8カ所の推進工法によります下排水管の埋設

を予定したわけでございますけれども、諸般の事情がございまして、そこの推進工法の個所が、

5カ所で済んでしまった、 3カ所が残ったというとと。それから先ほどもちょっと前田部長か

ら申しておりましたけれども、一小の体育館の、いわゆる倉庫の建物が建設が予定されてたわ

けでございますけれども、乙れが若干調査ができなかった、という乙とがございます。

それからなお個人住宅の建物をつくるに当たりまして、事前発掘調査をするというととで、

国庫補助金等の絡みがある委託料でございますけれども、今年は当初予定していましたと乙ろ

の住宅建設戸数が減っております。

そういった面での発掘面積が、必然的に少なくなったという乙とでございまして、単価とい

うふうに理解しておりません。発掘面積の縮小、というふうに私どもは理解しておるわけでご

ざいます。以上でございます。

O議長(石坂勝雄君) 高橋通夫君。

030番(高橋通夫君 ) 先ほどの説明、なおわからないんですが、市が開発行為でち

ょっと余ったというんだけれど、市の土地なんですかどうか。その点がちょっと、どとの土地

だか、はっきりわからないんですけれども … 一-。

それから、先ほどの遅延の違約金ですけれど、乙れは相手方はどういう んだか。そうした場

合、今後指名から外すかどうか。そういう点について。

0議長(石坂勝雄君) 総務部長。

0総務部長(伊藤正吉君) 説明が不行き届きでございました。一応乙の用地につき
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ましての場所は、先ほど申し上げましたように、金久団地の東側、ですから高幡団地へ上がり

ます大通りがございますけれども、そ乙の聞に挟まれた京王線寄りの所でございます。とれは、

開発区域、開発行為がなされたわけでございますが、現況廃厳状態の用地がございました。い

ま申し上げたように、 6筆あったわけでございますが、乙れが申請者の土地といろいろ入り組

みまして、それで管理課等の指導に基づきまして、所定の手続を行って払い下げを行った、と

いうととでございます。開発業者は、昭島にございます平田建設でございます。

それから先ほどの物品の違約金の問題につきましては、当初の仕様と違いますので、一応先

ほど申し上げたような遅延ミスが出てしまいました。乙れらにつきましては、その業者につき

ましては、そういう指名停止等の処置を講じてまいりたい、かように考えております。

0議長(石坂勝雄君) 高橋通夫君。

030番(高橋通夫君) 相手方の名前も聞いているわけですが、聞いているんだけれ

ど、その答えがない。

それから先ほどの程久保のそとに市の土地があったんですか。市の土地があったという乙と

になると道路か何かじゃないと、市の土地はないと思うんだけれど、それとも公共用地の何か

切れっ端があったんだか(笑声〉その点ははっきり御説明願いたいと思います。

0議長(石坂勝雄君) 総務部長。

0総務部長 (伊藤正吉君) まず違約金の方の業者でございますが、乙れは八王子に

ございます水上防災株式会社でございます。

それから 1点目の程久保地内の件でございますが、乙れは旧赤道が残っておったわけでご ざ

いますが、乙れらが開発行為に伴いまして不要となりましたので、売却する、乙ういう乙とで

ございます。以上です。

0議長 (石坂勝雄君) 高橋通夫君。

03 0番 (高橋通夫君) 赤道ならわかるんだけれど、 早 く赤道と言えばわかったんだ

けれど、なかなかそれが説明なかったんで………。( i了解」と呼ぶ者あり〉

0議長(石坂勝雄君) 馬場弘融君。

08番 (馬場弘融君 ) 何点か質問をいたします。

初めは 24ページ、コミュニティ施設費補助金ですが、乙れと、とれは歳入の方ですが、対

応する歳出が 73ページにあるわけですが、地区センターの新築ですね。とれが毎年たしか 1
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館ずつつくっていくんだという計画があるように聞いているんですが、できなかったというと

とだろうと思うんですね、で、私、考えますに一つのと乙ろができなかったからといってまだ

乙の地区センターが欲しいという要望はいっぱいあるわけですね。現に議会でも請願等を採択

しであると乙ろがたしか 2カ所、あるいは 3カ所あるかもしれません。そういうととろが残っ

ているわけでありますから、もし 1カ所がだめならというととであれば、次のと乙ろに移行し

ていくとか、そういう対応ができたかと思うんですけれども、なぜ全くできなかったのか、そ

の理由をお聞かせいただきたい。それが第 1点。

それから少し細かい問題になりますが、 77ページの公有財産購入費ですね、仮称金子橋乙

ども広場用地とありますけれども、乙れがどの辺かという乙とですね。できましたらば地図を

いただければありがたいと思います。乙れが第 2点。

第 3点目は、やはり歳入の方の国庫補助金との関連もありますけれども、 117ページ、仲

田小学校の併行防音、 1 5の工事請負費ですね。乙れが当初予算では 7，500万からの額を見

込んでおいてそのうち 3，7 0 0万が減額をされているわけですけれども、先ほどの御説明です

と、たしか額の決定に伴って乙うなったというふうなお話でしたけれども、ずいぶん当初の金

額と違 うなというふうに思うわけですね。実際乙れで工事がちゃんとできているのかどうか、

その辺の乙とをお答えいただきたいと思います。以上です。

O議長 (石坂勝雄君 ) 答弁、生活環境部長。

0生活環境部長(坂本金雄君) 御質問の第 1点目、地区センターの建築についてお

答えをさせていただきます。

7 3ページに載っております地区センターの減額分につきましては、乙れは所在地が三沢の

742番地にございます通称緑坂自治会と言われる自治会の中に、電建が、 44年、団地造成

に伴う協定で、市に無償譲渡をした土地が、およそ 330平米ございます。で、乙の自治会か

ら、その用地を利用して地区センターを建ててほしい、乙ういう要望がございまして、その用

地に建てるべく準備を始めたわけでございますが、その用地の周辺の住民から、地区センター

建設の反対の声が上がってまいりました。集会摘設として、たくさんの方がそ乙に出入りする

と迷惑である、そういう意味合いのととで、反対をなさったわけでございます。

で、その団地の中に、面積的に申し上げますと、そんなに大差ない 380平米ほどのまだ販

売してない土地がございます。で、その土地は、当初に予定しました用地よりも、はるか下の
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方でございまして、大通りにも面しております。そこですと、反対の声がないので、電建に対

しまして、当初予定しておりました 330平米の土地と、 380平米の土地の等価交換を持ち

かけてみました。その返答に多少時間的な手間がかかりまして、その返答をいただいのが、乙

としに入ってからでございます。その返答は、販売政策上、種々難点があるので、市の申し入

れには応じられない、とういう返事でございました。

そのときは、すでに地区センター建築に要する、 3カ月ないし 4カ月の時期を外れてしまっ

ておりまして、大変申しわけない乙とでございますが、いただいた予算を執行できない、乙う

いうような状況になったわけでございます。

0議長(石坂勝雄君) 福祉部長。

0福祉部長(高野 隆君) 第 2点のページ 77ページ、仮称金子橋乙ども広場の場所

はど乙か、という御質問でございますけれども、乙乙は日野本町 2の 13番地の 8でございま

す。わかりやすく言いますと大昌寺の参門の東側のー画でございます。乙ういう開発公社の所

有地でごぎいましたものを、公園にするという乙とでございます。

地図は後ほど直接お届けしたいと思います。( I了解」と呼ぶ者あり)

O議長(石坂勝雄君) 教育次長。

0教育次長(小山哲夫君) 第 3点目の、仲田小学校の併行防音工事にかかわります

質問についてのお答えでございます。

確かに、当初は 7，551万 5，000円の防音工事費を計上したわけでございます。と申しま

すのは、仲田小学校の場合は、建設の建物の形といいますか、でございますけれども、当初、

たとえばU字型とか、あるいはコの字型とかH型とかという、そういうふうな建物をつくると

いう乙とで、当初考えたわけでございます。御案内のとおり、仲田小学校の場合ですと、約

390名「らい、学級数にして 12学級でございます。そういった意味で、 H型とかU字型と

かいう形じゃなくて、東西に真っす「横に細長く延びる建物にするという ζ とでございます。

そういたしますと、いろいろな防音工事の費用も安くなってまいります。特に機械室の場合で

すと、当初 2カ所を予定していたわけでございますけれども、いわゆる東西の直線型にいたし

ますと、 1カ所で済む、という乙とでございます。

そういった意味で、総体的に単価が安くなったという乙とと、それから設置する建物等の面

積等も、若干減っておるという乙とで、大幅な、いわゆる併行防音工事の工事費を乙の際減額
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してもら う、というととでごぎいます。したがっ て、 ζ れだけの減額いたしましでも、当初予

定しております校舎は、一応 3月には完成する予定である、という乙とでございます。

0議長(石坂勝雄君) 旗野行雄君。

01 0番(旗野行雄君) まず、 33ページです。利子及び配当金についてですが、乙

れが当初予算が 1億9，973万 8，000円、今回の補正額が 6，443万 2，000円ですか、約

30%の補正というととに、率、ではなるわけです。とれは、各種基金に対する利子及び配当金

だと思うわけですが、たしか 60億「らいの基金がある、それについての分だと思われますが、

乙の 6，400万何がしの補正は、運用上、乙ういうような増額補正額になったのか、あるいは

基金がそれだけふえているのか、残金がふえているのか、そういうととについて説明をお願い

したいと思います。

それから 40ページですね、市預金利子、乙れが補正前 5，000万。 2，500万補正で

7，500万となっております。とれもどういう理由で、約 50%補正というととになりますが、

運用額が多かったのか、それとも運用が適切でそれだけ収入が多くなったのか。その辺の事情

を説明してもらいたいと思います。以上です。

O議長(石坂勝雄君) 収入役。

。収入役 (加藤一郎君 ) それでは最初の第 1問の基金の利子の関係でございますけれ

ど、 ζ れにつきまして運用上か、あるいは、その理由といいますか、乙れにつきましての御質

問でございますけれど、 ζ の基金につきましては、前にも議員さんから御指摘がございました。

基金についての効率的な運用、というふうなとともたびたび御質問いただいております。そ

ういう中におきまして、私ども多少の努力をいたしまして、その御趣旨に沿うようにいたしま

した。そういう中におきまして若干利子の運用といいますか、定期、あるいは現先とかCD現

先とか、そういうふうな運用をいたしまして、 ζ のように若干ですけれど、ふえたという内容

でございます。

それから 41ページの関係でございますけれど、とれは預金利子、乙れは歳計現金の方の預

金利子でございますけれど、当初 5，000万という数字でございます。乙れは 57年度におき

ましても、当初予算におきましては 5，000万、昨年の決算におきましては約 7，500万程度

ですね、一応補正でお願いしてございます。今回につきましても、現在における実績におきま

してはとのような数字が出ております。さらにとの 3月年度末におきましては、さらに乙の額
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が上回るのではないか、という予想はしておりますけれど、現在とのような数字が実績として

出ましたので、計上したという内容でございます。以上でございます。

O議長(石坂勝雄君) 旗野行雄君。

01 0番(簾野行雄君) 2番目の市預金利子については、とれは年度別に相当運用額

に相違が出てくるととだろうと思うんで、とやかくそれ以上のととを申し上げる乙とはありま

せん。

ただ最初の三十二、三ページにわたる基金の利子及び配当金ですね、とれは、私たしか 9月

の寸史質問でもとの点について触れたんですけれども、いかにも運用がまだ適切ではないんではないか、と

いう乙とは補正前の額が約2億という乙とは、 60億ですから 3%、約3%ということになると，思います。

何かその辺の事情を説明を求めたときに、たしか万一切場合に備えてし可く、とし 1うような全部定期にするわ

けにはし 1かないんだ、とし、うような説号助またしかあったんです。では、乙の基金をそのようなケースで来阿

した例が過去あるのか、という質問に対して、そういう例はいままでありませんというととで

恐らくそういうケースはないし、もしあったとしても、一般の借入金で十分賄えるはずであり

ます。その辺から、 乙の基金の運用についてはいま一層の努力をお願いしたい、また、できる

はずだと私は思うわけで、そのととを心がけていただきたし10 との乙とを要望して質問を終わ

ります。

0議長(石坂勝雄君) ほかに御質疑はありませんか。古賀俊昭君。

018番(古賀俊昭君) いまの旗野議員のととにも関連するんですが、 ζ の32、

3 3ページ、利子が 6，443万 2，000円というととで合計額出ておりますが、 ζ の中に、い

ま問題になっております環境緑化基金、乙れ、たしか 1億円最初に積みまして、スター卜した

わけなんですが、その利子が出てきておりませんが、何か理由があるんでしょうか、その点を

ひとつお聞かせいただきたいと思います。

それから 117ページの、乙れは用語の問題なんですが、第五小学校キューピクルというふ

うに横文字が出てきておりますが、ちょっとよく意味がわかりませんので、教えていただきた

いと思います。

それから遺跡調査会訴訟事務補助金、乙の支出、条例等の何か根拠があると思いますので、

その根拠を教えていただきたいと思います。以上です。

0議長(石坂勝雄君) 収入役。
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0収入役(加藤一郎君〉 最初の 1点目でございますけれど、 5 8年度当初予算たしか

1億円という基金の積み立てがございましたけれど、現在ζ の基金につきましての、基金への

繰り入れといいますか、これは行っておりません。いわゆる年度末、あるいは出納閉鎖にかか

るかもしれませんけれども、その中で積み立てを行う、という状況でございます。乙れは、す

べての基金につきまして、すべてそういう資金的な関係から、そのようなことを行っておりま

す。

0議長(石坂勝雄君) 教育次長

0教育次長(小山哲夫君) 117ページの第 5小学校キューピクル取りかえほかとし 1

うキューピクルという意味でございますけれども、これは 50キロワット以上の電気を使用す

る場合には、電気事業法によりまして 屋外変電室を設置 しなければならない、という義務がござい

ます。その屋外変電室の乙とをキ ューピクルと言 うんだそうでございます。以上でございます。

O議長(石坂勝雄君) 企画財政部長。

。企画財政部長(前田雅夫君) 補助金の交付の仕方にはこ通りでございます。一つ

は法令に基づくもの、 一つは予算に基づくものでございます。

今回の補助金は、予算に基づ くものでございます。いわゆる予算計上をし、 議決されますれ

ば、補助金交付要綱をつくりまして補助をする、というものでございます。

0議長(石坂勝雄君) 古賀俊昭君。

0 1 8番 (古賀俊昭君) わかりました。基金のそういう性格というのをちょっとわか

りませんでしたので、まだ基金に 1億円は積まれていない、という乙となんですね。ですから

利息がつかない。で、後またどんどん繰り入れていっているわけですけど、一体そのお金はど

こに行っているのか。初歩的な質問かもわかりませんけど、教えていただきたいと思います。

それからいま遺跡調査会の訴訟事務補助金。 予算に基づくものという乙との御説明があった

んですが、乙れから 要綱をおっくりになってお出しになるという乙とでございますか。要綱に

は、社会教育関係のととろに何も出てないんですが、新しくおっくりになってとの補助金は出

る、というふうな考え方でよろしいんでしょうか。

0議長(石坂勝雄君) 企画財政部長。

。企画財政部長(前田雅夫君) お答えいたします。

通常、補助金の出し方については、ちょっと正式な名前忘れましたけれども、補助金の交付
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の法律がございます。それをその法律にまず基つQ しというのが大前提でございます。

それから法令に基づく補助といいますのは、いわゆる義務補助でございますので、通常、固

とか、あるいは自治体におきましては、補助金交付要綱を、いわゆる年度で変えないで、続け

るような形で運用をするわけでございます。予算補助につきましては、その予算が決まった段

階で、その補助が生まれるわけでございますので、正規な形は単年度ごとにその補助金の交付

要綱をつくりまして支出をする、というものでございます。

0議長(石坂勝雄君) 収入役。

0収入役(加藤一郎君) 乙れは収入役として、あるいは出納関係の収支の関係になり

ますけれど、予算があるからといって、そのまま即そのものが執行する‘という状況にはない

わけでございます。お金の関係がございます。乙の基金につきましでも、特に資金的な問題と

いいますのは、特に起債関係でございますけれど、とれにつきましては、 5月、いわゆる年度過ぎま

して、出紺閉鎖の5月31日の晶喉にζ うし、った起債とし可うものがほとんどの額が入ってくる、とうし可うふ

うな状況からし可たしまして、先に乙の額を執行いたしてしまし 1ますと、資金的に大変困難V主カゴある、とし1う

ようなととから、従来から乙のような積立金につきましては、その起債がE厳Eし、当然入ってきた時点にお

きまして、 積み立てを行っている、乙ういうのが実態でございます。そういう中から、他の基

金につきましても同様な措置を行っている、という ζ とでございます。

0議長(石坂勝雄君) 古谷太郎君。

06番(古谷太郎君) 私は、前回さんはもう少しまじめでよく勉強されてると思った。

ととろが、あなたの答弁は、もう、いかにうまくごまかせばよろしいか、というふうな感じが

するんです。というのは、たとえばいま遺跡調査会にしても、次長とはまるで違う乙とを言っ

ている。単価が減りましたから、金額が減りました。いかにも事業が昔の、大きくやってる、

当初予算と同じにやってますよ、という説明をしている。起債もそうなんです。起債が拡大し

たから、都の補助金は滅りました。そんな説明は、私はいま調べてみた。だからまた、いま質

問するんです。起債は減ってる。起債は、しかし、君、補助金ではない。自己財源、返さなき

ゃならない。補助金はいただける。補助金というなり、交付金というのは、大事なものです。

しかも、とれらの補助金というのは、法律に基づいて決められる。だからいまあなたがおっし

ゃったように、予算が通ったからどうだ、とかという乙とは許すべきじゃないんです。法律に

よって決められる。だから私は、遺跡調査会の会の 50何万の弁護士の金は、いずれは会長で
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ある人から市はもらわなきゃならない。あたりまえなんです。任意団体の補助金なんてといの

は、そういう明らかに違法行為に対する訴訟に、事件のようなものには出せないはずなんです。

監査請求で当然ζ れは返さなきゃいけない、いつかは。

それで、ですからそういうふうな、もうあいまいな、もっとよく勉強した方がいいですよ、

前田君、君は頭がいい。頭がいいにもかかわらず、サボッているからわからん。だから助役の

方が、まだ勉強している。

そとで私は聞きますが、土木の国庫補助金、東京都の補助金。乙れは見ていてあなた方はっ

きりするでしょうけど、根川の改修、都と国の補助金、合計 1，920万円の予算であった。そ

れが 420万しか来なし )0 1，0 0 0万円どっか行っちゃった。 3介の 1もないんだ。 3分の l

もないんだよ、補助金は。仲田緑地にしてもそうです。 5，7 0 0万円、都と国の補助金の合計、

当初。それが 1，40 0万円。乙れは計算違いとか起債が減ったとか多いとかというととで、説

明のできる金額じゃないんだ。乙れ 3分の 1にもならない。仲田緑地も根川の改修も行われて

いるんであります。いかに、都市計画部の部長さんなり企画財政部長が、無知識であるか、努

力をしなかったかが明らかに示されている。だから、乙れは努力が足りませんで申しわけあり

ませんでした、と言うんならわかるわけです。

なるほど議員というのは勉強しない人が多し 1。われわれにしてもそうです。だから聞いてい

るんです、乙うやって。勉強してりゃ聞く必要ないんです。市会議員なんて、私なんか全〈素

人だ、全〈素人だから、 しょうがないから、乙乙でもって恥を忍んでみんな聞いているんです。

聞いているにもかかわらず、うそを言われたらえらいととになる。あなたの言うととは、正し

いと思ってみんな聞いているんだ。地方財政法という法律がある。国は補助金というのは乙う

なきゃいかんと書いてある。個人の不正ないし問題について、補助金出せるか、そんなもの。

特に任意団体です、遺跡調査会は。ど乙に遺跡調査会をつくれという日野の条例があるか。条

例において定められてないものに、補助金なんか出せないんです、うっかり。

で、私が、いま聞いているのは、北川原公園にしても、用地にしてもそうですが、なぜ ζ ん

な大げさに多く、物すごく仲田緑地、根川改修行われているにもかかわらず、ばたんと下がっ

ちゃったのか。乙れをちょっと都市計画部長なりから説明してもらいたし、。乙れ、都市計画補

助金と両方になってるが、仲田緑地の場合でもいいです。当初予算の組み方がど乙が間違った

のか、間違っていても 3分の 1以下です、乙れ。一体とれどうなってんです。
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0議長(石坂勝雄君) 企画財政部長。

0企画財政部長(前田雅夫君) お答えいたします。

さっき補助金の法律の関係を申し上げましたけれども、たとえば、農業委員会の補助金につ

きましては、農業委員会等の運営に関する法律でしょうか、その法律の中で、事務費を補助す

る乙とができる、いわゆるとういうものは法律に基づく補助でございます、という説明をした

わけでございます。

さらに補助金の法律と申し上げましたけれども、補助金の適正化に関する法律、略称でござ

います。とれは、補助金の支出に係る規定をしているものでございます。したがって、私は ζ

の予算をお認めいただければ、その適正化に基づく法律に従って、補助金交付要綱をつくり、

補助金を出し、また実績報告をもらう、というととを説明したわけでございます。

それから、第 2点目の起債の問題、補助金の問題でございますけれども、国の財政がいわゆ

る非常に厳しいというととで、昭和 58年の起算の計画は、 5 7年までは通常介というととで、

起債の充当率をも決めていたわけでございます。それで、 5 8年はいわゆる国からの、国も苦

しいわけでございますし、地方も苦しいという乙とで、財源対策債というものを特別に 58年

から認めております。

具体的に申し上げますと、河川でいいますと通常介の起債充当率が 40%で、 57年度まで

は来ていたものが、 58年度につきましては、財源対策債を 50%認めました。要するに、河

川の改修については、通常 40%の充当率を 90%に上げているわけでございます。

それでは、乙の補助金充当率のアップが、都の補助金にどうかかわるか、という ζ とでござ

いますけれども、最近、東京都の補助金の出し方は、事業費から国の補助金、それから起債を

差し引きまして、その残額に対して、補助率を掛けるわけで ございます。したがって、起債の

充当率が上がるというととは、東京都の補助が滅りまして、乙ういう形になって〈る。で、要

するに、 58年度の予算の編成の時期といいますのは、予算が固まるのは、毎年 1月の下匂に

なるわけでございます。で、国のとういう計画が決まるのは、その後でございますので、乙う

いう差が出てくる、というふうに私は考えております。

北川原公園につきましては、乙れはこういった起債の影響………( r北川原は聞いてない」

と呼ぶ者あり)以上でございます。( r仲田緑地は聞いたけど、いいですかJと呼ぶ者あり )

O議長(石坂勝雄君) 古谷太郎君。
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06番(古谷太郎君) あのね、あなたに言いますが、それなら根川の改修国庫補助金

1，200万が、 210万。 5分の 1になっている。 5分の 1以下だ。乙れはどういうわけだ。

それからもう一つ、仲田緑地にしてもそうだ。 1，00 0万の補助金が 500万だ。仲田緑地

の用地は、予算どおり進められているわけだ。用地特別会計をつぐり、乙れは。しかもわれわ

れの知ってる範囲では、用地買収費は予定よりはるかに高かった。だから追加補正している。

何で ζ ういうふうに半分になったのか。

0議長(石坂勝雄君) 企画財政部長。

0企画財政部長(前田雅夫君) 個々に資料を持っているわけでは ございませんから、

ちょっと総論的になりますけれども、いま申し上げましたように、河川については、通常分が

40%、それから財源対策として 50%ふえてる。要するに 50%ふえるという ζ とは、 50 

%分の都の補助金が減るという、( rわかってる、そんな説明 しなくても」と呼ぶ者あり)そ

れからさらに、じゃあ公園はどちらかといいますと、公園は通常分が 75、財源対策介が 15 

で、全体では 75から 90になっているわけでございます。そういう影響もあるというふうに

考えております。

0議長(石坂勝雄君)

06番(古谷太郎君)

古谷太郎君。

そんなとと、いま聞いているんじゃないんです。じゃあ、それ

は後で資料で出してくれよ。( rはし)Jと呼ぶ者あり〉それ、資料でお願いします。

国庫補助金聞いてる。東京都の補助金は、起債が云々だという理屈をくっつけてるから、

だ、からそれは、まあ、いいや。財源支撫債が幾らで、一般起債が幾ら、だから東京都の計算は

こうなっちゃった。じゃあ、国庫補助金が 5分の 1になってきちゃったのは、どういうわけ。

1，2 0 0万の補助金が 210万。根川だ、乙れは。仲田緑地は半分にな っち ゃった。ページは

1 7ページに出てるよ、結城部長さん。 (笑声〉 乙れはまた起債とは関係ないだろう、幾ら

何でも。

0議長(石坂勝雄君) 都市整備部長。

0都市整備部長(結城邦夫君) お答え申し上げます。

国庫補助金のうちの、仲田手記也の補助金でございますけれども、乙れは、当初私どもで、国

の方、都を経由してでございますけれども、要望を 57年の 6月に行っております。そのとき

には、私どもは、もっと大きな額で要求を出してございますが、との時点で、東京都、国の方
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は東京都を通じていろいろ折衝して〈るわけでございますが、私どもの方では、東京都に対し

まして、できるならば全額を補助対象にしていただきたい。そのうちの 3分の lが国庫補助金

として入って〈るのが妥当ではなかろうか、という主張はずっとしてございます。しかし、非

常に国の方の予算、また東京都に対する総額で来る予算そのものが非常に少ないという面から、

東京都では、各自治体ごとに、予算の配分を行うわけでございます。で、そういう中で、当初、

日野分として一応乙の程度は予算計上もよかろうとし、う額が、 補助対象事業として 3，000万で

あったわけでございます。それで、それに対する補助率が、 3分の 1でございますから、 1，000

万の予算計上という 乙とで、一応のせたわけでございます。

しかし、私どもは、乙れでもうすべて終わったという ζ とではなぐて、やはり、乙の額その

ものもふやしてほしいということで、ずっとお願いはしてきておったわけでございますが、結

果的には、交付決定 という形で、さらにそれが 50 0万の補助で決定をされてきた、という経

過がございます。したがいまして、私ども担当も含めまして、東京都を通じて、いろいろとお

願いはしたわけでございますが、とういう結果に相なったわけでございます。御理解を賜りた

いと思います。( i根川|はわかるか」と呼ぶ者あり〉

0議長(石坂勝雄君) 古谷太郎君。

06番 (古谷太郎君) 乙の根川は、私の見違いで、 900万ふえている。乙れは取り

消しておきますが、都の補助金の方は減ってるのは、 ζ れはさっきのお話の計算の問題だと思

うので、後で資料で出してもらいたい。乙れでいいです。

0議長(石坂勝雄君)

結いたします。

ほかに御質疑はありませんか。なければ ζれをもって質疑を終

お諮りいたします。ただいま議題となっております本件については、委員会付託を省略いた

したいと思いますが、乙れに御異議ありませんか。

C i異議なしJ i反対」と呼ぶ者あり)

0議長(石坂勝雄君) 御異議ないものと認めます。よって本件については、 委員会付

託を省略するととに決定いたしました。

本件について御意見があれば承ります。古谷太郎君。

06番(古谷太郎君) 日野の議会というのは、非常に補正が多い、 7因。恐らくその回、

その回に細かくやってく方が親切だという思いもあると思う。 しかし、私どもが一番心配、考
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えているのは、たとえば土木費、道路改修、そういうふうな費用の執行が、予算がいつも残っ

てしまうわけです。あるいは獄額修正。都市計画がそうです。とれは事業を推進する面で、努

力が要るんです。補償しなきゃなんない、用地は、獲得しなきゃしょうがない。あるいはいろ

いろ問題が起きます。寝てお金をぱっと配るわけにいかないんです。ハードな仕事です。で、

ハードの面における補正というのは、非常に日野市にとっては、残念なととなんです。

きょうは、もう最後のあれですから、乙ういうふうな補正の立て方について、十分とれから

気をつけてもらいたい。 特に道路橋梁費、あるいはまた下水道、都市計画においても十分考え、

やってもらいたいと思います。

私は、意見を述べて、一応この予算案にはやむを得ないんです。今回は、賛成も反対もしま

せん。(笑声〉

O議長(石坂勝雄君) ほかに御意見はありませんか。なければ乙れをもって意見を終

結いたします。

乙れより本件について採決いたします。本件は原案のとおり決するに御異議ありませんか。

C i異議なしJと呼ぶ者あり〕

0議長(石坂勝雄君) 御異議ないものと認めます。よっ て議案第 10号、昭和 58年

度目野市一般会計補正予算第 7号の件は、原案のとおり可決されました。

乙れより議案第 11号、昭和 58年度目野市国民健康保険特別会計補正予算第 3号の件を議

題といたします。

理事者から提案理由の説明を求めます。市長。

(市長登壇〕

O市長(森田喜美男君) 議案第 11号について、提案の理由を申し上げます。

本議案は、昭和 58年度日野市国民健康保険特別会計補正予算第 3号であります。補正額は、

歳入歳出それぞれ3億 3，546万 3，000円を減額し、歳入歳出予算の総額を、 26億3，507

万 2，000円とするものであります。

詳細につきましては、担当部長に説明いたさせますので、よろし〈御審議のほどお願いいた

します。

0議長(石坂勝雄君) 関係部長から詳細説明を求めます。市民部長。

0市民部長(加藤一雄君) それでは議案第 11号、昭和 58年度目野市国民健康保険
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特別会計補正予算第 3号につきまして説明をさせていただきたいと思います。

5ページをお開きいただきたいと思います。ただいま提案されましたように、今回の補正は

歳入歳出それぞれ 3億 3，546万 3，000円を減額いたし、予算現額を 26億3，50 7万2，000

円にいたすものでございます。

6ページ、 7ページをお開きいただきたいと思います。まず歳入でございますが、国庫支出

金関係で、 まず 2自の療養給付費の国庫負担金で ございます。乙れは大き <1億 8，373万

6，000円の減額補正でございますが、乙れは後刻歳出で詳細説明をさせていただきたいと思

いますが、当初予算に見込みま した療養給付費が、おおよそ月額 2，000万円強減額、いわゆ

る余ります関係で、 歳出では減額補正をいたしてございます。その減額補正したそのものに見

合う法第 70条の規定によります 100分の40に相当する額が、 1億 8，373万 6，000円

でございます。これを減額いたすものでござい ます。それから下段の 3自の老人保険医療費の

拠出金関係でございますが、乙の額につきましでも、当初予算は 4億 1，464万 8，000円で

ございましたが、今回確定に、いわゆる基金からの通知に伴いまして、 338万 3，000円を

減額いたすものでございます。乙れも後刻歳出にございますが、法第 70条の規定によります

100分の 40に相当する額、 338万 3，000円を減額いたすも のでござい ます。

それから、めくりまして 8ページ、 9ページでございますが、こ れは高額療養費の関係でご

ざいます。 乙の高額療養費につきましでも、 歳出との絡みがございます。当初予算よりも 、お

およそ高額療養が 400、月額にしまして約 450万ばかり減額をされました。その関係で、

国庫支出金の減額をいたすものでございますが、御承知のように、高額療養費につきましては、

国庫支出金と都で全額を賄っ ていただ〈わけでございまして、 次ページの 11ページの 3目に

ございます都の支出金の高額療養費 2，07 4万円 という数値がございます。 乙の合わせた数値

が、今回、歳出、後刻説明をさせていただきます歳出での、高額療養費の減額でございます。

め くり まして 10、 1 1ページの関係でございます。上欄の老人医療費、老人医療助成に伴

う保険者負担増都補助金でございます。乙れは御承知のように、東京都の腕策といたしており

ます老人医療の 65歳から 69歳以下、いわゆる⑬と称するものでございますが、先ほど申し

上げましたように、療養費等の減額に伴いまして、その波及額も減額をいたすものでございま

す。 77 2万円を減額いたしまして 4，171万 2，000円に補正をいたすものでございます。

下段の高額療養費は先ほど説明いたしました都の高額療養費負担金補助金の減額をさせていた

だいたわけでございます。

めくりまして、 1 2、 1 3ページは、一般会計からの繰入金でございまして、先刻御審議を

賜りました一般会計補正予算でも御説明がございましたように、 8，42 9万円を一般会計の繰

入金を減額いたすものでございます。現額を 2f.意2，206万 7，000円と定めさせていただい

たわけでご ざいます。

以上が歳入でござい まして、 1 4、 15ページは歳出に入ります。まず一般管理費の関係で

ございますが、乙れは職員の人件費関係でございます。それから 3目は趣旨普及費でございま

して、 3月までの見込みを立てまして減額補正をいたすものでござい ます。それから連合会の

負担金につきま しでも、確定に伴い ます減額補正でございます。

め くり まして、 1 6、 1 7ページでございますが、乙 れは徴税費、国民健康保険税の徴税費

関係でございます。並びに納税の奨励費関係でございまして、上段が徴税費でございまして、

3月までの見込みを立てまして、とこに減額をさせてい ただいたわけでございますが、 12の

役務費で大幅に減額をいたして大変積算上 ミスをいたしてお るわけでございますが、実は、国

民健康保険税の令書等の発付がたびたび紛失したとか、あるいは何だとかいうととで、再発行

をいたす者が非常に多かったわけでございます。そ ういう ものを見込みま して、 予算計上をい

たしたわけでございますが、比較的少なくて済んだという乙とで、乙れを大きく 420万円減

額をいたしておるわけでございます。それから納税奨励費につきましては、確定に伴います減

額補正でござい ます。

それから 18、 1 9ページ、乙れが一番今回の補正の大きな内容数値でございます。減額 2

億 6，686万 3，00 0円をいたすも ので ござい ますが、 先ほど申し上げま したように、当初予

算におきましては、 1カ月 の療養給付費が 1億 5，500万円程度見込んで計上いたしたわけで

ございますが、実績を見ますと、とれは 11月までの実績でございますけれども、平均にいたし

まして、 1億 2，900万円。約 1億 3，000万円で療養給付費が済んでおりまして、したがい

まして、 1億5，500万円の差額、それが余るという数値になるわけでございます。ととろが、

1 2月分の療養給付費を見ますと、とれがまたはね上がりまして、 1億 4，300万円ばかしの

療養給付費を支出 してござい ます。まだ し 2、 3月分の療養給付費が確定いたしておりませ

んので、 1、 2、 3月分の療養費につきましては、 12月の実績、それから 9カ月につきまし

ては、すでに済んでおります 1億 2，900万円の実績を見まして、乙乙に減額 2億6，686万

F
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3，000円をいたさせていただいたわけでございます。乙の数値が先ほど歳入でございます

100分の 40の減額に関係する費用、数値でございます。それから下段の 2の療養費、乙れ

は 310万 8，000円を減額をさせてもらいました。月 200万円の療養費の支給をするであ

ろうというととで、予算計上をさせていただきましたが、 3月までの見込みで 300万円の減

額ができるというととで、今回補正をさせていただいたわけでございます。

それから 20、 21ページの高額療養費、先ほど説明させていただきましたように、 5，633

万4，000円減額が見込まれます関係で、乙乙に減額補正をいたすものでございます。当然、ζ

の数値は、先ほど歳入で御説明させていただきましたように、国、・都の補助金も同額が減額に

なるわけでございます。

めくりまして、 2 2、 23ページの老人保健医療費拠出金関係でございます。 7億 2，563万

4，000円の当初予算に対しまして、 592万1，000円の減額をいたすものでございます。乙れは社

会保険診療報酬支払い基金の方から、本年度の支出の確定金額が参りましたので、減額補正を

いたすものでございます。もちろんとの数値は、 2年後にまた精算されるべき性格のものでご

ざいますが、 58年度の支出といたしましては、と乙に掲げた数値でございます。

以上、簡単でございますが、よろしく御審議を賜りたいと思います。

0議長(石坂勝雄君) ζ れより質疑に入ります。旗野行雄君。

01 0番(策野行雄君) ちょっとお伺いしたいんですが、いわゆる国の財政再建の課

題によく言われている 3Kがある。米、国鉄、それからとの健康保険ですね。とれが毎年膨大7

な赤字を強いられている、という乙とが言われております。何か一般的には医療費も毎年毎年

アップし続けているというふうに私聞いておるわけですが、ただいまの説明では、乙としに関

しては、療養者、保険者負担金等は非常に当初見込みよりも下がっている。月平均に 2，600

万ですが、，低下している。乙ういう乙とのようですが、とれは、ほかの市町村でも乙ういう現

象がととしはあるのか。一般的な現象なのか、あるいは日野市に限った現象なのか。

いずれにしても、またその原因は何であるであろうかというととが、できましたら御説明願

いたいと思います。

0議長(石坂勝雄君) 市民部長。

0市民部長(加藤一男君) ただいまの御質問に対しましてお答えをさせていただきた

いと思います。
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いま御説明をさせていただきました 18、 19ページの療養給付費につきましては、いま御

質問されたとおりの数値の減額補正をいたすものでございますが、医療費につきましては、決

して下がるものではございませんで、年々上昇の傾向にございます。

ただ、 58年度の私どもの療養給付費の積算に当たりましては、御承知のように、 5 8年の

2月 1日から老人保健法が腕行になりまして、その老人保健法の摘行に伴う療養給付費がどの

程度か、というととに若干の誤りが実はあったと思います。決して療養給付費が下がっている

ものではございませんで、上がる傾向でございます。

ただ、いま申し上げましたような理由で、各市ともこれは本年度の補正は減額をいたしてお

るようでございます。その理由は、やはり老人保健法の施行に伴う積算に若干の誤りがあった

か、と思うわけでございます。以上でございます。( I了解Jと呼ぶ者あり〉

0議長(石坂勝雄君) 古谷太郎君。

06番(古谷太郎君) 乙の面でも加藤君に聞きたいんだけど、滞納費の収納率、保険

税の滞納収納率が一体上がったのかどうか。なぜかと言 うと、徴税費を減額補正してます、

2，0 5 5万円の徴税費を 480万円減額補正している。減額補正という乙とは要らないという

乙となんです。だから徴税率がうんと上がって、なおかつ金が余ったというんなら私はわかる。

滞納の整理がど乙までいったのか。特に滞納です。私、非常に大事に思うのは、滞納というの

は、本来納めるべき義務を果たさないというととなんです。同時に不公平になる。いいとっち

ゃないんです。だから、乙れは 2，055万を 48 0万減らしてますが、乙の点先ほども補正予

算のときにも申し上げたんですが、あるいは市長の方から滞納整理はなるべ〈やるな、そうい

うふうな命令でも出ているとは私は思わないんですが、しかし、そういううわさすらある。そ

ういううわさがあるという乙とは、そういうことがあったんです。(笑声〉 ある共産党の議

員が、水道事務所へ来て言っている、ある乙とを。とれはやはり公平の原則に反する。そうい

うふうな乙とで、 ζ の人は滞納をひとつ勘弁してやってぐれ、なんていうようなことでやって

やれなんていうととになれば、一生懸命無理に金を取ろうとするようなととは、しないだろう。

それで乙の金額がなぜ滅ったか。乙れをひとつお願いしたい。

あとは高額療養費とか療養給付費が減ったというのは、 ζ れは私の努力だと思う。努力だと

思う、だから保険者の。保険税を値上げするぞ、とういう市長の提案があった。だからみんな

とれは大変だ、乙れから余り医者に行〈と大変だからというんで、 3億円も倹約したわけなん

-103ー



です。高額療養費にしちゃったらうんと多い、乙れ。国庫補助だったら 3分の 1で済む。だか

らただしかし、私は滞納の問題だけは許せない。そう簡単には。どうなったか説明してもらい

7こし可。

0議長(石坂勝雄君) 市民部長。

0市民部長(加藤一 男君) ただいまの御質問に対してお答えをさせていただき ます。

いまの御質問は、今回の補正の 16、 1 7ページに関係いたしましての御質問かと思います。

御承知のように、国保の国保税の滞納は、一般の普通税から見ますと、収納率は確かに落ちて

いるわけなんでございます。しかしながら、まだ 2月の時点で令書発付、最終的な 58年度の

令書発付が終わったと乙ろでございまして、果たして 58年度の納税成績がど乙まででおさま

るかという ζ とは、まだ未知数でございますが、私どもとしましては、担当の保険年金課との

話し合いの中では、少なぐとも予算計上をしたま、だけは何とか徴収をいたしたい、乙ういうふ

うにいま努力をいた しておるわけでございますが、 まだまいりません。との次の日曜日等も職

員総出で徴収に当たろ う、という姿勢をとっておりまして、何とか予算に計上しているだけ の、

それ以上もちろん取らなきゃいけないわけでございますけれども、少なくとも、 予算計上の92

%、乙れは下回るととのないよ うにひとつ努力しよう、ということで 目下努力をいたしておる

ところでございます。

御承知のように、 57年度の滞納繰越分は、 1億、はっきりした数値はいま持ち合わせござ

いませんが、 1億数千万という数値で、保険税から見れば、大変な滞納額でございますので、

鋭意努力をいたしたい、そういうふうに考えておるわけでございますが、 1 7ページの徴税費

の関係 2，000万円に対して、 480万円も減額補正をしたという、その努力の点がどうかと

いう御質問かと思うんでございますが、決して、いま申し上げましたように、徴税の努力を惜

しんでいるわけではございませんで 鋭意努力をいたしておりますが、 1 2の42 0万円、 先

ほど説明をちょっとさせていただきましたけれども、御承知のように、国保の保険税は、 6回

徴収でございますが、仮算定と本算定をいたしまして、乙の時点で被保険者に対しまして、全

員に郵送をもってお送りするわけでございますが、中には令書を紛失したとか、そういうとと

で、かなりの方がいわゆる再発行というととで、お申し出がございます。そのために、お送り

をいたしておるわけで、それが乙の説明欄にございます郵便料、そういう乙とでの3なりの額を

当初予算に計上させていただいたわけでございますが、 2回の仮算定、本算定以外に余りなか
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ったというととで、郵便料の方の波額がととでお願いするというととでごぎいまして、徴税関

係に、決して手薄なものではございませんで、普通の状態の徴税費を使わせていただける状況

でございます。以上でございます。

0議長(石坂勝雄君) よろしいですか。( IいいですJと呼ぶ者あり} ほかに御質

疑はありませんか。なければ ζれをもって質疑を終結いたします。

お諮りいたします。ただいま議題となっております本件については、委員会付託を省略いた

したいと思いますが、とれに御異議ありませんか。

C I異議な しJと呼ぶ者あり〕

0議長(石坂勝雄君) 御異議ないものと認めます。よって本件については、委員会付

託を省略することに決定いたしました。

本件について御意見があれば承ります。なければ とれをもって意見を終結いたします。

乙れより本件について採決いたします。本件は原案のとおり決するに御異議ありませんか。

C I異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(石坂勝雄君) 御異議ないものと認めます。よって議案第 11号、昭和 58年

度目野市国民健康保険特別会計補正予算第 3号の件は、原案のとおり可決されました。

乙れより 議案第 12号、昭和 58年度日野市都市計画事業特別会計補正予算第 4号、議案第

1 3号、昭和 58年度目野市下水道事業特別会計補正予算第 2号の件を一括議題といたしたい

と思いますが、乙れに御異議ありませんか。

C I異議なしJと呼ぶ者あり 〕

0議長(石坂勝雄君) 御異議ないものと認め、一括議題といたします。

理事者から提案理由の説明を求めます。市長。

〔市長登壇〕

0市長(森田喜美男君 ) 議案第 12号についてまず提案の理由を申し上げます。

本議案は、日召和58年度日野市都市計画事業特月|陰計補正予算第4号であります。補正額は、歳入歳出そ

れぞれ2，85 5万円を追加し、歳入歳出予算の経瀬を8億 9，773万4，000円とするものであります。

議案第 13号は、昭和 58年度日野市下水道事業特別会計補正予算第 2号であります。補正

額は歳入歳出それぞれ4億 6，514万 8，000円を減額し、歳入歳出予算の総額を 13億3，534

万 5，000円とするものであります。
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以上、 2議案の詳細につき まして、担当部長に説明いたさせますので、よろし〈御審議のほ

どお願いいたします。

0議長(石坂勝雄君) 関係部長から詳細説明を求めます。都市整備部長。

0都市整備部長(結城邦夫君) それでは、まず議案第 12号の昭和 58年度日野市

都市計画事業特別会計補正予算第4号から御説明を申し上げます。

今回の補正額は先ほど市長の方から御提案ございました歳出歳入とも 2.85 5万円でござい

ます。

事項別明細書に基づきまして内容の説明を申し上げます。

まず歳入でございますけれども、 32ページをお開きいただきたいと思います。国庫補助金

でございますが、万願寺区画整理事業と西平山地区の区画整理事業調査。乙の両事業とも額の

決定に基づきまして増額いたしたものでございます。

次に 34ページをお開きいただきたいと思います。国庫負担金でございます。乙の国庫負担

金は、万願寺地区内の 1・3・1号線の用地費を、用地費相当分といたしまして国が負担を行

うものでございます。と ζ に記載してありますように公共施設管理者負担金としての負担でご

ざいます。 58年介といたしましては、 952平米の相当額といたしまして、 1億円を計上い

たしたわけでございます。乙の公管金につきましては区画整理事業の中で全体計画の事業認可

をとる際に 31億7，000万円と決定は見ておるわけでございますが、その後の物価、あるい

は地価の上昇等を考慮いたしまして私ども国の方に対しまして再三乙の増額分をお願いしてき

たと乙ろでございます。で、最終的に、ととしの 1月でございましたか、いや 2月でございま

す。 ζ の額が 39億9，440万円に増額されるととが国の内示で決定をされております。 ζ の

ように今後との 1・3・1号線の用地をあける ζ とによりまして、乙れだけの額が区画整理事

業の中に入ってぐる乙とになるわけでございます。

次に 36ページの都補助金でございます。万願寺区画整理事業の国庫補助金の増に伴いまし

ての東京都の補助金の増額分でございます。

次が飛びまして 40 ページをお開きいただきた~、と思います。一般会計からの繰入金でござ

いますが、万願寺区画整理事業の繰入金で 1億6，400余万円というものの滅となっておるわ

けでごぎいますが、国と都の補助金の増と、先ほど申し上げました 1・3・1号線の国庫負担

分の収入が確定いたしたととによりまして、一般会計からの繰入金が減ったものでございます。
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次が、 44ページをお開きいただきたいと思います。歳出でございます。 2の用地取得費で

ございますけれども、公有財産購入費でございます。公有財産購入費は万願寺区画整理事業地

区内に開発公社が所有をいたしております土地 94 5平米を事業用地として買い入れるもので

ございます。

次に 46ページをお開きいただきたいと思います。神明上清算事務に伴います清算徴収金を

一般会計に繰り出すための予算でございますが、当初予定いた しました 600万円、とのうち

317万円が 57年度末に収入となっ ております。当時予算がすでに 58年度予算として固ま

っておりましたので、そのまま予算額を計上させていただいたわけでございますが、繰り上げ

て 57年度に入ったという乙とで乙の分がととで滅額にいたすもので ございます。

次が 48ページをお開きいただきたいと思います。万願寺区画整理費のうち 3の事業費の13

の委託料につきましては、地区内の排水管を 11 8メーター追加埋設するととに要します経費

4，000万円を計上いたしたものでございます。次の 19、負担金、補助及び交付金でござい

ますが、 2、50 0万円の減額となっておりますが、乙れは地区内の遺跡調査との関係でござい

まして、当初予算で予定いたしました水道管の布設、 ζ れを 3，300メーターを予定をいたし

ましたが、 2，014メーターに工事が減になってきております。その関係で、それにかかわり

ます経費を減額補正いたすものでございます。次の 22の補償、補てん及び賠償金 4，000万

円の滅でございますが、乙れは移転棟数が当初予定したのは 14棟でございますが、乙のうち

用地等の関係で、 6棟が執行されております。残りの 8棟介については、今回執行いたさなか

ったための滅でございます。

以上で説明を終わらせていただきます。よろしく御審議のほどをお願い申し上げます。

続きまして議案 13号の日野市下水道事業特別会計補正予算第 2号につきまして御説明を申

し上げます。

事項別の明細書に基づきまして御説明を申し上げますが、歳入歳出ともに今回の補正は 4億

6，5 1 4万 8，000円の滅でございます。

それでは内容につきまして御説明を申し上げますが、 60ページをお開きをいただきたいと

思います。国庫補助金でございます。公共下水道と都市下水路の補助金でございますけれども、

最終的な額の確定に伴いまして、減額補正をいたすものでございます。

次に 62ページをお開き いただきたいと思います。都補助金でございますが、乙れにつきま
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しでも国の補助金の額が確定したことに伴いまして、都の補助金の額も同じように確定したわ

けでございます。そのための減額予定でございます。

次に 68ページをお開きいただきたいと思います。市債でございます。 1の下水道債の公共

下水道管渠壊設で 1億 2，56 0万円の滅と浅川処理区の流域下水道の負担金で 2億 3，61 0万

円の滅と相なっているわけでごぎいますが、乙の内容につきましては、歳出の方で御説明させ

ていただきたいと思います。

次に 70ページをお開きいただきたいと思います。歳出でございます。 70ページについて

は特に申し上げる乙とはございません。

7 2ページをお開きいただきたいと思います。下水道建設の 13の委託料でございます。当

初の予算では、秋)11の処理区の認可、実施設計を予定いたしておったわけでございますが、万

願寺区画整理事業が道路築造等が順調に進んできたわけでございまして、乙の事業と整合して

汚水管を埋設するという 乙とで、万願寺区画整理事業地区内の設計を行う乙とに内部で変更し

たわけでございます。とれにつきましては、東京都の方にも連絡いたしまして、御了解をいた

だ〈とともに、できるだけ早ぐ乙の認可をいただけるようにお願いをしたわけでございます。

そのようなことで、秋川処理区の区域から万願寺の区域に移行をしたわけでございますので設

計面積が縮小いたしましたために減額をいたすものでございます。次の工事請負費の1億1，399

万 5，000円の減でございます。乙れは公共下水道として市が単独で行って、補助金をいただ

きながら行っている事業でございますが、乙のうちの大栗4号処理区の汚水管の施工に当た り

まして、警察当局とも十分事前の打ち合わせを行ったわけでございますが、御承知のように、

乙乙の地域は、道路が非常に狭除であるというような ζ とで、迂回路がとれないというような

ことなどから、事業費を一応半分に落としたわけでございます。一部を変更いたしまして、決

定を見たわけでございますが、との減額予算が 4，670万円で ございます。事業変更をいたし

ました工区につきまして、入札を行いましたが入中出塗が 680万円出てございます。とれで事業に着手を

行ったわけでどき・いますが、との地域ま落:)1櫨跡、の中に入っております。そのために私どもといたし

ましては、推進工法をとったわけでございますけれども、推進工法を行うに当たって、路上の

上から乙の管が埋設される所に薬剤を注入して、掘り進む土壌を固める作業があったわけでご

ざいます。とのパイプを打ち込むときに遺跡の層を破壊するというととで、遺跡の調査をやは

り行わなければ、そういった管を打ち込むととはできない、といった調査団のお話もございま

した。まず遺跡調査を先行させるというようなととから、年度内の執行が一部できなくなった
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わけでございます。との事業は、国庫補助金、補助対象事業であったわけでございまして、そ

ういう関係上、どうしても年度内にできないものについては、早めに都、あるいは国の方に申

し出る必要があったわけでございます。 12月になりまして、 乙の介といたしまして、 5，751

万円の滅が出てきたわけでございます。乙れらを合わせますと、 1億 1，101万円の滅がとと

に出てきたわけでございま して、とれが主な内容であるわけでございます。

次に 19の負担金、補助及び交付金の 3億 248万 3，000円の滅でございますけれども、

乙れは東京都が施行実摘をいたします流域下水道の浅川、南多摩、それと秋)11の各処理場の用

地買収費、あ るいは管渠埋設費、そういったものが計画どおり進まなかったととによりまして、

関連市の負担分が未執行として残ったわけでございます。

次に 76ページをお開きいただきたいと思います。都市下水路費の 15の工事請負費の900

万円の滅でございますが、入札による差金でございます。次の 17、公有財産購入費は、第一

住宅北側の緑地を通過いたします黒川都市下水路ルートを、一部用地買収の関係で変更したと

とによりまして、 当時予定いたしました買収面積が、 162平米ほど増となる乙とになったわ

けでございます。その増額補正で ございます。

恐縮でございますけれども、前に戻っていただきたし可と思います。 55ページをお開きいた

だきたいと思います。 2表の繰越明許費でございますが、万願寺区画整理区域内の汚水管を埋

設するという乙とで、区画整理街路に予定を、 1，000メーター予定したわけでございますが、

乙乙の所につきましても、やはり遺跡調査の関連で、どうしても調査の方を先行させなければ

ならないという問題が起とってまいったわけでございます。私ども当初といたしましては、す

でに道路築造が行われておったと乙ろでもあるので、遺跡調査の必要ないものと考えておった

わけでございますけれども、調査団の考え方としては、やはりその下に遺跡の層があるという

ととで、乙乙の 1，000メーターの所につきましても、やはり調査が必要であるというととに

なってきたわけでございます。それに伴いまして、調査を予算執行をいたすととに相なったわ

けでございまして、現在調査が実施を行われておるわけでございますが、調査完了後、直ちに

施工するという乙とで、繰越明許費として乙とに載せていただいたわけでございます。

それから第 3表の債務負担行為の補正でございますが、乙れは補正後の数字に訂正をさせて

いただくわけでございます。

以上でございます。よろしく御審議のほどをお願い申し上げます。
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0議長(石坂勝雄君) とれより質疑に入ります。滝瀬敏朗君。

029番(滝瀬敏明君) 区画整理の国庫の負担金であります。万願寺の図画整理の負

担金でありますが、 1億円というふうなととでございます。いま部長のお話によります と、 総

額が 31億。努力をされまして 39億になったというふうなお話を聞いたわけでありますが、

乙の万願寺の土地区画整理事業というのは、 7年ですか、 7年で完成をしていくんだ、という

ふうな当初のお話でありますが、とのままでいきますと、 1億ずつ国から 負担金をいただいて

いきますと、 39年間かかっちゃうんですよ。そういう 7年間で、国の負担金とい うものは、

どのようにして負担金として出してくるのか、明確にしていただきたし、と思います。

0議長(石坂勝雄君) 都市整備部長。

0都市整備部長(結城邦夫君) お答え申し上げます。

国の管理者負担金でございますけれども、今年度 58年分といたしましては、 1億で一応計

上したわけでごぎいますけれども、乙の分としてふ まだ国の方で伸びる可能性も持っており

ます。ただ正確な額として、決算上おわかりにならない範囲内で、私ども 1億という額を載せ

であるわけでござい ます。ただ額が決定いたしますと、乙れを最終的な決算の段階では さらに

ふえて〈る可能性も残しております。また今後 7年間で、たとえばとの区画整理事業を完了さ

せるという乙とであるならば、確かに毎年 1億であれば、おっしゃるとおりな期間がかかるわ

けでごぎいますけれども、国の方としては、 予算の許す限り、また用地のあき次第、そういっ

たものについては、 予算を獲得して協力していただける、という乙とを相武国道の所長さん、

あるいは担当の課長、あるいは関東地方建設局の方の用地担当の課長、あるいは担当官の方に

も約束を取りつけてございます。

今後、私どもといたしましては、できるだけ 1・3・1号線の用地をあけていしという乙

とに精力的に進めていきたい、というふうに考えております。以上でございます。

0議長 (石坂勝雄君) 滝瀬敏朗君。

029番(滝瀬敏朗君) 努力をされているという ζ とはよくわかるわけでありますが、

いずれにしても用地をあけていぐというふうなお話があったんですけれども、 1・3・1用地

をあけていぐというととはどういう 意味ですか。

0議長(石坂勝雄君) 都市整備部長。

0都市整備部長(結城邦夫君) お答え申し上げます。
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1・3・1号線の線は、すでに都市計画によって決定されておるわけでございますが、乙の

中に入ります用地、乙れは一応今回仮換地でもって、それぞれ道路の予定地外に飛んでいただ

いているわけでございます。したがいまして、仮換地のいま供覧もすでに終わりまして、い ま

審議会にその要望書が 250通ばかり出てきたものを、すべて整理いたしまして、い ま審議会

にお諮りをいたしました。内容は ζ のとおりでよろしい、という御決定をいただいております。

したがいまして、今後乙れに基づいて、仮換地の指定を行ってい〈わけでございます。そ の際

に、できるだけ仮換地の方に移っていただぐということと、家がある場合には、そちらの方に

家屋を引きまして、用地をあけていただくということになってまいるわけでございます。以上

でございます。

0議長(石坂勝雄君) 滝瀬敏朗君。

0 29番(滝瀬敏朗君) 7年間で完成をさせていくというととでありますから、管理

者の負担金は、どのようにして負担をしていただけるかどうか、市の方でしっかりした基本的

な考え方がないと、なかなか乙れから 7年間で負担金としていただけない、というふうに私は

思うんですね。そういうふうな区画整理として、市としてですよ、そういうふうな構想といい

ますか、作成をしなけりゃいけないと思うんです。そういうものがありましたら、後でいいで

すから教えていただきたいと思います。終わります。

O議長(石坂勝雄君) 川嶋博君。

014番() 11嶋 博君) 6 3ページの都の支出金に関連いたしまして、南多摩処理区

下水道管渠埋設、その下の黒川下水路整備、乙れは 105万円と 2，60 0万ですけれど、乙の

関係には、都の補助金が減額されている。これは、乙 の工事を整備するために組んだ予算を、

カットされるという乙とは、当然、工事ができな〈なるという乙とにつながります。

それでお伺いしたいんですけれど、都の補助金をカッ トされたその部介を、市債で、工事を

進める場合には市債で賄う、乙れが 69ページの、やはり市債の中にとういう項目載っており

ますけれど、乙 の都の減額と いうととは、どのような影響をする、または東京都ではどのよう

な考えで減額されたか、その内容を答弁していただきたいと思います。

0議長(石坂勝雄君) 都市整備部長。

0都市整備部長 (結城邦夫君) お答え申し上げます。

乙の東京都の補助金につきましても、国の裏負担分と、それから単独の補助がございます。
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構多摩の分につきましては、乙れは単独補助金でございまして、補助金の対象外のものが、一

応乙の場所になるわけでございます。私ども といたしましては、乙の補助金につきましでも、

減額という形で出てきておりますが、事業の事業費そのものは、非常にとれより多いわけでご

ざいます。そういう中で、できるだけとういう補助金をカットしないで救っていただきたい、

という要望をかねがね行っておるわけでございますが、総体的な予算の枠という東京都の枠の

中で、乙れは各市の関連で、いろいろな操作が行われておるわけでございます。そういう中で

の滅でございますので、私どもといたしましても、できるだけ多ぐいただけるよう、今後も努

力を要すると乙ろでございますけれども、東京都の方といたしまして今後事情をそういった点

はおわかりいただいていると思いますが、日野市の場合、公共下水道に着手して、 5 8年度で

2年度目でございます。そういう関係上、実績が少ないというと とが、主に滅の内容にな って

いるように聞いております。今後も私ども下水道を伸ばすために、国、あるいは都の補助金を

獲得するために、鋭意努力をしてまいりますので、御了解をお願いしたいと思いますユ以上で

ございます。

0議長(石坂勝雄君) JlI嶋博君。

01 4番(川嶋 博君) これは、一一つの考え方ですけれど、都市整備部としても、 都

に向かつてそういう努力しているというととは認めますけれど、東京都の考え方としては、今

後乙れに関連するものについては、都の補助金は少なぐする、それであとはその担当市で負担

をしてやりなさい、という方針であるかどうか、いま一度済みません、答弁をお願いいたしま

す。

0議長(石坂勝雄君) 都市整備部長。

0都市整備部長(結城邦夫君) お答え申し上げます。

単独の補助金は、都の土木補助でございます。土木補助の予算そのものが非常に毎年伸び悩

んでおります。ほとんど動きがないような状況でございます。しかし、一方各市の行います下

水道の事務量と申すのは、年々増加してきております。そういう中で、どちらかと言いますと、

乙れはヲ|っ張り合いになってしまうわけでございますが、ほかの市の考え方では、非常に額も

少額である。いわゆる零細な補助金であるというようなととで、要求もしておらないような市

もあるやに聞いております。しかし、私どもとしては、たとえ 1，000円であろうと も増額す

する、していただ〈という乙とで、東京都の方には、強〈申し入れを行っておるわけでござい
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ます。その点、御理解をいただきたいと思います。以上でございます。( I了解Jと呼ぶ者あ

り)

0議長(石坂勝雄君) 飯山茂君。

01 5番 (飯山茂君) 6 9ページ、秋川の処理区流域下水道の建設負担金、先ほど

説明、部長の説明を聞いてますと、万願寺の区画整理があるから、それを先行したんだ。議会

内部でも、乙れは何といっても、市長が日野市の下水道元年だ、こういう言葉の中で、下水道

を進めてきている。その中で、下水道がちっとも進んでない、とういうようなととを言われて

おります。 しかも予算を計上しながら減額をする。乙のととについては、大変うま〈ない乙と

じゃないか。特に万願寺の先行、私はなぜ両方で並行していけないか、 ζ ういう ζ とをお聞き

したいんですが・一・・・・・-。

O議長(石坂勝雄君〉 都市整備部長。

0都市整備部長(結城邦夫君) お答え申し上げます。

確かに事業の認可を当初とる乙とで秋川処理区の方を計画したわけでございますが、秋川処

理区の方の状況を見まして、乙れは流域下水道関連でございますけれども、八王子市の中に八

王子処理場ができるわけでございまして、そ乙に流入するに当たりまして、管が、八王子幹線

というのが、市の方に、日野市の方に迎えにぐるわけでございます@それのまだ見通しが立っ

ておらない、という点があるわけでございます。したがいまして、事業認可のための図書をつ

くり、あるいは実施設計を行うという乙とも、乙れが本年度たとえば行われたとしても、認可

は来年度おりる可能性はないわけでございます。しかし、一方、万願寺につきましては、区画

整理事業がどんどん進捗をしているわけでございます。そういう関係で、万願寺につきまして

は、事業の認可をいただける、という都の方の、また国の方の考え方を引き出しまして、万願

寺の方に急拠かえていったという、そういった状況が、実情でございます。万願寺に回したか

ら、秋川はほうっておくんだ、というととではございません。秋川につきましては、 5 9年度

予算で、一応予算を要求させていただいておりますので、その中で、秋川処理区につきましで

も、 1年お〈れではございますけれども、最終的な事業そのものについては、おくれないよう

に実施をしていきたい、というふうに考えておりますので、よろしぐお願いしたいと思います。

以上でございます。

0議長(石坂勝雄君) 谷長一君。
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05番(谷長一君) 4 7ページの、神明上の区画整理の清算金の件ですけれども、

清算金が 57年度末に入。って、 58年度というととでよ〈わかるわけでございますけれども、

との 317万円以外に、まだどの〈らい残っておるかどうか、というととが第 1点です。

その次は、 49ページの負担金、補助及び交付金の件でございますけれども、万願寺の水道

整備に伴う工事負担金 3，300メートルが 2，014メートルに減少した、という乙とでござい

ます。 ζ のように、事業が減少しますと、国の補助金が、乙れは 1年に約 1億という乙とで入

り、前の 31億 7，00 0万円が、先ほどの説明ですと、 39億 4，440万円になったというと

とでありますけれども、とのように遺跡調査のために事業が停滞する というととになると、固

または都の補助金等が、非常に取得が困難になるんではないか、と考えており ます。

そ乙で、遺跡調査等のために、 ζ のように事業が遅滞するという ζ とになりますと、とれは

ゆゆしい問題ではないか、と考えております。そのような見地に立って、調査会、特に調査団

の調査員等を検分しますと、一体乙れで事業が支障ないように、区画整理が支障ないように事

業を進めてい〈ととができるかどうか、という乙とが懸念されるわけでございます。特に先ほ

どの、乙れは落)11の遺跡、の件、 ζ れはすなわち南多摩処理区の公共下水道の件ですけれども、

とれらにつきましでも、やはり遺跡という障害にぶつかっておる。

それで、乙のような事業の変更、特に薬品注入等を行 うというような乙とになりますと、埋

蔵物が破壊される。すなわち、乙れを発掘 しなければならないという乙とになりますと、一件、

現在の調査、社会教育の調査で間に合うのかどうか。 ζ れから、そのようなととを考えてみま

すと、やはり相当なる調査団の陣容の強化という乙とも必要になって〈るんではないかと思い

ます。 争ー

その 3点について、お伺いいたします。

O議長 (石坂勝雄君) 市長。

0市長 (森田喜美男君) いま都市計画関係、あるいは下水道関係の減額補正の説明で、

大変苦しいお答えをいたしております。一つわれわれも大変よかったと思っておりますのは、

万願寺区画整理の、いわゆる 1・3・1都市計画路線に対します手当てでありますが、補助の

額が、 31億 から 39億に増額をしてもらえる話ができた、了解をされた。最初の年は、わず

か 1億でございますが、国の補助というものは、乙のようにまず最初には本当のお印、それか

らいっとき増額をされまして、とれまでも消化をさせていただいている。乙ういう経験もござ
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ますから、そ のとおりにお願いをするように、私も関東地建並びに出先の相国道にそれぞれお!

願いをし、そ のような御了解をいただいた、とのように思っ ております。

それで、飛び飛びになりますけど、なおあちとちに減額補正がある。その事情は、国、都の

補助が減額をされた。乙れは園、都の財政事情が、特に今年は厳しいものが、つ まり出てきて

る、 という一つの証拠でもありますが、あ るいは、われわれの方のまた事業の執行面に欠けて

おる面が、その大きな原因の一つに遺跡調査の事業がある。乙ういう窮状にある、というのが

一面のまた理由でもあります。

そ乙で、いま谷議員の御質問の遺跡調査会、あるいは遺跡調査事業に対します体制づくりで

ありますが、一番大切な ζ とは、乙れまで落川遺跡、の調査団長にいまもおられます坂詰先生、

との仕事の前を、工事を進めようとしておるわけでありまして、私も先日、日野市の遺跡調査

の事業で、一番大もとになっていただいております早稲田大学名誉教授滝口先生、乙 ちらの方

に直接お電話をし、また最近お会いをさせていただく約束をいたしております。つまり体制づ

くりを強化する乙とが、きわめて重要である。専門職も若干ふやしたり、あるいは調査団の強

化をしていただきたい、とのように考えて、考えてというよりもその乙とをお願いをいたして

おります。乙としは、その実現がお願いできる 、とのよう に思ってお ります。

なお、あわせて栄町の都営住宅用地についても、乙れから調査に着手していただし乙 のよ

うな乙ともすでに計画にのせていただいておりますので 最近お会いしました際には、それら

の状況を十分お願いもするし、また体制づ〈りについて正確な把握をし、そ のための強化を図

りたい、乙のように考えておりますととを、お答えとしておきたいと思っております。

とれから、 確かにその点が大きな陰路になっており ますので、乙れをどうしても打開しな き

ゃならない、とのように考えてお ります乙とを、御了承いただきたいと思います。

0議長(石坂勝雄君) 都市整備部長。

0都市整備部長 (結城邦夫君) お答え申し上げます。

まず、 4 7ページの神明上の清算金に伴います徴収分が、あとどの〈らい残っているのか、

その数字をというととでございますけれども、私、現在手持ちでちょっと細かい資来↓持ち合わ

せございませんので、後ほど調査いたしまして、資料をお届けしたいと思います。御了解賜り

たいと思います。

それから、 49ページの負担金、補助及び交付金に絡みまして、乙うい った工事費の残が、

に
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減が出た場合、今後の事業に大きな支障を来すのではなかろうか、という御質問でございます

が、私ども、たとえばとの水道整備に限って申し上げますと、乙の辺につきましては、遺跡調

査が完了次第、直ちに入れてい〈というととで、水道分につきましては、乙れは来年度早々に

なろうかと思いますが、そのような乙とで、全体的には、工事に影響のないような形、またあ

るいは補助金等の申請の支障にならないような形で進めていきたい、というふうに考えており

ます。また、そのように実施してまいりますのでよろしくお願いしたいと思います。以上でご

ざいます。

0議長(石坂勝雄君)

05番 (谷長一君 )

谷長一君。

それでは、神明上の清算金の残については、また後で教えてい

ただければよろしいと思います。

それから、いずれにしましても、非常に埋蔵文化財というのは、大切なものでもありますけ

れども、また、乙のように多〈の支障が出るという乙とになると、どうしても乙れは市当局が

調査体制をさらに強化して、乙れに当たる以外にないと思いますので、その点を強〈要望して

おきます。

0議長(石坂勝雄君) 古谷太郎君。

06番 (古谷太郎君) ζ の予算案見ましていろいろわれわれに説明があった。たとえ

ば公共下水道の 23市への補助金は、国庫補助金は 59億 6，000万円であります、昭和 58 

年度。ですから日野市には人口 15万、面積 27.4平方キロ。黙って 5億円はし 1ただいていい

わけであります。 6億円。ととろが、今度は乙れは 8，320万円。私は、 ζ の間申し上げたん

です。道路は 1万年もかかるだろうと。下水道は 1，000年だろう。ピラミッドのできたとき

よりもっと逆に言えば長くかかるんじゃなかろうか、というふうに申し上げた。そういう点で、

乙ういうふうな努力がなされなかった結果を拝見していて、非常に残念に思うし、 しかし、乙

れは努力をしなかったから、乙んな乙とになったんです。

と乙ろが、あなた方は、大変なうそをついている。乙乙にあるのは速記録であります。昭和

5 8年第 4回臨時会、 8月19日、私は黒川|委員長の総務委員長の報告の際に、御質問申し上

げたんです。吹上団地から下の第一住宅におりる道は 4尺しかない。乙ういう坂道です。あぜ

道一一あぜ道じゃありません、山道です。クヌギ林が両側から覆いかぶさっている。それを 8

尺あると理事者側は答弁した。市側は 8尺あると答弁、黒川委員長の報告で。だから用地買収
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をしないでも 2メータ -40の管は埋まります、というふうに言っているんです。私どもは、

乙の管をつぐるときに、 しかし、それじ ゃあ無理だろう、 できないんじ ゃないか、という質問

をしました。審議した結果、黒川総務委員長は、市側の説明は 8尺だ、というふうに言ってお

ります。だから 2メートル余の管は入れる。その中に、もし、もう用地の買収ができない場合

にも、 2メートル 40以内にお さめる設計をします。乙う書いてあるんです。 との総務委員長

の報告、乙れは審議報告だと思うんです。

と乙ろが、今度のとの予算を見ますと、乙れはうそなんです。黒川総務委員長が、あなた方

に完全にだまされた、という乙とがと乙に隅々に出てきた。( r本当かよ」と呼ぶ者あり、そ

の他発言する者あり〉 用地買収費一一われわれはやはり委員長の御報告なり、理事者の説明

なりを、正しいというととで、うそは言ってない、という前提で聞いているわけなんです。だ

から、恐ら〈黒川総務委員長は、うそを言ってるんじゃないと思うんです。だから、あなた方

の御説明で、用地の買収をしない、知り ません、ちゃんと入ります、下水道はできます、乙う

いうふうに言って、との委員会においては、もうそれは非常に大事な問題だったんです。山の

斜面のと乙ろの用地の買収してないのに、 4尺の道路がある。だから 、どう する。できないじ

ゃないという質問に対して、審議した結果は、 4尺じゃな〈て 8尺だ、道路は。乙れは黒川委

員長の御説明です。乙ういううそをー・……。と乙ろが、今度はその山の斜面を、乙れは緑地で

す、山です。 227.6 5平方メ ートル、約 70坪近〈だ、 69坪買収してます。しかも、いい

ですか、乙んな山の斜面を坪当たり 40万 3，000円で買っており ます。私どもは、前の補正

予算の中で、東光寺小学校の南側にある山は、坪 5万円で買っております。同じ時期でありま

す。南平八丁目の清水さんの山は、十数万円で買ってる。同じようなものである乙の土地をだ、

4 0万 3，000円で買ってる。乙れは乙れとしてです、一体、乙の委員長の報告があるから、

乙の予算は通ったのであります。黒川都市下水路の予算が通ったわけであります。そうでしょ。

委員長は、そうです、と ういう ζ とになります、だから大丈夫です、だから可決したんです、

ととう言ってるわけです。一体乙ういうふうな議員をあ〈までも何と、議会を何と心得ている

かだ。買わなくてできるんですと、入りますと。みんなそう思うんです、それじゃ。そうです、

とれは委員長さんが言ってるんです。だから委員会の中の速記がなし可から私は申し上げている。

おかしくありませんか、一体乙れ。私は、補助金の大きい、少ないというのは、努力が足りな

いとか、いろいろの理由があるんで、やむを得ないとは言いませんけれども、もっとしっかり
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してもらわなきゃ困るんですが、乙ういうふうな議案を審議する際に、黒川下水路の 8号、 9

号というのが工事案件、それを 8号、 9号は、いずれもやらなければ、浅川まで抜けないわけ

です。何で委員会であなた方は、総務委員会で、うそを言わなき ゃならないんですか。なぜだ

と言うと、とれは本会議でその前の説明のときに私が聞いたんです。管が入らないでし ょうと、

だからち ゃんとしてからやりなさいよ。乙んな ζ とやるから補助金が来なくなるんです。

ひとつ、いいですか、補助金というのは、事業ができる見通しがなきゃよ乙さないんです。

自分たち仲間の総務委員会で、うそを言ってお〈ような人、 審議の方が、東京都や建設省がど

うして信用できます。また何かやられやしないか。だから 4割補助なんです 国庫補助は、乙

れは。 黒川都市下水路は。 公共下水道は6割、これは本管であります。 4割どとろじ ゃない。

そうでし ょ。との金額は、大幅な減額になっている。

だけども、私はそれをいま言っているんじゃない。総務委員長が、報告が間違ってる。間違

ってるんです、現実にきょうち ゃんと出てるんです。しかも、 ζ の土地は、去年の 11月何回

かに買っ てる。あなたの報告によれば、去年買ってる、乙としだ、 1月の 11日に購入 してま

す。総務委員会に、 ζ の乙とは諮られており ません。一体、 委員会というのは、何と あなた方

は心得ているか。私は乙のようなやり方について、理事者側の態度について、 改めていただか

なければならないんです。そのときだけ議会を通りゃいいんだ。 後で腹抱えて笑ってりゃいい

んです。どうせ、あいつら忘れち まうだろう。そうで しょ 。議員というのは、私なんか忘れち

ゃうんです、毎日仕事でやってるわけじゃなし、から。だけども、速記録が残っているからいま

申し上げているんです。僕は総務委員長にもお聞きしたいと思ったんです、さっき、乙れ見て

あれと思ったんです。だからあなた方、そういうふうなととをやられたんじ ゃ腹がおさまらな

い。しかも、きょう即決しち ゃおうというんだ、乙れ。わけのわかんないのは調べておきます、

一般会計でもそうです。日野市議会は、審議しないで予算を通したと言われたくないんだ、少

な〈とも私の良心はそういうととはできない。だから保留すると言ったんだ。笑い話じゃない

んです。回答ができないものをそのまま知らん顔して、はい、いいですよ、と通す乙とは私に

はできない。同時に議会にうそをついて、それで違った方向の提案をしてきた。とういう乙と

を許すわけにし、かないじ ゃありませんか。市長は一体どう考えてわれわれに説明をしてるんで

す。乙の速記録をお読みになって、それでーーだから黒川さんが恥かくんですよ、妙な意味で

は。乙の速記録読んだ人が、同じ年の 58年度のきょうの速記録読むわけです。たとえば、読
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んだら一体乙れはどういうととなんだろう、という ζ とになるんです。一体どういうととです

か。よく説明、説明してくれと言っても、乙れ説明できないと思うんです。できないと思 うよ。

説明しょうがないと思う。

0議長(石坂勝雄君) 都市整備部長。

0都市整備部長(結城邦夫君) お答え申し上げます。

確かに、当初そういう用地が買取できなかった場合には、現道の中に措置をする。ただ、そ

の場合には、確かに管の大きさの方が大きゅうございますので、はみ出してしまう。 ( Iそう

じゃないんだよ」と呼ぶ者あり〉そ乙で、私ども当初、当時用地買収ができなかった乙とで考

えたものは、丸管を縦長の矩形渠に変更して、それで現場打ちで実施をしたい、というふうに

考えておったわけでございます。で、現道の中に埋設をする、道路に合わせた幅で埋設をする。

ただ丸管が縦長の矩形渠にかわって〈るわけでございます。乙れをやる場合には、推進工法は

不可能でございまして、どうしても現場打ちになるという乙とで、当初、私どもそれでもやむ

を得ない、というふうに考えておったわけでございますが、その後、当時といたしましでも、

できるだけ土地を売っていただきたい、という乙とを並行的にお願いをしておったわけでござ

います。

したがいまして、私ども議会に対してうそを言った、という乙とではなくて、当時の状況と

しては、用地が買収できなかった際には、管を変更して、いわゆる形態を変更して、 現道に合

った形でもって入れていく 、それも 、そういう乙とで考えておったわけでございます。

土地の所有者とは、いろいろお願いをし、御協力もさせていただいたわけでございますが、

最終的には買収する ζ とができなかったわけでございます。できることならば、私どもは、そ

れでは反対側の山林、乙乙についてどうであろうか、ということでそちらの方にもお願いをし

たわけでございます。そちらの方の方は、一応残地として不形態、形態が悪〈ならない範囲内

で、そちらの山林を売っていただける、というととで合意をいたしました関係上、変則的な矩

形渠にしないで、丸管を推進工法で押 し上げていしという乙とが可能になったわけでござい

ます。そ うい う乙とで、交渉の過程があったわけでございますので、その辺につきましては、

御理解をお願いしたいと思います。

議会に対して、う そ偽りを申して、そ の都度その場限りで進めているわけではございません

で、その後 といたしま しでも、私 どもは、何とか用地買収がで きるような形で鋭意努力してき
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た結果、乙のようになったわけでございます。以上でございます。

O議長(石坂勝雄君) 市長。

0市長(森田喜美男君 ) いまの都市整備部長の答弁は、要するにルート変更を して、

所期のとおり一一ルート変更したというととは、つまり隣の別の地主から用地が、譲っていた

だ〈 ζ とができた、乙ういう乙とでありまして、その変更等につきまして、それぞれの御審議

いただいておりました委員会に対して、当然報告をしておくべきだった、 ζ のように思ってお

りますが、それをいま聞きますと、行っていないようであります。

御指摘の点につきましては、要するに結論としては、解決したというととなんですが、一番

反対の強かったルートが最終に残る、それをどうして通過させるか。反対の方に幾ら交渉して

も目的が達せられない。したがって、すぐわきの別jレートの用地を売っていただけたので、そ

乙を通して通した。事業は、つまりそれによって完成できる乙とになった、乙ういう乙とであ

りますので、御不審の点もあったと思っておりますけど、よろしく 了解をお願いしたいと思

います。

ん買わなぐったっていいでしょ、とれ。 22 7.6 5平方メー トル買ってる。恐らぐ幅にしたら

3メートル「らいある一ーもっとあるのか。私もよ〈わからないんだけど、 4メー トルもある

のかね。もう 8尺の道路があるのに、何メートノレ幅買ったんです、とれ。

0議長(石坂勝雄君)

06番(古谷太郎君)

古谷太郎君。

市長はし、ま反対の人って言ったでしょ。岸野君がいつ反対し

0議長(石坂勝雄君) 市長。

0市長 (森田喜美男君) 答弁の中で、叱正に当たる部分が、反対 という言い方を、つ

まりルートを通していただけるその直接の持ち主の了解が得られないというととで、うかつに

反対とい う言葉を使ってまずかっ た、と思っております。( rそれはそうです、貸してもらっ

てんだ」と呼ぶ者あり)

ただ、ルートをあの際そ乙しかないルートというととで、さんぎん担当の関係の者は苦労し

たわけでありますから、私の受けとめた範囲では、幸いにも別の隣の方が、豊田の遠藤さんと

いう方だそうですが、自分の土地を提供してやると言われて、黒川都市下水路の最後のご〈短

い区間のノレードが、それによって解決をし得た、というととでありまして、仕事としては、私

は大変ありがたかったし、また御迷惑をかけた関係にも、御了解がいただけるととだ、乙のよ

うに思っ ておるわけでありまして、そのように何々をだましたとか、何々に大変偽りを言った

とか、というようなことではないつもりでありますので、その点を御了解いただきたい、乙の

ように申し上げている次第でございます。( r何メートル買ったのか説明してぐれ」と呼ぶ者

あり〉

0議長(石坂勝雄君) 都市整備部長。

0都市整備部長(結城邦夫君) お答え申し上げます。

今度新たに買いました、その用地の幅でございますが、一番長い所で約 7メーターございま

す、幅で一番長い所。一番短い所は、とれは三角の頂点になっております。そのような中で広

がりがあるわけでございます。長さといたしましては、約 50メータ -cらいでございます。

乙のように、非常に変則的な三角に近いような形の土地でございます。乙れも、必要な介だ

けを、本来は買えばいいわけでございますけれども、残った地形が非常に悪くなるという乙と

で、地形が悪くならない範囲内で買っていただきたい、という地主さんの要望も あったわけで

ございます。下水道を埋設する ためには、少なくて済んだわけでございますが、ちょうど乙乙

の所は緑地として保存をしていくという乙とと、 一部道路に、用地としても使用していける部

分もございますので、そ ういう形で、市として今後も緑地管理、あるいは道路の管理面でも十

てます。との下水道のために岸野君はち ゃんと土地を貸してくれてるでしょ。そうでし ょ、部

長。反対してる人がなぜ、一ーその人が持ってるんですよ、乙乙の山の片側は。もう一つの片

側は豊田の遠藤さんだ。

しかし、黒川総務委員長の委員会における報告は、 8尺の道がある、 2メータ -40あるん

だ。そ乙に 2メートル 25の管を入れるんだ。だから両側に約 7センチか 8センチのあきがで

きる。だからくいを打って掘って現場打ち します。乙ういう説明だったんだよ。そうでしょ。

忘れちゃいけない。現場打ち。丸管を入れて何とか工法でやりますとは言わなかった。だから

十分できるんですと。反対も賛成も要らないんですよ、乙れ。第一、反対の地主が両側にある

わけないじゃない。賛成してるからマンホールの土地を貸してるんです。貸してくれません、

反対なら。しかも、乙の答弁なら、土地を買う必要ないんです、とれ。 15センチ余裕がある。

だから私が聞いてる。そのときは、それでごまかしておきゃいいんだろうと思って総務委員会

は。

しかも、乙れ見ると一体幅何メートル買ったんです。 8尺の道路があれば、そんなにたくさ
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介保全していきたい、というふうに考えておりますので、そのような土地を買わせていただい

たわけでございます。以上でございます。

0議長(石坂勝雄君)

06番(古谷太郎君)

古谷太郎君。

了解するわけにいかないんですけれども、いまも本当に市長、

気をつけていかなきゃいけないのは、議員はそのときごまかしときゃ何とかなるだろうと思わ

なぐとも、そのような形に見える事実が幾つも出るんです。さっきは小山君が言ってくれたか

ら、あなたの場合、単価が下がった。珍しいなとだれも思うんです。いまどき給料を安ぐ下げ

たなんていうのは、多摩市の市長さんごらいだと思ってたら(笑声)だけど、単価が下がった

と言えば、人件費が下がったという乙とだろう。そうしたら、さっき面積が減ったという乙と

でわかるんですけれども、いろんな問題がとれからも起きるんです。

私は、そういう点で大変に残念に思うんですが、それから単価の設定なんです。同じ時期に、

あそ乙買ってるんです。都道の緑を。そうでしょ。それで公社会計見ると、緑地を何力所も買

ってるんだ、乙れ。日野緑地も買ってます。 58年 10月14日、乙れは 5万 28円です、坪

当たり。それから南平八丁目 7の21、乙れは、高校予定地と称する所ですが、乙乙は 24万

9.562円と 1坪当たりと 12万 2，100円。 12万 2，10 0円というのは、清水さんととろ

の山です。ちゃんとした所です。それで今度向じ山を、同じような山を 40万 3，00 0円で買

う。乙ういう一つの、ただとれを見て言ってるんです。 16件買ってる。開発公社で、土地開

発公社で買った土地です、乙れ。何を基準にして単価を出しているのか私もわからなし 1。特に

いま緑地として保存したい所です、確かに、豊田と堀之内の聞の斜面の雑木林の所ですから。

だけれど、乙んな大きい、高い値段で買ったら、後買えなくなりますぜ。大変ですよ、乙れ。

というだけじゃな〈てだれでもが不思議に思う。ただ去年 16買った。去年の件だけ、 58年

度分だけ私は言ってるんです。 2月28日のです、とれ。

とれは何、伊藤君でもだれでもいいんですけど、一体乙ういう値段はどういう ζ とを基準で

決めるんですか。銀行の買収みたいに必要度によっては駅前を構わず 300万だとか、幾らな

んて買うような場合もあるかもしれないけど、市はそのときそのときで、乙れはただ私申し上

げるのは、去年買った所だから申し上げている。 58年度買った土地、乙としだ、本年度だ。

何を基準にしてとういう単価が出るんですか、ちょっと教えてもらいたい。

0議長(石坂勝雄君〉 総務部長。
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0総務部長(伊藤正吉君) 単価の決定方法についてのお尋ねでございます。

これにつきましては、日野市に、市役所の中に助役を長といたします財産価格審査会という

組織がございます。それで、それのもととなります単価の算定といたしましては、土地鑑定評

価による方法、あるいは国土法による基準値、それから東京都の事例値、それから近傍の取引

事例、そういったものを参考にいたしまして、単価を算定してございます。以上です。

0議長(石坂勝雄君)

06番(古谷太郎君)

よろしいですか。古谷太郎君。

そういう公平にやってなぜ乙んな差が出るか、わからなし可。万

願寺、東光寺小学校の南側の山が、あそ乙の山ととの堀之内一一豊田問の山と、片っ方が 5万

円で片方が 40万という乙とは正しいですかな。どんな評価してみたって、われわれにはかい

も〈見当つかない、普通の場合は。平らな所じゃないんだ、とれ。斜面で緑地に保存する、両

方とも同じだ。

まあ、いいです。もう、乙れ聞いたってしょうがないけど、少なぐともとのような査定の仕

方をやってる限り、日野市の ζ れからの用地買収は、ますます困難になるでしょう。だれだっ

て危な〈つでしょうがない、乙れじゃあ。用地買収をしないでやってぐという方針でなら、乙

れはもう本当に因る。道路も下水道もできない。乙れからいまどんどん言ったと乙ろで仕方が

ないんですが、乙ういうふうな黒川総務委員長さんの委員会報告というととと、全〈違う内容

の提案なり議案を乙こに出してきた、こういうような乙とは、厳にt慎むべき乙となんです。

私は、乙の予算の減額という意味で、もうこの下水道条例には賛成できませんが、特にとれ

は申し上げておきます。乙れはもう重大な乙となんです。いいです。

0議長(石坂勝雄君) 高橋通夫君。

03 0番(高橋通夫君) ちょっと質問しますが、 49ページの委託料ですが、とれは

排水管を埋設するというととですが、口径何ミリぐらいのをするんだか。

それから 55ページの第 3表の債務負担行為の補正ですが、乙れで南多摩処理場周辺の環境

整備という乙とが書いてあるんだけれど、具体的にはどういう乙とをやるんだか、御説明願い

fこし、。

0議長(石坂勝雄君) 都市整備部長。

0都市整備部長(結城邦夫君) お答えを申し上げます。

ページの 49ページの方から先に申し上げますが、排水管の管の大きさはどの〈らいのもの
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かという御質問でございます。管の口径といたしましては、 3，0 0 0ミリでございます。

それから 55ページの南多摩処理場周辺環境整備費の負担金でございますが、どういう事業

を行っているのか、という御質問でございます。乙れは稲城市におきまして南多摩処理場が地

域内に設置をしてございます。大丸の是政橋の上流部介の所でございますが、乙 ζ に南多摩処

理場がございます。乙の処理場を建設するに当たって、また水量等もふえてまいりました関係

上、やはり処理場用地を足し増しして買わなきゃならないという状況が起とってまいりました。

その際に、付近の住民の方々から強い反対があったわけでございます。その点住民の要望も稲

城市として十分間〈、あるいは南多摩開発本部も乙れにつきましでも十分な地域の整備を、環

境整備を行っていきたい、という乙とで決まってまいりましたのがとの環境整備費でございま

す。乙れは南多摩だけではなぐて、私どもの方の浅川処理場、あるいは秋川の八王子処理場に

つきましても、 同じような環境整備があるわけでございます。

南多摩の方は、そういう形で、周囲の環境をよくするために公園をつくる、その中にいろい

ろ集会施設等も配置をしていきたいというような ζ とで、計画案が打ち出されました。それを

南多摩ニュータウン関連 5市の中で、一応検討をいたしました。内容等につきましでも妥当で

あるというととで、総額 14億円の経費を持ちまして、そういった環境整備を行う乙とになっ

たわけでございます。

乙れにつきましては、東京都が半分持つ、その残り部分を、関連市が負担割合に応じて出す

乙とになっております。日野市の場合は 2.1%、総額の 2.1%の2，940万円を、乙の費用と

して支出するととになっております。それらの経費が、乙乙に債務負担行為として載せられた

わけでございまして、乙の事業は 58年度から 4年間の予定で整備をされてい〈乙とになって

おります。以上がとの内容でございます。

0議長(石坂勝雄君) 高橋通夫君。

03 0番(高橋通夫君〉 ただいまの報告では、総額 14億と言 うんだから、すばらし

いものができるんじ ゃないかと思うんですが、公園の面積とか、そういうのはどういう乙とに

なってますか。

それから建物だけれど、ビルでも建てるような感じがするんだけれど、そのほかに、なんで

すか、付近の住民に何か迷惑料か何か払うととになっているんですか。 14億というとちょっ

とね、われわれが想像しかねるんだけれど、(笑声) 具体的にどういうのを…- 。

-124 -

0議長(石坂勝雄君) 都市整備部長。

0都市整備部長(結城邦夫君) お答え申し上げます。

1 4億は、あぐまでも乙の公園をつぐるためで、ほかにとれを使ってばらま〈、というよう

なととはございません。全部が公園の経費に投下されるものでございます。

面積につきましては、ちょっと手持ち、記憶はござい ませんので、詳しく内容につきまして

は御連絡申し上げたいと思います。以上でございます。

O議長(石坂勝雄君) よろしいですか。( r了解」と呼ぶ者あり〉

ほかに御質疑はありませんか。なければ乙れをもって質疑を終結いたします。

お諮りいたします。ただいま議題となっております本 2件については、委員会付託を省略い

たしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

c r異議なしJr反対」と呼ぶ者あり 〕

0議長(石坂勝雄君) 御異議ないものと認めます。よって本 2件については、 委員会

付託を省略する乙とに決定いたしました。

本 2件について御意見があれば承ります。古谷太郎君。

06番 (古谷太郎君 ) まず第 1に、委員会付託を省略するに反対という意見があった

ときには、乙れは一応採決しなきゃいけないんです。それが当然、のととなんです。ただ、その

乙とを議会の本でよく勉強、局長はしておいてください。

で、いま申し上げますが、都市計画特別会計、乙 の議案は、とにか〈万願寺の区画整理を早

〈完全にでき上がんなき ゃいけない、早くさせなき ゃいけないという乙とで、少なぐとも、減

額になっちゃまずいんです。幾らかでももうふえていかなきゃいけない。どんどんふえていか

なきゃいけない。それで、 2，855万というようなわずかな乙との補正で、 1億円入 った。 1

億入ったんでしょ、国庫補助金管理費が。予算面では 2，85 5万しかふえなし、。いわゆる

7，000万の仕事はやらないという乙となんです。そういう乙となんです、乙れは。予定して

ない 1億円が入ってきた。だけれど、事業費そのものは 2，800万しかふえない。私の言うの

が間違っ ているなら、説明してもらいたい。乙ういうふうな消極的なやり方、乙れはよ〈ない。

今後気をつけてもらいたし、。乙れは都市計画について意見で申し上げておきます。

それから次の下水道の会計、乙れはめちゃくちゃなんです。ただでさえ 1，000年、 1，50 0 

年とかかるような予算の組み方をしている。それで今度は日野台の下水道の方の計画は、設計
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はやめました。 1年送りました。( rそうだ」と呼ぶ者あり〉 ζ れを、とういう乙とをしち

ゃっ て、平気で言えるような雰囲気がよ〈ない、乙の議会及び理事者の中で。とれは、 本当に

悪いと思わなきゃいけない。もちろん、私どもの目の黒いうちにとても(笑声)できないんじ

ゃないか、 ζ んな ζ とやってり ゃ。私がやれば四、五十年でできますが、四、五十年でも僕は

100超えてしまいます。もう恐ら〈生きてないでしょう。

とにか〈積極性が全然、ない。乙の両方とも。受け身だけだ。どとどとがどうだったかだ。安

い、削減しました。いわゆる、やろうという気持ちのあらわれは、少な〈とも、乙の予算の補

正の中ではどとにもなし、。ただ滅りました。( rそのとおり」と呼ぶ者あり)国庫補助金が減

りました。減りました、滅りました。ふえた、だけれど、 1億ふえたんです、都市計画の方は。

1億ふえたのに、仕事を減らしたんです、今度は。下水道に至っちゃ、もうみんなだ。乙れは

ど乙どとのせいです、乙れはどとどとのせいです。遺跡調査会のせいです。何とかかんとか言

って、ぱっと大幅な削減。とんな削減は恥ずかし〈て、本当は市長やめるようですよ、良心が

あれば。乙んな ζ と出す人はいません。国家予算で、もしそんな乙と中曾根総理大臣が出して

ごらんなさい。中曾根さんは出す前にやめますよ、恥ずかしいですから、恥を知ってますから。

仕事やらないんだ、乙れ。 4割も削っちゃったんです。とれは賛成できませんな。

以上、意見です。余り言っても、もうあきれ返って、本当にあきれ返る。だからあれですね、

ζ の下水道については反対。以上です。

O議長(石坂勝雄君) 旗野行雄君。

01 0番(須野行雄君) 都市計画についても、確かにいま古谷議員の言われたような

乙とで、本来ならば、 1億円の都の補助がついたら、それだけ事業をやるべきだ、乙れが筋だ

と思います。

下水道についても、乙の予算を見ますと、 4億何がしの当初予算より減額になっているわけ

ですよ。私、せんだって亡くなられた、元三鷹市長の鈴木さんという方がおりますが、あの方

の本をちょっと読んだととがあるんですが、三鷹では、昭和 48年に下水道を 100%達成し

ております。並み並みのととではできない乙とです。その方が、すでに昭和 34年に、下水道

を 10カ年計画というのを立てたわけです。そして 6年たったととろ、 10分の 6、 6年たて

ば 6割達成できるのが普通ですが、 2割しかできない。乙れは困ったととだ。何年先にいって

完成するかわからないというととで、当時の建設大臣であった河野一郎さんのととろへ、何と
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かして〈れとお願いにいったら、おまえは社会党だろう、社会党には補助はつけてやれないよ

と、飯でも食って帰れ、と ζ う言われたんですが、私は飯を食いにきたわけじゃないというと

とで、粘りましたら、河野大臣は、おまえ、本当にやる気があるのか、やる気があるんなら、

ひとつ財政を思い切りしぼって、下水道へ金を出してみろ。それと、いま一つは、受益者負担

金を採用したらどうか、乙ういうととで、それならひとつめんどうを見てやりましょうという

乙とで、それ以後、思い切って財政を引き締めた。そして、新規財源の 2分の 1を、下水道会

計に回した。乙ういうととで、計画年度の 48年に 100%達成したそうであります。その「

らいの意気込みがなければ、下水道はちっとも事業は進捗していかないんではないか、 ( rそ

うだ」と呼ぶ者あり)私はそう思います。

それだけ申し上げまして、ととの下水道の補正予算には反対したいと思います。

0議長 (石坂勝雄君) ほかに御意見はありませんか。なければ ζ れをもって意見を終

結いたします。

乙の際、一括議題といたしましたが、採決を 12号議案と 13号議案に分けて採決いたしま

す。

最初に議案第 12号、昭和 58年度日野市都市計画事業特別会計補正予算第 4号について採

決いたします。 本件は、原案のとおり決するに賛成の諸君の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

O議長(石坂勝雄君〉 挙手多数であります。よって議案第 12号、昭和 58年度目野

市都市計画事業特別会計補正予算第4号の件は、原案のとおり可決されました。

次に議案第 13号、昭和 58年度日野市下水道事業特別会計補正予算第 2号について採決い

たします。本件は、原案のとおり決するに賛成の諸君の挙手を求めます。

(賛成挙手)

O議長(石坂勝雄君) 挙手多数であります。よって議案第 13号、昭和 58年度目野

市下水道事業特別会計補正予算第 2号の件は、原案のとおり可決されました。

お諮りいたします。議事の都合により暫時休憩いたしたいと思いますが、とれに街l異議あり

ませんか。

c r異議なしJと呼ぶ者あり〕

0議長(石坂勝雄君) 御異議ないものと認めます。よって暫時休憩いたします。
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0議長(石坂勝雄君) 休憩、前に引き続き会議を開きます。

午後 8時 32介休憩

午後 9時 1分再開

乙れより議案第 14号、和年 58年度日野市立総合病院事業会計補正予算第 2号の件を議題

といたします。

理事者から提案理由の説明を求めます。市長。

〔市長登壇〕

O市長(森田喜美男君) 議案第 14号について提案の理由を申し上げます。

本議案は、昭和 58年度日野市立総合病院事業会計補正予算第2号であります。補正予定額

は、収益的収入支出それぞれ 6，835万 5，00 0円を追加し、さらに資本的支出を 44 8万円

追加するものであります。

詳細につきましては、担当部長に説明いたさせますので、よろし〈御審議のほどお願いいた

します。

0議長(石坂勝雄君) 関係部長から詳細説明を求めます。病院事務長。

0病院事務長(佐藤智春君) それでは議案第 14号、病院事業会計補正予算第 2号

につきまして、御説明申し上げます。

8 5ページをお開きいただきたいと存じます。今回の補正は収益的収入及び支出でそれぞれ

6，835万 5，000円でございます。まず収入の医業外収益の他会計補助金 6，26 6万9，000

円は、一般会計からの補助金でございます。次に都の補助金でございますが、公立病院運営費

補助金並びに特殊診療部門、特に救急医療関係運営費の補助金が都の基準によりまして 57年

度実績に従いまして交付額が決定いたしましたので 568万 6，000円補正をお願いするもの

でございます。

次のページの 86ページでございます。支出でございますけれども、給与費につきまして御

説明申し上げます。内容につきましては人事の異動等によりまして、それから特に医師給の関

係でございますけれども、当初予算との積算の誤差を調整させていただいた、というものでご

ざいます。との中で退職給与費の 1億 2，305万 9，000円でございますけれども、病院の職

員 14名が、本年 3月31日付をもちまして退職いたします。乙の関係の退職金、 総 額 1億

2，305万 9，00 0円でございます。乙れは給与費全体の増減によりまして、 7，558万5，000
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円の補正をお願いするものでございます。次の材料費の薬品費につきましては、外来患者の増

加とあわせまして、新薬、特に制がん斉iJ等の購入費の増加となっております。給食材料費につ

きましては、入院患者数の滅等によりましての減額補正でございます。乙れらは、いずれも実

績によるものでございます。経費につきましでも、それぞれ実績によります補正でございます。

次に医業外費用の准看護婦の養成費でございますけれども、看護学生 3人分の教材費等に不

足を生じてまいりましたので、 3万円の補正をお願いするものでございます。

過年度損益修正につきましては 64万円でございますけれども、乙れも実績によるものでご

ざいます。

次に 88ページの資本的収入及び支出でございます。有形固定資産の購入費でございますけ

れども、電算機の導入に伴いまして、現在栄養科におきまして コンピューターによりまして栄

養価の計算と栄養管理業務の準備を進めております。その準備が整ってまいりましたの、 4月

より稼働させたし可。乙のために電算機の端末機、印刷機の購入費として、 448万円をお願い

するものでございます。

なお、資本的収入額と支出額の差 5，471万円につきましては、内部留保資金をもって充て

させていただきたい、こういうものでございます。よろしく御審議お願いいたします。

0議長(石坂勝雄君)

06番(古谷太郎君)

乙れより質疑に入ります。古谷太郎君。

2点御質問申し上げたい。

第 1点は、いま 14名の方が退職される。で、 1億 4，000万円。乙の職種別ですね、お医

者さんが何人で、看護婦さんが何人で、検査技師さんがどうとかわかりませんので、職種別を

お聞きいたしたし 10

第 2の問題、いま市立病院ではお医者さんが足りない。常勤のお医者さんが少なぐとも 2名

は足りないと言われております。ですから、ベッドが、ど乙の病院でも、ベッドは 100%以

上活用になるんです。大体、 90%以下なんていうととは考えられない。ととろが、お医者さ

んがいない。乙れはもう致命傷であって、どうしたって、ベッドの充足はできないわけであり

ます。せっかくベッドがある設備があっても、お医者さんがいなきゃできない。そ乙で、たま

たま市長は、先日、慶応大学医学部の医学部長さんのととろへ行かれた、という話であります。

おいでになった。院長とともに行かれて、補充のお医者さん、退職されるお医者さんのまず補

充をしなきゃいけない。どういうふうな相談したか。その結果はどうであったか。われわれは、
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非常にいいニュースを期待しているわけです。その状況をまず説明してもらいたい。

まず、補正予算について 2点お願いします。

0議 長 (石坂 勝 雄 君 ) 病院事務長。

0病院事務長(佐藤智春君) 退職者の 14名の内訳でございますけれども、医師が

2名、それから看護婦が 9名でございます。それから薬局が 1名、栄養士が 1名、それからボ

イラーが 1名、乙ういう内容で 14名でございます。

それから、つけ加えますけれども、乙の中で看護婦の 9名の内訳でございますけれども、 結

婚で 3名やめるという ζ とです。それから栄養士につきましても、結婚退職というととでござ

いまして、あとの看護婦につきましては、准看護婦でございまして、いわゆる正看護婦の方へ

進みたいという者が 3名ございます。それから残りの看護婦につきましては、今回の勧奨を受

けてやめられる、とういう乙とでございます。

0議長 (石坂勝雄君 )

0市長 (森 田喜美男君 〉

市長。

医師の定着を求めるとと、それから診療科目に、少なくも主

補正前は 187人が 179人で 8人減った、と書いである。 8人減ったというのは、 1 4人の

退職者を含まれてないんだろう、と私は思う。そこで、実際は 187人でも足りないのに、 8 

人加えると、乙れは二十何人。実際には何人足りなくなるんですか、職種別に見て。普通、完

全看護といいますか、やっていぐにはお医者さんが、あと、だから 2人もしお医者さんがやめ

りゃ4人いるわけですね、あと。そういうふうな乙とでとの表を見ると 8人当初予算の減額、

滅になっているわけですね。どうして ζ う人が市立病院は足りないのか。 というよりも実際に

は何人補充しなき ゃいけないのか、もしやめた場合ですね、やめたとき、全部。現実には何人

不足しているかわかります、事務局長、 179人で。

O議長(石坂勝雄君) 病院事務長。

0病院事務長 (佐藤智春君) いま病院の定数につきましては、 181名でございま

して、いま不足しているのは、医師の 2名分でございます。それから、乙とし 3月31日付を

もちまして、看護婦が 9名やめられるわけでございますので、いま、そのうちの 4名は、現実

に補充という形で 4月からは就職できる、という形でございまして、いま現実の問題といたし

まして、非常に苦労しているのは、看護婦の 6名分を、 5名、 6名でございますね、乙のと乙

ろをちょっといま苦労しているということでございまして、医師につきましては、院長の方で

いま考慮しているわけでございますけれども、私どもといたしましては、看護婦対策というと

とで、 6名の看護婦を何とか したい、乙んなように考えております。

0議長(石坂勝雄君〉 古谷太郎君。

任のお医者が、臨時の形でない動務形態が、一番病院運営上に理想とすると乙ろであります。

したがって、いままでの専門医師の定着の不安定の状態であっては因る、という乙とを絶えず

院長に指導してまいりましたが、必ずしも成果が上がりません。乙のたび、病院長が退職をし

て、後任の院長を迎えるととになりますので、乙の機会に、慶応病院の医学部として、関連病

院である日野市の医師の配置に責任を持っていただきたい、というお願いを現竹内院長並びに

後任に目される医師の方、その方は、いま国立病院の、埼玉、浦和でしょうか、国立病院の副

院長だ、というふうに紹介を受けております。少なくも、そういう公式の手続を経る乙とが、

後任を決めるためにも重要だと考えまして、 1日か 2日だったと思っております。ほんの借越

でございましたが、慶応大学の医学部の部長にお会いをして、その乙とをお願いをしてまいり

ました。できるだけ努力をする、というお話は伺いましたが、具体的に、人事の乙とにまで及

んでおりません。これから双方が誠意を持って協力のお願いをするという乙とだと考えており

ます。以上です。

O議長(石坂勝雄君) 古谷太郎君。

06番(古谷太郎君) 実は院長さん、おやめになる。お医者さんは足りない。乙れは

大変な問題で、管理者としては、非常な重大な乙となんです。ところが、補正予算を見ますと、

06番 (古谷太郎君〉

名になってますね。

O議長(石坂勝雄君) 病院事務長。

0病院事務長(佐 藤 智 春 君 ) 1 8 1名の定数でございます。病院職員の定数という

いま事務長は、 1 8 1名と言いましたけれども、乙れは 179

のは 181名でございます。いまの条例にございます定数。それで現在の数が 179名。医師

が 2人減ってる、医師の分が 2人分不足しているというととでございますので、看護婦は全ば

い、定数いっぱいにおるわけですから、 3月31日までは、乙の数で大丈夫だ、という乙とに

なるわけでございます。 4月以降のととを、いま申し上げたわけでございます。( rそうです

か、いいです」と呼ぶ者あり〉

0議長(石 坂 勝 雄 君 ) ほかに御質疑はありませんか。なければ乙れをもって質疑を終
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結いたします。

お諮りいたします。ただいま議題となっております本件については、委員会付託を省略いた

したいと思いますが、乙れに御異議ありませんか。

c r異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(石坂勝雄君) 御異議ないものと認めます。よって本件については、委員会付

託を省略するととに決定いたしました。

本件について御意見があれば承ります。なければ乙れをもって意見を終結いたします。

ζ れより本件について採決いたします。本件は原案のとおり決するに御異議あ りませんか。

c r異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(石坂勝雄君) 御異議ないものと認めます。よって議案第 14号、昭和 58年度

日野市立総合病院事業会計補正予算第 2号の件は、原案のとおり可決されました。

乙れより議案第 15号、昭和 58年度日野市受託水道事業特別会計補正予算第 2号の件を議

題といたします。

理事者から提案理由の説明を求めます。市長。

(市長登壇〕

O市長 (森田喜美男君〉 議案第 15号について提案の理由を申し上げます。

本議案は、昭和 58年度目野市受託水道事業特別会計補正予算第 2号であります。補正額は、

歳入歳出それぞれ 1億 88 9万 8，000円を減額し、歳入歳出予算の総額 を 10億 8，59 6万

2，000円とするものであります。

詳細につきましては、担当部長に説明いたさせますので、よろし〈御審議のほどお願いいた

します。

0議長(石坂勝雄君) 関係部長から詳細説明を求めます。水道部長。

0水道部長 (永原照雄君) まず御説明に入ります前にミスプリントがございますので

105ページをお開き願いたいと思います。一番最上段にあります排水の、下水道の方の排と

書いてありますけれども、一番下に書いてあります配るの方の配とお直し願いたいと思います。

どうぞよろしくお願いをいたします。

それでは受託水道事業特別会計補正予算第 2号でございます。乙の説明を申し上げます。

まず 95ページをお開き願いたい と思います。都の支出金、乙れは 96ページにありますと
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乙ろの委託金でございますけれども、乙れは歳出に見合う 1億 947万 8，000円の滅額でご

ざいます。次に諸収入の下水道の使用料、とれは下水道の使用料の徴収事務委託金でございま

して、 ζ れは 98ページにございますけれども、 58万円の増額で、その差し引きが1億 889

万 8，000円の減額でございまして、歳入歳出の予算総額は 10億 8，596万 2，000円とす

るものでございます。

次に 100ページと 101ページをお開き願いたいと思います。とれは歳出でございますが、

主なものといたしましては、浄水費と配水費のうち節 11の需用費の動力費をおのおの浄水費

で 800万円、配水費で 553万 7，000円を減額するというものが主なものでございまして、

その理由は、当初、日野増圧ポンプ場及び程久保浄水場の稼働の時期が、明確でございません

でしたので、例年どおりの計上をしたわけでございますけれども、 6月稼働開始いたしました

ので、配水量が少な〈て済むようになり、そのために動力費の減額をお願いするものでござい

ます。また、乙 れと関連いたしまして、目、 浄水費の薬品費、節 16の原材料費の薬品費でご

ざいますが、乙れまた配水量が少なぐなった関係で薬品を滅菌の必要がない というととでござ

いまして 155万1， 0 0 0の減額でございます。次にちょっと前後いた しますけれども、配水

費の 15、節 15の工事請負費 65 9万 4，000円の減額でございます。乙れは都道都市計画

道路2・2・6の工事が一部おくれまして、一部工事ができなかったという点、大体計画しま

したのが、 315メーターでございましたが、乙れが 262メートルより施工できませんでし

た。それとまた落川地区、万願寺地区内の区画整理事業の遺跡調査というようなととがござい

まして、工事を縮小せざるを得なかったというのが減額の理由でございます。

次に 104ページと 105ページをお開き願いたいと思います。水道改良費の節の 15、工

事請負費 1，209万 1，00 0円の減額でありますが、乙れが主なものでございます。乙れは多

摩平の浄水場の受配電設備改良の契約差金と、前にちょっと申し上げたわけでございますが、

管の布設工事を縮小いたしましたので消火栓の設置を必要といたしませんでしたので、減額を

するものでございます。次に水道建設費の節 15の工事請負費 5，87 1万 5，000の減額でご

ざいますが、乙れも万願寺の区画整理の関係、遺跡の関係で、減額をせざるを得ない。計画を

いたしましたのが、 4，940メートルでございましたけれども、実際にできましたのが、3，392

メートルでございます。

以上、簡単でございますが、御説明をいたしました。よろしく御審議のほどお願い申し上げ
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ます。

O議長(石坂勝雄君) とれより質疑に入ります。滝瀬敏朗君。

029番(滝瀬敏朗君) 工事の請負費で万願寺土地区画整理地内の遺跡調査による工

事ができなかった介、総額幾らになりますか。

0議長(石坂勝雄君) 水道部長。

0水道部長(永原照雄君) 金額でございましょうか。( i金額」と呼ぶ者あり〉少々

お待ち〈ださい。

区画整理関係でできなかったのが 4，028万 4，000円でございます。以上でございます。

O議長(石坂勝雄君) 滝瀬敏朗君。

029番 (滝瀬敏朗君) 4，028万 4，000円。聞くととろによると、 1億 5，00 0 

万〈・らいの工事ができなかった、乙ういうようなととを聞いているんですけれども、そんなと

とはないんですか。

0議長(石坂勝雄君) 水道部長。

0水道部長(永原照雄君) 1億円をオーバーするというような減額はいたしてない、

ということでございます。

0議長(石坂勝雄君) 滝瀬敏朗君。

02 9番(滝瀬敏朗君) どうもはっきりわかりませんので、後ではっきりした数字をt

ひとつお示しをいただきたいと思います。終わります。( i関連」と呼ぶ者あり)

0議長(石坂勝雄君) 古谷太郎君。

06番(古谷太郎君) ちょっと関連なんですが、水道管が被る。で、都市計画部長に

聞きたいんですが、下水道管はどのぐらい、減りますか、工事。さっき、あなたの方は説明なか

ったんですけど、減らないんで済むんですか。

0議長(石坂勝雄君) 都市整備部長。

0都市整備部長(結城邦夫君〉 お答え申し上げます。

万願寺の区域内の 58年度工事といたしましては、 1，000メーターを計画してございます。

で、乙れは現在その個所を遺跡調査を実施しております関係上まだ管の埋設の工事には入って

おりませんけれども、その分の経費としては、 5，000万でございます。とれは 59年度にそ

っくり繰越明許の手続をとって、遺跡調査が、たとえば今年度中に終了したら直ちにかかる、
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という手配をしてございます。したがいまして 1，000メータ 一分については、遺跡調査の関

連が終わりますと直ちに工事に入るという ζ とで、繰越明許でお願いしてございます。

0議長(石坂勝雄君) 古谷太郎君。

06番(古谷太郎君) そうすると約 1億円が上下水道でストップしてる、乙ういうふ

うに理解していいわけですね。 1億、いま、乙れ水道の方が約 5，00 0万、だから下水道は

5，000万、 1メートルもやってないんでしょ。 1メートルも施工してないわけですね。予算

だけはあるけど。だから約 1億円ストップした、してる。そうすると、いつ開始できるんです

か。調査終了次第なんて漠然とされたんじ ゃ、担当者は因るだろうと思う、特に区画整理の利

害関係者。いつ工事ができるか、水道の方もいつできるか教えてもらいたい。

0議長(石坂勝雄君) 都市整備部長。

0都市整備部長(結城邦夫君) おお答え申し上げます。

遺跡調査が完了次第というととで、現在遺跡調査会並びに団の方ととの調査につきまして、

いままで鋭意検討してきたわけでございます。乙の工事は、約 1，000メーターでございます

が、腕工個所の状況等を考えますと、その道路、現在もうすでに舗装はしてございませんけれ

ども、道路ができてございます。したがいまして、その所は、残土搬入だとか、工事の工事車

両が現在通過しておりますので、それに支障のないように工事をそれぞれ進めていきたい、と

いうふうに考えておるわけでございます。

したがいまして、私ども工事に着手いたしますれば、遺跡の方が完全に終わっておれば、管

の埋設の深さは 1メータ -60でございますので、さほど掘らなくて済むわけでございます。

したがいまして、調査関係が終了しましたら、大体 3カ月ないし 4カ月で工事は完了する予定

でございます。 ( iだから、いつかと聞いている」と呼ぶ者あり〉 遺跡調査関係が、いま進

めておる関係上、遺跡調査については、やはり掘ってみないとちょっとわからん、という問題

もございます。(笑声)したがいまして、できるだけ早〈私どもはやっていただしというと

とでお願いしてございます。以上でございます。

0議長(石坂勝雄君) 水道部長。

0水道部長(永原照雄君) お答えいたします。

都市整備部長もおっしゃっておりますように、やはり遺跡というのがありますので、先ほど

も小山次長とも打ち合わせたんですが、なるべく早くやっていただいて、来年度は少なくとも
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目的を達成したい、というやに考えておりますので、よろしぐお願いしたいと思います。

0議長(石坂勝雄君)

08番(馬場弘融君)

ほかに御質疑はありませんか。馬場弘融君。

先ほどの、下水道のときにもそうだったんですけれども、とも

かし遺跡調査をやっているからできませんでした、というふうな弁解といいますか、それが

非常に多いんですね。で、文化財保護法に基づ〈遺跡調査でありますけれども、とれ前からや

っているわけですね。何も法律が突然変わったわけではない。当然乙ういうととはあるであろ

う、という想定のもとに当初予算が組まれていると思うんです。どうして乙ういうふうに何か

ら何まで遺跡調査があって乙ういうわけでできませんでした、ということになってしまうのか。

市長ですね、たとえばとういった乙とは、もし日野市だけでな〈て、あち乙ちの自治体でみ

んな困っているならば、市長会とか、そういうと乙ろで話題になって働きかけをするとか、そ

ういうような動きはないんですか。そうしないと、いまのお話を伺ってますと、乙れからやる

所すべてがまた遺跡調査会、遺跡調査をするために何もできない、というととが出てくると思

うんです。何をやっても遺跡調査です。それが理由になってしまいます。そういうと乙ろで、

市長何か抜本的な対策を講じるために、国の方にお願いをするとか、そういうふうなことは市

長会等で話し合いをする、あるいは、そういう意向があるかどうか、ぜひ市長のお考えを伺い

たいと思います。

0議長(石坂勝雄君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 遺跡調査に関する法律は、たしか 51年だと思っております

が、大変大幅に変化、変更されております。そのために、包蔵地と指定される地域については、

調査を経なければ開発工事等の事業を進めてはならない、というか、あるいは逆に調査後にや

りなさい、とういうたてまえになっております。そして、一方に、調査能力を持つ、調査を担

当するいわゆる考古学者の、あるいは、それに近い勉強した能力を持つ方というのは、きわめ

て養成されてない、そういうととで、各市、一一関西のやり方と、関東のやり方と少し違うよ

うでありますが、関西はどちらかとし、いますと、何改調査と称して、特定の関西では包勝也がありますから

とれに対しては非常に入念に行われ今一樹句な開発事業等については、いわゆる行政調査という言われ方を

しております。それから、東お丘郊関東の場合には、一蜘句に物信用査とし、う書、方が用、られるわけで

ありまして、つまり、専門職の方々が、各大学等の専門職の方面に、調査~長でありますとか、そうし、う権

威のあるととろに依頼をし、できるだけの調査努力はなされておりますけど、量的にも能力に
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欠ける点がある。乙れはもう各市共通であります。そのために、事業がおくれがちという乙と

で、大きな悩みになっております。

そのために、東京都自身が、すでに大変困惑をしておりますが、たとえばニュータウンの調

査は、ある時期には 100年かかるだろうと 言われていたのを、専門家グループ、つまり調査

遺跡調査セ ンターといいますか、そういうと乙ろで、ある程度の能力を集中して進めつつあり

ます。

したがって、われわれも都にそういうりっぱなセンターを、能力のあるセンターをつぐって

もらって、そ ζ に、そ乙から 派遣をしてもらい、 依頼をしたい という 考え方はありますが、都

にもまだそとまでの能力を持ち得ておりません。市長会、あるいろ、いろいろな組織におきま

して、国に対しても、もっと調査を、 言わば簡略化してほしい、集中調査をすべき点は、じっ

〈り時間をかける。しかし、その他一般的な共通の問題につきましては、なるべ〈簡素化し

てもらう、乙ういうふうに要請はしていますけど、学術側から 言いますと、なかなかそとまで

も理解されるまでには至っておりません。本当に困った状況でございまして、乙れは‘どうし

ても 大きな政治力も発揮していただいて、法の整備をぜひお願いをしたい。乙の乙とを、絶え

ず市長会等で主猿をいたしておると ζ ろでございます。

いつも言いわけに、文化財の調査の進度の思うようになりませんために、それが制約条件に

なっていくという乙とは、果たして、 社会生活にいろいろと論議はあるわけであります。いず

れが重要か、という論議はありますけど、われわれも、やっぱり文化財も尊重し、現実の事業

も促進をする。両面で事が成り立つように、いろいろな体制づ〈りにもっと強化をしなければ

なりません。人 1人得るのもなかなか大変な状況でございますので、全〈困惑をしておるとこ

ろでございます。しかし、ようや〈徐々にそういう力量もつきつつありますので、今後より促

進し、能率化して事業に支障のないようにしたい、というのが一番大きい願いであります。以

上です。( I関連」と呼ぶ者あり)

0議長(石坂勝雄君) いいですか、馬場弘融君。古賀俊昭君。

01 8番(古賀俊昭君 ) いま市長が関西のやり 方と、それと関東のいま現在われわれ

がやっております方法と比べて、何か関西の行政調査という方法が非常に行政側にとってはい

いというようなニュアンスにとれるお話をいまなさっ たんですが、乙れは監督官庁であります

文化庁が、同じく文化財保護に基づいて、遺跡調査に関しては、全国同じような形で指導して
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いると思うんですね。いま、関西と関東の方で行政の対応が違うというととであれば、そのよ

うな方式を具体的に提言なさって、日野市でも取り入れて進めていぐように、そういうふうな

一つの働きかけというものをおやりになったらどうなんでしょうか。ただ、工夫をするという

ことでな〈て、現実に関西の方の方法がいいというふうにお考えでしたら、ひとつその方法を

具体的に検討なさって、取り入れておやりになったらいかがでしょうか。

0議長(石坂勝雄君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 大きく取り組み姿勢について介け方をすれば、いまのような

学術調査、あるいは行政調査、行政調査というのは、つまり当面の事業が進行するからして、

そのためのなるべ〈工事に合わせる、事業に合わせる調査というやり方でありますし、学術

査というのは、文化財そのものを学術的に広〈、深 〈調査をする。乙ういう性格があるわけで

ありまして、それらの判断を決定するのも学者自身である。とういうまた一面もあるやに聞い

ております。私どもの地域で、だんだん事業に合わせて調査を促進してもらおうという方法は、

だんだん行政調査に近づきつつある、乙のように理解をいたしております。また、そういう能

率化という意味で、学界もまた行政も、行政というのは文化庁でありますが、合意できるよう

に、そういう面からの促進も大変重要だ、乙のように思います。なお、今後も努力をいたすべ

き大きい課題でございます。

0議長(石坂勝雄君)

結いたします。

ほかに御質疑はありませんか。なければこれをもって質疑を終

お諮りいたします。ただいま議題となっております本件については、委員会付託を省略

したいと思いますが、乙れに御異議ありませんか。

C I異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(石坂勝雄君) 御異議ないものと認めます。よって本件については、委員会付

託を省略する乙とに決定いたしました。

本件について御意見があれば承ります。なければ乙れをもって意見を終結いたします。

乙れより本件について採決いたします。本件は原案のとおり決するに御異議ありませんか。

C I異議なしJと呼ぶ者あり)

0議長(石坂勝雄君) 御異議ないものと認めます。よって議案第 15号、昭和 58年

度目野市受託水道事業特別会計補正予算第 2号の件は、原案のとおり可決されました。
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とれより議案第 16号、昭和 58年度目野市農業特別会計補正予算第 3号の件を議題といた

します。

理事者から提案理由の説明を求めます。市長。

〔市長登壇〕

O市長(森田喜美男君) 議案第 16号について提案の理由を申し上げます。

本議案は、昭和 58年度目野市農業共済事業特別会計補正予算第 3号であります。補正予定

額は、収益的収入支出それぞれ 10万 3，000円を追加し、収益的収入支出の予定総額を

2，372万 8，000円とするものであります。

詳細につきましては、担当部長に説明いたさせますので、よろしぐ御審議のほどお願いいた

します。

。議長(石坂勝雄君) 関係部長から詳細説明を求めます。生活環境部長。

0生 活環境部長 (坂本金雄君) 議議案第 16号、昭和 58年度日野市農業共済事業特

別会計補正予算第 3号につきまして御説明をいたします。

ページ 111ページをお開き願います。今回お願いをいたします補正予算は、業務勘定の補

正でございまして、先ほど市長からの提案理由のように 10万 3，000円をお願いするもので

ございます。収入につきましては一般会計補助金を 27万 7，000円減額をいたします。支出

につきましては第 1項、事業費用、第 1目、一般管理費で給料、手当等の増額、そのほかは決

算を控えての計数整理でございます。

よろしく御審議のほどお願い申し上げます。

0議長(石坂勝雄君)

たします。

これより質疑に入ります。なければ乙れをもって質疑を終結い

お諮りいたします。ただいま議題となっております本件については、委員会付託を省略いた

したいと思いますが、乙れについて御異議ありませんか。

C I異議なし」と呼ぶ者あり)

0議長 (石坂勝雄君) 御異議ないものと認めます。よって本件については、委員会付

託を省略する乙とに決定いたしました。

本件について御意見があれば承ります。なければ乙れをもって意見を終結いたします。

ζ れより本件について採決いたします。本件は原案のとおり決するに御異議ありませんか。
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c r異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(石坂勝雄君) 御異議ないものと認めます。よって議案第 16号、昭和 58年

度目野市農業共済事業特別会計補正予算第3号の件は、原案のとおり可決されました。

とれより議案第 17号、昭和 58年度日野市老人保健特別会計補正予算第 2号の件を議題と

いたします。

理事者から提案理由の説明を求めます。市長。

(市長登壇〕

O市長 (森田喜美男君) 議案第 17号について提案の理由を申し上げます。

本議案は、昭和 58年度日野市老人保健特別会計補正予算第 2号であります。補正額は歳入

歳出それぞれ 5億 2，759万 6，000円減額し、歳入歳出予算の総額を 21億 8，844万円と

するものであります。

詳細につきましては、担当部長に説明いたさせますので、よろし〈御審議のほどお願いいた

します。

0議長 (石坂勝雄君) 関係部長から詳細説明を求めます。福祉部長。

0福祉部長(高野 隆君) 議案第 17号、昭和 58年度日野市老人保健特別会計補正

予算について御説明申し上げます。

119ページにございますように、当初予算 27億 1，603万 6，000円に対しまして、今

回 5億 2，7 5 9万 6，000円を減額補正し、 21億 8，844万円の予算を 歳出歳入ともにお

願いをする次第でございます。

まず 120ページ、 121ページをお開き願います。歳入でございます。医療費交付金、当

初におきましては、医療費の見積額、東京都の指導によりまして、 5 8年の 2月に老人医療に

ついては出発いたしました関係で、余り経験を持ちませんでございましたので、 若干多目な予

算を、当初 27億余の予算を計上いたしました。 その後に、実際には 21億 4，561万6，000

円の基金の指導から医療費を積算いたしまして、乙れによりましてその 7割をと乙に計上いた

しております。 2の審査支払い手数料につきましても同様な理由によりまして今回 11 8万

4，000円の減額をいたすものでございます。

次に 122ページ、 123ページの国庫支出金、国庫負担金について御説明を申し上げます。

乙れにつきましても、国の負担額 20%でございますけれども、当初の算定によりますと、 27
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億 11 2万円の医療費の積算に対します計上を 20%、それの 20%を計上いたしましたけれ

ども、今回の減額によりまして、 21億 5，46 7万 1，000円の 20%をととに計上いたしま

して、減額といたしましては 1億 92 9万円の減額という乙とでございます。

124ページ、 125ページでございますが、民生費の都の負担金でございますけれども、

乙れもやはり医療費の 5%の東京都の支出の金額が滅額になっておりますので、 ζ 乙に 2，732

万 3，000円を滅額というととで計上いたしております。

1 2 6ページ、 127ページにつきましても、一般会計の繰入金でございます。 ζ れにつき

ましては医療費の積算によります 5%を市が負担するものでございますけれども、当初の総額、

総医療費の金額の積算から減少いたしました関係で、ととに減額 19 1万 9，00 0円をいたす

ものでございます。

次に 128、 129ページにおきましては、預金利子でございます。

次に歳出に移ります。

130ページ、 131ページの医療諸費の医療諸費でございますけれども、医療給付費につ

きましても、先ほど申しましたような補正前の見積額、乙れに対しまして、医療費の総計が当

初見積もりよりも少のうございましたので、乙乙で減額をいたすものでございます。医療費の

給付費につきましては、当初 3万 9，545円が 1件当たりの金額として積算をいたしましたけ

れども、実際には 1人当たりの、 1件当たりの金額は 3万 2，805円という額になっておりま

す。 2の医療費支給費につきましても同様に医療費全体が少なくなったために、今回減額をい

たすものでございます。 3の審査手数料も総医療費の減額によるものでございます。

次に 132、 13 3ページでございますけれども、一般会計の繰出金でございますが、これ

につきましでも、総医療費の減によりまして、当初繰入金として見込んだものが、その後に少

なくなりましたので、その差額301万2，000円を一般会計の繰入金として精算をするものでござし、ます。

1 3 4ページの予備費でございますけれども、乙れは、 57年度の医療費の総計が減ってき

た関係で精算金還付をするために予備費をととで補正するものでございます。

以上よろしく御審議をお願いいたします。

0議長(石坂勝雄君) 乙れより質疑に入ります。川嶋博君。

014番(川嶋博君 ) 1 1 9ページ、国庫支出金 1億 900万。都支出金 2，70 0 

万。乙れは国や都の行政改革によって乙の額が減額されたのか。乙の件につきましては、福祉
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部長から細かい説明がありませんでしたので、との際、お聞きしたいと思います。

O議長(石坂勝雄君) 福祉部長。

0福祉部長(高野 隆君) 御質問の、行革によるものかどうかという ζ とでございま

すけれども、乙れは全〈関係ございません。乙れは、当初の予算の見積額が多過ぎた、という

ことだけでございまして、実際には、それよりも下回った、という乙とでございます。( I了

解」と呼ぶ者あり)

0議長(石坂勝雄君) 古谷太郎君。

06番 (古谷太郎君) 説明でよくわかんない点があるので、まずお聞きしたい。繰

入金は医療費の 5%である。乙ういうふうに部長は言われました。 5%ならば、 21億8，000

万の 5%ですから 1億ちょっとです。と乙ろが、乙れには、乙の予算は 1億 3，41 3万2，000

円、乙うなっている。 5%で乙れの 27億予定した医療費が 21億に済んだわけですから、少

なぐとも、 1，000万以上減らなきゃおかしいんです。乙れはどういうわけだか、第 1点。

第 2点は、老人保健医療費を国民保険会計から出してます。今度の 7億 1，971万 3，000

円、国保会計から拠出しているわけであります。私は.とれだけ大きしこれ日野だけのケー

スじゃなくて計算の過ちであった、という先ほど加藤部長の説明にあったので 、 乙の 7億

1，000万がもっと減らなきゃおかしいんじゃなかろうか。 2割減ってるわけです。計算が 2

割多〈、約2割余分に計算間違いがあったとするなら、当初予算 7億 2，500万ですから、も

っと減っていいんじゃないんですか、拠出金が、老人医療のですね。その点、乙の 2つの問題、

これ歳入と支出の問題ですが、もう一つ聞きたいんです。

先ほども、計算の過ちである、という乙とを福祉部長は言っておった。当初の見通しの過ち

ですか。そうするとこの 27億と見た医療費が 21億 8，000万で済んだんですが、済むわけ

ですが、 21億 8，00 0万程度が正常なのかどうか、乙れからも。乙とし、何か特殊な場合で、

かぜがはやらなかったとか、何か乙としだけは 21億で済んだんだけど、普通にいけば、もっ

と27億かかるんですよ、というんじゃないと思うんだよ。 27億というのは計算違いという、

乙れは加藤部長も福祉部長も言っておったんですから、大体日野の老人医療、老人の方々の医

療費は 21億程度で、前後である。こういうふうに理解していいかどうか。以上、 3点。

0議長(石坂勝雄君) 福祉部長。

0福祉部長(高野 隆君) まず第 1点の御質問の 12 6ページ、 1 2 7ページにござ
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いますけれども、一般会計の繰入金でございますが、御指摘のように総医療費の 5%でござい

ますと、当然 1億 873万 3，000円という乙とでございます。ただ、やはり乙れだけではご

ざいませんので、基金から、基金で積算をいたしましたものを、市で実際にはじき出した金額

よりも、若干下回っているという数字も ございますので、とれにつきましては、基金の不足分

といたしまして、 2，033万 8，000円をとれに加えております。さらに国の積算によります

不足介 400万。東京都の積算によります、東京都と市の積算の誤差といいますか、との関係。

それから 予備費。 乙れはそれぞれ医療費の積算が基金 と、それから国と東京都と市と、それぞ

れが若干積算の基準を、数字が違っております。その誤差をと乙に全部集積いたしまして、補

正、一般会計の繰入金という形で出しております。したがって、 5%より 若干上回っておると

いう乙とでございますので、乙の点については御理解願いたし 1と思います。

それから第 2点の、国保からの繰出金が 7億 1，00 0万という乙とはどうなっているか、と

いうことでございますけれども、過去各保険者から老人医療については拠出していただいたも

のを、基金の方に全部プールいたしまして集めまして、それを総医療費の 7%掛けしたものを

基金から各老人医療会計に繰り込んでくる、乙ういう乙とで老人医療の会計というのが成り立

っておりますので、国保の関係では、 7億 1，000万基金の方へーたん出しまして、それをプ

ーノレいたしたものを、またほかの健保からも出したものを集めました金が、実際には基金から

の歳入という形で出てきておる、という乙とでございますので、その中には国保からの繰出金

が含まれている、というごあいに御理解願えればよろしいんじゃないかと思います。

先ほど、ちょっと 20%近〈が当初から減っているんじゃないか、というととでございます

けれども、乙れは確かに約 17、 8%の減額が、当初の予算からいたしておりますが、乙れは

当初の見込んだ数字が、経験不足から若干多うございま した。乙れは、実際には 17%近くが

少なくて済んだわけでございますけれども、今後も恐ら〈大体これが基準になってい〈だろう、

というごあいに考えておりますので、来年度からは 1年間の 58年度の 1年間の実績を踏まえ

まして、乙れを積算の基準にしていきたい、というぐあいに考えておる次第でございます。以

上でございます。

0議長(石坂勝雄君)

06番 (古谷太郎君)

よろしいですか。古谷太郎君。

それなら部長、最初からただ 5%なんて、鼻でくくったような

説明はしない方がいい。だれだってそう思うんです。 5%、医療費の 5%。変に思わない方が
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おかしい。質問しない方がおかしいんです。

それから加藤さんの方の 7億ですが、医療費が計算より少なかった。そうすると、との基金

が残るわけだ。そういう計算になる、というふうに理解していいわけですね。基金というのは

国一一厚生省か何か知らんけど、老人医療支払い基金というわけですね。そとへ 7億 1，000

万振り込んだ、振り込むわけでしんだから計算違いなら下がるわけだ、基金が余るわけだ。

そういうふうに、理解していいわけですね。国の方の支払い基金に 27億予定したのが、 21 

億で済んだわけですから、基金の計算の大もとになっている介は、厚生省の方で多目に見てい

た、というふうに理解していいんじ ゃなかろうか。だから国民保険からの繰出金 7億 1，000

万は、いずれは ζ の状態でいくと、だんだん減って〈るだろう、というふうに私は期待してい

るんですが、そういうふうに理解、違うんですか。

0議長(石坂勝雄君 ) 市民部長。

0市民部長 (力lJ藤一男君) ただいまの御質問は、先ほど御審議をいただきました 7

億 1，971万 3，000円の拠出金は余るんではないか、という御質問でございます。

先ほど私も申し上げましたように、 592万 1，000円がいわゆる基金の方から減額してま

いりましたので、ととに基金繰出金を、いわゆる拠出金を減額するものである、という説明を

させていただきました。社会保険診療報酬支払い基金というのが、東京の池袋にございますけ

れども、その方で積算をし、私どもの国保の 70歳以上のお年寄りのいわゆる拠出金は、 乙れ

乙れですという積算をしてまいるわけでございます。それによって支出をいたします。で、 3

年後に当然精算をいたします。( ，なるほどJと呼ぶ者あり 〉ですから、過不足は生ずるおそ

れがございます。足りなければ、支払わなければならない。余れば、減額をするという形にな

ると思うんです。( ，3年後Jと呼ぶ者あり )

0議長(石坂勝雄君) ほかに御質疑はありませんか。なければとれをもって質疑を終

結いたします。

お諮りいたします。ただいま議題となっております本件については、委員会付託を省略いた

したいと思いますが、乙れに御異議ありませんか。

c ，異議なしJと呼ぶ者あり〕

0議長(石坂勝雄君) 御異議ないものと認めます。よって本件については委員会付託

を省略することに決定いたしました。
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本件について御意見があれば承ります。なければとれをもって意見を終結いたします。

乙れより本件について採決いたします。本件は原案のとおり決するに御異議ありませんか。

c ，異議な し」 と呼ぶ者あり〉

0議長(石坂勝雄君 ) 御異議ないものと認めます。よって議案第 17号、昭和 58年

度目野市老人保健特別会計補正予算第 2号の件は、原案のとおり可決されました。

本日の日程はすべて終わりました。

本日 はこれをもって散会いたします。

午後 10時 1分散会
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3月 6日 火曜日 (第 2日)
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午前 11時 1分開議

0議長 (石坂勝雄君〉 本日の会議を開きます。

ただいまの出席議員 28名であります。

お諮りいたします。議事の都合tとより暫時休憩いたしたいと思いますが、乙れに御異議あり

ませんか。

C I異議な し」と呼ぶ者あり〕

0議長 (石坂勝雄君〉 御異議ないものと認めます。よって暫時休憩いたします。

午前 11時2分休憩

午後 4時 53分再開

0議長 (石坂勝雄君〉 休憩前に引き続き会議を開きます。

お諮りいたします。本日はこの程度にとどめ延会いたしたいと思います。乙れに御異議あり

ませんか。

C I異議な しJと呼ぶ者あり〕

0議長(石坂勝雄君) 御異議ないものと認めます。よって本日はこれにて延会するこ

とに決しました。

本日の未了日程は明日の日程といたします。

本日は 乙れにて延会いたします。

午後 4時 54介延会
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水道部長 氷 原 照 雄 君 病院事務長 佐 藤 矢出口 春 君 日程第 10 日野市消防委員 (議会選出〉の選任について

教 コ同民 長 長 沢 一 直B 君 教 育次 長 LlJ 哲 夫 君

本日の会議に付した事件

会議に出席した議会事務局職員の職氏名 なし

局 長 田 屈メ，，_
局 光 君 次 長 ~ム三J 沢 代 =口ヒ 君

書 記 栗 原 フささロ芸 次 君 書 記 萩生田 営a 司 君

書 記 平 )11 雅 ヲム 君 書 記 谷 野 省 君

書 記 串 田 平 ;f日 君

速記委託先 住所 東京都立川市暗町一丁目 10の 3

立川速記者養成所 所長 関根雪峰

速記者 川久保友子君

議事日程

昭和 59年 3月 7日(水 〉

午 前 10 時 開 議

(選挙 。選任〉

日程第 1

日程第 2

日野市議会常任。特別委員会委員の選任について

昭和 59年度目野市議会一般 。特別会計予算特別委員会設置及び委員の選任に

ついて
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午前 10時9分開議

0議長(石坂勝雄君) 本 日の会議を開きます。

ただい まの出席議員 24名であります。

お諮りいたします。議事の都合により 暫時休憩いたしたい と思いますが、乙れに 御異議あり

ませんか。

C I異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長 〈石坂勝雄君 〉 御異議ないものと認めます。 よって暫時休憩いた します。

0議長 (石坂勝雄君〉 休憩前に引き続き会議を開きます。

午前 10時 10分休憩

午後 4時 53分再開

お諮りいたします。本日はこの程度にとどめ延会いたしたいと思います。乙れに御異議あ り

ませんか。

C I異議なしJと呼ぶ者あり〕

0議長 〈石坂勝雄君) 御異議ないものと認めます。よって本日はとれKて延会する乙

とに決しました。

本日の未了日程は明日の日程といたします。

本日は乙れにて延会いたします。
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午後 4時 54分延会
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昭和 5 9 年

第 1回定例会
日野市議会会議録

3月 8日 木曜 日 (第 4日)

出 席 議員 ( 3 0名〉

1番 橋 本 文 子 君 2番

3番 {実 昭 光 君 4番

5番 谷 長 君 6番

7番 ，馬 場 繁 夫 君 8番

9番 高 橋 徳、 次 君 1 0番

1 1番 一 ノ 瀬 隆 君 1 2番

1 3番 鈴 木 美奈子 君 1 4番

1 5番 飯 LLJ 茂 君 1 6番

1 7番 皇 )11 重 憲、 君 1 8番

1 9番 市 )11 資 君 2 0番

2 1番 名古屋 史 虫B 君 2 2番

2 3番 米 沢 照、 男 君 2 4番

2 5番 大 柄 保 君 2 6番

2 7番 奥 住 芳 雄 君 2 8番

2 9番 滝 瀬 敏 朗 君 3 0番

欠 席 議 員 (な し〉
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(第 5号〉

福 島 敏 雄 君

μl 良 '悟 君

古 谷 太 J!!s 君

，馬 場 ミi、 融 君

3責 野 行 w 君
ヰ反 垣 ー正 男 君

)11 向車 博 君

夏 井 明 男 君

古 賀 俊 昭 君

藤 林 理一郎 君

竹ノ上 武 俊 君

中 山 基 昭 君

秦 正 君

石 坂 勝 雄 君

伊""司 橋 通 夫 君



説明のため会議に出席した者の職氏名 日程第3 東京都 11市競輪事業組合議会議員の選挙について

市 長 森 田 喜 美 男 君 日程第 4 東京都4市競艇事業組合議会議員の選挙について

助 役 赤 松 行 雄 君 収 入 役 力日 藤 直B 君 日程第 5 南多摩東部共立病院組合議会議員の選挙について

企画財政部長 前 田 雅 夫 君 総務部長 伊 藤 正 士口士= 君 日程第 6 東京都三多摩地域廃棄物広域処分組合議会議員の選挙について

市民部長 力日 藤 男 君 生活環境部長 坂 本 金 雄 君 日程第 7 東京都市廃棄物処介地管理組合議会議員の選挙について

清掃部長 大 貫 松 雄 君 都市整備部長 結 城 邦 夫 君 日程第 8 東京都市交通災害共済組合議会議員の選挙について

建設 部長 中 村 ケロ 助 君 福 祉部 長 f区官コ司 野 隆 君 日程第 9 日野市農業委員会委員の推せんについて

水道部長 刀く 原 照 雄 君 病院事務長 佐 藤 矢日口 春 君 日程第 10 日野市消防委員(議会選出〉の選任について

教 育 長 長 沢 虫E 君 教 育 次 長 LlJ 哲 夫 君 ιミ3z?:J 追加日程第 1 議長辞職について

会議に出席した議会事務局職員の職氏名

局

書

長田倉高光君 次 長岩沢代吉君

本日の会議に 付した事件

追加日程第 1

記栗原莞次君 書 記萩生田富司君

書
「戸
Uz=口 平川 雅弘 君 書

「

JIu--=ロ
谷 野 省 刃

書 記串田平和 君

速記委託先 住所 東京都立川市曙町一丁目 10の 3

立川速記者養成所 所長 関根雪峰

速記者 小野口純子君

議事日程

昭和 59年 3月 8日(木 〉

午 前 10 時開 議

(選挙。選任〉

日程第 1

日程第2

日野市議会常任。特別委員会委員の選任について

昭和 59年度日野市議会一般。特別会計予算特別委員会設置及び委員の選任に

ついて
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午前 10時 17分開議

0議長 (石坂勝雄君〉 本日の会議を開きます。

ただいまの出席議員 29名であります。

お諮りいたします。議事の都合により暫時休憩いたしたいと思いますが、乙れに御異議あり

ませんか。

( i異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(石坂勝雄君) 御異議ないものと認め、暫時休憩いたします。

0副議長(大柄保君〉 休憩前に引き続き会議を開きます。

午前 10時 18介休憩

午後 4時 40分再開

お諮りいたします。議長石坂勝雄君から議長の辞職願いが提出されております。

ζ の際、議長辞職の件を日程に追加し、議題とするとと K御異議ありませんか。

( i異議なしJと呼ぶ者あり〕

0副議長(大柄 保君〉 御異議ないものと認めます。よって、との際、議長辞職の件

を日程K追加し、議題とする乙とに決しました。

お諮りいたします。石坂勝雄君の議長辞職を許可すること K御異議ありませんか。

( I異議なしJと呼ぶ者あり〕

。副議長(大柄 保君) 御異議ないものと認めます。よって、石坂勝雄君の議長辞職

の件は許可する乙とに決定いたしました。

お諮りいたします。本日の会議はとの程度にとどめ延会い乙したいと思います。乙れK御異

議あつませんか。

( i異議なしJと呼ぶ者あり〕

0副議長 (大柄 保君〉 御異議ないものと認めます。よって本日は乙れにて延会する

乙とに決しました。

本日の未了日程は明日の日程と いたします。

本日はとれKて延会いたします。
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午後4時 42分延会



3月 9日 金曜日 (第 5日)

-164-



昭和 59 年

第 1回定例会
日野市議会会議録

3月9日 金曜日 (第 5日)

出 席議員 ( 3 0名)

1番 橋 本 文 子 君 2番

3番 俣 昭 光 君 4番

5番 谷 長 君 6番

7番 ，馬 場 繁 夫 君 8番

9番 高 橋 宝l'まt与五、 次 君 1 0番

1 1番 一ノ瀬 隆 君 1 2番

1 3番 鈴 木 美奈子 君 1 4番

1 5番 飯 山 茂 君 1 6番

1 7番 豆主 JII 重 憲 君 1 8番

1 9番 市 JII 資 君 2 0番

2 1番 名古屋 史 E!s 君 2 2番

2 3番 米 沢 照 男 君 2 4番

2 5番 大 柄 保 君 2 6番

2 7番 奥 住 芳 雄 君 2 8番

2 9番 滝 瀬 敏 朗 君 3 0番

欠 席 議 員 (な し)
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(第 6号)

宇高 島 敏 雄 君

山 良 '悟 君

古 谷 太 虫E 君

J罵 場 弘 融 君

鎮 野 行 雄 君

板 垣 正 男 君

JII 向島 十専 君

夏 井 明 男 君

古 賀 俊 昭 君

藤 林 理一郎 君

竹ノ上 武 俊 君

中 山 基 昭 君

秦 正 君

石 坂 勝 雄 君

I笥 橋 通 夫 君



説明のため会議に出席した者の職氏名 ついて

市 長 森 国 喜 美 男 君 日程第4 東京都 11市競輪事業組合議会議員の選挙について

助 f又ハ4 赤 松 行 雄 君 収 入 役 力日 藤 虫E 君 日程第 5 東京都4市競艇事業組合議会議員の選挙について

企画財政部長 前 田 雅 夫 君 総務 部長 伊 藤 正 亡ロと 君 日程第 6 南多摩東部共立病院組合議会議員の選挙について

市民部長 力日 藤 男 君 生活環境部長 坂 本 ノ~ 雄 君 日程第 7 東京都三多摩地域廃棄物広域処分組合議会議員の選挙について

清掃 部 長 大 貫 松 雄 君 都市整備部長 結 城 邦 夫 君 日程第 8 東京都市廃棄物処分地管理組合議会議員の選挙について

建設部長 中 村 ソ-s-コじ 助 君 福祉部長 f'司2 野 隆 君 日程第 9 東京都市交通災害共済組合議会議員の選挙について

水道部長 水 原 照 雄 君 病院 事務長 佐 藤 智 春 君 日程第 10 日野市農業委員会委員の推せんについて

教 コ円民 長 長 沢 虫E 君 教育次 長 山 哲 夫 君 (;.  s j 日程第 11 日野市消防委員(議会選出)の選任について

会議に出席した議会事務局職員の職氏名 本日の会議に付した事件

局 長 田 倉高 君光 次 長 岩沢代 士
口 君 なし

書 記 栗 原莞 次君 書 記 萩生 田富 司君

記谷野省三君書 記平川雅弘君 書

書 記串田平和君

速記委託先 住所 東京都立川市曙町一丁目 10の 3

立川速記者養成所 所長 関根雪峰

速記者 田辺雅子君

議事日程

昭和 59年 3月9日(金)

午 前 10 時 開 議

(選挙 ・選任)

日程第 1

日程第 2

日程第 3

日野市議会議長選挙について

日野市議会常任・特別委員会委員の選任について

昭和 59年度日野市議会一般 ・特別会計予算特別委員会設置及び委員の選任に
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午前 10時 23分開議

0副議長(大柄保君〉 本日の会議を開きます。

ただいまの出席議員 29名であります。

お諮りいたします。議事の都合により暫時休憩いたしたいと思いますが、これに御異議ござ

いませんか。

c r異議なし」と呼ぶ者あり 」

0副議長(大柄 保君) 御異議ないものと認め、暫時休憩をいたします。

午前 10時 24分休憩

午後 4時 51分再開

0副議長(大柄保君) 休憩前に引き続き会議を開きます。

お諮りいた します。本臼は、この程度にとどめ延会いたしたいと思います。これに御異議

ありませんか。

c r異議な し」と呼ぶ者あり〕

0副議長(大柄 保君) 御異議ないものと認めます。よって本日はこれにて延会する

ことに決しました。

本日の未了日程は 12日の日程といたします。

本日はこれにて延会いたします。

午後 4時 52分延会
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昭和 59 年

第 1固定例会
日野市議会会議録 (第 7 号)

3月12日 月曜日 (第 6日)

出 席 議員 ( 3 0名)

1番 橋 本 文 子 君 2番 島 敏 雄 君

3番 {美 昭 光 君 4番 LLJ 良 '悟 君

5番 谷 長 君 6番 古 谷 太 良E 君

7番 ，馬 場 繁 夫 君 8番 ，馬 場 ヲλ 融 君

9番 高 橋 徳、 次 君 1 0番 領 野 行 部: 君

1 1番 一 ノ 瀬 隆 君 1 2番 ヰ反 垣 ー正 男 君

1 3番 鈴 木 美奈子 君 1 4番 )11 向島 博 君

1 5番 飯 UJ 茂 君 1 6番 夏 点: 明 男 君

1 7番 里 )11 重 憲 君 1 8番 古 賀 俊 昭 君

1 9番 市 )11 資 君ー 2 0番 藤 林 理一郎 君

2 1番 名古屋 史 ss 君 2 2番 竹ノ上 武 俊 君

2 3番 米 沢 照、 男 君 2 4番 中 山 基 昭 君

2 5番 プミ 柄 保 君 2 6番 秦 正 君

2 7番 奥 住 芳 雄 君 2 8番 石 坂 勝 雄 君

2 9番 滝 瀬 敏 朗 君 3 0番 高 橋 通 夫 君

欠 席 議 員 (な し)
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説明のため会議に出席した者の職氏名 ついて

市 長 森 田 喜美男 君 日程第 4 東京都 11市競輪事業組合議会議員の選挙について

助 役 赤 松 行 雄 君 収 入 tノハ又， 力日 藤 直E 君 日程第 5 東京都 4市競艇事業組合議会議員の選挙について

企画財政部長 月Ij 田 雅 夫 君 総 務 部 長 伊 藤 正 τ口士= 君 日程第 6 南多摩東部共立病院組合議会議員の選挙について

市 民部 長 力日 藤 男 君 生活環境部長 坂 本 金 雄 君 日程第 7 東京都三多摩地域廃棄物広域処分組合議会議員の選挙について

清掃 部 長 大 貫 松 雄 君 都市整備部長 結 城 邦 夫 君 日程第 8 東京都市廃物処分地管理組合議会議員の選挙について

建設部長 中 村 フロ 助 君 福 祉 部 長 局 野 隆 君 日程第 9 東京都市交通災害共済組合議会議員の選挙について

水道部長 刀く 原 照、 雄 君 病院事務長 佐 藤 矢出口 春 君 日程第 10 日野市農業委員会委員の推せんについて

教 育 長 長 沢 直B 君 教 育 次 長 山 哲 夫 君 巳企正J 日程第 11 日野市消防委員(議会選出)の選任について

会議に出席した議会事務局職員の職氏名 本月の会議に付 した事件

局 長 田 倉高 光君 次

書

長 岩沢代 士
口 君 な し

書 記 栗原莞次君 記 萩 生 田 富 司 君

書 記平川雅弘君 重E
Eヨ 記 谷野省三君

書 記串田平和君

速記委託先 住所 東京都立川市曙町一丁目 10の3

立川速記者養成所 所長 関根雪峰

速記者 久保友子君

議事日程

昭和 59年 3月 12日(月)

午 前 10 時 開議

(選挙 ・選任)

日程第 1

日程第 2

日程第 3

日野市議会議長選挙について

日野市議会常任・特別委員の選任について

昭和 59年度日野市議会一般 ・特別会計予算特別委員会設置及び委員の選任に
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午前 10時 12分開議

0冨Ij議長(大柄保君〉 本日の会議を開きます。

ただいまの出席議員 25名であります。

お諮りいたします。議事の都合により暫時休憩いたしたいと思いますが、これに御異議あり

ませんか。

C i異議なし」 と呼ぶ者あり〕

0副議長(大柄 保 君 ) 御異議ないものと認め、暫時休憩いたします。

午前 10時 13分休憩

午後 4時 52分再開

休憩前に引き続き会議を開きます。0副議長(大柄保君)

お諮りいたします。本月はこの程度にとどめ延会いたしたいと思います。これに御異議あり

ませんか。

C i異議なし」と呼ぶ者あり〕

0副議長(大柄 保君) 御異議ないものと認めます。よって本日は、これにて延会す

ることに決しました。

本日の未了日程は、明日の日程といたします。

本日は、 これにて延会いたします。

午後 4時 53分延会

A
吐

ウ

t
噌

E
よ

に
d

ヴ
d

噌

l



3月13日 火曜日 (第 7日)

ハh
u

門

i
唱
E
ム



昭 和 59年

第 1回定例会
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説明のため全議に出席した者の職氏名 ついて
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水道部長 万く 原 照 雄 君 病院事務長 佐 藤 矢国口 春 君 日程第 10 日野市農業委員会委員の推せんについて

教 育 長 長 沢 一 虫5 君 教育次長 山 哲 夫 君 に ;シ 日程第 11 日野市消防委員(議会選出)の選任について

会議に出席した議会事務局職員の職氏名

局

書
長 次君 次田 倉 高

記 栗原莞次君 書

書 書記 平川雅弘君

書 記串田平和君
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I-W 

Z三 沢代 士
口 君

記萩生田富司君

記谷野省三君

速記委託先 住所 東京都立川市曙町一丁目 10の3

立川速記者養成所 所 長 関根雪峰

速記者 田辺雅子君

議事日程

(選挙・選任)
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午前 10 時開 議
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日野市議会議長選挙について
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午後 4時 1分開議

。副議長(大柄保君) 本日の会議を開きます。

ただいまの出席議員 29名であります。

お諮りをいたします。議事の都合によりあらかじめ会議時間の延長をいた したいと思います

が，こ れに御異議ありませんか。

c r異議なし」と呼ぶ者あり〕

。副議長(大柄 保 君 ) 御異議ないものと認めます。よって会議時間の延長をするこ

とに決しま した。

お諮りをいたします。 議事の都合により 暫時休憩いたしたいと思いますが、これに御異議あ

りませんか。

c r異議なし Jと呼ぶ者あり〕

O ~IJ議長(大柄 保 君 ) 御異議ないものと認め、 暫時休憩をいたします。

午後 4時 2分休憩

午後 11時 26分再開

休憩前に引き続き、会議を開きます。0副議長(大柄保君 )

お諮りをいたします。本日の会議はこの程度にとどめ、延会いたしたいと思います。これに

御異議ありませんか。

( r異議なし」と呼ぶ者あり 〕

0副議長 (大柄 保君〉 御異議ないものと認めます。よって、本日はこれにて延会す

ることに決しました。

本日の未了日程は、あすの日程といたします。

本日はこれにて延会いたします。

午後 11時 27分延会
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説明のため会議に出席した者の職氏名 ついて

市 長 森 田 喜 美男 君 日程第 4 東京都 11市競輪事業組合議会議員の選挙について

助 tノ又ハ， 赤 松 行 夫 君 収 入 1〆又ハ4 力日 藤 良¥) 君 日程第 5 東京都4市競艇事業組合議会議員の選挙について
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市民 部 長 加 藤 男 君 生活環境部長 坂 本 ~ 雄 君 日程第 7 東京都三多摩地域廃棄物広域処分組合議会議員の選挙について

清掃 部 長 大 4員§ヨト 松 雄 君 都市整備部長 結 城 邦 夫 君 日程第 8 東京都市廃棄物処分地管理組合議会議員の選挙について

建設 部 長 中 村 売 助 君 福 祉部 長 高 野 隆 君 日程第9 東京都市交通災害共済組合議会議員の選挙について

水道部長 万く 原 照、 雄 君 病院事務長 佐 藤 タ同ロ 春 君 日程第 10 日野市農業委員会委員の推せんについて

教 育 長 長 沢 良E 君 教育次長 叫l 哲 夫 君 」ょヨ 日程第 11 日野市消防委員(議会選出)の選任について

会議に出席した議会事務局職員の職氏名 本日 の会議に付 した事件

局 長 田 居メ合、

高 光 君 次 長 石ιムヨ」 沢 代 士口と 君 日程第 1

書 百己 栗 原 2フ5じ 次 君 書 記 萩 生 田 富 司 君

書 記 平 )11 雅 日ム 君 書 記 谷 野 省、 一 君

書 記 串 田 平 赤日 君

速記委託先 住所 東京都立川市曙町一丁目 10の3

立川速記者養成所 所長 関 根雪峰

速記者 小野口純 子君

議事 日程

昭和 59年 3月 14日(水 )

午前 10 時 開 議

(選挙 ・選任)

日程第 1

日程第 2

日程第 3

日野市議会議長選挙について

日野市議会常任・特別委員会委員の選任について

昭和 59年度日野市議会一般 ・特別会計予算特別委員会設置及び委員の選任に
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午前 11時 35分開議

0 副議長(大柄保君〉 本日の会議を開きます。

ただいまの出席議員 3 0名であります。

これより日程第 七 日野市議会議長選挙の件を議題といた します。

選挙の方法については、投票によることに御異議ありませんか。

( I異議な し」と呼ぶ者あり」

0副議長(大柄 保君〉 御異議ないものと認めます。よっ て選挙は投票によ って執行

いた します。

議場の閉鎖を命じます。

(議場閉鎖〕

O副議長(大柄 保君) ただいまの出席議員は 30名であります。

お諮りいたします。会議規則第 27条第 2項の規定により 、立会人に小山良悟君と馬場繁夫

君を指名いたしたいと思いますが、街l異議ありませんか。

( I異議なし」と呼ぶ者あり〕

0副議長(大柄 保君) 御異議ないものと認めます。よっ て立会人に小山良悟君と馬

場繁夫君を指名いたします。

投票用紙を配付いた します。

(投票用紙配付〕

O ~IJ 議長(大柄 保君) 投票用紙の配付漏れはございませんか。

( Iなし Jと呼ぶ者あり」

O ~1j議長(大柄 保 君 ) 配付漏れなしと認めます。

投票箱を改めさせます。

〔投票箱点検〕

O副議長(大柄 保君) 異状な しと認めます。

念のために申し上げます。投票は単記無記名であります。投票用紙に被選挙人の氏名を記載

の上、点呼に応じて順次投票をお願いいたします。

点呼を命じます。

O議会事務局議事係長(栗原莞次君) それでは、ただいまより点呼を行います。
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1番橋本文子議員(投票〕 2番福 島 敏雄議員〔投票 〕

3番 小 俣 昭光議員(投票〕 4番小山 良悟議員〔投票〕

5番谷 長 議員〔投票〕 6番古谷太郎議員〔棄権〕

7番馬場繁夫議員〔投票〕 8番馬場弘融議員〔投票 〕

9番高橋徳次議員 (投票 〕 1 0番旗野行雄議員(投票 〕

1 1番一ノ瀬 隆議員〔投票〕 1 2番板垣正男 議員(投票〕

1 3番鈴木美奈子議員〔投票) 1 4番打|嶋 博 議員〔投票〕

1 5番飯山 茂議員〔投票〕 1 6番 夏井明男 議員(投票〕

1 7番黒川重憲議員 〔投票 〕 1 8番古賀俊昭 議員〔投票〕

1 9番市川 資 信 議 員 ( 投 票 〕 2 0番藤林理一郎 議員〔投票〕

2 1番名古屋史郎議員(投票〕 2 2番竹ノ上武俊 議員(投票〕

2 3番米沢照男議員(投票 〕 2 4番中山基昭 議員〔投票〕

2 6番 秦 正 議員(投票〕 2 7番奥住芳雄 議員〔投票〕

2 8番 石坂勝雄議員 〔投票〕 2 9番滝瀬敏朗 議員〔投票〕

3 0番 高橋通夫議員 〔投票〕 2 5番大 柄 保議員〔投票〕

以上です。

0副議長(大柄 保君) 投票漏れはございませんか。

c rなし」と呼ぶ者あり〕

0副議長(大柄保 君) 投票漏れなしと認めます。投票を終了いたします。

議場の閉鎖を解きます。

(議場開鎖)

OMIJ議長(大柄 保君) これより開票を行います。

小山良悟君、馬場繁夫君、立会いを願います。

〔開 票〕

0副議長(大柄 保君) 選挙の結果を事務局長をして報告いたさせます。

0議会事務局長(田倉高光君) 御報告いたします。

投票総数 2 9票

有効投票 2 5票
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無効投票 4票(白票〉

有効投票中

高橋通夫議員 1 5票

奥住芳雄議員 1 0票

なお、出席議員 30名、投票総数29票との差 1票につきましては、棄権でございます。

以上でございます。

。副議長(大柄保君) 以上のとおりでございます。

この選挙の法定得票数は 7票であります。よって高橋通夫君が議長に当選されま した。

ただいま議長に当選されました高橋通夫君に、本席より会議規則第 28条第 2項の規定によ

り、当選の告知をいたします。

高橋通夫君、議長席にお着き願います。

これをもって議長を交代いたします。

〔副議長退席、議長着席〕

0議長(高橋通夫君) 一言ごあいさつ申し上げます。

このたび、 本日の議長選挙によりま して、不南高橋通夫を当選させていただきまして、あり

がとうございました。

今後、私は議会運営、日野市政のために、また日野市民の福祉の増進のために、ベス 卜を尽

くしたいと思いますので、ひとつ議員各位の今後の御支援と御指導をお願いいたしまして、簡

単ではございますがごあいさつといたします。よろしくお願いします。(拍手)

お諮りいたします。議事の都合により暫時休憩いたしたいと思いますが、これに御異議あり

ませんか。

c r異議なし」と呼ぶ者あり〕

。議長(高橋通夫君) 異議ないものと認めます。よって暫時休憩いたします。

午前 11時 53分休憩

午後 4時45分再開

。議長(高橋通夫君) 休憩前に引き続き会議を開きます。

お諮りいたします。議事の都合により、あらかじめ会議時間の延長をいたしたいと思います

が、これに御異議ありませんか。
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C I異議な し」と呼ぶ者あり)

0議長(高橋通夫君) 御異議ないものと認めます。よ って会議時間を延長することに

決しました。

お諮りいたします。議事の都合により暫時休憩いたしたいと思いますが、これに御異議あり

ませんか。

C I異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(高橋通夫君) 御異議ないものと認め暫時休憩いたします。

0議長(高橋通夫君) 休憩前にヲ|き続き会議を開きます。

午後 4時 46分休憩

午後 7時 20分再開

お諮りいたします。本日の会議はこの程度にとどめ、延会いたしたいと思いますが、これに

御異議ありませんか。

C I異議なし」と呼ぶ者あり)

0議長(高橋通夫君) 御異議ないものと認めます。よって本日はこれにて延会する こ

とに決しました。

本日の未了日程は明 日の日程といた します。

本日はこれにて延会いたします。

-190 -

午後 7時 21分延会

3月15日 木曜 日 (第 9日)
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午前 10時 29分間議

0議長(高橋通夫君) 本 日の会議を開きます。

ただいまの出席議員29名であります。

お諮りいたしますっ議事の都合により暫事休憩いたしたいと思いますが、 これに御異議あり

ませんか。

c r異議な しJと呼ぶ者あり 〕

0議長(高橋通夫君〉 御異議ないものと認めます。よって暫時休憩いた します。

午前 10時 30分休憩

午後 2時 32分再開

0議長 (高橋通夫君) 休憩前に引き続き会議を開きます。

お諮りいたします。副議長大柄 保君から、副議長の辞任願いが提出されております。この

際、副議長辞職の件を日程に追加し議題といたすことに御異議ありませんか。

c r異議なし」と呼ぶ者あり〕

。議長(高橋通夫君) 御異議ない ものと認めます。よってこの際、副議長辞職の件を

日程に追加し、議題とすることに決しました。

お諮りいたします。大柄 保君の副議長辞職を許可することに御異議ありませんか。

c r異議な し」と呼ぶ者あり〕

0議長(高橋通夫君) 御異議ないものと認めます。よって大柄 保君の副議長辞職の

件は、許可することに決定いたしました。

お諮りいたします。この際、 日野市議会副議長選挙の件を日程に追加し、議題といたしたい

と思いますが、これに御異議ありませんか。

c r異議なし」と呼ぶ者あり 〕

0議長 (高橋通夫君) 御異議ないものと認めます。よってこの際、日野市議会副議長

選挙の件を日程は追加し、議題といたすことに決しました。

副議長選挙の件を議題と いたします。

選挙の方法については、投票によることに御異議ありませんか。

c r異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(高橋通夫君 ) 御異議ないものと認めます。よ って選挙は投票によって執行い
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たします。

議場閉鎖を命じます。

〔議場閉鎖 〕

0議長 (高橋通夫君) ただいまの出席議員は 29名であります。

お諮りいたします。会議規則第 27条第 2項の規定により、立会人に小山良悟君と馬場繁夫

君を指名いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。

C i異議なし江と呼ぶ者あり〕

。議長 (高橋通夫君) 御異議ないものと認めます。よって立会人に小山良悟君と馬場

繁夫君を指名いた します。投票用紙を配付いた します。

〔投票用紙配付〕

0議長(高橋通夫 君 )

C iなし」と呼ぶ者あり〕

O議 長 (高橋通夫君)

投票箱を改めさせます。

〔投票箱点検〕

O議長 (高橋通夫君)

投票用紙の配付漏れはございませんか。

配付漏れな しと認めます。

異状なしと認めます。

念のため申し上げます。投票は単記無記名であります。投票用紙に被選挙人の氏名を記載の

上、点呼に応じて順次投票をお願いいたします。

点呼を命じます。

0議会事務局 議事係長 (栗原莞次君〉 それではただいまより点呼をいたします。

1番橋本文子議員 〔投票) 2番福島敏雄議員〔投票 〕

3番 小 俣 昭光議員〔投票〕 4番小山 良悟議員〔投票〕

5番 谷 長 議員〔投票〕 6番古谷太郎議員〔投票〕

7番 馬 場繁夫議員〔投票〕 8番馬場弘融議員(投票〕

9番高橋徳、次議員〔 投票〕 1 0番旗野行雄 議員〔投票〕

1 1番一ノ瀬 隆議員(投票〕 1 2番板垣正男 議員〔投票〕

1 3番鈴木美奈子議員〔投票 〕 1 4番川嶋 博議員(投票〕

1 5番飯山 茂議員 〔投票 〕 1 6番 夏 井明男 議員〔投票〕
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1 7番 黒川重憲議員(投票〕 1 8番古賀俊昭議員〔投票〕

1 9番 市川 資信議員〔投票〕 2 0番藤林理一郎議員(投票〕

2 1番名古屋史郎議員〔投票〕 2 2番竹 ノ 上 武 俊 議 員 〔投票〕

2 3番米沢照男議員〔投票〕 2 4番中山基昭議員 (投票〕

2 5番 大柄 保議員〔投票〕 2 6番秦 正一議員〔投票〕

2 7番奥住芳雄議員 (投票 〕 2 9番滝瀬敏朗議員 (投票 〕

3 0番 高橋通夫議員〔投票) 以上です。

。議長(高橋通夫君)

C iなし Jと呼ぶ者あり〕

O議長(高橋通夫君)

投票を終了いたします。

議場の閉鎖を解きます。

〔議場開鎖 〕

O議長(高橋通夫君)

を願います。

〔開票〕

。議長(高橋通夫君) 選挙の結果を事務局長をして報告いたさせます。

O議 会事務局長 (田倉高光君) 御報告いたします。

投票漏れはございませんか。

投票漏れなしと認めます。

これより 開票を行います。小山良悟君、馬場繁夫君、立ち会い

2 9票

2 8票

投票総数

有効投票

無効投票

有効投票中

古谷太郎議員 1 4票

1票(白票〉

米沢照男議員 1 4票

以上でございます。

。議長(高橋通夫君) 以上のとおりでございます。

この選挙の法定得票数は 7票であります。事務局長の報告のとおり、古谷太郎君、米沢照男

君の得票数が同数であります。よって公職選挙法第 95条第 2項の規定により、当選人をくじ
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で定めます。

小山良悟君、馬場繁夫君の立ち会いをお願いいたします。

まず初めにくじの順番を決める抽せんをお願い します。

〔抽せん〕

O議長(高橋通夫君) 一番目に くじを引くのは米沢照男君、二番目は古谷太郎君 と決

定しま した。

当選人を決定する くじを順番にお願いします。

〔抽せん〕

O議長(高橋通夫君) くじの結果、米沢照男君が副議長に当選されました。

ただいま副議長に当選されました米沢照男君に、本席より会議規則第 28条第 2項の;規定に

より、当選の告知をいたします。

副議長の就任あいさつをお願いいたします。

〔副議長登壇〕

O副議長(米沢照男君〉 一言ごあいさつを申し上げます。

副議長選出まで、大変長い時間を要しましたけれども、良識ある皆さんの御推挙によりまし

て、このたび副議長に就任をさせていただくことになり ました。高橋議長のもとで、よき補佐

役と して、 議会制民主主義、 そして民主的行政の発展のために、微力でありますけれども、力

を尽したいと考えております。皆さんのよりよい御指導、御協力を心からお願いを申し上げま

して、簡単ですけれども、一言ごあいさつをさせていただき ました。ありがとうございました。

0議長(高橋通夫君〉 ここで前議長石坂勝雄君よりあいさつをしていただく 予定であ

りましたが、明日の本会議の官頭にあいさつをお願いすることにいたします。

それでは、前副議長大柄 保君より退任のあいさつをお願いいたします。(I一緒だよ」と

呼ぶ者あり)

0議長(高橋通夫君) それでは一緒に・

お諮りいたします。議事の都合により暫時休憩いたしたいと思いますが、これに御異議あり

ませんか。

C I異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(高橋通夫君〉 御異議ないものと認めます。よ って暫時休憩いたします。
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午後 2時 56分休憩

午後 3時45分再開

0議長(高橋通夫君) 休憩前lこ号|き続き、会議を開き ます。

お諮りいたします。本日の会議は、この程度にとどめ、延会いたしたいと思いますが、これ

に御異議ありませんか。

C I異議な し」と呼ぶ者あり)

0議長 (高橋通夫君) 御異議ないものと認めます。よって、本日はこれにて延会する

ことに決しました。

本日の未了日程は、あすの日程といたします。

本 日はこれにて延会いたします。

午後 3時 46分延会
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午前 10時 46分開議

0議長(高橋通夫君) 本日の会議を開きます。

ただいまの出席議員 30名であります。

皆さんの御協力により議長、副議長が選出されましたが、前議長及び前副議長の退任のあい

さつをいただいておりませんので、ごあいさつをいただきたいと思います。

初めに、前議長の石坂勝雄君より退任のごあいさつをお願いいたします。

C 2 8番議員登壇)(拍手 〉

0 28番 (石坂勝雄君) ただいま議長からお許しが出ましたので、去る昭和 57年の

3月 11日、 第 1回の定例会で、 議長に皆様方のお力により まして御選出をいただきまして、

自来、昭和 59年 3月 9日退任するまで、大柄副議長さんを初め、議員の皆さんの一方ならぬ

御指導、御鞭撞によりま して、 大過な くとは甲し上げませんが、いわゆる過ごさ していただい

たことを、心より感謝申し上げます。

振り返っ てみますれば、一番先にぶつかった問題は 3中の過大校の問題でございました。 こ

の過大校をどう解消するかということで、 皆さんとともに、理事者といろんな点で論議もござ

いました。そ して、 現実には 3中、三沢中学校の増改築という ことで、いわゆる 59年の4月

から学年進行という形で、決着はっきま したが、私の気持ちとしては、あの地帯に何としても申

しわけないという気持ちでいっぱいです。

次に出ましたのが、 5 7年の 9月の議会に 一一これ と同時なんですが、日野市遺跡調査会に

対する委託事務ならびに委託料の疑義に係る調査特別委員会を 9月の21日に設置し、奥住委

員長を初め、委員の皆さんには、一方ならぬ大変な御苦労をかけ、これも、議会としての、い

わゆる結末はっきました。しかし、まだ司直の手によ って、 理事者から、いわゆる告訴、告発

されている問題は、決着はついておりません。 この行方にも、 私は重大な関心を持 っている次

第でございます。

三つ目といたしましては、都立高校の問題です。開発公社が所有した南平の 8丁目 の都立高

校用地を、この問題に対 して も、取得から始まる論議の中で、議員の皆さんの最終的な全会一

致の議決によ りま して、特に八王子選出の元石渡都議会議員、公明党の白井常信都議会議員の

お力添えと、地元選出である三浦都議会議員のお骨折りによりまして、あわせて理事者のお力

もあったと思いますが、特に、いま申し上げた方々 と議員の結束によりまして、あの地に高校
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用地が決定されたということは、私もいろんな面から見て、市民要望にこたえられたのではな

かろうか、と思います。しかし、まだ決定したというだけであって、用地を引き渡すには、い

ろんな諸準備がかかります。万遺漏ないように、理事者諸君はこの準備にかかって、用地買収

が都と無事一一 12月を目途とされていますが、完了されることに街現R待を申し上げます。

次に、次の議長に引き継ぎたいというか、私かねがね議員の公営掲示板の問題、議員報酬の

改定の問題、こういう問題を考えておりました。しかし、厳しい財政の中で、職員の給与等が

あります。報酬審議会は、市長は開かれているようですが、厳しい財政の中で、自治省なり都

の指導のもとに、非常にむずかしいとは思いますが、増にするにしても、減にするにしても、

期末手当なり報酬を、すぐにもこの結論を何かの形で出さなければならない時期が、われわれ

の任期中に来るんではなかろうかと、いわゆる高橋議長に、その点をお願いしておきたいと思

し1ます。

最後になりましたが、理事者初め、特に部課長の皆さんには、 私も単細胞でありますので、

ある ときには言い過ぎ た点があるかもしれませんが、その点は御容認いただきまして、今後、

一議員として、最後の残された任期に専心するつもりでございますので、よろしくお願いいた

します。

これを もって退任のあいさつにさしていただきます。(拍手)

O議長(高橋通夫君) どうも長いこと御苦労さんでございました。

続きまして、前副議長の大柄 保君より退任のごあいさつをお願いいたします。

C 2 5番議員登壇 J(拍手)

0 25番(大柄 保君〉 皆さん御苦労 さまでございます。ただいま御紹介いただきま

した前副議長の大柄で ございます。

顧みますれば、 2年前の 3月の定例議会で、皆さん方の御推挙をいただきまして、石坂議長

と私と 2人で、皆さん方の議会の代表といたしまして、過ごさせていただきま した。 詳 しいこ

とにつきましては、いま、前議長の石坂勝雄議員がおっしゃっておられましたとおりであり ま

すので、私は余りむずかしいことは申しません。

おかげさまで、今定例議会におきまして、新しい正副議長さんが誕生いたしまして、引き継

ぐことができました。本当に皆さん方の御支援と御協力で、 2年間過ごさせていただきました。

本当にありがと うございます。
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最後でございます。部課長の皆さん方、また理事者側の皆さん方にも、 大変御迷惑をかけた

ことがあると思いますけれども、どうか、今後ともよろしくお願いを申し上げまして、はなは

だ簡単ではございますけれど も、退任のあいさつとさせていただきます。ありがとうございま

した。(拍手 )

O議長 (高橋通夫君) どうも長い間御苦労さんでございました。

お諮りいたします。議事の都合により暫時休憩いたしたいと思いますが、これに御異議ござ

いませんか。

c r異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(高橋通夫君〉 御異議ないものと認め、暫時休憩をいたします。

0議長(高橋通夫君) 休憩前に引き続き、会議を開きます。

午前 10時 55分休憩

午後 4時42分再開

お諮りいた します。議事の都合により、あらかじめ会議時間の延長をいたしたいと思います

が、これに御異議ありませんか。

c r異議な しJと呼ぶ者あり〕

0議長(高橋通夫君) 御異議ないもの と認めます。よって会議時間を延長する ことに

決 しました。

お諮りいたします。議事の都合により、暫時休憩いたしたいと思いますが、これに御異議あ

りませんか。

c r異議なし」と呼ぶ者あり」

0議長(高橋通夫君 ) 御異議な いものと認めます。よって暫時休憩いたします。

0議長(高橋通夫君 〉 休憩前に引き続き、会議を開きます。

午後 4時 43分休憩

午後 11時 27分再開

お諮りいたします。本日の会議は、この程度にとどめ、延会いたしたいと思います。これ

に御異議ありませんか。

c r異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(高橋通夫君) 御異議ないものと認めます。よって、本日はこれにて延会する
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ことに決しました。

本日の未了の日程は 19日の日程といたします。

本 日はこれにて延会いたします。
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午後 11時 28分散会
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午前 11時 0分開議

0議長(高橋通夫君) 本日の会議を開きます。

ただいまの出席議員 29名であります。

お諮りいたします。本定例会の会期の延長の件を日程に追加 し議題といたしたいと思います

が、これに御異議ありませんか。

c r異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長 (高橋通夫君 ) 御異議ないものと認め、日程に追加し議題とし 1たします。

議会運営委員長の報告を求めます。

〔議会運営委員長登壇 〕

0議会運営委員長(中山基昭君) 議会運営委員会におきまして委員長に選任をされ

ました中山でございます。大変ふなれな大任ではございますが、皆様の御協力をいただきなが

らその任務を務めてまいりたいというように思います。

なお、副委員長には市川資信議員が選任をされておりますことを御報告し、ともどもよろし

くお願いをいたします。

本日 、 9時 30分よ り議会運営委員会を開催をし、大変お くれてきております今定例会の日

程、会期等について、協議を重ねてまいりました。要点のみを申し上げますと、会期につき ま

しては当初予定の 3月30日を 4月6日までに変更し、 33日間といたします。さら に新年度

の予算関連等から、予算審議の委員会と一般質問の日程を変更する ことになりました。

なお、詳細につきましては、配付されております変更予定表を参照していただきたい、とい

うふうに思います。よろしく御協力、御確認をお願いいたしまして、報告にかえさせていただ

きます。

0議長(高橋通夫君) ただいまの議会運営委員長の報告のとおり会期を延長すること

に御異議ありませんO

c r異議なし」 と呼ぶ者あり 〕

0議長 (高橋通夫君) 御異議な いものと認め会期を延長することに決しました。

これより日程第 1、日野市議会常任 ・特別委員会委員の選任の件を議題といたします。

委員の選任については、お手元に配付した印刷物のとおりであります。

質疑、討論を省略し、直ちに本件を採決いたします。
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本件は原案のとおり決する に御異議あ りませんか。

c r異議な し」 と呼ぶ者あ り〕

0議長(高橋通夫君 ) 御異議ないものと認めます。よって日野市議会常任 ・特別委員

会委員の選任の件は原案のとなり可決されま した。

これより日程第 2、昭和 59年度日野市議会一般 ・特別会計予算特別委員会の設置及び委員

の選任の件を議題といたします。

委員の選任はお手元に配付した印刷物のとおりであります。

質疑、討論を省略し、直ちに本件を採決いたします。

本件は、原案のとおり決するに御異議ありませんか。

c r異議なし」と呼ぶ者あり 〕

0議長 (高橋通夫君) 御異議ないものと認めます。よって昭和 59年度日野市議会一

般・特別会計予算特別委員会の設置及び委員の選任の件は、原案のとおり可決されました。

これにより日程第 3、施政方針表明を行います。

理事者から施政方針の表明を求めます。市長。

〔市長登壇〕

O市長(森田喜美男君) 昭和 59年第 1回定例市議会の開会に当たり、新年度の市政

に臨む考え方と予算案のあらましについて御説明申し上げ、議員各位と市民皆さんに、一層の

御理解と御協力をお願い申し上げたいと存じます。

わが国の経済情勢は、若干の好転の兆 しが見られるものの、ここ数年来、低成長の不安定な

中にあって、内需の拡大による景気回復とい う課題を抱えながら、その先行きには、なお楽観

を許さない情勢にあります。

さきに発表された昭和 59年度政府予算案においては、国家財政が危機的な状況にあること

から、行政改革を強化する方針のもとに、歳出規模を厳しく抑制した 2年連続のマイナス シー

リング予算となっ ております。この政府予算案は、防衛費の突出の反面に、社会保障、文教な

どの生活関連の予算抑制に象徴されますように、 昨年に引き続き国民生活と地方自治体に多く

の負担と忍耐を強いるものとな っております。特に昭和 59年度の国債発行額は、昨年比 5%

減とはl¥え、なお 12兆 6，800億円、 依存度として全歳入の 4分の 1、また、歳出では国債

の償還に 9兆 1，5 5 1億円、 18.1 %が充てられております。

また、 地方財政計画でも、巨額な財源不足に対し、地方債の増発によ り埋め合わせようとす

るもので、 これらの事情が国民、市民の生活に一段と重圧になって くることは必至であります。

このように市民生活の将来に不安の様相が強まる中で、身近な市政に寄せる 市民の期待は、一

層高まるものと考えなければなりません。

1 1年前、私は市長に就任して以来、終始一貫、 「憲法を市政に生かし、市民の命と暮らし

を守るJr緑と清流を取り戻し、健康で文化的な生活環境をつくる」ことを基本姿勢として、

市民生活を最優先に教育 ・文化・ 福祉の施策と、これらを支える都市基盤の整備、並びに社会

資本の充実のために全力で取り組んでまいりました。

この問、市議会の御指導と 、市民皆さんの御理解によって、市勢の伸展に相応な成果を上げ

ることができたことを感概深く感謝いたしております。

昨年、本市は市政 20周年の成長を祝う年に当たりましたが、その記念事業に、向こう 10 

カ年の市政を展望する第 2次基本構想、を明らかにし、また、市民意識の高揚のために、市民憲

章の制定、市歌「緑のまち」の制作、市の鳥に「カワ セミJの決定など、目指す「緑と文化の

市民都市Jを象徴するにふさわしい導標を、市民皆さんとともに打ち立てることができました。

これから進む高齢化社会への対応策、青少年問題への取り組み、市民の余暇生活にスポーツ、

文化活動の振興、参加と連帯の コミュニティ ー活動などは、相関連し共鳴し合って効果を生む

同質の面もありますが、今日の自治体が直面する重要な行政課題でもあります。社会資本の充

実、都市整備事業、社会教育、産業経済の発展の上に、さらにその成果を期待できるものと考

えております。

本市の市政20年の年代は、その町づくりのハー ドな事業と ソフト な事業を同時に均衡よく

成長を図るのが当面の町づくりであることを認識し、参加と連帯の市民自治をエネノレギーとし

て、この市民都市の実現に遇進する所存であります。

厳しい財政環境の中で、昭和 59年度予算の編成に当たりましては、市税等、自主財源が何

よりのよりどころでありますが、これまた適切かっ確実な歳入事情を踏まえながらも、市民の

要請にこたえ、行政水準の低下を招かないよう事務事業を選択し、積極的に事業費の計上に努

力したところであります。

予算案の概略について申し上げますと、まず一般会計の総額は 304億 7，000万円で、前

年度当初予算に比べて 23.5婦の大幅な伸び率となっております。これは歳入、または経済の

-216-
ウ

i
噌

iヮ“



成長に比して著しい上昇率でありますが、ちょうどこのとき、市民会館新築事業 22億9，200

万円のほか、仲田緑地、北川原公園等の用地取得事業 21億 2，300万円、焼却炉新設事業 6

億 2，000万円などの投資経費に加えて、都市計画事業、下水道事業の進捗による特別会計へ

の繰り出し増が重なったもので、臨時的投資分を除外すれば、対前年度比 6.5%の伸びとなっ

ております。

また、特別会計では 119億 3，000万円で、対前年度比 10.6婦の滅でありますが、これ

は仲田緑地特別会計の用地取得費の滅が大きな原因であります。

次に、第二次基本構想、に基づき、その項目に分けて、本年の主要な施策について申し上げま

.." 

教育委員会では、将来の人口動向をある程度見通す資料づくりに学区検討委員会を設けます。

市議会の強力な御支援により、市内に 3校目 の都立高校新設の見込みが立ちま したこと は、

今後、地域子弟の進学に大きい希望を開くものと考えますので、受け入れには万全を規する所

存であります。

3. 自然と調和する安全、快適な町づくりについてO

スポーツ公園となる仲田緑地の造成に着手し、北川原公園用地の買収を推進するとともに、

浅川堤には遊歩道を設け、自然と親しむ機会と場を確保して、その整備を図ります。

道路整備事業では、都市計画道路 2・2・5号線と(仮称)二番橋による南北連絡道路の推

進を図るほか、一般生活道路の改良、舗装、拡幅、安全施設の整備などに引き続き力を注いで

まいります。

なお、道路網の整備にあわせ、市内の交通手段としての路線パスの確保に努めてまいります。

土地区画整理事業につきましては、万願寺地区を促進する一方、豊田南、 高幡、西平山地区

の事業化に対し、 一層積極的な取り組みを進めます。

下水道事業は、南多摩処理区の供用開始が間近となりましたので、その準備を進めるととも

に、公共下水道事業の認可と事業化の促進を図ってまいります。

防災対策としては、明星団地避難路の整備や、防災無線の整備強化を行います。

また、最近、持ち上がっております乾電池等の有害ごみ対策としては、分別収集を開始する

ほか、ごみ焼却新炉の建設を計画しております。

4. 活気ある産業と豊かな消費の町づくりについて。

近郊農業の育成として、引き続き集団農地の保全事業、野菜団地の農道整備を行います。

消費者対策としては、消費者運動の振興、生産者と消費者を直結する売り場の設置、好評の

消費者農閣の増設等を図ります。

5. 参加と連帯でつくる市民自治の町づくりについてD

市民の地域活動への参加、連帯の輪が広がる中で、コミュニティ施設としての地区センター

については、なお適地に増設するほか、中学校区をプロック単位とするコ ミュニティ会議を発

足させ、地域の意見交流や、 青少年の非行防止など、地域共同の連帯活動を一層高めてまいり

たいと考えております。

また、婦人活動の振興を図るために、婦人の意識調査を実施いたします。

す。

1. 生きる喜び、をっくり 出す健康と福祉の町づくりについてo

文化福祉ゾーンとして位置づけております旭が丘の市有地に建設中の「老人憩いう家」 と並

び、障害者セ ンター (福祉作業所)を建設して、障害者の生きがいの場となるよう考えており

ます。

また、昨年導入しました手書き電話の増設など、障害者への施策の充実を図りました。

老人福祉施策には、新たに痴呆性老人のショートステイ 事業を委託によって始めます。

旧庁舎跡地に構想を進めております市民生活の向上と健康づくりの場として、生活保健セン

ターの実施設計に取り組みます。

2. 豊かな人間性を育てる教育と文化の町でくりについて。

一小、四小を母体校とした仲田小学校が 4月から開校されますが、これで小学校の新設事業

は、人口増の鎮静化に伴い、一応落ち着いたところであ ります。

中学校の給食調理室、食堂の建設につきましては、本年度はー中と三沢中が完全実施に、七

生中は工事費を、また、二中については設計費をそれぞれ計上いたしました。

幼児教育については、従前より力を注いできたところでありますが、 多摩平の幼稚園を分け

る形で、西部を対象とする(仮称)旭が丘幼稚園を建設いたします。あわせて、現在、平山小

の敷地内にあります第二幼稚園を、平山下耕地に移して防音改築をいたします。これらの幼稚

園は、 60年度よりそれぞれ2年保育を始める考えであります。

社会教育施設として、前年度に用地を確保しております(仮称)ふる さと博物館(郷土資料

館〉の設計を進めてまいります。
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す。

0議長(高橋通夫君 ) ただいまの施政方針の表明について御質疑はありませんか。奥

住芳雄君。

0 27番 (奥住芳雄君) 基本的な方針として、緑と清流を取り戻すということが、 し

ょっちゅう言われておるし、今回もまた載っております。

そういう中で、施政方針の中にもございますように、 「日野用水の取水を多摩川の原流より

取り入れるよう都に協議し、 59年度内に実現をいたします」となっておりますが、過去にお

いて 56年度予算の中で、私の住んでおります隣りのわきを業者が通って、いま立体交差が完

了 しております。日野用水の上堰について、都の方で予算化されたわけでございます。

そういう中で、いろいろ日野市の方の対応の不徹底と申しますか、 ミスによって予算が流れ

てしまった、こういう経過があると思います。今度の 59年度の中で、できるというふうにう

たってございますが、それらのいままでおくれた原因、それから今回どういうふうな手づるで

なっておるのか、それらについて、ひとつ詳しく関係の方から御答弁を願いたいと思います。

O議長(高橋通夫君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 具体的詳細につきましては、建設部長からお答えをすること

といたしまして、基本的な考え方につきまして、お答えをいたしたいと思います。

御指摘のとおり、私どもが市政の根幹といたします、日野市のまた環境にふさわしい緑と清

流の町をつくりたい、こう考えます場合に、特に日野用水の性格と申しましょうか、持ってい

る意味は、きわめて大きいことになるわけであります。

かつての日野の水田を潤してまいりました日野用水が、今日すでに上流の取水部分から、谷

地川の、つまり八王子の下水を受ける形になっている。このことが早くから立体化のことが考

えられつつ、谷地川の改修事業がなかなか完了しない。そのことを待っていたということなん

です。

その他の事務事業についての取り組み状況を付言いたします。

緑の普及については、 (仮称)日野市環境緑化協会の事前準備として、緑の市民組織を設け

る構想を進めております。

また、開発指導要綱の公共負担金は、緑化基金に積み立てる考えであります。

清流対策として、日野用水の取水を多摩川の原流より取り入れるよう都と協議し、 59年度

内に実現いたします。

市営住宅は、向川原団地に進入路の 目安が整いましたので、建てかえについて関係機関と協

議を進めます。

専用水道地域の都水道化は、原水の供給能力が整いましたので、逐次実施を図ってまいりま

事務の電算化については、 60年 2月を期して実施段階に入れるよう 、体制づくりを進めて

まいります。

行政サーピスを効率的に行うことは、最も市民に期待されることでありますので、行政改革

には常に厳しい姿勢を保持するとともに、本年は使用料、手数料等の値上げを行わず、 事業系

ごみの手数料のみ実情に即するよう、改訂を行うことといたしました。

以上、昭和 59年度の市政運営について、その基本方針と施策について申し述べましたが、

本年度は市民生活に直結する関係事業費を中心に、例年以上の積極型予算となって おります。

これは、さきに申し上げました厳しい財政状況を克服しつつ、地域発展の基盤づくりのため、

諸般の施策を意欲的に推進し、市民の願いや期待に可能な限りこたえることが、いま、その時

期であると考えるからであります。

未来を担う子供たちが、ふるさととして誇りに思えるような活力と潤いある市民生活の創造

を目指して、 1 5万市民の自治と連帯のもと、大きい前進を実現したいと願うものであります。

終わりに、本市は前途洋々の可能性とその能力を具備しながらも、その前途にはなお幾多の

克服すべき問題が待ち受けているものと思われます。職員 1人 1人が親切、清潔、能率をモッ

トーとし、行政組織としては、規律、機能、協力の気風を高めつつ、地方自治に携わる誇りと、

大きい志を持って市民生活を守り、市勢の発展に専心する私の決意を申し述べ、議員各位の御

理解と御協力を心からお願~，をし、施政方針表明といたします。

どうもありがとうございました。

都の事業でございますので、こち らと いたしましては、極力その促進をお願いをしてまいっ

ておりますが、いままで協議をしてまいりました結果、ほぼその見通しができた。 59年には

実施をする、こう言われております。

そこで、いままで議会の議員各位からも、いろいろな立場で、この用水の清流化のこと、特

に中流に何か浄化装置ができないか、こういった提言も いただいておりますが、考えますに、

何よりも増して、やはり多摩川の原流と申しますか、その原流の中には、奥多摩湖の放流され
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る水もあるわけでありまして、これを直に受け入れる形をつくるということが、一番、清流化

の第 1歩である、このことを痛感をいたしております。

そこで、谷地川の川の道は、一応立体化の工事がされておりますが、まだその新ししリ 11の道

が使われておりませんので、そのことが一番期待をできる第 1歩だ、 このようにお願いを して

おります結果、ようやく日野側の要望が都において も理解をされて、 59年には実施をする、

そのような回答をいただいております。そのことを今後とも促進をし、いま御質問の中で御指

摘のとおり 、対応不徹底ということは、ちょっと私もよく わからないんでありますが、少なく

も、対応に不徹底がないように、十分連絡を密にして実現を図りたい、こういうことを申し上

げた次第であります。

詳細につきましては、担当の者から具体的にお答えをさせていただきます。

O議長(高橋通夫君) 建設部長。

いない。だからそういう話ができるんです。りっぱな こと書いたっ て、何にもしてないんだよ、

0建設部長(中村亮助君) それでは、私の方から具体的に御説明を申し上げますと、

実態は。

5 6年度に予算化されたんですよ、東京都で。その時点において、日野市は断ってしまった

んですよ。だから私は申し上げているんです。いま、産業経済謀、また、建設部、企画、てん

でんぱらぱらだからそういう結果になってしまった。

谷地川の改修は進んでいます。そういう中で、日野用水の要するに新しい谷地川との立体交

差は、もう 55年度の予算の中で終わっているんです、工場は。それで、 現時点じやすでにも

う新しい谷地川の方に汚水は流しているわけです。当然、石川堰のとこを改修しなくとも、清

流が入るわけです。

問題は、下堰の取水に因るということから、成就院のわきを落とさなければならない、こう

いうことです。ここを落とすにも、市営住宅の汚水等が、下堰の方に滞留して悪臭を放っから、

このために、どうしても落とさなければならな~¥。こういうことでござい立す。

いま、下堰の用水の取水に、莫大な費用がかかっているわけです。 56年度に、東京都で予

算をつけたとおりに施行しておれば、全 くこの 3年間、 大きな費用はかからずに済んだわけで

ございます。そして、市長の言う清流が、本当に日野市内を流れたわけでございます。

しかし、現状は清流どころじゃな い、 悪くなってよくなっていないんです。そこ いらを私は

申し上げている D とうに、日野市の対応がよければ、完成をしているわけでございます。私も

何回 も申し上げているわけです、担当の方に。 ばらばらなんです、行政が。それでおくれてい

るわけです。これらについて、 ひとつもう 1回、生活環境部長を含めて担当の部長、市長から

御答弁を願いたいと思います。

O議長(高橋通夫君) 市長。

0市長(森 田喜美男君) 5 6年度に予算化があったという当時、対応がまずかった、

あるいは内部の対応に一致できない点があったあった、というふうなことでございますが、私

も機会を見て、日野用水の上流地点にしばしば行ってみるわけであります。

濯1使用水としては、つまり取水関係としては、生活環境部、産業経済課、農産係関係、これ

がかかわっております。いまおっしゃいます一般的な土木行政と いうことでは、建設部が本来

ならば指導もしなければならない、こういう関係にあると思っておりますので、両二つの部を

督励をし、そしてともに一つの目的のために一致して努力をする、ということの指示をいたし

ただいま市長が申し上げましたように、この施行につきましては、東京都の南多摩建設事務所

の工事二課が担当するということで、現在、設計中でございます。

したがいまして、 59年度中には、下堰と上堰をつなぐ排水路が貫通するという形になるわ

けでございます。そういうことによりまして、御存じのように、下堰の取水は、谷地)11の残流

水を取水をしておりましたので、谷地川の改修ができることによりまして、下堰までは谷地川

の水が入ってこない、というふうな形になりますので、勢いそういう関係から、下堰と上堰を

結ばざるを得ないということで、これにつき ましては、 東京都が施行をするという ことで、具

体的には成就院のお寺のすぐ東側の南北道路に管を入れまして、下堰と上堰を連結をする、こ

ういうふうなことでございます。

そういうことによりまして、谷地川の具体的な改修に合わせまして、また慣行水利権がござ

います日野の下堰の用水路の確保を図る、というふうなことになるわけでございまして、これ

らにつきましては、私どもの水路清流課と、それから生活環境部の産業経済課の方が、水路関

係の、いわゆる濯瓶地の関係もございますんで、協議をいたしながら、なおさらに東京都の方

に対しましても、一日も早く実現できるよう要請をしておると こでございます。

0議長(高橋通夫君) 奥住芳雄君。

0 27番(奥住芳雄君) 大体、わからないんです。市長も建設部長も、実態を把握して
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ております し、 そう いうことで都の担当当局にも、つまり西部建設事務所でありますが、 しば、

しば、なおお願いを重ねまして、ことしは実現をしていただける 、こ ういう見通しでござし 1ま

すので、なお一層二つの部、それぞれの立場から、お願いを進めて実現をしたい、このように

お答えをしたところでございます。

なお、生活環境部の方からも答えるべき部分があると思いますから、お答えをさせていただ

きます。

0議長 (高橋通夫君) 生活環境部長。

0生活環境部長(坂本金雄君) 日野用水の問題の古いお話につきましては、十分承

知しているわけではございませんが、農業用水の浄化につきましては、農業環境を良好に保つ

ためには、どうしても必要なことであると認識をしているわけでございます。

建設部水路清流課とも連絡を密にいたしまして、いままでになく南建の工事第二課に強力な

働きかけをしております。二課の方の話では、当初、 58年度に設計費を計上し、 59年度に

工事を施行する 、という答えが返ってきたわけでございますが、その後、一部境界の問題があ

るやに伺いまして、多少ずれておりますが、 59年度中には工事がつつがなく完了する、こ う

いうような御返事をいただいておるわけでございます。水路清流課と も十分連絡を密にいたし

まして、この問題につきまして強力な働きかけを行っていく所存でございます。

0議長 (高橋通夫君) 奥住芳雄君。

027番(奥住芳雄君) 生活環境部長も、そういうことだから私は困ると思うんです。

前の、古い日野用水のことについてはわからない、こういう言い方はないでしょう。部長にな

る以上、そうい うこ とも引き継いで、これに対処していかなければならな いと思うわけです。

とんでもない話です。

5 8年度に設計で、 59年度なんていうのはうそですよ。 56年にもう予算化されたんです。

ちゃんと知ってるんです、私も。いろいろ協議もされました。

そういう中で、用水組合、 また、水路清流係、企画と、話がまちまちで壊れてしまったんで

す。そういう 中で、 3月末にとうとう予算を流してしまった、というのが実情なんです。だか

ら申し上げているんです。ちっとも連携がと れてない、すべてが。

大体、この交渉はだれがやっていたんですか、一体。はっきり名前を言ってください、こっ

いうことになれば。私ももう 10年にわたっていろいろ、この谷地川を含んで、多摩川の河川
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敷について申し上げているんです。そう いう中で、建設省も多摩川の堤防をつくっております。

しかし、日野市じゃ全然、働きかけていないんですよ、上の方へも。そういうために、建設業者

もこぼしています。ことしは 60メート ノレ。そ ういう状態なんです。何ら働きかけがないんで

す。全くやる気もないと いうこ とが、はっきりわかるわけです。あれだけ広い、東光寺グラン

ドなんていう 、損11量だけはして名前だけつけた って、イ可に もならない。 一つも進める気がない。

第一、l¥ま申し上げています谷地川の水路の関係が、大きな災いをしているわけです。さっ

きも 申し上げた とおり、下堰の取水に大きな金がかかっているわけです。また、関係者も非常

に、奉仕をしたり 、闘っているわけです。そう いうことを踏まえて、私は申し上げているわけ

です。今後、だれが担当して、だれがどのような方法でこの工事を完成させていくのか、そこ

いらを含めて、 もう 1回、市長、また、建設部長、生活環境部長の答弁を願います。

0議長(高橋通夫君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 大変御不満をかけておる状況を、反省しなければな らないと

思っております。このことにつきましては、特に清流という大きな施策の趣旨から、私も陣頭

に立って、今後両部を督励しながら進めてまいります。

また、地元の状況に詳しい奥住議員さんにも、ぜひ現地で、また御意見も聞かせていただき

ます。( 1調子のいいこと言うんじゃないよ。何言ってんだ、いまごろo 地元は 1人だけじゃ

ない。なにとぼけているんだ。いまごろになってそんな名前出してJ15 6年の担当者と、こ

れからだれが責任を持って担当していくか。市長、どうするJ1相談して統一意見在つくるん

だ、 しょうがなし 1から」と呼ぶ者あり)

0議長(高橋通夫君 ) 建設部長。

0建設部長 (中村亮助君) 私の方も、御指摘の点につきましては、十分肝に銘じまし

て、内部の調整を図っていきたいというふうに考えてい立す。

先ほども申し上げましたように、都が施行することでございますけれども、水路清流という

関係につきましては、私どもの分野でございますし、また、先ほど答弁がございました生活環

境部の方は、濯瓶期の濯甑用水路の確保という点もございますし、あの地域一帯を考えますと、

確かに御指摘のございましたように、将来も多摩川グラン ド予定地という環境の中で、新堤防

敷の建設という問題もございます。そういう一体的な問題を含めまして、今後、私どもの方の

分野はもちろんでございますけれども、内部調整を十分いたしながら取り組んでいきたい、と
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いうふうに考えておりますので、何分にも御理解を賜りたいと存じます。

O議長(高橋通夫君) 生活環境部長。

0生活環境部長(坂本金雄君) 日野用水は、市内を流れます用水の中でも、最大の

規模のものでございまして、日野用水を初め、ほかの用水にも清流が流れるということは、農

業の振興につながることで、非常に大事なことである、と私どもは認識しております。

先ほどの建設部長の答弁に合わせまして、私どもも十分連携をとりながら、いままで以上に

強力に都に働きかける、こういう所存でおりますので、御了解をいただきたいと思います。

0議長(高橋通夫君) 奥住芳雄君。

0 27番(奥住芳雄君) 適当に、皆さん努力をすると答えております。そう しヴ答弁

が、一番楽なんです。いままで、過去において何回もこういう話を、私だけじゃない、ほかの

議員さんからもあるわけです。そういう中で、いつも帰ってくる答弁は、同じです。一生懸命

に努力をいたします。都なり固なりに行って働きかけます、と言うだけなんです。 言う ことは

わけがないんです。書くのも簡単に書けます。しかし、中身が一つもない。こういうのは、本

当の市政ではないんです。要するに、か っ こうだけつけていると言わざるを得な~ ¥0 

これだけ市民から多くの要望がございます。川をきれいにしてください、悪臭をなくしてく

ださいということもございます。

また、 1日も早く青少年の健全育成のために、東光寺グランドを建設してほしいということ

が常時叫ばれているわけでございます。

そういう中で、肝心な市政の担当者が、市長以下同じです。みんな努力をしていな~ ¥0 全く

不問私たち議員の方がよっぽどよく知っているんです。何ぼ申し上げても同じ言葉「一生懸命

やります」と言うだけなんです。これでは、全〈文句の言いようがないんです。やりますと言

うから。しかし、実態はやらないんです。とんでもない話です。伺ぼ申し上げても同じことだ

と思います。

しかし、ぜひともひとつ、今度こそ力を合わせてこれらの解消のために全力を挙げていただ

くことをお願いを申し上げまして、終わりたいと思います。( r関連」と呼ぶ者あり)

0議長(高橋通夫君) 古谷太郎君。

06番(古谷太郎君) いま、奥住議員さんからお話がありましたけれども、実は私、

いろいろ調べて見た。私、実は百姓をやって用水組合員なものですから、 2点だけ確認をして
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おきた~ ¥0 

第 1点は、旧谷地川の水がいま上堰用水へ入ってきている O それで、非常に汚れているわけ

です。それで、この工事で、新しい谷地川の方に流れるようになった場合、残念ながら旧谷地

川の河川敷が残るわけです。

ところが、あの河川敷の中には、いわゆる工場団地の汚水、研究所の汚水、家庭の汚水等が

入って、水たまりになってしまうわけです。いまは流れていて、日野の町の方へ入ってきてい

るわけです。ところが、新しい谷地川の方へ水を流しますと、旧谷地川の河川敷は、 どぷにな

るわけです。それがそのまんま日野用水へ入ってきています、現在。入ってくるようにできて

います。新しい谷地川の上は、橋で越えますが、私たちは毎年2固ないし 3回、奥住議員さん

も恐らく同じだと思うんですが、用水組合の人夫として、あすこに土掘りに出かけます。非常

に汚れているo

新しい谷地川の方に水を流した場合に、工場とか研究所等の雑排水、汚水はどうやって上堰

用水に入 らないようにするのか、 一つも御返事がないんです、いまD

私は、せっかくきれいな水を入れても、いまの谷地川は旧谷地川になります、来年か再来年

は。そこで、全部汚されちゃう。この対策に対する何のお答えもない。まだ、協議もなにかな

されていないようだ。各部で。どうしてくれるんだ。これが第 1点であります。

それから、現在の問題で申し上げますが、私の裏へは下堰用水から水が入ってきています。

けさも、きのうも、おとといも、雪が降ると少し水が流れます。現在、きょうごらんになって

いただきたい、ほとんど流れてませんから、臭く、冬でも悪臭が出るんです。一体、下堰用水

の水をもっと流さなきゃ、どうしようもないんだろうと思うんです。果たしていまの上堰用水

だけで流量が足りるのか、足りないのかもちょっと心配になる。いまのような状態では。この

点は、各謀、部なり市長さんの方でどういう見解をお持ちになっているか、これが第 2点であ

ります。

第 3点は、いままで堤防をちゃんとしなければ、やはり谷地川の新しい川というのは、なか

なか流せない。ところが、建設省へ対する、いま奥住議員が言われているように、建設省に対

する働きかけはどのようにしたか、私は知りませんけれども、ことしは去年よりまたはるかに

滅っています。去年は 68メートノレか何かの予算がついて実行されました。ことしは50メー

トノレだという。 一体あの堤防がきちんと完成されるには、いつになったらできるのか。東光寺
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0議長 (高橋通夫君 ) 企画財政部長。

ただ、問題は、いまお話に出ているように、農業用水フ.ラス環境用水をど うするかというこ

とになるわけでございます。環境用水としての保留を考え ましでも、上堰の取水量で足りるの

ではないか、というふうな話は聞いております。

現在、私の方でっかんでいる話は、以上のとおりでございます。

O議長 (高橋通夫君 ) 都市整備部長。

0都市整備部長(結城邦夫君 ) それでは、私の方から 3点 目の堤防工事の点につい

て、お答え申し上げます。

5 9の国の予算、現在まだ確定はしておりませんが、一応予定といたしまして、 50メータ

ーを計画をしておると ころのようでございます。これは、現在では、あくまでも予算確定前で

ございますので、予定という言葉で申し上げておきます。

全体の工事につきましては、一体いつ終わるのかという御質問でございます。この点につき

まして、私どもの方で、まだ特に把握してございませんので、至急杷握してお答えいたしたい

と思います。以上でございます。

0議長 (高橋通夫君) 市長。

0市長(森田喜美男君) もうーっつけ加えておきたいと思うんですが、確かに私ども

も東光寺廃河川敷という 、つまり、堤防が仕切られた後の土地利用につきまして、大変期待を

持ち続けております。約、堤防で仕切られる面積 8，000坪相当の面積が、 日野市に無償で貸

与されるという話が、恐らく 5年より以前の話かもしれませんが、当局からございまして、そ

ういうことを期待をしてまいりました。

しかし、法律的に言いますと、堤防で仕切られますと、堤外地にできます廃川敷は、これは

旧耕作者の権利復帰がある、こういう課題が一つございます。

それから、八王子市との行政境の入り組んだ関係がもう一つあります。これらを解決するた

めに、八王子市と行政境の交換分合等について協議をし、また、旧耕作者の方々にもある程度

の接触をした時期がございます。

そういう状況の中で、いわゆる期待をしております谷地川の廃川敷の利用ということは、ま

だ未解決の状況にあると。当時、期待をしていたのとはずいぶん状況が変わりまして、われわ

れも残念にも思い、また、地域の方々に対しても、ある程度の約束をしてきたことが実施でき

ていない、こういう状況にございます。このことにつきましては、なお八王子市とも協議をよ

グラウ ンドの話な どは、もう20年も言われている ことなんです。だから谷地川ができれば、

堤防ができれば、あすこに日野市民の大き な憩いの場所ができる パノだ、こうい うふうに私ども

は、全市民が期待すると思います。

しからば、いまの堤防のあのような工事のやり 方で、一体いつ完全に工事が終わるのか。そ

このと ころをひとつ教えていただき たい。

また、 どのよ うにして終わらせるつもりですか。 去年よりも減ったんですよ。普通は、だん

だんふえるのが予算なんですが。 去年は六十数 メートノレ、こ としは 50メートルきっかりだ、

建設省の予算が。 これじゃど うにもならない。だんだん滅っている。 ゼロメ ー トノレにすぐなっ

ちゃ う。

以上、 3点、谷地川関連について、下堰用水関係、お願いしたいと思います。

0企画財政部長(前田雅夫君) 第 1点目の、旧谷地川の水はどうなるかという ことで

ございますけれども、現在、こ の旧谷地川に工場、ある いは研究所、それから家庭の雑排水が

入っているわけでございます。

したがって、新線ができましても、これらの水は直接は取ることができません。したがって、

旧河川を一部改良して、水を取るということになっております。

また、具体的にどの程度の、た とえば開渠で取るのか、あるいは暗渠にして取るのか、わか

りませんけれども、そういう方針だと いうことは東京都の方から聞いております。

それから、下堰の水でございますけれども、ちょっと私、現状、いま取水の状況はわかりま

せんけれども、将来、成就院の東側に、いわゆる上堰から取った水をバ イパスで‘下堰に戻すわ

けでございます。そうしますと、 59年度にそのノξイパスの工事を し、さら には上堰の一部、

成就院の前の水路を一部改良を して、下堰に流すということになりますと、下堰の水がよくな

るということでございます。

それから、あと、この水が足りるかと いうことでございますけれども、これは、現在、農業

用水としての受益面積から算出しますと、上堰の取水量で足りるということになっております。

これは、農業用水の取水量の計算の仕方というのは、普通の土木とは違いまして、農業土木の

中で計算するわけで、東京都の方にそういった計算を依頼いたしまして、その結果では足りる、

ということになっております。
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り進め、それから旧耕作者といわれる方々との立場も十分見きわめて、将来、日野市が何らか

の形で確保でき、いわゆる約束しておりますグランド用地等の用に充てる、こういう考え方に

相違はございませんので、そのように取り組んでまいりたい、このように思っております。

いまの用地のことは、日野用水に清流を取り入れるということにかかわって、問われたこと

でございますが、私どももまだ解明に不徹底な点も確かにございますので、今後、このことに

園、あるいは都、あるいは八王子市、その関係におきまして、より明らかにして、そうしてな

るべく早く日野の市民の用に充てられる、こういう状況に突き進めてまいりたい、このように

考えるところであります。

0議長(高橋通夫君)

06番(古谷太郎君)

古谷太郎君。

財政部長さんのお答えもあるんですが、特に申し上げておきた

午後零時 1分休憩

午後 1時 11分再開

。議長(高橋通夫君) 休憩前に引き続き会議を開きます。(r関連」と呼ぶ者あり)

鏡野行雄君。

0 10番(鎮野行雄君) 市長は施政方針表明で、先ほども、緑と清流を取り戻しとい

うことを基本姿勢とする、ということを表明されておられます。

先ほどから奥住議員、あるいは関連の古谷議員の質問に対しての答弁、どうも私は納得でき

ないわけであります。基本的に、こういう基本姿勢とは言いながら、清流関係についての熱意

が欠けているんではないか、と思うわけであります。

私が申し上げたいのは、実は平山用水の災害復旧関係についても、同じようなことが言える

のではないかと思うわけです。御承知のとおり、平山用水災害復旧につきましては、一昨年の

台風で破損した個所であります。同時に、対埠も被害を受けました。そして、技術的な関係か

ら、瀬違いの関係から同時に工事はできないということで、今年度に工事は繰り越されたわけ

であります。

そして、これについての固なり都なりの補助は、早くから確定していたわけであります。せ

んだっての議会でも、補正予算に、皆さん御承知のとおり、これは繰越明許として提案されて

おります。ということは、非常に工事が遅延したわけであります。経過を聞きますと、建設省

関係との折衝がはかどらなかったという事情があるようであります。

いろいろ事情を聞いてみますと、どうもふだんから、あるいはこのことに関して、建設省に対

する働きかけなり、連携が不十分なんじゃないかと。そういうことで、まごまごすると 4月末

の用水に水を入れることも不可能になってしまうんではないか、というような事態に追い込ま

れたわけであります。

幸いに、ようやくここで建設省との折衝も終わって、工事が始まったところでありますけれ

ども、非常に、先ほど申し上げましたように、その折衝の過程が、私から言わせれば、不十分

ではないかと、第一線の課長なり係長が苦労するばかりではないか、もっと市の理事者なりト

ップの方が折衝をすべきではないか、それがこのように遅延する原因ではなt'かと思うわけで

いのは、南多摩建設事務所の工事二課では、バイパスのいわゆるトンネルと言いますか、成就

院の通りのところの管の布設の予算はあります。 59年度でのっています。

しかし、旧谷地)11と上堰用水との交差するところの予算は、 1円もありません。ですから、

もしこのままいくとすれば、せっかく新しい谷地川の上を橋で通ってきても、その直前、上流

において、工場や、研究所や、家庭の汚水が全部上堰用水、東光寺に流れてくるわけです。

そういうふうな現実の姿となれば、下堰用水から水を入れる方が、まだきれいなんです。一

体そういう、東京都の予算はついていません、ことし。ところが、 60年になったら、上堰用

水をどうするんです、こういうことになれば、下堰用水の方へ、大変なことになる、これ。

それから第 2点の問題にしてもそうです。水の量が足りるのかと。いままで、水田が減ってい

ます。しかし、われわれは水田の滅少よりも、あの汚水を薄めてもらいたい。そのために水を

たくさん流してもらいたいんです。環境水流。 だからそれについても、私は、東京都が検討し

ていますなんてあいまいじゃなくて、皆さん方の方で、理事者の方でがっきりとやらなきゃい

けなし 1。

それだけについて申し上げておきます。 12時ですから。(r休憩」と呼ぶ者あり)

0議長(高橋通夫君) お諮りいたします。議事の都合により暫時休憩いたしたいと思

し1ますが、これに御異議ありませんか。

C I異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(高橋通夫君) 御異議ないものと認めます。よ って暫時休憩いたします。

す。

清流を取り戻すためには、まず下水道が最優先されなければならない、と私は思うわけです
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けれども、 この問題はさておきまして、用水関係は何も農業用水としての機能ばかりでは、先

ほど古谷議員の言われたよう に機能 しているわけじゃない。生活用水の排水路ともなっている

わけであります。清流を取り戻すためには、最優先に取り組まなければならない課題であるわ

けであります。その辺、私、非常に問題であると思います。対応について、市長の意見を聞き

用水が、本来、農業のために良好な環境をつくっていくという目的から、いま、生活排水とし

ての役回りも担わされている、そういういま状況にあると いういろいろな御意見が出ました。

そこで、市長も この施政方針表明の中でおっしゃっております、緑と清流を取り戻す、そし

て健康で文化的な生活環境をつくるという、このことに全力で取り組んできた、こうおっしゃ

たいと思います。 っているわけです。

ところが、この農業用水のいわゆる維持管理費として、農業費の中で、農業用水維持管理事

業、この事業に補助金がそれぞれ 60万円、 8組合に対して出されております。これはト ータ

ノレで 48 0万円になるわけですが、用水組合の維持管理の事業、果たして 480万円程度の事

業費で、補助金で事足りているのだろうか、と思うわけです。予算を見てみますと、本年 58 

年度が同じように 480万円で、来年度の予算を見てみますと、同額で、据え置きになってお

ります。全力で取り組む割りには、ちっとも予算が伸びてないわけでありますが、この予算の

額で、果たして用水組合は十分に事業ができているかどうか、補助金ですので、報告等が出て

いると思いますので、ひとつその点をお聞かせいただきたいと思います。

0議長(高橋通夫君) 市長。

0市長 (森 田喜美男君 ) 平山用水の、一昨年、台風時の破損につきましては、緊急復

旧、つまり災害復旧工事と、それから引き続き復元工事と、二様に分かれた、このように思っ

ております。

その経過の、建設省との折衝に熱意が欠けたという御指摘のようでありますが、これらは、

すべて、特に用水関係は優先をして復旧していただく、ということになっておりますから、そ

ういう御指摘のようなことは、私はなかった、このように解釈をしております。

なお、内部からのいろいろの状況報告というものがもし欠けたとすれば、そのことにつきま

しても、十分これからは確実を期していきたい、このように考えております。

0議長(高橋通夫君)

0 10番(鎮野行雄君)

鏡野行雄君。

現実の問題として、 建設省との交渉がうま くし 1かなかった、

0議長(高橋通夫君) 生活環境部長。

0生活環境部長(坂本金雄君) 農業用水の補助金に関しましては、 58年度の補助

事業の報告書をしさいに調べませんと、はっきりしたことは申し上げられませんが、補助金だ

けでは、多少無理があるように私は聞いております。そのために、新築の住家から迷惑料とし

て、用水へ排出する場合に、何らかの負担金を取っている、というようなことも聞いておりま

すが、非常に財政は苦しい状態にあるんじゃな t'¥かと考えております。

ぎりぎりのところまで追い込まれて、先ほど言いましたように、農業用水のためには、どうし

ても 4月の末には遅くても通水しなければならないわけでありますけれども、それが間に合う

かどうかわからない、というようなときまで追い込まれたわけであります。非常に、建設省に

対する働きかけなりが不十分な結果、そうなったんではないかと私は思うわけであります。ひ

とつ、その辺、今後そのようなことのないように、十分注意していただきたいと思います。

0議長(高橋通夫君 )

o 18番(古賀俊昭君)

古賀俊昭君。

480万円では足りていないようなんですね。あくまで建設

( 1"関連Jと呼ぶ者あり)

O議長(高橋通夫君)

018番 (古賀俊昭君 )

古賀俊昭君。

奥住芳雄議員の、農業用水についての質問に関連して、私も

部の方でもいろいろ清掃関係の、用水に対します予算というのは組まれているんですが、用水

組合がやっております、聞くところによりますと、いわゆる濯甑期だけということですので、

年聞を通してというわけじゃありませんが、それでもその短い期間、予算が足りないというこ

とであります。

市長、このおっしゃっておりますことと、予算の裏づけというものが全くないわけで、違う

と思うんですが、足りなければ、少し足しておやりになったら し1かがでしょうか。

若干お聞きしてみたいと思います。

いま、鎮野議員もおっしゃったんですが、緑と清流を取り戻すということであれば、当然、

公共下水道、下水道事業の進捗ということが、まず第一義的に考えられなければならないわけ

でありますが、しかし、なかなか遅滞してこれが進まない、ということでありますので、農業 0議長(高橋通夫君) 市長。
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0市長(森田喜美男君) 用水の維持管理ということ は、組合が直接的に管理のために

努力される、というふうになりますし、市として、市の建設部が行っておりますのは、用水の

大きい改修工事、それらはすべて相当な額を投じてやっております。

確かに、いま用水組合は、特に市民の雑排水が流入されるということで、非常に困っておら

れる、あるいは不満が多いということは、理解で きるわけであります。

さればと言って、それからが補助金で何かより改善できるというふうには、私は考えており

ません。適正な補助という意味の検討は、しなければならないと思っておりますが、いろんな

意味で、用水に依存もし、 また市も相当な投資、あ るいは経費の導入も行っておるということ

もございますので、よく担当の方、関係の方とも、たとえば清流運動などでも協力していただ

いております。

直接維持管理についての経費について、御意見を出されたことは、いまのところございませ

ん。

0議長(高橋通夫君)

0 18番(古賀俊昭君)

古賀俊昭君口

市長は御存じなし 1かもわかりませんが、 58年度で維持管理

費、それぞれの組合が赤字だということであれば、担当部課の方では、増額ということを、多

分私は 59年度の予算要求のと きにさ れたんではないか、と思うんです。そう多額のお金じゃ

ないわけでありますので、現在、用水が持つ役割りは、非常に大きいわけですから、そうした

負担を用水組合の皆さんにかけるということじゃな くて、市の方でも、せめて赤字分ぐ らいは

これか らも見てl'く、という姿勢がなくては、ここに書いてあることが、施政方針表明に書い

てあることが、どうもまゆっばになってくると思うんです。ひとつその辺を もう一度街]検討い

ただきたいと思います。

もう一つ、お考えをお聞かせいただきたいんですが、この用水に関しまして、部署が再三指

摘 されておりますが、産業経済謀、生活環境部の方と、建設部の方で二本立てになっ ているわ

けです。この面でいろいろ不都合があるのではな いかと思 うんですが、水路清流課という新 し

い部署もできておりますので、ここで一本化される方がごく自然、で、 スムーズなむだのない行

政といいますか、そうした円滑な運用という ものが、行政側で も図れるのではなし 1かと思うの

ですが、そうしたお考えは全くな l'かどうか、ひとつお考え方、お聞かせをいただきたいと思

し、ます。

-234-

0議長 (高橋通夫君)

O助役(赤松行雄君)

助役。

では、私の方からお答え申し上げたいと思います。

5 9の予算査定の中で、この農業用水の維持管理費、ある いは補助金というものにつきまし

でも、突っ込んで検討いたしておるわけでございますけれども、従来の、足らないか ら幾らか

積み上げていこう、というふうな補助体制といいますか、積み上げ方式と いう ものではなしに、

内部的に建設部、あるいは生活環境部という中での検討委員会を目下つくっ ておるわけでござ

し1ます。ですから、広 く意見を徴しまして、根本的に見直していこう 、というふうな ことでお

りますので、その検討を待って対処 していきたい、こ のように考えておるわけでございます。

それから 2点目でございますけれども、新し く水路清流課というものができましたので、こ

の中に用水の関係一切を担当させるかどうか、というふうな検討等もかっていたしたわけでご

ざいますけれども、やはり 、用水の管理という ことにつきま しては、産業関係の行政で ござい

ます。いろんな指導、補助、国 との補助というふうな面から、水路清流課に一元化するという

ことは、無理なようでございます。国からの縦割りの支配と言っちゃ語幣がございますけれど

も、流れがございますので、やはりそれに従うという形になるようでございます。

要は、補助金にしましても、管理にしましても、もう少し市の中で円滑に、やはり農業者の

立場というものが考慮される行政というものに持ってし 1く必要があるんじゃないか。要するに

個々の部なり、謀なりというものが、もっと積極姿勢というものを出す必要があると。

それから、小さい事柄まで企画が調整するんだという ことじゃなくて、それそのものを一体

として、一つの部が考えてし1く、あるいは相関連する、建設部でございましたらば、農業用水

の件については、やはり産業課と積極的に連携を保って l'く、こういう気風なり積極姿勢とい

うものが、やはり必要なんだと。はっきり言えば、現在の体制の中には、そういう点に多少不

足するものがあるんだ、こういうふうに考えておりますので、そういう点は十分に補なってい

きたい、こう考えておるわけでございます。

検討委員会を設けておるということでございますので、早速にも検討を急がせまして、 59 

の中に も反映させていきたいと考えておるわけでございます。

0議長(高橋通夫君)

0 25番 ( 大 柄 保 君 )

大柄保君。

この施政方針表明の中で、まず私は、 2ページに書いてあり

ます「緑と清流を取り戻し、健康で文化的な生活環境をつくる」 というこ とを、第 1点目に取
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り上げてお聞きしよう、このように思っておりましたけれども、先ほど官頭の奥住議員の発言、

並びにそれに関連しての農業用水に関係して、今後、農業をやっておいでになる皆さん方の立

場を考えてやっていくんだな、こういうふうに私は感じ取ったわけであります。それで、生活

雑排水等についても、これから皆さん方で一生懸命やってくれる人ノだな、こういうふうに考え

ましたもので、第 1点目のこの質問については、ぜひお願いをしたい、ということを要望をい

たしておくところであります。

次に、 6ページでありますけれども、 3番目の項目の中で「道路整備事業では云々」と、こ

ういうふうに記載してございますけれども、この中で、私は、私道の今後の道路行政について

は、どういうふうなお考えを持って施策を進めて l¥かれるのかどうか、ということをお聞きし

ておきたいと思います。

次のページでありますけれども、 「防災対策としては云々Jということになっておりますが、

私も決算委員会の中でも御指摘を申し上げまして、市内の自治会等に対しまして、消火器の要

綱どおりの設置をしていただきたい、ということをお願いをしておきま して、ぼちぼち、各自

治会によってはついているのかなと、こういうふうに考えておりますが、もちろん予算の関係

もございますでしょう、づ亙に一度につけるというのはちょっと無理かな、というふうに私は

判断をいたしておりますけれども、今後、自治会に対す る防災対策としての消火器等について

は、どんなお考えで施策を進めてし、かれるかどうか、これが 2点目になります。

次のページをめくっていただきまして、 8ページでありますけれども、 「中学校をブロック

単位とするコミュニティ会議を発足させ」ということが記載されておりますけれども、もう少

々突っ込んで、具体的なブロック単位とするコミュニティ会議、どういうものであるか、とい

うことをお答えをいただきたいと思います。

最後のページになりますけれども、 10ペーグであり ます。 I終りに、本市は前途洋々の可

能性とその能力を具備しながらも、…」その後でありますが、 「その前途には、なお幾多克服

すべき問題が待ち受けているものと思われます」と言うが、市長はどんなこれから先に難問題

が待ち受けているのか、お考えがあったらばお聞かせをいただいておきたいと思います。以上

ように、明星団地の避難路の整備、これは昨年設計委託をお願いいたしまして、本年度はその

工事費を見込んであるわけでございます。

それから、防災無線につきましでも、年次計画を立てまして、 80局体制を目指して、整備

強化を促進させるわけでございます。

さらに、お尋ねの消火器の件につきましては、消火器に先立ちまして、貯水槽の整備、それ

から消火栓の整備をきめ細かく進めることに、今年度は相なっております。その後に、消火器

の件につきましては検討いたす予定にしております。( I逆じゃ ないかな、対応は。おかしい

な」と呼ぶ者あり)

0議長 (高橋通夫君) 建設部長。

0建設部長(中村亮助君) 順序が変動いたしまして大変申しわけございません。

2点目の、私道の取り組み姿勢ですけれども、これにつきましては、毎回御指摘をいただい

ておりますので、 59年度予算の中でも、身近な生活道路を見直していこう、というような調

査の予算もお願いをする予定にいたしております。

問題は、やはり私道で、市で持っております基準に当てはまらない、いわゆる私道路のまず

舗装の問題とか、あるいは側溝のない道路に側溝をつけて、排水を新たに取ると いうふうな問

題が、一番大きな問題になっておるわけです。

しかし、基準としては、やはり建築基準法の関係などもございまして、幅員は原則的には 4

メーターは曲げたくないと。ま た、 そう でないと、今後建築など、あるいは改築などをする場

合に、どうしてもできないというふうな問題もございますので、やはり私道の整備というのは、

いま持っております私どもの補助基準、いわゆる 70領補助というのを、当面対応策にしてお

るわけですけれども、しかし、補助率の問題等については、関係部局と一緒になりまして、昨

年来から検討を進めております。したがって、 59年度から実施できるような形で、何らかの

前進的な要綱の改正ということについては、現在取り組んでおるわけですけれども、具体的に

ここで、それではどのくらいか、というふうなお答えはまだできないわけですけれども、そう

いう点。

であります。

O議長(高橋通夫君) 生活環境部長。

0生活環境部長 (坂本金雄君) 防災対策につきましては、ここに書いてござし 1ます

それからもう一つは、やはり開発行為等で、古く開発をされた地域で、いろんな事情がござ

いまして地益権が移らないとか、そういうふうなことでまだ未整備、そして私道のままになっ

ているような道路もございますので、それらについては、 59年度予算の中でも測量だとか、
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あるいは境界査定、そういう基本的な問題を解決するための一つの足がかりをつけていこう、

というふうな面の予算もお願いをする予定にしております。 そういう点をいろいろ考えなが ら、

今後、特に私道の無整備地域で、生活道路として使われている道路の整備としづ問題につき ま

しては、もう少し前進をさせるような形で取り組んでいきたいというふうに思っております。

O議長(高橋通夫君) 生活環境部長。

0生活環境部長(坂本金雄君) コミュニティ会議は、現在、青少協の実践活動機関

として地区委員会活動が八つの中学校区に一つずつ設けられておりますが、その団体を母体と

いたしまして、主として青少年の健全育成、あるいは社会環境の浄化、その他の問題につきま

して、その地域の課題について話し合いをしていただく、そのための予算も多少計上してござ

います。今年の夏ごろまでを目安に、順次その会議を発足させたい、このように考えておりま

す。

0議長(高橋通夫君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 今後克服すべき問題ということで、どうしづ認識か、という

ことが御質問になったと思います。

日野市の行政、現在、人口の急増期をようやく経過いたしました。この際に、本格的な都市

基盤整備に取り組まなければならない、御承知のとおり、区画整理事業でありますとか、ある

いは基幹になります都市計画道路、もっと大きく言いますと、下水道事業、これらの問題に真

正面から取り組んでおる、こういう状況であります。

その際に、恐らく財政上の困難も必ず直面するであろうと思いますし、それから事業を行う

に当たりましても、その問題を市民の方に理解、協力いただくのに大変努力を要する、こうい

う面も当然あるわけであります。

私どもは、市民自治ということを大きいよりどころといたしまして、そうして自分たちの町

を子孫に残す、今日そのために何をなすべきか、ということで、基本的に取り組んでおるわけ

でありますから、前途は洋々である。しかし、一つ一つ取り上げますならば、大小さまざまの

克服を要する問題がある。このことは当然だと思っております。

したがいまして、そういう意味での表現を申し上げたわけでありまして、御理解を賜れびと

思っております。

0議長(高橋通夫君) 大柄保君。
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025番(大柄保君) 道路整備事業で再質問をさせていただきますけれども、ただ

いま建設部長の方から、ここに書いてあること、というふうなことで答弁があった、こういう

ふうに考えておりますけれども、いかがでしょうか、 26市の中で、私は一般生活道路の改良

というところが、質問の要点になっておるわけですが、それには、やはり私道というものも当

然、含まれると考えておりますので、 26市の中で、私道に対する行政をどういうふうに行って

いるのか、仮に日野では、補助制度であるけれども、ほかの市では、 100係市費で整備され

ているというところがある、ということも私は聞いておりますので、その点、お調べになって

おわかりになっていたら教えていただきたL'0このように考えての再質問であります。

それから、ただいま生活環境部長の方から、ここに書いてあるとおりのことを答弁されてお

りましたけれども、私は消火器のことについて、当然引き続きことしも行政の施策の中に入れ

ていくのかなと、こう考えましたもので、これから消火器の、各自治会等に対して要綱では

1 2 0メーターに 1個つけるんだよ、ということだけれども、それを進めていくのかどうか、

これを聞いたわけでありますので、それをちょっと教えていただきたいと思います。

8ページの、中学校をブロック単位とする、これは私もちょっと誤解していたかなと思うん

です。市長が対話集会というようなものをおやりになっているというふうなことで、それをま

た輪にかけて市長がおいでになってやるのかなと、こういうふうにまた考えておりましたので、

この点については了解をいたしました。

それから、最後の、市長のこれから先の多難、克服すべき問題、これもわかりましたので質

問は終わりますが、あと最初の 2点についてお知らせをいただきたいと思います。

0議長(高橋通夫君) 建設部長。

0建設部長(中村亮助君) それではお答えいたします。

他市の私どもに対するいわゆる補助要綱の関係ですけれども、いま手元に資料はございませ

んけれども、いろいろ、やはり生活道路そのものの、その地域における関連といいますか、そ

ういうものがあろうかと思いますので、そういう点でやはり私道の位置づける割合といいます

か、重要性といいますか、そういうものは確かに地域によってはあろうかと思います。

したがって、先ほどもちょっと申し上げましたけれども、生活基幹道路の見直しをしようと

いうことで、取り組む予定にいたしておりますので、その中で、当然重要な、公道から公道に

抜けている通過交通の多い、需要の多い私道等についても、当然取り込むような形の中で、で
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きれは市道化してし 1く、そういうふうな考え方が必要だろうと思いますし、現在、私どもの方

の、先ほど申し上げました 70%の補助ですけれども、他市でもやはりそのようなことで補助

をしている 、というふうにも聞いておりますけれども、 100婦の補助率で私道路を整備して

いる、というふうなところについては、正確にまだつかんでおりませんので、また次の機会に

お答え申し上げたいと思いますので、そのような、とにかく私道そのものの未整備のものにつ

いては、もう少しやはり真剣に取り組んでいきたい、そういうことだけを申し上げて、また詳

しい他市の例等につきましては、後ほどの機会にお譲りをするようにいたしたい、と思います

ので、御理解をいただきたいと思います。

0議長(高橋通夫君) 生活環境部長。

0生活環境部長(坂本金雄君) 防災対策の、特に初期消火の対策でございますが、

今後 も消防ポンプの買t"¥かえ、あるいは防火水槽の新設などと絡みまして、 120メートノレご

との要綱に沿った線で検討させていただきたいと思います。

0議長(高橋通夫君)

025番 ( 大 柄保君)

大柄保君。

ただいま建設部長、それから生活環境部長、市長、皆さんか

ら、今後、前向きな姿勢ということを御答弁があったわけなんですけれども、先ほどからいろ

いろ討論、討議の中で、どうもすっきりいかないな、というふうな私もここにいて感じておる

わけでありますので、ぜひ皆さん方で連携を取り合いながら、これから市政を進めていってい

ただきたい。 3月のこの議会でお約束をしたということで、皆さん方でがんばってやってもら

うようにお願いをして、質問を終わります。

0議長 (高橋通夫君) 中山基昭君。

024番(中山基昭君) 先ほどの、市長から表明がありました方針の主張と、その誠

実な政治姿勢、情熱につきましては、多くの理解と期待を寄せるところであります。

しかし、この方針にも触れられております身近な行政の果たす役割り、さらには市長の言わ

れる総合性、創造性、実践性という観点からは、次の何点かにわたり指摘をし、施策の一層の

充実を促してまいりたい、というように思います。

最初に、 59年度の予算編成に関連をしてであります。この方針の前段におきまして、政府

予算に対する問題点が指摘をされております。中でも、財源不足に伴う国債への依存の高まり

が危慎をされ、こうした傾向が、そのまま新年度の 59年の予算案についても指摘ができるの
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ではないか、というふうに思います。

歳入構成比を、前年度と比較しますと、市税が 69%から 59%に低下をし、市債への依存

が 7%から 14%に大きく高まりを示しております。

もちろん、臨時的な投資経費の重なり、というふうなことは、理解をするわけでありますが、

こうした後年度への負担の増加が、財政の硬直化、 あるいは市民生活における不安になってく

ること は明らかではないか、というふうに思います。

しか も、今後も都市基盤、あ るいは生活施設の整備等の、多くの資金が必要とされる中で、

大変厳しい財政をより効果的に運営を図るために、財政と事業や施策が分立、遊離することの

ないように、中期的、 あるいは長期的にわたる的確な計画方針の確立と、実践を図ることが、

最も重要なときではないか、というふうに思います。

二つ目は、先ほど助役さんの方からも若干の類似した答弁があったわけですけれども、行政

機能の活性化と、その充実についてでございます。

行政の運営におきましては、国や東京都との関連を含め、減量経営が強く言われ、行政の改

革が社会的にも大きなテーマになってきております。地方自治体行政としても避けて通ること

のできない課題ではないか、というよう に思います。

しかし、単純な滅量なり、あるいは対応ということだけでなく、毎日の生活に直結する最先

端の行政として、市民生活、市民サーピス、これを最も重視しての行政機能の効率的、効果的

な運営を図るための努力と工夫が必要ではないか、というふうに思います。そのためにも組織

機能の活性化と、充実、整備について、積極的なひとつ努力をお願いをしておきたい、という

ことでございます。

三つ目は、高齢者施策の充実と促進についてであります。

急速な高齢化社会への進行が言われ、私的な領域を超えた全国民的な、あるいは市民的な重

要な課題として、その対応が急がれなくてはな りません。そのための対応、対策の原点は、 高

齢者施策、対策をこれまでの弱者としての福祉的な観点からだけでなく、当然の社会的な現象

として受けとめる中で、高齢者が地域社会の一員として自立をし、生きがいの持てる生活が確

立されることを思考しなくてはならないというふうに思います。

すでに設立をされております対策協議会等への期待をするわけでございますが、保健、余暇、

就労、住宅など、幅広いニーズに身近な行政として施策の充実を図ることが必要ではないか、
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というふうに思います。

以上、 3点になろうかと思いますけれども、この際、市長のお考え、見解をひとつお伺いし

ておきたいというふうに思います。

以上です。

O議長 (高橋通夫君) 市長。

0市長(森田喜美男君) それぞれ、これから行政に取り組む施策の、私ど もまた考え

ております部分のところを、明確な御指摘で質問をいただきました。

私ども、財政硬直化ということが一番、行政はもちろんであり全すけれど、市民生活に対す

る可能性を失わせしめる、ということになりかねませんので、そのための自治体の行政に取り

組む基本姿勢、きわめて重要だと思っております。

それから、組織の活性化、これは、要するに職員の能率的、あるいはやる気を引き立てる、

ということに対するわれわれの基本的な心構え、ということにつながってまいりますので、も

ちろん研修をしますとか、あるいはいろいろな心構えについての指導、督励をするというよう

なことは、日常的なことでございますが、なお、これにも増して、組合対策もありましょうし、

それから勤務体制に対するわれわれの今日的な謀題があるように、つくづく感じております。

それらにつきましては、基本的に議会からも日ごろ御指導もいただいておりますし、機動力

のあると申しましょうか、あるいは活力のある、そういう気運を育てたいと。このためには、

いかになすべきかということが、また大きな課題になってまいっておりますので、内部的にも、

あるいは市民参加の形でも、いろいろな施策に焦点を当てて取り組んでいきたい、このように

考えております。

また、時代の趨勢といたしまして、高齢化社会、この傾向は、もうこれは現実の問題であり

ますし、国はもちろん地域自治体も、市民生活に直結いたしますだけに、これらの施策に十分

な対応をしていかなければならなし'0生きがい政策でありますとか、あるいは健康施策であり

ますとか、これだけのみならず、やはり所信表明にも掲げておるわけでありますが、いろいろ

なことと相連携させて、そうして、先ほど問われておりますようなコミュニティ活動などにも、

そのことが関係しておると思っております。これらのことを相関連し、共鳴し合って効果を生

む、こうした面もある、このように理解をしておるわけでございます。

いずれにいたしましでも、いま、日野市は成長途上、あるいは市民自治の意識がだんだんと
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高まりつつある時期でもありますので、これらをうまく，、このエネノレギーをそのために集めら

れるような、そういう行政の立場をとりまして努力をいたしたい このように考えておるとこ

ろでございます。

0議長(高橋通夫君) 中山基昭君。

0 24番(中山基昭君) 市長からの見解、あるいは決意、こういうふうなものをお聞

きしまして、一定の理解を深める中で、さらに施策の充実、発展への努力をお願いをしておき

たい、というふうに思います。

特に、一つだけ要望を申し上げておきたいわけですけれども、先ほど来、コミュニティ会議

等の御指摘もございます。そういう関連で、青少年の健全な育成、こういう点について、 やは

り一つの社会的な課題として、行政としても積極的な努力をしなければならないと きである 、

というふうに思います。

特に、いま までの問題行動や非行問題、こ ういうものが、学校の取り組み等においても後追

いになってきておる、というふうな感じを私は受けておるわけです。

したがって、そうした潜在的な要因は、どこにもあるわけですから、そうした問題の発生後

の後追いということでなくて、 コミュニティ 会議なり 、あるいは青対協、こういう ふうな場を

育成、活用を十分する中で、これからの未来を担う青少年が情操豊かに、身心ともに健全に成

長するように、地域も、あるいは学校も、あるいは行政もそれぞれ責任を持ってひとつ連帯を

して、りっぱな地域社会づくりに努めていただきたいというふうに思います。以上です。

0議長 (高橋通夫君) 鈴木美奈子君。

013番(鈴木美奈子君) 5 9年度の施政方針表明につき ましては、いまの国との関連

を考えますと、私は本当に積極的にこれを評価したいと思います。最後のところでも、市長が

申されておりますように、厳しい財政状況を克服しつつ、地域発展の基盤づくりのため、諸般

の施策を意欲的に推進し、市民の願いや期待に可能な限りこたえることが、いま、 その時期で

ある、と いうふうに述べられておりますが、私も全くそのとおりだと思います。

そして、五つの柱を立てておりますが、その中の 1番目の「生きる喜びを創り出す健康と福

祉のまちづくり」について、この点については、 58年度も 59年度も、 1番目 の柱として取

り上げて おり、やはり福祉の施策について、市が積極的に取り組んでし1く、その姿勢が見られ

るわけでございます。
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その中で、私は障害者の問題について質問いたしますが、 1981年に国際障害者年が制定

されて、そして日野市の中でも、国際障害者年日野市対策協議会が設置され、日野市に対して

の障害者の施策の答申が出されております。その施策の答申に基づいて、今度、旭が丘の障害

者センタ 一、こういうものができるわけでございますが、私は、この中で、いままでこの施設

をつくることについては いろいろと障害者団体の皆さんとお話し合いを進める中で、ここに

実現できたことは、大変いいことであり 、また、今後も積極的に障害者団体の方々とお話し合

L ¥を進めながら運営もしていっていただきたいわけでございますが、そのーっとして、これか

らの運営についてはどのように考えているのか、それが 1点目でございます。

2点目については、予算の中に、仮称でご ざいますが、生きがし吋乍業所新設というふうにな

っております。仮称ですから、まだ、最後のところでどういう名称に変わるかはわかりません

けれども、この名称についても、私は少し疑問がございますので、これについても、これに携

わるいろんな団体の方々と協力して、働く人々にふさわしい名称にしていくべきではないか、

というふうに考えますが、その点をお尋ねいたします。

最後に、これからの障害者団体のいろんな方たちの運動が、特に 56年の答申が出 された後

からも、たとえば知恵おくれの子供たちを持つお母さん方が、手をつなぐ親の会であるとか、

また、肢体不自由児の子供を持つお母さん方が親と子の会をつく るとか、また、七生地域にも

共同作業所をつくってほしいとか、いろんな、さまざまな父母の運動があるわけです。

そういう中で、一つの大きな施設をつくれば、それで障害者のいろんな要求がかなえられる

ものではなく 、また、地域の中で、それぞれがさまざまな障害を持つ団体が、それぞれの中で、

地域で活動することこそ本当にその子供たちの幸せにもつながるのではないか、というふうに

考えます。

そういう意味で、これからの障害者施策について、市長はどのようにお考えになっているの

か、その 3点をお聞きいたします。

0議長(高橋通夫君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 総論的な答弁は私から行いますが、もし、よ り細かなことが

ありましたら、担当部長からお答えをすることにさせていただきます。

御質問の、障害者センターといい、あるいは福祉作業所といい、あるいはもう一つ、予算上

には生きがい作業所というような言い方もいたしておりまして、これは少々紛らわしかったと
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思っております。

この施設の機能には、いわゆる肢体障害者を対象とする作業所、もう一つは、 2階建てにな

りますが、その2階には、精神薄弱者に対する施策の場、こういう分け方であります。

そして、共通するものは、私は、生きがいと言い、あるいは福祉センターという言い方をい

たしましても、やはり参加そし、社会に参加をしといいますか、あるいは仲間づくりをし、そ

うして仕事を通じて一つの生きがいをつくり出して L¥く、こういうこ とが大切だと思っており

ます。

したがいまして、仮にその名称がどうありましょうと、その貫くものは、国の制度にもあり

ますとおり、福祉作業所という考え方で貫いていきたい、このように考えております。

それか らもう一つ、運営の形態で ありますが、なかなか障害者の施策という ものは、非常に

多種多様に求められるべきものでありまして、共通でまとめる とい うことは、なかなかむずか

しいわけであります。しかしながら、その関係の、それぞれ意見を持たれ、あるいは苦労して

きておられる、こ の方々の意見が十分反映できるよう、私といた しましては、財団法人、何々

事業団というふうな名前が的確ではなかろうか、このよ うな指導も、東京都等の関係当局から

指導もいただき、あるいは協議も申し上げておる、こういうような状況でございます。

いずれにいたしましでも、よその前例もございますし、いろいろ困難も多いことは承知でご

ざし 1ますが、文字どおり、障害者の方々が、あるいはそれを取り巻く地域社会が、あるいはボ

ランティアが力を出し合って、そうして、いわゆる生きる喜びをつくる、こういうふうな考え

方で臨みたい。なかなか、具体的にはっ きりする ことも現状まだ完全ではございませんけれど、

そのような考え方で事業を進めていきたい、こういう構想でございます。

0議長 (高橋通夫君) 鈴木美奈子君。

0 13番(鈴木美奈子君) 再質問いたします。

事業団に委託したいということでございますが、もし、具体的に福祉部長の方で、こういう

方向であるということが出ておりましたら、お聞かせいただきたいと思います。

0議長(高橋通夫君) 福祉部長。

0福祉部長(高野 隆君) ただいま御質問の福祉作業所につきま しては、御質問にご

ざいましたように、国際障害者年に日野市対策協議会からの答申をいただきまして、こ の答申

の中での、つくるべき作業所として、障害者の作業所、あるいは福祉センターという構想もあ
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ったかと思います。

東京都の御指導を受けながら、今回、建設費 4億 2，000万円ほど計上いたしまして、提案

しておる次第でございます。その運営に当たりましては、市の直営か民営かということについ

ては、財政状況の厳しい折から、民営の方向で検討いたしてまいり ました。

民営の方向といたしましては、市の社会福祉協議会に委託するか、あるいは民間の法人に委

託するかということで、協議して、検討してまいりましたけれども、東京都としては、社協は

事業の対象としては余り好ましくない、ということでございました。

また、民間の福祉法人といたしましでも、優良な民間福祉法人は、引き受ける余力がないと

しくないのか、その辺の具体的な数字を挙げて、大まかな数字で結構でございますが、指摘し

ていただきたいと思います。

たとえば、地方債が現在高でどのぐらいあるのか、債務負担行為に伴う償還金の合計合わせ

てどのぐらいになるのか、それが今年度の 304億の予算の中で、どのぐらいの比重を占めて

いるのか。

いうことでございました。

この方針の中にも、若干、将来的な下水道関係の進捗状況に合わせて歳出がふくらんだ、と

いう指摘 もありま したけれども、これから 5年、 10年先には、こういうふうな指摘だけでは

終わらないだろう、というふうに思います。この辺、いつ、これは下水道関係の進捗に合わせ

て、 その裏づけの財政計画を練り直して、実際の実施に見合う計画を練っているところだ、と

いう話も承っているわけでありますが、この辺については、どういう認識を持たれているか、

ぜひ教えていただきたいと思います。

それから第 2点は、市長は市民の命と暮らしを守るということを一貫して言われているわけ

でありますが、やはり政治の原点はそうであろう、困難なことであってもそれを目指すべきで

あろうというふうに私も思っています。これは、前回、鈴木議員からも一般質問で、サラ金の

問題として指摘された点でありますが、やはりサ ラ金の問題につきまして、借りる側にも大変

な問題がある。しかし、これに対して単なる放置に近いような状態では、まずいんではないか、

事前の策的なものはとってしかるべきではないか、と いう趣旨の発言も、私もしたわけであり

ますが、これに対しては、ぜひ検討してみたいという答弁があったよう に思って おりますが、

その辺、どういうふうにお考えになっているか、ぜひお聞かせいただきたいと思います。

それから、昨年、日野市は市政 20周年の成長を祝うということで、さまざまな行事をし、

その記念に見合うような記念品を市民の方に差し上げる、と いうことで、いわゆるオ レング色

の、ひの広報をとじるファイノレを差し上げたわけであります。配布方法については、いろいろ

あるわけですけれども、現実にはある地域で、かなりの人数の方が実際まだいただいていない

という状況があるわけであります。この辺については、すでに市長も御存じの点であると思い

ますが、これに対する一応の対策としては、広報ひので、いただいていない方はおいでくださ

い、というふうな趣旨で、配布の誘いをかけているわけであります。

それで、なぜこの点を問題にするかといいますと、配布方法について、非常に不明朗な点が

あるわけです。不明朗といいますか、不愉快な面があるわけであります。

このような状況の中で、最終的に社会福祉法人、社会福祉事業団という運営によって推し進

めていきたい、と いう考えで、東京都と協議を進めております。

福祉事業団の設立につきましては、現在、東京都と鋭意協議を進めておる最中でございます。

事業団の設立は、厚生省の認可事項でございますので、現在、なかなかむずかしい状況もござ

いますけれども、 2施設以上を運営しなきゃならぬというような、非常にむずかしい問題もご

ざいますので、鋭意との問題は計画書を出しながら、一層の理解をいただくようK東京都K対しても、

厚生省K対して強力K働きかけてくださるような願いをしているという状況でどざいます。

0議長 (高橋通夫君) 鈴木美奈子君。

013番(鈴木美奈子君) いま、あらまし経過をお聞きいたしまして、私は、ぜひこ

れからの運営についても、いろいろと障害者団体の皆さんとお話し合いを進める中で、積極的

に進めていただきたいと思います。

また、いま、お母さんたちが働く場所を求めるために、土地や、また、家屋などを探し求め

ているいろんな団体があるわけですけれども、そういうことに対しても、市が積極的にこたえ

る姿勢を示していただくよ う要望いたしまして、この質問を終わります。

0議長(高橋通夫君) 次に、夏井明男君。

016番(夏井明男君) 第 1点は、国家財政の厳しさを非常に指摘されているわけで

ありますけれども、わが日野市においてどういう認識を持たれているか、その辺についての態

度表明がないわけであります。この点につきましては、先ほど中山議員から、すでに市債の増

加の点で指摘があったわけですけれども、この辺、どのように厳しく考えておられるのか、厳
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と申しますのは、たとえば、自分の信条で自治会に入る、入らない、自由であります。 町会

に入る、入らない、自由であります。それに伴う不利益も覚悟で入らないわけであります。そ

の不利益の限度を超えた差別を与える、与えないということがあり ますれば、それは地域の社

会の中で、非常に気まずいものを残しますし、後々、長期的には、市長のおっしゃっている明

るい町づくりにも反するわけであります。その辺、市長もやはりまずい方法があれば、常識に

ちょっと欠ける点があれば、やはり市長の強力な指導体制をとって、お話し合いをなすって、

お互いの理解を求めるようなことを努力される必要があるんだろうと思います。この話は、私

は去年、もう大分前に聞いているわけですが、現在、どういうふう な状態になっているのか、

お聞かせいただきたいと思います。

特に私はこの問題を訴えますのは、森田市長の基本的政治姿勢を問うということで、主義、

主張、信条、性別といいますか、そういうことで、不当な混乱をもたらしてはいけない、それ

がやはり政治のある部分の一つの中心になる部分であろう、というふうに訴えたわけでありま

す。それで市長からは、かなりの部分で同感できるという御答弁もあったわけですが、具体的

にこういうことがあったわけですから、やはり見過ごしができないということで、御答弁を求

めたいと思います。

それから、これもやはり中山議員から指摘があったわけでありますが、老人福祉センターに

つきましては、痴呆性老人のショートスティの事業を行うとい うことであ ります。前回の補正

予算におきましでも、病気になる手前の段階の方の老人対策ということで、至誠学舎に委託を

して、 20人前後の方の御老人のための施策を、東京都か らの補助費を受けて、一早く実施し

ているわけですが、その辺では、日野市の積極性を買うわけでありますけれども、果たしてこ

のような状態で、高齢化社会に対していいのかどうか。やはり園、都からの投げかけを待って

行うような姿勢では、対応がおくれてしまうんではないか、ということ、まだ、本腰が入って

いる状態ではないんではないかと思うわけですが、この辺、誤解があれば御答弁いただきたい

と思います。

さらに、事務の電算化についてでありますが、これは行政改革の一環として喧伝されている

わけでありますけれども、日野市におきましでも、この制度を取り入れていくということで、

予算化されてきております。

しかし、具体的には、これが行政改革のどういう部分で、どういう効果を発揮するのか、そ
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の辺について不明確に思います。どういう点で、どういう効果を及ぼすのか、どういう見通し

なのか、その辺について具体的な答弁をいただきたいと思います。

それから、やはり行政改革について の認識でありますが、まず、この 1番目としましては、

市長に、 48年のオイノレショック以来、行政改革と いうことが喧伝されているわけであります。

中身につきましては、やはり吟味しなければならないでしょうけれども、ある意味におきまし

ては、かなり説得できる部分もあると私も思っております。そういう意味で、行政改革に取り

組む市長の姿勢としては、常に厳しい姿勢を保持するということを言われておりますので、ぜ

ひ堅持していただきたいわけでありますが、この点、少し遺憾に思いますのは、昨年の定例会

のところで発言をさせていただいたわけでありますが、いわゆる電気料金の節約の見直しにつ

いて提案をさせていただきました。

それで、この提案は、多摩市よりも 1週間早かったわけであります。補正予算を組まれたの

も、多摩市より早かったわけでありますが、すでに市長も新聞の報道で御存じだと思いますが、

多摩市におきましては、本予算の中で、この実施に向けて予算が組まれております。その内容

によりますと、約、年間1.0 0 0万の節約ができるであろうというふうに言われております。

また、担当の方のお話ですと、かなりそれに近い数字が出 るであろうと言われております。

ところが、日野市におきましては、提案も早かったし、補正予算も組まれていて、調査費も

ついたのは早かったわけですが、いまだに本予算においては、その実施の予算が実現化してお

りませんO 規模におきましても、体系におきましでも、そんなに違いはないわけであります。

そうしますと、かなり厳しい意見かもしれませんが、行政改革に常に厳しい姿勢で取り組む、

という市長の責任が疑問視されてもやむを得ないんではなt¥かと思いますが、こ の辺、t¥かが

なものか、お伺いしたいと思います。

以上、御答弁お願いいたします。

0議長(高橋通夫君) 企画財政部長。

0企画財政部長(前田雅夫君) 市の財政に対する認識はどうかということでござい

ますけれども、過去の決算、それから 59年度の試算の中で、やはり一番、特に変わってきて

いる点は、経常収支比率が若干上がってきている、ということでございます。そのほか、公債

費比率とか、 地方債制限比率とか、あるいは財政力指数とかございますけれども、その中で、

経常収支比率が上がってきているということは、やはり、今後財政の硬直化がされる憂いがあ
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るということでございます。

現時点では、問題ございませんけれども、本市はこれから公共下水道の問題、あるいは区画

整理事業の問題、あるいは公園の整備の問題、焼却炉の新設、改築の問題、こういう大きなプ

ロジェクトを抱えているわけでございます。この大きな事業をいかに与えられた財源の中で‘や

りくるかというのが、これからの課題だというふうに考えており立す。

それから、最後の電算化の問題でございますけれども、これは、現在、 60年の 2月にやろ

うとしておりますのは、予算の中でも細かく御説明申し上げるつもりではおりますけれども、

住民情報のいわゆる電算化ということでございます。要するに、住民基本台帳法に基づきまし

て、住民登録の管理を市がやっているわけでございますけれども、この事務をコンビュ ーター

化して、電算化して処理する、というものでございます。

この目的は、現在でもかなり職員定数が厳しいわけでございます。そのような中で、市民サ

ービスの向上を図るには、こういった電算化も必要ではなv，かということで、手がけたわけで

ございます。実際やりまして、どの程度の効果が、人的な問題について上がるかどうかわかり

ませんけれども、まず住民情報の管理から入りたい、という考えでございます。

それから、あわせまして、ワープロ、いわゆる OA化ということでございますけれども、こ

ういったものも 59年度から機械を入れまして、職員に訓練をして もらい、行政の機械化とい

い立すか、能率を図りたいというふうに考えております。

0議長(高橋通夫君) 福祉部長。

0福祉部長(高野隆君) 老人対策として、痴呆性老人に対する施策が行われている

が、現在、至誠学舎に 20人ほど委託をして実施しておるけれども、この程度では不足ではな

いか、というような御質問でございますけれども、現在、私どもは、御質問のように至誠学舎

に委託費用を出しまして、約二十数名のぼけの、ぼけと申しますとあれですが、痴呆性老人に

なる前の御老人ですか、家庭に引きこもりがちになる御老人の活性化のために、老人の保育園

のような形で、至誠学舎にお願いをして、朝晩送り迎えをして、向こうでは 1日のカリキュラ

ムをこなす、という形でやっておりますけれども、これが緒についたばかりでございますので、

今後どの程度必要になるか、ということについては、その必要に応じた対策を練っていきたい、

というぐあいに考えております。

これにつきましては、本年度の予算の中で、老人の意識調査等も実施する考えでございます
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ので、そういう状況の中で、一体どの程度の人口、対策が必要なのかということを検討いたし

まして、今後の対策を十分練っていきたい、というぐあいに考えてございます。

0議長 (高橋通夫君) 生活環境部長。

0生活環境部長(坂本金雄君) サラ金対策についてお答えをさせていただきます。

日銀の発表によりますと、日本の個人貯蓄の残高が 40 0兆円を超えたというような発表が

ございました。景気のいい話のある反面、生活資金に因る方たちがサラ金を利用して、それが

返済できないで窮地に陥っている、そういう話もよく聞くわけでございますけれど、この救済

と申しますか、対策上、なかなか有効な手だてが見つからないのが現状でございます。

私ども生活環境部といたしましては、市民に対する啓発活動、チラシ、広報を通しての啓発

活動、あるいは消費者講座の中に、サラ金問題を取り入れるというふうなことをやりまして、

サラ金の恐ろしさ、そういったものについて再認識を していただく機会をつくりたい、このよ

うに考えております。

また、サラ金の業界におきましても、最近は、計画的に利用しましょう、というようなキャ

ッチフレーズを入れまして、焦げつきの残高が非常に多い、営業政策が少し転換したのではな

いか、そういうような動きも見られるわけでございます。もう少し、私どもとしても、その動

きなどを見守っていきたいと思いますけれども、役所の各部、各課にございます低利、あるい

は無利息の融資制度の拡充、こういった方向にも自を向けてし 1く必要があろうかと考えており

ます。

0議長 (高橋通夫君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 私から、御質問の中の、つまり自治会に対します基本的な考

え方を申し述べておきたいと思います。

昨年になるわけでありますけれど、 20周年記念事業として、広報ファイノレを全世帯に配布

した、こういう実績であり ます。その中の一部の自治会に、まだ配布 され切っていないとい う

ことが、いまの質問で私も気づいておるわけであります。

自治会は、御承知のとおり日野市といたしましては、住民の自治組織として、 なるべく活発

に活動されるよう育成申し上げたい、このように思っております。

したがって、その施策といたしましては、つまり、 1地域に二つの自治会が組織されるとい

うことは、あり得ないわけでありますから、ごく基本的な地域のサービスは、会員であろうが、
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会員でない場合も、ともに共通 してやっていただきた l¥。そのために、立た、会員であるなし

にかかわらず、その 自治会の組織されております範囲に所在する戸数によって、 250円の事

務費を助成という形で送っ てあります。

その意味から言いまして、これは、特にこれまで感じま したのは、ごみのボッ クス、グリ ー

ンボック ス等が、会員のみに使用権があって、非会員には使用権がない、というふうなやり方

をされた自治会もあるものですから、それなりの意味といいますか、理由はあったのかもしり

ませんが、共通してやはりやっていただかなければ困りますので、そういう意味で、地域の自

治会は、すべての住民に対して共通の基本的なサービスはやっていただく、そういう考えで臨

んでおりますので、 もし会員、非会員のなにか、そういう サー ピスが差があるとするならば、

基本的な部分で差があるとするならば、これは十分お話をして、調整しなきゃならない、こ の

ように考えております。よく調べまして、そういう状況がございましたら、そのことをよく理

解していただく、このようにやっていきたいと思っております。

0議長(高橋通夫君) 建設部長。

0建設部長(中村亮助君 ) それでは、私の方から一番最後の御質問でご ざいます。具

体的に電気料金を取り上げまして、行政改革の取り組み姿勢がまだできてないという御指摘で

ございますけれども、確かに多摩市の場合も、新聞情報で知り得た範囲内でございますけれど

も、電気料金の節約ということについて、多少はやはりそれぞれの施設の中で、その施設その

ものを改良しなければならない、という問題もありますけれども、そういう経費と、 1年間の

電気料金を相殺しますと、 1年ぐらいで元が取れるというふうなお話も聞いております。した

がって、 2年 目からは、仮に 1.0 0 0万の施設改良費がかかったとしても、電気料金がそれだ

節約できる、というふうな結果になるわけでございまして、この本庁舎の場合は、専門の技術

者がおりまして、管理をしておりますけれども、それ以外の、特に学校だとか、あるいは保育

園、幼稚園、こういう市の施設につきましては、一括をいたしまして、総務部の契約課の方で、

年間の、いわゆる基本料金の契約をなさっておるわけですけれども、私どもの方は、建築課の

技術という立場で、それぞれ容量が適当かどうかというふうなチェックを、これからできるも

ちろん新しい地設も含みまして、既存の施設そのものに対してやってし 1かなければならない、

と思っております。

そういう中で、やはり不必要な契約をしない、そういうようなチェックを、今後十分してい

きたい、 というふうに思っております。

0議長 (高橋通夫君 )

0 16番 (夏井 明男君 )

夏井明男君。

それでは、行政改革、言葉については問題があると思いますが

が、市長にまずお尋ねしたいのは、 48年以来、オイノレショックの状況があって、現在に至っ

ているわけですが、昭和 40年、 5 0年、現在に至るまで、行政機関の機構改革が行われるに

したがって、行政の需要、複雑化ということの対応から、当然といえば当然なんですが、機構

改革が行われるのは、人数がふえる形の対応の仕方で、機構改革があったと見られると思いま

す。

現在、そのような手法といいますか、そういう方向づけの機構改革では、先ほどの企画財政

部長の答弁にもありましたとおり、財政の硬直化は免れないというふうに認識しておりますが、

これからの機構改革につきましては、人数を増大するような方向でするこ とは、極力抑えてい

く。定数の管理を長期的に見て、大枠としてこの線でもっていくんだという基本的なものはす

でに検討されていて、基本的なお考えがあると思うんですが、その辺についてお尋ねしたいと

思います。

第 1点は、行政改革に取り組む市長の基本的な考え方はどうなのか。

第 2点は、職員の定数に関連するわけですが、この辺についてどういうふうにお考えになっ

ているか。市の庁内で基本的な考えが固まっているんであればそれをお話し願いたl¥0 

特に、今回、定数の増ということの案件も出ているわけですから、その辺、お尋ねしたいと

思います。

0議長(高橋通夫君 ) 市長。

0市長 (森田喜美男君) 基本的なことについてお答えをし、やや具体的なことにつき

ましては助役から答弁をいたし立す。

行政改革は、これは園、地方を問わず、行政のある限り常に古くて新しい課題であり、その

時代、あるいはその局面に応じて最も機能できる、そうしてまた効率のある、そういう態度で

臨まなければならない、これは申すまでもないと思っております。

特に、近年、どちらかといいますと、高度成長期のサービス行政、場合によりますと、行き

過ぎがあったかもしれませんO また、行政組織、あるいは行政にかかわります人員の面につき

ましても、 どちらかといいますと、人員が非常に増大をしてきた、このことも明らかな事実で
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あります。

経済成長が今日のような状況になりまして、そしてまた、国民の認識、あるいは市民の意識、

感情、これらのことも変化もござい立すし、それにまたこたえられるだけの、つまり、ごく短

い言葉で言えば、最少の経費で最大の効果を上げる、これにかなういろいろな考え方を採用し

てし 1かなければならない、そういうふうに基本的には認識をいたしております。

今回も、日野市の人口増加、あるいは組織の増大化、あるいは、よりサービスを密にするた

めに、これまで一部に清掃部のような部をふやしたこと、あるいは、生活課というふうな新し

い課をつくったこと、こういった面もございますけれど、これらはこのときの市民要求に、自

治体としていかに正常に、正確にこたえるか、ということからの発想でありまして、人員のこ

とにつきましては、極力増加を抑えておる、こういう行政側の事情がございます。

今回の、後で議案としてお願いすることもございますが、助役の方からも説明を少々補足さ

せていただきます。

0議長(高橋通夫君) 助役。

0助役(赤松行雄君) 職員の定数、あるし 1は日野市の機構ということでございます。

日野市の機構といいますのは、市民全体のサーピスの機関でございます。イ可を置いてもおろ

そかにすべき機構ではないと、私は考えておるわけでございます。

それで、これの運営でございますけれども、昭和 38年に市制をしいたわけでございます。

市制をしきまして、ちょうど人口の急増時期にも遭遇しておりますので、機構の発展というの

は、この間において行われたわけでございますけれども、町村合併したのが昭和 33年で、 3

万の人口で 10 0人の職員でございました。職員 1人が 300名の市民の方にサーピスをする

というのが、現在では職員 1名が 100名の市民の方にサーピスをすると。従来から見ますと、

3倍に当たるサーピスという質になるわけでございますけれども、こういう 3倍の行政需要の、

この間に増加があった というふうに見られるわけでございますけれども、日野市の職員の増

加といいますのは、現在、1.400人の職員を抱えておるわけでございますけれども、ちょう

ど48年から第 1次のオイルショックが始まりましてからの職員の増加といいますのは、年々、

極力これを制限してまいってきておる わけでございます。こ としも 50人程度の職員を新卒と

して採るわけでございますけれども、実質は、やはり結婚とか、定年だとかというふうなこと

で、 50 名近い職員がやめて~¥く、こういう状況の中での補充人事でございます口こういう繰
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り返しを行って きての 1.4 0 1名でございます。

北多摩におきましては、早く市制をしいた、その後に高度成長時代が来た、ということで、

幾つもの波の上に乗って、職員の増加が図られた、という状況があるわけでございます。日野

市と北多摩の各市との、要するに市制だとか、あるいは人口増加というものの開きは、 5年か

ら7年の開きがあるわけでございます。

日野市においては、 5年から 7年、北多摩の市より後まって発展の波がきた、こういう状況

にあるわけでございまして、日野市の場合には、ちょうど市制をしいた後に人口急増がき、そ

の後、ちょっとおくれて高度成長時代がきた、という形の中で、一つの波の上にあった、こう

いうことでございます。そういう面もあって、職員の増加(いうのが抑制されてきた、という

のが事実でございます。

ですから、北多摩各市と比べますと、日野市の職員の数は、大体同じでございます。同じで

すけれども、いろんな施設面での人間が、約 20 0名ばかり余計おります。図書館だとか、そ

れから保育園だとか、学童だとか、病院が、 170名ばかりおるわけでございます。そういう

他市に比べた職員の、他市よりも要するに施設面で多くのものを抱えている、という面から差

し引きますと、日野市の一般行政職というものは、極力少ない状態、これはあらゆる面で、職

員それ自体が経験しておるとこ ろでございます。

しからば、今後はこれを増員で穴埋めしていくか、ということになりますと、時代の趨勢は

許さないわけでございます。年次計画の中で、やはり職種を転換し、あるいは、中に、いろん

な事務機器の導入、あるいは職員の気力の充実、少数精鋭という方式等の中から、やはり対応

していかなきゃならん、このように考えておるわけでございます。

4 8年以前もそうでございました。市制をしいてからの日野市の行政という ものも、非常に

職員というものを制御して きた、抑えて きた、そういう中での努力でございます。今後の努力

につきましても、やはりそういう形の中で職員を増加して穴埋めしていくということ、補充し

ていくということは非常に無理な状況でございます。そのときそのときの対応ということでは

なくて、大きな、全体的な先を見越す、達観したところの中で、行政の改革というものを取り

扱ってし 1かなきゃならないんじ ゃな~¥かと。

職員の数にしても、そういう形の中で職員全体の協力というものを一点にしぼっていく必要

があるんだ、このように考えておるわけでございます。
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日野市の職員の定数の特色を申し上げまして、御理解いただきたいと思います。そういうこ

とでございます。

0議長(高橋通夫君) 夏井明男君。

面につきましては、 それぞれ民間に技術面を委託するにしても、一般的な管理運営面では、職

員の対応ということ等が迫られるわけでございますけれども、現状の中では、そう大き いもの

じゃございませんので、現状の中で対応しますけれども、全体に人口が、おっしゃるようにふ

え、あるいは施設の規模が増大するという面につきましては、やはり全体的には定数を多少な

りとも考えていかなければ¥もともと無理な定数でやっておるわけでございますので、その面

につきましては、やはり機構改革になりますか、どういう形になりますか、お願いする面も出

0 16番(夏井明男君) その点について、ちょっと再質問をさせていただきます。

これは全く素人考えなんですけれども、いまは 15万人口ですか、それで 20万人口を目標

にしているということですね。当然、それだけ人間が多く入って きます し、高齢化社会もある

し、下水が残っていると。下水を、課じゃなくて、もう部ぐらいに必要な時期が恐らく来るだ

ろう。考えていきますと、素人考えですが、いま助役のおっしゃった、外に対する人数が比較

的多いんだというお話は、私も承っておりますけれども、それで、いまの職員の 一般職の方の

人数というのは、ほかから比べても決してぜいたくな人数ではない、むしろ厳しいぐらいにな

なってきているんだ、その中のやりくりなんだ、と いうお話もわかるんだすが、私のお話しし

ている趣旨は、どうしても人数が、投入しなければならないところは、やはり補充してこれを

やらなきゃいけないわけですから、 しかし、思い切って人数が少なくなるような部署について

は、それなりの対応をするということが当然必要になるだろうと思うんです。そのための機構

改革ということも研究されてしかるべきではないか、というふうに私は言っているわけです。

ですから、いまの職員の定数が多いというふうな見方じゃなくて、これからふえるであろうと

いうことも見込んだ上で、そういうふうな観点からの職員の定数の管理といいますか、そうい

うことについての考え方をお聞きしているわけです。どうでしょうか。

てこょうかと思います。

それらの面については、やはり今後基本的に市の職員の定数をどうするか、組織機構をどう

するか、ということについては、シビアな形で検討を進めてし 1く、という考え方を持っている

わけでございます。

0議長(高橋通夫君 ) お諮りいたします。議事の都合により暫時休憩いたしたいと思

し1ますが、これに御異議ありませんか。

C I異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(高橋通夫君) 御異議ないものと認めます。よ って暫時休憩いたします。

午後 2時 50分休憩

午後 3時 23分再開

0議長(高橋通夫君) 助役。

0助役 (赤松行雄君) 5 9年に対する目前の対応でございますけれども、おっしゃ るよ

ように、いま御指摘がございましたような中では、南多摩排水区の公共下水道の開始という問

題等がございます。これらにつきましては、当面の中では、技術者の少数の配置というふうな

こと等で対応できるわけでございますけれども、おっしゃる日野市の全体区域の中で、やはり

下水道というものが稼動する。あるいは、流域にしろ、広域にしろ、現在より以上に地域的な

事業が展開してくる、ということになりますれば、やはりその面での、現状では補い切れない。

あるいは、現状以上の、事実、人員の補充という問題等も出てこょうかと思います。

電算につきましても、来年度に向けて、やはり少数でございますけれども対応があるわけで

ございますし、市民会館につきましでも、やはり舞台とか、音響だとか、あるいは照明という

0議長(高橋逸夫君)

古賀俊昭君。

0 18番(古賀俊昭君)

休憩前に引き続き会議を開きます。

先ほど関連質問をお許しいただきまして、清流の件につきま

して、質問をさせていただきましたが、この清流とともに、市長が力を入れるんだ、とかねが

ね言っておられる緑、この緑のことに関連をしまして、質問をさせていただきたいと思います。

2ペーグにもございますように、 日野市歌「緑のまち」その次の行には「緑と文化の市民都

市」ということで、あちこちに緑ということが出てくるわけでありますが、私が住まいをいた

しております日野台一丁目というところは、全く緑がないところであります。

それで、ことしに入りましてから、日野台一丁目のある場所がございまして、甲州街道から

八王子に向かいまして、 日野自動車方向に入ります日野市道小構 6号線というのがありますが、

入りましてすぐに1.7 0 0平米ほど、大体 500坪でございますが、空き地が今度できるとい

うことで、ぜひ市の方で買っていただけないでしょうか、ということで、地域の皆さんがいま
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一丸となって運動なさっているとこ ろでありますが、あらかじめこの土地を持っておられます

所有者の方も、市の方で買っていただいて、地域の皆さんの要望に沿うような形で利用してい

ただければ大変あ りがたいということで、市長の方にも、日野市の方に もお話があったようで

ございますが、せっかくのこういう御厚意でありますので、また、地域の要望もかねがね強い

ところでございます。ぜひ、土地の所有者の方の御厚意でもございますので、市長が緑をこれ

だけうたわれますならば、公園も遊び場も何もない地域でございますので、ぜひお買い上げを

いただけないものかと思うわけでありますが、いかがでございましょうか。

0議長(高橋通夫君) 市長。

0市長(森田喜美男君) いま御質問の個所は、日野台一丁目に所在をしております小

笠原機械工業、これのお話だと思います。市の方にも照会がございまして、私もお会いをいた

し主した。

御趣旨は、要するに工場経営が不如意な状況に立ち入ったので、いままでの土地を処分して、

工業団地の狭い地積を確保して、そこに事業を移したい、こういうお話でございました。

私は、自分の私有財産を処分をな さいますのは、これはもち ろん御自由でありますし、それ

から、なるべく有利にということもごもっともだと思います。したがって、処分をされた後の、

たとえば仮にマンション計画があるとするならば、あるいはマンション業者がそれを取得する

というならば、その際に、その建物については指導をさせていただきます、このようにお答え

をいたしました。その後、地域の住民の方から、連署をもって御要望が出ております。

確かに過密状態の場所に何らかの空き地ができる、それを確保して地域に施策、広場をつく

るなんということは、緑に限らず、大いに考慮すべき問題ではございますが、いま、市の財政

事情、あるいは町づくりのいろいろな事業に当たりまして、つまり、用地を市が買い取ってほ

しいという併教は、相当数ございます。それが公共事業に組み入れられて、そうして市の財政

負担から、たとえば区画整理などの場合は、かえ地があるとするならば、そういうことはいず

れ清算という段階で、つまり、かえ地が欲しいという方にその場所を提供するというふうな方

法で、財政負担は解消するわけでありますが、いま望ましいとは言いながら、出てくるいろい

ろな用地を積極的に買うといたしますならば、それは、もちろん費用も大切でありますが、ま

ず第一段階は、緑の基金等を通じて、段丘地といいますか、こういうところはかなり安く譲っ

ていただける。
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しかしながら、用地を処分される方は、それが相続であれ、ほかの方法であり、とにかく一

番有利な方法を目指されるということが一段階だろうと思いますから、これからの話の推移を

見守ってもいきたい、このようには考えております。

聞くところによりますと、すでに売買契約がで きた、というふうにも聞いておりますので、

そのあたりのところは、まだつまびらかにいたしておりませんが、議会にも請願されている と

いうことでありますので、それもまた審議の立場も十分見守らせていただきたい、このように

思っております口

0議長(高橋通夫君) 古賀俊昭君。

0 18番(古賀俊昭君) この地域の特性というものを、ひとつ市長は十分お考えいただ

きたいと思うわけであります。

日野のあちこちに、いま公園というのが点在をしているわけでありますが、多分御承知でし

ょうが、日野の場合は、都立多摩動物公園がありますから、一応面積的には、日野の場合、あ

る程度公閣としては、公園の面積を 1人当たりで求めますと、ある程度納得のt¥く数字は出る

んでありますが、これを細かく分析をしてみますと、この地域がまさにそうなんですが、遊び

場一つも、イ可もないわけです。 地域の広場、何か地域の連帯を高めるというようなことも市長

はよくおっしゃるんですが、そのために、何か地域で企画をしても、そのための用地がないと

いう、そうした特性のある場所であるわけです。

L、ま、市長はいろいろ理由をお挙げにな ったんですが、せっかく緑化基金というようなもの

もあります。こういうものを御活用なさって、いま人が住んでいるところに何もないんですか

ら、せめて公園の小さなものでもつくって、木々を植えていただいて、地域のそうした多年の

念願を満たしてやろう、というお気持ちにはどうしてもおなりにならないのか、もう一度お聞

きをいたします。

0議長(高橋通夫君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 先ほど答弁をしたのが、現状の判断の状況だ、というふうに

申し上げざるを得ないんでありますが、これまで、あそこに 2棟の大きいマンションが、工業

地域であるという有利性を使った形でできております。

また、今後、私は駅に近いから、そういうことはあり得ると思っております。本来ならば、

工業地域でありますから、工住混在は望ましいことではないんですが、現状、なかなか工住の
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浄化と申しましょうか、分離が思うようにまいっておりません。

したがいまして、今後の状況を、たとえばマンション企業の方が取得する ということであり

ますならば、それに必要な環境づくりをお願いをして、 そうして、何 らかの形の確保はしなけ

ればならないし、また、で きると いうふうにも思います。

そういうことでございますので、いま明らかに、求められている答弁をそのまま、よくわか

りま した、というわけにはち ょとまいりません。これからの推移を見守りたい、こ のように申

し上げておるわけであります。

0議長(高橋通夫君) 古賀俊昭君。

018番(古賀俊昭君) 先ほど市長は、財政的に市が負担に耐えられない、というこ

とを一つ理由に挙げられたんですが、こういう公共施設を建設していくための基金というのが、

幾つかございます。 57年度の決算を見てみますと、大体 30億近く なると思われます。これ

は、緑化基金を除いて もその額が求められると思うわけであります。

また、仮に売却がすでに行われたとしましても、その売却をされました、今度は違う持主の

方になってしまうわけですが、そちらの方に市から、大変住民要望の強いこうしたことを、ぜ

ひ市長が理解していただければ、当然そちらに対して今度は改めて交渉するということも、市

においてはできるわけでありますから、私がいま申し上げました二つの点からしましても、ま

だ、決して市長は、なかなか意に沿えない、というようなことをおっしゃいますが、理由とし

ては非常に私、納得しがたいものがあります。

この地域には、御承知のように 500世帯以上、また1.400名近い市民の方が住まいを持

っておられます。そ ういうことで、この地区は第三小学校の学区域に入っておりますが、いま

PTAの父兄の皆さんも挙げてこのお願いを市に対してやっておられるとこであります。全く

子供の遊び場のないこの地域の子供たち、また、各種の行事を行おうとしても、その場所を求

める ことのできないこの地域の人たちは、一体どうすればいいというふうに市長は、ではお考

えになるのか、その辺をお聞かせいただきたいと思います。

0議長 (高橋通夫君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 都市が成熟いたしまして、たとえば武蔵野市でありますとか、

ある いは中央線の区などでも、立ち退く 工場があれば、ある いは住宅があれば、そこを買い取

って、そうして広場にする 、あるいは緑地にする 、このようなこ とは行われておるということ
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も承知しております。

ただ、日野市の現状におきまして、財政力がそれらの状況にたえるかどうか。つまり、 目下

都市計画を遂行するために、膨大な財政需要もありますし、ごく小規模であれば、なにかこた

えられるようにも思っておりますが、要するにこれは財政の問題、あるいは価格の問題、それ

から全体の公共事業計画と申 しましょうか、財政計画の問題、これら等も十分考えてみる必要

がある、こういう ふうな状況でございます。

0議長 (高橋通夫君)

0 18番(古賀俊昭君)

古賀俊昭君。

いま市長がお答えになったのは、私がお聞きしたことに対し

て、お答えになっていないと思うんです。もう一度答弁をお願いします。

0議長 (高橋通夫君) 市長。

0市長(森田喜美男君 ) 答えたつもりでございますので、その中で、ひとつ御推察を

お願いいたします。

0議長 (高橋通夫君)

0 18番(古 賀俊昭君)

古賀俊昭君。

はっきり言いますと、いま、現に小学校に行った り、幼稚園、

保育闘に行ったりしている子供たちは、この地域では一体、ではどこで遊べばいいのか。道路

で遊びなさい、ということでございますか。( iそこら辺が大事だJiでは、どうしたらいい

んだ」と呼ぶ者あり)

O議長 (高橋通夫君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 子供はどこで遊べば~¥いかという 、こういう問われ方には、

なかなか答えにくいんでありますが、いま、推移を見守っておる、という ふうにも答えておる

わけでありますから それ以上のことはち ょっといまのところ答えかねます。

0議長 (高橋通夫君)

0 18番(古賀俊昭君)

古賀俊昭君。

実は、日野市議会に、ずっと以前になりますが、こ の地域に

やはり広場をつくってもらいたい、 ということで請願が出まして、市議会で採択をされている

わけであります。

その後、市長の方のいろいろお考え方が地域の方にも示されまして、とにかくいま土地がな

いか ら要望にはこ たえ られないんだというのが、お答えの内容であります。 こうい うまたとな

い機会をとらえて、迅速に対応していただく、これは当然ではなかろうかと思うわけです。特
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にそういうマンション業者等の開発行為にまって、こういう施設をつくっていくということは、

非常に消極的なやり方ではな l'かと思うわけですので、地域の方が非常に熱望しておられる施

設を、 こうした千載一遇の機会をとらえて、市長の方でもぜひ首を縦に振っていただくという

ことは、どうしてもできないことなのか。

子供たちは、やはり外で遊ぶということになりますと、現在、どこもありません。近隣の公

園を探してみましても、大きな国道を隔てた反対側にあったり、また、違う地域の方まで行か

なくてはいけないわけなんです。その、では子供たちはどうするのか、ということをお聞きし

ましたら、具体的にはお答えにならないわけでありますが、やはり、いま現に困っている人た

ちに対して、将来の問題ももちろんあるわけでありますが、具体的に、ではどうするのか。公

園をつくって木々を植えていただければ、こんなに市長の名声が上がるということないわけで

す。ぜひ、そうした前向きのお考えを聞かせていただきたい、と思いますが、子供たちの遊び

場の問題は、 この地域に関しては、ではどのようにお考えになっているか、あわせてお答えを

求めたいと思います。

0議長 (高橋通夫君) 市長。

0市長(森田喜美男君) いろいろ市の発展途上に矛盾する状況が出てまいります。 ょ

く、家を買ったんだが自分の前の道はきわめて狭い、消防車は出火の際に必ず来てくれるか、

このように言われる方があります。私は、そのときには、行けるところまではもちろん参りま

すと。そうしてホ ースをつないで消防をすることも、当然これはやるわけでありますから。な

にかそういうふうに問われ方をすることは、自分の立場ということもやはり考えていただきた

い、このようにお答えをせざるを得ない状況でございます。

十分これからも考えて、やれることはやっていくということで考えてますので、きょうはそ

のように御理解をお願いします。

0議長(高橋通夫君) 古賀俊昭君。

0 18番(古賀俊昭君) これだけの大きな、広い面積を持った部分が、売りに出され

るということは、もう今後考えられない好機だと思いますので、ぜひ市長にも温かい地域に対

する配慮、をお願いしたいと思うんですが、せっかくこういう基金をおっくりになっているんで

すから、直接、ああ、こういう基金はこういうふうに使うパノだな、ということを市民にもわか

っていただくいい機会だと思うんです。
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用地を確保していただければ、この地域は大変狭い道路等もございます、いろいろ活用の方

法はあろうかと思いますので、また、いろいろ議会に対しでも請願等が出ているわけでござい

ますので、市長の一つの御配慮というものをお願いをしておきたいと思います。

それでは、 1ページ自の施政方針表明についてお聞きをしたい と思います。

またしてもといいますか、去年もおととしも私は同じようなことを言ったと思うんでありま

すが、この 1ページ自に、やはりここで言っておかなければ¥市民の皆さんが、市長が言うこ

とだから、もしかすると当たっているのではないか、という誤解を与えるかもわかりませんの

で、あえて質問をしておきたいと思いますが、政府予算案に対する市長の考え方であります。

確かに、こうし 1う市長を推している政党等もござし 1ます。市長は日本共産党の機関紙司被J

を愛読なさっていると思いますから、こういう ふうに、固定的な観念をお持ちかもわかりませ

んが、防衛費が日本の場合、今回政府予算が突出をしているということで、市長は認識なさっ

ておりますが、突出をしていない国というのが、果たして世界じゅうどこかあるというふうに、

模範的な国を挙げることが、市長、おできになるのか、その点を一つ、最初にお聞かせをいた

だきたいと思います。

0議長(高橋通夫君) 市長。

0市長 (森田喜美男君) 政府予算案に防衛費が突出しているということは、恐らく政

府自身も、それからマスコミも、みんなそのように認識をしているというふうに私は思ってお

りますから、そのように表現をしておるわけであります。よその例を言うまでもなく、 GNP

1%以内ということが、一応国会での了解事項というふうに言われておりますが、ことしはそ

れを、あるいは突破するかもしれないというふうに、予算委員会等でも質疑応答がございます。

こういうふうな認識で、こういう表現をしておる。

そのまた背景は、政府の財政事情、マイナスシーリングという言われ方の中で、やはりこれ

だけのパーセン トがその方に割かれるということは、突出と言うべきではなかろうか、こ のよ

うに思っております。

0議長(高橋通夫君)

018番(古賀俊昭君)

古賀俊昭君。

市長の突出というその認識の仕方、これは、多分前年の予算

に対比して、 6.55%防衛費が伸びたということで、あえて突出ということをおっしゃってい

るんだろうと思うわけでありますが、私どもが主張するところは、全く逆であるわけです。
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5 9年度の政府一般会計予算の総額は、 50兆 6，00 0億円、こ の中で防衛費の占める割合

は、およそ 9%でございます、 2兆 9，000億。

ところが、これと対比をして、文教関係の予算を見てみますと、 4兆 8，000億円を計上し

ております。

また、社会保障費関係、これは 9兆 3，000億円、予算のおよそ 3割を計上しているという

ことが、この数字から言えるわけであります。

防衛費に関 して、市長がどのようにお考えになっ ているのか、よく私はわかりませんが、市

長は、みずから社会主義者を自認しておられますので、こういう表現になるのであろうと思い

ますが、いままで、日本の防衛というものに関して、私たちは非常な偏見があったと思います。

防衛という問題は、あくまで対外的な外部の脅威に対して備える、ということでありますから、

園内の都合によってこの予算を決めていくということは、はなはだ本末転倒の決め方である、

と言わざるを得ません。

私たちは、過去の防衛費が本当に、防衛費の推移を見て、今回突出をしているという、いま

マスコミ 等の議論もあるというふうにおっしゃいましたが、ひとつ数字を挙げておきたいと思

t iます。

昭和 30年、この年と、今年度昭和 58年度の予算を比較してみますと、防衛費の予算は、

昭和 30年が 1，3 4 9億円、 58年度で約 20倍にふえております。

では、一体、社会保障関係費はどのくらいふえたか、ということになりますと、昭和 30年

が 1.043億円、今日 9兆円を超えておりますから、 88倍ふえております。 4倍以上のふえ

方を、社会保障関係費はしているわけであります。

文教関係、科学技術関係を見てみますと、昭和 30年度1.308億円、これが 37倍伸びて

おります。約 5兆円。

また、公共事業関係の予算を見てみますと、昭和 30年度が1.6 3 5億円、これも 41倍、

6兆 6，5 0 0億円に伸びを示しているわけであります。

こういう予算の額から見てみますと、防衛費の伸びというものがはなはだ少ないということ

は、数字の上からもはっきり言えるわけであります。特に防衛関係費の 5割以上は人件費に費

やされております。

また、国際的な状況、日本の周辺に配備をされているソ連の SS-20等の外部のそうした
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軍事力の増強、また、自由主義諸国の一員として日本が果たさなければならない、そうした国

際的な責任ということを考えれば、当然これらの予算というものは、私たちは国民として認め

ていっていい当然の予算ではなかろうかと思うわけでありますが、市長の御認識は全く違う、

こういうことであります。

また、国民 1人当たりの額というものを見てみましても、日本の場合、大体西ヨーロッパの

5分の1以下であります。 アメリカ の予算から見ますと、 1 1分の 1以下、こういう予算の額

になっております。

では、果たして市長がここで言っておられるように、社会保障や文教関係の生活関連の予算

が抑制されているのかとい う問題であります。

文部省関係の予算をまず見てみますと、先ほど申し上げましたように、文教関係の予算は 4

兆8，000億、義務教育の教科書の無料給付の継続もされております。生徒指導の充実強化、

放送大学学園の整備、育英奨学制度の改善、科学研究費の充実、こうした施策のほかに、国立

青少年教育施設や、文化施設の整備などの予算も確保されているわけであります。

また、厚生省関係の予算を見てみましても、総額で 9兆 3，000億円。内容を見てみますと、

在宅老人、身体障害者等福祉対策、障害児保育等特別保育事業の充実、及び乳幼児健全育成相

談事業の新設、こういった新規事業も予算の中に計上されているわけであります。

こうした客観的な事実をもってしても 、なお市は防衛関係費の予算は突出をして、社会保障

や文教関係の生活関連の予算が、なお抑制されているとお考えになるのか、お聞かせをいただ

きたいと思います。

0議長 (高橋通夫君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 私が所信表明の中で、そのような表現を申し上げておるわけ

であ ります。そのことの理由は、 2ページの 1行目に、これらの事情が国民、市民の生活に一

段と重圧になってくることは必至でありますと。このことも立証手段に用いておるわけであり

まして、いま、いろいろ予算の伸び、あるいは施策の新しい事業についてお話もございました

が、現実に、たとえば大学の授業料が高くなるとか、あるいは保険の負担を、言われておりま

すところの 1割は診療者が負担せよとか、こういうこと自体は、とりもなおさずこれは市民、

国民の生活に負担になってくる内容でありまして、 もっとたくさんそういう状況もまたあるだ

ろうと思っております。
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なにか国会で私は論議をするような気持ちで申し上げておるわけでもありませんし、日野市

民に対するこれから重圧がかかってくる、これに対して、地方自治体としては一層市民の要望

にこたえる努力をしなきゃならない、こういう意味での表現である、というふうに御理解をい

ただきたいと思います。

0議長(高橋通夫君)

0 18番(古賀俊昭君)

古賀俊昭君。

先ほど市長は、GNPの対比で、 1%以内に抑えるとい うよ

うなことが、なにか決まっているようなことをおっし ゃったんですが、最初申し上げましたよ

うに、こうした防衛は、安全保障という ものはあ くまで外部との相関的な関係の中でとらえ ら

れるものでありますから、デタントの時代に 1%ということを決めたということを何も突出す

る必要はないわけでありまして、その点はひとつ御認識を新たにしていただきたいと思うわけ

であります。

ちなみに、いま 1婦のことを申し上げましたが、日本は昭和 41年に至るまで、常にGNP

の 1%を上回っていたわけなんです、防衛費は。昭和 27年には 2.7 8 %、昭和 41年では

1.18%という、こういう GNP対比で防衛費を計上いたした事実があります。人間というの

はよく忘れやすいものなんですが、こうした事実は否定できないわけでありまして、いま、な

にか、何とかの一つ覚えじゃありませんが、1係、 1%というのはそう説得力を持つ理論ではない

というふうに考えます。

特に、諸外国の例を見ましても、ソ連等ではGNPの 15係、アメリカでも 7婦、ヨ ーロッ

パ諸国では大体49るから 5婦、韓国では 7%、北朝鮮 10.2婦、こういう数字も現にあるわけ

でありますので、市長がイ可ゆえ 1%といわれるか、これはよく理解をできないわけであります

が、世界にも大きく白を見開いていただきたいと思うわけであります。

施政方針表明にこういう、余りまことしやかな、わかったような、私から言わせれは愚論で

ありますが、毎年決まったようにお書きになることは余り感心したことではない、ということ

申し上げておきます。

次に、私どもに今回配付されました昭和 59年度施政方針表明は、今議会に関して議員に配

られた文書の中で、ただ一つ縦書きであります。何ゆえ市長はこの施政方針表明を縦書きでお

書きになったのか、その理由をお聞かせいただきたいと思います。( iそのとおりJiおかし

いと思う、書き直せJと呼ぶ者あり)
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0議長(高橋通夫君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 公文書を横書きにすることに変更をしつつありますから、こ

れを最後として、来年からは横書きにすることにいたします。

0議長(高橋通夫君) 古賀俊昭君。

0 18番(古賀俊昭君) 私は昭和 57年の第 3回定例会の 10月8日に、 黒川総務委

員長から、市の左横書き等の整備に伴う特別措置に関する条例の審査報告に対して、日本語と

いうのは、本来縦書きで書くものだという立場から、私の意見を申し上げました。ですから私

は、市長は私の言ったことをよくかみしめて反省をなさって、御自身お 1人でも縦書きを守り

たいというお考えにお変わりになったのかなと思っておりました。

しかし、いまお聞きをしますと、そうでもないようでありますが、これはまじめな、私、意

見として申し上げますが、 5 7年の議会で申し上げました。日本語というのは、やはり五十音

図をもとに活用して私たちは言葉を使うわけであります。 5段になっております文字を 50行

横に並べて五十音図ができている。それに基づく言葉の活用によって日本語というものを構成

しているわけでありますから、本来、日本語というのは縦書きで書くのが正文であるというこ

とを、当時、申 し上げたと思います。

このとき、市長は、私の意見に対して、縦書きというのは承服できないというようなことを

お答えになった後で、横書きにしないと、よその市等と共通しないと読みにくいとおっしゃっ

たんです。また、一般的な傾向として横書きを尊重しようというふうに答弁なさいました。こ

れだけのことをはっきりおっしゃっておきながら、今度は縦書きでお出しになっている。今後、

私はお続けになっても構わないと思うんですが、文章等お書きになる場合、イ可も無理やり横書

き等に強制的に変えていく必要はないと思うんです。 市長みずからが制定された条例の趣旨に

反して、今回、この施政方針表明をお出しになったわけです。条例を初め規則、また、司11令等

も全部横書きにするという、そういう ものが出ている中で、あえて縦書きをお出しになった。

私は、非常に最初は評価したいと思ったんですが、今後、縦書き、横書きの問題について何

かお考えになるところがあれば¥この際、お聞きをしておきたいと思います。

0議長(高橋通夫君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 私が毎年第 1固定例会の初めに行わせていただきます施政方

針表明といい、あるいは所信表明といい、一つのこの年に臨む予算編成、つまり行政の展開で
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ございます。この意気込みを市民に訴える、こういう意味に当たると思っております。

したがいまして、メモといってはこれは申 しわけないのかも しれませんが、印刷物としてあ

らかじめ差し上げておる、ということでございます。そのことが慣例でもございますし、ただ

し、議案書というほどのものではありませんO

いま、縦書き、横書きの御見解の上で問われておることではございますが、新聞も縦書きと

いえば縦書き、あるいは官報や、公共文書にもそういうものがあります。他市等もそのような

状況がありますが、 一般的に政府が進めております公文書の書式と いいますか、これはだんだ

ん左横書きに統一される傾向にある。日野市もそれに一個の地方公共団体と して順応していく

ということは、日本の動向に正しく沿っていくことだ、こ のようにも思っておりますので、そ

ういう意味でありますことを御理解をいただきたいと思います。

0議長(高橋通夫君)

0 18番(古賀 俊昭君)

古賀俊昭君。

これは国語に対する認識、つまり日本の文化とか、伝統に対

する理解の仕方も根底にはある問題だと思いますから、あえて市長と議論はいたしませんが、

いまおっしゃいましたように、新聞等はまだ、一部の例外を除きやはり縦書きであります。ま

た、名文といわれている小説や、そうした書籍等は、大体縦書きで書かれております。専門家

の話によれば、縦書きの方が読む速度は数倍早いということも、私、聞いたことがあります。

ですから、万事世の中を変えていくといいますか、革命ということはヲ|っくり返すという意

味だそうですが、日本における社会主義革命を目指す日本共産党の機関紙においてすら、まだ

縦書きで記事を書いている、こうい う現状であります。なかなか引っくり返せない。そっいつ

文化の根強さというものもあると思いますから、ぜひ、市長せっかく縦書きをお書きになった

んですから、来年も縦書きでお出しになるように望んでおきたいと思います。

そして、この際、議長にお聞きをいたしますが、日野市の会議録もいつの聞にか横書きにな

っているのであります。先ほど私、申し上げましたように、条例、また規則、司11令といったも

のは横書きで書きなさいというふうに、 57年にこういうおふれが出たわけでありますが、議

会の会議録については別に何もないと思うんです。従来どおり私はやはり縦書きでお書きにな

って、特に日本の伝統文化に対しても深い造詣をお持ちであったと思いますが、議長、そうし

た英断をお下しになるお考えはなし 1かどうか、横書きの方がすばらしいとお考えか、ひとつ議

長の議会会議録の作成について、お考えをこの際お聞かせいただきたいと思います。
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0議長(高橋通夫君) 社会の情勢の進歩に伴って、私は横書きがいいと思っています。

私の、これは個人的になりますが、記事もみんな左書きでやっております。

古賀俊昭君。

0 18番 ( 古 賀 俊 昭 君 ) これで終わりますが、議長がいま読んでおられる文章は、多

分縦に書いてあると思います。明日からでも横に直されたらし 1かがでしょうか。終わります。

O議長 (高橋 通 夫 君 ) 次に、藤林理一郎君の質問を許します。

0 20番 (藤林理一 郎 君 ) 3点ばかりお聞きをいたします。

市長の施政方針の中で、政府は予算案決まりつつあるということで、最初の 1点でございま

すけれども、国の補助というんですか、国庫補助というんですか、その中で、実は昨年も私は

わからなくて、この席でお聞きしたことがあると思うんですが、中央高速の補助金でございま

すけれども、 2，000万、これは多分国庫補助として国から来るんだ、こういうふうに生野企

画財政部長が答弁なさったと思うんです。

そこで、もう一度このことについて確めたいということで質問するわけですけれども、実は、

これは私はあくまでも中央高速沿線に迷惑料として出してきているんだ、こういうふうに私は

何回か質問させてもらっております。

そこで、こ の2，000万の補助金が、昨年 58年度どのようにお使いになったか。

それともう一つは、 59年度にこの 2，000万が国の方から来るのか、ということです。来

るなら、どのようにお使いになるか。

それを 2点ばかりお聞かせ願いたいと思います。

e-: 0議長 (高橋通夫君) 建設部長。

。建設部長(中村亮助君) お答え申し上げます。

ただいま御質問がございましたように、確かに高速道路の関連の公共施設整備という形の中

での助成金が、 2，000万ございます。これは、いわゆる迷惑料というお話がございましたけ

れども、過去におきま しでも、高速自動車道路通過市町村に何のメリ ットもない、というふう

なことで、市長会の方からも強力に働きかけまして、そして助成金制度ができた、という経過

がございます。

したがって、この財源そのものは、高速事業団の助成金でございます。その元金が国かどう

かは、ちょっと私もわかりませんけれども、一応そういうノレート を通って、市町村に交付され
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るいわゆる助成金でございまして、その使途というのは、高速自動車道路は、御存じのように

私どもの方の市全通過しておりますけれども、その高速道路の通過に伴いまして、周辺の市道

なり、生活道路が寸断されたところもございますから、そういう面で、高速道路に沿いました

市道の整備をしなさい、というふうな意味で使われております。

したがって、どこの道路にも、工事費にも使っていいということじゃございません。簡単に

申し上げますと、高速自動車道路に沿ったところの道路、これの市道を舗装そするとか、ある

いは側溝を補修するとか、こういうふうな事業に使っております。

それで、 58年度におきましても、また、 59年度の予算の執行につきましでも、そういう

趣旨にのっとりまして使っていきたい、というふうに思っております。

それで、 2，000万そのものの工事費で、それでは何ができるかということですけれども、

2，000万だけでは足りませんので、やはり持ち出しが3分の 1とか、あるいは場合によって

は3分の 2ございます。そういう中で、 2，000万の助成金を使いながら側道の舗装整備をす

るということで、たしか 57年度におきましては、 3，000万ぐらいの工事で、 雪印周辺の整

備をするとか、そういう側道の、高速自動車道路に沿いました道路を整備しております。 57 

年度におきましでも、三小の北側のところのいわゆる側道の舗装もしております。そういうこ

とで使わせていただいているのが現状でございます。

0議長(高橋通夫君) 市長。

0市長(森田喜美男君) ちょっと補足させていただきます。

この雑入ということで計上しています歳入は、これは全国高速道路関連市の協議会がござい

まして、対建設省、対道路公団、これと数年にわたりまして、いろいろ交渉を詰めてまいりま

した。大阪吹田市の市長が会長になりまして、私どもも 1年に 1回、全国市長会等の機会に集

まりまして、その経過を聞きますとか、あるいは要望をまとめて出すとか、いうことを行いま

した結果、たしか 1昨年だったと思っておりますけれど、このような形で、つまり通過市の占

有面積と申しましょうか、距離でありますとか、あるいは幅でありますとか、こういうものを

計算した一つの案分の形で、日野市には約、ちょっと詳しく存じませんが、全体 300億のう

ちの 9，000万程度が 10年間にわたって日野市に交付され、こういうような原則の もとに、

残されておる歳入でございます。

したがって、通過市の迷惑料といいますか、そういう意味よりも、これまで関係市は、固定
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資産税を取りたい、つ まり現在有料で用いているではないか、したがってその固定資産税とし

て一定の課税特したい、こう いう主張特してまいりま した。現に、仮にそれが農地であれば農

地並みの固定資産税は入ったわけでありますが、道路であるためにそれらが入ってこない、そ

れだけ、つまり通過市は財源を失ったというような考え方になるわけであります。

そういうことでいままでやってまいっておりますけれど、いずれは現在の有料高速道路も、

将来は無料化される、これはつまり道路である、こういう論理が結論として出るわけでありま

して、いまは次から次と財政投資特しておるから有料であると。しかし、それが普及してしま

って、どういう財政事情になるか、われわれもよくわかりませんけれど、建設省の見解は、道

路公団側にどちらかというと理解与を示す、ということは、地方公共団体の方には、課税対象に

はしてはならない、こ ういう見解であります。

そういうことで、 10カ年間に限って一応の覚書、あるいは協定ができた。これそ担当して

おりますのは、全国市長会の中の、また、高速道路関連市、こういうような立場で行われてい

るというふうに思っております。

そういうことでありますから、今後も迷惑という意味もありまし ょうし、それから財源的に

課税対象にすべ きである、こういう議論がなくなったわけではございませんので、 10カ年間

たては、またこういう、 1 0カ年が終わる前ごろになりますと、またこの議論が蒸し返されてく

る、こういう課題である、このように思っております。

したがって、何に使ったかというよりも、一般財源として使うわけでありますが、市として、

そのためにいろいろ道路が切られましたり、あるし 1は日野市の場合は、八王子の方が地盤が高

いものですから、道路面号沿って雨水が流れてまいります。それが日野市内で用水に流れ込ん

で、そうして豪雨の際にははんらん号起こすということもありますので、たとえば根川そ改修

することによって、それらを被害を少なくしていこう 、こういった関係の経費にも投入された

わけでありまして、一般財源だというふうに御理解をいただきたいと思います。

0議長(高橋通夫君) 藤林理一郎君。

020番(藤林理一郎君 ) l '¥ま、建設部長の方ですか、答弁がありましたんですけれ

ど、こ れは、 2，000万は確かに入っている。それはほかに1.0 0 0万市の方から出して、そ

して事業をなさったという答弁でございましたんですけれど、そこで、思うに、この 2，000

万を投資して事業をなさった場所、どこのところに重点に 2，000万を投資したんだという、
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その場所を私はお聞きしたわけなんですが・・・・-。

それともう 一つ、こと し2，000万について申請手 していただけるのかどうか、そのことを

お聞きしたんですが、それは全然、答弁なさってないもんですから、ひとつ答弁していただきた

いと思い立す。

0議長 (高橋通夫君) 建設部長。

0建設部長(中村亮助君) 大変申しわけございません。

5 8年度の例で申し上げますと、先ほどもちょっと申し上げたと思いますけれども、日野健

察署と高速自動車道路の間で、東京都のポンプ場ができましたね、日野の増圧ポンプ場、あの

前のいわゆる一方通交の道路、これを舗装をいたしました。これがこの財源に一応私どもの方

は使わせていただいて、当然工事が終わりますと、公団の方もいわゆる助成金でございますの

で竣工の状況などを見に参りまして、一応、堅い言葉で申し上げますと検査というふうな形で、

執行ができたかどうかというふうな手続上の問題もございます。

それから、 59年度の計画といたしましては、その反対側の、高速自動車道路に沿いま した

北側でございますけれど も、都道から入りまして、あすこに八木木工所などがございます。あ

れの側道でございます。これを約4，0 0 0平米、メーターにいたしますと、大体 100メータ

ーぐらいになろうかと思いますけれども、そこ号一応執行の予定にいたしております。

0議長(高橋通夫君) 藤林理一郎君。

0 20番(藤林理一郎君 ) 市長にもう 1点お聞きさせていただきます。

この施政方針の中で、たしか 4ページ「生きる喜びを創り出す健康と福祉のまちづくりにつ

いて」ということでございますけれども、このこと について、旭が丘、いま市有地の中に老人

憩いの家ですか、これをつくっておりますけれども、こういう場所が非常に貴重な場所だと思

います。そう簡単に、求めるといっても、先ほど古賀議員が言われたように、一丁目のところ

に遊び場所全というようなことでも、市長の答弁の中では、なかなか踏ん切りがつかないよう

な答弁をしているわけです。

そこで、こういうような広い場所について、こういう公共施設、これは当然つくることにつ

いては、私は反対しません。することもございませんから。

そこで、こういう福祉関係の建物は一括 して高層にする建物にして、そのところに福祉関係

を全部まとめてし 1く、こういうような考え方は、今後あるのかないのか、それを一つお聞きい
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たします。

O議長 (高橋通夫君 ) 市長。

0市長 (森田喜美男君) どのようにお答えしていくか、ちょっと迷ったんでございま

すが、福祉関係の施設を高層化した建物の中に、統一的にといいますか、入れてはどうか、こ

ういう御質問だといた しますな らば、市の持っております土地は、それぞれ住居地域の指定、

あるいは高度制限等がありまして、旭が丘の市有地は第 1種住居専用地域でございます。高度

は、大体原則的には 10メー トノレ、そのような市域だと思っております。そういう範囲に適合

で去る建物ということになりますし、特に今回の建設を進めております老人憩いの家について

は、 1階層、それから障害者施設といたしましては、いま 2階層、それから、あと児童館、あ

るいは幼児施設等はそれぞれ 1階層ないしは 2階層だということだと思っ ており ます。

施設の高度利用と申しますか、そういう意味で、指定の範囲で、つまり用途地域の範囲でい

ろいろな複合的な建物を考えるということも、今後大いにあり得ることだと思っておりますが、

現状では、そういう状況の中で対応して l¥く、こういう建築上の考え方が常識といいましょう

か、そういうことに立って おるということでございます。

0議長(高橋通夫君) 藤林理一郎君。

0 20番(藤林理一郎君 ) いま、高層的にいきますと、住居地域だから無理だという

ことを、市長が答弁でいま しましたですけれども、これは私は、公共施設ということになる

と、その辺のやり方によっては、いままでどの場所においてでもある程度、そういう住宅地域

であっても高層化されているという のがあったように開いておりますけれども、日野では、そ

れは無理だということですか。

それと、もう一つ、その近くに高層のピノレがありますけれど、それはどうなんですか。あれ

は市営住宅も 4階ですかな。そうしますと、 10メーター超えていると思うんですが、その辺

はどうなんですか。

0議長(高橋通夫君) 都市整備部長。

0都市整備部長(結城邦夫君) 私からお答え申し上げます。

日野市の市域の中は、先ほど市長が申しましたように、すべて用途地域として指定をしてご

ざいます。その中で、第 1種住居専用地域、先ほどの場所につきましては、 1種住居専用地域

だと思うんでございますが、その場合には、高度が、余り高く建てるということを制限してお
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るわけでございます。

したがいまして、 高度を上げるとい うことになりますと、住所専用地域では非常にむずかし

ゅうございますので、やはり住所地域等に変更をした上で、高度地域もあわせて変更する、と

いう形をとらなければならないと思います。今後、その地域を どう公共施設等で利用していく

かによりまして、 5年に 1回、 用途地域の見直しを行っておりますので、そういう中で都の意

見も入れながら検討していきたい、 というふうに考えます。

以上です。

O議長 (高橋通夫君 ) 藤林理一郎君。

0 20番(藤林理一郎君 ) いま、都市整備の部長さんから答弁いただきま したけれど

も、研究するということですから、できましたらそういう方向にひとつお考えになって、でき

れば高層の中に三つ四つの事業所なり を入れていただきまして、そしてできるだけ広場を残し

ていくような方向にお考えをしていただきたいと要望しておきま す。

終わります。

O議長(高橋通夫君) 次は、鎮野行雄君。

0 10番 (旗野行雄君) 予算関係のことにつきま しては、予算委員会があり ますので、

質問はその機会に譲りたいと思いますが、基本的なことにつきまして 2点ばかりお伺いしてお

きたいと思います。

先ほど古賀議員が、 1ページの国の予算に関する市長の考え方について質問されたわけです

が、私もこのことについて別な角度から入っていきたいと思います。

なにか、ある本で市長は外交問題、あるいは防衛問題以外のことは、国政レベノレの問題につ

いては全部質問があるし、 地方議会でも答弁しなければならな ~ ¥から、なかなか大変だ、とい

うようなことが書いてありました。

私は、基本的には国政レベノレの問題はなるべく関係がない地方議会では取り扱わな い方がい

いんじゃないか、そのような討議をしても無意味ではないか、このようには考えておりますが、

市長がせっかく発言されておりますので、このことについてただしてみたいと思います。

6 0年代の高度成長が終わって、石油ショックを契機として、その後、経済の低成長時代に

変わってきた。したがって、財政的にも、国段階でも地方自治体におきま しでも、自然、増収が

高度成長時代ほど見込めなくなってきた。そこで、福祉なり 、あるいは教育関係、社会保障関
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係、こういう予算は、高度成長時代ほど伸びが見込めなくな ったことは事実で ございます。 こ

れはあながち防衛費が突出したからどうのこうのと いう ことではないと思います。

古賀議員が指摘されたように、防衛関係費は国の予算の、古賀議員は先ほど9%だと申され

ましたが、事実は 6%ぐらいだったと思います。 58年度でも、防衛関係費は 2兆7千五百四

十何億、総体の 5.5%であります。社会保障関係費が 18%で、約 9兆ですか、文教関係が 4

兆 8，000億、国債が 8兆ですか、こうい うことになっ ておりまして、必ずしも社会保障関係

なりが伸びな いのは、これは防衛予算が突出したからではない、こういうことは言えると思い

ます。

また、この防衛予算関係についても、いろいろ問題はあるかと思いますが、 70年代末から

いろいろの世論調査によっても、安保と自衛隊が必要であるということは、国民の圧倒的多数

が支持されているわけです。社会党が非武装中立を唱えておられますが、あの社会党に してす

ら違憲適法ですか。そのような違憲合法のような苦しい論法を持ち出しておるわけであります。

ということは、非武装中立の旗をおろすわけにはいかないにしても、社会党支持者にしてすら

( r施政方針演説に関係ないぞ」と呼ぶ者あり)安保、いまの自衛隊の存在を支持する人が多

いということも事実であります。

国際的に見ましても、日本は GNPが世界の 10%という時代になってまいりまして、安保

ただ乗り論は通用しないわけです。日本の経済の死命を制する対米貿易ですね、 いろいろの問

題があるようですが、 アメリカ に言わせれば、防衛費に全然、何もしないでただ乗りしておいて、

このような不均衡をつくるのは何事だ、という意見が出るのは、これは当然、のことであると思

うわけです。私は、何も防衛費をふやせと言っているわけでは、これは確かに必要悪ではある

と思いますが、 といって、これは全然、なくていいという議論にはならないと思います。

それで、どうも市長のおっしゃられている御意見が、新聞でこう書いてあるからこう言われ

るんだということですが、新聞は必ずしも正しいことをしょっちゅう書いているわけではない

わけです。ひとつ、 御自身で判断されて正しいと思ったことを発言していただきた~ ¥0 このこ

とを申し上げておきます。

そして、言われていることが、どうも私の解釈では批評家的であり 、やじ馬的無責任な発言

ではないか、こう思うわけであります。ということは、一方で支出が、防衛費は別にしまして、

社会保障関係などが滅っているのは確かなんで、では、歳入はどうか、も ちろんこれは増税は
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いいとは言われないと思います。増税か、あるいは国債に頼るしかないわけです。国債は、多

く出すのはけしからん、歳出、社会保障関係費を削るのはけしからパノというのは、できない相

談ではないか、ただ、無責任な議論ではないか、こう思うわけであります。これについては別

に私はあえて市長の答弁を求めようとは思いませんが、一応申し上げておきます。

次に 2ページです。市長が就任して以来 「憲法を市政に生かし市民のいのちとくらしを守る」

「緑と清流をとりもどし、健康で文化的な生活環境をつくる」云々ということがありますが、

これは社会的な傾向で、確かにそのとおりではあると思います。どこの市の基本構想を見まし

でも、緑と清流、あるいは緑と太陽ですか、健康で文化的な生活環境をつくるということは、

決まり文句になっております。これはこれで別に文句をつけるつもりはないんですが、市民生

活を最優先にという文章がありますが、市の行政というものは、市民生活の向上以外にないわ

けであります。したがって、どんな施策も、これは結局は市民生活の向上につながる施策であ

ると、私は解釈しております。

次に、 11年聞を振り返って、市勢の進展に相応な成果を上げた、こう市長は省みて自画自

賛しておられるわけですが、私はあえてそうは思いません。

私は 9月に一般質問の関係で、いろいろ財政的な指数を調査したことがあるんですが、時間

がないから詳しい数字は申し上げませんけれども、歳入からして、いわゆる狭義の一般財源で

は、ほかの市と平均してそう差はないが、国庫支出金なり、都支出金、あるいは地方債諸収入

については、非常にほかの市に比べて少ないわけです。市長の、あるいは市の理事者の財源獲

得の努力が足らないからこういうことになったんではないか。 したがって、歳出もそれに応じ

て少ない。予算規模が要するに少ないわけです。日野市民は、ほかの市の市民に比べて、ほほ

9割ぐらいしか行政サーピスは受けていない、こういう結論が出るわけです。

そうして、福祉、福祉といわれるが、福祉がどうなっているかということも調べてみました

が、社会福祉費にしても、老人福祉、児童福祉にしましでも、ほかの市と比べて支出が少な t¥。

これは、過去 11年聞を通じて言えることではないか、そう判断せざるを得ないわけです。

まして、建設費についても、他市に比べて問題にならないほど少ないという、こうしづ結果

が出ております。私は、これは不思議でならないわけです。

そして、先ほど部長が言われた公債費比率です、これにつきましても、近隣の市と比べて非

常に多いわけです。どうしてこのような、自主材源が多い市でこういうことになったのか、理
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解に苦しむわけです。これは 56年の指数ですが、約、公債費比率が日野市では 13%なわけ

です。類似団体で、立川が6点イ可%ですが、武蔵野 7婦、 三鷹約 8婦ですか、その程度の指数

と比べると非常に高いわけです。まして、基金が60億もあるにしろ、地方債の発行残高が、

たしか 200億ぐらいだ、という数字を示しているわけです。仕事もほかの市に比べてしなく

て、そうしてこのような富裕な市で、このような地方債の残高が残っている。非常に不思議で

ならなし ¥0 どうしてこうなったんだか、理解に苦しんでおります。ど うも市長が自認しておら

れるように、過去 11年間振り返って市勢の伸長に相応な成果を得た、 という結論は、おかし

いんではないか と、このこ とだけ申し上げておきます。

以上です。

0議長(高橋通夫君)

08番(馬場弘融君)

します。

その前に、先ほど古賀議員も指摘しておりましたけれども、こ の施政方針の表明が縦書きで

次に、馬場弘融君。

細かい点を 3点ほど、 それから大きな問題を 1点、質問をいた

あるということについては、実にまずいと思います。ぜひ、こういうことは今後ないようにお

願いをしたいということ。

次に、やはり古賀議員が指摘しておりました防衛費の突出の関連でございますが、私はその

後半の「社会保障、文教などの生活関連の予算抑制」という字が 1ページに書いであるわけで

す。 これ、実は具体的に資料に当たってみま して、事実に反するという気がするわけで、これ

を指摘をいたしまして、まず市長のお考えを聞きたいと思います。

つまり、突出をしているといわれる防衛費は、昨年度と比べて1.804億ふえております。

それから、市長の文章では抑制されたと言われております社会保障関係費が、1.812億ふ

えております。

つまり、防衛関係費よりも、社会保障関係費の方が、少額ではありますけれども、伸びてい

る額では多いわけです。それなのにかかわらず、防衛費は突出という字を書き、社会保障、文

教などの生活関連の予算は、抑制という字を使っておられる。私は、抑制という字は、昨年並

みに抑えられるとか、あるいは昨年以下になる、こういう事実があって初めて抑制という言葉

を使っていいんだと思うんです。事実は、そ うではありません。まずこの点について、古賀議

員とは違って、むしろ生活関連の予算抑制という面について、市長がどういうお考えでこの字

ウ
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をお使いになったかということを、 まずお伺いをしたいと思います。

次が第 1点です。やはり 1ベーグの一番最後に「地方財政計画でも巨額な財源不足に対 し、

地方債の増発により埋め合せようとするもの」だと、こういう文章がございます。これも、実

は事実と全く違っております。今年の 2月21日の朝日新聞です、 59年度地方財政計画が載

っておりますが、この中の歳入の項、地方債は、これ、よく聞いてほしいんですが、昨年度、

5 8年度は 5兆ございました。いいですか、 58年度は 5兆であったものが、昭和 59年度に

ついては 4兆 7，602億円と減少をしているわけであります。

つまり、この市長のお書きになった「巨額な財源不足に対し、地方債の増発により」という、

この文章は、明らかに事実と全然、違っている。これについて市長はどのようなお考えを持って

いるか、これがまず初めの質問であります。

それから 5ページ、初めの項ですが「生活保健センターの実施設計に取り組みます」 実施と

いう字が入っております。

それで、予算書を私、見ておりまして、実施設計ということは入つてないんです。基本設計

という予算は組まれておりますけれども、実施設計の予算は組まれておりませんO そこで、市

長は、いずれ補正予算等で実施設計までおやりになるというおつもりでこれをお書きになった

のか、あるいは、本来ならば基本設計と書くべきところを、少しわからんだろうというふう な

こともあって、実施設計まで進めてお書きになってしまったのか、その辺もやはりお答えをい

ただきたいと思います。

それから、細かい問題の三つ目でありますが、 8ページ、これはよく私わからないので説明

をいただきたいんですが、 8ページの中ほどに r(仮称)日野市環境緑化協会の事前準備とし

て、みどりの市民組織を設ける構想を進めております」これについて、少し具体的に、どうい

うお考えであって、どのようなものであるかと。どういう構想を持っているのかということを

教えていただきたいというふうに思います。

それから、大きな問題に入りますが、これは実は予算とも関連をしてくるわけでありますが、

私、本当ならば一般質問の中で、恐らく一番の主題として取り上げようと思っていたんですけ

れども、どうも一般質問が来月に延びそうであります。そういう関係で、予算の成立する前に

はこの本会議で申し上げる場がないと思いますので、あえて申し上げておきたいと思いますが、

それは 5ページでございます。教育と文化の項でありますが、仲田小学校が 4月から開校され
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ると。 rこれで小学校の新設事業は、人口増の鎮静化にともない、一応落ち着いたところであ

ります」という文章があります。

さら に、少し飛びまして幼児教育について「多摩の幼稚園を分ける形で西部を対象とする

(仮称)旭が丘幼稚園を建設いたします」と。

こういう こつの文章を一緒に考えてみますと、これまでここ数年にわたって、いろいろ文教

行政については多くの議論があったわけでありますが、その中で特に私ども再三申し上げたの

は、現在の小学校4年生が中学校に入るときをピークにしまして、さらに 2年ほど後まで、い

わゆる高原状態が続くわけです。ですから、中学校は絶対し 1ま必要だったんです。必要なんで

す。それをおっくりにならなt¥。

さらに、実は仲田ノト自体も、すでに小学校の児童数は減少をしつつありますから、実は私の

子供も今度仲田小学校の1年生に入りますが、何と 1学年 2クラスです。しかもその 1クラス

が約 27名というふうに聞いております。つまり 、確かにぜいたくな学校ですよ。本当にこう

し1うものが必要あったのかな、もっと日野市は別な教育行政の面で進む施策があったのではない

かなという気がしているわけであります。

さらに、小学校ですら現在そういう状態です。幼稚園、つまり 6歳以下の子供たちの状況は

どうかということは、すでに教育長を初めと して皆さん十分御承知だと思うんです。どんどん

減っております。

統計ひのにございますけれども、 6歳児、これは58年 1月1日の数字ですが、 2，249、

ずっと下に 5歳、 4歳といきますと、 2，237、 2，13 0、 2，068、 2，004、 1，999、

2，023、こ のように、昨年の数字でありますけれども、 6歳以下は絶対ふえてないんです。

少しずつ減っております。つまり、この減っている年代が、いまの幼稚園でどうして足らない

んでしょう。さらに新たに一つ幼稚園をつくる必要があるのか。私は、この辺の根拠をぜひ具

体的に教えていただきたいということと、幼稚園をつくろうというお考えが、市長サイドから

のお話なのか、あるいは教育委員会等で、じっくり数字等を調べて検討した結果の、市長に具

申をした結果であるのか、この辺もお答えをいただきたいと思います。

以上です。

O議長(高橋通夫君) 市長。

0市長(森田喜美男君) いろいろ勉強していただきま して質問をいただいたわけであ

ハ可
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りますが、予算編成という国の段階で、 2年にわたってマイナスシーリングとい うことが非常

に強調されたということを、われわれは印象深く受けとめております。

国の財政の公債発行額の帳じりが 120兆になんなんとすると。これはどなたも御承知のと

おりでありまして、私どもも、そのことにはまさにぎょっとするような感じであります。です

から行革に取り組み、あるいは人勧凍結をやり、いろいろ努力をされておるのが、いまの政府

であります。

いろいろな見解の立場から、抑制である、あるいは抑制でない、そういう見解の分かれる面

があるかもしれませんが、マイナス シーリングということは、 一般論としてはやはり抑制だ、

このように思ってよろしいんではなし 1かと思います。

もう一つの、地方財政計画が、 5兆円対4兆 7，000万だということですが、要するに増発

をして、つまり公債を発行して、そしてその補いをされたということはこれは間違いのない事

実でありますから、そのような意味合いで私どもは認識をいたしました。

それから、生活保健センタ ーの実施計画というのは、 一一応構想的なものは持っておりますの

で、急ぐ意味で基本設計を行い、また実施設計も進めたい、こういう基本的な認識でおります。

それから、緑の市民組織は、これは、今日緑に関する関心、あるいは公共度の認識という も

のは、きわめて高いものがありますから、単なる行政施策のみでは、それにこたえてもらう市

民組織が必要である、こういうふうに考えます。

そこで、基金を制定いたしました際に、今後、仮称環境緑化協会というふうな市民組織、こ

れは個人会員、あるいは団体会員、あるいは事業所会員、というような構想が成り立つわけで

ありまして、これのまた事務局を公園緑政課が担当し、つまり、市民と呼応しながら緑の政策、

あるいは東京都でも倍増計画を持たれており ます。これらのことを消化していきたい、こうい

う考えであります。

それから、一番大切な幼児教育施設のことでありますが、多摩平の幼稚園を分けてという意

味は、多摩平の幼稚園は、御承知のとおり 5歳児のみで、 2年保育をやっておりません口今後

あるべき幼稚園の姿は、やはり 2年保育をやるという方向に、数の減少に合わせて前進をして

いきたい、こういうことであります。

したがって、多摩平のもうすでに地元の自治会が行っております幼児教室は、 60年から廃

止されることになっております。それらの幼児を受け入れるために、多摩平の施設が必要だと
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思っておりますし、また、それを旭が丘にかねてそう いう住民要求がありますので、 2年保育

を行 う形で受け入れていきた~ ¥0 このことにつきましては、私立幼稚園協会とも了解をしてい

ただいております。それで、公立、私立にかかわらず、幼児教育に対するなるべく格差をなく

して、そうして幼児教育の均てん化を図っ ていこう、とこういうことでございまして、数が少

なくな ったから要 らないという論理ではなくて、より質的な密度を高めるために 2年保育を行

う、そのためにまた教室をふやすということにはなると思いますが、一層の対応をやっていき

たい、という古くからの考え方の実施ということでございます。これらにつきましても、すで

に大部分の了解をいただき、実施できる、あ るいは関係当局との補助等に対する理解も得られ

ておる、こういうことでございます。

それから、仲田小学校が開校することによって、いわゆる義務教育学校のことをちょっと触

れておりますが、仲田小学校は 6学年、多分 2クラスずつぐらいだと思っておりますけれど、

三百六、七十名、こういう規模の学校であります。これは、交通になるべく安全な範囲でと。

あるいは一小、あるいは四小、これがどうしても今後過大化する、このことは避けられないと

思っております。そういう意味で、それらを母体校とする学校をつくるということが、数年来

の願望であり ました。 ようやくそれを達成し得た、こういう状況でございます。

それから、小学校は確かに私ど もの感想といたしましては、日野市は大変努力をしたと。今

回 20の小学校ができるわけでありますが、日野市の適正配置といいましょうか、そういう意

味で、日野市の面積にふさわしい配置を一応なし得た、このように思っております。

ただ、日野市全体として人口が低滞した、ないしは減少するなんていうことは、今後ないは

ずでありまして、また、区画整理を行うということは宅地化をするということでありますから、

また、中高層の建物も予定されておりますから、 エネノレギーは将来と も発展の方向にある。い

ま現に空き教室は相当数あります。しかし、これは、私は決してむだな投資ではない、地域の

コミュニティーセンターというふうな意味合いの、あるいは社会教育的な活用の仕方があると

思っておりますから、そういう意味で、大変将来の教育環境も十分、やり方によって市民要求

にこたえられる、そういう素質を持っておる、このように感じております。

以上です。

0議長 (高橋通夫君) お諮りいたします。議事の都合によりあらかじめ会議時間の延

長をいたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
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C I異議なし」と呼ぶ者あり 〕

0議長 (高橋通夫君) 御異議な いものと 認めます。よって会議時間を延長することに

決しました。

教育長。

0教育長(長沢三郎君) ただいまの馬場議員からの御質問の中で、旭が丘の方に建て

ます幼稚園の問題につきましては、市長サイドからの要望か、教育委員会からの必要性があっ

ての要求かと。

これは、教育委員会の幼稚園費の中に、幼稚園という形で予算要求をしてございますのは、

これは教育委員会そのもので何回もこの幼稚園の問題につきましては検討した上で、教育委員

会そのものが責任を持って予算要求をしている、こういうような内容でございます。

この件につきましては、確かに私立幼稚閤協会との関係、こういうものがございますので、

数回にわたりまして私立幼稚園協会とも十分な、幼児教育のあり方の問題をめぐって話し合い

を続けてまいりまして、 一つは先ほど市長が申し上げたように、ぜひ公立幼稚園でも 2年保育

を実施したい、このことが一つございます。

それから、もう一つは多摩平の幼児教室、 これが毎年 4歳児を 70名前後保育していただい

ているわけですけれど、多摩平の幼児教室の発展的な解消とあわせて何とかこの地区での 2年

保育を実現する方向を打ち出したい、これが 2点目です。

それから 3点目は、実は統計ひのを見ていただくとわかるんですけれど、多摩平、 旭 が丘

地区、この地区の幼児数ゼロ歳から 5歳、これの推計をぐっと見てまいりますと、若干、全市

的な幼児数の滅少とうらはらに、この地区に対しては逆な現象があらわれていると。いわゆる

幼児数の漸増傾向というものが出て きているわけです。まして、聞くところによりますと、千

代田自動車わきに 660戸近い勤労者住宅が、 61年の 8月をめどに建てられる、こういうよ

うな話も伺っているわけです。

そうしますと、先ほどから 申し上げていますような 2年保育を多摩平地区で実現するために

は、どうしても第一幼稚闘だけでは、施設の関係から受け入れがむずか しいと。こういうこと

であれば、早くから要望のございました旭が丘地区に、ぜひ公立の幼稚園、 この地区に公立、

私立ともに幼稚園というものがございませんので、地域の方から旭が丘地区の公立幼稚園の設

立というものが早くから要望されているわけですけれど、この機会に多摩平の幼稚園を分ける
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形の中で、旭が丘地区に小規模であっても新しい幼稚園をつくって、 2年保育というものを多

摩平地区においても実現したい、こういうとこ ろから、一応本年度の予算に予算要求をしてご

ざいますので、よろしくお願いしたいと思うんです。

以上です。

O議長(高橋通夫君)

08番(馬場弘融君)

馬場弘融君。

市長の初めの答弁なんですが、いつものとおり非常にわかりに

くいといいますか、せっかく 一生懸命具体的な数字を挙げて質問しているわけですから、それ

について、これはもう明らかに間違いな点があるわけですよね。ですから、間違えましたと言

えばいいのに、おっしゃらない。

もう一度、私、繰り返して数字を言います。先ほど来、鎌野議員、あるいは古賀議員が言っ

ておりますけれども、市長の日野市民に対する今年度の所信なんですから、 59年度の所信な

んですから、余り国の問題とか、そういう問題に深くかかわらず、市民だけの問題を多く取り

上げた方がいいと思うのに、市長がこのように間違えたことをおっしゃるから、私どもあえて

申し上げるんです。それをまず初めに申し上げておきます。

防衛費を突出と言っていますね。突出。社会保障、文教など生活関連の予算を抑制。突出と

抑制の、いいですか、金額的な面が、先ほど申し上げましたけれども、同じく1.800億なん

ですよね。両方ともふえているんです、1.800。だから、たとえば防衛費がふえましたと言

うならば、社会保障費もふえたけれども、というふうな表現を使わなければ、これはうそにな

ります。お答えを要求しても、またわけのわからないこ とをおっ しゃ ると思いますから、これ

についてはお答えを要求しませんが、これを申し上げておきます。

次の、地方財政計画です。これも明らかに、だれがこの下書きをお書きになったのか、知り

ませんよ。恐らく間違えて読んじゃったんですね、これ。実は、こ の朝日新聞を私、よく読み

ますと、ちょっと間違えやすいような記述があるんですよ。読みますが、 「財源不足を埋める

建設地方債は、 58年度には 1兆 3，200億円増発した」と。 58年度は、 57年と比べると

ふえたんで、すよということを言っているんです。 Iしかし、来年度は 一一こ れは 59年度です

一一これを少し抑えたため、地方債全体も再び滅少に転じた」と、はっきり書いてあるんです

よ。

これを、どなたかが恐らく 、この 58年度の増発をしたというところをぱっと読んじゃって、
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これをお書きになったんではなL、かという気がするんです。これは明らかに間違いです。昭和

5 9年度の地方財政計画では、地方債の増発は行われておりません。つまり、この施政方針表

明の文章には誤りがございます。この点も明確に指摘をしておきます。

それから、最後に一番大きな問題として申し上げた幼稚園、第七幼稚園ですか、旭がEの幼

稚園ですね、この問題ですが、どうも教育長は苦しいながらも一生懸命理由をつけて答弁をさ

れたようでございます。その苦しい胸のうちはよくわかりますが、私も再度、統計ひのを見ま

すと、公立幼稚園のトータノレの園児数ですが、 52年度から 57年度まで書いであるんですよ。

5 2年度が 715名、以下、 701名、 740名、 693、 640、 60 8と、日野全体で見

れば、明 らかにこれは減っているんです。ですから、よ りよい保育を目指して、たとえば 2年

保育をするとか、より充実した保育をしなければいけない、これはもちろんわかるんです。 こ

れはもちろんあっていいですよ。

しかし、もっと、市民のお金を使うならば緊急性のあるものに使うべきではな l'かというこ

となんです。確かに幼稚園をよくする、充実する、これは大切です。しかし、もっともっと大

切な行政分野があるであっう、教育委員会サイドだけにおいても、もっと大切な問題があった

ろう、それをなぜ放っておいて、一番重要なものを放っておいて、こんな生徒数が滅ってし、く、

子供が滅っていくという中での幼稚園づくりを されたのか、 ( r三中はど うした」と呼ぶ者あ

り〉これは絶対指摘をしておかなければいけないと思うんです。

ぜひ教育長、先ほどの苦しい答弁はわかりますけれども、もう少 し私に対する答えとして、

情のある答えをいただければありがたいと思います。

0議長(高橋通夫君) 教育長。

0教育長(長沢三郎君) お答えいたし ます。

確かに馬場議員さんのおっしゃるように、全市的に幼児数が滅っていると、そうしづ過程の

中で、これ公立幼稚園の定数だけでなくて、私立幼稚園の方も実際問題として全市的な形の中

で、収容力に対して、現在いわゆる保育している園児の数、これには余裕がある、こういうこ

とは事実でございます。

ただ、その傾向が、全市的に京王線沿線に集中的にあらわれているわけなんです。この、京

王線沿線というのは、確かに分譲住宅その他であの地区にいわゆる住宅が張りついて、ある程

度子供さん方の教育というものが一段落しますと、次の世代へ移るまでの期間、一定の減少と
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いいますか、空白期間が起きてくる。これが集中的にあらわれているのが京王線沿線なんです。

逆に、多摩平地区というのは、多摩平のいわゆる住宅ができて、年数が日野としては一番古

い団地という形の中で、世代交代が行われ、次の世代、孫の時代の対応を迫られてきていると。

このことは、第五小学校、あるいは第 6小学校が、小学校そのものを見ましても、ほかの小学

校がどんどん児童生徒数が減っていく中で、五小、六小が逆に漸増傾向を示してくると。

これとうらはらの問題でございまして、現実問題として、いま申し上げました多摩平の第一

幼稚園、この第一幼稚園を対象にして園児の保育というものを考えていきます場合に、その子

供たちをスクーノレパスその他によって京王線沿線の幼稚園に通わせるとか、こういう方法をと

ればということもございますけれど、実際問題としては、先ほど申し上げましたように、現在

では多摩平、旭が丘地区の幼児数の状況というのが、これは、いま私たちの手元にございます

資料から申しまして、昭和 58年度、本年度の旭が丘、 多摩平地区の 4 ・5歳児の総数という

のが 705名、これが 59年、 60年、 61年、 62年と、どんなぐあいに推移していくかと

いいますと、 59年度はほとんどことしと変わりません、 70 1名。 60年度になりますと

754名、 61年度は 80 3名、 62年度は 815名と、こんなような形で、多摩平地区の対

応というものが、いま申し上げた第七幼稚園を、どうしても教育委員会サイドとしてこの機会

に2年保育の実現とあわせて、小規模であってもあの地区に開園していただきたいという形で、

市当局の方にお願いしている根拠になっているわけです。以上なんです。

0議長(高橋通夫君)

08番(馬場弘融君)

馬場弘融君。

ある程度はわかりました。

最後に、これ、申し上げておくだけ申し上げておきますが、学校教育法の 29条、及び40 

条、小学校及び中学校の設置というのがあるんです。市町村の義務になってお ります。ところ

が、幼稚園については一切こうしづ規定はございません。

つまり、小学校、中学校は、必要性があれば絶対つくらなければいけないという法律の規定

があるわけです。市長は、憲法を市政に生かす、こういうことをよくおっしゃっております。

それで、法律の規定がある、かつて三中の過密に伴う中学校をおっくりにならないで、その

ときに、もし、いま教育長がおっしゃっておられたような長期的な視野を持っておれば、間違

いなくつくれたはずです。それができないで、法律的には義務規定のない幼稚園、これを、あ

のようなすばら しい長期的な計画を持っておやりになろうとする。私はどうしても市長並びに
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教育長の考えている日野市の教育行政というものは、転倒がある、こう言わざるを得なl¥0 こ

れだけを申し上げておきます。( IよしJIそのとおり」と呼ぶ者あり)

0議長(高橋通夫君) 古谷太郎君。

06番(古谷太郎君) この施政方針演説、大変これは美しい言葉で、市民にいかにも

希望をもたらすような大変いい文章を使っています。この文章をつくられた方は、なかなか名

文家だと思うんです。誤りがあった点は、恐らく予算のことを全く知らなし¥から誤ったんだろ

うと思います。文章としちゃ、うまし 1。

しかし、私たちは文章を審議しているわけじ ゃない。実際に、実績はどうなのか、具体的に

何がどうなって きたのか、また、これから具体的に何をどうしていくのか、ということをお聞

きしなければならないんです。その具体的な事柄はぼやっとしています。

私どもが知っている範囲でも、ここに東京都の広報がありますD これ、鈴木知事の施政方針

が出ています。横書きです。それで、こうし 1うふうなものの中Kも具骨剥 K、非常によく書いて

あります。たとえば、三多摩の下水道は、昭和 58年までに、 26市の平均は 60%になるだ

ろう 一一 日野はなっていない、 10%ぐらい。一一しかし、もっとやりますよ、 65年度には

80%にいたしますと書いてあります。これは非常に具体的なんです。

だから、すべてこういうふうなものを拝見して、また、いまの市長さんの大変美しい文章を

見るときに、やはり鈴木さんと違うのかなというふうに、まあ片っ方はきっと御自身が書かれ

たんだろう、知事さんが。これは、名文を書かれた、文士、つづり方教室の方が書かれたんじ

ゃなかろうかと思うわけであります。しかし、そうかといって放っとくわけにいきません。そ

こで、お聞きしたいんです。これは市民が知りたいだろうと思うんです。

まず第 1に、いま、福祉の町づくりということを一番最初にうたってあります。去年、非常

にいろんな問題が起きてますが、日野市における福祉施設、ひかりの家、あるいはまた老人ホ

ーム、老人ホーム はこれからできるんですが、たくさんの保育園、みんなあれはもう建築して

から 20年以上たっております。ですから、もう改築しなければ危険な状態になりつつあるわ

けです。

そこで、去年、市長さんはこの議会で言われました。日野市の補助金は、いままでは 150

万だった。今度は補助金の限度額を 70 0万まで上げましたよと。来年はもっと努力します、

ということを施政方針演説で明らかに申されたのであります。言った以上は、この予算に、あ
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るいはことしの施政方針のお話の中に何らか触れられるだろうと思ったら、 一言も触れてな l¥0 

なぜそういうことを市長さんが去年おっしゃったかというと、立川や八王子は 2，000万円ま

で建設費の補助を出しております、これはもうずっと、 10年も前から出しています。府中市

は6介の 1市が負担する、という福祉法人です。もう建てかえなきゃならな l¥0 だから、きっ

と去年は 700万で少ないけれども来年はもっと努力をします、ということをおっしゃったわ

けです。

ところが、現実にこの言葉の中には、そういう福祉法人に対しての補助金は 1円もふえてな

いし、触れられていないんです。これはどういう理由で中止しちゃったのか。保育園なんか、

みんなもう倒れそうなんです。壊れています。現実にごらんになっていただきたい。ひかりの

家にしてもそうです。古いものは改築しなきゃ、もうどうしょうもなL、。

だか ら、そういう点で、幼稚闘も結構ですが、やはり福祉施設、福祉法人を助けて、約束を

守るように努力していただけな l¥かという点、これ、第 1点質問します。( I議事進行」と呼

ぶ者あり)

0議長(高橋通夫君) 君正秦

026番(秦正一君) 質問、議長の方で全部質問を出してもらって、それでそれに対

する答弁をしてもらうように取り計らってもらいたいんです。時間の関係もあるだろうし、聞

く方もやは りいろんな面で、全部出してもらった方が非常に気持ちがいいし、よろしくお願い

します。

0議長(高橋通夫君)

06番(古谷太郎君)

古谷太郎議員、質問を全部出してください。

それか ら第 2点、市長は昭和 58年 9月のこの議会におきまし

て、一つの発言をしております。ど ういう発言か というと、 2. 2・ 10号線はできるだけ早

く用地買収を進めたい、ついては、できるだけやってみたい、具体的に言うならば、仲田小学

校の北側の道路にかかったような人が移転できるように2・2・10号線の用地にかかった家

の人が移転できるように、具体的に水道の布設等も検討しますと、速記録に残っております。

ところが、先日、朝日新聞に 2・2 ・10号線用地買収大幅におくれる、昭和 61年完成は

全く困難になった、と報道されました。確かにそうなんです。協力したくても水道のないとこ

ろヘヲ |っ越すわけに、最近は l¥かない。井戸じゃ、汚れてるんです。だから私どもは開発公社

で先行投資して、それでいかなければ、用地買収にかかった方はヲ|っ越しできないんじゃない
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か、というふうにお願いしたところが、検討しますと。 その検討の結果が今度の予算に出てい

るかと思ったら、全く出てない。また 1年、来年もおくれてし 1く。

それで恐らく部長さん方は、東京都がまだ買収を終わってませんからと。いわゆる浅川処理

場のことを言うとき、皆さん方いつも言う、東京都がまだ買収が終わってませんからと。都の

責任ばっかり言う。これもそういうことになりゃしな l¥かと思う。

しか し、一番迷惑するのは日野市民なんです。橋がかからな いで。ですから、その点はどの

ようにされたのか。検討いたします、できるだけやってみましょうと、速記録に書いています。

これが第 2点であります。

次に御質問したいと思いますが、第 3点。

ここにあれがあるんです。清流関係予算事業別一覧表というのを、資料でいただきま した。

これを拝見しますと、 ( rもらっていなしづと呼ぶ者あり)清流関係予算は、浅川の堤防につ

くる、南平の駅から浅川の堤防をずっと抜けて高幡橋まで行く堤防の上を舗装する、いわゆる

遊歩道です。この費用をのぞきますと、去年の予算よりも少なL可。去年は 2，98 1万2，903 

円であ ります。ことしは 2，976万 2，000円であります。

一体、川をきれいにしますなんて、ここに大きく出しておいて、実際には全く予算が滅っち

ゃっている。現実には、ここに科目たくさん、幾つあるかというと 1・2. 3・4・5・6・

7・8・9 ・10・11あります。 11科目について合計すると 2，900万ほどですが、それ

だけ減っているんです。

言葉でもってわれわれをごまかされたんでは、まことに心外であります。やはりこうしたん

だ、今度、ことしはこうするんだ、ということを示していただかなきゃ、この予算については、

どうしてこのような、言葉と実際と違う点なぜこういうふうなことが起きたかということ、こ

の点について明らかに、第 3点として御返事をお願いしたいと思います。これは、私どもが事

実こういうふうに資料としていただし 1たものでお聞きしているわけです。

それで、次に第 4点としてお聞きしたいんですが、これは、清流のこの中に一つも出ていな

いんですけれど、昨年、程久保の農民の方々が、程久保川上流、つまり動物園の方であります、

上流の改修をお願いしたい、という請願が出されました。

そこで、 9月議会に、理事者側の方から、来年度 59年からこれを市でやりますから、請願

は取り下げてもらいたい、ということで、請願は取り下げになっております。 59年からやり
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ます、と書いてあります。 95 0メートノレ。

ところが、今度の予算書を見たら何にも出てなし 1。請願は、やりますから取り下げなさい、

と言った。これは一体どういうことなのか。市民に何とわれわれは説明するんです。議長も請

願の紹介議員になっております。要するに、出した用水組合に対して何と言ったらいいんだろ

う。取り下げなさい、市がやりますよと、こう言った。これ、第 4点。

第 5点で御質問申し上げたl¥0下水道の工事が、わずかですが、できました。日野市の計画に

よれば昭和 56年、日野市が大変なお金を使って調査し、計画した実施計画があります。それ

は、約 50万メートノレであり ます。汚水管の布設、長さ 50万メートノレ、 4 9万幾らですけれ

ど、まあ 50万メートノレ、幸l¥かどうか知らんけれど、 5 7年、 58年の2カ年間で、約 6，300

メートル、 まだ終わってませんが、工事をやっていますけれども、 59年 3月、 6，300メー

トノレ、順調に行きゃできるだろうと いうこ とになって います。

ところが、ここで非常に問題が出る。ここで、施政方針の中に書いてあるんです。南多摩処

理区の供用開始が間近になる。 1年間に 3，000なり 4，000やるとしても、 50万メートル

をやるには何年かかるか、 ということです。

東京都知事は、先ほど申 し上げましたとおり、 三多摩 26市の都市計画区域における汚水管

の下水道の布設利用人口は、 65年までに 80%にしますと。 58年度は 60%超えましたと、

全人口の。 60婦が利用しているわけです。

だから、それでは市長さんは、ここに下水道もやり立すと書いてあるんです。 7ペーグ、南

多摩処理区の供用が開始するのが間近になると、ところが、今度の予算書を見ても、せいぜい

数千メートノレ。 1万メートノレずつ毎年やっても 50年かかる。昭和 65年にはとっても間に合

わな l¥。どういうお考えでいらっしゃるのか。

特にこの回答でお願いしたいのは、いま、いわゆる落川、百草地区は一生懸命都市整備部長

はやっていらっしゃいます。と ころが、市長さん、道路がないんですD 管を入れる場所がない

んです。ここまでは、いまある既設の道路に入れてきた。だから、何とか仕事ができてきた。

来年はまだ少し道路がある。再来年になったらもう道路がありません。同じように日野の浅川

地域もその傾向を持っている。少なくとも 4メートノレの道路がなけりゃ、こんな管を、穴を掘

って入れることができないんです。できないんだから道路をつくらなきゃ汚水管が入らない。

雨水管が入らない。そういうための道路の買収は、先行投資でどんどん進めなきゃいけないん
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です。

私は道路を言っているのは、それはいまの日野の道路は全く悪い悪い。けれど、それだけじゃ左い。

それよりも、むしろ将来の下水道計画に、管を埋める場所がないじゃありませんかと。やりま

す、やります、と、大変この文章ではおっしゃっていますけれど。どうして積極的に汚水管、

雨水管、いわゆる公共下水道管を埋設するために、道路の買収をもっと組まないのか。

全部言うようになるとやはりあくびが出ると思うんですが、長し 1から忘れやしないかと思っ

て、私は一つ気になるんですが( r大丈夫だよ」と呼ぶ者あり)、大丈夫ですか、居眠りとあ

くびが出なければいいと思っている。

そのことで大変大事なことは、汚水管 雨水管を入れるには道路をどんどんつくってし 1かな

きゃし 1かん。それから、東京都の計画になっているときに合わせなきゃだめなんですよ。もう

国は、だんだん滅らしてきているんです。全国どこでも公共下水道、汚水管が入っちゃった。

だから、もう入ってないとこはなくなってきちゃったんですよ、ほとんど。 だから日野のよう

なところは、もういまのとこなら幾らでも投入してくれます。本当に日野みたいなとこは、も

う15万都市で、全国を歩いてみたら佐賀しかなl'0佐賀市なんてのは広い場所ですから、こ

れは日野と比較にならない。日野の何十倍も広い。

ほかの 15万都市の状態をひとつお調べになってみていただきたl'。現に下水道関係の国の

起債とか予算は、減少しつつある。ことしは滅ってきた。なぜ滅ってきたかというと、もう終

わっちゃってきたんです。 60%超えてきた。だから、もう終わりの方へ近づいているわけで

す。これが第 5点。

第 6点、この浅川処理場、大変大事なものであります。これよりも 1年おくれて、北多摩第

2処理場の計画が発表されま した。これは、 ち ょうど向かい合っています。国立です。国立と

日野の石田。ところが、現実に、今回の東京都知事の説明によれば、国立はできます、と書い

てあります。浅川処理場は一言も書いてない。 63年にでき立すと書いてある。これは、国立

の方は用地買収がかなり進んできたわけです。これは、北多摩第 2処理場計画。

ところが、日野の場合には一つもまだ終わっていな l'0努力は されていらっしゃると思うん

ですが、やはり立川に、東京都は 3カ所をいまつくろうとしているわけです。だから市がその

つもりで一生懸命協力してあげないと、やはり国立の市長さんは一生懸命協力する、そうする

とやはり国立が先へ行っちゃうんですよ。おくれて出発して、先に行かれている。こういう現

実というのは、先ほどもちょっとお話があった日野用水の問題もそうなんですけれども、この

おくれをどうやって取り戻す気であるか。

昭和 70年までに公共下水道布設しますよというのが日野市の方針であり、都市整備部長の

説明であり、市長の公約であります。それが毎年毎年おくれている。イ可が理由でおくれている

か。説明は簡単なんです、浅川処理場の土地がまだ 1坪も買えてませんから、こういう説明で

す。現実に土地が買えないところの事業を、だれも認めません。土地が 1坪も買ってないのに、

つくるんだか、つくらないんだか。

だから、都市整備部長は大変困るんです。困るんですが、現実にもう 7・8メートノレでおし

まいになる。一体、これをどう解決するのか。これを市長さんにお答え願いたい。市長以外に

はできないんです。部長さんが幾らやろうったって。これが第 6点になりますか。

第 7点、これは先ほどの谷地川との関連もありますけれども、きれいな水を入れる。旧谷地

)11を横断する日野用水、これは、東京都はつくってくれませんよ、いいですか。北平にある日

野用水は、日野市がつくったんです、国庫補助金をもらって。旧谷地川河川敷を横断している

わけです。その横断しているところが、いま、そこへどんどん工場の雑排水が入ってきている。

だから市長は、これを検討しますと申された。

ところが、部長はさっきこう答えたんですよ、東京都にやってもらいますと。東京都がやる

わけないんです。日野用水の河川敷をつくるんですから、水路を。これは日野用水がやるんだ、

極端に言えば。あるいはまた、日野用水が日野市から補助金をもらってやらなきゃできないん

です。 その点について、市長さんの考えをお聞きしたい。

それからもう一つは、いま の水量、水の量が果たして足りるのか。 ことしのように水が、ち

ょっと台風で一部やられました。日野用水の取り入れ口が。 2カ所あれば、下堰からも交代で

入れるということも可能でしょう。 1カ所しかないときには、どのように処理するのか。

また、日野上堰用水の、いま北平にある川幅は狭いんですよ。東光寺のところの方が、はる

かに広いんです。だから、あれを直さなきゃいかんのです。直すんです、今度。直す費用は、

東京都で出してくれる、そこのところは。ただ、広げてみたところで、入り口が狭きゃ入れな

い。これらについて、どのように考えていらっしゃるか。これが第 7点。

次に、第8点をちょっとお聞きしたい。今度の予算書を見ますと、起債がかなりあるんです。

国のお金を借りようと。ところが、この起債は、財源不足対策債、いわゆる財源が不足してし
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ょうがないという対策債を、 100必見てます。普通起債のほかに、財源不足対策債を100必

見ている。これ、全部 100必見ています。

果たして、 58年度も一部ありますけれども、こういう予算は、少し国を、 自治省なりその

他を甘く見過きてんじゃなかろうかというふ うな気がするんですが、これ以上はもう絶対取れ

ないんです。その努力をどのようになさる気か。

実は、私どもがちょ っと心配しているのは、今度、なにか日野市は、いわゆる給料を制限ラ

イン以上に支払っている、だから起債関係は抑制の対象になっていると、新聞に書いてありま

し7こO

そういうふうなときに、もうこれ以上取れないという丸々限度までやっている。どう、その

自信がおありならとてもいいんです、それでいいんですよ、別に。しかし、取れなかったと き

はどのようにするか。もうすでに 58年度の起債の問題でも、なにか市民会館の起債の一部が

削られやしな~¥かなんて、読売新聞か何かに出ていました。まあ、それは新聞ですから、よく

わかりません。この点についてのお考え、以上、第 8点であります。

次に、根本的なことをお聞きした~¥。これは非常に私、市長さんのこれを見て不思議に思っ

たのは、とにかく去年の予算よりは 23.5%ふえてし唱。これで基本構想、に基づ く建設的事業

に非常に力を入れた、こういうふうに書いてある。

それで、私は、この中の投資的経費をどのくらいあるか調べてみました、過去の決算を。昭

和 52年度は、投資的経費が決算で 43.5%であります。昭和 55年度決算は、 32.3 %であ

ります。滅ってきています。それで、ことしの予算で起債を 100係、 ものすごく起債をたく

さん見ていて、しかも 29.5 %なんです。だから市長さんの昔の、 5 2年や 55年ごろの予算、

5 1年の予算、あなたのおっくりになった予算の中じゃ一番少ない、と言っても過言ではない。

これからどのような運営をされるか、ちょ っとわかりませんが。

それから、もう 1点の見方がある。力を入れているなという見方はある。自己財源、いわゆ

る税金です。市民税、一般財源です。それをどのくらい投資的経費、事業に注ぎ込んでるかと

~ ¥うことです。 180億円という一般的な歳入、このうち幾らを入れているか。それが去年や

おととしに比べてどうなっているか、こういうことです。これを一般財源の普通建設事業充当

率と 、こう言うんです。これは、この前、馬場弘融議員さんが、市長にもただしたんです。そ

うしたら、努力します、と御回答でした。
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これを見ますと、ことしの予算は去年よりはるかに少ない。去年は一般財源の 12.1 %を投

入しています。決算はわかりませんが、まだ、まずこれは間違いない。ことしは59年度、 1o. 5 

%です。これは財政課長さんが出してくださった資料です。だから私は、日野市の企画財政課

の出した資料は正しいと見る。見るから、建設事業には力が入っ ていない。しか し、この文章

では、入っているかのように見られるんですよ。上手に書いてあるんです、これ。 これこれ、

この予算。

なぜこういうふうなちぐはぐな、具体的な実際の数字と、これに言われている言葉と、 どう

してこう違うんです。私は、やっぱりこういうものを言うときには誤解のないように、減って

いるものは、減ったと、いやでしょう、言うのが。だから言わないことなんですよ。(笑声)

力を入れましたなんて言 うから変になっちゃう。そう ですよ。そうして、ふえましたなんて言

わなきゃいいんですよ。地方債より埋め合わせしようとするものですと、こう言っときゃ、ふ

えたのか、滅ったのかちっともわからない。それを、増発なんて書いちゃったから変になるん

ですよ。それが第9点であります。

そして、最後に第 10点として、これは市長さ んにお聞きしたいんです。先ほどの軍事費何

とかという、防衛費というふうな問題があったんですが、私はいま非常に心配している。いま、

日本を目指して 88-20という核弾頭をつけたミサイノレが極東に 120基らL上、約 40 0発

の装置を持って配置されております。これは射程距離 2，000キロ ですから、もちろんアメリ

カには届きません。 ハワ イにも届きません。日本の北海道、沖縄に届くか届かないかわかりま

せんが、日本列島はほとんどその射程範囲に入っております。

市長さんはこういう、これの、何でまた極東へそんなに配置するのか、そこまで私はお聞き

するんじゃないんです。われわれは命と暮らしを守ると書いである、施政方針に。命なんて一

番大事なんです。

その 88-20の発射権は、どなたがお持ちか知りません。ロシアの兵隊さんだろうと思い

立す。それをどのように して日本国民を守ることができるか、 具体的に行動しな きゃいけない

んじゃなかろうか と思う。そのことは非常に大事なんです。こ れ、軍事費の云々なんて言うか

らには。片っ方を具体的に、私は言うんです。口で言うのはいいんですよ、いいけれどね、う

そを言っちゃいけません。さっき馬場さんも言ったけど。

ただ、いまの 88-20、これが飛んできたときに日本海で落とすとか、何かしなきゃ。死
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んじゃいますよ、大変です、水爆なんです、これ、核弾頭は。こういう具体的な運動に、 ロシ

アの核極東配備に反対しよう、という大運動を展開される御意思があるかどうか。この点を最

後にお聞きしておきます。

以上、 10点。( I休憩」と呼ぶ者あり)

。議長 (高橋通夫君) お諮りいたします。議事の都合により暫時休憩いたしたいと思

いますが、これに御異議ありませんか。

C I異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長 (高橋通夫君) 御意議ないものと認めます。よ って暫時休憩いたします。

0議長(高橋通夫君) 休憩前に引き続き会議を開きます。

理事者の答弁を求めます。福祉部長。

午後 5時 43分休憩

午後 7時 3分再開

O福祉部長(高野 隆君) まず第 1点の、福祉施設に対する助成の増額についてでご

ざし1ますけれども、社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例の施行規則につきましては、

5 7年 12月24日に 15 0万円から 700万円への増額改正をいたしました。

その後、補助金については、今後増額するかどうかという検討はまだ十分いたしておりませ

んが、今後、検討を重ねていきたい、というぐあいに考えております。

0議長(高橋通夫君) 都市整備部長。

0都市整備部長(結城邦夫君) それでは、私から第 2点目の御質問と、それと 5点

目、 6点目の御質問につきまして、御説明申し上げます。

まず、 2点目の御質問でございますが、 2. 2・10号線の用地買収がおくれてきている、

いろいろな事情があるということでございますが、この大きな理由といたしましては、まず58

年度の買収に当たりまして 境界線の不明確な点があったわけでございます。その辺の調査、

あるいは調整等を行っておったことが大きな原因かと思います。

それと、御指摘のような移転の先の問題もあろうかと思います。 58年度におきましては、

南多摩建設事務所が用地買収に当たっていますが、 7億の予算を計上してあったわけでござい

ますが、実際に執行いたしましたのは 5億でございます。

それで、 59年度におきましでも、同じく 7億の予算を現在都議会の方にお諮りをしている
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というのが状況でございます。

用地買収に当たりましては、移転先の代替地という問題も、大きな問題としてあろうかと思

います。私どもも、南建の方とも十分連絡を取って進めておるわけでございますが、現在、南

建の方にも代替地ということで土地をあっせんをいたしておるところもございます。このよう

に、私どもといたしましでも、 2 ・ 2 ・ 10号線の早期用地買収、並びに早期着工という点で、

市の方といたしましでも十分協力をいたしてし 1く必要があるということで、連携を取って進め

ているところでございます。

それから、次の 5点目の御質問でございます。公共下水道、御指摘のとおり、 49万8，000 

メータ ーの計画がございます。この中で、 57、 58年度にかけまして実施をしてきたわけで

ございますが、とりあえず南多摩処理区、これは現在この流沫となる処理場が稼働してござい

ます。したがいまして、日野市の境まで流域幹線が向かいに来ました場合には、直ちに落川、

百草の地域の汚水を流域幹線に送り込むことは可能になってくるわけでございます。

現在、大栗幹線につきましては、 60年には多摩市の第二関戸橋のところまでは管が伸びて

くることになっております。それに合わせまして、多摩市で公共下水道を単独の公共下水道と

して実施を行ってまいりましたけれども、日野市の落川地域約 11ヘクターノレの多摩川寄りの

地域の汚水を、多摩市が施行する管に流入させていただくということで、この事業は一応今年

度をもって全部完了をすることになっております。したがl¥ま して、大栗幹線が第二関戸橋の

ところに到達する時点で、この 11ヘクターノレにつきましては、供用開始が可能になってくる

わけでございます。

その後、この大栗幹線は、聖蹟桜ケ丘の駅のところを現在工事中でございます。そこから先、

一の宮の交差点までが 64年に到達する予定になっております。したがいまして、その時点に

合わせまして、日野市の南多摩処理区の 232ヘクターノレを精力的に公共下水道の管の埋設を

行ってし 1く計画で、現在も取り組んでおるところでございます。この流域幹線に整合させなが

ら私どもの方の公共下水道の整備を行っているのが現状でございます。

それと、南多摩処理区、あるいは浅川処理区の中におきまして、今後、市が単独で公共下水

道を埋設していくことになるわけでございますが、御指摘のとおり、道路が狭院である、とい

う個所もあちこちにございます。そういう道路の中に管を埋設していくということは、非常に

施工上問題があるわけでございますが、部分的な用地買収を行いながら管の埋設を行うという
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ことも必要かと思っております。

また、将来の計画に合わせまして、道路の整備も実施をしていく必要があろうかと思います。

この点につきましては、建設部の方とも今後十分連絡を取って、下水道が円滑に施工できます

ように、協力体制をさらに強化していきたいと考えております。

それから 6点目でございますが 浅川処理場が都の事業計画の中に計上されておらない、と

いう点につきましては、先生のお持ちの資料には載っておらなし、かと思いますが、私どもの方

で流域下水道本部と連携を取っていろいろ進めておりますが、その中では浅川処理場について

は、来年度、用特会計で 11億から 15億の範囲内で用地買収を行うようにということで、国

の方の指導も東京都の方が受けている点について、聞いております。流域下水道本部では、用

特会計の中で用地買収に全力を傾けていきたいというふうに申しておる段階でございます。

私どもといたしましても、この用地買収につきましては、従来から流域下水道本部と連携を

取って進めているところでございます。今後も、十分その点につきま しては、 59年度に用地

買収が可能になるように努力をしていきたいというふうに考えております。

それと、北多摩 2号処理場でございますが、御指摘のように 59年度から実際に工事に入っ

ていくという予定になっております。

それで、この北多摩 2号の処理場につきましては、昭和 45年の 8月に計画決定をいたしま

して、下水道法の認可を受けましたのは 47年の 6月でございます。したがいまして、約 10 

年ほどの期間を経過するわけでございますが、その問、用地買収は 50年度に全部買収済でご

ざいますが、放流渠の一部が府中市の中を通ることになっております。この点の用地の買収、

あるいは管渠の整備といった問題で、地域住民の方と なかなか話 し合いがつかなかったのが現

況でございまして、この問題は、昨年の 12月末に住民と円満な解決が図られたということで、

5 9年度から処理場の建設、あるいは流域幹線の実施ということに踏み切っていくように、私

どもとしては把握しております。

浅川処理場も、できるだけ用地買収がスム ースにいくような形で、側面から私ども協力して

まいりますが、ここで大きな問題としては、現在、この処理場予定地の中にございます 3企業

の移転が大きな問題でございますが、この辺につきましでも、移転先については相手側企業の

一応了解を取りつけておる段階でございます。具体的な移転につきましては、来年度、都の予

算の中にもこれらの施設の補償費、一応計上されておる段階でございます。

- 296-

その他、幹線の部分的な浅川横断の工事も実施をする ということで、これら用地買収絡みに

なってまいりますが、用地買収に着手ができますと、この工事も補助対象として実施をしてい

いということで、国の方の承諾も得ておるようでございます。

以上、私の方の御質問につきましてお答え申し上げました。以上でございます。

O議長(高橋通夫君) 生活環境部長。

0生活環境部長(坂本金雄君) 谷地川の横断はどのよ うにするかと t¥う御質問にお

答えを させていただきます。

多摩川の上堰から取水いたしました水は、石川堰、旧の谷地川と、それから日野用水が平面

交差する地点までは、比較的家庭の雑排水などが流入すること が少なくて、 多摩川の原水その

ものが流れてく るよ うな状態で、比較的良質な水でございます。しかしながら、平面交差をす

ると ころで、谷地川の汚ない水とま ざり 合ってしまっているような現状でございますので、こ

の両方の水を立体化することによりまして、まじり合わないようにすることが大事でございま

す。

それで、現在の谷地川の旧河川敷に沿いまして、東京都では ヒューム管を入れまして、その

ヒューム管の中に家庭の雑排水を落と し込む、こういうような計画ができ ておりまして、 59 

年度に工事をやる、こ のような意向でございます。 しかしながら、そこへ流し込む家庭との話

し合いなどがございまして、家庭との話し合いに時間が取られているのが現状でございます。

ヒューム管を入れるのは、間違いなく都がやる意向でございますが、それに伴います堰の工

事ま で都がやるかどうかについては、大変恐縮でございますが、明後日、南建の方に問い合わ

せをいたしまして、はっきりいたしたいと思います。御了解いただきたいと思います。

0議長(高橋通夫君) 建設部長。

。建設部長(中村亮助君) それでは、私の方から第 3点目の御質問と、第 4点目の御

質問にお答え申し上げます。

まず、第 3点目の御質問でございますけれども、確かに古谷議員さん御指摘がございました

ように、 59年度の予算、これから上程するわけですけれども、数字的に比較してみますと、

河川総務費と河川維持費のうち、河川維持費のうちの工事費関係、これを除きますと 58年度

と59年度の対比で 19 3.6 2領つまり伸びております。

ところが、この伸びている理由というのは、先ほど御指摘がございました浅川堤の、いわゆ
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る遊歩道の関係、これの工事費が 2，000万ほど、それに損1]量委託関係が 720万ほどござい

まして、これを差し引きますと、ほぽ 58年度の当初予算と向額でございます。厳密に申し上

げますと、 5万円ほど少ないわけです。そういう数字的なものが出ます。

それから、もう一つは、水路の補修関係でございますけれども、これを見ますと、これは河

川維持費のうちの工事関係に絡む工事費と委託料でございます。これだけを比較してみますと、

昨年度 2，7 8 4万、本年度要求いたしておりますのが 2，815万でございますから、約1.1%

の値上げというふうな数字が出てまいります。

もう一つは、水路の新設、改良でございますけれども、これは、御承知のように南平の用水

路の大幅な改修という問題がございますので、これの数字が入っております、本年度は。 した

がって、総体的に見ますと、 18 6 9るほど河川費そのものは伸びております。 しかし、河川の

維持費ということになりますと、先ほど申し上げましたように、 5万円ほど前年度対比で減っ

ているというのが現状でございますけれども、なお引き続き水路の維持、管理、そして清流を

取り戻すという施策、あるいはそれに取り組む仕事というものにつきましては、前年同様に取

り組んでいきたい、というふうに考えておるわけでございます。

それから、 4点目の程久程川の関係でございますけれども、これにつきましては、請願も出

まして昨年採択をされておりますけれども、その前段の請願が取り下げられているという経過

がございました。この取り下げられた経過というのは、請願 58-1 7号で、準用河川に指定

してくれという問題がございまして、この準用河川の指定の問題につきましては、条件的に当

てはまらないということで取り下げがなされまして、そして新たに 38号という形で改修計画

を進めてほしいという請願がなされたわけでございまして、これにつきましては建設委員会で

も御審議をいただきまして、 95 0メーターほどの上流部分の改修につきまして、 3年計画で

取り組みたいという御説明を申し上げて、そして調査費、あるいは設計費、そしてさらには直

接の工事費というものを 60年、 61年で計上させていただきまして、御要望におこたえでき

るような改修をしていきたいというお答えを申し上げておいたわけでございますけれども、59

年度の予算そのものには、当初予算の中には財政的な問題などもございまして、計上をなされ

ておりませんけれども、当然取り組みたいということで、今後、機会がありましたら補正で、

少なくとも調査費と設計費ぐらいは計上させていただいて、取ち組みたいというふうに考えて

おりますので、何分にも御理解を賜りたいと思います。
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以上でございます。

0議長(高橋通夫君) 企画財政部長。

0企画財政部長(前田雅夫君) 5 9年度予算の中の地方債でございますけれども、

全部財源対策債ではな し1かとい う( Iそうじゃないんです。普通債と財源対策債を目いっぱい

計上しであるんでしょうと言った」と呼ぶ者あり〉起債の充当率は、自治省の方針もございま

して、通常分と特財分に分かれております。それで、市の都合で、たとえば通常分を起債を起

こして、特財分を起債を起こさないというわけにはし 1かないわけでございます。

したがいまして、地方債の許可方針の中で運用をしていくということでございます。( I取

れる自信がありますか」と呼ぶ者あり)

次が、一般財源充当率の問題でございますけれども、 58年度は 12.1、 59年度が 10.5 

と、確かに落ちておりますD これは、 先ほどもお答えいたしましたけれども、公債比率と か、

あるいは地方債許可制限比率、それから財政力指数とか、実質収支比率、いろいろあるわけで

ございますけれども この中の経常収支比率が 55年が81.6，56年が78.9、57年が 73.7、

5 8年が 79.8、 59年度の、これは予算ではじいたわけでございますけれども、 82.7と。

要するに経常収支比率が若干上がってきていると。これは裏返して言いますと、古谷議員さん

の方から御指摘がございましたように、一般財源充当率がやはり下がってくるということにな

るのではな l¥かというふうに考えておりまして、今後、こういった数字を踏まえまして、より

一層の経常収支比率の維持、あるいは軽減に努力をしたいというふうに考えております。

以上でございます。

O議長(高橋通夫君) 市長。

0市長(森田喜美男君 ) 残った部分について、拾えるだけお答えをしておきたいと思

し1ます。

私立保育園に対する補助の問題で、ことし計上ないではなし 1かという指摘につきましては、

福祉部長が一部はお答えいたしましたが・ー

この補助事業は、要するにそういう要請がある際にそれを予算化する、こういう考え方でご

ざいまして、昨年、 58年度は至誠保育園がその要請がありましたし、また、 そのとおり臨時

の要綱を定めて補助を行った、こういうことであります。したがって、常時、継続的に一定の

基準をもって、補助は要りませんか、というやり方ではございません。
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それから、 2点目に質問のありました、つまり 58年の 9月議会であったと思うんですが、

仲田小学校の北側のこれに水道を先行投資と して入れておくべきだろう、こう いう御提言があ

りま したので、私から、検討いたします、というお答えをいたしました。

検討いたしました結果、つまり水道の布設もすべて都の予算によって受託会計が成り立って

おります。現状に予算も事実ありません し、したがって、先行投資、あるいは立てかえ投資と

いうことは成り立ちませんo そういう意味で、きわめて役所的だといわれると思っております

けれど、やはり順序を経て行うべき水道布設である、このように、検討の結果がそうしづ結果

であります。

それから、最後の、防衛費の関係に伴いまして、米ソの核戦略、その中で SS-20が極東

に移転をしてきた。確かにヨーロッパから一部極東に移転をしてきたということを新聞等で報

じております。専門的な知識は不十分でございますけれど、われわれは核兵器の存在そのもの、

あるいは核戦略そのものに米ソ 2大国が全世界の迷惑を省みず行われている、ということに対

する、批判をする立場であります。

それに対抗して、日本が、では何をすればいいか、ということは、これはあ り得ないと思っ

ております。したがって、核兵器を廃絶するということのみが、この問題を、日本の不安を解

消する唯一の道である、このように思っております。そのことを強くこれからも世論として提

承されるべき問題であると思います。

以上です。

O議長 (高橋通夫君) 古谷太郎君。

06番(古谷太郎君) 第 1点の問題、これは保育園とか福祉法人センターへの補助金

の最高限度額のヲ|き上げをお願いしたわけです。

去年は、第 2至誠保育園がもし立川にあって同じことを行えば、補助金は 2，00 0万円出ま

す。これはもう間違いなく出る。立川の基準で計算していただいてみた。日野は最高が 70 0 

万ですから、 700万円以上は補助金が至誠保育園には出ない、福祉法人には出ない。どのよ

うな大工事をやろうと出ない。だから引き上げていただけなし 1かと、こういうふうなことで、

検討します、という回答だった。

ところが、福祉部長は、いま、まだ検討してませんという。これは大変な福祉部長です口よ

く市長、その点を、そういう部長でいt¥かどうか。検討しておきます、と言っといた。速記録
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を読んでいただきたい。立川、八王子は、最高限度が2，0 0 0万円ということで質問したわけ

です。ただ、今度の予算や施政方針に出ていなし 1から、それでお聞きしたわけです。

第 2点の問題、この問題についてのお話ですが、 2 ・2・10号線、はっきり言えば立日橋

です。日野橋が込んでどうにもならなt¥0 いま、都市整備部長のお話のように、買収が 1年お

くれている。買収できなかったところというのは、移転する 3軒の家の移転ができなt¥から、

移転先は自分のたんぼに行きたい、こういうことなんです。そんなことは部長はよく知ってい

る。そのたんぼのふちに、仲田小学校の北側の道路、仲田小学校の東側侵入路が今度できつつ

あるんです。だから、そこへ水道が入らなきゃ、その 3軒は動けな t¥。お名前は、ちょっと失

礼ですから言いません。

そうしたら橋の工事をしょうがない。いいですね、そうでしょう。だからこそ去年9月に私

は何とか、大問題は立日橋なんです、 2. 2・ 10号線なんです。だから、大変都市整備部長

は迷惑しているわけです。そうですね、水道管が入らないことによって。それで、水道部長に

この点は回答してもらいたい。これは、いますぐじゃなくていいですね、幾っか、いまお聞き

しておきます。そうすれば、水道部長の方と都市整備部長、回答によっちゃ都市整備部長は小

躍りして喜ぶでありましょう。

次に、清流対策。 5万円減りました。計算の方法では少なくも滅っちゃってるわけです。

ところが、私はとても悲しく思うのは、清流対策として、去年、水路清流課を設けて一生懸

命やりますと。水路清流課を設けますと、課長さんを任命したんです。この課長はなかなか優

秀な男で、夢中で方々研究し、なおかつ予算の要求も行った。幾ら行ったか知ってるでしょう、

市長さんはもちろん。 11億円余であ ります。それが、いま 2千何百万だ。腰抜かしちゃうん

です。建設部も水路清流課長さパノも。一生懸命やって予算をお願いしたわけだ。そう したら、

滅らされちゃったわけだ。それでは、職員が働く気が起きなくなる。だから私は悲しいんです、

そういうことは。職員が悲しいだけじゃなくて、市民全体がマイナスする。 いいですね、私の

言うこと、間違いがあったら建設部長、部長の方の水路清流課の第 1回予算要求は 11億円余

だったことを、間違っていたらどういうふうに間違ったか、説明してもらいたい。

もちろんこの中には、 6億円余の水路補修工事費も入っています。しかし、水路補修工事と

維持管理費と両方合わせても 7億円だ。 11億要求して 7億に切られちゃった。しかも、その

うちの大きな工事は、いわゆる防災工事、高等学校予定地の排水路の建設の水路工事に、 暗渠
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工事に 2億数千万円が出ているわけですから、去年とちっとも変わらない。

せっかく課をつくり、職員を配置し、仕事しなさい、水をきれいにしなさいといって、予算

を問Ijられちゃう。私は、この問題についても本当に悲しい、残念に思う。減らされちゃったん

ですね。去年やおととしの水路清流係のときより、清流課に昇格して予算を削った。予算が滅

っちゃった。むちゃくちゃでしょう、これ、だれが考えたって。

東京都などは、一生懸命やっているんですよ、ことしの予算を見ても。水路清流の復活のた

めに、野火止用水には 44億 4，800万円、玉川上水には 15億円。しかも流域下水道80%

に持ってし 1く、 240億円を三多摩に入れる。夢中で下水道を整備し、川をきれいにしようと

している。それには予算をふやさなきゃだめなんですよ、市長さん。予算を減らして、やれや

れと言ったって、課長さんはやりょうがない、これ。この点を私は、とにかく反省してやって

いただきたいと思うんです。

特に、去年、清掃部では非常に努力しまして、川をきれいにしよう、用水をきれいにしよう

というんで、無認可浄化槽、いわゆる各家庭やアパート にある無認可の浄化槽の調査、及びく

み取り戸数の調査を行いました。これ、なぜ行ったかというと、夢中でやったんです、大貫部

長は。いろんな難点があったけれど。そうしたら驚くなかれ、結果が出てきた。皆さんも御承

知のように、この結果は市長が一番よく知っているはずであります。

申し上げますと、家庭及びアパート等の簡易浄化槽の無届けなもの、無届け浄化槽が7，130

カ所ありました。いままで 4，0 0 0くらいだろうと言っていたのが。だから、これはみんな用

水へ入る。世帯数にして約 9，000世帯であります。こういう結果が出ていれば、もう予算に

何らかの形を写し出さにやし 1かん。せっかく調査費を去年の予算に組んだじゃありませんか、

市長。何のために調査したのか。放っぽらかしにされちゃったんじゃ、いまの水路清流課長と

おんなじように、大貫部長さんかわいそうです。せっかく一生懸命やってO

しかも、こういうふうな無届けの浄化槽については、東京都は 23区、昔からあるんです。

そこで、東京都はこの改良費の 2分の 1を、都が補助金を出しています。 20万程度で改良で

きます。そして、届け出を して もらう。無届けのが 7，1 3 0カ所もあったという明白な数字が

出ている以上、清流対策を減らさないで、何らかこういうふうなものの処置の金額の増額をす

べきじゃありませんか。わざわざ 58年に予算を組んだんです、市長さんが。組んで調査した

結果が出た。出たけれども、何にもやらな~'0では、何のための調査かということになります。

せっかくこういうふうな貴重なデータをたくさんそろえ、清流課をつくる。にもかかわらず予

算は滅らし、対策は何ら講じない。これでは、職員が士気が衰えます。

だから、この点についてひとつ十分、御自分のお考えでやられたんですが、忘れたんだと思

うんです、私は。頼んだことを。お忘れになったから予算に出なかったと思うんです。お忘れ

になるということは、人間だれでもあるんですから。だから、ひとつ考えてもらいた~ ，。

その次の教育の関係の対策等についても、あるいは投資的経費の問題、市長さん、東京都は

投資的経費を、国は投資的経費を 0.2%です、滅額をしたんです、 59年度では事業費の減額

です。しかし、東京都知事は、これを補うために東京都の単独事業をふやしたんです。どのく

らいふやしたか。鈴木知事は、 14.19るふやしている。やはり 、そういう配慮がなきゃいけな

いま、企画財政部長のお話のとおり、また、私の言ったとおり、日野では減らしている。大

体、先ほど馬場議員さんの御質問があったんですが、東京都は幼稚園をつくるんじゃないんで

す。その費用で、子供たちの幼稚園児急減対策費という補助を計上しております。幼稚園児が

減っているんです。だから幼稚園の経営は苦しくなる、私立の。だからその補助金をふやして

いる。私は、新しい幼稚園をいますぐつくらなきゃいけないというよりも、むしろ日野にある

私立の幼稚園の園児急減対策に対して、補助金をふやしたらいかがですか。イ可も、別につくっ

ちゃいけないとは言つてないんです。

これは東京都でも出している。東京都もふやしてくれるけれど、それじゃ足りないんです。

東京都は、経常経費で 1人当たり 6万1.0 0 0円、去年よりも約 5，000円ふやしている。そ

れじゃ、とても足りない。だから日野市にある私立幼稚園にも、やはり対応を考えてあげたら

いかがですか。私は別に、幼稚園をつくっちゃいけないといま言ってるわけじゃないんですけ

れども、そういう現実の姿勢というのが非常に大事じゃなし 1かと思う。

先ほどの、いま浅川処理場の問題もあった。 1坪も買ってないからという、知事も言えない

んですよ、やるともやれないとも。それから、許可もおりないでしょう、部長さん、建設省の。

一つも買ってなきゃ。そうでしょう、間違ってたら間違いと言ってくださ~，。

だから、計画の立てようがないんだ。都市整備部長さんは優秀で、どんどんやりたくでしょ

がないんだけれど。だからそういうところが非常に大事なんです。しかも、 150億円かかる、

浅川処理場は。もし、用地買収が順調に行っても、 15億円ずつ使うとすれば、 10年問先に
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なっちゃう、でき上がるのが。

来年度の予算は 8億 2，0 0 0万だ、用地買収費はね。そうでしょう、東京都は。これは僕が

都市整備部長さんから聞いたんだから間違いない。こういうふうな具体的な数字と予算という

ものを必ず執行できるように、市長は東京都と協力してやらなきゃいけないんです。浅川処理

場は東京都のためにつくっているんじゃないんです。それもあるでしょう、幾らか。まあ、ほ

とんどが日野のためなんです。だからやはり市長が先頭に立って 自分のところの処理場のつ

もりでやらなければ、なかなか進行は しにく い。

特に、道路がそうなんです。流域部長さん、来年度の工事の道路をどうしょうかと思って、

まいっているんです。ことしまでは何とか行くんです。 2万6，0 0 0メートルの落川、百草の

排管で、 1万5，0 0 0メー トノレまでは何とか行きます口まだそんなに行ってないですけれど、

まだ、せいぜい 4，000メートノレしか行っ てないけれど、 1万 5，000メー トノレ ぐらいまでは

できます。あとの 1万メートルができないんですよ。道路がな t¥0 だから部長は、道路がない

んで弱っちゃったなと。それはそうですよ。だから建設部長や企画財政部長が応援してあげな

きゃいけません。

こういうふうな本当の姿を、やはり議員にも ざっく ばらんに訴えていただきたt¥0 部長さん

や課長さんは、私どもに来て言います、何とかならないだろうかと。管を入れる場所が、 60 

年、 61年に迎えに来るんですよ、大栗川の幹線が。 多摩市から来てくれるんだよ、わざわざ。

だからこっちもそれに合わせないかん。また、 64年には一の宮まで来る。できっこないじゃ

ありませんか。道路というか 埋設する場所がなくなっちゃっている。 いま、ある道路だけに

は、もう 1万5，0 0 0メートノレ ぐら いはできます。

こういう事実という苦しい課長や部長の姿を 具体的にやはりこういう施政方針で、きれい

な言葉だけ並べないで、市民にも訴えたらいいと思う。そうすりや市民の皆さんも、何とか協

力しようという気持ちになり得るんです。実情というのはこのとおりなんですから。だから東

京都が一生懸命三多摩下水道を 65年までに 80%普及率をしますよと言っているのに、こっ

ちがそんなことは知りませんで、歩調を合わせなきゃ 、いつになるか。

仕事は、建設省と東京都と日野市が歩調を合わせな きゃ進まない。学校急増対策、生徒がば

あっとふえたときには、文部省も一生懸命ゃった。東京都教育委員会も一生懸命ゃった。日野

市も一生懸命だったでしょう、長沢さん、あなたが謀長のころでしたが。そうなんですよ、 3
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者が力を合わせてやろうという ときやらなきゃできない。日野は勝手ですから後でやります、

なんて言ったって、これはできない、 なかなか。

だから私はいま市長さんの方へお願いしたのは、そのことなんですよ。一番大事なのは、東

京都知事がこう やってやってますよと。補正予算も 720億円つけますよと言って、こう来て

るんですから。そういうときに、それに乗っかっていかにゃいけないんです。

あんまり遅くまでやるのもあれですから、私はきょうの皆さん方の回答は満足はしておりま

せんけれど、最後に、水道部長どうです、都市整備部長を喜ばせる回答ができますか、これを

ひとつお願いします。

0議長(高橋通夫君) 水道部長。

0水道部長(永原照雄君) 御答弁申し上げます。

先生のおっしゃるとおり 、 59年度で予算計上いたしておりませんけれども、市長からお話

がありましたように、手順を経てということがございますし、多摩水道対策本部と相談いたし

まして、 59年度で何とかしたい、する所存でございます。

0議長 (高橋通夫君)

04番(小山良悟君)

小山良悟君。

まず、第 1点でございますけれども、毎度取り上げて恐縮でご

~~ 
F・_-

ざし 1ますけれども、憲法を市政に生かしという市長の大スローガンといいますか、この件でご

ざいますけれども、 このスローガンをそろそろ取りかえたらし 1かがかということを提案したい

と存じております。

庁舎の屋上からたれ幕を下げており ますスローガンというのは、これは全市民に呼びかける

スローガンだろうというふうに私は理解するわけであります。そういう観点からしますと、憲

法を市政に生かそうなんていうことは、ま ことにおかしい。憲法を守るというのはもちろん当

然のことでありますけれども、強いて言うならば、このスロ ーガンは市長自身のための庁内の

自己啓発のために掲げるんであるならば、私は結構だろうと思うわけであります。どうしても

このスロ ーガン を掲げたいという ことであれば、市長室の方へ張られたらし 1かがですか。これ

は、決して市民に呼びかけるにふ さわしいスローガンではない、私はこのように判断するわけ

であります。

市民に呼びかけるんでした ら、ここに市長が書いておりますように、緑と清流を取り戻し健

康で文化的な生活環境をつくろう、こういうスローガンを全市民に呼びかける方が、ょっぽど

に
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気がきいております。この、見当違いの憲法を市政に生かそうなんていうスローガンは、庁内

の内部規律といいますか、自 己啓発のためにされるんでしたら、市長室なり、庁内に張るべき

であって、庁舎の屋上から全市民に呼びかけるス ロー ガンではない、というふうに私は思~¥ま

すので、そろそろこれは取りかえたらよろしいんじゃないか、この件について市長の見解をお

伺いしたいというふうに思います。第 1点であります。

それから、障害者センタ ーが今度建設されるということで、これは、先ほど鈴木議員も森田

市長を高く評価されておりまして、このことについては特に異論を差しはさむものではありま

せんけれども、さらに私は、この障害者センタ ーというものは、いわゆる軽、中障程度の障害

者の方が対象ということでございますので、もっと問題が深刻な重度の障害者に対する対策を

考えていただきたいというふうに思うわけであります。

重い障害を持つ人たちの大半は、生きがいのない生活と言っちゃ言い過ぎかもしれませんけ

れども、寂しい不幸な生活をおくっている。その重度の障害の子供を持つ親御さんは、この子

を置いて親が先に死ぬわけにし 1かない、あるいは、この子がいると一時も目を離せないし、一

時も気が休まらない、一時でもい~¥からこの子供から解放されたいと、悲痛な叫び声で訴えて

いるわけであります。ま た、婚礼や葬式にも出られな~ ¥0 義理を欠き、礼儀を失す る という

非常に悔しい、悲し~¥思いをしているということであります。

1日じゅう大きな声でわめき、 叫び、一時も目を離せない子供たちと、一体われわれは何日

一緒に暮らせると思~¥ますか。市長自身もその辺のところをよく、立場を置きかえて考えてい

ただきたいと思うんです。恐らくたった 1日でも、もうこんな生活はいやだと悲鳴を上げると

思うのであります。障害を持つ子供がいる家庭の悲惨な生活を思うと、いかに私たちが恵まれ

ているか、気の安まる家庭生活をしているんだなということを、しみじみ思うわけであります。

どんな障害を持った人でも、人間らしい生活をすることは権利であり、また、私たちはそれ

を保障する使命もあると思います。また、それが行政の役割りでもあると思いますので、この

重度障害者の皆さんの戸に耳を傾けていただきたい。それで、いま重度障害者を持つ親御さん

が訴えていることは、常設の生活実習所を欲しいんだということであります。それで、とりあ

えずは間借りでもし川、か ら、 6畳 2間ぐらい、台所とトイレがある、そのぐらいの場所でいい、

間借りでもいし 1から、まず とりあえず常設のそういう生活実習の場が欲しいんだ、という訴え

であります。そして、長期的には、やはり間借りではなくて常設の生活実習所をつくってほし
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いという願いであります。

イ可も大それたことを言っているわけじゃなくて、そんな大きな施設を要求しているわけでも

ありません。ささやかな願いでありますから、この厳しい生活、強いられている重度障害者の

家庭を救うためにも、ぜひ市長にこの点について耳を傾けていただきたい。

一つの案として、市内にそういう適当な場所がないんであるならば、今度買収されました防

災用地、都立高校の建設予定地、現在予定地でございますけれども、それに隣接して建てたら

~ ¥かがだろうか、というふうにも思うわけであります。ひとつ、この点についても市長の考え

をお伺いしたいと思い ます。ぜひ、前向きの答弁をお願い したいのであります。これが 2点目

であります。

それから、 3点目は、先ほど馬場議員 も取り上げましたけれども、旭が丘幼稚園、それから

幼児教育の問題でありますけれども、まず、幼児教育の幼児教育センタ ー構想が出され、いろ

いろ私も一般質問で取り上げて、その建設については反対をしたのでありますけれども、現在、

多摩平の幼稚園、保育園、その場を利用しま して研究されているということでございますが、

この 1年間の研究成果、どのような成果を上げられたか、その点もお伺いしたいと思います。

さらに、かつて予算編成の基本理念を市長に問いただしたときに、市民要望、市民要求に応

じて予算を編成しているんだ、という答弁がありましたけれども、こ の幼児教育センタ ー構想

でありますけれども、具体的にどの程度の市民要望が出されてあったのか。いまでも、まだセ

ンター を'つ くる気持ちを捨てないでいるのかどうか、その点をお伺いしたい と思います。

そして、旭が丘の幼稚園の建設に移り ますけれども、先ほどの教育長の説明も、理解はでき

るわけであります。理解はできるんですけれども、 しかし、それで、だからつくっていいのか、

ということも、また、 一面では私は疑問に思うわけであります。

私の調べた数字が間違っているなら御指摘いただきたいんですが、 59年 1月 1日現在の4

歳児、 5歳児の人口ですけれども、合わせて 4，10 1人ということであります。これに対して、

幼稚園、保育園、類似施設園の 4歳児、 5歳児の定員は、合わせまして 5，350人、差し引き

1. 2 5 1名の定員が満た されてないというふうに数字で出ておるんですが、この数字が、もし

間違いでないとするならば、私はこれは非常に考える問題ではないだろうか。地域的には確か

にバランスが欠けているそういう指摘は納得できますけれども、しかし、現在、どこの幼稚園

でも、どこまでも、市内であるならばパスで迎えにも行きます。これだけの余裕があるわけで
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すので、この幼稚園の建設については、慎重に考えていただきたい、このように思うわけであ

ります。

幼稚園や保育闘が不足している時代には私立の幼稚園や保育園に依存しておいて、逆に園児

数が定員に満たなくなってきている今日、また、ここで市立の幼稚園を建てるということは、

まことに身勝手ではないか。いままで幼稚園教育に、保育園行政に協力してきた私立の経営者

へ対する立場ということも十分に考慮されて、円満な幼稚園、保育園行政を進めていただきた

い、こういう観点から、単に地域的にばらつきがあるからというだけじゃなく、日野市全体の

状況をかんがみて、この方針を打ち出していただきたい、このように思うわけであります。そ

の辺についての御意見を再び求めたいと思います。

4点目は、ふるさと博物館、郷土資料館の計画を進めてまいります、ということでございま

すけれども、社会教育施設として郷土資料館の計画、まことに結構であります。これに加えて、

ぜひ子供科学館も併設していただきたいと思うのであります。子供たちが楽しみながら科学技

術を理解し、科学する心を養い、次代を担う青少年の豊かな創造性、育成の場として、また、

子供のみならず市民が憩う場所として、ぜひ子供科学館も建設していただきたし ¥0 御検討をお

願いしたいと思いますが、この提案について、どのように思われるか、御答弁をお願いしたい

と思います。

5点目でございますが、道路整備事業に触れておりますけれども、道路というか、これは南

平地域四丁目、五丁目の住民の皆さんから大変強い要望があるわけでありますけれども、南平

小学校と南平体育館へ通ずる地下道を建設してほしい、このことは過去にも何回か声が出てい

ると思いますけれども、どうか南平住民の御要望にぜひ答えていただきたい。こういう要望が

非常に強いわけで、再び請願を起こし、運動を起こそうかという声もありますけれども、市民

に理解ある市長ですから、私がこの場でもう一度お願いすれば、聞いてくれるんではないか、

ということで、その運動は抑えておりますけれども、どうかひとつその点を踏まえて御検討を

お願いした~ ¥0 御答弁をお願いしたいと思います。

6点目であります。ごみ焼却新炉の建設を計画しておるということでありますが、このごみ

問題に関連しまして、昨年あれほど騒がれたダストボックスの問題、新型のダストボックスを

開発するとかいろいろありましたけれども、その後はち っとも音さたがありませんけれども、

この問題は一体どうなったのか、ひとつ明確な答弁をお願いしたいと思います。
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それから 7点目、専用水道の問題が出ておりますけれども、この専用水道問題については、

過去に何度も私が取り上げており ますけれども、私が問題を指摘・したことは、地下水の低下に

よる給水能力の限界、そして地震など、災害が起きた場合の業者の復旧能力がないという経営

基盤の問題、さらに施設の老朽化の問題、そして経営者の経営意欲の、減退の問題を指摘してお

りました。こういう問題を提起しておるわけでありますけれども、基本的には、市長は、この

問題は需要者と供給者の問題、つまり住民と業者の問題が整備しなければ、解決できなければ、

市としてもなかなか協力できないというふうな意味の答弁がされているんですけれども、そう

いう傍観者的な立場でいると、非常に問題があるんではないか。専用水路の切りかえまでには

いろいろな問題が伏在していて、 いま申し上げた 4点の問題はすでに予測できるものでありま

すけれども、市民の命と暮らしを守る行政としては、事前にこのような問題点を傍観していな

いで、住民に理解していただく努力が必要ではないか、努力を怠っていると大きな責任問題に

なるんではなし 1かというふうに懸念しておったわけでありますけれども、私が懸念しておった

ようなことが、実はきのうも起きたわけであります。

きのう、私の住む鹿島台の高台地域で断水騒ぎがあったわけであります。日曜日に特にそう

いう断水の傾向があるようでありますけれども、これはまさに地下水位の低下による給水能力

の問題であります。こういう問題がしばしば起きてくるわけでありますから、きのうも非常に、

三井台側に給水車がやっと夕方 5時ごろ来た。鹿島台側の住民はバケツを持って何回も往復し

て、大変苦労されたということであります。これは、実際に水が使えなくなった住民でなけれ

ば、その迷惑といいますか、そういったことは実感としてわからないと思いますけれども、旭

が丘はそういうようなことはないでしょうけれども、鹿島台ではそういうことが しばしば起き

るわけであります。

でありますから、この傍観者的な立場を捨てて、いますぐに行動を起こしていただきたい、

ということを強く要望したいのであります。

そして、具体的に私が問題提起した後に、先ほど 4点の件、問題提起したんですけれども、

この問題について、実際に確認されたかどうかを、まずお伺いしたいと思います。

さらに、水道の問題では、きのうの新聞にちょっと報道されておりましたので、大変気にな

ることで、市民の皆さんも読まれた方もたくさんおられると思います。そして、気にされてい

ると思いますのでちょっとお伺いしますが、水道水の中には数十種の有機塩素化合物が含まれ
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ているということでありますけれども、有機塩素化合物の中には、毒性の強いものや発ガン性

のあるものが多いという新聞報道であります。この有機塩素化合物は、アミ ノ酸など水中にあ

る有機物と塩素が反応してできる、すなわち水道水の滅菌用に塩素をまぜると発生するという

ことでありますから、水道水、原水は浄水場で塩素処理するために、有機塩素化合物が生成す

るということになると思いますけれども、この新聞報道を、水道部長にお伺いしますけれども、

どのように受けとめ、対処されるか。また、専用水道の場合はどうなのかということもお伺い

したいと思います。

次に、 8点目であります。婦人の意識調査を実施いたします、ということでありますけれど

も、婦人活動の振興を図るためということで調査されることはまことに結構でありますが、一

体どのようなことを調査されるのか、調査内容をお伺いしたいと思います。

さらに、つけ加えるならば、婦人の意識調査をされるんであるならば、先ほど申し上げた心

身障害者家庭、寝たきり老人家庭、あるいは痴呆性老人家庭の実態調査、意識調査もぜひ実施

してほしい、と思うのであります。この点、あわせて御答弁をお願いしたいと思います。

9点目でありますが、市民の地域活動への参加、 コミュ ニティーの問題も取り上げておりま

すけれども、これはボランティアのことになりますが、これもやはり きのうの新聞報道で、 一

面トップに出ておりますから、理事者側も当然読んでおられると思うんですが、世田谷区でス

ポーツボランティア保険制度を導入という新聞報道であります。ボラ ンティアによるスポーツ

活動で不慮の事故が起きた場合に備え、 59年度から世田谷区ではスポーツボラ ンティ ア保険

制度を導入することになったということであります。この保険は、支払い限度額が 1人最高

5，0 0 0万円、 1事故最高 1億円ということであります。

日野市では、参加する子供自身の負担で加入するスポーツ保険があるということは存じてお

りますけれども、この保険の支払い限度額は、死亡事故で1.200万円であります。 さらに、

このスポーツ保険で問題点は、加入の空白期間があるということであります。 12月末までし

か加入がで、きないという状況であります。 1月にそういうスポー ツ団体に加入しても、 3月の

切りかえまではこの保障がされないわけであります。こういう不整備といいますか、十分じゃ

ない保険制度でありますんで、きのう報道されました世田谷区のスポーツポランティア保険制

度、自治体自身が保険料を払うこの制度、ぜひ検討に値するのではないか、こういうことこそ

全国どこにもない制度として、日野市にやっていただきたかったことであります。幼児教育セ
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ンターは、これは国の方でやっていただければよかったんじゃな l'かと。ぜひ、 こういった観

点から、ひとつ政策を進めていただきたいと思うんですが、このスポーツ ボランティア保険制

度、日野市でも早速取り上げていただきたいと思いますが、その点についての見解をお伺いい

たします。

それから 10点目で、この施政方針には直接関係ないですが、しかし、基本的な人権問題で

ありますから、あえて言うならば施政方針の中に含まれる重大な問題として、今議会の冒頭で

橋本議員が、行政側があたかも強制的に精神病院に収容させ、強制的に鎮静剤をしたという発

言があって、これは人権侵害、大きな問題だということで、真相を究明してほしい、というこ

とをお願いしておきました。この点についての真相が究明されたかどうか、教育長にお伺いし

たいというふうに思うわけであります。

それから最後でございますけれども、これは問題として指摘できる問題じゃありません。と

いうこと は、市民として率直な感情といいますか、願いとしてちょっと蛇足ながらつけ加えさ

せていただきたいんですが、先ほどから理事者側に対して、日野市の町づくりに一生懸命取り

組んでほしいという議員側からのたびたびの指摘があるわけでありますけれども、この日野市

の町づくりに対する熱意、この辺がなにか少し足りないかなというふうに私も思うんでありま

すけれども、その辺の原因のーっと言っちゃ大変恐縮ですけれども、日野市の、現在ひな壇に

座られていらっしゃる部長さんの皆さんですけれども、日野市に住んでいる方が 4名なんです

ね。そして、 8名が市外ということであります。これは別に個人の勝手ですから、問題という

わけには指摘で きないわけなんで、これは重々承知しているんですけれども、願わ くば部長ク

ラスの皆さんは、自分たちの住むわが日野市の町を何とかよくしようという、そういう熱意を

持っていただくためにも、できれば¥ひとつ日野市に移り住んでいただきたいな、というふう

に思うわけであります。 これは、別に答弁は要りませんo そういったようなことをちょっと思

ったわけでございますけれども。

以上の点について質問をさせていただきます。

O議長(高橋通夫君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 私がお答えすべき質問、項目につきまして、できるだけ御理

解をいただくようにお答えをいたさせてもらいます。

一番初めに問われました憲法を市政に生かそうという考え方は、これは日本人として当然と
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いうことだと思っておりますが、あえて言いますならば、いわゆる第二次世界大戦、日本のか

かわりました大東亜戦争といわれた太平洋戦争、これと非常に大きい教訓のもとに制定されて

おる日本国憲法でありまして、平和主義、民主主義、また人権の尊重主義、そして地方自治を

非常に民主的に定めた制度の内容でありますから。また、理想憲法とも世界から評価されてお

ります。これを、もちろん庁内的な心構えでもありますし、これから市民とともに願いをとも

にしよう、こういう考え方でございますので、できるだけ存続をしていきたい、このように考

えております。

それから、重度障害者に対する施策としての目を傾けよ、こういうことでございます。これ

は、当事者の方々にもしばしばお会いをいたしまして、そのお立場はよく存じております。

したがって、われわれの理解の不十分な点、あるいは届かない点、このことについて私ども

も残念には思っておりますが、非常に対応が個々であって、また、困難をきわめる、こういう

こととあわせまして、できるだけ全体の共同性をつくりたい、こういうことについては十分可

能な措置を差し向けたい、このように考えております。共同の生活の場をつくろうということ

も、話も聞いておりますので、できるだけ実現できるように。そしてまた、今回の予算計上し

ております障害者施設も、その場所となることをもちろん拒むものではありません し、いろん

な形で受け入れることがなければいけないと思っております。そういう意味で、十分おこたえ

をできる努力をしたい、このように思っております。

また、それからの施設を南平の庁有地に建てたらということにつきましては、ちょっとまだ

考えがまとまりかねるわけであります。

それから、今回の御質問で、旭が丘に小規模な幼稚園、公立幼稚園をつくりたいということ

に対して、まだ私どもの説明が不十分のために、御理解も十分にいただけない点に大変に残念

に思っておりますが、先ほども質問の方にもありましたとおり、要するに幼稚園の公私格差を

なるべくなくして、そうして均てん化を図る、このように申し上げておきます。

また、あわせて、公私の協力で日野市民の将来のいわゆる幼児時代、これに対する施策をよ

り内容があるものにしたいということが、それを貫く考え方であります。特に 2年保育もしな

ければならない時期にも至っておりますし、そのような考え方のもとに幼稚園協会とも十分お

話をいたしまして、あらましの御了解はいただけておる。あと、ことし幼稚園保育の検討委員

会をお願いをしようと思っております。そこにお諮りをして、そうして 60年の来たる年度か
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ら最大限の公私格差の是正を行いたい、このように考えております。また、そういうことによ

って御理解をいただいておるものだと思っております。

それから、郷土資料館に子供科学館も併設したらと、こういう御提案でございます。私も、

ふるさと博物館と いう言い方を用いておりますのは、いわゆる古い生活資料といいますか、あ

るいは埋蔵文化財の展示場という こと のみならず、日野の過去の、いわゆる生活の農具にいた

しましでも、あるいは民具にいたしましても、そのようなものをできるだけ広く展示のできる

場にいたしたい。あわせて、動物や植物、その他戦争の期間中に使われておりました生活材料

等も、できれば展示できる場にいたした L可。なおその上に、子供の夢をひとつかなえるような

施策もやりたい、ということを、設計に臨む際に、教育長とも話し合っている、こういう状況

でございます。

それから、南平小学校に浅川側の子供、浅川寄りの子供といいましょうか、あるいは市営住

宅あたりの子供も、状況によっては、つまり第二小学校の状況によりましては、校区の調整を

しなければならない、こういう状況も検討すべ きだと思っております。 トンネノレが確かに望ま

しいしいわけですけれどなかなかトンネノレも用地の関係とか、あるいは京王との交渉等でかな

り困難だと思います。できればトンネノレ、さもなければ跨線橋といいますか、そういう形のこ

とも考えまして、将来の状況に応じ得る検討は持ちたい、このように考えております。また、

そのこともわれわれの庁内でも話題にいたしております。

新炉建設に伴って、問題のダストボ ックスの撤廃計画は、その後、行方はどうなったのか、

こういう御質問のようでありますが、当面は、要するに市民から相当反対もされておりますの

で、理解を得られる努力をしよう、急がない、という形で、将来は期するところはやはり袋収

集ということになるかもしれませんが、いますぐどうこうということではなくて、もっと問題

を詰めていきたい。そうして市民の理解を得た~ ¥0 いま、ごみ行政に関しましてモニターさん

を20 0名近く お願いをいたしまして、いま、いろんなアンクートに答えていただく。それは、

期するところは、そういうごみの出し方についてのいろいろな提言もしていただくし、また、

理解もしていただしこういう間接手段に、あるいは直接手段にあわせ考えて、モニター制度

を十分活用したい、このように思っております。

それから、専用水道地域のことにつきましては、傍観者的な立場といわれますが、いよいよ

給水能力が整いましたから、逐次やっていこう、こういうふうに所信表明でも申し上げてるわ
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けでありますし、具体的には、まず程久保の都道に配水幹線を通し、それから一つの例を言い

ますと、明星団地には現在の私道を公道化しよう、そうして公道の中に管渠を埋設していこう、

このようなことも当面の課題にいたしております。ことしの予算の中に、公道化する測量費等

を計上いたしております。

専用水道につきましてはそういうことでありますから、逐次公共水道化、公共の水道に引き

かえてし 1く、こういうことをこれからの大きい課題として取り組んでまいります。

鹿島台の断水、このあたりは担当の方がお答えすべきことなんですが、早速対応いたしまし

て、きょうは一応の応急処理をいたしました。後で細かなことは主管部長から答弁をいたさせ

ます。

以上のとおりお答えをいたします。

0議長 (高橋通夫君) 水道部長。

0水道部長(永原照雄君 ) 塩素による発がん性の問題、これは私はまことに不勉強か、

ダイオキシン関係のニ トロクロロフェンのことでしょうか。 塩素そのものによって現在やって

~ ¥ますのが、三沢だけだったと、いま現在考えております。ほかは次亜塩素酸ナトリウムまた

はソ ーダ、これを使っております。

なぜかと申 しますと、それは発がん性とか、 そういうことで切りかえたわけではございませ

んけれども、災害時における塩素ガス発生を非常に心配したわけでございます。この方がよほ

ど、地震そのものより職員にとって危険でございますので、そういうものの発生しないような

次亜塩素酸ナトリウムを使っているということでございます。

塩素そのものが有害であるということは、私はまことに不勉強なのか、法律の上でも、第何

条でしたか、残留塩素は 0.1p p m以上でなければならんというような規定がございます し、

その点についてはよく勉強させていただきたいというぐあいに考えております。

その次に、いま市長からありました鹿島台の断水の件でございます。これにつきましては、

早速水道部といたしましては、そこに、一番てっぺんの、三井団地から上がってきまして、そ

れから鹿島の方へ入りまして、向こうから上がってきまして左側に曲がりますと、タンクがご

ざし、ます。あの前を都の水道施設 15 0が走っております。それから緊急避難用といた しまし

て、今回、そこから六つの水栓を引き出しまして、水をお使いになれるように、一応水道とし

ては対処いたしました。以上でございます。
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0議長(高橋通夫君) 生活環境部長。

0生活環境部長(坂本金雄君) 御質問の婦人意識調査の件でございますが、これは

財団法人新情報センターというところに委託をするものでございまして、現在のところ、まだ

白紙の状態でございます。今後、この業者と話しを煮詰めて、質問の項目など細部にわたって

決定をいたしていきたいと思っております。

それから、ボランティアに対する保険制度でございますが、地区委員会の皆さんは、一種の

ボランティアで ございます。市長の委嘱行為がございますけれども、地区か ら選ばれてみずか

ら地域のために働こう、そういう心がけの方でございますので、ボランティアでございます。

いままでその補償の制度が不十分でございましたけれども、本年度予算案にはボランティ アで

ある地区委員さんの活動に対する事故、それはもちろんのこと、ボランティア さんがかかわる

事業について、その損害を賠償された場合の保険、昨日 の新聞に出ていたのと同じ内容のもの

でございますけれども、 1人40 0万、一つの事故に対しまして 1億円を限度の保険料が予算

の中盛られております。

以上でございます。( I了解」と呼ぶ者あり)

O議長(高橋通夫君) 教育長。

0教育長(長沢三郎君) それでは、最後に出ました、 3月 5日の行政報告の際に、橋

本議員さんの方から質問のございま した、問題児の生活指導面について、精神病院への強制収

容、そういうような実態があったのか、という小山議員さんの御質問でございますけれど、早

速、学校側へも事情聴取をして、その実態を確めてございますけれど、この当該生徒というの

は、中学2年生の女子の子供でございまして、ちょうどあの年齢の思春期におけるところの異

性に対する関心が、非常に、一般の子供以上に強いお子さん、それと、家庭で母親との聞がう

まく折り合いがし 1かない、そういうような状況の中で、どちらかといいますと家庭から離れて、

いわゆ る男子生徒と一緒に家で、あるいは外泊、こういうようなケース をたびたび重ねて、生

活が乱れがちの女子生徒でございまして、実は、昨年の暮れには一時八王子の児童相談所の一

時保護センタ一、こちらの方で入所して保護を受けている、というような事態もあったわけで

ございますけれど、 3学期になって、また学校の方に出てくるような状況に戻ったと。しかし、

やはり無断の欠席とか、あるいは早退、その他、学校側でも再三この子供の生活指導について

は、担任の先生、あるいは学年の先生あたりが、御本人に対応しているわけですけれど、どう
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しでも保護センターへ入所する前の男子生徒との生活、そういうものが繰り返されておりまして、

実は 2月20日にお母さんの方から、日野警察の方に、子供が帰ってこないということで、捜

査の保護願いというものが出されております。

それで、 14日に日野警察の方では、本人の居所というものを突きとめまして、一緒にいま

した男子の生徒と一緒に当日補導をして、その日の晩は、日野警察の方で保護しているわけで

ございます。その保護をされた当日、これは夜 10時ごろだったんですけれど、日野警察の少

年係の部屋の方で、警察へ連れてこられたということに腹を立てて、湯飲み茶わんを床に投げ

つける等、手に負えないような状態であったと。

それで、翌日の 2月15日に日野警察の方では、八王子の児童相談所の方へ連絡をいたしま

して、担当の方が日野警察の方にお見えになって、相談をしているわけですけれど、非常に当

人は興奮状態で、自傷行為と申しますか、自分で自分の手首を、割った茶わんのかけらで切る

というような自傷行為等がございまして、両親と相談した上で、世田谷の梅ケ丘病院の方へ入

院するということを八王子の児童相談所の方では決定しているわけです。

それで病院に一応入院して、精神安定剤を打ち、初めである程度落ち着くというふうな状

況の中で、児童福祉司の方とも話をするようになったと。こんなような状況で、約 1週間ほどそ

ちらの病院に入院しておりまして、 2月23日に退院をして、 2月24日から学校の方に出て

くるようになっておりますけれど、現在、 3月に入ってからもなかなか、遅刻とか欠席とか、

そういうものについての繰り返し、こういうものがありまして、いわゆる集団生活と申します

か、学校のような一定の規律のある集団生活の中で対応させていくということ、これはまだき

わめて困難な状況である、こういうような学校側からの報告を受けております。

いずれにいたしましでも、学校側としては、この該当生徒について、そういう生徒だから事

柄をすべて日野警察の方にお任せして知らん顔をしているとか、あるいは病院の方に入所する

ような手続を学校側として取っているとか、そういうことでなくて、何とか本人自身、立ち直

るような形での方法を、学校としては最善を尽くしていると。

たとえば、昨年、八王子の児童相談所に一時保護されていたときも、入所中、担任の先生が

児童相談所の方へ訪ねていって面会をするとか、あるいはクラスの子供たちからも激励、こう

いうものを手紙に託して本人の方に渡すとか、いろいろな手だてをとって本人の立ち直りを強

く望む指導をしている、こういうような状況でございます。
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学校側から事情聴取した結果につきましては、いま申し上げたとおりでございます。

以上です。

0議長(高橋通夫君) 小山良悟君。

04番(小山良悟君) 第 1点目でありますけれども、憲法を市長が高く評価されてい

ることは、それはそれで結構なんですけれども、しからば、憲法を守りましょうというふうな

スローガンなら、素直に理解できるわけでありますが、憲法を市政に生かそうというのは、い

わば行政姿勢の問題であります。内部の問題を外に訴えているわけですから、こんなこつけし 1

な話はないんじゃなし 1かというふうに思うんですけれども、再答弁を求めてもなかなかかみ合

わなl¥かもしれませんけれども、しかし、これは 1は 1として、ひとつ素直に再検討していた

だきたい。私の言うことが必ずしも外れているとは思いませんので、正しいスローガンのあり

方というものを再検討していただきたし ¥0 憲法を市政に生かそう、これは行政姿勢のことをう

たっているわけです。ということは、庁内内部の問題であります。憲法を評価して市民に呼び

かけるならば、日本の憲法はすばらしし 1から憲法は守りましょうという、そういうスローガン

なら素直に私も理解できるんですけれども、行政に生かそうということですから、これは行政

姿勢の問題です。内部の方に向ける問題ですから、ひとつ屋上から下げるスローガンとしては

適切ではないんじゃないか、というふうに思いますので、再検討をぜひお願いしたいと思いま

す。

それから、第 2点目の重度障害者も利用できるというふうな答弁がございましたけれども、

これは大事なことでございますので これは間違いございませんか。重度利用者も今度の福祉

作業所は利用できるんでしょうか。その点、ちょっと先に確認させていただきたいと思います。

O議長(高橋通夫君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 福祉作業所は、大体活動ができるという範囲の方が主なる対

象になると思います。しかしながら、障害者という立場で除外視する、というようなことはあ

ってはならないと思いますから、いろいろな意味での交流等は私は可能にさせたい、このよう

に考えております。
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小山良悟君。

第2点目については再答弁を求めませんけれども、あいまいな

形だとまた誤解を招きますんで、その辺のところを確認したかったわけであります。
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主なる利用者が中軽障者というふうな市長の答弁でありますけれども、これは行政側が柔軟

な対応をしていただけるかどうか、大変心配であります。重度利用者も利用できるんだという

ふうな認識を持たれますんで、利用できるなら結構であります。

しかし、実際には、これが重度障害者にはなじまない施設だ、ということであるならば、ぜ

ひ重度障害者のための施設を生活実習所を建設されるように強く要望したいと思います。そし

て、先ほど私が提案した南平の場所、大変誉れ高き土地でありますから、ぜひ有効に活用して

いただきたい、という ふうに思います。

それから、 3点目 の件については、幼稚園の問題ですけれども、これ以上議論はしませんけ

れども、少なくとも、現段階で言えることは、公私格差是正というものは、毎年毎年のこれも

なにかスロ ーガンみたいになっておりますけれども、少 しずつは解消されておりますが、積極

的にぜひ解消していただきたい、ということを強くお願いしておきます。

4点目の子供科学館、子供の夢をかなえる何か考えているんだと、地設を考えている、とい

うことでありますから、ぜひ子供たちの夢をかなえてほしいというふうに思います。

5点目 につきま して、なかなか南平四丁目、五丁目の住民の皆さんの要望に沿うのはむずか

しいという答弁でありますけれども、しかし、これは子供が学校へ通うだけじゃなくて、大人

が体育館を利用する場合でも常に聞くことでありますので、ひとつこれも積極的に検討してい

ただきたい、というふうに思います。

それから、 6点目のダス トポックスの件ですが、ひとつモニターにいま依頼するということ

でありますけれども、 モニターの皆さんの御意見をひとつ慎重に分析されて、今後の対応をし

ていただきたい、というふうに思います。

それから、 7点目で確認したいんですが、先ほど水道部長が都水道の水ですね、タンクから、

応急措置として切りかえた、対応 したという ことでありますけれども、違いますか。そこら辺

のところをもう一度ちょっと説明していただきたいんですが。

0議長 (高橋通夫君) 水道部長。

0水道部長(永原照雄君) お答えいたします。

あそこ に管が通っております。タンクは三恵設備の施設でございます。その前に都の施設の

管が通っていると。そこの消火栓から引き出しまして、六つの蛇口がついているもので緊急避

難的に一時水を供給していると。これももちろん夜中いっぱl¥やっておりませんので、時間的

な区切 りをしたい、というぐあいには考えております。

O議長 (高橋通夫君 ) 小山良悟君。

04番(小山良悟君) というこ とであれば、あくまでやはり一時しのぎという ことに

なりますんで、この断水問題は、これからも鹿島台はしょっちゅう悩まされるわけであります。

逐次専用水道の問題については取り組んでいるということでありますけれども、しかし、いま、

現実の問題がすでに発生しているわけであります、この断水騒ぎ。今度の日曜日もまた起き る。

そして、だんだん暑くなります。水の使用量というのは非常に多くなってきます。どのように

対処されるおつもりですか、この問題について。

だから私は、前々から早急に対応しなさいということをたびたび言っているわけであります。

こういう問題がぞろぞろ出てくるわけであります。今度は漏水騒ぎが出てきますよ、あの鹿島

台で。現実にそう いう問題が起き て くるから、早く対処してほしいということを申し上げてお

るわけなんです。この断水問題、これは今後どうされますか。

0議長(高橋通夫君 ) 水道部長。

0水道部長(永原照雄君) お答えいたします。

昭和何年ですか、いまから、都水になってからでございますけれども、そのタンクの前に都

の配水管が通っておりますので、それからヲ|っ張ってタンクの中に断水時、落とすようなこと

を考えまして、これで三恵設備と話し合いをして、そのときの覚書等も残っております。

それで、工事は三恵設備でやると。もちろんうちの方は、都の方ではメ ーター をつけますと。

その料金も払っていただく、というような協定もできておりまして、それを私どもとしては三

恵設備が一刻も早くそのような手だてをしていただけるならば、都の方の水をお分けしないと

か、そういう考えは毛頭ございませんし、いつでもお使いいただきたい、というぐあいに考え

ております。

O議長(高橋通夫君)

04番(小山良悟君)

小山良悟君。

ただいまの水道部長の答弁でありますけれども、しかし、それ

では現実の問題はどうするかという、問題解決の答弁にはなってないわけであります。過去に

そういう交渉の経緯があった、だけれども三恵水道はやってくれない、ということであります

けれども、しかし、現実にわれわれ住民は、断水に悩まされているわけであります。だから、

現実にどのように対処されるか、ということを私は聞いているんです。過去の経過を聞いてい
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0議長(高橋通夫君) 水道部長。

これはもう本当に現実の、毎日の問題ですので、まあ、あしたは休日であり ますからあ さっ

てにでもぜひ行動を起こ していただきたt¥0 強くお願いしておきます。

それから、 9点目のボランティアの保険制度ですけれども、日野市では 40 0万ですね、賠

償額、 1人。

O議長(高橋通夫君) 生活環境部長。

0生活環境部長(坂本金雄君) 民事上の責任の補償を公費で賄うわけでございます

が、 1人当たり最高 4，000万、 1事件 1億円を限度の保険でございます。

0議長(高橋通夫君) 小山良悟君。

04番(小山良悟君) そういうことであるならば、あえて私もそれ以上言うことがな

いといいますか、大変結構なことであります。ぜひ、こういう政策を積極的に取り入れて、市

民に評価を得られるような政策を、貴重な税金を使うわけですから、していただきたいと思い

ます。

るんじゃないんです。

今度の日曜日に、また断水します。これから暑くなります。断水の頻度はますます多くなり

ます。どのように対処してく れるのですか、ということを聞いているんです。今後の、これか

らの、あしたからの問題。いかがですか、策はありませんか。

0水道部長(永原照雄君) これは、やはりいまおっしゃいますように、大分前からの

話でございまして、やはり専用水道そのものの解消、ということがまず大事であろうと。

その次に、都といたしましでも、都と打ち合わせておりますけれども、大体、全部の配水管

を入れると 17キロから 20キロ近い工事になっていくであろうと。そうなりますと、五つの

団地がありますから、手順としてどこからどのようにやっていくか。そういう問題も出てくる

かと思います。

それから、もし仮に、私のとこは水が出るから専用水道でいいんだ、というようなことがあ

っても、また困りますし、そういう手だてをすべて経まして、なおかつ、いままで何回 も言っ

ておりますように、公道でなければ配水管の施設も布設できませんし、公道化していくとか、

そういう手だてを逐次とっていただかないと、どうしても、さあ、あしたから都の水道を入れ

ろと言われでも、これは、できない、と言わざるを得ないわけでございます。

。議長(高橋通夫君) 小山良悟君。

04番(小山良悟君) さあ、あしたから都水道を入れろというのは、それは無理な話

それから、最後の教育長の答弁でありますが、これはちょっと判断に苦しむといいますか、

教育長の話を聞いていますと、生活上の乱れといいますか、そういう問題を強く指摘されてお

ったようなんですけれども、そういった生活、いわば非行といいますか、そういったこそ精神

異常とは違うわけでありますね。その辺のところが、精神異常でもないのにかかわらず、いわ

ば非行してきた子供が強制的に精神病院に収容される、あるいは警察に連れてし 1かれたという

ことに対する、大人に対する反抗でそういうことをされたのか、あるいは、やはり精神的に異

常があって精神病院に収容されたのか、その辺のとこ ろがちょっとはっきりしないんですけれ

ども、いかがでしょうか。

であります。だから私は、去年、おととしからそういうことを言っているんです。

それで、都水道の解消ができなければ、基本的解消できないんだということは、もう認識し

ているわけですから、早く具体的に対処してほしいということを再三言ってるんです。いろん

な手続、手順を踏まなきゃできません、そんなこと、前々から聞いていることなんです。だか

ら私は非常に歯がゆいです、理事者側の対応が。

だから、とりあえずいまここで、一般質問や、あるいは委員会じゃありませんから、細かく

やりとりはしていちゃ申しわけありませんので、余り細かく申し上げませんけれども、まず、

いまこの段階で水道部長にすぐやっていただきたいことは、あさってでも三恵水道に行ってい

ただいて、都水道の応援の態勢がとれるように、三恵設備に工事するように、早急に働きかけ

ていただきたい。これをぜひ、強くお願いしておきます。

0議長(高橋通夫君) 教育長。

0教育長(長沢三郎君) お答え申し上げます。

私は、この子は精神病で収容された、というような状態の子供ではないと思います。あくま

でも、いわゆる一般的な生活の乱れといいますか、そういう中で、自宅へ帰らないで男子生徒

と一緒に外泊す るとか そういう状況の中で、先ほども申し上げましたように、母親の方か ら

2月10日には家出をしたまんま何日も家へ帰ってきていないというので、保護願いが日野趣

察の方へ出されていると。

それで、 警察の方では 14日に、本人の居どころを突きとめて、 一応少年係の方で補導をし、

-320- 可ー
の，
hq

u
 



日野警察の方へ一緒にいた男子生徒と一緒に、日野警察の方で保護をしていると。その時点で、

本人自身、なぜ警察へ連れてこられたのか、ということで荒れて、先ほど申し上げましたよう

に、湯飲み茶わんを床にたたきつけるというような行為があって、警察でありながら手に負え

ないような状態だったと。翌日、担当の福祉司が日野警察の方へ出かけていって、御本人と面

会したんですけれど、本人が割れた茶わんで、自分で自分の体を傷つけるというような興奮状

態にある、という状況を判断した上、その子の両親と相談の上、一応世田谷の梅ク丘病院の方

へ入院させたと。

ですから、後、病院の方では精神安定剤を打って、 その子供の興奮状態をおさめるのとあわ

せて、 1週間後にはまた学校の方へ戻ってきているような状況ですから、決 して精神病という

ような形で取り扱われたということではないと思います。

0議長(高橋通夫君) 小山良悟君。

04番(小山良悟君) 大体わかりました。そうしますと、その処置には誤りはなかっ

た、というふうに判断されているというふうに私は受けとめるわけでありますが、ということ

であるならば、それなりに橋本議員に対してもよく説明し、理解が得られるようにしていただ

きたい、このように思うわけであります。

この公式の場で、強制的に収容されたという発言をされたんでは、私としても聞き捨てなら

んということで、この問題は取り上げたわけでありますから、その点については、ひとつよろ

しくお取り計らいをいただきたいというふうに思います。以上で終わります。( I関連」と呼

ぶ者あり)

0議長(高橋通夫君) 橋本文子君。

01番(橋本文子君) 大変遅い時間で申しわけございませんが、小山議員の発言もご

ざいまして、教育長の御答弁も伺う中で、ぜひ聞いておきたい、ということ 2点ばかり、いま

疑問を持ちましたので お伺いをいたします。

まず第 1点は、この女生徒、いまも最後に小山議員おっしゃっておられましたが、精神病で

はないのに精神病院に送られたとい う、この処置、これがいまでも教育長は正しかったと思っ

ていらっしゃるのかどうか、そのことを再度、私の立場から、ぜひお伺いをしたいと思います。

それから、この生徒が何回も外泊をして帰ってこなかったと。何日もという大変あいまいな

表現をしておられますが、教育長は学校とだけは話をされたようでございますが、この本人と
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話をされましたか。

この二つの点、お伺いしたいと思います。

0議長(高橋通夫君) 教育長。

0教育長(長沢三郎君) お答え申し上げます。

精神病でないのに精神病院に送られたと。確かに世田谷の梅ケ丘病院というのは、精神病棟

を持っております病院で、それとあわせて、こちらの病院ではよくいろいろなそういうような

子供たちのカウ ンセラー的な形での生活相談みたいなものや何かをやっている病院でございま

す。

実際、先ほども申し上げましたように、警察内において先ほどのように割れた茶わんで自傷

行為というような状況、そういうものや何かが行われているという状況の中で、担当の福祉司

並びに両親が相談の上、一応梅ク丘病院の方に入院の手続を取った、とい うことでございまし

て、特別精神病という形でなくて、精神安定剤等を打ちながら、その子の状態の、いわゆる平

常化に努めてきた、ということでございますので、これは病院が梅ク丘でなくて、八王子近辺

の病院、その他そういうところで対応するということも考えられたわけでございましょうけれ

ど、 この際、 先ほど言ったような状況の中で、何で世田谷の梅ク丘病院を選ばれたかというよ

うなことにつきましては、これ、私の方でほかの病院にも当たってみたのかどうかとか、そん

なことまで警察や、あるいは御両親の方に問いただすような性格のものでもないので、そのま

ま、こ の時点においては一応本人を落ち着けるという形の中でとられた措置だ、そういうよう

に受けとめております。

それから、 2番目の、本人と話をしたことがあるのかと。まだ、御本人と直接会って話は聞

いておりませんけれど、確かに、これは余り長くなりますと、逆に御迷惑かけるので、日程を

追いまして、昨年の 11月ごろからどうであった、どうであったというような形で、事細かに

御当人の学校での出席状況、あるいは欠席状況、その他そういう面にわたってまで申し上げる

ことを省かしていただいているわけでございますけれど、確かに相当日数家へは帰 らないで、

外泊を されていると。

これは、先ほど申し上げましたように、特に母親との聞の感情の行き違い、その他、家へ帰

って もおも しろくない、そういうような感情的なものや何かもあったと思いますけれど、いずれ

にしても、相当数家へ戻らないような状況の日数が繰り返されているということは、これは間
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01番(橋本文子君) 教育長、答弁は短目にお願tiしますね。

が悪いという形で、一貫して学校側は指導してきた、というふうに私は受けとめています。

それで、この子供が母親との折り合いが悪くなって、男子生徒と、あるいは何泊もとおっし

ゃいますが、どういう形でそれが外泊をしたのか、私はその場を見たわけではありませんので、

何とも申し上げられませんが、自傷行為があらわれた原因というのは、教育長はっきりおっし

ゃらないので私から申し上げますと、警察へ通報され、警察になぜ留置されたのか、そのこと

に対して彼女は怒ったのであります。警察に一晩留意された翌日、彼女はその自傷行為を起こ

したのではないでしょうか。

そして、そのことによって精神安定剤を打たれてしまった。カウンセリングするのに、なぜ

精神安定剤が必要なパノでしょう。私は、彼女が病院から帰って( 1"教育長の責任じゃなしリと

呼ぶ者あり)何日かたって、彼女が逃げてきた、それをいま保護しています。私の友人の家で、

何日か保護して、預かっております。そういう暴れる状況とか、自傷行為とか、そういう問題

はいまのところ全くございません。その家庭の中にあって、家の仕事を手伝い、食事の仕度、

掃除、洗濯、もろもろのことをしながら、その家庭の少し年上のお嬢さんと大変仲よく、その

家で過ごさせていただいているという報告も、先ほど、夕方、最後の報告でしたが、伺いまし

違いない状況でございますので、御本人から直に聞いたという内容ではございませんけれど、

一応学校の報告というものに対しまして、学校が責任を持って教育委員会に対する御報告をし

ている、そういうように受けとめておりますので、その状況をお話しした次第でございます。

O議長(高橋通夫君) 橋本文子君。

自傷行為があったという ことです。これは私も聞いています。指先をけがしています。この

自傷行為がなぜ起こったのか、そのことについて教育長、どんなふうにお考えでしょうか。盛

んに自傷行為があったということで、病院に送らざるを得なかった、というふうな受けとめ方

をしていらっしゃるようなふうも見えますので その点についてお伺いしたいと思います。

0議長(高橋通夫君) 教育長。

0教育長(長沢三郎君) お答え申し上げます。

自傷行為という関係につきましては、先ほどから申し上げましたように、本人自身、外泊先

の男子生徒と一緒にいた場所から日野警察の方へ連れて tiかれた、保護されたという状況の中

での、本人自身の興奮状況、こういう中で起きた行為であろう、こんなように想定されます。

O議長(高橋通夫君) 橋本文子君。

01番(橋本文子君) 何か物事が起こったときに、一方だけを聞いて、一方から全く

何も聞かないで判定する、あるいは判断をしてしまうというのは、大変危険なことだと思って

います。そのことは、今回のこの答弁の中で、私は、ずっと長くお話しになった中で一貫して

考え続けておりました。

つまり、思春期で異性に対する気持ちがある、これはどなたも御経験があると思います。そ

のことは決して悪いことではないと思います。そして、まさに教育長もおっしゃっているとお

り、母親との折り合いがよくなかった、感情的な行き違いがあった、ということは、つまり、

子供の住む環境がとても悪かったということではないでしょうか。子供は自分の住んでいる家

庭、あるいは通っている学校、あるいはまた近所の社会状況、それらが子供にとって大変住み

にくい、子供にとってよくないという状況があるとき、大人に対するサインを送ってきます。

それが非行であり、暴力であり、もろもろの登校拒否の問題、そういう形で出てくるわけです

けれども、この生徒について申し上げますと、その母親との折り合いがよくなかったために、

どんどんどんどん家から外へ離れていった。そのときに、その現象だけをとらえて、その生徒

Tこ。

この子供が暴れたこととか、非行に走ったこととか、もろもろのことは、すべて大人の責任

であろう、と私は考えています。ですから、学校側だけの報告を聞くのではなくて、その子供

からも、ぜひ教育長は事情を聴取していただければと思います。以上です。

O議長(高橋通夫君) 福島敏雄君。

02番(福島敏雄君) それでは、私は具体的な施策につきましては、一般会計の特別

委員会の方に入っておりますので、考え方につきまして、 4点にまとめましてお聞きをしたい

と思います。

この施政方針表明を読んでみますと、こういうスタイルになるんでしょうけれども、第 1番

目にわが国の経済情勢、並びに国家財政、こういったような分析に始まって、 2点目に、現在

の日野市は何をするべきか、そしてそれはどうやっていくか、という決意が示されております。

それで、 3点目に 59年度予算の編成に当たっての具体的な内容が書かれておりまして、最後

にまとめの項目があるわけであります。したがって、その区分に従いまして 4点、質問をさせ

ていただきます。
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初めに、わが国の経済情勢の認識についてでございますけれども、昭和 48年に第一次オイ

ノレショックがございまして、このオイ ノレショックというのは、 1バーレノレ 2トソレであった原油

価格が、一気に 10トソレになった、こういうことでございます。したがって、いろんな価格体

系に圧力が生じた。その結果、エ ネノレギ一価格が上がるということで企業は滅量経営をせざる

を得なくなった。これが昭和 48、 9年の第一次オイノレショックを契機にした経済の曲がり角

だった、というふうに私は理解をしております。

さらに、昭和 54年、 55年の第二次オイノレシ ョックにおきましては、その 1バーレノレ十数

トツレの原油価格が 35トツレにまで達したと。 こういう 、ものすごい原油価格の上昇というもの

が日本経済に非常なインパク トを与えた。そして、経済はどういうふうになるのかということ

について、民間企業が真剣に考えた時期が、昭和 49年以降だったと。

現在、それがどうなっているかといいますと、原油価格が多少上がっても、あるいは若干の

そういったそれと匹敵するような企業を脅かす要因が生じても、要するに企業の存続がで きる、

こういう企業体質の強化をしている。こういう流れが、いま民間企業に漂っている八ノだ、こう

いうふうに思うわけであります。

それで、ここの 1ページに記載されておりますわが国の経済情勢というところを見ま す と

「若干の好転の兆 しが見られるものの、ここ数年来、低成長の不安定な中にあって」こういう

ふうな記述があります。そ してその後に「内需の拡大による景気回復という課題を抱えながら、

その先行には、なお楽観を許さない情勢にあります」こういうふうにあるわけでありますけれ

ども、私は、ここ数年来、低成長の不安定な中にあってではなくて、むしろ、ここ数年来の低

成長が、現在の日本経済、あるいは国際経済を取り巻く中では、安定成長と言わざるを得ない

う判断でいいのかどうか。

あるいは、こ こ数年来低成長が続いている、というそのことが不思議で、この先行きどうな

るかわからない、こう言っているのかどうなのか、ちょっと細かいかもしれませんけれども、

大分 ニュ アンスが変わってくると思いますんで、その辺のお考えをぜひ市長にお聞きをしてお

きたいというふうに思います。

それから、 3ページの中段にあるわけですけれども、本市の市制 20年の年代は、その町づ

くりのハードな事業と ソフト な事業を同時に均衡よく成長を図る、これが当面の町づくりであ

ることを認識する、 ということでありますけれども、これは全く同感であります。それで、そ

の前段にいろいろな具体的なことが書いてありますけれども、私が質問したいのは、その後で

ございます。 r参加と連帯の市民自治をエネノレギーとする」と、こうありますけれども、こ れ

だけの、いまむずかしいいろいろな多くの、きょうの論議を聞いていましでもわかりますけれ

ども、要するに市民の市政に対する要望、 ニーズというものは非常に多いわけであります。そ

の中で、経済情勢の分析に始まりますように、これからの経済成長というものは、多くを望め

ない。数%の安定成長の時代だ。

そういった中で、これらのハ ー ドな事業とソフ トな事業を同時に均衡よく成長を図る、これ

については非常にむずかしい作業だと思います。それが、参加と連帯の市民自治だけで、果た

してできるのかどうなのか。参加と連帯の市民自治というものは、では一体何なのか。この辺

のところを、もう少しかみ砕いて教えていただきたt¥。これが 2点目です。

それから、 4ページでございますけれども、ここに 59年度予算の説明に入るわけでありま

すけれども「第 2次基本構想に基づき、その項目に分けて、本年の主要な施策について申し上

げますJこういうふうに書いであるわけであります。それで、以下細かいことは私は質問をい

たしませんけれども、第2次基本構想を制定されて、たしか 2回目の予算編成作業を終えられ

たことだと思うんです。

第 2次基本構想、は 10年先の日野市を展望した構想であるわけですけれども、この第2年次

を終えまして、予算編成を終えまして、 目標値に対してどの程度までの実績がこの予算に組ま

れているのかどうなのか。

あるいは、さらにお聞きをいたしたいと思いますけれども、第 2次基本構想による、これだ

けはやらなくてはいけないという日野市の目標値が設定されていて、それに基づいた年次計画

のもとにこの予算が組まれたかどうか、そういうことをお聞きをしたいと思います。

それから、まとめの最後の方になるわけですけれども、きょうもいろんな議員の方から指摘

がある中で、これにかかわることがあったと思うんでありますけれども、要するに「職員 1人

んではないか。

そういう観点に立って質問をいたしますと、昭和 58年の実質経済成長率は 3.4%に落ち着

くそうでありますし、昭和 59年の政府の経済見通し、実質成長率 4.1婦、名目では 5.9%と、

こういうふうに言われておりますけれども、そういう、要するに政府が見通している、名目で

5. 9婦、実質で 4.1%という、その先行きに楽観を許さない情勢なのか、 どうなのか、そうい
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1人が親切、清潔、能率をモット ーとして、行政組織としては、規律、機能、協力の気風を高

めつつ」こういうふうに書かれておりますけれども、こう書かれるからには、やはり若干の高

めることが必要だと思うんだと思います。私もそういうふうに思いますけれども、要は、こう

いうことを言われる背景には、何か具体的に職員の規律、機能、協力の気風を高める手段をお

考えじゃなし可かと思うんですけれども、 どのようにお考えになっているかどうか。

ちょっと抽象的かもしれませんけれども、先ほども職員の研修制度その他出てまいりました

けれども、私は、やはり生きた研修、これが一番必要じゃなし、かな、こういうふうに思うんで

すっいま企業の中でも、要するに研修といいますか、教育といいますか こういう中ではオプ

・ザ・ ジョブトレーニングといいますかね、仕事そのものから離れた教育と、オ ン・ ザ ・ジョ

ブトレーニングという、仕事の上にのった教育というものがあるわけです。何といいますか、

教育をする上でオン・ザ ・ ジ ョブトレーニング足らないんじゃな~¥かと。職員の中の、要する

に教育体系の中で。も う少 し仕事を通じてその人の資質を高めてし 1く、という教育が必要では

ないか、ということを感ずるがゆえに、この規律、機能、協力の気風を高める、ということに

ついて、具体的に何をお考えになっているか。

以上、 4点についてお聞きをしたいと思います。

O議長 (高橋通夫君) 市長。

0市長(森田喜美男君 ) ことしの市政に臨む私どもの考え方を表明申し上げましたと

ころ、数多くの論評をいただく機会となりまして、大変教えていただくことが多かったと思い

ます。

~ ¥ま、福島議員からも大変高遇な質問をいただいておるわけであります。それに答えるだけ

の用意があるかどうか、むずかしいと思っております。

国の財政状況の分析をしたということではございませんが、常識の範囲で感じておりますこ

とを表現しましたところ、当たっている部分もあるし、当たらなかった部分もあるということ

で、評価もされ、あるいはおしかりもいただきました。しかし、基本的にはそう間違っていな

い、私は思っております。

企業側から見られるいわゆる経済分析ということと、私どもの市民生活を守るという立場か

ら見る経済情勢に、おのずから多少の差があるということはやむを得ないと思っております。

特に、増税構えといっては~¥けないのかもしれませんが、その不安もあります。

それから、たとえば.人事院勧告制度でありながら、国家公務員の給与を値切った、あるいは

凍結したと いうよう なことは、きわめて国家財政の上からも妥当なる施策ではなかったかと言

えるかと忠、います。

つまり、内需を高めるということはそこにあるはずでありまして、大いに労働賃金にも理解

を示し、そうしてまた、公務員に対する生活にも理解を示して、そうして制度そのものを、つ

まり人勧制度そのものを国が正しくこれまで守ってこられた、こう いう ことに対するまた信頼

もぜひ回復 して ほしい、と いうのが不安要素の一つでもあろうかと、こう思っております。

それで、小規模、小規模といってはおりませんが、限定の範囲の企業ということの運営は、

これは専門的非常に高度なものがあり得ると思っておりますが、われわれの市民生活は非常に

多種多様な、ニーズにこ たえるということは非常に複雑であります。したがって、共通できる

問題を優先させてとらえていくと いう ことが、この予算編成の骨子になるわけでありまして、

私はそのあたりが少し、企業的な発想と、自治体行政の運用ということについては、差がある

こともやむを得ない、このように思っております。

福島議員は、専門的な立場で、特に企業サイドの財政運営、ということから発想されるよう

でありますが、また、後日いろいろと教えていただきたいと思っております。

先ほどのある議員の御質問にもありましたが、つまり、 憲法を市政に生かす、そういう スロ

ーガン を掲げるということは、これは行政サイドの一方的な問題ではなくて、私は自治体行政

こそ、まさに市民と参加と連帯のもとに成り立っておるものである、 したがってこれは約束事

である、共同の努力目標を生かしましょう 、という趣旨で考えるわけでありまして、行政が市

民を管理し、統治する、そういう関係ではございません。事務局になって、そうして市民生活

を最大限に守ろうという努力こそ、私は憲法に言うところの自治の運営の姿だ、このように考

えております。

また、職員に対するいろいろな能力を引き出す、あるいは意識を高める、自覚を図る、いろ

いろなやり方をもちろんや らなければなりません。 ただ、今回、表現しております親切、清潔、

能率、あるいは規律、機能、協力というようなことは、これまで過去の年次年次と申しましょ

うか、ある期間に絶えず職員に朝礼の際でありますとか、そう いう際に用いた用語で、あります

し、一番わかりいい言葉だと思っております。そのためにもまた、こういう研修に対する、生

きた研修といわれております、そのことも非常に重要だと思っております。
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要するに、庁内を挙げて各組織におきまして、それぞれ職場を明るく、しかもお互いが切瑳

琢磨し合い、そうして自治のことをよく理解をして、市民に信頼をされる市政をつくろうとい

うことが私どもの共同の願目であります。そういう気持ちでおりますので 御理解をいただき

たいと思います。

0議長 (高橋通夫君) 福島敏雄君。

02番(福島敏雄君) あえて再質問をするつもりはなかったんですけれども、いま市

長の答弁の中に、企業サイ ドの発想、こういう言葉が何回も出てまいりましたので、私の本意

が伝わっていないといけませんので、もう一度言わせていただきます。

私がなぜこういった経済情勢を認識しなければいけないか、それが、経済情勢を認識すると

いう ことが、要するに市税、あるいは国税のこれからの姿を見通する ζ とになるわけです。企

業サイドの発想という、そのことと、市行政とは無関係ではないと思います。

経済は、要するに、日野市の税収を見ましでも、日野市に、あるいは日野市の市民が働いて

いる人の経済状況が広がれば、それだけ個人の市民税もふえるし、あるいは法人税、法人の税

収もふえてくる。

それで、いまここに記載されているのを見ますと、これは、私は文章の揚げ足を取るつもり

じゃございませんけれども、ここ数年の低成長というのは、不安定なものじゃなくて、これも

もう安定して、これ以上、たとえば年率 10%を超すような経済の伸びというのは見通せなl'0 

せいぜい 58年は実質 3.4%、 59年は政府見通しで 4.1% これは企業サイドのことを言っ

ているんじゃないんです。

そういう中で、日野市民はl'ろいろな行政に対するニーズを持っている。それで、財政と整

合させない計画はあり得ないし、言うには、それを言ってもこれは実現を伴わなければ市民に

対して非常に大変なことになる。そういうことを考えますと、やっぱり現実の経済を認識して、

さら にその展望がどうな るか、ここをおろそかにしますと、政策でもいろいろ間違ってくるん

が考える、ということだと思うんです。 (r経済事情が全然違うんだよ、社会主義と」と呼ぶ

者あり〉

したがって、私はやはり今後の施政方針表明をこう、あえて企業サイドといわれていますか

ら反発をする気になったわけですけれども、日本国の経済の枠組みの中から離れて日野市の存

在はあり得ない、こういうふうに理解をするわけです。

したがって、私はそういう観点に立って、ぜひ日野市の行政に携わる者が、やっぱりこれか

らの経済成長というものは、この程度しか認めないんだ、それで、それ以上の税収というもの

は、経済成長以上の税収というものは認められないと。認められないといいますか、希望でき

ないわけでしょう。だからその中で必要な事業をどうやっていくかということは、そういう認

識に立ちませんと、いろいろな事業はできないと思うんです。いっぱい市民はやってもらいた

いものがある。財政の制約はあるわけです。それを、何から手をつけていくか、優先順位は何

なのか、そういう厳しい討議をしなければならない情勢に来ている わけです。

したがって、そういう厳しい討議をするには、まず市民も、議員も、職員も、そういう経済

情勢であるということを認識しなければならないと考えるから、私は非常に憎まれるような話

でしょうけれども、いま、ここに問題を提起したわけでございまして、一方的に言わせていた

だきますけれども、企業サイドの発想という ことは、決してございませんので、その点につき

ましての私の見解を述べまして、これについてあえて市長の方から答弁をいただこうとは思い

ませんけれども、あればお聞きをしたいと思います。

それから、特に回答がなかったんでありますけれども、第 2次基本構想、に基づいて、主要な

施策について申し上げます、と書いてありますけれども、 2年目を迎えて第 2次基本構想、の何

%程度がこの予算の中で消化をされたのか、この辺についての御答弁をお聞かせをお願いした

いと思います。

じゃないかと

0議長(高橋通夫君) 市長。

0市長(森田喜美男君 ) 私の言い方がまずかったかもしれませんが、わが国では、い

わゆる生産経済界、これは大変成功をして、そして国際社会では優位にあり、また、外貨にお

いて も相当黒字である、こういうりっぱな状況があります。これは、つまり企業が生産性のた

めに努力をされた成果が今日実っている、こ ういう意味での企業サイドという言葉を用いたわ

けでありまして、国家財政ということになりますと、その点では大変私は、必ずしも過去の経

それで私が言いたいのは、いま行政改革とか、こういうものを言われておりますけれども、

なぜ行政改革をしなくちゃいけないか、これは、昭和 48年のオイノレシ ョック以後、原油価格

が 15倍になったわけです、昭和 48年からいまと比べ ると。 1バーレノレ当たり。それをどう

にかして吸収をしてし吋、こういうことは企業サイドの発想だけじゃなくて、日本経済を全員
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済運営が十分ではなかった。いろいろなショック等に対しまして、ともかく百数十兆円という

赤字を持っているということは、やはりこれは国民共通の負債と見るべきでありまして、これ

が増税によって消化されたり、ある t¥はインフレによって消化されるようなことがあってはな

らない、このように思うわけであります。

経済論は明るいという立場でもございませんから、ごく大まかにとらえまして、経済社会の

日本の成長、つまり生産性追求の成果、それから行政等の生産性の追求ということには、必ず

しも一致して考えにくいものがある。私も職員に対しまして、行政の生産性とは一体何である

か、何によってそれを評価といいますか、計量することができるか、こういうことを絶えず論

議をいたしております。

つまり、これは、市民の満足度という度合いが評価の計量というふうに置きかえる以外ない

んではなかろうか。個々の部分で、たとえば、ごみの清掃をきょうは何%果たしたとか、そう

いうことは言えますけれど、全体の行政そのものの生産性ということ、もちろん行政にも私は

生産性というものがあると思います。あってまた追求をする目標がなければならない、こう思

っております。

そういう意味合いで、いま、特にまた基本構想のことしは2年次だか ら何%到達するか、こう

いう評価も非常にむずかしいわけでありまして、第 2次基本構想は確かに10年間の歩むべき

道程を見通しておる、展望しておる、こういうことではありますが、 100婦、 つまり 10年

たてば 100婦の達成率で運営できる、こういうわけにもなかなか言い切れないものがあると

思っております。

あわせて年次計画というものを持ちたいわけでありますけれど、これも 3年程度の、中期と

いいますか、短期といいますか、その程度のものは可能でありますけれど、 10年と なるとな

かなかそれもむずかしt¥0 しかし、大きい将来を見通した、大きな道といいますか、大きな道

のりは、これは見通せるわけであります。

そういう意味で、行政は私は計画どおりに、何と言いましょうか、縦横の方眼紙に書き込ん

だようなぐあいには、必ずしもし 1かなし 1。また、そこに市民という意識の変化でありますとか、

あるいは社会情勢の変化に応じながら 極力市民要求にこたえるのみならず、満足度を高めて

いく、ということが一番大切な願目だろう、とこのように思うものですから、必ずしも答えに

ならないかもしれませんが、そのようなことで御理解をいただいておきたいと思います。また
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機会を見て、ひ とついろんな御意見をちょうだいしたいと思います。以上です。( r関連」と

呼ぶ者あり)

0議長(高橋通夫君) 市川資信君。

0 19番(市川資信君) ただいま福島議員の、この施政方針に関する質問、大変私は

的を得た適切な質問であったと高く評価したいと思うんです。

と申しますのは、私も大体同じような発想を持っていたわけで、過去においても市長にその

ような発言をしたことが一、二度あると思うんです。しかし、そのときの市長の反応というも

のが非常に冷たい、あたかも物の発想、が違うんだ、というような反応があったために、私も、

立場が違うとこのように違うものなのかな、と当時は思っておったんですが、いま、明らかに

市長の答弁の中で、私は納得できない点がありますので、その点について私は発言を求めた次

第でございます。

と申しますのは、企業的な発想、ということでございますが、やはりこれはあくまでも企業、

国家は、ある意味では全く 一体でございます。と申しますのは、先ほど 110兆円の赤字公債、

このような発言がございましたけれども、あのいわゆる第 1回のオイルショック、 53年の第

2回のオイ ノレショ J クのときに、日本の政治のとった路線というも のをも う一度思い出してい

ただきたい。欧米ではこれを、いわゆる財政改革、行政改革ということで、積極予算を組まな

かったわけです。それがために 5%、 7婦、ついには 10%という高い失業率を生み、日本で

はどうだったでしょう。公債を発行して、失業者をなくそう 、公共事業投資に振り向けようと

いうことで、みごとにあの厳しいオイノレショ ックを乗り切ったわけであります。

しかし、現在 110兆円 といえども、先ほども石坂前議長ともお話ししたんですけれども、

いま、この 110兆円の公債も、大蔵省がばっちりと管理されているわけです。がゆえにイン

フレにもな らずに、欧米ではマイナスシーリング、マイナス企業成長という中にあって、一貫

して、たとえ 3%でも、 3.5でも、または来年度 4.1になるという経済の伸びというものは、

この先進諸国の中においても、もちろん共産圏も含んで、日本だけであります。

企業の成長によって日本が今日、市長はある程度の成長が生まれたんだと、あたかも政治が

ないがしろのような発想をいま言われたんで、私は納得できなくて、政治の安定と企業のこの

すばらしい成長があって、初めて今日の日本がなし遂げられたんだ、ということが私の持論で

ございますので、その点をあえて申し上げて、私はいま質問した次第でございます。よろしく。
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答弁は結構です。

O議長(高橋通夫君)

0 26番(秦 正一君)

秦正一君。

この施政方針表明、毎年そう大差はないんですけれど、基本

的には同じというのか、普遍妥当的なそういう面の考えのもとに書かれた、というふうにも思

います。

この中で、特に具体的な面を二、三簡単に質問したいと思います。 簡単に答弁をお願いした

いと思います。

いま、中学校の非行化の問題が話題になっておりますが、特に学校の建物とか、そのような

施設を破損するとか、破壊するとか、そのような問題が起きております。

この中で、 3ページに青少年問題の取り組み、そして今日の自治体が直面する重要な政治課

題であると。また、具体的には、 8ページに 「青少年の非行防止など地域共同の連帯活動を一

層高めたいと考えています」 これ、 具体的にはこの考えはあるでしょうけれど、市長としては

どのようにこういった問題を認識 しているか。また、担当は教育委員会になるとは思いますが、

どのような考えを持っているか、お聞かせ願いたいと思います。

それから、 6ページの「自然と調和する安全・快適な町づくりについて」ということで、2

項目に、道路整備事業では、 都市計画道路 2・2・5号線、二番橋における南北の道路、これ

が記載されておりますが、特に日野の場合は、南北もそうですけれど、東西の路線が非常に不

足しているんじゃないかと。いま、甲州街道 1本で非常に沿線の人たちはしょっちゅう騒音と

か、それから公害的な面で悩まされております。立日橋ができればある程度解消するかもしれ

ませんが、いずれにしても日野の地域の発展を考えた場合、 1・3・1、 1・3・2、こ のバ

イパスを何とか進めていかなければならない、このように痛感するわけですが、その点につい

て、ここには触れておりませんけれど、そのような考えがあると思いますが、その点をお聞か

せ願いたいと思います。

その次に、土地区画整理事業につきましてということで、豊田南、高幡南、西平山ですか、

この地域の事業化、これについて述べており ますが、豊田南で、すでに駅のすぐ角地がある。

6階建てのピノレができるというふうに言われております。建築許可の認可がおりたかどうか知

りませんが、いずれ区画整理事業がなされるならば すでに、いまのうちに確保しておかなけ

ればならない、このように思うんですが、そういった点を見た場合に、積極性がちょっと欠け
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ているんじゃないかと、このように懸念するわけです。

そう いった面で、ある業者からある方が買い取って、 そこへ ピノレを建てる。それでそこへ、

1階は商売をし、 2階、 3階、いろいろとテナントでそれを賄っていこうということで、計画

が進められております。そういう話が出る前に、やはり市の方ではこれを確保する必要がある、

そのように思うんですが、その点、ちょっと手おくれじゃないか、将来の事業計画を考えた場

合、当然市の方で買っておく必要がある、 このように思うわけでございます。

それから下水道については、先ほど触れておりますから、この点は省きます。

それから 4項目 に、活気ある産業と豊かな消費の町づ くりについて、とい うことがございま

す。 これは、消費者の立場に立っ てこの項目は記載されておりますが、日野の快適な町づくり

は、やはり商庖です、この点にも光を当てていかなければならない、こ のように思います。現

在の日野町を甲州街道の沿線にしても、また、豊田駅の北口の商店街にしても、非常にすたれ

てきております。大きなス ーパー とか、いろんなそういった庖ができたことによって、非常に

既成の商庖の方たちは苦慮しております。

そういった面で、やはり行政としては何らかの手を打つ必要があるのではないか、このよう

に思うわけでございます。その点で、これには触れており ませんが、考えがあればお聞かせ願

いたい、このように思います。

以上、 4点についてお願いします。

0議長(高橋通夫君) 生活環境部長。

0生活環境部長(坂本金雄君) 第 1点目の、少年の非行、青少年問題の取り組みで

ございますが、市長の行政報告の中にもございましたように、今年初めの青少年問題協議会本

会議におきまして、方針が全員一致で打ち出されておるところでございます。

t ¥ままで何回かお話しいたしましたが、その協議会のもとにございます八つの実践機関であ

ります地区委員会の活動は、ほかの市の地区委員会の活動に比べまして、全く遜色のないユニ

ークな、地についた活動をやっていただいております。青少年の非行の問題につきましては、

ただ取り締まるということだけではなく、取り締まるということよりも、周りの大人たちが手

を取り合ってそれぞれ協力 して、どこの分野だ、ここの分野だというような責任逃れをやるこ

となく、話 し合いの中で少年の非行を防止する、建全育成に力をかす、こういう方向で行こう

という方針が出ているわけでございます。
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八つの地区委員会では、いま申しましたように非常にユニ ークな活動をしておりまして、暴

走族の解散のあかしとして、市民と野球大会をやったり、それから駅周辺の落書きを消したり、

それから夜中のハイクをやるとか、あるいは元旦のマラソン大会であるとか、あるいは夏休み

を利用した山登り、ハイキング、そういった行事が盛りだくさんにございます。そういった一

つ一つの行事が青少年の健全育成に果たす役割りは、一つ一つは小さくても、その積み重ねは

かなり大きな効果が期待できるわけでございまして、今後もこの地区委員会の活動を通して青

少年の健全育成、あるいは社会環境の浄化、これも取り締まりとか、条例で規制するとかいう

ことでなくて、市民運動として盛り立てていきたい、こういう方向で考えております。

0議長(高橋通夫君) 都市整備部長。

0都市整備部長(結城邦夫君) それでは、 2点目について御説明申し上げます。

東西道路がやはり不足しているんではなかろうかということで、 1・3・1と1・3・2の

例をお挙げになったところでございますが、私どもといたしましても、都市計画上、この 2本

の幹線道路、国道でございますけれども、やはり建設を急がねばならない道路という誌識を持

っております。国の方との直接の担当は相武国道工事事務所でございますが、こちらの方とは、

常時この計画についての打ち合わせ、あるいは協議を行っているわけでございます。

現在のところでは、 1・ 3・2号線の中央線の陸橋、これを新たにかけることによ って対岸

をつなぐということで、 1・3・2の一部が現在工事を行っているところでございます。これ

は、一応3月の末をもって事業が終了して、 4月の上句に供用開始を行う予定で、現在、工事

が進められているところでございます。これは、将来 1・3・1の万願寺の方につながってい

くわけでございますが、万願寺につきましては、区画整理事業の中で 1 ・3. 1の用地買収、

これを国の負担金 39億円を導入いたしまして、 一応国の方との協定は締結してございますが、

そういう中で、区画整理区域内の 1・3・1号線については用地を分け、築造に入ってし、く。

これとあわせまして、多摩川の対岸、これは処理場の、ある予定を しているところから国立

の方に向かつて橋をかけて、中央高速のインターとつ左ぐ、ということによりまして、日野市

の東部の交通体系がある程度整備されていくものということで、私ども期待をいたしまして、

この点につきま しても、国の方に早目に実施方をお願いしているわけでございます。

それで、それ以外の地域といたしましては、豊田南の区画整理、あるいは西平山の区画整理

という中で、 1・3・1号線については整備を行っていきたいということで、国との方の協議
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も行っている段階でございますD

そういうことで、この 2路線につきましては、日野市のメ ーン道路として重要な位置づけを

持っておる道路でございますので、完成に向かつて私ども努力をしてまいりたい、というふう

に考えております。

それから、 3点目の、豊田南の区画整理事業を現在計画中でございますが、その中で、ちょ

うど駅広ができるところ、現在ではち ょうど駅広の角地でございますが、すでに家屋が転居さ

れて空地に左っているところがございます。ここに 6階建てのピルを建築したいということで、

新たに市民がここの土地を府中の建設業者から買い取って、こういう計画をお持ちのことは、

私ども十分承知しており ます。

そこで、私どもは、この売りました業者が、この土地を入手する前の所有者から、この土地

を私どもとしては区画整理事業、あるいは駅前の再開発事業ということで計画中であるので、

ぜひ市の方へ売ってほしい、という話し合い、またはお願いをずっとやってきたわけでござい

ます。買収価格の提示も行うところまで行ったわけでございますが、府中の業者に売られた。

さら に、この府中の業者とも いろいろ交渉をしたわけでございます。同じよ うに市で買い取り

たい、ということでお話をしたわけでございますが、これも、現在お持ちの市民の方にお売り

になったということで、私どもいまの段階では、現在の所有者の方にも、 6階建てのピルをつ

くるというその土地については、ぜひ売ってほしい、という要望を行っているところでござい

ます。

しかしながら、この市民の方は、駅前に出ることが夢である、長年の希望であったと。この

希望がやっとかなえられるんで、これを売却するとかいうことじゃなく、自分でf苫を持ち、 6

階の一番上には住居をつくって自分で住みたい、というような希望もお持ちのようでございま

す。そういう中で、現在、その市民の方と話し合いを続けている段階でございます。

それから 4点目の、町づくりの中の商庖のあり方ということで、私どもの方では現在区画整

理を中心として開発等を行ってきておるわけでございますが、それ以外にもすでにでき上がっ

た町の中の商庖の取り扱い、といった点には、どのような形で町を形成していったらよいのか、

ということについては、町づくりの段階の中で種々検討しているものでございます。

たとえば、豊田南の例をとってみますと、駅前から浅川に向かつてのモーノレ街の形成、ある

いは優良商店の導入というふうなことも、やはりハー ドな私どもの計画の面からそういった点を
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考えていかなければならないんではなかろうかというふうに考えております。

また、 ソフト面の商庄の育成等につきましては、生活環境部の方でそういった点については

今後も取り組んでいただきたい、というふうに考えるわけでございます。以上でございます。

0議長 (高橋通夫君)

0 26番(秦正一君)

に思います口

秦正一君。

予算委員会もある中で、細かい点は聞いてみたい、このよう

ただ 1点、私、 1点目の非行化の問題ですね、青少年の。特にこれは中学校の非行化という

ことで、例として申し上げたもので、これは市長に聞くより、むしろまた教育委員長サイドに

伺ったらいいと思いますので、これはまた予算委員会等の中でお尋ねしたい、このように思い

ます。よろしくお願いします。

0議長(高橋通夫君)

0 28番(石坂勝雄君)

石坂勝雄君。

5点ばかり質問 したいと思うんです。

1ページにあります、先ほど来、防衛費の問題が論議されておりましたが、私は日本のGNP

は276兆円 といわれるし、先ほどの古賀議員のお話では、 290兆円という ようなことも言

っておりますが、ともあれ私が聞きたいのは、いわゆる東京都の、これはGNPの出し方とい

うのは私なんかにはなかなかわからないんですが、国民総生産というような出し方の方法とい

うのは、統計学で出すんだか、何で出すかわからないんですが、東京都のGNPは、わかって

おられたら伺ぽか、日野のGNPが何ぼか、これがまず第 1点。

その次に、先ほど来、 2番目で、第七幼稚園の問題と、平山の第二幼稚園の防音校舎の問題

が、論議をされておったんで、それと幼児教育セン ターの問題が出ておったのでちょ っと申し

上げたいんですが、私が言うのは適切ではな l¥かもしれませんが、私立幼稚園側としては、第

七幼稚園をつくることに絶対反対ではないが、現下の園児の減少下にあって好ましいことでは

ないと。ただし、類似幼児教室のようなものをきちっと整理をできるんなら、理事者なり教育

委員会サイドできちっとやられるという予定があるんなら、やむを得んではなかろうか、こう

いう合意と私もメンバーの 1人として聞いておりますので、今後の責任上になりますので、そ

の点をつけ加えておきます。

それから、先ほど、数字は私は申し上げたくなかったんですが、古谷議員さんがいろんなこ

とを申されておりましたが、ちょっと私、申し上げますが、今年度の国家予算の私学の予算と
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いうのは、大蔵原案では 14.3婦の最初いわゆる大蔵省原案では切り込んできたわけです。そ

れで、現実に最終的に決定したのは 12%減で、いわゆる短大以上の大学に対しては 2，43 8 

億 5，0 0 0万円、こういうことで 12%滅であります。まだ国家予算が参議院を通ったことで

なし、から、こういうことを言うのは早計かもしれませんが、そういうような現状です。

それから、就闇奨励費というのがございます。これはわれわれ日野市でもやりますが、これ

は最初、大蔵原案は 10婦の原案を出してきたんです。しかし、最終的には 6%の滅で決まっ

ております。1.355億で決まっております。それで子供が 6.8婦の滅員なので、現実には、

そういう面でいけば去年と同じ額が支給される、こういうことです。

その次に申し上げますが、高等学校に対しては、大蔵原案は 14%滅で最初出てきました。

最終的に決定したのが 10係です、が、大蔵省の原案、去年より約 80億国家予算の方では減

額になっております。

しかし、国ではそうであっても、東京都は違います。東京都は不交付団体と いう点もありま

すが、東京都がこれもまだいま予算が審議中なので、私はこういうことを申し上げるのはどう

かと思うんですが、東京都は知事の内示額は 5万、いわゆる園児 1人、私立の幼稚園経常費は

5万9，420円掛ける 6万9，094人、こういう形で知事の内示が出てまいりました。最終的

に復活して 9婦のアップで、園児単価が 6万1.7 9 0円で、これは恐らく自公民の圧倒的与党

の中で通るんではなかろうか、こういう問題に対しては、恐らく共産党のわれわれがいろいろ

お願いに行ってるんでは、社共も合意を しております。

それから、先ほど古谷議員が言われました、 いわゆる園児滅少費と経常費とは全く違います。

園児滅少費対策費というのは、 1昨年、昭和 57年に 1万円で出発しました。これは、いわゆ

る102条圏と いって、 学校法人でない個人立の幼稚園、宗教法人の幼稚園に対して出たもの

であります。それが 58年に 1万2，000円になって、今度のいま予算原案では 1万4，000

円で出でおります。そういう点でいけば、アップとしては恐らく十二、三%のアップになって

いると。東京都では、私学に対する経常費なり、こういう 102条閣に対する、だから経常費

をもらっている学校法人に対しては、この園児滅少対策費というのは 1銭も来ません。そうい

う中で、ただこういう数字だけを私、申し上げておきます。

ただ、 3歳、 4歳、 5歳児に対して、いま東京都は 4歳、 5歳に対して 2，50 0円出ており

ます。市も同額です。 3歳児に対しても、同額の 2，5 0 0円出してくれという要求をしました
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が、現実には年間 1万8，000円、1.500円という現状の中で決着を、恐らく、予算の提案

がそうなされているんで決着するんではなかろうか、こういうふうに思っております。

ただし、東京都では、東京都私立学校教育振興協会というのができております。これの貸し

付けというのが、いわゆる非常に低利で貸す制度が学校法人に対しても、そうでない、いわゆ

る10 2条閣に対してもできております。そういう点でいけば、市も公立の幼稚園をつくると

いうことである ならば、何かの形で前向きにやるべきではないか。私も一般会計の予算の委員

でもあるし、幼稚園に対するいま少し、私立に対する幼稚園のいろんな、父兄に対するなり閣

に対する配慮、が必要ではなかろうか。そういう点の御答弁を願います。

三つ目は、道路整備であります。先ほど秦議員もいろいろなことを申されておりましたが、

私もちょっと申し上げたいんですが、日野には南北の道路、東西の道路、いわゆる一番必要な

のは南北の道路だと思います。しかし、私、ことしの雪が非常に多かったという特異性がある

かもしれませんが、高幡団地、百草団地、もちろん、日本信販なり、われわれの百草なり 、あ

のいわゆる丘陵地帯は、少し雪が 5 ・ 6センチなり 10センチ積もったら、絶対スノータイヤ

なり、よほどチェ ーンで も巻いている車でない限りは上れません。これはどういうわけで、都

市計画街路でなし 1からこういう道路をつくったのか、この点に対してのお答えをしていただき

7こし ~o

それから、旧七生地区と日野と合併すると きに、|日川崎街道である 2 ・2・11ですか、い

や、 J11崎街道2・2・12、それから動物園へ行く都道だったら 2・2 ・11ですか、 2・2

1 1と12以外には、旧七生地区の、いわゆる先ほど言った一番橋と都道を結ぶ 2・2・5な

り、平山橋を結ぶ 2・2・6なり、高幡橋から万願寺区画整理につなぐ 2 ・2・2ですか、こ

ういうものはありますが、われわれ地帯の方には下水路を敷設するにしても、新井の南側の端

から聖蹟桜ク丘に向かつて後ろの、いわゆるバイパス的な道路の計画も何一つありません。市

は今後どういうふうに考えているのか、その辺をちょっと。あの坂道の、ことしは雪が降った

という特異性もあるかもしれんが、そういう点の今後の、雪が降らないとも断言できないんで、

こういうことは 20年に一遍だから構わないんだというのか、いわゆる普通の勾配ではないと

思います。恐らく入って来られる地点とすれば、和田から、いわゆるいま道路に認定されてな

いが、日本信販に通ずる道路以外にはないと思います。

ただし、いわゆる和田から入ってくる道路は、あの道路が全部市道が移管になったとしても、
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6メーターです。信販の中の道路が 11メーターです。ぶつかる、いわゆる百草団地の道路が

1 6メーターのものがあったのが、緑道がりっぽになり過ぎて道路そのものは 7メートルか、

7メートノレ20です。こういう変則的な道路のいき方でいいのか、どうなのか。その点につい

て伺いたいと思います。

それから 4点目は、開発指導要綱の公共負担金は緑化基金に積み立てる、こういうお話のよ

うなんですが、私も我田引水で、 2年間は言えなかったから申し上げるんじゃありませんが、

百草園の周辺には緑地はまだ十分あります。普通のいき方では市街化区域であるけれど、あの

緑地というのは簡単に、私も壊してはならないし、壊せないと思います。こういうものに対す

る考えのかわりに、三中の過大校、こういう問題に対して、あの地帯に伺か、少なくとも子供

が有意義に遊べるような施設を考える考え方があるかどうか。ただ、開発指導要綱の公共負担

金は緑化基金に充てる、こう いうことだけでは私は困るということの、これは意見で、もしお

答えがで きればお答えをしてもらいたいと思います。

最後に、 5番目として、本年は使用料、手数料の値上げは行わず、事業系 ごみの手数料のみ

実情に即するように改訂を行うことにいたしますと、こういうことが出されておりますが、都

にしても公共料金は上げるべきは上げております。市でも、なにかラスパイレスが云々という、

これはまた私、一般会計の予算のと きに聞きたいと思うんですが、どういうわけでことしは上

げないのか、この辺について伺います。

あとは私、総括的なことは先ほど福島議員なり市川議員が言われた点で、あえてこの全体の

施政方針に言う気はございません。

以上、 5点です。

O議長 (高橋通夫君) 企画財政部長。

。企画財政部長(前田雅夫君) お答えいたします。

ただし 1まGNPの問題で、都及び日野市の数字はあるかということでございますけれども、

過去に都府県段階ではそれぞれの統計部がございまして、算出しているようでございます。後

ほど都に聞きま して報告いたしたいと。

それから、市のGNPでございますけれども、これも市が持っている統計資料で積算できる

のかどうか、都の統計部なり経済企画庁に今後照会してみたいというふうに考えております。

よろしくお願いいたします。
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0議長(高橋通夫君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 公立幼稚園を増設することに伴いまして、私立幼稚園との協

議、理解の関係を問われております。

御指摘のとおりの多摩平の幼児教育の類似施設と言うべきだと思いますが、幼児教室という

ものを廃止をしてもらうと、この話はできております。そういう意味で、 2年保育を多摩平の

第一幼稚園で行う際に、それらのこととあわせて、仮称でございますが第七幼稚園の発想にな

っておる、このように御理解をいただきたいと思います。

それから、市も園に対して、あるいは格差が現実にあります父兄の負担に対しでも、先ほど

均てん化という言葉の使い方でお答えをしているわけでありますが、それらについて努力をす

る考えでございます。保育料については、保育料検討委員会を設置するという意味も、そうい

う意味を込めておるつもりでございます。

都市計画道路のことにつきましては、都市計画部長からお答えをさせます。

ただ、この開発指導要綱の公共負担金を緑化基金に充てたい、こういう考え方につきまして、

百草の方面には公共施設がきわめて乏しい、何らかの施策があってしかるべきであると。私は、

そのことにつきましても同感でございます。今後、具体的な施策といいますか、施設といいま

しょうか、そのことについてわれわれの検討の内容をお願聞きをしていただく機会を持ちたい、

とこのように思っております。

それから、使用料、手数料はことし値上げを行わない、という言い方をしておりますが、ご

みの手数料、それから汚泥の企業、あるいは事業所、これらの汚泥の処理費というものを、現

実に合うような形に少し料金を上げる、こういうことが今回の提案にもなっております。使用

料と手数料につきましては、まだどの市も特に変動、あるいは値上げという状況もございませ

んし、保育園、保育料のことが、ある市によりましては値上げをしたいという場所もあります。

私どもの場合は、国基準に対しまして、ごく各市で平均的な 50%に近い状況にありますので、

これももうしばらく状況を見送っていきたい、このように思っております。

0議長(高橋通夫君) 都市整備部長。

0都市整備部長(結城邦夫君) それでは、 3点目の道路整備の問題につきまして、

私から御説明申し上げます。

道路整備につきましては、特に南北道路の整備が急がれているところでもございます。御指
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摘のように、七生地域におきましては、非常に南北道路、あるいは東西道路というような、主

要幹線としては、すでに計画が決定されておる路線があるわけでございますが、それ以外で、

現在道路状況として道路が整備されておりますのは、宅地開発、あるいは団地の造成等によっ

て開発された中に道路が引き込まれておるという形態になっております。確かにこれは都市計

画で決定をされた道路で、はないわけでございまして、そういう面では確かに御指摘のように勾

配が非常にきつくなってございまして、雪の日には車がスリップするというようなことで、非

常に付近の住民の方が御難渋されているという状況も耳にしておるところでございます。

これに対応する対策として、ではどういうことがあるのか、という点になりますと、現在す

でにでき上がっている道路についての対策というものは、都市計画上は特にそういった点につ

いての考え方を持ち合わせてはおらないわけでございますが、今後の問題といたしましては、

やはり建設部の関係の中で、この維持管理等をどう行っていくか、という問題に尽きるのでは

なかろうかと思うわけでございます。

道路の整備については、今後も私どもの方としては、都市計画上必要な道路については新た

に計画を入れてt~く、というような個所もあるかと思います。そういう点につきましては、今

後も十分都の方とも連絡を取りながら検討していきたい、というふうに考えます。らL上でござ

t ~ます。

0議長(高橋通夫君)

028番(石坂勝雄君)

石坂勝雄君。

2点だけ私、答えは結構です、要望しておきます。

2番目の第七幼稚園の問題なんですが、私立幼稚園の認可をするときには、認可権者は都知

事なんです。しかし、園則を、いわゆる知事の委任事項で園則を、たとえば何にするか、どう

するかというのは、市長に権限が委任されております。

そういう中で、私はこれ以上余り言いたくないんだが、類似幼稚園というものができたとき

の経過というものは、私、人口急増で、しかも園児が多かったというようなことで、わかりま

す。また、一気にやめろというようなことも私は申し上げません。ある期間をいわゆる何か、

経過措置を終えて、話し合いの中で、多摩平はなにか見通しがついた、高幡団地なり百草団地

を、そういう伺かやっぱり話し合いの中でやはり理事者が前向きの中でやっていくということ

が、公立をつくるんであるということを、決して公立をつくるというのは私はいいということ

は言 ってませんが、そういういま現状下にふさわしくないものを何かの形で、理事者が前向き
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な形の中でやっていくという ことが、私立の幼稚園協会の強い要望です。

これはその点では、いわゆる都立高校をつくるときに中高協会の同意がなければできないと

同じように、その点は市長は園則の認可権者であると。いわゆる幼稚園をつくるときの認可権

者は知事であるけれど、圏則法の後の運用の仕方なり、変更の許可権は市長の委任事項であり

ますので、類似幼稚園に本当の市長の実際の監督がなされているということを、私、強く要望

しておきます。

それから、いま一つ、いま道路の問題なんですが、現実に西武団地のある道路なり、高幡団

地のあるカ ーブの道路が、事故は、雪が降ら左くても続出していますよ。そういう中で、また、聞

くところによると、高幡団地の道路だかしらんけれども、百草団地の道路も外周は移管にな っ

てないと。こういうふうな中で、いつまでもそうしておくことが市のためにいいのか、崩れた

ときなんかには公団に直してもらうからいt¥かもしらんけれど、市民のいろんな利便というん

ですか、そういうさっきのような、少し雪が降れば何台も車が数珠つなぎにつながっちゃって

上がれない、こういう状態を放置しておいていいのかどうか。

それから、入っていくのに多摩市の方は少なくとも全部区画整理、これから、できます。行

ってごらんなさ t¥0 倉沢を出ていって多摩市へ入れば、ぴしっと道路が整備されている。日野

へ入ってくればがっくりだと。これが現状です。

こういう中で、特に新井から、私、一番急がれるのは下水道の 11ヘクターノレ分の一番低い

地帯、これを一番先に解決するのが日野の下水道だという ことで、恐らく吸い込みもきかなく

なったと。こういう中で、さっき古谷議員も指摘されましたが、どこを通っていし1かわからな

いというようなことでは、ちょっと情けないんではなかろうか。多摩の方では裏へ迎えの管が

来ておる、こういうことを聞いております。

そういう点では、少なくとも新井橋に向かつて 1本ぐらいの道路を、前の歴史的な経過の中

で、中島に入れば、ある程度の道路はできているけれど、何かの形で、最低でも 6メータ-50

か 7メータ ーの道路をバイパス的なものを聖蹟桜ケ丘の裏へ抜いていくことが必要ではなかろ

うか。それで高幡のいわゆる駅や、豊田駅の区画整理も必要だけれど、私は強く道路整備とい

うことを要望しておきます。以上で終わります。

O議長(高橋通夫君) ほかに御質疑はありませんか。なければこれをもって施政方針

表明を終わります。
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本日の日程の件を申し上げます。

先ほど議会運営委員会を開催した結果、本日の日程は施政方針表明までとし、未了日程は

2 1日の日程といたします。 21日の常任委員会は 22日に送り、 22日には 4常任委員会を

開催するということで決定いたしました。

お諮りいたします。本日の会議はこの程度にとどめ、延会いたしたいと思います。これに御

異議ありませんか。

c r異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(高橋通夫君) 御異議ないものと認めます。よって本日はこれにて延会するこ

とに決しました。

本日の未了日程は 21の日程といたします。

本日はこれにて延会いたします。

午後 10時 12分延会
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日程第 1

(議案上程)

議案 第 4号 日野市長選挙公営立会演説会条例を廃止する条例の制

定について

日程第 2 議案 第 5号 日野市農業共済条例の一部を改正する条例の制定につ

収入役加藤 郎君 いて

総 務 部 長 土
口 第 6号 日野市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改伊藤 日程第 3 議案正 君

生活環境部長 坂本金雄若

者E市整備部長 結城邦夫君

正する条例の制定について

日程第 4 議案 第 7号 日野市道路占用料等徴収条例の一部を改正する条例の

第 9号 日野市立学校設置条例の一部を改正する条例の制定に

福 祉 部 長 高野 隆君 制定について

病院事務長 佐藤智春君

教育次長小山哲夫君

日程第 5 議案 第 8号 日野市地区広場設置条例の一部を改正する条例の制定

について

議案日程第 6

ついて

日程第 7 議案 第 18号 昭和 59年度目野市一般会計予算について

次

書

岩沢代 コヒ 京 議案 第 19号 昭和 59年度日野市国民健康保険特別会計予算につい長 日程第 8

宮
田萩生田 司戸

U
-三
口 古 て

書 記谷野省 三 右 議案 第 20号 昭和 59年度日野市都市計画事業特別会計予算につい日程第 9

て

日程第 10 議案 第 21号 昭和 59年度目野市下水道事業特別会計予算について

日程第 11 議案 第 22号 昭和 59年度目野市立総合病院事業会計予算について

日程第 12 議案 第 23号 昭和 59年度目野市受託水道事業特別会計予算につい

昭和 59年 3月 21日(水)
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日程第 13 議案 第 24号 昭和 59年度日野市農業共済事業特別会計予算につい

て

日程第 14 議案 第 25号 昭和 59年度目野市老人保健特別会計予算について

日程第 15 議案 第 26号 昭和 59年度日野市仲田縁地用地特別会計予算につい
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日程第 16 議案 第 27号 市道路線の一部廃止について

日程第 17 議案 第 28号 市道路線の廃止について

日程第 18 議案 第 29号 市道路線の認定について
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日程第 19 議案 第 30号 不動産の取得について
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日程第 22 議案 第 34号 交通事故(日野市多摩平六丁目1番地先交差点内の市

の義務に属するもの )に係る和解の締結及び損害賠償

の額の決定について

日程第 23 議案 第 35号 日野市職員定数条例の一部を改正する条例の制定につ

いて

日程第 24 議案 第 36号 日野市一般職の職員、の給与に関する条例の一部を改正

する条例の制定について

(報告事項)

日程第 25 報告 第 1号 交通事故(日野市栄町一丁目 10番地の 5先路上の市

の義務に属する事故)の専決処分の報告について

日程第 26 報告 第 2号 交通事故(立川市錦町三丁目 7番地先路上の市の義務

に属する事故)の専決処分の報告について

(議員提出議案上程 )

日程第 27 議員提出議案第 1号 日野市議会委員会条例の一部を改正する条例の制定に

ついて

日程第 32 請願第 59- 5号 日野第五小学校校舎改修及び校庭改良工事促進に関す

る請願

本日の会議に付した事件

日程第 1から第 15まで

(請願上程)

日程第 28 請願第 59- 1号 東豊田三丁目下水処理場の悪臭軽減措置要望に係る陳

'情

日程第 29 請願第 59- 2号 国立病院 ・療養所の充実を求める陳情

日程第 30 請願第 59- 3号 日野台一丁目に所在する側小笠原機械製作所社有地取

得に関する請願

日程第 31 請願第 59- 4号 母子家庭に育つ児童の健やかな成長を保障し、児童扶

養手当制度の 「改正」に反対する意見書の可決に関す

る請願
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0議長 (高橋通夫君 ) 本日の会議を開きます。

ただいまの出席議員 25名であります。

議案上程に入ります。

午前 10時o7分開議

これより議案第 4号、日野市長選挙公営立会演説会条例を廃止する条例の制定の件を議題と

いたします。

理事者から、提案理由の説明を求めます。市長。

〔市長登壇〕

0市長(森田喜美男君 ) 議案第 4号、 日野市長選挙公営立会演説会条例を廃止する条

例の制定についての提案理由を申し上げます。

本議案は、公職選挙法の改正に伴い、立会演説会の制度が廃止されましたので、日野市長選

挙公営立会演説会条例を廃止するものであります。

詳細につきましては、選挙管理委員会事務局長が説明いたしますので、よ ろしく御審議のほ

どお願いいたします。

0議長(高橋通夫君) 関係部長から詳細説明を求めます。選挙管理委員会事務局長。

0選挙管理委員会事務局長 (糸川| 滋君 ) 選挙管理委員会事務局長でございます。

日野市長選挙公営立会演説会条例、これは、改正前の公職選挙法第 160条の2の規定に基

づきまして、制定されておったものでございます。

立会演説会につきましては、改正前公職選挙法では、 152条から 160条にわたりまして、

衆議院議員、参議院議員選挙一一失礼しました。参議院選挙区選出議員選挙及び都道府県知事

の選挙におけます、いわゆる義務制の立会演説会に関する規定を持っておったわけでございま

す。また第 160条の 2では、この義務制の立会演説会を前提と いたしまして、都道府県議会

議員、また、指定都市の議会議員及び市町村長の選挙につきまして、条例の定めるところによ

りまして、公営の立会演説会を行うことができると規定しておりました。

ところが、昨年 11月の公職選挙法改正におきまして、立会演説会制度そのものが廃止とな

りました。これによりまして、これらの規定が削除されてしまいました。ために、日野市長選

挙公営立会演説会条例のよ って立っところがなくなってしまいました。選挙運動のためにいた

します演説会は、法の第 164条の 3にありますとおり 、 「公職選挙法の規定により行う個人
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演説会を除くほか、いかなる名儀をもってするを問わず、開催することができな t¥0 Jと規定

されておりますので、この日野市長選挙公営立会演説会条例は、廃止するのほかございません

状況に至った次第でございます。

なお、本案を、本議会に提案させていただきましたのは、衆議院、及び参議院議員選挙以外

の選挙におけます改正法の適用が、改正法の施行目 、すなわち、昭和 58年 11月 29日から

起算いたしまして 3月を経過した、昭和 59年 2月 29日以降その期日を告示する選挙から、

とされているところからでございます。よろしく御審議を賜りますようお願l¥申し上げますO

0議長(高橋通夫君 ) これより質疑に入ります。米沢照男君。

0 23番(米沢照男君 ) ただいまの条例廃止の提案でありますけれども、いま説明が

あったように、 1 1月の国会で、公選法が、いわゆる改悪されたということで、選挙期間の短

縮、あるいは街頭演説の時間の短縮、さらにいま提案の立会演説会の廃止と、こういう有権者

にとって、知る権利を奪うという内容の改悪が行われたわけですけれども、それに伴う提案で

あるわけですけども、その点は、提案せざるを得ないという点はわかりますけれども、ひとつ

伺いたいのは、それにかわる日野市独自の立会演説会、いろいろ方法はあると思うんです。私

は、そういう点で、国会での法改悪に基づいた提案という立場はわかりますけれども、そう 、

あわてて提案する必要もないんではな t¥かと。かわる 1つの案を検討して、同時に提案しても

よかったのではなし、かと、こんな気がするんです。その点についてひとつ見解を伺っておきた

いと思います。

0議長 (高橋通夫君) 選挙管理委員会事務局長。

0選挙管理委員会事務局長 (糸川 滋君) 選管事務局長でございます。

し1ま、御指摘をいただきました点につきましては、先ほど私の説明の中で、触れたところで

ございますが、改正法の 16 4条の 3に次のように出ております。 i選挙運動のためにする演

説会は、この法律の規定により行う個人演説会を除くほか、いかなる名儀をもってするを問わ

ず、開催することができなし ¥0 Jとこういうことでございますので、おっしゃられる点につき

ましては、現在、法律で定められております個人演説会において賄っていただきたい、という

ふうに考える次第でございます。

以上でございます。

0議長(高橋通夫君 ) 米沢照男君。
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0 23番 (米沢照男君) ーっさらに伺いますが、こ の条例そのまま、廃止せずに存続

しておいた場合には、どういうことになりますか、この点 1点と、それからいまの説明のよう

に、個人演説会を除いて、いかなる演説会もできないと 、こういう 意味の説明、規定があると

いう説明がありましたけれども、それでは、個人演説会を合同でやるというやり方で、事実上

の立会演説会ができると 、私はこう思うんです。その場合、市で独自の条例をつくって、そう

いう方法での、いわゆる従来の立会演説会にかわるやり方が検討されていいんではなt¥かと、

こういう気がするんです。その点し 1かがでしょうか。

0議長(高橋通夫君 ) 選挙管理委員会事務局長。

0選挙管理委員会事務局長(糸川 滋君 ) 選管事務局長でございます。

第 1点についてでございますが、これは、条例は、やはり法律に基づきまして、制定しなけ

れはならないことで ζ ざいますので、法の上で、布Ij度を廃止した以上、こ れは、条例も残して

おくということはできな いわけでございます。たとえ、これを残したといたしましでも、作用

させることはできませんO したがいまして、条例そのものを置いとく 、このまま残しておくと

いうことは、やはり違法条例として、月IJの角度か らの問題が生じるも のと理解しております。

第 2点でございます。おっしゃられました合同開催、端的に申し上げまして、これは可能で

ございます。先ほど申し上げました 164条の 3の第 2項に、次のような規定がございます。

「公職の候補者以外の者が、 2人以上の公職の候補者の合同演説会を開催することは、前項に

規定する禁止行為に該当するものとみなす。」したがいまして、裏を返しまして、候補者その

者が、合同で開催すると、個人演説会を開催するということであるならば、こ れは違法ではご

ざいませんO

以上でございます。

0議長 (高橋通夫君) 米沢照男君。

0 23番(米沢照男君) 詳しくは、委員会でやりますけれども、私の言わんとすると

ころは、いわゆる有権者の知る権利を奪うという点で、この立会演説会というのが最たるもん

だろうと思うんですね、この廃止は。 したがって、法律によって条例を廃止せざるを得ないと

いう立場は、十分承知しての発言でありますけれども、私は、少なくとも、選管で法の改悪が

されてから、かなりの期間がたっているわけですから、いま言っ たような方法で、それにかわ

る、別の条例を用意して、同時にそれも提案してし 1く、という積極的な姿勢があっていいんで
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はなし 1かと 、こ うい うふうに考えたわけです。あとは委員会でやります。( I議事進行」と呼

ぶ者あり )

0議長 (高橋通夫 君 ) 馬場弘融君。

08番 (馬場弘 融君 ) ただいまの質問を聞いておりまして、私ちょっと脈に落ちなか

ったんですが、米沢照男議員は、た しか総務委員会の新しいメン バーであるというふうに伺っ

ております。( I前から総務委員だよ」と呼ぶ者あり )

さら に、 いま提案をされました議案ですけれども、これは間違いなく総務委員会に付託をさ

れると思います。 これまでの慣例は、私ども伺っておりまして、 自分の所属する委員会に付託

をされる議案については、本会議での質問を自粛する、というふうな前例といいますか、たて

まえがあったように聞いておるわけでございますが、この点について議長はどのように判断を

されているでしょうか。

0議 長 (高橋通夫君) それはですね、やはり議員の自主性に任せるっていうことです

ねO ですから ・・・ ( I議事進行」と呼ぶ者あり )馬場弘融君。

08番 (馬場弘融君 ) とすれば、これからも、私どもが自分の所属する委員会に、付

託をされるであろう議案について も、本会議で上程の際、どんどん質問してもよいというふう

に判断してもよろしいですか。

0議長 (高橋通 夫君 ) それはですね、議員の自覚に待っと思うんですね。一ノ瀬 隆

君。

o 1 1番 (一 ノ瀬 隆君 ) ただいまの馬場弘融議員の議事進行の発言に関連して、発

言させていただきたいと思います。

確かに先ほどの、米沢議員の発言は、総務委員会に付託するものについてのものでありまし

たし、米沢議員は総務委員であることは間違いないと思います。従来、付託される本会議にお

いて、この議案においては、ただいまの時間でありますけれども、総務委員会に付託されるとしづ前提が

あるわけでありますけれども、総務委員会に所属する議員以外の人だったら、発言できるけれども、絞

務委員は、委員会で発言できるんだから、発言しなくていい、っていうような風潮ないし'慣例

があったことは事実であると思います。しかし、付託する前に、どうしても本会議で発言して

おかなければならない重要な質問もあると思います。そういう場合は、委員会に所属する議員

も含めて全議員が、そういう発言はすべきだと思います。
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さらに、委員会に所属 しなければ、何でも、どんな細かいこ とでも発言すると いうこと は、

また、 これも決していいことではない、と思います。各会派から代表して、 その委員会に代表

を送っているわけですから、その代表に意見を言うなり 、質問項目を伝えるなりして伝えても

らって、委員会で審議してもらうと いうことが、常道であると思いますので、委員会に所属し

ていない議員といえども、その点をわきまえて、 発言すべきだと私は思います。 したがいまし

て、先ほどの米沢議員の質問は、付託する前に聞いておきたい、本会議了で聞くに値する質問だ

と私は判断しました。

0議長 (高橋通夫君) ほかに御質疑はありませんか。古賀俊昭君。

o 1 8番 (古賀俊昭君) 選管事務局長にちょっとお尋ねを したいと思いますが、 この

公職選挙法の改正に当た っては、国会でいろいろ長い間議論をされたわけであります。いま、

米沢議員は共産党の立場で、公選法の改正に伴います条例の改正案、まあ、反対であろうとい

うふうに私は、推測するわけでありますが、上級の法律である公選法が改正され、それに伴っ

て今回条例を制定をすると いうことでありますから、立会演説会を廃止するということであり

ますから、当然、 議会制民主主義、議会制度を一応いま共産党は尊重する、ということを党で

強く主張しております。ですから、法律がそのように決まったのであれば、当然、それにたと

え議論の段階では反対をしたとしてもその法律に従う、決まった以上は当然従うっていうのは、

これはもう議会制度を逸脱しない限り は尊重 しなければな らない、当然のことであるO

この公選法の改正に際して、国会における議決は、賛否はどのようであったのか、間違いな

く共産党は反対を したのか。 しかし、何対何で可決をされた、 というふうなことが、もしわか

りましたら、ひとつお聞かせをいただきたいと思います。

0議長 (高橋通夫君) 選挙管理委員会事務局長。

0選挙管理委員会事務局長 (糸 川 滋君 ) お答えいたします。

決の状況につきましては、私ども把握してございませんO ただ委員会審議等におきましての

やり とりの中で、本来、選挙民のためにということで、立会演説会を制定して きたけれど、時

代の変遷とともに、立会演説会の開供回数が減ってきたり 、また、それに参加する、立会演説

会に参加する方々の状況の変化というようなものにつきまして、論議をかわされてきておる、
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という ことでございます。

それで、審議の中では、いろいろ賛否両論に分かれて議論されてきておるわけでございます

が、そういう中で、それでは、一部形を変えてしてはどうだ、というような意見が出されてお

ったわけでございますが、やはり 、形を変えるにいたしましでも、回数を何回にするか、また、

場所的な問題等の難点がございまして、長所、短所ある中で、やはりそれが少しでも短所が残

る以上、いっそ制度をなくした方がいい、というような結論に達したというように聞いており

ます。

以上、大変雑駁でございますが、お答えにならな l¥かもしれませんですが、私どもの聞き及

んでいると ころは、その程度でございます。御了承いただきたいと思います。

0議長 (高橋通夫君) 古賀俊昭君。

0 1 8番(古賀俊昭君 ) 私は、議決の状況について、おわかりであれば教えていただ

きたいということで、いまお聞きをしたんですが、具体的にそのことについては、御回答かあ

りませんでした。委員会において、種々議論が行われると思いますが、国権の最高機関、国会

で決まった法律は、やはり尊重されねばならないと思いますので、申し上げておきます。以上

です。

0議長 (高橋通夫君) 夏井明男君。

01 6番(夏井明男君 ) 事務局長にお尋ねいたしますが、先ほど文面の反対解釈とし

て、例外的に、合同的なものであれば、立会演説会ですか、許されるというお話があ ったんで

すけれども、よくその辺がわかりませんので、もう少し詳しく御説明願いたいと思うんですが。

O議長(高橋通夫君 ) 選挙管理委員会事務局長。

0選挙管理委員会事務局長(糸 川 滋君) いまの御質問の点でございますが、あ

くまでも、先ほど申し上げましたことは、あくまでも個人演説会を、たまたま候補者の方々が

御相談の上、合同開催をしたということでございまして、合同した形をもって立会演説会とい

うことではございませんo あくまでも、個人演説会の合同形態をとった開催なんだということ

でございます。

以上でございます。
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0議長 (高橋通夫君 ) 夏井明男君。

0 16番 (夏井明男君 ) そうしますと、個人演説会をたまたま合同でやったというこ

とで、それが結果的には、立会演説会的なものとな った、というふうに理解できるわけですが、

そうしますと、個人演説会の話し合いで、合同でやろうではないか、という話がまとまりませ

んで、何人かの方が、賛成できかねるというふうな場合には、どういうふうな形になるんでし

ょうか。

0議長(高橋通夫君 ) 選挙管理委員会事務局長。

0選挙管理委員会事務局長(糸 川 滋君) あくまでも、個人演説会でございます

ので、選管が仕組むという己とではございませんO したがいまして、 一部の候補者が、ごし

その一部の方々同士で、合同でやろうということであれば、それはそれでよろしいわけでござ

いまして、私の方といたしましては、合同開催が違法でないと申し上げているわけでございま

す。決して、全候補者が合同にならなし 1から違法だとか、そういうことはございません。ごく

一部の方でも差し支えございませんので、そのように御理解いただきたいと思います。

0議長 (高橋通夫君) 小山良悟君。

04番(小山良悟君) 単純なことをお伺いします。

その前に、選管事務局長が答弁されているようですけども、出席されてるなら、ひとつ名札

を立てていただきたいと思います。一一それ違うんで、すか、選管事務局長の名札じゃないです

か、そこは。違いますか。

0議長(高橋通夫君) 選挙管理委員会事務局長。

0選挙管理委員会事務局長(糸川 滋君) これは委員長の札でございますので、

倒さしていただいております。

04番 (小 山良悟君) ああそうですか、わかりました。結構でございます。そういう

ことすらわかつてないんで、まことに申しわけありませんが。先ほど、古賀議員の質問にあっ

た、議決内容についての問い合わせありましたけれども、その内容については、把握してない

っていうことでありますが、これは、選管は、専門といいますか、担当分野ですから、国会の

議決の内容ぐらいは把握しておくのが当然じゃないかというふうに思います。ちょっ と、何か
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そういう点で、頼りないな、といっちゃ大変申しわけないですけども、その点ぐらいはひとつ

把握されて、本会議に出席していただきたい、というふうに思うわけであります。

そこで、個人演説会が、たまたま合同で開かれる場合はいいということですが、実際の状況

ということで、お伺いするんですが、個人演説会というのは、あくまで個人ですね。合同とい

うことになりますと、個人じゃなくなるわけですが、実際に、会場を借りる場合に、たとえば、

われわれが、選挙の際に、 個人演説会を開きたい、で、どっかの地区センタ ーなら地区センタ

ーをお借りしたいということで、申し込みした。そうしますと、たとえば、小山候補が、すで

に会場を借りてるので、ほかの候補が、たとえば、米沢候補も借りたいと言っても、小山候補

が会場すでに確保してる場合には、米沢候補にも、会場を借すということは、できないはずだ

と思うんですけども、その辺の、整理はどういうふうに考えられますでしょうか。単純な質問

ですけれども。

0議長(高橋通夫君) 選挙管理委員会事務局長。

0選挙管理委員会事務局長(糸川 滋君) いまのお尋ねの件につきましては、私

どもといたしましては、あくまで、同一時刻であれば当然、に事務的な面で疑念が生じます。当

然それに対しまして、お届けの方にはお尋ねすると O この点については、他の候補が開催して

おるが、ということでお尋ねすると思います。その際に、 「合同なんだ」とい うお言葉が出る

ならば、これは、すでに申請を届け出をしております、候補者に対して、私どもで確認いたし

ました上で、そのお届けをお受けすると、こういう形になると思います。以上でございます。

O議長(高橋通夫君 ) ほかに御質疑はありませんか。なければ、これをもって質疑を

終結いたします。

本件について、街]意見があれば承ります。なければ、これをもって意見を終結いたします。

お諮りいたします。これをもって議案第4号、日野市長選挙公営立会演説会条例を廃止する

条例の制定の件は、総務委員会に付託いたしたいと思いますが、これに街]異議ありませんか。

( i異議なし」と呼ぶ者あり)

0議長(高橋通夫君) 御異議ないものと認め、総務委員会に付託いたします。

これより議案第 5号、日野市農業共済条例の一部を改正する条例の制定の件を議題といたし
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ます。

理事者から、提案理由の説明を求めます。市長。

〔市長登壇〕

0市長(森田喜美男君) 議案第 5号、日野市農業共済条例の一部を改正する条例の制

定について、提案の理由を申し上げます。

本議案は、家畜共済の「譲受け時」及び「共済掛金の分納に関する要件」の変更と、特別積

立金の取り崩し要件を改めるため、日野市農業共済条例の一部を改正するものであります。

詳細につきましては、担当部長に説明いたさせますので、よろしく御審議のほどお願いいた

します。

0議長(高橋通夫君) 関係部長から詳細説明を求めます。生活環境部長。

0生活環境部長(坂本金雄君) 議案第 5号、日野市農業共済条例の一部を改正する

条例の制定について、御説明申し上げます。

今回、改正をお願いいたしますのは、昭和 58年 9月 27日付農林水産事務次官から農業共

済組合連合会模範定款例等の一部改正の通達がございました、その模範条例を参考といたしま

して、整備をいた したものでございます。

改正をお願いする点は、 5点ございますので、ページを繰りまして、新旧対照表をお開きい

ただきたいと思います。

改正の第 1点は、第 11条「共済目的の譲受けによる共済関係の承継」でございまして、第

6項中「承諾の時」の次に「共済目的の譲受けの前に承諾があった場合は、譲受けの時」この

文言を加えるものでございます。 これは共済目的の譲受けの前に承諾があっても、実際に譲受

けが行われたときから、権利義務の承継が生じる、というものでございます。

第 2点は、第 57条「家畜共済の申し込み」でございまして、第 1項中第 3号を第 4号とい

たします。そして第 2号の次に「申し込みに係る家畜の飼養場所」を加えるものであります。

これは家畜共済の申し込みに際しまして、飼養場所の記入を義務づけるものでございます。

第 3点目は、第 70条「加入者負担共済掛金の納期限」関係についてでございますが、次の

ページをお開きいただきたいと思います。 70条第 5項中に「到達した日」の次に「共済目的
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の譲受けの前に、当該承諾の通知が到達した場合は、譲受けの日Jを加えるものであります。

これは、掛金の差額の納期の起算日をいままで以上に細かく規定をしたものでございます。

第4点目は、 86条関係でございます。 I加入者負担共済掛金の分納」でございますが、86

条第 1項中 「家畜で、当該家畜共済加入者が当該共済掛金期間の開始の時において、現に飼養

しているものの頭数が乳牛の雌にあっては 3頭以上、肉用牛にあっては 5頭以上」を「加入者

負担共済掛金の金額が 3万円以上」 に改める、というものでございます。これは、従来分納が

一定の頭数以上になっておりま したが、これを「加入者負担共済掛金の金額」に改めるもので

ございます。 I頭数」を 「金額」に改めるものでございます。

次にページをめくっていただきます。 5点目でございますが、 98条「特別積立金の取崩し」

でございますが、第 2項中の 「充てる ことができるJを 「充てるJに改めるものでございます。

本来、無事戻し金として積み立てております特別積立金について、共済金の支払いに充てるべ

く取崩しについて義務づけるものでございます。

以上、 5 点でございます。よろしく御審議のほどお願~¥申し上げます。

O議長(高橋通夫君 ) これより質疑に入ります。夏井明男君。

0 16番 (夏井 明男君 ) 8 6条の「頭数」を「金額」に改めるというのが、なぜその

ような、改める必要になっ たのか、その理由が、説明がなかったように思うんですが、その辺

の説明を していただきたい、ということと、あと、それから 98条の「充てることができる」

とい うのを「充てる」という、 義務づけたということですが、なぜ、これ義務づけたのか、こ

ういうふうな文面に改めたのか、その理由をお尋ねいたします。

0議長(高橋通夫君) 生活環境部長。

0生活環境部長(坂本金雄君 ) お答えし 1たします。

いままでの「頭数」を「金額」に変える理由は、たとえば牛 1頭 20万だとしますと 、その

2 0万の内、最低20%から 80%までの補償は、農家がそれを選択するものでございます。

したがいまして、いままでのように、 3頭以上ということですと、 3頭で 20%の補償をされ

る農家よりも、 2頭で 80%の補償を求める農家の方が、掛金が多くなるわけでございます。

そうしますと、頭数で規定をするのが不公平な面も生じてまいりますので、実際に掛ける掛金
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の額にするわけでございます。

それから、 2点目のお尋ねでございますが、家畜園芸施設共済で、共済目的ごとに共済金の

支払いに不足を生ずるときには、特別積立金というものを積み立てておりますが、この取崩し

条件の変更でありまして、改正前は特別積立金を共済金の支払金に充てることができたわけで

ございますけれども、その不足を生じる場合が最近多いこともございまして、この「特別積立

金を不足の共済金の支払いに充てる」と、より一層強める文言に改めるものでございます。

0議長(高橋通夫君) 古谷太郎君。

06番(古谷太郎君) たとえばの話、任意共済と義務共済とで別かれてこのように規

定を出しているだろうと思うんですけど 一一そうでしょう。水田たとえば 5反を私が部長にお

譲りする、部長が耕作する 、ということになった日が 10月とします。そうすると、私はすで

に5反の共済のお金を払っているわけです。そうですね。ただ、まだ収穫はしてない、その場

合に、以降の 10月、 1 1月、 1 2月以降、要するに譲受け時点の日が、 1 0月 1日でもいい

し15日でもいいですけど、 1 5日としましょう。そうすると、私には幾らか返ってくるんで

すか、お金が。 そしてあなたの方へはその差額を払うんですか、これが第 1点。これ義務 … 。

水田の場合申し上げてます。

第2点にちょっとお聞きしたいんですが、これは任意共済だろうと思うんです。園芸施設共

済とか家畜共済、絶対入んなきゃいけないってもんじゃないんじゃないか、ってちょっと気が

するんだけど、これは入んなきゃいけないんですか。その点ですね。で、同時に、この積立金

は義務共済の方へも充てるんですか、あるいは、それはもう任意共済だけに限定して、特別積

立金の不足分を充てんする、要するに会計が 2つに分かれているのか、あるいは一緒にしてあ

るのか、支払い会計ですね、そういうことをちょっと教えてもらいた~ ¥0 

0議長(高橋通夫君) 生活環境部長。

0生活環境部長(坂本金雄君) お答えいたします。

第 1点目の共済目的の譲受けによる共済関係の承継でございますが、これは、提案理由の中

にもございましたように、家畜共済でございまして、 10月 1日に、たとえば、私から古谷議

員さんにお譲りをする、そういう契約ができるわけでございますけども、それによ って、共済
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関係にある市から承諾があるO 承諾のあった時点から権利義務が承継しますと、 実際には、も

う売ってしまったんだから、ということで家畜のめんどうを余りよく見ない、その聞に家畜の

健康状態も悪い方向へL吋、というようなことも考えられますもので、実際に、家畜、ものが

動いた時点から権利義務の承継がある、こういうように改正をするものでございます。

それから、 2点目のことにつきましては、大変申しわけございませんが、委員会までによく

調べておきますので、御了解をいただきたいと思います。

0議長(高橋通夫君) 古谷太郎君。

06番(古谷太郎君) ~ ¥まの第 1点、全部これは任意共済関係だろうと思うんです。

家畜共済、繭、蚕の共済、あるいはまた、園芸関係の共済、出ておりますから。昔は任意共済

と言ったんですが、いまはちょっと違うかもしれません。第 1点は義務的なものです。水田で

すから。これは義務的なんですが、その支払いは、たとえば、私が 10月 15日、 9月でもい

いですよ、 8月でもいいです。たんぼを売ったと。稲ごと売るわけです、 8月に。と てもおれ

は百姓でききんなし 1から、と言った場合に、共済関係は私には戻ってくるのかこないのか。自

動車の保険なんか二重に取られる…。そこんとこ教えてもらわないと、よくわかんなし 1。馬

場さんの御質問はそうじゃな~¥かと思ったんです、私も。 だから私もよ くわからない。

0議長(高橋通夫君) ほかに御質疑はありませんか。古賀俊昭君。

01 8番(古賀俊昭君) 私、何度か、委員会等でも指摘といいますか、お聞きを した

ことがあるんですが、今度の条例改正案にも蚕繭共済、いわゆる蚕、繭の共済のことがうたわ

れておりますが、日野市では、蚕糸関係の事業をなさってる農家の方というのは、実際は、一

軒もいらっしゃらないということで、条例にはたして、この項目をうたう必要があるのか、と

いうことを感じるわけです。それで、 57年度の決算のときには、私、予算の項目からも、こ

ういうものは、整理して、もっとわかりやすくした方がいいんじゃないかな、ということを申

し上げておきましたら、 59年度においては一一間違っているかもわかりませんが、若干そう

いうことが、是正といいますか、見直しが行われているようでございますが、今回のこの条例

の改正案「新」の方に、また、こうやって蚕繭の共済についてということで、いろいろ、特別

積立金等の額というのが出ております。必要ないんではないか、と素人判断なんですが、考え

ますが、実際はどうなのか、ひとつお聞きをしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

O議長 (高橋通夫君) 生活環境部長。
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0生活環境部長 (坂本金雄君) お答え申 し上げます。

蚕の問題でございますが、おっしゃるとおり、現在、蚕を営んでおります農家は ございませ

んO したがいまして、その関係の条例につきましては、なくてもよ いのではないか、こ のよう

に考えますが、将来、 どのような情勢の変化で、 また、そういう農家が出現するかもわかりか

ねますので、一応現段階では残しておしこういう考えで、やっております。

O議長 (高橋通夫君) ほかに御質疑はありませんか。なければ、こ れをもって質疑を

終結いたします。

本件について、御意見があれば承ります。なければ、これをもって意見を終結いたします。

お諮りいたします。これをもって、議案第 5号、日野市農業共済条例の一部を改正する条例

の制定の件は、建設委員会に付託し、たしたいと思いますが、これに街]異議ありませんか。

C r異議なし」と呼ぶ者あり 〕

0議長 (高橋通夫君) 御異議ないものと認め、建設委員会に付託いたします。

これより議案第 6号、日野市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例の制

定の件を議題といたします。

理事者から、提案理由の説明を求めます。市長。

〔市長登壇 〕

0市長 (森田喜美男君 ) 議案第 6号、日野市廃棄物の処理及び清掃に関する条例のー

部を改正する条例の制定について、提案の理由を申し上げます。

本議案は、廃棄物の処理手数料を改めるため、日野市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の

一部を改正するものであります。

詳細につきましては、担当部長に説明いたさせますので、よろしく御審議のほどお願いいた

します。

0議長 (高橋通夫君) 関係部長から詳細説明を求めます。清掃部長。

。、清掃部長(大貫松雄君) それでは、議案第 6号、日 野市廃棄物の処理及び清掃に関

する条例の一部を改正する条例の御説明をいたします。

まず、今回の条例の改正する主な点は、 3点ございます。

まず、第 1点は、一般廃棄物処理業を行うものの許可交付に際して、それの手数料を徴する

というものでございます。
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それから、第 2点としまして、現行の清掃手数料の料金は、 5 1年 5月 1日に改正以来、 手

直しをしてございません。そういうことで、近隣の市町村の、平均値を見まして、それの手数

料に改正をいたしました。

それから、 3点目、汚でい処理手数料、こ れ事業系でございますけども、 1，000リγ ター

2，000円ということの新しく新設をするものでございます。

それでは、新旧対照表に基づきまして、御説明をいたします。

まず、 1条から 9条までは改正ございませんo 1 0条の第 2項先ほど申し上げましたように、

2項を入れまして、これは、許可を受ける業者に、許可証を毎年更新しておりますけども、そ

の許可証の手数料、これを新しく 設けました。

それから 11条の第 2項、一般処理手数料の 2項を、先ほど言いましたように、処理業者の

再交付ですね、この場合に手数料を徴するというものでございます。

それから、 1 2条の関係でございますけども、これは 12条をいままで、それぞれ、こ の項

目の中に入れておきましたけども、これを別表としてまとめました。

それから、次のページの 13条から 17条まではございませんで、先ほど言いましたように、

許可、それから許可の再交付ですね、これを別表 1としまして、許可を新しく申請する場合に

5，000円、それから、それの再交付する場合には 3，000円ということで、月iJ表としてまと

めま した。

それから、次の別表 2でございますけども、これは先ほ ど言いましたように、 5 1年の 5月

に料金を改正しましたあと、一応、 し尿、それから、ごみ、動物の死体、それぞれ項目を載せ

ておきましたけども、これを新しく別表 2としてまとめたものでございます。まず、ごみの関

係でございます。 ごみ、それから粗大ごみ、及び燃えがらでございますけども、 1キログ ラム

につき現行は 12円でございます。それを 17円といたしました。それから、臨時的に排出さ

れる 100キログラム以上の ものという ことで、こ れは粗大ごみ等でございます。 これを持ち

込みを、場内にですね、清掃処理場の方に持ち込みをした場合、現行 7円でございますけども、

これを 1円上げまして 8円といたしました。

それから、 2の汚でいの関係でございます。これは、先ほど申し上げましたように、新しく

改正したものでございまして、これは、事業所から出る汚でいを、 1，000リッタ 一、 これを

2，000円といたしました。
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それから、 3のし尿の関係でございますけども、これは、特に、建設されるときに、各現場

に簡易の トイレを設置します。くみ取りのトイレを設置したり いたします。そう いう場合に、

リァタ ー現行は 5円で ございましたけども、これを 7円といたしました。

それから、動物の死体でございますけども、現行 1体につき 1，300円を 1，500円といた

しましfこO

以上が改正点でございます。よろしく御審議のほどをお願l¥申し上げますo

O議長 (高橋通夫君) これより質疑に入りますO 大柄保君。

0 25番(大柄 保君) 簡単に 1点だけお手数をいただきたいと思います。

条例の一部を改正する条例の一番、最下欄でありますが、許可(変更許可)申請手数料、そ

の次の許可証再交付申請手数料、これが年間を通じて、どのくらいの数になってるか、これを

1点お聞きしておきます。

0議長 (高橋通夫君) 清掃部長。

0清掃部長 (大寅松雄君) お答えいたします。

現在、私どもの方に、こ の許可を発行しておりますのが、ごみの関係では、現在は 10社で

ございます。それから、 し尿の関係業者は 4社でございます。

以上でございます。

0議長(高橋通夫君) 川嶋博君。

o 1 4番(川|嶋 博君) 一般廃棄物の処理手数料の件ですけれど、 51年から値上げ

をしていない、他市にならってというような内容のお話もありましたけれど、それでは、従来

の方式でいきますと 、どのくらいの赤字になるとか、そういう面で、今度新しく改定されたん

じゃなし、かと思いますけど、その点について御説明をお願いいたします。

0議長 (高橋通夫君) 清掃部長。

0清掃部長(大貫松雄君) お答えいたします。

まず、ごみの関係でございますけども、これは、現在の、これは予算等の上からでございま

すけども、 1キログラム 2万 3，631円費用として、処理費がかかります。

それから、 し尿の関係は、 1キロリッタ -1万8，610円というこ とで、こういうふうな処

理費がかかりますけども、ただ収入として、今回改正をお願いしますけども、 1，690万の収

入増となります。ということで、実際の処理場について、それだけの費用をいただくっていう
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こともいきません。ただ、かなりの赤字は 一一 まあ、赤字と言いますか、処理費はかかるとい

うことでございます。

以上でございます。

0議長 (高橋通夫君 ) 夏井明男君。

0 16番 (夏井明男君 ) 別表第 2の汚でいの点についてお尋ねします。

これは新設されたという ことですが、これの対象になる施設の件数と、それから、新設によ

って 1，000リy トル 2，000円ということですが、どのくら い収益があるのか。 1，600と

いうト ータノレでしたけど、その内訳を教えていただきたいと思います。

それから、なぜ、これを新設するに至ったのか、その理由を教えていただきたいと思います。

0議長(高橋通夫君 ) 清掃部長。

0清掃部長 (大貫松雄君 ) 汚でいの 1，000トッ卜ルの2，000円の関係でございま

すけども、まず、こ れ、現在、業者数は手元に持っておりませんけども、各市内の事業所です

ね、この事業所から入ります汚でいでございます。実際に 1，0 0 0リンタ -2，0 0 0円という

ことで 770万ぐら いの収入になろうかと思います。

それと、これを新しく新設したという理由でございますけども、この理由は、一応 80キロ

の消化槽が昨年の 8月 1日から稼動いたしました。そういうことで、いままでは、各事業所の

そういう汚でいを扱うまでの、要するに施設ではございませんでしたけども、 80キロの消化

槽ができましたので、 一応事業所の汚でいも受け入れるということにいたしました。そういう

中で、一応各事業所からのそういうふうなものでございますので、処理費として一部を負担し

ていただくとい うことで、設置をしたものでございます。

以上でございます。

0議長 (高橋通夫君 )

06番(古谷太郎君 )

きした~ ¥0 

古谷太郎君。

まず、夏井議員さんからの御質問について関連したことをお開

1つは、いま汚でいの問題ですね、事業所からのは受け入れましょう、事業所というのは、

私は、大きな会社とか、ある いはデノごートとか、スーパーマーケットというところだろうと思

うんですが、ところが、日野市の場合で、いま、汚でいの処理について、補助している団体と

補助してない対象外のがあります。補助してるというのは百草団地とか、あるいはまた高幡団
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地とか、そういうところであります。補助してないと こというと 、都営住宅、東電学園、国鉄

の平山の宿舎、七生の福祉園、東京都立のものであるとか、ある いは国鉄とか東電とかとい う

ものの施設に対する汚でい処理については、補助金を出してなし1。今度は、事業所、はっきり

言えば¥ 会社に対してはお金をいただいてますが、恐らしこのお金で処理できるもんではな

いだろうと思うんです。会社とか事業所は補助するんだ一一逆の面で、いままでは、それでは

こういう 事業所はどのくらいの費用で、委託業者に委託して処理してもらっていたのか、安く

なるのか高くなるのか、この点を明らかにしていただきたいと同時に、事業所以外の、たとえ

ば、いま申し上げました、都営住宅の汚でいについても受け入れするのかどうか。あるいは、

平山の国鉄官舎の汚でいについても受け入れるのかどうか。この点をひとつ、まず説明してい

ただきたし 10

0議長 (高橋通夫君 ) 清掃部長。

0清掃部長 (大貫松雄君) 第 1点の軽減の対象ということでございますけども、合併

処理、要するに、団地等の合併処理からの汚でいを受け入れしておりますけれども、この場合

には大体、 5 8年度ですけども、 2，7 0 0円の軽減をしております。それから都営住宅ですけ

ども、これは、要するに軽減の対象になっ た当時ですけども、これは都の一応交付金の中に、

こういうふうな一部の軽減の費用として交付金の中に含まれておりました。これが現在は、そ

れが含まれておりませんけども、その時点で、一応都営住宅の場合、 一ーその他の非公共的な

ものもございますけども、特に都営住宅等の場合には、そういうふうな交付金が交付された中

に、また、軽淑をするということの矛盾というか、そういうものがありましたので、それにも

一応、都営住宅等の対象ははずされてございます。

それから、事業所の関係の、現在、事業所がどのくらし 1かかっていて、それが今度は私ども

の方の施設に入ってきた場合に、どのくらいの費用が、まあ安くなるかどうかっていうことで

ございますけども、いま、その資料が手持ちに持っておりませんので、後日御報告いたしたい

と思います。

それから、都営住宅等の受け入れをするかということでございますけども、現状は受け入れ

をしてございます。そういうことで今後もいきたいと思っております。

以上でございます。

0議長 (高橋通夫君 ) 古谷太郎君。
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06番 (古谷太郎君) 先ほども、生活環境部長さんですか、御返事がいただけなかっ 世帯で 2万6，3 7 8人、 1 7.65ちでございます。それから団地等の合併処理、要するに コミプ

ラと言われているものですけども、その補助対象のもの、これが百草団地等 36施設ございま

す。これが世帯として 9，1 0 0世帯ございます。それから、先ほど説明しました補助対象外、

新井都営、平山者rs営、三沢都営、東電学園、国鉄の平山宿舎、七生福祉園等ですね、こ れが世

帯として 4，5 2 6世帯ということです。合わして 26.85ちの割合でございます。

それから、 くみ取りの世帯でございますけども、当初 1万 3，500世帯と量から想定してお

りましたけど、実際調べたところ、 9， 1 4 6基でございます、 1万 1，669世帯、人口で 3万

3，840人 22.55ちということでございます。世帯としてですね、 5万2，503、それから、

人口 15万 124という中で、 3月 1日現在です。

以上でございます。

たんですが、いま、大貫清掃部長さんの方も、そういうふ うなぐあいですから、できますれば

午後というわけにはし、かなし 1かもしれないですけど、できるだけ早い機会に御説明をお願L、す

るよう 、 議長の方でお取り計らいを願いた ~ ¥0 私一人が質問しているわけでございませんので…。

で、次に申し上げたし 1。一昨年、市川議員が大体、どこを何件、どのようにしてるのかわか

らないじゃなし 1かと 、 くみ取りの場合であります。また、個人の無届けの浄化槽から、 日野用

水へ入って、生が流れてき てる。大変もう、用水は汚れ、きょうも私の家の裏の用水に、非常

に水洗便所の紙ですか、あるいはふん尿の破片が流れております。そ こで、清掃部の方で市川

議員さんの御意向を入れて、昨年調査費を計上いたしました。各家庭のふん尿の処理はどのよ

うに行われているか。これは行政の責任でありまして、 いわゆる公共下水道、 汚水管がな~¥か

ら、また庭も狭い し、 吸い込みができな いから、用水へ出ちゃってるわけでありますけども、

この調査は、処理のことと関係がありますので、お聞きしたいんですが、調査した結果は、公

共下水道の処理してる、いわゆる日野市が処理してる面積、あるいは人口、単独浄化槽、各家

庭のあるいはアパー ト等の状況、 細かい数字が、あるいは合併処理施設であると、いま申し上

げました補助対象になってるもの、なってないものがあります。あるいはまた、 くみ取りを行

っているお家もあります。その結果が、 どういう結果が出たか。先日、調査結果が出ますとい

うふうな話を承りました。その点をまず御報告お願いしたいと思います。御説明をお願いしま

0議長 (高橋通夫君)

06番(古谷太郎君)

古谷太郎君。

これでいきますと 、単独の各家庭の浄化槽で、無届けでだまっ

0議長 (高橋通夫君 ) 清掃部長。

て知らん顔して、日野用水、その他の用水へ流している家庭。また、 くみ取りをしている御家

庭、耐え忍んでいらっしゃる御家庭ですね、この方々は。浄化槽にしたいけど、できなし、。川

を汚したくな~¥。だからくみ取りもやむを得ないという方合わせまして 405ちを超えているわ

けです。人口にしましてO 大変な数であります。これらについてです。これは許可も、特に無

届けの浄化槽といっても、無届けじゃないんです、これは。前は無届けじゃなくて、許可され

る状態であったが、法律が突然、変わって今度は許可されなくなっちゃったわけだ。改造をしな

いとO ところが、改造をするためには、お金がかかるo 2 0万円なり 30万円かかるんだそう

です。私もわかりませんが。だから届ければ、改造しなければ届け出持ってっても、産業課で

すか、どことかで受け付けてくれないんだそうですよo i改造して持ってこい。Jそれで突っ

ぱねられちゃう。だから、これらの方々は、大変、 56年 6月以前には、持って行きますと許

可されたんです。ところが、いまは持ってくといっても 「改造しなき ゃだめだ」そうすると、

お金のある人は 2分の 1の負担を市がしてあげてるわけです、処理に。 お金のない人は、 1円

も市から補助金もらえな~¥。全額自分でお金を業者の方にお払いして、そうして、きれいに一

生懸命している良心的な方が多いわけです。私は、この 405ちにもなるような、こういう方、

善良な市民が、特に昭和 56年 6月以前に許可を得てつくられた方が、突然の条例ですか、法

律の改正でできなくなっちゃった。条例ですかね、都条例かもしれないけど一一そうでしょう

す。

0清掃部長 (大貫松雄君 ) それでは、昨年の暮れに高齢者事業団をお願いしまして、

全市実態調査をした結果のものです。これを御報告いたします。

まず、多摩平地区の、要するに下水道関係、これが世帯数では 6，6 3 0世帯ということで、

人口の推計ですね、 1万 6，3 8 6人、これが人口でございます。全体の率から言いますと 、

1 0.9 %を占めております。

それから、単独浄化槽は許可ですね、要するに 2分の 1等の東京都の標準料金の該当するも

のが、 9，000基ございます。これが世帯数では 1万 1，482世帯、人口で 3万 3，297人で

ございます。比率としまして 22.25ちでございます。それから無届けでございます。これは

5 6年の 6月以前に設置した浄化槽でございますけども、この浄化槽が 7，130基、 9，096 
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ね、恐らく私は都条例だろうと思う。日野の規則は都条例に準ずるようになってますから。こ

ういうふうに対して、今年からどうする一これが、全然、出てな いんですけど、こういう人た

ちの救済措置もこう いう条例に入れたらし 1かがと思う。 もう永遠に昭和 56年 6月以前につ く

った方でお金のな い3万数千人の方々は、高い処理費をやみ業者にお払いして 一ー やみ業者と

言っちゃ悪いのかも しれませんけど、そうして毎年毎年苦労しているわけです。

他の市町村では、この改良については、東京都の場合は、こ の規則改正と同時に、古い施設

に対する改良の補助金を出しております。日野市は、 1円も出してなし¥から、こ の 3万数千人

の人は、お金がある人は直 したでし ょう。しかし、ちょっと大きくなると 50万円ぐらし、かか

る、そうすると、 1年に 3万か 4万円で、処理業者はその程度でやってくれますから、 5万円

くらいですか。 50万ないけど 5万はある んだと、だから、泣き泣き業者に頼んで、汚でいの

処理してもらってるわけで、すO 大貫清掃部長の、何か、これらに対するお考えがあるんなら、

御説明をお願いしたし ¥0

上で説明されたんで、明らかにした方がいいと思いますので、ちょっ と質問させていただきま

すけども、いま古谷議員さんの質問を聞いていますと、無届けの浄化槽 7，1 3 0基、これ確か

私が 6月の一般質問でそういう 、市が把握してないのは何基あるパノだということで、そのとき

実態調査をやりますということで、暮れにやられた結果だと思うんですけれども、そのとき の

中で、実は無届けのものが、即現在の浄化槽の基埠に合致していない数字なのかどうか。私は

もっと、無届けと いうことは建築基準法、あるいは建築許可を取るときに、実は、そういう申

請をしないでおいていたから、要するに、市が把握するのは建築基準法に基づいて合致してい

るものを市が把握して いると いうふうに、そこ で聞いた記憶がございますので、質問としては

無届けというものの浄化槽がすべて合致しないものなのかどうか。あるいは無届けであっても、

現在の浄化槽としての機能に合っているものがあるんじゃな l¥かと思うんですね、その辺の整

理を 1回していただきたいと 、こう思います。

。議長 (高橋通夫君) 清掃部長。

0議長 (高橋通夫君) 清掃部長。 0清掃部長 (大貫松雄君 ) 無届けの 7，130基の内ですけども、一応、さっき、古谷

先生も申しましたように、 56年の 6月 1日から改正がありまして、それ以前の、要するに浄

化槽ですね、これは、軽減の対象に、まず、ならない、ということでございます。それと、そ

れから、たとえば、建築確認を都の方に出した段階で、 くみ取りのトイレですね、これの申請

をして、ということはですね、さっき生活環境部長との関連ありましたけども、たとえば用水

でも、日野用水の場合には放流しちゃいけないとか、用水の場合の各規制もございます。それ

から側溝ですね、こ れは建設部の方の管理課だと思うんですけども、そちらの方で、たとえば

側溝に放流をする、要するにその浄化槽が正しく機能してるかどうかという ことの中で、側溝

に放流していし¥かどうか、そういうふうなものですねO そういうふうなものの中で、たとえば、

建築確認で、どうしてもここは放流する場所ができないという場合には、確認申請の中で、 く

み取りの申請をするわけです。実際に、 くみ取りの申請をして、家をつくる場合、浄化槽で、

貯留槽等をつく って、そちらに持ってくとか、そう いうふうな幾つかの内容があるんです。で

すから 7，13 0基の内、改正前の浄化槽を、それから申請する段階で、そう いう、何というん

ですか、くみ取りから浄化槽に持ってった、そういうふうな内容があるっていうことでござい

ます。

0清掃部長 (大貫 松雄君) いま古谷先生が申しましたように市によ っては、そういう

ふうな対応しているとこ ろもございますんで、 一応今後、それを一つの検討課題と して、検討

していきたいと思います。

0議長 (高橋通夫君) 古谷太郎君。

06番(古谷 太郎君) 生活環境部長さんにお願い したいんですが、私は毎年頼まれる

んです。簡易浄化槽の家庭の浄化槽の許可証を産業課に持ってし 1く、 「お願いします」それで

調べてくる、これはだめだ、新式じゃない、何とかノζ ックー- 2重ノミックっていうんですか、

何か言われるんだそうです。いくら届けても、毎年届けてもだめだから何とか議員さんしてく

ださいと私の家に来るわけですね。これは、私もしてあげたし 1。お隣の家が 56年 7月にでき

たから、補助金をたくさんもらって浄化しているわけです。だから自分の家もそうされると思

って届けを持って いくとだめなんですねO 受付で却下。 これも僕はち ょっと不合理だと思うん

ですが、部長さんのお考えをお聞かせ願いたいと思います。

0議長 (高橋通夫君) 福島敏雄君。

02番(福島敏雄君) 私は、実は、厚生委員でございますので、質問は控えてたんで

すけれども、実は、いま、大貫清掃部長の方から、具体的な数字がございましたので、本会議 0議長 (高橋通夫君 ) 福島敏雄君。
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02番 (福島敏雄君 )

O議長(高橋通夫君 )

その数は、明 らかにはできないわけですねO

清掃部長

0清掃部長 (大貫松雄君 ) それは、いま調査しておりますけども、この時点では、ち

大き い矛盾の時代を日野市は受けとめておるわけであります。一番、水に汚染の影響及ぼさな

いのは、くみ取り方式、つまり古くからある方式ですけど、こ れは、今日の、生活様式に合わ

ない傾向にな っておりますから、基本的には、これはくみ取り無料ということで一応、対応が

されております。

それから、無届けという中にも、決して無管理という状況ではなくて、かなり金をかけて管

理されてあるもの、あるいは管理されてないままに、かなり状況のよくないというものがある

わけであります。一般的の政策ですから、余り機能してないと言われるかもしれませんが、住

宅改良資金というので、浄化槽の改造については、非常に低利の資金を 50万円を限度にお貸

しする制度がございます。 ときどきこれらのことも広報等でお知らせはしておりますが、なか

なかそこまでの改善決意を誘発できないと。 しからは¥これはどうするかということでござい

ますので、調査しましたこの時点のこともありますから。いわゆる住宅資金の改良制度に準ず

る考え方を持ってます。一方には融資制度をつくる、一方には、多少なりとも助成制度を設け

る、こ ういうことで、こ れから努力をしてみたい、このように考えております。

ょっと 、内容、個々には、いまのと ころわかりませんO

0議長(高橋通夫君 ) 市川資信君。

o 1 9番(市川|資信君 ) 私も厚生委員なんです。ですから質問はしませんO ただ、私も、

大変、いま部長の答弁で、疑問に思う点が多々ありますので、いま申し上げた資料を、厚生委

員会までに、きちっと提出していただきたし 1。そのこと申し上げて終わります。

0議長(高橋通夫君) 清掃部長。

0清掃部長 (大貫松雄君 ) はい、 じゃお配りします。

O議長(高橋通夫君 ) 古谷太郎君。

06番(古谷太郎君 ) こういう事実で、私は、実は、この条例が出たときに、そうい

うことも入ってるんじゃなかろうかと、補助とかあるいは対策についてO ところが、たとえば、

し尿にしても、建築現場の簡易便所のくみ取りの料金の処理費はこうするんだというような程

度で、いま 40%にも及ぶくみ取り-4 O ~ち越しているわけです。あるいはまた苦労して 、

御自分で全部自分の一一この無届けの簡易単独浄化槽の方々 9，000世帯というのは、みんな

自分でやってるわけですね、全部。 しなきゃおこられますから。また、自分の良心が許さない

方が多いんです、市民は善良で、すから。だから、そういう人たちに対して、何らかの救済がう

たわれるのかと思ってたんです、実を言いますと。市長は、どのようにこの調査結果を見てい

られるか。

くみ取りだってそうなんです。くみ取りを満足している人は少ないんです。ごく 一部です。

畑にこやしをまこうと思っている人はくみ取りをやってるでしょう。ごく一部なんです。大体

は、もうくみ取りじゃなく て、公共汚水管が布設を早 くされることを願っているんですね。こ

の2つの問題、ちょっと 問題違いますけど。現実にこうし 1う方々の救済、 ー一救済って言いま

すか、何とかしてあげなきゃ いけないんじ ゃなかろうかと思うんですよ。これは、市長の考え

をちょっとお聞きしておきた~ ¥0 

0議長(高橋通夫君) 市長。

0市長(森田喜美男君 ) いま、急速な都市化とそれから現実の川の汚れということで、

0議長 (高橋通夫君)

終結いたします。

本件について、御意見があれば承ります。なければ、これをもって意見を終結いたします。

お諮りいたします。 これをも って議案第 6号、日野市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の

ほかに御質疑はありませんか。なければ、これをも って質疑を

一部を改正する条例の制定の件は、厚生委員会に付託いたしたいと思いますが、これに御異議

ありませんか。

C r異議な し」と呼ぶ者あり〕

0議長 (高橋通夫君) 御異議ないものと認め、厚生委員会に付託いたします。

これより、議案第 7号、 日野市道路占用料等徴収条例の一部を改正する条例の制定の件を議

題といたします。

理事者から、提案理由の説明を求めます。市長。

〔市長登壇〕

0市長(森田喜美男君) 議案第 7号、日野市道路占用料等徴収条例の一部を改正する

条例の制定について、提案の理由を申し上げます。

本議案は、道路占用料を改めるため、日野市道路占用料等徴収条例の一部を改正するもので
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あります。

詳細につきましては、担当部長に説明いたさせますので、よろしく御審議のほどお願いいた

します。

0議長 (高橋通夫君) 関係部長から詳細説明を求めます。建設部長。

0建設部長 (中村亮助君) それでは、ただいま上程がございました、議案第 7号、日

野市道路占用料等徴収条例の一部を改正する条例につきま して、御説明申し上げます。

本改正案につきましては、東京都並びに各市との均衡上、当市の条例の別表第 2条関係でご

ざいますけれども、それの適用金額を御提案申し上げたとおりに改正をお願l¥するものでござ

りたいと存じます。

O議長(高橋通夫君 )

06番 (古谷太郎君 )

これよ り質疑に入ります。古谷太郎君。

まず第 1にお聞きしたいのは、日野市道で、あるいは自転車の

置き場だとか、市が個人または会社から借りてる場合がある、この逆であります。それは引き

上げるのかヲ|き上げないのか。市の方は号|き上げるんだということですから、逆の場合はどう

する。市が借りている方は放っておくのかどうか。その点を … 。これ、総主結E長かもしれな

C ¥けども。よくわからないけど、0 まず第 1点をお願いします。

0議長 (高橋通夫君 ) 建設部長。

C ¥ます。

昭和 58年の 4月 1日付で、東京都が都条例の改正を行っております。それに伴いまして、

都下 26市でも、すでに 14市が昨年の 12月までに、 この条例の改正を都の条例案に基づき

まして、改正を行っておるものでございます。

内容といたしましては、占用料は市内通過の都道関係はございますけれども、それらの占用

料との均衡上の問題が一つございます。 この均衡上の問題をやはり考えて、東京都の占用料に

準じた金額で制定をされております。現在の条例も、そのとおりになっておるわけでございま

す。他市でも同様に東京都の額に準じまして行っておりますので、私どもの方も、そのように

改正をお願いしたい、というふうに考えておるわけでございます。

今回の改正につきましては、昭和 57年に固定資産の評価額の評価替えがございました。し

たがいまして、 5 4年の評価額との聞に、約1.5倍の伸びがございます。この伸び率を基準と

いたしまして、若干引き上げたいというものでございます。

改正額は、国で定めた積算基準によりまして、試算した額を限度としておりまして、国道、

あるいは都道の試算額等の均衡を考慮して提案額といたしたものでございます。この結果、道

路使用料の収入額は年間で、概算約 200万ぐらいの増額になる見込みでございます。改正に

よる引き上げ額につきましては、別表の新旧対照表がございますけれども、電柱の場合で申し

上げますと 、 1年間で 1本につき 50円ということでございます。その他占用物件に対する引

き上げの額につきましては、新旧対照表でごらんいただきまして、御理解を承りたいと存じま

0建設部長(中村亮助君) お答え申し上げます。

自転車置場の場合は、市有地が少ないので、周辺の民間地をお借りして、対応しているわけ

ですけども、この場合は、いわゆる、もちろん民有地でございまして、その民地が宅地など、

あるいはまた場合によっては山林、畑という地目になってるわけですけど、この条例の適用と

いうのは、あくまでも道路上の問題でございます。ですから、自転車駐車場の使用につきまし

ては、そういうことで道路占用条例には該当しないということになるわけでございます。

0議長(高橋通夫君)

06番(古谷太郎君)

古谷太郎君。

道路も市道、東京都道から市道へ移されたものがあったり 、あ

以上、簡単でございますけども、改正の概要を御説明申し上げました。よろ しく御審議を賜

るいは、もともとの市道でも個人の土地をお借りして、通っている場合もあります。これは、

同じような逆の条件がある、私は非常に不思議に思うのは、これは東京都の問題にも関連する

んですが、私の裏に用水が流れてます。私は橋をかけた。橋かけないと裏へ出られませんから、

そしたら、その翌年、橋かけたから、その橋の通行料というのか、用水使用料を納めなさいと

きました。 7，000円ぐらいでしたかね。だから、えらいことになったと思って、納めました。

東京都へ納めた、この場合には;Qo いろいろ財源を捻出するために、こういうことを考えてく

るんだろうと思うんです。で、私は、幸か不幸か、私の土地の一昔日も日野市へお貸しして道路

になっております。ということは、決していいとか悪いとか言うんじゃないんですがそういう

場合もあり得るので、個人の問題だけじゃなくて、こういうふうなものは、一方的なものでも

ないだろう 、ということでお聞きしたわけです。御検討お願いしたいと思います。

第 2点なんですが、これ見ると、相当高いんですねo 1平方メ ート ルたとえば、広告塔は

4，340円だとか、その他の柱類 2，170円、大幅な値上げと 言っちゃ変ですけど、商品置場、

す。
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これ日野駅前よくありますけど 4，340円、 大体、こう いう値段、値上げですね、こ れの数字

は東京都の数字と同じなんですか。 I準じて」という言葉があったんですが。それから、もう

一つは、たとえばの話が、固定資産税の評価と土地の評価と 、この値段は関係があるのかない

のか。商品の置場も、万願寺と下の方で置いておいた場合と 、高幡の駅前の市道を使った場合

と同じ値段なのかどうなのか。どうも建設委員会ではありませんで、 うっかりしてましたので、

ちょっと教えていただき たl¥0 

盾するような気がするんですがね。豊田の多摩平の駅前とほかの非常に悪い表現だったんです

が、そう いう ふうなとこと、同じですよと 、こ ういうのはどうもわかんない。ちょっと教えて

もらえれば。

0議長 (高橋通夫君 ) 市長。

0市長 (森 田喜美男君 ) 私どもの考え方でありますが、市が管理をいたします道路、

これには電柱等はなるべく乗らないのがいいと思います。しかしながら、市民生活を考えます

と、そうもまいりませんO したがって、一種の公共事業の立場も考え、つまり、電話会社、あ

るいは電灯会社、これらの公共的な立場を考えまして、ごく低額ということをなるべく 基準に

し、言うなれば、公道付近に準ずるような、そうい う考え方で単価計算の基準を置くというふ

うに解するべきだろうと思います。 したがいまして、土地の評価でありますとか、あるいは民

地との関連性でありますとか、こういうこととは、一応区切られたものであるO 本数によって、

電柱でありましたら、本数によって計算をすると 、このようなやり方、なかなかむずかしい点

はありますが、者[)に準ずるのが一番説得性にかなうだろう 、というふうなことで、今回、都条

例の改正に基づき、われわれも改正を図ったと 、こういう程度のことであります。したがって、

余り価値を云々するという ことになりますならば、また別の考え方が出るかもしれませんが、

いままでのやり方といたしまして、なるべくないのがいいんですが、また広告塔も、雑多な広

告もない方がいい面もありますが、一面の社会生活を尊重 しながら、こう いう基準でもってお

くればせの交納付金的な負担をしていただきたい、こ ういう考え方であります。

。議長 (高橋通夫君 ) 古谷太郎君。

06番 (古谷太郎君 ) 建設委員会に付託されると いう議運の決定があるので、細かい

こと、余り深くお聞きしませんけども、先日 、こういうことがあるんですねO 私の家の前の国

道に、ずっと出っ張って広告塔が出ちゃってるわけです。それから、その広告業者に私は「け

しからんじゃないか、国道へ出てるじゃないか、下げろ」って言ったんで、すね。そうしたら

Il、や先生、それはもう許可を取ってます」いわゆる、このお金を払っている、という意味な

んだろうと思うんですけどね。恐らく 、市道もそういうこともあるんじゃなかろうかと思うん

ですが、今後、ひとつ建設委員会で、御検討くださることを希望して一応これで終わりますo

O議長 (高橋通夫君) 馬場弘融君。

0議長 (高橋通夫君) 建設部長。

0建設部長 (中村亮助君 ) お答えを申し上げます。

先ほど御説明の中で、 「準用」を「準じて」と いうふうに確かに御説明申し上げましたけど

も、東京都の条例にそっくりのっとるというような改正でございます。

確かに、御質問がございましたように、 2点 目の、いわゆる固定資産評価額との関係につき

ましては、占用料を算出する根拠として、それが基本になっております。つまり 、道路の価格

でございます。その場所の道路の価格ですね。これに占用面積を掛けまして、そして、占用料

率を掛け、そして占用期間を掛けたものが 1年間幾らと、こ ういう形になるわけでございまし

て、 道路価格につきましては、 2 6市の平均の固定資産評価額、それの平均を取ってみます。

たとえば、商業地とか、あるいは宅地では、また違うわけでございますから、そういう面で、

平均を取りま して、そして、 さら に使用料率につきましては、全国の道路交通調査、これらの

資料をも とにいたしまして、使用料の率を定めまして、 算定をいたしております。したがいま

して基本になるのは固定資産の評価額ということでございます。

0議長 (高橋通夫君) 古谷太郎君。

06番 (古谷太郎君 ) 大変よくわかりました。豊田の駅前も高幡の駅前であろうと 、

日野のチベットと言われる西平山の大和田のはずれであろうと、値段は同じだという御回答で

す。それなら市でいただく固定資産税も同じに取ればいいですよ。本当にそう思う。

これは私、思うんですけど、場所に一一それから公衆便所、便所をつくるのに、ちょっと幅

の広いところにちょっと公衆便所をつくりたくとも、いなかの一一どんなとこでも 800円、

1平方メ ー トルー 1個につき、 1個かこれは。これは大きくても広くっても同じなんだね。

ところが、あとはみんな 1平方メ ートノレについてと書いてありますけど、こ ういう表現じゃな

くて、固定資産税の評価額の何労をいただくとか、そんな表現はできないんですか。非常に矛 08番(馬場弘融君 ) この議案は、要する に、主に市道を占用しているものに対して
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料金を払えと、占用料を払えと、その占用料金を値上げするぞ、ということであります。特に

初めの方の電柱でありますとか、送電塔とか、こういうものは大企業といいますか、あるいは

公の機関そういうものが、負担をするわけですから、それほど市民には問題がないというふう

に思うんですねO ところが、たとえばアーケート¥日よけ、雨よけ、あるいは商品置場、祭礼、

縁 日等の一時的な使用するものとか、看板、旗ざお、幕、こうい ったものは、要するに、 日野

市民である商庖とか、そういったたぐいの方々が負担をしているものであると思うんですけれ

ども、まずその辺を確認したいと思います。それでよろしいですか。

0議長 (高橋通夫君) 建設部長。

0建設部長 (中村亮助君) お答え申 し上げます。

市道につきましては、やはりこの条例の適用を受けるということでございまして、都道の場

合もそうでございますし、国道の場合もそのようにな るわけでございます。 ただ、 減免措置が

若干ございます。減免措置の中で、いま お尋ねの、商庖関係のアーケー ドとか日よけ、こうい

うものについての措置は、現在なされておりませんO

0議長 (高橋通夫君)

08番(馬場弘融君)

馬場弘融君。

ということは、この条例の改正に伴って、日野市民で値上げを

するというふうな形のものはあらわれてきませんか。

O議長 (高橋通夫君) 建設部長。

0建設部長 (中村亮助君) 改正でございますので、やはり、その引き上げ額に相当す

るものは、これから新たに4月からと いうことで適用を受けさしていただくわけですけども、

当然、次回に関係人からは、当然、反映してくるわけでございます。原則的には、占用の許可申請

が出まして、いわゆる許可というのは 1年ごとの更新という形を取ります。手続き上の問題と

して、 そういう手続きがございます。

0議長 (高橋通夫君 )

08番(馬場弘融君)

馬場弘融君。

要するに、市民にも影響が出てくる、 というふうなことですねO

そういう判断でよろしいですtlo

0議長 (高橋通夫君 ) 建設部長。

0建設部長 (中村亮助君) はい、 そのとおりでございます。

O議長 (高橋通夫君) 馬場弘融君。
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08番 (馬場弘融君 ) それならば、今度は市長にお伺いをしたいんです。昨日、施政

方針の表明の中で、こういう文章があったんですねo I本年は、使用料、手数料等の値上げは

行わず」と ありまして、その次に、先ほど付託になりました、ごみとか し尿の関係ですねO

「事業系ごみの手数料のみ実情に即するよう改正を行うことといたしますJ Iのみ」という字

が入っているんですtlo Iごみの手数料のみ」と いう 言葉が入っているO で、 「使用料、手数

料等の値上げを行わず」とこ う、 はっきり書いてあるわけですね、やはり これも占用料であり

ますから、こ の 「使用料、手数料等」に私は入ると判断しているわけですねO いまの部長の答

弁伺いますと、 市民が負担をすべきものについての料金が多少なりとも値上げになる、とする

と、市長がお書きになった、こ の施政方針の中の 「値上げを行わず」ということはどうなるん

ですか。

0議長 (高橋通夫君) 市長。

0市長 (森田喜美男君 ) 手数料、使用料でありまして、これは占用料でありますから

(笑声)。それから、言葉の使い方のことはともかくとしまして、ほとんど、この道路占用料

の値上げのために、市民に負担をふやすという よう なこ とは、具体的には、私は、ほとんどな

いと、こう思っております。

八百屋さんが道路に縁台を延ばして、商品並べたといったって、現在、それをいちいち占用

料もらっているわけでもありませんし、しかし、基準はや っぱりつくっておかなければならぬ、

という程度のことでありまして、弱者から、あるいは市民生活にサー ビスしておられる方から、

余計な負担をしてもらおうなんてことはなし、。その精神においては、使用料、手数料の値上げ

は行つてないと 、こういうことであります。

0議長 (高橋通夫君)

08番 (馬場弘融君)

馬場弘融君O

「手数料、使用料等」 って書いてあるんです、ち ゃんとねO 常

識的に「等」っていうのが入ってますれば、これは占用料も当然、そこに含まれるんですよO ど

んなに少額であっても、値上げを行うわけでしょう。とすれば、この所信表明の文章おかしい

んですよo I使用料、手数料だけの値上げは行わなし¥Jとか書いてあればいいですよ。 I等」

っ ていう字が入ってるんですよ。 ~ ¥かに、 零細な企業の方々には負担をしてもらうことはない

んだ、というようなことをおっしゃってもね、多少であっても、負担がふえるということは当

然、あるわけでしょう。そう いうこと を十分踏まえた上で、施政方針なり何なりは、書いていた
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だかなければいけないと思 うんですよ。ど う考えても、これは納得できな いんで、 市長ど うで

しょう、施政方針を変えてくださl'0 l'かがですか。

0議長 (高橋通夫君 ) 市長。

0市長 (森田喜美男君 ) 一つの政治姿勢というものを表明するものが所信表明だ と私

は思っております。今回、道路 占用条例という、つまり主なる対象は、電信柱と 電柱でありま

す。 これらについては一一電気の柱と 電信柱で、 したがって、 市民生活そのものに、 一貫的に

市民生活そのものに何か負担をふやすと いうこと は、基本姿勢として考えてないということで、

表明でありますから、そのあたりのとこ ろは、多少余裕をもって、考えていただきたいとこう

思います。

0議長 (高橋通夫君 )

08番 (馬場弘融君 )

馬場弘融君。

あんまりくどくやってもしょうがな いんですけども、申し上げ

ておきますけども、市長ね、所信の表明というのは、ぜひ、よく検討されて、きちんと書いて

くださ し1。私は前に、 所信表明全体に対 しても間違いがあるということを指摘しましたけれど

も、この部分も 「使用料、手数料等の値上げを行わず」というと ころは、明らかにこの条例を

見ても間違いである、間違いの所信表明があったと 、このことを二重に申し上げておきます。

以上です。

O議長 (高橋通夫君 ) 小山良悟君。

04番(小山良悟君) 私は、建設委員なんで、本来発言しないつもりでおったんです

が、私は、 くどいので申 し上げますけれども、 2点であります。

まず第 1点は、いま、市長が占用料と使用料は違う 、こうい うことでありますけども、日本

語は正確に使っていただきたいし、それから、一貫した言葉の使い方をしていただきた l'0し

からば、 じゃあ予算書に占用料と いう歳入のと ころのどこにあるか、それを御説明いただきた

l '0これは、道路使用料というと ころがあります。ガス管、電気、その他、 その他のところに

入るのか、占用料というのが、どの項目にあるのか、それをお伺いしたいんですが。

それから、 もう一つは、いち いち細かく 、道路を占用されても徴収してないんだと いうふう

なことでありますけども、道路占用料の笑態と いいますか、これは、自主的に申請された方々

だけを把握されているのか、市側が、独自に調査されて道路占用されてる方に徴収料を徴収す

る義務を果たさしているのか。その辺が何かすごくあいまいな形なのかなっていうふうに、先
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ほどの市長の説明で聞いておったわけであります。不法に看板を立てたりと か、いろいろある

かと思う んですけれども、そうい う点の取り扱いどのよう にさ れているのか、 その点をお伺い

したいと思うんですがo

O議長 (高橋通夫君) 建設部長。

0建設部長 (中村亮助君 ) お答え申し上げます。

第 1目でございますけども、これらの道路の、いわゆる占用料です、これは、 5 9年度の予

算書で申し上げますと、 3 3ページですね、款 7の使用料及び手数料の中の使用料、そして土

木使用料という形の中で、細節の2の道路使用料という項目で歳入として載せてございます。

それから、第 2点目の御質問でございますけども、この占用物件の主たるものというのは、

電柱だとか、あるいは電話のクープル、地下の埋設物の電話ケーフ'ルで-すね。それから、地上

の電話線とか竜灯線、そういうものが主体でございまして、当然これは設置をする構造物がご

ざし、ますので、当然構造物を設置する場合には、これは別の規則がございまして、道路占用規

則というのがございます。 どこの市にもあるはずでございますけども、それに基づきまして、

しかるべき手続きを取っていただくという形で処理をいたしておるわけですから、不法的な占

拠というのは、私どもの方はないというふうに判断いたしております。ただ、臨時的に動ける

もの等がありまして、そういうものがあった場合には、当然、それは催告をいたしております。

原則的には、自主的な申請というよりもむしろ必要に迫られた申請で占用許可がおり てるとい

うのが実際の実情でございます。

。議長(高橋通夫君) 小山良悟君。

04番(小山良悟君) ひとつ、きのうの施政方針表明の文章の扱いで、いろいろ議論

があり ましたけれども、ただいまの市長の答弁でも、占用料と使用料は違いますなんて堂々と

答弁してるわけですけども、ひとつ、そういうふうな姿勢が、結局いろいろ議論をもたらすわ

けでありますから、言葉の使い方については、ひとつ慎重にお願l'したいと思います。

0議長(高橋通夫君 ) 建設部長。

0建設部長(中村亮助君) 大変申しわけございませんO

先ほど、馬場弘融議員さんからの御質問の中で、看板というふうな例をあげまして、御質問

がございましたので、減免措置はないというふうに申し上げたんですけども、これは一般的な

考え方でございまして、ただ専売的なものがございます。たとえば、たばことか塩ですね、そ
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れから電話だとか郵便切手、これらを扱ってますよという看板を庖先に設置している庖舗がた

くさんございます。これらにつきましては、 1 J百舗につき 1個という限定で、減免措置を私ど

もの方の市も持っておりますので、大変申しわけございませんけども、御説明をつけ加えさせ

ていただきます。

0議長(高橋通夫君 ) ほかに御質疑はありませんか。滝瀬敏朗君。

0 29番(滝瀬敏朗君) 1点だけお伺い します。

占用料徴収条例で、これはもちろん日野市が東電、あるいは電話局から、 1本につき幾らと

いうふうな徴収をするわけでありますが、これが逆に、たとえば、道路を広げる場合、 電柱を

動かさなければならな い、こ ういうふう な時点があると思うんですね、いま、日 野市はあんま

り道路をつくっていませんから、いまのところはあんまり関係ないと思いますが、そういう場

合には、日野市から払うようにな るわけで しょう。

0議長 (高橋通 夫君 ) 建設部長。

0建設部長 (中 村 亮 助 君 ) お答え申し上げます。

道路の拡幅、改良の場合、ある いはまた、その道路に準歩道をかけるというのがございます。

その準歩道を設けるために、現在ある電柱がじ ゃまになるとか、あるいは独立にな っておりま

す電話の、いわゆる電柱がじゃまになるとか、こうい う場合がございますので、それは、やは

り、それぞれの設置者の負担で移設をお願いしております。

0議長 (高橋通夫君) 滝瀬敏朗君。

0 29番( 滝瀬敏朗君) 設置者の負担ですから、当然日野市から払わなきゃならない

と、こういうことじゃないですか、そうじゃないですか。

0議長 (高橋通 夫君) 建設部長。

0建設部長 (中村亮助君) いわゆる、電話線なり電線の電柱を設置してるのは、それ

ぞれの、たとえば、電信電話局とかですね、ある いは東電なんかです;tdo ですから、 したがっ

て、東電のいわゆる設置者の負担ということでございまして、移設の関係に対して、支障があ

るという場合には、市の一切の負担はございませんO まず。その企業者の負担で支障のない場

所に移設をしていただくと、こういうことでございます。

0議長 (高橋通夫君) 滝瀬敏朗君。

0 29番( 滝瀬敏朗君) たとえば 4メータ一道路を 5メーターにすると、こうし 1うよ
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うなときに、当然、電柱を動かさなき ゃな らないわけですね、これは設置者の負担なんですか、

やっぱり。

0議長 (高橋通夫君 ) 建設部長。

0建設部長 (中村亮助君 ) はい、そのとおり でございます。道路に関しては、すべて

そういう形でございます。これは水道の場合などでも同じでございますけれども、あるいは、

電話のケーブルなんかでも地下に埋設物ですね、こういう場合でも同じでございます。ただ、

水路につきましては違いますけど、道路につきましては、そういう 形でなってます。

0議長 (高橋通夫君) 藤林理一郎君。

0 20番(藤林理一郎君) し、ま、滝瀬議員さんの方から、逆に市側の方は、このよう

に改正して使用料取るということですけど、今度、 道路のところに、 電柱が立っておりまして、

その電柱を移動していただきたいというときに、移動していただきたいっていう方の方が、東

電にもしか願l¥を出て、そのときに移動する手数料が 10何万取られたというのをちょっと

お聞きしてるんですが、その辺がどうなんですか。

0議長(高橋通夫君 ) 建設部長。

0建設部長 (中村亮助君 ) それはどうし、うケースかよくわかりませんけれども、電柱

がじゃまになるのでのけてほしいという申請をして、そして、申請どおりに電柱がほかの場所

に移ったということでございますか。それは、市道の場合ですと、支障があるという形で、た

とえば、そこにお住まいの個人の方たちが、車の曲がり角なり、あるいは車のすれ違い等で、

ちょっと支障になるので、別の場所に移してくれ、というふうなことがあったといたしまして

も、それは、個人の申請ということはあり得ないと思います。市道の場合には、

それから、もう一つ逆に申 し上げますと 、た とえば、電柱を立てる場合、私の土地に立てる

場合には、これは、東電は、きちっとその占用使用料は払っております。

0議長 (高橋通夫君 ) 藤林理一郎君。

0 20番 (藤林理一郎君 ) そうしますと 、たとえば、道路の玄関先にですね、自分の

住まいの玄関先に、電柱が立ってたと。たまたま、そこにじゃまになって、電柱を移動すると

いうような、そのときに、私は覚えがあるんですけども、東電に申請をお伺いしたときに、 10

何万お金かかりますよ一一移動する費用ですね、そういうことを実際聞いておるんですが、そ

ういう場合、市の方でそれに対しての見返り分と いうよ うな、多少なりとも補助出すんですか。
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0議長 (高橋通夫君) 建設部長。

0建設部長(中村亮助君) お答え申し上げます。

ですから、先ほど申し上げたように、玄関先に、 実際に出入りに じゃまになる よう な電柱が

あると いうクースは、ごくまれだろうと思うんですね、電柱のあったところに、家が出来たと

いう形のケースの方が多いと思います。したがって、個人の方が、先ほども申し上げましたよ

うに、 市道にある電柱がじゃまになるからどけてほしいと、 で、それを東電がほかの場所に移

して、そして、申請者にそれを負担させたというケースは絶対にあり得ないと 思います。

先日も四ツ谷の方でしたけれども、先ほどもちょっと申し上げましたけれども、緊急車両等

の進入しにくい電柱の影響があっ た。これにつきましては、ちゃんと自治会長さんの方から、

私どもの管理課の方に申し出がございまして、私どもの方から、きちっと した手続きで東電の

方に申請をいたしまして、移設をしていただいたというケースがございます。御質問のよ うな

ケースはないというふうに私は思います。

0議長 (高橋通夫君 )

終結いたします。

本件について御意見があれば承ります。なければこれをもって、意見を終結いたします。

お諮りいたします。これをもって議案第 7号、 日野市道路占用料等徴収条例の一部を改正す

ほかに御質疑はありませんか。なければこれをも って、質疑を

理事者から、提案理由の説明を求めます。市長。

〔市長登壇〕

O市長 (森 田喜美男 ) 議案第 8号、日野市地区広場設置条例の一部を改正する条例の

制定について、提案の理由を申し上げます。

本議案は、市立たかはた地区広場の開設に伴い、日野市地区広場設置条例の一部を改正する

ものであります。

詳細につきましては、担当部長に説明いたさせますので、よろしく御審議のほどお願いいた

しますO

0議長 (高橋通夫君) 関係部長から詳細説明を求めます。生活環境部長。

0生活環境部長 (坂本金雄君 ) 議案第 8号、日野市地区広場設置条例の一部を改正

する条例の制定について、御説明を申し上げます。

本条例につきましては、昭和 57年度予算で、整備を進めてまいりました。地区広場が完成

をいたしましたので、別表に加える改正をお願L、するものでございます。

所在地は、日野市高幡 547番地でございます。市立潤徳小学校の西隣に位置をいたします。

この土地は、全国農業協同組合連合会から借り受けたものでございまして、面積は 6，961.82

平方メ ー トルでございます。広場の設備内容は、整地、擁壁補強、さらにネッ 卜フェンス等で

総工費 720万円を投入いたしたものでございます。よろしく御審議のほど、お願l¥申し上げ

ます。

0議長 (高橋通夫君) これより質疑に入ります。夏井明男君。

o 1 6番(夏井明男君 ) 5 7年から、この地区広場条例が制定されて、逐一地区広場

がつくられているわけですが、私も地区広場がつくられた場所をたまたま通る場合があるんで

すが、季節によ っても違うんでしょうけれども、実際の利用状況というものがよくわかりませ

んO お金をかけて、地域の要望が強いところから、逐一進められているんだろうと思います。

しかし、実際その辺の利用状況が、現在つくられた中で、どういうふうな実態なのか教えてい

ただきたいと思います。

0議長 (高橋通夫君 ) 生活環境部長。

0生活環境部長(坂本金雄君) お答え申し上げます。

今回、お願l¥をいたします、たかはた地区広場以外に、現在まで 3カ所ございまして、その

る条例の制定の件は、建設委員会に付託いたしたい と思いますが、こ れに御異議ありませんか。

C i異議なし」と呼ぶ者あり 〕

0議長 (高橋通夫君) 御異議ないものと認め、建設委員会に付託いたします。

お諮りいたします。議事の都合によ り、暫時休憩いたしたいと 思いますが、御異議ありませ

んか。

C i異議なし」と呼ぶ者あり 〕

0議長(高橋通夫君 ) 御異議ないものと認めます。よって暫時休憩いたします。

午後 0時 8分休憩

午後 1時 18分再開

0議長 (高橋通夫君 ) 休憩前に引き続き、会議を開きます。

これより、議案第 8号、 日野市地区広場設置条例の一部を改正する条例の制定の件を議題

といたします。
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地区広場は、いずれも有効に利用されておりますが、一日そこに職員が張りついておりません

ので、こういう数字になるという、はっきり した数字はございませんO しかしながら、地元の

強い要望でそこに設置したものでございますので、私どもは有効に活用されている、と、この

よう に判断をいたして るわけでございます。

0議長 (高橋通夫君) 夏井明男君。

o 1 6番(夏井明男君) 地区広場の場所が、非常に問題ではないかと思うんです。い

ま 、 部長の御答弁ですと、地域の地元の要望の強~¥ところを設置してるので、かなり高い利用

率であろうというふうなお話だった と思います。実際にその場所に張りついて、イ可名、何名と

いうふうな調査になるようなことにはならないと思いますが、私の発言のねらいは、実際に、

この場所がいいと いうところに地元の要望にかな うよう なと ころに設置できればいいわけです

けれども、実際には、なかなかそのようにはならなし¥。それに準ずるような形で、その付近の

ところで、地区広場をつくられる場合もあるわけです。実際に、そういうふうな場合になったと

きの利用状況とか、そういうふう な趣旨でもつくった方がいいのか、それとも、この場所でな

ければ困る、そうであれば金をかけてもこの場所を取得した方が利用率が高くなるとかという 、

将来の判断の材料といいますか、そう いう ふ うなものとして、既存に使われているものの利用

状況を、そういう観点から含めて長い目で調べていく必要はあるんではなし 1かという趣旨でお

聞きしたわけですけれども、この考え方の妥当性といいますか、その辺、どのようにお考えに

なるかお聞きしたいと思いますが。

0議長 (高橋通夫君) 生活環境部長。

0生活環境部長 (坂本金雄君 ) この地区広場につきましても 720万円の工費を投

入いたしておるわけでございます。したがいまして、 利用の効果という面と 、投入した総工事

費の関係上、より 有効に利用されるべきが望ましい姿だと思います。先ほど申し上げたとおり、

はっきりと数字にあらわれるよ うな調査は、ちょっとむずかしく無理な状況でございますが、

その地区広場を利用する関係団体等のお話などもお聞きいたしまして、今後、利用について の

利用率と申しますか、利用について、はっきりした線を打ち出すベく調査をいたしたいと考え

ております。

0議長(高橋通夫君 ) 市長。

0市長 (森 田喜美男君 ) 少し補足をいたしますと、地区広場を積極的につくろうとい
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う考え方は、各地に広場が欲しいという市民要求にこたえるには、なかなか公有地を取得して

ということは、むずかしい面がありますので、とりあえず、民間の所有しておられる土地を借

り受けて、そうして、市民要望にこたえよう、こういう発想であります。

今回、設置いたしました場所は、古くは全農という、大きい団体の持っておられる、みずか

らのクラウン ドだ ったわけですが、これが他にまた新しい、便利な所にグラウンドがつく られ

たために、当分放置されてあるような状態の土地であります。それを今回、議会にも御意見が

ございましたし、また、市民要望にこたえる意味で、借り受けまして、 これは相当長期間借り

受けられる見通しでありますので、かなりの予算も投じた、こ ういうことであります。

市が貸借の、つまり貸し借りの制度までは、つくらない考えでありまして、地元になるべく

委託をする形、依存をする形で使用していただこう 、面積は恐らく 8，000平米ぐらいあるは

ずでありますから、相当、野球、いわゆる少年野球、ある いはスポンジ一一軟式野球等もでき

る、こんな考えで、この場所を積極的に今後活用をしてもらおう、こう いう考えで ございます。

なお、他の地域にも適当な土地がありましたら、こ の考え方を適用いたしまして、広げてい

きたい、広げるというよりも数をふやしていきたい、こ のように考えておりますことをつけ加

えておき たいと思います。

以上ですO

O議長(高橋通夫君 )

06番(古谷太郎君)

古谷太郎君。

まず、いま市長が8，000平方メ ートル ぐらいあるとおっしゃ

ったんですが、先ほど部長のおっしゃった数字とちょ っと違うみたいなんですけども、あいま

いに借りたんですか、この辺い っぱいー菅、こ んなぐあし刈こ。その点をまず、正確にしといて

もらいたいと思います。

0議長 (高橋通夫君 ) 生活環境部長。

0生活環境部長 (坂本金雄君 ) お答えいたします。

全国農業協同組合連合会から、借り受けた面積は 6，96 1. 8 2平方メ ー トルでございます。

O議長 (高橋通夫君 ) 古谷太郎君。

06番 (古谷太郎君 ) 私はやはり 、夏井議員と同じような疑問持つんですが、管理で

すね、使用管理、これいまのところ聞くと高幡自治会にお任せしてるんですか。ちょっと私も

わかりませんが、地元に任せるO 高幡には、たく さん自治会があるんですけども、どのような
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方式で申し込みを受けて使わしてるのか、使わせるのか。これは別に地区広場全般にわたる問

題なので、御説明願いたl'0 どこかへ申し込まなければ使えないんじゃないかと思うんですけ

ども、その点はどうなんでしょうか。

0議長 (高橋通夫君) 生活環境部長。

0生活環境部長(坂本金雄君) この使用に関しましては、地元の高幡イ 、ロ、ヘ ニ

各自治会、それから老人ク ラブとも御相談を申し上げて、こ の広場を利用する方々に管理をし

ていただくようにお願いをいたすものでございます。

ります。そこを利用するお客さパノからも、何とかならないかっていうような苦情は、私ども聞

いておりますが、魚屋 さんに対しまして、ちょ っとこ こは不適当だから出て行けとも申せない

立場で、非常に苦慮、しているところでございます。

なお、ギャラリ ーの利用率につきましては、約 25%の利用率というように御理解いただき

たいと思います。

0議長 (高橋通夫君)

06番(古谷太郎君)

古谷太郎君O

地区広場の問題についても、これ、自治会でもって管理してる

0議長(高橋通夫君) 古谷太郎君。 から、そういう 悪い環境は生じないんじ ゃなかろうかと思っているんです。ただ、利用率がい

ま25%、非常に低い感じがする八ノで、すが、日野の市民非常に文化的レベルが高く 、いろんな

面で、こういう施設を利用する、 したい人がたくさんいるんじゃなかろうか。しかし、何か適

当じゃないっていうんで、お使いにならないのかどうか、こう いうことは研究されたことはあ

06番(古谷太郎君) こういうことは、高幡の議員さんにお聞きすりゃいいんじゃな

かろうかと思うんですが、議長にな ってますからあれですけれども(笑声)、私は、実はこの

使用方法について、 どこかもう決ま ってるのかと思ったんです。上田の地区広場というのは、

上回自治会長が受け付ける、受け付ける場所が欲しいわけですねO 同じように、公用施設の問

題ですけれども、管理の問題等について ちょっとお聞きしたいんですが、先般私、日野の豊田

のギャラ リーに参りま した。いつの聞にか、何かよくわかりませんが、大変、冬なのにお魚の

はらわたの腐ったにおいがして、と っても絵を観賞するような感じが何というか一一私は余り

鼻がいい方じゃないんですけども、その点教育長さんに、ああいう使用管理について、また、

申し込み状況、あるいはま た、ああいう環境の悪い状況を直すことができないのかどうか、あ

るいは、いままで御存じなかったかどうか。お聞きしましたら何か、いままで出てないお魚屋

さんかなにかが隣に入ったんです、 というような御説明でした。その点はどうなんでしょうか。

これは公用施設の使用管理についていまの申し込み状況とか、これは市が直にやってると思う

んですか、あるいは環境浄化、 それについて、 教育長さん、生活環境部長でもいいんですが、

管理のことは教育長ですかな、あそこは、そこいらのことは知らないけど、ちょっと説明して

りますか。

O議長 (高橋通夫君) 生活環境部長。

0生活環境部長(坂本金雄君) あのギャラ リーには、いままで、空調施設がござい

ませんでした。本会議を初め、各委員会におきましでも、その点の御指摘を受けたところでご

ざし、ますが、後刻御審議をいただきます、来年度予算案には、空調施設も載っけてございます。

空調がなし¥から、ちょ っと利用しにくいんだと声もございました。そういう向きには、来年度

からは、空調施設が整いますので、利用の率は確実に上がるものと期待をしております。

0議長 (高橋通夫君) 古谷太郎君。

06番(古谷太郎君) これは希望しておきたいんですが、空調をやると同時に、空気

もらいた l'0 

の取り入れの浄化、 要するに、においを取るO もちろんクリ ーンといいますか脱臭装置もつけ

た空調にしていただければ、あそこは、よくなるんじゃなかろうかと思うので、希望だけして

おきます。

0議長 (高橋通夫君) 古賀俊昭君。

o 1 8番(古賀俊昭君) 私は、お聞きしたいことのうち幾つか、いま答弁もありまし

たし、質問も出ましたので、全農より借り受けをいたします、この期間、契約では、どのよう

になっているのかその点をひとつ教えて いただきたいと思います。

また、市長は、こ れから逐次設置をしていきたい、市民の要望にこたえていきたいというお

0議長 (高橋通夫君) 生活環境部長。

0生活環境部長 (坂本金雄君) 豊田のギャラ リー につきましては、私どもの生活謀

が管理をいたしておりまして、いままでは、ギャラ リーのすぐ隣のスペースにノごン屋さん、 コ

ーヒー屋さ んのような庖が入 っておりまして、非常にギャラリーとマジチした職種だったんで

ございますが、それが今度魚屋さんに変わりまして、おっしゃるとおり 、においは発生してお

ハUQ
d
 

q
d
 

噌
E
A

n
H
d
 

qδ 



話でございましたが、 59年度の予定は、 どのよう になっているか、 2点についてお尋ねいた 〔市長登壇 〕

O市長 (森 田喜美男君 ) 議案第 9号、日 野市立学校設置条例の一部を改正する条例のします。

O議長 (高橋通夫君) 生活環境部長。

0生活環境部長 (坂本金雄君 ) 全農との契約につきましては、 58年 4月 1日から

6 0年 3月 31日まで、 2カ年の契約でございま して、 この契約期限が切れるごとに、 自動延

長をしてし火 、そういう 内容で契約をしております。

さら に、 5 9年度中の計画につきま しては、現在、 私どもでは 2カ所を予定と申しますか、

2カ所を候補地として、 検討をしている段階でございます。 1カ所は鹿島台団地の周辺、それ

からも う1カ所につきま しては、東豊田の地域に 1カ所、この 2カ所について、検討、考慮、中

0議長 (高橋通夫君) 古賀俊昭君。

制定について、 提案の理由を申し上げます。

本議案は、来年 4月に予定いたします、日野市立第七幼稚園の開園に伴い、日野市立学校設

置条例の一部を改正するものであります。

詳細につきましては、教育長より説明をいたしますので、 よろしく御審議のほどお願いいた

します。

0議長 (高橋通夫君 ) 教育次長。

0教育次長(小山哲夫君 ) それでは、議案第 9号、日野市立学校設置条例の一部を改

正する条例の制定につきましての、詳細説明をさせていただきます。

本議案につきましては、昭和 59年度に、 日野市立第七幼稚園を設置する関係上、 日野市立

学校設置条例第 2条関係の別表第 3項に、追加する ために、条例の一部改正をお願いするもの

でございます。

0 1 8番 (古賀俊昭君) よくわか りました。ちょっと確認を最後にいたしますが、 2

カ年の契約という ことで、 あとは双方異存がなければ、自動延長ということですが、延長する

場合も 2年延長するのか、延長する場合は、 1年ごとに今度はなるのか、その辺を確認したい

と思います。

O議長 (高橋通夫君) 生活環境部長。

0生活環境部長 (坂本金雄君 ) おっしゃる とおり延長する場合も 2カ年ごとに区切

りまして、延長をいたす考えで ございます。

0議長 (高橋通夫君 ) ほかに御質疑はありませんか。なければ、これをもって質疑を

終結いたします。

本件について、 街]意見があれば承ります。なければ、こ れをもって意見を終結いたします。

お諮りいた します。 これをもって、議案第 8号、 日野市地区広場設置条例の一部を改正する

条例の制定の件は、厚生委員会に付託いたしたいと思いますが、これに街l異議ありませんか。

c [""異議なし」と呼ぶ者あり 〕

0議長 (高橋通夫君 ) 御異議ないものと認め、厚生委員会に付託いたします。

これより、議案第 9号、 日野市立学校設置条例の一部を改正する条例の制定の件を議題とい

たします。

理事者から提案理由の説明を求めます。市長。

でございます。

設置する場所につきましては、日野市旭が丘二丁目 42番地でございます。明年 4月 1日に

開闘を予定しております。

なお、設置規模につきましては、鉄筋コンクリ ー卜 2階建て 600平米、 4歳児保育室 1室、

それから 5歳児の保育室 1室、合計 2室を予定しております。

工事費につきましては、 1億 9，245万5，000円を予定しております。

なお、条例の施行につきましては、諸般の準備がございますので、昭和 60年の 2月 1日か

ら施行をお願いするものでございます。よろ しく御審議のほどお願いいた します。

0議長 (高橋通夫君 ) これより質疑に入ります。夏井明男君。

0 16番 (夏井 明男君 ) 前回の御答弁の中で、第一幼稚園がつくられるときに、いま

の第一幼稚園の 1年制の、 2年制の体制にもっていき たいというお話が、教育長の方からお話

があったかと思うんですが、私の承った範囲では、 6 0年、昭和 60年に間に合うような形で、

運営していきたいというお話でしたけれども、その辺の見通しと、いま、 ここでは、 4歳児を

1室、 5歳児を 1室と いうお話ありました。第一幼稚園の場合の規模等、また職員の配置体制

をどう いうふうにお考えになるか、その辺、見通 しをお聞かせいただきたいと思います。

0議長 (高橋通夫君 ) 教育長。

-392- q
d
 

Q
d
 

q
d
 



0教育長 (長沢三郎君) お答えいたしますO

6 0年 4月開園と いう方向で、 5 9年度中に設計並びに工事一切を含めまして、終了したい、

とこう考えております。それに伴いまして、 第一幼稚園の方の規模でございますけれど、現在

第一幼稚園は、 7クラス 280名定員ということになっておりますけれど、現実問題として、

第一幼稚園の方では、幼児教育センターで 2教室使用して いる、そう いう 関係から、実質的に

使用できる教室数は、 5教室という 形になっております。 4歳、 5歳の 2年保育という形でご

ざいますので、当面、第一幼稚園につきましては、 4歳児 2クラス、 5歳児 2クラスというこ

とで、ただ、第一幼稚園の空き教室が一つ出ますので、その教室につきましては、将来、 1年

保育だけを希望するお子さんが日野市内に出てきている場合には、第一幼稚園の 1教室を 1年

保育の 5歳児使用教室という形で使用したl¥0 

なお、第七幼稚園につきましては、いま次長の方で説明しましたように、 4歳児クラス 1ク

ラス、 5歳児クラス 1クラス計 2クラスの幼稚園という形で運営していきたい、こう考えてお

ります。

以上です。

O議長 (高橋通夫君 )

o 1 6番(夏井明男君 )

夏井明男君。

御答弁が、なかった点なんですけれども、要するに、職員の

体制ですね、その辺、どういうふうにお考えになっているか。

O議長(高橋通夫君 ) 教育長。

0教育長 (長沢三郎君) 失礼 しました。

職員定数関係につきましては、現行定数の中で対応したいという ことで、第一幼稚園の方が

現実問題として、 7クラス相当分の職員を 5クラス相当分に減らすことができますので、実質

的には、現行職員定数の範囲の中で対応したい、こう考えております。

0議長(高橋通夫君 ) 夏井明男君。

016番(夏井明男君 ) これ、いじわるな質問でも何でもないと思いますけれども、

実は、幼稚園のあそこで先生の削減反対ということが出てた、従来ずっと出てたわけですけど、

あれは保育園の方でしたかね、ちょっと隣近所似てるものですから。その点もちょっとあった

もんですから、当然、クラスが二つになって、その体制としては人員増になるのではないか、と

いう考えをちょっと持ってたもんですから。いまの御答弁ですと 、いまの定数の範囲で十分賄
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える、というふうに理解していいわけですねO わかりました。

。議長 (高橋通夫君 )

06番 (古谷太郎君 )

古谷太郎君。

まずお 1点にお聞きしたいんですが、多摩平の中央公園と第二

中学校の聞に幼稚園一一幼稚園ですか、よくわかりませんが、施設がありますPoプレハブみ

たいな。公用地を使ってるんじ ゃなかろうかと私は思うんですが、あれとの関連はどうなのか。

それから、あれはどういう施設なのか具体的に。多分、公園の敷地を使っているんじゃなし、か

っていう気がするんですね、通りますと O 市でやってるのか、私もよくわからないのでこれを

教えていただきたし、。これとも関連があるとまずいと思います。

第 2点は、幼児教育センターが、今度は第七幼稚園に移るんではなかろうかというような面

積、あるいは予算から見ると考えられるんですが、この点は、そのために施設を 600平方メ

ー トノレの 2階建てというふうなことにしたのかどうか。 2階を研究所にしてもいいわけですよ

ね。これは十分使えると。面積的にはできそうですが、この 2点、ちょっと。あるいは第一幼

稚園の方へそのまま残しておくのかどうか。このこつの問題ちょっと教えてもらいたし ¥0

0議長 (高橋通夫君) 教育長。

0教育長 (長沢三郎君 ) 第 1点の、これは多摩平の幼児教室関係だと思いますけれど、

この幼児教室関係につきましては、現在、総主結日の庶務課の方で対応しておりますので、総務

部長さんの方からお話があると思います。

それから、第 2点目の、幼児教育センタ ーが移るのかどうかということ。これにつきまして

は、幼児教育センターは、現行の第一幼稚園の方で引き続き仕事をしていただに。ただ、600

平米というような広さそのものからいくと、十分そう いう機能も果たせるのではないかという

御質問だと思いますけれど、当然、幼稚園ができる以上、教室だけでなくて、ホーノレとかある

いは職員室、その他、それに付属するところの設備、それを兼ね備えておりますので、これは、

第七幼稚園に限らず、今度の新しく移しかえる第二幼稚園の規模も、ほぼ同じような規模の幼

稚園になっております。

以上です。

O議長 (高橋通夫君 ) 総務部長。

0総務部長(伊藤正吉君 ) 多摩平の幼児教室についての御質問につきましてのお答え

を申し上げます。
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多摩平の幼児教室につきま しては、 一応未認可幼稚園と こういうことで進めております。都

の方の基準といたしましては、都の解釈といたしましては、類似施設と 、こ ういうことで判断

をしているようでございます。そういう ことで類似施設になりますと 、ある一定の資格がござ

います。たとえば、 1学級 40人以下、あるいは、それから 40人についての 1人の教員、あ

るいは保育日数、 4時間の保育時間、それから保育室、その他、手洗い、その他の付帯施設が

そろっていないとこういうことに、幼児教室という許可は得られない、こういうような基準が

あるわけでございます。

現在、幼児教室に通園しております、園児数でございますが、 3歳児が 42名、 4歳児が

7 9名、こういう内容でございます。以上です。 ( i 4歳が何人、もう 1回言ってください」

と呼ぶ者あり )3歳児が 42名、 4歳児が 79名でございます。

0議長 (高橋通夫君 ) 古谷太郎君。

06番(古谷太郎君 ) この幼児教室は、第一幼稚園とも関係ない、こういうことです

ねo ( iはし'Jと呼ぶ者あり)

この場所は、公園につくられているんですか。中学の方なんで、よくわからないんですけど、

私は。ま た、あの施設は市のもんですか。

もう 1点、最後に聞きたいんですが、 100人以上の、 120名の園児がおられるわけです。

非常に膨大な数ですから、 これは、多摩平の第一幼稚園のあいた方へ収容するようになるんじ

ゃなかろうか、そういうふうな気もするんですがね。この点もちょ っとあわせて教えてもらい

7こし'0

0議長(高橋通夫君 ) 市長。

0市長(森田喜美男君) 本来、担当がお答えすべきことなんですが、私は、過去から

の経過のことを、多少お話しをする必要があると思いますので、この際、説明をさせていただ

きます。

住宅公団等を初め、一時団地が急増された当時、いわゆる幼稚園の受け入れ側に、不十分な

点がいずこでも発生をしておりました。そこに、編成をされます、経営主体というとちょっと

おかしいんですが、自治会等の創意工夫によりまして、いわゆる類似施設といわれる未認可幼

稚園、そういうものが、都でも認められて、そういう経過が今日に及んできておるという状況

であります。
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また、その使用しております場所は、確かに、中央公園の中の本来ならば、日野市の管理す

る地区センタ ーの一部であります。 これは、長い歴史的経過がありま して、その使用を認めて

まいりました。しかし、公共施設でありますから、時期が来たら元の正常な姿に戻す必要があ

ります。今回、 4歳児、 5歳児の 2年保育を第一幼稚園において行うということで、その幼児

教室は、閉鎖をすると、こういう了解になっております。その際、 3歳児がどうなるのか、多

少まだ、これからの課題も残っておりますけど、日野市内の、もう一つは百革、高幡地域にも

1園あります。これも同じく、市の公共施設を用いている面があります。 これらも、なるべく

本来の性格に戻るように、一般的な幼児の受け入れ体制になる、幼稚園の公私を問わず、施設

の能力に合わせまして、指導していくべき課題である、このように考えております。なるべく

近いうちに、それらのことについて説明もし、了解も得たし 1。しかし、多摩平の方では、 もう

完全にそのことが了解できてる、こういうことであります。

0議長 (高橋通夫君)

06番(古谷太郎君 )

古谷太郎君。

そうしますと 、来年、要するにことしで 4歳児 79名と いうの

Rこ

は、このような 70名、来年はわかりませんけども、これはなくなるわけですね。それで、こ

この先生方は、自然に退職されるんですか。

0議長 (高橋通夫君) 市長

0市長 (森田喜美男君 ) これまで、私どもで、指導をしてきた立場上、その聞の事情

をよく存じておりますが、そのときの来ることを予測して、自主的に退職手当等が積み立てら

れて、これらのこともすべて、円満に了解をされておる O そういう 、つまり、われわれの公立

の幼稚園で、受け入れるということと、それから、いままで働いておられたそこの先生といいま

すか、そういう方とは縁がありませんので、これは、自治会の側で別個に措置される、こうい

うことにな っております。

0議長 (高橋通夫君 ) 石坂勝雄君。

028番(石坂勝雄君 ) ちょっと 、 確認をしたいんですが、私の聞き違~，かどうか、

次長は、先ほど、何か、第七幼稚園の何か 400平米だというように私は聞いているんですが、

教育長は何か、古谷議員の答弁では 600平米だというようなことを言われてるんではなかろ

うか、こう思うんですが、その辺の、いわゆる何か、確認が 1点。
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それから、伺いま一つ、いま一つ確認なんですが、 4歳児が 1クラス、 5歳児が 1クラス、

こういうことの確認ですがね、この確認が 1点。

それから、いま、ついでに私全部言っちゃいますけれども、恐らく 、幼稚園には、設置基準、

たとえば、いわゆる定員が、いまの定員でいくと 1クラス 40名ということなんですが、 4 0 

名現実にいま預っている幼稚園というのは、公私ともまず、あり得ないんではなかろうか、大

体 30名か、多くて三十四、五名だ、こういう ふうに見てるんですが、そう いう中で、 1クラ

スの恐らく坪数ですね、私の記憶ですが、坪数でいけば 16坪、平米では 53平米くらいが 1

クラスの坪数ではなかろうか、いわゆるあれではなかろうか。いわゆる遊戯室というのは、お

のずから定員のいわゆる何倍掛けるとかとい う問題が出てく ると、非常に伺というか、幼稚園

協会の側が、非常に何ていうか予算規模の 1億 8，000万近い額で、びっくりしてるんですねO

すばらしい冷暖房から初まって、何ていうか、おふろから何からすばらしい、いわゆるホテル

みたいなものができるんではなかろうと、そうするには、いわゆる設置基準から言って、余り

にも金額が大き過ぎるO こういうことなので、その辺の、いわゆる当然、もう、設置基準なんて

のは、私が伺か教育長なり市長に言うのは釈迦に説法だと思うんですが、その辺のところを踏

まえての御答弁をお願い したいと思います。

0議長 (高橋通夫君 ) 教育長。

0教育長 (長沢三郎君 ) お答え申し上げます。

第七幼稚園の平米数は 600平米と いう形で、こ の設計に当たりましては、私立幼稚園協会

ともいろいろずっと詰めてきたわけですけれど、先ほどお話のありましたように、 7 9名、約

8 0名からの幼児教室に現在通っている 4歳児がし¥る。それ以外に、私立の幼稚園にも、それ

から幼児教室にも通っていない、いわゆる自宅で、 4歳時点では保育を受けてる、そういう子

供さんもいる中で、新しい第七幼稚園につきまして、 2クラス、 2クラスというような考え方

も、当初は持ったわけです。私立の幼稚園協会との話を詰めていく中で、出発時点では、これ

はあくまでも、 1クラス規模の、 4歳児 1クラス、 5歳児 1クラスというような形の、 1クラ

スずつの規模の幼稚園で出発するのが、妥当ではなかろうか。 ただ、将来、旭が丘、西平山地

区、こちらの方のいわゆる開発計画に伴って、幼児数が、全市的にふくらんでし吋、こういう

過程を、十分あの地区については考えられるO さらに、おとといもちょ っと申し上げましたけ

れど、千代田自動車跡地に、約 660世帯の動労者住宅が予定されている。そういうもろもろ
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の状況等を勘案した場合には、今回、設計する時点で、将来幼児数が全市的にふえていく時点

では、 2クラス、 2クラスの規模の幼稚園に、第七幼稚園については、対応していく必要もあ

るだろう。そういう ことも一方では想定しながら、ホール、 トイレ、職員室、あるいは保健室

みたいなそういう、幼稚園そのものに付随する施設をこの際対応できるよ うな形のものをつ く

ってお く必要がある O こう いう ことで出発をさせるという話をしておりますので、その辺を御

了承願いたいと思います。

なお、出発時点の定数ですけれど、石坂議員さんの方からおっしゃったとおり 、非常に、現

在、全市的には、幼児数が減少傾向にあるという状況の中で、 1学級の定数というものにつき

まして、 30名学級というものを考えております。特に、小中学校ですら 40名学級というも

のが云々されている時点でございますので、幼児教育という観点からいっ た場合には、 3 0名

定員というものが妥当なのではないか。 ただし、ここ で4歳児の募集をいたしますと、 5歳児

時点での応募者というものは、ほとんど全市的になくなってくるんではないか。希望する者は、

ほとんど 4歳時点で幼稚園に就園するO その者がそのまんま 5歳児になる、こう いう過程の中

で 5歳 1年保育の問題等考えたときに、 5歳児につきましては、毎年、 30から 40の範囲の

中で、 4歳児の子供が 5歳児に進級していく時点で、 30名の枠で、 5歳児に進級いたします

ので、それと現行の幼稚園設置基準に基づく 40名以下とするということがうたわれておりま

すので、 30から 40の間で 5歳児の補欠募集ぐらいは、実施していったらいいのではないか。

こんなような話にな っておりますので、その辺もお含み願いたいと思います。

以上です。

O議長(高橋通夫君) 石坂勝雄君。

028番(石坂勝雄君) 当然、何かこの条例は、文教委員会に付託されるんで、意見

というより 、私、要望しておきたいと思うんですが、多少完全な私立幼稚園との見解と合意と

いう形では、幼児教室等を含んでの問題で、昨日も市長の施政方針の中で、私、申し上げてお

きましたんですが、合意とちょっとニュアンスが違うんで、第七、いわゆる来年開校するのに、

早く非常にもう第七幼稚園の名前の条例を、早く言えば第七幼稚園をつくりますよという、 6 

の次には 7をつくりますよという条例を、予算と並行する問題に早く出されている っていうの

は、見方によれば、手回しがいいというふうに考えますが、私は、こういう点は、むしろ一歩

予算の推移を見てから、出すべきではなかろうかと、こ ういうふうに要望しておきます。
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( Iそのとおり」と呼ぶ者あり)

0議長 (高橋通夫君 ) 市川資信君。

01  9番(市川資信君 ) 多くの議員がいま質問したんで、幾つも聞くところはないん

ですけど、まず、質問に入ります前に、今年度の、全部の幼稚園というと問題点があ ると思う

んですが、五幼ぐら いまでの 1年保育と 2年保育の応募状況をまず、御説明願し 1ます。実態状

況です。

O議長 (高橋通夫君) 教育長。

0教育長 (長沢三郎君 ) お答え申し上げます。

第一幼稚園は、 5歳児 1年保育ということで、本年度は、 139名の応募がございます。そ

れから第二幼稚園につきましては、 4歳、 5歳、 2年保育を実施しておりまして、 5歳児につ

きましては、 5 8名、これは4歳児につきましては、 40名募集しましたところ 62名の応募

者がございまして、第二幼稚園につきましては、 40だけ抽選で決めた、こういう状況でござ

います。第三幼稚園につきましては、 5歳児が 61名、それから 4歳児につ きましては、 40 

名募集しましたところ 86名の応募者がございまして、 2人に 1人というような競争にな って

おります。それから第四幼稚圏につきましては、 5歳児が 38名、 4歳児が、これ も40名募

集しましたところ、ここは 38名の応募でございまして、募集定員内で満ちている。それから

問題は第五幼稚園でございますけれど、第五幼稚園は、 5歳児 1年保育だけを実施してる園で

ございますけれど、ここでは、 5歳児の応募者が 19名ということで、実質的には 2クラスご

ざいますので、 5歳児だけでしたらば 80名収容できるような状況でございますけれど、第五

幼稚園につきましては、 5歳児 19名の応募にとどまっております。それから第六幼稚園につ

きまして、これも 5歳児、 1年保育という状況でございますけれど、 ここ の幼稚園につきまし

ては、 36名の応募者があった。収容としては 2クラスございますので、 80名収容できる可

能性のある幼稚園でございますけれど、 5歳児 1年保育という中で、 3 6名の応募者があ った、

そのような状況でございます。

以上です。

O議長 (高橋通夫君) 市川資信君。

0 19番(市川資信君) いま教育長の各幼稚園の応募状況を見てもわかりますように、

明らかに、 2年保育は別として、 1年保育に関しては、私立幼稚園の園児の募集状況と相まつ
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て、市立の幼稚園ですらも、応募状況というものは、まことに厳しい環境というんでしょうか、

実態なわけであ ります。そういった中で、私は、きのうの施政方針の中で、多くの議員が申し

上げておりますので、重複は避けますけれども、本来、私も過去において、文教委員会を務め

させていただいている中でも、指摘したことがございますけれども、日野市の市立の幼稚園に

関しては、歴史の過程の中で、私立の幼稚園がどうしても満たないという、その行政の補完と

して通ってきたという現実の経過があるわけであります。そういった中で、最近の園児の減少

と相まって、私立幼稚園が非常に精力的に、非常にいい環境で、すくすくと伸びてる中で、私

立幼稚園ですらも応募を完壁に 100労満たすことのできない厳しい状況の中で、あえて、こ

こで第七幼稚園を設立するということに、まことに私は、疑問を抱かざるを得ないんでありま

す。と申しますのは、私も文教委員会にし、るときに、こ の七幼あるいは幼 ・保一元の研究セン

ターの設立等について、長い間審議の過程の中で、私立幼稚園の経営状況を脅かすようなこと

があっては、断じてならないということは終始一貫した、 また、請願の採択についても、 そう

いった ことを述べておるわけでありますが、いま市長の答弁、あるいは教育長の答弁の中に、

これらの議案を上程する に当た って、あいまいな答弁のみで、きちっとした私立幼稚園協会と

の、いわゆる公私格差是正というものが図られてなし 1。一体、こういったものをきちっとした

上で、こういった行政を進めるべきではなかろうかということを申し上げてきたわけですけども、

市長の姿勢というパノでしょうか、第七幼稚園を設立に当た っての私立幼稚園協会との話し合い

を、どの程度進んでいるのか、はっきりとした、明確な答えをいただきたい、でなければ、私

どもも文教委員会として、あの請願を採択したというものが、セレモニーにもな りかねない、

権威といいま すか、その重みというものも重鎮を問われる次第でございますので、その点の見

解をしっかり とお願いいたします。

0議長 (高橋通夫君) 市長。

0市長(森田喜美男君 ) 昨日の施政方針表明にも、申し上げておるとおりでございま

す。

今回、この設置条例の改正という形で、早々と提案をする理由に、私も予算を得てからでい

いんではな l¥かというふうに思っておりましたが、このことは、国から求められておるという

ことであります。固から求められておりますので、こういう形を取らしていただくということ

であります。
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それで、いろいろ議論の趣旨もよく理解をいた しております。また、幼児教育に、この時期

において、一層公私格差、これについての是正と申しまし ょうか、均てんといいましょうか、

そのものを十分行いたい、ということも、 委員会の席でも申し上げております。また、幼稚園

協会ともそういう理解のもとに、一応合意をしていただけでおる、このように承知をいたして

おります。

今回の予算の中にも ございますが、市立幼稚園の保育料の検討委員会というものを設けて、

関係の方々の議員としての御参加のもとに、御審議をいただこう、こういう前提も予定をいた

しております。そういうことで、御理解のいただける措置を取りたい、そういうことによって、

西の方にかねて、求められております幼児教育の施設、つまり幼稚園を将来、 6 0年に 2年保

育をほぼほとんどの園で一斉に実施するために必要な措置である、このように考えております。

十分、御意見も、それから、私どもの大切な協議機関であります私立幼稚園協会とも話を、こ

れまでもやってまいりましたし、これからもまた進めてまいり ながら、地域の幼児教育に、 し

っかりした責任のとれる体制を行っていきたい、 こういう考え方でございます。

以上です。

O議長 (高橋通夫君) 市川資信君。

0 19番(市川 資信君 ) はっきりとした御答弁ではないんですが、私は、きのうの施

政方針演説、これは過去においてもずっとそうでございますが、非常にあいまいな市長の姿勢

というものが、この幼稚園教育に関しても、私は出ているんではなかろうか。これは義務教育

ではありませんので、市長は、よく義務的なものについては、これはすべてを優先するんだと

いうような基本的な考え方、これは、為政者として、当然だと思うんですが、たとえば、市民

会館を建設するようなときに、駐車場はどうするんだ、こう言ったらば、自然、発生的に需要と

供給のバランスというものはとれるんだ、そういうものの中で私は行政というものを進めてい

きたい、というようなことを過去に何度か申しております。

そうしますと 、市長の今回の第七幼に対する姿勢というものは、明 らかにその姿勢と矛盾い

たしますし、当然あの地域にも、いずれかは、私立幼稚園を設立したいという構想の方もいら

っしゃるでしょうし、市の行政の介入によ って、市長の、いわゆる自然発生的な需要と供給の

バランスということの矛盾を感じるわけなんです。しかし、この点については、議論を闘わせ

ても文教委員会等で、またやられることだろうと思いますので、私はあえて答弁は求めません
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が、いずれにいたしましても、私も過去に、文教委員会を務めさせていただし 1た経過の中で、

私立幼稚園との格差、公私格差是正というものを的確に、両者の納得の上で、これら の行政が

進められることを強く要請して質問を終わります。( [""関連」と呼ぶ者あり)

0議長 (高橋通夫君) 石坂勝雄君。

028番(石坂勝雄君 ) ちょっといま市長が、何か市道の関係で、予算を通してから

でし川、と思ったんだが、イ可か、早く言えば国なり都なり恐らく私の想像では、起債の関係では

なかろうか、こういうのには学校のきちっと、いわゆる幼稚園をつくるんだ、こういうふうに

してかなきゃいけないんだ、こういうことだと思うんですが、そういう点からいくと、いまの

いわゆる補助金ていうんですか、こういう制度の中っていうのは、学校法人で幼稚園をつくっ

た場合には、伺ていうか、少なくっても建設費の 3分の 2、最悪の状態でも 6割は自己資金を

持っていなければならない。こういう日野の現状の、予算措置を見ますと 、国の支出金ってい

うのは、国庫支出金ていうのは 1，645万、これは私立の学校法人がつくっても、このくらし 1はちゃんと

補助金はくれるんです、はっきり言ってOそれからあとは借金ですよね、地方債っていうのIJ"oこういう

形の中で、推し進めるために校名だけを早くつくれるというんなら、少なくとも私は、いわゆ

る、義務でない機関をやられるというのは、日野は財源力があるんだから、堂々と、何という

か、大向こうからやって少なくとも国庫の支出金以外は、全部自己財源で賄ってやって、ここ

のいわゆる市民サービスも低下しないというんなら、わかるんですが、私、第七幼稚園に関し

てのいろんな記述の覚えの点もあるんで、深くその辺には申し上げませ八ノが、いわゆる少なく

ても、論議を呼ぶような点を起債に頼るが余り 、市長の答弁と教育長の答弁とちょっと食い違

っているから、私指摘だけしとくんですが、地方債を何か、早く恐らく私はするために早く校

名をつけて第七幼稚園をつくりますよと、こういうような条例を制定するというのは、ちょっ

と何か義務でない限りでは、いま少し、慎重に検討すべきではなかろうか、こういうこと を述

べておきます。( [""そうだ」と呼ぶ者あり)

0議長 (高橋通夫君) 馬場弘融君。

0 8番(馬場弘融君) 私は、文教委員であります。しかしながら、先般の米沢副議長

の発言のように、私は非常に重要な問題であると考えておりますので、あえて、本会議で発言

をいたします。

それは、第七幼稚園の第七という名前の問題であります。と いうのは、市長の施政方針の中
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におきま しては、仮称旭が丘幼稚園となっております。で、 予算書を見ますと、仮称第七幼稚

園となっております。実は、私、当初、これ読んでおりま して、こ の両者がなかなか結びつか

なかっ たんですね。別なものがつ くられる のかなと いう ふうな感じを持ったわけです。 いろい

ろ御説明伺って、ようや く第七幼稚園というものと 、旭が丘幼稚園とい うものが結びついた。

一体、市長は、どうい うおつもりで、違った名前のものを一遍にお出しになるんですか、お伺

いします。 ( i ~ ¥い質問だ」と呼ぶ者あり )

0議長 (高橋通夫君) 市長。

0市長 (森田喜美男君) 仮称段階だったものですから、そのあたりを場所というとこ

ろにイメージを置いたというこ との手違いであった と思っております。今後はそう いうことの

ないよ うにしなければならないと思います。

0議長(高橋通夫君)

08番 (馬場弘融君)

馬場弘融君。

いろいろ細かいこと を言っているように思うかもしれませんけ

れども、市長の施政方針 というのは、こ れまでの例ですと 、きちんと広報に載るんですね。全

文がそっくり。その中に、私も何度も指摘しておりますけども、かなり間違いがあるんですよ。

だから、これだけの ことを言ってるんです。ですから、この問題ですと 、たとえば、旭が丘地

域に、仮称第七幼稚園を建設しますと、そういう文章をお書きになればいいんですよO 何でも

ないことですよ。わざわざ別な名前で出してしまうからおかしくなるんです。ぜひ 、

今後こういう ことのな いよ うに、気をつけていただきたい と思います。

0議長 (高橋通夫君 ) ほかに御質疑はありませんか。橋本文子君。

01番 ( 橋 本 文 子君 ) 私も文教委員でございますが、この七幼ということだけではな

くて、幼稚園問題で、二、三質問させていただきたいと思います。

市川議員とのやりとりの中で、六幼は、収容可能なのは 80名であるO にもかかわらず 36 

名のいま応募者しかいないという中で、この六幼に希望している幼児が、いまだに就園通知を

もらって いないという事実がござ います。 これは、 1 8日の、 3月 18日の段階でございます

が、この子供は、なぜ、いまだに就園通知が来ないのか、そのことをまず 1点お伺いをしたい

と思います。

それと、 2点目は、六幼の36名と いうこの人数に対して、教育委員会側から、 1クラスで

やれという御指導があるO 先ほどの教育長のお話の中では、幼児教育は 30名定員が妥当であ
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ろう とい うお言葉がありま した。 この30名定員と いうこ とと、 3 6名を 1クラスでやれとい

うこ とには、矛盾があるのではないか、こ のことで第 2点目の質問 させていただきます。

それと 、大変しつこいようですが、 3番目の質問といた しまして、 幼児教育センタ ーはー幼

にとどめるということは、再度私からも、それが本当にそ うなのか、御質問をさせていただき

たいと思います。

以上、 3点よろしくお願いをいたします。

O議長 (高 橋 通 夫 君 ) 教育長。

0教育長 (長沢三郎君 ) お答え申し上げます。

第六幼稚園で、障害児を受け入れるかどうかという問題、この問題につきましては、まだ私

の方、そういうクースが、本年度第六幼稚園の方で起きているというお話は聞いておりませんO

あくまでも、先ほど申し上げましたのは、一応募集時点におけると ころの、応募者の状況を、

市川議員さんの質問において、お答えしたということで、第六幼稚園に障害児を受け入れるた

めに、どういうような形で対応しているか、改めて学務の方と連絡を取ってみたいと思います。

それから、なお、第六幼稚園につきまして、 3 6名定員といいますか、 3 6名の応募者とい

う関係でございますので、私たちの方では、一応現在の幼稚園教諭の問題と絡めて、本年度は、

第六幼稚園につきましては、 3 0名を超えていますので、 2クラスにして対応していきたい、

こう考えております。

それから、最後の、いま第一幼稚園で行われております幼児教育センタ 一、こ ちらの研究関

係の問題につきましては、現在、第一幼稚園、並びに多摩平の保育園、これとの重松先生、あ

るいは研究に携わっている先生方の人間関係と申しますか、これが、半年ぐらいの間に、第一

幼稚園、それから多摩平保育園の保母さん、これとの聞にできてきておりますので、先生含め

まして、当分の聞は第一幼稚園並びに多摩平保育園を幼児教育センタ ーの根拠地として対応し

ていきたい、 こういうことに変わりございませんので、それもお答えしておきたいと思います。

0議長 (高橋通夫君 )

01番 (橋本文子君 )

橋本文子君。

2番目の質問につきましては了解いたしました。 36名だから

2クラスでやると いうことです;fdo

それと 3.番目の幼児教育センタ ーにつきましては、いま当分の聞とおっしゃった。そうする

と、将来においては、またほかに移動する可能性があるというふうに理解してよろしゅうござ
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いますか。

それと、語る に落ちる とはこのことかなと、ち ょっと、ごめんなさ い、 変な言い方ですけれ

ども、私は、障害児の問題とは一言も申し上げたつもりはなかったんですが、障害児の問題は

聞いておらないと。まさに御存じだから 一一聞いておらな いと おっしゃって、なぜ障害児って

いう 言葉そこに出たのか、私は大変不思議です(笑声)。御存じだったんじゃないんですか。

私は、まだ就園通知が出ていない幼児に関して、どうな っているのかと伺っただけ、それは議

事録を見てくださし1。語るに落ちるつてのは、まさにこのことだなあO 御存じだったんでしょ

う教育長。もう少し速やかに、これ、ほんと通知を出していただきたいと思うんですよO

その 3番目の、最初に言っ た当分の間 っていうこの 1点ね、もう一度しつ こいようですが、

これ伺 っておきたいことと、その、もう一度 1問 自の就学通知がまだと いう、障害児について、

じゃ障害児を入れるということについて、教育長はどういうふうにお考えなのか、そこのとこ

ろ、再度お伺いしたいと思います。

0議長 (高橋通夫君) 教育長。

0教育長 (長沢三郎君 ) お答え申し上げます。

語るに落ちるというようなことでございますけれど、橋本議員さんの方から、御質問がござ

し1ましたんで、私、たびたび障害児教育問題で、橋本議員さんと 、この議場でやりとりをして

いるので、現在、まだ就園通知が出ていないという状況の中で、そういうような話でございま

すので、恐らく、学務の方で障害児の問題と絡めて、その問題について対応している、こうい

うふうに考えたものですから、まだ、確かに、その辺での報告は受けておりませんO

それから、障害児を受け入れるかどうかと いう問題、これ、幼稚園の場合には、わざわざそ

のたびに介助員制度まで設けて、対応しておりますので、一般的な形で、障害児というときに

は受け入れて対応をしております。 ただ、本当に、 極端な場合、強いて言えば、そのお子さん

自体にとって、かえって、幼稚園で対応させることがどう考えても、子供さん自身にとって、

生命上、極端な場合ですね、生命上、あるいは一般的に不幸だというような判断の場合には、

これは、御父兄の方と十分お話し合いをしながら、対応していかなければいけないクースも、

ケースによっては出てくる場合がございますけれど、一般的な形での障害児は、介助員をつけ

てでも対応している、こういうふうにお答えしておきたいと思います。

それから、 3番目の当分の間第一幼稚園の方で幼児教育セ ンターの仕事は進めていきたい。
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これは先ほど申し上げましたように、せ っかく、あの場所に根拠地を定めて、第一幼稚園並び

に、多摩平保育園の先生方との人間関係ができて いる中で、早々に問題を、いろいろな形で変

更を起こすべきでな いという考え方を持っております。 ただ、現在、幼児教育セ ンターで、進

められている研究というものが、非常に発展していって、たとえば、よく日野の図書館の問題

が出ますけれど、日野の図書館も、出発当初、社会教育センタ ーの1室を借り て出発したと承

っているわけでございますけれど、将来、こ の問題が市民全体の、一応、幼児教育というもの

に対する一つの評価と申しますか、そういう一定の定着が行われ、市民サイドから、も っと日

野市の一つの幼児教育というもののあり方についての根拠地を、ああいう場所で進めているの

では、問題ではないか。そういうような形での声が上がってくる中で、これは、未来永劫に、

あの場所に幼児教育センタ ーを置くのが妥当であるかどうかということにつきましては、将来

の幼児数の増加ゃなにかの問題等も含めながら、検討してし 1かなくてはならない、そういう事

態も起きてこないとも限らなし 1。そういうことで、当分の問、現在の場所で、教育センタ ーの

方の業務を遂行していきたい、このようにお答えしたわけです。

以上です。

O議長(高橋通夫君) 橋本文子君。

0 1番(橋本文子君) 教育長、そういうふうに最初からおっしゃればいいんですよO

市民全体の声が上がってくれば、動く可能性があるんだというふうにおっしゃっておかないと、

動かさないんで、 あそこにー幼にずっと置いてしまうんだっていうお答えで、終始されている

と、またまた、次に動かしたいときに、 どうにもならな い事態が起こ って くると思うんです。

ですから、いまのように、大変、将来にわたっては流動的な考えがあるんだ、ということを初

めからおっしゃっていた方が、私は、教育委員会側としては、誠意のある御答弁ではなし 1かと

いうふうに思います。

そして、最初の障害児が、まだ、いまだに就園通知が来ていないという問題につきまして、

基本的には障害児も引き受けるために、介助員制度まで設けてやっているんだ。ただしその子

供にとって、不幸だと判断された場合には、そうでない普通の幼稚園に入れるんじゃなく 、別

の考え方を持つ場合もあるというふうに、受けとめたんでございますけれども、こ の子供の将

来を、未来永劫それこそ教育委員会が、この子にとっては、死ぬまで全部責任をとろう 、とお

っしゃるんなら別ですけれども、この子供について、親が強い希望を持って いるわけです。で、
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この親は、その子供を最後まで、めんどう見ょう、そういう立場で希望してるわけです。当然、

そうした場合に軍配は、親の強い希望の方に上げるべきではな いか、それも速やかに、いつま

でも引き延ばすのではなく て、 速やかに親の強い希望を受け入れるべきであろうというふうに

私は考えておりますので、要望といたしまして、 1日も早い就園通知を出していただけるよう、

ここで教育長に強くお願いしておきたいと思います。

以上です。

O議長 (高橋通夫君 )

04番(小山良悟君 )

小山良悟君。

先ほどの、名称のことで、 議論がありま したけれども、仮称旭

が丘幼稚園が市立第七幼稚園と 、こういう正式な名称ということになったようでありますけれ

ども、私は第一とか第二とか第三とか、機械的に数字をつけて、こ れは幼稚園に限らず、小学

校、中学校でもそうですけれども、 こう いう名称のっけ方はどうかなというふうに、ち ょっと

疑問を持つわけであります。特に私のように、日野市に生まれ育つてない者については、特に

わかりにくいわけであります。たとえば、旭が丘なら、旭が丘幼稚園というふうな名称の方が、

地域の名前をつけていただいた方がわかりいいわけであります。また、同じ地域に二つあるよ

うな場合には、第一旭が丘幼稚園とか第二旭が丘幼稚園というふうに、つけられればいいと思

うんですけれども、ふるさと志向といいますか、そういったものを強める意味でも、ひとつ、

小学校、中学校、幼稚園、こういう公共的な施設の名前をつける場合、機械的なつけ方じゃな

くて、もう少し味のあるっていいますか、市民にわかりやすい名称をつける配慮が必要じゃな

いかというふうに思うんですが、いかがでしょうか。

0議長(高橋通夫君 ) 市長。

0市長 (森 田喜美男君) 私の不手際で、そのような議論を呼び起こして、まことに、

恐縮な面もございます。今後、いまの御発言も十分尊重もし、私もまた賛成できることでござ

いますので、そのようなことが、確かに私も必要だ、こういうように考えておりますことをお

答えをしておきたいと思います。 ( [""ありがと うございます」と呼ぶ者あり )

0議長 (高橋通夫君 ) 古谷太郎君。

06番(古谷太郎君) 小山議員さんの言われること、もっともだと思うんで、名前に

ついて も、私の方の小学校は、 もう教育長さんがりっぱですから、 仲田小学校、みごとな名前

がついております。仲田の真ん中にありますから仲田小学校、だれが考えても、あの場所は、
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学校の名前聞いただけでぽんときち ゃう(笑声)。私の家の裏は東仲田、小学校より東にあり

ますよ、東南だ。それは、本当にいま、いい御発言で、教育長さんに感謝申 し上げますが、次

のこの問題で、 幼稚園の問題なんですが、幼児教室が各所にあるO この先生方については、学

童クラブのようなことはいたしませんと、いうよう なお話をいま承ったんです。しかし、日野

市の幼稚園、ですから学校の、まず第 1には、幼児教室を全部やめるよ うに、 御指導される意

思があるかどうか。正式な私立の幼稚園なり 、公立の幼稚園なり 、いわゆる幼稚園協会と御相

談されて、それらの子供たちについての、保育園協会も御一緒でいいんじゃなかろうかと思う

んです。 こういう大局的な立場から指導するのが、市長としての法律的な義務であろうかと思

うのです。ですから、まだ、いわゆる幼児教室なるものが日野市に 3カ所あるというお話がた

だいま市長からございました。 これは、当時の子供たちの急増対策上、やむを得なかったとい

うふうに解釈される。 小学校のプレハブ教室、中学のプレハフ。教室と同じようなもんじゃなか

ろうかと思うんで、そういう指導される用意があるかどうか。

次に、教育長さんの方になりますか、第五幼稚園は 80名の定員が 19名でございますO 第

六は先ほど申し上げたとおり 18名の学級を 2クラスっくりた l¥0 ここでことしは、幼稚園教

諭は、園児が 1人でも、一つの幼稚園なら小使いさんも 1人いるんじゃなかろうかと思います、

これは。ですから、先生の数ですね、どのよ うな配分になるのか、幼稚園の。その点をちょっ

と御説明お願l¥したいと思います。その 2点。

O議長 (高橋通夫君) 市長。

。市長(森田喜美男君 ) 第一段階の質問について、考え方をお答えをいたします。

従来、人 口急増時に一つの発想として、進められました共同保育、ないしは類似施設という

使命は、一応終わったと解していいと思っております。したがいまして、極力、正規の施設の

中で、預かるように、幼児教育を、責任持って預かるように、関係の、いままでや ってこられ

た向きにも、そのことをお進めもし、また、理解をいただこう 、このような努力を、いままで

もやってまいりましたが、これからも時間を切った中で、ひとつ継続してやってみようと思っ

ております。

0議長 (高橋通夫君) 教育長。答弁は簡単にお願いしますo

O教育長 (長沢三郎君 ) お答えいたします。

本年度、 36名というような第六幼稚園の場合のような場合は、 2クラスに して対応する。
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なお、本年度の応募者との関係で、 第五幼稚園等は 19名をさらに 2つに介け るということ

もできませんので、そういう状況のと きに、その圏の先生が解任になるんじゃないか、という

御心配だと思いますけれど、本年度、全置で 2名、 3月末で退職を希望されている幼稚園の先

生がございまして、それの欠員補充は本年度は行わないで、対応していきたl¥0 したがって、

先生の方につきましては、当面、そのために解任が生ずるというようなことはなく進められる、

このように考えております。

0議長 (高橋通夫君 ) ほかに御質疑はありませんか。なければ¥これをもって質疑を

終結いたします。

本件について、御意見があれば承ります。なければ、これをもって意見を終結いたします。

お諮りいたします。 これをもって、 議案第 9号、日野市立学校設置条例の一部を改正する条

例の制定の件は、文教委員会に付託いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

( r異議なし」と呼ぶ者あり )

0議長(高橋通夫君 ) 御異議ないものと認め、文教委員会に付託いたします。

お諮りいたします。議事の都合により、暫時休憩いたしたいと思いますが、こ れに御異議あ

りませんか。

C r異議なし」と呼ぶ者あり 〕

0議長 (高橋通夫君) 御異議ないものと認めます。よって暫時休憩いたします。

0議長 (高橋通夫君 ) 休憩前に引き続き、会議を開きます。

午後 2時 38分休憩

午後4時 49分再開

お諮りいたします。議事の都合により 、あらかじめ会議時間の延長をいたしたいと思います

が、これに御異議ありませんか。

C r異議なし」と 呼ぶ者あり)

0議長 (高橋通夫君) 御異議ないものと認めます。よって、会議時間を延長すること

に決定しました。古賀俊昭君O

0 18番(古賀俊昭君) 私は新米の議運の委員なんですが、たしか議運で、議事日程

については、協議をするということになっていると思うんですが、本日のこの時間延長につい

ては、議運でそのようなこと、もちろん開かれておりませんし、当然議論もございませんでし
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事2=

た。議長の見解をお聞かせいただきたいと思います。

0議長 (高橋通夫君) これはですね、正式には議運にかけなければならないんですけ

ど、時間が迫っているので、臨機応変の処置を取ったんですから御了解願います。

お諮りいたします。議事の都合により暫時休憩をいたしたいと思います。これに御異議あり

ませんか。

C r異議なし」と呼ぶ者あり)

0議長 (高橋通夫君 ) 御異議ないものと認めます。よって暫時休憩をいたします。

午後 4時 51分休憩

午後 7時 17分再開

0議長 (高橋通夫君) 休憩前 i':'~ Iき続き会議を開きます。先ほど、古谷太郎君の質問

に対して回答保留にな っておりました件の回答を関係部長からお願いします。生活環境部長。

O生活環境部長 (坂本金雄君 ) 先ほど、議案第 5号の古谷議員の御質問に対しまし

て、即答できなかった分につきまして、お答えをさせていただきます。

古谷議員さんの御質問の第 1点は、任意、強制の二通り二本立てでいくのかという御質問と 、

あと掛金の御質問だったと思いますが、 現在任意共済、あるいは強制共済、この強制共済とい

う言葉はなくなっております。当然、加入の共済というような言葉になっておるそうで ございま

す。農作物共済につきましては、任意の共済と、それから、当然、加入の共済と二本立てになっ

ておりまして、この分かれるところは、農地 10アーノレ以上の農地を耕している方は、強制的

に加入をしなければならな l¥0 当然加入をしなければならな l¥0 耕す ことによって、加入の資

格が出るそうでございます。この方々には、農業共済の事務局の方から通知を差し上げてこの

共済に加入をしていただく。 10アール以下の農家につきましては、任意で加入をしていただ

しこういうことになっております。さらに、家畜共済、園芸共済につきましては、すべて任

意共済になっております。それから、年度途中の譲り受けなどによります権利、義務の関係で

ございますけれども、たとえば 10月1日に、よそさまに譲り渡したような場合には、 1 0月

1日以降の掛金については返らない、返さないということにな っております。以上、お答えを

させていただきました。

0議長 (高橋通夫君 ) 清掃部長。

0清掃部長(大貫松雄君) 先ほど、古谷議員さんからの御質問で 1点保留になってお
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りましたので、その分についてお答えいた します。

御質問の内容は、事業所汚泥の受け入れ前と受け入れ後の費用の差は、どのくらし 1かという

ことでございます。事業所が 80キロ の浄化槽ができる前は、事業所が業者に委託いたしまし

て、 海洋投棄をしておりま した。その海洋投棄の場合運搬賃として、 1キロリ ットル 8，500

円ということでございます。それが受け入れをいたしまして、業者がですt:l.o これは運搬賃で

ございますけれども、 3，500円という ことで ございます。そ して、これを今度は条例改正の

中で 2，000円プラスをしますと、 5，500円程度になります。そうしますと、約 3，000円

ですねO 清掃部の方に持っていきますと 、約 3，000円ばかし安くなるということでございま

す。 以上でございます。

0議長 (高橋通夫君)

06番 (古谷太郎君 )

古谷太郎君。

これは大変重大な御説明でございまして、事業所あるいは団地、

あるいは、またいろいろありますけれども、いままで 8，500円 1キロリ ットルかかっていた

汚泥処理に。ところが今度は 5，500円で市がやってあげるということになるわけです。とこ

ろが無届け、いわゆる許可を受けることができない状態の市民の方々の個人の浄化槽について

は、 1キロ リットノレ 9，000円業者に市民は払っているわけです。そうすると、今度の条例に

よります と、事業所とか、団地は全部救われてくる O ところが、 2万 6千数百人の市民の一一

無届けじゃありません。これは届けて も受け付けていただけないわけです。この浄化槽につい

てだけは救済されない、救いがな い、こ ういう ことになるわけです。ですから、ひとつ私は理

事者側においても、また、 厚生委員会の時間がありませんから申し上げますが審議においても、

善良な市民だけが救われないこの条例のあり方について、御検討のほどをお願いしたいと思う

のであります。 以上で終わります。 ( [""関連」 と呼ぶ者あり )

0議長 (高橋通夫君 ) 旗野行雄君。

0 10番 (策野行雄君 ) あるいは私の勘違いかもしれませんけれども、いま環境部長

から言われた農地 10アール以上当然加入ということは、水稲共済のケースじゃないですか。

水稲 10 ア ーノレ以上という方が正しいんじゃな~~かと思うんですが、 ~ ~かがですか。

0議長 (高橋通夫君 ) 生活環境部長。

0生活環境部長 (坂本金雄君 ) 農作物共済のうち水田の耕作面積でございます。

「農地じゃないでしょう 」 と呼ぶ者あり ) はし ~o
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0議長 (高橋通夫君 ) よろしいですか。( [""了解」と 呼ぶ者あり)

これより議案第 18号、昭和 59年度日野市一般会計予算の件を議題と いたします。

理事者・から提案理由の説明を求めます。市長。

〔市長登壇 〕

0市長 (森田喜美男君) 議案第 18号、昭和 59年度日野市一般会計予算について提

案の理由を申し上げます。

本議案は、昭和 59年度日野市一般会計予算であります。

歳入歳出予算の総額は、 304億 7，035万 3，000円で、前年度に比較して、 5 7億

9，804万 7，00 0円、 2 3.5%の伸びとなっております。

歳入は、市税が 59. 4 ~ちを占め、 ついで市債、国庫支出金、繰入金、 都支出金などで構成さ

れており、一方、歳出を見ますと、総務費が 19.2%、民生費が 19.1 %、教育費が 195ち、

土木費が 16.7%、衛生費が 11. 3 %、公債費が 8.6 ~ちのj債となっております。

詳細につきましては、 担当部長に説明いたさせますので、 よろしく御審議のほどお願l~l~た

します。

0議長(高橋通夫君) 歳入歳出全般及び第 2表債務負担行為、第 3表地方債の説明を

関係部長から求めます。

予算の説明は、要点を取りまとめて簡単にお願し、します。企画財政部長。

O企画財政部長(前田雅夫君 ) 御説明申し上げます。

まず説明に入る前に、大変恐縮でございますけれども、予算説明書の中にミスがございまし

て、正誤表のとおり訂正をさせていただきますので、よろしくどうぞお願いいたします。

それでは、昭和 59年度日野市一般会計予算につきまして、御説明申し上げます。

まず 1ページでございますけれども、歳入歳出予算第 1条でございます。 これは、ただいま

市長が申し上げましたとおり 、歳入歳出それぞれ 304億 7，035万 3，000円とするもので

ございます。第 1表歳入歳出予算のとおりでございます。詳細につきましては、一般会計予算

に関する説明書によりまして御説明を申し上げます。

次は、第 2条債務負担行為でございますけれども、これは第 2表のとおりでございます。こ

れも後ほど説明をいたします。

第 3条地方債でございます。これも第 3表のとおりでございます。 2表に続きまして御説明
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を申し上げます。

第 4条、一時借入金でございます。 これはここにも書いてございますとおり 、この一般会計

予算の中で、資金運用をするための一時借入金でございます。前年度同様 30億円を予定して

おります。

第 5条の歳出予算の流用でございます。この第 1号に書いてございますとおり 、人件費関係

の款内での流用をお認めいただくというもので ございます。

それでは、歳入から御説明を申し上げます。

まず 11ページ市税でございます。市税では、全体の伸びを 5.1%見ております。個人につ

きましては、 8.89ちの伸びを見ております。

次が法人でございますけれども、前年度対比 10.99ちの滅でございます。これは 58年度予

算の補正第 6号で、 6億 2，685万円を減額いた しまして、予算現額を 28億 5，632万

5，000円としております。この予算現額に比較しますと、 8.6の伸びを見たということにな

るわけでございます。

次が 15ページでございます。固定資産税でございますけれども、 1 0.29ぢの伸びを見て計

上してございます。

次が 19ページでございます。市税のうち軽自動車税でございますけれども、これは 15. 7 

%の伸びを見て計上してございます。

次が 21ページ、市たばこ消費税でございます。伸び率といたしましては、 1 2.29ちでござ

~ ¥ます。

次が電気税でございますけれども、これは 3.1%の伸びでございます。

2 3ページでございますけれども、 ガス税でございます。これは 9.95ちの滅でございます。

次が特別土地保有税でございますけれども、 これは対象が減ってまいりまして、前年対比

4 7.89ちの滅でございます。

次が 25ページでございます。まず都市計画税でございますけれども、 1 0.2%の伸びを見

ております。

次が地方議与税のうちの地方道路譲与税でございますけれども、これは 4.1%の伸びでござ

います。これは 57年度決算に基づきまして計上をいたしました。

次が 27ページでございます。 自動車重量譲与税でござし1ます。これも 57年度の決算に基
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づきまして、計上いたしました。 1.9 9ちの伸びでございます。

次が自動車取得税交付金でございますけれども、こ れも 57年度決算に基づきまして計上い

たしまして 7.19ちの増でございます。

次が 29ページでございますけれども、地方交付税につきましては、科目存置でございます。

交通安全対策特別交付金でございますけれども、こ れも 57年度の決算に基づきま して、7.1

%の伸びを見てございます。

次が 31ページでございます。款 6分担金及び負担金でございますけれども、この款では、

全体で 4.59ちの伸びを見ております。詳細につきましては、記載のとおりでございますので、

説明を省略いたします。

次が 41ページでございます。 8国庫支出金でございます。国庫支出金につきましては、

2 5.45ちの伸びを見ております。

4 5ページにまいりまして、国庫補助金でございますO ここでは特に民生費国庫補助金とい

たしまして、 (仮称)日野市心身障害者生きがい作業所併行防音といたしまして、補助金を予

定をしております。さらには、衛生費の国庫補助金でございますけれども、ごみ焼却炉新設の

補助金を予定をしております。

次は 47ページでございます。教育費国庫補助金でございますが、ここでは節の 2小学校建

設補助金、これは仲田小学校関係の補助金を見ております。 さらには小学校防音施設費補助金

でございますけれども、第四小学校他 1校の建具改修の工事の補助金を計上してございます。

次が 49ページでございます。節の 5の中学校建設費補助金でございますけれども、説明欄

にも記載してございますとおり 、三沢中学校、あるいは第三中学校等の増築関係及び校地の取

得の補助金を見てございます。さらに、下の方へいきまして、 8の幼稚園建設費の補助金でご

ざいますけれども、 (仮称)第七幼稚園の補助金をここで見ております。さらに、その下は七

幼ないしは第二幼稚園の防音の補助金でございます。

次が 59ページでございます。都の支出金のうち都の補助金でございますけれども、総務費

都補助金の中で、市町村調整交付金がここに記載されております。この中には、行政報告の中

でも出ましたけれども、立 73のいわゆる都の負担分が、 1，048万7，000円入っておりま

す。振興交付金につきましては科目存置でございます。

次は 77ページ財産収入でございます。 これは記載のとおりでございます。
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次が 11の寄附金で ございますけれども、公共公益施設費といたしまして、 3，500万円を

予定しております。前年度と同様の額でございます。

次が 79ページでございます。繰入金でございますけれども、まず受託水道事業特別会計繰

入金でございますけれども、こ れは水道事業を東京都から受託しておりまして、その受託の中

に、職員の退職金見合いのお金が入っております。これを一般会計の方へ繰り入れまして積み

立てをするとい うものでございます。 いわゆる繰り入れでございます。

次が都市計画事業特別会計繰入金でございますけれども、これは神明上関係の事業の清算に

伴 う繰り入れでございます。

次が基金からの繰り入れでございますけれども、まず財政調整基金繰入金でございますけれ

ども、 3億 7，000万円、 それから、公共施設建設基金繰入金 1億 9，000万円、それから、

市民会館建設基金繰入金でございますが、 1 1億 5，000万円、それぞれ予定をしております。

次が 81ページでございます。まず繰越金でございますけれども、これは前年度からの繰越

金を 4，000万円、前年度同様予定をしております。

諸収入でございますけれども、内容につきましては、記載のとおりでございます。ただ 85 

ページにまいりまして、収益事業の収入がございます。 これは競輪と競艇でございますけれ ど

も、前年と同様歳入予算を組みました。 この金額につきましては、事務局の情報をもとに前年

度同様計上したというものでございます。

それから、 87ページでございますけれども、雑入の中で、 さらに自の 7.雑入の中に下から

2番目に高速道路関連公共施設整備費 2，000万円と出ております。これは、先だ って議論の

出ました道路公団からの支出金をこ こで受け入れるものでございます。

それから、 89ページでございますけれども、 1 5の市債でございます。前年対比 159.9

%の増でございます。説明欄に書いてございますような事業にそれぞれ市債を見ているもので

ございます。詳細につきましては、省略をいたします。 以上が歳入でございます。

それでは歳出に入らせて いただきます。

まず 93ページでございます。議会費でございます。 これは経常的経費でございますので、

説明は省略させていただきます。

次が 109ページでございます。一般管理費の負担金、補助及び交付金でございますが、こ

の後段の方に都パス路線維持費 2，097万4，000円が載っております。これは立 73の存続
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にかかる負担分でございます。歳入でも申し上げましたとおり、こ の半額につきま しては、調

整交付金で都から市に入って、 それをさらに出すとい うものでございます。

それから、その次の補助金で、路線ノζス運行 1，900万円とございますのは、 日野駅から旧

庁舎この庁舎を経由いたしまして、市立病院、多摩平支所を経由いたしまして、 豊田の駅の北

口に行く路線の新設を京王の方にかねてから要望いたしまして、 3カ年市が応分の負担をいた

しまして、 4年目から京王が自立をする、 という ものでございます。この初年度分の負担金を

ここに計上したわけでございます。

次が 123ページでございますけれども、積立金と繰出金でございます。 この説明欄に記載

しであるとおりでございます。

次が 12 5ページでございます。 13の委託料でございますけれども、 (仮称)生活保健セ

ンタ 一基本設計 1，027万8，000円を計上してございます。これは旧庁舎の跡地につくるも

のの基本設計料でございます。

次が 135ページでございます。自の 13、市民会館費でございますけれども、 22億

9，192万4，000円、工事費を含めまして、 5 9年度分の予算計上をしたわけでございます。

詳細につきましては、この説明欄のとおりでございます。

次が 137ページでございます。自の 14、事務改善推進費で ζ ざいます。この予算につき

ましては、住民情報をコンビュ ータ化、 電算化するということで、 60年 2月実施に伴う経費

を計上したというものでございます。

次が 139ページでございます。 16の諸費の中に、 1 9負担金、補助及び交付金でござい

ますけれども、この中に社会教育センタ ー改修 500万円と計上してございます。社会福祉セ

ンタ ーは、昭和 44年にっくりまして、 1 4、 5年た っているわけでございます。外壁等が非

常に老朽化いたしましたので、約2，000万円の工事費をもちまして改修をしようというもの

でございます。市が 500万円を負担をするというものでございます。

次が少しとびまして 181ページに行ってもらいます。民生費の社会福祉費でございますけ

れども、この説明の中の上から 3行自にございますけれども、手書き電話、いわゆる聴覚障害

者への手書き電話を引くというもので、 6 7万 2，000円計上したわけでございます。

次が 189ペ ージでございます。心身障害者福祉施設費でございます。このうち 15の工事

請負費の 3億 8，1 0 0万円でございますけれども、説明欄にございますとおり 、 (仮称 )日野
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市心身障害者生きがい作業所新設工事にかかる本体及び併行防音の事業費でございます。

次が 193ペ ージでございます。 13の委託料の下から 2番目でございますけれども、痴呆

性老人シ ョートステイ 事業ということで、いわゆる痴呆性の老人を一時預かつてもらう制度を

これからやっていこうというものでございます。延べ 200人分を計上してございます。

次が 19 7ペ ージでございます。老人福祉費の 28、繰出金でございますけれども、老人保

健特別会計へ 1億 2，659万 2，000円繰り出すものでございます。

次が 211ペ ージでございます。コミ ュニティ費の 15工事請負費でございますけれども、

この請負費の中の最下欄に市民ギャラ リー冷房設置とございます。 150万でございますけれ

ども、豊田のギャラ リーの冷房化を進める費用でございます。

次が 219ページでございます。繰出金でございますけれども、国民健康保険特別会計へ 1

億 5，811万円繰り出すものでございます。

次が 225ページでございます。児童措置費の扶助費でございますけれども、扶助費の中段

に民間保育所市加算分とございます。それから、 5行下に運営費とございますけれども、 58 

年度まで子供 1人 700円の単価でございましたけれども、 100円アップいたしまして、

800円としております。

次が 24 7ペ ージでございます。遊び場費でございます。特にここで申し上げたいのは、15

の工事請負費でございますが、四ッ谷こど も広場、新井わかたけこども広場、 (仮称 )金子橋

こども広場、それぞれ整備をする費用を計上してございます。

次が 263ページでございます。自の 3健康管理費で本年度予算計上し、前年度はゼロにγ

っておりますけれども、これは説明欄の一番上にございますとおり母子保健法、老人保健法、

その他一般住民の健康管理経費ということで、 5 8年度までは予防費に入っていたものをいま

申し上げました母子保健法、老人保健法等、いわゆる住民の健康管理に要するものをここにま

とめたわけでございます。 したがって、前年度はゼロということでございます。 内容につきま

しては、記載のとおりでございます。

次が少しとびまして、 289ペ ージ、清掃費のじん芥処理費でございます。委託料の説明欄

の後段に新炉建設に伴う設計他、それか ら、 1 5の工事請負費で 5億 7，886万円計上されて

おります。いわゆるごみ焼却炉の設計及び工事費でございます。

次が 297ページでございます。衛生費のうち病院費でございますけれども、市立総合病院
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へ補助する経費でござ いますO それから一一失礼しました。 19番及び 24の投資及び出資金

も市立病院に出資するものでございます。

それから、 313ページでございますけれども、農業共済費で 19負担金、補助及び交付金

815万 6，000円で ございますが、こ れは農業共済事業特別会計への補助金でございます。

次が 329ページでございます。土木費のうちの 3の道路新設改良費でございます。前年度

対比 33.9%の増を見ております。内容につきましては、記載のとおりでございます。

次が 335ページ橋梁新設改良費でございます。 これは委託料といたしまして、 (仮称)二

番橋の築造基本設計、測量、地質調査費を計上してございます。

次が 34 1ペ ージでござ います。河川新設改良費でございます。前年度対比 99.79ちの増で

ございます。これは、特には 15の工事請負費でございますが、前年度 2億 9，864万 1，000円

だったものを 5億 4，646万 2，000円にしたものでございます。

次が 34 7ページでございます。区画整理費でございますが、繰出金と して 8億 1，937万

1，000円を都市計画事業特別会計へ繰り出すものでございます。

さらに、 349ページでございますが、下水道費でございます。繰出金の 8億 110万

9，000円でございますけれども、これも下水道事業特別会計への繰出金でございます。

次が 353ページでございます。公園管理費の 15、工事請負費の一番下でございますけれ

ども、大和田運動広場整備 30 5万 4，000円でございます。これは八王子との行政界の河川

敷のところでございますけれども、現在遊び場として整備してございますけれども、約 3，600

平米ばかりまだ未整備の部分がございますO これを整備しようという費用でございます。

次が 355ページでございます。公園整備費でございますけれども、 1 3番の委託料旧程久

保川緑道計画調査、これは新程久保川が 58年度で全部整備が終わるわけでございます。この

旧程久保川を緑道として整備をしたい。この調査費でございます。延長は約 3キロメ ート ルで

ございます。

それから、次の 15の工事請負費でございますけれども、これは仲田緑地の造成工事でござ

います。 3カ年のうちの 1年目でございます。それから、次の公有財産購入費でございますけ

れども、これはここに書いてございますとおり 、仲田緑地用地特別会計で取得したものを一般

会計で取得をする経費でございます。

次が 365ページでございます。消防費のうちの非常備消防費でございますけれども、説明
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欄の節の一番最後に 8報償費とございます。出動手当 1，500円掛ける 2，10 0人とございま

すけれども、これは単価は 58年度より 200円アップをしてございます。

次が 411ページでございます。教育費の教育振興費 19の負担金、補助及び交付金でござ

います。日光移動教室兼修学旅行の補助金でございますけれども、下から 3番目に参加児童

4，500円掛ける 2，580人とございます。この単価につきましでも前年度より 500円アッ

プしております。

次が 42 1ページでございます。小学校の建設費でございますが、特にこの 15の工事請負

費でございますが、説明欄にございますとおり仲田小学校、一小、六小、高幡台小学校、潤徳

小、それから下に書いてございますとおりの新築及び改修等の工事請負費でございます。

437ページでございます。教育振興費のうちの 19負担金、補助及び交付金、補助金のと

ころでございますけれども、上から 3行目、いわゆる修学旅行の参加生徒 9，000円掛け る

2，300人とござ いますけれども、これも前年度より 1，000円のアァプをしてございます。

それから、 445ページでございます。中学校費の学校建設費でございますけれども、 1 3 

の委託料でここで特に申し上げたいのは、第二中学校の給食室新築設計、いわゆる調査費を組

んでございます。

次が 455ページでございます。幼稚園費の幼稚園建設費でございます。これは次のページ

にもわたりますけれども、 (仮称)第七幼稚園、それから第二幼稚園の建設費を計上してござ

し1ます。

次が 46 1ページでございます。同じく幼稚園費の幼稚園防音施設費でございますけれども、

これも先ほど申し上げました第二幼稚園、それから(仮称)第七幼稚園の防音費用を計上した

わけでございます。調査費は次のページに記載しであるとおりでございます。工事費も同じく

でございます。

次が 481ページでございます。社会教育費の文化財保護費でございます。委託料の中で、

後段の方に (仮称)ふるさと博物館新築ということで設計及び調査費を計上してございます。

少し飛びまして 515ページでございます。 11の公債費でございます。まず 1の元金でご

ざいますけれども、 12億 995万 7，000円の予算計上でございますけれども、こ の中には、

土木費及び教育費につきましては、土木費について 2億円、教育費につきましては、 2億

2，628万円の繰り上げ償還分を含めてございます。利子等についてはここに書いてあるとお
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りでございます。

次が 517ページでございます。 12の諸支出金のうちの 2の公営企業費でございますけれ

ども、こ れは開発公社助成費でございますけれども、市の土地開発公社に対しま しての補助で

ございます。いわゆる利子分の補助金でございます。この貸付金も同じくでございます。

次の 13の予備費でございますけれども、前年度同様 3，00 0万円計上してございます。

あと 518ページ以降予算に関する説明書といたしまして、給与費明細書、それから債務負

担行為調書、地方債調書が添付されております。内容につきましては、省略をいたします。

次が第 2表の債務負担行為でございます。 6ページでございます。ただし¥ま歳出の方で説明

いたしました事業の中で、 60年から 64年にかかる債務負担を ここで御承認をいただくとい

うものでございます。市民会館、ごみ焼却炉新設事業、七生中学校給食室新築事業、それから

日野市土地開発公社の先行用地取得等でございます。

次が第 3表の地方債でございます。第 7ページでございます。 この地方債につきましても、

ただいま歳出の中で説明した事業の中で、財源対策といたしまして、地方債を予定したもので

ございます。起債の目 的、限度額、起債の方法、利率、償還の方法はこの記載のとおりでござ

し1ます。特に利率でございますけれども、前年度までは 9%以内という 書き方をしておりまし

たけれども、実際問題としては、 8%以内で運用ができますので、実情に合わせて 89ち以内と

いうふうにしたわけでございます。 ちょっと長くなりましたけれども、以上で一般会計予算の

説明を終わります。

0議長(高橋通夫君) これより質疑に入ります。市川資信君。

0 1 9番(市川資信君 ) 聞くところはたくさんあるんですけれども、まず 2点ばかり

お尋ねいたします。

これは総務費に関連するのか、あるいは教育費に関連するか、いずれにいたしましても、ま

ず私が常日ごろ疑問に思っている点を 1点お聞きします。

前社会教育課長柳下氏のいわゆる使途不明にまつわる件でございますけれども、警察の調べ

によると 120万円はどうも本人が使ったらしし 1。しかし、残された 2千数百万に関しては依

然、として使途不明であるということで、いまだにはっきりした所在がわからなし 1。そういう中

にあ って一体市長はこの責任についてどのように責任を対処しようとしているのかどうか、と

いう点をまず冒頭にお尋ねいたします。
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それから、 2点目として土木費でございます。これは施政方針のと ころにおいても多くの議

員が長い時間を費して質問されたわけでござ いますが、私はこの一般会計のところで質問しよ

うと思って質問を留保しておきました。そ こで、こ こで改めてお尋ねいたしたいんでございま

すけれども、古谷太郎議員も指摘されま したように、 水路改修費の予算でございます。 これは

ページが 329ページだったですかね。 (f341J と呼ぶ者あり )341でしたか。ああそ

うですtdo 3 4 1にかかるわけであります。 古谷議員も指摘されておりましたけれども、実は

これ、この予算要求と決定 と、 それから、それにまつわる 59年度の事業に関して、まことに

心もとない予算額で ございますので、まずその点についてお尋ねしたいと存じます。

予算要求については、確かに古谷議員が指摘されたように、 1 1億をされたそうでございま

すが、特にその中において、水路改修費として 3億 4，000万要求 しておった。しかし、決定

額が 1億 2，000万円であるということであります。そ して、その要求額の根拠としては、水

路改修個所が 14カ所だという ことだそうであります。それが 1億 2，000万の場合には、恐

らく工事にして 4カ所ぐらいではなかろうか。 このような説明でありました、担当課によりま

すと。と しますと、私は、なぜこの質問をするかと申しますと、実は御存じのように高幡地域

は毎年少量の雨量で浸水問題というものが非常に深刻になっております。いわゆる 30ミリと

か 40ミリの雨で浸水するならば理解できるんですが、 1 0ミリ、 1 5ミリの雨でも道路冠水、

床下浸水ということがもう何十年と続いているわけです。それで、このことを私は議員に当選

して以来終始一貫この工事についての指摘をしてまいったわけであります。そして、 5 7年度

において第 1期工事、 5 8年度において継続事業として、第 2期工事として、徐々に上に進ん

でまいりました。ところが、 5 9年度事業はできないんだというふうに私は担当課から言われ

まして、なぜだと言ったら、予算がつかないんだとこういうことを申されております。一番い

わゆる肝心なところにきて、一番浸水地帯にきて、下から工事してこなきゃならないというか

ら、だれがやったって簡単にできると ころの工事だけはやってきて今年度にその予算が危うい

ということを指摘されたわけであります。先般の施政方針のときにも施政方針には大変美文、

名文が載っておるけれども、その市長の土木対策の基本姿勢を疑う、問う、というような多く

の質問がなされたんですが、まことにも って私はこの予算を現実に見る数値ではなし 1かと指摘

せざるを得ないのであります。そして、この水路改修費の総事業件数が 27件あるそうであり

ます。 27件のうち継続事業が 14件だと聞いております。継続事業ですらもとても及びもつ
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かないという予算なんです。一体これらについて土木課では予算要求を削った と言っておりま

す。一体企画財政は、どういう意味をもってこの 1億 2，000万円の水路改修費というものを

滅額したのかどうか。その理由をはっきりと御説明いただきたいと存じます。

0議長 (高橋通夫君 ) 市長。

0市長 (森 田喜美男君 ) 前段の御質問にお答えをいたします。

大変不本意、不面白な事件ではありますが、過去の遺跡調査会に使途不明金の問題というの

が残っております。御承知のとおりのいろいろな調査経過を経まして、元柳下職員を警察に起

訴いたし、いま警察の相当期間の調査があったと聞いております。そして、警察では、八王子

の地方検察庁に送検の手続きをとり、検察庁で目下その犯罪性、あるいはその使途の内容につ

いて調査中である、というふうに聞いております。われわれの考えますところでは、起訴とい

うことになるだろうと思うわけでありますが、知り得ておる状況というのは、その段階までで

ございまして、これからその推移を見守りたい、こういう状況でございます。その後新しい遺

跡調査会におきましでも、この事件を引き継いで追求をし、所定の手続きを進めつつあります

ので、何 らかの判定が出るまで、私どもも当分推移を見守る、という状況に立たざるを得ない、

こういう状況にありますことを御承知いただきたいと思います。そこで、責任云々のことであ

りますが、もちろん公金の使途不明という状態を放任するわけにはまいりませんから、十分な

責任を感じつつ、あとの事後処理に臨まなければならない、このように考えております。以上

です。

0議長 (高橋通夫君 ) 企画財政部長。

0企画財政部長(前田雅夫君) お答えいたしますO

確かに各部課からの予算要望は莫大な数字でございます。当然のことではございますけれど

も、限られた予算の中で、その要望を圧縮するわけでございますので、この用水関係の改修費

にいたしましでも、完全にその要望を予算計上するということは、不可能であったということ

でございます。ただこの 341ページの工事費で 5億 4，600万円計上してございますけれど

も、前年度は 2億 9，800万円でございます。 この中には、高校関係の南平用水の改修の 2億

1，0 0 0万円入っているではなt¥かというようなことも言われるかと思いますけれども、この

南平の用水の問題にいたしましでも、具体的には熊野神社の下でございますけれども、従来か

ら大雨が降るごとに浸水があった地域でございます。ようやくここの地域にも手をつけること
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ができた、というような状況でございます。

0議長 (高橋通夫君 )

o 1 9番 (市川資信君 )

市川資信君。

まず市長の答弁について再質問をさせていただきます。

いま、まだ調査の完全に完結した段階でないので、まだ調査の段階である 、とい うようなお

言葉でございますが、私どもが日常いろいろな角度からお聞きするお話によると 、もう調査の

しょう がなし¥ とい うようなことをお聞きしております。とすると、こ のままでいるならば、 も

ういわゆる迷宮入りというか、責任の所在を明らかにしないで済んでしまうという、 きわめて

それに近い段階に入っておる と思っております。私はなぜこのように質問するのかと申します

と、前社会教育課長は、私に言わせれば退職勧告である、こ のよう に思わざるを得ないんです。

私どもには長い間のうわさを耳にしておりましたし、それがあるときに発覚して、そのときに

はもうすでに取り上げたときには、退職されておった。そして、退職勧告のその退職金もきち

っと支払われておる とい うと ころに、問題があるわけでありまして、御存じのよ うに先般 も国

分寺市長でありま したですか、体育協会の資金を職員が横領 したために、市長みずからが 30 

%減俸するというような責任をと っておる市長もおりますし、 その市長のいわゆるその対応と

いう ものが、私どもにとって非常にもどかしl¥。 いま少し私どもに入ってくる情報以上に市長

には、 警察からも何らかの報告も来ておること でありましょうから、責任の所在 というものを

明らかにすることが市民に対するまた一つの信頼を回復する大切な姿ではなかろうかと思うわ

けであります。いま少しきちっとした対応をとっていただきたl¥0 

2点目でございますけれども、確かに予算要求というものは、強大なものであったというこ

とは聞いておりますけれども、少なくとも私が申し上げるのは、企画財政部長、私が申し上げ

るのは継続事業が 14件もあるんだ。継続事業すらもできないんだというのが、担当課の話で

す。施政方針でも多くの議員が指摘 しておった ように、はっき りと緑と清流を守る、 また取り

戻そうとい う姿勢の中において、御存じのようにまだ企画財政部長は就任 したばかりで御存じ

なし 1かもしれませんけれども、あの用水は、いま用水じ ゃな いんですね。過去においては、 浅

川の清流が入って大変きれいな川だったわけです。それがいま全部浅川の水を遮断されて、い

わゆる生活雑排水だけをもってしている用水なんです。これをイ可か浅川の清流を取り入れる工

夫はないかということも指摘しておるんですが、その前の段階として、も っと基本姿勢と して、

その用水がはんらんしてあの地域のいわゆる困窮状態というんでしょうか。雨が降るたびに市
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民が受ける迷惑と いう ものは、はかり知れない大変な迷惑を受けているわけです。少なくとも

それらに対する最近の事業費というものが計上されてしかるべきではないか。 何が緑と清流な

んだ、何が積極予算なんだ、と 私は指摘したいんですよ。一体そういったものを放置しておい

たのと、先ほどの市長のいう基本姿勢、施政方針と余りにも大きな矛盾があるので、一体市長

こういった問題についてどう思うんですか。市長も見て知っていると思うんですよO あの場所

は現実に、何十年と続いているんですから。それを今年度予算要求ができないというんだよO

0議長 (高橋通夫君) 市長。

0市長 (森 田喜美男君) いろいろ御指摘は、私どももよく耳を傾けておるわけであり

ます。ことしの予算計上もいま財政部長が申しておりますとおり、膨大な要求を能力の限度に

抑えなきゃならない、こういう査定上の問題もあったかと思います。いま、私のひとつ積極姿

勢を申し上げるというならば、これだけの予算の執行が、早自に終わってなお余裕がある、と

いうことであるならば、もう一遍考え直さなければならな l¥。それは補正という形もあり得る

と思っております。 しかし、執行能力ということは、予算をつけてもまた不能になる場合もし

ばしばあるわけでありますから、能力の限度というこ とも一面は考えなければなりませんO し

たが って、なお執行に余裕があるという状況を確認することができる時点には、もう一遍当面

のことも考えなき ゃならない、こ のように思っております。

0議長 (高橋通夫君 )

o 1 9番 (市川 資信君 )

市川資信君。

それでは、私予算がないないと言うならば、 1点さ らに質問

いたしますが、いよいよいままでの事業には確かに市の管轄であります。しかし、 59年度か

らは都道に面する工事であります。ならば、当然、東京都に予算要求を、補助要求をするか、あ

るいは東京都の事業としてなすかの手続がとられておって当然であります。その手続がとられ

ておりましたかどうかお答え願います。

0議長 (高橋通夫君 ) 建設部長。

0建設部長 (中村亮助君 ) お答え申し上げます。

ただいまの御質問でございますけれども、確かに都道のいわゆる路面排水も兼ねておるわけ

でございまして、特にいま御質問の中にも御指摘がございましたように、高幡山の裏の台地の

方から山水が都道へ流れ込むというふうな形で、かつては高幡用水路であった機能がそういう

周辺の都市化の波に乗りまして、性格が大幅に変わってきておるわけでございます。そう いう
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意味でいろいろ御指摘があったわけで ございますけれども、私どもは当面の担当課といたしま

して、こ れも御質問の中に御指摘がございましたように計画的に下流から取り組んでいこう、

という使命もございますし、今後そういう姿勢の中で取り組んでいきたいと思っています。反

面確かに都道の改修と いう問題に絡みまして、あそ こは新設もしておりますけれども、新設だ

けではとてもいま対応で きな ~ ¥0 やはり構造的に断面を改造して、十分流量に合うようなそう

いうような構造にしなきゃならないということでございますので、十分その辺は私ども認識し

ておりますので、東京都の方の関係も含めまして今後努力をしていきたいというふうに思って

おります。

0議長(高橋通夫君 ) 市川資信君。

o 1 9番 (市川資信君 ) そうすると東京都への補助申請は出されていないという ふ う

に解釈してよろしゅうございますねO 私はその点もおかしいと思うんですよO 少なくとも 56 

年、調査費ですか、組んでやったときに、 もうめち ゃく ちゃだとあの用水は、担当課が言う ん

だはっきり。 たとえば昔 1メー トル以上も深さのあ ったものがいま 30センチあるかないかの

深さになって、それもコン クリ一打っ て しまったんですねO 御存じだとよく思うんですよO 下

コンクリ 一打っちゃっ たんですよあれ、知ってますか建設部長、あの下御存じですか。 30セ

ンチぐ らいきりないんですよ、実際に。あれだけの大きな川でありながら。そして、私は前に

も一般質問しているからよく御存じだと思うんです。あの改修のためにいままでやってきたん

でしょう。継続事業で。何で ことしそれができないんですか。何のためにそれじ ゃいままで工

事をやってきたのか、それをちょっと言ってくださ いよO 何のための工事だったですか、一体。

私はいいかげんな答弁では引き下がりませんから、きょうは。市長答弁してくださいね。

0議長(高橋通夫君 ) 理事者側の答弁を求めます。( I休憩」と呼ぶ者あり)建設部

長。

O建設部長(中村亮助君 ) 先ほども申し上げましたように、私どもの方の姿勢として

は、計画的に取り組むということで申し上げておきたいと思います。確かにいままで旧程久保

川の改修の、いや、失礼しました。新程久保川の改修に伴いまして、あの高幡用水路の流末と

いうのは、高幡踏切のすぐ東側のところで旧程久保川に合流をしているわけです。そ この改修

も行いまして、逐次都道を横断して高幡不動の方の方向にあそこは横断をしておりますけれど

も、そういう水路の形態がございます。その水路の形態を十分に排水の取れるよう なそう いう
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機能にするために取り組んできたわけでございます。私どもの方としては、財政的な問題もご

ざし可ますけれども、ぜひひとつ予算化の中で、計画を実現をしていきたいということだけはっ

きり申 し上げておきたいと思います。

0議長 (高橋通夫君) 市川資信君。

o 1 9番(市川資信君) 全然 … 。建設部長ね、言い逃れ言わない方がいいですよ、

はっきり言ってください。建設部長、担当課に何でこんなに予算が取れなかったんだと、あな

た担当課でこぼしてたじゃないで、すか。 この間の古谷太郎議員の質問に対しーてO あのときにも

うまいっちゃってた、あなたですd:o 私は建設部長にそんないじめようなんて毛頭思つてなし ¥0

継続事業がここにあるとおり 、 1 4件もあ る中に、 3億 4，000万の予算要求に対して、 1億

2，000万きりつけられなし 10 大体あんな小さな工事ですよ。私に言わせれば。子供の工事み

たいなもんですよO それが 3年も 4年も継続事業でや らなきゃできないなんてい うこ と自体お

かしいですよo 6 0 0万か 700万の年間の予算でしょう。どうしてあれだけの工事ができる

んですか。いま少しゃるんだったら第一継続事業できているんだったら、当然東京都へ補助金

の申請出て いる はずですよO それも出してなし1。意図的に継続事業を打ち切っているんだと

言わざるを得ないんですよO 全然、継続できてなし 10 いまの答弁では説弁なんですよ。予算も取

れてなし、。東京都への補助金も出してないなんて… 。( I休憩」と呼ぶ者あり)

0議長(高橋通夫君) 助役。

0助役(赤松行雄君) 先ほど市長からも年度の中で、測量を しましたり 、執行しまし

たりという中で、 5 8の予算で相当苦しい対応等をしておるわけでございます、執行面では。

たしか高幡十字路手前を都道を横切りまして、十字路を大きなア ーノレを描いて用水が高幡駅前

の具体的に言いますと 、議長さんのたんぼがある方へ用水が落ちているわけなんですけれども、

ここの工事を急越というふうなことで、年度末にここで消化しております。そういう消化能力

もあるわけでございますけれども、非常に予算査定の経過等も、個別の新規事業ですと、個別

審査ということになるわけなんですけれども、継続事業でございますので、一定の予算査定の

金額内の執行にかかわることは、建設部の中で、その限られた予算の中に入れる入れないとい

うことは、建設部の裁量に任されているわけでございます。ですけれども、予算査定の経過が

はっきり いたしませんので、 それらもひとつ調査させて いただきた ~ ¥0 それから事業の緊急度

等もいまさらとおっしゃられるかも しれませんけれども、再びわれわれの方に洗わさせていた
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だきたし 1。その上で、 調査の上で、 善処していきたい。 このよう に考えるわけでございますけ

れども、ひとつそうい う点でしばらくお預かりさせていただきたい、こ う思うわけでございま

すけれども、 いかがなもので しょうか。ひとつよろし くお願いいたします。

0議長 (高橋通夫君 ) 市川資信君。

o 1 9番 (市川 資信君 ) まことに論弁な答弁で、予算措置をとる上で、測量だとか、

あるいは調査だとか、こ の問題は一体何十年続いている問題なんですか。冗談じ ゃないですよO

私は過去において新入生 1期目のときに一般質問したときに、こういうことを言っているんで

すよO あそこへ水が出て、自分のうちへ水が入ってくるから、土のう積んで交通整理をしてい

たら、交通謀から一方的に土のう積むなんて道路にl¥かんということで、警察官とけんかして

その人は警察へ持ってし1かれちゃったんですよO そう いう過去の深いいわくつきの場所で、そ

れも 10ミリ、 2 0ミリの雨ならいざ知 らずちょっとした雨ですぐあそこは冠水してしまって、

それがために、一体あの付近一帯どれほどの迷惑をしているか。ようやく工事が始まったと思

ったら中断だと 、予算もつけようがない測量もこれから しなくちゃならなし 1。そんなばかな話

があるか、というんですよ。冗談じゃないですよ、本当に。担IJ量なんてとっく済んでるはずで

しょう。この間ゃったんじゃないですか、 58年度分は。私は済んでると思うんですよo 5 9 

年の予算がついてないということなんですよO

0議長 (高橋通夫君 ) 助役。

0助役 (赤松行雄君 ) 再びお願い という ことになるわけなんですけれども、 58年度

分ですね、 4件ばかり年度末迫ったという形の中で、私たちの助役の立場としましては、やは

りいまおっしゃられた高幡の十字路のところの工事もこの年度末へ来ましていろいろな測量だ

とか、そういう問題がやっとここで完了した、こういうことでやっと手がけることにな ったわ

けでございます。確かに一つの水路清流課というものができたばかりでございますし、職員の

不足等もあるんでしょうか。非常に課長が大変な苦労をしながら、やっと年度末に要するに工

事着工にかかった、こういうことでございます。そういう面からいきますと、いろいろと市長

が最初言ったように、どの程度課としての消化能力があるか、というふうなこと等につきまし

ては、課長が非常に実践的な課長でございますので、そういう面では年度末へ来てもあそこの

十字路のところの用水路をがんばってやる、というふうな面もあって、高く評価するわけでご

ざし1ますけれども、それに続く要するに高幡の用水路の改修でございます。おっしゃるとおり
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の問題があろ うかと思います。この面については継続で ございますので、財政の方から割り当

てられた金の中で、個別事業じゃございませんので、個別事業ですと、 要する に新規事業一つ

一つ要するに企画の方で緊急度というものを審査するわけですけれども、継続事業でございま

すので建設部の方へ、総体の金の中でお任せしているわけでございます。その中で、予算が組

めなかった、というんですけれども、その聞の事情も調べさせてくれ、こう申しておるわけで

ございます。

0議長 (高橋通夫君) 市川資信君。

o 1 9番 (市川資信君) 助役答弁しなくたっていいんですよO 市長か企画財政が切っ

たんだから。その 2人がどちらか責任もって答えてくれればいいんです。少なくとも水路清流

という課をつくりながら、緑と清流をうたい文句とする市長が、このわずか 3億 4，000万の

予算要求に対して 1億 2，000万きりつけないでこれでどうなんですか。それもましてや継続

事業が 14件ある中で、 4件きりできないと いうんですよ。あんなきれいなうたい文句の施政

方針やめたらどうですか、それじゃ。こんなわずかな仕事が、わずかですよ、私に言わせれば。

何億というお金じゃないですよO 数千万もあれば十分できちゃうような仕事。じゃ、あれです

か、いま助役の答弁では、当初予算ではあれだけれども、今後行く 6月、9月のときに補正等を

図りたい、 という意味のいま答弁なんで、すか。

0議長 (高橋通夫君) 助役。

0助役(赤松行雄君) 継続の事業でございますので、総体として建設部に任しである

わけでございます。もちろんその総体の金が少なし 1から漏れたんだ、ということもあり得るわ

けでございますけれども、ことしは南平の関係の用水、これは高校といいますけれども南平八

丁目、それから八丁目以降にかけての改修が工事費の中に、大きく入ってきておるわけでござ

います。 これを除くと 、市川議員さんのおっ しゃるようなことになるんだろうと思いますけれ

ども、いずれにしろ水路清流謀、あるいは建設部長とよく相談も申し上げたいし、それから、

調査もさせていただきたいと思います。その上で、善処申し上げていきたい、このように考え

ておるわけでございます。

O議長 (高橋通夫君 ) 市川資信君。

o 1 9番 (市川資信君 ) いつまでやりとりしてもしょうがありません。その積極姿勢

というものを私はしばらく見たいと思うんですけれども、一言だけ言っておきます。申請が総
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事業件数 27件、 8億 1，000万円です、要求が。 それに対 して確かに南平高校の問題がある

ので、 5億 4，000万円ついているというけれども、現実は改修費として、 3億 4，000万円

の部分が 1億 2，000万円 きり確定してないんだ。そうなると、継続事業の 14件も1億

2，000万で どの くらいの仕事ができるんだと言ったら、4件か 5件だ、 せいぜい、担当部で

いえば。そうするとあと 10件は全然、ことしできない というこ となんです。仕事が、それで、

緑と清流を取り戻そうなんていう姿勢がね、私は全く、きのう、だから質問したかったんです

けれども、多くの議員が質問してたので、私はこの予算上程のところで質問しようと思って、

t ¥ま質問させていただいているわけでございますけれども、少なくとも市長がそれだけの基本

姿勢を、施政方針を表明するならば、名実ともに数値をもって、かっこうだけではなくて、数

値をもってわれわれに示していただきたt¥。今度雨が降ったときに、市長に私直接電話します

から直ちに飛んできてみてくださし 1。一体どういう状態なのか。現実を見なきゃわからないと

思います。市長ちょっと約束してくださいよ。電話いたしますから、私が。 この程度の雨でこ

うなるんだと、すぐ来てくださいよ。

0議長 (高橋通 夫 君 ) 市長。

0市 長(森田喜美男君 ) 私も決して知らないわけではありませんし、事業の個々のも

のについて全部を私が熟知しておるというわけではまいりませんが、御指摘の点についても十

分今後配慮いたします。( i関連」と呼ぶ者あり)

0議長(高橋 通夫君) 古谷太郎君。

06番(古谷 太郎君) 関連というのは;{do 私資料を特にもらいたいと思うのは、いま

のこの水路改修費 5億 4，646万 2，000円でありますけれども、予算は。実際に用水路関係

は 6，500万円 6カ所、そうですね。あとは用水路と全く関係ないんだな。道路をつく ってみ

たり、とにかく黒川水路関係、遊歩道とか、根)11とか書いてあります。 5億 4，646万円とい

うと結構多いように見えるO ところが、用水に関係しているのは、 6カ所で 6，500万円なん

です。そこで資料として、ぜひお願いしたいのは、水路清流課では、清流、清流という市長の

強い要望によって、 1 1億円余の要求を出 したんです。それと、出 したのと 、認められた予算

化されたものとの比較表を資料としていただきたいのであります。以上です。

だから、要求表は建設部長の方で結構です。査定した結果は、財政部長の方で結構です。資

料として予算審議の際にいただきたt¥。いいですか、議長。お願いします。

0議長 (高橋通夫君 ) それでは、古谷太郎議員から要求のあ った資料を用意しておい

てくださ し10 建設部長、企画財政部長、その点どうです。 ( iだま っているよ」 と呼ぶ者あ り )

助役。

0助役 (赤松行雄君 ) 先ほど市川議員さんの方から、調査ということでお預かりさせ

ていただいたわけでございます口そういう調査と古谷議員さんの方からの申し越しについても、

そういう調査ということで対処したいと思います。

0議長(高橋通夫君 )

04番(小山良悟君 )

出ますねO それではよろしいですね。小山良悟君。

第 1点は歳入の方で国庫支出金ですか。歳入合計の 85ちという

ことでありますけれども、こ の数字は他市に比べて、いろいろなかかわり合いはあるかとも思

L、ますけれども、それにしても低いんではな t¥かというふうに思うわけであります。地方自治

体というのは、国の補助基準に合致するような事業計画を立てて、その内容が優先されて採用

される、国に理解得られるような事業を立てて、 しかも迅速かっ正確な補助申請をしなき ゃな

らなし、。 こういうことは当然だろうと思うんですが、そういった点で、こ の89ちというのは、

この日野市の場合も、国に対するアプロ ーテがちょっと不足しているんではないか。理事者側

の努力不足が、こ の数字であ らわしているんじ ゃなし、かな、というふうに思うんですが、その

点いかがかどうか、まず 1点お伺いします。

それから、歳出で商工費のことをちょっとお伺いしますけれども、その前にちょっと恐縮な

んですが、 5 7年の農家戸数、生活環境部長わかれば、先にちょ っと教えてもらいたt¥。わか

りませんか。 57年度の農家戸数。

。議長 (高橋通夫君 ) 生活環境部長。

0生 活 環 境 部 長 ( 坂 本 金 雄 君 ) 手元に資料がございませんO

0議長(高橋通夫君 )

04番(小山 良悟君 )

小山良悟君。

それでは商工費なんですけれども、こ の商工費の、商業、工業

に対する日野市の対応といいますか、力の入れぐあいが非常に少なし 1。私はその辺でちょっと

指摘したいと思うわけであります。この商業の戸数ですが、商業を営んでいる数ですけれども、

これは 43年から 57年の間で、 21 99ち、 1 19%も商工業の業者がふえているわけですが、

一方で農家の戸数ですが、これはちょっと年度が合致しないので、資料が 55年しかなかった

ので、ちょ っと正確ではありませんけれども、 しか し、傾向として理解していただきたいわけ
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ですが、 41年から 55年のこの 14年間、先ほどの商業の場合のよう に、 43年から 57年

の 14年間ですが、こ の場合、 41年に比べて 55年が 715ち、マイナス295ち約 30%滅っ

ているわけですが、そう いう傾向で農家はかなり滅少しているわけであります。さらに、納税

の方でちょっと申し上げますと、この農業所得者の納税額に対して、 この営業所得者は、 もう

約 100倍ぐらい納税をしているわけです。そういった状況の中で、この農業費と商工費、こ

れが農業費の場合に 56年度決算から 59年の予算を比較しますと、 188%の伸びでありま

す。それに対する商工費が 126%、金額においても 6，3 0 0万ほど少ないわけであります。

こういう状況でありますので、私は、この商工対策というものをもう少し真剣に考えていただ

きたい、というふうに思うわけであります。この日野市の財源の確保の面から考えても、この

地元企業の発展策をあらゆる角度から検討して積極的な政策を講ずるべきではなし、かというふ

うに思 うわけであります。自治体と企業とが運命共同体、先日も議論されましたけれども、そ

ういう認識で、肝に銘じておくべきではないか、そういう点からも商工対策にもっと力を入れ

ていただきたし1。その辺のところの今後の商工対策についての対応というものをお伺いしたい、

というふうに思います。たとえば商工対策で見てみますと 、この政策的な対応なんていうのは

全く見当たらないわけでありまして、 ひとついま日野市の商工業を取り巻く環境というのは、

非常に厳しくなっておるわけであります。立川、八王子の駅ビルもできまして、さらにまた、

桜ケ丘には百貨j吉もできるというふうな状況の中で、この日野市の商工業者は、非常に苦しい

思いをしておるわけでありますので、そういった点での行政指導というか、指針も示してやる

べきではないかというふうにも思うわけでありますので、その点の見解をお伺いしたいという

ふうに思います。 以上です。 ( I関連で」と呼ぶ者あり)

0議長 (高橋通夫君 ) 古賀俊昭君。

o 1 8番 (古賀俊昭君) いまの小山議員の商工業の振興に関する質問に関して、関連

してちょっと一つだけお聞きをしておきます。

日野市のいわゆる商庖街等を中心とする商工業の、工業をはずしていただいてもいいんです

tdo 一般の商庖街、スーパ一等も含めまして、日野市の方での独自に持っている購売力、 こう

いうものが一体どの程度本来なら日野市で買えるものを他の市に行って、たとえば八王子や立

川、 吉祥寺、新宿等に行って買っているか。その流出の割合を一体どの程度に見ておられるか。

その点をひとつ数値で把握しておられたら教えていただきたいと思います。
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0議長 (高橋通夫君 ) 生活環境部長。

0生活環境部長 (坂本金雄君 ) 日野市の商工業、あるいは農業の比較の御質問でご

ざいますけれども、日野市の発展過程がいままで農業特に水田の収入で支えられてまいりまし

た。したがいまして、農業に対して、 商工業の比較を申し上げますと 、確かに商工業対策は、

農業に対して出おくれていると申しましょうか。劣っているという ことは、事実でございます。

職員の数におきましても、商工業は係長以下 3名でございますが、農政係の方は、係長以下 4

名、それに農業委員会の事務局もございます。そういったノζランスの上から考えましでも、確

かにもう少し商工業の方に力を入れなければならないということを私どもも痛感しているわけ

でございます。大変おくればせながらいま近隣の自治体の商工業の施策にあって、日野にない

ものを洗い出しております。そして、さらに今年度は商工業に関する基礎的なデーターを集め

るべく調査も手がける予定を立てております。 こういったことから来年度に向けまして、商工

業に一層力を入れるべく努力をしているところでございます五

古賀議員さんの御質問でございますけれども、日野市民が通常市内で購買できるものを市外

にどのくらい買いに行っているかという御質問ですが、あいにくそのデ ーターはいまのところ

ございませんO

0議長(高橋通夫君) 企画財政部長。

0企画財政部長 (前田雅夫君) 国庫補助金のことについて御説明申し上げます。

ほかの市と対比する場合に、やはりものさしは構成比で比較した方がいいと思うんですけれ

ども、現在ちょっとその資料がありませんO 前年度対比で申し上げますと、 5 9年度の 26市

の一般会計の当初予算で国庫支出金がどの程度伸びているか、 ということを申し上げますと 、

4.5%でございます。日野市の場合には、 2 5. 4でございますけれども、これはそれぞれいわ

ゆる事業の内容によりまして変わりますので、一概にこの数字は比較の対象にはならないとい

うふうに思っています。いずれ資料が入れば、また予算委員会でも御説明申し上げたいと思い

ます。

0議長(高橋通夫君) 小山良|苦君。

04番(小山良悟君 ) 万全を期していればよろしいわけなんですけれども、たとえば

一例を挙げれば市民会館の補助なんかの場合でももらうべきものがもらえなかったということ

も指摘できるわけでありますし、そのほかにもあると思うんですけれども、そういったことの

内，
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ひとつないように同じ国民として行政の公平なサ ービスを受けられるようにがんばっていただ

きたいと思います。

それから、生活環境部長の答弁ですが、私は、その農業に対する手当が厚t¥からどうだとい

うそういう観点で、言っているわけじゃありませんので、農業に対する手当が厚いのは、それは

それで結構でございますけれども、商業に対する対応がいかにも貧しい、そういうことを強く

指摘したいわけなんであります。そういった観点で、ひとつ前向きに取り組んでいただきたい

わけであります。人員の方もたと えば当たっているかどうかわかりませんけれども、検討遠い

の話をしているかもしれませんけれども、効率的な対応ということで、選挙のあるときの選挙

管理委員会ですが、ないときには多少余裕があるんじゃないか、そういう場合には、そういう

部門に応援に出すとか、イ可かそういう柔軟な対応というものが人事配置ですね。思い切 ってや

って対応していただき たt¥。商工対策にそういう 人員を投入していただきたい、というふうに

思うわけであります。

さらにまた、先ほど申し上げましたように、 この日野市周辺の商業環境の変化というのが非

常に目覚ましく変わってきておるわけですので、この日野市の地域発展の役割りなどの観点か

ら、地域の商業の特色性を出した商業近代化実施計画みたいなものを策定するとか、あるいは

万願寺区画整理で、その万願寺区画整理地内に事業所が 60社ほどあるそうですけれども、そ

のうちの自己所有地を持っている事業所が 16社ということで、あとの大半はその移転先に大

変苦慮、している、という こういうことであります。ですから、そういった厳しい状況に追い込

まれている業者に対しても、思い切って、たとえば中小企業団地をつくるとか、何かそういう

ふうな商工業対策に全力を尽していただきたt¥。 これはもう本当に自主財源獲得のためにも、

これからは本当に真剣に考えていただかなければならない問題だろうというふうに思うわけで

あります。そういった点を強く要望して質問を終わらせていただきます。

0議長(高橋通夫君) 古谷太郎君。

06番(古谷太郎君) 私はこの一般会計は資料だけお願いしておきたいと思うんです。

なぜかというと 、特別会計の委員になっているでしょうから、資料をお願いします。

まず第一に、歳入関係で、法人税、今度は大変法人税がふえているようであります。これは

もう小山良悟先生の会社なども、大変に税金が上がりました。上がります、これから。これ幾

らふえるのか。いわゆる事業者からどのくらい収奪できるのか。これをまず資料としてO

それから、同時に軽自動車税等増収になりますから、大体これは見込みがもう立っ と思うん

です。それを資料で出していただきたし¥0

次の資料は、公債関係であります。起債関係で、来年度大変起債がたくさん盛られています

が、この起債の中で、いわゆる普通起債と 、そうでない財源対策債とか、あるいは臨時河川対

策債とかいろいろあります。この起債の内訳を出していただきたし ¥0

それから、 5 8年度における起債のうち政府資金とそうでない資金、もう出ていると思いま

すから、わかる範囲で、 58年度の起債についてO それから、利率、借り入れ先、教えていた

だきたし 1。資料として出してくださ t¥0 

次に資料としてお願いしたいのは、公共施設建設基金から 1億 9，000万円歳入されており

ます。繰り込まれておりますが、この使途を資料として出してもらいたい。以上が歳入関係で

あります。

次に、歳出関係、総務管理費の財産管理費ですが、 58年度 5月 31日末において、この積

立金が種類別で幾らになる予定であるか。これは 58年度の会計決算が終わるわけです。もう

補正予算も組まれていますから、 59年 5月 31日に、 58年度の予算の会計が締め切られる

でしょう。そのとき幾らになるか。それを資料で出してもらいたい。なぜこう いうことをお願

いするかと いうと 、お金がたくさんあるんなら、せっかくあるんなら、いま市川議員さんが要

望されたような疑急を要する個所へ財政投資なんていうのは遊んでいる金なんですから、回し

たらいいんじゃなかろうかと思うんです。だから、その資料をお願いするわけです。

それから、次に開発公社の助成費の中で、利子補給分 2億 7，995万9，000円、これの明

細というのは簡単にできる んですが、関係の使途、どこに幾ら利子がかかるのか。予定ですtdo

予定表を出していただきたい。前に 58年度の予定表をいただきましたから、予定表じゃない

や、済んだやつをいただきました。同じもので結構です。以上歳入歳出 5点、先ほどお願いし

ました 1点、 6点の資料を要求したいと思います。それだけです。

0議長 (高橋通夫君 ) 古谷議員の資料6点要求について、ひとつ理事者の方ははっき

りしてくださし ¥0 ( Iはい、わかりました」と呼ぶ者あり)

ほかに御質疑はありませんか。古賀俊昭君。

o 1 8番(古賀俊昭君) 二つだけお聞きします。

今回の予算の構成比率を見てみますと、人件費、それから物件費あわせますと 、いわゆる消
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費的な経費として、 35.1 %比率と して挙げることができるわけです。昨年が 31.3%で した

ので、消費的な経費が率でかなりふえてきているということがいえると思います。このことに

関して、正常な一つの財政の予算の組み方として、この財政の運用を見ることができるのか。

その考え方で結構ですので、教えていただきたいと思います。普通建設事業の方は確かにし、ろ

いろ先般一般質問等で、旗野議員等が細かい数値を挙げて指摘しておられましたので、今回か

なり率ではふえているようでありますが、逆に消費的な経費も少しふえているということで、

この辺の説明をひとつお願l¥をしておきたいと思います。

それから、もう一つは、いわゆる昨年の 2月から老人保健法が施行されました。この老人保

健法の施行に伴っていろいろ施策が講じられるということで、特に市町村を中心に保健事業が

実施されていくわけですが、今回市長の予算編成方針を見ますと 、重点施策の中で、まず一番

に生きる喜びをつくり出す健康と福祉の町ということで、保健事業の充実ということもまずト

ジプに上がっております。そ こで、この健康保健に関する各種の事業具体的にここにいろいろ

出ておりますが、老人保健法の制定に伴って、今回新たに実施されるものは、どれとどれなの

か。それともう一つは、たしか老人保健法では、各 40歳以上の市民に対して、健康手帳とい

うものが交付されるということがうたわれていたと思うんですが、これは市の方で、交付され

るのか。また、市の方でないとすれば、どういう形で市民はこれを手にす ることができるのか、

その点をひとつ教えていただきたいと思います。

とりあえずそれだけ教えてくださ l¥0 

0議長 (高橋通夫君 ) 企画財政部長。

0企画財政部長 (前田雅夫君 ) お答えいたします。

第 1点目の人件費、物件費の割合でございますけれども、 5 8年度の対比でいきますと、人

件費が 3.5%の増、物件費につきましては 6.9、それから、維持補修については 38.5という

ような数字になっておりますけれども、これはちょっと各市なり、日野市の過去の数字を分析

しませんと、どの辺の数字で推移しているのか、日野市がどの辺の位置にあるのか、ちょっと

わかりませんので、ちょっと調査をさせていただきたいというふうに考えております。

0議長(高橋通夫君 ) 生活環境部長。

0生活環境部長(坂本金雄君 ) 老人保健法がらみのいわゆるへノレスの事業は、六つ

ございまして、健康手帳の交付、健康相談、健康審査、 リハビ リ、 訪問看護そういった事業が
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六つございます。そういった事業の人数、ある いは単価のアジプそう いうこ とで、こ の保健法

の趣旨に沿った健診事業が行われるよう充実を目指して予算化をしております。たとえば一般

健康審査でございますと 、 58年度は 1，500名を対象にいたしましたが、 5 9年度におきま

しては、それが 1，800名にふえております。しかも昨年度は会場 2カ所でございましたが、

今度は市内全域を対象として行うことになっております。胃がん検診、子宮がん検診、そうい

った検診事業につきましでも人数増を図っております。健康手帳の交付でございますが、 6 5 

歳以上の老人医療該当者には、 1人漏らさず郵送でお送りしてございます。それから、 40歳

以上の方には希望者のみに配付をいたしておりますけれども、なかなか健康課窓口へ受け取り

に見える方が少ないようでございます。そこで、私どもは待つ姿勢から積極的に人の集まる検

診事業にその手帳を持ってまいりまして、検診の場所で、手帳を配付をいたす。そう いうこと

を今年度から始めております。以上でございます。

O議長 (高橋通夫君 ) 古賀俊昭君。

o 1 8番(古賀俊昭君) よくわかりました。それで、この健康手帳の交付対象である

4 0歳以上の市民の方というのは、現在日野市で何名いら っしゃるのか、その点を最後にちょ

っと教えてくださ い。

0議長 (高橋通夫君) 生活環境部長。

0生活環境部長 (坂本金雄君 ) 市民部長のところに資料がございますそうですが、

予算委員会の折でよろしいでしょうか。 (Iはい、結構です」と呼ぶ者あり)

0議長 (高橋通夫君 ) ほかに御質疑はありませんか。 小山良悟君。

04番(小山良悟君 ) 市民も大変関心を持っておられることで一つ、市長自身も大変

心配されていることをちょっと質問したいんですが、申しわけありませんが。というのは、私

は実は、市民会館の建設工事の件なんですけれども、この完成の時期を、ずらさざるを得ない

んじゃないか、というふうに思うわけでありますけれども、と申しますのは、この工事日程表

をいただいたときに、ぎりぎりの日程を組んでおったわけでありますけれども、御存じのよう

にこの東京がにわかに雪国になりまして、たびたび雪が降りまして、工事が相当おくれてきて

いるんだろうと思うんですけれども、その辺のところから考えまして、この完成時期来年の 3

月無理じゃないだろうか。その辺の検討もすべきではないかなと いうふうに思うんですが、そ

の点についてはいかがでしょうか。
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0議長 (高橋通夫君) 建設部長。

0建 設部長 (中村亮助君) お答え申し上げます。

先日、市民会館建設特別委員会のときにも現場を見ていただきまして、その際、かなり細かい日

程も御説明申し上げたわけですけれども、御存じのように、 1月 19日以降たび重なる雪のた

めに、当然それの影響がな いと はいえないわけです。そういう意味で、日 曜、祭日の関係につ

きましては、工事の期間に繰り入れてないわけですけれども、契約上は、その都度許可を与え

るような形で対応いたしております。現在の状況の中で、やはりまだ先があるわけでございま

すけれども、一応、期日 までにはでき上がるような努力はいた しておりますので、いまのとこ

ろおくれると いう見通しもございませんし、そういう中で、日程どおり消化をして、毎月の定

例的な打合会なども持ちながら、十分連絡を取りながら、期日までに完成させ るように私ども

の方 としては、努力をいたしておるのが現状でございます。

ただ、外構工事や何かの関係につきましては、やはりどうしてもおくれるかと思います。本

体工事そのものにつきましては、契約どおり完成をさせたいということで努力をいた しておる

わけでございます。 ( I了解」と呼ぶ者あり)

0議長(高橋通夫君 ) ほかに御質疑はありませんか。なければこれをもって質疑を終

結いたします。

本件について御意見があれば承ります。なければこれをもって意見を終結いたします。

お諮りいたします。これをもって議案第 18号、昭和 59年度日野市一般会計予算の件は、

一般会計予算特別委員会に付託いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

C I異議なし」と呼ぶ者あり )

0議 長 (高橋通夫君) 御異議ないものと認め、一般会計予算特別委員会に付託いたし

ます。 ( I休憩」と呼ぶ者あり)

お諮りいたします。議事の都合により暫時休憩いた したいと思いますが、これに御異議あり

ませんか。

C I異議なし」と呼ぶ者あり )

0議長 (高橋通 夫 君 ) 御異議ないもの と認めます。よって暫時休憩いたします。
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午後 9時 7分休憩

午後 10時 O分再開

0議長 (高橋通夫君 ) 休憩前に引き続き会議を開きます。

これより議案第 19号、昭和 59年度目野市国民健康保険特別会計予算、議案第 20号、昭

和 59年度日野市都市計画事業特別会計予算、議案第 21号、昭和 59年度日野市下水道事業

特別会計予算、議案第 22号、昭和 59年度日野市立総合病院事業会計予算、議案第 23号、

昭和 59年度日野市受託水道事業特別会計予算、議案第 24号、昭和 59年度目野市農業共済

事業特別会計予算、 議案第 25号、昭和 59年度日野市老人保健特別会計予算、議案第 26号、

昭和 59年度目野市仲田緑地用地特別会計予算の件を一括議題といたしたいと思いますが、こ

れに御異議ありませんか。

C I異議なし」と呼ぶ者あり)

0議長 (高橋通夫君) 御異議ないもの と認め、一括議題といたします。

理事者から提案理由の説明を求めます。市長。

〔市長登壇 〕

O市 長 (森田喜美男君 ) それでは、ただいま上程をいただきました議案第 19号から

2 6号に至りますそれぞれの議案につきまして、提案の理由を申し上げます。

まず議案第 19号であります。本議案は、昭和 59年度目野市国民健康保険特別会計予算で

あります。

歳入歳出予算の総額を前年度の 29億 3，606万6，0 0 0円より 2億 1，623万 4，000円

少ない、 2 7億 1，983万2，000円と するものであ ります。

議案第 20号は、昭和 59年度目野市都市計画事業特別会計予算であります。

歳入歳出予算の総額を前年度の 6億 4，824万6，000円より 3億 7，75 4万8，000円多

し¥， 1 0億 2，579万 4，000円と するものであります。

議案第 21号は、昭和 59年度目野市下水道事業特別会計予算であります。

歳入歳出予算の総額を前年度の 17億 2，813万6，000円より 8，7 0 1万3，00 0円少な

し¥， 1 6億 4，1 1 2万3，000円とするものであり ます。

議案第 22号は、昭和 59年度日野市立総合病院事業会計予算であります。

収益的収支及び資本的収支の予定額を前年度の 20億 8，456万5，000円より 6，0 2 9万

5，000円多い、 21億 4，486万円とするものであります。

議案第 23号は、昭和 59年度目野市受託水道事業特別会計予算であります。
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歳入歳出予算の総額を前年度の 12億 164万円より 3，865万円多い、 1 2億 4，029万

円とするものであります。

議案第 24号は、昭和 59年度目野市農業共済事業特別会計予算であります。

収益的収入支出の予定額を前年度の 2，289万 3，000円より 74万2，000円多い、

2， 3 6 3万 5，000円とするものであ ります。

議案第 25号は、昭和 59年度目野市老人保健特別会計予算であります。

本年度の歳入歳出予算の総額を前年度の 27億 898万2，000円より 1億 7，927万

3，000円少ない、 25億 2，970万9，000円とするものであります。

議案第 26号は、昭和 59年度目野市仲田緑地用地特別会計予算であります。

歳入歳出予算の総額を前年度の 20億 1，600万円より 14億 482万2，000円少ない、

6億 1，11 7万8，000円とするものであります。

以上の各議案、それぞれの詳細につきましては、担当部長に説明いたさせますので、よろし

く御審議のほどお願いいたします。

0議長(高橋通夫君 ) 歳入歳出全般の説明を関係部長から求めます。市民部長。

0市民部長 (加藤一男君) それでは、議案第 19号の昭和 59年度日野市国民健康保

険特別会計予算につきまして、簡単に説明をさせていただきます。

提案理由にもございましたように、本年は 27億 1，983万2，0 0 0円で、前年度と比較い

たしますと 、 2億 1，600万強滅となっておりますが、先般御審議を賜りました 57年度の最

終予算から見ますと、約 8，000万円の増の計上をお願いしておるわけでございます。

それでは、内容の説明をさせていただきます。

6ページ、 7ペ ージをお開きいただきたいと思います。 この款は、国民健康保険税の関係で

ございまして、 9億 1，623万6，000円比較の数値をごらんいただきますように、前年度と

比較いたしますと、大幅の増となってお りますが、これは、保険税条例の改正をお願いいたし

まして、本年からそれが適用させていただきまして、 1億 3，300万円のうち条例改正に伴う

増収分が約 1億 1，000万円、そのほかの 2，300万円ばかしが自然増ということがいえるわ

けでございます。総体で 1億 3，300万円の増と相なっております。

めくりまして 8ページ、 9ページは、国庫支出金関係でございまして、 3目からなっており

ます。上欄は事務費でございます。前年度とほとんど変わらない数値でございますが、説明欄
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にございますように、被保険者に対します国の被保険者 1人当たり対しまして、 国からいただ

く事務費でございます。

それから、真ん中の 2自の療養給付費は、何といいましでも大きな数値でございますが、 9 

億 6，920万2，000円、説明欄にもございますように、保険給付費の 40%相当額を計上さ

せていただいたわけでございます。

下欄の老人保健医療費につきましでも、説明欄にございますように、老人保健医療に伴いま

す 100分の 40のいわゆる国庫補助でございます。あわせまして下欄にございますように

1 4億 4，1 5 2万 5，000円の計上をお願し 1したわけでございます。

めくりまして 10、 1 1ページは国庫補助金の関係でございます。 3白か らなっておりまし

て、上欄が助産費の補助金でございまして、 3分の 1の補助でございまして、本年は、 300 

件を予定いたしたわけでございます。

真ん中の2目の高額療養費国庫補助金でございますが、これは前年度と比較いたしますと 、

大幅に減っております。 これは先般御審議を承りました補正予算において、御説明させていた

だきました内容でございまして、実績の計上をここにさせていただいたわけでございます。

それか ら、下欄の調整交付金は、前年度に比較しますと 、 600万ばかし増にな っておりま

すが、これは備考欄に ζ ざいますように 6割、 4割軽減の対象になります調整交付金。

それから、下欄にございます診掠報酬明細書点検効果分といたしまして、収入を見込んだわ

けでございます。 あわせまして国庫補助金、下欄に 4，7 9 2万4，000円の計上をいたしたわ

けでございます。

1 2、 1 3ページは、都の支出金関係でございます。 4目からな っておりますけれども、上

欄は老人医煉助成に伴う保険者負担増都補助金でございまして、いわゆる⑬と申しまして、65

歳から70歳に対します、いわゆる波及率に伴います補助金でございます。

それから、 2自の結精関係は、 1 0割補助でございまして、前年度と変わりございませんO

それから、高額撮養費の都補助金関係でございますが、これは全額いただくわけでございま

して、園、都とあわせまして 100必の補助にな っておるわけでございます。

4自につきましては、科目存置でございます。

めくりまして 14、 1 5ページでございますが、上欄は一般会計繰入金でございます。 1億

5，811万円の計上をいたしました。条例改正にも説明をさせていただきましたように、被保
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険者 1人当たり約 5，000円の繰入金をお願いするものでございます。

真ん中の繰越金は 100万円の計上をさせていただきました。

一番下欄の諸収入は、延滞金、そのほかは科目存置でございます。

めくりまして 16， 1 7ページの預金利子 200万円を計上させていただきました。実績計

上をさせていただいたわけでございますO

6款の諸収入は、返納金、第三者の納付金雑入、 3目から歳入を計上させていただきました。

実績計上をさせていただいたわけでございます。

以上が歳入関係でございます。あわせまして 27億 1，983万2，000円の歳入と相な って

おります。

それでは、 1 8、 1 9ペ ージに移らせていただきまして、歳出でございます。

一般管理費 7，080万6，0 0 0円、前年度と比較いたしますと 713万 4，000円増とな っ

ておりますが、この内容は、ほとんどが人件費の増、それから、保険料更新に伴う印刷費が主

な増の内容でございます。そのほかにつきましては、前年度と変わりございませんO

めくりまして 21、 2 2ページでございますが、下欄の 2の運営協議会費につきましでも、

ほとんど前年度と変わりございませんO

めくりまして 22、 2 3ページ連合会の負担金関係でございますが、これも前年と 変わりご

ざし 1ませんO

それから、下欄の趣旨普及費でございますが、本年は別な項目に計上いたしまして、比較の

面では全額減額と相なっております。

めくりまして 24、 2 5ページでございますが、総務費の徴税費でございます。国保税の徴

収に伴う費用でございまして、 1，632万5，000円で、前年度と比較いたしますと 、 400

万ばかし減額になっておりますけれども、これは、先般御審議を賜りました 3月補正でも、郵

便料の関係で実績計上をさせていただきました。その関係で減額と相なっておるわけでござい

ます。

2自の納税奨励費につきましては、前年度とほとんど変わってございませんO

めくりまして 26， 2 7ページでございます。 この 2款の保険給付費、何としても本会計の

中心でございます。上欄の 1療養給付費 16億 8，000万円の計上をさせていただきました。

これは説明欄にございますように、年間総医療費をここに掲げた数値を見込みまして、計上さ
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せていただいたわけでございまして、大体月にならしまして、 1億 4，000万円程度見込んで

ございます。もちろん前年度と比較いたしますと減額をいたしておりますけれども、これは、

先般の補正を御審議賜りました際、御説明をさせていただきましたよ うな内容で、実績で計上

させていただいた関係から、比較の面では滅額と相な っております。

それから、療養費はほとんど前年と変わりございませんO

審査手数料につきましでも、ほとんど変化はございませんO

めくりまして 28，2 9ページでございますO 保険給付費の高額療養費でございますが、 1 

億 2，52 8万円、これも実績を見まして、計上させていただきましたが、比較の面では滅額と

なっておりますが、 3月補正で御審議を賜りました内容か ら、実績計上で、比較の面では、滅

額を見ておるわけでございます。

それから、下欄の助産費につきましては、 3，000万円、これは条例改正によりまして、 1 

件当たり 8万円を 10万円に していただきました。その関係で、前年度と比較いたしますと、

600万ばかし増と相なっております。

めくりまして 30、 3 1ページ上欄は葬祭費でございます。 1件当たり 3万円を見込んでご

ざし、ます。ほとんど前年度と変わってございませんO

それから、下欄の育児手当でございますが、これも前年と同額でございます。

めくりまして 32、 33ページ老人保健拠出金の関係でございます。上欄の老人保険医療費

拠出金、この目につきましてもほとんど前年と 変わりございませんO 若干本年が上昇いたして

おりますが、ほとんど同額でございます。

下欄の老人保険事務費拠出金、この数値につきましでも、ほとんど前年度と変わってござい

ませんO

めくりまして 34、 35ページでございます。この款が、本年は前年と変わった点でござい

ます。保健施設費といたしまして、ここに 893万7，000円計上をさせていただいたわけで

ござしぜす。被保険者に対します検診を、本年は実施してみたいということで、先ほど一般会計

でも御審議を賜りましたが、健康課とタイアップいたしまして、特に国保の被保険者には、 4

月の時点で一一仮算定の時点で、周知をいたします。そして、ここに掲げますように、委託料

にございますように、このような検診を健康課と合わせた中で、実施してみたい、こういうふ

うに思っておるわけでございます。
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それから、めく りまして 36， 3 7ペ ージは償還金でご ざいます。これは 500万円を計上

させていただきま した。

予備費といたしま して、 300万円の計上をさせていただいたわけでございます。あわせま

して 27億 1，983万 2，000円の歳出と相なっております。よろしく御審議を賜りたいと存

じます。

0議長 (高橋通夫君 ) 都市整備部長

0都市整備部長 (結城邦夫君 ) それでは、私から議案 20号の昭和 59年度都市計

画事業特別会計予算につきま して、 御説明申し上げます。

この特別会計は、区画整理事業を推進するための予算特別会計でございます。

先ほど、市長から提案申し上げま したとおり 、歳入歳出ともに 10億 2，579万 4，000円

でございまして、前年に比べま して、 3億 7，75 4万 8，000円の増になっております。

それでは、まず歳入の方から御説明を申し上げます。

4 4、 45ページをお開きいただきたいと思います。

国庫負担金でございます。 この負担金は、万願寺区画整理事業の用地予定地の中を都市計四

道路 1・3・1号線が通ることになっておりますが、この道路用地にかかります公共施設管理者

負担金を国の方から歳入として受けるものでございまして、総額では 39億 9，440万円の額

のうち、 1億円を歳入として入れるものでございます。

その下の国庫補助金でございますが、同じく万願寺区画整理事業を行うための事業費の基本

額の 3分の 2を補助金として国からいただくものでございます。

次に 46、 47ページをお開き いただきたいと思います。

都の補助金でございますが、これは万願寺区画整理事業の国庫補助の裏負担といたしまして、

3分の 1の補助を都から受けるものでございます。

続きまして次のページ48、 4 9ページは、繰入金でございまして、 一般会計からの繰り入

れでございます。

次に、 5 0、 51ページ、これは繰越金でございまして、 前年度からの繰越額をそれぞれ計

上したものでございます。

次に、 52、 53ページでございますが、諸収入でございます。このうち 2の雑入の中の 2

神明上区画整理費雑入でございますが、これは、神明上区画整理事業が完了いたしまして、清
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算を行ったわけでございますが、徴収金を分割で徴収いたすも のになっておりますが、 5 9年

度は、 1 6人分の徴収を行うものでございます。

続きまして、歳出に入らせていただきたいと思います。

5 4、 55ページでござ います。ここは一般管理費でございまして、こ のうち一番下欄の

1 3委託料でございますが、これはここに記載してございますように、高幡、豊田南、西平山

のそれぞれの区画整理事業を行うための調査費を計上しているものでございます。

次に、 5 6， 5 7ページでございますが、ここの中の 2の用地取得費でございます。 これは

公有財産購入費でございまして、万願寺土地区画整理事業の事業用地といたしまして2，926.91

平米をすでに土地開発公社で所有をいたしております分を事業用地として、買い入れるもので

ございます。筆にいたしま して、 8筆でございます。

次に、 5 8、 59ページでございますが、神明上区画整理費でございます。このうちの 2の

神明上清算事務費は、先ほど歳入のところで御説明いたしましたように、清算金に伴います徴

収基金を歳入で受け入れまして、これを一般会計の方に繰り 出すものでございます。

次に、 60、 6 1ページでございますが、万願寺区画整理費でございます。 このページは人

件費と必要な事務費を計上いたしたものでございます。

次に、 6 2、 6 3ページでございますが、 3の事業費のうち 13の委託料でございますが、

万願寺区画整理事業を推進するために、新都市建設公社の方に業務を委託を行っております。

この経費をここに計上いたしたものでございまして、内訳といたしましては、区画整理事業の

業務、それから、画地確定測量を行う経費でございます。

その下の一段おきまして、 1 5工事請負費でございますが、区画街路の築造といたしまして、

5 9年度では 1，807メータ ーの築造を行うことにいたしております。

1 9の負担金、補助及び交付金でございます。 これは、同じく万願寺の中の街築を行います

その道路の築造にあわせまして、水道管を埋設する経費を負担金として、支払うものでござい

ます。

2 2の補償、補てん及び賠償金は、ここに記載してございますように、建物の移転、ある い

は立木等の補償を行う経費でございます0

6 4、 65ページは予備費でございます。

続きまして、議案 21号の下水道事業特別会計予算につきまして、御説明を申し上げます。
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御説明に入ります前に、一部誤字がございますので、御訂正をいただ きたいと思います。

これは、すでにお手元に配付してあります正誤表に基づきま して、御訂正をお願いいたした

いと思います。

この予算につきま しては、歳入歳出とも 16億 4，1 1 2万 3，000円でございまして、前年

に比します と、 8，701万 3，000円の滅となっております。この滅となりましたのは、 5 8 

年度をもちまして、黒川都市下水路が、一応工事が完了いたすことになっております。その分

が前年度では、 4億 8，022万7，000円計上してありましたが、その分が 59年度では、工

事完了に伴いまして、ゼロということになりましたので、工事費の滅によりま して、ここに総

体的には滅が生じたものでございます。

まず歳入から御説明をいたします。

7 8、 79ペー ジでございますが、ここ の上欄の使用料は、多摩平処理場に流入いたして ま

いり ます多摩平地域の公共下水道の使用料を計上いたしたものでご ざいます。前年とほぼ同額

の額を実績に基づきまして、計上いたしたものでございます。

次に、 81ペー ジでございます。国庫補助金でございますが、南多摩処理区域一一百草、落

川地域の公共下水道の管渠埋設を実施いたしておりますが、来年度におきましても、 800ミ

リの管を 90メータ一実施することにな っております。これにかかります 10分の 6の補助金

を国から受けるものでございます。

次に、 82、 83ページをお開きいただきたいと思います。

都補助金でございます。この補助金は、同じく南多摩処理区におきましての公共下水道250

ミリの管の埋設を行いますが、この都の補助金は、東京都の予算の中の市町村土木補助費に基

づきますところの補助でございまして、ここに記載してございますように基本額から起債額を

差っ引きまして、その 2分の 1が補助金と してまいるものでございます。

繰入金につきましては、一般会計からの繰入金でございます。

続きまして、 1ページとばしまして、 86、 87ページでございます。市債でございまして、

下水道債といたしましては、説明欄に記載してございますように、公共下水道、あるいは流域

下水道の負担金、こういったものにつきましての起債を行うものでございます。一番最下段に

書いてございます脱水機の設置でございますが、これは多摩平処理場の設置をいたします脱水

機の起債分でございます。

-446-

次に、歳出に入らせていただきたいと思います。

8 8、 89ページをお開きいただきたいと思います。

これは、下水道の総務費でございま して、職員の給料、手当等、そのほか事務費を計上いた

したものでござ います。

次のページの 90、 9 1ページの 2の下水道維持費でございます。

ここで、 1 2の役務費が、金額としては、わずかでございますが計上してございます。これ

は、水質の検査を実施する経費でございまして、 平山と黒川都市下水路の水質検査を月 1回、

年にいたしまして、 1 2回分を計上いたしました。調査項目といたしましては、 pH 、BOD、

s s、大腸菌、これらの検査を行って汚濁度等を測定いたすものでございます。

次に、 92、 93ページでございます。下水道建設費でございますが、 ここ の一番上の 13 

委託料で、ここで、 実施設計等を行う経費を計上したほかに、下から 2行自に上回樋管の設置

が計上してございますが、これは、万願寺区画整理事業の中の新井橋の上流に樋管を設置いた

しまして、区画整理の方で実施いたします雨水管の埋設と同時に、こ ちらの方に流し込むため

の樋管でございます。その下に、浅川処理区の公共下水道管渠埋設とございますが、 これは、

万願寺区画整理区域内の管渠を街築と同時に実施をいたすために、計上いたしたものでござい

まして、延長といたしましては、 59年度は 2，800メーターを予定しております。 この分に

つきましては、新都市建設公社の方に委託を行いまして、実施をいたすものでございます。

続きまして、 1 5の工事請負費でございます。南多摩処理区の公共下水道の管渠埋設を 59 

年度も引き続き実施を行ってまいります。雨水管といたしましては、 190メータ一、 汚水管

では、 4，890メーター の管を埋設することにいたしてございます。その下の 19負担金、補

助及び交付金でございますが、これは、流域下水道の建設、東京都が行います建設に伴います

浅川処理区、南多摩処理区、秋川|処理区の三つの処理区の負担金を計上いたしたものでござい

ます。その下の公共下水道の多摩市建設分、また、さらにその下の八王子市が建設する分でご

ざし1ますが、これは、それぞれ両市が行います下水道管渠に日野市の汚水を流すために負担を

行う経費でございます。その下の南多摩の処理場周辺の環境整備でございますが、こ れは、南

多摩処理場の周辺を整備いたすための経費でございまして、関連市 5市で、そのほか東京都、

あるいは公団等が負担をいたすものでございまして、日野市分と いた しましては、ここに計上

いたしました額を負担いたすことにいたしてございます。
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次に、94、 95ページの補償、補てん及び賠償金でございますが、これは、管渠を埋設す

るに当たりまして、水道管、あるいはガス管の移設が必要になってま いります。それにかかり

ます経費でございます。

続きまして、 96、 97ページでございますが、ここからは多摩平の処理場を運営をするた

めの経費でございます。

総務費は、職員の給料等事務費を計上いたしたものでございます。

続きまして、 98、 99ページでございますが、 2の維持管理費でございますが、この経費

につきましては、 100、 101ページをお開きいただきたいと思います。ここに 15の工事

請負費が載ってございますが、ここに先ほど、歳入のところで御説明いたしました脱水機の設

置、これは、 1基現在稼動をいたしておりますが、 1基だけでは長時間の運転が伴いますこと

と、こ の脱水機が故障いたした場合、あるいはオ ーバ ーホールをやるような場合には、 1基で

は間に合わないということで、さらに 1基追加いたしていただくものでございます。それに伴

いまして、その下に記載ございますように、こ の脱水機を入れるための部屋の改造を行う経費

がここに計上をいたしてございます。

続きまして、 102、 103ページでございます。都市下水路費でございますが、先ほど御

説明いたしましたように、黒川の都市下水路の管渠の埋設につきましては、一応 58年度で終

了をすることになってございます。ただ付帯工事といたしまして、道路等の本復旧がござし 1ま

すので、それらの経費を 15の工事請負費に計上いたしたものでございます。 23の償還金、

利子及び割引料でございますが、これは 50年、 5 1、 5 2年の 3カ年にわたりまして、神明

上都市下水路を新都市建設公社で、埋設を行った経費の償還金でございます。

次の 10 4、 105ページは、公債費の元金、利子の償還でございます。

106、 1 0 7ページは予備費でございます。

以上簡単でございますけれども、御説明をいたしました。よろしく御審議のほどお願い申し

上げます。

0議長 (高橋通夫君 ) 次、病院事務長。

0病院事務長(佐藤智春君) 議案第 22号、昭和 59年度目野市立総合病院事業会

計予算につきまして、御説明申し上げます。

まず 113ページの本文の第 2条でございます。病床数の 162床につきましては、前年度
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と変わりはございませんO

入院患者数につきましては、本年度 13 4人を予定いたします。占床率につきましては、

8 2.7%を見込んでおります。

外来患者数につきましては、 1日510人を見込みまして、 前年と同様といたします。

次に、 1 1 7ページの実施計画書の収益的収入及び支出でございます。金額にいたしまして、

前年度対比 1， 8 5 4万4，000円の増で、前年より 0.93%の伸び率でございます。

まず収入でございますけれども、医業収益では、入院、外来収益とあわせまして、前年度よ

り6.25%の伸びとなっております。医業外収益の他会計補助金でございますけれども、こ れ

は前年度と同様 2億 5，000万円を一般会計からお願し1するものでございます。その他につき

ましては、前年度とほとんど変わりはございませんO

次に、 119ページの支出でございます。病院の運営、管理に要する事業費用でありますと

ころの材料費、経費につきましては、極力経費の節減に努めまして、予算の計上をいたしまし

た。したがいまして、収益勘定につきましては、収入支出とも前年度の実績の上に予算編成を

行ったものでございますo 5 9年度につきましては、前年度と比較いたしまして、大きな変化

はございませんO

次に、 124、 1 2 5ページの資本的収入及び支出でございます。本年度は収入におきまし

て一般会計から 9，70 7万4，000円の出資金でございまして、こ のうち建設改良費分といた

しまして 5，000万円の出資を受けております。

支出につきましては、本年 59年度事業といたしまして、有形固定資産購入費といたしまし

て、 8，000万円の予算計上を行いました。 x線テレビ装置、超音波診断装置等の医療機械器

具等の購入をさせていただきたいというものでございます。

それから、企業債の償還金でございますけれども、こ の件につきましては、 55年の増築分

の据え置き期間がまいりまして、本年度から約 2，000万円ばかりの償還金がふえたというこ

とでございます。以上が資本的収入及び支出の関係でございます。

なお、資本的収入額と支出額に 不足をいたしますところの 3，000万円につきましては、 過

年度分並びに現年度分の損益勘定留保資金によりまして、補てんさせていただきたい、こうい

うものでございます。よろしくお願いいたします。

0議長 (高橋通夫君 ) 水道部長。

-449-



0水道部長 (永原照雄君 ) では、議案第 23号の昭和 59年度日野市受託水道事業特

別会計予算案について、 御説明申し上げます。

まずその前に、ちょっと誤字がございますのでお手元に届いております正誤表によって御訂

正をお願いしたいと思います。

昭和 59年度の運営に当たりましては、前年同様に計画目標の達成と将来にわたる配水基盤

の強化を図り 、給水の安定化、 水質の安全性の確保、市民サ ービスの向上、また、なお企業努

力の推進に努めてまいる所存でございます。

予算規模といたしましては、歳入歳出ともに提案ございましたように 12億 4，029万円で

ございまして、 前年度比 3.2%の増でございます。

では、歳入の御説明を申し上げます。

138ページ、 139ペー ジをお開き願いたいと存じます。

これは、水道事業委託金でござ いますが、これは 12億 2，579万円でございまして、これ

は受託水道の執行に見合 うところの金額が都から支出されるものでございます。

また、諸収入といたしま しては、下水道の使用料徴収事務委託金 1，450万円の収入でござ

います。

次に、歳出でございますが、 140ページから 150ページまでの聞は、浄水費から業務費

の間でございますが、浄水場の維持管理と配水、給水等の業務運営に必要な経費を計上したも

のでございます。

次に、 152、 153ページをお開き願いたいと存じます。

水道改良費でございますが、この費用は、主に開発行為等によって全額負担の配水管の布設

工事、あるいは消火栓の新設等に要する費用を計上したものでございまして、 3億 30万円の

計上で、前年度比といたしまして、 7 8.3%の増でございます。金額にいたしまして、 1億

3， 1 8 6万円の増でございます。この うち主なものといたしましては、節 15の工事請負費 2

億 6，1 1 0万円でございますが、これは浄水場施設の関連といたしましては、平山台の浄水場

の外さくが破れたりして非常に子供等が入ったりして危険でございますので、外さくの改修約

延長 321メー トノレ、で、また、第 2、第 4、第 10、第 14号、各水源の門扉の改修でござ

います。また、配水管の布設工事といたしましては、万願寺の区画整理内の配水管の布設、そ

の他栄町四丁目付近、それから、日野台二丁目、それから、日野 1096番地先、それから、

-450-

多摩平、大阪上の浄水場の水位計の取りかえ工事が主なものでございます。

次に、節 18の備品購入でございますが、これはメ ーターの購入 2，538個を予定いたして

おります。それから、乗用貨物兼用の買いかえ 1台、軽四輪の買t¥かえ 1台、新規に軽四輪の

購入を 1台、また複写機等の購入費でございます。

次に、水道建設費でございますが、昨年に比べまして、 2億 7，70 7万円の減額でございま

すが、これは、昭和 58年度までは、区画整理の中の工事をこの自に計上していたわけでござ

し1ますけれども、都では、これを先ほど何十何労伸びたと申しましたが、そちらの方に計上し

ろという指示がございましたので、滅額になったものでございます。 このうち節 15の工事費

の主なものといたしましては、平山五丁目 2・2・6の58年度の積み残しの部分の配水管の工

事、落)11から百草に至る約 310メートノレの配水管工事、三沢の 421番地先の配水管工事、

これ等が主なものでございます。ひとつよろしく御審議のほどお願い申し上げます。

0議長 (高橋通夫君) 生活環境部長。

0生活環境部長(坂本金雄君) 議案第 24号、昭和 59年度日野市農業共済事業特

別会計予算について御説明を申し上げます。

157ページをお開きいただきまして、第 2条をごらんいただきたいと思います。

本会計は、農業災害補償制度に基づきます共済保険の会計でございまして、発生主義の立場

をとっております。したがいまして、各事業とも予定量となっておる次第でございます。まず

区分の一番左側農作物共済のところをごらんいただきたいと思います。

水稲につきましては、農地転用、区画整理、さらには水田利用再編対策などによりまして、

水田面積が滅少しております。引き 受け面積は、 5 8年度より 700アール少ない 7，800ア

ールといたしております。

陸稲、麦につきましては、前年度並みを引き受け目標面積としております。

次に、家畜共済事業でございますが、家畜共済は、引 き受け客体である家畜飼養頭数が滅少

いたしまして、また、飼養農家も特定されております。新規加入の見込みがないため、昨年度

並みを引き受け目標頭数としております。

続きまして、その下の園芸施設共済事業でございますが、この事業は、昭和 56年度から始

められた新しい共済事業であります。都市化の進展によりまして、農業環境が悪化しておりま

すが、都市近郊の立地条件を生かしましたハウスによって生産性の高い農業経営を目指す農家

唱
E
-A

F
h
U
 

4
 



が多く なっております。 このような情勢の中で、 59年度の引き受け目標頭数を 201頭とい

たしました。前年度引き受け目標 177頭より24頭の増となっております。それらに基づき

まして、言十数を積み上げたものが第 3条の収益的収入及び支出となっているわけでございます。

5 9年度は、農作物共済勘定にあっては、 204万 3，000円、 それから、家畜共済勘定にあ

っては、 479万 3，000円、 園芸施設共済勘定にあっては、 154万 1，000円、こ れの事

業を運営するための業務勘定は、 1，525万 8，000円となり 、総合予定額は、 2，363万

5，000円でございます。昨年に比較をいたしまして、 7 4万2，000円の増となっているわ

けでございます。

160ペ ージから 184ペ ージにかけましては、実施計画及びその説明でございます。特に

申し上げるところは、 168ページの業務勘定でございます。その財源といたしまして、 1目

の受け取り補助金にありますとおり 、園、都の支出金が 659万 4，000円、一般会計補助金

が 815万 6，000円、 そして、 2目賦課金にありますとおり 、共済加入者から 45万 4，000

円をいただく財源構成となっております。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。

0議長 (高橋通夫君 ) 企画財政部長。

0企画財政部長 (前 田雅夫君 ) 老人保健特別会計予算でございますけれども、大変

恐縮でございますけれども、言十数の整理に誤りがございましたので、大変恐縮でございますけ

れども、御訂正いただき たいと思います。

206ページでございます。 3の審査支払手数料というのが目でございます。それをずっと

右にまいりまして、財源内訳でございますけれども、その他の欄がゼロになっております。こ

れが 67 6万4，000円 6，7 6 4と入れていただきたいと思います。一般財源に 6，7 6 4と入

ってますけれども、それがゼ ロになりまして、 この数字がそっくり左に移ると いうことでござ

います。( [""了解」と呼ぶ者あり )

それから、 この下の合計でございますけれども、その他の欄の合計が 1，89 8，2 2 1、その

右側がゼロでございます。

それから、この数字が変わる ことによりまして、 189ページでございます。歳出の本年度

財源内訳のうち、国都支出金でございます。この 1の医療諸費でございますけれども、

6 3 0，4 8 7とございますけれども、 ( [""歳出か」 と呼ぶ者あり )歳出の 1医療諸費財源内訳

の特定財源の内訳でさらに園都支出金がございます。現在 63 0，4 8 7と入っておりますこの

-452-

最後の 7を 5に訂正をいただきたいと思います。

それから、ーっとんで右に移りまして、その他でございますけれども、こ の数字を

1，898，221、その他の欄でございますけれども、 1，898，221 と御訂正いただきたいと思いま

す。

さらに、合計でございますけれども、園都支出金の 630，487を 7を 5に訂正いただきたい

と思います。その他の合計でございますけれども、 1，898，714 大変恐縮でございますけれど

も、以上のように御訂正いただきたいと思います。

0議長 (高橋通夫君 ) 福祉部長。

0福祉部長 (高野 隆君 ) それでは、引き続きまして、昭和 59年度目野市老人保健

特別会計予算について御説明申し上げます。

185ページをお開き願います。

ここに掲げられてございますように、日野市の 70歳以上の老人及び 65歳から 69歳の寝

たきり老人の医殻費をここに計上してございます。歳入歳出それぞれ 25億 2，970万 9，000円

でございます。

次に、 186ページ、 1 8 7ページにつきましては、このとおりでございます。

説明に移りまして、 189ぺーシ総括表に載っております。ここに掲げてございますように、

歳入につきましては、昨年と比較いたしまして、 1億 7，927万 3，000円の滅にな っており

ますが、昨年と比較しますと 、 7.645ちの滅でございます。

また、歳出につきましては同額でございます。

次に、 190ページ、 191ペ ージの御説明をいたします。

歳入でございますけれども、歳入の 1医療費交付金でございますが、 ここに掲げてございま

す現年度分の医療費 25億 2，194万2，000円の内訳は、現物が 24億 5，388万 4，000

円、現金給付の方が 6，8 0 5万 8，000円でございます。 これの 70%を基金の方からの交付

金として、計上してございます。

また、 2の審査支払手数料でございますけれども、 ここに掲げてございますのは、国保分、

社保分の審査支払手数料でございます。

次に、 192ページ、 193ページに掲げておりますのは、国庫負担金でございます。 これ

につきましては、総医撮費の 205ちを計上してございます。また、過年度分としましては、科
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自存置として、 1，000円を計上してご ざいます。

次に、 194ページ、 195ページでございますが、これにつ きま しては、東京都の負担金

総医療費の 5%を計上してございます。また、過年度分といたしましては、 1，000円の科目

存置でございます。

196，197ペー ジでございますけれども、繰入金、一般会計の繰入金につきましては、

総医療費の 55ちと、さらに予備費調整相当分といたしまして、 49万5，000円を加えたもの

1億 2，659万2，000円を一般会計か ら繰り入れようということでございます。

次に、 198、 199ページにつきましては、科 目存置でございます。繰越金の科目存置で

0議長 (高橋通夫君 ) 都市整備部長。

0都市整備部長(結城邦夫君) それでは、議案 26号の仲田緑地用地特別会計予算

につきまして御説明申し上げます。

この会計は、仲田緑地を 58年度において大蔵から買収いたしたものでございますが、こ の

買収に伴いまして、国庫補助金が 4年間の債務負担行為で支出されることにな っております。

それに伴いまして、会計を明確にするように、という国の方の指導がございまして、こ の会計

を設けたわけでございまして、 59年度におきましては、総括に記載がございますように歳入

歳出とも 6億 1，1 1 7万8，000円の予算を計上いたしてございます。

まず歳入予算でございますけれども、 218ページ、 219べー シにございます不動産売払

収入でございますが、この売り払いは、特別会計で、すでに売却をいたしましたものを、一般

会計で買い戻すものでございます。それの収入といたしまして、ここに計上させていただいた

ものでございます。

次に、歳出でございますけれども、 220、 221ページでございます。

事業費のうち 23の償還金、利子及び割引料でございますけれども、これは、借入金に伴い

ます利一「をここに計上させていただいた ものでございます。

続きまして、次のベ ーシの公債費でございますが、これは借り入れに対しまして、元金、利

子を償還いたすものでございまして、 59年度では、ここ に記載しました額をそれぞれ元金、

利子を支払うことになっております。以上でございます。よろしく御審議のほどお願い申し上

げます。

0議長 (高橋通夫君) これより質疑に入ります。橋本文子君。

01香 (橋本文子君) 国民健康保険について 1点お伺いしたいと患います。

私は、いま前回の臨時議会におきまして、国保税の値上げに賛成したことを悔やんでおりま

す。(笑声)つまり 、収入の方は確かに増額されましたが、出てい く方について全く昨年度と配

慮が変わっていないということであります。つまり予算計上の上で何ら変わっていないという

ことで、民間の会社の健康保険等では、ここにもたくさん大企業の方いらっしゃいますけれど

も、健康保険では、すべての人に対して、 レセプトの通知がされ、一切の水増し請求、あるい

は不正請求、あるいは薬漬けになるのを防いでいるのが実態でございます。一般的に民間の企

業といいますのは、利益を上げることを大変大切にいたします。そういう会社が手間暇かけて、

ございます。

200、 201ページにつ きましては、延滞金及び加算金の科目存置でございます。

202、 203ページにつ きましては、 預金利子といた しまして、 5 0万円を計上してござ

います。これは、利率1.5 5ちを見ております。

2 0 4ページ、 205ページにつきましては、諸収入のうち雑入でございます。それぞれ科

目存置でございます。

次に、 206ページ、 207ページの歳出に移ります。

まず、 1の医療給付金でございますけれども、ここに掲げましたのは、医療費負担金現物給

付分でございますけれども、 1人 3万3，523円の6，1 0 0人分を 12カ月分計上いたします。

5 8年度実績と 比較しますと 、 1人頭の医療給付分は、 1 5.25ちの滅となっております。

次に、 2の医療費の支給分でございますけれども、こ れについては、現金給付分でございま

す。療養費払いで ございます。これにつきましては、 5万9，7 0 0円の95件分の 12ヵ月分

これを計上してございます。

審査支払手数料につきましては、それぞれ国保分、社保分に対する支払手数料でございます。

次に、 208ページ、 209ページにつきま しては、諸支出金のうち償還金、利子及び割引

料の科目存置でございます。

210ページ、 211ページにつきましては、一般会計からの繰出金としまして、科目存置

でございます。

212ページ、 213ペー ジにつきましては、予備費といたしまして、本年度 100万円を

計上してございます。以上で ございますが、よろしく御審議のほど、お願いいたします。
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経費をかけてレ セプ トの通知を、わざわざ多分 20年以上続けていると思いますが、行ってい

ると いうことは、つまり メリ シトがある からなんです。かつて、 この日 野市の中でも国保を払

っていた人が、会社に就職して健保に変わりました。それでもなおかつ、国保に対して請求が

来たという事実が、かつて、 昔のことですが、あったと聞いております。それは、つまり国保

に対して、医者の{則からの請求が、大変ルーズなやり方が、すべてとはいいませんけれども、

一部で行われているということの実態ではな いでしょうか。この日野市の中で、つまり保険者

から被保険者に対して、 レセプ 卜の通知がいまもって行われようとしないのは、一体どういう

理由があるのでしょうか。高度な政治判断が必要と言われ、それがどういう意味合いなのか、

私はわかりませんが、この際、時間をはしよる意味で、市長から御答弁いただければと思いま

す。なぜレセプ卜の通知をしていただけないのか、御答弁お願いいたします。

0議長 (高橋通夫君 ) 市長。

0市長 (森田喜美男君 ) さきの議会におきまして、国保税の税率一部ア γ フ。を議案に

お願いいたしました際、橋本議員からも特にいま御指摘の、そのレセプトの被保険者に対する

数値をなるべくしばしば行うように、という御意見をいただいております。私は、そのことに

つきまして、今後努力をいたします、というお答えをいたして、ようやく了解をいただ き得た、

とこのように思っております。担当の方に早速指示をいたしまして、今後そういう機会をより

多くしよういう ことを、それぞれの関係会議の際に申し立てをしよう 、このように事務当局に

も指示をし、また、そのための努力を機会をとらえてやろう 、このようにいたしております。

詳しく聞くところによりますと、この国保関係にいままで東京都では、このレセプトの反復通

知が昨年初めて行われた。これは、東京都医師会と東京都庁民生局、この関係で了解ができた、

というところから始ま っておりました。そのあたりが、なかなかいま橋本議員さんの私どもが

誠意だと いうふうに受けとめられておることについて、なかなか実績をつくりがたい、そのよ

うな感じがいたしておりますが、なお、関係する会議におきまして、そのことの市民要求のあ

る意味をよく提唱して機会を今後より多くしていく努力をいたしたい、このように橋本議員さ

んにも、月Ijのときにちょっとお話もいたしております。そのとおりでございますので、今後の

大きい課題として、十分努力をいたしたし¥このように考えております。

0議長 (高橋通夫君 ) 橋本文子君。

01番 (橋本文子君 ) 私も、この日野の革新市政 11年問、森田市長が大変大きな実

績を上げて こられたことは、十分承知しているつもり でございます。だから、私もこの革新市

政を、微力ながら支えてきたつもりでおります。これからも、もちろん私の力は、できるだけ

その方向で出していきたいとは思っておりますが、それだけに森田革新市政に対 して、大変厳

しいようですが、市民要求を心から受けとめていただきた し¥0 そういう思いで、あえてこの発

言をしているわけでございます。 このレセプトの通知は、市長にとって、ある いはメ リットが

ないとお思いになっていらっしゃるかもしれなし 1。しか し、 市民にとって、 メリッ卜があると

いうことは、結局は大きな意味で、 メリントという言葉が、少し語弊があるならば、もっと別

の言葉で、市民にと って大変喜ばれる施策として、私は必ず歓迎されると思っています。そう

いう意味で、いま、市長が努力をするとおっしゃった言葉に、なお私の希望を託しておきたい

と思います。終わりますo

O議長 (高橋通夫君 ) 川嶋 博君。

o 1 4番 (川 嶋 博君) ページでいきますと 、 19 2ページ、 194ページの国庫支

出金及び都の支出金が、ともに滅にな っております。 192ページ、失礼 しました。老人医療

費の件です。ページをただいま申し上げた項目でございます。

この金額の誠につ きましては、日野市としても、都や国に向かつて滅につきましても努力さ

れたのかどうか。他市についてもどうなのか、その点について、まずお伺いした いと思います。

0議長 (高橋通夫君 ) 福祉部長。

0福祉部長 (高野 隆君 ) ただいま、御質問の国庫支出金のうち国庫負担金が滅にな

っている、その分についてどのような努力をしたかということでございますけれども、私ども

といたしましては、国に対しては、極力このような国庫補助金については増額するような努力

はしておりますけれども、国の枠は 205iちということでございますので、統、医撮費の 205iちを

よこすということにな っておりますので、総医療費そのものが小 さくな ってきているという現

実の中で、やむを得ずこのような計算をしているということでございます。 ( I了解」と呼ぶ

者あり)

0議長 (高橋通夫君 ) 奥住芳雄君。

0 27番 (奥住芳雄君 ) 5 5ページ、都市計画費です。

この議会の方へも高幡の区画整理につきまして、いろいろと反対の請願等が出されて審査さ

れているわけでございます。そういう中で、住民との話し合いがうまくいってないということ
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でございますが、こういう中で、 高幡地区区画整理の業務ということで委託料で 500万、ま

た、豊田南地区の区画整理の業務委託2，7 0 0万、 また、西平山の区画整理業務で 1，0 0 0万、

こういう予算が組まれておるわけでございますが、高幡地区においての住民との話し合いの経

過、 また 、 どの程度話し合いが進んでいるのか。そ こい らについての説明をお願いした~¥。ま

た、豊田南口についてはどのよ うに進展をしているのか。また、 西平山地区にも同じくどのよ

うに進展しているのかをお聞きした ~ ¥0 これが一つ。

それから、下水道でございます。部長から個人的にもお話をしていたわけでございますが、

私ども栄町地区、また新町地区は、秋川の八王子の処理場の方が全く隣、 1キロ とも離れない

ところに設置をされるわけでございます。そう いう 中で、私たちの方は、地形の関係で日野の

浅川の処理場の方へ持ってし¥かなきゃならない、こういうことの中で、 2・2・11の道路の下

を下水管が来る 、こういうこ とになっておりますが、こ れらにつきまして、新町、栄町の方に

おいで願えるのは、これから先何年後になるのか、ひとつお教え願いたいと思います。

それから、八王子の秋川の処理場が隣に建設されるわけでございます。こう いう中で、部長

は前から地元の栄町地区、五丁目地区とも話し合いをして、会合したい、こういうことになっ

おります。私とも昨年もいまごろ約束しであるわけでございます。しかし、一向にこの会合の

通知もなきゃ説明もなされていませんO これについても御説明をお願いした いと思います。

それから、いま1点生活環境部の方の農業共済事業についてお尋ねをしたいと思います。こ

としは気象台始まって以来の雪でございます。東京も雪国にな ってしまった、 というよう な感

じでございます。その中で、 1 0回以上にわたって大雪が降っております。このために、施設

園芸のビニ ーノレハウス等に被害があったと思われるわけでございます。これらの被害があった

件数について、 また、被害額についておよそっかんでいると ころをお教え願いたし 1。以上 3点

御質問申し上げます。

0議長 (高橋通夫君) 都市整備部長。

0都市整備部長 (結城邦夫君 ) それでは、私から 2点の御質問につきまして御説明

申し上げます。

まず高幡地域のその後の住民との関係でございますけれども、現在、 高幡地区につきまして

は、地域の住民の方々から強い反対が出ております。これに対しまして、私どもできるだけこ

の事業に協力いただくということで、説明会等も何回も持っておるわけでございますけれども、
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最終的には、住民の方々は、このわれわれが反対している地域を地域からはずしてくれなけれ

ば、その説明は聞かない、といういわゆる区画整理としての説明は聞かない、と いうことでご

ざいます。私どもここの地域につきましては、現在見直しの作業も行っております。この作業

は大体はでき上がってまいりま したけれども、現在、都の方と この事業が成立できる よう な内

容で検討を行っております。その後検討が終わりました後、地域の方の住民の方々とも十分こ

の点について話し合っていきたいというふうに考えております。

それから、豊田南につきましては、現在説明を各ブロンクに分けまして、説明会を行ってお

ります。特に反対請願が出ておりますー一 反対と申しますか、この区域を除外してほしし、とい

う第一豊田荘でございますが、第一豊田荘の住民の方々とは、また別個にもうここで数回話し

合いを行っております。総体的には、現在アセスメント条例に基づきます環境影響評価を実施

しておりますので、これができ次第また再度その面か らの公聴会等も行ってし 1く予定になって

おります。

それから、西平山につきましては、公団施行という 形で、公団のお願いをしているわけでご

ざし¥ますけれども、なかなか用地取得が難航 してございまして、公団として、まだ最終的にこ

の事業を実施するかどうかといった点の最終的な結論は、まだ出てない状況でございます。こ

の辺につきましても公団とも早急に詰めていきたい、というふうに考えております。

それから、下水道関係でございますけれども、東光寺の地域につきましては、先生の御指摘

のように、浅川の処理場の方に入る区域になっております。しかし、これは 2・2・11号線の

中に管渠を埋設してくるということで、万願寺区画整理区域内は、区画整理と整合させながら、

管渠を埋設いたしてまいりますが、その先の 2・2・10号線まで、ここは一応一部には万願寺

の2期の工区に入っております。できれば 2期の工区も早く実施したいとい うことで、現在実

施に向かつての計画を詰めておる段階でございます。ただ甲州街道と 2・2・10号線との問、

ここは区画整理の予定がございませんので、そこの点につきましては、今後都がモノレール等

の関係で、直接に用地買収を行っていくことになろうかと思いますが、その用地買収をできる

だけ早く実施をしていただく 、というような形で進めていきたいというふうに思います。

2'2・10号線を越えますと 、仲田緑地ここは東京都が本年度大蔵の方か ら土地を譲り受けま

して 、 本年度につきましては 、 私どもの方としても、一部管渠の埋設を行~¥たいというふうに

考えておるわけでございますけれども、幹線につきましては、やはり全体の中を見合わせてい
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った中で、施工 していき たいという ふ うに考えております。用地としてはあいてきますので、

この分については実施が可能かと思います。ただその先の中央線を越えました段階では、この

ノレート を今後どう してい くか とい うこ とについて、 早く 2・2・11号線の方が完成すれば、そ

れの中に入れていく という ことが可能でござ いますけれども、 もし 2・2・11号線の工事等が

おくれるような場合には、私どもはノレー トを変更 してでもできるだけ早く迎えにし 1きたい、と

いうふうに考えておるわけでございます。ただそういう関係がございますので、何年くらいに

ということにつきましては、もう 少 し検討の時間をいただきたいというふうに考えます。で き

るだけ早く 引 くようなノレ ー トも検討いた します。

それから、この辺についての先生とのお約束がございますけれども、住民説明会につ きまし

ては、まだその辺の関係が明確になっておりませんので、もう少し時間をいただきたい、とい

うふうにかように考えるわけでございます。よろ しくお願いいたします。

0議長 (高橋通夫君 ) 生活環境部長。

0生活環境部長 (坂本金雄君 ) ハウスの被害についてのお尋ねにお答えをさせてい

ただきます。

明治 10年の観測以来の異常気象で大雪が降りまして、ハウスの被害については、常に心配

をしていたところで ございますが、被害件数はゼロでございます。 もちろんこ の被害{牛数ゼロ

の裏には、大雪注意報、ある いは大雪警報が出されますと、経営者の方が、ハ ウスの中の温度

を上げまして、そして雪が積もらないよ うになさ った、そう いう気配りもございました。つけ

加えて御報告させていただきます。

0議長 (高橋通夫君 ) 奥住芳雄君。

0 27番 (奥住芳雄君 ) ハウスの被害がなかったと いうことは、非常に結構なことで

ございます。これは、環境部長の指示がよかったんではないか、と思います。その方は結構で

ございます。

最初の方の都市整備部長、高幡でね、あれだけの反対があるわけですtdo そういう中で、こ

の500万という費用、これを何に使うのかと私はお聞きするんです。それか ら、ほかのあと

の2地区もそう いうことです。 何 も反対でできないのを、何でこういういろんな費用が、こう

いう莫大な業務委託と いったってわからないんです、われわれには。そこいらを踏まえてお話

を願いたい、 説明を してくれ、とこういうことでございます。
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それから、 2番目の方、全くそのお迎えがなさそ うで ございます。 全 くお墓の方から先にお

迎えが来るんではないか、われわれそういうふう に考えるよ うな状態でございます。全く下水

道会計とか何とかいってみたって、本当にピンと来ないわけですね。本当にわれわれの方に来

るには、全く 古谷先生じゃないけれども、何世紀先かわからない、とい うのが実情であります。

そういう中で、 ひとつがっちりやっていた だ きた~ ¥0 

それから、秋)11の処理場について、部長にもお願いしてあるんです。早く情勢を把握して、

そして、すぐ隣ですね、この地区に対しては、前からそういう ことになっているわけですから、

八王子の方と話して、そして、東京都とも話し合って、ぜひひとつ一番近くの住民で、そして、

その住民がすぐ隣へ入れることがで きないんですね。何世紀か先でなけり ゃ浅川の処理場の方

へ行かないわけです、この地域は。隣は全く稼動しでも、 うちの方へ来るのは容易なことじ ゃ

ない、こういうことですから、そこいらを踏まえてひとつ御努力を願いたい、かように思うわ

けでございます。

0議長 (高橋通夫君) 都市整備部長。

0都市整備部長(結城邦夫君 ) それでは、ただいまの御質問につきまして御説明申

し上げ ます。

高幡の地域につ きましては、現在見直しを行っているわけでございまして、この見直しにつ

き まして 、 やはり地区を相当いじらなければならな~¥。現在まで提示いたしておりま した市街

化予想図これを大幅に変えてし 1く、 ということになります。したがいまして、それの見直しの

経費が高幡の分でございます。

それと 、豊田南につきましては、湧ヱ!て池がございますけれども、湧水量を測定する、この将

来豊田の南地域の湧水量を測定いたしまして、これを区画整理の区域の中で、 うまく活用して

いこうということで、その湧水量を検討するという調査、それから、そのほかに権利調査、環

境影響評価の見直し、というものでございます。

それから、西平山につ きましては、基本計画の策定、それと事業計画、事業概要をつくって

し1く、これらの経費がこ こに計上されているものでございます。

それと、下水道の関係につきまして、秋川処理場の関係につきましては、まだ構想としては

定まっておりますけれども、現在、 八王子市、東京都の間で住民説明をまだ行っている段階で

ございます。したがいまして、その辺のある程度線が出ましてから、私どもとしては、この東
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光寺周辺の処理場に接近したところを中心と して、説明をいたしたい、 というふうにかように

考えておるわけでございます。以上でございます。 ( I関連」と呼ぶ者あり)

0議長 (高橋通夫君 ) 旗野行雄君。

o 1 0番 (旗野行雄君 ) ただいま、奥住議員が最初に説明されました、 55ページの

区画整理業務についての委託料の問題でありますが、西平山地区については、答弁の中にもあ

りましたとおり、住宅公団施行でということになっておりますが、実は、私事実を申し上げる

んですが、 2月のたしか 9日だったと思いますが、私のうちへ、公団の当局が見えられまして、

用地買収の見通しが立たなし 1から、一応断念しますから、こういうお話がございました。それ

で、私も一存ではどういうこ とはできませんので、関係者を集めてこういう話があったが、そ

れで了解してくれるか、ということで皆さん結構ですということで、そのように公団にはお話

し申し上げたわけです。それ じゃその後の処置はどうするか、ということを公団に尋ねました

とこ ろ、早速市当局にそのような同じような返事を申し上げます、 とこういうことだ ったんで

す。あの地区につきましては、公団のア ンケー卜 調査で、中に住んでおられる方、あるいは権

利者を含めまして、 90%以上が区画整理自体については賛成だ、こういう結論も出ておりま

す。公団施行ができないならできない、できるんならできる、その辺の結論を早く出してもら

いたし、。そして、その後の対応も早くしたい、とわれわれ権利者は願っておるわけです。その

辺何とか早く結論を出していただきたい。このことを要望しておきます。

0議長(高橋通夫君 ) 石坂勝雄君。

028番 (石坂勝雄君 ) ちょっと私は一般会計の方になっておるんで、特別会計の方

で聞きたいことは、各国保にしても、都市計画にしても、水道にしても、下水道にしてもいろ

んな病院全部ありますが、最後に給与費明細書というのがありますtlo そのいわゆる右側に(2)

で給料及び職員手当の増減の明細というのがあるんですよねO それでね、ここでちょっと聞き

たいんですが、 5 8年度のこれはまあ一般会計のときは一般会計で私聞きますけれど、 58の

予算のときに、一番いわゆる平均昇給率というのは、多少たとえば一般が 58の場合には、 3.3、

国保が 3.5、都市計画が 3.29、下水道が 3.25、それから病院が 2.98、こういうふうにた

とえばなっておるわけですよねO ところが、 58の予算のときに、水道だけは逆委託ですね。

この表に 4%載っているわけですよO ことしの 59年度のほかのことは申し上げませんが、い

わゆる水道には、前年度給与改定率が 4.53%、都が 4.5%のベースアァプをしたんだから、
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なるほどなと私は感じているわけですね。それで、ただ し、 本年度給与改定率と いう のは、ゼ

ロになっておりますtlo そういう点で、 しかしまあ平均昇給率 としては、 35ちにしてあるわけ

ですよO そうなると水道というのは消防署と違って逆に市が都へ逆委託をしておる、消防署の

方は、逆に都から委託を受けている。こういう中で、一律に何かあとの給与改定の問題とも絡

むんですが、 こういう表は、 恐らく都の指導なり 、 国の恐らく指導じゃな~¥。恐らく都の指導

か、 26市町村で一律にやられるのか、各市独自でやられるのか、聞き及ぶところによると都

の指導だと、去年も実をいうと都の指導で一般会計にしても、 5 8の予算では 3%組んであっ

たわけですよね、給与改定率というやつが。それで、平均昇給率で 3.35ちこういうふうになっ

ているわけですよO そういう中で、水道の方は、私は同じだと何かおかしいんではないのかな、

とこういうふうに思うんですが、その辺のところ、何か別に企画財政部長なり、水道部長なり、

最高の市長は不思議に思われていることはないで、すか。こういう表から見て、伺いたいと思い

ます。

0議長 (高橋通夫君) 水道部長。

0水道部長(永原照雄君) 御答弁申し上げます。

確かにおっしゃいますとおり 、前年度比 4.535ち、都並みの改定でございます。これについ

ては、私も非常に奇異に思いまして、都の方に問い合わせるように業務課に命じまして、問い

合わせをしたところ、やはり 4.53で組んでおけ、支出につきましては、当然市の職員でござ

し1ますので、市の改定に従って支出はなされる、 ということでございます。 以上でございます。

O議長(高橋通夫君) 石坂勝雄君。

028番 (石坂勝雄君) 伺かそうなると、いわゆるある問題は、市が独自性でやっと

おって、こういう問題になると、都がそういうふうに指示するから全くうのみで、改定した、

たとえばあとで給与が改定になると思うんだが、 2.03ですか、それで妥決した、とこうなる

と何か私何というんですか、水道部の人の肩を持つわけじゃないけれど、 もっとよけし 1出して

やったらいいんじゃないのかな、という感じがするんですが、その辺市長どうこういう逆委託

のやつですねO 消防とは全く逆になるわけですねO 消防も今度は実際には 100%だというん

だけれど、実際には 80%で市長会が了解されて、飲んで、あとの20%は振興交付金の中で別

枠で来るということで、基本としては 100%だと、こういうのはただ 80%当初予算には組

んでいるだけの問題ですねO そういう点で、何かこういう逆にな ってき た場合で、恐らく消防
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署の職員は、都の 4.5%を受けているんだけれど、市の職員だと いう予算だけはそ ういう ふう

に組んでいるという 、その辺のと ころは、ちょっと私は何か都の指導の方がいけないのか。市

が余りにも都の言いなりに追随 しているのか、その辺のと ころ、市長の意見を伺いたし 1。企画

財政部で組んでいるんだか、そう いう指示だか、全く言われないので、その辺のところをちょ

っと聞きたいんです。

0議長 (高 橋通夫君) 市長。

0市 長 (森 田喜美男君 ) 私も直接聞いたということではありませんが、都は都なりの

予算の立て方で、恐らく統合市、つまり都水道に一元化 した、そして、また再委託を受けてお

るという関係市には、同様の指導があったものと思います。それは、実質的には委託でありま

すから、当然特に職員の給与は、市職員の同率で行t¥ますので、余剰ということで精算をする

か、ある いは途中に補正をするか、そのよ うなことが事務的に処理をされるO また、そのよう

な御指導がある、こ のように考えております。

0議長 (高 橋通夫 君 ) 石坂勝雄君。

028番 (石坂勝雄君 ) 市長も担当も、こ ういうことで少しも矛盾を感じませんか。

それだけ伺いたいと思います。

0議長(高橋通夫君 ) 市長。

0市 長 (森 田喜 美男 君 ) 矛盾だと思います。ただ別の例をーっとりますと 、いわゆる

広域処分場 27団体の広域処分場組合がありますが、ここ には都の職員が出 向しております。

しか し、 職員の給与は、管理者の市に合わせる 、とい うことになっておりまして、その際には、

東大和でありますけれども、 2.03のベアが適用される、こ ういった逆の合わせ方というのも

あるわけでありまして、これは、 しか し、 職員組合との交渉の中でも了解されておる、このよ

うに伺っております。これは単なる例でありますが、それらのことでありますから、今後より

明確にしてまいります。 ( i了解」と呼ぶ者あり)

。議長 (高橋 通 夫 君 ) 古賀俊昭君。

o 1 8番 (古賀俊昭君 ) 私、先ほど一般会計の質疑のときに、一つ企画財政部長にお

聞き しましたとき に、 5 8年度の人件費と物件費の足し算を間違いま してお聞きしました。私

がお聞きしたかったのは、いわゆる性質別のこの予算書で、人件費、物件費足したものが、常

に普通建設事業費を上回っている、こういう予算の組み方と いうのは、普遍的なものなのか、
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ということをちょっ とお聞きしたかったわけですので、また、 一般会計のときに詳 しくお聞き

したいと思いますので、いろいろ調べておいていただきたいと思います。

国民健康保険、この保険税がことしの 4月 1日から増税になりました。これを受けま して、

今回保健施設費委託料で 609万 8，000円、この新しい事業がこ こに出てきているわけであ

ります。大変な値上げをされたわけでありますが、被保険者に対するサ ービスというのがちょ

っと少ないのではないか、 と私思うわけでありますが、この各種の検診、この程度で果たして

初年度でありますので、いろいろ練られたことだと思いますが、固定的にこの程度の形でやっ

ていくというふうにお考えになっているのかどうか。さらに拡充するようなお考えがあるかど

うか、お聞きをしたいと思います。

それから、保険税の算出方法でありますが、これは今回改正されたばかりで、先のこ とをま

たお聞きするようであれなんですが、八王子は、二方式に今度切りかえました。こういうこと

で大変私合理的な算出方法だと思うんです。日野市の現在の方式を御検討されるような御意思

はないかどうか、それもあわせてお聞きをしておきたいと思います。

それから、これは本質的なことではありませんが、一般会計の保健衛生費では、健康管理費

の中で、説明欄に一般診査となっているんですね、ところが、こちらの国保の方では一般検診

となっております。こういう用語の問題、同じような健康診断であれば、統一された方がいい

のではなし 1かと思います。全く違うのか、同じなのか、それもあわせてお聞かせをいただきた

いと思います。

それから、都市計画特別会計、たしか 58年度は、豊田の南口の駅前再開発の関係予算が調

査費で計上されていたはずであります。ところが、今回 59年度でこれを見てみますと、どこ

にも豊田駅の南口の再開発に関する予算は、全く出ていないようであります。これはもう全く

おやりにならないのかどうか。何か方針を 180度お変えになったのかどうか、その点をお聞

かせをいただきたいと思います。以上です。

0議長 (高橋通夫君 ) 市民部長。

0市民部長 (加藤一男君 ) ただいまの御質問に対してお答えをいたしたいと思います。

御質問の第 1点は、 3 5ページの関係かと思います。保険税のいわゆる値上げをしたにもか

かわらず、保健施設費においては、全体で 893万 7，000円でございますが、直接費用は

690万8，0 0 0円ではないか、これではいかにも少な過ぎるんではないか、という御質問か
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と思うんでございますが、当面 59年度におきましては、私の方でこういうふうにさせていた

だし 1たかけなんでございますが、いろいろ検討いたしましたことは、他市でやっております ミ

ニ ドッ クの問題だとか、いろいろ検討はいたしました。しかしながら、 ミニド ックにおきまし

ても、 この検査におきましでも、そう大差はないとい う判断を実はしたわけなんです。そうい

うことで、本年度はとりあえずこの方法でやらせていただきたし 1。しかも、私の方のいわゆる

人員不足もございますので、一般行政の健康課と合わせた中で、やらせていただきたい、まず

やらせていただきたい、こういう ことで、 決してこれで満足をしているわけじゃございません

けれども、第一段としては、そ ういうふうに考えておるわけでございます。

それで、いま、最後の方の御質問でございますが、私どもの方の説明欄では、一般検診とな

っておって、健康課の方は診査となっておる、同じことで文言が違うじゃないか。確かにその

とおりでございまして、イ可かの場で訂正をいたしたいと思います。

それから、保険税の賦課の方法でございますが、私どもの方の賦課方法といたしましては、

四段階でいま賦課をいたしておりますが、最近においては、二方式といいましょうか、所得で

すね、それを基準とした賦課をしている団体が、だんだんふえてきておるようでございますが、

2 6市の段階ではまだ四方式が多うございます。当面この方式を四方式から二方式に変える考

え方は、いま持っておりませんけれども、だんだんと考えてはみたいと思いますが、当面訂正

をする考えは、いま持っておりません。 以上説明を終わります。

0議長(高橋通夫君 ) 都市整備部長。

0都市整備部長 (結城邦夫君) それでは、私から 2点目の豊田南の再開発関連の予

算が、 59予算では計上されておらないが、どうなのかといった御質問でございます。 58年

度におきましては、国の方から補助金をいただきまして、豊田南の再開発につきましての検討

を行っております。これは、区画整理でいいますと 、A、 B調査に当たるものでございます。

ここの調査には、東京都の職員と、それから建設省の職員も参画していただきまして、委員会

をつくりまして、現在、内容についての委員会の検討を行っております。やっとここで、結論

が大体出ておりますO それを印刷物にいたしまして、 5 9年度におきましては、地域の住民の

方々特に関係のある方々にその資料をもとに説明会に入っていきたい予定でございます。相当

この事業はむずかしい事業でございますので、十分説明をいたしまして、内容を御理解してい

ただかないことには、なかなか事業化ができないような事業でございます。したがいまして、
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住民説明を十分やっていきたい、こういうことで、来年度は、それに重点をおいていくという

ことで、当面の予算は必要ない、というふうになっております。 以上でございます。

0議長 (高橋通夫君 ) 古賀俊昭君。

o 1 8番 (古賀俊昭君) 私も都市計画の専門的な知識は持ち合わせておりませんが、

やはり再開発事業というのは、最低でも 10年かかると言われてるそうなんですねO で、すから、

5 8年度で調査をしたその対象である駅前地域が、やはりこれから年月がたてば、 1日1日い

ろいろ変わる要素も多分に含んでいるわけですので、やはり継続的に迅速に対応してやってい

しという姿勢がなければならないと思うんです。特に先ほど小山議員ではありませんが、駅

前の再開発ということでは、地元の方々の、特に商工業者の方、いろいろ御意見、または御要望、

また不安な点も多数問題点いろいろお考えにな っている と思うんです。そういうことに対して

も、やはり対処していくということであれば、何らかのやはり予算計上をもって、説明会ない

しは事業の促進ということで、当然何らかの予算が計上されても、私は、当然じゃないかなと

思ったんですが、いま都市整備部長そのようにお答えになりましたので、また、特別会計の予

算委員会等で、詳しく詰めていただければと思います。終わります。

O議長 (高橋通夫君) 古谷太郎君。

06番(古谷太郎君) まず最初にお聞きしたいのは、老人医療及び国民保険、これは

似たようなもの、似たようなものという言葉はいけないんですが、関するものです。保険の11

ベーシに高額療養費が滅っております。これは、いわゆる 1日300円ですか、患者さんから

自己負担といいますか。老人医療の場合に、入院料の一部負担、こういうふうな問題で入院し

ている方々が、長く入院できないというんで、高額医療費というのが減ったのかどうか。入院

していたいけれども、退院せざるを得ない、というような人がいるかどうなのか。私は、お年

寄りは割合収入が少ない、なぜ少なし 1かということを、端的にあらわしているのが、ことしね、

いわゆる国民保険、国民年金そうでしょう。国民年金を早くもらう、 65歳にならないうちに、

1日も早くくれというんで、非常に少ない金額 2万円かそこらしかならないんです、 60にな

ってもらえるのは。そういう人の方が、圧倒的に 65歳まで待っていられなl¥。 こういう人が

多いわけです。だから、あるいはお年寄りがお医者さんに入っていられなくなって、そのため

に、老人医療、あるいはまた国民保険の中で、高額医療費が減ったんじゃなかろうか。これは

もう本当に社会的大問題じゃなかろうか、という気がするんで、その点を明らかにしていただ
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きたし ¥0

次に御質問したいのは、こ の老人医療費の 197ページですか、ちょっとこれ非常におもし

ろいことが出て るんです。大体お年寄りは、大体が会社とか役所の社会保険に入っていたはず

なんです。ところが、退職すると、本来は子供さんの扶養家族になるのが普通です。ところが、

どうもこの支払い関係を見ると 、子供から追い出 されちゃって、国保に追い出されてきている、

こういう数字が出てくるわけです。なぜなら、国民保険と社会保険の支払い割合の件数が、 5

対 3なんです。 これは、本来ならば 8対 2ぐらいにならなきゃいけない。いわゆる国民保険が

2で、社会保険が 8ぐら いが普通なんです。 人 口割合から見ても。ところが、老人保険に限つ

ては、国民保険が 5になっちゃう、いわゆる子供が追い出して単独世帯に、おやじゃおふくろ

のめんどう見られな~¥から、あんた国民保険でやってもらえ、こういう傾向が出てるんじゃな

かろうか、とい うふうに非常にもう情けない世相を この数字があらわしているんじゃなかろう

か。そうでなければありがたし ¥0

そこで、私は、社会保険から国民保険へ移行してきているお年寄りの数は、移行しない人に

対して、どのくらいの割合になっているか。私、非常に残念に思うのは、やはり子供は、やは

り60、 7 0、 8 0になったお年寄りを扶養家族として届けておいて、一緒に生活していくよ

うな社会が望ましい と見ているから、ところが、世帯分離しちゃったんじゃない、子供さんが。

そうなる と、 今度は年寄りは国民保険に入らざるを得なし 1。これ大問題なんです。実はこの支

払い件数から見ておそろしい逆、何というか常識じゃ考えられないような自体が、この数字的

に出ている。 これ実際はどうなっているのか、この点を御説明お願いしたいのであります。

次に、都市計画関係でちょっとお聞きした いんです。先ほど旗野議員さんが言われました業

務委託料、これは日本住宅公団に 1，000万業務委託するというお気持ちで持ったのか、ある

いは他のいわゆるコ ンサルタ ント なり 、公社なりに委託するつもりで持ったのか。委託先をは

っきり予定しているから こそ、予算を組んだんだと思う 、どう いう具体的なことを委託しよう

としているのか、という点が一点で、いま旗野議員さん言われました 2月 9日の話、これをあ

なた方が御存じならば、この予算は一応削っておいていいわけです、事実ならば。あるいは平

山さんの皆さんに差し上げておいていいんです。皆さんひとつ御委託するから、ひとつ研究し

てみてくれませんか。これも一つの方法です。そのところをはっきり教えてもらいた~ ¥0 旗野

さんところへ公団の人が行って、あなたのところへ行かないわけないと思うんだ、僕は。と思
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うんだよO 私のところにも都立高校のときに、これから助役さんととろへ行く 、 と言って寄り

ましたから。~¥いですか。それで、それは別問題ですが、ひとつそこのと ころはっきりしても

らいた ~ ¥0 

次に、下水道関係ですが、この仕事ができなかった、遺跡の関係で、落川は仕事が延びちゃ

ってる、延びちゃってると言っておられます。同じように万願寺の方も延びてるんでしょう。

これは繰り越しとして、後で補正するのか、この予算に入っているのか、どっちになっている

んですか。私は繰り越しとして後で補正するパノじゃなかろうか、と思っているんです。この予

算の額が非常に小さし 1からです。万願寺は一つもやってないんだな、まだ。いいですか、それ

が 1点。

もう 1点は、いつもあなたが、 もう 3年間同じことを私に説明したわけだ。浅川処理場の用

地買収が済まなければ、国は認可してくれませんから、仕事できませんと、そうですildo そラ

言ってましたね、違いますか。用地買収ができなきゃやってくれないんだ、それが先なんだ、

だから、設計の方ができないんだ。汚水管を入れる設計ができないんだ、市の事業の設計がで

きないんだ、こう 言ってました。ところが今度 4，500万円予算組んでますO やってみても用

地買収が済まなき ゃできませんO 国のせいです、東京都のせいです、こう言われちゃうと、わ

れわれは困るんですよ。たとえば、先ほどの奥住議員さんの話がそうなんです。 八王子が迎え

に来ないから設計できませんO そうですねO 旭が丘のそうですね。予算削りました。これは人

のせいなんですildo それで、今度は、多摩市が迎えに来るのに、間に合わないんですよO いい

ですか。こういつも人のせいにばっかりしたり 、何かこうせいにすると いうのは、いけないと

思うんですので、そのことを国が用地買収に対して、あなたもっと積極的に協力しなきゃいけ

ないんです。そうですildo 会社との交渉なんて 10年来やっているわけだ。そうでしょう。は

っきり言いましょうか、あの会社は三つあるんですよ。一つは売りに出たよ、何とか石材とい

うのが、おととし、 4年前、売りますというんだ、買えばいいんですよ。いいですか、土地は

借り地なんです。すごく安く売りに出たんだよO 赤字会社だからというんで、赤字はしょわな

くていいんですよO 立川のある人が買っちゃったですよO 名前知っているでし ょう、 4年前に

買った人、知っているでしょう、弁当屋さんです、駅の。立川駅の弁当屋さんが、何の関係も

ないんだよ、砂利なんか。要するに区画整理をねらって買ったわけだ、替え地をもらえるかも

しれなし 1。いいですねO そういうとき、さっと買っておかなきゃいけないんです、市が。だか
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らこそ用特会計というのがあるO 要するにその方は、 もう砂利業者をやるわけじゃない、弁当

屋さんですから。替え地をくれるというから買ったわけですよ。安いお金で。そういう非常に

いいチャンスがたくさんあったわけだよ、いままでこういう事業の中でO だけども、あなたの

方では一つもお買いにならなし 1。だから、だんだんへんになっていくんです。そ こで、今度の

場合は、用地買収ができるのかどっか。できなかった場合には 4，5 0 0万の設計料がまただめ

になっちゃう、設計しても認可がおりません、 ということになるわけです。そこのところをは

っきりと聞いておいていただきたし 1。回答をどうするか、 もしできないときはこうやりますと

か、ひとつ教えてもらいたし ¥0

次に、病院会計でちょっとお聞きしたいんですがね、きょうは、きょうという言葉はいけな

いんですが、まだ、こと しは必ず医療費の改定があるんですc 去年なかった。そ こで、医療費

の改定をここに盛つであるかどうか。まだ 5分もたくさ んの時間がありますから、お聞きして

いるんです。 5分というのは長いんです。 600字の発言ができる。

それから、お医者さんが 2名不足 してます。そのお医者 さんの 2名は、この給与費に組まれ

ているだろうと私は思うんですが、組まれているかどうか。 一応その点を御質問申し上げてお

きます。以上です。( I答弁あした」と呼ぶ者あり)

0議長(高橋通夫君 ) 先ほど、議会運営委員会を開催したところ、本日は 12時まで

として、未了日程は、明日の日程とし、午前 10時から開議し、本会議終了後、常任委員会に

入る ことに決定しました。

お諮りいたします。本日の会議はこの程度にとどめ延会したい と思います。これに街]異議あ

りませんか。

C I異議なし」 と呼ぶ者あり 〕

。議長(高橋通夫君 ) 御異議ないものと認めます。よって本日は、これにて延会する

ことに決しました。

本日の未了日程は、明日の日程といたします。

本日はこれにて延会いたします。
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日程第 8 議案案 第 26号 昭和 59年度日野市仲田緑地用地特別会計予算について

日程第 9 議案 第 27号 市道路線の一部廃止について

日程第 10 議案 第 28号 市道路線の廃止について

日程第 11 議案 第 29号 市道路線の認定について

日程第 12 議案 第 30号 不動産の取得について

日程第 13 議案 第 31号 日野市農業共済事業の事務費賦謀総額及び、賦課単価につ

いて

日程第 14 議案 第 33号 日野市農業共済事業損害評価会委員の選任について

日程第 15 議案 交通事故(日野市多摩平六丁 目1番地先交五点内の市の

義務に属するもの〉に係 る和解の締結及び損害賠償の額

第 34号

の決定について

日程第 16 議案 第 35号 日野市職員定数条例の一部を改正する条例の制定につい

て

日程第 17 議案 第 36号 日野市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正す

る条例の制定について

(報告事項)

日程第 18 報告 第 1号 交通事故(日野市栄町一丁目 10番地の 5先路上の市の

義務に属する事故〉の専決処分の報告について

日程第 19 報告 第 2号 交通事故(立川市錦町三丁 目7番地先路上の市の義務に

属する事故〉の専決処分の報告について

(議員提出議案上程 〉

日程第 20 議員提出議案第 1号 日野市議会委員会条例の一部を改正する条例の制定につ

いて

(請願上程〉
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日程第 21 請願第 59ー 1号 東豊田三丁 目下水処理場の悪臭軽減措置要望に係る陳情

日程第 22 請願第 59- 2号 国立病院・療養所の充実を求める陳情

日程第 23 請願第 59- 3号 日野台一丁目に所在する紛小笠原機械製作所社有地取得

に関する請願

日程第 24 請願第 59- 4号 母子家庭に育つ児童の健やかな成長を保障 し、児童扶養

手当制度の「改正Jに反対する意見書の可決に関する請

願

日程第 25 請願第 59- 5号 日野第五小学校校舎改修及び校庭改良工事促進に関する

請願

本日の会議に付した事件

日程第 1から第 25まで
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午前 10時 6分開議

0議長 (高橋通夫君) 本日の会議を開きます。

ただいまの出席議員 24名であります。

昨日に引き続き 、議案第 19号、 20号、 21号、 22号、 23号、 24号、 25号、 26 

号の質疑を続行いたします。

古谷太郎君の質問に対する答弁を求めます。( [""議事進行Jと呼ぶ者あり)黒川重憲君。

01 7番 (黒川重憲君 ) 昨晩まさにシンデレラ物語のようなととが、との議場で行わ

れたわけでございますが、 議会運営委員会において、どのよう な確認がされたのか。た とえ質

問の途中でも、それを打ち切ってまで 12時になったならば終わりにするんだ、とと ういう確

認なのか、そ の辺よくはっきりと 、どういう確認がされたのか、もう一度御答弁お願い したい

と思います。

0議長 (高橋通夫君) それでは、 議会運営委員長から報告願います。

(議会運営委員長登壇 )

0議会運営委員長(中山基昭君) それでは、ただいまの御指摘につきまして、議運

の委員長という立場でお答えを申し上げたい、という ふ うに思います。

昨日、休憩時の 9時 30分から議会運営委員会を開催いたしました。乙の中で、 当日、議事

日程の 21日の 12号の、それぞれの乙れからの対応について、協議をなされた、という乙と

でございます。特にこの中では、乙の 21日の議事日程をどういうふうな方向で消化をするか、

乙ういう乙とが主な内容の事項でございます。そうした中で、いろいろとのそれぞれの御指摘、

協議等を重ねる中で、なかなか乙 の場で、即、結論つeけというととは、大変むずかしい、乙う

いうような面も含めて、会派に持ち帰った後に、結論づけをしよう。とうい う乙とで、 5分間

の休憩の中で、会派で調整をしていただいた、と いうことでございます。その後の再開の委員

会等の中で、 21日の会議は 12時を限度に打ち切りをする、という内容でございます。 した

がっ て、 翌日の開議時間を繰り上げて開催する乙とはしないんだ、その理由は、いままで大変

遅くまでいろいろの会議等が続いておるので、疲れておる、とういう面も含めて、そういうふ

うな処置がよろしいんじ ゃないか、乙ういう結論でございます。 したがいまして、先ほど、御

指摘のありま した、それぞれの質問者の質疑の関係でございますけれども 、乙の辺の判断につ

いては、 議長さんに御一任をする、乙ういう形の中の委員会の結論でございます。どうかひと
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っそういう面を含めて、よろし〈御理解とひとつ御協力をお願いをしてまいりたい、よろし〈

お願いします。

0議長(高橋通夫君) 黒川重憲君。

01 7番 (黒川重憲君) そうしますと、時間は12時 をもっ て打ち切りとするんだ。

しかし、もしそのときに、いろいろ質疑のやりとりがあった場合には、議長の判断にすべてを

任せるんだ、乙ういう確認でよろしゅうございますか。そうしますと、その確認が正しいとな

ると、議長がその場で、質問を打ち切った、と乙ういう乙とでございましょうか。

0議長 (高橋通夫君) 議会運営委員長。

0議会運営委員長(中山基昭君) 先ほども申し上げましたように、 議会運営委員会

の結論は、 21日の 12時と、 21日だけと乙ういう日程で確認を した、という乙とでござい

ます。なお、さらに会議の進行等の状況を踏まえて、それを限度に、議長の中で、この判断を

していただしとういう結論でございます。

0議長 (高橋通夫君)

01 7番 (黒川重憲君)

黒川重憲君。

1 2時を限度として、一切を打ち 切ると ζ ういういわゆる議

会運営委員会の決め方というものは、私はいままでそ ういう決め方はなかったように記憶をい

たしておりまして、非常に議会運営委員会というのは、全会一致をたてまえとすると乙ろから、

非常に柔軟性を持ちながら、いままで審議をしてきた、こういう経緯を私は、理解をしており

ます。 したがって、議会運営委員会で、全会一致で 12時をもって打ち切るんだ、乙れは質疑

があろうとなかろうと、すべて打ち切ってしまうんだ、こういう広い確認なのか。あるいはそ

の辺のととは先ほど申しましたとおり、議長にすべてを任せて後の運営はやるのか、乙ういう

乙とはいかがでございましょうか。

0議長 (高橋通夫君) 議会運営委員長。

0議会運営委員長(中山基昭君) 繰り返しで大変恐縮でございますけれども、異例

といいますか、 2 1日の議事日程は、 2 1日をもって一応終わる、乙ういう形の確認でござい

ます。なお、さらに本日以降については、続行する中で、日程等も大変詰まっておる、こうい

う面も含めて、 委員会等は本日じゅ うに消化をしていくんだ、 あるいはしていただくんだ、乙

ういう確認の中で、終わっている、こういうととでございます。

0議長(高橋通夫君) 黒川重憲君。
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01 7番 (黒川重憲君) 余り〈ど〈どあれ しでもあれなんですが。 議長に一言、乙の

際要望を しておきたいと思います。

確かに 12時という時間はあったかもしれませんが、質疑の途中で、理事者側の答弁を打ち

切ってまで、議会をやめたというととは、いまだかつて、私は経験ございません。少なくとも、

乙の 10年間は、そういう乙とはなかったように記憶をいたしております。したがって、 余り

極端な議会運営を乙れからなさらないように、ひとつ議長に強〈要望 しておきたいと思います

ので、よろしくお願い申し上げます。

0議長(高橋通夫君) 昨日はですね。ただいま…一。 ( I要望でございますので、

結構です。」と呼ぶ者あり)

それでは、古谷太郎君の質問に対する答弁をお願いします。( I先ほど、関連で手を挙げた

んですがJと呼ぶ者あり〉川嶋博君。

01 4番 (川嶋 博君〉 昨日、古谷議員の質問の中で、国民健康保険の関連した乙と

がありました。私もそれに関連しまして、一言質問したいと思います。

その中で、退職者医療共済というのか、皆さん御存じだと思いますけれど、退職されて医療

に、今度社会保険から国民健康保険の方に切りかわるんですけれど、その中で、 退職者医療共

済というのが何かありまして その中には、退職時に 9万円それに積み立てる、その中で、個

人負担が 6万、企業によっても違うかもしれませんけれど、企業側が 3万円負担、合計 9万円

として、それを積み立てておく。それについて、 70歳までいろんな給付を受けられるととが

できる、というようなととがあります。乙れについて、また担当の方で詳しくありましたら、

説明を願いたいと思います。

それから、あと、国民健康保険でどなたか日野市の健康保険組合の保険税が 19万から 24 

万になったという質問ございましたけれど、隣の八王子市などは、前から 26万というととで、

また、国が多介 36万最高限度、とれはそういう自治体はないと思いますけれど、国の 34万

というのは、本当かどうか、ちょっと確認していただきたし、と思います。

それと、日野市は首都圏において、国民健康保険の税額が、一番低い方になっているんでは

ないか、と私も判断しているんですけれど、そ の点どのぐ・らいかどうか。わかりましたらお尋

ねしたいと思います。以上 2点です。

O議長 (高橋通夫君 ) 市民部長。
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0市民部長(加藤一男君) お答えをさせていただきます。

昨晩の古谷議員さんの御質問に対しまして、まずお答えをさせていただきたいと思います。

議案第 19号の国保の予算に関係いたしまして、 29ページの高額療養費の関係から御質問

をいただいたと思いますが、御質問の内容は、高額療養費が前年度と比較いたしまして、減額

をいたしておる。乙の減額の理由は、いわゆる昨年の 2月に施行になりました老人保健法施行

に伴いまして、御老人がお医者にかかる場合の初診料並びに入院の場合は、 1日300円とい

う金額をお納めいただしという乙とが原因しての高額療養費が減ったのではないか、という

御質問かと思いますが、私どもの担当といたしましては、それが理由で高額療養費が減ったと

見ておりません。先般の 3月、本議会の冒頭、国保の補正の時点で、御説明をさせていただき

ましたので、そういう乙とが理由で減額をいたしたわけでございませんで、実績計上を 59年

度はさせていただいたわけでございます。御了解を賜りたいと思います。

それから、なお御質問の中で、そういう乙とで、御老人が大変金銭的にお困りなんだ、そう

いう乙とに関連をいたしまして、国民年金の問題が御質問をいただきました。御承知のように、

国民年金は、 60歳まで年金をお納めいただきまして、 6 5歳から年金を受けとっていただぐ

わけでございますが、法律の中で、減額支給を受けた場合は、 6 0歳から年金を受けられる状

態になっております。御質問の内容は、そういうことが理由で国民年金を早〈受けられる街堵

人があるんではないか、というととでございます。御参考になるかわかりませんが、 57年度

決算で国民年金のととをちょっと申し上げさせていただきますと、老齢年金を受けていらっし

ゃる お年寄りは、 2，7 1 4件でございます。 2，7 1 4件のうち、いわゆる繰り上げ支給といい

ましょうか、若年支給といいましょうか、 6 5歳以下で年金を受けていらっし ゃる方が 79 0 

人いらっしゃいます。つまり、内訳を申し上げますと、 1，924人の方が 65歳、それから、

790人の方がそれ以下で年金を受けられている、という乙とでございます。だんだん御質問

の中で、 58年度でございますけれども、だんだんと実はそういう理由かどうかわかりません

けれども、繰り上げ支給をしていただきたいという御老人が、実はふえてまいっております。

5 8年度の実績を見ますと、それが逆転いたしておりまして、 185人のうち、 64人が 65 

歳から、若年が 121というととで逆転をいたしておりまして、傾向といたしましては、 65 

歳以下で年金を受けられる方がだんだん多くなっている、という乙とはいえると思います。年

金に絡みましての御質問がございましたので、内容をお答えを申し上げさせていただきたいと
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思います。

それから、乙れは国保の被保険者のいわゆる老人が国保の被保険者になられる方が非常に多

いじゃないか、という御質問でございます。御質問の内容は、 6対 4ぐらいの割合にいわゆる

老人医療が支出されているんではないか、要するに御老人が、いわゆる当然社保に入るべき方

が、いわゆる分離世帯というか、そういう形で国保に入ってくるんではないか、という御質問

かと思いますけれども、私の方では必ずしもそうそうではない、というふうに見ておるわけで

ござい ます。御承知のように、 65歳以上の方ですと、会社をおやめになっ た場合は、厚生年

金をお持ちで ございましょうし、役所にお動めの方であったらば、共済というものをお持ちな

わけでございます。したがいまして、厚生年金を受けられている方、共済年金を受けられてい

る方いろいろあると思いますけれども 、そ の所得制限が実はあるわけでございます。要するに

被保険者になる制限、それから、もちろん税法上の被扶養者になる条件がございます。現時点

の数値を申し上げます と、年間いわゆる 130万円の所得の方につきま しては、いわゆる被保

険者になれない、という一つの運用方針がございます。それぞれ、会社の国保によっては違う

ものもあろうかと思いますけれども、総じて 13 0万円以上の所得があった場合は、被扶養者

になれない、という決めがございますので、そういう関係で国保にお入りになる方が多いんで

はないか、そういうふうに担当といたしましては考えておるわけでございます。古谷先生の方

から御質問いただいた点は、以上かと思いますが、あるいは落ちているかもしれませんが……。

それから、ただいま川嶋議員さんの方から御質問をいただきましたことでござい ますが、いわ

ゆる退職者医療に対しての問題でございますが、実は私の方でも、私自身が、実は乙のことに

ついて勉強いたしておりません。 委員会まで検討をさせていただきたいと思いますので、御了

承を賜りたいと存じます。

それから、国保の上限の問題でございますけれども、いまの御質問は、 34万円とい うとと

の御質問がございました。乙のとともまだ決定はいたしておりませんが、いわゆる今議会で、

その方向が出るように私も伺っております。上限は、恐ら〈現在の数値よりも大幅にふえるだ

ろう、乙ういうふうに見ておるわけでご ざいますが、まだと れは決定いたしておりません。

それから、日野市の国民健康保険税が、いわゆる近くは 26市でございますけれども、決し

て高い位置にはないではないか、という街}質問かと思うんでございますが、乙れは、いま確実

な数値は持ち合わせてございませんけれども、保険税条例の御審議をいただ〈ときに私も申し
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上げたわけでございますが、いま、御決定をいただいております条例を、 59年度から施行さ

せていただぐわけでございますが、 26市の中辺でございます。 真ん中に位しているというふ

うに承知をいたしております。そのほかにつきましては、委員会で私の方も勉強をいたしまし

て、お答えをさせていただきたいと思います。以上でございます。 ( r了解」と呼ぶ者あり)

O議長(高橋通夫君 ) 福祉部長。

0福祉部長 (高野 隆君) 古谷議員さんの御質問に私の方でも関連してお答えをいた

します。

老人保険特別会計の中で、 207ページの審査支払手数料を見ると、国保が多〈て社俣が少

ないじゃないか、その理由はいかん、というととでございました。ただいま、市民部長の方か

らお答えをしたと同じような趣旨で、私の方も考えておりますけれども、乙乙に予算に計上し

てございますように、現在老人保険の対象者を 6，100人 59年度の対象者を設定 しておりま

す。その内訳といたしましては、社保を 40%、国保を 60%、それぞれ社保が 2，440人、

国保が 3，660人、乙うし、うととでございます。乙の特に国俣の 40%の推移が過去 5年間

でどういうごあいになっているか、というととを調べましたと乙ろが、 55年にはまだ老人保

険が、発足しておりませんから、⑤の医療でございますが、そ乙では国保の受給者は、全体の

老人の被保険者の 46.5 3 %、 56年度には 44.6 8 %、 57年度には 40.7 1 %、 58年度

には 40.8 9 %、 5 9年度には予想でございますけれど、 40%、乙ういう乙とで、漸次国保

の受給者が減少してきている、乙ういう乙とでございますので、特に御指摘のように社俣の方

で追い 出してくるという乙とではな〈て、先ほど市民部長がお答え申し上げ ましたように、恐

らく年金受給者の率が年々 向上しておりますので、その中で、所得制限の中で、 家族として独

立して国保に帰って〈る、あるいは 70歳で退職をした御老人が、国保に年金の受給者として

国保に入ってくる、とういうようなケースが逐次年々ふえてきているんじゃないか。それで、

社俣の方では特に老人が病気になりやすいというととで、それを除宏するというのか、社保から

抜けるような勧奨といいますか、勧め方をしている、乙ういうととは、現在聞いておりません

ので、恐ら〈そういう所得の、あるいは年金の増加率 と関係がかなり深いんじ ゃないか。 乙う

いうぐあいに考えておると乙ろでございます。

0議長(高橋通夫君) 都市整備部長。

0都市整備部長(結城邦夫君) それでは、昨夜、古谷先生の方から御質問がありま
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した、区画整理の関係、下水道の関係につきましての御質問につきまして、お答え申し上げま

す。

まず区画整理の方の関係でございますけれども、西平山の区画整理事業に伴います、調査関

係の業務でございます。委託料として計上してございますが、乙れにつきまして、昨夜鎌野先

生の方から、お話がございました住宅都市整備公団が、西平山の地主さん方の主だった方のと

乙ろに、公団がとの事業につきまして手をヲ1<、というようなととで、お話があったととに絡

みましてございますけれども、その点につきまして 私どもの方に、当然事前に公団の方から

そういった相談を受けているんではなかろうか、といった御質問でございます。乙の辺につき

ましては、私ども旗野先生の方からお聞きして、初めてその状況について知ったわけでござい

ます。その後直ちに私ども公団の方に確認の電話を入れております。その際に、そういうとと

で、もうすでに公団としての意思決定がされているのかどうなのか、といった点を確認いたし

ましたととろ、まだ最終的な意思決定はされておらない、いま、自治会等で内容を検討してい

ただぐという乙とでその手続はとっておるけれども、最終的な結論を得ておらない。したがい

まして、市の方には、まだとの点について正式な形でのお答えは、もうしばらく御猶予願いた

い、という ζ とでございました。 その点は、私ども確認をしてございます。できるだけ早〈 結

論を出したい、という乙とでございます。したがいまして、私ども 公団のその返事をお待ちし

ている段階でございます。 したがいまして、乙乙に計上されている西平山の委託料につきまし

ては、乙の点については、当然本来ですと、公団施行で決まった場合には、公団が施行しなけ

ればならない事業でございます。しかし、乙の西平山地域のとの区画整理事業を促進するとい

う意味で、事前の調査、あるいは測量関係は、一応市が実施をしてい乙う。で、公団施行で決

まった場合には、直ちにとれらの資料を公団の方に提供する。それにかわりまして、との負担

は公団にしていただ〈という、いわゆる紳士協定のもとに、乙の事業を実腕いたしたい、とい

うふうに考えておるわけでございます。したがいまして、 ζ れは、 区画整理を実施する に当た

っての、事前の調査関係でございますので、そういう手順を市の方で事前に踏んでおとう、と

いうととでございます。

それから、下水道関係でございますけれども、下水道の遺跡調査の関連で、 58で万願寺区

画整理区域内の 1，000メーターの管渠の埋設、費用といたしましては 5，000万でございま

すが、乙の介について 58年度遺跡調査の方は、そ乙 の調査が万願寺区画整理事業の方の事業
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を調査を優先させたといった点から、乙乙の介については、遺跡調査ができなかったわけでご

ざいます。したがいまして、私ども、乙の予算を年度内に執行すべしいろいろ遺跡調査会の

方とも検討いたしてきたわけでございますが、年度内に着手はできるけれども、全部調査が完

了するというわけにし可かない。そ の後、管を埋設すると しても、どうしても 59年度、翌年度

にかかるという ζ とから、乙の分については、繰越明許の手続をとらせていただいたわけでご

ざいます。乙の点につきましては、本定例会の官頭で、 3月補正で御決定をいただいておるわ

けでございます。乙の予算について、当然 59年度で実施をするという乙とで、先生のお話が

ございました 59年度に予算化されてい るのではなかろうか、といった点でございますが、 ζ

れは繰越明許の手続をとってございますので、自治法の施行令に基づきまして、施行令の 146

条に基づきまして、一応 6月の定例会に計算書を出すようになっております。したがいまして、

そのときに計算書として出しまして、決算は、 59の決算の中に入れて繰越明許という乙とを

明確に記述いたしまして、決算を行うという手順で進めていきたい、というふうに考えておる

わけでございます。

それと、浅川処理場の用地買収の問題でございます。 確かに先生のおっしゃるよ うに、 買収

そのものが非常におくれてはきております。乙れも関連企業の 3企業があるわけでご ざいます

が、乙れの移転先の問題を先に決めなき ゃならなかったとい う点、それから、非常に乙乙 の地

域は、砂利採取をした後、境界が不明瞭であるという乙とで、一筆の測量がなかなかむずかし

いという乙とで、との境界の外郭の測量を行いますと同時に、公簿上で記載されております面

積を、その枠の中にはめ込んでいったといういわゆる割り込み作業があ ったわけでございます。

そういう非常にむずかしい作業でございまして、 1 6ヘクタールの中で、延びがわずか 16平

米しかなかった。その 16平米を 16ヘクタールの中に割り込んでいく、というような非常に

細かい作業を行ったので、乙の点で、やはり相当の時間を要しておる。そのような乙とで、ま

だ地元の地主さん方に単価の提示が 58年度では行われなかった。 59年度では、もう単価を

設定して、用地買収の折衝に入れるまで一応乙ぎつけてまいりました。 59年度におきまして

は、用地買収に積極的に東京都の方で入っていくというふうな乙とで、いまその辺につきまし

ては、市の方とも十分連絡を取りながら進めている段階でございます。そういう状況でありま

すので、その聞に私どもの方は、公共下水道の整備という乙とで、事前に進めていかなければ

ならないわけでございますが、公共下水道の認可の関係でございますけれども、ある程度処理
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場の目安をつけた段階で認可申請をしていただきたいんだ、とい う都の要請もございます。し

かし、私どもとしては、どうしても認可を取る前に、ある程度の整備をしておかなきゃならな

い、その乙とによって、下水道の整備全体が早くな って〈る、というととで、いわゆる国庫補

助対象外の一番小さい 250ミリ の管につき ましては、入ると とろは、どんどん入れていきた

い。そのためには、やはり事前に調査を行い、認可の図書を作成しておく必要があるという乙

とで、 5 9年度におきましては、先生の御指摘の 4，50 0万円の認可設計費を計上させていた

だいたわけでございます。乙れは、認可を取るための図書設計でございますので、認可が取れ

るとなると直ちにとれがすぐそのまま東京都、国の方に提出できるものでございます。 したが

いまして、それに合わせまして、事前に乙れに基づきます末端管渠の私どもの施工が可能にな

ってまいります。そういう意味で、乙れは処理場の買収にかかわらず、私どもは実施したい、

というふうに考えておるわけでございます。

それともう一点は、瑞豊産業の件でございます。この瑞豊産業は、御指摘の とおり、 5 5年

の7月の 1日付で前の社長が退任いたしま した。新たに立川の中村さんという方が社長に就任

をいたしました。当時乙の社長が交代いたしました理由は、前の社長当時に非常に不渡り等で

破産寸前になってきた。 非常に営業成績が落ちたとい うことで、乙れは何とかしなき ゃいかん

という乙とで、いろいろ手を打ったようでございます。ただ負債が相当あったという乙とで、

それの肩がわりという形で、新しい社長さんがその負債を整理する乙とによって就任した、と

いうような内容を私どもは聞いております。当時、確かに乙のまま倒産してしまって破産宣告

を受けた場合には、あと事業としては継続できない。そうしますと、その土地は地主さん方に

お返ししなきゃならない、と いう問題が当然出て〈るわけでございます。ただ、後をそれを引

き継いでやはりそ乙で事業を行っていきたいという要望もあったようでございますけれども、

実は、新しい社長さんのととろは、砂利採取ではございません。倉庫業を営んでおります。そ

乙の土地を当然いままで借りておったので権利がある。その権利を受けて実は倉庫をほかのと

乙ろにつ〈りたいんだ。それの代替地を何とか設置していただきたい、というお話がございま

して、東京都の方では、ちょうど対岸の北2の処理場の用地の買収に当たってやはり代替地と

して土地を持っております。そ乙で、 倉庫業を営むという乙とでどうだろうか、という打診を

行いましたら 、ちょうど中央高速のインターの近くでございますので、非常に都合がいいとい

うことで、そこに一応内定をしてございます。そういうわけで瑞豊の関係につきましては、代
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替地もほぼ決定をしております。会社側としてもそちらでいいという御返事もいただいており

ますので、乙乙については、地主さん方との間での配介もほぼ決定しております。全体が単価

が設定されますと、直ちにと乙は買収が可能な土地になってまいります。そういうととで来年

度は、乙乙の部分を買うか、あるいは前田道路が移転すれば、直ちにその移転跡地を買収に入

っていぐか、その辺でいまどちらを買うかという乙とで東京都の方としては詰めを行っており

ます。しかし、いずれにしても、来年度は用地買収に入るという ζ とを確認してございます。

額は 11億から 15億の範囲内、当初でございますので、その〈らいから 買っていきたい。 2

年ぐらいで第 1期工事に必要な介の用地は確保する、というような乙とで計画を進めておりま

す。それ以外に、市といたしましでも、乙の用地買収、あるいは代替地の問題につきましては、

市の方も積極的に動いております。現在代替地といたしましては、東京都がすでに周辺で 2万

7，0 0 0平米の土地を確保してございます。したがいまして、乙れは全部が私どもの紹介に基

づいて東京都が買ったものでございます。乙のように私どもとしても乙の処理場用地につきま

しては、やっぱり積極的に動いております。その辺は御理解をいただきたいとかように考えま

す。以上でございます。

O議 長(高橋通夫君) 病院事務長。

0病院事務長(佐藤智春君 ) 昨日の御質問で、病院関係の御質問に対しましてお答

いたしたいと思います。

まず 1点目は、医療費の改定があったのにとの点はどうかという御質問でございます。御承

知のとおり 3月 1日に薬価基準の改定がございまして、平均で 16.6 %という引き下げで、か

なり大幅な引き下げでございます。

それから、それと同時に医療費の改正も行われたというととでございます。それで、ちなみ

に市立病院では約 1，800種類の薬を扱っております。そのうちの約 90%が乙の引き下げの

方に該当するという薬でございます。中には逆に上がる薬というのも 10%ばかりございます

けれども、いずれにしても 16.6%の薬価基準の引き下げという乙とになるわけでございます。

それで、医療費の改正につきましては、入院関係の費用、それから、急救医療関係の費用とい

うようなものが、逆にとれは引き上げというような形で出てまいります。そういう状況でござ

います。それで、病院側で予測しているわけでございますけれども確かに外来につきましては、

投薬等の関係も多いわけでございますので、いまのととろはっきりした数字はわかりませんけ
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れども、 5.3%程度の値下げがあるんじゃないか、というような乙とを考えております。乙れ

は、確かに 16.6%引き下げがございますけれども、逆に初診料でございますとか、再診料で

ございますとかそういうようなものの値上げがございますので、差し引きいたしますと 5.3% 

程度下がる見込みだ、というふうに考えております。逆に入院の方につきましては、先ほど申

し上げましたように入院の基本料、部屋代でございますとか、医学管理料、看護料そういうよ

うなものが上がりますので、平均いたしますと、 7.8%程度の伸びがあるんじゃないか、とい

うようなことをいま試算しております。

それから、ちょっと内容を申し上げますと、市立病院の場合には、患者さんの入院の平均日

数が大体 12、 1 3日というふうな乙とでございまして、今度の改正によりますと、乙の 2週

間から 3週間ぐらいのと乙ろが一番値上げ率の高いと乙ろでございまして、市立病院はちょう

どそ乙に当てはまる、というようなととでございます。そういうようなことで全体といたしま

しては、薬価基準引き上げがございましたけれども、私どもの試算といたしましては、まあま

あいままでどおりの診療報酬が請求できるんじゃなかろうか、乙ういう状況でございます。

それから、もう 1点、医師の不足分の予算が当初予算に計上されておるか、という御質問だ

ったと思いますけれども、これは載っております。以上でございます。

0議長(高橋通夫君) 古谷太郎君。

06番 (古谷太郎君 ) いま、佐藤事務長が言われましたように病院の入院費は引き上

げられたわけですね。そ乙で、一番私ども心配するのは、老人医療との関係なんです。老人医

療の場合には、非常にその診療制限がある。厳しくなってきている。非常に簡単に言えば、点

滴を行っているときには、 3日でも 4日でも行えば、その間は食事は一切食べさせない、出さ

ない。 ζ れは患者にとっては大変に苦痛な乙とになるわけです。一つの例ですけれども。私は、

ひとつぜひ市立病院でも入院費が 7%も引き上げられたんですから、老人医療の厳しい枠より

も、少しゆるやかにお年寄りの手当てをしてもらいたい、と希望したいと思います。非常にお

年寄りは、入院されても苦しい厳しい医療環境の中におかれているわけです。乙のととを希望

しておきます。

次にお聞きしますけれども、いま年金にお入りになった、要する社会保険を追い出されたん

じゃなくて、厚生年金等の年金が 13 0万円以上の方は、扶養家族にならないで、世帯分離さ

れているんだろう。そういう方が国保にお入りになっているんじゃなかろうか、と乙ういうよ
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うな御説明があったわけです。ちょっとお聞きしたいんですが、 130万円というと国保の税

金はどのぐらい市へお納めになるのでありますか。という乙とは、乙れからそういう方がふえ

ていぐに違いなし可。いま、自由民主党の政府は、年金に大きな力を入れております。また、年

金を統一しようともしている、そうすれば、全国民の年金は、 130万以上になるでしょう。

そういう場合に、ほとんどの人がみんな国保にお入りになる、という形になる可能性が出るわ

けです。そ乙で、そういう方々の保険税というのは、そう多〈ないんじ ゃなかろうか。乙れは、

まあ財産がないと仮定していただきたい、所得だけだ。 一般にサラリーマンの方とお年寄りの

方は、子供に家や何かを譲ったりなにかしている人が多いわけですから、どのぐらいであるか。

乙れは、国民保険というのは非常にとれから 重大な要素をもって高齢化社会にと っては、 大変

重要な保険になっ てくるわけです。どのような方もいずれは国保の御厄介にならざる を得ない

という形になるわけですから、そ乙のと乙ろをひとつ教えていただきたいと思いますし、それ

から、次にちょっとお聞きしたいのは、都市計画関係なんですが、部長さん一生懸命やってお

られますが、もう同じ処理場の用地買収の説明は、昭和 53年からずうっとや ってきているわ

けです。浅川処理場は来年はっくります。来年はつぐります。まあ、それはとてもあなたも大

変だと思うんです。同じ乙とを言うんですから。たまたま 55年に弁当崖さんが砂利会社を買

った。私は、弁当震さんがイ可で砂利なんか買うんだろうと思って不思議に思ったら、なるほど

倉庫をつ〈りたい。 乙ういうようなときに、市の方で間で入って煩わしい乙とが抜きになるわ

けです。一つでも。あそ乙の会社は幸いの乙とに、みんな新井、石田、万願寺の方が所有者な

んですよ。会社が持っている土地は一坪もない、大輿石材にしたって、前回道路にしたって、

だからやりやすいんですね。そういうときには市長に進言された方がいいと思う。市長乙うい

う乙とがある。先ほども小笠原製作所のあの広い 1，000坪もの土地があぐと、古賀議員さん

からお話がありました。ああいうのをどんどん値段の折衝をして、向乙うがばか高い乙とを言

うなら別です。折衝をすり や恐らくわれわれの評価の価格で、との評価なら買いましょう。い

わゆる評価委員の評価ならいいんですから、そういうととを、どんどん遠慮な〈ひとつ市長に

おっし ゃいなさいよ。それを一つ希望しておきます。

実は、乙れは具体的な事項ですが、 百草落川の問題なんです。いま、 1 1ヘクタール余、い

わゆる浅川ベリであります。浅川ベリの落川、そこへ一の宮へ多摩の迎えの管が来ております。

それで、その管に接続する管をまだでき上がってない。来年でき上がるんですか。 61年でし
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ょう。多分ね、乙っちの日野側は。それから、大栗幹線が 64年迎えにくるわけですね、乙れ

は非常に広い地域です。百革、落)11全域にわたる、三沢の一部まで入るという非常に広い地域、

そ乙で、ちょっとあなたにお聞きしたいんですけれども、あなたの方で布設する、たとえば59

年はあそ ζ をやります。 60年は とこをやります。 61年はととやります、という年次計画が

あるはずです。それを百草、落川、三沢の方々によぐ説明しであるかどうか。あなたのうちの

前は何年に工事を行います。あなたのうちの前には道路をつけて 61年には工事をしますとか、

そういうふうに具体的にたとえば 2 ・2・10号線にしたって、いわゆる都市計画路線をつぐ

るときには、必ず 10年も前から説明をしています。もう来年、再来年という公共下水道を多

摩市がせっか〈迎えに来て〈れるわけです。 百草、落川、三沢へ。 百草、落川、 三沢の人々に

あなたのととろは、乙の道路が狭い、あなたのと乙ろは道路がないから、と乙へ道路をつぐり

ますよ、そして協力して〈ださい、で、そとへ管を入れますよ。乙ういう具体的な説明をなぜ

しないのか。私は、乙の間ちょっと申し上げたんですよ、 2万 6，000メー トルの管を埋設し

なき ゃならないが、そのうち 1万 6，000は簡単にいぐでしょう。道路があるから何とかなる

でしょう。あと 1万メートノレは大変ですよ。だから、事前に 2年か 3年前もうわかっていると

となんですから、多摩市から迎えに来る ζ とがわかっているんですから、その方々に協力をお

願いするように、埋設する場所、いつするか、年次計画を明らかにしておかなきゃいけないと

思うんですが、部長の考えを示してもらいたい。

次は、その返事からちょっと聞きたい。もし返事がよければまた別ですが。

市長に乙れは聞きたいんですがね。いま区画整理、これは西平山とかいろいろどなたがやる

というか、組合腕行でやるか、いろいろあると思うんです。万願寺区画整理もそうなんですが、

管理者負担金、いわゆる国道になると乙ろは、 39億 9，000万円という国がお金、用地費を

出す、 相当分を出します。あるいはまた都道になる予定の線、とれは東京都が出します、管理

者負担金を。吹上団地のこれは市道です、吹上をやるときには市道相当分の一部、幹線の道路

だけは市で負担しました。わずかな金額でしたが 1，20 0万程度でしたか。私は、その後様子

を見てますと、金田の区画整理、あるいはまた平山下耕地の区画整理、ああいうのを見ていま

して、国の管理者負担金、都の管理者負担金はいいんです。市の管理者負担金がどの〈らい出

ているのか、市から組合へ。とれは当然、出すのがあたりまえなんです。で、そ乙で、市長にお

聞きしたいんですけれども、そういうのを出さなきゃ仕事は進まないと思うんです。ちゃんと
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した市道をつ〈ってもらう、市の公園をつぐってもらう。少なぐとも用地費ごらいの費用は持

たなきゃ。用地費を持たれた人も区画整理組合では、舗装代も要るんです。公園をつぐるには

木も植えなきゃなりません。相当の費用がかかる。管理者負担金だけじゃ足りませんが、乙の

点日野市の、なぜ乙ういう乙とを質問するかというと、いま日野市の公共下水道を進めるに一

番ネックになっているのは道路なんです。道がないんです、 道がなし 1から管が入れられないん

です。だから因るんです。とにか〈乙の東京都の中で、日野の道路が一番悪い、乙の統計見る

と。とにか<3メートル以下の道路、 1 3万メートルもある。乙れは必ず入れなきゃならない、

公共下水道を。だから、そ ういう点で一番部長さんが 苦労していら っしゃるじゃないか。そ乙

で、市長は、部長を助けるためにも、管理者負担金を出してどんどんといい市街地をつぐるよ

うに進めるのが当然、じゃなかろうかと思うので、とれは市長にお聞きいたします。以上です。

0議長(高橋通夫君)

0市長 (森田喜美男君)

市長。

組合腕行等で区画整理を行われます場合に、国道、都道、

あるいは市道、その区分に応じて管理者負担金が会計の中に入れられる制度があります。平山、

下耕地あるいは金田区画整理、 乙れは組合施行の比較的小規模な例であります。平山の場合は、

ある程度の乙とをいたしたと思いますが、下耕地の場合は、本来ならば新井の都道から介岐す

る形で、 ζ の市道を設定した、そのような指導をしたと きがありました。しかし、 結局その区

画整理事業は成就いたしませんで、ごく狭い範囲の下耕地区画整理の範囲になってしまいまし

た。言うなれば一種の宅地開発、乙のようにも民間の企業の行います宅地開発と近い状態にな

りましたので、いろいろな面でお手伝いはいたしましたが、特に都市計画道路が設定されるわ

けでもありませんので、その管理者負担金という市の支出はなかった、乙のような経過であり

ます。都市計画道路を含む区画整理が行われます限りは、乙れは民間の開発であれ、あるいは

組合施行の区画整理であれ、当然市の管理すべき都市計画道路であれば、乙れは正規の負担を

してい〈、乙のように処理される問題である、とのように思っております。

0議長(高橋通夫君) 市民部長。

0市民部長(力[]藤一男君) 先ほどの冒頭御質問いただきました年金額 130万円の

国保税は、どの〈らいになるか、という御質問でございます。

いま、計数を持ち合わせておりませんので誤るといけませんので、後期j書類で報告をさせて

いただきます。恐ら〈軽減対象になる世帯ではあろうと思います。もちろん資産割り等がない
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という判断の上に立つての ζ とだと思いますので、後ほど書類で報告させていただきたいと思

いますが、御了承いただきたいと思います。もちろん国税はかかりません。

0議長(高橋通夫君) 都市整備部長。

0都市整備部長(結城邦夫君) それでは、私の方から百革、落川地域の 11へクタ

ールの下水道の供用化につきましての御質問について、お答え申し上げます。

乙乙の 11ヘクタールにつきましての流末の管は、多摩市に入っております。との分につき

ましては、すでに全部完成しており ます。日野市の公共下水道については、 5 7年度から鋭意

実摘をしてきております。現在もまだ 59年度におきましても実摘を行うわけで ございますけ

れども、 ζ との供用開始が、一応 60年になる予定でございます。したがいまして、 6 0年に

供用開始ができる時点では、 1 1ヘクタールの管が入るところにつきましては、すべて管を埋

設しておきたい、というふうに考えておるわけでございます。それと、と れにつきましての地

域の説明でございますが、私ども過去に何回ともな〈乙の地域に入りまして、説明会を行って

きております。直接工事に入る段階におきましては、さらに、その工事の手順等につきまして

の説明会も、また月iJ途行っておるわけでございまして、年次計画等も私ども当初は示してお話

をしたわけでございます。その後、個々に実摘に当たっての説明会をまた別途持っておる、 と

いうのが状況でございます。それと、都道から南側の方でございますが、乙ちらの地域につき

ましては、 6 4年度の供用開始を予定しております。したがいまして、そ乙につきましては、

現在実施設計を行っておる部分もございます。そういうものができましたら、地域全体にわた

りましてのまた説明会を行っていきたし可。事前の説明会を行っていきたい、かように考えてお

るわけでございます。以上でございます。

O議長 (高橋通夫君 ) 古谷太郎君。

06番(古谷太郎君 ) とれは余りやってますと、時間があれですから申し上げますが

ね。あなたの方の説明が遅過ぎるんです。大栗幹線の方の、 64年にはもう供用開始するわけ

だ、だから、 6 4年までにつくっちゃなき ゃいけないわけだよ、あれ百何ヘクタールですか、

200ぐらいありますか、大変広い場所です。そういうようなととろは、もうと っぐに設計図

ができてなきゃおかしい、僕らに言わせり ゃ、実施設計が。それで、住民の方々にも ζ ういう

ふうに管がお宅の前は何ミリが入りますよ。いつ入ります。だから、ひとつぜひ協力していた

だきたい。とれは都市計画道路なんかみんなそうでしょう。 2・2・10号なんていうのは、
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もう 6年ぐらい前に高木歯医者の前に大きな看板出しである、当然だと思うんです。だれでも

心構えが必要なんです。特に家屋を移転したり、あるいは道路を広げたりいろいろの問題に関

係するときには、心構えが必要です。公共下水道が入るというならば、それじゃ、いいですか、

簡易浄化槽の施設はやめておとう、それで、下水道が来たらそっちにつなぐような準備をして

おとう、というような気持ちであるいはくみ取りをつぐってあると乙ろかもしれなし可。そうで

しょう。乙れから実施設計して 64年度の多摩市が迎えに来るまでに説明します、じ ゃ遅いの

で、もっと積極的にやってもらいたい。できませんよ、あと最後の 1万メートルが。管は迎え

に来た、日野市の方の公共下水道の枝管はできてません。乙れじゃ多摩市に笑われます。特に

私は申し上げるんですがね、毎年毎年乙れをいただくんだ、市長会の統計事務所から、乙れ58

年度です、あなたもごらんになっているでしょう、とれ。これに橋だとか、要するにくみ取り

便所だとか、あるいはまた道路とかいうのが出てるんです。とれ橋を見ても幅員が 3.5メート

ル以下は日野市が 13メー トル、乙れは、市の中では最も多い。 しかも 5メー トル以下 5.5メ

ートノレ未満が、全道路の 83%を占めているんですよ。日野はそうじゃありません 92%、と

んなととろないんです、どとの市も。ずっと見たんだ、けれど。 90%がいわゆる規格道路にな

ってないんだ 5.5以下。乙れはもう下水道なんか入らない。それで、今度下水道の方を見る

と、乙れもそうなんだ、毎年、毎年乙の普及率がどんどんと上がっているんです。乙の市民 1

人当たりの税金収入 11万円以上、 5 7年度ですか、 58年度ですか、 1 1万円以上のと乙ろ

はですね、日野と武蔵野と三鷹しかないんです、 1 1万円以上の税金を 1人当たり市でいただ

いていると乙ろは。と乙ろが、三鷹と武蔵野は 100%できています。公共下水道が。だから、

もう乙れ以上ふえなし可。と乙ろが、日野の場合は、人口比にして 11%、それから、面積比に

して 6%、 ζ れはもう 15年ぐらい変わらないんです。三多摩全体を見ても毎年毎年上がって

いるんです乙れ、市町村、村まで入っているんですとれ。市町村公共下水道は、いいですか、

人口普及率が 53年のときは 40%だったのが、現在 57年度末は 54%に入る、いわゆる40

から 54%、乙れに当たるものが日野は 11 %。面積割合、昭和 53年には 29%だった、そ

れが 39%にふえている、と ζ ろが、日野は乙れの 6分の 1もない、 6.3%。ちっとも変わら

ない面積の割合。毎年毎年他の市町村はふえている。ととろが、日野だけはふえないんです。

まだね、全然。だから、せめてとの数字は変わってほしいんですよ。最初の望みというのは、

大栗幹線へ入ってくるととなんです。そうでしょう。 幾ら かふえます、そうなると。そ乙で、
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あなたに、われわれは乙れをいただ〈たびに自分が情けなぐなる。私、自介の生れた町の清水

が、豊田の清水もそうです。清水は汚れる一方であるし、 川はどぶになっていしそういう姿

を見ながら祖先に悪いなあと思うんです。われわれの子孫に悪いなあと思うんです。われわれ

の代に汚しているんです。だから、早ぐ何とか少しでもと思う。と乙ろが、日野だけ変わらな

い。都市計画部長さんは、日野にお住みじ ゃあ りませんけれども、われわれの住んでいる住民

の気持ちを察していただいて、いいですか、 1日も早 〈百草、落川、三沢を完成して〈ださい。

同時に処理場の用地買収、もう 10年も同じととを言わないで済むように、希望しておきたい

と思います。とれで一応やめておきます。

0議長 (高橋通夫君 ) ほかに御質疑はありませんか。なければ乙れをもって質疑を終

結いたします。

本 8件について御意見があれば承ります。なければ乙れをもって意見を終結いたします。

お諮りいたします。乙れをもって議案第 19号、昭和 59年度目野市国民健康保険特別会計

予算、議案第 20号、昭和 59年度日野市都市計画事業特別会計予算、議案第 21号、昭和 59

年度日野市下水道事業特別会計予算、議案第 22号、昭和 59年度日野市立総合病院事業会計

予算、議案第 23号、昭和 59年度日野市受託水道事業特別会計予算、議案第 24号、昭和 59

年度目野市農業共済事業特別会計予算、議案第 25号、昭和 59年度日野市老人保健特別会計

予算、議案第 26号、昭和 59年度日野市仲田緑地用地特別会計予算の件は、特別会計予算特

別委員会に付託いたしたいと思いますが、乙れに御異議ありませんか。

c r異議なしJと呼ぶ者あり 〕

0議長(高橋通夫君) 御異議ないものと認め、特別会計予算特別委員会に付託いたし

ます。

乙れより 議案第 27号、市道路線の一部廃止、 議案第 28号、市道路線の廃止、 議案第 29 

号、市道路線の認定の件を一括議題といたしたいと思いますが、乙れに御異議ありませんか。

c r異議なし」と呼ぶ者あり 〕

0議長(高橋通夫君 ) 御異議ないものと認め、一括議題とし、たします。

理事者から提案理由の説明を求めます。市長。

〔市長登壇〕

O市長 (森田喜美男君) それでは、ただいま上程されました 3議案につきまして、提
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案の理由を申し上げます。

議案第 27号は、市道東光寺東 7号線の一部現況が廃践し、公共の用に供されていないため、

道路法第 10条第 3項の規定に基づき、一部廃止をするものであります。

議案第 28号は、市道路線の廃止についてでありますが、本議案は、市道新田堀線の現況が

廃践し、公共の用に供されていないため、道路法第 10条第 3項の規定に基づき廃止するもの

であります。

議案第 29号は、市道路線の認定についてでありますが、新町 1号線外 2路線を道路法第 8

条第 2項の規定に基づき、市道認定をするものであります。

以上 3議案、詳細につきましては、担当部長に説明いたさせますので、よろし〈御審議のほ

どお願いいたします。

0議長(高橋通夫君) 関係部長から詳細説明を求めます。建設部長。

0建設部長(中村亮助君) それでは、ただいま上程になりました三つの議案につき ま

して、逐次御説明申し上げます。

まず、議案第 27号でございますけれども、乙れは市道路線の一部廃止の議案でございまし

て、ただい ま市長から御説明がござい ましたように、東光寺東 7号線の一部を廃止するもので

ございます。乙れは、 昭和 50年に開発行為によりまして、新設されました道路が市に"帯属い

たしますので、その新旧の重複部分を廃止しまして、議案第 29号で新たに新町 1号線と して

認定がえをするために廃止するもので ございます。

それから、次の議案第 28号でございますけれども、乙れは、市道路線の廃止でございまし

て、 新田堀線を廃止する という乙とでございまして、現況が廃載をいたしております。乙の廃

止する路線につきましては、御案内図の中で、ごらんいただ〈ように、京王線の南北にわたる

路線でございまして、昭和 58年の 10月に北側の地域が、 開発行為によりまして行われてお

りまして、そして、京王線をまたぎまして、京王鉄道敷、あるいは市道南平 16号線の新設、

それから、南平の体育館の駐車場の設置などによりまして、乙の一連の区域を一括いたしまし

て、廃止したし、というものでございます。

それから、最後の 29号議案でございますけれども、乙れは新たに三つの路線を御認定いた

だきたい、というものでございます。

まず、新町 1号線につきましては、昭和 50年に開発行為によりま して設置された道路でご
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ざいます。そして、昭和 58年の 5月に道路敷の帰属が完了しております。

次に、豊田の 139号線でございますけれども、乙れも昭和 58年の 10月に開発行為によ

りまして、乙の開発行為が完了いたし、本年の 1月に道路敷の帰属が完了をいたしております。

それから、日野の 90号線ですけれど、乙れは、中央高速道路の南側の側道、日野の 6号線

と言っておりますけれども、 ζ れから、都道の 41号線に通ずるもので ございまして、乙れは、

利根川分水の関係で、送水管の 1，350ミリ、あるいはまた配水管の 80 0ミリ、とれらが都

の水道事業の中で、布設されまして、その布設に伴う用地買収などが行われまして、その路線

を新たに築造いたしまして、 90号線として御認定をいただきたい、というものでございます。

以上 3件につき まして、それぞれ御認定をいただきたく、よろし〈お願いを申し上げる次第

でございます。

0議長(高橋通夫君)

たします。

乙れより 質疑に入ります。なければこれをもって質疑を終結い

本 3件について御意見があれば承ります。なければ ζ れをもって意見を終結いたします。

お諮りいたします。これをもって議案第 27号、市道路線の一部廃止、議案第 28号、市道

路線の廃止、議案第 29号、市道路線の認定の件は、建設委員会に付託いたしたいと思います

が、乙れに御異議ありませんか。

c r異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(高橋通夫君) 御異議ないものと認め、建設委員会に付託いたします。

乙れより議案第 30号、不動産の取得の件を議題といたします。

理事者から提案理由の説明を求めます。市長。

〔市長登壇〕

O市長(森田喜美男君) 議案第 30号、不動産の取得についての提案理由を申し上げま

す。

本議案は、日野緑地用地として、日野市栄町五丁目 10番 4外 2筆の土地を取得いたしたし

地方自治法第 96条第 1項第 7号の規定に基づき、議会の議決を求めるものであります。

詳細につきましては、担当部長に説明いたさせますので、よろし〈御審議のほどお願いいた

します。

0議長(高橋通夫君) 関係部長から詳細説明を求めます。総務部長。
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0総務部長(伊藤正吉君〉 議案第 30号につきましての御説明を申し上げます。

まず目的でございますが、日野緑地用地、提案理由にございましたよ うに、日野用地につき

ましては、 日野市栄町五丁目 の 10番 4の外 2筆、地目及び地積、地目は山林でございます。

地積につきま しては、 6，29 9平方メートノレ、相手方といたしまして、日野市神明一丁目 12 

番地の 1、日野市土地開発公社理事長、赤松行雄、取得価格 9，900万 6，452円でございま

す。

議案書の次に案内図が添付してございます。それから、 2枚目にはさら に詳しい案内図を添

付してございます。 これらを公社が取得するに至る過程でございますが、こ の土地につきまし

ては、公有地拡大の推進に関する法律の第 5条に基づきまして、土地の所有者から土地の買い

取り希望の申 し入れを受けたわけでございます。それを受けま して、 土地開発公社が昨年の

1 0月に取得いたしまして、 今回市が取得する。 こういう過程でございます。

なお、取得価格の 9，900万 6，452円の平米当たりの単価は、1万 5，7 1 8円で ございま

す。よろ しく御審議をいただき たいと思います。

0議長(高橋通夫君) これより質疑に入ります。夏井明君。

01 6番 (夏井明男君) 目的が、日野緑地用地ということで買っているわけですが、

いまの総務部長の御答弁ですと、土地開発公社の買った段階の過程も、お話 ししてくださった

わけですが、この日野の緑地保全、緑地と してふさ わしい土地であれば、これからも買ってい

こう 、という方針のもとに、 こういう ふうな手を打たれているのかどうか、その辺お聞きした

いと思います。

0議長(高橋通夫君) 都市整備部長。

0都市整備部長(結城邦夫君 ) 緑地につきましては、日野市の中で、 もうすでに良

好な緑地帯を指定 して ございます。こういった指定している とこ ろにつきましては、積極的に

私どもは、買っていくという方針で臨んでおります。個々に地主さん方と折衝する場合、ある

いは遺産相続等で買っていただきたい、という御要望がある場合には、私どもとしても、でき

るだけ買っていくとい う方向で臨んでおります。したがいまして、今後もその方針は崩さない

で、できるだけ多くを買っていきたい、というふうに考えております。 以上でございます。

0議長(高橋通夫君)

04番 (小山良悟君)

小山良悟君。

ただいま積極的にこの緑地を確保 していきたい、という都市整
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備部長の答弁でありますけれども、先日も古賀議員からの要望といいますか、市街地の小笠原

製作所の跡地、緑地と しても価値がある八ノではなl¥かというふうなことで議論がありましたけ

れども、私は、この市の郊外だけじゃなくて市街地でも、そのあちこちで買ってほしいという

声がよくあるわけなんですけれど も、郊外と いいますか、いま、い ろいろ異論があるようです

けれども、郊外だけじゃなくて、市内地の中にこそまた緑も欲 しいんじゃないか、そういう候

補地も結構あるわけなんです。面積については多少、少ないわけでありますけれども、その辺

のところの今後の考え方はいかがでしょうか。私 としては、市街地の中にも緑が欲 しい、そう

いうことを強く 願 うわけでありますけれども、いかがで、しょうか。

0議長(高橋通夫君〉 都市整備部長。

0都市整備部長(結城邦夫君〉 お答え申 し上げます。

すでに緑地指定をされておりますと ころについては、これは私どもの方で積極的に買ってい

く、あるいは、公園として一応計画をされていると ころ、こういったところにつきましては、

都市整備部の方で一応用地買収を行う、と いう形になっております。ただ、小公園等につき ま

しては、またあるいは広場につきましては、生活環境部の方でそういった措置を行ってし代 、

というこ とになろうかと思います。いわゆる都市計画に基づきますそう いう緑地、あるいは公

園につきましては、 私どもの方で買収を積極的に行っ ていこう 、という 考え方でございます。

以上でございます。

0議長(高橋通夫君)

04番(小山良倍君)

小山良悟君。

それでは、 生活環境部長にお伺いし ますが、その広場の用地な

んかの買収してまでは、と いう ふうな何か常にこの消極的な形ですけれども、積極的に地区広

場なんかの用地があれば買収 していきたい、というそういう考えございますか。

0議長 (高橋通夫君) 生活環境部長。

0生活環境部長(坂本金雄君) 地区広場につきましては、従来どおり借地の方針で

おります。(r建設委員会でいいです」 と呼ぶ者あり)

0議長(高橋通夫君) ほかに御質疑はありませんか。馬場弘融君。

08番(馬場弘融君) この日野緑地ですね。斜面に沿ってずっと こういう半円をつく

るような形であるわけですが、今回お買いになったのは、これが初めてなのか。それともすで

に日野市の所有地としてな っているものがあるのかどうか、その辺をちょ っと教えていただき
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たいと思 うんですがー…・。

0議長(高橋通夫君〉 建設部長。

0建設部長(中村亮助君) それでは、ただいまの御質問にお答え申 し上げます。

今回いま御提案申し上げま した関係の地域につきま しては、いわゆる東光寺団地の北側の一

番北の端という ことで ございまして、東光寺小学校のすぐ南側のいわゆる緑地でございます。

それからずっと帯状に東の方に延びております緑地が、私どもの方では、東光寺の第一緑地と

呼んでおりますけれども、その地続きですね。 これは、すでにもう買収が済んでおります。

それから、 もう一つは、こ の神明上台地 と旧 日野市街地を接続いたします段丘のいわゆるの

り面のと ころでございます。それがずっと この本庁舎の東側を巻きま して、中央線の究天山か

ら吹山の方までずっと続いているわけですけれども、 こういう帯状の一連の区域をすでに都市

計画の方で買収をいた しておりま して、日野緑地の総面積につきましては、 7.02ヘクタ ール

という数字が出ております。 これは、いま申 し上げた 7.02ヘクタールと いうのは、本議案の

6，29 9平米を含めたものでございます。以上が状況でございます。(rはい、了解」と呼ぶ

者あり)

0議長(高橋通夫君) ほかに御質疑はありませんか。なければこれをもって質疑を終

結いた します。

本件について御意見があれば承ります。なければこれをもって意見を終結いた します。

お諮りいたします。 これをも って議案第 30号不動産取得の件は、総務委員会に付託いたし

たいと思いますが、これに御異議ありませんか。

( r異議な し」と呼ぶ者あり〕

0議長 (高橋通夫君) 御異議ないもの と認め、総務委員会に付託いたします。

これにより議案第 31号、日野市農業共済事業の事務費賦謀総額及び賦課単価の件を議題と

いたします。

理事者から提案理由の説明を求めます。市長。

〔市長登壇〕

O市長(森田喜美男君) 議案第 31号、 日野市農業共済事業の事務費賦課総額及び賦

課単価について提案の理由を申 し上げます。

本議案は、 日野市農業共済事業の事務費賦謀総額及び賦課単価を定めるため、日野市農業共
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済条例第 5条第 2項の規定に基づき、議会の議決を求めるものであります。

詳細につきま しては、担当部長に説明いたさせますので、よろ しく御審議のほどお願いいた

しますD

0議長(高橋通夫君) 関係部長から詳細説明を求めます。生活環境部長。

0生活環境部長(坂本金雄君) 議案第 31号、日野市農業共済事業の事務費賦謀総

額及び賦課単価について御説明を申し上げます。

農業共済条例第 5条第 2項は、賦課総額及び賦課単価は、市長が議会の議決を経て定める、

とございます。次のページの表をごらんいただきたいと思いますが、賦課単価につきましては、

0.1 9るから 2婦の料率でございまして、 58年度と全く変わりはございません。

それから、賦謀総額につきましては、 45万 4，74 9円、 58年度より 7，00 0円の増でご

ざいます。農業共済特別会計で御説明したとおり、農業共済事業を運営するに必要とする事務

経費は、加入者からいただく賦課徴収金、それから、国庫補助金及び市からの補助金で運営さ

れているわけでございます。

この賦課単価につきましては、農業災害補償法に基づきまして、農林水産省から出されます

告示によって条例化されているものでございます。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。

O議長(高橋通夫君) これより質疑に入ります。なければこれをもっ て質疑を終結い

たします。

本件について御意見があれば承ります。なければこれをもって意見を終結いたします。

お諮りいたします。 これをもって議案第 31号、日野市農業共済事業の事務費賦謀総額及び

賦課単価の件は、建設委員会に付託いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

( r異議なし」と呼ぶ者あり 〕

0議長(高橋通夫君) 御異議ないものと認め、建設委員会に付託いたします。

これより議案第 33号、日野市農業共済事業損害評価委員の選任の件を議題といたします。

理事長から提案理由の説明を求めます。市長。

〔市長登壇)

O市長(森田喜美男君) 議案第 33号、日野市農業共済事業損害評価会委員の選任に

ついての提案理由を申し上げます。

本議案は、 日野市農業共済事業損害評価会委員が、本年3月 31日をもって満了いたします
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ので、日野市農業共済条例第 107条の規定に基づき、委員 7名を選任いたしたく、議会の

同意を求め るものであります。名簿は議案に提出している内容であります。よろしく御承認の

ほどお願いいた します。

0議長(高橋通夫君) 詳細説明は省略いたします。

これより本件について採決いたします。本件は、原案のとおり同意することに御異議ありま

せんかっ

c r異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(高橋通夫君) 御異議ないものと認めます。よって議案第 33号、日野市農業

共済事業損害評価委員の選任の件は、原案のとおり同意さ れました。

これより議案第 34号、交通事故(日野市多摩平六丁目 1番地先交差点内の市の義務に属す

るもの〉に係る和解の締結及び損害賠償の額の決定の件を議題といたします。

理事者から提案理由の説明を求めます。助役。

(助役登壇〕

O助役 (赤松行雄君 ) かわりまして議案第 34号、交通事故(日野市多摩平六丁目 1

番地先交差点内の市の義務に属するもの 〉に係る和解の締結及び損害賠償額の決定についての

提案理由の説明を申し上げます。

本議案は、昨年9月6日、日野市多摩平六丁目 1番地先交差点内で起きた事故について、地

方自治法第 96条第 1項第 11号及び第 12号の規定に基づき提案するものであります。

なお、詳細につきましては、担当部長に説明いたさせますので、よろしく御審議のほどお願

いいたします。

0議長ぐ高橋通夫君) 関係部長から詳細説明を求めます。総務部長。

0総務部長(伊藤正吉君) 議案第 34号につき ましての内容を御説明申 し上げます。

事故名につきましては、いま提案理由にございましたように、 多摩平六丁目 1番地先交差点

内の交通事故でございます。これは、 58年の 9月 6日10時半ごろ公園緑政課加藤久「塞転

の庁用車が多摩平支所前を通りま して、市立病院の交差点に差 しかかったわけでございますが、

その際、信号待ちをしておりました前車に引き続いて、停止していたわけでございますが、 信

号が変わったために、 右折しよ うとしたところ、 前車が横断中の歩行者があったために急プレ

ーキをかけた、こうい うことで、前車に続いて加藤久ーの庁用車が、一瞬ブレーキをかけるの
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がお くれましたために、 追突 した事故でございます。

和解の相手方といたしましては、八王子市館町 1846番地の 5、新井美和子さん、これは

前車の運転手でございます。その下に、日野市南平二丁目 45番地の20、吉岡叉三郎、こ の

人は、加藤久ーの車に同乗しておりまして、加藤久ーが急ブレーキをかけたために、頭部を裂

傷した とこ うい う内容でございます。

損害賠償額といたしま して 26万 6，810円、内訳、新井美和子さんに21万 4，79 0円、

これは治療費、車両修理代等でございます。それから、吉岡叉三郎さんには、 5万 2，020円、

これは、治療費相当額を損害賠償する。こういう ことで和解の確約ができましたので、本議案

を提案する次第でございます。よろしく御審議をいただきたいと思います。

0議長(高橋通夫君) これより質疑に入ります。大柄保君。

0 25番(大柄 保君) 前の議会でも、ある議員さんが、こ の市の職員の交通事故が

多くな っている、というふうなことを発言されて、 市側の見解をただしたことが、い ま、まざ

まざと思い出すところでありますけれども、非常にまたここで報告に 2件、それから 34号で

1件、ということで出ておるわけでありますが、市の交通安全対策、これらに対して、どうい

うふうな御指導をなさっておるのか、念のために、 1点だけお聞きしておきたいと思います。

O議長(高橋通夫君) 総務部長。

0総務部長(伊藤正吉君) ただいまの御質問につきまして、お答えしたいと思いま

す。

市の方の庁用車の対策につきましては、管財課長が安全運転管理者でございますっこうい う

ことで、いつも通達等を出 しまして、「ゆとりある安全運転を」という ことで呼びかけている

わけでございます。そのほかに、毎年2回程度でございますが、職員研修ということの中で、

日野警察の方から、交通課の係長さんを呼んでいただいて、講演等をやりまして、交通安全の

趣旨を徹底している、こういうことで私どもの方では、職員についての自覚を促す、こういう

ことでやっているわけでございます。いま、御指摘のように、交通事故等につきまして、庁用

車を運転している場合には、非常に交通安全には十分留意してやるように、この事故の当事者

につきましても、所属課長を呼びまして、私の方で厳重に注意したところでございます。以上

です。

0議長(高橋通夫君) ほかに御質疑はありませんか。なければこれをも って質疑を終
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結いたします。

本件について御意見があれば承ります。なければこれをもって意見を終結いたします。

お諮りいたします。これをもって議案第34号、 交通事故(日野市多摩平六丁目 1番地先交差

点内の市の義務に属するもの)に係る和解の締結及び損害賠償の額の決定の件は、総務委員会

に付託いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

c r異議なし」と呼ぶ考あり 〕

0議長(高橋通夫君) 御異議ないものと認め、総務委員会に付託いたします。

これより議案第 35号、日野市職員定数条例の一部を改正する条例の制定の件を議題といた

します。

理事者から提案理由の説明を求めます。市長。

〔市長登壇〕

O市長(森田喜美男君) 議案第 35号、日野市職員定数条例の制定について、提案の

理由を申し上げます。

本議案は、日野市職員の定数を 1，41 1名に改めるため、日野市職員定数条例の一部を改正

するものであります。

詳細につきましては、担当部長に説明いたさせますので、よろし く御審議のほどお願いいた

します。

0議長(高橋通夫君〉 関係部長から詳細説明を求めます。総務部長。

。総務部長(伊藤正吉君) 議案第 35号の内容につきま して御説明申し上げます。

ただいま、提案理由にもございましたように、定数を 1，401名を 1，4，11名に改めるもの

でございます。この項目につきましては、教育委員会の職員の定数の増でございます。この理

由といたしましては、仲田小の新設、日野一中、三沢中の給食開始によりまして、 実数といた

しましては、 23名の増員が必要でございますが、仲田小の栄養士につきましては都費、それ

から、児童数の滅によりまして、配置がえ等によりまして 2名を浮かせまして、 23名中 3名

の減、それで 20名になるわけでございますが、この 20名のうち、なお教育委員会内部の努

力といたしまして、 10名を内部努力で生み出し、あとの残の 10名の定員増をお願いするも

のでございます。よろしく御審議をいただきたいと思います。

0議長(高橋通夫君) これより質疑に入ります。小山良'悟君。
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04番(小山良悟君〉 昨日の全員協議会で指摘されたことでありますけれども、大変

市民には関心があるといいますか、ぜひ市側に改善していただきたい、という事柄でございま

すので、この場で、もう一度確認させていただきたいと思いますが、給食調理員の勤務のあり

方についての問題であります。年間の出動日数が約 290日、そして、実際に給食業務に従事

する日が 180日ということでありますから、給食業務に従事する日は、出動日数の約 62婦、

極端なことを言えば約 40係程度この給食業務に従事してない出動日数、という こと になるわ

けであります。いま、ここに職員の定数条例の提案理由が説明がございまして、総務部長も庁

内のいろいろな内部努力といいますか、ということでの努力をしているということでございま

すけれども、一方においては、こういう 実態があるわけでございますので、きのうもいろいろ

指摘がございまして、他部門とのロ ーテーションを組んで、効率的な人材を活用すべきである、

という当然の指摘があったわけでありますけれども、この件については、市民としても、大変

大きな関心を持たざるを得ない と思いますので、この効率的な人材活用の人事配置と いうもの

について、いつごろ のめどで対処していただける か、その決意のほどをお伺い していきたいと

思います。

。議長(高橋通夫君〉 教育長。

0教育長 (長沢三郎君) お答えいたします。

確かに現在の厳 しい行財政の状況の中から、安易な職員増というもの、これは避けなければ

ならない、ということにつきま しては、御指摘のとおりでございます。 この 58年度末に用務

員さパノが 9名ほどここで退職される 、その配置がえ等を含めながら、内部努力を続けたい、と

いうことで ございますけれど、私の方では 60年の 3月には定年制というものが施行される。

こういう状況下にございますし、正直申し上げまして、比較的高齢職員を教育委員会の場合は

多数抱えている。たとえば、用務員さんなどの場合についても、高齢職員を多数抱えていると

いうような現状がございますし、今後、これらの方々の昨日も市長が申しましたけれど、第三

センターと申しますか、いわゆる健康で意欲があって、長い間市のそういう業務に携わってき

た方々の生きがいというものこれを何とか定数との見合いの中で、臨事職員というような形で

退職後も活用できるような方途、 こういう ものを考えられないか、この辺のことにつきまして、

十分現在の定数管理の問題と合わせながら検討していきたい。こう考えておりますので、よ ろ

しく お願いしたいと思います。
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。議長(高橋通夫君) 小山良悟君。

04番(小山良悟君〉 ただいまの教育長の答弁は、いわば総論的な答弁でございまし

て、私は、もう少し各論的な話で給食調理員の方が、給食の業務といいますか、給食を出す日

以外、じゃ、もう何をしているんですか、というふうなことまで言いたくなるわけであります

から、給食調理員の方々についての勤務のあり方について、いつごろをめどに改善していただ

けるか、という各論的な質問をしているわけですから、そのことについてストレートにめどと

いますか、決意のほどをそれをお聞かせいただきたい。総論的なことについては結構でござい

ますから。

0議長(高橋通夫君) 教育長。

0教育長(長沢三郎君) お答えいたします。

そう各論的な内容ということで、昨日も全協の中でも指摘されておりますように、病院の給

食との調合とし刈ぜしても、これなかなかですね。勤務時間帯の問題その他を通して、相当病院

側とも打ち合わせをしながら進めてし 1かなくてはならないむずかしい問題が抱えている。夏の

大成荘等を利用する市民のための配置、たとえば夏休み期間中、学校現場におけるところの給

食というのは、御指摘のとおり実施されていないわけですから、そういう際に、給食調理員の

方々に交代で、大成荘の方に寝泊りしていただいて、向こうでの市民サービスというような形

での給食業務のあり方、この辺の問題を含めまして、少なくとも、大成荘が活用される時期に

は、ある程度その辺の問題を含めながら話を結めたい、 こう考えております。

0議長(高橋通夫君) 小山良悟君。

04番 (小山良悟君) このお役所感覚と われわれ民間の感覚は、かなりずれがあるよ

うでございます。極端なこ とを言いますと、年間 180日の分については給料を支払う価値が

あるけれども、あとの 110日については、民間だったら給料を払う価値がないわけでありま

す。民間でこんなことをやっていたら、きのうも言いましたけれども、もう倒産してしまうと

いう、そういう厳しい経営覚感で皆さんやっておるわけですから、 役所の方も、行政側も、ひ

とつそういう簡単に一概には全部がそういうふうな考え方にはできないでしょうけれども、し

かし、そういうふうな民間の経営感覚といいますか。というものをもっともっと、特にこの森

田市政には言えるんじゃないか、と思うんですけれども、もっともっとやはり積極的にそうい

う経営感覚というものを勉強さ れ、取り入れることを特に強調しておきたいと 思います。税金
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を払う市民の立場としては、この実態については、やはり何かもう少し何とか対応できなし 1か

な、というはがゆさを感じていると思いますので、ひとつ教育長、積極的にこの問題解決に取

り組んでいただきたい、というふうに強く要望 して質問を終わります。

0議長(高橋通夫君) 飯山茂君。

o 1 5番(飯山 茂君) いまも小山議員から、お話 しがございましたけれども、私も

そう思うんです。私ども企業におきま しても、ある一部の職場が、応援という形で、 30 0人

なり 500人なり応援させられる。特に日野自動車も、毎年 550人ぐらいずつ採用するんで

すが、今年は不況だということで、 300人程度なんです。これもそういう中で、 お互いに切

薩琢磨して、ロ ーテーションを組みながら技術の勉強しているわけですね。仕事をしながら、

し1ま教育長がおっしゃ ってましたけれども、病院とのローテーションが非常にむずかしし 1。こ

れは確かにむずかしゅう ございます。 しかし、それだけでは私は解決できないと思うんです。

したがって、昨日も古谷議員が大成荘という問題もありましたけれども、大成荘も伺うところ

によると、建て直すというようなことも聞いております。そのときに、どうせ大成荘は、冬は

使えないんですから、夏使うんですから、これから十分そういうことも配慮、さ れながら、給食

の夏休みにはその方をローテーションに入れるとか、それから、助役もきのう非常に病院との

関係がむずかしい、こう 言ってましたで、すね、三食ですから、それは、 私は休暇を取る人がい

るんですから、そういうふうに休暇の代替で入るとか、こういう私は知恵を出すことが、行政

と大きな市民に対する PRにもなりますし、理解を得られる八ノじゃないかと思うんですが、そ

の辺いかがでしょうか。

0議長(高橋通夫君) 教育長。

0教育長(長沢三郎君) いますぐし 1い知恵が浮かんでまいりませんけれど、先ほどか

ら御指摘されている内容を十分踏まえて、できるだけ市民に納得されるような対応をとってい

くように努力していきたいと思います。

0議長(高橋通夫君 ) 古賀俊昭君。

o 1 8番 (古賀俊昭君) いま企業を代表する立場から、大きな企業の立場から飯山先

生が、また私どもに大変密着する立場での企業活動なさってます小山議員の方から、御意見が

ございました。全くそのとおりだと思うんです。私この間テレ ビを見ておりましたら、民間で

は大変人員の削減ということで、合理化、非常に努力をしているわけです。繊維産業なんかは、
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5年間で 82万人いた人が現在 69万人に減らされてます。造船では 22万人であったものが

1 3万人、 10万人減らしているわけです。鉄鋼関係では 47万人従事していた人がいたんで

すが、 5年間でこれも 42万人に減らしている。 こういう大変血のにじむような努力をしてお

りますo 国家公務員も大体 90万人ほど現在おられるそうですが、これも 59年度一今年度か

ら5年間で 5%を減らすということで、今年度から取り組んでいくわけです。地方公務員も

322万人ほど全国でいらっしゃるそうですが、やはり同じように削減に向けて取り組むとい

うこと で、どこの自治体でも増員ということは、まず特別な何かがない限りは、普通考えない

んじゃなし 1かと思うんです。ところが、この日野市において・は、今年度一昭和 58年度の 3月

議会で 54名をふやした。今回はまた 10名の増員ということであります。市民の声というこ

とをいま小山さんも言いましたが、こういう市民の感覚、要望 というものにほおかぶりをする

ような形で、ただ総編的には努力をします。納得を得たいとはおっしゃるんですが、一向にそ

の実を上げようとする具体的な対応というのは、全くおとりにならない。そこで、具体的に私

1年前のことにさかのぼりまして、お聞きをしたいんですが、学童クラブにお動めになってお

りました長期臨時職員の方が、現在どのようになっておられるか。そのことをまず確認を させ

ていただきたいわけであります。当初 32名長期臨時職員の方がいらっしゃいました。その方

々のうち、まず 17学童クラブございますから、 1名ず、つ正職化を して 17名、休暇 の代替職

員、この方が 4名、そして、四つ児童館がございますその児童館に 1名ずつ、 4館に 1名です

ね、ということで 4名合計 25名を正職化なさったわけであります。まず第一段。ところが、

その後 2名については、組合等の広報紙、市職ニュース等では、この2名の方は、他の職種に配

置がえになるパノだということが書いてございましたから、私は、そうじゃないんですか、とい

うことを聞きましたら、 3月議会においては、 1年前の 3月議会ですよ、そこで助役も絶対そ

のようなことはありません。そういう約束はしておりません、ということをはっきりお答えに

なったんですが、それから半年もしないうちに、 9月第 3固定例会において、やはりこの 2名

の方が正職員として市の方に採用がなされていた、ということがはっきりいたしましたD いろ

いろ市長は、また助役も事情を述べられたんですが、なかなか理解しがたい面がございました。

しかし、 32名のうちの残っておりました 5名、 27名が正職化されておりますので、残り 5

名の方が、この 2名の方すでに正職化されておりますから、残り 5名いらっしゃるわけですが、

その残り 5名の方のうちの 1名は、 9月議会の答弁で、助役は、お母さんが病気になられたの

で、 1名は退職をされました、ということで御答弁がございました。それでは、残り 4名の方

は、現在、どのようになっているのか。今回の増員計画とかかわりがあるのかどうか。まずそ

の点を確認をさせていただきたいと思います。

また、 9月議会において、助役と福祉部長の答弁が非常に食い違っておりました。 2名の正

職化、いわゆる児童館の方の用務員になられた方、また、福祉部の方で家庭奉仕員におなりに

なった方、こ の方の 2名が、残り 5名の中に入っているのか、または 27名正職化されたうち

の2名なのか。この辺がちょっと答弁が狂ってたんですね。 この点も含めて 32名いらっしゃ

いました l年前に学童クラブでお勤めになっておりました長期の臨時職員の方は、その後、ど

のように処遇がなされて今日に至っているか。お答えをいただきたいと思います。

0議長 (高橋通夫君) 助役。

。助役(赤松行雄君) まず学童の方をお答えしてから、前段の 10名お願いすることに

ついての基本的な姿勢、非常に公務員には、職務専念義務というのがございます。基本的に言

えば、怠情は許されない、こういう環境なんですけれども、理事者まで怠情化して、 10名を

提案しているわけじゃございません。厳しい姿勢で臨んでいくつもりでございます。これは後

で申し上げます。それでおっしゃるとおり 32名の長期臨時職員がいました。おっしゃるとお

り25名の定数化を昨年の 3月ですか、お願いしたわけでございまして、その後 9月に 2名の

正職化ということで、 27名でございます。あと 5名お るわけでございますけれども、 1名は、

おっしゃるとおり、お母さんの看護専心、だれもいなくなったので、お母さんに付き添い専念

するんだと、それから、もう一人は、昨年の暮れでございますけれども結婚ということで退職

しております。いま残っておるのは 3名でございます。この 3名は、前々からの引き継ぎとし

て、身分は長期臨時ということで、学童クラブの中で勤めております。学童クラブの中には、

1 人の正職がいて、その長期臨時は、それに対する補助的なものとして、 3 人は~¥るわけでご

ざし 1ます。あと 17館おりますので、あとの 14館については、本当の臨時ですね。半年後に

書きかえる臨時、これが正職を補助する、と いう形でおるわけなんですけれども、 3館につい

ては前々から引き継ぎの長期臨時が 3人いる。 32名という数からいくと 5名なわけなんです

けれども、昨年の暮れに続いて 2名やめております。現在は 2名、こういうことで、おっしゃ

ることと私たちの方も 9月の時点では、忘れたところがあったものですから、大きく食い違い

を しまして、申しわけございません。
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それから、 10名お願いすることでございます。おっしゃるとおり、民間では大変な努力を

積み重ねている。あるいはオイルショック後の低成長、あるいは安定成長期に即応する努力を

積み重ねている、こういう状況でございます。当然、公務労働者もそういう条件に遭遇しまし

て、やはり努力を積み重ねる、というのが当然でございます。私たちの方の日野市、相当余剰

な人聞を抱えているという状況ですと、やはり一切お願いせずに、内部努力を積み重ねるとい

うふうな考え方でおるわけでございますけれども、昨日、議員さ んのお手元にも、青焼きで都

下 16市の定数の青焼きで参考としてお配り申し上げておるわけでございますけれども、この

1 6市の平均の総定数というのは、 平均 しますと、 1市当たり 1，37 7名という職員を、それ

ぞれの市で抱えているわけでございます。これと日野市を比べますと、日野市は、現在1，401

でございますので、 24名程度平均よりよけし、なわけなんです。人口を比べますと、この平均

の人口は 14万 8，519人でございますので、大体、日野の現状と同じでございます。調査時

点での比較では、 14万 7，12 2人と大体桔抗する人口でございます。こういう中での比較で

ございますけれども、日野市は、 16市と同じ大体職員を抱えているんだけれども、じ ゃあ、

内容はどうかというと、病院は 174、これはよその市にはないんですよね、これが 1，40 0 

人の中に入っているわけですよ。それから、保育所 16市の平均は 164名で ζ ざいますけれ

ども、日野市の保育所には、 218人いるわけです。 ここで 54人よけいです。それから、 学

童クラブだとか、児童館これにつきましては、さっき言ったように、半分は臨時職員だという

合理化対応をしておりますので、 16市平均では 34人ですけれども、日野市は 33人という

ことで、これはマイナス 1名ということで、これを大体教育委員会これは除いております。 市

長部局だけですと、 227名が施設職員として、よその市から比べるとよけいな、よけいとい

うか、サービス面を抱えている、こういうことをしますと、非常に事務部門、技術部門で苦し

い対応をしております、という中から、なおかつ、こういう中でも、日野市の個別的な、一つ

一つ比較して、非能率なところがあったら是正していきます。こういう決意で ございます。

それから、教育委員会を比べると図書館で 9名、それから、学校、幼稚園で 45名余計なん

です。こういうところ続いて努力していきます。こういう努力の決意を持ってますし、いま、

教育長が言った御指摘の面につきましでも、個々具体的な面につきまして、やはり時は金なり

でございます。十分時を生かし、人を生かして~ iく政策は、教育長とよく相談しながらやって

いきた~ io 教育長だけでできるわけじゃございません。労務担当も一丸となってやることでご

ございます。やりますので、何とぞ御理解いただきたいと思います。

O議長(高橋通夫君) 古賀俊昭君。

0 18番(古賀俊昭君〉 それでは、いろいろよその市との比較というのもわかるんです

が、学童クラブにお勤めにな っておりま して、臨時長期職員の方で、まだ正職化されてない方

が、 じゃ 3名いらっしゃるということがわかったんですが、この 3名の方は、昭和 59年度か

らも引き続き長期臨時職員としてお勤めになるわけですか。この 3名の方の取り扱いについて

は、どのようになさるおつもりですか。と申しますのは……。まあ、先にお聞きします。

0議長(高橋通夫君〉 助役。

0助役(赤松行雄君) 引き続いて長期臨時という形での勤務を継続していきたい、こ

う考えておるわまでございますけれども、 3 2名という仲間が正職化しているという状況の中

で、いろんな問題等が起きておるわけでございます。そういう状況にある、ということだけ御

報告申し上げ、ておきたいと思います。

0議長(高橋通夫君〉

018番〈古賀俊昭君〉

古賀俊昭君。

今年の 2月 1日の日野市職ニュースに 32名正職化をかち取り

ました、という記事が出ているんです。いま、助役おっしゃいま したことか らも、そのことを

裏づけるんではな~ iかな、 というふうに推察できると思うんですが、ほかの皆さんは全部 3名

除きまして、すでに正職化を しているというこ とで、ま あ、こ の 3名の方についても、この増

員 10 名の中の要員として考えて~ iく、ということでございますか。いかがでしょう。

0議長(高橋通夫君〉

O助役(赤松行雄君〉

助役。

1 0名は、教育委員会の職員としてお願いしてます。学童クラ

ブは、市長部局の部から言えば、福祉部所属でございます。ですから、この 10名とは関係ご

ざし 1ませんo

0議長(高橋通夫君〉 古賀俊昭君。

018番(古賀通夫君〉 わかりました。じゃ、その 10名と切り離して、 この 3名の方

は、 5 9年度中に正職化するということなんですねo 確認します。

O議長(高橋通夫君〉 助役。

0助役(赤松行雄君〉 いえ、そうし可うふうなことではございませんo けれども、 3 2 

名のうち 2名は退職 しましたけれども、 3 0名のうち 27名は、正職化になっているわけです
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ね、仲間が全部、なもんですから、 3名の中からも、やはりそういう不満も出ているという状

況だけ、先ほど御質問がございま したので、状況だけ御報告という か、申し上げているわけで

ございます。

0議長(高橋通夫君)

0] 8番(古賀俊昭君〉

O議長(高橋通夫君〉

0市長(森田喜美男君)

古賀俊昭君。

市長、不満が出ているか ら、 どうなさるんですか。

市長。

突然質問なんですが、私は、過去にも、欠員がある際に、補

充をするということは一つの考え方である、こういうことは申し上げております。しかし、今

回そのこ とを直ちに行 うという状況でもありませんので、当分現状が継続するとこのように思

っております。

0議長(高橋通夫君)

018番(古賀俊夫君 〉

古賀俊昭君。

1年前は、正職化はあり得ない、とい うことを残りの方につい

ておっしゃ ったんですねO 全くこらえ性がないというか、たちまち半年のうちに、その約束が

破られてしまう、今後これがどうなる かという こと は、非常に心もとないんですが、すでに組

合の方では、かち取りました、と書いてありますから、そういう約束ができているのであろう

と思います。いま、小山議員の方からもおっしゃっ ておりました、給食調理員の方の運用の仕

方を、やはりもう少し工夫したらいいんじゃないか、ということなんです。しかし、 私、その

またできない理由があるんだろうと思うんですねO きのうも全協で、市川議員 と、また馬場議

員の方からも、とにかく 民間委託という ことをもっと積極的に考えなさい。安易に現業部門を

ふやすべきではない、ということを強 く指摘される意見が出されま した。 当然だと思うんです

が、なかなかそれができな t¥o それにはやはり私、いろいろ何か組合と約束があるんではない

かな、というふう に思いま した。公表されております資料をいろいろ見ておりま したら、昭和

5 7年の 11月 1日に赤松助役は、組合の委員長あてに.現業労働者にかかわる統一要求書に

ついて回答とい うことで、 4点にわたり回答 している中に、 まず第 l点で、 現状の業務を民問

委託する考えはない、とはっ きり助役は回答なさ っているんです。これでは、幾ら教育長が工

夫をしたい。また、きのうの全協の席でいろいろ助役もおっしゃいました。取り組みを考えた

い、工夫をしていきたt¥0 市民のいろいろ指摘もあるので、承知している、ということは、お

答えになったんですが、このような回答を組合に対してお出しになったら、今後これを盾にと
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って絶対民問委託はできなくな ってしまいますね。職員の分限、または労使間のいろいろ協定

というような ものがある と思うんですね。日野市の場合、 職員組合との聞に結ばれている協定、

また こういう回答で、今後の市政の運営を縛るようなもの、 こういうようなものは一体何種類

あるか教えていただきたいと思います。

0議長(高橋通夫君)

O助役(赤松行雄君〉

助役。

組合との私の回答でございます。それにつきま しては、現状の

業務を積極的に民間委託する考え方はないんだと、こういう表現で回答しているわけでござい

ます。現状の市の現業部門の業務、いろいろなあるいは委託すベ、き、あるいは委託に適当な業

務というものも今後いろいろ出てまいります。それら含めまして全部民間委託を、いま、おっ

しゃるような表現ですと、固定的にもう民間委託をしないんだ、そういう考え方ではございま

せんO 要するに現状の業務、これから起きる業務についてはいろんな民問委託という こと は、

当然いろんな考え方は出てくるわけでございますけれども、いままでの現状の業務にしたって、

やはり転換 してt¥く、という意味合いを含めた表現として、現状の業務を積極的に民間委託す

る考え方はない、 こういう表現で回答 しているわけです。(笑声〉そういうことで ございます。

だから、全部現業の業務は民間委託 しない、固定化してしまうんだ、という約束はしていませ

んO

0議長(高橋通夫君 〉

0] 8番(古賀俊昭君〉

古賀俊昭君O

それは助役の解釈であって、これを読めば、いろいろな解釈が

出てくると思うんですね。ですから、こう いうものを軽々にお出 しになるというのは、ちょっ

と市民のいろいろな声もわかりますということは、ちょっとうそになってしまう八ノじゃないで

すか。

0議長(高橋通夫君〉 助役。

0助役(赤松行雄君〉 私の解釈で申 し上げたんじ ゃないんです。私、いま申し上げた

のは、組合に出 した要する に覚書と いいますか、それをそのまま申し上げているんです。 58 

年の 11月 9日、現状の業務を積極的に民間委託する考え方はなt¥。積極的じゃないけれども、

だんだんにやっ ていく んだ。

0議長 (高橋通夫君)

0 18番(古賀俊昭君〉

古賀俊昭君。

積極的に民間委託する考えはないということについて、職員組
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合の市職ニュースで消極的にはある、 というふう に裏返せば読める というようなことで、批判

的に何か書かれたのを私読んだことあります。それはそれでいいんです。ところが、それにさ

かのぼります 57年の 11月 11日に現状の業務を民間委託する考えはないということで、赤

松助役は、組合の執行委員長あてに回答を出しております。文書で出しております。これは縛

られるでしょう。拘束されるで しょう。だから、こういういわゆる覚書、覚書も よく出てまい

りま した。 57年度のベアについて、これはまた次の段階で議案でやりますが、市長がいろい

ろ組合と交渉をやっている。しか し、そのときに、助役が取り交わ した 57年度のベアについ

ての覚書、これが絶えず紹介されておりま した。労使間で結ばれている覚書、また協定、そう

いったものは、こう した回答を含めて、何種類あるのか教えてもらいたい、ということを先ほ

どお聞きしたんですけれど、お答えになっておりません。

l ¥ますが、その協定書、また覚書 というようなものが何種類あるか、その写 しを全部いただき

たい と思うんです。それは御了解いただけますか。

0議長(高橋通夫君〉

O助役(赤松行雄君〉

O議長 (高橋通夫君〉

助役。

検討してみます。

古賀俊昭君。

018番(古賀俊昭君) 議長にお願いしますが、検討した結果、どうなるか非常に不安

であります。非常に市政の運営にも重要なかかわりを持 ってくるこうした協定、約束ごという

のは、われわれ議会も知る必要がございます。議長の方からも、その資料の提出 について、確

認をしていただきたいと思います。

(笑声〉

古賀俊昭君。

018番(古賀俊昭君〉 私は、市の職員の皆さんの数というのは、一般行政職において

は、やはり不足していると思うんですね。これを詰めていくとすれば、 もう現業部門に対して

やっぱり経営感覚を持ち込む、そのことが一番大切だと思うんです。その視点がなければ、行

政改革だ何だかんだと言ったって、だれもまともに聞いてはくれませんo 三鷹の鈴木平三郎市

長、有名な方です、社会党から最初にお出になった市長さんですが、下水道を 100%達成さ

れたということでも有名ですが、この方は、欠員があった場合、絶対補充しなかったんですね。

しかし、人がいなくなれば、それだけ効率的に仕事ができるよう になったから不思議なものだ、

というふうに書いてございました。少しはそういう先輩の業績というものも、同じ行政に携わ

るお立場で御参考になさった方がいいと思います。

特に、下水道関係というのは、私これから非常に職員の方必要だと思うんですねo 場合によ

っては、 5名も 10名もこれから増員 していかなくちゃいけなl¥かもわかりません。そう いう

ときに、やっぱり現業職に対する一つのものの見方というのは、やはりこの辺で転換していく

0議長 (高橋通夫君〉

O助役 (赤松行雄君〉

O議長(高橋通夫君〉

0 18番(古賀俊昭君〉

O議長(高橋通夫君)

0議長(高橋通夫君〉

O助役(赤松行雄君〉

助役。

幾つもないと思うんです。いま、お話 しになっておるぐらいし

かないと思います。どつかの市のように、こんなにあるなんていうことはございませんO いま

言っているぐらいのもんでございます。

それから、確かにベアにつきましては、 ( 1"ベアは後でやります」と呼ぶ者あり〉 はい、い

まの取り交わしました文書でございますけれども、やはり時代がだんだん厳しいという形の中

で、組合との要するに委託業務に対するものの考え方も、厳しい転換というふうなことで、 表

現が変わってきておりますし、基本は、やはり労使両方理解できる、あるいは現状認識という

ものを、やはり組合にも現状認識というものをし っかり としてもらう、というふうな努力の積

み重ねとして、表現されているものでございます。日野の場合には、私は、そういう結果とし

てそういう表現にな っている。将来をお互に縛るんだ、というような形でのものじゃございま

せんO 要するにしてやったり、というふうなものじゃございませんので、そう数はございませ

んD そういうふうな経過でございます。

0議長 (高橋通夫君)

018番(古賀俊昭君)

古賀俊昭君。

私は、資料を一つ要求 しておきます。いま、助役は、どこかの

市のようにこんなにはない、とおっしゃったんです。多分八王子あたりのことじゃないかと思

うんですね。後藤市長さんは、いろいろな協定、約束ごとを組合と山ほど取り交わして、それ

で結局御自身も退陣せざるを得なくなって、おやめになりました。八王子とは全く日野市は違
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助役。提出を求めます。

検討いたします。

古賀俊昭君。

議長は、検討という言葉をどのよ うに解釈されますか。

検討はなお検討する余地がある、ということになると思います。
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べきではなかろうか、と思います。大阪府に堺市というところがあります。これは、ラスパレ

イス指数が日本ーということで、非常に有名になったんですが、この堺市は、 学童クラブを

5 7年度で廃止をいたしました。そして、現在は猶予期間を持って、いわゆる民間のボランテ

ィ了、学校長が指名する指導員をもって、学童クラブをいわゆる民間に移 した、ということで

すね。しかし、市と しては、このも う制度を廃止 した、 思い切った措置をと っております。そ

うした自 治体もある中で、学童クラブの臨時職員の方を正職化してし川、まあ、まさに組合ペ

ース、 組合あって市民な し、この姿勢だと思う んです。ですから、今回の増員、いろいろ仲田

小学校ができる というようなことで、必要ではございますが、 しかし、市の方に、果たしてそ

うした職員の定数ということに関する厳 しい見方があるかどうか、非常に疑問でございます。

委員会に付託されますので、そういう点も踏まえて御審議をいただきたい と思います。以上で

是正なり、合理化なりというものを一挙にやれば、生み出せるわけでございますけれども、 急

激な是正ということをできませんので、今回は半分のお願いになったわけでございます。

それから、もう l点の検討ということでございますけれども、それについては、中で、労務

担当等と相談します、ということでございますので、そのようにお受け取りいただきたいと思

います。

0議長 (高橋通夫君〉

06番(古谷太郎君〉

古谷太郎君。

これは非常に重大な問題だと思う。全職員がわかっている、協

0議長(高橋通夫君 〉

04番(小山良悟君)

小山良悟君。

ただいまの、古賀議員と助役のやりとりでありますけれども、

定 とか覚書は。理事者ももちろんわかっている。知らないのは市民だけという ことにな ると、

検討でも し出さないと仮定するならば、大変な問題であります。情報は特に公開しなきゃいけ

ないというような時代に、そういうような ことがもしあるとすれば、 これは大変だと思います。

だから、一応指摘 しておきます。

それから、 もう 1点指摘しておきますが、いまの先ほどの 32名の臨時職員の正職化、採用

の問題について、昨年、助役及び部長のこの本会議における速記録がそこにありますから、よ

くお読みになっていただきたし、私どもは、 この本会議で御回答を賜りましたことは、 うそを

ついているとは考えた くなし 1。だからこそ、速記録は永久保存になっている。われわれの方が

聞き違 うこともあるんです。 しか し、本件については、あなた方の御説明は、 私は正 しいと思

って、その速記録を後でも読み返 してみました。こういう大事な問題、少なくとも、議員を信

用してほしい。ゃあ、きょうごまかしゃいいんだ、 4月 6日になりやもう終わりになる、あと

はのんびり花見にでも行きゃいいんだ、こんな気持ちはないとは思うんです。だけれども、先

ほどの 32人の臨時職員の正職化の過程の中における、あなた方の回答は、きょうおっしゃっ

ている回答と全く相反する。それから、同時に、ただいまの組合との覚書、あるいは協定等を

検討します。 これは重大な問題であることだけを指摘しておきます。以上、 2点、回答要りま

す。

組合との協定の資料を出してほしい、ということについてのやりとりが、あいまいになってお

るわけでありますが、このやりとりを聞いておりまして、いま、古賀議員もおっしゃいました

けれども、私は、この理事者側の市政に取り組む姿勢です:fdo スタイノレ、これがまさに本末転

倒している、これを強く指摘したいんであります。この市政は、組合員のためではなく、市民

のためにある市政なんです。そういうことはもちろんわかり切 っているんでしょうけれども、

いまのやりとりを聞いてですね、検討いたします、検討するということは、あくまで検討する

余地がある、なんていうふうなあいまいなやりとりで終わって しまったんじゃ納得できない。

無条件でその資料は出すということを、もし本末転倒していなければ、そういったことをはっ

きりこの場で申し上げることができるんじゃな l'かと思うんです。先ほどの件もう一度、私の

方からも確認を求めたいと思うんですが、同僚議員として強く要望いたします。

0議長(高橋通夫君〉 助役。

0助役(赤松行雄君〉 本末転倒 しているつもりはございません。私も民間でいろいろ

飯を食ってきたこともございますので、内部については、これではという考え方はございます

けれども、急激な是正ということは、なかなか無理でございますので、本末転倒せずに、積み

重ねの努力を していきたし'0確かに 10名をお願いするということについては、中で、急激な

せん。

0議長(高橋通夫君〉

結いたします。

本件について御意見があれば承ります。奥住芳雄君。

027番(奥住芳雄君〉 昨日も全員協議会の中で、質問等で申し上げてありますとおり、

ほかに御質疑はありませんか。なければこれをもって質疑を終

今回給食関係の職員を 20名増員、新し く張 りつける、こうい うことでございます。そういう
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中で、今後先行き 155名全小中学校でその中で、給料が 6億 2.00 0万も年聞かかる、こう

いう大変な時代でございます。そういう中で、昨日も申し上げたとおり、この給食の調理員の

方々が、学校によっていろいろでございますが、昨日申し上げたとおり、私たち農家は、日野

市の施策に基づきまして、緑地保全等のいろいろ御指導を得まして、そういう中で、一生懸命

残された数少ない農地を守るために、働いているわけでございます。そういう中で、市のこう

いう給食の方の栄養士さん等の御要望がございまして、学校の給食に、本当に泥っきの地元の

取れたての新鮮な野菜を、子供たちに食べさせたい、こういうこと の中から、産業謀を通じま

して、 話 し合いが持たれたわけでございます。そ して、昨年の 5月から、まず東光寺地区に近

いとこ の学校から、御協力申し上げ.るということで、 栄養士さんとの話 し合いのも とに行われ

てきたわけです。そういうことを踏まえまして、秋からは平山の方の 4校も平山の方の農家の

方とお話 し合いがつきまして、時期の取れた野菜を、 学校の方へ入れているわけでございます。

そういう中で、本当に昨日あの後、また、旗野議員さん、またほかの方々のお話を承ったんで

すが、 実際にきのうも私が申し上げたと おり、朝も全 く給食にかかるのが遅い し、また、 いろ

いろなことを大ぜいの交代で行きます農家の方々にも、作業員の方が、いろいろ注文をつけて

いる、こ ういうことが実態のよう でございます。どうかひとつ、こういう人件費がかさむ中で、

特にこの現場におきましては、教育長にきのう申し上げたとおり、ひとつよく御相談を申し上

げ、また御指導をしていただいて、そして、こういう多くの市民と接するわけでございます。

非常に父兄も生徒もこの地元の野菜は喜んでおります。そういう中で、また本年度も多くの学

校が要望しております。そして、続けていかなければならなL、これがまた生産緑地等で、市

また東京都にお世話になっている農家の皆さんに対するお返しでもあると思って、農家の方は、

一生懸命やっ ているわけでございます。 そうい う中で、 余り にも給食の作業員の方がjレーズで

あって、また、いわば賄賂に等しいことを要望するような実態がございます。そういうことの

ないように、ひとつ教育長さん、ぜひともひ とつ御指導願いたいと思います。また、総務委員

会の中で、御審議の中でもよくひとつ御審議していただきたい、かように思うわけでございま

e. 

す。

0議長(高橋通夫君 〉

08番(馬場弘融君〉

ます。

馬場弘融君。

多少繰り返 しになるかも しれませんけれども、あえて申し上げ
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この定数増の主なものは、学校給食の拡充に伴います給食調理員の増であります。ただいま

央住委員もおっしゃっておりましたように、このままのやり方で、市内の小中学校の給食が完

全実施という形になりますと、市の職員である給食調理員の数が、 155名になる。そのと き

の人件費が、 6 t意2.0 0 0万円を超える、 1年間 6億 2.0 0 0万円、果た してこれでよいのか、

ということを、ぜひ十分検討していただきたl¥。職員のバー卜化、あるいは民間の委託化、P

TA等を含みますボランテ ィアの活用、いろんな方法がありますけれども、そういうものを含

めて、 給食のあり方、これを根本的にぜひ検討をし直 していただきたい、 という ふう に思いま

す。 このまま安易に職員の増を認めていきますと、将来、日野市の財政が破綻をする恐れがあ

ると思います。ぜひ十分にお考えを して いただいて、委員会での慎重な審議をお願いします。

以上です。

0議長(高橋通夫君〉 小山良悟君。

04番(小山良悟君〉 この職員の定数条例が出るときには、他市との比較表なんかを

出 していますけれども、単にこれは数のだけの問題じゃなく て、そ の職員の仕事の内容、仕事

の成果そのことが問題なわけであります。私は伊も数をふやしちゃいけない、という こと を言

っているわけじゃないわけでありまして、内部の努力といいますか、たとえば、この行政サー

ビスの公私混同といいますか、その行政サービスの区分なども明示されて、その辺のと ころも

きちっとする。

それから、いま議論されま したように、民間委託できる業務については、積極的にそ ういっ

たことを取り入れる。そういう努力をされた上で、必要な人材ということであれば、これは当

然、認めてあげるべきだ、 こういう ふう に思うわけでありますから、その点をひとつ踏まえま し

て、この問題について真検に再検討していただきたい、というふうに思います。

それから、またもう 1点は、 先ほどの古谷議員とのやりとりで、あるいは古賀議員とのやり

とりで、去年のこの議会での答弁と全然違う形になっているんではないか。結果的にその発言

は、まあ極端な ことを言う とう そであ った、という ふうなことになるわけですけれども、 どう

かひとつこの議会での、いわば議会公約といいますか、こ ういったものが真実であるようにし

ていただきたl¥0 われわれが、その理事者側の答弁を、信頼できる答弁とい う形で、ひとつ定

着するようにお願い したい と思うんです。そうでないと、市長を初め部長さん方のいろいろな

答弁されることが、何年前と同じような答弁というようなこともありま して、 何かそらぞらし
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いと言っちゃ言い過ぎかもしれませんけれども、極端なことを言えば、薄ら寒い思いをするわ

けでありまして、どうかひとつ、この議会公約、これについては、真剣にこの議員の、あるい

は市民の信頼にこたえるんだ、と いう かたい決意の上でしていただきたし ¥0 そのこと を強く要

望しておきます。

0議長(高橋通夫君〉 これをもって意見を終結いたします。

0議長(高橋通夫君〉 関係部長から詳細説明を求めます。総務部長。

0総務部長(伊藤正舌君) 議案第 36号の内容につきまして、御説明申 し上げます。

議案書の次でございますが、内容でございます。条文中第 7条第 3項中 と r1万 2，00 0 J 

を r1万 2，30 0円」に、 r 5， 3 0 0円」を r5，6 0 0円」に改めると、これは扶養手当でご

ざいます。前段の 1万 2，000円の件につきましては、配偶者、または配偶者でない 18歳未

満の第一子でございます。これが扶養手当の 1万2，000円を 300円上げま して、 1万 2，300

円にするものでございます。

それから、その他の扶養につきましては、 5， 3 0 0円を 300円上げまして 5，60 0円に改

める、こういう内容でございます。

お諮りいたします。 これをもって議案第 35号、日野市職員定数条例の一部を改正する条例

の制定の件は、総務委員会に付託いた したいと思いますが、これに御異議ありませんか。

c r異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長 (高橋通夫君〉 御異議ないもの と認め、総務委員会に付託いたします。

お諮りいたします。議事の都合により暫時休憩いたしたいと思いますが、これに御異議あり

ませんか。

0議長 (高橋通夫君) 休憩前に引き続き、会議を開きます。

それから、第 8条の 3の第 2項中 r5， 5 0 0円」を r5， 8 0 0円」に改める、この内容につ

きま しては、住居手当でございます。 300円アップする、こういう内容でございます。

それから、別表第 1及び月iJ表第 2を次のように改める、こういうことで、 一枚めくっていた

だきますと、給料表でございます。これらの表上の平均アップ率と、それから表上の平均アッ

プ額を街I参考に申 し上げたいと思います。

まず l等級でございますが、アッ プ率が 1.8 4婦、アップ額 5，8 2 3円、これは平均でござ

います。

c r異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(高橋通夫君〉 御異議ないものと認めます。よって暫時休憩いたします。

午後零時 33分休憩

午後 1時 45分再開

これより議案第 36号、日野市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制

定の件を議題といた します。

理事者から提案理由の説明を求めます。市長。

〔市長登壇〕

O市長(森田喜美男君) 議案第 36号、日野市一般職の職員の給与に関する条例の一

部を改正する条例の制定についての提案理由を申 し上げます。

本議案は、 日野市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正するものでありますO これ

は、国及び都の給与改定が行われた中で、財政状況、各市の給与改定状況等を勘案し、職員組

合と交渉した結果、合意を見ましたので、今回改定をお願いするものであります。実施時期に

つきましては、昭和 58年 4月 1日にいたしたいと存じます。

詳細にきつましては、担当部長に説明をいたさせますので、 よろ しく御審議のほどお願いい

たします。

それから、 2等級につきま しては、 1. 9 0婦、アップ額が 5，55 0円、 3等級につきまして

は、 1. 9 1 %、アッ プ額が 5，2 0 3円、それから、 4等級1.9 0婦、 4，7 7 1円、 5等級は

1. 9 3婦の 3.450円、こういう内容でございます。

それから、次にめく っていただきまして、別表第 2でございますが、これにつきましての l

等級につきま しては、 1. 9 5婦、 7，3 6 9円、 2等級につきましては、 1. 9 5婦、 6， 5 3 3円、

3等級につきま しては 1.94%の5，5 2 4円の内容でございます。

それから、 1枚めくっていただきまして、この条例につきましては、第 7条は扶養手当、第

8条は住居手当、それから、給料の別表第 1、第 2については、 5 8年 4月 1日から適用する。

それから 58年 4月 1日にさかのぼりますので、現在まで支給されている給料については、内

払いとする、みなす規定となります。よろしく御審議をいただきたいと思います。

0議長 (高橋通夫君) これより質疑に入ります。市川資信君。

019番(市川資信君〉 ただいまの説明で、昨月、全協において、私は、幾多の指摘を
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しておきましたので、さらに確認の意味で発言をさせていただきたい、とかように存じます。

私は、昨日この給与改定について、いわゆる日野市の給与制度の諸悪の根源である通し号俸

制を、この際改めるべきである、ということを強くしたわけでございます。それに対して、市

長並びに助役は、その改定に対する姿勢は見受けられるんですけれども、確たる回答は得られ

ておりません。その確たるどういう、いつごろ、どういう姿勢で臨むんだ、という点を御指摘

いただきたい点と、さらに、昨日資料要求を総務部長にしてあります。あいまいな答弁でござ

いますが、はっきりとこの議事録の残るところで、今議会中なら今議会中に出す。ということ

を明言していただきたい点が 2点。さらに、 3点目といたしまして、ラス指数が 15以上のと

ころには、いわゆる起債を認めな い、という 自治省の方針に対 して、日 野市の今回の給与改定

に伴うラス指数は、 1 6. 1という中で、新聞等に報道されておりますように、幾つかの日野市

の起債が保留されておる、という現状の中で、 3カ月延伸という中で、その給与改定を図ると

して も、これらの起債に対する自治省の見解は、 一体どう なっておるのか、という点について

の確たる御回答をお願いいたします。

0議長(高橋通夫君〉 理事者答弁、助役。

0助役(赤松行雄君〉 それでは、 3点ございますけれども、最初の l点目と、それか

ら3点目につきまして、助役の方からお答え申し上げたいと思います。

日野市でとっております給与制度でございます。これに対するところの強い要望でございま

すけれども、昨日も申し上げたわけでございますけれども、 48年当時の労働情勢というもの

を反映しまして、そういう刺激の中から今日の給与制度というもの等が生活給的な色彩のもの

でございますけれども、生れたわけでございますけれども、その後の運用に、要するに頭打ち

というふうな問題等が、やはり抑制的な意味合いのものが欠けてきた、というところに大きな

問題点もあるわけでございます。昨日も申し上げたわけでございますけれども、 2 6市の中に

1 2市は、やはりはっきりしたこういう給与制度でございますけれども、ほかの市におきまし

ても、課長段階までこういう制度だったり、係長段階までこういう制度であったり、というふ

うな制度というのは、全市的な形の中で、やはり実施されている、すべての市がということじ

ゃございませんけれども、大多数の市が、そういう状況の中にあるわけでございまして、やは

り、東京都あたりからも、その是正ということは、言われておるわけでございます。東京都自

体も、やはり時代の流れというものでございますか。東京都もこういう傾向の給与制度でござ

いますので、どうしても直してし 1かなきゃならん、という状態に迫られておるわけでございま

す。その解消する方向として、きのう申し上げたわけでございますけれども、幾つかの号俸制

というものをふやした中で、公正な位置づけをしていこう、というふうな試案を検討している

ようでございます。われわれの方にも、東京都でこういう制度を研究している、というような

ことで、その研究成果、近々出るようでございますけれども、それをわれわれの方に、要する

にぜひ指導してほしい、というような話等もしておるところでございます。いざやるとなりま

すと、どういう制度のものをどういう手順で、どういう年月をかけて、というようなことにな

るわけでございまして、その具体的な方式は、いま申し上げましたように、東京都が考えてい

る方式というものを一つのオ ーソライズされたものとして考えていきたい、こ のように具体的

な今後の方策としては、そういう形の東京都の指導というような形の中で、同じ方式でいって

はどうだろうか、というふうに考えておるところでございます。具体的には東京都の制度がで

きてから、こういうものか、なるほどというふうな評価ができるわけでございまして、どうい

うものができるかということは、やはり東京都から聞きましたところでは、現状の問題点とい

うものを解消する一つの手だてとして、幾つかの号俸をふやした中で、公正化を図っていくん

だ、あるいは制度を時代に合わせたものにしていくんだ、こういうふうな ことでございますの

で、御質問の方向に合った改正じゃないか、われわれも考え、時代の推移とともにやはり 14 

条には情勢変更原則というものもあるわけでございます。かつては情勢変更原則にの っとって、

そのときの労働情勢工員が非常に少なかったという時代、工員がかつて非常に会社あたりで高

度成長で高い給料をいただいていた、というふうな状況の中で、こう いう制度が生れたわけで

ございます。時代の推移もあるわけで、改正すべき点は多々あろうかと思います。東京都のい

ま研究している方向に合わせて具体的に考えていくべきことじゃないか、というふうに思って

いるわけでございまして、昨日もお答え申したところでございます。こういうものを下敷きに

しまして、組合交渉、組合の理解を、職員の理解というものを得た上でやり、職員の一般的な

士気高揚を図っていきたい、こういうふうに考えているわけでございます。

それから、起債の是正という問題でございます。昨日も申し上げましたけれども、ラスとい

うものについては、一つのガイドラインだ、というふうな指導のもとに、日野の場合には116

点現行は 1でございますけれども、指導時点というのが 57年でございますので、 1 1 6. 6と

いう数字でございます。 4市は‘かりが 120以上の強い指導を受けておるわけでございます。
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それで、 120以下の 11の市がございます。それから、 3市ばかりが 120、いま 4市と申

し上げま したけれども、 3市が 120与仁上でございます。 この 14市が、 1 1市と 3市あわせ

て 14市が、今日の要する に国並みの 2.03というものに、 5 7年は凍結であったけれども、

5 8年度は 2.03に抑制 しなさい、とい う閣議決定のもとに、われわれも対応を迫られたわけ

でございます。そう しておる うちに、 東京都が 4.5でございますので、こ れは 2.0 3は 57年

と58年の人勧の差 しヲ Il¥たものが、 2. 0 3程度になるパノでしょうけれども、われわれの方に

は、それが国から指導という形でおりてきておるわけでございますけれども、東京都も同様で

ございます。東京都も 2.03というものを、強 く迫られたわけですけれども、行革とワンノマッ

ケージであるということで、 5 7年度の人勧の、人事院勧告というのは、 4.5でございます。

東京都は、それを実施 したわけでございます。こういう中で、要するに 2.03をさらに幾らか

でも切り込め、要する に 3カ月職員の昇級を延伸 しなさ l¥0 あるいは l号俸初任級をダウンし

なさい。いろいろな対応の迫られ方は、その市その市によって違います。ラスパイレスが120

以上のところは、まだまだ強いところでございます。 3カ月延伸じゃなく、 6カ月延伸をやれ

とか、あるいは 9カ月延伸をやれとか、強いものでございます。さっき言いま した東京都の

4. 5という実施が、新しい情勢として展開してまいりまして、非常に 26市としては、苦 しい

対応にな ったわけでございます。その中で、 ラスの高いところ 14市が、いろいろと 14市の

市長は、いろいろと会合等、あるいは自治省の折衝、いろんな形での運動、あるいは自治労都

本との交渉、いろんな形での打開を したわけでございます。そういう形の中で、実際には、ス

卜は 22日、 2 3日、 2 4日の 3日間の 5時間のストということで、 3月 l目、 2日のス卜も

回避し、それから、 3月 8、 9というス 卜を目前に しての打開工作に、一応の成功したわけで

ございます。結果的には 2.0 3ということで、 4. 5を強く求められたわけでございますけれど

も、国並みの線を守り切った、こういうふうな状況になっておるわけでございます。 14市の

市長さん自治労都本だとか、あるいは東京都とか、あるいは自治省とか、という対応の中で、

国並みの 2.0 3というものを守り切ったことによりま して、起債、 5 8年の起債に対する制限

については、自治省の要するに理解を得られた、というもとに 2.03 ~要するにさらに是正計

画をしなきゃならんわけなんですけれども、組合とは引き続き早急にこの是正計画の実施をす

るという約束をしておるわけでございます。そういう継続打開という線で、国並みの線を守り

切った。非常に東京都のほかの県と違いまして、東京都の 4.5という新たなる情勢が出てきた

もんですから、相当苦 しい状況になったわけでございます。そ ういう状況下においては、2.03

の国並みを守り切った、あるいは国並みで組合の理解を得た、 こうい うこ とでございます。職

員の間からは、 5 7年からの 2年、年にして 3年続きの米で言えば不作と同じでございます。

非常に恐い要求だったわけですけれども、職員の理解も組合の理解も得られた 2.れそういう

東京都下の特殊な状況下の中で、収束し得たということについては、自治省との対応の中でも、

5 8年の起債、要するに問題について、保留というふうな当初の条件であったわけでございま

すけれども、 2.0 3の打開ということで、自治省の理解は得られている、こういうことでござ

し1ます。 2点目については、総務部長の方から。

0議長(高橋通夫君) 総務部長。

0総務部長(伊藤正舌君〉 昨日の全協の中に、資料要求がございました。たしか近隣

市の部課長の最高、最低額の給料の資料要求、と伺っております。それから、特に武蔵野、そ

れから、 この近くの八王子、立川、多摩、稲城、このような資料を要求をされております。非

常に事柄が秘密に属することもあると思いますけれども、いま、担当の方に命じまして、そう

いう資料をつ くるように指示 してあります。できるだけ今議会に間に合わせたい、と思います。

O議長(高橋通夫君〉 市川資信君。

019番(市川!資信君〉 まず再質問に入ります前に総務部長にちょっと私の言っている

ことと、きのう申し上げたことが、早口だったから完全に聞き取れてな l¥かも しれませんので、

もう一度はっきりと申 し上げておきます。

まず職員全体の平均年齢と平均給与、 これは、どこの市だっ て全部議事録へ載っていること

ですから、問題ないと思うんです。

それから、 もう 1点は、各部課長の部長と課長の最高給与、 最低給与、平均給与とそれぞれ

の年齢です。年齢なんです。年齢が入って、初めて職務給の給与改善と通し号俸の給与改善の

差、というものがそこへ出てくるはずですから、それをみたいために、資料要求しているわけ

ですから、それをはっきりと覚えて いただきたい、かように思います。

それから、いま 1点目の質問でございました、渡り制度の改善の姿勢というものに対して、

確たるお答えは依然、と して承れなかった。東京都も、それに準ずる ような制度であるので、東

京都の改善待ちを待って、それを励行 している各市は、それを見習うような形で今後改善に図

っていきたい、というまことに消極的な態度であります。前にも古賀議員、あるいは馬場議員
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等も申しておるように、給与制度というものは、給与条例に基づいて、はっきりと市長がよく

申されるように、生活給ということも、確かうたわれております。 それは確かに給与条例の中

で、まず職務給、能率給というものを前段において、諸般の情勢、近隣の会社であるとか、あ

るいはそれに準ずるよ うなところ も含めた中で、生活給も考えるべきである、 二次的に生活給

ということが入 っているものを、 市長は、第一段階に持って きている。だから、私は、はっ き

り言って完全にこれは法律違反の給与制度である、と指摘せざるを得ないんです。はっきり法

律違反と議事録へ残る ところで私も発言するんですから、発言 した以上、私にも責任がありま

す。しっかりとそういった点をわきまえていただいて、この諸悪の根源の私は常に指摘する給

与制度というものの改善、強く 職員組合と交渉 していただきた l¥0 その点をもう一度重ねて指

摘 しておきます。

それから、確認でございますけれども、それでは、自治省の指導は、 1 5領以下のラスに し

た市に限って起債を認める、という方針を 16. 1のラスの中でも、起債は、先ほど助役の答弁

によりますと、延伸の 3カ月とあるいは初任級の l号俸を下げる、というような形で、自治省

も不服ながら認める、というふうに解釈 してよろしいんでしょう か。よろしいんですねO

務給と いいますか、通し号俸制でない給料表が使われているわけですね。つまり、三つの階級

に分かれていますけれども、 3等毅が普通のお医者さ ん、で、 2等級が医長、 1等級が院長あ

るいは副院長、こういう形になっているわけですね。 こちらの方は、きちっとした法律に基づ

く給料表ができている、にもかかわらず、給料表 l、一般の職員の方については、五つの階級

がありますけれども、具体的に言えば、五等級が主事補、 4等級が主事、 3等級が係長、 2等

級が課長級、 l等級が部長級という ことになろうかと思いますけれども、こういうふ うな各役

職に分かれているにもかかわらず、こ の分かれているのが、名目だけで、完全に一本につなが

る、そういった形の通 し号俸制にな ったままである。たしか前の質問に対して、生活給を主体

にした給料表であるから、こういうふうになっているんだ、というふうに説明があったと思う

んですけれども、それならは¥なぜ給料表 2についても、つまり医師の給料についても、この

ような通し号俸制を用いないで、一般の職員に対する給料表だけを通し号俸制にするのか。ど

うしてそのままにしておくのか、まずこの点を説明していただきたいと思います。

0議長(高橋通夫君〉

O助役(赤松行雄君〉

理事者の回答を求めます。助役。

昨日もお医者さんの方につきましては申 し上げておるわけでご

0議長(高橋通夫君 〉

O助役(赤松行雄君〉

O議長 (高橋通夫君〉

助役。

はい、そのとおりでございます。

市川資信君。

08番(馬場弘融君) 私も同じように、この通 し号俸制が、特に給料表 1について直

ざl¥ますけれども、 2 6市の中で、市立病院を持っていますのは、稲城と町田とそれから青梅

でございます。それらの市のお医者ーさんの給料、待遇の取り扱いというものを、平均的に毎年

のように比較し、見直し、特殊勤務手当のあり方、研究費のあり方、本俸そうい うもの等の格

づけをこれら 3市公的医療機関ですか、その間での情報というふうな形の中で、位置づけして

おるものでございますので、また、職種そのものが医者という単純なというこ とは、単純化さ

れた職業の方を一本に給料表にまとめている。で、一般行政職の方については、その一般行政

職の中 に. 現業職も入 っておって、非常に複雑な、またこれが一つの問題点、 というようなこ

とになっておるわけでございますけれども、 3 8年当時は、さっき申し上げましたように、こ

の制度が生れたという ことについては、やはり高度成長で会社でいう工員クラスの人たちが、

非常に日野市の方で人を募集するに して も、高い賃金で会社側の方に引き抜かれる。あるいは

募集に応じて l¥く、市の方に来ていただけない、というふうな総体的な賃金相場の中から、こ

ういう形にもなっておるわけでございます。

それから、 もう一つは、生活給の問題でございますけれども、非常に最近はうちを建てるに

しましても、丘陵地、駅から遠いところに、自動車がなければ通えないようなところに分譲地

019番 (市川 資信君〉 そうすれば、それ，じゃ、継続事業である、いろいろと、いわゆ

る市民会館であるとか、そういった ものの事業に支障なく滞りなく進む、というふ うに理解し

てよろ しゅうございますね。はい、了解いたしました。

それでは、最後にも う1点、指摘しておきますが、この通 し号俸制の一日も早い日野市独自

の法律違反である給与制度を職員組合と交渉に入 っていただくという点と、さらに資料をこの

今会期中に出していただきたい、ということを重ねて要望して終わります。

0議長(高橋通夫君〉 馬場弘融君。

っていない という点について、少 し質問をしたいと思うんですけれども。この給料表 1が、い

わゆる一般の職員の表であって、給料表の 2が医師、医療職といいますか、医師の給料表であ

りますね。で、給料表 2のお医者さんの方の給料表については、法律に規定されたどおりの職
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ができる、マンションができる、そういう生活事情の中では、どうしてもどんなクラスの人だ

って同 じように自動車が必要だ、 という状況でございます。

それから、最近の教育事情からいきますと、すべてどんな子供でも、大学まで行きたい、と

いうからには行かせる、というふうな状況の中、あるいはス ーパーという一つの媒体の中では、

要する に食生活もみんな一本化してきていると いう中で、生活給という か、生活そのものが、

もう差別が しにくいとか、あるいは差別を取り入れよ う、といっ たっ てなかなか能力 という形

の中で、仕事の上の能力という形で、給与を差別 しようとして も、差別しにく くなっている社

会状況というものの中から、一概に生活級というような表現になっているんですけれども、非

常に今日の生活 という のがそ ういう質的な変化とい うものになってきているものですから、組

合要求だとか、ある いは職員個々の要するに意識もそ ういう ものに一律化されてきている、と

いう もの等が反映されてきておるわけでございます。 それだけでいいんだ、ということじゃな

いんですけれども、現状までの状況を申し上げるとそういうことでございます。

0議長(高橋通夫君〉 馬場弘融君。

08番(馬場弘融君 〉 生活給というものは、要する に生活費、その人が使う生活費を

もとに して決められる給料だと思うんですね。とすれば、生活費というものは、たとえば年齢

がどんどん上がったからといって、 そう極端に伸びていくものではないんですね。ある限度に

いけば、ほとんど同じような生活費のままで過ごすということが十分考えられるわけですねO

とすれば、この給料表 1ですけれども、本当ならば、生活給を主体 としたというこ とであれはi

ある一定の段階でス トッ プする、あるいは伸びがとまる、そういうふうな表でいいと思うんで

すね。ところが、そうではない、さらに伸びていっている。つまり生活給である、という面を

下の方ではいいながら、実は上の方に行きますと、きちんと職務給を半分取り入れたような形

で、しかもそれを職務、職能にかかわらず、全員に規定して l)く、 という非常にだれがどのよ

うな職務でどのように勤めていても、年が経れば、自動的にどんどん上がっていしというこ

ういう制度なわけですねO 給料表 2の方では、その点がちゃんと違っているわけです。医長に

なり、あるいは副院長なり、院長になっていけば、普通の医員のままでずっといるのと、給料

にどんどん差が出てきます。これは当然でしょう。つまり院長とか、医長になれば、それだけ

大変なわけですねD 同じ医者 という立場であっても、そ ういう職務にいけば、そうい う責任を

とるようになれば、大変だ、ということがきちんとこの給料表の中で評価をされているわけで

あります。と ころが、こ の給料表 1の方では、そういう評価が全然なされていなし )0 一般職の

中で、たと えば課長さんになり、部長さんなり、ある いはま た大変な仕事をする ようにな る、

そうい った方々が、給料表の中で、全く評価をされていなし )0 それ以外の、たとえば管理職手

当等々はありましょうけれども、そういったほかの制度をわざわざく っつける ことによって、

初めて補強をするといいますか、そうい うこと が行われているわけですね。 この給料表の中で、

本来の職務給、職能給というよ うな形で、当然取り入れられてしかるべきだと思うんです。生

活給だけではなくて、その上のそれぞれの職務に応じた給料に上がっていくように、そういう

制度がとられて しかるべきだと思うんですけれども、市長は、どうして、 じゃあ給料表 1につ

いて、給料表 2のような形がとれないんですか。市長にお考えを聞きたいと思います。

0議長(高橋通夫君) 市長。

。市長(森田喜美男君〉 いろ いろと御意見をいただいて、拝聴しております。通し号

俸が諸悪の根源だ、 とおっしゃる理由もあるようでありますし、私は、またそれにも否定的な

感じも持つわけであります。いま、いわゆる医師のこの給料表と一般職の給料表が、なぜ同じ

列におかないか。これは御承知のとおり、社会的に医師は少ない、という理由も一つだと思い

ますけれども、いろんな意味で、優遇を しないと医師の確保ができない、という一面があると

思っております。したがいまして、そういうのは、まとめるのがいい、 というふうにはならな

いわけでありますから、ですから、差があるということは、御理解をいただけると思っ ており

ます。

0議長(高橋通夫君) 馬場弘融君。

08番(馬場弘融君) あのね、誤解しているんですねo 一緒にね。この等級表、給料

表を 1にして しまうとい うことを私言 っているんじゃないですよ。両方に違いがあっていいん

ですよ。医師は、当然国家試験を受けてます。大変な仕事をします。ですから、一般の職員よ

りも高い給料でいいんですよ。ところが、医師同士ですね、医師同士の 1等級、 2等級、 3等

級の比べ方と、給料表 1、いわゆる一般職員の 1等級、 2等級、 3等級、 4等級、 5等級の比

べ方ですね、これが同じような比べ方でいいでしょう、ということを私言っているんですよO

給料自体が、医師の方が高い、これは当然です。繰り返しますけれどもね、お医者さん同士の

比べ方で、一般の医師と院長、副院長になった場合と、要する に給料表が違っているんですよ、

ちゃんとo ところが、一般の職員の場合には、一般の事務員と、普通の事務員と、係長と、課
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長とどこで も同じで しょう。それを申 し上げているんですよ口医師が高いのがいけない、とい

うことを私言っ ているんじゃないですよo 両方の給料表の違いがどう して起こっているのか。

市長は、どうして これで納得 しているんですか。もう一度お願い します。

0議長(高橋通夫君〉 市長。

0市長(森田喜美男君〉 納得 している、というふうに申し上げているわけではなくて、

改めるべきものは改める、というふうにこれまで申し上げております。その改めるべき基本的

な認識、あるいは方法、これらがいまの当面の課題であります。そうして、日野市が特別にイ可

か別の体系を持っている、ということではなくて、一時、そういう形が、あるべき姿だ、とい

うふうに評価された時期もあるわけであります。そういう意味で、多数の市が、あるいは多数

の自治体が、そういう ことを行っておる。しかし、これは、いまの経済成長の安定化といいま

しょうか、成長時代を終わった、ということもありま しょう し、それから、この財政上の理由

も大いにある、と思っております。また、職員、あるいは一般の動労者自身の階級、というこ

とに対するまた平均化 した、という理由もあるはずであります し、いろいろな要素が加わって、

常によりよい方向といいますか、より実態に合う方向に是正をされて l¥く、改定をされてし火、

というのが、ものの真意の姿でありますから、そういう時期に当面をしておるだろう、という

認識は持っておりますし、また、そのことに共通のこのバランスということも、これ各市の間

でもとらなきゃなりません。これまでどちらかといいますと、独立自治体の自主性という名目

のもとに、そこらにそのまだアンバランスがある、そういうことから、いま起きておる各市の

矛盾でありますから、昨日も申し上げましたとおり、たとえば、なるべく各市が同じような自

治体として標準的なものがあっていい、という考え方が生れておりますから、職員の採用に当

たって、これは話でありますけれど、たとえば共通一次試験をやったらどうか、というような

話題すらあるということは、それらを同ーの課題として、共通の研究テーマにしよう、こうい

うことが進みつつある、こういうことの一つの証左である、といえると思っております。御指

摘の点などは、いま一気にどうこうということは申し上げられませんけれど、それに真正面か

ら取り組んでいこう、こういう状況に進みつつあることは、われわれの認識と、それから市政

の中に持っております、 というふうに申し上げているわけであります。

もに、この通し号俸制による給料制度を改めなさい、という決議を出しております。で、この

決議を受けて、市長に改めて伺いますが、もうあと任期はわずかですが、 この任期中に、通し

号俸制によるこの給料表を改めますか。

0議長(高橋通夫君〉 市長。

0市長(森田喜美男君〉 これからの推移による、と思っておりますし、できるだけ真

正面に取り組もう、こういう考えは持っております。

0議長(高橋通夫君)

08番(馬場弘融君〉

馬場弘融君。

取り組むということは、結果 として、任期中には改めない、こ

ういうふうに判断をしてよろしいですか。

0議長(高橋通夫君〉 市長。

。市長(森田喜美男君〉 私は、任期云々ということと、このこととを、何といいます

か、一体のもとに考えてはいるわけではありませんし、ぜひ自治体の、各同僚自治体と申しま

しょうか、こういうことの横の連携の推移の中で、そういうことに取り組んでおる、というふ

うに御理解をお願いしておきます。

0議長(高橋通夫君〉 馬場弘融君。

08番(馬場弘融君〉 もう一度伺います。取り組む意向である、ということまでわか

りました。もう一度伺いますが、任期中にそれではできませんね。もう一度。

O議長(高橋通夫君) 市長。

0市長(森田喜美男君〉 できないかもしれませんし、また任期を次いで行うかもしれ

ません。

0議長(高橋通夫君〉

08番(馬場弘融君〉

馬場弘融君。

いまのお話を伺っておりますと、任期を継げればでき るのでは

ないか、というふうな趣旨に私はとりました。今任期中には、通し号俸制によるこの給料表を

改めることはない、私は、そう判断をいたしました。以上で終わります。

0議長(高橋通夫君〉 古賀俊昭君。

018番(古賀俊昭君〉 私、質問に入ります前に、先ほど定数条例の改正のときに、資

0議長(高橋通夫君〉

08番(馬場弘融君〉

馬場弘融君。

私ども議会は、昨年の 6月だったと思いますが、退職手当とと

料の要求をいたしました。これは、先ほど申しましたように、給与にも大変かかわりを持つ協

定等があるのではないか、と思ったからでもあります。まだ、私の手元には、何も来ておりま
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せんが、検討された結果、出さないことになさったんですか。そのことをまずお伺いして、私

は、ぜひいただかなければならないと思っているんですが、どのようになさっているか、ちょ

っとまず最初にそれをお聞かせくださ l¥0 

0議長(高橋通夫君〉

O助役 (赤松行雄君〉

助役。

先ほど、検討させてくださいということは、出す、というふう

なことの意味合いの方が強いわけでございますけれども、出さないんじゃないか、というふう

な解釈をされているわけでございますけれども、私たち昼休み調べました。そうさっき申し上

げま した。たくさんあるわけじゃございませんO ほんのわずかでございますけれども、いま出

すということで、いま職員課の方で整理しております。出す、 ということだけで、ひとつ‘早

速。

0議長(高橋通夫君 〉 古賀俊昭君。

08番(古賀俊昭君〉 それでは、質問に入っていきます。

今回の 58年度のベアの件につきまして、連日、市民生活にも大変影響のあるストライキが

繰り返されたわけでありますが、ストライキ の影響について、去る 5日の議会初日にも、 ちょ

っと だけ話が出ておりま した。具体的にス 卜によ るどのような市民生活に対する影響があった

か、とい うこと、いろいろ私ども聞いておりますが、そこまでは求めませんが、ストの日にち、

つまり概要ですね、概要について、日にち、それから回数、日時、参加人員、このことについ

て、 まずお尋ねを したいと思います。私たち、かねがね公務員の場合には、ス トライキは法律

で禁止をされている、ということはもちろんですが、たびたびいろいろストライキが行われる

ことによって、 病院、学校給食等では、特に、また保育園等でもそ うでございますが、影響が

非常に出ている、そういう中での、連続して行われたス 卜でございま した。いま、お願いをし

ましたストの概要について、お聞かせをいただきたいと思l¥ます。

それから、ストは当然違法ということは、かねがね市長もお認めになっているところであり

ますが、今回、ストライキが、予告を組合の方から通告され、何日にはストライキをやります

よ、ということで発表されていたわけでありますが、これに対しては、たとえばス卜の中止を

求めるような、市民生活を守るために、そのような具体的な対応をおとりになったかどうか、

その点をひとつお聞かせをいただきたいと思います。

それから、今回の 58年度の給与改定、このことについて、いま、市川議員の方からお尋ね
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があったんですが、国並みの手当を含んで、 2.0 3、本俸で1.9 5のアップということでござ

います。ところが、私聞くところによりますと、このベアの改定率については、合意は確かに

したわけでございますが、定期昇級の、たとえば 3カ月の延伸、それから、初任級の 1号俸引

き下げ、それから、 5 8歳からの昇級の停止というようなことも、 これから話し合う、という

ようなことを聞いていたんですよねO ところが、いま市川議員のお話から、それから、また助

役の答弁から判断をいたしますと、何かその点についても、もう合意ができている、というよ

うなことで、 起債等のいわゆる地方債の保留等は、 もうないんだというお答えがありましたが、

じゃあ、そのいま申し上げましたベアの改定率とは別に、 3項目、これはどういう形で決着を

見たのか。その点について教えていただきたいと思いますロ最初にそれだけお願いいたします。

0議長 (高橋通夫君) 関係部長の答弁を求めます。総務部長。

。総務部長(伊藤正音君) ス卜の関係でございますが、 3日間にわたりまして、スト

が行われたわけでございます。 2月 22日でございますけれども、 8時半から 9時 10分まで、

それから、 2月 23日、 8時半から 10時 5分まで、それから、 2月 24日、 8時半から 10 

時 10分まででございます。それで、ストの参加職員数でございますが、 2 2日が 401名、

それから、これが 23目、 932名、それから、 2月 24日910名、延べ 3，6 4 2名になる

と思います。これらの時間につきましては、賃金カットをしております。それから、ス卜に入

る前の対応でございますが、そういうことでストの情報が入りますと、私の方では、市長名で

委員長に職場放棄に関する警告、こういうことで警告書を手渡 して おります。

それから、万一ス トに入った場合の職務の対応、職場の対応でございますが、これらについ

ても、 事前に各管理職に窓口等の応援を求める体制で、いろいろの手はずをしております。

それから、市役所、あるいは病院その他につきまして、来客のあるところにつきましては、

ス卜中に御迷惑をかけるということで、予告のビラを張って、周知を図 っております。以上で

す。

0議長 (高橋通夫君) 助役。

。助役(赤松行雄君〉 第 3点目でございますけれども、是正については、 3項目ござ

います。昇級の全職員 3カ月昇級延伸ということと、ことしの場合ですと、 5 0名近い採用者、

これの初任級 1号俸ダウン、これが二つ目ですねO 三つ目がおっしゃるように 58歳以上の職

員、 6 0歳で定年にもうな るわけでございますけれども、その 3年間、それに至る 3年間は、
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昇級停止、ベアはできないんですよ。昇級の要するに停止でございます。この三つでございま

すけれども、この 58歳以上の昇級の停止ということについては、これから引き続き組合と交

渉しますところの、来年 3月 31日から始まる定年制でございますね。これに絡む問題として、

そちらでの協議事項に移したわけでございます。それで、第 1点の全職員 3カ月延伸と、それ

から、新しく入る職員の初任級の 1号ダウン、これにつきましては、引き続き組合と協議する‘

こういう条件でございます。こういう条件のもとに、 5 8年の採用というものについても確保

できた。要するに、 4，5という厳しい状況の中で、国並みを守り切 った。あるいは国並みを守

り切る了解を両方積み上げた。職員の中にも、 3年続きの不作ですから、相当強いものがござ

L ¥ます。ここにいらっしゃる部課長だって、それはもう生活がありますから、そういう中で、

全職員の理解を得たということで、自治省もその点については、非常によく厳しい状況という

のを、闘争の回数を重ねる中で、わかっていただいたようでございます。

それから、 2 2、 2 3、 24でございますけれども、学校については、 パン給食を実施 して

おります。それから幼稚園についても、普通の給食をやっております。それから、保育園は、

これは自主保育とい うことですね。それか ら、病院については、一番注目すべきと ころ なんで

すけれども、非常に看護婦、あるいは事務職員一一お医者さんはストライキに関係ございませ

んけれども、それぞれ努力していただいて、ちょうど 23日は大雪が降った日でございますけ

れども、すべて問題なく医療サービスを行っておる、そういう状況でございます。

0議長(高橋通夫君 〉 古賀俊昭君。

018番(古賀俊昭君〉 私は、一般質問で、この給与制度については、細かくお聞きす

うに、いま、助役はおっしゃったんですが、そのことを指すんではないか、と思うんです。

それから、 もう一つ、これは市長にもお伺いを したんですが、通し号俸制が、職員の士気高

揚を阻む大きなこれ阻害要因になっている、ということは、もう再三言われております。しか

し、この制度が続く中で、私たちは、組合の皆さんが、今回わずか 5，0 0 0円前後のヲ|き上げ

のために、いろいろストライキに参加された方も、それなりのお気持ちはあったでございまし

ょう。しかし、やはり市民生活に影響を与える、市民に迷惑をかける、こういうことに関して

は、市長は、やはり特別に留意 しなければいけないと思うんです。いま、助役の方から、これ

は総務部長ですか、市長名で職員組合の委員長に対 して、 警告書を手渡したというふうにおっ

しゃったんですが、これは、文書だと思うんですね。この文書の写しをいただきたいと思いま

す。このス卜参加者及びス卜を指導した人に対して、市長はどのように臨まれるつもりか。分

限の権限者として、市長のお考えをお聞かせいただきたいと思います。

0議長(高橋通夫君) 総務部長。

0総務部長(伊藤正舌君〉 第 i点目の、ラスパイレスのことで、いまこの給与改定が

終わった場合に、どの くらい下がるんだ、 という御質問でございますが、これにつきましては、

非常に学歴別、年齢別、経験年数別、 こういう詳しい、もっともデーターで計算されております。 こ

の場合には、国の職員数と給料、その他が比較になっておりますので、ちょ っとここでは計算ができ

かねるわけでございます。 4月 1日に、 各いろいろデーターを持ち寄りまして、国の方で試算

をする、こうい うことでご ざいますので、単純にはラスがどのくらい下がるか、ということは

申し上げられないわけでございます。

0議長(高橋通夫君) 助役。

0助役(赤松行雄君〉 起債でございます。おっしゃるとおり、保留というふうなこと

等を言われておりますのは、一応、市民会館というふうなことになっておるわけでございます

けれども、これにつきましては、先ほど来、御答弁申し上げておるように、非常に 58のベア

改定というのが 2.03、金額にして 1カ月平均 5，0 0 0円、そういう非常に肉が薄いというか、

肉がないんですね、皮だけで、そういうベア改定の中に、さらに是正を過酷に織り込むという

ふうな、これは、こうい うことを言っちゃあれなんですけれども、それがいろいろと、 1 5日

から座り込み始まったわけですからね。最後のス卜計画が、 3月の 8目、 9日ですから、もう

2 0日以上もずっと私、 7日寝なかったんですけれども、やっているわけですから、いかに、

る予定にしておりますので、いま、通し号俸制の問題点は、いろいろ鋭く指摘がございました

が、また、その点、私の立場からも後日申し上げたいと思いますが、今回のベア改定で 58年

度のラスバイレス指数は、それでは、じゃあ、幾つになるのか、と申しますのは、是正計画に

従って、ある程度、自治省から指導を受けないような数字まで下げていかないと、起債の制限

を受ける、ということでありますので、今回、このベアの改定で、幾つにその数字はなるのか、

参考のために教えていただきたいと思います。

それから、もう一つ、いまこの 58年度の給与改定で、地方債の保留が行われていたのは、

市民会館の起債だけだ、と思うんですが、これは、それでは間違いなし今月中に起債の許可

がおりる、というふうに判断をしてよろ しいわけですね。自治省の了解を得ている、というふ
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ですから、最終的には、もう少し厚みのあるべアのところでなきゃ、大きな切り込みはできな

し¥0 こういう共通認識というか、自治省認識というか、とにかく東京都が 4.5という肉の厚い

ことをしたわけですね、 ビフテキみたいな。そういうときに、 2. 3に守り切るというのは、大

変なことでございますので、そうい うふうな面で、要するに引き続いて約束は是正する、さっ

き言 ったこつですねO 一つは、定年条例の改革の中へ一つはもっていきましたけれども、引き

続いてやる、こういうことで理解は得たようでございます。

それから、ス卜 3回計画されましたけれども、 22、 23、 2 4という中での行使でござい

ます。ピラ張ったことを見ると、大分まあ厳し l\~組合の方から見ると、厳しい実力行使をわ

れわれとしてはしているように、一般市民は見るわけですけれども、実際のス卜対応について

は、それぞれ部課長が組合といろいろ対応していただきま した。 確定申告の受付事務、これら

についても、市民部長に大変な努力をいただきました。円満にやっております。それから、七

生農協での、やっぱり確定申告の七生地帯の受付がございました。これらも、組合とそれぞれ

の部課長が対応して、いろいろやってくれて、大きな要するにス卜による被害、阻害要因はな

かった、と私は考えておるわけでございます。そういう面から、私は、行政処分については、

そういう面から考えている、こういうことでございます。阻害要因はなかった、大きな。大き

な阻害要因があった場合には、やはりやるべきだ、そういう考え方でございます。

0議長(高橋通夫君〉 古賀俊昭君。

018番(古賀俊昭君〉 市長は、それではこのストライキに対しては、別に被害といい

ますか、市民の皆さんには何ら迷惑をかけていなl¥から、特別対応するつもりはない、そうい

う御返事だ、というふうに解釈してよろしいんでしょうか。

それから、先ほど、私資料を一つお願いしたんです。この警告書というようなものをお出しに

なったというんですが、この警告が守られたためしが一度もないわけですねO 果たして、どん

な警告書が出ているか、ぜひ見たいと思いますので、それをいただきたいと思います。市長か

ら、ス卜に対する対応、答弁求めたいと思います。議長お願いします。

0議長(高橋通夫君〉 市長。

0市長(森田喜美男君) 私ども行政の責任者といた しましては、まず市民生活を優先

に考える、という当然の基準を持っております。 したがいまして、ベアにつきましても、大変

不満はありますけれども、やはり起債制限等の市民生活に影響することは、何よりも優先に考
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えなきゃならない、ということで懸命に各市長共通の責任感のもとに、今日の状況をっくり出

しております。 これで、大変めでたし、めでた し、ということで、私はないとは思いますが、

ともかく、そういう当面の市民生活の不利益にはあってはならない、ということの努力をいた

しました。

それから、ストについても同様でありまして、やはり行政が果たすべき市民サービスに支障

があってはならないということは、これは大原則であります。そういう意味におきま して、両

者のこの立場という ことに立つ場合は、私どもは、どうしても市民にまず被害をかけないこと

を考えてやってまいっております。組合も、ある程度それに対しては、応じております。ある

程度の保育園の対応等もようやくできるようになりました。したがって、だんだん理解をされ

つつあるといいましょうか。そういうことが、職員の意識にもよく浸透してきている、この方

向にありますので、今回、形の上でどうこうということはいたしませんが、精神的には、いつ、

そういう状況が破られますならば、これは毅然たる態度で臨まなけりゃならない、ということ

もわれわれの責任だと思っております。

0議長(高橋通夫君〉

OJ 8番(古賀俊昭君〉

古賀俊昭君。

毅然、たる態度で私は臨むべきだと思います。しかし、まあ、市

長は、いつもそのようなことはおっしゃるんですが、具体的な対応というのは、全くいままで

一度もおとりになったことがなし ¥0 そういうことで、今回も同じようなケ ースになるのかなあ、

と思っておりますが、いろいろやはり私ども議会も含めまして、やはり市民の目というのは、

市役所、この建物の中に注がれている、ますますそういう傾向が強くなってきている時期であ

りますので、ひとつ市民の声ということもぜひ無視をせずに十分尊重していっていただきたい

と思うわけであります。

それから、私、資料をいまお願いしているんですが、出すとも出さないとも何もおっしゃら

ないんですが、よろしいんでしょうか。

0議長(高橋通夫君〉

O助役(赤松行雄君)

ぶ者あり〉はし ¥0

0議長(高橋通夫君〉

018番(古賀俊昭君〉

助役。

先ほど約束しました覚書 とか、それと一緒に( I警告書」と呼

古賀俊昭君。

市長が先ほどから他の議員の質問に答えまして、いろいろベア
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が凍結をされたこと、そ ういうことを踏まえて、職員の皆さんに対するいろいろ理解ある態度、

お話とい うのは、私も理解できる面があります。 しか し、民間のた とえば会社でございま した

ら、巨額の赤字を抱えるよう になる、経営が苦 しくな ってくれば、給与の凍結どころではない

んですねO 凍結どころか賃金カッ トでも して、そ こまで踏み込んで経営努力をなさる。これが、

やはり民間の活力の一つの源にもな っている、そういう姿勢があるから、会社の方というのは、

やはりいまの自治体、特に行政を見る場合、いろいろ批判的な御意見が多く出されるのであろ

う、というふうに考えるわけであります。私たちは、確かにオイルショ ックのときに、非常に

景気が悪くなりました。そういうことは、そのままそれを放置することは、景気が低迷してい

ろいろ行政サービスをダウンさせることになる。教育の面でもそうですし、私たちがいろいろ

市民が求めている、従来確保している行政サービスを維持していくためには、どうしても国債

を発行することによって、それを維持せざるを得なかった。ですから、国債を国の方で発行して

いる、ということを市長もよくおっ しゃるんですが、しか し、それは、みな、いままでわれわ

れが受けている行政のサ ービス水準というものを、落とさないようにするために発行されたも

のであって、別に大蔵大臣や総理大臣が、飲み食いに使ったわけじゃないんです。そのことを

踏まえて、今回の給与改定ということも考えていただきたい、というふうに考えます。

それから、住宅手当のことについてお尋ねをしますが、この 3月議会、立川におきまして、

市役所にお勤めになっている共働きの職員の方に対する住宅手当をそれぞれ一一共働きの職員

の方ですよ。世帯主の方とこれに準ずる方、ということで、差をつけるようにいたしましたっ

そして、今後この是正についても取り組んで t~く、という付帯意見をつけて、ベアの条例を可

決したようであります。日野市において、共働きで、いわゆるお しどり職員として、市役所に

お勤めになっている職員の方は、何組あるのか。そして、このお勤めにな っている職員の方に、

それぞれ現在住宅手当は同じように支給されているかどうかu そうだとすれば、是正について、

立川のように差をつける、つまり、ちょっとやっぱり私たちも理解できないところがあるんで

すね。お 1人でお勤めになっている、御主人だけ世帯主の方がお勤めになっていても、たとえ

ば同じ額、今回 300円アップしておりますが、ところがもう l人奥さんがいらっしゃれば、

その方も住宅手当を受けておられる、これもやはり市民の目から見ると、ちょっとおかしいの

ではなt~かと、多分私はそういう意見が出ると思うんですね。その現状をちょっと教えてくだ
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0議長 (高橋通夫君〉

0総務部長(伊藤正音君)

総務部長。

住居手当でございますが、第 8条の 3には、職員には住居

手当を支給する、こういうことでございますので、これについては、共働きの家庭についても

支給されている、こういうことでございます。何組あるか、という御質問でございますが、 こ

れにつきま しては、後ほど調べまして、御報告申し上げたいと思います。

0議長 (高橋通夫君〉

018番〈古賀俊昭君)

古賀俊昭君。

市政図書室から出ております新聞速報の記事に、これは何回か

出たんですね。ですから、当然、担当の方はお読みになっていると思うんですよ。自分の市役

所、自治体で、担当なさっている方、 じゃあ、おれのところ何人ぐらいいるのかな、幾らぐら

いになるのかな、というのは、議会が始まる前であれば、当然、普通であれば、お調べになるん

じゃないんですか。今後、これ総務委員会に付託されますので、そこで議論詰めてもらいたい

んですが、私は、やはり これを見直していくということで、今後、 市長もひとつ努力なさった

方がいいんじゃなし 1かと思うんですが、市長のお考えはt~かがでしょうか。住居手当です。

0議長(高橋通夫君〉 市長。

0市長(森田喜美男君〉 理論的には、同居する両者に同額の住居手当を出すとい うこ

とは、ちょっと矛盾を感ずるようでありますが、 しかし、これまた給与という面では、給与の

の一体系の中のー要素でもありますから、これをまた別扱いといいますか、同居しているんだ

から要らないだろう、という配慮は、ちょっと、 これ もいかがなものかと、そのあたりは、世

論の標準的なものがおのずから出るだろうと思っておりますから、そ うい うことに準ずるのが

よろしいんではないか、こう思っております。立川は、また別な観点からの要素もあるいはあ

るかもしれませんから、そのあたりも調べたいと思います。

0議長(高橋通夫君)

018番(古賀俊昭君〉

古賀俊昭君。

いま、世論が云々と いうこともおっしゃるんですが、世論に対

して立川は敏感であったから、私から言わせれは¥遅きに失したのかもわかりませんが、具体

的に今回もうすでに条例提出の段階で、ちゃんと世帯主とそれに準ずる者ということで差をつ

けて、 3 0 0円ひ らきがございますが、ちゃんと対応して提出 しております。しかもそれを受

けて議会の方では、さらに今後これは是正する方向で検討する、という付帯意見をつけて可決

しているわけです。いまから世論がどうだろうか というん じゃちょっと、隣でやっているこ と
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ですから、 日野市でもす ぐにでき ると思う んですねO 委員会の方で議論を期待 したいと思いま

す。以上です。

0議長(高橋通夫君〉 ほかに御質疑はありませ八ノか。なければこれをも って質疑を終

結いた します。

本件について御意見があれば承り ます。 なければこれをも って意見を終結いたします。

お諮りいた します。これをも って議案第 36号、 日野市一般職の職員の給与に関する条例の

一部を改正する条例の制定の件は、総務委員会に付託いた したいと思いますが、これに御異議

ありませんか。

C I異議な し」と呼ぶ者あり 〕

0議長(高橋通夫君 〉 御異議ないものと認め、総務委員会に付託いたします口

これより報告第 1号、交通事故(日野市栄町一丁目 10番地の 5先路上の市の義務に属する

事故〉の専決処分の報告の件を議題といたします。

理事者から提案理由の説明を求めます。助役。

〔助役登壇〕

O助 役(赤松行雄君 〉 市長にかわりま して、提案理由の報告を申 し上げます。

報告第 1号、交通事故(日野市栄町一丁目 10番地の 5先路上の市の義務に属する事故 〉の

専決処分の報告について報告いたします。

本報告は、日野市栄町一丁目 10番地の 5先路上における交通事故について、 専決処分によ

り相手側との損害賠償額及び和解の締結をいたしましたので、地方自治法第 180条第 l項及

び第 2項の規定により報告するものであります。

なお、詳細につきま しては、担当部長に説明いたさせますので、よろ しく御承認のほどお願

いいたします。

0議長 (高橋通夫君 〉 関係部長から詳細説明を求めます。総務部長。

O総務部長(伊 藤正 舌君 〉 内容につ きま して御説明申 し上げます。

いま、提案理由にも ございま したよ うに、 事故名は栄町一丁目 10番地の 5先路上の交通事

故でございます。 これは部落名で申 し上げます と、 西町から四谷に通ずる道でございます。和

解の相手方としま して、 日野市栄町一丁目 10番地の 5、山崎哲郎、損害賠償額 7万 1，0 0 0 

円でございますO これは、昨年の 12月 21日11時 10介ごろ、 教育委員会図書館職員の森
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下芳員Ijが移動図書館で巡回広報中に、 方向を変えるためにパック を したところ、この山崎哲郎

さんのブロック塀に当たり ま して、ブロッ クの支柱その他を損壊したものでございます。 そう

いうこ とで、損害賠償 7万 1，0 0 0円を支払 うこ とで、 和解が成立したわけでございます。こ

の 7万 1，0 0 0円につきま しては、万年塀の修理費でございます。よろしく 御審議いただきた

いと思います。

0議長(高橋通夫君〉

06番(古谷太郎君〉

これより質疑に入ります。古谷太郎君。

ブロ ック塀へぷっつけて、自動車は壊れなかったですか。そこ

のと ころちょ っと説明 してくださ l¥0 

0議長(高橋通夫君 ) 総務部長。

0総務部長(伊 藤正舌 君〉 図書館車の方は、被害がございませんです。( I了解」と

呼ぶ者あり〉

O議長(高橋通夫君 〉 ほかに御質疑はありませんか。なければこれをも って報告第 l

号、交通事故(日野市栄町一丁目 10番地の 5先路上の義務に属する事故)の専決処分の報告

の件を終わります。

これにより報告第 2号、交通事故(立川市錦町三丁目 7番地先路上の市の義務に属する事故〉

の専決処分の報告の件を議題といた します。

理事者から提案理由の説明を求めます。助役。

〔助役登壇 〕

O助 役 ( 赤 松 行 雄 君 ) 市長にかわりまして、引き続いて報告第 2号の報告をいたすわ

けでございます。

交通事故(立川市錦町三丁目 7番地先路上の市の義務に属する事故〉の専決処分の報告につ

いてO 本報告は、立川市錦町三丁目 7番地先路上における交通事故について、専決処分により

相手側との損害賠償額及び和解の締結をいた しましたので、地方自治法第 180条第 1項及び

第 2項の規定により、報告するものであります。

なお、詳細につきま しては、担当部長に説明いたさせますので、よろ しく御承認のほどお願

いいた します。

0議長 (高橋通夫君 〉 関係部長から詳細説明を求めます。総務部長。

O総務部長(伊藤正音君) 内容につきまして御説明申 し上げます。
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提案理由 にもございましたように、事故名 といたしましては、立川市錦町三丁目7番地先路

上の交通事故でございます。昨年の 12月 19目、 2時 10介ごろ、選挙管理委員会事務局長

糸川滋の運転する庁用車が、 1 2月 18日行われま した衆議院議員選挙の開票速報の終了後の

報告を、立川市役所内にございます東京都選管出張所の窓口に送達する途上に起き た事故でご

ざいます。渋滞によりま して、 小刻みに進行中でございましたが、前車が急停車 した際に、ブ

レーキをかけるのが一瞬おくれたために、 追突事故を起こ したものでございます。損害賠償額

といた しまして 5万 1，60 0円でございます。この内容は、車両修繕費でございます。よろし

く御審議いただきたいと思います。

0議長(高橋通夫君〉 これより質疑に入ります。なければこれをも って報告第 2号、

交通事故(立川市錦町三丁目 7番地先路上の市の義務に属する事故〉の専決処分の報告の件を

終わります。

議員提出議案第 1号、日野市議会委員会条例の一部を改正する条例の制定の件を議題といた

します。

提案者から提案理由の説明を求めます。奥住芳雄君。

C 2 7番議員登壇 〕

027番(奥住芳雄君〉 議員提出議案第]号について提案理由の説明を申し上げます。

本議案は、日野市の委員会条例の一部を改正する条例の制定でございます。

これにつきましては.前議会運営委員会において、昨年からことしにかけまして、審査をし

てまいりました。その結果、こ こに提出をするものでございます。

なあ¥理由につきま しては、標準委員会条例に合わせるための整理が主なものでございます。

詳細につきましては、お手元に文書で配付してございますので、御参照願いたいと思います。

よろしくお願いいたします。

0議長(高橋通夫君) これより質疑、討論を省略し、直ちに採決を行いますO

本件は、原案のとおり決するに御異議ありませんか。

c r異議な し」と呼ぶ者あり〕

0議長(高橋通夫君) 御意議ないものと認めます。よって議員提出議案第 1号、日野

市議会委員会条例の一部を改正する条例の制定の件は、原案のとおり可決されま した。

請願第 59 - 1号、東豊田三丁目下水処理場の悪臭軽減措置要望に係る陳情が提出されま した。

Q
U
 

勺

ο
F
h
d
 

請願の要旨は、お手元に配付しました印刷物のとおりです。

請願第 59ー ]号の常任委員会への付託は、会議規則第 112条の規定により、議長におい

て建設委員会に付託いた します。

請願第 59 -2号、国立病院・療養所の充実を求める陳情、請願第 59ー 3号、日野台一丁

目に所在する(株〉小笠原機械製作所社有地取得に関する請願が提出されましたD

お諮りいた します。この際、本 2件の請願を一括議題 といたしたいと思いますが、 これに御

異議ありませんか。

c r異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長 (高橋通夫君〉 御異議ないものと認め、 一括議題といたします。

請願の要旨は、お手元に配付しました印刷物のとおりです。

請願第 59-2号、請願第 59ー 3号の常任委員会への付託は、会議規則第 112条の規定

により、 議長において総務委員会に付託いたします。

請願第 59-4号、母子家庭に育つ児童の健やかな成長を保障 し、児童扶養手当制度の「改

正」に反対する意見書の可決に関する請願が提出されました。

詩願の要旨は、お手元に配付 しました印刷物のとおりです。

請願第 59 - 4号の常任委員会への付託は、会議規則第 112条の規定により、議長におい

て厚生委員会に付託いたします。

請願第 59-5号、日野第五小学校校舎改修及び校庭改良工事促進に関する請願が提出され

ました。

請願の要旨は、お手元に配付しました印刷物のとおりです。

請願第 59 - 5号の常任委員会への付託は、会議規則第 112条の規定により、議長におい

て文教委員会に付託いたします。

本日の日程はすべて終わりました。

本日はこれにて散会いたします。

午後 3時 11介散会
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例の制定について

日程第 15 議案第 9号 日野市立学校設置条例の一部を改正する条例の制定について
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日程第 16 議案第 6号 日野市廃棄物の処理及び清帰K関する条例の一部を改正する

議 事日程 条例の制定Kついて

昭和 59年 3月30日 (金〉 日程第 17 議案第 8号 日野市地区広場設置条例の一部を改正する条例の制定Kつい

て午前 10 時開議

日程第 1

日程第 2

日程第 3

日程第 4

東京都 11市競輪事業組合議会議員の選挙レてついて
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南多摩東部共立病院組合議会議員の選挙Kついて

東京都三多摩地域廃棄物広域処分組合議会議員の選挙Kついて 日程第 20 議案第 27号 市道路線の一部廃止Kついて

ついて
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(総務委員会〉

退職金引下げK関する陳情

公団家賃の再値上げに反対し、「国会要望事項」の全面

実施を求める意見書提出を頗う請願

日程第 35 請願第 58-24号 循環パス K関する請願

日程第 36 請願第 58-29号 循環ノζス市案K反対する請願

日程第 37 請願第 59- 2号 国立病院 ・療養所の充実を求める陳情

日程第 38 請願第 59- 3号 日野台一丁目 K所在する側小笠原機械製作所社有地取得

K関する請願

(文教委 員会)

日程第 39 請願第 57- 7号 遊休農地をテニスコー トとして利用することに関する請

願

日程第 40 請願第 58-35号 日野市八ヶ岳大成荘の改築及び施設の充実K関する請願

日程第 41 請願第 59- 5号 日野第五小学校校舎改修及び校庭改良工事促進K関する
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日程第 42 請願第 59- 4号 母子家庭K育つ児童の健やかな成長を保障 し、 児童扶養

手当制度の 「改正 JVC反対する意見書の可決K関する請

願

(建設委員会〉

日程第 43 請願第 57-27号 水害等対策に関する請願
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日程第 47 請願第 57-55号 高幡不動駅南新井東地区の区画整理K対する反対請願

日程第 48 請願第 57-59号 土地区画整理事業策定Kあた って当該計画よ P第一豊田
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日程第 49 請願第 57-60号 1・3・1バイパス計画の見直 し、 地域住民の健康と安

全を守 って下さいに関する請願

程久保 662番地地域山林緑地保存K関する請願

高幡不動駅地区の区画整理に対する反対請願
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午後 2時 33分開議

0議長 (高橋通夫君 ) 本日の会議を開きます。

ただいまの出席議員 29名であ Pます。

乙れよ D日程第 1、東京都 11市競輪事業組合議会議員の選挙の件を議題といた します。

な諮Pいた します。選挙の方法Kつきま しては、地方自治法第 118条番 2項の規定Kよ夕 、

指名選挙といた したいと思いますが、 ζれに御異議ありませんか。

c r異議な し」 と呼ぶ者あり〕

0議長(高橋通夫君 ) 御異議ないもの と認めます。よ って選挙の方法は指名選挙Uてよ

るととに決定いた しました。

な諮りレヨた します。指名の方法Kついては、議長Uてないて指名すると とK したいと思います

が、ζれに御異議あタませんか。

c r異議左 し」と呼ぶ者あタ〕

。議長(高橋通夫君 ) 御異議左いものと認めま すO よっ て議長Kないて指名すると と

K決定いた しました。

東京都 11市競輪事業組合議会議員K秦正一君、滝瀬敏朗君を指名いた します。

な諮 Pいた しますO ただいま議長Kないて指名いたしました秦正一君、滝瀬敏朗君を当選人

と定める とと に御異議ありませんか。

c r異議左 しJと呼ぶ者あり〕

0議長(高橋通夫君) 御異議左いものと認めますO よってた7乞しいま指名いた しました

秦正一君、滝瀬敏朗君が東京都 11市競輪事業組合議会議員K当選いた しました。

た7芝、いま当選されま した秦正一君、滝瀬敏明君に本席より会議規則第 28条第 2項の規定(ζ

よD当選の告知をいた します。

とれよ夕日程第 2、東京都 4市競艇事業組合議会議員の選挙の件を議題といた しますO

な諮Dいた します。選挙の方法につきま しては、地方自治法第 11 8条第 2項の規定Kより

指名推選といた したいと思いますが、 とれK御異議あ Pませんか。

c r異議な し」と呼ぶ者あり〕

0議長(高橋通夫君) 御異議ないものと認めますO よって選卒の方法は指名推選によ

るとと K決定いた しました。
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な諮 りいた します。 指名の方法Vてついては、議長Kないて指名するとと Kいた したいと思い

ますが、 とれに御異議あタ ませんか。

C i異議な し」 と呼ぶ者あタ〕

0議長 (高橋通夫君 ) 御異議左 い もの と認めま す。よ って議長にないて指名する とと

K決定いた しました。

東京都 4市競艇事業組合議会議員K秦正一君、滝瀬敏朗君を指名いた します。

な諮りいた します。 ただいま議長レてないて指名いた しました秦正一君、滝瀬敏明君を当選人

と定めると とK御異議あタま せんか。

C i異議左 し」 と呼ぶ者あkJJ 

0議長(高橋通夫君 ) 御異議左いものと認めます。よ ってただいま指名いた しました

秦正一君、滝瀬敏朗君が東京都 4市競艇事業組合議会議員K当選いた しました。

ただいま当選されま した秦正一君、滝瀬敏朗君K本席よ D会議規員IJ第 28条第 2項の規定に

よ夕、当選の告知をいた します。

乙れよ夕日程第 3、南多摩東部共立病院組合議会議員の選挙の件を議題といた します。

な諮りいた しますO 選挙の方法Vてついては、地方 自治法第 118条第 2項の規定K よ夕 、指

名推選K よタたいと思いま すが、乙れK御異議あタませんか。

C i異議左 し」 と呼ぶ者あkJJ 

0議 長 (高橋通夫君) 御異議左いもの と認めます。よっ て、 選挙の方法は指名推選K

よるととに決定いた しま した。

な諮 Dいた します。指名の方法については、議長レてないて指名するととに したい と思います

が、とれK御異議あタませんか。

C i異議な し」 と呼ぶ者あタ 〕

0議長 (高橋通夫君 ) 御異議ないものと認めます。よっ て、 議長Uてないて指名するこ

とに決定いた しました。

橋本文子君、小山良悟君、板垣正男君、中山基昭君、秦正一君、石坂勝雄君を指名いた しま

すO

冬、諮 Pいた します。ただいま議長Uてないて指名いた しました諸君を、当選人と定めるととに

御異議あタませんか。
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C i異議左 し」と呼ぶ者あ タ〕

。議長(高橋通夫君 ) 御異議左 いものと認めま す。 よって、 ただいま指名いた しまし

た諸君が、南多摩東部共立病院組合議会議員K当選されま した。

ただいま南多摩東部共立病院組合議会議員K当選されました諸君K、本席 よタ会議規則第

2 8条第 2項の規定Kよ夕 、当選の告知をいた します。

とれよク日程第 4、東京都三多摩地域廃棄物広域処分組合議会議員の選挙の件 を議題と いた

しますO

な諮Pいた しますO 選挙の方法Vてついては、地方自治法第 118条第 2項の規定によ D、指

名推選といた したいと思いますが、 乙れK御異議あ Dませんか。

C i異議左 し」と呼ぶ者あkJJ 

。議長 (高橋通夫君 ) 御異議左いものと認めます。よ って、 選挙の方法は指名推選K

よるとと K決定いた しま した。

i;、~~ kJいた します。 指名の方法Kついては、議長にないて指名する ζ とKいた したい と思い

ますが、 とれK御異議あ Pませんか。

C i異議左 し」と呼ぶ者あkJJ 

0議長 (高橋通夫君) 御異議ないものと認めま すO よって、議長K沿いて指名する と

とに決定いた しました。

東京都三多摩地域廃棄物広域処分組合議会議員K石坂勝雄君を指名いた しますO

な諮 Pいた します。ただいま議長K沿いて指名いた しました石坂勝雄君を当選人と定める と

とK御異議あ Pませんか。

C i異議左 しJと呼ぶ者あタ〕

0議長(高橋通夫君 J 御異議ないものと認めますO よっ て、 ただいま指名いた しま し

た石坂勝雄君が東京都三多摩地域廃棄物処介組合議会議員K当選いた しま した。

ただ、いま当選されま した石坂勝雄君K本席よタ会議規則第 28条第 2項の規定KよD、当選

の告知をいた します。

乙れよ P日程第 5、東京都市交通災害共済組合議会議員の選挙の件を議題といたします。

な諮 Pいた しますO 選挙の方法Kついては、地方自治法第 11 8条第 2項の規定Kよ夕 、指

名推選Uてよタたいと思いますが、これに御異議あ Dませんか。

-549-



C I異議な し」と呼ぶ者あiJJ 

0議長(高橋通夫君 ) 御異議ないもの と認めますO よって、選挙の方法は指名推選に

よること K決定いた しました。

な諮Dいた します。指名の方法Kついては、議長Uてないて指名することにいた したいと思い

ますが、乙れK御異議ありまぜんか。

C I異議左 し」と呼ぶ者あり〕

0議長(高橋通夫君 ) 御異議ないもの と認めます。よって、議長Uてないて指名する ζ と

とに決定いたしま した。

東京都市交通災害共済組合議会議員K高橋通夫を指名いた します。

な諮 Pいた しますO ただいま議長レてないて指名いえしま した高橋通夫を当選ノへと定めること

に御異議あタませんか。

C I異議左 し」と呼ぶ者あiJJ 

0議長 (高橋通夫君) 御異議ないもの と認めます。よっ て、 ただいま指名いた しまし

た高橋通夫が東京都市交通災害共済組合議会議員に当選いた しま した。

ただいま当選されま した高橋通夫に本席よ D会議規則第 28条第 2項の規定Kよタ当選の告

知をいた します。

乙れよ夕日程第 6、日野市農業委員会委員の推薦の件を議題といたします。

な諮タいたしますO 推薦の方法については、指名推選によ Pたいと思いますが、 これに御異

議ありませんか。

C I異議左 し」と呼ぶ者あタ〕

0議長(高橋通夫君 ) 御異議左いものと認めますO よって、推薦の方法は、指名推選

レてよる ζ とK決定いた しま した。

な諮タいたします。指名の方法については、議長K沿いて指名するとと Kいた したいと思い

ますが、乙れK御異議あ Dませんか。

C I異議左し jと呼ぶ者あり〕

0議長 (高橋通夫君 ) 御異議左いものと認めますO よって、議長K沿いて指名するこ

とに決定いた しま した。

日野市農業委員会委員K黒川重憲君、大柄保君、央住芳雄君を指名いた しますO
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本件については、たた、いま指名いた しました諸君の一身上K関する事件であると認められま

すので、地方自治法第 117条の規定K よP、それぞれ退席をしていただきます。

まず黒川重憲君の退席を求めますO

C 1 7番議員退席〕

O議長 (高橋通夫君 ) な諮 Dいたします。黒川重憲君を日野市農業委員会委員K推薦

する乙と K御異議ありませんか。

C I異議なし 」と呼ぶ者あタ〕

0議 長(高橋通夫君) 御異議な凶ものと認めます。よって、黒川重憲君を推薦すると

とに決定いた しました。

黒川重憲君の除斥を解きます。

C 1 7番議員着席〕

O議長(高橋通夫君 ) 次K大柄保君の退席を求めますO

C 2 5番議員退席〕

O議長 (高橋通夫君) な諮りいた しますO 大柄 保君を日野市農業委員会委員K推薦

するととに御異議あ Pませんか。

C I異議な し」と呼ぶ者あり〕

0議長 (高橋通夫君) 御異議左いもの と認めます。よ って、 大柄保君を推薦する と

とK決定いた しました。

大柄保君の除斥を解きます。

C 2 5番議員着席〕

O議長 (高橋通夫君) 次に奥住芳雄君の退席を求めますO

C 2 7番議員退席〕

O議長 (高橋通夫君) な諮 Pいた します。奥住芳雄君を日野市農業委員会委員K推

薦すること K御異議あ Pませんか。

C I異議な し」と呼ぶ者あiJJ 

0議長 (高橋通夫君) 御異議ないものと認めます。よって、奥住芳雄君を推薦すると

とに決定いたしました。

奥住芳雄君の除斥を解きます。
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C 2 7番議員着席〕

O議長 (高橋通夫君 )

議題といた します。

.:};、諮 Pいた します。選任の方法につきましては、指名推選によタたいと思いますが、とれに

これよ夕 日程第 7、 日野市消防委員(議会選出)の選任の件を

御異議あタませんか。

C i異議な し」 と呼ぶ者あ!?J 

0議長(高橋通夫君) 御異議ないもの と認めます。よ って、 選任の方法は、指名推選

Kよる こと に決定いた しました。

な諮Pいた します。指名の方法については、議長Uてないて指名すると とにいた したいと思い

ますが、これに御異議あタませんか。

C i異議左 し」 と呼ぶ者あ!?J 

0議長(高橋通夫君) 御異議ないもの と認めま す。よっ て、 議長K沿いて指名する乙

とに決定いた しま した。

小俣昭光君、馬場繁夫君、高橋徳次君、飯山茂君、藤林理一郎君を指名いた します。

本件については、 ただいま指名いた しました諸君の一身上K関する事件であると認められま

すので、地方自治法第 117条の規定によ D、それぞれ退席 していただきます。

まず小俣昭光君の退席を求めますO

C 3番議員退席〕

O議長(高橋通夫君 ) な諮タいた しますO 小俣昭光君を日野市消防委員K選任すると

とK御異議あ Dませんか。

C i異議左 し」と呼ぶ者あ!?J 

0議長(高橋通夫君 ) 御異議左 いものと認めます。よ って、 小俣昭光君を選任すると

とに決定いた しま した。

小俣昭光君の除斥を解きます。

C 3番議員着席〕

O議長(高橋通夫君 ) 次K馬場繁夫君の退席を求めますO

C 7番議員退席〕

O議長(高橋通夫君) な諮タいた します。馬場繁夫君を日野市消防委員K選任すると
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とK御異議あ Pませんか。

C i異議な し」と呼ぶ者あ!?J 

0議長 (高橋通夫君 ) 御異議ないものと認めますO よって、 馬場繁夫君を選任する ζ

とに決定いた しま した。

馬場繁夫君の除斥を解きます。

C 7番議員着席〕

O議長 (高橋通夫君) 次K高橋徳次君の退席を求めますO

C 9番議員退席〕

O議長 (高橋通夫君 ) な諮 Pいた しますO 高橋徳次君を日野市消防委員K選任する と

とK御異議ありませんか。

C i異議左 し」と呼ぶ者あり〕

0議長 (高橋通夫君 ) 御異議ないもの と認めま す。 よっ て、 高橋徳次君を選任すると

とK決定いた しま した。

高橋徳次君の除斥を解きます。

C 9番議員着席 〕

O議長 (高橋通夫君) 次K飯山茂君の退席を求めますO

C 1 5番議員退席〕

O議長(高橋通夫君 ) な諮りいた しますO 飯山茂君を日野市消防委員K選任する こと

K御異議あタませんか。

C i異議左 し」と呼ぶ者あタ〕

0議長 (高橋通夫君 j 御異議ないものと認めます。よって、飯山茂君を選任するとと

K決定いた しました。

飯山茂君の除斥を解きますO

C 1 5番議員着席〕

O議長 (高橋通夫君 ) 次に藤林理一郎君の退席を求めます。

C 2 0番議員退席〕

O議長 (高橋通夫君) な諮タいた します。藤林理一郎君を日野市消防委員に選任する

こと K御異議あ Pませんか。
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c r異議な し」と呼ぶ者あり〕

0議 長 (高橋通夫君 ) 御異議左 いもの と認めま すO よって、 藤林理一郎君を選任する

乙とに決定いた しました。

藤林理一郎君の除斥を解きま すO

C 2 0番議員着席〕

O議長(高橋通夫君 ) とれよ D議案第 32号、 日野市農業共済事業運営協議会委員の

選任の件を議題といえ しますO

理事者から提案理由の説明を求めま す。 市長。

〔市長登壇〕

O市長(森田喜美男君 ) 議案第 32号、日野市農業共済事業運営協議会委員の選任につ

いて提案の理由を申 し上げま す。

本議案は、 日野市農業共済事業運営協議会委員の任期が、本年 3月31日をもって満了いた

しますので、 日野市農業共済条例第 10 2条第 2項の規定K基づき、委員 9名を選任いた した

く、議会の同意を求めるものであDます。

議会選出の委員 2名の選出につきま しては、議案書空欄の上段から、住所、日野市平山五丁

目21番地の 9、氏名、策野行雄さん、生年月日、大正 14年 2月 15日。続きま して、住所、

日野市多摩平五丁目 12番地の 9、氏名、一ノ瀬隆さん、生年月日 、昭和 7年 9月 15日と記

入くださるような願いいた しますO

よろ しく御承認のほどな願いいた します。

0議長 (高橋通夫君) 詳細説明は省略いた しますO

i;、諮タいた しますO 策野行雄君、一ノ瀬隆君を除いた 7名の委員を同意する乙とに御異議あ

Dませんか。

c r異議左 し」と呼ぶ者あタ〕

0議長(高橋通夫君 ) 御異議ないものと認めますO よって、 同意するとと K決定いた

しました。

次に本件については鎌野行雄君、一ノ瀬隆君の一身上K関する事件であると認められますの

で、地方自治法第 117条の規定Kよ夕、それぞれ退席 していただきますO

初めに旗野行雄君の退席を求めますO
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C 1 0番議員退席〕

O議長 (高橋通夫君) 合諮タいた します。鎌野行雄君を日野市農業共済事業運営協議

会委員K同意する ととに御異議あ Pませんか。

c r異議な し」と呼ぶ者あタ〕

0議長(高橋通夫君) 御異議ないもの と認めますO よって、 旗野行雄君を同意すると

とK決定いた しました。

旗野行雄君の除斥を解きます。

C 1 0番議員着席〕

O議長(高橋通夫君 ) 次に一ノ瀬隆君の退席を求めますO

C 1 1番議員退席〕

O議長(高橋通夫君) な諮 Dいた しますO 一ノ瀬隆君を日野市農業共済事業運営協議

会委員K同意することに御異議あクませんか。

c r異議左 し」と呼ぶ者あり〕

0議長(高橋通夫君 ) 御異議ないものと認めますO よって、一ノ瀬隆君を同意すると

とに決定いた しました。

一ノ瀬隆君の除斥を解きますO

C 1 1番議員着席〕

O議長(高橋通夫君) 議案第 32号、 日野市農業共済事業運営協議会委員の選任の件

は、原案のとなD同意されました。

乙れよ D議案第 37号、日野市監査委員の選任の件を議題といた します。

理事者から提案理由の説明を求めます。市長。

〔市長登壇〕

O市長(森田喜美男君) 議案第 37号、日野市監査委員の選任Kついて提案の理由を申

し上げます。

本議案は日野市監査委員(議会選出)の選任同意についてであ Pまして、地方自治法第196

条第 1項の規定KよP、議会の同意を求めるものであ Pます。

恐縮ですが、空欄医、住所、日野市多摩平五丁目 12番地の 9、氏名、一ノ瀬隆さん、生年

月日 、昭和 7年 9月 15日と記入くださるような願いいたします。
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よろしく承認のほどな願いいたします。

0議長(高橋通夫君 ) 詳細説明は省略いた します。

本件Kついては一ノ 瀬隆君の一身上に関する事件であると認められますので、地方自治法第

117条の規定KよD退席していただきます。

一ノ瀬隆君の退席を求めます。

C 1 1番議員退席〕

O議長(高橋通夫君) な諮Pいた します。一ノ瀬隆君を日野市監査委員K同意する ζ

とK御異議あ Dませんか。

C 1"異議左 し」と呼ぶ者あ !JJ 

0議長(高橋通夫君) 御異議ないものと認めますo よっ て、一ノ瀬隆君を同意する ζ

とに決定いた しま した。

一ノ瀬隆君の除斥を解きます。

C 1 1番議員着席〕

O議長(高橋通夫君) 議案第 37号、 日野市監査委員の選任の件は、原案のとなタ同

意されま した。

とれよタ議案第 4号、日野市長選挙公営立会演説会条例を廃止する条例の制定の件を議題と

いたしますO

総務委員長の審査報告を求めます。

〔総務委員長登壇〕

O総務委員長(竹ノ上武俊君 ) 総務委員会の審査の経過と結論を申し上げます。

左な今回、総務委員会では委員長VL5fL、竹ノ上武俊。そ して副委員長K高橋徳次委員を選出

いた しましたので、御報告申 し上げますととも K、今後ともよろ しく£、願い申し上げます。

議案第 4号の審査結果を御報告いた します。日野市長選挙公営立会演説会条例を廃止する条

例の制定KついてでどざいますO

とれは、国の公職選挙法改正K伴う条例改正でどざいますO 質疑の中では、との条例が制定

後も、市長候補者同士の個人合同演説会などができるかどうか、と いう質疑などが行われまし

た。

また意見といたしま しては、今回の条例の改正Kついては、有権者の目と耳をふさぐとと K
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なるのではないか。ま た立会演説会が左 くなるととによって、新人K不利になるのではないか。

暗やみ選挙になっ ていく のではないか。そういうと とで、またもう一つは、衆議院の決定の仕

方が自民党と新自由クラブの単独採決的な方向で決定を したといういきさつからも、乙ういう

条例を日野市で制定する乙 とは、 よくないというような意見が提出されま して、 採決KなPま

した。

その結果は多数決で原案可決というとと K決定をいたしましたので、 よろ しく御審議をな願

い申し上げます。

0議長(高橋通夫君 ) 乙れよ D質疑K入タますO 黒川重憲君。

o 1 7番(黒川重憲君) 総務委員会K市長が出席をされま したならば、その とき にな伺

いするべきだったんですが、 されませんでした。 したが って、との場をなか !J¥/;た しま して、

市長にな伺いをいた したいと思いま すO

ちょっと早いかも しれませんが、私どもの準備等もどざいますのでとといらで市長の決意な

タ胸の内をな聞き したいと思いますO そう すると皆さん聞きますと、 あのととか と思う わけで

すが、実にあのととでどざいまして、来年 4月K市長選が行われるわけでどざいますが、いろ

いろ世間でうわさをいた してなタま す。 私どもの耳の中Kも、いろいろ聞とえてくる わけでど

ざいますが、たくさんのなみやげを持っ て当然 4期目 Kやるんだという 、す左わら市民会館し

かり 、都立高校 しか夕 、また焼却場もできるであタま しょうし、と の大き左企みやげを抱えて、

4期自には必ず立候補するんだ、 とういうととを言う方も合タます。いやいやもう当初から 3

期で終わタなんだ、乙 ういう約束ができているんだ、適当在方 Kノくトンタッチをして、そして

乙の 12年間無時K務めてきた、 4期目はもうやらないんだ、と ういう ζ とを言う方もどざい

ます。いやいや、そうじゃ左い。市長は非常に体が健康だ し丈夫だ し、 市長職は非常K合って

いる 、また 4期日も当然、やるだろう。とういう方もなタますO いやいや、そうじゃ左 ¥/;0 確か

に体も丈夫だけれども、 しょ せんは明治生まれだ。いつか必ずぐあいが悪いときもくるだろう 、

乙ういったととも言う方もなられますが、いろいろとざいます。

したがって、 ζの席で市長の胸の内を、ざっくばらんのととろを聞かしていただきたい、か

ように思うわけでとざいます。

0議長(高橋通夫君) 市長。

。市長(森田喜美男君) 突然、の御質問で戸惑いをする次第でどざいます。

ワ
i

F
h
u
 

Fh
u
 



私の立場といた しましては、現在、日野市政の中でな預かPしている仕事た くさんどざいま

して、とれをこの任期中KいかにやDななせるか、 ということでいっぱいでどざいまして、ま

だ先の 乙とは、余り考えるだけの余裕がどざいませんO そういうととで、今日のととろ、まだ

結論という ものを持ち得てなりませんので、一生懸命Vてやる ζ とから次の ことを考えさせてい

ただ〈 、 ζ ういう心境でございます。

0議 長 (高橋通夫君 ) 黒川|重憲君。

o 1 7番(黒川重憲君 ) いまの市長の短い答弁の中で、私左 'QVC理解をするわけでどざ

いま すが、 私は との場をなかタ して、市長K一つ歌をな贈 Pして終わタたいと思うわけでとざ

います。散りぬべきとき散-'Qてとそ、世の中の花も花なれ、人も人なれ。戦国乱世の名歌、細

川ガラシヤ辞世の句であタま す。以上で終わタま すO

0議長 (高橋通夫君 ) ほかK御質疑はありませんか。なければとれをもって質疑を終

さらKつけ加えれば、 こう した法の改悪Kよっ て、 条例を廃止せざるを得ない、とういう立

場に立たされた市の選挙管理委員会はいわゆる日野方式なるものをかわる条例と して提案 しで

もよいのではないか、と私は考え てなPます。 (r共産党の出 している提案だ」と呼ぷ諸あタ)

つまタ選挙管理委員会の呼びかけで、それぞれの候補者の合意Kよる合同の個人演説会を公営

で行う 、 とういうととも可能だと私は判断してなタますo そういう点では、可及的速やかK、

選挙管理委員会と しても 日野方式による独自の合同立ら会い、合同個人演説会、事実上の立会

演説会が継続 して実施できるよう K、積極的左検討を要求 して、私の意見といた します。

0議長(高橋通夫君) ほかK御意見はあタませんか。なければとれをも って意見を終

結いた します。

乙れよ b本件Kついて採決いたしますD 本件K対する委員長報告は、原案可決であDます。

本件は委員長報告の となタ決するに賛成の諸君の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

O議長(高橋通夫君) 挙手多数であタま すO よって議案第 4号、 日野市長選挙公営立

会演説会条例を廃止する条例の制定の件は、原案のとなP可決されま した。

とれよタ議案第 30号、不動産の取得の件を議題といえ します。

総務委員長の審査報告を求めます。

0総務委員長(竹 ノ上武俊君) 議案第 30号、不動産の取得Kついての総務委員会

の審査結果を御報告申 し上げます。

乙の議案は、 日野の緑地用地と して、 栄町VC6.2 9 9平米、価格約 9，009万円をもらま し

て購入 した不動産KついてでどざいますO

質疑の中では、 もっ と緑地を買うよう Kという要望を込めた意見がどざいま した。

審査の結果は、全会一致原案可決と決定をいた しま したので、 よろ しく御審議を台願いいた

しますO

結いた します。

委員長報告について御意見があれば承りますO 米沢照男君。

0 23番(米沢照男君 ) 議案第 4号、日野市長選挙公営立会演説会条例を廃止する条例

案K対 しま して、断固反対する立場から、共産党市議団を代表 して一言意見を述べてなきます。

今回の公選法の改悪Kよって、との条例を廃止せざるを得ない、廃止を提案せざるを得左い

市長の立場は、十分理解をしてなるつも DでありますO しかし、乙ういうくだらない公選法の

改悪を強行 した自由民主党 と新自由クラフ.VC断固抗議をする、そうい う立場から、あえて反対

の意見を述べるわけであタます。

御承知のよ うに昨年の 11月K、国会で自治連合Kよる単独強行Kよって可決成立をした改

悪公選法なるものは、第 lVC選挙期間の短縮、第 2VC街頭演説時間の短縮、さらK今回廃止の

提案をされている公営立会演説会の廃止。乙の 3つが改悪の内容であ Dますけれども 、 ζれは

選挙の自由、有権者の知る権利、さらに候補者の知らせる権利 と義務を、不当K奪う内容のも

のKなってま，">'QますO 立会演説会は、言うまでもなく 、候補者が一堂に会 して、 それぞれの立

場から政策や抱負、そ して決意を有権者K直接訴える唯一の機会であ Dます。有権者の知る権

利を奪う最たるもの と言わ左ければなタませんO 今日の選挙制度のもと で、自民党左どの金権

選挙を完全K禁止を していしとうい う法改正乙そ、可及的速やかK実現を しなければならな

い重要左課題であろうと考えてなります。

0議長 (高橋通夫君) 乙れよタ質疑K入タます。なければ とれを もって質疑を終結い

た します。

委員長報告について御意見があれば承タます。なければとれをもって意見を終結いた します。

ζれより本件Kついて採決いたしますO 本件K対する委員長報告は、原案可決であ Dます。

本件は委員長報告のとなD決する K御異議ありませんか。
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c r異議左 し」と呼ぶ者あタ〕

0議長(高橋通夫君 ) 御異議な いものと認めます。よって議案第 30号、不動産の取

得の件は、原案の となタ可決されました。

ζれよ D議案第 34号、 交通事故(日野市多摩平六丁目1番地先交差点内の市の義務K属す

るもの)に係る和解の締結及び損害賠償の額の決定の件を議題といた します。

総務委員長の審査報告を求めま す。

0総務委員長 (竹ノ上武俊君 ) 総務委員会の審査の経過と結論を申 し上げます。

議案第 34号は、 交通事故にかかわる和解の締結及び損害賠償の額の決定Kついてでどざい

ます。多摩平六丁目 Kなきま して 58年 7月6日、市職員が起 ζ した交通事故の事件でどざい

ます。損害賠償の額レてついて、議会の議決が必要という ことで審査を申し上げましたo 和解の

金額は 26万 6，810円でとざいます。

総務委員会では審議の結果、原案可決 と決定をいた しま したので、 よろ しく 御審議をな願い

いたしますO

0議長 (高橋通夫君 ) とれよタ質疑Kλ タま す。左ければとれを もっ て質疑を終結い

えします。

委員長報告について御意見があれば承 Dます。左ければ とれをもって意見を終結いた します。

とれよ D本件について採決いたしますO 本結K対する委員長報告は原案可決であタま す。本

件は、委員長報告のとなり決する K御異議あタませんか。

c r異議左 し」と呼ぶ者あタ〕

0議長 (高橋通夫君 ) 御異議左いものと認めますO よって議案第 34号、交通事故

(日野市多摩平六丁目 1番地先交差点内の市の義務K属するもの)(fC係る和解の締結及び損害

賠償の額の決定の件は、原案の となタ可決されま した。

ζれより議案第 35号、日野市職員定数条例の一部を改正する条例の制定の件を議題といた

します。

総務委員長の審査報告を求めま す。

0総務委員長 (竹ノ上武俊君) 総務委員会の審査結果を申 し上げますO

議案第 35号は、日野市職員定数条例の一部を改正する条例でどざいます。

とれは仲田小の新設、三沢中、-中の完全給食の実施左どに伴う教育委員会関係の人員増K
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関する議案でとざいます。 20名必要なと乙ろを合理化などKよPま して 10名の増員を企願

い したいということで、その決果、教育委員会の職員数が 34 8名から 358名K定数が変わ

るという ものでどざいま すO

委員会の審査では、質疑K続きま して、意見といたしま して、 安易K増員をしてはいけ左い。

もっと市職員の定数問題Kついては研究を し、 市民サービスを強めるべきである。 パート化な

ど、合理化の道もあるはずである。民間企業収入と税収は収入の性格が違うので、安易に人員

増など しては困る。また、あるいは日野市の人件費は、以前、市税収入の 60%を占めていた

が、近年、たとえば昭和 57年度では、 35. 2婦に低下 して きている。こう いう日野市の努力

の中で、む しろも っと 胞策を打ち出すべきであ P、その踊策K必要な人員は、 もっ とふやすべ

きである。このよ うな意見が交わされたわけでどざいますO

採決の結果は、多数決で原案可決と決定をいた しま したので、 よろ しく 御審議をな願いいた

します。

。議長 (高橋通夫君) とれより質疑K入ります。 夏井明男君。

o 1 6番(夏井明男君) いま委員長報告の中で、 20名必要な とこ ろを合理化等Kょっ

て 10名で抑えた、というふう左報告があったと思うんですが、その内容Kついてもう少 し詳

しくな聞かせ願いたいと思いますO

0議長 (高橋通夫君) 総務委員長。

0総務委員長 (竹ノ上武俊君) な答えいた します。

委員会の席では、 この内容を詳細K審査してなタませんので、担当理事者の方から答弁をな

願い申し上げたいと思います。なな、本会議でも、若干の説明があったか と思いますが、質問

でどざいますので、 よろ しく な願い します。

0議長 (高橋通夫君)

O助役 (赤松行雄君)

理事者の答弁を求めますO 助役。

担当が教育委員会でどざいますので一応の答弁を私の方から申

し上げまして、さらK詳しい点につきましては、教育長Kな願い申し上げたいと思います。

大体、施設と しま しては、 3点どざいます。 4月 1日から開校されます仲田小学校の分Kつ

きま しては、用務員が 2名、それから給食が 2名でどざいますO それから事務職員が 1名。こ

ういう内容でどざいますけれども、栄養土Kつきましては、者1:1費の栄養士が こζK配属される

わけでどざいますO それから、給食 2名となってな Pますけれども 、実際は 4名必要でどざい
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ますので、ほかの小学校から、児童が減った分とちらK回ってくるわけでどざいます。それは

全体との関係でどざいますので、ととで考えていただきますのはいま申 し上げま した用務員 2

名、給食 2名、事務職 1名の 5名でどざいます。

それから三沢中学校K関係 しま しては、給食調理員が 6名、市の栄養士が 1名、合計 7名で

どざいます。

それから第一中学校関係では給食調理員が 7名、栄養士が 1名でどざいます。

ζれを合わせますと 、全部で 20名になるわけでどざいますけれども 、との新規需要を 20 

名必要でどざいますけれども、その 20名のうち定数をな願い しま した 10名と、それから内

部努力 10名とで ζの新規需要を賄う、とういう内容K左つてなるわけでどざいます。

それで内部努力の 10名につきま しては教育長の方からな答え願いたいと思います。以上で

どざいます。

0議長 (高橋通夫君) 教育長。

0教育長(長沢三郎君 ) j:，'"答え申 し上げますO

内部努力の 10名Kつきま しては、一応現在学童交通擁護員という形で正職員で 3名配置さ

れている方を、用務員K職場配置転換を行いま して学童交通擁護員Kついては、臨時職員で対

応していく、とういう 考え方でどざいますO

次K自動車運転手 1名、 乙の件Kつきましては、御承知のよう K、現在 3台のマイクロパス

で、障害児の登下校の対応を しているわけでどざいますけれど、中学校の生徒Kつきま しては、

自介で自力通学 というととの方がかタ望ましい、というその観点K立らま して、中学校用のマ

イクロパスを廃止する。それK伴つての自動車運転手 1名、 乙れを廃止するという形の中で、

加えたわけでどざいますO

次K用務員関係、 との件Kつきま しては、予算委員会でも出てなDましたけれど、幼稚園の

用務員さん、 とれが 3名退職される。さらK幼稚園の幼稚園教諭 2名が退職される。そういう

問題等 とも絡めながら、 全体的に用務員の配置の問題Kつきま して、その後未補充Kする、 ζ

ういうような方向をとりま して、用務員がどう して も必要な場所Kつきま しては、臨時職員K

よって対応 していく 、とういう線からいきま して、 6名の用務員関係の職員を、 とれを臨時職

員で振Pかえていく、という方向をとって、合計 10名の人員の減という形をとりながら、20

名の増員K対 しま して、 1 0名の増員をととであ、願いする次第でどざいます。以上で‘す。
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0議長 (高橋通夫君 )

o 1 6番 (夏井明男君 )

夏井明男君O

らょっと大事な点です し、 また とれからも 内部努力 という 意

味のととが問題K左って くると思いますので、再度な尋ねをいた します。

一つは交通擁護員の方の職場を変えて、用務員さんへというふう Kかわるわけですね。いま

のあ、話ですと交通擁護員 というのは要するに交通事故から児童を守るという形で、た しか 1年

ぐらい前ですか、む しろとの場所Kは交通事故が非常に多い し、 痴漢の問題もあるのでふや し

てほしい、というふう左陳情が出た 乙と があると思うんです。私もそれの紹介Kなったか、賛

成Kなったか記憶があるわけですけれども、 一番問題Kなりま すのは、内部努力のいま 一環は

すぐわかったわけですが、要するに、その後の幣害が出て ζ ないか、というととが当然問題K

左るわけです。

先ほど委員長の報告ですと 、内部努力の意味を、合理化というふうな形で表現されたわけで

すけれど も、 乙れは表現の問題ですから、一々あげつらうととではないと思いますけれども 、

その後の臨時的在職員の対応で現場を抑えて、 仲田小学校の方への配置変えを したという とと

の意味ですね。 しわ寄せがないのかどうか。先ほどノζスの廃止というとともあタま したけれど

も、それはやむにやまれずといいま すか、ぜひとも増員を、ふやす意味で左ったのかどうか、

その辺もう少 し安心のいく説明といいますか、な願レユ したいんですが・・…・。

0議長 (高橋通夫君 )

0教育長(長沢三郎君 )

教育長。

な答え申 し上げます。

学童交通擁護員関係Kつきま しては、現在正規職員 3名、それから臨時職員 3名で 6カ所の

交通整理 と申しますか、児童の通学に対 しての対応を してなDます。現実問題として、学童交

通擁護員が置かれた当時の事情と、大分変わっ てまいタ ま して、 交通信号、 ガードレーノレ、そ

の他の歩道橋等が逐次完備されていく中で、現に交通信号等がきちっと設置されている場所K

も学童交通擁護員がついている、あるいは京王線の踏切で、電車が通る際Kは、警笛が鳴っ て

一応遮断機が骨タる、そういう場所K も学童交通擁護員がついている。そういうような状況等

を勘案いた しま して、 どう しても児童生徒の通学上、危険を生ずる個所Kつきましては、現在

も行われてな Dますような臨時職員で対応したい。仕事の内容につきま しては、臨時職員の場

合も正規職員の場合も 、全く同じような内容で対応してなPまして、臨時職員で対応 している

場所につきま しで も、臨時職員がいる乙と K よって支障が起きてきている、そういうような場
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面はどざいませんので、どうして も必要な個所Kは、臨時職員をもっ て配置変えをいたしま し

て、 現在の正規の学童交通擁護員については、用務員の欠員補充というような形の中で吸収を

してい く。こういうよう左形で、配置変えを打ち出 しているというと とでどざいます。

それから左台、マイ ク ロパス の身障関係のマ イクロ パスの運転Kつきま しては、先ほども申

し上げましたように、現在中学生の送 D迎え、 ζれもマイクロパスでやっていたわけでどざい

ますけれ ども 、 5 8年度から、日野市を南北K介けまして、七生中学の方 Kも南部地区の身障

学級が、中学生としての身障学級が誕生 した。そういう過程を経ながら、小学生の場合と異左

タま して、 中学生の場合になきま しては、自力通学、とのととの方が、かえ ってそういう生徒

が社会K自立していくための対応をしていくには適切である 、というととで学校当局、並びK

そういう障害児を送 っている家庭、父母ですね。乙の方々との話 し合いの結果からいきましで

も、現在自力通学を してなDます七生中問様、大坂上中学関係の身障生徒ですね、ζれについ

ても自力通学という方にもっていった方がよタ適切である。そういう観点K立らまして マイク

ロパスの運転関係を、小学校定、けにとどめて、中学のマイクロパスを廃車する 、それに伴つて

の運転手 1名を滅Kする。そういう ζ とでどざいますO

0議 長 ( 高 橋通夫君 ) 総務委員長。

。;総務委員長(竹ノ上武俊君 ) 先ほど夏井議員から指摘されま した、合理化という

言葉の扱いでどざいま す。とれは市役所全体の合理化というととで通常使われたものですから、

私の方で使いま した。市側から、給食作業の内容を変更 したとか、給食調理員の労働密度を上

げたとか、そういう意味の合理化としての報告は一切どざいませんので、御了解いただきたい

と思います。

それとも、いま集中センタ一方式で、できるだけコストを下げる、しかし、£、いしい物は食べ

させる、という基本にはもちろん変わDはな いわけでどざいま すから、そのような一つの制度

の見直 しというととも 、いま全国で行われているととろであ Pます。 日野市Uてないては、今後

どのような方向で、学校給食というものを考えているのか、そう した議論が、委員会の中で行

われたかどうかな聞きをいた します。

0議長(高橋通夫君 ) 総務委員長。

0総務委員長(竹 ノ上武俊君) ただいまの御質問Kついての審議は、若干行われ

ました。

やや抽象的でど ざいますけれども、今後、そういう施設をふやすについては、人事の交流と

か、そういう研究、それからパート化、先ほど申し上げました合理化、とういうととで対応す

べきである 、と いう意見と 、新 しい施策をつくる場合Kは、それK応じて人員をふやすと とも

よいのではないか、認めるべきだ、とレコう二通タの意見が出ま して、 そういう形で審議がなさ

れたわけでどざいます。

0議 長(高橋通夫君)

0 1 S番(古賀俊昭君)

古賀俊昭君。

聞くととろによりますと、昭和 63年度目標K、全中学校で

完全給食を行う 、という計画があるそうでどざいますが、その場合、いま私が委員長I!Cl託尋ね

をいた しま した点について、つまタあくまで各校方式で、現状のような形での学校給食で、普

及を図っていくのか、それとも見直 しを行ってみてもよい、 というような一つの検討の余地を

残 したような形の中でな考えKなっているか。理事者ない し教育委員会の方で、はっき Dした

御意見等があればとの機会K伺って企きたいと思います。

0議長(高橋通夫君)

0 1 8番(古賀俊昭君 )

古賀俊昭君。

委員長Kな尋ね したいと思いますが、学校給食制度、とれは、

0議長 (高橋通夫君)

。教育長(長沢三郎君)

教育長。

な答え申 し上げます。

いま制度のいろいろ是非Kついて も、議論が出ているととろであDますが、そのと とは別Kい

た しまして、 とれから中学校で完全給食を目指 して実施を していくという方向で、市政が進め

られると思いますが、そう しますと 、今回 10名の増員 を行う。では、今後新たに学校給食を

始める中学校Kむいては、当然また人員をふや していかなければなら左い、と いう ζ とがはっ

きり しているわけですO で、 乙のまま施設の建設及び人員の増というものを、各学校方式でと

っていくというととで、すでK方針が決められて、固定的Kそれをな考えになっているのか。

学校給食の件Kつきま しては、日野市の場合、各校方式で進めてきてなDますけれど、各校

方式とセンタ一方式、それのいわゆる長短、こういう点Kつきま しては、確かに定数上の問題

を除きま しては、 もうそれは各校方式の方がよタ望ましいという点Kつきましては、父母、あ

るいは給食を受ける子供たら、その線では確かK一致 している。で、すでに半数の学校が、各

校方式Kよタまして、給食を進めてきてなDますので¥残る半数の学校Kつきましでも 、何と

か各校方式によるところの給食を実施していきたい、とういうよう K願望して:jo"!JますO
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たずと、先ほどか ら指摘されてなタます、それに伴う人員増、定数関係の問題につきま しては、

とれは十介研究を し、内容につきま して、よD望ま しい方向、少なくとも定数をふくらまさな

い方向の中で対応できる内容というものKつきまして、今後精力的に検討 してみたい、 ζ う考

えてなります。

0議長 (高橋通夫君 ) ほかに御質疑はあタませんか。なければとれをもって質疑を

終結いた しますO

委員長報告について御意見があれば承タますO 古賀俊昭君。

o 1 8番(古賀俊昭君 ) それでは、私はとの条例改正案K反対の立場で、意見を述べ

たいと思います。

学校給食の今回新た左る実施K伴 って、教育委員会で 10名の増員を行うという内容でとざ

いますO 給食というとと自体を考えれば、食事を給する口いわゆる物が左かった時代K、食糧

が左かった時代K、食べ物を支給 したとい う、その呼び名から してもわかるように、制度の見

直 しはやは Pとれをしていく というこ とは、当然、私、まずあ っていいと思いますが、乙の人員

のとと K関 して申 し上げます左らば、いま教育長の合話では、原則と しては各校方式、個別jVC

学校どと K給食の施設をつく P、そこに人員を配置を して、 給食を継続を していしそういう

腹づもり左んだというな話がどざいま した。昨年は、日野市の職員の増が 54名でございま し

た。今回 10名。との分で学校給食だけK関 して見ましでも、調理員の方でも 、現在よ Pも昭

和 63年度K給食が実施さ れるように左れば、いまから 25名は最低でもふえるという試算を

な聞きをいた してなタます。また、そのための人件費も 、膨大な額に左るというととでとざい

ます。

乙ういう乙とで、私どもはやはり予算委員会等でも再三申 し上げたところでどざいますが、

特K現業部門の定員の定数の管理Kついては、いま以上の厳 しい姿勢を持っていただかなけれ

ば困る。やはり行政と して本来取D組むべき事業と して、 幾っか私どもも挙げているわけでど

ざしぺますが、そう したハード左事業、特 Kそうでどざいます、予算が回せな ¥/)0 そういうこと

で、事業の進捗等が大幅レてなくれてくる 、という現状もいまあるわけでどざいますので、私は、

安易な今回の人員増には、反対でどざいます。

そういう ζ とで、今回は給食の実施K伴つての人員増でどざいますが、今後一層厳 しい人員

K対する考え方、とういうものを教育委員会も理事者Kも特に持っていただいて、行政改革と

-566-

いうことで、市民の要望、目という ものも非常K厳 しいものがあるわけでどざいます。そうい

うととで、 私は今回の との定数の 10名増の改正については、 反対をするも のであタま す。

0議長 (高橋通夫君 ) 黒川重憲君。

o 1 7番 (黒川重憲君 )

きたいと思います。

今回の職員定数条例K当たりま して一言意見を申 し添えてな

昨今の社会、経済情勢の厳 しい対応の中で、私たちが敏感Kζ の経済をキャッチして、そ し

て行財政の効率的左運用、市民サービスの向上を図る ことは、必要なととであるととは当然、の

ととであタます。そのためにはなな一層の内部努力をするととが必要K左ろうかと思いますo

たとえば、学校警備の用務員さんの問題でどざいますが、すでKこのことは、昭和 51年の

当時か ら訴え続けてまいりました。たとえば、今年度の予算を見てみますと 、小学校の学校警

備、有人につきます と5校で 1，473万 6，0 0 0円かかつてなる。これを機械に します と、 15

校で 761万 4，000円である。あるいは中学校はどうであろう。有人Uてしますと 3校で 884

万 2，000円、機械では 5校で 26 4万円。もっ とも、高齢者事業団K委託をするもの、いわ

ゆる時間給も機械の中陀は多少含まれるわけでどさいますが、とう、ざっと見積も っても、有

人の 3介の 1でできるんでは左かろうか、とのように思うわけでどざいます。あるいは中学校

の給食、 とのこともかなり前から真っ先Kなって訴え続けてまいタま した。給食をやれ、福利

をふやすなでは ζれは理屈K合いませんけれども 、給食調理員の就業時間の問題、あるいは実

働日数の問題等を考える中で、先ほど委員長からの意見の報告Kもあタましたとなり 、たとえ

ば 1校K何人かの責任者を、正職の責任者の方を置いて、残タはノミー トで補 っていしとうい

った検討もとれからはなされてもいいんでは左かろうか、こ のととも強ぐ訴えてなきたいと思

うのでどざいます。

昭和 51年の 11月 29日に、 日野市が補助金等検討委員会というものを設けま して、 その

結果、 5 2年 12月8日K答申が出されてなDますO 補助金のあD方Kついてのあ夕方 Vてつい

てのととでどざ¥/)ま した。御案内のよう K、 48年秋のオイルショック以来、 高度成長から低

成長K移ったちょうどとろ合いのいいとき K、日野市はこの検討委員会を設けたのであります。

その中に、答申 K基づきますと、イ可点かの廃止をするべきだという事柄があ Pましたo そ して、

実際VC2，2 0 0万程度の補助金のカッ トを してきたのであ PますO たとえば自治会連合会の補

助金である 、また生鮮食料品の産地直送事務補助である 、あるいは遠路通学 してなる生徒たら
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の補助、小中学校の移動教室の補助。乙ういったいままで歴史的な背景、あるいは市民への補

助のいわゆる既得権という問題を踏まえて、乗タ越えて、乙の補助金検討委員会が設けられ、

そ して実行 してまい タま した。とれは、一つの大きな内部努力K当たるんではなかろうか、と

思います。との補助金検討委員会では、とのような ζ とを申 してなPます。長期にわたる高度

成長時代Kは、成長それ自体が、豊富な税の自然増収を生み出すという面があ ったから、税収

入KゆとタがあるだけK、補助金行政Kも大きな考え方が許され、それが定着 して しまってい

る傾きがある こと。 また、とれからの減速経済の時代Kないては、税収入の 自然、増K多 くを期

待でき左 く左ってきてなる、したがって市民が市K要求するものが多ければ多いほど、同じ市

民のだれかの税負担を し、 上げざるを得左くなってくる。ある支出をふやせば、他の支出をふ

やさなければ左らな いというとと Kなってくる。 納税者である市民の納得のいくような説明が

ますます必要K左ってく るんだ、乙のように訴えているのであDますO

私は日野市 と大体人口 、あるいは職員数がほぼ同等数の各市の状況を若干調べてみま した。

立川、三鷹、武蔵野の 3市でどざいますが、 ほほ職員数も同 じ、人口 もほぼ似た とと ろでどざ

います。常々私たちのとの人件費がいかK財政圧迫を しているかという調べ方、いろいろ取夕

方もあろうかと思います。全体の歳出K占める人件費の割合はどうなのか、あるいは市税K占

める人件費の割合はどうなのか、 ζ ういっ た調査の仕方もあろうかと思いますが、やは り一番

適当左のは経常経費の充当一般財源、これに対する人件費K対する経常収支比率の割合がどう

だというと とを調べる ととが、一番その各自治体Kむいて、 人件費の割合がいかK財政Kどの

よう K影響があるのか、とれがわかるのではなかろうか、乙 のように判断をいた します。 した

がって、その点から見ますと、日野市は決算の状況K応じての 53年度の資料KよDますと、

総トータルの人件費が経常収支比率は 41.8%1fC在っているO 立川市は 52.4 %、三鷹 43.2 

%武蔵野 41. 8であDま した。とのうら職員給だけ、すなわち職員の方たちだけの比率lfCÌ:>~き

ますと、 35.1冊、 日野市が。とう いったと とを順K追 ってい きま すと、昨年、 なとと しの決

算によ Pます と、総人件費が 58億 9，200万、経常収支比率は 29.7%でどざいます。立川

市は 44.8冊、三鷹市は 35. 6、武蔵野市は 35. 5冊。乙 ういったことを見ますと、 日野市は

ななむね経常収支比率は同 じような市K比べると低く 、 うまくい っているんではなかろうか、

乙ういうととが言えるのでは左いかと思います。

とういった意味を踏まえま して、 ζの定数条例、今後どう しても地方自治体に とって避けて通れ
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ない厳 しい問題Kなろうか と思いますが、日野市の勇気ある決断を強 く望みま して、 議案第

3 5号K賛成をするものであ Pます。 終わ Dます。

O議長(高橋通夫君 ) 名古屋史郎君。

o 2 1番 (名古屋史郎君 ) 本議案に対 して、 私は賛成の立場から意見を申 し上げたいと

思います。

いま市の職員は、行政改革と い うあら しの中で、退職金、あるいはベースア ップなど、いろ

いろな厳 しい労働条件の中で、各分野でそれぞれ責任を持った仕事を毎日遂行 している現状で

あDますO そういう中で、今回提案された、乙の新設校の発足K基づくととろの増員の提案で

あタますが、それぞれの立場から、いろいろな議論がされてなDます。

私も総務委員会で、との審議K携わ Dましたが、いま、 との議場での教育長の説明、ある い

は各議員の質問のや DとDでもなわか Dのよう K、市側は懸命な内部努力を して、 しかも教育

の、給食のあ D方についても、根本的K検討する姿勢を持らながらも、今回、子供たちのため

K、責任を持った給食を行えるように、 というぎタぎりの提案であ Dます。私も、安易な人員

増を決 して賛成するものではあ Dませんけれども 、また安易左安上がりな行政だけが、ねらい

とするものでもあ DませんO

そういう考え方から、私は市のぎりぎ Dの努力を高 〈評価いた しまして、本予算案K積極的

K賛成をいた します。以上です。(r予算じゃないよ」と呼ぶ者あり)条例案K積極的K賛成

いた しますO

0議長 (高橋通夫君)

0 23番 (米沢照男君)

米沢照男君。

議案第 35号、日野市職員定数条例の一部改正案K対 して、

賛成する立場から、日本共産党日野市議団を代表 して、一言意見を述べてなきますO

過去 11年間の革新日野市政のもとで、福祉や教育、そ して医療や環境整備左ど、市民本位

の民主的な行政が、市民参加のも とで力強く推 し進められてまいタま した。自民党を先頭とす

る反革新介子によるさまざま左妨害、攻撃をはねのけながら、着実Kとうした施策の前進を図

ってきたわけであタますO 乙の ζ とは、市民の多くの皆さんの周知するととろであ タま す。保

育園や幼稚園、児童館、学童保育、図書館、小中学校の給食、さらには市立総合病院など、施

策の充実のためK、市民への行政サービスの向上のためK、必要K応じて適正K職員を配置す

る、増員を図る、 とういうことで進められてまいタま した。市民の要求K乙たえ、血の通った
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民主的な行政を進める上で、適正左職員の配置がその原動力と左 ったととは、私があえて強調

するまでも左いと思いますO

今回の職員増は、御承知のよ うK、王止 して中学校給食Kよる、必要K迫られた職員増であ

タますO 施策を充実させるために、職員を増員を し、 適正K配置をしていく 、乙のとと は、不

可欠の条件であ Dます。 職員 1人当たりの人口を各市で見てみま すと 、日野市は三多摩 26市

のうちで、人員を削減すると いう点でベストフォーであタます。これは職員の立場からすれば、

ワーストフォ一、 とういうとと K左るわけであタますけれど も、それ7乞けK少ない職員のもと

で職員が献身的K事業を執行してきた、とのとと の裏づけが、数字の上でも明らかKされてな

DますO

日野市は、職員 1人当た bの人口が、 127名でありま すO らなみK小金井は 91名であ P

ますO そういう点でも 、 とれまで革新日野市政のもとで、積極的K人件費の削減、職員の削減

のための努力が傾注されてきた、 と私は考えてなDます。市民への行政サービスを向上させて

レヨ〈 、施策を充実をさせていら そのために必要K応じて職員を増員を していく 、適正K配置を

し、むだを省、き、効率的左行政を進めてい〈 、そのために、今後 も必要K応じて、職員を増員

をし、配置を していく 、とのととは当然であタます。

とれまでの議会審議の中で、学校給食をセンタ一方式K切タかえたらどうか、あるいは民間

委託K切 タかえたらどうか、 Vきは給食調理員をパ-，-Cl)イヒ l-f<!らどδか。さまざまな意見が

出てなりますけれども、私は、そのととによって、市民への行政サービスがどとまで向上でき

ヒ
るのか、 ( r向上でき るよ 」今呼ぶ者あタ)との辺を物差 しK して判断すべきであろう 、 と考

えて企ります。(r民間委託が何が悪いんだ」と呼ぶ者あタ )

したがって、とうしたさまざま左施策を後退させる方向での(r前進だ 」と呼ぶ者あタ)意

見には断固反対する、ということを付言 して、私の意見 といた します。(r議事進行 Jrなか

しいぞ」と呼ぶ者あタ)

O議長 (高橋通夫君)

o 1 9番(市川 資信君 )

市川資信君。

議長K一言申 し上げたいと思いま すO

議長はすべて御存じだと思うんですカえとの議場は討論交互の原則であ Dます。(rそうだ 」

と呼ぶ者あ !J)いわゆる議会会議規則Kも明確に載っとるわけでありますo (rそのとなタ」

と呼ぶ者あ タ)今般、いま挙手を求めたとと ろ、反対、賛成の相当数の議員がある Kもかかわ
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らず、一方的K賛成者のみの発言を求める乙 とに対する議長の見解を求めます。(rそうだ」

「討論 じゃ左いから Jr意見 も同じ Jr続行」と呼ぶ者あ夕、その他発言する者多 し)

0議長 (高橋通夫君 ) 次K高橋徳次君の・・・・・・・・・ ( r伺だよ Jrちょ っとなか しい

ぞ」と呼ぶ者あ !J) 市川資信君。

0 1 9番(市川資信君) いま私は、議長K見解を求めているんです。 見解を求めた上

で、次の御指名いただきたいと思いますo (rそのとなタ」と呼ぶ者あタ)

。議長(高橋通夫君) 順次やっていきます。(r議事進行」と呼ぶ者あタ ) 局

橋徳次君を先K指名 したので…・・・ ( r議事進行」と呼ぶ者あタ) その後。 (r議事進行

優先 Jrじゃあ休憩 しろJrそれはだめだ‘よJrそれはまずいよ」 と呼ぶ者あ夕 、その他発言

する者多 し) 黒川重憲君。

o 1 7番(黒川重憲君) ただいま私が意見を述べた後で、米沢副議長が、いかにも私

が言 ったφー トをすべきだという、とういう検討をすべきだという意見K対 して、いかKもと

れが市民サービスの低下Uてつながるような意見を言いました。と のとと Kついて、発言の停止

を求めたい。 したがって暫時休憩を求めたい と思います。(rそのとなタ Jr見解の相違 」

「休憩 Jr続行 Jr休憩の必要な しJr休憩しないと議事ができな〈左っちゃうぞ、予算が通

らな く左つらゃうぞ」と呼ぶ者あ夕 、その他発言する者多 し)

0議長(高橋通夫君 ) 高橋徳次君。(r事務局長、いまの動議とら左きゃいけな

いよ 、採決 Jr議事進行で出てるんだろう Jr議事進行の動議は採決しなきゃいけない」

「後で予算が困るぞ、予算が Jr議会の本質?と、 とれ Jr議事進行の動議は採決をして、否決

されればそれはまた違うで しょ う」と呼ぶ者あ D、その他発する者多 し)

それでは議事の都合によ D暫時休憩いたしますO

午後 3時 52分休憩

午後 4時 34分再開

0議長 (高橋通夫君 ) 休憩前K引き続き会議を開きますO

な諮りいた します。 議事の都合KよP、あらかじめ会議時間の延長をいた したいと思います

が、とれK御異議ありませんか。

c r異議なし」と呼ぶ者あ !JJ J 

0議長 (高橋通夫君 ) 御異議ないものと認めますO よって会議時間の延長をする ζ
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とK決定いた しま した。

先ほど市川議員の議事進行については、議長大変ふ左れなため、失礼 しま したが、今後十分

配慮いた しますので、御了解願いたいと思います。(I了解」と呼ぶ者あり)

次に黒川議員の議事進行でどざいますが、議事録調整の段階レてなきま して、議長レてないて整

理することで、議長K御一任願いたいと思いますが、 よろ しく台願い します。(I了解」と呼

ぶ者あ !J) 

次K、ほかに御意見はあタませんか。(Iた〈さんいるじゃ左いか JIまた休憩、だぞ」

「しっかタ しろ」と呼ぶ者あれその他発言する者多し)(笑声) 高橋徳次君、な願いしま

す。

09番(高橋徳次君 ) それでは議長よ D再三御指名いただき(笑声)本当 Kありが

とうどざいま した。

それでは本条例K反対する立場で、意見を申 し述べさせていただきます。

このたび内部努力KよDま して、 10名K削ったというととでどざいますけれども 、ある職

場にないては、要する K職員の出動日数が 290目。それで実働日数は 180日というふうな

話も聞凶てなりま す。 そういう中にないて、先ほど来、内部努力Kよって 10名に減らしたと

いうことでどざいますけれど、 ζ うい った職場もあるというととを考えます と、 ななかっ、ま

だその努力が左されてよろ しいんじゃ左いか、とのように思いますO いずれにいた しま しでも、

とにかくいま行政改革ですとか、給与問題、その他民間ではそれぞれ騒がれてなりますO そう

いった中Kなきま して、とにかく市の財政も、乙れからは年を追って厳しくなっていくという

状態の中KあDま して、左台市民要望は、いろいろとふえてまいりますO その中で、そのたび

Kやむを得左いからという ζ とで、職員をふやしていくということは、非常に行政と してもう

まくないというふうに思いますO

また一般市民も、一番関心を持つてなりますのは、やはタ職員が多過ぎるんでは左いか、あ

るいはまた給与問題ですね。この 2点K一般の市民の方も非常に関心を持つてなDます。そう

いった中K合きま して、今回 10名の増員でどざいますけれども、なな、さき K述べま したと

なり、 290日で実働が 180日というよう左状態の職場もあクますので、ななかっ、そうい

った職場がほかにもあるんじゃないか、というふうに思います。

と に か し い ずれKいた しま しで も、市の財政は、ほとんどが市税で賄われてな Dます。市
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税といいま しでも 、 これは一般の住民の方々が汗水たら して働いた、その中か ら納めていくと

いうような こと でどざいますので、その使用K当た っては、 十分に配慮 していただくというこ

とが必要だ、と思いますO

そういった意味になきま して、と Kかく今回の 10名の人員増ですか、これに対 しては、一

応反対いた しますO

0議長 (高橋通夫君)

04番(小山良情君)

次Kノト山良悟君。

先ほど米沢議員の発言K対 して、議長よタ議事録編成の段階

で処理するというととでどざいますけれども 、民間K委託すると市民サービスが低下するとい

うふうな発言があタま したけれども、との発言K対 しては、私は大変な怒 Dを覚えるわけであ

DますO あたかも民間は能率が悪い、あるいはサービスが悪い、 と言わんばかタ でありま して、

とんでもない偏見でどざいます。能率が悪かった D、あるいはサービスが悪かったら、民間企

業はつぶれて しまいますo (1そうだ」と呼ぶ者あ !J) 厳 しい企業経営感覚で皆さんががん

ばっ ているわけですから、その辺のところを、あのような発言をされるというととは、非常に

無神経では左いか、というふう K激 しい怒りを覚える乙とを、まず表明 してなきたいと思いま

すO

さて先般、過日 、 乙の議案が上程された際K、ただいまもちょっと高橋議員が触れま したけ

れども 、私が給食調理員の実質稼働日数が 60%である。もっと効率的に人材活用の人事配置

をするべきである、という意見を出 してなタますけれども、それに引き続〈形で、 との条例K

反対する立場で一言意見を申 し上げたいと思います。

民間企業に籍を置いて、激 しい企業競争の荒海K身をさらしている者から見ますと、役所の

仕事といいますか、働く 量 というのが、民聞に比べてもう半分ぐらいじゃないか、 というふう

左思いを しているわけでありますO 民間並みの厳しい効率性を持って仕事をすれば、現在の職

員をもっと減らせるんではないか。増員 どとろか、むしろそういう感触を持っているわけであ

タます。民間と役所の決定的な違い、とれは特K強調してあ、きたいんですけれども 、定員の決

め方であタます。どとの民間の企業になきま しでも 、あるいは役所の職場K沿いても、仕事の

忙 しい時期、暇な時期あるわけであタます。民間の場合Kは社員の数を決めるとき K、一番暇

な時期K、時期K足る社員数を定めます。そ して忙 しい時期にパートな Dアノレバイトを補って、

仕事を しているわけであタます。ととろが、役所の場合Kは、一番忙しい時期医定員を合わせ
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て決めている。で、暇のときには遊んで、遊んでいると言っちゃ言い過ぎですけれども、かな

タ効率の悪い仕事という形K左るわけであ Dまして、 とれが民間と役所の決定的左違いであり

ます。

いま、 ζの場でいろいろ発言があタますけれども、との議会の中、あるいは市役所の中の感

覚だけで、 物差 しで考えますと、 職員も一生懸命やっ ている、それぞれの立場で努力 しているO

当然そう いう発言にもなってくるかと思います。それを認めないわけではあタませんけれども 、

しかし、 1歩目を外へ向けますと、民間K向けますと、大変申しわけないけども 、公務員の皆

さんよタはわれわれ民間人が、その倍以上も仕事を している わけでありますO その辺のと ζ ろ

の認識を強 〈持っ ていただきたい。私はそれを強〈強調 したいわけであタます。われわれ民間

は、仕事の目標、あるいはノ ノレマという ものを課せられて、厳 しい仕事のス ケジューノレK追わ

れて努力 しているわけであDますO しか し、 役所の場合には、その辺のいわゆる進行、仕事の

進行管理といいますか、そういったものがちょ っと甘い。極端なととを申 し上げますと 、イ可と

なく 1日が終わってしまう、というふうなむだな時間を過どすことも 多いわけであタます。 し

たがいまして、民間並みの厳しい経営感覚で見直 しをしていただきたい、 というふう K思うわ

けであタますが、たとえば、各種施設の運営管理、あるいは清掃業務、学校給食は、民間委託

すべきであります。民間K委託 したらサービスが低下する ーとんでもあタませんO 民間は一

生懸命や ってがんばタます。競争の原理が民聞にあるわけであ Dますから、非常Kその辺の と

とろはシビアに経営せざるを得ませんから、市民のために一生懸命沿い しい物を食べていただ

〈ょう K、子供たら(!Cj:;、い しい物を食べていただくように、一生懸命努力 します。衛生管理で

も死活問題ですから、真剣に取タ組みます。 しかも能率よく 、安い経費で仕事をとなさなきゃ

なりませんO そう しなければ、市から仕事がいただけないという ζ とになれば、 とのよう K激

しい競争で仕事を獲得するわけですから、安い経費でそれが賄うととがで きるわけであタますO

その他各部課の部、あるいは各課の応援体制といいますか、そういったものを確立 して、 と

の硬直 した、硬直化 した組織を見直 しをやっ ていただきたい。また、 さらには、人事とか給与

面、 とういった面で信賞必罰告Ijを導入 して、 職場K活性化を与えていただきたい。職員レてやる

気を出 していただきたい。そ して、いままで以上の能率を上げていただきたい、効率上げてい

ただきたい。少数精鋭主義でがんばっていただきたい、 ζ うい うふうに思うわけであ Dます。

したがって、私は今回の ζの条例改正、いわゆる職員の定数増Kついては、反対であクま し
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て、まず増員 よタ先に応援体制を確立して、それを実施する ことを始めるべきだ、 ζのことを

強 く強調 して、 反対いた しますO

O議長 (高橋通夫君 ) 次、馬場弘融君。

08番(馬場弘融君 ) 反対意見を申 し上げますO

これまでの各氏の御意見の中に どざいましたように、本条例の改正になける職員定員増の王

なものは、給食調理員の増であります。すでに、各校方式によって学校給食がスタ ー卜してし

まった現状では、いまさらセンタ 一方式に しなさい、という ふう左と とはなかなかむずか しい、

とは思いま す。しか し、 このまますべての運営を、市の職員だけで賄う 、つま D市の直営の方

式でいく。とれば非常K財政的に不安がある 、というふう K私は考えます。(rそのとなり」

と呼ぶ者あ !J) 先日 、本条例が上程をされま したときにも申 し上げま したけれども、新年度

の予算になきま しての、小中学校の給食調理員関連の人件費、 とれは、現在 110名いらっ し

ゃいますけれども 、年間 5億 2，5 0 0万円ほどであ Pます。さらに、と の条例によれば、とと

し10人ふえる。とのまま正規の職員と して給食調理員を採用 し続けていきますと、 先ほ ど古

賀議員からも指摘がどざいま したけれども 、昭和 6::3年、小学校 20校、中学校 8校の全校で

完全給食が実施をされる。乙のときには、多分総数で 155名ほどになるはずでありま す。 1

人ずつの年収を約 400万円、とう 見積もった といたしま しでも、給食調理員関連の人件費だ

けで、年間 6億 2，000万円を超える。 しかも 1人もパー トの職員はい左いのでありま す。す

べて正規の職員であります。とれは人件費だけであ Dますから、 ζれKすべての学校の給食室

等の建設費だとか、水道費、光熱費、 こうい ったものを加えれば、給食、学校給食 という 事業

が、いかに巨額の税金を必要とするか、一目瞭然、であ DますO

ちなみK、 よく私ども 、 日野市の図書館は日本ーの レベノレにある 、乙う言われてなタます。

乙の図書館の職員の関連人件費、これは新年度予算Kなきましては、職員数:37名ほどであり

ますが、年間 1億 6，7 0 0万円ほどであります。 しかも 、 との図書館ですら、すでKアルバイ

トの採用ですとか、外部への業務委託を始めている状況であ Dます。日本ーの図書館ですら、

アノレバイトを使っている。外部への業務委託をやってるんですO さらK市長のな得意の福祉の

分野、ある凶は障害者の分野、 乙れも挙げてみましょう。たとえば障害者少年学級、あるいは

障害者青年学級、とういう 、市長にとっては誇D高い施策だと思うんですO とれが、すべて外

部K委託をされた事業であクま す。どうして学校給食K限って、職員のノごー 卜化をするとか、
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民間K委託をするとか、 ある いはホ'ランテ ィアを活用する とか、そうい った方式が考えられな

いで しょうか。私は不思議で左タませんO

もう一度繰り返しますけれども、人件費だけで、正規の職員の人件費だけで、間も左〈年間

6億 2.000万円を超えて しまうんです。とういう状況の中で、給食方式の根本的左見直しの

目安も全然左い。実K安易左人員増だというととで、 とても認めるわけKはいきませんO

今後、市税の収入であ Dますとか、あるいは国庫Kむける歳入の厳 しさ、と ういったものを

勘案いた しますと、このまま安易K人員増を認めれば、間違いなく 5年後、 6年後、日野市政

の財政運営K大きな不安点と して残されるであろう、 ( rそのとなタ 」と呼ぶ者あタ) との

ととを強〈申 し上げて私の反対意見といた します。

0議長(高橋通夫君) 次K古谷太郎君。

06番(古谷太郎君 ) 私も 、市政K参加させていただいて、 らょうど 2年K左るわ

けです、2年。毎年、市長さんの方から、定数の増加をとの議会K提案されてとられてなDま

す。職員の数が多ければ、あるいは市民サービスが若干ふえる面もあるかもしれませんO しか

し、 私はやは D市民の受ける受益は、利益は公平で左きゃ左らないんじゃ左いか、 とのととを

強く感じてるんですO

一例を申 し上げますと 、昨年、学童クラブの方々の 25人の臨時の御婦人を正規の職員 とな

さいま した。そのため、学童クラフ.関係のな 1人当たタの費用は、市の税金を 15万円も持ら

出さなきゃ左ら左〈在って しまったわけであタます。な 1人の人K、 1 5万円を持ら出すO ζ 

れも 、保育園の子供たらと比べてみ左ければならないと思うんですO 保育園の人たらは、子供

たちは、 とにかく朝 8時左い し8時半から夕方 5時左い し6時まで台預か Dして、 そ して町で

な金を出している。それらの方々 K出している費用も、それとそん左 K変わDない。たった 3

時間しか保育し左い学童クラブの費用、子供の 1人の費用が 15万円。 10時間保育している

保育園のは 12万円O とれはなかしくあタませんか。すべての臨時の職員の方を正規K左さい

ますO それは臨時の方は喜ばれるで しょ う。

いま 、 ζの給食のなばさん方のな話が出てます。給食のなばさん方は、との前、教育長 さん

の御報告Kよタますと、 180回、 1年間VC1 8 0日給食 をなさるそうであタます。そとで、

な 1人のなばさんの費用が、日当がです、日当です、 1日1回給食するのK幾らぐらい市の税

金をな出し しているか、幾らぐらい給料を払ってるかを、 ちょ っと調べてみたんです。そう し

ますと、 60歳以上 64歳のなばさんに、昭和 57年 Kは、 1回当た夕 、 1年間VC6 1 5万

6，000円以上給料を払 って企Dます。去年は 619万 8，0 0 0円以上、 60歳過ぎの台ばさ

んに日野市からな給料を払ってるんです。それで給食のなばさん方の平均は、 46 0万円であ

タます、 1年聞の給料の平均が。 ζれを 18 0日で割タますと£、ばさん方 VCl日3万円近い日

当を払っている計算になるわけであ Dます。 しかも 、との数字は、退職金も、あるいはまた恩

給 Kかかる共済組合の日野市の負担金も、人つてなPませんO ですから、な 1人雇うというと

とは、 日野市民の負担がどのくらい大きくなるか、というととをな考えK在っていただきたい

のであ DますO 安易左な気持らで、臨時の方をどんどんと正職員になさる O それは臨時の方は、

ノごー卜の方は喜ぶで しょ う。 しか し、 将来、乙の方々の定年までの給料、また退職金、思給、

ζれらは市民の負担なのであクます。私は給食のなばさん方の日給、1日です、1回全事をつくる、

な昼だけなんです、昼食だけ左んです。つくるのに 3万円近い税金が使われている。も し、とれ

をパートの方 VC;J:，-，願いするとすれば、私は恐らく 1万円以下だろうと思う 、 どん左 K出してみ

ても 、 1日。午前 9時からでいいんです、午後 4時まででいいんです。 3時でいいんです。

午後 3時でいいんです。 6時間のパートを£、願い して 1時間 2.000円払っても 、1万2，00 0 

円じゃあ Pませんか。半分にも左らない。 しかもこれらのノごー 卜の方々には、退職金もないん

ですO 要らないんですO 恩給も市の負担分が左〈左るわけです。私はとういうふう左計算の中

で、 64歳のなばさんにな払いすることが残念に思うわけじゃないんですO との方々 VC;J:，-'払い

するのは、それ左 !JVC価値があると思います。しかし、 7人いる給食のなばさんの中で、 3人

を臨時でいいじゃありませんか。 10時から 2時で、午前 10時から午後 2時でいいじゃあタ

ませんか。 365日給食を左さっていらっ しゃるわけじゃないんです。私どもは決 して無理を

申 し上げているんじゃない。いま給食のなばさん方 113名だそうであタますo 6 0歳以上の

きょう現在以上のなばさんが 6人だそうであタます。大変、私は決 して 60以上の台ばさん、

6 5歳までな勤めK左るのが普通でしょう。決 してそれを責めるわけじゃ左いんです。毎年、

毎年ど左たも年をとタますO しか し、 このままいきますと 、毎年給食の壮ばさんの人数は、ふ

えているわけであ Pます。女性の方は、特 K最年を召されるとな疲れKなタますO 栄養士の方

2 4名、とれが 28名にふえているc 乙れは正規で左きゃならないでしょう 、栄養士さんはO

私は、給食のなばさんは、半分の方は正規であっても、半分は私はパートでいいんじゃ左いか、

と思うんです。たとえば第一中学校が 7名とすれば 7名の給食のbばさんのうち 4人は正規の
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職員K左ら していただいても 、 3人はノごー卜でどうで しょうか。 1年の半分、給食は行われて

い左いんですO しかも合昼だけなんですO 保育園の私立の保育園の給食のなばさんのことを考

えれば、 1 0時のなやつ、 3時の企ゃっ、昼食。大変だ と思いますO 小学校や中学の給食のな

ばさんは、 とれが左 いんです、 なやつがあ DませんO ですから 1食当たタ御父兄が 20 0円御

負担な っていただ く。しかし、 実際の費用はあ と300円は税金から出 しているわけですo 1 

食 50 0円K左るわけです。もし民間でしたら、 あの 500円出したらいま差 し上げてる給食

よタも、どれだけいい物を上げられるで しょうか。

私はいつでも考えるのは、不公平であっては左らない。特Kいま申 し上げま した とな夕 、給

食のなばさん方の給与、いま馬場議員さんが言われま したよ うに、 5億 2，000万、それK恩

給加算金 5，000万加えれば、 5億 7，000万円とい うな金、 5億ですよ、な金が払 われる

んです、税金が。 ζ としもだからいま申 し上げたで しょう。 1人当たり 1回の食事が 3万円、

1日3万円、給食のなばさんに日当が払われる、支払われているという計算Kなるんですo 3 

万円は私は少左 〈左い と思う。 とれは平均の話であタま す。

それから特K私はとの議会の 2年間の間K感じた ζ と、日野市Kはなかしなζとが全くあるんで

す。との問、本会議で、予算委員会で総務委員会、労働組合の組合長さんがいないというんですO

聞き Kい くけど、いないんです。いつ帰るかわからな い。 労働組合の執行委員さんがいない、

わからない。とん左ばか左話あタま すか、一体。 ILO条約 というのは、日本の労働組合、総

評及び日本の政府及び世界の労働組合、乙 の3者が ILO条約というのをジ ュネー ブで結んで

何年K左タますO 日野市Uては ILO条約を守る ーー日野市は守つてない。恐ろ しいととですO

労働組合と日本政府と世界中の国々の方々と ともに、日本の労働組合 と日本の政府 は、 ILO

条約を守タますと言って批准 したんです。忘れちゃいけませんよ。だから乙そ、 日野市の労働

組合のいか左る役員といえども 、とれは正規の職員Kなっ てるんですO 組合長は健康諜の職員

であ DますO との職員が行方不明である、どとへ行ったかわからない。私は不幸K して、組合

長さんとい う方を存じ上げませんで した。乙の問、初めてヱスカレーターの中でな会いしたん

です。健康課Kいた ζ とがあ Dますか。あれでも定員 1名ですぜ。あの組合長が、健康謀Kい

た姿を見た部長がいるかね、あ左たのととろの部ですが。職員左んですよ。 ILO条約Kよっ

て組合の役員は、いいですねO 専従組織をつくると とができるんです。 もし仕事を したく左け

れば専従職員 となって、日野市の定数から除外 してないてもらったらいいじゃあ Pませんかっ
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そういう人が 15人もいるんです。 ILO条約K違反 している市などは、世界中左い、どこK

もないんです。乙れは両方が認め合ったからです。東京都の美濃部知事さんだ って、 ちゃんと

ILO条約を尊重 してなタま す。世界の国々 K約束 したんですb日本の労働組合、日本の政府が。

日野市だけはとれを守ってい左い。それで定数がふえていいんですか、一体。日野市にはいろ

いろ な不思議左と とがある ζ とを ζの 2年間で知 Pま した。

このような組合が違法な行為をし、給食だけじゃあタませんO 学童クラブKしで もそ うでーすO

1億 5，000万円も学童クラブの方々の費用がかかっ てるわけです。そういうととは、ゃっば

D学童クラブの運営の中で、東京都方式をとるべき左んです。 私は、そ ういう ふ うな一つの見

方の 2年間の経験の中で、 どう して もとれからは定員増Kは賛成できない。ゃ っばDパートで

できるととは、パー 卜の方(ICj，~願いする。民間でで きる とと は 、 できるだけ民間K台願いする

ようになさったらいかがで しょう か、 とい うととを申し上げて、 反対の意見 といたしますO あ

りがとうどざいま した。

0議長(高橋通夫君)

終結いた しますO

これよ D本件について採決いた します。本件K対する委員長報告は原案可決であタま す。 本

件は委員長報告のとなタ決するに賛成の諸君の挙手を求めますO

ほかK御意見はあ Dませんか。なければとれをもって意見を

〔賛成者挙手〕

O議長 (高橋通夫君) 挙手多数であタます。よ って議案第 35号、日野市職員定数

条例の一部を改正する条例の制定の件は、原案のとなタ可決されま した。

乙れよ D議案第 36号、 日野市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制

定の件を議題といた しますO

総務委員長の審査報告を求めます。

0総務委員長 (竹ノ上武俊君)

し上げます。

議案第 36号は、日野市一般職の職員の給与K関する条例の一部を改正する条例の制定でど

総務委員会の審査の経過と 、結論Kついて御報告申

ざいます。

市職員の給与を、扶養手当などを含めま して2.03部アップし、 ζれK伴いま して給与表の

改定も行うものでどざいま すO 実施は 58年 4月 1日よ Dというとと KなPます。
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乙の議案Kつきまして、質疑の中では、 差額の支給Kついて、あるいは予算編成の今後Kつ

いてなど、行われま した。

また意見といた しま しては、全協等で種々の議員からの発言がどざいましたが、乙れらの意

見を、今後とも市当局が参考Kしてほしい。また、通 し号俸制は、諸悪の根源、であ夕 、能力給

を制定 していくべきである。あるいはまた、人事院勧告が、公務員の給与引き上げを決めたこ

とは、非常K重要な意義がある ととであ夕、これK反するよう左閣議決定がなされたととは、

遺憾である。人勧の答申から見て、今回のヲ |き 上げ額は少ないので、そういう意味で反対 した

いけれども、労使の約束というものを尊重する立場から、賛成をする左ど意見が交換をされま

ベース ア ップが 4.5ですか、とういうととの中で、恐らく皆さん把握されていると思うんです

が、東京都の給与改定についてと いうことが出てなタますO その中で、職員の給与は、 2番目

のととろK、職員の給与は地方公務員法Kよって、生計費、国及び他の地方公共団体の職員の

給与並びK民間企業の従業者の給与左どを考慮 して決定されるとととされています。こういう

中で、もちろん東京都でもとういういわゆる調べて、妥当だというととで 4.5ですか、 ζ うい

うふう K何か決めた と思うんですが、恐 らく市長会でも何ていう か、ラスパイレス等が云々と

されてますが、今回の国並みの 2.0 3ですか、そういう ふうに決められた経緯の中で、総務委

員会で日野市内の、日野市内 Kは日本きつての企業があられるんで、そういう給与もな調べK

左られたかどうか、とれが第 1点。

それから、Dっば左資料をきょう配布されているんですが、近隣市の部長給、課長給、職員

の最高と最低の給与月額と年齢、と ういうものの資料をいただいたんですが、 とれ単純Kよく

私がいつも申 し上げるんですが、との中で見ると日野は年齢もらょ っと違うんですが、町田と

日野を単純K比較 してみますと、町田が 56.0 9歳で 38万 7，300円、それから日野は部長

給が 56歳で 3 6万、とういう差があタますO ただ し課長給でいきますと町田が、日野が 5 8 

歳で 35万 2，200円、町田は 56歳で 36万 9，400円、 とういう確かK差があタます。た

だ し、いろんな管理職の手当ですね、管理職の手当 でいま見ますと、日野の管理職 というのは

部長さんが 25 %、それから課長さんが 20%、課長補佐が 18 %、それから心得が、課長補

佐 と心得が 18 %ですね。係長が 15 %、一般職員の調整手当が 9%0 

乙ういう中で、問題K左るのは給与をずっと絶えず小平と比較対照するのが、私はとれは一

般予算の ときにも申 し上げたんですが、日野からいただいた、との間給与条例の改正K示され

たあれを見ると、小平は 25年で、 5等級ですね、 5等級見ると小平は 25年で企 しまいにな

っているんですが、 22万 8，400円、 日野の場合Kは 28年だが、 28万 2，100円、それ

から 4等級では、 日野で、小平の場合Kは 31年き タ出てないんです。 31号俸きタないんで

すが、日野の場合Kは 38号俸まであるんで 36万、 乙の年数の場合が 36万 2，300円と高

いわけですね。それから 3等給では小平は 30号俸で 33万 6，5 0 0円、 日野では 32号俸と

いうんですからこれで 36万 2，300円、それか ら2等級で小平は 27年で何ていうか、 27 

号俸で 35万 6，400円、 日野では 26号俸で 36万 2，300円、何ていうか、年数は違うん

ですが、それから小平は 20年で 37万、いわゆる 1号俸ですね、 37万 100円ですか、 日

野は 22年、 22号俸で 37万 300円O

こういう中で、 問題は管理職手当 としては日野は全市をいわゆる 26市から、町から村まで

全部見ても、部長の、何ていうか、 25婦、いわゆる課長の 20%というのは、いわゆるハイ

クラスだというふうに見るんですねO ただ現実に、一番とれははね返ってくるのは、期末手当

の基準内賃金という期末手当があDます。期末手当の場合Kは、基準内賃金というのは一般の

何ていうか、管理職Kは、管理職手当というものは含まれ左いで、恐らく一般の職員には調整

金というのは基準内賃金で住宅手当だとか、それから扶養手当と一緒K左って基準内賃金とい

うので期末手当が支給されていると思います。

そういう中で、そういうことの計算を して、 よく古谷議員も日野では、私、単純Kとの表見

ても、確かVC4等級左i?5等級、号級の数があるんですが、日野は 4等級左i?5等級、それか

らいわゆる 3、 4、 5がいわゆる幅もあるんだが、現実にはそれが高くなっている。それなの

で実際KはどとK厚くなっているのかどうなのか、という乙とですね。

それで実際問題、それが期末手当なんかの場合K、管理職手当が何ていうか、含まれてない

計算になるんで、その辺の問題を市長会でただいわゆる単純K国並みの 2.03ですか、乙れK

決めたという乙と K、私は一般質問を取タやめたというので、あえてととで給与問題で聞くん

した。

とのような結果、採決と左タま して、 多数決で原案を可決 と決定をいた しましたので、よろ

しく御審議をな願いいたします。

0議長(高橋通夫君 )

0 28番(石坂勝雄君 )

とれよタ質疑KλDますC 石坂勝雄君。

委員長Kな尋ね したいと思うんですけど、東京都のいわゆる
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ですが、何ていうか、いわゆる単純K何ていう刀、市町村の財政状態とか、いろんなととの中

で、市長会でよ〈とういうように足並みがそろったものだ、左あ、と いう危慎を抱いているわけ

ですね。総務委員会で、そういうようなとと K実際問題に して、乙れ、 そこまで検討されて給

与が、だから管理職手当が、期末手当が、実際にはほかのととろでは恐らく 5等級の人でも 4

等級の人でも、恐らくかなタの高額、いわゆる 4等級で 38年ぐらい勤めている人という のは、

いるんでは左かろうかと思うんですね。戦後だけでもいわゆる 38年たってるんですから、そ

ういうのを見ると、 36万 2，300円という、 ζれK調整金の手当がつくと 、莫大な何ていう

か、期末手当 K左るんでは左かろうか。そうなると、いわゆる部長さんより確かに課長さんよ

夕、部長だから必ず しも自分はよけいに払えとか、課長だからどうだ とか、そういうとと の比

較対照を総務委員会でされたか、その点をまず伺いたいと思います。

0議 長 (高橋通夫君) 総務委員長。

0総務委員長 (竹ノ上武俊君) ただいまの質問Kな答え申 し上げます。

委員会審査の中では、 本会議での質疑、それから全協での意見交換などを土台と して、審議

されたよう Kは委員長と して感じて会タますO しか し、 具体的Kは、ただいまの日野市内の民

間の賃金水準との比較、それから部課長等を初めとする給与の最も厚いととろはどういう状態

K在っているか、などの突っ込んだ審査というものは、 どざいませんで した。

0議長(高橋通夫君)

0 28番(石坂勝雄君)

石坂勝男君。

そう しますと何か答えて、担当か左 KかK答えてもらえれば

と思うんですが、検討してないというん左らねO

0議長(高橋通夫君 ) 総務委員長。

0総務委員長( 竹ノ上武俊君 ) 総務委員会ではそういう次第でどざいますので、た

だいまの質問K関連しま して、市の給与水準を決めていぐに当たって、民間との関係、あるい

は第 2点K指摘されま した問題Kついて、理事者で、担当の方から答弁を していただきたいと

思いますO

0議長(高橋通 夫君)

O助役(赤松行雄君)

助役。

大変大づかみな御説明Kなろうかと思いますけれども 、不足

するととろは、また調査の上で台答え申し上げたいと思います。

58VC台ける民間企業の賃上げ動向でどざいますけれども 、 4%前後のやは D民間Kなける
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ベア改定というものが、左されてなると思いますO それらがまた背景と左りま して、 東京都の

4. 5という ふうなベアの実施Kもな ってなるわけでどざいますけれども、人勧そのものは、基

本的Kやは D公務員の一つの制度と して、 尊重されるべきでどざいますけれども、大変な国、

地方を通じての財政状況という中から、臨時Kとられた処置として、それぞれそれK対応 して

きているものでどざいますO 東京都K企きま しては、長い、現在の知事K至ってからの、行革

以来のワンパックージの処置と してや られている。とういう ふうなと とでどざいますけれど も、

全国の市町村 VC i>~ きま して は 、 人勧というものが 5 7年凍結されま して、 5 8年は閣議決定で

2.0 3というふう左、抑制されたものK在ったわけでどざいます。とういうふうな事情でどざ

いますので、各市とも 、いろいろ論議の中、あるいは市長会の中等での全体的な協議の中で、

2. U 3とい うものに協力 してい く、という 大き左目標を定めて きたわけでどざいますO

それで、日野市レてなけるととろの 2.03というも のの、給料表のあ夕方でどざいます。とれ

Kつきましては、例年いろいろ左引き上げ等を行ってきてなる とと ろもあるわけでどざいます

けれども、とと しは、初任給になきま して、 5等級の初任給でどざいますo 5等級の初任給にな

きましては、 1，600円の引き上げ、 というふうなととで、極力とれを抑制 してなりますO そ

れを土台Vてしまして、 1等級K及ぶというふうな形で、 1等級の最後は、 6，1 0 0円の引き上

げに左 っているわけでどざいますけれども 、そのよう左配列で積み上げてき ている、 ζ ういう

ふう左乙とで、改良した点があるわけでどざいますO

あと 、、 いろいろと管理職手当というのは、日野の場合Kは係長が 15 %、課長が 20冊、

部長が 25で、な医者さんが 28ですか。そういうふう左ととになってなるわけでどざいます

けれども 、 とれKついては、給料表見合いの保障的在意味合いもあるわけでどざいますO そう

いうわけでどざいますけれども 、給料表の引き上げKついては、さっき申し上げましたと合夕 、

多少の改善 を加えた形で、それから是正計画の中K、初任給 1号俸ダウンというふう左ととろ

もどざいますので、初任給の抑制を し、それを積み上げてきた、 とういうふう左な答えK左る

んで しょうか。 いろいろあるんですけれども 、給料表自体の説明の中では、そういうととでど

ざいますので、御理解いただきたいと思いますO

0議 長 ( 高 橋 通 夫 君 ) 石坂勝雄君。

0 28番(石坂勝雄君) いまの全〈卦答え Vてならないかもしれないというけれども全

〈私が聞いてる意図すると ζろはいかないんですけど、私は、市から給与改定K伴う一覧表K
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1号俸、 1級というんですか、 1級の人が 12名、それから何ていうか、 2級の人が 53名で

すか、それから 3級が 121名、4級が 956名、それからいわゆる 5級が 213名で計、 ト

ー タル 1，35 5名というのがあるんですよねO

それで、私は小平と比較 した場合K、 乙ういうと止なんだけど、 よくどっちK日野は厚くな

っているのか、 よく部課長さんが何か気の毒だ、 というよう左ことが出てるんだけど、そうい

う御検討を、今度は ー今度は私も先KいきますO 禅問答ゃ ったってし ょうがないカミらねO イ可

か今後とういう給与のどこ K不合理があるか、とい うことを是正される御意思があるのか、な

いのか。私がどうも見ると、みんないまの生活給ですから、私は何ていうか、給与というのは、

当然人事院勧告だけ上げてやるべきが、財政が許すなら上げてやるべきだ、と いうのが持論な

んですよ、私は。(Iそのとなタ 」と呼ぶ者あり) 持論なんですよ O それだけれど、不公平

があっちゃいけない、というととも絶えず言 うわけですねO 税K対 しで も特K不公平があっち

ゃいけ左レヨb いわゆる給与に対 しでも、いわゆる不公平があっちゃいけ左ν、特K何ていうか、平た刀ミら私

安く ていいというよ うなととは言わ左いけど、出舌給というのが土台であっても、不公平があるのか、ない

の刀、 いわゆる不公平があるとするなら、今後是正される気があるのか、ないのか、という自分はそういう

点を聞いてるわけですよ。それだからいわゆる課長なタ部長なD係長在タが、管里職手当がλら左いんだ、

いわゆる期末手当が入ら左いとすれば、それがどういう入るよう左方法を講じるのがいいのか、もっと給与

をその介上げた方がいいのか、そういう点の街検討を単純K、武蔵野左んかと比較したんじゃとて もじ

ゃ宏いけど、問題K左らないんですが、表を見ると、そう違わないけど、現実K左っ てとういう

市からいま、きょういただいた表を見る と、 歴然、と何ていうか、差が出てきているんじゃ左凶

んですか、助役さん。町田が 56歳でさっきも言 ったように 38万 7，000円ですね。日野は

同じ 56歳で 36万だ。とういう差が出てきているのは、その上にもってきて何か期末手当等

K管理職手当が入らないというとと Kなる と、どう なのか左あ、 というそういういわゆを御懸

念を助役さんもいわゆる課長も部長も通っ てとられたんですね。いわゆる何ていうか、御懸念

をあるのか、ないのか。

私はだからいわゆる給与というのは、公平なととで、もうなるたけなら、いわゆる都が 4.5 

%上げるならいいんだ。都は 4.5なら市も上げていいんですよ、財源があるなら。ただいわゆ

る不公平があ つらゃいけないから、その点の検討を、総務委員会でされてないというから、い

わゆる理事者K聞いてるわけですO 必ず しも、何でも私は 26市で統ーだというんなら、いま
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言う となD、今度は採用も一緒Kゃった夕 、何ていう か、採用試験も一緒KゃったDあらゆる

ととを一緒にやるならいいんですが、そうでないんですね。いわゆる交渉だけはいわゆる統一

交渉を されたD、いわゆるいろいろな ζ と、ベースアップを決めるのKも市長会や助役会で決

めているのも、とれも悪いとは決して申 し上げませんO ただ、日野独自のあれを見た場合K、

田無左んかの場合もかな D高給左んで、今度市長の給与のヲ |き下げというものが否決にな った

ようですが、新聞見ると。そういう点を考えて、何か助役さんがどうな考えKなっ ているのか、

とういう ζ とです よ。だから、いま解決 しないとすりや、今後のいわゆる次の段階では、 とう

いう方向で退職金はいわゆる 60年K定年制が実施されて、今度条例の制定をするんだ、恐ら

くとと し中K、恐ら〈いつされるか、条例の制定をされると思うんですけど、それと同じよう

K、退職金のヲ|き下げの率もその機会K出てくると思うんですよねO との給与も、私は決して

どの給与が高いとか低いとか言うんじゃ左い。それはアンバランスがあるのか、左いのか。あ

るとすれば直す気があるのか、ないのか。とういうととを聞いてるわけですO

0議 長(高橋通夫君)

O助役(赤松行雄君 )

助役。

けさほど御要求があタま して、 議員さんのな手元K配付 して

どざいます。各市との比較でどざいます。全部の市の資料を集めると とが、 左かなか不可能で

どざいま したo 応じてくれる市と、応じてくれない市とがいろいろあるものでどざいますので、

とういう形の市K左ったわけでどざいますけれども 、 ζ の表の中を見ま しで も、いろいろと問

題点があるようでどざいますO 個々に比べますと 、市K入った、要するに動続年数というも の

Kいろいろとばらつきがどざいます。そういう面からの給料の高い、低いがどざいます。端的

K申 し上げますと、部長給の最低という日野の場合には、やは D勤続がそう長〈左い、 という

ふうな例とか、課長の最高の場合には、非常に勤続が長いとか、というふう左いろいろ左問題

がどざいますO そういう形の中では、いろいろ問題があるわけでどざいま すけれども、全職員

というのを見ますと、 37年勤続で 20万 9，000円、と ういう一つの平均になってなるわけ

でどざいますO とれを見ますと、必ず しも27年勤続という同じほかの市と比べまして、高い

給与でないわけでどざいますけれども、 ζ ういう中から見ま して、 ラスが高い、 というふうな

一方 K為、ける現象があるわけでどざいますo 乙れらKついては、 やはタラスが高い、要する K

根源がど ζ Kあるのか、要する K問題はやはD偏ったものがあれば、 ラスの高さ というのが出

てくるわけでどざいますね。 要する K勤続K応じ、学力K応じ、要する K配置されてる という、
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給与が格づけされてる、と いう ととK左れば、問題が左いわけでどざいますけれども 、そ乙K

偏りがあタますと 、ラスの高さというものが出てくるわけでどざいますので、その状況につい

ては、ひとつ私たらもどういう点というととについては、職員の給与を総体的Kというふう左

速効性のある是正も必要じゃありますけれども 、やはタ沿っ しゃるような根本的左解決のため

には、その根源を探る必要があるだろう 、 ζ う思うわけでどざいます。ととでは、それがどこ

Kあるのか、というととについては、調査させていただきたい、 とのよう K考えるわけでどざ

いますO ζ れは、 乙れをもらったときに、私もそう考えたわけでありますけれども、本当 K調

査 しなきゃわから左い。調査 して、的確な対応をする必要がある、こう思うわけでとざいます。

それから管理職手当 Kつきま しては国も区もボーナス 一 期末手当等花入れてなります。国

も都も入れてなりますo それから 26市では前々から御質問K応じて答えているわけですけれ

ども、 1市だけが入れているわけでありますo 乙ういう点Kつきま しては、凶ろいろと御指摘

の中で、少 し理事者サイドで検討させていただきたい、とう思うわけでどざいます。さっき言

いま したよう K、部長給の最高 56歳というととで、総体的K見ますと、 2万から 3万低い、

というふう左現象等もあるわけでどざいます。

それが根本的左解決と、それから当面の解決とかいろいろあろうかと思いますO とれは管理

職手当 Kつきま しては園、都は期末ボーナス 一 期末手当 K入れてなります。 26市では 1市

の状況でどざいます。それでラス Kは関係 してとないんじゃ左いか、と思いますけれど、ひと

つ理事者段階で勉強させていただきたい、 とう思つてなるわけでどざいます。(r関連 J)と

呼ぶ者あタ)

0議長(高橋通夫君 )

o 1 9番(市川資信君)

市川資信君。

実は、都下 26市の近隣市の各給与表と、それからいわゆる

部課長の最高給、最低給、それから平均年齢給。との資料をきょういただいたわけであタますO

私も、きょういただいたんで、きょう質問は差 し控えよう 、 とれ、 よく分析した上で質問しよ

う、と思って沿って、きょうはそのつも Pでいたんですが、いま助役の答弁の中で、やはタ私

のいま単純K見た比較表で、ラスが高くて、明らかK私が指摘したよう K、部課長の給与は、

乙の表で見る限夕、近隣市と比較 して事実安いんです。ななかっラスが高い、というととろを

この表で私はとれを見たいために、資料要求 したわけですが、そ して、とのもう一方の、近隣

市の乙の給与表を見てみますと、日野と同じ給与体系、いわゆる渡り制度を採用しているとと
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ろK沿いては、同じような結果が出ている。で、渡 Pを使わない、いわゆる職務給、能率給、

いわゆるそう凶 った体系をとっているととろは、 きちっ と給与体系ができているよ うです。

いま助役は、よ く調べた上でとの原因が一体どとにあるんだ、 よく徹底研究 してみたい、 と

いうことをなっしゃられたんですけれども、との表で、明らかにそれは証明されてなDます。

いわゆるまじめK一生懸命やってる部長、課長のいわゆる人は、薄¥r.I報酬、報われが非常に少

ない。だから私がいつも指摘しているよう K、 日野市の職員は、まじめレてやってても、怠けて

る人ともみん左公平、同じなんです。それが明らかにとの表の中へ出ている ζ とは、 もう間違

いないわけですO その点も含めて、私もさらKζれを徹底研究 してみますけれども 、助役も乙

の給与体系Kついては、真剣にひとつ考えて、まじめな者が報われるよう左システムを講じて

いただきたい、 との点を指摘してなきますO

0議長(高橋通夫君)

O助役(赤松行雄君)

助役。

先ほどな答え申 し上げま したようにひとつ検討させていただ

きたいと思います。

0議長(高橋通夫君)

1 S番(古賀俊昭君)

古賀俊昭君。

私は、 との給与の条例の一部を改正する改正案。当初、議会

の方 K提案をされましたとき K、一つだけな聞きをしてなDましたととがあクました。それは、

立川市での例を挙げま して、いわゆる御夫婦で市の職員としてな勤めに在ってる方々に対して、

今回:-300円をアップいたしました住居手当、 ζ の住居手当が双方の方K支払われている、同

額。これはやはり立川市の方は、今回是正の措置をとったわけでどざいますが、 日野市でも御

検討左さったらどうでしょうか、というととでな聞きをしてな Dました。

乙の点について、委員会でどのような御審議が行われたのか、その点をな聞かせいただきた

いと思います。

0議長(高橋通夫君) 総務委員長。

0総務委員長(竹ノ上武俊君) 壮答えいた します。

乙の件Kついては、総務委員会と しては特段突っ込んだ審議はいたしてなタません。

0議長(高橋通夫君)

o 1 S番(古賀俊昭君)

古賀俊昭君。

何もなや iiVCならなかった、というととですから、 とれは理

事者及び市側の方 KさらK重ねてな聞きしたいと思いますが、御承知のように、立川の場合は、
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ζ の間申し上げま した ように世帯主の方と、それに準ずる方ということで、双方区別をいた し

まして 6，000円と 6，300円というととで今回手直 しをやったわけですねO で、さらに付帯

決議をつけま して、今後さらに検討して見直していとう、という ζ とも決めてなクます。

との住居手当 300円今回上がったわけでどざいますが、市民の方からどらんに在れば、普

通のいわゆる良識的左市民の方がな聞き K左れば、双方に同額を支給をするというのは、やは

タどとか不自然ではないか、なか しいのではないか、というな気持ちを必ずな持ちKなると思

うんですO そのとと Kついて、今回条例がせっかく変わったわけであタますので、何らかの前

向きの対応、が示されれば大変あタがたかったわけでどざいますが、私、今回本会議であ、聞きを

してなタま したので、当然委員会であったんではないか左、と思ってたんですが、何も御審議

左か ったというととでとさいますから、改めて市側のな考え、市長でも結構ですO 聞かせてい

ただきたいと思います。

また私、日野市では、 ζの市役所の中でな働き Kなってる職員の方で、御一緒K、要する K

アベックと申 しますか、御夫婦でな働きになってる方は何組いらっしゃいますか、というとと

を卦聞き しま したら、それもこの席では前回御答弁いただけなかったんですO 委員会で 69組

というととをちょ っと な聞き したんですが、その点も間違い左いかどうか、あわせて確認をし

たいと思いますので、な願いいた しますO

0議長(高橋通夫君 ) 総務部長。

0総務部長(伊藤正吉君) な答え します。

共働きの世帯数でどざいますが、 69組で間違いどざいませんO

それから現行条例では、一応職員については住居手当を支給する、とういうととで特K区分

けはしてどざいませんので、その 69組 Kつきましで も、同額の住居手当を支給 している、と

ういう実態でどざいますO

0議長(高橋通夫君 )

O助役(赤松行雄君)

助役。

立川の状況等早〈把握してなれば、というふうなとと等もー

つの言いわけになりますけれども、そのままの形で御提案申 し上げたという ζ とにつきまして

は、組合との方との交渉という中Kなきまして、その点の詰めを全然、手がけてなタませんでし

たので、そのままの形で台願い申し上げる次第でどざいます。

今後の対応、Kつきましては、両者協議の上で、次の機会にはその協議の結果K応じて改正し
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ていきたい、とう考えて£、るわけでどざいますO

よろ しくな願い します。

。議長(高橋通夫君) 古賀俊昭君。

018番(古賀俊昭君) 労使聞のことですから、確かK話し合いはもちろん必要でど

ざいます。しか し、市の方で、 ζ れKついてはまずどのよう K考えるか、その考え方、方針と

いうものがやは D定まって左いと交渉するにも、まずその緒にっけないと思うんですね。です

から交渉はもちろんよくわかりますが、どのような立場で交渉をな始めK左タたい、とお、考え

左のか。近隣でとういう事例も出てきているわけですので、 一 つの方針、考え方というものを

な持ちK左ってもいい時期じゃないかと思うんですO やはタ市民の方から見ますと 、 2重K支

払っているという感じをどう しても持たざるを得左いと思うんです。受けでなられる職員の方

は、また違った受け取D方、要するに感じ方を してなられるかもわかタませんO それはそれで

いいと思いますO しか し、 やはタ不自然、なものKついては、見直すというととはとれは当然で

どざいますので、市の方で、 しかるべき一つのな考え方、取 D組み方というものを、まず基本

K据える必要があろうかと思うんです。そのような考えは市長はどざいませんか。

0議長 (高橋通夫君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 先日のた しか本会議だった と思いますが、同様の質問をいた

7芝、きま して、一応のな話はいえ したつも DでなPました。つまタ見方がいわゆる給与の中の施

策的な部分であるか、あるいは慣例K基づいて給与体系K繰 D込まれた内容そのものであるか、

とと Kよって見解が介かれると思いますが、私は後者ではないだろうかというふうに思ってむ

タますけど、もう一遍他市の状況ももちろんであタますし、国家公務員がどういうふうになっ

ているか、 ζの ζ とを確かめまして一つの基準、判断基準Kいたしたい、 ζのよう K思いますo

O議長 (高橋通夫君) 古賀俊昭君。

o 1 8番(古賀俊昭君) 事業生が同ーの場合、そと VC:J:，-，動めの方冬、 2人K住居手当と

いう名目で同額を支給するというととは、やはタ普通K考えましてちょっとやっばり不自然、な

んですよね。(i官庁K絶対ない、そんなこと」と呼ぶ者あタ) 東京都、また国の事例も台

調べK左って対応されるというととですから、それで結構ですが、 しかし、やは b気づいたと

とは、早急、K始めて構わないわけですから、労使間であ、話 し合いを始めていただきたいと思う

んですが、いろいろ先ほど指摘があ βましたように、なかなかこういう職員組合む皆さんとの
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交渉というのは、大変左ょうです。今度の人事異動を見ましでも、真夜中 K内示が行われると

いう、 全 くいままでなかったよう左異常左 乙とを、日野市の中でやっ てるわけです、市役所の

中でO 交渉される Kついて、自信 と申しますか、 組合の方 K対 して、了解を得られる自信がと

ざいますでしょうか。いかがで しょうか。

。議長(高橋通夫君)

0市長(森田喜美男君)

市長。

根拠があって説得力があれば、とれはきらんとやれるわけで

あタますO 一つの基準を申 し上げましたよう K、私はやっぱ D国家公務員の場合がど ういうふ

うKなっているか、自治体もやっばタそれK準ずる、そういった解釈というものがあるだろう

と思いますO 確かK同一住宅K住みながら、 2人とも手当をもら う、 住居手当をもらうという

ζ とは、ちょっと、とう なか しくは思いますけど、 しか し、 給与の慣例 というと とで成 D立っ

ているものであれば、それ左タの判断も し左きゃ左タませんO

ちょ っと私も知識不足であ Dますので、明確に調べて、そうして説得力のある根拠があれば、

もちろん交渉の場でそれを主張 し、 成立をさせる、と ういう ζ とは、む しろできると思つてな

タます。

0議長 (高橋通夫君)

O助役(赤松行雄君)

助役。

もう少 しきちんと調べさせていただきたいと思います。県の

職員だ とか、国家公務員、いろいろと公務員住宅だとか、いろいろどざいますO そういう厚生

施設だとか、というふう左面との違い等も いろいろあるわけでどざいます。各市間の問題とか、

あるいは本来、給与的左ものK全部名前は住居手当でどざいま しで も、給与的なものに展開し

ているもの、というもの等もあるわけでどざいますので、それらについてははっきタ公正なも

のK していきたい し、立川の、 要するに改正していっ た市側の考え方ですね、それもよく調べ

て対応 していきたい、とう 思いますO

それについては自信があるのか というととでどざいますので、 それだけの気持らを持っ てや

タたい、というふう K考えてな Dます。

0議長 (高橋通夫君)

o 1 B番(古賀俊昭君 )

古賀俊昭君。

よくわかタま した。

委員長にな願いでございま すが、私は本会議で住居手当 K関 して質問をいた しま して、是正

K向けて取タ組んでもらいたい というととで、市側Kな願いを しま したo そして、 実際対象の
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職員の方が何人いらっ しゃるかというととも£、聞きしてなタま したので、できれば委員会でな

取 D上げをいただいて、御審議いただければあタがたかったと思いますので、今後ひとつその

点を御考慮いただきたいと思いますO 以上です。

。議長 (高橋通夫君 )

06番(古谷太郎君)

古谷太郎君。

委員会K市長さんの御出席を賜るととができませんでしたので、

な聞き したいと思っていたんですが、 ζの問題でな聞きでき左かったので市長さんのな考えを

もうちょ っと 冬、聞き したいんです。

二つの問題であ Dますが、先日 、夜中の 3時K、部長K職員異動の、 28日の朝です、早朝

です、あって結城部長さ川刀め、た くさんの部長さんは、.:};、家へ帰る乙とができな ぐなっ てし

まった。一体ど ういうととなんですか、と合聞きしましたととろが、組合の方K人事異動を内

示 して、 承諾を得る交渉を している。よく聞いてみま したら、人事異動は組合の方がはるかK

早〈知 っていて、 組合から職員の方K漏れち ゃってる O しかも、課長 さんも部長さんも、その

内容は、 28日午前 3時 30分Kならなきゃわから左か った、というととを私はb聞き したの

であタます。(I大変だ 」と呼ぶ者あkJ) とれは大変左と と左んですO 人事権というのは、

神聖K して侵されては左ら左いんですO とれはもう絶対的左ものです。いわんや部長さん、課

長さんが全 く知ら左いうちK、職員異動が組合の方 K、執行部 15名の人Kは全部わかっちゃ

う。それで‘職員に、 もう組合員ですから大体が、話が行 ってる。私もなか しいと 思ったんです

よ。 28日の夕方、ある人が私のととろへあいさつK来られて、実は ζ ういうふう K左タま し

た。 なか しいな、まだ。 27日の夕方だ。それは非常に大事左とと左んですO 非常K、なぜ大

事かといいますと 、課長さんや部長さんは毎日 仕事を しているんです。 定、からその人が一番よ

く職員のとともわかるし、親身K左って、親の身になっ てめんどうを見る とともでき るんです。

ととろが、全 くな話が左い、意見も聞いて〈れ左い。 それで、しかもそのととの、職員の異動

の人事Kついての内示の前K、交渉 していたから夜中の 3時Kもなっちゃったんだ。どうも私

も27日の委員会で、予算委員会ですが、助役さんが出たタλった夕 、出た D入ったタ してい

るから、何だろうと思っ たんですO いま思い出せば、昼間から組合の人と何か密議をとら して

いら したんじゃなかろうか、と 思うんです。相談といいますか、執行委員と。

たとえば、健康謀の課長さん一馬場さんO 組合長という小菊君という人を職員として配属

されれば、その人は健康謀の職員だ と思うんです、だれだって O ととろが、 らっともいない。

-591-



だれがその仕事を負担するんです。で、 結局課長さんは病気K左っちゃったo 大変なんです。

いつもいや し左いo 税金で月給は払っ てる。そん在、私思うんですO との職員の給料の問題

K しでも 、執行委員 15名 という 、 15名は、いいですかo 課長さんK了解も届け出も何も

して左いで、遊んで歩いてる、政治活動をやってる。それは共産党や社会党の一部の人Kとっ

ちゃ凶いかも しれま せんO 日野市民は、全部が共産党でも社会党でも、全部あるわけじゃ左い

んです。多くの人々の税金が、そん左勝手Kどこをうろついてるかわからないよう左、 日野市

の職員K支払われるととは違法左のであタますo 1 L 0条約だけではさりませんO これは地方

公務易法の違法でもあ Dます、違反でもあDます。地方自治法の違反でもあるんです。私はこ

のととについて、市長さんKな伺い したかったんです、乙の職員の関係の条例。

もう一つな伺い したい。 日野の七不思議とい って、ボーナスは、学校で言えば、給食のなば

さんの方が校長先生よタ多い、と いう学校も何校かある。課長さんよ Dも上の、なじいらゃん

のボーナス、給料。 しかもとれらの本俸は、退職しでも恩給まで影響するんです、共済組合年

金といいます。 日野市の部長さん を長くや夕 、教育長さんも長 くや って苦労 した方の共済年金

の手取 り額と、受け取る金額と 、年とっ て 80歳になる、 70歳になる、受け取ってくる年金

の金額が、部長さんや課長さんなんか一つも しないで、労働組合の執行委員だなんて言ってぶ

らぶら遊んでて、定年K左った人が多 くなるo 多く左るo なぜ多〈左るか教えま しょうかo 課

長さんや部長さんは、 60歳でやめろ、 とい うんです。給食のなばさんは 65歳でいいんですo

そとで違って きらやうわけ左んです。小使いさんの方が校長先生よ Pも恩給も、また退職金も

多く左る、ボーナ スも多くなるo 乙ういうととは、私は世の中の常識と して、まととに不公平

じゃないかと思う o 良識ある措置では左いんじゃないかo それをもたら しているのが、 この給

与制度です。

との 2点について、市長さんの忌俸のない御意見を承るととができますれば、あタがたいと

思いますO

0議長(高橋通夫君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 質問の言われている御趣旨は、私はかな D受け取 D方の問題か

もしれませんが、当たって左い、 とう思います。 4月4日付で、春の一部異動を行いたい、こ

ういう考え方 K立ちま して、 1週間前K内示をするという慣例があ PますO それに基づいて、

2 7日であ Pま しょうか、その日が該当にな Pますので、当然それぞれの、助役を中心と して、

-592-

組合員K事前K漏ら してそれが外K漏れるなんて、 そんなと とは恐らくあ D得ない ζ とであD

ますから、私はそんなととはない、と いうふう K信じてなDます。それで、最後の何らか何点

かのと ζ ろで、なかなか話 し合 っても一致でき左い、という部分があったようであ Pますから、

私は、時間を区切って、内示をやれという乙とで、そのよう左結論でどざいま した。確かに 3

時近く 、 28日の朝、早朝の 3時近くであったように思つてなタます。

そういういきさつでどざいまして、いま私の知る限 P、そういう、いま 言われたよう左とと

は当たって左い、 とう思つてなDます。(Iそれじゃあ給料、思給。じゃあもう一度言いま し

ょうか」と呼ぶ者あタ) いいです、よくわかタま した。(笑声)

確かK組合の執行委員と称して、配属の部署で多少の組合活動をする、 とういう事実はある

ようであ Dます。 しか し左がら、仕事を放棄 して、そう して組合の仕事のみK専念 してなる と

いう姿は、 とれもあタませんo (1そうだ」と呼ぶ者あり) 確かK専従は左いわけですが、

私もそのあた P多少疑問Kは思っていますけど、一つの労使間の一面の慣例と申 しま しょうか、

そういう面での尊重も必要とする労働基準もあるようであ Dますから、イ可か全く仕事を離れて、

そう して無為に遊んでなるとか、あるいは組合活動のみやってる、 とういう事実は全〈左い。

仕事はそれぞれかな D熱心にやってなる、 というふう K承知を してな Pます。

0議長 (高橋通夫君 )

06番(古谷太郎君)

上げます。

いいですか、健康課で小菊君が働いている時間が、何時間あるのか、あったのか。昭和 58 

古谷太郎君O

いまのな話は、 どうも誤解があるようですから、 もう一度申 し

年度でいいんです。というのは、総務委員会、委員会Kないても、あるいはとの本会議でも 、

午前中Kな願い して、じゃあ組合長とな話 しします、と総務部長は言われた。そとの助役も言

われた、職員課長も。ととろが、 どこ K行ってるかわからないんですO だから会えないc 一番

知って左きゃいけ左いのは健康課の課長さん左んです。一体、健康謀K小菊君が、健康課の職

員 として働いてる姿を何日あ Pますか。しかも小菊君は賃金カッ トをされたととが左いでしょ

う。極端左ととを言えばス トライキとか左にかのときあるかもしれない。しかし、少なくとも

予算委員会の日 、あるいは本会議の日です、そういう事実、いない ζ とは事実在んです。小菊

君 1人じゃあ PませんO 執行委員の人がふらつと職場を離れていきます。恐らく役員会でしょ

う。あるいは政治活動で しょう。乙ういうのを賃金カットをちっともされてないじゃあ Dませ
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んか。 ζ ういうふうな不公平なや夕方は、まずいじゃあ Dませんかというととと、もう一つ私

は言ってんのは、人事というのは大事だから課長さんや部長さんの意向もな聞き して、 それか

ら組合と話すん左らわかるんですO 課長も部長も全く無視されて、組合の少数の 15名の役員

とな話しする、朝からO 乙れは台か しく あタませんか、と いうことを申 し上げているんです。

人事権は神聖なんですO 乙れは大事K しなきゃいけない。同時~ILO条約を守ら左きゃいけ

ないんですよ 、 日本人ならO ζ れは国際法条約左んです。労働組合、使用者 と使用人、いわゆ

る両者の雇用と被雇用とも関係の法律左んです。乙れは条約なんです。外国との聞の信義の問

題もあるんですが、とういう ILO条約違反行為 という 問題もある という。もう一つ問題は、

大事なと とは、用務員の方や給食の台ばさんは、定年が 65だから給料は課長さんや部長さん

がなやめに左るときょ Dも余分の退職金もらえるんですO また恩給も余分Kなるんです、長く

左るから。それじゃ部長さんや課長さんがかわいそ うでしょう。そういう給料表は少 しでも改

めて、やはタ一生顕命働いてとういう夜遅くまで残業手当をもらわないでがんばって勉強 して

いる課長や部長が、報われるよう Kしたらいかがで しょうか。

共産党は通 し号俸と言 ってますO しか し、ロシア行ってどらんなさい。どと KあDます、そ

んなものが。党員だけですよ 、楽 してるのは。(Iそのとな!?J Iばか左 ζ と言うん じゃない」

と呼ぶ者あ!?) (笑戸 ) そういう世界を望む党員の方は知りませんO ただ私は、いま言った

通 し号俸で、通し号俸の悪幣というのは、よく 働く人にとってまと とK都合の悪い号俸左んで

す。

だから、いま市長さんKな聞き してんのはとと Kいる部長さんたちが全く知らないうち K人

事異動を、自分の職員ですよ、自分の職員がどとへ異動 してどんな方がいらっ しゃるのか全く

わから左い。毎日毎日仕事を している部長さんにわからない。組合の方との話を している。そ

れでそれを待ってると、夜中の 3時も待たされてる物長さんの立場Kなってみたらどう思いま

すか、というととを申し上げているんです。どん左結果が出るのかとっともわからない。私は

そういう点で、市長K、 これはな考えの違いかも しれませんo 通 し号俸のような方法がいいの

か、あるいは能力、職務、 ( Iそのと な り」と呼ぶ者あタ )勤務状況Kよって若干の差がつい

てる給料の方がいいのか。怠惰な職員の恩給が多 くて、まじめな係長、 課長の恩給がそれよタ

も少左くていいのか。 とれをもってそういう世界を公平な世界だと台考えKなるような現在の

との給料制度、乙れに対するな答えをもらなうと思ったんですが、 どうも時間が余りかかタそ
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うなので、残念ながらとの辺でやめときますけど、あとは意見で申し上げますo

O議長 (高橋通夫君 ) 助役。

。助役 (赤松行雄君) 私の方から一言といいますか、御理解いただきたい点があるわけ

左んで、昨日、古賀議員さんからのな話があったときのわれわれの方の説明K、ど うも手落ら

といいますか、もう少しきちんと御説明してなけばよかったという点があるわけでどざいますO

古谷議員さんの方から、 ILOの問題が出てきたわけでどざいますけれども 、 ζれは小菊委

員長がきのう、 きょうと確かに 58のベア闘争を張タましたんで、 左んですか、家族旅行とい

うふうな計画で(笑声)出かけたそうでどざいますO とれはきちんと した休暇をとって恥るわ

けでどざいます。その点をはっき P申し上げれば、さっきのような ζ とはなか ったわけでどざ

いますけれども、ですから職場放棄してぶらぶらしてる、とういうものじゃどざいませんo そ

れから、日常も健康謀でどざいますので、予防接種等でい在いときもあるわけ左んですが、そ

ういうふうに御理解いただきたいと思います。

それから組合K対する人事ですね、組合と時間をかけて論議する、 ζ ういうととじゃないん

ですO 人事Kついては、市長K人事権がどざいますんで-、組合Kは、人事を発表する前、 30 

5子前K通告する、 こういうととだけ左んです。通告の手続7ピけでどざいますO それから、事前

K漏れるというふう左ととは、 どざいません。そタゃ、左んですか、人事異動、 ζ としは 4月

1日からやるんだ、という ζ とでうわさが相当前から出てましたんで、いろいろと取タざたは

されていたようでどざいまして、内容が漏れるというととはなか ったわけでどざいますけれど

も、漏れないよう左手続とっ てあ Dますし、そん左K前々から案をつ〈ったわけじゃどざいま

せんので、漏れるいとまはなか ったわけでどざいますo (1そうだ JIわかった」と呼ぶ者あ

!? ) そういうことでどざいますO

それから給料表Kつきましては私前々から御答弁申 し上げているよう K、東京都の案等も参

考K して、やはタ検討に入タたいと思つてなります。そのように御理解いただきたいと思いま

すO

0議長(高橋通夫君)

06番(古谷太郎君)

きますO

古谷太郎君O

いまのあ、答えでとさいま したので、私、はっき D申し上げてな

本会議の日 Kです、 3月 16日ですか。ある議員から資料要求があ Dま した。それでその後、
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先週の金曜日、総務委員会があ Dま した。両方とも、総務部長及び職員課長は、まだ組合長さ

んK合会いできない。捜 しているけど、い左いんでな会いできてない、了解とれてない。とう

いうな返事をいただくわけ、い左い。捜してとい。いや、きょうはわからない。きのう、きょ

うは確かに休暇、急にとったかどうか知クませんけど、乙れは事実であ Dます。 3月16日で

すから、との本会議で要求されたんです。それから総務委員会のこの条例を審議する目、どう

したかという質問K対して、部長の方から、課長の方からは、まだ了解を得て左いんだ、 会え

ないんだ。じゃあ、どと Kいるんだ。きょうはどとへ行ったかわから左凶。ー職員なんですよ、

市のO とれは小菊組合長がどとへ行ったかわからないという明らか左証拠左んですO これから

そういう、その日も新婚旅行K行かれたのか、子供、家族をな連れKなって行かれたのか、 と

いつはわかりませんけども、 しか し、少なくとも、そとにいる生活環境部長の課なんです、健

康課は。部長さんが一番よく知ってるはずです。健康課の職員が一番よく知ってます。

人事は漏れない、という前提で、な話し始めるんで しょう。これはそうだと思います。な互

いの信用でやろうよ。それを言ってんじゃ左い、私は。もっと大事なとと。人事を組合の執行

部K内示する前K、なぜ部長さん方に一言乙ういうよう Kなまえんととろの謀のとういう人を

とっちK動かすけど、なまえんととろの事務Kは支障がないのか、なまえんととろにはとうい

うのをやろうと思うけどどうか、と一言相談 したっていいじゃあタませんか。事務執行K影響

するんです。仕事を途中でばっと抜かれたらえらいととになるんですO 乙ういう小菊君のあな

たの弁解は、それはきのうとなとといはそうであったかも しれ左い。 28日はそうであった、

2 9日ですか、そうであったかもしれないけども 、乙の前の 2回はじゃあどうなったのか。そ

れ、いいですねO

ILO条約をきちんと守ら左きゃいけない。人事はそん左部長さんや課長さんK前もって相

相談左しK、何だかわから左い、よくわからないんですよ 、執行委員左んていう人は。そうで

しょ。いいんだか、悪いんだかわかタゃじ左いんです、その人事異動が。定、けども 、折れちゃ

う、 15人 t1 6人もいクゃあ。それはいいですよ、漏れないこと K してないても。

ただ、今後私ども、私は、そういう不公平、小菊君、そうで しょう 、黙 ってぶらぶら遊びな

がらという言葉はいけないかもしれませんけど、何とかと言いながら 65歳までやった人の方

がはるかK多いというととは、不公平じゃ左いかと思う。不公平じゃあタませんか、と言って

いるんですO いいです。
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。議長(高橋通夫君 ) ほかK御質疑はあタませんか。なければとれをも って質疑を終

結いた しますO

委員長報告について御意見があれば承クます。石坂勝雄君。

o 2 ~ 番(石坂勝雄君 ) 一言私は、助役さんがいろいろ左 ζ との先ほど私が、質疑の中

でした ζ とを検討されてなや iH'C左る、というととを言われたんですが、私はあえて、とれ

5 8年の 4月1日現在の資料なのでらょっと申 し上げてなきますが、私いつも小平と日野を比

較対照をするんですが、年齢を、何ていうか、見ますと小平は 58年 4月 1日現在ですから、

もうことし 59年 4月1日K左るんで、 5 9歳の人を入れでも 、小平は 7人なんですねO 日野

は何ていうか、いわゆる 59歳の人を入れると日野は 44人Kなる。乙ういうととろK何かさ

っき言 ったよう K、もちろんそれは病院もあった夕、何ていうか、幼稚園もあった夕、ほかと

違う点もあるのかも しれませんが、そういう点も今後定年法が しかれると 、 ラスパイレス左 D

給与の体系も違ってくるんでは左かろうかと思うんですが、その辺のいわゆる何ていうんです

か、 きちっと した形K、小平はやは D何ていうか、単独できた制度左のか、 日野はイ可ていうか、

その辺のと ζ ろも私わからないんですが、八王子はさすがに 105人いますねO それから町田

が案外合併 した、最近町田は 4カ町村ぐらい合併 していると思うんですが、人口は日野の倍あ

って 57人き Dいないんですね、 5 9歳、いわゆる実際以上の人が。そういう点で確かK日野

は病院だとか、何ていうか、ほかの幼稚園左どあるから違うのか左とも思うんですが、その辺

のと ζ ろをいろいろ左 ζ とK検討を加えてもらいたいというととを、恐らく定年制がしかれる

んで、何かきちっと しなきゃ左らんと思うんですが、その辺のととろをわきまえて給与体系を

きちっとして、古谷議員も 申されたように、だれしもが生きがいを感じて、働きやすいような

給与体系をつ 〈る ととが適切ではなかろうか。

日野のも完全な通し号俸制では左いですね、不完全左まだ通し号俸制と私は思つてなタますO

だから、そういう点で、どのいわゆる給与体系をとるととが、 もちろん組合のいわゆる合意の

問題もあるかも しれませんが、やはタ理事者がリ ーダーシップをとってやは夕、ある場合Kは

組合K納得 してもらう。

自分は予算審議会の中でも指摘してなきましたけど、手当が、ある市からはいわゆる給与の

中K入っているのかもしらんけども、昭島はいわゆる三っきタな い。それから調布は五っき D

ですO 日野は何ていうか、 33ある。一番多いと ζ ろは八王子は 40もある。とういう中の間
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題も、いわゆる基準内賃金以外の手当ですね、手当の問題 も検討する時期K来ているんではな

かろ うか、というとと を強 〈意見として申し上げてなきます。終わ りますO

0議長(高橋通夫君 )

o 1 2番(板垣正男君 )

板垣正男君O

日野市一般職の職員の給与K関する条例の一部を改正する条

例でありま すけれど、 私は共産党市議団を代表いえ しま して、本条例改正案K賛成する立場で

意見を申 し上げてなきたい と思います。

御承知のように、今回のベー スア ップ・は、 2.03婦であDます。 これは市側、 あるいは組合

側の夜を徹 しての交渉、話 し合いKよって合意された、 というととでありますけれど、 乙の合

意された背景と いう ものを考えてみますと、 もろ手を上げて賛成というわけにはなかなかいか

ない、という問題点を多 く含んでいる と思いますo ( rそのとなり 」と呼ぶ者あり)

その一つは、御承知のように人事院勧告が、 との 2、 3年不当K凍結された P、あるいは不

完全実施を行われている、と いう乙 とがあるわけであ Dますが、 ζ の人事院勧告制度は、公務

員がス ト権を奈IJ奪された、と いうととか ら、 そのかわDとして設けられて、今日まで実施され

てまい ってきてるものであタます。 したがいま して、政府や国会が、 との勧告を完全実施する、

とういう責任を本来持っているものでありますけれ ど、 自民党、仲曾根内閣が、 乙れK反 して

凍結を行 ったり、不完全実施を行う 、とういうと とが行われてまし勺りま して、 賃金の抑制が厳

しく、しかも露骨K行われてきている、というのが現状では左いかと思うわけであ Dます。

( rそのとな.!?Jと呼ぶ者あタ) しかも 、地方自治体の人勧完全実施を行わせ左いという 、

とういう政策までも強行 してまい Pま したo 国が不完全実施を行いま したベースを基準K、ま

た、その以下K抑えようというととや、あるいはラスパ イレス指数を、国基準よ Dを超えては

左らない。あるいは超えた自治体Kは、地債等の制限を加える、 とういう不当左干渉を行って

まいってきていると とも、御承知のとj:，'".!?であタますO

それK加えて、 59年度、鈴木都政Kあっては、 40種類以上の、公共料金のヲ|き上げが行

われようと して台タますO 仲曾根内閣にあっ ても、酒税、物品税等のヲ |き上げ、国鉄運賃の値

上げ、健康保険の 1割本人負担等々値上げや増税攻勢が行われてまいってなタます し、 とれら

を考えてみますと、 4人家族標準世帯で、 5万円もの負担が強まってくる、というとと Kなっ

てくるわけであタます。とういう情勢を考えるならば労働組合、あるいは公務員の賃金引き上

げは、要求どなり実施 したいという、 とういう状況Kあるんではないか、 と思うわけであタま
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しか し、だか らといって、無制限K人件費をふやすと か、 ある いは給与をふやせばいい、と

いうものではもらろんな いわけであタま す。(rその と企.!?Jと呼ぶ者あタ) 森田市長のも

とで、乙の 10年来、‘革新市政が進められてきていたわけであDますけれど、人件費の削減と

いう点では、一貫 した努力が見られると思います。たとえば、昭和 47年度の一般会計K占め

ます人件費の状況を見てまいタますと、 47.1婦を占めてなDますO ζれが昨年 57年度では、

3 5.2% - 1 0 %以上引き下げられてまいってき てるわけであタます。との問、児童館、あ

るいは学童クラブ、幼稚園、保育園、図書館等々の施策が充実してまいっていたわけでありま

すけれど 、その中 v[;J甘いても、人件費の市税K占める割合の低下、等々に努力が見られるわけ

であタます。(rそんな ζ と左いよ」と呼ぶ者あ.!?) 

したがいま して、私たちはとのいろいろな問題点や背景を持った今回のベースアップKは、

反対すべき内容をたくさん持っている、 ζ ういうふう K判断を しているものであタますO しか

し左がら、労使の合意したその結果、 2.03 9るのベースアップ陀ついては尊重する、 という立

場を従来から一貫して持ってまいタま した。その立場で、との労使の合意Kついて、私たちも

提案どなD賛成する 、 ζ ういう立場を明らかKいた しまして、意見として企きたいと思いますO

0議長(高橋通夫君)

o 1 t5番(古賀俊昭君 )

次、古賀俊昭君。

私は議案第 36号、日野市一般職の職員の給与K関する条例

の一部を改正する条例の制定について、反対の立場で意見を申 し上げますO

御承知のように園、また地方の公務員の方をめぐる状況というのは、確かに厳 しいものがあ

るわけですo しか し左がら、 ζれは人事院の、いま勧告制度の問題もどざいま した。確かに人

勧の、人事院勧告の答申は、実施をされなければ左タませんo (rそのとむり」と呼ふと者あタ)

しか し、 5 7年度の凍結Kつきま しては、それなタの事情、理由というものがある、というと

とをやはタわれわれは理解をするべきであろう、というふう K考えますO つまり昭和 48年K、

4 9年Kかけてオイノレショックがどざいま した。そ して国際的な不況に世界中が見舞われたわ

けであ DますO そのとき K、いままでふんだんK確保されてきた税収、いわゆる財源というも

のが、極端K少なくなってきた。そうしたとき K、いままでわれわれが受けていた、たとえば

福祉や教育K関する行政サービス、とうしたものを低下させてはならない。また公務員の方K

対する給与も、収入が少なくなったからといって下げるわけUてはいかない。との場合どうすれ
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ばいいか。乙ういうととで、昭和 51年度から初めて赤字公債の発行K踏み切ったわけであ P

ます。昭和 50年度までは、赤字公債の発行というととは行つてなタませんでしたo つま D、

人件費等を借金で賄うように左らざるを得なかったわけであタますO との恩恵は、すべて国民

がひとしく受けたわけでありま して、 先ほど、仲曾根総理大臣云々という台話もあタましたが、

前の本会議でも申し上げました。別K、総理大臣や大蔵大臣が、勝手K合金を使い込んだとい

うものでは全くないのであDます。ですから、まず行財政の立て直しをやっていくという場合

Kないては、ひと しく 国民が痛みを分から合う、そうした場合K、まず国から民間の方Kも、

国民K対しても、行政改革というととで、いろいろ£、願いをするわけでどざいますから、まず

自分たらから、その痛みをまず感じよう、そういうととで、 5 7年度の人事院勧告は、実施を

されなかった、とういう背景があるわけであタます。

しかし、 1円も給料が上がら左かったよう左言い方がされるわけでどざいますが、しかし、

定期昇給は、きちんと行われている。全く給与は上がって凶左いという ζ とは、 ζれは誤解で

あタますので、十分御承知の上でなっしゃっているんだと思いますが、 ζのととは、やは P理

解をして台〈必要があると思いますO

今回、国は 2.03婦を実施 した。そ して東京都は 4.5婦でどざいましたから、東京都K見習

うようにというととで、確かK組合の皆さんは、拍車がかかったであタましょう。 しかし、行

財政の立て直しというととは、乙れから、いわゆるいま緒Kついたばかタであって、 乙とです

ぐK大幅左人勧の実施というととは、どうしても無理であった。こういう状況も同時K理解を

していか左ければ左ら左いと思いますO また東京都は、確か(fC4. 5婦というかなタ 高額のベー

スアップ、ベア回答をしたわけでありますが、しか し、 とれは 4月からの実施ではどざいまぜ

んo 7月から、また 10月からというととで、 実質 4月からに換算をいたしますと 4.5弼よタ

低凶水準K左るわけであ DますO また東京都の場合Kは、御承知のように実質で 5，000名近

く、形式的Kは 1万名近い人員の削減を行うなど、すでK労使が協調して、行革K取り組んで

いる。また給与体系や退職金の見直しについても、合意を求めるということで、そうした精力

的な労使聞の動きがあるわけであ Pます。そうした状況を、そのまま日野市K当てはめるとい

うととは、しょせん無理な話であるわけです。

確かK、今回の日野市のベア回答は、手当等含みまして、 2.03%、国並みということで、

職員の皆さんは大変不満をな持ちかもわか PませんO しかし、等しく行財政を立て直すという
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ととで、国民が痛みを分から合っていくという趣旨からすれば、合互いに我慢し左くてはなら

ない時期である、そうした時代である、というととを私どもはまず理解をする必要があるであ

ろうというふうに考えますO 今後、景気が好転をしてくれば、当然民間の給与ベースK従って、

人事院は勧告を出すわけでどざいますから、そうした際の給与の改定というととは、もちろん

低額K抑えられる というととはあ D得ないわけでどざいますので、やは P時代背景、経済環境、

国民のまた一つの感情、 ζ うしたものを無視をして、給料、給与の改定をやれというとと自体

Kそもそも無理がある、というととをまず意見として申し上げてなきたいと思うわけであタま

す。

また、先ほど日野市の給与体系のととについて、台話があ Dました。私は一般質問で、給与

の体系を改めなさい、という立場で通告をいたしてなタます。質問をいたしますので、そこで

詳 しく述べるつも Dでどざいますが、いま な話があタま したように、この給与体系、いわゆる

通 し号俸と呼ばれるものであタますO 不完全という言葉をつけますが、しかし、 実際は継ぎ目

がきらんと数字で合うよう K左って:;t-.iJますから、実質的には通 し号俸制というととであタま

す。この給与制度のもとでは、結論的K申し上げるならば、いわゆる職員の方の士気の高揚が

図られない。また意欲的K働とうとい う職員の皆さんの気持ち、そうしたものを裏切る結果K

左っ てしまう給与制度である。 ζ ういうととでどざいますから、私どもは、もちろん給与改定

については、民間のベース、また、その職員の方の仕事の内容、責任の度合いKよって決めて

いくというととで、 ζれが高額K改められていくというととは、もちろん職員の方と同じよう

な気持で、そういうととを望むわけであタますO しかし、現在の給与体系では、そのととが望

めない。乙ういうととで、との給与体系を改め左い限Dは、幾らベアの改定を行いましでも、

実質的左改定を行ったと して も、左かなか職員の皆さんは満足をいかれ左いだろう、と思うわ

けであ Dます。

最後K、乙れらも蛇足K左るわけですが、との給与制度は、御承知のよう K、地方公務員法

の 24条に違反をいたしてなDますO この地方公務員法K違反をした給与制度をもって、今回

提出をされた給与の改定Kついては、賛成ができないというととでどざいます。以上です。

Ol議長(高橋通夫君) 次K古谷太郎君。

06番(古谷太郎君 j との給与制度、先ほどちょっと申し上げたんですが、日野市

の場合、一例をとっ たんですけど、 5 8年度の給与の支給額で、給食のなばさんの 64歳、
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6 0歳以上の方が 6人なられる。で、給与を払ってるな金は 60 0万を平均超えているんだ、

申 し上げたんです。 ととろが、左ぜ乙う高いかといいますと、日野市の給料は、御承知のよう

K国家公務員の給料よ Pも17婦も 高いんですO 定、から、 もしことにいらっ しゃる課長さんで

もいいんですけど、 60 0万円 1年Kもらっていらっしゃる課長さんが、国の役人だとする と、

500万円K左るわけです。 1年間K。とれはもう間違い左いんですO ただ国の場合には、課

長さんの給料はきちんと課長職給とい うのがあ Dますから、いいわけですが、 日野市の場合K

は、課長さんであろうとなばさんであろう と、 なじさん、小学校の用務員のなじさんだろうと

らっ止も変わら左いんですから、だからそういう点で、と Kかく国道事務所の、そ ζの日野大

坂のあそとに建設省の事務所があります。あそこに動めてらっしゃる作業員の方と 、日野の土

木課の作業員の方では、 1年K もらう合金が、 日野の場合には 500万円、国道事務所。建設

省、の作業の方は同じ年で、同 じ勤めの学歴で、同じ年齢左らば、 400万円であタますO 乙れ

は間違いない事実なんですO 非常K高い、国家公務員K比べてO 東京都の公務員K比べても高

いんです。高いのは、決して日野市が日本で有数Kな金持らですから、有数というよタももう

本当 Kすどいな金持らで、 定、からな金持ちだからた くさん払ってもいい、という あ夕方もある

かも しれませんO しかし、と のな金持ちは、いつまで も続かないですよ。 な金持らがぜいたく

すれば、貧乏する。たいてい金持らというのはだらしが左くて、破算しちゃうんです、 3代た

てば、。らょ うど市長さん、いま 3代目 K左る。(rいいかげん左とと言う んじゃ左い」と呼ぶ

者あ'9) (笑声)

ζ の点で、私どもは大変心配しているというよ Dも、不公平というととが大事であDますO

しかも通 し号俸制というインチキな法律違反の、法律違反左んです、乙れ。 これ非常K大事左

んです。日本の園内では、地方公務員法という法律K基づいて、 つくら左きゃいけない。 だか

ら今度は、いま町田でも、八王子でも、みんなどとの市でもとの議会K、通し号俸制を一部や

ってる市は、通 し号俸から、そうじゃ左 くて、 正当左る能力、能率、年功、 とれらをすべてあ

らわすととのできるよう左給料制度K変えてるじゃありませんか。日野市は変え左い。それは

わかるんです。

七生の小使いさんが との問、いいですか、退職願を市長さんK持ってったんじゃないんですO

組合長さんK持ってっちゃったんですよ、労働組合の。(笑声) 日野市には市長が 2人いる。

いい小使いさんですよ、七生支所の小使いさんO 退職願とかいろいろなととは、労働組合の組
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合長K持っていけばいい と思ってんだ、とれ信じ切っちゃってんだ。そういうことが異動にな

るんです。そういう、なぜそういうふうに左ったか、こんな通し号俸左んていう乙とを、いつ

までもやってるからです。一応、よくな考えに左っていただきたい。人事と給料の市長さんは、

小菊組合長さんであるなんてととを、職員が勘違いするほど徹底 している、というととだけは

申 し上げてなきま す。

0議長 (高橋通夫君 )

終結いた します。

とれよ D本件について採決いた しますO 本件K対する委員長報告は原案可決であ Pます。本

件は委員長報告のとなタ決するに賛成の諸君の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

O議長 ( 高 橋通夫君 ) 挙手多数であPます。よっ て議案第 36号、日野市一般職の

ほかK御意見はあ Dませんか。なければ ζれをも って意見を

職員の給与花関する条例の一部を改正する条例の制定の件は、原案の となD可決されま した。

( r休憩 」と呼ぶ者あり)

な諮タいた します。議事の者1.1合によ D暫時休憩いた したい と思いますが、とれに御異議あタ

ませんか。

c r異議左 し」と呼ぶ者あ'9J 

0議長 (高橋通夫君 ) 御異議左いものと認めま すO よって暫時休憩をいた します。

午後 6時 28分休憩

午後 7時 37分再関

0議長(高橋通夫君 ) 休憩前十て引き続き会議を関きま す。

とれよタ議案第 9号、 日野市立学校設置条例の一部を改正する条例の制定の件を議題といた

します。

文教委員長の審査報告を求めます。

〔文教委員長登壇〕

O文教委員長 (古 賀俊昭君 ) 文教委員会の審査報告を申 し上げますO

その前に、先ほど建設委員長が交代されたというととでどあいさつがどざいましたので、先

輩の'wりにならいま して(r総務委員長だ」 と呼ぶ者あ'9) 総務委員長。失礼 しま した。今回、

今議会の定例会で文教委員会の委員長に就任をさせていただきま した。なi己、副委員長は公明党
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の夏井議員でどざいます。よろ しくな願い したいと思います。(I本人の名前は JI古賀俊昭

でどざいます JI委員長あいさつ」 と呼ぶ者あタ)(笑声)

ただいま議題と左 Dま した議案第 9号、日野市立学校設置条例の一部を改正する条例の制定

につきま して、文教委員会Kなける審査経過並びにその結果を御報告申 し上げます。

本委員会は去る 3月 22日木曜日に開催を し、教育委員会側よ D本件K対する提案理由並び

に議案の内容につき詳細左る説明を求め、慎重K審査を行った次第であ Dます。

本件K対する質疑の主左ものを概略申 し上げますと、幼児数が日野市全体を見れば減少して

いる中で、幼稚園設置を新たに踏み切る乙とは、問題が多いのではないか。また教育委員会と

しては、さらK義務教育施設、 小学校や中学校の施設の充実をまず考えるべきではないか。ま

た予算と今回の条例改正の問題につきま して、予算が成立をしていない以前に、条例の改正を

提案するのは、何か疑義があるのでは左いか、といった問題点が指摘をされ、教育委員会側か

ら、それぞれ、幼児数の減少については、旭カ'丘、多摩平地域Kついては、幼児数の増加が見

られるというとと。また義務教育施設については、今議会で審議をされてなDます予算で、学

区検討委員会が設置をされる。その中で十分に対応 していきたい、という答弁がどざいま した。

また条例と予算の関係につきま しては、自治法上、問題は左 いという旨の答弁がどざいま した。

左台、各般Kわたりま して、とのほか質疑が左されたわけでどざいますが、採決の結果、本

件は賛成多数をも って原案どなり可決すべきもの と決 した次第であ DますO 以上でどざいますo

O議長 (高橋通夫君) これよタ質疑KλDますO 古谷太郎君。

06番(古谷太郎君 ) 実は公立の幼稚園Kついて、た しか昭和 36年だと思いますO

日野市K私立の幼稚園が非常に少なかった時代であタます。そこで、多摩平に第一幼稚園、平

山、田中地区、それから南平地区に第二幼稚園というのを毎年 1年どとにまずつぐった、とい

うととの事実があります。第三幼稚園が、昭和 40年ではなかろうかと思つてなります。その

当時は、本当 K園児を収容する施設がこの町になかったのですO

と乙ろが、先日手伝話がどざいま した。実は給食のなばさんを 20人ふやすときに、教育長さ

んから、昭和 65年Kなると中学の生徒も減ってくるんだ。だから給食のなばさんたちも 2人、

3人毎年減らさなきゃなタませんO とういうな話であ DますO とれは大変なととなんでーすO 給

食のなばさんを、どこへ回すのか私はわかDませんけれども、と Kかく中学も減ってくるとい

うととは、小学校も減 ってくる。さらに、乙の中学、小学校へ進学するであろう幼児は、滅っ
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てきているはずであ DますO 昭和 65年という と、乙れから 6年後で‘すO 中学の生徒が減る と

いう 、そういうと とKなれば、現実の問題と して、いま現K幼児は滅っているはずであタます。

そ乙で、日野市の公立幼稚園のいま収容園児、昭和 55年から 56年、 7年、 8年と、どの

ような推移をたどっているのか、どのよう Kふえてるのか、あるいはどのよう K減ってるのか、

ひとつ教えていただきたい。乙れが質問の第 1点であ PますO

先日、教育長さんは予算委員会で、きょうもちょっと言われましたが、幼稚園の園児が減っ

たので、 4人定員が余っ てしまった。乙としの場合は幸い企 2人の保母先生が、御結婚左され

るんでなやめになる。また用務員の方がやは 92名定年でなやめになる。とにかく 4人の方が

なやめK左るんで、何とか、妙な話ですが、余った人員の幼稚園関係の職員の処理、処理とい

う言葉は大変失礼ですが、あれがついた。そのほか、さらに職員が余る、余タそうなので、十

数名という非常に少ない学級、幼稚園の園児の学級もつくら さるを得左いんだ。三十数名の園

児を二つに分けてそ して2クラス Uてする、そういうととで、幼稚園の先生や職員の定数、何と

か仕事ができるように、仕事の場が与えるととを、つくるととができたんだ、というな話し在

すってなられま した。そ ζで、その幼稚園の園児、公立幼稚園K何人毎年λってきているのか。

との数字をまず明らかK していただきたい。

それから第 2点と して同じような現象が恐らく私立の幼稚園でも行われている K違い左いの

であタます。そとで私立の幼稚園の場合、どういうふう K対処 していらっ しゃるか。公立幼稚

園の場合Kは、税金で何とかできますO 先ほども申 し上げたんですが、日野市は 651もある

たくさんの日本中の市の中で、 10番以上K入るな金持ちですから、何とかなるでしょう。し

かし、私立の幼稚園の方は、そうな金持らではあタませんO そ乙で、どのよう K私立の幼稚園

の方々は対処しているか。私の知る範囲では、日野じゅうへ自動車を回してるんですO 園児の

方を、幼稚園の園児を集めるために、園長さんみずから運転されて、そうして園児の募集K駆

けずり回夕、毎日、毎日、旭ガ丘や、あるいは平山や、これは日野駅前の幼稚園の話左んです。

そうやって集めて、やっと何とか数を補っているO 乙れからどんどん幼児は減るであろうと思

いますO その点を まず御説明 していただきたい。どのよう K審議されたか。私立の幼稚園の対

策、とれ大事な ζ とです。公立だけよければいい、というのはよくないんです。その点を御説

明な願いしたい。委員会で審議なければ、教育長の方から御回答願いたい。

0議長 (高橋通夫君 ) 文教委員長。
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0文教委員長(古賀俊昭君 ) いま古谷議員からの御質問でどざいますが、確かK

いまな尋ねの点、公立幼稚園、また私立幼稚園K入園をしているそれぞれ毎年入ってきている

児童数等、幼児数等Kついては、質疑がどざいました。

それで馬場委員からの方から、統計ひのの数字を用いま して、 児童数が日野市全域では減少し

ているというな話がどざいました。私は、いまその数字は手元K持らませんが、ただ教育委員

会から配付をされま した資料KよDますと、 4歳児、 5歳児Kつきま しては、確かに今後昭和

5 8年度から昭和 62年度Kかけては、昭和 58年度が 705名、昭和 59年度が 701名、

昭和 60年度は 754名、 61年度vc8 0 3名、 62年度は 815名ということで、わずかな

がら増加を していく 、という 資料の配付がどざいました。

それから私立幼稚園対策Kつきましでも 、藤林議員の方からも御指摘があ Pま して、とにか

く公私の格差が改まら左いというととで、公私聞の格差の解消を求める御意見が出されました。

具体的Kは、その公私の格差が;幾らに左るか、という御説明は左かったのであタますが、意見

として、そういうな話は確かK出てまいタました。

また幼稚園K通っている日野市全域での幼児数の推移Kついては、私いま手元に資料等 どざ

いませんので、教育委員会の方から御説明していただきたいと思います。

0議長(高橋通夫君)

0教育長(長沢三郎君)

教育長o

j:，~答え申 し上げます。

いま古谷議員さんの方からな話のあったとなり、幼児数が年々減少している。いま手元にど

ざいます、とれ昭和 51年からの公立幼稚園並びK私立幼稚園の園児数について、先K申し上

げさせていただきますが、昭和 51年度、公立幼稚園の園児数は、 690名公タま した。昭和

5 2年が 659名、昭和 53年が 716名、昭和 54年が 734名、昭和 55年が 6~ 3名、

昭和 56年が 643名、昭和 57年が 609名、昭和 58年が 584名。とのような状況で、

昭和 54年を一つのピークといた しまして、毎年、年々幼児数が、公立幼稚園の園児数が減 っ

てきている。一方、私立の幼稚園でどざいますけれど、私立幼稚園の関児数Kつきましては、

昭和 51年が 2，7 8 0名、昭和 52年が 2，830名、昭和 53年が 2，7 8 0名、昭和 54年が

2，680名、昭和 55年が 2，49 0名、昭和 56年が 2，250名、昭和 57年が 2，230名、

昭和 58年が 2，240名。とのような推移を公私立の幼稚園ともたどっているわけでどざいま

す。 ζの公立並びに私立の幼稚園の対比を申し上げますと 、大体私立の幼稚園が公立幼稚園の
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約 4倍程度の園児を教育 していただいてる。そういうような現状でどざいまして、公立幼稚園

数の減少と並行 しながら、私立の幼稚園の園児数も減っ てきている。

ただ、それとはまた別K、確かK日野市内K幼児教室、乙れは 3カ所ほどあるわけでどざい

ますけれど、多摩平の幼児教室、それから高幡台の幼児教室、それから百草の幼児サークル、

とういうととろで現在、 3歳、 4歳の子供たちを中心K幼児教室が行われてなクます。それら

の幼児教室で、一応 4、 5 0名から 7、 80名の 4歳児が教育を受けている。 ζ ういう状況が

一方 KはどざいますO

実は、今回の第一幼稚園を介括して、旭が丘K第七幼稚園をつくタたいというととも、一つ

はとの幼児教室K現在通っているな子さんたちのそれの解消をやタたい、 とういう気持ちが一

つどざいます。それからもう一つが旭が丘、それから多摩平地区、とれの、とれ統計ひのでど

らんになっていただけるとよくわかるんですけれど、日野市全体の幼児数が、そういう形で減

っていく中で、乙れらの地区の幼児数をゼロ歳からずっと見てまい Dますと、先ほど古賀議員

さんがなっしゃったとなPの推移を、旭が丘並びK多摩平地区Kついてだけは、 ちょっ とほか

の傾向と違 った形で、幼児数の漸増と申しますか、そういうものが見受けられるO とういうよう

左視点K立 ちま して、長い間の旭が丘地区の要望等もどざいま して、との機会Kぜひ多摩平の

幼児教室の発展的の解消とあわせて、 2年保育というものを日野全体で取 D組んでいきたい。

現在、多摩平の第一幼稚園は、 5歳児だけをな預かりして教育をしている。そういう状況でど

ざいますので、その問題 も含め左がら、今回の議会K対応したい、 とん左気持ちから第七幼稚

園をつくっていただきたい、 というととを御提案 しているわけです。

0議長(高橋通夫君 j

06番(古谷太郎君)

古谷太郎君。

数字を見ますと 、私立の幼稚園の最大ピークは、 2，830名

であった。過去 7、 8年、昭和 51年以降ですが、それが 590名減ってしまったわけですねO

だから 2割以上、 2割 5分、 4分の 1の激減 とい うととが言えるわけです。とれは大変なとと

だろう と思います、私立の幼稚園の立場でいきますと。で、公立も最大数のとき 734名、昭

和 54年ですから 16 0名減っ ている。

そとで教育長さんの方は、日野市の幼稚園を、 1年保育から 2年保育Kします、という方針

でやろう。確かK乙との市役所のすぐ近く Kある第三幼稚園は、 2年保育ですねO 多摩平もそ

うしよう。それで、そういう ふうな考え方の中で、いま多摩平の第一幼稚園は、昭和 57年の
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人数は何名であったか。そ して 59年は何名入れる予定であるのか、 ζれをちょっと教えても

らいたい。というのは、 まだ旭が丘幼稚園は、 6 0年 Kなら左きゃできないわけです。も し、

乙の予算が通ったと仮定 しま しで も。多摩平幼稚園の 57年、いま。という ζ とを申し上げて

いるのは、それ 56年でもいいんですけど、いわゆる幼児教育センターが何か一部な使いKな

っていらっ しゃる ようですから、そ乙で申し上げているわけなんですが、ちょっと御説明な願

いしたいと同時K、と とし多摩平幼稚園Kは何名な入れKなる予定であるのか。もう決まって

いる と思いますO

0議長(高橋通夫君 )

0教育長(長沢三郎君 )

教育長。

な答え申 し上げます。

昭和 57年度の第一幼稚園、とれは 5歳児だけでどざいますけれど、 186名で 5クラス編

成で教育を してまいりま した。それから 58年を飛ば しまして、 こと しの状況でどざいますけ

れど、と 止しの多摩平第一幼稚園の応募者というのは、 5歳児だけK限 って申 し上げますけれ

ど、 139名応募して、 4クラス編成で対応したい、 こう考えてなタますO

0議長(高橋通夫君 ) 古谷太郎君。

06番(古谷太郎君 ) そうしますと 、 186名という昭和 57年の数字と同じよう

Kするならば、 5クラス の教育Kなるんだ。ととろが、 どうも旭が丘幼稚園の園児の収容、 5 

歳児はイ可名収容されるのか。(I今度入る・・・・・・」と呼ぶ者あタ) ええ、今度できると仮定す

ると、昭和 60年K、たしか 2教室とか左んとかという御設明だったのでな聞き したい。

0議長(高橋通夫君)

0教育長(長沢三郎君)

教育長。

一応、旭が丘の方K今度新 しくで きます第七幼稚園について

は、 4歳児 1クラス 、 5歳児 1クラ スというととで、 4歳児については、 1クラスを 30名、

それから 5歳Kついては 1クラス 40名、とい う計画で対応 したい、とう考えてるわけですO

0議長(高橋通夫君)

06番(古谷太郎君)

古谷太郎君。

同時K旭が丘地区は、平山保育園、幼稚園、小学校 一 滝合

小学校近いわけですが、平山幼稚園は、昭和 57年 Kは何名で、それで来年の入学者はイ可名な

のか。ととも新 しい幼稚園ができるわけ左んですO 改築ですが、あれは。改築後はどのよう K

する気なのか。それをちょっと教えていただきたい。

0議長(高橋通夫君) 教育長。

-608-

0教育長(長沢三郎君 ) 平山地区Kどざいま す第二幼稚園でどざいますけれど、第二

幼稚園の昭和 57年の園児数は、 4歳児が 40名 1クラス、それから 5歳児が 54名と 、合わ

せて 94名というような人数で、昭和 57年度は行われてなPますo 5 9年度Kつきま しては、

4歳児をせんだって募集 しましたと乙ろ、 40名の定員K対 しまして、 62名の応募者がどざ

いました。それから 5歳児の方 Kつきま しては、 58名の応募者がどざいま して、合計して98 

名。 58名の応募者といいますか、 4歳から 5歳花上がってきた子とですね、合わせま して第

二幼稚園Kつきま しては、もう二、三年前から 4歳児募集をしているものですから 4歳の時点

で、すでK第二幼稚園K入園 した子供が 1年たっ て 5歳児Kなる。それと 5歳児の時点で応募

して きた子供、それを合計いた しまして、 5歳児が 58名 59年度は在園する。 ζ ういう形で

4歳児の 40名と 5歳児の 58名を合わせま して、 98名と凶う数が第二幼稚園の園児数K左

タますo ( Iクラスは 4つJと呼ぶ者あり)

クラスは 3クラスです。とれ、 ちょっと問題があるかも しれませんけど、 4歳児が 40名 1

クラス 、それから 5歳児の方が 58名というよう左形左ものですから、との 58名のクラスを

二つに介けまして、逆に 5歳児の方が人数が少な くなる、と いう奇妙左現象Kなって しまうん

ですけれど、幼稚園設置基準から申 しま して、幼稚園の 1クラスの定員は、 40名以下とする

という形K左つてなタまして、 5歳児の方が 58名というととですから、 2クラスに分けます

と、 29名クラスが 5歳児の方 Kついては 2クラスできる 、とういうよう左形K在るわけですO

それで、 6 0年度の問題でどざいますけれど 、 6 0年度Kつきま しては、とれもず っと私立

幼稚園協会と詰めた中で、第二幼稚園Kつきま しで も、 4歳児の募集は、 1クラス 30名を一

応募集 したい。なな 5歳児については、 40名募集したい。ですから第七幼稚園と全〈同じよ

うに 4歳児 30名、それから 5歳児 40名、そういうような募集を したいと思ってますO ただ、

クラスが 4歳から 5歳K上がってくる乙ろが、すでK第二幼稚園では本年度 40名応募者がい

ますから、その子供が 5歳K来年 60年 Kなると当然、なりますので、果た して 40名募集 しで

も、それだけの応募者がちょっと出てと左いんではないか。場合K よると 、と としと同じよう

K、 とと し40名募集 したら 62名応募者があった。 ζ とし 4歳で入れなかった子供ですね、

それが 20名ほどいるわけですから、とと し4歳募集を しましたら、 62名応募者があったわ

けですO 第二幼稚園。と乙ろが、 40名 4歳児を募集してなDますので、 22名の子供さんた

ちは、 4歳の時点では家庭に教育を受けるか、私立の幼稚園K行くか、あるいは幼児教室のよ
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うなととろで 1年暮らさ左 くちゃなタませんので、来年はこと し抽選から外れた子供たちが 5

歳の時点で応募して くる可能性もどざいますので、そんなととからいきますと、恐らくとと し

と同じよう K、4歳児Uてついては 30名 しか募集 しませんけど、 5歳児Kついては、いま申 し

上げた本年の 40名と、 来年応募 して くる子供合わせると、やはタ 5歳児は 2クラス Kなるだ

ろう 、 とういうように考えてなりま す。

0議長 (高橋通夫君 )

06番(古谷太郎君 )

古谷太郎君。

非常Kよくわかタま したが、平山の幼稚園の場合、 ζ としは

が、しからは¥いまの よう K、 2クラ スずつ多摩平幼稚園を 4歳児 2クラス、5歳児 2クラス、

仮称ですが旭が丘幼稚園を4歳児 1クラス、5歳児 1クラスというよ うな数字で分けますと、 との数字は

230名ですか、 なタますかねO 非常K旭が丘幼稚園ができた場合K、私立学校の私立幼稚園

K対する影響は全くないのかどうか。全〈左いという言葉は語幣があると思うんです。余タ左

い、 というのは、私立幼稚園も同じよう K、公立と同じよう K、 日野市の子供たちを教育 して

いるわけですから、 5 9 0名 一一 600人もの定員が減っちゃっ てる、という実情の中では、

どうなんだろう。

それで日野中の保育園、公立幼稚園が、全部 2年保育K左っているとき K、どのよう左形が

私立の幼稚園や、また他の地域いわゆる公立幼稚園がないととろは、私立幼稚園にみん左通っ

ていらっ しゃるわけですから、影響はどう左のか、大変心配左のですO ですから、その点、文

教委員会で御審議なされ左ければ、教育長さんの方で、事務局、教育次長さんの方から御説明

していただければありがたいと思いますむ

0議長 (高橋通夫君 ) 文教委員長。

0文教委員長(古賀俊昭君 ) いまの点Kつきま して委員会で確かに若干の審議が

どざいま した。それで教育委員会の方から私立幼稚園協会との了解事項という資料が各委員に

配られま した。 7項目から成つてなタま して、幼稚園の保育料格差是正Kついては、今後努力

をしていくというような内容Kなって訟タます。

詳 しくは、教育長の方から御説明 していただきたいと思いますので、 i;、願い します。

5歳児 58名ですから、 29名のクラスを二つつくるんだ。だから 5歳児Kついては、余裕が

あるわけです。 40名といた しますと 、 22名の余裕がある。 反面、 4歳児Kついては、 22 

名が応募者が多過ぎたので、冬、入 DVCなれ左かったo 乙ういうととが言えるわけですから、平

山の方は、 ちょ っといま余裕が余P左いようですね。と ζろが、第一幼稚園の場合Kは、 乙と

しが、去年 186名昭和 57年あ った。とと しの応募者は 139名だった。恐らく ζれは 5ク

ラスの教室もあ 夕、先生も用意できる場所じゃ左かろうかと思うんですが、そう しますと、

200名までは可能であるわけですO そうすると第一幼稚園は、 5歳児がさら VC6 1名入 ると

とが可能では左いか、とと しの場合ですよ。それだ ったら、多摩平のいわゆる多摩平といいま

すか、幼児教室ですか、そういう方々の要望K沿うととがかなタいくんじゃ左いか、 という気

がするんですが、幼児教室というのは 5歳児はないんですか。(r 3歳、 4歳の子供を対象K

..... J r聞とえ左いぞ」と呼ぶ者あり) らょっと言 ってくだきい。

0議長(高橋通夫君) 教育長。

0教育長(長沢三郎君 ) 済みません。

第一幼稚園の多摩平の幼児教室というのは、 3歳、 4歳の子供を対象Kしてなタま して、 5 

歳では多摩平の幼稚園があるからというととで、全部多摩平の幼稚園の方へ通園 してくるよう

な関係から、 5歳の園児というのは、幼児教室Kは在歯 して左いんです。

e 
0議長 (高橋通夫若)

0教育長(長沢三郎君 )

教育長。

な答え申 し上げます。

0議長 (高橋通夫君)

06番(古谷太郎君)

古谷太郎君。

幼児教育というのは、非常に大事左ととですから、幼児の方

幼稚園教育というのは、確かK公立、私立な互い協力 し合い左がら対応 していか左〈てはい

け左い、そういう性格のものでどざいます し、 確かVC1 1園の私立の幼稚園があるというとと

で、幼稚園協会の代表の方と、再三にわたタま して、 との辺の幼児数の減少、並びK多摩平地

区の幼児の動向、それから第七幼稚園ができた時点Kなけると ζ ろの私立幼稚園K対する影響、

その他の問題 を、相当ひざ詰め的Kな互い話をや ってまいタま した。で、結果的に私たちの方

では、一応多摩平の第一幼稚園、とれKつきま しては、 4歳、 5歳の 2年保育を第一幼稚園で

やPたい。その中で、 4歳児Kついては、先ほど申 し上げたと同じように、 1クラスの園児数

を、 1クラスを;)0名定員で、 2クラス多摩平の幼椎園の方でb世話を したい。それから 5歳

々が幼稚園へ通えないような事態が発生するというととは、避け左きゃ絶対なら左い、 と私は

思いますO

えだ、現在 61名の余裕が第一幼稚園にあるという事実も否定でき左いと とだと思うんです
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児 Kつきましては、 1クラスを 40名という形で、 8 0名の方をな世話 したい。そんなよう左

ことで... 4歳児、 5歳児ともに、 2クラス、 2クラスという合計 4クラスを幼稚園で、多摩平

の第一幼稚園の方は対応 したい。

で、先ほど申 し上げました旭が丘地区K介離いた します第七幼稚園で、 4歳児:30名、それ

から 5歳児 40名、こういうよう 左形で対応 した場合K、じ ゃあ私立幼稚圃の方にどの程度の

影響が出るか、 という ζ とでどざいま すけれど、 先ほどからちょっ と話の出てます多摩平旭が

丘地区の園児数の漸増傾向と、それから先ほどからな話 ししてなりま す多摩平の幼児教室、 と

れが 59年度 一 乙と しの予定ですけれど、 多摩平の幼児教室が 79名の 4歳児を 59年度合

預かDする。乙う いうよう 左形Kなってなタま して、と の 79名の 4歳児の方は、当然来年度

は 5歳児K在って、第一幼稚園なれあるいは第七幼稚園K通園されてくるような状態になる

だろう、 と想定されるわけです。それから多摩平の幼児教室K通園 してい左い、全く自宅で待

機 して 5歳Kなるのをな待らに在っ ている、そうい う家庭も毎年の例からいきますと 、四、 五

十名、との幼児教室から上がってく る子供さん以外K、そういう潜在的左形で、あの地区VC5 

歳に左るのを待っ てるな子さんというのが凶らっ しゃ るものですから、その両者を合計 した場

合Kなきま しては、ことしと 同 じぐらいの百二、三十の園児の方が、 第一幼稚園、また第七幼

稚園で就圏するんじゃ左かろうか、 と乙んなぐあいK想定 しているわけなんですけれど ......。

0議長 (高橋通夫君)

06番(古谷太郎君)

古谷太郎君。

いま教育長さんの方から、私立の幼稚園の方は十分理解され

てる O そういうととで、影響はないんだ、というな話でどざいま した。乙れがまた園児も少左

い。そういうふう左立場K立つならば、やはタつくらなきゃいけない、という結論になるわけ

ですO 重松先生が、幼、保一元化という、大変高い理想、の将来の教育を目指 していらっし ゃる。

幼稚園の教育は大変重要ですから、 1人でも落ちとぼれがあってはならない、という 前提K立

つわけでありますO

いま教育長さんが言われるように、私立の幼稚園も満足され、公立幼稚園が一生懸命やって

も、ななかっ人数が足タない、施設が足タ左い、という ζ とがよくわかりま した。ですから、

この点Kついて、私は賛成いた します。教育長さんを御信用申 し上げて、以上、 質問を終わタ

ますO

0議長 (高橋通夫君 ) 滝瀬敏朗君。
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0 29番(滝瀬敏朗君 ) 実は私、文教委員でもどざいますO しかしながら、何点かに

tS.-

つきま して、どうも納得がいかない。ちょうど文教委員会で、市長さんも出席をされなかった。

こういうふう左ととの中で、市長さんに 3点ほどひとつな聞かせをいただきたいと思うんです

が、いまの古谷議員のな話の中でもどざいま したが、 ととしの、実は幼稚園が定員K満たなか

った、といううとともどざいますO それから、園児が年々減少している、こ ういうのも現状で

あります。そういう ζ とKなりますと、私どもは、素朴の疑問と して、どうしてとの七幼を急

いで建て左ければ左らないのか、とう いうふう左疑問が生じてまいりま す。 それからいま一つ

は、私どもは、文教委員会でこの問題 Vてついて、見送り といいますか、反対を して まいりま し

た。いまの理由が一つでどざいますO いま一つは、一般会計の幼稚園K対する予算が計上 して

とざいます。そういうふう左絡みの中で、先Kとの条例だけを先行させて、予算がどう左るか、

とういうふうなこともどざいま したので、実は反対を して きたわけでありますが、 3点ほど市

長の見解をな聞きを してなきたいと思いますが、いま教育長の話の中で、私立幼稚園 との話 し

合いは円満にいっている、反対は左かった。こういうふう左御意見もどざいま した。

そ ζ で、 との七幼を建設するに当たりま して、 私立幼稚園との話 し合いを、市長みずからさ

れたと思います。その理由といいますか、結果 といいますか、そういうものをひとつ明快Kな

聞かせをいただきたいと思いますO

それからいま一つは、私立、公立との格差の問題があるわけでありますO 大変格差が大きい

わけであタますが、と ういう問題は、早急K解決をし左けタゃ左らない大き左問題であろうと

思います。また、乙の七幼を建設するに当た Dま しで も、乙 の問題もつきまとっ てく る問題で

はなかろうか、 とういうふうにも思います。そ乙で、との問題K対する市長の見解をな示 しを

願 いたいと思いますO

いま 1点は、審議の中で、実は千代田自動車が移転をされる、 とういうふうな£、話がどざい

ました。そ ζ で、 66 0戸を分譲して、 61年の 8月Kは分譲を完了いた しまして、小学校の

生徒だけでも 25 0名ぐらいはそと K来るであろう 、 こうし勺うふう左予想、を教育長の方ではさ

れているわけであ DますO そ乙で、 もし小学校の生徒が 250名もいるんであるならば、恐ら

く幼稚園児の方々もそのぐらいの数はいるんではなかろうか。とういうふうに思うわけであり

ますが.とれもまだ買収をされてなタませんし、千代田自動車さんが移転をどとにされるのか

も決定をされてないわけであ Pますけれども、そのようなな話がどざいま した。そういう中で、
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もし仮にそ ういう建物がその千代田自動車の跡Kできるとするならば、恐らく 660世帯です

か、 ζ うい うものが張 りついて〈 るわけであDますから、当然いわゆる保育施設、幼稚園左夕 、

ある いは保育園、 とう い うものの施設の共益負担金と申 しますか、そういう中で建設をさせる

べき だ、 こう いう ふう K私は判断をするわけであ Dますが、その辺の、以上 3点の見解を述べ

ていただきたい と思いま す。

今回の予算Kも説明申 し上げてなタま すと む夕 、幼稚園の保育料検討委員会を、 ζ としのうち

の前半ぐ らいに進めま して、そう して格差の問題の御審議をいただら その中Kは、乙の問、石坂議

員もな話 しKなPましたとなれ議員の代表の方、あるいは私立の園の方、そ して学識経験者、

合わせて 10名ぐ らいな組織をつく Dま して、 御審議いただき 、その答申をまた尊重する対応

をとタまして、今後両者のなるべく均てん化 を図タつつ仕事をさせていただ とう、 とういう考

え方でどざいます。以上ですO01議長 (高橋通夫君 ) 文教委員長。

0文教委員長(古賀俊昭君 ) 0議長(高橋通夫君)

0 29番(滝瀬敏明君)

市長は、文教委員会Kは御出席Kなってな Pません

で した。いま市長K答弁を求める滝瀬議員の御質問でどざいますので、 市長の方(fCj:，-，願いを し

たい と思いま す。 ます。

01議長(高橋通夫君 )

0市長(森田喜美男君 )

0議長 (高橋通夫君)

。市長 (森田喜美男君)

市長。

子供の減る中で¥ 左ぜ新 しい幼稚園をつくる必要があるのか、

滝瀬敏朗君。

いま 1点あるんですけれども 、な答えをいただ、きたいと思Ln

市長。

千代田自動車跡地利用云々という ζ とは、 ζれはまだ必ず し

も確定というととろまではいってなDませんO したがって、その 乙との利用は、将来はそうい

うととがあ P得るというととで、左;jo、学校施設、あるいは幼児施設、それらも必要K左って く

るわけであ Dますが、そのi際K、公共負担でそれらを処理すればいい。乙ういう考え方も確か

K成 D立つわけであタますけど、それはそれと して、十分左日野市に対する責任カ・果た しても

らう 、 乙ういうととは、当然のことだと思つてなPますO また、その財源を、他の地域の公共

地設にも使える、そういうことも私は考え左ければなら左い、 乙う思つ てなタますO

これは当然、頭K浮かぶ問題であPますO

ただ、 日野市内の全体と しては、そ うい う傾向があタま すが、部介的K、多摩平とそれから

多摩平以西、旭が丘や西平山方面も含めま して、幼児施設が求められながら、なかったわけで

あDます。そ して、いまの よう 左多摩平の第一幼稚園、それから多摩平KあDます幼児教室、

幼児教室は、 これは了解のも とK解消 していただきます。 4歳児、 5歳児、 したがって 2年保

育を第一幼稚園でやると とと あわせて、 ちょうど第一幼稚園を分けるような形で、その一部を

旭が丘K新設、移設 しよう 、 とういう内容でどざいま して、多介、クラス数は特別ふえるとと

ではなく 、そういった方法でと の問題の解消も図れる 、 ζ ういうふう K考えて、 乙の仕事を進

めてき てなるわけであタます。

それから一方 K、私立幼稚園協会、 日野市内Kは 11閣の私学幼稚園がどざいます。との代

表される方々とも 、か左 Dとのとと Kついて、話をいた しま した。私も 2回ぐらいな話を し合

つてなタます。そのような内容の了解の中で、特K西方 、西部対策であるという意味で、部分

的な了解をいただけた、 とう思つ てなりま すO また、その乙とに合わせま して、公私の格差の

なるべく左いよう Kすべき とと、 あるいは、その他いままでどちらかといいますと、同じ幼児

が公私の立場、あるいは、そ ういうと とで、私立幼稚園協会ともも っと密接な関係をつく Dな

がら、な互いが信頼できる関係で、 との幼児教育の幼稚園教育を進めていとう 、 とういう考え

方でどざいま して、 私は一応了解が していただけてるんだ、 と思つてなDますO あわせま して、

0議長 (高僑通夫君 )

0 29番(滝瀬敏朗君)

(5:-

滝瀬敏朗君。

実は文教委員会で、いまの最後の問題の千代田自動車が移転

を して、 660戸を分譲 して、 61年の 8月Kは分譲が終わるんだ、 とういうふう左説明が左

されたわけです。(rだれだ」と呼ぶ者あ 9) との幼稚園を建設する K当たっ てです、理由

の 1っと してO そういう(r全然違うぞ、委員会 」と呼ぶ者あ 9)話があったわけです。

( rなか しいぞ」と呼ぶ者あタ) それも一言教育委員会との、 とれ、 ちょっと話が(r全然

違う 」と呼ぶ者あり)なか しいんじゃないか、 というふうに里、うんですけれども、正催なとと

ろを教えていただきたいと思いますo

0議長(高橋通夫君 ) 文教委員長。

0文教委員長(古賀俊昭君 ) いま滝瀬議員の方から御質問がどざいました。確か

K委員会(fCj甘いては、いま滝瀬議員御指摘のような説明がどざいま した。それについて、住宅
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0議長(高橋通夫君)

。市長(森田喜美男君)

市長。

ゆる合意といいますか、話し合いがなされた、とういう ふうな見解をとってもいいわけですねO

それから、いま 1点は、格差の是正といいますか、 ζれは検討委員会で検討 していしとい

うふう K理解をいたしますO

それから、いまの問題ですが、 ζれはいま少し正確な資料で、正確な ζ とを、やっばタ文教

委員会ですから、ぜひ出 していただ、きたいと思います。まだ海の物とも 山のものともつか左い。

どζへ移転するんだか、また移転後ははっき D決めたわけでもないわけであ Dますから、そう

いう中で、とういうものを引きかえ K、とれがあるんだからどうしてもつくらなきゃならない、

というととは(Iなかしい」と呼ぶ者あタ)なかしいと思いますね。今後はとういうととは絶

対Kないようにな願いをしてなきます。終わタますO

都市整備公団の方でも 、ま だ正式にとこの買収をしているわけでは左い、という よう左説明も

あったわけですが、確かKいま滝瀬議員の御指摘のとなタでどざいま した。

落としました。補足いたします。

公式にまだとの議会Kも報告をして左いととでどざいますが、千代田自動車が、埼玉県K場所

を移される。そ して、 もっと規模の大きい事業所をつくられる、とういう話は、 もう 1年ぐら

い前から、 1つの相談のような形と しては承つてなタます。 しかし、その乙ととあわせまして、

つまタ住宅公団が、その跡地を交渉を進めてなるということでどざいますので、住宅の戸数K

合わせた、教育委員会としての学校の教室等の積算といいますか、試算をするととは、乙れは

教育委員会K指示をいた しました。 な願いをいた しました。やってもらってなタますから、教

育委員会では、その年次を限って、 61年というふうに仮設し左がらやっていただいてなる、

とのよう K思つてなタます。当初の話では、そういう進度の進みぐあいもありま したし、それ

から今後われわれのととろ、われわれの行政側としても 、一時K多数の戸数ができるととは、

決して望ましいととではあ Pませんので、 2回ぐらいK分けて建ててほしい、そのよう左、ま

だ非公式左話は、ある程度進めてな DますO 伴います問題は、 乙れは日野市内の日野自動車さ

んの大き左経営戦略のとともあタますので、できるだけの便宜を£、図 Dをする。その跡地K来

0議長(高橋通夫 )

06番(古谷太郎君)

古谷太郎君。

関連。先ほど教育長さんは、第一幼稚園と第七幼稚園ですか、

仮称ですけど、そ ζ で 4歳児を 3クラス、 5歳児を 3クラス保育 しますというな話でしたo と

の圏児の将来見通 しの中K、ただいまの 700戸K近い住宅からな通いK左る であろう園児、

あるいは園児K左られる赤ちゃんですか、乙の数字は入っ ているんですかo との点を検討され

て、この 210名という数字が園児の数が出たのかどうか、との点をひとつ確認 します。

るマンションが建つとか、いろいろ左ととも想定されますけど、やむ左き措置であるならば、

つまり工業地帯、工業地域止しての利用が思うよう Kいかないというととである左らは¥やは

タ乙れは、行政指導がきちんとできる、そういう機関K跡を活用する、とういう関係を結びた

い、結んでもらうようなそのような考え方で進めつつある 、 というととであタますO しかし、

とれはまだ契約とか、そういうととが完成 して左いそうでどざいますから、このことを今日の

問題と して持ち出すというと とは、ちょっと早計である。

したがって、その ζ とはもちろん、 ζれは教育委員会と しても、先を想定してな考えになる

のは、当然、定、と思って台タます。そういう事情でどざいますので、将来ともますます必要にな

る、という乙との証査Kはなる、そういう要素でどざいます。

。議長(高橋通夫君)

0教育長(長沢三郎君)

教育長。

な答え申 し上げますO

自手

いまの問題Kつきまして、とれは私立幼稚園協会とも詰めている中で、第七幼稚園Kつきま

して、 当初は教育委員会サイ トーといた しましては、そういう情勢等も加味した中では、第七幼

稚園を 4歳児 2クラス、 5歳児 2クラスという形で工事を した凶、という話を持ち出したわけ

です。で、私立幼稚園協会の方では、先ほど滝瀬議員さんの方からも指摘されているよう K、

まだ明確Kそのものが、 ζ う姿K左って出てきて凶る状況で左いし、将来、旭が丘、西平山地

区等の造成、その他から絡んでいって、とう幼児数がふえてくる段階でも 、遅〈 左いんではな

いか。したがって、当面は第七幼稚園については、 4歳児 1クラス、 5歳児 1クラスのそうい

3点ほど質問を してまいりました。私立幼稚園さんとのいわ

う形で出発をさせていきたい。ただ、私立幼稚園協会との話し合いの中でも、 ζの第七幼稚園

について、 4、 5歳児各 1クラスで出発をさせ、将来そういう状況が起きてくる時点では、増

級できるような設計、乙れを計画 してなとう 、という形で、いま申し上げたような問題が将来

0議長(高橋通夫君 )

029番(滝瀬敏朗君)

滝瀬敏朗君。
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起きて、やはタ第七幼稚園を 4歳児 2クラス 、 5歳児 2クラスという形Kもっていかなくては

左ら左いときに、ホーノレの問題、その他を含めて、全く新 しく建てかえるなんて形は非君Kむ

ずか しいので、将来増級できるような設計をもって、と Dあえず 2クラスで出発させたい、と

ういうような話 し合いK在ってωるわけです。

ですから、今回の中Kは含まれてなPませんO いまの 600近い住宅ができたときには、そ

の数も見込んで、第七幼稚園の対応を考えているのか、というととにつωては見込ま左い形の

中で、対応 してなタます。(r関連」と呼ぶ者あ !J) 

0議長(高橋通夫君 ) 馬場弘融君。

0 8番(馬場弘融君) 委員長、私いまの教育長の答弁を伺つてなりまして、文教委

員会でとの第七幼稚園をつくる教育委員会側と しての理由づけ、 との理由づけの中で、説明が

された第 3点目 K左るわけですねo その説明と全く違っている、 とういう感じを持つわけです。

委員長はどう思いま すか。(r委員会やタ直 しだ Jr休憩」と呼ぶ者あタ)

0議長 (高橋通夫君) 文教委員長。

0文教委員長( 古 賀 俊 昭 君 ) 確かK第七幼稚園の建設の必要性を教育委員会側か

ら幾っか理由を挙げて述べられた中K、委員の皆さんも御承知のよう K、この千代田自動車の

跡地K住宅が 660世帯ほど建設される予定がある、というととも入つてなPました。ですか

ら、との 66 0世帯の住宅を多摩平、旭が丘地区の幼児の漸増の数の中Kはλっていないとい

う理解は、私はしてすりま したんですが、いま教育長のな話からしますと(r休憩 しで もう1

回委員会ゃれ Jr委員会ゃ ったらO 意見統一 jと呼ぶ者あ夕、その他発言する者多 し) 委員

会の中でこの点が若干御指摘のようなあいまいな点があ ったかもわかタません。それは私も認

めたいと思います。 (r休憩だ」と呼ぶ者あ夕 、その他発言する者多 し)

。議長(高橋通夫君 ) 文教委員長。(r意見の統一してくれよ」と呼ぶ者あり)

O文教委員長 (古賀俊昭君 ) 何せ私、文教委員長 として今回初めて委員会を

( r委員会やり直 しだよ」と呼ぶ者あ !J)整理させていただいて(rやる必要な し」と呼ぶ者

あり)いろいろ議事の進め方、整理の仕方に問題があ ったのかも わかDませんO もし多数の委

員の方、また議員の皆さんが、もう一度その点をはっきタ しろというととでどざいま したら

( r当然だよ Jと呼ぶ者あり)確認で済むと思いますから(r統一意見言 ってくれよ」と呼ぶ

者あ夕 、その他発言する者多し)委員会をもう一度聞かせていただ、いて、教育委員会並びに市

側から説明を受けてもいい、 と私は考えます。(r休憩 Jrその前 K関連だ」と呼ぶ者あタ)

O議長 (高橋通夫君 J 石坂勝雄君。

0 28番(石取勝雄君) 私は、特にこの問題は、当事者の 1人でもあるんで言いたく

~ 

左いんですが、ばかに、伺ていうか、幼稚園協会へ完全左合意ができてるよう K言われてます

が、いわゆる幼稚園協会側では、請願を採択されて、いわゆる父母の格差是正をなくしてもら

う、この請願が採択、市川委員長のもと K採択されて、委員長報告が 3月の議会でされてなタ

ますO これはもう 58の関係の 乙とでO そ ういうととを非常に伺ていうか、尊重して凶るんで

あって、用J(tC第七幼稚園ができるのを歓迎 しているなんてととは少しもないわけです。

特レて私は、先ほどの教育長の何かな話の中で聞くと、あれは 4歳児は 40名保育 して、いわ

ゆる 5歳児の方になれば、ある幼稚園では半分ずつの 19名Kしているかと思えば、今度は逆

Kそのような何ていうか、 1定員を 4歳児は J0名Kするんだ。非常K公立でも募集の仕方 K

もあるから大変だとは思うけど、非常K何か一貫性の左いようなととが多いんですね。(rそ

のとな !JJと呼ぶ者あ !J) そういう点を思うと、いま少し何ていうか、少なくとも 、こうい

うζ とをされる Kは、慎重K対処して、特に先ほどの第一幼稚園の管内Kは、 5歳児のは類似

幼稚園K左いという左らいいけど、厳然として類似幼稚園の中にも 5歳児が 25名予算措置が

されてなDますo 5歳児が 25名予算措置、いわゆるされているわけですね、類似幼稚園の中

K、 ζ としの予算Kもらゃんと。第一幼稚園管内 KはないかもしれないけどO

そういう点から見て、 どうも答弁も非常K伺ていうか教育長たる者が、答弁が何かちぐはぐ

な乙とをされてるんです。いま少 しき らっとした中で(r統一見解だ」と呼ぶ者あタ)して、

いわめる、できれば ζ の検討委員会を、いわゆる使用料の、市長は保育料と言われましたカkい

わゆる使用料検討委員会、私、 公立の、いわゆる市立の使用料検討委員会です。とういうもの

0議長(高橋通夫君)

08番(馬場弘融君)

馬場弘融君。

委員長はそういうふう左判断をされたという ζ とでどざいま

すが、私が聞いた範囲、また私がメモをしている範囲では、もっと具体的左、つま D将来ずっ

と先の話というふう左形ではなくて、具体的tていまとの第七幼稚垂|をなぜつくらなければいけ

ないか、という明確な理由を、 3点目と して理由づけがされ、 660戸になるであろう介譲、

との子供たちも来るのだから、という形の説明を受けたように私はメモを してなりますし、記

憶も しているわけであタます。いかがで しょうか。
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をつくるというんであるんであって、保育料を検討する というととじゃどざいませんO 前のは

幼 、保 、幼、保の保育料をどうするかという検討委員会だ ったんですが、公立の使用

料の検討委員会左んですよね。だから 、そういう点では、 きちんとした中で 、 どう

私立K恐らく恐らく父兄の格差是正をするか、というととだと思うのでO その辺のととろを、

当然文教委員会では私は詰められたんじゃなかろうかと思っていて、やむを得んではなかろう

かといういわゆる私立側の園長、会長、副会長の見解を私も園長の 1人で行って聞いているの

を見ますと、過去の歴史の中で、何ていうか、昔 3園できて中部K第四幼稚園ができ森田市長

Kなって五、六 とできて、今度は第七だ、 とういう中での経過を見ると、確かに旭が丘の方の

人口はふえているかも しらんけど、川の、私立側からいくと、川を狭んで浅川の北と南で、恐

らく 川の南Uては私立の幼稚園が 5園あ Dます。 川の向とう Kは 6園あ Dます。恐らく市長がい

わゆる園員Ijの認可権者であっ て、 いわゆる定員等はよく知ってると思うんですが、川の南が非

常Kもう激減 しているわけですね。いわゆる何ていうか、人数が。 しかも 、それで定員では、

川 の南では学校法人の幼稚園が三つもあタます。それで向とうの川の北Kある学校法人の幼稚

置グ 1園ごすO そういう中で、もうかなタきちっとした中でやってるということも、恐らく園

則の認可権者であるし、私学の監督の指導K当たる責任を知事から委任される市長Kしては、

その辺のととろも十分K教育長も知って左きゃならんと思いますね。

そういう点では、何か一方的K私が聞いていると、全部私立が合意 してるよう K見るんです

けど、そういう点ではやむを得んでは、どう しても公立がつくられるのはやむを得んでは左か

ろうか、という限りは、いわゆる格差の是正といわゆる類似幼稚園、 ζれは市川委員長一番よ

く知ってると思うんですが、類似幼稚園の解消K向かつて、すぐとは言わないが、年次のたと

えば 1年左ら 1年経過する中で、解消してもらうんだ¥とういうととが必ず条項K入っている

と思います。その辺のも し私のいわゆる質疑の中で、いわゆる疑義があったら逆K答弁 しても

らいたい。私の言うとなタであると思ったらとれは答弁 してもらわなくて結構です。私は言い

たく左いんだが、とういうととは…… 。 (i議事進行 Jiちょ っと」と呼ぶ者あi?) 

G-

らなきゃ左らない事情も理解できるんです。(iそうです」と呼ぶ者あタ) それですから、

私は賛成と申 し上げま した。

で、さらKあと 2クラス、要する VC4歳児 2クラス、 5歳児 2クラスの教育ができるよう左

校舎の設計を してなつくi?vcなる、というな話です。非常K結構左 ζ とだと思うんですO 確か

に足タ左い。しか し、 いろいろの誤解がある。私立幼稚園の方々の方が、たくさんの方々を教

育していらっ しゃいます、日野市民のO また同時K大変左犠牲を払ってもいらっ しゃる。です

から文教委員会の文教委員の方から、文教委員長K質問が出るというのはなかしいんです、 ζ

オしO だから議事進行上、乙れ予算との絡みもあタますので、 との条例は、統一意見を出 して、

そ して若干休憩 していただいて、それで文教委員会で結論を出していただいて、 乙の場で御報

告 していただ、 くことがあ Dがたいと思うので、休憩を求めます。(iそのと台タ Ji賛成」

「休憩」と呼ぶ者あi?) 

0議長 (高橋通夫君 ) 夏井明男君。(i休憩、Ji続行 Ji動議 Ji議長どう した」

と呼ぶ者あi?) 文教委員長。

0文教委員長(古賀俊昭君) いま議事進行で休憩の動議が出ま したので、本来で

あればそれをな諮りいただくのが筋だろうと思うんですね。

で、まずーっ発言を許させていただいて、簡単K申し上げたいんですが、いまの千代田自動

車の跡地の問題は、確かに幼稚園を今回旭が丘VC7番目のものをつくる 、 というととの理由の

一つに挙げられました。で、 ζ の住宅の いわ ゆる 660世帯の住宅の建設につい ては、

まだいわゆる整備公団の方で、正式に買収したものではない、 というな話も企画の方か ら、ま

た教育委員会の方からもな話がどざいました。

そういうととで、私はいま石坂議員からも、文教委員会でどういう審議を したんだ、 という

な話でどざいましたが、確かKふをれな面はあったかもわかDませんが、特vc( i議事進行」

と呼ぶ者あタ)審議について問題があった、止は私は考えてなタませんo (i議事進行 Jiそ

うだ Ji委員長の責任 じゃないよ」と呼ぶ者あタ)

0議 長 (高橋通夫君)

06番(古谷太郎君)

古谷太郎君。

とれ大変大事左問題なんですO なぜかといいますと私はなぜ

。議長 (高橋通夫君 j

06番 (古谷太郎君)

古谷太郎君。

委員会の報告は、委員の方々は了解してるはず左んですO だ

先ほど賛成と申し上げたのは、もし反対左らば、 2億円以上の第七幼稚園の建設費は月Ijる修正

をしなけタゃ左らない、反対の立場で。 しか し、教育長さんのな話では、 もうどう してもつ く

から委員の方から、なかしいというととが出た場合Kは、当然その委員会Kもう一度相談し直

して、報告文書をみんなに了解を とって出さなきゃいけないんです。だから議事進行と申し上
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0議長 (高橋通夫君) .:};、諮 Dいた します。 議事の都合Kよタ暫時休憩、いた したいと

稚園を設立するというととは、先般のいわゆる日野市議会K提出されてなタま した請願、幼、

保一元の、 いわゆる旭が丘建設K対する反対と、それといわゆる公私格差是正を図る、そう

いった意味合いの請願を、前文教委員会レてないて採択してな Pます。それKついて、やは Dと

のような厳 しい環境の中で、 ζ の本条例案が改正されるということに伴っ て、ぜひひとつ理事

者K私立幼稚園協会とのとの公私格差是正K関 して、請願の要旨のとな!JVC、いわゆる懇切丁寧

にお、話し合いを持つえ今後のとの設立に当たっていただきたい、というととを強く意見として申

し述べてなきます。

げて、休憩をな願いしたんです。

古賀委員長個人の意見は絶対出しちゃいけない。文教委員長としての御発言でどさいますか

ら、その点をひとつ御理解願いたいと思いますO

思いますが、とれK御異議あタませんか。

C 1"異議左 し」と呼ぶ者あタ〕

0議長(高橋通夫君 ) 御異議ないものと認めますo よって暫時休憩をいたします。

午後 8時 4 5介休憩

午後 10時 13分再開

休憩前K引き続き会議を開きます。

0議 長 (高橋通夫君)

06番(古谷太郎君)

古谷太郎君。

乙の採択に賛成する立場から、意見を申 し上げたい と思いま

0議長(高橋通夫君 ) す。

文教委員長の登壇を願います。

〔文教委員長登壇〕

O議長(高橋通夫君 ) ただいま文教委員会を開催されま したので、委員会の補足説

明を委員長からな願いいた します。

開催をいた しました。

いわゆる千代田自動車の跡地の問題Kつきましては、今回の第七幼稚園の建設理由の中から

削除するというととで、市長及び教育委員会より説明がありました。

改めて採決をいたしました結果、全員異議左〈原案どなP可決すべきものと決定をいたしま

した。以上でどざいま すo (1"御苦労さん J1"議長、どうした」と呼ぶ者あタ)

0議長(高橋通夫君) ほかK御質疑はあタませんか。左ければ乙れをも って質疑を

終結いた します。

委員長報告について御意見があれば承りますO 市川資信君。

戸

ただいま教育長の御説明Kよれば、 どう して も旭が丘幼稚園は、第七幼稚園は 4クラスに し

なきゃ左らない。左ぜ左らはい、いま幼児の方々で、第一幼稚園及び第七幼稚園の地域で、幼児

を収容でき左い人数が先ほど教育長の御説明によれば、 30名左い し40名どざいます。 で、

4歳児、 5歳児の 2年保育を行うわけですから、当然 1クラス 2クラス足タ左いというととに

なるわけですO さらに、 もしも、 もしもですよ 、 よくわかタませんが、千代田自動車さんが御

移転Kなられて、その跡K住宅でもなできに在るというような事態、が発生した場合Kは、左合

かつ足りないような状況K陥らざるを得ない。とのような状況の中で、 2億円のな金をかけて

幼稚園をつくるわけですO っくタ上がったらまたすぐ壊 して建て増 しですと、とれは大変左合

金がかかるわけですO そこで設計、その他K当たっては、当然 4クラス左 いし 6クラスの幼児

教育ができるように、設計等の校舎の配置、設計を行つてなかなきゃなら左いと思います。そ

の点を強〈希望 してなきますO

第 2の問題は、日野市の幼児の方々市長Kな願lnしたいのは、 2.800名のうら公立K通っ

てらっしゃる方は、 600名KすぎませんO 私立の幼稚園が、いかに日野市の幼児教育Kとっ

て大切な存在であるか、というととはとの数字を見ても明らかであ Dますo 残念左がら、いま

のととろ大変大きい格差がどざいます。ひとつ可及的速やかK、私立幼稚園と公立幼稚園の格

差を埋めていただきたい。

以上、 2点を意見と して申 し上げてなきますO 以上です。

O議長(高橋通夫君 ) ほかK御意見はあ Pませんか。なければ ζれを持って意見を

0文教委員長 (古賀俊昭君 ) 文教委員会を休憩をなとタいただきまして、その問

o 1 9番(市川 資信君 ) 意見を一言申 し上げてなきたいと思います。

前の文教委員会のメンバーの一員 といた しま して、 ただいまの委員長報告と本請願との関連

があタますので、その点Kついて意見を述べさせていただきたい、かように思います。

幼児が、私は再三K指摘してなタますよう K、幼児が減少してなるという厳然たる事実の前

K、私立幼稚園は、それぞれが大変厳しい経営環境K置かれてなる。こういう中で、公立の幼
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終結いた します。

とれよ D本件Kついて採決いたします。本件K対する委員長報告は原案可決であPます。本

件は委員長報告のとなタ決する K御異議ありませんか。

c r異議左 し」と呼ぶ者あり〕

0議長(高橋通 夫 君 ) 御異議ないものと認めます。よって議案第 9号、日野市立学

校設置条例の一部を改正する条例の制定の件は、原案のとなタ可決されま した。

な諮タいた しますO 明日は休会日となってi>~!Jますが、議事日程の関係で、議会運営委員会

を開催いた しましたので、議会運営委員長の報告を求めますO

〔議会運営委員長登壇〕

0議会運営委員長(中 山 基昭君 ) 本目、午前 10時K開催を してまい Dま した議会運

営委員会になきま して、 本 30日の議事日程を確認を してまいり ましたが、議事審議の関連か

ら、予定日程第 14号の消化が大変困難な状況が予想されてま いPました。先ほど、再度の議

会運営委員会Kなき まして、 明 31日、日程では休会でどざいますが、会議を開催 し、 さらVて

は会議時間を午前零時K繰り上げて開くと とを確認をいた しました。

よろしく御理解と御確認をな願いを申し上げまして報告にかえさせていただきます。

0議長(高橋 通夫君) 議会運営委員長の報告のとなり決する K御異議あ Pませんか。

c r異議左し」と呼ぶ者あタ JJ 

0議長(高橋通夫君 ) 御異議ないもの と認め、委員長報告のとな弘明日は開会す

るとともに、会議時間を繰タ上げるとと K決定いた しました。

とれよタ議案第 6号、日野市廃棄物の処理及び清掃K関する条例の一部を改正する条例の制

定の件を議題といた します。

厚生委員長の審査報告を求めますO

〔厚生委員長登壇 〕

O厚生委員長 (市川資信君) 審査報告を申 し上げます前K、一言どあ凶さつをさせて W た

だきます。

先般、厚生委員会を開催いた しました節、私不肖市川資信、厚生委員長という栄誉ある拝名

をいただきま した。もとよ P浅学非才な私でどざいますが、議員諸氏の協力をいただきながら、

務めさせていただきたい、かよう K思います。さらK副委員長K谷長一議員が任命されま した。
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私ともどもひとつよろしくな願いいたします。

それでは議案第 6号、日野市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例の制

定について、委員会の審査報告を申 し上げますO

本議案は、 5 9年 3月 21日の定例議会Kないて、 本委員会K付託されたものでどざいま す。

委員会は 3月の 22日K開催 し、本条例改正の主たる質疑を申 し上げます。

1 0条、いわゆる一般廃棄物処理業。 11条、 し尿浄化槽清掃業の条例(r[l項を加え、許可

申請手数料を新規K加えるものでどざいます。許可申請手数料は、 1件Kっき 5，000円、 許

可証再交付申請手数料 1件Kついて 3，000円。 また 12条の一般廃棄物処理手数料の改定で

とざいます。どみ、粗大どみ及び燃え殻Kついて、 1日平均 10キロ以上のもの、あるいは臨

時K排出されるもので、 100キロ以上のものについては 1キロ当たタ 12円を 17円K。あ

るいは 100キロ以上のものについては、 1キロ当たタを 7円を 一一 持ち込みのものであタま

す、 8円K。汚泥については新規に設けま して 1，000立方メ ートルについて 2.000円O し

尿については 1立方メー トノレ 5円を 7円とするものであ PますO また、4.動物の死体 1体Kつ

1/)て 1，300円を 1，5 0 0円K改定するものでどざいますO

本委員会は慎重審議の結果、全会一致原案を可決と決 した次第でどざいま すO よろしく御審

議のほどな願いいた しますO

0議長 (高橋通夫君)

06番(古谷太郎君)

とれよ P質疑Kλ タます。古谷太郎君。

まず委員長さんKな聞き したいんですが、との料金の値上げ

f 
手Z

によって、どのくらいの金額が 1年間K日野市の財政といいますか、収λがふえるのかという

点が第 1点であ Dます。

それから第 2点の問題は、今回新しく汚泥処理施設ができ上がったわけです。そのためK、

いわゆる 事業者関係 1団地の処理場施設を有 し、 生活排水を処理 して いる区域、 あるいはまた

東京都公害防止条例K定めである工場及び指定作業所、とれらの地域の処理の方法は、いまま

では海洋投棄であ PますO 今度は、海洋投棄でなくなる。そとで、 ζ れらの方々の処理K、日

野市はどのくらい負担がふえるのか。また、そのような方々は、どのくらい利益を得るのか。

ζれらKついて審議経過を教えていただきたいのが 2点。

第 3点であクますO 第 3点は、日野市公共水域の流水の浄化K関する条例K定められている、

一般市民の個人の浄化槽の問題であ Pます。現在、 9，000基の方々については、汚泥の処理
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を日野市の方でやってなられます。 しか し、 7，1 3 0基 l疋及ぶ人口 3万Kも在ろうとい う個人

の簡易浄化槽については、 全 〈関係が左 いのであ Dます。これらの装置の浄化を、当然、市は行

う義務があるわけであタます、処理する。とれらKついては、 どのぐらいの費用がかかるのか。

また、その能力はどのくらいあるのか。現在でき上がった汚泥処理施設、あれ 3億円か 4億円

かかつてなタます。とれの処理能力とか、その運営K要する経費はどう在るのか。手数料の増

収で、 どの程度賄われるのか。

第 4点止 しては、許可業者の方は、いま非常に少左いようであタます。特に汚泥処理につい

て、とれは当然、処理量がふえるわけですから、業者の方も多〈在る。左らざるを得ないだろう

と思います。それKついては、どのような対策を考えていらっ しゃるのか。なぜ ζ のよう在 ζ

とをな聞きするか というと、 料金を値上げ した、しかし、 市民にとっては、値上げよ Dもさら

に利益がある面もあるかけです。

また同時K、逆を言えば、一般市民の負担は逆K全市民の一般的な負担はふえる可能性があ

る。その点にどのような討議を左されたか。

以上、 5点Kついての御審議、あるいはなわか !?K左ら左ければ、理事者の方からの御回答

をな願いいた しますO

0議長(高橋通 夫 君 ) 厚生委員長。

0厚生委員長(市川 資信君) ただいま古谷議員の質問K対して、本委員会で検討、

質疑をされま した範囲内のな答えを申 し上げたいと思いますO

まず 1点目でどざいますO とれらの値上げ、あるいは新設等Kよって、どの程度の収入が得

られるか、と いうととでどざいます。も し私の報告が、数値が間違ってなる左らば、また担当

部課長からな答えいただきたいと思うんですが、 77 0万円収λがある。収入があるというふ

うK私のノート Kは(I増ですね」と呼ぶ者あり)増です、あるというととでどざいますO

それから 2点目の、いわゆる事業所、あるいは高幡団地であるとか、あるいは都営住宅であ

るとか、いわゆる住宅の団地の件の御質疑で、質問がどざいますけれど も、御指摘のとな夕 、

8 0キロ浄化槽が稼動したという ζ とで、それらK対する受け入れができたというととで、今

回からそれらを市で受け入れるO 事実いままで海洋投棄であったものを処理するんだ、と いう

ととでどざいますO それらの収入 Kついての増というものはどのぐらい見込むのか、 ( Iいえ、

いえ、団地です、団地の方や工場ではどのくらい利益があるのか」と呼ぶ者あタ) 逆K市民、

f' 
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いわゆる団地、 事業所Kどの程度の利益があるか、と いう点Kついての質疑はされてなPませ

んので、その点K関 しては、担当からな答えいただ、きたいと思いますO

さら K3点目の、一般市民の浄化槽でどざいますO とれKついては、全くたた、いま古谷議員

が指摘されま したよ うに、との件につきま しでも、また ζの議案が上程された折Kも、古谷議

員の質問等がどざいましたので、 聞いただ したわけでどざいます。御指摘のとなD、全体のい

わゆる環境基準K適合するものは、日野市の浄化槽の設置の中で、 1婦ですか、昭和 56年以

降その程度き Dない。ほかの人たちは、いわゆる 7，000基以上の無届け浄化槽、あるいは浄

化槽であって、補助金を申請、出されて去る というものK対する、いわゆる今後の市の行政の

対応はどうなのか、と いう御質疑だろうと思うんですが、乙れら Kついても、できるとと左ら

ば、来年度から無届けの浄化槽Kついても補助金を出 して、いわゆる環境基準K適合 した行政

の対応をとっていきたいというととの担当者からのな答えでどざいま した。

きらK許可業者でどざいますが、現在、 し尿K関 して、 4社λつてな DますO 当委員会で、

その業者名等を、どういった業者であるかというととに対して、 日野衛生公社、三多摩興業、

加藤商事、次に環境システムサービス O との 4社が現在担当して£、る。そして衛生公社が浅川

の北側、そして三多摩興業が浅川の南側、で、 加藤商事が百草団地、高幡団地、平山、大久保

団地等を している。それから環境システ ムサー ビスが小西六等日野自動車、事業所関係を担当

して冬、る。とういった答弁をいただいたわけですが、今後、いわゆるそれらK対して、増大す

る業者の増員を図ったらどうだ、という質疑ですが、そとまでの本委員会では検討はされてな

PませんO

以上、委員長からの御報告申し上げる点Kついては、 との程度左んですが、そのほかにもし

不足な点があタま したら、理事者からの侯答弁をな願いしたい、かよう K存じますO

。議長 (高 橋 通 夫 君 ) 清掃部長。

0 清掃部長(大貫松雄君 ) それでは 2点目の要する K住民の方々 、事業所も含んで、 ど

のくらいの利益があるか、 という ζ とでどざいますけれども、いままで海洋投棄の場合Uては、

大体 1キロリットル 8，5 0 0円かかつてなタま した。それが 3，500円、要するに私どもの方

の描設Kλ れますと 3，5 0 0円平均な Pますんで、約 5，000円ですか、料金が少なくな Pま

す。それから処理の(I量」と呼ぶ者あ!?)処理の、処理量でどざいますo 1キロリットル約

9， 5 0 0円かか DますO それから、るそとの処理場の能力でどざいますけれども 、現在 60キ

円
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ロと、それから 50キロと、それからととでできました 80キロというと とで、処理能力は、

100キロリットノレでどざいますO それから、乙の 80キロの施設K対 しての処理費用は、個

個レていま積算 して どざいませんので、また後ほど御報告申 し上げたいと思います。

それから業者の、要するにいま委員長さんが報告されま したように、現在 4社でとざいます

けれども、 4社以外K、これからの業者K対して、ふえる場合の対策、と いうととでどざいま

す。現在、 一般の浄化槽関係Uてないては、浅川を介けま して、南北の地域というんですか、特

K衛生公社の場合Kは、北側、それから三多摩興業の場合Kは南側という 乙とで、 2分を して

なります。そういうととの中で、乙れからだんだんと し尿の関係が、将来下水道化K伴います

と減少していくという中で、業者の方の不安も大分とざいます。そういう中で、一応、新しく

業者が申請をさ れてきた場合には、市としては、それを拒否するととはこれはできませ八心ただ、指

導の方法と して、 凶ま言いま したように、既設のそういうふう左業者とよく地域別のそういう

話 し合凶が合意が達 した時点で、ひとつ申請をな願いを したい。要する K、部と してそういう

ふう左考え方でどざいま す。以上でどざいます。

01議長(高橋通夫君 )

06番(古谷太郎君)

古谷太郎君O

いま 、わかりま したが、 ちょっと台願いしたいんですが、 ど

のくらい利純を得るかというのは、海へ投棄、海洋投棄ですO 海へ持ってって捨てていた量は、

とれは工場とか、要するに東京都公害防止条例K定められている工場、あるいは作業所、指定

作業所、あるいは、いま言った 1団地の処理場、いろいろあると思うんですが、 ζの海洋投棄

をしていた量は、年間何キロリットルぐらいされていたのか。そうすれば、たとえば 1万キロ

リットノレとすれば、 1キロリットル 5，000円安くなるわけですから、 5，000万円 ζれらの

事業所等は経費が減る、とういうとと K左るわけです。それは、なわかタ にな Dますでしょう

か。

0議長(高橋 通夫君) 清掃部長。

0清掃部長(大貫松雄君) いま、その数値は、ちょっと持ち合わせてなタませんので、

後日また御報告いたしたいと思うんですけれども・…・・。

0議長 (高 橋通夫君)

06番(古谷太郎君)

古谷太郎君。

それからもう一つ、な答えがなかったんですが、約 7，000

基、人口約 3万の方々の個人の簡易単独浄化槽、不完全のやつですねO 乙れらの汚泥も持ち込

-628-

c 

む予定である、助成 して持ち込む予定である、という委員長の話が出ま した。それで処理能力

は、十分 ζれらを持ち込んでもあるのかどうか。ななかっ将来の対策と して、 それでななかっ

余裕があれば、 どのくらい余裕があるのか、教えて凶ただきたい。

0議長 (高橋通夫君 ) 清帰部長。

0清掃部長(大貫松雄君 ) 8 0キロをつくる時点で、昭和 67年ですか、とれを一応想

定 しまして、その時点の処理能力というととで、全体で 19 0キロリットルですか、というと

とで、現状と しては、能力としては十分でどざいます。それからいま現在投λをしているのが、

大体 130キロというととでどざいますO

。議長 (高橋通夫君)

o 1 6番(夏井明男君)

ほかK御質疑はあタませんか。夏井明男君O

1 0条の点Kついて企聞きいた しますO 金額は小さいんです

けれども、新たK設けられた手数料だと思いますので、その点含めてな尋ねしたいんですが、

1 0条K次の 1項を加えるという ζ とで、変更許可ですか、の申請を受けよう とする者、ま た

は紛失等Kより 、許可証の再交付を受け ようとする者は、別表第 1!;L定めるところによ D、手

数料の申請の際K納め左ければいけないという乙とで、変更許可の手数料につ凶ては、 1件K

つ凶て 5，000円。で、なくしてその後またもらう場合には、 1件 3，000円という ζ となん

ですが、とれは手数料の項目として値上げを した項目なの刀、新たKとの手数料という新たK

設けた趣旨左のか、 という点が第 1点。

それから許可証の再交付ですから、再交付を受け付けるととろでは、その手続的なととで 1

件 3，000円というととですが、その必要性がどの辺まで議論されたか、な尋ねしたいと思い

ます。

0議長 (高橋通夫君) 厚生委員長。

0厚生委員長 (市 川 資信君 ) 私、先ほど委員長報告で申し上げたと思うんですが、

との 10条については、 1 1条も同 じでどざいますが、新規でどざいますO 新規で変更許可申

請手数料、とれは 5，000円O それから再交付が 3，000円。で、 ζれは三多摩の各市がほと

んどやってなる。日野市はそういったものをまだとってなかった、という報告があ Dましたの

で、当委員会といた しまして、承認を したという経過でどざいますo (r了解 Jと呼ぶ者あタ)

それからもう 1点伺かる Pましたですか。(rいや、ないです」と呼ぶ者あ.!?) よろしい

んですか。
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0議長(高橋通夫君)

終結凶た します。

委員長報告Kついて御意見があれば最タま す。左ければとれを もって意見を終結いた します。

ほかK御質疑はあタませんか。左ければとれをもって質疑を C I異議な し」と呼ぶ者あタ 〕

0議長 (高橋通夫君 ) 御異議ないものと認めます。よっ て議案第 8号、日野市地区

とれよタ本件Uてついて採決いたします。 本件K対する委員長報告は原案可決であタ ます。本

件は委員長報告のとなり決する K御異議ありませんか。

C I異議左 し」と呼ぶ者あり〕

0議長(高橋通夫君 ) 御異議左いものと認めますo よって議案第 6号、日野市廃棄

物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例の制定の件は、原案のとなり可決されま

広場設置条例の一部を改正する条例の制定の件は、原案の となタ可決されま した。

とれよタ議案第 5号、日野市農業共済条例の一部を改正する条例の制定の件を議題 といたし

ます。

建設委員長の審査報告を求めますO

〔建設委員長登壇〕

O建設委員長 (旗野行雄君) 審査報告Kλ る前K一言どあいさつを申 し上げたい

厚生委員長の審査報告を求めますO

0厚生委員長 (市川資信君 ) 議案第 8号、日野市地区広場設置条例の一部を改正

と思います。

いろいろり経過の中で去る 3月 22日K開かれま した産業建設委員会になきま して、はから

ずも委員長に選任いたしま した。(I産業建設委員会じゃ左いぞ、建設委員会だ 」と呼ぶ者あ

り) 経検不足でとざいましてその職責を果たすためK一層の御指導をよろ しくな願いいた し

ます。申 し添えますが、副委員長Kは川嶋博議員が選任されてなタます。御報告方々よろ しく

な願いいた します。

では議案第 5号、日野市農業共済条例の一部を改正する条例の制定について審査報告を申 し

上げます。

本改正の主左部分は、農林水産省の模範定款例というのがどざいます。乙の改正Kのっとり

まして、 改正するものでどざいます。な企むね内容は字句訂正でどざいますO 審議の結果、全

員一致可決と委員会では決定いたしましたo よろしく御審議のほどな願いいたします。

0議長 (高橋通夫君) ζれよタ質疑KλDます。なければ ζ れをもって質疑を終結

した。

乙れよタ議案第 8号、日野市地区広場設置条例の一部を改正する条例の制定の件全議題 と凶

た しますO

する条例の制定Kついて、審査報告を申し上げます。

本件は、 5 9年 3月 22日定例議会にないて、厚生委員会K付託された議案でございますO

本議案は、市立たかはた地区広場と して、市立左かい地区広場の項の次K、市内四つ自の地区

広場と して加えるものであ PますO 場所tt日野市高幡 54 7番地、潤徳小学校西側K隣接する

面積は 6，46 1. 8 2平米でどざいますO 所有者は全国農業団体連合会で契約期間は 58年の 4

月 1日から 60年 3月31日の 2カ年間と し、 後、な互いK異議の在いときは、自動延長を繰

タ返すというものでどざいます。 720万円の一般会計からの整備費をかけ、 5 8年 12月の

1 0日K整備が完了 し、市内四つ自の地区広場と して加える条例の改正でどざいますO

厚生委員会Kなきま しては、慎重左審査の結果、全員異議左く原案を可決と決 した次第でど

ざいますO よろしく御審議のほどな願いいたしますO

0議長 (高橋通夫君 ) とれよタ質疑Kλ タます。なければ乙れをもって質疑を終結

いたしますO

いたします。

委員長報告について御意見があれば承タま す。なければとれをもっ て意見を終結いた します。

とれよタ 本件について採決いたしますO 本件K対する委員長報告は、原案可決であ DますO

本件は委員長報告の となタ決する K御異議あ Dませんか。

委員長報告について御意見があれば承Dます。なければとれをもって意見を終結いたしますO

ζれよ D本件について採決いた しますo 本件K対する委員長報告は、原案可決であ Dますo

本件は委員長報告のとなタ決するに御異議あ Pませんか。

C I具議左し」と呼ぶ者あタ〕

0議長 (高橋通夫君) 御異議ないもの と認めます。 よって議案第 5号、日野市農業

共済条例の一部を改正する条例の制定の件は、原案のとなD可決されま した。

ζれよ D議案第 7号、日野市道路占用料等徴収条例の一部を改正する条例の制定の件を議題
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建設委員長の審査報告を求めますO

0建設委員長 (旗野行雄君) 議案第 7号、 日野市道路占用料等徴収条例の一部を

いま 1点、高圧線の線下の問題でどざいま す。 とれについては、民地Kついては、相当の毎

年線下補償が出てなるわけでどざいます。区画整理とか、その他に伴いま して、 私有地の要す

るに線下の面積が相当量ふえてなるわけでどざいます。とれKついて も徴収すべきではないか、

こうい う意見がどざいま したが、理事者側でもいろいろとの点Kついては検討 している O ただ

い ほかの市でとれを徴収した例が左い。微妙左関連がどざいますので、検討課題と してなき

たい、 乙ういう答弁でどざいま した。以上でどざ凶ますO

といた しますO

改正する条例の制定につきま して、 審査報告を申 し上げます。

現行占用料Kつきま しては、昭和 56年 4月1日改正されてなタます。昭和 57年度K固定

資産の評価額の改定がどざいま した。また国道、都道Kつきま しでも改定されてなタますので、

それK準じて今回改正というとと KなったわけでどざいますO

改正の基準でどざいますが、ただいま申 し上げま した固定資産の評価額の変動ですか、 これ

が前回の評価K比べま して、 約1.3倍だそうでどざいます。市内都道の場合Kは、約1.3倍で

すか、国道の場合には公益物件と一般物件がどざいますが、一般物件Vてついては 2倍、公益物

件については1.5倍、 とうい う数字Kなっているようであ Pます。改定額はいま申 し上げま し

た 1.2. 3のうち現行額K近い額とする、 とういうととでどざいますO 具体的な変更内容Kつい

ては、議案書K掲載されてなるとなDでどざいま す。

よろしく御審議のほどな願いいた しますO

0議長(高橋通夫君)

終結いた しますO

委員長報告について御意見があれば承 Dます。なければこれをもって意見を終結いた します。

ほかK御質疑はあ Dませんか。左ければとれをもって質疑を

0議長(高橋通夫君)

028番(石坂勝雄君 )

乙れよ D質疑K入タますO 石坂勝雄君。

乙れも先ほどと同じようだけど、とれK伴ってどのくらいの

とれよ P本件Kついて採決いたします。本件K対する委員長報告は原案可決であタますO 本

件は委員長報告の止なタ決する K御異議あ Dませんか。

c r異議なし」と呼ぶ者あ !JJ 

0議長(高橋通夫君) 御異議ないものと認めますO よっ て議案第 7号、日野市道路

占用料等徴収条例の一部を改正する条例の制定の件は、原案の止なタ可決されま したo

ζれよ P議案第 27号、市道路線の一部廃止、議案第 28号、市道路線の廃止、議案第 29 

号、市道路線の認定の件を一括議題といたしたいと思いますが、 ζれに御異議あ Pませんか。

c r異議左し」と呼ぶ者あタ〕

0議長(高橋通夫君) 御異議左いものと認め、一括議題といた します。

建設委員長の審査報告を求めますO

収益というか、いわゆる増、手数料がふえるか、その点を企聞かせ願いたいと思います。

O議長(高橋通夫君) 建設委員長。

0建設委員長(簾野行雄君 ) な答え申 し上げますO

約 200万円足らずだそうでどざいますo (r了解」と呼ぶ者あタ)

ちょっと、いま一言申 し上げたいと思います。

意見として 2点ばかタ出てなDますので、追加させていただきます。

議案書の新旧対照表の中で、電話柱が前回どなりの据え置きというととでどざいます。とれ

につきま しては、電柱が 820円、電話柱が 310円ではアンバランスでは左いか。乙れはほ

ぼ|司じ性質のものであ Pますから、もっと電話柱は値上げすべきである、 こういう意見がどざ

いま した。とれK対 しま して、道路法の 39条でどざいますが、国等ですね、国等の行う事業 ‘

の占用料Kついては、余タ従来の方法K著しい変動を加えるととは避けろ、 というような取タ

扱い要領があるそうでどざいま して、 とのよう K改正 した、とういう説明がどざいま した。

。建設委員長(旗野行雄君) それでは議案第 27号、市道路線の一部廃止につい

て、 28号、市道路線の廃止について、市道路線の認定について一括審査報告を申 し上げます。

まず一部廃止でどざいますが、とれは議案書KどざいますとなD、新町三丁目 10番地の 2

から新町三丁目 6番地の 87 vrまたがる路線でどざいますが、議案の道路認定のと ζ ろK出て

まいタます新町 1号線ですね、乙れと |司じ場所でどざいますO 廃止の理由は、現状廃滅 し公共

の用K供されてい左いため、 という ζ とでどざいますが、 ζれはいま申し上げました今度道路

認定K出てくる路線K含まれるという説明でどざいます し、 事実そのとなタでどざいます。

次Uて、市道路線の廃止でどざいます。議案 28号。とれは、市道新田堀線廃止でどざいますO

新田堀線といいますのは、議案書にも載ってなDますとなD、南平体育館の北側京王線をまた
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いでの路線でどざいますO 一部南平体育館の駐車場用地Kなったという ととと、 線路の北側は

開発行為によっ てつけかえた、こ うい うと とでどざいますO

次に市道路線の認定についてでどざいます。まず新町 1号線ですが、 ζれについては、先ほ

ど申 し上げた止なタでどざいます。豊田 13 9号線については、開発行為Kよって帰属 したと

いうととでどざ凶ます。日野 90号線でどざいますが、 とれは、高速道路の側道でどざいます。

高幡から高幡橋を通Dまして、 甲州街道へぶつかる王要地方道 41号線というのがどざいます

が、それと中央高速道路と交差する地点の東側の南側J(r[当たるわけでどざいますO これは都の

水道局の配管のために必要で、都の水道局で買収 したものですが、それから譲タ受けま して新

たK市道を造成 した、 とうい う乙とでどざいます。

審査の結果、 3議案とも全会一致可決と決定いた しました。 よろ しく御審議のほどをな願い

よろ しく御審議のほどをな願いいた しますO

0議長 (高橋通夫君 ) とれよ D質疑K入りますO なければこれをも って質疑を終結

いた します。

長;

委員長報告について御意見があれば承 DますO なければ ζれをも って意見を終結いた しますO

これよタ本件について採決いた します。本件に対する委員長報告は原案可決であタますO 本

件は委員長報告のとなタ決するに御異議あタませんか。

C I異議左 し」と呼ぶ者あタ〕

0議長(高橋通夫君) 御異議左いもの と認めますO よって議案第 31号、 日野市農

業共済事業の事務費賦課総額及び-賦課単価の件は、原案のとなタ可決されま した。 (I休憩 」

「続行」と呼ぶ者あ !J) 

これよタ議案第 18号、昭和 59年度日野市一般会計予算の件を議題といた します。

本件に対 し、 奥住芳雄君ほか 3名より修正案が提出されま した。よっ て、 とれを本件とあわ

せて議題といた します。

一般会計予算特別委員長の審査報告を求めます。

〔一般会計予算特別委員長登壇〕

0一般会計予算特別委員長 (大柄保君 ) 御苦労さまでどざいます。

議案第 18号、昭和 59年度一般会計予算特別委員会は、 3月の 23日K招集されま して、

私、大柄が委員長、それから 8番の馬場弘融議員が副委員長というととで、御推挙をいただき

いた しますO

0議長(高橋通夫君 ) これより質疑K入ります。なければとれをも って質疑を終結

いた しますO

本 3件Kついて御意見があれば承ります。なければ ζれをもって意見を終結いた します。

とれよ D本 3件Vてついて採決し勺た します。本 3件に対する委員長報告は原案可決であタます。

本 3件は委員長報告の となD決する K御異議あタませんか。

C I異議左 しJと呼ぶ者あタ〕

0議長(高橋通夫君 ) 御異議左いものと認めます。よって議案第 27号、市道路線

の一部廃止、議案第 28号、市道路線の廃止、議案第 29号、市道路線の認定の件は、原案の

となタ可決されま した。

とれより議案第~~ 1号、日野市農業共済事業の事務費賦謀総額及び賦課単価の件を議題とい

ました。

建設委員長の審査報告を求めます。

O建設委員長 (旗野行雄君 ) では議案 31号の審査報告を申 し上げます。

委員会は 23日の金曜日 、 26日の月曜日 、 27日の火曜日 、それから 28日の深夜でどざ

いますけれども 、午前零時から 1時 30介まで、それから 29日の木曜日。 ζの 5日間、延べ

5日間Kわたって開会をされま した。大体のとの審議時間 44時間 48分であ Dますo ちなみ

K分K直 しますと 2，688分、 とのような長時間の慎重審議をいた したようなわけであタます。

2 3日レてはまず歳入全般Kついての提案の説明が行われま した。歳λの内訳と しては、時間

もたってj，~ !Jますので短かくというふう左な話もどざいましたので、予算書のページ、長手元

の第 2ページのとなタであクますので、省略をさせていただきたいと思います。歳入の合計額

は、 304億 7，035万 3，000円であ Dます。

との提案説明K対 し、予算特別委員の皆さんよ Dの質問を受けて、歳入の審議K入 Dました。

た します。

ζれKつきま しては、日野市農業共済条例というのがどざいますが、その第 5条第 2項の規，

定Kよって、毎年議会の議決を経左ければ左らない。とういうことになってなPまして、今回、

提案されたわけでどざいますが、との賦課単価Kつきま しては、前年並み、 10年来ほほ叙字

は変わってい在いそうでどざいま して、審議の結果、全会一致可決と決定いた しま した。
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主左質問の内容は、次の となDでありますO 市民会館の工事資金Kついて、市債が相当額K左

っている、返済計画はど う左るのか。納付金の中で、 国鉄よ Dは受けているが、電電公社よタ

受けて左い理由は。住民票左ど手数料がふえているが、 どうい う理由か。サラ金業者と関係は

左いのか。個人 と法人の収入の割合は今後どう見通すか。国庫支出金、都支出金がダウン して

いるが、行政改革 との関係が左いかどうか。財政力指数はe 自動車税の配分はO 減税のJ恩恵を

市民は受けているか。衛生費がふえている市民への見返 DはO 教育費補助のふえた理由。老人

福祉費のふえた理由は。老人福祉手当金の渡 し方は地域月IJ(I[どうなっているのか。法人税、今

後の見込み。市民税、ガス税が下がっているが、滞納Kついてはあきらめているのでは左いかc

利子及び配当金利率は。課税標準見込額は。滞納繰越金KついてO 戸籍手数料KついてO 公債

比率。道路使用料についてO 幼稚園使用料の位置づけ。負担金、補助金の定義づけ。都の委託

金募集許可事務が多〈な っているが、自衛官の募集は。債務負担を含めた公債比率。市営住宅

の今後の建てかえは。市民会館の進捗状況は。今後の事故防止対策は。ガス管の使用料が若干

減tてな っている理由。防災穂線KついてO 文化財保護事業が減っているが、文化財について国

庫対象であると思うが、市役所周辺は。

以上、歳入 Kついて主左質問内容をな知らせをいた しました。

次K歳出に入らせていただきますO

午後 5時 11分よタ議会費 2億 7，05 3万 4，000円の説明と、総務費 58億 5，093万

4，000円の説明K入 Pました。提案説明後質問K入 D、貯水槽の清掃は。その前K特別職の

報酬はどう左るのか、 というふうなととも議会費の中であDました。市民会館の駐車場は。緑

化基金についてO 市民会館のロビーの壁画Kついて。ふるさとの鐘。豊田駅前のポーノレ。路線

パスの運行。モノレーノレ、車両購入の業者選定。職員の研修。社教センター職員の身分は。魯

発塔。互助会K対する交付金。社教センタ -(1[対する補助金は。選挙啓発についてO

以上、 23日の王左質問をな知らせをいたしま した。 7時 8介、残Pの質問者は 26日とし

て、 7時 8介K散会をいた しま した。

次(1[3月26日午前 10時よタ引き続き質問K入夕 、退職基金の積み立て。基本構想、の実施

計画は。姉妹都市との交流。市民意識調査。職員研修のあ夕方。電算機並びに OA化についてO

職員の検診。弁護士特別謝礼とはo モニ ュメン トデザイン料。保健センター、市民会館開設備

品のうちヱレクト ーンはO 社会教育センター補助金についてO 市民会館の壁画。高齢者事業団

血f

J" 

の事務事業。曝気槽の汚泥処理についてO 交通事故安全管理講習会は。納税組合と納期前納付

KついてO 基準内賃金以外の手当。以上、議会費、総務費K対 して王な質問内容であタま す。

午後K入りま して民生費 58億 2，60 5万3，000円、衛生費 34億 4，5 9 4万 4，000円、

労働費 6，838万 2，000円、 農業費 9，74 0万 7，000円、商工費 1億 713万 7，000円、

消防費 9億 3，344万 8，000円を一括 して提案の説明の後、質問Kλ タま したが、質問の内

容といた しましては、国庫補助金の見通 Lo行革との関連は。消火栓の改修。学童クラブ入所

定員オーバー。消火器の詰めかえ、また市内にどのくらい設置をするのか。社会福祉関係の団

体名。生きがい作業所とひの共同作業所は。保育園の措置 した数、できなか った数。新 しい障

害施設に補助は。生活つなぎ資金。身障者K対するガソリン代O 福祉法人助成申請は幾つ。保

育園民間との格差。学童クラブ公費負担。火葬場作業員が 1人であるが。用水の水質検査。無

許可の浄化槽と補助対象。商工会の利子の補給。消費者相談謝礼。婦人問題懇談会委員を今後

どのよう K進めていくのか。人工旺門。重度障害者の移送。福祉タクシ-(1[ついてO 遊び場用

砂。壮年健康検査。準要保家庭基準。重度身障者生きがい作業所。 タンスガ ートー。老人憩いの

家の管理運営。市民ギャラリ ーの悪臭。出前映画フィルム。遊び場、子供広場は現状でもよい

のか。自由労働者夏冬受給Kついて。雇用促進事業の委託先についてO 三多摩統一メ ーデー及

び労働祭の支出の根拠。農業用水補助。学童クラブの正職化。老人理美容 と組合の調整。粗大

どみ集収の回数。くみ取 D人口の減の理由。用水組合への補助。青少協地区委員会活動。百草

台児童館の修理。南多摩医療計画の調査。常備消防と負担金。老人ス トレ ス解消施設KついてO

老人問題意識調査について。市民ギャラリ 一昨年の統計、利用状況。地区広場の除草。南多摩

医療基礎調査。避難路の整備。どみリサイクノレ用の保管倉庫。野犬防止、被害状況。ダス トボ

ックスの購入 KついてO 以上、主左質問内容といた しました。今後の日程は 27日と して、午

後 10時 50分K散会をいた してなDます。

3月の 27日 10時 8分、土木費 51億 143万 6，000円の提案説明の後、質問K入りま

した。道路台帳の整備。道路用地、地区計画は。私道の補助率の見直 しは。交通安全対策、二

番橋の地質調査と構想。 2・2・5計画道路現況。有償でもよいから四季の花を。土木費が昨

年よ D伸びている内部事業は。地区計画、改修 19路線。豊田南口の再開発基本計画。太陽工

ネルギー灯。苗木の無料配布。透水性舗装。雪による道路の傷みの補修はどうなるのか。河川

改修、幹線道路の見直 Lo豊田北口駅前自転車対策。豊田南口区画整理の進捗状況。清流監視
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員。豊田北口地下自転車の置き場。用水の悪臭。道路台帳の管理。それから境界査定業務。東

平山公園樹木の移植。オ リヱント東側の水路の整備。カラー塗装。豊田用水。都道の安全対策。

浅川|、滝合橋付近の水質検査、樹木の無料配布。回収 した自転車の返還は。交通安全の標識の

立て方。公園の面積は。体育施設の一本化は。以上、土木費K対する王左質問内容であタますO

午後 6時 45分よ夕、教育費 57億 8，1 0 1万 2，000円、公債費 26億 2，810万6，000

円、諸支出金 3億 2，996万円、予備費 3，000万円を一括提案説明を受けて、 質問K入りま

した。 学校の修繕。ふるさ と博物館。学校プール開放。公認、トラックは、運動場 一 公認 トラ

ック。滝合小学校の校庭整備。日本学校保全会、給食ミルク代。移動教室K現地の医師。被服

費。日曜、祭日の学校警備。図書館の時間延長。要保、準要保 と一般児の教材費。第二幼稚園

の建てかえO 給食関係の人件費。公債費繰上償還。開発公社助成費。学校の便所の掃除。(笑

声 )交通擁護員の休息所。平山小学校のボイラ一。プールの管理棟。 障害児介護員。大成荘の

建てかえ。栄町神鋼跡地の文化財調査の現状は。仲田小学校の校旗、校歌。幼児教育センター

の主管はど ζか、また経費は。駒形の渡 し。 給与明細書。債務負担行為。反核平和フ ィノレム。

主任手当。給食費の父母負担は。公立、私立幼稚園の格差。公債比率。教育相談員。交通擁護

員の賃金の割タ増 し。 渡 し場の災害復旧。中学の進路指導。市立幼稚園検討委員会。第四小学

校、潤徳小学校の窓枠の修繕。 講師の謝礼。 職員の宿泊研修は。学校管理。浄化槽。清帰費。

運動会費用。給食従事者の白衣。 青少年非行Kより教師の精神的な病気は。通学路の除草。平

山小消火栓。第二幼稚園設計と工程。以上、教育費、公債費K対する主左質問であタま した。

2 8日の零時 20分、今後の予定を 29日午前 10時、歳出歳入全般の総括質問と して散会

をいたしま した。

3月の29日10時 8分、総括質疑を受けま した。互助会の補助。人件費。物件費っ浄化槽

の補助。用水予算の増は。市職員のラスパイレスの高い市の起債は。地方財政計画。事務事業

の選択。市営住宅の建てかえ。年間の費用、家賃 一年間の費用 と家賃の高低のバランス。市

内循環パス。残業Kついて、図書館、保育園、清掃部在ど。立川図書館と当市の図書館との遠

い。労働基準法第 36条の協定KついてO 財産購λ KついてO 投資的事業の補助。教育の最終

責任者は。介助員Kついて O 所得税の課税基準。固定資産税、土地評価が上が った増税の対策。

学童クラブ、調査費過去 5年間の合計。生活つなぎ資金。身体障害者、精神薄弱者福祉。盆暮

れの見舞い金。地区センタ ーの閉館時間。農業振興費。入院助産。非行化生徒。保育料の値上
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げ。老人の理美容。

そ ζ で 5時 23分休憩K入 Pました。

次VC6時 4分か らζ の本予算案の 59年度予算K対 しての各委員さんの態度表明Kλ タま し

た。委員の中よ Dは、修正予算の意見があタま したが、原案賛成多数で可決と左タ ました。

よろ しく 御審議のほどをな願いをいた します。以上であタますo

O議長 (高橋通夫君) これより質疑K入タます。谷長一君。

05番(谷 長 一 君 ) 4 1 1ページの負担金、補助及び交付金の件でな伺いいた し

ますO ζ の補助金Kつきま して、 日光移動教室兼修学旅行という とと K左つてなタま して、 参

加児童は 2，5 8 0名ということ K左って卦って、 1人の補助が 4，5 0 0円というとと Kなって

なる。それで、次もとれあわせてな聞き したいんですけれども、 次が中学生が、やはタ同じ く

とれは修学旅行というとと Vてな ってなDますO それでとれも生徒 1人当たkJ9，0 0 0円。それ

で2，300人というふうに左 つてなタます。とれは 411ページの小学児童の方は、移動教室

というとと Kなっ てなPますけれども 、中学の方はそういうふう Kはなってなら左いんですけ

れども 、 どう してとれはそのような違いがあるか、と いうととを委員長K審議されたかどうか

な伺いいた しますc

それと、あと一つは、との4，5 0 0円と 9，000円Kつきま して小学児童の 1人当たりの移

動教室の旅行費の負担というのは、 どのくらい左のか、というととですね。中学生も同様左ん

ですねO そといらの点につきま して、 どのような審議が左されたか、というととを£、伺いいた

します。

それからあと一つは、 48 1ページですね、 48 1ページの、 乙れは文化財保護費のうちの、

万願寺土地区画整理事業で、平米当たkJ1万 2，50 0円掛ける2，000平米というとと K左つ

てなるわけですO が、 しか し、 との特別会計の方は、まだ審議Kはλつてなタませんけれども 、

ζ とでちょっと先走 Pますけれども 、な伺い したいんですけれども、 との区画整理の街路の延

長数が、 1，807平米というとと Kなってなるんですね。それが、乙の万願寺土地区画整理事

業Uてないては、 2，000平米というとと Kなっ て公って、 2，5 0 0万円計上されているわけで

す。とれらはどのように して との数値が算出されたか。

それか らあと 1点は、 ζれ同じくその下にある南多摩処理区管渠埋設事業の件です。これは

平米当たkJ2万円で、 2，000平米が計上されてなPまして、 トータルが 4，000万円という
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ととに左つてなるわけですO そとで、 との南多摩の管渠の埋設の延長等を見ますと、雨水管は、

190メーターが埋設されるというととに特別会計の方 K記載されているわけです。そ ζで、

あと一つは、汚水管が 4，890メートルという乙と Kなってなタます。そ ζで、 やはタどのよ

うKしてとの数値が、平米数が算出されたか、 という点についてな伺いいた します。

0議長 (高橋通夫君 ) 教育次長。

。 一 般会計予算特別委員長(大柄保君) いま谷議員さんから 4点の御質問だと私ちょ

っと記録をと ったんであ Dますけれども 、とん左にたくさん皆さん質問があった中で、乙の 4

点Kついては(笑声)ど左たも御指摘K左ら左かった、という ふ う左のが事実であ Dますので、

担当理事者側から、ひとつ御答弁をな願いを したい と思います。議長、な取り計らいを・・・ 一。 砂『ー

グ

0教育次長 (小山哲夫君) 第 2点目の、いわゆる文化財の保存K対 しま しての、万願寺

の区画筆里の発掘面積、それから発掘に要するいわゆる単価のf輔 、そして南多摩排水、南多摩知里区のい

わゆる排水管の埋設をめぐっての文化財の猪屈の面積、並びK単価の問題でどざいますけれども 、 と

れといわゆる特別会計の方 K計上 してなタます面積等の食い違いの問題でどさ"いますけれども、

私どもの方といた しま しては、との 59年度の予算を編成するに当たタま しては、 1 1月とろ

編成するわけでどざいますけれども、 との編成K当たタま しては、特に埋蔵文化財の発掘K対

しま しては、各主管課の方と、社会教育課が窓口でとざいますので、連絡取っ てあ、りま す。一

応万願寺の方の区画整理の担当は、区画整理課が担当でとざいま すので、区画整理課の方で、

5 9年度Kどの程度の発掘をするのか、 ということで担当者の方と連絡取 Dながら、一応問い

合わせたところが、大体 59年度K企きま しては、 2，000平米ほどの面積を掘るであろ う、

というふうな報告を受けでな Dます。それから単価Kつきましては、一応 58年度K発掘を行

つてなタますので、その発掘の単価を一応勘案し左がら大体乙の程度の単価がかかるだろうと

いうととで、実績を踏まえま して単価計上を認めたというととでどざいます。

同様U亡、落川のいわゆる排水管K伴う発掘調査費につきま しでも、 同様K とれは下水道課が

担当でどざいますので、下水道課の方からの発掘面積を、予定された面積を計上 した。単価K

つきま しで も、同様の 58年度の実績を踏まえま して、計上したということでとざいます。以

上でとざいます。

0議長(高橋通夫君 ) 一般会計予算特別委員長。

0議長(高橋通夫君 )

0教育長(長 沢三郎君 )

定、きますO

小学校の移動教室、日光移動教室兼修学旅行、それから中学の方は修学旅行K左っている。

担当部長の説明を求めます。教育長。

第 1点の御質問K対 しま して、私の方から答弁をさせていた

ζ の件Kつきましては、実は修学旅行という範囲の中で、現在認められてなタますのは、小学

校Kつきましては 1h白2日、 48時間以内、中学につきま しては 2泊 3日、 7 2時間以内とい

う一定の規定があるわけです。ととろが、移動教室という形に左 Dますと、泊数、時間数につ

いての制限が取D払われるわけ左んですO で、実は小学校 6年生の移動教室、とれKつきま し

ては、せっかく日光の方へ子供たちが出かけていきますので、 1泊 2日の状況で左〈 て、せめ

て現地(1[2泊させて、十分日光の自然、あるいは文化遺産、そういうものKついて学習をさせ

たいということで、修学旅行、確か(1[6年生がやるんですから、ある意味では修学旅行の範晴

K入るんだと思いますけれど、あえて日光移動教室という名前を使わせていただ‘いてます。

( I了解 」と呼ぶ者あタ)

それから、それに伴う今度は経費でどざいますけれど、いま手元K昭和 57年度の資料で、

5 8年度のがまとま ってなタませんで申 しわけどざいませんが、 5 7年度Kなける日光移動教

室の経費は、児童 1人頭 1万 8，1 5 9円、 2泊 3日で交通費、宿泊費全部含めま して 1万 8千

159円、というのが児童 1人頭かかっている経費でどざいますO それから、中学 3年生の修

学旅行でどざいますけれど、 とれは京都、奈良方面ですが、 4万 2，040円、とれが中学 3年

生の関西旅行にかかっ ている平均単価でどざいますO 以上です。

0議長 (高僑通夫君)

05番(谷長一君 )

谷長一君。

いわゆる、いま教育次長の方からの説明Kよタますと 、予算

の編成というととで、主管謀とよく協議を してやられた、 というととであ Dます。一応、とと

で私は後で通告された質問があタますので、そのとき K、 あとはまた伺いたいと思いますので、

以上で終わらせていたた、きま すO

0議長 (高橋通夫君) 一ノ瀬隆君。

o 1 1番(一ノ瀬隆君 ) 貴重な時間、恐縮ですが、一つだけ質問させていただきます。

と止しの 4月の 12日から 15日Kかけて、イギリスのマンチェスター市になきまして、第

1回非核都市国際会議が開催されると聞いてな PますO とれに日野市長は招待されている とい

うととであタます。(I知らなかった 」と呼ぶ者あ!?)との会議K市長が参加すると とは、非
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核宣言都市日野市として、非常K有意義左ととだと考えます。 ζれの、 ζれへの参加K向けて

の(r予算書の どとにあるんだ、それは」 と呼ぶ者あり)執行部での論議がなされたかどうか、

予算委員会でとれK対 しての発言があったらその報告を(rあるわけ左い」と呼ぶ者あ !J)な

願い したい と思いま すO なかった としたら、 ζれKついて執行部での論議、その結論をぜひな

聞かせいただきたいと思いますO

0議長(高橋通夫君 ) 一般会計予算特別委員長。

0一般会計予算特別委員長(大柄保君) ただいまの一ノ瀬議員のな問い合わせであ

タますけれど も、またまた との問題Kついて も(笑声)委員会の中では御指摘、審議がなされ

てなタませんので、理事者側の方から御答弁を台願いをしたいと思います。じゃあ議長、な取

り計らいを……。

0議長(高橋通夫君 )

次K修正案の趣旨説明を求めま す。 奥住芳雄君。

C 2 7番議員登壇 〕

0 27番(奥住芳雄君 ) 昭和 59年度目野市一般会計予算案の修正案の詳細説明を申

ザ'

し上げますO

時間も大変経過してなタますので簡略K理由を申し上げますO いま大柄予算委員長から報告

があタま したとなり 、 4日間にわたって、 非常に熱心K審議を して まいりま した。その中で、

市の清掃部の方から、し尿浄化槽の補助K対する調査、浄化槽K対する補助の書類が出てまい

Dました。その中で、現在許可されまして、そして清掃補助金をいただいてきているのは

9，000基、無届けでそのまま Kなって¥.nたのが 7，130基、 とういう多くの数字が発見され

たわけでどざいます。

乙ういう中で、いま 日野市で一番騒がれてなタます、また、乙の予算委員会を通じて、多く

の質問が出ま した。 要するに緑と清流を取タ戻す、 ζ ういうととでどざいます。そういう中で、

いま日野市の河川が非常K汚れているのも 、それら浄化槽から排出される汚水Kよるものが多

いということでどざいます。とれらK基づきまして、私たちもとの無届けの浄化槽がわかった

わけでとざいますO そ して、 との人たちは、いままで補助金が得られ左かったわけでどざしぺま

すO そういう ζ とで、人K よっては、ほとんど年VC1回左い し2回の清帰が左されてい左かっ

たんではないか、と いうような話も多々聞かれてなDますO そういう中で、河川の汚染が進ん

でいるわけでどざいます。そ して、いろいろの人たらの話K よタま すと、 生の物も流れている、

ζ ういうよう左実態でどざいますO そういう中で、 とれは緊急Kいままでの許可 して、 そ して

補助を していた人たちと同じにとれK補助金をつけて、そ してとの年初から、要する K清掃の

パタ ーン をつくっ ていただいて、 そ して軽減の券を配っていただいて、とれ らの方々が全部清

掃 していただくよう K早急K努力を していかなければならない、 と思うわけでどざいます。

( rそうだ」と呼ぶ者あ !J)そういう意味を踏まえま して (r緑と清流を取タ戻そう」と呼ぶ

者あ !J)一般会計の修正案を提出するものでどざいますO そのいま一つ、とれは、いまのは清

掃部の方の浄化槽の補助金でどざいますO

それからいま一つ、 とれらの汚水が流れ込んで、また汚泥も流れ込んで、非常にいま農業用

水路は汚染をされてなPますO そういう中で、日野市VC8組合どざいます用水組合の組合員た

らも、非常K苦 しんでいるわけでどざいますO そ して、 ζれらの組合は、 乙れらの清掃のため

市長。(r市長、簡潔に 」と呼ぶ者あ !J) 

0市 長 ( 森 田喜美夫君) 簡潔にいたします。(r行ってらっしゃい」と呼ぶ者あ !J) 

イギリスのマンチェスター市、 ( r 6月の補正予算」と呼ぶ者あタ)非核平和都市宣言を行

われているそう であタ ま して、 世界K呼びかけ、非核都市宣言を行つてなる市K対 して、 招待

があったようでありま すo 4月の2目、 3日という 日程でどざいます しで、 わが市の場合は、

とうてい参加でき左いというととで、恨みをのんだつもりであ Pます。中野区長青山良道氏が、

われわれを代表してないでいただく、乙ういうふう K承知 してなタますO

0議長(高橋 通夫君)

o 1 1番(一 ノ瀬隆君)

一ノ 瀬隆君。

非核宣言の(r鈴木さんと橋本さん連れて行ってこいよ」と

呼ぶ者あタ)(笑声)日野市であるとい うととを市民K啓蒙するためにも 、市長が乙ういった

国際会議K出かけるというととは、非常K有意義があ D、効果があると考えますo (rそうだJ

と呼ぶ者あタ)今回、時間の関係もあ って行け左いと したら、今後、今回が第 1回というとと

ですから、第 2回以降ある と思いますので、十分検討 していっていただきたい、次回は行って

いただきたいと思います。市長が無理だとしたら、市長Kかわる者、あるし勺は議会から議長か

副議長、あるいはほかの議員が受けてもいいと思います。ぜひ出かけられるよう 、今後検討 し

ていただくよう要望 してなきたいと思いますO

0議長(高橋通夫君 ) ほかに御質疑はあ Pませんか。なければ乙れをもっ て質疑を

終結いた しますo
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K多くの労力を要 し、 そ して、 乙のためK各用水組合の財政も赤字K瀕 している、落ち込んで

いるわけでとざいます。 乙れらのものを解決するために、さらK本年度も 480万円助成金が

組まれてなDますが、さらに上乗せを して、 そ して大いに川をきれいに していただく 、こうい

う乙とでどざいます。 こういう意味で修正案を提出するものでございます。

修正の内容Kつきま しては、む手元K文書でもって配付 しでありますので、 よろ しくむ願い

も48 0万円。いま提案説明を聞いてなPますと、その用水組合Kつきま して、日どろ大変御

努力をいただいているととにつきましては、私もよく存じてなるわけですけれども、赤字が出

ているという ζ とを聞いてなタますけれども、との 48 0万円、今回も当初予算K組まれたわ

けですけれども、どのような事業が左されて、どういう点で赤字が出るとか、とれは、ある時

期K立ってみ左ければ、その赤字というものの額がはっき Pしないのかどうなのか。いまから

すでに赤字が見込めるのかどう左のか、その辺Kつきましての御見解をな聞きをしてなきたいをいた します。

左台、 ζの歳入につきま しては、繰入金でどざいますO 基金の繰λ金をもって充当するもの

でどざいます。歳入歳出の予算の総額は、歳入歳出それぞれ ;)0 5億 1，;) 6 5万円K修正する

ものでどざいますO 修正額は 4，330万 2，000円でどざいますO

よろ しくひとつ御審議のほどな願い申 し上げますO 御賛同な願いいた しますO 終わ Dます。

( r大賛成 」と呼ぶ者あタ )

0議長 (高橋通夫君 ) 乙れよ タ質疑K入 Dます。福島敏雄君。

0 2番(福島敏雄君 ) 単独浄化槽並びK農業用水組合の補助の増額Kついての修正

案左んですけれども 、 ちょ っとな聞きを したいんですけれども、実は、昨年の 12月K、高齢

者事業団を使って、市内の無届けの浄化槽も含めて、全数調査をされたというととでどざいま

すけれども 、私が非常K心配するのは、無届けの浄化槽、それ以後ふえたタ していると思うん

ですね。 したがっ て、 負担の公平を期す とか、 との制度を円滑Kスタートさせるという意味K

なきま しては、常時いま許可されているというのは、む しろ、 よくわかタませんけれども 、建

築許可がとれたようなのが、清掃部の方 K自動的K回ってきて数を把握 している 、 こういうふ

うK聞いてます し、 無届けのものをど う把握するかという、そういった体制というものが整い

ませんと、条件整備ができ左いと 、左かなかすぐ発足するという乙とが無理なよう左感じもす

るんでどざいますけれども 、 との辺Kついては、 どういうような、無届け浄化槽をその都度杷

握していくか、という方向Kひとつな聞きを したいと思います し、 さらには、浄化槽の中 Kは

幾っか種類があると思いますけれども 、特 K、無届け浄化槽すべてに補助を出すな考えか、あ

るいは、ある程度の対象を区切って出すなつも P左のか。提案の趣旨からいけば、あるいは清

流を取り戻すというよう左趣旨からいけば、すべてをやっていくというととが条件だとは考え

られますけれども、その辺についての御見解を賜つてなきたいと思いますO

それから、 2点目の農業用水組合の補助でどざいますけれども 、昨年も 48 0万円、 とと し

と思います。

0議長(高橋通夫君)

027番(奥住芳雄君)

奥住芳雄君。

前段の方でどざいます。幸い、全く昨年の 12月K高齢者事

色

業団K委託されまして、初めて ζの無届けの浄化槽の調査をしていただいたわけでどざいます。

非常K結構左ととでどざいます。とう¥/)う中で、今後とも引き続き調査をしていた芦どいて、そ

して、またその時点Kむいて、判明した時点Kないて、補正等していただいて、また ζれらも

清掃していただく、とういうふう K私たちはしたい、と考えてなるわけでとざいますO してい

ただきたいと考えているわけでどざいます。そして 7，13 0基、とれK対 して、との全部K対

しまして、ほかの 9，000基と同じK補助していただしとういう面の予算措置を講じていた

だくわけでどざいますO

それから、農業用水の組合の問題でどざいます。私も聞くととろKよPますと、組合Kよっ

て多少違いがあるようでどざいますが、川のどぶさらい、堀さらいといいますか、それからま

た汚れた草刈り等、各地、各用水組合Kよって、いろいろと何か夏期Kは左されてなるようで

どざいますO そういう中の経費が、非常に不足をしている、 とういうふう K承つてなタます。

また、乙の聞の予算委員会でも、福島議員もなわかタのとなD、そういうな話も出てなタます。

そういう ζ とを踏まえましての修正案でどざいますO

よろ しくひとつな願いいたします。(r了解」と呼ぶ者あタ)

0議長(高橋通夫君) ほかK御質疑はあ Dませんか。なければ ζれをもって質疑を

終結いた します。

な諮タいた しますo 本日の会議はこの程度Kとどめ延会いたしたいと思いますが、とれK御一

異議あタませんか。

c r具議なし」と呼ぶ者あ 9J 
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0議長(高橋通夫君 ) 御異議左いもの と認めます。よ って本日はとれKて延会する

ととに決 しました。

本日の未了日程は明日の日程といた します。

本日はとれにて延会いた します。

-646-

午後 11時 41分延会
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施を求める意見書提出を願う請願沢 士
ロ 君代

野 省 日程第 13 請願第 58-29号

日程第 12 請願、第 58-24号 循環パスに関する請願

循環パス市案に反対する請願
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午前零時 34分開議

。議長(高橋通夫君) 本日の会議を開きます。

ただいまの出席議員 30名であります。

議案第 18号を議題といたします。直ちに討論に 入ります。まず最初に原案賛成者の発言を

求めます。 それでは福島敏雄君。

C 2番議員登壇〕

02番(福島敏雄君 ) それでは昭和 59年度一般会計予算原案に賛成する立場で、革

新クラブの志見を申し上げます。

一般会計総額 304億 7，03 5万 3，000円は、昭和 58年度当初予算比 23 5 %に当たる

わけでございますが、継続事業分、いわゆる臨時的な事業分を除きますと、日 5婦の増でござ

いまして、現在の経済情勢下におき ましては、ほぼ妥当なものである、と判断をするわけでご

ざいます。歳入にお きましては、昭和 58年度に比べまして、市債の増額と、基金からの繰り

入れが目立つわけでございますが、市民会館など、大きな亡事が重なったことによるものであ

り、市民も理解、納得できる内等である、というふうに判断をするわけでございます。

歳入について、 2件要望を申し述べたいと思います。

第 1点目は、滞納の整理についてでございます。市民に不公平感を与えない施策と対処を、

お願いをしたいと思います。徴税率の引 き上げと滞納の整理について、格段の努力を要望する

次第でございます。

要望の第 2点目は、基金並びに預金の効率的運用をお願いしたい、ということでございます。

深刻化する財政難と金利先行意識の高まりを背景に、高利回りの自由金利商品で財政資金を運

用し、高い利子収入を得て、歳入増の一助にしよう、という動 きが活発化しているそうでござ

います。たとえば、岐阜市の場合、 CD一一譲渡性預金を購入するときは、金融機関に入札を

させ、そのうち最も高い入札レー トを出したところに、他の金融機関のレートを横並びさせる、

という徹底ぶりだそうでございます。 ここまですることはともかくといたしまして(rそうし

なきゃだめだよ」と呼ぶ者あり)基金の運用について、十分工夫をして、歳入に貢献させてい

ただきたい、ということを要望を してお 当たいと思います。 (rそのとおり」と呼ぶ者あり)

一方、歳出の方でございますが、日野市基本構想の 2年次といたしまして、市民の要望する

都市基盤整備、教育、文化施策、社会福祉施策、市民生活施策の充実こ向けて努力している予
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算案である、と判断をするわけでございます。一般会計予算特別委員会で多くの議論がありま

したように、市民の望むレベルには、まだまだほど遠い部分もありますが、財源、用地等の制

約のある中で、緑と文化の市民都市を目指す日野市に、 l歩近づける内容である、というふう

に判断をいたします。ぜひ、 59年度予算案を、職員、理事者が一丸とな って予算に盛られた

事業を遂行していただきたい、とお願いをナるところでございます。

歳出にお きまして、若干意見を申し上げます。

その 1点目は、 2・2・5号線の用地買収、あるいは道路新設改良、豊田北口の自転車置き

場設置など、用地熔f:1:Jtヅに買収が必要な 事業"戸、多いわけでございますが、都市基幣整備、

市民要望の強いことを念頭に置きまして、ぜひ用地の確保ということにつ きましては、これが

できなかったら事業ができなかった、というよう なことのないように万全を期していただきた

い、と思いますし、用地確保のために、もし庁内での組織の強化というものが必要であるなら

ば、ぜひその点も含めて対応をお願いしておきたい、というふうに思います。

2点目は、特に福祉の面においてでご、ざいますけれども、血の通った行政をぜひ行っていた

だきたい、と思います。とこでは、細かいことは申しません。数多くある日野市のすぐれた制

度が、有功に活用されていない面がある、ということが予算委員会でも指摘をされておりま-す3

そこで、担当されます一人一人の気配りと努力を要望いたしまして、いい制度が血の通った制

になりますように、要望をしておきたいと思います。

3点目は、学校教育の正常化でございます。責任のなすり合いをするだけでなく、学校、教

師、父兄、教育委員会が、いま何をしなければならないのかを十分堀り下げて、対策を考 えて

いただきたいと思います。

以上、ととでは 3点の要望を申し上げておきたいと思います。

続きまして、修正案に対する見解を申し上げたいと思います。

まず第 1点の、無届け浄化槽に対する清掃劫成金でありますけれども、方向づけといたしま

しては、確認済みの浄化槽と同じ扱いにしていくことは、賛成でございます。私は、昨年 6月

第 2回定例会におきまして、浄化槽の維持管理がどのようになされているか、市は浄化槽の基

数を、数をどのように把躍しているか、ということをただしましたが、無届け浄化槽の数が、

把握できないとの答弁があり、私は、早急に実態を把握をいたしまして、対策を考えるべきで

あると主張したわけであります。これにこたえまして、昨年暮れ高齢者事業i}j:こ委沌をし、 ;調
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査をし、市内の浄化槽の実態が、いま明らかになったわけであります。したがって、そのよう

な経過から言えば、できるものなら、一日も早ぐ助成制度ができることが望ましいわけでごPざF

いますけれども、調査以降、数の変動も当然、考えるわけでありますし、さらには、どの種類の

浄化槽にどのような補助をしていくか、こういったような条件整備を、まずしていかなければ

ならないのではないか、というふうに感じており ますc したがいまして、そういう観点からい

きますと、 59年度予算案に盛るということにつきまして、若干無理があるというように判断

をするわけでございます。ぜひこの点につ きまして、できるだけ早く助成制度7戸で有る条件整

備を、 早急に(発言する者あり)制度を早急に準備を重ねていただきたい、ということを要望

をしておきたいと思います。

さらに、第 2点目の用水組合への補助金の増額についてでございます。用水組合の人が、維

持管理に人力の提供を含めて、大変な御努力を日ごろしていただいていることにつきましては、

敬意を表するところでございます。 480万円の総額が先ほどの質疑を通じましでも、ある程

度明らかになりましたように、 当初予算の額として、全ぐ不足である、というふうな認識には

立てなかったように患います。昭和 47年度には、台風などの突発事故に際しましては、補正

も組まれたこともあるわけでありまして、 5 9年度におきましでも、現在予想される事業に追

加事業があ ったと きには、補正もできるのではないか、というふうに考えますし、過去にもそ

うした経過があった、ということを考えあわせますと、修正案ということにつきましては、そ

こまで必要ないのかなという判断でございます。

さらに、一般会計の予算特別委員会の中でも、との辺について、市側の見解も示されました

けれども、今後、用水路の維持、清流を取り戻す、こういう施策は市のメインの目標でござい

ますので、これからこの用水管理につきましては、市が直接その維侍管理に当たることもあわ

せて検討をしていく、というような答弁もなされておりますので、その辺も含めまして、そう

いう方向も考えられますので、今 59年度予算につ きましては、不足が生じたならば補正予算

でいいのではないか、というふうな判断をしているところでございます。

以上、見解を申し上げまして原案に賛成していくことの意見を、革新クラブを代表いたしま

して、申し述べておきます。

以上でございます。 (拍手)
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0議長(高橋通夫君)

C 1番議員登壊〕

01番 (橋本文子君)

し述べてみたいと思います。

次に橋本文子君。

昭和 59年度一般会計予算原案に賛成をする立場から、一言申

具体的なことにつきましては、革新クラブの福島議員から、もろもろ述べられました。 10 

年の長い長期計画の見通しの中で、市民の連帯と参加を求める政治をこれからも進めていきた

い、という市長のお気持ちがことしの予算、来年の予算の中にも、細々と盛り込まれておりま

す。その中で、 1点私がどうしても今回要求をしておきたい、要望しておきたいということを

重点的にお話を申 し上げて、賛成の意見とさせていただきたいと思います。

いま、ここに持ってまいりました新聞、全部きのうの物でございます。きのう帰りまして、

朝日新聞、毎日新聞、さっと目を通す中で、教育の問題がこんなにたくさんありました。まず

ーっは、高校に入れなかったり、入 ってもはじき出されてしま った、だけれども、大学に行き

たい。そんな子供たちがたくさんいるということ。それは、日野市も例外ではありません。

ある S君の話では、髪型、服装などについて、うるさく言われた。そのために、高校を入学

式の 1日だけを行ってやめてしまった口(r意志のない証拠だ」と呼ぶ者もあり)T君は、教

師やクラブの先輩の横暴に腹を立てて中退をした。(r根性がない」と呼ぶ者あり) M子さ

んは、どうしても学校になじめなくて、勉強する気が起きず、クラブ活動もしないで、友達と

もなかなか仲ょくできない。それで中退をしてしまったo (rそれは根性がないんだ」と呼ぶ

者あり)そんな話をそれぞれの子供たちから聞いていくと、いずれも個性は強い③ただし管理

色の強まってきた最近の学校生活の中で、どうしてもなじんでいけない。そういう子供たちの

つらい気持ちが中退に追いやり、規則でがんじがらめにする中で、はみ出す子供を切り拾てて

いく学校の姿勢が、この日野市の中でもないか、ということを私は大変心配しています。

そして、さらに教育の中で、障害児があたりまえに近所の学校へ友達と通いたい、というそ

の思いを阻む何かが、まだまだこの日野市の教育の中でもあるのではないか、という心配。

昭和 54年度から、養護学校が義務化されたそのあおりで、普通学校に行きたい子も、あるい

はまた行けた子も、養護学校に行くのがあたかも義務であるかのように言われて、多くの問題

が起っていることも知っています。そういう子供たちが、せめてこの日野市の教育の現場から

は、締め出されることがないように、私はこの時間をおかりして、強く要望していきたいと思
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うわけです。

ある児童館に勤めている人のお話で、その方は、児童館に勤めながら、かつては川や山で遊

んだその遊びを逆にお金をかけて摘み取 ってしま っているんではないか、という疑問を投げか

けています。路地裏で、自然発生的な遊びをしたあの思いを、もう一度いまの子供にも味わわ

せてやりたい。そんな投書をしている新聞の記事。私は、これらに目を通しながら、さらに国

会の予算委員会の中で、公明党の高桑氏の質問が、大変心に残りま した。国公立の大学の共通

一次試験の問題点を挙げてほしいと森文相に迫っ ています。 さらには、偏差値による進路指導

を60年度から追放 したいと 言っているが、それについて、心変わりはないか、 と迫 っていま

す。それに対して、あの中曽根総理でさえ、さえです、偏差値による進路指導が、大変大きな

弊害をもたらしていることは事実である。新しい審議会でも、対応策を検討してもらいたい。

文部省もテスト業者に警告をしているが、審議会では思い切った策を考えてほしい。このよう

な答弁をしている。私は、いま中曽根首相が、私とは足場を大変異にしています。けれども、

この仲曽根でさえ、(r中曽根だって」と呼ぶ者あり)(笑戸) 中曽根さんでさえ(rそう

です Jrさえとは何だよ」と呼ぶ者あり)これまでの(r日本の総理 じゃねえか」と呼ぶ者あ

り)教育に対して、大変疑問を持ち、エリート、エリート、エリートという一路エリート教育

だけを行って きた日本の教育行政に大変大きな警鐘を鳴らしていらっしゃるO

このことをじっくりと考えてい きますと(r予算と全然関係ないよ」と呼ぶ者あり)やっぱ

りこの日野の教育行政、いまのままでは、大変心配です。(r橋本さん、教育長になれ、市長

に頼んで教育長になってもらえ」と呼ぶ者あり)大変経験の深い教育長が、幸いこの日野市に

はおられます。 59年度の(rあなたが教育長になれば教育は変わるよ、日野の教育も」と呼

ぶ者あり) 教育行政には、森田市長の委託を、依命を、委任を受けられて(rおかしいな、

教育委員会だよ、教育は」と呼ぶ者あり) 恐らく 59年度の学校教育、日野市の中学校、あ

るいは小学校の中身は、大きく変わるであろうことを、私は信頼し、この 59年度の一般会計

予算に(r理解してないよ、あなたは」と呼ぶ者あり)心から賛成をする者でございます。 (

「おかしいよ、それは Jr何を言っている、あなたは」と呼ぶ者あり)

皆さんが大変(r教育長が困ってるよ」と呼ぶ者あり) 関心を持っておられた、あのおし

んのドラマも、間もなく終わろうとしています。山形の貧しい農村に生まれたおしんが、戦中

戦後を生 きて、スーパーマーケットの経営者として成功した 80年の物語は、その貧困と戦争
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と敗戦からの復興、あるいは高度成長をたどった日 本の歴史をなぞったものですが、このおし

んが、私は何かをなくしてしまったように思うと、事業に成功した後に、孫に語る場面がある

わけです。(Iきのう言ってた」と呼ぶ者あり)C笑声) その言葉はつらい時代を経て豊か

な社会を築いたととに満足しながら精神的なあるものを失ったと感じている日本人の心を、あ

るいは代表しているのではないでしょうか。 CI見方が違っている」と呼ぶ者あり) お金だ

けで教育はできないということ。 CIそのとおり、橋本さんの言うとおり」と呼ぶ者あり)た

だし、お金の裏打ちもなければ、何もできないということも事実です。

ことにいらっしゃる多くの部長さん方の参加されてつくられたこの予算案原案に私は心から

賛同 し、期待をし、賛成の意見を終わらせていただきます。(Iそれで何で賛成なんだ」と呼

ぶ者あり) ありがとうございました。

0議長(高橋通夫君) 次に修正案の賛成者の発 言を求めます、修正案賛成。鏡野行雄

君。

C 1 0番議員答壇〕

0 10番(鎌野行雄君) 新政会を代表しまして一般会計予算の原案反対、修正案賛l或の

立場から意見を申し上げます。

委員長から先ほど御説明があったように一般会計予算の委員会は、昨日のまとめの日に食い

込んだ。私、不本意ですが、まとめの時間が不十分、十分とれなかったということで、なお時

間の制限もあるようでございます。その辺をまず御理解願いたいと思います。

まず修正案賛成の意見を申し上げます。

日野市の行政の表看板は緑と清流、あるいは健康で文化的な市民都市、とういうことにな っ

ております。これは基本方針でもそうですし、施政方針演説でも表明されておるところであり

ます。果たして緑と清流を守るために、実際施策がとられているか、私は非常に疑問に思うわ

けであります。 (Iそうだ」と呼ぶ者あり) 清流を確保する基本的な方法は、下水道の完備

です。まだ、との点について、下水道元年を脱していない現状であるわけであります。非常に

残念です。

浄化槽の補助の問題でありますが、未)畠け浄化槽等があるというのは、下水道の事業も進行

してない。一つは排水路も整備されていない、これに原因があるわけであります。いわば市の

行政の責任であるのではないか、こう私は思うわけであります。 (Iそのとおり」と呼ぶ者あ
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り)そのような理由で未届けが発生している以上、無届けであろうと、あるいは届け済みであ

ろうと、補助に区別する理由は、根拠はないわけであります。古谷議員は条例に触れられまし

たが、ここに要綱もあります。要綱の目的は、適正な管理を指導し、環境衛生の保全を期する

こと、これが第一の目標であります。なお、くみ取り便所使用の方との住民間の不均衡是正、

これが目標であるわけであります。 この 目標を達成するためには、未届けの浄化槽にも当然、

清掃について助成をすべきである。 これはわかり きったことであります。

それから第 2点、用水組合に対する補助金であります。福島議員が、その根拠は何かという

ようなことを発言されましたが、私の聞いたところでは、用水間の年間の工事費のほぼ960

万円という数字は、 50%に当たるそうであります。現在は、その 4分の 1きり補助されてい

ない、こういうことであります。 CIそうだ」と呼ぶ者あり) 御承知のとおり、いま用水路

は、生活用水の排水路に化しておるわけであります。 CIそうだ」と呼ぶ者あり) 市長さん

は現状をよく御存じないかもしれませんけれども、 4月末から、 9月まで用水が使用するわけ

でありますけれども、その間も、依然、として生活用水は流入しているわけです。用水として、

十分な機能を果たせない、というのが現状でございます。窒素分が具体的に言いますと、非常

に多いということです。大多数の農家が、窒素肥料をほとんどやらなくても、稲は成長するεい

う実情もごさ、1ます。 出穂以後、窒素が消えていいのが依然、として窒素が消えない、こういうこ

とで、用水としても非常に不完全なわけでございます。大した稲はそのためにとれない。これ

が現情であるわけでございます。途中で補正をすればいいんじゃないか、 こういう御意見でし

たが、これは最初からこれはほぼ平均すると、工事費は、用水組合の工事費はわかっているわ

けです。最初から連合会では、この積算に基づいて、強く要請 しているわけです。私らも、こ

の数字については、納得しておりますので、新政会でも、予算要求は出しているわけでありま

す。賛成理由をまず申し上げてお きますら

そして、どなたか予算委員会で申し上げましたが、非常にお遊び行政が多過ぎるんではない

か、こういうことが言われております。確かにそうです。渡し場にしてもそうです。 この資料

によりますと、 55年から 58年までの年間の渡し場経費、それと利用者が出ております。大

体 1人渡すのに幾らかかるか。 549円という数字が出ております。はなはだしいのは、 57 

年でございますが、 1人 1回通るのに、渡すのに 2，48 1円という数字が出ております。いか

にも行政の公平から 言っ て、これ全市民が利用するなら、またそれもうなずけますが、利用す
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るのは、一部の市民にすぎないわけであります。非常におかしいと思います。

それから何点か、時間がないから、何点かにとどめておきますが、(I時間あるよ」と呼ぶ

者あり)老人理美容の問題です。私、これ予算委員会でも申し上げましたけれども、果たして

これが行政の守備範囲に入るかということは、非常に疑問であります。 26市で、このような

ととをやっているのは、日野市にすぎないということは、一般的にこれは行政の守備範囲でな

い、と認識していいかと思います。(Iそのとおり」と呼ぶ者あり)いわば人気取り行政であ

り、税金の直接還元で、非常に見た目にはいいんですが、真に市民、あるいは老人のことを考

えている施策であるか、非常に疑問に思うわけです。ほかに、本当に老人問題、これから非常

に老人人口がふえるというのが現実でございます。本当に老人に長生きしてもらいたい、楽し

く暮らしてもらいたい、ということなら、ほかにやることがいっぱいあると思うんです。いか

がでしょうか。(IそうだJIおっしゃるとおり」と呼ぶ者あり)

給食費にしてもそうであります。いろいろのやりとりの中で、私は初めて知ったんですが、

年間の給食日数は 180目、約 1年間の半分ですね。それに対して、幾ら払われているか。17

カ月分、手当を含めると払われているわけであります。非常におかしいわけであります。現実

に父兄の方は、給食費がたしか月 6，000円かと思いますが、それが1食に直すと 180円、

これに人件費だけでも約 200円かかるわけであります。それに聞くところによると、燃料費

が30円だと 410円という計算になります。ただ、これだけでは済まないんです。 (I済ま

ない」と呼ぶ者あり)施設費は全然含んでいない。私、行政のコストを考えることが必要だと

いうことで、施設費を含めて大体 1食ぐらいどのくらいかかるんだろうか、と資料を要求した

んですが、とうとう出てきません。常にこういうことは、行政のコストを考えることが、私こ

れから非常に大事だと思うんです。(IそうだJIそのとおり」と呼ぶ者あり)恐らしかな

りの施設費に 1食当たりの経費がかかっているわけです。市民の方は、これは御存じないんで

す。給食費だけで給食ができるのか、こういうふうに誤解されてる方が多いかと思います。 (

「全くそうだ」と呼ぶ者あり)実情わかれば、との給食については、小学校はとにかく、中学

の給食なんてのは、非常に実情を御理解願えれば、市民の方も反対の方が多いんじゃないか、

私はそう思うわけです。(IそうだJI向感」と呼ぶ者あり)

それから幼児教育センターもそうです。果た してこれが自治体の行政の守備範囲であるか、

大いに疑問であります。聞くところによると、政府でもこの問題を取り上げ、これから検討す
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るということもございます。何か幼保、基本的には幼児教育センターの目標は、幼保一元化の

研究だ、ということのようであります。果たして細々とした予算で、このような大きな問題が

十分に検討できるのかどうか、私、非常に疑問に思 うわけであります。 (I即刻やめるべきだJ

E呼ぶ者あ り)要するに、とれも極端にちょっと言葉は不適当かしれませんが、お遊び行政に

すぎないんではないか、とう思うわけであります。 (Iそうだ」と呼ぶ者あり)

ことしの予算は、約 304億何がし、確かに 23.5 %の前年度に比べて伸びだそうでありま

す。臨時的経費が 17%経常的な伸びはの 5略、こういう数字になっておるようであります。

内容につ きま しては、 数年来の予算と基本的な性格はほ とんど変わっていない、と私は判断し

ます。ことしの予算については、他市の予算がわかりませんので、 どうこう比較はできません

が、二、三年来の予算を見てみますと、類似都市と比べて、非常に予算規模が少ない、小さい

ということが言えるわけです。ほぼ、ほかの都下の類似都市を見てみましでも、予算規模は約

9割にすぎない。こういう数字が出てお ります。市民サービ‘スが、ほかの都市と比べて、約

9 0婦にしかサービスがしてない、 やっ てない、こういうことになるわけです。一般財源は、

御承知のとおり非常に日野市では豊かでございます。市民税にしても、古谷議員も御指摘され

たように全国 650市のうーち、恐らく悪く見ても 20位ぐらいだと思います。法人税にしても

そうです。 56年の決算で、市民 1人当たり 2万 5，000円という数字が出ております。この

ような市は、都下の 26市でもないわけです。非常に一般財源では豊富なわけです。それで、

このように予算規模が少ないということ は、市長の財源獲得の努力が足りない、と私はこう判

断します。

それで、さらに内容を検討 してみますと、福祉費ですね、これが福祉費とい うから、ほかの

市と比べて多いのかと思うと、老人福祉費に しても、社会福祉費に しても、児童福祉費に して

も、そんなに多くない、むしろ少ないくらいであります。 (Iそんなことない」と呼ぶ者あり)

いえ、これは数字が示すところでございます。間違いありません。 (笑声)そして建設的経費

が非常に少ないということも、これは数字を見れば非常に明らかであります。その上に巨額の

公債費の残が残っているわけです。 200、 ことしは数十億に達するわけです。 これも他市

に類例を見ないわけであります。

基本構想が 1昨年のたしか 12月議会で可決されたわけですが、それを見てみると、非常に

よく書けてあります。作文ならそれで結構なんです。行政の課題を総花的へ取り上げてつく っ
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たにすぎない。これでは総務委員会に持ってきても検討のしようはないわけであります。 (， 

そのとおり」と呼ぶ者あり)しかし、いま日野市がどういう状況に置かれているか、 基本的に

はどんな考えで対応しなければならないかどうか、これは全然、わからないわけです。まして、

基本計画、あるいは事業計画についても全然進行してない、 考えられていられない、こういう

ことであります。いわば日野市のいまの行政は、 場当り行政ではないか、こういう ふ うに判断

するわけであります。

時間がないので(，いや、いいよ」と呼ぶ者あり)余り申し上げられませんけれども、(1 

人 10分なんだから……」と呼ぶ者あり)ここに前三鷹市長の鈴木平三郎さんですか、この方

が、たしか昨年の秋だと思いましたか、これは朝日新聞ですが、この新聞に出ておりま したの

で、私、非常に参考になるのでここに持って きたわけですが、これにどんなことが書いてある

のか、ということをちょっと読ませていただきます。 革新市長は どんなことでつまずくんで

すか。人気取り になるんです。物やサービスをただでば、らまくのが進歩的と思っている ー 確

かに(，当たってますな」と呼ぶ者あり)どなたかに私はその件を申し上げたい、こう思うわ

けです。(，はっきり言いなさい J~呼ぶ者あり) そして行政合理化反対や機械化募入反対、

民問委託反対、定年制反対などと唱える職員組合を抑え切れない、(，そうだ」と呼ぶ者あり)

この方も君たちも市民の立場になってみろと、こう 言いたい。とう申 しておるわけであります。

確かに私はいまの日野の市政を見ておっしゃられることが、そのとおりだと私は思っているわ

けです。さらに革新市長は、とにかく組合幹部と癒着してしまう。そうなると、役所の中堅幹

部が皆さんが浮き上がって しまう。 (，そうだ」と呼ぶ者あり)ちょうど家庭で主人とお手伝

さんの仲がよ過ぎるようなもので(笑声)そうなれば、奥さんはどうなりますか。こうおっし

ゃられているわけです。(，うまい」と呼ぶ者あり)(笑声) まさにそのとおりだ、と私は

思うわけです。(，全くそのどおり」と呼ぶ者あり) 行政は、財政は行政の裏付けです。ぜ

ひ、このととをひとつ検討されていただきたい、私、そう思うわけであります。

時間がないので、以上にとどめて、修正案賛成、原案反対の意見を終わりますc (拍手)

O議長(高橋通夫君) 次に川嶋博君。(，どっち J，原案賛成者 J，議長が指名し

たんだからいいんじゃない」と呼ぶ者あり ) )11嶋 博君。

( 1 4番議員登壇〕

014番(川|嶋 博君) 昭和 59年度一般会計予算案につきま して、修正案に反対 し、
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原案賛成の立場から、市民クラブを代表して、意見と要望を述べさせていただきます。

マスコごなど報道され、御承知の 59年度予算、政府国家予算審議の過程で、明らかにされ

ておりますように、 国民の負担がますます増大することが、はっきりしてまいりました。(，そ

のとおり」と呼ぶ者あり)一方では、減税と言われる中で、他方では物品税、酒税、石油税の

関接税など私たちの生活に直接関連する値上げが実施されようとしています。こうした中で、

私たちの暮らしと命を守る、こういう点から、地方自治体が市民生活を守る施策を積極的に推

進することが最も重要である、と考えるわけでございます。(，そのとおり」と呼ぶ者あり)

このような情勢の中で、わが市民グラブは、今年度予算編成に際 し、 教育、文化の施策、都

市計画の推進、生活環境の整備、福祉行政の充実など申し入れを行い、市長の施策方針の趣旨

に十分反映されているとは言えないが、(笑戸)激しい財政環境の中で、市民要望にこたえる

施策が、理解と評価するものであります。

5 9年度一般会計総額予算は、 304億 7，00 0万円であります。 前年度に比べ、当初予算

で 23. 5各の大幅な伸び率となっております。市民の立場で行政を進める上で、大切な財源を

効率的に運用について、歳出面から幾つかの点に触れたいと思います。

文教関係では、今年度施策は市民会館完成、仲田小学校の開校、一中、三中の給食実施、西

部地区を対象とした旭が丘に第七幼稚園の新築、 3校目都立高校の新設の見込みが立つなど、

多くの市民要望が実明に向かつ て進んでいることに、高く 評価するものでございます。一方、

今後の課題といたしまして、過大校対策などを含めた学区変更の見直し、全中学校完全給食の

早期実現、青少年非行化対策など、社会教育施設や施設のおくれなど、重要な問題があり、行

政として積極的かっ真剣に取り組むことの必要性を指摘したいと思います。

町づくり、都市計画については、今年度事業と して仲田緑地、北川原公園用地買収、市内循

還パス運行。土地区画整理事業につきましては、万願寺地区は進行している点は、一応評価す

るものの、一方、市民生活に不便を与えている高幡、踏切対策、高幡、豊田南、西平山地区区

画整理事業につきましては、行政として、認識を新たに早期実現に取り組む努力が必要であり

ます。また市内生活一般道路については、改良、舗装、拡幅、安全施設などのおくれ、公共下

水道事業につきましては、用地買収など関連事業業務が進められていることは、一定の認識を

するものの.市民サイドから見ると、大幅なおくれ、その結果、用水、下水等の汚れ。一日も

早く公共下水道施設の早期実現に行政一丸となって進めていただきたいと思います。
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福祉関係につきましては、老人憩いの家新設、障害者の生きがいの場となる福祉作業所の建

設、保健センター建設などに向かつて事業を進めることは、一応評価するものの、高齢者社会

に向かヮて、最も必要な医療制度の充実であります。さらに老人福祉対策、そして障害者福祉

の充実など、長期計画を持って、積極的に推進しなければならないと思います。

次に、健康づくりと体育事業についてであります。市民一人一人が健康で生きがいある身近

な親しめるスポーツ活動を通じて、心と体の健康づくりを進めるためには、体育、スポーツ活

動組織の育成であります。行政として、日常活動の中で、自主的に進めることのできる環境づ

くりが、最も重要であります。体育スポーツ施設の整備拡充については、現在の市立南平体育

館、多摩川河川較の市民グラウンド等の整備、さらに仲田スポーツ グラウンドの作成を進めて

おりますが、行政として、スポーツを愛好する市民にこたえるためには、地域スポーツ活動の

拠点として、地域内にある小中学校及び企業等の体育施設がありますが、学校体育施設の解放

と施設整備拡充を促進し、利用効率を高める努力が必要であります。(rそうだ」と呼ぶ者あ

り)わが会派としても、種々指摘している東光寺河川敷スポーツグラウンドの新設、各学校ナ

イター設備の早期実現のため、全力で取り組んでいただきたいと思います。

以上、行政に対する今後の問題などを指摘しましたが、財政の硬直化から、市民に対する行

政水準の低下を招かないよう、事業選択を積極的に進め、庁内でも電算化を導入し、事務の効

率化を図り、なお一層の市民サービスの向上に努め、住みよい町づくりに向かつて、行政課題

を認識し、努力していただきたいと思います。(rそうだ」と呼ぶ者あり)

これをもって市民クラブの意見といたします。終わり。(拍手)

0議長(高橋通夫君)

C 7番議員登壇〕

07番(馬場繁夫君)

次に馬場繁夫君。

5 9年度一般会計予算原案賛成の立場から、公明党を代表いた

しまして、意見を述べたいと思います。

一般会計の総額は、 304億 7，000万円で、対前年度比23.5喝の伸びとなっております。

本年度の新規事業といたしま しては、福祉施策としては、障害者センターの建設、さらに手書

き電話の増設。老人福祉施策と しては痴呆性老人のシ ョートステイ事業、また将来の高齢化社

会施設づくりのために、老人生活実態調査、老人問題意向調査を計上されております。中学校

の給食室、食堂の建設につきましては、第一中学校と三沢中学校が実施され、七生中学校は工
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事費、第二中学校につきましては、設計が計上され、さらに前進しております。幼児教育につ

きましては、仮称旭が丘幼稚園の建設、また現在平山小学校の敷地内にあります第二幼稚園を、

平山下耕地に移して、防音改築を行い、さらに 60年には 2年保育を始める予定であります。

教育関係施設につ きましては、仮称ふるさと博物館の計画を進め、さらに超党派で取り組んで

まいりました市内で 3校目の都立高校新設の見込みも立ち、公明党も強力に推進して きたとこ

ろであります。 (rそうだ」と呼ぶ者あり)スポーツ関係予算につ きましては、スポーツ公園

となる仲田緑地の造成の着手、さらに北川原公園用地の買収の推進を図り、また市民に関心の

高いところの市内の交通手段にお きましでも、路線パスの確保を進めているわけであります。

清掃関係予算につ きましては、乾電池等の有害ごみ対策として、分別収集の開始を始めるほか、

ごみ焼却の新炉建設を計画しております。

ところで、予算委員会にお きましても、指摘した点でありますけれども、いわゆる都市基盤

整備の立ちおくれの問題、すなわち下水道、道路整備、さらには終末処理場の建設の問題、区

画整理事業等の問題であります。これらは、将来の日野市の都市像を形成する骨格的な仕事で

あります。本年の予算書を見ますと、歳入の市税に対する法人市民税は、 56年度は 21. 2語、

5 7年は 23.2場、また 58年は 20.2喝、 59年は 17.1 %と減少してきております。投資

的経費につ きましても、 55年は 32.3婦、 56年は 21. 2 %、 57年は 23. 5場、 58年は

1 9. 3喝、 5 9年は 29. 5鳴となり、さらに繰入金につきましては、 5 8年は O.9婦、 59年

は5.7鳴を占めております。市債につきましては、 58年は 7弘、 59年は 14.7%と倍にな

っております。

施政方針表明を見ますと、市民会館新築事業 22億 9，200万円のほか、仲田緑地、北川原

公園等の用地取得事業21億 2，30 0万円、焼却炉新設事業 6億 2，00 0万円などの投資的経

費に加えて、都市計画事業、下水道事業の進捗による特別会計への繰り出し増が重なったと言

うが、これらは都市計画事業、下水道事業の大幅な進捗状況が生まれてくる今後の標準財政規

模を毎年 7%の伸びと見て、将来のこれらの大きな事業を進めていく財政対策から考えていき

ますと、 63年ごろは、債務負担行為額の償還金と地方債年度別償還を含めた公債比率は、 20

喝台に入ってくることが十分考えられます。

そこで要望といたしましては、今日のように経済の先行きの見通しが、きわめて不透明な現

状下におきましては、財政収入の将来を予測することは、不可能に近いほど困難であることと
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言われております。しかしながら、増収する財政需要に対して、限られた財源を長期にわたり

安定的に配分し、着実に行政水準の向上を図っていくためには、長期的観点に立った財政収支

の見通しを行っていくことが必要であります。

そこで具体的には、将来の財政収支に関する情報を、議会及び市民に示すことにより、適正

な経費の負担、適切な施策の選択、歳出の縮減等について、理解と協力を求めることが必要で

ある、と考えられます。また将来の負担に備えるためには、財政調整基金や減債基金による財

源の年度問調整の方、イドラインを示すとともに、景気の好、不況による影響を最小限度にとど

めることが必要でありましょう。さらに限られた財源を、広角的に使用しなければならなくな

るために施策の取拾選択、優先度による順位づけや後年度の過大な負担に対する事前チェ、ソク

を行いながら各種のプロジェクトや福祉行政を長期にわたり安定的に実行していくためにも、

それぞれのプロジェクトの実現可能な実施計画を作成し、さらに必要な財源需要、財政需要を

的確に把握するとともに、これに必要な財源の確保対策を長期にわたり検討することがさらに

重要となってまいります。将来の施策のために、理事者並びに関係部局のなお一層の努力を重

ねられることを強く要望するものであります。

以上をもちまして意見、要望を終わります。

O議長(高橋通夫君) 次に古賀俊昭君。

C 1 8番議員登壇〕

0 18番(古賀俊昭君) 昭和 59年度一般会計予算原案に反対をし、先ほど提案理由の

説明がございました予算修正案に賛成をする立場を明らかにするために、簡潔に意見を申し述

べたいと思います。

まず、この予算原案を総括的に眺めて感じるんですが、森田市長は、今議会の最初に昭和 59

年度の施政方針表明を私どもに示したわけであります。 書いてある内容は、大変りっぱなもの

であります。 しかし、これほど施政方針表明の内容とかけ離れた予算も珍しいのではないか、

ということであります。(Iそうだ」と呼ぶ者あり)

4月1日に市民の皆さんに配られる日野市広報、この広報の一面に、緑と文化の市民都市を

目指すとのタイトルで、施政表明全文が掲載をされております。(I次年度は始ま ってないん

じゃないの」と呼ぶ者あり)文字通り、一日も早い緑と文化の市民都市の実現が望まれるわけ

でありますが、今回の予算原案を見る限り、手放しで期待はできないのであります。森田革新
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市政の 11年間、この 11年を振り返ってみますと、大手企業を中心とする市民からの豊かな

税収によ って支えられ、財政的には最も環まれた背景の中で進められたわけであります。 (I 

そのとおり」と呼ぶ者あり)

昭和 57年度の日野市の人口 1人当たりの地方税の額は、 10万7，317円であり、三多摩

いわゆる 2 6市の平均が 9万 1，81 5円に比べて、 1万 5，500円以上も高い額を日野市民

は I人当たり支払っていることになります。そればかりか、日野市と |司己規模の全国の自治体

を比べてみますと、地方税額が 8万 2，78 5円であり、約 2万 5，000円も高額な税収を日野

市は 1人当たり市民から取っている、という計算になるわけであります。 このことをみごとに

裏づけているわけでありますが、このととを昭和;)7年度に先ほどとりました数字は、税収で

はっき りするわけでございますが、皆さんもよく御承知のとおり、このことは、昭和 57年度

に限 られたことではございません。しかしながら、他市に比べて潤沢な財政事情の割りには、

ことに都市基盤の整備は近隣の市に比べて大考くおくれをとっており、今日に至っているわけ

でありますが、市長7コ泡l改方針表明においては、全くこのことに対する反省も自戒もなく都市

基盤整備並びに社会資本の充実のため全力で取り組んでまいりました、などとおくめんもなく

述べられてお り、日野市の現状からすれば、全くちぐはぐな内容となっているのであります。

また、予算審査に際しての市長の政治姿勢であります。私どもは、時として予算編成の過程、

つまり各部や各諜から、どのような予算要求が出されているのか、その予算要求資料を知りた

い、と思うことがあるわけであります。現に、またその必要に今回迫られて要求をしたわけで

ございますが、この予算編成過程での各部、各課からの要求資料を提出をしない。 議員に対し

て示すことを、最後まで拒んだわけであります。とうした議令軽視の森田市政の政治姿勢には、

ーたきな疑義を抱かざるを得ないわけであります。特に労使間で交わされた協定や覚書等の資料

の要求について、一般会計予算、特別会計の審査の終了間際まで、組合、つまり自治労の了解

が得られないとして提出をしないなど、市長を初めとする理事者側の態度は、 議会軽視どころ

か、議会無視の異常としか言いようのない市民に敵対する行為であって、このこともこの機会

に強く批判をしておきたいと思います。(Iそうだ」と呼ぶ者あり)つまり森田革新市政は、

情報の公開ということは口では言いながらその実体は、市職組が行政に介入をして情報を取得

し、そして情報を操作する。組合優先、市民無視のそしりを免れない森田革新市政、いわゆる

革新自治体であると言うことができるわけであります。(Iそうだ」と呼ぶ者あり)このこと
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は、黙って見過ごすことのできない病根の深さを、非常に強〈感じるのであります。

予算原案の内容を見てみますと、歳入歳出の総額は、 30 4億 7，03 5万 3，000円とな っ

ており、 58年度予算に比べて、 23.5OJOの大変大きな肥満型予算となっております。国や近

隣自治体が緊縮予算を組んでいる中で、歳入総額の約 15搭の起債 44億 7，520万円を起と

すことは、まさに行政改革の流れに逆行する、また行政改革の厳しい努力が見られない予算原

案であると、断言せざるを得ません。(rそう」と呼ぶ者あり)

財政の健全度を示す経常収支比率、つまり経常一般財源総額と経常経費の充当の経常一般財

源との比率は、昭和 57年度が 73. 7喝、昭和 58年度は試算でございますが、 79.8喝、そ

して昭和 59年度、今回の予算原案でございますが、同じく試算で82. 7喝と上昇してきてお

り、通常 70鳴から 80婦が望ましいとされていることからしても、財政の硬直化を裏づける

予算原案であるということが、はっきりするのであります。さらに一般財源の普通建設事業充

当率を見てみますと、昭和 58年度の当初予算が、 12.1喝であります。今回の予算原案では、

1 O. 5略にこれが落ちているわけであります。通常 16 0るから 18婦が普通であるとされてお

りますから、実質的には非常に消極的な予算であると断言せざるを得ません。予算原案に対し

て、結論として言えることは、豊かな財政力に甘え、市民感情に沿ぐわない自治体経営をさら

に続けるo そして、いま日野市が抱えている問題を放置する予算案であると同時に、来年行わ

れる市長選挙を意識して編成された、市民のとうてい認めがたい欠陥予算であることは、この

予算原案を見る限にだれしも否定し得ないことだと思うわけであります。(rそうだ」と呼

ぶ者あり)

次に今回提案をされました修正案について、賛成の意見を申し述べたいと思います。

その前に、先ほど旗野議員の方から給食費、また老人の理美容券の配布の問題、駒形の渡し等に

ついて、市の予算の使われ方に対して疑問が呈されました。私は、自治体というのは、やはり

自治体が本来かかわっていかなければならない仕事をまず優先的にやるべきである、というふ

うに考えます。自治体が本来かかわる必要のない事業に予算をつけていく、こうしたことは厳

に慎んでいただかなければならないわけであります。

私は、今回予算委員会でもいろいろ議論がございました学童クラブの予算について、若干意

見を述べておきたいと思います。昭和 57年度の予算と比べてみますと、今回学童クラブ関係

の予算は、 1億 4，463万 2，00 0円であります。 とれは 57年度の当初予算から見ますと、
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5 7年度の予算から見ますと、 3，0 0 0万円以上ふえております。この額のうち、日野市が負

担している部分は、 57年度は S7.6 OJOでありました。ところが、今回提案をされております

予算原案では、これが 67 OJOに増加をしております。 1割、つまり 10沼市の持ち出しの増加

でございます。そ して保護者の負担を見てみますと、同じくパーセントは 57年度が 27.2 OJO 

ところが、今回 59年度予算原案を見ますと、保護者の方が御負担なさる分は、 2，65 4，万

1，0 0 0円。割合は 18 3婚になります。 27 OJO 5 7年度では負担 をされて、御父兄の方がお

出しになってたわけですが、経費の一部を負担を しておられたわけですが、今回は 2害IJに満たな

い額になっている。これは、 1人当たりの経費で同じように比較してみますと、さらにこのこ

との問題点が歴然としてくるわけであります。 1人当たり学童保育に年間かかる予算は、費用

でございます、 20万 5，000円であります。ところが、そのうち御父兄の方が御負担なさる

分、父母負担は 3万 7，92 0円。全経費の 18婚しか父兄の方は負担をなさっていないのであ

ります。やはり税の公平な配分、行政サービスの公平ということからすれば、果たしてこの予

算の使途の方法が妥当であるのか、大変疑問を感ぜざるにはおれません。私は本会議でも先般

申し上げましたが、学童クラブのこの事業、見直しが各市で行われております。堺市では、学

童ク ラブをすでに廃止をした、こういうととも私どもは聞いているわけであります。当然、日

野市においても、その父母負担の割合を見てみますと、やはり一般の納税者と公平な形での行

政サービスを今後進めていくということから考えれば、この父母負担の割合というのは、やは

り検討の余地がある、反省の余地があるのではないか、と言わざるを得ません。

また、よく議論をされております幼稚園の公私の格差の問題でございますが、もちろん公私

の 1人当たり、園児 1人当たりの負担は、大きな差があります。 1園当たり、一つの園当たり

の比較をしてみま しても、昭和 57年度の決算から見ますと、今回さらに大きくその差が聞い

ているのであります。 57年度の決算では、公立の幼稚園は 1園当たり 、一つの菌当たり 3，3

2 2万 7，00 0円日野市のお金が使われたことになっております。それに比べまして、私立の

幼稚園、これは 13園あると計算を しますと、 5 7年度は 1，34 1万 7，00 0円であります。

公私間の 1園当たりの格差、つまり日野市から受けている経費における差は、 1，90 8万 1，0

o 0円であります。この差は、今回 2，746万 2，00 0円に聞いております。つまり、公私間

の格差はさらに広がっ ているということが、この予算を見る限りはっき り言えるわけでござい

ます。 ことしの予算で、いろいろ検討なさるということは、市長は、 たびたび教育委員会と と
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もにおっしゃっているわけでございますが、現実にこの予算を見る限りにおいては、公私間の

格差は、広がっているということからしても、この予算原案の欠陥は、指摘することができる

わけであります。

話を修正案に戻します。私たちは、この緑豊かな日本の国土に生を受けました。 日本の国土

は、地球の陸地のわずか 0.25 %しかございません。ここに住む国民の、世界の人口に比して

の人口割合は2.5婦にしかまたすぎないわけであります。 しかし、いまや優秀な日本の製品は、全

世界じゅうにあふれ、そしてこの自由で豊かな平和な国に住んで、他の国へ亡命をはかろうと

する日本人が、 1人としているでありましょうか。(1"そうだ」と呼ぶ者あり)われわれは、

この日本に生まれた幸せを、しみじみとかみしめるのであります。(1"そうだJと呼ぶ者あり)

しかし、この日本の国もやはり地方の充実、地方の発展がなくしては、国の発展もあり得ない、

つまり、このことを維持し、また子孫に守り伝えていこうとすれば、私たちのふるさとをよく

していかなければならないわけであります。 (iそうだ」と呼ぶ者あり)

今回、私どもが提案をさせていただいております修正案っわれわれ日野市に住む市民が、最

も大切にしなければならない豊かな緑、そして清らかな水を取り戻そう、そして、これらを守

っていこう という姿勢が、当然 この予算にもあらわれていなければならないはずであります。

私どもが提案をさせていただきました、今回、浄化槽の、いわゆる無届けのもの、これが先ほ

どから再三数字が挙げられておりますが、清掃部で調査をされた結果、 7，130基ある。 この

無届けの浄化槽から排出をされる家庭の生活排水、こうしたものが、現に私たちの浅川、多摩

川を汚し、そして用水路を汚しているわけであります。(1"そうだ」と呼ぶ者あり)このこと

を当然市長は、みずからの心の痛みとして受けとめていただかなければ困るわけであります。

しかし、今回の予算を見る限り、全くその措置が、全くないとは申しませんが、十分にとられ

ていない。(1"そのとおり」と呼ぶ者あり)下水道の事業の促進の求める市民の戸は強いわけ

でありますが、一向に下水道の普及率の上昇も見られない。こうした中で、いまできる施策、

これは何か、それを考えるならば、今回私どもの提案しております無届け浄化槽に対する清掃

費の補助、 これはぜひやっ ていただかなければならない施策であります。

先ほど、補正予算で計上してもいいのではないか、ということが用水に対する、用水組合に

対する補助の増額とともに、意見として出されておりました。当初予算を審議していると きに、

補正予算を想起する、予定をするということは、全く予算編成上の(1"ちょ っと違うよ」と呼
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ぶ者あり)邪道であります。(1"言ってもいい、違いますJ1"邪道J1"そのとおり」と呼ぶ者

あり)補正予算というものは(1"浄化槽の措置について補正予算なんて言内たことはないでし

ょ」と呼ぶ者あり)本来あ司てはならないものであります。(1"明確に言ってください JI"そ

うだJ1"影響されるな」と呼ぶ者あり)いま私が言いました補正予算云々のことについては、

特に限定して申し上げません。しかし、補正予算を組んで、行政の施策を(発言する者多し)

今後期待をするということは予算編成、まず当初予算についてできることは何か、(iそのと

おり」と呼ぶ者あり)当初予算でこうすべきではないか、ということを私どもは念頭に置いて

この予算案を審議をし、そして決定をしていくわけでありまして、本来であれば、予算編成が

万全を期しているのであれば、補正予算の編成はなくても済むということが十分あり得るわけ

であります。これは私の意見として、申し上げてお きたいを思います。つまり最も優先して進

められなければならない施策の充実が、この予算では図られていないということで、この修正

案を提案をさせていただいたわけであります。

内容は、先ほど提案理由の説明でもありましたように、し尿浄化槽、とれから排出をしてお

ります汚水を、許可されている浄化槽と同じように補助をしていただきたい、とういう内容で

の増額の修正であります。農業用水につきましても、市側の説明でもありましたように、八つ

の組合の方が大変御苦労なさって、しかも赤字の中で、この維持管理、半年にわたって続けて

おられる。そのような事情がある以上、当然、当初予算において、これらの施策の充実を図って

いくということが、本来図られていいはずでありますが、これも浄化槽と同じように、今回補

助金が昨年 58年度と問様に、据え置かれておりますので、この増額をお願いし、そして下水

道が不備のために、現在水路が汚れているわけでありますから、これを維持管理しておられる

用水組合の皆さんに、この補助を増額をいたしまして、そして維持管理に当っていただくよう

にお願いをしよう、という趣旨でございます。

市長に最後に聞いていただきたいと思うんですが、日野市の公共水域の流水の浄化に関する

条例、これも予算委員会で紹介があり、市長もお聞きになったと思います。この条例を素直に

読むならば、だれしもこうした修正案の施策に対して反対するはずがないですし、また市長も、

もろ手を上げて賛成をされるのではないかと思います。第 3条で、「市長はあらゆる施策を通

じ、市の公共水域における流水の浄化に努め、市民の快的な生活環境を確保しなければならな

い Jとあります。また第 5条では、「市長は生活排水浄化に有効な装置の設置を促進するため、

-669 -



助言及び助成の措置を行わなければならない」、とうなっております。助成の措置を行わなけ

ればならないと市長がおっくりになった条例に、 きちんと書かれているんです。 ということで

あれば、用水にしろ浄化槽にしろ、そのための浄化をするための、汚い水を流さないための施

策を、今回講じていただきたいということで、私ども予算の修正案出させていただいているわ

けでございますから、どうか市長にもその点御理解をいただきたいと思いますし、 議員の皆さ

んも、ぜひ賛成をお願いしたいと思います。 (r賛成だ」と呼ぶ者あり)

以上、私どもの会派の立場で、予算原案に反対、修正案に賛成をする立場で、 意見を申 し上

げました。終わります。 (拍手)

O議長(高橋通夫君) 次に鈴木美奈子君。

C 1 3番議員登壇〕

013番(鈴木美奈子君 j 日本共産党市議団を代表いたしまして、昭和 59年度一般会計

予算案に対し、修正案に反対し、原案に賛成する立場から、意見を申し上げます。

日野市の 59年度予算は、政府自民党が軍事費の異常突出を行い、社会保障、医療、福祉、

とういう制度の大改悪をし、さらに大増税を国民に押しつけ、臨調行革による国民生活大破壊

の予算を組んでいる中で、革新市政 11年目の、この確信に満ちた積極的な予算編成になって

おります。予算審議の中でも、自由民主党や新政会の議員は、市長の施政方針に述べられてい

ることに触れ、軍事費は突出してない、大減税をしている、というふうに言われましたが、私

は、数字によって明らかにしていきたいと思います。(rそうだ」と呼ぶ者あり)

異常突出、本年は 4年目を迎え、 58年度対比でも fi5 5喝増となり、 P3C対戦哨戒機 8

機、 F1 5戦闘機 17機、 護衛艦 3隻を購入するなど、兵器調達費がふえております。また減

税は、標準世帯課税最低限を、 201万 50 0円から 235万 700円に。最低税率を 10 % 

から 1O. 5搭に引き上げ、最高税率は 75渇から 70搭にヲlき下げる金持ち優遇の税率構造の

変更が行われております。さらに潤税 3，20 0億、物品税 350億、石油税率引 き上げ 670

億、中小企業まで含めた法人税率引き上げ 4，30 0億、制度改正で 1，45 0億、合計 9，970

億円となり、あれだけ大宣伝いたしました所得税減税、政策減税などは、差し引きますと 65 

0億円の増税となっております。住民税減税も、 3，100億されておりますけれども、これと

同額の法人住民税の均等割の引き上げ、自動車税、軽自動車税が行われ、減税とはなっていな

いわけでございます。(rそうだ」と呼ぶ者あり)また国民所得に対する租税の負担率は、 58
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年度 23. 9 %が 59年度は 24.2 %と 35年ぶりの高水準となっております。(r大増税だ」

と呼ぶ者あり)さらに、 これに加えて東京都も一昨日 29日の都議会において 43種類もの都

民生活に大きな影響を与える公共料金、(rそんなこと言うと高校できねえぞ」と呼ぶ者あり)

上下水道、都営住宅、都立高校、授業料、軽費老人ホームの使用料、手数料の値上げを行い、

都民の負担へのしわ寄せを行っています。

その一方、都から日野市にいままで来ていた都支出金、老人クラブ運営費、ホームヘルパー

の補助、保育所運首費、学童クラブ運営費など、 11項目の補助率の引き下げ、廃止などによ

り、 54年から 57年まで4億 9，9;) 3万 6，000円も削減され、都民の負担は園、都と合わ

せて 1世帯 5万円もの負担増となってしまいます。歳入では、国は軍事費を大突出させ、臨調

行革を強行するために、公立学佼の施設費、給食費、教材教具の削減など、国から入らない分

を日野市が負担して、福祉や教育のレベルを下げない努力をしている ことが明らかになりまし

た。(rそうだ」と呼ぶ者あり)革新自治体だからこそこうした施策ができること、そして軍

事費 を削 って、 暮ら し、福祉に回せ。このことをも っと強く国に対して要求 していく ことが、

市民生活を防衛する上で強く求められていると思います。(rそうだ Jr財源はどうするんだ」

と呼ぶ者あり)

歳出に入ります。総務費では、核兵器廃絶・非核宣言をした市が、いままでのものに加えて、

啓発塔 2基分が組まれたことは、核廃絶を求める市民の期待にこたえたものとして、高〈評価

できます。(rそうだ Jr日本にはねえんだよ、核なんか、ソビ‘エトにはいっぱいあんだよ」

と呼ぶ者あり)市内循還パスも、路線計画の第一歩として運行できることを評価し、さらに、

生活保建センターの基本設計が組まれ、健康に対する予防、保健事業の発展のために、期待さ

れております。また民生費では、身体障害者緊急一時保護、障害者が乗る特殊車ガソリン代補

助、仮称心身障害者生きがい作業所の新設、障害者年を契機に旭が丘にようやく建てられまし

た働く場の施設。大変結構なことでございますが、重度の障害者・児の人々も(Iそうだよ、

それが片手落ちだよ 」と呼ぶ者あり)この人たちにも温かい手を差し伸べていただきたいと思

います。 (Iそうだよ、冷たいよ」と呼ぶ者あり) 老人福祉では、痴呆性老人ショートステ

イ、老人生活実態及び老人意向調査など、高齢化社会を迎えるこの日野市の中のお年奇りの実

態が把握され、要望が今後の老人施策の中に生かされることを望みます。

老人クラブの運営費補助の増額、老人憩いの家の開設の予算も組まれております。老人理美
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容券の問題では、先ほども行政の守備範囲を越えるとか、いろいろとお年寄りに対する攻撃の

声がかかっておりますが、お年寄りが喜ば、れる、そ して美しくなるこの施策を、福祉のばら巻

きと攻撃する議員がおりましたけれども、 革新都政が老人医療の無料化を実施 しようとしたと

き、自民党政府高官が、枯れ木に水をやるようなものと言 ったあの有名な 言葉があります。私

は、 この言葉は、根は一つだという ことを痛感する次第でございます。(iそうだ jと呼ぶ者

あり)この激動の世の中を生き抜き、 この社会をつく ってきたお年寄りが美しくなること、そ

れにお金を出すことが、そんなに攻撃に価する ことでしょうか。 (iそうだ」と呼ぶ者あり)

革新市政は(iがんばれ」 と呼ぶ者あり )1 1年間お年寄りに温かい施策を進めて きましたが、

老人福祉費は、 59年度予算市民 1人当たり 5，13 4円。保守市政当時 47年度はわずか 601

円。(i財政事情を考えろ」と呼ぶ者あり)国も都もお年寄りに冷たい政治を行っているとき

( iひどいな、冗談じゃないよ J~呼ぶ者あり)老人福祉施策の充実は、高く評価することが

できるのであります。(発言する者多し)コミュニティー費では、ボランティアの活動も活発

になり、また、それに伴う事故の責任についても、論議がされておりますが、青少年育成活動

損害賠償予算の計上、さらに婦人問題意識調査の実施により、婦人問題を中心にした日野市の

婦人のさまざまな分野の活動が、一層発展していくことが望まれます。

清掃費では、乾電池の新たな公害が社会問題になっておりますが、有害ごみ収積所容器の購

入、ごみ焼却炉新設など、日野市のごみは羽村の処理場でも近隣の市と比較して、一番きれい

だと現地派遣の職員の言葉でもあります。(iそうだJiさすが革新市政 」と呼ぶ者あり)

土木費は、二番橋構造、二番橋築造基本設計と測量費は、人と自転車だけという市民の生活

道路として、早期に建設が望まれます。

教育費に移ります。まず最初に、都立高校を誘致できたことは、これはこの 30人の議員の

皆さんも、また市民も一緒に市長を先頭に実現したものだと思います。そういう意味で、また

教育の中では、いま学区の変更が行われる、この見直しの学区検討委員会が設置されておりま

す。仲田小学校の新築、給食室、屋内運動場、プールの新設など、学校関係に、学校開設時に

は、すべての教育に支障を来さないような配慮ある予算の計上であり、保守市政当時は、学校

は建ててもプールも体育館も後回し、という経過がありましたが、いまのこうした教育行政を、

高く評価するものであります。(iだれの責任だ」と呼ぶ者あり)またさ らに中学校の修学旅

行、心身障害児学級移動教室に参加する生徒への補助金アップ、 ( iそれは委託事業だよ」と
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呼ぶ者あり)中学校給食も、食堂方式が教育上、大変よい効果が上がっていると聞いておりま

すが、(iそのとおり)と呼ぶ者あり)一中、三沢中の本年度実施、七生中学校の工事費、二

中の新築設計の予算化も計上され、あと引 き続き三中、四中の早期に食堂方式による給食の実

施と施設の市民への開放が望まれます。また第七幼稚園の新設は、公立、私立のない空白の旭

が丘に建設することにより、多摩平第一幼稚園に通園していた旭が丘方面の幼児の通園も近く

なり、また第二幼稚園の移設などにより、 60年度にはすべての幼稚園で2年保育が実施され

ることは、評価されることであります。 (iそうだ」と呼ぶ者あり) 社会教育費のふるさと

博物館の新築、図書館費の反核平和の啓発フィルムの 7本分購入な ど、広島型原爆の 20倍の

威力を持つトマホークが配備されようとし、その反対運動も、全国的にいま急速に盛り上がっ

ておりますが、このフ ィルム購入は、戦争に反対し、平和を市民とともに守り抜く、革新自治

体の姿勢が見られます。 (iそうだ」と呼ぶ者あり)さらに、夏に市民プールに行く ためにつ

くった駒形の渡し船、との予算についても、税金を使った高度な市長のお遊びだというふうに

攻撃しております。 ところが、 5 5年から始められましたこの施策、 5 8年までの 4年間、延

べ 3万 2，294人が利用し、子供にも大人にも大変喜ばれているこの施策が、どうして市長の

お遊びだと 言えますか。 (iそうだ Jと呼ぶ者あり)

以上、述べてまいりましたが、最後に施策の前進のために、一層努力していただく点を強調

したいと思います。

社会福祉費の生活つなぎ資金は、市民がもっと利用しやすくするように改善すること。また

サラ金対策としても、もっと PRを強める必要があります。次に身体障害者福祉費では、ガソ

リン代の補助は、障害者の車の改造やヵ・ソリン代を支給する人の適用範囲を、もっとたくさん

の人々に広げるよう努力を望みます。また、ひの共同作業所で働く人々は、旭が丘に新しく施

設ができ ても移らず.移る方も多少いらっしゃるようでございますが、現在の所に残って仕事

をすることが多いように聞いております。いま老朽化しております現在の施設を建てかえ、そ

して仕事の確保な ど、障害者の施設の充実を図ることを切に望みます。また、生活保護費の夏

冬期の見舞い金についても、国が、生活保護は、一般国民の消費実態と比較して妥当な水準に

達したと言い、伸び率も 4.9% ~低い中では、市独自のものをもっとふやすことが必要であり

ます。さらには、入院助産制度は、この制度があることを知らない人がいま市民の間でも多〈

なに経済的に困難な人の出産については、市立病院が指定病院とされているわけであります
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ので、もっと多くの婦人が受けられるように PRも含めて努力することが必要であります。

教育では、学校無人化によるいろいろな問題点が出ておりますが、土曜、夜間に続き、日曜

祭日も人を派遣して、利用しやすくするように検討することを望みます。また、移動教室の医

師の派遣は、出発からの不測の事態にも対応できるよう、いままでどおり医師を派遣すること。

校庭整備については、滝合小、第五小学校など、いろいろな整備の問題が出されておりますが、

計画的に校庭整備に当たること。最後に、図書館については、図書館協議会の中問答申にも述

べられておりますが、開館時間の延長、市民サービス、条件整備など、今後の図書館のあり方

について、市民の読書と図書館利用についての調査費を、早期に予算化して市民要望にこたえ

ること。

以上、改善すべき点も指摘し、意見を述べさせていただきました。

1 1年の革新市政は、国が進める臨調行革路線による市民生活破壊から、市民の命と暮らし

を守る方向で予算が組まれたことを高く評価し、修正案に反対し、原案に賛成するものであり

ます。終わります。(拍手)

O議長(高橋通夫君) 次、古谷太郎君。

C 6番議員登壇〕

06番(古谷太郎君) 私は、新政会の大変な御好意により、新政会の持ち時間配分の

2名のうちの 1名を、お譲りして発言をさせていただけるわけであります。大変にありがたい

幸せだと存じます。新政会は、 8名でございます。 1名10分だと言われましたから、先ほど

旗野議員さんは 15分しかお話しなさいませんでした。ですから私は残りの 65分。しかし、

そこまでするには皆さんに申しわけないので、簡潔に行いたいと思います。

いま共産党の方が言われたんです。お年寄りがお化粧することが何で悪い ーち っとも悪く

ありませんよ。そうでしょう、床屋さんに行ったり、美容院さんに行かれる。これはお化粧と

いうんです。しかし、もっと大事なとと、お年寄りを美しくすることは、お年寄りを決して 一一

お化粧することもあるかもしれません。 しかし、健康で輝かしい姿を 70になっても 80歳で

もにこにこできるようなお年寄りをつくることが、本当の美しいお年寄りをつくることなんで

す。 (Iそのとおり」と呼ぶ者あり)そうでしょう、(rそのとおり」と呼ぶ者あり)そのた

めの方が、お化粧ょにより健康の方へお使いになる。教養や文化の方へお使いになって、豊

かな健康な御生活ができるようにして差し上げるということの方が、より美しい老人を生む手
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段であります。(IそのEおり J~呼ぶ者あ り)まず、このことだけは誤解のないようにお願

いいたします。

との今度の予算を拝見いたしまして、いろいろと私も予算委員、特別委員でございます。ず

っと見ました、まず歳入から見ました。財政指数 11 7、これは恐らく来年の、この 8月に発

表になりますが、全国で 4位だろうと思います、 650の都市の中で。大体 100を超えてい

る都市は、 650以上の市の中で 30前後であります。 30都市前後であります。 110を超

えている都市は、 10あるか、ないかであります。 117となったら、これはまあ大変な都市

であります。お金持ち過ぎると言われでも、決して文句を言えないような豊かな都市という こ

とができます。そ ういう点で、今回の予算の編成は、大変楽だったんじゃないかと思います。

お金があれば楽なんです。ただ、そういう点で歳入を見ましたときに、大変奇妙な感じがいた

しました。一つは、増税が、ばあ っと出てるんです。一つは減税がばあっと出てるんです。こ

れは実に|司じ市民でも、減税される人と増税される人、これはやはりいろいろとアンバランス

は歳入の政治の中で考えなきゃいけないんです。たとえば、土地を持っているというだけで、

土地の税金をちょ っと調べてみましたら、昭和 56年の決算です。都市計画税の土地分 5億 7，

636万 5，650円でした。これ決算ですよ。ととろが、ことしの 59年の調定は、予算では

7億。 3割上がっている。 7億 4，886万 9，000円。これは土地を持っているだけで、 30 

%都市計画税土地分がふえる。これは同じことが固定資産税にも言われるわけです。これは大

変なんです、持ってるだけで。で、一方また今度御承知のように、住民税の大幅な減税が行わ

れた。夫婦お 2人、夫婦で 300万円の所得の方、この 300万というのは、 42 0万円ぐら

いの所得ーになりますーーなりませんね、 3 9 0万円だ。この方の税金は、約 3万円安〈なりま

したO それから 500万円、夫婦 2人で 50 0万円の収入の人、この方の税金は、 9万 4，40 

0円安くなります。先ほど何か誤解があると見えて、共産党の方がお金持ちだけ優遇している

と言いましたが、とんでもないんです。この 300万から 500万の問の所得者が一番優遇さ

れてるんです、今度の改正では。だから非常に安くなった。その上に、ベースアップというこ

とになる。ですから税金は安くな ってベースアップですから、これはもう大変いいことなんで

す。 しかし、反面.たとえば小さなおそば屋さん、個人経営の八百屋さん、とれらの法人税、

企業法人税が、ばあっと上がっております。 1万 2，000円の人が、 4万円にも上がっている、

とういう不公平な、いままでかつて見ない、いわゆる不公平課税が、各所に見られます。こう
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いうときには、やはり市長とすりや、との負担の公平をできるだけ期すように、歳入の案分を

すべきだろう、と私は思うのであります。

しかし、この歳入の中で、私は非常に感激したものがあります。それは、なぜか、何かとい

いますと、政府自民党というのは偉いものだな、と思ったんです。プールにも補助金つけるん

です、体育館にもつけてる。もっと言いましょうか。土地に、学校の用地にまで補助金つけて

るんです。当時私が町長の時代には、一つもありませんでした。 1円の補助金もありません。

かつて社会党の政府のときは、もちろんありませんでした。たとえば、しかしです、そのある

補助金を力いっぱい取り入れているのが、教育長さんなんです。それにも感激しました。 (笑

戸)政府の方策を 10 0略使ったわけですね、偉いと思います。この結果、この歳入では、 国

庫支出金が大幅に伸びたわけです。いいですか、去年よりも 125喝伸びております。 25億

円というお金が国から入ってきます。そのうちの 7億 5，00 0万は、教育長さんが取 ってきた

んですから大したものです。これは私は非常にやはり教育長さんはただ者ではないな、(笑声)

というふうに歳入の面では感じたものであります。

また歳出関係で思うんですが、私たちは、いつもこう考えているんです。私はです、政治と

いうのは、口で何とか言ったり、あるいはまた数字を並べることじゃないんです、何をしたか、

ということなんです。(rそうだ」と呼ぶ者あり)現実の結果が、結果だと。経過はどうでも

いいんだ。結果、何が出たか。 ところが、去年は残念ながら結果が余り出てない。

で、一つ申し上げますと、たとえば公共下水道、汚水管の布設、これは全部で49万メート

ル布敷しなきゃなりません。ところが、去年は 2，80 0メートルしかできなかったんです。そ

れで 1，00 0メートル二つ、いわゆる万願寺区画整理区域及び百草の区域の工事、両方で1億

6，0 0 0万円余の工事費が、 1円も使われないで繰り越されたのであります。 もしも、この 2，

800メートルとしますと、 49万メートルつくるのに何年かかります。非常に簡単なんです。

200年なんです。こういうふうな、実際に何メートルできたかということが大事なんです。

道路もおんなしなんです。去年道路が何メートル新設改良されたか、ということなんです。

非常に大事なことなんです。 1，00 0メートルない。 13万メートル以上の道路が、 3.5メー

トル以下の6尺道です。とすれば、これもまた百三十年かかるわけです。 ところが、ことしは

期待してました、何とかなるんじゃないかと。 ところが、数字なんだからよくわかるんですね、

国庫補助金 4億 1，00 0万円が道路用に地方道路譲与税、あるいは自動車取得交付金等で来て
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おります。そのほかに、臨時地方道整備事業起債が 1億 5，000万円来てます。これ 100% 

です。合わせても 5億 5，000万円。ところが、道路の方の費用は実際には 5億円ないのであ

ります。人件費も含めてですよ、 事業費はもちろんありません。それでよく調べてみましたら、

3 4本の道路を直すということが説明されました。そのうちです、 3 4本の道路のうち 15本

は側溝を直すというんです。側溝を直して舗装をする。汚くなっちゃったから、簡易浄化槽の

水が毎 日汚水が入るから、汚くもなります。それは、傷みます。それから新設改良、道路改修

1 9本です。それの延長が、 1，4 9 0メートノレ。ところが、この内訳を見て、私は腰抜かしち

ゃっ たんです。 1，09 0メートルは百草の都営住宅の中です。 これは、多摩から、 多摩市の方

へいく下水道の迎えが来ち ゃっ てるものだから、管を入れるために道を広げるんです。ことし、

これ、できるかどうかわかりませんけど。それからね、いわゆる例の高校用地周辺の道路大里

1号線、これが 18 0メートノレ。残ったものが、ことしゃるのは、 220メートルなんです、

純粋にやるのは。道路改修です。だから、これじゃとても 13万 9，000メートルを 220メ

ートルずつ毎年やっていたら、何年かかります、 80 0年。 (笑声)こういうのが道路予算で

あり、土木費なんです。

いろいろ申し上げると、おもしろい数字が出てくるんです。 もうみんな眠気が覚めたようです

から、このくらいでいいかもしれませんけども、ただ私は、この予算全部見て、不思議に感ず

るのは、この予算の中で、減ってるのが一つあ七。農業費であります。何で減ったのか知りま

せんが、 議会費 も減っている。これは、われわれが検約したんですから(笑声) これはこれ

でいいわけです。 しかし、農業費 を減らした、というのがよくわからない。

私たちは、 農業用水組合の組合員なんです。 もう福島さんがお っしゃっ たから、 1年に 2回、

大元の方へ、土上げに行きます。朝 6時半に出発するんです、下宿を。 自転車で8時に着くん

です。向こうへ。弁当持って行くんですよ、水も 1升瓶下げて行 きます。水がないんですよ、

にぎり飯を持っていく 。夕方まで働 きます。 2日間。で、日野用水 200名の方は 2日出ます。

400目。 この 2日出る、 2日間、 1円だってもら った覚えはありません、過去 50年間。

もう一つ申し上げます。そのほかに用水のどぶさらいをやるんです、これも 2日。 これは自

分たちのたんぼに入る用水をこうやってさらうんだ。これだ、っ て1円ももら ってもいない。

このような現実をです、知って赤字かどうかとは一体どういうことかと思うんです。 これら

のどぶさらいを、もしわれわれがしなかった場合、日野用水には水が入ってこないのでありま
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す。私ですらそうするんです、たった 1反 3畝しかやらない者ですら、 5反も 6反も-。

用水組合長さんは、佐野君がやってます、日野用水。その人は毎日ですよ、朝、自転車でずう

っと東光寺まで往復するんです。それから和田さんは、関行って、毎日関行って締めて、雨が

降ると関行〈んですよ、締めに、あふれるといけないから。 1円だってもらっていません。 し

かし、それでも赤字になると、いうことだけは御承知お願いしたいと思います。 これは、われ

われ農民は、そんな愚痴はこぼしたくない。お金のことは 言いたかないんです。しかし、や

はりわれわれ農民組合、農民が農民組合員として、どのようなことをや ってるかぐらいは、や

はり知っていていただきたいと思います。

特に私は、今度思ったんですが、 一つ、この予算の問題の中で、一番ちょ っと思 ったのは、

循環パス。道路がないからできない。それから福祉、身l軍の重い方々の生きがいの作業所、あ

そこへどうやって身障者の方々が通うんだろうか、と思うんです。あそこへ通うには、どう行

くんだろう。私はもうかねてから持論ですが、市営住宅というのは、福祉住宅に変えな きゃい

けないんです。身障者の方とか貧しい方々、母子世帯という方々を、公営住宅は優先してつく

っていかな きゃいけないんで、 2種を優先しなきゃいけない。私はあの土地、土地のせっかく

つくるんなら、そこの場所へ、たとえ 20棟でもいいから、身障者の方々の住宅をおっくりに

なって通えない、通えないんです、あそこ、なかなか。いま循環ノよスだって、七生地区の方々

はどうやって日野の今度の環循パスに乗るんでありましょうか。私どもはそのことをしみじみ

と心に暗〈なる思いをするのであります。

一応、予算を見ながらそう いうことを考え、さて私たちが本論に入らな きゃ ならないんです

が、予算というのは、この基本構想において、もとを成していなきゃなりません。昨年、 10 

年先を見て、市長はわれわれに、この構想でいきますと言ってます。予算編成の前に、市長さ

んは、これを忘れてしま ったんだと思うんです。この中には、三つの重点施策があります。第

1は、遠い昔から引き継がれてきた多摩丘陵の緑や、多摩川、浅川などの現存する自然環境を

守り、積極的に緑化や環境浄化を進め、健康な生活と健全な社会をつくる、緑と清流と太陽の

都市。これが最大の目標と書いてある。私は、 日野の町を考えて、こう思うんです。人間の体

にたとえるならば、幹線道路は骨格である。そして、それに付随する道路は、骨の指であり、

あば‘らであり、 小さい骨である。多摩川、浅川は大動脈である、 程久保川は大動脈である。そ

うして用水や清水は、毛細管である。これらのこの栄養を、豊かな美しい清らかな流れが、大
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動脈となって緑を生んでいくんです、文化を育てていきます。それが町づくり の中心になんな

きゃなんない。ところがです、この大動脈に、人間で言うと妙な話だが、おしっこが入っちゃ

ってるわけだ。排j世物が大動脈に入る。人間な らばすぐ死んでしまいます。だから入ってはい

けない。それに相当するのが、汚水管であると思うんです。緑を豊かにするには、清らかな水

がなきゃならない。

私は、きょう皆さんに、私の家でとれたお米を 1合ずつ持ってこょうかと 思ったんです。だ

けれども、うまくないんですよ。あんなに 日本一うまかった日野の米が、こんな味にな ったと

いうぐらいのことは、おわかりになっていただける。しかも、ここに日野の憲章というのがあ

ります。 この日野憲章の、自然、を守り 緑 と清流と太陽の美しい町をつくりましょう。 これが行

政の中心であります。

いろいろお話ししましたが、まだ時間があるようですけども、この程度でやめておきたいと

思います。大変御静聴ありがとうございます。 これだけお話し Lますと、私どもが、私が修正

に賛成しな きゃ ならないということが、おわかりなったと思います。以上であります。(拍ヲヲ

0議長(高橋通夫君) これをも って討論を終結いたします。

とれより修正案について採決いたします。奥住芳雄君ほか 3名より提出されました修正案に、

賛成の諸君の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

0議長(高橋通夫君) 挙手少数であります。よっ て修正案は否決されました。(i勘

定おかしいぞ Jiおかしくない」と呼ぶ者あり)

よって原案について挙手により採決いたします。原案に賛成の諸君の挙手を求めます。

〔賛 成 者 挙 手 〕

。議長(高橋通夫君 ) 挙手多数であります。よって議案第 18号、昭和 59年度目野

市一般会計予算の件は、原案のとおり可決されました。(拍手 )( i休憩」と呼ぶ者あり)

お諮りいたします。議事の都合により暫時休憩いたしたいと思いますが、これに御異議あり

ませんか。

C i異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長 (高橋通夫君) 御異議ないものと認めます。 よって暫時休憩いたします。

午前 2時 28分休憩

午前2時 51分再開
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0議長(高橋通夫君) 休憩前に引き続き会議を開きます。

これより議案第 19号、昭和 59年度日野市国民健康保険特別会計予算の件を議題といた し

ます。

特別会計予算特別委員長の審査報告を求めます。

〔特別会計予算特別委員長登壇〕

0特別会計予算特別委員長(小山良悟君) 昭和 59年度特別会計予算特別委員

会は、去る 3月28日、 1人の欠席者もなく、熱心に、かつ効率的な質疑が行われ、午後 4時

過ぎに 8件の特別会計予算の審査が終了いたしました。

まず、議案第 19号、国民健康保険、昭和 59年度国民健康保険特別会計予算について、審

査報告いたします。

歳入歳出とも 27億 1，98 3万 2，000円となっておりますが、世帯数 1万 3，7 1 0、被保

険者数 3万 1，520を根拠に、積算したものであります。歳入合計が、前年度より 2億 1，62 

3万 4，000円の大幅減額になっておりますが、 3月の今議会で減額補正しましたので、それ

と比較しますと、約 8，000万の増となっております。

歳入の主なもので、国民健康保険税 9億 1，62 3万 6，000円には、条例改正による初年度

増収分 1億 1，000万円が含まれております。高額療養補助金 2，29 2万 6，000円の国庫補

助でありますが、これに都支出金が加算され、国と都と合わせて支給額の 100喝補助となる

ものであります。一般会計からは、 1人当たり 5，016円相当の 1億 5，81 1万の繰り入れと

なっております。歳出では、本会計の中心になる支出項目であります療養給付費 16億 8，00 

0万円は 1カ月 1億 4，000万で積算したものであります。また、本年初めて計上された科目、

保健施設費ですが、国保の被保険者を対象に、一般検診、胃がん、子宮がん、結核の検診をし

ていただく、一般会計で実施いたします保健と合わせた中で検診をするもので、 690万 8，0

o 0円の計上であります。

主な質疑は、国で 59年度国保会計の補助の減額、高額療養費の限度額の引き上げ等が検討

されてるが、とれが決定した場合、日野市への影響、負担分がどのくらいになるか。こういう

質問に対し、予算編成は、本年の 7月から 12月にかけて、国保特別会計の大幅な予算編成の

組み直しを考えている。なお、国の改正に伴う負担分は、 1億 7，000万見ているとの答弁で

した。次に、本年から新しく設けられた保健施設費の款項目は、一般会計の保健衛生費と同一
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個所にすべきではないか、という論議もありました。さらに、 この保健施設の委託料の諸検診

は、従来、国保では検診の予算は計上されませんでしたが、健康課で実施してきた検診では、

国保の被保険者が約 30%もあったので、 59年度は共同事業 として実施し、結果を見て、来

年度はまたさらに前進させていきたい、という執行部側の答弁もありました。滞納繰越分につ

いても、論議がありました。

その他活発な審議を行い、全会一致で原案可決となりました。よろしく御審議のほどをお願

いいたします。

。議長(高橋通夫君)

028番(石坂勝雄君)

これより質疑に入ります。石坂勝雄君。

委員長が何か 28日の日に、全員出席されて何か全会一致で何

か採決されたいということですが、国保会計には、一般会計からの繰出金があると思うんです

が、先ほど一般会計特別委員長の報告によりますと、私も 一般会計にいたんですが、 29日の

午後 6時にやられた。こういうことで、その辺のことは、委員長は第 1点の質問なんですが、

そういうことに対しては、一つも疑義を感じませんでしたか口その点をお伺いしたいと思いま

す。 (笑声)それが第 1点。

それから 2点目は、高額医療費が今回 5，005万 4，000円ですか、少なくなっているんで

すが、委員会の中で高額医療費の問題に対して、国保の中から 1人高額医療費を払うような人

は、なかなか大変な人なんですよね。そういう点で、そういう人の人数とか、いわゆるいろい

ろなことの国保の、国保税の値上げの問題、いろいろなことを御検討なさった中で、この特に

高額医療授の人の年間にどのくちいの人数で、しかも一番最高に払った人が何ぼだ、ったとか、

こういうような御審議が出されたかどうか。

その 2点伺いたいと思います。

0議長(高橋通夫君) 特別会計予算特別委員長。

0特別会計予算特別委員長(小山良悟君) 第 1点の質問でございますけれども、

私、 1年生議員として、初めて特別予算委員会の委員長を経験させていただ、いたわけでありま

すが、その特別委員会の予算審議するだけで、精いっぱいでございまして、その辺のところに

ついては、正直なところ疑義を感じておりませんでしたが、後日になって指摘されますと、確

かにそういう点もあったなというふうには反省いたしますけれども、その段階においては、そ

ういう意識は持っておりませんでした。
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第2点につきましては、執行部側より答弁させていただきます。

0議長(高橋通夫君) 市民部長。

0市民部長(加藤一男君) それでは、第 2点の御質問の関係でございますが、実は高

額療養費の内訳につきまして、何件で最高何ぼかという、いま御質問かと思いますが、実は、

ただいまその資料は持っておりませんが、少なくとも高額に、大 きな数値の場合ですと、百の

数字が出てまいっております。ただ、はっきりここで何百何十何万円ということは申し上げら

れないわけですが、大 きな数値では、百の数値が出ているということを申し上げさせていただ

きたいと思います。

それから高額療養費の関係で、昨年より減額にな っているという御質問かと思うんでござい

ますけれども、実は当初予算、いわゆる 58年度との比較の面では、確かに減額とな っておる

わけでございますが、先般御審議を賜りま した補正予算から見ますと、やや等しい数値でござ

います、若干上回った数値でございます。御了解賜りたいと思います。

0議長(高橋通夫君)

028番(石坂勝雄君)

石坂!静雄君。

いま何か私、決してとういう本会議場ですか らそういうこと

は指摘をしたくないんですが、一般会計では、 5日も不眠不休でやったような現状です。大柄

委員長からも報告があったんですね。 慎重審議された と思うんですが、そういう点も、やはり

恐らくどの時間でも考慮して、きょうの午前中みても、当然、私何ていうか、やれる時間があっ

たんではなかろうか。いわゆる採決だけを、いわゆる全会一致なんだから、そういう確認を、

たとえば‘午前中なら午前中するには妥当ではなかろうか、と思うんですが、その辺の委員長、

どういうお考えになりますか。

0議長(高橋通夫君) 特別会計予算特別委員長。

。特別会計予算特別委員長(小山良悟君) 一般会計予算特別委員会の皆さん熱心

に討議され、延べ 5日間も討議されたということを承 っております。 われわれ特別会計予

算委員会におきましても、時間の長さだけ比較されますと、慎重に審議したのかな、というふ

うな疑義を抱かれるかもわかりませんけれども、これは(r一一いいんだよ」と呼ぶ者あ り)

特別委員会委員全員が熱心に討議して、そしてまとめた結果を、私が委員長として報告してい

るわけでございます。

それで、先ほどの疑義を感じなかったかということについては、先ほど答弁したとおりでご
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ざいまして、決して不熱心とか不まじめとかということじゃなくて、経験不足、初めての特別

委員会の予算委員長としての役割りを全うする、それだけが精いっぱいでございまして、一般

会計との関連についてまで配慮が及ばなかったことは、確かに後日になりまして、いま質問者

が指摘されるようなことを感じたことは、事実でございます。それ以上のことは申し上げよう

がございません。(r関連」と呼ぶ者あり)

0議長(高橋通夫君) 橋本文子君。(r関連です」と呼ぶ者あり)関連、一ノ瀬隆君。

o 11番(一ノ瀬 隆君) 委員長に対する質問とは、ちょっ と外れるかもしれません

けど、ただいまの石坂議員の質問に関連して、発言しておきたいと思います。

委員長は、委員長が初めての経験で反省するというような ことは、そういう発言がありまし

たけれども、この問題については、責任があるとしたら委員長だけの責任ではありませんし、

ベテランの委員が大ぜいいたわけですから、特別委員会の委員の全体の責任であるわけであり

ます。

しかし、私はその一委員として、このことについて責任を感じることはないと思っています。

過日の本会議において、昭和 59年度の予算が、一般会計が一般会計予算委員会に、そして特

別会計が特別会計委員会に並行して付託されたものであります。時期的なものは関係なく審議

していいのだと、私は解釈しております。したがいまして、特別会計の予算委員会としては、

一般会計からの繰出金は、当然繰り出すものとして、そういう前提でもって審議することが当

然、であって、それが可決、否決は関係なく、審議していいものだと思っております。過去一般

会計、特別会計が同時に並行して審議されたことがあります。私が議員になりました最初の年、

昭和 49年でありますけれども、石坂議員も一緒に議会に出てきた年でありますけれども、そ

れから何年かは、同時に別の場所で審議しました。そのと きは、当然量の関係から、特別会計

の方が早く終わっております。そういう経過も踏まえておりますし、私は、何らこのことは問

題にすべきではないと思いますし、ましてや委員長は、反省する必要はないと私は思います。

( rそのとおり」と呼ぶ者あり)

0議長(高橋通夫君) 石坂勝雄君。

0 28番(石坂勝雄君) 意見で言おうかと思ったんですが、 意見ではよします。

それで、いや、私は恐らく大柄委員長の計らいは、いまの押せ押せでいくのは、大変そうい

うことがあ ったことも私は事実一ノ瀬議員の言うことを認、めますけれども、本来なら、押せ押

-683 -



せで一般会計がいくんですよね。ところが、いわゆる日程をぐるわしたんでは、いわゆる一般

会計の方が何か 3日の日程で消化ができなかったんだということの配慮の中で、押せ押せでい

かないんで、いわゆる飛び越えたんだということからいけば、私はそういう当然配慮があ って

しかるべきではなかろうか、こういうことを言っておるわけです。

0議 長( 高橋 通夫君) 特別会計予算特別委員長。

0特別会計予算特別委員長(小山良悟君) 私はこういうことを申し上げるのは大

変借越でありますけれども、(rよけいなこと言うな」と呼ぶ者あり)前議長が御指摘される

ことについては、全く私も今回大変勉強にな ったとい うことを申し上げたいと思います。 と同

時に、前議長は議会運営といいますか、そういった面での経験も豊富でございますので、その

段階でアドバイスいただければなおありがたかったな、 Eいうふうに思うわけでございます。

前議長の指摘につきましては、今後の私の議会活動におき まして、十分に参考にしていきたい

と思いますんで、御了解をいただきたいと思います。

0議長(高橋通 夫君) 橋本文子君。

01番 (橋本文子君) この国保の中で、 レセプ卜の通知について質疑応答がなされま

したでしょうか。それをお伺いしたいと思います。

0議長(高橋通夫君) 特別会計予算特別委員長。

0特別 会計 予算特別委員長(小山良悟君 j レセプトの件については、委員会で

は特別ございませんでした。

0議長(高橋通 夫君) 橋本文子君。

01番(橋本文子君) との国民健康保険に加入している人は、この日野の市民の約 4

分の 1、 25%弱の人が関係していると思います。そしてその 4分の lの人が今回、今回とい

いますか、値上げに応じて、そして不承不承、あるいは喜んで出す方、中にはあるかもしれま

せんが、高い国保税を払っていて、新しいその保健施設費ですか、盛り込まれて、より健康を

守るためにやってくださるのはありがたいんですが、少しぐらい上げたからとい って、出す方

をやたらにチェックしないで出していくということには、私は大変疑問を感じています。です

から、この国民健康保険の加入者に対して、たとえば 100婚でなくても、 1割でも 2割でも

月々レセプトの通知をしていただきたいと思うんですが、市民部長の御見解が、ちょうだいで

きたらと思います。よろしくお願いいたします。
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0議長(高橋通夫君) 市民部長。

。市民部長(加藤一男君) ただいまの御質問に対しまして、お答えをいたしたいと

思いますが、療養の給付に当たりましては、その審査は国保連合会の方に、審査を私どもで委

託をいたしてございます。で、その先におきまして、専門家の先生がチェックをしていただき

まして、その療養給付費の確定をいただいておりまして、その確定に伴いまして、私どもの方

の国保会計から支出をいたす、そういうルールでございます。

それで、後段の御質問の保険税の、いわゆる改正に伴いましての御質問を、私もこの場で聞

いておりますので、よく承知をいたしておるわけでございます。 とのことにつきま しては、市

長もお答えを しておるわけでございますが、 本年も国保会計におきま して、予算上、見ており

ます金額は、 1回の通知を見ております。御質問の趣旨は、 1回ではなくて毎月、あるいは人

員においても、もう少しオーバーした人員で通知をする考えはないか、という御質問でござい

ますけれども、このととにつきましては、いろんな事情がございます。で、もちろん、 26市

歩調をそろえて、このレセプトの通知はいたしております。もちろん、この医師会との調整、

その他いろんな難問がございます関係から、東京都が一括でこの医師会との調整をいたしてお

るわけでございます。その結果に従いまして、私どもの方も、いわゆる電算ではじき出しまし

て、被保険者に通知を差し上げておるわけでございます。

御質問の趣旨はよく了解をいたします、よくわかりますけれども、諸般の事情でなかなか進

まない、というのが現状でございます。鋭意努力は、担当といたしては、いたしておるつもり

でございますけれども、現段階では、そういう状況でございますので、御了解を賜りたいと思

います。

0議長(高橋通夫君)

0 1番(橋本文子君)

橋本文子君。

東京都が一括で医師会と交渉をしている、というふうなお話で

ございますが、その東京都と医師会の間の話し合いの中に、とのレセプ卜の通知問題が含まれ

ているんでしょうか。そのことを、もし御存じでしたら教えてください。

0議 長 (高橋通夫君) 市民部長。

0市 民部長(加藤一男君 j 東京都にお願いして、東京都と医師会との調整、話し合

いの中に私どもが加わったことはございませんけれども、もちろんそのレセプトの通知のこと

について、その議題として、話し合いをしているようでございます。以上でございます。
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0議長(高橋通夫君)

o 1番(橋本文子君)

橋本文子君。

毎回同じことを申し上げて大変恐縮でございますけれども、や

はり被保険者が、自分の医療費がどれだけ払われているか、ということを知らないというのは、

大変おかしいと思います。たとえば物を買ったときに、その品物が幾らであるのか、自分のふ

ところから幾ら支払われるのか、ということを知らないということは、普通の場合は、全くあ

り得ないわけです。こと医療費に限って言えば、、自分の医療費が幾ら支払われているのか、税

金として市に納めて保険者側から医師の方へ支払われているその医療費、被保険者の方に一遍

の通知もなく、全く年間を通して、やみからやみにという形で処理がされるということは、自

分の医療費すら知らない。つまり一番大事なその情報が、知らされないということになります。

私たちは、健康や命を守ると同時に、やはり経済的な面も守っていきたい。で、少しでも効

率のよい税金のやりくりをしていただきたい、そう思うから、私は毎回、こうしてレセプトの

通知をお願いするわけでございます。

東京都と医師会で話し合われているという、そのレセプトの通知問題に対して、どうぞ部長

会等で幅広くできなければ、せめてとの三多摩の中で部長会をお持ちになるときに、皆さんで

力を合わせて東京都に申し入れをなさるなり、あるいは医師会に対して、強力に働きかけをな

さるなりして、私たちの命や健康を守ると同時に、経済的な面もあわせて守っていただきたい

と思います。どうぞ、ことし 1年間、誠心誠意努力をしていただけますかどうか、もう一度、

そのお心持ちのほどをお伺いしておきたいと思います。

0議長(高橋通夫君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 理論的にも、それから知る権利の上からも、御意見は決し

て無理なお話ではない、このように思い、いつも思っております。したがいまして、この間も

お答えいたしましたように、いろいろな機会をとらえまして、そのことを主張してみよう、そ

して事務主管者会議等の場合もそうでありますし、また市長会の役員会、あるいは厚生部会、

そのようなときにもそのような話を持ち出して、そして疑問に思うということよりも、信頼関

係をより明らかにするということと、それから経費もかかることはかかるわけでありますけど

何回か、つまり抽出的にそういう手段をとるということは、との事業を健全に運営する上で、

大切なことだと思いますので、今後もその機会をとらえて、そういう要求が特に被保険者から

ある、ということを持ち出してみたい、このように思っております。
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橋本文子君。0議長(高橋通夫君)

01番(橋本文子君) 市長も今後強力に努力をしてみたいとおっしゃるので、最後に

要望だけを申し上げておきたいと思いますけれども、このレセプトの通知は、必ずしも全市が

一緒になってやらなくても、日野市 1市だけでできるはずです。この三多摩の中でも、武蔵村

山市では、すでにもう実施をしていることは、市長も市民部長も御存じと思います。

どうぞ、との日野市の中で市長及び市民部長のお力で、このレセプトの通知を、できるだけ

年内のうちに，実現ができるように努力をお願いして、要望を申し上げて、私の質問、終わらせ

ていただきます。

0議長(高橋通夫君) ほかに御質疑はありませんか。なければこれをもって質疑を終

結いたします。

委員長報告について御意見があれば承ります。なければこれをもって意見を終結いたします。

これより本件について採決いたします。本件に対する委員長報告は、原案可決であります。

本件は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。

C I異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(高橋通夫君) 御異議ないものと認めます。よって議案第 19号、昭和 59年

度日野市国民健康保険特別会計予算の件は、原案のとおり可決されま した。

これより議案第 20号、昭和 59年度日野市都市計画事業特別会計予算の件を議題といたし

ます。

特別会計予算特別委員長の審査報告を求めます。

O特別会計予算特別委員長(小山良悟君) 議案第 20号、昭和 59年度都市計画

事業特別会計予算について、審査報告をいたします。

歳入歳出それぞれ 10億 2，579万 4，000円であります。昨年対比 58喝の増ですが、こ

れは万願寺区画整理事業の工事が、本格的段階に入ってきたことによるものであります。主な

歳出のうち、事業費 7億 3，089万 2，00 0河、前年より 2億 7，74 6万 2，00 0円の増とな

っておりますが、これはただいま申し上げた万願寺の区画整理仮換地指定業務が始まに工事

関係がふえてきたための増加であります。委託料のうち、万願寺区画整理業務2億 3，600万

は、新都市建設公社に委託するものであります。さらに高幡地区区画整理業務に 50 0万円、

豊田南地区区画整理業務に 2，7 0 0万円、西平山地区区画整理業務に 1，0 0 0万円、本年もそ
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れぞれ計上されております。

主な質疑でありますが、まず、万願寺区画整理関係では、換地の決定時期、仮換地前の借上

料、仮換地後の損失補償の問題、仮換地指定と供用開始の問題、農作業と工事の関係、道路新

設による移転家屋の問題等が論議されました。豊田南区画整理関係では、今後の事業推進のス

ケジュール等の質疑があり、行政の最重点課題は、都市整備ではないか。職員配置が手薄では

ないか。アセスに対する対応が遅い。区画整理事業に取り組む積極性が足りない。市民に対す

る PRを積極的に行うべきであるという指摘もあり、区画整理事業を速やかに推進するよう強

い要望がありました。

高幡区画整理関係では、まず現況の説明を求める声があり、それに対し、高幡地区区画整理

は、激しい反対運動もあるので、反対地区を抜いて、再検討して庁内の内部としての図面はで

きているけれども、国や都との関連で調整中であり、合意が取りつけられれば、地域や議会に

諮っていきたい、との答弁であります。また市長は、高幡区画整理事業は踏切の立体化、モノ

レール構想などの関係で、全員が賛成するまで待つということは、時間的にも無理があると思う

ので、事業を推進する意味で、可能な所から先行させ、いつでも残りの区域を組み入れること

ができるという考えで、立体化並びにそノレールの受け入れ体制を促進していきたい。区画整

理の見直しは、ある地域を全然、外すというわけにはいかないし、してはならないと思う、と以

上のように述べております。また、高幡西地区の整備も、現実的な対応で取り組むよう強い意

見も出され、いずれにしても、高幡地区周辺の整備は、区画整理、踏切の立体化、モノレール

構想、商底街の環境整備など、むずかしい課題が多く、それだけに活発な論議が取り交わされ、

行政側に真剣に、なおかつ積極的、そして先進地の成功例をよく参考にして、高幡地区周辺整

備に取り組むよう要望があったことを御報告いたします。

西平山区画整理関係では、公団の事業中止の確認を問う質問がありました。また、西平山地

区区画整理業務の委託料1，0 0 0万円の使途については、市街化予想図、権利僕係調査、いわ

ゆる事業計画作成費用及び国、都など資金の内訳、いわゆる基本計画書作成費用である、との

答弁であ りました。

その他白熱した論議が取り交わされ、その結果、全会一致原案可決となりました。よろしく

御審議のほどお願いいたします。

0議長(高橋通夫君) これより質疑に入ります。石坂勝雄君。
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028番(石坂勝雄君) いま委員長が、モノレール等の考え方と市長の見解が出たよ

うですけど、そうなるとあれですか、市の考え方が、いわゆる高架でいくとかアンダーでい〈

とか、というあれが確信がついたというか、結論が出たというふうに理解してよろしいんです

か。

0議長(高橋通夫君 j 特別会計予算特別委員長。

0特別会計算特別委員長(小ヰl良悟君) そういう具体的なところまで、論議し

ておりません。したがいまして、それ以上の詳細ということであれば、市長の方から御答弁を

いただきたいと思います。

0議長(高橋通夫君) 市長c

。市長(森田喜美男君) モノレール関係の関連協議会がございまして、一応の都の

当局の説明を聞いております。跨!主式であ りますとか、あるいは懸垂式でありますとか、そう

いうことの問題は、一応別にいた し主して、ことし調査費がつき 、立川を中心にして、南側に

とるか、北側にとるか、 5キロの区間の調査費がついているD これは、しかし、われわれとい

たしましては、まだ市民の御意見を一々聞いておるわけではないわけでありますけど、やはり

南北交通の打開をするための、非常に価値のある施策と考えまして、ぜひ南の方にヲ|っ張りた

いといいますか、先行させていただくことを期待をしたい、こういう考え方でおります。

そこで、高幡の立体交差の問題ですが、私は、つまり道路は当然線路の下をくぐる。それか

らモノレールの際には、これは上を通過する。こういう形の立体化になるものと、まだ素人的

な考えでございますけど、そういうことだ、というふうに想像をいたしております。まだ、技

術的にどう、ということはまだ聞いたわけではありませんが、そういう考え方のもとに、事業

の促進、あるいは用意をしておかなければならない、こういう気持ちでございます。

0議長(高橋通夫君) 石坂勝雄君。

028番(石坂勝雄君) そうなるとあれですか、高幡の区画整理と切り離しでもやる、と

いう決意をしたという理解していいか、ということが第 1点。

いま一つは、モノレールの問題は、南に、いわゆる多摩ニュータウンに向かつて、早くヲ|っ

張るということの最大の原動力に、私はするには町田が非常に消極的なんですね、私の想像で

はですね。町田はむしろ何ていうか、ニュータウンから来て、町田の方、ニュータウンと立川

はつながっても、商業閤等の考え方から言って、町田が非常に消極的なんですね。だから、と
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ころが、西の方は、西なり北は、非常に積極的な ことがあるというんで、その辺のブロックの

考え方をかなり持たないと、推進が非常にむずかしいんではなかろうか。これは、私の想像で

すからわかりませんが、私はそういうふうな、いわゆる何ていうか、目測をつけた、という感

じを持っております。ただし、市長がいま言 う、いわゆるアンダーでするのか、上はモノレ ー

ルが、モノレ ールは上を通るというのは、私も理解しているんですが、区画整理 と切り離して

やるのか、やらないのか、ということだけは確認してお きたいと思います。

。議長(高橋通夫君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 聞き及ん どる範聞にお きましては、区画整理方式に依存を

する方式が、技術的に一番優位、有利どいいますか、可能性が高い。単独と いう ことになりま

すと、なかなか特に京王の高幡不動駅前の広場 との設計がなかなか困難である。 このように聞

いておりますし、都の当局もでき得べくば区画整理方式に依存したい、このように聞いており

ます。

0議長(高橋通夫君) ほかに御質疑はありませんか。なければこれをも って質疑を終

結いたします。

委員長報告について御意見があれば承ります。なければこれをもって意見を終結いたします。

これより本件について採決いたします。本件に対する委員長報告は原案可決であります。本

件は、委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。

C I異議な し」と呼ぶ者あり〕

。議長(高橋通夫君) 御異議ないものと認めます。よって議案第 20号、昭和 59年

度目野市都市計画事業特別会計予算の件は、原案のとおり可決されましたO

これより 議案第 21号、昭和 59年度目野市下水道事業特別会計予算の件を議題といたしま

す。

特別会計予算特別委員長の審査報告を求めます。

O特別会計予算特別委員長(小山良悟君) 議案第 21号、昭和 59年度下水道事

業特別会計予算について、 審査内容を報告いたします。

歳入歳出予算の総額はそれぞれ 16億 4，112万 3，00 0円であります。昨年対比 5喝、 8，

7 0 1万 3，00 0円の滅となりますが、これは 55年から 4年間の事業計画であった都市下水

路の工事が本年度で完了する関係であります。したがって歳出につきましても、都市下水路費
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は同じ理由から前年度より 4億 3，582万 9，000円減の 1億 579万 3，000円の計上Eな

っております。その他下水道建設費 10億 2，7 5 3万1， 0 0 0円、 前年対比 27喝の増であり

ますが、南多摩処理区の新たに雨水管については 39ヘクタール、汚水管については 21ヘク

タールの実施設;j十3，28 0万円。浅川処理区、浅川左岸処理分区 81 0ヘクタールの認可設計

4，500万。万願寺区画整理に整合 しての上回樋管設置 9，000万円。浅川処理区公共下水道

管渠原設 8，50 0万円等であります。

主な質疑ですが、黒川都市下水路の完成に伴い、 第五小校庭の排水対策の問題。土壌浄化

法の問題。 2・2・11の雨水管、汚水管の埋設問題。また公債をこのまま上昇させると資金

運用に苦慮するのではないか、との指摘の中で、事業推進と適正な財政の調和に留意すべきで

ある、との意見が出されました。

結局、全会一致で原案可決となりました。よろしく御審議:つほ どをお願いいたします。

。議長(高橋通夫君) これより質疑に入ります。なければこれをもって質疑を終結い

たします。

委員長報告について御意見があれば承ります。なければこれをもって意見を終結いたします。

これより本件について採決いたします。本件に対する委員長報告は、原案可決であります。

本件は委員長報告のとおり決するに御異議あり ませんか。

C I異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(高橋通夫君) 御異議ないものと認めます。よって議案第 21号、昭和 59年

度目野市下水道事業特別会計予算の件は、原案のどおり可決されました。

これより議案第 22号、昭和 59年度日野市立総合病院事業会計予算の件を議題といたしま

す。

特別会計予算特別委員長の審査報告を求めます。

O特別会計予算特別委員長(小山良悟君)

病院事業会計予算の審査報告をいたします。

議案第 22号、昭和 59年度市立総合

業務の予定量につ きま しては、病床数が前年同様で 162床。入院患者数は 4万 8，9 1 0人

で、 前年対比1.5掲減。外来患者数は 15万 96 0人で前年対比o.7婦の滅とな ってお ります。

収益的収入及び支出の本年予定額は、それぞれ 20億 1，77 8万 5，000円とな っており、前

年対比 0.93%のわずかな伸びとなっております。次に資本的収入及び支出ですが、 59年度
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の一般会計からの収入は 9，70 7万 4，000円の出資金 Eなっております。支出においては、

建設改良費 8，000万円となっておりますが、これはX線テレビ等医療機械の購入に充てるも

のであります。今年度の一般会計からの繰入金は、出資金、補助金、負担金合わせて、前年対

比 15.5喝の増の 4億 5，353万 7，000円となっております。

主な質疑は、病床利用の減少問題、看護婦の夜間勤務体制の改善の問題、病室の冷房化の問

題等であります。

なお市長より、現病院長が今月末で退職され、後任として、埼玉病院の医長三田氏が着任さ

れるという報告がありました。

審査の結果、全会一致で原案可決となりました。よろしく御審議のほどをお願いしべたします。

O議長(高橋通 夫 君 ) これより質疑に入ります。橋本文子君。

o 1番(橋本文子君) 病院に新しく神経科の窓口をつくっていただいたわけでござい

ますが、これまでにどのくらいの患者が見えたのか、月々、あるいは平均でもいいんですが、

どのくらい見えたか、ちょっとそのあたりを教えていただけませんでしょうか。

。議長(高橋通夫君) 特別会計予算特別委員長。

0特別会計予算特別委員長(小山良悟君) その質疑は委員会ではございませんで

したので、事務長より答弁させていただきます。

。議長(高橋通夫君 ) 病院事務長。

0病院事務長(佐藤智春君 ) お説の神経科につ きま しては、昨年の 10月の第 1金

曜日でございます。午後 1時から 3時までの受け付けということで、診療を開始いたしました。

実数ということでございますけれども、大体最初のときには、 3、 4名でございましたけれど

も、現在は 8名から 10名というような受診があるようでございます。以上でございます。

O議 長( 高橋 通夫君) 橋本文子君。

01番(橋本文子君) 月に 8名から 10名ということですね。 1日ですか。(rはい」

と呼ぶ者あり)1日。そうすると、この時間帯で8名から 10名というと、かなり 1人にかけ

る時聞が短くなってしまうと思うんですが、 2日ぐらいにしてみようという、そういう御予定

はないでしょうかb (rなし」と呼ぶ者あり)あるいは・・・・

0議長(高橋通夫君) 病院事務長。

0病院事務長( 佐藤智春君) 確かに御指摘のとおりでございますけれども、いま医
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師が 1名でございますが、夕方 5時から 6時ごろまでかかってやっているような状況のときも

ございます。 7、 8名というのは平均でございまして、場合によると久 5名のときもござい

ますので、一概に何時までということは申し上げられませんけれども、この間のときには、私

ちょっと見たときに、 6時ごろまで何かやっておったようでございますけれども、もう 1週間

ぐらいふやすということにつきましては、医師の関係もございますので、なお院内で検討させ

ていただきたいと思います。

。議長(高橋通夫君) ほかに御質疑はありませんか。なければこれをもって質疑を終

結いたします。

委員長報告について御意見があれば承ります。なければとれをもって意見を終結いたします。

これより本件について採決いたします。本件に対する委員長報告は原案可決であります。本

件は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。

c r異議なし」と呼ぶ者あり〕

。議長 (高橋通夫君) 御異議ないものと認めます。よって議案第 22号、昭和 59年

度日野市立総合病院事業会計予算の件は、原案のとおり可決されました。

これより議案第 23号、昭和 59年度日野市受託水道事業特別会計予算の件を議題といたし

ます。

特別会計予算特別委員長の審査報告を求めます。

O特別会計予算特別委員長(小山良悟君) 議案第 23号、昭和 59年度目野市

受託水道事業特別会計予算の審査報告をいたします。

歳入歳出ともに 12億4，029万円で、 前年対比 3.2%の伸びとなっております。受託水道に

つきましては、自家発電の取りかえの件、消火栓の管理等の質疑がありました。

特に強い意見として、専用水道から都水道切りかえの年次計画を立て、積極的に取り組めと

の要望がありました。

審査の結果、全会一致原案可決となりました。よろしく御審議のほどをお願いいたします。

O議長(高橋通夫君) これより質疑に入ります。なければこれをもって質疑を終結い

たします。

委員長報告について御意見があれば承ります。なければこれをもって意見を終結いたします。

これより本件について採決いたします。本件に対する委員長報告は原案可決であります。本
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件は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。

C i異議なし Jと呼ぶ者あり〕

0議長(高橋通夫君) 御異議ないものと認めます。よって議案第 23号、昭和 59年度

日野市受託水道事業特別会計予算の件は、原案のどおり可決されました。

とれより議案第 24号、昭和 59年度目野市農業共済事業特別会計予算の件を議題といたし

ます。

特別会計予算特別委員長の審査報告を求めます。

O特別会計予算特別委員長(小山良悟君) 議案第 24号、昭和 59年度日野市農

業共済事業特別会計予算の審査報告をいたします。

収益的収入及び支出の予定額は 2，363万 5，000円で、前年対比 3.2婦の伸びとなってお

ります。

農業共済につきましては、特に御報告するような質疑はございませんでした。

審査の結果、全会一致原案可決となりましたo よろしく御審議のほどをお願いいたします。

O議長(高橋通夫君) これより質疑に入ります。なければこれをもって質疑を終結い

たします。

委員長報告について御意見があれば承ります。なければとれをもって意見を終結いたします。

これより本件について採決いたします。本件に対する委員長報告は原案可決であります。本

件は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。

C i異議なし Jと呼ぶ者あり〕

0議長(高橋通夫君) 御異議ないものと認めます。よって議案第 24号、昭和 S9年度

日野市農業共済事業特別会計予算の件は、原案のとおり可決されました。

これより議案第 25号、昭和 59年度目野市老人保健特別会計予算の件を議題といたします。

特別会計予算特別委員長の審査報告を求めます。

0特別会計予算特別委員長(小山良悟君) 議案第 25号、昭和 59年度老人保

健特別会計予算の審査報告をいたします。

歳入歳出予算総額25億 2，97 0万 9，00 0円で、 前年対比 s.6搭の減となっておりますが、

老人保健についても特に御報告するような質疑はございません。

審査の結果、全会一致で原案可決となりました。よろしく御審議のほどをお願いいたします。
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0議長(i高橋通夫君)

たします。

これより質疑に入ります。なければこれをもって質疑を終結い

委員長報告について御意見があれば承ります、なければこれをもって意見を終結いたします。

これより本件について採決いたします。本件に対する委員長報告は原案可決であります。本

件は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。

C i異議なし Jt呼ぶ者あり〕

0議長(高橋通夫君) 御異議ないものと認、めます。よって議案第 25号、昭和 59年

度日野市老人保健特別会計予算の件は、原案のとおり可決されました。

これより 議案第 26号、昭和 59年度日野市仲田緑地用地特別会計予算の件を議題といたし

ます。

特別会計予算特別委員長の審査報告を求めます。

O特別会計予算特別委員長(小山良悟君) 議案第 26号、昭和 59年度仲田緑

域用地特別会計予算の審査報告をいたします。

本会計は、昨年 6月に新たに設けられた特別会計であります。歳入は 100各財産収入、 6

倍、 1，1 1 7万 8，00 0円でありますが、これは一般会計都市計画費の公有財産購入費に充当す

るものであります。歳出は、公債費の償還金元利 6億 41万円。事業費の借入金利子 1，07 6 

万 8，000円。合計 6億 1，117万 8，000円となっております。

昨年の 6月からの新しい特別会計ということで、会計運用についての質疑がありました。前

年度事業の経過が明瞭でない。一般会計から特別会計に繰り入れられてから支出すべきではな

いか。 58年度の一般会計からどのように処理されてるか、資料を添付してほしい、などであ

ります。

審査の結果、全会一致原案可決となりました。よろしく御審議のほどお願いいたします。

0議長(高橋通夫君)

たします。

これより質疑に入ります。なければこれをも って質疑を終結い

委員長報告について御意見があれば、承ります。なければ、、これをもって意見を終結いたしま

す。

これより本件について採決いたします。本件に対する委員長報告は原案可決であります。本

件は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。
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C i異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(高橋通夫君) 御異議ないものと認めます。よって議案第 26号、昭和 59年

度日野市仲田緑地用地特別会計予算の件は、原案のとおり可決されました。

これより請願第 58 -1 5号、退犠金引下げに関する陳情、請願第 58ー18号、公団家賃

の再値上げに反対 し、 「国会要望事項」の全面実施を求める意見書提出を願う請願、請願第 5

8-24号、循環パスに関する請願、請願第 58ー29号、循環パス市案に反対する請願、請

願第 59-2号、 国立病院・療養所の充実を求める陳情、請願第 59-3号、日野台一丁目に

所在する側小笠原機械製作所社有地取得に関する請願の件を議題といたします。

総務委員長の審査報告は、 これを省略いたします。本 6件については、 総務委員長から、目

下委員会において審査中の事件につき、閉会中の継続審査にされたいとの申し出があります。

あわせて本委員会の所管よれ務を調査研究するため、閉会中の継続審査にされたいとの申し出が

あります。

お諮りいたします。総務委員長の申し出のとおり、閉会中の継続審査に付することに御異議

ありませんか。

C r異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議 長 (高橋通夫君 j 御異議ないものと認めます。よって総務委員長の申し出のとお

り、閉会中の継続審査に付することに決しました。

これより請願第 57ー7号、遊休農地をテニスコートとして利用することに関する請願、請

願第 58-35号、日野市八ヶ岳大成荘の改築及び施設の充実に関する請願、請願第 59 -5 

号、日野市第五小学校校舎改修及び校庭改良工事促進に関する請願の件を議題といたします。

文教委員長の審査報告はこれを省略いたします。本 3件については、文教委員長から、目下

委員会において審査中の事件につき、閉会中の継続審査にされたいとの申し出があります。あ

わせて本委員会の所管事務を調査研究するため、閉会中の継続審査にされたいとの申し出があ

ります。

お諮りいたします。文教委員長の申し出のとおり、閉会中の継続審査に付することに御異議

ありませんか。

c r異議なし Jと呼ぶ者あり〕

0議長 (高 橋通夫君) 御異議ないものと認めます。よって文教委員長の申し出のとお
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おに閉会中の継続審査に付することに決しました。

これより請願第 59-4号、母子家庭に育つ児童の健やかな成長を保障し、児童扶養手当制

度の「 改正」に反対する意見書の可決に関する請願の件を議題といたします。

厚生委員長の審査報告はこれを省略いた します。本件については、厚生委員長から、目下委

員会において審査中の事件につき、閉会中の継続審査にされたいとの申し出があります。あわ

せて本委員会の所管事務を調査研究するため、閉会中の継続審査にされたいとの申し出があり

ます。

お諮りいたします。厚生委員長の申し出のとおり、閉会中の継続審査に付することに御異議

ありませんか。

c r異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(高橋通夫君 j 御異議ないものと認めます。よ って厚生委員長の申し出のとお

り、閉会中の継続審査に付することに決しました。

請願第 57 -2 7号、水害等対策に関する請願、請願第 57-37号、高幡不動駅北側地区

の区画整理に対する反対請願、請願第 57ー38号、住宅般境保全に関する請願、請願第 57 

-5 1号、高幡地区区画整理に対する京王線高幡不動駅南側住民の反対請願、請願第 57-5 

5号、高幡不動駅南新井東地区の区画整理に対する反対請願、請願第 57ー59号、土地区画

整理事業策定にあたって当該計画より第一豊田荘住宅地域を除外に関する請願、請願第 57-

6 0号、 1・3・1パイパス計画の見直し、地域住民の健康と安全を守って下さいに関する請

願、請願第 57 -6 2号、程久保 662番地地域山林緑地保存に関する請願、請願第 58-5

号、高幡不動駅地区の区画整理に対する反対請願、請願第 58-2 5号、ダイクマ出活阻止に

関する請願、請願第 58-32号、ダイクマ南平庖出自促進に関する請願、請願第 58-36

号、ダイクマ南平!苫出庖阻止に関する陳情、請願第 58 - 4 0号、雨水排水に関する請願、請

願第 59-1号、東豊田三丁目下水処理場の悪臭軽減措置要望に係る陳情の件を議題といたし

ます。

建設委員長の審査報告はこれを省略いたします。本 14件については、建設委員長から、目

下委員会において審査中の事件につき、閉会中の継続審査にされたいとの申し出があります。

あわせて本委員会の所管事務を調査研究するため、閉会中の継続審査にされたいとの申し出が

あります。
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お諮りいたします。建設委員長の申し出のとおり、閉会中の継続審査に付することに御異議

ありませんか。

C I異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(;高橋通夫君) 御異議ないものと認めます。よって建設委員長の申し出のとお

に閉会中の継続審査に付することに決しました。

これより日程第 34、紹介議員取り下げの件を議題εいたします。

請願第 58-2 5号、ダイクマ出庖悶止に関する請願の紹介議員小山良悟君より紹介議員の

取り下げ願いが提出されております。

お諮りいたします。小山良悟君の申し出のとおり紹介議員を取り下げることに御異議ありま

せんか。

C I異議なし JI議長」と呼ぶ者あり〕

O議長(高橋通夫君) 一ノ瀬隆君。

011番(一ノ瀬 隆君) 小山議員の紹介議員取り下げについて、特に反対するつもり

はございませんけれども、紹介議員ということについて、一言発言しておきたいと思います。

そもそも紹介議員は、その請願を十分理解し、責任を侍って取り組み、その採択のために全

力を尽くすべきものであると怠は思います。従来、頼まれたから紹介議員になったので、その

紹介議員に、審査する委員会にありながら反対するような、あるいは継続をするようなことが

あったことは、事実であります。また古谷議員からのお話によりますと、都議会でも、そんな

風潮もあったやに聞いております。しかし、物の本によりましでも、紹介議員というのは、私

が最初に申し上げましたように、非常に重要な責任を持って、この請願の採択に取り組むべき

が本筋だと考えております。したがいまして、紹介議員の取り下げということも、非常に重要

なことであり、慎重になさるべきであると私は考えます。

以上、発言させていただきました。

0議長(高橋通夫君)

06番(古谷太郎君)

古谷太郎君。

ただいま私の名前が出されましたので、申し上げておきます。

紹介議員というのは、賛成とか反対とかいうことじゃなくて、その議案が、提出された請願

なり陳情が審議するに価するなら審議してもらったらいいだろう、という場合に紹介するわけ

であります。ですから、審議の過程の中で、理事者側の御説明の中で、あるいは参考人の説明
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の中で、十分審議を尽くしていただいて、そして賛成、反対は最後に決めればよろしいのあり

ます。

ただ、紹介するに価しないような、請願や陳情をお持ちになってくる方がいらっしゃいます。

これは、 議員のこちらの判断です。御本人にと っては、大変大事だと思って持っていらっしゃ

るんだろうと思います。こういう場合には、私はどうもこういうふうな問題は、議会の取り上

げるような問題じゃない、と思うから取り下げます、いや、紹介議員にはなれません、と申し

上げているんです。そうむずかしく考えない方がいし1と思う。(笑声)

一ノ瀬さんは、非常にまじめな方です、(Iそうだ」と呼ぶ者あり)だからといって、他の

議員にそのことを強制することも少しおせっかい過ぎゃしないか、こう 思いますので、一言申

し上げてお きます。

。議長(高橋通夫君 j お諮りいたします。小山良悟君の申し出のとおり、紹介議員を

取り下げることに御異議ありませんか。

C I異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(高橋通夫君) 御異議ないものと認め、紹介議員を取り下げることに決定しま

した。

次に請願第 58 -3 5号、日野市八ヶ岳大成荘の改築及び施設の充実に関する請願、請願第

59-5号、日野第五小学校校舎改修及び校庭改良工事促進に関する請願の紹介議員古賀俊昭

君より紹介議員の取り下げ願いが提出されております。

お諮りいたします。古賀俊昭君の申し出のとおり紹介議員を取り下げることに御異議ありま

せんか。

C I異議なし」と呼ぶ者あり)

0議長(高橋通夫君) 御異議ないものと認め、紹介議員を取り下げることに決定しま

した。

次に請願第 57ー 51号、高幡地区区画整理に対する京王線高幡不動駅南側住民の反対請願、

請願第 57 -5 5号、高幡不動駅南新井東地区の区画整理に対する反対請願、請願第 57-6

2号、程久保 662番地地域山林緑地保存に関する請願、請願第 58-5号、高幡不動駅地区

の区両整理に対する反対請願、請願第 58ー 18号、公団家賃の再値上げに反対し、「国会要

望事項」の全面実施を求める意見書提出を願う請願、請願第 58-25号、ダイクマ出庖阻止
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に関する請願、請願第 59ー 5号、日野第五小学校校舎改修及び校庭改良工事促進に関する請

願の紹介議員高橋通夫ょに紹介議員の取り下げ願いが提出されております。

お諮りいたします。高橋通夫の申 し出のとおり、紹介議員を取り下げることに御異議ありま

せんか。

C 1"異議な し」と呼ぶ者あり〕

。議長(高橋通夫君) 御異議ないものと認め、紹介議員を取り下げることに決定いた

しました。

請願第 57 -5 1号、高幡地区区画整理に対する京王線高幡不動駅南側住民の反対請願、請

願第 ~)7 - 60 号、 1 ・ 3 ・ 1 パイパス計画を見直 し、地域住民の健康と安全を守っ て下さい

に関する請願、請願第 58ー 5号、高幡不動駅地区の区画整理に対する反対請願の紹介議員旗

野行雄君ょに紹介議員の取り下げ願いが提出されております。

お諮りいたします。旗野行雄君の申し出のとおり、紹介議員を取り下げることに御異議あ り

ませんか。

C 1"異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長〈高橋通夫君) 御異議ないものと認め、紹介議簡 を取り下げることに決定いた

しました。

本日の日程はすべて終わりま した。

本日はこれにて散会いたします。

午前 3時 58分散会
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午前 10時 22分開議

0議長 (高橋通夫君 〉 本日の会議を開きます。

郎君 ただいまの出席議員 25名であります。

正舌君 一般質問を行います。

君

君

君

君

君

雄

夫

隆

春

夫

金

邦

智

哲

1の 1、市の退職金制度、給与(諸手当を含む〉制度について問う 、 1の 2、各種補助金、

負担金、委託料及び制度の通告質問者、石坂勝雄君より取り下げの申し出がありましたので取

り下げます。

2のしさらに充実した教育行政を。イ〉学校図書室の充実について。ロ〉社会教奇の充実

について。ハ〉その他についての通告質問者、米沢照男君の質問を許します。

C 2 3番議員登壇〕

0 23番(米沢照男君〉 さらに充実した教育行政をと題しまして一般質問を行います。

局 長 田倉高光君 次

書

長岩沢代音君

律的な編成作業を実施せょについて、さらに 12月議会でも、教育費父母負担の軽減について記 萩 生 田 富 司 君

記谷野省三君

三主
巨ヨ 記 栗原莞次君

霊主
Eヨ 記 平川雅弘君

記串田平和君

書

書

速記委託先 住所 東京都立川市曙町一丁 目 10の 3

立川速記者養成所 所長 関根雪峰

速記者 田辺雅子君

議事日程

私は、去る 56年 9月議会で、教育福祉行政など施策の充実のため、 57年度予算はより積

一般質問を行ってまいりました。との一般質問を通じて私は、教材教具費等の需要費の大幅な

増額、父母負担の軽減、就学援助の取り組みの強化。さらには、社会教育、スポーツ振興

について近隣 4市の予算執行の状況、そして、日野市の教育行政、予算執行とその予算化の現

状を、具体的な数字を示しながら予算の大幅な増額と、行き届いた教育行政を目指す目的意識

的な取り組みについて、積極的な立場から提言を行っ てまいりましたが、その後、 5 7年度、

5 8年度、さらに今年度 59年度にわたって、予算執行並びに予算編成の中花、どのように反

映されてきたか、乙の点について伺いたいと思います。

昭和 59年 4月 2日(月〉

ただいま答弁者側に提示をいたしました資料は、私がまとめたものでありますけれども、い

ずれも児童生徒 l人当たりの額で示しました。 1ページ目は、教育費の小学校費、中学校費の

ζの 5カ年間の推移を示したものであります。 2ページ目は、 4 7年度決算から 59年度予算

までの、いわば 12年間、教育費のそれぞれの予算執行が、そ して、予算計上がどういう推移

をたどってきたかを示したものであります。 3ページ目は、教育費の款項目にわたって 56、

午前 10時開議

日程第 1 一般質問

本日の会議に付した事件

日程第 1
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5 7、 5 8年度の 乙の 3年間、予算執行の状況と日野、 多摩、稲城 3市を市民 1人当たりの額

で比較した内容であります。 4ページ目は、小学校、中学校費の需要費父母負担軽減の補助金、

就学援助費等どのくら い増額されてきたか、わかりやすく棒グラフにしたものであります。
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その資料でも明らかになっておりますけれども、小中学校のそれぞれの教材教具費を含む需

要費の各年度の状況でありますけれども、 5 6年度決算で小学校費の中で計上されてきた需要

費は、児童 1人当たり 2万1， 8 6 4円でありました。 59年度予算では 3万1， 4 8 6円、数字

の上ではかなり増額をされてきております。さらに、中学校費の需要費を見てみますと、 5 6 

年度決算では生徒 1人当たり 2万 3.948円でありましたが、 59年度予算では 2万 9.655

円となっております。

それから、父母負担の軽減費を見てみますと 2ページ目の一番下になりますが、児童生徒 1

人当たりずっと各年度をたどってみますと、私が乙の前質問に立った 56年度当時は、予算執

行額が児童生徒 l人当たり 725円の父母負担の軽減費でありました。 59年度では 1， 8 4 7 

円、かなり大幅な増額になっております。ちなみに 47年度、自民党市政当時は、 ζ の父母負

担の軽減費はわずか 209円でありました。そういう点では、年々着実に父母負担の軽減の要

求にとたえて積極的に取り組んできた乙とが、乙の数字でも明らかになっております。( r数

字がわからない、乙っちにもくれよ」と呼ぶ者あり〉

さらに、就学援助費でありますけれども、 4ページ自の棒グラフを見ますと一目瞭然、であり

ます。小学校では 56年度決算で見ますと、児童 1人当たり 525円の就学援助費でありまし

た。 59年度では1， 8 7 5円。中学校費では 56年度1.3 4 2円だったものが 59年度2.913

円とそれぞれ増額をされてきております。

4点目の社会教育、スポーツ振興でありますけれども、乙れは、 3ページ自に数字が示され

ております。乙れは、日野、多摩、稲城のそれぞれの年度の比較になっておりますけれども、

率直に言って私は、日野市の社会教育行政は、まさにとれから力点を置いて取り組んでいかな

ければならない重要な課題の一つだと理解しております。

そζ で、具体的な質問iζ入りますけれども、第 1tζは父母負担の軽減についてであります。

ζ の前の 56年 9月の議会、そして、 1 2月議会で ζ の問題について取り上げてまいりました。

その後、御承知のように修学旅行の補助が、当時は小学校、中学校とも 2.500円の補助金で

ありましたけれども、 5 7年度と 59年度、 2度にわたってそれぞれ補助金のアップが行われ

てきました。 2.500円から小学校は 4.500円に、中学校は 9，000円に大幅な増加を見て

いるわけでありますけれども、乙の 5年間経過する中で、御承知のように公共料金の引き上げ

が相次いでおりますし、家計費iζ 占める教育費の負担の割合、文部省の発表でも年々それが増
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大をしてきております。したがって、父母負担の軽減、自治体が独自で可能な限り取り組んで

いく謀題だと考えております。

そζ で、すでに教育委員会にもさまざまな形で要望が寄せられていると思いますけれども、

小学校の 5年、そして、中学校の 2年、乙の補助金をぜひ出してほしいという要求がありますo

私は、先ほど言った公共料金の相次ぐ値上げや、家計費iζ 占める教育費の負担の割合等々考え

ましでも、 ζ の補助を近々のうちに実施をしていく必要があるのではないかと考えております。

乙の点Kついて教育委員会並びに財政当局が、いまの時点でどういうお考えなのか伺っておき

たいと思います。

それから、 2点目は就学援助Kついてでありますけれども、乙れiζ かかわるいわゆる扶助費

の予算執行、予算計上は 56年度対比でも、いまお示しした資料でも明らかですけれども、大

幅に増額をされてきております。乙の問題について私は 56年 9月の一般質問の際花、 4点に

わたって具体的な提言を行ってまいりました。それを受けとめて、その後、教育委員会として

どのような取り組み改善がなされたのか伺っておきたいと思います。

それから、 3点目は社会教育、スポーツ振興についてでありますけれども、施設にしても事

業の内容にしましでも、私は乙れからの課題として目的意識的に、さらに積極的な取り組みが

求めら れている行政分野であると考えております。との点について当面教育委員会としてどの

ような考え方、方針を持っておられるのか、乙の点について伺いたいと思います。

4点目は小中学校の図書室の充実でありますけれども、毎年各学校から教育委員会lζ、予算

編成上の数多くの要望が出されております。その中で、図書購入費は別枠で予算を計上し てほ

しい、そして、配分してほしい、乙ういう強い要求が出されております。私は、各学校の現在

の図書の蔵書数、かなり学校によってばらつきがあります。その点を踏まえて質問するわけで

すけれども、 ζの別枠で予算を計上していくというととができないのかどうか。できないとす

れば、 ζれは学校どとに図書室を充実してし、く、計画的iζ内容を充実さしてし、く、乙ういうと

とができないというふうに判断をしております。ぜひとも ζれは学校別に、別枠で予算を計上

していかなければならない課題であると考えております。 ζ の点について御答弁をいただきた

いと思います。

それから、備品購入費に関連して、 5点目ですけれども。 小中学校にそれぞれ配置をされて

おりますコピー、ファックス、輪転機等々見てみますと、相当古い耐用年限をとっくに過ぎた
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ようなものがそれぞれ置かれている、使われているという状況があります。 ζ れも、教育委員

会とし て計画的に買いかえをしてし、く、とういう積極的な予算計上が必要だと思っております。

ζ の点についてどう認識されているか伺いたいと思います。

それから、 6点目は教職員への被服の貸与でありますけれども、現場の教職員からは毎年そ

の貸与の要求が出されております。少なくとも養護教諭や理科、体育専科等の教師iζ対しては、

急いで貸与していく必要がある と思います。との点についてお答えをいただきたいと思います。

7点目は、各小中学校のプーjレを夏になって開設するわけでありますけれども、その最初の

清掃、都内でも三多摩でも多くの自治体学校で、冬場iζ使われてない聞にいろいろ物が投げ込

まれる。ガラスや瀬戸物の破片等あって、子係に掃除をさせるのは大変危険だという ζ とから、

業者への委託が行われておりますけれども、日野市では、それぞれ児童生徒に掃除をさせてい

るという現状であります。金額的には、そう多額な経費ではないと思いますので、 業者への委

託が考えられなし 1かどうか伺いたいと思います。

それから、平山中学校の京王線電車騒音対策であります。 56年 9月、 1 2月議会の一般質

問を通じて、その対策の必要性を強調しました。幸いなことに、翌年 57年度予算にその対策

費が予算計上されたわけですけれども、残念ながら不要金という ζ とで予算が流れてしまいま

した。いろいろ事情がある ζ とも聞いておりますけれども、あれから 2年半経過しております白

もう少し、いろいろ事情があっ たにせよ、取り組みを強めて要求K乙たえていく積極的な姿勢

が求められると思います。 ζ の点について乙の機会に伺っておきたいと思います。

それから、 9点目は平山小の校庭拡張は長い間の懸案事項でありました。 59年度予算で第

2幼稚園を新しく建てかえるというととで、校庭拡張の条件が整ったわけでありますけれども、

乙の平山小学校の校庭拡張は、 60年度に第 2幼稚園の建設に引き続いて実施をされるのかど

うか伺っておきたいと思います。

1 0点目は、いま行われております水泳記録会、連合運動会についてでありますけれども、

現場の教職員の意見では、もう見直しの時期に来ているんではないか、 ζ ういう意見でありま

した。といいますのは、全校対象iζ行われるべき体づくり健康づくりが、結局一部の児童生徒

を対象iζ実施をされている。残された児童生徒は、いわばかやの外、乙ういう状況に置かれて

教育上も決してプラスにならないという意見も聞いております。 ζ の点について教育委員会と

してどう受けとめておられるのか。
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以上、 1 0点にわたって質問いたしました。ひとつ積極的で簡潔な御答弁をいただきたいと

思います。

0議長 (高橋通夫君〉 米沢照男君の質問についての答弁を求めます。教育次長。

0教育次長(小山哲夫君〉 教育行政につきまして 10項目にわたりましての御質問ど

ざし、ま したけれども、 j顕を追ってお答えしたいと思います。

まず 1点目の父母負担の軽減についてのお答えでどざいますけれども、小学校 5年、中学校

2年生の移動教室への補助金を 54年度から打ち切られておりますけれども、乙れに対しまし

て、復活する考え方はあるかどうかというお答えでどざいます。

確かに 55年度以降打ち切られているわけでどざいますけれども、いろいろと小学校 5年生、

あるいは中学校の 2年生の宿泊料、あるいは交通費、雑費その他合わせますと非常に経費もか

かっております。そういった意味で、教育委員会といたしましては、今後小学校 6年生の修学

旅行、それから、中学校の 3年生の修学旅行同様に、交通費程度を補助金は出 していくのが至

当じゃなかろうかというふうに考えておりますので、乙の点につきましては、財政当局の方に

予算要求をしてまいりたいという ふうに考えてい ると乙ろでどざいます。

それから 、第 2番目の就学援助についての問題でどざいますけれども、就学援助につきまし

ては、 5 7年度、 5 8年度、それから、 59年度の 3カ年聞におきます決算額、予算額に おき

ますと ζ ろの各年度別に分けまして、小学校、中学校の児童生徒 1人当たりの援助費の平均単

価でどざいますけれども、小学校におきまし ては、児童 1人当たり 57年度と59年を比較い

たしますと、年平均 1人当たり1.7 5 0円の単価のア ップを行っ ております。それから、中学

校の生徒につきましては、過去 3カ年間の平均、 1年間の生徒 1人当たりの補助単価でご ざい

ますけれども、 5，400円の単価のアッ プを行っている ととろでございます。乙れは、国にお

きまして就学援助の単価アップを行っておるという事実はどざいますけれども、それとあわせ

まして日野市におきましでも若干の単価の補正を行ってきておると乙ろでどざいます。今後に

おきましでも経済情勢、あるいは市の財政状況等を踏まえまして、財政当局並びに理事者側と

十分協議をしてまいりまして、 ζ れの扱いについて考えてまいりたいというふうに考えている

とζ ろでどざいます。

それから、その中で 56年度の質問の中で、米沢議員さんの御質問の中に、就学援助の手続

の問題等が出されていると思いますけれども、手続につきましては、昭和 56年度までは学務
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課が担当でございますけれども、各学校iζ 申請用紙を配布いたしまして、そして、学校で申請

用紙を全部チェックいたしまして教育委員会の方に提出され、教育委員会では、その結果をも

とにいたしまして認定不認定を決定し、意思表示を最終的にするわけでどざいますけれども。

そういった学校では全児童生徒の収入状況を調べるとなりますと非常に調査するのに時間がか

かるわけでございます。あわせまして、すべての児童生徒の収入状況というものをチェックい

たしますので、保護者の方から言わせますと、なかなか学校側の方に申請書の提出をしにくい

という、乙ういうふうな問題がどざいます。

そζで、 5 7年度lζ次のような形で改善をいたしました。申請書につきましては、各学校を

通しまして全児童生徒に対しましてお渡ししております。一応該当者が出た場合には、従来は

学校の方へ提出したわけでございますけれども、乙れを直接教育委員会の学務課の窓口の方へ

出していただきます。そして、教育委員会の方で申請書を調査いたしまして、該当者を認定し

た段階で、 ζ の該当者につきましては、学校長の方に一応意見書をつけてもらうととになって

おりますので、意見書を出していただきまして、そして、教育委員会の方では最終的に意思決

定をいたしまして、そして、保護者並びに学校長の方に通知をいたすわけでございます。なお、

援助費の関係でございますけれども、保護者の申し出によりましては口座振替ということを伺

っております。最近は口座振替が大分ふえているという、乙ういうような現状でございます。

それから、あとの、いわゆる教材教具の関係でどざいますけれども、先ほど米沢議員さんか

らも御指摘がございましたけれども、特にいままではどちらかと申しますと、人口急増iζ追わ

れてまいりまして、学校教育行政は主として学校の施設整備の方に重点を置かれてまいりまし

た。いろいろとそういった中で、いろいろといわゆる教材教具費の予算の問題につきましでも、

従来に増しまして、乙の増額について考慮していると乙ろでどざいます。

一応 57年度、 5 8年度、 5 9年度の消耗品関係について申 し上げておきますと、まず小学

校につきましては 57年度の予算額でどざいますけれども、 1人当たりに直しますと 6.883

円というととでどざいます。 58年度につきましては 7，9 8 1円、そして、 5 9年度予算にお

きましては 9，1 7 6円という乙とで、毎年 1人当たりの消耗品はふえております。また、中学

校につきましでも同様にふえておりまして、 5 7年度決算でま いりますと、生徒 1人当たりが

8， 1 2 4円でございます。 58年度決算につきましては 1人当たり 8.473円でどざいます。

さらにまた、 5 9年度予算でまいりますと、 1人当たり 9，11 7円という乙 とで、乙れまた毎
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年消耗品費につきましては、値上がりをしているというような現状でどざいます。

なお、備品関係につきましては、いろいろと予算の全般にわたりましての関係で大変厳しい

ものがどざいますけれども、消耗品同様に数値につきましては上げていく方向で進めてきてお

ります。小学校関係で申しますと、 5 7年度決算額でいきますと、 1人当たり備品費につきま

しては 3，410円でどざいます。 58年度につきましては 5.216円、 5 9年度はちょっと若

干予算の関係で減っておりますけれども、 5.045円という乙とでどざいます。また、中学校

について申し上げますと、 5 7年度Kつきましては生徒 1人当たりが 5.1 4 5円でどざいます。

5 8年度につきましては 1人当たり 6.851円、そして、 59年度は 5.695円というふうな

状況でどざいます。

消耗品にしましでも備品にしましでも、一応増額しておりますけれども、今後乙れらの数値

につきましては、いわゆる標準があるわけでございますので、文部省標準に合わせるような形

の中で、乙の数値の値上げにつきましては、教育委員会といた しましては、一層努力を してま

いりたいというふうに考えているととろでどざいます。

それから、第 3番目の社会教育の振興策についてのお答えでどざいます。御案内のとおり社

会教育行政は、いわゆる高度成長によりまして、いろいろと豊かな物質文明、あるいは生活水

準の向上、余暇時間の増加、あるいは青少年の非行化問題、核家族の問題、あるいは平均寿命の

延びによりますと乙ろの、いわゆる高齢化社会を迎えるという ζ とで、社会を取り巻く非常に

目まぐるしく変化しているのが現状でございます。従来日野市の行政は、どちらかと申します

と人口の急増に追われまして、学校施設の整備に重点を置いてまいりましたけれども、 5 9年

度をピークといたしまして、学校の施設整備につきましては一応鎮静化している という ζ とで、

特に乙れからの小中学校の、いわゆる新設というととは、恐らくそうたくさんないんじゃなか

ろうかというふうに考えます。そういう乙とを踏まえまして、 ζ れからは社会教育行政という

ものを、特に充実していく必要があるだろう というふうに私どもは考えている と乙ろでどざい

ます。

そ乙で、 5 8年の 5月 21日でどざいますけれども、教育委員会といたしましては、今後の

社会教育行政をどう いう ふうな形で運営したらいいのか、それに対する対策はどうしたらいい

のかという乙とで、青少年の健全育成の問題、あるいは成人教育の問題、あるいはまた高齢化

社会へ向けての老人対策の問題、あるいはまた、学校教育施設と社会教育施設のあり方の問題、
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公民館行政のあり方の問題、 ζ ういう乙とを一応柱といたしまして、教育委員会の諮問機関で

ありますととろの、いわゆる社会教育委員会の方に対しまして諮問をお願いしてどざいます。

それの答申が 58年 10月 31日の自に教育委員会の方になされてどざいます。それを受けま

して、 私ども といたしましては答申を尊重し、 社会教育行政の振興を図っ てまいりたいという

ふうに考えてい ると乙ろでどざいます。

特にその中で、 5 9年度の中で特に変わった点を申し上げますと、いわゆる公民館の行政で

ございます。公民館につきまし ては、昭和 41年に開設して以来、主として会館の貸 し出し と

いう乙とにウェ ー 卜を置いてまいりました。公民館の本来の仕事というものはわりあい社会教

育の方におんぶした といいますか、そち らの方にお願いしておりまして、公民館行政は余り軌

道に乗っておりません。そ乙 で、いろいろと公民館行政と社会教育課とのあり方につきまして

諮問したわけでございますけれども、やはり公民館は本来の姿iζ戻すべきであろうというふう

な結論でどざいますので、 5 8年度におきましては、従来公民館長は社会教育課長が兼務して

まいりま したけれども、 5 8年度におきまして専任の公民館長を配属しております。また、 59

年度におきましては、特に社会教育関係で抱えておりました、いわゆる成人講座、婦人講座、

あるいはまた点字教室。あるいは障害者教育、 ζ ういったような問題を 59年度からは公民館

の方に移しまし て、 そして、そ ζ の充実を図ってまいりたいというふうに考えていると乙ろで

ございます。

なお、 5 9年度におきましては公民館Kは専門の職員の 1名配置を実施いたしまして、公民

館の行政の充実に、 乙れから取り組んでまいりたい というふうに考えていると乙ろでどざいま

す。

それから、スポーツの振興でどざいますけれども、特にとれからは市民の健康づくり、体力

づくり、そういったものが非常に重要である とい うふうに考えられます。その意味におきまし

て、従来どちらかと申しますと、日野市のスポーツ行政というものは、いわゆる選手の育成と

いう乙とにウェ ー トを置いてまいった経緯がどざいますけれども、やはりスポーツの専門の競

技選手の育成はもちろん必要でどざいますけれども、さらに市民の健康増進というものが必要

であるというふうに思います。そういった意味におきまして、市民老若男女を問わず、 「し1つ

でもどとでも市民のスポーツが普及できるように」その合い言葉といたしまして、乙れを一応

普及し ていくというととで、それには現在体育指導員が 24名おりますけれども、 2 4名の体
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育指導員では十分な指導ができません。そ こで、体育指導員等を補佐する、いわゆるサブリ ー

ダ一、そうい った補助リー ダーとい うものを各市民の中から選びまして、そういったリ ーダー

たちが中心となって地域に持ち返りまして、地域住民のスポーツ振興を図っていくという ζ と

で、いろいろとこれに対しましてのスポーツ教室等を開催してまいりました。過去 3カ年聞に

150名のサブリ ーダーができまして、現在各地域におきましてスポーツ の振興を図っ ている

と乙ろでどざいます。

なお、スポーツの施設につきましては、陸上競技場の新設の問題、あるいはまた学校の施設

の、いわゆる開放の問題、あるいはナイタ ー施設の問題、乙ういった問題につきましでも、今

後充実してまいりたい という ふうに考えていると乙ろでどざいます。

それから、第 4番目の図書室の充実についての問題で、ございます。学校図書室につきまして

は、学校図書館法、あるいは学校教育法に基づきまして、学校には図書館または図書室を設け

なきゃならないという乙 とで、乙れに対し ましての規定がどざいます。 図書の充実につきまし

でも、従来校長会、教頭会等を通しまして、図書の充実につきましては基準に達するようにと

いうととで指導をしていると ζ ろでどざいます。

乙の図書の基準につきましては、いわゆる学校図書館の基準がどざいます。児童生徒 1人当

たりが、一応 1人当たり 5冊以上を確保する。そして、年間の受け入れ冊数につきましては、

l人当たり O.5冊以上を確保する というふうな基準がどざいます。現在の小学校におきますと

ζ ろの 1人当たりの平均の冊数でどざいますけれども、小学校の場合には平均 5冊という ふう

になっておりますので、文部省の基準に達しておると ζ ろでございます。ただ、中学校の場合

は、年間 1人当たりの保有の図書の数でどざいますけれども、 4.5冊という乙とでどざいます

ので、 O. 5冊ほど基準に達しておりません。そういった意味で、私どもといたしましては、特

に乙の図書の充実につきま しては重点を置いているととろでございま して、とれをぜひ基準iζ

達する ように、小中学校の校長会通し ましてお願いしているととろでどざいますけれども。

御指摘の、 ζれを独立した中で予算計上をされたら どうかという御質問でどざいますけれど

も、現在私どもといたしましては、図書室につきまし ては御指摘のとおり独立計上しておりま

せん。いわゆる教材教具、備品管理の中に一括計上いたしていると とろでどざいます。そとで、

特にとの図書の購入というものにつきま しては、 私どもといたしましては、校長会等を通しま

して、 特に図書の不足してい る学校につきま しては、図書基準に達するように という乙とで指
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導を重ねていると乙ろでどざいますけれども、乙の点につきましての予算計上は、 ζれを独立

する乙とについてはいろいろ と問題点はどざいますけれども、予算配分の段階におきまして、

図書は図書という形で、できる乙とならば ζ れを明確に区分いたしまして、学校等に予算配分

をしたいというふうに考えていると 乙ろでどざいます。

それから、いわゆる小中学校の備品購入費の中のコピー、ファックス、輪転機、そういうも

のに対する耐用年数が来ているものについての更新の問題についての御質問でどざいます。確

かに印刷機の購入状況につきましては、小学校におきましては現在コピー、 77ックス、輪転

機が合計 107台どざいます。そして、中学校の場合には 50台でどざいます。そういった中

で、確かに性能等を見ますと若干使いにくいという面もどざいますので、特lζ耐用年数が来て

おる複写機につきましては、できる乙とならば 59年度から、順次古いものから ζ れを廃棄い

たしまして、新しい印刷機に切りかえていきたいというふうに考えているところでどざいます。

それから、第 6点目の教職員への被服貸与の問題でどざいます。確かに養護教諭であるとか、

あるいは理科の担任の先生であるとか、また、体育関係の講師iζ対しましての被服でどざいま

すけれども、その必要性というものは十分に私ども痛感いたしております。 26市の状況見ま

しでも、 1 9市が現在支給しております。そういう乙ともありますので、でき得る乙とならは、

教職員の養護教員、あるいはまた理科、体育講師、体育の教師等につきまし ては、被服を貸与

するような方向で今後予算要求してまいりたいというふうに考えていると乙ろでどざいます。

それから、第 7番目の初回のプ←ノレの清掃を業者の方に委託できないかという御提言でどざ

います。確かに現在のと ζ ろ小学校並びに中学校のプーノレにつきましては、すべて児童生徒に

お願いするととろでどざいます。特に小学校の場合ですと、いろいろと児童の体力能力の問題

もどざいますけれども、先ほど御指摘がございましたとおり、小中学校のプーノレの中には石が

入ったり、あるいはガラスが入ったり、あるいは水ゴケが生えたりというととで、清掃するの

に非常に危険性を伴うものでどざいます。そういった意味Kおきまして、小学校につきまして

は、大体 1校当たり清掃費が 2万円から 3万円というふうに言われてますので、私どもといた

しましては、小学校につきましては、ぜひひとつ乙れを業者の方に委託していきたいというふ

うに考えているととろでどざいます。

なお、中学校につきましては、特iζ最近中学校生徒の勤労体験といいますか、勤労体験学習

が非常に不足しておるというとともございます。そういう意味で、動労の体験を味わせるとい
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う必要性もあるわけでどざいますので、そういった意味におきましては、中学校につきまして

は従来どおり一一体力も児童と比べて相当充実 しているわけでどざいますので、中学校につき

ましては従来どおり、やはり生徒にプールの清掃をするのが望ましいんじゃないかというふう

に考えているととろでございます。

それから、第 8番目の平山中学校の電車騒音対策の御提言でどざいます。確かに御指摘のと

おり 57年度予算の中で、 ζれらの防音壁をつくるという前提のもとに、 600万円の予算計

上いたしましたけれども、 ζれにつきましては、私どもといたしまして京王帝都の方に交渉に

行ってまいりました。しかし、たまたま平山の地区の鉄道関係でどざいますけれども、いわゆ

る軌道敷の中での保安距離というふうな問題がございまして、結果的には折衝したわけでどざ

いますけれども、流産というような形になってしまいました。一応私どもといたしましては、

その後も学校当局の方へ参りまして、いろいろと意見をお伺いし、かつまた京王帝都の方へ参

りまして、いろいろと足しげく運んでおります。

そういった中で、ぜひひとつ軌道敷地の中へ防音壁をつくってもらうなり、あるいはレ ーjレ

の問題でどざいますけれども、 レールが短いために電車が通ると音がきしむわけですけれども、

そういった意味で、 ロングレーノレをその地区に限って交換できないだろうかというふうな ζ と

も踏まえまして、京王電鉄の方に交渉を進めていると ζ ろでどざいます。また、とれができな

ければ、また管理課の関係lζ なると思いますけれども、すぐ北側に 8メー卜ノレの市道がどざい

ますけれども、この市道の中につくるのがいいのかどうか、その辺の ζ とを踏まえまして、い

ま協議を進めているととろでございます。でき得る乙とならば、 ζれは解決っき次第、予算も

そう大きな予算じゃどざいませんので、財政当局にお願いして、補正予算でもいいからぜひひ

とつ、緊急要件を要するものでどざいますので、予算化してまいりたいというふうに考えてい

ると乙ろでございます。

それから、第 9番目の平山小学校の校庭の拡張の問題についてでございます。ただいま議員

さんの方から御指摘がどざいましたとおり、平山小学校につきましては、日野市で第 2番目に

小さい校庭を抱えていると乙ろでどざいます。そういうととで、昭和 59年度の予算の中にお

きまして、第 2幼稚園の老朽化に伴って、乙れを新しく生み出した、いわゆる小学校用地の方

に、乙の第 2幼稚園を移設するという計画がどざいます。予算も計上されております。そうい

った中で、私どもといたしましては、 5 9年度におきまして第 2幼稚園の移設を考えておりま
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023番(米沢照男) 再質問をいたします。

それから、 4点目の図書室の充実でありますけれども、別枠で予算を組む必要があるのでは

なし 1かと。そうでないと、計画的に学校図書室の充実が図れないのではないかというととで提

起をしたわけでありますけれども、すでに教育委員会も御承知のように、 5 8年度予算でそれ

ぞれの学校がどの程度図書を購入したのかと いう乙とを見てみますと、たとえば第 2小学校は

1冊も購入 していません。 第 2中学校も 1冊も買っ てお りません。平山小学校が 8万 8.0 0 0 

ということで、 各学校に購入するかしないかの判断がゆだねられているわけ でありますけれど

も。それでは、 1冊も購入しなかった第 2小学校の蔵書数はどうかといえば、ほかの進んだ学

校から見れば約半分の蔵書数です。第 2小学校は、 5 8年 3月末現在で 3.1 5 0冊の蔵書数で

すけれども、乙れは、た とえば 6小の 6.272冊、潤徳小の 6.300冊、あるいは 1小の 5.056

冊等から比べれば約半分であるわけで。ですから、各学校限られた予算でいろいろ買わなきゃ

なんないというと とで、結局 1冊も買わずに経過して しまう。 ζ れでは何年たっ ても図書室の

充実が図れないんではないかという 危慣をいたしております。

中学校では、平山中学校開設して間もないという ζ ともありますけれども、わずか 500冊

しか本が整えられていない。三沢中が 1.971冊、大坂上中学校が 2.1 6 8冊というととで、

相当各学校どとに見ます とアンバランスが生 じております。たとえば日野第 1中学校は 1万

1. 3 8 7冊蔵書数がある という乙とですので相当な開きがあります。乙れは、かなり目的意識

的に計画性を持っ てやっていかないと、さらに一層ば、らつきがひどくなるんではなし叶3という

ふうに私は考えます。乙の点について再度質問をいたします。

私は、ど うしても計画的に各学校が横の連絡とらないまま図書の購入が任されているという

やり方では、責任ある図書室の充実が図れないだろう というふうに思っ ています。とれは、ど

うしても多少の障害があっても、各学校にきちっ と図書購入費と して別枠で配分をしてい く必

要があるんではないかと私は思います。この点再質問をいたします。

それから、 6点目の質問の教職員への被服の貸与でありますけれども、これは、先ほど私が

申し上げたよ うに、理科だとか体育の関係など、それぞれ自分の私服を使わせる というととは、

どう考えても私は必要な ζ とに目をつぶっているとしか言いようがありません。 ζ の点につい

す。当然 ζ の移設ができた段階におきまして、現在のいわゆる第 2幼稚園の園舎につきま して

は取り壊しをしたい。 59年度中iζ移設ができれば取り壊しをしたいというととでございます。

したがいまして、昭和 60年度には、乙の平山小学校内における第 2幼稚園はなくなるものと

いうふうに考えていると乙ろでどざいます。

それから 10番目の水泳記録大会、連合会運動会の見直す時期が来ているじゃなかろうかと

いうふうな御提言でどざいます。乙の問題につきましては、連合運動会につきましては昭和 55

年度から実施をし、そして、 56年度には体力づくりという形の中で、 各小学校が何校か集ま

っていろいろとスポーツのいろいろテストをしたり、あるいはまた、いろんなスポーツ大会を

催していると ζ ろでございますけれども、とれにつきましては、 年々 56年度以降の数字をた

どってまいりますと若干ふえております。そういった中で笑施をしてい るところでどざいます

が、なるべくひとつ、乙ういう全児童が参加できるような方策というものを考えていく必要が

ある と思いますので、今後と もども乙の体力づく り、あるいは連合運動会のものにつきまし て

は、参加するいい方策があるかどうかという乙とを、一応考えていきたいというふうに考えて

いるととろでどざいます。

なお、水泳記録会につきましては、従来昭和 43年度から実施を していると乙ろでございま

す。小中学校の児童生徒の、いわゆる記録水泳記録の更新を図るという乙とでやっていると乙

ろでございますけれども、一応日程とか、あるいは市民プーノレのあいている時期等を考えます

と、やはり記録というとと も考え合わせますと、 全生徒というものを参加させるととろに若干

物理的、あるいは時間的に無理な点がどざいます。そういうと とで、乙 の記録会につきまして

は、やはり記録という ζ とを考えますと、ある程度児童生徒の数字につきましては、限定をせ

ざるを得ないような状況に来ていると思います。できるだけたくさんの児童が参加できるよう

な方法を考えながら、今後進めてまいりたいというふうに考えているととろでどざいます。

以上、 1 0点にわたりまして簡単でどざいますけれども御答弁にかえます。よろしくお願い

いたします。

1点目の父母負担の軽減について、ただいま答弁で、小学校 5年、中学校 2年につきま して

も交通費程度の補助はぜひやりたいと、乙ういう答弁あっ たわけですが、とれに対して市長の

方からお考えを伺いたいと思います。

て教育委員会では必要を認めて予算要求を引き続きしていくそうでありますけれども、財政当

局並びに市長は、どのように考え られているかお答えをいただきたいと思います。

それから、平山中の電車騒音対策ですけれども、 57年度にせっかく予算化されたけれども、
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京王電鉄との折衝の結果、防音壁を設置する敷地の、いわゆるスペースに無理があると。乙う

いうととで、結局予算が流れて今日に至っているという乙とであります。その経過の実情は理

解できますけれども、もう少し取り組みを強める乙とができなかったか。もう 2年半経過して

います。さらにこれからも交渉していくという乙とですけれども、少し時間がかかり過ぎるの

ではないか。乙の前の質問のときに私は申し上げました。学校を建設する際に電車の騒音対策

が必要だという乙とは、しろうと目でもその必要性は明らかなわけで‘すから、当初からそれは

計画に入れて学校を設置すべきではなかったかと思います。そういう経過からすれば、より一

層 ζ の取り組みを強めて、早い電車騒音対策の実施が求められるととろだろうと思います。乙

の点についての決意のほどをもう一度伺っておきたいと思います。

とりあえず以上再質問をいたします。

0議長(高橋通夫君〉 米沢議員の再質問について関係当局…一。市長。

0市長(森田喜美男君) 私が答えるように求められました事項について、まず触れて

みたいと思います。

今日、日野市の義務教育の行政側から配慮いたしますそれぞれの事情というものは、かつて

は、まさに受け入れる量の対策がむしろ先行した状況もありましたけれども、今日では学校を、

個々の内部の質にかかわる部分に配慮を注ぐべき時期に入ったと、一般的に言えばそういう転

換があるというふうに考えております。また、 「義務教育はこれを無償とする」という憲法の

大前提もありますし、また、教育権は国民にあるという判断の性格性も確認をされているとい

うふうに思っておりますので、むしろ行政側はなるべく教育の充実のために、その財源、を潤沢

K注いでいくという ζ とは、おのずから基本でなければならないと、乙のようには思っており

ます。

したがいまして、父母負担の軽減という意味での小学校においては 5年生、中学校において

は 2年生一一これは移動教室というんでしょうか、それとも、場所を変えて、そうゅうような

機会を教育の、子供たちが経験する機会を設けておるということでありますから、何らかの父

母負担の軽減、あるいは児童K対します施策の充実という意味で、その経費負担の責任が行政

側にあるというふうには言えると思っておりますが、いまのと乙ろ、どちらかといいますと卒

業していく子供花、つまり小学校では 6年生、中学校では 3年生に、もし財政配分の理由があ

るとしますならば、ウェートを置きたいというのが今日の事情でありました。だんだんとそれ
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を拡大していくという ζ とになるんでありましょうか、小学校では 5年生花、あるいは中学校

では 2年生にという乙との配慮は考えなければ、ならないと思っております。

いま、特にそれぞれの項目について、教育の充実のためにとのような施策をとれという指摘

で、いろいろと提言をいただいておるわけでありますが、かつて補助金等の検討委員会で若干

教育行政の分野にも指摘がありました。被服費などはその一つであったと思っておりますが、

具体的に特にその負担される教科の分野に よって、その必要性の 乙ともわからないわけではあ

りません。今後の課題というほどの大寺な問題ではないんですが、よく現場の事情を教育委員

会に反映をしていただくと、とういう乙とで新しいまた認識をつ くっていきたい、 ζのように

考えると ζ ろでどざいます。

財政サイ ドから考えますと、特にむだを省 くとか緊縮的な配慮が一面花、また、必要なもの

でありますから、つい必要なものも切り込んでしまうというととも、また、ままある ζ とであ

りますが、ある程度の教育委員会iζ対する、あるいは学校現場に対する枠の配分という乙とも

考えまして、より具体的に学校経営、あるいは教育現場の立場から、また適切な意見が挙がっ

て、教育委員会でそれを取捨採択をされる、ζ ういう順序もおのずから必要だと思っておりま

すので、今後そういった努力に努めたいと、こう考えております。

0教育次長(小山哲夫君〉 また 4点目の図書の購入の問題についてでどざいます。確

かに御指摘のとおり小学校を平均いたしますと、 l人当たり 5冊という ζ とで標準に達してい

るわけでございます。中学校の場合は O.5冊足りないわけでどざいますけれども。ただ、確か

に各学校別に調べてみますとぱらつきがございます。特に歴史的に見て、わりあい新しくでき

た学校につきましては、確かに図書が少ないという現状がどざいます。そういう ζ とで私ども

といたしましては、今後乙の予算の別枠計上はともかくといたしまして、予算を各学校に配分

する際には、特に図書の少ない学校につきましでは、その基準iζ達するような形で指導をして

いきたいと思っております。特花、図書の問題につきましては、予算配分する場合花、いまま

では消耗品、備品、その他一括して、その予算全体の枠の中で校長の判断というととで任して

おりましたけれども、そ乙ら辺のあり方にもちょっと問題があると思いますので、一応図書に

つきましては別枠で、学校教育の方で一応各学校の標準iζ達しているかどうかという ζ とをよ

く精査いたしまして、できれば図書につきましては、別枠で予算配分をするというふうに 59 

年度以降考えてまいりたい、基準に達するような、さらに一層の指導をしてまいりたいという
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ふうに考えています。

それから、平山中学校の防音壁の問題について、 2カ年半たっていて、そのような進展がな

いじゃないかというふうな御意見でどざいます。確かにそのとおりだと思います。しかし、教

育委員会の方といたしましでも、決してなおざりにするわけじゃございません。京王帝都の方

へ参りまして、いろいろと協議をしていると乙ろでございますけれども、先ほど申し上げまし

たような、いわゆる軌道敷内におきます、いわゆる保安距離の問題等がございます。そういっ

た中での了解が得られないという乙ともございます。そういう乙とで、もしも京王帝都の方で

そういう乙との、いわゆる防音壁が軌道敷の中に設置できないような場合には、市道の 8メー

トルの中の、いわゆる軌道のすぐ内側のと乙ろに防音壁をつくるというふうな話もございます

けれども、そういたしますと、また、 8メートノレの道路が狭まってしまうというような問題も

どざいます。かといって、学校の校庭の中の方iζ防音壁立てますと、いわゆる音響効果という

乙との中で、相当高い防音壁を立てなきゃならんと。そういたしますと学校が日影になってし

まうというふうな問題もどざいます。いろいろとむずかしい問題がどざいますが、われわれと

いたしましては、今後できるだけ一一平山中学校緊急の問題というふうに私ども理解していま

すので、何らかの形で最大限の努力をしながら、防音壁の設置について努力をしてまいりたい

と思っております。了解が得られますならば、補正予算でも計上いたしまして、 ζ の防音壁の

設置につきまして一層の努力を払ってまいりたいというふうに考えていると乙ろでどざいます。

以上でどざいます。

023第(米沢照男君〉 最初に、 2点目の質問にありました就学援助について再質問

いたします。乙の就学援助の制度は、御承知のように学校教育法第 25条の「経済的理由によ

って就学困難と認められる学童児童の保護者に対しては市長村は必要な援助を与えなければな

らない」とういう規定、さらには、就学困難な児童及び生徒にかかわる就学援助についての、

国の援助に関する法律などによって援助が行われているわけでありますけれども、先ほど市長

も触れられておりました「義務教育はこれを無償とする」という憲法の規定からすれば、本来

義務教育にかかわる一切の経費は国が負担をしなければならない。そういうものでありますけ

れども、現状は臨調行政改革等によって、教育や福祉の切り捨てなどがどんどん強行されつつ

ある。乙ういう中だから乙そ、地方自治体が積極的に就学援助をしてし 1く必要があると私は考

えております。
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そ乙で、先ほど 2年半前K私が提言した 4点の改善について、たとえばそれまで学校に申請

書を提出していたものを教育委員会に提出する。 ζ ういうことで親の側のためらいを少しでも

なくす、そういう一定の努力がされたという ζ とは評価できると思います。そして、具体的に、

あの 59年 9月に行った提言に沿って取り組まれてとられたわけですけれども、その対象児童

生徒、就学援助率の引き上げ、とれが具体的には数字の上で今日どういうふうにあらわれてい

るのか、 ζ の点を 1点伺いたいと思います。

それから、父母負担の軽減の問題でありますけれども、先ほど市長も触れられましたけれど

も、とれまでは日野市の教育行政は、主として小中学校の校舎の建設にウェートを置かざるを

得なかったo しかし、今日では教育内容の充実、質の向上に転換を図る時期に来ていると。 ζ

れは、 ζ の前私が質問した際にも企画財政部長から、乙れからがまさに質の時代に日野市は差

しかかるときだという乙とで、いま市長が言われた点と共通した認識に立っているという乙と

が言えると思います。乙の小学校 5年、それから、中学校 2年の修学旅行、移動教室について

も、その負担の軽減について配慮していかなければならない。乙ういう意味の御答弁があ った

わけですが、もう一つ踏み込んだ御答弁をいただきたいと思うんです。

先ほど資料をお示しいたしましたけれども、あの資料見ましでも、乙の父母負担軽減のいわ

ゆる水準ですけれども、乙 ζ57、 5 8、 5 9の積極的な取り組みによって、 56年度児童生

徒 l人当たり 725円だっ たものが 1.84 7円ということで、相当予算の増額という点で力点

が置かれたととが、乙の数字でも明らかになっているわけですけれども。じゃあ、過去をさか

のぼってどうなのかと言いますと、御承知のように 54年から、乙の程の予算が財政危機を理

由花打ち切られてきた経過があります。 50年度決算では、児童生徒 l人当たり1.7 9 1円の

予算執行が行われてきま した。しかし、その後打ち切りという乙とで1.4 0 0円、 1.200円、

1.0 0 0円、 800円、 700円というととで、ずっと予算計上、予算執行の点では後退をし

てきていた。乙とで、私は 56年度に一般質問で取り上びて、少なくとも復活すべきではない

か。乙ういうととで取り組みが強められた結果、 5 9年度の予算でようやく、乙の 50年度の

水準を追い越すζとができた、 ζういう ζとであります。したがって、私は、力点を質の向上

に転換させていくという点で、ぜひ乙れは復活をしていただきたい。くどいようですけれども、

各種公共料金の引き上げや、家計費に占める教育費の負担の割合等々、さまざまな要件条件を

考えましでも、父母の負担を軽くするという点で、あと一歩の行政側の努力が求められている
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んではないかと私は思っております。 ζ の点について再度お答えをいただければ幸いでありま

す。

それから、水泳記録会、連合運動会の見直しの問題でありますけれども、一々数字は申し上

げません。数育委員会で御存じのような児童生徒の参加数であります。やらないよりは、もち

ろんやった方がましだという点はありますけれども、児童生徒全体の体力づくり、健康づくり

という点から考えると、私は、ちょっと片手落ちではないか。そういう意味で、少なくとも現

場から見直しの声が挙がっているわけですから、ぜひひとつ教育委員会としても、乙れまで何

年かにわたってやってきた施策だから、引き続きやるんだという気持ちはわかりますけれども、

ζ の時点で改めてひとつ御検討いただくというととにならないかどうか、再度質問をいた しま

す。

0教育次長(小山哲夫君) それでは御質問Kお答えいたします。第 1点目の、いわゆ

る認定基準の問題でどざいます。乙れは、特iζ準養保護児童生徒関係だと思いますけれども、

乙の認定基準につき ましては、日野市の場合は生活保護者の所得から、いわゆる所得税を控除

した額花、いわゆる1.5婦を掛けたものが、いわゆる準養保護児童生徒家庭という乙 とで認定

しているかけでどざいます。昭和 58年度の東京都下 26市の認定状況を調べてまいりますと、

いわゆる生活保護世帯の総収入、いわゆる所得税を控除してない総収入の金額に一定の率を掛

けている市が 18市どざいます。その総収入に掛けている布の平均は1.63%でございます。

日野市のように所得税を控除した額K一定の率を掛けて算出している市が 8市どざいます。乙

の所得税を控除して倍率を掛けてまいりますと、たとえば日野市の場合は1.5%でどざいます

けれども、所得税を控除してない割合で換算いたしますと、大体1.8から1.9 &乙談当いたしま

す。そういう乙とで、日野市の場合は 26市の中でも、いわゆる上位にランクしております。

そういった乙とで、 ζの基準の率につきましては、現状維持でやむを得ないんじゃないかとい

うふうに考えておると乙ろでどざいます。

それから、父母負担の軽減の問題につきましての、いわゆる額の問題でどざいますけれども、

消耗品に関しましては、昭和 59年度は文部省の、いわゆる標準数値に達しております。ただ

し、備品につきましては予算との関係がございまして、必ずしもその率には達しておりませんO

そういった意味で、今後私どもといたしましては、消耗品につきましては 59年度同様に文部

省の標準に合うような形の中で、消耗品あわせまして備品等の予算につきましでも、その基準
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iζ達するような、さらに一層の努力を重ねてまいりたいというふうに考えていると乙ろでどざ

います。

それから、水泳記録会、あるいは体力づくりの問題につきましては、確かにいま御指摘のよ

うな面もどざいます。できるだけ数多くの児童生徒が参加できるような機会をつくっていきた

いと思いますし、その点につきまして、さらに一層検討を進めてまいりたいというふうに考え

ていると乙ろでどざいます。

以上でどざいます。

023番(米沢照男君)

伺っておきたいと思います。

それでは、後の質問もありますので、最後に l点 ζ の機会に

社会教育に関連してでありますけれど も、先日、古賀議員から社会教育センタ ーで行われて

いる公演に対して御承知のような意見が出されました。私は、社会教育の基本は市民の自主的

な学習活動を保障する、 ζ ういう ζ とでなければならないと思います。先日のやりとりを聞い

ていますと、古賀議員の物差しで計って、それで計り切れない部分は切り捨ててし、く、 ζ うい

うどうも方向にならざるを得なし可。大変危倶をしております。たとえば古賀議員から見て革新

的な図書、彼の考えに沿わない図書は図書館から一切追放放してし 1く。乙ういう論法にもつな

がりかねない重要な内容を持ったやりとりであったと考えております。そういう点で、教育長

として日野市の教育行政のあり方、基本的な考え方について、乙の機会lζ確認の意味で伺って

おきたいと思います。( Iそれに教育の自由があるか」 と呼ぶ者あり)

0教育長(長沢三郎君〉 お答え申し上げます。日野市の教育行政どういう観点に立つ

て実施していくかと。との問題につきましては、とれは、日野の教育そのものは一応教育基本

法、 ζれを、 ζ の基本的な理念に立っ て展開していきたいと。その中で、教育行政という乙と

でどざいますけれども、教育行政そのものにつきましては、教育基本法の中にも触れられてお

りますように、 「教育というものは不当な支配に服することなく、国民全体に対して直接責任

を持って行われるべきものである」と、乙ういう乙とが明記されているわけでどざいます。当

然教育の中軸というものをしっかり堅持した中で、との教育基本法の理念というものを、日野

の教育の中で展開していきたいと、とう考えております。

023番(米沢照男君) それでは、最後幾っか要望意見を申し述べて終わりたいと思

います。

-721 -



先ほど、父母負担の軽減についての再質問にお答えがございませんでしたので、最後に市長

の方から一言答弁をいただけたらと思います。

就学援助について再三御答弁をいただきました。 乙れは、引き続き取り組みを強めていくよ

うに要望しておきます。

社会教育、スポーツ振興については、御答弁にもありましたように、まさに日野市の教育行

政の今後の大きな課題である と思います。そういう点で、目的意識的に施策の充実のために取

り組んでいただきたい。

さらに、学校図書室の充実については、いまお答えがあった、その立場でひとつ各小中学校

のばらつきの状況を一日も早くなくするように、充実度の低い学校から積極的にひとつ取り組

んで、底上げをしていただきたいという乙とを要望しておきたいと思います。

それから、備品購入。特にファックスや輪転機等々大型の備品、 ζ れも教育委員会から示さ

れた資料見ても明らかで、すけれども、十四、五年前の備品までが、まだ使われているという状

況があります。ひとつ古い物から積極的に買いかえられるような予算化を図っていただきたい

と思います。

被服費の貸与、 ζれは、教育委員会としては今後も予算要求をしていきたいということであ

ります。どう考えても先ほど申し上げた範囲の被服の貸与は緊急に実施をされなければならな

いという判断をしております。ぜひこの点も意識的に取り組んでいただきたいという ζ とを要

望したいと思います。

日野市の教育行政、乙れまでは学校建設に力点が置かれてきました。乙れからは内容の充実、

質の転換の時期であります。ぜひとも積極的に先ほど来から提言をいたしました幾つかの謀題

について、 真正面から取り組んでいただけるように強く 要望して私の質問を終わりたいと思い

ますが、最後に市長の方から 1点についてお答えいただければ幸いであります。

0市長(森田喜美男君〉 先ほど、総論的な私どもの認識については話をした次第であ

りますが、なお教育委員会事務局の、より内部的に勢った検討の結果を聞きまして、予算編成

に反映をいたしたいと、 ζ う思います。

それから、社会教育、関係いたしま して、教育委員会の社会教育行政と して行っておる、骨

格的なものがあると思っておりますけれども、今日の市民要望は必ずしも、また、社会教育と

いうサイドのはんちゅうではなくて、日常生活の中に、かつて体育と言われたスポーツ、ある
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いは学習と言われた一般的教養というふうな広い分野の要求、市民生活でありますので、それ

らをむしろ生活謀あたりである程度受けとめまして、たとえば青少年対策、あるいは生活文化

関係、また、日常的な子供会でありますとか、あるいは青少年団体のようなスポーツ活動等は、

できるだけ幅広く場所の提供等を行って対応していくというふうに、またとれも時代の幅広い

市民生活から生ずる要請の転換も受けとめるべきだと、 ζのような認識でおりますととを付言

をしてお答えといたします。

0議長(高橋通夫君) 乙れをもって 2のしさらに充実した教育行政を、イ)学校図

書室の充実について、ロ〉社会教育の充実について、ハ)その他に関する質問を終わります。

2の 2、乙どもの遊び場の適正配置について、南平 5丁目、平山 6丁目、その他についての

通告質問者、米沢照男君の質問を許します。

0 23番(米沢照男君) 子供の遊び場の適正配置について質問をいたします。残りあ

と5分ですので、 2分ずつあと 2問やりたいと思いますが、よろしくお願いします。

南平 5丁目の日本観光開発が造成した地域の公園の整備でありますけれども、 とれは、すで

に先般請願も出さ れ採択されているわけですけれども、いまだに放置された状況にあります。

乙の辺の整備がどうなっ ているのか、 1点伺いたいと思います。

それから、平山 6丁目平山園のちょうど真ん中辺に空き地がどざいます。 乙れを、あの周辺

の子供たちがかっ乙 うな遊び場として利用 してい るわけでありますけれども、ととの空き地の

借り上げによる遊び場の設置、もしとれが不可能なら、周辺地で一一地域的に見て、あそ乙に

は遊び場がありません。将来計画としてぜひ乙の計画の中にセットをしていただきたし可。乙う

考えておりますので御答弁をお願いします。

0議長 (高橋通夫君〉 理事者の答弁を求めます。都市整備部長。

0都市整備部長(結城邦夫君〉 それでは私の方から 1点目の、日本観光開発株式会

社で、宅地造成にからみましてっくりました公園の件につきまし て御答弁申し上げます。

日本観光が乙れを施行いたしましたのは昭和 49年の 1月でどざいまして、 ζれがあわせま

して公園が設置されたものでどざいます。しかしながら、その後まだ市の方に、乙の用地が移

管されておりません。現在私ども といたしましては、用地課あるいは公園緑政課等内部で調整

を図りながら、現在手続後の進行を、企業側の方と話し合いながら進めております。したがい

まして、 5 9年度の早い時点 6月とろを予定しておりますが、市立の児童公園として、公園緑
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政課の所管になる見通しがととでついてきております。と乙の公園につきましては、非常に公

園としての形態が悪いという ζ ともございますが、とりあえずは市の公閣として帰属をさせ、

その後、また隣地等の開発が行われる際に、公園等の整形を行っていきたいと、かように考え

ております。

。議長(高橋通夫君 〉 福祉部長。

0福祉部長(高野 隆君) それじゃあ、 ζの土地につきましては、先般私どもで実態

調査をしてまいりましたけれども、平山 6丁目 32番地の空地がそうじゃないかというぐあい

に考えております。乙の土地は 32番地のし 32番地の 18、 3 2番地の 19の 3筆に介か

れておりまして、約 400平米、 3名の方の個人の所有地となっております。したが って、 ζ

のような問題があり、あるいは傾斜地であるために、道路との間にかなりの段差があるという

ような乙とがありますので、児童遊園としての設置については、かなり困難ではないかと、乙

のように考えておりますけれども、今後乙れについては十分に検討していきたい。また、周辺

の土地につきましでも、できるだけ考えていきたいというぐあいに考えております。

0議長(高橋通夫君) 乙れをもって 2の 2、子供の遊び場の適正配置について、南平

5丁目、平山 6丁目、その他に関する質問を終わります。

2の 3、浅川親水公園計画につり堀の設置をについての通告質問者、米沢照男君の質問を許

します。

023番(米沢照男君〉 浅川親水公園計画につり堀の設置をと、乙の表題どおりの質

問であります。市長から答弁をいただきます。

0議長(高橋通夫君) 市長。

0市長(森田喜美男君〉 つり堀という言い方はどうかと思いますが、つり場というの

は親水計画の中に、すでにその考え方もありますし、実現をしていきたいと、乙のように思っ

ております。用水漁業組合がありますので、子供にはぜひ無償にしてほしいというととを申し

入れようといたしております。

023番(米沢照男君) 終わります。

0議長(高橋通夫君) 乙れをもって 2の 3、浅川親水公園計画につり堀の設置に関す

る質問を終わります。

お諮りいたします。議事の都合により暫時休憩いたしたいと思います。 ζれに御異識ありま
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せんか。

C I異議なし」 と呼ぶ者あり〕

0議長(高橋通夫君〉 御異議ないと認めます。よって暫時休憩をいたします。

0議長(高橋通夫君〉 休憩前iζ引き続き会議を開きます。

市長。

午前 11時 52分休憩

午後 1時 26分再開

O市長(森田喜美男君〉 本会議のさなかで、ございますが、一言行政報告を申し上げた

いと存じます。

と申しますのは、 去る 3月 31日でありますが一一一( I・・…一般質問のうちに入るよ、

いま。それを知らないよ、おれたちは。どうなっているんだ議長。議運でも諮ってんの、ちゃ

んと。そういう乙とやるっていうのは。ちゃん と次の人が用意して待っているんだよ、一般質

問を」と呼ぶ者あり〉

。議長(高橋通夫君〉 いや、市長からさっき申し入れがあったので。( Iあったんな

らしょうがないJI議事続行」 と呼ぶ者あり〉 じゃあ、市長簡単にお願いします。

O市長(森田喜美男君〉 ごく簡単に御報告さしていただきます。

起債のととで大変心配をいただいておりました。いわゆる地方公務員、私どもの市の職員給

与のととで、自治省から東京都を通じて、起債の保留という乙とで伝えられてまいっておりま

したが、すでに本会議の中でもいろいろ御指摘をいただいております。緊危を要するととだと

思うんでどざいますが、大変順序が不適切かもしれませんが、今回約三分のこの、いままでの

起債留保が解除されたという通知をいただいております。すでに新聞にも出ておりますので御

承知と思いますが、そのような次第がどざいましたととを、一言だけ御報告をさしていただき

ます。ありがどうどざいました。(発言する者あり) ) 

。議長(高橋通夫君〉 それでは一般質問、3のし 用途地域の理念と…… (I議長Ji議

事進行」 と呼ぶ者あり) 小山良悟君。

04番(小山良悟君〉 ただいま市長から、行政報告というととで報告があったわけで

すが、報告受けますと当然、私どもは質問したい事項も出てまいりますんで、質問さしていただ

きたいと思うんですが。ただ乙れは、議運にも正式のノレーノレにのっとってないんで、非常に質
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問するの、大変乙のノレーノレを考えますと問題あるかなと思いつつ、議長に ζ の件について見解

を求めたいと思うんですが。

0議長(高橋通夫君〉 それでは、簡単に一つなら結構です。 (rおかしいぞ議長は」

「何やっているんだよJr整理しろ」と呼ぶ者あり) 小山良悟君。

04番(小山良悟君〉 先ほどの市長の申し入れについても、それでは簡単にっていう

ふうな ζ とで、それから、いま私が質問したい という乙と を申し上げま した ら、まあ、それじ

ゃ簡単にというふうなととですけれども。町内会の会合とか、そういう乙とであれば、それじ

ゃあま、ひとつ簡単にやればいいじゃなし 1かという乙とで済むかもしれませんけれども。やは

り日野市議会でどざいますから、その辺のと乙ろを、私どもは、まだ、まだまだ何もわかって

おりませんけれども、 しかし、その中でもある一定のノレーノレで事を進めなければいけないんじ

ゃないかっていうふうに思うんですが、一言簡単にっていうんでしたら、あえて議長の指名で

どざいますから、一言簡単に質問をしたいと思うんですが、よろしゅうどざいますか。

0議長(高橋通夫君)

04番(小山良悟君〉

いします。

はい。小山良悟君。

それじゃあ、市長にお伺いしますが、ま乙とに一言簡単にお伺

起債の抑制一一要望額が 2億 650万に対して、 5.0 0 0万の起債の抑制がなされたわけで

ありますまれども、その 5.00 0万抑制された理由っていうのは何でしょうか、その点を明確

にひとつ御答弁いただきたいと思うんですが。

0市長(森田喜美男君 ) 乙の場で質問もあり、ある程度の答えは してまいっておりま

すが、地体職員の給与に伴いまして、国の人事院勧告、それから、都のベースアップ、それら

の事情がありましていろいろと苦慮をいたしました。結果、国の指導になるべく沿って、国の

実施されまし た 2.03婦というベースアップの指数をもって、一応東京都下の各市におきまし

て、乙としの給与改定が了承をされております。その結果、固とされましては、努力は認める

が、まだ物足りないという点もあるようでありまして、乙のような制裁的措置も行われたと、

ζ のように理解をいたします。

あと、努力の部分と申しますのは、若干の定期昇給の延期でありますとか、あるいは新任職

員の 1号俸ダウンでありますとか、こういう課題が今後組合との協議事項になっていく、私ども

がそれを実施するというお約束をしたいと思っております。
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04番(小山良悟君〉 いろいろもっと質問したいんですけれども。私も、実は質問し

ながら聞いていて、次の、いわゆる一般質問の方が待っておられる という状況の中で、ちょっ

とせつない気持ちでやっているんですが、もう少し上手に取り計らっていただきたいんですよ、

まず。議長にも強く要望しておきたいんです。

もう一言ぐらい、ま ζ とに申しわけないんですが、遠慮しながらやらざるを得ないんです。

議長、ひとつよろしくお願いします。その 5.0 0 0万の抑制になった理由について、もう少し

自治省では物足りないというふうなととでおっしゃっているわけですか、組合との交渉という

乙とで、 定期昇給の停止とか、それから、ベアの延伸ですか、そういったものをヲ|き上げる方

針であるという乙とを伝えたという乙とで、そういう内容について物足りないと言っているの

か一一内容、市が出している条件が。それは、具体的に実施をしてないからだめだというのか。

その辺のと乙ろ、もう少し明確な答弁をいただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。

( r関連」と呼ぶ者あり〉

0議長(高橋通夫君〉 古谷太郎君。

06番(古谷太郎君) いま市長のお答えは、 59年度の問題をお答え したんだ。将来

の問題はとういうふう、何か定期昇給を延ばすんだとか、初任給をどうするとか、とれはもう

5 9年度の問題だ と私は思う。 58年度の問題でいま小山先生は御質問なさっていらっしゃる。

5 8年度で、どとのと乙ろが悪かったから削られたのか。削られてない市もあるわけだ、何か

新聞を見ますと。だから、そ乙のと乙ろの差がどうであるかという ζ とをはっきりさしていた

だければ、今後の対策をお互いが考える ζ とができるわけだ。いま市長の答弁は 59年度につ

いて、乙れはまた来年度の問題だ一一本年度、いまで言いますと。だから、 58年度分を削ら

れたんですから、まだ問Ijられてない市が三つか二つ出てました、同じような状況のもとにおい

て。一体ど ζ に差があるのか、そ ζ のととろをはっきりさしてもらいたい。

0市長(森田喜美男君〉 変則発言から私が始まりまして、大変御迷惑かけております。

もちろん議運の議も経るようなお願いをすればよかったんでありますが、変則でありましたと

とを申しわけなく思っております。したがいまして、との場で引き続き、との質問にお答えを

すべきかどうか、ちょっと迷っておるわけであります。( r一応限定した方がいいよ」と

呼ぶ者あり〉 議長の裁量に応じてお答えをすべきかどうかを行いたいと思います。(r前

例になりますよJr議運なしで議事が変わったんですから」と呼ぶ者あり)
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0議長(高橋通夫君〉 市長の行政報告で、いま乙乙へ来て言われたんで、簡単かと思

ってやったわけですが……(発言する者多し)時間がちょっと……( I議長の責任じゃない」

と呼ぶ者あり〉いろいろ質問出るんで、乙れはまた改めてやった方がいいかと思うんですが。

( Iし1つやるか決めなきゃ、議運で決めなきゃだめだJI議事進行Jと呼ぶ者あり〉秦

正一君。

026番(秦正一君〉 議長。いまのあれは議選じゃ確認されてないんですよ。もし、

されてないという乙とで、特段議長の方でその発言なり、それを入れるとするならば、皆さん

に諮ってくださいよ。ただいま乙のように市長から発言の申し入れを受けていると、いかがい

たしましようというふうにみんなに諮るんですよ、そ乙で。そうすれば、みんながイエスかノ

ーとか言うでしょう。それによっ て進めればいいんですよ。 一般質問のさなかですからね、も

し何だったらば休憩の中にやればいいんです、ベル鳴らす前iζ、市長に発言させればいいんで

すよ。もうベノレ鳴らして本会議入っちゃっているんですから。今後そういった面を気をつけて

もらいたいと思います。お願い します。

0議長(高橋通夫君〉 どうも議長ふなれで大変失礼しました口

それでは、との問題につきましては、また議運iζ諮りまして、改めて答弁を求めたいと思う

んですが。乙れから一般質問を続けたいと思いますので御了承願いたいと思います。

それでは、一般質問 3のし用途地域の理念と今後の課題についての通告質問者、馬場繁夫

君の質問を許しますo

( 7番議員登壇〕

07番(馬場繁夫君) それでは、通告に従いまして用途地域の理念と今後の課題につ

いて質問させていただきます。

最初に用途地域が行われましたのは、歴史的に見ますと 18 1 0年のナポレオン告示と言わ

れております。衛生上有害も しく は不快な臭気を発する用途に供する建物は、特別な許可を受

けなければならないとしたものであります。しかし、都市の発展を方向づける目的で、法律に

よって都市の土地を特定の用途に当てる区域に区分するという意味での地区制が、初めて公式

に認められましたのは 19世紀のアメリカにおいてであります。 1885年乙ろ、アメリカの

カリフォルニア州におきまして、中国人の洗濯屋をめぐって、土地の自由な使い方を制限しよ

うとする運動が起乙りました。住宅や商庖と並んでいる洗濯屋は、常時火気を使用し、燃料を
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貯蔵しているので火災の危険性が高く、さらに、流しっ放しの汚水が胸のむかつく ような悪臭

をまき散らしておりまして、また、干しである洗濯物は見た自にも大変に不愉快でありまし た。

さらに、サンフランシスコから 150キロ離れたモジェスとい う街が、洗濯屋は鉄道路線の西

で特定の道路の南にある衝のー画にしか立地できないという条件を定め、そし て、乙れに違反

するものは罰金刑もしくは禁鋼刑のいずれか、もしくはその両方を受ける ζ とになりま した。

条例の適用範囲はきわめて限られておりましたが、土地の自由な利用に初めて法的規制が課せ

られたわけであります。

しかし、とれらの用途地域制は、いずれも最初の総合的な地域条例は、 191 6年のニュー

ヨーク市条例であります。当時のニュ ーヨークは都市の過密と混乱が厳しく、工場や倉庫が勝

手に林立し、住宅は隣iζ与える日照を全く考慮せずに、所構わず高く建てられたり、人が住め

なくなった場所は、ほとんど倉庫に占領され、固定資産税の減少という形での市の収入滅をも

たらしたのであります。乙れが、ニューヨーク市を条例の制定lζ踏み切らせた直接の原因と言

われております。

日本における地域情IJの導入Kつきましては、明治維新以後、新政府が直面した第 1の課題は、

不平等条約の改正問題でありました。そのために社会経済性の近代化を急いでいきました。そ

の延長線上iζ首都圏東京の近代都市への再生がありました。東京を、何とか ロンドンやノマリの

ような荘厳な近代都市iζ模様がえしようという明治政府の悲願でありました。そうして、明治

2 1年に東京市区改正条例が公布され、わが国は初めて都市計画の条文的根拠を持つ ζ とにな

ったのであります。市区改正条例では対応できなかったため、大正 8年になりまして都市計画

法と市街地建築物法が公布され、建物の配置、公道の基準が設けられ、さらに、住居地域、工

業地域、商業地域などに区分され、建築の制限が行われる ようになったのであります。

そして、昭和 25年 5月に市街地建築物法は廃止され、かわって建築基準法が制定されまし

た。それにより、用途地域制の規制内容が変わり、そのために指定図は大きく変えられるよう

なζ とになったのであります。また、建築出願手続や許可制から確認制に変わる ζ とになった

のも時の特徴であります。さらに、昭和 45年に建築基準法、都市計画法が改正され、用途地

域がさらに細分化されました。従来の 4地域のほかに第 1種住居専用地域、第 2種住居専用地

域、近隣商業地域及び工業専用地域を設け、 8地区に改正されたのであります。

しかしながら、急激に変化してし 1く都市に対して、現行用途地域制の規制方式、規制対象及
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び範囲をもっても対応できるかという問題を取り上げていきたいと思います。

用途地域制の目的といたしましては、建築物の用途、規模、形態を規制するととにより、建

築物の集合としての市街地の形成を誘導して、土地利用計画を具現する ζ とにあるとされてお

ります。しかし、規制対象はほとんど建築物に限られており、しかも、建築物の内容と形態の

みを規制し、実際の建築物の使用状況には及びも得ない現状であります。第 1種住居専用地域

を除き限定規制であり、それ以外の建築物は原則として規制の対象となっていない。したがっ

て、多くの用途の建築物が、幾つかの用途地域にわたって建築可能であり、混乱が生じやすい。

用途地域常iJの目的と、機能とのすき聞は広く、用途地域指定が都市の変化に適切に対応し得な

い大きな理由となっております。

また、建築物の用途は、その建築物の間取り、構造、設備を対象として判断し、分類し、そ

れぞれの地域K応じた規制を行っていますが、開設後の作業形態、営業時間、従業員数など直

接建築計画の上にあらわれて乙ない面にまで及ぶととはできない。都市計画行政が、営業経営

上の監督まですべてを把握する ζ とはできない問題であります。

限定規制方式の用途地域制では、急変する動向iζ応じきれない機能の限界を内在しており、

土地利用に対する市民意識も少しずつに高まってきており、限られた用途の建築のみ認める限

定許容方式を用途規制lζ取り入れ、その上で地域地区の再構成を行い、生活と生産の両者iζ適

切な良環境地区の形成が必要であります。

東京都都市計画局によると、八王子、東村山、東久留米市の土地計画の導入が決まったとさ

れております。八王子市では三井台住宅 34ヘクターノレ、分譲;函数 940と、南陽台住宅 45 

ヘクターノレ、分譲画数1.1 8 0、両住宅地とも 40年代後半に民間デベロッパーが開発、この

まま放置する宅地の細分化、 ミニ開発が進み、良好な住環境を維持できなくなるため地区計画

を導入する乙とになりました。

そζ で、第 1点の質問といたしましては、 5 9年度一般会計予算に、地区計画ノマンフ レッ卜

代が計上されております。万願寺区画整理内に地区計画を導入する考えがあると聞き及んでお

りますが、積極的に導入する考えがありますか。さらに、地区住民に十分理解のもと、計画を

進めていただきたいと思います。その考えをお聞かせください。

第 2点目といたしまして、市内におきまして、数多くの民間デベロッパーが開発された住宅

地を、良好な環境を維持するためにも、現在地区計画を進めているでしょうか、計画されてい
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るでしょうか、意見をお聞かせくださし、。

質問の 3点目といたしましては、地区計画制を将来ともミ ニ開発等、規模iとより導入する ζ

とのできなし 1小面積の開発行為の場合、指導要綱以外の開発地域が、将来とも良好な住宅環境

を維持するための導入計画はどう考えておりますか、お聞きいたします

質問の 4点目といたしましては、現在市内にありまして、用途地域の目的に適用されず、用

途地域混乱と思われる個所が数カ所ありますが、 6 0年の用途地域見直 しでどう対処されるか、

お聞きいたしたいと思います。まず、準工業地域といたしましでは、日野郵便局、オリエン卜

時計、日野警察iζ至る地域は、土地利用現況図から見ましでも、工場、作業所、専用住宅、兼

用住宅建物、水田等が混在している状態にあります。

第 5点目といたしましては、日野台 1丁目、日野台高校西側に至る地域であります。専用住

宅、工場、作業所、集合住宅、畑等があり、混在している地域となっております。今後の対策

はどう考えておりますか、お聞きいたします。

第 6点の問題といたしま しては、旭が丘小学校地域は工業地域で、基本的には学校建築は制

限されておりま す。面積的K言っ ても大変むずか しい問題でもありますが、旭が丘小学校は第

l種住居専用地域にも面しておりますし、付近の工科短大、第 4小学校も第 2種住居専用地域

として環境保全に努められているようであります。小学校の環境といたしましては、第 2種住

居専用地域の方が望ま しいと考えられますが、その点どうお考えになっておりますか、お知ら

せくださし ~o

質問 7点目といたしましては、幹線道路におきまして、火災の延焼防止、沿道での騒音対策

等のため、市内を通過する甲州街道は、ほとんどの沿線におきましては防火、もしくは準防火

地域に指定されておりますが、一部地域は、いままで国道との高低差があるため指定より外さ

れておりました。しかし、最近一部地域で建物が建設されております。さらに、近い将来開発

を行い、建物を建設できるような状態の高低差の場合、何らかの方法を講じる必要があると思

われますが、どのようなお考えを持っていますか、お聞かせください。

質問 8点目といたしましては、日野市都市計画図におきましでは、用途別に 7種類で識別さ

れておりますが、特に工業地域と準工地域の識別、さらに第 2種住居専用地域と住居地域との

識別が大変しにくいとの意見をよく耳にいたしますが、今後、識別できやすい方法に改めてい

ただきたいと思いますので、ひとつよろしくお願いいたします、。
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質問 9点目といたしま しては、幹線道路に並行して近隣商業地域等が指定されました場合、

ほとんどが道路側面より 20メート ノレと規定されておりますが、土地の利用状況、さらに建物

の使用状況から大変に不便さがあります。また、土地有効利用の面からも、幹線道路からl本奥に

入った街路で用途地域を指定する乙とができないでありましょうか。特iζ万願寺の区画整理等

により用途地域が変更される場合、さらに、都市計画道路が完成され、用途地域の一部見直し

と、今後の用途地域見直しのときに考慮、されるよう十分御検討をしていただきたいと思います。

さらに、 1 0点目といたしましては、日野市が歳入的に恵まれた市と言われている最大の理

由は、市税iζ対する法人市民税の比率が高い乙とにある乙とであります。企業の一部が移転す

る話が出てきている昨今であります。乙の現状下を考えますとき、すなわち企業の移転した後

の多目的の施設が入る乙とにより虫食い現象が起乙り、用途地域が乱存を招く恐れが十分ある

と、識者からも言われて、指摘される乙とにあります。そ乙で、市長のお考えをお聞きいたし

ます。

以上、 1 0点について、ひとつよろしくお願いいたします。

0議長(高橋通夫君) 関係理事者の答弁を求めます。都市整備部長。

0都市整備部長(結城邦夫君〉 それでは私から、ただいまの御質問につきまして順

次御説明を申し上げます。

まず、第 1点の 59年度予算の中で、地区計画の地域住民に対する説明用といたしましての

パンフレットを計上しであるわけでどざいますが、 ζ れにつきまして、将来市といたしまして、

万願寺地区の現在区画整理を行っております地区、あるいはその他の地区でどのように導入し

ていくか、あるいは住民の理解をどのように得ていくかといった御質問でどざいますが、 5 9 

年度は、予算上では P Rのパンフレットといたしまして 3.000部を一応作成をする予定でど

ざいます。先月の広報でも、乙の地区計画制度につきましては、広報上一応記載をいたしまし

て、 PRを図ったわけでどざいますが、さらにそれをわかりやすい図化等を行いまして、今後

の地区計画を私どもで地域に導入していくに当たりまして、説明の段階でも、とのノマンフレッ

卜を使って十分御説明をし、住民の方々の御理解を得ていきたいというふうに考えているわけ

でどざいます。地区計画制度につきましては、比較的新しい都市計画制度と言われている制度

でどざいます。乙の辺につきましでも、やはり内部の職員、関係部課におきましでも、十分熟

知をしていただいた上で導入を図っていくという ζ とが必要でどざいます。したがいまして、
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4月の 9日花、私どもといたしましては、とりあえずは庁内の関係部課の職員を対象といたし

まして、都の専門家を呼びまして御指導を賜り説明会を開いていく。さら K、私どもとしては、

その内容を把握した上で、関係いたしますところの地域に入りまして十分説明を行っていきた

いと、とのよう K考えているわけでございます。

次花、 2番目の問題といたしまして、民間デ‘ベ‘ロッパーがすでに開発したと ζ ろについては

どうかという御質問でどざいます。民間デベロッパーにつきましでも、場所によりましては、

すでに建築協定が実施されておると ζ ろが多いわけでございます。乙ういう中でも、さらに乙

の地区計画制度というものを導入するととを考えております。今後の地域の住環境を、さらに

よくしてし可く。あるいは、現状いいととろは、とれを保存していくという ζ とでの地区計画制

度を導入していく。そのためには、 私どもといたしまし て、 ζ れらのすでに完成されておる市

街地の方々、住民の方々の御理解を得ていくために、いろいろと御相談、御指導をしていきた

いというふうに考えているわけでどざいます。

次iζ、 3点目でございますが、今後ミニ開発という問題も当然起とってくるわけでどざいま

すが、乙のミニ開発がされるその以前花、私どもとしては、との地区計画制度を導入する、あ

るいは現在私どもが実施をしております指導要綱の適用によりまして、十分そういった点を事

前lζ業者の方々を御指導する、あるいは誘導するととによりまして、 ミニ開発を阻止していこ

うというふうに考えているわけでございます。乙ういう段階におきましでも、開発に当たって

の地区計画を導入するととも、事前iζ考える必要があ ろうというふうに考えております。

それから、 4点目でございますが、用途地域の混乱している地域というととで、三地域につ

きまして御指摘があったわけでどざいますが。その中で、まずオリエン卜時計周辺の現在準工

業の地域でございます。 ζ の地域につきましては、御指摘のように非常に住居等も相当立地を

している状況にどざいます。当該地域の特色といたしましては、北側の方は中央高速道路、南

側が都市計画道路 1・3・1号線、それから、西の方には都道がどざいます。さらに、東側と

いたしましては、万願寺区画整理事業が、現在事業を施行をしている地域に挟まれておりまし

て、地域の面積としては約 25ヘクターノレどざいます。 ζのうち工場、あるいは事業所が占め

ている割合といいますのは約 9ヘクタールでございまして、全体の 36%が乙れらの工業、あ

るいは事業所で占められているわけでどざいますが、残る 63 %iCつきましては住宅、あるい

は畑となっているような現状でございます。今後、との地域の都市基盤整備を含めまして、将
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来第 2期の万願寺の区画整理事業が、すでに私どもとして計画を行っており、すでに都市計画

の決定をとっております。そういう中で用途の純化を図っていくという乙とで計画し、あるい

は検討を現在加えている段階でどざいます。

次花、日野台 1丁目の地域でどざいます。乙 ζ の地域の特色といたしましては、北側に都市

計画道路の 2 ・1 ・4号線、東側が日野自動車となっておりまして、東南側には甲州街道がど

ざいます。いわゆる三角形をいたしました地域でどざいます。 ζ 乙の地域の面積としては約 10

ヘクタールどざいます。とのうちに工場、あるいは事業所が占めております面積としては約 4

ヘクタールでどざいまして、全体の約 40%でどざいます。残る 60%が住宅地、あるいは畑

となっているのが現状でどざいます。乙乙では住工混在があるわけでどざいますが、道路等の

公共施設の整備がまだ十分でないというふうに考えられる地域でどざいます。今後は、乙れら

のζ とを現状を勘案いたしまして、できれば今回の地区計画制度といったものを導入いたしま

して、地域の住民の方々の御理解が得られるならば、私どもといたしましては、地区計画を導

入して整備を行っていくという ζ とを考えております。

次は、旭が丘の小学校の周辺でどざいます。乙の地域は、北側が都市計画道路 2 ・2 ・6号

線を挟みまして工業地域となっております。南側は第 1種住居専用地域、西側は八王子の準工

業地域となっております。東側の方は工業地域というととで、こういう状況の中で学校が立地

しておるわけでございます。学校の用地といたしましては1.6ヘクタールどざいます。たとえ

ば仮にとの学校用地を一一工業地域が現在乙の学校用地のと ζ ろには指定されておるわけでご

ざいますが、 ζ れを用途を変更するといたしますと、第 2種住居専用地域が考えられるわけで

ございます。しかしながら、昭和 54年 10月の東京都の用途変更の指定基準が行われており

ますが、乙の指定基準からいきますと、島状に区域を定めるような場合には、その面積は 5ヘ

クターノレ以上なくてはならないというととになっております。乙のようなことで、基準以下で

ありますので、その変更が非常にむずかしいような状況にどざいます。

また、都市計画道路 2・2・6号線と 2・2・8号線で囲まれた西側の地域を乙の変更に加え

ていったといたしますと、指定基準の面積は一応クリアされるわけでどざいますけれども、そ

ζ に立地しております既存の工場というものが現在は適格であるものが不適格になってしまう

といった問題もあるわけでどざいます。そういう中で、乙の学校の用地だけを変更していくと

いうととは非常にむずかしい問題を抱えているわけでどざいます。
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それから、第 7番目の、幹線道路の中で防火、あるいは準防火の指定がなされておらない地

域というととで、ただいま御指摘がございましたように、都営の姥久保団地から高速道路下を

くぐりまして、甲州街道と都市計画道路 2 ・1・4号線が分岐しておる地点まで、約延長とし

ては 350メートルどざいますが、 ζの沿道の頃斜地一一宅地でどざいますが、 ζれにつきま

しては、いま御指摘のように指定が行われておらない状況にどざいます。しかし、最近におき

ましては、乙のような傾斜地におきましでも土地利用が活発に行われておりまして、宅地造成

がなされ、あるいは庄舗等が立地してくるという状況がございます。したがいまして、防災上

の見地から考えましでも、現状のままで放置しておくという ζ とが問題がどざいますので、私

どもといたしまして、用途地域の変更に当たりましては、 ζ の地域の指定を検討していく乙と

で現在検討を進めております。

それから、 8点目でございますが、工業と準工、あるいは第 2種住居専用地域、あるいは住

居地域としての識別がはっきりしないというような問題が御指摘をされ ております。乙乙につ

きましては、たとえば万願寺区画整理事業のような、区画整理事業で地域の整備を行う場合、

その用途というものを同時に考えていくわけでございますが、そういう中で区画街路、あるい

は幹線街路、そう l，可う街路を、あるいは公共施設といったものを境界といたしまして、今後乙

の用途地域というものを明確にしてし 1く。地域の一部変更等も考えながら整備を行っていきた

いというふうに考えているわけでどざいます。

9点目でどざいますが、近隣商業の問題でどざいます。近隣商業につきましては、たとえば

万願寺区画整理事業におきましては 1・3・1号線と 2・2・11号線の交差すると乙ろ、乙乙

につきましでは、区画整理事業によって街区が完成してまいりますので、そとは地域の商業地

域としての日用生活品、あるいは地域の方々の御利便を図るというような観点から商業地域、

いわゆる近隣商業地域として商業が立地できるような形態にしていきたいというふうに、現在

検討を進めている段階でどざいます。今度の用途地域の変更に当たりましでも、万願寺区画整

理区域以外の地域で、やはり乙 弓いった必要のある地域につきましては、検討の上変更手続を

とっていくという乙とで、全体の中で考えていきたいというふうに考えております。

以上でございます。

0市長(森田喜美男君〉 日野市の現在の用途地域を定めた都市計画は、たしか昭和36

年の ζ ろだと思っております。当時今日のような都市化ということが必ずしも予想されず、また、
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車社会がとのような形で来るというとともちょっと予想のできない時代であったと思います。

したがいまして、ある程度の工場地域を定め、工場の誘致も行い、均衡のとれた首都圏の、ま

た、特に都心に近い市街地として、ゆるやかな変化がその中に込められたわけでありまして、

特に都市計画道路Kつきましては、今日も計画そのものが存在をいたしまして、区画整理で都

市整備を行います際には、それを実現をするという形で進めてまいっております。

御指摘のとの用途地域につきましては、確かに規模がちょっと日野市の場合では、もう状況

に合わない面もあるわけでありまして、既存の大きい日野 5社と言われました過去の一一過去

のと言いますか、大きい企業を中心とした工業地域、あるいは準工地域が組まれておりますが、

それすらだんだん侵されるという傾向に進みつつある乙とは、ま ζ とに困った問題だと思いま

す。とりわけ御指摘のように、すでに千代田工場の跡地の問題でありますとか、あるいはオリ

エント等についても、多少会社の事情もあるようでありまして、 ζ のような中で、乙れからど

のように取り組んでいくかというととは、きわめて重要な課題であります。

今日の都市化の事情、あるいは道路交通等の事情から推しまして、日野市は確かに住宅市街

地という部分が多いわけでありますし、そういう傾向、ある面では受け入れざるを得ないと。

したがって、現在あります工業地域は、何とかして守りたいという考えは持っておりますけれ

ども、守り切れないという面も今後の課題になっ てくるかもしれません。十分検討を重ねまし

て、発展する都市ではありますけれども、また、水の給水の問題、あるいは下水の問題、ある

いは道路交通の問題、また、過密化をいかに防いでいくかという問題、緑を守る問題、そうい

うζ とでちょっと日野市の 27ヘクタールという面積ですら、一自治体として窮屈になってき

たと申しますか、そんな感じがいたしております。いろいろな機関の御指導をいただき、また、

地域住民の方々の意識というものも尊重いたしまして、誤りのない方向を求めていかなければ

ならないと、とのように考えております。総論的に申しますと以上のような状況でどざいます。

07番(馬場繁夫君〉 地域計画につきましては、特に土地区画整理事業や開発行為が

行われる場合、地域住民の理解のもと、それぞれの開発目的にあった地区計画を指定を行い、

将来とも良好な住宅環境を保つよう、積極的な対策をとられる乙とを要望しておきます。

最後に、万願寺区画整理における用途地域の過程といたしましては、オリエント時計東、計

画道路 2 ・2 ・5号線付近に、一部準工業地域が予定されているそうでありますが、第 2次万

願寺区画整理のときに問題が起きてきます。さらに、オリエント時計の東側におきましては、

専用住宅、田畑も点在している地域でありますし、さらに用途地域混在を招く乙とは十分予測

できますので、今後とも十分な対策を講じていただきたく要望いたします。

さらに、非常に小規模な開発行為につきましでも、その整備や周辺の区域を数段上回るのが

常であるととは周知の事実であります。小規模といえども土地利用上誘導効果もあり、開発許

可と同時に何らかの対策が必要となってくるのではないかと考えられます。そ ζ で、さらに今

後の対策を御検討していただくようお願いいたします。

昭和:10年代後半より 40年代にかけて大都市への人口急増を背景に大規模な宅地造成、住

宅建設が進み、さらに市街地におきましてはマンション建設が相次ぎ、関係自治体は乙れらの

開発に伴い、義務教育施設や道路等、公有施設の整備に追われ、その投資財源の不足から宅地

開発指導要綱を設け、公共公益施設の肩がわりや費用負担を行い、近年は不況のため大規模開

発は落ち込み状態であります。内閣が景気対策としての内需拡大の中心に住宅建設の促進を抑

えてまいりました。建設省は、 5 6年実施した要綱の実態調査に基づ、き措置基準を決める新た

な動きが見られます。自治体に よっては、とうした国や業界の動きを背景iζ要綱を見直す意見

が出てきていると聞き及んでおりますが・・一

質問 11点目といたしましては、要綱を一律に緩和すると とについては疑問も大変多いよう

であります。 I日野市住みよい街づくり指導要綱」の 22条 2項の、公共公益施設及び経費の

負担につきまして、マスコミの一部報道によりますと、日野市は人口集中が鎖静化した今日、

負担金は順次軽減緩和の方向が必要である と見解が出ておりましたが、どのようにお考えにな

ってい るのかお尋ねいたします。

質問 12点目といたしましては、 最近ある市で、市の5再発指導要綱を守らずに進出したマン

ションに対して、給水拒否の制裁措置を行った水道法違反事件に対して、地裁八王子支部は、

要綱に法的拘束力はなく、給水拒否は明らかに違法と、有罪判決を言い渡した事例があるとと

は、市長もすでに承知していると思いますが、今後とのような開発指導要綱を守らぬ事例が起

きたときには、どのような措置をとるお考えでありますか、お尋ねいたします。

さらに、質問 13点目といたしましては、住宅、共同住宅、マンション等につきましては開

発指導要綱の 4条の適用があります。商庖等についての規定がないわけでありますが、どのよ

うな考えによるものかお尋ねいたします。さらに、他市への状況はどうなっているのか、御答

弁のほどお願いいたします。
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0都市整備部長(結城邦夫君〉 ただいまの 3点につきましてお答え申し上げます。

まず、 1 1番目の指導要綱の点でどざいます。 ζ の指導要綱につきましては、現在の指導要

綱は私どもといたしまして、昭和 53年の 11月に改正されたものでどざいまして、すでに 5

年の月日が経過しているわけでどざいます。乙の間におきまして、 市民はもとより事業者にお

きましでも、 ζ の趣旨を十分御理解をいただいた上で、市内の各所で見られますような住環境

の悪化、あるいは災害防止の措置の上で役に立つような効果が挙げられてきております。した

がいまして、今後も市といたしましては、乙の指導要綱を堅持していく所存であるわけでどざ

います。

しかし、一方におきまして今後 ζ の行政指導のあり方という ζ とで問題が投げかけられてき

ております。御指摘のように、建設省におきましては、 5 8年の 8月に宅地開発等指導要綱に

関する措置方針を通達してまいったわけでございます。事業者iζ対する規制の緩和を求めてい

るのがその内容でどざいますが、乙の乙とにつきましては、東京都の市長会からの要請で、 26

市の東京都都市建設協議会の中の都市開発専門部会におきまして、経費の負担も含めまして検

討が行われていると ζ ろでどざいます。乙れらの検討結果結論をまって、当市といたしましで

も、内容につきまして検討を加え、対応を講じていきたいという考え方でどざいます。

それから、 1 2番目の問題といたしまして、他市で裁判にもなりました、いわゆる上水道の

供給停止といった事判の判決があったわけでどざいますが、乙ういった、いわゆる指導要綱を

守らない業者があった場合どうするかという御質問でどざいます。私どもの市といたしまして

は、乙れまで乙のような行政手段K訴えていくというような事例はどざいません。事前にでき

るだけ解決をしてし1く。両者合意の上で、問題点の整理を行った上で開発に着手をしていただ

くというととを基本方針としております。そのようにまた築工をしてきております。したがい

まして、乙れに関連するような事件というものは、具体的にはないわけでございます。今後と

いたしましでも、私どもは、できるだけ事前の話し合い、協議Kよって問題点の整理を行い、

工事等に着手をしていただくという、乙の方針を変えておらない現状でどざいます。

それと、 1 3番 目の問題でどざいますが、マンションの建設等について、どのように市とし

ては考えているのかという内容かと思います。市といたしましては、 マンション、あるいは集

合住宅Kつきましては、 ζ れを規制するというような特別な措置は持っておらないのが現状で
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どざいます。できるだけ指導基準に適合した地域内容であるならば、それについては私どもと

しては指導を要綱に沿っ て認めていくという方向をとっております。最近の傾向といたしまし

ては、 学生の相手といたしました単身用の住宅というのが非常にふえてきているわけでござい

ます。しかし、そう l，¥う中でも指導要綱に適合するような形で、乙れらの建設というものを認

めておるのが現況でございます。したがいまして、今後も乙れらのマンション、あるいは集合

住宅等につきま しでも、従来と特に変わっ た指導をするとい う乙と はないというふうに考えて

おるわけでどざいます。特に問題が出た場合には、その都度そういう問題点を整理していきた

いという ふうに、かように考えているわけでどざいます。

以上でございます。

07番(馬場繁夫君 ) 質問の 13点目は、ちょっと内容的に何か誤解しているような

んですけれども、特にマンションとか住宅とか、共同住宅等につきましては、いろいろと要綱

によっ て指定さ れていますけれども、 特iζ商r;5とかそういう ものにつきま しては、そういう 指

定の内容から除外されている部分がありますので、やはり ある程度の規模がふえた場合につき

ましては、公共または公益の負担っていう乙とも今後検討していく必要があるのか。そのよう

なお考えがあれは¥ちょっ とその点、また、他市の事例がもしあれば¥その辺も御答弁の方で

ひとつよろしくお願いいたします。

0都市整備部長(結城邦夫君) ただいま質問の職旨をちょっと勘違いいたしまして

失礼し可たしました。確かにマンション等につきましては、ある程度の規制措置というものは要

綱上適用されておるわけでございます。ただ、商庖につきましては、 現在の要綱と いたしまし

ては階数が、いわゆる 2階建て以下のものにつきま しては適用の対象外ということでなっ てお

ります。しかし、一方におきまして最近大型小売庄舗というものが進出をしてまいる形態が多

いわけでどざいますが、そういう際に、やはりとういった大型庄舗には集客力というものが非

常に大きし可。それに伴いまして駐車場の整備、あるいは道路等の整備というものが当然必要に

なっ てく るわけでございます。 したがいまして、私どもといたしましては、出庄lζ当たっての

商業活動と いうものは、乙れは別 といたしましでも、いわゆる建物、あ るいはそれに関連いた

します公共施設の整備というものは、やはりとれらの設置が行われる際に、やはり検討を加え、

ある程度の指導を行っていかなければならないというふうに考えます。

したがいまして、 今後要綱等の検討を行う中で、とれらの商庖、いわゆる大型庖舗といった
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ものが立地してくるような場合、そういった場合には要綱上、道路の整備だとか、あるいは駐

車場の附置、あるいは排水施設の整備といった問題につきましでも、やはり行政指導できるよ

な体制を考えていきたいというふうに考えております。したがt可まして、今後乙のような施設

の建設の動向というものを調査をいたしました上で、具体的な検討に入ってまいりたいという

ふうに考えております。

それと、他市においては、そういう事例があるかという乙とでございますが、他市において

ζ れらの大型庖舗を取り締まる問題について、要綱を適用するというような例は、まだ聞き及

んではおりません。しかし、最近の傾向として、やはりそういった点についても、他市におい

ては検討していると ζ ろもあろうかと思いますので、十分そういった点について連絡をとりな

がら、あるいは東京都の指導を受けながら検討を進めていきたいというふうに考えております。

以上でございます。

07番(馬場繁夫君〉 要綱行政は全国に普及して、 1. 7 0 0の自治体で要綱を制定し

ております。また、その要綱を守らない業者への制裁措置事例がある自治体は、全体の 46.2 

婦と言われております。今後、住環境を守り、財政負担増を補う役目もありますので、今後さ

らに節ある対応で臨まれる乙とを要望いたします。

また、土地利用実態調査の上で、都市計画の将来構想に伴い、用途地域の指定、さらに、お

くれている都市基盤整備を早急に整備される乙とを要望いたしまして、用途地域の理念と今後

の課題についての質問を終わらせていただきます。

0議長(高橋通夫君) 3の 1、用途地域の理念と今後の課題についての質問を終わり

ます。

次、 3の 2、子供の交通事故防止対策についての通告質問者、馬場繁夫君の質問を許します。

07番(馬場繁夫君) 3の 2、子供の交通事故防止対策について質問いたします。

いよいよ 4月 6日より 4月 15日まで 10日間にわたり、 8 4年春の全国交通安全運動が開

催されようとしております。メーンスローガンといたしましては、 「やさしさと思いやりのあ

る運転を」であります。重点といたしましては、子供とお年寄りの交通事故防止、 2輪車と安

全運転とへノレメッ卜着用の推進、さらに、車線を守ろう運動の推進、無謀運転の追放の四つの

重点となっております。やはり交通事故は人災なのでありますし、自分自身が被害考、加害者

になる ζ とは決して遇然、ではありません。交通事故はノレーノレ、マナーを守り、施設を整備する
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乙とが基本となりますが、日野警察署の資料によりますと、市内の 58年 1年間の交通事故に

よる死傷者数は、何と 376人であります。 l昨年に比べて 18 7人多い 98%の増加であり

ます。乙れは、全国の増加率 0.8%、東京都全体の増加率 6.6% ~[比べて非常に高く、さら ι

交通事故の死傷者は 59年 3月 30日現在で比較してみますと、東京都は 6.599人、 5 8年

度同期では 7，64 3人となり、 1. 0 4 4人の死傷者数が滅となっております。日野署管内の場

合は、 5 9年 194人、 5 8年同期では 98人となり、 96人多い 98婦の増加となっており

ます。日野署管内は交通事故抑止地域lζ指定 されると聞いております。

子供の交通事故発生状況を見ますと、 5 9年 32人で、 5 8年同期 24人で 8人多い 33%

の増加となっております。子供の年齢別花見ますと、 2歳から 6歳までが 11人で 42.2婦、

7歳から ]4歳までは 15人で 57.8 %となっております。やはり子供の事故で一番多いのが

飛び出しであります。 13件 50%、次に多いのが道路の横断による事故で 9件、 3 4.6 %と

なっております。さらに、子供の時間別事故発生状況を見ますと、一番多い時間帯は午後 3時

より 6時まで 12件、 46.2%となり、 次に多い時間帯といたしましては午前 8時から正后ま

でので 6件、 2 3.1婦となっております。

質問第 1点といた しましては、幼稚園、保育園における交通安全教育につきましては、指導

や保育によって大きな影響を受けるものであります。園児の個性、能力を豊かに伸ばしながら、

交通安全教育を行う乙とは意義ある重要なことと言われておりますが、現在どのような安全教

育を行い、さらに 59年におきましては、幼児年齢の子供の事故が日野署管内でありますが、

] 1件すでに起きておりますが、子供の事故の 42.2%を占めております。今後の対応につき

ましての御意見をお聞かせ願います。

第 2点といたしまして、交通安全教育は授業の一環として取り組んでおりますが、子供の交

通事故が激増しています。特に飛び出し事故が全体の 50婦を占めております。乙のような現

状の中で、新たに安全教育の施策をすでに考えているととでありましょうが、どういうお考え

になっていますか、お聞かせ願います。さらには、 l年生の指導の 目標及び指導内容につきま

しては、通学路の位置の確認を行い、さらに道路安全施設の働きや、安全を守る人々の仕事の

様子に気づかせるととにありますが、特iζ教育委員会iζおきましては、新 1年生の交通事故の

防止の対策に強化等のお考えがありますかどうか、お聞かせ願います。

さらに質問 3点目といたしましては、子供の安全教育は他人任せにする乙とでなく、基本的
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には親がみずから手本を示すととにあります。特に幼児等&c対しては母親が接する時間が最も

多いととでありますし、毎年の生活の中で交通安全についての決まりや、行動の仕方を繰り反

し教える ζ とが交通事故の防止に役立つと言われております。しかし、 最近よく聞く話であり

ますが、母親が子供の手を引きながら、信号無視をしたり、交通ルーノレを守らない ζ とが特に

近年急増していると言われておりますし、また、 ζ のような光景もしばしば耳にする乙ともあ

ります。子供は、その母親の姿を見て交通ルーノレを身につけていくのであります。子供の交通

安全教育は、やはり母親の理解と協力が得られるよう、 3歳児健康診断、入園入学、学校行事、

さらに、父母会、 PTA、自治会等あらゆる機会を利用し、さらに交通安全&c対する理解と協

力を得られることが必要と考えられますが、どのような対策を講じておりますか、お聞かせく

ださい。さらに、今後の重要な課題の一つでもあると言われております、どのような施策をお

持ちになっているか、お聞かせください。

質問 4点目といたしましては、安全に通学するためには、通学環境整備が不可欠となります。

通学路弘通学路を指定する場合、建設部管理課と十分協議し、安全な通学路を指定 していた

だきたい。さらに、学区検討委員会で学区の見直しを行い、秋まで答申を提出する予定であ る

乙とを、予算委員会にて答弁されておりますが、 学区変更があれば、既存の通学の波が変わっ

てくるのです。将来の交通事故の危険が十分予測されるわけであります。そ乙で、通学路安全

の見直しも加え検討していただきたい。また、交通安全等の専門家であります管理課も、委員

会に参加の考えがあるか、お聞かせください。

質問 5点目といたしましては、児童が安全な施設により、遊戯をしながら児童K交通知識、

交通道徳を身につける乙とのできる交通公園設置のお考えがあるかどうかお聞かせください。

第 6点目といたしまして、最後に市長にお伺いいたします。交通事故激増による昨今であり

ますが、交通事故防止の決意のほどをお聞かせくださし'0

以上お願いします。

O教育次長(小山哲夫君〉 教育委員会に関係いたします交通安全対策の問題、あるい

は通学路の問題等につきましての御質問にお答えいたします。

まず、第 1点の、いわゆる交通事故の防止対策の問題でどざいます。 58年の 4月から 59 

年の 2月までの日野市内の小中学校の事故報告がありました交通事故でどざいますけれども、

小学校の児童Kつきましては 13件どざいます。それから、中学校の生徒につきましては 3件
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でどざいます。そのうち、登下校中の交通事故につきましては 5件どざいます。そのうち、本

人の不注意によるものは l件でどざいます。それから、さらにまた、学校の管理以外の交通事

故につきましては 11件どざいまして、そのうちの 8件が自転車を使用しての事故でどざいま

す。一応各学校での、いわゆる交通事故に対する安全対策の指導でどざいますけれども、特iこ

学校では、交通安全ノートというのが各学年別に分けまして、警察等から来るわけでございま

すけれども、乙ういった交通安全ノート等を使用いたしまして、特に安全の指導あるいはまた、

日野警察署の協力を得まして、映画とか、あるいはまた、人形等を使いましての交通事故につ

いての、いわゆる実験とか、あるいは自転車の安全な乗り方、道路の横断歩道をする際の仕方

等の実技指導を受けておりますと同時に、特に自転車の点検等を、特に重点的に行っ ておりま

して、交通事故の防止に努めているととろでどざいます。今後とも、特iζ道路の横断歩道の際

の安全確認、あるいはまた、自転車の正しい乗り方につきましては、さらに指導を強めてまい

りたいというふうに考えています。特に 4月から新入学の幼稚園の入園、あるいはまた、小中

学校等の、いわゆる入学等がございますので、春の交通安全運動の期間も近づいてまいりまし

て、その辺の意を含めながら交通安全の指導徹底を図ってまいりたい、とういうふうに考えて

いるととろでどざいます。

それから、交通事故の防止といわゆる通学路の対策の問題についてでどざいますけれども、

特iζ通学路につきましては、乙れは、各学校長の方に通学路の方の指定をお願いいたしまして、

学校長の方で通学路設置したものを教育委員会の方に提出してまいります。教育委員会といた

しましては、提出されました通学路につきまして、さらに検討を加えまして、必要な設備Kつ

きましての設置をいたしているととろでどざいます。

信号機の設置につきましては、乙れは、日野警察署の所管となっておりますので、教育委員

会といたしましては、 ζ れらの信号機の設置につきまして、必要な申請書類を警察等に提出い

たしまして、早期設置を要望していると乙ろでございます。特K日野筈察署といたしましては、

児童生徒の交通安全に関する信号機の問題につきましては特別な配慮をしておりますけれども、

日野警察署は御案内のとおり、日野のほかに多磨市、稲城市等を含めておりますので、特に信

号機等の設置が各市とも多いようでどざいますので、緊急度の高いものから設置していくとい

うととでどざいますので、必ずしも日野市の方で設置要望したものが、即すぐに実現するとい

う乙とは、必ずしもそうではどざいませんけれども、特iζ信号機の設置につきましては一番各
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学校からの要望が多いものですから、乙れからも日野警察署の方lζ対しまして、至急設置する

ようにという乙とで要請をしてまいりたいと思っております。

それから、特にその中で道路橋識、反射鏡、あるいは手すり、乙の三つの交通の設備につき

ましては、御案内のとおり日野市役所の管理課が担当部になっておりますので、私どもといた

しましては、とれらの内容につきまして検討を加えまして、特に必要が高いものにつきまして

は、早期実現につきましての要望をし、また、管理課とも十分に協議をしていると乙ろでどざ

います。特に、夏休みになりますと、私どもといたしましては、ちょうど休み期間中が長いも

のですから、教育委員会と学校当局、特にその中で必要があった場合には管理課の職員にも応

援をいただきまして日野市内の小中学校の、いわゆる交通安全対策、通学路の点検、乙ういっ

たものを行っていると乙ろでどざいます。今後ともその問題につきましては、私どもといたし

まして重点的にとの通学路の安全対策につきましては整備をしてまいりたいという所存でどざ

います。

それから、特に通学路の場合に草が生えていると乙ろがたくさんどざいますけれども、そう

いったと乙ろにつきましては、日野市高齢者事業団等にお願いいたしまして、除草等もあわせ

て行っているととろでどざいます。今後、私ども といたしましては、日野警察署、あるいは学

校、管理課等とも十分に連絡とりながら、交通安全対策並びに通学路の整備につきましては鋭

意努力をしてまいりたいというふうに考えているととろでどざいます。

それから、特に交通安全の中での対策といたしましての、大，人の交通安全教育の問題が提起

されたわけでどざいます。御指摘のありましたとおり、確かに大人みずからが交通ルーノレを無

視しているという乙とが現状においてあります。そういった意味におきましては、特lζ交通安

全道徳、といいますか、そういったモラルの高揚を図っていく必要があるというふうに私ども考

えております。そういった意味におきましては、特lζ親が、特に子供の鏡と言われております

とおり、大人みずからが模範を示しまして、正しい交通ノレーノレを率先垂範して守っていくよう

に心がけていく ζ とが大切だと思います。乙れにつきましては、特に日野警察署、あるいは官

公署、あるいは一般市民等をまじえました交通安全協会等の御協力をいただきながら、そうい

った面での怒意運動と申しますか、乙れを徹底していく必要があるかと思います。

特lζ学校関係についての質問がどざいましたので、学校関係ではどういうふうな親の教育を

しているかというととを、乙の際お答えしたいと思います。
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幼稚園と小学校、中学校あるわけでどざいますけれども、幼稚園の保護者の関係につきまし

て先申し上げますと、幼稚園の場合は、御案内のとおり保護者が園児の送迎を毎日行っており

ます。そういった意味もあわせまして、特に幼児と親子の交通安全教室というものを、各六つ

の園がどざいますけれども、全園を通しまして、 ζ の親子の交通安全教室を定期的に開いてお

ります。内容といたしましては、講話とか、あるいは実演というととで構成されておりますけ

れども、特に講演につきま しては交通安全の大切さ、あるいは心構え、あるいはまた母親が手

本を示すととの大切さというものを通しまして、特lと実演iζつきま しては、横断歩道の渡り方

とか、道の歩き方、とういったものを中心にいたしまして、幼稚園の場合Kは親子の交通安全

教室を開催していると ζ ろでどざいます。

それから、小中学校の場合でどざいますけれども、特Iζ 中小学校の場合の親への交通安全指

導につきましては、全校の保護者会での指導、それが一つでどざいます。それから、もう一つ

は学年とか、あるいは学級単位での保護者での指導。それから、三つ目は、各学校の学年通信

を学校から定期的iζ保護者の方へ流しておりますけれども、そういった中での指導を行ってい

るととろでどざいます。

一番目の全校の保護者会での指導でございますけれども、 乙れにつきましては、春秋の会に

は交通安全の大切さ とい う乙とにつきましての指導を行っていると ζ ろでございます。 2番目

の、学年学級保護者での指導でございますけれども、乙れにつきましては、学級保護者会では、

特叱新年度とか、 それから、春秋の交通安全週間、乙ういうと乙ろに限定いたしまして行って

おります。また、特lと夏とか冬の長期の休暇の前化、乙ういう交通安全の教室等を開催し、親

への交通安全の徹底も行っ てい るととろでどざいます。それから、三番目の学校通信でどざい

ますけれども、特にとれは交通事故と限りませんで、子供たちの健康というととも踏まえまし

て、生命の大切さという乙 とを位置づけておる中で、特lと交通事故もその一環K入りますので、

特に新学期や長期休業の前花、各家庭に一応通信等流しまして指導をしていると乙ろでどざい

ます。

なお、 ζ のほかに学校によりましては、 PTAの校外指導というのがどざいますけれども、

とういった校外指導の中での活動といたしまして、保護者または親子の交通安全教室を開僅し

ております。たとえば警察とタイアッア。いたしまして、講話とか映画教室であるとか、あるい

はまた実地訓練、あるいは地区活動を通しまして映画教室、あるいは自転車屋とタイアップい
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たしましての、自転車の安全点検等が行われております。各小中学校では、児童生徒の生命の

安全を守るという立場から、年間計画を立てながら毎月 1回は交通安全教室を開催し、交通事

故の防止に努めていると乙ろでどざいます。

それから、第 4点目の、いわゆる通学区域の変更に伴つ ての通学路等の整備の問題が提案さ

れましたo 5 9年度におきまして、すでに予算化をさしていただきましたけれども、いわゆる

学区内のアンバランスを調整するために、学区検討委員会を開催するという ζ とで予算化され

ているわけでございますけれども、当然その中での学区のアンバランスを調整するという ζ と

になりますと、当然通学路等の変更、あるいはまた、一部新しくつくるのかという問題が出て

まいると思いますので、当然、いわゆる学区検討委員会の中での交通安全対策も、その中lζ織り

込んで、交通の事故が起こらないような形の中での対策も、あわせて検討してまいりたいとい

うふうに考えている と乙ろでどざいます。

以上でどざいます。

0市長(森田喜美男君)

ります。

交通事故防止の決意についてどう考えるかという御質問であ

近年だんだんといろんな施策が成果をおさめて事故がずっと減っ てきたわけでありますが、

1昨年あたりからまた頭をもたげてきてい ると、 ζ ういう現実が明らかに見取れます。きのう

も、乙としの春の交通安全運動に先立ちまして、日野市、それから、日野警察、それから、日

野交通安全協会、 3者主催による行事を行いました。雨がなければ多摩平地域を ζ としは選び

まして、駅前から甲州街道の区間の道路のパ レー ドを行う ζ とになっておりましたが、 雨のた

めに市民の集いに変更をいたしまして、午後 2時からでありますが、小西六工場の体育館をお

借りをして、その集いの行事が行われました。議会からも議長初め数名の方が御出席をされた

わけでありますが、 ζれは行事の一部分でどざいます。また、 4月 1日の広報には、乙れも警

察とタイアップいたしまして、広報 1ページ大の交通安全K必要な情報を提供し、啓蒙といい

ますか、啓発に当てようという考えであります。 1年iζ4回、乙のような交通安全問題を主題

とする 1ページの広報記事を計画的に記載掲載する乙とにいたしております。

乙としは、予算の中で直接的な交通安全対策lζ1億 3.000万円くらいを予算化したという

ふうに編さんをいた しておりますが、いろんな形で道路行政を担当するもの、あるいは交通行

政を担当する警察、それから、市民の車を運転をなさるドライパー、あるいは歩行をいたしま
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す。特に弱者の幼児、児童、それから、老人、乙の方lζ対する手厚い安全施策をしなければな

らない、乙う思っております。

傾向といたしまして、交通事情が頻度の多いととろに事故が多いとい弓ふうに一応思いがち

でありますけれども、必ずしもそうでもないようであります。少し答弁が長過ぎるかもしれま

せんが、要するにやれるととは何でもやって、交通事故を防止すると、とういう考え方でおり

ます。

以上です。

O議長(高橋通夫君〉 交通公園についての答弁。

。市長(森田喜美男君〉 交通公園というととをよその市で行っておるというととを伺

っておりますが、なかなか 1カ所も多くでも全市の子供が集めるという ζ ともむずかしいと思

います。そ乙で、 幼稚園におき ましては、 第 1幼稚園lどいろいろな器具器材、交通安全訓練を

する、そのような整備がございますので、 ζ れを幼稚園に持ち回って巡回をいたしております。

いろんな形で機会をとらえて安全教育を本能的K体に身につくように、とのようにする乙とが

一番重要だと、乙う思っておりますので、そのように努力をしてまいりたいと思います。

07番(馬場繁夫君〉 交通事故防止対策は、施設整備だけではなく、交通ルーノレを守

る乙と が大切でありますと とは周知の事実であります。 とれから、さらに大人の交通ノレーノレ、

道徳の再教育及び深い理解と協力が不可欠になる 乙とが識者からも指摘されております。今後、

行政も 乙の課題を積極的に取り組んでいく乙とが必要な時代となってきているんでしょう。さ

らに、交通事故、交通安全のために行政、教育委員会、学校、また、警察、交通安全協会、 P

TA、 自治会、家庭等、さらに連帯意識を高め、交通事故ゼ ロを達成できるよう強くお願いい

たします。

これをもちまして、子供の交通事故防止対策についての質問を終わらせていただきます。以上です。

O議長 (高橋通夫君) ζれをもって 3の2、子供の交通事故防止対策K関する質問を

終わります。

お諮 りいたします。 議事の都合iとより暫時休憩いたしたいと思いますが、乙れに御異議あり

ませんか。

C I異議な し」と呼ぶ者あり〕

0議長 (高橋通夫君〉 御異議ないものと認めます。よって暫時休憩いたします。
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0議長(高橋通夫君) 休憩前に引き続き会議を開きます。

午後 2時 56分休憩

午後 4時 6分再開

先ほどの本会議の中で、一般質問の聞に市長の行政報告をさせたととは、とっさの市長から

の申し入れとはいえ、議長のふなれのためでありますので、おわび申し上げます。

なお、今回の件は、今後例を残さないという乙とを確認して申し添えます。

行政報告の取り扱いについては、議会運営委員会を先ほど開催いたしたもので、委員長の報

告を求めます。

〔議会運営委員長登壇〕

0議会運営委員長(中山基昭君〉 ただいま議長さんからお話がどざいましたように、

先ほどの休憩時間におきまして議会運営委員会を開催をしてまいりました。その審議、あるい

はその結論等を申し上げますと、先ほど行政報告等をめぐって、若干の議事の支障等が派生を

しておると。乙ういうふうな観点から、乙の取り扱い等をどうするかと、乙わが主な内容でど

ざし可ます。

その結論は、ただいま議長さんからも釈明、あるいは 見解の表明がありましたような形で、

突如本日の 4月 2日の議事日程第 16号の一般質問の中花、行政報告というのが挿入されるこ

とは、内容あるいは等からしてもそれほど緊急性の内容じゃないんじ ゃないかと。乙ういうよ

うな面から議長さんにおいても、十分その辺を今後の運営において参考lとされていくような委

員会のそれぞれ指摘等もどざいまして、先ほどの議長 さんの発言にな ったわけでどざいます。

さらにもう 1点は、先ほどの報告の中で、質疑等の予定志望者がまだ数名残っておると、乙

ういうふうな点も含めて、 ζ の取り扱い等でどざいますけれども、大変変則でどざいますが、

すでにそうした経過の中で、ある反面議事が進行しておると。乙ういう点から、乙の議事を先

決し て処理をする必要があ るんじゃなし 1かと、とういう乙とで行政報告を先行して行うという

ととでございます。

したがいまして、本日の会議時間 5時等の関連を含めて、本日は会議を延長しないで、定刻

の 5時以内lζ会議を終了するというのが議運の結論でございます。

よろしくひとつ御確認と御協力をお願いをして報告を終わります。

0議長(高橋通夫君〉 委員長の報告のとおり決定するに御異議ありませんか。
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C i異議な し」と呼ぶ者あり〕

0議長(高橋通夫君〉 御異議ないものと認め、委員長報告のとおり決定しました。

それでは、先ほどの行政報告K対する質疑を続けます。小山良悟君。

04番(小山良悟君 ) 先ほど質問したまんまで中断されたんですけれども、改めて、

じゃあもう一度整理します。

もう一度質問し直しますけれども、まず、今回起債の要望といいますか、額に対して 4分の

lカットされた、 5. 0 0 0万カットされたわけでありますけれど も。乙の予定、 4分の 1fこ起

債が狂うっ てい うと とになり ますと、乙れは今後の問題lともなってくるわけですけれども、長

期的な財政計画っ ていいますか、たとえば 59年度において も、 1 0億強の起債を予定してい

るかと思いますけれども、その辺の関連を含めまして、財政的にはどのように切り抜けるつも

りかとし、うととと。

それから、先ほど質問しましたけれども、 5. 0 0 0万カットをされた理由は具体的に何なの

かとし、うとと。

それから、乙の起債を認可額決定に先立ちまして、給与抑制措置を必ず実行するという市長

の念書が、各市でかなり自治省に出されているというととでどざいますけれども、日野市Kお

いても、その念書を出しているかどうか。その念書の内容も御報告をいただきたい と思います。

さらに、その後、出ているという前提であるならばの質問になりますけれども、もし出てい

るとするならば、今度は職員組合と の関係が出てくるわけですが。ζ の起債認可枠については、

給与改定交渉にからめられてい るという乙とで、組合に対して、人件費抑制策を継続協議事項

として切り離すという形で妥結し ていると思うんですけれども。ととろが、乙の認可額決定の

前lζ市長がも し出しているとするならは¥念書を。提案事項を必ず実行する という念書を市長

が出しているとするならば、組合K対する対応という乙ともあるんですけれども、 ζ の件につ

きましでもあわせて御答弁をいただきたいと思います。

0企画財政部長(前田雅夫君〉 まずお答えをいたします。

5 8年度lζ係る起債の発行の制限でございますけれども、対象事業といたしましては市民会

館の建設事業でどざいます。東京都の方へ申請いたしました金額は 2億 650万円でございま

す。乙れが、給与、それから、給与の改定あるいは是正の問題Kからめまして、保留になって

いたというものでございます。 3月 31日でどざいますけれども、地方課を通じまして許可の
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内容の内定があったわけでどざいます。乙の金額は 1億 5.6 5 0万円でございます。したがっ

て、抑制額は 5.000万円という乙とにな っているわけでございます。

乙れを踏まえまして、いま小山議員さんの御質問は、長期的な財政見通し、あるいは今後の

財政にどう影響するか、どういう見通しを持っているかという ζ とだろうと思います。確かに

5 8年度K起債制限という乙とで、 5. 0 0 0万円の歳入欠陥を生むわけでどざいます。乙れは、

5 8年度については若干の収入増なり、それから、未執行の予算を充てまして、切り抜けをし

たいというふうに考えております。さらには、長期的なととでどざいますけれども、 5 8年度

は 5.0 0 0万円でございましたけれども、乙の事業に関連する起債が、先般議決していただい

た 59年度予算IL:1 0億 600万円予定しているわけでどざいます。乙の辺の対応が一番むず

かしいだろうというふうに考えております。したがって、これはどうしても ζ の金額の起債は

5 9年度いただかないと、 財政上かなり運営が厳しくなるという乙とだと判断をしております。

それから、次が乙の理由でどざいますけれども、まだ内定通知という乙とでどざいまして、

正式には固なり、国の意向が東京都を通じて日野市へ来ておりますし、ただ、いままでの経過

からすれば、いわゆる給与の改定なり是正計画についての制裁だというふうに受け とめており

ます。

3点目の念書の件につきましては、助役の方から御答弁申し上げます。

0助役(赤松行雄君) 4点目と 5点自につきまして、私の方からお答え申し上げたい

と思います。

市長から知事あての念書 というものでどざいますけれども、職員の給与の適正化という乙と

でどざいます。現下の厳しい情勢の中で、職員の給与の適正化については、職員団体と昇給延

伸、初任給切り下げ、定数削減等に関し、今後も継続的K協議を進め、市民の理解を得て実現

lζ努力していきたい所存でありますと、乙ういうふうな内容でございます。

それから、職組との対応でございますけれども、東京都を通じまして是正計画の実施を、 58

のベアについて求められてまいって、その当時の厳しい対応を進めてきたわけでございますけ

れども、中途から東京都の 4.5の国を上回る一一国は 2.0 3でございます。 2.03でなおかつ、

さっき申し上げました念書にあると乙ろの給与の是正計画の実施に、組合交渉の中で鋭意努力

してきたわけでどざいますけれども。中途から東京都の 4.5の実施というふうな状況の中で、

都下各市の交渉が非常にむずかしいものになってき たわけでどざいま して。そういう点につき

ましては、東京都を通じ、自治省も東京都下の交渉の厳しさと、あるいはまかり間違えば 2.03

が東京都並みに突破されてしまうという状況下の中で、起債保留について、要する lζ理解ある

といいますか、 要するに 58年度としては、やむを得ず継続というふうな方向っ・けが出てまい

ったわけでございまして。今後の 58につきましては、さっき財政部長から言いましたように、

全国ベースの中では国並みを一一中で、なおかつ是正をしている地方公共団体もあるわけでど

ざいますけれども、東京都下の特殊な事情として、乙のような形で是正については継続して努

力していくと、乙ういう ζ とに相なったわけでどざいまして、職組との対応Kつきましては、

5 8を含め、それから、 5 9の問題も含めまして、継続して協議し、その実現K努力するとい

う職組との対応K都下各市がなったわけでどざいます。

以上でどざいます。

04番(小山良悟君〉 いまの職員組合との対応と、それから、国に対する対応と言い

ますか、どちらにもあいまいな形になっているわけです。乙れは、私、別に組合の肩持つわけ

じゃありませんけれども、組合としては継続協議というととで、切り離すという乙とで今回妥

結しているわけですね。ところが一方では固に対して、必ず実行しますという約束を入れてい

る。どちらかこれ約束違反するような形になりかねないわけです。国に対しでも、乙れは念書

を出しでも、それを実施しないという ζ ともあり得るわけです。今後の組合との対応Kよって

は。そうしますと、起債の制限っていいますか、カットというものは、引き続き厳しいものを

固から強いられるという乙と iどなるわけです。また、一方では組合K対する信義もあると思う

んです。ますます組合に対する執行部側の取り組み方が、むずかしさが出てくるわけなんです。

その辺のと乙ろがもう少し腹を据えた、小手先のと言う か、その場しのぎ一一たびたびいろん

なととで指摘されますけれども、四つに取り組んだ形で抜本的な、 とにかく問題解決。今回と

にかくラスパイレス指数が、日野市の給与水準が高いという乙とで、ラスパイレス指数が 11 5 

をと lとかく超えちゃいけないと、早く是正しなさいという指摘で今回 ζ ういう問題になってき

ているわけですけれども。

単に組合との問題だけじゃなくて、われわれ市民と しても大きな被害っていいますか、いう

ものを受けてきているわけです。乙の市民会館K関しでもそうなんです。防衛庁の補助も受け

られなかった。受けようと思えば受けられる補助金なんです。そして、 ζ 乙で今回の起債の制

限。高い給料ですね、国の水準よりも 16. 3 %ですか、高い給料を払わされているというか、
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支払って、高い給料を支払わされ、そして、なおかつ乙ういう起債の制限を受けてるという ζ

とになりますと、われわれ市民としては踏んだりけったりであります。その辺の取り組み方が、

執行部側としても、乙れは大変だろうと思います。正直申し上げまして、執行部の立場Kなれ

ば職員組合と、あるいは固との間K入って、市民のとにかく要望K乙たえるという ζ とについ

ては、 本当に大変苦労 されると思いますけれども、しかし、その対応ぶりについてはもう一つ、

単にこの議会で論議しているだけじゃなくて、本格的花、本気になって給与水準の是正という

ものを取り組まないと、いろんな乙とで今後直接的にもわれわれ市民に大きな影響を与えてく

るわけであります。

私は本当に心配するのは、組合に対しては、とにかく切り離してやりますからという ζ とで

妥結して、とりあえず。固に対しては、乙の提案事項をベアを下げ延伸するとか、初任給の 1

号俸引き下げだとか、 5 8歳定期昇給停止しますとか、そういういろんな条件出してい るわけ

です。それを必ず実行しますという乙とで、乙の 4分の 3は認められたわけですけれど も、乙

れを今後実施しないという ζ とになりますと、今後の影響っていうとと非常K心配するわけな

んです。その辺のととろ大丈夫ですか。どのような考えで取り組むつもりでしょうか。

0市長(森田喜美夫君) 乙のたび年度末lζ 当たりまして、いわゆる職員給与の ζ とで

東京都を通じ、厳しい指導のありました起債制限の問題がようやく、全部ではありませんでし

たが、 解除という乙との伝えが、電話あるいは新聞情報で承知し、たしました。そ乙で、変則的

でどざいましたが、一言でも議会iとお伝えをしようと思って御迷惑な ζ とになりましたが。東

京都はもちろんわれわれ自治体の親元でありますから、対園、つまり自治省に対して各市を庇

護する立場でいろいろと活動をしていただくわけであります。その際花、また東京都は各自体

lζ対します指導の責任の場もどざいますから、念書といいますか、 ζ ういう形のものを預けた

と申しましょうか、そういう ζ とK、たしか 31日の目だったと思っておりますけれども、乙

れも、電話連絡を受けて職員課の方で届けてまいったと、乙ういう経過がございます。

乙の内容は、乙れは組合と、かねて話 してきている課題でありますから、今回の国並みの妥

結の際K、乙のととは分離してという乙とではありません。相伴って今後も交渉の対象になる。

とりあえず今回は 2.03、つまり国並みというととで妥結をしようと、乙ういうととになって

おりますから、どちらに対しでも偽りを言っている ζ とは全くありません。したがって、その

ような御心配は、いまのと乙ろないわけであります。ただ、われわれが今後の問題に取り組む

-752 -

lζ当たりまして、まず、いま御指摘の、いろいろな事業の、市民生活に及ぼす関係のととから

優先をして物を考えなければなりません。また、起債は補助金ではありませんから、乙れを財

政的な運用という面で、もちろん支障なしとはいたしませんが、とれが補助金として来なかっ

たから損失をしたと、乙ういう乙とまた別であります。 要するに事業が円滑に執行できるかど

うかという乙とにかかわる問題でありますから、円滑に執行できる ためにわれわれが受けてお

る指導を、乙れを確実に実施していくという ζ とが、信用を補う意味で重要であります。とれ

からそういう課題について取り組んでまいりますし、ぜひ実施して、つまり是正計画を実施し

て、そして、国の指導にも沿い、また、都にもりっぱlと日野の立場を信頼をしていただける条

件をっくり、市民Kも、また御迷惑をかけない、乙ういう方法で組合交渉も今後進めてまいり

ますし、また、約束事でございますから、実行しなければならない、とういう責任は存在する

わけであります。いろいろ御心配をいただくとと、多いわけでありますけれども、そういう責

任のある、また、信頼関係をいずζ にもつなぐ意味で真剣K取り組むと、そして、国の指導、

特にラスバイレス指数の基準につきましては、だんだんと低下する方向に持っていう ζ と、 ζ

ういう考えでおりますO

以上です。

04番(小山良悟君〉 いま市長が、起債は補助金じゃないからということでどざいま

まけれども、そういう安易なととを言われちゃ因るわけです。もちろん補助金じゃないですか

ら、起債ですから、乙れは返さなきゃいけないわけです。もらうわけじゃありません。しかし、

少しでもシビアな財政運用という乙とを考えますと、どうしても起債というものは無視できな

い、そういう役割りを果たしていると思うんです。また、大きな施設というものは将来の世代

にわたって公平な負担を仰ぐという意味もあるわけですから、そういうふうに起債を軽々しく

受けとめてもらっ ては困る。ただ市民会館とにかくできればいいんだというような形の中で、

その目的のために手段を考えないわけじゃないんでしょうけれども、もっとやっぱりシビアな

ととをひとつ考えて、今後のあれに取り組んでいただきたいと思うわけであります、何もとれ

は市民会館ばかりじゃありませんので。

それから、いま一つの聞き漏らしたとし 1うか、確認したいんですが、国の是正指導の中花、先

ほど市の方でベアの 3カ月延伸とか、初任給の引き下げとか、 5 8歳の定期昇給の停止とか、

何かいろいろな案を出されているようですけれども、そのほかに指導を受けている内容という
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ものについてはどんなものですか、ちょっとそれをお聞かせいただきたいんですが。

0助役(赤松行雄君〉 何回か御説明申し上げていると思います。国の方からは、自治

権侵害というふうなととがいろいろ言われている中でどざいますので、国の方からこれととれ

というふうなことではないわけでどざいます。それで、昭和 57年の夏ですか、是正計画と。

ラスが高い市は是正計画を提出してほ しいと、乙れが 57年の秋どろですか、あったわけでご

ざいます。都下で、やはりラスの高い市は、それぞれ是正計画を出しておるわけでどざいます。

日野市で出しました是正計画と言いますのは、もちろん東京都あたりから、ラスを下げる速効

性のあるものというふうなととにどうしでもなるわけでどざいますので、 5 7年の人勧におき

まして、ベースアッフの際に 3分の lを切り込みますと、乙ういう ζ とです。 6%ベア改定が

あるとすればよ 2弼切りまして 4%引き上げますと、たとえばそういうものです。

それから、 5 8年も同じく 3分の 1ベアを切り込みますと、 3年計画でどざいますので、な

おかつ 59年でラスが 115を切らない場合は、 5 9年の最後の年では昇給の延伸をいたしま

すと、とういうふうな是正計画を出しておるわけでどざいます。ですから、 ζ のたび求められ

てますのは 58の一一 57は凍結であった と、 凍結の中では是正計画の実施がやりょうがない

わけですから、 5 8におきまして、その約束を果たしなさいという ふうな ζ とで、 ベアの切り

込みと、それから、ラスが非常に高いととろは半年の昇給の延伸だと か、 9カ月の延伸とかと、

非常に強いものですけれども、日野の場合Kは 3カ月の延伸と、それから、初任給の l号俸を

ダウンをというふうなととに、いままでの出しておる是正計画から引き出してきまして、そう

いう指導になったわけでどざいます。それがさっき言いました、降ってわいたような東京都の

状況とい うものの強い影響を受けま して、 2 6市そのものの交渉が非常に難渋をきわめたと、

是正計画を実施する状況という乙とは非常に困難になったと。もしかすると 2.0 3の国並みと

いうものすら東京都並みになってしまうというふうな、非常な大変な交渉になったわけでござ

います。その中から、要するに国並みのベアだけでも確保しなきゃというふうな動向の中から、

起債については、要するに東京都・自治省から、それだけの実施でも却債の保留という ζ とを

考慮してやろうと、乙ういうととになったわけでございます。

04番(小山良悟君〉 今回の、との起債制限という乙とに関しては、国の 自治権侵害

だとかというふうな気持ちもあるかと思いますけれども、 ζれは、高い給与水準を、その是正

を怠っているって言いますか、努力不足のと ζ ろに対しての世論の警告というふうに受けとめ
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ていただかなければならないわけであります。

最後に要望にな ります。繰り返しになりけすけれども、そういう行政当局の怠慢で高い給与

水準をなかなか改善しない、そういう怒りと言いますか、乙ういったものは本当に市民からも、

ますます沸き上がってくると思います。というのは、現実にとういう市民生活K影警がある一

給与だけじゃなくて、いろんな事業K対しての支障が来ているわけで、日野市民としても、先

ほど申し上げましたように、踏んだりけったりというふうな情景になるわけですから、ひとつ

この辺のと ζ ろを、 5 9年度の 10億 60 0万という起債の問題もあるわけですから、真剣に

との問題について取り組んでいただきたいというふうに思います。

0議長(高橋通夫君) ほかに質疑はございませんか。古谷太郎君。

06番(古谷太郎君) いま小山議員からお話がありましたけれども、とれは、いま国

のは指導しないと思いますけれども、東京都は大きな方針で市町村と一緒になって、市町村の

市民が、よりいいようにというと とでもっ て恐らく 57年の夏に是正計画を東京都に出さした

んだと思 う。 ζれについて日野市の場合は、ワタリ制度の撤廃については全く触れていないわ

けです一一 57年の夏出した、そうですね。と乙ろが、地方公務員法の 24条では、明らかに

ワタリ制度はいけないんだと、職務と責任において給与制度をつくれと明記しているわけです。

私は、たとえば乙の制度が恐ら く園、是正計画どおりゃったとしても、町田の市長などはワタ

リ制度の撤廃を提案 しているわけであります、大下さんですか。乙れについては東京都の方で

は、まだ何も言っ てきていないのかどうかという点が 1点。

もう 1点は、今回の場合は、 5 7年度夏、日野市長がら東京都に出したお約束を果たす乙と

ができなかった。日野市長だけじゃない、 八王子市長も果たせなかった。果たせなかった八つ

の市は、 当然それに対して一一自分の約束を果 たせないんですから、何らかの制裁を受けるの

はやむを得ないと思うんです。乙れは本当忙しょうがないと思う。たとえばの話が、 ζ ういう

大きな事業ですがやむを得ない と思うんですが。今度乙れを 59年でやれなかった ときにはー

今度はちょっとおきゅう据えた程度だと思うんですよ、ちょっと。今度はガチャーンときます

よ。うそも 1回目は大体冗談だろうっていうととで許すもんです。過ちは l回目は大低許すで

すよ。 2回ゃったときは ζ れはいけなし 1。過ちというのは、そういうもんなんです。だから約

束は 1回は、乙れは確かに破った。いま助役さんの御報告によれば、国のベースアッ プの 3分

の 21[.抑えて 2年やっていけば、いきますと、乙ういう乙と出したんですから。 2婦とすれば
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3分の 2だから非常に簡単なんです。 1.4%にしておけば一応約束は果たしたじゃないかと言

えるわけです、その面では。 乙れはなかなか大変だと思うんですが、一応 57年度はベースア

ップがないんだから、とれは 3分の 2IC.しようもへちまもないです。そ乙で、 5 9年度は国の

ベースアップは相当あると思うんです。その 3分の 2にするし、なおかつ 115以下にします

と、乙う言っ ているわけです。乙れは約束できるんですか。できる、できなければもうパーン

と来ます。とれは当然来てあたりまえなんです、 2回目ですから。 115以下にいたしますと、

乙ういうふうに市長の方から東京都の方へは出しであるわけでしょう、念書は。 59年度の過

ぎた、要するに来年 3月 31自には、 6 0年度にはそうなりますと、乙う 言ってい るわけです

から。 ζ の 2点です。要するに東京都の指導iζ、地方公務員法 24条にかかわる問題Kついて

はなかったかというとと。ひとつ・・・ ・・・。

0総務部長(伊藤正舌君) ただいまの御質問につきましてお答え申し上げます。

ワタリ制度の件でどざいますが、日野市では、ワタリ制度は実施しておりません。 都下の何

市かは、そういうワタリ制度やっている市がございますけれども、私どもの方は準通し号俸と

いうととで、そういう制度をとっておりましてワタリ制度はとってどざいません。

それから、 是正計画の内容でどざいますが、先ほど 2.0 3婦と、乙ういう乙とで国並みの給

与改定をしたと、こういう乙とで申し上げているわけですが。その中で給料分でございますが、

給料分につきましては、国は 2.0%を改定しております。私どもの方は、本俸につきましては

1. 9 5を改定しでございますので、本俸の切り下げと、乙ういう乙とで多少わずかでどざいま

すが、国の趣旨に沿っていると、そういう ζ とが申し上げられるかと思います。

以上でございますが。

0助役(赤松行雄君) 東京都は、さっき申し上げましたように、日野に対しましては、

前iζ提出しました是正計画に沿った形で、ラスが早く下がるというふうな方向づけの中で、さ

っき申し上げましたよう K、昇給延伸と、あるいは初任給の 1号ダウンというふうな乙とを、

要するに指導していると言いますか、日野市の場合には 11 6. 1という現状でございますので、

その程度でよろしいんだと、とういうふうなよろしいと言いますか、比較してみた場合とある

わけでどざいます。

さっき古谷議員さんのお話の中に出てきました市の場合は、ワタリ制度を一生懸命や ってい

ると。 ζれはその面もございますけれども、非常にラスが 20を超えている市が四つあるわけ
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なんですけれども、そのうちの最高なんですね。しょっちゅう新聞に出るというふうな状況の

中で、やはり昇給延伸なり、それから、初任給 l号ダウンだとか、なおかつ制度的なものまで

手をつけなきゃというふうなととにつきましては、ほかの 4市も同じなんです。非常にラスが

高いものですから、速効性のある手の打ち方と、なおかつ構造的なも のにも手をつけてい ζ う

というふう なと とで、そういうふうな指導なり方向づけなりを東京都から受けているんじゃな

いかと。 日野市の場合lとは、速効性のある、要するに、さっき申し上げました昇給延伸と初任

給の 1号ダウン というものをやりなさいと、乙ういうふう な乙とになっ ているわけでどざし、ま

す。(rし1や、それはやれる 自信があるわけですね」と呼ぶ者あり〉一一ーはし 1。それにつきま

しでは、 5 9の起債の問題等も踏まえておるわけでどざい ます。財政運営等も踏まえておるわ

けでどざいます。それにつきましては、やはり厳しい現実忙なろうかと思います。やはりどう

して もやっ ていかなきゃならんと、乙う考えておるわけでどざいます。

06番(古谷太郎君〉 ζ れは、いま総務部長甘い、考え方が。いいですね。日野市長

が出した覚書は、国のベースア ップの 3分の 21ζ 日野はし ていきますと、 2年間。いいですか。

はっきり言えば国が 2.03婦の場合には1.3 6婦のアッ プにし ますと、そういうととなんです。

ところが、 日野市の場合は、 1. 3 6婦にしないで1.95%にしてしまったわけだ。だから約束

違反じゃありませんかと、 覚書に対する、そ ういう ζ とになるわけです。

そ乙で、非常にむずかしいのは、乙としは当然 6婦だ、 4婦のベースアップがあると思う。

まあ 4%でもいいです、幾らでもいいですけれども。たとえば、 3婦のベースアップが国で行わ

れる、国家公務員の場合。 そうすると、日野市は少なくとも 2%以下忙しなきゃならないとい

う非常にむずかしい立場に立つわけです、そうですね一一そう でしょう。との 3%と仮定した

場合です。国が 6婦アップした場合には、少なくとも 4領以下。なぜなら、 ζ とし約束どおり

やってないから、乙としの見返りも出てきてしまうわけです。そのほかに 3カ月の延伸と初任

給の、いわゆる l号引き下げを行って初めて 115、とれでもずいぶん高いんです、国に比べ

れば、より以下になる可能性が出ると、乙ういう乙となんです。もしやらなければ、これはも

う約束を 2回破ったんですから、固としちゃ、それでは単独事業に対する補助金は全部カッ卜

しますと言われでも文句の言いようがないわけです、日野市としては。

だ力3ら、内部努力をするっていうのは私は、助役さん大変だと思うんです。あなた労働組合

との交渉していて、ばかやろうとか、何だ、との間抜けだとか、大変な言葉を発っせられてい
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るという乙 とも漏れ聞いて ます。夜中の 2時も 3時もなってやってられる、あなたの努力はと

てもえらい。だけど、組合の方はそういう暴力的なんですよ。よそ目でもね、大ぜいで来て廊

下 lζ座わり込んで、 トイレにも行けないようにする。私も経験したととあります、何遍も。そ

ういうふうな、何というか非人道的な攻撃をするのが官公労っ て言いますか、自治労のしきた

りなんです。だけども、それに耐え忍んでいく助役さん、総務部長さんは大変だと思う。なぜ

なら、乙としですら、もう大変だったんです。来年はもっと大変ですよ、とれ、組合交渉が。

だから私は、いまぜひみんなに、全職員に、こういう趣旨でやっているんだから協力してほ

しいという乙とを徹底しなきゃいけないと思う、甘やかしちゃいけないと思う、 ζ の際は。単

独事業の起債を全部カッ卜されると、とれを。大変ですよ、今後。だから、私は非常に心配し

てんのo 今度はいいんですよ、ちょっとだから、ちょっとだから。 本当わずかだからいいんで

す。単独事業たくさんあるんですよ。だから、私は今後乙ういうふうな問題について、日野市

長が 57年夏に出した覚書。乙れは、市長がだれになろうと守らなきゃいけません、市長が出

したんですから。だから、そういう点ではもうすでに破っちゃったわけだ、第 1回は。乙れは、

破った理由わかるんです。なぜかというと、破らざるを得ないような状況が発生していたわけ

だ。だから、それは同情iζ値すると思うし、恐らく自治省の方でも、その苦しい日野市ほか 8

市の苦哀は十分察して、で、今回はちょっとしときますという乙とだと思うんです。だけど、

やらないわけにいかなし 1から形だけというんで、わずかな起債をカットしたと思うけれども、

来年はそうはいかないです。いかないという乙とを全部の職員によ ーく浸透さ しておいてくだ

さい。よーく侵透さしておけば、職員の方でも、それなら少しは考えなきゃいけないという気

持ちになるんです。何だかわかんないや、国のベースアップよりも少なくしろなんて言われた

ら、大抵頭へきますよ。だから、そ乙んと ζ をよく考えて、あなた方の行政の中で職員iとです

よ、よーく職員iζ説明しておいてくださし可。乙の乙とを強く申し上げる。

やっぱり会社はつぶれるか、つぶれないかというときには、会社の従業員に徹底的に、やっ

ぱり会社の内情暴露して、きれいに話さなきゃいけないんです。それで、やっぱり会社の社員

も奮起します、つぶれるかつぶれないかの境目なんですから。日野市の場合においても大きな

問題を抱えてますから、甘くしないでいただきたいと思います。

以上です。

O議長 (高橋通夫君) ほかに質疑はござし 1ませんか。なければ乙れをもって、質疑を終

結いたします。

行政報告を終わります。

本日の日程はすべて終わりました。

本日は乙 れをもって散会いたします。
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午後 4時 52分散会
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午前 10時 16分開議

0議長 (高橋通夫君) 本日の会議を開きます。

ただいまの出席議員 27名であります。

これより日程第 1、一般質問を行います。

4の 1、市内循環パス路線及び日野坂交差点付近の道路整備について問う。 4の2、私 ・市

道路、公園、遊び場、広場、学校校庭等の整備について問うの通告質問者、藤林理一郎君より

取り下げの申し出がありましたので、取り下げます。

次に、 5の 1、昭和 59年度こそ下水道整備に全力で取り組めについての通告質問者、古賀

俊昭君の質問を許します。

C 1 8番議員登壇〕

0 18番(古賀俊昭君) おはようございます。 一般質問を行います。

私が、日野をわがふるさとと定めて日野に移り住みましてから、ことしで私ちょうど 10年

になるわけです。日野市は北部に多摩川が流れておりまして、ちょうど日野市の中央を浅川が

割って流れております。多摩丘陵もまだ緑を残しておりまして、大変私はいいと ころに住むこ

とができたなあと思って いま しみじみと 10年目を迎えているところであります。私は、

子供のころ九州の田舎の方で育ちましたので、小学校の高学年にな るまではプーノレ等もなくて、

夏休みなどは近くの川に行寺ま して、大体川で魚を取ったり、泳いだりしたわけです。小中学

校を通じまして、夏は大体河原で遊ぶということが大変多かったと記憶しております。私たち

高学年に小学校のころ、やっとプーノレというものができてまいりまして、体育の授業の時間は、

プーノレで、泳ぐことがしばしばだったんですが、そのほかの時間は、大抵川に行って遊んでおり

ました。私の子供もこれから、いわゆる日野っ子として、これからふるさとこの日野市で居を

定めここで成人していくわけです。私の子供たちにも、また日野の子供たちも皆そうですが、

やはり同じように浅川や多摩川で、特に夏の聞は遊べたらいいなと、そういうふうにしみじみ

と思います。遊び疲れて河原で休んでおりますと、夕立がやってきて雷に驚いて逃げたり、ま

た、草むらの蛇を追L、かけたりしたような思い出もあるんですが、そうしたいわゆる体験のよ

うなことを小さいころにやるというのは、非常に大切なことだと思います。こうした経験を通

して子供たちの成長というものをやはり考え直して~\く 、 そういう時期にいま来ているという

ことも教育の面からも思いますので、やはり日野が大切にしなければならない清流、緑豊かな
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自然、の恵み、こうしたものを人情味の細やかさとともにこれから守っていきた l'0また、失わ

れたものは取り戻していきたい、こういうふうに考えるわけであります。特に日野市は、清流

を取り戻すと いうことを町づく りの基本においているわけでありますから、よその市ιL上にこ

の清流を取り戻す、このことに特に行政側としては取り組んでい くということ をいまほど求め

られているときはないと思うのであり ます。こと しの予算でもいろ いろ議論がなされました。

いままでの下水道事業の取り 組み批判もあるわけですが、私は、やはりことしこそと いう一般

通告の質問の題名にもうたいま したように 59年度の予算でこそ、こ の事業が円滑に着実に進

んでいくように市側に非常に期待をしていたわけであります。ところが、ことしも含めてとい

うと非常に語幣があるかもわかりませんが、肝心かなめの下水道事業の予算というのは、やは

りまだまだ小さいような気がいたします。ですから、当面の聞は 一 当面といいますか、かな

り長期に及ぶと思いますが、下水道が整備されるまではほかの手段を講じながら、消極的な方

法になるかもわかりませんが、対応してL、かなければならないわけです。いま、各家庭に配ら

れている清流フィルターというのは大変数が少ないそうなんですが、こうしたものも一つの手

段であると思います。

また、さきの議会の、さき っていいますか、先日の予算を上げましたときに、私どもは、修

正案を提出をいたしましたが、家庭浄化槽の清掃の促進、これもいまできる方法として、非常

に重要な意味を持っと思います。また、合成洗剤の追放ということも日野市ではやっているわ

けです。これらの施策の中で、やはり一番効果が期待できるのは、家庭浄化槽の清3掃、こ のこ

とにやはり重点的に取り組んでl'く 、これが最も効果があるのではなし、かというふうに考えま

す。清掃部の調査では、1万6，130基ある単独浄化槽この管理、そして、徹底した追跡調査

によって、これらの浄化槽の清掃に取り組んでし 1く、 このこと は、やはり数がはっきりしたわ

けでありますから、私どもは、この家庭浄化槽無届けもまた許可のものも含めまして取り組み

が、いま一番求められているのではなし、かと思います。私、先ほど合成洗剤の追放ということ

を日野でやっているということを言いました。合成洗剤の禁止ということに関しては、さきの

議案上程が行われました 3月の 5目、 厚生委員会の請願審査報告に対して、私が意見を述べま

した。これに対して橋本議員は、私に対しまして、このようにおっしゃったんです。あなた自

身がもう少し勉強をなさってそういう反対の意見を出していただきたl'0こうおっしゃったん

です。私は、このことで橋本さんにも話し合いといいますか、私の考え方を述べまして、橋本
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さんに御回答をお願いしておりましたんですが、いままで何のお話もございませんので、ここ

であえて触れさせていただくわけです。議会という公式の場で、たとえ対立する相手が反対の

意見を言ったからといって、もう少し勉強してから意見を言えというのには、私も恐れ入りま

した。この発言は、このような消費者運動、このたぐ いの運動をやっている人たちに共通しで

ある一種の思い上がり、自分だけが絶対に正しくて、自分に都合の悪い主張や意見に対しては

耳を傾けようとしない、唯我独尊的な態度であると思います。しかし、橋本議員ほどの方です

から、後で一時的な感情で冷静さを失い、表現の仕方が適切でなかったと多分反省しておられ

るのではな l'かと思うのであります。なぜなら真の勇者、知者というものは、闘志は内にあく

まで も秘めまして、ことに当たっても常に静かなものであるからであります。合成洗剤追放が

確かに一般の消費者、マスコミ には l'ま受けております。 しかし、合成洗剤を禁止した琵琶湖

の例をとってこの際ですので、その後の経過を私、お話をしておきたいと思います。

昭和 54年竹村滋賀県知事は、琵琶湖の水質保全を理由に合成洗剤追放条例を定め、翌年の

7月から実施をしたわけです。これについては当時専門家の間でも疑問を呈する人が多くて、

湖の水質の悪化を合成洗剤だけに原因があるとして、追放するのではなくて、広く 家庭から排

出される生活の雑排水、また農業排水K対 して有効左手を打つべきだと主張 しました。本格的左下水

道の整備こそ急務だと専門家は結論を出していたわけであります。結果は、合成洗剤を禁止し

ても一向に赤潮はやんでおりません。湖のヱlくを利用して飲料水等に使っている下流の人たちは、

l'までも水が臭いと 言って苦情がふえるばかりであります。 何ら合成洗剤の追放によって効果

は生じて いないということであります。有害であるというデータ がな いまま合成洗剤禁止に走

ったものの結局何の役にも立たなかったというのが、この滋賀県が鳴り物入りで実施をしまし

た合成洗剤の禁止条例であったわけです。当時冷静で科学的な考え方をもとに琵琶湖を利用す

る自治休が相協力をして、本格的な下水道の整備に力を当時から入れていたのであればこんな

ことにはならなかったはずであります。合成洗剤を追放し一部の消費者グノレ-7.やマスコ ミの

拍手を浴びた竹村慈賀県知事は、これからも数年間は、臭い水を下流の人たちに送り続ける と

いう大きな教訓|とツ クを残したということであります。( r短時間に結論なんか出ないよ」と

呼ぶ者あり )いずれにしても川や湖を汚れから守り、 トイレを水洗化してし 1く、また雨水の浸

水から生活を守る。そ して、本当に快適な生活環境を実現していくには、下水道の整備以外に

はないわけです、市民は、た とえ不便であっても、いま、汚染の加害者になるまいとして、用
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水の近くに住まいをしまして 生活の排水を用水に流している人たちは いろいろ工夫をした

り、心を悩ましております。また、浄化槽を設置しようとしましても、御近所とのいろいろト

ラプノレを恐れてがまんをしながら生活を続けているわけです。こうした市民のいまおかれてい

る立場、この立場をやはり市長は、肝に銘ずるべきだと思います。市民の浅川、多摩川や中小

河川、また、用水路を守ろうとする努力、そして、協力を、本来、汚水や雨水の処理について

は、責任を持つ市が、もうこれ以上裏切り続けることは許されないということであります。そ

こで、いま述べました観点から、以下 6問について質問をいたします。

まず最初は、きのうの行政報告で市長から私どもに報告がありました、いわゆる 58年度の

起債のカッ トについてであります。これは市民会館の建設に関して起債の 5，000万のカット

が行われたということでございました。そして、給与の改定が今後 59年度どのような形で行

われるか、このいわゆる是正計画と言われるものを出しているわけですが、この計画の進みぐ

あいによっては、 59年度の起債に対しても大きな影響が出てくると言わなければなりません。

当然市民会館の起債もその対象になるでありましょうし、今年度-59年度に起債を当て

込んでおります下水道事業この事業にも大きくかかわりをもってくるからであります。 58年

度は、市民会館の起債 5，000万のカットということですから、注意処分を受けたという程度

であります。ところが、今後給与改定の実効が上がらなかった場合、 59年度に予定をしてお

ります公共下水道管の埋設これに多大の影響を与えてくるのではな l¥かと考えられます。そこ

で、これは財政当局にお聞きをする問題だと思いますが、特別会計の予算書を見てみますと、

市債で下水道債 7億 2，020万円を予定しております。そのうち公共下水道管渠埋設南多摩処

理区公共下水道管渠埋設、これは補助分と単独分とに分かれております。補助分の方は、これ

は建設省の補助金がつきますから、自治省の方も建設省とのかかわりがありますから、多分起

債のカットは しないでありま しょう。しかし、問題は、 単独分の方であります。 3億 80万、

この起債を予定をいたしております。そのほか流域下水道建設負担金、ここにも単独分がござ

います。また、上田の樋管設置、それから脱水機の設置ということで、これは多摩平の処理場

だと思いますが、いずれも単独分であります。しかし、この三つのうち単独分で最も影響が出

るのではなし 1かと思われるのは、一番最初に申し上げました南多摩処理区の公共下水道管の埋

設についての 3億 80万、これは果たして給与改定等がうまくし 1かなかった場合、つまり自治

省に提出してある給与の是正計画通りに済まなかった場合、私は当然一度 58年度で注意を受

けているわけでありますから、この起債は、もろに影響を受けてくるのではなし¥かと思います。

その点について財政当局のお考えをまず最初にお聞きを しておきます。これが第 1点目であり

ます。後続けて質問いたします。

昭和 54年 3月に決定された日野市公共下水道計画によれば、目標年次は昭和 70年になっ

ております。ことしの 1月1日号の日野市広報にこの下水道についての記事が書かれておりま

す。一面を使って大きな記事が載っておりました。市民の方は、この中にも目標年次は、昭和

7 0年と書かれておりますか ら、 70年になれば市内全域ここに示されている計画に従って下

水道が完成するであろう、このように受け取るのはあたりまえだと思うんです。昭和 70年の

目標年次にいまでもなおかつ自信を持ってお られる のか。まずこれをお聞きをいたします。こ

れが 2問目です。

次に、市長は昨年の 12月議会で市の約60%の汚水を処理します。処理を予定している浅

川処理区の処理場の稼動が

ていなかつた年次計画がようやく立ち得る。つまり具体化する状況にあると答弁をしておりま

す。これまで明らかにされていなかった年次計画は、いっそれでは発表できるのか、その時期

についてお尋ねをします。年次計画を示す時期についてが 3問目であります。

次に、これは、 2問自と 3問目とに関連をいたしますが、 三つの処理区に分かれて日野は汚

水を処理していくわけでありますが、そのうち南多摩処理区、それから浅川処理区、秋川処理

区、これはそれぞれ供用開始年が、計画では何年と設定しであるはずであります。南多摩処理

区は、いま、現に稼働中でありますから、この地域が早いであろうということは、想像できる

わけでありますが、多摩川沿いの一部地域 11ヘクタ ールは、 60年中に下水道の使用ができ

るようになる。これも今議会で答弁等がありました。それでは、三つの各処理区は、ほかにも一

部供用開始ができる。つまり、供用開始が一部でも見通せる地域が、この南多摩処理区の 11 

ヘクタ ーノレのようにどこかにあるのかどうか。その点を 4番目にお尋ねをいたします。

次に、 5番目の質問です。清掃部で浄化槽の世帯等の調査結果がまとまりまして、今議会で

配られました。今議会に報告をされたその内容によりますと、日野市の公共下水道の普及率は、

人口比で 10.9係となっております。1"とうけい日野」の資料によりますと、昭和 5O年は

1 4.39るでありました。人口がふえているとはいいましても年々下水道の普及率がこのように

急激に下がっているという市も大変珍しいと思うのでありますが、三多摩、武蔵野地区26市
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の中にこのような珍しい現象を呈している自治体がほかにもあるのかどうか、それもひとつ 5

番目の質問としてお尋ねをいたします。

それから、最後の質問ですが、公共下水道これは、流域下水道として、他の市町村とともに

日野市分は公共下水道として、昭和 70年を目標年次、この目標をもってやるということで、

日野市公共下水道計画はそのように書かれております。現状の判断では、まず常識的に考えて

私は、大変むずかしいのではなかろうかと見ざるを得ないのであります。しかし、下水道が実

現完備するまでの問、何もしないでいるということは、許されないわけでありますから、最初

に私が言いましたように、少しでも清流を取り戻すための努力をしてt¥かなくてはならないと

思います。つまりこれ以上汚濁を進ませないようにする。そして、用水路や小規模の河川の浄

化を図るための施策が速やかにとられなければならないと思います。これは、昨年福島議員や

古谷議員等からも指摘をされたところであります。具体的には一つ、 59年度の予算修正案で

私どもが提案しましたように無届けの浄化槽に対する清掃費の助成ということがありますので、

これも大変有効なわけですが、そんな必要もないという議員の方の数が多かったものですから、

これはついに実現をしませんでした。しかし、いま私が言いました河川や用水路の、これらの

水路に対して浄化装置を設置するということは、いま一つ有効な手段として考えられるわけで

あります。この河川や用水路に設置をする浄化槽については、昨年議会で市長も、また建設部

長も今年度は、つまり 59年度はぜひやってみたいんだと、積極的に取り組みたいという旨の

確か答弁がございました。しかし、 59年度の予算には調査費一つついてないんです。建設省

のこの行っておりました現に実験も完了して野川等で浄化槽設置をして実用化されているわけ

です。これをわざわざ見に行っておられるわけですから、何らかの私は予算措置があってもよ

かったのではなし、かと思いますが、全くこのような考えは、もうお捨てになったのか。やる気

がなくなったのかどうか、その辺一体どうなっているかをお聞きをいたします。

以上 5点につきまして質問をいたしますので、回答をお願いいたします。

0議長(高橋通夫君) 古賀俊昭の質問についての答弁を求めます。企画財政部長

。企画財政部長(前田雅夫君) まず第 1点につきま して御答弁申し上げます。

まず 58年度の市民会館の起債が発行の制限を受けたわけでございますけれども、それでは、

国がどういう基本的な考えといいますか、枠の中で、制限をしたかということなんですけれど

も、詳細についてはまだわかっておりませんけれども、まず申し上げられることは、 一般単独
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事業、それから、厚生福祉整備事業、この二つの事業にしぼりまして、制限をしたというもの

でございます。

それでは、 59年度はどうなるかということでごズいますけれども、 59年度のまだ方針は、

閣議決定はすでに3月26日にいたしまして、 4月の中匂に都道府県への説明を行い、 4月下

匂に市町村への説明を行うというようなことになっております。したがって、この説明を受け

ないとわかりませんけれども、ただ一つ大きな改正点は、新聞にも載っておりますけれども、

給与条項というものを明確に打ち出したということでございます。 58年度までは、財政上云

々というような文言でございましたけれども、ただいま言いましたような給与条項を入れまし

て、起債の発行の許可を行うということになっております。したがってですね、 59年度につ

いてどういう形で 59年度と同じようなかっこうで行うのか、さらには、枠の拡大をしていく

のか、ちょっとその辺はわかりません。それから、ちょっと話が前後しましたけれども、下水

道の起債につきましては、いま申し上げました一般単独事業とか、あるいは厚生福祉整備事業

とは別枠で入っております。要するに義務教育とか、下水道の整備にかかる起債につきまして

は、やはり生活密着したことだということで、ごく一般的に考えますれば、起債制限の順位は、

遅いんではなし 1かというふうにまず考えており立す。しかしながら、 58年度の国の指導から

考えますと、 59年度の日野市の給与関係の改善に関する取り組みが大きな影響を及ぼすだろ

うということは確かでございます。

以上でございます。

0議長(高橋通夫君) 都市整備部長。

0都市整備部長(結城邦夫君) それでは、私の方から 2 ・3 ・4 ・5点目の御質問

についてお答えを申し上げます。

まず 2点目の御質問でございますけれども昭和 54年度当時に、私どもが下水道事業の認可

を取る時点で、一応立てた目標が昭和 70年度を目標として、公共下水道の整備を行うという

計画を立ててございます。この辺について現在でもこの 70年度目標は自信があるのかという

御質問でございますが、当時54年としては、流域下水道の方の事業の認可を取ると同時に私

どもの方の市が単独で行います公共下水道の整備も同時に事業の認可までこぎつけて、それで

両事業が並行して進むように計画を立てたものでございます。その後現在に至るまで流域下水

道の処理場の用地の関係で、まだ都の方で買収に前年度までは至っておらない事情がございま
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す。この辺につきましては、いままでの議会等でいろいろ御説明をしてきたとおりでございま

すして、そこに立地いたします企業、 3企業の移転先をまず考えなきゃならないということと、

もう一つは、非常に土地が細分化されておる。しかも、砂利を採取した後の土地をさらに企業

が使っているというような状況から、その土地の境界が明確でないという点があるわけでござ

いまして、その点を買収するに当たっては、整理をしなきゃならないという点があったわけで

ございます。そういう関係で 58年度までに土地の測量を行うとともに割り込み作業と申しま

す率を出しまして、いわゆる通称縄伸びと言っておりますが、このなわ延びを出してそれを各

筆に振り分けていった、いわゆる割込み作業があったわけでございます。これが一応昨年度を

もちまして完全に終了して、現在ではこの割り込み作業に基づいて各筆の増分が幾らか出てお

るわけでございますが、それに基づいて各権利者の方々の承認をとっておる状況でございます。

それと一方では、 3企業の移転先というものを日野市を中心として物色いたしまして、これら

につきましでもその移転先については、目安がついてきているわけでございます。そういう作

業がこの昨年までずっと行われております。いよいよ 59年度から用地買収に入っていくとい

う段階に立ち至ったわけでございます。したがいまして、この間約5年の問時間を経過してご

ざいます。それと同時に日野市の行います浅川関連の公共下水道の事業認可もいままで待たさ

れておったわけでございますが、ここに来まして 59年度早々に浅川の処理区の中の万願寺区

画整理区域これについては、事業の認可を 5月ないし 6月ごろまでには取れる見通しがはっき

りしてきました。したがいまして、そういう事情のもとに現在の目標としては、やはり見直し

を行う必要が出てきたわけでございます。それで、やはり 70年度の目標を実は立てたいわけ

でございますけれども、これには経費、あるいは施工を行いまして相当の日数がかかるという

ことから、やはり 70年度の目標は、すでに 5年おくれておりますので、 75年の目標を立て

ざるを得ないような状況にきておるわけでございます。したがいまして、今後内客をもっと精

査した上で、この計画目標というのを見直しを行う予定を立てております。

それと、 3点目の浅川処理場これの稼働の時期でございます。昨年の市長の報告で 63年稼

働ということで御報告をいたしました。これは、用地の買収の見通しがついて きたこと、それ

から、処理場予定地にあります 3企業の移転のめどがついてきたということから考えまして流

域下水道の方と協議、打ち合わせを行った時点で、一応 63年度の稼働が可能であるという一

つの目標を立てたわけでございます。それで、当時としては、 63年の稼働ということで御報

- 770-

告を申し上げたわけでございますが、これも用地買収が昨年度中に具体的に入っておりませパぉ

5 9年度から入るということでございますので、やはり現在から考えてみますと、 63年稼働

が 64年の稼働ということになろうかと思います。年次計画でございますけれども、これにつ

きましては、処理場の方の見通しがついてまいりますと、私どもの方で行し 1ます各処理区別の

事業認可のための設計図書は作成に入れることになります。したがいまして、 その設計図書等

を整備いたしまして、事業の年次計画と合わせまして、財政計画も定めていきたい。これも今

年度中に私どもとしては、設計図書等を固めまして、できることならば、年度内にでもはっき

りした見通しというものを立てていきたいというふうに考えておるわけでございます。ただこ

れにつきましても、浅川の処理場の稼働の時期ということがはっきり明確に定められないとま

たずれるということもありますので、その辺の時期、いわゆる処理場の用地買収に実際にこと

しは入るかどうかと いうことが大きな分岐点になろうかと思います。その辺を東京都の方にも

今年度中にどうしても入ってほしいとい う要望を強く 行いますととも に私どもとしてもそれに

協力をしていくということで、年度内の用地買収に入ることを大きな目標にして、これらの年

次計画をはっきりつくっていきたいというふうに考えているわけでございます。

それから、 4点目でございますが、三つの処理区があるわけでございます。御指摘のように

南多摩の処理区につきましては、 1 1ヘクタ ーノレについては、 60年中に供用の開始が確実と

なってまいります。それ以外の地域、南多摩の処理区の中で、 232ヘクタールあるわけでご

ざいますが、 11、 16ヘクターノレを除きました地域につきましては、大栗川幹線が一の宮の

交差点に到達する時点、これが現在 63年を予定をしております。 63年になりますと、この

大栗幹線が一の宮まで来ますので、その時点に目標をセッ トいたしまして、 232ヘクタ ーノレ

全域の管渠の整備を私どもの方で行っていくということで、現在もこの地域を対象として、現

在では、 59年度は都道の北側でございますが、 60年からは南側の方の整備にも入っていく

予定でございます。 63年には供用開始ができるように努力をしてし 1く予定でございます。浅

川処理区につきましては、先ほど申し上げましたように、処理場の稼働と いうのが、 一応現在

日途とされるのが 64年でございますので、その時点に合わせて整備を行っていくというふう

に考えております。それと秋川処理区につきましては、現在八王子市の方で地域住民の方、あ

るいは権利者の方と 処理場用地の問題について、 話し合いがまだ継続されております。明る い

見通しは出てまいっておるわけでございますが、この処理場の稼働の時期が 65年に一応予定
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をされておるわけでございます。したがいまして、その時点までに私どもの方の高台地域、旭

が丘、あるし 1は日野台そう いった地域の公共下水道の整備を行っていくということで、私ども

の方としても対応をしていきたいというふうに考えておるわけでございます。それと、南多摩

処理区については、一応 11ヘクタ ーノレについては、供用開始がはっきりしておるわけでござ

し1ますが、それ以外にその時点までで供用開始ができる地域はあるかという御質問でございま

す。これは、ただいま申し上げましたように、 60年ないし 63年までは南多摩以外の地域で

は、供用開始する地域はない。これは、あくまでも処理場の関係によるものでございます。管

渠の埋設は行いますけれども、まだ処理場が動かない時点でございますので、現在の時点では

ーに基づきまして、技術的な課題等をさらに検討をした上で浄化基本計画を作成して、それぞ

れの地域の特性に合ったような浄化対策、つまり先ほど御質問の中にもございましたように、

建設省が 7年間の研究を進めまして約 6億 4，00万の経費を投じまして、多摩川の二子橋の上

流にっくりました喋間接触酸化方、というのがございますけれども、それらの装置を一応のモ

デルケースといたしまして、小型の浄化装置を設置していきたいというふうには考えておるわ

けでございます。したがいまして、もう少し研究をし、取り組んでいきたいというふうに思っ

ておりますので、ぜひとも御理解を賜りたいと思います。

0議長(高橋通夫君) 古賀俊昭君。

ないということがいえるかと思います。 018番(古賀俊昭君) それでは、再質問をいたします。

それと 5点目でございますが、普及率の関係でございます。

日野市の場合は、年々普及率というものが低下をしている現象が起きております。これは、

御承知のように普及率といいますのは、全体人口に対します処理人口の割合で出しておるもの

でございます。人口がふえてまいりますと、どうしても普及率としては低下してくる。この低

下する原因としては、公共下水道がまだ稼働時期に至っておらないということで、このような

現象が起きてくるものでございます。これも 63年ないし 4年までこういった状況が続くかと

思tiます。他市にはこのような状況はございません。と申しますのは、すでに日野市のように

前もって公共下水道が整備された地域はなく、新しく取り組んできておる市が大半でございま

す。そういう関係で他市にはこういう例はないということを申し上げます。

以上でございます。

0建設部長(中村亮助君) それでは、私の方から最後の御質問でございます用水路の

最初の起債のカットのことなんですが、今回は給与の是正計画とは別にきのうも問題になっ

ておりましたが、念書も出されている、これで給与の条項が入っているということで、先ほど

私申しましたように、 59年度のベアの改定のいかんによっては再び影響が出てくるというこ

とは十分考えられるわけです。いま、企画財政部長は、その市民生活と直接かかわりを持つも

のについては、起債のカットの対象からはずすんではなし 1かという若干何といいますか、楽観

的なお立場での御答弁もあったようですが、影響を及ぼすことは確かだということをおっ しゃ

いましたので、これは非常に大切な問題だと思います。と申しますのは、私どもに予算の審査

の過程で配られました昭和 59年度日野市公共下水道の 59年度分の事業計画によりますと、

管渠を埋設する個所というのは、いま一番早く公共下水道が多摩平に次いで稼働するであろう

というふうに見通しが立っております南多摩処理区の中のいわゆる 11ヘクタール分なんです

ね。で、この南多摩処理区の公共下水道管を 59年度の予算で 25 0ミリ管を 4，80 0メー ト

ノレ、 800ミリのものを 90メートノレ合計4，890メートノレ埋設をするという計画になってお

ります。これは、いずれも単独分の事業だと思いますので、当然先ほど企画財政部長がおっし

ゃったように、影響が出てくるとすれば、この 11ヘクターノレに影響が出てくるわけです。こ

の3億 80万の起債がもしおきゅうが効かないというふうに自治省が判断をして、さらに裕福

な財政状況にある自治体に対しては、起債のカットを当然やってくるであろうということは、

まずそういう事態を想定をして対処してし 1かなければならないと思いますので、この 4，890

メートノレについては、全く心配がないというふうにお考えになっているのかどうか。その点を

もう一度確認をしておきたいと思います。これがもし一部でもカットになりますと、未執行分

0議長(高橋通夫君) 建設部長。

浄化対策の施策につきましてお答え申し上げたいと思います。このことにつきましては、しば

しば御指摘をいただいておりますわけですけれども、( i大きい戸でお願いします」と呼ぶ者

あり)はい、そういう関係もございまして、私どもの方も鋭意取り組んでおるつもりでござい

ますけれども、まだ十分な調査、研究が済んでないというふうな段階でございます。昨年の 8

月から実施しております各用水路の 10系統の水質調査などもまだ完全に検討が済んでおりま

せんし、さらに、また 59年度におきましても、水質調査につきましては、引き続き継続をし

ていきたいというふうに考えております。そういう結果を踏まえまして、今後これらのデータ
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の予算お金が余っておりますから、それでやりますというわけにはちょっといかなくなると思

うんですね。 60年には間違いなく 11ヘクターノレ大丈夫ですとおっしゃって いるのにまた

6 3年には、一の宮の交差点まで、いま聖蹟桜ケ丘付近まで来ているそうですが、これが管が

迎えに来るので大丈夫だとおっしゃっているんですが、そう いうものに影響が出てくると思う

んです。その点をひとつ、もう一度確認をしておきたいと思います。

次に、年次計画これは、今年度中にもできれば財政計画とともに浅川の方の処理場の用地買

収の見通しがついたら立てたいというふうにおっしゃってた、これでいいと思t¥ますが、まだ

用地買収これは 1平米もまだ進んでないわけです。この点も非常に大急ぎでやりませんと、ま

た今年度も年次計画が出せない。財政計画も変てられないということで 1年が終わってしまう

ということも考えられる。そうなりかねないという事態も考えられるわけですから、ひとつ浅

川処理場が 1年これもまた延びてしまって 63年が 64年ということですから、この処理場が

まず浅川処理場の場合は、用地の取得ということがまず一番大切です。で、すから、東京都がも

ちろん買収をするわけですが、市としても全面的に協力をして取り組んでいっていただきたい。

年次計画については、このように思います。これは別に質問は再度いたしません。それから、

目標年次やはり 70年では無理だということをおっしゃったんです。見直しをやらなければな

らないということです。 5年間おくれるということでありますから、昭和 75年には、公共下

水道が日野市全域には一応完成をする。 トイレも水洗化できるようになるというふうに計画の

見直しが行われるということであれば、 ことしの 1月元旦に広報をお読みになった方は、 70 

年にはできるというふうにかたく信んじて期待をしておられると思いますから、やはり目標年

次が変わってくれば、その呈示も私は早くなされた方がいいのではなし 1かと思いますから、目

標年次の見直しこれを伺かの形で市民の方にお知らせをする、そうしたお考えがおありかどう

か、これを再質問をいたします。

それから、南多摩処理区の 11ヘクタ ーノレ以外には特に一部で、も供用開始が当面見込めると

ころはすぐにはないということであります。秋川処理区については、いま、話し合いが行われ

ているということで、これも合意の方向でいま、双方地元にもいろいろ聞に入ってくださる方

もいらっしゃるようですから、話が進んでいよように聞いておりますので、この秋川処理区、

浅川処理区、南多摩処理区いずれもそれぞれの処理区に市民生活、この進展が大きく響いてく

るわけですので、全力で取り組んでいただきたい、このように希望をしておきます。
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それから、清掃、ぼくが先ほど言いました調査してまとめた結果によると、人口普及率で見

ると、日野市は今回 11%を切って公共下水道の普及率は、人口比で 10.9 %、まだ 63年か

6 4年まではどんどん下がっていくだろうということでありますので、他市にはない現象です

から、早く食いとめていただくようにお願いをしておきたいと思います。これは、男IJに人口比

だけではなくて、さきの一般質問で古谷議員が行政面積で日野の面積はずっとそのままの数字

を示している。 0であったところがすでに日野をどんどん追い抜いているというようなことで

もいろいろ立証されましたので、人口比、面積ともに非常に不名誉な記録を更新中であります

から、早くこの記録がス トップするようにお願いをしておきたいと思います。これも再質問で

はなくて、意見を述べておくにとどめておきたいと思います。

それから、最後の公共下水道が完成するまでに河川や用水路の汚濁を防ぐために浄化装置を

設置したらどうだということで、これは非常に私どもは、前向きの答弁が前回前年度の議会で

ありましたから、当然ことしは何らかの形で出てくるのではなt¥かと思っておりました。すで

に建設省が巨費を投じてすでに実用化しているものもあるわけですから、いま建設部長は、水

質検査をやっているんだということをおっし ゃってます。で、それを見ながら十分研究、調査

を行いながら技術的な点についても今後取り組んでいくといいますか、本当はやりたいんだろ

うというお気持ちだと思弓んですが、しかし、そうであれば当然、事業は、まず調査費をつける

ところから始まるんです。どんな事業においてもそうですが、公共事業の場合は、特にまず調

査費をつけます。モノレーノレや立日橋等の例を見てもわかるように、区画整理もそうですが、

まず調査費をつけなければ事業というのは絶対にスタートを切ることはできませんo ですから、

水質検査というのは、これは別にこの河川浄化装置とは別に絶えずこれはやっておく常に対処

しておく必要があるものですから、これに全力で取り組むというのもまたおかしな話だと思う

んです。予算要求をですね、私は、な さったのかどうか非常にその点疑問なんですが、別に調

査、研究を重ねなくても、建設省がもう十分に予算を投じてやっているものを日野市が、これ

からどんな研究をするのであろうかと思って大変不思議に思います。予算要求を今年度なさら

なかったのかどうか、なさったかどうか。その点をお聞きをしておきたいと思います。

以上再質問いたします。

0議長(高橋通夫君)

0企画財政部長(前田雅夫君)

企画財政部長。

答弁いたします。
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まず南多摩処理区の管渠埋設の工事費の起債が大丈夫かということでございますけれども、

その前にちょっと起債の方針を説明をいたしますと、さっき申し上げました一般単独事業でご

ざいますけれども、これは大分類としては一般会計債、小分類で一般単独事業ということでご

ざいます。それから、厚生福祉施設整備事業でございますけれども、これは、大分類では特別

地方債に入っているわけでございます。それで、いま、質問の関係では下水道事業というのが、

この方針の中にあるわけでございますけれども、この大分類は、準公営企業債に入っておるわ

けでございます。したがって、いままで私申し上げました一般単独事業、それから、厚生福祉

施設整備事業の中には、下水道は入っておりません。別枠ということで御理解をいただきたい

と思います。そういうことで、 58年度の許可の内容からいきますと、いわゐる箱ものと称し

まして、市民会館とか、庁舎とか、あるいは図書館そういったそういう建物に対しての制限が

加わっておる、恐らく 59年度については まずその辺の基本方針は変わらないであろう。た

だそれ以降については今月の下匂の都の説明会がありませんと予測はできないという状況でご

ざいます。

以上でございます。

O議長(高橋通夫君) 都市整備部長。

0都市整備部長(結城邦夫君) それでは、再質問につきましてお答え申し上げます。

7 0年度の目標を立てておったわけでございますが、これについて当然変更しなきゃならな

いという事態が生じてきたわけでございます口これにつきまして、市民に PRを行っていく必

要があるという御質問でございます。私どもも当然これにつきましては、変更手続をとる課程

の中において市民の方々に徹底的に PRをしていく必要があると考えております。この目標年

度の立て方でございますけれども、現在では一応 70年そこらからの目標から 5年おくれてい

いるから、単純にいって 75年という一つの設定ができるわけでございます。これは、下水道

事業を完備するに当たって 15年の目標を立てるとこういうことになるわけでございます。し

かし、最近の国の財政事情、あるいは下水道事業に対します補助金の配分の方法というものが、

当初と大分変わってきております。最近の補助金がつく傾向としては、処理場がすでに稼働し

ており、しかも 2年以内にそこが供用開始が確実であるものについては 最重点的に予算を措

置をする。それ以外のものについては、そういう個所の方を充当した後で配分をするというよ

うな形態がとられております。したがいまして、日野市の場合もこれから処理場が稼働し、あ

るいは南多摩のように管渠が延びてくる。そして、 2年ないし 3年の時期に必ず供用開始は可

能であるということになりますと、相当の補助金がつく可能性が出てくるわけでございます。

あわせまして補助金以外の起債につきましでも同じような取り扱いは行われてくることになる

わけでございます。そういう財政関係、あるいは市の財政状況を勘案していった上で、果たし

て 15年で全体の処理が可能であるかどうかという見定めもつけてし 1かなきゃならないわけで

ございます。したがし 1まして これを現在では 15年の計画で設定をしてございますが、これ

を20年、あるいは 25年という形で延伸していった場合にはどうなるかというそういう細か

い分析も当然必要になってくるわけでございます。そういう中で、どの時点を目標年度にする

かということを検討し、決定をしてし 1く、その上で公共下水道のすでにとってございます都市

計画の決定というものの変更手続を行っているということになるわけでございます。この時点

で明確に市民にPRをしていきたいというふうに考えております。

以上でございます。

O議長(高橋通夫君) 建設部長。

0建設部長(中村亮助君) それでは、再質問にお答え申し上げたいと思いますが、浄

化装置の問題につきましては、先ほどもお答え申し上げたわけでございますけれども、水質調

査をするということは、水路清流課が担当いたします段階では、過去にそういうことがなかっ

たわけでございまして、そういう意味も含めまして、さらには浄化装置を仮りにつくるという

ような場合に、水質がどこでどういうふうに汚れているか、そういう系統的な調査も必要なわ

けでございまして、そういう意味で水質調査をさらに継続をしていきたいということで、その

水質調査の結果がさらには設置場所の選定などにもつながってし、くわけです。そして、さらに

はまた、 59年度におきましては、東京都が改修をいたしております例の谷地川の関係がござ

います。この関連で 59年度中には、谷地川の源水が日野用水に入ってこないというふうなこ

とで、あそこの石川堰の起債の起点が改良されます。そういうことによりまして、特に日野用

水への多摩川の源流の取り入れということがよりスムースになるというふうな状況もございま

すので、そういう状況を踏まえながら、 1年間さらに調査をしたり、それらの結果を見ながら

浄化装置の問題等につきましては、検討を進めていきたいという考え方で取り組みをしていき

たいということでございます。

0議ー長(高橋通夫君) 古賀俊昭君。
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018番(古賀俊昭君) 起債の制限のことにつきましては、 4月下句に市の方に対し

て説明が詳しくあるということですので、その結果を踏まえて南多摩処理区が最も処理場がい

ま稼働しておりますから、供用開始は早いであろうと思われております。ひとつ万遺漏なきよ

うしていただきたいと思います。

それから、最後の建設部長のお答えなんですが、せっかくいいものをごらんなってお帰りな

ってきたわけですから、やはり本来であれば、調査費のような形で私は、予算化するのが普通

の形であったのではないかと思います。これから時間がたてばたつほど、その分だけ汚染が続

いていくわけですから、やはりいま打てる手はいま打たなければ下水道計画は、これからも見

直しを、また行っていくということで早くはできないわけですので、ひとつ積極的な取り組み

をお願いをしておきたいと思います。

それから、市長にも何点かお聞きしなくちゃいけないんですが、先ほど触れました市の 1月

1日の広報これを見ますと、非常に快適な環境づくりに向けて日野市の下水道ということで、

下水道を延ばして守ろう暮らしと自然となっておりまして、大変読まれた方は、下水道計画が

着々と進んでいるんだなあ、 70年にはでき上がるんだなというふうにお感じになると，思うん

ですね口普通こういう下水道の記事の場合は、どんなたとえば東京都、国もそうでございます

が、ほかの市でも同じだと思います。大体普通下水道の普及率、いま、私たちが住んでいるこ

の町は何%だよということは出ているもんなんです。ところが、これは隅から隅まで幾ら目を

こらして見ましでも日野のいま下水道の普及率は、一体何%かというのはどこにも出てないん

ですね。ただ幻想、だけを与える、見せかけの一つのPRというのは、やはりちょっと罪深いと

思います。普通は、こういうたぐいのものには必ず普及率が入っていて読まれた市民の方は、

日野は人口では、 10.9 %になったのか。よそに比べて低いなぁと、こういうふうに思われる

でしょうし、面積でも同様の数字を示しておけば、市民もよく自分たちの町ということを理解

することができるわけです。そうした努力故意にされたのか、偶然だったのか知りませんが、

たまたま載っていなかったんだろうと私思いたいんですが、何も出ておりません。東京都のこ

の 「みんなのとうきょう」という広報紙、これは去年入ったんですが、これにはきちんと東京

都の下水道の普及率、区では 78婦、これは現在は、もう 80%になっているそうですが、多

摩地区、ここでは 54%、全体で 70%&上が下水道が普及しているということが、 きちんと

数字で出ております。やはり広報というのは、こういうふうにやるべきだろうと私思いますの
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で、注意をしていただきたい、こういうふうに思います。

それから、下水道の普及ということについては、ここに社団法人日本下水道協会が発行して

いる冊子があるんですが、これにも国民が、いま一番望んでいる公共施設は下水道だというこ

とで、 1位が下水道、 2位が街路、 3位が公園緑地ということで、都市整備長期ピグョンアン

ケートというアンケー トの結果が出ております。やはり下水道の普及ということについては、

とにかく全力でやっていただきたい。ことしこそは、そういう気持ちになっていただきたし 1と

いうことを参考までに申し上げておきたいと思うんです。

また、現在では、閣の方で総投資額 11兆 8，000億円、これだけの巨費を投じて下水道整

備 5カ年計画これを進めております。今年度は 4年次に当たるわけです。そして、下水道の補

助の方は、 59年度国の方の予算で増額をしております。いろいろ厳しい大変財政状況下で編

成をされた予算でありま したが、下水道の事業の補助は、今年度1.0係、 1婦の増 6，5 0 7億

円を計上しております。このうち公共下水道は、1.3係の増4，75 4億円、流域下水道は、今

年度と、今年度といいますのは、これは 58年度ですね、 58年度と同じ額を大体計上して補

助としては、 全体でふえております。こういうことで国の方も大変努力をしているということ

でありますし、東京都においても流域下水道の建設ということで、昭和 59年度、今年度は

2 4 0億円の予算を計上しております。 とうきょうの広報によりますと、流域下水道の建設に

ついて、このような説明があります。昭和 65年度末における多摩地区の下水道普及率をおお

むね80%にすることを目途に市、町公共下水道の整備計画と整合を図りながら、流域下水道

の建設を進める。目標 70年代流域下水道完成、こういうことになっておりまして、 58年度

から 60年度までの間に 720億円これだけの予算を予定をしております。この市や町の日野

の場合は市ですからこれでいいんですが、公共下水道の整備計画と整合を図りながらというこ

とが、都の下水道の予算関係の説明書には書いであるんですね。いま、都市整備部長の方からの

お話を聞いておりますと、目標年次が動く、また、見直しも若干しなければならない。こうい

うことで整合しようにも日野市の場合大変不安定な計画の内容になっているということで、非

常に心もとない気がいたします。これは別に都市整備部長だけの責任ではないと思いますので、

やはりこのままいけば大変おくれてしまうんだということを常に念頭においていただきたいと

思います。また、人口 1人当たりの下水道費の額これをちょっと申し上げておきますと、昭和

5 6年度が 4，693円、昭和 57年度が 3，322円、昭和58年度これが 6，383円、これは
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黒川都市下水路分を含んでおりますので、実際は、 56.、 57と同じ程度の予算額になると思

います。そして、今年度は 5，7 8 0円大体 26市の大体半分以下の数字にしかならないわけで

す。古谷議員もよ く言われるんですが、総延長が 49万 8，688メートノレ、これだけの汚水管

の埋設をこれからやってし 1かなくてはならないわけです。 57年度、 58年度あわせてかなり

の埋設 2，659メートノレほどやっておられます。ことしは、今年度は先ほど申しましたように

4，890メートノレおやりになるということですから、古谷太郎流に言いましでも、 58年度の

ペースでいって 275年、ところが、 5 9年度ことしに入ってやっと 102年のペースになっ

たんです。かなり努力をしておられるというのはよくわかるんですが、ちょっとやっぱりのん

びりし過ぎているんじゃなし 1かなあ、もっと大規模なこの 1人当たりの予算を見てもわかるん

ですが、事業費を計上してペースが上げ‘られないものかどうか、とにかく 50万メートノレやら

なくちゃいけないんですから、これだけちびちびやっていくのでは、ちょっと心も とない気が

するんですが、簡単にお答えいただいて結構なんですが、もっと大きな予算規模で事業に取組

めなt¥かどうか。一応専門家としてのお立場でお聞きをしたいと思います。

0議長 (高橋通夫君) 都市整備部長。

0都市整備部長(結城邦夫君) お答え申し上げます。

今年度いわゆる 59年度におきましては、予定といたしましては、 8，690メーターを予定

しております。それといままでに実施しました 2，659メータ ーこれ等をあわせますと、 59 

年度末では、 1万1.349メーターの管が埋設されることになるわけでございますが、おっし

ゃるとおり、これでは非常に少ないわけでございます。したがいまして、私どもとしては、で

きるだけ管渠を埋設するという ことで、努力をしておるわけでございますが、 一方においては、

現在の段階では、補助金がつかなt¥0 いわゆる単独の処理を行う、いわゆる未端管渠だけを整

備しているという面がございます。したがいまして、いまここで大きな管を補助金をもらわな

いで実施をしますと、将来にまた大きな起債をしょい込むということになりますので、できる

だけそういう大きな管渠につきましては、来年度、いわゆる補助金がつく時点以降にやってい

きたいというふうに考えているわけでございます。そういう関係でいまの段階では、未端管渠

だけにしぼっている D しかも未端管渠の場合は、非常に埋設する場所が狭峰な道路というふう

なことで、なかなか取りにくいというような問題もございます。したがいまして、今後浅川処

理場の方が、認可が取れて整備が入りますと、毎年実施いたします管渠というのは、数万メー
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ターを実施するような時期も当然出てくるわけでございます口いま、ちょうど過渡期にありま

すので、こういう状況が起こっておるということで御理解を賜りたいと思います。

以上でございます。

O議長(高橋通夫君) 古賀俊昭君。

018番 (古賀俊昭君) 下水道事業というのは、確かに膨大な予算を使いますし、大

変むずかしい事業であるというのはよくわかるんです。しかし、よく引き合いに出される例な

んですが、やればできるというりっぱなお手本があるわけです。それは、三鷹市長であった鈴

木平三郎氏がその人であります。昭和48年ちょうど、この年は森田革新市政がスタートをし

た年でもありますが この年の 10月の 17日三鷹市の公会堂で三鷹市公共下水道 100%達

成祝賀式典が行われております口そして、市内に同じ日に配られた三鷹市報第 539号臨時号

に下水道ここに終わると題した鈴木市長のあいさつ文が載っております。この文の冒頭で鈴木

市長は、私は、公共下水道(トイレの水洗化)の完成こそ市民の健康を守る最重要施策である

と信じ、この事業に執念を燃やして取り組んできましたと書かれています。要するに断じてや

る、断じて行うという信念があるかどうかということであろうと思います。鈴木平三郎氏があ

らわしました書で「非能率行政への挑戦」という本がありますが、その本の中に当時の話とし

て、おもしろいエピソ ードが出ておりますので、ちょっと読んでみますが、昭和 42年4月美

濃部さんが革新知事として脚光を浴びて登場した。美濃部知事を先頭とした革新市長は、国を

先取りして社会保障を充実し、市民サーピスを拡充し、ジャーナリズムの波に乗って得意であ

った。私は、彼らから下水道が時期尚早、人気のよい社会保障に力を入れよ。組合と党の反対

している行政合理化をやめろとさんざんどこづかれた。社会保障や市民サーピスの向上は結構

だがほどほどにしないと職員増となり、人件費が増高し、ともに経常経費なので、毎年雪だる

ま式に支出増となり、財政を圧迫し、赤字団体に転落し、恥をかいて座を去ることになると反

撃した。君は、医者で経済を知らない。現在の日本の現況を見ろ、 GNPは世界第 2位で、税

収はどんどん伸びているのでその心配はないという。私は柳の下にいつまでもドグョウはいな

い。日本の一番の欠陥は、人間生活に欠くことのできない油と食糧の大半が外国依存であるこ

とだ。一方的に値上げを食ったら急激にインフレとなり、人件費が増高し、財政の破綻を来し

えらいことになる。この好況時代の波に乗って人件費等の経常経費を圧縮し、社会資本に投入

し、公共下水道、都市公園、公共道路、公営住宅をつくるべきである。この好景気は 10年続
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くまいから、この好景気に乗って社会資本を投入して健康文化都市をつくるべきと極言した。

昨年、昨年というのはこれは 54年のことですが、美濃部さんは、情然、として知事の座をおり

たと書かれております。この文を読んでおりますと、皆さんもよく御承知のイソップ物語のア

リとキリギリスの話を思い起こされるのではなt¥かと思います。いずれがアリで、いずれがキ

リギリスであるかはもう言うまでもありませんが、森田市長は、この鈴木、美濃部両氏の問答

をお聞きになってどのような感想をお持ちになるか。市長にお考えをお聞きいたします。

。議長(高橋通夫君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 流域下水道から始まります公共下水道は、日野市において断

固として行わなければならない重要な事業であります。いま、いろいろな角度から勉強された

所感をわれわれの激励、督励のために表現をされたものと理解をし、全く立場は同じである、

このように受けとめました。無から有をつくるということもこれもまた大変でありまして、多

摩川右岸、南多摩地域を受け入れます下水道のことは、都が一番後に手をつけた、むしろ日野

市は、都を督励をしたというような関係になろうかと思っておりますが、要する何ものもなか

った計画を調査段階から確たる計画までつくり上げてきた。こういう経過があるわけであり ま

す。表に見える計画、それから表に出るまでの計画、これが非常に下水道の場合は大きい努力

と期待を要するという一つの証左だというふうにいえると思っております。日野市の場合は特

に用水が、多数発達していましたために、むしろ下水道に対します関心がおくれたということ

もいえるかと思います。そういう意味でみんなの合意で成り立ちまして、今日期待をされる下

水道事業をまだまだ着々とはし、きませんが、流域下水道の方式を定め、そして、三次処理、あ

るいは雨水、汚水の分流方式、これらを事業決定をいたしまして、進行しておるというのが現

状であります。特に処理場に当たります浅川処理場、あるいは秋川処理場これらの確保でまた

大事業でありますだけに大きい取り組みの中でも日数を要してる、このことがまた全体の実施

計画にも影響をいたしております。今回私どもも都市整備部の組織の中に、流域下水道担当主

管を配置いたしまして、経験のある職員の能力を大いに活用する ことによって促進を図りたい

ということも今回の移動の中で行ったところであります。三鷹の鈴木前市長、この方も私ども

は、よく存じておりますが、三鷹市の場合もいろいろな有利なこの一面もありまして、つまり

処理場は、東京都の設備したものを使える、こういうことが促進のために非常に役立ったとい

うふうにも聞いております。いずれにいたしましでも、人口急増を迎え、大きな都市の変化の
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中で、基本的な下水道計画に取り組んでおるということでありますので、多少時間は必要とす

るわけでありますが、また、大きい財政も必要とするわけでありますが、営々としてこの仕事

を積み上げていくということで、達成をさせなければならない最大課題であると認識いたして

おります。( rよくわかりました」と呼ぶ者あり)いや、それで、特に無届け浄化槽の( r私

は、この鈴木さんの本の内客の感想を求めたので、別に無届け浄化槽の」と呼ぶ者あり)いや

いや、ちょっとやっぱり答えておかないと全体の答えになってないと思うんです。無届け浄化

槽は、これは言うなれば違反の性格を持っておりますから、これを違反でない形にして、そし

て、施策とすると順序を経なきゃならんと思っております。単なるすぐ汚泥の助成をするとい

うわけにはまいりません。そういう段階をこれから経ることによって、河川や用水の浄化が一

歩でも前進することを確実に期待してし 1く、そ ういう手順をとりたいと思っておりますことを

お答えといたします。

O議長 (高橋通夫君) 古賀俊昭君。

0 18番(古賀俊昭君) わかりました。ぜひ断じて行うとしづ姿勢を貫いていただき

たいと思います。いのいま、私が読みました中に出てきました美濃部さんは、都議会の最後、

いわゆる知事任期の最後の都議会でこう言っているんですね。それにしても、これほど惨たん

たる状況のうちに幕を引くことになろうとは思いも受けぬことでございました。これは都議会

で任期最後の美濃部さんの言葉です。都知事の座をおりた当時の美濃部さんの姿に私は、 今日

の森田市長をダブらせて見る、そのことは決して私だけではなかろうということを最後に申

し上げて質問を終わります。

0議長(高橋通夫君) これをもって 5の1、昭和 59年度こそ下水道整備に全力で取

り組めに関する質問を終わります。

5の2、地方公務員法に違反する市の給与制度をいつまで放置するのかについての通告質問

者、古賀俊昭君の質問を許します。

018番(古賀俊昭君) 給与制度の質問を行います。

私は先月 21日、追加議案で定数条例と給与改定の条例が提出されましたときに、この本会

議場で、ス トの状況についてお聞きをしました。このストに対しては、市長名で警告書を出し

であるという答弁があったわけですが、その警告書の写しを私お願いしました。ところが、こ

の警告書の写しが、まだ私の手元には来てないわけであります。何か聞くところによりますと、
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組合にお願いしたのか、しないのかわかりませんが、了解が得られないというようなことであ

ります。私思いますに、前に私がお願いをした協定覚書等の場合には、双方が署名をして捺印

しておりますから、相手の合意を一応とっておく ということも必要だと思いますが、 警告書は、

市長名で先方に施行した、いわゆるワンサイドのものであります。ですから、これを組合の幹

部にまあ委員長でしょうが、了解を得てからしか出せないというのは、これもまたおかしな話

だと思うんです口市長は、なぜこれをお出しにならないのか、まず最初に一つお聞きをしてお

きます口

0議長 (高橋通夫君) 助役。

0助役(赤松行雄君) 特別に御提出しない、こうし 1うふうなことではございません。

協定書の方もこの問題についても一切総務部長に要するに古賀議員さんとの要するに接触の問

題、あるいは組合との関係については、総務部長にお任せして、その衝に当たっていただいて

L、る、こういうふうな状況でございます。それで、警告をしてないんじゃないだろうかと、い

うふうなお疑いをお持ちのようでしたら、そういうことは断じてございません。それぞれの職

場放棄、実力行使を計画する段階で、それぞれ市長名で警告を発し、それから、各職場におき

まして、スト前日に職員全体に対しまして、各所属長からスト参加しないような要するに手だ

てをこの警告書を読み上げると同時に各職場に対しましでも、そういう抗議に参加することの

ないような要するに手だてを講じておるわけでございます。場合によりましては、この警告書

をここでお疑いでしたら読み上げても結構でございます。( I読み上げなくても結構ですよ。

いただきたいと私言っているんですJと呼ぶ者あり)はt'0 

0議長 (高橋通夫君) 古賀俊昭君。

0 18番(古賀俊昭君) これだけ時間がたってもいただけないということは、普通な

らだれでも、もしかすると出してないんじゃなし、かというふうに、本会議で本当のことを言わ

れなかったんじゃないかと疑っても、また疑われでも仕方ないと思うんですね。その辺のとこ

ろ、私、これは後でまた緊急質問等でやりたいとも思っておりますが、きょうは給与制度のこ

とを、お聞きするつもりですので、ちょっと、この問題は飛ばしてみたいと思います。

いまの給与制度、いわゆる通し号俸でやっておりますと、これは、地方公務員法の 24条に

違反しているということは明確なんですが、これではどう いう現象が起きるかと いうことは、

ひとつ皆さん方に御報告をしたt'0その上で市長のお考えがあれば、お聞きをしたいと思うん
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です。これは、小中学校の校長先生とその小学校、中学校にいらっしゃる用務員さん、また、

給食の調理員の方、この方々のボーナス、夏、冬を比べてみますと、校長先生より額の多い用

務員の方がいらっしゃる、また、給食調理員の方がいらっしゃるということで、 58年度、昨

年の 1月から 12月までの額をこ こで申し上げたt'と思います。

小学校について申し上げます。校長先生が 51歳で在職29年の方が、夏のボーナスは 71 

万 8，016円取っておられます。これに対して給食調理員の方が、これは学校名とか名前を申

し上げると大変問題ですので、ある小学校の方ということで申し上げておきます。夏のボーナ

スが給職調理員の方の場合は、 76万 7，000円校長先生の方が4万8，984円低いというこ

とになり ます。じゃ、冬は どうか、冬の場合は給食調理員の方が、この方は女性で 57歳ぐら

いの方だそうです。 101万円、これに比べて校長先生は、幾らかといいますと、 4万 7，530

円安い、つまり 7%から 5%低いということになります。また、今度は中学校のある学校のク

ースを見てみますと、校長先生35年ほどお勤めになった方、この方が、ボーナス夏 74万

8，045円もらっておられますが、ある中学校の用務員の方は、 77万1.000円、つまり 2

万2，955円校長先生の方が低い。冬はどうか。冬は用務員の方が 10 1万9，000円、校長

先生が 99万 7，35 0円、 2万1.6 5 0円低い、こういうことになっております。そのほか、

もっと比べればたくさん同じようなケースがあるんですが、時間がございませんし、この例を

挙げただけでもよくわかると思うんです。校長先生は、いわゆる給与代理受給者として預かっ

たものを各先生方や用務員の方、給食の調理員の方にお渡しになるわけです。そのときに自分

の給料の袋の厚さより確かにお渡しする相手の方の方が厚いわけですね。いい悪いは別にしま

して、やはり割り切れない気持ちはあるだろうと思うんです。このことを市長は、どうお考え

になるかということをひとつお聞かせをいただきたい。まずーっです。

それから、もう一つは、この通し号俸制を続けを限りにおいては、各級の間差というのは、

間の差額というのは全部同じなわけですから、日野の場合は、完全通し号俸制と全く同じなわ

けです。こういう形でやっていきますと、現行の給与体系は、職務給でないわけですから、管

理職の方に対して非常に部長さんや課長さん方については、その点の配慮、が欠けている給与体

系だということが、違法であるのと同時にいえると思います。そこで、私は、つまり勤勉手当、

それから期末手当については、保谷市のように管理職手当を私は日野市の場合は、通し号俸制

が改善されるまでー・( I時間だよ」と呼ぶ者あり)時間は、ちゃんとここにもらってます。含
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めるべきではなt¥かと思うんです。勤勉手当、そして、期末手当をポーナスの中に管理職手当

を含めるべきではなt¥かと考えますが、その点の御回答をお願いしたいと思います。時間が切

れれば結構です。

0議長(高橋通夫君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 職員の給与体系について、いろいろ議論をいただいておるの

は、よく承知しております。したがいまして、いま、真剣にその是正について努力をいたして

おる、こういう事情でありますD 給与体系の中のいわゆる不完全通し号俸、これが違法である

という断定は、まだされたわけではありませんし、有力市の大多数がそういう体制をとってお

るということにおいても、それなりの理由があるはずであります。したがし、まして、時勢の変

遷ということもありますし、それから人間尊重の中に、そういうこの何といいますかね。給与

によって社会評価が、この矛盾があるということもありましょうけれど、私は、その方のそれ

ぞれの基本的な能力において、また、基本的な人間の尊重において、そういう生活保障のあり

方もあり得るということで、いままで進んでおりますが、いろいろ矛盾も確かにあるわけであ

りますから、それらを是正しようというのが、いまの時期に当面しております大きい課題であ

ります。このことも日野市民の方々に市民生活に迷惑のかからないことを前提としながら対処

していこう、こういう考えでございます。

0議長(高橋通夫君) 古賀俊昭君。

018番(古賀俊昭君) あとの質問は後日に譲ります。

0議長(高橋通夫君) これをもって 5の2、地方公務員法に違反する市の給与制度を

いつまで放置するのかに関する質問を終わります。

お諮りいたします。議事の都合により暫時休憩いたしたいと思いますが、これに御異議あり

ませんか。

( i異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(高橋通夫君) 御異議ないものと認めます。よって暫時休憩いたします。

0副議長(米沢照男君) 休憩前に引き続き会議を開きます。

午前 11時 49分休憩

午後 1時 10分再開

高橋議長所用のため出張いたしましたので、午後から私かわって議長を務めます。不慣れな
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議長ですので、特段の御協力をお願いいた します。なお、昨日の議会運営委員会で、 この後4

名から 9問の質問が予定をされております。したがし 1まして、理事者を初め事務当局では、親

切をモット ーに的確な御答弁をいただくように特に要望しておきます。

それでは、一般質問 6の1. 市民のための保養施設の実現についての通告質問者、小俣昭光

君の質問を許します。

( 3番議員登壇 〕

03番(小俣昭光君) 6の1. 市民のための保養施設の実現について、通告質問に従

いまして質問いたします。

日野市内には、青少年に関する団体は、子供会 88団体のほか社会体育事業に参加した団体

は、少年野球大会 54チーム、水泳大会 38チーム、サ ッカ 一大会 69、パスケットポール大

会 50チームと参加人員 3，000人以上の人たちが参加しております。その他多くの青少年の

スポーツサ ーク ル、 PTAの各種サーク ル、学童クラブ、保育園、幼稚園、また、スイミング

や絵画教室など各種教室など数え切れないほどの青少年にかかわる団体があります。 これらの

団体が時代を担う青少年に対して、大きな影響を与えています。青少年の健やかな成長を願い、

子供会や PTAの活動、スポーツクラブ、文化活動に忙しい会社や家庭生活の中で、真剣に取

り組んでいます。いま、青少年を取り巻く環境は、学校では学歴社会に即した能力の選別体制

が今日の受験地獄、落ちこぼれ等の言葉がはんらんし、小学校児童まで知るところとなった。

多くの親や教師の胸を痛めているが、これが現在の学校が子供の発達保障ではなく、幼いとき

から、できる子、できない子の差をっくり出したその結果、未来に希望を持っていない子供た

ちが校内暴力を起こす一因ともなっております。また、地域では性風俗がはんらんしています。

いやが上でも非行化へ青少年を走らせる社会に対して、大人たちが地域のよりよい環境づくり

とサークルを通しての集団仲間意識を育てる責務があります。そのためにも青少年の健全育成

に必要なスポーツ施設を取り入れた宿泊施設、青少年の家の計画はあるか、まず第 1点、この

点についてお聞きいたします。

第 2点は、保養所問題であります。ある調査で、日本人は働き過ぎだと言われているが、そ

れは大体において当たっていると思っている人は 59.8 %、それは当たっていないと思ってい

る人は 29.9 %、 こう報じております。ところが、では自分自身は果たして働き過ぎているか、

そう思わないかということになると、 41 $ちの人は、働き過ぎだと思っているが、 48.1 $ちの
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人はそうは思っていないというのであるO つまり客観的には日本人は、働き過ぎだと思ってい

ながら、自分は働き過ぎだと思わず、ましてや自分の休養の要求とはなっていなし¥。 こう 言わ

れております。 こうした休養に対する要求の低さなどは、どこから来たか、やはり勤勉は美徳

であり、休むことは怠けることで悪徳であるという日本人の長い市民生活の積み重ねで、時の

権力者の重圧のもたらしたものであるO 一体休養とは何であるか。それは、バッテリーに対し

てたとえれば充電であります。バッテリ ーは放電しっ放しでは、やがて役に立たなくなってし

まう。うまく作動させるためには充電したりしなければならなし、。健康を維持していくには、

バッテリ ーのように放電や充電がきちんと行われなければならなし 1。毎日の充電の基本は、も

ちろん睡眠にある。そして、またノζ ランスのとれた食事と昼休みやその他の休憩であるo 1日

の充電のために必要な睡眠は、多くの人が知っていますとおり、 8時間前後であると 言われて

おります。だが、このわずかな睡眠時間も増大する騒音や振動などによる環境悪化のために早

く起こされたり、ろくろく睡眠時間もとれないくらい刺激のために起こされてしまっているO

また、心配事とかいった内部からの刺激によっても睡眠が阻害されている。週休 2日制は大企

業では、大体定着してきた。しかし、中小企業では、まだまだというところが多いのではない

でしょうか。 しかし、週休 2日制をとることも、それを消化することもむしろ困難を感じてい

る人たちも多いわけであります。年休の 20日というのは、公務員を初め多くの大企業では制

定されているO ところが、それを休養のために消化したかというと、 2 0歳代ではその 3分の

1は残しております。 40歳代では 60%も消化していないのが現状であります。しかも、そ

の有給休暇を完全に保養のためのみに使ったというのはわずかで、病気の治療といった本来病

気休暇として別にとるべきものを混乱しているといった現状であります。

また、年休 20日間を保養のためのみに使える経済的余裕なども、また、それを受け入れる

国や自治体の保養施設が貧弱でもあります。そこで、 2点目では市民の休養基地、保養センタ

ーの計画があるかお聞かせいただきたいと思います。なければ、今後どう検討するのかもお答

えいただきたいと思います。これが第 2点目であります。よろしくお願いいたします。

。副議長(米沢照男君) 小俣昭光君の質問についての答弁を求めます。教育次長。

0教育次長(小山哲夫君) 御質問の第 1点目の青少年の健全育成を図るための教育施

設についてどういうふうに考えておるかということにつきましてのお答えでございます。

現在、日野市内の青少年のいわゆる集会、レクリェーション、あるいは研修等につきまして
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は、中央公民館、あるいは福祉センタ ー中央会館、社会教育センタ 一、あるいは地区センタ 一

等を利用いたしまして、それらの事業を行っているところでございます。御指摘がございまし

たとおり、確かに未来を担っていく青少年の健全育成は、ぜひ必要な施設というふうに私ども

教育委員会は考えております。いわゆる現在は、青少年のための、いわゆる専用の施設がござ

いませんO そういう意味で、何とかひとつそういうような施設をつくるような方向で検討を進

めているところでございます。当面は、現在旧市役所の跡地にいわゆる健康保険センタ ーです

か、生活保健センターが近々のうちにできるというふうなお話がございます。そういった中に

し1ま役所の中では、いわゆるプロジ k クトチームをつくりながら、どういう施設をつくってい

ったらいいのかということで、検討を進めておりますけれども、私ども教育委員会事務局サイ

ドといたしましては、ぜひその中に青少年のいわゆる集会、あるいは音楽の練習であるとか、

あるいはレクリェーションであるとか、あるいは親睦をもって設けられる、いわゆる多目的な

そういった施設ができるような形で、ぜひその中に建設をお願l¥したいということで、いま検

討を進めているところでございます。しかし、これは、一番、いわゆるその青少年のための大

きな施設ではございませんO ごく一部分ということになりますので、これで満足できるものじ

ゃございませんO 私ども教育委員会といたしましては、これからはとにかく社会教育というも

のの充実を図ってし 1かなきゃならないということで、昨年の 6月には社会教育のこれからのあ

り方につきまして、日野市の教育委員会の諮問機関でございます社会教育委員会の方にいろい

ろと諮問事項をお願l¥してございます。その中に特に青少年の健全育成についてのこれからの

方策をどうしたらいし 1かということにつきましての諮問も行っております。そして、その結果

が昨年の 10月 31日の日に教育委員会の方に答申がなされました。それを受けまして、いろ

いろと現在対策を講じているところでございますけれども、その中にも青少年の健全育成の一

環といたしましての青少年のいわゆる健全育成のための、そういう集会施設、レクリェ ーショ

ンの施設、研修の施設、こうい ったものがぜひ必要であるというふうに提言されております。

教育委員会といたしましても、この提言を受けまして将来何らかの形で青少年の健全育成を図

れる集会施設の建設に向かつて今後いろいろと検討を進めてまいりたいということでございま

す。

以上でございます。

。副議長 (米沢照男君) 企画財政部長。
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0企画財政部長 (前田雅夫君) 答弁いたします。

2点 目の保養センタ ーの計画は、現在あるかどうかということでございます。御承知のよう

に宿泊施設に対する市民のニーズでございますけれども、最近やっぱりちょっと変わってきて

いるようでございます。これは、代表的なことを申し上げますと、老人につきましては、旅館

等ホテノレについての利用の方法は、そこへ行って温泉にっかり仲間同士で話し合うということ

で、どちらかというと静止型の使い方をされているO それから、家族であるとか、若い方につ

きましては、そういった宿泊施設を一つの拠点といたしまして、もちろんそこでは学習、懇談

もしますけれども、スポーツ等を行うというような使い方をされているということでございま

す。さらには、いままでは比較的大きなク、ノレープで、そういうところへ出かける、これが小ク

ノレープ化しているというようなことでございます。さらには、いままではできるだけ低廉な施

設を選びまして行っていたんですけれども、最近は比較的高級化していると申しますか、料金

が少々高くてもいい施設へ行っているというような傾向があるわけでございます。 この辺のこ

とをたとえて申し上げますと、老人などの旅行を見ますと、そういうものが端的にあらわれて

いるというものでございます。そういう中で、市が保養所を持つということに対しての基本的

な考えになるわけでございますけれども、やはりそういう実態なり、それから、現在各市が保

養所を設置して運営している、そういう実態をいま少し調査をしてですね、方針を出したいと

いうふうに考えております。若干教育次長の話にも関連をするわけでございますけれども、町

田市で長野県の川上村に、やはりこれは保養所じ ゃございませんけれども、青少年ないしはそ

れから一般市民の活動の場として、約 6万坪の土地を借りまして、いわゆるロッジ形式の、い

わゆる別荘でございます。貸別荘のようなそういう戸建ての施設をつくっております。 この辺

の活用状況を見ますと、どうもやはりいま一つもの足りないような話も聞いております。さら

には、この施設には将来構想として、青少年の施設もつくるようにな っているようでございま

す。これらに対しましての、これは一つ教育委員会の内部の考え方もあろうかと思いますけれ

ども、やはり市内に青少年の研修の場を設けるのがいいのか、あるいは市内に設けないで長野

とか、そういうところに、いま希望のありましたような施設をつくるのがいいのか、その辺の

選択なり、検討も今後必要ではないかというふうに考えておる次第でございます。

以上でございます。

0副議長(米沢照男君) 小俣昭光君。
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03番 (小俣昭光君) 再質問をさせていただきます。

第 1点目の青少年の家、いま日野市でも市内の中では市民会館が建設が始まり、また、仲田

スポーツ公園も建設が始まる、こういう中で、多くの市民の人たちが希望している、また、い

ろんなサークルの人たちが子供たちの触れ合いを求めて、よりよい仲間意識を育てる場として

のそういう場でスキ やスケー トなと、が現地へ行って、そして、一緒に寝泊りしながら、そし

て、そういうサークルで子供たちをどう育てていくか、あるいは子供たちの仲間意識をどう育

てていくかというような問題をそういう青少年の家などを利用しましてやっていくことが、サ

ークルをますます発展させる力にもなっていくと思います。多くの市民要望が強いときだけに

現地の民宿ゃそういうところとの契約などで、あるいはそういうスキー、ス ケート などができ

るような場所、そういうところとの契約ができなし 1かどうか、その点についてお答えいただき

たいと思います。そして、第 2点目としては、いま新たに森林浴などという 言葉も出てきたり、

日本は火山国でもありますし、山岳の景観も多様で、海岸線も複雑であり 、世界でも有数な温

泉国ともな っております。このようなところで休養をとれば、またあしたからの励みにもなり

ます。やはり 、旅館などとの契約を結ぶ中で、そして、一家団らんで保養できる、そういうこ

とが考えられなし¥かどうか。その点についてお答えをいただきたいと思います。

0副議長(米沢照男君)

O教育長(長沢三郎君)

再質問についての答弁を求めます。教育長。

いま、青少年の施設関係の問題をめぐりまして、いろいろ御

質問が出ているわけでございますけれど、私、そういう問題確かに青少年施設がいろんな面で

不足しているという点については、今後のやはり努力目標にしてし、かなくてはならなl¥。当面

している問題といたしまして、 一つは、市の内部的な状況で見てし 1く場合には、学校施設の利

用というものをもう少し考えられないか、特に小学校段階におきましては、相当空き教室が出

ているO たとえば、いわゆる私たち、昔、よく先生と一緒に教室を一つのキャンプのよりどこ

ろみたいな形で一緒に毛布や寝袋を持って泊り込んで生活をしながら体験をしたような、そう

いう時期もございます。そんな形の空き教室がいろんな角度で利用できるような方法はなし 1か

ということも当面、当面青少年の施設を考えてし 1く場合に考えなくてはならない性格の一つだ

と思っております。

それから、いわゆる日野市から外へ出て長期にわたって生活をする中で、いま、小俣議員さ

んがおっしゃったように民宿問題等も確かに考えなくてはいけない一つの方向かとも思います
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けれど、その季節、季節によっては民宿そのものすらなかなか結局需要に応じ切れない、とい

う状況も出ているやに聞いておりますし、できれば閣内の姉妹都市と申しますか、せめて教育

委員会段階でもい~¥から、たとえは大島とか、信州の方の町や村との提携の中に、そういう田

舎の子供たちが日野市へ来て動物園だとか、多摩テックだとか、そういう生活を経験させてあ

げるような場面をつくってやると同時に、日野市の子供たちが夏は大島あたりへ出かけていっ

て海の生活とか、あるいは冬場は信州の方でスキーやスケー卜 のできるような、そういうよう

な学校を紹介していただくような形の中での姉妹都市的な形での提携ができないものだろうか。

その辺のものにつきましても、今年度あたりできるだけそういう 他の地域の教育委員会等との

連携あるいは話し合いをしながら、当面しているこの青少年の健全育成の問題、こういう問題

について、いま現に小中学校の生活を送っている子供たち、こ の子供たちに何らかの対応を考

えてあげなく てはいけない、そう いう時期に来ているんではないか、そんなように考えており

ますし、教育委員会としてもその面について努力していってみたい、こう考えております。

0副議長(米沢照男君 ) 企画財政部長。

0企画財政部長 (前田雅夫君) 旅館及び民宿等の契約はどうかということでござい

ますけれども、日野市の予算上は、 出てはいないんですけれども、福祉部が中心になりまして、

市内の 60歳以上の御老人を対象に、いわゆる旅館等と契約をしてあっせんをするという制度

を行っております。具体的に申し上げますと、東京都市町村共済組合で伊豆、田賀、それから

夢科に保養所をおのおのーカ所持っております。さらには熱海、それから富士吉田にーカ所ず

つ、これは民間の施設でございますけれども、契約を結んでおります。実際の利用状況でござ

いますけれども、やはり旅館の質とかPRの問題もあろうかと思いますけれども、やはり 、老

人がどれだけ使っているかということになりますと、比較的利用率が少ないというような状況

でございます。やはり 、これは、さっきも申 し上げましたような旅行の高級化等の問題もあろ

うかと思います。こういう以上のこととか、他市のいま少し実態を調査した中で、どういう形

で市民のための保養所等を確保したらいいかということについての検討の時間を少し与えてほ

しいというのが、私どもの考えでございます。

0副議長(米沢照男君)

03番 (小俣昭光君)

小俣昭:7t君。

再度質問させていただきます。

いま、教育長が学校の空き教室を使つてのキャンプ、私も小学校のときに教室で寝泊りした
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経験があります。ところが、日野市内でそういうことが行われたということは、全く聞いてな

いわけです。そういう点では、いままでは空き教室がなかったり、あるいは夏休みそういうと

ころを利用できると思っている団体が皆無といっていいのではないでしょうか。直接学校とは

遠いますけれど、学童クラブの施設を使うときにも、キャンプをやるというときにもかなりの

障害があって受けているということも聞いております。そういうところで、本当に空き教室で

そういうキャンプなどができるということがわかりますと、多くの団体の人たちが大変喜ぶと

思いますので、ぜひその辺については、とりあえずは進めていただきたいというよう に思って

おります。

それと、いま東京都の中で、青年の家七つばかり 、八王子の青年の家や、青梅の青年の家、

あるいは府中にも青年の家があります。こういうところの利用状況を聞きますと 、ほとんどが

申し込みと同時にふさがってしまう、そういうような状況であります。ですから、こういう子

供たちの関係している、いろんなサークノレの人たちが、いかにして安い旅館を探すか、 あるい

は大ぜいの人たちが泊れるところをどう探すかということで四苦八苦していると聞いておりま

す。そういう点では、日野市でも、いっときも早くそういう施設を、あるいは先ほどの教育長

の言われております長野や、そういうところとの提携を結んで、そして、 夏休みには子供たち

を連れて、そして行けるようにぜひ実現をお願いしたいと思います。また、保養所関係につい

ては、多くの日本人が働き過ぎだと言われて、そして、体を壊そうとして いる中で、やはり積

極的に市もこれにこたえて安い宿泊施設、こ ういうところを建設、ある いは提携して いただか

ないと一家 4人、 あるいは 5人で行くと、それこそ 1年に 1回行ければいいというような状況

であります。そういう状況でありますので、ぜひこの辺も積極的に進めていただきたいと思い

ます。

最後に、市長にこのことに関してお考えがあればお聞かせいただきたいと思います。

0副議長 (米沢照男君)

O市長 (森田喜美男君)

市長。

現在の時代に労働の再生産、あるいは青少年の健全育成、そ

して、お年寄りに対しましては、休養施設、このようなことが求められる底流があることは、

よくわかるわけでありますが、どちらかといいますと、それらがレジャー産業という形で先行

してしまいまして、公的な施策がなかなかその間に合していくにはどうすればいし 1かという一

面の問題があるように思います。なるべくならば、特に青少年には、原始生活を経験するふう
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なキャンプでありますとか、あるいはごく 簡素な少年の家でありますとか、いま、教育長が申

しておられました過疎地の、どっかいい拠点を探すとか、こういうところに私は、一つの大き

い意義があるんではないか、とい うふうには考えております。具体的にそれらが浮かんでまい

りませんので、なかなか取りつきがたい状況であります。むしろ至れり尽せりの豊かさという

ことも一面には望ましいことではありますけれど、乏しい中に何か生き方を再発見するという

こともまた意味があるというふうに思うわけであります。なかなか今日それを両々満たすよう

な施策がわれわれの頭に明確に浮かんでこなし 1。経費をかければ、それはやれないことはない

でしょうが、余り経費をかけるだけでは何といいますかね、こ の施設をつくっても、 じゃ、果

たしてそれは活用されるかどうかというと、なかなかそれがむずかしい面もあるようでありま

す。かなり先を見通した施策として、 構想を持ち海や山の体験を持つということも大変重要で

ありますから、こ れからの課題として考えていきたい、こ のように思います。しかし、当面や

れることは、市内でもかなりやれる ことはあるように思いますので、むしろ市内施設、あるい

は市内の能力を使って、そのような実現ができる、こういうことを早速手がける方が先ではな

かろうか、このようにも思っております。幸いに教室がある程度余裕のできる時代にも入りま

したので、それらの具体的な活用の方法、それから、市内にまだ探せばキャンプを行うような

場もないわけではありませんから、そのような施策の中で、御指摘のことをなるべく充実をさ

せ、広い視野の中でもまた求めていくということで、臨むべき問題ではないか、このように考

えております。なお、具体的なことは、ひとつ早速取り組んで何らかの施策をいたしたい、こ

のようにお答えをいたしたいと思います。

0副議長 (米沢照男君 ) 小俣昭光君。

03番 (小俣昭光君 ) いまの市長の答弁の中で、日野市内の中で、ということも言わ

れましたので、そういう点では、私もひとつ考えていたことは、駒形公園、ここ をそ ういう点

では川|も近くて、ちょっと水がまだ汚ないですけれど、水をきれいにしていただく形で、そし

て、あそこでキャンプができるような、そういうような方向もひとつ検討をしていただ きたい、

というように思います。それで、この質問終わらせていただきます。

0副議長(米沢照男君)

質問を終わります。

6の 2. 大成荘の改築についての通告質問者、小俣昭光君の質問を許します。

これをもって 6の 1. 市民のための保養施設の実現に関する
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03番(小俣昭光君) 6の2. 大成荘の改築について質問させていただきます。

大成荘は、市内の小中学校児童生徒の林間学校施設及び市民の レクリ ェーション施設として、

昭和 40年 8月に建設されました。時代を担う青少年の大成を期待 してこ の施設を十分に活用

してください、こうパンフレア 卜には書いてあります。私も中央高速が開通してから、利用者

もふえているのではなし 1かと思っていま したが、 「とうけい 日野」で調べますと 、 52年から

5 7年度、一番多いのが 52年の 3，478人で、 5 7年度は 3，158人と二番目に利用者が少

ない状況になっております。私も 2年前の夏に利用させてもらいましたが、環境は閑静なとこ

ろで、ハイキングコ ースもあり 、申し分のないところであります。文教委員会でも、こ の問題

が話題になりまして、その中でも土地の契約が、こ の60年の3月までと聞いております。大

成荘の今後の計画をまずお聞かせいただきたいと思います。

0~1j議長 ( 米沢照男君 ) 小俣昭光君の質問についての答弁を求めます。教育次長。

0教育次長 (小山哲夫君) 大成荘の当面の問題でございますけれども、いま、小俣議

員さんからも御質疑がございました とおり、大成荘につきましては、特に小中学校の児童生徒

の林間施設、そして、また児童生徒の林間施設が閉鎖中は、一般市民の レクリェーシ ョンの場

としての宿泊施設という ことで、昭和 39年の年でございますけれ ども、当時の日野市立第一

中学校の特別教室を解体いたしまして、建設し、御指摘がありましたと おり、 40年の 8月に

開設したわけでございます。開設当初は、日 野市内の小中学校の学校も少なかった関係上、児

童生徒の利用も盛んに行われてきたわけでござ いますけれども、その後人口がふえまして、そ

れに伴つての市内の小中学校の児童数もふえてきました。生徒もふえてきました。そう いうこ

とで、収容施設が 12 0名の収容施設でございますので、学年単位の宿泊が大変困難になって

きたということが一つございます。加えまして、先ほど前段で申し上げましたとおり 、一中の

特別教室を解体した材料でつくってます関係上、大分老朽化している事実がございます。

そういうことで、だんだんと大成荘の使用がその後滅ってまいりました。敬遠されてまいっ

てきたわけでございます。ただいま小俣議員さんからも御指摘がございましたとおり、いわゆ

る中央高速道路が新設されまして、それによりましての利用も最近ふえております。御指摘が

ございましたとおり 、特に、昭和 53年を契機といたしまして、大体年平均いたしますと、

3，1 0 0名から 3，200名程度の利用があるというのが現状でございます。そういった意味で

特に大成荘の利用もふえておりますので、何とかひとつこの現状の施設を改築なりする方法を
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検討する必要があるんじゃなかろうか、ということで、いま、検討しているところでございま

すけれども、特にこの施設が狭いということのほかに、特に給食のいわゆる施設等も大変狭も

うございますし、それから、もう一つは、大成荘の 1階にいわゆる集会場といいますか、レク

リェ ーションをする遊技室があるわけでございますけれども、こういった面での利用も大変狭

いために、特に雨が降ったような場合には、この集会施設を使うわけでございますけれども、

そういう意味での不便も来しているという事実がございます。それで、大成荘の周辺の市、た

とえば調布市などを見てみますと、すでに大成荘の周辺の施設がございますけれども、これを

昨年改築いたしまして、大分 30 0名程度が泊れるような大きな施設をつくっておりますし、

また、府中市も現在改築中ということを聞いております。そう いった中で、教育委員会といた

しましては、現在検討を進めているところでございますけれども、これはあくまでも企画財政

部の方が、中心になってまとめております、いわゆる公共施設計画でございますけれども、そ

の中に教育委員会といたしましては、できるだけこの大成荘を改築するような方向でひとつ計

画書を出そうじゃな~¥かということで、計画書が出ております。その計画書に、あくまで計画

するということだけで御理解願いたいと思いますけれども、その中では、一応 60年度にでき

れば改築の設計費を計上いたしまして、できれば 61年ごろには予算化できるようなことで計

画書を出しております。今後この点につきましては、教育委員会並びに理事者の方とも十分に

協議を進めながら、今後の改築問題につきましては、検討進めてまいりたいというふうに考え

ております。

0副議長(米沢照男君) 小俣昭光君。

03番(小俣昭光君 ) 再質問をさせていただきます。

いま、教育次長が 60年に設計費と 61年に建設ということで言われておりますが、請願も

文教委員会にいまかかっておりますが、この中でも署名を見ますと、最初のこの運動が起こ っ

たのは、旭が丘小と四中の父母の人たちが、少年野球やノζスクジトポーノレ、そういう子供に関

するそういうサークルでどうしても施設が欲しいということで、先ほどの青少年の家の利用の

仕方、そういうことで大成荘がいま利用されているということで、ここをも っとりっぱにして

いただきたいということで署名をとり始めたところ、この旭が丘小、あるいは四中の父母だけ

ではなく、全市的に署名が取り組まれてきて 7，000人以上の人たちが署名を寄せております。

このように市民要望が大きくなってきているこの中で、いっときも早くこの大成荘の改築をし
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ていただきたい。その点について企画財政部長は、どのように思っているか、お考えがありま

したら、お聞かせいただきたいと思います。

0副議長(米沢照男君) 企画財政部長。

0企画財政部長(前田雅夫君 ) 答弁いたします。

ただいまの教育次長の方から 60年設計、 61年実施というような内部の計画があるという

ことでございますけれども、私ども確かに市内の公共施設整備計画にはのせてはおりますけれ

ども、いま少し大成荘の将来的な位置づけを教育委員会内部で検討していただいて、将来の青

少年教育施設としての位置づけを固めて、その上でスタ ー トさせるべきだろうというふうに私

は考えております。先ほどからも第 1点目の質問でもございましたけれども、青少年の研修、

レクリェーション、体育施設、こういったもののっくり方でございますけれども、利用効率か

らいきますと 、やはり市内にまずそういう施設をつくり 、さらに、こういうやはり市街化され

ますと自然の享受というものはできませんので、 他に地を求めまして、自然にはぐくみ研修を

するということも一つの考えではないかというふうなことも考えております。いま少し広く検

討した中で、計画の実行といいますか、その辺に留意をしていきたいというふうに考えており

ます。

0副議長(米沢照男君 ) 小俣昭光君。

03番(小俣昭光君 ) 再度質問させていただきます。

大成荘の建てかえ、いま教育次長も言われましたように、 120人程度のいまの収容能力、

これではとても学校の移動教室などに使うことができませんO 先日の米沢議員の一般質問でも

移動教室の補助金をふやせという要求も出ていますように、この大成荘をいまの学校が移動教

室として十分に使えるようなそういうことによって、林間学校として十分に使える、そのよう

な大成荘になれば父母負担が大きく軽減されます。そういう立場からもこの大成荘の建てかえ

をいっときも早くして、そして、 6 0年設計ではなく、今年度の補正で組んででもこの問題積

極的に取り組んでいただしそういうように思っております。そ して、市民要望を積極的に受

けとめ、その中でこの問題に取り組んでいただきたいと思います。ただ単なる林間学校だけで

はなく 、一般の市民の人たちもここの建てかえを大きく希望しております。それと設計段階に

おいても、ぜひいろんな団体の人たちが意見を聞いていただいて、そして、すばらしい大成荘

として生れ変わるよう市民要望を盛り込んだ大成荘にしていただくよう心から要望いたしまし
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て、私の質問終わらさせていただきます。

0副議長 (米沢照男君 ) これをもって 6の2. 大成荘の改築に関する質問を終わりま

す。

次に、 7の1. 再び大和田用水路の整備計画と、西平山五丁目 47、 48番地辺の排水対策

についての通告質問者、秦 正一君の質問を許します。

C 2 6番議員登壇 〕

0 26番 (秦正一君 ) 再び大和田用水路の整備計商と 、西平山五丁目 47、 48番

地周辺の排水対策について質問をいたします。

このことにつしては、昭和 55年に第 4固定例市議会のときに取り上げまして質問した事項

でございます。

まず大和田用水路の整備についてですが、御承知のとおり 、この用水路は、八王子の大和田

から西平山五丁目に抜ける用水でございます。現在では、家庭雑排水や家庭浄化槽、このよう

な汚水が流入して下水同様の状態でございます。したがって、悪臭はひどく 、用水路周辺の市

民の方の不快感は度を越しておるわけでございます。生活環境は破壊されている ことは もとよ

りでございます。この悪臭公害対策については、市としても用水路を整備したり 、いろいろと

八王子の方の行政区にも働きかけて努力はしておるわけでございますが、八王子行政区内の排

水については、 1 6号線のノζイパス工事が施行されるその中で、排水のノレー トを考えてい きた

い、このように過去に答弁をされております。早くもあれから 3年から 4年の歳月が経過して

おるわけでございますが、八王子分をノζイパスのルートで放流する、このような状態が どのよ

うになされているか、現在ノζイパスの工事が着手されております。この点についてまずお伺い

したいと思います。

それから、日野市分の用水路の境界査定も終わりまして、工事もすでに完了しているはずな

のですが、いまだに工事もやっておらないという状態ですが、その後の経過はどうなっている

か、お伺いするものでございます。何か用水の一部が公図と現況が異なっているために、その

方の是正をしなければならないというふうなことも聞いておりますが、いずれにしても、どう

いう経過になっているか、お伺いしたいと思います。

2点目といたしまして、西平山五丁目 47、 48番地の周辺の排水対策ですが、道路の拡幅

をしてそこに側溝を設置して、最終的には豊田団地の方へ排水を持っていくという計画で、現

-798-

在道路の境界査定も終わって、用地買収もめど、がついたと思いますが、その点どんなふ うにな

っているか。また、今後の見通しはどういうふう であるか、お伺いをするものでございます。

この排水問題に議会で取り上げまして、すでに 4年の月日が流れております。市の理事者、担

当は、何とか実現するように努力はしているようですが、道路の拡幅のために用地を買収しな

ければなりません。そういった面の用地買収に対しても積極的に進めていかなければならなし 10

また、権利者の協力を得て進めてし 1かなければ事は進まな~¥。 こんなふうな状態だと思います。

この排水対策は、市民の生活環境整備に、また明るい住みよい町づくりのためにも早急に取り

組んで対処してほしいと思います。この道路整備をすることは、将来の実施される都市下水路

にも利用できる工事でもあるし、もちろん国の補助金もいただけるわけでございます。この工

事の見通しを具体的に説明をお願いしたいと思います。以上簡単ですが、その点についての質

問のまず答弁をお願いしたいと思います。

0副議長 (米沢照男君) 秦正一君の質問についての答弁を求めます。建設部長。

0建設部長 (中村亮助君) それでは、ただいまの御質問にお答え申し上げます。

まず第 1点の御質問ですけれども、国道 16号線のハイパス改修計画の問題につきましては、

私どもの方もよく存じておりませんO いま、国道 20号線を村内家具のところで立体交差をい

たしまして、そして、八王子の大和田地区を通りまして、浅川を架橋いたしまして、北側の区

画整理区域内に入るO そういう道路計画のようでございまして、その辺のところは、大変申し

わけございませんけれども、よく存じておりませんけれども、ただお尋ねの水路の問題につき

ましては、確かに八王子市地域から、かつては恐らく濯翫用水路として、日野の大和田地区に

流れ出まして、そして、浅川に注ぐかつての濯概用水路であった性格のものだと思います。そ

こで、まず水路の改修計画でございますけれども、水路の改修計画につきましては、下水道事

業の中で、 3年計画で 55年から 6年、 7年と 3年間でまず浅川|の流入口から上流のところを

改修をいたしまして、すでにその改修が済んでおりますけれども、この改修計画の目的という

のは、西平山五丁目地域の浸水解消ということが、まず第 1点の目的で水路改修が現在完了い

たしております。 しかし、お尋ねの点につきましては、確かにその上流の点で、まだ未整備の

地域があるわけでございまして、その未整備の地域は、改修が済んだ上流から八王子市地域ま

での点をまず取り組まなければならない、また必要性があるというふうに認識をいたしており

ますので、境界確定もすでに完了いたしております。ただ一部現況と公図の異なるところがご
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ざし 1ますので、これらの問題を整理した後に、事業の年次計画を立てまして、取り組んでいき

たいというふうに考えております。この問題につきましては、水路の整備ということで、地元

の大和田自治会よりも過去におきまして、請願、要望なども出されておりますし、そういう中

で、自治会の方々が中心となりまして、この改修等につきましてのいろんな御協力なり、御支

援をいただいております。そういう経過もございますので、それらの経過も踏まえまして、今

後十分ひとつ協議を進めていく中で、しかるべき改良計画を進めていきたいというふうに思い

ます。

それから、次の西平山五丁目地域の排水対策でございますけれども、これにつきましては、

排水対策をまずやるには、道路を拡張いたしまして、現在の大和田中 1号線を 4メータ一程度

に拡幅をいたしまして、そして、そこに道路側溝をつけるということによりまして、排水対策

の解消が図れるというふうな計画を考えておりまして、 5 8年度におきましては、下流部分に

つきまして、すでに口径 300ミリの管渠の埋設工事の施工を終わっております。約 210メ

ータ ーの距離でございますけれども、それを終わっておりまして、この管渠は、さっき申し上

げました下水道でやりました仮の部分の 1，200ミリのいわゆる雨水排水管に接続がなされま

した。したがって、その排水管につきましては、すでに下水道でやりました 1，200ミリの管

に、いま申し上げた 58年度で設置しました 300ミリの雨水管が接続されまして、排水の処

理がなされるということになるわけでございまして、その管を入れましたさらに西側の八王子

地域寄りの、いわゆる大和田中 1号線につきましては、私の方も昨年から具体的に取り組んで

おりまして、用地買収等につきまして必要なものにつきましては、給、主結Eの方に用地交渉をお

願いをいたしております。そう いう中で、若干やはりこの点につ きましても、公図と現況が異

なるというふうな問題もございまして、それらの点について多少時間がかかっているというこ

とで、残念ながら、 5 8年度で具体的に道路改修を手がけるまでには至らなかったわけでござ

います。引き続き 59年度におきましでも、鋭意取り組みまして、まず大和田中 1号線につき

ましては、現在の現道が非常に狭いものですから、そこを 4メータ ーに拡幅をいたしまして、

そして、両側に道路側溝をつけまして、そして、 5 8年度で施工いたしました 300ミリの雨

水管に側溝をつなぐということによりまして、道路状況の改良と合わせまして、排水対策の問

題を解消していくように、さらに一段と努力をしていきたいというふうに思っておりますo

O副議長(米沢照男君 ) 秦正一君。
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026番(秦正一君) 大和田用水路の件の上流の方ですねO 要するに八王子地域の

分については、八王子の地域へ流す、バイパスに沿ってそのルートへ流すということは聞いて

いないと、これは過去の議会でも理事者の方で答弁しているわけですtlo 部長がかわったから

わからないのかどうか、当然事務引き継ぎはあると思うんですよねO 当初明らかにその八王子

のバイパスが、 1 6号のノζ イパスができるので、その中で考えていきたいというふうに言って

いるわけです。これは、恐らく皆さん心ある人は耳にしたと思いますけれど、であるならば、

やはり八王子の方にその辺を積極的に働きかけていかなきゃし 1かんというふうに思うんですけ

れどね、そうすれば日野の分は、わずかですから、そう工事をしなくても金をかけなくてもで

きるわけです。そういうふうな当時のあいまいな要するに質問をごまかすようなことは、ちょ

っとうまくないと思うんですけれどtlo 部長知らないと言えばしょうがないんですけれど、0

それから、大和田用水路の整備については、もう地域の自治会やその方が、請願とか陳情等

を出す前に、もうすでに 51年、 5 2年ごろですね、これは市長の方へ陳情書が出てるんです

よ。自治会が手を打つ前に、これは当時の役員の方小室賢司という方が市長あてに何とかこの

用水路の悪臭を取り除いてほしい。そのためには何とか整備をして流れをよくするか、暗渠に

するか知りませんけれど、いずれにしてもこのことを強く市長の方へ申し入れてあるわけです。

このことをあれしてから、すでにもう恐らく 10年にはならんけれど 8年か、 9年ぐらいにな

るわけです。本当にやる気があるのか、ないのかということを言いたくなるんですけれどね、

非常にはがゆい次第なんですけれど、この辺について年次計画を立ててやると、もうすでに年

次計画を立ててやってきているんですよO だから、あと一歩でできるんですよO だから、境界

査定とかそういうのは、もう終わってもちろんいろいろな現図と公図と現況が違うとか言って

いるけれど、そんなの理由にならんですよO 早急にこれを本年度でもいいですから補正を組ん

で何とかやってほしいということを要望しておきます。

0副議長(米沢照男君 ) 市長。

0市長(森 田喜美男君 ) いま、秦議員さんから御指摘をいただいている問題は、私も

よく存じております。そうして、当時土木課長が、その関係の調査をいたしまして、上流のつ

まり八王子地区境八王子地区内の排水経路をいま言われる形はあるそうですが、要するに八王

子市が、国道 16号の改修に伴っτ、その排水路を整備するから、つまり流れる戸筋を変える、

したがって、八王子の水は来ないようにする。そのまた下流は、これもあのそこの地形は、上
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の段と下の段になっていまして、下の段のところが、いま御指摘の小室さん関係の部分であり

まして、私も現地を視察いたしまして、その状況も知っていました。その後の部長が、もちろ

ん引き継ぎはやっていますし、下流の方から整備をするということで手がけてまいっておりま

す。あと残っている部分が、いま、 言われる部分だろうと思って聞いたわけでありました。と

っくに整備は私はされたかと思っていました。まあ、あそこまでいってなかったということは

申しわけないと思います。

それから、いま言われます五丁目の上の段の道路の築造とともに合わせて排水をしよう 、と

いうことは、いま、まともに取り組んでおる課題でございますから、こ れは、いま部長の方か

らお答えをしたように、もうしばらく待っていただければ可能だと思っております。当時この

汚水の流れている状態に暗渠にすれば、という考え方もありましたけれど、やはり下流から整

備することが、解決をする一番いい方法だということで、下流から取り組んできたように記憶

しておりますので、全く無策であったということではないわけでありますから、いま言われる

ことをもう一遍具体的に考え直しまして、担当の方にも指示をするようにいたしたいと思いま

す。

以上でございます。

O副議長(米沢照男君) 秦正一君。

0 26番(秦 正一君 ) 二段目の大和田中 1号線についてですが、先ほどの部長の答

弁で 4メーターに道路を拡幅し、側溝をつけて既存の 300ミリ管に流すということで、一段

と努力しますということになっておりますが、どうですか、部長さん、時期的にはどのくらい

になりますかtdo 要するに 59年いっぱいで終わるのかどうかねO また、それ以上かかっち ゃ

うのかどうか、見通しとして、その点ちょっとお聞きしたいと思います。

0副議長(米沢照男君) 建設部長。

0建設部長(中村亮助君) お答え申し上げます。用地の問題は、一応、下交渉を昨年

度から進めておりまして、ほぼ大きな地主さんにつきましては、内諾を得ているという経過は

ございますので、そういう点を踏まえますと、私どもの方も長年の懸案でもありましたもので

すから、やはり 59年度中には、何とか道路の拡幅と同時に排水の問題につきましても解決を

していきたいということで、いまのところは年度内に何とかひとつ完了で、きるような、そうい

う取り組みをしていく覚悟でございます。
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0副議長(米沢照男君)

0 26番(秦正一君)

秦正一君。

どうもありがとうございました。 いずれにしても、 市民要望

に何としてもこたえてし 1く、そのことを最後にお願いしまして質問終わります。

0副議長 (米沢照男君) これをもって 7のl 再び大和田用水路の整備計画と、西平

山五丁目 47、 48番地辺の排水対策に関する質問を終わります。

?の2. 青少年の健全育成を図るための施策として、スポーツ振興の野球場の確保について

の通告質問者、秦 正一君の質問を許します。

0 26番(秦 正一君) 青少年の健全育成を図るための施策として、スポーツ振興の

野球場の確保についての質問をさせていただきます。

市側の御配慮によって 64ブロックの市の遊休地を長い間子供たちの野球場として使うこと

ができました。春、夏、秋に行われる地区の リーグ戦を初め、日野市の多摩平以西の西部地区

の何十チームかの多くは、こ の広場を拠点として、野球をしてきました。青少年の非行化防止

に、また、子供たちの健全育成を図ることに大きく役立った広場でした。子供たちの野球チー

ムは、小学 1年から 6年までの年代で自治会単位や地域ごとにABCチームをつくって、地域

の住んでいるほとんどの子供たちが参加しているのが実情でございます。したがって、野球人

口は、かなりふえておるのでございます。このグラウンドで培われた子供たちも、いまは大学

で活躍している方もいます。社会人で活躍している方もいます。もlちろん野球やってない方も

t ¥ますが、このように遊休地を野球場として利用することによって、大きな成果を上げること

ができました。このたび、この 64ブロァクに老人憩いの家の建設に着手し、その西南に身障

者の施設が建設されます。したがって、いままで使用した若草グラウン ドは使用できなくなり 、

それにかわるべき広場を確保しなければなりませんO そこで、お伺いしますが、このほかに市

の遊休地はあるのか、ないのか、まあ、ないと思いますが、近隣公圏内の旭が丘中央グラウン

ト¥これは大人の方で利用してそれがいっぱいでございます。子供たちが使う余地はないわけ

でございます。で、あとは小中学校のグラウンドを使用することです。旭が丘小学校、六/j，¥

第四中学校と、このグラウンドを使う以外にないと思います。また、西部地区には、日 野でも

有名な企業がございます。東芝さんを初め、富士電機さん、小西六さん、ちょっと行って日野

自動車と、このようにグラウンドを持っております。こういったところのグラウンドを使うと

いってもなかなかむずかしいと思います。また、旭が丘の中央には工科短大がございます。都

-803-



の方の関係がございますが、こ の広大なグラウンドを使うことも一つの道だと思います。あと

は東光寺の河川敷の利用になるんですが、これはちょっと遠いし、いまのところ、まだめどが

ついておりませんが、そういうふうなわけで、何とか遊休地にかわる場所をいま考えておるわ

けでございます。市の方に何か案があれば、この点について答弁願いたいと思いますが、第四

中学校を使うのが一番ベタ ー じゃないか、このようにも思います。日野では、まだ中学校の整

備をされて活用されていない面もありますが、この辺についての考え方をお伺いしたいと思い

ます。

0副議長 (米沢照男君 ) 秦 正一君の質問についての答弁を求めます。教育次長。

0教育次長(小山哲夫君 ) ただいまの秦議員さんから御質問のありました教育委員会

に関しましての御質問に対してのお答えをいたしたいと思います。

若草チームが 64ブロックの遊休地を使っていたのが、今度いろいろと施設をつくる関係で、

その場所が使えなくなってしまったので、ということの御質問でございますけれども、その場

合に、特に六小とか、あるいは旭が丘小学校、あるいは四中等のグラウンドがあいているので、

一番近いので、その辺を優先的にというお言葉でございますけれども、御案内のとおり 、小中

学校のグラウンドにつきましては、昭和 46年に学校施設の開放に関する規則をつくりまして、

できるだけ市内の小中学校のグラウンドがあいているような場合には、優先的に学校の業務運

営に支障がない範囲内におきまして、特に日曜日 、祝祭日等を一応、一般市民のスポーツの場

として開放してもらうようにということで、各学校長に要請いたしまして、使用しているとこ

ろでございます。現在、日野市内の小中学校のいわゆる開放グラウンドは 11校ございます。

それで、このグラウンドにつきま しては、一応使用許可の条件がございまして、日野市内の在

住、在勤、在校を対象といたしまして、一応団体に貸してますものですから、一応 10名以上

の団体のチームに限るということで、 1 1校のグラウンドを大体使用する 20日ぐらい前に市

の広報へ流しまして、そして、抽選によって貸し出しているわけでございます。現在、非常に

申し込みが最近ふえてまいりまして、大体百二、三十のチームがございまして、それらの方々

に抽選によって、一応使用許可をしているという状態でございます。そこで、いまおっしゃら

れた若草チームの方々の利用の便を考えるということで、手近の 3校のグラウンドを、という

お話でございますけれども、ただし 1ま申し上げましたとおり 、ほとんど申し込みが市内全体で

たくさんございます関係上、抽選という制度をとっておりますし、また、専用に貸すような場
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合には、あくまでも これは日野市の教育委員会の主催とか、あるいは野球連盟等の主催によっ

て、市民全体を対象と した野球大会、あるいはソフトボール大会等の球技大会を行う場合には、

優先的にある学校を独占的に、その会場として使用するわけでございますけれども、いわゆる

一般の団体が使う場合には、ただし、ま申し上げましたとおり、 1 1校のグラウンドしかござい

ませんので、それを優先的にそのチームに貸すということについては、いろいろ抵抗がござい

ます。

それから、いわゆる企業のグラウン卜¥あるいは工科短大のグラウンドというふうな御指摘

をいただいたわけでございますけれど、この企業のグラウンド、あるいは工科短大のグラウン

ドにつきましては、日野市の教育委員会の主催、あるいは体育協会の主催によります、いろん

な陸上競技大会であるとか、あるいは軟式野球大会であるとかという場合に限って、特に企業

あるいは工科短大等のグラウンドを借りたり 、ある いは学校が使つてない時期を選びまして、

一応使わせてもらっているという例はございます。これは、あくまでも日野市の教育委員会な

り、体育協会が主催して行う場合に限っております。特に春、秋となりますと、いわゆるスポ

ーツシ ーズンのたけなわになるわけでございまして、学校とか、あるいは企業の方で優先 して

日曜日、祝祭日等使うわけでございます。なかなかその日は日曜日等はあかないという例も ご

ざし¥ますし、特にそういうグラウンドが企業の場合は、企業の敷地の中に設けているというこ

ともございまして、なかなか管理上の問題もございますし、特に企業の場合ですと秘密の保持

の問題等もございまして、教育委員会の主催の行事におきましても、なかなか現状は使えない

というのが現状でございます。そういうことで、一応のお話は承りましたけれども、今後、そ

ういった面での会社なり 、あるいは工科短大等のグラウンドが利用ができるかどうか、その辺

につきましても、一応短大なり 、あるいは企業の方に当たってみたいと思っていますけれども、

そういう苦しい現状があるということを申し上げておきます。

以上でございます。

O副議長 (米沢照男君 ) 市長。

0市長(森田喜美男君 ) 御指摘の通称 64ブロックで遊休市有地を使って、そのため

に地域の少年野球が大変発展をしたということは、明らかなる事実であるということをよく承

知しております。あの場所に市の施設を計画を行うことによ って、子供たちのグラワンドが確

かになくなるわけでありますから、それの対応策をすでに公園課に指示をして旭が丘中央公園
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の野球場を子供本位に使えということを指示をいたしております。大人は、多摩川に行ってい

ただくなり、どうしてもそういう譲り方をしないことには、事は成り立ちませんので、子供を

優先に使えるようにすると いうことで、担当者に指示をしておりますから、その手続きのこと

は、その後またお知らせをして、公式のその試合の場合はもちろんでありますし、普段の練習

等にもその地域のために開かれておるのが公園のグラウ ンドの意味でありますことを具体化し

ていくことで解決ができる、とこのように考えております。

O~1j 議長 (米沢照男君)

026番(秦正一 君 )

秦正一君。

再質問をさせていただきます。

教育次長の方から、一応学校のグラウンドということで、 12 0から 130のチ ームが抽選

でこのグラウンドを使うということで、なかなか子供たちが使うといっても大人のチームもあ

りますからね、大変じゃな l'¥かと思うんです。 そこで、 大人たちはなるべく夜間使うようにし

て、 子供たちが昼間使えると いう ふうに、そのためには、ナイ ターの施設を何と かこ こに設置

できないか、市でいま年次計画をもって 1校なり 2校なりナイター施設をつくっていると思い

ますが、第四中学校のこのようにナイターの施設をつくることによって、子供たちもかなり昼

間利用できるんじゃないか、このように思います。その点について、さらに答弁をお願いした

いと思います。

それから、先ほど市長の方から旭が丘中央公園のグラウンドのことが話が出ましたけれど、

これは、都市公園法にのっとってつ くられた公園であるし、またグラ ウンドであります。その

グラウンドをさらに数をふやそうというのか、いま 1面野球の施設があります。これを 2面、

3面にすることは、ちょっとできないんじゃな l'¥かと思います。 したがいまして、現在使って

いる大人たちのチ ームは、旭が丘グラウンドを使ってもういっぱいなんですねO すきがほとん

どないくらいです。ですから、ち ょっと、この旭が丘中央グ ラウンドを使うと いうこと は、む

ずかしいんじゃないかと私は素人ながら思うんですが、特に市長の方で公園の担当の方へ指示

したということであれば、その点を子供たちが使えるようになることを念願しております。希

望を持っております。いま、ここで結論を云々という ことは申しませんけれど、市長のそのあ

れを期待しておきたいと思います。

0副議長 (米沢照男君) 再質問についての答弁を求めます。教育次長。

0教育次長 (小山哲夫君) まず第 1点目のいわゆる小中学校のグラウンドの利用につ
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いて、特に利用者が多いので、特に大人については、ナイタ 一等の施設をつ くって利用された

らどうかという御質問に対するお答えでございます。確かに、現在スポーツ人 口、特に夜間に

野球、 ソフトポール、 ある いはサッカ 一等の球技をしたいというふうな希望が大変ふえており

ます。御承知のとおり、ナイ ター施設につきましては、昭和 46年度に日野台中学校に開設い

たしまして、さらに昭和 56年度に七生中学校ということで、一応日野市内の南北に 1校ずっ

ということでナイタ ー施設は開設いたしました。一応日野市内の地形を分けてみますと 、旧日

野、旧七生、ある いは多摩平、日野台、あるいは西平山、旭が丘というふうな地域に大きく分

かれております。特に先ほど申し上げました、いわゆる西部地区でございますけれども、非常

に人口も多うございますし、特にスポ ーツ人口もふえております。そういった中で、教育委員

会といたしましては、できるだけ年次計画を立てながら、逐次整備のできる学校から、ナイタ

一施設をつくってまいりたいというふうに考えております。特に西部地区につきましては、一

番グラウンドが広くて、 しかも住民の近い場所となりますと、日野第二中学校が一番適してい

るというふうに思っています。特に請願等も採択されておりますので、住民、あるいは財政の

方法の許す限りにおきまして、できるだけ年次計画を立てながら、ナイ タ一施設につきまして

は、逐次ふやしてまいりたいというふうに考えているところでございます。

以上でございます。

0副議長 (米沢照男君)

0 26番(秦正一君)

秦正一君O

最後に、こ の野球場に関連して質問をしたいと思います。

児童公園の設置についてですが、都市公園法に基づいていくならば、こ の児童公園というの

は、 もっぱら児童の利用に供することを目的とする公園で、有地距離 250メートルの範囲内

で 1カ所当たり面積 0.25ヘクタ ールを標準として配置することとあります。

そこで、日野台一丁目、それから日野台五丁目、ここには l'¥まだに児童公園というか、近隣

公園、風致公園とか、都市公園、遊び場、こういう大げさ なものでなくても いいと思います。

遊び場でもいいと思います。こういったものがありません。したがって、これらの設置に対し

ての考え方、何とか、そのわりと人口が張りついている中に、ほとんど遊び場とかそういうも

のはどこにもあります。しかし、ここだけにはないんですね。そういった面で市の方の考え方

を聞かせてもらいたいと思います。この前請願も古賀議員の紹介で来ております。小笠原製作

所ですか、これを買い取ってここを公園にしろという話も出ておりますが、こんな大げさなも
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のでなくてもいいと思います。何とか市民の地域の方の要望にこたえても らいたしこの辺の

積極的な考え方をお聞かせ願いたいと思います。

0副議長 (米沢照男君) 再質問についての答弁を求めます。都市整備部長。

0都市整備部長 (結城邦夫君) それでは、私の方から児童公園の設置につきまして

お答えを申し上げます。お答えする前に、現在日野市の都市公園の現況につきまして、まずち

ょっと触れてみたいと思います。

日野市の都市公園は、現在児童公園として 71カ所、近隣公園で 4カ所、風致公園で 6カ所、

このほかに都市緑地といたしまして、 1 2カ所が設置をされているのが現状でございます。こ

の面積は合言れ 1たしますと 30.8ヘクタールでございまして、市民 1人当たりに直しますと、

2.1平米となっております。このほかに市域の中には、多摩動物公園がございますので、この

面積を含めますと 83. 1ヘクタールと なって、市民 1人当 たりの公園面積は、 5.6 5平米でご

ざいます。したがいまして、都市公園法で規定をされております標準面積一応 1人当たり 6平

米という目標がございます。これにやや近いところまで達成できたということがいえるかと思

います。これらの状況がある中で、ことしは、今年度 59年度におきましては、御承知のとお

り仲田緑地の 3.9ヘクタールの造成、それと、北川原公園 1.4ヘクタ ーノレのまず第一段階の整

備といたしましての用地買収にかかっております。このような状況で公園の整備というものが

現在事業化をされてきておるわけでございますが、御指摘の日野台一丁目と日野台五丁目につ

きましては、御指摘のように地域的に見た場合、 ミクロで見た場合には、都市公園がまだ未設

置となっている現状でございます。しかしながら、こ れをもう少し大きなマクロの点で見てみ

ますと、日野台一丁目につきましては、日野緑地、あるいは日野台五丁目につきましては、日

野台公園というものが存在するわけでございます。しかしながら、御指摘にもございましたよ

うに児童公園設置基準というもので示されております距離的な条件、そういった面から見てま

いりますと、児童公園というものが、確かに必要になってくるわけでございます。市全体の中

から見た場合には、ある程度こちらの方にも設置が必要になってくる、そういう条件はござい

ます。したがし 1まして、仲田緑地、あるいは北川原公園、こういった事業化が現在進行してい

る課程でございますので、その辺の財政措置といった問題も現在われわれとしては抱えておる

わけでございまして、これらの事業が進展する過程の中で、ある程度の目安をつけて、私ども

としてもこれらの地域について児童公園の設置、そういった計画もつくって事業化にのせてい
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きたいというふうに考えておるわけでございます。その必要性については認めるところでござ

し1ます。よろしくお願いしたいと思います。

以上でございます。

。副議長 (米沢照男君 )

026番(秦正一君)

秦正一君O

いま、部長の方から答弁があったわけですけれど、児童公園

というしっかりしたものでなくてもいいと思うんです。要するに広場で子供たちが遊べる、そ

う広くなくてもいいと思います。そういったものを地域の方は望んでいるわけです。日野台四

丁目へ行けばもちろん公園はありますし、北川原ですか、そういった面にもできてきますけれ

ど、いずれにしても身近にそういった子供の遊び場、要するにいま車の往来が激しいわけです

よねO したがって、道路なんかでは遊べないわけですよO したがって、そういう面の広場を利

用する以外に道はないということで、そういうシビアな考え方にはなるとは思いますが、何と

か農地を借りるとか、また、区画整理事業であれば、ゃるような状態があればいいわけですけ

れど、なかなかそういった事業も当分見込められませんし、当面の打開策として、何とかそう

いう広場を確保するということを努力してほしい、こ のように思うわけでございます。要望と

してお願いして終わります。

0~1j議長(米沢照男君) これをもって 7の 2. 青少年の健全育成を図るための施策と

して、スポーツ振興の野球場の確保に関する質問を終わります。

お諮りいたします。議事の都合により暫時休憩いたしたいと思いますが、これに御異議あり

ませんか。

C I異議なし」と呼ぶ者あり〕

O副議長(米沢照男君)

0高Ij議長(米沢照男君)

一般質問を行います。

御異議ないものと認めます。よって暫時休憩いたします。

休憩前に引き続き会議を開きます。

午後 2時 40分休憩

午後3時 13分再開

8の1. 遺跡調査についての通告質問者、滝瀬敏朗君の質問を許します。

C 2 9番議員登壇〕

029番(滝瀬敏朗君 ) それでは、質問をいたします。
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特に万願寺区画整理事業と遺跡調査について、こういうことで質問をさせていただきたいと

思います。

御案内のように万願寺地域が、いま事業が遂行をしつつあるわけであります。その地域の整

備はもとよりですね、この万願寺土地区画整理というのは、御案内のように大変日野市におき

ましでも、重要なウエイトを及ぼす場所でもあるわけであります。御承知のようにいま、先ほ

ど来、質問がありましたように、早急に下水道もやっていかなければならない。また、南北の

交通の問題を考えてみましでも、また、いま大変込み合っております甲州街道のことを考えま

しても、早急にこの区画整理を遂行をしてし 1かなければいけないし、早急に事業を完了させて

いかなければいけない、こういうふうなことから、この遺跡調査について質問をいたしたわけ

であります。昭和 56年の事業認可当時の遺跡調査の区域は、約 11ヘクタ ールとな っていま

したが、これが昭和 57年度の工事に伴い、事業区域が 127ヘクタ ーノレの約半分が調査区域

として拡張をされたわけであります。このような状況で指定されていきますと、 日野市の大部

分が調査区域となり、公共事業に及ぼす影響は非常に大きいと考えられます。現に昭和 58年

度の下水道事業、上水道事業及び区画整理事業においても一部翌年度以降に繰り越されたこと

がございます。都の基盤整備がおくれている日野市と しては、重大な課題であると考えるわけ

であります。そこで、現在の調査方法について、次の点について改善を提起をいたしますが、

よろしくお願いをしたいと思います。

1番目といたしまして、 重点地区の設定でございます。現在は調査区域を半ば一方的に指定

し、その地区はすべて全面的に調査をしていますが、公共事業の促進も考え、調査をたとえば

公園、あるいは学校用地、こういうところを重点的に定めて実施をしたらどうか、こういうこ

とでございます。

2点目は、永久的な保存でございます。いま道路の工事をしております。 水道管、ある いは

下水道管を入れておりますが、水道管、下水道管は、 1メータ ー20か、あるいは 1メーター

5 0ぐらいでいいわけでありますけれども、それ以上 4メータ一、 5メー ターも下まで調査を

しているO これではむしろ遺跡の破壊ではなかろうか、こういうふうにも考えられます。した

がって、永久的に保存をしていきますれば、たとえば道路をつくるには、 1メーターか 2メー

ター掘れば道路になるわけでありますから、永久的な保存に対してのお考えはどうか、こうい

うようなことを提起を申し上げます。
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3番目といたしまして、専門的な業者への委託でございます。 日野市の公共事業は、下水道、

あるいは区画整理と増大する一方であります。市の調査会がすべて対応する こと は至難のこと

であると思います。 したがって、各地区に専門業者へ委託をし、遺跡調査の円滑な運営を図っ

てもらいた l¥。 これが 3点目であります。

4点目といたしまして、調査区域の指定でございます。区域の指定は容易になすべきもので

はないと思います。したがって、全体でよく調査をし、権利者にもよく説明の上で指定される

べきだと思います。現在は何ら説明及びPRもなしで、半ば一方的に私有地を使用上の制限を

含む指定がなされています。

5番目といたしまして、計画的な調査でございます。万願寺土地区画整理事業に整合した調

査を実施されたいということでございます。少なくとも今年度の工事個所を遺跡調査にやるに

当たりましては、前年度に完了するよう体制を確立し、実施をしていただきたい、 こういう こ

とでございます。

以上 5点につきまして、答弁をお願いを申し上げたいと思います。

0副議長 (米沢照男君 ) 滝瀬敏朗君の質問についての答弁を赤うます。教育次長。

0教育次長 (小 山哲夫君 ) 5点の遺跡調査に関しましての御質問がございました。}顕

次追って回答したいと思います。

まず第 1点目のいわゆる発掘調査する場合には、重点地区を定めて発掘したらどうかと いう

御提言でございます。文化財の保護法によりますと、いわゆる周知の遺跡いわゆる包蔵地を土

木工事等によって行う場合には、事前に文化庁長官の届け出をして、そして、文化庁長官の指

示に従って事前の発掘調査をしなければならない、こういう保護法がございます。その場合に、

し1ま議員さんが御提言されたとおり 、いわゆる包蔵地のすべてを調査するんではなくて、特に

重点的に遺跡の希少価値がある部分そういったものに限定をして、そうでな い地域については

調査をしないとか、あるいは正確な調査をしないで進めたらどうかというふうな御提言だと思

います。確かに工事を施工する立場からいたしますと 、工事の完了を早くしたいという気持ち

が自然、に生じてまいりますので、そういうふうなお考えが出てくるのは当然だと思います。し

かし、御案内のとおり 、文化財につきましては、あくまでも埋蔵文化財でございますので、い

わゆる地面に埋っていますので、実際に希少価値があるかどうかということにつきましては、

ある程度発掘をして確認しないと 、希少価値があるかどうかということは判断ができないわけ
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でございます。そういった意味で文化財の保護法の趣旨からいたしますと、一応包蔵地につき

ましては、悉皆調査をしなさいという、一応包蔵地の開発に伴つては調査をしなさいというふ

うな法律の規定がございます。ただ、いま議員さんの御指摘がありましたとおり、昭和 54年

以前の遺跡調査の発掘につきましては、調査団の一種の判断によって決めるわけでございます

けれども、調査区域を指定しますと、その地域を全部表面をはさまして、悉皆調査をしてまい

りました。しかし、それを行いますと、御指摘がございましたとおり、時間もかかり ますし、

また費用もかかるということで、公共施設等の建設が大幅におくれてくるといううらみがござ

し、ます。そこで、現在の遺跡調査団におきましては、公共施設等の建設がおくれないように可

及的速やかに遺跡調査も行い、かつまた工事も進捗するような方法でもって調査をするように

ということを基本的な概念として進めておるところでございます。したがって、調査をする場

所は、あくまでもたとえば道路をつくるとか、あるいは学校をつくるとか、御指摘のありまし

たような公園をつくるとか、そういうふうにいわゆる包蔵地の上に構築物をつくる場所、これ

に限定いたしまして、調査を進めているところでございます。その場合におきましても、たと

えば包蔵地といっても最初に試掘してみて、あるかどうか、遺跡があるかどうかということを

確認調査をしてみまして、そして、確認した結果、遺跡がないということが判明すれば、もち

ろんそこは発掘をしないで、公共事業を進めるという方法をとっています。したがいまして、

以前の発掘調査から比べますと、現在の発掘調査方法につきましては、非常に行政もよく推進

できるような方法を考え、そして、また発掘した結果出てきた場合、特に希少価値があるもの

につきましては、これは法律の趣旨に従って発掘調査をしなきゃなりませんので、これにつき

ましては、ある程度正確な調査と申しましょうか、そうい った調査をしなければならないとい

うふうに私どもは考えておりますし、また、そういう方法でも ってこれからも進めてまいりた

いと考えています。したがって、現在の私どもの調査方法といたしましては、ある程度行政も

進行するし、調査も並行して進むというふうな発掘方法をとっているというふうに御理解を賜

りたいと思います。

それから、いわゆる 2番目の永久保存についてという御指摘がございました。永久保存とい

うのは、御案内のとおり 、埋蔵文化財を永久に破壊しないでそのままの姿で残しておくという

意味がいわゆる永久保存でございます。たとえて申しますならば、登呂、遺跡のように一応遺

跡を復元いたしまして、公園にするとか、あるいはまた包蔵地を全然その家をつくるとか、構
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築物をつくらないで、そのままの状態において、いつでも必要に応じて発掘調査ができるよう

な姿にしておくことが、いわゆる永久保存という意味でございます。御指摘がございました、

たとえば包蔵地の上に道路をつくるO その下に 1メーターないし 1メータ -50センチの下水

管とか、あるいは排水管等を埋設する、その場合に、実際に包蔵地に遺跡、がし、かっているのは、

さらにその下の 4メーターか、 5メーターぐらいのとこ ろにいかっていると 、その上にいわゆ

る排水管等を布設するわけですから、下に残っているんじゃなし刊かと 、 したがって、これは永

久保存になるんだから、遺跡調査をする必要はないんじゃなl~かという、こういう御理論だと

私思いますけれども、その辺の見解につきましても、いろいろと私ども文化庁なり、あるいは

東京都の文化課の方とも、いろいろとその点相談をしていると ころでございますけれども、文

化庁、あるいは法の趣旨からいたしますと、やはりその上に仮に構築物をつくるといたしまし

ても、その埋設する管等の工事の過程の中で、さらにその下にいかつております包蔵地を結果

的には破壊するんではなかろうか。あるいはまた破壊しなくても、たとえば道路をつくってし

まった場合は、結局ある目的でその道路の下にいかっている包蔵地を学術調査する場合もとき

には起こってくる場合があり得るわけでございます。そうすると、交通遮断をして発掘調査を

することになりますと、現実問題としては、そこに道路をつくってしまうと遺跡調査ができな

くなってしまう。そういった意味で、いわゆる包蔵地の上に下排水管等を埋設する場合におき

ましても、事前の発掘調査が必要であるというふうな指導も受けておりますので、特にその場

合には、やむを得ず遺跡が出た場合には、事前の発掘調査が必要であるというふうに私どもは

判断し、発掘調査を進めているところでございます。

それから、いわゆる専門業者への委託をしたらどうかという御提言をいただきました。現在

の遺跡調査の発掘調査方法につきましては、いわゆるその専門業者への委託をする方法もござ

います。この場合には、たとえば東京都の教育長が主催してやっております財団法人の埋蔵文

化センタ一、こういったような公的機関のいわゆる専門の発掘する団体がございます。これに

対しましては、私ども 26市特に遺跡が出ております市におきましては、で きるだけそのいわ

ゆる埋蔵文化財セシターの方に依頼いたしましてi何とかやってほしいということを私どもお

願いしてございますけれども、御承知のとおり、現在東京都の方でも新幹線の架設に伴ういろ

んな埋蔵文化財の発掘調査等がございます。そういった中で、東京都の方でのいわゆる区域内

の発掘調査で手いっぱいであるということで、まだまだ市の方の段階には手がつけられないと
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いうような状態でございます。それから、また専門のいわゆる会社等も最近できているようで

ございますけれども、やはり 文化財の保護法の趣旨か らいき ましても、文化庁、 ある いは東京

都のいわゆる文化課の方の御指導等によりますと、 やはり調査の趣旨というのは、法の趣旨か

らいたしますれば、市の教育委員会なり、あるいはまた遺跡調査会という、いわゆる任意団体

等の中での公共団体が入った中での遺跡調査と いうことで、それを切り離 したいわゆる一般の

会社がこの調査をする ということ は、なかなか抵抗があるようでございます。そういった意味

で他の業者、あるいは会社等に対しましての委託につきましては、現時点におきましては、な

かなか無理があると思います。私どもといたしましては、とにかく滝瀬議員さんの御提言があ

ったように万願寺の区画整理が遺跡調査のために滞る ことがないような 59年度におきまして

は、特に主管課と連絡取り まして、で きるだけその期限内の中で、発掘調査が終わるような形

の最大限の努力を傾注してまいりたし 1。こういうふうに考えております。 したが って、それら

の努力によって、どうしてもこの発掘が進まなし 1。したがって、公共事業が停滞してしまうと

いう ふうな危機を生じた場合には、いわゆる委託の問題につきましては、何らかの形で検討を

し、とにかく事業がおくれないような方法を講じてまいりたいというふうに考えておるところ

でございます。

それから、委託の中でも、いわゆる全面委託の場合と部分委託の場合とあります。私どもと

いたしましては、特に昭和 58年度の万願寺の区画整理に伴いましての発掘調査につきまして

は、部分的に委託をしたクースがございます。 これ土木等専門にやってますある会社に作業員

という形の中でのいわゆる発掘を部分的に専門の作業員を雇いましてやった例がございます。

しかし、そういうその会社の場合ですと、いわゆるそのプロでございますけれども、遺跡を発

掘したという経験が余りないわけでございまして、やはり発掘する場合には、いちいち作業の

仕組みから方法からそういった面での教育も必要でございます し、 なかなかはかどらなかった

という例がございます。そういった意味でまたこの問題につきましては、別の意味で検討すべ

き余地があるだろう、という ふ うに思います。なお、そのほかに発掘調査を行う場合にある程

度表面をはがします。はがした段階でいろいろと遺物、遺構等を調査するわけでございますけ

れども、その調査の終わった後、遺物の構造とか、あるいは面積だとか、そういったものをい

ちいち巻尺等を使いまして、あるいは測量等をいたしましてやるわけでございますけれども、

これには非常に時間がかかります。 しかも人がやることですから多少の若干の狂いも出てくる
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恐れもあるわけでござい立すけれども、 58年度の万願寺の区画整理に当たりましては、これ

をなるべくスピード化し、かつまた正確にその辺の調査をいたすべく 、いわゆる発掘した現場

のところへやぐらを設けま して、 やぐらの上から写真で空中撮影をするということ、そのこと

によって、正確に写真ですから、その現場が写るわけでございますし、それによって縮尺等を

当てれば、正確な面積、構造等が出るわけでございますけれども、 これは相当新しい方法を取

り入れたわけでスピー ド化された一つの原因になっていると思います。そういった意味で私ど

もといたしましては、なるべく早くできるような方法、科学的に物理的に時間的に早い方法で

正確にで きる ような方法を今後とも講じながら、この万願寺の発掘調査につきま して鋭意努力

を傾注してまいりたいというふうに考えているところでございます。

それから、第 4番目の調査区域の指定の問題でございますけれども、これにつきましては、

万願寺の場合は、たしか 126万9，000平米の土地があるというふうに記憶しており ます。

これは、従来一部は包蔵地になったわけでございますけれども、昭和 58年の 4月ごろから、

いわゆる万願寺の公共事業に伴いまして、いろいろと表面から遺物、遺構等が出てきたという

ふうなお話がございました。 そこで、東京都の方は、それを関知することになりまして、いろ

いろと その辺の分布調査をというふうな依頼もございましたものですから、私ども教育委員会

といたしましては、専門家、あるいは調査団等にお手数を煩わしまして、その辺のいわゆる表

面調査をしたわけでございます。その結果相当数の万願寺につきましては、昔から言われてお

りますとおり、包蔵地であるということの中で、教育委員会の方で、これを最終的には決定するわ

けでござ いますけれども、最低限 21万2，000平米、約 16婦の万願寺の地域内におきます

包蔵地の拡張を図 ったという例がございます。そういうことでわれわれといたしましては、そ

ういうことでやむを得ずこの地域につきましての指定をせざるを得なかったという事情がござ

し1ます。なお、これにつきましては、市の広報でもちまして、 一般には周知したつもりでおり

ますけれども、たしか権利者等につきましては、個々のお知らせをしなかったということにつ

きましては、大変申 しわけなく思っていますし、今後そう いうようなそしりを受けないような

方法で包蔵地を指定した場合には、権利者等につきましての周知徹底を図ってまいりたいとい

うふうに考えているところでございます。

それから、いわゆる計画的な調査を進めたらどうかというふうな質問が 5点目にございまし

た。確かに私ども遺跡調査のいわゆる守備範囲の中での調査能力の問題が出てくるわけでござ
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います。一定の限られた調査の範囲内におきまして、これは万願寺のみならず、日野市全体の

公共施設、あるいはまた個人の住宅の建設に伴いますところの事前の発掘調査等がございます。

非常にこの件数も最近ふえているというのが現状でございます。そういった中で、われわれと

いたしましては、その年度内の計画を立てるわけでございますけれども、当然これはできる こ

とならば、、御提言ありましたように、できればいわゆる建設工事を取りかかる前に、すべて発

掘が終わって、しかる後に、工事に取りかかるというのが一つの順序でございます。そういっ

た意味でできるだけわれわれといたしましては、万願寺の区画整理の例をとるならば、区画整

理課が主管でございますので、一応各年度の発掘調査をする前には、区画整理謀の方とも事前

の連絡を十分に密にしながら、年度開始前の要するに予算編成がございますので、少なくとも

年度開始前の 11月ごろまでには、主管課と社会教育課が窓口でございますけれども、連絡を

取りながら、その辺の調査の面積の問題、あるいは発掘方法の問題、こっいった問題を一応計

画を立てまして、そして、その年度の 4月から始めるような形にしたいと思っています。なお、

年度途中にいろいろと新しいたとえば下水道管をいけるというようなことの中で、道路を新設

するので、何とか一つそれをしてもらいたいというのが急にその遺跡調査をしてもらいという

ふうな例が過去しばしばございますけれども、これにつきましては、当然、年度当初の中で、年

度内の計画を立ててるわけですから、途中で大きな事業が出てまいりますと、ほかの発掘調査

を中止しなけりゃならん、ということで大幅に他の遺跡調査の発掘に影響を及ぼしてまいりま

すので、年度途中におき立す発掘等につきましては、できるだけ避けてまいりたいというふう

に思っています。そういった中で、一応 59年度は、万願寺の区画整理につきましては、約い

まのところ、 2，000平米と言っておりますけれど、若干ふえるかもしれませんけれども、 全

力を傾注 しながら、で きるだけ事業に合わせた中での遺跡調査を発掘してまいりたいというふ

うに考えておるところでございます。

以上でございます。

0副議長(米沢照男君)

0 29番(滝瀬敏朗君)

滝瀬敏朗君。

教育次長さん小山さんの御苦労というのは、よくわかるわけ

でありますけれども、いずれにいたしましても、先ほど申し上げましたように、大変重要な地

域でもございますし、早急に解決をしなきゃならない大きな問題であろうというふうに思いま

す。私、素人ながらいろいろ考えるわけでありますが、先ほど 1点目でありますが、特にその
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何といいますか、たとえば4メータ 一道路、あるいは 6メータ一道路調査をするわけでありま

すけれ ども、これは、全面的な調査をするわけでありますけれども 図面上からいけば、一本

の鉛筆で書いた線に過ぎないわけですね。そういうことでわれわれ素人から考えますと、そこ

まで調査を しなければならないのかな、というふうに考えるわけです。したがって、先ほど申

し上げましたように重点の地域を指定をいたしまして、先ほど申し上げましたように、公園だ

とか、あるいは学校用地だとか、学校もすぐまだ建てなくてもいいわけでありますから、そう

いうところを徹底的に調査をする。 これで私は、万願寺地域のその音どういう人が住んでいた

とか、埋蔵文化財がどうであったということはよくわかるんではなかろうか。 こういうふうに

思、って、この 1点目の問題は提起をしたわけであります。いずれにいたしましでも、いま 5点

いろいろ挙げたわけでありますけれども、どうも進展した答弁はないわけでありますけれども、

万願寺土地区画整理事業がおくれないようにやる。こういうことで理解をせざるを得ない、こ

ういうふうに思うわけでありますけれども、これに対して、市長の見解をひとついただきたい

と思います。

0副議長(米沢照男君) 答弁を求めます。市長。

0市長(森田喜美男君 ) 公共事業を行います際に、埋蔵文化財の調査という課題にぶ

つつかることがしばしばあるわけでありまして、内部的な立場でいろいろと担当者とも議論を

試みておるわけであります。 一般的なこの学術調査のあり方と いうのは、要するに学説を立証

する、あるいは法則を統一するというふうなのが普通でありますから、全面悉皆調査というこ

とは、これは少々調査担当者の私的な見解に属するものではな t¥かというこ とを言ってみるん

ですけれど、なかなか通じないようであります。 地域の広がり を調べると言われたら、もうこ

れは何も言えないわけであります。まことに困ったことだと思うわけでありますが、いずれ、

これは各地で生じておる現代の都市化、ある t¥はt¥ま生きている人たちのための生活条件を整

える際に起きている矛盾ともいえると思いますので、大所高所からの一定の判断がなければい

けないというふうに思います。東京都に権威のある審議会のようなものでもつくられて、そう

して共通なものはなるべく省略をしていただくということが望ましいと思いますし、なかなか

それが当面の学術調査を担当さ れる方々には、それなりのまた理由がある こともわかるわけで

ありまして、つまり分布調査をすると言われたんじゃ、これはもう本当に何とも言えない。し

かし、分布調査といえどもどっか集中的に一つの学則、法則をつくっていただくために、公園
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予定地、将来の公共予定地で相当期間余裕のあるもの、このあたりに重点を置いていただくと

いうことに調査対象を定めていただく、こう いう努力をこれからやらないことには何もかにも

このみなス トップを食らうということでは、大変問題だとこのように思っております。ことが

文化の問題でございますから、何を尊し、何を軽しとすることは、確かにできないこ とであり

ますけれど、やはりその優先順序というものは、人みずからが選び定めていかなければならな

い、このように考えております。

0副議長(米沢照男君) 滝瀬敏朗君。

0 29番(滝瀬敏朗君) それでは、いま 2点ほどお伺いしておきますが、建設部長に

お伺いしたいんですが、いま、御案内のように先ほど申し上げましたように、道路をいわゆる

4メータ一、 5メータ ー掘ってるわけでありますけれども、いわゆるあそこの地域は御案内の

ように水田地帯でありますから、 6月ごろになりますと、水路にも水が入ってまいりますし、

いわゆる道路を建設いたしま して、こんにゃくだとか、あるいは豆腐だとか、そういうふうな

上に道路をつくったような形になるんではなかろうか、大変心配をするわけでありますが、こ

ういう問題について検討を したこと があるかどうか、その点をお伺いしたいと思います。

それから、いま 1点は、御案内のように万願寺区画整理は、 7年間で計画を立てられており

ます。そこで、先ほど教育次長のお話ですと、 これに間に合うように全力を尽していくんだと

いうふうな答弁がございました。その間に合うよう にしていくには、どのような計画を立てら

れているのか、たとえば金銭的な問題あるいは陣容の問題、どのように組み立てをしているの

か、その辺を御答弁願いたいと思います。

0副議長(米沢照男君)

0教育次長(小山哲夫君)

再質問についての答弁を求めます。教育次長。

再質問の第2点目のいわゆる万願寺の区画整理は、一応7

年間の予定で完了する予定である。 したがって、これに伴つての遺跡調査があるわけですけれ

ども、これを計画にのっとってどのような形で進めていこうとするのかとい う御質問だと思い

ます。これにつきましては、先ほど私、申し上げたんですけれども、主管があくまでも区画整

理の方の関係でございますので 区画整理の方の主管課と私ども遺跡調査会の事務局の社会教

育課との間で年次計画を立てられた中での遺跡調査というものを、その年度内に完了していく

という前提で進めてまいりたいと思っています。現在確かに調査能力の問題からいたしますと、

調査委員等が一応 3名しかおりません。ことし 1名新しく調査員の補助員という形で彩用をい
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たしておりますけれども、それでもなおかつ遺跡調査を今後区画整理を進めていく中での万願

寺の問題につきましては、それでも足らんというふうに思います。そこで、なお遺跡調査のい

わゆる学術捜査員、学芸員と いう ものが必要になってくるわけでございますけれども、市の方

で正式職員を採用するとなりますと、非常に人件費もふくれ上がってくると、また、終わった

後解雇しなきゃならんというふうな問題もございます。それを何とか月IJの方法で検討したらど

うかということで、私どもといたしましては、調査会の中での予算の中で、調査員のいわゆる

嘱託の調査員をあるいは調査員の補助員をということで、給与体系等を考えながら調査団長等

にその採用をお願いしてございます。幸いにいたしまして、本年の 4月から嘱託による調査員

が 1名、補助員が 1名、こ の2人が採用することが決定いたしました。そういった意味での調

査員の補充がで きたということは、ある程度今後の万願寺の区画整理を進めていく中で、非常

に大きな力になってくるんだろうと思っております。

それから、先ほど申し上げましたとおり、調査する作業員の問題も出てまいります。現在作

業員等につきましては、 アノレバイト、 あるいは高齢者事業団等にお願いしてますけれども、な

おかつ地元等からの御協力をお願いいたしながら、作業員等の体制も考えていく必要があるだ

ろうこう思っています。そういった中で、とにかく万願寺の区画整理の主管課である区画整理

課との間で、連絡を密にしながら、 とにかく計画にのっとるような方法での最大限の万願寺の

区画整理につきましての遺跡調査というものに力を注いで、何とかひとつこの計画の中で、遺

跡調査が滞ることのないようにしたいというふうに今後とも努力を傾注してまいりたいと いう

ふうに考えているところでございます。

&上です。

0副議長(米沢照男君) 1点目の質問についての答弁を求めます。建設部長。

0建設部長 (中村亮助君) それでは、私の方からお答え申し上げますけれども、一般

的な例として、特に地盤が軟柔なところに新しく道路をつくるという場合の構造的な問題です

けれども、それについては、たとえば凝結剤みたいなものを使いまして、軟柔な地盤を固めて

いくというふうな方法もあろうかと思いますし、あるいはまたその道路の築造する地域の全体

の問題もあろうかと思いますけれども、そういう点では、道路の築造する部分だけを地盤のか

たいものに取りかえてし 1く、たとえばその部分だけ客土していくとか、 そういうふうな方法が

あろうかと思います。私もよくそういう技術的なことは、よくわからないんですけれども、い
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ずれにしてもそういう地盤を修正することによって、道路の築造上支障のないようにしていく

という方法が考えられるわけで、そういう点で地盤の弱いところに道路をつくるというような

場合には、そういう技術的な方法で克服をしていくということが考えられると思いますけれど

も。

0副議長(米沢照男君)

029番(滝瀬敏朗君)

滝瀬敏朗君。

それでは、先般12月の議会でも請願が採択をされました万

願寺の遺跡調査に関する請願でございますが、斉藤実さん外 768名からの請願が採択をされ

たわけであります。これは、遺跡調査のためあらかじめ計画されている事業計画の工程及び工

事等が絶対におくれないこと、それに対するため関係当局は、人員の確保、調査方法の検討等

を行い、事業の進捗に支障のないように措置すること、こういうこともあるわけであります。

いま、小山次長から、再三この万願寺区画整理事業に支障のないように全力を尽してやる、こ

ういうことでございますので、ぜひそういうふうに進めていただきたいと思います。そういう

答弁を信用いたしまして、この質問を終わらせていただきたいと思います。

0副議長(米沢照男君) これをもって 8の1、遺跡調査に関する質問を終わります。

8の2、流域下水道の問題についての通告質問者、滝瀬敏朗君の質問を許します。

029番(滝瀬敏朗君) それでは、流域下水道についての質問をさせていただきます。

これは、多くの議員さんからいろいろな角度で質問がなされました。あるいはダブる面があ

るかと思いますが、御理解をいただきたいと思います。下水道の整備は、生活改善、公共用水

域の水質保全など緊急、を用する今日の大きな課題であります。そこで、私は、浅川処理場につ

いて過去の経過について触れてみたいと思います。昭和 51年 1月に流域下水道の浅川処理場

の都市計画の決定がなされ、昭和 55年 5月に流域下水道事業認可がなされました。当時、都

市計画の決定の当時は、地元の処理場用地、地権者と住民の強い反対があったわけであります。

その理由は、処理場建設に対して、環境的の問題や排水対策に不安があり、当時東京都の説明

会においても、住民側から多くの指摘があったわけでありますが、これらについても東京都も

市も余り検討されずに来たわけであります。また、私は、このときに、都市計画審議会の委員

と建設委員会のメパーでもありました。この問題等の審議のと きにも地元の問題について意見

を出しましたが、そのときに市側の説明では、地元の問題については解決をし、処理場の建設

については、地権者及び地元住民は、 82%が賛成であるから、都市計画の決定をしてもらい
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たいとのととでありました久私は、ただ 1人処理場建設をすることは、最もよいことであります

が、いまの状態では、地権者及び地元住民は、理解ができないので、もっと問題点をよく地権者

と相談をしながら、時間をかけることが必要ではなかろうか、こういうようなことで指摘をし、

反対をしました。理事者側では、都市計画の決定をとらなければ、用地交渉や損11量もできない

のでという理由で無理やりに決定をしたわけであります。その後、地元より反対の請願が出さ

れる中で、昭和 55年には、事業認可を取る説明が建設委員会や都市計画審議会であったわけ

であります。そのとき理事者側の説明では、下水道緊急整備措置法昭和 41年法律第 1号によ

る5カ年計画の第 5次計画、昭和 56年から昭和 60年までに上げないと浅川処理場はできな

い、また、用地買収の単価も出ないので、事業認可を取らせてもらいたいとのことでありまし

た。これによって、浅川処理場は、昭和 60年には完成され処理開始をすることができる説明

がなされたわけであります。私は、このときも地元地権者住民は、まだ建設に対しての理解が

できなt¥から、もっと積極的に話をして解決した後に事業認可を取るべきである。問題の提起

をいたしましたが、理事者側は、一方的に進めてしまったわけであります。なぜ、私は問題を

提起したかと申しますと、御案内のように、北多摩二号処理場国立にできるわけでありますが、

この例があったからであります。これは、地元対策が不十分のうちに事業認可を取ってしまっ

た。十数年間でありますが、着手できない状態であったからであります。浅川処理場もこのよ

うなことにならないために地元対策に時間をかけてすべきであるので、事業認可は早急に取る

べきではないと言いましたが、そのときも理事者側は、そのようなことはない、安心してもら

いたいとのことでありました。その後昭和 57年には、都では、厚生ホーノレに地元対策相談室

を設けてやってきたわけでありますが、現時点になっても用地買収や測量、処理場建設も一向

に進んでいない。私は、非常に残念であります。過去において心配していたことが現実にあら

われていることでございます。余りにも理事者側の一方的に進めてきた結果が大きな原因と思

われます。このままだといつになったら処理場が完成するか。昨年 10月26日の毎日新聞に

マイタウン実施計画が出てまいりました。これは、昨年の 10月25日まとまった東京都の総

合実施計画、昭和 58年度から昭和 60年度までのものでございます。安心して住める町、生

き生きと暮らせる町、ふるさとと呼べる町、この三つの柱に沿ってさまざまな事業とその実施

スケジューノレが盛り込まれています。マイタウン東京構想、昭和 60年度目標の一里塚となっ

たわけでありますが、都は実現に向かつて全力を挙げて取り組むことになっていたわけでござ
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います。計画によりますと、 3年間で事業総額は 3兆1.6 0 4億円です。この中で、地域別の

主な計画で区市町村をプロック別に分けてあります。日野市は、多摩第二プ ロックに入ってい

ます。関係市は、八王子、町田、多摩、稲城市で主な計画は、 一つ、多摩ニュータワンでの警

察署の建設着手でございます。 2に多摩都市モノレーノレの建設の推進、 3番目といたしまして、

京王八王子線平山域社公園から八王子、片倉の連絡立体交差架の推進 4といたしまして、谷地

川などの改修になっていますが、浅川処理場の建設については、イ可もないわけでございます。

他のブロックでは、第七ブロック足立、葛飾、江戸川では、中川処理場の新設など下水道の普

及推進、多摩第一プロヴク青梅、福生、秋川、羽村、瑞穂、日の出、五日市、桧原、奥多摩に

は八王子処理場の建設など流域下水道の整備、多摩第三ブ ロック立川、昭島、国分寺、国立、

東大和、武蔵村山、北多摩第二号処理場の流域下水道の整備がのっております。多摩第五プロ

ック小平、東村山、回無、保谷、清瀬、東久留米は、清瀬処理場の増設など流域下水道整備が

組まれているが、日野市が入っている多摩第二プロックは、浅川処理場の建設については、都

の計画では、 60年度までに入っていないのであります。これは、恐らくいままで述べたよう

に、用地買収ができないために都としても、計画にのせられないのではないでありましょうか。

それは、市の場合も下水道特別会計予算でわかるように、過去毎年年度末になりますと、浅川

流域下水道の分担金を減額の補正をしているように当初予算にのせて、さもやるように見せか

けるが実際には事業をやらないで、終わっているわけでございます。口先だけで下水道の促進を

するようなやり方では、市民も大変困るわけであります。本当にやる気があるか次の質問をい

たすわけであります。

質問の第 1点でございますが、過去都市計画決定と事業認可を取った時点に誤りがあったか

どうか。 これは、地元対策のことでございます。

2番目といたしまして、毎回質問時の回答で比企業の代替地を検討中 と言っている が、余り

にも時間がかかっている D このような問題は、事業認可を取る前に整理してし 1く問題である。

都がいま企業代替地をどこに求めたか、また市と しては、どのように協力を しているか。なぜ

4年もおくれているのかでございます。

第 3点目といたしまして、都の地元対策と して、相談室を厚生ホーノレに設置をしたが、昭和

5 7年から昭和 59年3月までに利用した内容を説明を願いたいと思います。

質問第 4 点目、都のマ イ タウ ン実施計画に浅川処理場建設が入っていな~ ¥0 市長は都に対し、
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この点について要望なりしたか、その内容を説明願いたい。

第 5点、昭和 59年度下水道会計予算の流域分担金については、昭和 58年度のように削減

はな~¥か どうか、これが 5点目であります。

質問第六、処理場の対策については、いままでのように東京都だけで早期完成は無理である

と思います。市が積極的協力の必要があると思います。いまの下水道課を部にする必要があり、

その中で、用地担当職員を配置することが必要であるわけでありますが、部にする考え方があ

るかどうか。

以上 6点について質問をいたします。

0副議長(米沢照男君) 滝瀬敏朗君の質問についての答弁を求めます。都市整備部長。

O都市整備部長(結城邦夫君) それでは、ただいまの 6点につきまして、順次御説

明を申し上げます。

まず第 1点でございますけれども、昭和 54年に都市計画の決定、あるいは 55年の 6月に

事業の認可を流域下水道として取らせていただいたわけでございますが、その際に、地元との

いろいろな関係について、整理がなされないまま、これらの事業の認可等が行われた。それに

伴って現在では非常に流域下水道事業として、浅川処理場の設置が進んでおらない。それにつ

いては、認可等を取ったということが時期早尚であったんではなかろうかという御質問でござ

し1ます。確かに私ども 54年あるいは 55年当時、流域下水道の事業の決定をとり、あるいは

認可を取る時点では、必ずしも地域の住民の方々が 100%の同意をされておったわけでござ

いませんです。当時といたしましては、当初非常に強い反対の運動がございました。それも市

の方、私どもが中心となりまして、いろいろ事業計画等につきまして、地元の方々 、あるいは

権利者の方々に御説明を繰り返し行ってきたわけでございます。私の出向いていった延べの回

数といたしましでも、 12 0固までは記録をしてございますが、そういう中で、この事業の必

要性、あるいはここに現在の予定地に設置をする理由、あるいは今後の地域との対策、環境整

備の問題、処理場の上に将来は、都市計画公園とするといったような内容につきましても、る

る御説明をしてきたところでございます。そういう中で、先ほど先生からも御指摘がございま

したように、現在進行中の第 5次 5カ年計画がちょうど、その当時第 1年度として、始まる時

点でございます。そういう中で、どうしても処理場として位置づけておく必要がある、 5次の

5カ年計画の中にのせる必要があると いう判断から、 東京都ともその点について検討した上で、
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できるだけその 5次の 5カ年計画にのせる、それまでに認可を取るということで進めてきたわ

けでございます。その結果として、結論としては、認可を取ることができたわけでございます

けれども、確かに私どもの方の調査、これは私が判断をした中で、大方の御同意をとりつけた、

これは必ずしも文書等でとったわけではございませんで、やはり流域下水道、あるいは公共下

水道としての必要性というものについては、地域の住民の方々もその当時としては、相当理解

をされてきておるということで、権利者の方々の意向をお聞きした中で、やむを得ない今後の

対策を十分にしてほしいというような付帯意見もついておる方も一応この事業については御理

解を得たというふうに判断をいたしまして、 80%以上の御理解が得られたという判断をした

わけでございます。そういう中でもやはり将来の不安といたしましては、ここの地域は、非常

に水が出やすいところである。過去におき ましでも、相当冠水をしているというような地域だ

から、その水の対策というものを十介やらなければならない。そういう面が、まだ未解決では

ないかという御指摘もあったわけでございます。そういった点については、今後の事業の認可

を取った時点以降は、東京都の方で具体的に技術的な角度から、そういった調査も可能になっ

てくるということで、それは今後の問題として、必ず私どもとして明確にその方向を皆さん方

に示していくことができます、というふうなこともお話を申し上げてきたわけでございます。

そういう中で、地元の方々に当時としては、認可を取らせていただきたい、あるいは都市計画

の決定をとらせていただきたいといった点で、直接 1軒 1軒の家庭を訪問したり、あるいは夜

地域の集会場に集まっていただいて説明またはお願いを繰り返してきた結果として、認可に踏

み切らせていただいたわけでございます。そういう過去の経緯も確かにあったわけでございま

すが、その後認可を取ってからというものは、東京都の方は、この事業主体となって技術的な

問題、あるいは地域の井戸の常時測定、それから排水対策というようなものにつきましでも検

討を重ねてきているわけでございます。今後これらは一応計画としては、方向づけがされてお

りますので、今後地域にどう具体的に施工をしていくかという問題にかかってきているわけで

ございます。そこで、もうすでに事業の認可がおりておりますので、これを事業化する場合に

は、国の方の補助金も当然ついてくるわけでございます。ただ問題としては、用地の買収がま

だ行われておらないということで、それらの作業、工事といったものが、まだで きない状況に

あるわけでございます。国の方としては、 5 9年度において、少なくとも 1ヘクターノレでも 2

ヘクターノレでもいい、用地の買収を先行的に行えと、それによって処理施設の設計もこれも認
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めていこうというような、認めるということは補助金を出すということでございますが、その

ように国の方からの指導もあるわけでございます。そういう中で、現在に至ってきておるわけ

でございます。地元に対するいろいろな対策、あるいは環境整備の問題というものについても、

今後私どとしても、または都としても、十分話し合いの余地というものが、まだこれからある

わけでございますが、できるだけ住民の方々に不安のないような施工を行っていくということ

で御理解をしていただきたいというふうに考えておるわけでございます。現在においては地域

の住民の方々については、水の関係が一番問題として提起をされておりますので、その点につ

いては、設計が完了した時点で、地元の説明を具体的に行っていきたいというふうに考えてお

るわけでございます。

それから、 2点目の問題でございますけれども…。

0副議長(米沢照男君) 部長、ちょっと途中ですが、一生懸命答弁なさっているのは

理解できるんですが、 6点ある質問のうち 1点だけで 10分以上かかっていますので時間を勘

案しながらひとつ御答弁お願いします。

0都市整備部長(結城邦夫君)

2点目に移ります。

企業の代替地の問題でございます。認可を取ってから現在まで企業の代替地等について、物

はい、わかりました。

色をしておったわけでございます。東京都では二十数個所の代替地を探しまして、それで企業

との間でいろいろ話し合いを行ってきております。そういう中で、この三つの企業については、

現在の段階では一応移転先というものが固まってきております。前田道路につきましては、八

王子の市内 国鉄用地、それから、大興石材については、やはり八王子市の住宅公社が所有す

る土地、あるいは瑞豊産業につきましては、東京都が現在所有しておる国立の中の土地という

ものが、一応企業の方の了解を得ているわけでございます。こう いう移転先はほぼ固まっ てき

ております。これについて市として、どのような協力をしてきたかということでございますが、

市としても、市域の中で、そういう土地があるかどうかといった点について東京都の方とも検

討し、あるいは現地も見に行ったりしてございます。しかし、市内ではなかなかむずかしいと

いう問題がございま して、他市の方に物色をしていったわけでございます。そのように4年も

確かに長い時間かかったわけでございますが、最終的には、昨年度をもちまして一応めどがつ

いたという結果になっております。
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それから、 3点自でございますが、地元の厚生ホールに相談室を設けまして、これには東京

都の職員が 57年の 7月から昨年の 6月までに職員数名が 1週間に 3日間こちらの方に出向い

ておったわけでござい立す。そういう中で、地元の方々といろいろ御相談等も受け付けたわけ

でございますが、延べ人員として約40人の方々が御相談に来ております。これは用地の単価

の問題、あるいは移転先の代替地の問題と いう内容についての御相談をしたということになっ

ており ます。

それから、 4点目でございますが、都のマイタウン構想の中に浅川の処理場の建設が入って

おらないという点でございますが、このマイタウン構想の中には、確かに浅川処理場の建設と

いう文字がないわけでございますが、しか し、計画としてまたは東京都の方で、 59年度浅川

処理場に取り組むということは、この計画にはないけれども、実際にそう いう ことで対応して

いくことになっております。で、 59年度におきましては、流域下水道の浅川の関係において

は、約 15億の予算でいろいろな事業をやっていこうという計画になっておるわけでございま

す。この中には用地買収費と しては、物件補償が 8億 2，000万入っております。しかし、用

地費としては、この中には入って おりませんで、用地特別会計によって来年度一応予定する枠

は、 11億から 15億の範囲内で買収を行う。この上に物件補償というものがあるわけでござ

います。そういうことで、計画としては、予算上ははっきり明確にあるわけでございまして、

東京都も来年度は具体的な用地買収に入っていきたいというふうに考えております。また、私

どももできるだけそれに合うようにまた協力をしていくという ことで、一応合意を しておるわ

けでございます。

それから、 5点目でございますけれども、 59年度の下水道会計の予算の中で、流域の負担

金が計上しであるわけでございます。これらはこの流域下水道の用地買収が、 どう来年度でき

るかということに非常に多くかかっているわけでございます。したがl¥まして、私ども どうし

てもこ の用地買収に入れるように、東京都の方と十分協力をしながら、で きれば全額完全執行

を行っていきたいという意気込みで東京の方とも協議を行っているわけでございます。

6点目につきま しては、部制の問題でございますが、将来非常に事業と しては、大きな事業

を抱えなければならない。それに伴う人の配置と いうものも相当考えてし 1かなければならない

かと思います。そういう面で今後の問題としては、 やは りそういった点も内部としては、検討

していかなきゃならないというふうに考えているわけでございます。
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以上で ございます。

O副議長 (米沢照男君 )

0 2 9番 (滝瀬敏朗君 )

滝瀬敏朗君。

それでは、再質問をさせていただきます。

マイタ ウンの実施計画の中で、先ほど申し上げましたように、こ の浅川の処理場の問題は入

つてない、こう いうふうな質問をしたわけでありますが、こ れは、後で市長から答弁をいただ

きたいと思います。

それから、 6点 目の部制にして、人員を確保しながら、処理場に対するもっとやる気がある

んならば、体制を整えなければならないんじゃなかろうか、こ ういうふうなこ とから提起をし

たわけであります。 この点についても市長から答弁をお願いしたいと思います。

それから、企業の代替地の問題でありますが、私は、地域のそばに住んでおります。この事

情をよく知っております。そういう中から考えますと、たとえば瑞豊産業、これは ことしから

また操業するんだと、こ ういうふうな ことを言っております。陣容も確保されたようでござい

ます。 この辺についてもどうなっているのかなあというふうな疑問を抱かざるを得な いわけで

あります。 また大輿石材にいたしましては、昨年度砂利採収の機械ですか、これも新しくして

おります。私ども素人から考えますと、全然そういう話がないパノじゃなかろ うか。また職員等

に聞いてみますと、そんな話は全然ないんだよとい うふう なことも聞くわけであります。 一体

全体どうなっているのかなというふう にも思うわけであります。この辺についても、明快な御

答弁を願いたいというふうに思います。

以上 3点ですか、再質問をいたします。

O~1j議長 (米沢照男君 ) 再質問についての答弁を求めます。市長。

0市長(森田喜美男君) 御質問の趣旨は、 もたついている状況は、一体何に起因する

かということであります。私も昨年の秋、あるいはことしの新年早々数回立川にあります下水

道本部に参りまして、部長に直接お会いをし、関係の方々もお呼びいただいて、日野市の待望

している状況、それから、必要な協力は何でもいたします。一番問題のない優等生といえるよ

うな浅川処理場の状況ですから、むしろ これを優先 していただくことが、一番よろしいんでは

ないでしょうかというふうな申し上げ方をしてまいっております。都もその気になっておられ

たようでありましたが、突然といいましょうか、北多摩二号のこの着手の問題の見通しが立っ

たということで、先に取りついた仕事だから、こ ちらの方もないがしろにできないと いうふう

ワ
dつ』0

0
 



な言い分けと申しましょうか説明を聞かされております。いずれにいたしましても、 とにかく

事業計画から事業決定をしていただき 、また、第 5次の流域第 5次下水道計画にもはめるべく

推進をしていただき、これまで地元に対しましでも、いろいろな責任を負っておる事業であり

ますから、何として も早急に打開をしなければならない、こういう受けとめでおります。ごく

初歩的なことではありますが、今回流域下水道を専門とする担当の経験のある課長職を配置い

たしました。今後のこのいわゆる促進と、そのための協力ということに必要なこの体制づくり

はしなければならない、こ のように考えておるその第一歩であります。マ イタウン構想になぜ

入らなかったか、ちょっと私もよくその理由がわからなし 1んですが、恐らく事業決定のしてい

るもの着手されておる事業であるからというふうに、まあ一応理解はしてむりますけれど、

l ¥まの説明で、確かに予算執行の浅川処理場分も 59年度、あるし 1は60年度にわた って具体

的な金額が予定されておるということでありますので、マイクワン計画には、文字としてはな

らなくても、その事業の取り組みとしては、十分もう当局に受け入れられておる課題であるO

このように思っております。ことしの予算計上が執行不能のようなことにならないように、い

まから一層取り組みを深くして、私もしばしば下水道本部を訪れてお願し 1をして進めてまいり

たい、このように考えております。

0副議長 (米沢照男君 ) 都市整備部長。

0都市整備部長(結城邦夫君 ) それでは、ただいま市長が御説明いたしました以外

の問題につきまして御説明申し上げ、ます。

瑞豊産業で 59年度に新たにまた操業を開始するというような準備をされているということ

でございますが、操業はずっと継続してやるやるということできております。この操業をやっ

たからといって移転ができないということではなくて、南多摩の経済事務所の方には毎年その

ような届けを出しております。また、操業されたからといって、移転に対して支障になるとい

うような問題はなし 1かと思います。それと企業サイドとしては、職員まで徹底しておらないよ

うな面も多分にございます。これは移転につきましては、できるだけ上部の方だけが知ってお

る状況でございます。下部までおろしておらないというような現状でございます。したがいま

して、たとえばあそこに勤めている職員の方々については、そういった内容については、まだ

企業の方としておろしておらないというのが現状かと思います。

それと 、大輿石材も新たな何か機材を購入して、ここに導入しているというお話でございま
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す。そういう機材につきましても、移転をするような時期には、そ こに設置しであるような機

材、あるいは稼働のできるようなたとえばブルみたようなものであれは¥そういうものについ

ての補償というものは、当然買収の時期にそういうものを補償がされてくるわけでございまし

て、移転そのものについては、支障がないというふうに判断しております。

以上でございますO

0面Ij議長(米沢照男君 ) 滝瀬敏朗君。

029番(滝瀬敏朗君) どうもよくわからないわけでありますが、買収計画にいたし

ましでも企業の問題でありますが、もう前田道路は八王子、大輿石材も八王子、瑞豊産業は国

立に用地が確保しであるにもかかわらず、何で移転をしないのか。非常に何かこう感じるわけ

です ~dO 何が原因をしているのかということを感じるわけでありますが、 その点をひとつ具体

的にわかるように説明を していただきたいと思います。それから、いま 1点は、地元の方 に々

聞いてまい りますと、こういうことを言われる方がいます。東京都で何で買収に入らないのか。

こういうふうなことで、これは住民の方でございますが、いわゆる環境整備ですか、地元の環

境整備こういう問題については、これは市で計画を立て、市で実施をしてし 1く、こういうこと

だそうであります。 そういう問題が解決をいたしませんと買収はしないんだと、こういうふう

なことを職員の方が言われた、こういうふうなことも言われております。聞くところによりま

すと、土地の買収費の約 1割ですか、 1 1億程度のお金で地域の環境整備をする八ノだというふ

うなお話も聞いております。そういう中で、先ほど申し上げましたように、笑際問題として、

そういうことがあるのかどうか。それならば、 もっと積極的に先ほど言いましたように、 日野

市で職員も充実をしながら環境整備の問題について、全力を尽していかなければいけないんじ

ゃな いか、こういうふうにも思うわけであ ります。その辺についてお伺いをしたいと思います。

O副議長(米沢照男君) 都市整備部長。

0都市整備部長(結城邦夫君) お答え申し上げます。

用地の確保が企業の分として確保されているわけでございますが、これについてなぜ早急に

移転ができないのかという御質問でございます。これにつきましては、まだ都として用地買収

を行う前段としての単価の設定が現在まで行われておりませんO したがいまして、まずそこに

たとえば八王子市の方に移る場合でも、こちらの方の浅川処理場の方の用地買収の単価がまず

決まってこないと 、等価交換という形でも って用地代替地を提供いたしますので、その関係で
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まだ移転というふうな具体的な問題に至っておらないのが現状でございます。したがいまして、

単価が設定されますと 、こ ういう問題は、具体的に起こってくるというものになってくると思

l ¥ます。それと、用地買収に入らない理由として、地域の住民の方々からお聞きになったのか

と思いますが、環境整備のこれは市が施工いたします事業でございますが、周辺地域の環境を

整備していこうということで、都、あるいは関連市からも日野市も負担をいたしまして、整備

を行っていくわけでございますが、この点については、今後の問題として、地域の住民の方々

といろいろ相談をしながら、地域の住民の方々は、どういう整備を望まれるのか、それによっ

て私どもは、その整備方針を立て計画を立てて実行に移していくということで、昨年地域の住

民の方々と 2回にわたりまして、 この点についての話し合いを行ったわけでございます。現在

では、某地域から 2名ずつの委員を選出していただきまして、今後この中で、この環境整備問

題について、協議をしていこう ということで、一応そういう組織いわゆる環境整備対策委員会、

これは仮称でございますが、そういうものの中で、検討していこう。これがなければ、こうい

うものが固まってこなければ、東京都は用地買収に入らないというようなことは、全く言って

おりませんO それは、地域の方々のお聞き違いであるかと思います。また、都がそういう問題

について触れたときに不十分な説明をしたのかと思います。こういうことは全くございません

ので、その点は御理解を賜りたいと思います。

以上でございます。

0副議長 (米沢照男君 ) 滝瀬敏朗君O

029番(滝瀬敏朗君) いずれにいたしましでも、前向きな姿勢でやっていきません

と、恐らく何年たってもこの流域下水道の処理場というものはできないんではなかろうかとい

うふうな気がいたします。先ほど申し上げましたように、日野市でもただ都市計画決定をと っ

たから、事業認可を取ったから、東京都があとやるんだからというふうな態度では、これはし 1

つまでたっても進行してし 1かないんではなかろうか。こういうふうにも思います。 したがいま

して、先ほど申し上げましたように、市の中でもいま下水道課を下水道部に昇格をしてですね、

陣容を整え、それで買収につきましでも、先ほどもお話しいたしましたように、地域住民の問

題につきましても、真剣に取り組んでまいりませんと、本当にいつまでたっても問題が解決で

きないんではなかろうかとこういうふうにも思います。また、私が最初に申し上げましたよう

に、都市計画事業認可を取るのが少し早過ぎたんではなかろうか、こういうふうな御指摘をい
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たしました。私は、そのとおりになったんではなかろうかというふうに思っております。 これ

が網をかぶされて一番困るのが地権者であります。地主であります。いまでもそこだけを持っ

ている方が数名おられます。お父さんがお亡くなりになって相続税を払うのにそこしかないと

いうふうなことも伺っております。大変苦慮をしている方々もいらっ しゃるわけであります。

もし、いつまでもいつまでもこういうふうなことをやっているならば、事業認可都市計画決定

を解除したらし 1かがというふうに思います。そういたしませんと 、一番困るのが先ほど申し上

げ、ましたように、土地を持っている方々であります。だんだんいま恐らく協力体制でいるんで

はなかろうかというふうに推測をいたしますが、これが 5年、 1 0年先へ行きますと 、どうな

るかわかりませんO ぜひそういうこともありますので、全力を投球して、一日でも早くこの流

域下水道処理場が建設をいたしますことを心から念じ、市長を初め、 もっと積極的に考えてい

ただくことを心から念願をしてこの質問を終わらせていただきたいと思います。

0副議長 (米沢照男君) これをもって 8の2. 流域下水道の問題に関する質問を終わ

ります。

ここで、本日の日程についてお諮りをいたします。

昨日の議会運営委員会で御承知のように、 きょうの一般質問は川嶋議員まで終わらせて日程

を終了する、こういう確認でありま したけれども、先ほどの休憩時間中に中山議会運営委員長

の計らいで、馬場弘融議員まで一般質問を終了させて本日の日程は終了とする、こういう御連

絡をいただいておりました。ところが、その直後新政会が、笑はきょう夕刻から重要な予定が

入っているということで、 5時前後には議会を終了させてほしいという意向が伝えられました。

そこで、ここでお諮りするわけですけれども、時間を若干延長した上で、川嶋議員までは終了

させるのか、あるいは先ほどの議会運営委員会での持ち回りでの確認どおりで日程を終了させ

るのか、その点について御意見を伺いたいと思います。( i本日はこの程度で終わり 」と呼ぶ

者あり)それでは、本日の日程は、川嶋議員の一般質問を終わらせて終了するということにし

たいと思います。

それでは、引き続き一般質問を行います。

9の 1. 日野市政の問題点についての通告質問者、川嶋 博君の質問を許します。

C 1 4番議員登壇〕

o 1 4番 (川嶋 博君 ) それでは、第 1点目の日野市政の問題点についての質問を行
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l ¥ます。

市長の 59年度施政方針表明の中で、今日の自治体が直面する重要な行政課題であります都

市計画整備事業、社会教育、産業経済の発展の上にさらにその成果が期待される、そのような

ことも述べております。

それから、第 2次基本構想、に基づきということで、本年の主要な施策について、生きる喜び

をつくりだす健康と福祉の町づ くりについて、豊かな人間性を育てる教育と文化の町づくりに

ついて、道路や整備、都市計画道路 2・2・5号線、あとは二番橋の架橋、南北連絡道路の推進

を図る、または一般生活道路の改良舗装拡充、安全整備、そのようなことを申しております。

非常に前向きな内容なことがあります。その中で、その陰には、過去に行われたいろいろな問

題点がひそんである、そういうことを一つ取り上げまして、問題点に入りたいと思います。

1 3年前、市道豊田 93号線拡強工事に伴いまして、公共水路だとか、道路拡張という工事

が完了しておりますけれど、その工事が完了していますけれど、そのまだ名義変更がされてい

ない。この問題のために、水路の整備、または地域の環境をよくするということが、行政とし

てもまだその問題が解決しないために、整備が終わってない問題について、ひとつここで取り

上げて、これからの問題点、または行政としての考え方をお伺いしたいと思います。まずこの

公共水路については、すでに地形が変わり 、その上に住んでおりますけれど、まだ公共の水路

となっている。このまだ名義変更が終わってない問題点はどういうわけかということの質問に

入りたいと思います。

0副議長(米沢照男君 ) 川嶋博君の質問についての答弁を求めます。総務部長。

0総務部長 (伊藤正吉君 ) それでは、事案の経過につきまして、簡単に御説明を申し

上げます。

ただいま事案となっております豊田 93号線の道路でございますが、この件につきましては、

昭和 32年に町で買収したものでございます。その際Aさんという地主さんが、買収に応じて

いる条件としまして、東側に代替地を欲しい、こういうことで代替地を条件にこの拡幅に応じ

ていただいた、こういうことでその中に旧水路もあるわけでございます。そういうことで、こ

の代替地の関係につきましては、登記手続がすでに終わっているわけでげごいますが、旧水路

につきましては、さらに敷地境に新しい水路をつくる、こういうことでAさんと了解が成り立

ちました。そういうことで事実行為はすでにもう全部進んでいるわけでございます。こういう
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ことで私どもの方も この件の処理につきまして、イ可分にも古いものでございますから、一応登

記書類、その他分筆等の書類をもって地主さ八ノのところへ伺ったわけでございますけれども、

そこに代替地を出した Bさんという方がいらっしゃるわけですが、その Bさんが新しい条件と

して、その事案の東側の約 10メー トノレぐらい東側にあるんですが、道路の払い下げをしてほ

しい、こういう新しい申し入れが出てまいりました。この調査をいたしますと 、この道路につ

きましては、すでに廃道敷になっている、こういう関係もございまして、これからもし払い下

げということが決定すれば、これは市の中の所定の手続を経まして、そういう手続をするわけ

でごズいますけれども、何分この旧水路と新水路の分筆登記の関係書類を持っていった時点で、

新たにそういう問題が提起されましたので、いまのところ、ちょっと手続的におくれている、

こういうことが実態でございます。なお、これにつきましては、 Bさんの要求等も私どもの方

で、用地課のいろいろ交渉いたしまして、この事案につきましては早急に解決していきたいと

かように考えております。

以上です。

O副議長(米沢照男君) 川嶋博君。

o 1 4番(川i嶋 博 君 ) ただいま担当の総務部長が答弁がございましたけれども、13

年前に工事が完了し、まだそういった名儀が変更されない、まだ整備がされない状態で現在に

至っているO そういう問題については、いままで担当されていた総務部長さんは何代か変って

きていると思います。そういうためにその問題がおくれているということにつきましては、そ

の担当されている立場ですべ、てものを解決してものを送ってし 1く。また、そういう問題を未解

決な問題がいろいろ OBの方に聞きましても 13年前じゃなくて、 1 5年も前の問題もまだあ

りますよというようなことも言われております。そういう問題を先送りにしないで積極的に問

題を解決しながらし 1かないと 、やはり水路の改善の問題もすべて行政が行うについても、まだ

民有地であり 、そういう問題が残っているために滞ってしまう、そういう問題があります。そ

ういうことでいま答弁の総務部長の内容は、早急にいま進めているということが答弁がありま

したけれども、 じゃ、それにはあとどのくらいの期日でその登記なり 、名儀変更が終わるかど

うかについて、再度質問をしたいと思います。

0副議長(米沢照男君) 再質問についての答弁を求めます。総務部長。

0総務部長 (伊藤正吉君 ) いつまでにこの手続が終わるのかと、こういう御質問と受
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けとめまして、一応お答えいたしたいと思います。

一応のいま申 し上げました新しい案件に出てきたわけでございますが、この地区につきまし

ては、豊田南口の区画整理の中にも入っている、こういうことで、いわゆる他部課の方の調整

も必要でございます。 こういう ことで期限を切られることは非常につらいわけですけれども、

何せ早急にこの辺については結論を出しまして、B地主さんに御連絡を申し上げたい、そうい

うことで旧水路と新水路の切りかえの件につきましては、道路とは別の問題ということで、お

話に伺っていきたいとかように考えます。

以上です。

O副議長(米沢照男君 ) 川嶋博君。

01 4番(川嶋 博君 ) ただいまの答弁にありましたように、この問題は、行政とし

て重要な問題とい うことで、認識 して当たっていただくという心構えが見られますので、この

件については、早期解決という ことでこの質問を終わります。

。菖Ij議長(米沢照男君 ) これをもって 9の 1. 日野市政の問題点に関する質問を終わ

ります。

9の2.豊田駅北 口自転車置き場はこれでよいのかについての通告質問者、川嶋 博君の質

問を許します。

それでは、 2点目の質問に入りたいと思います。

御承知のように豊田の駅前、いま旧自転車置き場があったところは、日野の市役所、それか

ら警察という看板があって縄が張ってあって、自転車置き場に非常に不便を感じております。

現在は無料の駐車場が橋の下にございますけれど、そこは非常に多摩平、旭が丘、西平山方面

の利用する方々は、非常に不便だとそういう状況がございます。それから、また学生、女性が

遅くまで又放課後帰る途中には、現在の無料の駐車場まで行くには非常に遠い、非常にこわい、

そういう市民の訴えもございます。または自転車の駐車場につきましては、豊田の北口にも有

料の駐車場ができました。一方駐車場整備として、無料の駐車場ができれば、それにこしたこ

とはございませんけれど、サラ リー マンとか、学生とか一定の方々毎日通っている人たちは、

有料でもよし 1から自転車置き場を整備してほしい、こういう声も聞かれております。そこで、

提案でございますが、パーキングポス トこのような方式にして現在の豊田の駅北口都営住宅の

国鉄線沿いの地域に整備する考えがあるかどうか。またはその都営住宅の西側にも含めて有料
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のパーキングポス ト方式の考えがあるかどうか。また、パーキングポスト方式にした場合の問

題点について、どういう問題があるかどうか、これにつきましては、高幡の駅前にもすでに設

置する点がございますので、そのいままでの経過を踏まえて答弁をお願C¥したいと思います。

O副議長(米沢照男君) 川|嶋 博君の質問についての答弁を求めます。建設部長。

0建設部長(中村亮助君) それでは、お答え申し上げます。

ただいま御質問の中からパーキングポストを設置したらどうかという御提案があ ったわけで

ございますけれども、私どもの方も現在の時点では、いま御指摘のようなノごーキングポストと

いう方式の中で、現在検討を進めております。すでに御存じのように、昨年までに高幡、ある

いは豊田そして日野駅と条例の適用を実施いたしまして、それなりの一応の成果を得ておるわ

けでございますけれども、御質問の中に御指摘がございましたように、確かに豊田駅北口につ

きましては、若干まだ問題が残っております。当面の計画では、豊田の北口につきましては、

放置自転車数が約 1，550台ぐらいあったということを予測し 1たしまして、駐車場の使用台数

が市営と 、それから付近の民営を含めまして、約 1，900台ぐらいでございます。したがって、

収容力では十分に足りておるわけですけれども、まだ放置されるという状態が現在行われてお

りますので、逐次それは整理をいたしておるわけで、ございます。それがいまの現状ですけれど

も、やはり 、この放置されているという一つの原因の中には、駐車場が適正になかなか用地の

関係が配置できないという問題があるわけでございます。たとえば泉塚方面とか、ある いは国

道 20号線、あるいは旭が丘方面から来る流入経路に対応できるだけの適正な駐車場の位置が

ないというふうな問題があるわけでございまして、そういう点からいきまして、なかなか用地

確保という点で困難性があるわけですけれども、 しかし、さらに周辺の用地確保につきまして

は、現在も努力をいたしております。そして、とりあえず高幡の駅前で実施いたしました方式

と同様ないわゆる有料によりますところのパーキングポスト形式、これを現在建設が行われて

おります都営住宅の南側に予定をいたしたい、ということで現在考えておるわけです。この工

事につきましては、 5月ごろに完了するというふうに聞いておりますので、その工事を待ちま

して早急に着手をする予定でおります。そして、予定台数といたしましては、あの南側地域の

ところの都営住宅の建設に絡みます道路の拡張、あるいは歩道の設置こういう計画がございま

すので、それらの面積等絡み合わせまして、 280台前後ぐらいは設置できるだろうという予

定を立てておりますので、これらの目標に向かっていま検討を進めておりますし、さらにこの

に
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パーキンクポスト方式につきましては、高幡と同様に財団法人の自転車駐車場整備センターこ

こに設置と管理を委託しまして、早急に都営住宅の整備が行われた時点で手をつけていきたい

というふうに思っております。

0副議長(米沢照男君) お諮りいたします。議事の都合によりあらかじめ会議時間の

延長をいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。

C I異議なし」と呼ぶ者あり〕

0副議長(米沢照男君) 御異議なし、ものと認めます。よって会議時間を延長することに決

しました。

川嶋博君。

o 1 4番(川嶋博君) 5 7年度の事務報告書に出ております放置自転車の徹去、こ

ういう問題は 1，400台、こ のような方々が非常に徹去されているというような報告もありま

す。ただいま部長の報告がありましたように、 5月以降に向けて自転車置き場の整備を行う、

ということの内容がございましたので、この問題についても市民の方々も非常に期待をしてお

りますので、早急に進めていただきたいと思います。

これをもって 2番目の豊田駅北口付近に有料の駐車場の整備についての質問を終わります。

0副議長(米沢照男君) これをもって 9の2. 豊田駅北口自転車置き場はこれでよい

のかに関する質問を終わります。

9の3. 青少年野球グラウンド確保と公園ナイター設備の設置についての通告質問者、川嶋

博君の質問を許します。

01  4番(川嶋 博君) それでは、 3点目の質問に入りたいと思います。

多くの議員の方々から、野球のグラウンドの整備、公園の整備等の質問が出されております。

私も一般会計予算の審議の中でも質問を行l¥ましたので、ダブりますので簡単に行いたいと思

l ¥ます。

青少年の野球グラウンドの確保については、旭が丘 64ブロックの広場はいままで大ぜいの

方々が使っておりました。ここで、市の施策の老人の憩いの家とそういういろんな施設が入っ

てまいりまして、せっかく使われていた広場が失われるということについて、いままで利用し

ていた方々が因っているということでございます。それで、私のここで提案ですけれど、旭が

丘の中央公園の中に野球グラウンドがございますけれど、この施設にナイター設備ができない
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かどうか。それから、多摩平中央公園の中にありますグラウンドにもナイタ ー設備ができない

か。ナイタ ー設備をつけることによって、昼間だけじゃなくて二重にも使えることになります

ので、土地を確保する非常にむずかしい中で、有効に使うということが考えられますので、こ

の点考えがあるかどうか。ぜひこの点を進めていただきた l¥。また、市民クラブの飯山議員か

らも提案がありました各学校にナイタ ー設備を早期に設置してほしいとそういう要望が出てお

ります。あわせましてまずその考え方をお伺いしたいと思います。

0副議長(米沢照男君) 川嶋 博君の質問についての答弁を求めます。建設部長。

0建設部長(中村亮助君) それでは、私の方から前段の現在私どもの方で管理してお

ります多摩平の第一公園並びに旭が丘中央公園のいわゆる野球ができる面で、ナイターのでき

る設備を設置できなし 1かというお尋ねにお答え申し上げたいと思いますが、結論から先に申し

上げますと 、やはり公園の性格を考えますと、やはり研究をさせていただきたいというふうに

申し上げざるを得ないわけでございます。なぜかと申し上げますと 、現在の自然、体のスポーツ

施設、特に野球場の状況から見まして、そういう状況を踏まえた中で、公園のさら に幅広い利

用という面から、野球場としても開放いたしておるわけでございますけれども、特に多摩平の

第一公園、あるいは旭が丘中央公園そのものにつきましては、公園の設置の趣旨からいきます

と、都市計画上の近隣公園として位置づけられております。したがって、住区公園といいます

か、住宅の中に設置されている公園でございます。そういう点からいきますと 、総合公園だと

か、 あるいは運動公園と違いまして、居住区の中に立地したという条件がございますので、や

はり周辺の静寂を保つというふうなそういう環境が保たれる公園、というふうなこともまず考

えておかなければなりませんし、そういう面から言いますと 、青少年の夜間に及ぶスポ ーッ活

動に利用をしていただくというふうな点では、やはり若干問題があるような気がいたすわけで

ございます。特に現状で具体的な問題点として挙げますと、多摩平の第一公園につきましては、

すぐ近くに市立病院などもございますし、旭が丘公園につきましては、自由広場というふうな

面で、かなりほかの面でも利用されているクースがございます。たとえば夕方などジョギング

コースとして、かなり利用が行われております。これらの競合の問題、あるいは両公園とも近

隣公園ということで、先ほど申し上げましたように、便利施設としての利用者の駐車場の確保

という問題もできておりませんO そういう面からいきますと 、なかなか難点があるわけでござ

いますけれども、それと夜間を使用するという面からいきますと、やはりその地域の調整とい
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し1ますか、そういう問題なども残されているように感じます。そういう点の問題の解決という

こともいたしておかなければなりませんので、そういう点を踏まえまして、今後検討課題とし

て検討させていただきたいというふうに思っております。

0副議長 (米沢照男君 ) 教育次長。

0教育次長 (小山哲夫君) いわゆる各学校のナイター設備の整備促進をという御質問

がございました。先ほど秦議員さんの御質問でもお答えしたとおりでございまして、現在一中

と七生中の 2校しか、学校の場合はナイタ一施設がございませんO 御指摘がございましたと お

り、確かに夜間のスポーツ人口がふえておりますので、教育委員会といたしましては、逐次学

校の校庭の面積の問題、あるいは周辺住民の了解の問題、それに財政が伴いますので、財政当

局の方のお考え等もしん しゃくを しながら逐次整備できるところから整備をしてまいりたいと

考えています。当面の目標といたしましては、特に西部地区におきます二中の校庭が一番ナイ

ター施設として適当な場所でもございますし、特に住民の要望がございますので、 二中のいわ

ゆる ナイタ 一設備が優先的にやっていくべ きじゃないかというふうな考え方を持っておりますO

以上でご ざいます。

0副議長 (米沢照男君 )

o 1 4番(川嶋博君 )

川嶋博君。

ただいま教育次長の方からの答弁で、スポーツ人口がふえ る

のは非常によいことだと、確かにそういうス ポーツ人 口がふえることはよいことでございます。

それに対処することが必要ではなし 1かと思います。ただいま建設部長の方からの答弁では、 多

摩平の中央公園は病院が近くであるとか、旭が丘公園についても、公園法にあって結局はだめ

だ、そういうこ とでそれにこたえるには、谷地川河川敷だとか、浅川、 多摩川の河川敷を大い

に利用しなければ¥そういうこたえに結びつかないと思います。こ れについてこういう考えが

あるかどうか、答弁をお願い したいと思います。

0副議長 (米沢照男君)

O市長 (森 田喜美男君 )

答弁を求めます。市長。

このスポーッ振興を青少年対策として、あるいは勤労者の施

策として行いたいわけでありますが、なかなか場所を得がたいというところで大変苦慮してお

ります。公園のナイタ一施設ということもこれからの検討を十分ひとつ詰めていきたいと思っ

ていますし、 二中のグラウンドが、すでに請願採択等で条件が整っているように思いますので、

地域にあるいは学校に特別の異論がなければ、 一番最初に取り組む課題であろう、このように
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思っておりますので、な るべく 早くその結論をもって施策を進めたし 1。このように思っており

ます。

0副議長 (米沢照男君 ) 川嶋博君。

o 1 4番 (川嶋 博君 ) ただいまの市長の答弁も前向きな姿勢ということで理解いた

しまして、この質問を終わりたいと思います。

さらに、まだまだ(笑声 )こ の冬は非常に寒い冬でしたので、さまざまな市民生活に影響を

及ぼしております。その中で、市民生活から守った建設部の方々 、雪掃きだとか道路の除雪だ

とかに対し市民を代表しまして、そういう面で努力されたことをこの席をお借りして御礼を申

し上げたいと思います。

それから、さらに水道部におきましては、こ の2月多摩平六丁目におきまして、水道管が破

裂した、そういう事件まで起きております。それの対応につきましては、近所の方々が水道が

破裂した、それにすぐとめたいんだけれどと いう職員の方々のお話があったそうです。そした

ら、水のくみおきということで対処したんですけれど、その後士事がすぐに完了し、若い職員

の方々が、断水した地域を水を持って回ってきた。その対応ぶりが市民から非常にその対応が

よかった、対処が早かった、そういう面で水道部の対応について、非常に市民の方も喜ばれて

いる、そういうことの対応がよかった。そういう点で市長もこういうことがありましたことを、

これは公務員として非常に心構え、または部長さんや担当者の常の心がけがあってこそ市民か

ら喜ばれた、そういうことがありましたことをひとつ心にとめていただきたいと思います。

これで一般質問を終わります。

0副議長 (米沢照男君 ) これをもって 9の 3. 青少年野球クラウンド確保と公園ナイ

ター設備の設置に関する質問を終わります。

本日の日程はすべて終わりました。

本日はこれをもって散会いたします。

午後 5時 7分散会
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0議長 (高橋通夫君) 本日の会議を開きます。

ただいまの出席議員 28名であります。

一般質問を行います。

午前 10時 13分開議

1 0の 1. 障害児教育のアフタ ーケアについての通告質問者、馬場弘融君の質問を許します。

C 8番議員登壇 〕

08番 (馬場弘融君 ) 議長のお許しをいただきましたので、通告に従いまして質問を

させていただきます。

二つの例をお話しいたします。

一つは、古谷議員や夏井議員、あるいは鈴木議員などもお見えになっておりましたけれども、こ

としの2月 25日、肢体不自由児親と子の会が開催をした、風車の家設立準備記念の集いでの

ことであります。 これは、重度の肢体不自由児のために通いの訓練施設を、関係者の手で自 主

的につくろうというものでありますが、この集いの中で、重度障害児たちを遊ばせる、いわゆ

る機能回復訓練を実際に見せていただきました。

子供たちは、 1人ではほとんど何もできませんO かなり大きな子もおりましたから、大人が

2人がかりで遊ばせてくれるわけであります。揺さぶり遊び、風船バレ ー遊びなど、 ともかく

大人の手が十分なければ、 とてもできるものではありませんO お手伝いに来ておりました養護

学校の先生たちも、お父さん、お母さんたちも汗だくになって遊んでやるわけです。子供たち

の表情を見ますと、 うまく表現はできないんですけれども、明らかにうれしいんだなあ、喜ん

でいるんだなあということが伝わってまいります。

後ほど懇親会がありまして、父母の方々の悩みをじっくりと聞くことができました。要する

に、これら重度障害児たちが養護学校に通って いる聞は、お母さん方や御家族の負担はないわ

けですが、放課後、及び卒業してから後が問題であります。それぞれがぱらぱらに在宅障害者

となった場合、本人たちへの訓練が行き届かないことはもとより、家族がその養育の負担をす

べて担うことになるわけであります。つまり、家庭生活そのものが圧迫されることになってし

まう。これは、伺っておりまして実に深刻な事態だなと感じた次第であります。

もう一つの例は、昨年の暮れ、身障学級を併設をしております大坂上中学校の長谷川校長先

生から伺ったお話であります。大坂上中学の身障学級、これは 8組というクラス名で呼ばれて
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おり 、生徒の障害は精神薄弱、情緒障害、ダウン症など、さまざまでありますけれども、比較

的程度も軽しいわゆる知恵おくれの子供たちの学級であります。

先生のお話によりますと、中学校の身障学級指導で一番頭を悩ますのは、卒業後の進路の問

題であると いうことであります。養護学校高等部や各種学校なと、へ進学をする道、あるいは職

場実習などを経た後、就職をするか、共同作業所に入所をする道、そしていずれもできなけれ

ば、在宅障害者として生活をしてし1く、進路はこの三つでありますが、進学も就職もなかなか

むずかしい。

こんな状況の中で、 数年前、知恵おくれの男子卒業生の 1人が、ある民間会社にやっと就職

をする ことができました。先生方の陰の苦労は大変だったという ことでありますが、就職して

から無事に 1カ月たち ました。 4月末のある 日、 校長先生のと ころにその子のお母さんから電

話がかかってきま した。 i校長先生、 うちの子が、これか ら一生私がめんど うを見て l~かなけ

ればならない と思っ ていたあの子が、お給料をもらっ てきたんですよO あの子が少しは人様の

お役に立って、 額は少ないけれど も、 きょうお給料をもらってきたんですよJこういう電話だ

ったそう です。先生には、電話の向こう でうれ し泣きに泣いているお母さんの姿が、その喜び

がよくわかった、こう話 して くれま した。

しかし、こ んな幸せな例は、まだま だ少な し1。せっかく就職をしても、失敗して帰されてし

まうという こと もあっ たし、 大体、初めから受け入れてくれないというのが実情であるという

ことで あります。

恥ずかしい話でありますが、この二つの例は、私にとっ て障害児問題との最初の本格的な出

会いでありました。障害児問題を調べてみて改めてびっくりしたのは、その多様さであります。

自の悪い方、耳の悪い方、言葉が十分使えない方、手足が十分使えない方、病弱な方、あらゆ

る対応にわたって、あらゆる程度の違い、どの部門をとってもないがしろにできないことばか

りなのでありますが、それら全般に触れる ことは私の能力をはるかに超えます。そこで、今回

は、官頭に申 し上げた二つの例に基づき、 3点にわたって質問をしたいと思います。

まず初めは、重度身体障害児の生活の問題であります。 心身障害者対策基本法第 11条にお

きまして、国及び地方公共団体は重度の心身障害があり 、自立することの著しく困難な心身障

害者について、終生にわたり必要な保護等を行うよう努めなければならない、こう規定してお

ります。
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また、 24条では、心身障害者の父母たちが自分たちの死後、障害者 1人で生活をしていけ

るかどうか懸念をすることがないように、自治体は特に配慮をもって施策を行いなさ い、 こう

規定しているのであります。

さらに、基本法を受けました身体障害者福祉法、あるいは精神薄弱者福祉法におきましては、

更正援護施設や、授産施設の建設を含む、一層具体的な施策と、それらに対する地方自治体の

費用負担などを細かく規定をしているところであります。

そこで、質問の第 1点は、これら重度の身体障害児はほとんど都立の養護学校に通っている

わけですが、彼らの放課後、ある いは特に卒業後の生活を支えて援助をするために、日野市は

どのような施策を行っているのか、また、行おうとしているのか、伺いたいと思います。現状

は、全く父母を中心に家族がその負担のすべてを担っており、これら父母の負担減を図るのは

自治体の役目ではなし 1かと思うからであります。

2点目は、比較的軽度の障害児、主に知恵おくれの子供たちの就職の問題であります。大坂

上中など現場の先生たちも、障害児たちの就職に奔走しているわけでありますが、なかなか思

うに任せなし 1。行政としてはこれらに対してどのような対応をしてきたのか。就職のあっせん

をするとか、職員として採用するなど、障害児たちの自立、自活への方策を講じているのか、

伺いたいと思います。

さらに、今年度新築予定の、いわゆる身障者生きがい作業所、これはどう いう内容の施設で、

どうい った障害者を入所させる予定なのか。特殊学級や養護学校の卒業生は、希望すれば優先

的に入所できるものなのか。また、第 1点の重度障害児たちの卒業後の訓練施設としても使用

できるのか、 もろもろ含めて、 施設の全体像について教えていただきたし ~o

3点目は、これは障害の対応や程度を問わない問題であると思いますが、彼らに生きがいを

与えるといった観点から、広く社会教育の分野において障害者教育がどのように行われている

か、伺いたいと思います。

つまり 、生活の問題、自立の問題とは別に、障害児たちの将来に向けて希望を与え、向上へ

の歩みを援助するために、いかなる社会教育施策がどのように行われているのか、あるいは、

ひとり障害児だけではなしその保護者や家族への教育の問題、さらには地域社会全体への障

害者問題の啓蒙はどのようになされているのか、これらも踏まえてお答えをいただきたいと思

l ~ます。
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とりあえず以上 3点をお伺いし、あとはお答えに応じて再質問をさせていただきます。お願

いします。

0議長 (高橋通夫君 ) 教育長。

0教育長 (長沢三郎君) お答えいたします。

まず第 1点の、養護学校関係の重度障害者の問題でございますけれど、教育委員会サイドで

は義務教育と いう観点の中で、その子供子供に応じた対応というものにつきましては、就学相

談を通しながら、相当時間をかけて父母の方々ともお話し合いをしてまいっております。

特に重度障害児の場合、これは確かにその子供の状況にも応じますけれど、現在、日野市で

持っております身障学級では対応しきれない状況の場合の子供さんたちにつきましては、養護

学校をお進めする、そ ういうよう な方法はとっているわけでございますけれど、父母の要望が

非常に強くて、どうしても地域の学校と いう観点の際には、いわゆる介助員をつけてでも対応

する、 こうい うような方法をとっているわけなんです。

ただ、いま馬場議員さんからも御質問のように、義務教育段階、あるいは養護学校の高等部、

そういうものを卒業して以降の自立という関係の問題を考えた際には、これは養護学校なり何

なりで十分そういう面での訓練、こうい うものをやっ ていく 必要がある子供さんが非常に多い

とO

ただ、身障学級関係につきますれば、特に身障学級での教育課程の中で、あるいは放課後の

クラブ活動、そういうものを通しながらその子供さんたちの能力、あるいは好み、こういうも

のに対しまして部活動を通しながら、た とえば陶芸部へ入って焼き物をつくる、そういうよう

な形の訓練だとか、あるいは刺しゅう 、ある いはビ ーズ、そういうような形で、相当子供さん

が自分の能力を発揮して生活に自信の持てるような対応、こ ういうものを考えております。

それから、あと就職に際しまして、軽度の場合どのような対応をしておるかということでご

ざいますけれど、この面につきましては、確かに大坂上中学の例からいきますと、昨年度卒業

生 7名おりましたけれど、 7名の うちの 4名、これは高等部への進学と申しますか、いわゆる

都立の養護学校に高等部がございまして、都立養護学校の高等部へ 2名進学 していると、それ

から 2名の方は、各種学校と申しますか、いわゆる家政学院、大竹家政学院というような、こ

ちらの方の各種学校の方へ 2名進学をして、その中で自分の自立するための技術を身につけた

いということで、そちらの方へ進学しております。 2名の方が就職をし、 1名が家事手伝いと
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いうことで自分のおうちの仕事を助けている、こんなような形で、特に就職時点におきまして

は、大変学校側でも苦労を しているとO こういう状況で、できるだけその子供さんの能力等を

考慮しながら、就職関係につきましては学校と連絡を取りながら、そうしづ職場が確保できる

ような努力をや っております。

それから、学校を卒業した後、社会教育分野におけるところの対応、これにつきましては、

いま、障害者青年学級等という形で、市内でいろいろな障害をお持ちにな っている子供さんた

ち、これが社会教育分野の中で自分たちの仲間づくりというもの、そういうものをあわせなが

ら障害青年学級というような形の組織をつく って、お互いに共同しながら生活をしてし 1く、そ

ういうような形の基盤を除々に広げている、こ んなような状況でございます。

なお、それ以外の重度関係の行政としての生きがい問題対策、こ れにつきましては福祉関係

の内容にかかわる問題が多いので、福祉部長の方から答えさせていただきたいと思います。

0議長(高橋通夫君 ) 福祉部長。

0福祉部長(高野 隆君 ) ただいま御質問のありました第 3点目の、生きがい作業所、

福祉作業所の事業内容は一体どういうことか、その程度はし1かなる児童が入れるかということ

でございますけれども、私どもが今年度計画しております、旭が丘にっくります生きがい作業

所の内容といたしましては、精薄者と身障者とのそれぞれの施設を、 1階には身障者、 2階に

は精薄者の施設をそれぞれっくりたいというぐあいに考えておるところでございます。大体両

者合わせまして 1，200平米程度、それぞれ 600程度の施設でございます。

それぞれの作業の内容は、中程度、あるいは軽程度の子供の作業が大体中心になるだろうとO

そこで一定の生産的な活動をしてもら って、一定の作業の中で一定のお金をお支払いできるよ

うにしたいというぐあいに考えております。

したがっ て、 重度の方の作業者というところまでは、まだ市の施策としては及んでおりませ

んO 重度までは別枠で考えてし 1かざるを得ないだろう、こういうぐあいに考えているところで

ございます。 これにつきましては、身障者の取り組みが 19 8 1年の国際障害者年の答申にあ

りましたように、そこら辺のところをスタートとして施策がや っと行われてきているとO 各市、

東京都も同じでございますが、そういう状況でございますので、なかなかそこにならなL、。当

面、われわれが考えておりますのは、中程度、軽程度の障害者を対象とした施策 として考えて

おるということでございます。
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0議長(高橋通夫君)

08番(馬場弘融君)

馬場弘融君。

答えがすごく不満なんです。一生懸命私は調べて、具体的に質

問していると思うんですよO それに対して、ほとんど答えになってないですね。私も続ける気

がないぐらいですよ、これ。全然、まともな答えが返ってきてなし ¥0

1点目 の、重度障害者とその家族が、子供たちが養護学校を卒業してから、結局自分たちの

家族だけでその子をめんどう見ているO それは、その子にとっても大変だけれども、家族全体

がすごい負担になるんです。それで、それに対して行政はどういうことができるんですか、と

聞いたんです、 1点目は。全 く答えてないでしょう。

たとえば、具体例として申し上げましたけれども、風車の家というようなものを、そういう

障害者の関係者が自主的につくってやっていくと O それで、こういうものと対して、たとえば、

では行政はどうしますということぐらいは言えないんですか。

あるいは、それがもし言えないんだったら、たとえば少しの補助金を出すとか、そういうよ

うなものができないんですか。まず第 1点、もう一度これをお答えをいただきたいと思います。

O議長(高橋通夫君) 福祉部長。

0福祉部長(高野 隆君) 重度の身障者、あるいは精薄者が現在要望されております

内容は、われわれ現在考えております作業所とはさらに一歩前進した、次の段階での要求がか

なり多うございます。

したがって、生活寮とか、あるいはそのような施設の設置を要望されると。そういう状況が

多く見受けられております。

現在、われわれの段階で考えておりますのは、年次計画等を今後策定をいたしまして、この

ような対応を考えていかざるを得ないだろう、こういうぐあいに考えておるところでございま

す。

したがって、風車の家とか、あるいはその他育成会等が自主的にそのような、御指摘のあり

ましたような自主的な行動をなさっておられることについては、私どもはその必要性を十分理

解しておりますし、また、それなりの親の負担がかなり大変だということについても理解して

おるところでございますけれども、非常に多種多様な要求がそれぞれの団体から出されておる

状況でございますので、現在、それぞれをやはり個々に対応していくということはなかなかむ

ずかしいとO したがって、今後どのように考えていくかということについては、かなり内部的
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な検討を必要とするだろうというぐあいに考えております。

しかしながら、先ほども御指摘のありましたような法律での規定にありますような、国及び

者1)の大きな御協力、あるいは施策の前進等もやはり必要ではないか。私どもは市町村の段階で

ございますので、東京都なり、あるいは固なりが実施しております施策の、やはり大きな前進

の中で、重度身障者については広域的に対応していく必要があるんじゃないか、これぐらいに

は考えておるところでございます。( I市独自でもゃりゃいいんだよO 幼児教育センタ ーなん

かやるくせに」と呼ぶ者あり)

0議長(高橋通夫君) 馬場弘融君。

08番(馬場弘融君) 確かに障害者、あるいは障害児の、その障害の対応というのは

非常に多様なんです。ですから、それに一つ一つ対応しようと思えば、大変ですよ、これは。

しかし、私はきょうあえてそのうちの一つを取り上げたというのは、これ一番大変な、要す

るに重度の障害者だから、福祉行政を誇りとする日野市政では、当然取り上げていいとい うふ

うに判断をして、ここ に質問として出したわけですよo ( Iし、い質問だJI老人生きがいとい

うよりもも っと大切だぞ、そういうことは」と呼ぶ者あり) 市長、いかがですか。

0議長(高橋通夫君 ) 市長。

0市長 (森田喜美男君) 風車の家ができまして、一つの焦点が生まれたということは、

大変ありがたいことだと思っております。重度障害児等のことは、当事者はもちろんでありま

すし、それから、それを抱える親の立場と いう のは非常に困難なものがあることはよくわかる

わけであります。

したがって、これまでもいろいろケースクースでお話は聞いておるわけでありますが、なか

なか的確な施策を打ち出すことはできないというもどかしさを覚えております。特に風車の家

につきましては、新しい発想、に基づいておりますので、十分御協力も申し上げ、できる援助は

最大限いたしたい、こ のように考えております。

それから、一般的に政策的に申しますと、もち ろん園、都の施策の大きい柱が欲しいわけで

ありますが、自治体といたしましでもできるだけのことは当然しなければなりませんO いまま

でもケースクースで多少のことはやってまいりましたが、今後、一層この問題の検討も集中し

て施策を打ち出したい、このように考えております。

以上です。
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0議長(高橋通夫君)

08番(馬場弘融君)

馬場弘融君。

ぜび重度障害者たちの問題については、 一番の重要な福祉施策

として取り組んでいただきたいというふうに思います。( 1"そのと おり J 1"ほかにもたくさん

団体あるからね」と呼ぶ者あり) はいはい、これは風車の家だけじゃないんです。 いろんな

方々がいらっしゃいます。私、個人的に何名かお会いしたんですけれども、やはり重度の障害

児をお持ちのお母さん方のグル ープがあって、たとえば民間のアパートでもお借りして、そこ

で共同でその子供たちを養育していこ うじゃな l¥かと いうことまで相談をされている現状があ

るんです。ですから、こ うい うものに対しては行政が積極的に援助をしてし 1く、支えていくと

いう姿勢がなければだめだと思います。 このことをまず申 し上げておきます。

それから、 2点目の、主に知恵おくれの子の就職の問題ですけれども、これもやはりお答え

が非常に不十分だったですねO 一体、行政としてはこういった子供たちの就職のために、どう

いうことをしているんですかということなんです。 (1"そうだ、奔走してないよ」と呼ぶ者あ

り) もう一度お願いします。

0議長 (高橋通夫君 ) 教育長。

0教育長 (長沢三郎君 ) お答え申し上げます。

身障学級を終えて就職をする、そうい う立場の子供さん方につきましては、比較的学校の方

ではその子供さんの技術と申しますか、腕に職を持つという方向づけをしながら対応している

と。

たとえば、市役所関係の作業、こ ういうものにも訓練期間何日 か参加させてほしいというよ

うな話等も出てまいりまして、 そういうものにつきましても、教育委員会と いたしましては学

校側と連絡を取りながら、ただ、その子供さんが身障学級に現在進学している、そういう過程

の中からその子供さんの問題を余り、結局、特殊な形で見ないような対応、こうい うものを相

手の、たとえば委託関係の業者の方々にもお願いをしながら、側面的な援助をしていると。そ

ういう過程で、特に就職よりも、できれば高等部への進学、ある いはそれぞれの技術を身につ

けられるような各種学校、こういうところへの進学を希望される方の方が、小中学校の義務教

育段階ではどちらかというと多いと。

それから、同じ就職するという希望をお持ちの方は、身障学級の中では比較的レベノレの高い

方の層ですね、そういう方が就職を希望されておりますので、それに対しての学校側と の連絡
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は取りながら対応している、こういう現状なんです。

0議長 (高橋通夫君)

08番 (馬場弘融君)

次の 3点目の再質問をします。

馬場弘融君。

ちょっとまだ不満なんですけれども、時間がなくなりますので、

社会教育における障害児教育ですが、青年明汲とか少年学級、訪問学級、あるいは手話の講

習会、こ ういったものがいま行われているわけです。ところが、こ れはし寸ぶれも委託事業なん

です。数多くの市を、東京都の資料で調べたんですけれども、ほとんどの市、あるいは都区内

を見ましても、教育委員会独自でやったり、公民館独自でやったりしておるわけですが、どう

いうわけで日野市は委託でやっているのかなという気がしたんです。これ、市長、かなり御自

慢な施策の一つだと思うんです。それで、委託でも十分できるというふうに市長は判断してい

るわけですね。市長、お願い します。

O議長 (高橋通夫君) 市長。

0市長(森田喜美男君 ) 日野市の場合、比較的委託が多いという御指摘でありますが、

私はその団体、 しかもそれはボランティアも含めての、非常に福祉の対象になり得る市民運動

と申しましょうか、市民活動がありますから、そこに委託という形で助成をするという形は、

一つの前進とでも言えるふう に思います。これを行政直営で、もちろん骨組みはつくらなきゃ

なりませんが、両々相ま って行うというのが一番いい方法だろう、このように考えております。

O議長 (高橋通夫君 ) 馬場弘融君。

08番(馬場弘融君) この部門で委託で十分できるんだということですね。ですから、

先日も本会議あるいは予算委員会等でも大分議論がありましたけれども、学校給食だって十分

委託でやり得ると いうことだと思います。

次に、障害者の父母とかき ょうだいへの社会教育、あるいは一般の方々への社会教育、こう

いう面でちょっと教育長に伺いたいんです。

というのは、 いろんな資料によりますと、障害児を抱えている親はもちろん大変ですけれど

も、先に死んでいきます。後に残っていくのは、きょうだし 1なんです。障害児、特に重度の障

害児を抱えたき ょうだいというのが、非常に大変な苦労をするんです。ところが、まだ子供で

いる聞はそれは全然わかりませんO 親がいるか らです。親がいなくなって、初めてそれがわか

ってくるO そう いった面の将来に向けての教育というのは、非常に大切である、こういうふう
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な資料を読んだんです。その辺 も踏まえて、きょうだいへの教育といいますか、社会教育とい

し1ますか、そういう問題が十分になされているのかどうか。あるいは、やろうという気がある

のかどうか。その辺をお答えいただきたいと思います。

0議長(高橋通夫君 ) 教育長。

0教育長(長沢三郎君 ) お答え申し上げます。

障害児のきょうだい関係の対応というものにつきましては、ほとんどそれらしい施策をして

いないということ、その点につきま しては反省をし、また、よい指摘として、 これから先どう

対応していくかと いうことを十分検討してし 1かなくてはならないとO

確かに親御さんとの対応、 これがほとんどでございまして、いま馬場議員さんから御質問の

あるとおり 、親の立場からいきますと、自分の死後の子供の自立、こういうことを非常に心配

をされていると。よく 、障害児教育の問題につきまして、地域の学校へという希望を親御さん

がお持ちになる側面にも、この子供はl¥ずれにしても学校を終えた時点では地域で生活をして

いかなくてはならないのですとO それで、私がめんどうを見られる聞はめんどうを見るけれど、

私自身が年齢の上からいって先に去っていったときに、その子供はやはり地域の方々とのかか

わりの中で生活をしていくのだから、あえて文字を覚えたとか、数を覚えたとか、そういうこ

と以上に地域の子供とのつながり 、こういうものをつくっていただけるように、地域の学校で

の教育をお願いしたい、こういう希望が非常に親御さんの立場から言えば強いということは、

御指摘のとおりなんです。

ただ、その子供さんの自立というものを考えて、確かに親御さんが亡くなった後、自分で生

活を立てられるような手だて、こういうものを考えていった場合には、それなりのやはり施設、

設備、そういうものが整い、また、その面での指導の行き届いた面での養護学校、こういうも

のをお進めしているわけですけれど、その辺が身障教育という問題につきまして、非常に親の

立場と行政側の立場の食い違う点で苦しんでいるという状況でございまして、その子供さんの

きょうだい関係のところにまで手を及ぼした対応ということは、残念ながら現在のところ行わ

れていないというのが実態でございます。

0議長(高橋通夫君)

08番(馬場弘融君)

馬場弘融君。

ぜひ今後は、社会教育に限らずいわゆる特殊学級の中の教育に

おいてもいいんですが、そういうところできょうだい、そういうものを含めた教育をしていた
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だきたいということと同時に、一般の方々への障害児問題、ある いは障害者問題の啓蒙といい

ますか、こういう面での社会教育も十分していただきたいというふうに要望をしておきます。

障害児教育のアフタークアと いうことで、ほんの一部だけ質問をいたしました。けれども、

私は自治体がいいか、悪し、かという判断は、そこで弱者、弱い者がどのように扱われているか、

ということによるというふうに思います。一般受けのする大きな施設をつくったり、いわゆる

ばらまきの施策ばかり進めているのは、余り感心をしませんO 障害者の実態は実に多様であり

ます。学校から卒業していく障害児たちを、その対応や程度に応じてすべて取り組んでし火、

そういった受け皿を用意する必要があると思います。一つ一つの事例を、落ち穂拾いのように

すくい上げていく心のこも った障害児行政を進めていただくように強く要望いたしまして、こ

の件の質問を終わります。

0議長 (高橋通夫君) これをも って 10のl 障害児教育のアフタ ーケアに関する質

問を終わります。

1 0の2. 義務教育はし 1まのままでよいのかについての通告質問者、馬場弘融君の質問を許

します。

08番(馬場弘融君) 町田市の忠生中事件とまではし 1かないまでも、私ども日野市の

中学校の状況もかなりひどいということであります。全国的とも言える中学校教育の荒廃の原

因はどこにあるか、さまざまな議論がなされておりますが、大きく分けてその原因を個人に求

める者、家庭に求める者、社会や環境に求める者、そして最後に学校教育そのものに原因あり

とするものに分けられるかと思います。今回は、他の原因はひとまず棚上げにいたしまして、

公教育としての学校教育、つまり義務教育の現状についてのみ考えてみたいと思います。

義務教育はl¥まのままでよいのだろうか、かなり検討をし直すべきところがあるのではない

か、義務教育の現場がいまのように荒廃をしてきた原因として、二つの極端な議論が左右の両

極にございます。

一方は、たとえば和光学園の丸木政臣さんや、最近、教育亡国という本を初めとして、一連

の教育論集を出版をされた教育者の林 竹二さんなどが唱える説でありまして、自民党政府が

つくった制度、法律と、右傾化の教育指導、教育管理にすべての原因を押しつけている考え方

であります。

もう一方にあるのは、福井工業大学の森本真章教授らの唱える、すべてを日教組の悪平等教
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育に求める、いわゆる日教組亡国論であります。

この両論の間にはさまっ て、実にさまざまな議論が出されておりますが、その中で、私なり

になるほどと思える論を取り上げ、今回の質問の根拠にしていきたいと思います。

その前に、ちょっと触れておきたいことがあります。義務教育の分野くらい本音とたてまえ

が大きく分かれているところはないと思っております。要するに偽善の横行であります。

たとえば、たてまえと して平等主義の教育を唱える中で、 子供たちも、父母も、そして先生

さえも本音のところではエリ ートを目指しての塾通いを当然、のこととして受け入れているO こ

うした例は幾つも挙げられるわけですが、本音の部分は、いわばタブーとして触れてはいけな

いのだという空気が社会一般を支配しているように思われます。

この空気というのが、実に厄介であります。 ここに「空気の研究」という山本七平さんとい

う、 「日本人とユダヤ人Jを多分書かれた方でありますが、空気の研究という本があ ります。

山本七平さんによれば、日本という国は昔から空気が支配をしてきた国である、というわけで

あります。特に、ある重要な決断をするような場合、その決断がデータとか論理よりも、その

場の空気で決定をされるということが非常に多い、二つの例を引いております。

あの終戦鑑大和 "が出撃をするというときであります。大和の出撃は無謀だと考える人たち

は、その無謀さを実証し得る実に細かいデ ータをも って、明確に根拠をも って示している O

ところが、出撃せよという側の主張には全く根拠がなし'0その正当性の根拠は、も っぱらそ

の場の空気であります。当時の軍令部次長であった小沢治三郎中将が回顧して、こう発言をし

ております。 i全般の空気よりして大和の突攻出撃は当然だったと思うJ

さらに、第二次世界大戦そのものへ日本という国がずるずると入り込んでいった当時の状況

も、全く同様であります。最後の元老といわれた木戸幸一氏が、戦後、同じような発言をされ

ております。 i戦争を回避しようと努力はしていたけれども、当時の空気の中ではあれしかし

ょうがなかった」

山本さんは、これら古い例、新しい例を幾つも取り出しながら、この空気支配の危険性を指

摘しております。つまり、今日の日本が再び、破滅への道へ突入していくとすれば、また同じよ

うに空気による決定ということになるであろう。とすれば、いま、われわれの責務は、日 本が

誤った道へ行かないように、常にあらゆる場面で空気をつかみ直し、それがよくないと判断を

するならば、空気に挑戦をする勇気を持つことである、こう説いているのであります。
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そこで、私も 山本七平さんの説にのっ とりま して、 あえて義務教育の分野を支配する空気、

ある いはたてまえに私な りに挑戦を し、 7点ほどにわたって疑問点を申 し上げます。どうか、

実り多い質疑 としたいと思いますので、 答弁は勇気を持って、で きる限り本音で答えていただ

きたいと思います。

第 1の問題、いわゆる一斉授業、画一授業だけではなく て、 習熟度別学習 とか、 テーマ別学

習を制度的に取り入れることはできないのか、ということであります。

戦後教育の発展の礎となったのは、機会均等の理念と、 それに基づく画一的義務教育であっ

たわけですが、これまでは画一主義の義務教育と、能力主義の高等教育がうまくかみ合ってい

たと思います。しかし、いわゆる単線型教育体系の幣害もあって、昨今、 たてまえ としての画

一主義が高等教育にも及び始めた反面、本音と しての能力主義は、小学校教育、さら には幼稚

園にまで下ってきているのであります。

機会均等と平等、これは全く違います。教育はもっと現実に即し、実証的に考えられてよい

と思います。すべての子供に同じように、向じ内容を、同じ水準まで学習をさせる、これは戦

後の義務教育の理念でありますが、できる子とできない子、上手な子、下手な子、強い子、弱

い子、早い子、遅い子、こう した違いが生ずるのは、いかんとも しがたい現実の姿であります。

ですから、暦年齢が、暦の年齢ですが、同じだから全く同じ教育をすると いう考え方だけに

公教育がいつまでも こだわってよいのかと思います。もちろんすべてを能力別にせよとは言い

ませんが、もっと素直に能力の違いを認めてもよいと思います。

憲法第 26条、教育基本法第 3条、いずれにおきましても、能力に応じて等しく教育を受け

る、という文言になっておりますし、さらに学校教育法第 17条及び第 35条では、 心身の発

達に応じて小学校、中学校の教育を施す、と いう文言になっております。

東京大学の本間長世教授の言葉によれば、教育関係者は選別、差別を恐れる余り、学校を偽

善的な社交会にしてしまった。子供たちに真に想像力の発揮を望むなら、英才とか、エリ ー ト

とかいう言葉をタブーにしているようないまの風潮を改めよ、こうまで言い切っているのであ

ります。

これらを踏まえ、市内の学校において習熟度別学習、ある いはテーマ別学習が行われている

のか、ある いは行われ得るのか、小学校、中学校に分けて伺いたいと思います。

第 2点、これは最初の問題とも関連をいたしますが、義務教育の中でもっと競争原理を取り
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入れたらどうか、 というこ とであります。たてまえとしての平等を唱えながら、知識の教育の

分野では、偏差値第一主義による競争及び差別が常識化 して いるわけであります。

しかるに、体育の分野、芸術の分野はどうか。運動会や水泳の記録会などを見ておりますと、

個人の勝ち負けを意識させないためでしょうか、勝者をたたえると いうことは、全くと言って

いいほどありません。また、文化祭などの絵画や習字の展示についても、いわゆる金賞、銀貨

などが全くついていない。

さらに、各種体育競技の学校対抗試合のようなものも、小学校ではほとんどないのではない

かと思います。学校は、 もっと子供たち 1人 1人の個性を伸ばすこと、長所を伸ばすことに大

胆になっていいのではないか。弱者の保護はもちろん必要なことではあるけれども、競争も公

認し、能力主義のよい面を堂々と取り入れる姿勢が必要だと思いますが、この点についてもお

考えを伺いたいと思います。

3点目は、子供に仕事を与えよという観点からの質問、学校掃除の問題であります。 -f供た

ちに学校を掃除させた歴史は、古く寺小屋の昔までさかのぼることができますが、最近では、

むしろ反対論の方が強~¥ように思われます。

しかし、私は十分教育的効果のあるものだと考えております。たとえば、、清潔に対する態度、

習慣の育成、公共心、協調心の育成、勤労の価値の学習、精神の修養、さらには健康の増進γ

ど、かなり幅広い効果があると いうことであります。現在、市内の学校では、学校の掃除、校

庭の整備、あるいは草取りなどはどの程度子供たちにやらせているのでしょうか。特に トイレ

の掃除の問題、これは予算委員会で橋本議員も触れておりましたけれども、これも踏まえ、ま

た、今後の学校掃除の方向性も含めてお答えをいただきたいと思います。

4点目は、自然に親しむ、土に親しむ教育が十分行われているか、という点であります。

また本を引用いたしますが、これは市内にお住まいの藤本 学先生という 、府中市立の小学

校の校長先生がお書きになった 「これだけは教え、育てたしリ副題として、母親のために小学

校長のつづる子育て実践論、こういう本ですが、この中で藤本先生は、教育とは、まさに字の

とおり教一一教えるという面と 、育一一育てるという両面が合わさったもので、あるO それで、教と

いう面は知識や技術など、物差しで計れるものを教え込むことであって、育、子供たちの内面

にあるよいものを伸ばす、こちらとは違う。特に義務教育の段階では、この育、育てるという

面の方がはるかに大切である。しかしながら、現状はむしろ十分に行われていない。そのため、
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これからは自然に学ぶ、進んで働くということを教えていくことが大切だと訴えております。

具体的には、現在の教育課程の中では、年間約 240日の授業日数が標準であるけれども、

この中で教科の時間を少し減らしても、 もっと自然、の中で体験させる時間をふやしたらどうか。

たとえば移動教室などは 2泊 3日などと言わずに、 2週間、 3週間ぐらいの計画をつくって、

者1)会の子供は山村や漁村というふうに、 自然を観察する、探検をする、生産労働に参加をする、

こういったことはできないだろうか。机を離れ、親元を離れ、学ぶメ リントを思うべきである。

スキーの三浦雄一郎さんではないけれども、自然の中で鍛え、子供たちに生きた体験を与えよ

うということであります。

さらに、昨日 、市長もちょっと触れておりましたけれども、厳しい条件こそが人をつくる上

に大切な要素であります。たくましさを発揮し得る場をつくれといった観点から、薄着の指導、

半ズボンの勧め、はだし教育の勧めなどを熱っぽく説いているのであります。

~ ¥ま申し上げたような藤本先生のお話まではともかくとして、現在、市内の学校では自然に

親しむ、土に親しむという点でどのような教育が行われているのか、伺いたいと思います。

5点目、これは感動の教育が行われているか、という点であります。デノごー ト式に幅広い教

科を詰め込みで教えている現状は、子供の知識を高める点では有効かもしれませんが、子供た

ちの心に訴えかけるような教育がも っとあっていいと思います。て子供たちの人間的成長には、

数多くの感動体験が不可決だと思うからであります。歴史的に重要な文物、優れた芸術作品、

優れた人物など、本物に直に触れる場をつくっているのでしょうか。

さらに、先生たちの指導内容にもかかわってまいりますが、感動を間接的に伝えるには、伝

え手である教師自身が強く感動し、情熱を込めて語りかける必要があります。

あの松下村塾で明治維新に大活躍をした長州藩の勇者たちを多数教育をした吉田松陰、私は

近代日本の最高の教育者は吉田松陰であると信じておりますけれども、実は私ども新政会では、

昨年秋の研修におきまして、松陰ゆかりの萩市を訪問いたしました。かつての松下村塾が松陰

神社のわきに、そのまま移設をされておりましたけれども、 実に粗末な、小さな小屋でありま

した。しかし、あの小さな小屋の中で、松陰はその情熱を傾けて生徒を教育したのであります。

同年輩の生徒も、年長者もいたわけであります。彼の使う教科書は、決して新しいものではあ

りませんでした。古くから伝わる中国の歴史書や、儒教の書物を中心に教えていたのでありま

す。
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しかし、彼が優れていたのは、教え方であります。松陰は、教えている本の内容に常にのめ

り込み、感動 しながら教えたのであります。悲 しい場面では涙を流し、憎し 1かたきを討つとい

った場面では、本心から怒りをぶつけるように教えたのであります。こうした、いわば体当り

の教育、誠の教育が彼の生徒たちを感動させ、人間的に大きなものにし、優れた人材にしてい

ったのだ、と言われているのであ ります。

これらを踏まえて、感動の教育についての現状を伺いたいと思います。

6点目は、市内の小中学校における日教組の現状についてであります。組織率、あるいは加

入率はどのくらいであるか、最近数年、特に新しく新任になった先生方の傾向は どうなのか、

教えていただきたl¥0 

また、日教組は政治的に社会党支持、一部は共産党支持を打ち出しておりますが、そういう

彼ら日教組の先生たちが、常に収教育の中立性 "という言葉を使っております。社会党や共産

党支持を明言している日教組の先生たちが教えていて、 本当に教育内容の中立性が守られてい

るのか、現状を伺いたいと思います。

また、こ の2月 26日に発足をした全日本教職員連盟、略して全日教連と言うそうでありま

すが、日教組とは全く立場を異にする教職員団体であります。この全日教連への市内の先生た

ちの加入とか、対応はどうなっているか、これもあわせて教えていただきたいと思います。

最後に、第 7点目は、学校給食の問題であります。この件につきま しては、予算審議の中で

も、人件費の多さといった観点から、かなりの議論があったところでありますが、こ のほどさ

ように費用をかけているのに、効果が上がるどころか、逆に悪影響すらあるのではないか、こ

ういう面から、細かく 8点にわたり質問をいたします。

1. 学校給食は義務教育の一環なのか、それとも学校としては雑務に属するのか、学習指導

要領における給食の扱いがどうなっているのか、教えていただきたい。

2. 学校給食法第 2条に、四つの目標が規定されております。食事についての望ましい習慣

をつける、社交性を養う 、栄養の改善、健康の増進を図る、生産、配分、消費についての正し

い理解に導く、これら四つの目標が達成をされているとお考えでし ょうか。

3 子供たちは現状の給食を喜んで受け入れていますか。アン ケー 卜や調査をしたことがあ

るでしょうか。

4. 先割れスプーンの使用状況、プラスチック食器の使用状況はどうなっていますか。どう
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して本物のスプーンやフォークを使わせないのでしょうか。

5. 母親から弁当を持っていかせたいといった要望はありませんか。もし、そういった場合

に、それは可能なのでし ょうか。要するに給食は強制なのか、自由選択ができるのか、という

ことであります。

6. いわゆる残飯はどのくらい出ているんでしょうか。それはどうしているのでしょうか。

この点、 子供たちへの悪影響はないでしょうか。ある いは、残してはいけないというような教

育でもして いるのでしょうか。

7. これは愛知県立のある高等学校の先生をしている小塚道子さんという方の説であります

が、学校給食の定着は、母と子のコミ ュニクーションを少なくした。日本人の味覚や食生活を

低下させた。要するに学校給食は、母ち ゃん休め型の、お母さんたちに迎合した施策であった

というよう な説がかなり言われておりますが、こ れについてどう思われますか。

最後に、 8点として、現実にこ こまで給食が大きくなった以上、いまか らやめる わけにはい

かないと思います。しかし、いまのままの学校給食でよいと思われますか。変えるとすれば、

どうしたらよいと思われますか。特に中学校について伺わせていただきたい。

以上が給食についての質問であります。最後の給食に関しては大分細かい質問になりました

けれども、質問は以上であ ります。初めに申し上げま したとおり、私としてはかなり勇気の要

る発言もしておりますので、理事者側の、特に教育長の素直な答弁をぜひいただきたいと思い

ます。お願いします。

0議長 (高橋通夫君 ) 教育長。

0教育長 (長沢三郎君 ) お答え申し上げます。大変多岐にわたっての御質問なので、

全部言い尽くせるかどうかわかりませんけれど、再度また御質問をお願いいたしたいと思いま

す。

まず、第 1点の現在の学校教育、たてまえと本音が違っているのではないか、そういう御指

摘でございますけれど、確かにそういう部面も私、正直言つてなくはないと思います。ただ、

現在の義務教育というものが世界的な形の中では、それなりに評価されているということ、こ

のことは決して、ただ進学率が高まっているとか、あるいは教え方がどうであるとか、そうい

うことを抜きにして、義務教育段階に関する限り 、日本の教育というのは世界のトップレベル

に来ていると。そのことだけは確信を持ってお答えできると思うんです。
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その中で、一斉授業と画一授業、この関係の問題でございますけれど、確かに子供たちの個

性、能力に応じた教育、こう いうような面から いった基点の中で‘は、いま御指摘のありました

ような習熟度別の教育とか、あるいはテーマ別の教育とか、そういうものを大いに取り入れて

いかなくてはいけないと いう御指摘もわかるわけなんです。ただ、小中学校の義務教育段階、

この中で果たして習熟度別学習というようなものが、一方では子供たちの心の中に、いわゆる

ちょうどあの年齢の時期の子供たちの中に、差別感という 、感覚では律し切れないいろいろな

形での影響を及ぼす点を恐れております。

義務教育段階が終わった後の時点の対応は別と いたしまして、現在の小中学校の状況の中で、

果たして、いわゆる能力別クラスを編成するとか、あるいは習熟度別のクラスを編成するとか、

そういうような形の中に、子どもたちの心にどういう影響、また、非常にそういう面で子供た

ち自身が子供から大人に成長 しかけているあの時期の思春期の子供たちの心の取り扱いという

ものを一方では十分配慮、しながらやっていかなくてはいけない、こう考えています。

それで、その中で、いわゆる作業学習と申しますか、一番手っ取り早いのは、御指摘のよう

に画一的な一斉講義方式、こ れくらい授業としてやりやすい授業はないわけです。子供の能力

とか、あるいは適正とか、そういうものを抜きにして教室の中で画一的な一斉授業をやってい

るんだったら、これくらい安易な教育というのはないわけで、いま先生方が一番苦しんでいる

のは、それぞれの子供を個性、能力に応じた授業をどう展開していくかという中で、できるだ

け子供たちに一つの、テー マ別学習との絡みは出てきますけれど、テーマを与えながら、自分

自身でそれをいろんな角度から研究してし 1く、あるいは、グノレープでそういうものを研究して

いくような教育のあり方、これにはそれに伴う先生方の能力というものは、画一授業と違って

非常に数倍の能力を、私、必要とすると思います。

しかし、授業研究その他を通しながら、相当先生方はし 1まの新しい教育のあり方、あるいは

作業学習、そんな面について真剣な努力を、少なくとも日野市の場合、他市以上に取り組んで

いくと。これは基本的に言いまして授業研究という形で、日野市独自に予算措置をしてくださ

っている、その対応、これが長い年月を経過しながら徐々に学校段階に定着をしてきていると。

こういう点からいって、公開授業等も非常にふえてきていると。単に先生が自分の城の中に閉

じこもっているんでなくて、わきから大ぜいの先生方が授業を見、あるいは自分の行った授業

に対して、いろんな角度から意見を言 う、そういう機会をあえて公開してし 1く、そういう学校
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が年々ふえてきているという状況の中からも、画一授業の幣害というものにつきましては、先

生方もいまの子供たちへの対応の中で、非常に悩みながら研究しているという ことをお答えし

ておきたいと思います。

それから、競争原理の問題でございますけれど、これは教育の場の中におきまして、すべて

否定しているなんていうことは毛頭ございません。これはまた本音で申し上げますけれど、実

は、確かに一時期、運動会で 1等賞、 2等賞という賞をつけるのもいけないというような、あ

る時期がございました。

たとえば、水泳記録会等におきましでも、それこそやはり記録への挑戦というのは、これは

大人、子供を抜きにして、やはり人間の本性の中にある一つの、何と申しますか、本性だと思

うんです これ。オリンピンクあたりを通してみても、これを抑えてどうこうできるというよ

うな性格のものでございませんし、確かに子供自身いろんな角度でそれぞれの特技といいます

か、特長を持っています。たとえば運動の方面に秀でている子供、あるいは芸術関係、音楽と

か美術とか、そういう面に秀でている子供、そういういろいろ学習面だけでなくて、いろんな

角度でそれぞれの特長を持っていると。ですから、知、徳、体の調和のとれた教育という中で

は、当然そういう面で子供たちの伸びる素質というものは、大いに伸ばしてやらなくてはなら

なし ¥0

たとえば、お正月の書き初め展あたりごらんになっていただいているかどうか、小中学校、

小学校の体育館や何かを使って、各学校からいわゆる出品された作品について、金賞とか銀賞

とか、それに合ったような形で一応表彰していると。

あるいは、必ずそういう形での競争原理というものは、これは学校現場の中には多かれ少な

かれあります。ただ、これが余り過熱し過ぎて、他人をけ落としても自分だけよければいいん

だ、こういう方向に行かないような歯どめといいますか、これはある面ではやはり考えていか

なくてはいけない性格だと考えています。

ですから、グループ。学習等につきましては、相当グノレープの中に、いわゆる進度のおくれて

いる子、進んでいるチをまぜながら、学校の先生方はお互い協力、あるいは共同させながら学

習を展開していくと。それでそのグループごとの競争をやらせるとか、いわゆる子供たちの学

習に対する意欲をどう いう形で引き出していったらいいのか、そういう面でいろいろな努力を

やっております。
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3番目の、仕事を与えよと。これも御指摘のように、学校でもいろんな仕事はやっておりま

す。たとえば児童会活動とか、あるいは生徒会活動とかというような形の中で、できるだけ子

供たち自身に自主性、あるいは奉仕の精神、そういうものをつけるような形での活動、いわゆ

る委員会活動の中で言いますと保健委員会だとか、あるいは放送委員会だとか、あるいは図書

委員会だとか、いろいろな委員会活動等を通しながら、その役職につく中で仕事を分担しなが

らやっていくと。

それから、 トイレの、清掃でございますけれど、これにつきま しでも、この前、予算委員会の

ときにも指摘されましたけれど、確かに業者によ る清掃が是か非かと。大分学校現場の中でも

論議されている問題なんです。ただ、昔のトイレと違いまして、現在水洗化されているという

中で、 トイレ業者が清掃に来ているといいましでも、毎日来ているわけじ ゃございませんでし

て、週に 1回程度、相当強力な薬品等を使って臭気ゃなにかを、あるいはそういうものを全体

的に一掃してし 1く、そういう形でトイレの清掃に回ってきているわけでございまして、ふだん

の掃除と申しますか、日常の掃除は、いわゆる トイレに水を流すとか、あ るいは トイレの床を

モップでこするとか、そういうような程度の作業は学校によって、全部の学校がやっていると

は私は申し上げられませんけれど、確かにやっている学校、こういう学校も承知しております。

( 1"全部やらせなき ゃだめだ」と呼ぶ者あり )

それから、自然に親しむ教育というか、この問題につきまして、これはし¥まの移動教室、確

かに 2泊 3日程度でなくて、 2週間ぐらい先生と子供がそういう場の中で一緒になって、それ

こそ寝起きを共に しながら生活できるような機会をつくっていきたいという気持ちは、全く私

も同様です。学校側からも、特に中学 1年生に入ってきた子供たち、これのオリエンテ ーショ

ンを踏まえながら、 1週間程度担任と子供たちがそういうある場所で寝起きを共に しながら生

活できるような場をつくってもらえないか、こういう要望は出されております。

これは、私たちにしますと大成荘の改築等との絡みの中にも絡んでくるんですけれど、ああ

いうような場所に、もし 1学年が丸ごと収容できる、三百近い生徒が一緒に寝起きを共にしな

がら生活できるような場面ができ て、先生と一緒に、特に中学 1年に入ってきたときのそうい

う中学校生活というものを通しながら、体験学習の一番基礎づくりをやってし 1く、そういう機

会がつくれるようになれば、非常に幸せなことだと思っております。

それから、感動の教育という大変むずかしい状況でございますけれど、これはやはり先生方

の教育にかける情熱と申しますか、確かに通り一遍の教科書を教える教育であれば、私はだれ

でもある程度できると思います。育てる教育というのは非常にむずか しいと。御指摘のとおり

でございまして、結局その子供たちは自分自身感動し、あるいは新しい発見に驚きを持ちなが

ら学習というものは進んでいくと。そういう観点からいきまして、どの程度感動のある教育と

いうものが展開されているか、なかなか、 1時間 1時間の授業はすべて感動の連続のような授

業であればそれに越したことはないんですけれど、確かに事前事後の一応の学習といいますか、

そういうような先生自身の研修の中に、どう子供たちの感動というものを引き出してし 1く、そ

ういうものを織り込んでいくか、それには先生自身が、まず自分自身感動を持って教育という

ものに対応できるような素地、これが一番根本的な問題である、こういうように考えています

けれど、なかなかこれが感動の教育なんだというものをこの場でお示しできないのを、大変申

しわけありませんけれど( 1"それがないのが教育の欠陥なんだよ、先生の」と呼ぶ者ありい

そう思っております。

それから、日教組の現状という問題でございますけれど、これにつきましては、日野市の場

合大まかに申し上げまして、大体在職教員数の 7割見当が一応組合に加入していると。 3割ぐ

らいは組合に加入していないという状況でございまして、校長さん、教頭さんにつきましては

管理職組合というものを、これはまた別個につくって、いろいろ単位ごとの対応はされている

。
ル」

いまの御質問の全日本教職員連盟ですか、これに加入している状況はあるのか、ないのかと。

これについては、全くそういう問題に学校側からの問い合わせ、あるいは先生方が入っている

とか、入っていないとかということについては、聞き及んでおりません。一応そんなような現

状でございます。

それから、最後に学校給食関係でございますけれど、学校給食関係につきましては、いろい

ろな意見がございます。実は、先だっても"給食だより"というパンフレット、これは年に 2、

3回ぐらい出しているわけなんですけれど、この中にもち ょっと指摘しておりますけれど、 学

校現場では給食という問題につきまして、いろいろ批判もあれば、やはり学校給食の必要性と

いうものを強 く訴えている面も確かにございます。

ただ、実際問題、学校給食というものそのものを考えてい った場合に、この前、厚生省の国

民栄養調査というのが発表されましたけれど、その中で 5人に 1人の子供が朝飯を親と一緒に
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食べないで学校へ登校してきていると。たとえばコッベノミンとか、あるいはト ーストに牛乳ぐ

らい、月iJにわかしもしない牛乳か何か飲んで学校に来ていると。これは厚生省の国民栄養調査

という中にのつかっている、本当に正確な実態でございますので、 5人に 1人の子供がそうい

うような朝食をとって登校してきている現実というものは、やはり学校給食そのものは、いず

れにしても実施していく必要性のある問題である、こんなように取り入れています。( I本音

を言えば給食なんて要らないんだよJと呼ぶ者あり)

ただ、受け入れているかどうか、いろいろな形の調査等も十分やっております、学校でも。

非常に子供たち自体、正確なあれはまた別途資料でお渡ししても結構ですけれど、学校給食と

いう ものに対 して非常に喜んでいる実態です。特に中学校給食につきましては、中学校の子供

たちは非常に これを受け入れて、 喜んで対応 している状況等ははっきり したアンケート 調査等

によっても出ておりますので、これはまた別途、資料でお渡しいたしたいと思います。

それから、残飯等の、 御一緒に今度中学の給食等を試食していただければおわかりになると

思いますけれど、おかわりをするぐらいの状況でございまして、中学校給食等につきまして、

見ている限りにおいては残飯という 形で大量の残菜や、いわゆる残るというような現状という

のは、昔と比べ ますと非常に滅ってきていると。これは内容もそれだけよくなってきていると

いう状況もあると思いますけれど、そのような状況でございます。

あと、弁当を持ってきたい子供は弁当を持っていっていいのかという御質問でございますけ

れど、こ れにつきましては、やはり学校給食と いう状況の中からいきま しでも、 全校生徒が一

応学校教育という立場の中で一緒に給食をとっている状況で、特別体質をお持ちになっている

子供さん等につきましては、こ れは考えなくちゃならない面もあると思いますけれど、それ以

外の一般的な子供さんについては、やはり学校給食という制度がしかれている以上、その中で

対応していただくのが筋ではなかろうか、こんなように思っております。

今後の学校給食の問題等、その他いろいろあると思いますけれど、一応お答えにさせていた

だきまして、また御質問でお答えできることはお答えしたいと思います。

0議長 (高橋通夫君 ) 馬場弘融君。

08番(馬場弘融君) 大分細かい点まで質問をいたしましたので、最後の給食の件に

ついては多少漏れがあるようですが、時間がありますかどうか、幾っか再質問をいたします。

初めの問題、習熟度別学習、あるいは競争原理、この問題ですけれども、すでにや って いる
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ところもあるんです。これ、実は昨年の 12月 20日の朝日新聞なんですが、岐阜県の池田小

学校というところで、池田町とい うところにある小学校ですが、やってるんです。

実は、私、前に、たしか仲田小学校の建設のときの一般質問でちょっと申し上げたかと思う

んですけれども、オープンスクールとい うような形ですね。あんまり敷居を設けない大きな行

動的な部屋をつくっておくとい うふうな、こういう学校を実はこれ、つく っているんです。

それで、一斉授業はもちろんやるんですよ、やる けれど も、チームに分けた学習も組み合わ

せてやっている。それで、ここでやっている先生方がどういうことを言っているかと言います

と、習熟度別学習は子供たちを学力に応じて分けるという点で批判が強い。しかし、この先生

は、分けるということはイコ ール差別じ ゃな いんですよということを言っているんです。

つまり 、ある一定の科目を、先ほど先生もおっしゃいましたように( I教育長だよJと呼ぶ

者あり)、あ、教育長、私の思師なもんですから、先生という言い方がつい出ま したけれど

教育長がおっしゃいましたように、一斉に教えますと、恐ら く中間的なレベルを目標にして教

えていくと思うんです。そうすると、上の子も下の子もいろんな、意味は全然違いますけれど

も、外れていくわけです。そういう子をどうやって救済をするかということを、まさにこの学

校では、ある教えている科目についてわか って いる子は、その先に進んでよろしいですよとい

う形で指導をしていくし、おくれた子についてはまた別な、あすこで一緒に勉強しなさいねと

いう形で指導をしていくという ことが、ちゃんと行われているわけです。

ですから、小学校の中においても、私は、何も全部別にして、能力別にしなさいと いうこと

を申し上げているん じゃなく て、 一斉ではどう してもだめなところが出てく るから、上と下の、

落ちこぼれというとおかしいですけれども、それが出てくるから、そこを救うような形の別な

形の授業方式というものをぜひ考えていく必要があるだろうという ことを申し上げているわけ

であります。

時間がありませんから、これは申し上げておくだけにします。

それから、こ れ 1点だけ伺いたいんですが、 日教組等との関連なんですが、教育長は、教師

は教育専門家だとお考えになりますか、それとも労働者だとお考えになりますか。これだけ、

ちょっと簡単にお答えください。

0議長 (高橋通夫君) 教育長。

0教育長(長沢三郎君 ) お答え申し上げます。
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学校の教師というのは、これは専門職でございます。

0議長(高橋通夫君)

08番(馬場弘融君)

馬場弘融君。

ありがとうございました。

それで、教育評論家の金沢嘉市さんという方がいらっしゃいますけれども、この方が、やは

り1週間に 1回でも l¥l¥から弁当持参の目、ある いは給食をとらなく てもよい日というよう な

形で、自由な日を設けてやらせてみたらどうかというようなことも言ってるんです。

そうすれば、いま、母親がどっちかというと、ああ子供が学校へ行ってよかったと。給食が

あるからすごくお昼が楽だというふうな、お昼というか、朝が楽だというふうなことを言って

るわけです。そうでなくて、母親が関心を持つようになるんです 弁当を持たせることによっ

ぜひ労働者ではなくて、教育の専門家であるんだということを教育長みずからがいろいろな

機会に先生方におっしゃっていただきたいというふうに思います。

それから、給食の問題なんですが、先割れスプーン等の問題が、お答えがなかったんですけ

れども、先割れスプーンが使われておりますね、あれ、非常に子供たちの食習慣を植えつける

意味で、逆効果があると思っているんですよ。そうしたらうちの子供も先割れスプーンを使わ

されておりまして、うちでは一生懸命はしをきちんと持ちなさいとか、スプーンはこうやって

持つんですよということを教えているんですが、学校ではこうなんだよ、ということになって

しまう。非常に困っちゃっているわけです。

この辺どうですか、ああいうものを一切なくして、たとえばはし、あるいはスプーン、フォ

ークを本物を自宅から持ってくるようにさせる、こういうことはできませんか。お願いします。

( r l ¥いよ。やらせてくださしリと呼ぶ者あり)

て。

そういうことはどうでしょう、できませんか。時間がなし 1から簡単にお願いします。

0議長 (高橋通夫君 )

0教育長(長沢三郎君 )

教育長。

0議長(高橋通夫君) 教育長。

0教育長(長沢三郎君) 弁当持参の日という日を設けてやっていくというのは、これ

また結構だと思いますけれど、ただ、給食は実施されている日に、特別体質の子供でなくて一

般体質の子供が、僕は弁当を持って登校するんだから、弁当を持って登校したいんだ、こうい

う考え方というのは、先ほどの画一教育等の絡みがあるかもしれませんけれど、私はやはり学

校で、給食が行われている日には給食で対応するのが筋であると思いますし、特別その日に弁当

を持って、特別待遇みたいな形の対応は避けたいと思っております。

給食関係のプラスチックの容器とか、あるいは先割れスプー 0議長(高橋通夫君)

08番(馬場弘融君)

馬場弘融君。

もう時間もなくなりました。お答えにく l¥点も非常に多かったンとか、いろいろ栄養士、あるいは学校からの研究等も踏まえながら、いま、たとえば中学校

あたりでは割りばしまで取り入れて、 結局、後の始末の問題や何かがございますので、先割れ

スプーンと いうスプーンにもなるし、フォ ークにもなるという形での給食というのが、いろい

ろ給食そのもののあり方を含めまして批判が出ておりますので、これ、学校側とも十分検討を

しながら対応していきたいと。

たとえば、はしぐらいは持って学校へ登校するということや何かは、これは撲はある意味で

は必要だと思います。

と思うんですけれども、いろいろお考えを述べていただきまして、ありがとうございました。

私自身も、これから文教委員としての行動に大いに役に立っていきたいというふうに思います。

ありがとうございました。 (拍手)

0議長(高橋通夫君)

る質問を終わります。

お諮りいたします。議事の都合により暫時休憩いたしたいと思いますが、こ れに街]異議あり

これをも って 10の2、義務教育は今のままで良いのかに関す

0議長(高橋通夫君 )

08番(馬場弘融君)

馬場弘触君。

時間がなくな っちゃ ったんでちょっと触れられない面が出てき

ませんか。

( r異議なし」と呼ぶ者あり)

ましたけれども、 ( r弁当、弁当」と呼ぶ者あり) そうですね、弁当を持っていきたいとい

う母親も結構いるんです。それで、その方が親子の対話が保たれてよろしいというふうな考え

方の人もおるんです。

0議長 (高橋通夫君 ) 街]異議ないものと認めます。よって暫時休憩いたします。

午前 11時 43分休憩

午後 1時 12分再開
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。議長( 高橋 通夫君 ) 休憩前に引き続き会議を開きます。 とりあえずやるべきこと、そして時間はかかるけれど、将来これこれの取り組みなども必要だ

というようなことなどが示されたと思っておるわけであります。

そこで、竹内院長にその後の検討の進展などについてお伺いする予定でございました。しか

し、議会等の日程が延びたために、 4月に入ってまいりましたので、せっかくの竹内院長の見

解も伺うことができずに終わったわけでありますが、それにかわる優るとも劣らないすぐれた

院長を迎えておりますので、新任早々でありますけれど、ひとつ前回の質問にこだわることな

く、御自身の見解などお伺いできたら幸l¥かと思うわけであります。

もう一つは、社会教育の面からの取り組みであります。今後の取り組みといたしまして、よ

り積極的な姿勢で取り組みたいとの教育長の答弁がございました。その後、公民館を中心とす

る体制の充実、強化などが図られてまいりまして、健康問題だけではもちろんないわけであり

ますが、健康問題等についても取り組む姿勢がうかがえるわけであります。それらのことなど

も含めまして、今後の取り組むべき方向というようなものについて、具体的に御見解が述べら

れれば大変ありがたいと思うわけでありますので、続いてそこのお考えを、ひとつ述べていた

だきたいと思うわけであります。

0議 長 ( 高 橋 通 夫 君 ) 病院長。

0病院長 (三田盛一君) 御質問にお答えいたします。

私は、先ほど本市の議員の方から言われましたように、こ の4月 1日をもって当病院に赴任

してまいりました。したがって、果たして御満足の得られるようなお答えを申し上げられるか

どうかわかりません。

しかし、前回の議事録を拝見させていただきまして、基本的に考えますことは、竹内前院長

が市の中に飛び込んでいって、病院のいろんな医療の知識を啓蒙運動に使うというような御意

見でございまして、この点は私も全面的に賛成をいたしたいと思います。

ただ、具体的にその方向をどうするかということになりますと、これはおのずから多少ニュ

アンスが変わってくるのではないかと思います。

基本的に、御承知のように一般の方々は大変健康に恵まれた健康人、それから病気に悩まさ

れた病人と 、大別し 1たしますと、この二つがございます。

それで、第 1番目の健康人に関しましてのいろいろな健康管理という問題は、前院長も申し

上げたようでございますが、それぞれの方々の健康に対する認識の向上、あるいは環境管理と

1 1の1. 市民の健康をまもる保健衛生の施策をさらに前進させよについての通告質問者、

板垣正男君の質問を許します。

C 1 2番議員登壇 〕

o 1 2番(板垣正男君) 市民の健康をまもる保健衛生の施策をさらに前進させよと題

しまして、一般質問を行います。

私は、 57年の第 4固定例議会におきまして、同趣旨の質問を行いました。今日、保健衛生、

人間の健康に関する関心が、かつてない高まりの中で、自治体としてどういう取り組みが必要

であるかというようなことについての見解を伺ったわけであります。

日野市は、市立病院を抱えております。自治体病院としての地域住民、市民に対する医療の

面でのサー ビス、取り組みが進んでまいってきて いるわけでございますし、それだけにより市

民の健康増進という点でも高い関心を持ってまいったものと判断をしております。

さらに、病気になる場合の健康について の市民の関心の高まりという点では、病気になって

からでは遅いといいますか、特に保健衛生という面から考えるならば、病気になる以前の心構

え、また、いろんな行政側の取り組みとのかかわりで、市民や住民がより保健衛生に対する関

心を日常的に高める、こ ういうことが重要ではな l¥かと考えてもおりました。

そして、そのーっといたしまして、社会教育からの取り組み、特に最近、生涯教育というこ

とが言われているわけでありますが、この生涯教育の中に、健康問題、保健衛生という問題を

どう追い続けて取り組んでこられたか、そして、こ れからの施策としてどう考えておられるか

ということについても伺ったわけでございます。

その際、各担当部門から回答がございまして、市立病院長の体験なども踏まえての、市立病

院としての役割りや取り組みのポイントについてもお話がございました。特に、私が取り上げ

た中で、日野市地域保健協議会の答申が出されました H 市民の健康づくり "という答申書の中

に、市民に対する健康教育や、公衆衛生活動を担当する地域医療部も必要となるであろうとい

うふうに述べられております。

市民へのヘルスチックの部門で、自治会と連携の上事業の開始が求められているともつけ加

えられておるわけでございます。そういうことなども踏まえまして、答申を行ったメンバーの

1人である病院長の見解を伺ったわけであります。みずからの体験なども踏まえまして、いま、
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いうような問題が、大いにその健康増進に役立つであろうと思います。

続いて、病気を持っている病人、この方々の病気を治す、これの治療の最大のポイントが病

院での治療、こういうふうになるのではないかと。したがって、従来の病院というものは、病

人を収容し、その病気を治すんだというのが従来の病院の姿であろうと思うんであります。事

実、日本の多くの病院、ほとんど全部がそういう形で動いております。

ただ、これが自治体の地域に密接した病院ということになりますと、そこにおのずから多少

の差が出てくるのではな~\かと。

それで、健康人と病人との中間に該当する方々がおるわけであります。これは、一つにはみ

ずから自分の病気を認識しない入、それから病気の初期、 したがって社会的には全く健康と考

えている方々に対する啓蒙運動をどうするかと、こういうことになるのではないか。これが自

治体病院も参画をすべき一つのこれからの姿であろう、こういうふうに考えます。

それで、治療をする受け皿の病院というものは、当然、御承知のようにすべての診療体制が

整い、人員も、それから器材も、そして病院自体の環境も整った上で、十分な治療をするという

のが理想でございますが、そこに得られた多くの資料は、これは直接その地域にお返しすると

いう意味で、これも、最初から高飛車なことを申し上げては、あるいは計画倒れになっても困

るかと思いますが、市当局にあります健康課の皆様方とも相談をしながら、少なくとも日野市

の患者さん、日野市在住の患者さんの健康維持、いろいろな診断、あるいは治療、そういうも

のを一つの リストにいたしまして、その方々がもレ立、要であらば、もちろんこれは守秘義務が

ございますので、第三者には一切目に触れることはできませんし、第三者にお渡しすることも

できませんけれども、御本人がもし必要であらば、それをリストアップしてお返しすると。そ

れが結局その方の一つの疾患の、あるいは健康管理のチェックの リストになりまして、この方

が何らかの形で、当院はもちろんのこと、地域の医師会の先生方のところに何かのことでかか

るというようなときにも大いに利用ができるような、そういうリストができれば大変いいんで

はないか、かように考えております。

大変、御質問の趣旨にあるいは沿わないかもしれませんけれども、走上任いたしまして 3日目

でございますので、この辺でひとつ御容赦いただければ幸いだと思います。( IりっぱJと呼

ぶ者あり)

0議長(高橋通夫君 ) 教育長。
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0教育長(長沢三郎君)

え申し上げたいと思います。

第 2点目の、社会教育の面からの取り組みの点についてお答

高齢化社会といいますか、これが押し寄せてきている中で、生涯教育という立場に立つての

教育の取り扱い、この問題そのものに対しましては、何といってもお年寄りの方々の生きがい

対策というものを中心に、教育の面では考えていく必要があるんではなし 1かと。

社会教育分野でも、寿大学等、御老人の方を中心にして、いろいろ御自身の健康問題だとか、

その他老人の方に必要とする生活面の問題とか、講師の方をお願いしながらそういう講座を設

けておりますけれど、それ以上に文化祭行事、こういう文化祭行事等を中心としたサークノレ活

動、お年寄りの方々が集まってのいろいろ手芸その他の展示、相当私たち自身、文化祭の出品

作品等を見て歩く中で、これほどすばらしい能力といいますか、そういうものを内に秘めてい

る老人の方々がたくさんお られるという ことを発見する次第でございますけれど、ぜひこうい

う文化活動の面について、いま以上に力を入れ、特に市民会館の建設等とも相まって、できる

だけ多様な形での活動、お年寄りが活動できる分野というもの、こういうものを考えていきた

い、こう考えております。

0議長 (高橋通夫君 ) 板垣正男君。

o 1 2番(板垣正男君) ただいま新任の病院長から御見解を承りました。今後、いろん

な場で論議をする機会もあろうかと思います。ただいま伺 った御意見など、大変り っぱな内容

を持っておるものと、私も伺いました。どうもありがとうございました。

教育長の答弁でございますが、社会教育の中にどう健康問題というものを取り組んでいくか

ということでございます。

特にお年寄りを中心とした社会教育活動を行いたいというようなお考えであるかのようにも

思うのでありますけれど、私は、そのことは大変重要なことだろうと思います。ですから、お

年寄りを対象とするいろんなサークル活動を通じて、あるいは市民会館ができたらどういうふ

うになるかわかりませんけれど、教育長の構想のもとでの市民会館を利用したそれらへの取り

組みというのが進むことを、私も大いに期待申し上げたいと思うんです。

それと同時に、健康問題、保健衛生の問題というのは、お年寄りにかかわらず、各世代共通

した問題でもあろうかと思うわけであります。したがいまして、生涯教育といわれるゆえんは、

そういうところにはやはりあるんではないだろうかと思うわけです。
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こういうふうに考えてまいりますと、若い世代、あるいは活動的な世代といわれるような

4 0代、 あるいは 50代をも対象とした、社会教育活動の中における保健衛生の学習の機会と

いいますか、社会教育活動というものも必要になってくるんではなし可かと思うわけで、あります。

細か~¥点を挙げますときりがないぐらい、健康問題や保健衛生問題というのは広がっていく

わけでございまして、ある一つの面だけを取り上げて論ずるというのは、大変片手落ちになる

きら いがあるわけであり ますが、私はあえて、人間生活全般にわた ってここで論ずるわけにま

いりませんので、社会教育活動としての健康問題についての私の考えを、ちょっと述べてみた

いと思います。

御承知のよ うに、日野の社会教育活動、あるいは公民館を中心とする公民館活動は、長い歴

史を持って活動 してまいりました。行政側からの働きかけによってできた幾つかの、いわゆる

講座と いう ものもあるわけでありますし、 また、住民側の主体的な発想や活動によって生じた

活動というものもあろうかと思うんです。

そういうところで、健康問題を中心テーマに取り上げないとしても、それらの活動を通 じて

保健衛生の問題に言及する、あるいは活動がそういうところにも及ぶというものも、私はたく

さんあるんではなし 1かと思うんです。

そういうふうに考えてまいりますと、保健衛生の問題を正面にテ ーマに掲げなくとも、いろ

んな角度から私たちは健康の問題や生活の問題というのを論じているんではないだろうか、こ

のように思うわけであります。

ただ、そういう問題をそれぞれの組織やサークノレ、 あるいは講座で論じても、そこに参加す

る住民や、あるいは市民の皆さんが、自分たちが健康問題をいろいろ論じ、ある いは追求する

という意識があるかどうかということは、今日の社会教育活動をいろいろ点検してみますと、

必ずしもすべての活動分野へわたってそういう意識があるというふうにも受け取れないわけで

あります。

これはなぜかというふうに考えてみますと、住民側に問題があるということではなくて、 む

しろ行政側、あるいは公民館側、こうした側の住民への援助、保健衛生問題に対する取り組み

への援助というものが、むしろ不足しているんではないだろうか、このようにも思うわけであ

ります。

ですから、そういうふうに考えてまいりますと、行政側の持っている役割りというのは、お
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仕着せになってはいけないのでありますけれど、さればといって何も手を打たな いということ

でもまたいけないということが言えるんではな~¥かと思うわけであります。

全国的に大変有名にもな っておりますし、教育長、ある いは教育次長、先実1]御承知かと思う

のでありますけれど、長野県の松川町で、社会教育活動の中における健康問題を取り上げた事

例というのが、大変内容豊富に全国に普及を行っております。 ここの指導主事の書かれた本が

出版されておりますので、ごらんにな っておるかと思うのでありますが、社会教育活動の中に

どういうふうに公民館活動を位置づけたかということが、大変わかりやすく 書かれてあるわけ

であります。きっかけとなるものは、 もともと、むしろそういう問題提起を行ったのは住民側

だということもあるわけでありますが、こうした問題への、社会教育活動への位置づけという

ことについて、この本から一部引用してみますと 、健康問題に取り組む主体は住民だというこ

と、行政機能がそれを援助をするという立場に立てば、住民要求を目指す社会教育活動におい

て重視している健康問題への取り組みは、行政機構すべての分野が連携して活動を行ってし可か

なければならな いんではないか、こういうような趣旨のことを述べているわけであります。

そういたしますと 、社会教育の分野というのは、ただ単に教育委員会だけの分野ではなくな

ってくるということにも、当然な ってくると思うのであります。

たとえば、市の機構で言えば、健康謀の問題でもあり、あるいは市民部の国民健康保険の担

当者の問題でもあるということにもな ってまいりますし、当然福祉の分野にも関係してくるわ

けであります。 ある いは体育の問題にも関係してくるということになってまいります。

そして、松川町の場合では、社会教育の主事、保健婦、栄養士、 医師、 ソーシャノレワ ーカ一

等が同じような考えのもとに、健康問題に取り組んでいるということが非常に特長的な姿とし

て浮き上がっているわけであります。

私は、社会教育活動というのは、あるいは公民館活動もそうでありますけれど、基本的には

施設によ って、施設がり っぱにな ったということによ って初めて活動が進むというものではな

いんではなかろうかという感想を、最近強くしております。施設がり っぱにな っていくことは、

これは大変いいことでありますし、時代の進歩とともに改善されて~¥かなければならないこと

は言うまでもないわけでありますけれど、 しかし、施設を待 って施策を進めるというのではな

くて、むしろ公民館で言えば、 もともととりでだという考え方もあるわけでありますから、り

っぱな施設でなくても、そこを拠点にしていろいろ住民との接点を探り、住民との接触の中で
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さまざまな活動を前進させるということが必要ではなし、かと思うわけであります。

市民会館の建設であるとか、あるし 1は59年度予算化されております保健センターの建設等

々、より私たちの市民生活、あるいは保健衛生行政を進める上で大きな役割りを果たしている

わけでありますけれど、社会教育という視点から見るならば、そういった施設がつくられる以

前に問題の追求というものも、私は十分可能ではないか、このようにも思うわけであります。

もし、御見解があれば教育長なり、教育次長、お聞かせいただきたいと思います。

0議長 (高橋通夫君) 教育次長。

0教育次長 (小山哲夫君) 社会教育は、御存じのとおり、揺りかこ、力ュら墓場に至るま

での老若男女の生涯にわたっての教育をする、その活動を推進する、あるいは住民から頼まれ

て援助をするというのが、私ども社会教育のいわゆる使命であるというふうに思います。

先ほど教育長から、いわゆる老人関係につきましての健康の推進につきましての教育の一端

を披涯いたしましたけれども、現在、教育委員会の方といたしましての健康管理につきまして

の社会教育の活動でございますけれども、これは幼児から老人に至るまでのあらゆる講座とか、

研修の機会には、健康問題を扱っております。

たとえて言えば、先に幼児の方から申し上げますと、昭和 44年度から日野市の社会教育の

特長といたしまして、就学以前の幼児に対しましての家庭教育通信講座というものを開設して

おります。この中では、就学以前のいろいろとしつけの問題とか、あるいは小学校へ入学する

前の心構えであるとか、そういった問題が主でございますけれども、その中でも小学校に上が

るまでの間の健康の管理の問題、幼児の健康問題、こういったような問題につきましても、家

庭教育通信講座の中で、保護者の方にそういう教育をしております。

また、小中学校に参りますと、家庭教育コ ーナーを毎年各学校、あるし 1はPTA等に委託い

たしましてやっておりますけれども、この中にも子供たちの健康管理というものを重点的に置

いて、いろいろと講師等を招きまして健康管理ということを取り上げて、教育をいたしており

ます。

また、成人に至りましては、婦人講座、あるいは成人講座等を公民館なり 、あるいは社会教

育課の方の主催によりまして開設いたしておりますけれども、そう いった中にも、特に健康増

進の問題、これからの高齢化社会に向かつてしペ段階におきましての市民の健康管理の問題、

こういった問題を取り上げまして、いろいろとこの問題を推進しているのが現状でございます。
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今後、御提案がございましたとおり、健康問題につきましては機会あるごとにこういう機会

を設けまして、市民の健康増進のために図っていくような施策を講じてまいりたいと思ってい

ます。

そして、御指摘がございましたとおり、社会教育はただ教育をする場だけではございません。

いろいろと住民が主体とな って自主的に将来にわたっての研修なりをすることが、本当の意味

の市民の、私は社会教育だというふうに思います口そういう点におきまして、いろいろと住民

から求められます健康問題等につきましては、場所の提供とあわせまして、それに対しまして

の御援助をさせてもらいたいというふうに考えておるところでございます。

以上です。

O議長(高橋通夫君) 板垣正男君。

o 1 2番(板垣正男君 ) 今後、いま述べられたような考えに基づいて、 しっかりと社

会教育の中での健康問題の位置づけがなされて、施策が前進できますよう期待したいと思いま

す。

次に、生活環境部に関係することになるかと思いますけれど、健康対策について質問をさら

に進めていきたいと思います。

御承知のように、政府は昭和 53年度から、健康づく り対策というものを力を入れてまいっ

てきているというふうに聞いております。幾らかの補助金などを計上いたしまして、各市町村

の健康づくり対策を促すという施策かと思うのでありますけれど、 59年度も国庫補助金が幾

らか支給されております。

さらに、日野市の健康問題といいますか、健康に関す る施策はかなり多面的になってはおる

と思います。先月の 31日付の、日野市役所健康謀で発行いたしました健康だより 、いろんな

検診や、あるいは健康相談等々の案内が書いてあるわけでございますが、これらも含めまして

5 9年度の健康に関する施策はどう前進させようとするのか。そして、現在行っている健康対

策、これらの特長点などで結構ですから、御説明をいただきたいと思います。

次に、国民健康保険の分野から健康問題を追求する、このことも大変重要かと思うわけであ

ります。特に国民健康保険の医療費の増高等に関しまして、健康問題は特に重視されるよう に

なってまいりました。従来の国民健康保険の分野での取り組みだけでは、ちょっと対応がし切

れないという事態にもなっているんではな l¥かと思うわけであります。
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したがし 1まして、全国的に見ましても、各市町村いろいろ工夫をいたしまして、国民健康保

険の分野からの健康問題の取り組み、これらも進んでま いってき ております。 59年度の予算

でも、新しい試みが行われようとしているわけでございますが、この新しい試みを含めて、 さ

らにそれにとどまるのかどうか、もっとすばら しいこと を構想として持っているのかどうか、

その辺なども聞かせていただきたいと思うわけであります。

0議長 (高橋通夫君 ) 生活環境部長。

0生活環境部長 (坂本金雄君 ) 生活課が行います昭和 59年度の保健事業の計画に

つきまして、そのあらま しを答えさせていただきたいと思います。

健康謀の行います保健事業につきましては、先般施行されました老人保健法の、主としてヘ

ルスの事業を中心といたしまして、健康手帳の交付でございますとか、健康教育、健康相談、

それから健康診査、リハビリテ ーション、訪問看護、この六つの領域を中心にいたしまして、

集団健診、あるいは個別健診の形をとりながら施策を進めてまいるものでございます。

先だって、 4目前ですか、 3月 31日付で、御質問の中にもございました健康だよりを発行

いたしまして、このたよりの中に、今年度健康課で行います施策のあらましを御紹介申し上げ

ました。これは、常日ごろ議員の皆様からおっしゃられていられる広報活動をもう一度見直そ

う、そういうところからこのアイディアが出たわけでございますけれども、いままで健康診査

などをやる場合に、その間近になりまして広報ひのを通じてお知らせをする、そういう方法を

とっていたわけでございますけれども、この方法が余りよく行き渡りませんで、 3 05ち程度の

受診率しか得られない、こ ういうことで、 もう一度広報のやり方を検討しようということで考

え出したものでございます。

年間を通ずる大まかな施策と、大まかな日時につきまして、こ れをあらかじめお知らせをし

ておく。そして、それぞれの検診、予防注射の時期が近づいた時点で、もう一度広報ひのに掲

載をして徹底を図ろう、こういうものでございまして、こ の健康だよりに盛りましたものが健

康課の保健施策のほとんどでございます。

まず、家庭訪問の分野から申し上げますと、乳児、産婦訪問事業というものを、年間を通し

て行います。これは第 1子に限りまして、第 1子を持つ母親を対象に行いまして、保健婦、助

産婦がその御家庭を訪問をいたしまして指導申し上げる、こういうものでございます。

それから健康教育の分野では、健康づくりの普及、これは保健婦によりまして、あるいは医
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師会の先生の御協力を得まして、講演方式でございますが、年間 5回を予定をしております。

婦人のための歯科講座、これは6回でございまして、初めて妊娠された御婦人を対象にいた

しまして、 1回妊娠をしますと御婦人の歯は見る間に悪くなる、そういうことをとらえまして、

歯科講座を行うものでございます。

それから幼児歯科保健、これは 5歳児の園児を対象にいたしまして市立保育園、あるいは幼

稚園、それから私立の幼、保育園に出向きまして、 161回を行うものでございます。

さらに健康相談につきましては、 89因。乳幼児、妊産婦、成人を対象にしまして、市役所

の会議室を利用しまして、主として保健婦がこの相談に当たります。

それから健康診断 10回、乳幼児、妊産婦、成人を対象にしまして、やはり市役所を会場と

いたしまして、医師、保健婦が診断に当たります。

それから医療保健相談 20回 休日 、準夜診療所を対象にしまして、市民全般を対象にして

行うものでございます。医師、保健婦がこれに当たります。

それから誕生日健康診査、 1 2カ月 、前後 2カ月間のずれをもちまして、乳幼児を対象にい

たしまして、各医療機関で行うものでございます。

さらに、集団健診におきましては、老人健康診査、こ れは年間通しまして 1回でございます。

6 5歳以上の市民の方、老人医療の対象になる方でございまして、健診の日時などは個人あて

に発送をいたします。

それから成人病検診 14因。これは 35歳以上の市民を対象にしました集団検診でございま

す。公民館などを会場にして行し¥ます。

さらに胃の検診を 26回。 35歳以上の市民でございます。 4地区に分けまして、最寄りの

地区で検診を受けていただきます。

結核検診 28回、これは BCGとセントになっております。 16歳以上の市民を対象にしま

して、各地区センタ ーで行うものでございます。

それから子宮がん検診を 1回、 3 0歳以上の御婦人を対象にしまして、各医療機関で個別に

受けていただくようになります。

それから、予防接種につきましては、 ツベルク リン反応、 BCG接種、 1 8因。

その他につきましては、血液型検査を 1回、小学校に入学する子供さんを対象に、休日、準

夜診療所で行うものであります。
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それから母子栄養食品、これは低所得世帯への妊産婦、ある いは体重の非常に標準よりも軽

~ i子供さんに粉ミ ルク、 ある いは牛乳を差 し上げ るものであります。

以上、 59年度の保健事業のあらましでございますが、特長的なものと申しますと、PR活

動に非常に難点がございます。かつて私が社会教育を担当 しておりましたとき に、 住民の意見

を聞きまして講座の内容、それから出やすい日時、そういったものを十分考慮をいたしまして

講座を開設する。若い、子供連れのお母さ んには託児も用意して開設いたしますけれども、実

際にそ こに市民の皆さんが集まってくるまでは非常に不安がござ いました。社会教育は、参加

しない自由がある、と も申されますけれども、やはり義務教育でな い悲しさでございまして、

人を集める ことに非常に苦慮、したわけでございます。それとおんなじことが健康課の保健行政

の中で、健康教育にも言えるわけでございます。

かつて歯科関係の講演会を開催いたしまして、 非常にユニークなテー マを選びまして、 歯科

医会の先生に講師をお願いしたわけでございます。そのPRにつきましては、付近の幼稚園、

保育園児を通 しまして、 家庭にテラシを持って帰ってもらいました。さらに、広報に掲載をい

たしました。さらに、当日 、広報車をもちまして、 その付近一帯にお知らせをして回ったんで

ございますが、そこに見えた方の数は、私どもが期待する数よりもはるかに離れた少ない人数

でございまして、非常に人集めに苦労する わけでございます。

人が集まらない理由はいろいろ考えられますが、最近のマスコミの健康雑誌と称されるもの

が非常に数多く出ております。それから、テレビ、 ラジオなどにつきましても、健康に関する

情報がはんらんを しております。ある テ レビ局の固定した健康番組を抜き出してみたんでござ

いますが、"健康ホット情報 "と称しまして、‘毎週土曜 日11時から 15分間行う。それから

収健康第一 "という テー マで月曜から金曜日の番組の一つのコ ーナー として 5分間ずつ健康'情

報を流すと。

また、 ラジオにつきましては "健康づくりアワ ー"毎週金曜日 9時半から 15分間、"健康

ジョッキー"毎週日曜日午後 5時から 30分間と いうように、テレ ビ、 ラジオで健康に関する

情報が流される。自宅にいながらにしてそういう'情報がつかめる、そういうこともございます。

さらに、新聞、そういったものでも最近は健康に関する番組が必ず入って、かなりはんらんを

しております。

そういうことも多分に影響するんだろうと思いますが、健康教育に参加する方たちの率を上

-880-

v 

げると いうことが最大の課題でございます。

そこで、私どもは集ま っていただく 姿勢からさら に1歩進めま して、 各地区センタ ーなどで

行われます老人クラブですとか、それから自治会の会合、そういう会合をとらえまして、 そち

らから要請があれば健康謀の職員を派遣するというような ことを考えておるわけでございます。

今年度から始めますので、まだその成果などにつきましては未知数でございますが、 1年間と

にかくそう いう方式を取り入れてやっていこうと。その上で、さらに来年、再来年を積み重ね

ていこうと、このような考えでおります。

以上です。

O議長 (高橋通夫君) 市民部長。

0市民部長 (加藤一男君) それでは、第 2点目の国保の分野からの健康問題の取り組

み、それから本年から国保事業といたしまして新しい事業を取り入れたが、これにとどまるの

かという御質問でございます。

特別会計の御審議の際も、私の方から説明をさせていただきましたけれども、新しく本年か

ら保健施設といたしまして、直接費用 700万円を計上させていただきまして、被保険者を対

象に検診をいたしたいということを取り入れさせていただきました。

それで、その際も説明を させていただきましたように、国保の体制では非常に貧弱なもので

ございますので、健康謀とタイアップいたしまして、まず一般健康検診、それから胃がん検診、

子宮がん検診、結核検診等を手始めといたしまして、いたしたいという御説明をさせていただ

きました。

もちろんこれにとどまることなく 、一つの試みといたしまして取り入れたわけでございます。

2 6市の中ではミニドシクとか、そういうような取り入れ方もしているようでございますが、

この検診は決してそのミニドックに劣るものではございませんで、検査結果は全く同じだと私

ども判断をいたしております。

従来、健康謀の方で、いま生活環境部長が申し上げましたように、いろいろ検診をしていた

だいておりましたけれども、この検診の中に、私どもの被保険者が、従来約 30 $ちは含んでお

ったわけでございます。もちろん、その 30%の被保険者は していただくわけでございますが、

さらにそれを濃くする意味で、国保会計に保険施設費として今回計上をさせていただいたわけ

でございます。
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そういうことで、やがて発送いた します 4月発送の仮算定の方法を令書に、詳細を説明いた

した文書を同封いたします。そう いうことによって、まず手始めとしてこの検診を健康課と協

力をして進めていきたい、こういう ふうに思っておるわけでございます。 もちろんこれでとど

まることなし新しい分野を開拓いた さなきゃならなし 1かと思いますが、運協等に御協議を申

し上げて進めていきたい、こうい うふうに思っております。

以上でございます。

。議長 (高橋通夫君) 板垣正男君。

o 1 2番(板垣正男君) 質問を続けたいと思います。

先ほど、国の健康づくり対策のことについて触れたのでありますけれど、 59年度の予算書

には、保健衛生補助金 130万 6，000円が計上されております。この内容は、保健婦に対す

る補助金と いうこ とと、市町村の栄養対策費用に対する補助金、それから健康づくり対策を進

めます推進協議会を設置するよ うにとい う趣旨の補助金でありまして、これらの合計額が130

万 6，0 0 0円になって補助金額として計上される 、こう いうふうになっているようであります

けれど、一応念のため確かめておきたいんですけれど、生活環境部長、いかがでしょうか。

0議長(高橋通夫君 ) 生活環境部長。

0生活環境部長 (坂本金雄君) おっしゃる通りの額に、さらに衛生費も都の負担金、

老人保健法絡みの、いわゆる 3分の 1の負担金でございます。それから国庫負担分の同じく 3

分の 1相当額、それから、さらに衛生費者日補助金、保健衛生費補助金の、これは予防接種にか

かわる補助金、それから休日 急病診療事業、訪問看護指導費、健康診査費、こ れは失礼 しまし

た、予防接種にかかわる都の補助金がございます。

以上です。

O議長 (高橋通夫君) 板垣正男君。

o 1 2番(板垣正男君 ) 国は昭和 53年度から国民健康づくり運動なるものを始めま

して、その内容が三つの柱からなっていると厚生白書は伝えております。

一つは、生涯を通じる健康づくりの推進ということであります。

二つ自 には、健康づくりの地盤整備ということでございます。

三つ目は、健康づくりの啓蒙普及活動、こういう内容にな っているわけでありまして、この

内容に合っている市町村の事業であるならば、補助金を交付するということになっていくわけ
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であります。

そこ で、 市町村健康づ くり 協議会、この協議会というのは、私がこの質問の最初で申し上げ

ましたような、日野市地域保健協議会に該当するのかどうかと いう点でございます。恐らく該

当するから補助金が来ているんではなt¥かと思うんでありますが、そう いう役割りを担ってい

る協議会だというふ うに理解してよろ しし 1かどうかが、 1点、 質問を行いたいと思います。

2点目には市町村保健栄養対策推進費というのは、先ほど部長が詳しくおっしゃいま したい

ろんな事業の中の、たとえばどういうものに該当するのか。この補助金の名称そのものの事業

というのはあるのかどうか、この 2点を、簡単で結構でありますから、説明をしていただき た

いと 思うんです。

0議長 (高橋通夫君) 生活環境部長。

0生活環境部長(坂本金雄君 ) 第 1点 目の、市町村保健栄養対策推進事業費につき

ましては、協議会及び栄養改善事業費等 ζ ざいます。おっしゃるとおり 、地域保健協議会は、

この協議会に該当いたすものでございます。

それから、さらに栄養改善事業にかかわる事業でござ いますが、こ れにかかわる事業という

のは、直接いまのところやっておりません。

以上でございます。

0議長 (高橋通夫君) 板垣正男君。

0 1 2番(板垣正男君 ) いま、部長から説明のありました市町村保健栄養対策事業に

かかわる事業は直接行つてないと い うお話ですけれど、該当する点など、あるのではなし 1かと

思うんでありますが、部長が、直接これにかかわる事業は行っていないということになります

と、ああそうかなぁと思わざるを得ないわけでありますが、栄養改善等を通じての健康づくり

だと思うんです。

いろんな講座の中にもこうした趣旨の内容が含まれるものもあるんではないかと思うのであ

りますが、今後、なお私の方でも検討を進めてみたいと思います。

国の保健衛生補助金 130万 6，0 0 0円のうち、さらにプラスして、国からの補助金が受け

られる条件というのは、 日野市にはあるんではなし 1かと思うのであります。いま、厚生白書の

中から紹介いたしました国の健康づくり対策、三つの柱からな っているというふうに申し上げ

ました。
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この予算の計上も行われているんでありますが、一つは市町村保健対策推進費として計上さ

れております。 59年度は 14億円程度を計上されております。

それから、市町村栄養改善事業費というのが計上されておりますが、これは 4，900万円。

さらに婦人の健蔵づくり推進事業費と いうのがございまして、これは 3億 2，7 4 1万 5，000

円計上されております。総額そのものは多いとは思わないのでありますが、仮に市町村でこれ

に類する事業を行えは¥補助金が支出されるという仕組みになっているわけであります。

3点 目に紹介いたしました婦人の健康づくり 推進事業、こ の内容は、健診等に恵まれない家

庭の主婦を対象とする 39歳以下の健診であるということ、その結果を踏まえて栄養改善推進

委員会による地区活動や組織活動へ助成すると いうものであります。さらには、栄養改善推進

員の教育事業に対する助成でもあるという内容にな っておりまして、こ の内容に合致する事業

であるならば、健診の費用は 1人 631円、 1，554人を対象として補助金を支出する。

巡回指導、あるいは地区活動の組織の助成として、 100万円の補助を出すと。栄養改善推

進員の教育事業には 19万円の補助を出すと。

こういう内訳になっておりまして、合計し 1たしますと、約 200万円前後の補助金が支出 さ

れるということになっております。予算書の中を調べてみましでも、これに対応する事業がな

いようでございます。せっかくの補助金でもありますので、総額そのものは少なかったとして

も、もらえるものはもらう、そしてそれを有効に活用する、こ のことが必要ではな t¥かとも思

うわけであります。( iそのとおりだよ、いい指摘だよ」と呼ぶ者あり)

部長の方で、もしお考えがあれば、ただいまの点だけで結構ですからお答えをいただきたい

とも思います。

0議長(高橋通夫君) 生活環境部長。

。生活環境部長 (坂本金雄君 ) ただいま御質問の中の婦人の健康づくり推進事業費

の補助につきましては、おっしゃるとおりでございまして、こ の補助を受けるについての第 1

条件と申しますのは、栄養改善推進員、こう いう制度を設けることが条件であると聞いており

ます。この栄養改善推進員の制度をつくりますれば、当然、にこの補助が受けられますものでご

ざいます。来年に向けて検討させていただきたいと思います。

0議長(高橋通夫君 ) 板垣正男君。

o 1 2番(板垣正男君) 国の補助金というのは、市町村が行う事業の大部分を補助す

-884-

， 
、予"

るとい う仕組みになっていないよ うであります。わずかな呼び水的な補助金で多額の出費にな

ると いう例も、これまで、幾つかあるわけでありますが( iその逆もあるJ iもらえるものはも

らった方がいいんだよ」と呼ぶ者あり)、婦人の健康対策、新しい分野でのこれか らの施策の

展開でもあります。いろいろ財政当局との検討もあわせて実施できるような態勢をとって いた

だきたいと思います。

質問をさらに続けていきたいと思います。( iこれ、 予算前にやればよかったな」と呼ぶ者

あり)

昨年度、私たちは共産党市議団、九州の田川市を視察してまいりました。全国には、いろん

な進んだ施策が行われている例がたくさんあるわけであります。私たちの研修も、そうした意

味で、それらの例を見習うべき点は見習い、進んだ点は取り入れて、日野の施策の中に生かし

ていく 、こういうことが当然、あっていいわけであります。

私が改めてこのことを申し上げるまでもなく 、これまでの議会活動の中でも幾たびか指摘さ

れてきているところであります。すべてがいいというわけではもちろんないわけでありまして、

どのように日野の施策の中に生かしていくという 、そ ういう検討が当然、なされなければならな

いわけでありますが、幾つか御紹介をしてみたいと思います。

この田川市では、保健衛生課が中心となりまして "幸せを開く健康展 "というものを毎年 1

回開いております。この健康展というのは、たまたま田川|市では健康展とい うふうな名称にな

っておりますが、他の市町村などの取り組みなどを見てまいりますと、健康祭であるとか、あ

るいは医療機関などが健康まつりというようなことで実施 しているものもあります。仮に、健

康展ということで田川市が行っておりますので、その内容を御紹介いたしますと、がんの検診、

それからパネルによる健康意識の啓発を目的とした展示コーナ一、 栄養指導診断と相談コ ーナ

ー、 米の見直し、がん相談コーナ一、 薬剤コ ーナ一、 健診コ ーナーというのもございます。そ

れから運動コ ーナ一、映画の上映、眼底検査コーナ一、これらの項目の中でもさらにきめ細か

く幾つかの分野に分かれておりまして、健康問題、あるいは体力測定を初めとする筋力測定な

どの分野にまで広げまして、市民のさまざまな関心に答えるという催し物が行われております。

主催はもちろん市が行うわけでありますが、日野市の地域保健協議会というようなところが

実際は中心となりまして、計画立案を行っていると いうものであります。この催しに協力する

さまざまな団体や機関がございますが、大変多方面にわたった団体機関の協力によって実施さ
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れているものであります。

それから、他市で行われております医療機関が中心となって行っておるものに、 ただし1ま紹

介 したものがな いものも含められております。

ある医療機関で行っ た内容を御紹介いた しますと 、趣旨として、 こういう ことが述べられて

おります。 WHO(世界保健機構 )によると、健康とは、身体的、精神的、社会的に完全な良

好な状態という ことになっています。私たちは、健康をただ単に身体の全器官が正常に働いて

いる状態とは考えていません。私たちの住む町が健康を守るにふさわしい町づくりが進められ

ているか、私たち住民や行政や医療関係者と一緒に健康づくり運動を進めているか、というよ

うな ことを基本に据えて、 1人 1人が健康や病気についてある程度の知識を持ち、日常の生活

や食事、運動に自主的に取り組む、これが健康づくりが進んでいる状態だと考えます。この健

康を守るには、皆さ んと ともに健康について考える楽しい 1日として、健康都市づくりの推進

に役立っていただきたい、こ うい うような趣旨で行われて いるものであります。

ダブらない点だけを御紹介いたしますと、生き生き体操というような指導も行われておりま

すし、いざと いうときの救急法、それから成人病についての講演、各体の部門の検査、さらに

は血圧等々 、内容細かに紹介されております。 私 もこの説明を伺った際、この催し物そのもの

は、催し物ではあるけれど、健康や保健衛生に対する市民へのPRでもある、このように受け

とめたわけであります。催し物そのものをPR、チラシで市民にお知らせするということも大

切な PRの一つでありますが、催し物によって PRするという ことも大切ではな l¥かと思うわ

けであります。 PRの内容を 1歩踏み込んで、具体化させる、こういう方法ではな l¥かと思う

わけであります。

それから、田川市では国民健康保険の事業のーっとして、コンピュ ーター検診というふうな

ものも行っております。さらに、健康カレンダーというものをつくりまして、 1 2カ月間の四

季折々の健康に対する注意を喚起する意味での健康カレンダーをつくって、各家庭に配布する

というようなことなども、 5 9年度、計画されているそうであります。健康展への国民健康保

険の取り組みも、大変熱心に行われているという ことでございます。

それから、先ほど社会教育のことに関して御紹介いたしました長野県の松川市では、国民健

康保険の事業内容を社会教育の活動の分野に位置づけまして、その内容を広く市民にお知らせ

するという機会をつくっております。医療費の増高がなぜもたらされるのか、保険料の負担が
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どのように変化 してくるのか、等々の内容を詳しく 、しかもわかりやすく市民の中に紹介する

機会もつ くっております。そう いうものを通じまして、国民健康保険に対する認識の高まり 、

あるいは医療費の増高に対する認識を一層深めて、健康への関心を高めていると いうこ となど

もございます。ぜひ、これらを参考にいたしまして、今後の施策の展開を行っていただきたい

と思うわけであります。

さらに、健康白書をつくりま して、地域住民の病気の特徴、健康への関心度、財政の面から

のさまざまな分析等々が市民の前にも示されておるわけであります。まだ、工夫をいたします

ならば、さまざまな分野から特長的な取り組みというものを行うことができると、私は考える

わけであります。

以上、紹介した健康展、健康白書等について、担当者の御見解を伺いたいと思います。

O議長 (高橋通夫君) 生活環境部長。

0生活環境部長 (坂本金雄君 ) 健康展、健康白書の御質問でございます。

健康展につきましては、健康展だけを取り出しまして人を集めようと思いましても、これは

なかなか無理な面があろうと思います。そこで、御質問のように、人が集まる機会をとらえま

して、健康展の機会を同時に行うというのが最もいい方法ではなし 1かと思います。市内でも人

がたくさん集まる機会と申しますと、産業まつり 、文化祭、成人式、敬老大会、確定申告とか

ございますが、確定申告につきましては、展覧会を見るような余裕はないと思います。自由な

気分で、自由な時間を使ってやってくる産業まつりなどが最も適当な機会かと思います。

主催者側によりますと、昨年度の産業まつりにはおよそ 5万人の方が集まったというような

ことも発表されております。そういう機会をとらえて展覧会を開くということは、非常に意義

のあることだろうと思います。滑り出しの規模は大変小ちゃいものになろうかと思いますけれ

ども、今年度の産業展をとらえまして、保健所、市立病院、ある いは医師会など関係機関団体

の御意見なども伺いながら、規模は小さくても本年度の産業まつりあたりに健康展を一緒にや

ってみたい、 このように考えております。

さらに、健康白書の問題でございますが、これは 58年の第 1固定例会におきまして、公明

党の馬場議員さんからも同様の御質問が出ております。そのときと同じ回答になりますけれど

も、本格的な健康白書になりますと、市役所の中のそれぞれの分野でもって健康的な施策を些

少なりともや っているわけでございます。多い少ないは別としまして、健康的な施策を含んで
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おります。

たとえば、教育委員会の体育課におきましては、健康増進の意味で野外活動を行うとか、あ

るいは建設部におきましても、 健康増進のために公園とか緑地の設計をするとか、そういう意

味におきまして、 多い少ないの程度の差はございましても、健康的な施策はほとんどの課でや

っているわけでございます。

したがいまして、白書に盛られるデータも、そういったと ころから全部集めてこなければな

りません。幼稚園の健康、保育園児の健康、中学生の健康、非常にデータが多くなってまいり

ます。集まったデータを整理いたしまして、さらに分析を加えるというような作業も出てまい

ります。そう しますと、長期的にわたってかなり膨大な事務量が予想されるわけでございます

ので、当面、本格的な健康白書をつくることは御容赦をいただきたいと思うわけでございます。

そのかわりにといっては何でございますが、健康課の方で毎年やっております事業につきま

しては、計画を立て、事業を遂行し、そしてその事業遂行中に参加者の方からアンクー ト調査

などをいたしま して、その調査をもとにいたしまして反省、検討を加えております。こういう

サイクルで毎年事業を行っているわけでございますが、従来の事後報告よりもやや詳しいデ ー

タを集め、さらに多少の分析を加えた、健蔵謀だけの健康白書のようなものを 60年に発行す

る予定でおります。そういうことで御理解をいただきたいと思います。

以上です。

O議長 (高橋通夫君) 板垣正男君。

o 1 2番(板垣正男君 ) 田川市では、老人のための明るい推進事業というものを行つ

ております。この中で、このように述べておりますが、老人の分野から健康展への取り組みを

行っているわけですね。そして、健康を保持するための日常の食生活、病の知識、そしてその

対応を知る健康教育を取り組んできたというわけであります。

そして、その結果として、次のように述ベております。 r国保の医療費についてみても、当

市の老人人口は国の推計を見ても 20年も先取りしていながらも、医療費の伸び率が鈍化して

いる。このことは、単に健康展の成果のみではなl¥かもしれないが、総合的な保健施策の結果

ではないだろうか」と、このように述べているわけであります。

私は、国民健康保険の分野からこそ、健康問題をもっともっと真剣に追求するという 、そう

いう姿勢が大事ではないかと思うわけであります。 しかも、老人の対象とするということだけ
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でなくて、全市民にわたっての保健衛生思想の普及、健康に対する関心の高まりのために、ど

のように市の取り組みが行ってし 1かなければならないか、こういうこ とを、しかも総合的に考

えていかなければならない。その中心を果たすのが、現在の機構であれば当然健康課にもなる

わけでありますけれど、国民健康保険の持つ役割りは、私は非常に大きいものがある 、こ のよ

うにも考えるものであります。

最後に、市長に、これまでの私の質問、担当部長の答弁などを踏まえての御見解をいただき

たいと思います。

0議長(高橋通夫君 ) 市長。

0市長(森田喜美男君 ) 健康行政につきまして、いろいろな角度から御質問、御指摘

をいただきました。

すべての行政目的は、住民の福祉増進のためにある 、統一的に言えば、そういうことになる

ものであります。そしてまた、住民福祉の内容には、健康で文化的であること、このことがま

た次の行政目的になると思っ ております。広い意味で下水道事業、ある いは市民会館、ある い

はスポーツのグラウンド、これらもいずれも健康増進に手段として提供することが可能なわけ

でありまして、もちろんそれぞれが目的ではないわけでありますが、その次に大きい目標があ

ると思っております。

l ¥ま、多少具体的に申しますならば、地域保健協議会という、まだ要綱措置ではありますが、

これはし、ずれ条例設置にすべきものだと思っておりますが、関係医療機関、それから学識経験

者、あるいは議会の方々というような形で設けておりまして、一応医療機関との御意見の吸収

の場にもな っております。今日 、日 野市の健康行政、保健行政が一応医師会との信頼関係が成

り立っておるという背景には、この保健協議会が大変機能しているというふうに言えるかと思

っております。

そうして、健康行政を考えます場合に、も ちろん行政サイドからの施策、働きかけ、いろい

ろなすべきことがあるわけでありますが、それであってもなお市民 1人 1人が健康の自主管理、

この認識を持っていただくことが必要であります。幾ら笛を吹いても踊っていただけないとい

うことでは、空振りになるわけでありますので、どうしても市民の方々に自分の健康は自分で

何とか増進の手段、ある いは病気にかか らない手段、それを心がけていただいて、それにぴっ

たりと適応できる、そういう関係をつくり出すことが非常に重要だと思っております。
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昨年、老人健康法が制定されまして、健康手帳を大急き.で配っておりますけれど、これの機

能たるや、まだほとんど、どう いうふうに使うべきかと いうような問題は残っておると思いま

す。医者の方では、こ れは記入されるものでありませんので、やはり自分で書き 込まなきゃな

りませんO

それから、そのための健康教育、それから健康相談、健康診査、そして リハ ビリ、 なお積極

的に訪問看護と、こういう健康増進と 、健康維持と 、それから病気にかからない保健と、病気

にかかった人を最小最低限と申しましょうか、支える、そういう医療機能と、これらをそれぞ

れに充実させる ことが市民の健康の全体の保持に必要な手段だと、このように思います。

他市の例もいろいろいま伺ったわけでありますが、都市型の保健行政、あるいはほとんど定 《下
住状態にあります農村型の保健行政とは、かなり趣が違うわけでありまして、農村型という場

合には行政の役割が大変有効に機能する成果をもたらすわけでありますが、残念ながら都市型

の場合は、なかなか成果をしがたいと。むしろテレビでありますと、いろんな情報手段によっ

てみずからがいろいろの形で学んでいただいておる、こういうこ とは十分あるとは思っており

ますけれど、私は一番有効なのは、近ごろごく地域性な CATV、地域テレビのようなものが

わりあい安易に行える 、安易と言っちゃいけないかもしれませんが、少なくとも手のうちにで

もやれる時代に入っておりますから、こういう手段を使うということが、もし成功すれば、大

変情報連絡、ある いは情報収集に大き い役割りを果たすに違いないと思いますので、多少この

面の検討をしてみたらというふうに考えております。

t ¥ま予定いたしております健康保健センタ一、生活保健センターというふうにも申しており

ますが、まだ内部的な討議の段階でございまして、それの報告までを受けていないわけであり

ますが、できるだけこれを急いで基本構想を仕上げ、また、これの実施設計をなるべくことし

じゅうに仕上げるぐらいなスピー ドで、旧庁舎の部分にそのような施設をつく って、交通手段

もどうにか連絡の取れる場所でありますので、重点的な健康行政を確立することができたらと

いうふうに願っております。

健康こそ福祉の一番基礎になることでございますから、行政として常時、すべての施策の中

心をここに仕向けるぐらいな意気込みで取り組むのが、これが地方自治、あるいは地方行政の

本旨だというふうにも言えるかと思いますので、一層いろいろな御意見、御指導をいただきつ

つ、十分役立つものを取り上げていきたいと思います。
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特に、日野市の場合は市立病院を持っているという特長があります。この市立病院を、やは

り地域医療の中核として、そう して一つの地域の医療保健構造をつ くり、このことが日野市の

場合にはすでにもう基礎がありますので、新しい院長を迎えたことでもありますし、そのよう

な面からも十分努力をいたしたいと思っております。

ただ、保健センタ ーの場合、ちょっと地域の医療、地域医師会との、どうも、認識といいま

しょうか、見通しの差があるようでありますので、そのあたりに十分整合性を持たせたい、こ

のように考えております。

以上です。

O議長 (高橋通夫君 ) 板垣正男君。

o 1 2番(板垣正男君) 以上で質問を終わります。

0議長 (高橋通夫君) これをも って 11のl 市民の健康をまもる保健衛生の施策を

さらに前進させよに関する質問を終わります。

お諮りいたします。議事の都合により暫時休憩いたしたいと思いますが、これに御異議あり

ませんか。

C I異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長 (高橋通夫君) 御異議ないものと認めます。よって暫時休憩いたします。

午後 2時 36分休憩

午後 3時 17分再開

0議長 (高橋通夫君) 休憩前に引 き続き会議を開きます。

1 2の 1. 使途不明金の内容を市民に公開せよについての通告質問者、古谷太郎君の質問を

許します。

C 6番議員登壇〕

06番(古谷太郎君) 最初に、質問に入る前に一つお聞きしたいと思います。

昭和 58年の 7月に、 8日でしたか、この問題につきまして御質問を申し上げました。とこ

ろが、 7月 15日付で、日野市長から教育長の長沢三郎氏あてに文書が出ています、辞任届け。

日野市遺跡調査会に対し、地方自治法第 221条に基づく調査を実施するに当たり 、その立場

を明確にするため、会長の職を辞任いたしますと、こういうふうな公文書が出されております。

この地方自治法第 221条と 、市長の職とはどういう関係があるのか、これは非常に早いん
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です。 7月 8日に質問が行われ、初めて、遺跡調査会の使途不明金について。ところが、 7月

1 5日に市長から辞表が出ています。 この意味を、まず市長さんから御説明をお願し1したいと

思います。

0議長(高橋通夫君 ) 市長。

0市長 (森田喜美男君 ) 昭和 57年だと思いますが、 7月の臨時議会におきまして、

そして人事案件、 つまり助役の選任同意、並びに教育長の任命同意という議案に伴いまして、

意見ということで遺跡調査会にかかわる使途不明金の問題という 、問題の指摘をいただきまし

?こ一口

その後、遺跡調査会の会長を自治法の条項に基づいて辞任をしたという、その行為でありま

すが、これは、その当時の私、本会議上でも申し上げておりますが、本来、考えてみますと、

任意団体ではありますが、遺跡調査会の会長の任というのは、相当公金を支出する団体であり

ますから、長の兼職禁止条項にかかわる職務ではなかろうか、ということを絶えず疑問に思っ

てまいりました。

結果、特に調査段階に入りますと、市長が兼職しております会長の立場を調べるということ

に関連するわけでありますから、やはり立法にはっきりさせておくべきである 、つまり 、市長

の職務において調査をするということが正しいという判断によりまして、そのような措置を行

ったというふうに記憶しております。

0議長(高橋通夫君) 古谷太郎君。

06番(古谷太郎君 ) 7月8日の御質問した際には、市長の方からの御答弁は、そう

いうことはありません、こういう御回答だった。

ところが、この辞表の日付を見ますと、 7月 13日になっている。御質問申し上げてから 4

日ですか、 5日自に辞表を出している。この 4日間に、心境の急転直下な変化があ ったんじ ゃ

なかろうかというふうに考えられるわけですが、ただいまの御答弁は、会長を市長がやるとい

うことはおかしい、そこでおやめになったということであります。

これは、私もわかるんです。市の公金を委託するわけです。公金を支出し、受け取る側が市

長だ。出す方も市長で、受け取る方も会長である市長である。 しかも、それを使うのも、報告

するのも市長が市長に報告する。これはもう非常に不合理 んです。不合理じゃない、めちゃ

くち ゃなんです。違法なんです。この違法な法律というか、規則が 7年間、昭和 50年から 7
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年問、堂々と行われたわけで、非常に不思議なことですが、 市長は地方自治法第 221条と い

うのはどういうことか、御存じでしょうか。もちろんお考えになったあげくに、 これをお書き

にな ったと思 うんです。この御署名は、市長の御署名のようであります。それで、 判こは日野

市長じゃありません。非常に不思議な辞任願いで、普通ならば、日野市長森田喜美男と書いて

ありますから、市長印が押してなきゃならない。ところが、個人印です、これは。のし印で‘o

ですから、個人、遺跡調査会会長、ちょっとこの、御自分でお書き になったと思うんですが、

公示印の日野市長森田喜美男と書いて個人の判こが押してあるんですが、この点もちょ っと教

えていただきたし¥。

0議長 (高橋通夫君) 市長。

0市長 (森田喜美男君) 第 221条というのは、市長の総合調査権と いうことを規定

した条項だと思っております。

そこで、指摘された問題について、市長の権限において調査をするということでありまして、

具体的に言えば市の監査委員に特別な調査を依頼をするということでありますから、粉らわし

c ~兼任は明確に離任をしておくべきであるという判断で行っ たと 、 このように思っております。

もう一つ、個人名というのはちょっと私も正確に記憶をいたしておりませんが、遺跡調査会

会長という判があるんではなかろうかと思いますが、あわせて( Iこういうふうな、日野市長

森田喜美男となっておりますが、森田さんの個人の名前で」と呼び、資料提示)それは個人と

いうよりも、日常、行政執行に用いておる判である、こういうことです。

0議長 (高橋通夫君)

06番(古谷太郎君)

古谷太郎君。

こういうことが今回の問題の発端に私はなっているんじゃなか

ろうかと思う。何でこうい~~かげんなこと、こういう個人の判こを押して、日野市長と書いて

ある。それで、御自分の署名であります。

それで、この第 221条は市長さんがおっし ゃっていることと違うんです、これ。第 22 1 

条は、予算をつくったり 、決算をつく ったりすることが市長の仕事だと書いてある。調査の調

の字も出てないんですが、イ可かこれはお間違いじゃないんでしょうか。

0議長 (高橋通夫君 ) 市長。

0市長(森田喜美男君 ) 第 221条は、予算の執行に関する長の調査権という規定に

なっておると思います。
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0議長 (高橋通夫君 )

06番 (古谷太郎君 )

古谷太郎君O

はい、結構です、私の方で間違えた。ですが、第 211条がそ

うなっています。 これはお許し願いたい。

しかし、予算の執行に関する長の調査権と、遺跡調査会の予算と伺の関係があります。決算

ですね。その点、私は大変おかしいと思う。遺跡調査会というのは、こ のように私の印、まあ

日野市長は間違えて書かれたと思うんですが、森田さんの個人の判こでいいんです。

それで、たとえば調査を三井不動産にお願いしたと。それでいいわけで、その調査の内容に

ついて調べるということは、予算の調査権とは若干間違え 一一間違っているという言葉は変で

すが、権限外に属することだろうと。 このことは、以前監査委員会が昭和 49年ですか、 5 1 

年でしたか、剣持さんのころの監査委員ですが、はっきり言って市とは全く違う団体、たとえ

ば日野大野に工事を委任 した、そのお金をどう使われたか、間違って社員が使ったという場合

に、日野市長にはその調査権はな いんです。

だからそういう点で、この点はひとつ大変大事な問題、 しかもこれが現実となると、日野市

の規則では、こういうふうな書き方はできないわけです。会長をやめる場合には、遺跡調査会

の規則にのっとって正規の手続をとらなきゃならない。はっきり言えば、これか ら見ると 、私

が質問した 7月8日には、市長はすでに、それ以前から早くやめてしまおうと忠っていたんじ

ゃなかろうかというふうな邪推が生まれるわけであります。これは勝手な邪推ですから、 しか

し、常識的に言えばそんな感じがいたします。受理は 15日、教育委員会と日野市役所はずい

ぶん離れているんです、 2日かかっています。

これはこれとして、次に質問したいのは、昭和 55年に日野市では、日野市埋蔵文化財行政

特別専門委員設置要綱を設けております。この委員の方は、現在どなたがや っていらっし ゃる

か。

0議長(高橋通夫君 ) 教育次長。

0教育次長 (小山哲夫君 ) お答えいたします。

ただいまの、文化財の特別専門委員というのは、御指摘がございましたとおり、昭和 55年

度に要綱をつくりました。なぜかと申しますと、昭和 55年の 3月 31日に、前遺跡調査団の

団長がおやめになりました。そこで、団長がいないために、当時、調査員が教育委員会に 2人

おりましたけれども、これを指揮する人がいません。どうしてもそれを団長にかわるべき専門
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職が必要でございます。そういった意味で、実は私ども大変困ったこともあったわけですけれ

ども、幸いにしまして、前助役の野呂さんにお願いいたしまして、 たまたま前野呂助役さんが

東京都にいらっしゃった当時の部下であった方でございますけれども、東京都の建設局の、ち

ょっと国道事務所の、これはどこだか私、記憶が薄れておりますけれども、国道事務所の管理

課長の関根福司という方がいらっしゃいます、この方は早稲田を卒業いたしまして、学芸員の

資格を持っておりまして、いろいろと千葉県その他の遺跡調査をしたという経験がございます。

東京都の方でも、そういった意味での活躍をしている方でございます。

その方に、臨時的に日野市の方に派遣していただきまして、めんどう見てもらったという経

緯がございます。たしか 55年の 5月ごろから、要綱をつくってから採用いたしまして、大体

月に 2、 3回来てもらったという記憶がございますけれども、たしか 57年度におやめになっ

ていると思います。したがいまして、現在おりません。

0議長 (高橋通夫君) 古谷太郎君。

06番(古谷太郎君) はい、結構です。

次にお聞きしたいのは、いままで埋蔵文化財の調査会ですか、調査会の事務所の使用規則と

いうのがある。これは、日野市の条例規則集に載っております。埋蔵文化財の調査会の事務所

の管理規則はありますが、埋蔵文化財の調査会の規則や何かは載っておりません。なぜ、そう

違いがあるんですか。この埋蔵文化財、先ほど専門委員の設置要綱についても載っております。

これは、要綱に載っております。いつ外したのか。

O議長 (高橋通夫君) 教育次長。

0教育次長(小山哲夫君 ) ちょっと御質問者にお尋ねしますけれども、外したという

意味は、何を外したというんでしょうか。( i埋蔵文化財の規則がいまありますね、調査会の

規則が。会長さんはあなたがやっていますね。以前は、 日野市の規則条例集にのせてあ った。

だから、今度、変えてから外したんですか。私の記憶なんですけれど」と呼ぶ者あり。)

ちょっと私、記憶が薄れておりますので、明確な答弁にならな t¥かもしれませんけれども、

たしか私の記憶ですと、昭和 48年の 12月 27日に遺跡調査会の規約をつくったんですけれ

ども、その規約というのは例規集に載っていたかどうか、当時、私の記憶ですと、たしか載っ

てなかったと思います。( iいいです、急な質問ですから」と呼ぶ者あり )

0議長(高橋通夫君 ) 古谷太郎君。
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06番 (古谷太郎君) それでは、それを前段に して質問を始めたいと思うんですが、

私ども非常に不思議に思う事柄が幾つ もあるんですが、私の申し上げている ことにもし禍ちが

あるようで したら、間違っていると教えていただきたい。

昭和 57年 11月 19日に、 教育委員会の庶務課長は、前日野市遺跡調査会事務局長であら

れました柳下氏に対し、 2，029万2，823円を弁償してくれ、返してくれという公文書を出

しております。 これは間違いありませんね。

ところが、この後、 5 8年 3月 11日に、日野警察署長に対し日野市長森田喜美男名で、

715件の重複賃金を業務上横領されたとして、遺跡調査会事務局長に対し刑法第 25 3条を

もって告訴、告発を行っております。

さらに、4カ月後の 7月 21日、 5 8年、同じように日野市遺跡調査会事務局長に対し、刑

法第 253条、業務上横領の罪に対し、日野市長名をも って 20件、 62 4万 424円の追告

発を行っております。この点は誤りがな C¥かどうかを質問します。

0議長(高橋通夫君 ) 教育次長。

0教育次長 (小 山哲夫君 ) 結論を申します。そのとおりでございます。

O議長 (高橋通夫君 ) 古谷太郎君。

06番 (古谷太郎君 ) 私がまず第一にお聞きしたいのは、非常にこの告発は不親切で

はなかろうかと思います。心がなC¥。なぜならば、業務上横領の罪として告発された金額は、

2，122万3，224円でありまして、 57年 11月 19日に庶務課長が柳下事務局長に対し弁

済を要求した額とは違うのであります。

しからば、告発前にもう一度柳下事務局長に対し、この点とこの点はこうだったということ

で説明し、このようにせざるを得なくなりますよということの説明等はどのように行ったのか。

まず、金額の違いからして教えていただきたい。

と同時に、 5 7年 11月 19日以降、 5 8年の 7月 21日までの、前日野市遺跡調査会事務

局長に対しての日野市との交渉はどうなっていたか、この点をひとつ明らかにしていただきた

C ¥0 

0議長(高橋通夫君) 教育次長。

0教育次長(小山哲夫君 ) 5 7年の 11月 19日でしたか、当時会長がおりませんの

で、庶務課長の下回課長が代行していたわけでございますけれども、そのときの 2，029万何
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がしというお金につきましては、当時私はおらなかったわけですけれども、その書類等を私、

後から拝見してみますと、たしかその前に特別監査を行っておりまして、その結果が 57年の

1 1月 30日だったと思いますが、日野市長の方に監査結果が出ております。その中の金額は、

たしか千六百何万というお金が不正という形の中で出ておると思いますけれ ども、失礼 しまし

た、2千六百何万という形で出ておると思いますけれども、その中からいろいろと柳下前事務

局長が後から書類を出してきて、その書類の中から横領金額でないというものを差しヲIc ¥た額

が、古谷議員、さんがおっしゃった 11月 19日の金額だろうと思います。

それで、私の方の 2，14 4万2，224円という関係でございますけれども、これにつきまし

ては、さらにその後、柳下前事務局長の業務上の横領がどの程度かということを、事務局の方

で精査いたしました。さらには、いろいろと弁護士さんの方にもお願いいたしまして、関係業

者、あるいは参考人等を呼びまして、確実な、告発をする場合には額が必要でございますので、

簡単な証言等によって判断はできません。

そういった意味で、できるだけ正確な数字を知ろうということで、いろいろと賃金の重複問

題とか、あるいは関係業者、そういった方々にもいろいろと事情聴取いたしまして、こ の額に

ついては間違いないというふうな額にある程度確信を持ちましたもんですから、その 2，122

万3，2 2 4円というお金を日野警察の方に総合的には告発、告訴したわけです。

最初は、確かに議員さんおっしゃるとおり、 3月 11日に賃金の 715件の千四百たしか

2，800円のお金を告発及び告訴したということで、一応日野警察署の方に告発、告訴いたし

まして、さらには 7月 21日に賃金以外のいわゆる印刷製本費その他、 20件の 624万

224円というお金を追加告発、告訴したということでございます。

0議長 (高橋通夫君) 古谷太郎君。

06番 (古谷太郎君) もう 1点お聞きしたんですが、こういうことなんです。

元事務局長さ んに弁償を要求した金額と、業務上横領の罪で告発した金額の聞には、約100

万円の差があります。これは、一体どういうことであるか。どこでこのような差が出たのか。

なぜ私がそのようなことを聞くかといいますと、人様に金を返せというからには、よほどの

根拠がな きゃならな い。人の名誉を傷つけます。ですか ら、私はこの点、非常によく聞きたい

んです。われわれは人権というものについては、厳しく対処しなき ゃなりません。どなただっ

て、あんたは金を横領したと言われることは、だれだっていやなことなんです。大変不名誉な
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ことです。この差の根拠は、どこにあるのか。

いいですか、もう一度言いますよ。普通ならば、最初請求したのがよく調べたらわかったか

ら実は 1，5 0 0万円でしたといって、滅っていくのが普通なんです。これ、 100万円ふえち

ゃった、警察で告発したときに。計算の違いがどこから出てきたのか、これを明らかにしてい

ただきたい。

0議長 (高橋通夫君 ) 教育次長。

0教育次長(小山哲夫君 ) 確かに 11月 19日に 2，029万幾らというお金を請求さ

れて、告発、告訴が 2，12 2万 3，224円という額の間に 100万の差があると。その 100

万円の差は、一体どういうとこから出たかということでございますけれども、私どもといたし

ましては、 2，12 2万3，224円の額の方は、先ほど申し上げましたとおり、確かに差はあり

ますけれども、これは警察署の方に対しま しての告発、告訴となりますと、相当詰めてし、かな

ければC¥かんと思います。

そういう意味で、一応額の差がありますけれども、先ほど申し上げましたとおり 、両顧問弁

護士を交え、かつまた事務局の方の職員を交えまして、いろいろと柳下前事務局長が使った当

時の出納簿であるとか、あるいは証拠書類であるとか、そう いったよ うなものも一応全部引き

合いに出しまして、さらに、いま申し上げましたとおり、関係業者が大分入 っているわけでご

ざし 1ますけれども、そういった関係業者にもある程度事情を聞きまして、また、アルノくイト等

につきましでも、 715件という大変多いわけですけれども、これ全部当たるわけにまいりま

せんけれども、何人かのアノレパ イ トの方にも、一応こういうふうな形で賃金が支給されている

けれども、果たしてそうい う額をいただいたかどうか、あるいは受理がどうか、あるいは自筆

で書いたのかどうか、こういったようなことまでも実は当たりまして、大体この額は全部は確

かめるわけにいきませんけれども、まずこの2，12 2万 3，224円という金につきましては確

実なものだろう というふうに私どもは判断いたしましたもんですから、日野警察署の方に告発、

告訴したということでございます。

その 100万円の差については、私どももその辺については直接当たっておりませんけれど

も、そういう意味でございます。

0議長 (高橋通夫君)

06番(古谷太郎君 )

古谷太郎君。

これは、小山さんには大変御迷惑な質問なんですよ、あなたは
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全く関係ないんだから。だけれども、当面御質問するのは市長か、あなた以外にな いんで。と

いうのは、初め 715件、 1，49 8万と出ていますね、こ の数字がふえたのか、滅ったのか、

よくわからない、柳下 さんとこへ請求したときには。いいですね。

それから、今度は賃金以外の不明金 20件、 追告発、追告訴したやつ 62 4万424円、こ

れが幾らか違っていたから、半年前の 57年 11月 19日に庶務課長が柳下氏に弁償請求をし

た金額が 100万少なかったわけです。だからこの数字が、第 1回の請求のときはどうだった

のかということをお聞きしたわけです。わからない。いいです、よく 、このときにまた議会で

質問しますから、調べておいてください。

そして、これは大変なことなんです。根拠のなしに告発、告訴する、これは非常に失礼であ

ります。日本国憲法の一番大事な点は、個人の基本的人権の確立であります。基本法でありま

す。基本的人権を犯すような行為を行う場合には、よほどの確たる自信がなければならない。

この憲法の特色というのは、園内的には基本的人権なのであります。憲法を市政に生かそうと

おっしゃっている市役所の内部において、何だかよくわかりませんけれど大体こんなぐあいで

しょうということで、りっぱな 日野市の元の社会教育課長さんに対し、弁償請求を出す。

これだけではない。大した根拠ない、根拠のある問題だけならわかります。確実であるかど

うかわからんようなものをも含めて、警察署長に告訴、告発する。このようなことは、私がも

し市長なら、断じていたしませんO この点については、私はし 1ま明らかにこ こで市民に申し上

げておきますが、この二つの問題、及び弁償請求の金額等は、明らかに柳下君に対する人権侵

害であることは明らかであります。

もちろん柳下君の方にも破庇があったかもしれませんが、明白なる金額を出せば、あらゆる

新聞が報道いたします。恐るべき事実があるということだけ御指摘申し上げておきます。基本

的人権の重大なる侵害だと。

次に、これに関連しまして、さらに日にちを進めていきたC¥。昭和 58年 11月 10日木曜

日、午前 10時、元の日野市遺跡調査会委員会の諸君に対しまして、警視庁捜査二課及び日野

警察署の捜査概要が報告されております。恐らく小山さんからの御報告だと思うんですが、こ

の内容を私がお聞きしましたところが、使途不明金の総額は 4，208万 5，911円であります。

内訳といたしましては、捜査を行ったけれども証拠書類等がなくて、全くどこへ行ったかわか

らない、そういうお金が 1，819万 4，848円。
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次に、調査現場で調査費用が不足したんだろうと思うんですが、他から預かっているお金、

これは明らかに個人または営団、公団等だろうと思います、他か ら預かっているというんです

から。調査費用で補てんした金額1， 2 4 0万円、あるいは市へ返すべきお金も入っているかも

しれません。

それから、原因者預かり金 500万円、これは調査委員会の百条委員会で明らかになりまし

て、原因者の方には東京電力等にお返ししたということ が出ております。それで、調査会年報

入札40 0万、これは二重払いの調査会年報の不明金です。

それから、諸会議調査団研修旅費等 121万円、これ、どこかへ旅行に行った、そのお金だ、

こういうことだろうと思うんです。

それから、柳下事務局長が横領したであろうと推定される金額 128万1，0 0 0円、こ の遺

跡調査会の使途不明金の捜査概要の百条委員会に対する御報告は、間違っているかどうか、私

の記録が違ってるかどうか、そこのとこ ろを明らかにしていただきたい。

0議長 (高橋通夫君) 教育次長。

0教育次長(小山哲夫君) いま、古谷議員さんが御指摘されました金額につきまして

は、 5 8年の 11月 1日に日野警察署の方で 2，1 2 2万 3，224円の私どもの方で告発、告訴

いたしました捜査が一応終わりましたので、これに対しての内容がわかったので、ひとつ日野

警察の方へ来てほしいという依頼を受けましたので、私並びに社会教育課長等がお伺いいたし

まして、警視庁、日野警察署の柳謀長さんにお目にかかりま して、柳課長さんから御報告があ

った数字でございまして、数字の内容につきましては、ただし 1ま議員さんがおっしゃった数字

のとおりでございます。

0議長(高橋通夫君 )

06番(古谷太郎君)

古谷太郎君。

元会長さんの森田氏にお聞き いたしますが、柳下事務局長が、

もしもここに出ているように 128万 1，000円を横領したと仮定した場合、こ の金額を遺跡

調査会へお返しすれば、遺跡調査会は当然、日野市へ返すでしょう。お返しすれば、柳下事務局

長は無罪放免になるという、警視庁の調査結果じゃなかろうかと思うんですが、こ の点、市長、

会長のお考え、という のは柳下事務局長が 128万 1，000円を返せば、ある いは使っただけ

返せば、即座に告訴、告発を取り下げるのかどうか、この点をちょっとお聞きしたいと思いま

す。
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0議長 (高橋通夫君) 市長。

0市長 (森 田喜美男君 ) 私が考えますことは、この使途不明金の経過というものは、

経理担当の主管者が、要するに経理上の欠損金を出しておるという ことでありますから、第 1

順位としては当人が返済する責任があると。

また、その内容がだんだん調査されて二重払いでありますとか、あるいは証票、 書類の紛失

でありますとか、また、改ざんでありますとか、いろいろ不名誉の伴う経過に発展したわけで

ありまして、そのために捜査概要という こと について、いま質問をいただいておるわけであ り

ますけれど、本人の横領分がこうであるという範囲では、問題は解決をしていないわけであり

ますから、なお、また警察当局においても送検をされて、検察庁送りでいま捜査がされている

という経過にありますので、そういう措置はとれない、また、そういうことで事件は終わらな

い、こう思っております。

0議長(高橋通夫君) 古谷太郎君。

06番 (古谷太郎君 ) 非常に冷たい御返事で、ちょっとがっかりしたんです。

この遺跡調査会は、はっきり言えば任意団体である。ですから、その会長が全責任を負うん

です。会社で、社員がもし経理上の不当行為を行い、株主あるいはまた社会に迷惑を及ぼした

場合、こ れは当然、社長が責任を負わざるを得ない。これは当然、の民法上の規定であります。

いわゆる柳下事務局長さんに会計をお任せしたということは、会長がお任せしたのでありま

す。社長がお任せしたのであります。その一切の行為について の全責任は、会長であり 、社長

にあるわけです。あとは内部的事項である。だから内部的事項として御自分でお考えになった

らどうか、私はそう思うわけです。

特に、先ほど申し上げましたとおり 、日本国憲法に規定されている重大なる人権侵害にも類

する行為が、 2回、 3回にわたって日野市役所市長名で、あるいは教育委員会庶務課長名で行

われている、こういう重大な事実があるからであります。

さらに質問を続けたいと思いますが、さらに本件については、いま市長からお話がありまし

たが、日野署は検察庁に送検したと。 11月 1日に送検したということでありますが、もう半

年近くたっておりますが、どのような結果になっているか、その経過をお知らせ願いたい。

0議長 (高橋通夫君 ) 教育次長。

0教育次長 (小山哲夫君 ) 5 8年の 11月 1日に、先ほど申し上げましたとおり、日
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野警察署の方で捜査が終わりまして、地捗u¥王子支部の方に書類送検をしたと。

現在までの状況でございますけれど、結論はま だ出ておりません。現在、 捜査の段階でござ

います。

以上でございます。

0議長(高橋通夫君 )

06番(古谷太郎君 )

古谷太郎君。

もう一度聞きますが、柳下氏が業務上横領した金額は幾らなの

か。起訴を行う場合には、その金額が明白に出なきゃならな L¥。業務上横領でありますから。

日野警察署及び警視庁捜査二課は、八王子検察庁に対して幾ら柳下が横領したということで告

発して、起訴したか、その点をお答え願いたい。

0議長(高橋通夫君 ) 教育次長。

0教育次長 (小山哲夫君 ) 日野警察署並びに捜査二課で捜査した段階で、 53年の 4

月 22日と 4月 26日の 2回にわたって、柳下前事務局長が賃金その他を不正支出して、いわ

ゆる業務上横領した額は、あくまでも柳下 章氏の自供でございます。その自供によりますと、

128万 1，063円を柳下 章氏が横領したということを自白したということでございます。

したがって、検察庁に送っています額につきましては、その額と合わせまして、先ほど申し

上げました 4千 2百何万円という、いわゆる不正支出の金額を含めた全体の額ということで検

察庁に送って、現在、その額を含めて捜査をしているというのが現状でございます。

0議長(高橋通夫君 )

06番(古谷太郎君 )

古谷太郎君。

もう一度お聞きしますよ。

警察が 1人の日本人を業務上横領という刑事上の事件として送検するからには、明らかにこ

れだというもの以外にはできないんです、疑わしいものは。ですからいまの次長のお答えです

と、そういうあいまいな送検の仕方というのはあり得な L¥0 これをやったということで、初め

てそれによ って起訴をするわけですから。そのことを含めてなどという言葉は、少なくとも検

察庁のとらないとこなんです。幾ら横領したかということで、書類なり身柄を送るわけですか

iっ。

0議長(高橋通夫君) 教育次長。

0教育次長(小山哲夫君) お答えいたします。

128万 1，063円という額は、先ほど申し上げましたとおり、あくまでも本人がし 1わゆる
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自供した額でございます。本来ですと、自供に基づいて直ちにその裏づけ捜査をするわけでご

ざし 1ます。

これも検察庁の方のお話によりますと、ある程度の証拠書類があるけれども、 128万

1，0 6 3円の全額にわたる、要するに証拠がなかったということでございます。伺うと こによ

りますと、 1 0万円以上のいわゆる裏づけの書類がございませんと、逮捕はできないという 、

こういうふうなことを言っております。

そういうことで、 1 0万円以下の領収書その他はあったらしいんですけれども、それ以上の

サラ金の関係の領収書であるとか、あるいは競輪、競馬とか、飲食費等に対しましての領収書

というのは、もう 54年の 3月といいますから古いわけでございますので、そういった面での

裏づけがなかったということでございます。

したがって、あくまでも自供でございますから、確定しているわけ'じゃございません。そう

いう意味で逮捕ができなかったということでございまして、いわゆる書類送検をしたというこ

とでございますから、当然、4千 2百何万円という不正経理の額の中にその分も含めているとい

う解釈でございますから、 したがってそういう意味で 4千 2百何万円という額が、いわゆる不

正経理をした、不正支出をしたということですから、その中にたまたま 128万 1，063円と

いう お金を柳下 章氏が横領したという ことで自供したと いうことでございますから、そうい

う意味での鑑定かと思います。

0議長(高橋通夫君) 古谷太郎君。

06番(古谷太郎君) 私は、本件の質問について弁護士の方の御出席を要請しておい

たんです。非常に大事な問題、人件の侵害になりますから。ところが、残念ながらいま弁護士

さんがおいでになっていらっしゃらない。

当然、弁護士は日野警察署長名の書類を持っているはずであります。また、送検書類は両方

の弁護士に渡ります。裁判は公開でありますから。その書類は、いま手元にありませんか、も

ちろんコピーですが。両方の弁護士に渡るんです、当然これ。

O議長 (高橋通夫君) 教育次長。

0教育次長(小山哲夫君) お答えいたします。

1 1月 1日に八王子の地方裁判所の方に 2，12 2万 3，224円というお金について、損害賠

償を求めたと。その問、裁判が 10月31日に第 1回目でありまして( rちょっと待ってくだ
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さい。刑事訴訟の話を しているんですがね、私の方で。いまあな たが言った 10月 31日は、

民事訴訟の話でし ょう 」と呼ぶ者あり ) 刑事訴訟に関する いわゆる書類と いうのは、警察の

方として言わせますれば、当然まだ検察庁の方に送ってその内容をさらに精査する書類でござ

いますので、捜査の段階でございますので、これを第三者に公開すると いうことはいたしませ

んO

そう いった意味で、私ども弁護士もそ ういう書類をいただいておりません し、 私ももらって

おりません。

0議長 (高橋通夫君 ) 古谷太郎君。

06番 (古谷太郎君 ) そうしますと 、起訴をされていないということになると思うん

ですが、書類は送検された、こ の点はどうなんでしょう。

0議長 (高橋通夫君 ) 教育次長。

0教育次長 (小山哲夫君) 起訴するかど うかの判断は、御承知のとおり日野警察署じ

ゃございません。検察庁の方で起訴するかどうかを判断するわけでございます。

したがって、いま申し上げたとおり 、検察庁の方で現在捜査中の段階でございますので、結

論が出ておりませんので、まだ起訴されておるかどうかということは、わからないと思います。

0議長 (高橋通夫君 )

06番(古谷太郎君 )

古谷太郎君。

私は、ますますこの問題に自信を持つようになりました。私は、

こんな ことだろうと思っていました。起訴できるかできないか、当然なんです。起訴できませ

ん、 これは。と 、 私は思う。私は検事じゃな~¥からはっきり言えませんけれど。

そうしますと、この事件は二つの大き い問題を含んでいる。一つは、柳下氏の名誉に関する

問題であります。柳下氏の名誉をどうして日野市は弁償するか、という問題が発生します。大

変なことであります。

また、同時に、柳下氏に対する損害賠償の問題であります。

第 2点、日野市民の損害の問題であります。われわれ市民は、少なくとも 4，200万という

われわれの税金はどっかへ行ってしまったことは事実なんです。これは警視庁の捜査、及び日

野警察署の捜査です。だれがどうしたかはわからないけれど。また、どのようにしたのかもわ

からん。市民への、このお金の返済の問題を含んでいるわけです。

会長さんは、こういう大変重大なことについて、 どのようにお考えになっていらっしゃ いま
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すか。柳下さんの人権の問題をどのよう にする気でいらっ しゃるか。市民への日野市役所、い

わゆる 日野市民への与えた損失をどのよ うになさるおつもりであるか。この点、ひとつ市長さ

んから、会長さんですかね、どう いうことになるかわかりませんが、元の会長さんである市長

さんからお考えを承りたいと思います。

0議長 (高橋通夫君 ) 市長。

0市長 (森田喜美男君 ) 人権の問題ももちろん大切でありますが、当事者が不明金の

内容、これを明らかにするということが当然大切なことでありまして、人権の問題はその次の

問題であると。明らかにせずして人権を主張することは不可能である、このよう に思っており

ます。

0議長 (高橋通夫君)

06番 (古谷太郎君 )

古谷太郎君。

それは違うんですよ。当事者は、元会長森田喜美男氏なんです、

当事者は。会長が全部の責任を持つようになっている、規則は。会社でもそうで しょう、 社長

が持つということはあたりまえの話ですから。だから社長さんが委任された、会長が委任され

た、いわゆる経理担当の重役さんが柳下さんであったと いうことにすぎないわけですから。当

事者を経理担当重役にする説明は、これは遺跡調査会内部の役員会か何かならその御回答でい

いかもしれませんが、少なくとも公式な日野市議会という場では、全く無責任な御回答だと思

いますし、全く的を外れているという こと を指摘しておきます。

この遺跡調査会の問題は、私はなぜこう いうふうに時間をかけるかといいますと、こう いう

ふうな公文書や書類や、いままでのやり方がすべてどんぶり勘定と いいますか、はっきり言い

ますと 、条例も規則も関係ないんです。御都合主義である。 これが市の行政の中を、今後進ん

でいくならば、日野市は大変素乱した行政の形ができ、いわゆる事務所としての形態を備えな

くなるからなんです。これは大変市民にとって不幸なことになります。

やはり会計規則、あるいはいろいろの法律等きちんと市民も守り 、あるいはまた、もう一つ

は市役所も守り 、議員も守る、こ れによって初めて法律や憲法が生かされてくるわけでありま

す。そのときそのときの御都合で、こいつは都合悪し、から、あるいはどうだ、そう いうことが

たくさん行われれば、市長がみずからそう いう範を示すと、下がみんな真似をしてしまうんで

す。みんな真似しちゃうから、いろんな問題が起きるんです。

この点を、私は今回は一応指摘しておきます。
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0議長(高橋通夫君) 市長。

0市長(森田喜美男君 ) 一言申し上げておきます。

委任団体とおっしゃいますが、市の行政組織に沿って、教育委員会という組織の中で行って

おる、必要な行政であります。したがって、形式は仮に任意団体の形式をとられてあっても、

内容そのものは行政組織そのものの仕事である、私は全くそのとおりに考えておりますし、そ

のように現在も運営をいたしております。

したがって、なにか別の、市長の私的な団体だなんていうことはあり得ないことであります

し、あわせて、この団体は、私が就任したときにはすでに前任者、前任者、その当時から継続

をされてきておった形式でありまして、 したがって行政そのものであるというふうに私は解釈

をいたしております。

0議長(高橋通夫君) 古谷太郎君。

06番(古谷太郎君) 行政における設置は、法律によらなき ゃなりません。遺跡調査

会は法律のどこに書いてあるのか、明らかにしなきゃならない。法律及び条例によらなければ、

正規の機関ではありません。そんな幼稚なことすらお知りにならない市長さんは、本当に困る。

御都合主義というんです、そういうのを。しっかりとしていただきたし ¥0

日本国には憲法があります。憲法に基づいて各種の法律が定められております。法律によ っ

て条例が定められる。初めてそこに公的機関が生まれるのであります。そういう点を、それは

市長は御都合で、だろうと思う、だと思っていますと、勝手に考えるということなんです。こ

れがいけない。勝手に自分が法律をつくっている。勝手に憲法を変えている。そういうふうな

ことは、絶対できないんです。法律や憲法、これは国民の投票による、あるいは衆議院の議決

によります。参議院の議決によらなけりゃ、変えられない。条例は、市議会の議決によらなき

ゃ変えられないんです。しかし、条例は法律という根拠を持たなきゃならない。

こういう一番大事なポイントは、恐らく民事訴訟において大きく争われるでありましょう。

この民事訴訟においては、明らかに判決は、損害金額を元調査会長森田喜美男氏は日野市へお

返ししなさいという判決だろうと思います。これは、だから私は申し上げている。特に私がな

ぜこれを取り上げたかというと、そういう基本的な問題が一つ。

もう一つあるんです。こういう問題を、裁判だとか何かを穏れみのにして、 5年も 10年もも

延ばす、いいことじゃないんですよ。穏れみのなんです。有罪になり、あるし 1は日野市長が負
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けた場合に、また上告する。 10年か 15年、 20年もかかるでしょう、民事なんていうのは。

その聞に日野市は、遺跡調査会のために、全く使つてはならない税金を使っているわけです。

遺跡調査会の委託料ではなくて、弁護士さんの費用一つだけでも大変であります。

そこで、ちょっとお聞きしますが、現在まで弁護士さんは特別弁護人をお願いしてあるのか、

日野市の法律相談の弁護士さんをお願し、してやっているのか、あるいは全く違う方にお願L、し

てやっているのか。予算には特別弁護士さんの委託料が出ています。日野市の予算書には。あ

れ、まだ普通法律相談の弁護士さんの予算が出ています。それは、それに該当しないものを出

しているのかどうか、それはどこから出しているのか、それをお聞きします。

0議長 (高橋通夫君) 教育次長。

0教育次長 (小山哲夫君) 弁護士につきましては、栗山、稲山両顧問弁護士を会長の

代理ということで委任いたしております。

予算につきましては、いままで予備費の充当ということで、 5 8年度は進めてまいりました

けれども、今議会の 3月の補正予算の中には、たしか額が 53万円だと思いますけれども、初

めての補助金という形の中で計算し現在まで約 220万円ほどを計上したと。

以上です。

O議長 (高橋通夫君) 古谷太郎君。

06番(古谷太郎君) 任意団体へ補助金を出すということは、使途が明らかでなきゃ

いけない。その使途は、全市民に使われるようなものでなきゃならない。補助金は、自治会に

対する補助金、いろいろあります。これは消えてな くなる補助金であります。 220万円、今

日まで使った金ですね。さらにことしは 53万円を出している。いずれ 15年、 2 0年たちま

すと、この遺跡調査会の使途不明金 4，000万をはるかに超える弁護士の費用がかかるでしょ

つ。

これも、遺跡調査会の元会長さんである森田会長さんの責任において、市民に弁済しなけり

ゃなりませんO だからこそ私はその点を危倶しているO 先ほど、できるだけ早く和解といいま

すか、解決しなきゃいけないということを申し上げていたんです。

次に申し上げますと、この裁判のおかげで日野市の遺跡調査事務が大幅におくれてしまって

いる。こんないし、かげんなことをやるようなとこへ、だれが来ます、一体。現に、大幅におく

れてしまっている。それも非常に私は心配しているんであります。日野市の遺跡調査会の調査
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がなぜお くれているか、 原因はこれであります。 昭和 55年以降、調査団長と、調査会長と、

どういう 関係か知りませんが、 事務局長と 、この三者の意見がどうも違っていたみたいだと思

う。違っているんじゃなかろ うかと思う。だからそれ以来、調査会の仕事は渋滞してくるわけ

です。

だから私は、こ の遺跡調査会の使途不明金の問題が一日も早く解決しなけりゃ、清廉潔白な

学者の方々が何で喜んで来てく ださ います。現在、 岡田氏等が来ていますが、岡田さん、野呂

助役さんの熱意にほだされて、し ょうがなくて来られていたわけです。 しかし、ここへもう野

呂さんいらっしゃらな l¥から、ちょっと困っているんだろうと思います。岡田さんはよく知っ

ています、私も。 30年前、岡田さんは府中農業高等学校の教師をしておった。歴史の教師を

しておった。私も当時教師を していました。ですからよく知っていますが、大変困って いる。

だから、この問題がはっき り解決 しなければ、喜んで来る調査員がし、ないのであります。おつ

かなびっくり来るわけだ。

私は、こ の問題において、 今後、万願寺区画整理にしても、何にしても、重大な影響が発生

するだろうという ことを市長に申し上げたい。裁判の費用はかかり 、長ヲ|く、それだけじゃな

いんです。万願寺区画整理、今後の下水道の事業、その他において重大な遅延が行われた場合

にはどのようにしたら いいか、私も非常に心配して いる。早く解決しにやし 1かん。このことを

第 2点で申し上げます。

もう一度申し上げますよ。第 1点は、日本国憲法における基本的人権を本告発、告訴は柳下

氏に対して重大な違反をしている。

第 2点としては、これから続けていく裁判、それらにおいて一切の責任は当時の会長にあた

るということを明らかにしておきます。

第 3点、このまま継続するならば、日野市の遺跡調査はどんどんおくれる。そのために受け

る市民の損失はどうするのかと いうことです。

この 3点だけを御指摘 して、 遺跡調査会についての今回の質問は、とりあえず終えておきた

いと思います。

1 0分でやる予定でしたが、少し時間がかかってしまいました。

0議長 (高橋通夫君 ) これをもって 12の 1. 使途不明金の内容を市民に公開せよに

関する質問を終わります。
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次に 12の2. 南平地区防災用地の処理について の通告質問者、古谷太郎君の質問を許しま

す。

06番 (古谷太郎君 ) あんまり時間がありませんから簡単に申し上げたいと思います

が、私は、いま明らかな回答があれば、その回答を市民に公開していただけませんかとお願い

しようと思ったんですが、きょうの段階では公開しょうがない、遺跡使途不明金は。だからき

ょうはお願し 1しなかったわけです。

次に、南平八丁目の土地の問題で、お聞きしたいと思うことがある。この土地は、七生測量

株式会社が測量した、これは昭和 55年から 6年にかけてである、これは事実ですか。違って

ますか、いまのは。助役さんにちょっとお聞きしたい。

0議長(高橋通夫君) 助役。

0助役 (赤松行雄君) 七生測量の最終的な測量は、 57年の 1月 30日というふうに

記憶しておりますけれども……。

0議長(高橋通夫君 ) 古谷太郎君。

06番(古谷太郎君 ) 私の記憶間違いで、 57年の 1月 30日、そうですね、 31日

( r 3 0日です」と呼ぶ者あり) 3 0日に測量が完了したわけだ、そうでしょう。頼んだの

はいつですか。

0議長(高橋通夫君) 助役。

0助役(赤松行雄君) 頼みましたのは、市の方から依頼したわけではございません。

鈴木重信との間で、土地交渉をやっておりました。その経過の中で、鈴木の方でその前提とし

て調査、測量した、こういうことでございます。

0議長(高橋通夫君 )

06番(古谷太郎君)

古谷太郎君。

これは旧地主さんが頼んだということですね、 1月 30日。そ

して、その結果、日野市が買収するときには、当然、日野市の方でも正確であるかどうかと いう

ことを検収するわけです。 57年 4月 8日に、日野測量会社に頼んで検収を済ませております

が、これも事実ですか。

0議長(高橋通夫君)

O助役 (赤松行雄君 )

4月 8日に終わっております。

助役。

これは日野測量社による検収測量、こういうもので、 5 7年の
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0議長 (高橋通夫君)

06番 (古谷太郎君)

古谷太郎君。

この検収測量、いわゆる会計検査みたいなものですが、と、七

生測量事務所との測量は一致 していたわけですね。実演IJが一致していたのかどうか。

O議長 (高橋通夫君) 助役。

0助役 (赤松行雄君 ) これにつきま しては、検収測量でございますので、日野測量が

ゃっ た結果、何平米である、こういう ふうな結果ではございません。七生測量が実施した測量

に大きな間違いがな い、こ ういう ことでございます。

0議長 (高橋通夫君 ) 古谷太郎君。

06番 (古谷太郎君 ) それで、何か間違いがある とい うことが、いわゆる市道の廃道

において発覚 してきたわけです。これ、議会が見つけた。建設委員会で‘見つけていただいたわ

けですが、大変な ことなんです、これ。

それで発覚いたしま して、 お墓の こともありまして、昭和 58年の 10月 25日に、日本技

術開発株式会社に再測量を依頼し、 59年 3月 30日までの契約期限になっております。この

正式測量は終わったはずであります。しからば、終わったと思いますけれども、どのような結

果が出ましたか。しかも、この費用は 540万円日本技術開発会社に払っております。払って

ますか、契約しています。この点はどうなりました、理事長から説明をお願いしたl~o 

0議長 (高橋通夫君 ) 助役。

0助役 (赤松行雄君 ) 御答弁申し上げます。

結果としまして、いま指摘がございました日本エンタ ープラ イズから買いました土地につ き

ましては、 6万 5，39 0.5 3平米、こ れは進入路の市道部分を除いた面積でございます。

それで、こ こで正式に測量した結果の面積というのは、 6万5，53 2.9 3平米ということで、

1 4 2.4 0平米、結果的にはふえた、こう いうことになるわけでございます。

この内容については後で申し上げますけれども、日野担Jj量社で検収した場合も、相当測量線

に延びがあるというふうな、ある程度の結果は出ておったわけでございますけれども、内容に

おいて、昨年の 12月、あるいは 9月議会でございますか、指摘がございました。

まず、 1点として、大里 3号線の問題でございます。ここで 67.4 6平米、これが誤買収と

いいますか、道路面積が買収( rこれは除かれてたわけだね」と呼ぶ者あり)入 っていたと。

「入つてなかった、 以前には」と呼ぶ者あり)l ~や、 以前は 、 道路部分を買収したというこ
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とですね。ですから、今度の場合はこれを差し引かなき ゃならないわけですね。( r はし ~ J と

呼ぶ者あり)

それから、墓地がございます。墓地につきましては、公簿の墓地が 29平米、実際に平辰雄

さん、平高ーさん、このお二人の立ち会いで、何年も前から生け垣が植わっているわけですけ

れども、それを正式に認めた地積が 11 4. 1 0平米、こういうことでございます。

そうしますと、墓地においての間違いが 85. 1 0平う|そですね。それから大里 3号線による違

いが、さっき申し上げました 67.4 6平米、この二つの違いといいますのを差し引きまして、

これを先ほど申し上げました 6万 5，53 2.9 3平米からマイナスしますと 6万 5，53 2.9 3平

米になるわけでご ざいます。それで、前に買った地積と比べますと 、 1 4 2.4 0平米ふえた、

こういうふつなことでございました。

これらにつきましては、この地域内のやはり いろんな大里 1号線、 2号線、いろいろござい

ます。 これらについての前々からの、この測量その ものが七生測量そのものの測量機器とか、

ある いは測量方式とか、これは東京都の確定課というものの中では、担IJ量方法によ ってはこう

いう違いが出てくるんだ、こういうふうなことで日本技術開発の最終的な光測量と いいますか、

そう いう ものとの違いというふうなものが、他の公共用地の部分で延びとして出てきたんだと。

こういうことでございます。

0議長 (高橋通夫君) 古谷太郎君。

06番(古谷太郎君) そうしますと 、いま理事長の御説明で、七生測量が測量 し、 日

野担IJ量社が検収した面積と 、今度墓地を除き 、大里 3号線の間違った測量分を除けば、 2平米

ないし 3平米程度しか日野市は利潤、ということは変ですが、まあ多いというふうに言えると、

こういう御回答で、すか。

0議長 (高橋通夫君) 助役。

0助役(赤松行雄君) 1 4 2.4 0平米のプラスの差が出たと。( rなに、そうじゃな

いの。それは違う」と呼ぶ者あり )

0議長 (高橋通夫君) 古谷太郎君。

06番(古谷太郎君) では、もう一度言いますよ。いいですか。あなたのおっしゃっ

たのは、全部で 6万 5，53 2.9 3平米だと。 そう ですね。( rはしリと呼ぶ者あり) そのう

ち大里 3号線の市道の誤差等が 67.4 6だと。それから墓地の誤差が 85. 1平米あると。 これ
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を足しますと、 1 4 2.5 6平米ですね。 これを全面積から差っヲ 1かなきゃならない、そうです

ね。 ( Il ¥え、これを差しヲ|く、ですね」と呼ぶ者あり) 差 し引く と、ぴたりといくんだよ、

06番(古谷太郎君 ) これは将来は日野市に移管される土地だろうと思いますが、そ

0議長 (高橋通夫君 )

O助役 (赤松行雄君 )

助役。

いやいや、これを差しヲ|し¥たのが 6万 5，53 2.9 3平米でござ

のようになっ たと きには、これは今度は所有者もはっきり道路にしておいても らわないといけ

なくなるわけです。そういうことは非常に将来に禍根を残 しますんで。ただあいまいに、どう

ぞお使いくださいというやつは。その点はどうなんです。

これ。

0議長 (高橋通夫君) 総務部長。

l ¥ます。こういう間違いだとか、プラスとかマイナスを全部差しヲ It ¥て( Iああ、そういう意

味か。それは誤解でした。なるほど」と呼ぶ者あり)ですから、 1 4 2.4 0平米結果的にはふ

0総務部長 (伊藤正吉君 ) 確かに御指摘のような点もあるわけでございますけれども、

0総務部長 (伊藤正吉君) ただいまの御質問にお答えします。

民法上ちょっと申し上げますと、囲繰地通行権ということがございます。こういう ことで、 一

応その地域は権利はそのまま存続する、こういう 考え方で容認していきたい、かように考えて

おります。

0議長 (高橋通夫君 ) 古谷太郎君。

06番(古谷太郎君 ) だから困るんですよ。それなら市道に置いときゃいいじゃない

ですか。そんなら、個人に権利が発生しな l¥。どうぞお使いくださいということになると、こ

れは権利が発生します。今度は通っちゃ困りますと言われたときには、それじゃ幾らくれとや

られます。道路に権利が発生するんですよ、いいですか。私の通った町を、先生、すいません

が通らしてくれますか、ああ、いいですよと言ったら、もうだめなんです。

市の公有地をそんな簡単にどうぞ、どうぞなんて言われちゃ困るんです。だからさっき申し

上げたとおり 、市長がそういうふうに憲法も法律も無視して、勝手に自分の判断でやるという

行政のあり方が総務部長にうつってるわけです。かぜのように感染している。(笑声 )

O議長 (高橋通夫君) 総務部長。

0総務部長 (伊藤正吉君 ) 私の方の説明が不十分でございまして、誤解が生じたよう

でございますが、廃道敷につきまして、 9月議会で認可されたわけでございますが、こ の廃道

敷と現在の墓地との関係は、公社用地内に関しましては全然、続いてないわけです。そういう意

味で、いままでどおりの形で公道の廃道敷と墓地へ通ずる道は、いままでも公社の用地を使っ

て墓参していると。

こういう実態でございますので、この廃道敷に関しましては、全然、平高ーさんともう 1人の

地主さんの墓地についての通行には、いままでどおり使っていると。こういうことを申し上げ

えた、こういうことでございます、プ ラスマイナスして。

0議長 (高橋通夫君 )

06番 (古谷太郎君 )

古谷太郎君。

測量屋さんの 540万円も使ってやることですから、損しちゃ

たまらないし、幾らかでも面積がふえたらしいということは結構なことです。しかし、わずか

なもんで、担IJ量費用と 14 2平米と 比べ ると 、その前に日野測量で 34万、約 600万円の費

用を足せば、買っても同じくらいの金がかかっちゃっているわけだ。

それはとにかくと して、一応それを確認しておきます。測量した結果は、正式面積は 6万

5，5 3 2.9 3という ふうに出たわけだ。

そこで、ちょっとお聞きしたいんですが、墓地のときに進入路を廃道しております。そうす

ると、墓地の所有者はどこから入るように新しい道路ができたのか。あるいは、どのようにす

るのか。恐らくお墓に行けなく て、 お彼岸には困っただろうと思う。これはどういうふうにな

りますか。

0議長 (高橋通夫君 ) 総務部長。

大里 2号線の一部廃止の関連でございますが、これにつきましては公社の境界地までは公道

が生きているわけでございます。それで、これ、公図の廃止の現状と現地とはちょっと違って

おりまして、墓地に通ずる 道は公社の用地内を通っているわけでございます。ですから、公社

内の用地については使用して差し支えない、こういうことで墓地の所有者にもお伝えしてござ

いますので、いままでどおり墓参等については差し支えがございません。こういうことを申し

上げました。 7こし ¥0

0議長 (高橋通夫君 ) 古谷太郎君。 0議長 (高橋通夫君) 古谷太郎君。
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06番(古谷太郎君) これを、前に理事長は、どこか前の方へ出す ことを希望してい

るんだというお話でしたが、そういうことについては、何か平さんとの交渉がありますか。

0議長 (高橋通夫君)

O助役 (赤松行雄君)

助役。

そういうこと 、ここの用地とは丸っきり関係ございませんので、

考えたことないようなんですけれど。

0議長 (高橋通夫君 ) 古谷太郎君。

06番 (古谷太郎君 ) 次にお聞きしますが、この八丁目地内の防災工事に伴う実施設

言十を業務委託しております。金額は 3，450万円、非常に大きい金額で、昭和 58年 12月 1

日から 3月 31日までやっています。これはもう完成いたしましたか。相手先は、日本技術開

発株式会社です。もう期間は来ている。終わったですか。それだけ、終わったか終わんないか

だけ答えてくださいよ。

0議長(高橋通夫君 ) 総務部長。

0総務部長 (伊藤正吉君 ) いま御1旨摘の委託契約につきましては、現在ほぼ完了して

おりまして、内部の設計等の最終的な打ち合わせをしている段階でございます。

0議長 (高橋通夫君 ) 古谷太郎君。

06番(古谷太郎君 )

のは、終わってないのね。

O議長(高橋通夫君 )

を終わります。

お諮りいたします。議事の都合によりあらかじめ会議時間の延長をいたしたいと思いますが、

契約には 3月 31日となっている。打ち合わせしているという

これをも って 12の2 南平地区防災用地の処理に関する質問

これに街]異議ありませんか。

C I異議なし」と呼ぶ者あり 〕

0議長 (高橋通夫君 ) 御異議ないものと認めます。よって会議時間の延長をすること

に決定いたしました。

お諮りいたします。議事の都合により暫時休憩いたしたいと思いますが、これに街l異議あり

ませんか。

C I異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長 (高橋通夫君) 御異議ないものと認めます。よって暫時休憩いたします。
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午後 4時 42分休憩

午後 5時 30分再開

0議長 (高橋通夫君 ) 休憩前に引き続き会議を開きます。

1 3の 1. 今や社会問題になっている校内暴力と非行問題に行政 も積極的に取り組めについ

ての通告質問者、市川資信君の質問を許 します。

C 1 9番議員登壇 〕

o 1 9番 (市川資信君 ) ただいま議長から御指名がありましたように、いまや社会問

ι 

題になっている校内暴力と非行問題について、行政 もさらに一層積極的に取り組めという件に

ついて、一般質問をさせていただきます。

古谷議員の名調子の後、大変やりにくいんでございますけれども、一生懸命やりますので、

よろしくお願いいたします。

この 2年間、文教委員会に所属させていただきまして、市内各小中学校の実情について、 一

層の勉強をさせていただいたわけであります。過大校の問題、施設面の整備拡充、新旧校の格

差是正等、いろいろと行政における問題を一層積極的に取り組まなければならないことも事実

でございますが、中でも私の心情を強く打ちましたのは、何といっても表題のように校舎破壊

を伴う校内暴力と非行化の低年齢化と、その増大でございました。この実情は、ある点を見る

限り、一刻の猶予も許せない事態であったと 言わざるを得ないのでございます。

しかしながら、こ と教育問題、とりわけ校内暴力、非行問題は、その原因発生源はまことに

複雑怪奇でございまして、私がごとき者が、まして限られた時間内に論じたからといって、と

うて い意を尽くせるものでないことも、また、解決できるものでないこ とも事実でございます。

しかし、そうだからとい って、いまや、朝、新聞に目を通せば、必ずといってよいほど少年

の暴力犯罪、交通事故等の記事を見ない日はないわけでございます。 21世紀を担う青少年の

現状をこのまま放置することは、日本の将来にとっても大きな損失でありますし、この際、私

はたてまえ論を廃し、本音で真剣に取り組まなければならないと思い、一般質問をさせていた

だいた次第であります。

まず、問題提起をいたしま して、 青少年犯罪、校内暴力の実態というデータをまず申し上げ、

それに伴うあと社会環境、学校教育の現状、家庭教育、さらに最後に行政への注文という形で

取り組んでお話をしていってみたいと思いますが、いかんせん力不足のためにまとまらない点、
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あるいは聞きずらい点があろうかと思います。その点はお許しいただきたいと、かように存じ

ます。

警察庁が昨年の 12月にま とめた少年非行は、 4年連続して戦後最高の暗い記録を更新する

ことが確実となった。 11月末までに、昨年刑法犯で補導された少年は、 1 7万8，893人、

前年同月 比で 5，924人上回り 、伸び率 3.4 ~語 、 前年の、前々年になりますが、 2.9 %をはる

かに超えておるという実態でございます。

また、 1 3歳以下の刑法犯に問われない、いわゆる触法少年を含めますと 23万7，468人

と、合刑法犯に占める非行少年の割合は、昨年に続いて 5割を超え、史上最高の 51. 5 ~ちとな

っております。

また、 1 7歳から 19 歳の非行少年は昨年と比べ横ば~ ~状態であるのに対しまして、 1 3歳

が 3.3%、 1 4歳が 5.4%、 1 5歳が 11. 7 %と、それぞれ増加し、非行の低年齢化はますま

す鮮明化し、 特に触法少年を含めた非行少年の 2人に1人は中学生、非行の中心が中学生であ

ることを改めて裏づけた、こ のように報告されております。

非行の内容は、窃盗が全体の 75%、脅迫犯は 1%足らずの 1，584件、殺人は 10人増の

8 6件、 また、非行の初期と見られる万引き、オートパイ や自転車を盗む非行の予備軍の層は

増加しておる。

また、校内暴力事件は前年度より 1割近い増で、 173件の増であります。 1，951件、 中

学校で 9.3校に 1校、高校で 64.3校に 1校が校内暴力に見舞われ、 8，099人が補導され、

108人の少年が逮補された。被害者は 3，9 0 2人、 教師に対する暴力事件もこの 5年間急激

にふえ続け、ことし、こ としというのは昨年でございますが、 866件、 発生被害教師 1，219

人、補導少年が 1，904人、前年度より 119件、 1 5. 9 ~ち増加しております。被害教師が

1， 1 9 3人、 1 8.85ち、補導少年が 255人と 15. 5 ~ちの 、 それぞれ大幅な増加となっており

ます。中学校の事件が全体のその中の 98%を占めております。

また、少女の非行が爆発的に増加して、 前年度より 16.5%の大幅な増加でございます。 3

万 7，222人が補導されました。刑法犯罪のうち、少年に占める非行少女の割合は、昨年18.5

9ちだったのに、ことしは初めて 2割のラインを超え、 2 O. 8 ~ちとなった。非行少年 5 人に 1 人

は少女というこ とになっております。校内暴力でも 63人の女生徒が補導され、昨年の 2.7倍

となっております。

これを当日野署管内の少年犯罪取り扱い状況の数値と 比べてみたいと思います。 58年の 1

月から 12月までにおいて、 昨年 1年間に日 野署管内で少年犯罪取り 扱い状況において 888

件、日野が 24 3件、 多摩が 334件、稲城が 98件と。

さらに少年補導状況を見ますと、日野が 330件、 稲城が 250件、 飛びましたが多摩が

258件、 合計 1， 1 8 6件。その少年の犯罪と補導を年齢別に見てみた場合、 1 4歳未満が犯

罪が 251件、 1 4歳が 131件、 1 5歳が 201件、 1 6歳が 128件、 1 7歳が 50件、

1 8歳が 65件、 1 9歳が 62件と、明らかに警察庁の調査、発表と同じように、日野署管内

においても低年齢化の数値というものの増加がはっきりと、明確に示されております。

さらに少年補導の件数もあるんですが、これは割愛させていただきます。

そこで、総理府が発表した少年非行問題に関する世論調査を、こ の際、申し上げてみたいと

思います。

これによりますと 、国民の 9割が深刻な問題ととらえ、半数近い人が非行の原因は家庭にあ

ると答えております。昨年、交通事犯を除く刑法犯で検挙された少年は、 2 5万 7，00 0人、

初めて検挙人員の半数以上を少年が占めるという事態になったと。調査によると 、非行の原因

について、家庭が 46%、少年自身 255話、社会環境や社会の風潮 175語、学校が 25ちとなっ

ております。

もとより少年非行はさまざまな要因が複合して、何が原因だと簡単に割り切れる問題ではな

いわけでありますが、まず、この調査で家庭と答えた人も、他の原因がゼ ロなどとは考えてい

るはずはないと思います。また、非行の要因の比重が、家庭46対学校 2にすぎないなどとい

うことも全くないと思うわけであります。社会環境の風潮や学校などとの、いわゆる親が他人

への責任転嫁することなし親としての責任感から、かかわりの深い家庭と結びつけた数値で

はないか、かように思うわけでございますけれども、学校に対する責任の度合いが、こ の説査

の結果ではきわめて低かった。これは教師自身も決して安堵してはならないと。見方によれば、

教師不信の自己防衛の意思表示かもしれないということを示しているかもしれません。

ここで、家庭と少年非行との関係は古くから言われてきたことでありますが、近年の非行は

一部の家庭に限られたことではなく 、広がりを示しておる。家庭の教育機能の低下が指摘され

て久しいわけでございますが、今回の調査でも回答者の 7割が家庭のしつけが甘いと見ておる。

最近の少年は目当てのない欲求不満の中にあるとの指摘もあります。仲間ともまれ、助け合つ
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て育つ環境がない。行政の立場から、いま少年たちに何をしてやらなければならないのか、真

剣に考えなければならないときだと思うわけであり ます。

さらに、東京都の場合、従来義務教育の小中学生についての懲戒としての停学は認められて

いなかったわけであります。例外として、公立小中学校の場合、他の生徒の教育を受ける権利

を守るために、市町村教育委員が必要と判断した場合のみ、問題生徒の保護者に子供の出席を

停止する命令ができるこ とになって いたものを、ここで、 改正されたばかりではございますけ

れども、今回、都公立学校管理運営基準の規則を一部改正されまして、校長は各市町村教育委

員会の指示を受け、出席停止を命ずることができると、校長に初めて権限を付したものでござ

います。

文部省の中学校校内暴力発生状況と、問題生徒の措置の両面にわたる実態調査によりますと、

校内暴力は公立中学 7校に 1校発生して、対教師暴力はこ れまでの警察庁の調査の 2倍近い

657中学で 1，404件、被害教師数 1，7 1 5人、加害生徒数 2，810人と、こ の調査で対教

師暴力が水面下では警察庁の調査よりもさらに広まっていることが浮き彫りにな ったと指摘し

ております。

また、事件発生による中学校校内暴力と学校の対応を見ますと、発生校数 1，3 8 8校、比率

が 13.5%、出席停止が 287人、 対前年のこの 287件というのは 57年度の数値でありま

す。 56年の数値が 144件、ですからちょうど 1年で 2倍にふえたと。

さらに、自 宅謹慎処置は 54 7件が 57年、 56年が 114件でありますので、j可と5倍に

校内暴力が発生したということが示されております。

生徒間暴力は 1，028校で 2，340件、人数が 1万 2，088人と なっております。

さっき 言われたように、天下の宝力、いわゆる停学措置というものはむやみに執行するもの

ではないことはわかっておりますけれども、これらの数値を見ても、今回校長に与えられた権

限の時期の遅きに失した感さえあるものと言わざるを得ないと思います。

これらの数値をもと に、次に社会環境は一体どうなのかということを簡単に申し上げてみた

いと思います。

いわゆる企業の社会的責任もその一端を負わなければならないことも事実だろうと思います。

いわゆる戦後から一貫して生産性を高めるときに、人間性の阻害、ひいては帰宅時間のおくれ

等から親子、家族のコミ ュニケ ーション等の不足を生じ、これらに起因することも全くなか っ
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たとは言えないと思うわけでありますが、それに も増して、何といっても現在の日本のマスメ

ディアの現状でございます。 一体これでよいのか、国会においても、現在盛んに論議されてお

るものでございますけれども、ポルノ紙のはんらん、スイッチを押せば子供と一緒に見ていら

れないような画面が、好むと好まざるとにかかわらず飛び出してくる。日本が今後も自由な社

会を願うならば¥政党政派を乗り越えてそういった立場からマスメディアの当事者も含め、 メ

ディアの今後のあり方を真剣に検討する必要があるのではないか。

先般、私の友人が 5年のニューヨークの滞在から帰国いたしました。まだ 10日ほど前でご

ざいます。小学校 6年生と小学校 2年生のお子さんを抱えて帰ってきたわけです。小西六写真

工業から派遣されていたものですが、 日本へ帰ってきて、 5年の聞に浦島太郎になったという

ことを聞きました。テレビを、こ わくてス イァチを入れられないというんです。ニュ ーヨ ーク

ではそんな ことは一切なかった。確かに裏番組、有線といってお金を入れればおもしろい番組

もあるということを言っておりますが、それをスイッチを入れない限りは、絶対にそういった

放映はされてない。日本に帰ってきて一番困ったのはそれだということを言っておりました。

さらに、文部省が全国の公立中学校の校長先生を対象に、初めて道徳教育の実施状況調査を

行l¥ました。向調査は、吹き荒れる校内暴力をきっかけに道徳教育の強化が叫ばれる中で、実

態把握を目的に 58年 5月に実施したものでございます。回答者は全国の 3万 5，000の公立

の校長、質問は今年度学校として最も重点的に指導したい道徳内容、いわゆる学習指導要綱が

挙げている小学校で 28項目 、中学校で 16項目のうち、一つを選ぶものであります。

小学校の 1位が不闘不屈、中学校での 1位は基本的生活習慣、いわゆる道徳教育については、

教育課程審議会等の答申を受けて 33年から小中学校で道徳の時間が特設され、年間 35時間、

週 1時間の指導が義務づけられております。文部省がまとめた道徳教育実施状況調査によりま

すと、平均小学校で 33. 1時間、中学校で 30.3時間と 、小中学校とも道徳の平均時間数が下

回っております。

次に、昨年度の学校活動全体を通じて道徳教育実施状況を調査した点において、おおむね全

教師の共通理解のもとに適切に行われたというものが、小学校が 69.1%、中学校で 61. 5 %、

逆に教師により取り組みに差異があり 、必ずしも十分行われなかった、この点は小学校が30.9

%、中学校が 38.5%、 この調査で道徳教育の取り組みについて、学校問、教師聞の不一致が

浮き彫りになったわけであります。これらの数値が校長回答でもありますので、実態はさらに
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厳 しい数値と思うのは当然と思います。

この件につきまして、日 野市内の小中学校の道徳教育の実態、はどうなっておるのか、文部省

基準どおり行われているかどうかということについての、 1点目の質問を行います。

次に、これも日教組と国民教育研究所の調査、学校規模別問題調査というものが、以前、そ

れほど前ではないんですが、新聞に載っておりましたんで、これも書き抜きましたので、ちょ

っと申 し上げてみたいと思います。

調査は、茨木県、埼玉県、千葉県の 3県、学級数が規模別に平均して選んだ小中学校 448

校、教職員 2，0 0 4人を対象に、過大規模校が教育指導や人間関係、学校運営、子供の問題、

行動の面でどんな幣害を生んでいるかについてのアンケー卜 であります。組合員を中心に

1，616人、 77%の回答を得たと書いてございました。

調査報告によります と、 まず、学校が行き過ぎる と感じるのは小学校で 25学級以上、中学

校で 19学級以上という 点で半数の教師が一致。文部省、が普通過大校と呼ぶ 31学級以上とは、

受けとめ方に差がはっきりと出ております。

マンモス校では、教育上どんな面で支障があらわれてくるか、の質問で、 1番が生活指導、

中学校で 73. 7 ~皆、小学校で 58 %、 2番目に教職員の交流やまとまり 、 3番が子供との接触

の順。

学校の規模と 、子供の顔と名前がどの程度一致するかという平均値は小学校で 150人、中

学校で 250人から 280人程度で、先生方の記憶力にも限界があるということがこれらの数

値でわかるわけでありますし、さらに生徒数が多くなればなるほど一致率がぐんと下がってお

ります。

たとえば、 23学級から 25学級規模の中学校では、一致人数が 278人、不一致人数が

703人、一致率 28. 4 ~ち。同じ規模の小学校で 1 6.7%。

次に、いま少年の問題をやっておりまして、これから申し上げるのは中学校関係についてで

ございますが、忘れ物、宿題未提出が小規模の中学で 25.9%、中規模になりますと 45.9%、

大規模で 49%。

また、万引盗難事件については、小規模が 5.2局、中規模が 12.9 %、大規模が 14. 7 ~与 、

この調査では、小中学校ともに大規模になるほど子供に責任意識が育ちにくい。また、他人任

せの子が多い。
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3番目に、行事、クラブ活動での参加の機会が少ない。親が担任以外を知らず、わが子中心

意識が強い。

5番目に、教職員聞の意思統一がむずかしく、非行対応にもおくれがちである、と。

これらの数値を見て、当市においても、現在、 58年度においては三中が 31学級という中

で、さらに、来年度は三沢中学への学区域変更に伴う学年進行で多少の緩和はされるといって

も、学級数はほとんど減らない状態にあるわけでありますし、さらに 61年度をピークとする

中学生のこの増加傾向にある中に、いま私の申した数値をどの学校もほとんど上回る状態にあ

るわけであります。

そうなりますと、当然日教組の調査のように、校内暴力、非行への悪環境、悪条件はますま

す増しておるわけでございますが、こういった時期に当たって、市長、教育長は一体この問題

に対してどう対処をしようとするのか、 2点目として質問をさせていただきます。

次に、日本教育新聞、国会教育論戦、衆議院の予算委員会における民社党の塚本三郎書記長

の質疑の要旨を、私はこの新聞をあるところで手に入れまして読んだわけでありますが、こ れ

は読み捨てにできない重大な問題だ、かように思いましたので、この一般質問の際に、ちょっ

と一部、要旨ですから全然、字は抜いてありません。きち つきちっと要点を抜き出したものでご

ざし 1ますけれども、 しばらく聞いていただきたいと思うんです。

中学校で生徒が先生に暴力をふるうのが激増しておる。しかし、校長先生は殴られなし、。な

ぜ殴られなt，かというと、現場の先生に聞いたところが、非行を見ても注意をしなし¥から殴ら

れなt'0二つ目は、事なかれ主義で見て見ぬふりをしている。三つ目が、直接指導すると担任

の先生から組合から抗議を受ける。 4番目に、りっぱな校長は毅然として注意し、校長の権威

とともに生徒の信頼を得ると 、四つに分類されております。

生徒が学校で生きがいさえあればという先生方は言う。授業だけでぎゅうぎゅうといっても、

授業に適さない子供がいる。しかし、この子供たちは体育とか、美術とか、別の特徴がある。

こういうところさえ生きがし 1があれば、決して非行には走らないだろう。だから混かく彼らに

対して彼らの特長を見た教育をすることが必要ではないか。

文部省から都道府県に対して校長、教頭が理想を持った教育活動に生かすようにとの通達が

出されている。ところが、日教組が教育の方法に干渉するなと言ってくる。どうすることもで

きない。これは東京都に多t，。聞いてみると、そういうことをするのは共産党系が多いそうで、
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社会党系のはほとんどしないそうだ。だから、校長先生は授業参観にもなかなか行けない。廊

下を歩くだけで、教育方法への干渉だといって押しかけてくる。校長先生は玄関から校長室と

便所以外は歩けない。それが自分の学校の校長だという、そう言う先生がいる。

こういうふうになっているわけです。そんなことが日本国内にあっていいのか、塚本書記長、

文部大臣、鈴木総理とのこれは一般予算の総括質問のときの記事であります。

さらに、塚本書記長は、研修会をやって勉強した先生が、それを生かそうとする校長や教頭

が陣頭でやろうとすると、組合と摩擦が起こる。だから学校が一体となろうにもできない状態

になっている。特に東京都はひどい。人事権もなきに等しい。校長先生もこの人を転任させた

いといってもできない。美濃部さんのときに、都教委と日教組の間で協定が交わされている。

希望と承諾がなければ転任できないというノレールができ上がっている。計画的にやろうとして

もできない。管理者に人事権を与えなくて、どうしてできょうか、これが実態、だ。知事がかわ

ったらいいだろうと思ったが、まだだめだ。都教委はできないと言う。こんな人事権を放棄し

たような協定をそのままにしておくこと自体が問題ではないか。本人の意思を無視してはで き

ないが、逆にそれが盾になって人事権が圧殺されている。

もっとひどいのは、教頭になるときの試験になると、単なる試験だけではない。内申書を校

長が都教に出さなければならない。その内申書をどうして出すかといえば、先生方の投票によ

って決める。日教組の強いところでは、あいつはぺけを出せと 言えばみんなぺけになるから、

なれない。だから勇気を出してやろうとしても、永久的に平の教員だ。教頭試験のときに、内

申書でマノレ、ノζツをつけられることにな っているから、この協定を破棄しなければどうするこ

ともできな t¥0 したがって、組合の方針に反することはできない。女主日大臣の田中さんが幾ら

厳として 100回言っても、ここでストップにな っている。こういう形でいるから当たらずさ

わらずになってしまうことになる。どこの企業、事業体組織でも、その責任者が厳とした人事

権を持っていなければ確立できないところが、上が協定、都教委と結び、地方の県教委が結ん

でいるところはだめなんだ。だから帽子をかぶっていなし 1から帽子をかぶれというと、軍国主

義復活だとなる。襟を正せというと軍隊生活反対となる。授業参観もできない。若い新しい先

生方は教育大を出て理想に燃えてやろうとしても経験がない。そこで、先輩や校長、教頭に指

導をしてもらいたい、現場での勉強の手をとってほしいと思っている。

ところが、それにこたえて歩くと、すぐ後ろに日教組が出て、校長室に押しかけてくる。そ
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れを子供が見習っているから、子供が教員、室に押しかけてたばこを盗んで帰ってし¥く。組合員

が校長をつるし上げるから、先生も子供らにつるし上げられる因果応報ではないか。

衆議院予算委員会総括質問、民社党の塚本三郎書記長の質疑の一部を私は書き取ったもので

あります。新聞もここに持っております。日本教育新聞による衆議院予算委員会の総括質問に

おける塚本民社党書記長と鈴木総理、田中文部大臣との質疑の大変なショ y キングな論戦であ

るわけでありますが、 5 6年 2月から 3年間経過した今日、実態、は少しは推移しておるのかど

うか。

また、日野市の実態はどうなのか。このような事実があるのかどうか。学校側内部にも、こ

うなりますと先ほどの家庭48 ~ち、学校が 2~ちという親の非行問題の責任のいわゆるアンケー

ト調査に、大きな比率の狂いが出てくるパノで、はないか。そう いう意味において、日野市の一般

市民は、まずこんなことがあるとはだれも知らな いと思います。この実態を、日野市の教育現

場において事実あるのかどうかを、質問の 2点目でしたか、 3点目ですか、お尋ねいたします。

次に、これはー中のお父さんやお母さんがし 1ま毎日巡回視察を行っております。その巡回視

察を行った父母から、臨時保護者アンケー卜をとりました。その、私は写しをいただいたわけ

であります。読むと大変長いもんですから、本当の、ごく 10分のlぐらい、も っと少ないで

すね、 2 0分の lぐらいをちょっと読ませてください。

2月の6日か ら10日です。本当に 1人のお母さんだけが、たばこを吸 っているのを見ても

何もできなし 1。何のための巡回か、むだなような気がしました。どうしても手に負えない場合、

市立の中学から転校させる方法はないものでしょうか。不良生を集めて更正させる施設を兼ね

た特別の学校のようなものが必要に思われます。授業を妨害されている教室の生徒がかわいそ

うで、早く何とかしていただきたい。

その次に、学校全体が異様だ。ふらふら歩く。教室での私語、乱れ言葉、参観者への罵声、

たばこのにおい、もはやきれいごとではだめ。市教育委員を含め、 PTA全体で改革しないと

無理と思われる。 3年の廊下にたばこの吸い殻、あめの紙が落ちていた。 トイレの中で 3年生

の男子がたばこを吸っていて、注意を受けていた。校内全体が汚なく、破損しているので異様

な感じがしました。この様子を、ぜひ市当局の方々も見学して、地域全体の問題として取り上

げない限り、いつまでも続くことと思います。ますますエスカレー卜することと思います。あ

のような異様な教室の中で、子供に勉強勉強と口やかましく言う方がおかしいようでした。子
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供たちの心がいかに傷ついているか、大人の反省も込めて教室破壊を眺めました。

最後にもう一つ、同じようなことですけれど、 3年生のクラスで、 5、 6名の生徒がたばこ

を吸って いました。体育のクラスの見学者との こと、火のついたたばこが落ちていたので拾い

ましたが、火事にでもな ったら大変だなと思いました。先生方の厳しい御指導、よ ろしくお願

いします。

ずうっと、全部そんな調子です、これが。これが実態でございます。こういう中で、先般私

は新聞を見ていましたら、こういう記事を見たんです。 r教師は悲しい不信の笛」、 宮崎の中

学校全職員が、校内暴力の予防策に と、教師が生徒から襲われたときに、ほかの教師の助けを

求めるため約 40人の全教師に笛を持たせていたことが、宮崎県の県教組の中学生非行実態調

査で明らかにされた。学校の警察化が問題になっているとき 、先生が呼び鼓を持って授業をし

ていることに、教育関係者は強い衝撃を受けている。ここまで先生方が追い込まれていること

も現実ではな l¥かと。これは 58年 10月 29日、 読売新聞に載っていた記事を、私はコピー

しておいたものであります。

最後に、家庭環境に入りたいと思います。国立小児病院の精神科グループによる全国の中学

生を対象に、登校拒否に関する意識調査を行いました。対象は、全国無作為抽出の中学生800

人のうち、自答409人。それで、登校拒否経験者は 409人のうち 10%、登校に嫌悪感情

を持ったことがある生徒は 70%、抵抗なく登校する生徒が 20%0これらの生徒を学校へ行

きたくないとは考えない、 いわゆる登校に抵抗感がないというグループをA、次に Bは、行き

たくないときもあるが休まない、いわゆる登校に嫌悪感を持つ者がBグノレー プ、さらに登校を

拒否する、こ れが Cグループ、この三つのク、ループに分けられております。

その中で、 BとCのグループについて、 登校にいわゆる嫌悪感を持っている、登校を拒否す

る理由をまとめたところが、家庭への不満と して理由を挙げた生徒は、Bグループが 365語、

Cグルー プは 675ちに も達し、これに対 してAグループは家庭への不満の理由は、わずか 11 

9ちでありました。

家庭への不満の理由は、 1.家庭内が不和でけんか等が絶えず、葛藤がある。 2番目に、父母、

親子の会話がなく断絶状態、でばらばらである、この 2点に大別できる。

また、こ の調査で、不眠も登校拒否の原因の一つに考えられており 、Aグノレープの生徒では

眠れないと訴えているのは 20%しかいないのに対しまして、 Bグノレープでは 455語、 Cグル
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ープでは 53%とふえております。このほか、登校拒否を訴えている生徒ほど疲れやすい症状

を訴えている。

これ らの結果から、中学生の場合、やはり両親を初め家庭の温かい支えが一番必要ではな い

かと、こ の調査の結末に結んでおりました。

また、 これは厚生省が子供たちの家庭や地域など、環境等子供自身が置かれた状況を把握し

ようとして行った調査であります。いわゆる子供の家庭の環境調査であります。

全国 6，235世帯、原則として母親に回答を求め、対象は両親がそろい、 3歳から中学生ま

でいる家庭、回答は接数回答であります。家庭環境、こ れはお母さんがお仕事を持っているか

どうかとい う質問に対しては、 5 0.35話、半数以上が働いておる 、そうい う家庭環境でありま

す。

親子の対話状態、こ れはほとんどよくされておる。それで、 3番目に、子供部屋はどう です

かということに対して、小学校の 3年生までが 71%、 6年生になると 81弟、中学生は 88 

%が子供の部屋を持っておる口また、机はどうかというと 、 95%以上に持っておる。自 転車

は90労以上、百科事典は小学校について 625話、 中学校は載っておりません。

次に、持ち物にな って、 カセッ トテー プレコ ーダーは 695ち、ステレオが 215語、腕時計が

6 7潟、 専用テレビが 105ちとなっております。大変豊かな生活を送られて いると いうことが

わかるわけでありますが、 しつけの面のアンクートをよく見ますと、人にあいさつをする、こ

れ 73%、行く 先を告げていきなさいとしつけているのが 68%、交通ルーノレを守るんですよ

と言っているのが 635話、公共物を大切にする 37%、順番を守り 、列などに割り込まないよ

うにするんですよ 28%、お年寄りや体の不自由な人をいたわるんですよ 37%、公衆道徳、に

気を配っている親は、こ の数値で 3分の 1であります。

このような中で、道徳教育の徹底は一層必要かと思われるわけであります。当初、たしかこ

の問題については第 1問で質問をしておると思いますので、重復は避けますけれども、たしか

質問、入ってましたね。( r入ってるよ」と呼ぶ者あり )

次に、家庭環境の、 これは読売新聞の昨年の 12月に「ちびっ子受難時代、ノミノヘママ抜き

朝食 5人に1人」 という見出しであった。これもおもしろし 1から、ちょっと私、データをと っ

てみたんですが、厚生省の国民栄養調査によると、朝食を両親とともに食べる子供が 37%、

母親だけとが 29.5%、父親だけが 6.35語、子供だけが 21.4%。夕食は、両親とともにが
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58%、母親とが 25.7%、子供だけが 3.5%と。

朝食を両親と一緒に食べる場合と、子供だけの場合との食欲の違いを見ると、よく食べるの

は、両親と一緒の子が 17.7労、子供だけで食べる子が 13. 4 ~ちと 、 子供だけの朝食では食欲

が劣ることが、こ の数値で指摘しております。

また、食品を魚や肉、米やノミン、野菜など 6群に分け、イ可を食べたかという栄養のノ《ランス

を見ると 、 6群とも口にしている子供は、両親と一緒に食べた子が 12.1俗、子供だけが 6.7 

9ちと、 子供だけの食事は偏食が多いということも、この調査で指摘されております。

それで、こ れはまだ家庭問題でありますけれども、全文を先にちょっと読ませていただきま

す。

「問題児は問題家庭から。共働きでも親の機能を。中高校、中学生、高校生にこそ心の弁当

を」これは東京滝の川|女子学園高校教諭の渡辺好古先生の、新聞に載っていた、これ、読むと

長いもんですから巻尾に、終わりにこういうふうに書いてあるんです。 I東京城北地区のある

女子高での調査によると、こ の高校では昼食に弁当を持参する生徒と、持ってこない生徒との

割合が五分五分である。後者は学校の売f苫を利用する。そして非行やその他の問題を起こす生

徒は、弁当持参組みにはほとんど見られないという。たかが弁当とは言うまし ~o 日の丸弁当の

毎日だったわれわれの幼児期に、たまに珍しく卵燃きのおかずが入っていたこともあった。こ

の年になってもその思い出は鮮烈である。貧しかった母親の思いやりは大きく 、強く心を満た

してくれた。子供に愛情弁当の味を、親の手づくりの味を、いや、親の心の味を賞味させたい

と思うのであります。問題児を生み出す問題の家庭をなくすためにも」こうなっておるんです

が、この先生は長い問、現在も教師をしてられる人ですが、ちょっとこの中の一文を読ませて

いただきますと、 「娘が家出をして半月以上になる。 E家、共働き家庭である。父親は動先で

要職についているので、娘の家出にかかわっている暇がないと いう。担任の先生は日曜日も返

上して、あれこれつくして探し歩いている。母親は、よろしく、と哀願し涙を流す。だが、そ

の母親は娘の家出後、 1日も勤めを休まない。多忙なのだそうである。そして担任の先生に言

う。私の動め先には娘のことを電話しないでください、体裁が悪いですから。一方で涙を流し、

娘を案じる母親が、一方では娘より体裁を重視する。この両親は娘のことを一体どう考えてい

るのだろう。両親そろっていても、 E子は孤児同然である」そのようなことが、こ の記事にず

っと載っているんです。
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これらを見て、給食もそうでございますけれども、先般も議会の質疑の中で、本当に温かい

弁当をつくると いうことが、もし非行防止に役立つものであるならば、日野市にとってもこの

辺にたてまえ論でなく 、いわゆる本音を出し合って教育的な立場から、見地から、学校給食と

いう ことをもう一度真剣に考え直す時期に来ているんではなかろうかと私も思うわけでありま

すが、その点についての御見解もあわせてお願いいたします。

次に、行政についての最後の質問に入ります。パンフレ γ 卜、 いわゆる親に対して、私はl~ 

ま中学 2年生の子供と、こ とし大学に入った子供と、大学を卒業した子供を持っております。

そして、いわゆる私も鈍感だったかもしれませんO 親に知識がないために非行を未然、に防ぐこ

とが十分可能であるんだということも身にしみて体験したわけでありますけれども、先般、こ

ういったノごンフレジトをいただきました。

どういう服装をしたら非行化へ、あるいは悪い友達に誘われる段階に入っていくかと いうこ

とを、意外と親が知らないということであります。全く微妙であります。わずかにスカー卜 が

長くなる。髪の毛の長さ 、そり上げ方、襟の長さ、あるいはカバンが薄くなる、ス トッキング

が紫色になっていく 、靴のかかとを踏む、まだ、そんなのは初期のうちであります。もっと微

妙な段階のものが、初期に入る前にいろいろとあるんだということを初めて知らされたわけで

す。恐らく大半の親は知らないだろうと思うんで、そういった子を持つ親に対して、教育委員

会等で親に与える指導書、パンフレ y 卜等をぜひお配りいただきたい。

私はこのノごンフレントを見て、これだ、と思ったんです。女子学生、男子学生だけでも二、

三十点の注意事項があります。こうなってきたら危険だというところであります。これは大変、

話しますと長いですから。

そのほか、ここに、子供の非行は家庭から、子供の夢を育てよう、近所の子供にも一声かけ

よう 、子供の心をよく知ろう、善悪のけじめをつけよう 、他人の ものと自分のものとの区別を

教えよう 、思いやりの心を伸ばそう 、上手にしかつて上手にほめようとか、こういった 10項

目があるわけです。こういったちょっとしたことなんですけれども、いま、いわゆる中学生を

持つ母親、父親はその指導にとどまっております。こういった指導の指針になるようなものを、

ぜひ教育委員会もその家庭にお配りいただいて、そのお勝手なりお部屋に飾っておいていただ

ければ、親は何よりの教育の指針になるんではなかろうかと思うわけであります。

次に、これは行政の 2問目でありますが、いまの点については御回答、質問の中に入ってお
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ります。

小学校教師を進学転任、これはつい先日の新聞で見たんでありますが、 名古屋市教育委員会

は、新年度から小学校の先生を進学する生徒と一緒に中学校へ転任させる持ち上がり制度をス

ター卜させる。新しい学校生活で顔見知りの先生がいれば生徒が気軽く相談でき、非行や落ち

こぼれにも役立つ と踏み切った。 小学校で生まれた先生と子供の関係を中学校にヲ|き継げば、

非行を防げるのではないか、との父兄の投書が発端で、ちょうど小中高の一貫教育の方策を模

索してきた同市教育委員はこのアイディアに飛びつき、同一学区内の転任を禁止して いた内規

を改正、同一学区内での小学校か ら中学校への転任の道を開いた。大変これはすばらしいア イ

ディアだろうと思うんですけれども、非行を防止する上からも、これらは十分に当市でも検討

するに値する問題ではなかろ うかと思うんですが、この点についての御質問もいたします。

さらにちょっ と細かいんですが、府中の電話教育相談、これも以前に私、知った問題であり

ますけれど、府中のいわゆる電話相談の窓口に、校長先生を退職された よう な方を在籍させて

いただいて、 親からの相談を中心に受けている。それで、昨年 700件を超えて、現在でも 1

日2件から 3件の相談が来ておると。電話相談です。相談内容は中学生が圧倒的で 311件、

高校生が 182件、小学生が 3件。問題点は登校拒否であるとか、非行化であるとか、無気力、

スポーツの落ちこぼれ等であるとのことでございますけれども、これらは優秀な校長先生が毎

年退職される日野市にとっても大変結構な親への指導、また、非行を持つ親は大変世間的にも

肩身が狭い思いをしたり 、表へ出 られな いよう な家庭環境の人もいるわけであります。そうい

った人が手軽に電話で相談を受けられたらばと思うわけでありまして、この点について、現在

も何かカウンセ リングでしょうか、教育相談のようなものを曜日によっては設けておるようで

ございますけれども、そういったものを発展拡充できないものなのかどうかということで質問

させていただきます。

それから、質問の最後の方へ入っていくわけですが、日野市内の中学校卒業式に締め出され

た、自宅待機した生徒がことしいたのかどうか。

また、中学校浪人は何人ぐら い出たのかと。できればこれを学校別にお願し 1したし ¥0

その次に、問題校に先生の増員をと、これは文部省の方でありますけれども、中学校対策で

生活指導強化のために、新学期から政令を改正して問題校に 100人、 1名ずつ送るというこ

とであるわけですが、日野市にそれに該当する学校があるのかどうか。
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それから、 最後に校内暴力、非行化を防ぐ一つの方法としてクラブ活動の活発等が必要では

ないか。最近、私ど もも文教委員会、ある し1はPTAを通して最近の学校の傾向は、女子の先

生が非常に多 くなってき ておる。決してこれは悪いことではないわけですが、クラフ.活動にお

ける指導、あるいは生徒と一緒に遊ぶ指導に対して不満を持っておる。そういう中で体育がで

きる先生、活発な先生をこれからある程度男子を、ふや していく必要があるんではなかろうか、

そういった こともある程度非行化への増大を図られているんではな いか、そういう 意味で男子

の先生、スポーツのできる先生の導入をふやすべきではなし1かということについて、 1 0点目

の質問とさせていただきました。

大変長くなったんですが、御回答をお願いいたします。

O議長 (高橋通夫君 ) 教育長。

0教育長 (長沢三郎君 ) では、市川議員さんの御質問を順序に沿って、できるだけ簡

単に申し上げます。

まず第 1番目の、日野市内の道徳教育の実施状況、これはどう いう状況であるかと。小中学

校とも教育課程の届け出と いう のを教育委員会の方に行っているわけで ございますけれど、年

間 35時間の道徳の時間、こ れは時間割りの中に組み入れられて指導しております。

それから 2番目の、 6 1年度に向けての中学校の非行暴力関係の対応の問題でございますけ

れど、確かに御指摘のとおり 、 6 1年のピーク時点では日野市内の八つの中学校、各学校とも

学級数が 24、 5学級の 1，000名前後の学校規模の学校に、どこの中学もほとんどなるよう

な状況でございます。

文部省の、 3 1学級以上を過大学級という形で取り上げて、いろいろ対応措置を考えている

と。これは全国的な状況の中でのそういう過大校の分離によるところの学校教育の、できるだ

け正常化、そういう問題も含めての対応でございますけれど、確かに理想的な学級ということ

になりますと 、小中学校とも 18学級規模前後の学校が、一番学校としては理想的な状況の学

校と目されております。

小学校ですと、各学年 3クラス、 6学年で 18学級、中学の場合は各学年 6クラスの 3学年

で 18学級と。これは文部省の出しております、いろいろ学校にかかる経費、基準財政需要額

というのがございますけれど、こ の基準財政需要額をはじき出す根拠としても、 1 8学級規模

の学校を標準として、あと学級規模に応じながら増減している、こういう状況でございますの
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で、できれば 18学級規模前後の学校が、一番学校としては理想的であるということは言える

と思います。

ただ、現状の中で、実際それじゃそういうような学校規模が現実問題として困難の学校とい

うのは、これは都心部と申しますか、あるいは都会地域を中心にしてなかなか学校用地が思う

ように入らないということで、非常に苦心している地区というのは、これは東京、あるいは大

阪、こういうところを中心にしてあることは事実でございまして、そういう中で 61年度ピー

クへ向けての対応ということでございますけれど、一応児童生徒の健全育成、あるいは非行防

止、こういう面につきましては対応に気を緩めることなく対応していきたいと。

まず校内的には、第 1番目としては、何といっても校長さんのリ ーダーシジプがきちっと確

立されることが必要なことは申すまでもありませんO よく 、校長がかわれば学校が変わるとい

う表現で言いあらわされているように、学校長の学校全体に与える指揮、あるいは学校全体を

取り巻く状況というもの、こういうものにつきましては、学校長の リーダーシップというもの

が非常に重要な役目を持っているということは申すまでもないことで、私なども再三校長会の

席等では、そのことについては強調しております。

2番目に、教師の指導力の向上、これは何といっても一番必要なことで、子供たちがそれこ

そ眠くなるような授業を繰り返していたんでは、学習意欲の減退というものが非行化、あるい

は授業がつまらないというところからそういう方向に走っていくので、教師の指導力の向上、

これにつきましてはできるだけの手だてをとって当市は対応しております。

あと 3番目に、現在の児童生徒の理解、生徒あるいは子供たちがどういう感情、あるいは気

持ちというものを持って現在の社会に対応しているか、その辺の教育相談的な受入れ、これに

つきましては東京都も非常に本年度以降、各学校に少なくとも児童生徒の相談に対応できるよ

うなカウンセラ ーが全学校に配置されるような状況をつくり出したいということで、日野市で

も本年度の重点の事業のーっとして、児童生徒に対する教育相談的な研修、こういうものにつ

きましては研修を強めて対応していきたい、こう考えています。( I教育長、ちょっと答弁中

ですけれど、いま 3点目と言いましたね、私、先ほど質問・・…'J と呼ぶ者あり)あの 2点目の

( 12点目のですか、それならいいんですけれど」と呼ぶ者あり)ですから 2点目の、中学校

の対応という中で、何といっても学校長のリ ーダーシップ、教師の指導力の向上、それから児

童生徒理解というものに重点を置きながら、 61年度へ向けて本年度以降も対応していきたし立。
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それから、校外的には、これは問題行動児の学校間交流というもの、いわゆる卒業生とか、

あるいは他校のそういうようなグノレープとのつき合い、こういうものをできるだけやはり未然、

に防止してあげる手だてが必要であるということで、この辺のことにつきましては生活指導主

任等を中心にしながら、それぞれの学校の情報交換等は十分行いながら対応しているという状

況でございます。

なお、特に保護者、あるいは地域、それから関係機関との協力態勢、これも校外的には対応

していく必要がある、このように考えております。

それから、質問の 3番目の教員人事、これにつきまして申し上げたいと思います。塚本書記

長の国会でのやりとり、その辺の状況につきましては私も読んだことがございますけれど、現

在の東京都の人事というものにつきましては、東京都が教員の任命権者、あるいはそういうよ

うな形でのあれは東京都が掌握しております。

それから、各市は服務監督権者という形で、先生方の日常の服務監督につきましては、市教

委の方で対応しているわけでございますけれど、東京都の方は人事異動の要綱というのがござ

いまして、人事異動の要綱に基づいて例年異動を行っております。

最近、人事異動の要綱もおととしあたりから変わりまして、少なくとも新しく先生になられ

た方は、 三地区ぐらいの経験は、教師という生活を生涯続けていく上では、必要であると。こ

ういうことで、新しい要綱に沿った形の人事異動が行われていると。もちろんその中で、校長

からの具申権、それから地教委からの内申権、こういうものはあるわけでございますけれど、

東京都自体は広域的な、東京都全体を見渡した形の中での広域人事を行っているという中で、

なかなか校長さんが希望される先生を自分の学校へ連れてくるとか、こういうことが思うよう

にいかない面もあることは事実でございます。

それから 4番目の質問の、一中の状況でございますけれど、いま御指摘のように、大変校内

が荒れていると。そういう状況の中で、特に、これは学校長の方もそれなりの英断を持ーったと

思いますけれど、とにかくそういう学校内の状況というものはなるべくオブラ ー トにくるんで

表に出したくないという空気、これがなくはないわけですけれど、一中自体について逆にPT

Aと十分話し合った中で、一中の実態というものを父兄の方自体に篤と承知していただきたい

ということで、毎日 PTAの方々が交代で学校に来られて、授業中等巡回するとか、そういう

ような状況の中でー中が現在置かれている実態というものにつきまして、十分その実情を父兄

-931-



の方もともに知ってもらうというような方向をとってまいりましたのが、 PTAの学校参観と

申しますか、これを継続して連日行ってきたと いう方向でございますけれど、ー中の対応につ

きましては、 確かに各ク ラス、 学年にもより ますけれ ど、そういう特定のグループによるとこ

ろの校舎破壊行為、これが繰り返されていると。ちょっときつく先生の方が注意をすれば、す

ぐそれが物に今度は八つ当たりすると いう ような形で校舎破壊につながるというようなことで

ございまして、このままの状況で新しい年度を迎えるということは、新しく ー中に入ってくる

子供さんのためにも決して教育的ではございませんし、この春のいわゆる休みの期間を通じま

して、 校舎破壊に対する完全といってもいいほどの全面的な改修、こ れを日夜強行しながら破

損個所等の修復、それらにつき ましては処理をいたしまして、新しい年度を迎えるような準備

を進めております。

なお、学校の人事関係につきましても、いわゆる校内空気の一新ということで、本年度、例

年以上に校長、あるいは教頭さんを含めての大幅な人事異動を、東京都と協議の上実施して、

学校に新しい新風を吹き込みたいという ことで、一中問題を含めまして対応をした次第で、校

長さんあるいは教頭さんを含めての人事の一新というものを図ってまいっております。

それから質問の 5番目の中で、 親や子供たちにしつけのノミンフレツ 卜というのはどうなんだ

と。実は、ことし間もなく入学式を迎える全父兄に、日野市教育委員会の名において、 代わが

子も中学生"という、全部で 28ページほどにわたる健全育成作成委員会の先生方がまとめて

くれたノミンフレアト、 これを全部お配りして、読んでいただけるような対応をとりたいと。

それで、その中には、現在の中学生の姿、ある いは親の役割りと育て方、中学生の問題行動

や非行がどういう状況の中から生まれてくるか、それを十数名の先生が 1年がかりで苦心に苦

心された上まとめ上げた内容でございまして、その中には子供、特に中学生年齢の子供を育て

るしつけ等のポイン トだとか、あるいは子供をだめにする等のポイン トだ とか、いろいろ、な

るべくわかりやすい形で現在の中学生の実態、それに対応する家庭での教育はどうあるべきか

という形でまとめた冊子がございまして、入学式当日 、 1年生に入って こられる父兄の方には

全部、全校でお配りするような準備を進めております。

なお、関連いたしまして、学校給食の件についてお話がございましたけれど、市川議員さん

もおっしゃったように、 5人に 1人の子供が朝食の際に親と一緒に朝食をとらないで学校へ行

っていると。これは確かに厚生省の国民栄養調査の中に記された内容で、新聞紙上等にも大き
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く取り扱われた問題でございますけれど、確かに今のように物資が豊富に出回って、終戦直後

のような状況でない中に、親子のきずなを強める愛情弁当論ということがあるのは事実です。

学校の先生方も、弁当 の世話ぐら いは、これはやはり親がやってくれてしかるべきではないか、

そういう気持ちをお持ちになっている先生方も非常に多いという こと も事実です。

ただ、 5人に1人の子供たちが朝食を親と一緒に食べないで、あるいは自分だけでト ースト

かミルクぐらいで学校へ飛び、込んで、きている、 そういう状況の中で、あと、では親が弁当持た

せろということになると、どういう現象があらわれるかといいますと、 300円なり 500円

のお金が子供たちに渡されると。途中でパンでも買って食べてお昼にしなさいと。と ころが、

そのお金をもらった子供がパン屋さんでパンを買ってくるんでな くて、友達の弁当を半分ぐら

い食べさせても らってそういうのを今度はポケットにためて、とにかくある金額がたまるとグ

ームセンタ ーへ出かけていったり 、いろいろそういう 実態がある こともこれまた事実なんです。

確かに給食という問題は、栄養のノζランスの問題、あるいは友達同士の連帯の問題、その他

を通しまして、現に給食を実施している学校のアンクー 卜調査、これらによりますと、非常に

給食というものにつきましては、子供も高く評価しているという ことは事実でございまして、

その辺の資料、もし必要があれば率直に学校自体がまとめた資料で ございますので、配付レて

御検討をお願いできれば幸せだと思って います。

それから 6点目 の、名古屋市の教育委員会が 6年生の担任の先生を中学に、いわゆる一緒に

転任していったというこの制度が、日野市の教育委員会でもとれないのかと いう御質問でござ

いますけれど、東京都の場合、先ほど申し上げましたように、任命権者は東京都という過程の

中で、小学校から中学に転任を希望する先生方につきましては、いわゆる適性選考という、中

学の教員としての教科指導その他を含めての適性があるかどう かという、その適性選考を受け

て、それで学校間のそういう交流は行うと。 小学校の先生が小学校の中を動く場合には、一般

的な人事異動になってくるわけですけれど、小学校から中学へ行くとか、中学から小学校に行

くとかという場合には、現職教員の適性選考というものを受けた上でな いと その配置がえがで

きな いとしづ状況もございまして、日野市では極力小学校と中学校の先生方の交流と申します

か、特に新しい年度の切りかえ等の際には、小学校時点での担任の先生が受け持たれた子供の

状況等を含めながら、中学校の先生方と十分意思交流をやれるような場をつくりながら対応し

ているというのが現状でございます。
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7番目の質問の、府中の電話教育相談の件につきましては、日野市の場合も教育相談室とい

うのを置きまして、特に昨年度、非行問題が非常に大きく騒がれる中で、長い間教職の現場に

おって努力され、対応して こられた小中学校の校長さんでおやめになった方を、それぞれ 1名

ず、つ教育相談室の方に追加していただいて、学校の先生方との連絡、あるいは父兄からの電話

での問い合わせ、その他につきまして対応しているとい う現状でございます。

それから 8番目の、 日野市内の中学校の卒業式、ことし自宅待機を命ぜられた子供がいるの

か、いないのかと。日野市の場合には、自宅待機で卒業式に参加させなかったというような生

徒は、 1名もございません。( Il ¥ますよ」と呼ぶ者あり)御本人が、学校の方で待機しろと

いうんでなくて、卒業式に出席していくそれがあっても、自分から卒業式に参加しないという

ケースについては別ですけれど、これもはっきり申し上げておきますけれど、 1名も学校の対

応で卒業式の出席を取りやめさせたという生徒はございません。

なお、本年度の進学できなかった子供の数はどれくらいいるのかと。これにつきましては、

3月 27日現在でございまして、 この後、定時制の方へ若干進学する子供たちも出てまいりま

すけれど、 3月 27日現在では、 日野市では全部で進学を希望していながらまだ進学先が未決

定の子供、これが男女合わせて 40名、 8校で 40名現在まだ進学していく先の学校が決定で

きていないという生徒が、 4 0名おります。このことは、ことしの都立の第二次募集、 これ等

を見ましても、 とにかく 2，300人ほどの補欠募集に対して 8，90 0人も応募者が押しかけて

きているという状態で、ここ何年か高校受験の受難時代というのが全都的に繰り広げられてい

ることも事実で、都立高校では背に腹はかえられぬということで、 1学級 45名定員のところ

を 48名まで枠を広げて、その対応を図っているわけでございますけれど、それでもいま申し

上げたように、日野市だけでも 40名程度の中学卒業生が、現在ではまだ進学先が決まってい

ないと。これが 4月 9日に都立高校の定時制の第二次募集が終わった時点で、何名か定時制の

方へ進学していく子供が出てくると思いますけれど、そのような現状でございます。

それから、質問の 9番目の、問題校に先生の増員ができないのかと。日野でも問題校を抱え

ていないわけではございませんけれど、 もっともっと問題校という形で本当にひどいところが

全都の中にもございますし、ただ、東京都の教育委員会は大規模校、特に 27学級規模以上の

学校には 1名、生活指導面や何かを中心にさらに学校教育を充実するようにということで、 1 

名先生の増員配置計画を出しております。日野市では、 日野の第三中学校が 30学級というこ
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とで、 27学級規模以上の学校に相当するので、三中に対して 1名教員の増員というのが認め

られているという状況でございます。

最後の質問である男子の先生の増員、これをもっと図れないのかと。確かに小学校の場合、

これは日野市だけでなくて全都的にもそうですけれど、 7割が女の先生、 3割が男の先生とい

う状態でございます。

中学は、ちょうどそれを裏返しにしたような状態で、 7割見当が男の先生、 3割見当が女の

先生という状況で、小中全部合わせてでは、確かに小学校の方が先生の数が多いもんですから、

全市的に見ますと男の先生4割に対して女の先生 6割というような状態でございますけれど、

それでも最近は男子の教職を希望して受験してくる学生が徐々にここ数年増加傾向にあるとい

うこと 、とにかく受験してくる教職を希望する者がない限りにおいては、なかなか男子の教員

をふやしたくてもふやせないわけですけれど、これは教員の待遇改善等の処置、いわゆる人材

確保法といわれていますけれど、これが徐々に浸透している中で、男子の方で教職を自分の生

涯の仕事として選ぶ方がふえてきているということは事実でございまして、教育委員会サイド

といえば、ちょうど家庭にお父さんとお母さんがいるように、五分五分ぐらい男の先生、女の

先生の人数がつり合うぐらいの状況に 1年も早く持っていきたいという気持ちは持っておりま

す。

以上です。

O議長 (高橋通夫君) 市川資信君。

o 1 9番(市川|資信君) 御苦労さまでした。

いろいろと全部の項にわた って再質問を、本来ならば当然しなければならないわけでありま

すけれども、もう時間がありません。これは何かの機会に、再質問は、また市長等のお考えは

させていただくと。

一応、結びとして一言だけ申し上げて終わらせていただきたいと思います。

先般、中央教育審議会の教育内容等小委員会、これは文書E大臣の諮問の機関でございますが、

その中間報告の中に二つの答申が出されております。その一つは、自己教育力の育成、 2点目

が初等、中等教育の基本謀題、あるいはこの件については、きょう午前中質問されました馬場

弘融議員も触れておられるかもしれませんけれども、いわゆる 1点目につきましては、主体的

に学ぶ意思、態度、能力、学習の修得の仕方、この点は 58年 11月 16日に読売新聞にその
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解説があっ たわけですが、その報告で私も大変教えられると ころが多かったんですが、こ の報

告で教えられるまで もな しこ れは教育本来の目的である。 こうした本源的なこ とをいま重視

すべき視点の第一に掲げなければならないのは寂 しいことである と。中学生を中心とした非行、

過熱した受験戦争、画一的学校教育を見れば、あえてそうしなければならない状況にあること

も確かであろう。 この視点に立てば、義務教育の画一的傾向を見直すべきだと した報告の流れ

は、当然の帰結と言える。 明治以降わが国の義務教育の果たした役割りは評価 しなければなら

ないが、その一方、画一的傾向は戦後の形式的平等主義を加えて、 いまや負の側面として見据

えなければならないと きに来た。

次に、 2点目の義務教育の完結性の考え方も見直すという視点では、これは今回の報告の中

で、あるいは最も注目すべき 点かもしれない。義務教育を終えてそのまま実社会へ巣立った人

が大多数だったその完結性が当然重視された時代から、いまや高校進学率が 945語、専修学校

の伸び、生涯教育と いう考え方が広がってきた中で、また、義務教育の始まる前に 5歳児の幼

稚園の就園率が 93%に達している。 つまり 、義務教育制度の内容を小 1から中 3の9年間に

密閉してとらえること 自体が全く不自然な時代になった。

ところが、現実の義務教育には従来の完結性の考え方が引き継がれ、時代とともに増大し、

高度化する教育内容が消化不良を招 くのは当然であろう。今回の報告は遅きに失した感さえあ

る。その視点の方向づけは正しい ものと評価 してよい。

こう、読売新聞社の社説にあったんで、いま申し上げたわけであります。

私も今回の一般質問で、 1点目の、いわゆる少年非行の実態の数値と、それと社会環境、教

育、学校における問題点、また、家庭環境の中における問題点、子供、親 ともに、そして最後

に行政のとるべきと いうことで、したわけでありますが、これらは言っても、官頭に申し上げ

ましたように、私が幾らこ こで申し上げたからといって解決できる問題でもないわけでありま

すけれども、 1人 1人がこういっ た問題を真剣に取り組んでいくならば、必ずやいい方向が生

み出されるんではなt¥かと思 うわけであります。

これ、最後でございますが、私がへたなことを言 うよりも、私が大変感銘を受けた 1点を申

し上げて終わらせていただきたいと思うんですが、勤勉、正直、感謝こそ勝利の力。大学受験

は堂々たる闘いだと。東京大学教授から予備校校長であった竹内 均、自然科学を選考、地球

宇宙物理学の大変な方ら しいんですけれども、その方が、いわゆる定年退職するに当た って、
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公立大学、あるいは私立大学から学長をしてく れ、あるいは教授になって くれとい う誘いが再

三あったけれども、私は全部それを即座にお断わりしたと。そ して、自分はまじめに 40年関

東大で、いわゆる自然科学を勉強して、 自分の信念とする勤勉、 正直、感謝と いう信念のもと

に今日を迎えて、自然科学はみんなむずか しいとい うけれども、だれよりもやさし く人に教え

ること ができる 、勇気づける こと ができるんだ、それは信念を持っている。なぜかと いえば、

私はこの 40年間、勤勉、正直、感謝を旨としてやってきて、りっぱにやってこ られたから、

そう いう中でこの原稿を書いているわけですが、一筆、ちょっと読ませていただきます。

まず第 1に、 勤勉に勉強した者がよい結果をかち取ると いう意味で、大学受験が堂々たる闘

いであることを受験生たちに知ってもらおうと思う。これがいやだとなれば、明治維新以前の

日本へ戻り、また、 1 9 5 3年から 54年にかけて私がクンプ リンジ大学で勉強したこ ろの イ

ギリ スへ戻る以外に方法がなし、つまり、才能のし 1かんにかかわらなく家柄がよく、経済に恵まれた者だけ

がよい結果を得るという社会である。門関政治を評して、 福沢諭吉は門閥政治は親のかたきでござると

言っておるOそして、そうし 1った中で、最後に私はヰキの校長内山 進先生や父母から、勤勉、 正直、

感謝の三つを教えられた。 この三つの徳目の実践をも私は受験生に叫び続けたい。 自然科学者

である私がこう いう修身に関する関心を持つのは、それがすべての基本となる重要な こと であ

るにもかかわらず、現代の日本では余りにもそれが無視されていると考えるからである。 現代

の日本では、親や教師が修身を口にするのを嫌がる傾向さえある。ま ことにばかげた傾向であ

る。勇気がある人はあえてそれを口にすべきであるO 勤勉、正直、感謝の実践を口 にする場合

にも、私は自然科学者らしく先生や父母の命令に従 って、私は一生を通してそれらの実践を心

がけ、常によい結果を得た。それは私の実験によって裏づけられた実験事実である。田舎から

出てきて何らア ドバンテージを持たなかった私が、これまでいささかの仕事をなし得たのも、

先生や父母に教えられたこの三つの徳目を実践したからである。終戦後の日本の経済繁栄も、

このような実験事実の一つである。つまり 、動勉、正直、感謝を実行したから こそ日本が現在

の経済繁栄を得たのである。国富論で有名なイギ リスの経済学者アダム ・スミスは、神の見え

ざる手を絶えず口にした。動勉、正直、感謝を実行したのに神が思恵を与えたもうかのように

経済社会は動く ことを彼は言いたか ったのである。 いずれにしても、それは朝になると太陽が

東から上るというのに似た明らかな実験事実である。これを逆に言えば、動勉、正直、感謝を

忘れ去ると き、個人や組織や国家は戯び去る。クンブ リジジの大学で勉強したころ、私は現在
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のイギリスの崩壊を全く予想し得なかった。しかし、いまになって考えてみると、そのころの

イギリスでは現在の崩壊の原因が至るところで見られた。現在の日本が、いや世界の歴史にも

なかった繁栄の状態にあり、そこに生まれた若者たちはこの幸福を特に感謝すべきことを私は

若者たちに訴え続けたい。成熟病にかかって日本が現在の繁栄を次の世代でなくしてしまうと

し1ったことを私は望まなl¥からである。また、そうすることが校長の校長たるゆえんであると

思うからである。

こう結んであるわけであります。その言葉を最後に私の一般質問を終わらせていただきます。

ありがとうございました。(拍手)

0議長(高橋通夫君) これをもって 13の 1. 今や社会問題になっている校内暴力と

非行問題に行政も積極的に取り組めに関する質問を終わります。

1 4の1. 地方の時代と自治体の対応についての通告質問者、鏡野行雄君の質問を許します。

C 1 0番議員登壇 〕

010番(旗野行雄君) 通告に従いまして、地方の時代と自治体の対応について、と

いうタイトノレで一般質問をさせていただきます。

どういうめぐり合わせか、私、一般質問はずっとその日の最後に当たっております。皆さん

お疲れかもしれませんが、しばらくおつき合いを願いたいと思います。

皆さん、地方の時代という言葉をときどき耳にするかと思います。これは中央の時代という

ことのいわば反語でありまして、これからはむしろ中央の行政よりもいろいろの面で地方自治

体の行政が大事であると、こういうことを言っているわけであります。

ことしは 19 8 4年、 80年代もやがて半ばに達するわけであります。また、 2 1世紀も目

前に迫っておるわけでございます。長い間の高度成長期を過ぎまして、いろいろの面で世の中

は曲がり角へ来ているわけであります。将来、どんな世の中になるんであろうかと、こういう

ことがいろいろ言われておるわけでございます。幾つか紹介しますと、国際的には南北の時代

ではないかと。これはどういうことかといいますと、長い問、東西の冷戦体制が続いた、よ く

言われる ことですが、 5 5年体制といいますか、ダレス、スタ ーリン体制時代だ、こう 言われ

ておるわけでございますけれども、例のニクソンショックというのがありました。日本を飛び

越えてニクソンが訪中したということがございました。東西村抗の時代からいろいろの面があ

ります。
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たとえば、東におきましてもソビエトと中国との関係が悪化しているとか、あるいは東欧の

鉄の 1枚岩といわれた団結もややひびが入ってきた、こういうことも言われております。西側

においても、長い間アメリカが世界国家としての力を誇っておりましたが、いまやその力が総

体的に表えて きた三極体制に入ってきたと。いわば EC、日本、あるいはアメリカが 3本柱に

なってきたと 、こういうよう な情勢の変化があるわけです。

そして、これからの世界的課題は南北の問題で:はなし 1かと。北の先進工業国と、南の開発途

上国、あるいは未開発国との利害をどう調整するか、これが問題である、こういうふうに言わ

れております。政治的には、こ れもよく言われていることですが、政治意識の多様化と、脱イ

デオロギ一体制だと 言われております。

どういうことかといいますと 、いまのいろいろの現象はイデオロギーだけでは解決し得なく

なってきたと。共産主義、あるいは社会主義のイデオロギーでは世の中のいろいろの問題を解

釈し切れなくなったということであります。

また、古典的、いま市川議員も言われましたようなアダム ・スミス時代の古典的資本主義的

な考え方でも、世の中のことが解釈できなくなってきたと。こういうこともその現象のあらわ

れではな l¥かと 思います。

経済的には、いわゆる 60年代から 70年に続きました高度成長が終わってきたと。いまま

での重工業偏重から省エネルギ一、 あるいは知識集約型産業の時代だと、こういうふうに言わ

れております。文化的には、いわゆるいままでは西欧文化、あるいは文明の後追いをしてきた

わけでございますけれども、価値感の多様化、こう いうことも言われておりますし、多文化映

像の時代だ、こういうふうなことも言われております。

いずれにしても、先行きまだ不安定なわけでございます。よく、 不確定性の時代だとか、

多様化の時代だとか、逆転の時代とか、こういうふうなことか言われているわけで

す。

その中で、まず確実なのは、冒頭申 しましたように、これか らは地方の時代ではなし、かとい

うことが言われております。それで地方の時代、どういうことかといいますと、いままでは経

済成長一本やりできたわけであります。人間で言えば会社人間というような形であ ったわけで

ありますけれども、これからはむしろいろいろの制約から高度成長は望めない、むしろ生活の

質的な多様化を目指すべきではないか、これが流れの主流ではないか、こ ういうことから、そ
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して生活に直接かかわるのは地方の自治体であると。その意味で地方の時代だと 、こういうこ

とでございます。

戦後 40年問、どのよ うな流れを してきたかと。まず、ちょっと申し上げました 55年体制、

これは昭和 30年に当たるわけでございますけれども、世界的には東西の冷戦体制、国内政治

では 1党絶対多数、野党が 3分の 1だとい う情勢が続いていたわけであります。

6 0年代といいますと、昭和 35年から 45年にわたるわけでございますけれども、比較的

安定成長の時代だといわれております。いわゆる高度成長の時代であったわけです。池田内閣

の唱える所得倍増政策、これが目標以上の成績を達成 したということも、皆さん御存じだと思

います。

6 0年代を過ぎて 70年代はどういう時代かと。一言に言えば激動の時代だといわれており

ます。いろいろのことがありま した。まず、ニクソン訪中、これは東西冷戦体制から非常に国

際情勢も複雑になってきたわけであります。

いま一つのニクソンショックというのがありました。これも同じく 19 7 1年でしたか、い

わゆるドル防衛です。 トソレの金互換性の停止ということでございます。いわゆる自由貿易体制

の基本となっていた IMFガッ 卜体制ですね、これは世界通貨基金と申しますか、 ガッ 卜とい

うのは貿易及び関税に関する一般協定、こ ういうことでございます。この二本柱にひびが入っ

てきた。自由主義貿易体制も危うくなってきたと。

最後にとどめを刺したのは、いわゆる第一次石油ショックであったと思います。これが昭和

4 8年、 197 3年ですね、いろいろなことがあ って今日に至っているわけであります。

私が申し上げるのは、これは 59年 1月9日の朝日新聞の文芸欄に載っていた山崎正和とい

う、これは大阪大学の先生ですが、 これが非常にわかりやすく時代の流れを短い文章で解説さ

れておりますので、皆さんの御理解の一端になるかと思いますので、短い文章ですから朗読さ

せていただきます。

日本と米国の接触の歴史は 1世紀を超えたが、この 100年余の両国にとって、多分 1970

年代は最大の変化の時代であったろう。その変化の内容は両国の間で大きな共通性を持ってい

たが、それが含む歴史的な意味は異なっており、その結果、それが国民の心理に与えた影響も

大幅に違っていたと思うことができる。 19 7 0年と いえばだれもが思い出すのは石油ショッ

クと通貨危機であり 、世界的な不況と先進諸国間の経済摩擦の増大であろう。こういう外面的
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な事件の点でも、日米は同じ時期に共通の変化を受けてきた。しかし、結果と しては、運命の

道は逆の方向を選ぶことにな った。日本は危機の克服を通 じて世界の大国への地歩を固めた。

米国は反対に過去の絶対の強さを失うこ とになってしまった。だが、今回の 一一こ れは省略し

ます。

とりをけ一番、ある会議があったわけでございます。そのいろいろの議論の中で一番感銘を

受けたのは、あるアメ リカの学者が言いました、権威一般への懐疑主義という ことがいまの風

潮となっていると。この不信と否定の風潮は時代精神であったと。それは政治権力の不信にと

どまらず、指導階層の権威、学説の権威、全面的職業の権威、その他あらゆる伝統的な価値へ

の不信となって社会の精神的な秩序を揺さぶっている。建国以来、これは米国の例であります

けれども、この国を支えてきた文明的な自 信が傷つき、政治思想、から生活様式に至るまで国民

の間に急激な多様化と断片化が進行してくる、ということでございます。

とこ ろで、この多様化 と個別化といえば、これは日本の場合もやはり 1970年代以来の社

会の中心的な潮流といえると。イデオロギーの終えんないし政治意識の多様化は、だれもが認

める事実であるし、私生活の充実を求め、趣味的な個性化を目指す傾向は、産業基盤に影響を

与えるほど強まっている。しかし、わが国ではこの潮流は社会を確実に変化 させながらも、米

国の場合ほど激 しい不信や懐疑主義の感情を伴っていない。アメリカで目立つのは反逆的なプ

リイズム、自分中心主義の国質であるのに対して、日本で心配されているのは、せいぜいしら

け風潮という現象であると。

これが結論ですけれども、考えてみれば、両国で起こ っていたのはともに脱産業化の進行で

あり 、ともにそれに従う社会の飛躍的な大衆化の実現であったと。米国を襲っていたのは単に

ベトナム戦争や人種対立の余波だけではなく 、より深いところに始ま った古い産業社会の統合

原理の弛緩だったのであると。それは日本と米国を共通に襲った変化であって、能率主義、分

業、階層的支配などに基づく秩序整然たる目的追求社会の秩序を弱めるものであったと。産業

化が社会全体を巨大な工場のように組織していたのに対し、脱産業化は、まずそうした機能主

義的な統ーを緩める方向に働くものであると。

それから、その脱産業化がどういうふうに社会的に影響を及ぼしているか、こういうことの

説明ですが、その際、日本と米国の社会的な伝統の違いは明らかであ って、米国の方がはるか

にこの変化 に対する古い秩序の抵抗が強かった。通念に反してアメ リカは決して単純な個人主
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義の国ではない。能率的、固定的な分業制度、あるいは階層的支配の強さといった点で、むし

ろ日本よりも統一性の高い社会をつくっていた、こう言っております。

これに対して、日本も産業化を 100年の国是としながら、これまた通常世間で言われてい

ることに反して、その統合原理はきわめてやわらかなものであったと。分業制度、こ れは産業

社会の分業制度ということでありますが、そういう制度はあるにしても、これが社会、個人を

それほど拘束はしなかったと。階層支配は見られても、それを緩和する妙な仕掛けが用意され

ていたと。

さらに、宗教的権威が多元的である。文化的にも非常に趣味や曙好が複雑である。こういう

ことが、日本人は本来社会の多様化になれておると。 これからは多様化の社会だといわれてお

りますが、それに適応性は一番優れておるんではないか。

以下は省略しますが、こういうことで、いまの世界的な潮流として価値感の多様化とか、

つは、それから、むして脱産業社会といいますか、私生活の充実、こういうことが求められて

いるのではないかと。いわゆるいま言った脱産業化社会ですね、 1億総中産階級化、こういう

ようなことも言われているわけです。

それでは、地方の時代という理念でありますが、この内容はどういうことか、いわゆる個性

の尊重だということが第 1点です。いわゆる高度経済成長の時代には物の豊富さをひたすら追

求してきたわけでありますけれども、どうしても幸せなり何なりを量で計算する、こういうこ

とになってしまいます。生活を尊重することは、個性を尊重し、また、地域を尊重することで

あると思います。いわゆる国民の立場よりも、むしろ市民の立場を優先すべきではないか、言

t ¥かえればそういうことであると思います。

高度成長時代に人口の都市集中に伴って、非常に環境破壊が進行したと。こういうことの反

省、世の中で物の豊かさばかりが幸せではない、われわれを取り巻く自然も保護しなければな

らない、こういうような考え方になってきたわけであります。

中央政府では、全国総合計画というのをつくるわけですけれども、過去約 20年間にわた っ

て全国総合計画というもの、固まぐるしく変わってきたわけであります。御案内のように、最

初、昭和 37年でございましたか、いわゆる全総という計画が立てられました。これは新産業

都市工業整備特別地域というのを設けて、各地域に新しい産業を興す、こういう計画でありま

す。これはほぼ数字どおり、目標どおり達成されたと聞いております。
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次に、新全総、 44年ですか、これは皆さんも知っていられるかと思いますけれども、苫小

牧地域とか、青森県のむつ小川原地域、あるいは鹿児島県ですか、志布志湾地域、こういうと

ころに、まだ全然手をつけられてない過疎地帯に大型な開発計画をつくって、そこに工業立地

をするんだという計画でありました。

しかしながら、公害を地方に持ち込むんではないか、自然破壊ではないかという反対もあり

ました。また、高度成長時代は終わり、工場立地も非常にむずかしくなったということで、そ

の目的は達していないようであります。

最後に、三全総というのがあります。これは昭和 52年ですが、いわゆるこれは定住圏構想

というものであります。全国いろいろの地域に地域社会をつくるミニマムの生活福祉施設をつ

くろう、そしてその地域で暮らせるだけの産業を興そう、そして生活施設も充実させよう、そ

して自然もそこへ残そう、こういう計画であります。いわゆる大平総理が言いました田園都市

構想ですか、こ れにほぼ似た計画であるといえます。

以上のようなことが、私の見た 80年代、あるし 1は 21世紀を展望して世の中の流れではな

いか、こう私は判断するわけです。行政も時代の世の中の動きに即応しなければならない。そ

れに対応してどんな施策をとったらいいだろうか、こういうことが基本であると思います。

まず、市長、ありましたらひとつ世の中の動きを市長はどんなふうに判断されるか、どんな

ふうに対応したらいいか、その辺をまずお伺いしたいと思います。

次に、ここに日野市基本構想というのがありますが、第 2次基本構想、これが当分の日野市

の行政の基本となるものだと解釈しているわけであります。私、この一般質問の準備にいま 1

回、いままで申し上げたような考えから基本構想を見直してみました。幾点か問題点を指摘し

て回答をお願いしたいと思います。

第一次基本構想は、昭和 46年策定であります。この基本的な目標は暮らしを守る住宅都市、

あるいは連帯する市民の都市、こういうタイトルがつけられております。基本構想に向けての

序論で、経済成長率が低下してきた、産業なり人口なりの都市集中も弱まってきた、市民の意

識や価値感も変わってきた、住民の間で定住志向が高まってきた、こういうことが述べられて

おりますが、これは確かだと思います。

その中で、今度の基本構想の目標とするメ ーンタイトルですか、これは緑と文化の市民都市、

人間尊重、自治連帯の市民都市、こういうことがうたわれております。高度成長時代に人口の
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都市集中が著 しかっ た、 ある いは工場公害の問題も発生したと。こういうことで環境が破壊さ

れたこ とは事実であります。緑なり清流なりを守ろうと いうのは、これは時代の要請であるわ

けであります。

幾つかの市の基本構想、を、私、見る機会があヮたわけですけれども、どの基本構想でも目標

とする都市像として、 緑と清流、あるいは太陽を守ろう 、こういうことが冒頭に掲げられてお

ります。みな同じ共通の意識を持っているわけであります。

ところで、私、緑と清流は日野の行政の最大目標だと思うわけであります。緑についてはと

にかく 、清流ということについて、その最大のメ ーンタイトルを目標とし、その目標を達成す

る努力がなされているかどうか、この辺がはなはだ私は疑問に思うわけであります。一般質問

でも古賀議員、あるいは滝瀬議員が下水道問題について取り上げられました。そのやりとりを

聞いていて、 清流を守る最も基本的な対策は下水道を充実する、それ以外にな いわけでありま

す。市の対応が果たして真剣にやっているのかどうか、いささか疑いたくなるわけであります。

たしか昭和 54年でした、下水道に対する基本的な調査といいますか、その辺はできておる

ようであります。私も一般質問の関係でその基本計画、基本構想といいますか、それはよく読

んだことはありますが、これからどんなふうに、具体的には昭和 70年といいますか、 7 5年

になりますか、達成の時期はどうなんだろうか、具体的にどんな段取りで年次的にやっていく

のか。あるいは、その財源裏づけはどうなっているんだろうか、こういうことはまだ全然、検討され

ていないようであります。市長も先ほど言われていましたけれど、下水道は清流を取り戻すだ

けではないわけです。市民の健康を確保するためにも大きな意味を持っているわけであります。

ぜひこのメーンタイトノレ、 タイ トルに偽りのないような施策を実行してもらいたいと 、こう要

fこ

r-;、

望しておきます。

いま一つ、先だつての予算委員会なり何なりを通じて、いわゆる無届け浄化槽の問題が論 じ

られております。当面、下水道が早期に実現しない以上、清流を取り戻すには市内の各家庭か

ら流れている浄化槽の清掃をきちんとやってもらう以外に、対策はないわけであります。それ

がためには、予算審議で問題になりました無届け浄化槽、これに対する助成をぜひ実施すべき

であると、

それで、きのうでしたか、どなたかの質問に対して市長、答弁されておりましたが、無届け

浄化槽は違法な設備ですから、これに対して補助金を出すことはどうかと、こういうような理
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念を表されていたよ うでありますけれども、私に言わせれば無届け浄化槽をつくらせたのはだ

れかと。これは行政の責任ではないか( Iそのとおり」と呼ぶ者あり)と、 こう思うわけであ

ります。ちゃんとした排水路なり何なりを市の責任においてつくれば、無届け浄化槽などとい

う問題は発生しないわけであります。その辺もよくよく考えていただきたいと思います。

さらに、給与問題なり何なり 、いわゆる給与体系は地方公務員法違反ではないか、こういう

ことを古賀議員なり 、それから一般質問でもたしか出たと思いますが、必ずしも市長はそうは

言えないんだと。よその市でもこういうことをやっているんだから、月iJに問題ではない、こう

いうような答弁だったと思います。

それで、この無届け浄化槽に対する対応については、市長は違法だといわれるけれど、よそ

を調べてみますと 11市で、すでにこの補助をやっているわけです。申し上げますと、立川 し

かり 、武蔵野、府中、昭島、小金井、国分寺、国立、福生、狛江、清瀬、武蔵村山、こういう

多くの市ですでに無届け浄化槽に対する補償はしているわけであります。このことも検討して

もらいたいと思います。

次に、生きる喜びをっくり出す健康と福祉の町というタイトルで、いろいろなことが述べら

れております。確かに福祉政策は施設中心から地域ぐるみで福祉対策を考えるべきだと 、こう

いうことが述べられております。私ももっともだと思います。高度成長から人口の都市集中、

また、非常に平均寿命が伸びてきたと。あるいは婦人の職場進出が盛んであるというような事

情もありまして、福祉でも老人問題、あるいは児童福祉の問題が非常に問題になってきたわけ

であります。

あれは昭和 42年ですか、たしか美濃部革新都政が登場したのは、その時分だと思います。

ー早く福祉問題を取り上げて、それに対応してきた。これは一つの革新自治体の業績ではある

と私は判断します。また、時代の要請でもあったわけでありますが、いまやこれは国民的合意

事項となっておるわけであります。

高度成長時代には福祉対策を実行するのに、高度成長に伴う税の自然成長に頼ってきたと。

しかし、低成長時代に入って自然増収の伸びがなくなったと。ばらまき福祉は通用しなくなっ

たわけであります。 これからは、どなたでしたか、昨日でしたか、一般質問の中で、美濃部知

事が昭和 54年、退陣されるに際して、こんな事態で退陣せざるを得なくな ったのは思いがけ

なかったと、こういうようなことを言われていましたが、確かに心境としてはまさにそのとお

に
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りであったと思うわけであります。これからは物や金をばらまくのが福祉であってはならない

わけであります。財源の制限があるわけであります。いかに有効に、また公平に、効率的に限

られた財源で福祉対策を実行するか、これが課題ではなし 1かと思うわけであります。

1点、老人福祉問題について申し上げたいんですが、老人福祉の最大のポ イント は、まず貧

しさ、こ れは年をとれば仕事もできなくなりますから、貧しくなるのは当然であります。また、

病気、これは年をとれば同じく病気も多くなります。貧しさというのは、高度成長によって大

分緩和されてきました。また、年金制度も普及してまいりました。また、病気についてはいろ

いろの老人医療対策が講じられております。

孤独、 よく孤独は死に至る病だという ことが言われております。口ははったいんですが、こ

ういう表現があります。独生独死独来独歩と。人間というものはひとりで生まれ、ひとりで死

んでいくものだと。 この世の中へひとりで来て、またひ とりで去っていくものだと 、こう いう

ようなことを言われている方があります。確かに人間はただひとりで生きていくより仕方がな

いわけでありますが、一方に、よく社会的な動物だと、こういうふうにも言われております。

ひとりでは暮らしていけないわけです。

この基本構想を見て、いいことが書いであると私は思うんですが、生きがいのある老後の保

障、こ ういうことが書いてあります。人問、もう年をとって私は世の中には用はないんだと、

こういうような考えでいられては、これは一番老人にとって大事なのは長く生きてもらうこと

だと、こうい うことが最大目標であると思いますが、長くも生きられない。生きがいのある老

後の保障、確かにそのとおりであります。就労の機会や奉仕活動などの社会参加の機会をつく

るんだと。また、レクリ ェーシ ョンや文化活動の場を拡充しと 、こういう ふうに書いてありま

す。確かにそれが老人に生きがいを与えることになるかと思います。

生活環境部長ですか、きょうの一般質問の答弁に対して、 老人大学とか、そういういろいろ

の対策を講じているんだというようなことを言われていました。非常に結構な話であります。

また、日野市には各所に老人クラブという組織があるわけであります。統計ひのを見ますと 、

4 1クラブ 3，900人が会員だというふうな統計が出ております。人口推計から見ますと、約

3分の lの方が老人クラブに参加されているようです。老人クラブに対して市では幾ら助成し

ているのか、総計ことしの予算で 13 7万です。これからの生きがいのある老後の保障という

ことを考えるならば、非常にこれは少ないんではな し、かと。
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私、先だって老人理美容の問題を取り上げましたら、鈴木議員から老人美容が何が悪いんだ

と、こういうよう なおしかりを受けたわけで ございますが、私も理美容自体が決して悪いとは

思っておりませんO しかし、老人福祉の問題にしても、も っとほかにやるこ とが、 有効的な予

算の使い道があるパノで、はないか、こう思うにすぎないわけであります。その辺、 誤解のないよ

うにお願いしたいと思います。

このようなことに対して、どのように考えられているのか、また、どのような対策をと って

いただけるのか、この点を答弁していただきたいと思います。

l ¥ま一つ、生きる喜びをっくり出す健康と福祉の町、こ ういうタイトルの中で非常にいい こ

とが書いてあるから読んでみますと、第 3に、広域的性格のものを含め各種施設が社会に開か

れた住民生活から遊離しないようにするため、児童、障害者、老人など、それぞれ対象の異な

る施設が相互に結び句つきを強めて、ともに歩むようにすると。非常に結構なことだと思います。

いわば複合施設といえるものではないかと思います。老人施設をつくる、ある いは別々に児童

福祉をつくる、あるいは婦人向けの施設をつくると いうこと は、非常にむだなことであります。

山梨県にYLO会館という施設があるそうであります。 YLOというのは、ヤン グ、Lはレ

ディ一、 0はオールドです。若い人にも利用してもらう、御婦人方にも利用してもらう、ある

いは老人方にも利用してもらう、こうい うような複合的な施設である ようであります。非常に

結構な施設だと思うわけであります。どうか、ここに書く だけでなく、ぜひこのような施設を

実現させていただきたい、こういうふうに思います。その辺を答弁していただきたいと思いま

す

令
lp

・・，
ずっと教育問題なり何なり 、この基本構想には書かれておるわけでございますけれども、飛

ばしまして、第 3節の、 自然と調和する安全快適な町、この問題について多少触れてみたいと

思います。

御存じのように、日野市は区画整理がよその市と比べてある程度進んでいるわけであります。

市街化区域が約 2，222ヘクタ ーノレだそうでございます。そのうちの区画整理済みが 69 0ヘ

クタ ーノレ、あるいは七生の丘陵地帯で公団施行なり何なりで整備された地域、あるいは万願寺

で現在施工されている地域、あるいは予定された地域、ほかに、これから予定されている高幡

地域とか、あるいは豊田南口地域を含めますと 、市街化区域面積の半数以上が区画整理による

地域の整備を予定しているようであります。

-947-



また、いま申し上げましたタイトノレの中で書かれていることは、都市施設の整備は都市区画

整理事業なり 、ある いは市街地開発事業などを優先さ せてやるんだ、こう いうことが書いて あ

ります。確かに区画整理は都市計画の母であるという こと が言われております。全面的に都市

施設の道路なり、公園なりを整備するのは、公共用地負担という、これは権利者負担でやると

いうことでありますから、問題がなきにしもあらずですが、現状では非常に有効な手段だとい

う解釈がで きるわけでありまして、このことについては私、とやかく異論を申し上げるわけで

はありませんけれども、それでは区画整理予定図、あるいは予定地以外の地域はどうするんだ

と。このことについては全然触れられていないわけであります。

古谷議員がよく指摘されておりますように、道路にしても、統計によりますと 39万何がし

の延長があるそうでございましたけれど、そのうちの改良済みの面積は非常に少ないわけであ

ります。 57年現在、約 3分の 2だそうであります。そして、毎年どのくらいずつ改良されて

いくだろうかと、このパーセンテージを見てみました。約 0.55ちずつの平均余であります。こ

の中には区画整理によって改良されてし1く道路も含まれているものと思います。

してみると、 旧来の市街地といいますか、俗なことで言えば旧部落ですね、その辺の道路の

改良なり何なりはどうしてくれるのか。寄付を待つんだv こういうことでは一向に進展しない

わけであります。私自身のことを申し上げるのははなはだ申しわけないんですが、平山地区で

も真ん中を川崎街道が走っております。これはたしか戦争直後工事が施行され、8メートノレの

幅員を持っております。しかし、南北にそれをまたいで走る市道が何本もあります。しかし、

どの 1本をとってみても、舗装こそされておりますけれども、全然幅員の拡張なり何なりはな

されておりません。小型自動車でも、すれ違うことがやっとでございます。これを寄付方式で

将来拡張するんだといわれても、百年河清を待つに等しいわけであります。いつになったら道

路整備ができるんだか、非常に心配であります。自然と調和する安全快適な町は結構ですが、

その辺を基本的に市長はどう考えておられるのか。

また、公園にしてもそうであります。確かに公園はよその市に比べてそれほど数字的には劣

つてはいなし 1かと思います。しかし、ほとんどの公園が区画整理、あるいは開発行為によ って

提供された公園以外にはないわけです。このことは馬場弘融議員が前回か前々回の一般質問で

強く指摘された点であります。

けさ 、私も今回孫が誕生しまして、家内の言うには、家の周りには、これからいまちょっと
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宮守、

育つと孫を連れて遊びに行きたいんだが、 みんなと一緒に遊ぶ公園もないんじ ゃなし1かという

ことを言~ ¥ます。 (I庭がある」と呼ぶ者あり)確かに庭はあるわけですが、庭で 1人で遊ん

でいてもだめだと。みんなとそう いう方たちが集まる場所が欲しいんだ、こういうこと を言わ

れるわけです。

考えてみれば、確かにそうかもしれないわけです。私の地域にも確かに地域広場、市場の尽

力で 1カ所設けられました。しかし、公園というものは近くに 1カ所もないわけです。区画整

理済みの区域とは両極端な差別があるわけです。非常に残念であります。このこともあわせて

将来どういう意見を持っておられるのか、お伺いしたいと思います。

t ¥ま一つ、冒頭のタ イトノレにもありましたように、参加と連帯の市民都市、こういうことを

うたっているわけです。都市化されまして非常に市民の連帯感が少なくなってきた。農村地帯

であったときは非常に部落のつながりが強かった。いわば生存、あるいは生活の共同体であっ

たわけであります。いわば運命共同体とも言えたかと思います。

しかし、最近はお互いに市民の間でも連帯感が薄れて きた、これは当然のことであります。

職場も違い、生活環境も違うわけでありますから、仕方がなし、かもしれません。しかし、隣は

何をする人ぞでは非常に因るわけです。私らが京王線を利用しておりますが、駅に行っても、

見かける人が全然、知らない人ばかりであります。めったに顔見知りの人にはお目にかかる こ

とができません。市民の皆さんお互いにそうではな ~ ¥かと思うわけであります。世の中の流れ

が戦前の義務的社会から権利と主張の社会になってきた、こういうこ とが言われております。

権利を主張することは非常に、民主主義の世の中でありますから結構なことでありますが、価

値感の多様化ということも言われております。市民要求も非常に複雑になってきているわけで

ございます。

市の行政で、 言われたことを何もかもできるわけではありません。お互いに他人のことを思

う思いやりの気持ちが必要であるわけです。自分のことばかりは言ってられないわけでありま

す。そこに参加と連帯、こういうこと の意味があるわけであります。さ っきも申し上げました

ように、参加と連帯、市民参加の基本はお互いによく知り合うことだ、こ ういうことだと思い

ます。よく 言われていることですが、市民参加といいますか、市で市民に無差別にいろいろな

アンケートをとります。返ってくるのは、通常 35ちなり 5%ぐらいだといわれております。そ

れだけ市の行政に対する市民の関心が非常に少ないわけであります。参加と連帯をうたう以上、
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どうしたらもっと市政に市民に関心を持ってもらえるか、こ のことを行政として心がけるべき

ではないかと思 うわけであります。

いろいろの組織があります。そこに共通の利害関係なり 、何なりがなければ、その組織は長

続きしないという ことをよく言われております。確かにそのとおりだと思います。市民として

これからは生産の場よりも生活の場を重視すべきだと。こういうことが世の中の流れでありま

す。確かに市政に関する市民の関心はもっと強くていいわけでありますし、強くあるべきだと

私は思うわけであります。いろいろ自治会なり、あるいは市民運動なり、あるいはスポーツな

り、文化関係などがあります。 こう いう組織を通じて、もっと市民参加と連帯、市政に対する

関心を深めてもらう、こういうことも必要であると思います。

また、一方では、いま各地域に地区センタ 一的なものが設けられておりますが、よく 他の市

町村に行くと、さきのYLO会館ですか、そういうのもそのーっかと思いますが、コミュ ニテ

ィーセンタ ーというのがあります。各地域に、老人にも利用できる 、子供たち にも利用できる 、

御婦人方にも利用できるような施設。ある いは、できれば体育施設として 15メーターぐらい

の簡単なプーノレをそこへ併設してもらう、あるいは集会施設もつくる、できれば簡単な市の行

政の受け付けもそこでできる ような施設、そう いう施設ができれば、市民の行政への連帯と参

加という意味では非常に有効であるし、これからの市の施設としても必要ではないかと思うわ

けであります。その辺についての市長の考え方をお願いしたいと思います。

いま一つ、こ の基本構想の最後に、基本構想、をもとにして長期計画を策定するんだと。さら

に財政的な裏づけを持った実施計画を立てるんだということが書かれております。下水道計画

に関して、昨日滝瀬議員が一般質問の中で、東京都のマイタウン計画に触れられましたが、マ

イタウン計画では、基本構想、と同時に年次計画ですか、いつ、 具体的に何をやりますと 、こう

いうことが提言されております。また、 財政的な裏づけまできちんとつけております。それが

ない以上、 基本構想だけでは何もならないんじゃな~¥かと私は思うわけです。

聞くところによると、長期的な基本計画、ある いは中期的な実施計画については全然手をつ

けていないんだということも聞いております。すでにこの基本計画ができ て、 一昨年の 12月

の市議会を通ったわけでありますから、 1年数カ月経過しているわけでございます。基本計画

にも手を触れていない、あるいは実施計画も考えていないということは、非常におかしいんで

はないかと ( [""そのとおり 」と呼ぶ者あり )私は思うわけです。このことについても答弁をお
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願 ~ \した~¥。以上 7点について、一応答弁をお願いしたいと思います。

0議長 (高橋通夫君 ) 旗野行雄君の質問についての答弁を求めます。市長。

0市長 (森田喜美男君 ) 総論的な質問もありますし、各論的な質問もあったように思

t ¥ます。

戦後の三十数年間、最初の 10年間はまさに窮乏時代だったものですから、平和憲法の理念

とまって、いわゆる健康で文化的な生活を追求し、いろいろな経済政策の成功もあり、また、

不成功もあり 、変遷をしてきておることを社会経済的な評論として聞いてま いりました。

どちらかといいますと、生活水準を早く高めようという意欲が、生産性追求、あるいは技術

革新という手法によってまっしぐらに進められてきたわけでありまして、その聞に大量生産、

大量消費と。そのあたりからそろそろ公害問題、あるいは自然破壊のこと に気がついた、こ う

t ¥う一連の経過があ ったように思います。

そして、今日考えますと、経済成長が余りにも急激であったと。むしろ、 もっと慎重に静か

に行った方が、将来を見通してかえってよかったんではないかというふうな こと に、ようやく

気がついたということも言えなくはないと思います。

そこで、いま主題になっております都市集中主義と申 しまし ょうか、あるいは経済中心主義

といいましょうか、あるいは国の政治もだんだんと整うにつれて、自民党が 1党でずっとやっ

てこられたものですから、いわゆる政策が画一的にな って、全国をいわゆる日本列島改造とい

うふうな思想に見られるごとく 、画一化を一周すると。それが国民の生活水準の向上、あるい

は幸せにつながる、こういう錯覚があ ったことに気がついたと。いろ いろな状況があったと思

し¥ます。

そこで、地方の時代、いわゆる地方の時代、つまり国家の中央集権主義ではなくて、社会の

地方地方で個性のある町づくりをしよう 、そしてその中には財源を、あるいは権限を地方に分

権をしよう 、こういうこともともに含まれておるわけであります。それで国民も価値感の変化

をいろいろと来しまして、そうして価値感の多様化ということも言われております。一つの文

明の進歩であり 、また、文明史論的に言えば、一つの文明の進歩、あるいは文化の普及といい

ますか、そういう意義を持つものだと 、このようにも言えるかと私は感じております。

そこで、お説のとおり個性を尊重する 、あるいは国民的発想よりも市民的発想、物よりも、

また心であるというふうなことがだんだんと価値感の多様化の中に進んだ、こ のように言える
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かと思うのであります。

ただ、 質問のタ イト ルにあり ますように、地方の時代と 自治体の対応ということであります。

私は、自治体自身が、地方の時代が来たから自治体がそれに対応するということではなくて、

自治体が地方の時代を個性豊かにっくり 出す、こうい う任務が求められる時代になった、この

ように思うわけであります。 このあたりのことはどちらでもいいようなものではありますけれ

ど、それでもわれわれが言っております、特に第二次基本構想、こ れはまさにそこを目指した

ものであるというふうに御理解がいただけると思います。

第二次基本構想、は、これはもちろん衆知を集めて議会の全会一致によって成り立つものであ

りますから、 もちろん不完全でもありま しょうし、疑問もありましても、やはりこれが主流と

して日野市の町づくりの大きい基本方針になるということは、どなたも異存のないことだと思

っておりますし、私もそのよ うに心から信じ、これを基本理念と して町づくりに励むというの

が私どもの務めであるというふうに思っております。

その中で、緑と文化の市民都市という 、そういうメ ーンスロ ーガン、町づくりの基本理念で

ありますが、御理解をされているとおりだと思っております。それを正しく守ることがもちろ

ん政策でなければなりませんが、それに対する施策の上の多少の疑問があるというのがし、まの

御質問の御趣旨であったと、こう思って受けとめております。

緑と清流という日野市民共通の願望に対しまして、よく理念を集約し得たという ふうにも考

えられますし、また、緑は、単なる植物の緑はかりでなくて、健康を象徴し、あるいは良好な

自然環境を象徴し、地球の繁栄に、あるいは人類の生存に一番基本的になる問題であります。

水も同様でありますから、いっとき自然破壊あるいは生活資材の整備の整わないままの、生活

排水の影響による公共水域の汚染等がありますから、これを抜本的に、あるいはまた暫定施策

をとりつつ整えていこうというのは、生活環境を整える意味で大変重要だという基本理念に共

通するものと考えております。

質問がいろいろな、多岐にわたりましたので、基本的には下水道事業を遂行し、いま計画を

つくり、それを実施段階に進みつつあるわけでありまして、大きい事業でありますから年限と

財源を要する、 これも御理解をいただかなければなりません。その聞の、具体的に言えば無届

け浄化槽に対する助成が足りない、こういう御指摘はすでにいただいておるとおりでありまし

て、無届け浄化槽というのは 1段階では、これは違法というか、違反ということになっており
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ますので、これを正規にやはり届けてもらって、それに助成をする、こういう仕組みをつくる

のが私は行政の筋道だろうと、このように考えておるわけであります。近く 、何 らかの方法で

実現をしたいと思っております。

それから、基本構想の中で、御指摘がありました中の老人問題、生きる喜びをつくる健康と

福祉の町づくりという項目に対しまして、老人問題、あるいは児童のことが指摘をされました。

老人問題につきましては、つとにこれまた基本的な考え方を老人憲章という理念の中に含めて

おるわけで‘ありまして、いまおっしゃっ たこととほとんど差はない、このように思っておりま

す。(議場騒然「市長がはっきりと答弁しな l¥から、ずれちゃうんだよ」と呼ぶ者あり)

0議長 (高橋通夫君) 静粛に願います。

0市長(森田喜美男君) 話しているつもりですから (笑声)都市施設の整備ということ

につきまして、区画整理を行うところはいい市街地が整うが、旧村落市街地、これはどうする

かということでありますが、旧村落市街地は、場所によりましては区画整理地域に入るところ

もありますし、また、御指摘の平山地域等におきましては、こ れはりっぱな屋敷が並んでおる

わけでありますから、私は狭い道はこれはある程度は広げなけりゃなりませんけれど、その際

にはぜひ御協力をお願し 1をしたい。特にノくス交通等の角度に不適切があるところはやはり協力

をしていただきたい、このように考えております。

公園のことも指摘されましたが、都市計画による公園ということもありますし、それから特

に地区広場をつくりたいということで、特に借り上げてでもつくろうというのがいま、施策の

一つになっておることは御承知のとおりだと思います。今後行います区画整理、すなわちこれ

は都市計画事業でありますが、その中には基準はもちろんのこと、基準をなるべく用水の道路

のわきに流水の経路をつけるなどということを行って、なるべく自然を豊かに、そうして水に

近い、水に親しむ、そういう生活環境をつくるということが日野市の条件にふさわしい町づく

りの手法と いうふうに考え、そのようなことをいままでも計画上、込めておるところでありま

す。

参加と連帯の市民自治、あるいは触れ合いと思いやりの町づくり、私はこれは同義語だと思

っております。行政はもちろん負託にこたえて行うわけでありますけれど、 しかし、それは、

特に地方自治体はまさに市民参加、市民とともに行うわけでありまして、ここに遊離があ った

のでは成り立ちません。したがって、市役所はこれはとりもなおさず市民生活を守る事務局で
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ある、こ ういう発想のもとに権力的なことを行わず、市民に十分御理解いただき、また、市民

の意思を反映させる、このような手法によって行うのが、これが地方自治の本旨である、この

ように考えております。

したがし 1まして、自治会をなるべく大切にし、地区センターを各地域につく って、そうして

ごく狭い範囲のコミュニティ ーセンタ ーにしてし 1く。次いで、また中型のコミュニティーセン

タ一、それから全市をま とめるコミュニティーセンタ一、こういう 段階をとりたいということ

は、これまでも申し上げているところであります。その聞にスポーツ のできるような施設もも

ちろん必要だというふうに考えます。

基本構想に伴ってマスタ ープランが必要であるということは、もちろん相連携すべきもので

ありますし、必要は十分存じており ます し、そ の中で、いま、短期といいましょうか、 3年、

4年の計画を、これをだんだん積み上げまして、そうして素案をつくり 、また、 市民参加もい

ただいて、必要なマスタ ープランというものはっくりたいと思っております。

それから、過去につくられたマスタープランも十分まだ参考になる面もありますし、これか

ら、また一方にまだ町づくりに励みつつある町、あるいは人口の激増時代は終わりましたが、

だんだんと人口もまたエネノレギーをも ととして、日野市の環境特長から言いまして、 徐々にふ

えます。基本構想の中でも 目指す 10年後には大体 16 ¥ 7万の都市になるだろう 、こう いう

想定をいたしております。区画整理を行うという ことは、これは土地の利用を宅地化するとい

うことでありますから、それに対しますまた受け入れということも必要であります。そのよう

なことを十分考えつつ、この仕事にも取り組んでいこう 、こういう考えであります。

省略、ないしは答弁不十分もあろうかと思いますけれど、日常いろんな形で質問されている

中にいろいろと答えております。それらをまとめていただければ、大体私の考えております哲

学、皆さんのお考えになる哲学、それぞれ個性があって、町のために大いに役立つ、こ のよう

に考えております。

0議長 (高橋通夫君 )

01 0番(須野行雄君)

旗野行雄君。

なにかいろいろ御答弁されましたが、理解できる点もあり 、

理解できなL¥点もあるわけです。

最初の、世の中の流れというのをどうとらえるか、こうい うことにつきましては、なにか市

長は異論があるようでありましたけれども、結局どっちでもいいんだというようなことを最後
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におっしゃられましたので、私と同一見解だと、こう解釈します。

次に、緑と清流の問題に関してでありますけれども、細かいことになりますが、浄化槽の補

助金についてはいまの要綱では、確かに要綱の何条でしたか、二つの条件を満たすものについ

ては補助するというような規定がございますけれども、それにはかかわらず近い将来市への届

けさえ済ませれば補助をしましようと、こういうような御答弁だ ったかと思いますが、その辺、

確認したいと思います。

0議長 (高橋通夫君 ) 市長。

0市長(森田喜美男君) 無届けということで、いままで違反というふうに言える面も

あるわけでありますが、放流とかという手続もまた日野市の規則の中にありますので、 それら

をきちんと形式を整えた書式によって届けていただき、それに基づいて適当な施設であるとい

うことを確認し、また、その改造に要しましてはある程度の、こ の間お答えもいたしました住

宅改良資金というふうな制度も活用して直す、改修をする、そういった指導もあわせ行いつつ

実績を上げていき たい、こういうふうに考えております。

0議長 (高橋通夫君 ) 績野行雄君。

01 0番 (策野行雄君 ) 次に、区画整理済みないし区画整理予定地以外の道路の整備

については、いままでどおり寄付を待つんだ、買収方式にはしないんだ、こういうお話でした

が、その辺について再確認したいと思います。

0議長 (高橋通夫君 ) 市長。

0市長 (森田喜美男君) この間のどなたかの質問に対するお答えもやはり行ったわけ

でありますが、大和田何号というんですか、中 1号が一つの例でありますが、用地買収も行う、

そのような実例もすでに行っておりますから、そのあたりのことで御理解をいただきたいと思

います。

0議長 (高橋通夫君 ) 旗野行雄君。

01 0番 (旗野行雄君 ) いま一つ、私、ちょ っと聞き損なっ たんですけれど、平山地

区についてパス道路に関連してどうのこうのという御発言がございました。もう 1回その辺を

お聞かせ願いたいと思います。

0議長 (高橋通夫君 ) 市長。

0市長(森田喜美男君 ) パスの運行をいたします際には、けさ、実は市内循環パスの
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一部でありますけれど、新 しい路線パスの発進といいますか、スタ ー卜 をいたしました。その

パス に乗ってみま したが、たとえは‘ここをこうしたい、 つまり 旧庁舎のあたりにも角度がちょ

っと弱い点もありますので、将来、改善を要するなというふうなことを見たという意味で申し

上げたわけであります。

0議長 (高橋通夫君 ) 旗野行雄君。

o 1 0番 (須野行雄君 ) 最後の質問でありました基本計画、あるいは実施計画につい

て市長からも答弁がありま したが、現在基本計画なり 、あるいは実施計画の策定状況は現実に

どうなっているのか、でき たら企画財政部長に答弁願l¥ます。

0議長 (高橋通夫君) 企画財政部長。

0企画財政部長 (前 田雅夫君 ) 基本計画、それから実施計画の策定状況でございま

すけれども、基本構想には確かに基本計画並びに実施計画の作成が明記されております。ただ、

実際問題として、確かに基本構想をつくり、基本計画をつくり 、さらには 3カ年ぐらいの実施

計画をつくると いうのが理想的な形ではございます。

ただ、っくり方として、基本構想、をつくって実施計画をつくるというのも一つの方法でござ

います。 これは、ごく最近の話は私わかりませんけれども、過去の自治省などの説明によりま

すと、最小限度基本構想、をつくり 、実施計画をつ くりなさいというような話を私は聞いており

ます。

それでは、いま日野市がどうしているかということでございますけれども、東京都の総務局

が中心になりまして、各市のいわゆる公共施設の実施状況を把握して都の予算に反映をしたい

という考え方から、公共施設 3カ年計画の作成というものを指導し、各市につくらせまして、

東京都がその計画を集約し、吸収をしていったわけでございます。

近年になりまして、各市がそれぞれ独自に実施計画をつくったりしておりますので、それが

ーっと、あと一つは市町村の実施計画の公共施設 3カ年計画の作成の時期と、それから東京都

の事業への反映というのが、なかなかタイミング的に合わないと いうような ことで、本年度あ

たりからはそういう統一的なっくり方を変えようかという動きが出ております。

しかしながら、実施計画がない市ということでは困りますので、東京都の方はもちろん何か

つくったらどうかという考えもございますし、市といたしましでも、最小限度やはり施設を中

心にした実施計画を作成しなければいけないというふうに考えております。
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いままでのような公共施設 3カ年計画のフォ ームなり内容でいいのかどうか、いま少し手を

加えてできるかどうか、その辺の検討をこれからしたいというふうに考えております。

0議長(高橋通夫君) 旗野行雄君。

o 1 0番(績野行雄君) いま 2、 3分あるわけですが、私、これから、いま国政の最

大の課題となっております行政改革、あるいは財政再建問題に絡んで質問しょうかと思ってい

たんですが、時間が中途半端でありますので、これで一般質問を終わらせていただきます。

どうも御協力ありがとうございました。(拍手)

O議長(高橋通夫君) これをも って 14の1. 地方の時代と自治体の対応に関する質

問を終わります。

本日の日程はすべて終わりました。

本日はこれをもって散会いたします。

午後 8時 28分散会
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午前 10時 19分開議

0議長 (高橋通夫君) 本 日の会議を開きます。

ただいまの出席議員 25名であります。

これよ り日程第 1、一般質問を行います。

1 5の1、大雪と今後の対策についての通告質問者、竹ノ上武俊君の質問を許します。

C 2 2番議員登場)

022番 (竹ノ上武俊君) お早うございます。大雪と今後の対策についてということ

で通告をいた しておきま したので質問をさせていただきます。

今年は雪が良 く降りま した。 3月初めに通告を したときに日野市において 7回の積雪がござ

いま した。 これだけで もいろいろ市民が困った問題などござい ましたので、通告を したわけで

ございますが、その後さらに降り続いたわけでございます。気象庁では 20回以上の観測を記

録さ れておりますが、日野市 におきまして も、積雪が 12回ございました。 1月は19日、 22

日、 3 1日、 そして、 1月 19日の根雪がまだ残ったままの上に、さらに 2月になりましても

1 2日、 17日、 23日、 2 6日、 3月に入りまして も降り続きまして、 4日、 1 4日、 1 6 

目、 1 9日と降ったわけであります。

もうお しまいかと願っていたところが、 4月の 1日に も、また、わずかですが積雪があった

わけで ございます。今年の雪は このように降り積もりましたために、幼稚園の子供たちも最初

は喜んでいたそうですが、だんだんあきがまいりま して、 子供たちでさえもうんざりだという

ようなふうに表現を していたということでございます。

今年の雪については、久しぶりに降ったために一面、きれいな雪景色を見た という方もお ら

れますし、また絵 にしたり写真にした方 々もおられます。ある いは、また、 雪見酒を楽しんだ

方も たくさんおられるようでございます。

また、あるいは、雪かき ということにより まして新 しい住宅地などでは、絶えていた人と人

とのつながり、 新 しい住民の連帯が生まれたという 、そういう積極的な面もあ ったようでござ

います。

しか し、 きれいだ、めずら しい、 だけでは済まな い問題も起こってまいりました。昔も、こ

れに近い雪が降ったことはあるそうですが、日野市のように人口増、それから交通量の増、過

密な都市、こ ういう状態での大雪という のは初めての体験であったわけでございます。こうい
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う初めての体験災害というものに当たりますと、行政や政治の力というのがその真価が試され

るということもあるわけでございます。日野市におきましては、先ほどの発言でもございまし

たように、水道部や、建設部の方々、あるいは、生活環境対策部が努力をされまして、その結

果市民に喜ばれたという積極的な面もあったようでございます。きょうは、雪につもる話はた

くさんございますけれども、行政に関係のあることで若干質問をさせていただきたいと思いま

す。私が感じました具体的な被害は、まず、坂道をめぐる被害が多数ございました。通勤に差

し支えた方、これも大変でございます。また商売にとっても大変な困難を来たしたわけでござ

います。通勤の方は朝出掛けるときは革ぐつをはいて行ったために、程久保地域などは、自宅

まで歩いてたどりつくことができない.四つんぱいになって 自宅までたどりついたと、こうい

う方々もたくさんいらっしゃったわけでございます。そのように大変な状態でございました。

また、高幡台団地の下の坂道でも事故がたくさん発生をいたしました。特に、この高幡台の坂道

の雪かきに当たりましては、その責任をめぐりまして、日本住宅公団、京王帝都、あるいは日

野市などがいろいろやりとりをしたという場面などもあったわけでございます。また小中学校

の方でも特に過密な小中学校におきましては、体育館だけで体育をしなければならないという

ことから、大変時間割の点で苦労されたということでございます。幸い校庭の外に遊ぶ場所が

あるところはそり遊びなどしたようでございますが、それもできないような中では、大変先生

方と生徒が苦労したということでございます。また、もう一つは野菜が大変高 くなったという

問題でございます。これは台所に大きな影響を与えたわけでございます。また、けが人も続出

をいたしました。恐らく市役所の職員や議員の中にも 1回ぐらいは滑ったりされたかたもいら

っしゃると思います。私の近所でも老齢のお動めの御婦人がころびまして、手を骨折したり足

を折ったりして、その治療が救急病院で不十分だったため、現在もまだ骨がつながらなくて苦

労されているというお年寄りの方々もいらっしゃるほどでございます。

もう一つは、交通事故でございます。これも、程久保地域や百草地域ではスリップ事故が大

変多く、そのほかの地域でもスリップ、追突、そういう事故はあったわけでございますが、高

幡台の団地の下では、トラックが滑りまして、下りに向って走っていたものが、宙返りをいたし

まして最後は前の方が坂道の方を向いてひっくり返るような大きな事故などもございました。 また、

水道などの凍った住宅なども多かったことと思います。このような状態の中で行政が果された

役割りもあったでございましょうし、住民の力で解決した問題などもあったわけであろうかと

思います。そこ で質問に移りたいと思います。

私の質問は、 このような大雪というのは毎年来るというふうには思いません。しかし、年来

以降も降らないということもまた、保障がないわけでございます。いざ、大都市においてこの

ような状態がきたときに備える、そういう心構えの上でどうするかという立場で質問をさせて

いただきたいと思います。

第 1点は、日野市における被害状況、これを市役所ではつかんでいるか、また、まとめてい

るかという点でございます。

もし、 まだそのつかみが浅い、まと めてもいないということであれば、 いまからでも聞き取

り調査など して、今後に備える必要がある と思います。これらの点についてもし答弁があれば

建設部ゃあるいは教育委員会、水道部あたりで、適切な答弁を していただきたいと思います。

また、もし、土木費などふだんの年でも雪害対策と して若干の予定をしておく べきではない

かと思いますし、あるいは、地震などの災害、台風災害で業者との連携による救助、 復旧の協

定などもございますが、これを雪害にも及ぼすような研究とか、そう いうこ とも必要ではない

かと思いますので、これらの点について関係当局より、答弁をしていただきたいと思います。

第 2点目は小中学校のグラン ドの問題で ございます。雪国におきま してはもう、どうしよう

もないという状態だそうでございます。しかし、都市部においては先ほども申し上げましたよ

うに、過密の小中学校もあるわけでございます。雪害が年中行事になっている東北地方、北海

道などでは、広い原 っぱ、池でのスケ ー 卜、いろいろ体育方面の活路は見い出せるわけでござ

いますけれども、この日野市のような人口過密のところでは、そういこともできないわけでご

し1ますので、 やはり、ある程度の雪が降ったときは、水はけがスム ーズにいって後のグランド

使用が可能になるように、そうい う 調査と今後の対策が必要ではな~\かと思うわけでございま

す。そういう意味で教育委員会などが考えていらっしゃる ことがあればお聞かせをいただきた

いと思います。

第 3点目は道路の問題でございます。特に坂道の市道、公道、私道も含めてでございますが、

その対策を研究 しなければなりません。たとえば明星前の住宅の中央のあの登り坂の坂道があ

ます。あすこなどは側溝にふたをかけてあるところなどがございます。商庖街などがござい

まして、そういうところで雪かきをいたしましても、雪が側溝にとけて流れないために、長く

両わきに残ってしまう。そういう状態があったわけでございます。したがって車の行きかえが
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できないとか、商庖街への出入ができないなどの問題もございます。こういう 点なども見通し

た坂道対策、こういうことが必要ではなl¥かと思うわけです。あるいはまた、梅ク丘あたりで

は手すりもずいぶん前につけられたわけですけれども、坂道に手すりなどをつけなければ自宅

まで帰れない、特にお年寄りや体の弱い人は登りきれない、こういう問題も あるわけでござい

ます。そういう気配りのある対策を今後検討する必要があるのではなl¥かと思いますので 3点

自と して質問をいたします。

4点目は、いろいろ市内にも似たようなところがあるかと思いますが一例を上げま して、 先

ほどの高幡台団地の下の坂道でございます。 この道路は、以前市議会で市に移管することを議

決したのでございますが、手続きの関係でまだ市道になっておりません。そういう状況ではご

ざいますが、管理者がだれであれ、昔の都市づくりの中で異常に急な坂にな っているわけでご

ざいます。チェーンを巻いても通れない場合も ございます。そういうわけであの道路を、たと

えば、でこぼこの装置をするとか、水まきをするとか、そういう設備をつけてノζスや仕事や通

勤の車などが雪の日でも往来できるような装置というものを改善工夫する必要がある。そして

早く市に移管を して、 管理者をはっきりさせてもらうことも必要だ と思います。あの道路は菅

は団地の住民が中心でござ いましたが、現在では多 いときは 2万台近くの車が通行する川崎街

道以上の交通量をも った公の都市街路にな っているわけでございますので、そういう点で研究

と対策が必要かと思いますので、この点についても担当者より御答弁をいただきたいと思いま

す。

第 5点目は農業の問題で ございます。 これも先の本会議で生活環境部長の努力でビニ ールハ

ワスには被害はなかったということで ございますけれども、 農業全体ではし1かがなものであっ

たのか、 もし、 被害状況をつかんでいれば、その状況とともに今後の対策で考えてほ しい点も

ございますので、お考えがあればお聞かせをいただきたいと思います。以上5点を質問いたし

ます。

O議長(高橋通夫君〉 竹ノ上武俊君の質問についての答弁を求めます。水道部長。

0水道部長(永原照雄君〉 今回の寒波といいますか、大雪による給水装置でござい

ますけれども、それの凍納状況を御報告申し上げます。 2月4日の 目、これはさほどでござい

ませんで 8件でございます。 2月5日の日 3件、 2月6日16件、 2月7日43件、 2月8日

これが多うございまして 396件、 2月9日347件、 2月 10日22 8件、 2月11日12 8 
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件、 2月12日44件、 2月 13日96件、 2月14日76件、 2月 15日51件、 2月 16 

日6件とい うぐあいにこれで大体凍結は終末を迎えたようでございまして、 トータノレで1，440

件の給水装置に凍結が起きたということを御報告申 し上げます。以上でございます。

0議長(高橋通夫君) 建設部長。

0建設部長(中村亮助君〉 それでは私の方から私の方の所管の関係につきましてお

答え申し上げたいと思います。ます被害状況でございますけれども私の方の管理上の問題とし

ては、 道路の問題がございます。それから公園の問題がございますけれども、はっき りした数

字はまとめておりませんけれども、その都度数回にわたる積雪のため交通上の安全対策という

ことでその降雪のたびに職員の出動をいたしまして、あるいは場合によっては寒い中夜半に及

んだというようなことで精いっぱし 1の努力をいたしまして、対応をしてまいりました。それか

ら毎年 12月から 3月までの間これは積雪とかそういうものには関係な しいわゆる冬場の凍

結作業の対応と いうことで、 業者委託をいたしておりま して、市内を 3地区に分けまして、そ

れぜれ業者担当によりまして即応できるような体制は常に備えておるわけでございます。そう

いう中で一応の対応をいた しま した。 そして、公園等にっさましでも一応除雪ということもあ

ったわけでございますけれども、たとえば坂道なども御指摘をいただきましたけれども、確か

に交通安全対策上、 坂の とこ ろで、しかも日 の当たらない場所、そういうところにつきまして

は、大変雪がとけにくいわけですからいつまでも雪が残り、そ してさらに追っかけてまた雪が

降る、という ふうな今年のよ うな状況があったわけでございます。そう いうところの除雪、あ

るいは凍結防止の薬剤の散布、こういう対策を して まいりま した。また、公園につきましても、

公園に面 した歩道の関係につきましては、通行上の安全を図るということで、特に公園の職員

なども直接出ま して除雪作業に当たったわけでございます。

そういう状況の中でいろいろ御指摘がございましたけれども、今後の雪害対策といたしまし

て、 予算計算上をあ らかじめしておくべきじゃなl¥かという ふうな御質問もございましたけれ

ども、先ほど申 し上げましたように、 そう いう特に凍結の問題について、 車がス リッ プして事

故につながると いうふうな問題につきま しては、毎年対応はしておるわけでございます。

また、 実情に応じて当初予算で不足します場合には、当然補正も考えていかなければならな

いとい うふうに思っております。

それから、特に坂道で除雪をした雪がその道路の側面にどうしても除雪されたままになって
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いるというふうなこともございますので、それらの除雪された雪の排除、これらにつきまして

も作業員を動員いたしまして、対応はできるだけしておるわけでございます。坂道の安全を確

保するというふうな面で、坂道に手すりをつけるというふうな問題も確かに御指摘のとおりだ

ろうと思います。今後、そういうものにつきましては交通上の支障というふうな問題もござい

ますので、そういう点はひとつ考えながら対策を立てていきたいというふうに思っております。

それから御指摘のございま した高幡台団地の坂道の問題、特にございますけれどもこれにつ

きましては今後路面の凍結防止の舗装剤というのがございます。これはスイスで開発されたも

のだそうですけれども、これらの試験的な実施の段階での問題などもまだ、今後研究をしなけ

ればならない問題がございますけれども、これらの路面の凍結防止の舗装剤を使った坂道の舗

装、こ ういう対策も当然今後考えていかなければならないと思っております。

それからもう一つ、高幡団地の、 いわゆる団地内の公団の道路の移管の問題でございます

けれども、この問題につきましては公団と協議を進めておりまして、文書要請によりまして、

支障のあるところはひとつ改善をしていただいて、その上で市が引き取ろうということで、い

ま、協議中でございます。以上でございます。

0議長(高橋通夫君) 教育次長。

0教育次長(小山哲夫君) 私の方からは、教育委員会の所管に属します小中学校の大

雪によりますと ころの、いわゆる被害状況、あるいはまた、今後の校庭整備につきましての、

考え方につきましての御答弁をさせていただきます。

小中学校の関係の雪の関係でございますけれども、私どもの調査したところによりますと、

特に大雪が降ったために児童生徒が行き帰りのいわゆる登下校中の滑っ てころんでけがをした

とか、あるいはまた校庭内で雪合戦等遊戯した中での事故があったということは聞いておりま

せん。学校によりましては、特に高学年の児童生徒が先生方、あるいは地域のPTA等の協力

を得まして、校門付近の除雪作業を行ったというふうな例は聞いております。特に大きな被害

はなかったというふうに私どもは承っておをところでございます。それに対しましての特に校

庭の整備関係でございますけれども、大雪が降った場合に臨時的な措置と いたしまして、雪か

き作業等の応急措置が考えられるわけでございますけれども、その場合には、特にトラック等

が校庭に入ってきて、雪かき等行う場合には、やはりグランドに入ったために、雪が溶けた後

入ってきますと、非常にぬかるとか、でこぼこができるとかいろんな問題が起こってまいりま
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す。また雪かきをする際に表土を削ってしまうということで、かえって臨時的な応急対策をす

るということによって、災いを大きくするというふうなことが考えられます。したがって抜本

的な対策といたしましては、やはり校庭整地をするということが必要であると思います。それ

をすることによって、表土を要するに荒れた土地を復土してロ ーラーをかけて制圧をする、そ

して水はけをよくするというのが抜本的な対策だと思います。

現在、市内の小中学校整地でございますけれども、小中学校を新設する際に、校庭整備をし

ている学校が特に新設校にはございます。 してない学校も大分あるわけでございますけれども、

それらの校庭整地をいたしますと、大体 1校当たり 2，000万から 2，500万ぐらいかかるで

あろうといわれております。現在、小学校におきましては、校庭整地がなされていない学校が

8校ございます。中学校が 4校ございます。したがいまして、小中あわせま して 12校ござい

ます。

そういたしますと、私どもといたしましては、ぜひ一度に済ませたいと思っておりますけれ

ども、 1回でやりますと3億円前後のお金がかかるということでございますので、財政等の問

題も出てまいります。そこで、一度にできませんものですから、私どもといた しましては、昭

和 53年度から毎年 1校ない し2校を目標といたしまして、予算計上いた しまして、特に緊急

度の高いところから逐次整備をしていこうということでございます。そういった意味で私ども

といた しましては、まだ未実施の校庭がございますので、今後 12校の未実施の学校につきま

しては逐次予算化をし緊急度の高い学校から、校地整地を行いまして、水はけをよくし、大雪

対策等につきましての万全を期すような努力を図ってまいりたいというふうに考えておるとこ

ろでございます。以上でございます。

0議長(高橋通夫君) 生活環境部長。

0生活環境部長(坂本金雄君 ) 日野市におきます農業の形態はハウスによるものが

主体でございまして、野菜、花丹類につきましでも、ハウス内による栽培が大部分でございま

す。このハウスの被害でございますけれども、奥住議員さんからの御質問にお答えしたとおり、

大雪注意報などが発令されますと、農家の方が夜を徹して中の温度を上げましてハウスの屋根

に雪がつかないようなそういう御努力によりまして、ハウスの被害、 したがいまして、野菜花

井類の被害は、際立つ被害はございません。北多摩、西多摩の方ではお茶畑がございまして、

そのお茶畑、お茶の新芽が雪の冷たさによりまして赤茶色になりまして、ちょうど紅葉のよう
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に色が変わってしまったというような話は ございますけれども、市内にはそういった茶畑も

ございませんで、畑の境界に植えている程度でございます。目立 った被害はござ いませんで し

Tこ。

0議長(高橋通夫君〉 竹ノ上武俊君。

022番 (竹 ノ上武 俊君) ありがとうござし1ました。

それでは若干の要望をいたしま して、こ の件の質問は終わりたい と思います。

第 1点は、この道路の問題でございます。凍結のため、この坂は交通どめ という 看板が市役

所警察なと‘で立っております。 ところがすっかり解けて自由に往来できるようになっても、こ

れが各地にあるためにドライパーば迷うという事件がたくさんございますので、そこまで配慮、

した、ひとつ道路管理をお願いをいたしたいと思います。

また、 雪の排除につきましでもやるということでございますが、相当大がかりにこれをやっ

ていただけば商売上、あるいは生活上、 困らないと思いますので、その辺もこの次 に備えては一斉

に出動 して、そう いう ことができるよ うな状態にも っていっていた だきたいと思う次第です。

また高幡台下の道路、あの近辺の公団の管理 してい る道路につきま しては、協議中と いうの

がもう数年も続いておりますので、今年あたり はき っぱりと白黒をつけていただくということ

を実行していただくようにお願いを申し上げます。

また、グラウンドの問題ですが、これも 2，000万 3，000万程度の改修工事ということで、

これをやった小中学校など私も見せていただいておりますが、なかなか全面的な排水対策には

なっていない、も っと抜本的な方法を今後は研究すべきではないかと思うわけです。特に、生

徒数の多い三中とか、あるいは水がわざ とたまるようになっている五小のクラウンドとか、い

ろいろ、この辺については研究を して、 抜本的な対策も考えていただく、そういうことが必要

ではないかと思 うわけです。

最後に、日野市におきましでも、今年の雪ではやはり年寄りの家庭、それから共働きの家庭

などが雪かきもできないためにいろいろ苦労した。それを近所同志助け合ったということもご

ざいますけれども、行政の力でもそうい う点に気をつけて手を差 し伸べられる手段というもの

もや り考えていただくことが必要になっていると思います。以上要望いたしまして質問を終

わらせていただきます。

0議長 (高橋通夫君) これをもって 15のし大雪と今後の対策に関する質問を終わ
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ります。

次に、 15の2、ホタ ルの復活に挑戦せよ、についての通告質問者、竹ノ上武俊君の質問を

します。

2 2番(竹 ノ上武俊君) ホタルの復活に挑戦せよ、という通告質問でございます。

含

挑戦せよという言葉を用いましたのは日野市でも 1回努力をしたけれどもその後休んでいると

いう問題がありますので、再び取り組めということでこういう言葉を使わせていただいたわけ

でございます。夏になれば市内の至るところでホタルが飛び交う日野市、これが再現されるなら

らばその日こそ、 縁 と清流の日野市が実現する日であります。

そ して、 そういう こと が日野市で進む ということはあらゆる行政や教育など、すべての問題

が伴いますことですので、たとえば子供たち の非行、いずれもゼロになっていく日でもあると

思うほどでございます。

ホタルが人の心をいかに豊かにしてきたか、それは古事記、あるいは万葉集、古今和歌集、

ある いは新古今などこう いう文学作品から始まりま して、 現代の詩、小説、短歌、俳句に至る

文学の中 に表現をされていることがいかに多し、かということが証明を しているわけで ございま

す。ホタルについてははかなさの表現であ ったり、あるいは燃える恋の表現であったり、ある

いはまた源平の盛衰の物語にた とえられたり、さまざま表現をされてきた歴史がございます。

源氏物語をちょっ と開いてみ ましたが、壁の巻という のがございました。ここには高貴な方が

女性をそば に見ま して、 鳴く声も聞えぬ虫の思いだに人のけつにはけゆるものかわ、と声をか

けた場面がございます。このけつ、けゆるという字は、欠と いう字で ございます。近くにいた

玉髭と いう女性が答えて、声はせで身をのみこがす埜こそ、 言うよりまさる思いなるらめ、と

申し述べまして奥の方へ入っていったという場面があったわけでございます。このよ うなふう

に人の心をいろいろ豊かにしてくれるホタルでございます。

まfこ、ホタルは鐙の光窓の雪の歌にありますように中国の菅の時代の車胤と孫康でしょうかこの

佳雪の光のごどく学ぶ人たちの精神の支えともなってきたものであります。私はときどき田舎の墓に墓

まいりをいたします。私の田舎は家が3メートルほどの川幅の川のほとりにございます。この付近に親

戚などがちらばっているわけでございますが、隣に行くまでにお盆のころに帰りますとホタルがいてい

ていすぎるくらいにいるわけでございます。雪が降るようにと言うとオーバーですが、 天の川のた

とえのようにた くさん飛んでおりま して、これを払いのけ払いのけ進むと、こういう ような状
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況でございます。私はこの墓まいりに帰るたびに(iいまはいないだろう」と呼ぶ者あり)い

まもおります。一昨年も帰りましたが、やはり昔のとおりいたわけでございます。こういう場

面に当たりますと心が豊かになり、何倍にも心の豊かさが広がるのを覚えることができるので

ございます。(最近の共産党は甘いな、少し、厳しさが足りない」と呼ぶ者あり〉どなたでも

ホタルに出会えばそうなるでしょう。質の低い不規則発言も恐らく出なくなるに違いないと思

うのでございます。日野市民がゆかたがけでうちわを持ってすぐ近くにホタル見物に出掛ける、

そのような日野市を相像するだけでも心がなごむわけでございます。そ うした場所が日野市に

せめて 10カ所、ほど復活を したらと願って質問をするわけでございます。 しかもこれは不可

能ではないというふうに信じております。

現在、浅川にもかわせみが戻ってきて、かわせみの巣までもたくさん発見をされております。

また、浅川の上流にはわじかガエ Jレが最近はふえてきております。あるいは多摩川にはスジ

エピが戻 って きているわけでございます。このような状態が国民の公害をな くしようという さ

まざまな願い、運動等が反映してこういうふうになってきたことは明らかでございます。私が

考えますに川というものは文化を発展させてきたというふうに言 われております。現在までの

文化も、ナイル、あるいはチグリスとかユーフラテスとかガンジス、インダスのああいうあた

りから文明が発達してきたという歴史もございますとおりでございます。しかし、現在の社会

状況の中で、新しし 1社会、文明とし、うものを発展させていくには、昔とはまた変わっ形で川という

ものが大事である。それは現在公害に満ちている川や用水路、こういうものを浄化していくそ

の科学の力、あるいは行政の力、市民運動の力これらが総合的に進んでいく中で、新しい現代

社会における川の果す役割りというものが可能となってきているのではないかと思うわけでご

ざいます。もちろん、このようなことが全面的に発展するためには、いまの自民党の政治形態

では不可能であることは明らかでございます。民主日本を建設する、そういう方向に向って、

国民が一丸となって新しく川に取り組む、こういう方向の中でこそ、緑と清流、これも全面的

に復活がなされるというふうに思うわけでございます。(I革新市政でもだめじゃないか」と

呼ぶ者あり。〉そこで質問に移りたいと思います。ホタルはどういう環境で育つか。これは御

存じの方も多いと思いますが、まず卵がホ タノレから生み落されるわけでございます。そして、

それがふ化を数 10日でいたしまして、幼虫となって川に入ります。川の中では 265日と言

われ おりますけれども、そのよ うな長期間にわたって幼虫の時代を過す。そして、いまの 4
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月ごろになりますとこの幼虫が土手をはい登りまして土の中に入っていって、それがやがてサ

なぎになるわけでございます。そして 6月ごろになりますと、このサナギが成虫となって、は

い出して、あの淡い光を点被させて飛び交い、そしてまた卵を生む、そして、この卵が付着す

るのは良質のコケなどに付着をするわけでございます。これはやはり自然の環境が保たれなけ

ればそういうコケは生えてまいりません。また、幼虫になりまして、ホタルの幼虫が食べるえ

さはカワニナ、巻貝等などでございますD このカワニナが育つには、またこれ、鳥のふんや魚の

ふ八ノなどが流れていないと、カワニナが育たないわけでございますのでそういうふうにして自

然の循環がなされる中でホタノレというのは生存していくわけでございます。そういうわけでご

ざいますので、ホタルが本当に復活するということは、緑と清流が復活するということになる

わけで、これを本格的にやるという仕事は偉大なる仕事であろうかと思いますっまた、人工ふ

化の模索もたくさんされてまいっております。これは、多摩動物園でも、いつでも見ることが

できる大がか りな人工ふ化装置、これがございます。また全国各地でホタルを復活させようと

いう運動がここ 10年ほど活発でございまして、川ぐるみ、住民ぐるみで復活に成功して、ホ

タノレを見る会を行っている市などもあるわけでございます。そこで具体的な質問に移ります。

第 1点は、日野市の過去の教訓|についてでございます。日野市が昭和 48年ごろから 53年

ごろにかけて、豊田のあの公園を使いましてホタルの復活を試みました。そして昭和 53年だ

ったかと思いますが、ホタルが数 10匹飛び交う 日がやってきたわけでございます。ところが

心ならずもある業者らしき人にすべてが捕獲されてしまいまして、会滅をした、そういういき

さつがございます。このようなことからたじろぐのではなくて、進んでいかなければいけない

のでございますが、そういう点で最近このホタル復活についての担当部課ではどう いうふうに

過去の教訓を学び今後に備えているのか、あるいは教訓というものをつかんでいるかどうかお

教え願いたいと思います。

第 2点目は、第 1点と関係がございますがホタルを復活する意思というものを、日野市自身

はお持ちかどうか、これをお伺いしたいと思うわけでございます。重ねまして、私がるる述べ

てきましたようなホタル復活による市民にプラスするさまざまな影響でございます。

こういう位置づけというものが現在もなされているかどうかお聞かせ願いたい。

第 3点は今後の計画があるかどうかという問題でございます。本当にこう いうことに挑戦し

ていく気があるかどうか、そういうことでございます。現在も青梅市、あるいは福生、昭島、
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東村山、府中、調布、こういうところでは住民運動として、あるいは行政の力としてホタル復

活が進んでき ております。特に東村山におきま しては全国ホタル大会などもあり、市の努力に

よって復活したものが現在はホタルの自力で繁殖をいたしまして、去年も 4，500匹ほど夏の夜

にホタルが舞ったということでございます。そういうことで、今後の計画があるかどうか、ま

た、 3点目と関連いたしまして 4点目はホタル復活の見通しというものを日野市においてもつ

ことができるかど うかという点で ございます。私 も程久保川を初め、日野市の河川、用水など

の清流に関するいろいろの提言、などをいたしてまいりました。たとえば程久保川も菅はホタ

ルがいたわけでございますが、ここ数年は一匹も見られなくなっております。しかし程久保川

の改修、こ の中で自然、も一部は残すという形の改修をお願いしてきたわけでございますが、こ

ういう中で程久保川にもフ ナだけはやや中流まで上ってきていま生息をいたしており、魚影が

毎日見られるところとなっているわけでございます。じたがいましてそういう観点で努力して

いけば、日 野市の自然の中にも、たくさんホタ ルの復活ができる見通しもある場所はあるわけ

でございます。百草付近にもホタルの発生が見られましたけれども、去年、今年とこれも絶え

ていく状況になっております。 こういうことで、地下水があるところ、川に地下水が流れ込ん

でいるところ、あるいは土手が土のまま残されているところ、あるいは自然、を復活した一つの

典型である百草台自然公園のあの 40メートルほどにわたる自然水が流れている池と水路、あ

るt¥はし 1ままで試みた黒川の公園、そういうところに も、あるいは市内全域を本気になって捜

していけば復活できるところはあるのでございます。

東村山におきましては、ホタル係長という人がそう最後には呼ばれるようになった係長さん

がおられまして、この方は本も発行されておりますが、家庭からも最初は変なまなざしで見ら

れ、離婚寸前までいったような ことを聞いておりますがそれでも最後は子供たちと奥さんの協

力も得て市役所の協力も得て、ついに先ほど言いましたような結果になっている。現在では市

の予算は全然組まないけれども、自力で繁殖をしているこういう状態にまでなってまいってお

ります。ですから、そういう、本当に大きな観点でちょっと何か、その選挙だとか、何だかん

だというようなことではなく 、大きな観点で長い将来を見通して取り組めば必ずホタルは復活

してくれるというふうに思うのでございます。

最後に 5点目は、市民の方々でホタ ルの復活を心がけている方々もたくさんおられます。私

もこの10年間ドジョウ、タニシ、カワニナの人造的な養殖の実験などを自分自身もやり、あるい
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はサケの放流の市民運動にも参加を しております。カワ ニナ は、なかなか非常に個人の力では

むずかしいわけでございます。現在のところ、私もまだ成功いたしておりません。そういう中

で市民の方々が熱心な方々もいらっしゃいますのでそういう市民運動的なホタルの復活という

ことに対して、市として援助協力をしてし 1く、こういうお考えはおありかどうか、そういうこ

とについても質問をいたしたいと思います。以上、すべて関連はございますが、一応 5点に分

けて質問をしてみました。御答弁をお願いいた します。

0議長(高橋通夫君) 竹ノ上武俊君の質問についての答弁を求めます。

0建設 部長(中村亮助君) お答え申し上げます。何点か御質問がございましたけ

れども、一括しまして、逐次お答えをさせていただきたいと思います。確かに自然環境の中で

ホタ ルが育つ、そういう環境は望ましいし、かつては日野の水路もそういう状況にあったわけ

でございます。夏の初夏の風物史として非常に趣きのあるホタルの乱舞というものは私たちも

望むわけですし、私の子供のころはすぐ裏が川でございましたので、そういう経験をもってお

ります。そういう復活をいつか手がけたいという気持は十分もっております。 10カ所ぐら い

という御指摘もございましたけれども、可能な限り、どこということでなくて、具体的に幾つ

かの場所を選びまして今後手がけていきたいというふうには思っております。

過去の経過の中で、確かに御指摘のように豊田の黒川の水源を利用いた しました清水谷のわ

き水の池に簡単な流れをつくりまして、そしてホタルの育成を試みた過去の経過がございます。

そして、実験的な段階であっただろうと思いますけれども、確かに季節にホタルの乱舞が実現

をしたのでございます。 しかし、なかなかホタルの成育ということにつきましては、むずかし

い問題もあるようです。 1つは水温の問題があるようです。もちろん成育に必要なえさの問題

カワニナの問題があるわけです。この、カワニナにつきましでもやはり、多少野鳥のえさにす

るという問題もございまして、そういうすべての条件が整わずに休止状態になったと いうふう

な過去の経緯があるわけでございます。そういう経験を踏まえまして、十分今後は専門家など

にも御相談を申し上げながら、研究をしてみたいと思ってお ります。 そして、復活の計画でご

ざいますけれども、幸い 58年度より始まりました黒川の流水路の整備計画、こ れは 58年か

ら3年計画であのわき水が 7カ所ほど出ております。そのわき水を集めまして、散策路を兼ね

ました清流の流水路をつくりたいということでいま 3年計画で取り組んでおるわけでございま
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して、約 600メーターくらいの延長になります。ここを完成をすることによりまして、可能性

が出てくるんではなし 1かというふうに推測をされますので、自然発生的なホタルの発生ができ

るようなそういう計画に挑戦をしてみたいというふうに思ヲております。

それから、なおさらには将来の問題といたしましては、御指摘の程久保}II、あるいはまた百草台

の自然公園、これらの自然の人工的にっくりました百草台の自然公園の中の、適所があればそ

ういう点につきましでも可能かどうか取り組んでみたいと思っております。幸い、御存じのよ

うに、ただいまの御質問にもございましたように、地元に都立の多摩自然動物公園がございま

して、そこで研究育成されました成果もございますので、手近かのところでそういう専門的な

指導者も得られるんじゃなt¥かというような好条件にも恵まれておりますので、今後いろいろ

な面で条件が整い次第取り組んでみたいというふうに思っておるわけでございます。また、将

来の問題といたしましては黒川のいわゆる緑地保全地域、あのー画に、現在多摩平の下水道処

理場がございますけれども、それがやがては秋川のあの地域の下水道の処理が行われることに

なりまして、この部分が必要なくなる、いうふうな点も考えられますので、あの跡地を利用し

た横川|の推進拠点施設みたいなものも将来の計画の中で考えまして、そして、具体的なそうい

う流水とそれから緑、そういうものに、ひとつ、何と言いますか研究センターみたいなものが

できれば大変幸いだと思っております。いずれにいたしましても、具体的には黒川の流水計画

にあわせまして、とりあえず取り組んでみたい、挑戦をしてみたいというふうに思っておりま

ーも刷
/.0 

す。

0議長(高橋通夫君〉 竹ノ上武俊君。

02  2番(竹ノ上武俊君)

思います。

O議長(高橋通夫君) 市長。

0市長(森田喜 美男君) 都市化ということはとりもなおさず自然が破壊されたとい

、
市長にもし一言ございますれば御答弁いただきたいと

う側面をもつわけでありますから、ホタルが生息をするような環境をということも大きな努力

目標でありますことは、私どもの唱えております緑と清流政策、こういうところに大きい関連

をもっております。ホタルが云々というよりも 1つの自然回復の生物指標としてホタルであり

ますとかあるいは川瀬の中の魚でありますとか、昆虫でありますとか、いろいろ生物指標とい

うものが用いられております。要するに、人聞社会を含めて、大きな生態系、コロジーという
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ことが人の健康、あるいは幸福こういうことに非常に必要な条件でありますし、きのうのお話

の地方の時代というあたりのことも、そういうことに大きく関連づけられるわけであります。

市民運動としてそういう運動が起きることは大変望ましいことであります。できるだけの御援

助はいたしたいと、このように思っております。建設部長も答えましたが、日野市はそういう

いい条件、水環境の条件をもっておりますから水環境を整える、つまり浅川計画を大きな目標

とするということが将来の日野市のいい姿を保つためにきわめて重要だ、こういう認識にたっ

ております。動物園もございますし、それから清流化すれば部分的には可能なところもありま

すけれども、人手で、人工で維持する手段よりも、やはり、自然の循環の中で維持できるこう

いう状況こそ、最も望ましいことだと思います。ただ将来、浅川の水はなくなると言いますか

ね、非常に減少する心配が大きく考えられますので、いま、この河川関係の専門家でもありま

す高橋先生を中心として、水問題ということについての大きなテーマでお話をしていただいて

おります。そういう総合的な観点から伴って、人の暮らしに情緒を添えます、自然の風物とし

てのホタルが復活するということは大変望ましいことだと、このように思っております。

。議長(高橋通夫君) 竹ノ上武俊君。

02  2番 ( 竹 ノ 上 武 俊 君 ) ありがとうございました。自然を回復する運動、この

最終的な目的は自然のままで、動物、生物の循境が行われるということがもちろん総目標でご

ざし 1ます。また、人と自然との循環もその中で正しい状態が回復をされてまいるわけでござい

ます。しかし現在の政治を見るならば、御承知のように中曾根内閣が緑の問題を持ち出しまし

たけれども、その予算というものはすずめの涙で実行がない、また東京都のマイタウンの中で

も緑の計画がございますが、先だっての議会でも発言をいたしましたように、やはり、このマ

イタウン計画の都市づくり、このマイタウン計画の前進を見ますと、多摩川の河川敷を利用し

てずうっと道路をつくるプランまで出たことがございますように、非常に矛盾をしたものでご

ざいます。そのような方向では自然の回復ということはできないわけで、ここに私たちが努力

をすることによって、民主的な力で自然を守っていく必要性が出てくるわけでございます。そ

ういう中で先ほど例に上げました東村山では最初公園緑政係の方たちだけの予算内における秘

密の約束ごとでスター卜して、大事をとってこの運動を進め、そして最終的には市長が知ると

ころとなって、全市役所のテーマにもなったといういきさつだそうでございます。そういうふ

うなことも必要でしょうし、あるいは市長、理事者などから大いに援助をして市役所でそうい
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うことが、運動が起こることも必要でしょう。また、市役所にもふさわしい職員がたくさんい

らっしゃると思います。また， 日野市には答弁にもございましたように多摩動物園を初め、専

門家も、経験家も、実践家も多数おられますので、そういうところを生かしてぜひ有終の美を

ホタルの復活で、飾っていただきたいというふうに思うわけでございます。

また、先ほど不規則発言などもありましたが、私の考えるところはやはり私どもの緑を守る

努力の不足、こういう点はもっともっと尽くさなければいけないと逆に思っているわけでござ

います。私も 14年ほど前に日野市に本籍を移しまして、ここに骨を埋める覚悟で日野市をよ

くしていきたいと思っているわけでございます。しかし、それにつけても、私は地方、田舎に

おけるこの生活というものは参考にすべきだと思います。

先日七生公会堂で行われました m 海と太陽と子どもたち"という教育映画を見させていただ

きました。これは熊本県牛深市における分校の実践教育を 2年間にわたって記録映画として撮

ったものでございます。それを 1時間半ほどにまとめたものでございますが、これはつくられ

た劇映画よりも何にも増して真の教育のあり方、そして、ここには非行など一切縁がないそう

でございますが、そういう原点というものはどこにあるのかということを感じることができた

わけでございます。(i日野ではないJと呼ぶ者あり)そこには、また小学校の先生たちの民主

的な教育の観点での本当に頭の下がるような教育実践があったことももちろん当然、のことでご

ざし 1ます。こういうような状態というものがやはりむずかしい問題であるけれども l歩ずつ日

野市によみがえってくる、このことがどうしても必要であると考えまして、今回質問をいたし

ました。今後とも住民の力、そして市役所の力、専門家の力、この 3つの力でぜひとも日野市

にホタルの復活をさせていただきたい、私ども市民もそのために全力をあげて協力をしたいと

決意している次第でございます。何せ、継続は力なりということで、 1回だけで後退してはい

けないわけでございますので、今後ともしつこくこのテーマを市当局が追求されるよう祈願い

たしまして、質問を終わります。

O議長(高橋通夫君〉 これをもって、 15の2、ホタノレの復活に挑戦せよ、に関す

る質問を終わります。

1 6の 1、地域(自治会)に対する行政の考え方について、 1 6の2、日野市に特養ホーム

のような施設の建設について、は高橋徳次君より取り下げの申し出がありましたので取り下げ

いたします。

、

F
O
 

可

d
Q
d
 

次に、 1 7の1、21世紀を展望した日野市の開閉酋を策定しようについての通告質問者、福島

敏雄君の質問を許します。

C 2番議員登壇〕

02番 ( 福 島 敏 雄 君 )1 それでは表題にありますように 21世紀を展望した日野市の

長期計画を策定しようという題で質問をさせていただくわけでございます。

2 1世紀と言いましでももうすぐそこまできておりますので、それほど大げさな題名ではな

し、ということで、よく日野市の将来を考えた計画をここで立ててみようじゃなt~かとこういう

趣旨で質問をいたします。

私は 1982年 いまから 2年前に議員になりまして、その第 l固定例議会におきましでもこ

の私たちの住むこの日野が、要するに 21世紀に向けてどのような町づくりを進めてし 1かなけ

ればならないかということにつきまして、市民がどのような都市像を希望しているかというよ

うなことも含めまして市長に質問をしたことがあるわけでございます。そのときに市長からは

特に前向きな御答弁もいただいておるわけでございます。さらに、昨年の 3月の定例議会にお

きましては、これも第 2次基本構想ができた直後でございまして、その第 2次基本構想に基づ

く長期計画を早く策定するように要望いたしまして、市側からも見解をいただいております。

大綱その回答の中味を申し上げますと、 1点目は、昭和 58年から長期計画の立案に入り、 59

年の早いうちに長期計画を策定します。こういうことを当時の生野企画財政部長から答弁をい

ただいております。

それから 2点目といたしましては、計画の原案は、特に庁内にプロジェクトチ ームを編成を

いたしまして、大綱職員が主体となって立案をし、できるだけ多くの職員に参加をしてもらう、

こういうような御回答もいただいております。

3点目にはやはり、市民の意識というものも大事でございますので、当時、市民会館建設の

ための市民会議というものができておりまして、そのような組織を市民の中にっくりながら、

市民のいろいろな考え方を吸収をしていきたい、という具体的な以上 3項目にわたって見解を

いただいておったわけでございます。

したがって、このままずうっと推移すれば昭和 59年中には基本構想に基づくところの長期

計画が策定されるはずでございますけれども、ここでは企画財政部長もかわられたことでござ

いますので、現在の進展状況を含めまして説明を願いたいわけでございます。きのうも旗野議
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員の最後の方の質問で、若干のやりとりはございましたけれども、答弁をいただく前に私が 1

年目、 2年目、そして今度 3年目の第 1回定例議会で長期構想、に基づく長期計画をつくるべき

だと終始主張をしておりますその論拠につきまして、 3点お話を先にさせていただいてから答

弁をいただきたいと思います。

まず、第 1点目は市民の要望というものを生かした町づくりを本格的にするには、計画的な

町づくりしかないんじゃなt¥かというのが私の考え方の低流にあるわけであります。いまさら

私が指摘するまでもなく、いま市民が望んでいることは、昭和 53年ですか、 54年で、すか市

民の意識調査を行っておりますので、これが明らかなところでありますけれども、いまホタル

の話もありましたけれども、恵まれた自然を残す、これが市民の大きな大前提になっておりま

して、その中で公共下水道の建設、 2番目には道路の整備、 3番目には医療体制の整備充実、

4番目に公園スポーツ施設の充実、 5番目に教育施設、教育環境の整備、さらにはコミュニテ

ィ施設文化施設の市内への配置、老人施設の充実、 あるいは障害者対策の充実、さらにずうっ

と続いていきますけれど も、 このようなことにつきましてはいろいろな定例会を通じましても

各議員の皆さんからも指摘されておる課題でございまして、この辺に日野市の改善しなければ

ならない課題があるということについては大体、一致しているところではなt¥かと思うわけで

ございます。そして、これらの事業を金と人をつぎ込めばすぐできるのかどうか、私は非常に

むずかしい問題があるのではないか、こういうふうに思うわけであります。そして、こういっ

た、いろんな各款にわたる市民要望を実現させていくためには、まず、それぞれの事業の中で

何をどのレベルまで日野市としては実施しなくてはいけないのかという、たとえば公園である

ならば公園を市内にどのような形で配置しなければならなし 1かという大綱、大枠を決めない限

り、むずかしいんではないかということでございます。さらには、今議会においても論議にな

っておりますけれども幼稚園なり保育園なりこのものについてはいろいろ市民の要望があるわ

けですけれども、市内にどう配置するか、こういった基本的な大枠がまず討議されて、その大

枠をある程度合意をしていくと、これがなければその次の事業が進まないんじゃなし 1かという

ふうに考えるわけなのであります。そういう大枠が決まったとすれば、次には必ずそれでは用

地はどうなのかと、用地の確保はどうしていくのかと、こういったような課題がすぐ出てくる

わけでございます。そして、その後用地を確保できればいつ建設するか。建設に当たっては固

なりあるいは都なりの補助金はどういう形で申請していくか。こういったいろいろ仕事を進め
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ていく上にはステップが必要だというふうに私は感じております。そのステップを確立するた

めにはどうしても長期的な到達基準と言いますか、長期計画の目標値、これがないと行政がそ

ういった形で進まないんではないかという感じがするわけです。ここ 2年の議員の生活を通じ

まして感じられることは、いま私が指摘をしたような段取りで進んでいる事業が少ないのでは

ないか、というふうに感じているわけでございます。長期計画をもつことは一つの仕事、事業

を行うのに庁内のいろんな部署の人がそれぞれ協力をし合う体制もできるわけでございまして、

組織全体の力を結集できるという意味合いからも大変重要であるというふうに、私は第 l点そ

の必要性を感じるわけでございます。

それから長期計画の必要性の 2番目といたしましては、これもどなたも言われることであり

ますけれども財政との整合性を考えて、事業の優先順位を決定してし 1く、こ のことがどうして

もいま必要になっているんだと思うんです。先ほど申し上げました、市民要望にはいろいろあ

りますけれども、それぞれ財政との整合性を考えてみると、そして何を一番初めにやっていか

なければいけないのかという優先順位をそれぞれが討議の中で決めていくと、こ のことをして

し1かなければいけないんじゃないかと思うわけであります。そのためには、いろいろの部署の

人が、私どもの部署ではし、ま日野市におけるそれぞれの仕事の範鴎で、ここまではやりたいん

です、道路でしたらここまでは舗装したいです、ここまでは 4メートル道路にしたいんです。

こういう建設部なりの目標値が出てきている、それだったらそれにはどのくらいお金がかかる

かとこういうような話になってくるかと思う、そういう意味でいろいろ議員の皆さん方がいい

指摘をすると思います。それで理事者側も非常に前向きに答弁をされているんですけれども、

その後が具体的に何か進んでいないんじゃないかなと、そういう感じがいたしますので、(Iそ

のとおり Jと呼ぶ者あり )その長期計画というものを、ぜひつくっていく必要があるん じゃな

いかと、いう感じがするわけでございます。たとえば 59年度予算に盛られた幹線道路網調査

というのがあるわけでございますけれども、これは日野市の幹線道路はどうあらねばならない

かをさぐるための調査であると私は理解をしております。この調査が完了いたしますと、市内

の都市計画道路と生活道路の地図ができるんだと私は思います。そうした段階で用地確保をい

かに進めていくかという課題に直面するんだと思います。同じような話がダブるかもしれませ

んけれども、そこで買収によるのか、あるいは区画整理によるのか、あるいはその他の方法に

よるのかはそれぞれの方法がどの程度の財源が必要になってくるのか、あるいはそれぞれの方
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法の中でどの方法が最も早い方法なのか、これが次に検討されるんではな l)かと、いうふうに

思うわけでございます。そのほかには基本構想があります。 下水道計画、こ れもございます。

これも今議会で議論になりまして、 70年の 目標年次は少なくとも 75年にずれ込むと、もろ

もろの現実的な対応を考えれば 2、 30年の計画にあるいは焼き直さなければならな l)かもし

れないという、都市整備部長の答弁もありました。さらに緑のマスタープランというのもあり

ますし、先ほど論議になっております浅川利用計画などもありましても、実際にそういったプ

ランに実施計画がないのでどこをどの程度やっていくのかということについて議会も議員の人

たちもわからないし、市民もとまどっているんではないのかなというふうに思うわけでござい

ます。

文化施設を例にとってもそうでありますけれども、私の一般質問 57年 9月に行いました一

般質問で私は、やっぱり、コミュニティ、 あるいはふれあいの場、これが今後非常に大切なこ

とになりますと、そう いった文化施設、公共施設はどういうふうに配置をしていくのか。私は

少なくと も中学校単位に必要であるというふうに、考え方を表明いたしましたらば、市長から

もそれに対しまして全面的に支持をしていただける回答をいただきました。市長はさらに中学

校単位というよりはもっと小 さく 小学校単位であってもそれは構わないというようなお考え方

もいただいておるわけでございます。そういうふうに 57年 9月にそういう考え方で文化施設、

公共施設を少なくとも複合施設、きのうの旗野議員の質問ではありませんけれども、そういっ

たいろんな方が集まって利用できる複合施設を中学校単位につくっていく という考え方 は示

されておりますけれども、それでは、いまないそれぞれの地域にいつまでにどういうような形

でつくっていくのかという考え方については、なかなか、そ こまで踏み込んで私どもは説明を

していただいてないというのが実態だろうと思うわけでございます。

したがいまして、緑のマスタープランにつきましでもしかりであるわけでございまして、私

は2年間建設委員をやってみて感じることでございますが、緑を残すと決めたらどのような手

段で残すのか、いまひとつはっきりしていないんではな l)かと思うわけであります。ここまで

は絶対残す、こ こはできれば残す、こ ういうように向う全体に網をひっかけないで重点個所を

決めていくというように計画を細分化いたしませんと、緑地を残してほしいという請願がかな

り建設委員会に寄せられておりますけれども、建設委員会といたしま しての判断 も大変むずか

しいわけでありまして、大変、後の建設委員の皆さんには御迷惑をかけますけれども、全部継
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続審議になってお送りをしてあるような実態でございます。以前中山議員から請願のない行政

を進めてほしいとこ ういう旨の指摘がございましたけれども、私 も全く同感であるわけでござ

し1ます。要するに請願の出そうな課題は行政が先取りをして計画の中に盛り込んでいくと、こ

ういうことが必要であるというふうに考えるわけであります。

いろいろ述べましたけれども、以上述べたような理由から見ましでも、広く 21世紀を展望

した青写真を描きそれに到達するための年次計画の作成が私はどうしても必要であるというふ

うに考えるわけでございます。 (rそのとおり Jと呼ぶ者あり)これが 2点でございます。

それから必要性を考える 3点 目でございますけれども、大変これは市の人事権の方に介入し

てしまうかもしれませんけれども、私はやっぱり職員の資質の向上のために長期計画の策定を

するということが、非常にいいことだというふうに感じるわけでございます。職員のレベノレア

ップということにつきましては、各方面からの研修が行われているということにつきま して、

予算委員会でもお聞きを したわけでございまして、聞いてみますとやはり知識中心の研修なの

かなあ という感じがしたわけでございます。その研修というものは必要であると思いますけれ

ども、それに加わえまして、仕事を通じて訓練する、いわゆるオン ・ザ・オブ・トレ ーニング

オー・ ジエ ーティー としての lつのテ ーマ として、それぞれの人が長期計画の策定に参加する

ことが私は職員にとってすばらしく効果があることだというふうに考えるわけでございます。

それぞれの方々がいま自分の受け持っている町づくりの最終目標はこういうものだ、私の担当

しているこのことについては日野市はここまで到達させたいんだという目標の設定をいたしま

して、それではそれに至るまでにはどのようなステップを考えなくちゃいけないか、というス

テップを考える。それが年次計画であろうと思います。そしてその到達しなければいけない目

標を設定したならばそれに対して正確な金額は積算できないといたしましても、おおよその必

要財源はどのくらいになるかというのは行政のプロの方であれば全くはずれるということでな

くて、概算は出てくるんだと、いう ふうに思うわけであります。そうなりますと、こ ういうよ

うな仕事のしかたを要するにこれをやって下さいという、請願が出てきて議会が採択をした、

じゃ、 これをやりましようと、いう、それだけじゃな l)かもしれませんけれども、いわゆる受

け身の仕事の仕方から、自分が考えてやる能動的な仕事の仕方へと変化してくるんだと私は思

います。そのことがやはり行政を活発化するかなりの要因になろうというふうに考えるわけで

す。
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市長は施政方針表明の中で、ハードな事業とソフトな事業を組み合わせた町づくりの必要性

を訴えられまして、その推進力、エネルギーは市民参加と連帯だと述べられました。私もそれ

は非常に重要な柱だと思いますけれどもそこに職員の能力と、力の結集をぜひ加わえていただ

きたいのであります。職員みずからが担当する分野ごとにこうあらねばならない日野市を考え

る、そして市民議会がそれに肉づけをしてし 1く、お互いにそれぞれが啓蒙しあって、私たちの

目指す町づくりのために遁進をしていくと、こういう姿がぜひほしいわけでありまして、以上

3点私なりに整理して長期計画の必要性を訴えたわけでございます。ここから質問になるわけ

でございますけれども、昨日、旗野議員の質問にも答えられまして、短期計画といたしまして

は公共施設整備 3カ年計画ですか、これがあります。ということでございますけれども、いま

市当局としていろいろ予算編成時期、政策を決定することがあるわけでございますけれども、

市民の要望、 ニーズがどこにあるのか、という把握、市民が何を一番望んでいるのかと、そし

てそのためにどういう方法で事業化していこうかということで恐らく決められているんだと思

うんです。予算編成なり、事業計画そういう形で決まってくるんだと思うんですけれども、先

ほど言いました公共事業 3カ年計画というのはどのようなステジプを踏みまして、たとえばど

のような段取りでこれが策定をされてきているのか、その辺につきましてお聞きをしておきた

いと思います。これが質問の第 1点です。

それから質問の第 2点目では、これは予算委員会でも論議がございましたけれども、私は市

民意識調査というのはある程度、ある程度と言いますか、継続的に同じような項目を調査をし

ていくということが必要であろうと思います。 53年に市民意識調査が行われて、それが、市

民全体の意識ということにつきましてはその時点の意識が身の回りの人の意識はわかりますけ

れども、全体像としてはそれ以外は私としてはわからないわけでございます。

したがって、少し聞があきすぎていると思いますし、これは継続をして把握をしていくとい

うことが必要だと思いますけれども、予算委員会の中で市長は 5年程度というおっしゃられ方

をしておりますけれども、いろいろ今回の 59年度予算を見ましても、あるいは婦人問題に対

する意識調査の問題ですとか、いろいろなところで意識調査が断片的に行われているような気

がするんです。一つの事業をやるのに基礎調査をするのは必要だと思いますけれども、やはり

市民の意識というものは、それぞれ担当するところがそれなりに把握をするということも必要

でしょうけれども、総合的に把握をしていくということも必要だと思いますので、 5年という
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のが本当に正しいのかどうなのか、その辺の御見解を賜っておきたいと思います。

それから質問の官頭に申し上げましたけれども昨年の第 1回の定例議会におきまして、第 2

次基本構想、に基づく長期計画は 59年の早い時期に策定をいたします。こういう御回答をいた

だいているわけでございますけれども、現状の進展状況について教えていただきたいというふ

うに思います。

4点目は、先ほどの質問の中にも申し上げておきましたけれども、長期計画、策定のステッ

プについてお聞きをしたいと思います。 3点目の質問との関連がありますけれども、そのステ

ップについてお聞きをしたいと思います。さらにこの中で職員の参加、これがどの程度なされ

ているのかこれについての質問をして、 4点質問をいたしますので、御答弁をお願いいたした

いと思います。

0議長(高橋通夫君) 福島敏雄君の質問についての答弁を求めます。 企画財政部

長。

0企画財政部長(前田雅夫君) まず第 l点の市民のニーズをどういう形で把握し

ているかということでございますが、これはかなり一般的な話になりますけれども、まず市議

会に対する市民からの請願陳情、それから行政側に対するところの市民からの陳情、これらの

文書口頭があるわけでございます。さらには直接市長、あるいは関係の部課にくるものがある

ということでございます。それから市民相談、それから市長が行っております対話集会、それ

から意識調査ということになろうかと思います。意識調査については後ほど説明をいたします。

次に公共施設 3カ年計画のステップはどういう形でやっているかということでございますけ

れども、これはきのうもちょっと触れましたけれども、東京都の方である程度のホ ームを決め

まして、計画の立案をさせているわけでございます。企画財政部の方から各部課に計画の内容、

計画の作成を、まず原案の作成を依頼をいたしまして、 その関係部課から出てきました内容に

つきましての事情聴取を行う、財政的な裏づけを考えた中でその事業の選択を各年度ごとに行

ってし 1く、最終的には市長が全般把握をいたした中で決定をするというような形でございます。

ここで、やはり重要なことは、これは私の個人的な感じではあるんですけれども、こういう

施策をつくるときに大事なことは、施策の体系の整理をしてから各事業計画が立たないといけ

ないわけでございます。現在そういった体系の整理が不足していたというふうに考えておりま

す。
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今後その辺の問題についてどういう形でその辺の整理を してい くかということ を考えている

次第でございます。

2番目は意識調査の実施でございますけれども、 5年間が、 5年に一度が長l¥か短いかとい

うことでございますけれども、これは意識調査の設問の内容によっても違うかと思います。た

とえば刻々変化するような設問を設けますと、やはり l年ごとにやらなければなりませんo 現

在 54年度に日野市が行いました設問でありますと、 3年ないし 5年ぐらいの間隔で行えばい

いんではないかなあ というふうに考えております。この意識調査につきましては、本年が 5年

目でございますので、当初予算が決まった時点で、このようなことを私から言うのも不謹慎で

はございますけれども、でき得れば 59年度に実施したいというふうに考えております。

次に基本計画の策定等で ございますけれども、この点については確かに基本計画をつくり、

実施計画をつくることが正しいというふうに私も考えております。ただいまの議員さんの方か

らもお話がありましたよ うに、やはり、この計画を策定するプロセスというのが非常に大事で

はないかというふうに考えております。基本計画の作成を区市によりましては民開業者に委託

をして作成しているようなところもあります。これはでき上がった成果品については非常に立

派なものではあると思いますけれども、 この実行性から考えますと、やはりひとつ難点がある

んではないかと、いうふうに考えております。私ども地道な考えではございますけれども、ま

ず、いままでつくっておりました公共施設整備 3カ年計画は、 一応 58年度でやめたいと、さ

っきハー ド、ソフトという名前が出ましたけれども、ハードな部分、いわゆる施設計画を中心

にした実施計画をまずつくってみたいと、それにはやはり関係部課の職員が中心にならないと

いけない、ということで、この辺から手がけて、でき得ればこの実施計画も基本計画にどれだ

け近づけることができるかどうかわかりませんけれども、内容の工夫等もこれからして、手づ

くりのものをまずつくってみたいというふうに考えている次第でございます。こういった職員

の計画の参加を土台にしていきまして基本計画の策定につなげていきたいという考えでござい

ます。

0議長(高橋通夫君) 福島敏雄君。

02番(福島 敏雄君) あんまりくどくやるつもりはございませんけれども、お聞き

しましたところ、答弁の内容から推察いたしますに、昨年 3月定例議会で私が指摘を し、企画

財政部長より答弁をいただいた内容については、ほとんど進展がなかったという ふうに理解を
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するわけでございます。 (rそのとおり jと呼ぶ者あり )したがいまして、 ( r正解」と呼ぶ

者あり)いろいろ見解の相違はどこでもあるのは当然でございますので、そのことをとやかく

言うわけではございませんけれども、現在までの一般質問を通じまして、 議員は、特に私は能

力がないにもかかわらず、ここに出てくるにはそれなりの努力、それなりの下調べとか考え方

をまとめてここに出てきて、市長なり関係部長の見解を賜っているわけでございます。(rそ

うだ」と呼ぶ者あり)そういう ことになりますと、本当にできないことであるならば、それな

りに率直に言っていただいて、もう少しおまえ勉強し直せというようなことも御指摘をしてい

ただいても結構なんですけれども、それは無理という声もありますけれども、特に、今議会を

開いてみましでもそうなんですけれども、たとえば、きのうの馬場弘融議員の質問の中にあり

ましたけれども、重度精神障害者の問題とか、こういったような こと について、より年次計画

を立ててやっていきます。こういう御答弁を担当部長からいただいているような感じもいたし

ます。いろいろなことについて議員が身をもって体験し、市民の代弁者としていろいろ自分で

考えを整理して、まとめて要望したことに対して、かなり、いい答弁が返ってきているんじゃ

なl¥かなあといままで思うわけです。そういうものにつきましては。ただそれが、なかなかそ

の先が進んでいないということにつきましては、いま、 3月議会、昨年の 3月議会で指摘をし

て、 l年たったいま、中間の進展状況をお聞きしますと、長期計画というよりはむしろ、ハー

ドの部門の実施計画をまず先行してつくっていきたい、それも手づくりでやっていきたいとい

うふうに考えています。こういう御答弁をいま いただいたわけでございます。それはそれで市

の中でもいろんな仕事がありますし、私どもも議員としても電算化の要求だとか、OA化だと

かいろんなことを要求しておりますから、パンクをしてしまうということについては、理解で

きないことはないんでありますけれども、それにいたしましてもぜひ答弁をした内容につきま

してはぜひ、その線に沿って御努力をしていただきたいというのを全般的な意見として申し上

げたいと思うんです。それで質問ですけれども、ハードな部分の実施計画をまずつくっていき

たいということについては、いまの段階では私もそういうふうにならざるを得ないのかなあと

いうふうに思います。

たとえば公閣をどこに設置するかということを考えてみれば、市内の地図のあるところをプ

ロットしてないところにはそこにはつくっていくと、こういうようなことをやっていきたいと

いうことでしょうし、文化施設につきましでも、あるいは公共施設にしても、市内のそれぞれ
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の中学校単位の中にどこにな~¥かということをプロットして把握する中で私は建設計画を立て

ていくというような意味にハードな部分から実施計画をまずっくりたい、いうことを理解する

わけですけれども、そういうことでいいのかどうなのかということと、そのハードな部分の実

施計画というものは、来年度予算に反映させるというような理解でいいのかどうなのか、その

辺の 2点につきましてお聞きをしたいと思います。

0議長(高橋通夫君)1 企画財政部長

0企画財政部長(前田雅夫君) まず第 1点目の計画の内容でございますけれども、

¥ードの部分かということでございますけれども、そのとおりでございます。

それから 60年度予算への反映ということだろうと思いますけれども、これは一応最初 3カ

年計画を考えておりますので、もちろん 60年度予算に向けての資料ということで、お考えに

なって結構でございます。

。議長(高橋通夫君}

02番(福島敏雄君〉

うことを要望いたしまして、この質問を終わりたいと思います。

0議長(高橋通夫君) これをもって、 17の1、 21世紀を展望した日野市の長期

計画を策定しよう、に関する質問を終わります。(r休憩Jr休憩」と呼ぶ者あり)

お諮りいたします。議事の都合により暫時休憩いたしたいと思いますが、これに御異議あり

ませんか。

いまの答弁それでいいんですけれども、ハードな部分だけで

c r異議なしJと呼が者あり〕

。議長(高橋通夫君) 御異議ないものと認めます。よって、暫時休憩をいたします。

午前 11時 55分休憩

午後 1時 o7分再開

。副議長(米沢照男君) 午前中に引き続き会議を開きます。高橋議長所用のため、

午後私がかわって議長席を努めさせていただきます。よろしくお願いいたします。

一般質問を行います。

1 7の2、血の通った福祉施策の拡充をについての通告質問者、福島敏雄君の質問を許しま

福島敏雄君。

も実施計画をつくっていくということにつきまして、 1年ぐらいでできるものなのかどうかそ

の辺を、特にこれはちょっと、 21世紀を展望したというテーマとのつながりがあるわけでご

ざいますので、その辺でいろいろの仕事ともからみがあるでしょうからこの計画につきまして

はハードな部分の実施計画のでき上がりというのは、およそいつごろになるか、それをお聞き

したいと思います。

す。

C 2番議員登壇〕

02番(福島敏雄君〉 それでは血の通った福祉施策の拡充を、ということで質問を

0議長(高橋通夫君)

02番(福島敏 雄君)

福島敏雄君。

それでは長期計画の必要性につきまして 3点ばかり私は意義

させていただきます。

実は、今年の 2月に、革新クラブの会派の研修で大分県の大分市と、それから宮崎県日向市

に老人福祉ということと、精神薄弱者の仕事の与え方と言いますか、こういったようなところ

にポイントをしぼりまして研修をしてまいりました。

そういう意味で、それらを参考にして現在日野市の中でも、いろいろ老人福祉、特に 1人暮

らしの老人、あるいは寝たきりの老人の方、あるいは障害者の方々について、いろいろな福祉

の施策があるわけでございますけれども、ぜひ、それらにもう少し血の通った運営をできない

か、というような立場で質問をさせていただきたいと思います。

したがいまして、日野市のそれらの制度の実態を勉強させていただくという意味合いが強く

なる質問だと思いますけれども、よろしく教えていただきたいと思います。

まず 1人暮らし老人対策についてお聞きをするわけでございますけれども、高齢化社会が進

展をすると、いうことと、核家族化が進むということを考えてみますと、これから l人暮らし

0議長(高橋通夫君) 企画財政部長。

0企画財政部長(前田雅夫君) 6 0年度の予算の編成に間に合わせようというこ

とになりますと、遅くも 10月ないし 12月には完成しなければいけないということになりま

す。ただ、その内容についてまだはっきりかたまっておりませんので、実際にこの実施計画が

外部に公表できるかどうかその辺は、実際につくってみなければわからないというふうに考え

ております。ただやはり予算に反映する資料でございますから、議会程度には御報告はしたい

というふうに考えております。

づけをしたわけでございますので、そういう趣旨に沿って、ぜひ、 1日も早く作成されるとい

po 
Q
U
 

Q
d
 

司

ioo 
Q
U
 



の老人がますますふえていくんではな~¥かなという感じがするわけでございます。核家族と言

いますと、私も子供 1人でございますし、これが娘でございますので嫁に行くとこういうこと

になりますと、老夫婦 2人、どっちか 1人欠けりゃすぐ l人暮らしと、こういう状況で何か、

人ごとでないということも感じられますので、質問をするわけでございます。

福祉部から資料をいただいておりますので、それに従いまして、制度の中味につきまして質

問をさせていただきたいと思います。

この福祉部からいただきました資料によりますと、 1人暮らしの御老人の方は恐らく 65歳

以上だと思いますけれども、いま 264人いらっしゃるというふうに資料には載っております。

それで 1人暮らし老人の対策といたしましては、園、あるいは都、市、それぞれ共同でやるも

の、あるいは市単独でやる事業、幾つかあるわけでございますけれども、それぞれの制度に、

どれだけが利用しているかという実態を出していただきましたところ、制度の中味熟知してな

いせいがありますので若干的はずれな質問になるかもしれませんけれども、私が見る限りでは

制度はありましでも何か利用されている人が少ないのかなあという感じがするわけでございま

す。したがいまして、それぞれの制度について、なぜそのくらいの方々しか利用していなし 1か

というところから質問をさせていただきたいと思います。

まず 1点目でございますけれども、老人家庭奉仕員派遣事業というのがあります。これは園、

都、市の共同の事業でございますけれども、実際に派遣されている人たちの恩恵を受けている

人が、この資料でいきますと 28世帯というふうに出ております。

先ほど申しましたように、市内の 1人暮らしの御老人は、 264人というふうに聞いており

ますので、この辺につきまして、 28世帯というのは、もういろいろ PRもしてこういう数字

が出ているのかどうなのか、教えていただきたいというふうに思います。

それから、老人 1人で住んでいるということでどこでも老人の福祉電話と言いますかね、こ

の設置事業があるわけでございますけれども、これは都と市の共同の事業ということでござい

ますけれども、 26 4人いらっしゃる 1人暮らしの御老人の中で 123世帯に設置をされてい

るということでございます。半分にも満たないわけでございますけれども、これはどういう事

情があってこういう数字になっているのかということについてお聞きをしたいと思います。

それから 3番目でございますけれども、特に新聞報道などで火災がありましたようなときに、

1人暮らしの老人の方が焼死をされたとか、こういうような報道を自にするわけでございます

けれども、自動火災報知器というものを設置するという事業が市の単独であるわけですけれど

も、 8台設置されているというふうに資料には出ております。したがいまして、この 26 4人

いらっしゃる中で 8台が設置されているということでございますので、少し中味がよくわかり

ませんので教えていただきたいと思います。

それから質問の 4点目でございますけれども、友愛訪問制度、これが日社協の担当でやられ

ておるそうでございます。これは 264人の中で受けている人が 15世帯、 というふうに出て

おります。

したがいまして、私の不勉強のところはう八ノとあるんだと思いますけれども、こういった 1

人暮らしの御老人に対して、非常に手厚いいい制度だと思いますけれども、実際使われている

人がこの資料によりますと少ないように感じますので、これらについて、なぜこういう実態が

あるかということと、それからできればこれで満足されているのか、その辺のところの見解を

含めてお聞きをしたいと思います。

それから 2点目は寝たきり老人の対策事業についてでございますけれども、特に一番お気の

毒だなあという感じがするわけでございまして、市内では約 300人、 65歳以上ですか、寝

たきり老人の方がいらっしゃる、と、そのうち在宅で寝たきり老人の方が約 20 0人だという こと

でございます。

そこで、これも質問ですけれども、いろいろな制度がございますので、かなり使われている

ところの制度は割愛をいたしまして、その他のところをちょっとお聞きいたしますけれども、

入浴サービスというのがありまして、これは非常に市単独事業ということでいま延べ 516人、

これは年間だと思いますけれども延べ 516人の人がお世話になったということでございます。

200人いらっしゃる中で延べ 516人ということですから、これはかなり使われている、喜ば

れている事業だというふうに思います。

そういうことで質問の 1点目は 516人延べでございますので、 繰り返しやられている方も

いらっしゃると思いますんで、実際にこの対象になられている方々の本人の数は何人であるか、

ということと、この入浴サービスについては、何と言いますか、さらに拡大をしていくという

か、広げていくというようなところについて、まだ何か条件的にまずいというようなところが

あるんでしたらお聞かせをしていただきたい。

それから、 2番目ですけれども、ショートスティという事業が市の単独事業で行われており
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まして、これは 115人、 延べですね、延べ 115人の方がショ ートスティのお世話になったと

いうことでございます。これも先ほどの質問と同様でございますけれども、実際に対象になら

れた方が何人いらっしゃるか、お聞かせいただきたいと思います。

それから寝たきり老人についての 3点目の質問でございますけれども、在宅老人機能回復訓

練というのが市の事業でありますが、 約 200人在宅の寝たきり老人の方がいらっしゃる中で、

これは 3人がお世話になったということでございます。これはあまりにも少ないという感じが

するんですけれども、これでよろしいのかどうか。なぜ 3人で済んでいるのか、この辺のとこ

ろをお聞かせいただきたいと思l¥ます。

それから寝たきり老人、あるいは 1人暮らし老人もそうでございますけれども、特に防火、

防災指導というのを消防署が担当でやられております。これは、年に何回ぐらい実施している

のかお聞かせしていただきたいと思います。と言うのは、私どもが行きました大分市では、確

か月 2回消防署の人がパトロ ールしているというふうに聞いておりますので、その辺の回数に

ついてお聞かせをしていただきたいということでございます。

それから 3点、質問の大きな 3点目は、身体障害者、精神薄弱者の自立対策についてでござ

l ¥ます。

これは昨日馬場弘融議員の方からも特に精神薄弱者の対策について質問がありましたけれど

も、要するに養護学校を卒業されられてから、いかに自立のための手伝いをしていくか、とい

うことだと思いますね、行政にできるということにつきましては。また、そのことが御家族の

方々、あるいは御本人の方々もできるだけ自立を希望しているわけでございます。そうした立

場に立って質問をさせていただきます。

これも福祉部の資料によりますと、まず 1点目は身体障害者でございますけれども、 1，392 

人、日野市内にいらっしゃるということでございます。年齢別に見ますと、 18歳未満の人が

11 0人、 18歳以上の人が 1，282人というふうに資料でいただいております。

問題は 18歳以上の人がいかに仕事についているかという実態をここでは知りたいわけでご

ざいます。したがいまして、 1，282人の 18歳以上の方々がどういうような仕事に、どういう

ような仕事という、ともかく仕事についているか、ついていないか、それをできれば障害等級

別にでも教えていただければ、ありがたいと思います。

それから質問の 2点目は精神薄弱者に関してでございます。 18歳未満の人が 108人、 18 
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歳以上の方が 160人、計 268人というふうに資料ではいただいております。特に身体障害者

と同じような質問をいたしますけれども、この 160人、 18歳以上の 160人というこの方々

はそれぞれどういうような、いま、生活をされているのか、

たとえばこの 160人は全部自宅で家族と出ないでいらっしゃるのか、 あるいは病院とか仕

事とかいろいろあると思いますけれども、 その 160人の実態につきまして教えていただきた

いと思います。

以上、 1人暮らし老人、寝たきり老人、あるいは身体障害者、精神薄弱者につきましての実

態をまず教えていただきたいと思います。

0副議長(米沢照男君) 福島敏雄君の質問についての答弁を求めます。福祉部長。

O福祉部長(高野 隆君) ただいま血の通った福祉施策の充実ということで... 1 

人暮らし老人の対策について御質問がございました。

高齢化社会の到来ということでは、私どもでは 1つには出生率の低下、 2つ目には寿命の延

長ということで高齢者の比率が次第に高まってきている。 7%を超えた段階の社会を高齢化社

会ということだそうでございますけれども、御指摘のようにその中でも、老人世帯の独立家計

像と言いますか、核化傾向と言いますか、この中で 1人暮らし老人が増加の傾向をたどるとい

うことであろうと考えております。

私どもは、老人のあるべき姿といたしましては、健康で文化的な生活が享受できるというこ

とを目標にいたしまして、健康な方はできるだけ自立できるように、年金の充実、または、就

労の保障、または老人クラブ、かしの木学級、ゲートボール等の参加ということで、社会参加

の道を確保していきたいと考えております。

また、一方ですね、病弱な方、あるいは障害のある方、また、所得の少ない方と言いますか、

所得保障の必要な方については、それなりの援助の手を差し述べるということが必要かと思い

ます。これについては社会福祉政策として、打ち出すべきことだと考えております。

現在、日野市の 65歳以上の高齢者の中にも年金等の充実によりまして、ある程度の所得が

保障され、健康で、または近くに親族の方が住んでおられるということで、他人の手を借りず

に生活できる方がかなりおられます。

しかしながら、一方社会福祉施策の面でございますけれども、最近急速に高齢化社会に突入

したという事情もございまして、老人福祉施策もようやく緒についたばかりという状況でござ
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t'ます。

このような事情からただいま御質問のありました、老人福祉の施策の中で利用率が低いとい

うものもかなりあるのではないかと、こう いうぐあいに思います。

まず第 1に御質問のありま した老人家庭奉仕員の派遣事業についてでございますけれども

2 8世帯は少なすぎるということでございますけれども、この事業は 65歳以上の 1人暮らし

の病弱な老人に対する施策でございますけれども、民生委員がシノレバーパスを配布する際に l

人暮らし老人の実態を把握しながら、報告してまいります。市としては御本人の申し出をあく

まで尊重いたしますけれども、申し出がありますと週に 1回か 2団派遣をしておるということ

でございます。

国の政策としては、最近所得制限が撤廃されたという事情もございまして、市のホームヘノレ

ノfーのほかにですね、家庭家政協会にですね、依頼しまして、所得のある方にもこの施策の享

受ができるように一定のものの負担はしていただくわけでございますけれども、派遣をしてお

ります。

現在手が回る状況にございますので、申じ出がある場合には市の方でお断りをするというこ

とはございません。

今後、この制度につきましては、さらに 28にとどまらずですね、周知徹底させる中でふや

していきたいと、拡充していきたいというぐあいに考えておるところでございます。

また、民生委員等にも PRをお願いをしてございますけれども、こ の方にもお願いをする、

また市の方でも広報を通じまして PRに努めていきたいというぐあいに考えておるところでご

ざいます。

つけ加わえますと、市のホームヘルバーによって実施しております世帯は 21世帯、家政婦

協会によって 7世帯が実施されておる次第でございます。

2番目の老人福祉電話の設置事業でございますけれども、 123世帯のほかの世帯はどうな

っているかということでございます。

この制度は老人の日常生活用具として 1人暮らしの老人に相談電話といたしまして、設置す

るという制度でございます。したがって安否の確認をするのが目的でございますので、 90通

話を限度として市が補助しているわけでございます。現在所得制限がございますので、所得税

が4万 2，000円の方、及び近くに扶養親族と言いますか、親族の方がいないという条件で設
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置をしております。そのためにいくらか少ないんじゃなt'かと、そういうぐあいに考えられま

す。適用される方は少ないということでございます。

また、 3番目の自動火災報知器でございますけれども、 8台はいかにも少ないじゃないかこ

ういうことでございますが、この施策は、 l人、また老人世帯と言いますか、御老人だけの世

帯のうちですね、病弱の方、あるいは障害のある世帯に消防署とタイアップして実施していこ

うということになっております。

寝たきりの方にも、これは亡くなられた等ございます関係で若干の変動が毎年ございます。

8台につきましては少なすき、るということで御指摘も十分私どもそのとおりである と思ってお

りますし、今後消防署と協力しながら、さらにこの辺のところについては、必要な方に設置を

していくように努力をしていきたいというぐあいに考えております。

4番目の友愛訪問制度でございますけれども、これにつきま しては日社協に委託して、行っ

ている事業でござ います。

日社協の方では、ボランティア等を登録いたしまして、その登録したボランティアによって、

l人暮らしの老人に対する訪問を行うと、こういう制度でございますけれども、実際には民生

委員の方から 1人暮らし老人の必要な方の近くに、この訪問を引き受けていただけるボランテ

ィアの方を捜しまして、これをセットでと言いますとおかしいんですけれども、両者をひとつ

に結び、つけまして、日社協の方に申し出ていただくという形で、現在進めております。

なかなか、必要な方と、協力者との問の コネクションと言いますか、つながりがですね、な

かなかむずかしいということと、また、この制度は月々 3，200円の報酬をお支払いしていると、

こういう関係もございまして、市の拘束と言うか日社協の拘束を受けないで、私は私で近所づ

きあいというような形で無報酬でやりましようという方も数名おられると聞いております。

したがってそういう状況でございますけれども、今後、ボランティアの改革というような問

題もかなり必要な面もあるというぐあいに思いますし、その辺のところを含めて日社協とよく

協議をしながら進めていきたいというぐあいに考えております。

2番目の寝たきり老人の対策でございますけれども、まず御指摘のありました入浴サービス

でございますが、現在延べ 516人の方の入浴サービスを行っておりますけれども、これは福祉

事務所の方で出しました数字は 1月までの数字と思います。 (iしりからですかJと呼ぶ者あり)

4月からですね。ですから若干もう少しふえるんじゃないかと思いますけれども、 2月、 3
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月がふえるんじゃないかと思いますけれども、これを受けておられる方は現在 87名というこ

とでございます。それでほかの方はどうかということでございますけれども、ほかの方はそれ

なりにその理由があるんじゃないか、と、たとえば血圧が高い、あるいは医師による診断書の

許可が下りないこういうような方もかなりおられるということでございます。

また、委託先は立川の至誠特用老人ホ ームにお願いしておるわけでございますけれども、能

力の関係もあるんじゃないか、こういうぐあいに思っております。

しかしながら現在これを利用しておりますのは、 5市で協議会をつくっております。立川市、

国立市、国分寺市、武蔵村山市と、当市の日野でございますけれども、この 5市の中では日野

が一番利用率が高いという状況でございます。今後、このような受け入れ先の問題等も、十分

に勘案しましてですね、御指摘のように、それなりのやはり拡大をしていきたいというぐあい

に考えております。

2番目のショートスティ事業でございますけれども、これにつきましては寝たきり老人をお

持ちの方が冠婚葬祭等の事情で老人の面倒を見れないという場合に数日間お預けするという制

度でございますが、現在これは東京都の補助事業でございます。至誠学舎に委託をして現在や

っておりますけれども、延べで 572日です。 572日利用しているということです。延べで

11 5人ということでございましたけれども、延べ日数では 572日ということです。これもや

はり 4月から 1月までの数字でございますけれども、 55人が利用しているということでござい

ます。

3番目の在宅老人機能回復訓練の問題でございますが、現在は、やはりこれも至誠の方にお

願いをして、立川市の枠の中に無理して入れていただいているという状況でやっております。

3人は少ないということでございますけれども、これにつきましては家族の総意も現在必要だ

という状況でやっております。

今後これにつきましては必要な方はかなり潜在的にあるんじゃなt¥かということも考えられ

ますので、老人福祉センターの活用という問題、あるし 1は 60年にオープンを予定しております

旭ケ丘の身障センタ ーB型、これができると心障者の手帳をお持ちの方は利用できるようにな

るんじゃないか、というぐあいに考えております。

4番目の防火防災指導でございますけれども、これにつきましては消防署が実施しておりま

す事業でございますが、年に日野の場合には春秋の 2回を巡回してもらっているという状況で

ございます。

3番目の身障者、精薄者の自立対策でございますけれども、まず、身障者のうち、たとえば、

1，392人のうちで 18歳以上が 1，282人と、そのうち何人が就労しているかということでござ

いますけれども、何婦、あるいは何人かということは現在資料もっておりませんし、また、非

常に調査困難だということがございます。

これにつきましては、かなりプライパシーの問題とかいろんな問題がありますし、なかなか

調べにくいという問題もございますので、現在は調査しておりません。法定の雇用率としては、

1.5婦ということでございまして、大体有効は1.22弼ぐらいじゃな t¥かと、 こういうことで

ございますので推定としてこれは私の方から数字を申し上げていいかどうかわかりませんが、

大体計算をいたしますと 16人ぐらいじゃないかと、 こういうようなこともちょっと言えます

けれども、これはちょっと確定した数字ではございません。

また、精薄者につきましても、技術者が何人いるかということでございますけれども、これ

もますます調査困難な問題でございますので、これについても調査しておりません。以上でご

ざt¥ます。

。副議長(米沢照男君)

02番(福島敏雄君)

福島敏雄君。

ありがとうございました。若干の要望と再質問をさせて

いただきますが、 1人暮らし老人に対しますいろいろな手厚い事業の中で、実際に恩恵に欲し

ている人が少ないということにつきましては、幾つかのものについては福祉部長の見解で能力

的に限界があるというふうにおっしゃられた、入浴サービスとかあるいは在宅機能老人機能回

復訓練とか、こういうのもあるようですけれども、私がいま聞いた印象では、もう少し、この

制度を親身になって使っていただこうというふうな努力がなされれば、こういう気の毒な方々

はもっと利用される余地があるなというふうに大綱的に感じました。

したがいまして、 1つ 1つにつきましては論評を避けますけれども、ぜひ実態を洗い出して

いただきまして、努力できるものがあると思いますので、それぞれの対象者、寝たきり老人の

在宅が 200人、 1人暮らし老人が 264人きりいないわけでございますので、これこそそれぞ

れ担当する部署におきましては、 1人 1人の実態を全部洗ったってわけないことだと思うんで

す。したがって、ぜひ、それらの人のところに行って、話を聞き取りで調査してみるぐらいの

ことをやってもいいんではなL、かと、それが表題にもあります血の通った福祉の拡充につなが

-994ー
F
h
l
u
 

nu 
ny
 



るというふうに信じておりますので、ぜひそういうことの努力をしていただきたい。やはり待

つということじゃなくて、こういう方々についてはこちらから手を差し伸べる( iそうだ」 と

呼ぶ者あり)そういうことが必要だと思いますので、忙しい中大変かと思いますけれども、ぜ

ひ御努力を賜っておきたいと思います。

問題は、障害者の自立に関してでございますけれども、この件につきましてはちょっと質問

をさせていただきたいわけです。質問に入る前にいま 1つ、特に 1人暮らし老人の中でも 1つ

質問をしますので御見解を賜っておきたいということがあります。実は、大分市を訪ねました

らば、 I人暮らし老人につきましては、祝祭日を除いて毎日訪問しています。こういう制度が

あります。こういう のを聞いて きました。 これはどなたがやっているかと言いますと、ヤクル

トのおばさんが毎日ヤクルトを届けながら「元気ですかJとこういうふうに一声かけておりま

す。こういうことをやっております。ヤクルトを入れる箱に 2、 3本たまればこれはそこに住

んでいる方が異常があるのかなということも声をかけなくてもわかると、いうことで、異常が

あったらすぐ福祉事務所にそのヤクルトのおばさんが連絡をする、こういう制度で毎日ヤクル

トを配給する日は、 一人暮らし老人について声をかける運動をしていますと、これを聞きまし

て、日野でもこういう制度をやる気になればできるのかなぁという感じがしたわけです。 264

人でございますのでヤクルトきらいな方は牛乳でもいいと思うんですけれども、何か届けなが

ら 「元気ですかJと、この運動をぜひ実現できなし、かなあと感じましたので、これについて大

介市がやっているというふうに聞いてまいりましたので、ぜひ、御見解をひとつ賜っておきた

いと思います。( iし1い制度だよ」と呼ぶ者あり)

それから身体障害者の方でございますけれども、 18歳以上の人が 1，282人おりますと、全

然その人たちがどういう仕事をしているかどうかも把握していませんということについては、

やはり血の通った福祉という面から見ると、ちょっと残念な気がいたします。

したがいまして、その人たちが話をしたがらないとか、事実を言うということについて、困

難だ、あるいはプライパシーにかかわる問題なんだというふうにおっしゃられておりますけれ

ども、ぜひ、このことにつきましては、市内にも、身体障害の方々をいろいろ面倒見ると言い

ますか、そういう身体障害者の団体もございますし、そういう団体の方々とも相談をされまし

て、発表しなくてもいいわけですから、その方々がどういうふうになっているかということを

把握しないと、その次の施策が出てこないんじゃなし 1かと、いう感じがいたしますので、ぜひ

障害等級別ぐらいにその方々、 18歳以上の方々がどうなっているのかとこのくらいの実態把

握は必要だと思いますので、ぜひその辺をお願いしたいと思うんです。市内の民間企業の雇用

率決められているのは民間 1.5%と、官庁1.8婦というふうに決められておりますけれども、

それはそれにも到達していない実態があると思いますし、私も民間企業の中で働く立場で、ぜ

ひ会社の方にはそういう働きかけはいままでもしておりますけれども、今後も続けていきたい

と思いますけれども、ぜひ 1，282人、把握してないと言われればこれ以上、質問のしょうがな

いわけでありますが、これを把握をしていくべきだというふうに考えますので、それについて

の御見解を賜っておきたいと思います。

それから精神薄弱者の方の 18歳以上の方 160人、 これはもっと調査がむずかしい、こう

いうふうにおっしゃられております。そうして、要するにこういう気の毒な方々の将来の政策

を考える場合に、もっと気の毒だから入っていって調査をするのができないんだということで

いいのかなぁと、何か把握する方法があるんではないか、それから、その方々が行政に何を望

んでいるかこれを把握しなければ、それこそ福祉の充実と言いますか、ないと思うんですね。

私は、いま、きょう取り上げている問題につきましては、福祉の中でも行政なり周りの人なり

が手を差し伸べてやらなければいけない人たちのことを、のみを取り上げているつもりでござ

し1ますので、そこのところでそういうことになりますと、今度、障害者の、あるいは精神薄弱

者の方々のいきがい作業所というのができるということで、それぞれスタートするわけですけ

れども、じゃどこまでの人が、どういう人がそこへ入っていって、 どう いう人が残るのかなあ

と、残った人はどういうような援助の方法があるのかなあと、いうことについての検討材料も

出てこないと思うんで、この辺も実態、を把握してみると、市が行かないならば地域の担当の民

生委員の方々に、民生委員さんですか、そういった方々にお話をしていただくとか、いうこと

があっていいんじゃなt'¥かと思うんです。私も議員になって非常に日が浅いんであれなんです

けれども、養護学校を卒業して行きっ場がないんですということを、何人かの人から聞いてい

るわけなんですね。そうなってきますと、その辺のところを、じゃあ養護学校行っているとき

はいいけれども卒業しちゃった後、どういう生活をされているのかということがだれも知 らな

いということになりますと、非常にさびしいという感じがいたしますので、この辺につきまし

ての調査の御見解も賜っておきたいと思います。

それから具体的な質問を 3点目にいたしますけれども、宮崎県の日向市におじゃまをいたし
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ましたらば精神薄弱者の自立対策といたしまして、精薄者職親制度というのを実施をしており

ます。これは不勉強でございますから、何法に基づいて行われているかというふうなことはこ

こで説明できないんですけれども、現実に、実態、を申し上げますと、この行政調査報告書の一

番最後の方にも記載をしておいたんですけれども、職親というのは対象者は、精神薄弱者更生

相談所の判定の結果、職親に委託することが適当とされた精神薄弱者であると、職親とは、精

神薄弱者の更生援護に熱意をもっ事業経営者等の私人であって、精薄者を自己のもとに預かり、

その更生に必要な指導訓練を行うことを希望する者のうち、福祉事務所長が適当と認めたもの

ということでございまして、日向市では職親への委託費は月額 1万円でございます。どんなの

があるかと言いますと、職種は、あすこは木材が非常にとれるところで木工関係で職親になっ

ている人が 5人いて 5職親ありまして、そこに働く人が 8人、それから繊維関係の職親さん l

人、働く人が 5人、それから畳職 1人で働く人が 1人、食堂職親が 1人、働く人が 1人、かわ

ら工場の職親が 1人、働く人が 1人、 9職親がありまして 18人の精薄者の人がそこで指導訓

練を受けていると、こういう制度があるようでございます。これは生きがい作業所にそういう

方々も行けるという状況が日野市にも出てきたわけでありますけれども、 160人もいらっし

ゃるということがどれだけのそういう対象になる人がいるかわかりませんけれども、こういう

職親の制度についてどういうふうにお考えになるか、これをお聞かせをしていただきたいと思

~ ¥ます。

これ、現在、こういう制度はありませんけれども私が見聞きしている中で、こういうふうに

やられている人を 2つ知っておりますし、 lつは聞いておる、 1つは非常に身近かな人で、小

山良悟議員が養護施設から研修で、預かつて何人かお預りして、その中で正式に採用されたと、

いうことを最近聞きました。要するにおそばづくりにそういう方々の中から 1人採用されたと

いうふうに聞いております。これなんかがひとつこの日向市で言う、職親のかわりになってい

るんじゃないかなあと、思います。

それから、私のすぐ近くで農業委員をやっている方が大根の収獲のときに、非常に忙しいと

きに確か、七生福祉園のところから何人か勤労奉仕と言いますか、そういうのをやったという

のを聞いておりますし、聞くところによりますと、パンボーネというお菓子屋さんでも七生福

祉園からそういう方をお預りしている実態があるということを聞いております。

このことにつきましては、市内いろんな事業があるわけでございまして、実態さえ把握して
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いれは¥いろいろな中企業の方々の集まりのところでも呼びかけをしていけば、理解のある人

がかなりいるんじゃなし 1かと、これは精神薄弱者に限らず身体障害者の方におきましてどこに

も仕事に行く場所がないという方々にもそういう道が開けるんじゃなし 1かというふうに考えま

すので、この職親というものについて、私としては前向きに取り組んでいただきたいという気

がいたしますけれども、どういうような御見解を持っているか、お聞きをしたいと思います。

それから関連をいたしまして、 59年度に生きがい作業所ができるということで、非常に大

きな前進であると思います。しかし、聞くところによりますと、この身体障害者の方々との数

でいけば、その希望される方が全部行けるというふうな施設じゃないと思います。したがいま

して、いま日野の共同作業所もあるわけでございまして、ああいった形の補助的な作業所が市

内にもう少しあってもいいんじゃなし 1かというふうな感じがいたします。それで、仕事の内容

といた しましでも、日野の特産をつくって売るとか、たとえばきのこ栽培をやってしいたけを

やるとか、いろいろなこと、あるいは、それぞれ考えれば仕事の内容もあるんじゃなし、かと思

いますけれども、そういう意味で、日野共同作業所あたりはさらに、生きがい作業所はできま

したけれども、 さらに核として残していく、そういうものをもっと地域に、市内に小人数の

ところでもし\~¥から残していくというような方針をもっていくという考え方についてどうか。そうなる

とすれば、日野共同作業所のあの建物は非常に老朽化しておりますので、すぐ改築というよう

なことにもなってくると思うんですけれども、その辺の御見解を賜りたいということでござい

ます。いろいろ実態をお聞きしまして、私なりの意見と、それから若干の質問をいたしました

ので、答弁をいただきたいと思います。時間が 2時 1分までということでございますので、要

点のみお答えを。

O副議長(米沢照男君) 再質問についての答弁を求めます。福祉部長。

0福祉部長(長野 隆君) 恩恵に欲している者が少なすぎるということで努力が足ら

ないパノじゃないか、こういうことでございますので、私どもとしてはできるだけの努力はして

いるつもりではおりますけれども、、今後、さらに努力を重ね、またPR等も十分にいたしまして、

これらの施策の思恵を受けられる方をできるだけふやしていきたい、できるだけそういう点で

は市民の中に思恵に欲する方をふやしていきたいと、いうぐあいに考えます。

また、ヤクルトで、大分市でやっておられる例をお話になりましたけれども、ヤクルトおば

さんが行ってもらうことについては、そういうようなことは大変いいことじゃないかと、こう
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いうぐあいに考えておりますっ

しかし、どのような方法でこういうような形のものを進めていくかということについては、

いろいろと今後検討していきたいというぐあいに思っております。

また、障害者の自立についても、もう少し調査をせよということでございますし、私どもも、

また、それなりの必要を感じておるところでございますし、また、いわゆる調査という形で公

的な形では国の制度もやはり、国もなかなか調査困難という形で行き詰まっているようでござ

います し、これは表向きということじゃなくてですね、できるだけ個別に接触する中でのつか

み、把握をしていきたいと、こういうぐあいに思っております。今後十分に把握する努力は続

けてまいります。

また、精薄者の自立について御質問ございましたけれども、日向市では職親制度や っておる

がどうか、こういうことでございますが、これにつきましても十分に調査したり、あるいは検

討したりということでやっていさたい。これは確かに市内の方の御協力が得られないとできな

いということもございますし、また、すでに議員さんにもお世話になっておるということでご

ざいますし、これにつきましては、さらにいろいろと十分な検討を重ねていきたいと思います。

恐らくそれなりの希望者もでてくるんじゃなし、かというぐあいに考えております。

また福祉作業所はもっとあってもいいんじゃないかと、あるし、は日野の共同作業所はいつ開

設するのかということでございますけれども、作業所、福祉作業所というようなものを、問種

のものを、同じ種類のものを市内に今後たくさんつくっていくかということにつきましては、

身障法の改正も近く予定されているとこういうことで、東京都はですね、法に基づきまして作

業施設と、それから生活施設と、それから地域利用施設と、いうようなものを 3種類ほど設定

をいたしまして、種別にも、あるいは地域的にですね、利用できやすいような地域的な配置を

考えて設置せよと いうような指導を現在しているところでございます。町として も、それぞれ

の種別、あるいは地域的な問題等もバランスよく考えていく必要が出てきているというぐあい

に考えます。

また、福祉作業所も、現在や っているところは 26市でも町田、日野、東村山、国立、まだ

認可施設はかなり少ない状況でございますので、これにつきましても今後状況を見ながら考え

ていくと、 当面ですね、日野市の、くさ分けであります日野市の共同作業所につきましては、

現在の計画では 63年度に改築をする予定で計画を進めていると、いう状況でございます。
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0副議長(米沢照男君)

02番(福島敏雄君)

うふうに理解をいたします。

福島敏雄君。

わかりました。前向きに検討していただくとい内容だったとい

他市を視察してパッと思いついたことを提案したといような感じで、あまり堀り下げた勉強

をしておりませんので、あれでございますが一通りいまの温かい、温かいと言いますかね、血

の通った福祉ということの拡充について質問をいたしましたけれども、全般的に市長の御見解

を賜っておきたいと思いますD 時間が非常に少ないので恐縮でございますけれども、よろしく

お願いいた します。

0副議長(米沢照男君〉 助役。

0助役(赤松行雄長) 私の方から一応お答えしておきまして、 (r市長だよ」と呼ぶ

者あり〉

身障者の数 1，392人と、こういうふうに市民の 1%に当たる方たちが(副議長「残り時間

5分ですから」と呼ぶ者あり)いらっしゃるわけでございますけれども、これにつきましては、

健常者に近い方が大分多いわけでございます。

身障の重度とか 1種とか 2種とかいう方は非常に少ないわけでございます。

こういう面についてはもう少し数字的にわかるように皆さんの方にも説明する必要があるだ

ろうと、これが重度とか、再重度の方がこんなにたくさんいるわけではございませんD 非常に

指がちょっとないとか、ほとんどの健常者と同じように働いている方がたくさんいるわけでご

ごいます。そういう点もこの次にははっきりお答え申し上げるようにしたいと、それから、ヤ

クルトとか職親でございますけれども、ヤクルトはございませんけれども東京都下でも牛乳を

配達 しながら一声かけていこうと、こういうふうなことについては都下でもやっておりますし、

日野の福祉事務所でも検討しておったところです。

職親等につきましては、一つの企業地と言うか、地場産業と いうものが弱いという面がある

ので手をつけないかどうかわかりませんけれども、いずれにしまして も、やはり親方がじかに

面倒を見て、一人前に育ててやるということは私いい姿勢だと思います。それについてもやは

り福祉事務所の方で検討するように進めていきたいと、こう思っているわけでございます。

いずれにしましてもいま福祉部長が申 し上げましたように、前向きの形でもう一段と努力し

ていくとこういうことでございますので、御理解賜りたいと思います。
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0冨Ij議長(米沢照男君) 福島敏雄君。

02番(福島敏雄君) それでは終わります。

0副議長(米沢照男君) これをもって、 17の2、血の通った福祉施策の拡充を、に

関する質問を終わります。

次に、 18の1、埋蔵文化財の発掘と保存についての通告質問者、谷長一君の質問を許しま

ます。

C 5番議員登壇〕

05番(谷 長一君) 5番谷 長ーです。埋蔵文化財の発掘調査とその保存について

質問をいたさせていただきます。

この日野市の文化財保護条例を見ますと、文化財ということで非常にわかりやすく定義づけ

られております。

文化財とは、建造物、絵画、彫刻、工芸品、書籍、典籍、古文書、その他有形の文化所産で

わが国にとっ て歴史上、または学術上価値の高いものか並びに考古学資料、及びその他学術上

価値の高い資料というふうにな っております。

また、さらには、演劇、音楽、工芸、美術、その他無形文化的所産でわが園にとって歴史上、

または芸術上価値の高いもの、

さらには、衣食住、生業、信仰、年中行事に関する風俗習慣、民族芸能、及び、これらに用

いられる衣服、器具、家屋、その他の物件で、わが国の国民の生活の推移の理解のために欠く

ことのできないもの、というふう になっており、さらには、また、員塚、古墳、城跡、旧宅そ

の他の遺跡でわが国にとって歴史上、または学術上価値の高いもの、庭園、丘陵、渓谷、海浜、

山岳その他の名勝地でわが国にとって芸術上または観賞上価値の高いもの、並びに動物植物及

び地質鉱物でわが国にとって学術上、価値の高いもの、等々となっておるのでございます。

市の文化財はわが国の文化等の正しい理解のために欠くことのできないものであり、また、

かつ、将来の文化向上の発展の基礎をなすものであるとしづ、その認識のもとに、その保存と

活用がなされておる と、それには適切なる保護行政が行われなければならないと、いう ふうに

なっているようでございます。

文化財の所有者、その他の関係者は文化財は貴重な国民財産であることを自覚し、これを公

共のために保存するとともに、できるだけこれを公開する等、その文化的活用に努めなければ
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らないと記されておるのでございます。

そこで私は、社会教育から配られた 57年度の社会教育、教育委員会から配られた社会教育

5 7年です。これを見ますと、ここに日野市の日野市文化財一覧表ということで国指定文化財

は高幡の金剛寺の不動堂を初め、 4件あるわけですo さらに都の指定文化財は 5件でございま

す口これはやにり、高幡の不動さまの裏にあります五部権現等を初めとするということになっ

ております。

さら に、今度は、条例の中で指定 してあります日野市の文化財という ことになりますと、

3 6件でありそのの筆頭に立っておるのが、東光寺の薬師堂というふうになっているのであり

ます。

そこで、私たちはこの貴重な文化財に学び伝統の尊さを知ると同時に、いかにしてこれらの

破壊を少なくし、大切に次の世代に伝えるその責務を負わされているのではないかと、 私なり

に考えております。

近年盛んな開発によりまして、貴重な文化的な財産である文化財が、地上はもちろん地下に

及ぶまで破壊され、急速なる保護が求められる よう新聞、またはテレ ピを見ましても叫けばれ

ておるのが現状ではないかと、私考えております。そこで日野市の遺跡調査会というのにちょ

っと目を向けてみますると、昭和 48年遺跡調査会が設立され、これが市内全域の調査を計画

的にしかも能動的に対処する目的で遺跡調査団体制を確立した し、調査を進めてまいったので

ございますD 当時は近隣の市より非常に日野市の調査団体制と いうのは立派であるというこ と

で、注目されたのでございます。ところが昭和 55年遺跡調査団長の坂詰秀一氏が事情により

まして退会をした、そこで、 遺跡調査団はその機能を果たせなくなるような不測の事態が発生

したのでございます。日野市はやむを得ず教育委員会におきまして、社会教育ですね、主とし

てこれは担当は、専門職員を動員しまして、この発掘調査を曲がりなりにも進めてまいり、私

たちが見ていましてもよくやったなというように、かろうじて見られたというように私なりに

見ますと、評価する以外にないと思うんです。そのような観点に立ちま して、日野市の文化財

の保護は、どのよ うな基本的構想のもとに保護されているのかということを第一点としてお伺

いするわけでございます。

その次は日野市において個人住宅建築の許可が出されますと、その場所がやはり社会教育の

配られたこれを見ますと、中に遺跡一覧表というのと、遺跡分布図というのがあるんです。私
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は新聞ぐらいはめがねをかけなくても見えるわけでござし 1ますけれども、この遺跡一覧表とい

うのはどうしてもめがねをかけなければ見えないんですね、そこで、どういうわけでこのよう

に日野市遺跡分布地図、それから日野遺跡一覧表というのが、こういうふうに小さく印刷され

たかというようなこともあわせてお伺いしたいのです。

この遺跡一覧表を見ますと、七ツ塚から始まって全部で 57ですかね、 書いてあるんですよ。

本当に虫めがねで見なければわからないというのがこの社会教育の中の 1ページを占めている

遺跡分布図と一覧表であります。そのような関係で、個人住宅建築許可等を提出しようという

ようなこと、これを見ましてももう 40過ぎた方は恐らく見えないんじゃなし 1かと思うんです。

これらの点はどうしても包蔵地、さらには遺跡がこのように分布しているというような観点に

立って考えてみますると、もっと大きな観点に立って大きな見出しでこれは RRしておいても

いいんじゃなし1かということで、ちょっと気がつきましたのでここでつけ加わえておきます。

そこで個人住宅の建築許可を初め、また、日野市におきましては万願寺区画整理、さらには

近い将来、高幡、西平山、豊田南地区等を含む大規模な宅地開発が行われ、基盤整備がまさに

行われようとしているわけでございます。これらの地域について日野市遺跡分布図、ただいま

申しました遺跡の一覧表等見ますと、みなその地区内遺跡があることが明確にされておるわけ

です。この地区内に遺跡があることが本当に明確にされて記載さ れているのですから、これら

の中に個人の家を建てたり、またはミニ開発、またはそれに次ぐような、区画整理に次ぐよう

な大きな開発等が行われるということになると、当然手順としまして遺跡の発掘調査すなわち

確認調査が行われる。その次には遺跡、の分布が認められたということになれば、当然発掘調査

を行うというふうになるのでございます。

そこで発掘調査は、一体調査員は一年にどのくらい調査ができるかと申レますと、 1，800 

平米から 2，500平米ぐらいというように非常に幅があるわけでございます。そこで、この調

査員等が不足しておりますと、建築にも着手できずもちろん開発行為等もできないわけでござ

います。

そうしますと当然それに携わる業者等は非常に困るわけです。特に大工さん等は零細企業で

ございます。遺跡調査のために仕事ができないということになれば、いまのような建築が不況

なときには仕事に行くこともできない、家で何か仕事をやるものがあればよろしいんですけれ

ども、ないような場合には遊んでしまうと、生活にも支障を来たすということを申しておる方
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もおったのでございます。そのようなことを考えてみますると、発掘調査はこの事業と併行し

てではなくて、事業よりも一歩前にしなければならないと私は考えております。(Iそうだ」

と呼ぶ者あり)

しかし、この現在の、文化財保護法を見ますと、土木事業を開始するときには、 50日ですか、

6 0日ぐらい前に届け出しをするということになれば、当然届け出しの協定書をつくるときに

もうこれは発掘が併行して行われというようなことになれば小さい建築等はできるはずなん

です。そういうようなことを考えてみますると、非常に昨年度は遅れていたというふうに申し

ても過言ではなし 1かと思うのでございます。

そこで考えられることは、ただいま市に3名ですか専門職員がいるわけです。その専門職員

の増員、または市の専門職員以外の専門の職員に、発掘調査等を依頼するという一つの方法も

あるんじゃないかと私は考えております。

そこで、今後個人住宅建設等に伴い発掘調査、さらには万願寺区画整理、それから、これか

ら正に行われようとする先に延べた地域等の区画整理を支障なく遂行する上において、発掘調

査体制を市は今後どのような形で立て直して、支障のないように進めていくかという点をお伺

いいたすのでございます。

それから、今度は第 3点としまして国庫補助対象は個人住宅の建築、にかかわる調査費の全

額と、民間開発行為等にかかわる確認調査までの調査費というふうに私は思っておりますけれ

ども、本調査も国庫補助の対象にならなし 1かということをお尋ねするわけでございます。これ

はどうしてこのようなことをお伺いしますかと言いますと、文化財保護法によりますと、発掘

調査の費用は原則として原因者負担になっております。

しかし、現在は、ただいま申しましたように、個人住宅にかかわる調査費さらに民間開発行

為等も確知調査までは全額国庫補助の補助金の使用が認められているのであると、私は思って

おります。

そこで、公団、公社組合等が大きな基盤整備等を行うような場合、この国庫補助の対象の中

に入らないものかということでございます。

どうして入らないものかということをお聞きするのは埋蔵文化財は国民共通の財産というこ

とで、文化財保護法に記されているということであります。私は当然国が補助金を出しまし

て、これで賄われるというのが当然ではないかということで、お伺いするわけでございます。
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その次は第 4点として、 59年度の発掘計画は、 この前の次長の答弁だと、 10月から 11 

月予算編成時におきまして各主幹と連絡をとり、十分打ち合わせの上で予算措置が取られてい

るというふうに説明なさったと、私は記憶いたしております。

万願寺区画整理におきま しでも、 事業の遅れは発掘調査によっ て出ているということを聞い

ており、さらには議会に対しましでも請願が出されたのでございます。そこでこの特別会計の

方で、区画街路の築造工事という ことにつきまして、 この前本会議で質問をちょ っと させてい

ただいたんですけれども、この予算書を見ますと、街区の築造工事は 1，80 7メート ノレ、 それ

からあと 1っこれは下水路の方でございますけれども、南多摩処理区の管渠埋設は 4，890メ

ー トルということになっているわけです。 これらは59年度内に執行されるべき事業であり、

しかも、これはすべて補助金で賄われる事業ではないかと考えております。そのようなことを

考えてみまする と、 この事業の遅れというのは翌年度に影響をするというふうに考えてもいい

んじゃないか と思います。どうして、こ のようなことを質問しますかと申しますと、いわゆる

先ほど申しました、 10月から 11月予算編成時に、よくこの主管各課と話し合いが、協議がなさ

れておれば、事業の遅れというのはまずなくなるパノじゃなし 1かと考えております。これらの内

部での協議がなされ、さらにその詰めの調整がどのような形でな されているかというようなこ

ともお伺いいたしたいと思います。

それから、第 6点で、いま申しましたのはこれは 5点にも及ぶわけです。この市役所内各部

等で発掘調査費を計上し、社会教育に発掘を委託する事業計画等の遅れは発掘によっ て発生し

ないでも発生しているとしたら今後の対策はいかん、ということにもこれは及ぶわけでござい

ます。

そのような観点に立って、遺跡調査というのと、事業との関連というのは非常につながりが

深く、切っても離すことができないので質問をいたすわけでございます。

それから次は第 6番目ということになります。 この木製品なんですけれども、市が発掘調査

をしまして出土品がたくさんあるわけでございます。この出土品等を見ますると、鉄器を初め、

木製品それから陶片等たくさ んあるわけでございますけれども、木製品等はそのまま放置して

おいたり、または、水の中につけておいても木質が非常にふやけておりまして、分解してしま

うんです。それらの木製品等がどのような形で現在保存されているかということです。

また、鉄器等については、放置しておきますと、放置しなくても鉄器を入れる収容の箱等
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に収納しておきましても、やはりさびが処理されてないと、さびが出るわけです。このさび

等がでて しまいますと、いかに大変な費用を要 して発掘を しましても、その歴史的価値等があ

った場合にはそれを喪失してしまうわけです。どう してかと申 しますと、前にも申し上げたか

と思いますけれども、埼玉県の行田市の稲荷山古噴等見まするといわゆる発掘されてから 10 

年もたって、 撮影がなされまして、 11 2文字の鉄剣銘が出たというようなことが発表された

わけです。そのようなことを考えてみまする と、ああこんなものかというような鉄製品であっ

ても、どのような ものが歴史的価値の高いものが中に秘められているかわからないと、これは

検査してみなければわからないことですから、これらのことを考えますと、いかに保存、保護

というのは重要なものかということがわかるので、この点につきまして質問をさせてもらいま

す。

それから第 7点でふるさと博物館と いうことですけれども、このふるさと博物館につきまし

ては、 面積は 1，51 7平米ぐらいだったと私は記憶しております。そこに今度は、今回の予算

等を見ますると、 1，7 8 8万 9，000円ということで、 博物館の設計費が計上されているわけ

です。

保存の大切さと いうことを考える と同時に先ほど申しました、 この、いかに文化の発展のた

めに寄与する というこ とでございますけれども、 これを収納してしまっておいてはどうにも文

化発展のために寄与する ということはできませんo そのようなことを考えてみますると、どう

してもその文化的活用を図るため には、これを公共に公開 しなければならないと、いうふうに

考えられるわけです。そこでこのふるさと博物館というのは建てられるわけですけれども、そ

れら の構想等がありま したらお聞かせ願いたいと思います。

それから、その次に今度は発掘調査中の安全基準と いう のが私はなければいけないんじゃな

いんじゃないかと思うんです。それらの安全基準ということを考えてみますると、非常に、特

に万願寺区画整理等へ行きまして、実際に現地を見ました。

そこで、現地へ行ってみますると、発掘調査をしている深さが 3メータから 3メータ 50ぐ

らいあるんじゃなし、かと思うんです。それでその土質と いうのをつぶさに見せてもらいますと、

上は田んぼの土質でありますけれども、その下が砂利になり、または砂の層があります。 中で

働いている人は一生懸命働いているわけです。そう しますと、この現場の地質等見ますと、い

ま言ったような状態ですから崩壊の危険性をはらんでいるということが考えられるわけです。
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それと問時にまた、万願寺の区画整理の地内は水団地帯であります。春から夏にかけては非常

に多くのかんがいを要します。それですから水はたくさんくるんじゃないかと思うんです。そ

うしますと、当然地下水が上昇してくるわけで、さらに危険性が重なるというようになるので

はないかと思うのでございます。発掘に当たっては、特に安全対策が強く要求されるので、こ

の長い間の遺跡調査を行っていて、もう当然、日野市におきましては発掘調査中の安全対策基準

というのが設けられていなければならないのでなし 1かという点で、私は質問をするわけでござ

います。

それからあと 1つはこの日野市の埋蔵文化財の問題点でございます。この議会が開会されま

して何人かの方が遺跡の発掘等につきまして質問がなされました。それらを見聞きしておりま

すと、非常にこの調査が遅れている。または、多くの問題をはらんでいる。さらには先ほど申

しましたように、この社会教育という教育委員会から出された冊子を見ましても、この本を見

ましでも PRが不足している、さらには中央公民館、ですか、あすこは福祉会館ですか、福祉

会館へ行きましでもこの資料を展示しようということで購入された展示ク ースが、 そのままに

なっておるo さらには、この請願等が出されたということは、いわゆる発掘体制がまだ充実さ

れておらず、さらには内部調整等も十分できていないから 58年度のような結果が出てくるのでは

なし1かと思いながらこの問題点ということを質問するわけでございます。

以上をもちまして、私がいまいろいろ申し述べましたけれども、この 9点につきまして、御

答弁を願いたいと思います。

0副議長 (米沢照男君) 谷長一君の質問についての答弁を求めます。教育次長。

。教育次長(小山哲夫君) 文化財の問題につきまして 9点の御質問がされました。以

下j慣を追って回答したいと思います。

まず、第 1点目の文化財に対する基本構想、の問題でございます。

御案内のとおり、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の第 23条が、教育委員会の職

務の権限でございます。その第 14項に文化財の保護に関することは教育委員会の固有の責務

でございます。

それから御指摘にもございましたとおり、いわゆる文化財保護法が成立されまじて、それに

よりますと政府地方公共団体は文化財がわが国の歴史文化等の正しい理解のため、欠くことの

できないものである、かつまた、将来の文化向上の発展の基礎をなすものであるということを
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認識し、その保存が適切に行われると同時に、周到の注意をもって、この法律の趣旨の徹底に

努めなければならないと、ーいう規定がございます。

日野市におきましでもこの法律の趣旨を十分に反映するように、昭和 35年に日野市文化財

の保護条例及び、日野市文化財の専門委員の設置に関する条例を制定したわけでございます。

文化財の保護法、専門委員の設置に関する条例につきましては、その後文化財の条例の全面

改正が行われまして、現在は、日野市文化財の保護審議会ということで名称はかわっておりま

すけれども、現在、 8名の文化財の保護委員を委嘱しておるところでございます。

これに基づきま して、日野市内におきますと ころの貴重な文化的遺産の保存を図るとあわせ

まして重要な文化財を先ほど御指摘がございましたとおり、日野市の文化財につきましては、

3 6カ所の指定をしてございます。

こういった文化財の指定に当たりましては、当然保護が必要でございます。そういった意味

におきまして、日野市の文化財の防火設備の設置、あるいはまた建造物の修復、あるいは移築

等の補助を予算の範囲内で行っているところでございます。

あわせまして、先ほど御指摘がございましたとおり、国の指定文化財が4カ所、そうして東

京都の指定文化財が 5カ所、 36カ所の日野市の文化財の広く一般市民に文化財こういうもの

だということを知らしめる必要がございます。

そういった意味におきまして、毎年案内板等が古くなっておりますけれども、そういった古

くなった案内板を更新いたしまして、文化財の保護の思想の啓蒙を図っているところでござい

ます。

また、市内に所在しますところの、文化財に関する調査につきましては、文化財保護審議会

の委員の方にお願いしてございます。現在でも市の指定文化財あるいは板碑、庚申塔、古文書、

あるいは念仏講等の調査も実施しております。そういった中で、今後ともその点に意を沿えて

まいりたいというふうに考えておるところでございます。

それから市内におきますところの埋蔵文化財の調査につきましては、古くから行われており

ますけれども、特に昭和 40年を契機といたしまして、開発に伴つての発掘が盛んに行われま

した。

特に、昭和 50年に文化財の保護法の一部改正がございました。特に、埋蔵文化財の包蔵地

遺跡、の調査につきましては、その発掘と保護は強化されてまいりました。それを受けまして開
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発に伴う緊急調査も非常に増大をしてまいりました。それに伴つての調査体制につきましても

われわれといたしましては強化していくという方向で検討しているところでございますけれど

も、まだ十分な状態ではなく、今後とも一層の充実を図っていくということに努力を沿えてま

いりたいというふうに考えております。

それからあわせまして、文化財に対しましての普及活動にいたしましては、まず出版活動を

上げることがよいと思いますけれども、特に専門的な調査報告書の刊行とあわせまして、一般

市民を対象といたしましての、遺跡に対しましての調査誌等を刊行したり、あるいは市民の文

化財に関する理解を深めるための、理解と活動を続けてまいりたいというふうに考えていると

ころでございます。

なお市民文化祭等には文化財展、あるいは埋蔵文化財展を開催いたしまして、文化財の展示

活動を通じまして、市民文化財の保護を訴えてまいりましたけれども、やはり、定期的にそう

いう文化財展等を開催いたしましでも、結果的には単発的な展示会の活動だけに終わってしま

いますので、常時一般市民にこれを展示して、そういったものの理解と協力を得るという意味

におきまして、 59年度におきまして、仮称ふるさと博物館の設計費等を計上させていただき

まして、近い将来郷土資料館等建設いたしまして、文化活動を通して、市民文化財の正しい理

解と、文化財保護を訴えてまいりたいというふうに考えておるところでございます。

このような活動を通しまして、文化財の保護と調査、普及活動の啓蒙に努力をしてまいりた

いというふうに考えておるところでございます。

それが、第 1点目の文化財に対しましての基本的構想に対しましてのお答えでございます。

それから第 2点目の、埋蔵文化財を発掘するに当たりましてのいわゆる遺跡の一覧表である

とか、あるいは調査体制につきましての御質問がございました。

遺跡の一覧表につきましてはいまの御指摘ございましたけれども、たまたま 57年度の社会

教育のいわゆる事業に対しての冊子を今回発行したわけでございますけれども、その中には、

たまたま、冊子ということで、ごく一部分ということで、冊子のページ数の関係等もございま

して、また、その大きさ等もございまして、一部圧縮いたしま した文化財のいわゆる遺跡一覧

表が載っているわけでございますけれども、教育委員会の方には大きな遺跡調査の分布図がご

ざいます。今後いろいろと市民に対しましては御指摘がございましたとおり埋蔵文化財の包蔵

地というものに対しての理解がいってないんじゃなかろうかというふうな御指摘もございまし
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たので、われわれといたしましてはなるべく文化財というものがこういうところに包蔵地があ

るんだということを、今後機会あるごとに市民の方々にPRいたしまして、その辺の周知の徹底

底を図ってまいりたい、というふうに考えておるところでございます。

それから、いわゆる調査体制の問題の御指摘がございました。現在調査員につきましては、

今年1名補助員を入れまして、補助員を入れますと、現在、市の職員につきましては調査員が

3名、それから補助員が 1名でございますので、 4名でございます。この4名でこれからの遺

跡調査たくさんあるわけでございますけれども、対応できるかどうかということにつきまして

は、なおこの 4名では不足するというふうに私どもは思っております。そこで今後調査員のい

わゆる拡充体制という問題が出てくるわけでございますけれども、調査員というのは一定の調

査が終わりますと用がなくなると甲しますかその任務が完了するわけでございます。そういっ

た意味で、あまりたくさんの調査員というものを、この際市のいわゆる直営ということで採用

いたしますと、人件費の問題もさることながら調査が終わった後の問題も生じてまいりますの

で、私どもといたしましては、いわゆる調査会の中でのいわゆる審議体制の中で調査員のいわ

ゆる臨時と言いますか、嘱託と申しましょうか、嘱託の調査員、あるいは嘱託の補助員こうい

ったものが必要ではなかろうかというふうに判断いたしまして、 59年度におきまして遺跡調

査会の予算の中に、いわゆる嘱託の調査員、並びに補助員の給与体制を整えまして、調査団の

方とぜひひとつそういう調査員がくるように、あるいは補助員がくるようにということでかね

がね、要請してまいりました。幸いにいたしまして、本年の 4月には嘱託によります調査員が

1名、それからその補助員が 1名ということで 2名の補充がございました。したがって実質的

には 58年度と比べまして 3名の調査員、補助員がふえたということになりますので、今後は

これらの新しい調査員補助員、それから従来おります調査員とよく連絡を取りながらこの調査

の活動に支障がないような最大限の努力を沿えてまいりたいというふうに考えておるところで

ございます。

それから、なおそれにあわせまして、それだけの調査員ではとても対応できないんじゃなか

ろうか、ついては、これらの調査については市の直営と言いますか調査だけではなくて、第三

者の専門機関に委託したらどうかという御提言をいただきましTこ。御案内のとおり遺跡調査の

発掘につきましては、市の教育委員会が直接発掘する方法、 2番目と いたしまして、都の財団

法人とある いは、 法人格の調査財団法人、そういったところに直接委託する方法、それからい
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ま行っております、いわゆる任意団体でつくった調査隊方式による調査と、いうことで三通り

の方法があると思います。この三通りの方法を文化庁並びに東京都の方では奨励しているとこ

ろでございます。したがって、それ以外のいわゆるプロの会社にこれを委託するという方法に

つきましては奨励をいたしておりませんO

したがいまして、私どもといたしましては、 できるだけ現在の遺跡調査会の方式を踏まえな

がらできるだけの調査の需要に応ずるような最大限の努力を傾注してまいりたいと思います。

その中で必ずしも従来、旧態依然としたような発掘方法ではなくて、調査の方法につきまし

ても、調査の遺物が出たような場合にもいちいちいままでは巻尺等を調査員が使いま して大き

さであるとか、距離であるとか、構造とかそういったものを全部計ってまいりました。そうい

たしますと、非常に時間もかかりますし、調査費もかかります。

そういった意味でそれをなるべくスピード化する方法を考えております。万願寺の 58年度

の区画整理の調査に当たりましでも、その発掘調査の上に大きなやぐらを立てまして、やぐら

の上から、カメラでもって現場を撮影して、短縮してそれを測量するという方法が取られてお

ります。そういう点におきましての部分的な専門的な発掘調査につきましては今後積極的に取

り入れてまいりたいというふうに考えております。

それから 3番目といたしまして国庫補助対象の問題が提案されました。街]指摘にもございま

したとおり国庫補助金につきましては文化財の補助金に関する文化庁の交付要綱がございますD

その中の埋蔵文化財の発掘調査要綱がございます。それによりますと原則といたしまして、御

指摘がありましたとおり個人住宅の建設に伴いますところの、事前発掘調査に対しますところ

の宅造調査、分布調査、それから直接発掘する、いわゆる発掘調査を一応、これを原則として

補助をするという要綱がございます。それに伴って、いま、御指摘がございましたいわゆる民

間の開発に伴うところの発掘調査に対する補助はどうかという御指摘でございますけれども、

先ほど先生申しましたとおり、発掘調査のいわゆる費用の負担の原則は、あくまでも原因者が

負担するという原則になっております。したがって国の方はあくまでも予算の範囲内において

個人住宅等に対しての発掘に対する補助をするということでございます。しかし、民間の会社

の中におきましても、いま零細な民間会社もございます。あるいはまた、借金を抱えていると

いうふうな民間会社もございます。そういった中で、専用住宅、アパートをつくる、そういう

ふうな開発もあるわけでございますけれども、そういう場合にはある程度東京都の指導により
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ますればそういう場合に限って、補助を出するいうことも可能であるという指導を受けており

ます。そういう現状でございます。

それから、第 4番目のいわゆる発掘調査、これは 5番目にも関係してくるわけでございます

けれども、公共事業等を開発する場合は、たまたまその公共事業の場所が保護土地で、あった

場合に、いわゆる主管課と遺跡、調査会事務局との連絡調整の問題が提起されました。確かに、

御指摘がございましたとおり、従前は役所内部の調整の問題でございますけれども、必ずしも

各主管課と調査会の事務局との問の連絡が十分でなかったという経緯がございます、特にわれ

われといたしましては、あくまでも限られた調査員の中での調査地でございますので、一定の

限度がございますD そういった意味におきましてできるだけ開発に伴う発掘調査につきまして

は、主管課と、教育委員会事務局と、十分に連絡を取って、あらかじめ、どこを何年度どこど

こをやるというふうな場所の問題も事前にキャッチする必要がございます。

5 9年度につきましては先ほど議員さん細]指摘ありましたとおり、昨年の 10月ごろから各

主管課の方と事務局と連絡を取りま して、 5 9年度にどこどこの場所を発掘するのかというこ

とを全部精査いたしております。そういった中で単価等も算出いたしまして、 59年度予算に

計上させていただいたという経緯がございます。

今後それを踏まえまして、できるだけ早く情報をつかんで、そうして事前に発掘調査をし、

しかる後に開発行為が行われるように十分に指導体制を整えてまいりたいというふうに考えて

おると ころでございます。

それから第 6番目のいわゆる木製品、鉄製品、いわゆる出土品の保存状態が現状のままでよ

ろしいのかどうかということで御指摘がございました。

木製品につきましては過去幾っか出ております。

特に万願寺の区画整理の開発に伴いましていわゆる木製のすきであるとかきねであるとかそ

ういった貴重な木製品も出ております。現在のところ、そういう木製品につきましては、水の

中に一応ひた しまして、これが腐食 しないような方法をとっております。

なお、鉄製品について御質問がございますけれども、鉄製品につきましてもいわゆる専門に

入れる所蔵箱がございます。所蔵箱を一応購入いたしまして、その中に入れてこれ仮保存でご

ざいます、なお箱だけでは十分な保存はできませんD 御指摘もございましたとおり、薬品等の

いわゆる保存が必要でございますので、ポリエチレングリコーノレというふうな薬品がございま
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すので、そういった化学薬品を今後入れながら適正な保存ができるように措置をしていきたい

と思っております。なお、現在、それらの保存につきましては、保存場所がございませんので、

旧庁舎の跡にございます、遺跡調査会の事務局の保存等に保管しでございますけれども、これ

につきましては後ほどふれますけれども、今後博物館ができた段階では、収蔵庫をきちんといた

しましてそこに保管し、あわせて展示をするというふうに考えておるところでございます。

それから第 7番目といたしまして、仮称ふるさと博物館に対する具体的な構想はどうかとい

うふうな御質問でございます。

御指摘のとおり昨年の 12月に 1，51 7.88平米のいわゆる第三桑園の跡地の購入をいたしま

した。そこで 59年度にわたりましては、 いわゆる設計費として、御案内のとおりの設計費

を計上させていただきました。そうして 59年度に設言十l¥たしまして、 6 0年度にはぜひそれ

に伴いますところの工事請負費を計上いたしまして、 6 1年の 4月にはぜひ開館をいたしたい

ということで基本的な考え方をもっておるわけでございます。

具体的にはどうい うふうな方法でつくるかということでございますけれど も、市役所内部の

主管課長等の意見も聞き、また専門でありますところの日野市文化財保護審議会 という会がご

ざl¥ますけれども、その審議会の方にもすでにかかってございます。継続中でございますので、

結論は出ておりませんけれども、一応基本的な考え方を申し上げておきますと、あすこは第 I

種住居専用区域で ございます。したがって建ぺい率が 50、容積率が 100でございます。

一応、博物館というか郷土資料館の、国の設置基準によりますと、市町村で設置 しますとこ

ろの博物館につきましては、 2，000平米以上を基準といたしております。したがって、 1，500

平米となりますと、 500平米ほど基準が少なくなるわけでございまして、おのずからあすこ

に展示します内容も限定されてまいります。基本的には 2つのことを中心にして考えていきた

いと思っております。

1つはいわゆる考古学資料の関係でございます。御指摘にもございましたとおり、文化財の.

いわゆる発掘調査につきましては、昭和 40年を契機といたしまして、現在まで約 180力所

の発掘を終わっております。その中で約 1，2 0 0箱の土器類等がいま保存されております。そ

のほとんどが復元をされておりませんO 復元しているものも若干ございますけれども、ほとん

どは復元されてない、したがって、そういうところを復元をして、広くこれを一般市民に公開

する必要があるだろうというふうに考えております。したがって、 1つには考古学関係の資料
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をそ こで作成しあわせて市民に展示するということが lつの目的でございます。

2つ自はこれは特に昭和 45年ごろから日野市の史談会という会が中心となりまして、日野

市内の、いわゆる生活用具.農機具、そういったようなものを一応収集しており ます。 これが

約 50 0点ほどございます。その 50 0点のほとんどが、現在日野市の中央公民館の 2陪にあ

ります、倉庫の一部、あ るいは公民館の敷地の中にございます、プレパブの建物の中に保存さ

れております。ほとんどこれが公開されないで、先ほどふれましたいわゆる 11月 3日の日を

中心といた します市民文化察、あるいは文化財展等に展示をしている程度でございます。それ

が終ってしまうとそれもまたもとの収蔵庫へ納めて しまう ということで、展示の機会がござい

ませんので、そういった、いわゆる民族資料であるとか、そういったものが中心にな ってく る

かと思います。

なお、いろいろと古い農家とか家がございますけれども、いろいろと近代化に伴って古い農

家、あるいは土蔵そういったものがいろいろと改築されておりますので、そういった中でいろ

いろと民間の方々からぜひこういうものをひとつ、市の方で預かっていただいて、展示してい

ただきたいという要望がございますけれども、現在それを保管し展示する場所がございません

ので、そういった民族資料、古文書類、典籍類こういったものを含めたやはり民族資料等の展

示が必要であろうと思いますので、中心的には考古学関係の資料、民族関係の資料が中心にな

って展示をする。あわせて、収蔵庫がございませんので、収蔵庫であるとか、あるいは市民の

方々がくる場合に、やはりそれをよくお見せしなきゃならんということで、いろいろと研究室

とかそういった場所も設けなけれは、いけませんし、事務室等も設けなければいけないと思って

おりますけれども、そう したものを中心とした建物が必要だろうと思 っております。一応地下

1階地上 2階程度のものが必要になってく るだろう というふうに考えております。

それから第 8番目と いたしまして、発掘調査中の、いわゆる安全基準の問題が御指摘ござい

ました。特に万願寺を中心とした御指摘だろうと思いますけれども、われわれといたしまして

は、確かに万願寺の区画整理につきましては、深いところでは 4メーターあるし 1は5メーター

というところを掘っ ております。そういった中での、いわゆる危険の問題も生じてまいります

ので、特に一般市民の方々がそこへ見学にくるときに事故が起こらないような対策を講じると

いうことでございます。

鉄線を張ったり、雨が降った場合水がたまります。そこで一応万願寺の区画整理につきまし
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ては特にその辺も意を注ぎまして、民間会社から手動式のポンプを借りております、雨が降っ

たような場合、たまった場合には手動式ポンプをそこで働いております作業員等にお願いをい

たしまして、たえず汲み出しを行っているということで水の事故が起こらないような配慮をし

ているところでございます。

それから、もう 1つは発掘する人たちの安全という問題が起こります。つまり調査員に対す

る身分のいわゆる安全保障の問題の中で、従来は保険等かけておりませんでしたけれども、 57

年ごろから、この作業員たちの労働安全基準を図るということで労災保険等をかけまして、不

慮の事故に対応できるような措置を講じることでございます。

最後に、 日野市の埋蔵文化財の問題点ということで何点か御指摘を受けま した。その 1つが

調査が大変遅れるということの御指摘を受けました。確かに 58年度につきましてはいろいろ

と発掘面積が、万願寺の場合は、包蔵地の一部をふやしました関係もござしぜして、当初 1，100

平米が 9，7 0 0平米になってしまって、約 8，0 0 0平米の面積が伸びてしま ったという問題が

ございます。あわせま して、いろいろと稀少価値の高いいわゆる遺構等が出たという問題もご

ざいます。それから、加えま して、 1月から 20回ぐらいにわた っての大雪が降った、それが

ために自然的な、要するに条件によっても作業ができなくなってしまうというふうな例もござ

います。 58年度は特別そういうふうなことがあって遅れたというふうに、まず前段において

御理解を賜りたいと思いますけれども、 5 9年度におきましては、とにかくそういうふうな調

査が遅れないような十分な役所内部の連絡を取りますと同時に、臨機応変な措置で、スピード

化を図るという調査方法もあるわけですから、そういった面を取り入れていきたいと思ってお

りますし、とにかく遅れないような、そしりを受けないような方法をとって、行政もまた、個

人住宅の開発も、スムーズにまた、調査方法もスム ーズにいくような方法を踏まえて調査体制

に臨んでまいりたいというふうに考えておるところでございます。

それから、福祉会館とおっしゃったんですが、これは公民館の誤りじゃなc'かと思いますけ

れども、確かに中央公民館の中に 55年ごろ展示室をたしかつくってございます。当初、これ

は埋蔵文化財、生活用具、こういったものの展示品を置く場所がございませんので、臨時的に

郷土資料館ができるまでの暫定措置と申 しましょうか、そういった中で一応展示室をつくって

ございます。

一応考古学関係の資料だとか古文書そういったものも時に応じて展示しておりますけれども、
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現在御指摘がございましたような点もござしぜす。いろいろとそのほかに現在は、中央公民館でい

ろいろと学習しているグループがございまして、編物であるとか、いろんな展示作品等ござい

ますけれども、そういったものも含めて、展示をしているところでございます。

今後この利用につきましては有効適切に、展示ができるような形の中の方策を講じてまいり

たいというふうに考えておるところでございます。

それから内部調整の問題が第 3番目に出ましたけれども、先ほど申し上げたような状態の中

で庁舎内部の調整を図久調査体制を充実すると同時に調査が遅れないような方法を考えてま

いりたし'0 というふうに考えておるところでございます。以上でございます。

0副議長(米沢照男君〉

05番 ( 谷 長 一 君 )

谷長一君。

この第 1点の文化財に対する基本的構想につきましては、条例

にもあるように、この職務の権限ということで文化財の保護は教育委員会の困有の権利という

ことになっておるという説明がありまして、これはよくわかりました。

それから、それに伴いまして 8名の文化財保護委員等がおり、その保護をさらに今度の後の

問題につきましてもやっておるということでわかります。それでこの、第 1点についてはもう

よくわかるわけです。それで第 2点についてはやはり、調査の体制については現在調査員 3名、

補助員 1名というところを、今度は 59年度からは、調査体制の拡充ということで市の直営で

は問題があるという ことで、 嘱託ということで調査員 1名、補助員を 1名ということで この体

制の拡充を図っ:て事業等の遅滞がなくなるようにするということで、この点についてはよくわ

かります。が、 しかし、ここで再質問をさせてもらうわけですけれども、いわゆる万願寺区画

整理等を見まする と、万願寺区画整理等におきま しては、事業計画が 7年ですか、あると思う

んです。そうしますと当然初年度はどのくらいの街区の築造を行うと、事業を行うという事業

量 というのは、おのずと、区画整理事業ですからわかってくると思うんです。そこいらの関連

につきまして打ち合わせがしたということでありますけれども、実際に、これはくどいようで

すけれども、なされているのかどうかという点につきまして、今度はこの点につきましては都

市整備部長にお願い したいんです。

それから、今度は第 2点としまして、国庫補助の対象ということでございます。

これは確かに個人住宅の建築の場合の発掘調査、それから民間の開発行為等にかかわる発掘

調査の確認ですね、まではいいというけれども、これは非常に大きな問題があるんじゃなし 1か
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と思うんです。どうしてかと申しますと、小さく区画整理事業等行う場合は平米当たり国庫補

助事業の場合は、国庫の補助金は平米当たり l万円ということになっておると思います。

それから、万願寺の区画整理等見ますと、 1万 2，5 0 0円と、さらにはこの南多摩管渠埋設

事業の平米当たりの費用というのを見ますると 2万円というふうになっておるわけです。組合

等で、 1つの区画整理を行うというような場合には、まず非常に前に立ちはだかる障害となる

のは調査費、発撮調査費ではないかと思うわけです。区画整理の場合は一般財源からいきます

から、そんな心配はないと思いますけれども、区画整理事業を行うような場合には、まず第 1

に金と、予算ということになるわけです。そのような場合に市は今後どのような指導をその組

合等になさるのかという点についてお伺いいたします。

それから、いわゆる国庫補助とは申しましても、昨年の万願寺の区画整理等見てみますると、

非常に面積というのは、先ほどふえたということをおっしゃられました。

それで、その 58年度の遺跡発掘調査がどのくらい一体なされたかというような点について、

資料を前にいただいたことがあります。それによりますと万願寺区画整理区域内が約 8，000、

落川|下水道が 200平米、旧庁舎が 2，200、平山の個人ということで 1，0 0 0平米、それか

ら神明上の個人で 1，00 0平米、オリエントということでこれは遺物なしということでありま

すけれども 2，000平米ということになっております。それからその他の調査ということでこ

れは数字はありますん。 トータルは 1万 3，800ということになっており、そのような観点に

立ってみると、確かに先ほど調査体制というのは、かなり充実されたと申しましても、これを

いわゆる行政が先に行うということは非常にむずかしいということが私はどなたも感じられる

のではなし可かと思うんです。

そのようなことを考えてみますると、内部調整というのは非常に綿密にやっておかないと、

計画倒れになってしまうんじゃな L~かと思うんです。その点について心配でありますので、ま

た、お伺いしたいわけでございます。

それから、遺跡から出た、この木製品、それから鉄製品、等を先ほどのような状態でおきま

すと私は木製品は水の中につけてあると、いうように答弁をいただいたわけでございますけれ

ども、やはり、これは水の中というようなことではなくて、われわれの先祖が残して下さった

大切な文化的遺産ということを考えてみますると、当然薬品による保存ということを今後した

いんだということをおっしゃられました。そうなると、この薬液の外じん処理というのは一体
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いつごろやられるお考えであるかということもあわせて伺います。

それから、さらに鉄製品についても同様であります。

それで、収蔵に関してでございますけれども、どこへ行きましても非常に出土品が多くて、

その収蔵に因っているという話も伺います。

先ほどの説明ですと、非常に多くの 180カ所を発掘調査しまして、 1，2 0 0箱というふう

にいまお聞きしたわけですけれども、これらを収蔵するということは収蔵庫と言っても非常に

大きなものを、倉庫が必要じゃないかと思うんです。そういうことを考えてみますると、どこ

の市へ行きましでも、また研究所へ行きましでも、収蔵庫をつくる場合には 5年や 10年先を

見てはだめだと、光陰失の如く過ぎ去るというようなことを考えてみますると、 1 5年、 2 0 

年先を考えて、収蔵庫はつくらなければならないと言っておるのでございます。そこのあたり

もあわせてどのようなお考えをもっていらっしゃるかということも、ちょっと順序は不同であ

りますけれどもお伺いいたします。

それから、この安全基準ということであります。この安全基準というのは、私は非常に大切

ではないかと思 うんです。どうしてかと申しますと、前にも申しましたように、現代の社会に

おいては、人間の 1人の命というのは地球よりも重いと言っても過言ではないということです。

生を受ければ必ず滅するわけでございますけれども、その中におきまして働くんだということ

で作業している方々が万が一事故等が起きた場合には、どのようにするか、どのようになるん

だということをひとつ考えてもらいたいと思うんです。そうしますと当然この発掘調査中の安

全対策の基準というのは策定しておかなければ事故が起きたときにその責任が一体どこへ帰趨

するかということが私は言えるんじゃないかと思うんです。特に、先ほど申しましたように、

答弁だと、ポンプを備えつけてあって、水が入ったら汲み出すんだと言っております。また作

業員には労災保険がかけられているということでありますけれども、その非常に発掘調査等急

がなければならないというような観点に立って考えてみますると、周囲の方が早くやれ早くや

れというようなことを言われれば、作業員等もあせりというのが出てくるんじゃないかι思う

んです。

そのようなときには、あんまり一生懸命のあまりに崩れてくるということも忘れて一生懸命

やっていますからわからないですね、そうなると、その危険防止のためにどのようなことをし

なければならないかということは当然要求されるのではないかと考えております。
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そこで、、いわゆる掘削面の高さが 2メーター 50とか 3メーターとい うことになったならば、

一々社会教育の課長が現場へ行 って見ているわけにいきません。また係長が行っているわけに

はl~かないのです。とにもかくにもその現場に立ち会っているというのが私は、市の調査員で

はないか と思うんです。そうなると当然調査員がとるべき処置はどうあるべきかということぐ

らいは万願寺区画整理だけでなく、まだ後にも、高幡、西平山、豊田というふうに地番整理が

行われるわけです。それらを考えてみますると、当然この安全基準というのはつく っておかな

ければならないものではな l~かと私は考えるので、この安全基準をつくるお気持があるかどう

かをお伺いいたします。

それから、今度はふるさと博物館の設計ということですけれども、文化財専門委員審議会が

設けてあって、それに話はしたということになっておりますけれども、一体、どういうような

形で話がなされたかということです。これは全く博物館等へ行きますと、その建築学的につく

った建物というのは、物を展示するというのには非常に不適当なんです。見せるということに

なると、どうしても展示学的見地からこれが設計されていなければ見にくくでしょうがないで

す。

それと、先ほど言われました次長が、作業の、いわゆる出土品を復元したり何かをする作業

所ですね、それらにおいても、洗い場等に関しましては、特に、建築学的につくってしまうと

固定しちゃうんです。やはり背の大きい人もいるし、小さい人もおりまして、それがどうして

も上下できるようにつくっておかないと、後の作業に支障を来たすというようなことを、各所

に行きますと聞かされるわけです。それらの点についても、配慮して下さるかどうかという点

について、お伺いいたします。以上です。

0副議長(米沢照男君〉 再質問についての答弁を求めます。都市整備部長。

0都市整備部長(結城邦夫君〉 それでは私の方から 1点目の御質問についてお答え

申し上げます。

万願寺区画整理事業は、一応現計画におきますと、 6 3年度までの工期になっております。

その中で第 1工事はこれから現在計画をもって進めておる段階でございますけれども、今後

この第 1工事を実施するに当たって、当然、埋蔵文化財等に調査が関連してくる街路があるわけ

でございます。それにつきましては、先ほど教育次長の方からも御説明申し上げま したように、

事前に私どもの方の部と教育委員会の方と十分内容をチェック協議を行いまして、事前の予定
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を立てておるわけでございます。

5 9年度におきま しては、やはり 10月に予算要求の前に会議をもちまして協議を行いまし

た。その中では、 5 9年度の一応の予定個所としては、面積として 1，90 0平米の調査が必要

である、こういうふうに考えて予算計上を実施していただいたわけでございます。

当時の状況を申し上げますと、万願寺区画整理事業、現在仮換地内でございます。現在は一

応縦覧を行って仮換地の設定までの段階まで至っておりますが、仮換地内ですと、どう しても

こういう街築、を行ってし 1く場合には用地を借り上げて実施をしていかなければならない状況

でございます。仮換地後は計画どおり進めることができるわけでございますが、そういう状況

の中で来年度どこを実施するかということで判断をしていった結果が 10月の時点では 1，900

平米であったわけでございます。その後の用地の借り上げの状況、地主さん方との交渉の結果、

さらにこれがふえてきているのが現状でございます。

したがいまして、そういう面から見ますと、現状では今年度実施する個所というのは、この

万願寺の構造地の中ではもう少しふやしてほしいという私どもの方は希望をもっております。

できれば私どもの方の事業を実施する少なくとも 1年ないし 2年前には遺跡調査が完了して

いただくことが望ましいわけでございます。これは区画整理事業、あるいは下水道事業におき

まして も同様でございま して五その点につきましては今後そのような方向で、いかゆる調査の

ストックをもっていただくということで、協議が一応整っているわけでございます。そういう

中で当面来年ないし再来年の事業としては 2万 2，00 0平米が、万願寺区画整理事業の中では

調査を先行していただきたいという要望も出しておる段階でございます。

また、下水道関係につきましでも、今年度 59年度分の調査の中には翌年度 60年度に実施

する分も含まれて調査が行われる計画になっております。

下水道も同じく 2，000平米になっておりますけれども、この 2，0 0 0平米の中で約半数の

1， 0 0 0平米に当たりましては、 6 0年度実施を予定しておるものが含まれておるわけでござ

います。このように事前にある程度早く、手回しよく調査の方を先行していただしそれに基

づいて調査が完了したところを下水道あるいは区画整理の街路の築造を行っていくという方向

でこれからも十分検討していきたいというふうに考えているわけでございます。

それと、組合施行の区画整理事業につきましては、今後はできるだけ市の施行の中に吸収し

ながら実施をしていくという方向を私どもは立てております。そういう点で今後はできるだけ
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市施行でやっていきたい、というふうに考えているわけでございます。以上でございます。

0副議長(米沢照男君 〉 教育次長。

0教育次長(小山哲夫君) 何点かの追加質問がございましたので、それに対しまして

のお答えをいたします。

まず第 1点目の国庫補助の対象という中での問題点の指摘でございますけれども、先ほど触

れましたとおり、この国庫補助金につきましては文化庁の中での国庫補助金の交付要綱の中の

埋蔵文化財の補助金交付要綱の中の適用 して補助金をいただいているところでございます。

確かに御指摘がございましたとおり、ごく限られた公共事業、あるいはまた個人住宅の開発

に伴つての調査ということに限定して補助金を出しているわけでございます。したがって民間、

その他につきましては、 これは個人負担と、受益者負担という原則になっておりますa

したがって、これに対する措置をどうするかというふうな御質問でございますけれども、根

本的にはこれは日野市のみならず全国的にこの埋蔵文化財を発掘しているところで同じ共通の

悩みがあるわけでございます。

御指摘のような指摘がしばしばございます。私たちの窓口にもそういうふうな声がかかって

まいります。しかし、これはあくまでも国のレベノレの段階で、こ の補助金交付要綱あるいは予

算措置等を講じていただきませんと、日野市だけが幾ら叫んでもできない問題でございます。

したがって、市長会とか、あるいは都道府県知事会とかそういった中で実態をよく訴えて、

そういったものを上の国のレベルの方にもっていって、そうしてその補助金の交付要綱なるも

のの改善を図るとか、何らかの問題点を提起していきませんと、この問題は解決しないんじゃ

なかろうかというふうに私どもは考えております。

それから、いわゆる国庫補助金の金の中での内部調整の問題がございましたっいま、都市整

備部長がお答えしたとおりでございます。

なお、私どもといたしま しては、都市整備部長の方にもお願いしてございますけれども、こ

こで予算も通りましたことでございますので、万願寺の区画整理につきましては再度年度当初

に細部の打ち合わせをして、年度当初から細かい計画を立てながら万願寺の区画整理の発掘調

査については進めてまいりたいというふうに考えておるところでございます。

それから、 4番目の木製品、鉄製品のいわゆる保存の問題でございます。確かにいま御指摘

があったと おりでございます。
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特に、われわれの方の考え方 といたしましては、いわゆる郷土資料館ができた段階では、完

全保管ということを目的として、木製品、あるいは、鉄製品等が腐食 しないように完全保管が

できるような形の措置はぜひ講じていきたいと思っておりますO

それまでの聞の暫定措置につきましては、特にその保存に十分に心がけていきまして、どう

して も、保存上問題点がある木製品、あるいは鉄製品につきましては、事務局の方で検討いた

しまして、何らかの保存対策を考えていきたい、というふうに考えております。

それから、 4番目といたしまして、収蔵庫の問題が指摘されました。これにつきましては確

かに御指摘のとおり、 1 0数年、将来の構想を見はから って収蔵庫をつくるべきであるという

御指摘でございますけれども、全くその考え方はそのとおりだと思います。そういった中での

将来の構想を踏まえて収蔵庫の問題については設計等につきまして考慮、してまいりたいと考え

ております司

それから、いわゆる安全基準の問題が提起されました。これにつきましては先ほどちょっと

触れたとおりの一応安全基準を考え、安全の対策について考慮しておるところでございますけ

れども、おっしゃるとおり安全の基準というものが現在ございません。安全に対しては万全の

措置を講じておりますけれども、基準になるものはございませんので、これにつきましては前

向きの姿勢で、いつ事故が起こってもこの問題に対応できるような基準、責任体制というもの

を今後の段階で十分に検討していく必要があるだろうと思っております。そういった意味でこ

の問題については前向きの姿勢で検討したいと思っております。

それから、博物館の問題の中でのいろいろと作業所とかあるいは展示室、あるいは土器洗い、

こういったものが建築学的に見て、不便を来たさないような方法を考えてくれと いう御指摘を

いただきました。これはまだ文化財の保護審議会の方に第 1回目ということでお諮りする段階

で、 まだ決定しておりませんc 今後何回かそういうふうな対応をもちまして、いろいろと専門

家の意見も聞き、また、建設部の方の専門家がおることでございますので、そういった方々の

専門的な立場の意見も反映いた しまして、そのような支障を来たさない方法で考えてまいりた

いというふうに考えております。以上でございます。

0副議長(米沢照男君〉 谷長一君。

05番(谷 長一君〉 質問をさせていただきます。次に質問ですけれども、もう 1回

ですね。この組合施行等に関しては、市が吸収していくということならこれでいいだろうと思
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います。

それから、この交付要綱ということでございますけれども、文化庁の、この民間負担の原因、

民間等におきましては、当然原因者負担ということですから、これは各市ともただいまの質問

ですと共通の悩みだと、市長会、 または都道府県の問題等であるということでございますけれ

ども、 この問題につきま して、いわゆる市長会等におきま して、このような問題が提起された

ことがあるかど うかという ことを市長にお伺いいた したいと思います。

それから、確かに、木製品、鉄製品の保存に関しては、資料館ができますれば完全保管をす

る、確かにこれはそのとおりであります。 しかし、その前に打つべき手はある と思 うんです。

これは他の市へ行きますと、このよ うな施設が遊んでいると ころがあると思うんです。いつも

つけておいてあるわけではありませんので、そうしたり、簡単にで、きる方法もあるようです。

ぜひ、そこいらは私がこの前行政視察に行きましたときに、奈良市の教育委員会へ行きまして、

その方法や何かも、いま非常に簡便な方法であるということです。それですから、ぜひ、奈良

市の教育委員会に|照会を しまして、 その方法等も講じてもらえば非常に幸いではないかと思い

ます。

それから、収蔵庫に関しましては、将来構想ということで、大きくつくるということをいま

おっしゃられましたけれども、 ひとつその点はぜひそのよ うにしていただきたいとい うことを

要望 しておきます。

それから、安全基準ということでございますけれども、前向きの方向で検討するということ

でありますけれども、前向きの方向って言ったって、そわはわからないです。このようなこと

を言われる ということ は、やはり、はなはだ私と しては残念なんです。

いま申 しました、奈良市の教育委員会におきましては、発掘調査中の安全対策基準というの

がありますので、 これ も後ほど教育委員会の方へ差し上げておきますので、ぜひこれ、つくっ

ていただきたt¥と、事故が起きては遅いですから、こ の点につきま して、 やはり市長に、 この

発掘中の安全対策基準をつくる気があるかなt¥かというこ とをお伺いいた します。 以上ですo

O副議長(米沢照男君〉 残り 4分以内で答弁願います。市長。

0市長(森田喜美男君〉 御質問のありま した埋蔵文化財調査にかかわりま して、都の

市長会におきま しては、都に対して対策を訴え、それから全国市町会におきま しては国に訴え

るということを毎年行っております。多少の前進はあったわけでありますが、まだまだほど遠
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いものが感じられるところであります。今後も続けて訴えてまいりたいと思います。

それから、安全基準のこ とにつきま しては、 これはもちろん共通するものがあるはずであり

ますが、その発掘調査の分野で特に定めるべき事頃があるとすれば、 これは早速、成文化して

おかなければならない、このように思って伺いました。

それから、 もう 1っつけ加わえますと、いわゆる第ミ桑園町、はあまり地積が十分でありませ

んので、分室という形になりますか、現在使っております旧庁舎の教育委員会部介、ここに調

査作業ない しは収蔵庫というものを今後取り組む容積がある、このように考えております。 こ

れは担当の方にも指示いたしまして検討してもらいたいと思っております口

0副議長(米沢照男君〉 谷長一君D

05番(谷 長一君〉 この問題についてちょっと私は指摘 して質問を終わりたいと思

います。この開発事業の件数に比較しまして、調査員、補助員はこ こで増員されるということ

になりま したけれども、非常にこれらの発掘調査に関 しましてはむずかしい問題があります。

ぜひこの機械力等を導入したり、先ほど次長がおっ しゃ られま した、 撮影等も来年度から取り

入れるように しまして、省力化を図ってその事業に遅滞のないような形でやっていただき たい

ということです。

それから、いわゆる工事の実施時期というのは決まっております。

そこで、 どうしても先ほど申されま したよう に、調査は先行して行わなければならないとい

うことであります。余裕があるような調査というのをぜひ念願いたしておるわけでございます。

それから、先ほど申しま したように、この遺跡分布図がいまだあのような状態であると、確

かに教育委員会へいけば大きなのがあると言いますけれども、もっとこの遺構の範囲、それか

ら遺物がどのような形で検出されるかというようなことは、市民に周知徹底 してその文化財の

意義というものを、認識していただくように努力をしていただきたいと思います。

それからあと 1つは、そう しないと、この調査等が不完全になって しまう。それは掘りまし

ても、遺物が見つからなくて大変だったという話も聞いております。そこいらもひとつ留意し

ていただきたいと思います。

それから、 PRということで、市庁舎の調査におきましても、出土 したり何かしたものはビ

デオにもとっておいて、録音しまして流していただけば幸いだと思います。以上要望 して終わ

ります。
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0副議長(米沢照男君〉

る質問を終わります。

これを もって、 18のし埋蔵文化財の発掘と、保存に関す

お諮りいたします。議事の都合により暫時休憩いたしたいと思います。

これに御意議ありませんか。

c r異議な しJと呼ぶ者あり〕

0副議長(米沢照男君〉 御異議ないものと認めます。よ って暫時休憩いたします。

0副議長 (米沢照男君〉

あり〉黒川重憲君。

01 7番(黒川重憲君〉

午後 3時 27分休憩、

午後 4時 22分再開

休憩前に引き続き会議を開きます。(r議事進行」と呼ぶ者

先ほど議運が開かれたそ うで ございますが、この議運は議長

が招集をされたと申しましょうか、議選の委員長と一緒にやろ うじゃ ないかということでお決

めになって開いたんでしょうか、その点まず確めたいと思います。

0副議長 (米沢照男君〉 事前にまず議運の委員長から相談がありまして、改めて議会

運営委員会を開いていただくとこういう経過です。

01 7番(黒川|重憲君) 議長も出席をされていなかったということを後で聞いたわけ

でございますが、その内容が何か明日の入学式に一応全員議会中であるので出ることを見合わ

せようじゃないかと、こうい うこ とを決めた議選であったとい う報告を私は受けました。何で

議運で このこ とを工作をしなければならないのか、 全 くいままでは代表者会議で全部やってい

たことを議運でや らなきゃならない、どういうことなのか、全然わからないわけですね。その

辺は副議長として議長もいないわけですが、どうい うことを考えておるのか。

。副議長 (米沢照男君〉 中山基昭君。

〔議会運営委員長登壇 〕

0議会運営委員長(中山基昭君〉 席をお借り しまして、ただt¥まの御指摘に一一笑

は御承知のように、新 しく 学校ができる と、こういうような関係も含めて、あしたの入学式等

の参加について、議運の中でも確認をしていただきたいと、こういうような申し入れ等もござ

t ¥ま した。こういう点を含めて、 やはり議会運営にかかわる 1つの大きな課題ではないか、問

題ではなt¥かとい うような面から、この副議長にも御相談を申 し上げて、議会運営委員会を開催
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を してまい ったと、こういう ふ うなことでございます。さら に申し上げますと、いままで代表

者会議等の関連、あるいは経過と言いますか、こういう面を含めますと、 確かに代表者会議等

の中で協議されていた事項でもあるかな というよう な感じもいたしますけれども、いずれにい

たしまして も、議運 といたし ましで も必ず しも代表者の方だけ に依存するパノでなく って、 やは

り、議会運営という立場から、それぞれ協議を重ねたと、こういうことでございます。

なお、結論は先ほど申し上げたとおりでございます。

0副議長(米沢照男君〉 黒川重憲君。

01 7番(黒川重憲君) 議会の外で何かいろいろな行事があ って、それに各おのおの

の議員が出る出ない という のは、全くこの日野市議会の全体の議会運営と全 く無縁のものだと

私は思 う八ノです。したが って、 日野市議会はいままでは、そうい うものに対 しては、全部代表

者会議を通 して、 そうして、 各会派でも納得を して きておった経過があるんです、そこへ代表

者会議を全 く無視 して、 議運だけでそういう確認をされてしまった。私は全くこれは行き過ぎ

ではなかろ うかと、 こういう気が してならない。ただし、私は議運が最近開かれるという話が

あったときに、 私の方の議運のメンバーにも、当然き ょうの日程も話題にのぼって、その後に

話があったのか ともう l度ただしましたら、全く明日のことだけだったということでございま

すので、あえて私は尋ねますが、これは議運の委員長云々のこともさておきま して、副議長、

議長も同席の上でやはり当然これ は各会派の代表に諮って きちんとしておく べきだろうと、こ

ういうふうに思いますがいかがでしょう か。

0副議長 (米沢照男君〉 お答えいた します。御承知のよう に議会運営委員会の構成が

ここで全部わかりま して、中山さんが委員長に就任されたということで、代表者会議でも話さ

れたことですけれども、 議会の日程、あるいは議会の運営にかかわる こと は、これ.からは議会

運営委員会ですべて賄うと言いますか、やっていくんだという意味のやりとりもされました。

そうい う経過の中で、私は少なくとも中山委員長は、新 しく 委員長になったと、 そういう意味

で積極的な姿勢を示めされているというふうに受けとめていましたので、いま御指摘のあった

あしたの入学式の出席の是非について相談するのは議会の範時かなと、こういう理解をしたわ

けです、 実は、 したがって、いま御報告があ った、せっかく の御指摘でありますので、明日の

点についてはひとつ御了解いただいて、今後議運と代表者会議のそれぞれの持ち分と言います

か守備範囲と言いますか、その点については、次の機会にきちっとさせたいとこう思いますの
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で、きょうのところはひとつ御了解いただけないかと思います。( [""了解」と呼ぶ者あり〉

それでは一般質問を行います。

1 9のし 5 7、 5 8年度の定例会等における質問事項より、その後の対応をただすについ

ての通告質問者夏井明男君の質問を許します。

C 1 6番議員登壇〕

01 6番(夏井明男君〉 それでは第 1問目についてこれからお尋ねをしてまいり ます。

主なものについてお尋ねをしてまいります。

まず第 1に 57年の第 3回の定例会でございますが、ここで婦人問題解決のための日野市の

行動計画の早期策定を図れということを私は主張したわけでございますが、 2年後の現在、ど

のような形で進んでいるのか、第 1点としてお尋ねしたいと思います。

さらに、私道の未舗装道路の整備の促進対策ということで、 3本の対策があるわけですけれ

ども、さらに 1本加わえまして、砂利を給付する形ではなくて、その砂利をまいて、その上へ

転圧をするという形の体制をとることも必要ではないかとい うことで、 お尋ねをしたわけであ

りますが、建設部長より、 「その点については、かなり煮詰めて前向きに進めてみたい」とい

う御答弁もありましたので、現在どういうふうな状況であるかお尋ねをしたいと思います。

それから、第 4回の定例会の中でございますけれども、心身障害者対策として、お母さん方

がわずかな財力の中からいろいろ工夫をしながら運動をし、さらには市の補助金をいただいて

いく中での運動を展開しているわけですけれども、それだけではあまりにも市の対応としては

冷たいのではないかと、いうことで、予算の規模のふくらむ中、一工夫必要ではないか。すな

わち市の行政の中でも、心身障害児の就職雇用ということを積極的に推進する必要があるし、

さらには心身障害児の方に働く場をつくる必要があるだろう、ということで一つの提案としま

して、市民プールのそばに夏の期間中でも、そういう方たちのための職場をつくってはどうか

ということを御提案申し上げましたけれども、市民プールにつきましても、移動するわけで、

その中で現在、いま申し上げました内容をさらに御検討する余地があるかどうか、当時のお話

ですと、体育課とも協議をしながら研究をしたいということでしたのでお尋ねをしたいと思い

ます。

さらに、 5 7年の第 4固定例会で、これは各議員 さんから、さまざまな角度から出ているこ

とですけれども、いわゆる東光寺河川敷のスポーツグランドの件でございますけれども、どう
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いう 見通 しであるのかお尋ねを したいと思います。

さらに、 東光寺地区の文化施設の建設 ということで、 当時の企画財政部長にお尋ねを しまし

たらば、約 5年以内の範囲内で何 とかめどをつけていきたいとい うお話でありました。地元に

おきま してはさまざまな意見がございまして、たとえば神綱電機の跡地に都営住宅をつくる と

ころに連動して、というお話もあるわけですけれども、この間の予算委員会で福島議員からの

質問に対 して教育次長より、遺跡発掘調査の進抄状況もお聞き しているわけですけれども、そ

の辺のめども含めて簡単にお答え願えればありがたいと思います。

さら に、 5 8年の 6月の 7日の第 2回の定例会でございますが、この間のときにも、私は発

言させていただきま したけれど も、いわゆる公共施設及び日野市内の小学校、中学校のいわゆ

る電気料金の節約の問題であります。

聞 くところによります と、すでにこの調査費をつけて実際にどのくらいの節約になるかと い

う報告書のま とまったようでございますので、その報告と将来どのように実現に向けて努力を

されるのか、お尋ねをしたいと思います。

さら に、これは多摩市でございますけれども、やはり電気料金の節約の似たような例と しま

して水道料金の見直 し，について、 現在多摩市では精力的に調査が進められているわけであり ま

す。

ちなみに、その実態を申 し上げますと、 7 5ミリ 管 10 0ミリ管というふうに、ぱらぱらに

学校区域によっ て違 う水道口径が使われておりま して、 やはり、電気料金と同じような問題が

実際にデー ターとして出ております。

わが日野市におきま しても、こ のよ うな実態が恐らく出てく るであろうとい うふ うに思う わ

けでございますが、その辺水道料金の節約の観点を含めまして、御答弁いただきたいと思いま

す。

さらに、 これは予算委員会でもかなり市長に、お尋ねをした点でございますけれども、 5 8 

年の第 3回の決算委員会で私はサラ金対策について市長にお尋ねをいた しました。市長の答弁

によりますと、一歩前進の施策をぜひ考えたいとい うお話でございました。その点多少しつこ

いようでありますけれども、最近々新聞でもサラ金対策については、サラ金=法ができた段階

でも依然と してそれに苦しみ、一家破獄に落ち入り、自殺というふうなことも大変多い記事が

出ておりますので、こ の辺再度お尋ねをしたいと思います。
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それから、次に、やはり第 3回の定例会でございますけれど点、地震対策についてお尋ねを

いたしました。いわゆる吹上地区の袋地対策でございます。この地域は日野台旭が丘の人口密

集地域と、全く同じような人口の密集した地域であることは、データ ーによ り明らかなわけで

ございますけれども、この辺の震災対策に対する、避難通路等を設けてはどうかというお尋ね

をしたわけでございますけれども、先般の予算委員会で小島防災課長より、やはり 1，0 0 0万

の費用で避難路を建設する予定があるというお話も承っておりますので、この辺の御検討をさ

れた結果を、お尋ねしたいと思うわけであります。

さらに住民健康診断について、私は広報のあり方についてお尋ねしたわけでありますが、こ

の辺一工夫あってもよいのではないかという ことで住民の健康診断の受診率を高める施策の方

法のあり方を問うたわけですが、その後御検討をされた余地があれば結果をお尋ねしたいと思

います。

さらに、高齢化社会に向けて、どのような対応策を日野市は今後とられているかということ

を、当時の福祉部長にお尋ねをしたわけでございますけれども、すなわち、東京都におきまし

て、高齢化社会に向けて、次々と新しい施策を打ち出しているわけであります。一つはディホ

ーム事業についての施策であります。第 2番目はホームヘノレプ事業の問題であります。さらに、

在宅寝たきり老人のためのケアセンター、さらに今回予算がついておりますが、痴呆性老人対

策、老人ホームの増設、いうことで打ち出してきているわけでございますが、日野市におきま

して、今後このような対策に対してどういうふうに取り組んでし 1くのか、その辺の見通しを簡

潔にお尋ねしたいと思うわけであります。

さらに、地震対策でこまかい点でありましたけれども、在宅寝たきり老人と、また、心身障

害者の御家庭のお持ちの方に対して、最近地震が多いわけでございますが、家屋内の事故の防

止のための施策ということで、-提案をさせていただきましたけれども、その提案の取り組み

もあわせてお伺いできればありがたいと思います。以上です。

O副議長(米沢照男君〉 夏井明男君の質問についての答弁を求めます。生活環境部長。

O生活環境部長(坂本金雄君〉 第 1点目の婦人問題懇談会の件でございますが、婦

人問題に取り組みまして社会活動を通じて、婦人の生活、地位の向上を図る運動を推進する目

的で懇談会は設けられております。御案内のとおり、 6人の参与さんと、委員を 15人以内で

委員会を結成してございまして 58年度昨年度は、市政 20周年記念の、パネルディスカッシ
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ョンのための企画立案、並びに準備、そして実施さらに実施後のアンケ ー ト整理など一連の仕

事をやっていただきました。そういうことで任期中のお仕事はそれにかかりっきりになりま し

て、御質問の婦人行動計画につきましては、今度新しく御委嘱申し上げる新しい委員さんにお

願いをする予定になっております。

それから、住民健康診査の受診率を高めるための広報活動の工夫でございますが、昨日の板

垣議員さんの御質問の中でお答えをいたしました、今年度から新聞折り込みを導入いたしまし

て、広報の二段溝えで受診率を多少高める方に努力をいたしております。

それから、避難路の設計というお話でございますが、予算委員会の折りに小島課長がお答え

しましたのは、第一武蔵野台、第三中学校についての避難路でございまして、お尋ねの東豊田の

避難路ではございません。東豊田の避難路につきましては、確か、東豊田緑地保全地域にあの

辺一帯がなっているところでございまして、そこに通過道路的な通路をつくって、袋小路をな

くするようにしなければならないわけでございますが、いま申したように、緑地保全地域に指

定されておりますので、大変むずかしい問題もはらんでおるわけでございます。今後も土木課

と協議をいたしまして、何らかの打開策を見つけ出したいと思っております。以上でござしぜす。

O副議長(米沢照男君〉 建設部長。

。建設部長(中村亮助君) それでは私の方からお答え申し上げるわけですけれども、

順序がへびとびになって恐縮でございますけれども、まず 2点目の、私道の整備促進対策でご

ざl¥まして、現物支給の補助の取り扱いというふうなことで、現在私の方でも っておりますい

わゆる現物、砂利等を支給する取り扱いの基準がございま して、この点につきましては御質問

の中にもございましたように、過去の議会におきまして、夏井議員さんから御指摘をいただい

た砂利敷のいわゆるサービスと言いますか転圧にしまして、ただ砂利を現場に配布するという

だけじゃなくて、その現場に配布した砂利をさらに、砂利敷工事の施行をできないだろうかと、

こういう御指摘だったわけでございます。

その後、私の方も内部で検討いたしまして、大体申請のかなり数としてはあるわけでござい

ますけれども、たとえば、砂利の支給量が 2 トンとか、 3 トンとかあるいは 4 トンとか大体そ

のくらいの平均でございます。その量と、それから私道の砂利を敷くために必要な延長距離、

これらを考慮しながら現在取り扱いをいたしておりまして、御指摘を受けた後、できるだけの

そういう敷設工事も同事にサービスするという方向で取り組んでおります。
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それから、次の電気料金の節約の問題で調査結果と今後の方策ということでお尋ねがあった

わけでございますけれども、電気料金につきましては御存じのように基本料金とそれから使用

料金の 2本立てにな っておるわけでございまして、 この合計額が電気料として、毎月電力会社

に支払われているわけでございます。

このうち、使用料金につきま しては、実際に使用 した電気量だけ支払うということであるわ

けですけれども、基本料金そのものの契約の問題がございま して、電気の容量に基づいたいわ

ゆる電気付加設備、電気照明だとかコンセント、あるいは電動機等の電気を使用する設備、こ

れらに応じました契約料金を設定をしておるわけでございまして、主として、学校だとか、あ

るいはその他の公共施設の建設設計のときに、それらの必要量に応じたいわゆる電気設備を施

しておるわけでございまして、そういう中で、ちなみに申し上げますと、いわゆる本庁のこの

庁舎あるいはまた、衛生処理場、これらにつきましては電力使用料が多いということで、特に

500キロワット以上使うということで、主任技術者を置いておりますけれども、この 2つの

施設を除きまして、さっき申 し上げま した学校を主体と した施設を対象にいた しまして、昨年

の 8月に現在の節約電気料と言いますか、基本料金の大体の調査をしてみたわけでございます。

そう しましたら、約 5，0 0 0キロワットぐらいで基本料金だけで概略試算をいた しますと、こ

れらの施設庁用の合計の電気料が約 8，0 0 0万ぐらい、というふうな結果が出たわけでござい

ます。 これらをひ とつ参考にいた しまして、本年の 3月に電気使用料の測定委託をいた しまし

て、その調査結果が現在出ております。

その調査結果を見てみますと、小学校が 19校、中学校 4校ございます。このうち除かれた

ものは一中だとかあるいは七生中学、ないしは三沢中学とか、三中、それらは現在増改築いた

しておりますので、電気設備そのものが変わってまいります。 したがってこれらを除きま した

学校、いま申し上げました小学校 19校、中学校 4校、あるいはまた、七生公会堂、それから

南平の体育館、三沢福祉センタ 一、それから高幡図書館、以上 27施設を対象にいた しまして

委託調査を行いま した。

その結果を見ますと、 3，73 5キロワットに対しまして、 2，894キロワッ トぐらいに節約できる

だろう、契約電気料でございます。というふうな結果が出ております。そういう結果を踏まえ

字三

まして、今後さらに契約変更に伴う改修費の問題も出てまいります。当面電気施設の不必要な

分と言いますかそういうものを施設そのものの中で改修を していかなければなりませんので、

そういうふうな調査につきましては、今後、現地調査を行いまして積算をしていきたいという

ふうに考えております。以上が電気料の関係でございまして、節約の関係でございます。多摩

市などの例もあるようでございますけれども、多摩市などではやはり 1，0 0 0万ぐらい年間節

約できるだろう、 しかし、それに対して、 電気設備の改良工事がやはり そのぐらし 1かかるだろ

うと、 しかし、 それは 1年で元がとれるということになるわけですから長い間にはかなりの金

額の節約ができる、こういう結果が出ております。これらを踏まえまして今後建築課の方でい

ま申し上げましたようなそういう施設をチェックをいたしましたので今後そういうふうな節約

に対する施設の改良に取り組んでいきたいというふうに考えております。以上でございます。

O副議長(米沢照男君) 答弁の途中ですけれどもお諮りをいたします。

議事の都合により、あらかじめ会議時間の延長をいたしたいと思います。これに御異議あり

ませんか。

C I異議な し」と呼ぶ者あり〕

0冨Ij議長 (米沢照男君〉 御異議ないものと認めます。よって会議時間を延長すること

に決定いたしました。

続けて答弁お願いいたします。教育次長。

O教育次長(小山哲夫君〉 お答えをいたします。第 1点目はl¥わゆる市民プーノレのわ

きですか、そこへいわゆる市民プーノレの会期中に売庖を設置 してそして、心障者のためにその

施策を講じるようにと、その後の検討はどうなっているかという御質問がございました。市民

プールにつきましては御承知のとおり、都市公園というこ とで河川敷でございますけれども、

建設省からお借り しているところでございます。現在市民プールの敷地が約 6，000平米ござ

います。構築物につきましては、都市公園法に基づきまして 2%以内ということでございます

ので、 その範囲内におきまして、大プーノレ、小プールあるいは幼児用プーノレ、脱衣室、ある

いはまた切符売り場、機械室ということで設けております。現在、プーノレの面積が 6，0 0 0平

米でいっぱいいっぱいでございます。なおかつ昭幸日 61年度までには、いわゆる建設省により

ます築堤工事の関係で市民プーノレが約 630メートノレほど削られるということで、昭和 60年

度にはそれに基づきましての改修工事を行うという計画でございます。 したがいまして、そう
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いった中での、いわゆる河川敷の中にいわゆる売庖を設置するということは、物理的にもちょ

っと不可能だろうと思います。

そこで現在もやっていますけれども、プーノレの開催期間中にプーノレの入り口が都道に面して

ございますけれども、それ入りまして、すぐ向 って両側に民有地がございますけれども、その

民有地の一角を現在でも、開催期間中開いておりますけれども、ある売庖を希望する方が、あ

すこにアイスクリ ームとか飲料水等の売庖を開いておりますし、たばこの設置販売機も設けて

おる という ことで、これは民有地を借りて設置を しておりますので、そういった関係の中での

用地を生み出す こと は可能じゃなし 1かと考えております。

それから第 2点目の学校関係の、いわゆる小中校の電気料の節約についての考え方について

は、ただいま中村建設部長の方からお答えがあ ったとおりでございます。考え方といたしまし

ては、一応小学校の方の関係からまず手をつけていくべきではないかろうかと考えております。

それから中学校関係につきましては、現在、給食、あるいはナイタ ー設備を設置している学校

もございますけれども今後ナイタ一設備の設置の問題あるいはまた、給食の施設を改築すると

いうふうな問題がございますので、そういうことを踏まえて考えますと、中学校は小学校の終

わった後、 しかもナイター設備、あるいは給食等の設置が終わった後のことを考えません とい

けませんので、中学校は小学校の後、できればやっ ていきたいとい うふう に考えております。

それからもう lつ水道料金の口径の問題が御指摘がございま した。

水道料金につきま しては、昭和 59年度の予算を見ましても大体 1億 5，00 0万から一億

6，000万程度の予算が計上されております。その中での一番大きな問題は、やはり水道の現

下の対応すべき問題といたしましては、非常に漏水が多うございます。そこでいま教育委員会

といたしましては毎年特に漏水の多い学校につきましては、集中的に漏水の検査等行いまして、

業者にお願いし、それに対しての給水管の取りかえ工事等行いながら、節水に努めておるとこ

ろうと思いますので、当面は、その漏水の関係の修理を図るということが、教育委員会の急務

であるというふうに考えております。それが終わりましてから、いま申し上げました口径につ

きましては、その後の段階で考えてまいりたいと いう ふうに考えております。以上でございま

す。

事乙

0副議長(米沢照男君〉 企画財政部長。

0企画財政部長(前田雅夫君〉 まず 4点目の東光寺河川敷の整備の思量しということでご

ざいますけれども、問題点はかなりありますけれども、特に大きな問題 3つにまとめま して御

報告を申し上げます。

まず八王子市との行政界の問題でございます。 これは、現在市が使っております 1万分の l

の地図を見ていただきますとわかりますけれども、八王子の方から日野市の方に少し突起を し

ております。この突起が現在谷地川の中間でとまっております。これは実際は、さらに東に伸

びているわけでございます。その証拠といたしましては、すでに、現地に、八王子市の水田が

ある こと からもはっきりしているわけでございます。 このまず行政界をはっきり しなければい

けないということでございます。どう してかと言います と、 将来日野市が仮り に野球のグラン

ドをつくると、いわゆる公の施設をつくるということになりますと、自治法の規定によりまし

て、八王子市と協議をすることになります。八王子市と協議をした中で、八王子市は議会の議

決を経て O、Kをするようになっ ております。こういう手続がひとつございますのでやはり行

政界をまず明確に しておかなければいけないとい うことで、現在八王子市と協議を進めており

ますO

ただ、この問題で問題点は現在民民の境が、不確定な部分がございますので、その辺から整

理をしてし 1かないと、行政界が決まらないと、いうような状況でございます。

次に、旧所有者の問題でございます。恐らくあの辺の堤防は大正の末期に築堤をされたんだ

と思います。現在の堤防でございますけれども。

そのときに旧河川法によりまして、民地を、国が、当時は東京都でございますけれども河川

にして しまったわけでございます。現在は法律、河川法からいきますと、無償で国が没収して

l ¥るわけでございますので、河川でなくなった場合には旧所有者に返すという法律になってお

ります。したがって、将来堤防ができま して廃河川敷になりますと、 自動的に、自動的と言い

ますか無償で旧地主に返ることになります。この返る面積がどのくら いあるかと言いますと、

ろでございます。

なお、そのほかに、節水こま等各蛇口につけておりますし、それから、各ノト中学校の便所の

関係でございますけれども、 トイレにつきましては特に休み時間等に使う関係がございますの

で、小使い室等に、いわゆる節水の措置を設けま して、 その時間中だけに水道を流すというふ

うなことで節水に努めておるところでございます。

お尋ねの口径につきま しては、まず節水の中での漏水の問題、これがやっぱり緊急課題であ
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かなりおおよその話でありまして恐縮ですが、新堤防ができて廃河川敷ができる面積がおおよ

そ 2万 8，000平方メ ー トノレぐらいでございます。そのうちの約半分はそういう土地であると

いうことでございます。現時点での建設省京浜工事事務所の見解は、築堤が除々に西に伸びて

おる段階であると、そうしますと築堤が完了すれば、そういう払い下げが出てくるわけでござ

いますので、いまの時点では、旧地主とある程度の話し合いをして、売買予約のような形で処

理をしておかないとまずいんではなl¥かと、そのような、いま話が出ております。そういうこ

とで、その辺の詰めをまず しなきゃいけない、というのがまず 2点目でございます。

3番目は、緑と清流を取り戻すという中で、それから、谷地川の河川改修の影響もあるわけ

でございますけれども、下せきを閉鎖をして、上せきから多摩川のいわゆる水を直接取水した

水を東光寺の成就院のところから下ぜきに落すという話がございます。この件についてはいま

まで議論には出ておりませんけれども、法律的なことをちょっと申し上げますと、日野用水が

観光水利権として上ぜき下ぜきから、それぞれの位置から取水をし、それぞれの水田に、いわ

ゆる受益をさせているということになるわけでございます。そうしますと、今度の下ぜきを閉

鎖をするということになりますと、下ぜきの観光水利権の放棄をしなければならないというこ

とになるわけでございます。要するに取水の放棄と、それから今度上ぜきから下ぜきの受水、

いわゆる受益の田んぼの方に水を流すわけでございますから、その受益面積の変更にもなるわ

けでございます。こういった法律的な整理を東京都、それから日野土地改良区、これは当然、市

が代行するような格好になりますけれども、それから建設省と、この三者で協議をし、まとめ

なければいけないという問題もあるわけでございます。そういった大きなもろもろの問題もご

ざいまして、今後鋭意解決に努力をしていきたいということでございます。

それから、 5番目の東光寺方面の地域の文化施設の問題でございますけれども、 5年後と、

前の企画財政部長がお っしゃったそうでございますけれども、いま夏井議員さんもおっしゃっ

ているとおり、恐らく、神綱電機の社宅の跡地の都営住宅建設用地を指しているんじゃな l¥か

と思います。これについては、さらには後で教育次長の方から、遺跡調査の今後のスケジュー

ノレ等について答弁があろうかと思いますけれども、できるだけ早く調査をし、都営住宅の建設

に合わせて、何か地域の利便施設と言いますか文化施設を併設するような形で、東京都にお願

いをしたいというふうに考えております。これはいま、日野市内の各地で都営住宅の建てかえ

を初めております。その建てかえの全体的な見直しを市と都で協議をしながらある程度まとま
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った、市が、地域の住民が、使えるようなそういう施設をこα也域につくっていきたいという

構想を前部長がおっしゃったんだというふうに考えております。そんな方針で私どももこれか

ら努力をしていきたいというふうに考えております。

それから、サラ金の対策でございますけれども、まず 58年の 11月 1日号で市民に警告す

るような形で Hサラ金禍、借りる前にー思案がというような見出しで広報の掲載をしておりま

すO

それから後、市民相談では、法律相談人権相談等扱えるものは扱っております。たとえば相

談に間に合わないというようなことで窓口に来る場合もございますので、そういうものにつき

ましては、東京弁護士会でありますとか、東京都の生活文化局、あるいは労働経済局、そうい

ったところで相談をしておりますので、そういうところへの相談のあっせんをしているという

状況でございます。以上でございます。

0冨Ij議長(米沢照男君〉 教育次長。

0教育次長(小山哲夫君〉 先ほど夏井議員さんから御質問の遺跡の場所がわからなか

ったものですから、私報告をしなくて大変失礼しました。栄町であるということであればこの

際私報告申し上げますけれども、栄町ということでございますか。(1 6番議員「そうです」

と呼ぶ〉

栄町のいわゆる都営住宅の敷地の跡地の遺跡調査の問題でございます。先般の、一般会計の

予算特別委員会の中でも福島議員さんから御質問がございまして、その際答弁しておきました

けれども、栄町のいわゆる都営住宅の跡地につきましては、約 2万 3，000平米ほどございま

すけれども、昭和 50年にいわゆる表面調査をして以来発掘が行われておりませんO

現在、その地域につきましては、土地が東京都の所有地でございますし、面積も非常に広大

な面積でございます。日野市の遺跡調査会では対応できません。東京都の落川|の都営住宅に 2

万 6，00 0平米ほど土地がございますけれども、これも東京都の落川の遺跡調査会つくってお

りますので、私の方といたしましては東京都の方に栄町のいわゆる遺跡調査会というものをぜ

ひ発足させていただきそして、その中で調査団を編成して栄町の遺跡調査を行うように現在東

京都の教育庁、並びに東京都の住宅局の方と折衝中でございます。現在調査団長の問題で手こ

ずっておりますけれども、調査団長がはっきりと決まれば、後の体制はほぼ骨子ができ上がっ

ておりますので私は近々のうちに、来週中にもそのことにつきまして早速、谷社会教育課長ともど

-1037-



も、その、ある大学教授のところへ伺いまして、その団長がどうなっているかということが、

緊急課題でございますので、折衝いたしまして、その結果を踏まえて団長が決まりますれば、

私どもといたしましては東京都住宅局並びに、 東京都教育庁の方にお願いいたしまして、

栄町の遺跡調査会をなるべく早い機会に発足させ、そして、発掘に取りかかってまいりたいと

いうふうに考えておるところでございます。以上でございます。

0副議長(米沢照男君〉 福祉部長。

0福祉部長(高野 隆君〉 次に在宅寝たきり老人と痴呆性老人の対策でございますけ

れども、この御質問にありましたように、寝たきり老人の介護者からはケアセンターの要求が

強いことは、ある程度はっきりしているように思います。

現在日野市で実施しておりますのは、立川の至誠ホームにショートスティを実施しておりま

す。

5 9年度に予算においては 764万円ほど計上しております。現在 10人ほどの保健婦と看

護婦で実施しておるわけでございますけれども、今後さらにこの施策は拡充が必要ではないか

というぐあいに考えております。

また、次に痴呆性老人の対策でございますけれども、先般総理府の発表しました老後の生活

の心理面に関する調査の結果が発表されておりましたけれども、ぼけに対する不安というのは

かなりの御老人が持っておられるということでございますので、市としてはぼける前の対策と

いたしまして、至誠学舎に委託をしまして、老人のディホーム事業を行っております。この事

業は東京都の補助を受けまして老人の活性化のために、都下の市が全国に先がけて、実施した

事業でございますけれども、 2 6市におきましては日野市と立川市が先駆的に行っております。

現在、当初は 24名の定員で 16名の方をお引き受けしておるわけでございますけれども、 59

年度予算においては 2，1 4 0万 4，000円を計上しております。この老人の痴呆対策は、いま

緒についたばかりでございますので、今後この事業の拡大につきましては、さらに実施する施

設をふやす努力も重ねていく必要があるんじゃな l~かと考えておるところでございます。この

ほかにも高齢者事業団によります老人の就労対策とか、ある l~はかしのき学級、あるいは、こ

とぶき大学、さらに老人会の活動、それからゲートボーノレ大会、等が一層活発に行われること

も、必要ではなし 1かと考えております。

さらに 59年度からは痴呆性老人のショートスティ事業を八王子の山水圏に委託しまして、
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2人分 90万円の予算で実施する計画をもっております。以上でございます。

次に、御質問のありました地震対策の中での家具の転倒防止について検討せよということで

ございましたけれども、これにつきましては寝たきり老人、あるいは身障者の家庭ということ

で災害に即応できない家庭にタンスガードのような器具を配布したらどうかということでござ

いました。このことにつきましては検討いたしましてともかく 59年度予算の策定の際にいろ

いろ要求いたしまして、 2 4万 9，0 0 0円ほど、予算をつけていただきました。これを当面は寝

たきり老人のいる家庭を対象に、寝たきり老人の訪問看護をする際に、いろいろと話をしたり、

あるいは広報で PRをしたりして、希望を集めまして配布することにいたしたいということで

ございます。家具は個人の所有に属するものでございますので、そう簡単にきずつけたりする

ことができませんものですから、一応御本人の了解をとりまして、それで希望配布をしていき

たいと、無料で配布するつもりでございますけれども、そういう計画でおります。

0冨Jj議長(米沢照男君〉

0 1 6番(夏井明男君〉

夏井明男君。

先ほどの心身障害者の方の職場づくり、ということについて

は、一つの例として私出したわけですが、ひとつ執念をもって職場づくりを確保していただき

たいと思います。

それから、高齢化社会に向けて、急速に高齢化に向っているという現実があるわけですけれ

ども、これに対してもすでにいろいろな面で障害が出ておるわけですから、その辺骨の太い施

策を実行していただきたいと思います。以上で 1問終わります。

0副議長(米沢照男君〉 これをもって、 1 9のし 5 7、 58年度の定例会等におけ

る質問事項よりその後の対応をただすに関する質問を終わります。

1 9の2、職員定数と市行政の今後を問うについての通告質問者、夏井明男君の質問を許し

ます。

0 1 6番(夏井明男君〉 それでは 2問自の、職員定数の問題についてお尋ねをしてま

いりますD

職員定数の問題は当然、市の人事の問題、さらには機構の問題に関係してまいりますので、こ

の点まで含めまして御答弁を求めたいと思います。

現在 1980年代に入りまして世界的な不況ということの中で、日本も総体的な安定という

ふうに言われておりますけれども、実質的な経済成長率は 39るから 4%に落ち込んでいると、
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国の歳入欠陥も大きな問題になっているということは御承知のとおりだと思います。

また、労働力人口の高齢化、高学齢化も進行しております。

さらに、また各議員からも指摘ありますように、最近の産業界における科学技術の発展もめ

ざま しい とい う状況にあ ります。

そういう中で公務員につきま しても、小 さな政府という ふ うな表題のも とで、 さまざまな議

論がある と思いますが、いま実際には定員の削減問題、定年制の設定、 退職金の抑制とまた、

公務の能率向上という ふうな形で、さま ざまな地方自治体で施策が とられているわけでありま

す。

こういうふうな状況を考えます と、 単なる定員の定数問題ということだけではな く、 新たな

人事管理の変革期にあるのではな l¥かというふうに位置づけることができると思うわけであり

ます。

実際にこの公務員の定数が多いんではなL可か という議論があるんですが、これはやはり国の

レベノレから考えていきませんと、これは簡単に一地方自治体で職員をむやみにふやしたからこ

うなったということは決 して言えないわけでありま して、これは最近の自治省の地方公共団体

定員管理研究会というところの、中間報告書が出ているわけですけれども、ここでもやはり定

員の管理の適正化を図る には、まずもって国が地方公共団体に対 して処理を義務づけているよ

うな事務、事業について厳しい再評価を行い、その整理合理化を図って定員増をもたらすよう

な施策を現に抑制を し、 職員配置に関する規制、関与の見直しによる廃止または緩和等早急に

講ずる ことが必要である、とい うふうに国の内部からも指摘があるわけですので、実際に地方

公務員の数について、単に数が多 l¥から、定員管理が適正に行われていないんだという ふう に

即断することはやはりできなし 1かと思います。

ここで、 実は、昭和 54年に日野市の職員の方 10名で人事と機構についてというアン ケー

卜を 150名の非管理職員の方にアンケー卜 調査を しております。

これは 54年の 10月の 11日にアンケート配布を 150部しまして、回収率 10 0 9るとい

うことなんです。それで 9月の 22日から 11月の 22日、 約 2カ月間 10人の職員の方が仕

事の終わった後で精力的に取り組まれたわけであります。

この中の課題といた しましては、 やはり職員の定数問題にもふれております。また、市長と

職員の関係についてとか、現行の昇任制度、いわゆる管理職試験についての当否を問 うとか、
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さまざまな角度から アンケ ー ト調査をいたしております。 実際にそれをまとめているわけです

が、やはり、ここで、このアンケ 一 卜調査を中心にして、質問をしていくのがより適切であろ

うと思いますので、この点を含めてお尋ねをしてまいりたいと思います。

まず、第 1にあなたの職場は満足できる状況ですかという質問が出ているわけですけれども、

その中で問の 11問、あなたの職場の人員についてどう思うかというふうなアンケ ー 卜調査が

ございます。

それによりますと、適当だと思うという方が 22. 7婦、 増員 して もら いたいと思うというの

が 54. 7婦、 それから課の事務の改善によれば減員も可能である と答えた方が 8.7%、何とも

言えないと答えた方が ]2. 7 %であります。

実際には、この報告書にも指摘があるわけですが、人口増に比べて、 かなり、助役から前か

ら答弁があるわけですが、市長の補助職、行政職についてはむしろ抑制をしているつもりだと、

そういうふうな取り組みでやっ ておりますと、いう お話があ ったわけであります。その点、現

在までどのような職員増がなされてきたのか、過去 5年間で結構でございますが、各、部、課

の職員増の、滅かも しれませんが実態を教えていただきたいと思います。

さらに将来の職員増の見通 し、 当然あると思うわけであります。すなわち、 これも前から議

会でも指摘されている点でありますが、たとえば、下水道の事業が進んでまい りますれば、当

然職員の増というものも出てくるわけでありますが、将来の予測としては、どのように職員増

を考えているのか、その辺の見通しをまずお聞き したいと思います。

0副議長(米沢照男君〉 夏井明男君の質問についての答弁を求めます。総務部長。

0総務部長(伊藤正舌君〉 第 l点目の御質問につきま して御説明いたします。

過去 5年間とい うことでございます。各部ごとに一応申し上げてみたいと思います。

まず総数でございますけれども、 5 3年の 5月 1日現在では 1，228人でございます。 5年

後の 58年の 5月 1日では 1，3 7 0人、プラス 142人ということでございます。以下各部課

の推移を申 し上げます。まず企画財政部でございますけれども、これにつき ましては組織等の

改革もございま したけれども 21人、 5 3年の 5月 1日現在 21人が、 58年の 5月 1日では

3 3人 と、プラス 11人とい うことでございます。その内容につきましては、企画課あるいは

広報課が総務部から企画財政部に移っ たという、こういう内容、それから市史編さん室が発足

したということ でございます。
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それから、総務部関係につきましては 79名、先に申し上げるのは 53年の 5月 1日現在と

いうことでございます。それから 58年が 58名、マイナス 21名でございます。これは先ほ

ど申し上げました広報課が企画財政部に移動したとこういうことと、安全対策課がなくなった

と、こんなような関係で、マイナス 21人という数字が出ております。次に市民部関係でござ

いますが、 124名で 135人、プラス 11人でございますが、これにつきましては七生支所

3人、資産税課が 5人、保険年金謀が 3人と、こういうことで増員になっております。それか

ら生活環境部関係でございますが、 5 3年 5月 1日では清掃部が発足しておりません。生活環

境部の中に清掃謀があったとこういうことで総数が 77、それで当然 58年 5月 1日では清掃

と生活環境部は分離しておりますけれども、比較の対照上 2部の合計を申し上げますと、 105

人ということでございます。そうしますとプラス 28人と、これは 56年に清掃部が独立した

と、こういうことで、 2 4動の焼却炉の体制がとられたと、それと生活謀の関係が新設になり

ました。そういう関係で 28人の増となっております。都市整備関係でございますが、 3 8人、

4 8人、プラス 12名これは区画整理課 6人、下水道課 6人、こういう増員の内容でございま

す。建設部関係でございますが 62人、 6 9名、プラス 6人、これ、管理課 3公園緑政 3と、

こういう内容でございます。

福祉部関係でございますが、 278人、 3 0 9人、プラス 31人ということでございます。

これは児童厚生員の関係とそれから高幡保育園の関係が増員ということで主な内容でございま

す。水道部につきましてはございませんo 63人の 63人、出納課につきましでも 13人の 13 

人、病院でございますが 157人で 174名プラス 17人、これはお医者さんが 3人それから

看護婦が 9人、その他各部署で 1名す、つ、とこういうことで総トータノレが 17名の増と、教育

委員会関係でございますが、 294人、 342名、プラス 48人ということでございます。こ

れは社会教育課の関係が 2人、中央図書館が 8人、小学校が 12名これは東光寺小学校と三沢

台小学校が発足したということで、増員でございます。それから中学校につきましてはプラス

2 3人、これは大阪上と平山中の給食の開始に伴うものでございます。与はが主な増員内容で

ございます。そのほかの議会、選管、監査、農業委員会につきましてもこれはプラスマイナス

ゼロということで先ほど申し上げました 1，22 8人の 1，3 7 0で 142人と、こういう増でご

ざいます。

今後の将来の見通しといたしましては、中学校の学校給食が始まると、こういうことで、こ
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れは単純に計算するわけでございますが、これにつきましては生徒数の推移等ございますけれ

ども、 4 5名ないし 50名が想定されております。まだこれは確定数字ではございませんけれ

ども。

それから、事務事業の増大と、こういうことがこれから、考えられるわけでございますが、

その主な部署といたしましては、都市整備部、区画整理関係あるいは下水道謀関係、これにつ

きましては増員をしていかなけれは、いけなし ¥0 それから市民部の関連もございます。それから

建設部等の関係につきましでも若干の増員をしてし 1かなければいけないと、こんなような現在

の状態でございます。以上でございます。

0副議長(米沢照男君〉

01 6番(夏井明男君)

夏井明男君。

この 54年の 150名の方のアンケー卜調査によりますと、

54%以上の方が増員をしてもらいたいということです。その内容をかなり分析していきます

と、一つにはこの職員の方の報告書の中にもあるわけですけれども、工夫によってはその事務

の増加量等を押えることもできるであろうと、いう話です。実際には矛盾した報告が入ってい

るわけですけれども、いままでの定数管理につきましては、この高度成長時代を通じた状態の

ままで安易に、一部では安易に職員数の拡大がなされてきたということも見逃し得ない実態で

はなし、かと。

さらに、いままでのような定数の査定に決め手となる基準がないということですが、この辺

については、自治省の方からも基準になるようなものを出しているようでありますが、定数査

定に基準となる決め手がなく、予算との聞に常にずれがある。と、職員の増員は組織機構の拡

大に合わせてもっぱら必要に迫られて行われ、十分なる検討がなされなかったように思われる、

ということであります。

そのための対策としては、定数管理の基本的な問題として、どのような内容の行政をどのよ

うな具体的な方法で行うべきかという詰めを考える必要があると、いうふうに報告しているわ

けであります。この報告の中にも先ほど職員の定数の増加についてお話があったわけですが、

さらに係、それから謀の増大も指摘しております。非常に古い資料で、このままの傾向だろう

ということでお話するわけですが、昭和 46年に課の数が 39あったと、 5 4年になってしま

うんですが、このときで 53、すでにこの間で 14の課がふえているわけであります。 54年

から 59年についてはちょっとデーターがありませんので、やはりふえているだろうというふ
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うに思います。

さら に、係について も、昭和 46年には 80あったのが 54年では 10 4ということで 24 

ふえているわけであります。

ここの報告にもありますとおり、従来の手法で、この職員の定数管理についての考え方を維

持していく こと は、現在の段階ではもうそろそろ検討の段階に入っているんではな l¥かという

指摘であります。それを人事の面、機構の面から職員の方がどういうふうな現場で悩まれてい

るかという調査があるわけでありますが、一つの参考という ことでお話するわけですけれども、

問の 6問として、現在の職場をどう思いますかという問l¥かけがあるわけですが、その中で満

足しているというのが 17. 3係、普通であるというのが 68. 7 %、不満であるというのが 13.3

係ということであります。不満の 13.3%の方の内訳としては、やはり人間関係というのが一

番問題になっております。その中にもやはり自己の適性が認められていないとか、仕事の量と

いう ことを述べられている方もあるわけであります。

さらに、別の角度から、あなたは全庁的に見て仕事量と人員の配置が適切だと思いますか。

という問いかけに対しましては、思わないというのが 65. 4婦、何とも言えないという方が

28%であります。

ですから全庁的に見て、これから考えていく必要があるんではな l¥かという傾向があるかと

思います。

さらに、現在係がふえ、業務が細分化されていく傾向にあるけれども、どう思うか、とい う

点でありますが、 これに対しては 24. 9婦の方が仕事 に応じて、 謀とか係をふや していくのは

やむを得ないんではなl¥かということであります。さらに 33. 3婦の方は、課とか係をふやし

ていくのは望ましくないけれども、現状からして、そのような対応しかあり得ないという答え

になっております。

これをまた、職場の理事者、管理職、非管理職の、縦割りと言いますか組織体として見た場

合に、どうい うふうに考えているかというアンケー卜でありますが、問の 18であります。あ

なたは、理事者、管理職、非管理職のパイプがスムーズに通じていると考えますか。という問

l ¥かけに対しましては、スム ースに通じていると言えないという方が 6割 l¥らっしゃいます。

わからないという方が 31. 3婦、スムーズに通じているとは思えないという方の内容を分析し

ますと、そのことによってあなたの仕事に支障をおぼえる ことがありますか、という問いかけ
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を、このスムーズにし 1かないという 6名の方に質問 しましたが、その方の中の支障をおぼえること

があったという方が 71. 6 %であります。いいえと答えた方が 24. 4 %、いうふうな状況も出

ております。

さらに問の 20としまして、 現在日野市で行われている昇進制度をどのよ うな形かと思うか。

ということに対 しては年功序列型であると答えた方が、 5 5. 3 %、実力主義であると答えた方

が 6.7%であります。わからないとい うのが 36 %であります。現行のこの昇進制度をどうい

うふうに考えるかという ことに対しては、満足しているという方が 7.3%で、不満であるとい

う方が 36 %、この管理職試験について採用をしていないわけでありますが、管理職試験につ

いてあなたはどのように考えるかということに対して、必要であると答えた方が 36%、昇任

条件としてはほかに勤務年数などを考慮すれば、管理職試験を採用 してもよいのではなl¥かと

いうのが 42%、あわせて 78婦の方がこの管理職試験については何らかのアプロ ーチをして

いるという実態が出ているわけであります。いまこの話をしましたのは、定数管理の問題につ

いては非職員、さらには残業等で対応をすることは、結局は市の職員の方に、市民の方にマイ

ナスになってくる部分もあるという意見もあるわけでありますが、中には、いままでの体制の

中でやっ ていたんでは定数管理は うまく し1かないということを積極的に述べているわけであり

ます。この報告書の締めといたしましでも、やはり、この市の機構改革、市の体制のあり方に

ついて積極的な取り組み方を市はしていかなければならないのではなし 1かという提言で終わっ

ているわけであります。

この点、市長はどのようにお考えになっているか。お尋ねをしたいと思うわけであります。

その上で長期計画をも って職員の採用計画を策定するという作業もスム ーズに出てく るのでは

ないかと思うわけでありますが、いかがでありましょうか。以上。

0副議長(米沢照男君)

O市長(森田喜美男君〉

再質問についての答弁を求めます。

市長という立場から、どうしても仕事に欲が多いものであり

ますから、内部に必ずしも満足という状況がっくり得ていないということには大変残念に思い、

また、これからの努力が必要だということを感じております。

今日特に財政問題もありますし、また市の発展のために取り組むべき課題がたくさんありま

すこと、並びにまた市民サービスはいろんな意味で時代の転換に常にマッチしていかなければ

ならない、こういう角度から考えまして、 もっと、機能性が高まる、そういう内部努力をしな
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ければならないことをたえず考え、また職員にも申しておるわけであります。

また、一面にこの職場にマンネリ的な気分がなしとは言えないということも、指摘できると

思っておりますので、より一層この定数管理という枠も尊重しながら、結論といたしましては、

やはり規律を守り、規律を守らせ、それから機能を高め、お互いが協力し話 し合うという信頼

関係をつくることが職場の活性化のためにきわめて重要だということを痛感をいたしておりま

すO

0副議長 (米沢照男君〉

01 7番(夏井明男君)

夏井明男君。

もう少し具体的にお尋ねをしたいわけであります。

もうこのアンケー卜は実施されて約 5年たつわけであります。市長もこの報告書の存在とい

うのは知っていると思います。かなりこのアンケートの内容にしましでも非常に微妙なアンケ

ートでありますD かなり率直な意見も入っているわけであります。ほかの市によっては従来ど

おりの定数管理のやり方ではこれからの市の行政の運営としては対応しきれないんではな l¥か

と、すなわち、職員が多いかどうかということは、実際には雰囲気的に論じられる部分がある

と、それを積極的に前向き に将来の行政と結びつけながら、 積極的な対応を しなければ市民の

方にもよく理解していただけない、という話が出ているわけです。この間の予算委員会におきま

しても、残業時間とい う時間数を出させていただいたわけですが、ある部署によっては 1カ月

300時間から 400時間コンスタントに残業時間と して出ている部もあるわけです。そうい

う心配も実際に出ているわけですから、さらにまた、かなりの市がこういうことに対して具体

的に対応していこうということで、プロジェクトチ ームと言いますか、研究班と言いますか、

そういうものをつくってやっているわけであります。この間の予算委員会の助役の答弁でも、

スタップ部問については充実をさせていこうと、きているんだというお話があったわけですが、

その辺、どのように今後取り組まれていくのか、 もっと具体的に言いますと、長期計画として、

職員の採用計画を立てておられるのかどうか、特にこれから 10年後たちますと、市の職員の

方もいわゆる高齢化と言いますか、 4 0代、 5 0代の方がかなり人数として大世帯になる構成

になっているわけですね、そういう点もありますので、もう少し考えのほどをお聞かせ願いた

いと思います。

0副議長 (米沢照男君〉 答弁を求めます。助役。

0助役(赤松行雄君〉 かわりましてわかる範囲で御答弁申し上げたいと思います。
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日野の定数でございますけれども、自治省等のモデルの定数の計算がございます。それ等を

参照してまいりますと、現在の日野の市立病院を除きますと、 1，2 2 6名の大体定数になるわ

けでございます。

各市によりまして、いろいろと行政のあり方、都市近郊でございますと、財政的に も恵まれ

ていますので、いろんな特質のある財政を展開しておるわけでございますけれども、その中で、

大きな病院だけは除きますと、日野の場合には 1，2 2 6名が、大体市の職員の数と、こういう

ふうに比較しておるわけでございますけれども、自治省の例でまいりますと、ただ単に近郊の

市と比べるんではだめなんだと、 日野と同じような要するに工業地帯である。あるいは、人口

も同じだと、いろんな、それから産業分類等も同じだ、こういうふうなところを比較してみた

場合、そうそう少ないわけではないと、そう少ない人数ではない、ちょうどそのモデルに適合

するぐらいの数になっておるわけでございます。こういう中で決算委員会で、いろいろと不足

を言われてきますので、われわれの方も税が足りているんだということ等も、 言えないわけで

ございますけれども、いずれ、自治省等の例と比べると、大体適合した定数になっておるわけ

でございますけれども、その中で非常に事務職員の不足というものが言われておるわけでござ

います。大体日野が 10年後 20万の市ということになりますと、現在の府中ぐらいの市にな

るわけでございますけれども、府中の現在の 19万の人口で職員の数が 1，6 0 2人でございま

す。大体日野もこの程度になるのかなあというふうに考えておるわけでございますけれども、

この中で、行革という形の中でございますので、やはり、これらについても大幅にやはり、今

後からしぼってし 1く計画が必要ではないだろうか。こういう中で、日野市の中で、いろんな要

するに民間委託の問題等ながめてみますと、一応清掃関係においてはし尿の汲み取りだとか、

ごみの収集等につきましては、よその市に先がけて民間委託をやっている、と、それから学校

警備につきま しても、 要するに委託だとか、それから機械警備、こういうようなことで、今後

起こり得るいろんな、新規事業につきましては、やはり委託のケースをふやしていくべきだと、

問題は学校給食でございます口やはりよその市と比べてみた場合、学校給食は今後の課題でご

ざいますけれども、これは教育委員会の中で、今後の謀題としてやはり合理化していく必要が

あるんじゃないだろうかと、こういうふうに考えているわけでございます。大体府中ぐらいの

定数を見込みますと、後 300から 370人ぐらいふえるゆとりがあるんではないだろうかと、

これをいかに合理的に、要するに、ここまでし 1かない形の中でもっと要するに覇気のある職員
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機構をっくり上げていくかと、こういうことでございます。現状の職員機構でございますけれ

ども、昭和 40年代に合併の当時に、福祉事務所がふえた というような一連の関連があるわけ

でございますけれども、 4 8年あたりからはずうっと押えて きているわけでございますけれど

も、これは低成長になったからでございますけれども、高度成長時代に相当ふやしておるわけ

でございます。その時代に優秀な若い職員が入りまして、係長さんになり課長さんになったと、

その後に入った方がなかなか係長さんになれない、課長さんになれないギャップがあるわけで

すねO これが志気の問題になっているんではなかろうか、あるいはアンケ ー トの要するに中に

出てくる意思表示になっているという大きな原因になっているんじゃないかと思います。やは

り、 これらの問題については、やはり、それなりにそういう人たちの意向というものをくんで、

ひとつの職員機構としては打開してl¥かなければならん、それらの 41年から入 った方たちが、

一つの要するに管理機構の中では上に伸びていけない、あるいは自分の才能なり、自分の市に

対する一つの考え方が職員参加 という形で発表できない という不満があろ うかと思います。 こ

れらは、どうしても早急に解決してl¥く必要があるんではないだろうか、そ うするためには、

ただ単なる昇進について年功序列だけ問題にするわけにはいかないんじゃないだろうか、そっ

いうふうに考えておるわけでございます。ただ、人事の年功序烈というのは、給与のやはり要

するに職員給与の裏づけになるわけでございますので、よよ相まった考え方の中で、いく必要

があるんではないかと、こう思うわけでございます。

将来の定数につきましては、大枠として、そう考えているわけでございまして、これを上限

としてやはり合理化していかなければならないんだ、と、それから覇気のある職員像をつく

って t¥く、それから、議会の中からいろんな提案があればすぐはね返るような、やはり対応を

図 っていかなければならないんじゃないか、 というふうに考えておるわけでございます。

0副議長(米沢照男君) 夏井照男君

0 1 6番(夏井明男君〉 最後に要望して終わります。前に職員の研修について質問させ

ていただいたわけでありますが、今回は職員の方の積極的な働き というのが、日野の市民の方

にはね返ってくるわけであります。そういう意味で組織の活性化という ζ とで質問をさせてい

ただいたわけでありますが、その大枠につきましてはやはり市の最高の責任者であります市長

が勇敢にひとつ取り組んでいただいて、新しい乙れからの生き生きとした日野市の職員体制を

つくっていただきたいと、また、責任もあると、いうふうに思います。以上です。

- 1048-

0副議長(米沢照男君)

に関する質問を終わります。

乙れをもって、 19の2、職員定数と市行政の今後を問う

2 0の l 倫理条例の制定などについての通告質問者、名古屋史郎君の質問を許します。

C 2 1番議員登壇〕

021番(名古屋史郎君 ) 倫理条例の制定などについてと題しまして、 政治と言

いますか、行政に携わる者のひとりとして、厳粛な気持ちであえて質問をさせていただきたい

と考えております。

乙の質問は主と して市長に対して行うものであります。また、関連の乙とがらについては、

助役あるいは総務部長にも少 し伺いますのでよろしくお願いいた します。

倫理条例の制定などについてという題名を出しましたととろ、 「何だい、その倫理って言う

のはJとか、あるいは「貧之人の発想だよねJと乙ういったような冗談まじりですが( r議長

選挙の乙とでし E う」と呼ぶ者あり)ありました。

私は、まさに、 ζ の貧乏人、あるいは持たざる者と言いますか、そういう立場での発想、ま

た、考え方をあえて伺う、誇りをもって伺う乙とができる数少ない議員であろうと、こういう

ふうに感じております。( r真実を言ってない」と呼ぶ者あり〉

私は乙の質問に対して、私ども 議員、あるいは理事者の、お互いの戒めとしての倫理問題を

取り上げているのでありまして、個人的にどなたがどう、乙ういった感じでなく、私どもが政

治に携わる者の姿勢として、どういう考えを持たなき ゃならないのかという点についての質問

でありますので、よろし〈お願いいたしたいと思います。

まず、市長に伺います。あなたは 3期 11年、市長を動められ輝か しい数々の業績を残 して

ζ られました。そして、過日の本会議において、 59年度施政方針を表明され、厳しい財政状

況の中で積極的な予算を組まれ、市民生活を守り市政発展に専心する決意であると、市政方針

に述べられております。( r間違いがあった」と呼ぶ者あり〕そして、去る 3月 31日、その

予算案も可決され、との市政方針に基づく諸施策は、それぞれ立派な成果が期待できるととは、

革新市政を支えてきたわれわれにとって大変 うれしいととです。しかし、市政のなさねばなら

ぬ施策は、本 59年で終わる乙と のない、大きな課題を抱えているととは、皆さんも周知のと

とであります。すなわち、下水道、あるいは区画整理、交通問題、福祉、教育などなど、いろ

いろの市民要望を来年以降も延々と続〈わけであります。そうした中で、先般の本会議におい

-1049-



て黒川議員から質問が市長にありました。 i来年以降の市政に取り組む市長の決意いかん」と

いうものでありました。答弁は、「本59年度中市政に専心する気持でいっぱいであるので、来

年のととは考える余裕がなく、結論が出ていないJという答弁でありました。私の乙のやりと

りを聞いていて、ち工っと不思議な気がいたしました。一般的にいっても、あるいは、との道

の、乙の時期に一年足らずの任期しか残っていない段階で、何と市長は遠慮、深い人なんだなあ

という感じがいたしました。革新市政の誕生から 今日まで、力いっぱいそれを支えてきた私に

とって公明党の黒川議員がせっかく与えてぐれたチャンスに、前向きの決意が示めされなかっ

たのは、大変残念でありました。日野市の公明党も一貫して革新市政を支えて乙られました。

黒川議員も、市長来期もがんばってほしい、そのためにどういう考えを持っているんだという

願いを込めての質問であろうと、私は考えております。私は多くの困難を乗り越えて、ぜひ続

けたい、がんばりたい、とのぐらいの決意表明がぜひほしかったのであります。

そして、最後に散りぬぺきとき乙そ、散るべき乙そ世の中の花も花なり、人も人なり、とい

う歌が奉げられるに及んでは、私は本当に複雑な気持でありました。

そ乙で市長に伺います。革新市政を願う市民、また、それを支えてきたわれわれに対して、

次期市政担当への心境あるいは決意、乙れをぜひと乙で伺いたいと 思います。まず第1.点その

乙とを御質問いたします。

0副議長(米沢照男君)

O市長(森田喜美男君〉

名古屋史郎君の御質問についての答弁を求めます。市長。

ζ れまで、いろいろな立場で支えていただいてまいりました

私どもの日野市民とともに行う町づくり、そのまた行政の展開であります。今年の行政テーマ

にもいたしておりますとおり、市民参加と、連帯でつくる市民自治という考え方でいろいろ考

えてみますと、やはり市民の御意思、市民の考えられると乙ろ、とれに正しく沿っていくとい

うζ とが私の進むべき道だと、いうように思っております。先日の御質問にまだ結論を持ち得

ていないというのは いちいちそのあたりのととを、まだ伺っておりませんし、それから支え

ていただいた方、あるいは批判をしていた方それぞれそれなりの理由が身にひしひしと感じら

れますので、そのあたりの乙とを十介見極めて決意をいたしたい、 ζ のように考えております。

もちろん、自治体行政はいつも申し上げておりますとおり悠久でありますし、それからどな

たがとの任に当たるにいたしましても乙の第二次基本構想を皆さんの市民の御意思によって定

めておりますので、そう特別な変化はないと思いますけれども、やっぱり物ごとの発想という
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ものは、かなり大き〈乙とをしわけてい〈、とういうととにもなるわけでありますから、はた

して、いままでの私どもが考えており ます、また、なるべ〈市民の御意見に沿って進めてまい

っております行政がなお支持されるかそのあたりのところはきわめて私は重要だと思っており

ます。もうしばらしいろいろな方ともまた相談をし、市民の方々の御意思を伺って、おのず

からの進む道を決めるべきだと、乙のように考えておりますので、そのようにまた御鞭撞を願

いたいと思います。( i了解」と呼ぶ者あり〉

0副議長(米沢照男君) 名古屋史郎君。

02 1番(名古屋史郎君) ありがとうございました。

次に、市政担当への意欲の問題は一応おくと いたしまして、 59年度の市政方針の表明の末

尾に、市長は、地方自治に携わる誇りと大きい意思を持って市民生活を守り、市政発展に専心

する決意、乙う述べられています。

乙れは市長の決意として一応了解できます。しかし、その前段に、職員一人一人が親切、清

潔、能率をモットーとし、行政組織としては規律、機能、協力の気風を高めつつ、 とあります。

私はいわゆる言葉じりに乙だわるわけではありませんが、乙の書き方ですと、地方自治に携わ

る誇りと、大きい意思が市長の政治姿勢の根本であり、あと使われている親切、機能、協力、

能率、清潔、規率、乙れ、すべて、すべてとの言葉は全部職員に求めるものばかり であり、市

長自身をど う律するのかの視点が全ぐ見られません。職員がいま厳しい状況の中で、おのおの

の持ち場で力いっぱい仕事に励んでいます。私はみずからの倫理確立あって とそ真の為政者で

あると考えます。( iそうだJiその通り」と呼ぶ者あり)先般も、遺跡調査会の使途不明金

問題が論ぜられました。私ども議員の乙と も含められて結構ですから、市長として、政治行制

を行うものとして、根底に持つべき政治倫理への考え方について伺いたいと思います。先ほど

申し上げましたように誇りと大きい意思、乙 れだけでは大変抽象的すぎますので、乙れに対し

ての考え方をぜひ伺いたいと思います。それはあくまで、どうすれば自分の倫理感と言います

か基本姿勢を現わすととができるかというととについての質問であります。どうぞよろしぐお

願いいたします。

0副議長(米沢照男君)

O市長(森田喜美男君)

質問についての答弁を求めます。市長。

ち 工っと文章がまずいのか、御質問の御趣旨は要するに、職

員とともに一致結束をして職員の気持を十分志気を高め、信頼をつくっ て、つまり、協力でや
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るべき乙とを何か侍大将の如く指揮棒でもって進め進めと言っているというふうにとられてい

る、そういうととかなあと、推測をするわけであります。そういう気持ではございません。職

員とともに、職員はもちろん補助職であり、常に考えておりますのは、仕事の片腕、パートナ

ーであります。職員のまた意思を十分大切にしながら、そうしてみずからをより厳しく堅持し

て、そして、いくととがとりもなおさず共通の道であり、またそのためにみずからを厳しく律

するという乙とはきわめて説得力のために重要な姿勢であると、乙のように考えております。

0副議長(米沢照男君) 名古屋史郎君。

021番 (名古屋史郎君 ) 文章がまずいからとられ方がという御返事ですけれども、

とにかく乙の市政方針の末尾だけを、その前段は、大変結構だと思います。最後のところで文

章云々でなく、どうその倫理を確立するのかというととが全然、ないわけです。したがってお伺

いしたわけで、私が乙の倫理、倫理と申し上げるのは、御承知のように、わが国でも一国の総理

大臣の犯罪が栽かれ、それに端を発し、政治倫理がやかましく論ぜられているときであるから

であります。そもそも乙の倫理問題は、市長の言われる ように、その 自分の気持の中でお互い

がしっかりしていればいいんじゃなし可かというように若干聞えますが、私はいま流行だからと

言 うんではありませんが、お互いに戒め合う、それを形にあらわす、という乙とが、いま求め

ら打てわるんではないか、こういう考えから、伺っているわけで、先般は閣僚の資産公開も行

われました。( r新自由クラブもやった」と呼ぶ者あり)( rそうだ」と呼ぶ者あり )最近で

は新自由クラブの代議士が婦人の分も含めて資産公開に踏み切られました。 ( i共産党もやっ

てみろJと呼ぶ者あり 〉私どもの身近かな新聞報道によって伊藤公介氏の資産の内容を知る乙

ともでき、大変身近かに感ずる乙とができました。乙のととは大変好ましい方向であると私は

考えます。

また、地方でも御承知のとおり、大変問題がたくさん起とっています。堺市では腐敗、汚

職の市政に住民の直接請求という形で倫理条例が制定されたのは皆さんも御承知のとおりであ

ります。お隣の八王子でも助役さんの逮補があった乙とは皆さんが御承知のとおりであります。

先ほど申し上げましたように、残念ながら日野市でも、職員による遺跡調査会の使途不明金問

題が起乙っているわけであります。私はよそごとではない、乙ういう立場から、乙の質問をし

ているわけで、先日、新自由クラブの田)11自治大臣が警官の銀行強盗、あるいは自衛隊員の発

砲事件などに対して、公安委員長として、乙う語っています。 rそれぞれの職場の規律の問題
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だと思うが、やはり政治に原因がある。政治の倫理を正さずに公務員の規律を正していくとと

はむずかしい、政治の信頼回復が第 1だ」ととういうふうに述べられています。私はまさにそ

の通り( rそうだ」と呼ぶ者あり)という感じがいたします。政治に携わる者の倫理確立なく

しては、私は行政の推進は望めない と考えています。私も市会議員になって大変長い間お世話

になっているわけでありますが、私ども市会議員に対しても一般市民と言いますか住民の方は、

市会議員さ んというのは大変給料もいいんでしょう、市役所へ行かれると 1万円ぐらいつぐん

ですか、いわゆる手当という意味で しょうね、そういうととを開〈人がいまでもおります。ょ

く身近かな方は私の生活ぶりなどを見て、そんな乙とは聞きませんが、聞かれる方もいます。

また、市長についても、あるいは助役さん、収入役さんについてもそうですが、相当いい月給

をもらっているんでしょう、 ζ ういうふうに思っている方もいらっしゃると思います。私は決

して高いとか低いとかいうふうに申し上げているんじ ゃありません。私は先日の本会議の中で

市長がどなたかの質問に対して、借金があるだけです。あるいは借金もあります。といったよ

うな問答をされているのを聞きました。私はとの市長の、それも市民じゃな〈私自身も信じら

れない気持で大変残念な、私どもの生み出した市長が借金に苦しんでいるなんて、それは大変

な乙とだというふうな感じがいたしました。しかし、乙のζ とはプライパシーの問題にもかか

わるととですから、ととであえてどうとうという質問はプライパシーに踏み込みすぎるという

きらいもあろうかと思いますので、ただ一般的に市民、住民たちが議員さん、あるいは市長さ

んという乙とに対してどんな感じを持っているだろうかという ζ と、また、職員にも住民にも

立派に見える姿勢を示してやらなければいけない、そういう意味で、先ほど申し上げましたよ

うに、質問をいたしているわけでありますので、誤解のないようにひとつお願いいたしたいと

思います。

そとで、市長に伺いたいんですが、先進地でプライパシーの侵害だとか、いろんな問題があ

って、大変議会筋で、乙の条例制定まで大変手間どったとか あるいはでき上がった倫理条例

に基づいた資産報告が不十分で非常に不透明な点があるとかいう、問題があるとかいうふうに

は私も聞いています。しかし、私は、先ほどから申し上げているように、との際、日野市でも、

議会も理事者も一緒になって倫理条例制定への動きをしていかなければならないんじ ゃないか、

乙ういうふうに思いますが、乙のととについての市長のお考え方を伺いたいと思います。

0副議長(米沢照男君) 質問についての答弁を求めます。市長。
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0市長(森田喜美男君) 政治家にはいろいろなレベルがあるわけでありまして、とれ

を重し、乙れを軽しという乙とはないわけでありましょうけれども、国民が政治倫理を求めて

いるのは恐らく、国会レベルの政治家という乙とではなかったかと思います。しかしながら、

人の風上に立つという立場でありますならば、乙れはみずからを厳し〈律するとともに、何も

覆い隠す乙ともないというガラス張りの生活をそのまま見てもらうことではないかと思います。

政治倫理がそういうと乙ろにだけ、私はあるというふうには考えませんけれども、市民の方か

らぜひそういう乙とが望ましいという乙とになればその乙ともおのずから、対象になる、課題

にしていい問題だと、乙のように思います。別段市民の方からそういう乙とをいままで聞いた

乙ともありませんし、市議会議員の市の行政に携わる者まで、そういうふうに求められている

というふうには、私は思っておりません。疑われているととはないと思っております。私らも

近所隣でおつき合いをしている方から、暮らしぶりを見ていただければ、おのずからわかって

いただける乙とと、乙のように思っております。みずからを省りみてやましいというような乙

とも全くございませんので、乙れは、市民の方々の御意思に基づき、あるいは議会でも何かそ

ういうととも街]検討いただくという乙とは決して悪くないと、乙う思っております。以上です。

0副議長(米沢照男君)

02 1番 (名古屋史郎君)

名古屋史郎君。

政治倫理を求められているのは国会議員クラスであって、

私どもには求められていないんだと、それから、そういう話も別に言われたととはなし功3ら、

別に表明する乙ともないんだという御返事を聞いて大変残念に思います。

次に倫理条例制定などと若干問題がずれますが、乙れも政治姿勢の問題として、市長の給与

に関する条例について若干伺いたいと思います。

市長は選挙で選ばれ特別職の最高の地位であります。日野市では 1人しかいらっしゃらない

わけであります。職員は先ほどのいろいろな答弁の中で千 2，300人ですか、そういう、いわ

ゆる全体に奉仕する公務員という身分であります。身分の違いは十分承知しているつもりであ

りますが、先般お隣の多摩市でとの三役の給与のカットの条例が提案をされましたが否決をさ

れました。いろいろな背景があったというふうに聞いております。ベースアップの市の職員の

ベースアップの抑圧の材料になるとか、あるいは議会への相談がなかったからとか、いろいろ

報じられています。私はとの乙とについてどう乙うという論評をするつもりはありません。多

摩市長はただ何かの方法でやっていきたい、乙ういうふうに言っています。 ζ の乙とは私はや
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っぱり政治姿勢を示すーっのあらわれだと思います。いい悪いは先ほど申し上げたように論じ

ません。いま、日野市の職員がおかれている立場は行革の嵐の中で退職金、ベースアップなど

厳しい状況におかれていますが、全体への奉仕者としての気持で日夜仕事に励んでいることは

先ほど申し上げたとおりであります。その職員の退職金は日野市職員の退職金支給条例の 9条

を見ますと、地方公務員法 29条あるし、は 28条、すなわち懲戒、あるいは免職の処分を受け

た者には支払わない、となっています。乙れで間違いがないかどうか、総務部長さん、あるい

は助役さんでも結構ですから、お伺いしたいと思います。まず市の職員の退職金の支給条例の

9条にはそう書いであるんですが、それで間違いがないかどうか、ちょっと伺いたいと思いま

す。( iよく条例読んだ方がいいよJと呼ぶ者あり )

0副議長(米沢照男君) 答弁を求めます。総務部長。

0総務部長(伊藤正吉君) 退職手当の支給制限ととうし 1う乙とで第 9条に、いま申し

上げられた条文が挿入されております。以上です。

O副議長 (米沢照男君 ) 名古屋史郎君。

02 1番 (名古屋史郎君) 乙れは職務上の義務違反、あるいは全体の奉仕者としてふ

さわしくない非行、その他があるようです。私はとのことはあたりまえというか、あたりまえ

だと思います。そとで、今度は日野市長の給与に関する条例について若干伺いたいと思います。

その 3条に退職、市長がですね、退職あるいは解職したとき、というふうな表現がありますが、

解職というのはリコールが成立をしたとき、のことを呼ぶのかどうか、ですね。それとあわせ

て、市長に職員のように支払われないという乙とがあるのかどうか、どんな場合でも支払われ

るのか、と、乙の辺を伺いたいと思います。( iリコール運動始まるんじゃないかJ iニクソ

ン大統領の退職金みたいじゃないか」と呼ぶ者あり)

0副議長(米沢照男君) 名古屋史郎君。

02 1番 (名古屋史郎君) それでは、ある市での、市議会でのやりとりで、乙ういう

のがあります。

乙れは議会だよりの一昔日ですが、現職市長を前にして失礼な質問かと思うが許していただき

たい。全国各地の市長汚職事件の報道があとを断たないが、汚職市長が退職する場合、正規の

退職金が支払われている 乙とは、市民の立場からして許されない。山形県の条例改正などを研

究して市長みずから条例改正の英断を示してほしい。乙ういう質問がされています。乙れに対
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して、その市長は、ま乙とに時宣を得た質問と思 う。山形県では、すでに一昔日実施していると

聞いており、十分調査して対応する、乙ういうふうに答えている例がある乙とを参考に申し上

げて先ほどの御答弁をいただきたいと思います。

0副議長(米沢照男君) 答弁を求めます。市長。

0市 長(森田喜美男君) そのあたりのこと はあまり研究したこ とはないんですが、

みずからが、不面目な事件を起こして、 退職するということがありますならば、私は制度があ

ろうとなかろうと、 自分でそのような処遇を受けない、そう いうこ とで対処 したいと思います。

( I市長はしない、そんなことは」と呼ぶ者あり )

0副議長(米沢照男君) 名古屋史郎君。

02 1番(名古屋史郎君) 大変答弁ありがとうございました。私は先ほど冒頭でお

断りしたように、個人をどうとうことではありません。いうふうにお断りをしてあるわけで、

ぜひ、この、いわゆる市長の給与に関する条例は研究していただきたい、というふうに私は思

います。 これで私質問を終わりますが、何か誤解に基づくような御返事もあったような気もい

たしますが、私は重ねて申し上げますが、お互いの戒め、みずからの戒め、このことを実行し

ていただく姿勢を、いまの森田市長に要請をして、その姿勢の下に、市民のためにこれからも

力強く前進されることを心からお祈りをいたしまして質問を終わります。

0副 議長 (米 沢照男君)

聞を終わります。

これをもって、 20の し 倫理条例の制定などに関する質

2 1の 1、神明上区画整理後の管理についての、通告質問者、大柄保君の質問を許します。

C 2 5番議員登壇〕

025番(大柄保君) 御苦労さまでございます。ただいま革新クラブの名古屋議

員さんの、本当にかたい、こち こちな質問の後、私は、ちょっとゆるやかなところでいってみ

ょうかなと、こういうふうに考えておりますので、議長から御指名をいただきまして、 一般質

問久しぶりであります。本当に。 2年間だまってだまっておりましたけれども、やっと、しゃ

べれる席がやってきたと、いうふうに小躍りまではしないけれども喜んでいるところでありま

す。どうぞよろしくお願いを申し上げます。

まず、神明上の区画整理後の管理について、ということでお伺いをしていきたいと思います

が、大変 10年も前の話をきょうも引き出しましてお尋ねをいたしますので、ぜひ、理事者の
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皆さん方、当を得た答弁をお願いをいたしたいと思います。

そこで質問に入る前に、私は日野で生まれました。日 野っ子であります。昭和 3年以降記憶

にある日野を皆さんに紹介しておきたいと思うんです。

昭和 9年、日野第一小学校に入りました。校長は古谷剛次郎さんでございました。南に仰ぐ

富士の高嶺、下にめぐれる多摩の流れ、教えの庭の朝な夕な、鏡とみなし山と川と、日野第一

小学校の、われわれがなつかしい校歌であります。 この皆さんのメンバーの、失礼ですがメン

バーと言わせていただきますと、福島議員さん、御指名でございます。谷議員さん、古谷議員

さん、それから滝瀬議員さんですか、奥住議員さん、馬場弘融議員さん、みんな一小の卒業生

ではないか、このように私は考えております。

その小学校の生活の中で、家に帰ると、終戦後は全部自分のものだというふうに思って餓鬼

大将ぶりを発揮をいたしました。桑の実をやたらに食うと腹を壊すぞ、病気になれば山の病院

に入れてしまうからと、祖母から言われて、こ の場所は l¥まの火葬場付近に病院がぽつんと一

つ建っておりましたことも思い出になります。その隣は焼き場でございます。あたり一面はう

っそうとした森林でございました。帝室林野局ですね。悪餓鬼と一緒に親分として遊んだとこ

ろであります。近くには八王子競馬場がありました。学校から帰ると駅前、これは l¥まの変電

所のところに古い日野駅がありました。そ こではずれた馬券を拾ってその枚数を友達と競った

ものであります。焼き鳥屋の臭いがいまも忘れることのできない思い出になっております。

昭和 12年に新甲州街道が現在のところに開通をいたしました。それと同時に日野駅も現在

のところに移りましたけれども、いまも旧態依然としたそのままであります。

それから古い駅の当時の駅員でですね、皆さん、折江さんという若い駅員がおりました。駅

長の命令を受けてその当時は、駅長さんの家のお風呂わかしから、あるいは子供の子守りから、

一生懸命に井戸水を汲んだり子守りをしておりまして、私もその若い駅員と一緒に話をしたり

したことがありますけれども、当時の駅長は本当に神さまのように偉い人なんだなあと、私も

子供心に思っておったわけであります。ところが、新しい駅に移ったと思ったら、ものの数日

たたないうちに、こ の折江若い職員が旧駅より、いまの新しい駅に初代の駅長として移ってい

った安藤駅長を一刺しで殺してしまったと、こういうふうな事件がありました。本当に血なま

ぐさいことを申して申しわけありませんけれども、当時の職制がどんなものか伺えるものであ

ります。
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もちろん労働組合はございませんで したね。

その次の日でした。登校途中、日野医者、日野さんですね、日野医者の前まで、その折江駅

員が負傷して医者に行くまで血痕をあそこにも ここ にもと、私たちは登校の途中数えたもので

あります。それもきのうのように覚えておる次第であります。

もう一ついたずらを発表しますと、 6年生のときでした。高幡不動にハトの子供を取りに行

って、金網に登ってお寺の和尚に見つかって、浅川|を渡って逃げて次の日であります。もう時

効であります。校長にしかられて高等科に進んでいきました。

昭和 1G年開戦と同時に日野も戦時色一色となって、それでも日野は山紫水明にすぐれてお

り、こんなふるさとはほかにはないなと思っておりました。友人の兵隊の志願、自分の海軍の

志願、大日本帝国はおれたち一人一人の肩にかかっているのだとの信念により切り抜けてまい

りました。武運ったなく昭和 20年でありますけれども、終戦、廃境と化 した東京、それでも

ふるさと日野は一部、多摩川、一中の付近に米軍の攻撃を受けたのみで昔の姿で残りました。

電気も管制がなく使える、やれやれであります。家の付近もそのままです。日野台地、大阪上、

豊田、南平、平山、高幡、百草、落川そのままで平和を迎えたのであります。

昭和 22年全町民の選挙で、自治体の長が、また議員が選挙をされて今日に至っていると思

いますけれども、日野では昭和 23年 7月 29日に執行された町長選挙からであります。

戦後の日野を現在に至るまで数々の理事者の皆さんによって、日野を住みよくするために働

いてくれたと思いますが、月日が過さて神明上の区画整理、昭和 40年から 41年に決定され

たと思います。

また、記録にされておりますがーこれからが質問いたすところと相なるわけでございます。

昔は家など一軒もないような畑でありましたが、家が一軒、二軒と開発業者によって開発をされ

て、日野駅に西口ができるかとか、これらのキャッチ フレーズによってどんどん家が建ち始め

ました。この業者、性名を本当のことを言うと何か差し支えがあると困りますので、大ぼら不

動産とでも言っておきま しょうか。現在の大坂上二丁 目、通称柳町であります。

質問として、どうして、その当時神明上区画整理地域から除外をしたのか、これをまず第 1

点の質問といたします。

質問を続けます。第 2点。区画整理地域と除かれた地域との境界の整理はいま現在、どうな

っているか。
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第 3点といたしまして、すでに保留地の処分は終わっていると思うが、現在、残地としてあ

ると ころがあれば、この場所と面積を教えていただきたい。

第 4点として、長期間かかった仕事のためにまず一番最初にやった工事試作分と、最後に工

事をした分との差があまりにもあって、そのために手入れをする個所が多く見られ、また、住

民の皆さんの苦情も多いところであります。たとえば側溝に高低がないために流れが悪い、側

溝にふたがないために、秋の落葉時期には詰まって困る。それから地域内の矢頭橋北風のとき

など、第七小学校の通学路にもなっておりますので、学童の通行に大変危険もあり 、これはぜ

ひ風よけを取りつける必要があるのではないか。この以上 4点についての御答弁をお願いをい

たします。

0副議長(米沢照男君) 大柄 保君の質問についての答弁を求めます。都市整備部

長。

0都市整備部長(結城邦夫君) それでは私の方から し 2、 3点の御質問につき

ましてお答え申し上げます。まず第 1点でございますけれども、 41年当時の問題でございま

す。この 41年の 10月の 1日に、神明上の区画整理事業の事業の認可が下りたわけでござい

ます。当時、この事業の決定をする段階で、御指摘の大坂上二丁 目付近がこの神明上区画整理

事業ーからどうしてはずれたのか、除外したのかという御質問でございます。私どもも、この41

年当時にさかのぼっていろいろと調べてみたわけでございますが、はっきりした資料、また、

文書として残っているものが現在ございません。したがいまして、口、口を頼りに聞いて歩い

たものを総合してみたわけでございます。その結果として一応推測できますことは事業の効率

的な執行上の面積といたしまして、当時考えられておりました面積は、 40万坪、これは 130

ヘクタール前後でございます。この程度の地域が事業執行上望ましいと、こういうことであっ

たようでございまして、この 40万坪というひとつの目安を設定いたしまして地形に考慮しなが

ら、定めていったというのが当時の考え方として一般的な考え方であるというふうに推測をい

たしてきたわけでございます。

その結果といたしまして、大坂上二丁目の一部が区域外になったというふうに判断をされま

す。

それから 2番目の御質問といたしまして、区画整理地域と除外された地域の境界の整理は現

在どうなっているか。全部済んだのかと いう問題でございます。この点につきましては、ちょ
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うど境界線のところ大坂上二丁目付近でございますが、地域界は、一応私道、私道が境界とな

っております。その関係上も現在残務整理といた しまして、こ の私道の整備を行っております。

私道と言いましても私道でございます。私道の所有者の方々から、その現在道路になっている

部分の寄付の申し出がございます。これに基づきまして私どもは現在残務整理といたしまして

処理を行っているのが現状でございます。関係権利者としては 16名、面積で 482平米の道路

部分の整備を行っ ております。

それから 3番目の御質問でございますが、保留地の処分は終わったのかという点でございま

す。保留地につきましては、すでにすべて処分をしてございます。それ以外に現在、残地とし

て、面積は土地が残っているのではないか、そういうものがあれば、その面積と場所、という

御質問でございます。

先生の御指摘のこの残地というのは、大坂上一丁目 20番地付近の高速道路の残地のことか

と思います。

高速道路の残地といたしまして、当時換地処分を行う段階で 296平米というものがござい

ます。これは一応市の方に換地を行っ ておりますので、現在としてはそういう残地はこの地域

の中にはございません。以上でございます。

0副議長(米沢照男君 ) 建設部長。

0建設部長(中村亮助君) それでは私の方から第 4点目の御質問にお答えを申

し上げます。

内容は 2つあるわけですけれども、まず側溝の問題でございます。側溝の改良の御要望でご

ざいますけれども、御存じのように神明上の土地区画整理事業が完了をいたしまして、区画整

理事業者から市が道路関係は移管を受けているわけでございます。その移管を受けるときに、

私どもの方も、それぞれ現場で立ち会いまして、不備な個所等については一応の修理をして引

き継ぎをしたという経過がございますけれども、御指摘のように道路のU字溝の側溝につきま

しては、幹線道路を除きまして区画整理区域の大部分に設置されておりまして、関係の放流ま

での延長につきましては、全域を考えますと、かなり長いものがあるようでございます。

そして流れの遮断されている場所等につきましては、当面清掃をするということで対応をし

ておりますけれども、側溝改修を必要とする個所につきましては、今後それぞれ御指摘の場所

については十分調査をいたしまして、検討をし、そして、改良をしていかなければならない、
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こういうふうに考えております。

それから 4点目の御質問の中のもう一つの内容でございますけれども、つまり矢頭橋のこし

板の設置の御希望でございますけれども、御存じのように、矢頭橋につきましては、昭和 43 

年に竣工をいたしております。その後危険防止のためにフェンスをつぎ足するような改良工事

を行っておるわけでございます。現在の橋そのものの構造的な面を見ますと、御希望のこし板

の取りつけにつきま しては、現在の構造上では技術的にかなり無理があるというような判断が

出てまいりますので、つまり 、こ し板をつけますと、それだけ足の受ける風圧があるわけでご

ざし 1ます。そういう意味で、風圧の強度の点で構造上若干無理があるんじゃないか、というよ

うな気もいたしておりますので、後段の構造等を今後検討しなければならない、そういうふう

に思っております。以上でございます。

0副議長(米沢照男君) 大柄保君。

02 5番(大柄 保 君 ) それでは順を追って再質問をいた したいと思います。

まず第 l点目の、あの場所が、地域が、区画整理の地域内から除外されたのはどうしてなの

かと いうことですね。これは 49年の 12月の議会にですね、私も地元の要望を受けまして、

そして質問をしているんです。 49年ですよ。もう、それから 10年たっているんですね。 10

年。だから 49年の時点でここに当時の中島武男都市整備部長ですか、お答えをいた します。

前々任者のときの時点でのことなのでございますので、わかりかねますが、想像として言つて

は大変失礼ですが、 恐 ら くあすこの地区の方が反対したからではなかったんではな~¥かと思い

ますね。恐らくあそこだけ残すと当然三角州だけが残るわけですね、そういう関係でかなり地

元へも PRをしたんじゃなかろうかと思います。前任者の方がいられたら答弁をお願いしたい

んですが。それからちょっとかっこをしてそれははっきりした方がいいよ、とどなたかおっし

ゃっているんでナよね。いまのは訂正いたします。わかりませんので、調べまして回答いたし

ます。これ議長さんのお話と、それから、私の質問とずいぶん古い話で申しわけないと思って

私も質問するのをちゅうちょしたわけなんですが、今度はちゅうちょしてないんですよ。大分

前のことになる時点で調べてというふうな こと で、私もあえてそれに対して遠慮することなく

ということで云々となっているんですがね、確かに、何か当時あったんじゃないですかね。市

長もわからない、だれもわからないとなると、 ( iこれは倫理の問題だ。Jと呼ぶ者あり)どう

いうことですか。地元ではこれを、真相を知りたがっているわけなんです。 10年もかかって
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いるんですね。だからぜひ何とか市側の実はこれこれこういうわけで、お宅のところは区画整

理の適用除外されたんですよと、いうことをひとつ地元の皆さパノにお話をしていただかないと

これは大変困るんですけれども、何とかひとつなりませんかね。当時の市長さんは、 40年 8

月 26日執行の選挙で当選された有山桜さんなんですけれども、残念ながら有山さん、いま、

呼んでくるわけにはいきませんので、ほかに何かかわってその当時のことを知っている方がお

られるんじゃないのかなあと、私はこう思っているんですが、どうでしょうか、 もし、その当

時の都市整備部長中島さんのおっしゃるのが前々任者のときの時点でのことですというからど

なたのー…・ー・(r議長Jr議事進行でちょっと」と呼ぶ者あり)

0副 議 長 ( 米沢照男君) 答弁を求めます。市長。

0市長(森田喜美男君〉 私も神明上区画整理区域の中に柳町が除かれているという

ことは本当にまずいことであるということをあとのことではありますけれども感じます。そこ

でどういう理由で除外されたか、推測すれば一応開発業者による不完全な市街地ふうな状況も

あったということもありますから、そういうことかなあとは思いますが、神明上区画整理の当

初、この事業の当初、かなり反対をする方もあったわけでありますが、もうーぺん記録等を調

べまして、できるだけ明らかにしたい。このように思います。

0副議長(米沢照男君)

025番 (大柄保君)

大柄保君。

1. ，ま市長がもうーペん洗い直して、調べ直してということ

ですから、ぜひ、この点については、理事者の皆さん方にお願いをして、はっきりしたことを

やはり地元に伝えてやらなければならない義務も私もありますので、ぜひお願いをしたいと思

います。それでどうしてというと、あの地域は藤林建設委員長の時代ですか、建設委員の皆さ

ん方に大変お世話になりまして、議会を通って採択もされております場所も真ん中にもありま

すし、そのはじには、今度は市の適用 70婦の補助をいただいて 30婦は地元の皆さんがお金

を出し合つての株式会社道路というふうな形式のものも同じ地域内にあります。それから、い

ま私が御質問をいたしました第 2点の区画整理区域と、除かれた地区との境ざかいの整理はど

うなっているかと、いうことで、いま都市整備部長が、答えてくれましたけれども、これも、

いま、土地を持っている皆さん方の寄付行為によって長いところではありませんけれども、 L

字構まで入って立派にそこも市費でもって工事がしてもらってあるというふうなことになって

いる地域なんです。ですから一つは補助金を使い、今度採択されたところは市費、公の市費で
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やっていただくと、それからいま一つは、 やはりこういうふうな区画整理のところの境界とい

うふうなところでもって、土地を持っている皆さんの寄付行為の場所というふうに大変入り組

んでおりますので、今度、また、どういうふうに進展をしてい くかわか りませんけれども、大

変不公平が同じ地域で生まれてくるというふうなことも考えない、と、それこそ大変なことにな

るんじゃないかなあと、私は本当に心配をいたしておるところなんであります。ぜひこの問題

等についても誠意ある市長部局の取り扱いをお願いをしておきたいと思います。

それから第 3点目のすでに保留地の処分は終わっていると思うがということですね、これは、

当然法律でもってやっている区画整理でありますから、いまごろ保留地が残っていたんじゃお

かしなものになってきて、さっきの倫理の問題にひっかかってくるというふうなこと、これは

本当によけ l'なことですけれども保留地がないのがこれは当然でありまして、現在残地として

あるところがあればというところですが、これも、いま部長のお答えどおりのところを私は指

摘したな、 と、こういうふうに思っております。

この利用方についてはどういうふうに市では考えておりますかね、これを一つ、いま 1回お

答えをいただきたいと思います。

0副議長(米沢照男君) 答弁を求めます。都市整備部長。

0都市整備部長(結城邦夫君〉 それでは私の方からただいまの残地であったところ、

これは高速道路としての残地でございますが、そこの、現在、先ほど申し上げましたように、

市の方にすでに換地でもって市の所有地になっております。ここの将来の土地利用でござし、ま

すが、ここの土地は非常に成形が悪いわけでございます。しかし面積としては 296平米ほど

ございますので、そこを利用するとすれば公園、あるいは公園としても児童が遊べるような公

園形態で利用してし 1く以外には、ちょ っと使いみちがなかろうかと思います。

将来の計画としてそういう利用方法も検討してみたいというふうに考えます。以上でござい

ます。

O副議長(米沢照男君〉

025番(大柄保君〉

大柄保君。

それでは第 3点目のいま、何とか児童の遊び場というような

ことで使っていこうというけれど本当に狭いんですね。ですからダストボッ クスを置けばもう

いっぱいじゃないかと思うんですよ。そんな小さなところなんですよ。部長現地を見てないん

じゃないかなと思うんだけれども、いずれにしても何とか、地元の方でもってあるいは使って
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もというふうな、本当にお話がございましたので、皆さんに、それはお伝えをいたしますので

どうかよろしくお願いいたします。

第 4点としての長期間かかった仕事のためにこれも建設部長、大変大きな広大な場所を区画

整理から引き継いだんであ って、これは当然、管理がむずか しいなと、えらい金がかかるなと、

こういうふうにお考えになるかもわかりませんが、ひとつ地元の皆さん方の苦情のないように

ですね、ひとつ本当の ことを言っ て、 大坂上の地区セ ンターであった市長の対話集会のときに、

この問題は市長の耳に入っているわけなんですよ。それをあえてここでもって私もお願いをす

るわけなんですけれどもね、相談の方はもう全部知っていると思います。うちうちでひとつ連

絡を密にとりながら、やって下さいよ。お願いをいたします。

それでは議長、この程度でね、 終わりま しょう。

0副議長(米沢照男君〉

る質問を終わります。

これでも って、 21のし神明上区画整理後 の管理に関す

2 1の2、市民会館オープンについて、 21の3、公害指導については、大柄 保君より取

り下げの申 し出がありますので、取り下げたい と思います。

次に、 21の4、交通安全対策についての通告質問者大柄 保君の質問を許します。大柄

保君。

025番(大 柄保君) それでは引き続いて、もうしばらく皆さんおっさ合いをいた

だいて、質問の2番目の交通安全対策についてということを質問させていただきます。が、御

案内のとおり、車社会の現在でありますね。道に出ると車、また、車とい うことで、 私たちは

一歩外に出ると当然のこと、道路交通法とい う法律によ って守られているはずですが、 どうし

てこんなに事故が多いんだろうなぁと、考えるわけであります。 4月 1日の市の広報にも市内

の交通事故激増と大きな見出 しで もって報道されておるのを皆さん御存じだと思います。市の

PRだとか、あるいは、警察の注意も守られないのではなl¥かと、残念に非常に思われるわけ

であります。折りから春の交通安全運動もただいま実施されておりま して、無事故を願って質

問をいたしたいと思います。

まず第 1点として、管理課で扱っております都市交通災害共済組合の日野市における 58年

度に取り扱った数は何件くらいおありになるのかということですね。

それから第 2点としては、交通安全対策協議会を予算面の上では年 1回開くということにな
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っているけれども、 1回でよいのか、どうだろうかというふうなことですね。

それから第 3点としては、カーブミラー、あるいはガードレールなど事故、自動車が故意に

と言っては何ですが、故意に壊すんでしょうね、何かのひょうしで、飛び出しちゃ って、破損

をされた場合の複修はどういうふうにおやりになっているかという ことです。

それから第 4点目として、これは国鉄、京王線にかかわる ことでありますけれども、市内を

通過する中央線と、京王線の第三種の踏切は何か所あるのか、また、このことについて、市と

国鉄、または関係会社と安全について話し合いを持っておられるかどうかということでありま

す。こ の問題については、予算委員会の中でも市の車にお守りがついているのかというふうな

御質問をなさる議員さんもおりましたので、ぜひ事故のないように願つての、私はこの質問を

いたすところであります。よろしく お願いいた します。

0副議長(米沢照男君)

0建設部長(中村亮助君)

大柄 保君の質問についての答弁を求めます。建設部長。

それでは逐次お答えを申し上げます。

まず、第 1点の都市交通災害の 58年度の取り扱い件数でございますけれども、これは大人

と子供に分けまして加入者が大人の場合ですと、 1万 5，906人でございます。 子供が 2万

3，513人、合計で 3万 9，41 9人というのが現状でございます。これの加入率でございます

けれども、当市の場合28%という結果が出ております。大変低いわけですけれども、ちなみ

に申し上げますと、 16市の平均が 32.2%というような結果になっております。それ からこ

の交通災害の適用を受けて見舞金の支給などの件数もあるわけでございますけれども、 58年

度におきましては 88件、金額にいたしまして 70 2万円でございます。

それから 2点目の交通安全対策協議会は、確かに予算の措置としては、年 1回ということで

予算措置をしていただいておるわけでございますけれども、やはり、春と秋の交通安全運動が

実施される前段に、いろいろ構成のそれぞれの分野から お集まりいただいて安全対策について

はるる協議をしていただいておるわけでございまして、そういう面からいけば、予算措置もや

はり年2回というふうな形が考えられるわけでございますけれども、一応予算措置としてはそ

っいうふうになっておりますけれども、自主的な活動として必要に応じて加わえさせていただ

くというふうなことになるわけでございます。

御存知だろうと思いますけれども、申し上げますと、構成につきましては協議会の規則がご

ざいまして、規則の 3条で、それぞれ現在 25名の方々を御委嘱申し上げております。
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議会からは議長、あるいは総務委員長、それから慣例によりまして、高幡踏切特男倭員会の

委員長、このお三方を御委嘱申し上げておりますし、その他、各種の関係団体の代表者とか、

あるいは行政機関の方たち、たとえば国道工事事務所の日野出張所長さんとか、あるいは東京

都の南多摩建設事務所長さんo あるいは日野駅長さんなど、市内や、それぞれ行政に関連のご

ざいます行政の方々も御委嘱を申し上げております。

そういうような構成で、さらには当然交通担当の日野警察署の関係では署長さんを初め、担

当の交通課長さん、あるいは京王帝都の高幡管区の管区長さん、というような交通機関の方も

御委嘱申し上げておるわけでございます。

内容といたしましては、規則第 1条で決められておりますように、それぞれの交通安全対策

に対る各行政機関なり 、団体相互の協力体制の確立を図ると いうふうなことや、あるいは交通

道徳、あるいは交通思想の普及徹底、そういうふうな問題、あるいは、道路環境の整備改善、

これらの課題を推進するために、いろいろ御協議をいただいておる機関でございます。

それから 3点目の反射鏡ゃあるいはガードレール、つまり交通安全施設として設置されてお

ります。そういう設置物が、破損をされた場合の事故の取扱いでございますけれども、それは

原則的には、やはり発生原因者の負担というのが原則になるわけでございます。

これは、 警察署の連絡、あるいは理事者の申告、あるいは、市調査等の関係でその原因が明

らかになって、ゃっぽりまいりますので、そういう点の原因によりまして、それぞれ御負担を

いただくというケースもございます。

それから 4点目の、鉄道の踏切の数、市内にございます、鉄道の、国鉄中央線と京王帝都電

鉄の踏切の数、特に三種ということでございますけれども、中央線につきましては 6個所、で

ございます。この内訳は、それぞれ道路に接続されておりますので、市道が5カ所、都道が 1カ

所でございます。それから京王線につきましては 12カ所ございます。こ れは道路別に申し上

げますと、市道が 15、都道が 2、その他私道の関係が 2っと、 トータルいたしまして 25と

いうようなことでございます。

それから、踏切対策の問題でございますけれども、昨年の 12月前後に 3件ほどの踏切事故

が国鉄中央線と、それから、京王線の踏切でございました。これは原因を見てまいりますと、

やはり無理な横断があったというのが原因でございます。警報器が鳴っておりまして、しかも

遮断機が下りていた、そういう状態の踏切を無理に車なり 、あるいは歩行者が渡ろうとしたと
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いう原因で、死亡事故につながっておるわけでございます。そういう意味で十分警告を発する

ような考え方をもっていかなければなりませんので遮断機にゅうらくつけるというようなこと

をしております。これは国鉄さんにいたしましでも、京王電鉄さんにいたしましでもそうでご

ざいます。ゅうらくというのは、ビニールのいわゆるのれんの細くしたようなものでございま

す。これに当たりますと感覚的に人間で、すからちょっといやな気持になるというふうなことで、

できるだけ、そういう遮断機の締まっているところを渡らないようにしていただこうというふ

うな配慮でございまして、これにつきましては、障害物の見知器なども含めまして踏切の事故

対策にそれぞれの施設をつけるような方策をしておりまして、ゅうらくの設置などにつきまし

ては、すでに京王電鉄につきましては、先に申し上げた踏切の全個所に設置が済んでおります。

それから、道路管理者といたしましては、踏切の注意看板につきましてはすでに設置が済ん

でおりますし、以前から済んでおるもので、破損 したもの等については、逐次新しいものに取

りかえていくというような方策も講じております。

それから道路と踏切の交差路の路面の補修等もやはり車の通行上必要ですから、そういう点

につきましては、来る 59年度で施行をする予定にいたしております。

それから危険個所の路面の表示等につきましでも、先日 59年度予算の中で御議決をいただ

きましたように、ただいま区画整理等につきましても、 1万 3，000メータの予算化をお願い

をいたしましたし、それから標識の設置につきましでも 13 0本、あるいは案内の標識等につ

きましでも予算をいただき 、さ らには学校のスク ール ゾーン の路面の表示塗装の設置、等につ

きましては、それぞれの予算の計上をしていただいておりますので、安全対策になおさらに、

ひとつ、 意を用いていきたいというふうに考えております。

0副議長(米沢照男君)

0 25番 (大柄保君〉

大柄保君。

わかりました。第 1点としての都市交通災害共済組合、これ、

さっき部長もおっしゃっておりましたけれども、皆さんもそう思われをと思いますが 28%と

いうのは本当に少ないですね。ですからこれはし 1ま少し、市民の皆さんにPRをする必要があ

るのかなあとこういうふうに私も考えておるところですけれども、これの募集というか、役所

の管理課に来なければ、この災害交通共済組合には入れないというふうなことのシステムをと

っているとするならば、つい市民の皆さんはおっくうになってしまうというふうにも考えられ

るんですが、管理課から出張して市内を回って たとえば地区センターなどを利用して申し込
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みを受け付けるというふうなことをやっておられるんでか。その点についてちょっと。

0副議長(米沢照男君〉

0建設部長(中村亮助君)

答弁を求めます。建設部長。

お答え申し上げます。いまお尋ねの件については、管理課

の窓口でもやっているということでございます。

やはり管理課の窓口でわざわざ本庁まで来るということは必要ございません。たとえば、 支

所の窓口、あるいは動く窓口、なども取り扱っておるはずでございます。

そして、また、 1年間の契約でございますから、切れる前には必ず御通知を申し上げて、切

れますからさらに継続をして下さいというふうな文書を差 し上げております。

そういう中でできるだけの P Rを図り、そしてまた、加入の促進を図る ような方法はと って

おります。

O副議長(米沢照男君〉

0 25番 (大柄保君)

大柄保君。

いずれにいたしましてもこの交通災害共済組合、 本当に300

円で 1年間自分の身の安全を保障していただけるというふうな簡易なことでもありますから、

せっかくそういうふうなシステムがあるんですから、もっと、パーセンテージを高くするよう

にできたら PRをどんどんしていただいて、やっていただきたいなということを要望しておき

ます。

2点目は O.Kでございます。

3点目のカーブミラー、ガードレールなど、 事故により破損、これらについてはやはり管理

課は大変だと思いますが、ある程度は市民の皆さんからの申告というふうなこともあるでしょ

うし、できたらばなるべく早くですね、こうしヴ事故が発生した現場があったらば、早く補修

をして、またもとのとおりに修復をしてもらうということが一番次の事故を重ねないような要

因にもなってくるんではないか、原因者、これはかまわず損害賠償取ってもいいわけなんでし

ょう。ですからそれらをどんどんやっていただきたいということを要望しておきます。

第 4点目、市内を通過する電車の踏切でありますけれども、これもいま部長の方のお話 しで

一生懸命になって踏切交通安全対策というふうなことをやっていてくれるというふうなことで

すが、これ、建設部長にお尋ねをするのか、あるいは教育長にお尋ねするのか、各学校等の取

り扱いというか、踏切の渡る児童の安全対策等については、どういうふうな学校長に対して P

Rをな さっているか、この際最後に一点お聞ゆをしておきたいと思うんですが。
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0副議長 L米沢照男君)

O教育長(長沢三郎君)

答弁を求めます。教育長。

踏切を通過する時点での学校長に対する指示と申しますか、

これは交通規則に基づいて対応するということは当然のことでございまして、そういう 信号の

ないところにつきましては交通擁護員ですね、 配置 して対応していると、そういう状況でござ

います。

0副議長(米沢照男君)

025番 ( 大 柄 保 君 )

大柄保君。

簡単に答弁してもらって、非常に私はありがたいと思います。

ぜひ、それらをひとつ学校の子どもたちにも電車災害等が起きないように皆さん一丸となって

やっていただくことを最後に要望いたしまして、今期の質問は終わらせていただきます。

また、この次の 6月でありますが、もっともっと古いものか出すかもわかりませんが、どう

ぞよろしくお願いいたします。

0副議長(米沢照男君〉

ります。

これをもって、 21の4、交通安全対策に関する質問を終わ

本日の日程はすべて終わりました。

本日はこれをもって散会いたします。

午後 7時9分散会
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午後 l時 35分開議

0議長 (高橋通夫君〉 本日の会議を開きます。

ただいまの出席議員は 28名であります。

一般質問を行います。

2 2のし恒久的な対策が望まれる市役所 ・市民会館の駐車場問題についての通告質問者、

小山良悟君の質問を許します。

C 4番議員登壇〕

04番(小山良悟君〉 持ち時間 1時間半でありますけれども、できるだけ皆さんの御

期待lζ ζ たえて短縮したいと思いますが、 これも成り行きでどざいますので、よろしくひとつ

御清聴のほ どお願い したいと思います。

今度新しく 市民会館ができる というととに伴つての駐車場対策の質問をするわけでありますが、

その市民会館、ととし起債がカ ッ卜 されまして、 5. 0 0 0万ほどの ζ とし はカ ッ卜されたわけ

でありますが、来年は 10億 600万の起債を予定している。 ζ の来年の一体、起債の制限と

いうのはどうなるのか、大変心配であるわけであります。もとを正せば、 ζれは公務員の給与

水準の是正を求めら れている。それに対してこたえてないというととでの制裁を受けるわけで

あります。役所の感覚っていいますか一一ーと市民感覚、われわれの感覚のずれをいろんな面で

感ずるものあるわけですけれども、乙 の給与体制とか、それから 、市民会館の担当建築課長が、

1 0カ月もたたないうちにかわってしまうとか、そういう人事異動の人材育成っ ていいますか、

そういった点での感覚、そういったものなんかは非常にわれわれ とは大きなずれがある。まと

とにおかしな不思議な世界だな とい うふうに思うわけであります。たった 10カ月で、都市計

画課長忙しでもそうですけれども、一体何の仕事をさせようとしている、イ可を覚えさせようと

しているか、どんな仕事をやっ てもらうつもりで任命し ているのか、はなはだ疑問であります。

もとも と人事異動というのは人材育成と、それから、組織の活性化を図る ために行われるべき

ものであります。現場の部長、課長の相談もなく、部課長が頼りとする業務に精通した人材を、

たとえば 2人、そういう業務に精通 した人材がいる として、 その 1人を残して 1人は新しい人

材を投入するならわかるんですけれども、 2人とも異動してしまう。 両足をもぎ取るよ うな人

事異動なんかもしているわけであります。とういった人材の育成っていう点についても、市長、

あるいは助役がどんな哲学を持ってやっているんだか全くわからないのであります。
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また、先般給食調理員のボーナスが、それを手渡す学校長より も高い という指摘があっ たわ

けですけれども、実際に給食の業務K携わるのは 180日、それで、 6 0歳を超える御婦人の

方の、調理給食員の御婦人の方ですけれども年収が約 620万、 1日3万 4.400円の収入っ

ていうか、手当になるわけであります。これを民間のわれわれの企業レベノレっ ていいますか、

企業感覚っ ていいますか、 民間の勤務条件で換算する と、 諸手当込みで月 lζ大体 82万以上、

月収ですね、年間 99 0万以上です。1.0 0 0万以上支払わなければならないことになるわけ

であります。給料というのは責任の範囲、比重K応じて評価されるのが当然、でありまして、 60

歳を超える御婦人で、 日野市の給食調理員の業務内容を、民間企業で評価するならば¥月iζ20

万円 くらいがいいととろであります。年収で 240万 くらいが妥当であろう と思うわけであり

ます。もう明らかに払い過ぎであるという ζ とが、われわれ民間の感覚で言えば指摘できるわ

けであります。零細企業で安月給に甘んじて、それでも苦しみながら市税を払っている勤労者

が聞いたら、怒り狂い出す話なのであります。即刻給与水準給与体系っていうものを改めるよ

う強く要求するものであります。

高度成長期の好景気のときに、 民間並みの待遇を求め、実現 させておきながら、民間が低成

長期になっ て、 民間並みに下げろと批判を受けながらも、それを改善しようとし ない市長、助

役、そして、それをさせまいとする職員組合の身勝手さに憤りを感ずるのは私 1人ではなく、

税金を支払っている市民だれでもが思うことであります。一日も早く不合理な給与体系、給与

水準を改めるよう、重ねて強く要望しておきます。

さて、 本題iζ入ります。市民会館が来年の 3月に完成し、 7月Kオープンという乙とで、ま

乙とに結構な乙とであります。結構でありますが、乙の市民会館、それから、市役所を利用さ

れる市民の皆さんの交通手段というのは、現状のパス網が不備でありまして、勢い自家用車で

来ざるを得ない、そういう乙とになるわけでありますo その自家用車を受け入れる来客用駐車

場の施設の整備に非常に不安を抱いてい るわけであります。需要台数に対する確保台数が非常

に少なし、。現在は、民間所有地を借りて一時しのぎをしておるわけでありますけれども、将来

に向けて乙のことが大きな懸念を持つわけでありまして、その点について当局側も真剣に対応

していただきたいというふうに思うわけであります。現在、すでに設置されている駐車場は、

庁用車は 3力所に分散して 80台、来客用は 5カ所に分散して 187台になっております。現

在でも皆さんも御存じのよ うに、 市庁舎の周辺は不法駐車の車でいっぱいでありますo 私自身
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も、今議会でも何度も地下の駐車場lζ入れな くて、あっちとっちうろうろした経験あるわけで

どざいます。交通安全上からも、さらに都市美観の観点からも好ましいことではなく、 しかも、

市民の生命と暮らしを守らなければならない自治体自身が、道路交通法違反駐車を出させるよ

うな状況に追いやっている ζ とは重大な問題であります。乙のまま放置するという乙とは到底

でき ないわけであります。 将来的な増設計画を聞きましたと ζ ろ、来客用で 52台を予定して

いるというととでありますけれども、現在でも庁舎内外lζ不法の駐車がたくさんありますんで、

乙れが、 5 2台ができても、そういう車を収容するにとどまるんではないか。また、数的に取

りそろえただけで も、駐車場っ ていう のはいろいろな、何ていいますか、 ドライパーかたぎが

ございますんで、物理的に用意してあればいいっ ていうだけじゃ済まないわけであり ます。現

在の乙 ういう状況に、市民会館がオ ープンしますと、 300台くらいの駐車場を必要とするわ

けでありますけれども、仮iと 52台、これから民有地を借り て用意するにしても、 200台か

ら250台は最低必要である、乙 のように思うわけであります。

市役所周辺も、どんどん市街化されつつありますし、土地の高度利用に拍車がかかつ て、用

地確保もむずかしくなります。また、現在借り てい る民有地も、契約更新ができなくなる事態

が発生する乙とは必至であります。そういったととから、ひとつ駐車場の件について、ただつ

くってほしいという乙とだけではいけませんので、いろいろ私も真剣に検討し、試算してみま

した。

その前花、先ほど数だけ物理的lζ用意すればいいっていうもんじゃないという ζ とを申し上

げましたけれども、道路 l本隔っただけでもめんど うくさくなる っていうととろが正直なと乙

ろであります。 したがって、駐車場っていうのは、やっぱりその建物に附属して設置するのが

大原則でありまして、そういった点、心理的なドライパーかたぎ っていいますか一一ーいった点

も十分に理解してほしいと思うわけであります。 ζ ういうドライパー自身の心理を理解するた

めに、市長に一番いいのは、現在設置されている駐車場で、そば屋さんの後ろの方にある駐車

場が、来客用で一番遠い場所になっており ますけれども、いま現在の市長の車は庁舎の真下に

ありますから、雨が降ろうが雪が降ろ うが全然そういう 困難性はないけれども、その辺のとと

ろは率直に感じてないかもしれませんけれども、 1度ひとつ試しに大村庵の後ろの方の駐車場

児、市長自身、車をそちらへ置かして、そこ まで歩いていかれ て、 ひとつ試してみていただい

たら、 ドライパーかたぎっていうのは、よく 理解できるんじゃないかと思います。
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さて、いろいろ駐車場どうにかならないかという ζ とで、私、盛岡の公園の地下にできてい

る駐車場なんかも見に行ってきたんですけれども、なかなかむずかしいようであります。たと

えば、一つの案として、庁舎を背中忙しまして中央公園に向かつて左側の一面花、駐車台数が

228台で床面積が 2.200平米、とういう規模の駐車場をっくりますと、建設費が 1台当た

り約 300万かかつて 6億 5.0 0 0万の費用を要するというととであります。それから、もう

一つの案としては、やはり庁舎を背中にしまして、右側の手前ではなくて奥の方K設置した場

合に、乙れは 24 0台で床面積 3.024平米。乙れは、 l台当たりが 343万、建設費が約 8

億円 という金額になります。乙の 1案、 2案はし、ずれも問題がありまして、一つκは、 建設費

がとにかく高いという乙とであります。乙れが非常にネックであるという乙とがまず指摘でき

るわけであります。それから、中央公園は、それなりの設計ですでに完成しているというとと

でありますし、それを損壊するととは経費のむだを招くという、行政改革の折からそういうと

とも許されない。さらに、公園の美的バランスも損ねるという欠点もありますので、中央公圏

内iζ設置するととを、 ζれは断念しなければならないなぁというふうに思ったわけであります。

じゃあ、 しからばどうしたらいいんだろうということでいろいろ考えまして、結局、行き着

くと乙ろは、乙の庁舎の裏の現在の駐車場を立体化するしかないという結論に達するわけであ

ります。との駐車場の計画でありますけれども、 3階建てっていいますかーー にしまして、駐

車台数が合計で 241台、 1台当たりの建設費が 185万円、合計で 4億 5.0 0 0万というこ

とになるわけです。乙の方法が一番安上がりで、市民の要望iζζ たえる施策ではないかなとい

うふうに思うわけであります。

予算がないからという乙とで難色を示すかもしれませんけれども、それから、民有地を借り

て手当てしているというふうなととを言うかもしれませんけれども、民有地は分散しておりま

すし、いつまでも借りられない。あくまでも場当たり的な対策κすぎませんので、やはり恒久

的な対策を立てなければいけなし、。市民会館、市役所を建てた以上、また、新民会館を新築す

るからには、当然、の乙とながら附帯設備として設置しなければならなし 1。また、その責任を問

われるのは当然、のととでありますから、ぜひこの件Kついては真剣に取り上げていただきたい

というふうに思うわけであります。 この駐卓場対策について、ひとつ市長の考えをお聞かせい

ただきたいと思います。

0議長(高橋通夫君) 市長。
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0市長(森田喜美男君〉 乙の市民会館、あるいは庁舎に伴いまして、駐車場の必要性

っていう乙とは、乙れは申すまでもありませんO そζ で、乙れまでも説明してきておりますと

おり、周辺の民有地を借り上げて一定の台数が駐車できる面積を保有しようというのが、いま

やっている仕事であります。一時は、いろいろと借りられるかどうかというととについて心配

もしておりましたけれども、近どろ、むしろ借りてくれという方の御希望が多くて、ありがた

いやら、あるいはどういうふうな考え方を持つべきかという ζ とで検討を進めておると ζ ろで

あります。具体的なととは担当の方から説明するといたしまして、いずれは一番便利のいいと

乙ろを用地を買い上げてし、く、あるいは駐車施設をつ くっでいくという乙とに進むべきだと患

っております。

いま御指摘の庁舎の北側、乙れに人工地盤をつくりまして、一定の車台数を保有しようとい

うのは、すでに検討もいたしております。それから、職員の駐車場も必要でありますし、将来

の庁舎周辺、 ζ のことの駐車場もあわせて、また、将来の増棟介、棟をふやすというふうな ζ

ともあわせて、なるべく用地を潤沢に確保しておくととが望ましいと、乙のように考えており

ます。当初から申し上げておりますとおり、営業的iζ地主にやっていただく駐車場、あるいは

借り上げて施設する駐車場、乙 の両様の方法で必要な保有台数面積を賄いたいと、とのように

考えております。また、その ζ とはだんだん実現しつつありますO

0議長(高橋通夫君〉 企画財政部長。

0企画財政部長(前田雅夫君〉 市長のいまの答弁に対して、ちょっ と補足も恐縮で

ございますけれども、いま小山議員 さんから、庁舎の裏の駐車場の立体化というととで提案が

ござl¥ましたけれども、乙の庁舎の敷地は、市民会館、それから、 ζ の庁舎をつくるという乙と

で一つの敷地として現在考えております。それで、乙の庁舎をつくるときは日影規制の問題が

なかったわけでございますO 乙の土地の建ぺい率、客積率は 60の 200でどざいます。庁舎

をつくっ た後に日影規制ができまして、 乙の建物が法律上、日 影の関係で不適格になっており

ます。違反という乙とじゃどざいません。そういう乙とで、市民会館をつくるときに、それら

の手続をいたしました。その結果、法律的iど容積率が 200どざいますけれども、使える容積

率は 3分の 2でどさ います。現在市民会館をも含めまして、おおよそ 3分の 2の容積率を使っ

ております。 したがって、裏の駐車場の立体化という ζ とになりますと、当然建物になります

ので、建築基準法上無理だという ζ とでどさいます。
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0議長(高橋通夫君〉

04番(小山良悟君)

小山良悟君。

しからば、いま市長は裏のあれも検討しているというふうな答

弁ありましたけれども、その辺のととろはもう少し、じゃあ正確に答をいただきたいわけであ

ります。

それと、それならば、それはそれで…...。しかし、いまのばらばらに民有地を借りて駐車場

対策をしているけれども、そのままでいいのかっていうととをもう少し真剣に考えていただき

たいと思うんです。幸い忙して、たとえば今回契約してくれる地主がいるっていうととであり

ますけれども、 5年後、 1 0年後![継続して契約してくれる保障はないわけであります。遺産

相続とか、あるいはいろんな御都合で処介される、あるいは、何かで利用されるというととも

出てくるわけですから、当然将来駐車場の確保という乙とは非常に困難になってくるわけであ

りますから。また、市民会館を建てる際、国庫補助を断った理由の一つl亡、市長が、ぐずぐず

していると諸物価が上がって建築コストが高くなるからという乙とも ζ の場で申し上げている

わけですから。駐車場においても、そういう ζ とであれば同じです。もっ と早く、とにかく早

急に恒久的な駐車場対策っていうものを考えてほしいという乙とを強く要望しておきます。私

は、あとの質問の方lζ 力を入れて入れたいと思いますんで、乙の件Kついては強くそういう乙

とを要望 しただけで終わらしていただきます。

0議長(高橋通夫君〉 小山良悟君の、恒久的な対策が望まれる市役所・市民会館の駐

車場問題は ζれで終わります。

次iζ、 2 2の 2、高校用地買収に関し、残された諸問題についての通告質問、小山良悟君の

質問を許します。

04番(小山良悟君〉 市内 3校目の都立高校誘致が内定した乙とは、市民にとっても

大変喜ばしい ζ とであります。市長自身も、用地買収直後は確たるめどもなく私の追求に対し、

とにかく 当面は都立高校誘致のため、最大限の努力するしかないと悲壮な決意を述べておられ

ました D 事実、当時の東京都は全くその意思がなく、当初八王子を予定していたが、急拠交通

の便利性等の問題があって日野に変更したといういきさつもありまして、日野市民も森田市長

も、ま乙とに運がよく御同慶の至りであります。

さて、結果がよければすべてよしというわけにはまいりませんO 高校誘致そのものは素直に

喜びたいと思います。がしかし、乙の用地の買収のあ り方iごついてはなお追求せざるを得ない
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のであります。なぜならば行政の執行がすべて人さまのお金で賄っているので、行政を負託し

ている市民の立場としては、預けたお金が効率的花、かつ正しく運用していただかなければ因

るわけであります。また、絶えずチェックもしなければならないからであります。そういった

観点から、 しつ ζ いなというふうに思われるかもしれませんが、あえてまた質問をさしていた

だくわけであります。

まず、質問の第 1点は、乙の売買の市側の交渉担当者名と、相手方の交渉担当者名、それか

ら、松村前理事長の退任の理由、それから、現助役が現在も理事長職にとどまっている理由、

私の間違いでなければ、いままで助役が理事長を務めているっているケ ースがなかったような

気がするんですけれども。助役という業務も大変でありまして、あえてまた現理事長にとまっ

ているっていうかーーいう理由についてもお伺いしたいと思し、ます。

それから、第 2点は、 5 7年 3月 18日、鈴木独歩と木住野さんと、新日本エンタ ープライ

ズの国井.草野両氏があいさつに来庁したというととですが、どういう内容のあいさつか。そ

れから、 3月 20日、エンタ ープライズの国井、草野の両氏、清和土地の森氏、富士銀行江戸

川支庖の北山氏が来庁し、現理事長一一一助役ですね、それから、用地課長と今後のととで協議

したという乙とでありますが、その際、清和土地と富士銀行の役割りをどのように紹介され、

受けとめたかお答えいただきたいと思います。

それから、 質問 3点目であります。開発公社の運営でありますけれども、日野市土地開発公

社の定款があるわけですが、私は、今度の高校用地の買収事業ですけれども、乙の定款に違反

しているんではないかというふうに思うわけであります。と申しますのは、乙の 16条 iζ議決

事項という乙とで、各事業年度の予算、事業計画及び資金計画、 ζ れは、理事会の議決を得な

ければならないとなっておるわけでありますけれども。しかるに、実体は、実際に取引額も提

示して、実質上買収を決定した上で理事会K諮っ ているわけであります。 57年の 3月 5日の

公社の議事録を見ますと、そのように受けとめられるわけであります。その際、各理事からい

ろいろ懸余する発言もあったけれども、当時の理事長は、乙の土地は国のマスタープラン、裁

判、進入路、造成、資金、排水などの問題について話し合ったが市長の買収の気持ちが変わっ

ていないという説明をされたわけであります。つまり、理事会の議決にかける とき花、もう市

長自身の買収の意思が変わってないっていう形で意思表示しているわけであります。結局、 ζ

のときに議決したととになるわけですけれども、乙の事業をする前i亡、との事業lζ取り組む議
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決をしなければいけないんじゃないかというふうに思うわけであります。したがって、乙の事

業に取り組むに当たっては理事会の議決を必要とするのではないかというととと。いきなり経

過を説明しているということであります。そういった点で、乙れは議決事項として、事業計画

というものは理事会の議決を得なければならないという乙とでありますから、もっと乙れは問

題点のとらえ方が全然、違うわけでありまして、事業を進めておってて、あとは金を払う契約す

る段階であるという形で理事会に諮るっていうことは、乙れは、開発公社の定款に違反してい

るというふうに指摘せざるを得ないのであります。

それから、 質問の 4点目 は、国土利用計画違反についてでありますo ζ の国土利用計画法違

反については、私が 57年の第 1回目の臨時議会のとき K追求 したわけでありますけれど も、

ζ の国土利用計画法に基づく違反っていいますか一ーという乙と Kついての処置は、その後ど

のようになったか御答弁をいただきたいと思います。

それから、 質問の 5点目でありますが、日野市財産価格審議会要綱というのがあるわけです

が、今回の取引においても、以前にも指摘された乙とがありますけれども、事後承認の形、追

認という形もあり得る という市長の答弁であります。 しかし、乙れも ζ の要綱を見ますと、明

確に違反している、乙のように思うわけであります。市長は、 5 6年の 12月定例会で、すで

に所有者である鈴木独歩氏と、すでに金額を提示 し、交渉を進めております。具体的な交渉に

入っておりますと、乙うろうふうに答弁しているわけです。乙のときには、まだ財産価格審議

会が開かれてない、かけてないわけでありますo かけてないKもかかわらず、具体的K金額を

提示して交渉してい るっていうことは、じゃ、どういうことか っていう乙とであります。しか

も、この要綱には第 2条に「審議会は次の各項lζ掲げる事項について、各事務局の要求lとより、

乙れを審議する」という乙とで「市において購入売り払い、また、交換しよう とする不動産の

価格K関するとと」とういう ζ とになっているわけです。つまり、購入しようとするっていう

乙とは、まだしてないという乙とであります。購入する購入しようとする、あるいは購入した

ものっていうんであればわかりますけれども、これは、要綱の精神から、意味からしても、購

入して後から財産価格審議会なんていう乙とはナンセンスでありますから、当然購入しようと

するものについて、価格が適当であるかどうかを財産価格審議会にかけるのは当然、の乙とであ

ります。したがって、乙れも明確な要綱違反をしている、指摘せざるを得ないのであります。

乙の点についての見解を求めます。
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次化、 5 8年の 3月 31日の「自社協だより JIc出ておるんですけれども、新日本エンター

プラ イズが社会福祉協議会に寄附行為をしているわけでありま すO 乙の金額が、と の寄附行為

自体が「え ーっ 」というふ うな感じでちょっ と驚か されるわけでありま す。なぜならば金額が

非常K大きい、 200万円でありますO 日野市に本社とか営業所がある企業ならば、それはそ

れなのに納得できますけれども、 日野市には全然縁もゆかりもない、たまたま今回高校用地の

買収で、かかわり あいになった業者でありますけれども、とのとかくのえたいが知れないと言

われる会社の行為としては、きわめて不自然、な行為ではないかというふうに思うんですがo 乙

の寄附行為について市長はどのように受けとめてい るか、御答弁をいただきたいと思います。

次iC、担IJ量問題であり ますが、 私は、 ζ の測量問題については声を大にして厳しく指摘せざ

るを得ないのでありますD 当初、七生損1):量が測量した 57年の 1月 30日に完了した測量、新

日本エンタ ープライズが提出した笑担1)図でありますけれども、 この面積が 6万 5，39 0.5 3 

平米。じゃあそれが正しいかどうか検証しよう として、 3 4万 3.0 0 0円の費用をかけてレー

ザ一光線で日野測量社に検証させた。 57年の 4月 8日完了でありますo そして、その後乙 と

しの 3月 30自に完了で、 日野技術開発というととろに再測量さしてい るわけ ですo とれが 6

万 5.5 3 2.9 3平米 と、平米数が変わっ てきてい るわけですが、 ζの費用が 540万かけて

あるわけですD 先日も、 ζ のζ とiζついて議論がありましたけれども、私は、現iζ面積損1)量が

ふえたか らまあいいとか、少ないからどうだとかいう、そういう ζ とを議論するつもりはない

わけであります。

乙の担Ij量の問題では、市道大里 3号線を誤買収、間違っ て買収した 67.4 6平米、それから、

墓地の計算を公簿で 29平米で出したけれども、実測してみたら 11 4. 1平米、誤差が 85. 1 

平米あったと、 ζ ういう乙とであります。 ζ のζ とKついては多い少ないっ てい うんじゃなく

て.秩序ある正式な手続手順というものを、地方自治体であるならばとっていただきたい。 ζ

れが市民の願いであるわけであります。 ζの金額は 172万 230円、つまり市道lどついては

当然市の土地を含めて買ったんですから、それは返還求める、乙 れは当然であります。それか

ら、墓地の問題でありますけれども、公務で 29平米引いてやってい るかけです。実測したら

1 1 4. 1平米だっ ていう ζ とでありますから。乙れはどう いう乙とかっていうと、 計算上は、

墓地の地主iζ対して計算上では 85. 1平米返さなきゃいけないわけであり ます。そうする と、

8 5.1平米というのは市は損害するわけです。 85. 1平米、計算上で損害するわけです。した
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がって、どういうことかっていうと、それは、新日本エンタープライズにその分余計払ったと

いうことになるわけです。そういうことでありますから、その点についても当然エンタープラ

イズK対して 217万 50円を余計に支払っているわけですから、当然、乙れは請求しなければ

ならないわけであります。ただ、再測量でふえた面積があるというととでありまして、乙れが

3 6 3万1， 2 0 0円という乙とであります。差し引きますと面積差による市側の損というのは

2 5万 9，0 8 0円ですけれども、問題は、乙の再担IJ量の費用 540万。結論を先K言いますと、

565万 9，0 8 0円は新日本エンタープライスーに返還を求める費用である という ζ とであり

ますO

どういうことかといいますと、実視IJの問題ですけれども、 実担Ijの費用 というものは売り主が

負担するのは当然であります。常識でありますO 幾ら面積があるかわからないけれども買って

くださいなんて。あっそうですか、買いましようなんでいう世界はどと Kもなし、乙れだけの

面積が確実にあります。測量士の印鑑もある正式な実視Ij図があります。乙の面積で買ってくだ

さし可。そうですか、それじゃあ買いましようというのが普通の取引でありますO したがって、

その測量の費用を、また測量して、それを日野市が負担するっていうのは全く納得できないわ

けであります。

そもそもおかしいのは、実測担Ij量で売買しますという答弁しているわけですけれども、実担Ij

測量であるのにかかわらず、実担IJ測量で売買っていう乙とであるのに、実演Ij図に墓地の分は公

簿から号|し 1たっ ていう、それを提出しているわけです。その段階で、おかしいじゃないかと。

実測図で、実測売買 という乙とだから、 墓地についても実測しなきゃ いけない。正しく面積を

出して、きちっと確定測量して、きちっと測量が完了して正しいものにして、そうしたら買いま

しようというのが普通であります。まずそ乙 tc今回のずさんな糸口といいますか、があるわけ

であります。全体の面積を実演IJで、墓地のと乙ろを公簿でやるなんでいうのを、それを認めて

買うっていう考えがおかしいわけで、すO

それから、乙乙の不動産取引の売買契約書っていうののコピーがあります。乙の契約書であ

りますけれども、 日野市が、いま明らかに契約違反一一一エンタ←プライス。が契約違反をしてい

る、それを黙認して、出さなくてもいい経費を出している、出そう としてい る。現実には測量

させましたから金を払わなきゃいけませんから出そうとしているわけですけれども。どういう

ことか申しますと、乙の契約書第 1条では「乙の土地の売買面積は実視Ij面積とする」と、乙う
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色、

なっているわけです。したがって、墓地の部分も実測しなきゃならないわけですから、公簿が

入っているという乙とは、これは契約違反であります。とれがまず第 1点。

第 2点は、境界の確認っていうのが第 5条であるわけです。 i乙は、第 3条に定めるとの土

地の引き渡しまでに隣地及び公共用地、道路、水路等との境界線及び境界点を、隣地所有者の

立ち会いの上、甲に明示し、甲はそれを確認する」 ζ れは、両者一体何をやっているんですか

というととを、市民としては怒りたくなるわけであります。つまり、乙ういうことをきちんと

やっておれば大里 3号線のように、市の道路を間違って買収するなんでいう乙とはあり得ない

わけであります。 ζ の点が、 ζれは双方ともとの契約書に基づいてないという、違反している

という乙とが指摘でき るんじゃないかと思いますが。

さらに、一番問題とするのは測量の問題であります。第 6条、先ほど私は、売り主がその測

量費を持つのは常識であるという ζ とを申し上げましたけれども、その常識だけじゃなく て、

ζ の契約書にもちゃんとうたってあるわけなんです。第 6条に「乙は一一(乙という乙とは新

日本エンタ ープライズであります〉自己の責任と費用負担において一一(ちゃん と明確に書い

である〉隣地所有者立ち会いの上、との土地の測量を行い、その結果を測量図及び関係資料を

添えて甲に提出し、甲の承認を受けるものとする」 ζ うなっているわけであります。 ζ の契約

書から見ても、現在、日野技術開発に再測量さした というとの行為は、との費用負担は、新日

本エンタ ープライズが負担するのは当然であります。何で乙れを日野市が、 ζ の経費を負担し

なきゃならないのか、 ζれはもう絶対に納得できないわけであります。乙の点について理事者

側はどのように対応されるのか、明快な答弁をいただきたいと思うのであります。

それから、 ζ 乙でついでに指摘しておきたいんですけれども、乙 ζ は助役の答弁であります。

全くふざけた答弁をしているなんていう ふうに私は思 うわけであります。どういう乙とかとい

いますと、こういう答弁をしているんです。 iレーザー光線による新しい測量方法で大つ、かみ

な地積を検証して、とれで間違いなし'0そのときの職員が、要するに古い測量方法で出された

地図でどざいますけれども、市の方で検証しましたときは、出されたものよりも、つまりエン

タープライズが出してきた実測図よりもふえるというふうな、ある程度の確信を持っているわ

けでございます。 ζ れは、乙とだけの話にしてもらいたいんですけれども」乙んな答弁をして

いる。とんでもない話であります。

その検証は何のために検証するか。その実測図が正しいかどうかを確認するために 34万
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3， 0 0 0円の経費をかけて、市民の税金を使って検証しているわけであります。それを、その

段階で当たってない、ふえるのを確信をしていた。助役がそんなと とを言うのを見て、と んな

情けない話ありますか。 あの名高い、名高いというか悪徳悪名高い新日本エンタープライス¥

聞いていたら怒るかもしれませんけれども、 ζ の会社は大変な会社だ、 したたかな会社だって

いう とと は助役自身も言っ ているんですけれども。そういう会社を相手にして、そのしたたか

な会社を相手にして、 ζ の会社をだますつもりなのかっていう乙とですね、日野市が。その上

手を行乙うっていう乙 とですか。だからー…・( Iそれを言いたか った」 と呼ぶ者あり〉そのと

おりです。だからめちゃくちゃなんです、やっていることがすべて。そのときにきちんと、こ

れではだめだ、ちゃんと正確な測量図を出せと。向乙うの新日本エンタープライズの正式な測

量図、費用を持たせて出させれば、今日 ζζ で再測量して 540万も測量費用を持つなんて、

ばかな乙とはないわけであります。 ζ 乙にも市側のずさんさがあらわれているわけであります。

( I市長が持つんじゃないんだ、個人の金じゃないんだ」と呼ぶ者あり)乙の点についても助

役の一一時間がありませんので乙の点は結構です。乙れは指摘だけにしておきますけれども、

ζ の点についても大いに反省を促したいと乙ろであります。

それから、質問の最後になりますけれども、市長が IC¥ろいろ質問の中で、要するに、誤り

を規正という指摘をいただいていると思っておりますO したがいまして、もうしは、らく時間を

かりまして、責任ある結末をつけますから、それまでひとつ信用していただきたいという乙と

でお願いいたします。開発公社を、また、監督する立場でございますから、責任ある処理をい

たさせますJと、とういうふうに答弁しであるんですが、 ζ の「責任ある処理」とは事務的な

ミスを正すだけなのか、みずからの責任も含めて、責任のあり方まで明確にするのか御答弁を

いただきたいと思います。

以上です。

O議長(高橋通夫君〉

O助役(赤松行雄君〉

小山良悟君の質問についての答弁を求めます。助役。

まず、第 1点でどざいますけれども、助役が理事長を兼任して

いると、こういうととでどざいますO それで、野目前助役の場合には3カ月ほどでございました

けれども、私、ちょど定年で退職しました後でどざいましたので、専任という形で開発公社を

3カ月ほど専任したわけでどざいます。その後、助役になりましたので、兼任という形でどざ

いますけれども、退職した後、市の中で退職した方の中で、乙れを専任していただける方がお
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れば、私のケ ースと同じような形で、兼任という形で、市の方の方向としては専任という形で

お願いしたいと、 ζ ういうものでどざいますけれども。そういう専任の形がとれないものでご

ざいますので、私、兼任しておるわけでございます。助役の方の仕事も大変でござ いますので、

おっしゃるとおり本当は兼任というよりは専任というケースの方が、 一番それぞれ責任持って

専門に当たる止いう方がべ、タ ーなわけでどざいます。

それから、いろいろと 57年の 4月に、買収する前に独歩と木住野さんが来た ととでござい

ます。それから、その後、 富士銀行というものも来た ζ とがあるわけでございますけれども、

買収前に木住野さ ん等がお見えになりましたのが、 市長のとζ へお見えになりまして、市の方

で買収してほしいと。乙ういうふうな、当初は寄附したい、あるいは市の方で買ってくれない

かというふうな申し出でスタ ー トしたものでございますので、 5 6年の暮れに木住野さんなん

かお 見えになったときは、 市の方でぜひ買っ てほしいという ζ とと、市の方で提示しました金

額というのが鑑定士にかけました 2万 5.5 0 0円という数字でございます。そういう数字なも

のでどざいますので、もっと上げてほしいというふうなこと等が 56年の暮れになって、 草野

さん、鈴木独歩等がお見えになったときの話の焦点でどざいます。

それか ら、 3月になり ましてか らお話がどざいました富士銀行等が見えましたのは、金融業

のこ とで、 市には別にかかわりがあるわけじゃございませんけれども、国井なんかと一緒に来

たわけでございます。国井なんかの方の、エンタープライズの方の都合か何かで一緒に富士銀

行等が見えたんじゃないかと、乙う いうふうに話は聞いているわけでございまして、 じかにい

ろいろ と話を細かく開いたわけ じゃございません。

それか ら、その続きでどざいますけれども、開発公社の運営が定款に違反しているんじゃな

いだろうかと、 1 6条違反じゃ ないだろうかと、とうい うととでどざいますけれども、理事会

を開いたのが 4月の 13日でございま す。ですから、新日本エンタ ープライズから買 うという

前でどざ いますので、そういうふうな違反はなか ったんではないかと。もちろん、その前にい

ろいろと理事会へかける前に鑑定評価とか、いろんな準備行為はしているわけでどざいます。

準備行為なんかか ら見れば違反だというような趣のようでどざいますけれども、松村清栄理事

長の時代か ら、私の代になってからも、鈴木独歩との、要するに取引の成り行きについては、

そのときそのときの理事会に、その経過については、お話しているというふうな ζ とでどざい

ますので、そう一概に違反だというふうには考えておらないわけでございますO
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国土利用法につきましては、 乙れにつきましては都市整備部長の方に御答弁をお願いしたい

と思います。

それから、財産価格審査会。乙れにつきましては、 4月 9日に開いておるわけでございます。

それで、 4月の 10日に野巴委員長から報告をいただいていると、乙ういうふうな乙とでどざ

います。乙れにつきましでも、理事会の前、あるいは契約の前でございますので、やはり形式

上の違反という こともないんじゃないだろうかと、 乙う思うわけでございます。

それから、自社協への寄附というのは、あとで大下事務局長の方から聞きましたけれども、

その当時はエンタ ープライズが寄附するというこ とについては、われわれ何も知らなかったわ

けでございます。相当大きな取引したからという ζ とでしょうか、社協の方へ福祉のためとい

う乙 とで寄附したようでございます。乙れは、あとで承知したわけでございます。

それから、測量問題でどざ います。測量問題につきましては古谷議員さんからもお尋ねがご

ざし 1まして、お答え申し上げたような事情でございます。いろいろと墓地の問題につきまして

は、公簿そのもので差しヲ I~ìた と いうと ころで、お墓の実体、あるいはお墓の実測というものと 85

平米も違っていたとと、乙ういう一一一85平米ですか、 8 5. 1 0ですか。それから、大里 3号

線、それだけとってみますと、 6 7. 4 6というふうな大きな違いが出てきたわけでございます

けれども、全体的な公共用地の中から見ますと、お話がありましたように、 1 4 2.4 0という

ものが差し引きプラス と、乙ういうふうな乙とでございます。測量の段階につきましでは、た

びたび私も釈明申し上げておりますけれども、事務職員というふうな乙 とで、技術的なそうい

う知識というものに欠ける点もどざいまして、いろんな経過の中で全く申しわけないような事

情に相なっているわけでございますけれども、結果的には 14 2. 4 0というふうな形で落ちつ

いたという乙とでございます。御理解いただきたいと思いますし、事務処理段階でのいろんな

手落ちがあった点については、重々陳謝申し上げなきゃならんと、乙ういうふうに存じておる

わけでございます。

それから、測量の費用でございますけれども、東京都へ乙の土地をいずれこの秋には、 1 0 

月には移管しなきゃならんわけでどざいます。そういうととを踏まえると、どっちみち日野市

としての責任ある測量を行いまして、東京都の要請に高校用地移管に、要するに備えるという

乙とが最終段階として必要なわけでどざいまして、そういう意味を含めての測量でどざいます

ので、乙の点についての御理解も重ねてお願いしたいと、 こう思うわけでございます。
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あと、責任の所在処理でございますけれども、 ζ の高校用地の処理につきましでは、いろん

な面で事務的な知識の不足、技術力の不足というものが私にございましたものですから、統括

しきれないところが多々出てきたわけでどざいますo それらを踏み越えてっていいますか、い

ろいろと議会の全員の議員さんの御協力で高校誘致というものが、南平に高校ができ上がると

いっ一一いろんな事務的な手落ちだとか、あるいは対交渉の不備だとか、いろんな面があった

わけでございますけれども、最終的な高校の誘致というととにもう一歩という段階まで来たと

いうととにつきましては、議会議員全員の街j協力があずかり合って多大であったという点に感

謝申し上げ、さっき申し上げましたように、責任側での事務処理の責任というととについては

痛感しておる次第でどざいます。 心から陳謝申し上げるとともに、まだ多少いろいろな問題が

あるようでございますけれども、高校用地の完成に全力を挙げていきたいと、 ζ う考えている

わけでどざいます。

0議長(高橋通夫君) 都市整備部長。

0都市整備部長(結城邦夫君〉 それでは私から 4点目の国土利用計画法の違反につ

いて、その後の措置はいかんという御質問につきましてお答え申し上げます。

国土利用計画法第 23条に基づくと ζ ろの届け出の違反につきましては、その所管でどざい

ます東京都の都市計画局の方で、昭和 54年の 12月の 24日付で、国土庁土地局の土地利用

調整課長から提出させております「無届取引等の事務処理について」と、 ζ の通達に基づきま

して、昭和 57年の 8月の 30日付で、その行為者でどざいます日本エンタ ープライズに対し

まして始末書を徴し、同時に口頭で厳重な注意指導が行われたわけでどざいます。それ以後の

案件につきましては、特に東京都としてとれ以外に、たとえば告訴すると、告発するというよ

うな手続はとっておらない状況にございます。

以上でございます。

0議長(高橋通夫君)

04番(小山良悟君)

小山良悟君。

乙の国土利用計画法違反については、臨時議会のときにも私が

申し上げたいととを十分に申し上げておっての理事者側の対応っていうか、そうした答弁であ

りますけれども、 ζ の件に関しましでも非常に疑問は残るわけでありますo 鈴木独歩は執行猶

余中の身でありまして、その者が国土利用計画法違反をしたわけでありますo それがたった、

1枚の始末書で済んだ、という答弁でありますけれども、との点に関しては東京都に対しでも、
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何らかの形で私はまた異議を唱えていきたいというふうに思うわけです。ただ、少なくとも都

市整備部長は、 ζ れを知らなかったと、届け出があったのを知らなかったという答弁がありま

したね。 4月中句になって初めて名儀変更されたのがわかったと、乙ういう ζ とであります。

ζれは、先ほど私が開発公社の理事会のあり方に疑問を持つというととを申し上げましたけれ

ども、乙の売買についてもっと従前から理事であるあなたにも、そういう経過みたいなのが詳

しくある程度報告をされていて、経過を見ておるんでしたら、都市整備部長ほどの優秀な方が、

あの独歩の土地とエンタ ーフライズの土地の売買があったと と知らないなんていう乙とは、恐

らくなかったと思うんです。まさかそういう乙とをすると思ってなかったから気がついてなか

ったと思うんです。それは正直なと乙ろ言えるんじゃないかと思うんです。ととにトッ プの独

走っていいますか一一いうものがあるんじゃないかと思うんです。

そして、先ほど助役が、担当職員の技術的なまずさとかミスが云々っていうような乙と言っ

ていますけれども、 しかし、それだってとの担当された職員は恐らく泣いているんじゃないか

と思うんです。時間的な余裕があれば一一 日野市の職員は優秀なんですよ、助役。(i職員は

優秀ですJと呼ぶ者あり〉時間がないからいいです。( i私と言っ てます。職員と言ってませ

んよ」と呼J諸あり)あなたですか。( iええ、私だと言ってます」と呼J諸あり〉じゃあ、もっ

とはっきり言 うならば、当初は松村理事長がやっていた ζ とですよね口助役が後から引き継い

だっていうような形になっていますね。いわば、じゃ助役も含めまして一一あなたもですよ。

あなたも、もっと前からとの経過のかかわりあいをきちんともし正確に報告を受けているなら

ば、相談されているならば¥もう少しはましな対応ができたんだろうと思うんじゃないかと思

うんです。

つまり、市長と常務理事とが先行してしまって、そして、もう買うっていう段階になって発

表、経過発表っていう形でいきなり理事会でやっているわけなんです。( i市長とブローカー

がやっておった」と呼ぶ者あり〉だから、優秀な部下が、乙れ対応しょうがないんです。そん

なζ とで、助役も含めて、 ζ の用地買収に関して未熟だった、どうだとうだなんでいう乙とじ

ゃ、 ζ れからの乙とが恐ろしくてお任せできないでしょう、そういう答弁じゃ。だから、何を

乙うあらわしているかっていうと、いかにとの取引っていいますか、乙れは結果的に都立高校

の誘致が内定したか らいいんですよ、それは。いいんだけれども、その原点に戻せばその買収

のあり方には非常に疑問があるっていうととですね。手続手順に大きなミスがある、疑問があ
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るわけです。その ζ とは強く主猿できるわけです。

大体乙の開発公社のメンバ一、理事会のメンバーですね、乙れ全部市長の部下であります。

市長の意向を背に持っている理事会でありますから、強く意見具申も できないんじゃないかつ

ていう気がするんです。今回のようにでた らめな ζ とをやるんだったら一ーやるんだったらっ

ていうか、ゃ る ようでは、とてもお任せもできな~ ¥0 だから、乙の理事会のメンバーに、理事

に市民の代表、議会の代表を入れるべきじゃないですか。私は、入れてほしいと思うです。と

の理事は、市長が任命する ζ となんです。乙れは、たとえば私が視察に行った盛岡市の場合で

も、市議会の代表が 3人くらい入っているんです、土地開発公社。もう入らなきゃいけないん

ですよ O. もう乙んな超ワンマン体制で・…・・ ( r職員じゃ文句言いようもな ~\J と呼ぶ者あり〉

文句言いようもないし、それから、事を進めればとうやって秘密裏にっていっちゃ言い過ぎか

もしれませんけれども、 トップの意向だけで独走しでしまうような形じゃ安心して任せられな

い。結果がどう出るかっていうと、助役以下、部下が、乙の用地買収の処理に対応できなくて、

いろんなミスを出しているんです。そ ζを反省するならば‘議会の代表も理事の中に入れるべき

だと私はそう思います。それが、まず改めてそれに対する見解を求めます。

それから、先ほど助役が、 ζ のエンタープライズの国井、草野、それから、清和土地、それ

から、 富士銀行、乙れはエンタ ープライズ関係の人だと思うと、直接会ったわけじゃないから

かわかりませんと、乙ういう答弁ですね。あなた、ととでまたうそ言っているんですよ。(i会

ったんだろう」と呼ぶ者あり )ζ れ、 議事録にちゃんと「常務理事、用地課長と協議し」一一

会わなきゃ協議のしょうがないでしょう。議事録にちゃんと出ている。朴言内な東北人がそんな

うそをいっちゃ困りますよ。いいですか、助役。もうとんでもないですよ、そういうとろとろ

うそっかれちゃ。

それから、一番問題にしたいのは、やはり ζ の測量の問題であります、測量の問題。東京都

に売るためにも理解してほしいという乙とでありますけれども、 しかし、先ほども申し上げま

したように、まずエンター プラ イズに対す る対応がま ζ とにお粗末というか、足元見られ、な

められているんです。もっと毅然とした形で処理していただきたい。仮に助役が言うように、

再測量してふえたから、だからまあ差し引き採算があうから終わりにしたいというのが助役の

本音でしょうけれども、それじゃ筋が通 らない。それは、たまたま結果的にふえたからそうな

んで、もし減ったらどうするんですか、再測量して。とれは結果論で助役は言っているんです。
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そういう結果論で判断されて行政を進められては大変な 乙と になる。あくまで原理原則正式な

手続にのっとって行政を進めな きゃ ならないわけですから、その線に沿っ てやるべきだってい

うとと を私は言 っているわけです。結果的に面積がふえましたか らよかった とい う乙とでやる

なんで いう、こんな乙と恥ずかしくてほかの市なんかに言えますか。市民に言えますか、 そん

な乙と、 いいですか、 いいですか、実演Ij売買でやりますといって、乙 の墓地は、こ の全体の面

積の中に墓地は 29平米 しかありませんO だか ら、実際は 111平米もあっ たわけでし ょう。

1 1 4. 1平米あった、実際は。 ごまかさ れている、最初っ から。実測売買だから、きちんと実

測しな さい。それを完了 してから買います。 それができないわけはないで しょう。そ うしない

で、なぜそんなに急いで買ったのかつていう こと が、次の疑問として改めてまた指摘できるわ

けなんです。そう でし ょう。

急がなきゃ、 一括で、 もう4月に 15日契約 しで もう支払いしている。普通だったらば、た

とえば手付金払っ て、 中間金払って、 最終的に残金払 う。その間に不備なものを相手に努めさ

せる。 それが慎重に不動産を買 う民間のやり方なんです。民間以下じゃ ないですか、そんな。

民間だって、そんなでた らめなとと やらないです。いわば、これは放漫経営ですよ、実際の。

乙れはまだ、私の経営する会社だ って、いさ さか放漫経営のきら いがありますけれども、 うち

の放漫経営以下ですよ、 乙んなことやっ ているんじゃ。 それじゃ とて も・・・・ ・・ (Iとにか く市民

のため じゃないか らそんな乙とになるんだ」と呼ぶ者あ り〉そんなでた らめな行政をやるんじ

ゃー・・・・ (I税金だからでた らめに使えるんだ。よく 反省 しろ」 と呼ぶ者あり)1番先にしては.

そのとおり反省が足りない乙とです。単に御勘弁いただきたいってい う乙 とで、乙 の 540万、

それから、仮にプラス ・マイナスがあっ たに して も、それでも 25万 9，0 8 0円市民の税金損

するんですよ。簡単に考えてもら っち ゃ困るんです。助役は弁償しますか、 ζ れ。( I契約書

どおりゃれよ、じゃ あ」と呼ぶ者あ り)565万 9，0 8 0円、助役の年収が幾らあるかわかり

ませんけれども、弁償しますか。人の金だか ら簡単にそういう ζ とが言えるんです。したがっ

て、 乙の測量の費用については納得できなt~ o どうして も納得する ζ とはできな t ~o 乙 れに対

する責任という もののとり方をもっ と明確に出してもら いたい、どう するのか。 乙れを うやむ

やに して終わらせよう、 高校が誘致ができる と乙 ろまで 乙ぎつけたらいいじ ゃないかっ ていう、

そう いう大義名分でもやもや しちゃいけなt~ o 基本的な行政姿勢を私は問う ている わけですか

ら、それに対する真剣な反省と明確な責任のとり方がなければ この問題は解決 しないんです。
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」

(発言する者あり。 I議長整理しなさ Lリと呼ぶ者あり〉ひとつ市長助役の答弁を求めたいと

思います。

0議長(高橋通夫君) 理事者答弁。市長。

0市長(森田喜美男君〉 経過がいろいろございまして、その聞に確かに誤りであった

部分もあったわけでありまして、それで、私も ζ の事業に終始責任を持って見守ってまいって

おりますが、ああいう日野市内の、 言 うなれば痛々しい傷を受けている、そういう市内の場所

でありますし、それから、持っている人がまた人であ灼 ます。何とか指導のできる手許に取り

つけたいと。 ζれが、そもそもの発想の動機でございまして、権利あるいは義務、あるいはそ

の行政との関係というととで、具体的な個々の ζ とについて指摘をされるような、遺漏という

べき部分が指摘をされて多少気がついたような状況も あったと思っております。しかしながら、

その聞に終始一貫市民のため、あるし 1は日野市のためという 乙とで貫いてきたつもりでありま

すし、乙 れからも また、そういう貴重な財産として、あるいは市内の重要な施設として存続を

さしていかなければならないと、とのように考えております。

特に、その衝に開発公社が当たりましたので、前後を通じますと、私は議会に 3回くらい、

前のつまり議員さんのおられた議会でありますが、全協も通じ、あるいは本会議の行政報告と

いう形を通じまして、 要点要点の報告をしてまいりました。むしろ、その取得を促進せよとい

うふうな鞭撞もいただいたというふうに記憶もいたしております。 したがいまして、いままで

御指摘をいただき ました ζ とに対して、 正すべき部介の正せるものは正したと思っております

し、それから、全体を通じて悪意のない手続をとったつもりでありましたが、 多少のそどがあ

ったという点につきましでは、いま理事長が陳謝を申し上げてお るとおりでどざいます。私も、

今後責任を持ってとの処理を図り、また、 高校誘致のととにつきましては万全を期し、また、

残りの土地につきましでも、 多少の防災施策をとりつつ、緑地として市の貴重な施策の中に込

めていきたいと、乙のように考えており ますので、そのあたりのと乙ろを、ひとつ議会におか

れましでも御容赦をいただくとともに、また、御理解もいただきたい、 ζのようにお願いをする

次第でどざいます。

残された諸問題という御質問でありますが、 残 された諸問題とい うのは、われわれは、まず処

理できる範囲の問題だと、乙のように考えておりますので、そのあたりもよ ろしくお願いいた

します。
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開発公社の組織の問題は、とれは、定款に定めであると思いますし、その源には法律もある

んではな~¥かと思いますので、もう一遍よくたどってみまして、より公正な扱いがとれる、そ

ういう乙とには努力いたしたいと、乙う思っております。
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小山良悟君。

市長のいまの答弁ですけれども、高校誘致されたその乙とは評

を厳しく相手に要求すべきじゃないかと思うんですが、その点いかがですか、もう一度御答弁

いただきたいと思います。

0議長 (高橋通夫君〉 市長。

0市長(森田喜美男君〉 先ほどお話しましたとおり、今後にわたって正すべきものは

正し、正せるものは正すと、 ζのように申し上げておりますので、乙の範囲で御了解をいただ

きたいと思います。価しているんです、結構な乙となんです。 この私でさえ促進決議案に賛成しているんです。だ

れもそれに異議を唱えているものはないわけです。だから、そのととはそのとととして、もち

ろん評価すべきです。それと、それはそれですけれども。しかし、行政の進め方、手続の処理

の方法、あり方、乙れについてはきわめてずさんであるから一一一いま市長が、悪意がなくやっ

てきたんだと、だけどミスがあったと、とういうととをおっしゃった。もちろん悪意があった

らもちろん困るわけですけれども、悪意がなくてとんなことになったっていうなら、もしトッ

プの方針が強引でなく、妥当な形でやって、なおかつ乙ういうミスが出るっていうんであるな

らば、そして、悪意でないっていうんならば、行政担当者の能力がないと逆に言えるんじゃな

いですか、そういう乙とならば。だからとれは、市長の進め方に強引さがあったか、 ( I職員

が知らないうちにできちゃってた、どうしようもないじゃないか」と呼ぶ者あり)職員が、そ

れじゃあ、そういう担当能力がないのかつて、とういう乙とになるわけです。私は、少なくと

も職員がその担当能力がないなんて思わない。その人材を生かし切れないのは、むしろトップ

の方じゃなし 1かと思っているわけであります。

ですから、いずれにしても私は、高校の誘致された ζ とですべてを何か、もう結果がよけれ

ばすべてよしというふうな形にするのは、 ζれは、そ ζ ら辺の何かの町内会の会合で、たまた

ま何かいろいろ問題あったけれども、まあ一致したらめでたし、めでたしというととであれば.

いいんですけれども、日野市の行政で乙ういう ζ とでは、そういう感覚じゃ困る。というのは、

今後においても、乙れからでも遺漏なきを慎重に対処していきますと、りっぱな答弁はいただ

くんですけれども、いままでの反省をきちっと踏まえた上で取り組まないと、そういった乙と

も本当にそうかなあとは素直に聞けないわけであります。だから、正すべきと乙ろは、もっと

勇気を持って正していただきた~¥。だから、エンタープライズに対して、乙の当初の契約違反

をしているんですから、売買面積は実測面積とするっていう契約書に、 ζれに基づいてちゃん

と実測の測量図を出しなさい、 ζれを求めるべきなんです。(発言するものあり)まず、そ乙

0議長(高橋通夫君)

04番(小山良悟君)

小山良悟君。

私は、よく質問に立っときに、あなたは 2の失くらいでとどめ

ておけばいいけれども、 3の矢までやるからちょっ となんていう ζ とを言われるんですけれど

も。やっぱり市民感情としては、やっぱり 3の矢もつぎたくなるわけで、正すべきは正してや

りますという抽象的な答弁で、はいそうですかというわけにはいかな~ ¥0 当初のとろならそれ

でもいいですよ。たびたびいろんな乙とが重なってきているじゃないですか。墓地の扱いにつ

いてだって、でたらめな境界設定を して、さ らには市道まで誤買収をしたとか。

それから、ついでに申し上げますけれども、助役なんかの対応っていうのも変化があるわけ

です。どろいう乙とかっていうと、市道の誤買収について、当初、建設委員会においても「即

刻相手に返還を求めます」と ζ う言っているわけです。そして、電話でかけるんじゃいけな~ ¥0 

乙ういう乙とは電話でかけるのはいけないから、正式な書類を持ったり、図面を持ったりして

伺いますと。そういう正式な、会ってやらなきゃいけないので、結局時間がなくて間に合わな

かったと、言いわけ的そのときは答弁しているんです。後の 12月議会になってくると違って

くるんです。電話でやりとりしているだけなんです。実際に行ってな~¥。あげ くの果てにはと

っちでプラス入れても相手に請求できな~ ¥0 相手も、よ ζせとも言えない、そういう関係にあ

る。どんぶり勘定の話をしてきているんです。ど乙にとれで反省、の兆しっていうのが見えるん

ですか。遺漏なきを期 して正しく処置していきますと いう答弁はその前にもいただいているん

ですよ、市長何回も。それなのに変わらず、相変わらずそういうでたらめな姿勢をとり続けて

いるじゃないですか。具体的に、どういうじ ゃあ、責任正すべきを正し、責任のとり方も具体

的にはどうされるんですか。もう少し明確に述べていただかないと、とてもじゃないけれども、

565万 9.080円という市民の血のにじむような税金ですね、乙れを使う ζ とは認めるわけ

にいかないです。(I先方に請求すべきなんだ、契約書にそう書いてあるんだから」と呼ぶ者
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あり)

大体、先ほど冒頭に私申し上げましたけれども、役所の感覚っていうのは本当不思議だなあ

っていうふ うに申し上げましたけれども、 全体の学校の責任を負わせる学校長が、給食の部門

だけの、その部門だけの責任を負う用務員のおばさんよりもボーナスが安l¥0ζ ういう乙とも

平気で行われている世界。給料とは、先ほども言ったように責任の範囲とか比重に応じて支払

うべき ものだっていう乙とを申し上げている、 ζ れは民間の感覚なんですね。それと同じ、市

長が、いま 乙の五百何十万なんでいうの民間だったら大変な ζ とですよ、乙 んな ζ とは。みん

な目の色を変えて、おまえのとこ ろで持つのは当然だろうという形で、びた一文まけないくら

いの厳しい姿勢で交渉するんです。と ζ ろが役所っていうのはそうじゃないんですね、これは。

先ほどの学校長と給食調理員の関係と同じですか、これは、そういう感覚と。市長は、具体的

にはそういう、あ、こ れは違うな、おかしいなという感覚がもし具体的に感ずる手段というこ

とであるならば、私提案しますよ。

市長どうですか、秘書課長よりも給料下げてしばらくやってみたらいかがですか。市全体の、

市行政の全体の責任のあなたと、秘書課長としての責任介野っていいますか、その範囲の守備

範囲の秘書課長との給料、秘書課長の方があなたより給料が多 l¥0 六十七万何がし秘書課長の

給料にして、あなたは二十何万か三十何万か知りませんけれども、そういう給料でやってみた

らどうですか。いかにそれが民間とずれているなあっていうのがすぐわかる。具体的にそうい

うことを真剣に、そ乙までしろとは言いませんけれども、もっとそういう民間の感覚、税金を

納める市民の立場になって市政を執行しなさいっていう乙とを強く言いたいわけであります。

余りにもずさん過ぎる、いろんなととが。ただ乙乙でぶん切り型に、遺漏なきを期してやりま

すなんていう形だけで納得できないんですよ、もうすでにそういう時点じゃな l¥0 

乙の測量完了したんでしょう、乙れo 3月 31日に完了したと言っているんですよO 乙乙の

支払いの費用、 乙れ・・・・・・( [""もう払った」 と呼ぶ者あり〉払ったんですか、もう。払ったにし

ても、契約しているんですから、その辺は対一一一日野技術開発測量っていうんですか、日野技

術開発会社に対しては、これはもう支払わざるを得ないと思います。これは契約で、すから契約ってい

うのは守らなくちゃいけないんです、契約書っていうのは。どこかの市みたいに名はかりの契約書と

違うんですよ、守らなきゃいけない。だから、そ ζ には払わなきゃいけないけれども、しかし、

市民に与えた損害介、乙れをどうするのかを考えてもらいたい。エンタ ープライズに請求して
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もらいたい。 ζの契約書に基づいて請求してもらいたい、当然のことです。 200万円寄附もら

ったか ら言えないとか、再測量 してふえたから言えないなんて、そんなとんでもないどんぶり

勘定の話をされちゃ困る。きちっ ととの契約書に書類に基づいてやっていただきたいんです。

どうされますか、もう少し具体的な答弁をお願いいたします。

0議長(高橋通夫君〉 市長。

0市長(森田喜美男君〉 検討はいたしますが、売買で恐らく契約の中にも、実測によ

ると、代価は実演IJの面積掛ける単価だというふうにな っていると思います。そして、実測をし

た結果、面積がふえておるわけでありますから、具体的な損失という乙とにはならないように

思いますけれども。( [""そういうでたらめなととを言っちゃいかん、払ったらいいじゃないか」

と呼ぶ者あり〉なお、私がいまお答えをしている言い方には、私は検討 してみますという ζ と

を言っているわけですから、その範囲でひとつ御了解をいただきたいと、乙ういう ζ とであり

ます。( [""どまかそう、ごまかそうとするからおかしくなるんだ」と呼ぶ者あり)

0議長(高橋通夫君) 小山良悟君。

04番(小山良悟君) 市長、私もついつい性格なものですから声がきっくなりますけ

れども。しかし、今回のとの問題は、高校が誘致されるという ζ の喜び、と れも大変な喜びな

んですよ。本当です、喜びなんです。その反面、もっと大きな問題を残したなあというととが

言えるんです。 ζ の大きな喜びの反面、大きな問題を今後に残した、悪い教訓l、前例を残して

しまったというととです。乙れをいまのうちに正しておかないと、今後の行政に大きな問題を

残しますという ζ とを私は指摘したいんです。

じゃあ、市民に窓口へ来て、乙れは法律ではそうなってませんとか、条例でとうなってます

からだめですとか、剣もほろろに、それ乙そ役所仕事 と市民に嘆かせるほどいろんな法令とか

条例とか、そういうものに基づいて処理する役所が、自介たちがやるととは、そんなの無視し

ていいかげんなととをやるなんて、こんなことで市民が納得しますか。また、今後いろんな業者、た

とえば不動産関係の開発行為とか、いろんな業者に対する指導だってできなくなるわけであり

ます。示しがつかなl¥0 やっぱり契約書があるならば契約書に基づいて事を処理する。もうと

れは太陽が東から昇るよりも、 もっとあたりまえの乙となんですよ、 ζ の法治国家の日本ではo

O議長(高橋通夫君〉 市長。

0市長(森田喜美男君〉 いや、その契約書に基づいて測量費用の問題も考えるべきだ
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と思いますが、要するに売買取引ですから清算をすれは、、じゃあ、乙ちらが払わなきゃならん

分も出てく るというような乙とがある際に、あえてそういう請求という乙ととの有利な方の相

殺比をとるべきではな し1かといベふうに私は思いますので、いまお答えをしているわけであり

まして、 「検討いたしますJという のは、そういう 意味を込めておるというふうに御埋解をい

ただきたい。

0議長(高橋通夫君)

04番(小山良悟君〉

小山良悟君。

ーたん精算 して、契約 し、 精算して、こっちが有利だから相手

に求めようなんて、そんな乙 と言っているんじゃないんですよD そういうとらえ方をするから

問題なんです。私が言っているのは、損するからとか得するからとかし 1うことを言っているんじゃな

いんですよ、市長。市長。 (Iおかしいじゃないか、そんなJI勝手にした方がいいんだなんて」 と呼

ぶ者あり〉そうですよ、それはおかしい。そんなどまか しは、納得できな l¥0 市長、いまの発

言おかしいですよ。取り消していただけませんか。

0議長 (高橋通夫君〉 市長。

0市長 (森田喜美男君〉 いま助役に聞いてみますと、その測量は東京都にお渡しをす

る際の基準になる測量である、 ζ う申 しており ますので、そう ように訂正いたします。

O議長(高橋通夫君 ) 小山 良悟君 O

04番(小山良悟君〉 全く安易ですね、 言 ってい る乙とが。 いまの段階になれ

ば‘、そうい う口実も立つん です よ、いいで すか。時間があな た方を味方 してく れてい

るんです、いまになればそうい う口実も立つんです二 しかし、それ以前とか、 段階とすれば当然きち

っとした契約書に基づいて、 きちっとした測量図を実測図、 向こうのエンタ ープラ イズに費用を

持たせてやらせるのはあたり まえなんですよ。それをやらないできてて、 ζζ にきて東京都に

売るか らそれやるんですなんていうことは言いわけにすぎない。いまになれば当然それはその

とおりです。それは別にして、いまの段階は別にして、東京都に売り渡すという ζ とは、前提

は別に して、それ以前の取引の段階でのあり方を私は厳 しく 言っ ているわけです。それに対す

る責任っていうものがある んじゃないか っていうことです。反省をする という ならば、それな

りの責任のとり方があるはずです。私はそれを言うんですよ。そういうずさんなやり方で今後

も市政を担当されたんじゃ 困る。本当に今度でごめん 乙う むりたいと 思うく らし¥0 納得でき な

い、乙んな ζ とじゃ。もっとまじめな真剣な対応を、答弁をしていただきたい。(発言する者
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O議長(高橋通夫君)

O助役(赤松行雄君)

助役。

まあ、うそをつきに自分自身が出したり、そういうつもりはど

ざいません。責任の重大さ、いままでの経過については十分その責任の大きさというと とを痛

感し、それだか ら乙そ高校の誘致を成功させようと思いまして・…・・(Iそれと は別だと言って

るでし ょうJと呼ぶ者あり〉積み上げしてきた と。私はそのつもり で、その罪を幾らかでも

薄めていと うという 努力を重ねてきたつもりでございます。いずれにしま しでも、 御指摘を受

けました買収段階での、いろんな問題がございました。

それで、乙 ζ で測量する というのは、それと一緒という形になってしまいますけれども、い

ずれにしろ東京都へ納めるには日野市の責任で測量した、幾ら幾らありますとい う、買収の測

量を前提に しまして東京都へ納めるわけでどざいますので・・ー・・ (I東京都は買わない、使えな

いよ、 ζれじゃ。そのためにはきれいにして上げなきゃ」と呼ぶ者あり)そへいう ζ とですね。

そういう ζ とで、 市の責任ある買収を前提にした測量をせざるを得ないわけでどざいます。そ

ういう乙とで、お金は支払わしていただくわけですけれども、小山議員も、今日になれば、そう

いう言いわけが成立するんだとおっしゃるとおり、そういう面が出てくるわけでどざいますけ

れども、いままでの経廻の中で誤 りがいろいろございました。それは卒直に私も認めざるを得

ませんし、それのしょく罪という意味でいままで 乙の開発公社の高校誘致の問題については、

幾らかでもしょく罪したいという乙とで尽力してきたつもりでどざいます。開き直っ ているつ

もりもございませんし、うそつきに自分の身を落とすというふうな考え方もないわけでどざい

ます。( Iエンタ ープラ イズをごまかそうとして いるんじゃないかよ、 1 4 2. 4 0平米Jと呼

ぶ者あり。その他発言まる者あり〉ということでございます。

0議長 (高橋通夫君) 小山良悟君。

04番(小山良悟君) 残念ながら、あ と1分しかありませんので答弁は求められませ

んけれども、私は強く要求 したいこと は、問題点のとらえ方をもっと正確にしてほしいという

とと、そして、 ζ の測量の経費の問題もそうですけれども、乙の問題についての責任のとり方、

あり方、もっ と納得のいく形での対応を要求 します。それから、乙 んな状況で行政を運営され

たんじ ゃかないませんので、乙の土地開発公社の理事に市側の代表、市議会側の代表も入れる

ζ とを強く 要望して、大変持ち時間がなくなったんで残念でありますけれども、 ζれで質問を
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終わらしていただきます。

0議長(高橋通夫君) 乙れをもって 22の 2、高校用地買収に関し、残された諸問題

に関する質問を終わります。

お諮りいたします。議事の都合により暫時休憩いたしたいと思います。これに御異議ありま

せんか。

C I異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(高橋通夫君〉 御異議ないと認めます。よって暫時休憩をいたします。

0議長(高橋通夫君〉 休憩前に引き続き会議を開きます。

午後 3時 6分休憩

午後 3時 32分再開

2 3の l、 1・3・2バイパス貫通後の影響対策についての通告質問者、鈴木美奈子君の質

問を許します。

C 1 3番議員登壇〕

0 13番(鈴木美奈子君〉 1・3・2パイノマス貫通後の影響対策についての質問をこ

れからいたします。

多摩平団地を貫通する 1・3・2バイパス、乙 としの 3月 31日に乙の工事が完了いたしま

して、 4車線でいま開通しております。乙れに伴い、 いままで以上に交通量がふえ、 騒音、交

通事故、商l苫への買物量の減少など、いろいろな影響が 乙れから予測されるわけでございます。

昭和 48年の第 4固定例会で、私は多摩平団地を貫通する 1・3・2道路について質問し、ま

た、いろいろと問題提起もし、住民との要望が出された場合には、きちんととれをとらえてや

っていただきたい、また、市の方でも当時の中島都市計画部長が、皆さんの要望を入れられる

よう建設省にも話をいたしますので、要望をま とめてほしい、乙ういう報告も されているわけ

でどざいますo 古谷栄市長当時から今日まで、 多摩平自治会を中心にいたしま して、バイパス

対策委員会が持たれ、何回も市に対しての交渉が続けられてまいりま した。森田喜美男市長に

なってからも、また、理事者の方も、夜にもかかわらず、この問題については交渉に当たられ、

そして、今日が来ているわけでございます。

その中で、自治会側から出されました I1・3・2号線建設道路にかかわる環境影響評価調

査」こういうものも 53年実施され、そして、それが自治会に示され、これに対する、また自

- 1100ー

，... 

治会側からの要望なども出され、またその問、商庖や、また沿道の保育園、父母会有志、 PT

Aの有志、こ ういう方たちも一緒に この問題を考え、そして、今 日が来ているわけでございま

す。この 「環境影響評価調査」の最後のと ころでも、快的な生活を送るには住宅等の防音対策

などぬ十分考慮すベ、きであり、また、騒音対策などやるべきだと いうふうなまとめが出されて

おりますが、こ の調査が出されてからすでに 6年を経過している中では、また、事情も変化し

ていることがあると思います。そういう意味で私は、ぜひともこれから問題が起こる以前に未

然に防ぐ意味において、また.快的な生活が送られるよう、そういうことを質問の中に出して

まいりたいと思います。

まず l点目でございます。保育園、学校、幼稚園、病院なと、への交通対策。 2点目は、交通

量、空気汚染などの環境調査の実施。 3点目は、道路の整備、街路燈などについてでございま

す。 4点目は、多摩平団地及び商j苫街への対応で考えていることがありま したらお答えいただ

きたいと思います。

以と、まず 4点を質問いた しまして再質問にさせていただきます。

0議長(高橋通夫君) 鈴木美奈子君の質問に対する答弁を求めます。都市整備部長。

O都市整備部長(結城邦夫君) それでは私からただいまの御質問の関係部分につい

て御説明申し上げますO

まず 1点目の御質問でございますけれども、 1・3・2号線が開通いたした段階における保

育園、学校、病院なと‘への影響、そうし1った面についての対応についてはどうあるべきなのかとい

った御質問でございます。 1・3・2号線につきましては、 1昨年、昨年と、この 2年間にま

たがりまして、泉塚の交差点から中央線側の方にかけて中央分離帯があったところ、ここは都

道でございまして都が管理をしておる道路でございます。分離帯が切れて線路の方に向かって

いったところから国道で、工事が 2年間にわたって実施をされたという状況でございます。こ

の工事につきましては、 2年間の工事期間をかけまして、道路の舗装もここで完全にでき上が

ったわけでございます。したがいまして、近々また開通式等も行われ、供用開始が正式になさ

れる手順になっております。この道路につきましては、これですべて完了ということではなく

て、 さらに消防署の前の 2・2・3号線との交差点のところから、 さらに東側につきましては、

今後 l・3・1の事業の進捗状況にあわせて、国の方において今後も工事が施行されていくこ

とになっておるわけでございます。

- 1101 -



今回開通いたしましたのは、 1・3・2号線の一部でございま して、 2・2・3号線の都市

計画道路から泉塚の方に向かつ て、 先ほど申 し上げた中央分離帯の とこ ろ、すでに既設の中央

分離帯のところまでが開通 したわけでございます。今後これが 1・3・1に通じてくる時点に

おきま しては、当然 1・3・1か ら l・3・2に分岐されてまいります この道路については、

交通量もふえてくることは予測されるわけでございます。現在、東京都が管理を しております

国道 20号線から泉塚の交差点のところまで、これ約延長にして 1.9 0 0メー トノレばかりある

わけでございますが、現在東京都の方と国の方で移管の問題につきまして協議を行っている段

階でございます。東京都が建設局で所管しておりますのは南多摩建設事務所でございますが、

建設省の相武国道事務所との間で現在協議中でございますが、その内容といた しましては、都

から国へ管理が移管されてし 1く段階において、歩道部分の改修だとか、あるいは道路の舗装の

打ちかえ、そのほか安全対策と しての分離帯の設置というような ことが現在協議をされている

段階でございます口その時点になりますと、また.この分離帯を国道 20号線まで持ってし、く、

設置をするということで、また、いろいろと地域の住民の方々との御相談を していかなければ

ならない点があろうかと思います。

それにあわせまして、将来の交通量の増大に伴う付近に及ぼす影響というものにつきまして

も、沿道の住民の方々との十分話し合い、あるいは協議を行ってし 1かなければならない問題点

であろうかと思っております。特に、多摩平の団地の中で形成されております 1・3・1号線

に対 します反対同盟というものがかつてあったわけでございますが、現在自治会長さんが中心

となって、 この対策に当たられておるわけでございます。私どもといたしま しで も、多摩平の

住民の方々はもとより、今回 1・3・2号線の国の施行部分につきましての周辺の住民の方々

とも、何回となく話し合いを重ねてきたわけでございます。特に、多摩平の地域の方々の話し

合いの中におきま しては、要求項目と いたしまして約 30項目ばかりの要望が出てはおります。

そういった点につきましては、所管官庁、たとえば警察、あるいは相武国道、都といったとこ

ろで私どもからその内容につきお話 しをいた しまして、今後の対策について検討 してほしいと

いうことで、要望をすでに出しておるわけでございます。またそういう中で、できるものでき

ないものという ことが明記されてきているわけでございますが、その辺につきましても、その

以後、自治会長さんを中心とするこの対策委員会の方々にお話 しもしております。

今後の問題点と しては、やはりこういう問題の処理というものを市の方が中に入りまして、

住民の方と施行者である園、あるいは都の方と十分協議を した上で、事前の合意を得る必要が

あろ うかと思っております。そうい う中で保育園、あるいは学校、病院というものに対 します

対策というものも、将来は検討していかなきゃならない問題かと思います。保育園だとか学校、

病院につきま しては、これは市の所管いたします施設でございますので、当然、これに関係ござ

います部課と協議を行っていく必要があろうかと思います。

交通対策につきま しては、私どもとしては、御指摘のように 53年の当時に「日野市都市計

画道路 1・3・2号線の道路建設にかかわる環境影響評価調査Jを実施を しております。この

調査書は、すでに地元の方々にもこれをお渡ししてございまして、内容の検討をお願いをして

おる段階で、問題点があれば、そういった点について御指摘を賜るということで、いままでの

協議の中でも、 こういった問題点についても出てきておるわけでございます。

それと、 2点目の「交通量あるいは大気汚染な どの環境影響調査Jこれらについては、ただ

いま申し上げ、ましたような影響評価を実施はいたしましたけれども、今後この道路が完全に1

・3・1につながる時点になりますと、相当量その時点になれば交通量もふえております。さら

に、つながったことによっての交通量がふえるということも当然、起こり得ることでございます

ので、それまでには東京都が条例を制定いたしました「環境影響評価調査Jというものが実施

をされてくることになろうかと思います。ただ、この条例からいきますと、 1 . 3・2号線は

直接該当する路線ではないわけでございます。影響評価に該当いたします路線は、片道の車線

が 2車線以上、その延長が1.0 0 0メー トノレ以上というふうに規定をされております。こうい

ったものについて環境影響評価を東京都が条例に基づいて実施すると。これは、実施主体は東

京都でございまして、それのいろいろな評価書を作成するのは事業体が出すことになっておる

わけでございます。先ほど申 し上げましたように、直接影響評価にはこの路線は関係ないわけ

でございますけれども、建設省といたしましては、やはり地域の住民の方々との過去における

話し合いもありますし、また、理解を得るためには、そういった調査も実施をしていかなけれ

ばならないというふうに考えていることが、私どもは直接聞いております。私どもとしても、

これについて十分調査についての協力はしていきたいというふうに考えております。

それと、昨年の 10月でございますけれども、交通量測定を市の方で実施をいたしました。

これは、朝の 7時から 8時半の間にかけまして、ちょうど一番通行の激しい時間帯をとらえて

測定を行ったわけでございますが、 このと きに八王子方面に向かつて~，く車が、この 1時間の
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間に 472台、日野方向に向かいますのが 418台でございます。今後これらがまたさらにふ

えてくることが考えられるわけでございまして、私どもとしても年に l回あるいは 2回くらい

の測定を実施をしていきたいとo それを継続していく中で、ある一定の量を交通量がある場合

には、超える場合には大気汚染の測定、いわゆる coの調査等も実施をしていきたいというふ

うに考えておるわけでございます。

それから、 3点目の道路整備でございますが、 1・3・2号線の部分については国道の現在

施行しておる中で、いろいろ植樹升、あるいはいままで非常に歩道が段差が激しかったような

ところは、すべて今回のこの工事でもって施行替えを行っております。改修をされておるわけ

でございます。街路灯につきましでも、特に今回 6基を沿道に設置をしております。それから、

信号機につきましては ]力所でございますけれども、日野警察あるいは公安委員会の御協力に

よりまして 1カ所設置をする ことができたわけでございます。その他の分離帯、あるいは歩道

における楠樹、そのほか介離帯の植樹、こういったものについても交通安全面を考えまして施

行が行われたわけでございます。

それから、 4点目でございますけれども、多摩平団地、あるいは商j苫街などへの対応という

ことでございますが、これにつきましても、やはり今後の問題点として団地の方々、あるいは

商庖街の方々とも十分話し合う機会を設けて、今後の対策をしていきたいというふうに考えて

おります。

以上でございます。

0議長(高橋通夫君) 鈴木美奈子君。

013番(鈴木美奈子君〉 再質問いたします。 1番目につきましては、多摩平自治会

の方から 30項目らL上出されて、いまそれについては都や、また国道一一国の方、また、警察

などに出してあるということですけれども、こ の項目が出されてから、かなりの年月がたって

いるわけです。ですから、途中でもいいですから、いま中間はこつなっているんだっていうこ

とを、やはり自治会の方に話していただかないと、いつの聞にか工事が始まって開通が始まる

ようだけれどもという、 こういう不安な声がいつも出ているわけです。ですから、ぜひ中間報

告もしていただきたいと思います。

それから、交通対策については、将来は検討してし 1く、そういうことで 1・3・1との関連

が出されておりますけれども、 1 • 3・1はまだ先のことだという ことをよく言われるわけで
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すo 私は、 いま現在 この4車線が通過 した中で、交通量の調査もや っていただいて、 4 7 2台

が八王子、 日野の方は 418台 というこ とで、ちょうど子供たちの通学の時間にもかかわる時

間帯に、これだけの車が通るわけですから、やはり交通対策については将来でなくて、います

ぐやっていただきたいというふうに思います。それで、一つは登校時、また、夜間の大型車の

時間制限、これをぜひやっていただきたいわけです。けさも、来るときに、ちょうど私の後ろ

に大型の トラックが市役所の方に曲がらないで、 1・3・1のあの狭い道路を真っすぐに直行

してl¥ったわけですo 私は、それを見ましたときに、危険だなあっていうことを感じるわけです。

ですから、先ほど見ましたら曲がっていった車もありますけれども、やはり大型の車が通るこ

とは非常に危険な状況も生まれますので、登校時、夜間は一一いま昼間でさえ車が激しく通っ

て 3階の階段でお話しても声が聞こえなl¥0 こういう状況も出されておりますので、この規制

をぜひ瞥察の方に検討していただきたい、このことを再質問いたします。

それから、 2番目の交通量、空気汚染のことですけれども、このことにつきましても、自治

会の方からこれに対して 13項目の要望書も質問という形で出されております。ぜひこれも、

つくられてから 7年経過して、こ れも 1・3・1をまってやるっていうことでは非常に遅いと

いうふうにも思いますし、 また、建設省が過去のこともあり、実施する考えであるということ

ですので、私は、ぜひこれを早めていただきたい。それを建設省の方にもう一度やっていただ

きたい、このことを再質問いたします。

それから、 3番目ですけれども、部長は、国道については歩道段差の激しいところは、すべ

て改修したというふうにおっ しゃっておりましたけれども、私も、ここ のところを通ってまいり

ましたが、多摩平団地に近い、団地のちょうど外れたところですけれども、多摩平 7丁目 12 

番地 8、 1 0番地、 1 1番地、 このところは段差が非常に激しくて、そして、歩道全部が勾配

がなくて、その真ん中だけは勾配があるわけです。あとのところは確かに勾配がゆるやかにな

っているので、車いすが通っても自転車が通っても大丈夫なんですけれども、 7丁目の団地か

らすぐ外れたところ、 204号棟の隣のところです。このあたりをもう一度点検して直してい

ただきたいと思いますが、いかがでしょうか。

それから、街路灯のことですけれども、多摩平は非常に緑が多いっていうことを、非常にい

いことだと思うんですけれども、街灯があっても緑のために夜暗いっていう部分もあるわけで

す。そ して、特に多摩平団地の中の 2丁目、多摩平緑地、第 6公園、こ のあたりが非常に暗い
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ので、お母様方が夜遅くなるとお嬢さんをお迎えに駅までいくという、そういう事態も私しば

しば自にもいたします し、また、 6丁目のわきの東豊田におりる階段、ここは痴漢が出る とい

うことも聞いておりますので、街路灯を設置していただきたい。その点もう一度お尋ねいたし

ます。

それから、 4番目ですけれども、これも、この調査の中に出ておりますけれども、いまの快

適な生活をそのまま維持していくには、やはり騒音防音、交通事故、それから、植樹、こうい

うことが必要だというふうに言われておりますけれども、この 65号棟から 204号まで、こ

こは 1・3・2の道路に比較的面している高層の住宅です。ここに住宅があり、そして、反対

側の 220号棟から 205号棟までの間に芝生があっ て平家、こういうこと でかなり道路から

離れております。そういう点では高層住宅の方にもっと植樹であるとか、騒音対策の住宅の防

音を考える、こういうことも必要ではなし1かという ふうに思いますので、その点について再度

質問をいたします。

0議長 (高橋通夫君〉 都市整備部長。

0都市整備部長(結城邦夫君〉 それでは、ただいまの再質問につきまして順序を追

ってお答え申 し上げます。

まず、団地の自治会の方から出されております約 30項目は、かりの問題点、改善等につきま

して、なお中間報告をしていただきたいということでございます。これにつきましては、私ど

ももいろいろ調査を し、 また、要請を行った中で、なお結果につきま しては、すでに団地の自

治会長さんを始め、関係者の方々に御説明を申 し上げております。そういう中で、できること、

できないことについても明催にお話を申し上げております。しかし、今後も私どもとしても努

力は十分やっていきたいと、こういうことでお話を してございます。今後も、十分そういった

点については連絡をとりながら進めていきたいと思 っております。

それと、交通対策といた しまして、大型車の規制でございます。 これについて も 30項

目の中の項目の 1項目として入っておるわけでございますが、これにつきまして、大型車の規

制を、たとえば登校時、あるいは非常に夜間、たとえば 10時以降の深夜における規制と いう

ことで問題点をいただきましたので、日野署の方にも私どもとしてはお話を申し上げました。

その時点では道路について、特に国道については大型車の規制は不可能であるということで回

答をいただいております。 しかし、今後について、 やはりそう いった点について も警察サイド、
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あるいは公安委員会サイドでも、こういった住宅地の中を通る場合の規制ということについて

考えていただくように、私どもとしては働きかけていくということで、やは り30項目の中の

1項目と してお話を申 し上げたわけでございます。

それから、この 1・3・2号線が 2・2・3号線と交差しますが、その先がまだ工事が未完

成で残っている部分がございます。そのすぐ両サイドには、道幅としては、たしか 4メートノレ

の道路を両サイドに通 してございます。 これは、国道の方で行 ったものではなくて、私ど もの

方で、地域の住民の方々の利便を図るため、また、区画整理事業が完了をするということで、

やはりその沿道の地主さん方との関係もございまして.そこについては舗装をする と。ただ、

これが暫定的な舗装であるので簡易舗装にすると、現在の同じような状況の舗装にするという

ことで、国道の了解をとって設置をしたものでございます。ここに最近非常に大型ダンプが入

るという ことで、こ の点についても、できるだけ大型車を規制すると いうことで、警察の方に

お話もしてございます。ただ、警察の方としても、そこの進入について大型車の規制というこ

とについては、一応検討してみるけれども、やはりむずかしい面もあるということでございま

す。

それから、また、こういっ た点についての、いろいろ建設省の方に要請を していただきたい

という ことでございますので、それ等については私どもとしては今後も建設省の方とは十分連

絡をとりながら、促進方についても話し合っていきたいと思っております。

それから、 4番目の歩道の段差の解消ということで、多摩平 7丁目の 8番地から 12番地か

と思いますが、 204号棟のあたりという点でございます。ここについては国道ではなくて都

道が管理 している部分かと思います。 したがいま して、 今回の工事を行った部分は国道が行っ

た部分についての段差解消を行ったということで、都道の部分については、都の南多摩建設事

務所の方に、私どもの方から、また再度そういった要請を出していきたいとい うふうに考えて

おります。

それから、それとそのほかには、団地内の 65棟か ら204号棟でございますか、こ ちらの

1・3・2に面 しております 5階建ての団地でございます。こちらの方は確かに道路に接近を

している O 植樹も確かに十分でない面もあろうかと思います。こういった点について植樹を行

い、または防音装置を行っていただきたいという御要望でございますけれども、この点につい

ても 30項目の項目の中に入っておった問題でございます。植樹あるいは防音、たとえば窓を
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サッシに切りかえてし 1く、あるいは 2重窓にしていくというような方法があろうかと思います

けれども、その辺については住宅公団の方に、すでに要望を出してございます。その点につい

て十分検討させたいということでお話を してございますが、まだ実施するというようなお返事

はいただいておりませんので、再度こういった点については今後フォロ ーしていきたいという

ふうに考えております。

以上でございます。

0議長(高橋通夫君 〉 建設部長。

0建設部長(中村亮助君) それでは、私の方から再質問にございました街路灯のこと

についてお登え申し上げます。

御質問の場所につきま しては、多摩平の第 6公園に面した、いわゆる市道の多摩平幹線 1号

のと ころでございますので、 この街路灯につきましては、 5 9年度予算でお認めいただいた範

囲内で、現在街路灯を 3基設置するということで計画を立てております。なお、申し上げます

と、この地域につきま しては、多摩平の第 6公閣の中に圏内灯が 3本あるわけでございますけ

れども、確かに街路まで光が届いていないということで、走聞大変暗いところでございますの

で、そのように計画をさせていただきます。

0議長 (高橋通夫君〉

0 13番(鈴木美奈子)

鈴木美奈子君。

再度また質問いた します。やはり私一番心配するのは交通の

問題、まず子供たちの交通の問題があるわけです。それで、第 5小学校の通学路に当たります、

ちょうど歩道橋があるところですけれども、子供たちは歩道橋を渡りますので大丈夫なわけで

すけれども、渡らない大人もおりますし、泉塚の方から車で行きますと 5小の信号のところ、

団地でいいますと 62号棟と 8号棟との聞に信号があります。この歩道を渡る人の姿がこちら

から行きますと歩道橋に隠れて見えないんです。ちょ っと説明がよくないからかわからないか

もしれませんけれども、車が行きましても歩道橋に隠れて、そこを渡る人物がよく見えないっ

ていうことがありますので、これについては検討して、どういうふうにしたら車が歩道を歩く

人がよく見えるかどうかっていうことを、 もう一度検討 していただきたいっていうふうに思い

ます。それが 1点。

それから、 もう一つは市立病院の前にバス停があります。それから、泉塚の前にもバス停が

ありますけれども、市立病院の前ではかなりたくさんの病院に通う方がパスを待 っているわけ
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です。私は、ぜひここにバス停に屋根をつけることと、それから、ベンチを置いていただきた

い。泉塚も、 もちろん両方とも、市立病院に行 く方と豊田駅に行く方、この 2カ所 と、市立病

院の前は非常にたくさんのパスを待つ人がいつもいっ ぱいなわけです。ですから、これはぜひ

この 1・3・2 との関連では私はやっていいのではないかというふうに思いますので、これに

ついて再質問いたします。

それから、もう一つは商庖に対する問題ですけれども、これには、団地の 65号棟から 4号

棟までの問、市立病院のお隣には交通会社、喫茶庄、 本屋さん、金物屋さん、それから、肉屋

さん、手芸屋さん、おとうふ屋さん、それから、ス ーパ一、 ほっかほっか弁当、美容院、アパ

ー ト、石油会社、外車センタ ー、 自転屋さん、新聞販売庖、お米屋さん、こういう 商j苫がたく

さん並んでおりまして、こ の商居の方たちは、 1・3・2が開通して信号がちょうどおとうふ

屋さんのと ころにありますけれども、多摩平団地の方たちもたくさんここに買い物に行きます

ので、この横断について非常に心配しているわけです。それに伴って購買力が落ちるというこ

とが一番心配なので、こ の商l苫の方々に対する対応をもう一度よく考えてみる必要があるので

はないかと いうふうに思いますので、その点をお尋ねいたします。

それから、 最後ですけれども一一最後っ ていうのは、最後に市長にもお尋ねするわけですけ

れども、先ほどから部長は、多摩平自治会の 30項目の中に、いろいろ と私の質問も出されて

いるので検討している、というふうに言われておりますけれども、その 30項目が出されたの

はかなりもう何年も前の ことで、現時点では当然この 30項目のできる ことが実施しているは

ずですけれども、それが何ら具体的になっていないという点から、私は、今回の開通に伴い不

安がある中で質問 しているわけですので、 この 30項目の要望がいつ本当に具体的になるのか、

その期日なども含めてお聞かせいただきたいと思います。

0議長(高橋通夫君) 都市整備部長。

0都市整備部長(結城邦夫君〉 お答え申 し上げます。

まず 1点目の第 5小学校の方に向かつてし 1く道路のところに歩道橋がありますが、ここの歩

道橋のところに信号が設置されておるわけでございます。ここの道路を横断する方々 が、 この

歩道橋にかかってよく運転者に見えないという点についての御指摘かと思います。この辺につ

いての改善策と いう御要望でございますが、この所管となっておりますのは、先ほど申し上げ

ましたように東京都の南建が所管をしておりますので、南建の方に、そういう条件について私
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の方からお話をして、早急に対応するようにお話を進めていきたいというふうに考えます。

それから、バス停の屋根、あるいはベン チの設置ということでございます。これについては、

京王が現在ノてス路線を運行しておりますので、京王サイドにも私の方から要望をしておきます。

それと、沿道の商j苫街の方々、確かに 1・3・2号線が完全に開通した時点では相当横断路、

交通量もふえ、また、中央介離帯というものが国によって設置されるということになってまい

りますと、非常に商庖に及ぼす影響はあろうかと思います。そういう面の対策については、や

はり事前に横断歩道橋等を設置する、あるいは交通量がふえてくる事前に、やはり対策等も検

討しなきゃならない問題かと思います。それについては、やはり東京都、あるいは国の方と私

どもの方で十介協議しながら、そういった中で地域の商庄街の方々も入れて対応を検討しなき

ゃならない事項かと思います。今後、そういった点については、住民を含めまして話 し合いを

続けて積極的に実施をしていきたいというふうに考えます。

それから、 3 0項目についての要望について、確かに 2年ほど前であったわけでございます

が、それからかなり時間が経過しております。そういう中で、御要望の中で、できることでき

ないことということでお話しましたけれども、できることというのは比較的非常にすぐやると

いうことが非常にむずかしい問題ばかりでございます。 しかも、市が実施をするというような

問題ではなくて、公団あるいは警察、公安委員会、それから、建設省あるいは東京都というふ

うにまたがる問題が非常に多くございまして、やはりそういったところの方と、私どもとして

は要望をし、そういう中で早期に実施をしていただくということには、私どもの方としても、

いままで働きかけをやってきているわけでございますが、なかなかむずかしいという点があっ

て、まだ検討中のものが大半でございます。そういう中で、今後も積極的に私の方から各関係

企業体の方にお話をしていきたいと、早く実施ができるように、精力的に働きかけを行ってい

きたいというふうに考えております。

以上でございます。

0議長(高橋通夫君〉 鈴木美奈子君。

0 13番(鈴木美奈子君) それでは、 最後に市長にお尋ねしたいと思います。 48年

の第 4固定例会の私の質問に対しても市長も発言されておりますが、住民の方たちの御意見を

よく聞いて、建設省などにも要望書を出してし 1くっこういう発言 しておりますけれども、 もう

あれからかなりの年月がたっておりますので、特に、この調査のまとめの中でも、これからの
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生活環境を守っていくためには、住宅等の防音対策、そしてまた、これから起きるであろう交

通事故の可能性、 こういうものなどに対してもよく検討 していく ように、こういう こと が載せ

られているわけでございます。ぜひ市長も、本当にいつも夜、多摩平自治会のパイバス対策委

員会の会合には出ていただいて、担当理事者の方も本当によく話を聞いていただいたわけです

けれども、今度貫通する中で市長の考え方を最後にお尋ねしたいと思います。

0議長(高箱通夫君〉 市長。

0市長(森田喜美男君) 多摩平を通過いたします 1・3・2都市計画道路が、中央線

の陸橋を完成させることによって、一部貫通をいたしました。一つの市内全体の道路交通の問

題から言えば大き い解決でありますし、また、一方に地域に見れは¥また新しい問題も生み出

されてくると、こういうことがあるわけであります。過去に、多摩平自治会の将来を予見をす

る形のいろいろな問題提起に対しま して、 できるだけ理解をし、対策を講ずるという ことにつ

いては、基本的にお話をいたしまして大きい理解もいただき、今日の状況も、幸いに各方面の

御尽力.御理解によって達成できたと、こういう状況でございます。

市内全体から見ますと、 1・3・し これは東京・八王子バイ パスと言われるように本来の

幹線であります。それから、 1・3・2は日野市内で分岐する支線であります。理由を言いま

すならば、 1・3・1が先に通過をし、 1・3・2がその後を通過するというのが一番望まし

いわけでありますけれども、それがいろいろな事情で公共事業というものは矛盾をっくり出す

面もないわけではありませんO 完成するまでにはこういう事情があちこちに起きるわけであり

ます。したがいまして、その対策というものは、できるだけのことはもちろんしなきゃなりま

せんし、まして、交通事故を起こしてはな らないという大原則があります。今後も十分それら

に効力の対策も考えなければならない、このようには言えると思っておりますけれども、これ

から具体的な、部長が答えましたような状況等の調査も行いまして、また、実感を持たれる地

域の方の御意見も伺いまして、できるだけのことをやっていこうと思います。

過去にいろいろと多摩平からの注文がつけられているということも承知しておりますので、

繰り返すことになりますが、できるだけのことは耳を傾けて対応したいと、このように考えて

おります。交通事故ということは、これはもう道路を交通する側、あるいは車を運転する側、

いろいろ本来の安全対策があるわけでありますから、それらのことについても十分対応をして

し、かなければならないと、このように考えております。
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策に関する質問を終わります。

2 3の2、豊田駅北口の放置自転車対策についての通告質問者、鈴木美奈子君の質問を許 し

ます。

013番(鈴木美奈子君) 引き続き質問をいたします。

5.000万台、人口の 2人に 1台の割合で普及 して、そのためにも駅やスーバーでは、特に放

置の自転車が見られるわけでございます。駅前放置自転車の数は、全国的に 50年には 30万

台、 5 6年には 98万台、特に放置台数が多い常磐線の金町駅、ここでは 6.000台、 しば し

ばこれは新聞などにも報道されていたことでございますが、 4.000台以上のところも全国で

も10にものぼっている。こう いうことが 56年の ]1月の総理府の調査でも明 らかになっ て

おります。このほかにも ミニバイク、単車、オ←卜パイ、こういうことがあり、豊田の北口な

どにも同じような状況が見られるわけでございます。こういう中で、国の方でもこれ以上放置

できないということから「自転車の安全利用の促進及び自転車駐車場の整備に関する法律」 こ

ういうものをようやくっくりまして、このことについて乗り出してきたわけでございます。国

と自治体の責務を定めることや、また、自転車交通網の形成をすると、 自転車駐車場の設置等

自転車対策の総合的な促進、また、自転車の進出基準の整備、安全確保と製造業者、小売業者

への責務、 自転車駐車場設置等に対する国の助成措置などです。 こういう国の法律ができ て、

それぞれの自治体がいま条例や要綱をつくって、これに対応しているわけでございますが、私

は、特に豊田駅北口、こ のことについて触れてみたいと思うわけでございますが。

豊田の駅は.特に一番街一一お花の花壇がありま して、 本当ならば、春子供たちの手を引き

ながら散策するという意味であるこの道路に、特に条例が施行されま してから、あのと ころに

なわが張られたために、自転車がそこに置けな ~\o そして、 なわの外に自転車が縦に並べ られ

ているO そして、比較的ここは視力障害者の方が通ります。幼児も通ります。そういう中では、

大人でさえも通るのに困難な状況が生まれている。それから、豊田駅の駅頭、夕方の 5時から

6時半過ぎまで 1時間立っ て見ていただければわかるわけでございますが、ここは、いま会社

から帰る方たちがパスからおりる。そして、本屋さんに入る方たち、京王に入る方たち、そし

て、そこに自転車が、買物に来る人たちが自転車を置く。私は、いつも立つ場合には、必ずこ

こに盲人の方がなぜか通るわけです。盲人の方たちは、私通った場合には必ず、声をかけて、ハ

イヤーに乗る人には、ハイヤ ーのところまでお連れしたり、そこは点字がありますよというこ

との声をかけるわけですけれども、私たちでさえ通るのが、パスを待つ人たちの中で非常に困

難な状況があります。自転車と人とごった返 しているこういう状況の中では、私は、多摩平の

豊田駅北口については、条例を発揮させるのがちょっと早かったのではないか。もうちょっと

公立の駐輪場をつくってから、これをやった方がよかったのではな~¥かというふうに思います

以上でございます。

0議長(高橋通夫君〉 鈴木美奈子君。

0 13番(鈴木美奈子君) それでは、最後に要望申し上げまして質問終わりたいと思

いますが。

ぜひ多摩平自治会の方から出されました 30項目については、日野市独自でやる部分が本当

に少ないことは承知しておりますが、いままでの経過から見て、ぜひ国や都や公団、警察、こ

ういうところに積極的な働きかけを行っていただきたいと思います。そして、いまの生活環境

これ以上悪化させない、こういうことも必要でありますし、騒音や防音、交通事故、この対策

をぜひ立てていただきたいと思います。それから、調査に当たりましては 53年一一 1978 

年のこの調査のときには、ちょうどお正月の交通量の少ないときにやったという経過がありま

すので、ぜひ夏や冬、 これを避けて交通量の多い時間を選んで調査をやっ ていただきたいと思

~ ¥ます。

それから、先ほどからも、市の方では交通量の調査もやっておりますし、いろいろと実施し

ていることがあるわけです。建設省やま た警察に対 しても、こ ういうことをやったという、そ

ういう経過もあるので、自治会の方から問い合わせがなければ黙っ ているのではなくて、 積極

的に、いま市 としてはこういうことをやっているんですよという、そういうことも中間として、

特にほかのことと違います。この 1・3・2のバイパスの問題では非常に長い間、多摩平自治

会がこの問題に取り 組んでき たわけですか ら、最後まで、こういうことで要望を取り入れてい

ただきたいということを意見として申し上げまして、この質問を終わります。

0議長 (高橋通夫君) これをもって 23のし 1・3・2バイパスの貫通後の影響対

豊田駅北口放置自転者対策について、これにつきま しては予算委員会の中でかなり審議もさ

れたわけでございますが、私、一般質問出しておりましたので質問させていただきます。 いま

自転車は、とても日常の生活の中では欠くことのできないものとして、買い物からスポーツや

レクリエーション、そして、通勤通学、こういうことで非常にふえております。全国でも
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けれども、もう実際にはやったわけですから、これについてどういうふうに具体的にやるか。

確かに民営の駐輪場ができましたけれども、 1軒のおうちでは、 3人の方が自転車に乗って旭

が丘方面からは豊田駅に乗る。ど うした らいいで しょうかつて、こういう相談も受けるわけで

す。ですから、ぜひ豊田駅の放置自転車については、市も努力していることは私よくわかりま

す。今度建てられました都営住宅につくるということも聞いておりますけれども、具体的にぜ

ひ検討していただきたいということで質問を行います。

1点目 は、市営駐輪場の早期設置の問題ですO

2番目には、銀行、ス ーパ一、こういうところへの条例で、 ちゃんと協力要請できるように

なっているわけですから、これをやっているところと、やっていないところがあります。こう

いうス ーパーへのもっ と協力を積極的に要請してし 1く必要があるのではないかというふうに思

~ ¥ます。

3番目には、放置されている自転車をどういうふうにするか。特にいま置かれなくなったた

めに、豊田の多摩平の交番、そこから、交番から北の方に自転車がずっと並んでいるわけです。

こういうことがありますので、放置されている自転車対策並びに一一駅の前の通りはなわが回

されておりますので、なわの中には自転車を置かれてないけれども、なわの外に今度は置かれ

ている。そのためになおのこと歩道が狭くなっているわけです。この対策をどうするか。

4番目には、駐輪場設置まで暫定的にでもいいけれども、規制を緩和できないのかどうか。

非常にむずかしいと思いますけれども、その点についてお尋ねいたします。

0議長 (高橋通夫君) 鈴木美奈子君の質問についての答弁を求めます。建設部長。

0建設部長(中村亮助君〉 それではお答え申し上げます。

私の方も、昨年の 9月 5日の日に、高幡、百草に続きまして第 2段と して豊田駅周辺の規制

を したわけでございまして、その後の効果というものは、それなりにあったというふうに評価

はしておりますけれども。確かにまだ駐車場の設置という点では適正な配置がないということ

で問題はございます。

そこで、まず第 1点目の御質問の、市営駐輪場の早期の設置という御質問でございますけれ

ども、現在豊田駅北口につきましては、市営の駐車場は北の第 1駐車場として都道の 2・2・6

号線の線下に一応 728台という収容能力を持ったものが設置されております。それから、さ

らには民営の問題につきま しては、 駅前に1.2 0 0台を収容するということで、昨年の、これ
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も8月に.従来民営でやっておりました駐車場を、さらに改良いたしまして 2階建てのりっぱ

なものをつくりまして、 1. 2 0 0台収容という能力をもつものがあるわけでございますけれど

も。そういうことで確保は一応されておりますけれども、きのう、先日も川島議員さんの御質

胡にもお答え申し上げましたけれども、泉塚方面からの関係、あるいは国道関係からの関係、

そしてまた、 旭が丘方面からの関係と、こういうふう な流入経路の系統につきましては、まだ

対応できる施設というものが残念ながらございませんO そういうことでは問題があるわけでご

ざいまして、用地確保につきましては一応の努力はいたしております。と ころが、なかなか市

街地が形成されておりまして、適当な借地で設置でき るというふうなものもまだないわけでご

ざいますけれども、ただいま御質問の中にもございま したように、当面の問題といたしまして

は、都営住宅の南側に用地を確保いたしまして、これが 280台くらい確保できるという近々

の見通しがあるわけでございますけれども、そういうものを含めまして、適正な駐車場の配置

という問題につきま しては、やはり今後も引き続き努力をしていきたいというふうに考えてい

ます。

それから、 2点目の銀行だとか、あるいはス ーパ一、そういうj苫舗に対しての、実際条例で

規定されております協力要請の問題でございますけれども、 これにつきましては、確かに条例

上は、これらの施設を新設する場合に、条例の 5条で規定をいたしておりまして、具体的には

規則の 2条別表で、 1平米あたり 1台とかっていうふうな形の一応の規定をいたしております。

その確保につきましては、まだ既存庖舗については確保の努力を求めている段階でありまし

て、 具体的な設置と いう方向が見られておりませんO したがって、これまでの結果から言いま

すと、 豊田駅周辺で新設のパチ ンコ屋さんにつきま しては、これは地下に 141平米ほどの83

台収容できる施設が一応は完備されておりますけれども、こうい う一つの先駆的なケ ースをも

とにいたしまして、さらに施設そのものの設置については、それぞれの機関に要請を していく

つもりでおります。それから、西友ストアーが 231平米 15 0台ほどの収容施設を、市の要

請を受けまして設置をいたしておるというケ ースもございます。その他の庄舗につきましては、

再三要請はいたしております。それぞれの対応につきましては、若干見られるということもご

ざ~¥ますけれども、まだ具体的なものがございませんので、さらに引き続き要請を していきた

いというふうに思っております。

それから、 3点目の、放置されている自転車の対策でございますけれども、これにつきまし
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ては高齢者事業団に委託しま して、 逐次規制の範囲内で撤去をいたしておるわけでございます。

再三警告もいたしております。警告の方法としては、荷札のような形式のものを、放置されて

いる自転車に添付いたしま して警告かいたしておるわけですけれども、それでも継続的に置か

れているものについては一応撤去をしていると、その撤去を繰り返しているわけでございます。

したがって、ロ ープを張 って、 置かないように規制をしているわけですけれども、できればあ

あいうロ ープを張りたくない という ふうに思っております。やはり自主的な規制の中で、ひと

つ御協力をいただければ大変ありがたいんじゃなし 1かというふうに思っておりますので、でき

るだけロ ープを張らないで規制ができてし 1く、そういう自主的な規制の方向ができれば大変望

せしいわけでございます。そういう点で、確かに歩道が狭くなるということで御迷惑をおかけ

しているわけでございますけれども、やはり撤去移動を繰り返 して実施するという方法しか、

現在のところ規制をしている以上は、整理して l)く方法がないんじゃないかというふうにも考

えられるわけでございます。

それから、最後の御質問の駐車場設置までの暫定的な規制の緩和でございますけれども、こ

れは、一応やはり規制をいたしたわけでございますので、すでに各駅とも実施しておりますし、

これを緩和 してい くという方向は、いまの段階でもやはり考えられないわけでございます。た

だ問題のありますのは、やはり規制が半径 300メートルの範囲内ということになっておりま

すので、それ以上のところに勢い置かれてしまうという確かに現象が、自然発生的に起こって

いるわけでございますけれども、それらの路上の配置等につきましでも、やはり撤去の方法で

対応 してい き、また、御協力をいただくと。利用者につきましては、学校だとか、あるいは事

業所、それらにつきま しても書面をもちま して、できるだけひとつ 500メートノレく らいの距

離のところの通勤通学等につきま しては、 自転車の御利用をいただかないようにという御協力

も申し上げておるわけでございますけれども、それらの実行を兼ねまして、さらにいまの規制

は続行していきたいと。

そして、また特に豊田駅北口の商業活動につきま しては、やはり規制を緩和することにより

まして、もとの状態に戻ってしまうと。 したがって、もとの状態に戻るということは、路上に

放置されて自転車が横溢しまして、商庖活動にも影響があるというような、そういう悪影響も

あるわけでございますので、そういう点も考えまして、なおさらに撤去の方法などによって整

理をしていくという方向で、規制はやはり続けていきたいというふうに思っておりますので、
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その点を含めまして、いまひとつ御理解をいただきたいと思っております。

0議長 (高橋通夫君) 鈴木美奈子君。

0 13番(鈴木美奈子君) それでは再質問いたします。 4番目の点につきましては、

余りにも大変な状況なんで、何とかならないかなぁということでやりましたので、これは条例

にあるとおりやらざるを得ないので、私は、その点了解いたしたいと思います。

それでは、どういうふうにしていくのかということを考えてみますと、業者の商庄の方たち

に対してのことですけれども、大規模商舗については、特に私は、西友が非常によくやってい

ることを感じるわけです。自転車置場をつくって、それから、まだつくる前からもそうですけ

れども、自転車を整理する人をちゃんと派遣して、買い物をする人についてはきちっと指導し

て並べている。こういう点がありましたし、また、その上、最近ではわきの方に自転車を置く

ところをつくりましたので、西友で買い物する自転車については、非常によく整備されている

なぁということを感じるわけです。

それではほかのところはどうか。最近関庖いたしました銀行であるとか、もと からある百貨

l苫などについては、まだこういうことがないので、私は、駅に乗りつける人だけを一一悪者と

いう言い方はちょっとひどいんですけれども、この人たちだけが悪いのではなくて、やはりこ

うした業者の方たちも、きちっと自転車をどうするのかという、買い物に行く人については、

じゃあ、自転車こ こにおきましようという、そういうことも考えることが必要ではないかとい

うふうに思います。大規模庖については、かなり市の方でもやっておりますので、その 2項目

に、二つ目 では小規模庖舗、これに対しても同じようにこれができるわけですから、それにつ

いては医院であるとか、学習塾、事務所、商j苫、こういうこともこの条例の中にうたわれてお

りますので、特に多摩平のところを見回しますと、お医者さんでも歯科、内科、外科、眼科す

べてある。個人の病院ですけれども、病院もありますし、また、事務所もあります。そういう

点ではぜひ小規模庖舗についても、この条例を徹底させるように、もう一度要請していただき

たいと思いますが、その点l)かがでしょうか。

それから、自転車小売業者、この方たちに対しても、国の方ですけれども、きちっと防犯を

やるように、登録するようにと いう、そういう防犯登録及び住所氏名、これをきちっと明記す

るように、これを奨励することっていうふうになっておりますけれども、駅など見ましても、

名前が書いてあるのは本当に数が少ないっていうことを感じるわけです。ですから、これをき

月
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ちっとやって liかないと、たと えば放置自転車、これに対 して管理 した場合に、 どう いう形で

その方たちに返すかと いうこと にもかかわってきますので、 自転車を売った場合には、きちっ

とこうした条例に沿うような形の指導をやっ ていただきたいと思いますが、その点をお尋ねい

たします。

それから、 3番目には放置されている自転車、 これは、いま旧市役所のそばの高速道路の

下に lカ所集められております。 過去 9回やって1.4 0 2台、これは 57年 6月から 58年 3

月までの 9四分ですけれども、 1.402台これが持ってし 1かれたわけですけれども、これのう

ち何台敦りにきたのか、こ の点をお尋ねいたします。

以上です。

O議長(高橋通夫君〉 建設部長。

0建設部長(中村亮助君 〉 それではお答え申 し上げます。

まず第 l点の小規模庄舗についての条例適用の勧告でございますけれども、これにつきまし

てはおっしゃるとおり、やはり協力要請をしていく ということで対処 して liかなければならな

いと思っております。また、市の指導開発要綱の中でも、 自転車置き場の設置ということにつ

きま しては、一応の義務づけを行っております。 これからできるもの等については、そういう

形の中で対応できると思いますけれども、既設のものにつきましては、非常に狭い既設の範囲

内で、 そこにおいでになるお客さんのための自転車利用者、 これの自転車置き場という問題に

ついては、それなりに努力はなさり、また、苦慮されていると思いますけれども、条例適用と

いう形の中で、やはりこれも当然勧告を し、そして、 しかるべき措置をとっ ていただくという

ことで、引き続きやはり努力を していただくように要請は していくつもりでございます。

それから、 2点目の自転車小売業者に対する協力でございますけれども、こ れにつきまして

は、御質問の中にもございま したように、規制の段階で小売商業組合の方に申し入れしま して、

自転車を販売なさるときに、できればひとつきちっと した住所氏名を書いていただいて、そ し

て、防犯登録の番号なども記録 していただくという ことで要請は してあるわけでございますけ

れども、なかなかそれが実際に実行できないということで、 3番目の街j質問にも影響するわけ

ですけれども、撤去した自転車が依然として取りに来られてない方が非常に大半多いというこ

とでございます。そういう中で、やはり貴重な一つの品物ですから、 まだり っぱなものもたく

さんあるわけです。そう いうこ とで、ぜひひとつ取りに来ていただくよう にPRは してあるわ
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けですけれども、なかなか保管場所とい うことで、 中央高速自動車道路の旧庁舎の南側の、あ

そこの場所しかいまのところ 1カ所 しかございません、保管場所は。そ ういう点で、やはりな

かなかあそこまで取りに来るというふうなことも、遠隔のところでおっくうな点もあろうかと

思いますけれども、保管場所という問題で現在のと ころあそこ しかないわけでございます。

大ざっぱに申 し上げて大変恐縮でございますけれども、撤去台数に対して大体取りに来られ

る方は 30 9るくら いしかないわけでございます。そういう点でやはり私の方も、ちゃんと住所

氏名が書いであるものにつきま しては、その都度撤去後に、そのあて先に対 しまして御通知を

差し上げております。そして、取りに来るようにお願いをしております。ところが、全然何も

わからないというものがたくさんありますので、そういう取りに来ていただきたいというはが

きで御通知を差し上げ‘る手段が用いられないわけでございますので、なお引き続きやはり自転

車を販売する小売業者さんで、そういう点をひとつきち っと守っていただけるようなそういう

方舟をやはり申し入れをしていかなまればならないと、そういうふうに考えております し、 ま

た、協力を要請していきたいというふうに思っ ております。

0議長(高橋通夫君) 鈴木美奈子君。

01 3番 (鈴木美奈子君) それでは再質問いたします。

放置されている自転車対策について、取りに来たのが 30婦、そ して、住所氏名が書いてな

いのでなかなか困難だというふうに言われましたけれども、 この条例にも、移動自転者等保管

台帳というのがありますね。 この保管台帳に、それでは載せられないのではないかというふう

に思うんです。だから、条例があってもなかなかこれが実施できな い。こういう中では、私は、ち

ょっと土地の問題で困難さがあるということを承知の上で、 もっと保管自転車場所を、あのと こ

ろに l力引でなくて、 もうちょっと散ら して、たとえば多寧平地域であるとか、高幡不動のそ

ばであるとか、 こういうところにワンクッションおいて、ある一定の期間おいたら、次に最後

のところに移動する。こういうこともやらないと、なかなか取りに、特に通勤通学の方が乗る

わけですから、取りに行けるのではな liかとい うふうに思うんです。そう いう点で、そういう

ことができないかどうか。

それから、 もう一つは市営駐輪場を設置する ことについて、都営住宅のところにつくるとい

うことですけれども、いままでありました国鉄用地一一ーありましたね、駐輪場、それについて

はどういうふうにやるのか。それから、 この駐輪場については財団法人駐車場センタ 一、 ここ
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に委託してパーキングポストをつくるというふうに言われておりますが、条例によりますと、

市営の駐輪場は無料にすることができるという中に、生活保護を受けている方とか、身体障害

者、福祉法の方、老人福祉法、学校教育法、これを受けている方は使用料の減免ができるって

いうふうになっておりますが、パーキングポスト、これは 5年過ぎると市に移管されるという

ふうに聞いておりますが、そうであるのかどうか。そして、もし市に移管された場合には、こ

ういうバーキングポストにも、これが減免措置ができるのかどうか、その点お尋ねいたします。

O議長(高橋通夫君) 建設部長。

0建設部長(中村亮助君) それでは再度の御質問にお答え申し上げます。

まず、第 l点目の保管台帳の問題と、それから、保管場所の問題で、すけれども、確かに信Il指

摘のように、さっきも申し上げましたように 1カ所だけでは、非常に遠隔な地の場所から撤去

した 自転車が、現在のところに置かれているという不便さがありますので、その点につきまし

ては、やはり工夫改良をしなければならないということは重々考えられるわけです。そういう

点で、やはり保管場所の問題については、多少いたずらをされたり、あるいは場合によっては

現在置かれている場所につきましても、一部の部品を盗まれてしまうというふうな現象があり

ますので、現在あそこのフェンス、これは当時のままでずっと来ておりまして非常に傷んでお

りますので、それらもちゃんとするように、いま工事を進めております。そういう現況もござ

いますので、土地が求められるならば、やはり一時的にでもどっかへ置きまして、近くのとこ

ろに置いて、そして、そこの保管時間が 1週間置いたらいまの所へ持ってくるとか、そういう

方法につきましては、御指摘のように一つの課題として検討をさせていただきたいと思ってい

ます。

それから、保管台帳につきましては、ちょっとさっきも申し上げなかったんですけれども、

どの場所から何月何日の何時ごろ撤去したんだと、こういう表示を撤去するときにきちっと、

撤去自転車にはりつけております。そういうことによって、仮に住所氏名が書かれてない自転

車を、撤去されたからという ことで取りに来られる方についても、その辺をお尋ねしま して、

自転車についている調査票を、それがきちっと合えばお渡しするということで、台帳は、そう

いう点で一応の整備はなされております。

それから、 2点目の関係でございますけれども、駐輪場の当面の、さっき申し上げた 280

台の都営住宅の南側への設置の計画でございますけれども、これにつきましては、以前作成を
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する前に国鉄の用地を確かに借りておりました。そのために非常にあそこは狭い道路で、 しか

も駅に非常に至近な土地であるということで、放置状態が非常にひどかったわけですO そうい

う点で、今後も規制をしていかなくちゃならないわけですけれども、 280台というのは都営

住宅側に対する協力ですね一一用地の協力と、それから、さらには従来使っておりました、い

まお尋ねがございました国鉄用地をあわせましてつくると。こういう計画で、一応の計画とし

ては 280台が確保できるだろうというふうに考えておるわけでございまして、方式としては

ノマーキングポスト方式でいきたいと。その理由は、やはりあそこを無料にいたしますと、前の

状態に戻ってしまう八ノじゃないかと。非常に至近な土地でもありますし、そhから、 もう一つ

は、やはり民営の駐車場に対する影響という問題も配/憲しなけりゃならないということも考え

られますので、そういう点で一番簡単に出し入れができて、 1回使用料が 100円ということ

でございますけれども、 100円でも有料になるわけですけれども、至近な距離で非常に利用

しやすいと、そういう点で.そういう考え方の中でのバーキングポストということで現在は考

えてみたいということで、計画を しているわけでございます。

それで、この事業そのものにつきましては、財団法人の自転車駐輪場のセンタ ーに施設の設

置と、それから、その管理を委託するわけでございます。用地だけを提供すると、こういう こ

とでご ざいますので、契約を締結いたしまして、その期間を 5年間ということに定めておりま

すので、 5年経過後については、その施設そのものがすべて市に移管されるというケ ースにな

るわけでございますけれども、まだI高幡の方の実施も去年でございますんで、ま だ何年かある

わけでございます。したがって、今回設けようとしているものにつきましても先々 5年あるわ

けですけれども、それらの移管を受けた後の方法等につきましては、さらに検討しなきゃなら

ないと思いますけれども、条例の適用である減免措置等につきましては考えていきたいと思っ

ています。ただ、その方法として一応固定の場所を決めませんと、あれはかぎを使つであるわ

けですから、やはり減免をする特定の方たちに、一定の番号をつけたかぎをお渡しするという

ような方法も当然考えないと、そこが使えないということになりますので、それらにつきまし

ては、細部的な問題につきましては、さらにそういういろんなケースを考えながら、当然検討

して~¥かなくちゃならないというふうに思っております。

0議長 (高橋通夫君) 鈴木美奈子君。

0 13番(鈴木美奈子君〉 それでは、これで質問を終わりますが、ぜひ駐車場の設置
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については、駅に乗ってし1く人だけが私は悪いのではないというふうに思います。本当に遠い

ところでやむを得ず乗る方も多いと思いますので、 もっとやはり駅から通える方は、いつも市

長がおっしゃるように、歩いて駅まで行って自転車に乗る。それから、またさらにはいろいろ

とPRなども、どこに撤去をいつやるとか、またどこに撤去 した自転車を確保するとか、いろ

んなことについては広報などを通じて P Rして、市民へのもっともっと協力要請も必要である

かと思いますので、そのことを要望いたしまして質問を終わります。

0議長(高橋通夫君〉

質問を終わります。

お諮りいた します。 議事の都合により、あらかじめ会議時間の延長をいたしたいと思います。

これに御異議あり ませか。

C I異議な し」と呼ぶ者あり〕

0議長(高橋通夫君〉 御異議ないものと認めます。よって会議時間の延長をすること

これをも って 23の2、豊田駅北口の放置自転車対策に関する

に決定いた しました。

お諮りいた します。 議事の都合により暫時休憩いたしたいと思いますが、これに御異議あり

ませんか。

C I異議な し」と呼ぶ者あり〕

0議長(高橋通夫君) 御異議ないと認めます。よ って暫時休憩をいたします。

午後 4時 51分休憩

午後 5時 16分再開

0議長(高橋通夫君〉 休憩前に引き続き会議を開きます。

2 4のし新都立高校についての通告質問は、高橋通夫、私でございますので取り下けます。

2 5の し 電子計算組織の導入決定する前に、市民に対して計画・方針の提示、説明を行い、

住民の意思を問うべきでないかについての通告質問者、橋本文子君の質問を許します。

C 1番議員登壇〕

01番 (橋本文子君) 毎回こうして登壇させていただいておりますが、革新市政をさ

らにリフレッシュさせたいという思いで、また今回もお許しをいただきました。

初めに、電子計算組織の導入決定をする前に市民に対 してその計画とか方針の提示、あるい

は説明を十分行って、住民の意思を問うておくべきではなかったかという質問をこれから行い
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ます。

t 

コンピュ ーターが本庁に初めて導入されたことがいつだったのか、私は不勉強のため全く知

りませんでしたc ましてコンピュ ータ←導入についての企画がいつごろから始まったものなの

か知るよ しもありませんでした。無論私が議会に出る前から始まった事業計画であろうと思わ

れます。このコンピュ ーターをたまたま テーマに取り上げるだけでも、市民参加の政治とは、

市政とは、一体 どういうことなのか。行政の情報公開のあり方はどうあるべきなのか、考えさ

させられてしまいます。にもかかわらず、本庁の中には、個別にイン プッ卜されたコンピュ ー

ターがすでに設置され、 5 9年度には住民記録即時処理システムの運用が開始されることにな

りました。お くればせながら情報公開もされず、本当の意味での市民参加もできなかったコン

ピュータ ー問題について、全くしろうとの市民にも十分納得がいただけるような説明を、私の

質問を通じて御答弁をいただきたいと思います。

電子計算組織とい う言葉を開いて、皆さんは直感的にどんな印象をお持ちでしょうか。機械

に弱い私は、電子計算組織、あるいはコンピュ ーターと聞くだけで頭が痛くなるような感じが

いたします。コンピュ ーターとは一体何なのか、私たちの生活や社会の中で、どのような役割

りを果たしてくれるものなのか、 さっぱりわからないというのが正直なところの実感でござい

ます。

コンピュ ーターに対する評価はさまざまあるようでございます。導入推進者の側は情報化社

会論を振りかざして無条件に評価をします。その上、人員削減の効果を うたい、生産性の向上

を強調いたします。反面、 コンピュータ ーに対して批 判的な人たちは、国民総背番号制批判に

始まって、コン ピュータ ーを導入された現場労働者の立場からは、健康問題などの具体的なマ

イナス面が報告されているというのも現状でございます。また、 「技術と人間」という雑誌の

中では、 197 6年の 10月号でございますが、社会党の石野久男さんは「コンピュ ーターに

ついては、資本の怒意のままに許してはいけないと思います。 コンピュ ーターの能力自体否定

すべきではないと思1， ¥ますが、それによって弊害が出てくるということを忘れてはいけませんO

なぜ弊害が出て く るかというと、 国民の側に立っていな~¥からです。資本の採算の問題だけで押

しまくっているからだと思います」と述べておられます。また、共産党の浅見善舌さんは「行

政機関や自治体へのコンピュ ーター導入問題については、プラ イパシーの侵害につながる危険

がきわめて大きいと思います。しかも、こ れは政府が中央集権的に国民を統制して~¥く手段に
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使われかねない。これは、軍国主義復活の中では一層重大です。しかし、一方コンピューター

は行政機関業務の機動性や能率化にもすばらしい能力を持っているため、高度化する行政体制

の中ではコンピュ ーターなしにはやっていけない状態になっています」とおっしゃってます。

この石野さんや浅見さんのように、コンピュ ーターは便利なものではあるけれど、その使い方

によって大変危険であると同時に問題が多いという意見が圧倒的に多いのではないでしょうか。

このように私自身もそうですが、一般的な市民にとって大変わかりにくい電子計算組織が、市

民に対してその能力や方針が十分説明されないまま導入されてしまったことに、私はとても疑

問を感じています。

そこで、昭和 59年度の予算は約 8.400万ほどになっていますが、これから先どこまで市

民の税金がつき込まれようとしているのか、何年くらいの見通でこのすべての設備を終わろう

としていらっしゃるのか、また、コンピューター導入の利点はどんなところにあるのか、マイ

ナス部分もあわせて質問をしていこうと思いますので、よろしくお願いをしたいと思います。

それから、経費につきましては、これまでにかかった経費もあわせて教えていただきたいと思

っています。

まず、質問の第 1点目でございます。市民情報の集中化と処理による住民管理が可能となり、

個人のデータを集中すればするほど、それを欲しがる者がふえると思います。簡単にアウトプ

ットできるのですから漏洩の危険性が高く、市民のプライパシーや人権が侵さ れやすくなると

思うのですが、この点についてどのような配慮をなさるのでしょうか、プライパ、ンーの保護条

例を承知の上でお尋ねをいたします。

第 2点目の質問といたしましては、労働者の健康と労働条件について、また、雇用の角度か

らも将来予測されることをすべて挙げてみてくださ~ ¥0 企業などでコンピューターを導入した

ところで働いている労働者から、合理化や管理強化の実情について聞いてみると、機械に合わ

せて人間が働かされ、人間としての連帯感が分断される結果、疎外感による精神的苦痛は言葉

で表現できないほどだと聞いております。この辺の点もどうぞあわせてお聞かせいただきたい

と思います。

3点目の質問は、昭和 59年度の一般会計予算の中では、約 8.400万円ば、かりの予算計上

が見られます。この電算化に要する経費は、これから先一体どれくらいの額が見込まれている

のでしょうか、また、これまでにかかった教費すべて合わせて幾らになるのでしょうか教えて
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くださ~ ¥0 

4点目の質問といたしましては、市民からの理解を得るためにコンピュータ ー導入について

の全計画、全資料を広く公開し、市民と直接的な討論話し合いをしていないと思うのですが、

住民サービスの向上が具体的に明らかにされないまま、巨額の税金を使うことについて、どの

ような見解をお持ちでしょうか。

さらに、 5点目といたしまして、コン ピュ ーターにかかわるすべての経費と、これは人件費

もあわせて計算していただきたいと思います。コンビューターを使わないで事務処理をする場

合、市民 1人当たりそれぞれ幾らくらいの負担になるのか、その比較をしていただきたいと思い

ます。

らL上、 5点について御答弁をお願いいたします。

0議長(高橋通夫君) 橋本文子君の質問についての答弁を求めます。企画財政部長。

O企画財政部長(前田雅夫君) まぜコンピューターの導入の基本的な考え方でござ

いますけれども、日野市は、昭和 56年 10月23日公布でございますけれども、日野市電子雲十算組織

に係る個人情報の保護に関する条例を制定しております。その中でまず第 5条で秘密の保護をうた

っております。これは、電算機の導入で一番重要な点でございまして、この 5条をちょっと l

項だけ読んでみますと、 「市長は、個人情報について常に正確かっ客観的なものとして維持管

理するとともに、電子計算組織の運営に当たっては、市民の基本的人権を尊重し、市民の個人

的秘密を保持しなければならない」ということをうたっております。さらに、これらを実現す

る上で、電子計算組織の審議会、それから、記録の制限、個人番号の制限、閲覧等の禁止、そ

れから、国・地方公共団体との有機的結合の禁止、それから、電子計算組織による事務処理の

公表、それから、個人情報について市民から開示の申し出があったときには、個人情報につい

て開示するという、開示及び訂正の条項を設けて行っております。要するに、この条例をもと

に住民基本台帳の電算化を行うというものでございます。

この電算化を行う上で、やはり基本的に重要なことは、いま申し上げましたように、プライ

パシー、すなわち基本的人権の保護でございます。この保護を行う上でどういうところに注意

を払うかということでございますけれども、当然いま申し上げましたような条例の厳粛な遵守

と、それから、この条例の中でうたっております審議会の運用を適正にしていくと。要するに、

審議会に内容を諮り間違いのないよう導入を図って~¥くと、運用も含めてでございます。さら
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には、ハー ドウエア、ソフトウ エアで、できる限りの防止策を講ずると。さらに、幾ら条例、

それから、審議会、ハー ド、 ソフ トウエテが完全でありま しても、この機械を使うのは人間で

ございます。職員でございます。この職員の、やはり研修なりモラノレの向上を図らなければい

けないというふうに考えております。

そして、 2番目は、やはり この機械を使う上で職員の健康の問題でございますo それでは、

日野市のいま導入を考えている電算の内容がどうかということを簡単に触れてみたいと思いま

る基本計画Jというものを議員さんの方にお配りをいたしましたけれども、その中の 9ページ

に「住民情報システム」ということで、これから日野市がどういうものをまず導入するかとい

うことで書いてございます口

考えております。

それから、さらに重要なことは、いま橋本議員さんも若干触れられましたけれども、コンピ

ューターは、コンピュ ーターが職員なり人間が使われるということじゃなくて、やはり計画か

ら利用について市なり職員なり、そういうものが主体性を持って行うことが、やはり大事では

ないかと。この辺を勘違いいたしますと、導入の内容なり、あるいは一番肝心な基本的人権の

問題にも触れてくるんではなし 1かというふうに考えております。

次に、ちょっと項目別には前後いた しましたけれども、計画と、いわゆる経費の問題につい

て御設明を申し上げます。まず計画でございますけれども、先般「コンピュ ーター利用に関す

ごく簡単に申し上げますと、住民基本情報の導入。要するに、いま現在これからやろうとし

ているものでござ います。それから、選挙情報、選挙情報といいますのは、要するに住民基本

台帳がコンピュ ーター化されますと、選挙人名簿とか、あるいは入場券等の発行ができるよう

にするものでございます。それから、教育情報。これは、幼稚園、小中学校、成人式などの、

いわゆるデータを出すというものでございます。それから、税情報、 これ辻、あえて説明する

余地はないと思います。それから、福祉情報、これは、現在でも老人福祉については導入をし

ておりますけれども、さらにこの発展を図るというものでございます。その他、衛生情報とい

うことで、各種の予防接種、それか ら、検診等の活用を図るとい うものでございます。これら

の事業を、まず 59年度から 60年、 6 1年にかけて導入をするというものでございます。

次は経費の問題でございますけれども、現在いわゆる個別に委託処理を しております。この

総経費が 59年度で 申し上げます と、端数をちょっと切りますけれども、 1億 2.300万円で

ございます口それで、住民基本台帳の導入に伴う準備の費用が 8.400万円でございます。合

わせますと 2億 400万円ということでございます。さらに， 6 0年でございますけれども、

6 0年は印鑑証明等のシス テムを開発し、導入をするということと、関連業務ということで、

税その他の、いま委託をしているものをどういう形で住民基本台帳にマッチングするかという

ような開発をするわけでございます。これが、 6 0年度は当然、いままで、現在やっている個別

の委託も、まだあるわけでございますから、それを含めまして 2億 900万円でございます。

それから、 6 1年には、さらに発展させまして経費が 2億 600万円でございます。それで、

この 3カ年でおおよその事業が導入計画が完了するわけでございますが、そうしますと、 6 2 

年には一一いまちょっと細かい数字いま出ないんですけれども、 6 2年には 61年よりは減る

ような数字が出ているわけでございます。

す。

まず、即時処理を必要とする住民基本台帳等の処理につきましては、小型のコンピュータ ー

を庁内に置きま して即時処理をするとO さらに、税金等の大量な計算、それから、印刷等を伴

うものについては、外部のコンピュ ーター会社に委託をして処理をするというものでございま

すo したがって、市内でコンピ ュータ ーに直接職員が触れる部分というのは、具体的に申し上

げますと、まず市民課だけで申 し上げますと、市民課に端末装置が置かれます。その端末装置

はキ ーボー ドと、それから、いわゆる受像機、いわゆるブラウン管でございます。それからあ

と、インプットの簡易印刷機といいますか、そういうものでございます。それで、この操作は、

職員がキ ーを打ちましてブラウ ン管に記録されているデー タを出したり、打ち込んだりと、そ

うい うる作業でございます。ごく一般的に会社がやっております、キ ーパンチャ ーが入力す

るための、たとえばけんしょう炎の問題とかそういうようなことはありまーすけれども.その作

業 とはかなり隔りがあるというように御理解をいただきたいと思います。ただ、そうは言いま

しても、 ここで起こる問題は、いずれにしてもキ ーボー ドをたたいたり、それか ら、受像機を

眺めるわけでございますから、職員の健康管理には十分注意をしな きゃいけないというふうに

それから、 4番目の導入の公開でございますけれども、これは、先ほどちょっと総論で申し

上げましたとおり、条例を定めま して審議会に諮り進めておるわけでございますので、広報に

ももちろん掲載を したわけでございますけれども、 コンピュータ ーそのもの、現在のいわゆる

社会での考え方といいますか、位置づけから考えますと、導入するかしないかというよりは、
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基本的人権をどう守るかというのが、やはり 一番重要なポイ ント ではなし 1かと いうことで、や

はりこの条例を遵守する こと によ って、その心配はなくなるのではなし 1かという ふうに考えて

おります。

それから、最後に人の手でやった場合、それから、 コンピ ュータ ーを導入した場合の経費の

比較でございますけれども、 これは、ちょっとまだ出しておりません。

以上でございます。

0議長(高橋通夫君)

01番(橋本文子君)

橋本文子君。

職員の研修をしてモラ ノレを高め、間違いのないような運用をし

ていくんだというお話も、大変言葉の上では言 うはやすいんですけれども、本当にこれはむず

かしいと思うんです。たとえばプライパ、ン ーを守るとき、どんなものをイン プッ 卜するのかな

あっていう、具体的な細かいこと、ちょっと心配なところを申し上げてみますと、たとえは‘教

育情報っていうのがございます。ここでは出ておりませんけれども、当然子供、あるいは大人

ももちろんそうですが、学歴の問題であるとか、学業の成績であるとか、 もっと言えば、いま

大変騒がれておりますけれども非行歴ですね。こういうものをもしかしたら入力されてしまう

んじゃないか。やっぱりそうはならないだろうなあと思l.¥つつ、やっぱりしっかりと言葉の上

で私は確かめておきたいと思うわけです。

それから、福祉の問題につきましても、たとえば寝たきり老人なんかの問題、当然給付金を、

振り込みなんかは銀行に委託されて、その業務をしていただくというときには、当然名簿が銀

行の手に渡るのか。小型のものは庁内に備えるけれども、税金等の大きなものは外部に委託か

らと、やはりそれは、職員の研修だけでは済まないプライパシ ーを守るために問題が出てくる

であろうっていう心配が、やはりせざるを得ないんです。

そういう点であるとか、それから、条例審議会があるから、これは市民に広く公開したり、

あるいは参加してもらっていると、強いて言えば言えなくもないという御見解なんだと思うん

ですけれども、たとえば審議会について言いますと、この審議会が一体いつ開かれているのか

市民は全く知らないわけです。いついつ何時からどこそこで行t¥ますということがあれば、関

心のある方は、その審議会に傍聴に行くこともできるでしょう。いままでのところ、恐らく公

表されたことはないっていうふうに私は思うんです。私の自が漏らしているのかどうかよくわ

かりませんが、そういう点についてもちょっとお伺いしていきたいと思います。
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先ほどのプラ イパシーの問題、あるいは入力する中身について、学業成績あるいは非行歴等

の、そういうのは心配ないのかどうか、再度質問をいた します。

0議長(高橋通夫君) 企画財政部長っ

0企画財政部長(前田雅夫君) 条例の第 7条でございますけれども、この条例で記

録の制限というのを明確にうたっております。 r電子計算組織には個人の思想信条、宗教、身

体的特徴、人種、犯罪歴、門地その他特別な」云々ということで、だれが何を言おうがこの条

文は完全に生きるわけでございますので、これらに類するものは情報がインプ ッ卜されないと

いうことでございますり

それから、さらにコンピュ ーター導入運用に際しま して、取り扱い要領を作成をするわけで

ζ ざいます。要領といいますのは、やはり一番大事なことは何をインプ ッ卜するかということ

になるわけでございます。何をインプッ卜するかということについては、当然審議会に諮りま

して、この部分のイン プ ットはいい、これはだめというようなことで、こ の要領を定めて行う

ということでございますので、いま申し上げましたようなことが一一こ こでいいのか悪いのか

ということの判断は私はいたしませんけれども、この審議会の中で審議していけば、そういう

いま心配するような総論的な問題は生まれないだろうというふうに考えております。

0議長(高橋通夫君〉

01番(橋本文子君〉

す。

橋本丈子君。

大丈夫であると、部長のそのお言葉を信頼することにいたしま

健康問題について 言いますと、たとえばVTD画像表示、端末装置ですか。そのVTDから

漏れる低レベルの放射線、あるいは電磁波による障害の可能性ありという報告等を、よく私も

文献などで見るわけです。その例と して、たとえば白内障であるとか流産をしやすくなるとか、

異常出産、奇形児等の報告例も見ます。さらに VTD作業による眼精の疲労、頭痛、あるいは

ノイロ ーゼ、極度の緊張と l秒の余裕もない連続作業の場合には一一この庁内で行われる、運

用される場合には、その連続作業というのは当たらないかもしれませんけれども、勤臆腕症と

か精神障害とか、極度の疲労等とか報告されているわけです。それが極端に出ないまでも、や

はりそういう可能性があるんだっていうことだけは押さえていかなければいけないっていうふ

うに私は考えるわけです。

それともう一つは、コンピューター化をした最後の職員の数が心配になってくるわけですけ
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れども。たとえば私の友人で東村山の方で電電に勤めていた人が、インプットする作業そ一生

懸命して、それこそ毎日残業残業残業でやっ てきた結果が、もうあなたの職場は tここにありま

せんっていう形で首を切られてしまったっていうふうな報告があるのを見ますと、特にコ ンピ

ューターによって女性が職場を奪われるような心配はないのかど うか、そのあたり大変心配し

ています。事務効率を挙げるのに役立つかも しれないのですけれども、その労働者にとっては

逆に自主性の喪失がありそうだという点は一一先ほど、そんなことはない、機械に使われるん

じゃな くて機械を使いこなせばいいんだという部長のお答えですから、その辺は研修の方でし

かとお願いすることにいたしま して、先ほどの健康問題、 VTDから漏れてくる低レベjレの放

射線等についてはどのようにお考えなのか、あるいは職場から追い出される労働者は出てくる

んじゃなし 1かっていう、その 2点について再質問させていただきます。

0議長(高橋通夫君) 企画財政部長っ

0企画財政部長(前田稚夫君〉 いわゆる放射線の問題でございますけれども、確か

にそういう議論はされております。ただそれは、私も専門家じゃございませんか ら断定はでき

ませんけれども、私どもの職員が研修を したり勉強を した範囲内では、いわゆる市役所で扱う

端末装置のいわゆるブラウン管の放射能というのは、いまの時点ではそう心配する必要はない

んではなし 1かと。ただしかし.やはり問題になっていることでございますので、十分人事管理

の面で、やはり注意をしていかなければいけないというふうに考えております。

それから、職場を奪われるんではなし 1かという第 2点目の問題でございますけれども、これ

は、ちょっと私がお答えしていいかどうかわかりませんけれども、いま市が抱えている行政需

要はかなり多く、いわゆるもっとやらなきゃいけないということでいっぱいでございま寸。し

たがって、職員が仮にあいたから首を切るなんていうようなことはあり得ないという ふうに考

えております。

0議長(高橋通夫君 〉 橋本文子君。

01番(橋本文 子君〉 コンピュ ーターは単なる計算機ではないと思い1-90人間にか

わって情報を収集したり、あるいは判断を下して処理をいた します。しかし、 どんなに確実で

あってもしょせんは機械ではなし 1かと思うわけです。人の生濯にはさまざまな不確実なものが

ついて回ります。その人の感情とか意思とかが当然働いているわけで、うっかりするとコンピ

ューターというのは、それらを全く無視した形で処理してしまうのではなし 1かという危倶をす

- 1130-

るわけです。万が一その機械に故障や事故が起きたとき、当然機械ですから故障や事故はっき

ものでございます。そういう故障や事故が出てきたときに、たとえば電気代であるとか電話料

金などがよくトラブノレを起こすことがあります。それと同じように税金とか福祉の面でコンピ

ューターの番号を間違えられて、他の人のデーターで処理されたと したら、その場合はどうな

るので しょうか。そのあたりをどのようにフォロ ーなさるおつもりなのか、そのことをさらに

お伺いをしておきたいと出います。

0議長(高橋通夫君) 企画財政部一長。

0企画財政部長(前田雅夫君〉 この点につきましては、先ほど申し上げましたよう

に、使うのは職員でございまーすので、職員の研修なり資質の向上を図るという ことでまず防止

をする とっそれから、 さらにはハード面で、できるだけそう 1いう間違いがないような、 もちろ

ん努力もしなきゃいけないというふうに考えております。

0議 長 ( 高 橋 通 夫 君 )

01番(橋本文子君)

橋本文子君。

仰はともあれ日野市の本庁の中で、いよいよコンピュ ーターは

中盤に入ったということで、 5 9年度から本格的な取り組みが最後の、イ可ていうんでしょう、

追い込みで行われていくわけですけれども、巨額な税金が、血税が使われるわけです。たとえ

1 0 0円であろうとも公金は公金、 とても大事なものです。ですから、市民にゆっくりと問い

かける暇もなく 、こ ういう執行がされつつあるというのは、やはり最初に申し上げま したよう

に、私は、市長の言われる市民参加と連帯の原則からかなり外れているんじゃな l'かっていう

ふうに思います。さらには、それ以前に、職員参加についてはどうだったのか、市民参加と同

時に職員参加についても、私はこのコンピュ ーター問題だけではなくて、常日 ごろあらゆる行

政に関して感じているものですから、そのあたりの御見解、市長の方から一言お伺いをしてお

きたいと J思います。

0議 長(高橋通夫君〉 市長。

0市長(森田喜美男君) 近年、科学技術の進歩というものは異常なぐら l'目まぐるし

いものがありました。私どもがその先端を取り入れて云々ということじゃありませんが、時代

時代に即応 して、 当然採用すベ、き技術というものを取り入れることは、一面事務の機能化に必

要だと思っております。それは、庁内の事務を能率化すると いう一面もありますけれども、市

民に対 して行政サービスを正確に迅速にするという、施策の資料にしようというのが主なる目
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的であります。したがいまして、いろいろ言われる心配のことにつきましては、十分注意もし

なきゃなりませんし、あわせて、すでに確かめられたものをなるべく利用すると。そう人に先

んじて先端を行こうということではな くて、間違いなきを期するためには、いろ いろな実験済

み、経験済み、そう いう ものを極力採用、応用 していき た~ ¥0 あくまで目的は市民サービスの

機能化、ある いは正確化、そういうことに求めたいと思っております。

そこで、市民サイドから見られて、こういうことをもっと市民参加の中で方向づけるべ きで

はなし 1かとい う御意見につきま しては、 一面には同感でありますが、 もう常識化 しているもの

をいま用うるということに、そう市民の方が疑念を持たれるということもないんではなかろう

か。情報は、ある程度は広報等で出しているわけでありまして、一番大切なのは、心配をされ

る個人の情報を、いかに完壁に守っていく かという こと だと思っております。幸いに、市内に

大学があり、専門家がいらっしゃり、また、学識経験的な立場で、われわれは信頼できる方々

に審議会の委員をお願いいたしまして、いままでのところ非常に真剣に取り組んでいただいて

おります。

それで職員参加の方でありますが、これは、かなり入念に行いまして、推進をするため

のチ ームづくりもいた しましたし、 また、職員の意見も、あるいは組合の意見も十分反映ので

きる、そうい う経過をたど ったと、このよ うに考えております。私も、庁内に話 します際に、

このシステムが総背番号でありますとか、あるいはどこかの権力のために用いられるというこ

とは絶対にあってはならない、このことを特に強調をいたしております。大体そういうような

ことでありますので、御理解をお願いしたいと思います。

0議長 (高橋通夫君〉

01番(橋本文子君〉

橋本文子君。

ありがとうございま した。もう時間もなくなりそうなので、あ

とまだ問題が控えております。電子計算組織についての質問は、これで終わらせていただきま

す。

0議長 (高橋通夫君) これをもって 25の し 電子計算組織の導入決定する前に、市

民に対 して計画・方針の提示、説明を行い、住民の意思を問うべきでないかに関する質問を終

わります。

次に、 2 5の2、 (仮称)生活保護センターの基本設計について1.0 2 7万 8.0 0 0円の予

算案が示されているが、構想についての具体的な説明を求む。また日野消費者運動連絡会から
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出されている要望は生かされるのかについての通告質問者、橋本文子君の質問を許 します。

01番(橋本文子君〉 続いて、生活保健セ ンタ一、 仮称でございますが、これについ

ての質問を行ってまいります。

先日、友人からこんなことを言われました。生活保健セ ンターという名前だから、消費者と

して暮らしに役立つという面と、雨や雪が降っても心配なく運動ができるような、そんなホー

ルができるんでしょうっていうわけです。なる ほどと思わず感心したわけです。私自身は、な

まじ理事者側の意向を聞きかじっているものですから、保健センタ ーという言葉のイメ ージは

私なりに固ま って きています。ですから、運動のためのホ ーノレなどと柔捺な発想はとても出て

きそう にあり ません。市民は、多分そんなものも欲しいということが、その言葉の中に表現し

たんだというふうに思うんですけれども。ともあれ生活保健センタ ーの構想については、早く

からうわさが流れておりま した。そ して、 そのためのプロジェク 卜チ ームが組まれてからも、

すでに l年以上の経過があった と思います。

私は、 このセンタ ーにとても期待を寄せているものですから、以前にも I度質問を出したこ

とがあります。でも、そのときには余りにも漠然とした御答弁 しかいただけなくてがっかり し

たものです。でも今度は多分違うと思います。昭和 59年度の予算の中で基本設計に 1.027

万 8.0 0 0円の金額が示されま した。そ して、 それは議会でもすで に認められま した。 生活に

かかわること、健康にかかわる問題、その複合施設というだけはわかっているつ もりですけれ

ども、まず、消費者運動連絡会の方から市長に対して「消費者センタ ー設置に関する要望書」

というのが昨年の 3月 12日付で出されていると思います。 この中に盛られている 9項目につ

いて、 l点ずつ確認をさせていただきたいと思います。

まずーっ目は、消連の事務所がこの中に設置されるのかどうかということ。

そして、 2点目は、実験室の設置でございます。食品の添加物の成分の分析をするよう な実

験室をぜひっくっていただきたいというのが 2点目です。

それから、 3点目といたしまして、消費者相談の窓口の設置をお願いしてあります。いま、

本庁の方で週 1四月曜日に行われているようですが、それとの関連はどうなってい くのか、 そ

の点もお伺いしたいと思います。

そ して、 4番目には展示室の設置でございます。消費者啓蒙のために常時資料を置いておく

とか、何か催し物をしたいときに、消費者展等をしたいときに使えるような部屋でございます。
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そして、 5番目としてに会議室、講座室。

6番目には印刷室もぜひ欲しいということです。

7番目には保育室、これは当然、考えていただけると思いますが。

そして、 8番目に調理室を、料理の講習会等にも使える調理室があればということです。

9番目には備品が細かく出されていると思います。テレビだとかビデオ、 マイク、拡声機、

映写機、これらは当然考えていただけると思います。

基本的には 1番から 8番まで、どういうお考えなのかぜひ伺いたい、これが I点目の質問で

ございます。

それから、次に保健の部門にかかわる部屋の方でございますが、基本的にはどんな目的で、

どんな使い方をされようとしているのか。そろそろ具体的なお考えがあると思いますので、そ

をお示しいただきたいと思います。日野市には市立病院もあることですか ら、これと重複しな

いように違った角度から有効な施設になることを望んでおりますので、こちらの方も具体的に

教えてください。

以上、 2点よろしくお願いいたします。

0議最 (高橋通夫君) 橋本文子君の質問に対する答弁を求めます。企画財政部長。

企画財政部長(前田雅夫君) ただいま橋本議員さんの方から細かく御質問がござ

いましたけれども、前の部長からもこの問題については答弁されているわけでございますが。

この生活保健センタ ーをつくるために、庁内にプロジェク トチー ムをつくりまして検討を続け

ているわけでございます。本来なら 2月いっぱいまでに出すように考えてはいたんですけれど

も、なかなかでませんで、いま検討の途中でございます。したがいまして、細かい点について、

ちょっとお答えできないのが現状でございます。

この保健センターの内容につきましては、いま少し先の段階で申し上げるといたしまして、

今後どのようなスケジュ ーノレでこのセンタ ーができるかということについて少し触れてみたい

と思います。プロジェクトチームで、いわゆる報告書がまとまりますれば、もちろんそれを さ

らに理事者も含めま して、 一つのタタキ台といいますか、原案をつくるわけでございます。そ

の後に、いわゆる関係団体との調整をしたいというふうに考えております。これは、保健、そ

れから、 生活セ ンタ一、いわゆるその両方にかかるわけでございますけれども、いま要望の出

ております日消連等の調整、それから、保健の方につきましては、市内の医師会、歯科医師会、
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ある いは薬剤師会等の調整を図るというものでございます。この調整 も細かく分けますと二つ

くらいに介かれまして、いわゆる市の考え方と、これらの団体との調整、それから、さらに細

かくなりますと、基本設計で設計事務所に依頼した後のまた調整も出てくるわけでございます。

そのような手順を踏まえま して、基本計画のまとめをしたいと いうふ うに考えております。そ

の次に続くのは、今度は実施設計、恐らく日程的には 60年になろうかと思いますけれども、

そんな手順を現在考えているというのが現状でございます。

0議長(高橋通夫君〉

01番(橋本文子君〉

橋本文子君。

1年以上もプロジェクトチ ームが組まれて月 日がたって、まだ

この程度の御回答しかないっていうのは、とても考えられないんです。どこでどう詰まってい

るのか知りませんけれども、たとえばいまの部長のお話ですと、医師会 と薬剤師会との調整、

それも確かに大事だと思います。だけれども、このセンタ ーは医師会と薬剤師会のためにつく

るんじゃないわけです。市民のためにつくるんだっていうことは基本的に大事にされなきゃい

けないだろうと思います。そんなにプロジェク 卜チームでなかなか計画が立たないんで した ら、

幅広く市民に呼びかけて関心のある方とか意欲のある方にどんどん出ていただいて、市民参加

と連帯のスタイノレで決めていかれるっていうのも、また、 本当の意味で大事なことじゃないか

と思うんです。 1年も全然硬直 したまま動かないっていうのは、たしかこの前質問申 し上げた

ときも同じ程度の御答弁だったような気がするんです。一体何しているのかなあ ーって思いま

す。少 し角度を変えられたらいかがでしょう。

それと、先ほどのコンピュ ーターの場合も言いかけたんですけれども、職員一一それは部長

さん、課長さん経験豊かでいろいろ お持ちだと思います口でも、また若い職員のフレッ シュな頭で

考えていただくのも必要じャないか。で‘すから、それぞれの関係のある部とか課の、職員全体

の話し合いを煮詰めて、それらを最終的にまとめていくっていうのも、私は本当の意味での職ム

員参加であろうと、そういうやり方をするのも、これから革新市政というなら、より重要では

ないかっていうふうに思うんです。これがスム ーズに計画が出てきていれば、私も こんなこと

を言わないでもいいんで しょうけれども、基本設計の予算はついているんです。何も方針がな

くて、 じゃあ、どうやってこの予算を使うのかなあって、ちょっと気になるんです。

だから、医師会、薬剤師との調整も、 もちろん私はそれを無視しろと いうんではありませんo

すべての市民がやっぱりみんなで考えて、自分たちのセンタ ーだと言えるような一一ーだから、
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生活保健センタ ーがだめならば、もっと市民センタ ー的な幅広い使い方を考えていってもいい

んじゃないでしょうか。こんな硬直した状況だとちょっと心配です。それぞれの関係の部とか

課の全体の職員の意見を集約しながら、けんけんがくがくの議論を闘わせながら、基本的な考

えを出してくるというのはいかがでしょうか。この辺を再度質問させていただきます。

0議長(橋本通夫君〉 市長。

0市長(森田喜美男君〉 いろいろ期待が大きいものですから、議論がたくさんあるこ

とは当然、であります。庁内でも、いい意味でいろいろと検討をいたしておりますが、 しかし、

一方に私の考えますに、財政面といいましょうか、単独事業でもありますので、市民会館の仕

上がりが終わらないで、ダブってこの仕事に取り組むということもなかなかむずかしい面もあ

ろうかと思っております。

それから、一つは遺跡調査のこともありますので、督励はしつつ、 しかし、どういう状況で

硬直しないとも限りませんから、そのあたりの一定のやり方も一応いたしております。相当い

ま遺跡調査の方も進んでおりますから、あの場所としての地積の範囲、あるいは投入し得る資

金の範囲、いろいろな制約の面もありますから、何か漫然としたものをつくるという、まだそ

ういう考えではありませんO あくまで健康のために、また、健康のためにある消費者運動のた

めに、また、健康増進の一部の要素も入れる。多分ホ ーノレもつくらなきゃなりませんが、それ

はいろいろな多目的で使えるようにと、こういうことでありますから、ぜひひとつ期待は期待

として整った状況をつくりたいと、このように考えております口市民の御意見を聞くべき時期

には必ず御意見を伺うと、こういう手続をもちろんいたしたいと思っております。もうしばら

くたちましたら、ある程度の構想が内部で詰めております。私も、絵なぞ見せてもらっており

ますけれども、まだちょっとそれらを全部網羅するには少し無理があるんではなかろうかと、

こういうふうな感じもしておりますので、簡素の中に、 しかも内容のあるそういうものにした

l '0また、もちろん議会等の御意見も拝聴したいと、このように考えておりますので、よろし

くお願いいたします。

0議長(高橋通夫君)

01番(橋本文子君)

橋本文子君。

市民参加の手続も考えていてくださっているということなので、

それはぜひお願いしたいと思います。

ただ、ちょっと気になるのは、市民会館やっているから、遺跡調査の問題があるから、こち
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らの方には気が回らないというのはちょっと…一・(rそういう言い方じゃないんですJと呼ぶ

者あり〉そうですか。予算も出されていることですので、ぜひとも積極的に進めていただきたい

と思います。先ほどは、職員で、みんなでけんけんがくがくの議論をしたらどうかと申し上げ

ましたが、たとえば、もっとほかに申し上げますと、意見を書いてもらって、ボックスを用意

しておいて、そこに職員の意見を無記名でもいいし、記名をしてもいいし、自由に入れてもら

うと。自由な発想、で考えてもらったものを生かしていこうっていう方法も一つにはあるんでは

ないかっていうふうに考えます。市民参加のもとに、簡素ではあるけれども、十分内容の充実

したセンターをつくってくださるという、その市長のお言葉を信頼してこの質問は終わらして

いただきます。

0議長(高橋通夫君〉 これをもって 25の 2、 (仮称〉生活保健センタ ーの基本設計

について1.0 2 7万 8.0 0 0円の予算案が示されているが、構想についての具体的な説明を求

む。また日野消費者運動連絡会から出されている要望は生かされるのかに関する質問を終わり

ます。

次に、 2 5の 3、 し尿肥料「みどり」の袋は、お金がかかり過さているのではないかについ

ての通告質問者、橋本文子君の質問を許します。

01番(橋本文子君〉 それでは、三つ自の質問をいたします。

これは、 最近日野本町の方の友人が買ってきた肥料の袋です。日野のものです一一それで違

うんですか。これは、ずっと前に買ったものらしいです。同じ人からきのういただいてきたん

ですけれども、こちらの方は大変いろいろと特徴だの、使用上の注意だの、あるいは成分の含

有料が書かれています。これを見て、この最初の方の袋というのは、色がいろいろ変わってお

りまして、裏にも版がありますから、 5版でつくられた袋です。そして、こちらの方は全く何

もない。こちらの場合も、こち らの場合も 18 0円で買ってきたという話なんです。この 5版

の印刷がされていたこの袋と、この後の何の表示もない袋と、これはどんな理由で、いっこう

いうふうな変化があったのか。そして、この白い方ですね。この白い方はイ可の表示もないって

いうのは、イ可か法律違反になるんじゃないかなあってちょっと心配一一私法律に余り詳しくな

いものですからわからないので、 もしその辺心配あるのかないのか、あわせて教えていただき

たl'0これが一つ自の質問です。

それから、 5版の印刷のある袋も、全く印刷されてない袋も価格が変わらないっていうのは、
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ちょっと不思議な気がするんです。それはどうしてなのでしょうか。これが 2点目です。

それから、ことし恐らく最近この袋の発注をなさったと思うんですけれども、新たに静電防

止加工ですか一ーが発注の中に加えられたということですが、その必要性があるのかどうか、

この三つの点をまずお伺いをいたします。

0議長(高橋通夫君 〉 清帰部長。

0清掃部長(大貫松雄君〉 まず l点目の、印刷の表示のあるものと白色のもの、これ

に対して法律的なそういうふうなかかわりがあるっていうことなんですけれども、特殊肥料の

表示をまずしなけれは‘いけない。 これは、肥料取り締ま る法によって表示の義務があります。

ということで、たとえば、その内容は特殊脈料の内容として種類ですね。たとえばそれを汚泥

肥料とか、それから、名称ですね。名称は、いま日野の場合には「みどり」っていうふうに名

称を定めております。それと、届けをした都道府県、それから、要するに正味の重量の表示で

すか、それと、生産月日、それから、生産業者、これは日野市でございますけれども。そう い

うふうな法律の上でまず表示をするということでございます。そういうことがありますので、

まず 5色は別として、その表示を しなければならないということでございます。

それから、 2番目として、 5種類にわた った印刷と、それから、白色、 要するに印刷をされ

てないのはどうしてかっていうことでございますけれども、私が、いま先ほど議員さんから表

示で白色のものっていうのは、私、現在それの確認は しておりませんo いま言いま したように、

法律的な裏づけがありますので、一応私いまここの時点では表示のされているもの、これを一

応市売、販売しているっていうふうに考えております。

それから、 3点目の方は、ちょっとこれは、私は実際に現在いま把握をしておりませんので、

ちょっと御回答は、いまの時点ではちょっとわかりませんけれども、以上でございます。

0議長(高橋通夫君〉 橋本文子君。

01番(橋本文子君) そうすると、いまの部長の御答弁ですと、特殊肥料の表示がな

い義務違反になるとおっしゃったわけです。 ところが、 これは明らかに一一たしか 2月だったと

思います。私の日野本庁に住む友人が買ってきたというので、ちょうど山梨の両親が出てきた

から、買ってきて、日野にはこんないいのがあるよって、見せたくて買ってきた。と ころが何

も書いてないっていうんですね、何も書いてない。これでいいんだろうかっていう、その方の

質問を受けたわけです。私も、こんな白いのが使われているなんて知らなかったんです、それ

。。
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までD で、いま部長は知らない、これは日野のではないとおっしゃるo ちょっとこれね一一、

どういうことなんでしょう。全然私納得いかないんだけれども。で、この件と、そして、さっ

き私伺ったことを しっかり答えていただいてな L可。わからない、わからないだと、ちょっと私、

ああ、そうですかっていうわけにし 1かないんですよ。たとえばこれ、版を l版に幾らかかりま

す・..

0議長(高橋通夫君〉 清掃部長。

0清掃部長(大貫松雄君) 先ほどの質問の中で 1点落としました。それは、色刷りを

したものと、それから、そこにある白色のものですけれども、これを同じ料金で売っていると

いうことの御質問がありました。現在、袋の値段は一一当初は 200ミリミクロンですか、 200

ミクロンのものを使っておりましたけれども、それは袋代としては 96円でございます。それ

を、 3月か ら一応 150ミクロンのも のにかえま した。これは、値段としては 72円でござい

ます。ということで、確かにいま言いましたように、袋の 20 0ミクロンのものを 96円で売

っていた時点と、それから、 150ミクロンにして 72円にしたっていうことで 24円ですか

ーーの袋代が安くなったんですけれども、一応肥料の一袋当たりの製造するラン ニングコスト

っていうんですけれども、これは実際には 1袋 1.80 0円程度かかります。これは、 電気代、

それから、灯油、重油、それから、いま言った袋代ですねO ただその1.800円 l袋当たりの

ランニングコストでございますけれども、ただ、いままで化学肥料でやせた土壌の改良剤って

いう中でやはり土壌改良、それから、再資源の利用っていうんですか、そういう中で実際の費

用はかかりますけれども、やはりこれは農業をされる方、それから、何ていうんですか、余暇

でされる方、そう いうふうな市民の方の還元をするんだっ ていうことの中で、一応現在多摩川

衛生組合でも、これは販売をしております。多摩川衛生組合の場合には 15キロ詰めのものが

120円でこれを売っております。中の単価は、大体 1キロ グラム 4円 40銭、日野の場合に

は 4円 50銭ということの中で、やはり近隣のそういうふうな販売価格も勘案 した中で一応そ

ういうふうな値段を設定しているわけでございます。そういう中で一応袋が…・・・ (r私の聞い

ていることだけにしてくださいませんか、部長。恐れ入りますが時間もありませんので」と呼

ぶ者あり〉そういうことで、一応 180円の価格は変えてないということでございます。

。議長(高橋通夫君)

01番(橋本文子君)

橋本文子君。

私の伺っているのは、この版をやるためには、かなりのお金が
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かかっているだろうっていう ことです。 5版なんです。 5版ていうことは、たとえば l版が 8

万とします。そうすると、それが 5版ですから 40万です。その 40万、たとえば注文が 1万

枚だとすると、 1枚につき 40円といっ、 96円のものが 40円安くなる、 5 6円になるわけ

です。ですから、そういう意味で、 5版で売ったものと、何もなしで売ったものが同じってい

うのはおか しい じゃないかっ ていうのが l点。それと、こちらが、こんな白いのを違うとおっ

しゃるけれども、これ確かに日野で買ってきたものだし、 2月に、本当にホットなものなんで

すよ一一買ってきたもので、それを知らないっておっしゃるのは、やっぱりおかしいなと思う

のね。これは、いつごろからこういう白いのになったのか、それもおわかりにならないんです

か、ちょっとそれもう一回再質問します。

O議長(高橋通夫君) 清掃部長。

0清掃部長(大貫松雄君) いま私、先ほど言いましたように、一応私の確認の中では、

あくまでもそういう表示を しているものというふうに確信をしておりますんで、現在それをい

つ製造したり、製袋の中にしたかということは、ちょっとわかりかねます。

0議長 (高橋通夫君)

01番(橋本文子君)

橋本文子君。

この 200ミクロンが 150ミクロンになったとおっしゃいま

すけれども、恐らく今度の、それは発注じゃないでしょうか。いままでの 5年やってこられた

か 6年やって こられたか、やってこられた中では 200ミクロンでずっと通ってきていると思

いますよ。まだ 15 0ミクロンの袋は出てないはずです。これから発注されて、これからつく

られるんじゃないでしょうか。

0議長(高橋通夫君〉 清帰部長。

0清掃部長(大貫松雄君) 現在、 150ミクロン のものは現在は使っております。そ

れから、一応印刷をしてないものは、一応早危に調べまして御返事をいたしたいと思うんです。

O議長 (高橋通夫君〉 橋本文子君。

01番(橋本文子君〉 いずれにしましても、こういう特殊肥料は、特殊肥料だけじゃ

なくて、肥料にはきちっと表示をされないと、それは民間であっても売れないわけです。それ

を、ましてこういう自治体がつくっているものが、何の表示もなく義務違反の形で出されてい

るっていうことは、とてもこれは大変な問題なんです。私は、もっと明快に御答弁がいただけ

で簡単に済むものと思って質問を始めたんですけれども、御存じないっていうことも、これは
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大変なことだなあっと思います口実際にこれが売られていて、 2月に買ってきた市民がいて、

それを部長が御存、じないっていうのも、 これもどういうことなのかなあっていうのが 1点 とo

それから、これから先、版をなさるときに、こ れは要望なんですけれども、 5版もする必要

ないんです。必要なものは書いてください、業務違反にならないように、 しっかりと書いてい

ただく 。色をいろいろ変えるととてもお金がかかっちゃうわけ。で、そんなに何年もその版は

使えないんです。せいぜい l年くらいで、毎年版を取りかえるようになると思いますので、で

きることならば 1版だけで表全部わかるようにできるんじゃないかっていう気がするんですD

そうすると、 4版は節約になるわけです。本当に安いものかもしれませんけれども、大事なや

っぱり税金なんです。たとえそれが金額が安かろうと1.0 0 0円のものであろうと、公金は大

事に使っていただきたt'0少しでも生かして使っていただきた t'0いろんな色をカラフルにつ

けるのも、それはどなたの御趣味かわかりませんけれども、この辺は実用本位で私は十分市民

の方も了解してくださると思いますし、静電防止加工については、やっぱり御答弁が十分いた

だけなかったんですが、 これも部長は御存じないということですと…・・・。これは、どこでだれ

が決めて、どういうふうになっているのか、部長はそういう発注なさるときに書類に目を通さ

れるんでしょうか。それとも、そういうことを しないでも発注をするっていうことが行われて

いるんでしょうか。ちょっとその辺疑問の一つだけ聞かせてください。

0議長(高橋通夫君) 清掃部長。

0清掃部長(大貫松雄君〉 静電力日工をするということを、ちょっと私専門的にちょっ

とわかりませんので、いまお答えができないんですけれども、一応物品の購入の段階では、そ

ういう ふ うな決裁は回ってきておりますD

以上でございます。

0議長(高橋通夫君〉

01番(橋本文子君〉

橋本文子君。

回ってきていて御存じなくて、発注にはちゃんと明示されてい

て、ちゃんと文章になって、 「静電加工防止をお願いします」という文章があるわけですよ。

もう 150ミクロンのが出回っているとおっしゃっているんですが、ことし初めて発注したも

のに 200ミクロンから 15 0ミクロンにしたいという意思表示も、その発注したものには出

されている。コス トを安くするのに私はやぶさかではありません。ただ、部長が余りにイ可も御

存じないっていうことで、いま御質問しながら、むだなことをするなっていうことと同時に、
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そ して、印刷をしたものとしてないのと、 値段は同じだっ ていうのもおか しいじゃないかっ てい

うこ とを言 うのと同時に、 部長が、その発注 した書類の中身に何一つ、何て いうんでし ょうね、

理解をされていないっていうんで しょうか、 目を通されていないような御答弁で終始を してし

まったということ、ち ょっと私それじ ゃまずいんじゃないかつ て気がするんですね。人間のや

ることですから、読んでも忘れて しまったり、あるいはついうっかりっていう ことは、それは

ままあります。ですけれども、こ とし初めて 200から 150に変更されたんだ し、 静電防止

も初めて加えられたんだ しっ ていうふうなことで、そういう新たなことを考えたときには、特

に印象に残っていらっ し ゃるんじゃな~¥かっ ていうのも私の中にあるものですから、ちょっと

きょうの御答弁、残念ですが私は余り期待を したとおりのものじゃなかったので、これから発

注なさるときでも何でも、 部内でいろいろと起こっている問題について十分把握をしておいていただ

きたいと思います。

~ ¥ま件名を見るとき少 し気になりますが、とにか く市政と自治会活動について言及してみたい

と思います。

私は、 1 9 7 7年第 4会定例会で「自治会に対する施策について」と題して質問 しました。

これに先立ち、私は市の各課に対してアンケ ー卜調査を行い、市政と自治会との関係を確かめ

ましたo 1 7の謀が、行政を行うに自治会に何らかの関係があると言っていました。自治会は

行政の末端機関ではないが、市政伝達機関の性格を持つなどを述べ、市政として自治会をどう

考えていくかを正しました。これに対して市長などの答弁は、市の行政と自治会は相互に独立

しているが、ともに生活環境の向上、健康や福祉を守ることなど同じ目的を持っているので協

力関係が生まれている。この関係を理解し合って保っていくことがいいというものでした。こ

の質問から 6年たちましたが、日野市政と自治会との関係はより深くなってきていると思いま

す。

今後 ともよく善処をいたします。

橋本文子君。

これで終わります。

これをもっ て 25の 3、 し尿肥料「みどり」の袋は、 お

私は、この 1年間、多摩平 5丁目自治会の自治会長をやらせてもらいました。このわずかな

経験を踏まえて、再びこの質問をさせていただくことにいたしました。この機会に改めて自治

会の機能とは何かを調べてみました。

0議長(高橋通夫君)

0清掃部長 (大貫松雄君 )

O議長(高橋通夫君)

0 1番 (橋本文子君〉

O議長(高橋通夫君〉

清掃部長。

ませんか。

東海自治体問題研究所編の「町内会自治会理論 と実際」 とい う本 に よりますと、自

治会の機能として し運動会、お祭り、慶弔などの親睦機能 2、防火防犯、清掃などの共

同防衛機能、 3、下水、街路灯、道路管理などの環境整備機能、 4、行政連絡伝達や募金など

の行政補助機能、 5、行政への陳情要望などの圧力団体機能、そして、 6、町内の統合統制機

能とあります。この機能の多くが市政と関係があると言えると思います。同じ本の中で、名古

屋大学の室井力教授は、フォーマノレであれインフォ ーマルであれ、好むと好まざるとにかかわ

らず、地域住民の住民意思なり住民要求の組織化の多くは、これが自治会を通じて行われてい

るのである。とにもかくにも自治会は、地方自治イコーノレ住民自治のあり方の根幹にかかわっ

て生きている ことを知らなければならない、と述べています。市政を行うのに自治会が非常に

重要な地位を占めていることが強調されているのであります。

自治体の自治会策と して、横浜市や仙台市では市が自治会に地域振興協力費、育成費などを

支出し、 自治会長にも手当を出し、両者市と自治体が直接結びついています。神戸市では、自

治会の防犯灯の維持費の負担、集会所建設の補助金などの支出を行っています。名古屋市、京

都市、枚方市などは、市が自治会長を市政協力員、区長に委嘱して手当を払い、自治会長を通

金がかかり過ぎているのではないかに関する質問を終わります。

お諮りいたします。議事の都合により暫時休憩いた したいと思いますが、 これに御意議あり

C I異議な し」 と呼ぶ者あり 〕

0議長〈高橋通夫君〉 御異議ないものと認めますo よって暫時休憩いたします。

午後 6時 36分休憩

午後 7時 43分再開

0議長(高橋通夫君 〉 休憩前に引き続き会議を開きます。

一般質問 26の 1、市政と自治会活動との関連を求めての通告質問者、一ノ瀬隆君の質問を

許します。

C 1 1番議員登壇〕

0 11番(一ノ瀬陸君) 私が質問を通告 してから 37日、足かけ 3カ月であります。
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じて自治会を間接的に市に協力させています。武蔵野市では、市が地区衛生協力会を通じて自

治会組織と結び‘ついています。これらに比べて日野市ではど うか、衛生協力の名で自治会長に

御礼が出され、自治会に補助金が支出されているといったところでしょうか。

自治会長を 1年やっての率直な感想、は、自治会長は非常に忙しい、本当に大変だというもの

であります。月 1回必ず理事会を開いて運営に当た ったのでありますが、自治会独自の活動の

ほかに、たくさんの依頼協力要請が来るのです。その主なものを依頼者別に挙げますと、ま

ず市からでありますが、広報課からの憲法記念行事の参加要請、市民相談へのお知らせ、健康

謀からは害虫駆除、不ズミ 駆除のお知らせとその実務、健康診断のお知らせ、歯科衛生講演会の

お知らせ、社会謀からは赤十字募金の実務、選挙管理委員会からは参議院選挙のチラシ配布な

どがあります。生活課からのものは、自治会の運営活動そのものだと理解しました。次に、社

会福祉協議会からは 「日協社だよ り」の配布と社協会員募集、赤い羽根共同募金、年末助け合

いの募金、 この三つの募金の非常に大変な依頼がありま した。日野警察署から「交通安全ニュ

ースJの回覧要請、日野消防署から「消防日野Jの回覧要請、日野保健所から毎月の「保健

だよりJの回覧要請 と、都関係も自治会をずいぶんと頼っています。ほかに日野市人権擁護委

員会、 日野共同作業所、工科短大、日野郵便局、日野社会教育セ ンターなどで目まぐるしいく

らいです。 こんな多忙な 自治会長を長 く続けておられる大柄議員やノj、俣議員、藤林議員、高橋

徳次郎議員などの皆さんに敬服するものであります。

先日、自治会長あてに昭和 58年度衛生協力御礼として、粗品ではございますがと記念品を

いただきました。数年前、私は同じ自治会で衛生部長をやりましたが、このような記念品をも

らった記憶がございます。こと しは、特に衛生部長の手をかけずに自治会長の私がすべてやっ

てしまったので、私がいただいてもいいと思いますが。それに して も、自治会と して 自治会長

として市に協力したのは衛生協力だけではない、それは一部であると思います。ほかの部署か

らも協力御礼ももらいたいところです。いっそのこ と衛生協力 と限 らず、全体としての御礼と

すべきではないでしょうか。しかも、もっともっと実際の協力にあわせて奮発する必要を感じ

ます。自治会長に対する ものは別として、市政の最大の協力者である自治会に対 して、 もっと

もっと大幅な助成が必要であると思います。補助金を大幅に増額し、さらに協力してもらうの

がよいのではないで しょ うか。

以前、自治会長の 1泊による研修会がありました。これが中止され、多くの自治会長から不
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満が出さ れていましたo こんな大変な業務を こなして~)く勤勉な自治会長です、さらに前進し

てもらうための研修はやった方がよいのではないかと私は思います。自治会長、あるいは自治

会事務局長へ¢謝礼と、 自治会に対する補助は、さら に増額すべきだと思いますO 補助金と言

えは、先ほど申し上げましたように、自治会は都の関係の仕事をいくつもやっていますo 市だ

けではなく 、都から補助が出されてもいいのではないかと私は思います。

自治会の会合でいつも決まって話題になるのはごみの問題であります。ダス トボッ クスの置

き場、ボ ックスの周りに置かれているごみ、それも粗大ごみが置かれている こと、ボッ クスの

清掃についてなど、いろいろな話が出されています。したがって、 市としてごみ問題について

こそ自治会と密接な連携が必要でありますo 先ほど申しました衛生協力でありますが、これは、

以前から自治会に対して衛生部門での協力要請があり 、できれば衛生担当ないし、衛生部長を

つくるよう希望したのだと思います。いま最大の問題であるごみについてこそ、市と して 自治

会に対し、 ごみを担当する役員を置いてもらうよう要請すべきではないかと考えますo それに

よって市と自治会が一緒になってのごみ問題の前進があるのではないでしょうか。

私が自治会長になっ て間もなく 、社会福祉法人東京都盲人福祉協会の人が来て、盲人福祉の

ための資金をつ くるために本を自治会の人に買っ てもらっ てほしい という要請があり ました。

東京光の家へ行ったり して、こ の協会がいかな るものであるかを確かめま したo 社団法人だか

ら怪しいものではないだろうと、こ の要請を引き受けて取り扱う ことにしました。なぜか次々

と同じよう な団体から物品販売の依頼がありま したo 社団法人東京都盲人福祉協会のほか、日

本難病者援護財団、全国肢体不自由児者父母の会、東京都盲精神薄弱児親の会、この四つの団

体で、一括してやれば大したことな~ )0 経験としてまず取り組んでみようと取り扱ったのでし

た。非常に大変で したo 売り上げ 15万円余り、自治に手数料として 6.0 0 0円余り入りま し

たo 多分インチキではなかったと思いますが、こ のよ うなとき、市のしかるべき担当が、こ の

団体を推薦 し得るものと見きわめてもらえば、やりやす くなるだろう と思いましたo この団体

は、間違いな く障害者のために尽力している団体であると、市のいわゆるお墨つきがあればと

いうことですo このようにすれば、インチキ販売にひっかかるようなこともなくなると出いま

す。市と して、こ のような努力をやってほ しいと思います。

次に、 自治会掲示板について触れておきますo 私が自治会長になってから、私たちの多摩平

5丁目自治会掲示板に、突知自衛官募集のポスタ ーが張られていま した。自治会掲示板で自治
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会の知らない聞にポスタ ーが張られていいのでしょうか。この間の事情がおわかりだったら教

えていただきたいと思います。あわせて、この際、自治会掲示板の自治会への配布状況も示し

ていただきたいと思います。

続いて地区センタ ーについて述べます。私たちの自治会多摩平 5丁目自治会では、十数年前

から地域内に地区センタ ーが欲しいという強い要望がありました。請願も出され、採択された

のであります。採択されてから 8年半たちました。いまだに何の話も聞きませんO 故田中鯛一

議員も地区セ ンター建設に熱心で、その実現に努力された と聞きます。田中さ んが亡くなった

とき、田中議員が亡くなったので、もう地区センタ ーはだめだなと嘆いた人もいると聞きまし

た。自治会長をやってみて、 5丁目 自治会の先輩が、 自分たちの地域に地区セ ンターが欲しい

という望みの強い意味がわかりま した。多摩平 5丁目自治会の会合は、 6丁 目地区センタ ーを

使用していますが、ここは、隣の自治会が土地を提供したことで管理権を持っているといって、

比較的自由に使用 しています。 一つの戸だなにはかさがかかっていて、 自分たちで使っていま

す。したがっ て、 5丁目 自治会は、よその家に行っ ているようなのです。これが、 自分たちの

自由に使える地区センタ ーが欲しいという強い要望になったらしいのであります。私が自治会

長になってから、 6丁目地区セ ンタ ーの清掃も交代でやるようになりましたが、昔からの人は、

けんか別かれして新しく自治会をつくったような経過もあって、いまだに反発があるようであ

ります。管理などは存在 しないはずですから、その範囲の自治会には、すべて管理も平等にし

てもらう。したがって、市の管理委託も交代してみたらと思うところです。そうすることで、

お互いにみんなのもの、市のものとして快く使用できる と思うのであります。

ところで、 5丁目地区セ ンタ ーであります。地区センタ ー設立の基準が半径 300メートル

ということですが、これだと 6丁目地区センターがあるとはいえ、 5丁目 は、こ の半径内に半

分は入りませんO 請願が採択されてから 8年 6カ月たちま したが、改めてその請願にのっとっ

て 5丁目地区セ ンターを建設するために努力していただくことを、紹介議員としてお願いいた

します。 5丁目 自治会には、地区センターが建てられた ら、そこに置 く備品くら い購入 しよう

という、地区センタ ー建設基金がうん十万円積み立てられているのです。 これを どうするかも

自治会長と して一つの悩みであります。

自治会は全く自主的な任意団体であります。といっても望ましい自治会像はあるはずです。

自治会長の独裁でいいはずがなく、会長や役員は民主的に選は‘れ、予算も活動方針も総会で民

戸

h
U

A
吐

主的に決められることが望ましいものです。自治会規約も持っているのが正常な自治会だと思

います。市として も、パートナーとしての自治会の健全な発展のために、可能な範囲で指導協

力をするのがいいと思います。たとえは‘自治会に対 して標準的な規約を提示 し、 多くの自治会

が規約を持てるようにするとか、役員の選出の方法、総会のやり方なども標準的なものをつく

っておくことはできると思います。他の自治会の状況を知らせることもよいと思います。パン

フレ ット などをつくられるのも望ましいと思います。以上述べた こと などによ って、 市として

も民主的な自 治会を育成するために、さらに自治会活動を活発にするために努力すべきだと思

います。

以上申し上け¥まとめて質問いたします。

まず、自治会に対する助成についての質問です。

質問 1、衛生協力に対 してのみ御礼という現状についてどう考えるか。

質問 2、自治会に対 しての市の補助金を大幅に増額する考えはないか。

質問 3、 自治会長の宿泊研修を復活させる考えはないか。

質問 4、都に対して自治会補助金を要求する考えはないか。

次にごみ問題について、質問 に ごみ問題前進のための自治会との連携についてどう考える

か。

質問 6、衛生担当に相当するごみの担当役員を自治会に置いてもらうような希望はないか。

物品委託販売について 1問。質問 7、自治会に対 して物品販売委託団体の身元保証をやって

あげる考えはないか。

自治会掲示板について 2問。質問 8、 自治会掲示板に自衛官募集のポスタ ーが張られたこ

とについてはどうなのか。

質問 9、自治会掲示板の全市の自治会配布状況はど うか。

次に地区センタ ーについて、質問 10、地区センタ ーの自治会管理委託を該当自治会交代に

よる考えはないか。

質問 11、多摩平 5丁目地区センタ ーの建設についてどう考えるか。

最後に、自治会活動を活発にするためとして 2点。

質問 12、市で自治会の標準的な規約、活動方法などを提供する考えはないか。

質問 13、その他、 自治会活動を活発にするための市の施策をお聞き したt¥0 
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以上、 1 3点です。よろ しく お願いいた します。

0議長(高橋通夫君〉 一ノ 瀬隆君の質問についての答弁を求めます。生活環境部長。

O生活環境部長(坂本金雄君〉 順を追ってお答えをさしていただきます。

初めの衛生協力に対してのみお礼の現状についてどう考えるかという御質問でございますが、

予算委員会でお認めをいただきま した環境衛生費の中に 51万 6.000円を計上 しておりまし

て、衛生協力員の諸礼とさしていただいております。 2.0 0 0円相当の物品を購入いたしまし

て、謝礼として差し上げるものでございます。主として衛生部長さんに差し上げるものでござ

いますが、設置してない自治会に関しましては、自治会長さんに差し上げました。

この制度がどのような理由でできたのかは定かではございませんが、恐らく殺虫剤の配布と

か側溝消毒の立ち会いとか、それから、ネズミの駆除の薬の配布、そうし 1ったことで、ほかの依頼に

比較をいたしまして悪臭であるとか、汚いとか、多少の不快感を伴うものでございますので、

その不快の手当というような意味合いも含まれているのではないかと、このように思っており

ます。いままで慣例的にこの経費を計上いたしま して、取り出して検討したことはございませ

んが、他の自治体などにも問い合わせますと、自治会に対するこういった種類の協力費、協力

の謝礼、こういった ものは削られていくような傾向にございます。そういったようなことも勘

案いたしまして、ほかの依頼に比べて、ここだけが出ているということは、多少の不公平さも

私感じられます。御質問を契機にいたしま して、来年度予算の編成の前に、金額を含めまして

検討をさしていただきたいと思います。

それから、第 2点目、自治会に対する市の補助金を大幅に増額する考えはないか。 58年度

に 200円から 25 0円、 5 0円のア ップをお願いいた しまして、それを実行をしておるとこ

ろでございます。各自治会につきま しては、こ の補助金を受け取るときに、実績報告書ってい

うのを出 しておりますけれども、その実績報告書に目を通しますと、確かに自己財源が足りな

くて、この補助金を有効に使っていらっしゃる自治会もございます。その反対の自治会もござ

し1ます。先ほど御質問の中にございま したように、 自治会の性格は相互に独立していて、市役

所が主で自治会が従であるとか、そういった主従の関係ではなくて、全く独立した団体でござ

し1ます。独立 し自立をしていく上の条件といたしましては、やはり経済的にひとり立ちするの

が最も大切な条件ではないかと思います。そういう面から、市の補助金を増額をいたしまして、

おんぶを してしまいますと、 自治体の自立に影響が出てくるようなことも考えられます。そう
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いう面から考えますと、現在の 250円、現時点で考えますと適正な金額ではないかと、私こ

のよう に考えております。

それから、第 3点自治会長の宿泊研修を復活させる考えはないか。自治会長というふうに特

定はいたしておりませんが、現在も自治会員を対象にいたしまして、 日帰りの研修会 ・見学会

を持っておるところでございます。 57年度は羽村のごみの処分地、それから、 5 8年度につ

きま しては山村ガラスなどを見学いた しまして、空きびんの回収の経路、そういったことにつ

いて学習を していただきま した。本年度もこの見学会は継続して行う予定であります。そのほ

かに、これもやはり会長だけというように特定はしてございませんが、コ ミュニティ ー活動の

笑践者でございますとか、学識経験者、あるいは行政職などを講師といた しまして、 自治会員

を対象にしまして講演会を行う予算も計上してございます。そういうことで、会長さんを特定

いたしました宿泊研修は現在のところ考えておりませんO

それから、御質問の 4点 目でございます。コ ミュニティー施設補助などについては、現在も

都の補助制度を活用しでございますo 毎年、市長会の名におきまして、こ の補助金の増額など

につきましても都に要望しているとこ ろでございます。 59年度につきま しても、コミュニテ

ィー施設費補助金と いたしまして 450万円が計上 しておると ころでございます。自治会補助

金ということでございますけれども、 このコミュ ニティー施設費補助にからめま して要望を し

ていくかどうか、市長会事務局とも相談をいた しまして、 6 0年度に向けて準備をいたしたい、

このように考えております。

とりあえず 4点固までお答えをさ していただきま したo

O議長(高橋通夫君) 清掃部長。

0清掃部長(大貫松雄君) それでは、 こ、みの問題について ということで、 5問、 6問

の御回答申し上げます。

まず 5問目はごみ問題前進のための自治会との連携についてどう考えるかとい うことでござ

います。まず私どもの方の基本姿勢としては、地域の環境保全上安定 した清掃行政の確立を図

るという上から、自治会とのかかわりあいを大切にしていきたいっていうふうに考えておりま

す。た とえば、ダス トボックス等の設置とか移動において も、 自治会の合意のもとに、それを移

動等行うということを原則にしておりますO また、清掃部の庶務課内に担当職員を配置してお

りますので、今後もそのような対応を していきたいと思っております。
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それから、第 6点でございます。衛生担当の相当するごみの担当職員を自治会に置いてもら

うような希望があるか ということでございます。ごみの問題、特にいま申し上げましたように、

自治会において会長さん、それから、衛生担当の役員さんにお願いをしていると ころでござい

ます。御存じのように、約 24 0は、かりの自治会の中で世帯の非常に小さいと ころもあります。

この大小がありますんで、統一的なものは非常にむずかしいと思います。先ほどの質問の自治

会との連携を大切にしていくっ ていうこ とで、確かに窓口 は必要だ と考えておりますけれども、

各自治会の先ほど言いましたよ うに大小の自治会がありますんで、各自治会の自主的なものに

ゆだねたいと思っ ております。

以上でございます。

0議長(高橋通夫君〉 生活環境部長。

0生活環境部長(坂本金雄君 ) 続きまして第 7点目でございます。物品販売委託団

体の身元保証をや ってあげる考えはないか。本年何月でしたか、田中の地区センタ ーに参りま

して対話集会がございま した。その折からも、参加者の方から、社協か ら来たからぜひこの物

品を自治会の方に買っ てもらいた~'0そういうような要請がたびたびあるというようなお話が

ございました。社協では、一切推薦とかそういうことはやっておりませんO 市が、こ の身元保

証をやるとなりますと、多少の問題が出てまいります。一つは認定基準をどういうふうに押さ

えるかということでございます。二つ目につきましては、お墨つきがかえって自治会に購入し

なければならないというような圧力と申しますか、強要と申しますか、そういうような意味合

いが出てくるのではないかというようなこと。そして、三つ目、営利行為と申しますか、営利

行為に準ずるようなことに市が加担するのはど うかと、こんな三つの問題点が出てまいります

けれども口先ほど一ノ瀬議員さんの御質問の中に出てきました団体は、大体福祉団体が主だっ

たようでございます。福祉部の協力を得ま して、そういう団体は確実に存在し、 しかも、なお

かつ友好的な活動をしているかどうか、その辺のところを一覧表にいたしまして、情報として

提供することでしたらば、その程度のことで したらできると思いますので、福祉部と協議をい

たしてまいりたいと思います。

それから、第 8点目でございます。自治会掲示板に自衛官募集のポスターが強られているこ

とについてはどうかというお尋ねでございます。自衛官募集事務に関 しま しては、この本会議

で何回かその法的根拠につきましでもお尋ねがございました。それと同じお答えになりますけ
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れども、地方自治法の 148条 3項、それから、同別表の 4、あるいは機関委任事務になって

いるということでございまして、 2 3区 26市すべての募集事務に関して行っているところで

ございます。そういうことから本市も行っているわけでございますけれども、掲示板の管理を

行うためには、日野市自治会掲示板設置要綱というのか 57年 4月に決めてございますo 掲示

物を掲示する場合に自治会長の承諾、 あるいは市の承認、こ の二つの手続を要する ことにな っ

ております。しかし、自治会の掲示板というのは、その自治会地域の情報を提出する、こうい

う大きな目的がございますので、年間を通 して自衛官募集のポスタ ーが張つであるというよう

なことは、ちょっとどうかと思いますけれども、 自衛官のポスタ ーが邪魔になっ て地域の情報

が張れないというようなことがあれば、そのポスタ ーの掲示について期間を定めるとか、その

他有効な手段を検討してまいりたいと思います。

それから、 1 0点目、地区センタ ーの自治会への管理委託、それから、当該自治会交代にす

る考えはないかというお尋ねでございますo 地区センターの管理委託につきましては、近隣の

自治会と協議をいた しまして、 委託先を現在決定 しているところでございます。落川の地区セ

ンタ ーのように複数の自治会がこれを使う場合には、その自治会が集まっていただきまして、

管理組合をつくっ ていただいて順番に管理を していただくというような方法もとっておりますo

あくまでも地元の自治会との話 し合いによって決めてまいるべき性格のものだと思っておりま

す。

それから、 1 1点目、多摩平 5丁目地区センターの建設についてどう考えるかというお尋ね

でございますo 御質問のよ うに、 請願が 50年の 9月に採択されております。 6丁目 の地区セ

ンタ ーが 300メートノレの範囲に半分かかっていると、 こういうお話でございますが、そのほ

かに日野台地区セ ンタ一、 多摩平中央公園、それから、多摩平 3丁目地区センタ一、こういっ

た地区センタ ーがその周辺に配置をされております。したがいまして、 ほかの地域に比べ、まし

てわりあい地区センタ ーが密に設置をされている地区でございますので、いままでこれが実現

をしなかった要因かと思われます。 59年度につきま しても、地区センタ ー建設 1館分の予算

は計上してございますが、その中に含めまして検討さしていただきたいと思います。まだどこ

に建てるというようなことは特定しておりませんので、含めて検討をさしていただきたいとJ思

~ ，ます。

それから、 1 2点目でございます。市で標準的な規約活動方法などを提供する考えはないか
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というお尋ねでございます。御承知のように自治会を民主的に運営するには、組織や役員、会

計事務などが決まっていることが望ましいわけでございまして、規約のないところには標準的

な規約を参考に提供いたします。そして、独自の規約づくりに協力をさせていただきたいと思

っております。

それから、最後の点 13点目でございます。自治会活動を活発にするための市の施設をお聞

きしたし可。市のとるべき態度としま しては、あくまでも自主的な任意の団体でございます。そ

の団体の存在を尊重いた しまして、市の行政は側面的にサポ ート をする、適度のサポート をす

るということが最も大事なことではなし 1かと思います。そのために、市といたしましては、先

ほどお答えをいた しました 自治会補助、それから、自治会館の維持管理に関する補助、それか

ら、 自治会館の改修費の補助、こ ういったことで条件の整備をいた します。さらに、 自治会活

動につきましても、いままでに出てまいり ましたいろいろな情報の提供、それから、各自治会

における活動状況を「広報ひのJなどを通じまして紹介をさせていただくとか、あるいは、自

治会が単独でつくりますミ ニコ ミ誌の発行につきまして助言を申し上げるとか、規約づくり、

その他事業の側面的な支援を今後ともいままで以上に強力に進めてまいりたいと思っておりま

す。さらに、せんだつての青少年問題協議会で全員一致で方針が決定されましたけれども、青

少年のための社会環境の浄化運動につきましても、これに参画をしていただくようにお願いを

したいところでございます。

以上、お答え申し上げました。

0議長(高橋通夫君〉 一ノ瀬隆君。

0 11番(一ノ瀬 隆君 ) 続いて市長に質問いた します。

~ ¥ま部長のお答えの中で、イ可か市長が補足したような意向を見ましたので、それもあわせて

お答えいただければと思います。市長の市政方針表明の中でこのような文章があります「中学

校をブロック単位をする コミュ ニティー会議を発足させ、地域の意見交流や青少年の非行防止

など、地域共同の連帯活動を一層高めたいと考えています」とあります。このコミュニティ ー

会議と自治会との関連についてお聞かせいただきた~ ¥0 全く関係ないのか、それともある面で

は関係があるのかお答えいただきたし ¥0

さらに、連合自治会について申し上げ、これも市長に感想などお話しいただければと思いま

す。連合自治会であります。

つムR
U
 

私の自治会が所属 していることになっているのは 日野台東部連合自治会でありますo 全く自

主的に連合した組織なのか、だれかが勝手に決めたのかわかりませんo 日野台とい う町名が別

にあり、そこと全く別の地区でのこの名前は納得できるものではありませんO 自治会の連合体

でありながら自治会長は単に代議員で、その上に連合会会長などの役員がいて自治会長を指導

するように見えますo 各自治会から 1人年額 200円が納められ、連合自治会は運営されてい

ます。この運営費の中の 4分の lが消防協力費となっていて、消防団の分団に手渡されている

ようですo 単位自治会だけではなかなか実現が不可能なもの、なかなかできないもの、たとえ

ば運動会などを笑現するために連合自治会が有効で、その存在価値は十分あると思いますo そ

の場合、あくまで単位自治会が主体で、連合自治会が民主的に運営されることが必要でありま

すo 消防団が大変なのはよくわかり、その気持ちをあらわすのはいいと思いますが、それは運

動会と違って単位自治会でできると思います。連合自治会について市長のお考えがあったらお

聞かせいただきたいと思います。

ヨミュニティ会議と連合自治会、そ して、 先ほどの部長の答弁で:補足がありま した らお願い

したいと思います。

0議長(高橋通夫君〉 市長。

0市長(森田喜美男君) 自治会長を経験された立場でいろいろと提言を込めた質問を

いただきました 0 項目別の質問に対 しまして担当部長のお答えは、おおむね適切であったと こ

のように思っております。

自治会というのは、日野市の場合非常に数も多いわけであります し、 自治会活動そのものも

かなり活発でございま して、新 しい地方自治の町として、きわめて頼りがいのある組織である

と、 このように敬意を表したいと思っております。

草の根住民自治と申しましょうか、こ の原型は非常に民主主義の上で重要な課題を多 く持っ

ておりますし、こ の機能がうまく いくこと は、 日本全国の平和でありますとか、あるいは国民

の市民意識、あるいは国民意識、非常に役割があろうかというふうに思っておりますo いま御

質問の中のこれを論ずると、私もいろいろと感想があるわけでございますが、要するに参加と

連帯の一番一つの単位であると、大いに自主的な発展をしていただきたいと、側面的な援助は

極力いた したいと、 このように考えます。

質問の中のもう一つ加えますと、先般も質問がありま したように、各単位自治会に事務補助
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という意味で助成をいたしております補助金は、かつては会員のみを対象とする計算基礎にな

っていましたが、現在は、その地域の自治会の範囲の全世帯という数を対象といたしておりま

す。その意味は、申し上げま した とおり公平な基礎的なサービスはぜひやっていただきたいと

いうことを意味しておるわけであります。

さて、個々の項目の中のコミ ュニ ティー会議と自治会、 コミュニティー会議は、まさに自治

会を基礎単位といた したいと、こ のように考えております。 自治会だけではありませんが、そ

の他の地域の団体、 これらを代表される方、あるいは推薦される方を組織 して、 そして、 コミ

ュニ ティー会議、主として地域の環境浄化、あるいは青少年の健全育成、こういう面の活躍を

していただく基礎単位といた したいと、 こういう考え方でございます。

それから、消防団の育成のために自治会が負担をされているということは、こ れは古い自治

会の性格は、そういうことが確かにあったように思います。有山市長のときに消防団には必要

最小限かもしれませんが、市の公金をもって大体組織活動を成り立つ程度にはされております

ので、特にその上の自治会単位の援助は、これは、その自治会の随意の負担であるというふう

に御承知を願いたいと思います。

それから、運動会も、これも単位自治会が、その地区の地区連合会に共同する形で経費負担

も、あるいは労務その他、企画等の構成も、ぜひ単位自治会の個々の団体の合意によって成り

立つと、こういうのが性格だと、こ のよう に思っております。連合会があって、そのもとに伺

か行事が組まれるということは普通にはいまないんじゃな~¥かと、こう思っております。した

がいまして、連合自治会、これも 自主的に考元 られるべきものでありますので、特に市の方か

ら、 どのような何かをしようという考え方は、いまのと ころありませんD 大体そういうお答え

でございます。

もう一つ、地区センタ ーのこ とは検討いたすという ことでございますが、場所があるかない

かってい うことが一番従来も決め手になりますので、その意味ではないんではないかと、その

ことが実現できない大きな理由だと、 このように思います。

0議長 (高橋通夫君) 一ノ瀬隆君。

0 11番(一ノ瀬 隆君〉 どうもありがとうございました。 19 7 7年第 4固定例会で

の前回の質問の最後に、革新市政と自治会の関係は重要だ、 さら に今後も続けて研究調査 して

いきた~ ¥0 ただ、目前に迫った私にとっては 2回目の選挙があり、厳 しい情勢で落選 しそうだ
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けれど も、当選できたら続けて追求 していきたい旨を述べています。幸いにして、それから 2

回の難関をノマスして、そのときの立場をいまだ維持させていただいていますが、不勉強のため、

その後の調査研究も不十分でありました。自治会長を 1年間経験してからと、今回の質問の発

言を予定 してきたのでありますが、能力不足の上、今回もまた不十分でしたD 直前になって市

政図書室に行っ て参考文献を幾っか借りてきて消化できるはずはなく 、不満でありま した。幸

か不幸か、さらに自治会長を続けざるを得ない状況が生じました。他日を期して、また発言さ

していただくことを表明 してこ の質問を終わります。

0議長 (高橋通夫君)

関する質問を終わります。

これをもって 26のし市政と 自治会活動 との関連を求めてに

次に、 2 6の2、交通問題ア ・ラ ・カノレ卜について通告質問者、一ノ瀬隆君の質問を許 しま

す。

0 11番(一ノ瀬隆君) 春の全国交通安全運動が、きょう から 15日まで行われます。

偶然いい機会となりま したが、交通問題を幾っか取り上げ質問させていただきます。

この交通安全運動に先駆けて去る 4月 1日、交通安全市民の集いが実施されたことは、川嶋

議員の質問に対する市長の答弁で話されま した。 この集い私も出席しましたが、交通事故に対

してはルーノレを守ることと油断をしないことだと話された、高橋議長の博学ぶりを発揮したあ

~ ¥さつが印象に残りました。川嶋議員の言われるように、日野市の交通事故の増加は異常とい

うくらい深刻なものです。市民全体が交通安全のために決起する必要があると考えます。

私の質問交通問題第 1は、 1 ・ 3 ・ 2 号線開通に伴~\関連する一方通行を解除せよという

ことであります。長年の懸案であった 1・3・2号線中央線架橋が完成 し、こ のほどようやく

開通いたしました。これまで実践女子大近くの市民は、そ こを通り抜ける多くの自動車によっ

て危険に さらさ れていました。私も、 1 9 7 7年の第 1固定例会では このことを一般質問に取

り上げています。危険を少 しでもなくすことを目的にやむなく一方通行が実施されてきま した。

しか し、 抜本的解除は 1・3・2の開通しかないとして、それを待ち望んでいたのでした。 1

• 3・2が開通 し、 もう一方通行の必要はなくなりました。実践女子大の正門近くの人は市役

所の方から来ても、わが家をすぐそこ に見ながら大学を一回り して二つも信号を通って家に戻

らなければなりませんo その距離たけ事故に遭う危険性もあるわけです。 一刻も早く一方通行

を解除してほ しい と思いますがどうでしょうか。以上が質問の第 1点であります。
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交通問題第 2は、交通標識の不備が多いということです。交差点の一時停止でとまることは、

交通事故を防ぐ上で非常に大切な ことであ ります。その一時停止を命じるための、と まれの標

識が完全でないものをよく見かけます。地色の赤が全く落ちているものがよくあります。棒だ

け立っていて、とまれの標示板が下に落ちているものがあります。一時停止のとまれの標識を

初め、交通標識を完全に していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。

交通問題第 3点は、道路上の白線による標示についてであります。横断歩道や、その直前に

あり、横断歩道であることを示しているら しいひし形の白線などがありますが、最近道路の端

から 1メー トノレくらいのところに、道路に並行して白線が引かれているところが多くなりまし

た。 これがイ可を意味するのか私はだれからも聞いたことがありませんO 端の方は歩道というこ

となのでしょうか、自転車はどこを走れというのでしょう、教えていただきたいと思います。

市民にこれをどうやって教えているのかもお答えいただきたいと思います。

第 4点は、自転車の放置駐車が駅から 30 0メートノレ禁止されたことに関連してであります。

先ほど鈴木議員の質問がありま したが、戸惑いながら決行 します。相反することがあるかもし

れません。

まず 300メートル以上離れた禁止区域以外に道路にいっぱt¥置いてあって、その近くの市

民は迷惑をしていますが、これについて どう考えているでしょうか。

次に、禁止範囲内の商庖への買い物で、 ちょ っと前に置くとすぐチェックされてしまうので、

買い物もできないと不満がありま した。長時間の放置が問題なのに、やり過さだと思いますが

どうでしょうか。

また、 豊田駅南口交番近くに国鉄用地へ自転車を置いてもチェ ック されると、国鉄職員は不

満を表明 しております。やり過さではないで しょ うか。

以上、自転車放置禁止に関して三つの質問を行いました。

交通問題第 5点は、街路灯の故障への対応についてであります。街路灯が大分行き渡り、夜

の道路が明るくなっています。しかし、この街路灯がぴかぴか点減したり消えたりしていると

非常に気になります。私の議員活動は普通暗くなってからであります。市の職員は私と違って

昼間の仕事ですから、街路灯の切れているのが見にくいだろうと思いま して、できるだけ連絡

をするようにしています。管理課交通安全係長あての街路灯故障連絡という用紙をつくってお

き、事あるごとにそれに書き込んで届け るよう にしています。この場合、略図をかいて、どこ
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の電灯かを示すのですが案外めんどうであ ります。この場合、街路灯にそれぞれ番号がついて

いれは、非常に便利だと思いますがどうでしょうか。

質問 1として、街路灯故障の場合はどのよ うにして把握されていますか。

質問 2として、連絡を しやすくするため、街路灯に番号を表示できないもので しょうか。

以上 2点を質問します。 これが第 5点の私の交通問題であります。

第 6点は、 2・2・5号線の完成の見通 しについてであ りますo 1・3・2の中央線架橋は

完成し、 2・2・6も完成間近のように見受けます。次は 2・2・5号線でありますo あるい

は予算委員会で説明があ ったかと思いますが、こ の状況見通しについてお聞かせ ください。あ

わせて、その後、手がけなければならない主な道路は何であると考えているかを羅列していた

だきたいと思います。

第 7点としては、通勤通学時対象の自動車通行禁止は、 日曜には解除できないかであります。

豊田駅南口から東方への道路は朝夕通行禁止になりますが、車にとって非常に不便になりますo

日曜の朝など通勤通学者はいないので、 車が通っても営 し支えないので通 らしていただきたい

という要望があります。 t¥かがでしょうか。

第 8点としての交通問題は、第 2小学校の通学路対策であります。 2小前の都道は、学校近

くの歩道は、用水にふたかけがしてあっていいのでありますけれども、少し離れたところは非

常に危険を感じます。これについて対策は講じられているのかをお聞き いたします。

最後の第 9点は、交通安全職場宣言の指導についてであります。隣の八王子市で一番大きな

事業場は私の通勤 している小西六八王子工場のようです。昨年来、工場のあちこちにこんな張

り紙が してあります。交通安全職場宣言なるものです。 これは、私たちにも配布されました。

読んでみます。

「交通安全職場宣言、八王子市は交通事故ゼロを願い、 交通安全都市を宣言し、市民挙げて事

故防止に取り組む決意を新たにした。私たちの職場においても交通安全都市宣言の趣旨にのっ

とり、職場ぐるみで事故防止に努め、常に他の模範となるよう正しい交通ノレーノレの実践を心が

けたt¥0 交通安全に努力することが事業の発展と職員 1人 1人の幸福につながることを信じ、

私たちの職場を交通安全職場とすることを宣言する。」

昭和 58年 9月 20日
小西六写真工業株式会社

八王子工場取締役工場長熊谷善衛
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( r日野工場はJと呼ぶ者あり〉 川嶋議員に聞かなければわかりませんo 同じ小西六でも日野

工場にはない と思います。日野市には、私の勤務する工場より大き い工場が四っか五つはある

と思います。各工場で各職場での交通安全職場宣言はより効果が大きいと思います。市として、

こんな指導をお願い したらどうか と思いますがいかがで しょうか。

以上、交通問題と して 9点を引き出 しま した。 十数点のアラカノレ卜を準備したのですが、26

番目と いう最後だったので、先手を とられ後手に回 ったこ とが 9点になりま した。御回答をお

願いいた します。

0議長(高橋通夫君〉 一ノ瀬隆君の質問に対する答弁を求めます。建設部長。

0建設部長(中村亮助君〉 それではただいまの御質問につきまして、私の方からは 6

点目の 2・2・5号線の御質問を除きまして、逐次お答えを申し上げておきたいと思います。

道路の規制の問題につきましては、私どもの方の判断だけでなくて、 日野警察署の見解もた

だしておりますので、それらを含めま して御回答申し上げたいと思います。また、 なお自転車

放置地域のいろんな問題につきましては、今回の議会でも御質問がございましたし、また、新

年度予算の街]審議の中でもいろいろ御質問がございまして、お答えを申し上げておりますけれ

ども、多少重複する点があろうかと思いますけれども、その辺御容赦いただきま して、逐次御]

答弁を申し上げておきたいと思います。

まず第 1点目の御質問でございますけれども、実践女子大の周囲の、いわゆる一方通行の解

除でございますけれども、これにつきましては、規制を担当いたしております日野警察署の見

解では、当初一方通行にしたというのは過去の経過がございます。と申し上げますのは、地域

住民の要望がございま して、一方通行にしたいという過去の経緯もあるようでございます。し

たがいまして、 これを解除するということにつきま しては、一応そういう経過を踏まえまして、

地域住民の方の同意が得られればできるのではないか、 というふうな警察署の見解がございま

した。また、解除する場合には、信号機が関連してまいります。現在一方通行用の信号機が設

置されておるわけでございますけれども、相互交通用の信号機にこれを調整しなければならな

いというような一連の作業もございます。そういうことで、その信号機の調整に要する予算措

置という問題も、警察署の方であるようでございますので、今後やはり警察署との調整を図る

という中で対処をしていきたい、 というふうに考えております。

それから、 2点目の御質問でございますけれども、これもやはり都の公安委員会の標識でご

-1158-

ざいますので、 この標識につきま しては、現在非常に設置数が多く て、 できるだけ整理 してい

るというふうな方向が検討をされておるようでございますo また、老朽化したものにつきまし

ては、年次的にさらに更新をしつつあるというふうにお聞しておりますので、なかなか対象の

数が多いということで、一ぺんに消化しきれないという状態がございますので、具体的な位置

がわかれは、計画の中に今後入れましてできるというような警察署の見解もございますので、

さらにこの点につきましでも、都の公安委員会に改良については申し入れをしていきたいとい

うふつに思います。

それから、 3点目の御質問でございますけれども、これは、 御指摘の白線は、道路標識例と

いうのがございまして、この道路標識例で定められておりまして、いわゆる歩行者がそこを通

行 しなさいという、歩行者の路側帯を示したものでございます。これは、歩道のない路線で歩

行者の保護を目的に設置されておるものでございますけれども、一般的には大体道路の端から

約 75センチの位置に標示され ているのが通例でございますo そして、この部分では歩行者は

路側帯と路帯の内側を通行するということが前提となっておりますけれども、車両がそういう

道路を通過する場合一一車両というのは自転車も含めるわけでございますけれども、その白線

の路側帯の中に歩行者のいない場合につきま しては、車両は路側帯を越えて通行することは認められ

ておるわけでございますo したがって、一般車両は この標示区域間では、そのほかにも、やはり通

路行通法上の規制としては、駐停車が禁止されているというような規制の問題も ございます。

そそれから、これらの周知と いいますか、白線内はこういうふうにして通るんですよというふ

うな、いわゆる市民への周知の方法につきま しては、交通安全協会を通しまして周知もされて

いるはずでございますけれども、なおさらに徹底も図るというような意味も含めまして、今後

やはり市の広報等を利用いたしまして PRをしてし 1く必要があるというふうに考えておりますo

それから、次の御質問でございますけれども、 自転車の放置地区の問題でございますけれど

も、日野市の自転車等の駐車秩序の確保に関する条例、これの 4条では、いわゆる公共の場所

に一一道路ももちろん公共でございますけれども、歩道な どに放置することを禁止 しておりま

すo したがって、指定 した禁止区域内は常時強制撤去するということで、実施をしておるわけ

ですけれども、区域外の取り扱いにつきましては、つまり区域外というのは駅から 300メー

トノレ以外でございます。これの取り扱いにつきましては、やはり条例 11条の 2項の規定がご

ざいますo そして、その規定は、住民の生活に支障を来す恐れがある場合には、 これも放置禁
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止区域外であっても強制撤去することができる、というふうな規定がございます。御指摘の場

所は、豊田の北口付近だろうと思いますけれども、こ れにつきましても、たびたびお答え申 し

上げておりますけれども、現在 20号線と、それから、泉塚方面からの進入経路に対する駐車

場の確保につきましては努力をいたしておりますけれども、まだ何分にも適当な用地がないと

いうことで苦慮をいたしております。駐車場の確保ができるまでの聞につきましては、そうい

う放置の自転-車につきましては、警告を繰り返しながら協力をお願いしたいというふうに思っ

ております。放置の状態が余りひどいようでしたら、やはりその状態に応じまして、強制的な

撤去をする方法で対応を考えざるを得ないということでございます。

それから、次の御質問でございますけれども、買い物などで一時的に歩道などに自転車を置

くような場合はどうか、と いうこ とでございますけれども、買い物の利用でありましでも、そ

の数が非常に多いという ことになりますと、歩道はかなり占拠されてしまいます。そういうこ

とによりまして、車いすの通行だとか、あるいは視覚障害者の通行上にどうしても支障となり

ます。そういうことで、やはり対象とせざるを得ないということでございます。この不便さを

解消するっていうことにつきましては、やはり商庖経営者等に、来客用の駐車場の確保につい

ての御協力をお願いするということで、依頼せざるを得ないわけでございますけれども、特に

現在は、先ほど鈴木議員さんの御質問にもお答え申 し上げましたけれども、特に大型J苫舗の関

係者に対しま しては、積極的に要請をしていきたいというふう に思っております。

それから、次に豊田駅南口の国鉄用地の中にも自転車が置かれていて、その自転車は禁止対

象にするかという御質問でございますけれども、こ れにつきましては、一般自転車の利用者は、

やはり群衆心理的に、そこに多少の空き地がありまして自転車が 1台でも置いてありますと、

置いていいのかなあというような感じで置いてしまいます。そういうふうなことで、次々に自

転車が置かれてしまうとい う状態があるわけでございますけれども、御指摘の場所が一般利用

者に、明確に道路と、それか らあるいは国鉄用地であるということで、 さく等で区別 して あれ

ば別でございますけれども、そういう状態にないとどうしてもそういう心配が出ますので、や

はりこれは国鉄用地であるということを、今後国鉄側に明示 していただいて、そ して、 しかる

ベき処置をとっていただきたいといっふうにお願いをしたいと思っています。しかし、そこに

置いてある自転車そのものは警告は発せますけれども、その土地の所有者の管理権がございませ

んので、市には、そういう点で、やはり撤去はできませんので、いま申し上げたような方法で、
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何らかの形で国鉄側に、はっきりとその用地は国鉄用地であるというふうな明示をしていただ

くように、今後申し入れをしてみたいと思っております。

次に、街路灯の故障の問題でございますけれども、確かに御指摘のよう に電灯が暗い夜につ

くわけですから、その電灯が実際に正常な形で点践しているかどうかという こと は、夜間でな

いと確認できないという面がございます。そういう点で、私どもの方の担当職員も、勤務時間

中に週に 1回くらいは巡回をいたしまして、点検はしておるわけでございますけれども、そう

いう状態の中でなかなか十分な夜間作業は行われないというふうな点もございますので、そこ

にある街灯の近くの住民の方だとか、あるいはたまたまそこを通行 した通行者の方の通報によ

りまして、多くのケ ースと して対応 しているというふうなのが現状でございますo そういうこ

とで、通報をいただくときに、近く地番なり、あるし、は目標なりを御連絡願えれば、私どもの

方で持つおります街路灯の管理台帳の上でわかるような方式になっております。自治会の要請

によりましては、 管理台帳のコピーをお渡ししておるところもございます。そう いう点で、設

置場所の番号の通報を今後していただく方式がとれれば一番いいわけでございま して、そうい

う方向で街路灯の番号の表示を今後整理していきたいというふうに、台帳の整備をさら に一段

と強めていきたいというふうに思っております。

カーブミラー等については、街路灯と比較しますと数も少ないわけでございますので、カー

ブミラ ーにつきましては台帳がすでに整備されておりま して、 御存じであろう と思いますけれ

ども、カーブミラーにはラベルが張ってございま して、そこに管理番号が入っておりま して、

さらにその下に「故障があった場合には御連絡くださ l¥J という旨の記載を したラベルを張っ

てございます。このような方向で‘今後連絡が十分できるような、そういう方向で検討をしてい

きたいというふうに思っております。

それから、あと次の御質問でございますけれども、豊田駅の南口から東方への商庄街通りの

自動車通行禁止を日曜日等では解除できないだろうかと、こういう御質問でございますけれど

も、御指摘の道路につきま しては、朝の通勤、ある いは通勤時に通行者が大変多いところでご

ざいま して、それに加えま して車両がすれ違うと いうことでは、なお不十分な道路の状態があ

るわけでございます。そういう点で歩行者を保護するという ことを第一義的に考えまして、時

間規制が現在行われております。季節だとか一一たとえば季節というのは春休みとか夏休みと

かということになるわけですけれども、それから、日祭目、これらの日につきましては、規制
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解除をすることは、できないことはないと思うんですけれども、やはり通常的なことでござい

ますので、かえって時期的に一時にそれを解除するとい うこ とにつきま しては、混乱を招 くと

いうふうな危険性も高まるわけでございますので、日野警察署の見解では、でき たらそういう

ことは余りしたくないと、こういう ふうな判断をいたしておるよ うでございます。

それから、次に第 2小学校の通学路の問題でございますけれども、この問題につきましては、

昨年の秋ころから話題となっておりまして、検討を進めてまいりました。日野警察署との協議

もいたしましたし、あるいは用水路がございますので、用水組合とも協議をいたしたわけでご

ざいますけれども、用水路にふたをかけまして、その上を歩道にするということにつきまして

は、やはり用水組合の方の考え方といたしましては、水路管理上支障があると。特にあそこの

水路につきましては川底が非常に浅いということ、それから、川底に水草が生えておりまして.

そういうことで管理上いろいろふたをかけますと支障があるということで、困難な状態にある

わけでございます。そこで、児童の安全を確保しなければならないという立場で、あの市道使

わずに、北から南に学童を横断させまして、南側の浅川|寄りにあります水田の中の農道を整備

いたしまして、そこを通学路に使っていただくというふうな方向も考えられますので、この点

につきま しては、やは り教育委員会、あるいは学校側とも協議いたしまして、 これか ら詰めて

t，きたいというふうに思っております。

次に、 最後の御質問でございますけれども、 交通安全のための職場宣言の問題でございます。

これにつきま しては、 道路交通法の 74条の 2という規定がございまして、この規定によりま

して、自動車を 5台以上運行させている事業所につきましては、安全運転管理者の設置が義務

づけられております。 したがいまして、安全運転管理者は、自動車の安全運行を行わせるため

に運転者を教育指導しなければならない、という職務がございます。こういうことでござし 1ま

すので、この安全運転の管理者の組織につきましては、交通安全協会の中にこの組織がござい

ますので、これらの御提案につきましては、この趣旨を私の方からも交通安全協会にお伝えい

たしまして、御趣旨に沿うような、職場の安全を図ると いう意味でお伝えを申 し上げていきた

いというふうに思います。

以上でございます。

0議長 (高橋通夫君 〉 都市整備部長

0都市整備部長 (結城邦夫君〉 それでは、私の方から 6点目の御質問の 2・2・5

- 1162-

号線の御質問につきま してお答え申 し上げます。

第 l問といたしま しては、 2 • 2・5号線の現状と完成の見通 しという御質問でございます。

この 2・2・5号線につきましては、昭和 58年の 5月の 25日に都市計画法 59条 1項の規

定に基づきます事業の認可を得たところでございます。 これに基づきまして、昭和 58年度を

初年度といた しまして、 5力年計画で計画を策定いたしまして、 6 2年度をもちまして一応完

了する予定となっております。 58年度におきましては、事業地内の買収予定対象面積として

2.647平米ございますが、そのうち初年度であるということもございまして、 150平米を

買収いたしま した。 59年度におきま しては、 5 9年度の予算もお認めいただきました。その

中で 1.3 1 4平米の用地買収を行う予定を立てておりまして、現在もうすでにこの面積につい

ては確保をできる 見通しも立てております。 59年度には、 これ以外に買えるところがあれば、

また補正等でお願いいたしまして、買収をできるだけ早く 完了していきたいと考えておるわけ

でございます。それと、 6 0年度におきましては、残りの 1.1 8 3平米を買収する予定を立て

ておりまして、昭和 61年度から 62年度にかけまして橋台、それから、擁壁、街築という工

事を実施していきたいというふうに考えているわけでございます。総事業費といたしま しては、

約 9億円の予算をかけま して完成させていく 予定でございます。

次に、 2点目の御質問でございますが、 2 • 2・5号線に次いでその後に手がける主要道路、

これについて羅列していただきたいという御質問でございます。 2 • 2・5号線の完成以前に

おきましての、私どもと しては現在計画を持ってございますが、そのうち都市計画道路 2・1

・3号線、これは、一応西平山の土地区画整理事業の中で実施を していきたいと。延長と して

約 320メートノレでございます。

それから、 2・2・2号線でございます。これは、万願寺の区画整理事業の中で一部事業化

が決定しておりますが、残りの部分につきましては、 甲州街道から中央高速道路の間 630メ

ートノレについても、これは第 2期の万願寺区画整理事業の中で整備をしていきたいというふう

に考えているわけでございます。

それから、 2 ・2 ・3号線でございますが、豊田南の区画整理を現在計画してございます。

この中で1.4 7 0メートノレを実施をする こと で、区画整理事業の計画を急いでおると ころでご

ざいます。それと、先ほど申し上げました 2 ・2 ・5号線の残りの部分がございます。 一番橋

から都道 17 3号線にかけての部分でございますか、ここについての拡幅一一既存道路の拡幅
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等一部路線の変更等も含めまして 750メートノレを、 2 • 2・5号線の工事の完成を見定めな

がら実施をしていきたいというふうに考えているわけでございます。

それから、 2・2・8号線でございます。これは、やはり西平山土地区画整理事業の中で実

施をしていきたいというふうに考えているわけでございまして、西平山 4丁目から旭が丘 5丁

目にかけて、 818メートノレの路線があるわけでございますが、これらにつきましても区画整

理とあわせまして実施をしていきたいというふうに考えております。

それから、 2・2・9号線でございます。これは、栄町 5丁目から東光寺坂を経まして日野

台 2丁目に至る道路でございます。これは、将来パス路線として重要な路線になってまいりま

すので、この 660メートノレの区間につきましても、可能な限り早く実施をしていきたいとい

うことで考えております。

次に、 2・2・10号線でございます。 2• 2・10号線は、現在都の方で甲州街道までは計

画を立てて、用地買収等を進めておるところでございますが、残りの甲州街道から 1・3・1

号線の堀ノ内に至る 930メートノレにつきましては、万願寺の 2期の工事の中で実施をしてい

きたいという計画を持っております。

以上でございます。

0議長 (高橋通夫君〉

0 11番(一ノ瀬隆君〉

一ノ瀬隆君。

どうもいろいろありがとうございました。 1. 3・2号線開

通に伴って関連する一方通行の解除をということでございますけれども、私は、地元の住民の

意向を踏まえて質問したということを申し添えておきます。

2・2・5号線についてだけ申し上げておきたいと思います。まさに緑と清流のメッ力、こ

の豊田の段丘の部分、私の生まれ育ったところでもありますが、日野で一番美しいところだと

私は思っています。先租代々住みついた宅地を犠牲にしなければ 2・2 • 5号線は誕生できな

いのであります。しかも、犠牲になる人たちはこの道路での思恵は全くないのであります。あ

るのは橋となる道路からの公害、日照の侵害であります。にもかかわらず協力してくださると

いうこの方々に、市民全体で感謝しなければならないと思います。この上はでき得る限りの補

償をしていただきた~ ¥0 工事に際しても、あるいはでき上がってからも騒音その他十分の配慮

をお願いしたいのでありますD これについての責任あるお答えをお願いしてこの質問を終わり

たいと思います。

- 1164-

0議長(高橋通夫君 〉 都市整備部長。

0都市整備部長(結城邦夫君) お答え申し上げますo 2・2・5号線につきまして

は、地主さんの非常な御協力によりまして事業の認可が取れ、現在用地買収が進められておる

ところでございます。この地主さん方につきましては、あるいは私どもとしては用地の買収、

あるいは家屋の移転等につきましては、十分な補償のもとに、また、地主さん方の御希望を入

れながら対応をして l¥く所存でございます。やはりこの事業が完成できるということは、やは

りこれらの地主さん方の非常な協力があったからこそあるわけでございます。したがいま

して、その辺については、私どもとしては十分配慮をしながら進めていくということで、現在

しております。

それから、この道路ができた段階でのいろいろな環境対策でございます。そういった面につ

きましでも、現在この事業を進めるに当たりまして、地域の地主さんを中心に、いろいろとそ

の対策面についてもお話し合いを進めているところでございます。十分内容を検討した上、地

主さん方と話し合いを進めながら環境対策等についても取り組んでいきたいというふうに考え

ておるわけでございます。

以上でございます。

0議長(高橋通夫君)

0 11番(一ノ瀬隆君)

一ノ瀬隆君。

質問を終わると言ったのでありますけれども、責任あるお答

えをお願いするということで、当然市長がお答えいただけるものと思ったわけですけれども、

申しわけありませんけれども、簡単で結構ですから重ねて市長から責任あるお答えをお願いし

たいと思います。

0議長(高橋通夫君〉 市長。

0市長(森田喜美男君) ただいま部長がお答えしたとおりでありますo 責任を持って、

感謝をもってこのことの完成に御協力をお願いしたいと思っております。

0議長 (高橋通夫君〉 一ノ瀬隆君。

0 11番(一ノ瀬 隆君) 1問残りましたけれども、これで私の質問を終わらしていた

だきます。

0議長 (高橋通夫君)

ります。

これをもって 26の2、交通問題ア・ラ・カノレトの質問を終わ
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お諮り t¥たします。今議会における職員定数条例改正案の提案理由説明に反する、 4月 1日

付の人事異動の件につき、古賀俊昭君ほか 4名の方から緊急質問の通告があります。所定の賛

成者がありますので、この際緊急質問を日程に追加し、発言を許すことに御異議ありませんか。

C I異議な し」と呼ぶ者あり〕

0議長(高橋通夫君) 御異議ないものと認めます。よって古賀俊昭君の緊急質問を日程に

追加し、発言を許すことに決定しました。

古賀俊昭君の発言を許します。古賀俊昭君。

0 18番(古賀俊昭君) 緊急質問をお許しt¥ただきま してありがとうございます。

今度の議会 3月の 21日に、いまお話がありました職員定数条例の改正案が提案を され、そ

して、先月の 30日審査報告が行われて、その後、可決をされたわけであります。

この提案理由の説明が、上程の際に私どもに対してあったわけですが、そ の際、教育委員会

の定数について、学校給食一一つまり中学校 1中、三沢中学、また、仲田小学校の給食が開始

されるので、どうしても 10名だけの増員を認めてもらいたいとO そこで、 348名を 35 8 

名に教育委員会の職員数をふや して総計で 1.4 1 1名にするということでございました。自分

たちとしては、理事者の方のお考えですが、いろいろ世評の動向、また、内部の努力というの

も一生懸命やっている中で、どうしてもこれだけは認めてもらいたいんだという、非常に悲痛

なまでの説明でございましたので、私どもは反対はいたしましたが、 しかし、 やむを得ない面

もあるのではな t¥かなということも若干感じておりま した。

しかし、その後、 4月の 1日になりまして人事異動が発令をされたわけであります。真夜中

の何時ということで、その点の指摘もいろいろあったわけでございますが、すばり内容につい

てお聞きをしたいと思うんですが。そう した内部努力をなさっていると、非常に厳 しい状況は

心得ているということでのお話がございましたんですが、市長部局の社会謀は、昨年からこと

しの 3月いっぱいまで 15名の職員の方の配置でお仕事をおやりになってきたわけであります。

ところが、今回の人事異動で 4月 1日から 16名の体制をしかれたようであります。このこと

が私の質問の要旨に書いておきま したが、どういう意味を持つのかはかり知ることができませ

んので、この 1名増についてまず詳しく御説明をいただきたいと思います。

0議長(高橋通夫君 ) 古賀俊昭君の質問に対する答弁を求めます。総務部長。

O総務部長(伊藤正舌君〉 ただいまの御質問につきましてお答えします。
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社会課の方の 1名の増でございますが、これにつきましては、定数条例上は行政職は現在

786人の定数枠がございます。途中退職とかそういうことを含めまして若干の定数の余裕が

ございました。そういう中で、社会課の仕事の性質等をかんがみながら I人増員をしたわけで

ござし 1ます。

以上ですo

O議長(高橋通夫君〉

0 18番(古賀俊昭君〉

古賀俊昭君。

余裕があったから 1名ふやしたというのではよく理解すること

ができませんo 私は詳 ししこの]名なぜ社会謀にふえたのか、その理由を教えてくださいっ

ていつことでお願いしたんです。]名余裕があるとした、そう市長部局の行政局の行政職786

名について、どういう状況で余裕があるのか。じゃあ、社会謀では今度 このような仕事をする

から ]名を定数にプラスしたんだという、そういう何か具体的な説明していただかないと趣旨

が全く理解できないんです。(Iその通りだJと呼ぶ者あり〉お願いします。

0議長(高橋通夫君〉 市長。

0市長(森田喜美男君) 人事のことはお任せをいただきたいと思うんでありますが。

社会謀には、いわゆる社会福祉という問題で事業が大変量も多く、また、新しい施策も必要で

あります。特に今回の理由は、自社協、つまり日野市社会福祉協議会等担当というのを、主査

1名を増員をいたしております。その理由は、日社協には、これから委託をしたり、いろいろ

と事業量がふえてまいります。それから、会長も市の行政の社会福祉に対する補完的な役目を

積極的に担当 したいというお話もございまして、それらのことをよく理解を し、今後より一層

仕事に必要な分野を担当させようということであります。

つまり社会福祉協議会等担当という役目でありまして、社会福祉協議会は、いま内部的に事

務局長が欠けている面もありますし、それから、積極的にめんどうを見ると、こういう関係を

っくり出そうというわけであります。その他「等」という意味には、これからだんだん憩いの

家の問題、ある いは高齢者事業団等の問題もあります し、それらをすべて担当させる っていう

ことではありませんが、仕事量のこともあります し、今後のこの分野の充実を図 っていこうと、

こういうことであります。

0議長(高橋通夫君〉

o 18番(古賀俊昭君)

古賀俊昭君。

この主査を 1名ふやしたいということでございますが、こ の
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方は社会係ということになるんでしょうか。それとも老人福祉係ということで両方含むんです

か。それとも二つの係どちらかいずれかの担当 ということになるんで しょうか。と いいますの

は、いま市長は、いわゆる日野市社会福祉協議会の担当ということをおっ しゃって、その後に

憩いの家という ことをおっ しゃったんですが、これは、社会係と老人福祉係それぞれ分かれて

おりますから、両方御担当なさるという ことですか、確認を します。

O議長 (高橋通夫君) 市長。

0市長 (森田喜美男君〉 主査という役目でありますので、適当なそうし 1った分野の、

これから始まります仕事の整合性等も考えようと、こうい うことであります。

0議長 (高橋通夫君) 古賀俊昭君。

0 18番(古賀俊昭君) それでは、 じゃあ社会係でもないし、まだ現在は老人福祉係で、

もないと いう理解でよろ しいんですか、どうでし ょうか。

0議長(高橋通夫君〉 市長。

0市長(森田喜美男君) 日社協等担当ですから、そう し1う意味合いで仕事を果たした

いと、こういうことであります。

0議長 (高橋通夫君〉

0 18番(古賀俊昭君)

古賀俊昭君。

日社協を担当なさるということで、では、市役所の中で社会課

の主査と して、これからずっとその方は、お仕事をなさっ ていくという ことでございますか。

0議長(高橋通夫君) 市長。

0市長(衆田喜美男君〉 そうなる と思っております。また、役割り分担については、

より主管課の中で調整を図り 、活動の しよいようにやりたいと、こ のように思っております。

O議長 (高橋通夫君〉 古賀俊昭君。

0 18番(古賀俊昭君〉 いま市長は、社会福祉協議会には事務局長が不在であるという

ことをおゃしゃったんですが、この方が社会福祉協議会の方の担当を市役所の中にいてなさる

ということになりますと、社会福祉協議会の、いわゆる社協の事務局とこの方は、どのような

関係になりますか。

0議長(高橋通夫君〉 市長。

0市長 (森田喜美男君) あくまで行政側の人間であり、それから、協議会におきまし

ては事務局長さんだと、こういうことであります。かつては、 自社協はこの庁舎の中に、社会
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課の中に事務所を持っておりま したけれども、いまは福祉セ ンターに第 1線に出ておるという

ことでありまして、いろんなことで市の事業にも深いかかわりのある団体であります。法人格

を持つ団体であります。また、会長とも行政はt¥ろいろな意味で連絡をいままでも図っ てまい

っております。そういうことをより緊密にしようということも施策の一つだと思 っておりますo

O議長(高橋通夫君〉 古賀俊昭君。

o 18番(古賀俊昭君〉 私が聞こうとする ところはおわかりいただいているのではない

かと思うんですが。それでは、社会福祉協議会の事務局長さんと、それから、 この主査の方が

相協力を して社協の活動を担当 していかれるということだと思うんですが。しかし、ま たいま

の市長のお話を開いておりますと、イ可か事務局長さんと一緒のような印象も私受けるんですが、

ひとつはっきりそこをお答えいただけませんでしょうか。

0議長(高橋通夫君〉 市長っ

0市長(森田喜美男君) 一応の組織機関は違いますから、 この主査は、あ くまで行政、

つまり市役所の組織の中の職員と して、 その業務の中にイ可々担当と いうことがあり得るわけで

あります。

0議長(高橋通夫君 ) 古賀俊昭君。

0 18番(古賀俊昭君〉 じゃあ、社会福祉協議会の事務局さんは、いま不在です。いら

っしゃ らないとおっしゃったんです。聞 くところによりますと、元議員をなさっておりました杉

山 亘氏が現在事務局にかわるような一一事務局長さんじゃなし1かなと，思 ったんですが、いな

いということをおっしゃれば、それにかわるようなお仕事をなさっているんだと思うんですが、

じゃあ、杉山亘氏は事務局長さんではなくて、今回社会謀の主査におなりにな った方が事務局

長の仕事をなさるということですか。どうでしょう。

O議長 (高橋通夫君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 全くそうし 1うことは申し上げてないわけであります。市の職

員でありますから、出向職員でもありませんo 部課の職員としてその分野を担当するというこ

とでありまして、もちろん協力調整は相互にやらなきゃなりませんが、行政と行政に一番密接

な関係との連絡事務を図るということであります。ですから、局長ということじゃありません

し、 ましてあちらの職員に出向するということでもありませんから、杉山亘さんは、いま常務

理事でいらっしゃいますし、 したがって、いま局長がいませんから、局長代行というふうにお
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仕事をされていると聞いております。花輪会長ともそのあたりのことは了解事現として進めて

おりますので、御了承をお願いいたします。

0市長(森田喜美男君〉 何回も申し上げておりますとおり、職免はいたしません。そ

0議長(高橋通夫君)

0 18番(古賀俊昭君〉

古賀俊昭君。

社会福祉協議会の事務局の体制をより充実をさせて、 社協の活

れから、出向という言葉は確かに当たらなかったかもしれませんが、指導をするという面のお

仕事もあるわけでありますから、連絡、それから、お手伝い、場合によったら御指導、それか

ら、いろんな意味で行政との連絡役与をやると、こういうことでありますから、出向いてお話を

する場合もありましょう し、 主なるポストはもちろん役所の中にあるということであります。動のさらなる向上を図っ ていこうということで、花輪会長といろいろお話をなさった。その中

で、事務局の体制のことについても何か合意があったということだと思うんですが、じゃ あ、

はっきりお聞きをいたしますが、この主査の方は、いわゆるこれは市とは全く別法人格の団体

ですので、出向ということはないと思うんです。も し仮に事務局長が一一一事務局のお手伝いで

も代行でもいいんですが、お出になるとすれば、いわゆる職免規定の適用によらなければ出る

ことはできないのではないかなと思うんですが、その点は全くそのようなことはないというこ

0議長(高橋通夫君〉

0 18番(古賀俊昭君〉

古賀俊昭君。

ちょっと言葉・・・・・・、 主な るポス トというようなこと をお っしゃ

とをおっしゃられるわけでしょうか。

それと、もう一つ、花輪会長との合意の内容ということは事務局の体制のことに関 しては、

どのような内容でございますかo その職免のこととあわせて御答弁をお願いしますo

l ¥ます と、 従なるポストがまたあるのかという、対立する概念がありますから出てくるわけで

す。いままで社会福祉協議会の一ー じゃあ社会福祉協議会は、いままで厳然とあって活動もや

ってきました。この社会福祉協議会との連絡、また、社会福祉協議会が行っ ている事業に対 し

て、市の方の職員の方で御担当なさっていた方が、社会課には従来いらっしゃったはずであり

ます。その方は、それでは今回交代をなさったと、この主査の方と交代をするということでご

ざし 1ますか。

0議長 (高橋通夫君) 市長。

0市長 (森田喜美男君) 自社協は、これは市の福祉行政ときわめて密接な関係があり

ますから、手伝ってほしいというお話もありますし、もちろんこちらもできるだけの御援助を

いたしますということですから、組織上で混同するようなことがありませんし、これま あ出向

ではもちろんありませんが、とにかく お手伝いをす ると。それから、行政として、 また必要な

仕事を受け持つと、こういうことでありますか ら、全く矛盾はありませんa

0議長 (高橋通夫君〉 市長っ

0市長(森田喜美男君 〉 仕事量がふえるし、連絡事項も多くなりますし、事業もふえ

るということでありますから、組織上に月iJ段変わりはありませんo 部長がいる、課長がいる、

それから、主査というのは、また特任の事項もあります し、 その組織の中で協調しながら仕事

をするとい うことでありますから、全く不思議も何もないと思っております。

古賀俊昭君。

0議長(高橋通夫君〉

0 18番(古賀俊昭君〉

古賀俊昭君O

0議長(高橋通夫君)

0 18番(古賀俊昭君〉

職免はないという ことを、いまはっきり市長はおっ しゃったん

市長は、いま出向ということをおっ しゃるんですが、たとえば ですねo その言葉を私は信じたいと思いますんですが、過去に、たとえば職員、やはり定数の

問題で、市長 も助役も議会でおっしゃったことが半年くらいで全く覆ったっ ていうことも、こ

の l年ほどの間に現にあったわけですので、失礼な言い方かもわかりませんが、にわかには信

出向の場合は議会事務局とか教育委員会とか、それから、農業委員会、監査委員会、こうした

部局に移りますときに出向という言い方をするんですねo このように法人格が違いますと、日

野市社会福祉協議会は社会福祉協議会は社会福祉法人でありますから、もしそこに事務局等に

お手伝いに出 るとい うことになれば、 これは明らかに出向ではなし職免規定の適用がなけれ

ばできないと思うんですo ですから、いま出向はないとおっ しゃったんですけれども、もし言

葉の取り違えであればちょ っと御訂正をいただきたいんですが、職免はないのかどうかですね。

じがたい面もあるんですが、社会福祉協議会に対して、今後より緊密に していかなければなら

ない事業の内容とい うこと をいまおっ しゃったんですが、具体的には、それはどのような こと

がこれか ら考えられるわけで しょう か。また、今回主査に任命といいますか、主査として社会

福祉協議会を担当なさる方の、 どのような点をお考えになってこのポストにおつけになったの

0議長 (高橋通夫君〉 市長。 か、その 2点をお聞かせいただきたいと思います。
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いかなければならないと、また、仕事の量もふえてきたということをおっしゃいましたから、

今年度に入ってそのようなことが起きてきたということでございましょうから、新たに 1人ポ

ス卜をふやして、連携を密にしてし 1かなければならないような事業 というのは、具体的にはど

のようなことですか、ということをいまお聞きしたんです。それには別に人事権去々というこ

とはかかわりないと思いますから・・…{発言するものあり〉ですから、その点はお聞かせをい

ただきたいと思います。それから、も しその方が、こう いうことでまさに適任だということを、

お答えになりたくなければ、それは結構です。人事権云々ということをおっしゃれば結構です

が、お聞かせいただければ幸いです。もしこのような社会福祉法人、また、市とかかわりのあ

ります法人格を持った、いわゆるたとえば社会教育センターのようなところが、よりこれから

事業の拡大を図り、市の協力も仰いでいきたいということが、も し申 し出があれば、高齢者事

業団等でも同じだと思います。そのような形での要請があり、また、その必要性が出てくれば、

これからは幾らでも人員を配置するといいますか、その面での対応を迫られていくわけであり

ますが、今回の社会福祉協議会についてのみの、これは市長はお考えでしょうか。さきの 2点

とあわせてお答えをいただきたいと思います。

f 

ろう事業で、 5 8年度それよりさかのぼりまして 57年、 5 6年度等に比べて、ことしからは

こういう事業をやろうとしているから、ぜひこの部門の、つまり社会謀の体制を強化したいん

だと。そのために主査を 1人置きたいという、具体的な説明があればよくわかるわけでありま

すが、非常に抽象的な、何一つ社会福祉協議会の事業の内容については言及がないわけですが、

やはり 1名置くということであれば、その辺お話しいただきたいと思います。

0議長(高橋通夫君〉 市長。

0市長(森田喜美男君) 社会福祉協議会には、市の定年退職あるいは退職をした部長

級の職員を、特に土方武彦職員の場合は、職免という形で出向をいたしておりました。職免で

出向いておりました。そういうふうに行政にも期待されるわけでありますし、 しかし、職員を

出向させますと、自社協の方の、また立場では、市の職員が行きますと、それだけ補助金を減

らされるということもあるわけでありますから、定数は保ちながら、 しかもお手伝いのある程

度できる、また、連絡調整のできる、そういうことを職員を置く必要を感じたという ことであ

りまして、それ以上のものでも、それ以外のものでもありませんo よろ しく 御理解をお願いい

たします。

0議長(高橋通夫君〉 古賀俊昭君。

0 18番(古賀俊昭君〉 それでは、花輪会長とお話しになったという こと、先ほど御答

弁があったんですが、花輪会長とのお話の中で、社協の現在空席になっております事務局長の

ことについては、イ可か市長にお話がございましたでしょうか。事務局長についてはどのように

なさるおつもりか、花輪会長の御意向等あったでしょうか。

0議長(高橋通夫君〉 市長。

0市長(森田喜美男君〉 ひとつ人事権でございますから、お任せいただきたいと思う

んでありますが、今後の、もし御不信等がありましたら、その際に御指導をお願いいたしますo

O議長(高橋通夫君〉 古賀俊昭君。

0 18番(古賀俊昭君) いや、私は、ですから社会福祉協議会との連携をより密にして

とであります。

O議長(高橋通夫君)

018番(古賀俊昭君〉

古賀俊昭君。

最初に私がお聞きをしま した点については、 2度同じことを聞

0議長(高橋通夫君〉 市長。

0市長(森田喜美男君) いま私の聞いておりますし、私もまた進言いたしましたのは、

本来局長は自主的に協議会の職員であることが望ましいと、また、役員で局長兼務されること

はなお結構なことだと。したがって、できるだけ杉山さんに当分でもやっていただくことがよ

ろしいんじゃないでしょうか。また、花輪会長もそのような御意向であると、こういうことで

あります。 したがって、杉山さんは、またお仕事もありますから、毎日常勤できるかどうかそ

の点には多少疑問があります。したがって、いろいろな意味で今回任命いたしました職員は、

かつて花輪さんの医師会当時の難病対策等でも協力し合えた関係もございますから、かなりい

ろんな面で花輪さんもまた期待をしていただけると、こ のように思っております。

0議長(高橋通夫君) 市長。

0市長(森田喜美男君〉 かつて社会教育センタ ーには、市の職員が 2名が出向をして

いたときもありました。こういう市民施設といいますか、要するに行政の運営をより緊密に機

能を高く行うために、そ ういう 関係はあり得る と思いますが、当面そういうことは全く考えて

おりません。福祉部社会謀の仕事の充実ということに、いま力点を置いて考えておる というこ

いておりますけれども、まだイ可もお答えがないんです。つまり社会福祉協議会が今後行うであ
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0議長(高橋通夫君〉

0 18番(古賀俊昭君〉

古賀俊昭君。

社会福祉協議会の仕事っていうのは大変重要な仕事です。しか

し、市の仕事とは、また一線を画すべきもので、市の仕事とは直接はかかわりはないわけなん

です。ですから、私はこの要旨にも書いておきましたが、灰聞するところによるとということ

でお聞きをしました。仮に社会課の職員の方がどうしても I名一一結果的に後ほど、仮に職免

というようなことでお出になるようなことがあれば、これは仮定の話ですから、そういうふう

にならないことを願っているんですが、助役等が御説明なさった1.4 1 1名、この教非常な努

力をして厳しい世論の中で職員の削減ということには努力をしていると。しかし、現業部門等

ではなかなかそれが思うようにいかないのだということのお話でございました。しかし、仮に

私が伝え聞いたようなことがもし事実になったとしますと、社会課の職員が 1名これで仮に出

ていくことになれば、 1. 4 1 0名の体制で市役所の方はこれから仕事をしていくということで、

1名本来どうしてもこれだけいなくちゃいけないんだとおっしゃった数が、 1名減 ってしまう

んです。そうすると、 1 0名提案をされた増員は、本来 11名提案をしなければならないこと

になって きます。しかし、この 10名が、 本来まことにおっしゃったとおりの努力をなさって、

どうしても最低必要な人員であるということを、私どもそのまま受けとめれば、 1名抜けても

やれるということならば、今度は 9名の提案でもよか ったということになってくるわけです。

ですから、そのような前後 1名の狂いを、今後私がまた質問等で指摘することのないような、

そうしたお約束をお守りになる誠意ある市政の運営を心からお願いをしておきま して緊急質問

を終わります。

O議長(高橋通夫君) これをもって緊急質問を終わります。

次に日程第 2、下水道対策特別委員会の継続審査議決に関する件を議題といたします。

下水道対策特別委員長より、下水道対策に関する事件の調査研究のため、閉会中の継続審査

にされたいとの申し出があります。

お諮りいたします。委員長の申し出のとおり、閉会中の継続審査に付することに御異議あり

ませんか。

( i異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(高橋通夫君〉 御異議ないものと認めます。よって委員長の申し出のとおり、

閉会中の継続審査に付することに決しました。
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次に日程第 3、農林水産省跡地利用対策特別委員会の継続審査議決に関する件を議題といた

します。

農林水産省跡地利用対策特別委員長より、農林水産省跡地利用対策に関する事件の調査研究

のため、閉会中の継続審査にさ れたいとの申 し出があります。

お諮りし1た しますo 委員長の申 し出のとおり、閉会中の継続審査に付する ことに御異議あり

ませんか。

c r異議な し」 と呼ぶ者あり 〕

0議長(高橋通夫君 ) 御異議ないもの と認めま すo よって委員長の申 し出のとおり、

閉会中の継続審査に付する ことに決 しました。

次に日程第 4、高幡踏切対策特別委員会の継続審査議決に関す出議題と川 します。

高慨切対策特別委員長より、高幡踏切対散開する事件の調査研究川、閉会中の蹴

審査にされたいと の申 し出があります。

お諮りいた しますo 委員長の申 し出のとおり、閉会中の継続審査に対する ことに御異議あり

まぜ んか。

c r異議な し」と呼ぶ者あり 〕

0議長 (高橋通夫君〉 御異議ないもの と認めますo よって委員長の申 し出のとおり、

閉会中の継続審査に付する ことに決 しました。

次に日程第 5、廃棄物対策特別委員会の継続審査議決に関する件を議題といたしますo

廃棄物対策特別委員長より、廃棄物対策に関する事件の調査研究のため、閉会中の継続審査

にされたいと の申 し出があります。

お諮り いたしますo 委員長の申 し出のとおり、閉会中の継続審査に付する ことに御異議あり

ませんか。

c r異議な し」と呼ぶ者あり 〕

0議長 (高橋通夫君〉 御異議ないものと認めますo よって委員長の申 し出のとおり、

閉会中の継続審査に付することに決 しました。

次に日程 6、市民会館建設対策特別委員会の継続審査議決に関する件を議題といたしますo

市民会館建設対策特別委員長より、市民会館建設対策に関する事件の調査研究のため、閉会

中の継続審査にされたいと の申 し出があります。
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お諮りいたします。委員長の申し出のとおり、閉会中の継続審査に対することに御異議あり

ませんか。

C i異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(高橋通夫君 ) 御意議ないものと認めます。よって委員長の申 し出 のとおり、

閉会中の継続審査に付することに決しました。

お諮りいた します。 議事の都合により暫時休憩いたしたいと思いますが、これに御異議あり

ませんか。

C i異議な し」と呼ぶ者あり 〕

0議長(高橋通夫君〉 御異議ないものと認めます。よって暫時休憩いたします。

-1176-

午後 9時 36分休憩

後、再開に至 らず閉会
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