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0議長 (高橋通夫君)

本日 の会議を開きますO

午後 1時 32分開会

これより昭和 59年第2回日野市議会定例会を開会し、直ちに

ただいまの出席議員 28名でありますO

次に日程第 1、会議録署名議員の指名の件については、会議規則第 81条の規定により、議

長において

8番馬場 弘 融君

9番高橋徳次君

を指名いたします。

次に日程第 2、会期の決定の件を議題といたします。

議会運営委員長の報告を求めます。

〔議会運営委員長登壇 〕

。議会運営委員長(中 山基昭君) 本日 6月 12日からの第 2固定例会の会期、日程

等につきまして、議会運営委員会の御報告をし、御協力をいただいてまいりたいというふうに

思いますO

今定例会には市長からの提案議案は、追加の 1件を含めまして 17議案になりますが、追加

議案の 59号を除き、担当の委員会に付託をし、審議を進めることといたします。

事前の通告による一般質問は、 21名の議員から 41件が予定をされております。

さらに行政報告につきましても、別紙の内容のように助役の方から報告が行われることにな

ります。

会期と日程につきましては、お手元の予定表のとおりでございますが、特に 13日、 14日

に当たりましては、全国市長会の開催が予定をされておりますので、休会といたします。

また議案上程が 12日、 15日の両日になりますが、本日 12日は 59号のみを予定をして

おります。

また一般質問は、 18日から 22日までの 5日間を予定をします。

したがいまして、会期全体は、本日の 12日から 29日までの 18日間といたします。

以上、大変雑駁な報告でございますが、よろしく御審議と御確認をお願いいたします。以上

でございます。
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0議長(高橋通夫君) ただいまの議会運営委員長の報告のとおり会期を決定するに御

異議ありませんか。古谷太郎君。

06番(古谷太郎君) ちょっと運営委員長さんに御質問申し上げたいんですが、会期

の日程について、一応了解はしましたんですが、ここに緊急質問が2件私の机の上に出ており

ますO 臨時議会ではございません、今回は。定例会でございますので、よほど緊急な事態につ

いての質問だろうと私は思います。でなければ、一般質問ですればよろしいのであります。

ですから、この緊急質問は、当然議選の場だけではなくて、この会議の始まる冒頭に取り上

げるのが議運としての当然のあり方ではなかろうかと思うんですが、この緊急質問について、

何らの御発言がただいまございませんでした。

この緊急質問は、緊急ではないという認定のもとに無視されたのか、あるいは、これについ

てはどのように取り扱われるのか、この点を教えて、内容を教えてもらいたl¥0 

0議長(高橋通夫君) 議会運営委員長。

0議会運営委員長(中山基昭君) ただいまの御質問に関する本日提案されました緊

急質問の取り扱いについてでございます。

これは代表者会議等の経過を踏まえて、議長さんから議会運営委員会の開催を、こういう申

し入れがございました。したがいまして、先ほど 12時過ぎまで、比較的長時間にわたって、

委員会の中で取り扱い等について議論と協議を重ねてまいりました。その結論が、先ほど触れ

ませんでしたけれども、御指摘の議員さんもおっしゃるように、緊急性をひとつ重視した形の

中で、さらにいままで決めておる議会運営の日程との兼ね合い、こういう中で取り扱いをめぐ

っての時間がかかった、こういう経過でございますO

したがいまして、そうした面も含めて、当初の会期の決定、あるいは行政報告、こういうも

のの消化をし、さらに緊急質問、こういうふうな日程配置等について議会運営委員会としての

結論づけ、あるいは結論に到達した、こういう内容でございます。以上です。

0議長(高橋通夫君)

06番(古谷太郎君)

古谷太郎君O

ちょっとよくわからないんですけど、議選としちゃ、この取り

扱いをどのようにされたんですか。これはあんまり緊急じゃな l¥から行政報告の方が先やって

いいんだろう、こんなふうな取り扱いで決定されたんですか。どういうことかちょっと説明し

てもらいたい。
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。議長(高橋通夫君) 議会運営委員長。

0議会運営委員長(中山基昭君) 緊急性を十分それぞれの委員が認識をする、理解

をする中で、取り扱いを協議した。その結果、行政報告の次に、緊急質問をひとつ議長さんの

計らいでしていこうじゃないか、こういう結論だと、こういうことでございます。

0議長(高橋通夫君)

06番(古谷太郎君)

古谷太郎君O

ただいま内容を拝見しますと、当然この質疑の中で十分質疑を

された後でなければ、行政報告に対する質疑ができないわけであります。そうしますと、行政

報告をされ、緊急質問をされて、その後でまた行政報告の質疑を行う、このようにせざるを得

ないんじゃなかろうか。緊急でなけりゃ別でありますO 一般質問でやればいいんです。しかし、

あくまでも緊急として出した以上、行政報告の関連のものであります。これは両方とも 4月、

5月、きょうまでに行われた行政の内容についての緊急質問となっております。

ですから私が緊急に出したときは、臨時議会であったこととともに、もう一つは、行政報告

とは全く関係ないことだったんです。それは、 3年も前に行われた使途不明金の問題を出した

わけです。それでも一番最初にやらせていただきました。緊急というふうにやらせていただき

ました。

ところが、きょうの緊急質問は、行政報告の中に当然、盛られてくるような内容であります。

ですから、この質問が終わらなければ、行政報告についての質疑が行うことが困難なのであり

ます。なお、この内容を知っている方はよろしいでしょう。私は全く知らなl¥。これ、 4月、

5月に行われたことについての質問であります。当然、行政報告で質問すれば緊急でなければ

済む課題であります。そこで、その行政報告の後にこれを行う。緊急性をうんと薄めてあるわ

けです。それでおしまいということになりますと、今度はわれわれが行政報告についてさらに

質問する時間を与えていただかなければ、非常にむずかしいことになるわけです。結局わから

ないで終わらなけりゃならなし 1。あるいは議員は、わからないで済ませることは困難でありま

すO それは、緊急質問されることがわかればよろしいだけではないんです。緊急質問なるがゆ

えに、われわれ全体がわからなきゃ困るんであって、私は議運において、緊急質問者の方も議

運に入っているはずでございます。市川議員さん、馬場議員さんが緊急でなし 1から後回しでよ

ろしい、というふうにおっしゃられて、行政報告の後にされたのかどうか。この点を議選の委

員長から明確にお答えを願いたいのであります。
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0議長(高橋通夫君) 議会運営委員長。

0議会運営委員長(中 山基昭君 ) 先ほども申し上げましたように、議会運営委員会

の結論は、再度申し上げますと、行政報告の次に緊急質問していただしこういう結論でござ

います。

さらに、いま御指摘がございました提出者等の、当事者等の関連でございますけれども、当

然早くやる必要があるんじゃないか、あるいは、できたら官頭にしたい、こういうような意思

表示といいますか、希望表明ですか、こういうあれもありましたけれども、特に議会運営の全

体の中から、先ほども申し上げました結論づけをした、それに御協力をしていただく。こうい

う形の運営委員会の結論でございますので、よろしくひとつ御理解を願いたいと思います。

( iじゃあ最後に」と呼ぶ者あり )

0議長 (高橋通夫君) 古谷太郎君。

06番(古谷太郎君) 余り私一人が申し上げるのはあれですが、 l¥かな る議会におい

ても、緊急質問というのは最優先しなけりゃなりませんO しかし、市川議員と馬場議員が議運

の委員でございます。この方が、まあ、できたらという程度で妥協されているならば、ぜひひ

とつ議長におかれましては、この質問の後において、一般議員からも関連質問をするように、

できるようにひとつ関連質問を許すような措置をとっていただきたい、関連質問ですね。とい

うのは、これ行政質問のとき聞きたい事柄の内容も若干あるわけです。特にこの事件、問題は

5月に発生したことであります。つい一月も前の期間の問題ですから、そういう点で、この緊

急質問後において、これらに関連する行政報告に対する質疑を一般議員においても関連質問と

して認めるようにしていただきたいことを付言しておきます、希望しておきます。私は反対な

んで、すO それだけ申し上げておきます。緊急質問は真っ先にやらなきゃいけないんです。これ

だけ申し上げておきます。

0議長(高橋通夫君) 飯山茂君。

01 5番(飯山 茂君) ただいま議運の委員長からお話がございましたけども、この

第2回の定例会におきまして、ちょっと御質問申し上げます。

いま議運の委員長が、きょうのこの第2回の定例会の日程の中でお話がございましたけども、

9日の日に、議運の会議が開かれたと思います。私はその 3目前に、 13日、 14日は休会と

いうことを聞きました。どこでどう漏れているのか議会運営委員会にかからないうちに、この
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会議が 13日と 14日は休会であるO こういうことを私は聞きました。それで内容を聞きまし

たところ、市長会があるというふうなことを、さきほど私は、私の部屋の議運の委員長ですか

ら聞きました。しかも議会の 6月議会、いわゆる定例会の中で、きょう開会をされて、あした、

あさってと休会ということは私は何事だろう、こう思うんです。( iそのとおりだ」と呼ぶ者

あり )少なくとも、やはり市長会がどうあろうと、どこで、どう おやりになるかわかりません

が、できれば、市長会のやる場所もお聞きしたいと思いますo 2日間おやりになるようですが、

その辺もどこでやるのかお聞きしたい。まず、この日野の議会というものを私は理事者側が余

りにもばかにしてるんじゃないか。そのことをお尋ねいたしますO

0議長 (高橋通夫君) 議会運営委員長。

0議会運営委員長(中 山基昭君) まず最初の会期、あるし 1は日程等の関連でござい

ますけれども、これは御承知のように、 9日の日の 10時から議会運営委員会を開催をし、先

ほど御報告をいたしましたような内容の会期、日程で、議会運営委員会の結論をつけた、という

ことでございますO

したがって、本日ただいま御提案、御報告をしております内容を確認していただいて、これ

が初めて正式な会期、日程の決定、こういうことにな るんだろうというふうに私は判断をして

おりますO

さらに、それ以前の一つの日程等の動向といいますか、関係でございますけれども、これら

は当然市長の年問、あるいは月間の行動日程、あるいは議長さん等の行動日程、こ ういうこと

をあらかじめそれぞれの場でもって把握されているんじゃな~"¥かと思います。したがって、そ

の辺を含めた一つの流れの中での情報といいますか、動きだったんだろう、というふ うに私自

身はそういうふうに解釈をしてまいりた~¥。したがって、そういう面のひとつ御理解をしてい

ただきたいと思います。

さらにもう一つは、特に議会運営等の中でも、 13日、 14日の休会等についても、若干の

議論を行いましたけれども、これは、やはり大事な全国の市長さんが集まる総会だと、こうい

う面も含めて、この会議にはぜひ出席をする必要がある八ノじゃないか、というふうな感じの中

で、これは私の感覚ですけれども、そうした中で、ひとつ市長はぜひ参加をするべきだ、こう

いう中での休会にした、ということだろうと思います。

さらに全体の日程配置の関係ですけれども、これは招集当事者の市長さん、あるいは、それ
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を受けての議長さん、こういうふうなそれぞれの両者の中での日程の招集日の配置、こういう

ことで、それを受けた議会運営が私どもの仕事じゃないか、こういうふうに判断をしておりま

す。

最後の会期、あるいは市長の会の聞かれる会場、これは先ほどお聞きしたんですけれども、

千代田区の平河町の日本都市センタ一、 この中で 13、 14日開催をされる、こういう内容で

ございます。

以上、ひとつよろしく御理解をいただきたいと思います。以上です。

0議長(高橋通夫君) 飯山茂君。

01 5番(飯山 茂君) 私は、この日程はし、ま議会運営委員長が確かに報告されたと

おり、これには賛成ですが、少なくとも、やはりきょう開会をして、あした、あさって休むと

いうのは、私は非常に残念だ。少なくとも、できるならば職員の一時金問題もあります。こう

いうことをきょう決めて、すぐ 15日ということですが、これは結構、この日程はもう崩れま

せんから結構なんですが、議会をできるなら、なぜもっと 7日とか 8日とか先にできないもの

か、できなかったものか。私の聞いたのは、 9日の議会運営委員会で 3目前ですから、市長が

市長会があるというのを聞いたのは。これは全くほかの方から聞いたんです。ですから、そう

いうことでしたら、少なくともこの 6月の第2固定例会というのは、もっと早く招集をされた

らいいんじゃないか、こう思うんですが、市長部局の、ひとつ市長の見解を聞きたいと思いま

すが……。

0議長(高橋通夫君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 大変われわれの配慮すべき質問をいただいた、というふうに

思っております。

まず第 1にお断り申し上げなければなりませんのは、議会に対して、いまばかにしてるとい

う言葉を用いられましたが、私どもは、議会を最も重要な審議の機関として考えさせていただ

いておるわけでありまして、そういうことは絶対ございません、ということをまず御理解をお

願いしておきます。そして、今回の事情を多少御理解いただくために、説明をさせていただき

ます。

まず、 6月1日に臨時議会をお願いをいたしました。これは清掃機器の委託、業者との契約

をする、そういう議案を主としてお願いをしたわけでありますが、本来ならば、この臨時議会
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を5月のもっと早い時点で開くことが適切だというふうには考えましたが、入札等の事務の関

係で、どうしても 5月の終わりのきりぎりのころになるO そしてちょうど 30日、 31日はや

はり全国議長会が持たれて、そして特に 31日には宮中においでになるというふうな事情も伺

いました。したがいまして、当然それらの日にちを避けるために、 6月 1日という日程を定め

させていただきました。その後、 6月定例会をいつ初日にさせていただくか、ということにつ

きまして、かなり慎重に検討いたしました。臨時議会と近いということも、これも一面には適

切なことではありませんし、また臨時議会をお願いした意味は、 6月の半ばに、その議決の内

容をもって、監督官庁であります厚生省の御当局の審査をいただかなければならな~¥。その資

料を 6月 15日までに出せ、ということでありますので、 6月定例会の中では無理がある、こ

のような判断をいたしました。

そこで、この 12日の設定でございますが、確かに前もって 13、 14には全国市長会があ

るO この設定がございました。しかし、また一方に、 15日に支給すべき内輪のことではござ

し1ますけど、一時金の支給のことを議決をしていただかなければならない、このような事情も

ございまして、そのあたりにいま御指摘をいただいてる大きな理由が存在するところでござい

ます。市長会の際も、これは絶対出席しなければ成り立たないというようなことではありませ

んが、ち ょうど明日 13日には、都知事が招集されます市町村協議会というのも一方に招集さ

れておりまして、それらの両方に出られる時開設定はなされております。そうして、市長会に

は、少なくもこれまでの例で言いますと、一国の総理、あるいは経済関係の閣僚、自治大臣、

このような方が出席をされる儀式でございますから、これまた尊重しなければならない。そう

いう関係で認識をいたしておりますO

したがいまして、 15日以降で設定するのが一番適当とは思います、適当だったということ

も考えられますが、 15日の支給日という内部事情のことについても御理解を賜りたい、この

ように御説明をさせていただきたいと思いますO

結論といたしまして、確かに開会をした直後に、 2日間の議会の休会をお願いをするという

ことは、大変心苦しい、また当然議会の方から指摘されるべき内容を持つものだと思っており

ますので、この点も議長に前もってお話はし、また議運に出ていく助役にもお願いにとどめる

ように、というふうに申しておったような状況でございます。

以上のとおりでございますので何分とも御理解を賜れば幸いでございます。( 1"議長、関連
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だ」と呼ぶ者あり)

O議長(高橋通夫君) 石坂勝雄君。

028番(石坂勝雄君) 何か、いま聞いてると、飯山議員の発言をされた経緯を追っ

て、市長の答弁を聞いて、私はまず議長に伺いたいんですね。

議長が何か 30日、 31日のその全国議長会、全国議長会というのは、もう大体、もう何て

いうか統一選挙がない場合には、大体あらかじめいつにやるということもきちっともう何てい

うか 4月の当初に決まっておることだと思います。それが伺か市長の方の話を聞いてると、何

か言いわけがましl¥。執行部で何か焼却炉の事務上のことが間に合わなかったから、いわゆる

たとえば 1日にしたんだと O 定例会を開いて議会というところは、非常に私は慣例が大事だと

思うんですO

いままで日野の議会というのは、きょう開会したらいわゆるきょう行政報告、諸般の報告、

あした議案の上程、こういう形の中が、日野市議会ではノごタ ーン、決まっていると思うんです

ねO それをいま市長の私は決して全国市長会を軽視する、というよう なことは毛頭ありませんO

ただ、しかし、そういうことがあるんなら、それから 6月の期末手当の問題をことしはいつも

の年より早く、いわゆる 26市の問題で 1市を除いてやることが統一的見解の中で決まってい

る、こういうことも早くから新聞で発表されております。そういう点でいけば、十分な準備期

間、やる方法があったんではなかろうかと思います。

そういう点を踏まえて、非常に私はきょう議運のうちの方の新政会の市川議員なり馬場議員

に対しても、強く不満を漏らして議会運営委員会で恐らくそういう不満があるということを申

されたと思うんですが、議長が第一こういうことを受けるのに、もっと慎重であるべきだと思

うんですね、市長から恐らく何日から議会を開きたいということが。議長のまず見解をお聞き

程は降ってわいたように出てきたんじゃないんではなかろうか、ということを言っているわけ

です;ldo そういう点では、もっといわゆる十分な配慮がなされた中でやれるんではなかろうか

ということを言っているわけですよO それが期末手当の問題だって、ちゃんといわゆる条例ど

おりでなければどうするんだ、ということはもう毎年のパタ ーンでな l¥かということを言って

いるわけですよ、私は。

O議長 (高橋通夫君 ) いろいろ協議の結果、臨時会が 6月の1日にな って、そうして

6月の定例会が本日になった、と いうわけで、すo ( r質問に対してちゃんと答えろよ、 おか し

いよ」と呼ぶ者あり) 石坂勝雄君。

028番(石坂勝雄君 ) いまの議長の答弁で私これ以上聞きませんけれども、少なく

ともこういうことがあるんなら恐らく市長の方でも代表者、議長が言った時点で議長も代表者

会議を開いて、早くの機会に議員に周知徹底をしていくことを、今後、こういうことのないよ

3 0日、 31日に全国議長会がございまして、出席 したわけです。その後、市長から、その

前に臨時会を開きたいというようなお話があったんですが、そういうことで 6月の 1日にな っ

たわけですから、御了解願いたいんですが……。( r質問ととんちんかんじゃねえか」と呼

ぶ者あり ) 石坂勝雄君。

028番(石坂勝雄君) 私の言っているのは、そういう全国議長会なり市長会と、日

うに要望しておきます。終わります。

O議長 (高橋通夫君) ただいまの御意見を徴しまして、今後は善処したいと思います。

ただいまの議会運営委員長の報告のとおり会期を決定するに御異議ありませんか。

C r異議な し」と呼ぶ者あり〕

0議長 (高橋通夫君) 御異議ないものと認めますO よって会期は、本日から 6月29 

日まで、期日 18日間と決定いたしました。

次に日程第 3、行政報告を行いますO

市長からの行政報告を求めます。

〔市長登壇〕

O市長 (森田喜美男君 ) 6月定例会に冒頭ではございますが、第 1固定例会以降の行

政報告について、若干の報告並びに文書報告をさせていただきます。

まず第 1に東京都通称道路名の設定による市内道路名についての御報告であります。

東京都ではマイタウン施策のーっとして、東京都通称道路名設定委員会を設置し、オリンピ

ンク当時、すでに命名された路線以外の主要道路について通称名をつける事業を進めてまいり

ましたところ、このたび問委員会の提言をもとに、 60路線に通称名が設定されました。この

ことはすでに新聞報道等で公表されておるところであります。

この通称名設定委員会に、私も市長会の推薦委嘱によ って、数回の審議に参加いたしました

したいと思いますO

0議長(高橋通夫君) 申し上げます。
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ので、本市に関係する道路では、高幡橋際の南平四丁目から八王子市館町に至る都道173号

線が北野街道、また都市計画道路 1・3・1号路線、いわゆる東京八王子バイパスの既設供用分

を東八道路と命名されております。命名されていままでの通称名が追認された形となっており

ます。都御当局は、今後これら通称名の普及に努められる ことになり ますので、本市としても

積極的に協力したいと考えております。

また、このことについて、 本市でも、この命名以外の主要道路を対象にこれから市民に親し

まれる通称名を設ける作業を進めたいと考えておりますので、そのことを御理解をいただくた

め御報告をするところでございます。

第2は、本市の核兵器廃絶 ・平和都市宣言に伴う 関係自治体との連帯についてであります。

去る 57年 10月8日、議会一致の核兵器廃絶 ・平和都市宣言の議決をいただいております

が、それに先立ち、同年8月、広島県府中町の呼びかけに応じ、非核都市シン ポジウムに参加

いたしました。このシンポジウムでは、非核都市宣言の輪を広げるための全国組織として、宣

言自治体連絡協議会 (仮称)を発足させることを決め、現在、その作業を進めておりますO

また、本年 4月、英国マン チェスタ ー市で聞かれた、 第1回非核自 治体国際会議では、それ

ぞれの国で全国推進委員会を設置するよう求める決議がされていることを、出席した中野区長

より報告を受けておりますO

現在、圏内で宣言の行われている自治体は、 92団体と確認されておりますので、今後、日

野市は呼びかけ団体の仲間に加わり、非核宣言自治体の連帯を高める運動に参加する考えであ

りますことを御報告し、御理解をお願いするところであ ります。

一般の行政事務報告につきましては、資料をもって提出させていただいておりますので、よ

ろしくお願いをいたします。以上です。

O議長 (高橋通夫君) 次に助役から報告を求めます。

〔助役登壇〕

O助役(赤松行雄君) 助役からの行政報告でございますけれども、お手元に追加とい

う形で御提出申し上げまして、お手数をかけた点につきまして陳謝申し上げる次第でございま

す。

それから御配付、机の上に御配付してございます緑と赤とでくま取りしてございます地図を

御参考にしていただきたいと思います。
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それでは御報告申し上げます。

日野地区高等学校仮称用地造成工事の着手について、かねてより市議会の御尽力、協力をい

ただいております新設都市高校の件につきましては、去る 2月、都教育庁当局より用地買収の

内定通知を受けて、庁内に都立高校校地造成推進本部を設置し、関係法令に基づく諸手続及び

造成にかかる実施設計作業を鋭意進めてまいりました。 このほど、都当局の指導と協力のもと

に必要な手続が整いました。 5月15日、造成工事の入札を執行し、 7億 2，600万円で鹿島

建設株式会社が落札、請負契約を締結いたしました。

造成工事の概要としましては、造成面積3万 7，884.7平方メ ー トノレ、そのうち校地面積と

しましては 2万5，800平方メ ートノレ、工期としましては、本年 5月 17日より昭和 60年 3

月30日までを予定しております。

なお、この造成工事に関連する南平水路改修工事につきましては、市で施工するものであり

ますが、造成工事と整合させるよう作業を進めております。

限られた日程の中で、工事の完成に万全を尽くす所存でありますので、今後とも御理解と御

支援をお願~¥申し上げる次第でございます。以上でございます。

0議長(高橋通夫君 )

しますO

収入役以下については報告書のとおりですので報告を省略いた

これより行政報告全般について質疑に入ります。大柄 保君。

025番(大柄 保君) この議案の中で私個人的だと考えておりますけれども、皆さ

んはどうお考えかわかりませんけれども、ちょ っと気になるところがあるわけなんですねO こ

れは印刷のミスなのか、それともこれでよろしいのか、こういうふうに考えて、まず質問をし

たいと思うんですけれども、 28ページの生活課のページにもありますね。地区広場云々大坂

上の一丁目の7番地の 20 これが日本数字になっているわけなんですね。ーの後が、算用数字

が書いてあってこれだけ日本数字というふうな印刷が、開いてみますとかなり出てくるわけで

すが、これはタイフ・を打ったときにこういうふうなことでよろしい、いいということで打って

議案をおっくりになったのかどうか。これをちょっと気になりますのでお伺いをしておきたい

と思うんです。

それから、あとは清掃部の関係になりますけれども、この問、広報でもって発表になりまし

たけれども、清掃モニターという、これは要綱に従つての募集を市民の中からされた、こうい
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うふうに解釈いたしますけれども、この人数ですけれども、余り片寄らないでというふうなこ

とが要綱を見ると書いてあるわけですけれども、あの広報を見ると、大変1カ所にかたまって

の清掃モニ ターさんがおられる、というふうに私は私なりに解釈をしているわけですけれども、

これはいかがで、どうしてこういうふうにな ったのか、それが2点であります。

それから報告書の中の 54ページをお願いをしたいと思うんです。これは公園緑政課の担当

になるのかどうかと思いますけれども、緑の保護の育成というふうなことで現在もクヤキが、

何十年たったクヤキにはどうの、幾らの補助はするというふうな決まりがあると思うんですけ

れども、現在それらに該当するような市内での本数等をお伺いをしておきた l¥0 

以上、 3点を一番最初でありますが、お願いをしたいと思います。

0議長 (高橋通夫君 ) 関係部課長、答弁。総務部長。

0総務部長(伊藤正吉君 ) 第 1点目 の御質問につきましてお答えしますO

確かに丁名につきましては、漢用数字を使っておりまして、番地以外については算用数字を

使っている、こういう ことで、横書きの場合こういう方法で統一してございますのでミ スプ リ

ではございませんo ( r 3 2ページなんか全然違う、全部アラビア数字」と呼ぶ者あり)

。議長 (高 橋 通夫君 ) 清掃部長。

。、清掃部長(太貫松雄君) 第 2点目の清掃モ ニターの人数と、それから市内の片寄り

があるんではないかというふうな御質問です。

まず人数でございますけれども、今年度 59年度は 155名の方にお願いをいたしました。

それから 2点目でございますが、 ( r 2 5 5名」と呼ぶ者あり )1 5 5名です。( r 2 5 5 

名です」と呼ぶ者あり )失礼l¥たしました。そうです、 255名。 (笑声)

それから 2点目の清掃問題。当初、清掃モニタ ーの場合に要するに数が非常に少なかったも

のですから、清掃問題協議会の委員さんにお願いをいたしまして、これはそういうことで委員

さんの方のお知り合いですか、そういうふうな人にも若干お願いしております。そういうこと

で、市内まんべんということを一応目途にしましたけれども、若干の数が不足しますんで、そ

ういう方にお願いしたものでございますので、現状としてそういうふうになったということで

ございます。以上であります。

O議長(高橋通夫君) 建設部長。

。建設部長(中村 亮助君 ) それでは、私の方か ら第3点目 の御質問にお答え申し上げ

ますO

大変恐縮でございますけれども、 手元に詳細な資料がございませんので、はっきりした数字

申し上げられないんですけれども、御存じのように、樹木と樹林の補助制度を実施しておりま

して、樹木につきましては、たしか 960本ぐらいの指定がある はずでございます。 これにつ

きましては、1本から 3本まで、あるいは 4本から 5本までとか、ある いは 6本以上と かとい

う形で、 3段階に分けまして、 1本に対して平均 3，000円の補助を年間でいたしておるわけ

でございますO

それから樹林につきましては、たしか 100カ所ぐらいの指定をいたしておりまして、これ

も面積割りでなくて、いままでは 1申請に対して年間 1万円という補助をいたしております。

それを 59年度から多少やはり樹林の方につきましては、面積割りで補助してし 1く、いこうと

いうことで考え方を変えております。そして、予算にもそれを反映させていただくように、 議

会の議決をいただいておりますけれども、たとえば、樹林の方等につきましては、下草刈りを

するための平米当たり大体40円、これを基準にいたしまして、限度額を設けまして、もう少

し金額的に補助していこうということによりまして、できるだけ民間の管理にゆだねておりま

す樹林の保護をしていきたいという ことで、緑政の関係につきましては、補助金を多少増額す

る形の中で、より一層緑の保護の施策を充実していくということで、現在実施しておるのが現

状でございます。

0議 長(高橋通夫君) 大柄保君。

0 25番(大柄 保 君 ) 1点、 2点、 3点ということで、ただいま御答弁いただいた

んですけれども、最初の、何ですか、いま総主結E長おっしゃっておられますが、横書きでこう

いうふうに統ーしたというふうなおっしゃり方をしたんですけれども、そのことについてどう

なんですか、中にはそれじゃないような記載がされておるところがかなりあるわけなんですが、

統一されたならば、やはりそういうふうな私が指摘しているような文章というか、文字のあら

わし方でもっておやりになるのがこれは当然じゃないですかな、こういうふうに考えておりま

すけれども、その点をいま一回納得のいくように説明をしていただきたいと思います。できた

ら全部取りかえていただきたいな、こういうふうないわゆる希望だけはありますが一

0議長 (高橋通夫君) 企画財政部長。

0企 画 財 政 部 長 ( 前 田 雅 夫 君 ) 以前に私、都市計画におきまして、町名地番整理の
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ことをやっておりましたので、私の方から補足をいたします。

まず町名地番整理をした中で、丁目、何丁目というのがございますけれども、この丁目とい

いますのは自治法の中で町並びに字に相当するものでございます。言いかえますと固有名詞で

ございますO したがって正式に表示をする場合には、縦書きにしろ横書きにしろ漢字の数字を

使うというものでございます。

ただ簡略に横書きにする場合は、こ の丁目なり番地を省略をするわけでございます。で、省

略をしますと、たとえば一丁目の 1の幾つというような表示になりますとーが、横ーが 2本続

くわけでございます。したがって便法上簡略に書く場合には、この行政報告でございますよう

に真ん中にちょんちょんと棒を入れまして表示をするというものでございます。

この議案等については、フ ォーマルのものでございますので、漢字の数字を使い、その後は

これは数字で、番地は数字でございますので算用数字を使う、というものでございます。この

町名地番整理をするときに、議会の議決は、この丁目まで入っている、というものでございま

す。以上です。

O議長 (高橋通夫君) 大柄保君。

そういうことで、実際には非常に先ほど言いましたように、まずい面がございますけれども、

そういう多くの人の意見を徴するということがありますので、そういうことの上で、お願いを

今回したということでございます。

0議長 (高橋通夫君) 大柄保君。

025番(大柄 保君) わかったような(笑声)一一ことなんですが、まあ、いいで

すわ、後で聞きますから。個人的でまことに皆さんには申しわけないんですが、聞きますので

お願いします。

3点目も部長、頼みますねO 以上です。

O議長 (高橋通夫君) 次、古賀俊昭君。

0 18番(古賀俊昭君) 市長と助役の方に幾つかお聞きをしたいと思います。

025番(大柄保君) なるほどということで(笑声)1点目はわかりました。

まず最初は、市長の行政報告の 2番目、日野市核兵器廃絶、平和都市宣言に伴 う関係自治体

との連携についてですが、このことに関連をして、まず最初に市長にお聞きをいたしますO

核兵器が究極的には廃絶されるように願うというのは、だれしも異存のないところでありま

すので、私もそのことにはもちろん賛成をするものでありますが、具体的に世界の平和を維持

していくということで、そのやり方、方法ということでは、いろいろまた議論が分かれるとこ

ろもあろうと思うんです。そこで、市長にお聞きをしたいと思うんですが、具体的にこの行政

報告ですので、こういうことをやりましたということだろうと思うんですが、先ほどの御説明

では、一体何を具体的におやりになったのか、また、これから何をなさろうとするのか、とい

うことがよくわからなかったんですが、その点をもう一度聞かせていただきたいと思います。

それから、この世界の会議といいますか、国際会議に今度は出かけていこうというふうなお

考えをお持ちにな っているのかどうか、その点もひとつ教えてもらいたいと思います。

それに関連しまして、市長は 5月21日の庁内ニュース、いわゆる市長の月曜スピーチで、

このようにおっしゃってるんですね。核装備のアメリカの軍艦が、日本の近海に近づくなど、

この国際対立のはざまに組み込まれていくわが国の情勢は、不安を超えて不気味なものを感じ

させられます。とこうなっております。核装備のアメリカの軍艦が日本の近海に近づくことで

大変不気味だ、とおっしゃってるんですが、どうして不気味なのかですね、具体的にその理由

を教えていただきたいと思います。

それから助役にお聞きをいたします。

それで 2点目の清掃モニターのことですがね、部長、かなり 1カ所に片寄ってのモニタ ーさ

んがおられるんですけれども、これはそれでもよろしいんですか。要綱だとやっぱり各地域別

になるべく配置をするんだ、というふうなことが決まっておるようなんですけれども、どうも

1かたまりのところで広報では出ているわけなんですけれども、全市的なノζ ランスはどう いう

ふうにお考えですか。

0議長 (高橋通夫君) 清掃部長。

0清掃部長(大貫松雄君) 昨年、要するに 58年度が初年度だったんです。一応、昨

年は市内全域ですね、これは特に市内のごみの所在というんですか、こういうふうなものが地

域によって違いますんで、一つの理想とすれば、これは地域まんべんなくお願l~をす るという

ことが一番よろしいわけでございます。そういうことで、清掃部としては、一応そういうふう

な姿勢で行っているわけですけれども、たまたま人数に若干の少ない面がありましたんで、一

応先ほど言いましたように、清掃問題協議会の会員の中から御推薦をお願いしたものもあるわ

けです。
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南平の用地のことで、造成工事に着手されたということで、お話がございました。これは、

先般この土地はいわくっきのいろいろ物議を醸した用地でありまして、われわれがとうてい考

えられないような手続上のミスがあったわけですね。つまり、国土利用計画法の手続を踏まな

かったという、大変な大失態がこの用地取得に関してまずあったわけです。では、今回造成工

事をおやりになりますについて、もうそういう二度と法令を無視するようなことはないように

ということで、多分いろいろ御検討されたんだろうと思いますが、一応確認をしておきたいと

思いますので、お答えをいただきたいと思います。

まずーっは、造成でありますから、宅地造成法等、また調整区域でもありますから、それら

の法律、たとえば東京都の自然保護に関するいろいろな条例もあります。また大変すばらしい

緑に覆われている所でもありましたので、伐採を行う必要があろうかと思いますが、そうした

面での、森林法にかかわる問題もあるのではな l¥かと思います。また日野市は、こうした造成、

建築等行う場合には、町づくり指導要綱というものを持っておりますので、それによって開発

する場合には、市と協議をすることになっております。この町づくり指導要綱に基づく話し合

い、協議は、この造成工事の場合には、適用されるのかどうかですね、その点を教えていただ

きたいと思います。

それから最後ですが、私、この間婦人センタ ーに行きましたら、こういう資料がありました。

これは日野市の保険年金課で出されているパンフレシトですが、身の回りで何かが起こってい

るO 年金が大きく改定されました。保険料の支払い方法、金額、受け取る年金額などが変わり

ます、あなたのものですよ、さあ大変、ということで非常にセンセーショナルな形でこの市の

パンフレジトが出されておりますO 一体何が大変か。年金制度、いろいろな問題を含みながら、

改善の方向がいま煮詰まれつつあるわけで、法案も現在国会で審議中であります。国会の野党

のサポタ ージュでストアプしているようでありますが、国会にまだ上程されて可決されていな

いと思うんですが、こうした非常に何か年金がとんでもない方向に行ってしまうような、もう、

さあ大変と書いてありますから、日野市が現に法律が通過をして、成立をして、年金はこのよ

うに変わりました。市民の皆さん、年金の制度はこれからこういうふうに変貌していくのです

よ、という PRをすることは、大いに結構だと思いますが、果たしてこういう形で、市がパン

フレ γ トを出すということが、適切かどうか、これは市長の方からお答えをいただきたいと思

います。以上です。( Iそんな婦人センターで出すのはおかしいじ ゃないか」と呼ぶ者あり)

0議長 (高橋通夫君 ) 市長。

0市長(森田喜美男君 ) 私の行政報告で申し上げました第2点のことで質問をいただ

いたわけであります。

いままで何をやり、イ可をこれからやろうとするか、行政報告だからそういう形で答えなさい、

という趣旨だと思いますが、いままで行し可ましたのが、日野市の市議会におきまして、いわゆ

る議決という日野市の団体意思の決定を行っていただいております。したがいまして、それを

もとにいたしまして、同じ自治体関係で、そういう議決を行い市としての取り組みを明らかに

した市、というのと連帯をしよう、という提案を広島市の接続する位置にあります府中町の町

長から、提案を受けまして、そこのシンポジウムに参加をし、 その仲間入りをするという約束

をいたしました、ということが一つであります。

それからもう一つは、世界各国草の根的な住民運動も起きておるわけでありますが、同様に、

英国の各自治体でも、そのような動きがあるそうでございまして、マンチェスタ ー市が主催市

となって、第 1回非核自治体国際会議というのを開いております。そして、その他におきまし

て、それぞれの国に推進委員会を設置するよう求めていこう、こういう決議がされた、という

ことをその会議に出席をした中野区長から報告を受けております。したがいまして、こういう

運動にも参加をすべきである、このような考え方に立っております。今後、国際会議が行われ

ます際に、状況が許せば参加することも日野市として適切である、これは私自身がどうのこう

のということじゃありませんが、そういうことは大いに結構だ、こ のように日野市民に、日野

市民の意思もまたそれを承認されるものだと思っております。

それから、ほぼ毎週のように月曜日の朝、所感を込めて庁内の職員に対しまして、話を少し

いたしておりますが、その話の中に、ある種の話の中の言葉を取り上げて、 質問をいただきま

した。最近の日本海、あるいは北太平洋、新聞紙上によりますと、米ソの戦略的対立が非常に

先鋭のものがあるO 国民の知らない聞に3海峡封鎖であるとか、不沈空母だとかということも、

紙上でわれわれも見ておりますが、何かそれに近づくような感じがしないわけでもなし ¥0 そう

いうことを国民は、私は、当然不安を超えて不気味とする、というふうに感じるO これは当然

のことではなし可かと思っております。別段意図してどうのこうのということじゃありませパノが、

両方のいわゆる核大国と言われておる 2大勢力に、そのはざまに巻き込まれておるのが、私は

現在の日本の立場ではなかろうか、とい うことも思っておりますので、この平和都市宣言を行
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っている自治体の責任者といたしましでも、憂えていてもどうということはなかなか簡単には

できませんが、国際間の会議を通じ、また各自治体のこのような連帯運動を通じて、そうして、

世界が真に平和を確保し、いわゆる核兵器なるものが廃絶されるということを望むということ

は、私は イデオロギーの問題ではなくて、ごく当然のことだ、このように認識をしておるもの

であります。以上です。

それからもう一つ、市の保険パンフレシト、その表現について御質問いただきましたが、ち

ょっと私その事情を存じませんO 紹介をするパンフレットにショジキングな表現は、これは確

かに不適当だ、このように思います。

0議長(高橋通夫君 )

O助役(赤松行雄君)

す。

助役。

助役への質問の件につきまして、御回答申し上げたいと思いま

私の方から行政報告で申し上げました、実施設計の作業等も詰めが終わりまして、都当局の

指導、協力というふうな形の中での諸手続が整いました。 このように御報告申し上げたわけで

ございまして、これについての御配慮、をいただいているわけでございますけれども、御配慮の

ように、 ミスのないような十分な配慮をしながら、ここまで進んできたつもりでございます。

まず御質問にございます自然保護、あるいは伐採、あるいは指導要綱とか、いろいろと規制

法の網をかぶった土地でございますので、都市計画法上の問題とか、いろいろあるわけでござ

います。これらにつきましては、西部の建築指導事務所、それから井の頭にございます西部の

公園指導事務所、これが自然保護関係、緑地の関係でございます。それから環境保全局も同様

でございますO それから伐採関係では、南部の経済事務所、こういうところに手続を出しまし

て、それぞれ指導なり監督なりをいただいた上の手続でございます。それから動物公園等にも、

やはり同様の手続を行っておるわけでございます。

それで、御質問にございました市の開発行為としての協議をやってるかどうか、ということ

でございますけれども、開発指導要綱につきましては、宅地の造成というものを目的にしてお

りますので、今度の造成面につきましては、大きなかかわりはないわけでございます。ただ、

東京都がこの上に校舎を建てて、今後校舎を建ててまいるわけでございますけれども、そのと

きには、当然開発行為として協議をしていただしということになるわけでございます。御配

慮いただきました要するに諸手続につきましては、万全の配慮をもって十分なそれぞれの専門
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家でもって詰めてまいった次第でございます。御理解を賜りたいと思います。

O議長(高橋通夫君) 市民部長、答弁。

0市民部長 (加藤一男君) それでは最後の御質問に対しまして、私の方からお答えを

させていただきたいと思いますO

私どもの方の国民年金課の所管でございます国民年金のことにつきまして、不適当な表現を

したノミンフレジトを配付した、という御指摘をいただきました。まさに私どもの責任でござい

ますけれども、実は数日前に、まこ とに監督不行き届きなんでございますけれども、私もそれ

を承知いたしまして、実はそのノミンフレットの配付はただいま中止を命じております。何てい

いましょうか、そのパンフレットは、生活課を通じて婦人センターにその配付をした経緯があ

るわけでございますけれども、せんだっても職員を呼びまして、その作成をいたしました経緯

をいろいろ尋ねました。つくった内容といたしましては、職員の精神といたしましては、男iJに

他意はございませんで、御承知のように、国民年金は年々検認率が低下をいたしてございます。

昨年度は 90何%でございましたけれども、本年度は 80何婦に検認率が低下をいたしまして、

還元融資等の関係で、大いに市にも影響してまいります関係で、何とか検認率の上昇を図ろう、

という気持ちがあったようでございます。

しかしながら、そのパンフレットを見ますと、いわゆる小さな字で、いわゆる法案が通過し

た場合のことでつくりました、とは書いてございますけれども、受ける市民にとりましては、

法律改正されたごとき関連がございます。( [""赤旗とおんなじだよ」と呼ぶ者あり) そして、

私はそれをいま配付を中止を命じてございます。大変監督不行き届きで申しわけないと思いま

すが、そういう経緯がございまして、ただいま注意をいたしておりますので、御了承を賜りた

いと存じますO

0議長(高橋通夫君) 古賀俊昭君。

018番(古賀俊昭君) 最後の質問から再質問をいたします。

このノミンフレジトは、ごらんのようにアート紙にカラー刷りで、大変り っぱなものなんです

よ。非常にお金もかかっているだろうと思います。これを読んでみますと、もう一つ同じよう

なビラがあるんですねO 自治労が出しております同じ年金改悪、暮 らしをむしばむ年金改悪と

いうことで見出しが出て今度の年金の改正について、いろいろ難癖がつけ られているわけです

が、これと非常に似てるんですね。ですから自治労のアジビラを税金で、つく った、と 言っても
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過言ではないと思うんです。( [""そのとおり」と呼ぶ者あり) 現在回収をして配つてないと

いうことですから、非常にむだがあったわけですね。 しか も内容はl¥ま申し上げましたように、

こんな質問や意見が寄せ られま したということで、赤旗の投書欄みたいな意見がたくさん出て

るんです。独身者、共働きはひどく不利だ。保険料が上がるのはやむを得ないとしても、国の

負担が軽減するのはおか しし1。自営業者の方がサラリー マン家庭より負担がきっし¥。非常に扇

動的な内容です。

ただ回収をすればいいというものじゃないと思うんですが、日野市役所の中には、こういう

ものを平気で、独断でつくって、それで済むというような風潮があるのではないか、非常に憂慮

されると思います。 こういうものをつく る場合には、一体どういう手続で行っているのか。非

常にりっぱなものなんですよ。普通のざら紙に何かタイプ.か何かで・印刷をして、あらかじめP

Rを行おう、というのとは全然違うんですねO 奥さん、年金が変わりますよO 非常に大きな字

で書いてあるんです。( [""りっぱな政治活動だ」と呼ぶ者あり) 市長はどうお考えになるか、

もう一度これをお聞きいたしますO ただ回収をして配らなければいい、という問題じゃないと

思う、ということでお聞きをするわけです。

それからもう一つ、先ほどの反核についての市長の御答弁について、私はお聞きします。再

質問です。

この資料の最初を読みますと、巨大な量の核兵器は米ソ両国の戦略兵器交渉などをもってし

ても、ということで、戦略兵器について述べられているんですが、現在、このアジアに限って

見ただけでも、戦略兵器においては、確かに ICBM等でバランスは一応とれているという見

方は、これは専門家の一致するところです。ところが、戦域核、つまり攻撃用の戦域核がアジ

アには配備をされているO 配備をしているのはソ連であって、その配備されている戦略、戦域

核の名前は御存じのように SS 2 0、これが 14 4基も配備をされているO で、これに対抗す

る手段というのは、何も現在アジアにはないわけです。で、力の均衡ということについて、市

長は私どもと考え方違うかもわかりませんが、市長と同じ、市長もこの集会で私は社会主義者

だ、というようなことをおっしゃっていた、私、会議録のようなものを読みましたが、同じ社

会主義者であるミッテラン、フランスの大統領。この人は日本に来ましたときに、世界の平和

というものは、力の均衡に基づいた平和の探究こそ最善の道だ、こういうふうに言いました。

ヨーロッパの指導者というものは、こうした現実的な物の見方というものをきちんとやってい

るんだな、ということを強く感じたわけですが、市長はこういう考え方、つまり力の均衡によ

って戦後は大きな戦争というのは起きないできた。 そのことはやはり認めるべきではなl¥かと思

うんですが、そうしたお考えは全く否定をされるのか、つまりアジアに配備をされている SS

2 0という戦域核については、これは どう いうふうに考えておられるか。 これに対抗するもの

は何もないわけですねO で、よくいまトマホーク反対ということで、盛んに市役所の中にもあ

っち こっちにべたべたと ビラ が張ってあります。 これに対抗するものとして、やはり力の均衡

をとらなければ平和とい うのは維持しがたいという考え方からすれば、当然これに対抗する手

段と して、 トマホークとい うものの配備が行われるのではなし 1かな、というふうに私は考える

んですが、特にアジアということに限って見た場合に、私の考え方、全く市長と相入れないも

のかどうか、その辺をもう一度お聞かせをいただきたいと思います。以上です。

0議長 (高橋通夫君 ) 市長。

0市長 (森田喜美男君 ) 前段のパンフのことにつきましては、初耳でありますので、

後で事情を調べたい、こ のように思います。

そうして私の感じますのは、いわゆる不安を何かこうかき立てるようなショ y キングな表現

はよくないだろ う、というふうに思いますが、また、それをよく認識をさせるために表現が強

過ぎるということもままある ことでありますけど、行政はあくまで公平、中庸の姿勢で臨みた

し¥ こ のように考えております。

それから、あわせて私が社会主義者だと言った、いつ、そういうふうに表現したか存じませ

んが、社会主義の信奉者であるという自己意識はございます。そのまた社会主義というのは、

日本国憲法を最も前提とする社会主義である、このようにみずからの信条といたしております

ことをあわせお答えをしたいと思っております。

それで、アジアにおける、いわゆる核戦力の力の均衡という問題につきましては、私も詳し

し1知識は持つほどの能力ではございませんが、伝えられておりますところの特に近ごろ日本海

が、ある し1は日本近海がだんだん戦術的な焦点に置かれるという感じはどなたも否めないと思

っております。その均衡が、均衡によって平和が維持できておるという、いわゆる武力の均衡

の中のいっときの晴れ間ということも言えるでありましょうが、しかし、その管理ということ

につきましては、きわめてこれは憂慮すべきものであります。

また日本は平和憲法の堅持のもとで非核三原則、つまりつく らず、持たず、持ち込ませずと

a斗
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いうことでありますから、装備をした軍艦、あるいはトマホ ークないしは航空機、これらがと

にかく日本に近づく 、 ある~¥は日本を基地として戦略をなされると いうようなこと は、きわめ

て国民として憂慮する課題だ、このように思っておりますので、質問の方の認識とあるいは多

少食い違うかもしれませんが、総論において差のあるということではない、このように感じて

おります。 以上のようなことであります。

0議長(高橋通夫君 ) 古賀俊昭君。

018番(古賀俊昭君) 何度か同じことを言うかもわかりませんが、このパンフレ y

トについては、 じゃあ市長は検討するということをいまはっきりおっしゃいましたから、私は

部数とか値段が幾らぐら~¥かかったのか、ここで本当はお聞きをしたいんですが、それも後で

お調べになって、そして具体的にどう対処されるのか。まさに自治労のパンフレッ卜を税金で

つくった、ということを私は指摘しておきますので、後で教えていただきたいと思います。具

体的な処置ですよ、どうされたかということO

それか らまた核の問題になるんですが、いま市長は、憲法のことも出されたんですねO こう

いう世界の反核の自治体の会議というのに、恐らくソ連からは自治体は一つも参加してないん

じゃないかと思うんですねo ( rそうだ」と呼ぶ者あり) だから非常にりっぱなことが書い

てあるんですが、まず世界の米 :/2大強国がそれぞれにらみ合ってるという現実は、これはも

う否定できないわけですから、ソ連に対しても参加するようにぜひ呼びかけなければ、何もこ

ういうことを一人で意気がっておやりにな ってても、何ら意味がないというふうに思うんです。

ひとつソ連というものがどういう国かというのは、ある程度おわかりになってるだろうと思

いますけど、ひとつお聞きをして、また市長の感想を求めたいと思いますが、昨年の 1月の19

日に、ソ連のタス通信は、日本に対して考えられないような惰l喝を行いました。日本がパシク

ファイアーから日本列島を守る計画を持つならば、日本は 37年前広島と長崎以上の惨禍とな

る全土的な核攻撃を受けるだろう、こういうふうに脅迫したんですね。これについて反核に熱

心な、これだけの明司喝を受けていながら、日本国憲法の精神を生かすと常々 言っておられる市

長 もそ うでしょうけど、そうした反核の団体というのは、憲法で言う武力による威嚇を受けた

わけです。しかし、これについては、全く怒りすらあらわしてないんです。こういうのも非常

におかしいと思うんです。ですから核攻撃で、おまえたちは広島や長崎以上の自に遭うぞ、と

いうおどかしをかけられて、反核団体は何も言わなし 1。もう、このいま行われている反核運動

の正体と いうのは、この辺に非常によくあ らわれていると思うんで、すO

で、市長は、やはり これだけ熱心におやりになるということで、行政報告にまで入れてお話

しになるんですから、核兵器を持ってる国は、具体的に世界各国いろいろありますO 中国だっ

てあるし、フランスだって持ってる、インドだって持っているO それらの国々に対して、やは

り国際会議というものを聞くということであれば、やはり呼びかけをしていかなければ、片手

落ちで全く意味をなさない、自己満足だけに終わってしまうと思うんですが、そのことについ

て、ン連のJ阿喝とこの件、どう思われるか、お考えをお聞かせいただきたいと思います。

0議長(高橋通夫君 ) 市長。

0市長(森田喜美男君) いずこの国といえども、他国に脅威を与える、あるいは侵略

を企図する、こう いう こと は、 今日 の国際情勢の中では、最も共通の批判を受けるべきだ、と

いうことは、御指摘のとおりであります。たまたま、いわゆる大国間の、あるいは列国の聞の

権力者、つまり国を代表する人たちの会議も大切ではありますが、市民運動的な自治体という

レベルのそのような運動も、また意義なしということではありませんので、私、御指摘のとお

り、 ン連もその他の国も、 もちろん呼びかけの対象にして、 そういう人と同じテー ブノレに着け

る、こういう状態ができれば目的を達するに意義のあることである、こ のように思いますので、

徴力ではありますが、そのような努力もいたさなければならない、ということを御指摘の中か

ら感じたところであります。

0議長(高橋通夫君 ) 古賀俊昭君。

01  8番(古賀俊昭君) 質問はこれで終わりたいと思いますが、握り返ってみますと

この 10年ぐらいの問に、一生懸命核の開発に努めて、その配備をしてきたのは、ソ連なんで

すよO で、カ ーターはぼうっとしている聞に、全部先越されてしまったんですねO そういう現

実 というものをやはり見ていただかないと、非常にこういうものを一生懸命おやりになっても、

やっぱりきちんとして教養があって、常識をお持ちの方がごらんになれば、何か政党に踊ら さ

れて日野市もやってるな、ということになってしまうわけです。( r交渉中にやられち ゃっ た

んだよ」と呼ぶ者あり)だからおやりになれば( rぼうっとしている」と呼ぶ者あり)そのと

おりです。そのことをやはり念頭に置いてこの運動というものをおやりになるならば、そうし

た視点を忘れずにやっていただきたいと思っております。

それからもう一つ、いま憲法の話もちょっと市長からもありましたし、私もちょっと触れま
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したので、お話を最後に聞いておきたいと思うんですが、6月3日に日野の第一小学校の体育

館で、憲法、反核、平和について語り合う、草の根運動交流集会84年というのが行われたん

ですね。で、こ こで日野市長として、たしかあいさつをされたようにプ ログラムではなってお

りますO この参加団体を見てみますと、毎度おなじみの人たちがいっぱい並んでるわけです。

後援は日野市と保谷市がやったことになっております。連絡先もいつもこういう運動に熱心に

顔を出す佐瀬という人が連絡先になっておりますO 市長、どういうごあいさつをなさったのか、

お聞かせをいただきたいと思います。

0議長 (高 橋 通 夫君 ) 市長。

0市長(森田喜美男君 ) 6月3日にいまお話しの市民運動団体のシンポジウムが、つ

まり反核平和運動のシンポジウムを行ったということは、承知しております。日野市の平和宣

言都市の宣言をやっておる立場から、日野市で会場が持たれるような際には、後援をす ること

は私は市民意思に沿うものだ、こ のように考えております。

その 6月3日には、ちょうど私の郷里のうちの仏事がございましたものですから、当日は出

席いたしておりませんO 簡単な激励のメ y セージを送った、このような経過でございました。

( Iメジセ ージの内容」と呼ぶ者あり )当日は約40何団体だったでしょうか、 20 0余名の

人が集まられた、こういう報告だけは聞いております。

0議長 ( 高橋通夫君) 古賀俊昭君。

0市長 (森 田 喜 美 男 君 ) 質問ですから、できるだけお答えはしたいと思いますが、少

しお言葉が私は過ぎるんではなかろうか、このようにも感じております。

日野市は、議会という団体意思を決定する機関において、この平和都市宣言を行われておる、

という崇高な理念、が中心にあるものだと思います。したがいまして、それに準拠する各種の運

動に対して、どのような運動というような選別は、私はどうかというふうに思います。じたが

し、まして、あなたの信奉される主義の方も参加されても大いに結構でございましょうし、広く、

つまり偏らないように運営をしていただしということは望ましいことだと思っております。

0議長 (高橋通 夫君) 古賀俊昭君。

0 18番(古賀俊昭君) 私は、やっぱり現行憲法は尊重しなくちゃいけなt¥0 これは

あたりまえのことだと思いますね。しか し、 尊重しなければならないと言いながら、と きどき

それがどうなっているんだろう 、というおかしな事態がたくさん起こっているO

で、日野では市長を支える文字どおり知恵袋、どちらがどちらを利用しているのかわかりま

せんけど、共産党と非常に密接な関係におありになるO だからこの政党が憲法、いま の憲法を

どういう考え方を持っているか、という のは非常に大切だと思うんですよ、憲法を市政に生か

そうというんですから、だから守ろうと思っているとお考えですか、ということをお聞きして

るんです。余り長くはやりませんので、簡単にお答えいただければと思います。

0議長 (高橋通夫君) 市長。

0市長(森田喜美男君) そういうことを私から一々お答えをする必要はないと思って

おります。

O議長(高橋通夫君 ) 古賀俊昭君。

0 18番(古賀俊昭君) 私も、前から憲法の問題については、一度市長とじっくりや

りたいな、と思っていたんですけど、そういう機会もなかなか持ち得ませんでしたので、市長

に、よく御存じかもわかりませんけど、参考までに一部だけ参考になればと思いますんで、ち

ょっと資料を披露させていただいておきたいと思います。そして終わります。

日本国憲法は、昭和 21年の 6月から 10月まで、第90回帝国議会でつくられた、という

ことになっているんですね。この日本国憲法が、いろいろ審議をされ議論をされ、そして最終

段階でそれぞれの政党が、おれのところはこの憲法についてはこう思う、だから賛成だ、反対

だという討論をやったわけです。その討論は、皆さんよく御存じのように、日本共産党は野坂

0 18番(古賀俊昭君) これはまさに日野市が行っている、日野市で行われた赤旗祭

りなんですね、内容そのものは。で、これを 84年日野市民憲法法記念行事も同じなんですが、

日野市が一生懸命後から応援してやるということは、何も赤旗祭りのようなものを、市が応援

するというのはやはりおかしいんじゃなし1かな、と思うんです。

市長はし可まの憲法を市政に生かそうということで、いまの日本国憲法非常にいいものだから、

これを市政に生かして守っていこう、ということだろうと思うんですが、日本共産党もいま市

長とは非常に仲よしの政党なんですが、同じような気持ちを持っているとお考えですか。つま

り、憲法を守ろうということで、この政党はそうした意思を持っているというふうにお考えか

どうか。市長は、日野市が後援したというんですから、共産党の人もたくさん入ってます。市

長はどうお考えになっているかお聞かせくださし 10

0議長(高橋通夫君) 市長。
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参三という議員が立ってやりました。 この人は衆議院の本会議で、こ の憲法に対 して何と 言っ

たか、これを参考までに申し上げておきますか ら、お聞き いただき たいと思います。

要する に当憲法第2章、これは戦争一般の法規を規定したと ころですね。要する に当憲法第

2章は、わが国の自衛権を放棄して、民族の独立を危うくする危険がある。それゆえに、 わが党は

民族独立のために、こ の憲法に反対しなければならない。 こういうふう に言いまして、最後は

締めくくりで、われわれは当憲法が可決された後においても、将来当憲法の修正について努力

するの権利を保留して、 私の反対演説を終わる次第であります。 こう 言って、この政党は衆議

院の本会議で、日本共産党としての最終の態度を明らかにして、そ して共産党所属国会議員は、

全員反対した。そのことを申 し上げて終わり にしますO

0議長(高橋通夫君) 次、小山良悟君。

04番 (小山 良悟君 ) 第 1点は、日野地区高等学校用地造成工事概要という ことで、

助役報告に伴って、後々の質問のために、ちょっと確認をしておきたいんですが、この造成工

事に入る前に、測量が完了しておりますけれども、 もう一度はっきりお伺いしたいんですが、

この測量の必要性といいますか、なぜ測量をしなけりゃならなかったかということと、それか

ら、こ の測量が現況測量か確定測量か。そ ういった点の確認をしておきたいと思います。

それから日野市教育委員会ですね、教育長に質問しますけれども、過日新聞に出ておりまし

たんですが、給食米の臭素調査をしたという ことでありますけれども、この 53年産米が有毒

臭素が残留しているということで、日野市では 日本食品分析セ ンタ ーにその分析を依頼したと

いう ことであります。そしてその結論が出るのが 10日ほどかかるということで、その間学校

のう!E:飯給食を出さないように指導したということですが、その辺の指導実態といいますか、そ

れから検査の結果、それから今後はどういうふうに対応するつもりなのか、その辺のところを

お伺いしたいと思いますO

さらにもう 1点は、南平の京王線、京王線の南平駅のホームの延長という計画が持ち上がり

まして、それに伴って、地元住民からの反対運動も起きているということでありますが、特に

南平七丁目町内会の皆さんは、市長から直接考えを聞きたいということで、申し入れているん

だけれども、まだ会ってくれてなし'0こういう市の態度に住民の反発が強ま っている、という

ふうな報道もされているわけですけれども、こ の問題について、市長がその後この町内会の皆

さんにお会いになったかどうか。ある いは、会っても会わなくてもこの問題についてはどのよ

-30ー

うな考えを持たれているか、市長のお考えを伺いたいと思います。以上ですo

O議長 (高橋通夫君) 理事者答弁、助役。

0助役(赤松行雄君 ) では助役から答弁申し上げたいと思いますO

いろいろ と努力の積み上げをいたしてまいりました。それから関係当局等の指導等も得、議

会のやはり大変な御協力を賜りま して、 南平高校用地、ここ までまいったわけでございますけ

れども、なぜ南平の用地の測量が必要なのか、こ うい うこと でございます。これにつきまして

は、何回かにわたって学校用地の買収の清水さんだとか、ある いは両平さんと いうような形の

中で、何次かにわたって学校用地の買収の買い足し前とい うものをやってきておるわけでござ

います。全体的な要するに地積と いうものを求める とい う必要もございます。そういうふうな

ことで、確定調Ij量を実施 した次第でございます。そう いうふうな状況でござL、ます。

0議長 (高橋通夫君 ) 教育長。

0教育長 (長沢三郎君 ) 第2点目の米飯給食関係の検査の問題についてお答え申し上

げたいと思います。

たしか、あれ5月の 27日ですか、28日の朝日新聞並びに毎日新聞の トップに、 大きく記

事として昭和 53年産米の放出と申しますか、古米の中で厚生省が検査した結果、残留臭素

50ppmですか、これを超えるような濃度の摘出があった。で、食糧として適していないとい

う関係で、この古米の問題について厚生省の方から一応クレ ームがついた。

実は 5月の 31日の日に、日野市の学校給食会というのがあるわけですけれど、これの総会

がございまして、その席で私、教育委員会の代表ということであいさつをしたわけですけれど、

一応、学校給食の衛生安全面の内容については、万全の注意を払っていただきたし 1。それとあ

わせて、つい二、三日前の新聞記事の内容も付して話をしたところ、その直後、栄養士部会と

いうのが、学校の栄養士さんたちによってつくられているわけですけれど、この栄養士部会の

方から申し入れがございまして、現在日野市で使われております給食用の米の中に、販売ノレー

トを通して混入している残留臭素の混じっているそういう米が混じっている心配はないか、 で

きるだけこの点については早く検査をしていただきたい、こういう面の申し入れがございまし

て、 6月の 1日、先ほどお話がございましたように、日本食品分析センタ一、これは渋谷の方

にあるわけで:すけれど、そちらに検査の依頼をお願いしたわけですO

7日の日に、検査の結果について報告がございました。全部で五つの検体、 5カ所ほどから
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現在小中学校の給食に使うおう|々を取り寄せている、そういう実態もあるものですから、それぞ

れの検体についての結果で、一番高い濃度を出したのは、 13ppmと、 それからそれ以外に 9

ppm、 7ppmと2カ所の検査については全く 摘出されなかった。いずれについても、いまの

5カ所の検査の結果については、すべていわゆる規定量以下の状況であって、 食糧として全く

心配なし 1からと、 こういう検査の結果の報告を受けましたので直ちに各学校の方に連絡をいた

しまして、と りあえず 1日から 6日にかけまして取りやめておりました米飯給食について、米

飯給食の開始、これについて の連絡を取った、そういう 次第でございます。

なお、この米飯給食は、やる際につきまして、 一応各学校で 1カ月 の予定献立表というもの

をつくっている、そう いう関係も ございますので、そ の短期日の聞にで きるだけ、 その短期日

の聞にその検査をして、その結果を学校に連絡 し、 家庭の父母の方たちにも、学校給食に関す

る限り 、全く心配しないように、という形の安心感を持って いただ く。そういう面も含めま し

て、 6月の上匂にその米飯給食を予定されているところについては、 6月の中下匂に米飯給食

が実施する というような献立の入れかえ、そういうような方法等をと って対応してほしし 10 こ

のような形での連絡を取っておりましたけれど、いまの結果がわかりましたので、直ちにその

点については心配な l¥から、という形を各学校長通して連絡した、こんなような次第でご ざい

ます。以上です。

O議長 (高橋通夫君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 南平駅のホ ームを京王電鉄において延長したし 1。つまり要請

にこたえたい、という背景があると思うんでありますが、また同じ周辺の利用者の立場として、

ホームが延長されることは、迂回路になって不便が出てくるという御意見もある、とい うふう

に状況を承知しております。したがって、市長に会いたl¥から云々ということの記事は、何か

の新聞記事になっていたことは承知しておりますが、直接にまだそこまで聞いていないもので

すから、いずれ近いうち調整役に出向きたい、このように考えております。

その方法は、過去にもちょっと言ったことがありますが、ホームの下に、従来の道どおり卜

ンネルをつくるというようなことも、これはやれないことじゃないと思いますから、そういう

解決策もあり得るのではないか、このように思っております。

0議長 (高橋通夫君)

04番 (小山良悟君)

小山良悟君。

ただいまの第3点の問題については、ひとつ調整役というのに
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は、いつも市長、腰が重いものですから、ひとつ住民の皆さんに双方の立場で納得いくような

調整をひとつお願いしたい、というふうに思います。

それから第 1点目の方は、きょ うのとこ ろはこのぐら いで一応確認を させていただきました。

それから第2点の方ですけれども、これについては、ちょっ と記事を見たときに疑問に思っ

たわけですけれども、たった 5体の検体といいますか、 5個の検体だけで、この 50ppm以ー上

の検出されるあれが出てくるかどうかということを、日野市だけがそういったことを検査され

て、その回答がどうだ、それによって、もう全然J心配ありません、なパノていうふうな形で、ス

トップしていた米食給飯を再開した っていうふうなことは、ちょっと安易な、安易といいます

か、考えがちょっと浅いんじゃないかってい うふうな、こう疑問を持つわけなんですけれども、

この53年米がどの程度出回っているか、私ちょっとわかりませんけれども、その辺のところ

の対応について、た とえば厚生省なり食糧庁なりに見解を求め、ある いは、どのような対応を

したらいいか、というような指示を仰ぐといいますか、あるいは調査されるとか、そういうも

っと、こうマクロ的なとらえ方でこの問題については対処しなければいけないパノじゃないか。

日野市だけに来ている米のことで、こう いう疑念があるというんであるならば、そういうこと

でもいいでしょうけれども、そういう広範囲に出回っているこの古米について、 その安全性を

日野市がた った 5体の検体を日本食品分析センタ一、この分析費用も結構ここは高いところで

すので、われわれ民間でもよくそういう分析をお願いする ことあるんですけれども、検査料非

常に高いです。検査料の高い、安いは別問題としまして、こ の5体の検体を出した。そしてそ

の結果、 もう 50ppmを超えるものはないというふうなことで、大丈夫ですよというふうに安

全宣言をされたということは、そういう亡どをするならば、むしろ仰々しくストップするとい

うこと自体も、ス トップするまでには何かそれもっと確かなといいますか、あるいは疑わしき

を使わず、というんなら、~メダス トジプ、解除を出すべきじゃないだろうと思うんですけれど

も、その辺の取り組みヌ子力向ょっと 、こう日野市単独での行為としては、不十分じゃないかと

いうふうに思うんですが、いかがでしょうか。

0議長 (高橋通夫君) 教育長。

0教育長 (長沢三郎君 ) お答え申し上げます。

都の学校給食会、こちらの方にも連絡を取りまして、現在学校給食会の方から給食用のお米

として納入されている これについては全く心配ないか、という関係での電話連絡等も取りま
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して、学校給食会としては、いわゆる 53年産米という ような、そうい うよう な古米は、一応

配給ノレートの中に入れていない、こういう連絡を東京都の方からも得ているわけです。

ただ、先ほど申し上げましたよ うに、日野市の場合、学校給食用の配給米以外に、 学校によ

りまして、付近のいわゆる一般のお米屋さんと申しますか、そちら の方から直接取り入れてい

る学校もございまして、そういう よう な関係で、 五つの場所からとっているO 売っているお米

屋さんがどうのこうのというんでなくて、そうい う販売ノレー ト、流れてく る販売ノレ ー トの中に、

いま言ったような形で、残留臭素が給食に適さないような状況でまじって、どっかの流通段階

でまじってきている、そんなような問題点が仮にでもあったとした場合、少なくとも、日野の

学校給食をやっている傘下の小中学校については、それだけの問題を一応やっぱり押さえてお

くのが教育委員会としての責任であろう 、こういうよう な立場に立って、わずか五つの検体で

ございますけれど、調査をお願いした、こんなような事情なのでございます。

0議長(高橋通夫君) 小山良悟君。

04番 (小山良悟君) 実際に、人体にどれだけの影響を与えるかわかりませんけれど

も、検査をすること自体は、決して悪いわけじゃないです、そのこと自体は。ほかのル ート か

ら米を買ってるということで、混入しているというおそれがあるのでやった、ということであ

るならば、その辺の懸念というのは、今後もや っぱり一定期間は続くだろうと思うんですね。

そうすると、定期的に検査する必要も、いまの姿勢ならば、定期的に検査する必要もあるんじ

ゃなし 1かと思うんですが、いかがですか。

0議長(高橋通夫君) 教育長。

0教育長 (長沢三郎君 ) お答えいた します。

お米だけでなくて、やはり学校で取り扱っております給食材料、そういうものにつきましで

は、若干でもそういう疑わしいというような側面がございました場合には、適宜検査していた

だくような手段は取りたい、こう考えております。( I結構です」と呼ぶ者あり)

0議長(高橋通夫君) 次、馬場弘融君。

08番(馬場弘融君) 前の方が質問されたことは省いて、簡単に 2点ほど質問いたし

ます。

初め、助役の御報告になりました都立高校の用地造成工事の件でございますけれども、私、

ちょっと心配なのは、これから梅雨に入るわけですね。この地域は、この図面を見てもおわか
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りのよう に、 真ん中に、こう大 きな水たまりがございましたね。 この水たまりへ、かなり山か

ら流れてくる水が一回ためられて、さらに下へ流れるというふうな形があったわけですね。こ

この造成工事、ここから始まりますと、もろに大雨等の場合、下の水路といいますか、道路を

通じてどっと流れていくんではなし 1かな、という心配があるんですね。ですから、そういう大

雨の際の対策、そういうものが十分と られている のかどうか、という こと をまずひとつお伺い

をしたいということ と、それに関連をしまして、こ の辺の周辺の住民の方々に、買収に直接影

響のなかった方々には、余りこの辺の工事のことが説明をされてないように思うんですねO で

すから、住民の不便という面もあるいはし 1ま言った災害という面も含めて住民、近隣の住民で

すね、直接接してはいないけれども、近隣の住民の方々 にこ ういうふうな形になりますよ、と

いうふうな説明会といいますか、説明のようなものが持たれているのかどうか、ということで

すね、その辺をまずこの点についてはお伺いをしたいと思いますO

それから、こ の報告書の中にはございませんでしたけれども、ちょっと私気になるんですが、

仲田広場ですね、一時使用をしておりました仲田広場が、 7月から工事が始まりますね。で、

その前の段階で、多分先月か、あるいは今月かわかりませんが、地元の住民の方々に広場を使

えなくなりますよ、というふうな説明会があったかと思うんですけれども、その辺のことにつ

いて、説明会当然、あったと思うんですが、地元からどういうふうな反応といいますか、戸があ

ったか、ということをお聞きをしたいというふうに思います。

それから最後にもう一つは、この報告書の一番最後、教育委員会の学務課から出ている園児、

児童、生徒数のことについてですが、こ の数字を見ますと、 1年生が二小、五小、南平小、旭

が丘小、こ の辺でかなりこうふえてきているわけですね。これは前に3月議会のときに、旭が

丘、多摩平地区には、幼児が今後ふえる可能性があるので、新しい幼稚園をつくるんだ、とい

うようなお話がありましたけれども、こうかなりがくっとふえているような感じもしますので、

この辺は学校の教室とか、そういった施設の面で、今後かなりこれよりふえてきて大変だな、

というふうなことになるのか、あるいは、このぐらいが限度で、後はそうはふえないだろう、

というようなお見通しなのか、その辺をお伺いをしたいと思います。以上です。

0議長(高橋通夫君) 助役。

0助役 (赤松行雄君 ) 助役からお答え申し上げたいと思いますO

御指摘のございますように、この青く塗りました図面の右寄りの、真ん中よりも右寄りが大
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きな砂利穴でございます。これがいままで傾斜地でございますので、調整池と、こう申してお

るわけなんでございますけれども、ここへ一時水がたまりましてそれで周辺への水害というも

の等の一つの対策になっておるわけでございますので、この条件というものは、この工事を施

工する上で十分に生かしていきたい、こういう ふうな考え方に立っておるわけでございます。

ですから、一番右にございます地図のトラ y クの図面がございます。ここの所が大きな市の下

水道計画が、南平の下水道計画が完成しまして、この地域の水を完全に飲み切れる施設ができ

る段階までは、ここが一つの雨水の調整池になるわけでございます。そういう機能をこれが持

つわけでございます。ですから、この一番下の所が1.8メータ一、 2メーター近くの、これが

一番角がこのトラックの一番下が堤防1.8メーターの堤防になるわけでございます。それでこ

こに水が一時的に水がたま る、こういう機能を持つわけでございます。ですから、こ の砂利穴

を生かしながらこのトラックの造成に移り変わるO ですから水を、水が住民の所へ行かないよ

うに、機能というものが、この運動場に造成しながら砂利穴が変わってし 1く、埋めながらなお

かっこのトラックができ上がってし火、こういうふうな形態になるわけでございますO

で、これにつきましては、独歩が持っていました 53年かに、 70 ¥ 8 0ミリ 近くの大水が

出まして、この周りが床上が 3軒、それから床下浸水が多数出たわけでございます。で、これ

も山砂を伴いました出水でございますので、水が簡単に引ければもとに戻る、という ものじゃ

ないんですね。泥が吐 き出るわけでございますので、大変なこと にな りました。そ ういう 記憶

なり危険という ことは住民の方はよく御記憶でございますので、その面からの御注意もいろい

ろいただいておるわけでございます。ですから、全部で説明会は 12回やっておりますO 用水

の組合長さんだとか自治会長さん、いろんな役職の方とそれから一般住民の方と一度やるには

ことおりやるわけですね。ですから 6回やりましたので、 12とおりの説明会なりをやってお

ります。

それから最近では、工事をやる上での実際の、現在水道の工事が大体終わりました。それか

ら、きのうやってましたのはボックスカノレパートの工事を東海興業がやっておりますO これか

ら1メータ -20の排水管がこれからカノレバー卜につながって、この山の学校用地につなが

るわけでございます。

それで、大体この山に 8台の土木機械が入っておりました。 2台の大きなトラ y クと、8台

ほどの機械が入りまして、まさに工事着手という状況になっておるわけでございますけれども、
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そのような危険な状況は、十分承知してございますし、それから業者につきましては、水対策

というものについて、十分に経験ある 12社の中から入札をして決定してきたということと、

それから、こういう地帯でございますので、 トップ企業、土木関係のトップ企業を 12社の中

から入札で選んで、鹿島に決定したわけでございますけれども、水の経験、土木経験の高いと

ころ。

それで、さっき言いましたよう に、 運動場にっくりかえていくわけでご ざいますけれども、

水の始末につ きま しては、こ の砂利穴か ら、砂利穴を埋めると同時に、片つ方の堤防をつくり

ながら運動場をつくってし 1くo 最近の学校というのは、そういう地区内から出た水は、その中

で始末するという運動場を水源といいますか、あれする機能の学校がふえてきてますので、そ

ういう 同じタ イプの学校でございますo 十分気を遣ってやっておりますので、そのように御承

知願いたいと思いますO

0議長 (高橋通夫君 ) 都市整備部長。

0都市整備部長 (結城邦夫君) それでは 2点目の仲田広場の御質問につきまして、

お答え申 し上げます。

仮称仲田公園につきましては、今年度から公園の築造に入って~¥くわけでございまして、 7

月、 8月にかけまして、土砂の搬入をすることでいま計画を進めております。で、これに先立

ちまして、当然現在この広場につきましては、グートポーノレとそれから野球に付近の住民の方

々が御利用いただいているわけでございます。したがいまして、この工事に入るということと、

グートポーノレ、あるいは野球で使っている1ヘクターノレの広場を閉鎖するということにつきま

して、 5月の下匂に地域の周辺自治会の自治会長さん、それと老人会の会長さん等約 10名を

お呼びいたしまして、説明をいたしました。

で、この説明は、非常に工事に入りますと、ダンプ等重機等も入ってまいりますので、この

広場の中で野球、あるいはグートポーノレを行うということは、非常に危険であるのでやめてい

ただしということが 1点。それから 7月、 8月における工事の内容、それと 11月から行い

ます公園の造成工事の内容等について、御説明を申し上げたわけでございます。そういう中で、

住民の方々から出された要望は、グートボーノレ、ある いは野球場をほかにとっていただけない

だろうか。特にグートボーノレについては、非常に地域の方々が御熱心にこのグームを行ってお

るということから、中断するということは忍びない、というような御意見もありました。
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そこで私どもとしては、四ツ谷の区画整理区域内、もうすでに整備されておりますが、東側

の公園で、グートポーノレができるように、ちょっと面積的には狭いんでございますけれども、

そこの所を何とか整備をするということで、暫定的にお使いいただくというようなことで検討

いたします、ということでお答え申し上げております。 それと野球につき ましては、少年野球

が主としてお使いになっておりますけれども、現在、万願寺の区画整理区域内で造成等にも う

入っておるわけでございますが、これは宅地の造成としてでございますが、その中で、安養寺

公園の西側でございますが、ここは将来公園の用地でございます。そこに残土を入れまして、

整地いたしました。ここがちょう ど野球場に適した面積でございますので、暫定的にそちらの

方をお使いいただし ということで御理解を得ておると ころでございます。

できるだけ早く、私どもとしてはこの公園を整備いたしまして、整備する中でゲー トポーノレ

もできるように検討をして いく。また、そういった点についても、レイアウト 等の中で考えて

いるということで、御説明を したわけでございます。 以上でご ざいます。

0議長 (高橋通夫君) 教育長。

0教育長(長沢三郎君) お答えいたします。

3点目の 59年度の児童、生徒数並びに学級数の状況からいって、特に二小、五小、旭が丘

小学校等心配ないのか、と いう御指摘でございますけれど、御承知のように、小学校の場合に

に、本年度、昨年度と比較しまして、日野市全体で 55 9名児童が減少し、クラスが 8クラス

滅ってるわけです。いま御指摘になりました二小とか五小とか旭が丘小学校、このようなこち

らの方の学校につきましては、教育委員会としても常に注意を払っているわけでございますけ

れど、ほかの地区と違いまして、ある程度横ばい、ないしは漸増傾向があるO そういう状況の

中で、五小並びに旭が丘小学校につきましては、当面は保有教室との関係からいきますと、第

五小学校には、まだ 10教室ほどピーク時、第五小学校が一番ふくらんだ時点のピーク時と比

べまして、 10教室ほど教室の余裕があるO それから旭が丘小学校につきましでも、 5教室ほ

ど余裕があるわけでございますけれど、一番心配なのが第二小学校の 26学級ということでご

ざいます、ことし。で、現在、保有教室 26学級ということで、学務の方でも来年度以降、ず

っと将来にわたっての推計をとっているわけでございますけれど、来年、あるいは再来年にお

いて、急にどうのということも起きないと考えておりますけれど、あの地区のまだ住宅が建つ

可能性その他を通して、第二小学校の問題を一番心配している。
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で、実は学区検討委員会、これを本年度正式に発足して、その中でこれらの学区域の問題等

めぐって、父母の方からもいろいろな要望が出ておりますし、現実問題、学区域の問題等とも

絡めながら、この第一小学校の問題等につきましては、何とかまたプレハフ・を使わなくては授

業が成り立たない、という ような こと がないよう に努力 してまいりたいと思ってます。

0議長 (高橋通夫君)

08番(馬場弘融君)

願いします。

馬場弘融君O

2点、 3点については結構でございます。よろしく御配慮をお

第 1点目ですけれども、概要についてはわかりました。そのグラワンドを遊水池でしょうね、

遊水池として利用するというふうなことで、工事を進めるということでしょうけれども、それ

はそれとして、こういう梅雨ど きに、こういう 造成工事をして、コ ンク リを打つ といいますか、

そう いうことが将来こ の都立高等学校を使って、崩れるとか、そういったことの心配は全然な

いんでしょうか。梅雨どきの工事で、私非常に心配をする八ノで、す。特に山をある程度こう削っ

て押さえるというふうな工事が、当然あると思うんですねO そういう工事が、果たしてこ うい

う梅雨どきの一番こう土が水を含んでいるといいますか、そういう時期に行われるということ

で、地元ではその辺の不安がかなりあるんじゃないかなって気がするんですね。ですから、そ

の辺の、こ う大丈夫ですよと、心配ありませんよ、というふうな答えをぜひいただきたいとい

うこと、これがーっと、 もう一つは、この工事が、かなりこう本格化しますと、下の川崎街道

から、通路ですね、ダンプとか、いろんな大型の車が通る道ですね、この辺のところがかなり

こう何ていうのかな、恐らく一般車両が通行どめになったり、周辺の住民の方々が、かなり通

行に不便を来すんではないか、という気がするんですが、その辺についての配慮は、なされて

いるんでしょうか、もう一度お願いします。

0議長(高橋通夫君)

O助役 (赤松行雄君)

助役。

いろんな御心配があろうかと思います。当然梅雨どきでござい

ます。梅雨どきの工事の施工というふうなことにつきましても大きな問題がございますし、梅

雨どきにかかりますとまた仕事がどの程度進むか、という問題等もございます。それから、そ

のときのその年の梅雨によりましては、工事日程に大きな狂いが出てくる等問題が出てくるわ

けでございますけれども、そういう問題等を含みまして設計してまいりましたのがやはり水関

係とか土木工事という面での相当経験の高い設計屋としましては日本技術開発というものを選
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びまして、担当さしたわけでございます。

それから工事面につきましては、先ほど言いま した水処理とし 1うふうな問題等十分経験のある業者

というふうな選定の中から、12社を選び入札を執行したということの中で配慮しておるわけでございます。

あとは実際の工事の施工面につきましては、そうし 1う面について十分さらに配慮、を重ねてまいりまして、

梅雨どきの施工とし 1うことで後で水と一緒にエイ併励ま崩れる、流失するとし 1うふうなことで大変なことが

起こりますと住民に済まないわけでござし 1ます。 この面につきましては工事をま幽する鹿島、それから東海

興業、それから市の関係では山田設備、こ ういう方たちには十分申し上げておるわけでございます。

高校の校地を造成すると いうことを急いで途中で大きな惨事を引き起こすと いうことについて

は、高校そのものの誘致を根底から覆すこ とにな るんだということで、イ可を置いても工事の安

全ということを第一にして、それで地元住民への被害ということを安全に食いとめていくとい

う要するに考え方で、工事を施工していくんだというふうなことで、十分注意もし、建設部が

日本技術開発と一緒になりまして、設計、工事、監督に当たってし 1く、こういうことになって

おるわけでございま して、 また土地開発公社のもとに建設部の技術屋、それから都市整備部の

技術屋が結集して、 要するに設計等の監修に当たっている、こ ういうふ うな状況になっておる

わけでございます。

いろいろ御注意がございましたので、梅雨どきを控えてなお一層の注意をしていきたい、こ

う思っておるわけでございます。

0議長 (高橋通夫君) お諮りいたします。議事の都合により暫時休憩いたしたいと思

いますが、これに御異議ありませんか。

C r異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長 (高橋通夫君) 御異議ないものと認めます。よって暫時休憩いたします。

0議長 (高橋通夫君) 休憩前に引き続き会議を開きます。

行政報告全般についての質疑を続行いたします。谷 長一君。

05番(谷長一君) 質問いたします。

午後3時 40分休憩

午後4時 17分再開

この行政報告の人口のところですけれども、 20ページです。 5月 1日現在 15万 794人

になっておりまして、前年と比べますと 2，113人という増になっているわけです。この増が
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転入、出産、または年齢、平均寿命の伸び等によるものかどうか、という ことをちょっとお伺

いしたいんですけれども…… 。

0議長 (高橋通夫君) 市民部長。

0市民部長 (加藤一男君) ただいまの 20ページの御質問は、大変むずかしい御質問

で、私もいまそれまでの分析の資料は持っておりませんが、 2，11 3人ふえたことはも ちろん

間違いございませんけれども(笑声)、総じて申し上げることは、出生、死亡という要素より

も、むしろ転入の方の要素が多い、ということだけは申し上げられると思いますけれども、比

率の面は、ちょっと申し上げられませんので、恐縮でございますが、お許しをいただきたいと

思います。

0議長(高橋通夫君 )

05番(谷 長 一 君 )

谷長一君。

これはどうしていま伺ったかと申しますと、いわゆる厚生省の

統計等を見ますると、出産と死産と いうのが、 出産に比較しまして、死産の届け出というのが、

4.79るというふうになっているわけなんですO そこで、日野市の現状というのは、それらはど

のようになっているか ということで、お伺いしたいということで、ただし 1ま人口に関連してお

ります関係上、お聞きした、こう いうわけですO 以上です。

0議長 (高橋通夫君 )

06番(古谷太郎君 )

次、古谷太郎君。

4点お聞きしたし'0

まず第 1にこ の行政報告書、こ れは森田市政の内容を、と てもよくあらわしているのがこの

書類ではなかろうか、と思うんです。 これ見ますと、まず行政の予算がどうかとかという執行

状況、これは 4月 30日になっております。いま質問があった市民課の人口 5月 1日になって

いるO それから市の税金の状況、 4月28日になっているO それじゃあ清掃部の報告、3月の

3 1日にな って いるO それで今度は総務課の契約案件は、 5月 11日にな ってます。土木課の

事業報告は、 5月 17日になってます。一体こういういわゆる資料というのは、全部を通して

伺月何回をということでやってもらわなければ、今度いただくときにはどういうふうになるか。

大体統計、どこの書類だって何月何日現在であります すべての内容が。これは一々細かく見

なけりゃならな t¥。一体いつの日に、この報告書の内容等がいつの日 をもって示されているの

か。いま一部だけちょっと申し上げたんですが、こういうふうな書き方というのは、これはも

う先ほどの古賀議員の御質問にありましたような、私は見ませんでしたと同じであって、全く
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不親切きわまりな l¥。大抵の人は、一番最初見ると 4月30日現在と 書いてありますから、き

っとみんなそうだろうと思って見ている、これは。やはりこういう報告書をつくるときに、助

役なり市長は、一定の基準を示して、 4月 30日現在のものを出すようにとか、あるし 1は 5月

1 5日現在のものを出すようになぜしないのか。いつでも私は、報告書を見て非常に苦しむの

は、この数字を統一的に市政全般として見る場合に、何月何日を基準に置いたらいいのかな、 と

思うんです。この点について、私はやはりばらばらな統率のない、いわゆる無責任な思いつき

な報告書について、あなた方はどう思っているか。世界じゅうにないと思う、こんな行政報告

出しているところは。日にちがぱらぱらなんてどこにもなし 1。もちろんロシアのような共産党

の国は(笑戸)こういう報告書をつくらない、つくらな l¥。あなた方の味方している共産主義

者の人たちと私どもは違うんです。( Iそりゃそうですよ」と呼ぶ者あり)正しく行政の内容

を知りたl¥から聞いているO それが第 1点です。

第2点はだ、これは非常にどうしょうかと思っているんですが、もうここに出ているから、

あなた方も読んだと思う。緊急質問の、まあいいや最初のでも後のでも。ここに書いてあるこ

とについて、後で調べますなんていうことがないようにしてもらいたい。きょうはよくわかり

ませんでしたなんて、もう 5時過ぎると奈良の市議会は閉まっちゃう。そうでしょ O だから緊

急にやらなきゃいけなかっ式こんですO 提案者が、いい、いいです、後でいいですと言われたか

ら、こうなっちゃったというお話でしたが(笑声)5時過ぎますと、問い合わせしょうがなく

なるんです。だから、そこのところでもう全部調べてあるんなら別だ。だけれど、調べてなけ

れば、だれかにすぐ調べさせてもらいたいんです。 l¥いですね。理事者のやることは、大抵少

し延ばしていきゃ、 1 3、 14はお休みです。そうでしょ、さっきの議運だとO そのうちに忘

れてくれるだろうと思うんです。それでその点で質問、第 2の質問は、一応これはお楽しみ、

楽しみO 変なふうに答えないようにしてもらいたいことを言っておきます。

.それから第3点、これは質問したくでしょうがない、私にとっちゃ緊急で、す、私にとっちゃ

絶対緊急だ。だけども、まさか人様のりっぱな質問を私が横取りをするということはちょっと

差し支えが、もちろんこれは市川君たちじゃなけりゃ横取りしちゃうんですが(笑声)やはり

相手が紳士ですから、そういう面で私は質問しないことにしたんです。

それから、だから 3点は今度は申し上げたいんですが、高校用地のいわゆる防災工事始まっ

た。それで雨が降ったらグラウンドを水でためるんだ、貯水池にします。それも一つの考え方

でしょう。第一もともと平らな所は建物ができないんですよ。あなた方、ポーリングしてみた

らわかったでしょう。建物ができないから東京都じゃ初めはだめだと言っ犬こんですO だけど、

市長の首にかかるような重大事件だなんていうから、それじゃあというんで気の毒になって、

この山を削ったようにしたわけです。山を削れば穴があいているわけじゃなL、から、建物が何

とかできゃしないか。あの平らな所は全然、建築できないから、グラワンドになったんです。グ

ラワンドだと思ってたら、いまあなたの説明では、これは池にするんだ。池の方がいいです、

これ何もできない所だから。しかし、泥沼です。

それはそれとして、ここに入る道路にずっと川崎街道か ら6.5メートルの道路がこ の図面で

延びております、一番下の方に、この地区外。この道路の一部に東海興業さんが 15 0メート

ルほど物すごい大きい排水管を入れるO そうですね。先ほど助役は 1，20 0ミリだと言いまし

た。しかし、私は橋本課長に聞きましたら幅が 2，500ミリ、高さが 1，600ミリの管である、

出口は四角であるO 物すごく大きいものです。黒川の都市下水路の出口でも、それはこんな大

きくありませんO その大きい出口から流れ出る雨水が南平用水に入るわけです。用水は全く改

良されてません。ということになりますと、用水はこの膨大な雨水を飲み切れないと推定せざ

るを得なし ¥0 たとえば、いま日野市は 11月以降2億 3，000万円をかけて南平台の入り口か

ら下流の部分の用水の改修を行います。しかし、南平台から西の部分、いわゆる高校のこの排

水管が出てくる聞は、来年の 11月過ぎるわけです。まず、ことしの夏、来年の夏少なくとも

この2回は、この大きい東海興業さんがいま施工中である大きな管から出てくる膨大な雨量を、

どうやって排除するのか、あるいはこの高等学校のグラウンドを使わせないで、来年、シャツ

トアウ卜して、せきでもつく って使わせないように、せきが、せき っていう 言葉は変ですが、

門ですね、水門でもつく って、当分の問あそこへ池でもつくっておくのかどうか。非常に心配

するのは、あれを池にしておけば、高校生は運動できない、再来年の話なんですが。それから

水を池にしないで出しちゃえば、東海興業がつく ってる大きな排水管から出てくる水が、川崎

街道の南側の住宅地を襲うわけです。この対策はどうなっているのか。思いつき思いつきでや

っているからこういう妙なことにな ってくるんですけれども、こ の点について、私はことし大

あらしでも来たときに、あらしでも来たときというのは、 9月以降ですが、あの管は、排水管

はでき上がるんです。だから排水管から水があふれでくることは間違いないんです。川崎街道

のふちにある住宅、あの人たちは、いまから避難命令でも出しておかないと間に合わないんじ
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ゃなかろうか、こう思って非常に心配なので御質問しましたo どのような対策があるか。これ

が第 3点だ。 2点は、 2点目は質問、答えなくて結構です。

と同時に、この大里 1号線、川崎街道からこの防災工事現場、高校用地、仮の高校用地へ入

る大里 1号線を 6.5メー トノレに拡幅した絵がここに出ております。これは地区外ですが、この

高校用地の外側、外の北側になるんですね、北に真っすぐおりて、そして南平の駅にし 1くわけ

です。この用地買収は終わったのかどうか、わかりますね。南平の駅からずっと南へ上ってい

くと川崎街道へ出る。その川崎街道をさらにさらに南へずっ と200メー トノレほど上っていく

と、この高校用地に出るわけです。この川崎街道から南の部分の大里 1号線に、この大きな排

水管が埋設されているのであります。ですから 6.5メー トルの道路をちゃんとつくらなけりゃ

あの周辺の方々のあ盈は非常に困難を来す。だから用地買収は終わったのかどうかo また現在

どの程度何平米買う予定、何平米買収が終わっ たのかo その買収の金額は幾らであるか。買収

できない部分、これはどのような状況であるか。これはいまの道路で東海興業さんの大きい工

事をやりますと、住民が通行することができなくなるわけです、通ることがo あの周辺には、

たくさんの人が住んでるんですね。大里 1号線を使って南平の駅に通っているわけです。だか

ら本当ならば、道路買収とか用地買収、 6.5メートノレの道路がで きて初めてこの排水管の工事

等を始めるのがいいんですけど、何たって、もう思いつき思いつ きでやってんですから、まず

排水管から工事が始まっちゃったわけです。だから、川崎街道からこの現地までの大里 1号線

の6.5メー卜ノレの拡幅の用地買収は終わったのかどうかだ。終わってなきゃ、いつ終わるのか。

幾らで買収したのかo というのは報告書に出てなし 1から聞いているんですo これ、ちょっとお

願いしたいと思います、その防水対策と一緒に。

次に 4点としてお聞きしたいのは、市長の核兵器絶滅運動の発起人の中に、長崎市長も広島

市長も入つてないんですけど、何でまたいま世界じゅうで一番一生懸命やってんのは、

広島の市長さんと長崎の市長さんじゃないんですか、自治体でやってんのは。被爆市です、市

でいつも新聞に出ている、もうこれは載ってないんですけども、一体どういうことなのか。一

番上がもうこの間私も落選したんですが、落選しました藤元さんが一番上に載ってる、ここの

印刷物じゃね、武蔵野の。これはとにかくとして一体長崎市と広島市は何で、載ってないのかo

この点をひとつ市長の方から教えていただきたい。私は不思議でならなし ¥0

以上、 4点。( i 5時までに終わる」と呼ぶ者あり) 5時までには終わります。

0議長(高橋通夫君)

O助役 (赤松行雄君)

助役。

4点目につきましては市長にお答え願いたいと思います。

上の方からお答え申し上げていきますと行政報告の報告内容についての時限の問題でござい

ます。

これにつきましては 5月 1日で集計するもの、あるいは 4月末で集計するものと月の初め、

あるいは月の終わりというふうな統計なり事務内容によっては上部との関係でそういう違いが

あるものもあるわけでございますけれども、報告でございますので大体時間といいますか、な

るべく接近した時点で統一していきたい、このように思うわけでございます。そのように指導

していきたいと思います。

それから 2番目につきましては、後々の問題でございます。また答弁も要求されておらない

ょうでございますので、 3点に入らせていただきたいと思います。

3点につきましては確かに昨日あたり東海興業が工事しておりますのは、ポジクスカノレパー

トでございます。ボックスカルパ ー トでございますので、見たところ非常に大きく見えるわけ

でございますけれども、これにさっき申し上げました 1メーター20のヒュ ーム管が接続する O

それで、おっしゃるとおり、学校の高校用地の排水管として配置されるわけでございますけれ

ども、やはり、これについてもさっき申し上げましたけれども、下水道の排水が、南平の下水

道の日野市の計画しますところの下水道計画というものが、南平の幹線が完成するまでは、完

成しますと、こ の山からの水も直でそのままストレ ートに流れていきますので、ボッ クスカル

パートもそれから1.2メートルのヒューム管もそういう大きなものになっておるわけでござい

ますけれども、その下水道幹線が完成するまでは、さっき言いました遊水池というものが時間

的な調整池に、雨水の調整池になるわけでございますO ですから調整機能がこの遊水池につき

ます。 一通に多量の水が、雨が降りますと 、こ の遊水池に一時たまりまして、それで時間差を

つけて排水するわけでございますので1.2メートル、あるいは大きなカルパートもいっぱいに

なって流れると いう のは、下水道幹線が完了してからでございます。それまでは、おっしゃる

とおり下の南平の用水、毎年年次計画で飲み切れるような改良はして~¥くわけでございますけ

れども、その改良の度合いに応じて、降りました雨水は時間調整しながら排水してし 1く、こう

いうふうなことでございますので、下の要するに用水の組合長とも、よく相談してきておるわ

けでございます。放流許可等もいただいておるわけでございますけれども、そういうふうな調
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整でやってまいりますので、大きな要するに出水で、あるいは下の南平地域に災害のないよう

な調整排水をしてし 1く、こういうことでございます。

それから大里 1号線、 6.5メーターに拡幅してまいるわけでございます。ほとんど買収を完

了しておるわけでございますけれども、まだそれぞれのお宅の玄関先を切っていくところが、

3カ所ございます。 これにつきましては、 話し合い等も大体ついておるわけでございますけれ

ども、きょうですか、きょうも話という か実際の買収の話を進めておるわけでございます。 こ

れはほとんど事務手続的なことにな る、現状としてはなっているわけでございます。現在事務

手続を進めているO ですから買収と しては全部完了しているわけじゃございませんけれども、

大き いとこ ろは全部完了しておりますけれども、 3点につ きましては、現在 も話 し合い中でご

ざいます。そう いう ふうな状況でございます。

0議長(高橋通夫君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 第 1点の行政報告のことを少し補足をいたしますと、こ の行

政報告というのは、たとえば国会とか都議会では、多分行われない性質のものでありますけど、

できるだけ議員の方々に前議会からその後のことにつしてなるべくわかりよく御承知をいただ

きたい、こういう考え方で行っておるものであります。これは、有山市長当時始められた慣例

だというふうに聞いております。そして資料としては、なるべく正確、日 づけ等の統ーもでき

れば望ましいことでありますが、前回、前議会以降の事柄ということで、ある程度御承認も、

不統一な点も御承認をお願いしておきたいと思っております。

それから第 4点、核兵器廃絶運動になぜ広島市並びに長崎市が名を連ねていないか、という

ことの御質問であります。

これは私どもの承知しています範囲では、まさに広島市、それから長崎市は被爆を受けた当

事者市であります。そしてそれぞれの市長は公式行事の執行者となられて毎年大きい公式行事

並びにその期日を合わせた国際行事等も行われておるところであります。したがいまして、当

事者市を中心に立てるというよりも、むしろ関係市といいますか、その関係で広島と長崎の立

場を支援をする、こういうところに一つの取り組みの特徴がある、このように存じております。

府中町、山田町長もそのようにおっしゃっておられました。そういうこととして私どもも認識

しておりますので、御了承いただきたいと思います。

0議長(高橋通夫君 ) 古谷太郎君。
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06番(古谷太郎君) 余り、いまの大里 1号線の拡幅はまだ終わってない。ところが、

工事は始まった、やってる。で、 2メートル 50の幅の広い四角の管を入れているということ

になると、これは 5月、 8月の 29日ですか、契約の期限が。だか ら大部前に終えようとい う

ことでやってんだろうと思う。そうすると、この工事やってる聞の8月29日まで、あの道路

の周辺の住民に対しては、どういうふうな迂回路をつくってるのか、つくるつもりなのか。い

ま工事中じゃ通れないでしょう。あの道路は狭いですぜ、決して広い道路じゃな~ ¥0 これはど

うなっているか、ということをお聞きします。

それから、その次の問題で、ちょっとこの次にしょうかなと思ったんだけれど、長崎と広島

が入らないというのはね、 こういう政治的な活動には入りたくないんですよ。いまロシア、 y

ピエト、ロシアは一生懸命になってこれをやってるわけです。 いわゆる自 由圏諸国に対して、

非核三原則をというか反核運動をやれ、やれと。自分の方が一生懸命核爆弾を毎日三つずつつ

くってる、水素爆弾を。それで日本に向かつて 144基もの約 400発の核弾頭をつけた ミサ

イノレが極東、シベリアに配置されているO だから、 こういう極端な Y連の、 ロシアのいわゆる

ソ連及びその一派の国際共産主義たちの扇動に乗りたくないから、私は広島の市長さんや長崎

の市長さん、あるいは全国のほとんどの市がこの運動に加わっていないんだろうと推定するわ

けであります。私の所見だけは申し上げておきますが、それで、次にこの行政報告の中に全く

出てない問題についてお聞きした~ ¥0 

遺跡調査会の 3，500万、 約4，000万近い税金はどこか行っちゃった。ある日突然証拠書

類がなくなった。このことは、われわれも知っております。それで警視庁の捜査二課の捜査で

柳下課長さんは、 128万円かのお金を横領しただろうと 言われております。しかし、あれは

1 1月でした。もし横領しているならば、検察庁は当然柳下課長さんを起訴するはずでありま

す。もう 9カ月もたっている。まだ起訴したというお話を聞いておりませんけれども、これは

一体どうなっているんですか。私どもはやっぱり市民の税金がどっか行っちゃったで、ああ、

いいや、それっ放しでいいや、ほっとけという私は議員ではありません。何でも臭い物を隠そ

うとする、いわゆる共産主義者と私は違うのであります。そういう点でなぜ報告しないのか。

私は当然この高校用地の造成問題にも、報告されましたが、当然その問題については、懸案中

の事項でありますし、それから柳下さんが、いわゆるあるいは弁護士さん、柳下さんの弁護士

さんが民事訴訟の中では、どのような返事を提出されているのか、これは民事訴訟も並行して
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やられているようですが、この点について、御報告願いたいのであります。

これは当然、4月、 5月になぜ、通常の場合に書類が、調査が終わり書類が送検されますと、

少なくとも 30日以内には起訴とか、不起訴が決定します。そういう点は、どのようになって

いるか。もちろん市側では、あいまいもこの中で、これを隠してしまおうと考えているとは私

はいまのところは考えておりませんけれども、一体どうなってるのか、ちょっと報告をお願い

したいと思います。これは助役でも市長でもいいです。あるいは民事の方は一応教育長になり

ますか、ちょっとその経過だけを教えてもらいたい。

0議長 (高橋通夫君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 私の承知しておりますところは、警察の告訴、告発に伴いま

して、警察当局が調査され、ある程度の調査報告をもって八王子検察庁に書類送検をされてお

るO その後、八王子検察庁においては、当然起訴に当たるかどうかという調査もまたされてお

るものと。したがって調査中のことでありますから、報告をするだけの資料を持たなし 1。起訴

される、あるいは不起訴処分にもしなる、このようなはっきりした変化があれば、当然報告を

する、こういう性質のものだと思っております。

0議長(高橋通夫君) 教育次長。

0教育次長(小山哲夫君) 2点目の、いわゆる民事訴訟関係に対しましての御質問が

出ましたので、その経過につきましてお答えをいたします。

御案内のとおり、昨年の7月の 21日の日に、遺跡調査会の前事務局長でございます柳下章

氏を八王子支部の方に訴訟を起こしております。訴訟の内容につきましては、賃金その他735

件、金額にいたしまして 2，12 2万3，22 4円を業務上の疑いがあるので、これを市の方に弁

償してもらいたし 1。なお、この弁償につきましては、いわゆる第 1審の判決の際に全額を返戻

してもらいたい。それから、あわせまして、民事訴訟に伴いますところのいわゆる費用につき

ましては、全額柳下氏側に負担をしてもらいたし 1。この三つがいわゆる民事訴訟の原告側の要

求でございます。

これを受けまして、過去10月の 31日の日に、第1回目の公判を開いております。この

1 0月31日の第1回目の公判に際しましては、柳下氏側の弁護士の方からの要求がございま

して、私どもの方として、さきに八王子の方の裁判所に起こしました、いわゆる事実関係につ

きましては、全くそういう事実はございませんo したがいまして、損害賠償を求めております
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ところの金額につきましては、返戻する意思はな~¥。その問題につきましては、裁判の段階で

決着をつけましょう、こういうふうな返事を、第 1回目の公判においていただきました。

それから第2回目につきましては、 1 2月の 19日でございます。第2回目は、その第2回

の際には、われわれの方といたしましては、それについては、しかじかこういうわけで訴訟を

起こしたのだということで反論いたしたわけでございますO つきましては、その反論について

は、 735件にわたる各件数別に分けて、その犯罪行為といいますか、争訟した事実というも

のを書類をそろえまして、そうして八王子支部の方に提出をする、こういうふうになっており

ます。そこで第2回目の公判に際しましては、 735件、 2，12 2万3，224円という個々の

金額を具体的に立証するにおきまして、証拠書類を提出してございます。

そして、ことしの 3月7日が第 3回目の公判があったわけでございますけれども、この際に

は、それに対しましての柳下氏側からは、反論するということでお話がございました。

それで、それにつきましては、ことしの 5月の 16日が第4回目の公判でございましたけれ

ども、この 5月の 16日の日に、私どもの第2回目の公判におきまして、いろいろと犯罪事実

を立証しました書類に対しましての、個々の反論をするということで申し出があったわけでご

ざし 1ますけれども、残念ながら、 5月 16日の日の裁判におきましては、それに対しましての

反論が、時間的に、物理的にできないということでございました。

したがいまして、これにつきましては第 5回目が本年7月の 18日の日に聞かれることにな

ってますけれども、この際に一応被告側としまして、その原告側で申し出ましたところの反論

をする、反論の書類を裁判の際に、第 5回目の裁判の際に提案したいというのがいままでの経

過でございます。以上でございます。

古谷太郎君。0議長(高橋通夫君)

06番(古谷太郎君) いまお話がございましたように、恐らく 700何件の、いわゆ

る原告側の出した書類に対して反論するには、やはり 1年ぐらし 1かかるかもしれない、もっと

かかるかもしれなし ¥0 なぜなら、警視庁のあの偉大な捜査力をもってしてもです、この内容の

解明ができなかったんです、 1年かかってO これは大変なことです。ですから、そういう点で

は、私はこの民事訴訟というのは、 10年たっても解決しないんじゃなかろうかという気がす

るんです。いわゆる警視庁の捜査2謀という大組織がやっても 1年かかったんですo しかも結

果はわからなかった。とにかく金が行方不明になった、 3，500万が行方不明になった事実は
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認めるO しかし、どこに行ったかがわからないんだ、 こういう結果になったわけで‘すO そうで

すねO だからなかなかこのおたくの出した資料も、なかなかこれは警視庁の応援を得たり、い

ろいろ大変だったと思うけども、この前、私は一番最初、 2，00 0万円ちょっとであった。そ

れが 2，200万O だんだんふえている。一体どういうわけだと聞いたんですが、 これもよく回

答なかったんですが、こういうふうなことで、場合、私は普通の検事さんなら、弁護士なら、

もうよっぽどとっくに結論を出しているはずなんです。だけども、まだ、というのは、こうい

うときには、市長なり、警察へ告発した人です。市長が告発したんです、だから市長なり市長

の代理人の弁護士が、担当の検事さんところへ行って、あれはどうなりましたか、と月に 1回

ぐらいは行って聞くのが当然なんです。せくわけじゃないんですO これは当然なことなんです。

大体刑事事件で、 7ヵ月も 8カ月も何になるんだかわからないでほうってあるということは、

私どもは、これはもう全く刑事事件にならないという見込みが立ってるO しかし、ここで不起

訴にしてしまうと、民事訴訟の方に影響する可能性があるわけです。本来なら、刑事事件が終

わってからです、民事訴訟を起こすのが筋なんです。これは筋なんです。

だから、鈴木独歩君の事件だってそうです。東京都知事は、鈴木独歩君にいわゆる南平八丁

目の土地の防災工事をしなさい、と命令を出したわけです。しな~¥から、裁判所に告発したわ

けです、検事局へ、裁判所じゃありませんO それで刑事事件として、この裁判が起訴になった。

起訴になって事件が終わったのが、やはり 1年半はかかっているO それから民事訴訟に入るわ

けです。今度は減刑、はっきりは、防災工事やりなさ~ ¥0 いま市がやってるやつです。 あれを

鈴木独歩氏の方に裁判を通してお願いし、やらなければ民事訴訟になるわけです。

だから、私はこの遺跡調査会、このままむやむやむやといっち ゃうと、これは 10年た って

もわからない。かつて古~¥かなたにそんな話があったつけ、で済まされてしまう可能性がある、

ということだけ申し上げておきます。

きょうはこの程度にしておきます。

0議長(高橋通夫君) お諮りいたします。議事の都合によりあらかじめ会議時間の延

長をいたしたいと思いますが、これに街]異議ありませんか。

C I異議なし」と呼ぶ者あり〕

ほかに御質疑はありませんか。なければこれをもって行政報告を終わります。( I議長、要

望お願いいたします」と呼ぶ者あり) 中山基昭君。

024番(中山基昭君) 実は、この報告書の 65ページ、最終のページでございます

けれども、先ほど馬場議員さんの方からも質問がございまして、特に教育長の方から過大校等

の対応については、注意を払いながらプレハフ・等の校舎の必要性のないような対応をしたい、

というようなお話もございました。ぜひひとつそういうふうに願いたい、というふうに思いま

す。

しかし、表を見ますと小学校、あるいは中学校等を通じまして、学校ごとの規模の違いが大

変目立つんじ ゃないか、ということが一つですね。たとえば小学校の場合の最小校と最大校、

これを比較しますと、約 2.5倍近くの差がある、こういう関係になるんですね。したがって、

学校の人員等においては、当然の問題として、学校環境、あるいは施設等の整備、こういうこ

とは最も優先して対応しなけりゃならない問題だと思いますO

この辺が先ほども学校区の見直し、あるいは検討というようなお話もございましたけども、

なかなか基本的に進みにくい、こういうような状況も伺えるわけですけれども、ぜひ、そうし

た面を含めて、いま少し教育環境条件等の均等化等を図っていただきたし ¥0 これが一つですね。

さらには過大校における特に校庭、あるいはプーノレ、体育館、給食施設等も含めた付帯、い

わゆる付帯設備の活用等にプレハブなり支障がないような対応をやっぱりしていくべきことが

大切じゃないか、こんなように思います。この点を含めて、ぜひひとつ早期に対応できるよう

な積極的な努力をお願いしたいと思います。以上です。( I関連、いまのに関して」と呼ぶ者

あり)

0議長(高橋通夫君) 古谷太郎君。

06番(古谷太郎君) ただいまの意見と関連して申し上げておきますが、いま大蔵省

0議長(高橋通夫君)

決しました。

御異議ないものと認めます。よって会議時間を延長することに

の方から淡水区の跡地を買収しないか、と申し入れが市に来ている。学校用地としてな ら売り

ます。もしお使いにならなけれは‘他の地域の他の人に売り、他の人じゃありませんけど、他へ

売却しますということを言ってきているO 当然、いまの学校のお話ですが、小学校2校、はっ

きり 言ゃあ滝合小学校と第二小学校との間に 1校つくらなきゃいけないんです。義務教育が全

然なってない、学校の数にしては。それから第一中学校、あれは二つに分けなきゃいけな L、。

分けるとすれば、当然第四小学校及び区画整理区域内は、当然社会増がどんどん進んでくる O
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もうつくっておかなきゃならない。この用地買収を即刻やって、万願寺中学校、あるいは何と

つけるかわかりませんが、あるいは下回中学校になるかわかりませんけども、中学の用地は確

保しなけりゃいけな~¥。同時に、いまの御質問ありましたように、小学校あと 2校至急つくん

なきゃいけなし 1。この点だけは関連でございますので、申し上げておきます。

現に買いませんかと。もし買わなければ、日本住宅公団に売りますとはっきりと大蔵省は言

ってるわけでありますから、言ってるときに買わなかったら、買う時期が失いますO それだけ

は申 し上げておきます。

0議長 (高橋通夫君) ほかに御質疑はありませんか。なければこれをもって行政報告

を終わります。

お諮りいたします。さきの第2回臨時会で議決された、ゴミ焼却炉指名入札に係わる疑義の

件につき市川資信君ほか 4名から緊急質問の通告があります。所定の賛成者がありますので、

この際、緊急質問を日程に追加し、発言を許すことに街]異議ありませんか。

C I異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(高橋通夫君 ) 御異議ないものと認めます。よって市川資信君の緊急質問を日

程に追加し、発言を許すことに決しました。

市川資信君の発言を許します。登壇してください。

C 1 9番議員登壇〕

019番(市川資信君 ) ただいま議長から私の緊急質問についての発言をお許しいた

だきましたので、質問させていただきたい、かように存じます。

ただいま席から、自席でやっていいんじゃないか、と いうような一部の人からの声をお聞き

したんですが、本日、私がこの緊急質問提出した際に、事務局から登壇してやっていただきた

い、議運でそういう取り決めになっておる、というふうに言われましたので、私は登壇させて

質問させていただきます。

まず、先般 6月1日の臨時議会において、私は今回のごみ焼却炉の、いわゆる入札の議決案

件で、大変疑問点があるということを、るる長時間をかけて申し上げた次第でございます。し

かし、結果的には、賛成多数で負けてしまったんですが、しかし、その議決というものは、や

はり日野市議会の権威として、私は民主主義の原点にのっとって尊重するものでございます。

しかしながら、その後私の手元にまた新しい疑問の資料が届きました。したがって、私はま
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すますこの今回の焼却炉の入札に関しては、疑~¥，疑義あり、ということで今回の緊急質問を

させていただいた次第でございます。

大変前回も長時間かかって、私は今回は理事者がすんなりとそれらを認めるならば、そんな

時間はかからなし¥。読むだけならば、 15分か 20分あれば十分読み終わりますので、ひとつ

先ほど古谷議員も申されておりましたように、当然奈良市とのやりとりはやっておると 存じま

すので、明快なお答えをいただきたい、かように存じます。

まず、この要旨に書いてございますように、当該落札業者について、ほぼ同じ金額のごみ焼

却炉の契約に関し、現在奈良市議会において、百条調査特別委員会が設置されておるO で、そ

の中で、数点の疑惑が指摘されておるO 現に、疑惑を受けている業者を指名参加させたことに

対する市の責任についてお伺いする、こう申し上げたわけであります。

その件について、一体市はどういう経過措置がその間奈良市とのやりとりの中であったのか

どうか。そして先般の議決された契約案件は、契約をすでにもうされたのかどうか。それにつ

いてお聞きしながら私の質問に入らせていただきたい、かように存じます。

O議長 (高橋通夫君) 理事者答弁、助役。

0助役(赤松行雄君 ) 契約につきましては、6月の4日契約をいたしております。 6

月の 1日、臨時会開かれまして、 2日の午前というふうな時間に議決を賜ったわけでございま

すけれども、明けまして 6月の 4日に契約をしておるわけでございます。

それで、私たち指名をする場合には、大きな仕事でございます。市内業者等の方々が中心の

場合、あるいは八王子、立川等近隣の方と日野市の業者の方たち等を中心にしての指名、ある

いは競争入札という場合におきましては、信用調査というふうな段階につきましては、よく近

隣でございますので、その信用状態につきましては熟知しておるところでございますので、そ

ういう形態を踏まないわけでございますけれども、今回の場合には、こういう問題が起きまし

た5月の 31日におきましても、こういう信用調査、全国的な信用調査というものを、日野市

単独でやれる力はございませんO 毎回でございますけれども、上部の指導官庁の信用調査とい

うものをお伺いしまして、その上に立ちましての指名主いうものを実施しておるわけでござい

ます。今回の場合には、指名し、あるいは議会の議決を賜る 5月31日、前日でございます、

臨時会の前日にも、そういう職員を遣わせまして、信用調査の実態というものを照合しておる

わけでございまして、日野市で 5月の 22日落札しました業者が、指名競争入札から外すべき
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不正な行為をやってれば、その上部機関の信用調査でもって、指名から外すべきだ、という判

定が出るわけでございますけれども、そういう指名競争入札から外すべきというふうな判定は

出ておらないわけでございます。

そういうふうな状況と、目立造船自体からも、いろいろと事情を聞きました。それから奈良

市に対しましても、 電話等で照会 しておるわけでございます。その上で6月 1日の議会に臨ん

だ次第でございます。 間違いないもの と思っておるわけでございます。

0議長 (高橋通夫君) 市川資信君。

o 1 9番(市川資信君 ) 私は今回のこの質問、大変重要な、また議員として発言する

ということは非常に責任があるわけであります。したがいまして記述に基づいて真実を私は期

するために、私の私見をほとんど、 もう全く と言っていいほど交えずに、奈良新聞、朝日新聞

に掲載された経過を、これから申し上げながら質問をさせていただきたい、かように存じます。

まず、 こと しの 1月の 12日の日に、 5 7年度の一般会計決算中に清掃施設整備事業費のう

ち、埋め立て工事に使う原材料費約 1，400万円、そのうちの 590万円が他の清掃関連の工

事費に不正流用されていたという ことが 1点であります。そして、ごみ処理施設建設事業費、

いわゆる日野と同じようなごみ施設建設事業費が、随意契約されたということから、そもそも

事の端を発しているわけであります。そして奈良市議会は決算、奈良市議会の決算特別委員会

は、 59年 1月 11日、 57年度の市の清掃行政決算報告で不明朗な部分があるとして、地方

自治法第 100条に基づく調査権を同委員会に付与することを可決したわけであります。それ

に基づいて 1月の 23日、奈良市議会は、臨時議会を開催いたしまして、決算特別委員会に地

方自治法第 100条に基づく調査権を付与することを全会一致で可決されてるわけであります。

5 9年の 2月 14日、ですから前回の臨時議会の直後間もなくでございますが、奈良市の高瀬

博道助役 55歳は 2月の 12日、木山 弘市長に一身上の都合で退職したいとの退職願を提出、

市長は 2月の 13日に受理した。地方自治方 100条に基づく調査権を持った市議会決算特別

委員会が、予算の不正流用や焼却炉建設契約などに疑惑があるとして集中審議しているが、高

瀬氏は清掃部の担当助役だった。こう新聞には書かれております。

それから、 2月の 18日のこれも朝日新聞でございます。見出しは建設業法に違反、目立契

約で前清掃部長という見出しで、こういう記事が書いてあるわけです。市清掃工場の新焼却炉

建設で、市が法律で規制されているにもかかわらず、目立造船と随意契約をした問題の審議を
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続けた委員会側は、現在稼働している 1号炉の契約時点での問題点を取り上げ、 1号炉という

のは、これ説明してl¥かないとわからないんですけれども、 55年に 1号炉をつく って2、3、

4号炉を 57年につくって連続して 4号炉でやってるんですね。その 1号炉がいま稼働 してい

るわけですけれども、その問題点を取り上げて、炉の性能や価格にも問題があったのに、法律

や行政通達などを無視 して、 急いで目立と契約した理由は何かなど、契約決定に至るまでの経

過の不明瞭な点があるとして、集中的に質問した。それで村井前清掃部長は、委員の追及に対

して、 6社から見積もりをとり、うち低価格だった目立に決め、 5 5年の10月契約した。性

能については、分析を加えず、目立の言い分をうのみにして、細部にわたって十分検討しなか

った、と 当時のずさんな決定を認めた。こう朝日新聞の 2月の 18日号には記載されているわ

けであります。

今度は 3月の 10日の新聞でございます。 9日、 委員会を再開、これは当然、百条委員会であ

りますO ごみ焼却炉建設事業について調査した。この問題について、先月 17日にも委員会調

査を実施。この日、当時機種選定に当たった木山 弘市長を初め、市関係者7人も同席させて

証言を求めたが、市の発注仕様書と日立造船の見積書との食い違いなど細部については、全く

明確な証言が得られなかった。委員側は、 1号炉建設に際し、市の発注仕様書はくい打ち工事

を明記しているのにもかかわらず、目立造船の提出した見積書には、基礎工事だけとなってい

る点を指摘。仕様書と見積書の内容が違うという理由で、他の業者は契約の対象から除いてい

るのに、目立を例外としたことについて説明を求めた。これに対して、木山市長は、個々の工

事の明細はわからないが、総合的に選んだ。また、他の証人も十分なチェ ックをしていなかっ

た。くい打ち工事に関しては見落としていた、などと証言。きわめてあいまいな答弁に終始し

た。また委員会は、行政通達に基づいて契約の疑問点をただしたが、明確な答弁、証言は得ら

れなかった。木山市長は、十分な回答ができず、次回にしてもらいたい、遺憾に思うと述べ、

委員会は 3月定伊リ議会終了後、再開される。こう 書いであるわけであります。

で、ちょっと前後するわけですが、これはまた 3月9日の朝日新聞でございます。奈良市議

会決算特別委員会が地方自治法 100条の調査権に基づいて続けてきた、ごみ焼却灰埋立地予

算の不正流用問題とごみ焼却炉建設の随意契約の問題の審議は、不正流用問題については結論

をまとめ、市長へ意見書を提出したことで一応終わり、今後の審議は随意契約問題に集中して

行われるO しかし、 10日から新年度予算を審議する 3月定例会が始まるため、決算委の審議

-55-



は、定例市議会の終わる今月下句まで中断される。このため 57年度決算の認定が新年度にず

れ込むという異例の事態となるO 決算委員が解明しようとしているのは、炉 4基で約66億円

に上る買物が随意契約だった という違法性と、炉の建設業者の代理庖と市側との関係や手数料

と金の流れ、それに炉の性能の問題点。で、指摘されているのが、 1.委員側の指摘では、 4基

とも水銀などの有害な重金属を煙突から飛散させている、飛ばしているということですねO

2.トラブノレも多し'0 トラブノレというのは故障であります。見積書 も異常な短期間でつくらせた。

3建 設費が最も安かったとい うが、基礎のくい打ちを入れると逆に目立が一番高くつく。これ

らの点について、委員側を納得させる市側の説明が何 らされていなし 10

このよう に百条委員会では指摘しております。これが 3月9日の朝日新聞であります。

新聞ですから飛び飛びですので非常に前後が聞いてて聞きづら~，点があろうかと存じますの

で、少し私はその間で注釈を入れる必要も出てくるんではないか、かように思うわけであ りま

すが、また、その注釈の時点では、注釈だと、私の私見である、とい うことを申し上げます。

現在のと 'ころには全く私見を入れており ません。

そして一連のこ このと ころで流れをまず聞いていただき たいと 思うんですが、まず奈良市の

清掃部予算不正流用とごみ焼却炉随意契約の問題の関連の動きと いうんで、これも朝日新聞の

3月9日の面であります。 55年の7月の5日、清掃工場の新 1号炉建設で、市の選定委員会

をつくり、検討を始めるo 5 5年9月の22日、 4回目 の選定委員会で、目立造船との随意契

約を決定。で、同じ 55年であります。あと、 年は省きます。 9月の23日、木山弘市長就

任。 10月の17日、 1号炉、この建設費が 12億 6，300万円の建設工事の随意契約を市の

専決処分で締結。 12月の9日、 定例市議会で 1号炉の随意契約の市長専決処分報告承認。

5 7年 5月の13日、 1号炉始動。同じく 9月の14日、定例市議会に新しし'2、3、 4号

炉の3基 53億 5，74 0万円の工事請負契約、目立造船と随意契約締結の議案上程。 9月の

2 0日、目立造船との随意契約締結議案に市議会が同意、同時に市は目立造船と契約。 57年

の10月 14日、新炉 3基の建設工事始まる。

5 8年の 6月2日、市清掃工場の佐野 守庶務係長 35歳が、奈良阪のごみ焼却灰埋立地内

で排ガス自殺。 9月中句、高瀬前助役宅に原材料費予算が工事費に不正流用されているとの匿

名の電話、また、このごろごみ焼却炉の契約と金の流れに疑惑があるとの情報が数人の市議に。

5 9年 1月 11日、市議会決算委で、 不正流用と炉の契約問題が取り 上げられ、 百条調査権

付与の要求を決めたわけであります。 59年の 1月の23日、臨時市議会で決算委に百条調査

権付与を全員一致で決める0 59年 1月30日、決算委が証人喚問、参考人事情聴取始めるO

同じくことし 2月4日、決算委がごみ焼却灰埋立地を視察。 59年2月 13日、高瀬助役が病

気を理由に辞執 2月18日、決算委が市清掃工場を視察。 3月 5日、決算委不正流用調査結

果をまとめるO 証人、参考人は延べ 41人O これが 3月までの経過が新聞に掲載されていたわ

けでありますO

さらに新聞は、その百条調査委員会の経過を刻々と追ってるわけでございますけれども、そ

の中の発注仕様書と異なる見積書という題で、委員側は業者見積書を提出させるために、市が

作製した仕様書と、 6社の見積書の内容などをただした。その中で、仕様書の 4本集合煙突と

異なる 5本煙突とした見積書を出した社を選定から外している反面、仕様書に明記されている

基礎くい打ちを見積書に入れてない目立と随意契約をした ことが明らかになっ た。そして 5月

の10日でございます地方自治法第 100条に基づ く調査を進めている奈良市会決算特別委員

会は、 1 0日再開し、市がごみ焼却炉を随意契約で導入した目立造船側から初めて証人喚問を

行った。

委員会では、目立側は代理庖開設の目的は、奈良全域に営業活動を広げるためであり、市の

焼却炉受注を目的としたものではないと否定。代理庖への手数料も支払っていないとして疑惑

を強く否定した。委員側は目立に対して、近畿日化産業と代理庖契約を結んだ目的、手数料の

流れなどについて説明を求めた。 これに対し、森本証人は、森本証人というのは現在は中国支

社次長、目立で、すね。で、契約時点では大阪本社陸機営業本部長代理という肩書きの方でござ

し1ますが、代理庖契約は、奈良全域に営業活動を広げることを目的としていた。契約の期間は、

5 6年の 2月 1日から 58年の 1月末だが、この問、個々の営業活動ごとに代理屈を通すか、

目立が直接当たるか、両者で決めているo 2、3、 4号炉の受注、先ほど申し上げた 57年の

9月については、代理庖を通していないため、手数料は支払われていないなどと証言。不透明

な金の流れや市との事前協議を一切否定した。また、これまでの委員会調査では、2、 3、 4

号炉、先ほどの申し上げた 53億 5，74 0万円契約は見積もり合わせの段階で目立を選び、市

としては全く値切ってないとされているO このように書かれております。

そして 5月の 15日の調査委員会でございます。近畿日化社長が証言されております。近畿

日化社長というのは代理庖契約を結んだその社長でございます。地方自治法 100条に基づく
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調査を進めている奈良市会決算特別委員会は 5月の 14日再開、ごみ焼却炉を受注した日立造

船と代理庖契約を結んでいた奈良市高天町 1-1というんでしょうか、高い天井の天というこ

となんですが、近畿日化産業、今西 宏社長の関係者2人を呼んで、証人喚問を行った。この中

で今西社長は、代理庖開設の目的は市との受け皿、括弧してトンネノレと書いてあります。 トン

ネノレになることで、手数料は特定グル ープに流れているはずと証言。今月 10日の委員会で行

った目立側の証言と大きな食い違いを見せた。この日、証人喚問されたのは今西 宏社長と矢

野 弘、矢野 弘さんという方もここで申し上げていかなければならないと思うんですが、当

時、向社の取締役三笠温泉土地専務の肩書きの方で、代理屈をつくるために奔走してこの近畿

日化の役員にその時点で入ってこられた人だ、ということでございます。委員側は日立造船と

代理屈契約を結んだ経緯、目的、市との関係、手数料の流れなどについて説明を求めた。これ

に対して今西社長は、代理庖契約の相談は、 55年末に矢野氏から持ち込まれた。矢野氏はす

でに目立とは話ができていると説明していた。 56年の 2月に代理応勢句を結ぶ 1週間前後に

高瀬博道前助役に契約を報告に行った。高瀬前助役は、そのとき、あなたがヲ|き受けてくれる

なら安心だと語っていた。契約の目的は市当局と目立と受け皿になることで、手数料は矢野氏

のチェックを受けて特定グノレープに流れているはずだと証言した。さらに浅川清一委員は、こ

れは議員であります、新政クラブの議員でございますが、 5 5年 10月の知事選挙の後始末の

資金を捻出するための受け皿一一トンネノレということですね。一一会社ではないのかと証言を

求めたが、今西社長は、そちらの想像に任せるとだけ延べて、この日は終わっております。

そして 5月の 14日、全国都市清掃会議工場立入調査という見出しで、これも朝日新聞であ

ります。財団法人全国都市清掃会議による、奈良市清掃工場の立入調査が 14日行われた。こ

の調査は、現在進められている市会決算特別委員会の調査過程で現在の建設中のごみ焼却炉 3

基が、市と業者間で交わした工事内訳明細書に反して、炉の投入口に使用するレンガの一部に

耐火性のない普通レンガが使われていたり、絶対数が不足していることが指摘され、市として

調査、点検を依頼したものO で、この日は全国都市清掃会議から高橋良太技術相談員ら 3人が

参加、市会決算特別委員からも立ち会い、施工業者の目立造船、市関係者らから問題の焼却炉

について現場で説明を聞き、同会議の調査結果は後日報告される。こう書かれておりますO

で、この新聞の記事も 5月の 29日で終わりでございますが、その最後の記事でございます

が、奈良市会一一奈良市議会ですね、決算特別委員会は 5月の 26日再開、市のごみ焼却炉を
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受注した目立造船と代理庖契約を結んでいた近畿日化産業の今西宏社長と当時の矢野 弘同

社取締役の 2人を同席させ再喚問した。この中で矢野証人は、市と契約を結ぶ以前に目立から

今度奈良市で焼却炉の仕事がある、直接本社で契約をするから代理屈を通さないと告げられた

と証言。委員側は事前に目立が焼却炉受注を知っていた疑いがあるとしてただしたが、矢野証

人は、それはわからないとだけ答弁。近畿日化産業は昭和 56年 2月、目立と代理庖契約を締

結、 58年 1月に契約を解除。この間 57年9月に市は目立とごみの焼却炉3基、 53億

5， 7 4 0万円で随意契約しているO 委員会は、この間の経緯について説明を求めた。これに対

し、矢野証人は、昭和 56年か 57年初めに目立から今度奈良市で焼却炉の仕事がある。これ

は直接本社で契約するO 今西社長には 57年 3月か 4月にその件について報告したと証言。一

方、社長の今西証人は、その件については市と目立との契約が成立した後の 57年 11月上匂

に知った。矢野氏は背任行為をしていると主張した。で、 1号炉の契約、 5 5年の 9月は目立

と市の間で直接行われているのになぜ2、3、4号炉の契約前に代理庖が設けられたのか、大

きな疑問点を残したと委員会では報告しているO こう新聞はここで終わっているわけでありま

す。

で、ここでこれらの一連の新聞を通して私なりに幾つかの問題点が浮き上がってきたんでは

なかろうか、かように思うわけでございます。で、いま聞くところによると、すでに業者とい

うのは商法等もあるわけでありますが、ある意味においてはこれはモラル、道徳であります。

この間に事の究明はし 1ま百条委員会で進行中であるから、結論めいたことは言えないのであり

ますが、この間に係長か自殺をしておるO そしてその契約担当助役だった助役が健康を理由と

はいえ百条調査委員会の設置直後に辞職をしているO そして百条調査委員会の設置と疑惑のこ

ういった、何ていうんでしょうか、究明中に市がいまの答弁では 6月の 4日に契約をされたと

いうことでありますが、これらは当然この程度のことは市側としても情報をキャ y チしておっ

たんではなかろうか、かように思うんであります。

で、一連の私ども疑問点をまず申し上げて、市長、助役の答弁をいただきたいと思うんです

が、いまも私が言った中に 1号炉の焼却炉が稼働されておるO その聞に手抜き工事が指摘され

て耐火レンガを使用すべきところが普通レンカ・を使つであるとか、あるいは基礎工事の基礎く

い打ちか見積もりには入っていながらその積算の中から抜けていた。で、またトラフソレが非常

に発生しである。水銀など重金属がその煙突から飛散しているといったこと等が指摘されてい
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るわけであります。また、そのトンネル会社、 2人の今西社長といま 1人の専務の人の食い違

いはあるにしてもトンネル会社だと片方の社長は言ってるのに対して、あくまでも目立とその

もう 1人の専務は業務拡張のためのトンネル会社で、あるという百条調査委員会の答弁でござい

ますけれども、私どもはこの新聞を読んでいてまずおかしいなと感じるのは、本当に業務拡張

の意味で契約庖を設けたんならば、当然業務拡張に携わる努力というものが現在も進行してい

なければならなし 1。 ところが、 5 7年の随意契約の終わった時点、もう 58年の 1月、契約期

限と同時にその契約は解除されておるO そして、ましてや 57年の随意契約以前に目立から、

こういう仕事があるけれども、代理庖を通さないというようなことは事前に代理庖の方に知ら

されておるO そういった関連を見てみると、まことに不可思議なやり とりが 事実ここに出てくる

ことは私だけではないと思うわけであります。こういった、ましてもう 1点は、財団法人の全

国都市清掃会議の委員が立入調査してるとしづ段階でこれらの疑惑を受けているO 百条調査委

員会なんてなまやさしくできるものじゃなし10 これらの業者が、市の今回の落札業者であった

という ことに対して、私はま ことにこう憂慮するべき事態であろう と指摘せざるを得ないんで

こでそう軽々に解除できるわけじ ゃございません。それから厚生省に対する基本設計書類、ヒ

ヤリングというものを、欠かすわけにはし 1かないわけでございます。それを欠かせば3年、 4

年、この炉の要するに建設というものが先送りになる、こういう状況のことでございますO

それから私たちの調べた状況の中では、 5月の 31日に議会を前日にしまして、こ の4億

2，000万円の膨大な施設の落札業者と( ["" 4 2億」と呼ぶ者あり)4 2億でございます。42

億の膨大な施設の落札業者というものが奈良というものでこういうかかわり合いといいますか、

あるいは騒ぎ立てられているという状況につきましては、非常にショックでございます。早速

にわれわれのところに来ました情報というのは、ある市で、議会で調べられているO 要するに

新炉の建設について調べられているO だから日野市で落札した業者については考え直した方が

いいだろう 、こういう 情報でございます。それだけでございます。それで、 そうおっしゃる情

報の方のお名前もわからないわけでございます。それが秘書課長のところに来たわけでござい

ます。

あります。

で、先ほど聞くと ころによ ると 6月4日に契約したと いう ことでご ざいますけれども、私は

6月4日に紙、老結日長に電話を入れております。 これは私の手元に入った資料によると重大な問

題に発展しそうなんでこの契約をちょっ と待ってほしいということを総主結E長に申し入れてあ

ります。にもかかわらず、そういう忠告も聞かないで、こ れは契約をしてしまったということ

でございます。一連のこれらの経過措置、いま私の質問に対して助役、市長は一体どう受けと

めたか、まずそれをお聞きしたい、かように存じます。

それで私のと ころへそういうあれが来ま したので早速に、ある市と いったってどこなんだ。

で、 落とした業者は目立という こと、日立と 言わなく ても日立に決ま っているわけなんで目立

に聞かなきゃしょうがないな、ということで目立に聞かしたところが、奈良市なんだ、こうい

0議長(高橋通夫君)

O助役(赤松行雄君)

助役。

6月4日に契約いた しております。こういうふうな状況である

うことでございます。で、奈良市の議会事務局に電話しましたところが、確かに 58年の 12 

月、 57年度の決算審査の中でいろいろ問題が出た。こういう 中で、 59年の 1月に入りまし

てから、清掃費の中で原材料費を工事費に不正流用して、残灰の埋め立てをしているO で、こ

の残灰の埋め立て工事をやってるのは、奈良市の市内の業者らしくて、目立とは全然関係ない

わけでございます。

それからもう 1点は、ごみ焼却炉に関して、多額な金額なのに随意契約をしている、手続違

反じゃないのか。こういう多額なものは、要するに競争入札にすべきじゃないのか。

こう いうこつの疑いで、これをはっきりするために 59年の 1月23日に百条の調査委員会

の調査権というのが決算委員会に与えられたんだ、こういうことでございます。それで奈良市

の議会事務局からは、そういうこつのことで百条委員会が設けられていま審議中です、審議中

ということについては、十分踏まえております。ですけれども、 6月の1日に議会を招集しま

したのは、 6月の半ばに厚生省のヒヤ リングを受けなきゃならない。そのためには、やはり落

札した業者の基本設計書類、これは相当分厚いものでございます。そういうものを全部そろえ

まして、提出をしなけりゃならなし 1。こういう状況に置かれているわけでございます。そうい

うわけで、やはりいろいろチェックはございました。できるなら待ちたいし、あるいはこの契

約を解除した~'0そういう考え方に当然立つわけでございますけれども、やはり何年と今日こ

でございますので、内容のことは申し上げられません、こういうことでございます。

それから目立造船から聞いたわけでございます。それで、 1号炉は確かにいろいろいま御指

摘ございましたようないろんな問題があるわけでございますけれども、 55年に契約している。
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これは見積もり入札でやって、目立が落としました。こういうことでございます。だから随契

ではございませんO それから 57年の 2号炉、 3号炉、 4号炉というのは、一つの契約でやっ

ておるわけでございますけれども、これも第 1固と同じように、 6社で見積もり合わせをした

んだ。この 2号炉、 3号炉、 4号炉については、見積もり合わせをした。で、見積もり合わせ

をした後、要するに見積もり合わせただけでは予定価格に達しなかった、ということでしょう。

1号炉は 57億のものを最低であ った、見積もり合わせで最低であ った目立と奈良市当局が随

意交渉という形で約3億 3，000万ですね、関西の言葉ではネゴと 言ってるようでございます

けれども、日野市で言えば随意交渉という形で、 予定価格に下げさせた ということで、 5 3億

7，000万円というふうなこと で2号炉、 3号炉、 4号炉は目立の言い分ですと、そういう 形

で見積もり合わせのうち予定価格に合わしてとりました。こういうふうな説明でございまして、

これは 5月の 31日の日の電話での回答でございまして、 6月の1日、議会の始まる 9時に、

目立から人聞か参っておるわけでございます。

それで、'その中で、目立と奈良市の百条調査との関係についてと いうことで、話をしてます

内容としましては、百条調査委員会か設置されま したいきさっ としましては、奈良市の清掃部

が、ごみ焼却灰の捨て場造成工事に関しまして、予算の不正流用をしていた。 これは約2，300

万円という金か原材料費から手続を経ずに工事費と して流用支出されていた。これか 1点でご

ざいまして、大体これについては百条調査の調査が明瞭になったようでございます。

それから 2点目の 50数億に達する目立造船との契約を随意契約としたのは、手続的に違法

ではないか、こういうことでございますけれども、これについての目立側の釈明といいますの

は、焼却炉メーカ -6社から見積りをとり、市の選定委で検討の上で日立造船との契約となっ

たものと聞いております。また上記以外にも、ごみ焼却灰の捨て場の予算の職員の不正流用か

100条委の調査事項と聞いております。

2番目として、目立造船との随意契約は入札方式によるネコーの結果であることが理解されま

した。これは百条委員会の中で理解されました。これはネゴというのは 2号炉、 3号炉、 4号

炉で 3億 3，000万ですね、要するに随意交渉で、最低値の目立がさらに随意交渉で 3億

3，000万下げて、 2号炉、 3号炉、 4号炉の要するに入札で落札した、こういうことでござ

います。で、 1号炉は、 5 5年に入札により契約しました、こうなっているわけでございます。

それで、 1号炉については、さ っき言いましたように、これは入札、なんですか、見積もり入

札という形で 6社で行ったようでございます。そういうふうな、われわれの方に御注意が、情

報という形で注意というか何かあったわけでございますけれども、それが正体不明の情報でご

ざし 1ましても、入札を前にしまして、大変なことでございますので、どこの市だろうというこ

とで、奈良市を突きとめて、奈良市に照会し、それから目立に 5月31日と 6月1日の議会前

の時間帯に対応させた。それから上部官庁に職員を立ち会わせまして、 信用調査の状況を再度

確認 したわけでございます。

そういう中で、現在百条調査の中でいろいろ言われておるわけでございますけれども、はっ

きり した状態ということじ ゃございませんのですでに入札した行為というものをも とに戻すと

いうことは、非常にむずかしい状態。それから、さっき 6月4日契約したといいますのは、厚

生省に対応するために基本設計書類を全部そろえなきゃならん、ということについては、これ

は現在の状況では、目立しかなし得ないことでござ いますので、やは りこれもやはり 6月の15

日に向けてのヒヤリングに向けての準備というためには、そのまま進行せざるを得なし'0それ

から、その後たびたび目立から事情を聞いておるわけでございます。水銀が煙突からぽつぽつ

出るという形でございますけれども、この施設は、重金属の除去施設というものが、要するに

持つてない古い炉でございます。もちろん重金属の除去装置を注文されて、それがついてない

んなら問題なんですけれども、そういうものかもともと要するに組み込まれてない施設でござ

し1ますので、電池を燃やせば、燃やす量によって比例して水銀が出るんだ、というようなこと

で、炉としては、非常に日野の炉と比べるとチタンガードだというか、特別な機能を持たない、

そういう炉のようでございます。

それから係長か自殺したとか清掃工場の次長が逮捕されたとか一連のことがあるんですけれ

ども、これは関西の市役所にあるような弊風が、一般的にあるようでございます。これについ

ては、私はこれ以上聞けないわけでございますけれども、関西によくある市役所の困った弊風

というようなことも一様にあるんじゃないだろうか、そういうふうなことでございまして、あ

と、くい打ちですね、 くい打ちについては、市の方からやはりベた基礎でいいんだ、というふ

うなこと等で、最初くい打ちの見積もりを提出してあるわけでございますけれども、後で市の

方から、そこの基礎は相当強固な基礎地盤、地盤を通させると相当基礎が強固なところなので、

くい打ちが必要なんで、べたの基礎でいいんだというようなことで、入札したときと同じ日取

りで後で見積もり書を出させられたというふうな経過があるようでございますけれども、日取

ワ臼
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h
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りか同じなもんですから、百条委員会で説明か、 とりようによっては非常に複雑にとられると

いうふうなことが、レンガでも同じようでございます。レンガにつきましても市と事前協議や

ってるようでございます。私たちの方から、いろいろと業者にかわって何か申し上げるのは非

常におかしい話でございます。ただ、いろいろと市の対応、それ自体にも相当技術職員か全く

いないとしづ状況の中で、市の、奈良市の対応の中にもお困りになったところが、混迷したとこ

ろがいろいろあるようでございます。

それらの中から考えまして、議員さんの御指摘よくわかるわけでございます。私たちも落札

という段階を一つ踏んでおりますので、そう簡単に解除できなt¥。また百条調査の方は、大体

もう終局を迎えているというふうなことを、奈良市の助役さんからこの 8日ですか、ここのと

ころで 2回ほど続けて百条調査委員会があったわけでございますけれども、大体もう終局じ ゃ

ないか、というふうな状況のようでございます。

そういう状況でございますので、市の方と目立の方とやはりそのときそのときの事情という

ことを、百条委員会で説明すれば十分に解明できるような状況だ、というふうに私たちの方は

受け取っておるわけでございます。 いろいろ御心配や御注意、よくわかるわけでございますけ

れども、 6月 4日に契約しましたのも、御意向を無視してやってるわけじゃございませんO 厚

生省のヒヤリングを踏まえて、どうしてもそのまま調査書を目立につくらせて、厚生省に届け

なきゃならんせつぱ詰まった状況等もあるわけでございます。大体会社側の事情を、そう枯れ

われがべらべら言う筋合いのものじゃございませんので、控え目でございますけれども、こう

いうふうな状況で、百条の方も終局に向かった、というふうな見通しじゃないだろうか、こう

思うわけでございます0

0議長(高橋通夫君) 市川資信君。

o 1 9番(市川資信君) いまの助役の答弁が正しいのか、百条調査委員会の新聞の記

事が正しいのか、非常に私は疑問に思うことが幾つかございました。

逆に一つ一つまた再質問させていただきたいと思うんですけれども、たとえば、いま 1号炉

は入札形式をとったと言っているけれども、これははっきり新聞では随意契約とうたわれてあ

りますねO 見積もりはとってあるけれども、随意契約を結んだ。一般公開入札じゃございませ

んですから、百条委員会でもそううたわれておる。

それから、予算の流用面についても明瞭になった。いま助役はそうおっしゃるけれども、約
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4，000万近い使途不明金は、そのまま市長に答申の中へ申し送つであるO 新聞では、はっき

り書いであるわけです。明瞭になったというのは、不明になったということが明瞭になった、

という意味でありますO 何か、いま議員か知らないで聞いてれば、そのまんまかうのみにな っ

てると思うんですけれども、それからくい打ちの件ですけれども、なぜそれじゃあ目立だけが

地盤がかたいからくい打ちを見積もり積算しなく ていいんだ、ということが 6社から見積もっ

てるわけですけれども、目立だけがそれを知ってて、積算から外して、あとの 5社は何でくい

打ちを全部予算の中へ入れているんですか。それだっておかしいじゃないですか。

それから、だんだんまたさかのぼっていって、 6月 4日の情報は、無名で大変なことになる

よ、私のところへ電話かかってきた。私は総務部長に市川資信ですよ、私は大変な資料を手に、

うちに入ったんでこれ契約したら大変なことになるから、総務部長、きょうの契約は、契約まし 1つなんだと

言ったら、きょうやりますと言うから、やめてください、と私は自分で言ってるんですよ。名前隠、したりそ

んなインチキなんか言ってませんよ。助役のところに電話かかったのは、ほかの人でしょ、恐らく。

それと、いま言ったような一連の問題の、いわゆる、こういったことを先ほど十分踏まえて

る、という助役は言ったんですねO 十分踏まえた中でせざるを得なかった。われわれの議会で

そんなこと十分説明されましたか。これだけの説明をされたら、あの採決したときに違ってき

たと思いますよo ( Iそうだ」と呼ぶ者あり)当然変わってくると思うんですよO 十分踏まえ

ていたんですけれども、 6月7日の厚生省のヒヤ リングに間に合わせるためにこれをやらなけ

れば、もう 4年も先送りになるなんて、どこの国のことを言ってるんだか知りませんけども、

官庁のやることは、そういうふうに額面どおりとればそうでしょうけれども、利根川の水だっ

てね、 5年も 10年もかかるというのを、 1年もかかんないで持ってきたという実例もあるん

ですし、むしろ、こういった金額の、日野市のいわゆる市政が始まって最高の金額の契約金額

ですから、とことんまで議員にどこから追及されても解明できるような契約をしてほしかった。

まして、こういったことが後になって出てきたということに対して、私はやはり憤りというか、

ますますこの契約案件に対して疑念を抱かざるを得なし 1。まして理事者がヒヤリングの段階で、

1名外された会社等について、安い会社入れたらとられてしまう、というような言葉まで発し

ているO 私は、まことにもってますますいまの助役の答弁に対して、不信を抱かざるを得ない。

t ¥まの私の再質問に対して、打ち消す要素、助役、ございますか。

それで 1点つけ加えてくださし ¥0 こういうことがいま奈良市であるということは、業者の方
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からも市の方に申されて伝達されていたんでしょうか。その点についても一言言ってくださ l¥0 

0議長 (高橋通夫君) 市長。

0市長 (森田喜美男君) いろいろと他市との関係で、何か日野市との関係を問われて

いるという感じがするわけであります。私どもは、大きい建設事業を行います際に、いつも感

じると ころでありますが、とにかく名だたる業者、業界も、それぞれいろんな意味で過当競争

の背景のもとに、普通の言葉で言うならば、もう 、すねに傷持つというよう なことが、しば し

ばありますことを、 非常に警戒をしております。したがいまして、今回われわれが事務的に進

めてまいりました契約議案につきましては、特に失格条件ということ はなかった、という ふう

に受けとめております。

奈良市のことがいろいろ言われておりますが、これは、いわゆる奈良市の市政を、議会側の

立場からいろいろと追及叱正が行われている、ということであり まして( I奈良は革新市政」

と呼ぶ者あり)奈良の市政は、いま保守市政であります。先般まで革新市政でありましたが、

現在は保守市政でありますから、今度は、革新の言うなれば野党側の追及が、なかなか厳しい、

こういうことではなし 1かと思っております。

そこでまた一面、関西の市には、この同和関係の行政事務もかかわるわけでありますし、い

ろいろ御苦労は多いことだと思いますが、全く日野市とかかわりのあることは、いままでの話

を聞いてみても関係はなし 1。残念ながらといえば、正規な手法に基づいて行いました、審査に

合格をし、それから正規の手続を経て、議会の議決までいただいて契約をしておる業者が、何

らか刑事事件を起こしてるとかということであれば、これは別でありますが、市政の追及の中

で、かかわりありということで、失格要件とい うものは、私はいままでのところ出ていないで

はないか、このように思っておりますo また仮によそに、よそで多少のトラブルがあったにせ

よ、わが市はそういうことを認めるわけではもちろんありません。幸いに優秀なと考えており

ます設計監督、管理監督という役目の別の機関もあることであります。国の指導、あるいは都

の指導、そしてわれわれの最大限のこの不正を許さない、そういう指導のもとに今後も取り組

むわけでありますから、契約そのものに疑義かあり、ということは全くないと いうことで、ひ

とつ議会は結論をつけていただきたい、このように思っております。

よそのうわさは、確かに気にしなければならない面もありますけど、しかし、また、うわさ

でうろうろするようでは、これまた行政執行は成り立ちませんO
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私ども責任を持ってやっておりますので、そういうことも御理解をいただきたl¥。御心配を

いただく筋は理解できますけど、特に業者情報であるやら、そういうことに依拠して、何か議

会まで動揺させられるということでは私はあるはずはないんだろう、このように思っておりま

すので、そういう意味での御理解を賜っておきたいと思っております。

0議長 (高橋通夫君 ) 市川資信君。

o 1 9番(市川資信君 ) 市長ね、助役もそうですけど、議会というのはチェック機関

でしょ0(1そのとおり」と呼ぶ者あり) やはり、これは疑わしい、疑問点があるというと

ころは、 議員はこれは問題点を追及してきちっとしなかったら、だれがどこで、こ の間もそう

じゃないですか。資料要求、金額ぐらい議会で言ったらどうです、金額。議会で言わなかった

らどこでその資料か出せるんですか。

私、今回いま申し上げた奈良市議会のことを、日野市議会に持ち込もうとか、そういう意味

で言ってるんじゃないですよ。奈良市議会で、目立造船があれだけの事件を、問題点を醸して、

助役までが辞任し、自殺した人はこの契約案件と直接関係、関連があるのかどうかわかりませ

んO 予算流用面で、あるいは自殺したのかもしれませんけれども、いずれにしても、わか日野

市の焼却炉を建設をこれから着手しようとする業者が、他市といえども、こういった疑惑の問

題を引き起こして、百条調査委員会までも設置されておるO そして幾多の私が約8点ぐらいの

指摘をしたわけですけれども、これらについても、いまの助役に対する、再質問に対する答弁

はされておりませんし、こういった業者は、少なくとも入札時点で知っておったということを

助役は答弁しておるわけですが、外すのが私はむしろ筋じゃないか、 ( Iそのとおり」と呼ぶ

者あり )こう思うわけなんですよO なぜそれを知っておって入れたんですか。( Iそうだ」と

呼ぶ者あり)

0議長(高橋通夫君) 市長。

0市長(森田喜美男君) それは全く違うわけでありまして( Iなぜ違う」と呼ぶ者あ

り)助役の答弁の中に、またあるいは欠けたかもしれませんが、選定、機種選定委員会とか、

あるいは業者選定委員会というのは、これは当然事前にやってるわけでありまして、それらに

ついて行っている時点で、何一っそういう情報を得たわけではありません。議決をしていただ

し落札をして議決をいただく間際になって、そうして紛らわしい情報という形で持ち込まれ

たものに、一々対応するわけにはこれはまいりませんO ですから刑事事件が明らかにあるとい
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うならば、これはまさに失格ものであります。しかし、またそこまで議会、その行政の執行権

に対する議会の追及ということはそれぞれの市でいろいろな形、あるいは立場があると思って

おりますが、日野市とは無関係であるということを申し上げたいわけであります。

助役。0議長 (高橋通夫君)

O助役(;赤松行雄君) 私、申し上げておりますのは、 5月の 31日の日に、名前のわ

からない方から電話か秘書課長のところにあ って、初めてある市が百条調査で目立造船もその

調査の対象になっている。これか 5月の 31日に初めて知った、こういうことでございます。

ですから議員さ んが、 6月の 4日という時点につきまして総務部長へ電話をいただいたという

のは、その時点前に私は 5月の 31日に支出不明という 形では知ってるわけでご ざいます。で

すけれども、重要なことでございますので、信用調査もし、それから、ある市と 言うんだけど、

どこの市だ、 じゃあどう したらある市を捜すかということで、それはもう目 立から聞くほかは

ないだろう、マークされてるのは目立なんだから目立から聞き、それで今度は奈良市にも電話

かけた。そういう中で、やはり目立なら目立の所信を尋ねた。それで 6月 1日、議会前に担当

者が 5人ほど来まして、それで目立の百条との関連というも のも聞きただしたわけでござ

います。ですから、 5月の 22日が入札でございます。 5月の9日が指名で、 5月の10日が

現説で、 5月の 22日が入札でございます。全く 知らなかったわけでございます。 5月の22 

日の時点では、上部官庁の信用調査というものの中から、 6社が適格であるという前提に立っ

て、入札を執行したわけでございます。

そういうわけでございますし、それから 1号炉、 1号炉はさらに申し上げるのはおかしいわ

けですけれども、見積もり入札を行って いるわけでございます。ただ奈良市でそのそれぞれ入

れた札について、 ( i公開してないんだよ、公開してないの、随意契約とおんなじなんですよ」

と呼ぶ者あり)それにつきまして、それぞれの機械炉の性能調べと、価格との比較をやってお

るわけでございます、清掃部が。ですけれども、最終的に性能を甲乙できない、各社それぞれ

の特色ありというふうな状況の中で、最低値段の目立に決めた、こういうことでござ いますO

ですから私なんかのとり方では、最低値というのがやはりキ ーポイン 卜になっているというこ

とになれば、見積もりじゃないだろうか、こう思うわけでございます。

0議長 (高橋通夫君) 市川資信君。

o 1 9番(市川l資信君) これはいつまでやっても水かけ論だろうと思います。
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先ほど 1号炉については、見積もり合わせだとO それも行政法に基づいて見積もり合わせは、

金額の大きいこれらの契約については、 2週間ですか、 15日ですか、必要なものを 9日間で

提出させてる、行政法に反しておるということも、この新聞でもはっきりと言っておりますし、

見積もり合わせですから、日立とやろうと思えば、業者が来て目立にこうだよと 言えばおんな

しですし、第一、 2、3、 4号炉についても、目立と随意契約しているということは 1号炉を

ーっ とれば、もう大体業者のいままで日野市だってそうでしょ、 関連業者、大体その業者がや

ってく わけですから、他の業者がやったってやりにくくでしょうがないですよO そんなことは

常識的なことであって、私は少なくとも、こういったものが事前にわかっておったんだろうと

いうことを前提に、き ょう質問したわけであります。

先ほど助役はわかっておったと、十分察知しておったと言うから、なぜ議会に言わないんだ、

こう 言っ たら、いや、これは 5月31日にわかったんで、 1日は臨時議会ですから助役は知っ

ておった、というふうに解釈してよろしいんじゃなし 1かと思うんですけれども、少なくとも、

こういった大きな工事を契約するには、議場へ提案するには、係長が自殺しておるとか、助役

がこのために退任しているとか、百条調査委員会が設置されているとか、そういった疑惑を数

々指摘されてるならば、全国清掃都市会議の、財団法人のですね、全国都市清掃会議が立入調

査しているO こういった問題がやはりあるということは、大きな疑惑でありますから、当然、そ

れらが解明されれば、それはどうぞオープンに入札参加していただいて結構でございますけれ

ども、刑事事件ではなし 1から、と市長はとんでもないこと言ってるんですね。あなた、刑事事

件とはどういうふうに解釈してるんですか。民事だって刑事だって、そりゃあ確かに所管か違

うだけのことであって、不正はあくまで不正だとなれば、民事か刑事になるわけですから、そ

の場で、紙一重ですよO それをそんなことで自治体が動揺してはならない、というような大み

えを切っておりますけれども、少なくとも、そういう姿勢が私はおかしいと言わざるを得ない

んですよ、そういう姿勢が。 ( iそり ゃあそ うだ」と呼ぶ者あり)

少なくとも、やはりこれからの契約について、ひとつ、これ、奈良市議会の百条調査委員会

がどのようにこれから推移していくかわかりませんけれども、たまたま日野市のごみ焼却炉落

札業者が同一業者である、ということに憂慮して、私はあえてここで提言をして、理事者の反

省と、そして私も先般あれだけ意見を言って、多数決で負けてしまった。民主主義の原理、ノレ

ールで‘すから、これはやむを得ないんですけれども、いま少し、こういった入札に関しては、
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0議長(高橋通夫君) お諮りいたします。議事の都合により暫時休憩いたしたいと思

ませんが、まずそうと言わざるを得なt¥0 なぜならば、 9月23日にその市長は落選をしてい

るのであります。落選をすることが明らかになったがゆえに、かれの在任中のぼろを隠すため

に、また責任をとるために、近畿日化と契約したというふうに疑わざるを得ない点が明らかに

なっておるわけであります。こういう事実。はっきり言えば、いまの市長も同じでありますけ

ども、日野の市長も似たようなもんですけど、近畿日化産業社長の今西さんという方、 専務の

矢野さんという方が、 リベー卜をある方面に流したと言って るんです。受取先は皆さんの想像

にお任せします。百条委員会で言っているということが新聞に明らかに出ております。とすれ

ば、 9月22日の契約前に多額なお金か近畿日化産業を通して某方面に流れていることは、疑

う余地がないのであります。その金がどこへ行ったか、なぜ選挙の最中に革新市長があわてて

開票日の前の日に契約をしなきゃならなかったのか。ここは明らかにこれらこの件について、

われわれとすりや疑われるんです。それで就任は 9月の 29日です、市長就任は。 ですから革

新市長の就任期間は 9月の 28日までであります。いわゆる開票日の前の目、 12億円もの多

額の契約をなしてるO 革新市長でなけりゃできない離れわざでありますO しかも任期を 6日し

か残さないんです。 だれかこんなことやりますか。

恐らくこの事実を知ってるのは、やめた助役であります。だからこそその助役は責任をとっ

て助役の座を去ったんです。いられな t¥からやめたんです。こういうふうな明らかな事実の中

で、われわれに総務委員会に一言もこれらのことを御報告をされなかった。しかも市川君が知

ったのは 6月の4日ということであります。そうだね、市川さんo ( r 6月3日」と呼ぶ者あ

り) 3日ということです。 3日という のはもうどうにもなりませんO しかし、事実助役か知

ったのは、 5月31日なんで‘す。しかも市長の任期は 9月、 5 5年 9月28日であり ます。 9

月22日に契約を行ってるO どうしてこのような不愉快な、しかも不明朗な、選挙の開票日の

前の日にこのようなばかげた契約をしているということをわれわれに言わなかったか。私も総

務委員ですから、 言えば私も考えた。恐るべきことであります。( rそうだ」と呼ぶ者あり )

だから百条委員会満場一致になるんです。革新市長のやったことがおかしt¥から、満場一致

になってんです、これO やはり奈良県の奈良市の議員さんは、良識があるO その点なぜわれわ

れなり、市長は知ってたはずでありますO 市長は私の言うことに無理があるかどうか。しかも

選挙の最中、開票日の前の日に、契約を結ぶことに疑義かなかった一ー疑義を挟むのは当然じ

ゃなかろうかと私は思うのですが、あなたはどうお思いになりますか。選挙の開票日の前の日

きちっとした解明をして、きれいなものをこの市議会に上程していただきたい。

その上で、本来ならばこういったものは賛成多数なんていうんじゃなくて、全会一致制が私

は当然の望み得る姿であろう。それが賛成多数というようなことで、こ ういったものが可決さ

れること自体が、むしろ不自然きわまりないと指摘せざるを得ないんです。

そういったことを指摘して、私の緊急質問を終わらせていただきます。( r休憩J r続行」

「議長、関連J r関連なしJ rだからさ っき古谷議員がおかしいと 言ったんで、すよJ r早く判

断を出してJ rこの件は終わり J r何してるんだ」と呼ぶ者あり、その他発言する者多し )

いますが、これに街l異議ありませんか。

C r異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長 (高橋通夫君) 御異議ないものと認めます。よって暫時休憩いたしますO

午後6時 16分休憩

午後7時 30分再開

0議長(高橋通夫君) 休憩前に引き続き会議を開きます。

緊急質問につきましては、従来関連質問はとらなかったんですが、行政報告のときに古谷太

郎君より申し出かありましたので、質問を許します。古谷太郎君。

06番(古谷太郎君) 議長の特別の計らいに感謝いたします。

ただいま市川議員の御質問の内容を、私静かに聞いておりました。これはえらいことだ、こ

れはえらいことだなと思って聞いてました。

第一、助役か 6月1日の議会以前に、この事実を知っていたということであります。しかも

議会にも報告しなし 1。特に総務委員会のときに、いろいろの問題点がございました。そのとき

に一言もそれらに触れていない、知っていて触れてなし 1。これはいわゆる臭い物にふたをする

という共産主義者のやり方であります。( r何でも共産主義者にするものじゃなしリと呼ぶ者

あり)今日この問題を静かに聞いておりますと 、実に不思議に思うのは、いわゆる奈良の革新

市長たるものがだ、 ( r革新じゃないと言ったでしょ」と呼ぶ者あり)昭和 55年の9月の

2 2日に近畿日化産業との間に随意契約をしているのであります。これは、いま市川君の御質

問の中に明らかになりました。ところかです、この9月22日という 日は、何と驚くことに選

挙の投票日なのであります。市長選挙の投票日なのであります。あるいは、その前日かもしれ
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に12億円の契約やるということ。当選してからでいいじゃありませんか。 ( I刑事事件にな

んなきゃいいんだとよ」と呼ぶ者あり )その点で一応所信だけお聞きしておきたいと思います。

非常に簡単な質問ですが(笑声)、やはり市川さんの話を聞かないと、この事実はわかって

こなし ¥0

0議長(高橋通夫君)

O助役(赤松行雄君 )

助役。

2点についてお答え申し上げたいと思います。

近畿日化と目立造船が代理庖契約を結んだのは、 5 7年の 5月でございます。それで 1号炉

の契約は確かにおっしゃる とおり 55年でございます。( 157年じゃねえぞ、いまの違って

るぞ」と呼ぶ者あり )それで近畿日化との( I日にちが大切だか ら」と呼ぶ者あり )近畿日化

との代理庖契約は、 1号炉契約には介在しておらないわけでございます。そういうわけで市長

選との問題はない、これが一つでございます。

それから私がなぜ総務委員会に 6月の1日お話ししなかったか。私たちは細かいこ とは知り

ません、確かに。人から電話が来たんだ、ある市で、はっきり言ゃあ百条ですね。新しい炉を

契約した会社の名前は言いませんけども、日野市で落札した業者が、ある市で議会の調査を受

けている、市のためによくない、そういう電話でございます。私たちはそれだけでございます

いただいた情報は。それもどなたかわからないわけなんですけれども、だけれども、議会を前

にして、これは大変なことだ。だから私は三つの方法をすぐに選んだわけでございます。ある

市ってどこを捜せばいいんだろう。だけれども、日野市で落札した業者が関係してる と言うん

だからその業者に聞こう。聞いた。奈良市だった。奈良市に電話すぐやった。それから目立に

その日説明をさせた。次の日も釈明させた、議会の前にですよ。それから東京都にも上部官庁

にも走らせて信用調査をやった、そういうことでござt¥ます。ですから、そこで私たちの方は、

確かに百条調査で問題になってるのは、不正流用ということ、これは会社が介在するかどうか

わからんけれども、その会社というのは地元の会社らしし ¥0 それから、どうも不正流用そのも

ゐが市の手続上の問題なんで、市が、奈良市そのものが問題じゃないのかということ O それか

ら随契、非常に多額のものを随契にするには、手続違反じゃないだろうかということについて

は、主体的にはやっぱり奈良市なら奈良市が随契にする、競争入札する、一般競争入札にする

ということは、市自体か考えることなんだから、第一番にはやっぱり奈良市の問題じゃないだ

ろうか。( I助役も追及されてんだよ」と呼ぶ者あり)その中で、その中でですよ一一いや、
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そういうことは私は知らないんですよ、電話の情報だけなんですから、細かいことは何にも知

らないわけですから。ですから目立を呼んで、いろいろ聞いた。そこで調べ、東京都の方の信

用調査も調べ、それで 2点の問題点という のは、一つは要するに奈良市そのものの清掃部が流

用ということと、要するに原材料費から工事費へ流した。こういう問題がーっと、もう一つは

要するに大きな金額の契約を随契 した。だけれども、随契じ ゃない要するに見積もり というふ

うな手続をとってる、ということを目立から聞きました。

そういう中では、改めて市長、議会の方へ御報告すべき要するに問題が含まれではないんじ

ゃないか、こういう判断をしたわけでございます。

0議長 (高橋通夫君 )

06香(古谷太郎君 )

古谷太郎君。

あのね、あなたはさっき市川議員さんの質問を聞いていなかっ

たんですか。いいですか。合い見積もりをとった、 6社から。そのときに目立造船か一番低か

ったので随意契約をした。( Iそうだ」と呼ぶ者あり )それでその日立造船と市の間に立った

のが、近畿日化産業の専務の矢野 弘さんである。この人は三笠圏とかいう何か違う仕事もや

ってる方だというふうにおっしゃってた、確か。いいですねO そこで百条委員会でこの方々に

何か裏があるんじ ゃないか。で、今度は直接目立造船か契約するということになったけれども、

この最初の契約の裏かなにかあるんじゃないかと言ったところが、矢野 弘さんの回答は、い

いですね、これは近畿日化産業の重役さんです。相当の手数料はあるところへ流れております。

しかし、その行き先は言えません、こう言ったんです。そうでしたねO その行き先は言えませ

ん0(1今西社長かね」と呼ぶ者あり)今西社長が言った、近畿日化産業の。それで、いいで

すか、目立造船は恐らくこのような問題が起きて困ったものだから、契約解除したんだろうと

私は思うんです、 5 8年に。 だからはっきり言えば、これ目立造船と契約した裏には不正、不

正というかどうかよくわかりませんが、近畿日化産業という会社が介在して、手数料をとり、

あるところへ流していた事実は、この百条委員会で明らかじゃありませんか。

それからもう一つの点は、いまさ っき申し上げたとおり、選挙の開票日の前の日に契約して

いる、 12億円という。選挙の開票日の前の日に契約する市長というのは、よほど何か変なこ

とがなきゃやるわけないんです、 12億円もの契約は。そんなことするから翌日落っこっち ゃ

ったわけですO しかし、落ちても市長なんです、 22日に契約したが 28日までか市長の任期

ですから。そういうことを疑ってみたことはないんでしょうか。選挙の最中に契約するなんて
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いう人がどこにいますか、 一体。そういうことも研究はされなかったんじゃないのか。ただ、

いま市川議員の質問事実から言ってるだけです、私は。おかしな話だな、これ全市民思うでし

ょう。選挙の最中の開票日の前の日に、契約12億何千万という物件の契約をしている O そん

な市長は日本じゅう歩いても革新ぐらいしかないでしょう。

0議長(高橋通夫君)

O助役(:赤松行雄君)

助役。

お答えいたしたいと思います。

先ほどの答えとまた同じになるわけなんですけれども、おっしゃる 55年当時には、近畿日

化と目立造船との聞には、代理庖契約は存在しておらなかったわけでございます。 57年の 5

月からですね、 ( 15 6年」と呼ぶ者あり)5 7年の 5月から要するに ( Iうそ言うなよ」と

呼ぶ者あり)日化のですよ、海の方の機械と目立造船の場合には海の方の自衛隊の何というん

でしょう、フリ ーグート艦ですか、ああいう商品と、それから陸の方のこういうごみプラント

だけではございませんけれども、ダム関係の仕事もやっているようでございますけれども、ダ

ム関係の機械、そういう広範なものをやっているようでございますけれども、陸の方の販売網

を強化するということで、 57年の 5月から代理庖契約をやっておる、こういうことでござい

ます。

これは、私たちもがんばるわけじゃございません。そういう記事を私たちの方にいただきま

したのは 8日、目立からいただきました。 6月8日、目立に提出させました。それを調べた結

果、市川議員さんと同じような記事を見るわけでございますので、目立からの釈明といいます

のは、 55年当時はこれは奈良県だけではなくて、一般に販売網の強化ということで、 57年

から奈良県の場合には近畿日化と要するに代理庖契約を結んだ。

しかし、 2号炉、 3号炉、 4号炉の契約につしては、すでに 1号炉で奈良県の清掃部の人た

ちと十分じっこんになっているので、代理屈を機能させる必要はないので、この奈良県からの

要するにごみプラントの受注については、会社自体が代理庖を経ずに、直接の販売活動をして

いるんだ、こういう会社側の申し立てでございます。会社側の申し立てを受けて話しておりま

すので、私の方は、それでがんばるつもりはございませんO そのように総務部長と一緒に聞い

たわけでございます。

大体が時間的にも符合するんじゃないか、こう思っているわけでございます。

0議長(高橋通夫君) 古谷太郎君。
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06番(古谷太郎君) 一つ確認しますが、いいですか、最初は目立造船と近畿日化産

業とは、代理庄契約は結んでない、なし 1から手数料はそのときのどんぶり払いになるわけです。

どんぶり払いになった手数料の一部か、どこへ行ったかと聞かれたら、某方面に行きましたけ

ども、その行き先は言うことはできませんと百条委員会で答えてる、というわけなんです。そ

れで成功したから、今度目立造船は近畿日化と正式な契約を 56年か 7年に結んだ。こういう

ことになるわけです。で、代理屈契約すれば、手数料というのは一定であります。契約のとき

に、もう明らかに示されるわけです、代理庖契約の中で。ですからどんぶり勘定じゃなくなる

わけです。だからどんぶり勘定の時代に、近畿日化産業というのが大変に奈良市への売り込み

に努力された。 だから手数料はどこへ行ったか、どんぶり勘定の手数料はどこへ行ったかと聞

かれてるのは、当然だと思うんです。それで、それがうるさいものですから、なっちゃった、

うるさくなっちゃ ったから、 どうもうまくな l¥。方々からいろんな問題が起きそうだったから、

目立造船とすれば、契約を解除するというのは当然でしょう、自分の身に火の粉がかかってき

ちやかなわないですから。だけど、一番大事なことは、最初の、このどんぶり勘定の手数料は

某方面に流れています、という近畿日化産業の重役さんの証言です。

それからもう一つ大事なことは、いまさっき申し上げたとおり、選挙の開票の前の日に契約

しているということですね。自分の任期があと 7日しかないときに、離れわざをしているので

あります。 こんなことはなぜしなけりゃならなかったかということは、やはりあなた方は疑わ

なきゃいけな l¥。自分がそうだからといって、 しかも他に悪いことについて寛大であってはな

ーらないです。悪いことは寛大じゃ困るんです。自分に対してもそうですけど、そうい う点を一

応指摘して、本日のところは関連質問を終了しておきます。

しかし、この問題は重大な問題ですから、今後ずっと尾を引くことを予言しておきますO 以

上です。( I議長、ちょっと関連でJ IだめだよJ Il¥まね、私の別に意見でも質問でもない

んですよO 助役が間違った契約の日付を言ってるんで、これは議事録に残るんで、はっきりと

私は言っておきますO 契約はですね、 56年の2月の 1日から 58年の 1月末で解除しておる

んですよO いま、 5 7年ということを助役が言ってるんで、で、さっきも言ったように、これ

を業務拡張のために代理庖契約を結んだと言ってるんだったらば、何も 58年の 1月末に解除

する必要はないんですよO まだ継続するんです。われわれ業界でいえば、あたりまえのことな

んです。われわれが富士フィルムと契約しているのと同じように、これは常に延長延長といく
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ものなんで、これを解除してるという ことが、そもそもですね、随意契約が終わったから、目

的を達成したからもう切ってるんですよ。これか大企業である非常に不自然なところの営利な

んです。目立造船がそうだと言いませんけれども…… J [""議長がまだ許可してないぞJ [""間

違ったものを訂正したんだ」と呼ぶ者あり)

0議長(高橋通夫君) これをもってさきの第2回臨時会で議決された、ゴミ焼却炉指

名入札に係わる疑義の件についての緊急質問を終わります。

お諮りいたします。市長の指示による職員の地方公務員法に違反する疑いのある政治的行為

の件につき古賀俊昭君ほか2名から緊急質問の通告がありますO 所定の賛成者がありますので、

この際、緊急質問を日程に追加し、発言を許すことに御異議ありませんか。

c [""異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(高橋通夫君 ) 御異議ないものと認めます。よって古賀俊昭君の緊急質問を日

程に追加し、発言を許すことに決しました。

古賀俊昭君の発言を許します。登壇してください。

C 1 8番議員登壇ユ

018番(古賀俊昭君)

うふうに考えます。( [""そうだ」と呼ぶ者あり)

ところが、この革新市政下、この日野市におきまして、このことが徹底をしていない。市長

を初め、ある特定の方かもわかりませんが、事実関係を明らかにまずしていく中で、指摘をし

ていきたいと思いますが、モラノレの低下があるのではないか、というふうに考えられますので、

具体的に質問を行って、このことを明らかにしていきたいと思います。

市長に伺いますが、最近この市役所の中で、ある幹部の職員の方が、他の職員の方に対して、

署名を集めた ということが私はあった、というふうにいま先ほど申し上げましたように、風間

を耳にしているわけでありますが、心当たりがおありかどうか、まず、そこからお聞きをして、

後続けていきたいと思います。

緊急質問の申し出を午前中に行いましたところ、聞にお昼御

0議長 (高橋通夫君) 市長。

0市長 (森田喜美男君 ) きょう緊急質問を、その件名を見せていただきまして、さて

イ可だろうかと考え直してみたわけでありますが、ああなるほど( [""あれだ」と呼ぶ者あり)

朝鮮総連の方の要請に基づいて、三者会談、つまり国際的な話題になっております、アメリカ

を介助役として南ヰ鴎目鮮のこの会談をしよう、という新しい動きがあることは、承知しておる

わけでありますが、大変歓迎すべきことだ、私は個人的には思っておりました。そのことの署

名ということでございますから、これは私に求められたわけでありまして、私も相手の方にそ

の出来事の発生することに賛意を表し、それ以上のことは余り知らなかったわけでありますが、

署名でありますから、ある程度のそれぞれの判断で得られる署名はとってあげたい、とい う程

度の考え方を持った、こういうことを思い当たりまして、なるほど、これがいわゆる言われる

ところの地方公務員法違反に該当するか、ないしは、いま御指摘のモラノレの低下になるのか、

ということを考えます場合に、私はモラノレの低下とは全く関係のないこと、また国際平和、こ

の特にアジアの特に朝鮮の南北に分断されておる今日の状況が、もし対話という形で話し合い

が持たれるということは、大変歓迎すべきことであるということで、できるだけそのことが達

成されることは望ましい、こういうふうな考えでありますから、これがモ ラルの低下とか、あ

るいは地方公務員法とか、そういうことに抵触するなどとは、毛頭考えは及ばなかった。いま

もそう心から信じております。

0議長(高橋通夫君) 古賀俊昭君。

飯が入り、 3時の休憩があって、夕御飯をいただいた後に回されたということで、緊急質問の

取り扱いについて、こういう私のようなことが二度と起きないように、まず強く皆様方にお願

いをしておきたt¥。特に議長にもそのことを申し上げておきたい、と思うわけでありますO

私が今回緊急質問をいたします内容は、地方公務員法に違反をする疑いのある行為が、市の

庁舎内で最近行われたということを灰聞いたしましたので、そのことについて質問するわけで

あります。

日野市のような自治体が、効率的で、そして適正な行政を進めてし 1く、そして市民の信頼を

確保して、行政の効率的な運営にわれわれが資していくということは、当然市民もわれわれも

求めるところでありますが、そのためには、職員の方が公務員としての自覚を持つ、このこと

はまず大前提であります。そして、それと同時に、管理監督責任者である市長が、地方公務員

法の精神、これをやはり厳守をしてし 1く。そして各法令や通達、条例等をきちんと守って適正

な運営を図ってし 1く、ということを心がけなければならないはずであります。それがまず大前

提として、市長も、そしてまた職員の方も、心しておかなければならないことであろう、とい 018番(古賀俊昭君) 署名が行われたということは、はっきりいたしました。署名

円。
ヴ
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の内容も大体いまおぼろげながらわかったんですが、内容云々という ことではなくて、署名集

めが行われたという こと 自体が、この法律にかかってくるわけです。で、このこと は、また申

し上げますが、市長は、自分自身に署名を求めてこられたのにそれに応じた。で、いいことだ

から、みんなに勧めたんだ、というようないまお話だったんですが、市長が各職員の方のとこ

ろを回って、署名集めをなさったのか。また、この署名集めが行われたのはいつなのか。その

点をひとつもう一度明らかにしてもらいたいと思います。

いま動機と目的については、市長の方から述べられたので、これがまた法に触れるかどうか

ということは指摘をしていきたいと思いますが、市長御自身が庁内を回って、署名用紙を持っ

て回って集めたのか。また、それはいつなのか。これをお聞かせいただきたいと思います。

0議長(高橋通夫君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 署名を求めてこられたのは、朝鮮総連のたぶん役員の方であ

ります。で、私に求められた、話し合し 1はしましたが、これを私が第三、第三者といいましょ

うか、あるいは庁内で署名集めをしたなんていうことは、これはありません。その出来事は、

たしか 2週間ほど前であった、このように思います。そこで、せっかくの署名ですから、ごく

身近でとれる程度のことは、同席しました職員に、なるべく好意的な扱いをしてあげたら、と

いう程度のことは言ったように思います。

0議長(高橋通夫君)

018番(古賀俊昭君)

古賀俊昭君。

何課の何という職員に、職名でも結構ですが、どなたに命じ

られて、命じられたかどうかわかりませんが、しかし、市長からやれと言われたら、いやだと

はなかなか首横に振れないと思うんですね。どなたにその役を果たすように言われたのか。

0議長 (高橋通夫君) 市長。

0市長(森田喜美男君) そういう部分的に問われるのは、少々迷惑でありますが、こ

れはその席に同席をいたしました秘書課長であります。また秘書課長と個人的な程度の範囲で

.話したことですから、何かそれを指示したとか、命令をしたとか、そういうことでは全くあり

ませんし、そのようにまた本人も受け取った、このように思っております。

0議長(高橋通夫君) 古賀俊昭君。

0 18番(古賀俊昭君) 職員課長に依頼をして署名を集めて回ったと( I職員課長じ

ゃなし、よJ I秘書課長」と呼ぶ者あり)秘書課長ところが、この秘書課長は、前に職員課長
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をやっておられました。いわゆる服務とか人事の規定等つまり地方公務員法には細部にわたっ

て非常に精通しておられるだろうと思うんです。 これはどなたも幹部職員の方であれば当然だ

と思うんですが、これは署名の目的、 これがたとえどのような内容のものであろうと、また、

その動機がどうであろうとこういうことをやっちゃいけないというふうに書いてあるわけです。

地方公務員法の36条に、きちんとそれが書かれてますO 緊急質問を午前中早く出して、もう

大分たちましたから、何度もお読みになったんじゃないかなと思いますが、 36条、簡単に言

いますと、地方公務員は政党の役員になっちゃいけなし 1。それから政党への勧誘活動、これも

しては~¥けなし 1。選挙や署名活動、これが禁止されてるわけです。で、寄付、それから募金、

募集、こういうものもできない、ということが地方公務員法に書いてあるわけです。こういう

内容のものはすばらしし 1からやりなさいとか、これは公共の秩序に反するからやっちゃいけま

せんよO そういうことじゃないんですよ。署名活動はやっちゃいけないということになってる

わけですO

具体的に申し上げますと、地方公務員法36条第2項の 2で、署名運動を企画し、または主

催する等これに積極的に関与することということで、きちんと禁止事項の中に挙がってますO

これに触れませんか。全く地方公務員法には触れないとお考えですか。

0議長(高橋通夫君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 企画したりなにしたりという、そういう性格のことでありま

せんから、触れないというふうに確信持っております。

0議長 (高橋通夫君) 古賀俊昭君。

018番(古賀俊昭君) しかし、市長はここで 1人また遺跡調査会の場合もそうなん

ですが、秘書課長は地方公務員法違反になってくるんですよ、これはどうしても。しかもそれ

を市長が命令をしたということになれば、市長の方にも当然責任はかかってきます。職員課長

は多分このことは御存じだったと思います。先ほど申しましたように、秘書課長として、いま

の職におありになる前は職員課長で、いろいろそういう面には精通しておられたんですから、

非常に心中つらかったんではなし 1かと思うんです。

で、法律論いろいろ言いますと、ここに地方公務員法の実例判例集等がありまして、いろい

ろ細かいいままでの自治省の通達、判例等が出ております。もう署名活動ゃっちゃいけないん

ですよ0(1政治活動も署名じゃなし 1か」と呼ぶ者あり)で、これは 36条の政治的行為の制

-79 -



限というところでひっかかるということは、もうはっきりするわけですtdo 内容がどうのこう

のとか、動機がいし、から構わないじゃなし 1かな。その辺の考え方というのは、ちょっと改めて

いただく必要があるのではないかと思います。もし、これがいわゆる第三者に公正な判断を仰

ぐというようなことになれば、恐らく私は市長にも、また秘書課長にも分はないだろうと思い

ます。

何がゆえにこれが法に触れない、地方公務員法には全く触れないというふうにお考えか、も

う一度お聞きをしたいと思います。もう一度読みますが、署名運動を企画し、または主催する

等これに積極的に関与することということで左に掲げる政治的行為をしてはならないというこ

とでこの項目があるわけです。こういうのもお持ちでしょうからお読みになったと思うんです。

入ってくるんですよ、署名活動というのは。触れませんか、法に。

O議長(高橋通夫君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 反省はしてみなければならないと思っておりますが、要する

に企画をしたり、何と、もう一つの言葉、何ですか、 ( I主催」と呼ぶ者あり)主催をしたり

という立場でなくて、 ( I関与してもだめなんですよ」と呼ぶ者あり)来訪者から賛同を求め

られ、それに対して多少外交的な配慮、を払ったという程度でありますから、 ( I北朝鮮だから

払った」と呼ぶ者あり)問われることの( I韓国 じゃ払わないだろ」と呼ぶ者あり)し 1や、い

や韓国だって同様です。( I とんでもな l~J I政治問題じ ゃな l~ J I両方じ ゃ反対と1賛成にな

っちまうじゃなし ~J と呼ぶ者あり) ですから反省はしてみますけど、私はそういう意識があ

りませんので、また、いまの言われる企画をしたり主催をしたりはやってないわけですからひ

っかかることはないだろう、このように思っております。( I署名するということは関与した

ことなんだよ」と呼ぶ者あり)

0議長(高橋通夫君) 古賀俊昭君。

018番(古賀俊昭君) これを読めばはっきりするんですよO

で、自治省の公務員でまとめた、これは職員課長やっておられるときから、秘書課長は多分

もう何度もいやというほどこれをお読みになったことがあると思うんですtdo ですから市長か

らこの署名をひとつ集めろ、という職務上のこれは命令ですよO 幾ら物腰やわらかく 言ったと

ころで、一つの踏み絵なんですね、職員の方にすれば。この踏み絵を踏ませる。そして後で議

会で指摘されれば、いや、そんなもの法に触れません、なんていう答弁をなさるO

いま、私法律の条文で企画、主催ということが載ってるということ読みましたら、そうじゃ

ないんだ、ということをおっしゃるんですが、いままでの判例とか自治省の見解、通達等から

すれば、いま議場からも声が出ておりますが、署名させるよう勧誘する行為、これも入ってる

んですね、ちゃんとO ですから市長に頼まれたんで、ひとつ署名してくれよということで回ら

れたら、これは完全にこれに触れてくるわけですよ。 ( Iだれだって書く よ、署名するよ、腹

の中にないことだってやるさ、ばかばかしいもの、にらまれちゃ」と呼ぶ者あり)半ば強制的

にですね、本来署名というのは、その人の良心と信念、に従ってするものでしょう。しかし、こ

うした一つの職場の中で、上司から、 しかも最高の管理監督者から依頼を受ければ、 書かざる

を得ないと思うんですよO しかもそれが法に触れる。これを強制するということは、市長は私

はもっと強く反省をしてもらわなきゃならないと思うんですが、市長のこの弁でいけば、こう

いう弁でやれば、地方公務員法というのは吹っ飛んでしまいますね。( Iそのとおりだ」と呼

ぶ者あり)

いろんな規定があります。地方公務員法の一条では、この法律の目的が書かれています。最

後の方に、地方自治の本旨の実現に資することを目的とする、ということで地方自治の本旨を

実現するために、この法律は定められて、で、この法律の効力というものは、地方公共団体の

機関の定める規定の、規定がこの法律に抵触する場合には、この法律が優先するO つまり条例

や各自治体で規則等で定めても、この法律と見解が違う場合には、この法律が優先するという

ことなんです。そして、この法律の適用を受ける地方公務員の人は、一般職に属するすべての

地方公務員に適用する、ということになってますから、あえて 1人法に抵触をする人を市長は

つくった、ということになりませんか。し 1かがでし ょうか。

0議長 (高橋通夫君) 市長。

0市長(森田喜美男君) いま法的な見解を伺いまして、これから十分心して、指摘さ

れるようなことは極力ふだんから気をつけなきゃならない、このように受けとめて、感じてお

ります。

0議長 (高橋通夫君) 古賀俊昭君。

0 18番(古賀俊昭君) 市長は、自分が御答弁なさるときには、非常にみずからを正

当化されるのは、非常に答弁をお聞きしててうまいんですが、やはり不正を認めない、そうし

たことをまた違法なことは許さない、ということをきちんと本来管理監督責任者として自覚し
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ておられるならば、たとえばストをやってはいけないのにス卜を構えるO こうしたときにも、

同じようなやはり私は姿勢が出てくるのではなし、かと思うんです。ですから、今回も平気で、

こういう法に触れるような行為を市長が秘書課長にやらせる。こういうことでは、先ほど私が

言いましたように、職員の方に高い士気を求めても、無理だろうと思うんです。もうやけっぱ

ちになりますよO いやだと言えないのにやらされてんだという気持ちになれば。

先ほど私、午前中にも指摘をしま したが、 保険年金課の職員の人がですね、職員組合のビラ

か政党のピラと間違えるようなものを、市の予算でつくって配付をする、こういうことが行わ

れているわけです。すべて一連のものだと思われませんか。

市の行政というのは、納税者の税金を使って行われているものですから、政治的にあくまで

公正で中立な姿というものが強く求められているはずであります。( i近ごろ政治色が強くな

ってきたよ」と呼ぶ者あり )憲法を市政に生かそうということをおっしゃる割りには、その憲

法に基づいてつくられている法律という、しかもその法律の中でも地方公務員の方が、特にこ

の市役所の中ではまず非常な意味を持つこの法律が、市長みずからの手によって破られてし 1く。

法の精神までねじ曲げられてしまっているということが言えると思うんです。革新市政だから

許されるとお考えになっているんでしょうか。 l¥かがですか。

容に触れられました。この内容云々じゃないということ を、先ほども申し上げたけど、たとえ

朝鮮総連の人であろうと、韓国の居留民団の方だろうと、これはこの際法に触れるということ

に関して、問題じゃないわけです。( i市長個人じゃ構わないよ」と呼ぶ者あり)だから、そ

の点はひとつ誤解のないよう にお願いをしたいと思います。

特にアジアの情勢、先ほど午前中もいろいろ議論をいたしましたが、ラオス、ベトナム、カ

ンボジアと全部前の国はなくなってしまいました。いま韓国が朝鮮半島で唯一いま自由諸国の

中では残っている、という状況にあるわけですO だから ここ をめぐる非常な複雑な国際関係と

いうのは、いろいろ考え方があるわけです。

ですから市長がそのことについて、自 分で主張し、考えを述べるというのは結構ですが、職

員の方を犠牲にするような、また法に触れさせるようなことは、絶対やってもらいたくない、

このように思います。少し、これからは考えていくということですが、何か一言、あした朝、

秘書課長にお会いになったら、おっしゃりたいお気持ちになっておられませんか。し 1かがでし

ょっカ'0

0議長(高橋通夫君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 先ほどお答えしておりますとおり、一層心して日常を厳しく

持たなければならない、ということは感じますが、何か、この憲法を市政に生かそうという理

念にまで、抵触するというふうには思っていませんでした。

これから、御指摘のことも十分心して、誤りのないように励んでいきたい、このように思っ

ております。

0議長(高橋通夫君) 古賀俊昭君。

018番(古賀俊昭君) 革新市政というのは、よく市長みずから先頭になって、こう

した違法な行為、また違法な制度というものを堂々と白昼やっているO 指摘があっても、なか

なかそれを改めようとされな l¥。いま、これから少し何か殊勝に考えていくというようなこと

も言われたんですが、こうした異常なことが日野市役所の中で行われているということを、こ

れからも市民の前に明らかにしていきたいと思うわけであります。

いま市長は最初に動機のところで、朝鮮半島、いわゆる韓半島の平和ということで、その内

0議長 (高橋通夫君) 市長。

0市長(森田喜美男君) あしたと言わず、きょう話したいと思います。(笑戸)

「あんまり無理言うなよ、かわいそうだよJ i終わります」と呼ぶ者あり)

0議長 (高橋通夫君) これをもって緊急質問を終わります。

次に日程第 4、諸般の報告を行います。

会務報告については、お手元に配付してあります報告書のとおりですので、事務局長の報告

は省略いたします。

諸般の報告全般についての質疑に入ります。なければこれをもって諸般の報告を終わります。

お諮りいたします。議事の都合により 、暫時休憩いたしたいと思いますが、これに街]異議あ

りませんか。

C i異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(高橋通夫君) 街〕異議ないものと認めます。よって暫時休憩いたします。

午後8時 16分休憩

午後8時 57分再開

0議長(高橋通夫君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
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これより議案第 59号、日野市一般職の職員の昭和 59年度 6月期における期末手当の特例

に関する条例の制定の件を議題といたします。

理事者から提案理由の説明を求めます。市長。

〔市長登壇〕

O市長(森田喜美男君 ) 議案第 59号、日野市一般職の職員の昭和 59年度 6月期に

おける期末手当の特例に関する条例の制定についての提案理由を申し上げます。

本議案は、日野市一般職の職員の給与に関する条例第 16条に定める期末手当 100分の

1 4 0を、昭和 59年 6月期に限り、 100分の14 8とする特例条例でありますO この支給

率につきましては、 6月7日、組合と交渉の結果、妥結したものであります。

詳細につきましては担当部長に説明いたさせますので、よ ろしく御審議、決定のほどをお願

いいたします。

本件について御意見があれば承りますO 古谷太郎君。

06番(古谷太郎君) 私は、ただいま職員課長さんに 4等級の方で最高の方はどなた

ですか、 どなた じゃありませんO 幾つの方ですか、お幾ら になりますかとお聞きしました。

5 8歳の方だそうであります、 一般行政職。その方が81万 5，333円であります。恐らくこ

こにい らっ しゃる部長さん方の半分以上は これよりも少ないんじゃなかろ うかと思う。(笑声)

課長さん方にして もしかり であります。係長さんにしてもしかりでありますO

少なくとも、国や東京都では、管理職手当は当然、含まれてまいります。ですから 4等級の方

よ々 りも、上回る場合が多いのであります。やはり 、その職種において、御苦労なさっていら

っしゃる係長さん、 ( Iそうだ」と呼ぶ者あり )保谷市においては、すでに管理職手当をこの

ボーナスの中に、 期末手当の中に含めて支給をしております。 このように、以前は東京都にお

いて も、若干の管理職手当までは全部含むというふ うな方法を とらな い、 という方法をやって

おりましたが、世の中が平和になり 、正しくなってきますと、当然管理職手当は期末手当に含0議長(高橋通夫君 ) 関係部長から詳細説明を求めます。総務部長。

0総務部長 (伊藤正吉君 ) 議案第 59号の内容につきまして、御説明申し上げますO

提案理由にもございましたように、日野市一般職の職員の給与条例第 16条第2項には、 6

月期に支給する分といたしまして、 100分の 14 0と規定されておるわけでございます。 6

月7日、市職員組合と 10 0分の 14 8で合意いたしました。同条同項の規定により、 100

分の 8オーバーいたしますので、こ の特例条例をお願いするものでございます。なお勤勉手当

の100分の 60を加え、支給率は 100分の 208となります。昨年より 100分の9減額、

減額の率でございますし、また金額にしましては約 8，300円の減と なっております。

支給日につきましては、条例どおり 6月 15日に支給したいと思いますので、よろしく御審

議をいただきたいと思います。

0議長(高橋通夫君) これより質疑に入ります。なければこれをも って質疑を終結い

たします。

お諮りいたします。ただいま議題とな っております本件については、委員会付託を省略いた

したいと思いますが、これに御異議ありませんか。

( I異議な し」と呼ぶ者あ り〕

0議長 (高橋通夫君) 御異議ないものと認めます。 よって本件については、 委員会付

託を省略することに決定いたしました。

めなきゃ いけなし、。

このような観点から、私は本条'WI.提案について、管理職手当を含むというふうに改正すべき

である、そういうふうに考えているわけであります。

以上、原案には反対し、これを修正すべきであるとい うふう に申し上げて、意見といたしま

す。

0議長 (高橋通夫君 ) ほかに御意見はありませんか。なけれは、これをもって意見を終

結いたしますO

これより本件について採決いたします。本件は原案のとおり 決するに賛成の諸君の挙手を求

めます。

〔賛成者挙手〕

O議長 (高橋通夫君) 挙手多数であります。よって議案第 59号、日野市一般職の職

員の昭和 59年度 6月期における期末手当の特例に関する条例の制定の件は、原案のとおり可

決されました。

本日の日程はすべて終わりました。

本日はこれにて散会いたします。

午後9時 5分散会
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6月15日 金曜日 (第 2日)
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雨水排水に関する請願請願第 58-4  0号3 日程第説明のため会議に出席した者の職氏名

東豊田 3丁目下水処理場の悪臭軽減措置要望に係る陳情口
官

J

可

i請願第 59-4 日程第君喜美男田森長市

程〉上案(議君虫B藤力日役入収君雄行松赤f安助

日野市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正す第 43号案議5 日程第

る条例の制定について

日野市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定に第 44号案議6 日程第

ついて

日野市国民健康保険高額療養費貸付基金条例の一部を改第 45号案議7 日程第
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君正藤伊長総務部君夫雅田前企画財政部長

君雄金本坂生活環境部長君男藤力日長市民部

君夫邦城結都市整備部長君雄松貫大長清掃部

君隆野ロ
『宮司長福祉部君助

主主-

7c 村中長建設部
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d 藤佐病院 事務 長君雄照原永長水道部

正する条例の制定について君夫哲山長教育次君虫B沢長長
::bミ
月教

日野市地区広場設置条例の一部を改正する条例の告l定に第 46号案議8 日程第

ついて会議に出席した議会事務局職員の職氏名

日野市遊び場条例の一部を改正する条例の制定について第 47号案議9 日程第君士
口代沢出石長次君光古

同
正入
居回長局

日野市地区計画等の案の作成手続に関する条例の制定に第 48号案議日程第 10 君司宮
田萩生田コ
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プ巳原栗記書

ついて君禾日平回串戸
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書君省野谷記書

日野市老人いこいの家条例の制定について第 49号案議日程第 11 ，ra
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君時茂佐々木「

H
U--ロ書

昭和 59年度日野市一般会計補正予算(第 1号)につい第 50号案議日程第 12 

て東京都立川市曙町一丁目 10の3住所速記委託先

昭和 59年度日野市受託水道事業特別会計補正予算(第第 51号案議日程第 13 峰雪ヰ艮関長所立川速記者養成所

1号)について君子文田浜速記者

市道路線の一部廃止について第 52号案議日程第 14 

市道路線の廃止について第 53号案議日程第 15 議事日程

市道路線の認定について

日野市立七生中学校給食室新築工事請負契約の締結につ

第 54号案議日程第 16 昭和 59年 6月15日(金)

開時前

いて

第 55号案議日程第 17 議1 0 午

日野市心身障害者生きがい作業所(仮称)建築工事請負第 56号案議日程第 18 ( 請願審査報告)

契約の締結について71<害等対策に関する請願請願第 57 - 2  7号1 日程第

日野市多摩平下水処理場汚泥処理設備及び‘その他改修工

事請負契約の締結について
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第 57号案議日程第 19 1・3 ・1バイパス計画を見直し地域住民の健康と安全

を守って下さいに関する請願
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請願第 57 -6  0号2 日程第



日程第 20 議案 第 58号 東京都市廃棄物処分地管理組合の解散について

(報告事項〉

日程第 21 報 告 第 3号 昭和 59年度日野市土地開発公社事業計画の報告につい

午前 10時 30分開議

0議長 (高橋通夫君〉 おはようございます。

て

本 日の会議を開き ます。 c[""議事進行」 と呼ぶ者あり 〉

奥住芳雄君。

027番(奥住芳雄君〉 一言議長にお尋ねを したいと思います。日程第 2~ 報告 第 4号 昭和 58年度目野市繰越明許費繰越計算書の報告につい

て 去る 12日の午前中の代表者会議で話題となりま したが、 1 2日も開会がおくれました。そ

うい う中で、どういう理由で開会がお くれたかということを各会派に連絡がなかったという こ

とで、そういう中で意見が出まして、そして、今後こういうことのないようにと議長に申し入

れて、議長もそういうふうに努力をする。こういうことになっておりました。しかし、本日 30

分おくれましたが、われわれは何のせいで開議時間がお くれているのか、全然、わかっておりま

せん。議長ひとつ御説明をお願い したいと思います。

(請願上程)

日程第 23 請願第 59- 6号 薬王寺の寺社林保存に関する陳情

日程第 24 請願第 59- 7号 市有地払い下げに関する陳情

日程第 25 請願第 59- 8号 生活道路設置に関する請願

日程第 26 請願第 59- 9号 下水道設置に関する請願

0議長 (高橋通夫君〉 連絡が不行き届きで申 しわけありませんが、本日は公明党議員

本日の会議に付 した事件

日程第 1から第 26まで

のドアがどうしてもあかないということで、 c [""公明党議員の ドアじゃ ないぞ、おかしいぞ、。

公明党議員にドアなんかないじゃないかJと呼ぶ者あり)公明党議員の控え室です。 c[""そう

だよ」 と呼ぶ者あり)そのドアがどうしても中に入っている議員もいたので、 あかないので、

そうしてなかなかその故障があって困って、それで時間がおくれたので、連絡が不行き届きだ

ったことをおわびします。奥住芳雄君。

02 7番(奥住芳雄君〉 私はね、後でさっき聞いたんですよ。そうしたらそ うい うこ

とのようです。しかし、何でまだ 12日に約束したは・っかしですよ、議長。全然連絡がないで

すよ。うちの会派でどうしているのかと事務局へ聞きに行ったら、ああそうだった、こういう

ことだと承った。でたらめだよ、それじゃ。それじゃ毎日はい、 努力 します、また翌日しない

と同じだよ、これ。もう 1回ひとつ明確な御答弁をお願いいたします。

0議長 (高橋通夫君〉 今後気をつけますので、御了承願います。( [""了解」と呼ぶ者

あり〉

これより請願第 57 -2 7号、水害等対策に関する請願の件を議題といたします。建設委員

長の審査報告を求めます。

〔建設委員長登壇〕

O建設委員長 (旗野行雄君) では、請願 57-27号、水害 c[""議事進行」 と呼ぶ者
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決定 したわけでございます。よろ しく御審議のほ どをお願いいたします。
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これより質疑に入ります。なければこれをもって質疑を終結い0議長 (高橋通夫君〉芳君。飯山0議長 (高橋通夫君〉

たします。ちょ っ大変また後のしこりに残る問題ですけれども、議長、茂君〉01 5番(飯山

本件について御意見があれば承ります。なければこれをも って意見を終結いたします。
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きょうの出席議員は何名いるとと何かお忘れになっていませんか。 この会議を始めたときに、

これより本件について採決いたします。本件に対する委員長報告は採択であります。本件はこれは。いうことを、議事録に載るんじゃないですか、

委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。ちょ っと抜けまして申しわけありません。。議長(高橋通夫君)

C I異議なしJと呼ぶ者あり〕ただいまの出席議員 26名であります。建設委員長。

御異議ないものと認めます。よって請願第57-27号、水害等0議長 (高橋通夫君〉
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水害対策に関する請願について建設委員会の審査報告を。建設委員長(旗野行雄君〉

対策に関する請願の件は、委員長報告のとおり採択と決しました。申し上げます。

1・3・1バイパス計画を見直し、地域住民の健康と安全を守これより請願第 57 - 6 0号、‘，
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日野4月の 17日に現地調査、続いて 26日に審議をしたわけでございます。 この請願は、

って下さいに関する請願の件を議題といたします。市東町自治会長豊住束さん外 1，5 8 2名の方が請願者となっております。 この請願の内容は、

建設委員長の審査報告を求めます。
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1

神明上者柿下水路がこの地域を通り、多摩川に放流されるわけでございまして、すでに樋門は完

1・3・1バイパス計画では続いて、請願 57-60号、。建設委員長(藤野行雄君〉成しております。この建設によって将来この地域に水害の危険はないか、非常に不安である。

を見直し、地域住民の健康と安全を守って下さいという請願でございます。こういう請願の内容でございます。具体的に 1から 8までこの点見直して対策を立ててくれ、

1 . 3・1請願者は日野市東平山 2-1-23、宮城淳二郎さん外 2.19 0名でございます。
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8項目検討項目が掲示されておるわけでございます。増水時の樋門について安全性は大丈夫か

バイパスの問題については、前に反対請願が出たことがございます。採択に至らなかったわけこのような案件でございます。部課それにつながる堤防は補強しなくて大丈夫なのか、とか、

という申し上でございますが、今回は計画を見直し、地域住民の健康と安全を守って下さい、，f
・・、、、
.，哩‘tt
・・‘，‘、

あるいは樋門につい長等の説明を聞いて、慎重に審議したわけでございますけれども、堤防、

げましたような趣旨の請願でございます。まず危険性はないであろうということでございます。ただその中に、河川敷内に、御案ては、

この対策を1 .3・1バイパス路線は、公害の恐れが非常に多い、請願内容を見てみますと、これが現在本流が立川寄りを流れてお内のとおりに水路がつくってあるわけでございますが、

というようなことも掲げてございます。また、現時点では、すでに地域の情勢が宅地

化されておりますし、社会情勢の変化に伴って、この 1・3・1バイパスは不要ではないか、

いうようなことも書かれておりまして、そ、¥点多少ひっかかる点があるわけでございます。請

というよ ふなことも確認したわけでございますけれども、

と

講じろ、りますので、堤防から直角に水路がつくられております。非常に無理のある設計でございます。

この点どうかというようなことも審議されたわけでございますけれども、建設省の方針として、

、
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とこれはやむを得ないことではないか、そのような設計以外の工事は認めないということで、

その辺どう考えているか、願者は、いうことでございます。なお、水路で魚取りとかなんとかいうことで、非常に危険が多いとい

こうし 1う終極的には要望というこ要は地域住民の健康と安全を何らかの対策で守Jて下さい、こういうような要望もございますけれども、うようなことで、危険標識なり何なりを設置しろ、

ただいま万願寺この対策として、とを確認いたしました。関係部課長等の説明を聞きまして、という説明でございました。これはその趣旨に沿って対策を講ずる、

どんな対策がとられているか、要の区画整理区域内で、同じ 1・3・1バイパス路線について、
，f

、
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という要望があるわけでございますが、審議の1点神明上都市下水路の見直しをしてくれ、

は沿道対策ということでございました。 1. 3・1路線の両側 40メーターに限って商工業地域、

なるべく地域住民の方には、公害問題で迷惑をかけるような

-93一

あるいは特殊用途地域に指定し、

h 

結果、付帯意見として、すでに決定されている神明上都市下水路の計画の見直しは困難と思慮

されるが、当地域の水害対策については十分配慮されたい。こういう付帯意見をつけて採択と
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委員長の報告とあるいはこの内容と少し理解に苦しむ点がございます。と申しますのは、委員こういう同じような対策でこの請願の要望に沿えるのでことは、避けるような配慮をしたい、

長先ほど住宅化の進行、あるいはたくさんすでにこのそれぞれの甲州街道、川崎街道等を含めこの請願を採択というふうこういう委員の皆さんの結論でございました。そこで、はなt¥カユ、

とL、ぅというふうな願意の内容になっておる、て、道路があるから、必要ないんじゃないか、に全会一致で決定したわけでございます。よろしく御審議のほどお願いいたします。

まさにそのとおりでございますね。たことも報告されましたね。 この請願の内容を見ます と、これより質疑に入ります。滝瀬敏朗君。0議長(高橋通夫君〉

あるいは環境等整だし、請願者に話をして、沿道対策こういうものを十分して、健康と安全、いま、委員長の説明でよくわかったわけでありますが、 確か029番(滝瀬敏朗君〉

こういうことですけれども、備をするんだということでまあまあ納得を、理解をしてもらった、
、f・
1
1
1

こういうふうな形の中で、請願がなされこの 1・3・1路線に対する反対、に過去 3回ですか、

とそういうことであるならば、すでに出されておる請願の内容、願意が異なるんじゃないか、ていたわけでありますが、いずれも審議未了というふうなことで、取り下げになっているわけ

いうことですよね。言ってみれば、先ほど委員長も触れましたように、住宅化の進行等の中で、であります。いま、委員長の話でよくわかるわけでありますが、内容を見てまいりますと、必

あるいはこの 1・3・lのバイパス道路計画を慎重かっ十分な見直しをしても不要じゃないか、こういうふずしも地域住民の健康と安全を守って、公害のないような道路にしてもらいたい、

この請願を受け取らざるをこういう願意ですから、私どもはそうした前提の中で、らし 1たし¥うなことであろうと思いますが、過去の問題を見てまいりますと、反対というふうなことの内

そうした面を付帯的につけた報告にしたがって、であるならば、得ないということですよ ね。ここで確認を していきたいと思うんですが、いま、万願寺で容が大変強いわけでありますが、

この点は、 委員長どのように考えられていまというふうに思いますけれど、なるべきだろう、1・3・1路線の問題も出ております。その中で、も土地区画整理事業が行われておりますが、

すか。剛、.、r
'
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こういう関係でも区画整理の関係では、同じく 1・3・1路線のまた、今後豊田の南口ですか、

建設委員長。。議長 (高橋通夫君〉これが反対問題が出てくるわけでありますが、いままでの関連の問題を考えてまいりますと、

確かに理論的には、いま中山議員のおっしゃるとおりだ。建設委員長(旗野行雄君)
J
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そうい うだというふうなことでありますと、大変国あるいは東京都との補助金の関係だとか、

これ.この請願をできれば書き直 して、再請願してもらう、と思います。そして、筋とすれば、こういうふうにも心配をするわけであります。問題にも大きく響いてくるんではなかろうか、

しかしながら、宮城さん外先ほども申し上げましたように、 2，000が筋ではなし 1かと思います。F

-
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1・3・1路線は反対ではないんだ、先ほど申し上げましたように環境を整備し、健康そこで、

名をオーバーする請願者の署名を取った上で、請願されておるわけでございます。その辺これそうこういうふうなことであれば、で快適な生活ができるような道路をつくってもらいたい、

をいま一回請願を取り直してやるということも、実際問題としては、非常にむずかしい問題でその辺をひとつぜひ確認をさせいうふうなことを確認をしながら了承をしたいと思いますが、

その辺文章的には官頭申し上げましたように、多少ひ っかかる点はございますありますので、ていただきたいと思います。

それで、沿道対策で健康と安全を守ることで結構けれども、請願者にもその辺確認しまして、建設委員長。0議長 (高橋通夫君)

という御理解をいただきましたので、採択したわけでございます。です、ただいまの滝瀬議員の発言ごもっ ともでございます。そ。建設委員長 (策野行雄君〉

中山基昭君。0議長 (高橋通夫君)この請の点も委員会で非常に心配した点でございます。将来のあの地域の開発等に悪影響が、

特に私は、委員長とちょっと見解を異にするのは、請願とい0 24番(中山基昭君〉という確かに心配があるわけでございま願を採択することによって出ては困るんではないか、

うものは、必ず しも署名人員が多い少ないというふうなことだけにウェイトをおいた審議でなす。そこで、先ほど申し上げましたように、請願者の意思が那辺にあるかというようなことも

こういうものを重点的に審議をするべきあるいは願意、くて、いわゆる請願の出された内容、確認した上で、採択したわけでございます。よろしく御理解のほどお願いいたします。

と

ぜひひとつ路線計画の見直しということは、建設省等の関連も含めて、

に
dQ

d
 

その請願者がいいというふうなことである、だろうというふうに考えております。さらに、

いうことですけれども、

中山基昭君。

先ほどの御質問を若干の関連があるわけですけれど、私には、

-94-

0議長(高橋通夫君 〉

024番(中山基昭君)



日野市の場合はないので、特にこの際 25年放置されていた都市計画道路、公園等につつを、ある意味でこかなり困難であるということをある意味でも って二千何名かの署名された方に、

これらに合わせて根いて、そのときそのときじゃな くて、将来の展望、現実の日野市の形態、見直しができるんある いはこの署名した人が、の請願の代表者を通じて徹底 していかないと、

もっと早くすべきなんですが、本的に議会の皆さん方 と御相談して再検討しなきゃならない、また問題が残るんじゃなt¥かと思いますので、というふうな期待を持たれると、じゃな t¥カユ、

まだまだ聞いておりませんけれども、そのときそのときの手直し程度ではとてもあの当時の、ということを指摘をして終わひとつ十分御配慮していく必要があるんじゃないか、この点は、

その基本になったの現在のは最終決定したのは、昭和 38年なんです。もう 21年前ですか、
V
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、
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ります。

5年と 2年かけてつくられた立川市長、八王子市町さんの4年、が、昭和 33年の合併から、古谷太郎君。0議長(高橋通夫君)

日野市の意見とこの高速道路をつくるときにも、案を入れてつくられたものです。ですから、この 1・3・1の路線をヲ It ¥たときの責任者は、私であります。06番(古谷太郎君〉

日野市の意見を代表して出すわけですいうのは全然通らない。立川市長、八王子市長さんが、この3年間かかって、都市計画の大体現在の路線その他を決5年、4年、当時、昭和 33年、

そういう点で、いろいろな問題を再検討していただきたt¥。これだけを市長及び建設委から、1・3・1の問題にしても、旧日野町の部分は、立川市長名で東京都知めました。そのときは、

員長さんにもお願いしておきます。以上です。事にお願いするわけです。旧七生村のところは、八王子市長さんにお願いして、八王子市長さ

市川資信君。0議長(高橋通夫君〉んを通して八王子市の都市計画審議会を経て、東京都知事に上申するという形だったわけです。

委員長と市長に l点す、つお尋ねをしておきます。01 9番(市川資信君〉そのために、非常に困難でありました。はっきり言えば、多摩平の区画整理もそうでしたが、

たしか私どもが建設委員会当時の請願が、57-60は、まず委員長にお尋ねしたいのは、立川市の都市計画審議会と八王子の都市計画審議会の意見が一致しない場合があります。そう

この 1・3・1の問題出ておりました。過去にもこれまたすでに出ておったんですけれども、そその両方の審議会が一致するように日野町がやらなきゃならなt¥0 大変なことでなりますと、

の請願のために、当初ついたこの建設予算が、建設省でカットされたこうし 1ういきさつがあったそういう面であの現在の都市計画路線等は、かなり当時としてはよくつくったつもりなんす、

この請願をもし採択した場合には、非常にまた 1・3・1、わけです。私ども建設委員会では、と思うのであります。そういう点で、もう 25ですが、いろんな問題を含んでいるに違いない、

1・3・2の将来展望が暗くなるので因るから、書き直していただきたいということを、当時のこのように考えて年たっております。そろそろ徹底的に見直さなきゃいけないんじゃないか、

その文面をちょっと請願者の代表でありました田中勇さんという方にお願いをいたしまして、
， 

1 . 3・1の先の部分、八王子市に入った部分は、かなりその当時決いるわけです。たとえば、

変えた請願を出していただいたわけです。それでも、ほとんどの内容が変わってないわけです。あれへぶつかるわけで定された路線と違っております。北野の山を越えて行っておりますが、

あるいは質疑がありまこの請願を採択しますと、先般も奥住議員がこの本議会で提言、もし、す。また、構造もずいぶん違っている。大和田のあの辺の高架ということは、当時は考えられ

あるいはあの周辺の道路の予この 1・3・2の中央線の架橋の、したように、やっと建設省が、2 5年前の決定した路線については、いま2 0年前、ていなかったわけです。そういう点で、

算をつけたと ころであります。この請願を採択する ことによって、今後建設省が一体どういっ
'
'
'
i
a
a
f

‘，
 

請願が出ているわけですね。あのころは、いまの請願者の方々というのは、ほとんどが日野市

これは国は全部そうですけれども、微妙なた反応を示すか、建設省というところは、非常に、そういう点で私は、にお住みになっていらっしゃらなかったころです。ずっと原っばでした、

やらないというようちょっとした反対があればもう予算をつけない、細かい神経の持ち主で、日野には長期計画がない。都市計画委員長さんというよりも、市長に特にお願いしたいのは、

その請願のために、相模原に全予算がなところでございます。かつて日野市についた予算は、も昭和 35年に八王子市長が出したもの、立川市長が出したものが基本になって、現在の都市

という経過がございます。それが 1点。持っていってしまわれた、計画の路線計画、公園計画等は決定されているわけです。そういう面でやっぱり日野市独自の

市長にお尋ねしたいのは、市長はこの工事に対して、一体基本的に積極的にやる意思がある

ということをまずお尋ねしたt¥。なぜならば、先般奥住議員も言っておったよう

司

t
Q
d
 

のかどうか、

どのようにしてつくるかというものを長期計画その建設計画、

を整備しなきゃならないんじゃなかろうか。どこの市でもつくっております長期計画というや

po 
Q
J
 

また、ものをきちんと整えて、



そのことはスタ ー トを切 っております し、豊田区画整理におきまに万願寺区画整理において、
に、私どもが建設省にこの建設促進をお願いするについて、ぜひ部長か課長を一緒に同行願い

この道路の設定こそ、重要な役目も担っております。西平山においても同様でありまして も、
たいと言ったときに、部長も課長もっけない。庁用車すら出してくれない。電車で雨の降った

そのその交通量がふえ、したがいまして、道路のこれまで反対される大きい理由として、す。
ょうやく国立の市議、国立は日にこの大柄議員、奥住議員、私ども建設委員会のメンバーで、

あるいは騒音、振動が沿道の住民を悩ます。こういために排気ガスが地域に公害をもたらし、
全部超党派で来ているわけですが、市長を先頭にして、建設省にお伺いしているわけです。こ

それに対する対策努力は最大限しなけう問題で、いわゆる問題にされるわけでありますから、
1・3・1に対する市長のこういった請願を採択されることと、今後の 1・3・2、ういう中で、

基本姿勢をお尋ね したいと思います。
ればならない。すでに万願寺の場合には、沿道には業務用地というような形で緩衝地帯を設け

それらのことで対策を行っておりますし、今後のいわゆる日野市内のい 3・1路線上の施る、
建設委員長。。議長(高橋通夫君 〉

あるいはこの側道の対策、ある程度のこの立体交差、工に当たりましては、場所によりますと、
お答えいたします。ただいまの市川議員の御質問は、滝。建設委員長(旗野行雄君〉

したがいまして、請願の趣旨には、いま伺っこれらのことを行ってし 1かなければなりません。
あるいは中山議員が御心配なされていた点だと思います。この問題につきましては、瀬議員、

これが反対を表明するものであるというならば、ておりますと理解ができるものでありますが、
も
、

r

、‘e
白

l

あるいは馬場繁夫議員にも紹介議員にこの請願を出すについて、実は私なり、高橋徳次議員、

そのあたりを議会でも十分ごそんたくをいたこれは大変困る存在になるわけでありますので、
よほという最初お話があ ったわけでございます。地域の問題でございますので、なってくれ、

この請願が採択されようがされないにしても、将来の大きいこの事業は、だきたい。そして、
ただいま市川議員の御質問にあったような点について、取り扱わなけれは、ならない、ど慎重に、

事業として、貫いていかなければならない。 このことが日野市としてもまた大きい任務である。
この請願が反対請願であと私は思いまして、代表の方に幾名か来ていただきました。そして、

このように考えております。また、そのために努力をする ことが、いわゆる日野市の町づくり
ということを申し上げたわけでございます。馬場議員なったら、私、紹介議員にはなれない、

の大きな基幹をなすものである。こ う考えております。

、，
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あるいは高橋議員も同意見でございました。その辺確認したわけでございます。その上で、
、.、J

』

建設委員長。0議長 (高橋通夫君〉
タイトノレにございますように、地域の住民の健康といや、前回の請願とは違うんだ、内容は、

先ほどの市川議員の質問に対する答弁の中で、私誤解が。建設委員長(旗野行雄君)
L
f
¥
f
t
 

こういうことを確認した上で、紹介安全を守る点で、再検討してくれという趣旨で結構だと、

きょうは委員長として報告して訂正させていただきますけれども、あってはいけませんので、
こう思っておその辺は私としては、慎重に取り扱った、議員になったわけでございますので、

おるわけでございまして、個人的にどうこうということは差し控えなければならないわけでごL 
ります。以上でございます。

ざし 1ます。先ほど申し上げたことは、ああいう過程があったということを、委員会の審議の過市長。。議長 (高橋通夫君〉

この請願の審議をしていただ程で皆さんに御被露 したわけでございます。その辺を踏まえて、
ただいまの市川議員の質問にお答えをいたします。0市長(森田喜美男君)

こういうふうに発言を訂正させていただきます。( r了解」と呼ぶ者あり〉し¥1.こ、
4

¥

、J'

お1・3・1路線を重要な幹線といたします、いわゆる日野都市計画、先ほど過去の経過は、

福島敏雄君。。議長 (高橋通夫君〉1 話がありましたとおり、今日、いわゆる日野都市計画として、すべての手続を経て、オーソラ

、，
'-2年間私も建設委員という立場で、この請願につきまして、02番(福島敏雄君 )

もちろんこれを尊重ししたがって、市としても、イズされた結果として定められております。

の質疑に参加をしてきたという立場で、委員長に質問をしてみたいと思うんですけれど、いま、
白、余，‘ーなければならないことは申すまでもありません。その問、各地にスプロー jレ現象がこ こに起こ

それから住民の皆さんとの話委員長の方の質問の中で、請願に書かれている文章そのものと、り、住民感情に都市計画路線の存在が問題になるということはあったわけでありますけれど、

こういうことも報告がございました。私どもも

そのことが住民そういう理解をしてまいりました。それで、
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し合いの内容で、若干ニュアンスが違うんだ、

これまでの建設委員会の中では、
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あらゆる事業の中で

努力をしながら、遂行していかなければならなt¥。そういう性格を持っております。もうすで

-98ー

日野市にいま設定されております都市計画事業は、結論といたしまして、



す

と、要するに委員会のメンバーの中とはそういう合意ができ た、とい うことで、そのことはし1 も、タイトノレにありますとおり、計画を見直して、地域住民の健康と安全を守るような対策を

いんだろう と思うんですけれども、請願となりますと、先ほど来議論がありますように、建設

省の方にもそのままの文面で送られるということになりますと、見方を文字どおり読んでみま

とれば、 この請願に答えられるんではないか、 こう判断していると申し上げるよりほかないわ

けであります。

ました。したがって、委員会で審議した内容が、住民との話し合いで、こういうような要する

。議長 (高橋通夫君)

02番(福島敏雄君 )

福島敏雄君。す と、 反対色とも読み取れる文章になっている、というふうに私は、ずっと理解を してまいり

委員長の答弁はよ くわかり ますので、それでは、市側にお尋ね

に本当に反対でなくて、沿道対策を中心に進めてくれればいいんだ、というふうに願意が変わ

ってきたということで採択をされた、というふうに理解するわけですけれども、そうなると、

いたしますけれども、国のこれからの考えることですから、 確たる返事もできな いのかもしれ

ませんけれども、この文字どおりの請願の文章を国に送付した場合に、考えられる影響につい

先ほどの中山委員の指摘もありましたけれども、もともとの文章とその委員会で採択したその て、 御説明 していただけたら、あり がたいと思いますが、よろしく お願いいたします。

考え方 と がずれてき ているんじゃな~¥かなというふうに思いますので、そういうときに、その 0議長 (高橋通夫君〉 都市整備部長。

ままの文章でこの請願を採択するということが、いし 1か悪し 1かというようなことの論議が委員 0都市整備部長 (結城邦 雄君 〉 それでは、ただ ~ ¥まの御質問に対しまして、 お答え

会の中で、どの程度さ れたのか、お尋ねを したいと思います。以上でございます。 申 し上げます。

0議長 (高橋通夫君 〉 建設委員長。 この文章の内容で採択された場合、園、都の関係は、今後どうな ってく るかとい う内容かと

O建設委員長 (旗野行雄君 〉 その辺も先ほどから申 し上げま したと おり、多少ひっか 思いますが、こ の内容をそのまま単純に受け取っ た場合、 コメン トを付 さないで、国の方にこ

かる点が確かにござ います。具体的にどうした らいいのかというようなその辺のことは、 委員 れが入手されたよ うな場合には、 恐らく国としては、 1・3・1路線について反対の採択を行っ

会では決定はいたしませんで した。しかしながら、この請願について、 本会議では、議事録も た、というふうに感じるかと思います。しかし、私どもこれが、たとえば採択された場合には、

あるわけですから、も しその辺が問題ならば、議事録で こういうようなことで、 発言を踏まえ 国に対しま して、 その内容等につきましでも、相当コメン 卜を付 して説明も行ってし 1かなきゃ

て採択した、こういうようなことは証明できるんではないか、私個人的には、また個人的と言 ならない、ということが考えられます。現在実施をしております万願寺の区画整理の事業、こ

つては申しわけないですが、考えております。 れについても、約 9億近い予算がここでふやしていただし 1た経緯も、市が非常にこの路線につ

りますように、対国との関係で、この請願がどうい うようなある いは障害にならないとも限ら
、

l
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いて力を入れて いる、とい うこと が反映された結果だ と思います。それと、多摩川|から万願寺

の区画整理区域の境までの問、 約 27 0メー ターでございますが、これにつきましても、今年

度から国は、直接用地買収を行うという ことで、予算も計上いたしました。一昨日私どもも含

めまして、国が主催をいた しまして、地域の権利者の方々に説明会を行っております。こうい

うこともやはり国が積極的に打ち出してきているということも、園、市の間で、この路線が非

。議長(高橋通夫君〉

02番(福島敏雄君〉

福島敏雄君。

先ほど来委員長報告を聞いていまして、委員長報告とどういう

趣旨で、請願を採択するかということは、私もよく理解をしているんです。ただ懸念されてお

ない、という ことを考えたときに、いまのままの願意と違った文章を採択してしまって、後々

禍根を残さな~¥かどうか、こういう立場で質問をしておりますので、その辺の御見解を委員長 常に重要な路線である、と いうことを認識した上でのことでございますので、そういった問題

から聞かせていただければありがたいし、市の関係者から、その辺を聞かせていただければさ

i-、，FP
‘、・‘

が今後出ないようにも私どもは努力していきたい、 かよ うに考えるわけでございます。以上で

らにありがたい こういうふうに思っております。 ございます。

0議長(高橋通夫君 ) 建設委員長。 h

a

 

v
 

0議長(高橋通夫君)

。市長(森田喜美男君〉

市長。

これまですでに1・3・1都市計画路線は、日野市内で工事を始0建設委員長(旗野行雄君) 繰り返して同じような答弁で申しわけありませんけれど
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すか、ストレー 卜に受けとめられると、非常にいままでの審議してきた経緯と違った形で誤解め、延長上に路線設定がされるということで、建設省等との協議を進めてまいっております。

1・されるんじゃないか、というふうな発言がありま したけれども、 私は、 この事業ですね、1 . 3・1の川でいうならば、支流に属し1・3・2の場合も同様でありますから、 1・3・2は、

3・1 大変大きな事業だ、当然だろうと思うんです。この事業を進めるに当たって、もちろん
したがって、本流をつくるということが本来ならば、前提であるべきでありますが、支ます。

しかし、そ行政側のいろいろな手順、手続そういったものも考えていかなければなりません。
流の方から工事され、一応のこの市役所等の利便はできておりますけれど、市内の交通の解決

の前提には、やはり住民の意向といいますか、願意というものもある程度反映した形で事業を
したがいまして、建設省に説明をする際に、より議会としての態にはまだなっておりません。

したがって、この請願書の扱いについて推進しなきゃならないだろうと思うわけであります。
度がはっきりするようなそういうコメントを付しておいていただきたい、こ のことを特にお願

もちろんそれだけに大変は、足かけ 3年といいますか、扱ってきたわけでありますけれども、
いをしたいと思っておちます。

しかしな微妙な判断といいますか、を強いられるような内容の請願であったろうと思います。
夏井明男君。0議長(高橋通夫君)

どういう認識で賛成したかと申しますと、こ の 1がら、今回採択したと いうことについては、
いま、福島議員の質問の中からも明確になったわけですが、01 6番(夏井明男君)

この計画の見直しというとらえ方も一つは大.3・1のバイパス計画の見直しということが、
また、委員長の報告からも明らかにすでになっているわけですけれども、請願の趣旨と内容に

きなポイン トだろう と思うんですが、まずとにかく 地域住民の健康と安全を守ってくださ l'0 
ついての理解と違いがあるわけですね。これは文面でこのまま出せれば¥ 都市整備部長のお話

これは住民として、当然、のことであります。その地域住民の健康と安全を守るという対策とし
ですと、建設省の方としては、反対のものとして受け取る。かなりコ メン卜 を付さなければな

て、この 1・3・1の計画になかった、いわゆる沿道対策マッハゾーンを設けるということが、
らないだろうというお話なんですが、これは、行政側からコメントを付すという趣旨のもので

これもいわば計画の見こういうことでありました。理事者の方でそういう案も検討している、
日野市議会として採択をするという場ですから、むしはなくて、建設委員会として採択をし、

直しの一つだろうと思います。それから、先ほど古谷議員も発言されましたけれども、要する
ろ、そのコメント は行政側からのコ メン卜を付したとしても、建設省としては、納得がし 1かな

2 0年後の今日おいて、多少見直しするとこにこの計画が 20年も前の計画でありますので、
「そうだ」と呼ぶ者あり)そういう意味でこれはかなり重いだろうというふうに思います。 (

ろがあれば、見直ししながらこの事業計画を進めていただきたいというふうに、そういう受け

，
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要な問題でございますので、一時時間をとっていただいて、再度練り直す必要があるんじゃな

1・3・1が反対であるというふうな受けとめ方で、私は賛とめ方で賛成したわけであります。
「異議なし」と呼ぶ者あり )l'かと思いますが・一。 (

しかも、いま市長の方から、あえてこの議会としてのコメ成したつもりはございませんので、
小山良悟君。0議長(高橋通夫君)

1・3・1のこの計画が、特に重要ントをきちんと しても らいたい、とい うことであるならば、
先ほど来からこの請願に対する御意見いろいろ出ておりますけ04番(小山良悟君)

この 1・3・1の事業計画について、住民の健康と安全を守る上で事問題ならば、議会として、
れども、私は、本来建設委員ですから、発言する立場にはないわけでありますけれども、ただ

業推進をしていただきたい、というふうな決議案でも出しても、これもまた住民の立場に立つ
余りいろいろ御意見が出まして、委員長も大変御苦労されているようですけれども、その委員

て、私はいいんじゃなし 1かというふうに思うんです。そういったことを委員長説明の補足なん
<f どういう認識でここまで紛糾してきましたから、あえて発言させていただきたいわけとして、

ていう形はなl¥かもしれませんけれども、あえて発言させていただきました。

'
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どういう認識でこれを採択したかということを私なりにちょですけれども、建設委員として、

滝瀬敏朗君。。議長(高橋通夫君 )
「おかしいぞ、委員長報告やっているんだから、議っと申し上げてみたいと思いますので、 ( 

もう 53年にこの問題は、先ほども申し上げましたように、029番(滝瀬敏朗君)
事進行」と呼ぶ者あり )委員長報告の補足になれば、大変幸いと思いまして、発言したいと思

請願が出されたわけですから、もう 7年間もいろんな角度で審議をされてきたわけであります。

それで、この 57 -6 0号につきましては、内容が違っていると いうことには間違いないと思

q
J
 

nu 
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‘、

「委員長がいるんだから」と呼ぶ者あり)し 1かがでしょうか。この問題についうんですが、

て、もちろん先ほど、福島議員が申し上げましたように、この表題とこのそのまま何といいま
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うんすけれども、先ほども話が出たように内容を見てまいりますと、 1・3・1必ずしも賛成で

はないというふうなことも考えられるわけであります。そういうふうな中で、 これだけ議論が

紛糾しているわけでありますから、先ほど夏井議員も言われていましたように、 一時休憩をと

っていただいて、そして、各会派の調整もあるでしょうから、一時休憩をお願いをいたしたい

と思います。( rそうだ」と呼ぶ者あり)

。議長(高橋通夫君) お諮りし 1たします。議事の都合により暫時休憩いたしたいと思

いますが、これに御異議ありませんか。

C r異議なし」と呼ぶ者あり〕

。議長(高橋通夫君) 御異議ないものと認めます。よって暫時休憩いたします。

。議長(高橋通夫君)

午前 11時 21分休憩

午後 3時 25分再開

休憩前にヲ |き続き会議を開きます。質疑を続行いたします。

ほかに御質疑はありませんか。なければこれをもって質疑を終結いたします。

本件について御意見があれば承ります。滝瀬敏朗君。

029番(滝瀬敏朗君) 本請願につきましては、先ほど来いろいろ御審議の中で、委

員長からも御報告がございました。それに対しまして、いろいろと意見が出たわけであります。

そこで、この請願を採択に当たりまして、付帯意見をつけて採択をしていただきたい、こうい

うことをお願いをするわけであります。付帯意見の内容といたしましては、 1・3・1バイパス

建設に当たっては、地域住民の健康と安全を守るため、沿道対策については十分配慮されたし'0

以上のような付帯意見をぜひつけて採択をしていただきたい とお願いをいたします。

0議長(高橋通夫君) ただいま本請願に、付帯意見 1・3・1バイパス建設に当たって

は、地域住民の健康と安全を守るため、沿道対策については、十分配慮されたいとの動議が出

されましfこ。

お諮りいたします。本動議を議題とすることに賛成の諸君の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

O議長(高橋通夫君) 所定の賛成者がおりますので、本動議は成立いたしました。

本動議を議題といたします。本動議のとおり付帯意見をつけることに賛成の諸君の挙手を求

めます。( r議事進行」と呼ぶ者あり) 竹ノ上武俊君。
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0 22番(竹ノ上武俊君) 議事進行でいま挙手をいたしました。その前に、議長の方

で、 この動議について、 何とかかんとかといっ発言がございま したので、私は、そこでとぎれ

ましたので、この動議に対する意見を述べたいということで、挙手をしたわけです。それで、

その後指名をしていただきましたので、そういう趣旨も含めまして、意見を出したいと思いま

す。

いま、休憩中に建設委員会の打ち合わせなどがありまして、その結果、いろいろ各会派が調

整をして、動議の提案という ことになったと思います。 しかし、この動議の提案内容をいまお

聞きしましたところ、請願の趣旨と若干趣が違ってくるような感じがいたしますので、一言意

見を述べたいと思います。

というのは、この建設委員長の報告の中にございました点で、私も納得する点もあります。

それは、請願者の中に、 1 . 3・1バイパス道路計画については反対の人もいるし、あるいは賛

成の人もいる、あるいはまた条件っきで賛成の人もいるという実態については、私も感じてい

るわけでございます。そういう中で、私どもは、かねがね数年前から、道路計画、特に卜 3・

1については、住民を含めました協議会をつくって、こういう計画について、住民参加で検討

してし 1く、そういうことが必要ではなし 1かということを提案してきていたわけです。しかし、

一向に協議会ができないという中で、建設委員会では、この採択を満場一致で決定をされた、

こういうふうな報告があったわけです。私は、やはり委員長が報告されましたような方向で採

択をした方が、住民の利益にかなうのではなし 1かというふうに思います。たとえ住民の中に、

一部請願者の中にも最近では賛成という気持ちが強くなった人がいるにしても、皆さんの望ん

でいるのは、地域住民の健康と安全を守る、沿道対策を強化するというようなことになるわけ

です。ところが、やはり住民運動という立場から見ますと、住民の運動を議会に出した。請願

として出した。そして、しかもその請願文の結論は、当地域の 1・3‘1バイパス道路計画は、

十分に見直しをされますように、というふうに願意がなっているわけでございます。ですから、

そういう請願を住民としては、採択をしていただいた方が、今後仮に請願者の皆さんが条件闘

争という形になっても、やはりその条件闘争が有利に展開するという判断も成り立つわけです。

そういう意味で私どもは、委員会が満場一致で決定されましたとおり、また、委員長報告があ

ったような形で本会議が採択をする。これが正しい方向だというふうに考えております。現在

提案されましたこの付帯意見は、結局はこのような願意から若干はずれまして、 1・3・1パイ
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パス建設というものを求めて、場合によっては促進するような趣も加わっておりますので、結

局請願と矛盾が起こる。こういうことでこの付帯意見はっけない方がいい、 このように考えて

いる次第でございます。一言意見を申し上げました。

0議長(高橋通夫君) 本動議のとおり付帯意見をつけることに賛成の諸君の挙手を求

めます。

〔賛成者挙手)

0議長(高橋通夫君)

これは実現できないということで、関係部課長から説明を聞きましたところ、このいま申し上

げました道路に側溝をつけることを考えているということでございますので、この請願の趣旨

も実現できるということで、満場一致この請願は採択ということに、建設委員会では決定いた

挙手多数であります。よって付帯意見をつけることに決しました。

しました。

次に、請願 59 - 1号でございます。件名は、東豊田三丁目下水処理場の悪臭軽減措置要望

に係る陳情でございます。請願者は、日野市東豊田 3-23-23、田中忠男さん外 37名で

ございます。請願の趣旨は、この下水処理場で最近以前よりも悪臭がひどくなった、何とか対

策を講じてくれ、という趣旨でございます。これにつきましては、本年度の予算で約改修費と

して、E億 2，194万の予算が計上されております。そして、 2階槽、破砕ポンプ等を設置、ある

いは脱水機等の設置というようなことをことしは予定しているわけでございます。この工事に

よって、請願者が悩んでいる悪臭等は大分軽減されるのではないか、という説明がございまし

これより本件について採決いたします。本件に対する委員長報告は採択であります。本件は

委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

O議長(高橋通夫君) 挙手多数であります。よって請願第 57-60号、 1・3・1パ

イパス計画を見通し、地域住民の健康と安全を守って下さいに関する請願の件は、委員長報告

のとおり採択と決しました。

これより請願第 58 -4 0号、雨水排水に関する請願、請願第 59-1号、東豊田三丁目下

水処理場の悪臭軽減措置要望に係る陳情の件を一括議題といたしたいと思いますが、これに御

異議ありませんか。

C I異議なし」と呼ぶ者あり)

0議長(高橋通夫君) 御異議ないものと認め、一括議題とし可たします。

建設委員長の審査報告を求めます。

たので、この請願も建設委員会では、満場一致採択と決定いたしました。よろしく御審議のほ

どをお願いいたします。

。議長(高橋通夫君) これより質疑に入ります。なければこれをもって質疑を終結い

0建設委員長(旗野行雄君) それでは、請願 58-40号、同じく 59 - 1号につ

たします。

本 2件について御意見があれば承ります。なければこれをもって意見を終結いたします。

これより本 2件について採択いたします。本 2件に対する委員長報告は、採択であります。

本 2件は、委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。

C I異議なし」と呼ぶ者あり〕いて、審査結果を報告申 し上げます。

まず 58-40号でございますが、これは雨水排水に関する請願、請願者は、 日野市日野

7760-18、 中西功さん外 74名でございます。請願の要旨は、日野市日野 7760番地付

近の雨水処理に非常に難渋している、こういうことで側溝をつけてもらいたい、こういう請願

0議長(高橋通夫君) 御異議ないものと認めます。よって請願第 58-40号、雨水

の趣旨でございます。この 77 6 0番地と申しますと、日野市から多摩川沿い日野市側の道路

がございますが、それを日野橋から約 250メータ ーぐらい南下した場所でございます。この

土地では、雨水排水を吸い込み槽によって処理しているわけですが、道路より低いため、いま

申し上げた道路から雨水が流れ込み、非常にいろいろのことで難渋している。それで、その道

路に側溝をつけてもらいたいという請願でございます。本来雨水排水計画からいきますと、別

途のルートをたどるのが当然でございますが、万願寺区画整理との関連もあり、まだすぐすぐ

，F
、、‘E
S
T

排水に関する請願、請願第 59 -1号、東豊田三丁目下水処理場の悪臭軽減措置要望に係る陳

情の件は、委員長報告のとおり、採択と決しました。

これより議案第 43号、日野市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制

定の件を議題といたします。

理事者から提案理由の説明を求めます。市長。

〔市長登壇〕

0市長(森田喜美男君) 議案第 43号、日野市一般職の職員の給与に関する条例の

一部を改正する条例の制定について提案の理由を申し上げます。
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本議案は、休職、産休、病気休養等の職員の給与支払い方法を改善し、事務能率の向上を図

るため、日 野市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正するものであります。

詳細につきま しては、担当部長に説明いたさせますので、よ ろしく御審議のほどお願いいた

します。

。議長(高橋通夫君) 関係部長から詳細説明を求めます。総務部長。

0総務部長(伊藤正吉君 ) 説明に入ります前に、議案発送の際に、私の方でミスプリ

がございまして、差しかえということで御手数を煩わせたわけでございます。おわびしたいと

思います。

それでは、内容につきまして御説明申し上げます。現行条例の 21条を 22条とし、 20条

の2の次に次の 1条を加える。こういう内容でございまして、21条は給与の振り込みとこう

いうことでございます。 1号から 2.3. 4. 5号に該当する職員から、 振り込みの支給の申し

出がございました場合に、この振り込み制度を適用しまして支給する、こういう内容の条文で

ございます。これは地方公務員法第 25条の 2項、職員の給与は、法律または条例により特に

認められた場合を除き、通貨で直接職員にその全額を支払わなければならないこういう根拠を

踏まえまして、この条例をお願いするわけでございます。それで、この場合には行政実例等も

ありまして、実質的には、通貨払いと同じであるということで、直接払いに違反するものでは

ない、こういうような行政実例も出てございます。よろしく御審議をいただきたいと思います。

O議長(高橋通夫君) これより質疑に入ります。古賀俊昭君。

01 8番(古賀俊昭君) 職員の皆さんに給与が支払われます場合の、これは幾つかの

項目を定めて、その場合には銀行等の口座に振り込むような方法が可能である、 という趣旨だ

と思いますが、私どもは報酬をいただきますと 、口座を通告しておきまして、そこに払い込ん

でいただいているんですが、職員の皆さんの場合には、こういう 5項目以外の場合の振り込み

ということを、検討されて今後いくのかどうかということと、給与の支払い日に、たまたまそ

の日にお休みになった方がいらっしゃった場合には、その方に支払われる給与というのは、ど

のように扱われるのか。たとえばV¥らっ しゃ らないと、どなたか預かつてあ持ちになっている

というのも大変じゃなかろうかな、と思うんですが、実際どのようになさっているのかをちょ

っと教えていただきたいと思います。

0議長(高橋通夫君) 総務部長。
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0総務部長(伊藤正吉君) 1号から 5号に該当する以外の職員につきましては、組合

とも現在折衝中でございまして、これらが組合とも了解がつきますれば、希望者については、

順次職員にも広げていきたい、こういう考え方でございます。

それから、支給目、給料日の当日不在の場合の取り扱いでございますが、これは一応職員課

の方で一時預かりしております。以上です。

。議長(高橋通夫君)

結いたします。

ほかに御質疑はありませんか。なければこれをもって質疑を終

本件について御意見があれば承ります。なければこれをもって意見を終結いたします。

お諮りいた します。これをもって議案第 43号、日野市一般職の職員の給与に関する条例の

一部を改正する条例の制定の件は、総務委員会に付託いたしたいと思いますが、 これに御異議

ありませんか。

( I異議なし」 と呼ぶ者あり〕

。議長(高橋通夫君) 御異議ないものと認め、総務委員会に付託いたします。

これより議案第 44号、日野市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定、議案第 45 

号、日野市国民健康保険高額療養費貸付基金条例の一部を改正する条例の制定の件を一括議題

といたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

( I異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(高橋通夫君) 御異議ないものと認め、一括議題といたします。

理事者から提案理由の説明を求めます。市長。

〔市長登壇〕

O市長(森田喜美男君) それでは、議案第 44号から提案の理由を申し上げます。

本議案は、地方税法及び地方税法施行令の一部改正に伴い、日野市国民健康保険条例の一部

を改正するものであります。

議案第 45号は、高額療養費貸付基本金の円滑な資金運営を図るため、 日野市国民健康保険

高額療養費貸付基金条例の一部を改正するものであります。

以上 2議案の詳細につきましては、担当部長に説明いたさせますので、よろしく御審議のほ

どお願いいたします。

。議長(高橋通夫君) 関係部長から詳長鶴見明を求めます。市民部長。
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。市民部長(加藤一男君) それでは、議案第 44号、日野市国民健康保険条例の一部 たとえば 3月 31日に国民健康保険の被保険者が社会保険に加入された場合、この場合社会保

険の方でも 3月分の保険料をお支払いいただきましたし、国民健康保険税の方もお支払いをい

ただくということで、従来二重払いの賦課徴収をいたしておったわけでございますが、そうい

う月の初日である場合は前々月、つまり 3月31日に他の保険に加入した場合は、 2月までの

国民健康保険税を支払えばよろしい、というふうに改正に相なったものでございます。つまり

二重の賦課徴収を避けたものでございます。この項は、 60年の 4月 1日から適用されるもの

を改正す る条例の制定につきまして、内容説明をさせていただきたいと思います。

ただいま提案理由にもございましたように、 3月の地方税法の一部を改正する法律改正に伴

いまして、本条例を改正いたすことが、一つの内容でございます。

それから、いま一つは、従来から厚生委員会の方でいろいろ指摘をいただきました文言上の

改正でございましたが、条例上に「この市」という文言がございます。いろいろ検討いたしま

して、東京都とも刷り合わせをいたしました結果、いわゆる 「日野市」あるいは「市」という

ような文言改正をいたしました。その二つの改正内容と相なっております。それでは、説明の

都合上、新旧対象表で説明をさせていただきたいと思います。その前にお断りいたしたいわけ

でございますが、新旧対象表にページが打つでありませんで大変見にくし 1かもしれませんが、

お許しをいただきたいと思います。それでは、 1ペーグをめくっていただき まして、まず第 1

章の関係このページでございますが、ただいま後段で申し上げましたように、 「この市」と あ

りますものを「日野市」あるいは以下「市」という、いうふうに文言改正をさせていただいた

わけでございます。

それから、下欄の 5条の 5の関係でございます。ずっとめくりまして、次の次のページまで

わたるわけでございますけれども、これは国民健康保険税の関係がございます。まず、 1枚め

くって上欄は、まず文言改正でございまして、これは、国民健康保険税の納入とは関係ござい

ませんが、ここに書いてございますように、従来の国家公務員共済組合法と公共企業体職員等

共済組合法が一緒になりまして、国家公務員等共済組合法と改めら れた関係でここに整理をい

たすものでございます。

それから、その下から次ページにわたります改正でございますが、 これは国民健康保険税の

納入の賦課徴収の関係のことの改正でございまして、 ここに書いてございますように国民健康

保険法第 6条第 1号から第 5号と申 しますのは、いわゆる船員保険とか、 国家公務員共済組合

とか、あるいは地方公務員共済組合等のような規定がございます。このそれぞれの保険に国民

健康保険の被保険者が加入した場合のことをここに規定いた しておるわけでございます。全部

他の保険に入った場合、あるいは援制世帯と言っておりますが、その中の家族のある部分が他

の保険に加入した。あるいはほんの一部だけが、同じような言い方になりますけれども、 一部

他の保険に加入をしたというような場合の国民健康保検税の賦課徴収の関係でございますが、

でございます。

それから、下欄の方の 16条の 2の関係でございますが、これは文言整備でございます。

それから、次ペークの 16条、それから 22条、 23条、 24条の関係、これは「この市」

を 「市」に改めさせていただいたわけでございます。

それから、 めくりまして、付則の7項関係でございます。みなし法人課税を選択した場合に

係る国民健康保険税の課税の持例とし 1う項目がござし 1ます。これは、先般の臨時会でもし1わゆる市税

条例の一部を改正する条例の専決報告の際説明をさせていただきましたが、みなし法人の関係

が5年間延長になりました。 59年度を 5年間延長した 64年に改める ものでございます。 も

ちろんこの適用は、 60年 4月1日からでございます。

それから、下欄の8項でございますが、これは略させていただきます。 括弧書きの昭和 59 

年度分の国民健康保険税の算定の特例とい う見出しで、 1枚めくっていただきまして 9項の欄

を改めて挿入をお願いするものでございます。従来の項を 1項ずつ繰り下げたということで ご

ざいます。 御承知を賜りたいと思います。それで、9項の内容と いいますのは、御承知のよう

に昭和 58年の 12月にいわゆる地方税法の一部を改正する法律が通過いたしま して、 条例も

御審議を賜りま したように、従来の 22万の基礎控除が 25万 3，.00 0円に相なりました。本

年から 26万円になりま した関係で 7，000円をプラスするわけでございます。つまり結果的

には 26万の控除のことを言っておるわけでございますが、9項は 7，00 0円をプラスすると

し1う意味の改正でございます。

それから、一番下欄の 10項でございますが、これは 24万円を26万円に改めるものでご

ざし、ます。この 24万円といいますのは、私どもの国民健康保険税の上限の 24万円ではござ

し1ませんで、所得額つまり所得額が従来 24万円であったものを 26万円、 2万円のアップを

するものでございます。これは、 いわゆる国民健康保険税の軽減の措置でございます。 4割あ
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るいは 6割の軽減措置のことをここで言っておるわけでございまして、その所得が 2万円ふえ

た、 24万円が 26万円になったということでございます。非常に雑駁でございますが、よろ

しく御審議を賜りたいと存じます。

続きまして、議案第 45号の国民健康保険の高額療養費貸付基金条例の一部を改正する関係

を説明させていただきます。

提案理由にもございましたように、従来の基金 300万円を 500万円に改めていただきた

t ¥ということでございます。最近療養費のアップによりまして、現時点の基金では、いささか

さびしさが出てまいりまして、少しふやしていただきたt¥。こういうことで 500万円にお願

いをいたすものでございます。都下 26市でもほとんどこの基金を採用いたしてございますけ

れども、 300万円以上は 26市中 17市でございます。一番大きい基金を持っている団体で

は700万円とかいう数値もございますけれども、当面 500万円の基金があれば高額療養費

の貸付金は、十分運営できる、というふうに考えておりますので、ぜひ 50 0万円、 20 0万

円のアップをお認めいただきたいということで、提案をいたしたわけでございます。よろしく

御審議を賜りたいと思います。

0議長 (高橋通夫君) これより質疑に入ります。なければこれをもって質疑を終結い

たします。

本 2件について御意見があれば承ります。なければこれをもって意見を終結いたします。

お諮りいたします。これをもって議案第 44号、日野市国民健康保険条例の一部を改正する

条例の制定、議案第 45号、日野市国民健康保険高額療養費貸付基金条例の一部を改正する条

例の制定の件は、厚生委員会に付託いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

( 1"異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(高橋通夫君) 御異議ないものと認め、厚生委員会に付託いたします。

これより議案第 46号、日野市地区広場設置条例の一部を改正する条例の制定、議案第47 

号、日野市遊び場条例の一部を改正する条例の制定の件を一括議題といたしたいと思いますが

これに御異議ありませんか。

( 1"異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(高橋通夫君) 御異議ないものと認め、一括議題と t¥たします。

理事者から提案理由の説明を求めます。市長。

(市長登壇〕

O市長(森田喜美男君) それでは、議案第 46号から提案の理由を申し上げます。

本議案は、 「市立やのやま地区広場」及び「市立まつばやし地区広場」の開設に伴い、日野

市地区広場設置条例の一部を改正するものであります。

議案第 47号は、 「金子橋こども広場Jの新設と「落J11こども広場」の廃止に伴い、日野市

遊び場条例の一部を改正するものであります。

以上2議案につきまして、担当部長に説明をいたさせますので、よろしく御審議のほどお願

いいたします。

0議長(高橋通夫君〉 関係部長から詳細説明を求めます。生活環境部長。

。生活環境部長(坂本金雄君) 議案第 46号、日野市地区広場設置条例の一部を改

正する条例の制定につきまして、御説明をいたします。今回お願いいたします一部改正条例は、

昭和 58年度に整備いたしました地区広場のうち、 59年の 3月に完成を見た 2カ所につきま

して、その名称及び位置を定めるものでございます。次のページをお聞きいただきたいと思い

ますが、 1カ所は市立やのやま地区広場でございます。所在地は日野市大坂上一丁目 7番地の

2、面積が 490.56平方メートノレでございます。

二つ目は市立まつは‘やし地区広場でございます。所在地は日野市日野 77 7 3番地の 585、

広さは 1，00 0平方メートルでございます。この2カ所を加えまして、いままでに整備されま

した地区広場は、合計で 6カ所となります。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。

0議長(高橋通夫君) これより質疑に入ります。馬場弘融君。

08番(馬場弘融君) ちょっとこの字の書き方について質問をしたいんですが、この

地区広場についてはひらがなで地名が書かれているわけですね。逆に子供広場の方は、地区名

は漢字になって、子供という字がひらがなになっておる、この辺の区別といいますか、どうい

う意味合いで、こういうふうにしたのかなということがよく理解できないんですけれども、教

えていただきたいと思います。

0議長(高橋通夫君) 生活環境部長。

0生活環境部長(坂本金雄君) お答えいたします。

市立の地区広場につきましての名称は、この発足以来古い地名、小字とか、字の古い地名、

あるいはその地方に伝わる古い名称とか、そういったものをとりまして、子供も大人にも親し

つ
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めるように、だれにでも読めるようにひらがなの字を用いて名称にしております。これは公園

などでも古い地名をとっております。そういうことを地区広場でもまねをさせていただいた、

そういうふうに聞いております。

供広場には広園法が適用されまして、ある程度の遊具を整備をしなければならなt¥。遊具の整・

備をすると、今度はお年寄りのグー トポールができなくなる。こんなことでかえってトラプル

が起きたりしておりますので、これらをなるべくどちらにも適用できるように、そういうこれ

からの施策としての配慮をしてし 1かなければならない。そのように考えておりますので、可能0議長(高橋通夫君) 福祉部長。

0福祉部長(高野 隆君) 子供の遊び、場につきましては、漢字を使っておりますけれ

ども、現在は、過去の慣行上やっておるということで、今後改めるべきであれば改めるという

ぐあいに考えております。

性があるかなし 1かということであれば、可能性をつくっていきたい、このように思っておりま

す。

ちゃんと理由づけがしっかりしてこういう趣旨だから、この広

。議長(高橋通夫君)

結いたします。

本 2件について御意見があれば承ります。なければこれをもって意見を終結いたします。

お諮りいたします。これをもって議案第 46号、日野市地区広場設置条例の一部を改正する

条例の制定、議案第 47号日野市遊び場条例の一部を改正する条例の制定の件は、厚生委員会

ほかに御質疑はありませんか。なければこれをもって質疑を終

0議長(高橋通夫君)

08番(馬場弘融君)

馬場弘融君。

場の場合にはひらがなでやってますよとか、公園の場合には漢字ですよ、というようなことが

わかればいいんですけれども、いまの説明ですと、ちょっと初めの方は、ある程度わかったん

ですが、ただ私は思うんですが、全くひらがなにしますと、かなり長い地名が私は出てくると

思うんですよ。そうなりますと、果たしてこのもとの漢字はt¥かなる字であるかということが、

十分理解をされないという恐れもありますので、できれば漢字は漢字と してお使いにな った上

で、上にるびをふるといいますかね、そういう形のものを正式にされた方がいいんではないか、

というふうに思うんですけれども、そういったような検討をする町能性はあるんでしょうか。

に付託いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

C r異議なし」と呼ぶ者あり)

。議長(高橋通夫君) 御異議ないものと認め、厚生委員会に付託いたします。

これより議案第 48号、日野市地区計画等の案の作成手続に関する条例の制定の件を議題と

。議長(高橋通夫君) 市長。

0市長(森田喜美男君) いま、 2議案の御審議をお願いしておるわけでありますが、

この地区広場という発想は、比較的まだ問もない、おとと しあたり から始めたことであります。

それから、子供広場というのは、もう古くから条例制定の形でやってまいった事業であります。

要するにこの用地難ということがありますので、この仮り借地でもやってというのが、この地

区広場という、つまりこれはお年寄りといわず、子供といわず、いわゆる地区に提供する広場

である。お祭り広場に使っていただいても結構だ、こういう広い意味をもっております。

それから、子供広場の方は、これは法律上といいましょうか、上部役所の固なり、都なりの

施策を継いでいるものでありまして、補助金が出ましたり、また施設についての義務もあるよ

うであります。私は、これは今日になりますと、きわめて紛らわしいし、本来ならば、みな地

区広場にまとめた方がいい、このように考えておりますので、何かそのようなことが制度上可

能であれば、そういう形にしていきたい。このょっ心思っております。特に困りますのは、子

いたします。

理事者から提案理由の説明を求めます。

〔市長登壇〕

O市長(森田喜美男君) 議案第 48号について提案の理由を申し上げます。

本議案は、良好な住環境を確保する地区計画の案の作成手続を定めるため、日野市地区計画

等の案の作成手続に関する条例を制定するものであります。

詳細につきましては、担当部長に説明いたさせますので、よろしく御審議のほどお願いいた

します。

0議長(高橋通夫君) 関係部長から詳細説明を求めます。都市整備部長。

0都市整備部長(結城邦夫君) それでは、ただいま提案のございました議案第 48 

号、日野市地区計画等の案の作成手続に関する条例につきまして、御説明を申し上げます。

地区計画制度は、昭和 55年 5月に都市計画法と建築基準法の一部が改正されまして、翌日

年の 4月に施行された新しい制度でございます。この地区計画制度は、市街地におきます地区
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あるいは住区のような小単位の地域内での地区レベルの土地利用を誘導、規制することにより

まして、市街地の良好な住環境を整備、保全することを目的といたしたものでございます。従

来からの都市計画は、都市計画区域全体から見まして、その都市に必要な骨格を定めたもので

ございまして、たとえば地域地区の制度により、建築物の用途、建ぺい率、あるいは容積率と

いうようなこれらの ことを定めております。さらに、 街路、公園等の都市施設に関する都市計

画により、これらの施設の計画的な配置が図られるというような内容にな っておるわけでござ

し1ます。 一方地区計画は、これらの都市の骨格の枠内におきまして、良好な市街地の環境を整

備、保全するというために建築行為、あるいは開発行為につきまして、必要な誘導、あるいは

規制を行う計画であるわけでございます。地区計画は、都市計画法に基づきまして、都市計画

決定がされるものでございますが、従来の都市計画決定と大きく異なる点は、地区計画を都市

計画といたしまして定める場合において、案の段階でその対象となる区域の土地の所有者など

の意見を十分拝聴いたしまして、作成するよう法律で義務づけられているところでございます。

このために、具体的な意見聴取の方法を定めるための条例が必要となってくるわけでございま

す。今回御提案申し上げますこの条例は、第 1条でその趣旨を明確に して ございます。第 2条

で、地区計画の原案の縦覧、 3条では説明会の開催とその手続、第4条では地区計画等の原案

に対する意見の提出の方法、それと最後の 5条で委任の各条項から成っておるわけでございま

す。地区計画は、これからこの条例に基づきまして、各地域の特性に応じた、そこにマッチす

るような住環境を整備するということで、今後この条例に基づきまして、順次決定をし、都市

計画を定めていこうという内容になっているわけでございます。この計画は、現在 26市にお

きまして、すでに 6市が都の指導等によりまして、この手続条例が制定されている段階でござ

し1ます。日野市におきましでも、この条例を制定した上で、住環境をよりよいレベルまで持っ

ていくということで努力をしていきたい、というふうに考えておるわけでございます。

以上簡単でございますけれども、内容につきまして、御説明を申し上げました。よろしく御

審議のほ どお願い申し上げます。

0議長(高橋通夫君) これより質疑に入ります。谷長一君。

れども、これがこの行政が主になって決めるようになる場合もあるだろうし、また、この住民

の意見等もただいまの説明によりますと、十分聴取して行うということに説明が行われたわけ

でございますけれども、その面積と申しますか、または単位と申しますか、そこいらはどのよ

うな形で区切られるものか、その点につきましてお伺いいたします。

。議長(高橋通夫君〉 都市整備部長。

0都市整備部長(結城邦夫君) お答え申 し上げます。

この地区計画の範囲、いわゆる面積とか、その地域そういったものの広さ、そういうものに

ついてはどのように考えておるのか、という御質問かと思います。 この地区計画を定めますの

は、いわゆる小街区小 さいー街区を形成していると ころでもこれを導入する ことが町能でござ

し1ます。また、ある広がりを持った地域でも可能であるわけでございます。要するにそこの地

域がどのような特性を現状として持っておるか。それから、将来この地域をどう整備、開発を

していくかということで、これらの計画は定められていくわけでございます。これは、あくま

でも最終的には市が、都市計画の決定をとりまして、結成をするという形になるわけでござい

ますが、この決定に当たりま しては、十分に住民の意見を拝聴しろ、こ ういうふうになってお

ります。それで、従来の建築協定では、その地域の 100%の住民、いわゆる土地の権利者が

同意を得られないと協定ができなかったわけでございますけれども、こ の地区計画は、必ずし

も10 0 %の同意をとる必要はないというふうになっております。ある程度の大多数の住民の

賛同が得られれば都市計画として、決定が可能になってくるわけでございます。以上でござい

ます。

O議長(高橋通夫君)

05番 ( 谷 長 一 君 )

谷長一君。

そうしますと、この小街区、またはー街区の単位というのは、

05番(谷長一君 ) この地区計画ということになりますと、これは非常に大切なこ

どのようなそこの小街区であり、また、ー街区であるかお尋ねいたします。

O議長(高橋通夫君) 都市整備部長。

0都市整備部長(結城邦夫君) お答えいたします。逆に大きいところから、先に申

し上げた方がわかりいし 1かと思いますが、たとえば区画整理事業を現在万願寺で実施しており

ます。この区画整理事業の中全面積 124ヘクターノレを対象として、この地区計画制度をかぶ

してし 1く、ということも町能であるわけでございます。また、その中を、さらに区画街路に合

わせて区切ってい ってその街区を 1単位として、決定するということも可能であるわけでござ

とだと思うんです。どうしてかといいますと、この良好なる住環境をつくるということで、こ

の範囲等がどのような形でこの定められるかということも、これはわからないわけなんですけ

に
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~ iます。要するにその町がたとえば商業地域、 あるいは準工地域、住宅地域これをまた別々に

この地区計画を定めるということも可能になってくるわけでございます。たとえば、いま区画

整理事業で実施しております、すでにでき上がっておりますー街区、こ れは区画街路で囲まれ

た一地域です。そこに適用することも可能であるわけでございます。ですから、非常に小さい

面積でも可能であるということでございます。以上です。

。議長(高橋通夫君) 馬場弘融君。

08番(馬場弘融君) 部長の説明に住民の意思を尊重するんだというふうなことがあ

ったわけです。当然この地区計画であるιL上は、まず地元の住民の意思が第ーだと思うんです

が、この条例をずっと見ますと、 2条の公衆の縦覧というところと、 3条の必要があると認め

るときに説明会を開くということと、その次の意見書の提出ですかね。この三つだけなんです

ね、いわゆる住民に関連をしそうなところは。これだけをこうじっと見てますと、全然住民の

意思がなくても、市が独自にどんどん進めてしまってもできそうな感じもするんですよね。で、

先ほど都の指導もあるんだというふうなお話でしたけれども、都の指導というのが、こういう

形でやりなさいよということで来ているんでしょうか。あるいはほかの市でもやはり全く同じ

ような形の文案になっているんでしょうか、もう少し教えていただきたいと思います。

0議長(高橋通夫君) 都市整備部長。

。都市整備部長(結城邦夫君) お答え申し上げます。

まず住民の意見を十分間くということで、確かに、ここの 5条の中の 3条が一応該当してく

るわけでございますが、これは一応今後の作成に当たっての手続関係を定めたものでございま

して、私どもこれを一応基本として地区計画の制度を導入していこうということになるわけで

ございますが、これに当たりましては、やはりその町、町で自発的に実施をしていただくとい

うことが望ましいわけでございます。一方こちらから市の行政サイドの方からも、この地域は、

やはり将来こういうふうに開発していった方がいいというような地域がある場合には、やっぱ

り住民の方と十分話し合いながら、そういった誘導をしていくということもあろうかと，思いま

す。従来の建築協定は、むしろそこの地域の方々の発言によって行われておるというのが実情

でございますが、まあ、そういった場合にもやはり市の方で誘導をしていくといったこともあ

ったわけでございます。 したがいまして、私どもの方もその地域、地域の特性を生かしていく

というようなことから誘導をする。そのための話し合い等は、ここには盛られておらないけれ
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ども、事前に十分やってし 1く、という考え方でおります。

それから他市の例でございますけれども、他市も、やはりこれと全く同じような文案になっ

ております。大体 5条程度の内容でございます。都の指導でございますけれども、都がこの制

度を押しつけるということではなくて、各自治体が自主的につくってほしいということでござ

いまして、その内容として、一つのサンフ。ルが東京都の方から出されております。その中で、

指導があるということでございます。以上です。

O議長(高橋通夫君) 馬場弘融君。

08番(馬場弘融君) 実際の運営では、そのように住民の意思を尊重していられるだ

ろうというふうなことなんですけれども、私、思いますに、特に第 2条の市長は、地区計画等

の案を作成しようとする場合というのがございますけれども、 こういったものがあるんですか

ら、その地区計画等の案を市長がつくる場合には、住民の意思を尊重すべきであるというふう

な条文も必要ではなし 1かな、という気がいたしますので、そういう面も含めて委員会で御審議

をいただきたいと思います。以上です。

O議長(高橋通夫君) ほかに御質疑ありませんか。なければこれをもって質疑を終結

いたします。

本件について御意見があれば承ります。小山良悟君。

04番(小山良悟君〉 建設委員会で審議することですから、あれですけれども、この

場であえて発言しておきたいことは、この条例については、私は非常に条例そのものは、画期

的な条例ではなし 1かというふうに評価をするわけであります。と申しますのは、従来の建築協

定の場合には、たとえばたった 1人の反対がいてもなかなか大多数のいわゆる公益の立場に立

って、理想的な町づくりができるはずなのに、 1人の反対者があって、それが実現できないと

いう場合が多々あったわけでございますけれども、そういった意味では、非常に住民の総意に

沿った形の町づくりができる形になるんではないか、というふうに思っているわけであります。

もちろんただいま馬場議員が申されましたように、住民の意思を尊重するということは当然で

ございますけれども、そういったことを考慮した上でも、こ の条例については、評価できるん

じゃなし 1かというふうに考えますが、いろいろ審議の過程で、いろいろ足りない点については、

補完されるものと思いますけれども、ただ一つ、これは、いわゆるこの事業に対しての国や都

なりの助成措置がないということを聞いておりますので、この件については、実際にこれが生
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きた条例にするためには、やはり事業推進の何といいますか、呼び水といいますか、そういう

意味でも助成措置を何 とかっけられるような努力をやるべきだろう。また、われわれもしなき

ゃいけないというふうに思っておりますので、強くその点を望んでおきます。

0議長(高橋通夫君) ほかに御意見はありませんか。夏井明男君。

01 6番(夏井明男君) 意見でございますが、先ほど、馬場弘融議員の指摘は、かな

り重要な問題を含んでおると思いますので、ぜひその点からも慎重な審議をお願いしたいと思

し1ます。特に 4条のところでは、意見の提出の方法ということで、 3週間というふうに期限を

切っていますし、先ほど馬場議員からも指摘がありました 3条でも、市長が必要があると認め

たときは、説明会の開催を講ずることができるということで、市民の方の側から、必要が認め

たときには、開かなくてもいいというふうにも読めるわけでありまして、その点いま結城部長

の方から、実際においては、かなり手続的には市民の方の意見を十分尊重しながらやらなけれ

ば実際できないことなのでというお話ありましたけれども、この辺やはりほかの市でも同じよ

うだとい うことでございますけれども、ぜひ地区計画については、かなり日野市において画期

的なことだと思いますので、ぜひ成功させていただきたいと思いますので、この辺、この手続

に関する条例についての慎重な審議をお願いしたいと思います。以上です。

O議長(高橋通夫君) これをもって意見を終結いたします。

お諮りいたします。これをもって議案第 48号、日野市地区計画等の案の作成手続に関する

条例の制定の件は、建設委員会に付託いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

C 1"異議なし」と呼ぶ者あり 〕

。議長(高橋通夫君) 御異議ないものと認め、建設委員会に付託いたします。

これより議案第 49号、日野市老人いこいの家条例の制定の件を議題といたします。

理事者から提案理由の説明を求めます。市長。

〔市長登壇〕

O市長(森田喜美男君) 議案第 49号、日野市老人いこいの家条例の制定についての

提案理由を申し上げます。

本議案は、老人に心身の静養の場を提供し、老人福祉の増進に寄与するため、日野市いこい

の家条例を制定するものであります。

詳細につきましては、担当部長に説明いたさせますのでよろしく御審議のほどお願いいたし

ます。

O議長(高橋通夫君) 関係部長から詳細説明を求めます。福祉部長。

。福祉部長(高野 隆君) それでは、議案第 49号、日野市老人いこいの家条例の制

定について御説明申し上げます。

初めに、おわびをいたしたいと思t"¥ますが、議案送付後に表現の一部訂正がございましたの

で、差しかえ分をお送りしてございますので、それに沿って説明をしていきたいと思います。

よろしくお願いいたします。

老人いこいの家は、昭和 43年ごろから、老後の安定を願う老人婦人の 1円募金をよりどこ

ろといたしまして、市の施策として、現在旭が丘文化福祉ゾーンに、工事費 1億 3，000万ほ

どで建築しております延べ面積 547平米ほどの老人ネ説上厚生施設でございます。これにつき

ましての設置に関する条例でございます。

まず目的でございますが、第 1条に掲げましたように、日野市老人いこいの家に必要な事項

をこの条例は定めております。

設置の場所といたしましては、老人いこいの家は、日野市老人いこいの家「かしの木荘j と

称し、日野市旭が丘二丁目 42番地に置くとなっておりまして、 「かしの木荘j という名称に

つきましては、日野市の木でございますし、また、老人の「かしの木学級Jがございますので、

それにちなみまして、 「かしの木荘」という名称を採用いたしました。

事業につきましては、第 3条に規定をしております。第一に短期の宿泊静養ということを目

標にするということでございますが、 2泊 3日程度を限度といたしまして、宿泊静養をする場

というぐあいに考えております。また、宿泊客に影響のない状況が出ております段階では、日

帰り休養の場の提供ということも考える、ということを規定しております。宿泊室、談話室等

を提供して、日帰りの静養の場を提供したい、というふうに考えております。

また、設備につきましては、第 4条に掲げますように、宿泊室が 6部屋ございます。 8畳間、

床の間っきでございますが、押し入れ、便所っきでございます。そのほか談話室、食堂、厨房、

それぞれ 1室、また、浴室といたしましては、男女各 1室という構成になっております。

休業日につきましては、第 5条に掲げますように、月曜日を休業といたしたい。また、国民

の祝日については、お休みとしたいというぐあいに考えております。

使用者の資格につきましては、第6条に掲げますように、市内に居住をいたします 65歳以
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上の健康者を対象とする。また、特に市長が必要と認める者につきましては、使用していただ

く、というぐあいに考えております。

。福祉部長(高野 隆君) 管理につきましては、建物の維持管理及び運営上の管理等

0議長(高橋通夫君) 福祉部長。

がございますが、建物の維持管理につきましては、市の財源で賄っていきたいというぐあいに

考えております。また、運営につきましては、委託でやっていきたい、というぐあいに考えて

おります。

。議長(高橋通夫君 ) 小山良悟君。

04番(小山良悟君) この老人いこいの家いろいろ費用がかかります。建設の費用と

か、それから、これから維持管理の費用とか、かかるわけでありますけれども、そういった費

用に対して、投資といいますか、費用に対しての償却とか、いろいろ考えなきゃいけないんで

しょうけれども、この使用料のところの金額ですけれども、そういったものをいろいろ考慮さ

れての積算だろうと思うんですけれども、どの程度それを補完できる位置づけといいますか、

その使用料の積算根拠それをお伺いしたいと思います。それが 1点。

それから、 この議案から離れますけれども、先ほどの一般職の職員の給与に関する条例の一

部を改正する条例ですが、これでもそうですが、つまり、この差しかえが二つありますけれど

も、大変みみっちい話で恐縮なんですが、これを見ますと、この訂正したのはどこなんだろう

というふうに見ますと、たとえば最初の給与に関する条例の改正、これについてはーカ所、 20

条の2のところが抜けてたのでそれを新しく入れたということなんですね。それで、あと最後

の方にこっちの新旧の対象のと ころにも 1カ所 2というところをつけ加えただけなんです。そ

れから、この老人いこいの家の場合は、設置のところの í~\こいの家の名称をJ の最初の「家

の名称」を削除して、 í~\ こいの家は」というだけにしているんですけれど、たったこれだけ

のことで、このB5ぐらいの用紙四、五枚、それぞれタイプの活字で作業されて訂正されてい

るんですが、私は、まずわれわれに出す前に、ミスがな~¥かどうかを、これが仕事なんですか

ら、皆さんの。そのことをまずきちんとやっていただいて、それでもこう気づかず、間違って

出しているという場合に、この程度のことなら、われわれが筆をかえるだけでも済むんじゃな

いかな、これは、つまり行政改革のね、これも行政改革の一つじゃないか、一事が万事という

ことで、そこで本当にみみっちい話ですけれども、しかし、こういった行政姿勢というものを

ーーというのはなぜこんなことを申しますかというと、きょう期末手当支給されて明細見まし

たら、税金が何と 30%も取られている、もう痛いですね、本当にこの税金というものを大事

に使ってもらいたいな、ということをつくづくきょうは感じたんです。そういう意味で、これ

使用の承認につきましては、第 7条に掲げておりますけれども、予約制をいま検討しておる

ところでございます。また、第 2項に秩序を乱す恐れがあると認められる場合、あるいは工事

等で管理上支障があると認められる場合には、使用を承認しない場合もある、という規定でご

ざいますけれども、特に酒等の飲酒につきましては、一定の規制をいたしたい、というふうに

考えておるところでございます。

使用料及び使用時間でございますけれども、使用料は宿泊を 90 0円、日帰りにつきま して

は30 0円を規定しております。また、使用時間については、現在、使用規定で検討中でござ

~ ¥ます。

使用料の納付につきましては、納付書によって、この施設に入る、利用していただく前に支

払っていただく、というぐあいに考えております。また、使用料の減免規定も市長が特別の理

由があると認める場合には、免除するという規定をしております。

また、使用料の不還付等は、第 11条で定めておるところでございますけれども、還付しな

いということを原則にしておりますけれども、市長が特に理由があると認める場合には、還付

するという規定でございます。

使用権の譲渡の禁止を第 12条で規定しておりますけれども、転貸禁止ということが原則で

ございます。

使用承認の取り消し等については、 13条等に規定してございます。

以上でございますけれども、管理の委託は第 15条に規定しておりますように、管理の一部

を日野市高齢者事業団に委託する、ということを考えております。

また、付則で規定しておりますけれども、この施設の使用については、 3カ月を超えない範

囲内において施行するということで、 9月末日までの吉日を選んで開設してまいりたいという

ぐあいに考えておるところでございます。よろしく御審議のほどお願いいたしたいと思います。

0議長(高橋通夫君)

01番(橋本文子君)

これより質疑に入ります。橋本文子君。

第 15条の高齢者事業団に委託をすることができるという管理

の一部というその一部はどんなことなのか、質問をいたします。
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はささやかなみみっちい話かもしれないけれども、この程度ならばわれわれが、皆さんが申し

上げて訂正するということでも済むんじゃなし 1かというふうに思いますんですが、その辺の見

解を総務部長あたりからでもお伺いしたいと思うんですが、らL上2点でございます。

。議長(高橋通夫君) 福祉部長。

0福祉部長(高野 隆 君 ) まず第 1点の、この使用料には、原価償却が見込んである

か、という御質問でございますけれども、この使用料の積算根拠といたしましては、特に原価

償却という形では見込んでおりません。原価償却を見込 みますと、大変な金額になるんじゃな

いか、というぐあいに私ども考えております。したがって、現在考えておりますのは、施設使

用料と、そのほか直接経費、たとえば洗濯代とか、その他入浴料というようなものを実費計算

いたしまして、大体その積算根拠としておるということで ございます。

0議長(高橋通夫君) 総務部長。

0総務部長(伊藤正吉君) いま、御指摘の件につきましては、先般の臨時市議会で、

議案に直接かかわるものにつきまして、非常に厳 しい御指摘をいただきました。そういうこと

で、次回からは、プリントし直して送る、そのような私の方たてまえをとったわけでございま

す。そういうことで、この条文につきましては、非常にたしか 2句でございますけれども、意

味合t¥からいきますと、前回にも劣らないようなウエイ トを占めている、このような判断をい

たしまして、お配りし直したわけでございますので、御理解いただきたいと思t¥ます。

。議長(高橋通夫君)

04番(小山良悟君)

小山良悟君。

それは、たとえば程度問題だと思うんですよ。程度問題。だか

ら、役所仕事だと私はいいたくなるわけですよ。大幅に変えるようだったら、これはもう差し

かえるべきだと思うんですよ。たったこれ 1字や 2句変えるぐらいなら、しなくてもいいじゃ

ないかと私はそう思いますよ。だから、それをこう言われたから、ああだという形で しゃくし

定規にそういう対応をするんじゃ、ちょっと菌りますね。適正な判断というものを一つね、つ

まり原価意識を持って仕事をしなさい、ということを私言いたいですよ。一事が万事すべてに

ですね、そういうことを強く申し上げておきます。まあ、総務部長の立場もああ言えばこう言

われるということでつらt¥かもしれませんけれども、ひとつその辺のところをよろし く御判断

をお願いいたします。

それから、いこいの家について、それは民間の商売じゃありませんから、私は原価償却を見
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込んでどうのこうのやるべきだということを言っているわけじゃないんですけれどもね。 900

円の使用料という割り出したにはそれなりにの何か理由があるだろう、その積算根拠という形

でお伺いしたわけでありますので、ただ多少今後は市民のためになることだか ら、 市民に負担

を与えちゃいけないということは、大変りっぱな ことですけれども、選挙のときなんかも、た

とえばこういうものをつくりました、皆さん利用してくださし 1。大変いいんですよ。だけど、

実際問題として、財源にも限りがあるわけですし、われわれも税金を払っているわけですから、

ある意味では、最低限の受益者負担ということも今後市の施設を利用する場合においても、考

えてし 1かなきゃいけないんじゃないか、ということを申し上げたくて質問したわけでございま

す。

0議長 (高橋通夫君) 市長。

0市長(森田喜美男君) いこいの家の経営と t¥うこと は、初めての経営なもんですか

ら、いろいろまだ未解明な部分も出てくるだろうと思っております。それで、料金のことは、

直接本人の身に触れる、ある いは直接の消耗になるサービスの部分というふうに考えておりま

す。それで、確かに高いという見解、ある いはもう少 し受益者負担という意味合いを込めたら

どうか、と いう こともあろうと思いますが、食事は これは自炊をやっていただく ことをたてま

えとする。なお、昼食につきましては、契約をして昼食のできるような仕組みはっくりたい、

このように考えております。そして、場所が必ずしも便利ではありませんから、送 り迎えとい

うことは、これはできません。したがって、どういう方法でこの遠隔地域とのバランスをとる

か、というこ とが大切なことだと思っておりますので、せめてノミス券 1枚でも、こ のパスを利

用する立場の方には、何か差し上げられるような、そういう仕組みをつくりたい。これはなか

なかむつかしし、かもしれませんが、公平化といいますか、サービス の市内の公平を図る意味で、

そういうことをぜひ実施できるようにその仕組みを考えていきたい、このような こともござい

ますので、何とぞ御指導をよろし くお願いをいたします。

0議長(高橋通夫君) 古賀俊昭君。

0 18番(古賀俊昭君) 市長にお尋ねをしたいと思います。

この条例案の事業のところに、老人心心身の静養の場を提供することによって老人福祉の増

進を図るというふうに書かれているわけですが、私どもは、た とえば、心身を休めるというこ

とで、温泉地に行ったり、保養所に行ったりということだったらわかるんですが、家庭でいろ
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いろ家族の関係の中で、ゆっくり自分の心を休めたいという ことで、 この施設を利用されると

いうことであれば、その目的が果たして達成されるであろうかと思うんです。つまり、静養を

必要とするような家族の構成、また、家族間の関係におられる方が、ここに 1泊か2泊をされ

ることによって、どの程度の効果というものを期待できるというふうに市長はお考えになって

いるかどうか。これだけの事業ということで目的をうたわれるならば、もう少し積極的な施策

ということで、工夫もあっていいのではな l¥かな、という私は気がするんですが、そうした御

老人が心身の静養を必要とするということならば、またそこに家庭というところにお帰りにな

らなければならないわけですね。市長のお考え方をちょっとお聞きをして参考にしたいと思い

ます。

0議長(高橋通夫君) 市長。

0市長(森田喜美男君) なかなかそのあたりを論議する ことはむつかしし 1と思ってお

りますが、ともかく発想の原点がお年寄りの施設、特によく聞いてみますと、老人ホ ームをつ

くることを目指す。こういうことでこの 1円募金が進められてまいっておりました。じゃあ老

人ホームというのは、一体どういうイメ ージですかと、なお聞いてみますと、究極するところ、

いっとき、短期間ですね、家庭から離れて何か気持ちの転換を図る、あるいは知り合いと話し

合いをともにする、そういうことに結局最大公約数が集約できるようでありました。そこで、

今回は高齢者対策協議会という学識経験者等の集まりをつくって御相談をしてみますと、やは

りそのあたりに焦点がいくようであります。つまり、家庭はもちろん老人憲章の示すとおり、

老人を大切にする場でなければなりませんが、旅行する、その際にお年寄りも 1人でおくわけ

にはし 1かないから、というようなことも内面にはあるそうでありますし、それから、御本人が、

どこかに行ってちょっと気分転換をしたいということも当然、あるだろうと思っております。そ

ういう意味で、この機能を目指す。果たして大変この老人福祉の増進に役立つかどうか、未知

数なものもありますけれども、極力いいいこいの場にして、そして、ともあれ、短期の宿泊、

あるいは日帰りの休養というふうなことで役割りを果たしてし火、そういうことにこれからの

積極的な研究も大切だ、このように思っております。

。議長(高橋通夫君) 古賀俊昭君。

01 8番(古賀俊昭君) もう一つだけお聞きをしたいと思います。私どもは家庭の機

能ということで、いろいろいま家族の構成のあり方、また、戦後のものの考え方が変わったり
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して、そういう過渡期にあるんだな、という認識は持っておりますが、普通は、外出先からう

ちに帰ることによって、家に着いたときにほっとするものだと思うんです。ところが外に出な

ければ、静養できないという考え方というのは、ちょっとこの辺に不自然さを感じるんですね。

これが先ほど私言いましたように、たとえば名勝の地を訪ねるとか、温泉地でゆっくり伸び伸

びと自分の行きたいなと思っているようなと ころに出かけていってくつろぐ、ということであ

ればわかるんですが、そうした面の考え方とちょっと市長のいまおっしゃったこと、私大まか

には大体同じだとは思うんですが、基本的なところで、もしかすると違うんじゃなし、かな、と

いう気もするんです。いま、学識経験者等の意見もお聞きになった、ということだったんです

が、どういう機関でどのような方が、主な御意見だけでも結構ですが、意見が出たのか、考え

方が示されたか、もう少 し詳しくお聞かせいただきたいと思います。

。議長(高橋通夫君) 市長。

。市長(森田喜美男君) 家庭を大切に、また家庭が生活の拠点であり、それが安住の

拠点であり、それが安住の場所である、これは全く同感でございます。しかしながら、日常生

活ですから、多少の気分転換ということも欲しいわけですから、そういう意味で役割りは私は

ある、そんなふうに思っておりますから、要するに気分転換の場所、あるいは友達と一緒に行

ってバーベキューでもやっていただくことも結構ですし、そういう意味での用途だ、というふ

うに広くひとつ解釈をして、これからのよりいい機能を整えていきたい。これに成功すれば、

何にも 1カ所だけではなくて 2、 3カ所はつくってもいいじゃないか、というふうにも思いま

すし、それから、私も老人ではありますけれど、当事者の方々にやっぱり聞いてみないとわか

らない点もありますので、かなりその聞く手段として、高齢者対策協議会というのを、そうい

う組織を持っておる、こういうことです。メンバーにつきましては、担当の方からお答えいた

します。

。議長(高橋通夫君) 福祉部長。

0福祉部長(高野 隆君) 補足してお答えいたしたいと思います。

老人いこいの家につきましては、休養ホームと、それからいこいの家というものが、国の基

準としてございますので、その中間を目指すということで、すでに東京都内においては、何カ

所か設置されておりますので、また、それなりに利用されておるという状況でございますので、

また、そのようなものを参考にしていきたい、というふうに考えております。また、対策協議
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会のメンバーにつきましては、いま、手元に資料を持ち合わせておりませんので、後ほどお届

けいたします。

。議長(高橋通夫君) 古賀俊昭君。

018番(古賀俊昭君) 私申し上げたのは、別にこの施策が、方向として私の考え方

とは違うという ことではなくて、やはりこうしたものをつくるからには、それが有効にこの目

的が発揮されなければ~¥けませんから、やはり同時に、家庭というものを持っている温かさ、

また、子供さんやお孫さんと一緒に暮らすことの中に、本当の幸せというのがあるんだと思い

ますから、そこからしばらくちょっと 出てほっとするという考え方というのは、ちょっと首を

かしげたくなる面もあったものですから、お聞きをしたような次第で、より充実した運営がさ

れるように期待しておきたいと思います。

0議長(高橋通夫君) お諮りし 1たします。議事の都合によりあらかじめ会議時間の延

長をいたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

c [""異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(高橋通夫君) 御異議ないものと認めます。よって会議時間の延長をすること

に決しました。

夏井明男君。

0 16番(夏井明男君) お尋ねします。第 1点、 65歳以上という第 6条ですが、 65

歳以上というふうな年齢制限しているわけですがその根拠。それから 6条の 2項でその他特に

市長が認める者という意味なんですが、具体的にはどういう場合を意味するのか。

第2点、第 7条の市長の承認、というふうにありますが、この承認権というのは、いわゆる許

可、不許可と同じようなものを意味するのか、たとえば市長が承認をしなかった場合に不服が

あった場合、どういうふうな法的なことになるのか、不幸な話をしてますけれども、その辺、

もうあなたは認めませんよ、と言われたらそれまでなのか、どうか。

それから、 7条の 2項のところですが、承認しないことができるの中で、 1号、 2号でも秩

序を乱す恐れがあるときということで、福祉部長のお話ですと、酒を飲んで乱れるといいます

か、行状がよくないというふうな意味をされるのか、と申しますのは、秩序を乱す恐れがある

ときとか管理上支障があると認めたときというふうに、非常にあいまいな概念なんですね。そ

うしますと、市長、すなわちいこいの家を運用する人の主観的な判断で運用される恐れがある
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んではないか、というふうに思いますので、具体的にどういう場合を意味するのか、具体例が

おありだと思いますので、お尋ねをしたいと思います。

それから、第 4点目ですか、 11条ですでに納めた使用料は、返さないというふうにあるわ

けですけれども、何日も前に、使用料を納めていて申し込んでおいたけれども、 1週間前とか、

4日ぐらい前に使いませんというときでも、やはり絶対返さないのかどうか。ただし、市長が

特別の理由があると認めたときは、返すというふうにあるんですけれど、むしろ これは逆にし

た方がよろしいんじゃないか、というふうに思うんですけれども、これもやはり市長の裁量に

よって、こいつが気にくわな~¥から返してやろうとか、皮肉で‘言っているんじゃありませんで、

これもやはり特別の理由があるときというのは、どういう場合を意味するのか。ちょっとわか

りかねるので教えていただきたいと思います。

それから、第 5点になりますが、 13条でやはり 7条と同じように使用の目的に反する行為

をしたときというのは、ちょっと具体的にわかりません。それから、やはり 2号ですか、この

条例、 または市長の指示に違反したときということでございますけれども、 この市長の指示と

いうのは、具体的には 17条の市長が規則で定めるという中で、具体的な市長の指示を意味し

ているのかどうか、その点お聞きしたいと思います。

それから、 3号ですが、工事その他の理由によりということですけれども、工事というのは

これは緊急工事を意味するんだろうと思いますが、その他の理由というのは、いわゆる伝染病

の発生等のようなかなり緊急事態的なものを意味しているんだろうと思うんですが、その辺ど

うなのか。多岐にわたりましたけれども、簡潔にお願いいたします。

0議長(高橋通夫君) 福祉部長。

0福祉部長(高野 隆君) 何点かにつきまして、簡単にお答えをしてまいりたいと思

~ ¥ます口

まず第 6条の、 65歳以上の健康者ということでございますけれ ども、これにつきましては、

大体基準は 60 歳ιU~ あるいは 6 5歳以上ということで、われわれとしては、老人施設の使

用を考えておりますけれども、この施設につきましては、高齢化というような状況もあります

し、また、60歳以上の年齢者から、 65歳以上の年齢者との差がかなり人口統計上の数値の

上におきましでもありますので、 65歳というのが適当ではないか、こういうぐあいに考えて

おりまして、特にありません。また、市長が特に認めるというような場合は、 65歳と一緒に
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申し込まれた場合に、たまたま一、二歳若い方がおられた、あるいはそういうような場合につ

いては、考えていきたい、というふうに考えております。

第 7条の使用の承認でございますけれども、秩序を乱す恐れというようなことでございます

けれども、これは、静養を目的にした施設でございますので、これに反する、静養を乱すよう

な行為というのが好ましくないという ことで、ここに規定しているわけでございます。また、

第 2項の場合も同じでございまして、やはりこれについては、あくまで、老人の静養ホームと

いう施設の目的をやはり貫きたい、という考えから出ておるところでございます。

また、第 11条の使用料は還付しないとございますけれども、これは一定の予約をしていた

だいて、それで後利用する際に、払っていただくという方法を具体的にはとるだろう、という

ぐあいに考えておりますけれども、その後に還付しないと言われても、実際にはもうすでにほ

かの方をお断りをするという行為がございますので、基本的には還付をしない、不還付という

ことでの原則でございます。しかし、またそれなりの理由が御事情があって利用できない。こ

ういうような場合には、特別な場合については考えていこうということで、特例の規定でござ

いますので、そのただし書きで規定している、こういうぐあいに御理解願いたいと思います。

また、 13条の市長の指示に違反した云々という行為の使用制限でございますけれども、こ

れについてもやはり具体的にいま予定しているということはございませんけれども、条例で規

定している以外にまたこの静養を目的とした施設の利用の枠を越える、 こういうような場合に

ついては、市長の指示ということで出てくる内容もあると思いますので、そのように規定して

おる。また、工事その他の理由というその他というのもやはり工事、または一定の工事以外に

も取り消す場合も偶発的に発生する可能性もあるということでの規定でございまして、特に現

在具体的にこれはということではございません。

以上で概略的な御説明を終わりますけれども、まだまだこれについては、今後の検討を加わ

えていくということで、よろしく御審議のほどお願いしたい、こういうぐあいに考えておりま

す。

もし休むんであれば、それも当然この条文の中に入れるべきであろうとまず思います。しかし、

私は、国民の祝日の中には、要するに敬老の日もあるわけですよ。老人の日といいますか、そ

ういう日もできないというのはおかしいと思うし、祝日であれば、むしろ老人の方々は行きた

いなということをあるいは思うかもしれない、そういう意味で国民の祝日というのは、むしろ

入れないでやっていただいた方がいいんじゃないか、という気もするんですけれども、どうし

てそっいうふうになったのか教えていただきたい。これが第 1点。

第 2点目は、次の 6条なんですが、これ(1)のところで健康者とあえて入れた理由をちょっと

伺いたいです。これはわざわざ泊りに行くんですから、病気になっている方が行くという こと

は、まずないと思うんですね、そういう中で、わざわざここに健康者という字を入れたという

ことの意味をやはり教えていただきたいと思います。

0議長(高橋通夫君) 福祉部長。

0福祉部長(高野 隆君) まず第 1点の御質問でございますけれども、おわびして訂

0議長(高橋通夫君)

08番(馬場弘融君)

馬場弘融君。

2点質問をいたします。

正をしたいと思います。国民の祝日と申しましたのは、 1月 1日から 3日までを指して申しま

したわけでございまして、総体的な国民の祝日ということではございません。これはあくまで

訂正いたしまして、1月1日から3日までのお正月の休みということでございます。それから

1 2月29日から 31日までの市の休業日でございますが、これを休みとするということで、

決して 9月15日をお休みするということではございません。あくまで老人等の利用を考えま

して、できるだけ休日も祭日も利用していただくように努めていくつもりでございますので、

これ以外の祭日につきましては、私どもは開業いたしますので、ぜひ利用いただきたいという

ぐあいに考えておるところでございます。

また、第 2点の健康者をなぜ入れたかということでございますけれども、これにつきまして

は、あえて入れることがないんじゃなし 1かという論議も内部にありましたけれども、しかし、

あくまで健康な状態で利用していただく施設だと、やはり何といいますか、何か老人の特養老

人ホームのような利用の仕方ではなくて、あくまで健常者でがんばっておられる御老人に一時

的な休養の場を与えたい、こういう気持ちがあったものでございますから、こういう点では、

はっきり明記しようということで明記してございます。( i了解」と呼ぶ者あり)

0議長(高橋通夫君) 馬場弘融君。

08番(馬場弘融君) じゃあ、第 1点目の 5条については、この(1)、(2)だけがお休み

一つは、第 5条ですね。私部長の説明を聞いて初めてわかったんですが、休みの日が国民の

祝日も含まれているということなんですね。この中の(1)、 (2)には入つてないわけなんですね、
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ということで了解していいんですね。はい、それはわかりました。

次のその健康者のことなんですけれどもね、実は、この前の方の第 3条に、老人に、という

ことしか書いてないんですよ。老人に心身の静養の場を提供することによって云々ということ

があるんですね。こ こでは健康なというふうな表現がないんですね。ですから、素直に この目

的の事業のところを読みますと、広く老人一般だなという感じがするわけです。そして、 65 

歳以上ということになりますと、まずほとんどの御老人の方が、何 らかの病気をお持ちである

とか、そういうことがあろうと思うんですよ。そうなりますと健康者ということを、あえて入

れますと、かなりこうまじめな方は、やっぱり私ちょっとこれが悪t¥から入れてもらえるかな、

というふうなことを本気でお考えになる方もいるんじゃな t¥かと思うんです。ですから、あえ

てこういうことは、入れなくてもいいんじゃないかな、というふうに私は感じるわけです。で

すから、その辺のこともぜひ踏まえて委員会での御審議をお願いします。

0議長(高橋通夫君) ほかに御質疑はありませんかなければこれをもって質疑を終結

いたします。

本件について御意見があれば承ります。 小山良悟君。

04番(小山良悟君) この老人いこいの家、他市にない初めての試みということであ

りますから、いろいろ議論もあろうかと思うんですが、私自身も実は必ずしも本当はもろ手を

挙げて大賛成というわけでもないわけですが、今後の、いまさら反対するわけではありません

ので、ただ今後の運営上、行政を進める上で特に留意していただきたいことは、御老人の方の

気分転換というふうな意味合いというふうなことでありますけれども、お元気なお年寄りの方

というのは、こんなことを言うと怒られるかもしれませんけれども、結構あっちの旅行、こっ

ちの旅行ということで、お元気な方は、そういう気分転換も上手になされているようでありま

すけれども、むしろ私は、もっと現実な苦しみをしていらっしゃる、寝たきり老人の方とか、

そういった方々に対する、同じ税金がいろいろ使われるわけですから、むしろそういった面に

もっと力を入れるべきじゃないか、このはっきり言えば、この老人いこいの家なんていうのは、

御老人の方の気分転換の場とするならば、行政の守備範囲を私は越えるんじゃな t¥かというふ

うな、あえてこういうふうな施設をつくって、年間いろんな維持費をかけてやらなきゃならな

いことなのかな、その前にもっとやるべきことがあるんじゃないか。そういったことを、やは

り市長の方でひとつ十分にお考えいただいて、政策を進めていただきたt¥0 

それから、もう一つは、懸念といいますか、この利用するに当たって、特定の人だけに利用

されるというふうな形のないように、運営上で十分に留意していただきたい、ということを強

く望んでおきます。

。議長(高橋通夫君) 橋本文子君。

01番(橋本文子君) このか しの木荘と し1うのは、宿泊が入るわけですから 、普通一

般の施設とは違って、かなり複雑になってくると思うわけです。それで、運営を高齢者事業団

にお任せするというふうないまお話でございますが、たとえば市の他の施設に関しまして、ぉ

掃除の問題であるとか、もっと他の運営面において、行政側と高齢者事業団の方とのトラブノレ

であるとか、あるいは高齢者事業団の方向士のトラ ブノレがある 、という ふうにこれまでにも伺

っておりますので、今度かなり複雑になってくる 、たとえば使用料、 11条の使用料を還付す

るとか、しないとか、使用の承認に関してもするとか、しないとか 7条ですけれども複雑に絡

んでくる。あるいは掃除の範囲等も、だれがどう担当するかということでも、かなり行政側と

話し合いを詰めておかないと、いろんな トラブルがあるというふう に、これまでにも聞いてお

りますので、その辺を十分考慮、しておいていただきたいな、という ふうに私は感じております

ので、よろしくお願いをしたいと思います。以上です。

。議長(高橋通夫君) 中山基昭君。

024番(中 山基昭君) せっかくこの新しし可施策と新しし 1施設ができるわけで、大変

私は期待をしておるわけです。そのためには、やはりこの積極的な有効な活用、 こういうこと

が大きな問題になるんじゃないか、というふうに思います。特に、先ほどもいろいろ話があり

ましたように、 65歳以上の高齢者を対象にした一つの施設だと、こういう面では、そういう

ことを最大限に大事にした運営等が必要だろう、というふうに思います。いままでの条例等の

提案を見ますと 、そうした点の配慮が大変乏しい、欠けるんじゃないか、こんな感じがしてお

ります。したがって、そういう面では、たとえば具体的に申し上げますと、予約制であるとか、

あるいは権利の譲渡はしないんだというふうな点は、いま少し四角四面でなくて、運営面での

融通性を持った、一つのこの運営が大事だろうというふうに思います。これは、この辺は委員

会の中で、十分ひとつ詰めて御検討していただきたい。さらに、もう一つは、先ほど部長等も、

あるいはこの条例の中にもございますように、必要な事項は規程で決める、あるいは規則で決

める、こういう点がございますけれども、そういう点についても、先ほど触れましたような、
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この施設の状況を十分配慮しながら進めていただきたい、ということを申し上げておきます。

以上です。

O議長(高橋通夫君) ほかに御意見ありませんか。なければこれをもって意見を終結

いたします。

お諮りいたします。これをもって議案第 49号、日野市老人いこいの家条例の制定の件は、

厚生委員会に付記し 1たしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

( r異議なし」と呼ぶ者あり)

0議長(高橋通夫君) 御異議ないものと認め、厚生委員会に付託いたします。 (r休

憩」と呼ぶ者あり)

これより議案第 50号、昭和 59年度日野市一般会計補正予算(第 1号)の件を議題といた

します。

理事者から提案理由の説明を求めます。

〔市長登壇〕

O市長(森田喜美男君) 議案第 50号、昭和 59年度日野市一般会計補正予算(第 1

号)について提案の理由を申し上げます。

本議案は、昭和 59年度日野市一般会計補正予算第 1号であります。補正額は、歳入歳出そ

れぞれ 1，42 7万円を追加し、歳入歳出予算の総額を 30 4億 8，46 2万 3，00 0円とするも

のであります。

詳細につきましては、担当部長に説明いたさせますので、よろしく御審議のほどお願いいた

します。

0議長(高橋通夫君) 歳入、歳出全般の説明を関係部長から求めます。企画財政部長。

O企画財政部長(前田雅夫君) 御説明申し上げます。

別刷りの昭和 59年度日野市一般会計補正予算(第 1号)、この書類をお開きいただきたい

と思います。

まず第 1ページでございますけれども、いま、市長から申し上げましたように、歳入歳出そ

れぞれ 1，42 7万円を追加をいたしまして、歳入歳出予算の総額を 304億 8，462万 3，000

円とするものでございます。

詳細につきましては、まず 6ページ、 7ページでございます。まず歳入でございますけれど

も、繰り越し金をし427万円見まして、合計で 5，42 7万円といたしました。

次が歳出でございますが8、9ページでございます。これは、先ほどの議案第 45号で国民

健康保険高額療養費貸付基金条例の一部改正の提案がございました。これは、その中で申し上

げましたように、現在 300万円の基金を500万円に増額する。その差額の 200万円の増

額でございます。次が 10、 1 1ページでございます。ここの 1の報酬の 33万 6，00 0円で、

この欄の説明欄に書いてございますけれども、障害者福祉協義会委員の報酬でございます。こ

れは、障害者にかかる施策の市長の諮問機関として、この協議会を設置するものでございます。

報酬と需用費、役務費がこの関係の経費でございます。

次が 12、 1 3ページでございます。目の保育園費の需用費 40 0万円でございます。これ

は新井保育園の上水の配管が故障いたしまして、壊れまして、 この修繕料でございます。次が

学童クラフ・費で、ござし 1ます。これは、現在三沢台小学校区の学童クラブを現在間借りをして運

営をしております。暫定の期間三沢台学童クラフ・として、独立をさせようということでござい

ます。この場所につきましては、三沢台小学校の東側に南北の道路がございます。その東側の

土地を利用いたしまして、レンタノレで保育室をつくるというものでございます。この 11の需

用費から 18の備品購入費は、この学童クラブの開設用の経費でございます。

次が 14、 15ページでございます。自の 1の道路橋梁総務費でございますが、この 18番

の備品購入費 16 0万円でございます。これは、現在建設部で補修用のローラーがあるわけで

ございますけれども、故障いたしまして、修繕不可能ということで、更新をするものでござい

ます。次が2の道路維持費でございますが、説明欄にございますが、市道七生 142号線道路

保全負担金でございます。これは、昨年の8月に台風 5号によりまして、通称南平台でござい

ますけれども、その団地の南のり面でございます。動物園の境でございますけれども、崩壊を

いたしまして、この土地の所有者が民間、それから東京都でございます。それから、ここに書

いてございます市道にも接しておりますので、この三者で復旧をする、その市の負担金でござ

し1ます。全体の事業費の負担を日野市が 20%行うというものでございます。次が 16， 1 7 

ペーグでございます。これは公民館費でございますけれども、公民館の玄関が壊れまして、そ

の修繕料でございます。 77万円でございます。以上でございます。

0議長(高橋通夫君)

04番(小山良悟君)

これより質疑に入ります。小山良悟君。

民生費の社会福祉費、 11ページ障害者樹止協議会委員という
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のが新しい予算項目として補正に出てまいりましたですけれども、当初予算で出てこなかった

ということは、今回の補正で出てきたということは、急逮というか、それをつくる何か背景と

いいますか、市長の諮問機関であるという ことでありますけれども、それを急濯つく る、設置

する ことになった背景を御説明をいただきたいという ことと、それから、この委員が決まって

いるのかどうか。決まっているならどなたが決まっておるのか、その辺のところを。

それから、もう一つは、市長の諮問機関という形で、こうして報酬が払われるわけでありま

すけれども、こ の協議会委員の諮問機関の政策というか、そのいろんな諮問内容について、わ

れわれにもそういったことを報告していただけるかど うか、その点をお伺いしたいと思います。

持っていろんな意見を聞き、またいろんな調査をされ、実態を把握され、そういったことをし

ていけば、あえてその諮問機関という形のものを設ける必要がないんじゃないか。また、社会

福祉協議会でも、 ある程度の役割り はでき るんじゃないかという ふうに思うわけであります。

これも委員会付託されていろいろ議論されると思いますけれども、私は、この今回のこの措置

については、非常に疑問を感じている。この審議会に頼って云々という市長の姿勢ですね、わ

れわれも市民の声をいろいろ聞いているわけでありますし、われわれにも厚生委員会もありま

すし、われわれもいろいろ市民の声を聞く機能といいますか、役割りを果たしておりますし、

それから、社会福祉協議会、それから福祉部長以下福祉のスタップも、そういった形の中で、

誠意を持って意見吸収をしていけば政策に反映できるんじゃないか。何かといろいろ審議会を

設けて、その報酬を払っていくというふうな形を多少やっ11り考え直した方がいいんではない

か、というふうに思いますので、このちょっと質問したわけでありますが、この委員は、現在

決まってないということでありますけれども、ある程度の候補は決まっているんですか。いつ

ごろ決める予定なのか、その辺ちょっともう一度教えてください。

。議長(高橋通夫君) 福祉部長。

0福祉部長(高野 隆君 ) メンバーについては、現在決ま っておりませんけれども、

できるだけ早いうちに決めていきたい。現在市長の方で選考中だというぐあいに考えておりま

。議長(高橋通夫君) 福祉部長。

0福祉部長(高野 隆君) 今回、障害者の福祉協議会の予算をお願いをいたしました

のは、本来ならば年度当初において、お願いするのが筋でございますけれども、こ の必要性を

感じましたのが、若干時間的には、当初に盛るにはちょっと無理である、としづ状況もござい

ましたし、また、協議内容を総体的にまとめてから予算ということでございますので、若干時

間的に無理だということで、補正で今回お願いをするということでございます。また、どうい

うことでこういう契機になったかというこ とでございますけれども、私どもといたしましては、

いろいろと障害者団体から、国際障害者年を契機にいたしまして、いろんな要望が出され、あ

るいは答申が出され、いろいろな障害者に対する施策が必要な時期になっています。また、す

でに幾つかのここで団体も結成され、報道が始まっておる、こういう状況も最近はございます。

その他もろもろの状況の中で、私どもとしては、今回障害者の福祉センタ 一、 それから授産施

設等も設置の準備を現在進めております。そういうような関係から、市民の意見を聞くという

市長の諮問の場として、今回ここで設置をするという考えでございます。よろしく御審議のほ

どお願いしたいと思います。メンバーにつきま しては、 現在検討中でございますので、まだ決

定しておりません。

0議長(高橋通夫君)

す。

小山良悟君。

。議長 (高橋通夫君) ほかに御質疑はありませんか。古賀俊昭君。

01 8番(古賀俊昭君) 1 3ページの三沢台学童クラブの設置のことにつきまして、

少々お聞きをしたいと思います。

学童クラブの長期臨時職員の方の正職化の問題は、私もこの本会議で、何度か取り上げてまい

りました。市長の考え方、また、組合との合意内容等について再三お聞きをしたわけでありま

すが、この三沢台学童クラブが、百草台児童館にいま 2校介入っておりますので、そこから分

離をして、独立をするということで、現在ある 17の学童クラブがここで一つふえて、全部で

1 8学童クラブがこれでできることになるわけです。そのことで当然、職員が必要になるという

ことになってまいります。ことしの 3月の第 1固定例市議会で、私、さきに 32名おられた長

期臨時職員の方が、 2年次にわた って正職化されてし 1く、その組合との約束が市側とどのよう

な形で取り交わされていたかということで、幾つかお聞きをしました。市長と助役の御説明で

04番(小 山良悟君) 私は、この障害者に対する施策というものは、いろいろ積極的

に進めていただきたいと思うんですけれども、このいわゆる諮問機関という形で設置するにつ

いては、若干疑問を抱くわけであります。障害者の皆さんの市民の声を聞くためにというふう

なことでありますけれども、行政側が本当に何 といいますか、障害者の皆さんに熱心に誠意を
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は、現在 32名のうち、 2名の方がおやめになっており、 30名の方のうち、 27名がすでに

他の職種も含めて正職化をされているということでございました。という ことは、残り 3名の

方があといらっしゃるということになるわけですが、この3名の方は今回この学童クラブで 1

名は正式にお入りになることだろうと思いますので、あと 2名の方の取り扱いはどのようにな

るのか、その点をひとつお聞きをしたいと思います。その後また続けますが、とりあえずお願

いします。

いりま して、 50年からですか、市の方で受け継いだわけでございます、日社協から。そうい

う形の中で、現在正職化を組合から迫られる、要するに長期的な動務と、正職員と似た勤務体

制という状況の中に、問題点があったわけでございます。それで 32名おったわけでございま

すけれども、 lクラブについて責任持って管理していくということで、 1名は正職化しよう。

もう 1人は純然たるパー ト職員、臨時職員という形で対応していこう。それで、正職員につい

ては、朝の 8時半という勤務体制から入りまして、お金の管理からおやつの要するに管理まで、

きちっ とやっていこうということで、 1名体制で正職化ということになったわけでございます。

試験をやったわけでございますけれども、試験によりまして全部を正職化しよう、という考え

方ではなしに、なるべく正職化に転換できる方、というふうな形で実施したわけでございます

けれども、実際には継続して勤務しておりますので、試験の結果でも、ふるい落とすというこ

とは現実にはむずかしかったわけでございます。そういう経過の中で、組合とはっきり申し上

げているとおり、何名、要するに全部を正職化するというふうな約束等はしておらなかったわ

けでございますけれども、さっき言いましたように、続けて長期臨時という形で勤務している

ものでございます。それから、同じような形の中で、勤務してきた中での区別けというのは、

非常にむずかしかったわけでございます。そういう経過の中で、現在では 27名まで御指摘の

ように正職化というのがされてきておるわけでございます。それで 32名のうち 2名は退職し

ておるわけでございます。母親の病気というふうなこと、 1人は結婚というふうなことで、あ

と3名残っておるわけでございます。これについては、市長からお話がございましたように、

三沢台の新しく学童クラブが 18番目としてできるということにな って、 1名正職化するとい

うことになりますと、どうしても前々からいた人間で当てざるを得ない、これが一つの順序で

はないか。

。議長(高橋通夫君) 市長。

。市長(森田喜美男君) 三沢台学童クラブを設置するその考え方は、 これは現状の施

設の中で、うまく理解をしてもらい、それから措置すればおさまるだろうというふうに当初考

えておりました。ところが、 20名のいわゆる低学年児童が、現実においては措置ができない

という状況が生れておりますので、これにいろいろとこの母親、あるいは関係する方々の説明

をしてまいっておりますが、結論といたしまして、まだ未措置で残つである。暫定的に数名で

何か場所を借りるか、何らかの形で自主学童クラブを開いている、こういう状況になっており

ますから、三沢台小学校は、もうあと 2年ほどたちますと恐らく空き教室が生れてくるだろう、

こういう期待外の期待がありますので、そういうことでその時期に少し先立ちますけれど、た

またま学校の道路を隔てたすぐ前に狭い面積ではありますが、三沢台小学校をつくった当時の

残地として、開発公社が所有しておる土地があるものですから、そこを借りて、また設備もリ

ースによ ってごく少規模に暫定的に開こう、こういうことでこの三沢台保育園の途中の補正で

お願いをしている。こういう事情がありますことを御承知いただきたいと思っております。

それから、その職員のことにつきましては、助役なり担当部長の方からお答えをいたします。

O議長(高橋通夫君) 助役。

0助役(赤松行雄君) 2年にわたりまして、いろt'ろとお答え申し上げてきているわ

けでございます。その中で、御質疑がございましたように、 32名おったわけでございますけ

れども、これは昭和 49年当時でございますか、約 10年ほどになるわけでございますけれど

も、日社協の中で、学童クラプを日野の場合には実施してきたわけでございます。その中で、

臨時という形ではなしに、非常に人も少なかった。なかなか学童クラプに従事する職員を募集

するということにつきましては、臨時的な対応で回転させるということが非常にむずかしい、

人手がなかなか得られないというふうな状況等もあったろうと思います。長期臨時的な形でま

それから非常に申し上げにくいわけでございますけれども、あと 2名いるわけなんですけれ

ども、これは、5月の 1日に正職という形で辞令を出しておるわけでございます。率直に申し

上げたいと思います。これ事実でございます。 5月 1日で正職化、ですから、残り 3名とも正

職化しているわけでございます。 1名は三沢台ということでございます。それから、これは福

祉部の方からの要請がございまして、この3人を正職化しているわけなんですけれども、その

理由を申し上げますと、あと 2名でございますね。あと 2名につきましては、日野の児童館と

いいますのは、プランチを七つ抱えておるわけでございます。ほかのところは、プランチ二つ
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だとか、多くても三つ程度、百草台の場合には、プランチがいまのところ二つでございます。

これがあと日野だけが七つ、平山が児童館が五つでございますけれども、飛び抜けて日野児童

館は、七つブランチを持っておるわけですね。この中で、普通のプランチの少ないところと同

じようにフ リーの正職を 2名では、非常 にカバーし切れないという実態でございます。三沢台

の児童館なんていうのは、三つ しかプランチ持つてないわけなんですけれども、百草台 がプラ

ンチ二つですね、平山台が平山児童館これはプランチ五つでございます。こういうふうなとこ

ろがそれぞれ 2人のブランチの中に正職を抱えているわけなんですけれども 、子供が多くなっ

た、少なくなった、あるいは夏休だとか、病休だとかいろんなこ とがございます。正職員にも

いろんな問題がありますし、それから臨時の学童厚生員にも きょうは休みだという問題等が出

てくるわけです。そのための 2人のフ リー体制では、日野児童館の場合には、回し切れないの

で、ふやしてほしいということで、フリー職員 2名であるものを 3名にしております。これが

一つでございます。 これで 2名です。それから 3名目は、高幡台の学童クラブでございます。

これに正職 1名でございますけれども、この高幡台の学童クラブだけは、正職 2名にしよう、

こういう考え方でございます。なぜ、こ こだけが正職 2名にするか、 こういうことでございま

すけれども、ここは御存じのように三沢の第三中学校ですか、第三中学校へ上ぼってし 1く右側

のちょうど山ふところのところに、少年野球場みたいなのがございます、子供たちが野球しま

す。そこの山ふところのところにこの高幡台の学童クラブというのがございます。それで、何

回かあったわけなんですけれども、言いにくいことなんですけれども、痴漢の出没というふう

な事故が 2回ぐらいあったんじゃなし可かと思います。正職が朝から行っている、お昼から、 1

時ごろから学校から 1年生が帰ってくるということで、お昼から臨時職員、臨時の学童厚生員

が来る。こういう体制ではおっかなくていられない、こういうことだそうでございます。とい

うことは、朝 8時半なり 9時から正職がいますし、いろいろと午後から始まる学童クラブの献

立やら、お金やら、掃除やらいろいろやっているわけなんですけれども、そこのところがお昼

まで 1人体制なんですね。ここのところでいろんな事故が起きているわけなんですね。やはり、

朝からここだけは 2人置いてほしい、こういうことだそうでございます。こういうふうな要望

で、これは福祉部の要望でございますけれども、そういう問題点を解消するために、三沢台が

正職化、新しくできたということ、それから、日野の児童館というのはプランチが多いという

こと、それから、三つ目は、いま申し上げました高幡台の学童クラブというのは、午前中そう
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いう空白をおけない土地柄という事故が 2回ほどございました。そういう状況でぜひ充実して

ほしい、という福祉部からの要請で、そのような正職化の決意をしたわけでございます。その

ような事情を御説明申し上げまして、いろいろと大変御指摘やら、御心配をいただきました。

約束等もしておるわけではございませんけれども、そういう状況に対応するためには、いまま

でいる、要するに職員を優先的に充てていくのが一つの事情じゃないか、こういうふうな考え

方によったわけでございまして、5月 1日にそう いう異動をしたわけで ございます。それで、

全部のというか、 30人 の正職化、こ ういう ことになるわけでございます。

0議長(高橋通夫君 ) 古賀俊昭君。

01 8番 (古賀俊昭君) 職員組合が繰り広げておりました学童クラブの長期臨時職員

正職化闘争は、大勝利をおさめたわけです。これですべての長期の臨時職員の方は、正職化が

なったということで、当初ずっとパート や臨時の方でやってきたものが、ここで各学童クラブ

に1名以上職員を配置するということで正職化が実現してしまっているわけです。しかも、5

月1日に、もう 3人の方が正職員になっているということなんですが、いま、私お聞きしまし

たのは、 l名の方はよくわかるんです。三沢台学童クラブに配置されたということで。あと 2

名の方が、平山と日野児童館の方に、学童クラブ担当の正職員として入ったという ことですか。

その 2名の方、三沢台学童クラブに配置された正職員の方以外の2名の方のポジションはどこ

なのか。もう一度端的にお答えいただきたいと思います。

。議長 (高橋通夫君)

O助役(赤松行雄君)

助役。

どうも、いろいろ理由を申し上げる気持ちが先立ちまして、十

分な説明ができませんで・ー…。日野児童館に 1人でございます。日野児童館。これはプランチ

が多いということでございます。だから、日野児童館にフリーの正職として 1名。児童館の下

に枝葉に何々学童クラブというのがたくさんあります。プランチというのは支庖という意味一

ーはい、それで高幡台、高幡台の学童クラ ブに 1名、はい、そういうことでございます。

0議長(高橋通夫君) 古賀俊昭君。

01 8番(古賀俊昭君) じゃあ、日野児童館の学童クラブ、つまり、七つ日野児童館

には分室があるわけですね。( iはliJと呼ぶ者あり )そこはもうすでに2名の正職員が配置

されているということ、そして、また高幡台学童クラブは、全部で 3名いらっしゃってそのう

ちの 2名が正職員だということでございますか。もう一度確認させてください。
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。議長(高橋通夫君 )

O助役(赤松行雄君)

助役。

日野児童館、いままでどこもフ リー 1名でございます。で、日

は人材のそれぞれの能力に応じての活用という ことは、 十分可能だと思っております。そうい

うことですから、表現と誤差があるという御認識もあるかも しれませんが、私どもといたしま

しては、 欠員を補充するという形で、 一応の問題の解消を図っ た、このようにも考えておるわ

けでございますので、そのあたりのと ころを御了承いただきたいと思います。

。議長(高橋通夫君) 古賀俊昭君。

01 8番(古賀俊昭君) 総務部長にお聞きしたいと思うんですが、いわゆる正職員で

ない方の取り扱い方といいますか、たとえばアルバイトの方を市でお願いをする、臨時職員の

方を雇うという場合には、法律できちんとその対応の仕方が決められているんですね。期間、

または更新の手続という ことがきちんとうたわれていると思うんですが、そのことについて説

明をしていただけませんか。私、助役が先ほどおっしゃった言葉の中に、長期の臨時職員を抱

えていままで対応してきたいろいろな事情と いうものをお話になりました。それはそれでわか

るんです。 しかし、また、それとは別に法では職員の方の、特に臨時職員の方の場合ですね。

アノレバイ トパー トの場合には、このよう にしなさいという ことがきちんと規定がございます。

それが守られていたかどうかということもあわせてお聞きするわけなんですが、まずその規定

について、総務部長御担当だと思いますか ら、説明をしていただきたいと，思います。

。議長 (高橋通夫君) 総務部長。

。総務部長(伊藤正吉君) 一応臨時の職員を雇用する場合には、 6カ月こうしづ単位

でやっております。 6カ月で一応切るわけでございますが、それからまたそのときのケース・

ケースによ りま して、 6カ月延伸とこんなような形で臨時職員は対応をしております。以上で

野の児童館の場合は、ほかの児童館と同じようにフリ ー 1名では、七つのプランチを担当 して

いますので、 1名を 2名にしてほしいということで、今度は 2名になった、こういう ことでご

ざし1ます。

。議長(高橋通夫君) 古賀俊昭君。

01 8番(吉賀俊昭君) はい、わかりま した。 3月の昨年の議会で私がこの点につい

て市長に質問しましたときには、市長も助役も正職員にするのは、学童クラブは 21名、そし

てそのほか四つの児童館に 1名ずつで 4名、計 25名だけだと、あとは正職員にするというよ

うな約束もしてないし、そういうこと はないんだ、ということを市長は 1年前、もう ちょっと

たちますが、 お答えになった。それがもうすでに夏以降には、昨年、もう破られていたわけで、

私、またことし3月にもいろいろお聞きしたわけですが、結果的には、職員組合の主張どおり

に今回すべて希望する方は、正職員になったということであります。 市長がおっ しゃ っていた

ことが現実としては、全 く食い違う姿が、いま、われわれの目 の前に起きているわけです。ど

のようにお考えになりますか。

。議長 (高橋通夫君) 市長。

0市長(森田喜美男君 〉 これまでなるべく定数を抑えてし 1く、 ある いはこのいわゆる

長期臨時とい う形には矛盾がありながら、正職化しがたい一面の理由もあっ た。このよ うにこ

の問題は、ずっ と事態を引いて尾を引いた形で最近まで来ておりました。そして、昨年ですか、

機会をとらえて一部正職化に踏み切 り、な お、あとの人 も数名残ったわけでありますが、これは、

組合とどうこうとしづ約束はないというこ と、 その当時私の答えにも今後この欠員等で補充要員が

必要となってくるならば、それはそのときの対応になる。 したがって、予約 もしてないし、現

在、将来どうするという考え方もないという ことはお答え しましたけれど、今 日必要があって、

そして、それぞれのこの欠員補充というよりも、必要要員をどうしても満たす必要があるもの

ですから、その用に充てる採用を行った、そういうことであります。これらもかなり心苦 しい

面はありますけれども、一定の定員の中で、処理をし、今後有資格者、つまり、保母の資格も

ありますので、保育園に将来欠員が生ずる場合には、共通に相互交流のできるような、そうい

う配慮もしたい、というふうに思っておりますので、将来は、一般保母としての交流、ないし

す。

0議長(高橋通夫君 ) 古賀俊昭君。

01 8番 (古賀俊昭君 ) 6カ月ごとに区切りをつけていきなさし 1という決まりがある

わけです。 この学童クラブにお勤めになっていた方々 というのは、この手続、つまり 、6カ月

ごとの契約の更新というものが、行われていたのかどうかと いうこと を一つお聞きをいたしま

す。また、それを行わなかっ たとすれば、その理由が何かあるはずだと思います。あえてその

法の規定を無視をした理由は、一体何なのか。それをあわせてお聞きをしたいと思います。

0議長(高橋通夫君) 助役。

0助役(赤松行雄君) 現在でのそうし 1う矛盾を抱え込んでおるわけでございます。と
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いいますのは、東京都からの学童クラフ・に対する補助でございます。完全なる 6カ月単位での

パートという形では、なかなか補助をいただけない、こういうふうな反面がございますもので

すから、現在、学童クラブの正職の職員のほかに 12時から 出てまいります臨時職員がいます

けれども、 これについては、 現在市では嘱託というふうな形態の中で、東京都の補助制度との

整合を図っているという ことでございます。 これは、嘱託という形での臨時職員でございます。

そういう形でまた2人とも正職なんていうことじゃ、もう、これは大変なことでご ざいます。

行革をやってし 1かなきゃならない時代でございます。それで、いろいろと唯々諾々とやってい

るようにおっしゃられるけれども、そういう こと じゃございません。大変な苦労をしながら、

行革の積み上げをしようという努力をしているわけでございます。そういうことで、過去の日

社協での踏襲という形でございますけれども、その裏には、東京都の助成制度との整合という

ふうな問題等がございまして、長期臨時的なものとして位置づけられ、それが正職化への口火

になってきたわけでございます。それで 32人という者の一部を正職化しますと、半分で切る

というわけにはなかなかし 1かないわけなんです。それが非常に大変な苦労というふうなところ

でございまして、そこのと ころはわかっていただきたい、こう思うわけでございます。ょうか

ん切るみたいなわけにはなかなかし 1かない、と いうようなこ とでございますので、ひとつその

点はわかっていただきたいと思います。

市はやってきたのかどうかということ、ゃったならやった、やってないならやってないでお答

えをいただいて、もし、やっていないとすれば、その理由をあえて法を曲げた理由があるはず

ですから、その理由をあわせてお聞きをしたいということが質問でございます。

。議長(高橋通夫君 ) 助役。

0助役(赤松行雄君) ですから、そのお答えとして、先ほどからお答えしているわけ

です。

東京都の補助制度をもらうためには、そういうふうなことをしたんだ。長期臨時という形で、

日社協からやってきたんだ。日野市の手法も東京都の補助をもらうためには、要するに半年ご

との臨時職員という形での雇用形態では、補助をもらえませんので、同じ臨時でも長期という

名前をつけた形でやってきたわけなんです。また、それを踏襲していくわけにはt¥きませんの

で、もう 1人の人事について、ですから、いろいろと担当者が苦労して非常勤の特別職という

ふうなことで、現在は対応 しておる。長期臨時に した方は、これはもう正職化攻勢をかけられ

たわけですから、これは、まあ正職化したわけなんですけれども、そういうふうな経過の中で

なった、そういうことでございます。

0議長(高橋通夫君) 古賀俊昭君。

0議長(高橋通夫君) 古賀俊昭君。

018番(古賀俊昭君) 助役は、大変苦間にあえぎながら、この正職似軍動に対応し

てこられたようにおっしゃるんですが、私が、いま、お聞きしたのは、いろいろな事情があっ

たでしょう。しかし、法律ではきちんとパートの方というのは、 6カ月ごと、つまり六カ月間

しか採用ができないんですよ。また、それ必L後お願いをするとすれば、新たにまた採用すると

いう形をとりなさ l¥。つまり、 6カ月というのがきちんと半年というのが明記しであるんです

ね。それがきちんと守られていれば、長期臨時職員という形でのこの人たちに対する救済を考

えなくちゃいけない、というような観点から正職化、組合の言う闘争に対して対応する必要が

なかったんじゃなl¥かな、と思うんです。いま、おっしゃったように、いろいろ都の補助をも

らうために、非常勤特別職というような形で、現在もう 1人正職とは別の方の採用については、

対応しておられるということですが、この長期の臨時職員の方が正職化する以前、なぜ一ーな

ぜかどうか私は知りませんが、要するに 6カ月ごとの更新、あるいは手続というのをきちんと

0 18番(古賀俊昭君) 自の前に都の補助金というものがあるので、それをもらし 1た

l ¥ということで、長期に採用してきたということで、結局は、今度は この方々 を正職員化する

ことによって、また、それに伴う今度は支出というものが生じてくるわけです。一体その辺の

経営感覚といいますか、自治体もやはり経営感覚が必要だ、と言われている時代ですから、そ

うした面に対する配慮というものを、よほどしっかり持っていただかないと、これから正職員

は2名置けという主張が、いま、続けて行われているわけです。つまり、 5月1日に最終的に

残っていた 3人の方が採用された。つまり、正職化闘争の戦勝記念日は、 5月1日ということ

になるわけです。引き続いて 2名を目指して正職員化を図っていくということが、再三いろん

な市職のニュースを見ますと書かれております。そんなことは認めないんだということを幾ら

おっしゃっても、現に、 1年前の 3月議会でおっしゃったことが、全然私どもの前で、今度は

違う形で実現しまっている。そういうことからしますと、やはり基本的な考え方をきちんと持

って臨んでいただかないと、また、一歩相手の立場を認める、踏み込みを認めるということに

なれば、また、こちらは後退という形で、 2名に向けて進んでいくのではなし 1かと思うんです。
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その 2名という ことに関しては、いま、市長はどのように、つまり、正職化 2名、 1学童クラ

ブ 2名ということについては、どのようにお考えになっているのか、市長のお考え方、御所見

を承りたいと思います。

。議長(高橋通夫君) 市長。

。市長(森田喜美男君) 学童クラブの児童厚生員、その指導者という ことになるわけ

でありますが、 これは、すでに方針として確定しておりますとおり、 1名管理責任者と して正

職員をつける、補助員としてパート の職員をつける、これを原則として、今後とも貫いていき

たい。このように考えております。

。議長(高橋通夫君) 古賀俊昭君。

でしたが、よく窓口になっておられる助役は、どうなんで しょう。

。議長(高橋通夫君)

O助役 (赤松行雄君)

助役。

そういう ことはどこにもございません。いままでの正職の中で

も、事務折衝、あるいは私が臨む団体交渉、水も漏らさないような連携でやってきております。

(笑声 )それで、今後の問題につきま しては、やはり市の職員の定数管理というのは、重要な

問題でございます。そういうふうな ことで、 1名正職ということにつきましでも、各クラブ 1

名正職ということにつきましても、私たちは、正職化するためのというよりは、施設そのもの

に対する一つの合理性だと思っ ています。ですから、 2人にする必要は毛頭ないと思っていま

す。

018番(古賀俊昭君) 市長は、この正職化問題については、最初、昨年の議会で25 。議長(高橋通夫君)

0 18番 (古賀俊昭君)

古賀俊昭君。

その言葉を信じておきたいと思いますが、現在、小学校は20名については、もう これは何とかお願い したいんだ、残りについては、 何 も約束とか、そうい

う取り決めはないということでしたが、この正職化 2名ということですね、 1施設に 2名置け、

といういま要求が出ているわけです。このことについては、何かいわゆる協定とか、覚書のよ

うなものを取り交わしておられるのではないか、と思います。当初、すべて 32人を正職化し

ろというときには、何も約束はしていなt¥。そういう取り決めなんかないんだ、ということで

したが、現実にはこういう形で市長のおっしゃったこととは全く相反する事態になっているわ

けです。この正職化 1施設 2名についての組合の要求について、何かそういう約束、あるいは

協定のようなものをしておられるのかどうか、あわせてお聞きをいたします。

。議長(高橋通夫君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 私の知る限りにおいて、そういう約束ごとはありません。

日野市内にはございます。今回学童クラブが 18になったということで、あとまだ学校の数と

学童クラブの数の聞には二つ差があるんです。この分でいきますと、また二つの施設ができる

可能性もある。そう しますと、また職員の配置が必要になってくる。 こういうことになって く

ると思うんです。だから、 1小学校に一つの学童クラブという原則をこれからとっていくのか。

しかし、それと、そういっ考え方があるにしろ、結果として、優良な行政サービスが提供でき

ればいいんですから、効率的に自治体経営ということで、いま、助役もおっしゃったように、

t ¥ま、私たちがこう見ますと学童クラブの経費、また、父母の負担ということから見ますと、

非常に利益を受ける方の負担というものにも問題があろうかということを感じております。そ

ういうことで、現在の 18学童クラプでこれから対応するのか。それとも 20小学校がござい

ます。まだ増設の可能性を秘めておられるのか。その点の御答弁をお願いしたいと思います。

O議長(高橋通夫君) 市長。

0市長(森田喜美男君) あと残っているといえば一小、それから、平山小ですか、そ

れらは、要するに近隣に児童館があるということでありますから、児童館は、先ほどプランチ

という言葉を使いましたが、何園かの出先を持つ形になるわけでありますけれども、一小の場

合、あるいは仲田小の場合、あるいは平山小の場合、間に合うと思いますので、現状で当面ふ

やすことはないんではなかろうか、このように思っております。まあ、その要するに、満たす

ところは一応満たした、こういう見解でおります。

それから、 18園という学童クラブの運営をやっておるわけでありますし、本来なら学童ク

ラブは、児童館の数をふやすことによって、その中で、取り扱うのが一番望ましいわけであり

ますけれども、必ずしもそうまいりませんので、したがし 1まして、フ リーの何名かをこの児童

館、あるいは児童課に保有しながら、いっときの欠員状況等には補っていきたい、そういう形

で、いま、先ほど申し上げましたとおり、基本的には 1施設 l名の管理責任者、それから 1名

は補助者ということで今後経営をしてし 1く、こういう考え方を確定いたしております。

0議長(高橋通夫君) 古賀俊昭君。

0 18番 (古賀俊昭君) いま、市長は何もそのような約束はしていない、とし 1うお話
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。議長(高橋通夫君)

018番(古賀俊昭)

古賀俊昭君。

再三繰り返しになりますが、この学童クラプの正職化というこ

とで、市の学童クラブに配置されている職員の方が定員がこれだけふえたということでありま

すので、市長の最後に定数の管理ということについては、どのようにお考えになっているのか、

学童クラブのこの件も含めてその気持ちを最後にお聞かせをいただきたいと思います。

。議長(高橋通夫君) 市長。

0市長(森田喜美男) 行政改革ということが非常にわれわれの大きい課題になってお

りますし、それから、これからまだまだ社会の変革につれて、いわゆる自治体のこのサービス

行政というものは多岐多面になっていくと思わざるを得ません。 したがいまして、持てる員数

の中で、それらを適切に配置をしていくということによって、つまり、定数管理を行うという

ことによって、この事態を将来整った形で対処してし 1く、こういう考え方でおるわけでありま

すからそれが、ちょうどこの時期に当面しておる大きな課題だ、こう考えますから、定数管理

はきちんとやっていきたい、このように思っておるところでございます。( I関連Jと呼ぶ者

あり)

0議長(高橋通夫君〉 飯山茂君。

01 5番(飯山 茂君) 私も、いま古賀議員の言っていることに全く同感なんですが、

L、ま、市長が定数管理と行政改革ということを言われていますけれども、特に福祉部長にお聞

きしたいんですが、旭が丘の保育園、それから多摩平の保育園、それから豊田保育園、ここに

たれ幕がかかってます。御存じでしょう。御存じですね。要するに、 「保母削減反対」こうい

うことを言ってますけれども、これは、私、山口児童課長のときに、委員会であれは、汚らし

し1から取り外してほしい、こういうことを言った、ところが、汚くなったら、新しいやつがい

まかかっているんですよ。(笑戸)それが僕は、市民感情が本当によくないんです。その辺を

いま市長が言っている行政改革と定数管理とのつり合いをどうお考えになるのか、まず、それ

をお聞きしたいんです。( I休憩」と呼ぶ者あり)

0議長(高橋通夫君) 福祉部長。

0務祉部長(高野 隆君) ただいまの街質問でございますけれども、 「定数削減反対」

ということで、闘争を組合が組んでおります。これは、かつてかなり前からの問題でございま

すので、かなり懸案の事項として、たびたび組合の交渉事項として、乗っかってきている、こ
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こういうことで、その解決は、私どもとしては、あくまで定数上乗せはしないということで、

突っ張っておりますけれども、組合の方は依然と して、やはり要求は、定数削減されたんだか

ら、 9名を削減をもとへ戻せと、こういう形で要求を出してきている。その結果、その問題が

解決しないために、 「定数削減反対」こういうようなスロ ーガンを横断幕にしまして、保育園

に張っている個所が何カ所かある。これにつきましては、施設管理上好ましくないということ

で、取り外すようにかなり厳しく課長の方から各施設長に言っております。これについては、

組合はあくまで実力でもはがさない、こういうようなことで、やはりそこら辺のところの厳し

い対立がございますので、さらにこれは厳しく指導を強めていきたい、こういう具合に考えて

おりますが、実力をもって撤去するかどうか、そこら辺のところについての問題であると思っ

ています。

0議長(高橋通夫君) 飯山茂君。

01 5番(飯山 茂君) 私は、いま、福祉部長はそうおっしゃっているけれども、要

するに理事者側も 32名いるところを 2名退職されたから、あと 3名残っているから、そうい

う方も正職にした。それは組合との交渉があるからですよね。そういう交渉のある中で、やっ

ぱり組合がそう言うんですから、理事者側も少なくともそれに対するやっぱり条件もあると思

うんです。われわれ企業の中だってあるんですよ。どうだ、じゃあそれらの取り引きをしよう

や、これはあるんです。なければうまくいきっこないんだから。だから、それは管理上うまく

ないんだ、そうおっしゃっているけれども、新しい幕がついているとは何事だと言いたい。そ

れじゃ、全くあなた方の管理がなってない、ということだと思うんですよ。どうですか。これ

はね、僕は市の建物ですから、その辺もう一度、外してくれと言っているんだと言ったって、

新しいやつができちゃっているんですよ。御存じですか。

。議長(高橋通夫君) 福祉部長。

0福祉部長(高野 隆君) 私どもも繰り返し横断幕については取り外すようなことを

厳しく言っておりますけれども、御指摘のような状況でございますので、深く反省をしまして、

さらに厳しく指導を強めていきたい、というぐあいに考えております。

0議長(高橋通夫君) 古賀俊昭君。

01 8番(古賀俊昭君) 最後だということで言いましたけれど、飯山議員が突然関連

だということでおっしゃいました。(笑声)じゃあ結構です。飯山議員に関連してお聞きをし

- 149-



ます。

いま、福祉部長は、ちょっと気になることをおっしゃったんです。横断幕の取り扱いが、交

渉事項だというふうにいまお聞きしたんで、すが、いま、そのようにおっしゃいましたか。そう

いうふうに認識しておられますか、どうでしょうか。

いできたらと，思っておりますので、よろしくお願いします。以上です。

。議長(高橋通夫君) ほかに御意見はありませんか。なければこれをもって意見を終

結いたします。

お諮りいたします。これをもって議案第 50号、昭和 59年度日野市一般会計補正予算(第

1号)の件は、歳入全般及び歳出のうち総務費を総務委員会へ、歳出のうち民生費を厚生委員

会へ、歳出のうち土木費を建設委員会へ、歳出のうち教育費を文教委員会へ、それぞれ付託い

たしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

C r異議なし」と呼ぶ者あり)

0議長(高橋通夫君 ) 御異議ないものと認め、それぞれの委員会へ付託いたします。

お諮りいたします。議事の都合により暫時休憩いたしたいと思いますが、これに御異議あり

ませんか。

。議長(高橋通夫君) 福祉部長。

0福祉部長(高野 隆君) ただいま、私は交渉事項だということは申し上げておらな

いと思います。あくまで交渉事項は、組合の要求は 9名の増員、こういうようなことが要求事

項でございます。それが解決されないために横断幕を掲げて闘争をしておる、 こういうぐあい

に申し上げたように記憶しております。そういうようにまた理解をしております。

。議長(高橋通夫君) 古賀俊昭君。

018番 (古賀俊昭君) 地方公務員法の 55条に、きちんと書いてあるんです。当局

と組合との交渉事項は管理、運営事項に限るということなんです。ですから、人事の問題とか、

それから、機構改革のことについて、意見を聞くことはできるんですが、組合との交渉事項に

は、これらはなり得ないわけです。市長何か反論がありますか。そうじゃないですか。意見が

あったらおっしゃってください。

C r異議な し」と呼ぶ者あり〕

。議長(高橋通夫君) 御異議ないものと認めます。よって暫時休憩いたします。

午後 6時 9分休憩

午後6時 33分再開

0議長(高橋通夫君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 別段反論はありません。ただ現場では、高年齢の子供は、大

分手間がかからないわけでありますが、一番 2歳、 3歳このあたりに定数ということでは、い

ろいろと支障があるということで、過去に多少ゆとりをもってみた時期のことが比較されまし

て、そういう要求は消えてないということでありますけれど、これは、交渉事項というよりは、

むしろ、定数を守る状況でやっておりますから、これらの問題も最近では、特別強い形ではな

い、このように理解をしております。

0議長(高橋通夫君) ほかに御質疑はありませんか。なければこれをもって質疑を終

結いたします。

本件について御意見があれば承ります。橋本文子君。

0 1番 (橋本文子君) 障害者福祉協議会委員、先ほど質問でもありましたけれども、

かねて私も協議会とか、審議会には男女半々にということで要求をしたこともございます。で

すから、今回もこの委員を選ぶに当たっては、 12名の委員できることなら、男女半々でお願

。議長(高橋通夫君) 休憩前に引き続き会議を開きます。

これより議案第 51号、昭和 59年度日野市受宅水道事業特別会計補正予算(第 1号)の件

を議題といたします。

理事者から提案理由の説明を求めます。市長。

〔市長登壇〕

O市長(森田喜美男君) 議案第 51号について提案の理由を申し上げます。

本議案は、昭和 59年度目野市受託水道事業特別会計補正予算第 1号であります。補正額は、

歳入歳出それぞれ 36 4万4，000円を追加し、歳入歳出予算の総額を 12億 4，00 0円とす

るものであります。

詳細につきましては、担当部長に説明いたさせますので、よろしく御審議のほどお願いいた

します。

0議長(高橋通夫君) 関係部長から詳細説明を求めます。水道部長。

0水道部長(永原照雄君) それでは、あ手元に関係書類が配付しであると存じます。
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。議長(高橋通夫君)

たします。

本件について御意見があれば承ります。なければこれをもって意見を終結いたします。

お諮りいたします。これをもって議案第 51号、昭和 59年度日野市受託水道事業特別会計

これより質疑に入ります。なければこれをもって質疑を終結い

。議長(高橋通夫君) 御異議ないものと認め、一括議題といたします。

理事者から提案理由の説明を求めます。市長。

〔市長登壇〕

O市長(森田喜美男君 ) ただいま上程されました 3議案につきまして、それぞれ提案

の理由を申し上げます。

議案第 52号、本議案は金田土地区画整理事業の施行に伴い、同事業区域内の市場4号路線

の一部を、道路法第 10条第 3項の規定に基づき、廃止するものであります。

議案第 53号は、金田土地区画整理事業の施行に伴い、同事業区域内の河内 4-8号線外3

路線を、道路法第 10条第 3項の規定に基づき、廃止するものであります。

議案第 54号は、落)111 1号線外 12路線を道路法第 8条第 2項の規定に基づき、市道認定

するものであります。

詳細につきましては、それぞれ担当部長に説明いたさせますので、よろしく御審議のほどお

願いいた します。

。議長(高橋通夫君) 関係部長から詳細説明を求めます。建設部長。

O建設部長(中村亮助君) それでは、御説明申し上げます。

議案 52号と 53号につきましては、ただいま、市長から提案の御説明があったとおりでご

ざいます。

それから、議案の 54号につきましても、金田地区の区画整理事業の完了に伴います帰属で

ございまして、新しい道路ができることによって、それを御認定いただきたいというものと、

それから、もう一つは、南平八丁目の高校用地に関連いた します造成地区内の二つの新しい路

線を増築いたしますので、それに対する御認定をいただきたい、というものでございます。よ

ろしく御審議のほどお願いいたします。

よろしくお願いいたします。それのまず歳入から説明してまいりたいと思います。

364万4，000円の追加でございまして、これは全部都の委託金でございまして、委託金

の総額を 12億 2，943万4，00 0円としようとするものでございます。

次に、歳出でございますが、次をめくっていただきまして、 8ページ、 9ページをお願いい

たします。歳出の内容は、水道管理費の給水費の委託料でございまして、歳入と同額の364万

4，00 0円を追加するものでございまして、説明欄にございますように家庭の給水装置の診断

を行うものでございます。これは目的でございますけれども、市民サービス の向上の一環とい

たしまして、一般家庭の給水装置の使用及び管理状況を点検して、節水のPR、節水ごま等の

配布などを行いまして、市民の節水意識の向上を図ろうとするものでございます。この事業は、

市内のメーターの各 25ミリ以下の全家庭を対象といたしまして、本年度から昭和 61年度ま

での 3年間で実施するものでございまして、本年度は、 1万 6，00 0世帯を実施する計画でご

ざいます。その内容でございますが、 1番目といたしましては漏水の調査をいたしたt'0それ

から、 2番 目に節水ごまの取りかえ及びその取りつけ方法の指導。 3番 目といたしましては、

止水栓、これは甲、乙とございますけれども、これの確認をしていきたし 1。最後に PRパンフ

レットの配布などをいたしたい、ということでございまして、これは、この実施方法でござい

ますけれども、指定工事庖に委託をいたしまして、戸別訪問により行う計画でございます。よ

ろしく御審議のほどお願いいたします。

補正予算(第 1号)の件は、厚生委員会に付託いたしたいと思いますが、これに御意議ありま

せんか。 。議長(高橋通夫君)

たします。

本 3件について御意見があれば承ります。なければこれをもって意見を終結いたします。

これより質疑に入ります。なければこれをもって質疑を終結い

C I異議なし」と呼ぶ者あり 〕

0議長(高橋通夫君) 御異議ないものと認め、厚生委員会に付託いたします。

これより議案第 52号、市道路線の一部廃止、議案第 53号、市道路線の廃止、議案第 54 

号、市道路線の認定の件を一括議題といたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

C I異議なし」と呼ぶ者あり)

お諮りいたします。これをもって議案第 52号、市道路線の一部廃止、議案第 53号、市道

路線の廃止、議案第 54号、市道路線の認定の件は、建設委員会に付託いたしたいと思います

が、これに御異議ありませんか。
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C r異議なし」と呼ぶ者あり〕

。議長(高橋通夫君) 御異議ないものと認め、建設委員会に付託いたします。

これより議案第 55号、日野市立七生中学校給食室新築工事請負契約の締結、議案第 56号、

日野市心身障害者生きがい作業所(仮称)建築工事請負契約の締結、議案第 57号、日野市多

摩平下水処理場汚泥処理設備及びその他改修工事請負契約の締結の件を一括議題といたしたい

と思いますが、これに御異議ありませんか。

C r異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(高橋通夫君) 御異議ないものと認め、 一括議題とし 1たします。

理事者から提案理由の説明を求めます。市長。

〔市長登壇〕

O市長(森田喜美男君) ただいま上程されました議案 3件について、それぞれ提案の

理由を申し上げます。

まず議案第 55号、本議案は日野市立七生中学校給食室新築工事の請負契約を締結するもの

で、地方自治法第 96条第 1項第五号の規定及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得、

または処分に関する条例第 2条の規定により提案するものであります。入札の結果、 3億

5，4 0 0万円で真柄・日野大野建設共同企業体が落札し 1たしました。

議案第 56号は、日野市心身障害者生きがい作業所(仮称)建築工事請負契約を締結するも

ので、地方自治法第 96条第 1項第 5号の規定及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得

または処分に関する条例第 2条の規定により提案するものであります。入札の結果、 1億

9，8 0 0万円で、永井・小野建設共同企業体が落札し 1たしました。

議案第 57号は、日野市多摩平下水処理場汚泥処理設備及びその他改修工事保青負契約を締

結するもので、同じく地方自治法第 96条第 1項第 5号の規定及び議会の議決に付すべき契約

及び財産の取得または処分に関する条例第 2条の規定により、提案をするものであります。入

札の結果、 9，1 0 0万円で、目立プラント建設株式会社が落札し 1たしております。

以上 3議案のそれぞれにつきましては、担当部長に詳細説明をいたさせますので、よろしく

御審議のほどお願いいたします。

0議長(高橋通夫君) 関係部長から詳細説明を求めます。総務部長。

0総務部長(伊藤正吉君〉 それでは、順を追いまして御説明申し上げます。

議案第 55号でございますが、いま、提案理由にもございましたように、日野市立七生中学

校給食室新築工事でございます。契約金額は、 3億 5，400万円、契約方法は指名競争入札、

施工業者の指名に当たりましては、 5月 15日に選定委員会を開催し、共同企業体方式を取り

入れました。第 1グノレープ、第 2グノレープそれぞれ 10社を選定いたしまして、十の共同企業

体を任意に組ませまして、 6月 2日競争入札を執行した結果、月IJ紙入札調書のとおり 、真柄・

日野大野建設共同企業体が、 3億 5，400万円で落札しました。 4. 工期でございますが、契

約の翌日から昭和 60年 5月15日まで。 5. 契約の相手方といたしましては、石川県金沢市

彦三町一丁目 13番 43号、真柄 ・日野大野建設共同企業体、構成員(代表者)石川県金沢市

彦三町一丁目 13番 43号、真柄建設株式会社、取締役社長、真柄敏郎、構成員、東京都日野

市日野本町四丁目 11番地の 3、株式会社、日野大野、代表取締役、大野和久でございます。

次のペークでございますが、こちらに大きく工事の入札調書が書いてございます。それから、

1枚めくっていただきまして、工事概要でございますが、構造といたしましては、鉄筋コンク

リー卜造、一部鉄骨鉄筋コンクリート造 2階建でございます。この工事につきましては、既存

校舎の出会い等もございまして、附帯設備工事、電気設備工事、給排水衛生設備工事一式施工

するものでございます。建築面積でございますが、 474.0 6平米でございます。

次に、配置図、それから平面図が添付してございます。まず 1階の平面図でございますが、

調理室、配膳室等が計画されております。面積を御参加に申し上げますと、調理室が 16 8平

米、それから配膳室が 39.6平米、その他管理部門の諸室でございます。次の 2階の平面図で

ございますが、食堂、機械室、ホーノレ、配膳室等が計画しております。面積を御参考に申し上

げますと、食堂の面積が 360平米、それから機械室が 33. 7 2平米、ホール 21.6 6平米ほ

か管理諸室でございます。

次に、議案第 56号でございます。

工事件名、日野市心身障害者生きがい作業所(仮称)建築工事、契約金額が 1億 9，800万

円、施工業者の指名につきましては、 5月 15目指名業者選定委員会を開き、共同企業体方式

を取り入れました。第 1、第 2グノレープそれぞれ各 10社を選定いたしまして、十の共同企業

体を任意に組ませまして、 6月2日競争入札を執行した結果、別紙入札調書のとおり、永井・

小野建設共同企業体が、 1億 9，80 0万円で落札をしております。契約の方法は指名競争入札、

工期でございますが、契約の翌日から昭和 60年 2月 28日まで、契約の相手方でございます
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が、東京都八王子市明神町四丁目 10番 12号、永井・ 小野建設共同企業体、構成員、 (代表

者)東京都八王子市明神町四丁目 10番 12号、株式会社、永井工務庖、代表取締役、永井太

吉、構成員、東京都日野市旭が丘三丁目 6番地の 21、株式会社、 小野建設工業、代表取締役、

小野進。

次のペークでございますが、こちらに入札調書がございます。それから 1枚めくっていただ

きまして、工事概要でございます。鉄筋コンクリ ー 卜造の 2階建でございます。建築面積とい

たしましては、 72 8.5 8平米でございます。これは建築工事のみでございまして、附帯いた

します電気、空調、エレベータ 一等の工事は含まれておりません。これは、別途に発注する予

定でございます。

次に、配置図がございます。その次に一階の平面図でございます。大会議室、機能訓練室、

作業訓練室等がここに配置してございます。面積を御参考に申し上げますと、大会議室が 104

平米、機能訓練室が 104平米、作業訓練室が 35平米でございます。以下各管理諸室が計画

をされております。

それから、次の 2階の平面図でございますが、食堂、作業室等でございます。面積を御参考

に申し上げますと、食堂が 91平米、作業室が 15 6平米等等でございます。その他管理諸室

ございます。

以上 3議案につきましての内容説明でございます。よろしく御審議をいただきたいと思いま

す。

。議長(高橋通夫君)

01 9番(市川資信君)

これより質疑に入ります。市川資信君。

当然、これは委員会付託になるわけですから、委員会でも検討

でございます。

される。また、していただきたいと思うんですが、議案第 55号の七生中学校の入札に関して、

会社名を見ますと、ジョイン トベンチャーでやっているようでございますけれども、第 1順位

のいわゆる東急、五洋、住友、大木、日本国土、真柄、中野、西武、小田急、勝村、これは、

これらをざっと見ると、入札金額もそうでございますけれども、大体 3億円台ということで、

東京都の入札基準を例にとるならば、東京都のBランクである。だとすると、日野市内にもこ

れに準ずるいわゆる会社が数社あるわけです。しかし、地元の業者が 1社もそのAクラスに入

っていない。本来ならば、地元の業者は、ワンランクアップで入札されるというのが、一応地

方自治体の一般化している制度ではなかろうか。なぜ地元の業者が、この中に入ってないのか、

いま、お答えいただければ結構だと思うんですが、総務委員会でその点についてのぜひ検討を

していただきたいということで結構でございます。意見として申し上げておきます。

0議長(高橋通夫君) ほかに御質疑はありませんか。なければこれをもって質疑を終

結いたします。

本 3件について御意見があれば承ります。なければこれをもって意見を終結いたします。

お諮りいたします。これをもって議案第 55号、日野市立七生中学校給食室新築工事請負契

約の締結、議案第 56号、日野市心身障害者生きがい作業所(仮称)建築工事請負契約の締結、

議案第 57号、日野市多摩平下水処理場汚泥処理設備及びその他改修工事請負契約の締結の件

は、総務委員会に付託いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

C i異議なし」と呼ぶ者あり 〕

0議長(高橋通夫君) 御異議ないものと認め、総務委員会に付託いたします。

これより議案第 58号、東京都市廃棄物処分地管理組合の解散の件を議題といたします。

理事者から提案理由の説明を求めます。市長。

〔市長登壇〕

O市長(森田喜美男君) 議案第 58号、東京都市廃棄物処分地管理組合の解散につい

次に、議案第 57号でございます。

工事件名、日野市多摩平下水処理場汚泥処理設備及びその他改修工事、契約金額 9，10 0万

円、契約方法、指名競争入札、施工業者の指名につきましては、 5月23日、指名業者選定委

員会を聞き、適当と思われる 10社を指名し、 6月4日競争入札を執行した結果、別紙入札調

書のとおり、目立プラン ト建設株式会社が 9，100万円で落札しております。工期、契約の翌

日から 150日間、契約の相手方、東京都千代田区内神田一丁目 1番 14号、目立プラント建

設株式会社、取締役社長、多賀寿。

次のページでございますが、こちらに入札調書が添付してございます。

次に、設備及びその他改修工事の図面がございまして、工事施工範囲ということで、ここに

1から 9までそれぞれの工事名が書いてございますけれども、今回の契約金額の約 80%は、

脱水機増設工事でございます。これは、いまございます SLセパレーター型が老朽化いたしま

して、それにかわりまして、ベルトプレス型の脱水機を施工してし川、こういう内容のもので
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て提案の理由を申し上げます。

本議案は、本年3月 31日をもって羽村に所在する廃棄物処分地の事業が終了し、管理組合

の設立目的が消滅したため、東京都市廃棄物処分地管理組合の解散を提案するものであります。

詳細につきましては、担当部長より説明いたさせますので、よろしく御審議のほどお願いい

たします。

。議長(高橋通夫君)

f 

関係部長から詳細説明を求めます。清掃部長。

0清掃部長(大貫松雄君 ) 議案第 58号の件につきまして御説明いたします。

東京都市廃棄物処分地管理組合は、日野、立川、武蔵野、三鷹、小金井、小平、東村山、国

立、東大和の九つの市をもって廃棄物処分の共同処理をするために設立され、東京都西多摩郡

羽村町に最終処分地を建設し、昭和 55年 11月より 59年 3月31日までの 3年 5カ月間に

わたり残灰及び不燃物の埋め立てを行ってきましたが、当初の目的の事業も終了いたしました

ので、地方自治法第 288条第 1項により、昭和 59年 9月30日をもって組合の解散をする

ものであります。組合の解散に当たっては、地方自治法第 290条の規定により、関係地方公

共団体の議会議決を経なければならないものであり、本件を提出するものであります。なお、

埋め立て終了後の処分地の公害防止上の維持管理については、羽村町にお願いし、協定も羽村

町との間で取り交わされております。よろ しく御審議のほどお願い申し上げます。

0議長(高橋通夫君) これより質疑に入ります。なければこれをもって質疑を終結い

たします。

本件について御意見があれば承ります。なければこれをもって意見を終結いたします。

お諮りいたします。これをもって議案第 58号、東京都市廃棄物処分地管T邸E合の解散の件

は、厚生委員会に付託いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

C ¥"異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(高橋通夫君) 御異議ないものと認め厚生委員会に付託いたします。

これより報告第 3. 昭和 59年度日野市土地開発公社事業計画の報告の件を議題といたしま

す。

理事者から提案理由の説明を求めます。市長。

(市長登壇〕

O市長(森田喜美男君) 報告第 3号、昭和 59年度日野市土地開発公社事業計画の報

口
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告について提案の理由を申し上げます。

本報告は、地力自治法第 243条の 3第 2項の規定により、昭和 59年度目野市土地開発公

社事業計画を報告するものであります。

詳細につきましては、担当部長に説明いたさせますので、よろしく御審議をお願いいたしま

す。

0議長(高橋通夫君) 関係部長から詳細説明を求めます。総務部長。

。総務部長(伊藤正吉君) それでは昭和 59年度日野市土地開発公社事業計画につき

ましての内容を御説明申し上げます。

議案書の次にございますけれども、事業計画でございますが、 59年度なつきましては、用

地取得事業といたしまして、 2万 6，98 9 平米を取得していきた~，。 その説明欄にございます

ように、公共用地といたしましては、 8件見込んでございますが、面積が 9，989平米、そのう

ちの主なものでございますが、これは、北川原公園の用地買収費、それから、八丁目の取りつ

け道路の用買費等が主なものでございます。

それから、 2番目といたしましては、土地区画整理事業区域内の公共用地でございますが、

3件でございまして、これは万願寺、高幡、豊田南口の医域内にございます用地を取得してい

きたい、こういう内容でございます。

それから、公拡法による先行取得用地、これは 5，000平米見込んでおります。それらのい

ずれに該当いたします補償金として 3，000万円でございます。

それから、次に用地造成事業でございますが、面積が 4万 7，365平米でございます。この

主なものといたしましては、日野地区の高等学校(仮称)用地造成工事が、これに含まれてお

ります。それから、三沢中学校の校地拡張用地の造成等でございます。

それから、その他の事業といたしましては、測量設計の 1，43 0万円を見込んでございます。

トータノレいたしまして、 2万 6，989平米の 46億 4，79 3万 8，0 0 0円、こういう内容でご

ざいます。よろ しく御審議をいただきたいと思います。

。議長(高橋通夫君)

05番 ( 谷 長 一 君 )

これより質疑に入ります。谷長一君。

この公拡法による先行取得用地の件でお伺いいたします。

この面積は、 5，000平米ということになっております。それで、事業費ということになり

ますと、平米当たり約 10万円でありまして、 5，00 0万円ということになっております。そ
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0議長(高橋通夫君)

05番(谷 長一君)

谷長一君。

そうすると、四本立ての計画ということになると、これは、公

0議長(高橋通夫君) ほかに御質疑はありませんか。なければこれをもって報告第 3

号、昭和 5 9年度日野市土地開発公社事業計画の報告を終わります。

これより報告第四号、昭和 58年度目野市繰越明許費繰越計算書の報告の件を議題といたし

ます。

理事者から提案理由の説明を求めます。市長。

(市長登壇〕

O市長(森田喜美男) 報告第 4号、昭和 58年度日野市繰越明許費繰越計算書の報告

について提案の理由を申し上げます。

本報告は、一般会計の老人いこいの家監理事業外 4事業及び下水道事業特別会計の浅川処理

区(万願寺区画整理地内)公共下水道管渠埋設事業にかかる繰越明許費の繰越額を、地方自治

法施行令第 146条第 2項の規定により、報告するものであります。

詳細につきましては、担当部長に説明いたさせますので、よろしく御審議をお願いいたしま

れで、この補償金については、 3，00 0万ということになっておりますけれど、この先行取得

ということで、このように具体的に数値が計上されているということになりますと、大体どの

ような場所を買収されるのか。また、補償金等がありましたら、この補償金は、どのような補

償金なのか、ということをちょっとお伺いいたします。

。議長(高橋通夫君 ) 総務部長。

。総務部長(伊藤正吉) 公拡法による先行取得用地 5，00 0平米のうちの補償金では

ございませんで、いま、申し上げました公共用地取得、あるいは土地区画整理事業の場合は、

ほとんどないわけですけれども、公共用地取得の場合に、いろいろ補償物件が出てくるわけで

ございます。そういう意味で、公共用地取得と区画整理事業区域内公拡法による取得用地、そ

れと補償金とこういうことで、四本立ての計画であるということでございますので、御理解い

ただきたいと思います。

す。

。議長(高橋通夫君)

04番(小山良悟君)

小山良悟君。

日野土地開発公社の事業計百の中で、公共用地取得、御説明で

0議長(高橋通夫君) 関係部長から詳細説明を求めます。企画財政部長。

。企画財政部長(前田雅夫君) 報告第 4号、昭和 58年度日野市繰越明許費繰越計

算書の報告について、詳細につきまして、御説明申し上げます。

まず一般会計でございますけれども、老人の家監理は、これは工事の監理でございます。そ

れから、次は老人の家の新築でございます。金額、翌年度繰越額は、ここに掲載しであるとお

りでございます。この左側に財源内訳がございますけれども、未収入特定財源 とございます。

7，0 1 0万円でございますけれども、これは、建設費のうち起債を予定しておりますので、今

年度起債を起こすものでございます。

それから、 3番目、 4番目の平山用水災害復旧、同じく日野用水の災害復旧でございますけ

れども、これは、それぞれ頭首工の工事でございます。事業は全部この 2件については、完了

しております。

それから、最後の小学校費の第一小学校体育倉庫改築でございますけれども、これは、遺跡

調査の関係がございまして、繰越明許にしたわけでございます。

それから、次の下水道事業特別会計でございますけれども、これは、遺跡調査等の関係がご

ざいまして、繰り越しをしたものでございます。この中で、左の財源、内訳でございますけれど

拡法にただ単によるというだけではなくて、公共用地の取得と区画整理等も含むということで

いくんですか。それでいいんですね。( rは~¥J と呼ぶ者あり〕

北川原公園の買収、南平八丁目取りつけ道路が主なものだということでありますが、この南平

八丁目取 り付け道路の予算は、どのくらい見込んでいるか、これをまず聞いておきたいと思い

ます。

それから、その他の事業で測量設計、これは、どこの測量、どの設計ということで、もう少

し詳しく御説明いただきたいと思います。

0議長(高橋通夫君) 関係部長の説明を求めます。総務部長。

O総務部長(伊藤正吉助) 御説明申し上げます。

南平の高校用地の取りつけ道路の面積でございますが、一応概算でございまして、 1，00 0 

平米ぐらいを見込んでおります。金額が、 7，98 0万円を見込んでおります。それから、測量

設計委託につきましては、この上の用地取得事業に関連する測量、設計、こういうことで概算

計上、こういうことで御理解をいただきたいと思います。以上です。
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す。以上でございます。

O議長(高橋通夫君) これより質疑に入ります。なければこれをもって報告第 4号、

パンフ レットにつきましては、本年の 5月の時点で印刷が完了いたしてございます。このパン

フレッ卜の、いわゆる起案につきましては、私どもの方の保険年金課の年金係の方で担当いた

し、担当者で協議を重ねまして、いわゆる起案をいたしたわけでございます。しかしながら、

1 2日の時点で、古賀議員さんの方から御指摘をいただきましたように、このパンフレットに

おきまして、適正を欠く面がございます。文言的に適正を欠くものがございまして、大変申し

わけなく思っておるわけでございます。私もそれから保険年金課長、係員も深く反省をいたし

ておるところでございまして、今後絶対にこのようなことのないように、十分私といたしまし

でも注意をいたし、執行してまいりたいと思いますので、ぜひ御了解を賜りたいと存じます。

このパンフレットにつきましては、内容につきましては、日本国民年金保険協会の方で発行い

たしておりますパンフレッ卜の内容と、この計数的には誤りがあるものではございませんので、

御承知のように NHKとか、あるいはその他の報道が、 NHKにつきましては放映されており

ますし、大変市内の御婦人層で、この年金改定については、非常に関心が持たれておりまして、

説明会をしてほしいということが、各所から私どもの方の保険年金課にまいっております。担

当者を差し向けまして、保険年金の改定の説明をいたしておるわけでございます。もちろん、

国民年金協会の方でも、その説明資料もつくっておるわけでございまして、お許しをいただき

ますならば、このパンフレットの計数的なことについては、説明資料として、私の方で配布を

させていただきた l¥。ただし、窓口等におきましての配布はいたさなし 1。ただ特定の方が、年

金改定のパンフレットが欲しいとしづ場合は、;fo噺りをいたしまして、この資料を使っていき

たい、こういうふうに考えておるわけでございます。今後の適正を欠く面では、深くおわびを

申し上げます。重ねておわびを申し上げます。絶対にこのようなことがないように努力をして

まいりたいと思いますので、御了解を賜りたいと思います。

も、ここはいこいの家とちょっ とかわりまして、既収入特定財源というところに 5，00 0万入

っております。これは、 下水道の特別会計に一般会計から繰り入れをしてございます。そうい

うζ とで、この欄に特定財源ということでもうすでにお金が入っているという意味でございま

昭和 58年度日野市繰越明許費繰越計算書の報告を終わります。

次に、請願第 59-6号、薬王寺の寺社林保存に関する陳情が提出されました。

請願の要旨は、お手元に配付しました印刷物のとおりです。請願第 59 -6号の常任委員会

への付託は、会議規則第 13 8条の規定により、議長において建設委員会に付託いたします。

次に、請願第 59-7号、市有地払い下げに関する陳情が提出されました。請願の要旨は、

お手元に配付しました印刷物のとおりです。請願第 59-7号の常任委員会への付託は、 会議

規則第 13 8条の規定により、議長において総務委員会に付託いたします。

請願第 59-8号、生活道路設置に関する請願、請願第 59 -9号、下水道設置に関する請

願が提出されました。

お諮りいたします。この際、本2件の請願を一括議題といたしたいと思いますが、これに御

異議ありませんか。

C r異議なし」と呼ぶ者あり )

。議長 (高橋通夫君) 御異議ないものと認め、一括議題と l¥たします。

請願の要旨はお手元に配付しました印刷物のとおりです。

請願第 59-8号、請願第 59-9号の常任委員会への付託は、会議規則第 138条の規定

により、議長において建設委員会に付託いたします。

ただいま、理事者より発言したい旨申し出がありますので、これを許します。市民部長。

0市民部長(加藤一男君) お許しをいただきまして、発言のお許しをいただきました。

1 2日の本議会冒頭に行われました行政報告の時点で、古賀議員さんの方から御質問をいた

だきまして、私どもの方の保険年金課で発行いたしました年金改定に伴うパンフレットのこと

につきまして、御質問をいただいたわけでございます。その際、市長の方からよく詳細に調査

をしてということで、留保されたわけでございますが、その後、私の方でもその経緯を詳細に

調査をいたしましたことを御報告申し上げ、御了解を賜りたいと思うわけでございます。この

。議長(高橋通夫君)

01番(橋本文子君)

ただいまの報告について質疑はありませんか。橋本文子君。

このパンフレッ卜を手にして見ているわけですが、この中に

私たちの一生に大きく左右する国民年金、厚生年金の改定です。よりよい制度になるよう 1人

でも多くの人が意見を持ち、今後も積極的に関心をもちましょう 、などというお言葉が入れて

ありまして、大変魅力のあるパンフレッ トだというふうに私は、部長のお言葉でございますが

思うわけです。そして、 1点ここで質問をしたいことは、計数的には正しいということでわか

りました。このパンフレットをつくるに当たりまして、何ですか、年金係で協議の上、起案を

つ白F
O
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したということでございますが、これを印刷をする前に、当然かなりの税金を使うものですから、

上司に相談があったと思うわけですが、係長、あるいは課長、印刷の前に相談を受けたのかど

うか。その点を 1点お伺いしておきたいと思います。お願いいたします。

。議長(高橋通夫君) 市民部長。

0市民部長(加藤一男君) ただいまの御質問に対しまして、お答えをいたしたいと思

t ¥ます。

このパンフレットの印刷に入る前に係長、もしくは課長にこのいわゆる起案といいましょう

か、了解を得て、印刷をしたのかという御質問でございます。もちろん、私が申し上げました

ように、保険年金係でこのパンフレットの、どういうふうにつくるかということを協議をいた

しておりまして、当然係長の段階でも知っておるわけでございまして、課長におきましでも、

承知をいたしておりました。先ほども申し上げましたように、文言的に適正を欠くものがござ

いましたことを重ねておわびを申し上げ、今後注意してまいりたいと思いますので、御了解を

賜りたいと思います。

0議長(高橋通夫君)

04番(小山良悟君)

小山良悟君。

1点は、ただいまの橋本議員の質問のあれですけれども、課長

まで承知しておったということですが、じゃあ部長はどうなっているか、決裁の手順といいま

すかね、それをもう:少し明確に御説明をいただきたt¥。それで、いま、ひたすら非常に適正を

欠いた、文言に問題があったということを申し上げているんですけれども、仮に課長、部長が

決裁をしておいて、それでそういう発言というのは納得できないわけでありますが、まず、決

裁の手順、それはひとつきちんと御説明いただきたし ¥0

それから、本当は、指された順番にもよりますが、古賀議員もいろいろ聞きたいこともある

と思うですが、その幾ら費用かかったのか、発行された部数が幾ら。それからもう一つ、これ

は、部長というよりも市長にお伺いしたいんですが、いま部長は、このパンフレットは文言に

問題があった、適正さを欠いたというふうにはっ きり申し上げておるわけです。計数的なもの

には誤りがない。私は、それは計数的な誤りがないということはいいんですけれども、こうい

ういわゆる市で出すものは、制度の仕組みの説明とか、そういうことなら私はいいと思うんで

す。 だけれども、その内容はそうじゃない、意見が入っている。これは、私は適当でなし 1。だ

から、それを非公式な形で出すなんていう考え自体も私は納得できないんですけれども、その
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辺の考えをひとつ述べていただきたいと思います。

。議長(高橋通夫君) 理事者側の答弁を求めます。市民部長。

。市民部長(加藤一男君) ただいまの御質問につきましてお考えをさせていただきた

いと思いますが、いわゆる手順といいましょうか、いわゆる決裁規程に基づきまして、事務を

進めておりまして、実はこの支出につきましては、課長決裁の段階でございます。費用の点で

ございますが、どのくらし 1かかったかという御質問でございます。また、部数はどのくらいか。

費用につきましては、 39万5，00 0円かかっておりまして、印刷部数は、 5，000部印刷し

ております。

0議長(高橋通夫君) 助役。

。助役(赤松行雄君) 私の方からもこのパンフレットにつきまして、部長と同様に配

慮、に欠けたところが大分ございます。お許しをいただきたい、こう思いまして、発言申し上げ

る次第でございます。部長が申し上げましたように、内容、あるいは資料としましては、間違

ったものはないわけでございますけれども、御指摘のように、市民の関心というものをことさ

らに、というふうな配慮、かと思うんですけれども、激変とか、よく PRに最近激安というのな

んであるんですがね、これと同じなんですね。(笑声)私は、こういうものは、非常に公用の

文書ですから、公用の文書でございますので、関心を持っていただきたいとしてもやはり意見

がましい、あるいは強く立ち入った、こういうふうな体裁というのは、公務員がつくる文書、

あるいは公用文書としての一定の限界があるんだ、そういうふうなことをちょっと越えている

んじゃないだろうか。考え方としては、関心を持ってもらいたい、というところにもあるんで

しょうけれども、そういう点の、一般職については、教育の不足といいますか、あるいは課長

も大分忙しかったので、配慮に欠けたところが、決裁というふうな面では、関与しているわけ

なんですけれども、忙しいという面で、ここまで気が配れなかった、というふうに私は見てい

るんですけれども、相当配慮のきく課長でございますので、見落としがあったんではないだろ

うか、こういうことがございますので、十分注意をしていきたい。こういう二度とこういう印

刷物が回らないような、内部的な手だても必要でございます。それから、課、係の中でのもう

少し決裁についての注目というか、注意していくとか、こういうところが必要じゃないだろう

か、こう思っておるわけでございます。二度とこういうことの起こらないよう、厳重関係者に

私の方から注意していきたい、こう思っておるわけでございます。
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。議長(高橋通夫君)

04番(小山良悟君〉

小山良悟君。

適正さを欠いたということで、助役が、ひたすらおわびを申し

すが、あれほどわれわれから指摘され、しかも、助役自身が、適正さを欠いたというふうには

っきり申し上げているわけですから、そういうものを使うという ことは、もう絶対認めるわけ

にいきませんけれども、あらためて助役の見解を求めます。

。議長(高橋通夫君 ) 助役。

。助役(赤松行雄君) 資料を多角的な面から、 この資料というものがよくできた資料

でございます。印刷したものもったいなし、から、とこういうわけじゃございませんけれども、

いま、先ほど申し上げました激変だとか、こういうふうなところにつきましては、余りお目に

触れないような形態のものに しまして、利用させていただきたい、このように思っておるわけ

でございます。その点は、ひとつお任せいただきたいと思います。年金係の方でということで

はなくて、部長とよく相談しま して、誤解のないような、こういうとこ ろにつきましては、手

を施しまして、使わせていただきたい、こう思います。

それから、 5，000部ほどつくっておるわけでございますけれども、大分女性なり奥様方か

ら相当の関心がございますので、一般配布というようなこと、あるいは窓口で配るといっふう

な使用方法はとりませんけれども、婦人センターとか、あるいは御婦人の会合等で、御婦人か

ら求められた場合には、資料的な面だけでは使わしていただきたし 1。そういう考え方でおるわ

けでございます。資料につきましては、内容については、本当に間違いがな l¥。あるいは年金

保険協会で、作成したものが、そのまま使われておりますので、そういう使い方をさせていた

だきたし 1。こういう失態をしたことについては、私の方から、市長にかわりまして、厳重注意

をしてし 1く、公務員である限りは、公用文書いうのをつくるのが当然でございます。その辺の

新聞の折り込みのまねをするようでは困るんだ、こういうことでございます。何分にもお許し

いただきたいと思います。( [""了解」と呼ぶ者あり )

上げますということでございますが、その件はよろしいんですけれども、それだけ助役が頭を

。議長(高橋通夫君)

01 8番(古賀俊昭君)

古賀俊昭君。

私が 12日に、行政報告の中で質問いたしましたら、早速い

影響力の強い方々が、関心を寄せられることが多いわけですから、無関心の方には、さほど刺

激を与えな l¥かもしれませんけれども、関心を持っている方に、またそれに輪をわけた形のそ

の何というんですか、資料になるんじゃなし 1かと思いますので、その非公式であるけれども、

使うということについては、絶対納得できないんですが、改めて助役の答弁を、もし使うとい

うんであるならば、それほど大して問題ないという形の見解がなければできないわけでありま

ろいろ調べていただきまして、御報告いただきまして、まことにありがとうございます。私が

問題にしましたのは、先般も申し上げましたように、このパン フレッ 卜が、いま助役がおっし

ゃったんですが、いろいろ読みやすく 、また、興味を持って市民の方が御覧になれるように、

という工夫に基づいてつくられたものじゃない、ということなんですよ。そこに、政治的な非

常に巧みに毒が含まれている。そのことを問題にしているわけです。ですから、私たちは、こ

ういう役所が発行するものに、政治的な主張を含んだようなものがあってはいけない。それが、

しかも部長や課長が十分に熟知しないところで行われた。保険年金課には大変熱心なこういう

運動等に取り組んでおられる職員の方が何人かいらっしゃるようでありますが、そうした方が、

独断専行的にこういうものをつくった、ということを問題にしているわけです。ですから、い

ま、助役がおっしゃったように、用語が適切でなかったというが、私はそうでないと思うんで

す。これは、ずいぶん役所らしからぬ、ものわかりのいい、われわれ見てもよ くわかる、ずい

ぶんやわらかいソフ トな形でつくられているということで、いろいろ工夫しておっくりになる

ことはかまわないですよ。むしろ、その方がいいと思います。しかし、こ ういう意見が寄せら

れていますというようなことで、その中に、また年金制度の改正案が出されるまでのいきさつ

について、非常に特定の政党が主張するようなことが書かれている。それを読んだ場合には、

下げるぐらい、全く適正さを欠いたそのいわば、アジピラみたいな感じのパンフレ γ トですか

ら、これは非公式であろうが何であろうが、一般配布しなくても、その婦人セ ンターのと ころ

へ置くとか、あるいは関心の強い方に渡すかということでありますけれど、やっぱり公文書に

は、かわりないわけなんです。市が発行している文書にかわりないわけですから、助役があれ

ほど今後このようなものは二度としないようにするというふうにおわびをしているのとうらは

らに、そういうことを言うんでは、本当の意味の反省をしていないというふうに私は思うわけ

です。資料的なものとか、そういうことであるならば、簡単なタイプでも何でも結構です。計

数的なものを示すんであれば、それで足りるわけですから、むしろ、問題なのは、そういう意

見の入ったものを、しかも、私は、さらに問題にしたいのは、そういうことに関心を持ってい

る方々だから余計に問題にしているんです。そういう方々は、またいろいろと皆さんに対する
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やはり市民の皆さんは、市が発行 しているものに こう いうことが書いてあるということで、そ

こで一つの予見を持つ。そういうことに市が公金を使ってやるべきでな~ ¥0 行うべきでないと

いうことで問題にしているわけです。ですから、もしデーターとか、使われた数字が間違いな

いということであれば、それは結構です。しかし、それであるならば、たとえばこういう B5

のペラの紙にそのことをもう一度刷り直してつくってもそうたくさんかからない。その方が役

所が出す書類と して、むしろ的確である。こういうものを配るべきじゃない、ということを私

たち言っているわけですから、市長は、いま助役に対 して使 うということをおっ しゃったんで

すが、それは、助役とまた市長は、考え方が違うかもわかりませんが、しかし、究極的には、

市長が決断することだと思うんですよ。市長が政治的ないろいろな個人的な考え方をお持ちに

なるのは結構です。しか し、一つの厚生省の諮問機関の審議会を経て、そして、法律になって

出されて、国会に来ているものです。だから、それに対して、法律がまだ成立する前にこうい

うものをつくって、その中に非常な予見が含まれている。政治的な含みのある表現がたくさん

述べられている。こういうことを、市長は個人的にはそれは気に入るかもわかりません。しか

し、市民に対して配って、それを使用すべきものではないということですから、データー的に

使われている数字、また、そういうものが必要だというならば、そういうものをおっくりにな

ったらいい。だから、私は使うべきでないと思います。市長は~¥かがですか。

。議長(高橋通夫君)

01 8番(古賀俊昭君)

古賀俊昭君。

私は、そのことに絶対に反対です。これは、最終的には市長

しかし、私たちの立場からすれば、こういうものを市民に対して配るべきではないということ

で、この使用については、絶対反対であります。特に、いま、高齢化社会がこれだけ早いスピ

ー ドで進んでいっているわけです。ですから、 これから年金のあり方がどうあるべきかという

ことで、いろいろ検討を重ね、そして、今日、このような改正案が出されてきたということで、

いろんな考え方の人たちのもののとらえ方、また、高齢化社会に対する対処の仕方というもの

が含まれている。しかし、やはり中には、反対をする方もあるでしょう。しかし、その特定の

人たちの意見が政党の機関紙ではないんですから、うまく刷り込まれたものを市民に巧妙な手

だてで配っていくということは、やはりこれに見る方が見ればわかると思いますよ。やはり革

新市政だからこういうことをやるんだな、ということになります。ですから、せっかく年金に

ついての PRをしようと思ってつくって配布するものが、かえって市の信頼も失墜することに

なる、ということを私考えるわけです。ですから、 この配布については、絶対に思いとどまっ

ていただきたいと思し 1ます。いま、先ほどいろんな意見が出ていました。確かに、たとえば日

本共産党が発行している赤旗でも芸能欄がある、そして、スポーツ欄がある。巨人が勝ったら

巨人をほめるような記事も書く。そういうことで、非常 巧みに政治宣伝というのが行われる

んです。だから、いまのパンフレッ トで普通の人が見て気づかない方もいるかもわからない。

しかし、こういう一つのプロパガンダというのは、専門家がつくってやる場合には、ある面で

は、非常な大きな影響がある。ですから、もうわれわれはそれを見破っているんだから、潔く

配らないなら配らないということで、市長の政治的な立場は別にして、市が公的に発行するも

のですから、発行を思いとどまったらどうでしょうか。配布を思いとどまったらどうかと思い

ます。市長l¥かがですか。

。議長(高橋通夫君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 十分思慮して処置したいと思っておりますから、そのように

御理解をいただきたいと思います。

。議長(高橋通夫君) 古賀俊昭君。

01 8番(古賀俊昭君) 最後に私の意見を申し上げておきますo ~\ま、これから老齢

人口が大変ふえていくわけですね。日本の場合は非常に 8割から 9割以上の人が自分は中産階

級だということで、ある程装社会に満足を持っている。そうした中で、自分たちの勢力を拡大

していこうと思えば、無理やりに精神的にさびしい人をつくらざるを得ない。そういうことで、

。議長(高橋通夫君) 市長。

0市長(森田喜美男君) この問題になりましたパンフにつきましては、私も事情の知

り方が不足だったものですから、もう一遍見直してお答えをいたします、ということでありま

した。そこで、早速その資料を見、かつまた関係者にも事情を聞いて一定の手続を経ながらこ

の執行の進め方も図っている、というふうには受け取っております。そこで、いま、いろいろ

議論のあるとおりでございますが、いわゆるピラふうに、不特定多数の方に配るというやり方

はいたしません。資料として、あるいは説明の場で、求められる際に、その表現のこともお断

りをして、そして使っていくように、というふうに指示をしようと思っておりますから、そう

いうことで御了解をいただきたいと思います。

が決断をしてやることでしょうから、そこまでは立ち入ることはできなし、かもわかりませんが、

-168 - n
y
 

F
O
 



年金が変わることによって、あなたはいまの政権のもとで、これだけ困ることになるんですよ。

だから、いまの体制政府は、悪いんだというふうにもっていく一つの手段になっているんです

よ、これは。だから、そういうことで、市長もそこ までよくおわかりになっていると思います

が、私たちはそこまで考えます。だから、このせっかくおっくりになったということで、使い

たい気持ちはわかりますが、しかし、そうした思いをこの中に含まれてつくられたものだとい

うことからすれば、とてもそれは容認しがたい。いま、たとえばパスの中で、社長と呼べば 3

分の 2ぐらい、はい、と言って振り返りますよ。それだけ裕福になってきているんですよ。そ

こで無理やり被害者をつくっている。年金によってあなたは、これだけ苦しめられますよ。い

まの政府は、これだけ皆さんのためにならないことを考えていますよ、ということで、乙うい

うことが行われてくるという、きわめて政治色の濃厚な政治的ピラであるということで、自治

労がつくった私ピラと一緒に比べて御覧にいれましたけれど、 書いてあることは非常に似てい

る。ですから、私は、絶対に認められないということで意見を申し上げておきます。( r終わ

り」と呼ぶ者あり)

0議長(高橋通夫君) 小山良悟君。

04番(小山良悟君) こういうことは、とかくあいまいにされる恐れがあるわけです。

十分思慮して云々ということで結着がついたように思いますけれど、しかし、これは、私は重

大な問題だと思っているんです。というのは、何回も言うようですが、たとえばこの年金に対

する法案、いろんな角度からいろんな考えの方がいるわけです。そういういろんな立場での主

張があるわけです。それをこのパンフレット は、この法案に対して反対する懸念する、そうい

う意見だけを書いている。こういう や り方は、中立の立場である 自治体がやるやり方ではない。

それは、先ほ ど助役 も言っている。 これをやらせたかった ら、あなたの支持する共産党や社会

党にやらせりゃいいんです。政党 がやるならいいです、これは。これ自治体がやっているか

ら問題にしているんですよ。そんないし 1かげんなもったいないとか、 せっかくつくったからも

ったいないとか、そういう次元の問題じゃな t'0 ( r正 しt'からよ」と呼ぶ者あり )正しいと

思う人も正しくない人 もいるんです。いろんな考えがあるわけです、当然。あなた方ができる

のは、決まった制度に対 して、こラいう仕組みですよ、というこ とを市民にPRする。それが

あなた方にできる範囲なんですよ。この法案がいいとか悪いとか、そう い うふうなものについ

ては、あなた方が支持する政党がやるならいいんです。支持団体がやるならいいんですよ、政

治運動でやるなら。その辺のところを履き違えないでもらいたい。だから、これは絶対使いま

せん、ということをこの場で断言していただきたい。いかがですか。

O議長(高橋通夫君) 市長。

。市長(森田喜美男君) 十分思慮、判断をして処置しますと申し上げておりますから、

( rもっとわかるように言ってください、私はわかりませんね、そういうことじゃ」と呼ぶ者

あり)その答えの中で、御理解をいただきたいと思います。( r十分思慮、判断は、どういう

ことなんですか、使わないなら、使わないとはっきり言ったらどうですかJ r終わり」と呼ぶ

者あ り)

。議長(高橋通夫君) パンフレットの件を終わります。

本日の日程はすべて終わりました。

本日 はこれにて散会いたします。

午後 7時 39分散会
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午前 10時 8分開議

0議長(高橋通夫君〉 本日の会議を開きます。

ただいまの出席議員 25名であります。

一般質問を行います。 (i議長」 と呼ぶ者あり)

藤林理一郎君。

020番(藤林理一郎君) 一般質問に入る前にちょっとお尋ねいたしたいことがござ

いましで、 実は花粉症といって、いま府中、日野で、新聞等にも発表されておりますけれども、

このことについて日野市の市内の中でこの問題が大分話題になっているようですけれども。私、

1 3日の日ですか、公害防災のところに一一栄町 2丁目の神鋼電気さんの跡地ですか、草がた

くさん生え茂って、子供さんたちにも遊び場所となったりして非常に危険だということで、そ

れで、防災課の方に、草刈りを早くするようにと言って申し入れをいたしましたところが、ま

だ公害防災の方で現地を調査して、そして、その後東京都の方に伺うということのようなこと

でございまして。その後、けさぼど新聞に出ているように、非常に周辺の人たちには迷惑がか

かっ ているということなんですが、そのことについて日野市の中で対策が……(発言する者あ

り)その後されたかされてないか、それをお尋ねいたしたいと思います。(i議長扱いを慎重

にしろよ」と呼ぶ者あり、その他発言する者あり)

0議長(高橋通夫君〉 関係者の答弁を求めます。(i議事進行」と呼ぶ者あり、その

他発言する者あり) 一ノ瀬 隆君。

o 1 1番(一ノ瀬 隆君) いま藤林議員が突如発言されました。何を発言するのかと思

っていた けです，何か……(発言する者あり)こんなことを、緊急な事態が発生して議会を

このまま継続するのはいけないんじゃないかつて、そんな発言かと思って聞いていたわけです

けれども、全くそういうことじゃないようです。緊急に質問したかったら、緊急質問の手続を

とってやるべきであって、一切この発言は認めるべきでないし、当然回答すべきではないと私

は思います。(i議長」と呼ぶ者あり〉

0議長(高橋通夫君 ) 藤林理一郎君。

020番(藤林理一郎君) いま一ノ瀬議員が、 一般質問の場であって、緊急質問では

ないということでございますけれども……(発言する者あり)これは、私は住民がいま騒いで

いるということについて、日野市がいうような対策を講じているのか……(i手続をとらない
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からだめだ」と呼ぶ者あり〉それをお尋ね しているんですから答弁をお願いしたいと思います。

( rおか しいよ Jr議長が取 り上げたんだ 」と呼ぶ者あり〉

0議長(高橋通夫君 〉 一応議長は緊急質問と取り上げたわけですから、ひとつ……・

( r議事進行」と呼ぶ者あり、その他発言する者あり〉理事者の……(発言する者あり)とい

うことです。 (r議事進行」と呼ぶ者あり)竹ノ上武俊君。

022番(竹ノ上武俊君〉 ただいま議長の発言で、藤林議員の質問は緊急質問という

ふうに取扱うとい うことでございました。であるならば、これは、いままでの議会の手続がご

ざいますので、緊急質問らしく議会の手続にのっとって手続をするよ うなことをしなければ、

ただふいに突如手を挙げて、緊急質問扱いが続々と実現するというようなことになりますと、

議会の秩序の乱れる こと になりますo

それからまた、藤林議員と同程度の、市民の間で重要な問題になっている事柄はほかにもご

ざいます。そういう形で緊急質問が必要な場合もあるかと思いますけれども、すべて手続をと

らなければ似たような事件はいっぱいあるわけで、私ども議員も心配していることもそれぞれ

あるわけです。そういうことで、もしこの緊急質問と して取り上げたという ことを議長が取り

消すんであれば、このままで一般質問に移っていただきたいし、あくまでも緊急質問っていう

なら、休憩して議運を開いていただきたいと、こうい うふうに思います。(r異議なし」と呼

ぶ者あり)

0議長(高橋通夫君〉 それでは藤林議員、正式な手続をと ってひとつお願いします。

( r議長 Jr休憩」と呼ぶ者あり〉 藤林理一郎君。

020番(藤林理一郎君〉 私、何ですね。御迷惑のようでございますけれども、1度

こういうような形で発言をしたいということを市長に申 し入れてございますから、そのように

取り計らっていただきたいと思います。 よろしいですか。 (r休憩」と呼ぶ者あり、その他発

言する者あり )

0議長(高橋通夫君 〉 ただ、藤林議員は議事進行とかいうことを言わないでただ発言

されたんで、誤解もあるので、正式な手続をとってお願いしたいと思うんですが……。(r議

事進行」と呼ぶ者あり) 藤林理一郎君。

020番(藤林理 一 郎 君 ) いま議長は申し上げましたけれども、 1度私は申し入れま

して、そして、それを取り上げていただいたんですから、その意味でそのよ うに議事進行とし
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て取り上げていただきたいと、このように思います。( r休憩Jr議長が責任をとれJrどっ

ちも無視できないよ」 と呼ぶ者あり)

0議長(高橋通夫君) お諮りいたします。議事の都合により暫時休憩いたしたいと思

いますが、 これに御異議ありませんか。

( r異議なし」と呼ぶ者あり )

0議長(高橋通夫君) 御異議ないものと認め、暫時休憩いたします。

0議長(高橋通夫君 ) 休憩前に引き続き会議を開きます。

午前 10時 17分休憩

午前 10時 25分再開

藤林議員の発言は正式な手続をと った後にやっていただくことになりましたので、これから

一般質問を行います。

一般質問、 1の 1、 「ぼけ」老人の救済対策を急げについての通告質問者、古谷太郎君の質

問を許します。古谷太郎君。

( 6番議員登壇〕

06番 (古谷太郎君) 最近「ぼけ」老人のことがいろい ろとテレビ、あ るいはまた、

新聞等にも報道されております。現在東京都内には、東京都の調査によりますと、約4万人の

「ぼけ」 老人の方がおられる。これ大変な数字であります。当市日野市においてこれから逆算

いたしますと、日野市は調査したことがございません。しかし、これから逆算すれば 65歳以

上の方の 20人に 1人、これ東京都の調査によって明らかになっているわけでありますが、

453名の「ぼけ」老人の方がおられると推定されるわけであります。残念ながら、今日、日

野市はこのお年寄りの方々に対する対策はほとんどされておりません。福祉事務所長の非常な

努力によりま して、初めてことし 3名の方が、八王子市にある山水圏にお願いして入り、お 2

人のベッドを確保するという形をとったわけであります。福祉事務所長大変御努力されたこと

については、私も感謝をささげざるを得ないんですが、 45 3人という数字からいきまして何

としても情けない状態であると言わざるを得ないのであります。

この「ぽけ」老人の方というのは、私どももうすでに映画の「旅路の果てJに出てくるお年

寄り、あるいはまた、小説「悦惚の人」の中に示されている方々の実情、これを見まして、そ

の余りにもお気の毒なお姿に涙なしには見て聞くことができないのであります。これらの方々
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は、社会的には大変な功労者の方々が多い。しかも、社会的活動に非常に大きな貢献をされて

きた方々が多いのであります。はっきり言いますと、頭もよく体もいい。また、寝ないで仕事

をする。大変な努力をされてきた方々こそ、この「ぼけ」老人になる確立が多いのであります。

そう いう意味からいきますと、ここにいる市議会議員さんのような動勉な方は、恐らくこの

「ぼけj老人におなりになる方の確立は非常に高いということが言えるわけであります。

そういうことだけでは、自分たちだけではないんですが、この「ぼけj老人の方の中には大

きく二つございます。一つは、仮性痴呆っていいますh 仮性痴呆、いわゆるいままで一生懸

命働いてこられた、 6 5歳定年になられた。それでおうちに引退されてす ぐにぼけてしまうよ

うな方が相当おります。これが一番多いのであります。これら の方々は、適切な行政措置をす

ればほ とんどが回復されるのであります。二つは、もう一つの問題は真性の老人性痴呆であり

ますが、これらの方々の中にも多 くは、いわゆる脳萎縮症といいますか、あるいはまた、脳の

中に水がたまる。いわゆる正常圧水頭症というような病名で呼ばれている方が多いのでござい

まして、 これは、 日野の市立病院じゃわかりません。なぜわかんなし、かというと、検査する機

械がない。こんなつまらない機械もないのが市立病院であります。この機械さえあれば、コン

ビュータ一断層撮影装置がなければ頭の中の水の状態はわからないんです。それで調べれば、

いい治療を行えば治ります。これは外科手術で治すことが可能であります。ですから、 本当の

老人性痴呆で治らないという患者は、 1%ないし 2%にすぎないのではなかろうかと私どもは

考えるわけであります。ただ、日野の市立病院には検査施設がありませんから、検査をしてあ

りませんので、四百数十名のこの「ぼけ」お年寄りの方々が、どのような原因で御病気になら

れておられるのか、これは明らかでありません。

そこで私は、いまこの「ぼけJ老人の方々に対しまして、行政の温かい手をぜひ差し伸べな

ければならない責任がある。そのような立場から、最初に、こ とし初めて山水圏に 2ベッ トを

確保された功績ある福祉事務所長から、今日までの経過及び、これからのあなたの抱負をお聞

かせ願えればありがたいと思うのであります。お願いします。

O議長(高橋通夫君) 古谷太郎君の質問についての答弁を求めます。福祉事務所長。

O福祉事務所長(須藤雄示君) ただいまの 「ぼけ」老人の救済対策でございますけ

れども、現実の問題といたしまして、非常にむずかしいに尽きるわけでございます。 rぽけj

老人とあわせまして寝たきり老人、これが特別養護老人に限られているわけでございます。東
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京都には、こうした寝たきり老人及び「ぼけ」老人の入れる施設は 68施設ございまして、定

員が 6，628名でございますけれども、どこもいっぱいでございます。なお、これらの特別養

護老人ホームは、ほとんど寝たきり老人を中心としまして、 「ぼけ」に対する のは消極的でご

ざいます。と申しますのは、 「ぼけ」 老人は多動性がございまして、いわゆる幼稚園、子供に

返った姿になりますと、自分の排せつ物まで食べてしまうというような状況がございますから、

こうした施設へ受け入れないと、いわゆる精神病院に入れている のが実情でございます。

御指摘のとおり、日野市に確かに東京都の調査によりますと 20人に 1人は「ぼけ」となっ

ておりますが、 「ぼけ」か健忘症か見分けはむずかしいわけでございまして、これ らについて

も、やはり寝たきり老人とあわせて予防対策が必要じゃなかろうかと思います。私、お医者さ

までございませんので、 「ぼけ」に対する治療行為わかりませんけれども、行政で何とか予防

対策は必ず必要であるとい うことは言えると思います。と申しますのは、先ほど先生が申し上

げましたように、ある程度の治療行為すれば、 「ぼけ」 治らないけれども、もと の生活に戻る、

近づけるっていうことはできるということを聞き及んでおります。今後の「ぼけ」対策といた

しましては、やはり生きがいの創造。たとえば現在社会課で主催でかしの木学級をもっともっ

と活用したいと、あるいは実際「ぼけ」の老人を抱えている家族のために、もう寝たきり老人

以上に世話のやく苦しさはあるわけでございます。一晩 24時間態勢っていうほどの態勢が大

変でございますので、こう した介護対策もこれから充実しなければならないというふうに考え

ているわけでございます。

いずれにしましても、 「ぼけ」にな った場合においての収容施設も、やはり行政の立場から

しなきゃなりませんけれども、こうした高齢化社会へ向けての「ぼけJ老人多くなるという傾

向については、やはり収容摘設も日野市に限らず東京都レベノレ、国のレベルにおいての施策を

講じなければならないというふうに考えているわけでございます。また、もう一方では、現在

あります特別養護老人ホームに対しまして、積極的に「ぼけ」老人に入れてもらうように、私

もケースワーカーが働きかけておりますけれども、こうした実情を踏まえながら、一方では寝泊り老人も

いるということでございますので、むずかしし1というものが実態でございます。以上でございます。

0議長(高橋通夫君)

06番 (古谷太郎君)

古谷太郎君。

福祉事務所長は非常な努力をされた。しかし、もちろん十分な

対策をとるには、市長が少しでも意欲を出していただかなければ、所長だけでやる、これでき
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ないのであります。せいぜい 2ベット を確保する程度、あるいはショ ート ・ス ティの場所を

カ所かやっていただく程度、 これ以上のこ とができません。 ここに私どもが、 「老人の病気の

特徴」と いう本のコピーが ございますが、 これ精神病院の院長さんが書かれたものですけれ

ども、 「ぽけJ老人のほとんどは仮性である。仮に、いわゆる本当の「ぼけ」老人ではないん

だと。しかし、ぼけ症状があらわれてくると、現在はどうも家族から見離されてしまう傾向が

ある。隔離されてしまう傾向がある。家族から隔離されて しまった途端に仮性の仮の 「ほけ」

が真性の状態に進んでいくのである。このような ことをこのように述べております。はっきり

言えば、仮性の軽いうち、あるいはまた、脳内の変化がはっきりと 出てしまわないうち に、 対

行政の温かい施策を講ずべきではなかろうかと。これがわれわれの行政の責任であるというふ

うに考えているわけであります。この点について市長はどのように考える。市長の行政者とし

ての立場からの御回答をお願いしたいと思います。

0議長 (高橋通夫君 ) 市長。

0市長 (森田喜美男君 ) 近年、高齢化社会の進行に伴いまして、医療技術、あるいは

健康医学の進歩と栄養の改善によりまして、長寿と言われる時代を迎えているわけであります

が、一方に、いま指摘されるところの痴呆性の老人症が、だんだん数を占めつつあるという こ

とも事実だというふうに認識をしております。また、制度化の面、あるいは治療医学の面で、

必ずしも十分な対応ができているとは思いませんが、地方自治の行政の中に、 こういう 分野

がだんだんと必要の度合いを高めてきているということも事実であると、このように考えてお

ります。

ごく初歩的なスタートではありますが、実態を正確に知りながら、これに対応する施策を進

めていかなければならない、このように基本的に考えております。したがいまして、まず実態

の調査を正確に把握すること。あるいは対応策の可能性のあることからこの事業に取り組んで

いくこと。こういうことをことしから始めようといたしております。市立病院にも新院長を迎

えて、いま言われるような横断撮影装置等の意欲も持たれておると。人材を集め、あるいは設

置の手段も検討されつつありますので、これらについても一層積極的な取り組みを進めて、対

応できる初歩的段階の自治体能力を高めたいと、このように考えております。

以上です。

0議長(高橋通夫君) 古谷太郎君。
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06番 (古谷太郎君) よくわかりませんが、何とか考えてやりたいというようなお話

でございますが、もうすでに 50 0人推定される 「ぼけ」 老人の方が市内におられるわけです。

これらの 「ぼけJ老人の方々は、最初は家族は隠すのであります。うちのお父さんがぼけちゃ

ったというのは言いにくいから隠しております。しかし、 この対策で看護に当たる家族の方々

は 24時間目を離せないわけですから、非常に心身ともに疲れます。最終的には家族も御病気

になられ、そして、 「ぼけJお年寄りの老人の方々を老人ホームなり、あるいはまた、 精神病

院なりにお願いしようということになるわけです。まことに悲惨なことであります。それらの

調査もまだ全然やらない福祉阻害の日野市でございます。しかし、 東京都が調査いたしました

んですから、ですから、大体の数字は出てくるわけです。それで、これらの方々を老人ホーム

にお入れしますと、本当の「ぼけ」老人になっちゃうんです。本物になる。脳が萎縮するんで

すか。家庭において生き生きとした実社会に接するよう にさせてあげなけりやぼけ ちゃうんで

す。それで、接するようにしておけば治るんです。これが問題なんです。

私の近くに高木先生という歯医者さんがおられます。高木先生のお父様は九十数歳大変な御

長命でお亡くなりになりましたけれども、 70歳をちょ っと過ぎたころ、やは り「ぽけJ老人

になってしまったわけです。夜中に家を出てどこか行っちゃったというようなことになったと。

ところが、高木先生のおたくでは大変に家族がおじい様の、あるいは看護というか、待遇が非

常によかった。特に、高木先生の奥さんは大変りっぱな方であります。そのために完全に治っ

てしまいました。約十年くらし、かかりました。高木先生のようなお孫さん御夫婦、また、自分

の御子息さんの奥さん、また、そのおじい様のお連れ合いの方、おばあさん、こういう方々が

みんなで協力されてやられて治療に当たられた。完全に治りました。そこで私は、 しかし全部

の御家族がそういうわけにはし、かないんじゃなかろうか。そういう意味では行政は、当然社会

から隔離するような方途をだけを考えるんじゃなくて、これらの御家族を助けるためのホーム

ヘルパーなり、あるいはまた これらの方々を一一 「ぼけ」老人の方々は老人学級へ行け、ゲ

ートボール場へ行けと言っても、もう行けない。なる前はいいんです。なってしまった対策と

いうものは、行政は十分持たなきゃいけなし、。寝たきりの方は簡単な一一簡単なっていうこと

はありませんけれども、この方々は完全に健康なんです。ですから、自由自在に動けるわけで

す。寝たきりのお年寄りの看護よりも 、はるかに恐ら く御家族の方々の心身はお疲れになるん

だろうと思う。
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私は、そこで、ここにいる約五百人近い 「ぽけJ老人の方々をもとの体に戻す、健康なお姿

に戻すために市は全力を尽さなきゃいけない。このことを提言しておきます。行政の怠慢はす

べてのお年寄りに対する不幸な結束を招きつつあるわけであります。大変にお気の毒なことで

あります。なお、これについて本当に御病気になられた方々に対する対策、これは非常にむず

かしいんです。そこで、先ほど申し上げましたように、仮の仮性の痴呆症におなりになった時

点で、医療の面からこれを回復するという手段もあるということが書いてございます。

そこで、新しい病院長さんにお聞きしますが、医療面から、お医者様の立場から、この「ほ

け」お年寄りの方々に対してどのような手を差し伸べたいのか。きょうはひとつ議会だけじゃ

ありません。院長さんは自分の抱負を市長にぶつける。その気持ちでお答えを願いたいと思う

のであります。ひとつお願いいたします。

0議長(高橋通夫君) 病院長。

0病院長(三田盛一君) ただいま御質問のありました老人性痴呆、しかも、いろいろ

とむしろ私どもの方が教わっているような実情でございますが、この仮性痴呆という問題、こ

れは確かにある一定のレベルでの治療を行えば回復し得るであろうということは言えると思い

ます。ただ申し上げたいことは、こういう俗に言う、いわゆる「ぼけ」老人という方の場合、

これを一言にして申し上げますと、老人の精神障害の完成した姿だと、こういうふうに一言にし

て言ってしまうことになります。これは、脳自室の萎縮があるんだと、こういうことになりま

すので、どこまでもとに戻れるか、これは大変むずかしい問題になろうかと思います。したが

って、完成したいわゆる 「ぼけ」老人というものに対する治療は、 真性痴呆の場合にはほと

んど不可能でございます。仮性痴呆の場合にのみ、ある程度戻り得る可能性を持つというふう

に考えたいと、かように思います。したがって、 「ぽけJ老人の対応ということになりますと、

いままでいろいろお話のありましたように、特別養護老人ホーム、そういうものも含めて急性

期の病院と申し上げますよりも、ナーシングホームの形でこの方たちを温い手で囲むというこ

とが必要であろうかと思います。これは、本人ばかりではなくて、 家族の人々の一つの救済に

もなるというふうに考えるわけでございます。

そうしますと、病院というものの存在価値がやや少し薄れてまいりますが、これは、東京都

養育院の附属病院の解剖のデータでございますけれども、 34名の「ぽけ」老人の亡くなられ

た脳の解剖をいたしました所見では、脳血管障害が原因と思われるものが 56%、それから、
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老人性変化によって「ぼけ」を起こしたであろうと思われるものが 12%、両者の混合が 12 

%、それから、原因不明が 12%、その他が 8%というデータになっております。要するに半

数以上が脳血管障害、俗に言う脳血管障害でございますから、いままでに言われていたような

脳溢血であるとか、脳出血であるとか、脳軟化症であるとか、そういうようなものがどうも基

本ベースにあるように思います。そういうことになりますと、市立病院の一つの持つ役割りと

いうことになりますと、これらの脳血管障害を未然に防<'，あるいは脳血管障害になったとき

に、これに迅速に対応する。この治療を主体にして行うことによって、いまお話しのような

「ぼけ」老人がもっと減少するんではないかと医療面からは考えます。

市立病院に参りました最近の統計では、来院患者の約 17%が 65歳以上の老人でございま

す。そして、そのうちの約 90%前後が脳血管障害を持っているというデータがございます。

そうなりますと、やはり病院といたしましても、医療の面から脳血管障害に重点的にポイント

を置いて治療をする。それが非常に遠隔ではありますけれども、 「ぼけ」老人の一つの対応に

なろうというふうに考えます。

現在のところ、本院では脳神経外科のドクターを迎えまして、さらに脳神経外科、あるいは

精神科という部門の協力を得まして、この方面への成人病対策を可及的に行うようにただいま

準備中でございます。そのためには、先ほどお話にございましたような CTも一つの武器とし

ては大変重要な問題になってこょうかと思っております。いずれにしましても、短期的にも長

期的にも病院のハードの面、建物、器具、機械、そういうハード面、それから、診療機能のソ

フト面の充実を今後も全力を挙げて重点的に充実したいと、かように考えております。果たし

てお答えになったかどうかわかりませんが、かようにお返事を申し上げたいと思います。

0議長(高橋通夫君)

06番(古谷太郎君)

古谷太郎君。

ただいま院長先生から「ぼけ」お年寄りの、東京都の実例とし

て 56%の方が脳内の血管障害である。あるいはまた、要するに脳室内の問題。ですから、事

前にこれをよく精密に検査したり、あるいはまた、治療をしたりすれば、半分以上の人が真性

であっても治すことができるんだと、治り得るんだと、こういうような御報告であります。

そこで市長にお聞きしたい。市長は、日野市民のために医療対策として、昭和 56年にたく

さんの学識経験者、あるいは市民の方々の組織する委員会で、日野市の医療はどうあるべきか

ということの答申を受けております。それには健康管理センターを早くっくりなさし¥そうい
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うことも書いてあります。 あるいはまた、七生地区に病院をつ くりなさい、 書いてあります。

私は、いま申し上げたいんですが、少なくと も仮性の痴呆症にな った方 々に対する行政への対

策ということは、家庭において、 家庭に在宅 していただいて、そ こに行政の福祉の手を差 し伸

べ、家族の力をできるだけお助けするとい うことが大事だということを申し上げたわけです。

また、院長先生も、ナ ーシングホ ームというような形もとるべきじゃなかろうかと一一 これは

かなり重症になった場合です。だから、初期に治療するのが一番いい。健康管理センタ一、あ

るいはまた中に、当然、私は、これらのお年寄りの健康診断のためにcτ、要するに断層撮影装

置、あるいは高周波、いろいろの装置がございますが、設置すべきだと考えているが、現在の

健康管理センターの中には、 どのような具体的対策が盛られているのヵ、この点についてお考

えをお聞かせ願いたい。

0議長(高橋通夫君) 市長。

0市長(森田喜美男君) お答えいたします。

日野市には、幸い市立病院をいままで経営してまいっております。したがって、医療に関す

る分野は市立病院に担当をするということが適切だと思っております。それから、保健行政、

これも、 ドクターを必要とする分野は、やはり同病院が担当していただく。あるいは地元の医

師会の協力を得ると、こういうことで成り立っておるわけでありますし、近ごろの健康行政と

いうは、むしろ市民個人が進んで健康に対する自覚を持って、そうして、公的な施設を大いに

利用活用されると。市民の公的に利用される、そういう施設を設けるのが私は保健センターの

使命ではなかろうかと、このように考えております。

そのような機能分担をいたしました。特に老人法の摘行のことがありますから、必要にして

最小限、用に当て得るもの、これをまずベースに置いていま検討をいたしておると、こういう

状況でございます。ナーシングホームでありますとか、あるいは在宅で健康指導ができると、

そのためのホームヘルパ一、あるいは看護婦の活動、こういうこともあわせ、非常に役割りが

あると思っておりますので、そのような努力を今後行政として取り組む。この必要を進めつつ

あると、こういう状況でございます。

0議長(高橋通夫君)

06番(古谷太郎君)

なんです。

古谷太郎君。

市長さんのお答えというのは、具体性がないので非常に残念
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日本 じゅ うの町、 人口 15万の都市で、 健康管理センタ ーがないなんていう町はどこ にある

で しょう か。ど こにも ないんです。ほとんどの市は健康管理センタ ー及び特別養護老人ホ ーム

大抵は持っ てます。日野市だけは福祉に全く 、特にお年寄りの福祉に対しては、この十数年間

何らの手も差し伸べてないのが現実であります。。こういう点で、私どもは本当に福祉に対し、

健康に対し、いかに無責任であるか。 これは、 日本じゅうの他の市でやってないなら別です。

もし 15万の都市で健康管理センターのない市がある、お年寄りに対する、いわゆる人間ドッ

クの方途を支援してない市がもしあるんなら、だれか教えていただきたい。どこにもありませ

ん。市民会館もありません。文化会館もないというような 15万都市はどこにもない。こうい

うふうな現実の中は共産党というのが、いかに日野共産党が福祉に対して冷淡残酷な考え方を

持っておられるかを、如実に実績が示しているのであります。

ひとつ市長は、 1 1年間にわたる共産党の御指導少し反省していただいて……(発言する者

あり)本当のこと言われると怒るものなんです。ですから本当のことを言うのは、余り申しわ

けないと思いますけれども、いわゆる「ぼけJ老人については、私は申し上げておきます。実

は多摩市でもこの問題にいま積極的に取り組んでおります。多摩市は、日本医科大学の永山病

院という非常にりっぱな施設を持っております。さらに今度は、ぼけてしまって治らないよう

な方々、治りにくい方々に対してのホームをつくりたい。そこで、私ども厚生省病院は、これ

を受けて立つことにしたのであります。 60名程度の、いわゆるもう治らないという方々の施

設を、それじゃ多摩市からの介を受けようと。はっきり言えば精神神経外科病棟もつくる。同

時にナーシングホームとは違いますが、家族のお住まいになるような、いわゆるマンションを

病院の敷地内につくろうと。そして、家族と病院と多摩市の行政とが、あの厚生省病院の中で

がっちりと手を組んで、そして、再び完全にお治しできるように、できるだけ治して社会へ復

帰させたい。このような摘策をいま着々と進めております。

私ども厚生省病院は、百名定員の養護老人ホームも持っております。しかし、それらに入る

方々、うっかりしますと社会から隔離されてぼけてしまう場合があるのであります。社会から

隔離するということが一番いけなし」家族から隔離することはもっといけない。これらの問題

を含めて仮性の「ぼけ」老人の方々の対策を立てなきゃいけないのであります。真性になった

場合、これは大変であります。これについては市立病院なり、あるいは市として当然これらの

方々に対する福祉対策は行政が責任を持って行う。このように第 I段階は家族と社会と医師と
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行政。第 2段階は、もう治らなくなってしまった場合には、行政と院療、これが責任を持たざ

るを得なくなるわけであります。どうかひとつ、これからふえ続けるであろう「ぼけJ老人の

方々に対して温かい福祉の手を日野市の市政に差し伸べなきゃならなし、。その具体的な対策と

して、たった人口 6万の多摩市にも劣るような状況では情けない次第であります。(爪口 11 

万だ」と呼ぶ者あり)

以上申し上げまして一一日野市よりはるかに人口が少ない、このことは事実であります。こ

のような状況の中で、いわゆる福祉、ひとつぜひ温かい手を差し伸べる、そのことを福祉事務

所長さんの功績とともにお願いする次第であります。第 1の質問は終わっておきます。

0議長(高橋通夫君)

質問を終わります。

これをもって 1の1、 「ぼけ」老人の救済対策を急げに関する

次に 1の2. 清流を取り戻せについての通告質問者、古谷太郎君の質問を許します。

06番 (古谷太郎君) 先般も私は申し上げました。いまのような日野市の下水道雨水

管の公共下水道の対策では 1，000年たってもでき上がんないでしょうと。少なくとも、昭和

3 4年に公共下水道を私が町長の時代にっくりました。それ以来 1メートルもできてない。い

ま使われているのは、会社とか公団とか団地とかいう方々が、自分たちの住んでいる 1団地対

策として、公共下水道的な施設を持っているにすぎないのであります。

現実の問題として、私は昨年までは水田に苗をまいてまいりました。苗代をつくるためであ

ります。しかし、昨年百が不足しました。うんと余っていい、 2倍も一一ここは 1反ちょっと

ですから、 2倍もまいた。 3反から 4反植えられるくらいまいた。ところが、何にしても芽が

出ると芽が出た上に霞雲がかかる一一紙です。いわゆる紙が乗ってしまう。だから、芽が出た

のは紙で曲がっちゃうので腐っちゃう。ことしの日野の水田を一一市長は高台ですからごらん

にならなし可かもしれない。しかし、よく見てください。どこに苗代がありますか。苗代ができ

なくなっちゃったんです。水田に田植え機の苗をつくれば一番早い。そういうできなくしてし

まったのはだれであるか。これは行政であります。あの川で苗ができない。機械植えに、 2反

か 3反しかやらない農家の方が大変高いお金を出して、土地を売って田植え機を買っているの

が実情であります。 しかし、それらの田植え機に使う首は、家庭の庭先でビニーノレハウスで井

戸の水で水をやって育てているのであります。この悲惨な現実を一度くらい見てほしい。本当
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私もけさ 5時に起きた。私は、自分のうちの井戸からポンプで畑に、このくらいの管でホー

スで送っている。畑につくった苗聞に水を入れているんです。 6時前に入れることを原則とし

ています。なぜなら道路を横断しているわけであります。ですから、なるべく交通が、自動車が

通らないうちに、通勤自動車が通らないうちに水を入れ切ってしまう。それで、交通する方々

の妨害にもならないようにしたい。毎日必ず 30介、私は自分のうちの庭にある井戸からポン

プで水を苗に送っておるのであります。川の用水の水が使えない。こういう本当の姿を皆さん

方も知ってほしいのであります。

日本はコルホーズじゃない。集団農場やっているわけじゃなし」共産主義者の世界とは全く

違う。個人営業の農業であります。人がそれぞれにやっているわけです。こういう現実の中で

はわれわれが救われるのは、どうしたら救われるんだろう。私のうちの隣にも篤農家小島さん

がおられます。ことしも百を圃場でつくられた。苗間でつくられた。全然やはりアウトであり

ました。足りなくなっちゃった。現実を見てもらえばわかる、どんな苗があるか。私は、そう

いう悲惨な農民が日野にも数千人いるということを市長は知るべきだと思れそういう人は

「ぼけJ老人や哀れな農民はどうでもいいんだという行政は本来とるべきではないのでありま

す。

それは、共産主義の社会のように、コルホーズの中へ集団で農民を押し込めて、そして、監

禁してノルマで百姓をやらせるという、いわゆるシベリア方式なら別であります。だけども、

われわれ日本は自由主義圏であり、そういうふうな悲惨な状況は避けるために死力を尽くして

いるのであります。ごらんなさい。世界じゅうの農民が東ドイツから、ポーランドから、そう

してチェコでも、みんな国境を越えて自由主義圏へ逃げ出しているじゃありませんか。この現

実を知らなきゃいけない。社会党ですら今日は大きく路線を転換して、石橋委員長いい ことを

言います。そういう現実の姿は、われわれ議員も十分にみながら質問するわけであります。

これらの問題の中で、日野市の建設部lま大変できないながらも努力したいということで、いわゆる

水団地帯、栃木恥茨潟艇の境にある鬼怒)11であります。鬼怒)11の用水を使っている二つ伊Tの実情を

調査されてまいりまし7こ。いわゆるこの調査は、は っきり言いますと、こんなふうな土地、鬼怒

川の沿線ですら現在もう事前に一一日野どころじゃないんです。まだはるかにきれいです。場

所は真壁郡関城町 これは水戸線の下館からパスで南へおります。いわゆる結城市の東にあり

ます。この水団地帯人口1万 6，50 0。もう一つは猿島郡の猿島町。これは、鬼怒川と利根川
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との合流点にあります。これは人口 1万 5，000人。こ の二つの町の実情を、どうしたら農業

用水がきれいになれるか視察に行かれました。その結果、この現状はどうであったか。関城町、

猿島町について説明し、この視察の成果をどのように示そうとしているのか、建設部長に御回

答をお願いしたいと思うのであります。

0議長(高橋通夫君) 建設部長。

0建設部長(中村亮助君〉 それでは、ただいまの御質問にお答え申し上げます。

再三御指摘がございます水路の浄化と、それに伴う農耕用の、いわゆる濯概用水の汚染。こ

れの浄化方法につきましては、私どもの方も微力でございますけれども努力はしておるつもり

でございまして。ただいま御質問ございました茨木県の関城町、それから、猿島町、 これらに

つきましては、私どもの方の水路清流課を主体にいたしまして、公害防災課の職員、あるいは

清掃課の職員なども御同行をいただきまして、今月の 6日の日に現地を見てまいりました。

御質問の中にちょっとございましたように、関城町につきましては、農村地帯でございます

けれども、近年やはり工場の進出、近代化というふうな形の中で、都市化の波が押し寄せてい

るような現状がございまして、そういう中で鬼怒川、あるいは小貝川というこつの川、これ

の河川の形成下に接している東西に非常に長い町でございまして、人口が一一一ちょっと古い人

口でございますけれども、住民登録人口で 3月31日現在、昨年でございますので、もう 1年

以上経過しておりますけれども、約 1万 7，000くらいの人口でございます。そういう中で、

この関城町につきましては、いわゆる道路の側溝に流れ込みました雑排水を浄化しようという

ことで、土壌式の浄化工法を用いまして浄化をいたしております。それの経費につきましては、

約 6，000万の経費をかけまして、このうち、さらに今後計画があることも考えられますけれ

ども、敷地面積が約 1，000平米くらいでございます。そして、効果的には確かにきれいにな

っております。流れ込んだ原水が処理をされまして、用水路に排水をされているその水を見ま

したけれども、大変きれいに結果的にその効果が挙がっておるということは言えますし、また、

猿島町についても同様でございまして、猿島町につきましては、特に関城町よりも、さらに農

村地帯としての色がまだ濃いわけでございまして、これにつきましても、いわゆる土壌式の浄

化工法を用いまして、パイプでそこの浄化の場所まで、いわゆる用水路の水を、原水を持って

きまして、そこで浄化した水が、さらに上流にポンプ圧送をされまして、そして湛減水を潤し

ているというような状況でございまして、これの経費につきましては、猿島町については県が
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2分の 1を補助いたしておりまして、設計費を含めまして 6，300万ほどかけまして、こ の工

法を実施しておるわけでございまして、処理能力につきましては 1日に 250トン。 1応 210

世帯から排出される、約人口 1，00 0人の規模を対象にしておるようでございますけれども、

今後さらに 500人の対象浄化の余地がある というふうなことで、 設計がなされておるわけで

ございます。これにつき ましでも、関城町と同じよ うに、やはり 濯減用水の汚染が、この工法

により まして完全に近いほど浄化されまして水田を潤しておりますし、特にこれは茨木米の産

地でもございますので、そういう点でかなり力を入れた踊策として推進されているというのが現

状でございました。

これを、私どもの方の現状の中で用水路にあてはめて考えてみましても、確かに効果はある

というふうに思いますけれども、敷地の関係、あるいはまた市街化が進んでおる用水路の浄化

という点でつきましては、関城町なり 、あるいは猿島町のこの工法を、そっくりそのままどこ

にどういう形で取り入れていくかということにつきましては、まだ私どもの方も具体的に検討

はいたしておりませんけれども、工法としては、今後やはり規模は小さくても、何かの形で少

しでも用水路をきれいにしていくというふうな方向で、検討をさしていただきたいというふう

に思います。

以上でございます。

0議長(高橋通夫君)

06番(古谷太郎君)

古谷太郎君。

いま人口 1万 6，000とか 7，000と、わずか小さい市で、し

かも財政力がない町なんです、これは。自己財源が 30%ない非常に苦しい財政力の町ですが、

それにもかかわらず、農業用水を浄化してポンプでもって上流に送り返し、農業者の生産でき

るような現状を維持しようと全力を尽くしている、こういうことが報告されました。恐らく埼

玉県の庄和町においても同じことではなかろうかと思います。特に、関城町の町長さんである

斎藤さんは、御自分の庭先にこの施設をつくられて、農民の救済に当たっているということが

報告されております。 大体いまお話 しのように、 30 0世帯ないし 500世帯くらいに 1カ

所、この浄化装置をつくることで処理していくと。ですからす「にできるわけです、このこと

は。こういうふうなす「にできることをやっていただかなきゃならないんじゃなかろうか。

そこでひとつ公害防災課長にお聞きしたいんですが、私のところの水田へ入ってくる一一第

一中学校のちょ っと先ですが、日野団地の出てくる汚水。それから、元の中村さんが、日野駅
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前から区画整理で日野団地の南端に移転してきました。あの両方の片方の汚水の出口のところ

のお庖や団地の方々、よく私に言う んです。中村さんも言う。だんだんひどくなる。中村さん

の方は、北原の方を流れて くる汚水であります。ところが、その上のお庄のところへ出てくる

のが日野団地の排水路であり ます。これらの問題。あるいはまた、この間も中央高速道路の北

側になりますか、この北側にあるところの板垣正男議員が住んでいる団地の東でありますけれ

ども、あそこに非常に汚い水がたまったというんで清掃課長が飛んでいきました。あの団地周

辺の雨水が姥久保住宅の南側の方へたまったんではなかろうかと、このように考えるんですが、

この二つについて公害課長、清流課長の回答を求めたし可。なぜあんなに汚く毎年なっていくの

か、日野団地の方。そ の理由をひとつ説明願いたい。

0議長(高橋通夫君) 公害防災課長、答弁を求めます。

0公害防災課長(小島 久君) 位置がはっきりよくわからないんですけれども、国

有名詞の、中村さんというところの位置がよくわからないんですけれども…・

0議長(高橋通夫君)

06番(古谷太郎君)

古谷太郎君。

あなたのうちのすご前に中村さんという洗濯屋さんがいたでし

ょう。あの方が区画整理で移転して、日野団地の南側の中島さんといううちの西側に移転され

ている。 2階建てのうちだ。あなたの欝組だと思うけれと、も、移転洗された先は。そこへ出てくる水が

北原の方から来る水です。もう一つの水は日野団地の水で、仲田小学校に行く途中の右側の用

水に落ちております。特に、仲田小学校の右側日野団地の水は、 BOD160を超えていると

いうふうに言われております。これも事実あるかどうか。これらの水が、私どもの方の日野町、

万願寺、下回方面の田んぼの方へ入ってくるわけであります。これらの場所は、いまの猿島方

式、関城方式で解決できるんじゃなかろうかと、このように思うので、その点についての清流

課長、公害防災課長の説明を求めたい。

0議長 (高橋通夫君) 公害防災課長。

0公害防災課長(小島 久君) 失礼しました。水路の系統は、中村さんという系統

のところはわかりました。その取り入れ口は、駅の西側の、いわゆる日野用水でございます。

日野用水のところから、旧の藤野かん詰めのわきを通りまして、シンセイストア ーのあ りまし

たところの裏を通りまして、森町の自治会館のところを通りまして、それから、ただいま申さ

れました中村さんの自宅のところを通りまして行くルート。もう一方は下ぜき水路ですか。下
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ぜき水路で、東光寺から取り入れた水路を東光寺、栄町の部落を通りまして、四谷下の区画整

理区域内のところを通りまして、一中の上流のところで合流し、古谷議員の自宅裏の水路に流

れると、こういうルートでございます。

私どもが公害防災課と して調査してます水路につきましては、拠点の点数が市内で 11点だ

ったわけでございますけれども、昨年からこれを 14点にいたしまして、一中の前で水質の調

査はやっております。これは、昨年のデータなんですけれども、一中前ですと昨年から調査を

やりまして、 BOD  9.4という数値が出ております。水質的にはそういう状況のところで ござ

いますけれども、特に中村さん側の水質につきましては、いままでのところ、そこの地点で採

取の事実は ございません。これからもそ の地点では、いまのところ考えておらないわけであり

ますけれども、 特に、いま御指摘のような、 水が汚いという指摘につきましては、何か特別な

原因が私はあると思います。たとえば一般家庭の浄化槽が正常に機能していないとか、あるい

は建設現場からの油等が流入したとか、そういうようなことによって特別の被害が出るという

ことはございます。それは、苦情という形で別に出てくると。もちろんその苦情があれば、そ

の苦情の原因を究明せなきゃなり ませんので、そのルートを歩きます。そして、そ の原因を究

明し、その原因者に対して注意なり清掃なり行っていただくと、こういう形でとってきたわけ

であります。したがいまして、特に何かそういう原因がない限りにおいては、ただいま申しま

した水質B0 D 9.4これはいいとは言えないんですけれども、何か原因があったんだろうと、

こついうふうにJ思うわけでございます。

以上でございます。

O議長(高橋通夫君)

06番 (古谷太郎君)

古谷太郎君。

橋本課長の方か、これは公害課長の方か、どっちかわかりませ

んけれども、つい数日前、板垣議員の住んでおられる東側の方の住民の方から苦情が来られて、

課長が飛んでいった という話を聞いております。どっちの課長が飛んでいったか知りませんが。

その水はどこから来て、どこへたまってどうなったか。それを、これから夏に向いますから、

そういうのはそれをどういう対策をとって、 これからどうするのか。具体的にこの方式を教え

てもらいたい。どっちが行ったんだかよくわからない。

。議長(高橋通夫君) 水路清流課長。

。水路清流課長(橋本栄高君) お答えいたします。ただいま御質問の場所は、中央
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高速道路一一これは和田七郎さんの 3小のところからおりてきまして、中央高速道路のところ

から姥久保の都営住宅の方へ行く水路でございます。以前は農業用水として使っておりました

んですけれども、開発によりまして水田をやめまして、現在は雑排水だけになっているわけで

ございます。

技術的に申しますと、そのとこ ろは以前は取水をしておりましたけれども、もう農業用水と

しての水がそこへ入ってきませんで、 現状は農業用水取り入れしないで、家庭の雑排水だけ

を流入させているという状態でございます。この改善方法でございますけれども、これ非常に

技術的にむずかしい点もあるわけでございますけれども、一つは、改善といたしますと、い ま

ある現在のU字溝を、据えかえをするという形にしてやれば可能性はあります。それで、あと

一つは、常時その一帯をしゅんせつをして、そういうものの汚泥が蓄積しないような形をとる

という方法があると思います。そんなことで、将来的には、先ほど申しましたような技術的な

面の改良もして解消をしていきたいということでございます。

0議長(高橋通夫君)

06番(古谷太郎君 )

古谷太郎君。

課長に聞くんですが、いま日野団地の、 1団地ですけれども。

あるいはまた、いまの姥久保団地のところ、みな公園があります。ここへ、いわゆる真壁郡の

関城町や渡島郡の猿島町、あるいはまた、埼玉県の庄和町で行われているような簡単な施設を

設置して浄化して、そうして日野用水へ戻す。こういうことはできないのかどうか、その点を

御回答願います。

0議長 (高橋通夫君) 水路清流課長。

0水路、清流課長 (橋本栄寓君) ただいまの、いま古谷議員さんからおっしゃられまし

たその施設でございますけれども、できないことはないと思います。ただ、いろいろとまだ維

持管理上の問題いろいろありますもので、そういう点をよく検討してやっていきたいと思って

います。

0議長(高橋通夫君 )

06番 (古谷太郎君)

古谷太郎君。

では、市長にちょっとお聞きしたいんですが、姥久保団地の方

々は.この夏あの臭いにおいをかがせる気であるか、かがせない気で何とかする気があるか、

その点を回答願いたい。行政の責任だ、これは。

0議長(高橋通夫君) 市長。
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0市長(森田喜美男君) 社会動向の変化まで自治体の責任と言われ石とちょっと因る

わけでありますが、現実の問題には、これは対応していかねばならない。この責任はあるとい

うふうに思っております。 したがいまして、日野市内の用水をなるべく 清流にしようというこ

とで、ことしは少なくも日野用水の一番の源を、多摩川の原水を流す方法によって、すでにそ

れらの工事が終えておりますので、かなり日野用水全体としては多摩川の原水に近い状況に戻

っておる、そ ういう現実は認めていただけるものと思っております。ただ、いま言われます拠

点拠点に、もちろん原因は解明すればあると思いますが、汚染の状況もひどい部分があると。

これはし 1わゆるいま生活雑排水をどこに受け入れていくかと。一般には道路の側溝に特別とい

いますか、生活ができませんから道路の側溝に受け入れることをやむなく認めております。も

う一つは、既存の水路。かつてはその水路は濯概用水でもあったわけでありますが、その水路

にだんだんと流れて集まってくるわけでありまして、場所によって汚染濃度の高い場所ができ

ておると。これらの対策はできるだけの方法を講じて一一いま言われる方法も一つでありまし

ょうし、あるいはときどきバキューム車で、今度新しくっくりました処理場の浄化機能に集め

てくると。そういうことも試みるべき施策だと思っ ております。

現実の問題としましては、要するに下水道計画はありますが、まだ公共下水道の形として地

域に普及しているというわけではありませんので、あち こちにし、ま指摘されるような状況もや

むなく発生をしておる。このように受け身ではありますけれども、可能な対応をしていこうと、

これがいまの現実の姿だというふうに思わざるを得ません。水路清流課を定め、なるべく今後

機能を高めていきたいと思っておりますので、御指摘をし、また御指導していただくのも大変

ありがたいと思っておるところでございます。

以上です。

O議長(高橋通夫君) 古谷太郎君。

06番 (古谷太郎君) この用水の、たま って汚くなる。こういう場所が各所に発生し

ている。どぶができる。沼ができる。それはなぜかといいますと、用水の先、たとえばいまの

場所などは日野の駅の西側を埋めちゃったんです、たんぼを。だから、あそこへ行ってた水な

んです、本来。流れていかなくなっちゃった。それから、いま「多摩川のきれいな水を入れる

ようにしますJこれ、結構です。しかし、いまでも入っている。ところが、途中で汚れる。は

っきり言いますと、 日野の市街地の開発は行政の手おくれからスプローノレ化しているわけです。
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拠点的になっている。西町の中では新町のあれは和田七郎さんのあのー画、住宅公社の開発し

たあたりから東についての 1団地です。幼稚園、姥久保団地。そうすると、あの地域だけの排

水はみんな用水へおりちゃうんです。だから、いわゆる建設部長や清流課長が真壁郡の栃木県

境の方まで行って見たというのは、いわゆる 1団地 1団地の排水を、用水路、用水へ落ちるや

つを何とかきれいにしてしようという非常な熱意なんです。えらいもんです。普通じゃ行かな

いんです。もっとちゃんと大きい町へ行きます。しかし、清流課長は関城町、猿島町、あるい

は庄和町のようなスプローノレしているところの町では排水はどう処理しているか。これは、日

野市の現状とよく似ているからです。水団地帯でもある。しかも、農民をどうやって救ってい

るか。これを現実に実行している。ごくこれに近くの町の姿をここにごらんになってきたわけ

です。だから、行政は当然、これは一一視察目的がそうでありますから、そのいい点は取り上げ

てどんどんと実行しなきゃいけない。

次に御質問します。これは市街地の場合ですが、土浦市、霞ヶ浦を控えております。これも

かなり乱開発をされているところであります。そ こで、土浦市では一一 ここに出ておりますが、

これは「読売新聞Jあるいは「毎日新聞」ですが。 r狭い敷地でも OK、家庭雑排水の地下浸

透方式Jそれで、これは 15万円程度でできる。汚水弁を併設して約 10メートルの管を埋め

て、それで浄化して各家庭ごとに浄化しちゃうと。私は、昨年は佐久町、長野県の佐久町のお

話しました。また、長野市のお話もしたんです。この方式だと各家庭でやれるわけです。 先般

非常に残念ながら、家庭の簡易浄化槽の浄化についてのわずかな予算の増額を要求してもまだ

出てこない、非常に残念ですが。われわれ水田を祖先から、美しい日野の町、水清らかな多摩

川・浅川という歌に歌われてたところを引き継いできた人間として、祖先に申しわけなくてし

ょうがないんです。悪いと思っているんです。子孫に悪いんじゃないんです。親や、じいさん

や、ひいじいさんに申しわけないと思うんです。行政が悪いからこのように汚れる。だから私

は、いまのような方式を取り入れたらどうかと。もう一つは、この土浦のような方式。こうい

う各家庭ごとに浄化する、 15万円なんです。このことについて公害課長のーーまた同時に、

日野市においては何か升を配られました。あの升は 1日か 2日で詰まっちゃう。と ってもしょ

うがないです。しかも 3万世帯もある個人の住宅の中で、いま使っているのは恐らく 10 0世

帯もないでしょう。ですから、あれは大失敗したわけであります。現に 1年に何個取りに来ま

す。あの升は 1月なんて使えない。何個取りに来るか、よければ調べればすぐわかる。 3万世
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帯の中で 20個か 30個しか取りに来ない。だから、 みんなあきれ返って、使えないっていう

ことがわかったわけです。それならば、この土浦方式のよ うな方式を採用して、 用水の浄化を、

日野の清流の小川|の浄化を行わなきゃいけないんじゃなかろうかとこう思うわけですが、課長

の考え方を聞かしてもらいたい。建設部長でも結構です。

0議長(高橋通夫君) 公害防災課長。

0公害防災課長(小島 久君) 大変むずかしい御質問なんで、私が考えている点を

申し述べたいと思います。

まず私は、水路の浄化については、かなりむずかしい問題を含んでおりますので、一つの課

で、たとえば水路清流課にしても、公害防災課にしても、管理課にしても、いわゆる水路に関

係する課だけで解決できる問題ではない、というふうに私は思っております。それで、方向と

しましては、元の、いわゆる家庭から出る雑排水の処理ということで、元で処理する考え方。

それから、水路の中間で、いま御指摘になりましたような関城町にしても、猿島町にしてもし

かりでございますけれども、中間で処理する方法。それから、最終の水路でもって処理する方

法。この三つが私は挙げられると思います。どれ一つをとっても大変費用がかかります。市長

からも、この辺は指示を受けておるわけですけれども、金がかかるということはやむを得ない

にしても、最小の経費でもって最大の効果が挙がるような方向で何かないだろうかと、こうい

うような指示を受けております。

市役所の中で、私と水路清流課と管理課長と清掃課長と、ただいまこの件につきまして遅ま

きながらでございますけれども、どうすれば効果が挙がるかという点について協議をいたして

おります。一つは、この前の議会でも御指摘がありましたけれども、水路の清流フィルターで

すけれども、升これが条例なり規則なり正常に機能するような方向を見つけ出そうと。これは、

管理課長に検討していただくということでお話をしております。それから、水路の中間処理と

しては、ただいま指摘がありました土浦市に、また、土浦市の公害防災課でもって、ひも状の

接触剤というようなものも実験的に設置されておりますので、 これらもひとつ反映ができな

し可かどうかということも検討の材料の中に入れております。つまりこれは、中間の処理をする

ということでございます。最終的には、つまり入口で取り入れた多摩川なり浅川なりの水を、

また多摩川に放流するときには、同じような水質でもって放流できるような方法をいま検討し

ております。いましばらく時間をいただきたいと思うんですけれども、そういうようなことで
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検討に入っておるという ことを申し上げておきます。

以上でございますの

古谷太郎君。0議長(高橋通夫君)

06番 (古谷太郎君) いまの点についてちょっと聞きたいんだが、あの升をもっと使

うように奨励したいというふうな意味をちょっと聞いたんですが、そんな考えはできると思っ

ているんですか。その点もう 1回、両方の課長からお願いします。

0議長 (高橋通夫君) 水路清流課長。

0水路清流課長(橋本栄寓君) 升を使うという ことでなくて、清流フィルターです

ね。清流フィルターが菌所されている。そのものが、つまり清掃の関係がむずかしし可わけです。

条例では市民の義務として清掃を義務づけているにもかかわらず、 これらの清掃が的確に行れ

てないと。どうすればその清掃ができるようになるかと、こういうことを含めまして検討して

いるということを申し上げたわけでございます。

C議長(高橋通夫君) 古谷太郎君。

06番 (古谷太郎君) これは、謀長を余り責めるわけじゃないんです。市長がやれや

れって配布したんですから。それで、条例もある。しかし、現実に 3万世帯の個人及び民家で、

3万戸の民家で現実に使っているうちが何軒あるか。使って忘れて、それっぱなしになってい

るうちも結構ある。だけど、それっぱなしじゃなくて使っているうちが何軒あるかというと、

あれは半年もちません。ですから、 1年に 2回取りかえなきゃなんない。 2回取りかえるには

市役所へ買いに来るわけです。現実に去年何個売れたか、それをちょ っと聞かしてもらいたい。

その半分の世帯の家が使っているということになるわけだ。条例がある。しかし、だれもその

条例を守ってない。これはー件どういうことですか。その点もはっきりしてもらいたい。

0議長(高橋通夫君) 水路清流課長。

0水路清流課長(橋本栄寓君) 昨年の清流フィノレターの売り出しでございますけれ

ど、 1 8個でございます。

0議長(高橋通夫君) 古谷太郎君。

06番 (古谷太郎君) 日野市には条例があって、清流フィノレターを設置するというふ

うになっております。この条例が制定されてすでに約 7年た っております。条例は市民の義務

であります一一制定されていることは。しかも、 三万数千戸の一般民家の中で多くて 18個。
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普通に考えれば 1年に 2回 2個入りますから、 9軒しか条例を守っていないということが明ら

かに示されたわけであります。それならば、そんな条例は、条例があって市民が悪いんだと。

市民が悪いんだと。汚すのは市民なんだといってほうっておくのは市長や議員の立場ではない

んであります。市民が守れるような条例をつくらなきゃなんない。実際に市民が喜んでもらえ

るような条例より施設をつくるのが当然なのであります。ここにも行政の大欠陥があらわれて

おります。思いやりのない市政なんです。市民がどう思ってるかを考えないでやる市の政治、

これは共産政治であります。独裁政治っていうんです、こういうのを。こういうふうな状況を

現実にわれわれは自に見、数字にいま聞いているわけであります。こういう のをどうしたらい

いかを考えなきゃなんない。清流フィルタ ーをもっと設置して、使い方をうまくしようと思う

なんて、それなら 7年間何やってた。そうでしょう。われわれ農民の苦しさを、われわれ農民

が田植えをしよう。たんぼをやっている農民まだ結構いる。

たんぼをやるのは何のためにやるか知ってますか。米をつくるということが大きな目的なん

です。もっと一つの目的がある。それは、祖先から受け継いだ水田を少しでも維持し、子孫に

伝え、日野のうまかった米を取り戻したし可。私は朝食べる一一私の食べている米は自分でつく

った米であります。一回市長や皆さんにもごちそうしたし可。 しかし、まずくて食えません。だ

から私の家族は食べません。まずいんです。なぜまずいか。水なんです。あの水じゃ防ぎょう

がない。幾らか食えるようにするには、豊田のようにわき水を入れてまぜるか、あるいは下回

・新井のように下流に行って幾らかきれいになった水を入れるか、あるいはまた、沈でん池を

つくるかせざるを得ないんです。

こういうわれわれの悩みと苦しみと現実のこの姿を、どうや って救わなきゃならないか。し

かも、 7年間ほうってきた。君たちは課長としての義務を果たしてないし、市長は市長として

の義務を果たしてないじゃありませんか。清流フィルターを使わなきゃいけないっていうふう

にな っている。ところが、実際には 18個とか、 20個しか出てなし、。こういう現実から使つ

てないことは明らかになっている。なぜやらなかったか。これは、あなた方はやりたくない。

やれば、また市長には変に見られる。そうでしょう。いまの日野の課長さんや部長さんは、仕

事ができないようにがんじがらめになっている。助役さんが、いま一生懸命にやっておられる。

もう、そうなんです。前の助役さんもそうでした。大津へ行かれた助役さんもそうでした。仕

事がやれるようにさしてあげなきゃいけないんです。現実に清流課長は現地を去年見ている。
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ないんだ、どこにも。こういうふうに、やはり何とかしてよくしたい。そういうふうなことか

らいけば、われわれ農民は抵抗手段として、いわゆる用水に入れる汚水管を、封鎖せざるを得

ないという現実が最終的には来るわけです。これは一つのデモなんです。しかし、そんなこと

が起き、大きな混乱を起こさないようにするのが市の政治なんです。市の政治というのはそう

いうもんなんです。愛情がなきゃいけないんです。困っている人、苦しんでいる人、そういう

人に少しでも、しかもその人の責任じゃないわけなんです。老人・お年寄りのぼけにしてもそ

うなんです。その人が悪し 1からぼけたんじゃない。われわれ農民だってそうなんです。

水田を汚してくれといつ頼んだことがありますか。少しでも祖先と同じような多摩川のうま

い米を食べたし可。しかし、現実には個人的には非常にむずかしいんです。ひとりで伝えた口は

非常にむずかしい。だから大体の人は、たとえば奥住芳雄君のような篤農家でも、もう米はつ

くってないんです。現実に多摩川から入った水を汚くして、府中や多摩市に出している。他人

の汚れはどうでもいいという姿は許せないと同時に、その基本的な行政の姿勢がわれわれ農民、

あるいは「ぼけ」老人の方々、それらの方々を放置する現実の姿としてあらわれている。

それなら、いまの課長は、清流フィルターしなきゃいけないとな(ているのに、きれいな水

を流さなきゃいけないと条例がなっているのに、なぜそれをさせるようにしなかったか。私の

言ったことがもし違うなら言いなさい 私は、すればまた変に怒られる。だからじいーっとし

ていた方がいいということから、いわゆる現に毎年 10個か 20個しか清流フィノレター出てな

いんですから、使つてないっていうこと明らかなんです。条例には使うっていうことになって

ますけど。だから、その点もし私の言うことが間違いなら間違いって言ってくださし可。しかも、

土浦市では各家庭に、各家庭に設置をする。 15万円程度でやっている。この結果は、視察の

の結果はどうだったかっていうことを、まず清流課長に答えてもらいたい。土浦市の状況につ

いてお答え願いたい。 日野市に対してどの程度応用できるかどうか。

0議長(高橋通夫君) 水路清流課長。

07Jく路清流課長(橋本栄高君) お答えいたします。

土浦市には、われわれまだ行っておりません。私の資料でちょっとお話しさせていただきた

いと思います。

いま古谷議員さんからお話ありましたけれども、土浦市っていうのは、あくまでも家庭の雑

排水だけでございまして、 トイレについてはく み取りで全部消化しているわけでございます。
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これは、地下浸透の土壌浄化方式によって処理するものでございまして、非常に簡単な設備で

ございます。

踊設の内容をちょっと触れさしていただきますと、地中の中の微生物によって引き起こされ

る、その土壌の浄化の能力によって台所の水や、ふろ場の水を処理するわけでございます。地

中、要するに地下に 40センチくらいの深さに、口径 100ミリの陶管を入れるわけでござい

ます。その陶管が 1本が 90センチくらいでございますけれども、陶管の継ぎ目から水が流れ

るようになっているわけです。その継ぎ目のところで微生物が汚いものを食べていくというこ

とでございます。処理された水は、 トレンチ管の中を通りまして、それで流れ出るという仕組

みになっているわけでございます。場所的にしても一般家庭で採用できる施設でございますけ

れども、建て売りとか、そういうふうな用地のないところでは非常にむずかしい問題があるん

ではなかろうかというふうに思っております。この採用の問題でございますけれども、 先ほど

来、公害対策の課長からも御報告ございましたけれども、こういうものもあわせていま検討し

ている段階でございます。何とかこういうものが採用されれば、 していきたいっていうような

考えでおりますから、もう少し時間をいただきたいと思ってます。

以上です。

O議長(高橋通夫君) 公害防災課長。

0公害防災課長(小島 久君 ) 私は、清流フィ Jレターをさらに推進するということ

を申し上げたんではないわけです。つまり水の浄化についての件につきましては、いろんな方

法があるわけです。いま古谷議員さんが御指摘しているのもその一つだと私は思っております。

私なりに考えますと、水の浄化については、まず発生源の対策が必要だと。いわゆる元から出

るところです。それから、中間でどのように処理したらいいのかと。それから、最終的にはど

うかと。私は、この 3段階で考えておるわけです。それで、その発生源の元の対策としては、

従来ある清流フィノレター、これも行っ ておったわけですけれども 、十分機能として果たされて

ないと。これは御指摘のとおりだと思っております。これにかわってる方法が土壌トレンチだ

とか、あるいはそれに類似した構造でもって、発生源で浄化をするような方法をとったらどう

だとか、いろいろ説がございます。それらも含めて検討をしたいと。現に検討に入っておると、

こういうことを申し上げたわけでございます。弁明をさしていただきますと、そういうふうに

なります。
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0議長(高橋通夫君)

06番(古谷太郎君)

古谷太郎君。

弁明どころじゃないんです。怠慢っていうんです。第一九条例がいつで

きたかということを考えなきゃいけない。で、いつ最初配布したかを考えなきゃいけない。でだめだってい

うことは、よほどわかってから何年たっているか。放置したことは事実です。これは小島課長だけの問題

じゃないと思う。部長の問題もあるだろういしかし、 一番大事なことは市長が気がつかなきゃならないん

です。これは失敗したなあと、それにはど うしたらいいかと、そのときか らやらなきゃいけな

い。そういうことばっかりやっている。言うことはいいんです。 検討します、研究 します。し

かし、現実に市民に対しては、たとえば病院にしたってそうなんです。市立病院の検査施設が

だめじゃないかと、だから関口製作所のところを買収しなさいと、売りに来ているじゃなし、か

と言っても、検討しますでもって、あれはもうとっくに新しい住宅ができ て しまった。どっか

へ売られちゃった。みんな検討します、努力します。 11年間検討してます、努力しますの結

果が日野市内における現実の汚点として、姥久保団地の臭いにおいとして、まずい米として、

にがい米としてわれわれ農民の中に襲し可かかってきているのであります。お年寄りは入るに入

れない、御家族は非常に苦しんでいる、治療のための検査摘設もない。あるのは銀行への 63 

億という大変な貯金であります。貯金をもって楽 しむというのは年寄りのくせであります。そ

うなんです。これ、死に銭っていうんです。よくみんなやるんです。しかし、市民にとっては、

それは迷惑な話であります。現実の施策として、それらのお金を使って、少しでも農業者を救

う、少しでも「ぼけ」老人を救っていくという行政姿勢こそ、福祉への対策こそ、悩んでいる

人々を救うという姿勢がなきゃならない。われわれはいま一一竹ノ上君はぺちゃぺちゃしゃべ

っていますが、それは、このようなことを言われることは大変に痛いんだろうと思う。

いつかわれわれは、かつて高橋議長のうちの前流れている川がある。汚れている場合があり

ました。 くさかった。ようやくくさみを取るように努力した。要するにわれわれが申 し上げて

いるのは、現実に市民が悩み続けている問題を一つも解決しない。この政治の姿勢についての

反省を求めるのであります。終わります。

0議長(高橋通夫君)

Oす。

これをもって 1の2. 清流を取り戻せに関する質問を終わりま

お諮りいたします。議事の都合により暫時休憩いた したいと思いますが、これに御異議あり

ませんか。
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c r異議なしjと呼ぶ者あり 〕

0議長(高橋通夫君) 御異議ないものと 認め、暫時休憩いたします。

0議長(高橋通夫君) 休憩前に引き続き会議を開きます。

午前 11時54分休憩、

午後 2時 30介再開

お諮りいたします。ただいま栄町地域住民の花粉症被害の件につき、藤林理一郎君から緊急

質問の通告があります。所定の賛成者がありますので、 この際、緊急質問を日程に追加し発言

を許すことに御異議ありませんか。

c r異議な しJと呼ぶ者あり〕

0議長(高橋通夫君) 御異議ないものと認めます。よって藤林理一郎君の緊急質問を日程

に追加し、発言を許すことに決しました。

藤林理一郎君の発言を許します。

C 2 0番議員登壇〕

020番 (藤林理一 郎 ) いま議長さんよりお許しがいただけましたので、緊急質問さ

せていただきます。

実は、栄町地域の住民の花粉症被害についての質問でございます。先ほど御迷惑皆さんにお

かけしまして申しわけございませんでした。

実は、花粉の問題についてでございますけれども、 13日の新聞で府中のと ころにこの問題

を取り上げまして一一これは「読売新聞」でございます。非常に花粉症が広範囲に広がってい

るということでございまして、けさほども実は新聞に報道されておりますけれども、花粉で非

常に地域の方たちが悩まされているということでございます。場所は、日野の場合には栄町 2

丁目の神鋼電機住宅の跡地のところでございます。それが、どうやらこれの花粉だということ

をお聞きしまして、実物持ってきたわけでございますけれども、これはもう、い ま実になっており

ますけれども、この花のときに花粉が飛んで、皮膚の弱い方には相当きつい症状が出て、目が

はれ込む、そして、目がちかちかして、どうしても目もあけられないと。そして、皮膚がはれ

上がりというようなことで、ずいぶん悩まされている住民がおるわけでございます。それを私

が聞きまして、実は 13日の日に公害防災課に行き申し入れをいたしまして、何とかこの場所

の草刈りをすぐやってくださし¥というふうに申し入れをいたしましたところ、実地調査をし
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しまして、その上で実は東京都にお知らせしますというようなことで、そして、きのう実は私

その現場へ行ってみましたんですけれども、どうも刈った様子もないし、その地域の人たちが

花粉に悩まされているというようなことから緊急質問をさしていただいたわけでございます。

それについて、小学校の学童はこういうものに悩まされているということは聞いておりますけ

れども、その辺がどうでしょうかということが 1点でございます。

そして、一般市民でございますけれども、私、けさほど緊急質問さしていただいたことにつ

いては、古谷先生がここで、一般質問の中で市立病院の院長さんが見えておられましたもので

すから、このことについてお聞きをさしていただこうというようなことから冒頭に申し上げた

わけでございます。これは、誤解のないようにひとつよろしくお願いをいたしたいと思います。

そういうような形の中から、このことについて市側の方は、この新聞報道に対してどういうよ

うな対策をするのか。また、これからやっていくのか。そのことについても 1点。ひとつよろ

しくお願いいたします。

0議長(高橋通夫君) 関係部長の答弁を求めます。生活環境部長。

0生活環境部長(坂本金雄君) 御質問の神鋼電機社宅跡地でございますが、きょう

の「読売新聞J朝刊に、その概要が掲載されております。これから私その経過と当面の対応、

それから、将来的な対応につきまして、なるべく新聞記事と重複しないようにお答えをさしてい

ただきたいと思います。

神鋼電機の跡地は、栄町 2丁目 12番地の 1から 2丁目 26番地の 1にわたりまして、地積

が1万 7，41 1. 6 6平米ございます。 6月の 7日の日に、付近の住民の方が役所に見えまして、

公害防災課に雑草の花粉が飛んでいることの苦情を申し入れてし可かれました。さらに、 6月の

1 2日、 先ほど藤林議員さん 13日とおっしゃいましたが、公害防災課の記録によ りますと、

1 2日に藤林議員さんがお見えになりまして、草が伸びて見通しが悪くて車の運転が非常に危

険である。そういう理由で草刈りを依頼されております。

私ども公害防災課といたしましては、 6月の 13日の日に都に除草を依頼いたしました。そ

のとき都側から、 25日ごろに刈り取る。こういうは っきりした回答をいただいております。

その事務手続としまして、 20日の日に草刈りの業者の入札を行って、 25日ころから刈り取

りたい。そういう返事をいただいておるわけでございます。今朝の朝刊掲載によりまして、東

京都の財務局管財都有地活用第 1課というセクションから電話をいただきまして、その間の経
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過につきまして質問がございましたので、ただいま申し上げたことをお答えしております。

したがいまして、この花粉症の問題、はっきりした因果関係は、いまのところ決定的なこと

は申し上げられませんが、その原因となります有訴ヰの植物、カモガヤという植物だそうでござ

いますが、これの刈り取りにつきましては、 25日をめどにいたしまして全部刈り取るという、

そういう状況でございます。

さらに、今後の対応といたしましては、府中あたりに発生いたしました花粉症と日野の花粉

症の関連、あるし可はカモガヤが花粉症を引き起こすのか、はっきりした因果関係を調査いたし

たいと思います。そして、さらに来年度につきましては、花の咲くころ、いまより前もって東

京都の方に草刈りを依頼をいたしたいと思います。そして、ことしのような後追い行政はなく

してまいりたい、このように考えております。

以上でございます。

O議長(高橋通夫君) 教育長。

0教育長(長沢三郎君) 小学校児童の被害状況ということでの御質問にお答えいたし

たいと，思います。

神鋼電機跡地、これは東光寺小学校区に当たっているわけでございますけれども、一般的に

集団で児童が被害を受けると、こういう状況がございます場合には、学校の方から事故報告書

が教育委員会の方に提出されるわけでございますけれども、個々の児童の症状については、ま

だ聞き及んでおりませんけれども、集団的な形で、光化学スモッグのような状況で集団被害が

発生していると。そういう形での事故報告は、まだ教育委員会の方には提出されてございませ

ん。

0議長(高橋通夫君)

020番(藤林理一郎)

藤林理一郎君。

いま環境部長の方から、 25日ごろには刈り取るというよう

な答弁がございました。これは、いままでには花粉の被害を受けているということは、その前

から知っておられたと思うんですけれども、地域住民からお話があったということですね。こ

れは、その時点で、やっぱり議員さんであろうと市民からであろうと、やっぱりこういう問題

が地域から出たという場合に、やっぱり取り上げて、すぐに協議なりして対策を講じるという

ような対策があれば、私の方もこういうような質問は、き正うはしなかったわけです。ところ

が、たびたびと市の方に連絡が入っているということは事実なんです。それにもかかわらず取
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り上げはその際にはしてなかったというから、私の方に住民の方から連絡がありまして、そし

て、議会へひとつ取り上げていただけないだろうかというようなことがあったものですから、

実はけさ取り上げたということです。だから、や っぱりこうい う市民からの要望があれば、ど

なたであろうと即調査をして、そして、余り議員とか議会には迷惑かけないような対策を、ぜ

ひ今後やっていただけるようにお願いしたし可と思います。その辺は どうですか。

0議長 (高橋 通 夫 君 ) 生活環境部長。

0生活環境部長(坂本金雄君) お答え申し上げます。

公害防災課の職員も、一市民であろうとも議員の皆さんであろうとも、その辺の差別はない

と私は確信をしております。差別をしないでそれぞれ対応をしていると思うんですが、結果的

にはそのように見られてもやむを得ないような結果になってしまいました。今後はさらに一段

とスピーディに対応をいたすことをお約束申し上げたいと思います。

0議長 (高橋通夫君 ) 藤林理一郎君。

020番 (藤林理一郎君) 市長にひとつ最後にお尋ねしておきたいと思います。この

場所は、もう何年来にこういうような問題が実は出てきておるわけでございます。いままで高

尾から流れてくる杉の花粉ということで、皆さんがその杉の花粉だろうというようなことで済

ましていたわけです。いよいよここでこういう問題が、事実栄町2丁目の神鋼電機さんの住宅

の跡地が、こういうようなものが花粉になって皆さんに御迷惑かけているというようにな って

いるわけですけども、その辺のところを市長さんが都の方に、年に 2固なり 3回くらいは、あ

と草刈りをするというような約束をできるかできないか、ひをつ答弁を願いたいと思います。

0議長(高橋通夫君) 市長。

0市長(森田喜美男君 ) 終わりの質問でありますか、意見でありますか、役所に持ち

込まれる市民情報には、的確敏速に対応せよということにつきましては、大いに努力をしなき

ゃならない。このように日ごろ感じておるところでございます。また、いま緊急質問という内

容の花粉症のことにつきましてはは、なかなか断定がつきがたいという性質のことでありまし

て、いわゆる都有地、広場の雑草が原因であるという疑わしい点があれば、もちろん早急に刈

り取っていただくと。また、日野市が施行しておりますいわゆる草刈り条例一一一これは、 1メ

ートノレ以上の草ということで対象にしておりますけれども、特に公共機関の管理する場所でも

ありますし、御迷惑がかからないということを第一義にして、その筋にお願いをいたしたいと、
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このように考えており ます。

以上です。

0議長(高橋通夫君) 藤林理一郎君。

020番 (藤林理一郎君 ) 生活環境部長さん、また、並びに市長さんの方からも、十

分に これから今後気をつけてそ のようにしますという回答をいただきましたものですから、こ

れで質問を終わらしていただき ます。最後に一言市長さんと、それから、関係の部長さんに、

ぜひ次から、市民の方から要請があった場合に即一一こういうことは簡単でございますので、

実施に移していただきまして、 回答を市民に十分に、このようであるという ことを回答してい

ただくようにお願いをいたしまして終わらしていただきます。どうもありがとうございました。

O議長(高橋通夫君) これをもって緊急質問を終わります。

次に 2の1 充実した議案書をつくりたいについての通告質問者、一ノ瀬隆君の質問を許し

ます。

C 1 1番議員登壇〕

0 1 1番 (一ノ瀬 隆君) ことしの第 1固定例会での私の一般質問は 3件を通告い

たしましたが、質問の回答に使用される時間の私の予測が狂ってしまいまして 2件しかできず、

準備した 3件目を残すことになってしまいました。 I充実した議案書をつくりたしリと題した

質問がやり残したものですが、せっかく回答を準備していただいたこともあり、第 2回の定例

会にやることを決めていました。ただ、第 2固定例会の議案書が私の主張したように改まって

いたら質問する必要はなし、。そのまま質問はできなくなってしまうなぁと思っていました。今

回の議案書は、幸か不幸か私の主張したように改まっていませんでした。幸とは、そのまま質

問ができるということ、不幸とは、質問はできなかったが、通告によって私の主張がわかって

いながら、今回の議案書に、それが入れられないということは私の主張は弱いのだと、自 信が

ぐらついたという不幸せであります。勇気を出して自信を取り戻し質問をいたしますので、 ぉ

手やわらかにお願いいたします。

私たち市議会では、市長の提案したものを議決するという大きな仕事があります。このこと

の媒体となるものは議案書であり、私たちにとって非常に重要なものであります。この議案書

を初めとして、議案書だけでなく、議会での審議のために必要な文書、印刷物について、ひい

ては市政全般の文書について、そのより充実のための質問をさせていただきます。

-207-



1昨年の第 3固定例会で、文章など左横書きにするための条例が採決され、昨年からこれが

実施されました。私は、馬場弘融議員に先駆けて慶応義塾大学に学んだことがあります。とは

いっても、会社で夜勤をやり、その足で行ったわけですから居眠りばかりしていました。どー

んと机をたたいて起こしてくれる人がいなかった。ところが、国文学の池田菊三郎教授、いや、

当時は助教授だったと思いますが、池田菊三郎先生の講義のときには全く眠くならなかった。

あの魅力ある講義の印象は、 30年近くたったいまでもはっきり覚えています。この劣等生の

私をしてまじめに勉強せしめた池田先生が言いました。 I日本の字は縦書きに書くようにでき

ているのだ。したがって、試験も縦書きで書いてもらう」と、横書きに書くようになっている

答案用紙を、わざわざ縦書きに書かされました。たしかこの試験、私はAがもらえずBだった

と記憶していますが、このように、この先生は縦書きを主張されていました。日本の字は縦書

きをするようにできている。聡明な古賀議員の言われることと全く同じであります。しかしな

がら、もうその当時から、そんな信念を持った助教授がいる大学でも、答案用紙はすべて横書

きでした。その池田菊三郎教授も亡くなりました。高橋通夫議長の言われるように時代の趨勢

であります。いまや横書きがふさわしいというべきだと思います。

横書きでの多くの利点があります。縦書きに使 うようにできている日本字ではありますが、

横書きももちろん可能で、早く書く場合には、むしろ横書きの方がよい。これに比べ、英語な

ど多くの国の文字が横書きだけで縦横きは全くだめです。したがって、そのドッキングは横書

きしかあり得ないのであります。横書きにすることによってアラビア数字をたやすく入れるこ

ともできるし、アノレファベットや英語、フランス語もそのまま書き加えることもできるのであ

ります。 3月定例会の私の質問の件名にはフランス語を入れておきました。 Iア・ラ・カル卜」

とかたかなで書きましたが、フランス文字で書くこともできるのは横書きの一つの利点だと思

います。

縦書きのために不便だったものがあります。昨年の第 2固定例会から左横書きになった日野

市議会の議案書であります。私が初めて議会に出さしていただいた 1974年当時、議案書の

中に予算の議案が入っていました。条例と並んで予算は重要な議案であります。しかし、アラ

ビア数字の羅列である予算書の議案は横書きにせざるを得ないのでありました。そのために、

右からめくっていく右縦書きの議案書が、予算の議案になると、その分何ページか左に飛んで

めくって、突如左書きで逆に右にめくっていくことになっていました。へんてこな議案書だっ
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たのであります。そんなぐあいですから議案書に通しのページも振ることができていませんで

した。右からめくったり左からめくったりして、歳入歳出予算や繰り越し明許費などの入った

予算を含ませていた議案書が、 19 7 7年・昭和 52年の議案第 24号昭和52年度一般会計

予算から紙切れ 1枚になってしまいました。そんな見にくいへんてこな議案書でしたので、予

算の議案はタイトルだけ議案書に載せ、あとは別冊の予算説明書に吸収させてしまったのでし

た。これらは右縦書きにつくられた議案書の大きな失点でありました。

不思議なことに、当初予算は議案書からタイトルのみを消え去ったのでありますが、補正予

算だけはちゃんと載っていたのです。一番基本となっている当初予算が載せられないで、補正

予算だけが載っているおかしな状況は昭和 53年じゅう続きました。断るまでもなく説明書で

はない予算書でありますから、当初予算も補正予算も量は同じもので、もとが載らずに枝葉だ

け載っていたのであります。昭和 54年第 12号議案の昭和 53年度日野市一般会計補正予算

第 5号から補正予算もタイトルだけとなって当初予算と同じになり、一応矛盾は解消されまし

た。これまで当初予算は載らないのに補正予算は載っているということの矛盾のほかに、その

補正予算も左からめくる横書き、右からめくる横書きとめちゃくちゃでした。横書きで右から

ページが振られている場合もあったということで、中には予算説明書まで入れているものもあ

り、その日の気分でといった感じでありました。かくして昭和 58年第 3回臨時会の第 41号

議案から、議案書が左横書きになったのであります。しかしながら、この 41号議案昭和 57 

年度一般会計補正予算第 6号の専決の議案も別紙になっていて、議案書の中には入っていなか

ったのであります。大きな欠点を持って右横書きが左横書きになり、この欠点が克服されたの

であります。

ところが、大変不思議なことに議案書が左横書きになったいまも、議案書に予算の議案が載

っていない。重要な議案である予算が議案書には件名を書いたページだけで、その内容が載っ

ていない。別冊の予算書及び予算説明書としてあって、その方にすべて載せられっぱなしにな

っているのです。補正予算もしかりで、今定例会の議案 51号も、タイトノレのみしか議案書に

入っていないのであります。左横書きになったいま、以前のように当然議案書に載せるべきで

あります。地方自治法、第 216条により定められた款と項を明記した予算の議案は、当然議

案書に含ませなければならないのだと思います。地方自治法 21 5条に定められた継続費、繰

り越し明許費、債務負担行為、地方債なども盛り込まなければならないのであります。他のほ
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かのものが排除されたのですから、ぜひ即刻もとに戻してほしいと思います。説明書の方は従

来と同じようにしていい。したがって、予算書はダブることになりますが、それでいいではな

いかと思います。音もそうだったのであります。

議案書についてつけ加えておきますが、議案書にページが載っていないので非常に不便であ

ります。左横書きで統ーしたし可ま、つけられると思います。ぜひページを振っていただきたい。

この定例会の議案第 43号と 49号に訂正があり、両方ともわずか二、三字の訂正なのに議案

全体の差しかえとなっています。小山議員の指摘のようにむだ使い過ぎます。これなど議案書

にページを振ってあれば、訂正表で十分間に合うものだと思います。ページを振ることが議案

それぞれの都合、印刷などで簡単でないとしたら、例規集のような挿入も可能なようなページ

のつけ方でもよいのではないでしょうか。ページを付すことによ って議案何号と言えばすぐに

開けるようになります。それには、もちろん当初の議案の件名を目次のように考えて、ページ

を括弧ででも記入する必要はあります。

ところで、ページといえば、この議案書横書きになっても相変わらず紙の裏側は使わず、二

つ折りで使われているので介厚くなっています。いい紙を使えば裏表に使用できるし、その方

が厚くならずいいのではないでしょうか。二重になっているページと 1枚だけのところと両方

あり、それもまちまちで本として見るのに感じが悪いものになっています。

ここで質問します。質問1 予算の議案も完全な形で議案書の中に含ませるべきと思います

が、どうでしょうか。

質問2. 議案書にページを振ることはできないのでしょうか。

質問 3. 1枚の紙の裏表に印刷して、 1枚 2ページの普通の本と同じように議案書をつくる

のは、まずいのでしょうか。

私は、いままで当初予算の審議に 11回、決算審議に 10回、曲がりなりにも参加してまい

りました。その問、予算説明書や決算書が見やすく理解しやすいものに前進させるための発言

を行ってきました。私ごとき者の提起を真撃に受けとめ、改善に応じてくださった山崎前財政

課長、大崎現財政課長を初め、関係職員に感謝したいと思います。予算にあらわれた数字のも

とになる掛け算などの説明が、数年前まで別冊の青焼きで配付されていました。それが予算説

明書に組み込まれ非常に理解しやすくなりました。従来、説明書のあるページを見たとき、

「目Jや「節Jが長く続いている場合、 量が多い場合など、ページが変わって続く場合、そこ
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の「目」が何なのか、あるいは「節」が何なのかわからない。前のページをめくらなければな

らない。何枚も何枚もめくらなければわからなかった。それを、そのページに括弧をして重複

して書くようになって、その不便がなくなったのであります。そのページだけで、めくらなく

ても「目」が「節」が伺なのかわかるようになったのです。分厚い予算書を見るのに開いてお

くのが大変だった。手で押さえていなければならなし可。これは、製本の仕方で楽に開いておけ

るようになるはずだ、という発言に沿って製本が前進しました。

ここで、まだ不十分であるものを申し上げ、その改善を要求しておきます。

決算書に改善の余地が残っているように思います。決算書の、あるページを開いてみてくだ

さい。予算書と同じように決算書も改善されていますが、 「款Jと「目」は、どのページも明

示されていますが、 「項」と「節」が何なのかわからないページがあります。なお、歳入では

「款」もわからないページがあります。 r款」が何、 「項Jは何かをどのページでもすぐわか

るようにしてほしいのです。( r同感」と呼ぶ者あり)

3月の第 1固定例会で、私は、小山委員長のもとの特別会計予算特別委員を務めましたが、

特別会計の予算書を、ほとんどの委員は手で押さえていました。じっと開いたままになってく

れなかったのです。自立できる自 分で開いている予算書にしてほしいと思います。

予算説明書の中で、 「目Jの説明である何々関係の経費というのが、最初の「節Jの説明欄

の枠の中に書かれているので、これを「節Jの説明ととらえる危険があります。丸印をつけて

おくだけでは不十分です。現に間違ってとらえた議員もありましたので、改善すべきだと思い

ます。一番左の欄、 「目」の欄の何々費という表示の下に括弧でもして書いた方がいいのでは

ないでしょうか。従来からの慣行できているので、この際直すように指摘しておきたいものに、

ページごとの「款」の表示が右下すみになっていることがあります。ページごとの「項」の表

示が後から示されるようになって、左上すみになっているのですが、これは両方とも左上すみ

に持っていった方がよいはずです。以上、この次から改善していただきたいと思います。

非常に細い点を申し上げて恐縮ですが、全く金のかからない改善であります。ぼんくらの私

でも気のついたことですから、賢明なる市職員のこと、まじめに考えればすぐ改善できるはず

です。このことは、ひとり予算書、決算書だけではなく 、市のあらゆる文書にも通じることだ

と思います。文書だけではなく、あらゆる仕事にもちょっとした改善をして通じるものだと考

えます。

質問 4. 決算書で「項」と「節Jの不明なページは括弧書きで書き加えていただけるでしょ
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うか。これは収入役に答えていただくことになると思います。

質問 5. 特別会計の予算書も、開きやすいような製本にならないのでしょうか。

質問 6. 予算書「目Jの説明が間違いられないよ うに工夫していただけ るでしょうか。

質問 7. 予算書のページごとの「款jの位置を直したらどうでしょうか。

次に、請願について発言しておきたいと思います。

年度途中から左横書きに変わって、保管するのにどうしよ うもなかった請願の要旨について

であります。請願第 58の8号まで右縦横き、 58の9号から左横書き。これは、最初申し上

げました左横書きについてのときに言うべきでしたが、横書きもいいが、請願だけでなく、あ

らゆる文書に言えることで、年度途中からの変更は因るのであります。横書きにしなければ記

載が許可されないというなら別ですが、ことしからでよかったと思います。

さて、この請願要旨全議員にすべて配付されています。したがって、 5 9の 1号、 5 9の2

号といったように、議員の皆さんは番号順で保管されていると思います。請願は、各常任委員

会でそれぞれ審査されますので、各委員は自分の委員会に付託された請願の要旨が特に必要で

あり、パックナンバーをそろえたものでは、かえって不便です。これとは別に、みずからの委

員会に付託された請願の要旨が用意されているのが便利であります。旗野委員長のも との最初

の建設委員会のときに、賢見な担当である谷野書記が、建設委員会に付託されている請願だけ

を新たにコピーしてくれました。

そこで提案なのであります。請願要旨の全体に配付するものとは別に、付託した委員会の委

員には、その請願要旨を配付してほしいというものです。 7部ないし 8部だけ従来より余分に

印刷すればいいだけで、これによって審査が便利になる と考えます。 請願要旨が本会議用のフ

ァイノレと委員会のものとができることになります。請願要旨のプリントを委員会用にダブッて

配付していただけますかという質問を設定したのでありますが、ぜひこれは実現してほしいこ

とを申し上げて、質問とせず要望としておきます。

要望 1として繰り返します。請願要旨のプリントを委員会用として、本会議用とは別に担当

委員会別にダブッて配付してください。

続けます。次に、一般質問についてであります。

一般質問の場合、質問の内容を理解しやすくするために、また、答弁をしやすくするために

資料、レジュメといったものを配付して質問する議員もあります。ことしの第 1固定例会の最
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初の一般質問に立った米沢議員もそうでした。たしか資料らしきものが市長、助役、企画財政

部長、教育長、教育次長に渡されていたのを見ました。私の場合は、答弁しやすくすることを

目的として、具体的な質問の項目だけを提示して市長、助役と、答えていただく教育長や部長、

そして、 議長などにお渡ししてきました。 19 8 1年の第 3固定例会で、私は、 「合成洗剤追

放への取り組みを怠るな」と題した質問をしました。平山中学を新設するに当たり、石けん用

の給食施設をつくると以前の私の質問に答えていながら、そうしなかったことに対する怒りの

追及だったものです。このとき、私の質問の内容を理解するためにかっこうの文書がありまし

た。日野市消費者団体連絡会の定期総会の報告書で、これが数十部産業経済課に余って埋もれ

ていました。これをもらってきて議員の皆さんにお配りして、見ていただきながら質問したの

でした。こんな資料があるので全議員に配付してほしいと、議会事務局長にお願いしたところ、

それはできませんという局長の冷たい答えは、いまでも私のもろい心臓に傷跡として残ってい

ます。それじゃあ私が配ればいいのでしょうと、直前の休憩時間にひとりさびしく配付したの

を覚えています。

一般質問は、 1人の議員の点数稼ぎでやっているのではありません。だれもが市政の前進発

展を願って真剣に取り組んでいるのであります。そのためには、質問の内容を全議員が理解す

ることこそ必要不可欠であります。質問する議員と答弁する市長や部長だけが理解しただけで

はいけないのだと思います。先ほど申し上げました質問議員の提示した資料などは、回答すべ

き理事者側の限られた人だけでなく、全議員にも配付することが望ましいと思います。議員だ

けではなく、この会議に参加するすべての人々に配付すべきだと思います。もちろんそれは 1

議員でするのではなく、質問議員が準備したものをもとに、資料のコピーや配付を議会事務局

が手伝ってやっていいのではないか。議員の申し出によって、これは事務局の仕事としていい

のだと私は思います。それをやることは考えられないのか、議会事務局にお聞きしたいところ

です。

質問 8として、質問議員の使用する資料などを、事務局でコピー、配布はできないことなの

でしょうか。今定例会 30人の議員中 21人が、ことしの第 1固定伊j会では 30人中 2，6人が

一般質問を通告するという、他市には余り例を見ない、まじめで市政発展を願う議員の結集し

た議会が日野市議会であります。この日野市議会での一般質問を、より充実させることを願つ

ての発言であります。一般質問が「議会だより」に掲載されていますが、日野市議会の「議会

-213 -



だより」は必ず質問議員の名前が載っ ています。これも他市には余り 例はないよう ですが、こ

れこそ市民に真実を伝え、市民にも理解されやすい正しし 1やり方だと思います。前々から名前

は出さなくてもいいとい う声があるよう ですが、 このいまのやり方は続けていってほしい と思

っています。名前が出ていることが どんなに市民に親近感を与える こと か。革新ク ラブという

だけでは、私の支持者も読んでくれなし可かもしれません。

一般質問に関してもう一つ述べておきたいと思います。昨年第 2固定例会から左横書きにな

った通告質問書についてであります。件名と質問要旨が記載されていますが、件名だけが一覧

表として公開されています。当然のことですが、市政の中での問題点を同様にとらえ、複数の

議員が同じ質問を通告することがあります。件名以外わからないので、あとの人の質問にお構

いなく、その件名に従って新しい気づいた事態にも対応することがあると思います。 この場合、

後からの議員が何をやるかわかっていれば、そのことに関してはその議員に譲ることができる

のだが、それがわからないのが現状だと思います。それで、事前に質問要旨も何らかの形で公

開しておくべきというのが私の主張であります。実は議員には知らされていない、他の議員の

質問要旨までは知らされていないのですが、その管理もあやふやなようです。議会事務局は保

管しているものだし、部課長にはそのコピーが行っている。公開せずとなっているというなら

ば、もっと厳格にしなければならないのがそうでもない。これでは、どつかの親しい課長に、

あるいは部長に見せてもらって、後の人の質問を澄まして先にやってしまうこともできてしま

う。そんなことから、はっきりすべて公開としておけば、自分のものに書いてないものはまず

できなし」順番が遅くとも通告の要旨に書いてあれば侵害されることはなくなる。また、そう

すれば、できるだけ要旨も細かく通告するようになり、質問答弁がより充実し、市政の発展に

つながると私は思うのであります。現在、質問の通告書はどのように管理されているだろうか、

今後について検討の余地はあるのだろうかと私は考えます。

質問 9として、現在通告質問書はどのように管理されているのでしょうか。公開ですか、非

公開ですか。現状をお答えください。

次は、質問を要望に切りかえておきます。要望 2として、通告質問書をすべての議員に明示

できるように公開することがいいと思いますが、今後この点を検討してくださるよう要望いた

します。

議会の図書室に市議会会議録のパックナンバーが整然と配列されています。ところが、これ
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に附随すべきはずの議案書はどこにも 見当たりません。 事務局の話では倉庫の中に入っている

とのことです。市議会の会議での重要な部分が議案書にのっ とったものです。 会議では議案書

があるため、議案の内容をすべて発言していません。 お手許の文書のとおりですとい うこ とが

多いわけです。 したがっ て、発言しか記録されていない会議録では、 その会議の内容を正確に

把握できないのであります。本来、会議録は発言がなく ても一番重要な議案の内容は記載しな

ければならないものであります。できなければ会議の記録にはならないはずです。それが不可

能だったら、少なくとも議案書を会議録に添付して保管すべきだと思います。会議録と同じよ

うに製本して保管し、いつでも見られるよ うに しておくのがよいのだと私は思います。

質問 10として、会議録に発言だけでなく 、発言されなかった議案の内容を明示すべきもの

と思うが、それが可能でしょうか。そう簡単にはいかないと思いますが、一応質問しておきま

して、次に要望しておきます。

要望 3として、議案書を添付し、会議録と一緒に保管するように検討してくださることを要

しておきます。

最後に、議案だけでなく、市政全般の文書について一、二申し上げたいと思います。

第 1固定例会で左横書きに踏み切りながら、施政方針表明はどうしたという古賀議員の鋭い

指摘がありました。このほか、まだ当然そうすべきなのに左横書きになっていないものがある

のではないでしょうか。さらに横書きを推進してほしいと思うところです。

昨年の 11月3日、市制 20周年がめでたく祝われました。そこで、私も感謝状をいただき

ました。この感謝状を改めて見たのでありますが、粉れもなく右縦書きでありました。これも

横書きにすべきであります。卒業証書に西暦を使うことに PTAで反対され、教師と PTAの

板挟みになって自殺したとかいう校長の話を、ことしになってニュースで聞きました。時代の

趨勢で横書きになっていくと同様、元号より西暦が使われるようになっています。私の会社な

ど、ほとんどが西暦であります。感謝状も横書きにし、 19 8 3年 11月3日 日野市長森田

喜美男といったように、このようなものこそ革新市長として西暦を使用してほしいと思います。

私は、 1977年第 1回定例会で「元号より西暦使用を率先して」と題した一般質問を行いま

した。その直後、 「広報日野」に初めて西暦が加えられましたが、以後、市における西暦の使

用状況は芳しくありません。この点での前進をお願いしておきます。これらについての質問は

しないことにします。質問 10までをお答えいただきたいと思います。
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0議長(高橋通夫君) 一ノ瀬隆君の質問についての答弁を求めます。総務部長。

0総務部長(伊藤正吉君) 議案の担当部課といたしまして、 総括的に第 7閉までにつ

きましての御回答を申し上げたいと思います。

まず 1点の、予算の議案の完全な形で議案書の中に含ませるべきだと、こういう御質問でご

ざいます。これは、担当部課と協議いたしまして早急に改善の方向でしてまい たいと、かよ

うに考えます。

それから、 2点目でございますが、議案書にページを振ることでございます。これにつきま

しては、議案書ごとにという形になろうと思いますけれども、議案書の数によりまして、その

ページ数を打っていきたいと、かように考えております。

それから、 3点目でございますが、 1枚の用紙の裏表に議案書も印刷すべきだと、こういう

ことでございます。現在予算書は裏と表に印刷されているわけでございます。現在議案書につ

きましては袋とじを使っておりますので、これにつきましては技術的なものもあるようでござ

いますけれども、紙の質を変えまして、こういう方向で進めていきたいと、かように考えてお

ります。

それから、 4点目でございますが、これは、決算書で「項」と「節」の不明なページと、こ

ういうことにつきましては担当部課と協議いたしまして、その方向で努力していきたいと。

それから、特別会計の予算書の開きやすいようにと。こういうことと、予算書の「目」の説

明が間違えられないような工夫と。それから、予算書のページごとの「款」の位置、これらに

つきまして 、担当部課と協議いたしまして、こういう御趣旨を踏まえながら、そのような形

で改善を図っていきたいと、かように考えております。

以上、 7点までにつきましてのお答えでございます。以上です。

0議長(高橋通夫君) その他の質問について。事務局長。

0議会事務局長(田倉高光君) それでは議会にかかわります部分で 3点ございまし

たので、お答えを申し上げたいと思います。

8番目といたしまして、質問議員の使用する資料などを事務局でコピー、配付をできないの

か、こういうような趣旨の御質問であったかと思います。このことにつきましては、質問をさ

れる方の考え方が大きく作用する点だろうと思います。したがいまして、質問の内容等につい

て、こういう、こうこうだというようなことで、それにかかわる資料でそれぞれの議員さんが
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承知されている方がよろしいだろうということの趣旨で、配付をしていただきたいと、こうい

う申し出があれば配付をいたすことやぶさかであろうかと、 かように考えているところでござ

います。したがって、それぞれの議員さんにかかわることでございますので、十分御検討をい

ただければ非常に……(発言する者あり)こんなふうにも考えられるわけでございます。

それから、次の 9点目で、現在通告質問書は どのように管理されているかというようなこと

で、公開か非公開かというような意味の御質問であ ったろうかと思いますが、このことにつき

ましては、本会議は公開でござい ますので、あくまで公開で処理するというのが原則でござい

ます。したがっ て、 秘密扱いのものではございませんので公開の資料でございます。ただ、御

質問の中で、あらかじめ事前に部課長には資料として渡されておるんじゃなし可かと、こういう

ことが御質問の内容であったようでございますが、このことにつきましては、答弁に係る部分

を十分に理事者側でも検討すると、こういうこともございますので、あらかじめ答弁資料とし

て協議をする資料でお渡しをいたしておるというふうな経過でございます。そういうことで、

それぞれ関係部課長は持っておるわけでございます。

それから、なお 10点目でございますが、会議録の発言だけでなくて、発言された議案の内

容を明らかにしてほしいと 、こういうようなことでござい ます。このことにつきましては、私

どもも、かねがね議事録の中に必要と一一記載すべきことがあるわけでございます。このこと

で、現状の会議録では必ずしも満足すべきものではないというふうには感じておるところでご

ざいます。 したがって、御質問の中では、その会議に付された議案等も印刷してあれば、こう

いう御質問だろうと思います杭 このことについて、関係の東京都下の 26市等も調べてみま

した。 したがって、現状議案等も印刷、一緒に刷り込んでおるというような議会の状況が 26 

市中 13市、全く半々というのが実情でございます。したがって、それぞれいろいろの関係も

出てまいることでございますが、よりよい議会のそれぞれの機関もございますので、内容も御

協議申し上げまして、改善すべき点がございましたら前進の方向で進めてまいりたいと、こん

なふうに考えておるところでございます。よろしくお願いいたします。

0議長(高橋通夫君) 一ノ瀬隆君。

01 1番(一ノ瀬 隆君) お答えありがとうございました。

総会事務局長から答えていただいた 9点目の質問がよくわからなかったもので、再度質問さ

していただきたいのでありますけれども。この通告質問書が公開か非公開かということの質問
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でありまして、当然、件名については一覧表で出されるから公開でありますけれども、質問の要

旨についてそれぞれ細かく出されているのが、 それが どう なのかという質問であります。それ

が公開だというふうにお答えくださったよ うでありますけれども、 そう しますと、ほかの議員

の質問要旨も、いつでもほかの議員が行っ ても見せてもらえる という ことなので しょ うか。そ

の点をもう一度お答えいただきたいと思います。

0議長(高橋通夫君) 議会事務局長。

0議会事務局長(田倉高光君) 質問に落ちがございまして申しわけございません。

ただ、御質問の中で、通告をされた個々の議員さん方の内容について、逐一書いて出してい

ただきたいと。こういう要望をされますと、そう申し上げては大変恐縮ですけれども、そこま

で記載をしてございません方もいらっしゃいますので、一々申し上げかねますけれども、見せ

ていただきたし可と、こういうことについて、これを見せないと、こういうことではございませ

んので、その辺の調整は今後またお話し合いの中で進めさしていただきたいと、かように考え

ております。

O議長(高橋通夫君) 一ノ瀬隆君。

0 1 1番(一ノ瀬 隆君〉 わかりました。どうもありがとうござし 1ました。全般にわ

たって私の申し上げている趣旨に沿って検討実現をしていただくよう、お願いをしておきます。

ここで、さらに最近特に、この定例会に入ってから私の頭の中に生まれた要望を申し上げて

おきたいと思います。

この定例会の初日、 6月12日。議席の上に配付されていた行政調査報告書を見て感じたこ

とです。厚生委員会の、岩国市と尾道市の視察報告を一見して生まれた、議会事務局への要望

であります。細かい説明は省きますが、視察に行つてのその調査内容、その市からいただいて

きたパンフレットなどを県別にするなどして、議員がすぐに見られるように議会図書室に配列

しておいてほしいということです。何々県の00市といったら、すぐその市の出している市政

概要などが見られるようにしていただきたい。また、この市は、日野市議会ではだれも視察に

行っていないなぁというのも、またすぐわかるようにしておいてもらいたいという要望であり

ます。

次に、議会の会議録の配付先についてであります。

会議録の配付先は議員、各部、各図書館などと聞きましたが、直接関係するこれらの方々、
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職場だけで なく 、できれば市内の外部団体にも 配付 し、市民に広 く自にλれられるようにすべ

きだと思います。会議録は非常に高価のよ うですので、値段が高いよ うですので簡単にはでき

ない と思いますが、ここでは 1カ所だけ配付しておいてほしいとこ ろを要望しておきます。そ

れは、最近と みに日野市議会の会議の内容にも出されてい る、市内で市政に最も関係のある最

大の団体である日野市職員組合であります。 1冊配付すべきだと私は思います。議会事務局へ

の質問は余り歓迎されないようですので、質問でなく要望 として、以上二つを申し上げておき

ます。

以上でこの質問を終わります。

0議長(高橋通夫君)

問を終わります。

これをもって 2の 1 充実した議案書をつくりたいに関する質

次に、 2の2. 公職選挙の投票率の向上に努力せよについての通告質問者、一ノ瀬隆君の質

問を許します。

0 1 1番(一ノ瀬隆君) 続けさしていただきます。

日野市で来年は市長選挙が行われます。さらに都議選もあり、再来年には市議会議員の選挙

があります。昨年は都知事選、参議院議員選挙、そして、衆議院選挙と選挙の当たり年であり

ました。これらの公職の選挙の投票率、の向上を目指して質問をさしていただきます。

実は、この質問は昨年 12月の第 4固定例会で行う予定でありました。ちょうどそのときは

第 37回衆議院議員選挙の最中であると予想できたからであります。そこで、選管で努力され、

この選挙に臨み投票率を上げるためにこんなことをやっています、 こんなことをやりますとい

う回答を得たかったのであります。したがって、今度の 12月定例会には こんな質問をします

よということを、衆議院選挙が日程にのぼった時点で、選挙管理委員会事務局に予告しておき

ました。新しい荊策を行うにも時間が必要で、直前の質問では効果がないように思えたからで

あります。ところが、 1 2月定例会は新聞に報じられましたように、 1 9 8 0年第2固定例会

に続いて一般質問のない議会になってしまいました。予告が半年おくれになってしまいました

が、ここでこの質問を取り上げさせていただきます。

今回通告した後に、ことしの一般会計予算委員会で、古賀議員が投票率の向上で発言してい

るということを知りました。私は、ことしの予算委員会は特別会計でありましたので、内容を

全く聞いておりませんので、重ねて同じ回答をいただくことになるかもしれませんが、御容赦
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をお願いいたします。投票率の低い方が相対的に有利になる政党が存在する という こと は知っ

ています。このような政党に所属する議員の皆さんには、あるいは歓迎されない質問になるか

もしれませんが、これも御容赦をお願いしておきます。

毎年選挙管理委員会の連合会が、小中学校、高等学校の児童生徒を対象に、明るい選挙啓発

ポスターの作品募集を行っています。その募集要綱を見ました。その中で、趣旨としてまずこ

う書かれています。 I私たちの生活を豊かで楽しいものにするには、政治をりっぱなものにし

なければなりません。そして、きれいな政治が行われるには明るい選挙が行われなければなり

ません」とあります。明るい選挙とは、不正のない正しい選挙であることがまず必要ですが、

一番大切なことは、だれもがみな投票することだと思います。

198 2年の第 1固定例会で、馬場弘融議員が初めての一般質問で指摘していたように、投

票率が下がる傾向にある。この日野市においても、昔に比べ大きく投票率がダウンしています。

言うまでもなく民主主義を守るための基本的行為が選挙の投票であります。投票が有権者から

見離されたら民主主義は崩壊することになり、大変な問題であると思うのであります。いまこ

そ投票率を向上させるための努力、向上のための市民意識の高揚が必要なときはないと思いま

す。日野市選管における投票率の向上への努力がいかになされてきたか、今後はどうかを質問

したいのであります。

日野市の選管における投票率向上の努力は、他市に劣るともまさらず、まじめに取り組んで

いると思います。昨年 12月定例会、総選挙を前にした、私の投票率向上の一般質問の予告に

対しても、真塾に受けとめてくれたと思っています。その態度が、 1 2月18日の投票日の前

日、 17の日の新聞折り込みの実現を生んだのだと評価したいと思います。初めて実現させた

このビラは「あすは投票日、みんな投票を、入場券を忘れずに。投票時間は午前 7時から午後

6時まで」などと 書かれています。このほか従来から投票率向上の施策がいろいろととられて

きていると思います。 I広報ひの」による PR、懸垂幕での PR、宣伝カーによる PRなどが

あると思います。ここでまず、従来行ってきた投票率向上の摘策にはどんなものがあったかを

お聞きしておきたいと思います。

質問 1の1 従来投票率向上のための日常の啓蒙活動はどのようになされてきたか。

質問 1の2. 公示期間あるいは告示期間での従来の宣伝活動はどのようだったのか3

質問 1の3. 投票日におけるいままでの呼びかけはどのようにされてきたか。
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まず、以上 3点を質問 して おきます。

次に、今後は どのように考えているかを質問いたします。いまま でのことで十分だと思って

いるのか。さらに投票率を向上させるために努力していく、何らかの施策を考えているのかを

お尋ねしたいのであります。八王子市では投票日当日ヘルコプターで宣伝したということです。

日野でもそれができないのか。各投票所で花火を打ち揚げて有権者を歓迎するのもいいではな

いか。投票率呼びかけの宣伝カーは走っているようだが、 1日通して 1度くらいしか聞こえて

こない。もっと台数をふやして呼びかけるべきではないか。市民への日常の最強の伝達機関で

ある広報を、さらに利用することはできないのか、こんなことを考えているところです。

質問 2の1 今後、投票率向上するための日常の啓蒙活動をどのように考えているのか。

質問 2の2. 公示期間あるいは告示期間の今後の宣伝活動はどのように考えているのか。

質問 2の3. 投票日においての呼びかけを今後改善する考えはないか。

次に、不在者投票について申し上げたいと思います。

昨年 12月、衆議院議員選挙が公示されてからのある日、ある市民から、山花貞夫が 1票減

ってしまったと言ってきました。 18日の投票日は、どうしても用事があって投票ができない。

それで、不在者投票に行ったが、うるさいと言われて簡単に投票させてくれないので帰ってき

てしまったと、ひどく憤慨していました。確かにいろいろな不在者投票に対する制約はあると

思いますが、わざわざ距離のある市役所まで行ったのですから、投票してもらうべきだったと

思います。幸い山花貞夫は 4位ですが当選し、日野市では私たちの目標どおり第 1位になり、

1票に泣くことはありませんでしたが、不満が残るところです。制約をなくし、不在者投票を

歓迎してしまったら、それこそ収拾がつかなくなってしまうと思いますのでむずかしいところ

ですが、投票日当日、どうしても投票できない人に対しては、不在者投票などを強く要望する

必要があると思います。広報などでその宣伝を十分に行い、そして、不在者投票に来た人には、

そのまま帰してしまうことのないように望みたいところです。不在者投票をできるだけ充実さ

せることも、投票率のアップにつながると思います。

質問 3のl 不在者投票については従来どのようになされてきたか。

質問 3の2. 不在者投票に対してのこれからの取り組み方をお聞きしたい。

以上、まず 8点をお聞きいたします。

0議長(高橋通夫君) 一ノ瀬隆君の質問について答弁を求めます。選挙管理委員会事
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務局長。

O選挙管理委員会事務局長(糸川 滋君) お答えいたします。

まず 1の 1でご ざいます。これにつきましては、私ども常時啓発と申して おるわけでござい

ますが、大きく 3点ござい ます。明るい選挙推進委員によります話 し合い活動、これが第 1点

でございます。第 2点といたしましては、啓発塔の掲出といいましょうか。現在本庁、両支所

と各事務所へ、標語を明記し、たしました常時啓発塔を立ててございます。第 3点といたしまし

ては、先ほど御質問の中で出ました明るい選挙啓発ポスタ ーの作品募集でご ざいます。これは、

小中学生を、また、高校生を対象に行われておるわけでございますが、こういった作品を通し

て啓発を行うと、こういう趣旨のものでございます。

次に、 1の2でございます。いわば選挙期間中におきます宣伝活動ということと思います。

私ども、これにつきましては、選挙時啓発というふうな呼び方をしておりまして、まず文章、

それから、 .掲出物、あるいはデモンス 卜レーション、音声によるものと、大きく四つに分かれ

るというふうに思います。

第 1点の文章の関係でございますが、これは、市の広報掲載によります啓発でございます。

また、お知らせということになろうかと思いますが、これは、 原則的には 2度ほど掲載し

ておるということでございます。また、文章の点では、先ほどやはり質問の中で出されました

が、棄権予防のチラシということで、これは街頭配布、あるいは新聞折り込みという形の中で

実施しておるものでございます。

掲出物につきましては、懸垂幕、これはやはり本庁舎、支所への建物の外壁につり下げてお

ります懸垂幕。 それから、自動車側幕でございます。これは、動く窓口車、あるいは身障学

級の送迎ノてス、 こういった車に側幕をつけて、市内を運行する中で啓発を行っておるという

ことでございます。それからあと、のぼり旗でございますが、これは常時という、毎度とい

うことでございませんが、たまたま昨年4月に行われました都知事選のときに、ちょうど本庁

舎正面スロープの両側へ立てたわけでございます。そのほかポスターがございます。国あるい

は都でございますと、国や都から作製いたしまして送付してまいりますが、これらのポスター

の掲出並びに、先ほど常時啓発でやってまいりました お子さん方の啓発ポスターの作品、こ

れを掲出しておるものでございます。

それから、 3点目のデモストレーションでございますが、街頭啓発、また、投票前日の啓発
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というものを行っておりますが、街頭啓発につきましては、市内高庖街 10カ所におきまして、

配布物、あるいはチラシ等をもって啓発を行っております。前日啓発につきましては、音声を

伴いました。また、配布物をもあわせましての啓発を行っております。

第 4点目の音戸でございますが、前日啓発一一いま申し上げましたのと同時に行っておるわ

けでございますが、 4台の車をもちまして行っております。また、当日啓発につきましては、

5台の車を擁しまして 3度一一朝、昼、それから、閉鎖時刻も迫 っている夕方の 3回でござい

ます。それで、いま大変私先駆けてしまいましたが、 1の3での抄票日におきます呼びかけとい

たしまして、いまの音声におきます当日啓発、 これ一つでございます。

次に、 2の 1でございます。日常啓発活動今後ど う考えているかということでございますが、

現在私ど もといたしましては、広報紙への掲載によります常時啓発を行いたし¥というふうに

考えておると ころでござい ます。

また、 2の2で出ております今後の選挙期間中の活動でございます。他市では花火を揚げる、

あるいは飛行機からの音戸による宣伝ということが行われておりますが、こういった新しい手

法を講ずることはもとより、私ど もといたしましては、先ほど申し上げました現在行っており

ます手法の見直しをしていきたいと。それをまず第一に挙げていきたいというふうに考えてお

るところでございます。たとえばポスターの掲出場所でございますが、従来は町中の掲示板、

あるいは建物の外壁というようなところで掲出しておるわけでございますが、スーパーストア

ーあるいは金融機関等の大衆の集まる場所、そ の場所への掲出、この協力依頼をしていきたい、

というふうなことも考えておるわけでございますし、また、市の選挙であれば、やはりマスコ

ミに対する情報提供というような形で、いい意味でのマスコミ利用を図っていきたいと、こん

なふうなことも、やはり考えております。

2の3の投票日の呼びかけにつきましても、いま現在具体的にこういったというふうなこと

も言いがたいところでございます。投票当日は、選挙執行そのもので大変人手がとられており

ます。そういうようなところは、いまここで即答いたしかねますが、今後に向けまして全体的

にも、より効果を挙げるべく、努力を払っていきたいというふうに考えております。

次に、 3の1の不在者投票でございます。これは、私どもこれのPRにつきましては、広報

紙への掲載の際にあわせてしておるところでございますが、何分とも日本の選挙は、投票当日

の投票所におきます投票主義というような原則を持っておりますので、どうしても投票当日の

投票呼び‘かけ、これが主体になってまいります。不在者投票は、あくまでも一つの特例でござ

います。特例だけを取り上げて比重を重くして PRしかねる点がございます。ただ、おっしゃ
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られる点十分私どもも理解できますので、今後におきまして、何らかの考えをしていきたいと

いうふうに考えるところでございます。

なお、不在者投票そのものの取り組みでございますが、先ほど例に引かれました事態につき

ましては、大変申しわけないこと と存じておりますが、このようなことのないように一一確か

に法の上では幾つもの厳しい条件が付されておるわけでございますが、 その法の解釈の延長上

におきましての運用を図っていきたし可というふうに考えております。

雑駁でございますが、以上をもちまして回答といたします。

0議長(高橋通夫君) 一ノ瀬隆君。

0 1 1番(一ノ瀬 隆君) 糸川選管事務局長にお答えいただきましたが、私は、

6月8日提出した通告質問書には、選管の委員長または事務局長と書いておきました。それは、

できれば委員長に出ていただきたいと思いながら、教育委員長がなかなか出られないように、

無理であるかなぁと思い、または事務局長とつけ加えておいたのであります。教育委員長のか

わりに教育長が答えるのと、選管の委員長や農業委員会の委員長のかわりに事務局長が答える

のとは全く立場が違うのであります。教育長は、教育委員長と同じ選任同意された教育委員な

のであるからであります。まして選挙管理委員は、ついこの問、 6月1日この議会で選挙され

たばかりであります。委員長がだれになったかもいまだに選挙した議会に対して報告もありま

せん。委員長が議会で回答することは全く考えなかったのか、その必要がないと考えているの

か、この際お答えいただきたし、。また、委員長に新しい委員のどなたが選ばれたかも御報告願

いたいと思います。

0議長 (高橋通夫君) 選挙管理委員会事務局長。

0選挙管理委員会事務局長(糸川 滋君) 大変おしかり申しわけございません。

委員長は、先日 8日の日に改選後初めての委員会をもちまして、委員聞の互選によりまして山

田松治郎、従来の委員長が再任いたしました。 8日の日という迫った中での改選でございまし

たものですから、皆様方への御報告がおくれてしまいましたこと大変申しわけなく存じます。

今後におきましては、この点につきまして、このような事態になりましたときには、行政報告

なりというような形の中で、皆さん方に御報告を申し上げたいというふうに考えるところでご

ざいます。

なお、本日選管委員長からの御回答を持つべきところでございましたが、これは私の一存で
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ございまして、通告質問書に「または事務局長」ということでございます。通告の内容からし

まして事務的把握いたしましたものでございますので、私が出席し御回答申し上げた次第でご

ざいます。失礼の段、また、不都合な点がございまして平にお許しいただきたいと思います。

0議長 (高橋通夫君) 一ノ瀬隆君。

0 1 1番(一ノ瀬 隆君〉 先ほどの選管事務局長の回答で、投票率の向上のたみに、

これからも、 積極的に努力する方向が示され、心強く感じたとこ ろです。投票率の向上を初め、

民主主義を守り育てるためのりっぱな政治を行うための基点となる選挙管理の向上は、ひとり

選挙管理委員会ないしは、その事務局の努力だけでは達せられない と思います。ただいまの糸

川事務局長の申された今後の摘策についても、市長部局から離れている選管だといって、ここ

だけでは自由に策を施すことはできない。まず金がない。何事も金が必要だが、金は市長が握

っている。また、いろいろな宣伝に広報を利用したいと考えているようだが、 「広報ひの」は

選管の自由にならない。どうしても市長部局の協力が必要である。成人式で、新成人への公職

選挙のアピーノレも必要だと考えていると思いますが、これも教育委員会、社会教育課の守備範

囲だ。投票率向上の施策への積極的な協力への発言を、これらの関係者に求めたいところであ

りますけれども、時間がありませんので省略いたします。選挙管理委員会だけでなく、市政全

般の協力で投票率の向上が実摘できるように強くお願いしておきます。

私は、 20歳で選挙権を得てから、衆議院議員選挙を第 26回から昨年 12月の第 37固ま

で 12回、参議院議員選挙を第 3回から昨年第 13固まで 11回、東京都知事選挙、都議選挙、

日野市長選挙、日野市議会議員選挙をそれぞれ R回ずつ、計55回の選挙を行いました。もち

ろん棄権は 1度もございません。 66枚の投票用紙に記入し、五小と、それ前の二小と、投票

所へ 47回通ったことになると思います。結婚式のために不在者投票を 1回経験したことがあ

ります。

私の 20代の選挙の何回かには、投票した後「投票済みの証」と赤く印刷された短冊をくれ

ました。昭和何年何月何回摘行、 日野町長選挙、日野町議会議員選挙投票済みの証、日野町選

挙管理委員会と書かれていたものです。私の父;は早速玄関先に張り出していました。私は、そ

の裏に投票した人の名前を書いて記録としてとっておきました。裏に、町長斉野次郎、町議永

原三郎太などと書いた赤い短冊がいまでも保管してあります。なぜかいつの聞にか投票しても

くれなくなってしまいました。もしずっとこんな摘策を続けていたら、恐らく現在48枚の短

-225-



冊がたまり、その裏面には共産党の候補者も含めて 65人の名前と、一つの政党が書かれてい

たことになったでありましょう。短冊でなく、ほかでは手に入 らない日野市の絵はがき などを

考え、投票済みの証として渡す。次の投票のときには、また別のすばらしい絵はがきをとい っ

たことにすれば投票も楽しくなり、結果的に投票率も上がるのではないでしょうか。こんなこ

とも考えているところです。

続いて、記号式投票について一言。公職選挙法第 46条の 2に、 記号式投票が載っています。

投票率を上げ、無効投票をなくすためには効果があるのではないでしょうか。これは、市長選

挙など立候補者の数少ないものが有効だと思います。昭島市長選挙では記号式投票が行われて

いました。いずれにしても投票率の向上は、技術的なことで解決するものではなく 、市民意識

の高揚が必要なことであります。それぞれの政治的立場の人がその主張を明確にし、市民の理

解を深くして、投票へ駆り立てなければならないのだと思います。 1951午ーから 58年まで

の旧日野町では、画期的な町政が行われたと私たちは考えています。それが、 19 5 8年 3月

行われた、七生村と合併した新しい日野町での最初の選挙の好投票率に影響していると私は考

えます。馬場議員の発言によると、孫引きということになりますが、町長選 93.1 3 %、町議

選 93.5 8 %という、いまから考えると驚異的な数字であります。

当時を思い出しますと 、町が町長選挙一色に見えました。日野台と豊田の子供を対象につく

られた第二中学の生徒たちも、 うちでは斉野、 うちでは古谷と二つに介かれていたということ

でした。太郎さんか次郎さんかで町が 2分し、斉野陣営のウグイスが|斉野太郎」と言ってし

まったことを記憶しています。その後 6回の選挙戦があり、また来年 4月にやってきます。来

年は高い投票率の蛾烈な選挙の予感がします。 しかし、 4期目の革新市政誕生は間違いないこ

とでしょう。

ここで、 6月1日の臨時会で行いました選挙管理委員の選挙について申し上げておきたいと

思います。私たち市議会議員は定数が 30人。仮に、これに加えて補充員が 30人いて、欠員

が出た場合には補充員第 1位の人が議員になる。橘さんが病気でやめる 田中太ーさんが亡く

なると補充員が上がって議員になる。三浦さん、名古屋さんが都議立候補のために議員をやめ

られると、すぐ補充されて定員はいつも 30人。 4年たつと実質的に少なくなった補充員が補

てんされるだけ。議員は亡くなるか病気でやめるか、都議や市長に立候補のためにやめるかし

なければ、続ける意思があればいつまでも議員をやっていられる。いいです。 こうなると健康
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に留意するのに専念し、徹夜で勉強し調査するような一般質問などは、やらない方が得策とな

って、一般質問も少なくなり、議会は覇気がなくなってくるのではないでしょうか。 こんなこ

とは市民の立場から絶対に許されるものではないと思います。

議会とは相当距離のあるところですが、任期 4年の選挙で選ばれる点では共通している 日野

市の選挙管理委員会は、こういった実情なのです。長い慣例になってきたようですが、選挙す

るは日野市議会です。この辺で見直す必要があると私は考えます。代表者会議でも申し上げた

ことです。現在の選挙管理委員それぞれり っぱな人だとは思いますが、この慣例は直すべきだ

と思います。野球の審判は野球の選手出身が多いように、選挙管理委員会には議員経験のある

人など、選挙の修羅場を通ってきた人な どが適任だと思われてい るようです。長い聞東京都議

会議員をやってきた調布の神林芳夫さんも、今度都の選挙管理委員になっています。公選法で

は同一政党から 2人以上の党員の選挙管理委員を禁止しています。ということは、 1人だけは

いいのだということを積極的に受けとめ、国でも都でも実行しています。各党が責任を持って

候補者を送り出し、これを選出するという方法は日野でも とる のがいいと思います。補充員も、

同じ政党から 1人ずつ出しておけば、 2人以上禁止の公選法にのっとって順位に関係なく適正

に補充されることになるわけです。神のみの知る 4年後の 30人の議員に対して、いまから要

望しておきます。

次に、選挙の公営化について発言しておきます。

公営掲示板の設置する条例をつくれという声が出ています。 r全国市議会匂報J8 2 4号、

5月15日号によりますと、市議会議員選挙のポスター掲示場設置条例が全市の約 6割で制定

されています。昨年の統一地方選挙の市議選で三多摩を回ってみる と、武蔵村山市だけポス タ

ーの野立てなどが見えただけで、あとはみんな公営掲示板でした。私は、選挙の公営化を熱望

していますが、私ども社会党はポスター掲示板には反対であります。ポスターを張りつけるだ

けで、設置も撤去もすべて公費でやってくれ、金も人もない私などは選挙の公営化の一環とと

れるわけですが、 1，200枚許されているものを、あえて少なくするということには反対であ

るというものです。したがって、 1，20 0カ所の公営掲示板ができれば賛成できると思います。

それにしても、市長選までならいいとして、市議選で 40人近くのポスターを 1カ所に張って、

候補者の宣伝効果があるのでしょうか。 自分を見つけるだけでも大変だと思います。私は、こ

の点を 10年前から考えてきました。公選法違反だとしたら法律を変えなければならないこと
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ですが、候補者によって地域の選択を認め、その地域には数倍の数を張れるようにできる掲示

板がいいと思っていました。例を挙げますと、私の住む多摩平 5丁目、 6丁目あたりでは、公

明党の秦さん、共産党の板垣さん、自民党の古賀さん、民社党の大柄さん、それに飯山さんな

ど数人だけのポスターが張れるような掲示板が数多くあるということであります。公選法は、

私なりにちょっ と見てわからなかったのですが、 1 0年前には公営掲示板は候補者全員を掲示

することになっていたという記憶があります。いずれにしても、市長選挙はあと 10カ月です。

市長提案がないなら、議員提案でやる時期です。反対と言いながら気になるところです。(笑

声〉選挙の公営化に向かつての努力をしていってほしいところです。

ところが、公選法に縛られて、選挙の公営化は市独自でなかなかやれるものがないようです。

私が前々から主張しているものに、公選はがきの公費負担があります。国会議員は無料であり

ながら、市長市議選では個人負担です。 市議候補が同じ2，000枚を出すのなら、当然公費で

いいと思うのであります。しかし、これも市でやる気になっても公選法でできない。この点の、

公選法の改正を国会で主張したのは、東京 11区で日本社会党の山花貞夫 1人であります。

いろいろ申し上げましたが、ここで一、二質問しておきます。

質問 l 投票済みの証といったもの、あるいはこれを発展させたものを、投票者に手渡すと

いうことについてどう考えるか。

質問 2. 記号式投票についてどう考えるか。

質問 3. 国・都などにおける政党と選挙管理委員との関係はどうなっているか、把握してい

る範囲でお答えください。

質問 4 ポスター掲示場設置条例の市長提案は考えていないか。

以上、簡単にお答えいただきたいと思います。

0議長(高橋通夫君) 選挙管理委員会事務局長。

0選挙管理委員会事務局長(糸川 滋君)
第 1点の投票済みの証でございます。

これにつきましては、いま現在も制度として残っておりまして、私ども、毎回選挙時には各投

票場へ、 しかるべき枚数を配布してございます。聞くところによりますと、かつて平日投票が

行われた関係で、動め先へのあかしとして提出する関係から、多くの方がお持ちになっており

ました。そんなことから、自動的にだれかれなく投票なさった方には配布していたということ

を聞いております。その後につきましては、日曜投票、休日投票ということでございまして、
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そういう必要性というのが大分少なくなりまして、それをお持ちになるケースが大変少なくな

っております。そういうようなことから、私どもといたしましては、御要望のありました方に

はお渡しするという形で現在対応しております。

第 2点でございます。記号式投票。これにつきましては、法の 46条の 2にあるわけでござ

いますが、御存じのとおり単記白書、投票主義というようなことから、一つの特例ということ

でございます。最近では 12月、最高栽判所の国民審査でございます。あれがこれに該当する

わけでございますが、この方式ですと、投票用紙に候補者の氏名を印刷しなければならないわ

けでございまして、当然それには順序の決定、その他の、これによります手続というものも必

要になっ てまいります。特に、せんだつての法改正によりまして選挙期間短縮一一市の選挙で

ございますと 1週間でございます。その問、告示日に受け付けを開始し、その日のうちに閉じ

るわけでございます。その後に先ほど申し上げましたような手続をいたしまして、それから印

刷となりますと、大変時間的にも苦しいわけでございます。特に投票用紙でございます。最も

神経を使うところでございます。もちろん記号式投票するということであれば、条例制定いた

しますればできるかけでございますが、現在、先ほど申しましたような実情にどぎいますので、

日野市選管といたしましては現在考えてはおりません。

それから、第 3点目でございます。これにつきましては、自治法に 182条の 5号、 5項に

出ておるわけでございますが、同一政党あるいは政治団体のものを 2人いなくてはならないと

いう規定がございます。したがいまして、そのような形で現在取り扱われておるわけでござい

まして、決して一党一派に偏するというようなことはありませんし、そのようなことはなしに、

中立を守って現在選挙の執行に当たっておるというものでございます。

第 4点の、ポ スター掲示場。任意制のポスター掲示場の設置条例という ことでございます。

すでに私どもより皆さん方、先生方がよく御存じだと思いますが、二つの方法がございます。

一つは、 1投票区に1カ所以上のポスター掲示場を設置すると。従来の 1，20 0枚の証紙の制

度も生かしまして、公営によります掲示板のほか、その証紙を張りましたものは、いままで当

日野市で行っておりますように、各自でお立ていただくというものと ミックスに行われている

のが一つ。それから、第二の方法としましては、 1投票区につき 5ケ所以上、 1 0カ所以内、

いわば政令で定める数。日野市で言いますと合計 169になるわけでございますが、この掲示
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板だけにしぼりまして、 当然証紙制度はなくなるわけでございます。その掲示板に張るだけで、

野立てはできないという扱いのものでござい ます。

最初に申し上げました全くの任意制のポスタ ー掲示場につ きま しては、 先ほど申したよう な

ことでございますので、 余り公営の掲示板を立てるメ リッ トが感じられない と。 第 2点につい

ては、それなりの長短あるわけでございますが、ただ、この点につきま しては、 1，200枚の

証紙がありながら、日野市の場合ですと、 現在の状況で 169枚、これ しか使えない とい うこ

とでございます。やはり選挙運動の自由とい う点から、その点での関係から、なかなかむずか

しい点があるということでございまして、いま現在私ども選管といたしましては、掲示場設置

ということは考えておりません。

0 1 1番(一ノ 瀬 隆 君 ) わが日野市の選挙管理委員会事務局は、市町村段階では日

住民要望運動に対 し行政はどう対応し、また今後いかに対応していくかという件につき まし

て、 8点にわたり まして質問をさせていただきます。

まず第 1点でございます。第 1点は国道バイパス、幹線道路についてでどざいます。 国道ま

たは幹線道路につきま しては、固または都の直接買収または区画整理等によりまして幹線道路

が整備され、 住環境が著 しく 変化を来すわけでございます。これらに対しまして付近住民は、

いかに自分たちの環境を悪くならないような形で、これに行政が対応していくようにというよ

うな 要望等がな されるわけでございます。これは、 1 ・3・1をとってみますると 、西平山

の最初は反対であった請願等が何回か出されまして、 過日 には反対であるか、または賛成であ

るかわからないよ うな状態になっ たという こと は、よ くおわかりだと思 うんです。

それで、 これらの住民の要望と申しますか、運動に対 しまして行政は どのよ うにしていくの

かとい うこと を伺う と同時に、または、これに対応する ために、幹線道路沿道の整備に関する

法律、これらを考えてみますると、私は、その目的等は具体的によくわからないわけでござい

ます。 これらについてひとつ説明をしていただきたい と同時に、今回出されます。また、出さ

れています日野地区計画原案等についても、こ のからみ等がありましたら、ひとつお答えを願

いたいというのが第 1点でございます。

以上でございます。

0議長(高橋通夫君) 一ノ瀬隆君。

本で初めて点字の選挙広報を発行するなど、多くのりっぱな施策を行ってきました。今後も投

票率の向上の摘策、選挙の公平化、公正化に向けてがんばっていただくよう最後に申し上げま

して、この質問を終わります。

0議 長(高橋通夫君)

する質問を終わります。

お諮りいたします。議事の都合により暫時休憩いたしたいと思いますが、これに御異議あり

これをもって 2の2. 公職選挙の投票率の向上に努力せよに関 次に、第 2点につきましては、多摩川、浅川合流点に今度建設される予定である一一東京都

がこれは買収するわけでございますけれども、下水道処理場についてでございます。その後の

組邑等をひとつ質問いたオわけでございます。現況等はどのようになっているかということを

お伺いいたしたいわけでございます。ませんか。

0議長(高橋通夫君) 休憩前に引き続き会議を開きます。

さらには第 3点でございます。第 3点は、高幡駅周辺、豊田駅南口土地区画整理事業、その

他の土地区画整理事業に関してでございます。この土地区画整理事業のパンフレットを見ます

ると、清流と緑豊かな街をつくり 、みんなで快適な街、または清流と緑豊かな街をつくるんだ

と。秩序ある安全な町づくり、活気に満ちた開かれた街づくり、文化と潤いのある町づくりと、

非常にいろいろなことが書かれており 、また、計画、概要等を見ますると 、緑と清流豊かな町

づくり、これは重複しますけれども、これを実現するために次のような基本方針というのが考

えられているわけであります。そのような内容のことがこのバンフレットには書かれておりま

c r異議なし」と呼ぶ者あり 」

0議長(高橋通夫君) 御異議ないと認めます。よ って暫時休憩いたします。

午後 4時 13分休憩

午後 4時 33分再開

一般質問 3の1 住民要望運動に対し行政はどう対応しているか、または今後いかに対応し

ていくのかについての通告質問者、谷 長一君の質問を許します。

C 5番議員登壇〕

05番(谷長一君)

す。

それでは通告に従いまして質問させていただきます。 そこで、道路、駅前広場、それから、商業地、文化施設、公園緑地、その他の施設等の、こ
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れらの配分ですね。これらが日野市には自治体として、昨年ですか、五カ年計画というのを策

定しているわけでございます。そこで、いわゆる計画策定いたしましても、実腕計画がどのよ

うになっているかという点につきましては、私は非常に危倶の念を覚えるわけでございます。

どうしてかといいますと、ことしの予算等にも、それらの長期にわたり、または施政方針等を

見ましでも、欠けている面があるのではなし可かと考えております。そこで、特に区画整理等は、

恐らく 8年 10年と長い年月を要することであります関係上、これは事業費等の、または事業

計画等の立案はよくなされておりますけれども、やはり現実というのにマッチした市民要望、

それから、市民運動等をどのように吸収して、清流と緑豊かな街をつくるんだというふうに基

本的なテーマを定めたか、という点についてお伺いいたしたいわけでございます。

それから、第 4点は、この前にも質問いたしたわけでございますけれども、下水道の受益者

負担金についてでございます。南多摩処理区も来年の 9月には供用を開始することができると

いう予定になっております。そ こで、当然考えられることは、 受益者負担金に対する市の考え

方。これは、いわゆる受益者負担金を事業費とから めて当然考えるわけでございますけれども、

市の事業費の負担分と、受益を受ける方々の負担分の割合等は、一体どのようになるのかとい

うことでございます。それと同時に、もうすでにできております京王、西武、日本信販、それ

から、住宅公団、その他処理のプ ラン卜を持っている小さい団地等、 これらの取り扱い等がど

のような方向で取り扱いを受け、この解決をなされるような方向で進んでいくのかということ

と。それから、さらには、これは南多摩処理区でございますから、多摩市との関係があります。

いわゆる近隣都市とのからみ。さらには、もうすでにできている既成の立川等は、一体どのよ

うな受益者負担がなされたかということであります。さらには、下水道に関しましては、恐ら

く完成までに 15年も 20年もかかり、 600億も 700億もの膨大なる税金が使われるとい

うことになりますと、公平の原則というのをいかに尊重しなければならなし、かということが考

えられるわけでございます。それらの点につきまして、また、日野市におきましては、多摩平

には下水道処理場もございます。これらとの関連、さらには、今度は八王子市等は下水道の料

金の値上げというのを、恐らく 48%くらい上げるというようにもなっております。それら、

ただいま申しました点等につきまして質問をいたすわけでございます。

それから、第 5番目といたしまして、前にこれもやはり質問したことがございますけれども、

学区の再編成についてでございます。教育長の前の答弁でございますと、学年進行にあわせて
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解決する。または、学区検討委員会等をつくりまして、これを解決していくんだというような

ことでございますけれども、聞くところによりますと、 6月の 11日に検討委員会が開かれる

というようなことでございます。それらの、いままでの教育長の答弁からしまして経緯等もご

ざいますでしょうから、それらの経緯。それから、さらに今後の展望等を聞かせていただきた

い、このように考えております。

それから、第 6点といたしまして、今度は、大型庖舗というまでもないんですけれども、そ

れに近い庖舗の進出ということであります。いわゆるいま恐らく日野市または近隣でも、これ

からできるであろうと予測される売り場面積が 400またはそれ以下であっても、庖舗が二つ、

一つの敷地内の、または隣接している中につくられるとい うような場合、いわゆるアベ ック庖

舗の出庖というようなことでございます。これは、一部埼玉等におきましてすでに問題になっ

ているわけです。そのようなことを考えてみますると、 大型庖舗の出庄に対しましては規制法

等がありまして、 多くの制約を受けてなかなかむずかしい ということでございますけれども、

このアベック出庖ということになりますと、非常に規制がむずかしいというようなことを考え

てみますると、やはりこの他に、または現在ダイクマ等の出庖についても、いろいろと問題に

なっておることは、請願等見ましても賛成並びに反対等の両面から、議会に請願が出されてい

るというようなことを考えてみますと、その内容というのは一面から見ますると、いわゆる卸

売業者一一同じような、または同業者というような反対。またはその反面、一般消費者側から

見れば歓迎というような面もあるわけでございます。それらを過去の例も振り返って考えてみ

ますると、どうしても商工会と話し合いの場というのがなかなか、届け出制という制度のもと

では困難な場合が出てくるわけです。これは、日野市に限らず、スーパ一等の出庖ということ

になりますと、いわゆる金のやりとり 等が裏で行われているということは大方の方々が、役員

の方はよく知っていらっしゃることと思うのでございます。それらの、いわゆる汚職的要素の

あるような行為等を、やはり許してはならないというような観点に立ちまして、行政がいわゆ

る条例なり、または要綱なりをつくって、指導できる立場というのを築くのは私は大切ではな

いかと思うので、それらの点につきましでもお答えを願いたい。または、市の今後のあり方と、

行き方というのを、考え方をひとつ質問するわけでございます。

それから、第 7点につきましては環境対策、特に緑の保全についてでございます。環境基金

等を見ますると、 5 8年度末で 2億になっており、さらには、ことしの 59年度の総務費の緑
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化基金というのを見ますと、 1億 1，500万というのが計上されているわけです。市が積極的

にこのような緑化基金の積み立てというのを行うということについては、いろいろ問題はある

だろうけれども、 姿勢としては私は悪くはないんじゃなし可かと思うのでございます。これはど

うしてかといいますと、やはり森田市政が環境保全というのを積極的に推し進めているという

ことは、何も森田市政が、市長がやっているということじゃなくて、環境保全のあらまし、こ

れは本年のを見ましでも私たちの生活環境、都民と環境問題、東京の公害と環境問題の歴史と

か、または、現状対策として大気の汚染、さらには公害問題、これはどうしても東京都として

行わなければならないもの一一騒音、振動等であります。これらのことを見てみますると、や

はり単に日野市が伝家の宝刀のごとくしているわけではなくて、ああなるほど、東京都も環境

保全につきましては非常に多くの予算を使いまして、都民の生活環境の破壊というのを、いか

にして防ぐかというのに苦慮しているということがよくわかるわけでございます。

そこで、日野市が現在、これは予算にもありますけれども、樹木の所有者に対しましては 1

本 3，000円、それから、それを 1本増すごとに 2.000円。さらには樹林に対しましても

500平米以上 999平米以下は 1万円と、それから、 1，0 0 0平米から1， 999というのは

1万 5，000円と一一これは 1軒についてです。それで上限を 3万円に抑えているということ

でございます。これらの努力というのは、やはり私は、土地所有者は平素並み並みならぬ努力

をしまして樹林、それから、樹木の維持管理をしている ということになりますと、決してこれ

は高い措置ではなくして、もっと出してもいいんじゃなし可かと私は考えております。この樹林

並びに樹木の補助金については、これは改訂されたようでございますけれども 、なるべくこれ

らの件につきましては、早い機会に再度見直しをしていただくというのが私は結構じゃなし可か

と思って、それらの点についても質問するわけでございます。

それで、いわゆるまた日野市の面積に対しまして、また、人口に対して都立の公園、それか

ら、市立の公園等を見ますると、 58年度の資料によりますと 52万 3，136平米ということ

に、これは都立公園は動物園だと思うんです。一一向こうだと思いますけれども、なっておる

わけです。それから、市立は 30万 8，25 50 それから、児童遊園等を見ますると 4万5.1480

今回ここでまた児童公園等はふえましたから、さらに面積は多くなったと思います。そこで、

これらのことを考えてみますると、その周辺に今度は点在する、いわゆる都市保護条例に基づ

く緑化保全地域、それらの面積等は、一体日野にはどのくらいあるのかということでございま
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す。

それから、首都圏近郊緑地保全地域。これは、いわゆる緑地保全地域の、これは面積。これ

は恐らく多摩動物公園の南側あたりの山林であると思うんです。これは、日野とか八王子、 多

摩等は、やはり首都圏の近郊ですから、 近郊緑地保全地域というので非常に面積は多いだろう

と思いますけれども、日野市にはどのくらい保全地域があるかということであります。それも

伺うわけです。

それから、今度は都市計画法による公園緑地、それから、この中にさらには、いわゆる公園

緑地で計画決定がなされて、さらに実施されている面積。それから、今後さらにできるであろ

うと予測される、これからの見通しの公園の面積。それから、公園の住民 1人当たりと面積は、

一体日野市は どのくらいあるかということと一一あるかということがわかれば、 当然日野市 1

人当たりの面積もわかるわけです。それで、東京都における日野市の緑地の、いわゆる都下26

市の順位等はどういうふうになっているかということも、あわせてお伺いいたしたいと思いま

す。

それから、あと一つは、よく皆様も問題になったので御存じだと思いますけれども、自然を

守る会のことであります。前にこの資料によりますと..

0議長(高橋通夫君〉 お諮りいたします。議事の都合により会議時間の延長をしたい

と思います。これに御異議ありませんか。

C i異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(高橋通夫君) 御異議ないものと認めます。よって、会議時間を延長すること

に決定いたしました。

谷長一君。

05番(谷長一君) いわゆる緑化基金等を設定しまして、自然保護行政をさらに推

進させるために、市が今後真剣に取り組むというようなことで、財団法人の設立等も 言われた

ことがあったんですけれども、それらは一体現在どうな っているかということであります。

それから、あと一つは、先ほどもどなたか議員が触れられたと思いますけれと、も、前にこれも私質問い

たしました医療救急鉢布収瀧泣するときですけれども今回は医療救急体制¢疾態はまだまだであるについ

て、 CTをせび市立病院に配置してくださいということであります。これにつきましては、過日、厚生委員

会におきまして、岩国・尾道市を視察したときに病院を見せていただきまして二非常に私は驚いたのであり
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ます。それは、尾道市の一般会計の予算等を見ますると、 193億 5，80 0万円なんです。そ

れで、自己財源も少ないにもかかわらずりっぱな病院ができていると。そこで、日野市と比較

してみますると、日野市は当初予算が 304億 7，000万円ということでございます。当然市

民の要望に対応していける機能を果たす一一市民の願いというのは、いかに市長が市民の命と

暮らしを守るんだというからには、市長としてこのような機能を果たす病院をつくるというの

は、私は義務的責任ではなし可かと考えているわけです。そこで、市長はいつも言われることは、

本当に市民の健康管理、それから、福祉の向上のためには全力を尽くすと いって答弁をされて

いるわけですけれども、やはり 言うだけでは馬の耳に念仏でありまして、どうにもならないわ

けでございます。どうか市民の要望にこたえる病院行政というのを強く推し進めるためにも、

病院の近代化ということは私は大切ではなし、かと考えており ます。

尾道病院を見せていただいたときにも、非常に中の重病人の集中管理等がよくなされており

ました。それで、厚生委員の方は皆さん行って、よく視察してこられたんですからおわかりで

しょうけれども、重なり合って申しわけないんですけれども、 I C Uという、いわゆるベッド

も4床ありました。それから CCUというベッドもやはり 4床ありまして、いながらにしてお

医者さん、または看護婦が、その容態等がよく見聞できると、手をつけずにできるというよう

なシステムになっていて、やはり日野市におきましても、これらの施設を、やはり病院の近代

化を図るということで導入するのではなくて、市民の一一市長はいつも口にしている、命と暮

らしというのを守るということならば、当然導入しなければならないのではないかと。そ のよ

うなことをしまして、医療救急体制の確立を図るということが私は一番大切ではなし、かという

ような観点に立ちまして、 8番目の、救急医療体制の実態はまだまだである。ぜひ CTを市立

病院に配置してくださいという質問をいたすわけでございます。

以上、 8点を質問いたします。お願いいたします。

0議長(高橋通夫君) 谷長一君の質問についての答弁を求めます。都市整備部長。

0都市整備部長(結城邦夫君) それでは、私の方がらは関係いたします点につきま

してお答え申し上げます。

まず 1点から 4点固までと、それから、 7点目の中の 3、 4、 5の点につきましてお答えを

順次申し上げます。

まず 1点目でございますけれども、国道バイパス、あるいは幹線道路につきましての住環境
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の保全ということで、住民との聞のいろいろ対話だとか話し合し¥そういった点でどのように

対応しているかという点でございますけれども、 1・3・1号線につきましては請願が出され

ておりまして、先般、条件っき、いわゆる附帯意見っきで採択になりま した、あの請願に関連

いたします西平山につきましては、地域の住民の方々と数度お会いいたしまして、いろいろお

話をしてございます。最近では、ことしの 1月21日でございますが、お話をいたしたわけで

ございますが、その中で、住環境をどのようにノイイパス等ができた場合には保全をしてくれる

のかということが、主たる話し合いの内容であったわけでございます。地域住民としても、 1 

• 3・1パイバスについては、その必要性は、やはり認めざるを得ないであろうけれども、こ

れが通ることによって、住環境が非常に破壊されるという問題が当然考えられると。それをど

う市なり固なりが対応してくれるのかということでございます。

この点につきましては、私どもの方としては、現在万願寺区画整理区域内で実施をしており

ますように、沿道対策というものを十分やっていく。たとえば西平山においても、今後区画整

理事業というこ とで整備をする段階においては、万願寺と同じような形で沿道対策を実摘して

いきたし可ということでお話をいたしまして、その点については御理解をいただいたわけでござ

います。それと、 1・3・2号線に関しましでも、多摩平の住民の方々、あるいは、このたび

開通いたしました中央線の架橋の前後の工事につきましても、多摩平 7丁目の自治会の方々と

もいろいろとお話をし、環境整備ということで、 1・3・2号線については沿道の緑化を図っ

ていしというようなことで御理解を得たことによりまして実摘ができたわけでございます。

このように国道、あるいは幹線道路というものを計画し、実施をする段階で、私どもは地域の

住民の方々と十分話し合いをして、理解を得た上で実施をしていくという方向で考えておりま

す。

これに伴って、当然、いろいろ環境法令等も出てくるわけでございますが、 55年に都市計画

法の一部が改正されまして、この都市計画法の中に、新たに幹線道路の沿道の整備に関する条

項が入ってきたわけでございます。 こういう条文に基づきまして、今後沿道対策を十分住民の

方々と話し合いながら進めていきたいというふうに考えているわけでございます。

それから、地区計画との関係でございますけれども、直接地区計画との関係は、このような

幹線道路についてはないわけでございますが、地区計画を定める場合においても、その地域に

幹線道路等がある場合には、やはりそれを取り入れて考えていかなければならないということ
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になっております。地区計画の中でも、やはり地域の沿道の整備という こと についても、当然

この計画の中に取り入れてし可かなければならないと考えておるわけでございます。

それから、 2点目の下水道の終末処理場のその後の経過でございますが、現在の段階におき

ましては、すでに測量等が終わりまして割り込み作業と申しますーっの測量関係の手法などを

用いて、各筆ごとの面積が確定いたしました。この面積につきましては、すべて地主さん方の

承諾の印を皆さんからちょうだいして、 一応その内容が確定 したわけでございます。東京都に

おきましては、それに基づきまして、 今年度から用地買収に入るということで、現在その作業

が進められておるわけでございます。前田道路という企業があるわけでございますが、その移

転にかかわらず、その周辺も含めて買えるところから買っていくという方針をここで新たに打

ち出しまして、用地買収を今年度から実施することに相なっております。それとあわせまして、

周辺の外周道路というのがあるわけですが、それの整備も今年度から実施をしたいということ

で、その計画をいま詰めている段階でございます。

一方、地域の住民の方々との間では、このたび周辺の環境整備ということで、地域住民の方

々、特に周辺の 5自治会の方々の代表を、各地域から 2名ずつ出していただきまして、環境整

備連絡協議会というものを、このたび正式な形で発足をいたしたわけでございます。これらの

委員の方々と私ども市の方、それと都の方とで環境整備ということを十分協議した上で、この

地域の整備を行っていこうということで、今後この協議会の中で検討を行っていく予定にして

おります。

それから、 3点目の高幡、豊田南地域の区画整理でございますが、御指摘のようなメーンテ

ーマを掲げまして、地域の住環境を整備していくということで、区画整理の説明会等も、これ

まで数回となく持ったわけでございます。私どもの方の区画整理事業は、良好な住環境をつく

ると同時に、既存の緑地等も保全をしていくということで、豊田南の地域におきましては、環

境アセスメント条例に適合いたしますので、環境アセスメントのいま調査を行い、都の方にそ

の原案を持ち込みまして、内容のチェックをいま行っている段階でございます。これが終わり

ますと、東京都において条例に基づきまして公聴会等を開きまして、都市計画の決定をとって

いくということで、環境の保全につきましては公園、あるいは道路等、いわゆる都市摘設につ

いてすべて評価等を行っているわけでございます。

それと、 4点目の下水道の受益者負担金の関係でございますが、受益者負担金につきまして
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は、現在私どもの部の中でこの検討を行っている段階でございます。最終的な結論はまだ得て

おりませんが、国の方で 「公共事業の実施に伴う受益者負担金制度の採用について」という通

達が 40年に出ております。その後、 4 4年に建設省の都市局長通達におきまして、この制度

を十介活用するようにという呼びかけがなされておるわけでございます。これの負担の割合で

ございますけれども、事業費の 5分の 1から、 3分の 1の聞の範囲内で徴収することが望まし

いと。その徴収期間は 3年、あるいは 5年に分割して行うことが適当であるというような内容

で、国の方からの指導があるわけでございますが、最近の傾向といたしまして、国の方で、こ

の制度を採用をする場合には、優先的な補助金の配付、あるいは起債等の優遇措置を行ってき

たわけでございますが、国の方の予算の緊縮化という点もありまして、なかなかそのようなー

これを徴収しております各市の要望にこたえられないという状況が出てきております。

そのようなことで、今後の対応としては、受益者負担金を採用してやった場合に、果たして

計画どおりの執行ができるかどうかという点も、新たな問題として出てきております。そのよ

うな情勢の変化があらわれてきております関係上、私どもとしても、そういった点を十分検討

した上で、これを採用するか、あるいは採用 しなし可かということで踏み切ってし可かなきゃなら

ないと考えておるわけでございます。この点につきましても、十分内部で討議いたしますと同

時に、議会の方の下水道対策特別委員会の方にも、一応審議をいただきまして、結論を出して

いただきたいと、かように考えているわけでございます。

それと、コミプラ関係。いわゆるすでにできている団地等の処理しである地域は、どのよう

に取り扱われるのかという点でございますけれども。すでにできておるところ、こういったと

ころには、要するに、もうすでに完成しておる枝管、これをさらに掘り返して、またっくりか

えるというわけではございません。いまの管をそのまま利用していきたいというふうに考えて

いるわけでございまして、 したがいまして、これらの団地等に入っております方々には、直接

負担金がかからないのではなかろうかと。そういった点も、一つの問題として私どもは検討し

ておるわけでございます。

それから、近隣市の状況はどうかという御質問でございますが、多摩市、稲城市につきまし

ては、まだ現在では制度化されておりません。私どもの市と同じように、今後これを取り扱っ

ていくかどうかということについて、内部で検討が進められている段階でございます。立川市

でございますけれども、立川市は徴収をしておらないわけでございます。すでに単独で処理場
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を抱えておりますが、その単独下水道の整備に当たって、負担金をかけておらないという事情

がございます。したがいまして、立川市は徴収をしないというような方向を打ち出されている

わけでございます。

それと、公平の原則という点から見まして、受益者負担金制度のあり方というのが問われて

いるわけでございますけれども、公平の原則からいきますと、なかなか非常にむずかしい問題

があるわけでございます。先ほどのコミプラの関係、あるいは多摩平の団地の関係、それと、

早くできたところ、それから、だんだん遅く整備されてくるといったところの関係もあるわけ

でございます。そういう面から、私どもの検討の一部として、公平の原則をどう取り扱ってい

くかということも検討の一つの課題であるわけでございます。

それから、八王子市の料金の改定が行われたわけでございます。日野市も、現在多摩平の処

理場に関連いたします下水道の料金につきましても、改正をしていかなければならない時期に

まいっております。将来多摩平の現在徴収している料金と、それから、流域下水道に入りまし

た場合の料金というものが、現在の両立体系からいきますと、非常に大きな差があるわけでご

ざいます。これを将来 1本にしてし可かなきゃならないという点から、多摩平の方の料金のアッ

プということも、今年度末あるいは来年度にかけまして段階的に上げていくということも‘検

討を現在行っている段階でございます。

それから、 7番目の緑の保全についてでございますが、この中の 3点目の首都圏の近郊緑地

保全法に基づく緑地保全地域の面積と、今後の指定でございます。近郊緑地保全法に基づきま

しては、 42年の 2月の 16日に、首都圏整備委員会の告示によりまして、八王子市の長沼町

と下由木、それと、日野市の程久保の地域が指定されたわけでございまして、その面積は 264

ヘクタールあるわけでございます。そのうち日野市の分といたしましては 12 8ヘクタールが、

この区域として指定をされているわけでございますが、これ以外の地域については、もうすで

に市街化区域として編入されておる地域がすべてでございますので、今後、これらの市街化区

域の中で、この網をかぶしていくということは非常にむずかしい問題があります。したがいま

して、いま直ちにこれら以外の地域を指定するということは、私どもとしては考えておらない

段階でございます。

それから、 7番の 4点目でございますけれども、都市計画法に基づく公園緑地の計画決定と

実施面積、それと、今後の見通しについてでございますが、日野市の都市計画区域に計画決定
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をされております都市計画公園は 28カ所ございまして、その計画面積は 92.69ヘクタール

でございます。このうち、すでに供用を開始しております面積は 61.95ヘクタールと、全体

の66.8%に当たるわけでございます。今後の予定といたしましては、北川原公園の現在用地

買収を行っている1.4ヘクターノレ、それから、将来処理場の上組みを覆蓋してつくる面積を合

わせますと、 9.69ヘクタールの公園が予定されるわけでございます。それ以外に仲田緑地の

すでに用地買収を行いました 3.9ヘクターノレ、そういった公園が今後追加されてくることにな

るわけでございます。

それと、 7の5番目でございますけれども、公園の 1人当たりの面積、それと、都下 26市

の中の順位でございますけれども、現在の管理されております、 用開始をしておる公園の面

積は 81.3ヘクタールでございまして、市民 1人当たりの面積に換算し直しますと 5.5平米に

なります。これを 26市中で見てまいりますと、日野市が 3番目に該当いたします。第 1位は

小金井市の 6.7 5平米、それから、それに次ぎまして多摩市の 6.49平米でございます。

以上、私の方の関連の御質問にお答え申し上げました。以上でございます。

O議長(高橋通夫君) 建設部長。

0建設部長(中村亮助君) ただいま都市整備B長がお答えいたしました、第 7点目の

環境対策のうちの緑の保全の関係につきまして、 3点ほど御質問がございましたので逐次お答

えいたしたいと思います。

まず第 1点は一一私どもの方の第 1点でございますけれども、樹木、樹林の補助について、

さらに今後改定をしていく必要があるんじゃなし、かという御指摘でございますけれども、御存

じのように 51年に緑化推進に関する条例を設置しまして、そして、市民生活に有効な環境

をっくり出すという目的のために推進をいたしてきておりまして、この条例に基づきまして御

指摘のございました補助金一一樹林、樹木の補助金の交付制度をつくりまして現在に至ってお

るわけでございまして、この補助金の交付要綱につきましては、 47年の 7月に制定をいたし

まして、今日まで数回にわたりまして内部的な一部改定をいたしております。金銭的な面につ

きましても、本年度予算の議決をいただきまして、引き上げの改定をいたしたわけでございま

す。そういう中で民間地、あるいはその他神社地などの緑地保全、あるいは個人の屋敷の中にご

ざいます独立した樹木、これらにつきましては、積極的に保護育成を図るということで、でき

るだけの補助金の交付をしていこうという、前向きの姿勢で、ことし若干の改正をしたわけで
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ございます。 今後の問題等につきましても、さらにヲ |き上げの方向では検討を してい きたいと

思っておりますけれども、その時期等については、今後やはりも う少 し、いつにするかとい う

点等については、本年度上げたわけでございますので、今後の課題として、さらに取り組んで

いきたいというふうに思っております。

それから、緑地保全地域の問題でございますけれども、緑地保全地域の問題につきましては、

御存じのように、いわゆる東京都の自然保護条例、これに基づきまして東京都が指定をいたす

ものでございまして、現在この指定につきましては 4カ所ございます。そのうちの 1カ所が私

どもの市域の中で指定をされておりまして、いわゆる東豊田 緑地保全地域でございます。約

6ヘクター jレ、 6万 79平米でございまして、このうち市の土地が 49%、 3万 316平米ご

ざいます。そのほかに、都が積極的にその後買い取りを進めておりまして、まだ全部はいきま

せんけれども、東京都の所有地が 8，388平米、パーセン トにしてはちょっと低いわけでござ

いますけれども 14%、残りの 2万 1，37 5平米、 37%がまだ民間の、いわゆる所有地でご

ざいます。この所有地につきましては、逐次東京都が買い上げを進めていくということで、市

も積極的に働きかけをいたしております。

それから、今後の指定の見通しにつきましては、先ほど申し上げましたように、指定の地域

が東京都は 4カ所しかございませんので、大変少なくて、そのうちの 1カ所は、日野の豊田緑

地保全地域として良好な環境がその後保たれているわけでございますけれども、さらには東豊

田の緑地保全地域の中で民地がまだ若干残っております。わずかですけれども、 1，000平米

に足らずの民地がございますので一一これは豊田駅寄りの清水谷公園の近くでございます。こ

れらの買い取り、そして、指定などにつきましても先般申請をしておるところでございます。

さらにはまた、東平山の緑地保全地域の新しく指定をお願いしたいということで、あの辺の旭

が丘 4丁目の関係につきましては、御存じのように周辺が開発をされておりまして、帯状に非

常に貴重の樹林が残っております。これらの樹林につきましでも指定をしていただき、そして、

緑地の網をかぶせ保存していこうということで、東京都に申請をいたしてございます。それか

ら、さらには東光寺の関係の緑地でございますけれども、これにつきましでも、できるならば

東京都の緑地保全地域として指定をしていただくように、これも申請をいたしております。以

上が東京都の自然保護条例に基づくところの緑地保全地域の関係でございます。

それから、もう一つの御質問につきましてですけれども、いわゆるナショナノレ トラストの問
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題でございます。 大変残念ながら日野で発生いたしました知床の 1，00 0平米運動にちなみま

して、 0.1平米運動につきま しては、現在挫折状態になっておるわけでございますけれども、

しかし、これも自然を守る会が中心になりまして、今後どのような形で、堅実に実現できるよ

うな方向で進めていったらいし可かどうかとい うこ とで検討がなされております。そういう反面

の中でことし予算をお願いいたしまして、市の中でも積極的に市民運動として緑化運動を、い

わゆる財団法人のような形の組織をつくりながら進めていこうということで、その準備の環境

緑化市民餌餓とでも申 しましょうか、そういう組織をつくるための足がかりを予算的にお願い

をしたわけでございます。 こういう形のものを、 さらに今後は広げまして、やはり緑化運動と

いうのは市民から直接盛り上がり、そして、市民の盛り上がりの中で継続的に持続ができるよ

うな、そうい うものでなければならないんじゃなし、かというふうに思っておりますので、今後、

そういう意味で民間、あるいは学識経験者、あるいは市と、 3者一体になりまして財団化に努

めるとともに、緑化協会のようなそういう組織をつくりまして、その中に団体の加盟、あるい

は御賛同をいただきます個人の会員などの組織を網羅いたしまして、進めていきたいというふ

うに思っておりまして、具体的には公園緑政課の方でいま詰めに入っておるわけでございまし

て、活動が期待できるということで、できるならば早くその足がかりをつけ、そして、発足を

図りたいというふうに思っております。

以上、私の方から 3点お答え申し上げました。

0議長(高橋通夫君) 教育次長。

0教育次長(小山哲夫君) 御質問の第 5点目の、いわゆる学区の再編成につきまして

の、学区検討委員会の現状と、あわせまして将来の見通しはどうかという御質問に対しまして

のお答えでございます。

御承知のとおり日野市内の小学校の児童数でございますけれども、昭和 55年度までふえ続

けてまいりまして、昭和 55年度にピークに達しまして、 5 5年度の児童数につきましては 1

万 5，83 2名を数えております。しかし、昭和 56年度以降につきましては、年々減少の傾向

にございまして、 59年度の場合は新設されました仲田小学校を含めまして児童数は 1万

4，268名でございます。 55年度のピーク時と比較いたしますと、 1，564名の減少となっ

ております。なお、 60年度以降につきましでも減り続けてまいりまして、昭和 65年度には

推計でございますけれども、大体 1万 1，7 9 1名くらいになるんじゃなし、かというふうに推測
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測されるわけでございます。一方、中学校については、小学校とは逆に昭和 61年度まで増加

の傾向にございまして、昭和 61年度にピークに達する見込みでございます。ちなみに昭和59

年度の生徒数でございますけれども、 生徒数につき ま しては 7，233名を数えております。昭

和 61年度の推計の生徒数につきましては 8，019名でございますので、 61年と比較します

と78 6名の増員というふう になる見込みでございます。なお、昭和 62年度以降につき まし

ては暫滅していく傾向にございます。

なお、小中学校の新設状況でござい ますけれども、特に昭和 40年度から 50年代の半ばへ

かけまして人口は急増しております。そういった関係におきまして、小学校につきましては、

その間 11校つくっ てい ます。また、 中学校につきましては 5校を新設しております。そうい

った関係も ございまして、特に学区域内の、いわゆる編成につきまして多少無理もございます

し、また、各小中学校におきますところの児童生徒数の関係も多少アンバランスを示していま

す。そういった意味におきまして、 当然のことなが ら学区検討委員会をつくる必要性もあるわ

けでございまして、おくればせながら昭和 59年度に学区検討委員会の設置のための予算を計

上していただきました。そこで、学区検討委員会をここでつくったわけでございますけれども、

一応メンパーにつきましては 6名でございまして、教育委員の代表 1名、それから、小中学校

の校長会の会長さん 1名、教頭会の会長さん 1名、それから、 PTAの代表 1名、教職員関係

の代表 1名、それから学識経験者 1名 ということで、 6名の検討委員を設置されてご ざいます。

これは、諮問した結果につきましては、教育長の方に答申をするというふうになっております。

第 1回目 の会合につきましては、先ほど御指摘がございましたとおり、 6月17日の日に第 1

回目の会合を開いたわけでございます。一応考え方といたしましては、昭和 59年度につきま

しては、大体検討委員会を 5固ないし 6回を設ける予定でございます。検討の諜題等につきま

しては、まず最初に小学校区域の、いわゆる見直しの検討を進めてまいりたい。この検討の結

果につきましては、一応今年の秋ごろには教育長の方に諮問した結果が答申されるであろうと

いうふうに見込んでいるところでございます。なお、中学校につきましては、先ほど申し上げ

ましたとおり、小学校と逆に生徒はふえておりますので、一応中学校区域の、いわゆる再編成

につきましては、小学校のいわゆる再編成が終わった後、これにつきましての、再編成につき

ましての検討をいたしたいと思っております。

以上でございます。
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0議長(高橋通夫君) 生活環境部長。

0生活環境部長(坂本金雄君 ) アベック庖舗の出庄について第 6点目 の御質問にお

答えをさしていただきます。

御案内のとおり、売場面積 50 0平米以上になりますと、 大規模小売庄舗の決めによりまし

て、それぞれ通産省あるいは都道府県の知事に届け出をしなければな らないわけでございます。

しかしながら、御質問のように同一敷地内に300平方米の建物を 2棟建てる。 こういう こと

になりますと、 同一敷地内ですと、一つの庖舗とみなす方がよろしいように私は思いますが、

こういった法の網をめぐる盲点と申しましょ うか、こういう問題が生じてくるわけでございま

す。谷議員さんは、埼玉県にそういう 実例がある という お話でございますが、最近、お隣の八

王子市にも こういう問題が持ち上がってまいりました、駅ビルが完成いたしまして、懸案の南

北をつなげます自由通路ができました。北口の階段を上りまして、南口の改札口へおりますと、

その改札口の両わき に国鉄用地がございます。赤字財政に悩む国鉄が、そこに庖舗を建ててテ

ナントを募集する。こういうアイデアを打ち出したわけでございますけれども、改札口の両隣

に建てる庖舗は 300平米程度の規模でございます。したがいまして、これが l庖ですと 500

平米に満たないわけですから、大規模小売庄舗の規制を受けないわけでございますけれども、

自由通路を隔てた両側にそういう庖舗一一 同規模程度の庖舗を建てるという こと は、駅ビルの

増築とも解釈できるわけでございます。自由通路でつながっておりますから、多少距離的に離

れましても駅 ビ、ルの増築になるのではなし 1かと、こういう声が近隣の商m街から上がりまして、

反対運動が起こっているわけで ございます。

このように道路を隔てる場合にしても、交通量の非常にたくさん多い道路を隔てた二つの庖、

あるいは幅員 4メー トルに も満たないような人間だけが行き来する道路の両側に建てた庖、い

ろいろ条件によってその解釈は違ってまいりますけれども、 500平米に満たない庄舗を建て

る場合には、大規模小売庄舗の規制を受けないわけでございます。ですから、そういった満た

ない場合に、谷議員さんの御質問は、市長が調整権者になって、市で要綱のようなものをつく

って規制できなし、かと、こういう御質問でございますけれども、現在のところ、こういう市長

の調整権利者一一市に調整機能を持たせた要綱をつくるという考えは持ち合わせてございませ

ん。そういった働きをす二る場を、商工会の中に 12の委員会等がございます。この 12の委員

会等は商調協と申しまして、大規模小売庄舗の精神に従いまして、半ば義務的に設置をする商

業活動の調整協議会でございますけれども、これを筆頭に 12の委員会等がございまして、そ
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のうちの一つに、大型庖対策委員会というのがございます。ここの協議にお任せ したい、 調整

役をここでやっていただきたい、こういうふうに考えているわけでございます。先ほどの御質

問の中で、お金が動くというようなこともございましたけれども、対策委員会のメンバーを見

ますと、大変り っぱな方が並んでおります。そういうことがないと私は確信をしているわけで

ございます。

なお、 26市につきまして、規制的な要綱を設けている市があるかどうか調べてみました。

1市だけでございます。保谷市でございます。保谷市は特殊な背景がございまして、昨年に保

谷市の商工会は解散をいたしてございます。したがいまして、こうい った対策委員会ですとか、

商調協だとか置 く商工会そのものが、母体がなくなっているわけでございまして、そういう意

味合し可から、保谷市には規制をする要綱が生まれているんではないか、このように考えており

ます。

以上でございます。

0議長(高橋通夫君 ) 病院事務長。

0病院事務長(佐藤智春君 ) 第 8点目の御質問にお答えをしたいと存じます。

まず、市立病院に CTを購入の件でございますけれども、 59年度の予算編成時にも、私ど

も病院関係といた しましては、医師等を含めまして各部局で真剣に CTの問題につきまして討

議をさしていただき ました。結論を申し上げますと、まず第 1点目に、現状おわかりかと思い

ますけれども、まず設置の場所が非常に困難だということでございます。それは、一つは公堂

をまず取り壊さなければならないだろうというような問題、それから、もう 1点は、 お尋ねに

も討議がございましたけれども、 CTの場合には頭部、いわゆる頭の診断が大体 7割だ ろうと、

それから、おなか、いわゆる腹部の方が残りの3割ぐらいが、いわゆる診断としては実績が、

各ほかの病院等を調べますと残っ ておる と。 当時、脳神経外科でありますとこ ろの、いわゆる

専門医が市立病院にはおらなかったということで ございます。それらを含めまして、 59年度

の予算につきましては、まだ内部的に医療機械等の、もう少し充実を図っ た方が先決であろ う

というようなこ とで結論づけまして、 59年度の予算編成ではCTの購入は一応見合わ したと

いう経緯がございます。先ほどの午前中の、その後お話にもございましたよ うに、その後は脳

神経科の医師が見通しがつきまして、実は採用という ことが決定したわけでございます。 した

がし、まして、脳神経外科の専門医の採用によりまして、今後一一病院自体の財政の関係もござ
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いますけれども、もう一つ問題になりますところのCTで診断後の、いわゆる手術等を含めま

して術後の処置、要するにフォローが当病院でどの程度までできるかということをよく病院と

しても慎重に考えまして、この件に対処したいと、このように考えております。

0議長(高橋通夫君) 谷長一君。

05番(谷長一君) そうしますと、再度質問をさせていただきます。

第 1点の沿道対策、それから、地域住民との十介話 し合いによってこれらを解決していくと

いうことですけれども、やはりそれには一つの市の沿道に対する基本的な考え方っていうか、

一つの計画があれば、当然どのように実施していくかという計画も立てなければいけないわけ

なんですけれども、これらについて、も っとわかりやすく説明していただきたいと思います。

それから、良好なる住環境をつくるんだということはよくわかるわけでございます。そこで、

先ほどの説明ですと豊田ですか、これはアセスメン ト条例の適用を受けて、原案をすでに東京

都に持ち込んでいると。それで、そのチェックを受けていて、公聴会というのは、これから開

かれるわけでございますけれども、このチェックというのはうまくスムーズに通るかどうか。

さらには公聴会において意見等が出されるかどうかということもお伺いいたします。

それか ら、 4点目でございますけれども、これは下水道の関係です。この事業費の三分のー

から五分のーの受益者負担というようなことを考えていると。ついては、現在国の財政も非常

に逼迫していますということです。それで、起債補助金等、市の要望になかなか上級官庁もこ

たえられないと。これらの点につきまして、仮に 3分の1から5分の 1の範囲内ということ考

えおりますけれども、もしこれは、現状においてもこの範囲内においても非常にむずか しいと

いうことですので、今度はまた、 多摩市、 さら には立川等を見ますると一一稲城、多摩市はま

だ制度化していない。 立川は負担金は徴収していないとい うことです。それらをあわせて考え

ますと、仮に 日野市が負担金を取らないような場合、または、取った場合には、 起債または補

助金等がど うなるのかとい う点について もお伺いいた したいと思います。

それでは、 さしあたり 1、 2、 3、 4と7についてお伺いいたします。

0議長(高橋通夫君) 都市整備部長。

0都市整備部長(結城邦夫君) それでは再度の御質問につきましてお答えを申し上

げます。

まず 1点目の国道等の住民等に対しますいろいろな説明会等も持っておりますけれども、市
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としても基本的な考え方を持つべきではなかろうかと。それの計画についてはどうなっている

のかといった御質問でございます。市の方といたしましては、沿道の対策につきましては、た

とえば例を挙げて申しますと万願寺の例でございますが、沿道両サイドに用途地域の設定をい

たします場合に、商業地域、あるいは特殊用途地域、また、準工地域、公園というような実質

的なバッファゾーンにしていきたいというふうに考えているわけでございます。 55年の 5月

に制定されました、幹線道路沿道の整備に関する法律に基づきますと、この具体的な内容は、

沿道に接する土地について整備計画区域を定める場合には、まず第 1として後背地の侍宅への

騒音を防止するような建物を設ける。 2点目には、沿道の緩衝f表地を設け、後背地の住宅への

騒音を防止する、または、付近の住民のための広場をつくっていく 。 3点目としては、建物を

防音工法にし、騒音に強い建物にするよう誘導していくと。 4点目としては、住宅の立地を規

制し、商業系の土地利用に誘導をしていくと。このようなことから、 5点目として、良好な住

環境を保全していくんだという趣旨がうたわれておるわけでございます。日野市としても、沿

道対策として、今後区画整理で実施する場合には、用途地域でその沿道対策を十分やっていく

ということで考えているわけでございます。

それから、 3点目の区画整理に関連いたしますアセスメン トの関連でございますけれども、

現在都の方で市がっくりました原案についてのチェックを行っているわけでございます。この

チェックは、現在ほとんど完了してございまして、 1 0月くらいの緑地の方の審議会の方に、

東京都で誇っていきたいと いうことで、現在作業が進められておるわけでございます。そうい

う中で、審議会の中のさらにまたチェックを受けるわけでございます。審議会が問題なく通過

してきますと、都市計画の決定が行われてくると。そういう手順になってまいりまして、年度

内には都市計画の決定に踏み込みたいというふうに、私ども東京都の方とも十分協議しながら

進めている段階でございます。その中で公聴会というのが当然持たれるわけでございます。 こ

れは、東京都の主催でございますが、この公聴会は東京都が行いまして、その中で当然住民か

らのいろいろな要望、あるいは意見等が出されるわけでございますが、これらの意見につきま

しても、先ほど申し上げました審議会の中で、そういう点を検討するという運びになってこよ

うかと思います。

それから、 4点目の負担金の問題でございます。 3分の 1か ら5分の 1の範囲内という一つ

の方式があるわけでございます。この方式は建設省方式と通常言われている方式でございます。
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総事業費の 3分の 1から 5分の lということで、これ以外に下水道財政研究会の第4次の提言

がありますが、その提言方式からいきますと、末端管票整備の費用の相当額というふうにうた

われているわけでございます。この二つの方式を比較していった場合に、どちらが高くなるか

ということを申し上げますと、建設省方式で実摘をした場合、現在の日野市が進めております

公共下水道の費用からいきますと、平米あたり 4♂0円という額が出てまいります。 一方、提

言方式からいきますと、平米当たり1， 1 5 0円という額が試算されるわけでございます。そう

いう中で、もし今後市の方でこの負担金を採用していく場合には、やはり建設省方式、平米当

たりの単価の安い方を採用していくことが望ましいというふうには考えているわけでございま

す。

それで、この負担金を取った場合、あるいは取らなかでた場合、国の補助金、あるいは起債

の許可というものがどうなるのかという御質問かと思います。従来も国の方針では、まず負担

金を徴収する市、町等につきましては、やはり負担金を取るに当たって整備計画というものを

定め、それに基づいての負担金を賦課していくという形になります関係上、固としても補助金、

あるいは起債の優先配分というものが行われた時期があったわけでございます。しかし、現在

の状況から見ますと、非常に下水道の摘行を実腕をしている市、町というものが非常にふえて

きております。そういう関係から、建設省の予算枠という中では非常にその配分というものが

苦しくなってきているわけでございまして、各市が実摘を予定しておりますとおりの補助金と

いうものが、なかなか要求どおりつかないのが現状でございます。そういう中で、実施をして

おります市がどうしても負担が多くなってくるわけでございますが、その中で建設省としても、

やはり今後の方向としては、負担金を徴収するということは、これは望ましいことであるけれ

ども、これは絶対的な要件というふうには、そのようには考えておらないようでございます。

そんな中で、私どもとしても、今後この取り扱いをどうしていくかということは最大のポイン

卜にな ってこょうかと思いますので、その辺十分いま検討している段階でございます。

以上でございます。

0議長(高橋通夫君)

05番 (谷長一君 )

谷長一君。

下水道の件につきましては、いわゆる受益者負担等について、

やはり末端関係の事業費が平米あたり 480円ということでありますけれども、やはり建設省

方式ということで安い方をと って、これはとってもらいたいと思し可ます。それから、いわゆる
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受益者負担ということになりますと、いわゆる、さっきち ょっ と説明はなかったんですけれど

も、農地や何かの平米当たりというのは、どのような形で見込まれるんでしょうか。その点に

ついてちょっとお伺いいたします。再度ひとつ。

0議長 (高橋通夫君) 都市整備部長。

0都市整備部長(結城邦夫君 ) お答え申し上げます。

農地あるいは宅地ということにかかわりなく一応かかってくるもので ございます。ただ、 農

地である場合には直ちに管を敷設する必要がない場合には、やはりそれが宅地になる時点で賦

課していくというような、一時留保する形が採用されるかと思います。

。以上です。

O議長(高橋通夫君)

05番 (谷 長 一君)

谷長一君。

そうしますと、今度は 5の学区の編成につきましては、大体検

討委員会も できましたので、これから積極的にこれを推し進めていくということですから異存

ばないので、適正なる学区の編成というのに向けて積極的に活動してもらいたいと思います。

それか ら、今度は大型庖舗の件ですけれども、八王子におきま しては南口の駅、道路を隔て

て片方が 300平米、また、自由通路を挟んで、またできたということですけれども、いわゆ

る規制等の範囲内にとっても、これは規制に届かない場合、非常にこれは、いわゆ る大型庄対

策というのは窓口ができているんです。それで、結局東京都、または埼玉県の県庁等の大型庖

対策室という のがありまして、い ろいろ伺 ってみますると、非常に問題というのはむずかしい

問題である と。いわゆる行政の指導等ができないような形でつく られる 場合があると。それで

すから、そ こい らをどのよ うな形で商工会、または調整機関等の機能を、商工会等が十分発揮

できるような形に持っていくかということがまず第一、というよう なことも話されておりまし

たので、やはり調整ということに関 して十分留意して、適切なる行政指導ができれば、私は幸

いではないかと考えておりますので、そのあたりの御配慮、をよろしくお願いいた します。

それから、第 8点の CT、それから ICU、 CCUという件につ きまして、先ほども申した

ように、尾道病院行って見てまいりました関係上、どうしても交通事故等、また、脳卒中等に

よって脳障害等が起きた場合、やはり見せてくださったんです。こういうような場合にはこう

なるんだと。そうしますと 、CTの場合には 12に断層が切られるようでした。それで、この

ような場合には、ここに障害があると。それですから、やはり市立病院というのは、民間の小
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さい病院等が果たせない機能、中核的な役割りを果たす病院でなければならないということを

強調しておりました関係上、特に市立病院におきましても、 CT、 ICU、 CCUというよう

な機器とベットというのを、これは設けてもらいたいということをお願いするわけです。こ の

点につきまして、 最後に市長に、病院の近代化ということでお伺いいたします。

0議長(高橋通夫君) 市長。

0市長(森田喜美男君) お答えいたします。

大きい問題ばかり、一つ一つでも大変大きな問題ばかりなんですが、最後、病院関係で間口

をしぼって質問をいただきました。いま院長の手元でいろいろと意欲のある検討を行っており

ます。いろいろ専門的な事情も当然ありますので、それ らの条件をなるべく満たす検討の中で、

いま御指摘の装置も当然持ち上がってくるという ふうに考えております。なるべくその時期の

近いことを期待をしておるというのが、いまの状況でござい ます。

谷長一君。

以上をも って質問を終わります。

0議長(高橋通夫君)

05番 (谷長一君 )

O議長(高橋通夫君) これをもって 3の1 住民要望運動に対し、行政はどう対応し

ているか、または今後いかに対応 してい くのかに関する質問を終わります。

本日の日程はすべて終わりました。

本日はこれをも って散会いたします。

-251ー

午後 5時 58分散会
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説明のため会議に出席した者の職氏名

市 長 森 田 喜美男 君

助 役 赤 松 行 雄 君 収 入 役 力日 藤 虫B 君

企画財政部長 前 田 雅 夫 君 総務部長 伊 藤 正 τロ士= 君

市民部長 力日 藤 男 君 生活環境部長 坂 本 金 雄 君

清掃部長 大 貫 松 雄 君 都市整備部長 結 城 邦 夫 君

建設部長 中 村 亮 助 君 福祉部長 f笥 野 隆 君

水道部長 方く 原 照、 雄 君 病院事務長 佐 藤 矢回口 春 君

教 育 長 長 沢 一 虫E 君 教育次長 山 哲 夫 君

午前 10時 5分開議

0議長(高橋通夫君) 本日の会議を開きます。

ただいまの出席議員 23名であ ります。

一般質問を行います。 4の1、市内小中校舎は大震災に耐えう るかについての通告質問者、

黒川重憲君の質問を許します。

C 1 7番議員登壇 〕

1 7番(黒川重憲君 ) 不幸な出来事は、だれも想像したくはありません。もしもそ

昭和 59年 6 月 19日(火)

午前 10 時開議

れに目をつむるなら、その不幸は 2倍、 3倍にもなるかもしれません。

大正 12年 9月 1日午前 11時 58介、マグニチュ ー ド7.9、死者 9万9，331人、行方不

明4万 3，476人、負傷者10万 3，7 3 3人、 全壊 12万8，266棟、半壊 12万 6，2 3 3棟、

焼失 44万 7，12 8棟、流出 86 8棟とい う未曽有の大惨事をもたらしました関東大震災、こ

の地震は、地震そのものの直接の被害よりも、その後の火災による被害が大きく、地震の直後

に135件の火災がほとんど同時に発生をし、続いて 70件の飛び火の火災が起こり、合わせ

て 205件の火災となりました。このうち 40%を市民みずからの手で消しとめ、残りの153

件の火災が延焼し、各地で火が合流したため、大火災となりました。

これにより多数の死傷者を出すとともに、東京の 40%以上を焼失したのであります。被害

が大きくなった原因は、昼食時であったためほとんどの家庭でガスコンロ、しちりん、かまど

などを使っていたと ころに家屋が倒壊したためと、薬品が落下して混合、あるいは混入発火し

たものであり、この二つが出火原因の 80 婦を占めているのであります。

このように未曽有の大被害そもたらした関東大震災から 61年、東京大学地震研究所長河角

広教授の、関東南部地震 69年周期設によれば、すでにプラスマイナス 14年の危険期に入り、

いつ起きてもおかしくない状態にあります。昭和39年 6月16日に発生した新潟地震を契機

にして、 震災対策の緊急性を強く訴え、対策の強化を望む意見が各界に高まってきたことは、

周知の事実であります。

会議に出席した議会事務局職員の職氏名

局 長 田 届.t.. 局 光 君 次 長 宅ι.Lヨa 沢 代 τ口と 君

書 記 栗 原 アささロ 次 君 書 記 萩生田 富 司 君

書 記 谷 野 省 一 君 書 記 串 田 平 キ日 君

書 記 佐 々 木 茂 時 君

速記委託先 住所 東京都立川市曙町一丁目 10の3

立川速記者養成所 所長 関根 雪 峰

速記者 ノト野口 純 子 君

議事日程

日程第 1 一般質問

昭和 43年 5月 16日午前 9時 49分、マグニチュード7.9、十勝沖地震、この地震の特徴

は、石油ス トープ等の石油燃焼器具から出火した火災が圧倒的に多かったことが挙げられ、ま

た、耐火建物については、住だけで壁の少ない学校建築の破壊による被害が多く、耐震的な粘

りのない点が指摘をされました。
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また、昭和 53年 6月12日に発生した宮城県沖地震、私たちの記憶にも新しいとこ ろであ

りますが、都市型地震に対する新たな問題を提起した地震として、 注目しなければならないと

とした 6県 170市町村が、大規模地震対策特別措置法による地震防災対策強化地域に指定を

されております。

震度 6以上が予想される強化地域の外とは言え、高密度に人口や都市機能が集中する東京で

は、東海地震の発生による被害はどうなるのか。東大新聞研究所の災害と情報研究班がまとめ

た結果によりますと、都民の東海地震に対する知識が予想以上に低t'0地震防災対策強化地域

という言葉を理解している人は、全体の 1割にも達していないことがわかっております。

その半面、都民の東海地震に対する過剰反応ぶりが見えたとの報告もされております。

また、東京都防災会議地震部会の報告によれば、震源地からの距離、地盤の質によってばら

つきはあるものの、都内の大半は震度 5を予想をしております。

しかし、震源地に最も近くなる町村部、私どもの地域では泥炭の地盤が宅地造成などによる

盛り土部分などには、震度 5の中の強になるところもあるということを報告しております。

また、日本海中部地震でもク ローズアップされました液状化の問題はどうでありましょうか。

三多摩地域では多摩川流域、大栗川、乞田川流域が特に注意が必要であることも報告をされて

おります。

過日、読売新聞の記事に、このような記事が載っておりました。 i地震に弱t'/j，中校舎」と

いう見出 しで載っていたわけでございますが、昭和 46年以前に建てられた東京都内の小中校

舎のほぼ4分の 1が必要な耐震性を持っておらず、関東大震災クラスの地震では一部に倒壊の

おそれもある ことが、都の都市計画局の調査で明らかになった。子供たちへの危険に加えて、

これでは学校を避難場所などの拠点にするという震災対策にも狂いが出かねぬ事態を重視した

同局は、自治体レベノレで初の耐震補強チームを作成、関係市に対する説明会を開いて、補強の

1戸当たりの費用が数千万から約 1億円との見積もりをされている。各自治体でも、教育委員

会等を初め早急な対策を迫られることになった。

この都市計画局の調査によりますと、公共建築物耐震診断として、 56年度から実施されて

おり 、これまでに診断したのは都内の小中学校 17 3校、都立高校49校の調査をいたしまし

た。いずれも耐震を考えて建築基準法が大改正された昭和 46年以前に建設された学校で、こ

の結果、全体の 25.2%に当たる 31校が、望ましい耐震性能を有していないことが判明をい

たしました。

この診断の基準にしているのは、先ほど申しました昭和 43年 5月に北海道から東北にかけ

思います。

さて、第 2の関東大震災が起き た場合、被害はどの程度に上るのか、東京都防災会議の地震

部会が公表した東京都区部における地震被害に関する報告書によれば、木造建物の全壊は 6万

2，000棟、焼失は 47万 3，000棟にも達すると述べております。全体では 349万人、

124万世帯が被災をし、 死者3万 5，000、負傷者 6万3，0 0 0人と想定を しております。

しかし、東京都の消防庁では、とてもこの程度の被害ではおさまってはいません。中高層 ピ

ノレや地下鉄の被害、火災、旋風など突発的異常災害による被害、自動車交通に関係した被害な

どには触れてはおらず、これから調査研究を進めなければならない課題は山積みをされている。

報告書の被害想定は、最低でもこの程度の被害は避けられないという、こういう意味だと厳し

く受けとめているのであります。

ちなみに、地震の強さと私たち人間に与える影響はどのくらし、かを示しておきますと、直接

被害を受けるであろうと思われる震度 4以上、いわゆる中震は、歩いている人もびっくりして

立ちどまる。ふらふらして歩けないような人もいる。特殊な高いところでは、軽い目まいのよ

うに感じてくる O 屋外に逃げ出す者も多くいる。眠っている人は驚いて飛び起きる。これが震

度4の中震であります。

震度 5の強震になりますと、強震の中でも弱と強というふうに分けられると思いますが、弱

の方で大部分の人が何か物にすがりたいと感じる。大部分の人は恐怖を感じて屋外に走り出す。

風巴場で立ちすくむ者もいる。

強震の中の強の方に入りますと、子供が泣き叫ぶ。直立困難になる。物にぶつかって動けな

い。階段をおりるのはほとんど不可能である。

特に関東大震災級の震度 6、烈震になりますと、全体的に大恐怖の状態となる。立っている

ことができなt'0床が波打ったようになり、つまずいて歩行不可能である。足元がさらわれ、

体がよろけて倒れるほど激しし 1。眠っている人は、ベッドから振り落とされる。

このよ うになっております。御参考までに申し上げました。

近い将来に発生が予想、をされる東海地震、駿河湾から遠州灘にかけての東海地域を震源地と

する マグニチュード8クラスの巨大地震であります。そ して、予想震源地に近い静岡県を中心
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て幅広い被害を出した十勝沖地震、震度 5でございますが、 この十勝沖地震と同じような地震

に見舞われると、柱にエックス型の亀裂が生じかねる。さらに、関東大震災クラスになると、

一部では倒壊のおそれがあることも指摘をしております。

さらに、この記事は、学校が採光を考えて窓を大きくしなければならないなどの、校舎だけ

が持つ弱点があらわれたと見ているが、現在ある小中学校の 84%は 46年以前の建築で、宿

命と片づけるにはその数は余りにも多いという記事が載っておりました。

日野の公害防災課に行きますと、避難場所と地区割当表というのがそこにあります。おのお

のの地域で災害に遭った場合には、ここへ逃げなさいということでございます。市内に 18カ

また、その背景には地震経験や地震工学の進歩により、耐震設計法は年々改善をされ、耐震

安全性は程度の差こそあれ向上はしてきておりますが、耐震設計の技術的進歩の思恵から取り

残された既存建物については、見直しをすることが必要であろうと考えられます。建物概要、

規模、内外の環境等の予備調査、地盤、地下水、基礎等の基礎地盤調査、ひび割れ、たわみ、

震動等の震動特性や亀裂調査、老朽化、用途変更や増改築の建物の形状調査等は、必要かつ最

低限の項目として調査する必要があろうかと思います。

次に、耐震調査とは、従来の静的震度法による許容応力度設計によって設計された建物の中

には、大震災を受けると壊れるものがあることは前にも述べたとおりでございますが、十勝沖、

あるいは宮城県沖、伊豆大島の地震等でも明らかにされているところであります。これらの地

震によって、被害、無被害建物の調査研究により、同じように設計震度 0.2で設計された建物

でも、その実際の強度はまちまちで、震度の単位で 0.2から 0.1を超えるものまで広く分布し

ていることが判明をいたしました。

所の避難場所があるわけでございますが、たとえば私の住んでいる下田地域は、被害がありま

すと第四小学校へ逃げなければなりません。第四小学校は昭和 39年に建てられているわけで

すから、あすこへ逃げても、つぶれて一巻の終わりだと、こういうことになるわけでございま

す。

しからば市長はどうだといいますと、市長の地域は第二中学校へ逃げなければいけませんO

第二中学は昭和 34年に建て られまして、何回か増築をしております。やはりこれも危ない。

市長も安閑として生きられない。

では助役はどうかといいますと、助役の地域は宮地域でございます。これは駒形公園へ逃げ‘

るようになっている。これは全く安全でありまして、助役は 1人で元気でいるわけでございま

市内の小学校 20校のうちの 12校が、昭和 46年以前に建てられた学校で ございます。同

じく中学校は、 8校のうち 4校が昭和 46年以前に建てられた学校であると。

しからば、いろいろと述べてきましたけれども、どのような調査をしなければならな いか、

また、終局的な強度のみならず、水平力に対する変形能力が不足していることも指摘をされ

ております。すなわち、従来から採用の設計法を機械的に用いて設計をされた建物の耐震性は

まちまちである。建物を大震災から守るためには、十分な強度、たとえば設計震度の数倍の強

度を保有させるか、あるいは強度が余り高くない場合には、それを補う十分な粘りを保有され

ることが肝要であろうと思います。

今後の設計については、真の耐震性能を十分評価して設計する必要があろうかと思います。

いわゆる新耐震設計法であります。

す。

若干述べてみたいと思います。

いままでいろいろと述べてまいりましたけれども、市内小中学校、特に昭和 46年以前に建

てられた校舎について、災害時の市民の安全を確保するために、早急に調査をする考えがある

かどうか、教育委員会にお尋ねをいたします。

耐力調査、耐震性調査と、また耐力診断、耐震診断等さまざまな名称で既存建物の構造的調

査が実施をされてきているが、特に耐震性を重視した耐力調査であり、その中に、常時荷重に

対する安全性の検討を含めて行われているようであります。

まず、耐力調査とはどういうものか。既存建物の耐力調査とは、対象建物が老朽化している

か否かによらず建物の耐震診断を行い、来るべき地震に備えておこうという趣旨のものであ、り

0議長(高橋通夫君) 教育次長。

0教育次長(小山哲夫君) ただいまの黒川重憲議員さんの御質問に対しましてのお答

えをさせていただきます。

ます。要するに、医学で言うならば健康診断に相当するものと思います。

ただいま、るる大震災に対しましての御説明がございましたけれども、去る 4月5日の読売

新聞の報道によりますと、東京都都市計画局のいわゆる昭和 46年以前に建てられた小学校、

中学校、高等学校の約4分の 1に当たる学校が、大震災が起きた場合に耐え得る能力がないと。
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一部倒壊のおそれがあるんじゃなt'かというふうな御質問でございました。

これに対しまして、東京都の方の対策でございますけれども、現在のところ、東京都教育委

員会といたしましては、具体的な対策は持っていないようでございます。東京都の教育委員会

といたしましては、これらの調査、並びに補強に対する修理につきましては、国庫補助金に依

存するというふうな考え方を持っておるようでございます。

この国庫補助金と申 しますのは、いわゆる大規模耐震に対しましての国庫補助金でございま

して、御案内のとおり、従来、小学校、中学校等の新設あるいは増設に対しましては、規定の

国庫補助金があったわけでございますけれども、いわゆる小中校を建設してから 10年ないし

2 0年たった段階におきましての、耐震工事に対しましての補助金は、従来ございませんでし

7こo

そこで、東京都といたしましては、大規模改修費に対しましての国庫補助金というものを必

要財源として、東京都内にあります小中学校の大震災に対しましての調査並びに調査の実態に

基づく耐震についての補強対策を考えてまいりたいというのが、 この基本的な考え方のようで

ございます。

ただ、この国庫補助金につきましては、あくまでも昭和 59年度に新設 された、いわゆる文

部省の目玉の補助金でございまして、一定の枠がございます。

たとえば、豪雪地帯であるとか、あるいは常時台風が襲来する台風の上陸する地帯、あるい

は離れ小島の離島、あるいは先ほども黒川議員さんが御指摘ございましたけれども、いわゆる

地震の強化対策の特別地域にしております。そういった地域の小学校、中学校に限られまして、

2，000万円以上の工事に対しまして 3分の 1の補助金を出すという制度でございます。

したがって、ごく限られた範囲内におきましての補助制度でございますので、東京都といた

しましては、これらの補助金の額を拡大いたしまして、広く一般の小中学校等の耐震性に対し

ましての補助制度ができるように、今後、文部省の方に対しまして強力な働きかけをしていき

たいと。それらの補助金の枠を持った中で、補強対策を考えていくというふうな実情のようで

ございます。

日野市の実性はどうかと申しますと、先ほども御指摘がございましたとおり、昭和 46年以

前に建てられました小学校につきましては、合計12校と出ております。また、中学校につき

ましては 4校ということでございまして、合計 16校が昭和 46年以前に建てられた小中学校
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の数でございます。

しからば、この 16校が実際に関東大震災程度の大規模地震が起きた場合に、すべてが崩壊

するかどうかということにつきましては、建築関係の専門家の話を伺いますと、やはり昭和46

年に建築基準法の大改正が行われたわけでございますけれども、 46年以前の建物につきまし

ても、大震災が来た場合にはそれなりに対応できるような建築構造になっておるということで

ございますので、これまた調査をしてみなければ何とも言えないわけでございますけれども、

先ほども御指摘がございましたとおり、東京都内の、区内でございますけれども、小中校の約

4分の lが大規模な地震が来た場合には耐え得る能力がないというふうな診断が出ております

ので、日野市内の小中学校の昭和 46年以前に建てられました 16校の小中学校につきまして

も、特に関係部謀、あるいは関係機関と十分に協議した中で、これらの耐震性があるかどうか

ということにつきましては、慎重に検討していかなきゃならない、こういうふうに考えている

ところでございます。

ただ、いわゆる調査の問題でございますけれども、調査費用につきましては、建築課あたり

の専門家の話によりますれば、大体2，0 0 0平米から 3，000平米の建物に対しまして、約

100万円程度の調査費用がかかるであろうと。しかも、改修に要します費用につきましては、

先ほども黒川議員さんから御指摘がございましたとおり、 1校当たり数千万円から 1億円程度

の費用がかかるであろうというふうな御指摘も受けているところでございます。

したがいまして、日野市内の小中学校のいわゆる調査をする場合におきましても、相当の費

用がかかりますし、また、その調査の結果につきまして、仮に補強するような場合におきまし

ても、相当の費用がかかるというふうに予想されるところでございます。

したがいまして、この問題につきましては相当の財源を必要といたしますので、これらの問

題につきましては、国あるいは東京都の方の関係等の補助金の絡みもございます。そういった

中で検討しなきゃいかぬと思います。特に、御指摘がございましたとおり 、小中学校の校舎の

倒壊等があった場合におきましては、小中学校の児童生徒の生命の危険はもちろんでございま

すけれども、先ほど来御指摘がございましたとおり、住民の避難場所になっておりますので、

そういった意味におきましでも、いわゆる早急な対策は講ずる必要があろうかと思います。

ただ、この問題につきましては、日野市内の問題だけじゃございません。東京都内共通の問

題でもございますし、広く言えば全国的な問題にも関連してくる問題というふうに考えられる
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わけでございます。近々のうちに、東京都の方の主催によりまして関係区市町村の対策協議会

等もございますし、説明会等も当然あるわけでございますので、これらの結果を踏まえまして、

市内小中学校の今後の地震対策につきましての問題点につきましては、慎重に検討してまいり

たい、かように考えておるところでございます。

以上でございますo

0議長 (高橋通夫君) 黒川重憲君。

o 1 7番(黒川重憲君) 以上で終わりです。

0議長 (高橋通夫君) これをもって 4の1、市内小中校舎は大震災に耐えうるかに関

する質問を終わります。

次に、 5の 1、自治会と行政のかかわりあいと、行政の自治会(連合会を含む)への具体的

な考え方についての通告質問者、高橋徳次君の質問を許します。

C 9番議員登壇 〕

09番(高橋徳次君) それでは、議長のお許しが出ましたので、自治会と行政のかか

わりあいと、行政の自治会連合会を含む具体的な考え方についてということで、一般質問をさ

せていただきます。

今回のこの質問は、私、 57年 9月のときに同じような質問を繰り返しております。私自身

も、過去十数年間、一応自治会の中で働いてきました。自治会長というのは、この責任はやろ

うと思えば果てしなくございます。また、その仕事も多方面にわたっております。幾らでもあ

りますし、また、一度やり出すとなかなか気に入らないものですし、万ーやり損なった場合に

は、ボランティアだといっても、 その責任は重大でございます。やめれば済むというものでは

決してございません。

しかし、この自治会長はポランティアであり、自分の生活を犠性にしてまではできません。

その自治会の考え方、また動き方、それはその自治会なり、その地域社会の発展に大きな差が

出てまいります。これは、とりもなおさず行政としてはプラスになることではなし 1かと思いま

す口

しかし、行政が自治会を見る目、自治会に対する考え方は、それぞれの窓口で、一見して扱

いは非常に丁寧でございます。しかし、なるべくならばこれは神棚の上に祭り上げておいて、

そっとしておこうというふうな感じを受けてまいります。だから、行政としてはなるべく自治

-262ー

会に対しては恩は売っても借りはっくりたくないというふうに、私ども感じてまいりました。

だから自治会に対してはなるべく頼みもしないけれど、また頼まれたくもないというのが実態

でございます。なるべくさわらぬ神にたたりなしということできているのが行政の実態のよ う

な感じがいたします。

議会が行政のチェック機関ならば、自治会はその行政の納税者としての要望の代弁機関であ

るはずです。ましてその連合体である連合会は、さらに総連合会は直ちに、単にうるさ t，から、

面倒だからとその補助金を一方的に切り捨てて、単位自治会にばらばらにしてしまうというこ

とでは、どう考えても行政が自治会を重視しているとは思えません。

くどいようですが、いままでの経過をもう一度拾ってみてまいります。

昭和 50年までは、当時日野市には自治会の体系として、また組織として、自 治会の総連合

会というものがございました。その総連合会を頂点にしまして、その下に 14の地区連合会が

あり、その下に各単位自治会がございました。この単位自治会は、当時約 200でございます。

それが、現在登録されている 58年度の数を見ますと、 245にふえております。昭和 51年、

市の当時の当初予算に長い問、ずっと盛られていた総連合会並びに地区連合会の活動費の全額

が削除されました。

また、各地区連合会ごとに行われていたスポーツ大会の補助金、それから単位自治会長の年

に一度の御苦労様を兼ねた 1泊の研修費、これが何の説明もないまま、一方的にカットされて

しまいました。各単位自治会に出されていた世帯割り 10 0円という金額、それのみが 12 0 

円アップされて残されてきております。カットされたその理由は、その後、市長には伺いまし

たが、その年の 5月、総連合会の総会でこれを知った単位自治会長の数名から緊急動議が出さ

れ、結局、カッ トする以上はわれわれの団体を必要としないだろうということで、緊急解散の

緊急動議がなされ、圧倒的多数で解散しました。

このときに、解散の後、行政がそのような態度に出るんだったら、われわれも一切今後は行

政に協力しないで、要するに行政機関への圧力団体で過した方がいいんじゃなt'かというふう

な意見も強く出ましたけれど、そのためにまず困ったのが、当時改選期を迎えた日社協でござ

います。

総連合会、そして地区連合会 さらに単位自治会という形で流れていた日社教の各種の募金

がボイコッ トされるのではなし、かということで、当時の会長が非常にこれを恐れたわけです。
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それで 3カ月ばかり日社協の会長不在のままという形が、そのときに生まれました。

しかし、総連合会自体もその中より日社協へ4名ほどの理事を送り込んでおります。そうい

った中で、社協の募金だけは別扱いでいこう、従前どおり協力していこうということが決まり

ましたので、そこでやっと社協の理事が従前の方になって いただくということで決まったとい

ういきさつもございます。

それまでの総連合会、及び地区連合会、そして単位自治会との関係は、行政より大きな問題、

たとえば町名地番の整理とか、国勢調査とか、学校の建設や都市基盤の整備といったような大

きな問題は、ほとんど総連合会へ流され、そこで説明され、協力を依頼され、それをまた地区

連合会へ流し、さらに地区連合会より単位自治会へと流していきました。またその反対に、単

位自治会の中で解決できない問題、これは地区連合会に流し、さらに地区連合会より総連合会

へという形をとってまいりました。

1例を申し上げますと、前に申し上げたように、前回の試案が反対されて撤回されたごみの

収集方法です。これは以前、今のダストボックスの形式に変更なる前です。その前までは、ポ

リパクツの収集でございました。 しかし、そのポリバケツをいまのダストボックスに変えたい

ということで、この話が総連に持ち込まれてまいりました。そして、さらに地区連合との話し

合い、そして各単位自治会との話し合いということで、またそれを下から逆に上へ吸い上げて

くるという反復を 1年有余繰り返した上で、現在のダス トボッ クスになってきたわけです。

このときも、日野は道路事情が非常に悪いということで、収集車は大小 2台にしていただき

たいと。それでないと入れない道路がいっぱいあるということで、これは条件になっておりま

した。しかし、総連がその直後解散してしまって、それはとうとうそのままになってしまって

おります。

また、浅川、 多摩川の一斉のクリーン作戦です。これのもとをつくりましたのは、やはり南

平地区連合でございます。それが日野東部、日野西部の多摩川のクリーン作戦のもとになった

わけでございます。

以上のような形態で、総連の役員初め各地区連の役員及び、またその当時の単位自治会長、

これは非常に責任を持って行動しないことには、一般の会員からすぐその責任を関われるとい

うのが当時の現状でしたし、また、その当時は単位自治会長を 2年ないし 3年という形で続け

てくるという自治会も、結構ございました。
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しかし、総連という大きな目標を失った地区連合会、さらには単位自治会の活動は、それを

契機にして自に見えて衰えてまいりました。会長を初め役員は 1年で交代してしまうと。ひど

いところは半年で交代するというような状態になってきました。中には、抽選で出すというふ

うなところもございます。それで、なるべく任期中は無難で過ごしたいというふうな状態でご

ざいます。

そういう中で、一般の市民の自治意識ですか、これも年々歳々低下してきています。こうい

う形は、言わば行政にとっては、その指導者である市長を初め、市の組合等は願つでもない姿

だと思います。

というのは、一番うるさい、一番やかましい、しかも向こう気の強さを持つ大きな団体の組

織がなくなったんです。これで、補助金を切った所期の目的は達成されたわけです。しかし、そ

の後、自治会の数は 245という ふうにふえております。やはり市民の中には、自治会という

ものの必要性を無言の中に感じているからだと思います。今、市が各自治会に出している補助

金は、当時の 120円から、現在は 250円になっております。しかし、行政と自治会、とのか

かわり合いは、果たして補助金の増額という関係だけなんでしょうか。確かに自治会は自主的

な団体で、行政が介入すべきものではないと思います。また、云々することでもないと思いま

す。

しかし、行政と自治会という関係は、ただ単にそれだけで済まされ関係にはないと思t'ます。

市内には、行政に伴う団体、また業界の団体、また、あらゆるボランティアの団体等、いろい

ろな団体が数限りなくあります。それらは、その市内の点の団体であり、または線の団体であ

ります。これが面に広がっていくという団体は、数少ないと思います。自治会は、言わば市町

村の数少ない面の団体だと思います。 そして、この団体は右にも左にも偏ることはできません。

また、物事の判断に当たっては、是々非々でいくよりほか動きょうがないということでござい

ます。

それで、自治会の中で一番問題点となるのは、やはり行政に対するかかわり合いです。市長

は自治学園の中では、自治会は住民の物の考え方、決め方としては一番民主的な形で優れてい

る。大事にしたい、と言っておられます。本当にそういうふうに考えていられるんでしたら、

私はあえてこんな質問はいたしません。一方では自治学園を開設されているにもかかわらず、

年々歳々、先ほども申し上げたとおり市民の自治意識とその連帯感、これは低下しております。
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これは一般論としても指摘されております。

ごみの問題、交通の問題、福祉教育の問題、都市基盤整備の問題、いずれにしても行政とし

ては住民または 自治会と話 し合いと協力は避けて通れないことであると思います。これを避け

ようとすれば、さ きのごみ収集の反対、また高幡の区画整理の反対、また、パス路線の試案の

反対という姿になって出てまいります。とすれば、自治会は自主的な集まりであるからと、き

れいごとでは済まされないと思います。

3月の末の議会でしたか、一ノ瀬議員からやはり自治会に対して徴に入り細に入り 、いろい

ろ質問がございましたが、市長の答えは、自主的な団体なので、 任意団体なので、補助で条件

整備等側面的な支援をしたいと。また、頼りがいのある組織として敬意を表するし、また参加

と連帯の単位である。公平な基礎的サービスを、と答えられておりますが、官頭にも申し上げ

たとおり、行政としてはなるべく自治会は避けて通りたいと。ましてその連合会においてや、

その点はっきりしています。

昭和 50年までは総連合会の役員、これはまた各地区連合会の役員の氏名、住民は総務部の

庶務課に毎年届けておりました。たしかその当時の課長は、今の教育次長の小山さんだと思い

ます。

5 1年度以降はどう かと申しますと、一応今までの習慣に従って届け出をいたしました。と

ころが、連合会は市には関係ないということで、窓口であっさり切られてしまいました。

こういう私の見方が非常にひねくれているというふうにお感じでしたら、それは、解散以降

1 0年間まま子扱いにされてきた、あるいは私のひがみかもしれません。

今までいろいろ申し述べてきましたが、自治会の方としても中途半端な、非常に困ることが

多いので、四、五点、直接関係してくる現場の関係の各部の率直な御意見をお伺いしたいと思

います。また、その必要性も伺いたいと思います。

まず第 1として、日野は、御存じのように公共下水道が大変おくれております。これは再三

議会でも指摘されておりますけれど、その上下水道を完備するまでには、これから先長い歳月

と莫大な資金を必要とします。場所によっては、それこそ道路の整備から始めなければなりま

せん。また、公共だからといって、狭いとこ ろ、交通の激しいところを整備する場合、やはり

その地域の自治会なり、住民なりの生活の確保と、また関係住民との話し合い、また協力、こ

れが得られなければどうにもなりません。
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こういう場合、音と 多少違ってきているのは、音は概 とういう 場合の説明は、これは先ほ

ど申し上げましたとおり 、自治総連なり地区連合なりというところへ、まず流されてまいりま

した。また、単位自治会なら単位自治会へ流されてまいりました。また、単位自治会なら単位

自治会へ流されてまいりました。しかし、最近の傾向としては、どうもそれはなるべく避けて

いこうということで、 関係者だけ、 直接行政がかかわっていくというふうな感じに受け取れま

す。

最近の家庭の雑廃水は、そのまんま浅川、多摩川の方へ流れていってしまいます。これを防

止するために、きのうも古谷議員の方から指摘されましたけれど、清流フィノレタ ーが各家庭に

配られております。 しかし きのうの答えでもわかるとおり、たった18個というような状態

で、ほとんど利用されてないということでございます。

家庭から出ますごみというものは、結局今の家庭なり 、風目場なりは、非常に容器が整備さ

れておりますので、自に見えるごみはほとんどそこで回収できるという形になっております。

しかし一番問題なのは、やはり水質の汚染というのは見た目のごみでなくて、その中に含まれ

ている各家庭から流れる洗剤だとか、大小の企業から流れる排水、こういったものの目に見え

ない水質、これが一番問題になるんじゃなし可かと思います。

そう いう場合に、これをどう改善したらよろしし 1かということになりますと、流域下水道な

り公共下水道が完備するのは、まだまだ大分先のことでございますo その問、それではどうし

たらよろしl'¥かということになれば、やはり各家庭の協力を求めて、少しでも水を汚さないよ

うにということになってくると思います。こういった場合にも、やはり広報で回すという形だ

けではだめだと思うんです。

一般家庭の奥さん方というものは、また御主人においてはなおさらです。要するに広報もほ

とんど見てない方がかなりあるというふうな現状で、やはり一番よろしいのは 1戸1戸配布す

るとか、また各自治会を通して回覧なりで回すという形が一番よろしいんじゃなし、かと思いま

す。こういった点で、担当の部はどうお考えか、また自治会との関連も伺いたいと思います。

以下、同様なことを伺っていきます。

次に、先ほどもちょっと申し上げましたごみ関係でございますけれども、これは行政だけの

悩みではなくて、自治会自体も非常にこれは悩んでいることでございます。ですから、これを

確決する策というものは、これという決まったものはございません。どこの自治体でも悩んで

- 267-



いることでございます。そういったことで、各家庭より出されるごみ、とにかくこのごみの量

をなるべく少なくすると。そして、どう選別させて出させるかということになってくると思い

ます。

また、収集方法の変更、そしてそれらの周知徹底、これは、やはり先ほど広報等の方法で知

らされますが、 この広報も、先ほ ど申し上げたとおり 見ていない方が大分多いという中で、や

はり この周知徹底は、各単位自治会を通して徹底してもらうということが一番重要だと思いま

す。また、各単位自治会も一番手を焼いているのは、ごみの出し方です。団地や、 または造成

地のように整備されたと ころはまだよろしいんですけれど、未整備の在来の地域、そこでは置

き場所の決め方から決めてし 1かなければなりません。

要するに通りがかりに投げ捨てていったり 、組大ごみ置き場がなくなってしまったので、引

っ越しの荷物その他を危険物ないしは生ごみのそばに投げ捨てて越していってしまわれるとい

うふうなことで、この後始末と文句はすべて自治会の方へ来ますo 市長は、こ れまで自治体の

仕事であり、市民には考えて出すようにお願いしますというふうに言っておられますが、まさ

に「言うは易く行うは難し」ということでございます。

また、ダストボックスの置き場一つ決めるにしましても、結局各家庭は自分の家の前へは置

きたくない、といって、余り遠くでは困るということでございます。また、そんな理想的な場

所があるわけがありませんo

また、先だっても話題に出ましたけれど、清掃モニターの地域的な偏重が云々されてまいり

ました。これらも要するにただ単に漠然と広報ですのではなくて、各自治会から選出してもら

った方が、地域的に平均にいくのではな~¥かと思います。

また、ここで一つの問題が起きてくるのは、自治会に無加入の世帯です。この世帯の方々も

ダストボックスは使用してはいけないということはできませんo ところが、えてして問題にな

りますのは、使用するだけは使用するけれど、未加入の方は後始末の清掃をしないで逃げてし

まうということで、往々にして問題になってきます。そういったことで、清掃関係の自治会に

対する御意見も伺いたいと思います。また、必要性も伺いたいと思います。

また、先ほど黒川議員の方からお話がございましたとおり、非常に近年東海大地震等の広域

災害が叫ばれ出しております。日野でも 6カ年計画を立てて、これは非常にりっぱな言髄だと

思います。短期間のうちに、よくこれだけの計画を立てられたというふうに思っておりますけ
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れど、恐ろ しいのは地震の最中です、それから直後にかけて。これは幾ら連絡しようとどうし

ようと、一瞬、とにかくその地域その地域、日野市全体がパニック状態になることは明らかだ

と思います。

ところが、 事ここに至りますと、さ きの 6カ年計画の中に も、瞬間の連絡系統は確立されて

いますけれど、また先ほども ございました避難場所は、それぞれあります。しかし、そこへた

どり つくまでが大変です。 いろんな障害物がございます二またその地域地域には老人もいれば子

供もいるし、また臥床老人の方もいらっしゃるし、また身障者の方もいらっしゃいます。そう

いった人をどうするかということになりますと、今のところ何の手も打ってございません。や

はりその地域その地域は、各自がそれぞれで、最初の時点では結束して救う以外にないと思い

ます。

こういうふうに、広域に一遍に災害が起きた場合、当然、救急車も消防車も、恐らく道路も壊

れますで しょ うし、何の役もしないと思います。そういった場合、やはり最小自治会単位ぐら

いにして、単位単位のその中に、要するに日常からどうすればよろしいか、という システムを

確立しておく必要があると思います。

また、前にも申し上げましたけれど、自治消防に対しても非常に人員の確保、また、その運

営、また訓練、そういったことに対しては、非常に地域の自治会とかかわりは持っているし、

また、 持って~¥かなければならないということでございます。

また、交通関係にしても、日野は非常に道路整備がおくれております。市役所を中心として、

市民会館、また、その他もろもろのいろいろな施設が次々とできていますけれど、結局そこに

行く足がありません。その足がないということは、結局道路の不備が最大の原因で、これの整

備が非常におくれているということでございます。

また、道路整備がおくれていれば、これから始まる下水道の整備にも、当然これは絡んでま

いります。まず、下水道を整備するのには道路から整備しなければならないというふうなのが、

今の日野の現実でございます。こういった意味でも、これらを行うについて、これから行政と

地域住民とのかかわり合いが非常に強くなってくると思われます。

また福祉に しましでも、あるいは地域ないしは自治会とは関係ないというふうにお考えかも

しれませんけれど、福祉行政のあり方が、後でも申し上げますけれど、要するに行政主導型、

施設主導型というふうな福祉から、地域福祉、在宅福祉というふうな形に変わってきております。
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しかし、これは方向を転換するのは簡単なんですけれど、いざ実際にそれを行うということ

になると、まずその地域の人々に理解と協力を得ないことには、決してよりよい地域福祉の発

展はないと思います。地域福祉の個々の対象者になること、これは非常に、プライベートなこ

ともつながってきますと、難しいと思いますけれども、やはり一般論としてその地域の人々の

理解と協力を仰ぐということになってきますと、やはり自治会なりを通して普段からそういっ

た点の啓蒙をしていただくということで、やはり行政と自治会というものが一体になってし 1か

ないと、なかなかよい福祉はできないと思います。

ということは、私自身も過去において民生委員をやったことがございます。そのときに、一

番民生委員に新しくなられた方が困るということは、その地域の様子が全然わからないという

ことです。 要するに、わからないままでは十分な活動はできません。結局、そういった場合に、

一番その地域の実情を知っていられるというのが、把握しているのが自治会だろうと思います。

民生委員に限らず、その他もろもろのボランティア、こういったものの人を選ぶ場合、やはり

特定の人が選んだり、また行政の上の方から、これがいいだろう、あれがいいだろうというよ

うな無責任な選び方をしますと、どうしても後々問題が起きてまいります。

民生委員に五つばかりの特性があるんですけれど、その中に、民生委員の地域性とアンテナ

役という、一つの役割りがあります。 しかし、この地域性アンテナ役という、これを果たすの

にも、やはり地域の実情をよく知っていなければなりません。地域の実情を早くつかむという

ことは、やはり自治会と連携そとって、それでっかんでいくということが一番早いのではない

かと思います。

そういうことで、福祉の方のお答えそいただきたいと思いますけれど、もう少し民生委員の

ことで触れさせていただきますけれど、民生委員には、今、全国で 16万人余の民生委員がご

ざいます。また、東京都においては八千有余人、日野市では、昨年の末でしたか、 20名ほど

増員して、今 100ちょっとになっていると思います。これらの民生委員は、同時に児童委員

を兼ねているんです。

しかし、少なくとも私が入っていました 9年間の民生委員は、要するに児童委員としての活

動、これには非常にとまどいを見せておりました。それで、こ の9年間を振り返ってみて、果

たして児童委員として動いたのかなというふうに思ったのは、たった 1度だけです。東西南北

の地域がございますけれど、その地域の中学校の校外指導の先生と話し合いをしたということ
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でございます。なぜその会合を持ったかといいますと、結局それは動き方がわからな t¥から、

何とかその辺から打開していこうじゃないか、ということで持ったわけでございますけれど、

結局それもそのままに終わってしまいました。

当時、私、 もう民生委員をやっておりましたけれど、そのときに、たまたま 4年に 1度行わ

れる全国大会がございました。 このときに私も参加させていただきましたけれど、たまたまそ

こにいらっしゃるたしか清掃部長の大貫さんが事務所長のときだったと思います。私自身は、

都下から 1人出てくれということで行ったんですけれど、たまたま日野地区の民生委員の研修

旅行がございましたので、行きたくなかったんですけれど、今度日野へ回ってくるときはない

ということで、どうしても行けということで、半分は物見遊山で出かけたんですけれど、着く

と同時に閉じ込められて、それで丸 3日間本当によく絞られて帰ってきた経験がございます。

そのときに、全国から集まった方々の皆さんがおっしゃるのには、やはり児童委員としてどう

して動いたらよろしいのか、このとまどいでした。

ですから、やはり民生委員の方が児童委員として動く場合にも、また民生委員自体として動

く場合にも、やはり地域のことは知っていないと、どうにもなりません。それがまず先決だと

思います。こういったあれで、福祉の立場からもお願いします。

また、この議場でもう何回も過去において取り上げられてきました、今、問題になっており

ます青少年の非行化、その低年齢化です。これはやはりその原因はというと、いろいろ取りざ

たされております。家庭教育が悪い、学校が悪い、また社会が悪いと、いろいろ原因はあるで

しょう。しかし、いずれにしましても地域社会との関連は否定できません。また、地域社会と

してもこの問題に関しては、決して無縁の存在であってはならないと思います。地域社会も、

言わば青少年の非行化の一つのかぎを握っているわけでございます。

ただ、これをマスコ ミが取り上げた場合には、どうしても学校が矢面にされますが、マスコ

ミは学校学校ばかりを騒ぐので、とかく すると地域社会や家庭の影が薄れているというのが現

状でございます。しかし、これは決して学校だけで解決できるものではなくて、学校、家庭、

社会、地域、こういった横の連携から考えていかなければならないと思います。

しかし、現在の親または家庭の地域社会への所属感、これは非常に薄らいできております。

隣近所、ないしは自治会の会合へはほとんど無関心であるというような状態でございます。

一つの例発挙げれば、万引きが最近非常に低年齢化して、現在は幼稚園児まで及んでいると
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いうことでございます。これも、学校のみの、また家庭のみの責任ではないと思います。要す

るに地域社会にもその責任の一端はあると思います。特に不特定多数の人々が出入りする店舗、

その庖その庖だけで防止の目を配るということはまた非常に難しく、また、庖の経営の面から

も、万引きをしたからといって一々それを捕まえるという ことは、非常に難しいという場合が

多いようです。日野でも、前に青少協がその点を調査したことがあるようでございますけれど、

やはりその点を指摘しております。

現在は、非常に共稼ぎの家庭がふえている現状でござt¥ます。いわゆる「かぎっ子」という

ことでございますけれど、音はかぎっ子でございましたけれど、最近の傾向としては、要する

に「かぎありつ子」ということで、それぞれかぎを持ちながら、勝手に自分の友達のと ころへ

行って、そこで自分のかぎをあけて友達を呼んで、そこで集まると。それでおもしろくなt¥か

ら、デパートかス ーパーかどこかへ遊び、に行こうというふうな傾向がふえてきているというこ

とでございます。

一々そのときにかぎっ子になった家庭の子供を、その両親が教育するということはできませ

ん。それは、その両親が共稼ぎで不在ということでございますので。その場合、やはり地域の

人々が周りから目を配ってやると。また、自治会なり、子供会なり、学校、こういった関係が

お互いに協力し合って努力すべきであろうというふうに思います。

また、非行化の発見ということについても、隣りの人がそれを見聞きしたと。しかし、どう

しても隣りの人同士で言い合ったり、また話し合ったりするということになりますと、そこに

感情的なトラフツレが生じてまいります。ですから、こういう場合には必ず自治会の方へ問題が

持ち込まれてきて、その家庭へなり、また学校なりへ自治会という機関を通して言ってほしい

というふうなこともございます。そのような観点から、教育委員会の方の御意見も伺いたいと

思います。

以上申し上げました。これに対する関係部局の御答弁をお願いしたいと思います。

0議長(高橋通夫君) 高橋徳次君の質問についての答弁を求めます。生活環境部長。

O生活環境部長(坂本金雄君) 複数の部長からの答弁でございますが、まず自治会

を主管しております生活環境部からお答えをさせていただきたいと思います。

自治会は、御承知のとおり地縁的なコミュニティーの組織であろうと思います。その地域の

生活環境をよくするための民主的な団体でございまして、自主的、自発的、そしてさらには自

立をした団体であると。

総連合、連合会、単位自治会のお話もございましたが、そういう縦の系列で考えますと、な

にか役所から物を引き受ける下請的な機関、あるいは下請的な団体のようなにおいも、 多少に

おってまいります。

そういう意味で、現在、市は単位自治会を市と対等の立場で、それぞれ市、自治会の責任分

担、役割りというものを十分尊重しながら自治会と接触そしてまいっております。

御質問の中の防災に例をとりますと、市では昨年、地域防災計画をっくりまして、現在その

印刷中でございます。それで、地域防災につきましでも市の受け持つべき役割り、あるいは自

治会の受け持つべき役割りというのは、おのずとでき上がってまいるわけでございまして、市

民の安全の確保のための避難場所の確保、食糧計画、あるいは飲料水の確保、そういったこと

につきましては、市の行政が全力を上げて取り組まなければならない問題でございますが、地

域地域の防災につきましては、自治会を単位といたしました地域防災訓練などで御活躍を願い

たい、このように考えているわけでございます。

役割り分担につきましても、側溝の清掃なども、側溝の清掃は自治会でやっていただく、出

た砂や泥については市が片づける。よく引き合いに出される例でございますが、そういった役

割りの分担をそれぞれが責任を持ってやり遂げる、こういう関係が市と自治会の関係であろう

と思います。

そのために、現在地域に設置しております消火器の取りつけでございますが、今までは行政

側の一方的な計画に基づきまして各地域地域に消火器を取りつけておりましたけれども、ただ

いま御質問の中にもございましたように、地域を最も適切に把握しているのは自治会である、

こういう御質問がございました。そのとおりだと思いまして、最近はその取り付けの場所、位

置申請につきましては、自治会にお願いをしているところでございます。

さらに、消火器の取り扱いの訓練でございますとか、そういうことにつきましても自治会単

位、あるいは二、三の自治会が連合してやっていただしそういう方向で御協力をお願いして

いるわけでございます。

さらに、地域の常備消防としまして、消防団の存在というのは非常に大きいものがございま

す。この消防団の団員さんの新旧の交代につきまして、なかなか新しい方が見つからない、そ

ういう場合にはやはり自治会にお願いをいたしまして、適当な団員の推選をいただく、そのよ
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うなこと もいたしております。

以上、防災関係につきましてお答えをさせていただきました。

O議長 (高橋通夫君) 都市整備部長。

0都市整備部長(結城邦夫君) それでは、私の方から下水道整備と道路整備に関連

いたしまして、自治会とのかかわり合いにつきましての御質問につきまして、お答え申し上げ

ます。

まず、下水道整備でございますけれども、下水道整備につきま しては、まず、処理場関係が

大きくございます。この処理場関係につきましては、計画当時から周辺自治会の方々と、いろ

いろお話し合いをしてきたわけでございます。自治会は、当時は 7自治会あったわけでござい

ますが、 7自治会の各会長さん、あるいは役員の方を初めとして、さらに一般の自治会の方々

にもお集まりいただいて、ごみ処理場問題をどうするかと いうことについてのお話し合い、説

明会等も持たせていただいたわけでございます。

現在では、処理場の周辺の環境整備ということで、周辺の 5地区自治会の役員の方々に、ま

ずお集まりいただきまして、懇談会と いうことで、各3回ほど懇談会を持ったわけでございま

す。処理場の周辺を整備するに当たっての、どのような手法でどういう組織でやっていったら

いいかという 、考え方についての懇談与を行ってきていると。現在では、処理場周辺の環境整備

連絡協議会というものが、正式に発足をいたしたわけでございます。 5自治会の中から 2名の

役員の方をそれぞれ選出していただきまして、この方々が母体となりまして、市が加わり 、あ

るいは都の方も入ります中で、処理場周辺の整備を行っていこうということで、これも発足を

したわけでございます。

それと、今度は管渠の点でございますが、管の埋設に当たりましては、個々のお宅のすぐ近

くまで工事が実施されると いうことで、小さな街路、あるいは私道の中にも工事が施行されて

いく わけでございます。そう いう中でいろいろな問題が発生いたします関係上、事前の自治会

に対しての全体の説明会。それと、それが終わりますと具体的な工事に入っていくわけでござ

いますが、工事施行の前の工事説明会というものを自治会単位、あるいは直接工事を行います

地域の住民の方々に、自治会を通してお願いをして、説明会等も行っていくわけでございます。

やはり自治会とこれらの下水道整備のためのいろいろな工事というのは、密接な関係がある

わけでございますので、その辺、事前によく認識をいただいておかないと、工事施行の途上に
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おきまして、いろいろな トラ ブノレが起きてまいりますので、 トラプノレが起こらないように事前

によ く説明会等を持ちま して、事業の内容についての御認識をいただいているわけでございま

す。

また、道路事業につきましても、道路の施行される事前に地域の自治会にお話そいたしまし

て、工事の内容等につきまして御説明そし、御理解そ得るように、これまでも実施そ行って き

たわけでございます。 1・3・2号線の中央線の架橋のときから、その前後の道路整備におき

ましても、地域の住民の方々 、特に自治会長さんを通じてそう いった会合も持たせていただい

たわけでございます。

あるいは、これから整備発していきます。 1 ・3 ・1号、ある L可は 2 ・2 ・5号線、これら

の工事につきましても、地域の自治会の方にまずお話号して、関係者にお集まりをいただくと

いうふうな手法づ?とっているわけでございます。このように、自治会とのかかわり合いは、私

どもは事前に十分行っている、また今後もこれなしにはなかなか施行が難しいというふうに考

えておりますので、今後もそのように位置づけていきたいというふうに考えておるわけでござ

います。

以上でございます。

。議長 (高橋通夫君 ) 清帰部長。

0清掃部長 (大貫松雄君 ) 廃棄物問題に関して、自治会との話し合いの協力の必要性

はという御質問にお答えいたします。

環境保全上、特に清掃行政、その中でごみに関しては地域のかかわり合いが大切であります。

先ほど御指摘のように、集積所の新設、それから移設についても苦慮しております。

したがいまして、地域自治会との連携を密にして、確決を現在しているところです。今後も

そう いうふうな姿勢で行っていきたいと思います。

以上でございます。

0議長(高橋通夫君) 教育次長。

0教育次長(小山哲夫君) 御質問の第 4点目の、青少年の非行化防止と教育委員会、

ある いは自 治会とのかかわりに対しましての、御質問に対しましてのお答えをさせていただき

ます。

御指摘にもございましたとおり、最近いわゆる家庭内暴力、あるいは校内におきます少年の
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非行化、こういった問題が毎日のように新聞、 ある いはテレピ等で報道されま して、今や少年

の非行の問題という ものが社会の重要な問題ということで取り上げていることは、先刻御指摘

のとおりでございます。

これらの少年非行化の問題につきましての防止対策といたしまして、ここ数年来、文部大臣

を初め教育行政に携わる者たちが異口同音して申し上げているこ とは、先ほども御指摘がござ

いましたとおり、家庭、そうして学校、そうして地域社会、この三者が一体化したことによっ

て初めて所期の目的を達成する であろうと いうふうに言い続けてまいり ました。

しかし、現実問題といたしましての流れといたしまじて、 家庭の持つ機能、あるいは学校の

持つ教育機能、そうしてまた地域社会の持つ機能、こ ういったものが必ずしも一体化 していな

L '0むしろ孤立化し、あるいはばらばらになっているという流れがあることも事実でございま

また、自治会主催によりますいろんな、ラジオ体操であるとか、あるいは自治会主催により

ます運動会であるとか、あるいはレクリ ェーションであるとか、こういったところにも子供た

ちも参加L、たしまして、体躯の向上とあわせまして、子供たちの親陸、あるいはレクリェーシ

ョン等を通しましてのお互いの連携を密にする、こういった意味におきましての効果もあるこ

とを認識しております。

そういった意味におきまして、われわれといたしましては、これは一部の自治会との協力の

一端を披涯したにすぎませんけれども、いろいろと 自治会におきますところの協力を得ており

ますので、今後、教育委員会といた しましては、さ らに自治会との連携を密にしながら、お互

いに補完し合いながら、子供たちの非行化防止に努めてまいりたいというふうに考えていると

ころでございます。

す。 以上でございます。

そういった中におきまして、私ども教育委員会といたしま しては、特に地域社会とのつなが

りというものを深めていく、いわゆる コミュニティ を深め、連携を深めた中で少年の非行化防

止に努めていきたいということが、教育委員会の基本目標になっております。

特に教育委員会といたしましては、いわゆる地域に根差した教育、地域に開かれた教育、こ

ういったことを標携してきている、また、それに対しま して努力をしてきているところでござ

0議長 (高橋通夫君 ) 福祉部長。

0福祉部長(高野 隆君) それでは、御質問の地域と福祉との関係についてどうかと

いうことでございますけれども、先ほど御指摘のとおり、現在私どもが福祉を進めていく際に

重要な問題は、やはり在宅福祉なり 、あるいは地域福祉なりの方向での福祉の充実そどう図っ

ていくかということでございます。

特に自治会とのかかわりにつきましては、御質問のございましたとおり、核家族化の問題、

あるいは共働き等の関係がございまして、家庭機能、教育機能が非常に低下しているという中

におきましての、私は自治会等の果たす役割りは大変大きなものがあるというふうに理解をし

ていますし、現実において認めております。

特に、先ほども御指摘がございましたとおり、地域自治会と学校教職員との話し合いの中で

の、学校におきますところの非行状態というものをやはり地域の住民にお伝えすると同時に、

地域の皆様方に、特に自治会等にお願いいたしまして、これらの問題につきましての協力を得

るという問題、先ほども万引き等の問題が出ましたけれども、こういった万引き等の問題につ

きましても、学校ではいろいろと指導していますけれども、なかなか地域に行った場合には、

学校の教育は目が届きませんo そういった意味におきましての自治会等の協力を得ているとこ

現在、日野市におきましては、 10 1名の民生委員がそれぞれ厚生大臣から委嘱されて、無

償の行為をいろいろ展開してくださっていると。また、 日野市長からは社会福祉員として、こ

れは有償でございますけれども、福祉の仕事を担って地域の先端に立って活動されているとい

L'ます。

うことでございます。

日ごろから、私どもは民生委員の席上でも、地域との結合を十分に図ってやってほしいとい

うお願いもしておりますし、また、事実民生委員の方々は地域の自治会との関係をできるだけ

密にとりながら、地域福祉の充実のために頑張っておられるというように理解しておりますの

で、ますますこの方向についても進めていきたいというぐあいに考えております。

また、日社協におきましても、最近社会福祉協力員制度の充実という方向で、地域との連携

を目指した活動を進めるということで、特に自治会との関係そ一層深く、密にしながら地域福

祉の充実を図っていきたいという方向に頑張っているということでございます。

ろでございますo また、ポランティア協会に登録されているポランティアの方々も 60名ないし 80名の方々
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が日ごろから活動されておられる。この方々の活性化というものも、やはり友愛訪問等での活

動も地域の自治会との関係を抜きにしては成り立たないわけでございますので、地域との協力

を密にしながら、それぞれのニーズを持っておられる方々への福祉の提供ということで進めて

いさたい、というぐあいに考えておるところでございます。

高橋徳次君。0議長 (高橋通夫君)

09番(高橋徳次君) どうもありがとうございました。

それでは、この自治会ないし連合会というものに対する市長の見解は、昨年伺っております

ので、具体的に伺いたいと思うんですけれど。

いずれにしましでも、 5 1年の当初予算から、先ほども申し上げましたと おり、自治会以外

の自治会関係の補助金は全部カットされてございます。何でそ うカットしなければならなかっ

たのかということでございます。

それと同時に、いろいろの団体、この議会を初め市の職員、または民生委員にしましでもそ

うですけれど、またその他もろもろの団体に研修会ないし研修旅行というふうなものがござい

ますのに、 1年間無報酬で働いている自治会長に対する研修費を、なぜ切ってしまわれたのか

ということでございます。

というのは、当時の金額にしまして、当時約 20 0自治会ございましたけれど、 20 0人に

対する研修費は 180万でした。 1人七、八千円というところですか。なぜ無料で 1年間いろ

いろ住民問題と取り組んできていながら、 1年間苦労している、年に 1度の親睦を兼ねた研修、

これを切らなきゃならなかったのかということ、これに対しては私は今でも疑問を持っている

んですけれど、ちなみに、これはもうどこの地区へ行きましても、やはり自治会ないし町会が

ある以上は、連合会なり総連なりというものがございます。

隣りの八王子を例にとってみましても、やはり 25の連合会、その上に総連合会というのが

ございます。これに対して、総連合ないし地区連合に対してそれぞれ補助金が出ておりますし、

また、年に 1度の研修会、これは 1泊ですけれど、 5台ないし 6台の車で出かけていられると。

また、総連合の役員を主体として、また市の理事者との話し合いが年に 1回ずつ行われている

と。そのほかに地区連合を主体として、市との話し合いを年 2回行うと。また、市の方の表彰

にしましても、総連合会長名と市長名で表彰を行っているということで、この場合の研修には

市の職員も同行させたいという申し入れがあるようなんですけれど、これに対しては総連の方
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でお断りしているというふうなことが、八王子市の場合の実情のようでございます。

また、隣りの昭島市にしましても、 18連合会あって 92自治会があると。もちろん世帯割

りの補助金は両市とも出ておりますし、また連合会に対して昭島市の場合も 65万ばかりの補

助金を出しているという中で、やはり昭島市でも総連を中心として各自治会長さんの 1泊の研

修旅行を実施していると。そのほかに、今度は日帰りの研修を 1回実施しているということで

ございます。このときには、昭島の場合は、この研修には市の事務局も同伴していくというふ

うな形づ?とっております。

ところが 51年度からは、何が気に入らなかったかわからないけれど、いずれにしても、ま

あ私は知っていますけれどね、その裏は。( I言っちゃった方がいいよ」と呼ぶ者あり)

L、ずれにしても、とにかく 1年間苦労されている自治会長の研修旅行費、それも 200人に

対する 180万、これまでどうして切ってしまわれたのか、そういった点、とにかく市長の考

え方を伺いたいと思います。

0議長(高橋通夫君) 市長。

0市長(森田喜美男君) ただいま高橋議員さんが、多年にわたって自治会長をされた

経験と、それからその観点に立って行政とのかかわり合いをもっと強化すべきではないか、こ

ういう意味の趣旨を込めた質問だったと思います。

そうして、言われることは私もかなりよくわかるんですが、どちらかといいますと、農村型、

都市型という言葉は必ずしも好ましい表現ではないと思いますが、有力者を中心とする地域共

同体、これがかつて非常に機能をして、いい地域社会が安定をした形で行われた時代が、ずっ

と長かったわけであります。

そういう意味で、信望のある方、財産もあり、また能力もあるというふうな方が地域地域に

おられて、とにかく部落共同体という安定が保たれた、そのよさというものは、一面、大切な

ことであったと思います。

私もちょっと今、お話を聞いて、認識にかなり差があるし、ちょっと理解にも差があるよう

に感じたんですが、たとえば過去に自治会連合会があった、それを解散させたとおっしゃいま

す。解散させたというようなことは、私はあり得ないと、このように思っております。( I食

糧を絶ったということだな」と呼ぶ者あり)

よく言われますのは そういう有力者の4 中心となられる地域地域のいわゆる自治組織、こ
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れを行政はうまく使うといいますか、そういう協力を願うことが一番行政としてやりいいし、

よく徹底する有効法ではないか、こういう御意見も、私も大いに理由は理解できるわけであり

ます。

たとえば、運動会を 13の地域連合会の会長さんに過去は委託をするという形で地域運動会

が実施されたと。それを、逆に各自治会にそれだけの資金を、つま り世帯割りで差 し上げてい

る、それを持ち寄って、 そう して全部が参加する中で運動会を運営そ して いただくということ

をお願いしたわけでありまして、 全 く自治会連合会、ある いはそれらを絶った とかいうことで

はないわけであります。つまり 、そのお金を持ち寄って実施 していただき たいと。それがやは

り一つ一つの自治会の参加の意識と、それからおのずから連帯の責任が生まれてくる、こ のよ

うに考えるのが私は地方自治の姿ではないか、あるいは自治会を尊重する方法ではないか、こ

のように思っております。

自主的に地域の連合会をつくられる、ある いは市内の自治会が相寄って統ー した連合会をつ

くられる、このことに対して何一つ異論を持つわけでもありません し、これは全く自由にお任

せをするというのが、むしろ行政側のあるべき姿ではな t¥かと、このよう に思います。

今日、日野市も新しい市民をたくさん迎えまして、もとからある善良な地域の自治会にいろ

いろな形で本直して、その中に入れてもらうなり、ある いは新し く団地団地、 あるいは地域地域

で編成するなり、自主的に自治会がつくられて、その数が今 240もある、こういう状況であ

ります。それにまた大小もありますし、当番で執行部を選ばれる形のと ころ、あるいは大変組

織のよくできて、しかも面倒をよ く見られる自治会長さんもおられるという、いろんなタ イフ

があります。

そこで、なぜ 51年に連合会の委託金を切ったかというのは、そう いう切ったということは

全く当たらないわけでありまして、底辺から組織される形に、 しかも単位を上げて支出をする

ようにしたと、このように思っております。

それから、かつて自治会長さんが、連合会があった当時、研修会ということで市外にある程

度の勉強と、ある程度の親陸、あるいは多少の親睦の機会を求めて 1泊で研修旅行をしておら

れたと。これも麗しい姿だというふうに思いますが、市内で今言われておりますごみの問題、

下水の問題、いろいろ市内で勉強していただくことがたくさんありますので、それを切りかえ

たわけでありますが、今日、自治会長さんのみならず、自治会の役員ある いは自治会から御推
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選のある方を数名、どうぞ御参加くださいということで、たとえば清掃部の厚生会館などで昼

食を差し上げる。そして羽村のごみの埋立場、あるいは下水の処理場、あるいは市内の主な施

設、このようなところを見てもらった りしたわけでありますから、私はむ しろ自治会長さんに

は御礼という意味での研修、あるいは親睦という提供ではなくて、やはり市内をよく知ってい

ただくということでの、いわゆる研修という名のと おりの機会にさせていただいた、こ のよう

に御理解をいただきた いと思っております。( r管内出張ってわけだろう。管外のことを言っ

てるんだよo 理事者や議員は管外出張 してきて、 自治会は行けないという理屈はどこにあるの

か、 という ことだろう」と呼ぶ者あり)

自治会長さんに感謝の気持ちを持たないつもりは全 くないわけでありまして、どちらかとい

うと、今高橋さんのお話になる自治会というのは、私は自治会長さん、あるいはご く幹部組織

ということでそれをもっと尊重しなさい。そういう ことは全くだと思いますo 大変また自治会

長さんには御苦労が多いわけでありますが、でき得ベくば、新しい自治会の姿というのは、や

はりきちんとした規約のも とに年々改正をされ、きちんとした執行部、あるいは責任分担をや

っていただく、そう いう役割りを分かち持つということで、むしろ活力といいますか、自治会

の本来の姿が形成されるのではないか、このように考えております。

あわせて青少年の問題でありますとか、あるいはふるさとづくりでありますとか、こういう

ことで新しい地域社会、自治会を形成するために、コ ミュニティ ーという考え方を取り入れま

して、そうして今、主管課を決めて自治会の振興に大いに努力しょう、この状況が今日の自治

会に対します私どもの最大限の成長を期待するといいますか、振興を期待する、そういう考え

方に立っておるものであります。

自治会と いうのは、まさに地域社会に任意ではございましでも、最も権威のある地域の組織

でありますから、これを大切にする。そうしてまた自主的に活動していただくとともに、行政

にも御協力願うと。これが私は理想的な姿、このように考えておりますので、そのあたりに多

少差があるように思いますけれど、より自治会を地域社会で大切に発展をしていただくには、

その方途が適切だと、このように考えておるところでございます。

多少落と しているところもあるかと思いますけれど、それと、話し合いを 2回ゃった、ある

いは表彰状を出しちゃったと言いますか 名を連ねて出した、こういうことも総連合会という

ものが編成されればそう いうことにも成り立つわけでありますけれど、総連合会はこれは自主
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的に今のと ころは解散をされたということでありますから、 今のとこ ろはち ょっとわれわれで

成り立たない、こ う思っています。

自治会長さん方に対する権威は、私は最も高く 評価そし、感謝をしておる ということに全く

変わりはございません。

以上です。

0議長(高橋通夫君)

09番(高橋徳次君)

高橋徳次君。

確かに市長の言われるとおり、どうも私と市長の見解の中には

かみ合わない点、また、見解の相違があるようでございます。

t，ずれにいたしましでも、とにかく先ほどからるる申し上げておりますとおり、要するに自

治会長というのは責任は非常に重t'0そこへもってきて、先ほどまだ十分な説明がいただけな

いんで納得できないんですけれど、いずれにしてもボランティアで活動している方たち、これ

の研修費まで削除することはなかったんじゃなt，かなというふうに思うんです。

それは市長、それにかわってその当時、確かに市内見学を打ち出されました。しかし、 1世

帯その当時で 12 0円という金額の中で、自治会の会計の方へも入れなきゃならな t'0また、

その中から持ち寄って研修費を。また、全然切られてしま った総連合ないし地区連合会の活動

費ないし運営費、これがもう全然なくなってしまったという形の中で、ただ地区連合へ出てい

た金が 80円が 100円になり、そのときには 120円にたしかしたはずです。その 120円

で何もかも賄えというふうに言われましても、それはとても賄えませんし、また、市内見学は

確かにそのときに打ち出されてまいりましたけれども、この市内見学は、強いて言えば、いつ

でも行こうと思えば見られるところでございます。やはり議会初め職員の方も行かれていると

思いますけれど、圏外に出て、ほかの市町村の状態を研修する、それに親睦を兼ねてと、それ

くらいは残しておいていただいた方がよろしいんじゃなt，かと思うんです。切ってしまったも

のですから、またこれから復活していただいても結構だと思います。

t，ずれにいたしましても、とにかく時間もございませんので、一応この辺にさせていただい

て、また機会がありましたら申し述べさせてもらいたいと思います。

そういうことで、私の質問を終わらせていただきます。

0議長(高橋通夫君) これをもって 5の1、自治会と行政のかかわりあいと、行政の

自治会(連合会を含む)の具体的な考え方に関する質問を終わります。
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お諮り いた します。議事の都合により暫時休憩いたしたいと思いますが、これに御異議あり

ませんか。

c r異議なし」と呼ぶ者あり 〕

0議長 (高橋通夫君) 御異議ないものと認めます。よって暫時休憩いたします。

0議長 (高橋通夫君) 休憩前に引き続き会議を開きます。

午前 11時 52分休憩

午後 1時 9分再開

6の1、分譲住宅(マンショ ン)などの私道敷の固定資産税減免についての通告質問者、板

垣正男君の質問を許します。

C 1 2番議員登壇〕

01  2番(板垣正男君) 分譲住宅(マンション)なと、の私道敷の固定資産税減免につ

いて、質問を行いたいと思います。

御承知のように、固定資産税は市税の重要な財源になっているわけでございますが、法律に

よって細かく規定されているわけでございます。その中で、固定資産税が住民の生活の中で、い

ろいろと大きな負担になっているということも、また一面の事実でございまして、それに対す

るさまざまな軽減措置なども溝ぜられてまいっていたわけでございます。

昭和48年から、住宅用地に対する課税標準を、価格の 2分の 1とする課税標準の特例が設

けられました。さらに49年からは、この住宅用地のうち住民の日常生活に最小限必要と認め

られる小規模の住宅用地については、課税標準を価格の 4分の 1とする特例が設けられてまい

りました。これらの特例措置は近年の地価の急激な上昇のもとに、住宅用地については税負担

の増加をできるだけ緩和することが、住宅政策上の見地から必要だという考えに基づくものだ

といわれておるわけであります。

年々、地価が上昇してまいっているわけでありますが、 3年ごとの固定資産税の見直しによ

りまして、税の低下ということはまずあり得ない。上昇の一途をたどって今日まで来ているも

のであります。

そこで、私は、今回開発等によりまして分譲住宅、あるいは宅地開発による宅地の分譲等々、

新しい住宅の建設によります不合理さと申しますか、市道に移管しない私有道路にかかわる課

税の問題で、質問を行っていきたいと思います。
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まず最初の、質問の 1点目でございますが、市税における固定資産税の占める位置と申しま

すか、意義と申しますか、そういうことについての担当者の考えをお伺いしておきたいと思い

ます。

二つ 目は、先ほど申し上げましたように、住宅用地、特に共同住宅団地への固定資産の課税

状況が、日野市の場合どういうふうになっているか。たとえば、住宅用地への課税と小規模住

宅用地への課税割合は、どのくらいの割合になっているか、というようなことがもしわかれば、

それらのことも含めて、ひとつお答えをいただきたいと思います。

以上、 2点質問いたしますので、御答弁そお願いしたいと思います。

0議長 (高橋通夫君) 板垣正雄君の質問についての答弁を求めます。市民部長。

0市民部長(加藤一男君) それでは、ただいまの御質問に対しましてお答えをさせて

いただきたいと思います。

第 1点の御質問は、大変難しい質問でございまして、市税の中で固定資産税の占める意義と

いうような御質問だと思いますけれども、大変難しい御質問でございます。

御承知のように、今、質問者も申されましたように、市の運営の根本は、あくまで税でござ

います。税によりまして市の行政を賄っておると言っても過言ではないと思います。

御承知のように、固定資産税の占める割合は、 59年度で言いますならば、 44億を占めて

ございます。 180億の税の全体予算のうち、 44億、を占めておるのが固定資産税でございま

して、何と言いましても固定資産税は市の中心の税でございます。そのことで重要な固定資産

税であるということは、申し上げるまでもございません。お答えになるかどうかしりませんが、

そういうことそ申し上げておきます。

それから第 2点の問題でございますけれども、共同住宅の課税状況の割合ということでござ

いますが、実は割合の数値は、今、手元に持っておりませんけれども、今、御質問者も申され

ましたように、小宅地の緩和が 48年から 49年にわたりまして実施をされたと いう、質問者

の御発言がございました。まさにそのとおりでございまして、 48年度におきましては、要す

るに床面積の 10倍を限度としての決めがございました。それから 49年には、いわゆる小宅

地といたしまして、 200平方メートル以下の小規模宅地につきましては、 4分の 1の課税と

いうことで、非常に緩和策がとられておるわけでございます。

それで、日野市のいわゆる共同住宅は、今申しました 20 0平方メートノレ以下に、ほとんど
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の団地は該当するんではなt¥かというふうに思っているわけでございます。おおよそ共同住宅

は二百数十戸という方の持ち分でございますので、ほとんどが 200平方メートノレ以下に該当

するかと思います。割合は何%というこ とを申し上げられないで恐縮で ございますけれども、

いういう割合かと承知をいたしております。

0議長 (高橋通夫君) 板垣正男君。

01 2番(板垣正男君) 次に私は、質問の主要点でございます、いわゆるこれらの共

同住宅団地における私道、私有地、これらについての課税の問題を質問を行っていきたいと思

いますが、これはいわゆる団地だけには該当するということではもちろんないわけでございま

して、小規模な宅地開発によ る一つの住宅集団等も含めての考え方を伺っておきたいと思いま

す。

先ほど申し上げましたように、昭和 48年、 49年にかけまして、住宅用地、 そして小規模

住宅用地に対する固定資産税の一定の緩和策がとられてまいりました。しかし、なおかつ地価

の上昇に伴う 3年ごとの見直しによって、年々固定資産税が評価される方向与をたどっているわ

けでありますが、この固定資産税の家庭に占める税負担の割合というのは、大変大きいものが

ございます。今、部長から説明がありましたように、共同住宅団地の場合はほとんど小規模住

宅、いわゆる 20 0平米以下に該当するというものでございますが、なお一定の緩和策がとら

れていつつも、税の負担というものが大変大き t¥0 

そこで、いろいろ検討が加えられておることだと思うわけでありますが、その一つに、私道

路の共有部分、共有部分の私道路、この道路がいわゆる私有となっているものの、現実の利用

状況というのは、共同で利用されているものでもありますし、さらに加えて住宅以外のさまざ

まな日常生活にも利用される道路でもあります。こういう、言わば公衆用に利用されている私

道に対する課税の緩和策というものも、もう一つ突っ込んで検討する必要があるんではないか、

このように考えるわけであります。

そこで部長にお伺いするわけでありますが、私有道路に対する現行の課税、一体どうなって

いるかという点についてお伺いしたいと思います。

0議長(高橋通夫君) 市民部長。

0市民部長(加藤一男君) それでは、ただいまの御質問に対してお答えをさせていた
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だきたいと思います。

私有地の、いわゆる共有地の中に私道がもちろんあるわけですが、その課税の状況はどうか

という御質問でございます。御質問の内容は、そういう部分が非課税にならな l'¥かという意味

も含んでおるかと思い主すけれども、 御承知のように固定資産税の非課税の範囲と言いますも

のは、地方税法に明記されております。地方税法の 348条に細かく 書いてございますけれど

も、それの非課税の範囲にももちろん今御質問のような道路の部分も非課税の部分に含まれて

おりますけれども、その道路におきま しては、いわゆる公道から公道に通ずる私道、 こういう

ものにつきま しては非課税扱いと相な るわけでございますけれども、今、御質問がございまし

たように、一団地のいわゆる袋地的な道路でございます。これは非課税の範囲には含まれませ

ん。

したがいまして、現況いろいろの要素がございます。団地団地によって、それぞれの要素が

ございますけれども、ごく一般論で説明をさせていただきますと、袋 地等につきま しては非課

税の範囲ではない、というふうにお答えをさせていただきます。

0議長(高橋通夫君) 板垣正男君。

o 1 2番(板垣正男君 ) それならば袋地でない道路、私有の道路、公道から公道に通

ずる道路の場合は、どのような認定をされているんですか。

0議長 (高橋通夫君) 市民部長。

0市民部長(加藤一男君 ) ただいまの御質問は、袋地でない、私道であるけれども公

道から公道に通じておるというような場合は、申請に基づきましてその扱いを非課税としてい

る部分があるかと思います。今、詳細な明細を持ち合わせておりませんけれども、そういう要

素もございますけれども、それはおのおの状況によりけりでございます。公道に通じていると

いいましでも、ごく、いわゆる昔の馬入れ的なものもございまし ょうし、いろんな要素がござ

います。現地に教わりまして、その認定を担当の方でいたしておるのが現状でございます。

0議長(高橋通夫君 ) 板垣正男君。

01 2番(板垣正男君) 今、部長が説明いたしましたように、法によって非課税の範

囲が限定されております。確かに明記はされておるのでありますが、この非課税の対象となる

べく項目の一つに、公共の用に供する道路、というものがございますが、公共の用に供する道

路とは、いろいろと解釈のしょうがあるかと思いますが、それは行政実例などによって明確に
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されて もおるようであります。

そこで、一つ私は紹介をしてみたいと思うのでありますが、こういうのがあります。 r特定

の用に供する目的で設けた道路であっても、その道路の現況が一般的な利用について何らの制

約を設けず、開放されている状態であり、かつ当該道路への連絡状況、周囲の土地の状況等か

ら見て、広く不特定多数人の用に供される性格を有するものについては、公共の用に供する道

路に該当する」というものがございます。昭和 26年 9月14日、同じよ うな趣旨のものが昭

和 42年 4月5目、それぞれ出されているものでありますが、昭和 42年 4月5日に出されて

いるものをさらに見て まいりますと、当該私道が袋小路である場合及び当該私道が市の公道か

ら同ーの公道に連絡しているような場合においては、当該私道に遠接する宅地の居住者その他

利用者がきわめて多数に上る等の事情により、その現実の利用の実態は広く不特定多数人の利

用に供されていると認められるものは、公共の用に供されている道路、というふうに見られて

いると思うんです。

それで、そうでないものについては公共に供されている道路とは認めがたいということを述

べているものと思います。ですから、袋小路になっている場合でも、必ずしも該当しないとい

うふう に一律にはなっていないんではないか。

先ほど部長は、現況、個々 の調査を行つての判定なり認定だというふうに言われましたが、

一般的に申し上げましても、行政実例などの内容から見て、特定の人たちの利用だけではなく

て、広く 公共の用に供されると、このように判断されるものであるならば、非課税の対象にも

なるというふうに受けとめられる点もあると思うのであります。

しかし、これは非課税を規定した内容でありますから、これはさらに部長においても検討を

進められるよう、お願い申し上げたいと思います。

さらに私は、非課税の対象になり得ないとしても、私道は実際のその周辺の町づくりの状況

あるいは道路の状況等によりまして、広く多数に利用されるような道路の状況というものはあ

ると思うんです。また、公共の用にも供されるという道路、しかし、何かの事情で市に移管さ

れないという私道道路は市内各地にあるわけでありますが、それらに対する道路そもう一度見

直して、検討してみる必要があるんではないかと思うわけであります。

そういう意味で、私は今回この問題を一般質問に取り上げたわけでありますが、宅地開発の

進んでおります地域、あるし 1は日野市の場合、こうした検討の余地のある道路を各所に存在さ

- 287-



せているんではな t¥かと思うわけであります。これは、共同住宅団地でも同じことが言えるん

ではな t¥かと思うわけであります。

そこで、たとえ非課税にならなかったとしても、それを評価という点でどのように考えるか、

ということもあると思います。宅地として登記されておっても、現況は宅地としては利用され

なt¥0 公の道路と同じように利用されているということでありますと、その評価発どう価額に

決定づけるかということもあるわけでありますから、住民の負担を軽減するという点や、ある

いは土地の評価発正しく現況に合わせて評価する、という点の検討を加えるならば、私は私道、

そして遊び場等に使用されている敷地に対する評価そ、もっと下げることができるんではない

か、このように判断するものであります。

たとえば、こういう考えもあるのでありますが、私道敷等は宅地の形状及びその利用状況か

ら付近宅地の価額に比べ、所有者がその土地を独占的に利用できない等の状況により、相当低

額であることにかんがみ、私道敷等の用に供されている土地について、付近住宅の価額の 2分

の1に相当する価額によって評価することができるものとするという考え方であります。

こういうふうに考えてまいりますと、住宅用地の場合は 2分の 1の評価の価額、小規模の場

合はこれは 4分の 1になるわけでありますが、それに対する 2分の 1の評価額になるという考

えになるわけであります。もちろんこの場合、私道道路といっても、すべての私道路を対象と

するということではもちろんないわけでありましょう。当然、一定の基準を設けるということ

も出てまいるわけでありますが、そういう考えで私道道路、そして敷地に対する評価という点

での考え、この点は t¥かがでしょうか。

0議長(高橋通夫君) 市民部長。

0市民部長(加藤一男君) ただいまの御質問に対してお答えをさせていただきたいと

思います。

私道並びに遊び場等の評価の方法について考慮、の余地はな t¥かという、考慮といいますか、

滅価の方法がなt¥かという御質問でございます。

確かに私道並びにその他の場所におきまして、いわゆる評価の関係でそれを滅価したという

方法が確かにございます。私どもの方の、今、市内の一般的な共有の評価につきましては、そ

れを一括評価をしているのが現状でございます。私道につきましでも、遊び場につきましても

一括評価をいたしまして、ほとんどの団地が先ほど申し上げましたように 20 0平方メートノレ
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以下でございますので、4分のl課税をしているのが現況でございます。

今の御質問は、その減価の方法はもちろんございますけれども、 一団地の中でその部分を、

いわゆる分筆といいましょうか、明確にいたしまして評価する方法があろうかと思います。た

だ、その場合ですと、やはり遊び場等が宅地ではなくて、いわゆる原野というような評価方法

になろうかと思いますんで、必ずしもそれをしたことによっての評価が下がるということは、

期待できません。

しかしながら、そういう方法はないとは言えませんが、私どもの方としては、そう Lづ私道、

あるいは遊び場等の関係は、減価の方法与をもってする方法があるというふうにお答えをさせて

いただきます。その方法があるんでございますけれども、しかし、明確に分筆等をさせていた

だきまして、そうしてその面積を確定した上で、その地目の認定等をいたさないと、明確な、

いわゆるはっきりした評価はできないんじゃないか、そういうふうに考えておるわけでござい

ます。

O議長(高橋通夫君) 板垣正男君。

0 1 2番(板垣正男君) 今、部長の説明されたことは、滅価の方法もあるということ

のようですが、たとえばこれは市税条例第 62条の 2項に定める、滅額補正の関係での方向を

説明されたのかどうか、その点だけを 1点お伺いしておきたいと思うんです。

0議長(高橋通夫君) 市民部長。

0市民部長(加藤一男君) ただいまの 62条の御質問は、固定資産税の免税点の条項

かと思います。私の今説明したのは、この免税点のことを申し上げたわけでございませんで、

いわゆる評価の方法については減価の方法があるというふうに申し上げたわけで、 62条と関

係ございません。

0議長(高橋通夫君) 板垣正男君。

012番(板垣正男君) わかりました。

次に、市長にお伺いしておきたいと思います。私が今申し上げましたように、評価による誠

額の方法というものも、私は検討していいんではなL、かと、このように考えるわけであります

が、市長のお考えをお伺いしておきたいと思います。

0議長(高橋通夫君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 専門的な判断は、これは法規にのっとらなきゃなりませんが、
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近ごろの特定した一団地でありますとか、あるいは相当戸数を持っております 1棟の大きいマ

ンションでありますとか、こういう立場からいきますと、そこに今住んでいる側から言えば、

共益費負担ということについてのいろいろな主張が生まれ得る可能性はある という ふう に思い

ます。

たとえば、今の遊び場のことでありますが、月IJの方法としては、これは不特定多数のために

借地をして、その借地に対しましては固定資産税を免ずるというふうな方法で、実質的には無

税になっておるわけであります。そうなれば、マンションあるいは一団地の遊び場にもそうい

うことが適用されるべきではな~，かと、こういう論議は私は一応成り立つ可能性もある、この

ように思います。

要する に、新しい住居形態と申しますか、マンション、冗談ではあり ますけれど、大きなマ

ンションになると、これは廊下も公道並みに扱えという主張が出ないとも限らなし 1。つまり、

掃除なぞは公費でやれといわれる可能性が、将来生まれないとも限らな~'0まあ、これは冗談

でありますけれど、住んでいる側から言えば、まさに自分の家に入るための公道であると いう

感じがするんではなかろうかと思います。ケース・パイ ・クース ということももちろん重要で

ありますので、今、御質問の趣旨も、あるいは部長がお答えしました趣旨も、硬直化した考え

でということではないようでありますから、そのあたりは他の例も十分しんしゃくをして、検

討をいたしたい、このように思います。

0議長 (高橋通夫君) 板垣正男君。

0 1 2番(板垣正男君) 税の緩和という点で、また現況、課税の場合は現況主義をと

られておるようでありますが、現況を正しく調査するならば、決して特定の人たちの専有物で

はないという私道敷などが、住宅の建設や、あるいは一団地の建設等によってふえてまいって

いるわけであります。そういう点から考えてみますと、純然たる住宅地の評価には当たらない、

もっと下げた評価になるんではないか、このように思うわけであります。

私が先ほど申し上げましたような点なども、すでに他市などで実施させていることなどもご

ざいますo 今、市長は、他の例などもよく調べて云々というふうに言われま した。そうしたと

ころの事例などをよく調査、研究されて、日野市の行政の中にもぜひ生かしていただきたい、

このように思うわけでありますo

らL上をもちましてこの質問を終わります。

-290-

0議長(高橋通夫君) これそもって 6の1、分譲住宅(マンション)などの私道敷の

固定資産税減免に関する質問を終わります。

次に 6の2、道路整備についての通告質問者、板垣正男君の質問を許します。

0 1 2番(板垣正男君) 道路の整備について、質問を行ってまいります。

3月議会でも、共産党市議団竹ノ上議員の、豪雪に関係する質問の中でも、道路の問題は取

り上げられておったのであります。また、その後、担当部問におきましでも、市内の道路の整

備等に力を入れてまいりまして、整備はかなり進んでまいって きているところもございます。

また、 59年度当初予算にも、補修関係、あるいは全面舗装の張りかえ等の予算も計上され

ております。間もなく工事が始まろうというところもあるようでございます。そういうことな

ども踏まえまして、さらに私は急を要する個所が何カ所か見られますので、あえて一般質問に

取り上げ、道路の整備についての力を一段と入れていただきたいと思うわけであります。

たとえば、 多摩平の一丁目、 三丁目、 五丁 目、六丁目、大坂上の四丁目、日野台の二丁目、

五丁目、四丁目の一部、豊田の四丁目、 そして落川の地域等 、々 まだ挙げればきりがない個所

もあるのでありますが、自につくところだけでも今挙げた地域がございます。細かい点などは

後でお話ししたいと思いますが、特にことしの冬以降、急速に道路が傷んできた、こういう印

象を持っているものでございます。

それだけに建設部でも力を入れているとは思うのでありますけれど、付近住民や、あるいは

歩行者、通行者等の危険などもあるわけでありますから、体制をとっていただきまた予算など

も計上して道路の整備を急いでいただきたいと思うわけであります。

今年度の年間計画はすでに聞いておるわけでありますが、その後、特別の対策も立っている

のかどうか、その点も含めて、ひとつ担当部長にお答えいただきたいと思います。

0議長 (高橋通夫君) 建設部長。

。建設部長(中村亮助君) それでは私の方からお答え申し上げます。

確かに御指摘のように、ことし 1月19日の大雪以来、数度にわたる雪が降りまして、特に

関東ローム層で地盤の軟弱な台地に路盤の傷みがあちこちに見られるわけでございます。そう

いう点で、御指摘のございました個所はもちろんでございますけれども、私どもの方も現場作

業員によりまして局部的な補修は逐次行っておりますけれども、局部的な補修では絶えられな

いというふうな場所もございますので、それらについては今年度中に、特に交通に支障がある
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部分は路盤から改修をいたしまして、アスファノレト舗装に改良していきたいというふうに考え

ております。

それで、特に傷みのひどい場所につきましては、昭和 40年前後に初めて舗装されました侵

透式の乳剤舗装という、現在は使われてないよ うな方法で舗装がされておりまして、この当時、

簡易的な舗装であったと いうふうなこと も一つ原因になっておるわけでございます。

そう いう意味で、御指摘の場所特含めま して、今後さらに本年度中に取り組むべきもの、あ

るいはまた、来年度に計画的にやらなければなら ないもの、それらを含めま して、 今、改良が

必要だというふうに思われるものは、ざっと調査をいた しま した結果、約 6，000メートノレほ

どございます。これらを本年度中、あるいは残るものにつきましては来年度中、 重点的に改良

をしていきたいというふうに考えております。

そういう意味で、傷みの場所、 ある いはま た交通の災害が発生しないような、そう し1う関係

も含めまして、路面の舗装につきま しては、以上申 し上げたような段取りで今後対策を立て、

そして補修に当たっていきたいと いうふう に考えております。

0議長 (高橋通夫君 ) 板垣正男君。

0 12番(板垣正男君 ) 補正予算等も考えているんですか、その点は l'かがですかo

O議長 (高橋通夫君 ) 建設部長。

0建設部長(中村亮助君 ) お答えいたします。特に補正予算、今の段階でこれだけ補

正が必要だというふうな数字は、まだ出しておりませんけれども、とりあえず当初予算で計上

させていただきました補修舗装の予算を全面的に使いまして、なお不足する分につきましては

9月以降の補正、時期的には年度内工事ということで考えますと、当然 12月補正が限度でご

ざいますので、 9月ないし 12月の補正という考え方はございますけれども、まだ具体的にど

れだけの補正が必要かという数字は出しておりませんけれども、さっき申し上げましたょっに、

補修を必要とするものは約 6，000でございます。

そのうち、本年度で特に改良が必要だというふうに思われるものがその半分ぐらいございま

すので、既設予算を一応使うと いう形の中で、まず取り組んでみたいと思っております。

0議長(高橋通夫君) 板垣正男君。

012番 (板垣正男君 ) 年間計画については、すでに私たちも説明を受けているわけ

でありますから、これは予定どおり実行していただきたいと思います。
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私が今ここに取り上げた個所は、計画には入っていない個所でございます。それだけに、来

年度以降という場合もあり得るかもしれませんが、あえて補正予算も組んで、急いで整備を行

うかという考えも伺ったわけであります。今のところ、まだ細かい点まで計画を煮詰めてない

ようでありますので、 急いで調査、検討を進めていただき、期待にこたえていただきたいと思

います。

最後に、私は質問を終わるに当た りま して、一言つけ加えておき たいことがございますので、

述べておきたいと思うのであり ますが、きの う古谷太郎議員が一般質問を行い、 2番目の質問

だと思 うのでありますが、 この質問中、私の名前そ 2度にわたって発言いたしました。あたか

も質問内容に関係があるかのような印象を与える発言であったわけでありますけれど、これは

担当者の答弁によって、関係のないものだったという ことがはっきりしたわけでありますけれ

ど、一般的に申し上げま して も、議員の名前を故意に一般質問の内容と結び、つけて発言すると

し1うこと は、直接的な関係がない場合、厳に慎むべきことではな l'かと思うわけであ ります。

これは議会の品位にもかかわる問題でもありますので、私はこの際、あえて申し上げておき

たいと思うのであります。

以上で私の質問を終わりたいと思います。

0議長 (高橋通夫君 ) これ発もって 6の 2、道路整備に関する質問を終わります。

次に 7の1、南部地域の医療体制の今後について問うについての通告質問者、竹ノ上武俊君

の質問について許します。( r議事進行」と呼ぶ者あり)

飯山 茂君。

o 1 5番 (飯山茂君) 今、竹ノ上武俊君と、こう言ってましたけれども、一散質問

の通告書の中をよ くお読みいただいていますか、議長は。ここに、竹ノ上武俊君と書いてあり

ますか。竹ノ内と書いてありますよ。

しかも一般質問者は、きょうは 5日もあるんですよ、これ。どうですか、その辺o 私は、 5

日もたっているんですから、少なくとも ミスプリだというなら事務局が言っていただけたらい

いんじゃなl'かと思うんですが。

0議長 (高橋通夫君 ) 議会事務局長。

0議会事務局長(田倉高光君 ) 大変失礼をいたしました。

昭和 59年度第 2固定例会一般質問通告一覧表の通告議員名のと ころに、ただいま御指摘が

-293-



ございましたとおり 、竹ノ上議員さんの、竹ノ内と、こう いうふう に誤っておりますが、おわ

びして訂正をさせていただきます。竹ノ内議員さんでございます。 よろしく お願いいたします。

( 発言者多数 ) 失礼~ ¥たしました、 竹ノ上議員さんでございます。

0議長 (高橋通夫君 ) 竹ノ上武俊君の質問を許 します。

C 2 2番議員登壇 〕

0 22番(竹ノ上武俊君 ) 南部地域の医療体制の今後について問うと いうことで、一

般質問を行わせていただきます。

ただいま、同僚議員から私のことに関 しまして、一般質問の資料についての訂正をしていた

だきま して、 ありがとう ございました。 (同僚議員 じゃないだろうJと呼ぶ者あり)全部ね。

それほ ど本人は気にしておりませんけれど、今後ひとつ事務局の方で、こういうことがないよ

うにひとつ御注意をいただき たいと思います。

南部地域の医療問題については、今までも さまざまな場所で論議がな されて まいりま した。

昭和 54年の 日野市の住民意識調査におき ましでも、南部地域では 41%の住民要望が、総合

病院を設置 してほしいという ことで、 最も強いものとなっていたわけでございます。

そうい う中で、 この地域では民間病院の進出の情報がありますと、ある いは市立病院の分院

をつく ってく れという要望なども出てまいりま した。 あるいは、七生地域から現在ある市立病

院への交通の便をまず解決 してくれ、こうい う要望な ども出てき たわけでございます。

しか し、 現状ではまだまだ改善された点がほとんどない という実態にございます。そう いう

中で、南部地域の住民、七生地域の住民は、現状でもやはり病気になったとき安心できる施設

と、医師、これを求める気持ちは非常に強く存在をいたしております。

現在、病気に関する住民の要望と いた しま しては、まず予防とか健康の保持、いわゆる保健

の問題についての関心、 要望も大変強くな っております。

そしてまた、もう一つは、やはりどんな病気でも治 して くれる総合病院が欲しいという点も、

もちろん強いわけでございます。

さらには、アフ ター ケアと呼ばれる、病院を退院 した後の治療対策などについても、強い要

望がございます。

それから、本 日の主題ではありませんけれども、医療費のアップということ についても、安

心してできる医療費ということについての要望、これもきわめて強いものがあるわけでござい
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ます。

このよう な中で、た とえば日野市地域保健協議会では、2回にわたりまして健康づくりや医療

体制についての方針が出されてまいりました。すでに御承知のとおり、南部地域の人口は昭和

4 9年に4万人台だったものが、現在 6万人台、 世帯数の方は、1万 3，000世帯程度であっ

たものが、 2万世帯を超えるという状況になっております。

現在、専門家の調査によりますと、プライマ リクアといいますか、ちょっ とした近く の医院

で診てもらうという点では、大体南部地域も医療体制は整っているとい うことでございます。

しか し、救急体制、総合病院、さまざまな点与を見ますと、まだま だ不十分である ことは、これ

も御存じのと おりでございます。

そういう中で、4点ほどについて質問をいたしたいと思います。

第1点で ございます。これは、南部地域の強い市民要望である総合病院の設置、この実現が

なかなか見通 しがないという状況下にありまして、今、日野市が検討段階にありますいわゆる

健康保健センタ 一、こ の進行状況はどうであるかという問題でございます。南部地域市民の要

望がかなわない中で、予防や健康維持、ある いは治療、アフ ターケア、 さら に加えて高齢者の

医療の問題もこの一般質問の席上で も議論になりましたが、こう いう方々のための健康を守る

ことに直接間接関係のある文化スポーツ活動、こ ういった点も総合的に見た上で、日野市が考

えて いる健康保健セン タ 一、 こういうものが進むのではな ~ ¥かと期待がされております。

特に南部地域の住民要望を解決する上で、日野市の総合保健センタ ーとでも言うのでし ょう

か、こう いうものの進行状況、どういう内容にしていこうと市は取り組んでいるのか、第1点

御答弁をいただきたいと思います。

第2点は、市立病院への交通事情の問題でございます。今回、市内循環パス路線ということ

で、一部開通をいたしました。残念ながら七生地域、南部地域からの直行便はないわけでござ

し1ますけれども、これら一部でも開設をされたために、市立病院に通う南部地域の住民の足と

いうものは、幾らかでも足しげくといいますか、市立病院の利用率が高まったかどうか、その

辺が調査されておればお答えをいただきたいと思います。

第 3点目は、 うわさに上がりました医王病院のことでございます。医王病院というのが日野

市に出てくると いうことで、10 0ちょっとのベッド数を持った病院ということでございまし

た。これについては、医師会もこの設立を認めると しづ態度を打ち出し、また、 日野市の地域
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保健協議会で も、その設置を了承するということ まで確認そしてきたわけでございます。

ところが、現在何となくその話がなかなか市民の聞から聞こえないようでございます。その

後のいきさつはど うなったのか。また、このことが、出て くる ことによりまして期待していた

市民も一部にあっ たと思います。そういう点で、これら市民に対する対応としてはどういうこ

とをお考えであるか、お聞かせをいただきたいと思います。

第 4点目は、困難ではございますが、七生地域、南部地域に総合病院の建設の見通しでござ

います。この点については、どんな病院でも、公立であれ民間であれ、市民は望むところでご

ざいます。民間病院を市が仲立ちとして、 いろんなと ころに当たりまして誘致する計画はない

のか。ある いは市立病院の分院を適当な地域につくる気はないのか。ある いはまた、日野市の

総合保健センタ ーというのができる際に、あわせて入院できるそう いう附属病院みたいなもの

をつくる考えはないのか。あるいはまた、都立、国立みたいなそういう公共的な病院を誘致す

るというような計画はないのか。この辺の御答弁をいただきたいわけでございます。

特に高幡不動周辺というのは、京王線利用者、あるいは南多摩医療圏という ことで、医師会

などもここに一つ欲しいという見解などを、方々で発表されているようでございます。そうい

う観点からも、あの地域に総合病院が必要かと思われますので、その点について市が今後とも

努力していくつもりがおありかどうか、お答えをいただきたいと思います。

以上、 4点について関係者から御答弁をお願いします。

0議長 (高橋通夫君) 竹ノ上武俊君の質問についての答弁を求めます。企画財政部長。

0企画財政部長(前田雅夫君 ) お答えいたします。

まず、 第1番目の保健センターの準備はどうかと いうことでございます。保健センタ ーにつ

きましては、生活セン ターとあわせまして、 旧本庁舎の跡地に建設しようと いうことで、現在、

庁内にプロジェク トチームをつくりまして、検討を重ねております。

現在、実質審議が終わりまして、今、まとめの段階でございます。このプロジェク トチーム

の内容のまとまった段階で、さらに、これは市長を含めたある程度の計画のオーソライズをし

まして、 それで内容の発表をいたしたいというふうに考えております。

大変恐縮で ございますけれども、本日のところはその辺で御了承いただきたいと思います。

2番目の市立病院の関係で、いわゆる市役所使のパス運行されたと。それに伴ってどの程度

利用価値があるかというようなことでございますけれども、これ、先般、市役所便の利用者の
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調査を しましたけれども、この調査につきましては、どういう目的で乗ったかというとこ ろま

では区切っておりません。したがって、現在はこの市役所使が市立病院の利用にどうかかわっ

たか、その辺のデータはございません。

それから、 3番目の医王病院の関係でございますけれども、こ れは現在府中市に医療法人社

団慈敬会とい うのがございまして、 医王病院を経営を しております。それで、この病院が南平

の二丁目 35番地で ございますけれども、これは通称南平台の団地がございますけれども、こ

の団地の南東ののり地の部分でございます。 ここ に、計画ですと、ベ ッド数に いたしまして

1 2 0、建築面積にいたしまして、2，0 0 0平米、延べ面積3，600平米、それから診療科目

といたしましては、内科、外科、整形外科、 この3科を行 うという ことで、現在、計画を進め

ております。

この土地は、御承知のように市街化調整区域にあるということ と、 用途地域が第 1種住居専

用地域でございます。第 1種住居専用地域には、病院が用途地域上できませんので、特定行政

庁の許可が必要ということになるわけでございます。この許可をとるには公聴会を開き、東京

都の建築審査会をパスいたしませんと許可がおりませんので、付近住民への了解を、理解を、

今求めているということでございます。

自治会の了解は得たわけでございますけれども、一部の方の住民のまだ理解が得られないと

いうことで、この病院側から、今、極力住民の了解が得られるような努力そしている最中でご

ざいます。

それで、順調にいきますれば、本年の末に着工いたしまして、 61年の4月ごろには開業を

したいという計画でございます。

以上でございます。

0議長(高橋通夫君 ) 市長。

0市長(森田喜美男君) 4番のことにつきまして、お答えをしたいと思います。

4番の質問は、民間または公立の病院ないしは充実した医療施設を誘致する考え方はないか、

ということであります。医師会で、南多摩医療圏と いう言葉を用いられますが、これは医師会

サイト・から考えた、町田を除きます八王子、日野、 多摩、稲城、こういう範囲の医療体制とい

うことで、医療圏という言葉が使われますが、日野市の南方を特に指しているということでは、

したがってないわけでありまして、南方にも確かに医療施設が欲しいということは、住民意識
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の上でもはっきり出ておりますから、医王病院を第一に期待をしておると ころであり ます。

なお、多少見込める用地もありますので、何かそういう方法があり得るかどうか、つまり市

民の期待にこたえられるような医療能力が呼べるかどうか、このようなことはひとつこれから

取り組んでみたいと、このように考えております。

なかんずく、今の状況与を一番改善するには、やはり交通条件の整備だと思っております。循

環パスがほんの一部しかまだ整っていないわけでありますが、これをより市民の要に十分たえ

られるものに仕立てて、そうしてなるべく 市立病院を中心にして利用をしていただく、これが

一番早道ではな l¥かと、このように思っております。それぞれ不安のないように、努力はいた

したいと思います。

0議長(高橋通夫君) 竹ノ上武俊君。

022番(竹ノ上武俊君 ) 再質問いたします。

第 1点目の、日野市の総合保健センタ ー的な計画についてでございます。今のところ、審議

期間、検討期間なのでプロジェク トチームの結論が出ていないという答弁でございました。そ

ういう状態なので、なかなか答弁がしにくいというふうに思います。

しかし、先ほど申し上げましたように、南部地域というのは、現在でも医療問題に対する関

心と要求が非常に強い地域なわけでございます。したがいまして、そういうプロジェクトチー

ムなどの結論が出ることを待つことも必要でございますが、特に担当部局、あるいは市長にお

いて、この地域の住民の要求も、この保健センターにも反映させるような努力が必要ではない

か。

交通上も、一応南部地域ではございませんけれども、市立病院と比べると近い地域にあると

いうことで、どういうものができるかという期待も強l¥かと思います。そういう点で、生活環

境部長が適当かと思うんですけれども、 58年 6月に日野市地域保健協議会の答申が出ており

ます。この中に、総合保健センターに対しての要望などが込められているわけでござl¥ます。

そういう点で、結論が出る段階、あるいは出た段階でも、市の方として南部地域住民の医療や

保健に関する要望を、このセンターの中にもつぎ込んだ方がいいと私は考えるものでございま

す。

そういう点で、生活環境部長がこの答申の担当のようでございますので、そういう努力、そ

ういう点についてのお考えをお聞かせをいただきたいと思います。ほかの部長さんなりでも、
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そういう考えがおありの方があれば、また御答弁をいただきたいと思います。

第 2点の点につきま して再質問いたしますが、もし病院事務局長の方で答弁いただければと

思うわけでございます。

これは、市内循環パスが市立病院の近くを通るようになりましてから、いささかの傾向でも

よろ しいんですけれども、南部地域の住民がふえたような感じがあるかどうか、そういうこと

はさっぱりまだわからない段階であるか、簡単に御答弁をいただきたいと思います。

それから第 3点についても、都の関係、その他のオーケーが出てくれば建つのではなl¥かと

いう回答でございました。しかし、最近余りうわさにならないという点と、病院の経営が非常

に厳しくなってきたという社会情勢がございます。そういう中で、市民の聞からは、あの病院

はそのうちに建たないのではな l¥かといううわさも出ております。そういう意味合l¥から、本

当にこれは実現する見通しなのかどうか、その辺の見通しについて、もしっかんでいらっしゃ

ればお答えをいただきたいと思います。

これとあわせまして、先ほどの第 1問で出す予定でございましたが、第 1問で言うのを忘れま

ました。明星前の住宅地の医院がなくなったことについて、前回も取り上げたんですけれども、

この医院の対策について、日野市として何か行政の立場から考えていることがあるかどうか、

私も医師会などにもお願いをしたりして、いろいろやっておりますけれども、なかなか見通し

がないということでございました。この無医村にもなっている程久保地域の医院対策というこ

とについて、やはり市が仲立ちになって何らかの努力をすべきではな l¥かと思います。この点

について、一言あわせて御答弁をいただきたいと思うわけでございます。

よろしくお願いします。

0議長(高橋通夫君) 生活環境部長。

0生活環境部長(坂本金雄君) 再質問の 1点目でございますけれども、生活保健セ

ンタ一(仮称)についての生活環境部サイドの構想につきましては、プロジェクトチームに健

康課長が参加をいたしまして、南多摩の医療体制に関する答申の中に盛られた内容につきまし

て、協議の中でそれを出しておる現状でございます。

それから、明星大学前の医療機関の不足でございますが、こ れは竹ノ上議員さんが保健協議

会の委員さんであるときに、同様の御発言をなさっているのを会議録で読んだ記憶がございま

す。明星大学前の自治会が四つございまして、その自治会の世帯数を調べ、てみましたところ、
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明星前自治会が 249世帯、第 2武蔵野台第 1が 260世帯、同じく第 2が12 5世帯、第 3

が 120世帯、合わせて 75 4世帯でございます。 1世帯大体3人平均といたしますと、2000

人からの人口をあの地帯一帯で擁しておるわけでございますけれども、そ こに病院、 医院が 1

カ所もないということは、市内全般の平均から見ますと、少し少ない気がいたします。

日野市内全体では、病院が6院ございます。それから一般の診療所、開業医、医院、そうい

ったものが 90ございます。合わせて 96ございまして、 1病院、医院あたりの人口が1，558

人でございます。これから比較いたしましでも、明星前の 2，000人というのは多いわけでご

ざいます。人口が多い割合に医院の数が少ないということが言えるわけでござ います。

この地域には、 3年前まで内科と小児科のお医者さんがいらしたわけでございますが、その

方が不幸にもお亡くなりになりました。亡くなった後も、家族の方が診療室はほかのお医者さ

んの希望があれば使ってもよろしいと。私どもは住まいの方にだけ住まわせてもらえば、今ま

での診療室はほかの方に使ってもらってよろしい、そういう意向でございまして、医師会が中

心になりましていろいろ適当なお医者さんを探したんでございますけれども、なかなか見当た

りません。そのうち、この話は現在中断をしている現状でございます。

先だって、南多摩保健協議会に出席いたしまして、今医院を一つつくると 2億から 3億の巨

額なお金がかかるということでございます。土地を手当てをいたしまして、そこへお医者さん

を呼ぶということは非常にむずか しい問題があるわけでございますけれども、この問題につき

ましては、その亡くなった先生の御家族の方にもう一度意思与を確めてみまして、診療室を今後

とも使ってよろしいということでしたら、また医師会に働きかけてみたい、このように考えて

おります。

以上です。

0議長(高橋通夫君) 病院事務長。

0病院事務長(佐藤智春君 ) 2点目の、パスの利用者が市立病院にどの程度、利用

されているかという内容でございますけれども、申しわけございませんけれども、具体的な細

かいデータはまだ持っておりませんけれども、ただ申し上げられますことは、たまたまここに

5 9年 3月22日から 59年3月28日、いわゆる 1週間でございますけれども、外来患者の

地域別の市立病院に見えられた患者数の比率が出ております。

これによりますと、程久保、高幡、三沢、百草、落)11と、便宜的にこれだけ分けてございま

-300ー

すけれども、 1週間に 10 5名の患者が見えておると。これを総体的な構成比率から見ますと、

3.6 %ということでございます。たまたまこのデータがございますので、早速早い機会に 4月

以降の調査を してみたい、かように考えております。

0議長 (高橋通夫君) 企画財政部長。

0企画財政部長(前田雅夫君) お答えいたします。医王病院の今後の見通しでござ

いますけれども、医王病院としては、どうしてもこの病院の建設をしたいということで、今、

精力的に働いております。

先ほど申し上げましたけれども、付近の住民の方の理解が、今、数名残っているわけでござ

います。この数名の方に全力投球を していると いう状況でございます。

先般も、病院の代表者が私どもに参りまして、今後どう事業を進めるか、手続を進めるかと

いうようなことも述べて帰ったところでございます。

それから、今、 病院の事務長からもお答えがございましたけれども、市役所線にかかる市立

病院の利用者問題でございますけれども、さっきもちょっと触れましたけれども、先般トリッ

ク調査、乗降者の調査をしております。細かい数字はちょっとここには持ち合わせてございま

せんので、後ほどお渡しいたしますけれども、その数字の中の、私、見た感じでは、豊田、日

野駅から乗車した者がやはり下車するのは、市立病院の前の停留所が一番多いというふうに記

憶をしております。

0議長 (高橋通夫君) 竹ノ上武俊君。

0 22番(竹ノ上武武君) それでは、最後に私の意見と要望を述べまして、この仲に

ついての質問を終わりたいと思います。

第 1点目の、呼び方はどういうことになるのか、まだ決まっておりませんけれど、生活保健

センター(仮称)なるものについての要望でございます。先ほども申し上げましたが、今、一

貫 した保健と医療と体制ということで、住民の関心、あるいは医療についての考え方というも

のも変化をしてきております。そういう意味では、仮に総合病院がすぐにできなくても、生活

保健センターが南部地域の住民から見ても利用価値が高いということになれば、住民の41%

が最も望んでいる高い比率を示している総合病院の建設、こういう要望の一部が確決するもの

というふうに期待がされます。

そう いう意味で、保健の段階、あるいは予防の段階から市民が参加しやすいような施設であ
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ること、あるいはまた、治療にも寄与する面があるか、あるいはアフ ターケアについて も、そ

のほか中間医療、中間施設ということも、今、 叫ばれております。そういう総合的な観点から、

このセンタ ーが大きな役割りを果たすように、ひとつ計画を練っていただきたいと思います。

あわせまして、そういう生活のセンターであり、保健のセンタ ーでございますので、高齢者

の方々、あるいは主婦の方々、こういう方々が文化の交通というようなことなども通じて、精

神面、肉体面、こういう点で健康を保つことができるような、そういう理想に近い形での立派

な健康保健センタ 一、ある いは生活保健センタ ーなるものが建設されるように望むものでござ

います。

市立病院の利用の問題でございますけれども、まだ調査はでき ていない、しかし、先ほどの

調査では、総利用者数の、南部地域の住民は 3.6%であるということでございます。こういう

点から見れば、市内循環パス路線、ある いはパスの交通の改善、こういうことを強めていただ

ければ、もっともっと市立病院の利用者がふえるもの と思われます。 そう いう点ではなお一層

市長の方に、あるいは関係部局の方で、交通の便ということも改善をしていただくように、お

願いをしておき たいと思います。

また、医王病院の点でございますが、住民の合意がなければ建設は t¥けないと は思います。

しかし、住民合意がなった節には、この病院ができる と医師会の調査では、設置科目について

は、ここ 10年ぐらいの需要は賄い切れる、そういう病院になるという期待がされているよう

でございます。ただ、設置科目というのが老人病であるとか、一部の病気、ある いは科目のよ

うでございました。そういう点では、できるだけ広範な市民が診療ができるような、そういっ

点についても機会あるごとに医王病院と接触をしていただきたいというふうに思うわけでござ

し1ます。

また、これは私の思いつきということにもなりますけれども、たとえばダイク マ出庖問題と

いうので、商売の方々が死括問題だということで反対をされております。ああいうような土地

についても、別の観点からまた、たとえば医療施設というようなことなどで、いろいろ地主さ

んたちと話し合いをして、全面的に市民の合意の中で解決をする、というようなことなどもあ

り得るのではないかと思います。

そういう点では、いろいろ場所についても市の方で医療施設ということで検討をして、ひと

つ広い見地から総合的に保健医療問題をとらえていただくことを希望 しておきたいと思います。
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なおまた、冒頭申し上げました医療費の問題がございます。最近、御承知のとおり国会で問

題にな っております健康保険制度の改悪というのがあるわけでございます。これは、本人が1

割から 2割、健康保険本人でも医療費を負担をするということで、一家の大黒柱が医療費まで

負担しなければいけないということで、国民のものすごい世論になってきております。国会に

も1， 000万人以上の憲法改悪反対の署名が届いたということでございます。また、日野市議

会などでも論じてまいりました。

このこと は、日野市の国保にも保険料アップという形で及んでくる ことになっておりますし、

差額ベッ ドが、あるいは医師や看護婦や食事もお金次第でABCのコースができるとか、ひい

ては救急車も有料制になるとか、最近技術は金がある人でなければ利用できないようになると

かいうようなことが、専門家の間で発表されております。そういう点などがやはり影響してま

いりますと、日野市民の命、健康というものも守りづらい、こういうことになるわけでござい

ますので、市行政の中では健康保険制度というものが守られるという観点での御奮闘も、私は

お願い申し上げておきた いと思うわけでございます。

こういう点では、先ほどの一般質問でも盛んに共産主義だとか、ロシアだとかいう言葉でい

ろいろ発言されている議員さんがし 1らっしゃいました。しかし、そういう点で事実で見るなら

ば、今の自民党政府こそ国民の健康を破壊する方向に、 医療制度や保険制度を改悪していって

いるということは、間違いないところでございます。これは、自民党の国会議員の中にも、現

在の健康保険改悪に反対の動きがあるということとか、医師会がこぞってこの制度に反対をし

ているとか、あるいは全国の都道府県議会8割与L上が国の制度に反対する意見書発上げて、今

や日本国民の 1億人らL上がこの制度に反対をしている状況となってきております。そういう点

で( rうそを言う な。今の議事録そ抹消しろ。 1億と言ったろう、そんなことあり得なLづと

呼ぶ者あり)

やはりこういう事実特よく見詰めて、いろいろ主義主張、イデオロギーというのは討論をし

ていくということが必要であると，思います。都道府県議会の8割以上が決めたということは、

その都道府県議会のもとにある都道府県民、こ ういう点で 1億人以上の人口を擁する都道府県

議会が反対決議をしたということを私が言ったわけでございますが、まさにそういう状況に国

民の世論は進んでいる。何となく自分の意見に従わない人には、ロシアだとか、共産主義とい

うレッテノレを張ってるかのごとく聞こえるような意見を、あるいは発言を出すというようなこ
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とは、私は慎むべきである。やはり論争というものは、褒めるべきは褒め、批判すべきは事実

に基づいて批判するという態度で、私はやっていきたい、こういうふう に思う次第でございま

す。

なおまた、私の名前もその方は出されまして、なにか話特しているということでございます

が、議事進行などに関して、同じ会派で議会規則にかなう範囲でやっていることについては、

余り名前を出して言うべきものではない、ということで、そういう点も先ほど板垣議員からも

発言がございましたが、全く私も同感でございますので、議会の品位を保つためにも、お互い

にこういうことはよく考えて行動をしていきたいと考えるものでございます。

以上そもちましてただいまの質問を終わります。

0議長(高橋通夫君) これをもって 7のし南部地域の医療体制の今後について問う

に関する質問を終わります。

次に 7の2、開発行為は関係住民に事前に徹底をについての通告質問者、竹ノ上武俊君の質

聞を許します。

022番(竹ノ上武俊君)

で、質問をいたします。

それでは、開発行為は関係住民に事前に徹底をということ

事前に徹底をすればどんどん開発はしていいという立場ではございませんので、前もって御

了解いただきたいと思います。

現在、私が住んでいる地域そ見渡しましただけでも、 10件近い開発行為が行われているわ

けでございます。この開発行為も、何が何でも反対というわけにもまいらない事情もございま

す。遺産相続の税金対策、あるいは零細な不動産住宅企業の都合による場合もあるでしょう。

しかし、全般的に見るならば、先ほども申し上げましたように、東京都にあるいは日野市にと

いう形で、今の政府の方針のもとに人口が集中そしてくる。それによって全体の流れの中で開

発がどうしても進んでし 1く。緑やわき水などが冒されてt¥く、こういう大きな流れということ

も、また否めない事実でございます。

現在、開発行為が行われている例を挙げますと、たとえば百草園の下に開発行為が行われて

おります。これは、百草園の南側になりますか、この地域ではキジが鳴き、あるいはわき水が

わいているところでございました。 しかし、現在開発行為が行われまして、この水もかれてお

りますが、こういう中で、付近の住民が少ないので余り大きな苦情は、市の行政には届いてい
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なL、かも しれません。

しかし、 一、二軒の住民にとってみますと、工事中ほこりが飛び、あるいは排水の工事の最

中は水が玄関先に来る、こういうような状態などもあったわけでございます。

そしてまた、全部の例を挙げられませんけれど、気づいている点を挙げてまいります。高幡

台団地の下にある大学が造成工事を行いました。このときも住民の方から意見がございまして、

自治会などに相談がない、そのまま工事の車が通っている、こういう話があったわけでござい

ます。これは、市側にお願いしましたところ、早速行政指導をしていただいて、解決は見てお

ります。しかし、これも事後でございました。

また、鹿島台の下にも、今、大きな開発工事が行われております。ここでも、やはり住民の

方々から、公園の工事のために非常にその下に住んでいる住民に迷惑がかかっているというお

声などがあったものでございます。これも市に相談しましたところ、すぐ飛んでいっていただ

きまして、解決をしていただいております。

あるいはまた、湯沢会館の下の川が、工事をしております。これは日野市が直接関係はない

かもしれません。しかし、交通が渋滞することなどがございます。ところが、これも関係住民

には何らそういう了解などがされていない。

またあるいは、高幡台団地の下に数世帯の開発行為がございます。これも住民との話し合い

の中で、条件整備をするということで最近工事が再開され、合意はなされているようでござい

ます。 しかし、現在でも水害その他に向かつて、住民の不安というものは完全に解けたわけで

はな t¥0 また、安全性が科学的に保障されているわけでもないと思うわけでございます。

そのほか、いわゆる電建住宅といわれる程久保の下にも、市議会に請願が出ておりましたあ

の下が、今、開発工事が行われて、開発行為を行っております。ここも素人目で見ましても、

非常に不安な状態がございます。

あるいはまた、下程久保に参りますと、これも市議会に請願が出て、まだ結論が出ていない

と思いますけれども、ここにすでに開発業者から大きな看板が立ちまして、かくかくしかじか

住宅を建てるというものが立っております。それを見た住民の皆さんが、ここの開発は反対と

いうことで、看板を林立させるという状況などがあるわけでございます。

私は、やはりこれらの開発行為を見ておりまして、まだまだ住民合意をしてから開発が行わ

れるという状態になっていないなというふうに感じます。市も、住みよい町づくり要綱という
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ものをつくられまして、それ以来は非常に努力をされております。にもかかわ らず、さまざま

な住民間の問題が起こる、あるいは不満が表明 されるという現状にございます。

そういう点で、今挙げましたような地域については、市としては どう いうふうにして住民へ

の徹底というものをしてきているのか、また、未解決のものについては、今後どういうふうに

していこうとしているのか、お答えをいただきたいと思います。

特に下程久保の場合には、今、住民がそ ういうことで運動中でございます。 こういう ものは、

本当に正しく 解決をしていただきたい、こ ういう ふうに思いますので、特にこの点について は

どういうふうに取り組みをされているか、お答えをいただき たいと思います。

この点については、最後にもう 1点は、今後とも私は二つの点でこ の指導要綱というものを、

名実ともに実行をしていただく。自治体の権限は小さいとは言え、もっともっ と頑張って いた

だきたいと思います。そう いう点で、開発業者に対する指導と いうものは、今後ど ういうふう

に一般的に言いまして、 指導与を強めよ うとしているのか、その点で御答弁を願いたいと思いま

ず。

また住民に対しても、よく自治会と相談をしたと言われるんですけれども、自治会の全住民

にこれが徹底されていない場合が多いわけでございます。そう いう点で、住民にはどういうふ

うに して開発行為というものを知 らせ、住民の意見をそれに取り入れていくか、住民の意見を、

要求を解決していくか、こういうことについての今後の市の行政的な立場、決意、考え方、こ

ういったものについてお答えをいただきたいと思うわけです口

以上、お願いします。

0議長(高橋通夫君 ) 竹ノ上武俊君の質問についての答弁を求めます。都市整備部長。

O都市整備部長(結城邦夫君 ) それでは私の方から、ただいまの御質問につきまし

てお答え申し上げます。

まず、開発行為に当たりまして、住民にどう市として対応しているかと。特に、下程久保の

現在開発が行われようとしているところについては、どう取り組んでいるかという点について、

まずお答え申し上げます。

近年におきまして、指導要綱に基づきます開発行為の事前の協議申請は、 56年度におきま

しては 78件であった ものが、ここ二、 三年徐々にふえてまいりまして、 58年では 103件

に達しております。この増加率を見ますと、 300;0の増となっておるわけでございますが、そ
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の反面、苦情、陳情の処理でございますが、行政指導の効果もあらわれてきたというふうに見

られる点があるわけでございます。 56年に 64件の苦情、陳情があった ものが、 58年には

逆に 49件に滅少してきており ます。 パーセントで言いますと、 20%の滅と相なっておるわ

けでございます。

このように、 開発行為に当たりましては、で去るだけ苦情、陳情がないように事前に処理を

行っているとい うのが実情であるわけでございます。

日野市のこれからの開発状況を見てみますと、地理的条件がいいとか、ある いは交通の機関

の便利がいいというようなことで、今後も件数は徐々にふえて いく傾向を見せておるわけでご

ざし 1ます。したがいまして、これに伴います住民サイドのいろいろな苦情の関係につきまして

も、ふえることが懸念されているわけでございます。

このような状況の中で、私どもとしてはこれらの事業に対しまして、何らかのきめ細かな行

政指導を行ってい くということで心がけておるわけでございますけれども、現状の業務量から

見まして、担当する職員に限度があるわけでございます。開発行為に当たりましては、法的権

限を有しております東京都の多摩西部建築指導事務所とよ く連絡を取りながら事前の協議を行

いまして、苦情、陳情等が起こらないように行政指導を強化そしているところでございます。

最近におきましては、特に住民に関しましてその影響の多いと思われる申請につきましては、

市の主催によります公聴会形式に基づきます説明会なども設けて、住民に周知徹底するととも

に、住民サイドの考え方というものをつぶさに引き出しまして、その対応号しているのが現状

でございます。

具体的に下程久保の開発行為につきまして御質問があったわけでございますが、この地域は

下程久保60 4番地元の開発行為でございまして、 リコー不動産という会社が開発行為の事前

協議申請をこの4月に出してきております。現在、審査中ではあるわけでございますけれども、

2，338平米のところに 12区画の宅造を行う工事内容になっておるわけでございます。 58 

年 3月3日に、この工事に絡みます地元住民からの請願が出されております。

この主な理由は、排水施設の行政指導を十分やってほしいという内容になっておりまして、

この請願の趣旨に基づきまゑて、私どもとしては責任を持って指導するということで、この請

願は採択をされておるところでございます。

その後、この件につきましては、東京都の多摩西部建築指導事務所と協議を行いながら、現
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在、工事の申請の内容につきましてのチ ェックを行っておるわけでございますが、先週の 6月

1 6日の土曜日に、程久保地区セ ンターにおきまして、先ほど申し上げました市が主催をいた

します公聴会形式の説明会そ設けたわけでございます。その中で、住民の声そ私どもつぶさに

聞きまして、今後の開発行為に当た ります会社、リコ ー不動産を指導していきたいというふう

に考えておるわけでございます。

このように、今後の開発行為につきましては、事前に住民とよく話し合いを行う、これは業

者サイドとしても当然でございますけれども、私どもとしても問題が当然、予想される地域につ

いては、事前に公聴会形式による住民の意見も拝聴して、開発行為に当たっての行政指導をさ

らに強化していきたいというふうに考えておるわけでございます。

ιL上でございます。

0議長 (高橋通夫君 ) 竹ノ上武俊君。

022番 (竹ノ上武俊君 ) 再質問を若干させていただきたいと思います。

今、部長が答弁されましたように、開発行為は虫食いのような形でふえてき ているわけです。

2月、 3月、 4月においても、 26件の協議を市としなければならないものが出ており、市政

経過報告で報告がございました。

こういう中で、先ほどその中の一部の例を挙げたわけでございます。大分指導要綱が効果を

発揮してきているという面も、私も評価は一応いたしたいと思います。しかし、現状では、先

ほどるる例そ挙げましたように、住民からの不満が出ている。こういう点については、よほど

今後、特に企業側に対して市が行政指導を強めていかなければならないのが、やはり現状では

な~，かと思うわけです。

そういう中で、特に私は強調したい点は、程久保地域、七生地域というのが、日野市全体で

も緑が豊富に保存されている地域である。ここを特に考えて開発業者への指導をしていただき

たい、こういうふうに思うわけです。指導をする前に、その前提として私はあの地域の緑を滅

らさない、あるいはわき水を滅らさない、自然の水路などを何とか生かす、地下水も生かす、

こういうようなことがどうしても日野市全体、あるいは東京全体を考えた場合に必要な地域と

思うわけでございます。

その辺について、部長なり、あるいは市長の方はどの程度力を込めて指導をされているか、

この点について再度伺いたいと思います。
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たとえば、この指導要綱の第 9条は、私から見ますと憲法法第 9条のように、指導要綱の一

つの重要な心臓部分にも当たると思います。 自然保護を事業者はしなければいけな~'0現状の

樹林とか、わき水、水路など、素材を生かして自然の保存に努めなければならないということ

にうたってあるわけです。こういう点で、具体的にそういう指導をしているのかどうか、この

点についてお伺いをいたします。

それからもう 1点は、市議会でも論議がされてまいりました広範な地域面積にはなっていな

いけれども、自然林が残っているところで開発もしにくし 1。ま た、 開発する際に、幾ら業者を

指導しても公害防止とか、排水対策とか、防災計画、こ ういうものが十分にはできそうにない

困難な地域という ものがございます。 こういう土地については、 今後、市としては、 これを買

収しろとまでは言いませんけれども、何らかの形で保存をしていくということが、私は必要で

はな~，かと思います。開発して、その開発業者に防災工事や公害防止の工業をさせるというの

は、心もと なt'0 

ある いはまた、公害防止では第 11条で、当該事業に起因して生じた被害についてはその責

任を負わなければならない、となっております。しかし、これが零細企業であった場合には、

その後、その会社が存在しない場合には、結局は市が責任を負うことになるわけでございます。

その辺は難しいとこ ろでございますけれども、私はまず前提として、開発を認めない方向での

自然を守るという観点で、いま 1歩突っ込んだ立場を今後市がとって L、かなければいけないの

ではないか、こういうふうに思うわけです。

今まで、下程久保については法務省も所番地その他登録の関係で台帳を閉鎖している、だか

らしばら くの聞は開発行為はできないだろうと、こういうふうな説明などがあって安心をいた

しておりました。突然、あすこを通ってみましたところが、開発行為のりっぱな、そういう不

動産会社ですか、看板が出て私もびっくりしたわけですけれども、そういうことで、私ども素

人がわからない中で、どんどん程久保の貴重な樹林がところどころつぶされていくということ

は、だれかではありませんが、悲しいわけでございまして、そういう点で、この点には相当力

を入れてもらわなければいけないのではないかというふうに考えるわけでございます。

そういう点について 2点目はどなたか、ひとつ御答弁をいただきたいと思います。

O議長(高橋通夫君) 都市整備部長。

0都市整備部長(結城邦夫君) それでは、ただいまの御質問につきましてお答え申
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し上げます。

七生丘陵、あるいは多摩平の方の一体の樹林地域、こういった地域も最近では宅造の、いわ

ゆる開発が進みつつあるような傾向を示しております。最近の建築技術からいきまして、こう

いうがけ地、あるいはのりの急勾配な地域におきましても、建築が可能なようになってきてお

ります。

それと逆に、一方においては、平地の ところは非常に土地の価格が高いということで、なか

なか建て売り業者の手が出ないというような傾向もありま して、緑地が最近非常にねらわれて

きているという傾向を示しております。

私どもの方はできるだけ緑地、特に残された緑というものはできるだけ保全をしていく とい

う方向づけそしておりまして、 こういった 中で開発が、申請が出されたような場合には、まず

緑の保全ということについて業者の方に強く働きかけている段階でございます。かと言いまし

でも、業者の方としてはやっと見つけたそういった安い土地に、どうしても開発したいという

意向が非常に強いわけでございまして、その辺で市の方と業者サイドの方で、なかなか折り合

いがつかない点もございます。できるだけ多く開発に当たっては緑を残すように、また、緑も

復元するようにというふうな形で、部分的には開発を認めざるを得ないような状況もあるわけ

でございます。しかし、そういう中でもできるだけ緑は残すという方針で指導を行っておるわ

けでございます。

それから 2点目の自然、林、あるいは開発困難なような樹林地、こういうふうなところについ

ては、市はそういうところについての開発は極力抑えております。現在でも私どもの方に数社

から、ある良好な樹林におきまして開発をしたいというような申し入れ、ある いは状況等の ヒ

アリングに来ておるわけでございますが、そういう段階で私どもはこの地域は開発をさせませ

んと。したがいまして、これについては将来あなた方の方でも土地を買うとか、そういった点

は一切考えないでほしいというように、強 く指導 しており ます。

しかし、一方においては土地を買ってしまう方もあるわけでございます。そういう場合は、

私どもとしてはその良好な樹林地に緑地の網をかぶせて、東京都あるいは市の方で将来はそれ

を保全するために、やはり買い上げてし、かなければならないというふうにも考えておるわけで

ございます。

そのように、良好な樹林については残すという方向で、強い指導を行っているわけでござい
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ます。

以上でございます。

0議長 (高橋通夫君) 竹ノ上武俊君。

022番(竹ノ上武俊君 ) 市長には、一言ございましたら御答弁いただきたいと思い

ます。

O議長 (高橋通夫君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 私どもの基本姿勢は、大変難しl'面もあるわけでありますが、

子孫のために環境のいい、なるべく緑と清流の守れる町で、災害に強い、こういう町を残すこ

とであると思っております。

したがいまして、一面、私権の尊重も大切な ことでありますけれど、また公的な理解を求め

ていくということで、基本的には臨んでおるところであります。近ごろ、だんだん開発もみみ

っちくなったと言いますか、当然こういうところまで手をつけることはないではな l'かという

ようなところが、かえって手がけられる、こういう傾向があります。

したがいまして、むしろ御指導するというのは、やめてくださいという指導をするというこ

とでなければならないのではないか、こう思っております。ただ、私権も伴うことであります

ので、それをむげに退けるということも法的には不可能な面がありますので、十分協議そして、

御理解をいただいて、場合によったらその用地も安い価額で市が公有地にすると、こ ういう対

策で臨みたい、こ のように考えております。

全体的に見ますと、大きい開発は今はほとんどない、あるいは中型、小型と いう傾向になっ

ておりますので、将来いずれは発展をするエネルギーも大切でありますが、しかしそれはなる

べく自然地を緑と清流という形で残しながら、いい環境の保持与をすると。そう して、末長く町

をいい環境に持ちこたえるということで臨んでいきたい、これが基本姿勢でございます。

0議長 (高橋通夫君) 竹ノ上武俊君。

022番(竹ノ上武俊君) それでは、要望を二、三申し述べて質問を終わりたいと思

います。

今の市長の答弁も、子々孫々に緑と清流と安全な町そ残すという点で、すばらしい市政であ

るというふうに確信するものでございます。

また、部長の答弁の中で、下程久保について公聴会形式で住民の意見を積極的に聞きに行っ
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たということも大きな 1歩前進でございまして、私は高く評価するものでございます。

しかし、あえてさらに申し上げるならば、看板などが立つ前に、もっと住民の中に行ってそ

ういうこと発するというようなところまで、町づくり指導要綱の精神を発揮するという立場に、

さらに歩を進めていただきたいと思うわけであります。

また、部長がお答えになりましたように、緑そ残すという点では、やはり開発について業者

にいろいろ改良工事などをさせて、条件をとるから、結局そこの地域の防災などが安全になる

ので、開発行為特結局は許可 してしまうということよりも、やはり開発行為そのものに待った

をかけるという点での、あの手この手の努力というものをさらに一層私は期待するものでござ

そういう点で、私ども今行政の側の皆さんや、あるいは市議会が苦労している問題というの

は、 15年前、 20年前、 30年前の科学性があったか、先見性があったかという点が問われ

ているものであることを明らかにいたしまして、私の質問を終わります。

0議長(高橋通夫君 ) これ号もって 7の2、開発行為は関係住民に事前に徹底をに関

する質問そ終わります。

お諮りいたします。議事の都合により暫時休憩いたしたいと思いますが、これに御異議あり

ませんか。

し1ます。

c r異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長 (高橋通夫君) 御異議ないものと認めます。よって暫時休憩いたします。

午後 2時 57分休憩

午後 3時 32分再開

そして、万やむ与を得ず開発行為となったときには、この指導要綱にもありますように、特に

わき水の所在、あるいはこういう 山や土地の構造、こういうものなどをよく研究していただい

て、こういうものが保存されるようなそういうやり方、あるいはまた、緑を復元するというの

ではなくて、樹林そのもの、現在あるものをそのまま残しながら、それを生かした開発行為と

いうふうに、自然、を守る観点というのは相当貫いていただきたい。そうでなければ、先ほど市

長が言われた子々孫々にというわれわれの願望は、結局は虫食い状態で大変な乱開発に数十年

後はなってしまうということになりかねないと思います。

そういう点で、今申し上げたことは、特に将来を見通して努力をしていただきたいと，思いま

す。この件に関しましても、先ほどの一般質問で、やはり日野市の町づくりについて何となく

共産主義、ロシアという言葉が出された問題があったわけでございます。私もその議員がおっ

しゃるように、汚水が大切なたんぼに流れ込むという点での怒りは、全く同じでございます。

しかし、それがそういう状態になってきた歴史的な経過というものを見なければいけなし、

現在の行政の長や、現在の市議会がふがいなし 1からそういうふうになったという観点だけで物

事を追及しても、私は解決にはならないと思います。( r森田市長は 12年」と呼ぶ者あり)

そういう点で、現在のそういう汚水が流れたり、川が濁ったり、あるいは緑がなくなったり、

わき水がかれたり、こういう事実そのものは直視しなければいけないし、そのことは全住民、

あるいは行政、市議会、力を合わせて住民要求は解決をして~¥かなければいけないと思います

が、やはり根本的な問題というのは、町づくりの科学的な計画、先見性ある町づくりの構想、

0議長 (高橋通夫君) 休憩前に引き続き会議を開きます。

こういうことになるわけでございます。

一般質問 8の1、下水道事業について問うについての通告質問者、夏井明男君の質問を許し

ます。

C 1 6番議員登壇〕

016番(夏井明男君) 1問目の下水道事業についてお尋ねをしてまいります。この

問題につきましては、日野市全市挙げの大きな課題でございます。

まず第 1点としまして、現況と計画ということで具体的にお尋ねをしてまいります。

まず、南多摩処理区、約23 2ヘクターノレあるわけでございますが、この事業の進捗状況は

現在どのように進んでいるのか、供用の開始の見通しが昨年から具体的な時期として挙がって

いるわけですけれども、いつになるのか、具体的なめどをお尋ねしたいと思います。

第2点としまして、浅川処理区、万願寺区画整理地内でございますが、この浅川処理区の

160ヘクタールの事業の進捗状況はどうか。

第3点としまして、今後の事業計画、たとえば秋川処理区の事業開始はいつごろになるのか

を、お尋ねしたいと思います。

次に、財政計画の裏づけの問題でございますが、これは昨年の 9月に若干お尋ねした点でご

ざいますが、そのときに都市整備部長のお話ですと、財政計画の見直しを進めている段階で、

近くでき上がった段階で発表できるだろうというお話もございました。そういう意味で、この
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下水道事業計画の基本計画では、目標年次を 70年度と定めております。計画段階での当時の

建設費の積み上げで、財政計画を策定していくわけでございますけれども、今般の厳しい財政

状況の中で、 目標年次、財政計画の見直しが当然必要と考えているわけですけれども、どのよ

うな見通 しをお立てになっているのか、 具体的に御答弁願いたいと思います。

次に、受益者負担金制度の採用についてでございますが、これも去年の 9月に馬場繁夫議員

から、受益者負担金制度の導入について、 どういう ふうに考えているかということで、質問 も

したわけですが、そのと きのお話です と、導入の意向で考えていきたいという御答弁だったか

と思います。

昨日の谷議員からも、こ の制度についてかな り詳しい質問もあったわけですけれども、その

辺について具体的にお尋ねを してまいりたいと思います。

第 1は、南多摩処理区の事業の供用開始と密接に関係するわけでありますが、この供用開始

が間近に控えておる中で、この制度の採用について具体的に進めていく考えなのかどうか、非

常に現在の段階では不明確でありますO

私は、昨年の馬場繁夫議員の ときの質問に際して、かなりこの制度に対しては突っ込んだ検

討がなされておるだろうという ことでおりま したけれども、現在に至るまで具体的な検討が表

面化 しておりません。この点について、再度お尋ね したいと思います。

また、採用した場合におきまして、先ほどの結城部長の御答弁によりますと、多摩平地域、

いわゆる コミプラ地域ですか、この地域は付加が困難であるようにも思う 、というふうな御答

弁もあったかと思いますけれども、公平制の観点から考えて、どういうふうに考えているか。

さらに、受益者負担制度を採用した場合に、将来にわたる建設事業費の財源と して、どのよ

うな位置づけに考えているか。いわゆる一般財源の中の繰り入れ等も関連 し、さらには財政計

画とも密接に関係しているわけですけれども、どのようにお考えになっているか。

さら に、次に下水道料金体系の問題でございますけれども、これはやはり都市整備部長の方

から、多摩平処理区については、将来料金体系の統一化ということから、年次に分けて料金の

問題を見直していきたいという御答弁もあったわけですけれども、この点についての具体的な

御答弁そお願いしたいと思います。

以上です。

0議長 (高橋通夫君) 都市整備部長。
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0都市整備部長(結城邦夫君) それでは、ただいまの下水道事業の関係につき まし

ての 4点の御質問につきまして、順次お答え申し上げます。

まず、下水道事業の現況と計画ということで、南多摩、浅川処理区、秋川処理区の3処理区

につき ましての御質問につきまして、お答え申し上げます。

まず、南多摩処理区の進捗状況でございますけれども、 232ヘクターノレのこの処理区につ

きま しては、昭和 57年から 62年のこの間の事業計画で、 現在進めていると ころでございま

す。このうち大栗 2号処理分区 11ヘクターノレでございますが、こ の整備につきましては、現

在でほぼ完了している段階でございます。 60年中には供用の開始が確定していると ころでご

ざし1ます。

その他の大栗4号処理分区でございますが、 京王線の以北地域につきま しで も、整備が現在

進んでおりまして、 62年ないし 63年中には全地域の整備が完了いた しまして、供用の開始

が見込まれると ころでございます。

ただ、こ の地域につきま しては、大栗幹線が一の宮の交差点のところまで到達する時期に合

わせて整備をするという 方針で臨んでおりまして、 63年には一の宮の交差点まで流域幹線が

到達する現在の見込みでございますので、 それに合わせてこ の地域の整備に全力をいま進めて

し1る段階でございます。

また、現在の未整備の個所につきましては、大部分が国費対象事業を行っておる関併よ、今

後、国費の導入に努力を傾注していくつもりでおります。

また、 2番目の浅川処理区でございますが、 万願寺の区画整理区域内 160ヘクターノレにつ

きましては、事業の認可をこ こで受けまして、本年度からこの事業につきましては、新都市建

設公社に業務委託を行いまして、区画整理の街路築造に合わせまして施行そしてして予定でお

ります。

5 9年度予算としては、延長 2，800メータ一、それと昨年遺跡の関係で工事が未執行に終

わりま して、今年度繰り越し明許をいたしました 1.000メータ一合わせまして、年度内に整

理を行ってして計画でございます。

なお、この地域には埋蔵文化財としづ遺跡の調査が関連してまいりますことから、この事業

の進捗状況に大いに影響が出てくるところでございますけれども、現在の段階では遺跡調査会

の方と十分連絡を取りながら、事業の進捗を図るということで、文化財調査の方を現在進めて
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いる段階でございます。文化財調査が終わり次第、管渠の埋設に入ってし 1く予定をしておると

ころでございます。

3点目の秋川処理区でございますが、秋川処理区につきましては、 60年度に事業の認可を

とる予定で、現在準備を進めている段階でございます。実施計画の作成は、一応今年度を予定

しておるところでございますが、この経費につきましては、 9月に補正を組みまして計上する

予定を立てております。

また、浅川の、 先ほど申し上げま した万願寺区画整理区域以外の地域、いわゆる浅川左岸で

ございますが、この地域につきましては、今年度予算に実施計画を計上させていただきまして、

すでに実施計画を当初の作成、測量等の業務をすでに外注してございます。実施計画の作業が

終わり次第、事業認可の申請を行ってし 1く予定をしております。

それから、 2点目の財政計画の裏づけということでございますが、公共下水道の基本計画は、

5 4年 3月に策定特いたしてございます。計画区域として 2，362ヘクターノレ、計画人口 21 

万1.000人、目標年次が 70年を目標に計画を策定しておると ころでございますが、当時の

計画策定に当たりましての雨水管の建設の事業費としては、概算ではございますが、 27 9億

が必要であるというふうに考えられているところでございます。

財政計画につきましては、策定面の積み上げという方式で算出してございますので、今後、

これまでの物価上昇、あるいは今後の物価上昇という中で、当然ここで見直しの時期に来てお

るわけでございます。実施計画等、細部の計画は策定し、事業認可を終える段階で、これらの

事業計画の全体の見直しを行っていきたいと考えておるわけでございます。

また、目標年次につきましでも、現在 70年になっておるところでございますけれども、流

域下水道の処理場の遅延ということもございまして、それに絡みまして公共下水道の認可もお

くれてきている段階でございます。

このようなことから、当然目標年次 70年というこの年次も、見直しが当然、必要になってく

るわけでございますが、下水道事業建設費の財源としては、国費、ある いは起債が大部分を占

めてくるということで、国の財政状況等にも影響されてくることが多々あるわけでございます。

今後、この点から事業年次の見通しが非常に立てにくいというふうな現状にあるわけでござい

ますが、そういう中でもやはり目標年次というものは、あらかじめ見直しをし、設定する必要

があるわけでございまして、諸作業が進む中で見直しを行っていきたい、かように考えておる
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わけでございます。

財政計画を、これまでの議会の中でも見直しをする、できるだけ早くその計画を樹立してい

くということで、お話も申し上げてきたわけでございますが、現在、概算で一応額というもの

を策定しでございます。南多摩の処理区、浅川、秋川の処理区、この 3処理区で幹線と枝線を

合わせまして、公共下水道の管の延長は現在の段階では 49万8，688メータ一、こ の工事費

としては、補償費も含めまして 474億 7，000万円が予定されて おると ころでございます。

それで、これの財源内訳としては、国庫補助金が 142億 4，0 0 0万円、都の補助金が3億

3，200万円、地方債 261億、それと市の負担をいたします一般財源が 67億 8，800万円、

このような財源内訳が現在考えられているところでございます。これは、これから策定してま

いります実施計画の中で、さらに洗い直しまして最終的にはこの数字もまとめていきたいとい

うふうに考えておるわけでございます。現在、その作業も行われておりますが、あわせまして

実施計画の最後の検討も行っている中で、将来はっきりした数字で改定をしていきたいと考え

ているわけでございます。

これらの事業を、これから何年間で実施をしていくのかという一つの事業期間も、目標年次

と非常に関係があるわけでございます。

たとえば、 15年でこれらの事業を実施した場合といたしまして、 1年目としては 31億

6，000万円の費用が事業費としてかかってくるわけでございますが、こ のうち一般財源の持

ち出しは一応4億 2，500万円 と計上されております。これが 5年後には、総事業費として35

億、それから 10年目には 41億、 15年目には 49億というふうに、徐々に総事業費もふえ

てくるわけでございます。それに伴いまして、市の一般財源から持ち出し分号、償還金も含め

まして、 5年目では 10億 5，0 0 0万円、 10年目で 20億1.000万円、 15年目では 34 

億1.000万円 という数字が予定されるわけでございます。 15年間でやった場合はこ のよう

になりますが、これをさらに 20年でやるか、あるt¥は 25年で実施をしていくかによ りまし

ては、またこの一般財源の持ち出し分というものは、数字が変わってくるわけでございます。

そうし 1う、何年間でこの下水道事業、いわゆる公共下水道事業与を市が実施をしていくかとい

うことを、やはり今度のこれからの計画の見直しの中で煮詰めていかなければならない大きな

問題であろうというふうに考えるわけでございます。

次は、 3点目 の受益者負担金の問題でございます。受益者負担金の問題につきましては、谷

可
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先生の御質問の中にもお答えしてございますが、現在、負担金を採用するか、しないかという

点の検討を進めているわけでございます。受話者負担金の内容につきましては、事務当局で種

々検討を加えまして、その考え方としての検討資料はすでに内部で固めております。今後、こ

の負担金を徴収してい くかどうかということについては、いろいろ問題点があるわけでござい

ます。

たとえば、先ほど1点目で出てまいりました南多摩処理区の供用開始の時期というものに、

当然合わせていかなければならないと いう問題点がございます。供用開始の時期か らこの負担

金は徴収を始めていくことになるわけでございます。その時期までに負担金を徴収するか、 し

ないかという点の結論を出さなければならないというふうな時期に来ているわけでございます。

それから 2点目の、この負担金を採用した場合、多摩平、現在公共下水道として整備をして

いる地域、あるいは コミ プラで各団地ごとで処理そしている地域、こ ういったところとの負担

金をどう取り扱っていくのか。そういうことで、先ほどもお答えを申し上げました、 これらの

すでに完備をされているいわゆる下水道管としては、さらに市の方で公共下水道を埋設しない

で済む地域につきましては、今後、たとえば負担金を徴収するという こと に決定いたしても、

これらの地域からは負担金を徴収することはむずかしいんではなかろうかという面もあるわけ

でございます。

そういう点で、今後こういった点につきましでも、内部で十分検討していかなきゃならない

という点でございます。公平制、公共を公平の面から見ましても、そういった点から検討を加

えている段階でございます。

それと、 3点目の、財政計画上、受益者負担金を徴収する場合、また、しない場合、どう影

響があるのかといった点の御質問でございます。受益者負担金は、一連の下水道事業を行うた

めの、与えられた負担金でございます。したがいまして、これを徴収することによって、当然

下水道事業の促進にはね返ってくるわけでございますが、ただ、この徴収の額というものを 1

固定めますと、なかなかこれを改正していくということは困難でございます。

したがいまして、下水道事業はたとえば 10年、あるいは 15年というような長期の計画で

ございますので、その間に改定をしないとすると、当然物価等の値上がりによって額そのもの

が、単価の価値というものが下がってくるわけでございます。逆にこれの徴収事務という問題

で、人件費等が非常にかかってくる、そういう点からかみ合わせていきますと、果たして徴収
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するのが妥当であるかなtiかという点も、問題点としてあるわけでございます。そういった点

を踏まえながら、現在、検討を行っている段階でございます。

それから、 4点目の下水道料金の体系でございます。現在の日野市が徴収を行っております

多摩平の公共下水道の下水道料金でございますけれども、 55年に改正を行って ございますが、

現在では、その後、東京都が下水道料金を改正し、あるいはほかの市も順次改正そしてきてお

ります関係上、日野市も現在の下水道料金の体系と いう のは、非常に安いランクに位置づけら

れておるわけでございます。

今後、流域下水道事業が整備をされてまいりまして、都の下水道体系に組み込まれていくと

いうことが考えられるわけでございます。その場合に、東京都の料金と、日野市が現在徴収し

ておる多摩平の料金との間に差がある、出てくるということは、非常に今後の料金体系からい

って望ましくないわけでございまして、できるだけ東京都のレベルに日野市の料金体系を改正

してし、く必要が出てきておるわけでございます。

その点で、現在日野市の下水道料金の改正という問題について、内部で、検討を行っておるわ

けでございます。できるだけ 1本化に将来してい く下水道料金でございますので、できるだけ

早く東京都のレベルまで持ち上げてし 1く必要があろうかと考えております。

以上でございます。

0議長(高橋通夫君) 夏井明夫君。

o 1 6番(夏井明男君) 今の部長の答弁で、大栗幹線のところで、一番早いところで

1 1ヘクターノレの地域が、早いところでは 60年中には供用開始ができる、そこまでの体制に

来ているというお話でございました。それを踏まえると、先ほどの受益者負担金の制度の導入

についても、それに間に合わせるような体制として進めなければいけないというお話でござい

ます。

そうしますと、現在 59年の 6月ですから、多く見て 1年ないわけです。それで、非常に前

から疑問に思っている点ですが、これは市長も真剣に考えていただいているんだと思いますけ

れども、ほかの市等を見ましても、この制度を導入するについては非常に神経を使っていまし

て、市長も御存じかと思いますけれど、昭和 40年代に武蔵野市でかなり議論があったと思う

んです。

また、ほかの県のところにおきましでも、スムーズにこの制度を市民の方が納得されて移行
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したところもありますし、市民の方に納得が得られなくて、実際リコールまでいったというこ

ともあるわけです。

それで、この制度を導入するには、恐らく検討委員会で検討を重ねて、さらに下水道委員会

等で審議を重ねていくということになるんだろうと思いますが、現在、今、部長のお話ですと 、

内部的にはかなり煮詰めたようなお話ですけれども、先般の谷議員からの答弁に対しても、こ

れから下水道委員の方に委員会で煮詰めていただくというお話があったわけです。時期的に見

ますと、到底私は間に合わないんじゃないかと いうふうに思うわけです。

先ほど、公平の原則から受益者の制度も考えていきたいと。いわゆる利点、それから採用し

ない場合の不都合等、部長からも、国のいわゆる補助金が取れるかどうか、国の具体的な、積

極的な援助が得られるかどうかということで、昭和 44年の局長通達だと思うんですが、その

辺のお話もあったわけですが、その辺、具体的に、非常にこちらから見ていて、真剣にお考え

で、 その中で待ちに待って市民税を払いながら、いざ下水道事業そ実施してt¥く 段階で、受益

者負担ということでお金与をくださ いと言った ときに、どういうふう な状況が生まれてくるか、

非常に心配であります。

1平米当たり、先ほどの部長のお話ですと、長期にわたって負担金というものを変ふること

ができないだろうというお話でありますけれども、そうしますと 1平米当たり 400 円とか

500円、少ないところでは 100円という単位のと ころもあるようでございますけれども、

400円、 500円取る、 300平米等であれば 15万ぐらいになるわけですけれども、その

ようなことそ考えますと、その辺、かなり具体的にもう結論を出さないといけない時期ではな

いかと思うわけであります。

になっていないんじゃな t¥かというふうに思うわけです。

やはり前後いたしますけれども、 60年には供用開始ということで、こ の時期に具体的に 1

平米当たり負担金をどのぐらいにするかということを決めておきませんと、各地域によって分

けるということはできませんから。そうしますと、財政計画の中で、一般財源の中で、先ほど

部長の御答弁ですと、持ち出しが 10年後、 15年後と いうふうな、どの辺の計画でやるかに

よって、その計画の中の財政的な負担が違ってくるというお話があったわけですけれども、当

然、、受益告負担金の制度を導入するかどうかによっても違ってくるのは、これ、素人考えでも

当たり前であります。

ですから、先ほどの部長の御答弁ですと、負担金の制度を導入しないという立場でお述べに

ちなみに、昭和 51年9月に、日野市の下水道調査会というところで、下水道事業のあり方

と報告について、ということで答申を出しているわけです。それで、この受益者負担金につい

ても、やはり調査会で検討していまして、国の考え方、市の考え方、それから三多摩で実施さ

れている状況、今般、日野市の制度で導入ということで、導入もやむを得ないんではなし1かと

いうふうに答申が出されているわけです。

現在、日野市の今の動きから見ますと、この制度は導入しない方向で進んでいるんではない

かというふうに思うわけです。それで、下水道事業特促進する意味で、財政的な一般財源から

の補充、さらには受益者の方からの負担ということで、過去にもかなり進捗されていた状況も

あったわけですけれども、具体的にそのような内容になっていくのかどうか。

さらに、前後いたしますけれども、受益者負担金制度を日野市の中で導入することが、果た

して公平の原則ということに適するのか。 もっとざっくばらんに言いますと、日野市では下水

道事業が三多摩の中でもかなり低いレベノレにあるということ が、何遍も何遍も取り上げられて

きております。実際に浄化槽にお金そ使ったり、 また多摩平地区ではあれだけの新しい住民の

方が住まれている中で、われわれ旧来の市民についてはその辺の思恵がないではなt¥かという

ことで、かな りそ ういう芦もあるわけであります。

われわれの下水道関係で、市民の方にお聞きする中で、かなり深刻な話がいっぱいあるわけ

なったんではなし 1かというふうに思うんですが、この辺、市長からぜひ御答弁をいただきたい

と思うわけであります。

さらに、先ほど財政計画の見直しの中で、かなり答弁があったわけですけれども、これは計

画の見直しの中で、一般に言われます終末処理場については、かなり将来人口を普通の予測 と

違って大枠にとって計画を立てる通例があると。そういう中で見込み違いということが出てく

るので、大枠特と ってやるというのが通例であると。それがひいては下水道事業の過大な財政

の大枠の予算になってしまうということもあったわけです。

すなわち、過大な下水道計画になっているかどうか、その辺も心配であります。すなわち、

そこの予測でかなり違ってきますのは、企業の排水の問題があります。今、企業は下水料金に

対してもかなり真剣に、下水道料金の対策について非常に真剣な取り組みをしておりまして、

園、市の予測をはるかに下回る節水そしているわけであります。
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そういう中で、日野市における企業の排水量と いいますか、その容量を現在の計画の中で十

分練り直しているのかどうか、その辺の御答弁もいただきたいと思います。

それから、先ほど料金体系の問題がございました。具体的に多摩平処理区におきましては、

一般財源の比率がどの くらいのパ ーセンテージを占めているのか。

さらに、今の多摩平地域における下水道料金体系が、都から見てどのぐらいの差があるのか、

その辺、お尋ねしたいと思います。

0議長 (高橋通夫君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 夏井議員さんの再質問の、特に受益者負担の考え方とし 1うこ

とについて、お答えをしておきたいと思います。

私も、これまで下水道事業の進捗が、 今日目 の前に、 いよいよ南多摩処理区において迫って

きたといの状況でございます し、長い聞かけてこのことについての考え方を考えてまいってお

ります。

これまで議会でお答えをいたしておりますのは、日野市、いわゆる都市計画税がかなり多年

にわたって徴収をしてまいっております。そして、今後、下水道事業の普及を図る場合に、都

市計画税というこれまでの蓄積と言いまし ょうか、これの役割りと いう ものをいろいろ批判も

いただいておりますので、こういう財源に一番充てるべき考え方も持ちたい。

あるいは、近ごろ多少低調になっておりますが、いわゆる競争事業、これ らの財源も、原則

的に言いますと、そういつまでも依存すべき財源であり得るかどうか、これらのこともありま

すので、精神的な意味も込めまして、下水道事業等に財源として予定すべきと言いましょうか、

考えるべき財源ではなかろうか、このようなことを申し上げてまいっております。

そうして、これまでの事務レベノレでのいろいろな検討の中で、 特に国の指導もありまして、

受益者負担制度を導入しないと、なかなか公共下水道の認可をいただくことが困難であると。

つまり、そういう一面のこともございまして、なかなか結論を見出すに苦慮をいたしておりま

した。

最近の事情、先ほど部長もいろいろと答えております。つまり、メリット、デメリットの関

係でありますが、国の財政の事情もありまして、なかなか財政計画をつくりにく L、。 また、国

も一時のように受益者制度の導入を積極的にやらないと認可を与えないという考え方は、変化

しつつある、このように受けとめております。
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そこで、日野市の現状そ考えますと、まず 20年前からの多摩平の下水道の問題、あるいは

あち こちのコミ プラの問題、みな、つまり今 日では家庭浄化槽も含めて、水洗トイレは使える

ようになっておるわけでありますから、何か下水道に対しての理解というこ との負担を求める

ことには困難な面があるんではなかろうかと。

また、一方には二重課税であると。今言われますように、訴訟が起きたりする例もなきにし

もあらずという状況もあります。それらそお しなべて考えます場合に、だんだんとメリット の

部分が薄れてきていると。つまり財源の能力がありさえすれば、 む しろそういう煩頂な方法は

やめた方がいい、こういう結論にもなるわけでありますが、しからば最終的にどうすべきか。

このことは一朝一夕に理事者だけの判断では、いろいろな意見も聞いた上でというふうに考え

ておりますので、下水道対策委員会等のお考えも十分徴しながら、日野市のいわゆる財政能力

がいいといわれております、そういう面の能力、あるいは蓄積をそういったサービスに使うと

いうこと が、む しろ妥当ではなかろうかと いうくらいの考えまで到達をいたしております。

もう一遍、私も直接国当局に出向いて、受益者負担なしでも国の補助金が公平にもらえるか

どうか、あるいは起債の認可は t¥ただけるかどうか、これらのことを確めた上で最終結論をっ

くりたい、こ のように考えております。

まだまだ結論という段階ではございませんが、考え方としてはそういう思考そめぐらしてお

る、こ のように御理解をいただきたいと思います。

ただ、一つ加えますと、たとえば区画整理でありますとか、いろんな意味で都市区画税、あ

るいは固定資産税も含めてでありますが、相当な税負担ないしは公共負担号してもらっている

土地と、 それから宅地並み課税等の減免によって、ほとんど、余り公共的な課税は行っていな

いという、そういう土地もあるわけでありますから、この関係のノξランスというものはどう考

えるべきかと、こ んなことも一つあるように思っております。衆知を尽くし、いろいろな御意

見を聞きながら決定をすべき課題ではなかろうか、こう思っておるところでございます。

0議長 (高橋通夫君 ) 都市整備部長。

0都市整備部長(結城邦夫君) それでは、私の方で 2点目の御質問についてお答え

申し上げます。

財政計画の見直しに当たって、すでに処理人口が 21万1.000人として決定してございま

すが、こ の人口想定というのは、大枠をとった関係上、過大な計画になっているんではなかろ
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うかといった御質問でございます。

これにつきましては、当時、計画を策定する段階で日野市の人口想定というものをどう抑え

るかということで、東京都の計画局と、ある いは下水道局との間で相当煮詰めた問題でござい

ます。将来の想定人口、いわゆる 70年度における人口を 21万1， 0 0 0人抑えましたのは、

東京都の人口計画の中からその数字が出てきているわけでございます。これをコンビュ ータ一

等にかけまして算定したのが、この 21万 1，00 0人であるわけでございます。

確かに通常の伸び率、現在の伸び率からいきま して ちょっと大き いというふうに見込まれる

わけでございますけれども、もし逆にこれが過小評価であった場合には、処理施設そのものが

パンクをしてしまう段階になります。そういうことで、ある程度の安全率はどう しても見て計

画を立てざるを得ないわけでございます。

そういう観点から、人口想定の多い方与を採用したわけでございますが、これが最大の人口想

定ではないわけでございます。当時算定した中では、 23万、 あるいは 24万近い数字も出て

おったわけでございますが、 21万1.000という数字が妥当であるということから、これを

計画人口に取り入れたわけでございます。

それと、企業の排水量についてでございますけれども、当然現在の計画の中では、企業から

排出される量というものが、本来ですと見込まなきゃならな いわけでございます。しかし、 日

野市の中における大企業、特に大口の企業の方々の、将来の下水道計画についてどう対応され

るかという調査も、あわせて行っております。

そういう段階では、下水道には直接放流はしないという企業が非常に多いわけでございます。

自前処理を行っている関係上、現在、施設を三次処理まで持って いる企業は大部分でございま

す。そういう中で、高い料金を払いながら公共下水道の使用料金を払っていくということは、

コスト高に通ずるということから、下水道が完備しても自前処理は行っていくという企業が多

かったわけでございます。

そこで、企業の面積に相当する人口を想定して、その分につきましては算入してございます。

と申しますのは、企業が必ずしもそこにいつまでも立地しているという条件がないわけでござ

います。たとえば他に転出そしていくというふうなことも想定されるわけでございます。そう

いう場合に、全くその分について算入しておかないと、やはり処理計画に大きな支障が出てま

いりますので、たとえば他に転出した場合、そこに張りついてまいります人口を想定して、そ
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の介については処理水量の中に加味をして、処理施設等の大きさも決定しているわけでござい

ます。

それから、料金の問題でございますけれども、全体の料金体系の中で一般財源が負担する率

でございますが、これは正確な数字は持ち合わせてございませんが、大体80%の料金を負担

を し、あとの 20%程度を一般財源から補なって いるというのが現状でございます。したがい

まして、そういった点から見ましても、今後料金改定発していかなきゃならない理由があるわ

けでございます。

それと、都との差でございますけれども、たとえば平均収入をとりまして 30トンの水を使

ったという場合の料金でございますが、東京都は日野市の現在の料金体系の 2.5倍の料金を足

しております。

たとえば、具体的に申し上げますと、東京都は 30立米の、30トンの水を使った使用料金

としては 2，830円を徴収しております。日野市の場合は、1， 1 3 0円でございまして、半分

以下であるわけでございます。差額は 1，700円の差が出ているわけでございます。

このように、現在の段階ではちょっと差が大きくなってきているので、これを埋めるために

も、やはり将来料金を統一、 一本化するためKも料金の改定が必要であろうというふう K考え

ているわけでどざいます。

以上でございます。

0議長 (高橋通夫君)

o 1 6番(夏井明男君)

夏井明男君。

最後に、この問題について要望して終わります。

先ほど市長の御答弁ですと、早急に国の方に意向をただして、こ の負担金の制度を導入する

かどうか態度決定をするというお話でございました。ぜひお願いしたいと思います。

私は、個人的な見解でございますけれども、受益者負担金制度の導入の利点としては、国か

らの誘い水になるかどうかという第 1点がありますが、この点についてが一番問題だろうと思

います。

第 2点の、公平の原則からどうかという点ですが、長年地域地元の方の市民感情、さらには

市税に対する貢献度を考えますと、受益者負担金の制度を導入すること自体が、むしろ公平の

原則に反するんじゃないか。受益負担金制度の概念自体があいまいですし、むしろこの制度自

体について根本的な疑問も持たれておりますので、この辺、 日野市においては難しい段階では
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なt¥かと思います。

ハ
h
Uつ臼つd

なり市にとっては特色のある市でございまして、過去におきましてもさまざまな議員の方から、

浅川、 多摩川の流域の自然公園としての機能というと ころで、質問があるわけでございますけ

れども、日野市におきま しては、浅川、多摩川流域の自然公園としての機能というところで、

どのようなカチ現在入れているのか、その点、お尋ねをしたいと思います。

さらに、地域の方はその近くの公園、さらに緑地帯、さまざまな市民の憩いの場のある場所

については存じているわけですけれども、少し離れますと日野市内にこのようなところがあっ

たかというようなところもあるわけでございまして、そういう観点から一つ提案で ございます

が、日野市においては子供のために昆虫の本とか、それから草花の本、動物の本等を発行して、

小中学生に喜ばれているわけですけれども、東京都におきましでも観光課の方で、東京都三多

摩の地域における名所内跡と t¥かないまでも、案内本が出ております。

日野市におきま しても、それほどお金のかかる話ではありませんので、日野市内における市

民の憩いの場の案内文ぐ らいあってもよ ろしいんではなし 1かと思うわけであります。そのねら

いは、日野の市民の方がそのよ うな本を手に して、 それほどお金のかからないところで余暇を

楽 しむこと ができる、日野の市民の方の交流も図れると いうと ころで、こ の案は受け入れてい

ただいてもよろしいんではなし 1かと思うわけであります。

最後に、子供会の現状と将来と いうこ とでお尋ねするわけですが、地域の市民の方の交通は、

PTAあり、自治会あり、町会ありと いうことで、重層的な市民の交流の場もあるわけですけ

れども、親を思わない子はありませんし、子を思わない親はないというところで、子供の健全

な育成については、親の一般共通の観点でございます。

そういう意味から、たとえばと いうことで、子供会の運営等においても親は熱心でございま

す。そのような育成の観点からも、日野市は現在どういうふうにこのような団体に対して応援

を与えているのか、指針を与えているのか、その点、お尋ねをしたいと思います。

以上です。

O議長 (高橋通夫君 ) 夏井明男君の質問についての答弁与を求めます。生活環境部長。

O生活環境部長(坂本金雄君) お答えをいたします。

1点目の、市内名所における市民の刑用状況でございますが、私ども動物園、百草圏、高幡

不動尊、テ ックにつきまして、それだれ問い合わせてございます。 57年、 58年の利用年度

につきまして、お答えさせていただきます。なお、1.0 0 0人以下は四捨五入をさせていただ
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さらに、第3点として、この制度の財源的な確保の問題でございますけれども、負担金制度

の導入を図りますと、やはり市の職員も何人か採用しなければなりませんo 人件費等を考え、

また負担金の額を決定し、何年間にわたって徴収することを考えていきますと、一般財源の貢

献度について もかなり問題があるのではな t¥かと思います。

また、最後に、 60年中に供用開始ということでございますけれども、この制度を導入して

まいるときには、かなり地域住民の方に納得そしていただかないと、かなりな混乱をもたらす

だろうとい うふう に思います。

以上。

O議長 (高橋通夫君 ) これをもって 8の 1、下水道事業について問うに関する質問を

終わります。

次に 8の2、緑と清流とふる里づくりについての通告質問者、夏井明男君の質問を許 します。

o 1 6番(夏井明男君 ) この問題についてのねらいは、すなわち子供にとってはそこ

に住んで育ったところがふるさとでございます。あえてふるさとづくりと申し上げましたのは、

日野市における 5年、 10年、 20年先のよりよい人間関係の基礎づくりのためにどういう方

途があるかという観点からの質問であります。

まず第 1点としましては、緑と清流という ことで、日野市も表看板にこのス ローガンを掲げ

て対策に取り組んでいるわけでございますけれども、また、その成果として黒川公園のかなり

の整備ができまして、地域の私立の幼稚園、公立の保育園等、また小学校の低学年の方もかな

り公園を利用するような状況が生まれてまいりました。

日野市におきましでも、秋にいろいろな催しがあり、その中で市民の方の交流等も重層的な

関係で行われているわけですけれども、現在の日野市民のいろいろな動向から見ますと、地域

近くで余暇を楽しむということが多くなってきている現況にあります。

日野市内におきましでも名所旧跡がございますし、そのような名前がつかないまでも、ほか

の市に比べてかなりな緑地帯、緑地公園等あるわけでありますが、第 1点としましては、日野

の市民の方が、そのような利用状況はどうなっているか、まず第 1点お尋ねをしたいと思いま

す。

第 2点として、日野市の特色として、多摩川、 浅川を抱えている市でございます。これはか



きました。

動物園の 57年度、 147万8，0 0 0人でございます。 58年度 130万 2，000人。

百草圏、こ れは梅の開花時期 2月から 3月にかけましての2カ月間の統計でございます。 し

たがいまして、 57、 58、 59年の3カ年の統計そお知らせ したいと思います。 57年、 3

万9，000人でございます。 58年、 5万 3，000人でございます。 59年、 2万 5，000人。

次は高幡不動尊ですが、 57年度 11 0万人。 58年度 12 0万人。

さらに多摩テックですが、 57年度 122万人でござ います。 58年度 10 6万1.000人

でございます。

以上が、各施設に問い合わせました利用の人数でございます。

さらに、 3点 目の名所案内本の出版についてお答えをいたします。前回印刷をいたしました

日野市の観光ガイドブック的なものが底をつきました。それで、今年度 59年度には観光協会

がこの経費を負担いたしまして、 3万部のガイドブ ック的な ものを印刷をする予定でおります。

以上でございます。

0議長 (高橋通夫君) 建設部長。

0建設部長(中村亮助君) それでは、私の方から第 2点 目と、それから今第3点目で

生活環境部長がお答えを申し上げましたけれども、さら に第3点目の問題につきましては、自

然に親しむコースの案内版の出版というふうなことに関連をいたしまして、さらに私の方から

もお答えをさせていただきたいと思っております。

まず、 2点目の浅川、多摩川流域の自然、公園と しての機能でございますけれども、これにつ

きましては、御存じのように日野の 27.1 1平方キロ の中で、浅川 と多摩川の占める割合とい

うのは 12.9 %、 3.49ヘクタールございます。非常にこの面積も広いわけでございまして、

自然、に親しむ場所としてかっこうなものが市域にございますので、私どもの方の考え方といた

しましでも、やはり自然、そのままで古くから親しまれ、そしてわれわれの生活の中で大変大切

にされ、そしてまた生活と大変密着してきた多摩川、浅川、これを自然環境のままで残してい

きたいというふうな立場で考えておるわけでございまして、これも御存じのように 51年に浅

川の関係につきましては、環境の計画研究会そ発足させまして、 58年の 3月に浅川利用の基

本計画ができ上がっております。

そして、浅川につきましては、具体的に申し上げますと 59年度の予算で、まず浅)11の堤防
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敷の一部を約 1， 000メータ 一、浅川の右岸でございますけれども、南平の駅の北側からずっ

と下流へ下りまして、 高幡の橋の付近まで約1.000メー タ一、 浅川付近のいわゆるリ バーサ

イドプロムナードをつくろうと いうことで、予算の御承認も いただいておりまして、具体的に

はこれらを手始め といたしまして、 浅川の自然に親 しむ施設を、自然を生かす形の中でできる

だけつ くっていこうという ような考え方を持っております。

それから、多摩川につきま しては、堤防敷を利用いたしまして 3年計画ぐらいでやはりこれ

もグョギング、あるいは自転車の利用による活用ができる ような、そういう堤防敷のカラ ー舗

装によりますと ころのプロムナードの計画 も考えていきたいというふうに思っております。

それからまた、最近の話ですけれども、多摩川、 浅川を管理しております建設省の京浜工事

事務所につきま しては、71<と緑のネ ット ワークの整備構想を策定しようということで、各市町

村に、沿線の市町村に調査与を求めてきております。これによりますと、やはり多摩川、浅川を

一つの中心 といたしま して、これの持つそれぞれの地域の中での水と緑の広がりを考えていこ

うというふうな ことで、調査が行われるというふうにも聞いております。

そういうふうな形の中で、多摩川、浅川の今後の利用計画につきましては、私どもの方も今

申し上げたような中で取り組んでいくような計画を持っておるわけでございます。

それから、3点目の問題につきましでも、御質問の中にございましたように、自然環境の中

で求められる市内の動物、ある いは植物、昆虫、これらにつきましては、それぞれの参考にな

るような単行本を発行しておりますし、 59年度におきましでも、特に植物につきましては改

訂版も出そうというふうな計画を持っております。

そういう中で、さっき申し上げましたように、自然に親しむコースの案内版をつくる計画も

今後考えていきたいというふうに思っております。これには、今申し上げたような昆虫、植物

あるいは動物というふうなものがそのコースで求められるというふうな、簡単なわかりやすい

ようなガイドマップみたいなものをつくってみたいというふうに考えておりますし、大変欲張

った話かもしれませんけれども、その中に、先ほど生活環境部長の方からお答えございました

市内の百草閣だとか、あるいは高幡不動だとか、あるいはまた、その他歴史的な由緒ある場所

なども織り込みまして、一連のマップ.与をつくってお役に立てればというふうに思っております

ので、そういう点を通じまして、私どもの方の自然環境の立場からも、案内版の冊子なども今

後、一つの課題として考えていきたいというふうに思っております。
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なお、市民読本の中では、 82年の市民読本でございますけれども、 36、 37ページには

七生丘陵の散策コース、これは山道で約 5キロでございます。

それから、黒川の段丘の散策コースが約 4キロですけれども、これらのPRも含めましたワ

ォーキングマップのお知らせ版みたいな御利用の仕方も考えておりますので、これとは別に、

さっき申し上げたいわゆる案内版みたいなものを考えていきたいという ふうに思っております。

0教育次長(小山哲夫君) 御質問の第 4点目の、日野市の子供会の運営と、それから

に運営されるような指導もしております。そういった意味でのいろんな講習会であるとか、ま

た、子供会の運営には相当資金が必要でございます。そういった意味で子供会が自主的に運営

できるまでの問、教育委員会といたしましては必要な援助金等の援助の手を着し伸べていくと

いうことが一つの基本方針でございます。

先ほども申し上げたとおり、子供会全体の組織といたしましては、まだまだ 55団体という

ことでございますし、未確認団体含めましでも、まだ 100団体と いっておりません。日野市

の子供会の年齢層について申し上げておきますと、いわゆる小学校 1年生から 6年生までの小

学校の児童だけに限られております。小学校の児童数が約 1万4，262名おるわけでございま

すので、まだまだ子供会の数からいきま しても、あるいは加入する児童数からいたしましでも、

まだまだ半分に達しておりません。

そういった意味で、今後とも子供会が数がふえる、あるいはまた会員数がふえるような指導

をしておる ところでございます。

それから、特に地域の交流の問題についての御質問が、これに関連いたしまして出されたわ

けでございますけれども、子供会が子供会だけで運営ということじゃなくて、特に地域社会と

の結び、っきと いう ものが非常に大切じゃなかろうかと いうふうに考えています。

そう いった意味におきまして、特に 自治会等とのかかわりの中での、いわゆる地域自治会と

のいろんな、清掃関係の問題であるとか、あるいはまた、奉仕活動である老人家庭を訪問する

とか、そういった意味の地域と子供会との結びつきということを、今後深めていく必要がある

だろうというふうな考えに立ちまして、指導をしているところでございます。

以上でございます。

O議長 (高橋通夫君 ) 夏井明男君。

o 1 6番(夏井明男君 ) 以上で終わります。

0議長 (高橋通夫君 ) これをもって 8の2、緑と清流とふる里づくりに関する質問を

終わります。

本日の日程はすべて終わりました。

本日はこれにて散会いたします。

0議長 (高橋通夫君) 教育次長。

日野市の教育委員会は子供会にどのような指導をしているかという御質問に対してお答えをし

たいと思います。

特に少年教育の大きな問題点といたしまして、 子供たち 1人 1人が集団生活の中で情操教育

をやったり 、ある いは連帯感を深め、そして健全な遊びと いう ものが必要だと いうことは言う

までもございません。そういった意味におきましても、子供会の存在は大変大きな存在である

というふうに認識をいたしております。

そう いっ た意味で、教育委員会と いたしましては、昭和 41年から教育委員会としての重点

施策の中に、子供会の組織づくりとあわせま して、こ ういった子供会の、いわゆる単位子供会

が連合組織をつくると。そういった意味での指導育成をしてまいります。

そして、昭和 42年の 9月29日には、日野市に子供会の連合会が発足いたしました。当時

は21団体であったわけでございますけれども、昭和 59年度現在を申し上げておきますと 、

子供会の連合会に加入している団体は、 55団体ございます。加入会員につきましては、5ρ57

名を数えております。

一方、子供会の連合会に加入していない子供会でございますけれども、現在 47団休2，616

名の会員が加入してい左いととろでどざいます。

一応、日野市の教育委員会といたしましての指導でございますけれども、御案内のとおり 、

子供会というのは社会教育に基づく社会教育関係団体でございます。したがいまして、これら

の団体が自主的に組織され、自発的に運営されるということが本来の社会教育としての指導の

基本方針でございます。

そういった意味におきまして、子供会の指導者でありますところの育成会の指導、それから

子供会のジュニア・リーダ、こういった人たちの指導をしながら、子供会が自主的に、自発的

午後 4時 38分散会
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市民部長 力日 藤 男 君 生活環境部長

清掃部長 大 貫 松 雄 君 都市整備部長

建設部長 中 村 ケ巴 助 君 福祉部長
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速記委託先 住所 東京都立川市曙町一丁目 10の3

立川速記者養成所 所長 関根雪峰

速記者 川久保友子君

議事日程

午前 10時 8分開議

0議長(高橋通夫君〉 本日の会議を開きます。

加藤一郎君 ただいまの出席議員 23名であります。

一般質問を行います。伊藤正吉君

坂本金雄君

結城邦夫君

9の1. 道路整備について問うについての通告質問者、藤林理一郎君の質問を許します。

( 2 0番議員登壇〕

高野 隆君 020番(藤林理一郎君〉 皆さん、おはようございます。

佐藤智春君

小山哲夫君

いま議長さんの方から一般質問のお許しをいただきまして、道路整備について問うというこ

とで質問をさせていただきます。

長岩沢代吉君

もう古い話になるかと思いますけれども、昨年の暮れからことしの冬にかけて非常に寒い日

が続き、そうして雪が 26回ば・かり降った日があると、記憶しておりますけれども、そういう

中で最近にない寒さの中で雪が降り続いた、そういうことで道路が非常に悪くなったというこ

とでございます。その雪が降っては解けかけるとまた降るというようなことで、そしてその中

でドライパーの方たちがチェーンを巻き、走る。そういうことも重なりまして非常に道路が悪

くなったということでございます。そのこと について質問をさせていただきたいと思います。

記萩生田富司君

記串田平和君

昨日、私と同じような題名で質問した方がございました。その方が名前を言わずに議会の中

ではやるべきだというような、名前を出さないでというようなことがございましたのでその方

の名前を出さずしてですね、先輩でありますことから私は尊敬をしております。そのことの中

でですね、多少なりとダブってまいるかと思いますのでそのダブったところはひとつ理事者側

の方で十分に答弁をうまくやっていただきますようにお願いいたしたいと思います。

雪が降った中で陰裏の道路でございますけれども、 日野台から申し上げますと日野台一丁目

から五丁目まで、その中で一部年次計画で道路を整備するという所もございます。ただし、そ

のほかにですね、この雪のために非常に道路が悪くなった、そういうような所をぜひ早くやっ

昭和 59年 6月20日(水)

午前 10 時開議

日程第 1 一般質問

本日の会議に付した事件

日程第 1

A
斗
4qa 

q
u
 

ていただきたいというのが私の質問でございます。

それとですね、豊田四丁目でございますけれども、このところの方の住宅の中にも理事者側の方

は再三に私の方からお願いをしてその実態を見ていただいてあるかのように思います。

そうしまして多摩平に今度入りますけれども、多摩平六丁目付近ですね、この辺のところが

非常に(r直ってるよ」と呼ぶ者あり)悪くなっております。(r直したんだよ、あれJと呼
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ぶ者あり 〉いまね議員さんの方からやっ てあるから見にいって こい、こういう ふうな(笑声 〉

なにがありましたけれども、事実、私、きのうですね、ある議員さんが質問しておりますので

再確認をしてまいりました。( r偉t¥Jと呼ぶ者あり〉 直っておりませんo そういうよ うなこ

とからきょう質問をさせていただくわけでございますのでよろしくその辺を御理解をしていた

だきたいと思います。多摩平は大体六丁目の 4番地から 13番地、そのあと 20から 40番の

所でございます。 これは非常に悪い道路になっております。

そういうようなことからですね、私はぜひ道路整備しなければ来年の 4月に市長選も控えて

おります関係でその悪い道路を選挙運動やらなきゃいけないというようなこともあります。そ

こでやっぱり選挙に携わる方はその道路を走ったときに市民がどのように思いますか。その辺

のところもひとつ御理解をいただきたいというふうに思います。( iそのと おり」と呼ぶ者あ

り〉そういうような中からぜひこの道路、昨日は大体 6，000メーターがやらなきゃいけない所

があるということです。

その中で半分ぐらいは何とかこの予算でやりたい、こういうような答弁がございましたけれ

ども、これには私は一つの理由があって理事者側の方はそういう答弁をなさったんじゃなかろ

うかと思います。職員が足りないということですね、これに携わる職員。私に言わせますと、

これは道路が悪くなったからといってすぐにその道路にかかるということはできないことでご

ざいます。測量もせなきゃいかん、設計もせなきゃいかん、 見積もりも出さなきゃし 1かんとい

うようなことからこれにすぐに着工するということは不可能だと思います。これが一つの理由

もあろうかと思います。そこでですね、職員を建設部の方に 2名ばかりふやす気持ちがあるか、

ないか。これは私L、まの人員の中でですね、そのような技術者がおられるように思います。そ

こで、その技術者を 2名の職員を建設部にふやすということが 1点ですね。

それから、雪国は年次予算としてですね、大体予算を計上しであると思います。これは、こ

とし、こういうようなことで予算は計上してないでしょうけれども、これは年次予算としてこ

れからとるべきじゃなt¥かというような考えも私は持っておりますし、これはぜひとっていた

だきたい、こういう質問でございます。

この 2点についてひとつ答弁をお願いをいたしたいと思います。

ただいまいろいろ昨年から、いや、失礼しました。ことしの 1月 19日からのたび重なる雪

害によりまして各所で道路の損害がございます。そういう個所を大変詳細に御指摘をいただき

ながら御質問があったわけでございますけれども、き のうもお答えいたしておりますので多少

重複する点があろうかと思いますけれども、ことしの激しい冬の降雪によりまして長期間の凍

結が行われまして、それによりまして各市内の各地の道路が特に舗装が浮き上がるというふう

な現状がございまして舗装面に確かに不摂生なで こぼこが発生をいたしております。特に東西

に走る道路につきましては日照等の関係もございましてなかなか雪には解けにくいというふう

なことで凍結期間がしたがってそれだけ長いというふうな現象の中で、いろいろ問題がござい

まして、特に地域的には関東ロ ーム層の地層というふうな中で日野台地区、あるいは多摩平地

区に集中的にそういう'現象が見られるというのが現状でございました。一部ではその後春の気

温の上昇によりましてほぼもとどおりに落ち着いた所もございます。しかし、ひび割れなどが

発生をしたりしまして表面部分が飛散したりしている部分もかなりございます。

そういう中でいろいろ御指摘がございました場所は確かに傷んでおります。そういう場所に

つきましては現場作業員によ って対応できるものにつきましては、局部的に補修をしたつも り

でございますけれども、なかなか十分まだ手が回らないというふうな現状もございまして残っ

てる部分もあるわけでございますし特に 40年前後に初めて舗装された地区もございます。で、

これは当然耐周年数といいますか、かなり年限も経過しておりますので、そしてその当時の 40

年前後の舗装の方式そのものがいまの技術、時代と比較しま してですね、ちょっと技術的に劣

るというふうな、そういうこともございまして、そういうことが原因でさらに舗装がかなり傷

んできたというふうなこともございますので、これらの地域についてはやはり路盤から直して

しえ必要があるんじゃないか。つまり打ちかえをしまして路盤からきちっと直していかないと

直らない。部分的な応急的な補修ではちょっと間に合わないというふうな部分もございますの

で、そういう方法によりまして直していきたいというふうに思っております。

で、本年度中にできるだけやりたいということで言十画を進めておりますけれども、特に交通

上、支障があるというふうなところをまず重点的に考えまして路盤の改修をしていきたいとい

うふうに考えております。

で、当初予算でお認めいただきました道路補修の予算につきましては概略で約4，000万でご

ざし1ますけれども、 4，000万の補修で一応の計画は立ててございますけれども、予算編成後に

。議長 (高橋通夫君〉 藤林理一郎君の質問についての答弁を求めます。建設部長。

O建設部長(中村亮助君〉 それではお答え申し上げます。
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雪害が起こったということで計画的に取り組むにはやはり予算の補正というものも当然考えら

れてくるわけでございますので、昨日もお答え申し上げましたように、できれば早い時点の 9

月ぐらいに必要な部分の補修をするための補正予算はお願いをしたいというふうに考えておる

次第でございます。

で、特に日野台の地区につきましてはほかの事業との関連もございます。公共下水道計画に

よる汚水管の埋設計画が 60年度をめどに日野台地区で考えられて進められるというふうに聞

いておりますので、これらの事業との関係もございますので全面舗装の改良につきましては特

に日野台地区につきましては、この事業との関連を考えながら事業費にむだが生じないような

計画のもとで実施していきたいというふうに考えております。以上でございます。

それから、失礼しました。もう 1点の御心配をいただきました土木課の職員の配置ですけれ

ども、これにつきましては私どもの方の内部的な段階でも一応内部努力をいたしまして逐次増

員をしていただくようなお願いをしておるわけでございまして、幸い、ことしの 5月に 1名の

増員が図られております。しかし、内輪に申し上げましてもう少し実際に人員を欲しいという

のが正直な本音でございまして、それによりましていつも御指摘をいただきます今後の道路行

政の充実を図っていきたいというふうに思っております。内部努力はいたします。しかし、そ

ういう中で可能な限りやはり人員の配置というものは今後お願いを、私どもの立場でもお願い

をしていきたいというふうに考えております。( Iまだもう l点あるんじゃないかな。雪対策

について予算は、年次予算をとるか、とらないかJr収入役」と呼ぶ者あり)

0議長(高橋通夫君〉 予算の件、関係部長から…・・・。(I休憩JIちょっと議長いい

ですか」と呼ぶ者あり〉藤林理一郎君。

02 0番(藤林理一郎君〉 建設部長ね、私もう 1点と L可うことは、これからこうし 1う

ようなことがあってはいけな~¥から雪対策としてですね、年次予算を計上する気持ちがあるの

か、ないのかということを聞いたんですね。それをひとつ……。

0議長(高橋通夫君〉 企画財政部長。

。企画財政部長(前田雅夫君〉 お答えいたします。

本年の雪害につきましてはかなり異例ないわゆる発生でございます。こういった異例な発生

にそなえてですね、常時予算を計上するということは非常に効率が悪いわけでございます。予

算の仕組みからいきましでもこういった対策につきましては、雪害地帯は別といたしまして、
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日野市におきましては緊急を要する場合には予備費を充当するということで対応いたしたいと

いうふうに考えております。

0議長(高橋通夫君〉 藤林理一郎君。

02 0番(藤林理一郎君〉 l ¥ま建設部長さんの方では 1名の増員があって、あと、な

んですね、これからこれについての増員、職員をふやしてもらうような方法にもっていきたい

という答弁ですね。

それから、いま企画財政部長さんのお話では、この雪対策についてはまれなことだからとい

うことで、できればこれから先補正なりの緊急を要するときにはそういうような方法で考えて

いきたい、こういうような答弁でございましたですね。これはそのようないま財政部長の話だ

とすればこのようなときにですね、急、を要するときに間に合わないんじゃなし可かというような

ことからですね、私は質問しているわけです。( I予備費」と呼ぶ者あり)それで、それをで

きないならできない、できるならできると言っていただけりゃいいと思うんですよ。

。議長(高橋通夫君) 企画財政部長。

。企画財政部長(前田雅夫君〉 こう~¥う異常な災害に対する手当と t¥たしましては

予算の執行の方法としてはですね、まずある予算で対応をする。それで議会等がうまく間に合

えば補正をして執行するのが当然でございますけれども、補正も間に合わないという場合には

予備費を充当をして対策を講ずるということでございます。

きのうの一般質問の中でもございましたけれども、本年の道路の補修費につきまして補正云

々ということがございましたけれども、まだ私財政サイドとして細かく把握はしておりません

けれども、本年の雪害対策については補正の必要性というものは感じておる次第でございます。

。議長(高橋通夫君〉 藤林理一郎君。

02 0番(藤林理一郎君〉 はい、わかりました。そのようにひとつ一日も早くですね、

この道路について補正をとり、そして道路を直すというふうに考えていただきましてですね、

お願いしたいと思います。

それでは、この質問についてはこれで終わらせていただきます。

0議長(高橋通夫君)

わります。

次に 9の2、市内路線ノイス運行についての通告質問者、藤林理一郎君の質問を許します。

これをもって 9のし道路整備について問うに関する質問を終
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020番(藤林理一郎君〉 t ¥ま議長さんからお許 しが出ましたので、市内路線パス運

行についての質問をさせていただきます。

昨年の 9月の議会だったと記憶しております。 市内循環パス路線で一部、 日野駅から市役所

経由で豊田に走っ ております。 これは非常に日野駅待合パスですか、待ち合いしている所でと

きどき私耳にいたしております。 ここ だけでも通ったからよか ったな、こういう感謝の言葉を

ときどき耳にしております。

そういう中から昨年の 9月の議会の中で市長がいい話を していただいたわけですけれど も、

それがなかなかまだ未解決というような中からその後京王さんと担当部課長さんですか、また

は市長さんがどのよ うに経過が話し合いをなされている のかと いう のが 1点でございます。

次に最近になって旭が丘の所に西東京パスの営業所が設けられたということを開いておりま

す。そういう中でこの西東京パス、八王子市から高倉町、または北八王子工業団地からバイパ

スを経由いたしまして日野駅、そして日野駅から新町、栄町に通ずる都道ですね、 169号線

でございます。この都道を通じまして行く行 くは宇津木台住宅公団が完成すれば、こ の所まで

日野駅から折り返しを運転するというような計画がある と聞いております。その点につきまし

て市側はこの路線についての話がどのようになされているのかお聞かせをいただきたい。これ

が 1点でございます。

次に、西東京パスが現在のと ころ旭が丘の営業所を発ですね、甲州街道、またはバイパスを

経由して回送車として日野駅に行く。そして日野駅から、いま松は枯れてなくなっております

けれども、旭橋の手前ですね、都道のその所の一本松という、落合の松というんですか、その

所を迂回して日野駅にピス トン輸送をするというようなことも聞いております。むだなことを

ですね、いまそんなに乗る人がないと思います。そこで日野台、バイパスを通じて高倉から出

てくるこれをですね、回送車ということよりも実際に運行して走った方が西東京パスにしても

よいんじゃないか。そして、その地域の住民に対してもいいんじゃ担し 1かというような ことか

ら質問をしたわけでございます。これについてどのように市側の方は西東京パスとの話し合い

を進めているのかお聞かせを願いたいと思います。以上でございます。 3点。

。議長(高橋通夫君〉 藤林理一郎君の質問についての答弁を求めます。企画財政部長。

。企画財政部長(前田雅夫君〉 お答えいたします。

まず 1点の市内循環パスの運行の検討をどうしているかということでございますけれども、
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この件につきましては多年にわたりまして庁内並びに陸連事務所、都、京王帝都、 こういった

関係機関との協議を重ねてきたわけでございますけれども、なかなか市が事業として踏ん切れ

ないというような状況でございます。 59年度の予算では通称市役所線でございますけれども、

その循環パスのある一部といたしまして日野駅から豊田の北口に結んだわけでございます。

それで市として今後この循環パス構想をどうするかということになるわけでございますけれ

ども、いろいろ発想を変えまして何か市として事業化できないかということで現在考えを新た

に検討している段階でございます。いまの状況はそんなところでございます。

それから 2番目の都道 169号線、 日野駅から東光寺方面に通じている都道がございます。

このパスの運行がどういうことになっているか ということでございますが、こ れはいま藤林議

員さんの方からお話がございましたけれども、八王子市内の小宮、宇津木それから平地区、 こ

の地域を中心にいたしまして面積が約 77ヘクターノレでございます。これは八王子市が事業主

体で区画整理をしております。施工は日本都市、日本住宅都市整備公団が行っているものでご

ざいます。 これは戸数にいたしまして約 2.160戸でございます。人口といたしまして 8，500人。

で、この団地の第 l次入居、これは公団が集合住宅をつくるわけでございます。これが 62年

の3月に予定をしております。 この団地のいわゆる通勤、通学者等を日野駅に輸送をしたいと

いう計画でございます。そのルートとして日野駅から 169号線を通り、いまお話の出ました

一本松を通って八王子の都市計画道路 2・2.23に通じ宇津木台団地に入るという構想でござい

ます。この運行の事業主体は西東京パス株式会社が当たるという ことでいま計画を進めている

段階でございます。で、先ほど申し上げましたように本格的な入居につきましては 52年 3月

でございますけれども、道路、それから折り返し場の整備ができれば、できれば早期運行をし

たいというような話を現在日野市の方に持ち込まれております。

ただ、こ の路線につきましては問題点が一つございます。これは御承知のように日野駅から

東光寺に通じます 169号線は日野駅から約 450メータ ー前後非常に道路が狭隆でございま

す。こ こにパス、定期パスが通るということになりますと大型車のすれ違いに障害があるとい

うことでこの辺の道路整備をしなきゃいけないということでございます。この点につきまして

は現在公団の方から道路管理者でございます東京都の方に整備の要請をしているということで

ございます。この整備が東京都ができないということになりますとこの輸送の需要の発生者で

ございます公団自身も、自身が手をつけなければいけないというような状況になるわけでござ
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います。こういった問題点が解決されれば折り返 しを含めま してできるだけ早い時期に運行を

開始したいという計画でございます。

次の 3番目のこのいま申し上げましたパス運行に伴う回送車を有効に使えないということで

ございますけれども、現在旭が丘に駐車場がありますけれども、 これは京王帝都電鉄が持って

おりまして、以前は京王サニーがモ ータープールとして、いわゆるサニーの駐車場として使っ

ていた土地でございます。これをいわゆる同じクツレープでございますので西東京が借り受けまして現

在観光パスの駐車場に使用をしているというものでございます。したがって、現在、東光寺方

面に運行するパスの車両は八王子営業所、これは京王帝都、京王八王子駅の前の営業所でござ

いますけれども、そこから回送し、運行する計画でございます。

で、場所は変わりましても日野駅の方に甲州街道ないしはバイパスを通りまして車を回送し

なきゃなりませんのでその回送の車を有効に使えということでございます。私の方から何かう

まい手がなし 1かと、その要望も踏まえましていま話をしておりますけれども、現時点での西東

京パスの考え方では回送パスというのは非常に本数が少ない。ガソリンの給油以外にはできる

だけ回送させますとそれだけロスがございますので本数はできるだけ少なく抑える。それから

回送パスを路線化いたしましてもかなりの本数がなければ路線としてなかなか成立しないとい

うようなこととか、いま一つはこの回送車を路線化する場合に当然甲州街道の一部を走るわけ

でございます。その部分をノンストップにするわけにいきませんので京王帝都との路線の競合

が出てくるというようなことで、いまの時点ではなかなか見通しが暗いというような状況でご

ざいます。以上でございます。

の辺はどうなんですか。

。議長(高橋通夫君〉 企画財政部長。

。企画財政部長(前田雅夫君〉 お答えいたします。

私の方で西東京パスから伺っておりますのはさっき申し上げました 169号線、都道 16 9 

号線の道路の拡幅、これは全面拡幅するのが一番いいんでございますけれども、暫定措置とし

てはパスベイといいまして、いわゆるパスの待避所をつく りま して大型車の交換をする という

ことが残されているわけでございます。それから一本松の付近での折り返し場のいわゆる確保、

こういった問題があるので順調にいきましても本年の 12月というような私ども話を伺ってお

ります。いま議員さんのお話につきましてはいま一度確認をいたしたいというふうに考えてお

ります。

0議長 (高橋通夫君〉 藤林理一郎君。

いうのがどうもなんですね、 9月 1日から運行するんだ、こういうことを聞いております。そ

の中で話し合いをするならそれまでに話し合いをしないと向こうで決めちゃったものを今度こ

ちらから幾ら話を持っていってもそれにはなかなか乗れないんじゃないか。で、この話し合い

の中では京王電鉄、または西東京ノイスですね、それと組合とかいろいろと検討をした結果が 9

月 1日から運行を開始したい、こういうようなことも聞いておりますので、できるならそれま

でに市側の方は話し合いを持っていくのがよろしいんじゃなtiかなという気がするんです。そ

020番(藤林理一郎君〉 部長さんね、くどくど聞くことないと思うんですが、ゃっ

ばり私は西東京パスの従業員である方から、組合の役員をしておるわけですよ。その方が今月

の初のごろに回送車で日野市の市内を循環をして実際にこの道が通れるか、通れなtiかという

ことはもう何回もやってるわけですよ。それで組合と西東京、京王さんと話し合いをした結果

がこういうようなことが決まった。 9月の 1日に運行するというのと、それからもう一つです

ね、回送でやるんじゃなしに旭が丘の営業所から日野駅に、日野駅から落合の松の一本松、こ

れを経由して宇津木台の団地ができると同時に道路もでき上がる。そうなればその運行もする

んだ、日野駅を通じてですね。そして日野台、高倉というような形でやるという予定だったそ

うですよ。ところが、それがどうもいまの時点では旭が丘営業所から日野駅まで回送して、そ

れからピストンを落合の松までやる、そういうふうに決まったということを知らされたわけで

すよね。それで実は私、部長はいなかったけれども、話し合いに行ってるわけですよ。そのと

きは聞いているはずだと思うんですね、そういう事情を、私、職員の方に話してありますから。

9月 1日といいますともうすぐですよ。

それだから向こうから持ってくる話を持つよりもこちらの方から進んで通してくださいとい

うふうにお願いするのが私は当然じゃないかとい うふうに考えてまして、これ質問してるわけ

ですよ。だから一日も早く話し合いにこちらの方からひとつやっていただきたい、こういうふ

うに要望 しておきます。

0議長(高橋通夫君 ) 藤林理一郎君。

020番(藤林理一郎君〉 いま企画財政部長から、なんですね、細かい答弁がござい

ましたんですけれども、これは実は一本松、日野駅から一本松に通じてそれを折り返しすると
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じゃあこれの件につきましては終わらせていただきます。

0議長(高橋通夫君〉 これをもって 9の2、市内路線ノイス運行に関する質問を終わり

ます。

次に 9の3、日野坂交さ点付近の道路整備について問うについての通告質問者、藤林理一郎

君の質問を許します。

02 0番(藤林理一郎君〉 日野坂交差点付近の道路整備についての質問をさせていた

える余地があるんじゃなL可かというようなことを交通課長とお話をしまして、そしていま現在

の改良がなされたわけですね。もともとつくった当時はもっとひどかったんですけれども、交

差する場所はですね。ところが、最近になって右折禁止が煩わしいというようなことの中から

どうしても右折禁止を除いていただくというふうに地域住民の方からそういうことについて話

がたくさん出ております。 この解決つけるのに市の方でどういうような考え方でおるのか、そ

れをひとつお聞かせを願いたいと思います。

それとですね、 もう一つ、あの交差するパイバスから日野駅に向かったあの土手ですね、土

手の所のがけ崩れがまだあるように思います、雨が降ったりするとですね。その所の防災関係

のことについて市の方はどのような考え方でおるのか、それを 1点お聞かせしていただきたい

と思います。これは大坂上二丁目ですか、付近ですね。その所の防災の関係をどういうふうに

いま現在考えておられるのか、それをお聞かせを願いたいというのが 1点でございます。

次にですね、これはノイイパスについての沿線対策ですね。これは非常に事故が頻繁に出てお

ります。まだ 1週間前ですか、緑橋の交差点でございますね、日野台二丁目 40番地の 1の所

の信号でございます。この所で車と車の接触がございまして、そして、それによって自転車で

走っていた奥さんと子供さんがはねられて、運よく電柱にぶつかろうとしたんですが、その電

柱から避けて犠牲にはならなかったんですけれども、交通事故でいま入院しております。そう

いうようなことがあの信号付近、なぜ歩行者とドライパーのなにが交通事故が起こるかという

のは一つ欠点があるように思います。

その欠点はですね、ちょうど自動車の信号にはなっておりますけれど、歩行者の信号がない

わけですね。昨年、 1昨年でしたか、片方の歩道しかなかったんですが、要請しましてそれが

両方の歩道のなにがつけていただきましたけれども、今度は信号がたびたびと管理課なんかに

もお話ししておりますけれども、これはなかなか警察の方でもらちが明かないというような結

だきます。

実はいまバイパスの話がたびたびと申し上げましたですけれども、八王子の工業団地から通

ってくるバイパスでございます。そして日野坂 20号線に、国道ですね、 2 0号線にぶつかる

ところの交差点でございます。 この交差点の付近について道路の改良をしていただきたいとい

うのが質問の一つでございます。

実は細かくお話を申し上げますと、あの交差点の所は右折禁止になってるわけですね。で、

八王子工業団地の方からたびたびと私の地域も同じことでございますけれども、国道に向かつ

てくるわけですね。そして、あの辺の所が渋滞しておりますと今度国道 20号線を通じて八王

子、国道ですね、八王子に右折をして方向変換しようということなんですけれども、これは右

折禁止でできなt¥。そして、あの辺で非常に車が渋滞してそれにも困っておるということでご

ざいます。

そういうような中から非常にこの問題については日野、または建設省の中で話し合いは当然、

して t¥かなきゃいけないんじゃな t¥かというふうに考えますけれども、道路というものはもう

少し私に言わせれば施工するときに、道路をつくるときにこれは当然国道であっても都道であ

っても市道であってもですね、やっぱり建設省、または警察、その地域の警察ですね、そして

日野市というような話し合いがなされてですね、道路というものがつくるのか、つくらないの

かということが一つお聞きするわけでございますけれども、あの道路が完成をしたときにちょ

うどここにおられる古谷議員さんがちょうど都議会で活躍しておられたときだったんですが、

このときに再三古谷先生を通じまして(I名前出してるじゃない」と呼ぶ者あり)東京都の方

に陳情させていただきまして、そしてようやくでき上がった。でき上がった時点であの道路の

交差する場所で事故が頻繁にあったわけです。その所で犠牲者も出ております。そういうよう

な中から私の方で日野警察に参りまして、そして日野警察でこの道路のやり方について少し考

果でございます。

それとですね、その緑橋から日野に向かつてまいりますとちょうど小島さんという宅でござ

し1ますけれども、この付近ですね、ちょうど日野台二丁目の 12番地の 16号ですか、この付

近にはちょうど私たちの住宅の反対側でありますか、中央高速の沿いですね、その所の住宅の

方たちが私たちの住宅に買い物、用事があって横断するのには非常に車が頻繁で激しく通るも

のですから横断はできないというようなことからこれもひとつ横断歩道、または信号機を設置
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していただけるようなお考えがあるのかどうかですね、 1点と、それからもう一つですけれど

も、第三小学校、あの付近にちょうど歩道橋がございます。ただし、あそ こは4差路になって

おります。朝なんかは非常に車が頻繁で通学の子供さんたちは階段を上り陸橋を使用してその

まま学校に入るということですから、これは子供さんが実行しているように思います。ただし

階段でございますので、あの陸橋は上りおりするのには自転車の方たち、または歩いて通勤等

になにするのには非常に朝の時間的にいって車の渋滞。そこで通り抜けができないというよう

なことからぜひ信号、ないしその辺の対策を考えていただきたいということが、これも日野警

くるわけでございまして、昨年もたしか 11月ごろでしたか、地元から国道工事事務所の方に

要望書が提出されましてその後地元と相武国道工事事替所との間に折衝が行われてきた経過が

あるようでございます。

。議長(高橋通夫君〉

0建設部長(中村亮助君〉

藤林理一郎君の質問についての答弁を求めます。建設部長。

それでは私の方からお答え申し上げます。

で、私どもの方も市道との交差という面と交通安全対策という面で先日国道工事事務所とも

接触したわけでございますけれども、その中でやはり改良が必要だということになりますと道

路管理者としての立場でいろいろ問題があるわけでございまして、それともう一つは国道 20 

号線が御存じのように特に朝夕のラッシュを主体にいたしまして上下線とも渋滞をしているの

が常でございまして、そういう交通の流れの中でさらにあそこを右折可能なような形にします

と20号線の上下線の通行にさらに拍車がかかるとt¥うようなことも考えられるわけで、ございますので

果たしてあそこの三小の方から下ってくる車が右折をできる、右折をするというような必要性

がどのくらいあるだろうかというふうなことで、それの交通量の調査なども踏まえまして日野

警察署の方では今後警視庁とも協議をしていきたいというふうに言ってるわけでございます。

そういう関係などもございまして非常にむずかしい問題でもありますし、また、同時にまた

将来の道路行政を考えますと 1・3・1の国道ノイイパス、これができることによりまして現在の

国道 20号線の日野橋のロータリーからの交通緩和という問題も当然考えられるわけでござい

まして、そういう時点までさかのぼって、これからですね、過去考えていきますと果たしてあ

そこの右折が必要性があるだろうかというふうな多少疑問もあるわけでございます。しかし、

地元からの要望も出ておるようでございますので、市の立場でも今後やはりさらに建設省の方

と折衝を重ねていきたい。そしてまた日野警察署の交通安全の立場からの問題もありますので

日野警察署との協議も必要でございますので、それらとの関係の機関とも協議を重ねていきた

察なんかにもお話はしておりますけども、実は建設部の管理課の方にも話は私は再三に申し上

げであるようになかなかこれは口頭なんかで話しでもなかなか取り上げてもらえな t¥。

そういうような中から質問をしたわけでございますけれども、これについて市の方で警察な

り、また、なんですね、国家公安委員会ですか、 このような接触をしながらこれに解決をして

いただける考えがあるのか、ないのか、ひとつお聞かせを願いたいと思います。

まず第 1点目の国道20号線に日野一一 八王子パイノマスが交差をしている所の右折の問題です

けれども、御存じのようにこの道路は御質問の中にもございましたように東京都が築造いたし

まして市に移管されたという経過がありまして、 50年の 10月 31日に供用開始になってお

るわけでございまして今日までほぼ約 10年を経ぎようとしているわけでございます。で、そ

ういう中で御指摘のように確かに道路築造するときに国道との交差、その交通の方法策につい

ては当然地元に対する何らかの協議というものがなされるはずでございますけれども、現在ま

で三小の方から下ってまいりまして国道にぶつかりまして八王子方面に右折できるという方向

にはなってないわけです。で、それにはやはり右折ができる方法をとるにはやはり交差点の改

良が必要でございます。

御質問の中にもございましたように、できた後にすぐ改良されまして事故防止に努めたとい

う経過があるようですけれども、さらにやはり安全性を確保するという面からいきますとあの

国道の中にやはり右折ができるような一つの流れをつくらないと安全性が確保できないという

ことになりますし、そういう面ではやはり道路管理いたしておりますし国道ですから建設省の

相武国道工事事務所、これが担当でございますのでそちらの方にいろいろ協議が必要になって

いというふうに思っております。

それからあと 2番、 2点目の防災関係の対処ということで御質問がございました国道ののり

敷の問題でございますけども、これにつきましては私どもの方の直接の所管ではないかとは思

いますけども、これは当然国道の法敷という位置づけの中での安全対策ということでございま

すので、これらにつきましても当然道路管理者である建設省の相武国道工事事務所の方との今

後の折衝、善処方をお願いをしていくというふうに考えられるわけでございます。

それから 3点目のバイパスの沿路対策としての交通安全の問題ですけれども、三つほど具体

的に御指摘をいただきながら御質問があったわけでございますけれども、要はやはりバイパス
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を横断する安全性の問題だろうと思いますので、それぞれ御指摘のありました場所につきまし

ては歩行者用の信号機の設置、あるいは横断歩道路の設置というふうな問題が当然考えられる

わけでございますけれども、これについては御存じのように信号機そのものの設置等について

は都の公安委員会の所管になりますので地元の警察署を通しまして御要望にこたえるような要

望をしていきたいと思っておりますけれども、聞くところによりますと信号機設置の予算とい

うものも非常に東京都の中でも厳しいものがあるようでございます。そういう中でなかなかス

ムーズにすぐ信号機が設置できるというふうな状況にはないようにも思われますけれども、必

要な個所であれば当然、信号機の設置ということも要望してL、かなくてはならないというふうに

思います。信号機が一つできることによりまして車の渋滞ということにもつながるわけでござ

t ~ますけれども、やはり交通者の、歩行者の安全確保という面からいきますとやはり必要な場

所には信号機の設置というものが当然必要になってくるわけでございますので、そういう面で

3カ所ほど御指摘いただきました場所等についての信号機の設置につきましては私どもの方も

努力をしていきたいというふうに思います。以上でございます。

0議長(高橋通夫君〉 藤林理一郎君。

0 20番(藤林理一郎君〉 答弁ありがとうございます。

何かいま、なんですね、 20号線の右折禁止の所を改良することについてはやっぱり国道、

建設省ですか、この方向ともやっぱり話し合いをし、また調査しなければいけないというよう

なむずかしい問題が抱えているようでございます。

次にですね、その付近の防災対策についてもやっぱり建設省なんかと話し合いを持たなきゃ

いけないというような答弁ですね。

それから沿路対策について、バイパスのo これについてもやっぱりすぐというようなわけに

もt~かな L 、やっぱり調査も必要だしというような建設部長の答弁で、これ以上、私の方で強

く突っ込んだ話をここでしでもなかなかスムーズにt~かないと思います。

そういうような中からひとつ市長初め、これに関係する部、謀の方から強力的にひとつ速や

かにですね、この対策は講じていただくというようなことのように要望を私いたしまして、こ

の質問について終わらせていただきます。 CI御苦労さま」と呼ぶ者あり〉

0議長(高橋通夫君〉 これをもって 9の3、日野坂交さ点付近の道路整備について問

7に関する質問を終わります。
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次に 10の1、必要な地区センターは、市が用地を買収しても建設せよについての通告質問

者、福島敏雄君の質問を許します。

( 2番議員登壇〕

02番(福島敏雄君〉 それでは、通告に従いまして質問をさせていただきますけれど

も、きょう、実は 2点の質問をしておりますが、私は自分がこの日野市に生まれまして、そし

て住んでいると。この日野市を、きのうも議論がありましたけど、どう次の世代に引き継いで

いくかという視点から、この 2年間、幾つかの間題の指摘を私なりにさせていただいてきたわ

けでございます。

文字どおり若輩でございますし、経験、能力とも不足している私でございますので、 C Iそ

んなことない」と呼ぶ者あり)大向こうをうならせるような指摘、提言というものはできるは

ずもございませんけれども、いままで 2年間の間に指摘をいたしました幾つかの内容につきま

して、行政側が積極的に検討をしていただきまして、幾つか前進をしているというところにつ

きまして、 議員といたしまして大きな生きがいを感じるところでございます。

今定例会で通告した質問は、あるいは議員の中にも、理事者側にも見解を異にする場面があ

るかもしれません。しかしながら、良好な生活環境を次の世代に引き継ぐということ、さらに

は市民の連帯と思いやり、こういったもののあふれる町づくりを進めるために質問をさせてい

ただきますので、積極的な御見解を示されますように、まず要望をしておきたいと思います。

いま、市内には 2つの大地区センターと 47の地区センタ一、合計49の地区センターが市

内に配置をされているのは御存じのとおりでございます。市民の文化活動、あるいはコミュニ

テーの場として、あるいは地域の連帯、こういうものの拠点として大きな役割を果たしている

というふうに私は考えております。森田市政が市民参加の市政、市民との対話を基本とする市

政を推進し、 着々とその成果を上げてきた要因の lつに、この地区センターを 1館 1館着実に

建設をしてきたということは忘れることのできない事業だと私は信じているわけでございます。

こうした現実の上に立ちまして地区センターの市内への配置を見てみますと、残念ながら、

まだ幾つかの地域に建設が必要だというふうに考えます。 CIそうだ」と呼ぶ者あり〉事実、

市民の要望もあるわけでございます。そうした実情を踏まえまして、幾っか質問をさせていた

だきたいと思います。

質問の第 l点目は地区センターの今後の建設計画、これを聞きたいと思います。建設計画と
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いうのは、恐らく市の方では設置基準というのを合わせ持っているというふうに思いますので、

この設置基準と今後の建設計画、これについてお聞きをしたいと思います。

官頭述べましたように、いま 4 9の地区センターがあります。で、 5 9年度予算ではさらに

1館、予算が計上されておりますので、まずこの 1館をことしはどこに建てるのか、決まって

おりましたらその辺から御答弁をしていただきまして、あと何館必要なのかということをお開

きをしたいと思います。

それから質問の 2点目は、これは谷議員、あるいは大柄議員が日ごろ、積極的に市の方にも

働きかけていたのでありますけれども、神明上地区への建設計画、これについてお聞きをした

いと思います。

昨年 3月、高山自治会から請願が出されまして、 6月の議会で、議会としてはその請願を採

択をしております。で、この地区センターを建設するように議会が採択をした、この請願につ

いて、行政側では今後の建設計画の中にどのような当てはめ方をしているのか、その後の検討

経過をお聞かせいただきたt¥。これが質問の 2点目でございます。

それから質問の 3点目は、表題にもありますけれども、必要な地区センターは市が用地を買

収しても建設する意思がありゃなしやということでございます。いろいろ聞くところによりま

すと、いままで建設した 49の地区センターは、市が用地を買収してまで建設していないとい

うふうに聞いております。言t¥かえますと、市は用地を買収してまで地区センタ ーは建設しな

L、という方針を堅持されているんだと思います。そこで私は、官頭、現在の地区センターの果

たす役割、こういったようなこと、あるいは市民の行政から受ける公正な享受と言いますかね、

そういったような点から考えますと、地区センターは市が必要だと、第 1点目の質問にも関連

いたしますけれども、設置基準上、市はこの地域にはどうしても必要だというふうな判断をし

たならば、用地を買収しても建設すべきではな L¥かというふうに私は考えるところでございま

す。したがいまして、これに対しましての市側の見解をお聞きをしたいと思います。

以上 3点で、大綱 3点でございます。

。議長(高橋通夫君〉 福島敏雄君の質問についての答弁を求めます。生活環境部長。

O生活環境部長(坂本金雄君〉 生活環境部長です。お答えをいたします。

初めに、地区センターの設置基準、それと絡めて今後の建設計画、 5 9年度を含めた建設計

画についてお答えいたします。
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地区センタ ー設置基準は、地区センタ一条例施行規則に大まかな基準が載っておりまして、

御案内のとおり、半径 300メー トルに 1館の基準でございます。ただし、その地域に世帯数

が少なし¥極端に少ないとか、そういうこと、あるいは地形の関係、そういったことも考えま

して上物を建てるわけでございますけれども、最近の地価は、百草のような鉄筋の地区セン タ

ーは特殊な事情がございます。こういった特殊な事情のもとに、 6館ほどの鉄筋コンクリー卜

の地区センタ ーがございますが、現在は上物は木造の、およそ 100平米を基準といたしまし

て設置をしております。今後の建設計画は 59年度を含めまして、昨年の失敗を繰り返さない

ように早めに計画を始めております。南平の地区に 1館を予定いたしまして、現在、そこに上

物が建つかどうか、擁壁などの問題も含めまして技術的な面につきまして、検討を重ねている

段階でございます。

それから、 2点目の神明上地区、高山自治会の進みぐあいでございますが、この地区につい

ては、御質問の中にございましたように、高山自治会長さん、広瀬さんという方から請願が出

されまして、それを昨年の 6月 7日に採択しております。この件につきましては前々から問題

になりましたが、用地がない、地区センターの用地につきましては、買ってまで建てないとい

う、いままでの方針がございまして、これがネックになりまして話が進んでおらないのが現状

でございます。

それから 3点目の、用地を市が買収しても建設する考えはあるかということでございますが、

半径 30 0メー 卜jレに 1館ず、つの割合で建設をしてまいりますと、詰めの段階でこういう事態

が起きてまいります。必要な所に建てたいんだけれども、そこに土地がない。こういう隆路に

ぶつかるわけでございます。最終目標 53館程度を考えておりますけれども、現在すでに 49 

館ございますので、すでに詰めの段階に入っております。しかしながら、いままでのように借

地方式、あるいは市の普通財産として所有している土地に建てる、こういう方針を現在のとこ

ろ堅持してまいりたい、こういう考えでございます。

0議長(高橋通夫君〉

02番(福島敏雄君〉

福島敏雄君。

今後の建設計画についてお尋ねしたんですけれども、 2番目の

質問の中で、最後の質問の中で、 5 3館程度を建てたいと、こういうのが出てきましたんです

けれども、先ほどの答弁の中にありました、半径 300メートノレに 1館ということ。都との絡

みで、 50番目はことし南平に予定されているということになりますと、あと 3館ということ
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になるわけですけれども、その設置基準に、ここは欲 しいと言いながら、いまないという、 そ

の 3館は、 3館ですか ら、 それは具体的にどこと どこ とどこなのか、ちょっと教えていただき

たいというのが再質問の第 l点でございます。

それから、部長の答弁聞いてまして、 ちょ っとふだんの部長と違 って歯切れ悪いなあという

ような感じがするのはですね。 53館必要だと、どうしても必要だとい うふうなことを考えて、

それは高山自治会から要請のある神明上の地区センタ ーもなぜできないのかとい う答弁の中に

は、用地がないと。いままで、地区センタ ーは用地を市が買収 してまでも建てる方向を持って

いないと、 こういうことでできないんである。それで、 53館とい うのはどう して も必要であ

ると。で、今後の対策として、買収してまで買う決意はあるかということ だと、借地方式を守

っていきた l'¥。 こうなります と、 どこが本音なのか、全然その、 どこに回答のポイン 卜がある

のかわからないんで、どうなんですかね。 一番初めは 53館、 3つを、あれしたいということ

なんですけれども、その辺の、 53館ど うしても必要だ ということで、借地方式で、本当に‘

じゃ建つのかど うか、 ここ ら辺をお聞きを したいと思います。

というふうに聞いてますんで、 絵をかけばどこが足 らなl'¥かというのはわかるわけでして、そ

れへあと 2館は行政側としては建てたいと、こういうふ うに理解してるわけです。そうする と、

…差 しさ わりありますかね。あとの2館を言うとい うこと につきましては。

0議長 (高橋通夫君 〉 市長。

。議長 (高橋通夫君 ) 生活環境部長。

0生活環境部長(坂本金雄君 ) 生活環境部長お答えいたします。 53館の最終目標

に対しまして、あ と4館の達成でそれに近づ く、 それが完成するわけですけれども、その 4館

の地域については、その 4館の地域については、御質問の中にもございますよ うに、 日野本町

の一部と、神明上一帯、こ の地域には私どもも欲しいとこ ろである、こ のよ うな認識に立って

おります。

6 0年度以降、来年度以降の建設計画は、はっきりしたものを持っておりませんが、 日野本

町、それか ら神明上一帯にかけてと同様な場所がほかにございます。その地域につきまして、

用地が整うとか、そうい う条件が整ったと ころから、順次手をつけてまいりたいと考えており

ます。

0議長 (高橋通夫君〉

02番(福島敏雄君 )

0市長 (森 田喜美男君 〉 施策的な意味から言いまして、ごく平面的に考えますと、 い

ま部長が答えております とおり、半径 300メー トノレに 1館ぐらいは望ましい。それをまた単

純計算をすれば 54館である と。こうい うことをいま申しておるわけであります。しかし、地

区センタ ーは日野市の、こ の地域住民に対する非常に大きな施策の底辺をなしているという こ

とも言える と思っ ておりますから、必ずしもそれにこだわる ことなく 、建てられると ころがあ

れば、また、 需要が公平な観点から必要だ ということ になれば、将来もずっと続けられるべき

施策の 1つであると、このよ うに考えます。

それで ことし、昨年予算をいただきながら執行できなかったといううらみもございまして、

ことしは多少地形が変則的であって も、地域の非常に高いと ころに建てようというのが、先ほ

ど言 っております南平、つまり三井団地の一一かつて開発側から受け取っておる土地でありま

す。

4 9館あって、で、 5 0館目はもう ことし予算計上 して南平の

それから、こ の神明上区画整理の地域内にも、いわゆる保留地という ことで、将来建てるべ

き場所と いうのは金子橋だと思っ ておりますけれども、用地は一応、これは保留地も買 うもの

でありますから、買ってる土地があるということであります。

しか しながら、こ の神明上には、この市の庁舎を初めまして大きな市民施設があるわけであ

りますし、 1階の 10 1などを使ってもらえば、十分地区センタ ーの役目も果たす機能はあり

ます。( IそうだJIl '¥らないJIそんなことない」と呼ぶ者あり)いや、いらないとは申し

ておりませんが、順位がおのずからあるんではなl'¥かと思います。

それから、鉄道の向 こうの、あれはどこの一一矢の山地区ということになりますか、東京都

に水道用地として差し上げて しまったもんですから、大変残念な土地を失っております。これ

を何とか取りもどせなL、かと いうこと も期待がかけられております。

それから、たとえば平山苑住宅、古い住宅団地でありまして、非常にいろんな面で困難があ

るわけでありますが、こ ういうと ころには、特にこれは用地を買ってでも、将来つくって差 し

上げるべき場所ではな l'¥かと。 このように思います。

福島敏雄君。

方にいろいろ技術的な調査をしてというこ とで、 50館で。で、あと残り 3館については日野

本町、神明上地区には lつぜひとも欲しいと、 こう言 うんですけども、引き算 しますとあ と2

館あるわけですけども、あと2つですので、何て言いますか、設置基準 という のは持っている
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0議長(高橋通夫君〉

02番(福島敏雄君〉

福島敏雄君。

l ¥ま、市長から、最終的に何らかの方法で用地を取得しても建

いう状況があるわけであります。で、こうした状態を避けるために市民はいろいろな工夫をし

てるわけですけれども、この工夫をするということが、端的に言えば、まあ狭い裏道を走ると、

こういうことが多くあるわけでございます。結果といたしまして、裏道を通行する車両がふえ

るなど、市民の安全確保という面からも問題であるというふうに思います。で、日野市内には

日野橋、あるいは国道二十号のほかに渋滞をしているというところの場所が幾つかあるという

ことも承知をしておりますけれども、今回はこの甲州街道に絞って、市側の考え方をお聞きを

したいというふうに思います。

したがいまして、用地が確保できるかできな l¥かも、これはまあ大変重要なことであります。

今後，市民要望並びに日野市の施策としての大きな底辺の施設であるというこ との観点から、

用地がなくなれば、用地を何らかの方法で取得して建てる、こういう努力はいたさねばならな

い、このように考えております。

収しても建設せよに関する質問を終わります。( I休憩」と呼ぶ者あり〉

次に、 1 0の2、日野橋及び国道二十号線の交通渋滞対策の強化をについての通告質問者、

福島敏雄君の質問を許します。

02番(福島敏雄 君〉 それでは、 2番目の質問に入ります。

皆きん方もラジオの交通情報を聞いていまして、 「国道二十号線は日野橋で、日野橋を頭に」

とか何か、 「上下何キロ渋滞しています。」というニュ ースが毎日流れていると。渋滞してい

なくても、最近は、日野橋はどうなっているというようなことを毎日言っているように私は理

解をしております。

で、どうしても、非常にいい話で日野が PRされるんならいいんですけれども、必ずしもい

l ¥話でないということで、毎日日野が出るというのは、何としても早くそういうニュースを聞

かないで済むような状況にしていきたいというふうな立場で質問をさせていただきたいと思い

ます。

皆さん方も日野橋を車で渡って行くときに、だれもが経験しているはずでございますけれど

も、いろいろ私ども、栄町に住んでおりますけれども、あの都道から日野駅の下の国道二十号

に出ると、前の信号が青なのにもかかわらず、こちらで待つてなきゃいけないという状態もし

ばしばでございます。国道に車がいっぱいだということで、信号が青でも出られないと、こう

で、質問の第 1点目は統計日野にも出ているんでありますけれども、余り詳しく出ておりま

せんので質問をいたしますけれども、この 5年間程度の間で、 1日当たりの通過車両がどう変

化しているのか、この辺について実態を教えていただきたいと思います。

これによりますと、昭和 56年度は一一 56年度と 57年度とありまして、 5 6年度は 1日

合計で、これの 6月の 7日か、 6月の 8日から 9日にはかったんでしょうか、 1日29，860台

が 56年度、 5 7年度が 26，688台、こういうようなあれが出ておりまして、時間帯ごとにも

ずっと出ておりますが、これによりますと、 10時から 20時ぐらいまでは 1時間当たり 1，600

台というような形でやっております。どうにか減るかなというのが 23時を過ぎたあたりで、

7 0 0台と、あるいは 600台と、そういうふうにありまして、深夜 1時 2時でも、 1時間当

たり 50 0台が通っているということがここに出ております。

そういうことになりますと、さらには朝の 5時ごろからもう 500台で、 7時になりますと

もう 1，600台以上、 1時間当たり車が通ってると、こういう資料が統計日野の中に出ているわ

けでございます。で、これは l年、 2年、 56年度、 57年度、 57年度はトータル台数が

26，688と、こういうようになっているんですけれども、この、はかった所はちょうど日野本

町二丁目、図書館の前の所に測定位置というふうに書いてありますけれども、そこではかつて、

てるべきときには建てるんだという、こういう前向きの答弁をいただきましたので、若干、私

の方も、市長の答弁の前段の方では反論したいところはありますけれども、非常に最後の答弁

に期待をつなぎまして、この質問はこれで終わりにしたいと思います。( Iいいぞ」と呼ぶ者

あり)

0議長(高橋通夫君〉 これをもって、 1 0の1、必要な地区センターは市が用地を買

そういうことだということでございます。

で、これが、 58年は 6月を過ぎましたし、この通過車両はこの 5年くらいのスパーンの中

で、どうなっているか、ふえてんのか、減ってんのか、同じくらいなのか、この辺のところを

お聞かせをしていただきたいということと、できれば、私、車も乗ってまして最近、商業活動

も車を使うということが多くて、たとえば納品の締め切りが 5の字とかゼロの字、それから、

それに対する決済がまた 5の字、ゼロの字というようなところがほとんどだと思うんですね。
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そういうふうに毎月決めているのが多いと思うんで、きょうは込むなぁと思うと、 20日だと

か 10日だとか 15 日だとか、いう日がかなり込むんじゃな~¥かなあという感 じもしておりま

す。

したがいまして、そういったような 1日当たりの通行車両について、できればどういうとき

に込むかという ようなことを含めまして、 ある いは5年間くらいのスパーン の中でど う変化し

ているのか、この辺をお聞かせをしていただきたいと。

それから質問の 2点目は、いまの質問との関連するわけでありますけれども、日野橋から大

坂上の方まで渋滞をするとい うことがしばしばある と。で、この渋滞の実態と いうものを市は

どのように把握しているのか。たとえば、たまには何メ ー トノレくらいまでつながっているとい

うのを調べているのかどうなのか、その辺のところと、こ の渋滞の解消をするためにどういう

策を考えているか、あるいは考えていないか。考えているとすれば、どうい う対策が必要だと

考えているか、この辺を質問の 2点目としてお伺いしたいと思います。

それから質問の第 3点目は、立日橋、それから 2・2・10号線、 これから開通をするわけです

けれども、これが開通すれば、ある程度緩和をされるだろうということは予測はっきますけれ

ども、まず、 じゃ、いつ開通するのか、現状の状態を一部ずれ込んでいるような ことも聞いて

ますので、いつになったらあれが開通して立川の方に抜けるのかと いうことと、 あれが開通し

たら、どのくらい緩和をされるだろうとい うふうに予測をしているか、できれば何妬くらいと

か言 っていただくと非常にわかりいいんじゃなL、かと思います。

それから質問の 4点目でございますけれども、これは 1・3・1あるいは 1・3・2に対する市

側の取り組み状況につきましてお尋ねしたい と思います。

今定例会では建設委員会の請願の審査、報告で議論がありましたけれども、道路予定地に住

む人、あるいは周辺市民の間で根強い反対と いいますか、迷惑だという感情があることは私も

十分理解をできるわけであります。しかしながら、日野橋及び甲州街道の渋滞を少しでも緩和

をさせるという面から考えますと、この 1・3・1号線、 1・3・2号線の開通というものがどう

しても必要であると判断せざるを得ないわけであります。

そのほかに、 1・3・1、 1 . 3・2の果たす役割は下水道対策上からもあろうかと思いますけ

れども、そういう判断をするわけでございます。すでに万願寺区画整理地内は建設に向かつて

動き出しておりますし、豊田南の区画整理地内もある程度予測ができますけれども、その他の

地域について、市側はどのように建設を進めようとしているのか、国に対する働きかけという

ことになると思いますけれども、どのような考え方をもって対処しよ うとしている のか、お聞

かせをいただきたいと思います。

質問の冒頭、申し上げましたように、将来を展望した町づくり、あるいは子孫に少しでもま

しな生活環境を引き継ぐと、こういう意味から考えますと、やはり市民の連帯と、相互の連帯

と思いやり、これが私は必要であると思います。そして私は、日野市の市民の大部分はこうし

た日野市全体のことを考えた連帯感と思いやりという心は十分持っているというふうに判断を

いたします。 (rそうだJと呼ぶ者あり〉したがいまして、誠意をもって協力をお願いすれば

必ず道は開けるんではないかというふうに確信をしているわけであります。

そこで、重ねてお聞きをするわけでありますけれども、市側は 1・3・1、 1・3・2の、その

開通するために取り組みをさらに強化をする考えがあるかどうか、お聞きをしておきたいと思

~ ¥ます。これが第 4点でございます。

それから質問の 5番目でございますけれども、これも統計日野の同じページに出てるんです

けれども、甲州街道の環境についてお聞きをしたいと思います。これは日野本町 7丁目ですね。

ここで測定をしたのが載っているわけですけれども、騒音の測定結果というのがありまして、

昭和 56年度、朝 6時から 8時。これは環境基準というのがありまして、 65ホン以下という

のが環境基準だそうでございますけれども、朝 6時から 8時が 56年度が 65.9。 それから昼

の8時から 19時が、これは平均をとるんでしょうけれども、 68.6。それから夕方 19時か

ら23時の平均が 66。それから 23時から朝の 6時までの平均が 57.7と。この 23時から

朝の 6時までの環境基準は 60ホン以下ということで決められているそうですけれども、これ

は若干、環境基準を下回っておるんですが、その他は環境基準を上回っておる実態がここに載

っております。

で、これは 57年の、日付ははっきりしませんけれども、 6月 7日から 15日までというよ

うな ことが出ておるんですけれども、こ の騒音の測定結果については環境基準をオーバーして

いると。それから振動の測定結果については、行政基準というのが出ておりますけれども、こ

れは 65デシベノレから 70デシベノレっていうんですかね。それに対して 41. 9から 45.8とい

うことですので、振動はまあそれほどでもないというようなのが出ております。私はこれ 1回

はかつているだけじゃなt¥かと思うんですけれども、さ らにこの環境の騒音の測定、さ らには
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かったデータがありまして、本当にいつもこの環境基準を超えちゃっているのかどうなのか、

この辺の説明をいただきたいと思うんです。

それから、この統計日野には大気汚染についての資料がないわけでございますので、大気に

ついてはその環境基準と実際の数値につきまして御説明をいただきたいと。

以上、 5点にわたりましてお答えをいただきたいと思います。

0議長(高橋通夫君〉 市長。

。市長(森田喜美男君) 精細な部分につきましては、それぞれお答えをするわけであ

りますが、基本的なことにつきまして、総括的にまずお答えをしておいた方がよろしいんでは

なt¥かと思いますので、一言、私どものいま進めておる状況をお話しておきたいと思います。

いわゆる甲州街道、国道二十号線の渋滞状態、これは大変ひどい状況があるわけであります

から、何と言いましでもこの渋滞の解消並びに沿道の方々の生活上の難儀、これをとにかく緩

和すると。市内に分散をさせるといいますか、分割をするといいますか、そういう対策こそ大

きな施策の理由があると思っております。

それが 1・3・1、いわゆる東京バイパス、東八道路と言われております。それも路線に期待

されるものであります。

そこで、御承知のとおり、日野市ではいま、万願寺区画整理から始まりまして、豊田南口の

区画整理、あるいは平山、西平山の区画整理、この 3つの事業を並べることによりまして、

.3・1の開発、開発といいますかね、道を開いていこうということに取り組んでおります。こ

れはもちろん、区画整理事業という、個々の権利の一ーより機能を高めるということもありま

すが、町づくりの、また日野市の根幹でもあると、根幹の 1つであると言えると思っておりま

す。沿道対策ということで十分な施策はまた合わせて行わなければなりませんが、ともかく、

このバイパス道路を開いていくという事業が当面しておる事業でありま，す。

したがいまして、甲州街道の渋滞の緩和、あるいは沿道の難儀の解消ということにつきまし

ては、その事業によってのみが可能性があると、このように認識をいたしております。

それから、合わせて、この 2・2・10というのは、いわゆる立日橋系統の道路でありますが、

これは将来、これにモノレーjレが架せられる、モノレーノレ線を架するという、また重要な南北

道路の要点になる道路でありますので、その東西と南北の 2系列、合わせて 2・2・10の循環、

市内循環の道、これらが整備することによって、日野市を中心とした、より広域な交通の条件
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が整えられると。このように考えられておりますので、それらを鋭意推進をしようというとこ

ろで取り組んで、それが一番、答えへの大きな柱になると思っております。

あと、精細なことにつきましては、環境部長からお答えをいたします。

。議長(高橋通夫君〉 都市整備部長。

0都市整備部長(結城邦夫君〉 都市整備部長でござし 1ます。

それでは、私の方から 4点につきましての御質問についてお答え申し上げます。

まず、第 l点の、二十号線の交通の 1日の通過車両の状況でございます。 55年から、過去

さかのぼって 5年間という御指摘でございますので、 5 5年から 59年の聞の測定結果につい

て御報告申し上げます。

5 5年の調査におきましては、これは国の方で実施をしてございます。建設省相武国道工事

事務所が日野警察前で春と秋に 2回測定した結果が出ております。

春の 1日の交通台数は、通過台数は 21，881台でございますO.秋は 21，4 99台でございまし

て、国の方では毎年実施をするということは行っておりません。約 3年ないし 4年ぐらいの間

隔を置いて実施をしているようでございます。したがいまして、 56年、 5 7年に、それ以降

につきましては市の公害防災課で実施をしました結果につきまして御報告を申し上げます。

市で実施をいたしましたのは、測定場所は日野図書館前でございます。実施いたしました時

期でございますが、 6月の第 1週でございます。 56年度の台数は 29，098台、これを 55年

の国のデータと比較をしますと、 3 3婦の増になっております。 57年が 26，688台、同じく

5 5年で比較しますと 24婦の増、 58年が 30，474台で 39婦の増、 5 9年が 26，754台で

22%の増というふうになっているわけでございます。 55年から比較してみましても、相当

の増加率を示しておるわけでございます。今後も、この二十号線は重要な主要幹線道路という

ような位置づけがございます関係上、今後も増加ということは見込まれると思っておるところ

でございます。

次に、どのような日に一番込むのかといった御質問でございますが、 ( rこれは、な

ければ結構です。」と呼ぶ者あり)はし 1。その点について毎日測定をしておるわけではご

ざt¥ませんが、通常、一般的に言われておりますのは 5、あるいは 10の目、 5・10の日と

いわれておりますが‘それと月末、このあたりがどこの道路でも非常に込んでくるという状況
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があらわれているのが一般的ではなかろうかと思います。

2番目の御質問でございますが、日野橋から日野坂上までの渋滞についてでございます。こ

の渋滞の実態をどう把握している かという御質問でございます。

日野橋から日野坂上までの聞は約 3キロございます。こ の問、交通信号は 8カ所設置されて

おりまして、間隔としては平均 380メータ一、 平均でそのくらいの間隔で設置がされておる

と。 短かい所で 80メータ一、長いところで 700メーターと いう間隔をもった設置状況となっ

ているわけでございます。 この中から、こ のよ うな状況の中で、立)11から八王子へ向から交通

路と いたしましては、神明上土地区画整理事業で完成を見ま した 2・3・3号線、あるいは 2・

2・3号線、これらを左折することが可能であるわけでございます。左折をいたしまして、多

摩平団地を通過して、 1・3・2号線に入って l¥く、 1. 3・2号線に入って多摩平団地を通過し

ていくという、 こういうコースが取られるわけでございまして、いわゆる下り線については比

較的こうい う逃げ道がある関係上、上りよ りも交通渋滞は少ない ということが言われてるかと

思います。上りの方におきま しては、八王子から立川に向から路線でございますが、迂回路が

ほとんどないと いうよう な状況でございます。込んでるようなときには裏の狭い道路に車が相

当数入っているという状況が見られるわけでございますが、迂回路がないということが交通渋

滞の大きな原因にな っているということが言えるかと思います。

現在は事業化されておりますと ころの 2・2・10号線、これは東京都が実施を進めるとい う形

になっておりますが、2.2・10号線と立川の立日橋が完成いたします と、この解消が相当図ら

れてくるんではなかろ うかというふうに考えているわけでございます。

解決策といたしましては、ただいま申し上げましたよ うな 2・2・10、あるいは立日橋の完成

が大きなウエ ートを占めて くるわけですが、それ以外に 2・2・11号線の開通というこ とも緩和

策としては考えられるわけでございます。また、抜本的には東八線と言われている1・3・1、

あるいは 1・3・2号線、これらの完成が……、 完成によって二十号の交通渋滞とい うものは抜

本的に改善されてくるというふうに考えているわけでございます。

次は 3点目でございますが、 2・2・10号線、立日橋、これらの路線がいつ開通するのかとい

う御質問でございます。モノレーノレ等の関係で、当初計画をしておりました東京都のこの計画

は来年度にずれ込んできております。昭和 60年から立日橋の橋脚工事に着手をする。で、61

年に橋げた、 62年に橋の床版と、 外築工事が現在の段階で計画をされております。これ

によって、 6 3年の 3月には片側が完成をする予定になっておりまして、その時期に一部片側

の供用開始を行う。その後、工事を引き続き実施いたしまして、 6 5年の 3月に全部を完成し、

供用の開始を行うという予定になっております。

次が4点目の 1・3・1と1・3・2の問題についてでございます。 1・3・1、 1・3・2は御質

問のとおり、万願寺の区画整理の区域内で、現在用地を区画整理事業と して空けていっており

ます。昨年、国の方の交換金 l億を導入いたしまして、その分に対する用地はもうすでに空い

ております。また、今年度においても同額の 1億分について、現在手当てを行っている段階で

ございます。

このように、万願寺区画整理地域内につきましては、交換金を、約 40億近い交換金を導入

いたしまして用地を空けて l¥く、将来この用地が空いた段階で国の方が外築の工事に入ってい

くという手順になっております。

また、区画整理区域と多摩川との聞の 27 0メーターの所、これは処理場が現在計画されて

し1る所、それと北川原公園、これが中間にはさまれた国道の予定部分でありますが、ここは区画

整理区域外になっ ております関係上、国が直接用地買収を行っているという ことで、従来から

計画をされておった所でございます。国の方では今年度、 59年度に予算化をいたしまして、

直接買収に入る ことで、こ の6月に入りまして、地元の地主さん方に説明会を行い、今年度か

ら買収に入っていくということでお話をしたわけでございます。 ことしから直接買収に入って

いくという場所でございます。

それ以外の地域につきましては、あと豊田の区画整理区域内、それと西平山の区画整理区域

内、こ の2つは今後も区画整理の進行によって、万願寺と同じように交換金、あるいは補助金

を導入しながら用地を空けて l¥く。 施行は固ないしは都で実施をするという こと になろうかと

思います。都と申し上げましたのは、まだその地域について国で実施するか、あるいは都で実

施するかという結論が出ておらない状況でございます。

あと、 問題となりますのは万願寺 2期の区域でございます。これは60年から一応、万願寺の2期

の区画整理を実施する ことで、調査関係に入ってまいりたいと思っております。そういう中で、

現在万願寺の 2・2・2号線から以西については、 2期工事の中で用地を空けていくと いうこと

が考えられるわけでございます。で、 その 1・3・1と1・3・2が分岐する所がございますが、

この分岐点からすでに 1・3・2号線が現在でき上がっております個所、これにつきましては、
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国の方で万願寺の工事の進捗状況に合わせて直接買収を行っていくということで、 一応国の方

と確認を取ってございます。

以上で、 ( r了解」と呼ぶ声あり〉あ、それと今度、取り組みについてどう強化していくの

かということでございますけれども、私どもはこの路線、 1 . 3・1、 1・3・2号線というのは

非常に重要な路線であるというふうに考えております関係上、今後も精力的に努力をしていき

たいと、かように考えているわけでございます。以上です。

ppmのさらに千分のーの数値でございまして、 64ppb、環境基準が 60p-60ppbでござ

いますので、二酸化チッ素の方につきましては、基準をやや上回っておる、こういうふうにま

とめられることができると思います。

なお、 2番目の騒音測定のときに環境基準は申し上げませんでしたが、騒音の方にも環境の

基準がございます。この環境基準は行政基準よりも厳しL、基準値になっております。御参考ま

でにこの環境基準を申し上げますと、朝 6時から 8時までが 65ホン、昼間 8時から 20時ま

でが 65ホン。夕方 20時から 23時までも 65ホン。それから、夜 23時から翌朝 6時まで

が 60ホン。したがいまして、行政基準は騒音についても下回るのでございますが、それより

も厳しい環境基準に照らし合わせますと、若干超えていると、こういうことが言えるわけであ

ります。以上です。

O議長(高橋通夫君)

02番(福島敏雄君)

福島敏雄君。

。議長(高橋通夫君〉 生活環境部長。

0生活環境部長(坂本金雄君) 生活環境部長です。

御質問の 5点目、日野本町、東町、日野万地域の振動・騒音・空気汚染についてお答えを申

し上げます。

国連の世界環境デーに合わせまして、今月 5日から 11日まで環境週間がございます。毎年、

公害防災課ではこの環境週間に各種の測定を行っております。そのデータが出そろいましたの

で、最新のデータでお答えをさせていただきたいと思います。

振動の測定結果でございます。初めに申し上げるのが 59年度、ことしの 6月に測定した数

値でございます。あとから申し上げるのが行政基準でございます。振動の測定結果、あ、失礼

しました、測定の場所は御質問にございました日野本町 7丁目 5番地 14、日野図書館前で測

定をいたしました。昼間 8時から夜 20時まで 37. 6デシベノレでございます。行政基準 70で

ございます。それから、夜 20時から翌朝 8時まで測定結果 34.0デシベルでございます。行

政基準 65でございます。したがいまして、振動につきましてはかなり下回った数値が出てお

ります。

2番目が騒音の測定でございますが、 66. 8ホン、これは朝 6時から 8時まででございます。

朝 6時から 8時までの測定値、 66. 8ホンでございます。行政基準 75 a それから昼間、朝の

8時から 20時まで、これが 68. 0ホンでございます。行政基準が 80ホンでございます。そ

れから、夕方 20時から 23時まで 66. 6ホンでございます。行政基準 75ホン。

それから夜 23時から翌朝 6時まで 60.2ホン。行政基準は 65ホンであります。

それから空気汚染、大気汚染の測定でございますが、 CO、一酸化炭素をはかつてみました。

その結果は 2.0ppmでございます。 これが環境基準が 10ppmでございますので、この数値

もかなり下回っております。それから N02，二酸化チッ素は 64ppbでございます。 これは

はL¥。質問のねらいが細かいことをくどくど聞こうということ

ではなくて、むしろ日野市内の中での、甲州街道の治道がこういう状態になっているというこ

とを私も理解をしたかったということと、ポイントはやはり、その対策を市側がどの程度熱意

をもって進めようとしているのかという、この辺のところを主として聞きたかったわけでござ

いますので、そういう面から言えば、所期の目的は達成したと思いますので、以上をもちまし

て質問を終わりにさせていただきます。

0議長(高橋通夫君〉 これをもって 10の2日野橋及び国道二十号線の交通渋滞対策

の強化をに関する質問を終わります。

お諮りいたします。議事の都合により、暫時休憩いたしたいと思いますが、これに御異議あ

りませんか。

( r異議なし」と呼ぶ者あり)

。議長(高橋通夫君〉 御異議ないものと認めます。よって暫時休憩をいたします。

午前 11時 57分休憩

午後 1時 17分再開

0冨Ij議長(米沢照男君〉 休憩前に引き続き会議を開きます。議長所用のため、午後か

ら私が議長を務めます。不慣れな議長ですので、よろしく御協力をお願いいたします。

一般質問 11のし行政改革、市民の立場から問うについての通告質問者、小山良悟君
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の質問を許します。

C 4番議員答壇〕

04番(小山良悟君) 通告に従って質問をさしていただきます。

ありまして、日ごろの業務を把握しておれば楽に答弁できることであります。ただどの部長に

質問がいくかは、話の展開によりましてでございますので、まあ、私の話の内容が単純でいね

むりしたくなるようならばいねむりしていただいて結構ですけれども、どなたの部長にt，かれ

るかわかりません。言えることは、都市整備部長には質問いたしません。時間の半分以上とら

れますから。また水道部長と議論しても水掛論になりますので、水道部長にも質問いたしませ

今回は、行政改革を市民の立場で問うという大変大きなタイトルを掲げたんですけれど

も、議員 1年生の私には、これはちょっとタイトノレのとらえ方が大きかったなということを反

省しまして、中身のある質疑ができないというように思いますが、私も行政改革には、大変強

い熱意をもっているんだということを、まず、きょう認識していただくだけで成果ありという

ふうに自己評価を、自己満足をしたいというふうに思っているわけであります。

行政改革とは何か、どうあるべきかは、この日野市議会においても、いろいろの議員がこの

問題を取り上げて議論しております。行政改革が叫けばれてから久しいわけでありますけれど

も、総論賛成各論反対で、なかなか成果が上がらないのが現状でございます。

そこで私は、この行政改革というものを大上段に構えるんではなくて、また高度な政策論議

をするのではなく、また、 したくてもできないわけですけれども、市民の立場からごく身近か

な問題をとらえて、行政改革に対する行政側の少しの刺激にでもなればまことに幸いと思って

質問をするわけでございます。

さて、行政はわれわれ市民の租税負担によって賄われているわけですが、国は言 うに及ばず

地方自治体はオイノレショック以降の景気の停滞、税収の伸び悩みなどで、これまでの豊かな財

源が期待できなくなってきたことは皆さん御承知のとおりでございます。

しかも一方においては、時代の変化に伴なう市民の多様なニーズは、これまた際限がなく広

がってきており、これまでの、いわゆる役所体質ではとうてい対応できなくなってきておるの

であります。

このような状況の中で、わが日野市政においても、限られた財源を効率よし最小の負担で

最大の効果を上げるよう主権者である市民から強く求めらるるは当然のことであります。こ

のことは、財源が豊かであろうが、厳しい状況にあろうが、市民の負託を受けている行政担当

者としては、常に心して取り組んでいかなければならないことであり、そういう意味では行政

改革は永遠のテーマであります。

ここで私は、今回の一般質問に当りまして、質問内容を細かく通告しておりません。と申し

ますのは、私が質問する内容については、市長初め各部長は、簡単に答弁できることばかりで

ん。

さて、これまでの行政は、制度論が重視されてきましたが、これからは運営論が重視される

ことであると思います。市町村が、単に国の出先機関としてのとらえ方でなく、生きた 1つの

自治体という認識に立つならば、地方財政の窮乏時代を迎えつつある、今日、その自治体の運

営方法いかんによっては、その自治体の、そして自治体に行政を負託している市民の運命が左

右されるのであります。

景気の停滞に伴い、ほかからの財源があまり期待できなくなってきた以上、現在の金の使い

方、行政の無駄を徹底的に洗い直して、みずからの自治体で健全に運営していくためには、企

業でも用いられている経営技法を積極的に活用していくことが、新しい時代の自治体のあり方

であろうと思うのであります。

もちろん自治体は企業でありませんから単純な議論はできませんけれども、少なくともこれ

からの自治体は市町村経営、つまり企業経営の手法というものを用いることが絶対に欠かすこ

とのできない要素だろうというふうに思います。

そこで、これから私の質問に対して答弁される理事者側の皆さんに、 次の前提に立っていた

だきたいと思います。ここに社員が 1，100名の株式会社日野という企業があると思って下さし'0

この会社は、そして森田市長は株式会社日野の代表取締役社長に就任したと思っていただきた

い。民間企業はみずから生産し血のにじむような過当競争に打ち勝って、売上げをのばし、利

益を得なければ 1，100名の社員、及び 4，000ないし5，000名の家族の生活を保証してやるこ

とはできないのであります。

また、森田社長の経営する株式会社日野の事業運営に伴う森田社長が社長をされているこの

会社の事業運営に伴う借入金は、政府機関の資金であれ、市中銀行の資金であれ、あるいはサ

ラ金であれ、すべて森田社長あなたが個人保証しなければならない立場にあり、大変責任が重

く、失敗すればみずからの命も絶たなければならなくなる大変な役割であります。
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民間企業の経営者は、大事な従業員をあずかり、このような命をかけて企業経営というもの

をやっておるわけです。安易な気持で経営しておったら、たちまち倒産であります。そういう

意味で、この社長の役割というのは大変責任は重大でございます。その社長を森田市長がやっ

ておるわけです。

その点、いつもえらそうな顔をしている赤松専務や、ちょっと覇気の足りなし 1加藤経理担当取

締役などの責任は大して重くないわけであります。しかし赤松専務が、いいですか、赤松専務

が森田ワ ンマン社長を上手に補佐しないと経営がうまくいきませんし、また税収入担当という

ことから民間企業でいえば営業部長というのですか、売上げをあげるというか、市民部長は企

業でい うならば、さしづめ経営部長、こういうことになると思いますが、これら各部長が能力

を十分に発揮し、業績を上げてし 1かないと、厳しく激しい企業戦争にとうてい生き残れないの

であります。

さらに、日野市全域を商圏とするこの会社は、 1 5万消費者のニーズにかなう商品は何かを

見つけ、絶えざる研究努力を重ねて商売していかねば、この経営を維持することは困難になる

のです。したがって、森田社長はイエスマンばかりの部下を集めたり、特定の大株主、あちらの方

に座っておりますけれども、の顔色ばかりうかがっていると、社長辞任の浮き目にもあいます

ので、反社長派で、いつも憎まれ口をたたいている小株主の私の意見にも素直に耳を傾けてい

ただきたいのであります。

さて、消費者に支持される優秀な会社と、倒産が間近いといいますか、危険性のある森田企

業の比較を したいと思います。

まず企業は、一般企業は、 「企業は人な り」とよく言われます。優秀な企業は社員の土気を

高めるための人事管理、管理体制を基本の問題としてとらえております。すなわち、努力する

ものはむくいられるという体制を確立することは、自由主義社会のすばらしい平等の原則であ

ります。

その点、森田社長の経営する会社は、職務範囲や責任の比重は関係なく、休まず、働かず、

遅れずの無気力社員と いいますか、 事実上の通 し号俸制に守られて給料が上っていくという体

質の会社であり、やる気のある社員には全 くやりきれない会社であります。成績や貢献度は関

係ない、年功序列、成績や貢献度には全く関係ない年功序列制の給料制度は、自治労のいう平

等主義でありますけれども、われわれからいわせれば、こんな悪平等はないと思うのであります。

株式会社日野を駄目にしているのは、部課長に人事権を全く与えてないということでもあり

ます。現場に精通しない森田社長と赤松専務が独占しております。人事権のない部課長の指示

が部下に徹底するわけがありません。給与制度とともに部課長のやる気をなくしている最大の

要因となっているのが、この人事権を部課長に与えてないということであります。私は強くそ

れを指摘したいのであります。

人事管理体制は、森田社長がその気になれば直ちに改善できることであります。私の経験か

ら言わせますと、経営能力に自信がないトップほど人事権を独占するようであります。森田社

長や赤松専務がそうでないというならば、直ちに部課長に人事権を与えるような改善をすべき

だというふうに強く望むものであります。

次に、 優秀企業は決算がすべてでありますから、効率的な営業、資金の活用による成果を重

大視します。しかし、森田企業は予算がすべてのように、予算を取る時はある程度真検になり

ますが、その後はそれが効率的に使われたかあまり問題にせず、本当によかったかどうかわか

らずに手前みその評価を説明するのであります。厳しい査定を予算別にする習慣を身につけ、

予算の増分主義体質を改め、スクラップエンドビルドの見直しをたえず続けていくことが肝要

と思うのであります。

さらに、優秀企業は、一般企業は社員の数は年間を通じて一番ひまな時期に合せて決めます。

繁忙期にはノマー卜やアノレバイトを採用して乗り切ります。しかし、森田企業は繁忙期に合せて、

しかもほとんど正社員で採用しております。パートやアノレバイトも簡単に正社員にしておりま

す。給料、ボーナス、退職金など膨大な人件費に押しつぶされて、肝心の営業運転資金に予算

が回せなくなり、 1 5万消費者に十分な商品の供給ができな くなる恐れが将来的には十分考え

られるのであります。

このような危険な経営体質にもかかわらず、株式会社日野の森田社長、赤松専務を初め、 一

般社員の大半がこの会社はつぶれないという安心感をもっている。一般企業は何がなんでも生

き残らねばと、社長以下社員が一丸となって懸命の努力をせざるを得ない厳しい環境にありま

す。森田社長以下株式会社日野の社員一同はこの一般企業の皆さんの血のにじむような努力、

苦労を分ちあう気持でないと、とても共存共栄は無理なのであります。

その他いろいろ指摘したいのでありますが、ーまずここでこれまでの話の展開をもとに、と

りあえず伊藤総務部長に担当部長として、この森田企業の欠陥である給与制度と定数化に、そ

円りに
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れから人事権の問題、そのぐらいについてトップに遠慮することなし株式会社日野市じゃな

くて、 自治体の日野市の総務部長だというと、ある程度発言に遠慮があるかと思いますので、

民間企業株式会社日野の総務部長として、会社の体質というものを、こうあるべきだという見

解を遠慮なく一つ述べていただきたいと思います。

同様に前田企画財政部長にも、今後の自治体のとるべき姿 といいますか、 企業経営手法の導

入をどのように考えていかなければならないか、また、予算制度のあり方 とか、いろいろ企画

財政担当として行政改革全般のとらえ方の見識といいますか、そういった ものを、これも一つ

遠慮のない見識を伺いたいと思います。

それから、赤松専務には、みずからにぎっているこの人事権を専務としてどう考えているか。

即、これは検討に価する というふうに受けとめておるのか、どうされるつ もりか、その辺のと

ころと、それから社員の士気、これは高めることが大事でありますけれども、この企業体は社

員の士気をな くすような人事権とか、給与制度とか、いろいろな体質がありますけれども、そ

の点についてひ とつー専務としてどのよう に反省 し、 またどのよう に改善していく か、御見解を

述べていただきたいと思います。

とりあえず、これだけの質問を、きわめて抽象的な質問でありますけれども、上手にまとめ

て御答弁をお願いしたいと思います。

0副議長 (米沢照男君〉 小山良悟君の質問についての答弁を求めます。助役。

0助役(赤松行雄君〉 助役でございます。大変な時期に地方自治と t¥う のはさ しかか

って きておるわけでございます。そうい う中での御質問でございますので、 それなりの受け

とめと、あるいはそれなりの真剣な対応ということを考えていきたいと、このように考えてお

るわけでございます。

それで、日野市の定数的な問題も申し上げていきたいと思いますけれども、定数モデノレとい

うのがございます。それを当てはめて見た場合1，410名の職員がいるわけで ございますけれど

も、大体昨年の決算におきまして、あるいはけさ方の論議におきましでも、市民部が税の徴収

の面で職員が非常に不足 しているという ふうな都下の比較もございます。

定数モデノレにおいては、大体 15万市民日野市ですか 15万という 日野市あるいは工業地帯

といいますか、法人税収入の多いというふうな特色から比較してまいりました定数モデノレで‘い

きます と、 大体税関係の職員も日野の現状が、要するにモデノレとして適合した人数になってい

る、建設部門も大体そういうこ とであります。

そう いう定数モデノレと、政府の定数モデノレと比較しますと、非常に少な目というふうなと こ

ろの方が、非常に適合しておるわけであります。日野市の定数の中には、市民の要するに、要

望に応じま して、図書館行政が重点的にやられたり、あるいはほかの市にない市立病院がある

というふうな特徴的なものもあるわけでございますけれども、定数につきましては、定数モデ

ノレを参考にしまして、大体ほかの市より非常に少ないと言われているぐらいで、政府のモデノレ

と合せると、大体適合しているというような形でございますので、全体的な定数については、

いろいろとこれからですね、職員をですね、厳置転換していく というふうな問題等は多くかか

えてはいますけれども、総体的な定数においては、大体これでいいんではないだろうか、その

中でおっしゃるような、要するに改善をしてL吋 、ある いは要するに職員の配置転換をして、

要する により以上のサービスなり、あるいはそういうこともカノイーしていくというふうな努力

辻、今後してt¥かなきゃなりませんけれども、大体総体的な総数においては、 1 5万という市

民の行政を承っている市の総体の数としては、大体いいんじゃないだろうか、 もちろパノそれに

は要するに保育園もやっている、あるいは図書館もやっている、あるいは特徴的なものとして

は幼雅圏もやっている、ある いは市立病院もやっているという市民サービスの特徴を原点にし

た総数でござ います。

大体、その中で十分やっていけるんではないだろうか、その中でさっき申し上げました行革

的なものの考え方、その中からやはりより以上のサービスをやってい くような配置転換という

ようなものも、職員の協力の中から引き出していく んだと、こ ういうふうなことでございます。

それから職員の士気でございますが、これは私は、非常に大事だと思います。職員に絶えず

私、申し上げるわけでございますけれども、地方行政システム研究所というのがございます。

この 6月の半のですね、新聞の中にもですね、行革、まあ現在臨時行政改革推進審議会とい

うのが、行革のお目付役という形の中で委嘱しているわけでございますけれども、その中でさ

らにですね、地方行革の徹底というふうな ことが今後の課題とな ってくるようで ございます。

政府の行革というものが、現在の中で総務庁という形の中でですね、行オオL、論議され人事だけが先

歩って小るという状況もあるわけでございますけれども、地方の自治体の行革と いうものにつ

きましでも、やはり今日の経済情勢というものを踏え、財政状態というものを踏えて、 やはり

対応してし 1く必要がある と、こ のよ うに考えておるわけでございます。
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そこで全国の地方自治体の職員の仕事に対する意欲というものを調査しておるわけでございま

す。それで、それと比歎します、システム研究所というものと比歎しますと、生産性本部で毎

年出しております、やはり企業職員の意識構造というものを解明したものがございます。それ

と比較しますと、市役所の職員というのは、非常に安定指向型である。これはですね、だんだ

ん直していきたいと、こう思います。

企業の職員ですと、その会社にですね、中で努力してその中で自分の経済的な幸福な家庭を

築いていこうと、会社に努力を売ってそれでいい家庭生活をしていこうという積極性があるけ

れども、市の職員の場合ですと、そういう職員も 20 9るおるわけなんですけれども、あとの 70

程度はですね、いろいろとですね、勤務場所が近~¥から市役所は、会社のように首切りがない

からという係数の方が多いわけなんですね。そういうわけなんで、なるべく企業職員に近いで

すね、意欲性というものを、やはり持たして~¥く必要があるだろう、そういうようなことで、

いろいろと職員のですね、研修とか、そういうもの等も計画しておるわけでございます。

ただ、聞くだけの研修ですとなかなか身につきませんので、 1人 l人の職員がですね、やは

り実際にテーマを自分で探し、自分で研修し、報告するというふうなですね、自主研修方式な

ど取り入れたりなんかしておるわけでございます。

それ，から、大きな問題は、やはり給与水準でございます。これにつきましては、前にも申し

上げておるわけでございますけれども、昭和 40年代の非常に高度成長で市の職員になり手が

非常に、事務職員以外の現業職員のですね、なり手が少ない時代にですね、敷桁しました給与

制度について、いろいろ御批判をいただいておるわけでございます。その当時の現業の作業員、

あるいは現業の調理員、あるいは学校の用務員、こういう人たちを募集しましでも、なかなか

なり手がなかった、高年齢の方あるいは給与制度を、高度成長で好景気にわく民間に合せた給

与というふうな形で、今日の通し号俸的なものができ上ったわけでございます。

これにつきましては、その時代としてのですね、スター卜があったわけでございますけれど

も、今日、いろいろ批判を仰いでいるところでございます。それはそれとして、職員の中にも

いろいろな評価があるようでございますので、遂次直していく必要があるだろうと、そのよう

に考えておるわけでございます。

行革を迎えての今後の地方公共団体の経営でございます。おっしゃるとおり、民間と同じよ

うなですね、ものの考え方というものにですね、職員というものの市の立たされている立場と

ハU
司

dqa 

いうものをだんだん認識してまいってきております。そういうものをですね、やはり 1人 l人

身につけていただいて、何よりも携わっている行政というのがですね、市民サービスという崇

高な業務でございます。そういう面につきまして、やはり思いを新たにしましてですね、市民

奉仕というものをですね、に努力していくという気概を職場の中にですね、植えつけていきた

い、このように考えているわけでございます。

0副議長(米沢照男君〉 企画財政部長。

。企画財政部長(前田雅夫君〉 企画財政部長お答えいたします。いま、小山議員さ

んの方から問われている問題でございますけれども、非常にハイレベルといいますか、理事者

の立場で申し上げなければならない課題であろうというふうに、まず考えております。

ただ、私の設階で少し申し上げますと、いろいろ、いま自治体の仕事やら企業の考え方、い

わゆる企業のメリッ卜の導入のようなお話がございましたけれども、その辺の問題は非常にむ

ずかしいというところを、ちょっと私から申し上げたいと思うんですけれども、地方自治体と

いいますのは、主には税金を財源といたしまして、自治法でいわれておるように、市民福祉の

向上を図るということが最大の目的でございます。自治法の中の第 2条にもうたわれておりま

すけれども、その自治体の仕事のやり方として、最小の経費で最大の効果を得るような自治体

の運営をしなさいということをうたっております。

それでは、自治体と自治体の仕事と企業のメリットをどういう形でつなげるかということで

ございますけれども、いま、言いましたように、福祉の向上ということになりますと、企業で

考えているような、たとえば原価計算、原価主義ということがございますけれども、自治体の

仕事を進める上で、もちろんその考え方も必要ではございますけれども、そのまま、なかなか

導入はできないというふうに考えております。

たとえて申し上げますと、市で手数料を徴収してございます。これは手数料の決め方のまず

原員Ijは、かかる経費を取ることを原則としております。実際にそのかかる経費を取りますと、

たとえば住民票の手数料にいたしましても、かなり高価なものになります。それから市が持っ

ております公共施設の、いわゆる使用料でございますけれども、これらにつきましても企業だ

けの考え方からすれば、膨大な使用料になりまして、市民から見ますれば、なかなか受け入れ

られないような状況になるわけでございます。

そこにやはり地方自治の、いわゆる福祉というものが兼ね備わりまして、やはりその原価だ

-371-



けの問題ではなくて市民が使えるような、経済にマッチするような使用料が決ってくるという

ようなことでございます。そういう中で、基本的には企業の考え方を、全部ではございません

けれども、やはり導入することには異論はございません。

たとえて申し上げますと、これは当然のことではございますけれども、事務能率の向上であ

りますとか、あるいはOA化の推進でございますとか、むだの排除でございますとか、こうい

うものは当然のことながら、民間を見習い努力をしていかなければいけないというふうに考え

ております。

0副議長(米沢照男君 〉 小山良悟君。

というか、欲というか、たとえば人事権、人事権、これは人は権力といいますか、人は人に指

図するというか、そういう、ある意味での権力欲みたいなものは大なり小なり、人間であれば、

男であれば、あるいは女の人も持っているかどうかわかりませんけれども、そういったものは

持っているのも人間の本能じゃないかと思われます。もう、助役なんか、まさにその権力欲が

欲しいタイプじゃなt¥かなという気がするんですけれども、そういう自分が欲しいものを自分

たちだけで独占したらですね、ほかのとられた社員はやる気をなくするのは当然なんです。

そういう意味で、そういう意味でね、人事権というものは具体的にやっ ぱり、部長にもある

いは、課長にも持たせるということが、私は、本当にストレートにやる気を起こさせる材料で

はな t¥かというふうに思うわけです。

実際に、この日野市の人事権に関しては、議会はどうのこうの口を出すことではないだろう

と思いますけれど も、 しかし税金を納める立場からすれば、職員がやる気を出してやれる態勢

にしてほしいと思うから、まあ、口を出すわけでありますけれども、この人事権というか、人

事異動なんかの場合に具体的に、日野市はどういうふうな形でやっておるのかお伺いしたいん

です。部長とか課長というものに相談の上で、十分な、公平な人事評価をした上で人事異動さ

れているのか、助役と市長だけで決めちゃっているのか、その人事の決め方について、具体的

にどういうふうな方法で、現在やっておるのかをお伺いしたいと思います。それからもう一つ

は、給料、金銭欲ですね。われわれは働く、労働する、これどなたもお金は少しでも欲しいわ

けであります。それから自分たちが努力することを公平に評価してもらいたいというのも当然

であります。自分の努力が公平に評価されない世界にいるならば、いずれやる気をなくするの

は当然、のことであります。

そういった点、民間企業というのは報賞金も出しますし、給与制度も日野市のような年功序

列だけじゃないわけで、能率給とか、そういった諸々の手当を考えて、人間の本来持っている

金銭欲は、努力すれば得られるんだというふうな形を出しているわけです。

そういう給料制度を今のまんまで、どんな研修をやって笛を吹いたって職員は踊らないんで

す。そういう人間の本能といいますかね、本音といいますか、そこまで、やはり改善のメスを

入れないと、いつも、この何といいますか、給与制度の問題も堂々巡りをしてなかなか解決し

ないのであります。 5年後も 10年後も恐らく給与制度の問題を議会で議論するようなことに

なるんじゃな t¥かと思いますけれども、これはなぜそういうことになるかというと、やはり役

04番(小山良悟君 ) 総務部長、なかなか腰が上がりませんので結構でございます。

ただいまの助役の答弁、前田部長の答弁、この企業経営の手法を取り入れろというと、その

受け止め方が単純に、私は利益を上げる企業ですね、いわゆる市民福祉の向上を図る自治体と、

全く別なわけですから、単純に企業経営の手法そのものを取り入れてやれ、利益をできるだけ、

たとえば安く、原価意識に徹して安くやれというようなことを言っているわけじゃないのであ

りまして、たとえば自治体の役割が市民福祉の向上だとするならば、この求められるものは数

限りないと思います。仮りに、それが 10 0あるとするならは、今のような役所体質で、役所

式の経営方式でいくと、その市民福祉の向上の数が 50ぐらいしか応えられなt¥。もっと効率

よしあるいは受益者負担のところは受益者負担にしていただく。いわゆる公平な市民の負担

によって、結果的に市民福祉の向上の数が現在の 50よりも 100にできるためには、やはり

企業経営の手法を取り入れてやることによってしか実現できないんじゃないかということを申

し上げているのですから、ひとつ企業経営手法のいい面を積極的に取り入れてやっていただき

たいということを、強く望んでおきます。

それで、まあ助役にお伺いしますけれども、職員の 20%は企業の社員のようにやる気のあ

る方だと、 7 0 婦はいささか消極的な動機でやっておると、あとの 10 %はどうだかわかりま

せんけれども、まあ、その士気向上のためには研修会もやりたいとか、いうふうなことを申し

上げておりますけれども、これを聞いていて、職員が、これはやる気になるぞというふうな気

運が出てくるかどうか、はなはだ疑問であります。もっと本音といいますか、そういった部分

で、この問題を考えなきゃならないんじゃなt¥かと思うわけです。

職員にやる気を出させるにはどうしたらいいか。もうはっきりしているんです。人間の本能
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所の悪いところ、 たてまえといいますか、 その部分でことを推し進めようとしているからじゃ
いました役所的じゃなt¥かといわれれば役所的でございますけれども、やはり職員課が主管と

なt¥かというふうに思います。

経営者としてもいいわけであります。それならば思い切って、 よし、 これだけの成績を上げる

いうふうなことでございまして、学歴とか、あるいは市役所に入った年限というものが大きな

企業の経営者であるならば、従業員にやる気を出してもらった方が最終的に社長としても、
柱でございまして、その中で成績、あるいは意欲のある人聞から係長、あるいは課長というよ

うな形で登用していくと、あるいは 3年というふうな、要するに年限の中でですね、それぞれ

ならばこれだけの報酬をやろう とか、 そういうことはやれるわけですね。
の所属をですね、変えていくと、新しい要するに職場経験、職務知識の経験をしてもらうとい

自治体では、なかなかそういうものはできないのはわかりますけれども、もう少しですね、
うこともございますし、空気の、要するに刷新を図るということもございますので、 3年とか、

納得のt¥く、努力すればむくわれるような給与体制というものを考えてやらなきゃいけない。
あるいは 5年というふうな年限の中で、人事異動を行っているということでございます。

職員の本能といいますか、人間の本能の金銭欲。こういったものを満たしてやるような形の体
もちろんこの中では、本人の仕事に対する適材適所ということも考えておるわけでございま

制も考えてやらなければいけないということを強調したいわけです。
すけれども、本人の意欲、やる気と、それからその仕事に向いているかどうかということ等も

そういった意味でもひとつ英断をもって改善する市政を、改善する努力をしてもらいたいわ
参考に、職員課が主管となってやっておるわけでございます。

けですけれども、 その 2点を合せて、ちょっと再質問させていただきます。
私も答弁しながら役所的なところが、大分多いわけでございますけれども、かねがね申して

0副議長(米沢照男君〉 助役答弁。
おるわけでございますけれども、日野市の場合には、昭和 40年、 4 2年にですね、大量に大

0助役(赤松行雄君〉 助役でございます。先ほどお答えした中でですね、職員の方に
学卒の職員を入れておるわけでございますけれども、ちょうどその後ですね、市民の方も大ぜ

も誤って理解されますと困りますのでですね、 この際説明をですね、つけ加えておきたいと思
い市民が多いと、 日野市に日野市の市民が大ぜいになり、急成長、急増という形の中で、市役

うわけでございますけれども、先ほど、全国のですね、市を参考にしまして、 5万ぐらいのサ 所の機構が肥大、今日のような機構になったわけでございますけれども、その後の安定成長で

ンプノレしました市につきましては、悉皆調査でございますけれども、人口 20万とか 40万と ございます、行革でございます、そういう形の中で機構をこれ以上ふやすわけにはいかないと

かいうところは、非常に悉皆調査ではございません。 10分の lとかいう職員の調査になって
いう中ではですね、非常に昭和 41年、 4 2年のごろ入った職員が、 もう 15年以上経つわけ

おるわけですけれども、その結果日野市は調査の対象にはなっておらないわけでございますけ
ですけれども、 なかなかポジションがないと、 これが大きな一つの不満のもとにもなっている

れども、その中でシステム研究所で出てまいりました。先ほど申し上げました、.大体積極型の
わけでございます。

職員というのは、地方公共団体の場合は 20%ぐらい、 こういうようなことを申し上げておる これにつきましては、主査、主幹、あるいは副主幹、主幹、そういうふうな制度の中で、な

わけですけれども、 これについては、日野市の職員がどうだということではないわけですね。
るべく意欲的な職員を登用していくという道をいまとっているわけでございます。

全国的な調査の傾向ですとこうだと、それで安定志向型というのはですね、 70%程度だと、 それから民間と違いまして、給与につきましては出来高払いだとか、請負制だとか、なかな

これは職員の研修等でもはっきり申しておることでございます。これは、特別、議会だけに申 かとれないわけでございます。もちろんおっしゃることは、そういうことをとれということで

し上げているわけではございません。一つの統計資料としてということでございますので、そ はなくて、市役所の中で、 できる範囲の中で、要するにそれぞれの経済的な職員のもつ意欲

のようにですね、御理解いただきたいと思います。
というものをあれして、 もっと意欲的な仕事をしてもらえという御意向かと思います。

それから、 2点についてでございますけれども、人事のやり方でございますけれども、職員 それにつきましては、できる中でですね、請負制、出来高払いというわけにはいきませんの

課というのがございます。これが主管課でございまして、 きわめて客観的なですね、人事行政 で、いまの制度の中でですね、 やはり登用と、職員の要するに登用とからめた中で、要するに

をやっているというふうに考えておるわけでございます。言ってみれば、御質問の中にもござ 給与体系ですか、そういうものを改正していく必要があるというふうに考えておりますので、
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急激な、要するに改革というのは無理でございますけれども、順次そういうものに変えていく

努力をしていきたい、 こう思っておるわけでございます。

0副議長(米沢照男君〉 小山良悟君。

04番(小山良悟君〉 給与制度の問題は、確かにいろいろと、日野市だけの問題じゃ

ないので、むずかしいと思いますけれども、 しかし日野市が率先して改革の意欲を示していた

だきたいというふうに強く望みたいと思います。

それから、人事権の問題ですけれども、まあ、職員課が主管となってやっているということ

ですが、職員課は主体というんじゃなくて、職員課はあくまで窓口であって、その人事の異動

というか、 そういったものについての意思決定は、できるだけ現場の各担当部課長ですね、

に持たせるような体制というものをとっていただきたいということを強く望んでおります。

さて、次に、この日野市の行政改革についてでありますけれども、次の 3点を強調したいと

いうか、どこでも、まあ考えられることでありますけれども、 1点目は行政の責任所在につい

て、 2点目は、行政の守備範囲の見直しについて、 3点目は、行政のコストダウンについてで

あります。

1点目の行政の責任所在についてでありますが、責任の所在が明確でない行政ほど、市民と

してやりきれないものはありません。無責任な行政はむだ使いを生む大きな要因となります。

したがって、この無責任行政を正すことが日野市の場合は、特にこの行政改革の第一歩である

というふうに考えます。責任の所在を明確にしないまま看過することは、性分としてできませ

んので、遺跡調査会の使途不明金の問題、都立高校用地買収の際の問題、最近では保険年金謀

のノマンフレッ卜、アジビラまがいのバンフレッ卜の問題がありますけれども、 この点について、

ちょっと触れてみたいというふうに思います。

まず、遺跡調査会の使途不明金の問題ですが、捜査を行ったが、警察で捜査を行ったが、証

拠書類がなく、使途の不明解明ができなかったという金額が、 1，800万余、あるわけですけ

れども、この金額は一体だれが責任を負わねばならないのかということであります。また、こ

の問題を生み出しT議高責任者は一体だれであるかを、まだ明確にされてないような気がする

のです。

昭和 57年の 9月 13日に、この問題についての百条委員会が設置されまして、私も、百条

委員会のメンバーとしてこの問題の解明に当りましたけれども、結局この責任の所在というの
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が明確に出されなかったわけであります。

もちろん、私どもの立場からすれば、この問題を引き起こした要因というのは、この遺跡調

査会の規約の中に監査制度がなかったという こと、これは以前からその会長である森田市長に、

再三指摘があったにもかかわらず、この監査制度を置かなかった、これは、私は、まずとにか

く、あとの犯罪を引き起こしたことはともかくとして、犯罪を引き起こさなくても引き起こす

要因がそこにあったわけですから、その監査制度、当り前すぎるほど当り前なこの監査制度を

おかなかったというのが、この使途不明金を生み出した最大の理由であろうというふうに、私

どもは思うわけであります。

この点についてですね、元遺朗、調査会の会長である森田市長からこの1， 8 0 0万余の金額に

ついては、最終的には一体だれが責任を持つのか、それからこの問題を引き起こした最高責任

者は一体だれなのかということを、この場で一つ明確に述べていただきたいと思います。

2点目は、都立高校用地の問題でありますけれども、これは、いままで、いろんな形で、私

も取り上げてきましたけれども、きょうは、今年の 3月に完了しました確定測量の件について

のみ質問をしたいというふうに思います。

前回の一般質問の時に、この測量については東京都ヘ売り渡すための測量だと、こういう答

弁でありましたけれとも、この答弁では納得できませんので、改めてこの問題を取り上げたい

わけであります。

ここに、これを持って来ましたんですけれども、何事かと皆さん思われるわけでしょうが、

(資料提示〉ことはさかさまなんですね。これは今回の 3月に完了した測量図であります。ま

ことにりっぱな測量図であります。それで金を取ったのか、というヤジがありますけれども、

そういった意味ではこれも大変な金がかかるわけですから、行政改革からいいうと、議員がや

たら資料を請求して、こういうことに経費かけちゃいけないということもあるかもしれません

けれども、しかし、私は、その紙 1枚の代金以上に、もっと大きな無駄が指摘したし 1から、あ

えてこういったことをするわけでありますけれども、こ ういうりっぱな実測図示されれば私ど

もも安心できるわけであります。どうもすみませんでした。本当は内容的にどうのこうのとい

うことは言えばいいんですけども。

つまり、この測量の費用の問題、これは前回も指摘しましたけども、契約書にも、この測量

費用は売主が持つということが明確に示されているわけです。売主の費用負担において行われ
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る、こういうものを最初から提出させるべきであります。

で、私は、ここで問題にしたいのは、東京都に売るためというのは、これは改めてまたやら

なきゃいけないのです。というのは、これ、いま造成やっておりますから最終的には分筆もす

るわけであります。造成完了して分筆すればまた、これはきちんと測量しなければいけない。

で、わざわざこの図面を取り寄せたのはどうしてかというと、簡単な現況測量なのか、本確的

な確定測量なのかということを、図面を見て確認したかったからであります。

売主エンタープライズから、きちんとした確定測量図をもらっておけば、今回、たとえば造

成に当つての現況測量ぐらいなら、ある程度納得ができるわけですけれども、今回、たとえ買

い増ししたにしてもです、当初買った面積についてはきちんと確定測量をして、その責任ある

測量図を出させた上で取り引きするのが、当然であるからであります。( rそうだ」と呼ぶ者

あり)まして完了代金なんかも一括で払ってますけれども、これだけの巨額な取り引きだと、

3回ぐらいに分けて代金を払うわけですけれども、どういうわけだか一括払いしたとか、いろ

いろ不審な点がありますけれども、それはおいてですね、いずれにしても不的確な手続のまま

ですね、この買収をしたということは、これは買収責任者側の責任の問題が出てくるわけです。

買収の際に正確な実測図を相手に提出させないために、改めて日野市が 54 0万という費用

をかけて測量をしたわけでありますから、これも、いわゆるむだ使いであります。無責任行政

を端的にあらわしておるわけでありますけれども、 ( rそうだ」と呼ぶ者あり)この手続不備

なままで買収に踏み切った責任者は一体だれなのか、これを明確に御答弁いただきたいと思い

ます。

それから 3点目の、保険年金のパンフレットの問題、これは先日いろいろ議論しましたんで、

深くあれはしませんけれども、ただ、これも何か市民の税金で偏向性のある内容の市の印刷物

という形で、発行されることは全く納得できないわけでありまして、それが何となくうやむや

というか、いつでも、どこでも、またやられそうな気がしますので、その点について、やはり

歯止めをかけなくちゃいけませんし、こういう、私は、直接的に課長、部長に責任があるとは

思わないのでありまして、こういう体質を生み出した責任は一体だれにあるんだと。その辺の

ところをひとつ自己分析していただいて、御答弁をいただきたいと思います。

この 3点について、御答弁をお願いいたします。

0市長(森田喜美男君〉 地方公共団体を私企業と同列において比歎をするということ

は、少々無理があるわけであります。地方公共団体は、これは、まさに市民にサービスするこ

とを全使命とする機関であります。それから私企業は、これは利益を、ごく端的にいえば、利

益を追求して社会に奉仕するとともに、社員に生活を約束する組織であると、このようにいえ

ると思いますので、( rそんなことは当り前だ」と呼ぶ者あり〉認識の差もある点は、これは

どうにもならない問題だというふうに、まず申し上げておきたいと思います。

そこで、それでは地方公共団体のサービス行政が能率的でなくていいということは、もちろ

んないわけであります。能率的でなければなりません。そうして、その中には生産性という要

素が、私は、あると思っております。行政にも生産性あり、行政サービスにも生産性ありと、

これらのことは職員にも常に説いておるところであります。生産性というのは要するに効率を

よくする、能率を高めるということのはずでありますから、当然仕事の中にそれが伴って l'か

なければならないことはもちろんであります。

ただ差のある点は、市民の福祉を高めるために能率を問いがたい、つまり金がかかるけとや

らなければならないという仕事がたくさんあるということも、どなたも否定できないだろうと

思っております。特に弱者に対する福祉の事業、これは生産性ということの理由は、私は満足

を得られる度合いといいますか、あるいは、いろんな立場の弱者の方に、人間の尊厳を守り得

たかどうか、つまり人権を守り得たかどうか、ということに基準がなければならないと、この

ように思って、このように言えると思っております。( rそうだ」と呼ぶ者あり)

したがいまして、事業の効率、能率を高める面と、それからサービスの行き届いて、 しかも

所期の目的を達成する、それこそが、私は生産性であると、このように認識をし、また職員に

もそれを説き、指導しているつもりであります。

ごらんになって、一々何かをとりあげて、むだだといえば無駄なものはたくさんあるといわ

ざるをえないかもしれません。そのむだの有効な無駄と、また有効なむだ無効なむだこそなく

さなければならな l'0こういうふうに言えるかと思っております。

したがって、もちろん経営、この自治体経営という言葉があります。自治体経営とは、とり

もなおさず最少の資金を持って、最大の効果を上げる、一口に言えばそういうことであります

し、自治法にもそういうことが明記してあります。われわれは日常そのために努力しておる。

全組織をあげて努力をしておる、職員 l人 1人努力をしておる、このように御理解をしておい0副議長(米沢照男君) 市長。
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ていただきたいと思います。

行政責任の所在ということで質問がありました。総括責任者は市長、私であります。いかな

る出来事にも総括の責任を回避する意思は全くありません。すべての責任をもって全体の行政

の推進に当るということは、市長の最大の責任であると、このように思っております。

したがいまして、その具体的に問われた行政調査会のことも、これまでも何回も申し上げて

おりますとおり、それぞれの組織上の責任区分がある、その上の総括責任は市長である私にあ

る、このように申し上げております。それなりの責任は、いずれもとるつもりであります。

それから行政の守備範囲ということで。( r心、ゃ、それはまだですよ。」と呼ぶ者あり)じ

ゃ第 2点の。( rまだです。いま、無責任行政や っているのですから、まだです。」と呼ぶ者

あり〉都立高校の予定地に対します測量の場合も、総括責任は私にあります。 本来公用地とい

うのは、一般には公募によって買収をいたします。また、細かい正確さを必要とする場合には

現地測量、もちろん測量 もいたします。いろいろな通用によって正確を期するということで行

うわけでありますから、いずれが損、いずれが得というふうな、もちろん大切な面ではありま

すが、正確に事を運ぶということが最終の目的であそ。その正確な、正しい仕事をするために

必要な場合には測量も、もちろん行う、それがむだ使いだということは、全く当らない批判で

あろうと思っております。

もう 1点、パンフレットにつきましでも、この間お答えしておるとおりであります。その内

容を、市民になるべく正確にお知らせすると、その際に担当の職員がオーバーな表現は多少あ

る、 しかし、組織としての決裁も下りておりますから、 したがって総括的な意味での処理は、

私が決める。それは十分考えてことわりをしながら、なるべく刺激的な特別な判断を持たない

ように、正確に資料として使っていくと、そういうことであります。以上です。

0副議長(米沢照男君) 小山良悟君。

04番(小山良悟君) 3点目の問題については、この決裁手順、手続手順というか決

裁の手順ですね。そういったものなんかも再検討されて、部長あるいは助役、市長が知らなか

ったというふうな問題が吹き出てからね、どうのこうのというふうなことにならないように、

事前にやっぱりそれこそ、そういったものを、教育というものを、研修というものを徹底して
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いただきたい、こう思います。

それから、このいわゆる行政のむだということでありますけども、それから責任の問題。た

とえば遺跡調査会の問題についても、総括責任者は私であります。都立高校の用地問題につい

ても私であります。その、口で責任があるということはどなたでも言えることですけれども、

むずかしいのは、具体的にその責任のとり方なんです。その責任のとり方まできちんとしてな

いと、まあ、それは責任は私にあります、この問題はもう責任は私にあります、ということだ

けでとおりすぎたんでは、決して責任ある行政ではないわけであります。丸きり無責任に通ず

る姿勢なんです。

一つ、一つの問題について、具体的な責任のとり方を示すことによって、初めて責任ある行

政といえるわけですから、その点 1.800万の不明金についても、それなりに責任をとります

ということですから、どういうふうな責任をとっていただく か、いずれ近いうちにそういうも

のを示していただけると思いますので、それは見守りたいと思います。

それから都立高校の用地の買収の問題でありますけれども、まあ、むだには有効なむだ、無

効なむだがあると。こういうわかったようなわからないような話なんですね。むだで有効なと

いうことは、まあ、私は、それはむだはあくまで無効なむだであって、有効なむだというなら

ば、あえていうならば先行投資と、こういうふうなとらえ方で考えるべきではなt，かと思いま

す。このとらえ方によって全然違ってくるんです。仕事に取り組む姿勢が。これは有効なむだ

だというふうなとらえ方で事を進めるのと、先行投資であるというとらえ方で事業を進めるん

では、その取り組む職員の姿勢というものが全然、違ってくるんです。そこら辺のところ一つ基

本的に考えを、改めていただきたいわけですが。

さて、この都立高校用地の、今回ゃった測量が無効なむだか有効なむだか、これはまさに無

効なむだの典型的な見本なんです。( Iそうだ」と呼ぶ者あり)公簿で売買することもあると

いうふうなことでありますけれども、公簿で売買するなら全部公簿でやるのが常識じゃないか

と思います。全体の面積は実測数でございます。 実測売買です。聞の墓地とか公道は公簿から

引きましたなんていう、こんなでたらめなことはね、これが、つまり役所体質というか、役所

は考えられないことをやるんですけれどもね。日野市の場合にいうのはあてはまることだと思

うのです。

で、先ほど民間企業と自治体を一緒に比較することは乱暴なことだと、こういうふうに言わ

-381-



れましたけれども、私は単純にそういうことを言っているわけではないのでありまして、あま

りにも企業経営の手法といいますか、鍛密で正確な、そう t¥う企業経営の、 しかも効率的にで

すね、なるべくむだのないような事業を推進するというような企業経営の手法を日野市の場合、

あまりにもなさすさるから、少しでもそういうものをトップである森田市長がですね、少しで

もそういう感覚を持ってもらいたいという意味で、先ほどああいう例えで話をしたわけであり

ます。

単純にね、その日野市を株式会社にしろという、そういう組織変更をやれるわけはないんで

す。ただ言えることはね、自治体は住民に対するサービスの提供というか、民間は、いわゆる

利益の追求というか、商品を供給するといいますかね、そういう役割だといいますけれども、

まさにそうかもしれませんけれども、 しかし、民間企業でも利益につながらないサービスの提

供というものを、ずいぶん最近はやり始めてきているんです。そういう時代になってきている

わけです。( iそうだ」と呼ぶ者あり〉また逆に自治体もですね、市民の皆さんに、その福祉

向上のいろんなサービスを提供するという形の中にはね、効率的な経営をされて、その数をふ

やしてもらいたいという、そういう意味でこの問題をとらえたわけでありますから、そういう

感覚でとらえていただきたいんです。単純な比歎をしているわけではありませんので、それは

ひとつわかっ ていただきたいんです。

いや、御本人はとらえていると言ってますけども、われわれはそういう受け止め方はできな

いからあえて指摘しているわけであります。( iそうだJiそのとおり」と呼ぶ者あり〉

それで、この高校用地の測量費 450万、これは有効なむだでしょうか、無効なむだでしょ

うか。有効なむだと言うならば、どういう点で有効なむだなのか、この点を一つ再質問したい

と思います。

先ほど言うように、企業の経営手法を取り入れたならば、自分の会社で土地を買う時に、面積

の明確でないままのやつを、ほいきたという形で、総額をポンと 17億にもなる巨額な金を払

うわけがないんです。相手に最初から、さっき示したような、このような正確な測量をさせて、

実測図を提出さして、必要な手続を全部完了してから買収するわけですね。

それをやれば、いま、今年の 3月にはこんな 540万もかけて測量する必要はないわけなん

です。私が言ったことは間違っていますか。買う前にお金を払う前に、きちんと信頼されるべ

き測量図を、正確な測量図を出させ、必要な手続きを全部完了をした上で代金を支払うという

のは当然だろうと思います。それをやってこなし 1から、いまとなっては必要だということも言

えると思います。だからこれは詑弁というんですね、こういうのを。過去にきちんとやってい

なかったから、やるべきことをやらなかったから、相手にさせなかったから、そのしりぬぐい

をみずから、いま、やっているということですよ、だから 540万を、市民の立場からいえば

ね、むだな金を使っていましたよ、使いましたよ、ということを申し上げておるのです。それ

をわかる感覚があるのかないのか、それだけを確認したいんです、きょうは。

0副議長(米沢照男君〉

O市長 (森田喜美男君〉

市長。

。副議長(米沢照男君) 市長。

0市長(森田喜美男君〉 私の理解では、いずれ東京都にきちんとした図面、それから

交渉の結果による契約をもって、都に買っていただくと、こういうことになるわけであります

が、いろいろな経費、それらももちろんその積算の中には入るものだと思っております。

したがいまして、なんか区画整理したあとの土地並みにものを考えられても ~ ¥かがなもので

あろうかと。つまり、ああいう、そのかなり地形が複雑でもありますし、過去の持主のあいま

いな点もありますし、それから測量してよかったことは、実測をした結果では、会簿よりも大

分少なかったというふうなこともありますので、測量したその一部分の作業を、特に取り立て

てごらんになると、あるいはいまの無用の論ということが言われるかもしれませんけれども、

私ども全体を通じてみますと、確かな上にも確かな作業をすると、そして役所らしいきちんと

した処理をするということで、やはり必要であったと いう、こういうふうに申し上げる以外に

ないわけであります。

必要があってやっていることでありますし、この誤りで行つ

たというふうにおっしゃりたいかもしれませんが、必要があってやっているということで、む

だだという意味ではないと、このように申し上げておるわけです。

0副議長(米沢照男君〉

04番(小山良悟君)

小山良悟君。

委員会の、なんか 1問 1答形式になって強縮ですけども、必要

0副議長 (米沢照男君〉 小山良悟君。

があってやったことはむだではない、それは全くそのとおり。これは必要がなかったんです。

04番 (小山良悟君〉 全く、この認識が違うと L、いますか、確かな上にも確かな作業

をするためにやっているんだと、こういうことですね。確かな上にも確かな作業をするという

-382ー qδ 
叩
叩



ことは、買う前にやるべきことなんで、 「当り前だ」と呼ぶ者あり)買ってからやっている 。副議長(米沢照男君〉 小山良悟君。

から、 こういろいろ言われるんですよ。 ( r変なもの買っちゃったんだろ」と呼ぶ者あり)む 04番(小山良悟君〉 それならば助役にお伺いしますけれども、そういう主張をされ

ずかしい土地だから、むずかしい地形だから慎重を期さなければならない、それならばなおさ るならされるで結構ですが、それ以前の問題で、無責任行政ということを今やっているわけで

らのこと、 こういう正確なね、作業をして、手続をして、それから後買うというのが当然でし すから、その点についてもう 1度お伺いしますけども、買収する際にですね、買収する際に面

tつ。 ( rそのとおり」と呼ぶ者あり)そのとおりをやってなし可から、今回やっていることは 積が正確でなかった、今度の払い下げを受けるための測量は別問題にしましでもですね、全体

無効なむだだということを言 っているわけなんです。 の面積にしてもそうですけれども、それから墓地の問題についても、公募からやったりして、

どうも助役、観点を変えて答弁していただきたい。 いわゆるずさんな形であったわけですね。これは無責任行政とは言えないと、その点いかがで

0副議長(米沢照男君〉 助役。 すか。

。助役(赤松行雄君〉 質問の観点が違っていますんで、いろんな質問が出てくるわけ 0副議長(米沢照男君) 助役。

なんですけども、私たちここで測量しましたのはですね、 あの土地の中にですね、国の所有に 0助役(赤松行雄男〉 3月議会でも陳謝申し上げたところでございます。 57年 4月

かかわります道路敷がございます。それから旧水路敷もございます。この 2つを測量しまして でございますか、 5 6年の 12月当時ですね、先ほど市長が申し上げましたように、当初は公

国から市に払い下げをしていただくと、道路については。水路につきましては開発公社の方で 募で買収しようということで手続を積み上げてきたわけでございますけれども、 どうも実測し

払い下げしていただし この 2つを、要するに高校用地としましてですね、開発公社が現在持 た一部の図面がですね、開発公社の中で発見されまして、よく見ますとですね、 どうも全体的

っています土地と一緒にしまして、東京都の方へ高校用地としてお譲りすると。 もちろん中の には 1万平米以上ですね、公簿で買う場合、 たいがい公簿によるという場合には山でございま

道路は、今度の議会でもお願いしてございますけれども、新しい道路につけ替えると、 これは すので。

市の道路として残るわけでございます。ですけれども、中の道路につきましては、今申し上げ 「助役、聞きあきてるから、ひとつ簡単にやって下さい。」と呼ぶ者あり)

ましたように、国にですね、譲渡申請をするわけでございます。水路敷につきましても、用途 純延び等があるわけでございます。 誠実な手続を今説明しているわけでございま

廃止の申請をするわけでございます。そのための測量であり、そのための実際の書類の作成と す。

いうことでやったわけでございます。 それで急連ですね、実測に切りかえたわけでございます。職員が一生懸命仕事もやっている、

初めの測量にこれだけのものを要求するのは無理なわけでございます。そういうわけでござ われわれもやってると、その結果そういう大きなですね、問題にはまりこまずに済んだわけで

いますので、今度はこの財産処理というものを目的にしまして、測量し財産処理に必要な一切 ございます。

の書類の作成を委託したわけでございます。そういうわけでございますので、 よろしくお願い 結果的には、 l万 2.0 0 0平米ばかり公簿と実測を比較しますと、 1万 2.000平米ばかり

します。 少なくなったわけでございますので、 まあ実測に切りかえてやったわけでございます。

0副議長(米沢照男君〉 小山良悟君。 そこはいろいろ御指摘されているわけでございますけれども、先ほど説明しました財産処理

04番(小山良悟君〉 助役にお伺いしますが、廃道とかですね、いろんなそういう財 という形での測量の中では、前よりも 14 2平米ですか、ばかり、要するに測量の結果ふえた

産処理する場合に、全部今回のような形で測量を一々やっているんですか。 と、 こういうふうな状況でございます。これは先ほど言いました財産処理の測量の結果でござ

0副議長(米沢照男君) 助役。 t'ます。

0助役(赤松行雄君〉 はし¥ そういうことになると思います。 もちろん、 こういうことにつきましてはですね、 142.40平米ふえたということは、 さきの
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ですね 測量がきちっとしたものでなかったというふうなことにもなるわけでございます。そ

れは 3月議会でもですね、いろいろと意を尽し努力を尽し、 1万 2.000平米の大きな失態に

はならなかったわけでございますけれども、技術的な知識というものが、私、理事長として不

足しておったという面もございまして、違いが出て来たと、それにしましても、測量面ではふ

える結果になったというのが、一応、そのけがの功名ではなt¥かということで、お許しいただ

きたいということで、陳謝申し上げた次第でございます。

す。( [""そうだ」と呼ぶ者あり)

何でも市民の言うことは聞くということではなく、行政はどこまでなすべきかを考え、でき

ることとできないことを市民にはっきり示し、いたずらに市民に迎合することなしどこまで

行政はなすべきかを改めて問い直しをして行政サービスのあり方に薮本的な検討を加え、その

守備範囲を明確にすべきであるというふうに考えます。

ここで、私は福祉を例にして考えてみたいと，思います。福祉とは、心身に障害があったり、

お年を召してきたり、経済的に貧困で自立できない人や、働き手を失って収入の道を閉ざされ

た人などを、社会的に救う制度であるというふうに思うんですが、その対象範囲は次第に広げ

られて、市民のニーズの多様化に対応するため次々と新しい施策が取り入れられてきました。

しかし、経済は低成長時代の今日、従来のばらまき福祉が批判され、福祉の見直しが議論さ

れてきたことは皆さん御承知のとおりであります。

行政の守備範囲をこえた例として、日野市には、私は、この 2つがあるんではなt¥かという

ふうに思います。この問題、この政策を取り上げますと、恐らく私はお年寄の皆さんにお叱り

を受けるんじゃないか、というふうに思うんですけれども、しかし、決してこれはお年寄の皆

さんを思っていなt¥から言うんではなくて、本当に上辺だけじゃなくて、心底思うからあえて

0副議長(米沢照男君〉 小山良悟君。

04番(小山良悟君〉 助役が何と言おうと、今度の買収のあり方については、全くず

さんであったということは聞く市民はどなたもそう思うわけでありまして、今回の測量 540

万円についても、財産処理のためだと言っていますけれども、財産処理のための測量はそれだ

けの測量で済むわけですから、全体の測量を最初からきちんとそれはそれとしてさしておくべき

だったということは、はっきり指摘できると思うんです。( [""そのとおり」と呼ぶ者あり〉で

すから、私はあくまで、今回ゃった 540万もの高額な費用をかけてやった測量というのは、

本来売主に負担 してもらうべきものがたくさんあったということを強く強調しておきたいと思

うんです。

今後、この無責任な行政というものが、結局はむだ遣いにつながるということでありますん

で、どんな事業にも責任感をもって取り組んでいただきたt¥0 はっきり申し上げれば、民間企

業と、また比べるわけにはいきませんけども、民間の重役、経営者よりも責任感が希薄であ

るということを強く指摘をせざるを得ないのであります。( [""そのとおり」と呼ぶ者あり)

次に行政の守備範囲の見直しについてであります。まあ、この行政の守備範囲というのはま

ことにむずかしい問題であります。 1つの枠をはめることができませんので、なかなかむずか

しい問題でありますけれども、しかし、最近の低成長といいますか、安定成長といいますか、

いう状況になってきまして、この行政の守備範囲というものを見直しをせざるを得ない状況に

あるのではなt¥かと思うわけであります。

この問題を取り上げたいわけであります。

その 1つは、老人の、お年寄の皆さんの理美容券のサービスがあります。昭和 59年度予算

では 6，549万5千円計上されておりますけれども、この理美容券のサービスの問題。これは、も

ちろんお金はあまり余っていれば、いろんな意味で対応できるならば、理美容券はサービスし

てあげればいいでしょうし、できるならば着る洋服 もサービスしてあげればよろしし 1かと思う

わけでありますけれども、しかし、これは本来の福祉の趣旨からはずれているんではなし 1かと

いうふうに思うわけであります。現実に理美容券を使っている方で、床屋さんに気がねをする

方がありまして、理美容券を使わせてもらっている代りに、その庖員さんにケーキなんかを買

って行ったりするということなんですけれども、少くとも、この理美容券のサービスというの

は、これがなければお年寄の皆さんが精神的にも苦痛だ、経済的にも自立できないどうしよう高度成長期の豊かな財源を背景に、革新行政共通の人気取りのために住民に何でも行政とい

う、行政に対する甘え、依存を強め、自分たちのことは自分たちでという市民として最も大事

な自立精神、及び活力を失なわせる結果となってきているんではなL、かと思います。はっきり

申し上げれば選挙の票になる人に迎合した政策が多く、心ある市民を喚かせてきたのでありま

もないんだということが言えるかどうかということです。

また、老人いこいの家、これも悪くはない、余裕があれば悪くはない政策だろうと思うんで

す。これも今さら反対するわけじゃありませんけれども、見直しの 1っとして考えなきゃいけ

円。
Q
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ないんじゃなL、かなというふうに思うわけであります。この趣旨がお年寄の皆さんに気分転換

を図っていただくということだそうですけれども、これも、 しかも健康な方が条件になってい

る、健康な方はゲートボールゃったり、あるいは老人会での旅行へ行ったり、いろんな気介転

換を図られる、ある意味ではまだ恵まれているわけです。気介転換なんて日野市内に泊って、

はたしてどれだけ気分転換ができるのか、私ははなはだ疑問であります。箱根か石和温泉あた

りにでも行けば気分転換になるかもしれませんけれども、単に泊るだけでどれだけの気分転換

を図れるか、それだけの必要性がどれほどあるのか、もちろんお年寄の方の中にそういう希望

される方があったから市長は建てたんでしょうけれども、はたして、その必要性はどこまであ

ったのか、ょうく考えてみる必要があるんではなt，かと思うわけであります。

私は、お年寄の方がですね、本当 に森田市政に、あるいは森田さんに限らず、行政にお年寄

の皆さんが本当に望んでいることはどういうことか、これを考えなきゃいけないと思うのです。

いままでお年寄の方が望んでおることは、行政に求めることは、いつまでも健康で元気でいら

れることが一番の幸せですから、したがって、病気の予防、病気の早期発見、あるいは機能回

復などの施設の建設、あるいは市立病院の医療機械の充実、 また寝たきり老人や痴呆性老人な

どを収容する施設治療する施設などを早期に建設をされることを強く望んでいるんではないか

と思うんであります。

この理美容券にしても、 6，500万、 1 0年間で 6億 5，0 0 0万であります。もっと堅実的

に因っていることに行政が手を差しのべる、これが本当の福祉の姿だと思うのです。はっきり

申し上げれば、この理美容券なんでいうのは、先ほど言ったように、選挙の人気取り政策にす

ぎなt'。私はそれをはっきり指摘したいと思うんであります。もちろん理美容券を使用されて

感謝されているお年寄の皆さんもたくさんいると思いますけれども、そういった皆さんに対し

ては、私がにくまれ口をきいていることになると思いますけれども、しかし、そういう上辺だ

けのことで福祉をしているんだということでは困るわけで、本来どうしても必要なものに、限

られた財源ですから、これからの低成長時代を迎え、税収入も伸びが止っておるわけでありま

す。その範囲内でですね、福祉向上のいろんな政策をやってt'かなければならないわけですか

ら、そういう意味では目先の人気取りの政策じゃなくて、その政策がなければその人たちが本

当に、もう精神的にも肉体的にも苦しいんだ、そういったものを救ってやることが福祉の本当

のあり方だと思うんです。
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そういったことを忘れ、福祉部長も、ひとつ、有能な部長ですから、市長に遠慮、なく意見具

申して、こういった政策を強く推し進めていただきたいと思うんであります。

こういうことは、日本共産党なんかにとても期待できるもんじゃない、日本共産党は人気取

り、上辺の人気取り政策は大変上手であります。だけれども、本当にお年寄の皆様考えてもの

をやるには財源が必要である、財源には限りがあるということを前提にして真剣にものごとを

考え、政策を考えていかなければならないんです。みなあなた方のおっしゃることは、財源は

関係なく、理想的なお年寄の皆さんが喜ぶだけの、口先だけの政策が多いんであります。

そういう意味で、ひとつ、この福祉の行政というものをですね、守備範囲というものを、こ

れは福祉に限らず行政全般で、この行政の守備範囲の見直しをしていただきたい、強く望んで

おきます。

残念ながら時間になりましたので、きょうはこれだけにしておきますけれども、今後、この

行政改革については折りにふれ事につけ、もう少しテーマをしぼって取り組んでいただきたい、

表面的には、私は市民の皆さんには憎まれるよ うなことをあえて言うかもしれませんけれども、

しかし、本当に口先だけじゃなくて心底市民の皆さんのための政策をやるならば、あえて憎ま

れ口も必要だということを強調して終ります。(拍手〉

O~U議長(米沢照男君)

質問を終ります。

これをもって 11の 1行政改革市民の立場から問うに関する

お諮りいたします。議事の都合により暫時休憩いたしたいと思いますが御異議ございません

か。

( I異議なし」と呼ぶ者あり)

。副議長(米沢照男君〉 御異議ないものと認め、暫時休憩いたします。

0副議長(米沢照男君〉

一般質問を行います。

休憩前に引き続き会議を開きます。

午後 2時 47分休憩

午後 3時 27分再開

1 2の 1、高齢者施策の充実と促進についての通告質問者、中山基昭君の質問を許します。

02 4番(中山基昭君〉 それでは、通告の内容に従いまして、市長並びに関係部長に
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質問をしてまいりたいというふうに思います。

高齢者問題への対応につきましては、市長も、大変深い見識と理解を寄せられ、老人憲章の

制定、第二次基本構想における施策の推進、さらには、対策協議会の設置、また、今年度の予

算等におきま しても一定の努力が見受けられるところでございます。

しかし、 さら にさらに、一層の充実、促進について改めて要請をしてまいりたいと思います。

すでにこれまで、市長の施政方針や、この場での一般質問を通 し、その重要性を指摘を してき

ておりますので、多くを触れる ことは避けていきたいという ふう に思いますが、 周知のよ うに、

5 5年の国勢調査時には、 6 5歳.Gl上の人口が1， 0 5 7万人、これは人口比では 9.1婦でござ

います。しかし、その後の仕様等によりますと、 6 0年が 1o. 5婦、さらに 70年には 13.6 

%、 75年には 15. 6 %への推移が予測をされております。これは、高齢化の先進国と言われ

ておりますヨーロッ パの、それぞれの国々でも例のない、大変急速な高齢化社会への移行だと

言われております。

こうした観点からも、全国民的な、緊急、かっ最重点課題として、国政においては、年金、

医療、雇用、住宅問題など総合的な政策、制度の整備 と確立への対応を初め、最も身近な地域

社会、行政におけるきめ細かな行き届いた施策の充実 と促進が図られな くてはなりません。

日野市は、国や都の人口動向に比較をしま して、大変若い都市であることが言われてきてお

ります。 58年度の 65歳与はの人口は 9，1 8 2名 とし 1うことで、人口比では 6.2 %でありま

すが、資料等によります と、今後、 年次ごと に、 700名、ある L¥は 800名の増加が予測を

されておりますし、さらには、高齢化人口は、それぞれの都市や自治体ごとに、 不均等に進行

するものであるパノじゃなし 1かと思います。 こうした点からも、個別的な、特殊な条件、地域的

なニーズ、こういうものを大切にした地域政策と しての対応促進が必要だ というふう に思いま

す。

本日は、 こうした観点から、これまでのフォロ ーを含め、特に次の 4点だけにわたり指摘を

し、さらに課題を提唱してまいりたいというふうに思います。

最初に、行政機能の整備と体制jの確立についてでございます。これから迎える本格的な高齢

化社会への到来に備え、保険、医療、社会福祉、学習、就労など、多様なニーズを多面的な領

域にわたる、総合的な政策の発展と創設が大切ではないか、というふうに考えております。

高齢者施策については、国の法律や、それぞれの所管、こういうふうな関連も含めま して、
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二言論、三言論が言われ、関係の行政機関の連携の不足が指摘をされております。特に、高齢

者老人施策については、個別的な特殊条件に伴うニーズに適切に対応を図る、あるいは図らな

くてはなりません。国や都の制度や、施策を越えて、地域行政における主体的な工夫と努力に

よって、サービス、施策の推進が図られなくてはならない時であります。

具体的な課題として指摘をしておきたいのは、高齢者老人対策として同じ目的を持ちながら、

教育委員会、あるいは福祉部、あるいは生活環境部、市民部というように、大変窓口が広く、

しかも、必ずしも連携が十介ではないんじゃなし可かというふうに思います。

さら には、対策協議会等の活動についてであります。その目的は、高齢者の保険、あるいは

生きがい、こういう、 言L¥かえれば高齢者問題のすべての面にわたり、市長からの諮問に対応

するものではなし 1かというふうに思いますが、担当がこの福祉部というふうな面も含めて、大

変、福祉面だけにですね、大きなウエ ート がかけられているんじゃないかというふうに思いま

すけれど、 もっ と、この保険や、あるいは学習、教育、こうい う問題を含めた高齢者問題ので

すね、すべてにわたる審議協議が行われるような、ひとつ、この発展が必要じゃないか、ある

いは活用が必要じゃないか、 こういう ふうに考えるわけですけれども、こ の点も合わせて、ま

ず市長のですね、見解を伺ってまいりたいというふうに思います。

続けて、次の 3点も質問続きますけれども、次の 2点目は学習 と余暇活動の充実についてで

あります。

高齢者、あるいは高年者はですね、余暇時間に比較的恵まれております。従って、学習や趣

味、あるいは健康づくりなどに、大変積極的な意欲を持たれております。そのためにも、行政

における、学習や余暇活動への条件の整備、環境づくりが強く望まれると ころであります。こ

れまでも、この生涯教育、学習という観点から、寿大学、あるいは樫の木学級等の充実につい

て指摘をしてきましたが、 57年度の実績を見ますと、寿大学が 14回で 930名、 1回約

6 5. 6人の参加と、こういう内容になろうかと思います。樫の木学級が 7コースで 119回、

1，818名ですね、中には、これは 7人とか、あるし、は 8人とかと、こういうふうな、大変少

数な参加者も、参加の時もあるようでございます。しかも、この肝心な ことはですね、両方と

も比較的、参加者が固定化的な傾向にあるということだろうというふうに思います。

従いまして、もっとこ の、カリキュラムの多様性、ある L¥はこの講座、講義の工夫、言L¥か

えれば、この老若、老人も子供もですね、交流のできるような、こうした工夫等も必要であろ
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うし、さらには、この樫の木学級、あるいはこの寿大学等を含めたですね、趣味等も、それぞ

れ取り入れる中での、このクラス編成等が必要じゃないか、さらには、この先ほどの固定的な

参加状況と、こうい う面も含める と、 単に単年度と、 1年制ということ だけじ ゃなくてですね、

2年制、あるいは 4年制、こういうところに発展をさせるような努力も必要だろうと、こうい

うふうな受け止めをしております。この点の、ひとつ、御見解をいただきたいと思います。

さらに、こ の余暇活動といたしましては、老人クラ ブの活動や、あるいはその交流、さらに

はゲート ボーノレ、大変、盛んになっ てきており ます。 しかし、 会員はですね、 3， 9 0 0名とい

うことですから、 6 0歳以上で比較するならば、 3 0 婚前後の人 しかこの会に加入を してない、

こうい う実績になるわけでございます。もちろん、そのための加入要請、あるいは育成、 老人

会の育成と、こうい うこ とも必要ですけれども、むしろ、こ の健康面や、あるいはその他の事

情等から、多くの、こ の加入できない方々、こういう方々に対しても、 もっと交流や、この余

暇活動、たとえば、 この市内の史跡めぐり であるとか、 健康スポーツ大会である とか、こうい

うふうなものをですね、直接開催を して、 参加、交流を呼びかける と、こういう努力も しなけ

ればいけないんじゃないかと、こういうふうな、こういうふうに思いますけれども、この点も

合わせてひとつ、これ をお伺い してまいりたいというふうに思います。

次に、 3点目でありますけれども、就労対策事業の推進についてでございます。これは、就

労、 あるいは健康づくり、さらにはこの地域社会への参加、 こういうふうな面からもですね、

高齢者事業団の活動にですね、大き く期待を寄せるわけですけれども、設立以来ですね、会員

や、あるいは役員、関係者の努力によって、年次ごとに、こ の、それぞれ発展、定着をしてき

ておるのじゃなし 1かとい うふうに思います。特に、こ の、就労、就業は、ただ単に、この経済

的な収入ということだけじゃなくて、社会的な参加、あるいは精神的な充足、 こういう問題も

含めて、健康づくりというふうな視点からも、大変重視されなくてはならないんじゃないか、

というふうに思います。

これらも、この前回ですね、手づくりの、こ の生産活動、たとえばこの、園芸であるとか、

さらには、この老人農園等をですね、いま少し活用をした中での、それぞれの手による野菜づ

くりも行って、即売、展示会、こういうふうなものにまでですね、発展をさせることができな

t，かどうかということですね、さらにはこの、小学生、あるいは中学生の交流等を含めた学習

教室、こういうふうな開設をですね、事業団の中で、やられたらいいんじゃないか、 あるいは

やってt'く必要があるんじゃなt，かというふうに思いますけども、それぞれのですね、こうし

た面の施設や、あるいはそれなりの体制について、 積極的に対応をしていただきたい、あるい

は、 していく必要があるんじゃないか、こういうことでございます。また、さらには、この就

労や技術習得、こういう問題についての助言、あるいは相談、訓練事業、こういう ものについ

ても、でき るだけ、ひとつ、この積極的にですね、取り組む必要があるというふうに思います。

次に、最後になりますけれども、 4点目の問題ですけれど も、これはできるだけですね、地

域社会の、この連帯を、ひとつ、深めていこう、高めていこう、問題意識を持ちましょうと、

こういう ふうな呼びかけで ございますけれども、高齢者老人への敬愛. サービス、 病弱者への

施設における看護などについては、専門従事者に、大変依存をするところも多くあるわけでご

ざいます。しかし、 これまでのですね、単なる施設中心のあり方から、地域でのケア、そして

地域でお互いに支え合おう、こういうことが、大変重要になってくるんではなし、かというふう

に思います。そのためにも、より多 くのこの、市民の連帯感、ある t，はこの、自発的なボラン

ティア活動、こういう面に大きく期待をするわけでございます。

しか し、いろいろな資料等などから見ます と、ボランティア活動等についてよく 知らないと、

こういうように答える人 も大変多くあります。従って、 組織面、あるいは運営面でのPRの不

足、こういうものが指摘をされているのではないかというふうに思います。さらには、このボ

ランティア活動はですね、ややもすると、若い人や、ですね、あるいは病者層の、こ の役割り

だとい うふうな観念もあるよ うでございますけれども、高齢者自身もですね、こうした活動に

積極的に参加を促していく と、こ ういう中で、この老若のですね、連帯感の助成を図るような

ことが必要だろうと、こんなふうに思っております。また、この市民全体の連帯感、参加意識

を高めるためには教育のですね、果たす役割り、こういうことも、大変大きな、こ の役割りを

占めるんじゃな t，かと思います。従って、先ほど触れましたですね、 この市内の、あらゆる こ

の成人学級、あるいはこの青年学級、婦人講座、こういうふうな中に、そうした問題をこの学

習する場を設ける とか、できるならば、小学校、中学校等も含めてですね、学習や実践、さ ら

には体験、こういう問題にまで この、発展をさせる必要があるんじゃなt'かと、こんなふうに

考えております。

これから、いずれもですね、これから迎える本当に、この本格的な高齢化社会への対応をで

すね、今から真剣に取り組むことが必要だろう と、こ ういうことも、ひとつ、具現しまして、
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それぞれの御回答をいただきたいというふうに思います。

0副議長(米沢照男君〉 中山基昭君の質問についての答弁を求めます。福祉部長。

O福祉部長(高野 隆君〉 福祉部長でございます。

お答えいたします。

まず、第 l点の行政機能の整備 と体制の確立と いうことでの御指摘でございましたけれども、

確かに御指摘のように、高齢化の進行という のは急速にやっ てきております。日野市における

高齢化も、やはり、東京都と同じような進行度合いということでございますが、 5 5年に、

5.4 0 %、これは 65歳の人口でございますけれども、 60年には6.5 3婦、 6 5年には 7.7 

婦、 7 0年には 9.4%というような方向で、急速に老齢化が進んできておるところでございま

3番目の就労対策でございますけれども、老人の生きがいの中では、仕事につくということ

が家族との接触の次に重要な要求として、調査の中でわかってきております。理由は健康の問

題、ある いは生活の張り と言われる面の、さらに基礎には、実際に生活ののりをかせぐ という

面も、かなりある と理解 しております。高齢者の就労は、実際には困難でございますけれども、

現在は生きがいの福祉政策の一環として、 高齢者業団で就労と合わせて対応しておる というこ

とでございます。

す。

日野市の高齢者対策事業団、高齢者事業団の会員も、年々、増加しておりまして、 59年 4

月では現在会員数が 62 3名の状況でございまして、昨年の、 1年前、 5 8年の 4月に比べま

すと、 60人から の増加におり、それぞれ関心の深さを示してきておると思います。また、就

労先も開拓をされ、また仕事量も確実に伸びてき ております。現在、公共関係事業が 45%、

民間関係事業が 55%という状況でございます。御指摘のように、高齢者事業団もそれぞれの

工夫をこらし、対応を必要としてきておりますけれども、現在、絵画教室が、新聞等によって

は盛んに取り上げられておる ところでございますけれども、老人の生きがいとして、かなりい

い評価を受けておるように思います。また、御指摘の、小中学校に、小中学生に対する学習教

室も、現在計画されておりまして、 近いうちには発足する運びになってきておる と聞いており

ます。また、婦人部会も設置し、それぞれのニーズにこたえるというぐあいに考えておるとこ

ろでございます。

今後ともですね、新規職場の開拓、会員の募集、あるいは検診の充実及び研修、普及、宣伝

等に力を入れましてですね、さらに発展させていきたい、それについての私どもの陰ながらの

援助もしていきたいと考えておると ころでございます。

また、最後に、老人の地域社会への対応を高めろということで、高齢者社会への地域対応と

いうことでの御指摘でございますけれども、私ども御指摘のように考えております。地域福祉、

施設福祉から地域福祉、または在宅ケアというような施策の転換も、逐次行われてきておりま

す。私どもといたしましても、このような施設だけではなくて、あくまで、在宅での老人対応、

あるいは地域での温かい老人の対応ということに心がけていきたいというぐあいに考えており

行政全般がですね、先ほどの質問者の御質問の中で企画財政部長のお答えにありましたよう

に、行政そのものが、福祉行政を目指するというような体制の中で、対応せざるを得ないよう

な状況になってきております。福祉部だけでの対応ということでは不足している面も多いかと

考えておりますので、私ども といたしましでも、弾力的なですね、組織的な対応が必要になっ

てくると、また、それぞれ人の配置、専門職の対応、忘るいは研修の強化、あるいは人事交流

の中での配置というような問題についての、今後の配慮も必要ではな l¥かというぐあいに考え

ておるところでございます。

2つ目の余暇時間の利用の問題では、老人の余暇時間というのは、生活、 1日の生活時間の

中での生産活動に従事しております者よりは長いという状況でございますし、それを有効に利

用するということが必要であるというぐあいに考えております。

現在、市といたしましては、老人クラブの助成、老人農園、あるいはゲ ートボーノレ、老人憩

いの家、樫の木学級等の施策として実施をしておるという ことでございます。この樫の木学級

につきましては、学習とい う観点よりも、趣味を中心とすると いう余暇活動が中心でございま

すけれども、現在、 4年目を迎えて、約 390人の修了者を送り出し、それなりの成果を上げ

てきているというぐあいに考えております。今後ともですね、こ の樫の木学級等につきま して

は、さらに内容を深め、また、クラスもふやし、いろいろな老人の多様な要求に、要求にこた

えられるように私どもとしてはいつでも門戸を開放し、それぞれの御老人の要求に、 いつでも

こたえる体制をつくり出していきたいというぐあいに考えておるところでございます。

ます。

ボランティア等については、現在 60名から 80名くらいの老人が常時、いや、ボランティ

アがですね、活動しておりまして、難病対策、あるいは老人対策に活動してきておるところで
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ございます。また、これについての十分な活力が活用されていないというような御指摘も寄せ

られてきておるところでございますので、今後とも、これらの組織化、ボランティアの組織化、

活動の積極化に、できるだけ努力をしていきたいというぐあいに考えておると ころでございま

。副議長(米沢照男君〉

O市長(森田喜美男君〉

市長から補足答弁ありますか、市長。

高齢化社会が年々進行し、恐ら く21世紀を待たずして、 高

な責任を提供することは、極めて大切ではな L¥かと思っております。強勉したい方、あるいは

この近隣地域社会で、そうして、 一定の役割りをこれからっくり出していくと、 この行政の中

にも、 かなりそういう可能である要素があるよ うに思 っておりますから、広く開放して提供し

ていく、こ のよ うなことは必要であるというふう に思います。

近ごろ、老人学という、いろいろなサイドからの、このまとめ方がつくられているのを見た

こと がございますが、何といいましても個人個人が自分の確実な自主性なり信念を持って生き

れるよう に、 社会から、あるいは行政からその立場を提供しましたり、あるいは守っていくと

いうことこそ、高齢化社会に対する 1番重要なことだと思っておりますので、それらの基本に

なります老人憲章に、この間も対策協議会でも、いつも申し上けるわけでありますが、この憲

章に必要な措置、あるいは現状をもとる状況、 これら のことをひとつ、具体的に都度都度、教

えていただきたい、このようなことも申し上げておるところでございます。いろんな意味での、

この間口の広い、そして差別を、差別といいますかね、年寄りとしての別個の遇し方というこ

とではなくて、子供とともに 3世代世帯、あるいは 3世代の、この地域の社会構造の中で遇して

いくということが、私は生きがいをつくる 1番大きな、大切なことではなかろうかと、このよ

うに考えております。

それらを総合的に、施策案をどのようにするかということで、鋭意、検討いたしますととも

に、役所の中の組織につきましでも、機能的に対応できるような、そういう心構え、あるいは

具体的な組織というものを事務分掌の中に定めていくというふうな考え方で臨みたいと思って

おります。以上。

O副議長(米沢照男君 〉 教育次長。

0教育次長(小山哲夫君 ) 教育次長でございます。

御質問の、第 2点目の中に、高齢者の生涯教育に対する学習活動、あるいは余暇活動につい

ての寿大学等を例に挙げまして、教育委員会の見解はどうかというふうな御質問がございまし

たので、その点につきましてお答えしたいと思います。

教育委員会といたしましては、教育委員会の諮問機関でございます社会教育委員会という会

がございます。そこに、今後の日野市におきますところの、社会教育の振興策の、具体的対策

についてということで、昨年の 5月 21日の日に、社会教育委員会に教育委員会が諮問してお

ります。その中に御指摘がございました、いわゆる高齢者の生涯教育に向かつての学習活動を

す。

また、老若等の交流についても、先般 1人暮らし老人の会食会が日社協主催で行われており

ますが、 これにつきましでも、 100名近L¥ 1人暮ら し老人が参加され、それに対してボラン

ティアが、若い御婦人などを中心といたしまして、 6 0数名の方が数日 にわた ってその会食会

の食事を用意し、非常に元気な 1人暮ら し老人の意気盛んな ところを拝見 してきたわけで ござ

し1ますし、ぜひとも、このような試みも今後ともさらに地域的に発展させていきたいと、こう

いうぐあいに考えておる ところでございます。

簡単でございますけれども、お答えにいた します。

齢者社会と言われるほどの状況になって くるということ は、ほぼ、予測できると ころでありま

して、日野市も同様な傾向に当然進むわけでありますから、今日から老人施策、高齢者対策、

広い広い観点から取り組みを進めていくということは、大変重要であると思っております。精

神的な発想といたしましては、すでに、老人憲章を定めまして、老人憲章の意図するところは、

家庭、地域社会、あるいは行政と、この立場からそれぞれ機能を分かち合って、高齢者に健康

と生きがいを守っていこうと、こういうことに尽きると思っております。

ぼけや痴呆にならないということは、まず非常に大切だと思います。また、そういう状況に

なった方に対する施策も、もちろん重要でありますが、ぼけや痴呆にならないような、つまり、

日々、体と頭を使って、そうしてなるべく外に、あるいは社会に導き、出ていただくと。こう

いう施策が私は大切だと思うんでありますが、東京都では、東京都では交通手段としてのパス

券を提供される、日野市では、あるいは、気持ちをさっぱりする手段として、理美容券を提供す

ると、これなぞは、極めて意義の深い有効な施策であると、このように言えるかと思います。

そ して、今後、このいわゆる、この地域地域、社会参加という面を、もっと開拓する、 して

L ¥く必要がある、そのためには行政の、あるいは地域地域の、いろいろなこの社会の仕組みに

かかわっていただきまして、 言 うなれば、地域社会の骨組みを受け持ってもらう、という ふう
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いかにやるべきかということも、諮問事項の 1つに入っております。そして、そのことにつき

まして、昨年の 10月 31日の目に日野市教育委員会に社会教育委員会が答申してございます。

その学習、その答申の内容を個々、具体的に全部は、ちょっと時間の関係もありますので申し

かねますけれども、その骨子を申し上げておきますと、 1つは御指摘がございました、現在教

育委員会で行っております。ところの、いわゆる高齢者学習につきましては、御指摘の寿大学が

主体でございます。

ごらんのとおり、寿大学につきましては、七生公会堂、あるいは福祉センタ 一等を会場とい

たしまして、日野市全体の老人の学習活動を月 l回程度にいたしまして、講座、あるいはレク

レーション、あるいは地域自然学習等を学んでおるところでございます。ただ、これは講座形

式でございまして、一方的に講義を受けるということでございまして、特に老人たちの意見交

換の場所であるとか、そういう意味の深い意味のですね、いわゆる講座形式ということが主体

になっておりますので、そういった面に欠ける面がございます。それから、あくまでもこれは、

日野市全体の老人を対象にした学習でございますので、これは地方でやる学習のみならず、こ

ういった学習が各地域、たとえば、各地域にあります大地区センタ ーであるとか、あるいは地

区センターであるとか、集会所であるとか、こういった場所を使って、そういう意味の寿大学

のですね、小さな寿大学といいますか、そういった学習が各地域に広がるような方策も、今後

の教育委員会の課題になるんではなかろうかという諮問もございます。

それから、もう 1つの御質問にもございましたけれども、特に地域社会と老人との結びつき

の問題が出ております。老人は、とかく、孤独になりがちでございまして、老人たちの生活の

中に閉じこもるという傾向がございます。これからは特に核家族の問題等もございますので、

特に家族との交流の問題もございますし、地域社会との結び、っき、あるいはコミュニティづく

り、こういった問題が非常に重要な課題でございます。そういった意味で、老人たちの、教わ

るんじゃなくて、むしろ老人という非常に長い生涯の中で、いろいろと得た知識とか経験とい

うものをもとにいたしまして、たとえば、同じでございますけれども、地区センターとか、あ

るいはまた、集会所等を利用いたしまして、地域社会におります小中学生に対しましての、い

ろんな教育の経験者が教育学習をするとか、あるいはまた、趣味等の中でのいろんな技能とか、

そういった持っている方に対しましては、地域の方々に対しまして、いろんな郷土芸能を教え

るとか、あるいは郷土歴史を教えるとか、そういった面の、いわゆる地域に還元すると。そう
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いった面の方法もひとつの方法ではなかろうかと、こういうふうな提言をいただいております。

とかく、福祉を老人と申しますと、福祉部にウエ ー トがかかっておりますけれども、特に福

祉部、それから教育委員会との連携を密にしなきゃならんと、そういうふうな御提言をいただ

いておるところでございます。教育委員会といたしましては、特に 59年度は、この答申を受

けまして、文部省から新しい補助制度の中で、高齢者教育促進会議を開くと、そういう場合に

は、新しい補助金制度が文部省からいただくことになっておりますので、この補助金等をいた

だきまして、高齢者促進会議を老人クラブ代表者、あるいは福祉部、社会教育、そういった内

部の関係者、あるいは外部の関係者を交えた、高齢者促進会議等を開きまして、この日野市の

教育委員会の方に出されました、いわゆる答申の内容等も含めまして、今後の老人の学習、余

暇活動についてもどうあるべきか、そういったことにつきまして、具体策を講じまして、それ

を、それを教育の行政の中に加担してもらいたい、こういうふうに考えておるところでござい

ます。以上でございます。

。副議長(米沢照男君〉

024番(中山基昭君〉

中山基昭君。

それでは最初のですね、この 1項目だけに限ってですね、答弁

に関連して 2つだけ、ひとつ、質問をしていきたいと思いますけれども、 1つは先ほど触れま

したように、高齢者対策協議会、この活用をですね、積極的に、ひとつ、 していく必要がある

んじゃな L¥かという指摘をしたわけですけれども、特に 57年の 12月、りっぱなこの協議会

がつくられたと、こういうふうなことでございますけれども、ややもすると、福祉偏りといい

ますかね、福祉に重点的な形の、この委員会になりがちじゃなし、かと、こんな感じをですね、

私は受け止めをしておるということなんです。従って、いま少し、この保険であるとか、ある

いは教育、学習、こういうふうな高齢者対策、施策全般にわたる、りっぱな、ひとつ、協議会

に発展をさせていかなきゃ L¥かんじゃないか、これはある意味でもって、市長の諮問機関です

から、市長のそうした努力、認識によってかなり、その運営が異なるというふうに思いますん

で、ぜひ、そうしたこの活用をしていただきたいと、あるいはこの運用していただきたい、こ

ういうふうなことが 1つです。

さらに、もう 1つはですね、福祉部長、先ほどこの、いろいろと、この御答弁いただいたわ

けですけども、特に、この専門職の要請であるとか、適性の配置であるとか、これはある意味
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では当然なことですね、言ってみれば。さらにこの大事なことはですね、施策を発展させる、

あるいは事業をそれぞれもっと強化していくと、こういうふうな点から考えると、 この高齢者

問題について、 私はやはり、財政と の関連はど うなんだろうというふうな、大変この、心配し

ておるということですね、私の、今の率直な気持ちは、むしろ、 この問題に限って対策準備資

金といいますかね、基金 といいますか、こ のくらいの、ひとつの、この熱意を持ってし 1かない

と、やっぱりいかんじゃないかと、 こんな感じも しておりますけれども、この点も含めてひと

つ、 市長からですね、再度このお考えをお伺い したいというふうに思います。

。冨u議長(米沢照 男君〉

O市長(森田喜美男君 )

再質問に対する答弁を求めます。市長。

お答えいたします。

確かに、財政面の背景を確実にしておくということ は、申すまでもない重要な ことでありま

す。これは制度に頼る部分が大きいと思うんでありますが、少なくも、老人年金を豊かにする、

あるいは健康管理手当等を厚 くする施策をすれば、かなりお金も要る ことにな ると思っ ており

ますから、検討いたしたいと思います。それから金が、金を必要 としないということじゃない

んですが、精神面でお年寄りの立場を尊重する、また、気持ちも高揚する、そうい う施策とい

うものは、むしろ、地域社会に、こう、満ちているという状況をっくり出す、こういうことが

大切だと思っておりますし、その意味では、老人を阻害視しないように、子供と近づける、そ

ういう機会をなるべく多 くする。老人クラブは、これはお年寄り方だけの会合でありますが、

やっぱり青少年問題と合わせまして地域のコミュ ニティが生き生き と活動すると、機能する と、

こういうことがやっぱり l番もとになるんではな liかと、このように考えまして、そのような

施策、青少年には一応の地域協議会等をつくっておりますが、お年寄りの際、場合にも この地

域を、この市民会議というふうな施策の中でもその問題を、よく 地域に根が、根づくよう に進

めていきたい、 このように考えております。

思いつきます答えに終わっておるかもしれませんが、またよろし く御指導をお願いいたしま

す。特に高齢者対策協議会、こ の専門委員会は十分諮問等もしばしば行し 1まして、十分なその

お答えをいただしあるいは相談相手になっていただくということでの活用をお願いいたして

おります。

。副議長 (米 沢照男君〉 中山基昭君。
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024番(中山基昭君〉 最後になりますけれども、昨日ですね、実は公明党議員団の

皆さ んにですね、行政調査報告書、これをいただきました。特にこの中でですね、私はこの、

新潟県の上越市の報告がございます。大変この高齢者施策への対応がで、すね、積極的に、この、

されておるというような報告をですね、興味深く、実は見 していただいており ます。こうした

面から、こ のぜひ、こうした報告の内容、実績等を参考にされましてですね、さらにこの、 一

層の努力とですね、再認識をされることを、特にお願いをしまして、この質問を終わります。

。副議長 (米沢照男君〉

質問を終わります。

これをもって、 12の し 高齢者施策の充実 と促進に関する

1 2の2、公共施設を利用者サイドからの効果的な運営を目指して、についての通告質問者、

中山基昭君の質問を許 します。

024番(中 山基 昭 君 〉 すでに 1昨年の 12月、 議決を しております、第 2次の基本

構想、におきましても、市民による市政への展開を目指し、参加と連帯、相互信頼を基調にして

の都市づくりが施行をされ、多元的な生活文化の創造、身近で楽しめるスポーツ、体育活動の

充実等がちょうちょうされ、多くの市民からも大きな関心とですね、期待が寄せられているの

ではないか、というふうに思います。

私は、こうした観点からも、その促進と実践に向けて具体的な対応を促してまいりたいとい

うふうに思います。

日野市も市政への施行から 20年を経て、人口も 15万人を越え、さらには市街地の広まり

都市化が進行する中で、都市機能、生活施設の整備を初め、市民ニーズに対応しての福祉施策、

あるいは文化、体育施設などについても、年ごとに拡充と整備が図られてさております。しか

し、 社会や経済環境の変化と、ますます増大をする余暇時間や価値観などの多様化をする中で、

新しい生活文化をつくり出すために、市民サービスを最重点に総合的な経費等の効果、活用へ

の対応を図ることが、不可決な重要な課題ではないか、というふうに受けとめております。そ

のためにも、 福祉施設、あるいはこの、文化、体育施設などの公共施設の管理や諸活動の推進

について、 利用者サイドからの民間の活力の導入、こ ういうものを図りながら、施設の利用振

興と、サービスの向上を図るために、行政と一体となってその活動ができるような、広域な実

施機関として、公社なり、あるいは事業団、こういうものの設立ができなし 1かどうか、する こ
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とによって体系的な、 しかもこの、効率的な管理と運営ができるんじゃなt¥かというふうに思

t ¥ますけども、 この点を検討する時じゃなt¥かというふうに感じております。特に、 こうした

面でですね、 この市民福祉、あるいはこの地域文化、育成、振興、 こういう点に大きくこのこ

とが寄与できるんだろうというふうに確信をしておるわけでございます。

最初に、この点についての、 ひとつ、見解をまず伺ってまいりたいというふうに思います。

0副議長(米沢照男君〉 中山基昭君の質問についての答弁を求めます。企画財政部長。

。企画財政部長(前 田雅夫君〉 企画財政部長、 お答えいたします。

ただいまの街l質問は、市の施設の管理、 それから事業について公社公団、公社事業団、 こっ

いったものの活用はどうかということでございます。

私ども、まだ調査が終わったわけではございませんけれども、いわゆる民法なり特別法に基

づく 、社団なり、財団法人の設立についての調査をしております。いろいろ調べてまいります

と、 たてまえ、本音、いろいろ議論が分かれるわけでございます。おおよそのことを申し上げ

ますと、 こういった団体をつくった場合の長所といたしましては、収支状況の弾力的な取り扱

いができるとか、あるいは柔軟な勤務体制による住民サービスが向上するとか、 あるいは専門

的な分野に精通した職員が育っ とか、 こういったメリットがあるわけでございます。

一方では、 この長所のうらはらにですね、人事が硬直いたしまして、本来の目的が達せられ

ないとか、あるいは人件費の増嵩につながってしまうとか、そういう問題があるわけでござい

ます。

1番、私ども、 こういう新しい施策を考える上で、やはり大事なこ とは、 この長所はともか

くとして重要でございますけれども、 この短所についての、かなりの調査をし、ですね、 こっ

いう問題が将来に起こらないようなことを進めなければいけないということで、今考えており

ます。具体的な問題といたしましては、 これからできますところの市民会館の自主事業をどう

するか、市によりましては事業団、あるいは法律に基づかないような協議会をつくりまして、

運営をしている所がございます。現在、その辺の先進事例を調査している段階でございます。

これらの財団法人の設立に関係、関しましては、関西地方が比較的進んでいるわけでござい

ます。設立した当初の考えと、それからかなりの年数をたった現在では、 その問題点が大分変

わっているようでございます。その辺も踏まえまして、今後、 この事業団の、事業団等の設立

に対していきたいというふうに考えております。
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。副議長(米沢照男君〉 中山基昭君。

024番(中山基昭君〉 少し、企画財政部長のですね、 見解というか、答弁とですね、

私の認識とはかなり違うわけですね、関西方面でかなり、 この先鞭的にですね、 こうした事業

団等の活用がされたと、 しかし、ある意味でこの、 曲がり角で、それぞれ再検討というふうな

ところもあるということですけれども、逆に最近ですね、新しくできている所もたくさんある

わけですよね、 そういうひとつ、認識もしなきゃ L可かんしね、 さらにはこの、大事なことはで

すね、 たてまえと本音論というふうな御指摘もございましたけれども、少なくとも私は、
、- ~ 

に_L

でもってこの、お願いをするのは、真剣にですね、その施策の充実、発展について、 この要請

をしているんだという受け止めの中で、追及をしていただきたいということですね、で、先ほ

どいろいろそれなりのいい面、悪い面もあるんだ ということですけども、 そういう面で現状の

ですね、状況を振り返ってみますとね、やはり少ない施設をですね、 より有効に、 しかもでき

るだけ希望される方に使ってもらうんだと、あるいは使えるようにするんだという面で、南側

の体育館のですね、ひとつ例示をしてみたいと思いますけども、現在の使用時間が、午前 9時

から 11時 40介、午後が 1時から 4時 40分、 夜間が 6時から 8時 40分、 こういうふうに

限定がされているわけですね、 で、 しかも、 この南平体育館の利用状況等を見ますと、それぞ

れこの、 5 5年の設立からですね、 この 58年までを見ますと、 4万 1，602人から 5万5，096

人というふうに、大変、 この利用者がふえてきている、 しかも、 この固定的にはですね、パト

ミントン、 あるいは卓球、 こういう屋内で しかできない競技等が、大変 この競合しておる とい

う内容だと思いますね。従って、そうした面を含めて、例えばこの、使用時間をいま少しこの

延長できないか、 8時半から 12時ごろまでできな t¥かとか、あるいはその、それぞれの引き

継ぎの時間をもっと短縮できなし 1かと、いろいろなこういう要望が利用者からかなり強く出て

いるんだろうと思いますね。 しかし、 なかなかこの、役所管理と言いますかね、 こういう面か

ら利用者要望を消化しきれないと、 これが現実だろうと思いますね、従って、それをいま少し工夫

をした管理運営をしていくならば、 むしろ、 この利用者を中心にした管理ができるんだろうと、

こういう意味合いの指摘をですね、具体的にひとつ、 していきたいと思います。

0副議長 (米沢照男君〉 再質問についての答弁を求めます。企画財政部長。

0企画財政部長(前田雅夫君 〉 企画財政部長、お答えいたします。
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こんこういう事業も積極的にできるんだろうと、こういうものを豊かにしていこうと、潤い、

なふうな感じをしております。

あるいはこの、検討この取り組み、ひとつ、ひとつこの、市長もですね、積極的な、ぜひ、

先ほどの答弁とダブルわけではございますけれども、私どもこの、いわゆる公益法人等をつ

あるいは事業を行うということについてですね、いくってですね、施設の管理、運営をする、

ま少し、突っ込んだ調査をいたしませんとですね、市としての方向づけはできないんではない

お願いをしておきたいと思います。等への努力をひとつ、

この質問を終わります。以上で、

これをもって 12の2、公共施設を利用者サイドからの効果0副議長(米沢照男君〉

的な運営を目指して、に関する質問を終わります。

ちょっとちょっと」と呼ぶ者あり)黒川重憲君。本日の日程はすべて( I副議長、

近来まれにですね、この、午前中 2人やるというですね、こ01 7番(黒川重憲君)

2人しかやらないときょうも 2人やりました。午後からですね、とを、昨日もそうでしたし、

あしたからのこれを見てみますと、非常にこのたいうことは、きわめて事務的でよくない、で、

(笑声〉きょうは少なくとくさん時間を使われる方がメジロ押しに並んでいるわけですから、

あしたあさってと 4人ずそしてやることが、あしたちょうど、も鈴木さんまでやってですね、

つになるわけですから、ちょうどよかろうかと思いますが、ぜひやってほしいということです。

( I異議なし」 と呼ぶ者あり〉

お答えいたします。。冨Ij議長(米沢照男君〉

あす、質問を予定している私の一般質問を取り下げる予定にしておりますので、従って、あ

こういうことです。黒川重憲君。したは 4人予定されておる、

副議長が取り下げるということは、私、全然知りませんでし01 7番 (黒川重憲君)

かというふうに考えております。

中山基昭君。0副議長(米沢照男君 〉

せっかくですね、担当部長の方でね、先鞭、先進事例等も調024番(中山基昭君)

査しながら、ひとつ、対応していきたいということですから、それはいまこの、そういうこと

でもやむを得ないだろうというふうな感じもいたします。

それではどそうい う面でですね、特にひとつ参考までにここで触れておきたいのはですね、

どういう仕事がでたとえばそうした事業団なりですね、公社を導入、設立した時に、うL)う、

どういう内容があるんだろうというふうな面で、先ほどの南平の体育館の例示きるんだろう、

よく聞いておいてもこの辺もひとつ、触れておきたいと思いますから、もしましたけれども、

らいたいと思います。

あるいは提供、あるいは体育、福祉活動についての情報の収集、この文化、1つはですね、

さらに 3つ目は、市の行うですね、この体育、文化の普及と振興事業の推進、さらに 2つ自は、

4つ目等につきましては、先ほども触れました福祉文化や体育行事等への協力、最後のこの、

なされる施設、あるいは文化、体育施設等の管理、運営事業、かなりこうした事業がですね、

こんなことを考えております。んじゃなL)かと、

たとえば、情報収集、すでに、そうした面から、多少の反論もあろうかと思いますけれども、

もし取り下げるんならきょうはやめて結構です。(笑戸)( Iおつかれさん」と呼ぶ者あた。こういう反論に提供等について言 うならば、広報等で 1部実施をされておるんじゃなL)かと、

¥
}
ノハノ

なるわけですけれども、さらにこの、充実を図るためにですね、市内の公共、あるいは民間等

本日の日程はすべて終わりました。0副議長(米沢照男君)こういうものをですね、を問わずですね、体育、文化施設の利用法、あるいは使用条件の概要、

本日はこれをもって散会いたします。さらにここういう ふうなものも照会をしてですね、このそれぞれ、福祉や体育団体グループ、

午後 4時 25分散会ひとつの収集活動の中心この情報なり、こうし 1うことが、の、活動の情報なり周知を図ると、

それらの普及事業等につきま的な問題になるんであろうというふうに思います。さらにこの、
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スポーツ教室等を初め、文化の講演会、演劇、

この心の触れ合い、この実施をする中で、健康と、
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この健康体操、あるいはこの、

こういうものを、演奏会などの文化事業、

しでも、各種の、
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昭和 59年 6月21日(木)

開前 1 0 時

午前 10時 11分開議

0議長(高橋通夫君) 本日の会議を開きます。

虫B 君 ただいまの出席議員 23名であります。

君 一般質問を行います。

雄 君 1 3の1 老人・障害者のための市営住宅入居に積極的にこたえょについての通告質問者、

夫 君 鈴木美奈子君の質問を許します。

隆 君 C 1 3番議員登壇〕

春 君 01 3番(鈴木美奈子君) それでは、一般質問を行わせていただきます。

夫 君 これから行います。老人・障害者のための市営住宅入居に積極的にこたえよということで、

いま、私のところに 7月の末日をもって、 7 0歳を過ぎた 1人暮らしの奥様を亡くされた男

性のお年寄りが、 アパートを移れということで非常に困っている。 こういうことがお話として

士
口 君 きております。 2年間の契約切れということで、契約が切れれば仕方がない、再契約には応じ

司 君 られないという、そういう理由かもしれませんけれども、 この理由は、住宅使用についてのさ

禾日 君 さいな内容であるわけです。また、妻も夫も障害を持つ 30代の御夫婦は、奥さんが外に出る

ときには、車いすを利用し、 また、車を改造して、手だけで運転して 2人で協力し合って仕事

や家事をこなしている。 しかし、この方も非常に住宅が困っておられて、公団の入居の申し込

みもすでに市内で 13回も行っておりますけれども、抽選にはずれるというこういうことでご

ざいます。また、 4 0代の男性は、中途で肢体不自由者にな ったために公団に住んで、 これも

3階でございましたので、出入りできなくな って、夫婦が別居でこれも 大家さんの好意でアバ

ートを改造して男性の方は別々に暮らしている、こういう ことで、私たちの周りを見回すと、

障害者の方々が非常にいろんな悩みを持って生活していることがわかります。自立の第一歩は

住宅であり、住宅がなくて自立できない、 こういう人たちも 多くいるわけでございます。民間

議 また、 お年寄りも大家さんアバートの場合では、障害を持っているからといって断られたり、

の方で不安を持つ、こういう中で、 1人暮らし老人が敬遠されております。公営住宅なども優

先入居が制度化されてきておりますけれども、その数は非常に少なく、また家賃が高い、こう

いうことも一つの大きな問題を残していると思います。障害者が家庭での自立生活を送ること

が保障されれば、そのことが障害者の社会参加を催し、人間としてさらに成長していく、 この

ことが実例として、 各地で報告されております。皆さんも御存じだと思いますけれども、長崎
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で被爆いたしました渡辺千恵子さん、原水爆禁止世界大会には、必ずお母様の介助を受けなが

ら出席し、そして、 被爆体験を述べ、ノーモア広島、ノーモア長崎を訴えていた 1人でござい

ますが、こ の人も 16歳のときに被爆して、 32年間もほとんど寝たきりの生活を送っており

ました。 しかし、お母様も 80歳を超えて身体的にも介助も大変だということで、 自分の力で

生活しなければならない。そのためにはどうしたらいいかということで、おうちを車いすで入

れる 、そ して動けるようにする。そういうためにふろやトイレや台所、洗面所、また槻やコン

セントの位置、かぎ、こういうことなども障害に見合った設計、また建築が、建築家の協力で

されて 32年間の寝たきりの生活が、いまでは 自分でどこでも出かけていける。そして、また

ふろにも入れる、こういうこ とが、い ま行われておる ところでございます。 先日も この方が夢に

まで見た北海道に行ったというこの本を読ませていただき ま したけれども、 本当 に自立 した人

間としてあたりまえの生活を送る ことができるようになるわけでございます。いまでは、外国

での軍縮国際会議でも出席し、世界の人々に日本の被爆した こういうこと を訴えて多くの人々

に感銘を与えております。

住宅問題の解決が本当にこんなにも人聞を変えていくのかということで、私は、こ の日野市

の中でも、市営住宅また、個人の住宅との違い、これは、 渡辺千恵子さんの例ですけれども、

渡辺さんは個人の住宅に住んでい らしたわけですけれども、こういうふうにして改造していけ

ば、必ず市内に住む障害者の人々も、も っともっと行動範囲も広がる でしょうし、世界も広が

っていくのではなし可かという、そういうことで私は、以下 2点の点についてまず質問をいたし

ます。

最初は老人の問題です。 この老人専用のアノマー 卜制度、あるいはまた老人の市営住宅の入居

ということで質問いたしますが、 53年の第 1回の定例会で、こ のことは問題提起をい たしま

した。当時、長谷川社会課長が、老人対策の一環として一応実施してみょうかということで検

討いたしましたけれども、借家が 2階建であっ たり、 また、市として借り る場合、い ろいろと

解決しなければならない問題があるので、踏み切ることができなかったということでございま

したが、こ のときも中野区が、すでにもう実摘しておりましたので、中野区の例なども挙げて

質問いたしました。その後、い ろいろと情勢の変化もありますし、い ま、お年寄りの皆さんが、

住宅問題で非常に悩んでいる、こういうことでぜひともこの老人アパー ト制度の実施、また、

これが無理であるならば、それにかわる老人の住宅問題、このことをやっていただきたい。こ
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れが 1問目でございます。

2問目は、市営住宅に障害者の方々が入れるように改築して、もっとたくさんの障害者が、

市営住宅に入居できなし、かというこういうことでございます。これは、私は一応長山団地とい

うこと を指定いたしましたけれども、長山団地をまず第一の目標として、それが無理ならば、

ほかの団地でも結構でございますが。なぜ長山団地を取り上げたかといいますと、いま、ここ

の旭が丘二丁目には、老人い こいの家の建設、また、生きがい作業所の建設が始まろうとして

おります。ょうやく この文化福祉ゾーンとして、い ま、第一歩が動き始めているわけでござい

ます。このこと も前の質問のときに、こ の地域に幼児教育センタ ーが、不可能になったら、こ

こにプールや幼児園や児童館をつくれというこういう提案をしてまいりましたが、いま、ここ

には老人いこいの家、生きがい作業所、幼稚園、これが、もうすでに実摘される方向で、あと

児童館だけが残っ ているわけですが、これについても、 もう絵にはなっている状況です。私は、

こういう中でぜひとも長山市営住宅を選んだ理由は、生きがい作業所がここにできる、そうい

う中では、障害者の方が、こ の作業所で働きながら、市営住宅に入居し、そ の一連の中でもっ

と自立できる仕事も住宅も可能になる。こういうことで一応この長山市営住宅にということで

いろいろとここには、 1階に も住んでいらっしゃる方がいらっしゃいますし、いろいろと問題

はあるかと思いますが、長期的な展望の中で、長山住宅の 1階に障害者が住めるようなこうい

うことをぜひともやっていただきたい、この点を 2点質問をいたします。

0議長(高橋通夫君) 鈴木美奈子君の質問についての答弁を求めます。福祉部長。

0福祉部長(高野 降君) ただいまの御質問の第 1点の老人アバー トの問題について

お答えをいたします。

私どもは、老人問題の中で、寝たきりの問題、あるいはぼけの問題、年金の問題と並んで住

宅問題が、大きな問題であるということを承知しております。すでに老人アパートを施策とし

て打ち出しておるところにおきましては、主として、住宅の困窮者、非課税者を対象といたし

まして、老人に対してアバー トを保障するという抗策を実施しておるところでございます。こ

の老人アパー トは、 軽費老人ホームのB型と若干類似しておるというぐあいに理解をしており

ます。したがって、 自立志向の施設に入ることを希望しない御老人を対象として実施しておる、

ということでございます。現在、わが国においては、 1人暮らし老人が、すでに 10 0万人を

超えたという状況でございますけれども、 日野市におきましでも、すでに 254名の 1人暮ら
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しの御老人がおいでになる という状況でございます。都内においては、こ の老人アバー トの施

策については、中野区が昭和 50年に実施をして、もうすでに約 10年を経過 しておりますけ

れども、その他 7区 1市で実施しておると ころである と承知しております。現在のとこ ろ、 日

野市においては、切実な問題として、この 1人暮らし老人からの住宅の相談を現在のとこ ろは

受けておりませんけれども、今後この問題については、検討していき たいと いうぐ あいに考え

ております。今後実腕いたします高齢者意向調査の中での項目の中に加えまして、 調査を して

いきたいというぐあいに考えておる とこ ろでございます。 先ほ ど、 御指摘のありました前回 53

年度に御質問のあったやに承っておりますけれども、老人アパー トの立地条件と いたしまして

は、公衆浴場が近くにある こと、 また、交通の便がよい こと、近くに 公共摘設等がある こと が、

一定の条件としても必要だとい うぐあいに理解しております。中野区においての実腕状況につ

いて若干御説明をいたしますと、 区としては、 3万 5，000円の区の負担を実施しております。

その中での、所得に応じて、一定の住居費を払っていただ くという形で実施しておる、という

ことでございます。

以上でお答えといたします。

0議長(高橋通夫君) 総務部長。

0総務部長(伊藤正吉君) 市市営住宅を管理しております管財課の担当でございます

ので、市営住宅の改造その他につきまして、 御質問がございましたので、お答えしたいと思い

ます。市営住宅のことにつきましては、現在市内に 420戸の市営住宅を保有しております。

その内訳を申し上げますと、身障世帯用が 5戸でございます。それから、母子世帯用が 21と

いうことで、そのほかは一般世帯用とこういう内容でございます。 これらはし可ずれも一種の住

宅でございます。長山市営住宅の改造、こういうことの御質問でございますが、長山住宅につ

きましては、 45年、 4 6年、 47年、 3カ年にかけまして 72戸建っているわけでございま

す。これは国庫補助金をちょ うだいしているわけですが、これは一種住宅でございます。それ

から、現在もこの団地につきましては、家賃収入補助、こういうことで国の補助金をちょうだ

いしております。こういうことでございますので、非常に改造につきましては、無理だと判断

されるわけでございます。現在、私どもの方で計画を持っておりますのは、向川原市営住宅で

ございます。これは、耐用年数は相当過ぎました。こういうことでこれを建てかえしていこう 、

こういう計画を持っているわけでございます。御質問のございました老人、あるいは障害者の
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住宅につきま しては、こ の計画の中に入れていくのが懸命であろう、こ ういうふうに考えてお

りますので、そ の計画の中で、 検討していきたい、かように考えております。以上です。

0議長(高橋通夫君) 鈴木美奈子君。

01 3番(鈴木美奈子君) 先に老人問題で質問いたしますが、部長は、担当のと ころに

住宅について の相談を受けていない というふう におっしゃいましたけれども 、現に福祉事務所

のケー スワー カーを通じ て、 住宅問題で困窮している事例が相談として行っているわけですか

ら、ぜひ この点では、もう一度きちっ と調べてケースワーカーもそれに こたえる努力をなさっ

ていらっしゃいますので、私は、それで結構だと思いますけれども、全くないという ことはな

いと思います。それで、 1人暮らし老人の実態報告書が、こ れは 54年ですけれども、住居の

状態などという こと で、いろいろと調査項目も出ております。また、市政事務研究Aグループ

この方たちの市の職員によります、老人日野市の老人福祉とい うこと で研究グループもされて

非常にいい検討内容が報告されて、私は、 81年と 83年の 2年にわたっての市政事務研修A

グループの研修内容を読ませていただきましたが、やはり この中でも職員の皆さんは、これか

らの日野市では、老人問題やっぱり自分たちも これからお年寄りになるし、老人問題が大切な

ので研究してい こうという ことで、 いろいろと他市の状況、また、日野市の研究なども仕事の

合間を縫って実際に訪ねていってアンケ ート をとったりして、経過報告なども出ておりますの

で、ぜひこのもう少し老人の問題については、市の方でも積極的にこたえていただきたいと思

います。非常に前よりも 、 5 3年の質問のとき以上に後退した回答で、非常に私は残念でござ

います。 7区 1市で実施しているわけですから、革新の日野市で、私はゃれないわけがないと

思うんです。いま事例がなし可からということでございますけれども、私は、もっともっとたく

さん本当にお年寄りの中に入っていって調査すれば、住宅困窮者の方々が出てくるというふう

に思います。 中野区で老人アパー トを実施した例もいま報告されましたけれども、この入居者

の不安というものは、入居する前には、 日当たりがほ とんどなくて、昼夜とも騒音に悩まされ

たけれども 、老人アノfー トに入居してからは、その悩みも解消されて平穏な生活を送って、そ

して、生活が安定した ことによって、いままで疎遠になっていた親戚が訪れて老人アパートに

入居できて本当によかったね、ということでお互いにこの笑顔が浮かぶ、そういう生活ができ

ているわけです。 これはたった一つの事例ですけれでも、まだたくさんありますけれども、本

当にいま、追い出されようとしているお年寄りは、そのことだけで非常に毎日の暮らしが脅か
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されている、こういう状況ですので、ぜひ中野区の実態調査、もういろんな資料な ど出ており

ますので、ぜひもう一度検討していただきたいと思いますが、し可かがでしょうか。

それから、 2点目の高幡の団地 5.戸の障害者の方が住んでい らっ しゃいますが、私もここを

訪れまして、住んでいらっしゃる方々から、いろいろと御意見を伺ってきました。それは、 ま

た後で述べさせていただきますけれども、長山住宅がどうしてもだめなのか。先ほど、長山市

営住宅を選んだ理由は先ほど述べたとおり でございます。生きがい作業所の関連で、私は、 長

山住宅ということ を指定 したわけです。その点をぜひもう一度市長の方も考えていただき、国

の方にも積極的な働きかけをしていただきたいと思いますが、いかがでし ょうか。向川原住宅

は、本当に木造の住宅で、 これから改造される と思いますので、 これについても私は、 ぜひ積

極的にここでやっていただきたいと思い ますが、一応いつご ろを改造するめどがある のか、そ

の点をお尋ねいたします。

それから、障害者の方たちが、この住む住宅、 これについては、 数も足りませんけれども、

建設省でも法制定及び答申を受けて 1971年の4月には住宅局長の通達で心身障害者世帯向

け公営住宅の建設等についてということを出して、その中に三つ出されております。一つが、

心身障害者の通動及び日常生活に便利な立地条件とする。 2番目は、原則として平家、または

共同住宅の 1階部分とする。 3番目には、 設計に当たってはできる限り心身障害者の生活に適

するように配慮する。こういうこの三つ、これは、障害者が実際にそこに住んでみると、 当て

はまると思うわけです。高幡にあります団地も、私は、障害者の住宅がなかったこの日野市と

しては、非常に評価できる建設でございますけれども、 この日常生活に便利な立地条件、これ

に当てはまっているかど うか。もし、 当てはまらなかったら、 これからこれを直 していく、
v 

'-

のことが必要であるのではないかというふう に思います。 高幡団地のことについて質問をさせ

ていただきますが、 ここの団地には、いま、 5軒のうち1軒が転居されて 4軒住んでおります

けれども、車いすが外に出られないわけです。それはなぜかというと、 どういうわけか、市営

住宅の前だけが舗装されていなくて、きのう行った段階でも水がたまっている、 こういう状況

で、 その市営住宅の入る入り口までは舗装しておりますけれども、 住宅の前だけが舗装してな

いのは、なぜなのか、何か理由があって舗装されていないのか、それをお尋ねいたします。

それから、いろいろ使ってみなければ、いろいろと問題点も出てこないと思いますので、私

は、ぜひこれから建てる障害者住宅について、い ろいろと検討を加えていただきたいというふ
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うに思いますが、 この公営住宅の中に、障害者住宅をつくるためには、や(ばり建築家の意見

や、また、病院関係の人たち、障害者、 こういう専門家の人々の意見を入れて、その障害に見

合った部屋をつくっていく、全部同じ五つが、同じ部屋では、その障害の内容によっては使い

にくし 1、 こういうことが出てきているわけです。特に高幡の 5戸はそうでございます。それで、

部屋に入った場合に、車いすでこ の部屋を利用いたしますので、お部屋に入る とこ ろ40セン

チぐ らいの高さがある。それか らパスルームに入る とこ ろも 40センチぐ らいの高さがあるわ

けです。これは、車いすを利用する場合には、当然これだけのものは必要ですから、結構でご

ざい ますけれども、 ここに健常者と障害者が一緒に住んだ場合には、非常に因る場合が出てく

るわけです。特に、 1人のおうちでは、 4歳の重度障害のお子さんを抱えておふろに入れたり、

お部屋に入れたりする ときに、 その 40センチ の段を越えてお部屋に入る、ふろに入るという

ことで、 非常に困難を来している。そういう点で、 ここの 40センチ のと ころに、もう 1段、

段をつくってもっと楽に部屋やパスルームに入れるようにそういうことにしていただけないか。

そういう点です。

それから、部屋も車いすが入れるようにする ためには、外の床と部屋の中がほとんどすれす

れぐらいなんです。そ のために非常に寒い、ですから、板の間には、 もう少し暖房対策も兼ね

た板張りが、 これは車いすの場合は、 これは無理ですから、車いすでない御家庭では、そうい

う板張りな どを敷く ことができないか。そういうことについてまた再度質問いたします。

0議長(高橋通夫君) 関係部長の答弁を求めます。福祉部長。

0福祉部長(高野 隆君) 決して建てることをしないということではなくて、 後退を

しているつもりはございませんけれども、 お答えの中で、若干後退したような発言に受け取ら

れたということにつきましては、もう一度よく御了解を得たいと思います。今後私どもといた

しましては、それなり の調査をいたしま して、 どの程度のニーズがあ るかという ことについて

は、把握をした上で実施するなら実施したい。こういうぐあいに考えているわけでございます。

中野区の例なんかを参考にされておりますけれども、中野区につきましても、やはり 50年に

実摘する際には、 4 8年ぐらし、から実際に先ほどのお話のありましたように、住宅に因った御

老人からの訴えを受けて、区の中にチームをつくって、そこでいろいろと検討をして、軽費老

人ホーム B型をつくるか、あるいは民間アノfー トを一括借り上げるか、あるいは身元保証制度

をつくるかというようなこと、あるいは区の区営住宅をつくるか、こういうようなことで、い
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ろいろ検討した結果、このような制度に踏み切ったというようなことでございますけれども、

つくることになりますと、やはりそれなりに住宅をこちらですでにつくられている住宅に適応

する というんではな くて、そのようにふ さわしい住宅をつくっていただく、それに御老人が入

っていただくという形で、 場所も先ほ ど申しましたように、いろい ろとふろ屋に近いところだ

とか、公共性のあるところだとか、駅に近いところだとかいうようなところで場所も考えなく

ちゃいけませんし、また、建てるとなればそれなりの老人が入るような階段の設計だとか、あ

るいは防火の問題である とか、あるいはその他福祉電話の設置だとか、い ろいろと老人の住み

やすいような条件をつくりまして、 考えなきゃならん、こういうことでご ざいますから、やは

り検討した結果、やる ことが必要であるとい うことになり ましたら、そのよう な十分な配慮を

して、それで実施していきたし¥こういうぐ あいに考えておる とこ ろでござい まして、ひとつ

もう少し検討させていただきたいと考えております。

0議長(高橋通夫君) 総務部長。

0総務部長(伊藤正吉君) 向川原市営住宅の建てかえ年度を示せ、こうし可う御質問で

ございますが、現在事務的には、 6 0年度から着手したい、こういう ことで準備を進めており

ます。これにつきましては、一応入居者、あるいは付近住民こういうもののいろいろまた説明

等もしなけりゃいきませんけれども、事務の計画といたしましては、 60年度から着工してい

きたし可。こういう考え方でございます。

それから、高幡の市営住宅の関連でございますけれども、 5出帯っくりまして、 一応現在は、

一軒あいているわけですけれども、これにつき ましては、非常にこれも補助金をちょうだいし

ておりまして、いろいろ所得制限、こう いったものがございますし、これが該当者がいたとい

うことで、これは私どもの方と福祉の方との密接な関連を持っていろいろ情報を取り交かして

いるわけでございますけれども、該当者がいる、こうい うことで実際にそのお宅に参りますと、

私の家庭では入りたくないんだ、こんなような個人的な御意見も相当ございました。建設当初

から、たしか 2年ぐらいあいていたということもございますので、こ れらにつきましては、い

ま、議員さんのおっしゃるように、いろいろ福祉、あるいは教育その他の方からいろいろ事前

に情報をキャッチしまして、それらをもとに建てかえ計画ならたてかえ計画の中に、織り込ん

でいきたい、こういう考え方でございます。

それから、市営住宅内のいろいろの欠陥の問題でございますけれども、私どもの方の職員も
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常時この市営住宅につきましては、管理をして、また現地に行きまして、いろいろ入居者等も

相談しているわけでございますけれども、こう いう ことは、私の方では初耳でございます。早

速現地に参りまして、必要な指示をしていきたいと芳えております。以上です。

0議長(高橋通夫君) 鈴木美奈子君。

01 3番 (鈴木美奈子君) 向川原市営住宅で 60年度には着手したい、こう いうこと

でございますので、私は ぜひこの中に、いま、心身障害者向けの公営住宅の事例として、北

九州市の清納北団地、ここで北九州市が建設した団地で、心身障害者住宅として、全国から注

目を浴びていろんな方たちが見に行っていらっしゃるようでございますけれども、こ のこと を

ちょっ と紹介したい と思うんです。

これは、入居者の構成が心身障害者だけでなくて、 老人出帯や母子世帯、そ して、一般の世

帯も住んでいて心身障害者だけを集めるということ ではなく て、 地域社会の中で交流していく。

こういうねらいがあるわけです。高幡の団地も御近所の皆さんし可かがですかつて、聞きました

ら、非常によくして くださると いうことで仲よく交流の生活が送られているようで ござい ます。

この情納北団地でも、これは車いす使用者向けの住宅ですけれども、 Aタイプ、 Bタイプ、 C

タイフ。となって、 Aタイプが 3DK、Bタイプが 2LDK、Cタイプが 1LDKで、手ド常にこ

の障害に合った大きさ、こう いう こと になって、特に、また視力障害者のためには、営業用の

治療室、これも設けられてい る。 こう いう ことでござい ます。そして、建設に当たっては、九

州大学の建築学教室や九州労災病院の院長、こ ういう人たちが一緒にこの建設に当たってはか

かわってきた、こういうことで、私は、こういう立場で、ぜひこれからの向川原市営住宅の中

につくる場合には、ぜひ障害者自身、それもいろんな立場の障害者を入れて、チームワークを

つくって、ぜひつく っていた きたいというふうに思います。高幡の団地では、非常に住んで

いら っしゃる方たち喜んでおります。障害者の 1人の人だけではなくて、みんな家族と一緒に

住んでいらっしゃって、特に小さなお子さんのいる御家庭でもいろいろとふろの問題、給湯式

なので蛇口からお湯が水圧によって熱いお湯と冷たいお湯が出てきたり、非常にそのときには、

わざわざ外に出てし、かなきゃならないとか、外というのは、パスルームから外ということです

けれども 、また、おむつを洗う所がなくて非常に困る。それから、冬が非常に寒い、それから、

玄関の引き戸ですけれども重い、いろんな意見が出されました。これは、や っぱり住んでみな

いと、私は、こ ういうことが出てこないと思います。いま、部長の方から、ぜひ現地に行って
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あるいは二種住宅といい、それぞれ所得のある幅を対象といたしまして、いわゆる動種住宅、

労者住宅、若年ないしは低所得者を対象とする施策であったということでありますから、制度

もそのようにできておりますし、福祉住宅にすぐ直結できる という ものではないようでありま

す。長山住宅のこの近い とこ ろに障害者施設をつくる ということになったわけでありますが、

したがって、既存の市営住宅、相互の連想の中で、計画的にできたという ことではありません。

長山住宅が、障害者住宅に改造するということが、制度の上でで きるかどうかということがー

これつあります。それから、入居した方が、すぐ、福祉作業所に直結できるかということも、

もまだケースケースで未確定になります。そういう何かこう既存のもの、あるいは新しくでき

るものをすぐ関連づけるという こと の意味もないわけではありませんが、そこがうまくいくだ

ろうかということ については、まだまだ未解明のとこ ろであります。それで、今後他のいわゆ

る市営住宅の建てかえを行います場合に、ある程度の施策の導入は可能である。こう思います

が、住宅をつくるということは、やはり固から大きく補助をもらうという仕組みになっており

そのあたりがうまく轍密に整合できるかどうか、この点を十分詰めておかないといますので、

ニーズが異なる こういう事情けないと思います。特に障害者の場合はお 1人お 1人によって、

もちろん大切でありますかこれらに対応できるそういうきめ細かい施策は、もありますので、
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調査してみたL可と いう ことがござい ましたし、管財謀の方にも お話ししてあるんですよという

ことで、パイプは非常につながっているということは、感じられましたので、いろんな立場の

障害者がここに住んでいらっ しゃいますので、 一律に全部を直すんでなくて、そ の住んでいら

っしゃる障害に合うようなそういう直し方をしていただきたいというふうに思います。

ちょっと市長の方から中野区の事例の特に中野区は、革新この問題では最後に、それでは、

の区政で、教育委員準公選制もしておりますし、老人アノマート のことも非常に全国からも注目

されて視察なども行ってられるよう でございますし、 私たちのこの 日野市もぜひ学ばなければ

また一緒にやっていかなきゃならない区政だと思うわけです。そういう中でならなし、。特に、

こだわり ますは、ぜひ市長の考え方、障害者住宅の問題、特に、私は長山住宅ということで、

ぜひまだあとほかに七つ団地があります。高幡はやっておりますので、それがもしだめでも、

まだ次々東光寺もありまそれか ら、し、長山を第一にしても、 もし無理だったら向川原団地、

すし、川原付もありますし、いろいろとありますので、そ の辺について市長の見解をお聞かせ

いただきたいと思っております。

市市長。0議長(高橋通夫君)

よく理解できお話を伺いまして、 質問を発想される意味は、0市長(森田喜美男君)

ら、それもまた企画的に量をもって とい うことにはなり得ないんではなし可かというふうに思っるわけであります。ただ日野市の主体のいまま での経過から言いま して、 住宅政策というには、

ております。老人のこのアパー ト、 特に借り上げで本当に困っておられる方を収容というか、国の一般的きわめて微力であった、とい う状況にも あるわけであり ますが、大きな意味では、

そういう借り上げアノfート方式が、貸してもらえるところがあれば、一番住居を提供できる、な主として動労者が対象になるわけでありますが、そういう住宅公団等を中心とする国の荊策、

手近だと いうふう に思っておりますが、多少これまでそれらのこと を心がけてみましたけれど、それから、東京都は、相当都営住宅という ことで、 大きく力を注いで こられました。われわれ

なお検討を進めていなかなかうまくいっておりません。御趣旨は努めて具体化できるように、の単位自治体では、多少それを補完する意味で、過去には、土地が取得しやすかったというよ

そういう高齢者社会、あるいは障害者福祉に特に意を注ぐべき自治体要請 もそきたし可。また、うなことで、いま、建て直し期に入っておる住宅をつくられたわけであります。都でようやく

もちろんということでございますから、そのような施策をなお十分ういう方向にあることは、ポイン卜方式という考え方を発想されまして、 特に母子世帯でありますとか、あるいは老人住

細かく検討-して、取。組んでいきたい。このように考えておるところでございます。以上です。帯までには、行き届いてないと思いますけれども、いわゆる福祉住宅ということが、 住宅政策

鈴木美奈子君。。議長(高橋通夫君)の中にだんだんと考えられる方向にあるという状況だと思っております。そこで、市営住宅と

はい、ありがとうございました。先ほど、道路の舗装のこ01 3番(鈴木美奈子君)いたしまして、なかなかまだその障害者の方、あるいはこれからのお年寄りの特に独居老人の

もう一度舗装ができるのかと、うとについて質問いたしましたけれども、回答がなかったので、方という居住という意味では、ほとんど自分の能力、ある いは選択において、満たしていただ

か。その辺確かめたいと思います。なぜかといいますと、車いすがおうちを出たときに、車い

すがバンクをするので、外に出ないということなんです。これ御婦人でございますけれども、
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これから行うべき、取り組むべき施策の中に入ってこなければ

しかしながら、いままでの市営住宅は、一
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いておる状況でありますから、

ならないということは、当然だと思っております。



お嬢さんがそういうふうにおっしゃるわけです。部屋の中だけにいるんではなくて、やっぱり

外に特に前は川ですから、非常に空気もいいですので、ぜひこの現地を見ていただいて、すぐ

にでもこれは舗装すべきだというふうに思いますが、いかがでしょうか。

O議長(高橋通夫君) 総務部長。

0総務部長(伊藤正吉君) 担当、私も行きまして、現地を見まして、何とか善処した

いと思います。

0議長(高橋通夫君〉 鈴木美奈子君

01 3番(鈴木美奈子君) いろいろと質問をしてまいりましたが、ぜひ老人アバー ト

制度についても、市長もいろいろと施策を十分検討するいうことで、福祉部長の方からも話が

ありましたし、中野区でも四つの、どういうふうにしたらいし1かということで検討して、軽費

老人ホーム B型の建設とか、区営住宅の建設とか、民間アパー ト一括借り上げとか、身元保証

制度とか、い ろいろと四っこう出して、その中で、やっぱり一番いいのは、借り上げだという

ことで、経費も安く、家主の協力も得られるので、この民間アノマー卜一括借り上げの方法がい

いということで実施されて、もうたくさんの方たちがこれに入って、お午ー寄りの皆さんも明る

くなっておりますので、ぜひ、このことを検討していただきたいと思います。それから、障害

者の住宅の問題では、新しくまた検討が始められておりますので、こ のときには、ぜひ障害を

持っていらっしゃる方が使うわけですから、その方たちの声をぜひ聞き入れていただ

いて、なかなかたくさんの数ができないのでむずかしい点もあるかと思いますけれど

も、ぜひこのことを取り上げて新しい市営住宅の中 に、 障害者住宅を建ててほしいと

いうふうに思います。いま、住宅問題が非常におくれていることを市長もおっしゃい

ましたけれども、国の方も 59年度の予算を見ましても公営住宅、こういう関連

の住宅が 5万 4，0 0 0が 5万 1，0 0 0に削られるとか、住 宅金融公庫の融資の戸

数が 51万から 50万に減らされるとか、また、福祉の問題でも健康保険の本人負担

であるとか、国民健康保険国庫負担のパーセン トが引 き下げられたり、年金や思給物価のス

ライドが 2年間の物価上昇率の 5%よりも 2%に値切られたとか、いろいろと本当に一番手を

差し伸べなければならないお年寄り や弱者に対してのこういう椀策が後退しているわけです。

障害者が本当に安心して過ごせるこの日野をつくるためにも軍事費を削れば、こちらの方に回

るわけですけれども、本当にしわ寄せを受けているのは、この日野市民なんです。また、自治
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体に住んでいらっしゃる皆さんだと思いますので、ぜひ障害者やお年寄りが幸せになるために

も、私がきょう提案いたしましたこの施策が実摘できますように心から期待いたしまして、こ

の質問を終わります。

0議長(高橋通夫君) これをもって 13の1 老人 ・障害者のための市営住宅入居に

積極的にこたえよに関する質問を終わります。

次に、 1 3の2. 小・中学校の校庭整備促進についての通告質問者、鈴木美奈子君の質問を

許します。

01 3番(鈴木美奈子君 ) 引き続きまして、小・中学校の校庭整備促進について質問

いたします。

日野第二中学校、これは多摩平団地の中にありますけれども、校地面積、また校舎の保有面

積も 8校ある中学校の中では、一番大きくて、また、ここでは非常にクラブ活動も活発で、校

庭で夜遅くまで中学生が活動している。 こういう姿も見られますし、また、こ の二中の特色と

いいますと、近隣の市の中学生たちが、この学校で対校試合をする。特にサッカーであるとか、

バレーボーノレとか、そういうのがよく見られ、日曜日など、ほとんどの校庭が使われておりま

す。そこを通るまた団地の人たちもいつも金網越しに中学生のこういうサッカーやっている姿

などを 4、 5人はたいてい見ているんです。 これく らいいつも一体となった住宅の中に、この

中学校が位置づけられていると思います。それだけにこの利用率が高い当然校庭も傷みますし、

またそれが教育上どういうふうに影響を及ぼしているのかなということも感じますし、また、

それが近隣住宅地への影響などもありますので、こ のことについてぜひ検討していただきたい

というふうに思います。学校教育においても、校庭は、校舎と一緒に重要な位置を占めている

と思いますし、教育委員会が出しました 57年度の学校教育要覧、これを見ますと、ほとんど

すべての学校がといっていいくらい教育目標の中に、体力の増強、体を鍛えること、そういう

ものが入っているわけです。そうしましたら、やはり校庭については、特にことしは雪が降っ

たりして、いろいろと使いにくい点も出てきているのではないかというふうに思いますが、第

五小学校でも請願が出され、いま、文教委員会にかけられて追加の署名も 1，822名も出され

ております。多くのお母さんたちが、この二中や第五小学校だけではなくて、いろんな学校で

校庭整備の問題は、予算委員会を通じてもいろいろの議員から出されておりましたので、私は、

ぜひ学校建設も一応役割 りを果たしてきた今日、学校の校庭について、もう一度教育委員会も
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見直しをして、いい教育条件をつくっていただきたい、こういう点でまず質問したいと思いま 市の小学校の場合について申し上げますならば、大体校庭につきましては、開校してから 13 

す。( r二中のナイター設備もだよ、鈴木さん」と呼ぶ者あり) 年に 1回ぐらいずつの校庭整備を行っているというふうに御理解をして結構だと思います。ま

1番目は、各学校の校庭について、いまのまま利用して も支障を来さないいい校庭もあるか

と思いますけれども、また、 雪が多かったために問題が起きている学校もある と思いますので、

2番目には、体育の授業や、またク ラブ活動、休憩時間、こういうときに問題が起きていな

た、南平小学校は、昭和 49年に開校しておりますけれども、また、 5 2年に開校いたしまし

た旭が丘小学校、それから 53年に開校いたしました平山台小学校、そして、 また、その後

5 4年に開校いたしました東光寺小学校、そして、本年開校いたしました仲田小学校の 5校に

つきましては、学校を新設する際に、校庭の整備ができております。したがいまして、この 5

校につきましては、現状におきまして、特に校庭整備をする必要性がないというふうに私ども

理解をしておりますので、当分の間は、校庭整備をしなくて済むであろうというふうに考えて

この校庭についての実情をまず述べていただきたい。

し1かどうか。

3番目には、二中では、特に風の強い日、隣接しております 70号棟から 77号棟までは、 洗

濯ものがほ こりにまみれるとか、 自宅のテーフソレが真っ白になる とか、そういうことが起きて いるところでございます。したがいまして、教育委員会といたしましては、主として、いわゆ

おります。そういう点について具体的な対応、二中、 五小、五小も、もう遊水池の役割りを果

たしておりますけれども、整備する必要もありますし、また、滝合については、先般小俣議員

が予算委員会の中で、発言しておりましたけれども、まだたくさんのところがあると思います

る50年度以前に開校いたしました小学校の中で、特に校庭整備を緊急にしなきゃならないと

いう緊急度の高い学校から逐次校庭整備をしてし可かなきゃならないというふうな判断に立ちま

ので、そういう要望が具体的に出ている五小、二中、滝合、そういう学校について、具体的に

して、整備をしているところでございます。特に昭和 53年度以前の校庭につきましては、相

当まあ、失礼しました。 50年度以前に開校いたしました学校は、大変古い学校でございます

ので、 5 0年度以前に開校していまだ校庭整地ができていない学校につきまして、毎年 1校な何かありましたら、お示しし可ただきたいと思います。

最後は、学校の近隣住宅に対して、特に二中、七生中学校も住宅が隣接しております。一中 いし 2校ということを目標といたしまして、昭和 53年度から逐次校庭整備を行っているのが

もそ うです。そういうとこ ろでは、何か苦情が出ていないか。そういう点について対応を考え 実情でございます。その小学校の方から整備の状況を申し上げますと、 53年度は滝合小学校

の校庭整備を実施しております。 54年度につきましては、平山小学校の校庭整備を行ってい

ます。そして、 55年度は潤徳小学校、そして、 5 6年度につきましては、第二小学校と三沢

台小学校、そして、 57年度は第八小学校、そして、 58年度は百草台小学校をそれぞれ校庭

ておりましたら、お知らせいただきたいと思います。

0議長(高橋通夫君〉 鈴木美奈子君の質問についての答弁を求めます。教育次長。

0教育次長(小山哲夫君) それでは、日野市内の小 ・中学校の校庭整備につきまして、

4点の御質問が出ましたので、各質問ごとにお答えをさせていただきます。

まず第 1点目の各学校の校庭の整備についての実情を述べよという御質問でございます。各

小 ・中学校の校庭のいわゆる整備の状況につきましては、現在教育委員会の方に、具体的に開

校してから何年ごとに校庭整備を実摘するかという資料がございませんので、大変申しわけご

ざいませんけれども、過去の腕設の状況につきましての明確な答弁ができないことを .まずお

許し願いたいと思います。しかしながら、たと えば潤徳小学校の場合ですと、昭和 34年に現

在の土地に校舎を移したわけでございますけれども、 21年後の昭和 55年度に校庭整備を行

っております。また、第八小学校、並びに百草台小学校につきましては、開校しましてから約

1 3年目にいわゆる校庭整備を実施しております。そういうことから推察いたしますと、日野

整備をしてきた経過がございます。したがって、現在のとこ ろ、いわゆる校庭整備を行ってい

ない小学校の場合を申し上げますと、 一小、三小、四小、 五小、六小、高幡台小学校、それか

ら、第七小学校、それから、程久保小学校でございます。したがって、小学校の場合ですと 、

汽校がまだ校庭整備ができていないというのが現状でございます。また、中学校の場合ですと、

七生中学校につきましては、昭和 55年度にすでに校庭整備を行っております。また、三沢中

学校、それから大坂上中学校、平山中学校の 3校につきましては、これは、開校時にすでに校

庭整備を行っているところでございます。したがいまして、中学校におきまして、まだ校庭整

備ができていない学校につきましては、一中、二中、三中、四中の 4校でございます。小・中

あわせまして小学校が 8校、中学校が 4校合計 12校がいまだ校庭整備を行っていないという
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のが実情でございます。一応 59年度につきましては、財政事情がございまして、大変残念で

ございますけれども、小・中学校ともに校庭整備の予算が計上されていないのが実情でござい

ます。特に、先ほど御発言がございましたとおり、本年は、 1月、 2月に入りましてから、大

変大きな雪に見舞われております。そういった意味におきまして、特に、冬期期間中は、校庭

が雪が降った後、乾いても校庭に入りますとでこぼこができる。ぬかるみができる。それがた

めに排水が行われない、そういった意味におきまして、各小・中学校からそれぞこれらの校庭

につきまして、何とか対策を講じてもらいたし」こういうふうな要請を教育委員会は受けてお

ります。そういった意味におきまして、今後教育委員会といたしましては、財政当局並びに理

事者の御理解と御援助をいただきまして、特に緊急を要するべき小・中学校の校庭につきまし

ては、なるべく早い機会に整備をしてまいりたいというのが、教育委員会の基本的な考え方で

ございます。

それから、第 2点目のいわゆる各学校の体育の授業等を行う場合に問題ではなし、かというふ

うな御質問が出ました。校庭の整備を早急に行わなければならないということにつきましては、

先ほど、申し上げたとおりでございますけれども、特に、いま直ちに整備をしなければ体育¢

授業、あるいはスポーツ活動、特別活動、あるいは昼休み、中休み等におきます小・中学校児

童生徒が校庭が使用できないということで、特に大きな支障を来しているということは、いま

のところございません。ただまあ、先ほど、申し上げましたとおり、 1月、 2月の大雪の終わ

った後は、冬期期間につきましては、いろいろと校庭が使えないという実情があったことは、

事実でございます。現在のところは一応解消されまして平常通り校庭におきましての運営が行

われているというふうに御理解して結構だと思います。

それから、 3点目の二中、五小、滝合小のことにつきましての校庭の整備の状況につきまし

ての対策等につきましての御質問がございました。まず、五小の校庭整地につきましては、先

ほども御質問者からお話がございましたとおり、つい 3月定例議会に、地元からの校庭整備の

問題につきまして、校舎の改修とあわせまして、これに対する整備の促進方に関する請願が出

されております。現在、文教委員会の方のいわゆる継続審議になっていることは、先刻御承知

のとおりでございます。第五小学校の場合は、いわゆる多摩平六丁目のいろいろ排水対策の問

題がございまして、昭和 51年度ごろから隣接しております、第五公園の遊水池の関係がござ

まして、少しでも確かに雨が降りますと、校庭に水がたまりましてなかなか乾かない。したが
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って、校庭が使えないというふうなことがあったことは、過去事実でございます。しかしなが

ら、御案内のとおり本年度でごぎいますか、いわゆる黒川の下水路の排水管がここで完成いた

しまして、これによりまして、第五小学校の場合は、まず以前ほどの校庭が使えないというよ

うなことの問題点は、いまのところ解消しておるというのが現状でございます。それから、滝

合小学校のことはここにございましたけれども、滝合小学校につきましては、先ほど申し上げ

ましたとおり、昭和 53年度にすでに校庭整備が行われております。ただ滝合小学校の場合で

すと、先ほど申し上げましたように、十数年来の大雪のために確かに降雪後のグラウド整備の

問題につきましては、いろいろとぬかったりしますと使えないというふうなことは、学校の側

からも聞いているところでございます。なお、校庭整備の問題につきましては、特に、校庭整

地に対しましては、いわゆる関東ローム層、それから荒木田士、砂の 3種のこれを混合したも

のを約 10センチほど校庭にかけまして、覆土いたしまして、その上にローラーをかけて整圧

をしているわけでございますけれども、これは各学校とも共通的な問題といたしまして、特に

大雪が降ったり、あるいは豪雨があった場合、直後に乾いた後でございます。校庭に入ります

と、いわゆるでこぼこができる。でこぼこができて乾燥する、乾燥いたしますと、そこへ水が

たまる。水がなかなか排水できなし 1。こういうふうな問題が各学校ともに講ずるべき問題とし

て提起されているところでございます。これらのいわゆる対策につきましては、ずっと教育委

員会の方といたしましでも、講じているところでございますけれども、抜本的には、校庭整備

をしなきゃならんということはございますけれども、 しかし、特に、中学校の場合は、クラブ

活動等がございまして、先ほど御指摘がございましたとおり、野球とか、あるいはサッカーと

か、そういったような場合に、終わった後、クラブに加入しています生徒たちが、いわゆるト

ンボを持ってきまして、それでもって終わった後、校庭をよく整備するということで比較的中

学校の場合ですと、校庭整地をしていますので、そういう問題については、小学校に比べます

と大きな問題として起こらないわけでございますけれども、小学校の場合ですと、当然こうい

うクラブ活動がございません。そういう意味で、校庭の整地につきましては、小学校の場合、

用務員さん等のお手を借りまして、いろいろと整地を行っているところでございますけれども、

なかなか用務員さんの場合ですと、ほかにも用事がございまして、校庭整備だけに手は使えな

いというふうな問題もございます。そういった意味におきまして、これらの問題につきまして

は、教育委員会の方の検討課題でございますけれども、一応教育委員会としての校庭整備がで
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これを一定の場所に散布いたしまる塩化カルシューム、 塩化カノレシュームに土をまぜたもの、きるまでの暫定措置として、 特に校庭が使えない というところにつき ましては、現在検討の段

すと、大体 1年間ぐらいは砂じんが立たなくて済むんじゃなし、かというふうなことも、最近の階でございますけれども、教育委員会の方の校庭整地の予算もご ざいますので、特に砂とか、

したがって、そういう特に御指摘がござ新しいデーターの中で考えているようでございます。あるいは上土等を混合した土を特にひどい学校の校庭につきましては、それをまきまして今年

そういったものを一応いました校庭の砂じん対策で、問題になっている学校につきましては、新しくここで補正予算に計上されますローラ 一等の購入も考えているようでございますので、

取り入れながら、近隣のいわゆる市民の方たちの迷惑がかからないような最大限の方策を考え一応教育委員会の方の施設係の職員と学校の用務員等の力を拝借いたしまして、試験的にそう

このように考えているところでございます。以上でございます。てまいりたい。この整圧方法をとりましいった整圧をやってみたい。そして、特にこの結果がよろしければ、

鈴木美奈子君。0議長(高橋通夫君)というふうに考えているところでございます。て、校庭の整地に一応力を注いでまいりたい、

ただいま、いろいろと詳しく教育次長の方から報告されま01 3番(鈴木美奈子君)これは、確かに特に南側それから、二中の校庭という問題が出ています。 二中の場合ですと、

1校整備するのに 2，500万かかるということ内容がよくつかめたわけでございます。して、なかなか水はけができない ということ は、私ど も承知をの校庭のところに水がたまりまして、

また、最後のところで、新しをちょっと聞いておりますけれども、ぜひ 8校と中学校の 4校、いたしております。ただ、先ほど申し上げましたとおり、二中の場合ですと、議員さんの方の

1年間大丈夫という、そういう新しい方策も出ているようでございますので、い方法として、御指摘のございましたとおり 、サ ッカーとか、あるいは野球部のクラブ活動の中で、常時終わ

これもぜひ取り入れていただいて、長期的な展望を持ちながら、いますぐやることとしてこれさほど緊急度が高いというふうに私どもは考えておりった後、整地をいたしておりますので、

を取り入れていただきたいというふうに思います。ません。ただ、二中の場合ですと、校庭整地の場合うまくできておりませんので、抜本的には

教育のこの目標の中に、校学教育要覧の中に、全部私チェックしましたら、すべての学校で校庭整備を行っていくかということは、十分に承知をいたしております。ただ、二中の場合で

体力訓練とか、集団活動を通して強靭な意志力、集団規律に対する観念の寛容に努めるであるすと、御案内のとおり 59年度におきまして、学校の給食食堂等の設計費を計上いたしまして、

また、研究を進める。日とか、体力づくりのため、全校的行事や日常実践行事を特に企画し、今後二中の給食踊設等の建設が、一応いまのところ 60年度と予想されておりますので、そう

もうこれをこの中にない常の体育授業や B土活動の中でも積極的に力を入れるということで、いった中で、校庭等を当然工事の際には、車等が通過するというふうな問題もございますので、

学校も文書としてはなくても位置づけた中で、学校教育の目標があるわけですから、わりと積この関連を考えながら今後とも校庭整備をしそういった問題を含めて、こ の問題については、

極的ないま答弁もございましたので、いろいろと財政的にも無理な点もあるかと思いますけれというふうに私どもは判断しているところでございます。ていくべきではなかろうか、

ども、子供の教育のためには、ぜひお金をつぎ込んでいただきたいというふうに思います。二それから、第 4点目のいわゆるその校庭から巻き上がる砂じん等によります近隣住民に対す

中の砂じんの問題でも、団地がすぐ隣接しているということで、普通ですと大きな木がこの間る対策についてでございます。確かに御指摘がございましたような学校につきましては、多か

に一一 校庭と団地との聞に緑地帯があってそこに非常に長い年月たった木が立っているので、れ少なかれ、私どもの方に学校当局の方から砂ぼこりによりまして、近隣の住民に対しまして、

普通だったら常識的に考えると 、砂じんなど住宅には入らないんじゃなし、かというふうに思いこれらの対策多少の迷惑をかけているというふうなことは、伺っていると ころでございます。

ますけれども、それが入るという状況で非常に困っておりますので、その点についても、いま、につきましては、いろいろとあるわけでございますけれども、一つには、いわゆる校庭に砂ぼ

中学校の給食の実施の段階で検討するということでございますが、それにはまだ 2年ほどたちしかし、こりの多いところに、いわゆる散水一一 水をまいて防ぐというこ とでございます。

この問題を取り入れていただきたいというふうに思いますので、ぜひ緊急課題のーっとして、この水をまくことにつきましては、非常に校庭が広いということとあわせまして、まいたそば

また、職員であるとか、働いていらっしゃる方の協力
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それから、ロ ーラーを購入するとか、
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こういうふうな欠陥がございます。そこ

で、教育委員会のいわゆる砂じん対策の抜本的な対策につきましては、現在のところ、いわゆ
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からすぐ乾いてしまって、また砂じんが巻き起こる。
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こういうローラ一作戦などもいま出されたようでございますけれで、でこぼこをなくしていく、

8月に予定をさことし、議長のお許しをいただきましたので、08番(馬場弘融君)中学生などはクラブ活動でやっているということですので、教育の一環としてこれは、ども、

これまでの経緯の踏まえ、質れております市民のレッドランズ訪問団への対応につきまして、自分たちの使っている校庭をよくするわけでございますから、このことも一つに入れこれは、も、

問をいたします。t
h'
t
aJ
・1

て子供たちの協力も得ながら、いい校庭整備をしていっていただきたいというふうに思います。

この問題を何度 も取り上姉妹都市提携を結ばれた当時の町長さんであった古谷太郎議員や、最後にまとめとなりますけれど弘教育臨調などが出されて、非常にいま、大企業本位の人づくり

げておられる高橋通夫議長を差しおいて借越ではございますけれども、私も日程が合えば今回
，s
.
‘、、，
v
t

、、』，目、

や、また核・軍拡に一層手を貸すこういう教育改革が行われようとしている中で、教育の現場

のレッドランズ訪問団に市民の 1人として参加をしたい、かように思っておりますし、今回のまた、マンモス校の解消、予算も削ったでは、私学助成これも昨年度から 10 %削減したり、

ことに対しましての市の対応につきましては、市民からも強い不満が出ておりますので、両先，，.
2

、、、JF
0

・、、
ー・・，
.‘

りということで、非常にいま、国の方からも、教育に対してのいろんな圧力があるわけです。

輩のお許しを得まして発言をさせていただきます。ぜひ 74年から♂ 3年までの国の財政の中で、教育費の占めていたバ一セントが、その中で、

もう一つの 20周年を祝うべき年でありま昭和 58年は日野市にとりまして、実は、昨年、7 5年で 12. 7 %あったものが、それからだんだん下がってきて 83年では 9.9%こういうふ

もちろん、米国カリフォルニア州レッドランズ市と日野市との姉妹都市提携 20周年のした。それが、やはりいまのこの子供たちにも影響しているというふうにうに教育予算が削られて、

ことであります。そもそもこの縁組みは、当時すでに姉妹都市提携を始めておりましたお隣立あいます。そういう中では、教育基本法の中で、第 10条では、教育の目的を遂行する に必要

まだ日野町の時代で川市の桜井市長の仲介で持ち上がったものであります。昭和 37年 7月、
!
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な諸条件の整備確立を目標として行わなければならない、こういうふうに述べております。ぜ

あります。古谷町長並びに当時の町議会の後押しで話はスムーズに進み、約 1年の交際期間をこういう日野のひ、教育の充実のためにも憲法、教育基本法をこの市政の中に生かしている、

昭和 38年 7月15日の第 2回臨時町議会におきまして、全会一致で姉妹都市提携経まして、，
I
J
1
1
f
z
 

日野市の子供たちに来ないように皆さん方と一行政でございますので、いろんなしわ寄せが、

の議決がなされたのであります。ちなみに、共産党の米沢議員の当時の町政ニュースによりま緒iこし)(_，¥教育諸条件をつく ってし暗たし、というふうに思っております。これからもぜひいまの質問を生か

アメリカ帝国主義の戦争政策の一環であるからということで、共産党だけは反対をしたすと、していただいて、これからの教育行政に当っていただきたいというふうに思います。これで終わります。

こう書いてあります。何と右手にオリーブ、左手に原爆、恐ろしい見出しをつけて書いのだ、
f
、
.，‘

h
PR

小・中学校の校庭整備促進に関する質これをもって 13の2.0議長(高橋通夫君)

これがずっと後まで森田市長の足を引 っ張る ことになります。てございます。実は、聞を終わります。

日野さて、東京都下では、立川市、大島町に続いて 3番目ということでございます。以来、これに御異議ありお諮りいたします。議事の都合により暫時休憩いたしたいと思いますが、

市長さんも古谷太郎さんから有山忠さん、古谷栄さんへと変わっていは町から市へと成長し、ませんか。

昭和 48年 4月までの 10年間、いわゆる保守市政時代の 10年間は、市きましたけれども、( r異議なし」と呼ぶ者あり)

レベルの交際が続いていたのであります。当時の事務報告書を開いてみますと、昭和 47年度御異議ないものと認めます。よって暫時休憩いたします。0議長(高橋通夫君)

までは、毎年渉外関係の項目にきちんと載っております。主なものを拾ってみますと、昭和38午前 11時 23分休憩

レ3 9年の 4月、レッドランズ市助役のw.コーフ ェーさんが来庁しております。年の 7月、5介再開1時午後

日野市長有1 0月には、C・パーカーさん夫妻が来庁されております。ッドランズ市の市長、休憩前に引き続き会議を開きます。0議長(高橋通夫君)

レッドランズ大学助教授4 0年の 1月、山荘さん夫妻がレッドランズ市を訪問しております。姉妹都市レッドランズ訪問団への対応についての通告質問者、馬場弘融君の質問を1 4の1

4 3 4 2年、多数の児童画の交換が行われております。
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のクラークさんが来庁しております。7 
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これだけであります。いかに森田市政の 10年間がレッ ドラれたクリスマスカードのコピー、日4 4年 2月、カーペンさんが来庁しております。レッドランズ市中学校教諭のA.年 6月、

ンズ市との姉妹都市交流に冷淡であ ったか如実に示す ものだと思います。こうして姉妹都市交レツド4 6年 12月、野市議会議員の吉冨繁枝さんらがレッドランズ市を訪問しております。

流にとりまして、冬眠ともいえる 10年間が過ぎ去ったわけであ ります。葛西氏夫日野市助役、4 7年 4月、ローリーさんが来庁されております。ランズ市水道部長、

レッドランズ市長のケネス，さて、 議員諸兄も御承知のように、一昨年、昭和 57年の 8月、観光協会の主催ということで、妻が市長の御名代としてレッ ドランズ市を訪問し、このときには、

ロス氏御家族がプライベートと はし可え来庁をされました。こ ちらは冷淡に扱っていたのに向こ秋山祐雅氏外 16名の一般市民及び市議会議員も訪問をしておりまして、今後の交流拡大に大

うから再会のきっかけをつく ってくれたのであります。 先ほど申し上げましたように与党第一
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日野では、市長選挙がござ昭和 48年 4月、きな希望が出てきたわけであります。ところが、

党である共産党が、提携当初大反対をしておりますから、市長もこの対応には苦慮をされたかこの4月に新しし可レッドランいました。森田市長が当選をされた直後だと思いますけれども、

それなりの歓迎をいたしました。また、ともかく予算を補正をしまして、と思いますけれども、このときには新ズ市の市長カミングス氏夫妻が来庁しております。 とこ ろが、残念なこと に、

これまで交流を進めてこ られた観光協会を中心とした市民の方々も、彼らの御家族を大歓迎し
T 

しい市長でございます森田さんは応待をしておりません。

5 7年の暮れには、市の橋渡しで市内旭たのであります。これが非常によかったと思います。以上森田市長が誕生するまでの 10年間の交流をかいつまんでお話をいたしましたけれども、

レッドランズ市にホームステが丘にございます交通遺児育英会「心塾」の塾生 30名ほどが、このほかにもかなり多くの一般市民の往来が記録をされておりまして、いずれの場合も両市で

こうして交流再開への足がかりができたのであ ります。いよいよイをすることになりました。しかし、森田市長が登場以来、48温かい歓迎を受け、あるいは与え合っているのであります。

しかし、残念なことに姉妹都市民同士の交流が始まるかな、と私も期待を抱いておりました。レッドランズ市関係の記事がな年 4月のカミングス市長夫妻来庁を最後に事務報告書からは、

日野市としては、何の行動も起こしませんで市提携 20周年に当たる昨年、昭和 58年には、
くなってしまいます。議員諸兄も御存じのよ うに、 毎年の当初予算書総務管理費の中の渉外費、

これは森田市長のもとでは無理かな、半ばあきらめていたわけでありますが、そし7こ。 幸ムは、
もともと姉妹都市との交際費としてつくられた項目であったわけでありますが、以来これは、

んなところに再度レッドランズ市側から呼びかけが参りました。 これが、今回のレッドランズ
1， 0 0 0円のいわゆる科目存置のまま であります。 余談になりますけれども、実は、ずっと、

訪問団結成のきっかけとなったわけであります。レッドランズ市関係の資料を探してみ市立図書館に参りまして、私、今回の質問準備のため、

ベスウィック市長が就任をされたわ実は、昨年の暮れ、あ ちらでは新たに女性のキャロ ル.
ました。ところが、あのすばらしい日野市立図書館なのに、何と私が手にする こと ができたの

ことし 3月2日に、そのベスウィック市長から森田市長あてに新任あいさつけでありますが、
3冊だけであります。そのうちの 2冊は英語ここに持ってまいりましたけれども、は、いま、

コピーをいただいてまいりましたけれども、次のような内容があを兼ねた手紙が参りました。
もう一つのこれは、当これは子供の塗り絵のようなものですけれども、これと、の本ですね。

ります。
この三つだけでありました。姉妹都市の資料がわ時の交流の成果を示す広報のコピーですね、

も日野に来るからよろしく頼む。レッドランズ高校の音楽教師のウインターという先生が、V 

'-ずか 3冊とは余りにもさびしいと思うんですね。 これは、本題とは少し離れますけれども、

レッドランズ高校のマーチングバンド、要するに吹奏楽団でなぜ来るかというと 、う一つは、
の点については、最後に教育長のコメン 卜をいただきたいというふうに思います。

これに参加をすこれが来年の 1月東京で開かれる全日本マーチングバンドコンテスト、すね。
当時の広報、その他のコピー「姉妹都市関係資料」これは、さて、その少ない資料の一つ、

日本にやってくる。この下打ち合わせのために来るんだるために大挙 200人の子供たちが、
これを見ましでも先ほど申し上げましたように、昭和38年を集めたものでありますけれども、

この夏レッドランズを訪問するんだもし日野市の訪問団が、3番目に、ということ。そして、
4 8年から全くゼロに等しい。そから 47年までは、毎年実績が載せられておりますけれども、

こういう内容の書いた手紙でございます。

ウインター先生が来庁されました。いろいろな
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この手紙のとおり 3月の 15日に、

ったらば、一生懸命お世話をしますよ、

さらに、

よく見ますと一つだけありました。森田喜美男市長の名前が載って

レッドランズ市長から森田市長にあてら

もそも資料がない。いや、

いる資料がありました。それは、昭和 54年の暮れ、
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参加をしております。市の対応があいまいなために親御さんは、かなり不安をつのらせているr

‘f
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この辺のことは、私も実は予算委員会でちょっと質問をい下話をされてお帰りになりました。

わけであります。私は、今回の補正に、あるいは職員の派遣のための補正予算が出てくるかな4月15日号、こんなことから、市長もようやく重い腰を上げまして、たしましたけれども、

これから予算を補正をして職員を同淡い期待をしておりましたけれども出なかった。そこで、及び 5月1日号の「広報ひの」に 2回続けて姉妹都市訪問団募集の記事を載せたわけでありま

こうい(たおつもりがあ吾かどうか、ぜひ伺いあるいは市長のメ、ソセ ージを託す、行させる、これまでの経緯はともかくとして、市長がこの呼びかけを取り上げて市民の募集にす。私は、

たいと思います。これが第 3点。ただ一つだけ不思議に思いました。それ踏み切られたことは、高く評価をしたいと思います。

お隣の立川市のように定期的な市民、特に学生の第 4点目、今回の訪問団がうまくいけば、日野観光協会事この申し込みのあて先なんですね。市が受けるのではなくて、市役所内電は、

市民の中に、姉妹都市委員会のよう交流も可能になるかと思います。市がリードをする形で、
t 

f こうなっているわけであります。なぜ市が表に出ないのか、不審に思ったわけでありま務局、

こうし、それへの補助金を出すとか、あるいは交流事業の委託金を出す、なものをつくらせて、5月15 す。それはともかくといたしまして、市民からの反応は、かなり強うございました。

たとえば立川市の場合、姉妹市委員会という組織ったことは、いずれ考えられなし、かどうか。日まで江締め切りまでに申し出た人が約30名いらっしゃし可ました。これまでに 5月10日、そして、 6月

1年交代で 6人の学生を 4週がありまして、市の補助金は年間 70万円でありますけれども、社会人がの1日の2回の説明会も行われまして、最終的には、中学生、高校生九大学生が約16人、

間向こうに送っております。1 1人の合計27人男女別では、男が 15人、女が 12人こうしづ最終申し込みがなされたわけであ

第 5点、来年の一月初句に 200人からのレッドランズ高校のマーチングバンドの一行が訪ります。しかるに、このように訪問団は完全スター卜を切っているの仏いまだにこの訪問団に対する

日いたします。恐らく日野にも来るかと思います。これらの対応は考えているかどうか。 早 く市。の対応がすっきりしておりません。レッドランズの市長から0乎びかけにこたえる形で、いわば、森田市長

歓迎の態勢ができるように努めるべきだと思いますけれども、どうで市民に働きかけをしてがゴーサインを出した事業だと思います。先ほど申し上げましたように、募集の申し込みを日

しよう。野市観光協会名で受け付けている。説明会でも市は集会をしただけで関係ないとか、あるいは

日野市立図書館にレッドランズ関係の資これは、先ほどちょっと触れましたが、第 6点目、こういった説明が職員はついていかないんだとか、あとはすべて旅行業者の責任で行うんだ、

これだけは教育長の方から料が非常に少ない、これを充実をさせることはできなし、かどうか、ありまして、当日集まった市民の大部分の方から、市の対応には、強い不満が示されたわけで

御答弁をいただきたいと思います。これからも日野市の名前は、完全に消えあります。説明会で配られた計画書がございますが、

どう考え自治体が結ぶ姉妹都市というものの世界平和への意義について、市長は、第 7点、これでは、いわゆる 一般の旅行業者が募集をいたします普通の海外旅行てしまっております。

市長のお考えを伺いたい。ているか、1 2年ぶりに姉妹都市を訪れる市民の団と全く同じ扱いになってしまいます。このままでは、

お答えに応じて再質問をいたします。以上 7点一応質問を終わりまして、また、訪問団とは、とても言えません。

馬場弘融君の質問についての答弁を求めます。市長。0議長 (高橋通夫君)そこで、以上申し上げた事実をもとに質問に入ります。

御質問にお答えをいたします。0市長(森田喜美男君〉第 1点は、今回の訪問団のことを含めて、 一体姉妹都市の関係は、どこの諜が担当なのか。

まず、いわゆるカリフオルニア州レッドランズ市との姉妹提携ということが、昭和 38年のこれをまず教えていただきたい。

ころ行われたということは、私も日野市民の 1人として、当時の情報というんでしょうか、ほ第 2点、今回の訪問団について、なぜもっと市が表に出て実摘をしないのか。市の公式訪問

その問に、いわゆる善隣友好の交流がある。んの薄い記憶として承知をしております。そして、団にせよとまでは申し上げませんけれども、市が何らかの形で認知するようなことはできない

その気持ちに全く特別の差はないつもりでおります。

ちょっと今回のいきさつをお話ししなが

われわれも市政を担当いたしましてから、

いま、具体的なことに触れて質問がありましたから、

つdq
u
 

A
吐

でしょうか。何といっても姉妹都市提携 20周年なのであります。これが第 2点であります。

この訪問団には、中学生が 4人、高校生が 10人
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第 3点、先ほども申し上げましたように、



かりといたしまして、進めていきたい。そのことが一番この将来に向けてよろしいという認識ら、ある意味では御理解もいただきたい、このように思っております。姉妹都市の担当という

これは、渉外事項ということで、企画財政部企画課が、事務分掌として所管をしており そしたがって、市が表に出ないで、なるべく表に出ない形で気持ちをつなごう、であります。のは、

日野市民の……( r何言っているんだ、公式のものじゃないか」と呼ぶ者あり)お使いして、これまでの経過の関係上、観光協会との関連におきまして、商工経済謀、産業しかし、ます。

という意味を達成しよう、そういう ことであり ます。メッセ ージを託するとか、それから、依

‘

t

、、J
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i
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ということがあると思っております。経済課が人的な関係でわりあし、かかわりを持ってきた、

「ロシアとやれや、てめえの勝手にもちろんそういうことはいたします。(頼文を出すとか、それから、市が、なぜ表に出なし可かという今回の訪問団といいますか、訪問バーティーといい

しろ、議員に対してだまってくれとは何んだ、一体、ふざけている」と呼ぶ者あり)回答して
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「団ですよJと呼ぶ者あり〉この関係でございます。いままで時に触れて御指摘もますか。(

「ふざけるなJと呼ぶ者あり)聞いていただきたいわけですから、いる際にはなるべく ・・・ ・・・・・・ (いただいておりましたし、市民交流の形で提携のこの友好関係をなるべく位置づけ、広げてい

回答がわからなし 1から言っているんだよ」と呼ぶ者あり)静「だまっていろとはなんだい、、，

‘E3
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したがいまして、何か制定の当時に、米沢議くということは結構なことだと思っております。

「ちゃんと回答しろ、まじめにやれ」と呼かにお願いをしたい、こういう気持であります。(員が云々をされたというそれらのこと は、私は全く関知し 1たしませんし、そのために足を引 っ

ございましたこれからの発展ということは、期待ぶ者あり)訪問団がうまくいけば、先ほど、この日本側の自治体と、それからアメリカ張られるなんていうこ とも毛頭ありません。ただ、

こう思っております。また、今回のこの発想から、この予算を公式に使うといをいたしたい、側の自治体とは、大いに性格を異にしておるわけでありますし、大切なところは、私は市民交

う形はとっておりません。幸いに、花形君というこれまでのかかわりを持ってきた職員がおり日野市という公的な立場で、あるいはレッドランズ市の公的な流であるこのように考えます。

ますので、彼に特別指示をいたしまして、い ままでつなげてまいっておりますので、この市が立場でということには、多少これまでにも食い違いがあったように思っていますし、むしろ、

引率をするという形ではなくて、団編成において、行動はしていただける。こういう仕組みに

レッドランズ市の高等学校のマーチンなれば幸いだと思っております。それから、来年の春、

できるだけの歓迎郎、たさなければなりませんし、 一部にホーグバンドですね、が見える際には、

ちょうど正月の 4日からというムスティをしたいという御希望があるやに聞いておりますが、

日本側の生活対応としてうまくいくだろうか。その際には、時期になりますので、果たして、

心塾のその摘設といいましょうか。あるいはこれまで心塾の寮生ではありませんが、心塾のか
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この友好提携が俣たれてきているし、その延長をなるべく善意な方向で市民レベルにおいて、

また、深く市民レベノレで、交際が拡大をしていく、それが私は、むしろ、両市の関係を長く 、

こういうふうにつなげたいという考え方であります。提携といいましでもね、国際関できる、

係の友好同盟であるとか、あるいは公文書の交換でありますとか。条例を制定したとか、そう

それから、提携市がこの一面公式いうことではないわけでありまして、要するに日野市民と、

また市民の理解をつなぐ、共通にする。これこそ私は、な面も大切でありますし、一面には、

かわります、いわゆる交通遺児育英財団の関係の高校生が一度行っておりますので、そういうなかなか一つの団体このように思っております。それで、今回の試みは、一番大切なことだ、

このように考えております。大体友好関係は保っていきたい、意味でのお返しといいますか、これは多分にやってみないとわからない、 ( rできたんです」と呼ぶが編成できるかどうか、

質問に対しては、以上でありますが、何か特に意識して積極的でない、と いうことではなくて、( rやる気がないから」と呼者あり )ということであります。それで、第 1回目の募集には、

長期にいい友好関係を維持するには、特に姉妹都市としての関係を若い人たちに託し手ムは、2回目で も3回目でも、一一 ま£者あり)2 0名にかなり届かない状況でありました。私は、

こういうふうに考えておりますから、そのようにまともに御理解をお願いをしたい。こたし¥「そうだ」と呼ぶ者あり)2回目でも 3あ、だまってください。 話をしているんですから、

う思っております。こういうふうに指示をいたしてまいりました。回目でも間に合うまで募集をしておきなさい、

教育長。0議長(高橋通夫君)2 7名に達 した。比較的期待しておりましたとおり、中学生や高校ょうやくその数が、現在、

2 0年間この長い期間に 3冊しか市立図

お答えいたします。0教育長(長沢三郎君〉

昭和 38年、姉妹都市としての提携を結んで以来、
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このよう

に思っております。そういう形で、つまり青少年を中心とした今後の交流を今回のことを足が
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生が多いわけでありますから、ちょうどホームステイをお願いするにはふさわしし¥
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もう一度お願~)します。この件について…・。いうふうに考えるわけです。( r本当にないんです」と呼ぶ者あり〉このこと自体に問題も書館に資料がないということ、

市長。0議長(高橋通夫君)
4
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ι
4
4A
'
t

出かけていく時点では、十分予ありますし、特に、今回出かけていく学生諸君にしてみても、

向こうからも市を代表するという形で私の知る限りでは、お0市長(森田喜美男君)そういうような考え方も当然学生である以上持たれること備知識を持って出かけていきたい、

迎えしたということではないわけでありまして、心の通い方というのは、むしろ形式にとらわだと思います。いまの御質問に対しまして、資料関係につきましては、図書館長とも十分連絡

その形にも余りそのこらない方が私はよろしいんではないか、このように思っておるれない、こう考えております。を取って充実をさせていきたい、

そうして、おつき合いの仕方というこわけでありますので、そういう友好の気持ちの通じ方、
ι

1
1F

、.F
t

馬場弘融君。0議長(高橋通夫君〉

こういう考え方であります。職員がそのために団体というとを、むしろ大切にしていきたい、市長の答弁が全く気に入らないんですね。第 1点のことについ08番(馬場弘融君)

そういう形は、今回の場合は予定をいたしておりませんし、行わない編成で市が引率をする、たまたま人的なつながり等もあって、たとえば企画課が一応担当なんだろうけれども、ても、

ということであります。こういうふうなことですね、実際どっちがど産業経済課の花形さんがやっておられる、現在、

馬場弘融君。0議長(高橋通夫君)企画課が担当ということでよろもう一度これ伺いますが、うなのか全くわからないんですが、

引率をしてくれと言っているんじゃないんですね。旅行社がち08番(馬場弘融君)
-
1
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もう一度。しいですか。

ゃんといるんですよ。近畿日本ツーリストという旅行社がちゃんと入っているんです。そこで市長。0議長(高橋通夫君)

一切のお世話はしてくれます。それ以外に日野市としての対応をはっきりするために、職員を渉外一般ということで、月IJ段レッドランズ市だけではないわ0市長(森田喜美男君)

1人連れていったらどうか、この海外でありますとか、いわゆる渉外という分野のことは、企画課が担当すると もう一度お願いします。こういうことを言っているんです。けですが、

市長。0議長(高橋通夫君)r

h
〉

申し上げました。

職員を派遣するというには、その手続も要りますし、予算の0市長(森田喜美男君)これまで語学が、かなり堪能であるということと、企それから、花形君を特命した意味は、

こともありますし、そういうことは行っておりませんから、いままである内部のシステムの中こうし、画にいましたり、観光関係の仕事をやっておりますから、適役だと思って特命をした、

で、方法があれば何か考えてみたいと思います。?、、j
'

h

t
A
a司

( r特命ですね」と呼ぶ者あり)うことです。

馬場弘融君。0議長(高橋通夫君)馬場弘融君。0議長(高橋通夫君)

ちょっと可能性のありそうなお答えをいただきましたので、次08番(馬場弘融君)次の2点目と 3点目をあわせて伺いますが、確かに市民レベル08番(馬場弘融君)

に移りますが、ぜひ検討をしていただきたいと思います。日野よくわかるんです。それはそれとして、の交流が第一義に必要だという市長のお考えは、

自治体が結んそれから、最後の 7点目には、恐らく市長お答えがなかったと思うんですね。1 2年ぶりなんです。これだけの人数で姉妹都市であるレッドランズを訪問するのは、市民が、

世界平和といいますかね、そういうものに対して、かなり意義でいる姉妹都市というものが、中学生もいらしかも、子供さんもたくさんいるわけですね。子供さんというと少し失礼かな、

があるんだという認識が、最近とみに高まっております。どうしてかといいますと、アメリカっしゃるんです。そういう団のフォローといいますかね、間違いがないようにという形でつい

これまでなりまソ連とか、そういう大きな国がだんだん肥大化してきまして核兵器が、とか、て同行していく職員がぜひとも必要ではなし 1かというふうに思うわけです。これまで、市長は、

国が自分の国の国民を十介守ってあげることができなくなっているわけですね。そういすと、何らかの形で続けてきたとは言っていますけれど、実際このクリスマスカードの交換ぐらいし

う中で、国がだめならば、自治体同士が、むしろその国の枠を補完するような形で、市民レベ

ルの交際を広げていく。こういうことが、ひいては恒久平和に役立つのではないか。こういう
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ょうやくまた始まりそうな雰囲気があるんですから、行政としても、向こう

こっ

かないんですよ。

の行政体といろんな話をしてくる。そういう意味でもぜひ職員の同行が必要ではないか、

-436ー
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いつまでやっても次の時間がなくなりますけれども、終わりま08番 (罵場弘融君 )

自治体同士の国際交流、市民レベルの交流とい申し上げましたけれども、すけれども、いま、

日野市は、うものが、私は、これからますます重要になってくると思います。そういう意味で、

この火をぜひ消さぜひ、せっかくつくった、先輩がつくってくれた外国の都市との交流関係、

ないでいただきたい というふうに思います。そ して、いずれは、ほかの固と の日野市の市民レ

ということを申しこう いった形の行政を進めるべきではないか、ベノレの交流ができるように、

この点について の質問を終わります。上げまして、

姉妹都市レッ ドランズ訪問団への対応これをもって 14の10議長(高橋通夫君)

に関する質問を終わります。

森田市長の政治的偏向性(市民本位の公正な市政を取り戻すために)につ1 4の2.次に、

いての通告質問者、馬場弘融君の質問を許します。馬場弘融君。

3期 11年間も続いた森田市政でありますから、素直に申し上08番(馬場弘融君)

これまで議会のたびに指摘をしてまいりましたしかし、げて評価すべき点もかなりあります。

ように、欠陥も多いわけ であ ります。今回は、それら森田市政の欠陥の中で、特に最近市民か

らの不満の強い市長の思想的偏向につきまして、具体的に指摘をし、それらに対する市長のお
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考え方が出てきているわけであります。そういう点について、私は、姉妹都市レッドランズと

日本全体のことを考えても大きな意義を持ってい日野市だけではな くて、の関係という のは、

ると思うんです。こ の辺についての市長のお考えを伺いたいということでございます。

市長。0議長(高橋通夫君)

これまでのお答えの中で、そういう気持ちは、表明したとい0市長(森田喜美男君)

世界平和というと大げさでありますが、要するに市民レベルの友うふうに考えております

好関係の中で、平和が行き届く ということ の認識は、私も十分感 じておりますし、いい仕事で

ある 、こ のように思っております。

馬場弘融君。0議長(高橋通夫君)

よく「反いまの市長の答弁は、すごく不満なんです。市長は、08番(馬場弘融君)

そういうふうな発言をされますが。私は、それはいいと思うんです。「平和」云々だとか、核」

世界のいろんな国民が知り合う、特もっ と大切なのは、しかし、決して悪い とは申しません。

これが本当の意味で将来の平和に役お互い同士肌を触れ合って交流をし合う、に若い時代に、

つんです。単に、平和、平和、反核、反核ととなえるだけが平和運動じゃないんです。ですか

日本の周これは第一歩かもしれない。将来的には、ら、今回のこのアメ リカ のレッ ドランズ、

考えを伺いたいと思います。憲法第 15条第 2項に、すべて公務員は、全体の奉仕者であっ て、

この場合の公務員には、国家公務員法や一部の奉仕者ではなし、。こう いう規定がございます。
中国にしても、朝鮮にしても、いろんな国との交流ができれば、こんないりのソ連にしても、

地方公務員法に規定をされております、いわゆる 一般職の公務員ばかりではなくて、国会議員
いことはないんですよ。その第一歩だと思うんですね。第一歩としてのこの交流をぜひもっと

国務大臣、都道府県知事、市町村長なども含まれておりまして、いずれも全や地方議会議員、
t、

もっと重要に考えていただきたい、私は考えているわけです。 市長、 もう一度お答えをいただ

体の奉仕者であります。もちろん、一般職公務員に対する厳しい政治活動の規制とは異なりまきます。

して、議員や市長などの特別職公務員には、政治活動の規制はありません。むしろ、それぞれ市長。0議長(高橋通夫君)

の政治信条に基づいて、政治的発言をし、行動をとることが、社会全体の福祉向上に資するこ意味する気持ちの上では、そう差がないと思っておりますが、0市長(森田喜美男君)

とになる。こう考えられているからであります。たとえば、私ども議員は、多数の人員をもっ
何か市民レベルでやったんでは、それの意味が薄いということ は、私ないと思っておりますか

て議会を構成をしておりまして、個々の議員は、ある問題が起こった場合、それぞれの政治的

立場に基づいて、あるいは左、あるいは右と 、極端な議論を闘わせ合う。そのことが、結果と

「し、や、そんなことは言ってないんですよ」と呼ぶ者あり〉やっぱり市民レベノレの交流lっ、

して、その問題に含まれているすべての要素をはっきりさせる。一般市民の理解や判断を助け
関係を貫く方法で、そして背景にあります両方の自治体でありますとか、あるいは両方の固と

ることになるわけであります。ですから、議員の場合は、選挙戦における発言がもろに議会内
これが為政者を動そういうことで、交流関係をすることが、いうよりも国民でありますとか、

の発言に結びつきますし、イデオ ロギー的な発言をすることによって、結果として社会全体のかす大きな手段であるというふうに思いますので、そういう意味での発展拡大は、バラ ンスを

しかしながら、私は、市長のようにたった 1人しかいない自

治体の長の場合、また、政治的中立性を求められております一般職公務員を統括する立場にいる
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奉仕者になり得るわけであります。
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とりながら十介やっていきたいと思います。

馬場弘融君。0議長(高橋通夫君)



わけでありますから、議員とはちょっと事情が異なってくると考えております。もちろん、市

長とは申しましでも、 議員と同じように選挙によって選ばれるわけでありまして、たとえば、

保守系だとか、 革新系とか、中道とか、それぞれ基盤とする政治団体や、組織の違いを明 らか

にして、 選挙戦を戦う ことになります。ですから、選挙のときには、 もろにイデオロギー的な

演説をぶつけ合う、こういうことが十分あり得るわけであり ます。しかし、選挙が終わり、当

選をする、ーたび市長となった場合は、それまでのあたかも地域を二介するかのような選挙戦

は、一切忘れなくてはなりません。全市民のための市長として行動し、行政を公平に運営して

いく必要があるからであります。そ ういう点で、市長の政治活動というものは、議員の立場と

は全く異なるものであると考えられます。自己の持つイデオ ロギーや、政治的立場を超越して、

全市民的立場に立ち、要するに市長の中立性といえるかと思いますけれども、私の今回の質問

は、こうい った観点から伺わせていただき ます。

第 1点でありますが、市長がこれまでにお書きになった文章、あるいは講演等の内容に偏向

はないかどうか、という ことであ ります。市長は、対外的にはほとんど文章を書いていらっし

ゃいませんね。たとえば各種団体の機関紙だとか、記念紙などのあいさつ文はともかくといた

しまして、ほとんど外部には文章を書いておられない。ですから、私が当たりましたのは、広

報ひのに載せられた市長の文章、毎年度第 1固定例会官頭に行われる施政方針表明、それと昭

和 54年の 1月8日からスタートをしました職員向けの月曜スピーチ、これは、庁内ニュース

という形で全職員に配られております。こういったものでございます。これらを順を追ってチ

ェックをしてみたいと思います。

まず市長が初当選直後の広報ひのに、昭和 48年 5月15日の広報ですが、市長の最初の文

章が載っております。 I市民の皆さんへ」という題です。 実にいいことが書いてあります。平

和と民主主義を第ーとする市民本位の市政、憲法を暮らしに生かす市民参加の民主的市政とか

ありまして、最後に、私は、日野市長として、私を支持された方と否とを問わず、 1 1万市民

の市長として、公平に奉仕せねばならないと考えております。こう書いてあります。非の打ち

どころがありません。すべてこのとおりやっておられれば、私は、こういう質問はし 1たしませ

ん。実際あと広報に載せられた市長の文章は、すべて当たってみましたけれども、多少気にな

る表現はありますが、ほとんど公平であるといえます。言ってみれば、たてまえ論が、載って

いるせし、かと思いますが、と もかくこの点については、合格であります。
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次に、毎年の施政方針表明、昭和49年、 5 0年、これまた、実に公平な文章であ ります。

5 1年、これは、ちょっ と気になる個所がござい ます。政府は、財政危機の原因を人件費と行

き過ぎた福祉政策にある と宣伝し、こういう文書があるんですね。これは、宣伝でも何でもな

いんです。どう控え目に見ても、半分は事実です、 宣伝でも何でもない、 しかし、この程度は

許せる範囲であります。翌 52年の施政方針、これは、実は前に、広報ひのについての質問を

いたしましたときに、指摘をいたしましたので、 繰り返しませんけれども、市長選挙用の全く

の個人宣伝用の文章であります。 これは 100%偏向している と言わざるを得ません。もう二

度と こんな恥しいまねをなさらないように強く申し上げておきます。その後、 5 3年から 57 

牛ーまでは、前段のと ころで、 国の政策に触れると ころもありますけれども、おおむね公平な文

章であります。ところが、昨年 58年からにわかに国の政策への極端な批判が目につくように

なってまいります。 こと しもさきの議会で、指摘をいた しましたとおり、全く同様でございま

す。( I政府が変わったからだよ」と呼ぶ者あり)生活に身近な福祉や教育予算は厳しく抑え

られるほか、防衛費の突出のみが目立つ財政運営は、過去の時代にとった財政政策のつけが回

ってきたものとはいえ、異常としかいえないものを感じます。これは 58年、 ( I共産党の機

関紙だろう」と呼ぶ者あり)いま、いい不規則発言が入りました。共産党の諸君は、こ のとお

りお考えでしょう。先ほど私が前段で申し上げましたように、議員は、こう いう発言をするこ

とは自由です。恐らくこれに対して、いまの政府を擁護するわれわれの立場からすれば、全く

逆の発言が出てくると思います。しかし、市長は、その中間にいなければいけなし、。それが、

私のきょうの質問の趣旨であります。続いて昭和 59年、この政府予算案は、防衛費の突出の

反面に、社会保障、文教などの生活関連の予算抑制に象徴されますように云々とこういうふう

にな っているわけですね。これについては、さきの予算審議のときに申し上げましたから、く

どくど申し上げませんけれども、いずれもこと政府に触れるところは、政府反対の立場をとる

共産党の諸君や社会党の諸君の言い方の受け売りなのであります。どうして急にこんなに偏っ

た見方を書くようになったのでしょうか。繰り返しになりますけれども、私ども議員の文章な

らば、これで私何も申しません。左、右両方の議論を聞いた一般市民の方々が、それによ って

公正な判断をするのに役立つわけです。しかし、市長は、公平でなければならない。一番初め

に申し上げましたように、森田市長自身が最初の就任の文章の中で、述べられておられるとお

り、全市民の市長としては、公平な発言をしなければならなし、からであります。どうひいき目
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に見ましでも、 これは、市民の半分の声 しか聞いていない。偏っていると言われでも仕方が

ないと思います。しかしながら、私は、本来寛容な性格ですから、まだこの程度ならば、何と

か許せます。革新市政だから、この程度ならば仕方がなし可かなということが申し上げられます。

しかし、もっとひどいのが、実はあるわけであります。それがこの庁内ニュースに載せられて

おります。月曜ス ピーチ、市長の全職員に対するス ピーチでございます。これは、実は全部読

むのに大変だったんです。 54年 1月にこれ始まっ ているんですけれども、ほとんどのスピー

チに目を通してみました。いろいろありましたけれども、中でもひどいなというものだけをコ

ピーをしてまいりましたので、 JI買を追って読んでみます。

5 4年の 1月29日号、ポイン卜だけしか読みませんけれど も、権力を中央に集めよ うとす

る反民主封建勢力と闘っ て、 活力に満ちた自治の とりでを構築をするときが来た。こういう反

民主封建勢力なんていう言葉は、ちょっとね時代錯誤じゃなし可かなと思いますしね。( 11江戸

時代」と呼ぶ者あり)信じられないと思うんですね。次、昭和 54年の7月2日号、東京サミ

ッ トがあ った直後なんですね。東京サミット (先進国首脳会議〉は、過剰警備とすさまじい交

通規制で、国際的な不評を残して過ぎ去りました、こうあるんです。 確かに、共産党の諸君、

社会党の諸君は こう思うでしょ う。しかし、すべて悪い面だけだ ったかと いいますと、やはり 、

いい面もあったんですね。サミットのことを書くんならば、両方をやっぱり公平に書いてくれ

なければ困ると思うんですね。片方の論だけに載っている文章だと、私は考えます。次、 54 

年の 8月の 13日号、これは、憲法のこと を言っているんです。 憲法を守るという ことはいい

んですよ。私も、現在の憲法を守ることに賛成ですから、 しかし、この文章非常に気になるこ

といっぱい出ているんです。時が立つにつれ、この憲法の崇高な理想、を忘れて、都合の悪 しと

する一部勢力から、何かと言いがかりをつけて空洞化しようとし、皇室や旧国家主義(I日皇国

史観)を持ち出して云々とい うようなことがありまして、現状は、憲法を守り発展させようと

努力する側と憲法を空洞化して、中身を変質させようとする側に分かれる今日の日本的政治地

図は、こ の辺からおかしくなる、恐らく戦争と新憲法を制定の基礎を忘れた民主主義を不都合

とする人たちの言説が国民を惑わせているものと、私は考えざるを得ません。こう言っている

んですね。民主主義を不都合とする人たちの言説というのは、こういう人が、いまいるんでし

ょうか。恐らく全部の人が、民主主義はいいと思っていますよ。それを、民主主義を不都合と

する人たちの言説云々、こういう表現が出ております。次、昭和 55年の 5月の 19日号、恐
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らくこれが一番悪いんじゃなし可かと思うんですね。平和に対する逆流や、国民不在の政治動向

には、市民の判断で答えを出そう、これはいいんですね。こういう題材なんです。それで、韓

国のことをファッショ的な態度なんていうことがあるんですが、中国のこと、中国がミサイノレ

を完成させてよくないというようなことを言っているんですね。それはともかくとして、わが

日本では、米国の、これよくわからない、米国の日本軍事同盟からの強要に追随し、わが日本

では、米国の日本軍事同盟からの強要に追随し、憲法上の情(味。を忘れた防衛論争にはずみがか

かっています。防衛力増強論のみならず、エスカレー トした論議が一部勢力によっ てはめをは

ずしたノ¥ッスルぷりとなっています。大体日本、これは日米軍事同盟という意味かな、軍事同

盟つ であるんですかね、これは、後ほど教えていただきたいんですがね。さらに、国会のこと

を言っているんです。国会では、これはちょうど内閣の不信任案が可決をされたときなんです。

野党からの内閣不信任案の決議案が、よもやと思う中で、可決をされるというハプニングを起

した。で、これらいずれもが、何と異常なこと、国際的にも、園内的にも不安をかき立てて、

平和や民主主義に反する不明朗なでき ごとと 言わざるを得ない ことばかりですと書いてあるん

です。どうして、野党から内閣不信任案が出されて、それが可決される というハプニングが、

平和や民主主義に反する不明朗なで きごとなのでしょうか。これは、憲法にのっとってあた り

まえのことなんです。あたりまえのことなんですよ、これ。どうしてこういうことを書くのか、

私わかりません。さらに、次にもっとまだ前時代的な文章があります。このようなことは、い

いですか、市長よく聞いてくださいね、天を恐れず、また、国民不在の権力亡者の思い上がり

のなせる所業としか、私には思うことができません。いいですか、もう 1回読みますね。 この

ようなことは、天を恐れず、また、国民不在の権力亡者の思い上がりのなせる所業としか、私

には思うことができません。これね、偏向云々はともかくとして、この用語的にも、内容的に

も全くひどい文章ですね。とてもわが市長のス ピーチと思えないんですよ。 これは、ひどいも

のだと私思います。さらに、 もっといっぱいあるんですけれどね。昭和 57年の 11月の 29 

日、これは、中曾根内閣が誕生した後のス ピーチですね。これは、中曾根内閣が誕生しました

云々あって、今回の非論理的、あるい は反動的政変とこういうこと を言ってい るんですね。ど

うして中曾根内閣の誕生が非論理的で、あるいは反動的な政変なのか、これは、市長の考え方

なんですね。その次に、それを受けてフランスの新開では、これを日本の堕落と評されている

と聞きましたなんていうことを書いているんですね。ちょっとこれ余りにもひどいと思うんで
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す。 さらに、昭和 59年の 5月7日、ことしの5月7日です。これは、憲法記念行事、実行委

員会の憲法記念行事のことかと思うんですが、先ほども言いました ように、 ある先生のお話の

中で、いま、 日米軍事同盟の中の軍事上の現実が云々 、こういう ことがあるんですね。 2回出

てきたでしょ う。 日米軍事同盟とい うこと、これどこ にあるのか私教えて もらいたいと思いま

すけれども、こういうことを書いてあります。最後になりますが、 59年こと しの 5月21号、

ちょっと対照がちょっと気になるんです。自然環境の破壊のこ とをちょっと言った後で、人の

世界では、ソ連のロスオ リンピック不参加が明らかにされたり 、いいですか、これと対比する

のが核装備のアメリカの軍艦が日本の近海に近づくなどこういうふ うになっているんです。

( r事実じゃなし 1か」と呼ぶ者あり)はし¥これも事実かもしれません。 しかし、核装備のア

メ リカの軍艦が日本の近海に近づいているならば、恐らく ソ連のやはり同 じよ うな核装備の軍

艦も日本の近海にもっとたくさんある んです。そのこと も書いて いいで しょう。それを書かな

いで、ソ連の方を書くには、ロ スのオ リンピック不参加とい うことを対置しているんです。 こ

の書き方は、非常にこう偏っ ている と言わざるを得ません。こ れ以上やりますと時間がなくな

りますので、 この辺にしておきますけれども、これらをま とめますと、 要するに、現在の政府

への非常に悪意に満ちた批判が多いとい うこと なんです。それと、ア メリカだけを悪者にして

いるんです。 ソ連のことについて一言もないでしょ う。ソ連側のこと には全く触れてないんで

す。さっきのロスのオリ ンピックの不参加とこ れだけなんですよ。どうですか、市長、これら

偏向しているというふうに、私は、思う んですが、心、かがですかね、共産党や社会党の諸君は

これでいいというでしょう。 しかし、反対側の方々はそうじゃないと思うんです。もっと真ん

中を市長というものは公正にやっていくべきだ、 御自分でもおっしゃっているんです。この辺

について、ぜひ、お伺いをしたいと思うんです。

さらに、この庁内ニュース、市長のス ピーチですね、これは、先ほども言いましたけれども、

一般職の公務員である職員に対する放送で言っているんです。地方公務員法 36条に一般職の

公務員は、政治活動を規制されている、というこ とになっているわけでしょう。同じく 36条

の第 5項には、本条の規定は、職員の政治的中立性を保障することによって、地方公共団体の

行政の公正な運営を確保する、こ ういう趣旨で運用されなければならない。 これに抵触してい

るんじゃないですか。

そこで、質問の第 1点、これらの市長がみずから書いたり、お話しになったものについて、
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いま、い ろいろ申し上げましたけれども、市長は、ど う思 うか、と いう こと をお伺いをしたい。

特に、強く申し上げました反民主封建勢力とは何か。民主主義を不都合とする人たちとは、ど

ういう人で、ど ういう説であるのか。日米軍事同盟は、一体どこ にあるのか。天を恐れず、国

民不在の権力亡者とは、だれのこと か。内閣不信任案が、与党一部の造反で可決される ことが、

どうして平和や民主主義に反する不明朗なできごと なのか。中曾根内閣の誕生が、どうして非

論理的、あるいは反動的政変なのか。 こういう こと に対するお答えも含めて教えていただきた

い。こ れが第 1点。

第 2番目は、市の主催の講演会の講師、及びその内容に偏りがないか。 これも実は、生活環

境部とか、企画財政部関係でいろいろ資料を調べたんですけれども、特に憲法記念行事、これ

を調べてみたんです中心に、当初は実にいい ですね。りっぱなものです。昭和 49年の成媛大

学の佐藤竺先生、 りっぱな憲法学者です。昭和 51年の市川房枝参議院議員、この方もりっぱ

な方です。りっぱな講師です。昭和 57年までは、合格点なんです。とこ ろが、 58年、 5 9 

年と続きまして、この憲法記念行事に、 中央大学の教授の大原光憲先生とい う方が講演をされ

ているんです。市長は、この方大変お気に入り と見えまして、こと しの 2月の 25日に、コミ

ュニティーを考える集い、七生公会堂であったんですが、こ の講師としてもお呼びになってい

る、都合 3田市が連続してお呼びになっているんです。私は、こ の先生のお話を憲法記念行

事で 2固とも伺いました。特に、昨年の 5月のときの内容が、非常に悪かったですね。偏って

いました。共産党ぴったりのお話をされていました。ど ういう こと を言ったかといいますと、

自分の住む町では、 自介とまともに話をできるのは、共産党の議員だけだ。 (笑声)本当に言

ったんですよ、これ。私、メモ したんですから、保守系の議員は話もできない。それから、中

央線のベ、ル ト地帯には、革新自治体が多い、だから、非常に進んでいますね。 こういうことな

んです。最近崩れてきているんです。 これね。さらに、東京都政を語ると ころでも、鈴木都政

には、全く触れないんです。そして、すべて美濃部都政はよかったですね、という発言だけで

した。いわゆるマル系の学者だな、という ことがすぐわかるような講演内容です。私ども、保

守系の議員としては、聞いておりまして、いっこう出ょうかなと思って、非常にこうばつの悪

い話のできない保守系議員なものですから、ばつの悪い思いをしたことを記憶しております。

ことしの先生のお話は、多少こう市長が言ったのかな、それほど偏向してませんでした。こと

しの講演内容は、ちょっと気になるところはありましたけれども、まあまあ、あのくらいなら
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いいで しょ うとい うような感じは持ちま した。 しかし、こうい った偏向的な講演をされる方を、

市が、憲法記念行事と称してお呼びする 、どう考えて も市長おか しし、。 私は思います。

これについて市長、どう思われるか。第 2点。

第 3点、はしよってやりますが、こ れは、今議会の冒頭古賀俊昭議員が、緊急質問で取り上

げた庁内での職員による政治的署名運動について伺います。秘書課長が、 多分市長の命を受け

て各部長にお願いをし、各部長が、各課長に回した。ある者は署名をし、ある者は断ったとい

うものでございます。現物のコピーがここ にあります。こ れね、大日本朝鮮人総連会中央本部

というと ころが出しております。いわゆる北朝鮮系とい うとこ ろが出している署名のお願いな

んです。内容は、表書きが、朝鮮とア ジアにおける核戦争の危険を防止 し、朝、米、ソウル当

局の三者会談を支持する署名、ここ までは問題ないんですよ。次に、 1、 2、 3、三つあるん

です。細かいと ころが、第 1点目、私は、朝鮮とアジアでの核戦争の危険を防止 し、朝鮮問題

を平和的に解決するため、これからよく聞いておいて くださいね。朝鮮民主主義人民共和国、

米国、南朝鮮当局の問で三者会談を開く ことを支持します。わかりますか。朝鮮民主主義人民

共和国…… (r南朝鮮てど こにあるか」と呼ぶ者あり)だけが正式の国名なんですよ。日本は

承認している云々は、別問題といたしまして、こ う書くならば、米国という とこ ろは、アメ リ

カ合衆国なんです。南朝鮮なんていう のはないんです。 大韓民国とい うんです。明らかに これ

だけでもちょっとへんだなあ と思わなくちゃいけなV ~O 私だ ったら これ直して回しますよ。 も

しこれをやるにしても、三者会談を開く こと は、私いい と思 うんです。でも、と もかく この三

つだけを見ても、ちょっとまず名前がおかしいなと思うんです。

次に、第 2番目、私は、朝鮮民主主義人民共和国とアメ リカ、 今度はアメ リカになっている

んですね。アメ リカとの間で、平和協定を結び、南北相互間で、不可侵宣言を採択する ことを

支持します。 これも名前については同じ ことです。内容についてはまだ触れません。

問題は、第 3番、私は、南朝鮮からすべての核兵器を撤去させ、アメ リカ軍を撤退させるこ

とを、ここは求めますと書いてある。実は、 ここのとこ ろは、古賀議員の緊急質問のときには、

発言なかったでしょう。そう ですね。隠しちゃったんです。これが一番問題なんですね。 3番

目。これね、地方公務員法 36条の規定に違反するかどうかという ことは、こ こでは触れませ

ん。その問題はおいておきます。ただ、市長がやらせたのか、あるいは黙認をしたのか、私は

わかりませんけれども、いずれにしてもこういうふうに片一方に寄った政治的な内容を持つ署
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名を職制を使って庁内でやらせた。これを要と市長考えていますか。

さらに、いま言っ た国名の問題、国の名前、これはおかしいと思わなかったんですか、第 1

点。

それから、アメ リカ軍の南朝鮮からの核兵器、ア メリカ軍の撤退。 これをうたっているでし

ょう。じ ゃ、われわれ北朝鮮の方に何があるか、わからないんですよ。ほかの軍隊が駐留して

いるかもしれなし¥ してないかもしれない、わからな心、それに対して もわからなかったらや

っぱり書く べ きでしょ う。 たとえば朝鮮全土から とか、そういう形をすべきだと思うんです。

駐留軍の撤退を求めるとか。片方だけの撤退について触れています。北については不問です。

これも市長一方的だと思いませんか。細かい 2点目。

それから、第 3点目、そもそも 特に この3番目なんか、明らかな内政干渉なんですよ。大

韓民国という国があっ て、 そことアメリ カ軍とが交渉して、 あるいは条約を結んで中に核兵器

を持ち込もう と、 あるいは軍隊を駐留させよ うと、 それは、大韓民国とア メリカとの話し合い

でしょう。われわれが、ど うこういう問題じゃないでしょう、これ、 まして自治体の長が、 こ

ういう内容を持つものを職員に、庁内で回していいですか。内政干渉じゃないですか。 これに

ついて 3番目お伺いをします。いずれにしても非常に偏った政治的な内容だと思いますので、

じっくりお答えをいただ きたい。

以上大きく分けて三つありました。市長、 自分のお書きになった文章や発言された ことにつ

いての問題、それから、講演会の講師の内容の問題、それから、いまのこの庁内での署名の問

題、これらについて、すべて市長にお答えをいただきます。

0議長(高橋通夫君) 馬場弘融君の質問についての答弁を求めます。市長。

0市長(森田喜美男君) 私の表現した内容につきまして、偏向という観点でいろいろ

御注意をいただいたように思います。私は、 自分で考えまして、無党派の一個人といたしまし

て、あるいは行政の責任者、自治体の長といたしまして、偏向することがあってはならない。

個人的な思想信条の立場と、それから、公的な立場は、厳正に仕分けをして、日常を意を配ら

なければならないという ことには、特に強く感じておるものであります。意が余って言葉足ら

ず、説明不足等もありまして、いま、御指摘のようなことで、多少触れているということだと

すれば、 これは、まだ徳の至らざるところであるというふうに受けとめております。なるべく

市民に広く公平に、また、公正に理解をしてもらう 、そういうことで、なお、欠けるところが
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あるという指摘でございますので、謙虚に反省をしてし可かなければならない。こう思っており

ます。どう思うかということは、そういうこ とでございます。たとえば、用語の中で、 日米軍

事同盟という日米安保条約だったことの別な言い方でありますが、これは普通新聞等にも使わ

れておる場合のあるものだ、こう思(ております。その辺は相当軍事的なものが、だんだん強

まっておりますから、そういう表現も一般新聞にまで出るようになったから、こういう感じあ

ります。

それから、大原光憲先生、これは私は、 りっぱなお考えの持ち主である。 このように思って

おります。特に、先生のいいところは、自治体に対しまして、大変地方自治ということに理解

がある、そして、地方自治の本旨と申しますか、地方自治の制度あるいは地方自治から取り組

むべき市民運動の立場、日本でいま一番われわれもまた模索している 一面の新しい都市像、新

しいあるいは市民像、こ ういうものの一つの考え方を比較的正確にお話のできる方だ、こ のよ

うに思っておりまして、憲法の集会と申しましでも、 いつもたとえばごみと下水でありますと

か、この市民生活の立場からの発想で記念行事を行っておりますので、こ の講演をしていただ

くのにはふさわしむ 1し、近い学校ですから、これからもいろんな意味で、交流をしていただくこ

とは、大切だ、このように思っております。

それから、署名のことにつきましては、内容のことはともかくといたしまして、いま、指摘

される内容にも多少無理があるところもある。それから、誤解を招いたということ自体がよく

なかった。こう思っておりますので、その意味での反省は、こ の問、心境として申し上げたつ

もりでおります。それで、人の思想には、いわゆる価値観からおのずから成り立つものがある

と思っておるわけでありまして、私は、日ごろ、 日本の憲法が非常にすぐれた内容と表現を持

っておるということを、また、あの考え方が、将来を通じて、園内にも国際社会にも適用され

る、 一番中心的な発想であるというふうに考えておりますので、それから逸脱するようなこと

は、私の多少まだ勉強不十分な点だと、このように思っておりますので、一層市民の責任者と

して、少なくとも信頼をされる、そのことのために努力をしていこう、こ ういうふうに考えて

おります。( r了解」と呼ぶ者あり)

0議長(高橋通夫君〉 馬場弘融君。

08番(馬場弘融君) しかし、市長は、上手ですね。 一生懸命勢い込んで質問いたし

ますと、はぐらかすのが、まことにお上手だ、改めて感服をいたしたような次第でありますが、
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それにしても、私、かなり具体的な質問をしているんですよ。私、わりと質問を具体的にして

いるんですが、実にこう大まかなといいますか、お答えだったんですけれども、少し繰り返し

てお伺いをします。反民主封建勢力、いいですか、どういうことですか、反民主封建勢力、そ

れと 、国民不在の権力亡者、天を恐れず、国民不在の権力亡者、これどういうことですか、教

えてください。

0議長(高橋通夫君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 反民主封建勢力というのは、( rおかしいでしょ」と呼ぶ者

あり)確かに表現としては、おかしいと思いますが、近ごろ、反動右翼でありますとか、ファ

シズムでありますとか、そういうものもなきにしもあらずだということもあるわけであります

から、それらを指しておるというように考えていただきたいと思います。

0議長(高橋通夫君)

08番(馬場弘融君)

馬場弘融君。

何度も聞いても仕方がないと思いますけれども、少なくとも、

議員がこういう言葉をどんどん使ってお互いやり合うというのは、議場をにぎやかにしますか

ら、いいと思うんですよ。しかし、私ども 15万市民の代表でしょう、市長。それがね、私、

もう 1回言いますよ。天を恐れず、国民不在の権力亡者とか、反動的な政変だとか、言葉をも

っと選んで、もう少しきちんとした文章を、あるいはお話をしてほしいと思うんです。恥ずか

しいですよ、これ。たまたま、これ余り外には出ませんからいし、かもしれません。ただ、職員

は全部聞いているんですよ。これ本当、ぜひ市長、特に、この月曜スピーチの内容については、

厳選に市長自身がチェックをされて、あなた御自身が初めに当選をされたときに、広報に発表

されたように、いいですか、 1 5万市民全体の市長なんだ、公平な立場をとらなければならな

い市長なんだということを常に頭に置いて発言をしてもらいたし¥というふうに思うわけであ

ります。

それで、最後の署名ですね、市長も大分反省をしておるということでございますが、確認を

いたしますけれども、これから二度とこのような形のものはやらせませんね。は っきり明言を

してくださし、。

0議長(高橋通夫君) 市長。

0市長(森田喜美男君) そういうことを御指摘いただくまでもなく、反省しておると

申し上げております。( rよろしい」と呼ぶ者あり)
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0議長(高橋通夫君) 馬場弘融君。

08番(馬場弘融君) 市長は、その表向きといいますか、たてまえでは、実にきれい

な言葉を述べておられます。恐らく一般市民に対する言葉は、どこでもそういう形の発言にな

っているんではないか、というふうに思います。私は、これらを調べてみまして、 特に庁内ニ

ュース、市長のスピーチ等を調べてみまして、 私が思った以上に森田市長というのは、偏向

しているんだなということを再確認をいたしました。もし、これからもこのような姿勢をとり

続けるならば、私は、より一層森田市長との対決姿勢を強めていかなければならなし¥という

ことを強く申し上げておきまして、私の質問を終わります。ありがとうございました。

0議長(高橋通夫君) これを もって 14の2. 森田市長の政治的偏向性(市民本位の

公正な市政を取り戻すために)に関する質問を終わります。( I休憩Jと呼ぶ者あり〉

お諮りいたします。議事の都合により暫時休憩いたしたいと思いますが、これに御異議あり

ませんか。

c r異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(高橋通夫君) 御異議ないものと認めます。よって暫次休憩いたします。

午後 4時 15分休憩

午後 4時 32介再開

0議長(高橋通夫君) 休憩前に引き続き会議を開きます。

却率が大変高いのであります。ごみ処理費用は、年々増額の一途をたどっております。比較的

容易に埋め立て処分地を確保することができた十数年前とは様相が一変し、最近は埋め立て処

分施設が、立地問題だけでなく、清掃施設、焼却炉等の高価な建設費を免れない状況となって

きており、さらに、環境公害問題も十分配慮する必要性が出てきて、公害防止施設費等の増加

に伴い、大変資金のかかるごみ処理事業であります。無制限にごみ処理費用のために、必要な

予算を組む ことができればよいであろうが、現実は、ウナギ登りにふえざるを得ない清掃事業

費が、行政の財政を圧迫し始めているといえるようになってきたのであります。わが党の三多

摩政策部会で、三多摩 26市における ごみ収集に関する実態と清掃費の財政分析を行い、そ の

結果を見ますと、ごみ収集に関しては、可燃、 不燃ごみとも委託 8市、 直営 5市、 どちらかを

委託、または一部委託は、 1 3市であります。さらに収集回数は、ほとんどが週 3回行ってお

りますが、毎日回収しておる市も 4市となっております。日野市の 57年度年間総ごみ量は、

3万 5，220トンで、 1年間 1人当たりでは、 239.4キログラムとなっております。高い市

を指数 100といたしますと、日野市では 78点となり、ごみ収集量の少ない分類に入ります。

さらに、可燃不燃ごみ 1人当たりの収集処理費を比較してみますと、収集経費では、市民年間

1人当たり 1，804円で指数 27となります。処理経費では、市民年間 1人当たり 3，349円

で指数44であります。さらに、ごみ収集経費処理費用の合計で見ますと、市民 1人当たり

5，1 5 3円で指数 38であります。 26市中武蔵村山市に続いて 2位の効率的事業形態といえ

る結果になっております。以上の収集と処理の効果的事業形態は、全面的に民間委託方式の結

果が、大事であると考えられます。しかし、 清掃職員の日々の努力の姿勢も伺えると ころであ

ります。 この数値には、環境保全、有害物対策、安全性、サービス面は、数値としてあらわれ

ませんので、今後サービス面等で比較検討する必要もあると思われます。

第 1点の質問といたしましては、こ のような効率的な数値があらわれたのは、職員の努力と

研究が大と思いますが、普段の努力、成果等をまずお聞きいたします。

第 2点といたしましては、ごみ収集にダス トボ ックス方式を採用されたのは、昭和 46年か

らで、ごみ収集の合理化と衛生的取り扱いであったとされております。この方式は、いつでも

自由に捨てられる便不出生のメ リッ卜に比べて、交通安全、作業員の安全性、悪臭等のデメリッ

卜もありますが、多くの市民の生活に大変定着しております。昨年、広報に突然ボックス方式

ではなく、ノfッカー車を用いた袋収集方式と報道され、委員会、議会等で検討されてまいりま

1 5の 1 清掃業務の課題(特に有害ごみ問題)と広報活動についての通告質問者、馬場繁

夫君の質問を許します。

C 7番議員登壇〕

07番(馬場繁夫君) それでは、通告に従いまして、一般質問をさせていただきます。

決められた場所にごみを置いておけば、収集するシステムが、現在では当然、となっておりま

すが、このシステムが実摘されたのは、明治 33年とされ、近代的なシステムとして、確立さ

れたのが、 清掃法が制定された昭和 29年以後と言われております。昭和 38年ごみを焼却処

理する方針を厚生省で定めて以来、全国各地におきまして、焼却場が建設され、現在に至って

おります。ごみの処理状況といたしましては、日本では約 60%が焼却されていると 言われて

おります。焼却率の高いデンマークでさえ 35%程度の焼却と言われております。さて、アメ

リカでは 90%ぐらいが、埋め立て処理であると聞き及んでおります。国の狭い日本では、焼

-450- T
i
 

に
d4

 



したが、その後どのように進展されておりますか。さらに、作業員の安全性の問題であります

が、府中では、可燃ごみを収集するいまのクレーン車にかわって、メーカーと共同で開発を行

いまして作業員がスイッチ一つで車にごみを積み込まれる ことができるクシーンバッカー車の

使用を始めております。市民の多くから要望されておりますボックス方式の継続と作業員の安

全性、作業能率の面より、クレーン車方式から、クレーンパッカ一方式の採用を検討する必要

があろうと思いますが、どうお考えになっているか、お聞きいたします。ごみ減量の基本は、

いかに資源のサイクノレ化を図るかと言われております。人類は、自然界に働きかけ必要な資源

を取り出して有効に利用し、また、 自然界へ還元する ことに よっ て、 生存してまいりまし

た。生活活動に伴っ て排水された不用物を自然、還元サイクルに のせることであり 、さ

らに 、生活環境を保全 し、資源の浪費を最小限にとどめることが必要であると言われ

ております。

第 3点の質問といたしましては、粗大ごみ、不燃ごみの資源回収事業は、どう されているで

しょうか。また、資源ごみ回収事業協力団体が、 5 3年に発足され、古紙類、金属 くず類、空

き瓶類、衣類を廃品回収業者へ回収しておりますが、回収実績では、発足の 53年では 228

トン、 5 4年では 1，02 2トン、 55年になりますと、 499トン、 5 6年では 47 8トン、

5 7年におきましては、 384トン、 年々回収実績が低下してきております。資源ごみ回収事

業協力団体が発足されますと、 1万円の奨励金が支給されておりますが、今後資源ごみ収集量

により奨励金が支給されるよう、また、団体の育成により 、理解と協力により、ごみ減量、清

掃費の軽減につながってまいりますので、今後十分育成を検討していただきたいと思います。

第 4点目といたしましては、製造原料カレットのことでございます。カレットとは、ガラス

くず、特にガラス瓶のことを呼んでおります。消費生活水準の向上多様化により、飲料に対す

るニーズの多様化拡大に合わせ、種々の飲料容器を登場させております。これは、不燃ごみの

増大の課題と一部では言われるよ うにな ってきております。日野市におきましで も、市内 1カ

所に業者がドラム缶を指定の場所に設置し、カレッ 卜がドラム缶にいっぱいになりますと 、業

者がそれを処介している と聞き及んでおります。ごみの減量につながりますし、清掃業務費の

かからぬ減量方法でありますのでカレットの回収方法を今後十分検討していただきたいと思い

ます。

質問 5点目といたしましては、早急検討課題だと思いますが、粗大ごみは、破壊処理され、
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5種類に分別され、不燃ごみ、高分子類は可燃ごみとーー緒に焼却されております。最近ダイオ

キシンが、ごみ焼却炉の残灰等に検出されたと報道されており、厚生省の専門家会議では、安

全宣言が厚生省に提出されたと言われております。しかし、その発生源は、プラスチックとも

言われており、さらに、炉内部の高カロリ一化のため炉の損傷を防ぐためにも早急の検討を必

要とするのでありましよう。新炉につきましては、旧炉同様の取り扱いとされております。国

立の清掃課長は、廃 ビニールの容積を減らすために、固化させて処理経費の節減を図るため、

ヒ"ニーノレの処理研究に成功されたと聞いております。ビ・ニ ールを溶かして冷やし、形成したご

みは、燃料としても採用できると言われておりますが、今後粗大ごみから区処された高介子類

は、焼却されぬよう十分検討していただきたいと思います。

以上 5点につき まして 、まず答弁の方よろしくお願いします。

0議長(高橋通夫君) 馬場繁夫君の質問についての答弁を求めます。清掃部長。

0清掃部長(大貫松雄君) まず第 1の質問でございますけれども、 日野の場合、清掃

費が非常に少なく 、効率的であるというお褒めをいただきました。そういう中で、一応一般会

計の中で占める割合が、清掃費、これは年次的に違いますけれども、大体 8から 9%を占める

わけでございます。特に これからの焼却炉等の建設に基づきまして、工事費がかなり膨大にな

りますので、占める割合は、一般会計の中で大きいと思われますけれども、先ほどのお話の中

にありましたように、 日野の場合には、全部民間に対しての収集は、委託を行っております。

そういうことで、特に、収集面の費用は、大分他市と比べますと、 金額の面では少ないものが

あります。私の手元にある資料がありまして、たとえば収集経費ですね、下から 3番目、それ

から、収集と処理費ですね、これも工事の関係を除きますと、 2番目という ことで、 非常に清

掃費は効率的であるというふうな費用があります。まず、直営と委託という関係で、先ほど言

いましたように、日野の場合には、全面委託でございます。そういうことで、先日 、新聞にも

載っておりましたけれども、お隣の八王子の場合には、これは全面直営でございます。 1 トン

当たり収集にかかる経費が 2万 5，920円、それから、当市の場合、 トン当た り8，96 8円、

これは 57年度でございますけれども、八王子の場合、約 3倍近い費用がかかっております。

そういうことで、先ほど、 議員さんの御質問の中にありましたように、ふだんの要するに職員

の努力、それから成果というふうなものもあわせた中で、効率的なこれが要因でなかろうかと

思っております。ごみ量に見合った適正な台数と処理施設の条件が適正に絡み合った効率的な
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要因だという解釈を持っております。

第 2点のボックスの収集方法という ことで、一昨年、一応交通関係も中で、一応ボックスを

クレーンからパッカー車にというふうな検討した結果、打ち出しました。その後、清掃部の中

で、ボックスにかわるべきものの容器を検討してきております。そういう中で、 先ほど、お尋

ねのある ように、府中市に、あれはし 1まのクレーンは、上に乗りましてごみを上から落として、

四隅に足等でかきならしております。非常に危険な作業でございます。そういうことで ござい

まして、クレーンで積みまして、それで、あと足で四隅に散らさずに要するにバッカ ーという

んですか、押して作業員が乗らずにできる方法を採用しております。そういう中で、一応日野

市としても、まず基本的な考え方としては、収集方法の中で、 特に安全性、効率性を考慮 した

ルそういうふうな ものの中で、一応今後、 積極的な方向でまいりたいと思っております。

それから、 5番目のプラスチックの関係でございます。確かに国立の課長さん、これは、私

はよく御存じの方でございますけれども、プラスチックは、実際に埋めてもこれは腐りません

ので、やはり埋め立てするより も、何かの資源化した方がよりよろしいと思います。特に、原

料が石油ということもあり ますし、そういうことの中で、いま現在厚生省の関係の機関の中で

も、こ れを再利用化するというふうな研究がなされております。そういうことで、当市でもそ

の時点で、ぜひ、 埋め立て、 単なる埋め立て、それから焼却しないで、 一つのリサイクルの中

にのせたいというふうに思っております。以上でございます。

を設けております。そういう中で、今後より安全で、効率的なものを考えていきたいというふ

うに思っております。

それから、第 3点目のごみの減量とリサイクルの御質問でございます。現在、ごみの減量と

0議長(高橋通夫君) 市長。

0市長(森田喜美男君) この際、 ちょっ と第 2番目のダス トボックス方式が、その後、

袋収集方式を打ち出しながらどうなっているかということ をあち こちで問われるわけでござい

ますので、やや明確に方針を申し上げておきたいと思 っております。袋収集にどうして ももっ

ていかなければならない地域性条件というものもあることは、事情として変わっておりません。

それから、もう一方には、団地等で固定的に置き場がすでに町づくりの中で用意をされている。

そういう場所があるわけでありますから、それらの現実によく マッチさせま して、そして、い

ま、特に答えておりましたあるメー カーが、いわゆる、 上部からごみを収納してパックする、

こういうクレーンパッカ一方式といえる ものを考案をいたしておりますので、府中で一部採用

したということ も聞いておりますが、この方式を十分見きわめて将来とも固定的にボックスの

置けるところは、その方式を確立するべきではなかろうか、ということ をいま検討を進めてお

ります。先ほど、 実務研究者の会合を持ちまして、十分検討することということを指示いたし

ております。それから、その他の将来ボックスを撤去しなければならない場所、これにいろい

ろな中間的な容器を検討してみておりますけれども、これはという採用し得るものは、まだ見

出しておりません。道路交通法のこともありますし、将来は、やはり一部には、この袋収集と

いう方式を恒常化していかなければならなし可。そのためには、いわゆる市民感情としての格差

の意思が生れ得る こと もあり得ると思っておりますので、その際には、地域の環境整備のもと

になるような何か手だて、あるいは個々に若干の袋を配っていくというふうなことで、施策の

バランスを図りたし 1。このように考えまして、いま、それらのことを検討いたしております。

以上のことだけ特につけ加えて、こ の際議会に現状の取り組みを御報告させていただきます。

収集方法にしたいという考え方、これが基本的な考え方でございます。そういうことで今後、

収集をされる収集業者と、それから、われわれも収集方式の実務研究、これは、実際に研究会

いうこと の中では、 幾つかのごみの減量をしていく中の要因があると思いますけれども、先ほ

ど御質問にありましたよ うに、回収団体ですね。これは、子供会とか、 老人会とか、自治会と

か、そういうふ うな回収団体が、 58年です。現在、 185団体 ございます。回収実績は、

先ほどお話がありましたよ うに、そ のときどきで若干相違がございますけれども、 58年度で

は、 8 7 7トンの回収をしていただきま して、売り上げが、 708万 3，000円の実績があり

ます。そういう ことで、 一番最初冒頭の清掃費の非常に日野は ごみが少ない という中で も、こ

れがある程度影響しているんではなし可かと思っ ております。そういうことで、今度は、やはり

1万円の当初この回収団体を設立する とき、 1万円のそうい う何というんですか、敷金ですね、

そういうふ うな ものを出しておりますけれども、今度は、やはり 売り上げに基づいたものを、

やはり一つの奨励的なものを考えていきたいと思っております。

それから、 4点目のカレッ トの関係でございますけれども、これは、神奈川県の橋本を過ぎ

たところに、山村ガラスというふうなガラス工場がございます。そこで、一応カレットを回収

してございます。市内に 1カ所そういうふうなドラム缶を設置して、それで業者の方が回収に

来ているということで、実際にいま、 1団体は行っております。これをやはり減量、 リサイク
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0議長(高橋通夫君) 馬場繁夫君。

07番 (馬場繁夫君) 特に、今後の状況におきまして、ボックス方式か ら、 袋詰めに

やむを得ず変更する場合が、 懸念される場合は、議会並びにその地域の住民の方に十分時間を

かけて、 よく理解した上で、 そ うい う方向に変更 してい し そ ういうことをよく 申し添えてお

きたい と思います。 さらに、クレー ンバッ カ一方式は、 3トン車でい ますし、現在のクレー ン

車は 4トン車という ことで、 少し車自身 も小 さくなる ということで、非常に狭い日野市の道路

には適してい ると思いますので、今後積極的に対応するよ うにひ とつよろしくお願し、いたしま

す。

次に移ります。 ボタン型水銀電池 1個当たり水銀量が、 1，7 0 0ミリ グラムに対して、アル

カリマンガン電池 26 0ミリ グラム、マンガン電池は、わずかに 1ミリ グラムに過ぎないとさ

れております。厚生省は、薄型の水銀量は微量なので、 当面回収する必要は認められないとの

方針でありますが、園内で使われている乾電池は、薄型の方が圧倒的に多く 、 トー タノレ水銀量

は、水銀乾電池の 24 トンに対して、薄型 30トンが上回っております。清掃工場で焼却され

たときに 、蒸発する水銀量も煙突から空中に拡散されるもので、こ のままの状態が続けば、長

年蓄積され、環境を破壊しかねない問題だと い うこと を専門家では懸念されております。三多

摩地域 32市の全市町村が参加し、廃棄物最終処分の基本構想をまとめ、昭和 55年 11月に

2 5市町村で、東京都三多摩地域廃棄物広域処分組合を設立し、総面積 45. 3ヘクタール、埋

め立て容量 260万立米、向こう13年間は大丈夫という全国でも最大規模の広域廃棄物最終

処分地は、 4月1日より廃止されました。受け入れ廃棄物は、組合構成団体の 25市 2町から

発する一般廃棄物に限定を行し¥ 工場や破砕処理施設で前処理した可燃ごみの焼却残灰約 40 

%と破砕処理された不燃ごみ約 60%に限られおります。 さらに、日の出町、地元自治会との

間で公害防止、地域住民の生命、財産の安全を確保する ことを目的として、 57年 7月に、公

害防止協定を締結し、翌 58年 12月に、処分地の維持管理要綱、廃棄物の運搬方法、埋め立

て処分要綱等の細則を定め、乾電池等の分別収集を徹底するなど、公害発生の未然防止に最大

限努力するよう約束をしております。

わが党の千葉県本部で使用済み乾電池の意識調査を 4月 10日より 25日まで、県内在住の

1，556世帯を対象に面接調査を行いました。その結果から見ますと、使用済み乾電池をあな

たは、どうしていますかとの質問に対して、必ず不燃物と一緒に捨てる 62%、可燃物と一緒
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に捨てる 30.8 %、 電気庖に持ってい く6.3 %と なっ ております。 さらに、東京都が、実測し

たデー ターによりますと、 ごみの中の乾電池量は可燃物ごみ 1トン当たり 13.5個、不燃ごみ

1トン当たり 92.5個、混合ごみと計算いたしますと、 1トン当たり 36.5個となるそう であ

ります。ごみとして出る乾電池の約 3割が可燃ごみにまぎれ込んで焼却されていると東京都の

実測デー ターからも言われております。これは、千葉 市での調査とも符合しております。日野

市のごみの中の乾電池個数を東京都のデー ター より推定してみますと 、可燃ごみ 1年間に対し

て約 38万 7，000個とな ります。不燃ごみより1年間で59万 5，000個となります。可燃

ごみ、不燃ごみの両方からは、乾電池個数としましては、約 100万個が日野市で使われてい

るとい うように推定されています。日野市では、最終処分組合との埋め立て処分要綱等の細則

に従っ て可燃物より毎日 2人で手選別作業により乾電池を取り 出しており、可燃物の約 0.15 

%が乾電池量とされております。日野市でも、やっ と9月より乾電池、埜光管、体温計の有害

ごみの分別収集をする こと になりました。

そこで質問いたします。

第 1点の質問といたしましては、総 ごみ量に対する有害ごみは、現在どんな状況になっ てお

りますのか。

さらに、全国 494市町村が分別収集を実腕しております。 日野市におきまして も、いよい

よ9月より分別収集を実施する予定となりましたが、実前内容について、どのような方法で検

討されているか、お伺いいたします。日本電球工業界によりますと、 40ワッ トの盛光管 1本

の中には、平均 25ミリ グラムの水銀が含まれている と言われております。小金井市の場合は、

2カ月で約 5，000本の盛光管が集まり 、北海道の業者に送っているということでございます。

三鷹市では、壁光管をすべて割り破片を ドラム缶に保管しており、 1カ月 ドラム缶 10ないし

2 0本分も集まっていると言われております。壁光管は、折れやすい上にかさばり、処分方法

も未開発となりまして、お手上げ状態になっております。さらに、廃乾電池は、分月l取集して

もほ とんど処理されない状況であり、町田市では、保管電池がすでに 64トンを超えたと言わ

れております。日野市におきましても、4 トンを袋詰めにして保管している状況となっており

ます。廃乾電池処理は、各自治体におきましても、適正な処理をすることは、困難であり、メ

ーカーに引き取る ことが基本であろうと言われております。

そこで、第 2点目の質問といたしましては、 日野市ではどのくらいの盛光管、乾電池を保管
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する能力があると考えておりますか。さらに、国よりメーカーに対して、どのような働きかけ

をされておりますか。さらに、今後の見通しにつきまして、どうお考えになっておりますか、

お聞きいたします。

昭島市では、廃棄物の再資源の推進、ごみの減量、生活環境の保全等の目的のため、廃乾電

池の完全除去を目指すには、奨励金制度を利用しなければならない と考えております。 2月1

日より、 2月末日までの廃乾電池の収集量といたしましては、 手選別につき ましては、4.325

個、 分別収集につきましては、 7.470個、 奨励金制度につき ましては、 5.1 7 9個、合計い

たしますと、 1万 6，996個の廃乾電池を収集いたしました。 さらに、昭島市では、三つの方

法で廃乾電池を収集しておりまして、 回収率は、約80%を割っ ている状態だそうであります。

1 00%の回収を目指しているそ うであ りますが、町田市におきましても保管場所が満杯にな

るのは、 3年後をめどにデポジッ卜制を実施にこぎつけたいとされております。

第 3点目といたしましては、 廃乾電池を効率 よく回収するた めには、デポジット制を導入す

る方法が最もよいと言われております。今後、日野市におきましても、どう検討されているか、

お聞きいたします。

以上3点について御答弁をお願いいたします。

おります。そういう中で、では、日野の現状の対応策は、どうなのかということでございます

けれども、日野の場合に、要するに不燃物のボックスに大半が投棄されまして、これが清掃工

場の方にまいり まして、そして破砕の施設の中の ピッ トに入ります。そうしますと、それが、

破砕をされて 5選別にされまして、 鉄分の中に、これは 100%入ります。そういうことで、

まずその鉄分を広場に広げまして、そして、その中から 1個 1個手選別によって、まず抜き出

します。そして、あと残った鉄分は、有価物として売るわけでございますけれども、そういう

ことで、 まず一般の不燃物のボック スに入ったのは、現在 100%の抜き取りをしております

ので、 日の出の方の処分地には行っていないというふうに確信をしております。それでは、一

応現在どのくらいの量と、それから保管の年数はどうかといいますと、まず廃乾電池、これは

雨等にかかりますと腐食しまして、ちょうど茶色の濃いような液体が出ますので、これを雨に

かからないように大夫な袋ですね、袋に入れて現在場内の一角に保管しております。それが、

廃乾電池約 4 トンでございます。それから、壁光灯でございますけれども、これは一般的に、

水銀は埜光灯が割れるとその時点で蒸発をする というふうに言われております。ということで、

非常に保管がむずかしいものでございまして、 現在 500本の盛光灯を保管しておりますけれ

ども、 割れないようにダンボーノレに入れたり、それから、 ドラ ム缶に差し込んで、そういうふ

うな対応をしてございます。そして、その中で、園、それからメーカーに対する、要するにも

の、それから、今後の見通しということでございます。まず、園、メーカ ーに対しては、これ

は、われわれ 26市の中で、清掃協議会というふうな協議会をこれ東京市長会の下部組織でご

ざいますけれども、協議会をつく っております。昨-伝一応各メーカ一、それから工業会、そ

れから、東京都、それから、園、 特に厚生省で、ここに今後のメーカ ーへの協力の指導は、要

するに、園、都です。そういうふうなところには一応文書でもって、強力な指導をお願いした

い。それから、メーカー、工業会に対しては、デポジット 方式とか、要するにメーカーの責任

で回収をしていただきたいということで、現在の法律の上では、これは一般廃棄物ということ

の位置づ‘けの中で、市町村の固有事務というふうになっておりますけれども、一応今後やはり

有害的なものがというふうな観点の上から、業者に対しては、責任を持って回収をしていただ

きたし 1。それから、これは全国市長会等でも、乾電池等水銀含有廃棄物に関する決議というこ

とで、全国市長会の総会でも決議をしていただきまして、国に対して行っております。そうい

うことで、国、メーカーに対しての対応は、現在、積極的に各そういう協議会を通じて行って

0議長(高橋通夫君) 清掃部長。

0清掃部長(大貫松雄君) お答えいたします。 まず、ごみ量のうち有害ごみの実情と

いうことの中で、いま現在、どう しているかということでございますけれど も、 57ヰf度のこ

の乾電池の生産量というのが、これは、工業会の方の発表なんですけれども、 2 6億 3.000

万個という膨大な数でございます。そして、マンガン電池、これは通常昔からある電池でござ

いますけれども、これが大体 19億 1，000万個、 73%だそうでございます。それから、ア

ルカリマンガンこれが 3億 8，000万個ということで 14%、これが、いま問題にな っており

ます有害の廃乾電池でございますけれども、特に このアノレカリマンガ ンの対応という ことで、

これは、水俣病の原因になるということで、ことしの4月から広域処分組合、要するに、日の

出の処分地に日野市でも残灰、それから不燃物を搬入をいたしております。そういうことで、

いま議員さんの方からもお話のありましたように、地元が、かなりこの数が膨大なものであり、

また、水俣病の原因にもなるということの中で、地元が、かなり神経をとがらかすというか、

の関係で公害防止協定、こ の公害防止協定を広域処分組合と日の出町との間で、締結なされて
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いるところでございます。

それから、今後の見通しでございますけれども、先ほど、御質問の中にもありましたように、

分別収集を 9月か ら行う ということで、 手段としては、これは一般的に一般のごみと違いまし

て、わりあいに保管もにおいもなく、それから、そんなに多量に一遍には出ませんので、一応

保管袋というんですか、こ の保管袋を各家庭にお配りいたしまして、そして、 自のつくところ

へ保管をしておいていただきまして、ある程度の量がたまりましたら、電気応とか、スーパー

とか、各駅ですね、そういうところに一応 150カ所ばかしのところを想定しておりますけれ

ども、集積容器を設置しまして、そこまで運んでいただいて、そして、出していただく。それ

で、市の方がそこを定期的に回収して回る。それで、清掃工場の方に運び込むということを考

えております。そして、今度はそれを実際に集まって、先ほど言いましたように 4 トンばかし

の廃乾電池がいま現在、保管しているんですけれども、市長会の方から、広域処分組合の方に

対して、協同処理を行うように検討をしなさいというふうな、市長会からありまして、現在、

広域処分組合の事務局の方で、今後それをどう処分したらいし可かということを検討しておりま

す。これは、参考ですけれども、一応現在、北海道の十勝の方に野村興産というふうな水銀を

扱う工場がありまして、そこまで運ぶ要するに運送賃ですか、これが大体 5万円ぐらい、今度

はそこで処分する費用が 8万円、大体 13万円程度、これが実際にいま神戸市等では、こうい

うふうな処理方式を行っております。そういうふうなものを含んだ中で、今後の処理に対して

の対応をしていきたいというふうに考えております。

それから、 3点目の昭島市のこれは、昭島市は御存じのように、乾電池に奨励金を出して回

収しております。この中で、先ほど出ましたように、やはりあくまでもメーカー側です、メ ー

カ一側が、そういうふうな回収をするんだというふうな責任を追求していくという中で、確か

に昭島市としては、こういうふうなものが、かなり 80%の回収率ということでございますけ

れども、回収をしたという、ただ、ほかの市の担当の人たちに聞いても、 一応そういうふうな

考え方がございます。以上でございます。

0議長(高橋通夫君)

07番(馬場繁夫君)

馬場繁夫君。

質問第 1点の有害ごみの集積場なんですけれど、い まの答弁に

よりますと、近くのスーパーとか、電気屋さんのところに、大体 150カ所ぐらいの場所に集

積の箱を置いて、各家庭で集まった乾電池をそこで処理していただくということでありますけ
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れど、いろいろな各自治体におきまして、たとえばその一般ごみのところにそういうようなボ

ックスを置くところもありますし、市民の方にいろんな意見もあるでしょうから、その置く場

所につきましては、十分よく検討していただきまして、また後、いろいろな問題が起きないよ

うに対応を十介行っていただきたいと思います。

それから、次のまた問題に入っていきたいと思いますので、ボタン型の水銀電池

1個を焼却炉に抄入するだけで、排煙中の水銀濃度が一気に 30倍にもはね上が

ることが、東京都公害研究所の実験で明らかにされました。 電池公害をめぐっ

て論争が大きな波紋を投げかけました。通常の水銀濃度では、 f非力、、ス 1立方メー

トノレ中、 0.05から 0.1ミリグラムでありますが、ボタン型水銀電池 1個を抄入した瞬間、 1 5 

ミリグラムから、通常の大体 15倍から 30倍にも、はね上がったということであります。さ

らに、 1介間継続しますと、約 0.45ミリ グラムの水銀量を記録されております。アルカリ乾

電池単 3を按入した場合におきましても、通常の 4ないし 8倍の水銀濃度が上がると報告され

ております。また、世界保健機構では、ガイドラインを決めておりまして、大気中に、 1立方

メートル中に 0.015ミリグラ ムとされております。水銀が人体に有害であることは、水俣病

などではっきりしております。大気中に拡散した水銀が、どんな影響を及ぼすかは、まだ調査

研究中であると言われております。しかし、公害専門家の中には、水銀電池の使用量が予想以

上に急増しているので不安であると指摘されている。村田徳治環境自然研究所所長は、無機水

銀でも数ミリグラムの濃度でも中枢神経障害などを起こすと言われております。現在、健康被

害が出ていなし、からといって野放しのままでよいとは言えません。少なくとも廃乾電池を回収

し、さらに、焼却炉に対しても、十分安全値を確保できるよう 、有害物質除去装置を取りつけ

により、現在、将来とも安全であることが重要になってくると思います。

そこで、第 1点といたしましては、 「広報ひの」の 6月 15日発行によりますと、 「清掃サ

イクルに新威力Jとの見出しで、新焼却炉の公害に対する安全性が強調されておりますが、旧

炉に比べて新炉は、どのような安全性に努力されておりますか、お聞きいたします。

第 2点目といたしまして、発注仕様害により排ガス基準、排液基準は、環境基準を十分満足

し得る基準となっているのでしょうか。特に、塩化水素の基準値は、十分満足できる水準となっ

ておりますか。お聞きいたします。

第 3点目といたしましては、プラント運転によって発生する排水は、有機、無機系排水処理
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と大別されておりますが、焼却炉より排せっされた灰置き場の排水処理摘設は、仕様書等にお

きまして明確化されておらないよ うで もありますが、有害物質の処理は十分行われるか。確認

をしておきたい と思います。

以上 3点について答弁の方お願いいたします。

0議長(高橋通夫君〉 清掃部長。

0清掃部長(大貫松雄君〉 まず第 1点の現在の既設の焼却炉と、それから、 これからつ

くります新しい焼却炉の対比というか、新しい焼却炉の安全性をどういうふうに見ているかと

いう御質問でございます。現在、大気汚染防止法と、それから、東京都公害防止条例というこ

との中で、規制値は、現在の炉も いずれも一応規制値をクリア ーしてございます。既設のもの

の場合にもばいじんの濃度が、規制値が O.7グラムノルマノレ立米、実際にあそこから出るばい

じんの濃度が実測値として、 0.031グラム ノルマル立米ということ。それから、硫黄酸化物で

す、測数でございますけれども、これ も29. 7を 1.17ということです。窒素酸化物、これも

規制値が 300のところを 124、それから塩化水素も 70 0のところを 410ということで、

現在の施設も一応クリアーをしております。そういう中で、今度は新しい炉の計画でございま

すけれども、いまの炉よりもなお使用の面でも厳し く計画値を出しております。そういうこと

の中で、一応新しい炉に対しての安全性は、十分に確保できるというふうに考えております。

それから、塩化水素の基準値という ことで、 2番目の御質問で ございますけれども、塩化水

素も第 1点で言いましたように、現在の炉も一応基準値をクリアーしておりまして、そして、

これからの新しい炉も十分クリアーをするということで、一応塩化水素の場合、やはり 700

ミリグラムノノレマル立米に対して 48 9というふうに計画値を持っております。

それから、 3番目の排水に対しての特に水銀等の有害的なものでございますけれども、現施

設は、事務所の後ろ側に重金属の要するに脱水の装置の施設がつくってございます。その中で、

脱水計器の中でも、一応全水銀、カドミ 、PCB、ロ ッカクロム、枇素とか、こ ういうふうな

測定をしておりますけれども、これが、一応検出されずというふうな測定結果でございます。

それから、それでは→芯焼却したときのj献とれ処理水、これはどうかともうしますと、原水の場合で

すけれども、ロ ッカク ロム、これは、検出されておりません。それから処理水も検出されておりません。

全水銀の原水の中からは、0.0008ミリグラム原水から出ておりますけれと‘も、処理水になった場合、

一応検出されてございません。それから、PCDも同じく原水、処理水とも検出されてございません。
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特に、これから新 しい炉に対 して、一つの水銀対策ということの中で、キ レート樹脂によって、

一応吸着させるという新しい炉の中には、ものを取りつけて吸着させて防止をする。そういう

ふうな使用にもなってございます。以上でございます。

0議長(高橋通夫君〉

07番(馬場繁夫君)

馬場繁夫君。

ちょ っと、もう 1回お伺いします。確かに公害防止規定とか、

大気汚染防止法によりますと、国の基準でいきますと、確かに430ppmとい う一つの基準値はある

んですけれど、特に大阪府におきましては、 20 ppmという府で条例に定めておりまして、埼

玉県におきましても40ppmというふうに各自治体におきましても、そういう国の制限は、非

常になまぬる いということで、将来の危険性踏まえた上で、は、国の基準は、確かにクリア ーし

ても、将来にいろんな懸念を残してt¥く。それで、いろいろ規制しております。また、日本産

業衛生学会におきましで も、やっぱり 50ppmを一つのめどとして、規制したらどうかという

ような提唱もされておりますし、また、専門家の間におきましても、大都市近郊におきまして

は、50pp mが今後とも必要じゃなし¥かというふうに言われておるわけです。特に、その水質

汚染につきましては、非常に厳しいですね 0.005 ppmという厳しい規定があるんですけれ

ど、ほとんど乾電池におきまして、水銀等の有機物につきましては、煙となりまして煙突から

出ていくわけですけれど、水については厳しいんですけれど、そのようなその煙突については、

厳しい規定にな っておりませんので、非常に国の規準には、確かにクリア ーするでしょうけれ

ど、将来におきましては、非常に懸念もあると思うんですけれど、日野市におきましては、今

回塩化水素につきましては、30 0 pp m以下というような排ガス基準値をおいておるんですけ

れども、これは、将来とも危険性はないのか。また、後々いろんな問題が起こらないのか、そ

れについて再度お伺いいたします。

0議長(高橋通夫君〉 清掃部長。

0清掃部長(大貫松雄君) 煙突から出るばt¥煙中の水銀の測定、これは、一応6月

の4日に行っております。それを参考に申し上げます。一応 3検体を対象としまして、1回目

は、0.08ミリグラムノルマノレ立米、それから、 2回目が、 0.1同じく、それから、 3回目が0.07 

ミリグラムノルマル立米ということで、平均で 0.09ミリグラムノルマル立米になっておりま

す。そういうことで現在この水銀の測定値ということは、いま現在はごいません。ただ御質問

の中に、WHO、これ世界保健機構の中で、水銀の規制値が 0.01 5になっております。そう
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いうことの中で、いま現在は、東京都の清掃工場の測定とほぼ同様な数値ということでござい

ます。そういう ことで現在、これは危険性がないという ふうな判断を行って きております。ま

た、特にこういう規制値の場合に、いろいろと今後の中で、一つの規制値が変更がだんだんと

ある場合、やはりそういうことの中では、一応対応しなくちゃいけない、考えなくちゃいけないと

いうふうに思っておりますけれども、現在は、危険性はないというふうに判断しております。

0議長(高橋通夫君〉

07番(馬場繁夫君)

馬場繁夫君。

非常にその辺はむずか しいんですけれど、今後、厚生省も、ま

た東京都におきましても、煙突から出る煙につきましては、調査研究をして、近い将来は、それ

なりの基準が出てくると思しぜす。確かに、大阪を初め、非常に自治体でも進んでいるところにお

きましては、将来の予測を踏まえた上で、新炉を建設する場合の基準を設けてやっております

ので、特に、先ほど申しま したよ うに大阪につきま しては、20ppm、埼玉県については、40

ppm、それで、日野市は30 0 pp m、非常にその空気に大きな隔りがありますので、今後大き

な問題にならないように十分対応していただきたいと思います。また、新炉ができましてから、

改めてそういう条例に従って、 その公害防止の対策を考えますと、大変費用もかかりますし、

その間清掃工場を一時ストップということもありますので、大きな問題にもなりかねませんの

で、設計段階におきまして、工事の着工をする前に、将来の予測も十分考えた上で、対応をし

ていただきたいと思いますので、その辺よろしくお願いします。

それから、次に移ります。日本映像学会では、八王子市をモデル地区といたしまして、教育

空間研究会を発足し、市内にあります 17の大学同士、さら に、 大学と地域社会との聞にニュ

ーメディアの導入で大学の授業中継や地域社会のための公開講座の開催など順次具体化して/

王子の学園都市機構をフルに発揮させようと考えていると言われております。町田市におきま

しでも、都市型の有線テレビでは、全国初めての町田市民テレビが、来春の開局を目指して準

備中であると報道されております。武蔵野市におきま して も、地域生活レジャ ー情報など身近

なニュースを伝える新しい放送システムで有線テレビの設立の動きが活発化していると言われ

ております。東京都におきましても、ニューメディア時代の都の広報のあり方を検討していた

だくと言われております。いよいよニューメディアの時代も時間の問題となってきました。市

民アンクー ト調査におきますと、広報ひのを新聞折り込みでお届けしておりますが、お宅には

届いていますかとの質問に対して、 93.2婦が届いていると言われております。あなたは、広
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報ひのをどの程度読んでおりますかの質問に対しては、全部丁寧に読むとされて いる 人が、

22.6係、精読層は、 60歳以上の男性が 41婦、 20ないし 30代は16%の状況になって

おります。特に、地域に密着している商工サ ービス業者、主婦層の方が多いとされております。

5 8年 12月1日よ り、 59年 4月15日まで、ごみに関する広報は 6回載りました。そのう

ち有害ごみにつきまして、 家庭で一時保管してほしいというような内容につきまして、4回ほ

どその説明が載っております。しかし、読売新聞に「乾電池処分は、まだ理解不足」の見出し

で、日野市の消費者グループであります日野第三生活学校で市内の 268世帯をアンケート調

査を実施した内容が載っておりま したが、市の具体的な対策を知っておりますかと尋ねたと こ

ろ、わからないという のが 92.5 %を占めておりました。家にためるように、広報に出たとさ

れた人が 4人、連絡をすれば取りに来てくれるようになったと答える人が3人となっておりま

す。調査に当たった吉岡幸子委員長の談話では案外皆さん正確に知らないので驚きました。行

政は、もっと周知徹底してほしいとの話になっております。市民構成の多様化と行政活動の複

雑さが加わり 、情報のはんらんを考えるならば、行政が市民への周知徹底、さらに理解 と協力

を得るためには、広報は限界に来ているのではなt¥かと思われる節もあります。効果を上げる

ためには、広報を初め何らかの方法を講ずる必要があるでしょう。そこで、市民の媒体の変化

等も加え、新たな有効かっインパク トの強い伝達メディアの検討が必要と考えられます。映像

媒体の持つ最大の特徴である有効性を生かしたビデオ広報を最も効率的な広報活動であると考

えられます。たとえば清掃ごみに対する市民への理解と協力をするために、 ビデオを庁舎ロピ

一、 病院待合室、新築中の老人いこいの家、各銀行の支庖の待合室等に設置し、市民の皆さん

に見ていただく。さらに、図書館、自治会を通じて貸し出して、 さらに、学校教育の利用等に

活用を十分検射の必要性があると思います。さらに、清掃業務、ご‘み問題につきましては、市

民の皆さんの理解と協力を得るためには、企画部を中心として、 行政全般で対応する必要があ

ると思われます。

そこで、第 1点の質問としましては、ニュ ーメディア時代に向かつて広報のあり方、新放送

システムについて、 どう対応されるようお考えがありますか。お伺いいたします。

第 2点目と いたしまして、清掃業務のゴ ミ問題等につきまして、ビデオの活用により市民の

皆さんに理解と協力をしていただけるよう検討されるお考えがありますか、どうかこの2点に

ついて、御答弁をお願いいたします。
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0議長(高橋通夫君〉 清掃部長。

0清掃部長(大貫松雄君) 1点目の広報のあり方というのをちょ っと私の方から控え

させていただきまして、 2点目の清掃に対するビデオの活用と いうことでお答えをしたいと思

います。

その前に、一応清掃関係の広報の現状ということで、ちょっとお話をしておきたいと思うん

ですけれども、まず、現在スライドを作っております。これは、市長の対話集会、それから、

各自治会等へ貸し出しを行いま して、 スラ イドの映写を しております。それから、各学校の子

供さんが、これは施設の見学に来ま して、これは、 年間だとかなりの生徒の数なんですけれど

も、そういう中で、私どもの職員が考案いたしまして、子供さん 1人 1人に簡単なア ンクー ト

を出しております。そのアンク ー トをまずうちへ持っていってもらって、清掃工場の感想、そ

れから 、 ごみはどう出したらし\~¥かとか、どうしてますかという母親に書いてもらう欄があるん

です。そういうふうなものを子供さんにお願いして、 それで、家へ帰ってお母さんに一応書い

てもらう。そうすると一つの啓蒙活動になりますので、そういうふうなものも行っております。

それから、ビデオの活用ということで、今度脱臭、し尿の方の脱臭の施設ができまして、そ

の2階に脱臭棟の上に、子供さんが 100人程度入れる部屋をつくりました。そこに今後ビデ

オを備えつけて、特に、子供さんの一つの学校教育と いいますか、そういうふうな中から 、先

ほど言いましたように、母親の啓蒙運動をしたいということで、ビデオを設置を していきたい

というふうに思っております。以上でございます。

0議長(高橋通夫君) 企画財政部長。

0企画財政部長(前田雅夫君) お答えいたします。

新しい広報の方法として、いわゆる新放送の何かシステムがなし 1かというようなことでござ

いますけれども、最近、新聞を初めといたしまして、マスコミで INSの字が出ないことはな

いくらいに現在報道されております。この INSといいますのは、インフォーメーションネッ

トワークシステムということで略称でございますけれども、現在電々公社が中心になりまして、

その開発を進めているということでございます。この件につきましては、いま、日野市では、

庁内で研修会を開いたり、これから勉強を進めるという段階でございます。この INSまでい

かなくても、いま、馬場議員さんから出ま したけれども、CATV、これはテレビの有線放送

でございますけれども、これらが現在全国的に出てきているわけでございます。資料によりま
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すと、全国で 3万 4，000施設ばかり運営されているわけでございます。 これは有線テレビで

ございま して、この全国の3万4，000といいますのは、テレビのNHKとか、民放の難視聴

対策として発達を したものでございます。都市型の CATVといいますのは、もちろん、こう

し1った現在のテレビの放送も含めますけれども、行政、それから買物であるとか、学術である

とか、いろんなそういう情報を提供する、そういうシステムでございます。 この近くでは、い

ま、町田市の例がございましたけれども、小田急が中心になりまして、こ の事業を進めよう、

あるいはこの近くでは、日野市が関係もございますけれども、京王帝都電鉄が中心になりまし

て、 京王沿線の CATVも進めたい、こ ういった話があるわけでございます。何分にもまだか

なり未知の分野もございますので、われわれこれから勉強して対応していきたいというふうに

考えております。 この問題については、まず庁内的には コンピューターが入り、それから、C

ATVといいますか、 INSに進むのではなし 1かというふうに考えております。いますぐどう

いう方法でというわけにはいきませんけれども、今後、勉強し、検討してまいりたいというふ

うに考えております。

ビデオの広報につきましては、一昔日の市で、いま議員さんがおっしゃ ったようなことをやら

れていると ころもあるそうでございます。日野市でも、どういう形で進めたらどうか、今後検

討いた したいというふうに考えております。

0議長(高橋通夫君) 馬場繁夫君。

07番(馬場繁夫君) 最後に市長に新炉の大気汚染に対する対応について、さらに新

時代に向けて、まずその先駆けとして、 広報とともにごみ問題等市民の皆さんに深く理解をし

て協力をしていただくためにも、何らかのビデオの活用等をどうお考えになっているか、その

2点につきましてお聞きいたします。

0議長(高橋通夫君) 市長。

0市長(森田喜美男君〉 大変重要なことをそれぞれ御指摘をいただいたと思っており

ます。特に新炉建設に着手するわけでありますので、公害防除の対策、つまり、それらの装置に

ついて、 最も厳密に取り組まなければならない、このように考えます。日野市の清掃部、つまり

衛生処理場では、し尿関係のこと は、一応水処理関係の範囲で、それぞれ施設を終了できた、こ

のように思っております。次いで、ごみ焼却炉、つまり、清掃サイクルの大きな一部分のことで

ありますから、つまり 、行政側の受け入れ側、ないしは責任分野このこ とにつきましては、現場
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を中心といたしまして、最も近代的な手法を講ずるようにするということ、それから、市民の方

に対しては協力をいただく、理解をいただく、これが大変重大でありますから、その手段として、

また、広報公聴手段が必要ということになっ てまいります。広報公聴手段に最近目覚ま しい進歩

があるわけでございますから、これを積極的に取り入れる方法がなければならないと思います。

必ずしもまだ知識十分ではございませんが、いま御指摘、あるいは御指導の中にありま した。特に

大気汚染につきましての基準度のちょ っと日野市が甘いんではないかとい う部分につきま して

は、現場に特にHCQ一塩化水素関係では、かつて新しい発想をいたしまして、各地から注目さ

れたという成果を上げておる技術者もおります。その人たちを中心として、大気汚染に対する

厳 しい自己規制をこの新炉建設の際、いまからもう一遍チェックを してみたい、こ のように考

えております。

それから、ニ ューメディアによる、市民に対する理解か進める PR手段これらについても、

できるだけの有効な措置をとってまいりたい。内部にチ ームを設けて、今後より具体的な検討

等に取り組みたい、このように思っております。(i議長、終わります」と呼ぶ者あり)

0議長(高橋通夫君) これをもって 15のL 清掃業務の課題(特に有害ごみ問題)

と広報活動に関する質問を終わります。

お諮りいた します。議事の都合によ り暫時休憩いた したい と思いますが、これに御異議あり

ませんか。

C i異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(高橋通夫君〉 御異議ないものと認めます。よって暫時休憩いたします。

0議長(高橋通夫君) 休憩前に引き続き会議を開きます。

午後4時 15分休憩

午後 4時 32分再開

16のl.第4期革新日野市政が目指す重点政策、16の2.克直安全対策にっし 1ての通告質再官、

米沢照男君より取り下げの申し出がありましたので、取り下げます。

お諮りいたします。議事の都合によりあらかじめ会議時間の延長をいたしたいと思いますが、

これに御異議ありませんか。

C i異議なし 」と呼ぶ者あり〕

0議長(高橋通夫君) 御異議ないものと認めます。よって会議時間の延長をすること
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に決 しました。

1 7のl 違法な市の給与制度「通 し号俸制」の早急な見直 しについての通告質問者、古賀

俊昭君の質問を許します。

C 1 8番議員登壇〕

o 1 8番(古賀俊昭君〉 一般質問を行います。

今議会における一般質問の初日 、 18日でありますが、森田市長は、古谷太郎議員の、私た

ちの日野市の大切な財産であります、河川や用水路の清流の復活を願う質問に対する答弁の中

で、市政最高責任者としては、全く情けないことをおっしゃったのであります。つまり、「社

会の動向の変化まで自治体の責任と言われる と困る」と いう発言であ ります。社会の動向、変

化に正確かつ迅速に対応していくのが政治であり、また行政であって、そのことによってまた

新たな社会の状況をっくり上げていく わけでありますから、市長のこの社会の動向など、私は

関係ありませんというまるで他人ごとと言わんばかりの意識は、全く驚かされたのであります。

きょう質問をいたしませ給与体係の問題もまさ に社会動向の変化の中で、自治体の責任が問わ

れているわけでありますから、そんなことを言われでも因りますじゃ、こちらの方、また、市

民が因るわけであります。日野市という自治体の中の総括責任者であるわけでありますから、

ひとつこの場で認識を改めていただくこ とをまずお願いをしておきたいと思います。

われわれは、日野市を少しでも住みよい町にしたい、そして、 他市に対しても誇れるような

町にしていきたいと心から願っているわけであります。つまり、日野市は、りっぱだと高い評

価を受けられるような市でありたいそう願ってわれわれは、努力をまたしているわけでもあり

ます。では、具体的にどうすればよ いか。簡潔に表現をするならば、それは、市民の皆さんが

納めてくださっ ている税金を効果的に使って、節約をして、いかにすぐれた行政サービスを市

民に対して提供するかということに徹すればいいわけであります。しかし、そのためには、人

材一人が日野市のこの市役所の中に得られなくてはなりません。まず市長には高い見識、そし

て、 確かな行政手腕、これが求められるわけでありますが、日野市の場合は、まずごこで、大

きな問題を抱えているわけであります。同時に毎 日、 市役所の中で、直接市の業務に携わる職

員の皆さん、この皆さんが、やる気、そして意欲とし1ったものをこれらを持つことが大きくものを

言って くるわけであります。そこで職務、つまり、やっている仕事に対するその反対給付として支

給される給与、この仕事に対して支払われる給与というものの評価、これがある面では、その仕
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事をやっている方にとっては、大変励みにもなるわけでありますから、給与体系やその運用、

この問題は、非常に重要なのであります。 特に、いま市民の皆さんから強い調子の厳 しい目が

この地方自治体にも寄せられているわけであります。行政改革の大き な主要な柱と して、 早急

な見直 しを迫られているわけでありますから、そのことは、なおさら重要になって くる と思い

います。この給与問題についての情報は、以前 と違いまして、 多くのマスコミや、また、われ

われ議会などからさまざまな形で市民に提供さ れ、いまや、市側や職員組合の言いわけやへ理

屈的な弁明が通用 しない段階に来ているのではないでしょ うか。つま り、 真険な市民の目 に行

政側や議会がど うこたえる ことができるか、地方自治の真価が問われているときでもあります。

これから具体的な質問に入っていきますが、給与制度の適正化、 また適法化については、私ど

も議会でも再三にわたって指摘を繰り返 してい るんですが、一向に検討が加えられてい くと い

う兆候を見る ことはできません。全く伺えないわけであります。ちょ うどl年前の 6月議会で、

退職手当等を含む 日野市の給与制度の是正を求める決議が可決をされるわけでありますが、 1

年を経過した この議会でも何も出てきておりません。条例の改正案は、提出されてきていない

のであります。私は、この給与条例については、市長が勝手にい じる ことができない、 何か特

別な理由があるのではな~¥かなと いうことを、いま、感じております。いわゆる日野市の給与

制度、通し号俸制、この通 し号俸制を中心にした給与条例は、市長が、ちょうど 12年前に初

当選をした昭和 48年、この年の 12月議会に、議案第 10 5号と して提案をされているんで

す。選挙は 4月にございましたから、猛スピードでみごとな早わざで、この条例改正案をもの

にしたわけであります。森田市長は、この昭和 48年の 12月議会のこの条例改正案の提案理

由説明でこのように言っております。職員組合の要求に基づき、都下各市の給与改定状況を勘

案し、組合交渉の結果、妥結を見ましたので、改正いた したく提案するものであります。 これ

には、ベアの改定のことも、意味として含まれて いるのは、当然でありますが、 しかし、同一

年齢、そして同一賃金、つまり、一緒に市役使に入所した方は、ある方は部長 さんになったり 、

また課長さんになったりしても、また、別の方が仮に一般職員の方であれば、全く同じ賃金で

ある、というこの給与体系、これをつくり上げた。つまり 、それまであったいわゆる職務給、

職階に基づ く給与制度を根底から覆した、つまり、革命的な給与制度に変えたということであ

りますから、これを組合交渉を繰り返しながら、まとめる際には、必ず職員組合との間に、何

らかのたとえば念書、あるいは覚書のような労使間で取り交わされた協定書が作成されている

のではな ~ ¥かな と思 うわけであります。通 し号俸制、これを実施する に当たり 、これは翌年の

昭和 49年の 1月 1日から実施されま して、 3カ年ぐらいにわたっていろいろ各職員の方の給

与調整が行われ、昇給が図られたわけです。 この給与制度を実施する に当たって労使間で取り

交わされた、いま申 し上げま した協定書、または覚書のたぐいに当たるよ うな、いわゆるそう

した協定書のよ うなものが存在をするのかどうか。 これをまず第 1問として、質問をいたしま

す。非常に大切なことですから、特に明確に答弁をお願いをいたしておきます。

次に、 2問自に入りますが、私は 日野市のこの給与制度、通し号俸制と呼ばれているこの制

度そのものは、職務給を定めた地方公務員法に違反をしている、かねてから主張しているわけ

です。市長は、前回の 3月議会でもいろいろ不都合な点はあるようだ、というようなあいまい

な答弁は確かにしておられるんですが、もう一度この通し号俸制という年齢給、これは、 私は

違法ではな~¥かと いうことで、市長にいつもお尋ね しているんですが、いま一つはっきりして

おりません。 ここ でもう一度違法とお考えになるのか、あるいはまたまた合法と確信を持って

おられるのか。 これも 2問目としてお伺いをしておきます。

次に、 3番目の質問であります。現行の給与制度、これは、職務給の考え方が否定をされて

いると いうことであります。部長さんや課長さんは、責任は一般の職員の方よりも大きいわけ

であります。つまり 、責任は、余計に伴っている割には、それが評価されていないわけであり

ますから、幹部の職員の方にと っては、冷たいものになっているといいますか、非常に冷遇的

な給与制度ではな~¥かと思うんです。士気の高揚を求めるということで、その辺が私は、ネッ

クになっているのではなし 1かなというふうに強く感じるんですが、現行のこの給与制度、つま

り、通し号俸制でいく問だけでも、期末手当この間 6月 15日に支給されました。勤勉手当い

わゆるボーナスに管理職手当を含めるべきだと私、考えますが、そのお考えがあるかどうか、

3問目としてお尋ねをいたします。これは、前回もお聞きをしたんですが、時間がなくて市長

は、このことには全くお触れになりませんでしたので、改めてここでお聞きする次第でありま

す。

次に、4番目の質問であります。これは、いま、新聞各紙でもいろいろ取り上げられており

ますが、有給夏休みについてであります。国家公務員の場合、また、民間の会社では年 20の

年次休暇の中から夏休みをとるわけですが、不思議なことに地方自治体には、月IJに有給の夏休

みがあって、この日数は、労使聞の力関係で決まっているようであります。市民の批判も強ま
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っていると思いますが、自治省の調べでは、これは昭和 57年度中に全国で 174の自治体が、

この有給夏休みを廃止しております。また、 360の自治体が 日数を 1日から 3日ぐらい削減

をしているわけであります。全地方自治体 3，325団体のうちで 1，959といいますから、自

治体の大体 6割近 くが実施を している制度ではあるんですが、この休暇がだんだんと肥大をし

てきたということで、いま、批判の対象になっているんではなし 1かなと思うんです。また、こ

としは民間企業は、どのよ うな夏休の取り方を しているんだろ うかというこ とで、この間新聞

にも出ておりましたが、民間企業の 2，000社の夏休みを調査した産業労働調査所の調査結果

を見てみますと、平均で夏体みが 5.3日であります。大企業は大体 6日、 中企業は 5.4、小企

業で 4.7となっております。 これらの民間の方は、年休をいわゆる 20日の年給と、土曜、日

曜とい う休みをつなげて、いろいろ工夫をしながら夏休みをと ってい るわけです。私が、昨年

9月議会でごの問題を質問しましたときに、市長は、短縮をする方向で検討すると前向きとい

いすすか、市長の答弁があったわけです。議事録にちゃんと書いてありますからうそじゃあり

ません。梅雨に入りましていろいろ暑くなってきますから、みんな夏体みは、ことしは何日に

なるのかなということで、いろいろ気もてぞろな面も職員の方の中にはいらっしゃるわもわか

りませんが、いま現在、労使間でどのような話し合い、 まとまったのかもわかりませんが、交

渉が行われているのか。つまり、こ としは何日にしたいなと、市長はお考えになっているのか、

お答えをいただきたいと思います。去年は、 1人で大体 10の休みのうち 9.5日を消化したと

いうのが、 9月議会で答弁がございま した。 この点をこと しはどうかをお尋ねをい現します。

4番目であります。

次に、 5番目の質問、これは、定年制の条例制定についてであります。御承知のとおり、昭

和 56年第 95回国会で地方公務員法の一部改正が行われまして、いわゆる定年制法が、この

年の 11月20日に交付をされたわけであります。これによって、 明年昭和 60年 3月31日

から、定年制が実施されるわけでありますが、日野市における、条例の提出はいつになるのか、

これをお尋ねをいた します。そして、いま、いろいろ議論もあるわけでありますが、その内容、

つまり、一般行政職と現業職、これを同じ 60歳定年にするのか、この辺の市側の考え方が固

まっているかどうかもあわせてお尋ねをいたします。

次に、 6番目、これはス卜のこと に関してなんですが、地方公務員法の 37条に違反する事

件、この措置についてお伺いをいたします。ことしの 2月22、 23、 24日、いわゆるベア

の闘争と称して、市側の警告を無視して違法ストが、 この日野市で行われました。市役所で行

われたわけであります。一連の違法ストに対する処分は、行わないのかどうか、これもお尋ね

をいたします。

7番目は、これが一つの最後の質問にいた しますが、有給職免、これと組合活動についてお

聞きをいたします。現在職員組合にかかわって、いわゆる組合の活動に関して、有給職免事項、

つま り、組合活動休暇といってもいいかもわかりませんが、 これにはどんな ものが事項として

あるのか。 その事項と昭和 58年度中に、 その有給職免で休みをとった人の延べ人数、及びそ

の時間数を教えていた だきたいと思います。

以上 7点について御答弁をいただき、追って再質問をさせていただきます。

0 議長 (高橋通夫君)

O助役 (赤松行雄君〉

古賀俊昭君の質問についての答弁を求めます。助役。

7項目についての質問でございます。お答えを申し上げていき

たいと思います。

まず第 1番目に、協定書が昭和 48年当時、市側と組合側との間に給与制度についての協定

書があるのかということでございます。これは、今議会の中でも、 12日の日にお話し申し上

げておるかと思うわけでございますけれども、今日の給与制度というものになりました契機に

つきましては、その当時高度成長というふうなことで、なかなか現業員、あるいは給食、ある

いは用務員こういう職種の人間の採用というのが、なかなか困難であったというふうな背景の

中から、給与制度の見直し等が要求され、あるいは給与制度の改正が行われたという契機にあ

るわけでございますので、協定書の存在等はございません。それから、現在の給与制度が違法か

どうかということでございまナけれども、違法とは考えておらないわけでございます。毎年の

議会の承認等も賜っておるわけでございますし、 もともと官公吏の給与制度というのは、新しい

公務員法が施行される昭和 25年以前におきましては、年齢給であり、年功序列給であり、あ

るいは生活給であったわけでございますけれども、やはり時代の変遷という中での職務給とい

うものに少しずつ変わってきておるわけでございますけれども、日野市における、この通し号

俸というふうにおっしゃられておるわけでございますけれども、昭和 48年当時導入したとき

は、現在もそうでございますけれども、5等級に分類されでおります。今日問題になりますの

は、頭打ち制度をさらに後年において、48年以後において、頭打ち制度というものの制限が

なくなったということによって、五つの号俸が連結するような形態が生れてきたということで
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ございます。 48年当時は、厳密に頭打ち制という ものがございましたので、 渡る ような形態

は、なかったわけでございます。そ ういう意味でいきますと、職務給の一つの形態であったわ

けでございます。ですか ら、 職務給を否定した とこ ろの給与制度ではなかったわけでご ざし1ま

すけれども、その後、頭打ち制度という のが、要する に入り込んだとい うとこ ろに、多少の問

題点があるわけで ございまして、 今後の問題点と して、 やは り改善していく 必要がある、こ の

ように考えているわけでございます。それから、そうい う意味におきま しで も、違法というふ

うな考え方は、持っておらないわけでございます。 48年当時の情勢に適応してやったわけで

ございますけれども、御指摘のよう に今日において は、やは り行政が大き く変わってきておる

わけで ございますので、 そういう面では、再考する必要がある だろうというふう に考えておる

わけでございます。御意見と して、 やはり 、聞く べきものは聞いていきたいというふ うに素直

に考えておるわけでございます。ボーナスでご ざいますけれども、ボーナスにつきま しては、

よく管理職について、管理職手当を一部入れたらどうなんだ、よくわかるわけでございます。

都下においては、 1市導入していると ころがあるわけでございます。それから 、東京都、国に

おいて も、ボーナス時に管理職手当を算入していると いっ例がございます。われわれも現状の

職務給のあり方の中において、 ボーナスを考えていきたいというふうな考え方を基本的には持

っておるわけでございます。 どういう 形で実現するかとい うことについて、 もう少し検討させ

ていきたし ¥0 そう いう考え方は持っております。そういうことでございます。

それから、夏休みでございます。夏休みは、日野市は、去年から 10日になっておをわけで

ございます。都下におきま しては、 10日の夏休みが 10市でございます。それから、9日が

1 4市、大体 9日か、 10日というふうなことで、 8日の市が 1市ございます。それから、 6

日の市が 1市、これで 26市になるわけなんですけれども、昭和 38年ごろ夏休制度と いうの

ができて、それから、 1日ぐらいずつだんだんふやしてきま して、 10日になってきているわ

けでございますけれども、 50年ちょ っと前に、4週 5休制度が導入されま した。やはり、そ

の時点で、夏休みそれ自体も考えていくべきではなかったかと いう反省を持っているわけでご

ざいますけれども、昭和 38年当時、これは、日本の労働者と いうのは、働き過ぎなんだ、と

いうふうな社会的な世界的な批判がございます。そう いう中で、要するに、世界的な 日本の要

するに低賃金というか、働き過ぎというか、そう いうものに対する批判をかわすーっとして、

一般化しているわけでございますし、それから、もう一つは、われわれ地方公務員というのは、
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市民に対するサービスが第一でございます。 ですから、市民の運動場だとか、あるいはいろん

な市民の厚生施設 という ものが、第一番でございまして、市の職員に対する夏期の要するに厚

生施設と いうものについては、非常に国家公務員から見ましても、非常に少ないわけでござい

ます。なおさら、新 しくで きた市で、 急激に市民が増加 している市におき ましては、市民に対

する諸施設という のが、第一番でございまして、そういう面から も、職員に対する、要するに

疲労回復だ とか、厚生施設だとか、そういう ものが非常に少な いパノじゃないかという要求が、

やはり 各市に起きておるわけでございます。 その間の夏における厚生の一つのあり方、あるい

は職員の疲労回復、そ ういう面におけると ころの手だてとして、こ の夏休が生れてきたわけで

ございます。国の方からは、 年休でなるべ く肩がわりするようようにと いう指導等もあっ たわ

けでございますけれども、そういうふうな社会的な背景、あるいは世界的な、要するに働き過

ぎとい うふ うな状況の中から、夏休と いうものが生れ、 10日になっておるわけでございます

けれども、組合と再三交渉 しておるわけでございます。 よその市もいろいろ交渉しておるわけ

でございます。その各市の足並みを見てというわけ じゃ ございません。やたらに苦労してこじ

らせてもあれなわけでございますので、 有効な時点で、 有効な交渉を し、 御期待 に沿う、大体

御指摘のようにこ としは、民間の会社は 5.4ぐら いでございますか、東京都は 5，5でございま

す。東京都の方からの指導 も早急に5.5程度に是正しなさい。 これが民間水準なんだ、こ うい

うことで助役会でもそれを一つの目安にしておるわけでございます。 一挙にと いうわけにはい

かないわけでございますけれども、最大の努力をしていきたいと いうことで交渉しているわけ

でございます。交渉の方が気おくれをしているわけじゃございません。最高のタイ ミングで

交渉して いきたいとい うふうなことで、交渉の途中にございますので、少しお待ち願いたいと

思います。

それから、定年制でございます。おっしゃるとおり 、60年の 3月 31日に、要するに初め

ての定年制というものが施行されるわけでございます。これにつきましては、昨年、何といい

ましでも 11 7カ月、これは、この率でいただいた方はいないわけですけれども、条例上は、

1 1 7カ月ということで、新聞記事になりやすいような、要するにだれも使わない規定ですけ

れども、規定では 11 7カ月というふうなものでございますので、組合と早急に…(r 4，0 0 0 

万と言った方が早い」 と呼ぶ者あり)はい、 引き下げると いうことで、60年の3月には、89

カ月までヲ|き下げると いう話が、11 7カ月から、よその市から見ると急激な急降下でござい
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ますけれども、引き下げの話がついておるわけでございます。あとは 60歳で、 要するに現業

職は、現在 65歳になっていますので、これを 60歳にしよう。それから、 事務職も 60歳、

お医者さんにつきま しては、 東京都、国の要する に取り扱いという のが、 65歳でございます

ので、それによるべきだ と思っております。

国の指導も、一般職もそれから現業職も、作業職もすべて60歳だという 指導でございます

ので、その方向で 9月議会には提案 したい、こう思っておるわけでございます。それで、 6月

議会に御提出できなかったのは、暫定的な取り扱いで、もう少し組合と煮詰めていきたいとい

う問題がございますので、 6月にはできなかったわけでございますけれども、 9月には、ぜひ

提案したい、こういうことでございます。これにつき ましては、一般職も作業職も 60歳、こ

ういう考え方で、お医者さんは 65歳、そういう考え方でございます。

それから、第 6番目の地公法の 37条違反という ふうなことでございますけれども、これは、

2月のときのベアについてのス トでございます。これにつきま しては、それぞれ賃金カッ トは

実施 しておるわけでございます。それから、 2月のこの段階での助役として、 お答え申し上げ

ておるわけでございますけれども、 1時間とか、 2時間というふうなストというふうなことを

3日続けてやっておをわけでございますけれども、 市立病院の状態、 あるいは保育園の状

態、それから、学校における給食の状態、それぞれ全部細か く調べておるわけでございますけ

れども、それから、この時点におきましては、ちょうど税金の申告時期でございました。そう

いう 事態等市民に因るような事態と いう ものは、労使両方で協議しまして、それぞれその職場

からは職員を抜かないように、あるいは診療に大きなそごを来さないようにというふうなこと

等を十分にやっておりますので、ストによる被害と いつ ものは大きなそ ごはなか ったとい うこと

で、助役の考え方と しまして、 経済的な賃金カッ トの制裁以外はやりませんということを申し

上げておる次第でございますので、いまもその考え方には変わりがないわけでございます。

そそれから、有休免職についてのことでございますけれども、これにつきましては、地公法の

5 5条の 8項、あるいは 55条の 2の何号ですか、給与を受けながらというのがございます。

給与を受けながら交渉できる、ここから、「ながら条例」と いう ふうな、給与を受けながらと

いう条例が発想されたり、制定されたというふうな状況になっておるわけでございます。これ

につきましては、昭和55年ですか、ちょうど、私が総務部長になった当時でございますけれど

も、東京都と大きく打ち合わせまして、日野市における、 組合活動の休みだとか、 あるいは有給職
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免というものについて、大きく両方で協議しながら、大きく制約してし 1く、そういうなるべく

制限していくというような状態になっておるわけでございまして、現状を他市と比較しますと、

大体大きな市と比べますと、日野の場合には 4分の 1ぐらいに年間なっております。それから、

同じぐらいの市と比べましでも半分と こういうふうな状況でございます。それで、条例を見ま

すと、 55条の8項だとか、 5 5条の 2のあれを見ますと、交渉、 組合と理事者と交渉する、あ

るいは当局と交渉する。日野市の当局と職員団体が交渉するときは、給与を受けながらという

のは、時間内における団体交渉だけということになっておるわけでございますけれども、さっ

き言いましたよう によその 4分の 1、あるいは 2分の 2という状態 ということについては、こ

ういうことでございます。時間内において、交渉の準備行為、そういう準備行為も含めて、な

がら、給与を受けながらの職員団体の行為として、承認していくこういうことでございます。

こういう取り扱いについては、 26市共通 したものもございます。それから、われわれの指導

を受けている手段において も、そういう 「ながら条例」というものの存在がは っきりしておる

わけでございます。それから、民間企業におきま して も、やはり 、不当労働行為いうなことで

はなしに、組合活動を民主的な形で育成していくという形でのあり方として、あるわけでござ

います。それで、市におきましても、市の職員組合というも のを職員団体として、民主的に育

成していくという 面からは、多少のながら行為というのは、必要ではないだろうか、そのよう

に考えておっての処置でございます。ですから、人員といいますのは、何倍というようなこと

を申し上げましたけれども、人員は 68人、 600時間 日野でございます。これから見ると、

日野と同じような市は、倍の市も ございます。 日野より はるかに大きい市では 4倍のと ころ も

あります。そう いうところであって、こ のあり方必ず しも過度になりますと、民主的な育成の

領域を越えるわけでございますので、昭和 55年それを規制してきておるわけでございます。

その結果、さっき 申し上げましたように、年間で 68人、それから、時間にして 60 0という

ふうな状況でございます。交渉の時間も入りますけれども、それ以前の準備行為というものも

含めて給与を受けながらの、ながら行為として認めている、こ ういうことでございます。 よそ

の市から見ると非常に一応少ない状態でございます。以上でございます。

0議長(高橋通夫君 ) 古賀俊昭君。

o 1 8番(古賀俊昭君) 再質問いたします。

最後のち ょっと助役がいまお答えになった、人数と時間数、いわゆる組合活動の有給職免の
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ことなんですが、私がお聞き したのは、つまり、職免規則の第 2条のいわゆる1、これを適用

している有給職免の事項は、どんなものがあるかということとその時間をお聞きしたんです。

ですから、いま、助役がお答えになったことと全然違 うんです。もう一度その点お答えいただ

けますか。総務部長でもよろしいです。

0議長(高橋通夫君) 総務部長。

0総務部長(伊藤正吉君) それでは、有給職免の関連でございますが、御質問にお答

えしたいと思います。

まず、職免に関する条例の第 2条の 3号に規則委任という形で、規則に委任されております。

規則の第 2条の 1号、職員が職員団体の運営のために特に云々ということで、これが職免の

該当になるわけでございます。さらに、いま、助役が申し上げました「ながら条例」というの

が、これは日野市職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例、こう いうことで法

第 55条 8号の規定に基づき、適法な交渉を行う場合、こういう定めがございます。適法な交

渉につきましては、予備交渉も含むんだ、それから、先ほども申し上げました運用、組合の運

用こういう面も含む、こういう解釈が成り立つわけでございます。それで、 58年の時間数に

つきまして、あるいは内容につきまして申し上げますと、延べ人数が 878人でございまし

て、 時間数にいたしまして、 4，1 2 5. 7時間でございます。それで、 いま申し上げたのは、私

の方の助役との連絡が不徹底でございまして、申しわけありませんが、いま、助役が申し上げ

ましたのは、第一ブロックの全部の調査をした内容を申し上げたわけでございまして、それに

つきましては、年度が 56年だったと思いますけれども、そういう形で御資料を差 し上げてあ

りますけれども、それ以降についても大差がございません。それで、一応項目でございますが、

有給職免と して扱っている事項といたしましては、自治労等の上部団体の定期大会、あるいは

臨時大会に出席する場合、それから、上期団体の会議等に組合代表として出席する場合、それ

から上記団体の研修等に組合代表として参加する場合、それから、組合主催による行事等の準

備に参加する場合、それから庁内で行います執行委員会及び各種部会等に出席する場合、こう

いう 内容で有給職免を実施 している、こういうことでございます。以上です。

0議長(高橋通夫君〉 古賀俊昭君。

o 1 8番(古賀俊昭君〉 わかりました。そのことは、これからまた少し議論したいと

思いますが、まず、夏休みの方は、 「やみ夏休み」なんて言われておりますが、見直すという
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ことは、私、皆さパノもお聞きになっていてそ うだと思いますが、少しは組合の皆さんにも理解

を得て、 10日は少し下回るんではないかという感触も持ちましたが、一遍に廃止をしたり、

それから、東京都並みに一度にするというのは、ちょっと大変だと思うんですが、せめて都並

みをやはり目指すということだけは、一つ目標として、おいておくべきだと思いますので、そ

のことを申し上げておきます。

それから、定年制のことも 9月に出てくるそうでありまして、一部の自治体では、現業の方

の定年を 60歳じゃなくて、 63歳にして出してちょっといろいろ物議を醸していると ころ も

ありますので、日野市は、どのようなお考えかということで、いま、確認をさせていただいた

のであります。

それから、もう 一 つ、いわゆる違法ス トのことなんですが、日野市は、いままで革新市政

になって、ストライキに参加した人たちに対する処分というのは、一度も行っていないわけで

す。市側が警告を出して、それが今度の 58年度、 57年度のベア闘争について言いますと、

それが無視をされて、窓法な行為が堂々と行われているということは事実でありますから、賃

金カットのことをいま言われたんですが、賃金カットというのは、制裁でもなんでもないわけです。

これは、もう何度もここ で、言っておりますが、働かなかった時間に対しては、給料は払わない

という原則に基づいてカッ トするわけでありますから、やはり、いろいろな市民施設を抱えて

いるわけですから、やはり違法なものは違法として、一つの措置をとるべきだと思います。武

蔵野市では、処分を行いました。それから、東京都や横浜でも現にきちんとその辺は措置を行

っているようでありますから、やはり、市側が警告を重ね、しかも、それが無視をされて違法

な行為が行われるということが繰り返されるようであれば、やはり毅然とした態度で臨んでい

ただきたい、このように思います。これJま、市長が全くやる気がないわけですから、市民の側からの

やはり声というものもこれからさら に強めなくてはし 1けないということを感じておりますが

本来、これは、 最高責任者として、市長がおやりになるべきことでありますから、この辺毎回

繰り返しておりますが、ここで重ねて申し上げておきたいと思います。それから、 最初に帰り

まして、協定を結んだような事実はないというお話しでありました。なければないでいいんで

すが、しかし、先ほども言いましたように、非常にドラステックに給与制度が変わった。そこ

で、お互いにその決めた事項については、やはり将来にわたって保障しあう、確認をしあうと

いうことで、私は何かそういうものが当然取り交わされているのではないかなということを思
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っております。しかし、当の助役がないとおっしゃるんですから、これ以上私は具体的にその

存在については、何も知りませんので、ここで、いや、あるんだろうとは言えないんですが、

しかし、はっきりといま存在はしないということをおっしゃいましたので、当時、中央公民館

で連日組合と交渉が重ねられたそうであります。そのときに当時者として、出席をしておられ

た市長の方から、間違いなくそうした覚書、または協定書のようなものはないということをも

う一度お答えいただければ幸いです。なければないでいいですから…

もう一つ、そうでありますならば、議会で昨年、 6月に給与制度の見直しを決議する。可決

を議会でしているわけであります。そして本来ならば、市長は、こうした特にいま給与制度の

問題は、市民の注目を集めているわけでありますから、行政報告などで、現状はこうだと、こ

ういう交渉をやっている、ということをやはり私は、やってもいいのではなし 1かと思うんです。

と言いますのは、議会に対して議会が議決したものについて、対応するというのは、当然、報告

しねければならないはずです。いま、この給与制度の問題というのは、いろんな自治体で確か

にいままでの慣例もあって、頭を悩ましている面もあるでしょう。しかし、われわれは審議機

関として、いろいろ議案を審議する。そして、また、もう一つは、行政をチェックしてし 1く、

そして、やはり市民のいろいろな意見、要望というものを市政に反映させるという役目も同時

に持っているわけでありますから、それを受けて出された決議が、そのまま市側において全く

黙殺をされ続けるということは、ちょっと納得できないわけであります。ですから、協定のよ

うなものが何かあって、私は、それに縛られて出すに出せない、交渉のテープルに持ち出した

くても持ち出せないような事情があるのではなし1かなということで、私がたくましく想像をめぐ

らして、そういうものがあるんじゃな~¥かということを感じましたので、お聞きしたんです。

ですから、 1年間何もしないということは、非常な怠慢です。ですから、決議を受けて市長は、

一切なぜこの決議を無視をしてきたのか。何もしなかったのかということをお答えをいただき

たいと思います。つまり、市長の方わらは、協定書のことの確認と、 1年間議会の決議受けて

いかなる対応をしてきたか。そのことをもう一度お聞きをしたいと思います。

もう一つ、これはまた、市長から答弁をお願いしたいと思うんですが、違法ではないという

ことで、この通し号俸制の給与制度を合法だと考えているといういま理事者としての助役から

答弁がございました。これは、最終的には、行政訴訟か何かを起こして、第三者に判断を仰ぐ

といいますか、そこで違法だと言わない限りは、いや違法だ合法だということは、押し問答に
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なろうかと思うんです。しかし、違法だと言っている人がおります。これは、自治大臣が、そ

のように国会で言っているわけであります。昭和 58年 9月29日、衆議院の行政改革特別委

員会で、自治大臣山本幸雄大臣が、地方自治体の給与制度の問題に触れてそのように答えてい

るんです。ちょっとそのことを申し上げたいと思いますが、質問をしたのは、民社党の国会議

院の方です。民社党は、国会では非常にいい行革に関する提言をしております。日野市議会も

どりっぱであります。地方公務員の給与の乱れについて、質問がなされておりまして、通し号

俸、あるいは渡りとい ったものを具体的に給与表を各大臣に示して、この給与制度について、

大臣の所見をただしているわけです。このいわゆる渡りとか、通し号俸と呼ばれるものは、ょ

く混同して使われるんですが、この国会では、渡り、通し号俸を非常にクロスさせた議論にな

っております。そこで、自治労が出しております。「労働組合とは」という冊子があるんです

が、それを示して労働組合、いわゆる自治労は、こ の給与制度をどう考えているかということ

を、ここで、この議員はお話しになっています。この制度は、労働組合はこの職務職階の賃金

制度を壊して、どのように生活給を確保するか真剣に追求しました。それが、渡りです こう

書いてある。そして、組合員の英知を結集して生れた政策であるということも、この自治労が

出している「労働組合とは」というパンフレッ卜に書いてある。これをどう思うかということ

で、この議員は、この給与制度は、国民の常識からかけ離れたことをやっているんではないか、

悪いと思わないのかということで、大臣の考え方を聞いております。ここで、自治大臣山本大

臣は、このように答弁しております。「ただいま、地方公務員の給与の実態について、いろい

ろお話がございました。渡りなどというのは、いま、御指摘のように地方公務員法 24条に給

与の基本原則は書いてございますが、給与は当然に職務と責任に基づかなければならない。職

務というのは、やはりその複雑性とか、困難性ということでございます。それだけにそれぞれ

の地位に応じて給与は支払わなければならないという原則から見まして、これは 24条に照ら

して適法でない。こう私どもも思っておるのであります。」こうなっております。つまり、適

法ではない、違法であるということをはっきり自治大臣が言っているわけです。国会やその他

のいろいろな機関でこれは議論されていることだと思うんですが、国会で、このように大臣が、

はっきりこの渡りという制度について、通し号俸制ももちろん含んでいるんですが、違法だと

いうことを指摘して発言 したのは初めてだそうでありますので、助役や市長が、適法ですとお

っしゃって澄ましておられますが、この自治大臣の見解をお聞きになってどうお感じになるか。
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これをもう一度質問をしておきます。この間 3月議会でしたか、ある議員の方が、この給与制

度ちょうど給与改定がございましたので、質問があったときに、 総務部長は、「日野では渡り

はやっておりません」 こう おっしゃったんで、すが、渡りを突き結めて渡る必要もないように完

壁に同一年齢、同一賃金にしたのが、通 し号俸制なわけです。渡り には、まだ少 し良心が残っ

ている、悪いなと思いながら、ちょ っ、 ちょ っと渡っていく 、しかし、通 し号俸は全くそれを

やる必要がないっ こういうことで、この渡りについても違法だということを自治大臣は言って

いるわけでありますから、もちろん、それを上回る自治労がかち取ったと言っているこの通し

号俸は、当然違法だとい うことを私は言える というふうに思うんですが、なおかつ否定をなさ

るのかどうか、この点をお尋ねをいたします。

それから、もう一つ、先ほどの組合の有給職免のことなんですが、いま総務部長がおっしゃ

いました。組合活動に伴って、給料をもらいながら職場には出ない、これが 5項目にわたって

認められているという ことで、その5項目を総務部長が読み上げられました。 そして、その時

間数昭和 58年の 4月 1日からことしの 3月31日までで 41 2 5. 7時間 4，000時間以上に

なる、延べ人数で 878人、これを計算していきますと、 どういうことがいえるか。労働基準

法では、 1週間に 48時間以内の労働時間と いうことできちんと決められておりますっ東京都

や国の場合には 43時間、日野市の場合には 42時間と 15分こう いうことになっております

から、こ の42時間 15介でこ の数字を割り算 してみますと、97週間お 1人の方がお休みに

なったということになるわけです。これは、 2年間です、 97週というのは、ちょうど 2年に

なります。ですから、これをもっとわかりやすく言えば 2人の職員の方が、 1年間全く市役

所に来ないで仕事を しないで、1年間に平均大体 500万ほど給与を大体受けられると思いま

すから、 2人で 1，000万有給でお休みになったということになるわけです。人が足りないと

いろいろ言われております。そう言って去年もことしも人員がふえました。 2人の人が 1年間

全く出ないでも給料がまるまる保障される、これはちょっとし 1かがなものかなという気がする

わけであります。しかし、いろいろいままでの積み重ね、また慣行といったものもあると思い

ますが、先ほど助役がおっしゃった、ですから数字というのは、全然このいわゆる組合活動で

休暇を取って給料を受けておられる方の時間数じゃないんですね。ですから、非常な使われ方

をしているんじゃな~¥かなと、私は思うわけです。それで、具体的にじゃ、どういう状況で皆

さんお取りになっているのかなというのを、私もよくわかりませんから、具体的にひとつ再質
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聞の中で、お聞き いたします。 これはことしの6月 18日の職員組合が出した市職ニュースで

あります。ついこの間であるわけです。これに何げなく見ておりましたら、 6月の 13日に、

改悪阻止行動に参加という ことで、 13日に 84国民春闘共闘会議が主催した「健保改悪阻止、

社会保障の後退に反対する総行動」に執行部が参加をしました。そして、この 13日に参加し

た人は、小菊委員長、森窪、そして、 私と同じ名前の古賀、それから阿保各執行委員が、中央

総決起集会に参加しました。こうなっております。そ して、そ の後の方で、 1 5日、これも

ついこ の間です。また、今度は阿保執行委員、この方が、参議員議院要請行動に参加したとい

うことで、どう もお休みを取 っておられるようであります。具体的にこの 13日に参加をした

4人の方と、 15日にこの行動に参加したお 1人の執行委員の方、これは、先ほど読まれた項

目に該当して休みを取られたんですから、何か該当したのか、あるいはまた、年休を取って、

有給じゃなくてお休みを取られたのか、こ の方の扱いという のは、実際には市役所の中でどの

ように取り扱われているのかを教えていただきたいと思います。以上質問を終わります。

0議長(高橋通夫君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 再質問に対して し 2点の事項につき端的にお答えをいたし

ます。

現在の給与体系に改定 した組合交渉の中で、協定書が存在するかどうかということにつきま

しては、先ほど、助役がお答えしておりますとおり 、協定などというものは、全く存在いたし

ておりません。

それから、第 2点、現行の給与制度の号俸制ということについて疑義が主張されております。

私どももいろいろこの給与制度の時代、時代に即応する改定見直し等につきましては、いろい

ろと苦慮するところでありますが、本来、その世相といいますか、情勢といいますか、それに

対応してある時期には、社会にも容認をされ、また、場合によると評価されるという事柄が、

また、社会情勢の変化によって、指弾をされる、指摘を受けるということも往々にあるわけで

あります。私どもの現在の認識、心境は全く同様であります。したがって、いま、とにかく自

治体の行政というのは、市民の期待に正しくこたえるということであります。議会の議決は、

もちろん尊重すべきことは申すまでもありません。したがいまして、改定についてのこの見解ある

いは交渉ということには、すでにこれらの課題も議題としておるところであります。地公法の

2 4条に対します、違法、合法というのは、まだ断定はされておりませんから、したがって、
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強制というふうにはとられておりませんが、要するに、対応は、そのときの市民認識、あるい

は感情等に合わせて、適正な処理をしなければならない、こういう見解でおるところでござい

ます。したがいまして、給与制度の全体の見直し ということは、このときの社会的な要請だと

いう認識に立っております。過去にも申し述べたことがありますが、ものの価値観というとこ

ろの基準におきまして、私どもは、なるべく人間尊重の制度を追求したつもりではありますけ

れど、一方にそれが乱用されて正しくこたえられないという反省もせざるを得ない状況にあり

ます。したがいま して、お互いの関連市の事情もあります し、これらと当局の市と、ないしは

関連市との調整、そういうことの中で、正確な対応を確立していきたい。このように考えてお

ります。あとの項につきましては、資料を要する点もありますので、また、助役からお答え

をいたします。

議長(高橋通夫君〉 助役。

助役(赤松行雄君) 1点につきましては、市長からお答えいただきま した。

2点目でございますけれども、議会におきまして、決議を賜っております。退職金につきま

しても、高額な退職金ということで決議をいただき、おしかりを受けておをわけでございまし

て、 早速精力的な対応をしまして、 117カ月というのを80カ月台に第一段階として下げた

わけでございます。第二段階と しましては、東京都並みにもっていこう 、こういう ふうなこと

で交渉を重ねておるわけでございます。同様に給与制度につきましでも、真剣に考えていきた

~ ¥0 何もしなかったんじゃないかというわけでございますけれども、前にも御報告申し上げた

と思いますけれども、東京都といろいろと協議もしております。こうしづ診断状況なんだけれ

どもということで、お医者さんの意向を聞く。東京都の中におきましでも、これに近いと言っ

とや失礼なんですけれど、改善すべき給与体系にあるのでございま して、 5等級の給与体系を

東京都の場合には、さらに細分化する、その中に一つの要するに職員の格づけの新しい合理制

というものを何年間にわたって到達するというふうな準備を進めております。日野におきまし

でも、それと同じ形でどうなんだろうというふうな相談等をしておるわけでございまして、あ

っけらかんとしているわけじゃございませんので、その点御理解とお許しをいただきたいと思

います。それから、非常に違法じゃないか、こういうことなんですけれども、国と、やはり地

方自治でございます。違法というふうなことは、言い切れるわけじゃございませんo お互いに

国から勧告とか是正とかいうふうな関係はございますけれども、やはり基礎的な公共団体とし

て国に協力する、お互いに協力していくというふうな行政関係だろうと思います。それと同時

にひとつごらんになっていただきたいのは、 24条を論じておるわけでございますけれども、

地方公務員法の 23条でございます。これは速やかに職階制をしけこういうことなんです。こ

の職階制をしいている都道府県なり、市町村なり、まだ日本には 1市もないんです。国は職階

制をしいています。だけれども、都道府県どこを見たって職階制まだしいてないんですよ。公

務員法にあるんです。 25年に制定された公務員法にあたるところの 23条の職階制は、どこ

もしいていなし 1。これは、日本全国みんな違法ということになるわけなんです，それぞれに努

力しているわけです。教育職は入れるなとか、職階制に、研究職は入れるなとか、いろんな議

論があるわけなんです。議論の中から、私たちは、さっき言いましたやはり時代にそぐわない

ものは、早急に改めていかなけりゃならないんだ。能率に関係するもの、市民の要するにサー

ピスの能率にかかわるものは早 くしなければならないというふうなことで、勉強していくつも

りでございますので、何とぞそういうふうに御理解賜りたいと思います。時代が変わって、要

するに給与体系も変わっていく必要がある。要するに音のように何人もいない職員ではござい

ません。 3年、 5年に 1人後輩が入ってくる、そういうところでは、完全に年功序列で支配し

切れるわけなんですけれど、 1年に 100人も 15 0人も入るときもあるわけでございますの

で、やはり新しい管理体系をつくらなければならない、そういう考え方でおりますので、その

点は、そのように御理解いただきたいと思います。違法じゃない、というふうなことで、やは

り厳しく承っておらないということじゃなくて、厳しく受けとめておるわけでございます。そ

れから、納合の職免でございますけれど、私、さっきから 55年うそじゃないわけなんです。

( r私は、 58年度をお聞きしたんです」と呼ぶ者あり)はい、はい、 58年はこパノなにふえ

た、もう少し、やはり考えてし 1かないと、さっき言いましたように、確かに前からこの5項目

でやっているわけなんです。 5項目でやっていることは間違いございません。ですけれども、

ストだとか、ストライキだとか、政治的なデモだとかいうものじゃなくて、組合が……(rそ

れは、いいです」と呼ぶ者あり〉その積み上げの準備行為として許している、ということで、

ゃにり正当な形での組合の経済的な問題の現況ということで、民主的な職員団体を育成すると

いうことでやっておるわけでございます。それから、 6月の 13日、これにつきましては、き

とんとした届け出がないもの、こちらで許可したものでないものは、そのようにいたします。

きちっといたします。そういうことでございます。
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0議長(高橋通夫君) 古賀俊昭君。

01 8番(古賀俊昭君 〉 いま、助役が最後の私、この市職ニュースのことについて答

弁があったんですが、給与制度のことは、いろいろ歴史的な経過もある、だから、職階制をそ

のままス トレートにたとえば教育職、たとえば一般職、技能職と分けて、 幾つかの給与をつ く

ってしまえと言っているんじゃないんですよ。 ですから、たとえば号級聞の格差を 1等級から

2等級、3等級ぐら いにかけては、 2等級ぐらいにはつけ る。そ して同 じいま間差でずっと縦

に並んでいるわけですから、それにた とえば差をもたせる というような ことも工夫と してでき

る、そ ういうこ とをいろいろ考えてもら いたいということなんです。

そして、もう一つ、この中央集会かなんかに参加されたこ の3人の人は、 じゃ 、何の届けも

出さずにまず市役所には 13日には来なかったんですね。こ の4人の方は、どうなんです。じ

ゃ、お休みになるわけです。 つまり 、有給ではないんですね。じゃ、ちょっと私ね、ちょっと

いいですか、 もうすでに皆さんも、それから、当局も御存じだ と思 うんですが、職免で休む場

合の規定と いうのが、きちんと条例で書かれていますね。 つまり 、あらかじめきちんと許可を

受けなさ し、。 手続が書かれているんです。そ ういうことがきちんと取られてお休みになってい

なければ、有給にはならないわけですから、その取り扱いはど うなんですか。(Iでたらめや

るんなら、だめなんだよ、当然懲戒だよ」と呼ぶ者あり)

助役。0議長(高橋通夫君〉

O助役(赤松行雄君〉 はい、おっしゃるとおりでございます。おっしゃるとおりのき

ちんとした手続が事前に与えられるというのが正当でございます。よく調べまして、そうでな

いものについては、さっき言ったようにきち っとした措置をいたします。

0議長(高橋通夫君〉 古賀俊昭君。

o 1 8番(古賀俊昭君〉 私は、たまたま この一般質問を通告しましたら、こう し1うビ

ラを見ましたので、有給職免と組合活動というものは、どういうふうに取り扱われているの

かなということを知りたいために、私は、これを質問 したわけです。 これは通告をしておきま

した。これを聞きますから、どのような取り扱いになったんで、すか、取り扱いを したんですか、

ということをいまお答えになれるはずです。つまり、職場の上司の人にあした休むとか、こう

いうことで休むからあした来ないよというような連絡があったのか、つまり 、有給職免の扱い

になるのか、どうかということを教えてもらいたいんです。
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0議長 (高橋通夫君 )

O助役(赤松行雄君)

助役。

細かいこ とを私聞きま した。それで、はっきり指示しておきま

した。 きち っとした届けをせずに言えば職場離脱でございます。それは許せない。それはきち

っとしようと思っています。私の方からそう言ってあります。ただそれについて、 1人 1人が

どう かということ は、まだ聞いていないですよ。ただ落ちつけると ころは、職場離脱であるん

だから、き ちっとやりな さい、 そういう ことだけは命令 して ございます。

0議長(高橋通夫君〉 古賀俊昭君。

o 1 8番(古賀俊昭君) つまり 、いまの助役の御答弁から判断と いうか、簡単にだれ

でもわかるんですね。要する に何の連絡もなく 、何の手続もしないで休んだという ことですね。

間違いないんですね。じゃあ有給職免になるはずは絶対にないわけです。手続はきちんと決め

られているわけです。(r健康課長が、だから病気になってしまうんだよ」と呼ぶ者あり)ど

うですか。

0議長(高橋通夫君)

O助役(赤松行雄君)

助役。

ですから、先ほど、私の方からは、取り扱いについては、命令

しておいた、だけれど、 1人 1人がどうかと いうことは、まだ聞いていません。ですから、き

ちっと調べた上で措置 します。そう いうことでございます。

0議長(高橋通夫君〉 古賀俊昭君。

0 1 8番(古賀俊昭君) 非常にノレーズな人事管理が行われているという ことですね。

組合の幹部の人たちは、やはりそれなりの自負と公僕としての誇り、そうしたものを持って私

は仕事をしておられたんじゃなし 1かと思います。あした行こうか、行くまいか、そのときの仮

に気分で休んだとしても、こうした行事に参加したかどうかは、上司はわからないわけです。

だから、こ ういう慣行が、長年も しかすると続いてきたんじゃないかなというふうに判断せざ

るを得ません。厳格な対応をここでお願いして、また、報告を改めてお願いをしておきたいと

思います。組合活動に対する職免の基準というのが非常にあいまいになっている。そして、こ

れは、 もし私がこれを聞きますよという ことを言わなければ、多分有給職免になったパノじゃな

いかと思うんです。ですから、ひとつその辺をはっきりさせることが、正常な労使関係をつく

るもとになるわけです。そう いうところをいいかげんにやっていて、何かむずかしいことをお

互いに話し合って解決しようとしても無理なんであって、まず条例でそうしたものをきちんと
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はっきりさせる。そして、それが守られるようにしてし吋、そして、労使関係の正常な確立を

やはりやっていかないと、たまたま私が見たピラでちょっと聞こうかなと思っても、もうこう

いうことになってしまう。ですから、ひとつまた後で、どのようにこの件は処理をされたのか、

お聞きしますので、きちんとまた答弁をお願いをしておきます。時間があれなんですが、私、

ちょっと市長にどうしても聞いておきたいということがありましたので、ここで市長に全く別

の角度から、日野市の通し号俸制について、所見を伺いたいと思います。私が先日、市長に、

市長は社会主義者を自認しておられるから云々というお話ししましたら、社会主義者じゃない

んだけれども、社会主義が大好きだというような何かお話を、信奉しているというようなこと

をお話になりました。社会主義を信奉している人のことを社会主義者というんですよ。ですか

ら、人ごとみたいなこういうことじゃ世の中変革できないんであって、社会主義者は、この世

の中をひ っくり返して変えていかなくちゃいけないわけですから、もう少し自分が社会主義者

なら、社会主義者らしく、そんな人ごとみたいなことをおっしゃらないで、馬場委員からの指摘もあ

りました、はっきりしているんですから、その辺は、よく自覚されないと、仲間の人からしかられるんじ

ゃな~¥かと思います。社会主義と共産主義の違い、どう違うヵ、マルクスとし 1う人がこれは、こう違

うんだということを言っています。まず社会主義というのは、能力に応じて働き、その労働に応じて

取るとし 1うのが社会主義、共産主義というのは、各人が能力口芯じて働して必要に応じて取る。これ

が共産主義だということが、マルクスのゴータ綱領批判という中にきちんと書してあります。

だとするならば、いまの通し号俸制は、共産主義的な給与制度なのか、社会主義的な給与制

度なのか、市長は、社会主義者なんですから、おれは、こういう給与制度だと思うということ

が、きちんと出てくると思うんですね。ひとつ、つまり労働に応じて取るべきなのか、必要に

応じて給与というものは取るべきなのか。市長は、この通し号俸をどのように考えておられる

か、最後にお聞かせをいただきたいと思います。

0議長(高橋通夫君) 市長。

0市長(森田喜美男君〉 私は、人間尊重主義者とでも…・・・(I何を言 うんだよ JIそ

のとおり」と呼ぶ者あり)以上をもってお答えといたします。

0議長 (高橋通夫君〉 古賀俊昭君。

o 1 8番(古賀俊昭君) 共産党の人がいろいろ何か言 ってますけれど、やっぱりマノレ

クスというのは、自分たちの教祖様ですから、マルクスの言・ったことを余り批判なさらない方
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がいいと思います。また、修正主義とか、いろいろ議論が起きてくると大変ですから、私が言

いたかったのは、いまの給与制度は生活給ということを市長がおっしゃいます。つまり、能力

に応じて働いて、必要に応じて取る給与制度なんです。これは共産主義なんです。私は、社会

社会主義者とおっしゃる市長とはちょっと違ってくるんですねヶだから、市長の主義主張とや

っておられることが矛盾していると思いますので、ここで、指摘をレておさにいと巳います。

ここで、指摘をしておきたいと思います。いよいよ時間も迫ってきたんですが、自治体の主人

公というのは、森田市長でもなければ、赤松助役でもないわけです、市民 1人 1人が自治体の

主人公です。ですから、その市民からやはり悪平等ではないか、いろいろ批判が高まっている

こうした給与制度をいろいろ見直していきたいとはおっしゃっているんですが、やはり温存す

るというような姿勢ではなくて、やはり見直すならば、果敢にやっていくという姿勢をやはり、

議会においても、私たちももちろんそれについては応援をしたいと思いますし、ぜひ、取り組

んでいただきたいと思います。議会の議決が一 日も早く実現をして、いまの給与制度が改めら

れまして、職員の方が誇りを持って士気高らかに市役所の中で、働いていただけるように心か

ら願いまして、この給与制度についての質問を終わります。

0議長(高橋通夫君) これをもって 17の1 違法な市の給与制度「通し号俸制」の

早急な見直しに関する質問を終わります。

1 7の 2. 小・中学校の卒業式、入学式等の公式行事においては国旗掲揚と国家斉唱の実施

を正しく指導せよについての通告質問者、古賀俊昭君の質問を許します。

o 1 8番(古賀俊昭君〉 時間もあれですが、これは、私は前回も通告をしておりまし

たので、こ こで日野市の学校という公教育の場で国旗、また君が代というものが、どう取り扱

われているかということをひとつ皆さんにも知っていただきたいし、改めていただきたい点も

多々ありますので、ひとつ取り上げます。短くやりますので、ひとつお答えも簡単にお願いし

ます。

私たちは国際人として、りっぱな人間になろうと思えば、まず自分の国をよく知らなければ

なりません。そうすれば当然自分の国の国旗や国家は、大切にするという感情は、自然に出て

くるはずなんですが、ところが、この常識がなかなか自分の私たちの住んでいるこの国では、

なかなか通用しないんです。特に私がお願いして調べてもらいました日野市の小中学校におけ

る、たとえば卒業式、入学式のこれらの国歌の斉唱、吹奏、演奏、また、国旗の掲揚について
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は、非常にばらっさがある、そしてきちんと文部省の指導等にも従って実施を していただいて

いる学校もあるわけでありますので、こうしたものはぜひ、これからもそうした校長先生もい

ろいろ 日 教組が大変日野は強~ iものですから、君が代反対、国旗反対でやっております。です

から、ぜひ教育委員会でも学校の現場の先生、校長先生に対して、文部省の指導要領で国民の

祝日などにおいて、儀式などを行う場合には、国旗を掲揚し、君が代を斉唱させることが望ま

しい、こうなっておりまして、これを受けて指導をしていただきたいと思うんですが、去年と

ことしの実施状況を見ますと、非常にばらつきが、先ほど言いましたようにある。そして結果

を申し上げますと、日野にちょ っとここ の学校は、どういっ先生方がいらっ しゃるのかなとい

うことで、首をかしげたくなる学校が一つあるんです。百草台小学校、ここはし 1ろいろ有名な

日教組の活動家の先生もいらっ しゃ る。また、 PTAには市会議員の父兄の人もいたりして、

なるほどなということを思うわけですが、この百草台小学校は、やっと ことしの58年度卒業

式で式場の外にやっと日の丸を 1本立てたんです。それまではずっと君が代ももちろん演奏 し

なければ式場の外も式場内にも国旗を出さないという全く無国籍の学校であったわけです。人

民民主主義 日野を象徴するような学校が一つあったということで、この学校を含めて文部省の

指導要綱を受けて具体的にきちんと した指導をしていただきたし 1。それをこれからもなさ って

いただくことができるかどうかお聞きをして、もう一つは、日野では、小学校で君が代を全然

教えていないんです。私の子供もいま小学校の高学年になっているのがいますけれど、一度も

学校で教わったことがない。学校の公教育の場で文部省の指導要綱でもきちんと国歌君が代は、

各学年を通 じ児童の発達段階に即して指導をする ものとするということになっておりまして、各学

年を通じ指導をしなくてはならないということになっているんですが、会くやっていない、こ れはど

ういうことか、ひとつこれは本当は教育委員長にお願いしたかったんですが、教育長に御答弁

をお願いいたします。

0議長(高橋通夫君) 古賀俊昭君の質問についての答弁を求めます。教育長。

O教育長 (長沢三郎君〉 お答え申し上げます。

いま、古賀議員さんの方から御質問がありましたように、卒業式、あるいは入学式等におけ

る国旗の掲揚、これにつきましては、ほぼ大部分の学校で国旗の掲揚は行われている。ただ君

が代の方ですね、国歌の方の君が代につきましては、まだまだこの教育現場における、 意志統

ーと し、う ものがきちっとできていないというそ ういう面もあり まして、たとえば 58年度の卒

-490-

業式の際に、この君が代が斉唱されたそういう学校は8校と、それから、曲だけを演奏 したそ

ういう学校が 3校、残り の16校という のは、 式次第の中にそれを取 り入れない、こう いうよ

うな形で卒業式が行われている。これは事実でございます。ただ私たちは、この国旗の掲揚、

あるいは国歌の斉唱という問題につき ましては、一応先ほどお話があり ましたけれど、学習指

導要領、これに基づいて現場の指導は行っております。特に自分の国の国旗、 ある いは国歌そ

れを大切にするということについては、 外国の今度は国旗、 国歌こういう ものに対する敬意を

払 う、こういうよう な習慣 とい うものは、 子供のときから身につけておかな くちゃいけないっ

これが、これか ら先の国際社会に生きてし 1く子供たちの指導で非常に大切なことである。この

ことは、 やは り学校現場の先生を含めてわかっていただきたい。こ ういうことで指導は引き続

きやってまいりたい、こう思っております。

古賀俊昭君。0議長(高橋通夫君〉

o 1 8番(古賀俊昭君 ) 自分たちの国の歴史とか、伝統にことさ らけちをつけまして、

自分の美点といいますか、すばら しい長所をわざわざ否定して見せる。そして、 喜ぶというの

は、私理解できない。そ して、 それが戦争につながる という何か壊われたテ ープレ コーダーじ

ゃありませんけれど、同じことを繰り返す。 これは、やはり驚くべき無知か偏見だろう と私思

います。 こうした短絡的な志向が日野の中から早く私は淘汰されるよう に心から願うものであ

ります。

最後に一つ、日 の丸のことについて御参考までに申し上げておきますが、野坂参三という共

産党の国会議員がおられます。 この方は、昭和 21年の 8月24日の衆議院本会議で、現行日

本国憲法に反対の立場から討論をしま して、 日の丸は、わが国の象徴であると衆議院の本会議

で野坂参三が演設をいた しました。御参考までに申し上げて終わります。

0議長(高橋通夫君) これをもって 17の2 小 ・中学校の卒業式、入学式等の公式

行事においては国旗掲揚と国歌斉唱の実施を正しく指導せよ に関する質問を終わります。

本日の日程はすべて終わりました。

本日はこれをも って散会いた します。
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0議長(高橋通夫君) 本日の会議を聞きます。

ただいまの出席議員 26名であります。

一般質問を行います。

午前 10時 13分開議

一般質問 18のし続 いまや社会問題になっている校内暴力と非行問題に行政も積極的

に取り組めについての通告質問者、市川資信君の質問を許します。

C 1 9番議員登壇〕

019番 (市川資信君) ただいま議長から指名されましたので、続 いまや社会

問題になっている校内暴力と非行問題に行政も積極的に取り組めという件について一般質問

をさせていただきます。

この件につきましては、前3月の定例議会において一般質問したわけでございますけれど

も、そのときに、残念ながら持ち時間がなくて継続質問ができなかったという経過の中で、

さらにそれを詰めさせていただきたいということで質問させていただくわけでございます。

先般のあらましでございますけれども、要約すれば、要は青少年の犯罪というものが、刑

法犯のみに限ってみても、全犯罪件数の 50%を超えたと。 2年連続して 57、 58年度で

超えた中で、さらにその中の中学生の、いわゆる低年齢化に伴う犯罪件数が 98%を占めて

おると。その低年齢化というものが、ますますエスカレートしておるという中で、この問題

の提起を取り上げたわけでございます。前回、 10点についての質問をしたわけでございます

けれども、それについて一つ一つまた再質問をさしていただきたいと、かように存じます。

1問自でございます。 1問目は、道徳教育実施状況は、日野市において、年間 35時間と

いう定められたカリキュラムを、完全に実施されておるのかどうかという質問に対しまして、

教育長の答弁でございますが，そのカリキュラムどおり実施されておるというふうにもとれ

る答弁があったわけですけれども、それは間違いないのかどっかが 1点目の質問でございま

す。

2点目でございますが、大規模校に進行するにつれて、いわゆる校内暴力非行化のパーセ

ントが高くなっておるということが、先般の議会で事細かにいろいろと資料を取りまぜなが
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ら申し上げたわけでございますけれども、いわゆる私が申し上げようとするポイントは、日

教組等の調査によっても、大規梗校になるに従って、ソフト面でも忘れ物が多いとか、ある

いは先生も名前が覚えられないとか、生徒との先生との緊密度が薄れてくるとかいう中で、非

行化が大きなパーセンテージをしめ、高くなっているということも、数値をもって示したわ

けであります。そういったことで、 61年度をピークを迎えるについて、このままの対策で

果たしていいのかどうかと、こういう質問だ、ったわけです。それに対して教育長は、それに

ついて学校がうまく運営できるかどうかということに対して、校長のまずリーダーシゲプと

いうものを 1番目に掲げて、その次に先生の指導力の向上であると、あるいは児童生徒の教

育相談的な指導を、今年度重点目標のーっとして取り上げていきたいと、このような答弁を

されております。

まず、このし 2について教育長の答弁をいただきたいと思うんですが。それについて、

一つ、確かに校長がかわれば学校がかわると言われることも、これも事実でございますけれ

ども、いまの学校運営というものを、私どもも議会を通して、あるいは過去においては PT

Aの役員等を通して、学校の内容というものをつぶさに肌で感じる中で、いまの学校運営、

特に公立の小中学校については校長の存在というものが、確かに強いリーダーシップのある

校長のときはよろしいんですけれども、おとなしい、やさしい校長のときにはいろいろの面

の弊害が出ておる。そういった中で、そういうことを主体にした主任制度ではなかろうかと

思うんですけれども。主任制度というものの機能というものが、いま十分に果たされてない

各学校の現状の中で、一体校長のリーダーシップというものはどの程度ふるえるものなのか

どうか。 一、二の校長の、すばらしい校長はいるけれども、全体を通じたいわゆる大変素

質のある優秀な校長でありますけれども、人間的にやさしさ、おとなしいがために思うよう

な手腕をふるいきれない学校運営というものもかいま見るわけであります。その点について、

まず教育長の答弁をいただきたい、かように存じます。

O議長 (高橋通夫君) 市川資信君の質問についての答弁を求めます。教育長。

0教育長(長沢三郎君) お答え申し上げます。第 1点の道徳教育の問題でございます

けれども 日野市の小中学校一一全校からです。これは、教育課程の届け出というのが毎年

度当初、教育委員会の方に提出されておりまして、各小中学校ともに決められた時数、これ

は全校にわたって確保されております。
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それから、第2番目の、校長のリーダ一、ンップをいう問題。確か;こ校長先生方の中に非常に性格

のやさしい穏やかな校長先生もいらっしゃいます。ただ、教育委員会サイドといたしまして

は、校長会その他の機関というものを通しながら、単に校長のリーダーシップがとれるとか

とれないとかという問題以上に、やはり各学校ごとに起きている青少年の問題行動とか、そ

の他の問題につきましては、日野市全体の校長会としても対応するような手だて、そういう

ものもとっておりまして、先ほどお話のありました主任制度の問題等につきましでも、それ

ぞれの主任の先生方が、最近では自分自身の、いわゆる分掌関係、これらにつきまして相当

積極的に取り組むようになってきていただいていると。たとえば教務主任会とか生活指導主

任会、これらの主任の方々の集まりも毎月定例的に教育委員会の方では持ちまして、それぞ

れの分掌事務にわたっての研修等深めて.さらに、各学校間の交流、そういうものも通しな

がら、うちの学校ではこういうてだてでこの問題については、こんなような取り組みをして

いると、そういうことも事例の一応発表等を通しながら、他校の参考になる点につきましては、自

分の学校にも取り入れて対応すると、こんなような形での努力を続けていると、そんなよう

な現状でごぎいます。

0議長(高橋通夫君) 市川資信君。

019番〈市川資信君) 大変いま教育長簡潔な答弁で、その程度で結構ですから、余り

長くなりますと質問も長くなってきますので。

3番目の質問は、教員の人事権が校長になきが等しいということを申し上げたわけでござ

います。それに対して教育長の答弁は、いわゆる任命権者は東京都であると。服務監督者が

各市の自治体に任されているんだという答弁でございます。そのとおりでございます。私、

ですからこれは、あるいは市議会で取り上げる問題ではなくて、東京都の問題だろうという

ことにも思うんですけれども。しかし、現実に市の行政の一端にわれわれに深いかかわりあ

いを持っているわけですから、当然市議会でもそういった矛盾の点があれば、それを一一疑

問の点があれば質疑するのは当然であろうと思うんで申し上げているわけで。あるいは教育

長の権限外の質問になろうかと思いますが、教育長が感じたままで結構ですからお答えいた

だければ結構だと思うんです。

いわゆる任命権者が東京都で服務監督が各自治体であると。これも十分に承知しているわ

けでございますが、いわゆる現実問題として私が、ある校長にこぼされたことは、新しい新
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規採用の先生が、たとえばAという学校へ来るという場合、まずその校長のもとに身上調査

書というものが届くんだと。身上調査書が来て、こういう新しい先生がおたくの学校へ行く

からよくお願いしたいという、ただ単に片方の通知だけでどうすることもできない。それを

1名欲しいというから当然、 1名送ってくるわけですから。その次に採用通知書というものが

また校長のところへ来て、またそれを東京都の方へ送り返す。そして、その採用通知書を持

って初めて本人が校長のもとに来て、顔を見ると、ああ、おれのイメージとずいぶん違うな

と、こういう人だ、ったのかということが、現実問題として行われておるということをお聞き

したことがあるわけです。なかなか教育長の答弁の中で、校長の希望どおりの先生を欲しが

ることができない。欲しくても来てもらえないというのが現実であるということが答弁の中

にあるわけでございます。

先般もこの質問の中で、校長のいわゆる任命権、採用権、異動権というものが、ほとんど

なきに等しいということが、国会の総括質問の中の、民社党の書記長である塚本議員のーー

「教育新聞」を私はここでるる読み上げたわけでございます。それを想起していただければ

わかるんでございますけれども、そういったところにも、いまの校長の権限のなさもさるこ

とながら、そういった主任制度の中で校長は本当に学校の中で無縁孤立化しているという現

状の中で、校長にいま少しある意味の権限を与えてもよろしいんではないか。たとえば異動

転任にしても、いま最近ようやく東京都の要綱も少し変わりまして、 10年たったらば校長

にそれを職務権限で異動させることはできるというふうに、ようやくなったそうであります。

けれども、それは 10年間ということであって、好むと好まざるとにかかわらず、あるいは

父母が認めようと認めまいとかかわらず 10年まではがまんしなければならない。こういっ

たところに大きな問題もあるわけでございます。校長には意見の具申権はあるそうですけれ

ども、具申権以外の、いわゆる採用権とかそういった転出転入する権利はないということを

伺っております。その点についても教育長の答弁を伺いたいと思うんですが。

さらに、二、三質問をまとめてお答えいただきたいと思うんでございます。

4番目に、一中の現状と対応ということの質問をしております。校長・教頭を含め大幅な

人事の一新を図ったという答弁でございました。 1学期もスムースに進行しているわけでご

ざいますし、いろいろと問題のあった学校だけに、多くの議員あるいは市民も憂慮している

問題だろうと思うんで、人事の一新を図ったその後のー中の経過についてお答えいただきた
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いというとと。

それから、 5番目のパンフでございます。私も本当に知らなかったんですけれども、すば

らしいパンフレ v トでございました。篤と読ましていただきまして、事細かに苦労した汗の

跡がところどころにかいま見ることができるんでございます。これを見ると、中学 1年生を

持つ親のためにということで、「わが子も中学生、日野市教育委員会」となっているんです

が、これは 1年生だけに配布したんでしょうか。 2年生、 3年生には配布されなかったのか

どうかということでございます。それと、できれば私が前般の質問で指摘したように、大変

鋭い指摘はあるわけでございますけれども、いわゆるこういうスタイル、こういうお化粧、

こういうものを持ち始めたらおかしいんだというようなところが、ちょっとこれ欠けているんで

はなかろうかなと。それは、年々確かに流行があるんで、数年おきに変わってくる可能性が

あります。ズボンが細かったり、太かったり、あるいは髪の毛だとか、そでだとか、かぱん

の持ち物だとか、そういったものの流行というものはあろうと思うんですが、そういったも

のも、ちょ っとつけ加えられたらなおよかったんじゃないか。さらに、 2年生、 3年生に配

られたらもっとよかったのではないかなぁと思うわけであります。これ一応この 3点をまた

しぼって教育長のお考えをお聞きしたいと思います。

0議長(高橋通夫君 ) 教育長

。教育長 (長沢三郎君 ) お答え申し上げます。

第 1点目の教職員の人事異動の際の校長の権限という問題、これも前回お話しいたしまし

たけれども、東京都の場合、確かに広域人事という形で都教委が任免権を持っていると。一

応異動に際しましては、それぞれの先生方から、一つは異動希望というものが出されます。

学校長の方は、それを取りまとめまして、地教委で校長さんとヒアリング、これは十分行っ

ております。

いま申し上げました異動希望という、これは希望者だけが、それじゃ異動の対象になるの

かと。こういうような形の中で都教委も、先生によっては 10年、 15年、 20年と同じ学

校だけしか知らないと。別の意味でいうと、そう長くその学校に勤めていただいて、本当に

その学校の生き字引というような形で活躍していただいている先生も、たくさんいらっしゃ

るわけでございますけれども、逆に東京都全体の教育というものを考えた場合には、幾つか

の地区の経験をしてきた方が、その先生自身も幅を拡げると。こうし汚う観点に立ちまして、
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3年ほど前から新しい異動要綱Eいうものをつくりまして、 Eにかぐ一応 10年というものを

一つの単位にして異動の対象にすると。それから、新しく教師になったものについては 6年

という時間帯で3つの地区の経験をしてくる必要があると。それから、 3点目に、その他異

動を必要とするものと。異動を必要Eするものという中には、これは、たとえば‘職場結婚と

か、その他やはりどうしてもその学校にいることによって父兄との折り合いがうまぐいかな

いとか、そういう特別のケース、異動を必要とするものと。こういう観点の中で問題をとら

えて、学校長の方からのヒアリングに基づいて、学校長の意見を付して提出をしていると。

ただ、そういうことで出た先生のかわりに、今度は受け入れる先生の場合、これにつきまし

ては、先ほど申し上げましたように、事前に校長が面接をするとかそういうことは許されて

おりませんでして、これはあくまでも東京都の教育委員会の一応任命権というものに基づい

て配置をしてくると、このような状況でございます。

それから、 2番目にー中の現状と対応はどうかということでございますけれども、この件

につきましては、本年度一中の校長さん、教頭さんの異動をされまして、新しく校長さん、

教頭さんもおかわりになったわけでございますけれども、新しい雰閤気の中で学校長を中心

とする教職員の指導体制というもの、これは確立されてきております。なお、それとあわせ

て、ちょうど昨年がー中の改装工事一一給食室その他を含めての、これでがたついた面もあ

りますけれども、それらの学校環境の整備、それらも完成いたしまして非常に環境的にも、

そういう面では校舎が美しくよみがえったというような状況。これもありまして、最近では

学校全体として比較的落ちついた状況の中で、授業等にも集中した取り組みが行われるよう

になってきていると。並びに生徒会活動、あるいはクラブ活動等も非常に活気が見えてきて

いるというような形の報告を聞いております。ただ、一朝一夕で変わるというような問題で

はございませんし、十分一中との連絡は密にしながら対応しているというのが現状でござい

ます。

それから、 3番目のパンフレザトの関係の問題でございますけれども、教育委員会といた

しましでも、昨年度の非行関係の中で、市民を対象にしての、昨年の 9月に 4万枚ほど駅頭

配布を、教育委員会あるいは指導室が中心になりながら、父母の方々に配布したチラ、ン、日

野市の子供はみんなの財産と、明るく健やかな子供の成長を願って、という形のピラを約 4

万枚ほど駅頭で配布をいたしまして、そのあといま市川議員さんの方からおっしゃった「わ
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が子も中学生」と、議員の先生方の交換箱にもみんな 1冊ずつ入れておきましたので、ごら

んになった議員の先生もいらっしゃると思いますけれども。 この中で、中学の 1年生に新

し〈入って〈る子供の親、これを対象にいたしまして、相当親の方も、いまの中学校教育と

いうものに関して不安を持っていると、あるいは中学生という形になった中で、自分の子供

がどういう状態になるんだかというような形で、そういう不安や何かも取り除〈ために、内

容を、希望と不安の谷間の中の中学生の姿、現在の中学生が、どんな姿で中学校教育を受け

ているかという中身、それから、「親の役割りと育て方」というその章、それから、最後に

中学校の、中学生が問題行動や非行に走る場合、どんなことが原因になって、そういうよう

などころに陥っていくかというような内容を、半年以上かかってそれぞれの学校から生活導

導主任の先生方、あるいは PTAの代表の方々も一緒になってっくり上げた資料でございま

す。できれば2年生、 3年生にも配れば、さらにいいという御指摘でございますけれども、

とりあえず内容が、いま言ったように新しく中学校生活を受ける子供、それの親を対象につ

くったものですから、新入生の親全員に 4月当初、入学式の際に、あわせてこれを全部の父

兄にお配りしたと、そのような現状でございますc

本年度も引き続き、いま指導室の方では、特に長期の夏休み期間に入る前に、第 2回目の、

子供たちの健全育成にかかわるチラシを現在作成中でございまして、夏休みに入る前に、一

応市民を対象に配布するような計画。あるいは中学生に対して小学生版をぜひっく ってほし

いというような父兄の方々から要望もございまして、それらの問題について取り組んでいる

というような現状でございます。

以上です。

O議長(高橋通夫君) 市川資信君。

020番(市川資信君) まず教員の人事の問題、 3点目の質問でございますけれども、

学校運営というものに対して、私どもは勉強すればするほど不可解なもやもやしたものがた

くさんあるように思えるわけです。たとえばー中にしても、いろいろの学校で事件が起きて

も、なかなか外へ出したがらない、こういう風潮があるわけです。よほど大きな新聞、ある

いは警察問題にならない限りは、ほとんど一般の、あるいはその当事者向土くらいで穏密に

片づけようとする空気、そういったものは長年の慣行としてだろうと思うんですけれども、

先ほどの校長の面接の問題もそうなんですね、やはり。だから、前回の一般質問のときの、
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あの塚本さんの新聞をかりれば、日教組が強くて押し切られてしまって、 美濃部さんのまん

まになって鈴木さんになってもまだ直ってないんだというようなことであるわけですけれど

も、果たしてそれだけかどうかわかりませんけれども。いずれにしても、やはり何か事件が

あったときには、最高責任者である校長のもとにすぐ来るのに、肝心の人事権、あるいは給

料をもらうときには用務員さんよりボーナスは少ないとか。そういう責任だけを課せられて、

その地位にふさわしい権限とか報酬というものが十分に報われてない中で、私どもはこの問

題を整理すればするほどわからない問題がかいま出てぐるわけです。

特に、これに付随して私は不思議に思うんですけれども、教科書問題なんていうのは最た

るものではないかと思うんですが。私の私見を言うとまたいろいろと問題があるんで、やは

り同じ塚本民社党の書記長の国会論戦の中の、ちょっと記事をここで読ましていただきたい

と思うんですけれども。

次に、教科書の問題で、 56年度から全国の中学校で使用されていることになっている社

会科の教科書は、まず口絵のカラ ー写真が、はち巻のデモや石油基地、横田米軍基地、生活

危機突破デモ、新幹線反対デモ、権利の主張と公害反対、基地反対を示す写真で始まってい

る。もちろん私たちもデモを行う。労働組合と一緒にいろんな権利主張をする。それがすべ

て悪いということではないが、一番初めのとびらから、石油基地が悪いようなことが想定さ

れるようになっている。中を読んでみると、権利主張とか戦争反対、もちろん戦争は反対に

決まっているが、いかにもそのことが自衛隊反対につながるようになってきている。社会主

義だけがユートピア、資本主義が非悪のような記述がある。また、文部省の手の届かない指

導書に至っては、共産主義がユートピアとまで書いてある。こういう教科書が現場にこれか

ら出回る。権利の主張 ，こ対して義務と責任は 30分の 1から 50分の 1しかベージ数に載っ

ていなし1。これが私たちの子供のもとに、これから 3年間は基礎教育としてたたき込まれる。

とれが教科書の実体芯

こういう教科書がどうして採択をされるのか調べてみた。先生方、各区ごとに集まり採択

をする。そのとき、日教組から指令が飛ぶ。まず第 1に戦争反対、権利主張デモ、公害反対、

福祉増進、こういうものを中心に何ページどの本が余分に書いてあるかという ことで優先順

位を決める。国家とか、 責任であるとか、親に対する敬愛とか、こういうものは長い記事、

さきに言ったのがいい記事というふうに基準を設け、それを研究会、研修会でたたき込む。
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そうすると、教科書会社は、先生が使うのだから 使う日教組の丸の多い方に片寄って、ま

ともな先生方の執筆者は、みな教科書会社からお払いばこになる、こういう形で教科書が採

用されて〈る。

こういうふうに指摘して、なおこの間に文部大臣が答弁しているわけですけれども、塚本

書記長は、さらに

検定と関係のない指導書になるとも っとひどくなる。「ユートピアは共産主義」などと指

導書で教えなさいとやっている。と、これは文部省の手が届かない。世間では、教科書は共

産主義の先生がつくる、教えるのは社会主義の先生で、金を出して配るのは自民党だと言っ

ている。これをノーマルと思っているのだh

こういうふうに、まだ連々とこれ続いているわけです。これは、私ども議員になって初め

て勉強して、こういったことがわかってくるわけでありますけれども、人事の問題にしても、

教科書の選定にしても、大変私どもには学校内部というものはわかりにくいものがいろんな

問題でぶつかってくるわけです。この教科書の問題に しても、一体どうなのか。

実はうちの息子も、何の先生か一一社会科の先生だろうと思うんですけれども、中曽根さ

んが総理についたときに、こいつは悪いやつなんだよなあーテレビを見ながらですよ。戦

争を今度ゃるように軍隊をどんどんふやして、日本を不沈空母にするんだってよと、うちのか

あちゃんの前で話しているわけです。それから、うちの女房からそれを聞いたんで、私は、

あんた一体それだれに聞いたん芯学校の先生が言っていたよ。それから私は子供に言いま

した。先生方は、 総理が悪い、不沈空母だ、軍隊だと、あの人たちは日教組でしょうと、社

会主義でしょうと。 日本は、日本の国を自分の手で守らなきゃならない。そういう先生はソ

ビ.エトかどこか行ってしまえばいいんですよと。これは、今日の日本の繁栄というのは……

〈発言する者あり)しっかりしろよと。おまえの今日豊かに暮せるのも、国家の安定と繁栄

があるからじゃないかと 言ったら、それが最近は変わっ てきましたね。 最近の子供は、そん

なことを先生が言うと、あいつは日教組だ}こういうふうに中学生が、もう先生を批判する

目が養ってきているんです。ですから、やはりそこいら辺のところはきちっと教育長も、実

態がそういったことを行われているということあるんですから、いま少し一一 教育長の部屋

は居心地がいいでしょうけれども、きちっとした指導というものをしていただきたい、かよ

うに思うわけです。
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さらに質問を続けます。質問の 6点目は、名古屋市教育委員会の取り入れた、 6年生担任

の先生を中学校へ生徒と一緒に転任する制度という、これは新聞に載っていたことが大変私

の目にとまったんで、質問の中に入れさしていただいたわけでありますけれども。教育長の

答弁はこういうふう}こ言っているんです。東京都の場合は、小学校から中学校へ、あるいは

中学校から小学校へ動〈場合には、適性選考の試験を受けなくてはならない。その上でない

と配置がえができないと、こういうわけです。日野市では、年度切りかえ時に小学校時の担

任の先生方と、子供の状況等を中学校の先生方と十分意思交流の場をつくりながら対応して

おると、こう教育長の答弁なんです。この名古屋市の教育委員会の図ったー当然、名古屋市

にもそういった適性の制度試験か、あるいは知りませんけれども、そういう制度は当然、あろ

うと私どもは想定するわけです。各県ごとにそれぞれあるはずだと思うんです。名古屋市が

ー早くそういったものを取り入れて、東京都の場合に、これだけの問題提示を起こしている

中で、そういったものが、何も私はすぐしろとか何かじゃなくて、こういうことも一つの発

想の転換で、そのくらいの頭が、柔軟性というか、対応も柔軟性でないと、いまの学校の運

営というものは硬直化したものは乗り切れないんではないかと。これは一つの例ですから、

何もこれに限ったことではないんですけれども。

学校の先生方に聞きますと、生徒が犯罪を犯すという条件の中で、まず顔をよく知ってい

る人とか、それから、肉親の前だとか、それから、先生方の前では生徒というのは余り悪い

ことができないんだそうです。そういう一つの条件っていうものがあるんだそうです。要す

るに群集心理だと。だれも知らない町の中であると。そういったときには自然にそういう芽

が出てくるんだ。だから、そういったところをうまく突いたのが、名古屋市の教育委員会の、

小学校の 6年生の担任の先生を中学 1年生へ持っていって、それで悩みごと、いろんな一一

思春期ですから、この本にも書いてあるとおり、いろんな芽生え、いい意味の大人への芽生

え、また、悪い意味の芽生えも出て〈るわけです。そういったときに簡単に顔なじみになっ

ている先生に相談をかけられたら、ある意味のカウンセラ一、相談的な役目を十分機能を果

たすんではなかろうかと思うんで提言したわけです。それについてもし教育長等が答弁があ

るようでしたら答弁いただきたいと思います。それでまず一応区切らしていただきます。

0議長(高橋通夫君) 育教長

0教育長(長沢三郎君) お答えいたします。
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先ほどの人事異動に際しての学校長の権限というものももう少し強めたらどうかという御

質問だと思いますけれども、この問題につきましては、地方教育行政の組織並びに運営に関

する法律というのがございまして、その 37条に市町村立学校職員、これについての任免権、

これは都道府県教育委員会に属するということがはっきり明示されておりまして、これは実

際人事異動の際に当然学校長の具申権、それから、地教委の内申権、こいうものはございま

すけれども、最終的には都教委の方で、その具申内申をもとに任命をして〈ると。こういう

ような制度上の問題がございまして、いまの時点ではなかなか校長さんが、この学校のこの

先生をぜひうちの学校へ迎えたいという希望がありましでも、なかなかそういうような思う

とおりにはいかないと。逆に、会ってみたら、ちょっととにかく当てが外れたというような

場合も起きるかもしれませんけれども、それぷ校長先生の指導力というものの中で、ぜひそ

の先生を、さらに力のある先生に育てていっデいただきたいと、こういうことをお願いして

いる次第でございます。

それから、なお、教科書関係に(きましでも、これは相当厳しい検定を通って、検定制度

の中で採択される何種類かの教科書が出されるという状況の中で、それぞれ採択委員会とい

うものを各地教委にっくりまして、各社から出されている内容、とれを十分検討して採用し

ていると、こういうような状況でございます。なお、副読本関係につきましては、これはや

はり地教委に対する届け出制というものが確立しておりまして、勝手に各学校がこういう副

読本があるからこれを使いたいということで、自由に副読本という形で採用するということ

は、いまの制度の中では許されていないということで、各学校訪問を私たちもやるわけです

けれども、ほほ現在発行されている教科書、そういうものに基づいて授業が進められている

と。当然ワークブヲ ク等、そういうものを使って計算練習をするとか、その他いろいろ指導

しているそういうケースはままありますけれども、一応授業を進めていく中心は、教科書を

基本に進めていっていると、こういう状況でご、ざいます。

それから、なお名古屋の教育委員会、これの、いわゆる小学校の先生を中学に移したとい

うような形で、名古屋市とか横浜市とか、こういう政令指定都市と、全部で11くらいあり

ますけれども、人口 100万を超えるような政令指定都市というところでは、いま言ったよ

うな形の人事権を地教委そのものが持っていますので、小から中への交流とか、免許証さえ

あれば、そういう方法もとれるわけですけれども、先ほど申し上げましたように、東京都の
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場合には、小学校から中学の先生に今度かわりたいんだという ことになりますと、一応中学

の教師としての適性選考、これを受けた中で、当然、その適性選考に合格すれば小学校から中

学への変更、こういうものは可能になってまいりますけれども、いまの制度の中ではちょ っ

とむずかしいと。まして、東京都が何らかの方針というものを打ち出せば別ですけれども、

地教委段階ではほとんど、先ほどの任免権の問題とからめて、対応できないというのが現状

でございます。

以上です。

O議長(高橋通夫君 ) 市川資信君。

o 19番(市川資信君) 即発的に、また、最後に時間があればお聞きしますけれども、

さらに質問を続けていきます。

7番目の質問は電話教育相談。元一小の校長先生の村田先生でしょうか、先日ちょっとお

会いしてお聞きしたら、やはり大変'悩み事の相談が来ていられるということをお聞きしまし

た。大変これも効果があることだろうと思います。結構だと思います。

それから、 8番目の質問は、日野市内の中学校卒業式に、今年度自宅待機者があったかど

うかと。進学できなかった生徒はどうだ、ったかという質問だ、ったわけです。それに対して教

育長は、待機者は 1名もなかったと、進学できなかった生徒数は、男女合計で40名である

と。 3月27日現在、都立高第2次募集が 2，30 0人補欠を募集しておると。それに対して

8，900人の応募があると。都立高では定員 45名を 48名まで枠を広げて対応わ図ってい

ると。けれども、 4月9日の定時制高校の第2次募集が終わった時点でないと細かいことは

言 えないんだと、こういう答弁が教育長からいただいたわけであります。 4月9日ももう過

ぎたわけでございますので、一体その後の数値をわかれば教えていただきたいということと。

それから、 9番目の問題校、いわゆる大規模校に先生を 1名増員するということ。これは、

三中について 1名増員を図っておるということでございますので、それは結構でございます。

最後の質問でございます。男子先生の増員を図って、クラブ活動等を活発にして、生徒と

の融和を図って非行化を、あるいは校内暴力等を未然に防げることはできないのかという質

問でございますが、教育長の答弁は、徐々に人確法が浸透している中で、男子先生の応募が

増加傾向にある。 教職を希望するものがハない限にふやしたくてもふやせないんだ、と、こ

ういう答弁を教育長がいただ、いたわけでございます。私は、特に 10番目の質問でございま
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すけれども、官庁、いわゆる役人のやることは全くすべからぐどっか抜けているわけですね。

なぜ人確法がこれだけの優遇措置をとっていながら、男子の先生が学校へ行〈のが少ないか

と。たとえば市役所にしても、東京都にしても大ぜいの応募者があるわけです。かなり優秀

な人材も発揮しているわけですけれども、学校の先生が、なぜこれが少ないか、そこを本当

に研究したことがあるのかどうか。

まず、私どもは一番すぐぴんと頭に感じるのは、たとえば、ここにも大企業の日野自動車

さん、さぐらフィルムさん、東芝さん、富士電機さん、いろいろと議員の方も出ていられる

わけですけれども、もう実際内定が始まっているわけです。会社案内、会社内覧を見にくる。

早い人が 6月か 7月にもう内定して、遅ぐっても 9月にまだ、残っているの売れ桟りって言わ

れているんです。いま。実際運動が始まるのが 10月ですか、 9月ですか。もうそのときに

は一定のいい人材、会社はぱちっと確保して、誓約書まで書いているんです。誓約書まで書

いているんですから、学校の先生になろうと思った人も、もう学校の先生を受験することは

できない。これが私は男子先生が一番ネ v クになっている問題だろうと思うんです。本当に

いい先生を真剣に欲しいんならば、一般企業と同じような応募方法をとらなかったらどうに

もいまならない。 これが現状だろうと思うんです。そういうことで、これは、いま教育長に

言っても教育長にその権利があるわけじゃないんで、非常に私も質問していて一一これ、都

議会議員だ、ったら少しおもしろいんだけどなってこう思うんですけれども、これは、残念な

がらそとまで及ばないわけですけれども。これは、教育長の見解で、一体その点について、

どういうふうな見解をお持ちかどうかというととをお聞きしたい、かように思います。

以上です。

O議長(高橋通夫君 ) 教育長

0教育長 (長沢三郎君 ) お答えいたします。

3月時点で、日野の八つの中学校の卒業生の中で、まだ進路が決まっていないものは 40 

名あったと、こういう御報告をしておいたわけでございますけれども、その後定時制高校の

第2次募集、あるいは各種学校への応募、こういうものを通しまして、 40名のうち 26名

一一 40名の進路が未定であったもののうちの26名は、定時制の方に一応進学をすることを

決定したと。それから、 3名のものは各種学校、いわゆる専修学校ですか、こちらの方で自

分の、いわゆる技術をみがくというような形で専修学校の方に籍を置くということになりま
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した。それから、 4名は一応進学をあきらめて就職の方にその進路を変更したと。現在なお

未定のものが 7名、卒業生全体の中でいるわけでございますけれども、卒業生総数 2，317

名の生徒が、昨年度日野の八つの中学校を卒業していったわけですけれども、 2，31 7名の

中で7名、 6月14日現在まだ進路が決まっていないという生徒がおりまして、各学校から

の報告によりますと、それらの子供さんについては、どちらかというと病弱傾向っていいま

すか、体がわりあいと弱くて高等学校の教育に耐えられないんじゃないかというような状況

の子供さんが 7名のうち 4名、それから、ほかの子供さんたちについては、家事の手伝いや

何かをして、来年度のまた受験とか、あるいは 2月あたりに補欠募集みたいなものが行われ

れば、受験したいという形で自宅の方にいると、こういうような状況でございます。

それから、最後の男子の先生の増員を図ってクラブ活動の活発な指導という御質問でござ

いますけれども、先ほど市川議員さんおっしゃったとおり、確かに男子教員の応募者という

のはふえているとo ただ、応募の時期とかその他の問題をめぐって、果たしていまのまんま

でいいのかと。都教委の方も、特に試験から採用までの期間、なかなかぎりぎり 3月の末に

なって先生方の人事が一段落をして、退職された先生、あるいは異動が終わった後、どこの

学校にどういう欠員が出たから、そこに新規採用の先生を埋めると。こういうような形で、

3月ころまで受験した生徒をほうっておくということであれば、これはやっぱり大学を卒業

した生徒の気持ちの上からいっても、非常に不安感を持ちますし、まして、ほかの民間企業

等の併願をして、そちらの方の採用通知が先に来れば、そちらとの約束をしてしまうと。こ

ういうことで受験競争の方は新聞等にも出ておりますけれども、相当教師になるための倍率

は高くて、男子の生徒の受験者もふえてきているということは事実でございますので、あと

は、合格したものをなるべくほかに引き抜かれないような手だて、とれが必要でありまして、

都教委の方でも一応合格者の中にA、Bのランクを打ちまして、 A合格という形で通知を出

したものにつきましては、必ず4月の新学期に各所属の学校に配置をすると。こういうこと

を試験終了直後に本人の方に通知をすると。ただ、定数とのからみがありますから、補欠で

はございませんけれども、 B合格という形のものについては、一応 1年間名簿登載をしてい

て、その問、欠員あり次第採用するということで、遅くも B合格で合格しでも、次の年度の

初めまでには必ず都教委が責任を持って就職する学校を世話をしますからということで、 A

ランク、 Bランクの 2本立ての手だてをとりながら、大分苦労をして工夫をしているようで
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ご、ざいますけれども、そういうようなことを通しながら、現在の選考試験が行われていると

いうことを御報告しておきたいと思います。

以上です。

O議長(高橋通夫君 ) 市川資信君。

o 1 9番(市川資信君) これについても、いま再質問したいんですけれども、それは

また時間があればやらしていただきます。

私、ここのところに二つ、「朝日新聞」が相次いで行ったアンケ ー トがあるんです。これ

は、一つは広〈全国の市民を対象にしたアンケ ー ト、一つは有識者を対象にした同じような

アンケートが、はからずもこれは「朝日新聞」が有識者と一般のアンケートとの違いという

ものはどこにあるかということで、ねらいは必ずしも全面的一致ではないんですけれども、

学校教育に対する国民の意識調査ということのアンケートなんです。これをちょ っと一般の

まずアンケートを、ちょ っとここで読ましていただきたいんですけれども、

国民の半数以上の人は、いまの小中学校の教育に不満を持っており、さらに、以前より悪

くなっていると思う人が半数近くいると。一つは、学校教育の問題点としては非行、校内暴

力がトップで、入試がらみの項目が上位に掲げられておる。 3番目に、改革への具体的な要

望はさまざまな方向に分かれ、その中で、 1学級の人数を減らす、高校の義務教育化、教員

養成制度、高校入試の改革等が上位を占めたという中で、これらを数値を申し上げますと、

小中学校教育の現状について満足しておるかということに対して、昭和 52年は 22%が満

足しておると。ところが、ことしのときには 24%が満足していると。 2%ふえているわけ

ですが、不満であるというのが 52年のとき 49婦であったのが 55 %と、これは、相当不

満者がふえてきているということが示されております。

それから、自分たちが通っていたときと比べて、いまの小中学校教育がよくなっていると

思う人は、 52年が 44%だ、ったのが、この間の調査では 32%。悪くなっていると思う人

が、 52年のときには 31%が、今度は 47%、評価は逆転されております。悪くなった点

の指摘として、 1番が道徳教育が不十分であると。 2番目が受験重視の教育であると。それ

から、 3番目が先生の質が落ちたということが上位 3番目であります。

そのほかにいろいろとあるわけですけれども、いまの学校経教で問題だと思うことを 1番

目、 2番目と順位をつけて挙げてもらうと、 1番目が非行、校内暴力の 35%で、 2番目に
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偏差値による進路指導、 3番目に入試制度だというふうにそのアンケ ートは書いてあります。

こちらはもっときめ細かくて、いま先ほど申し上げましたように、この調査は「読売年鑑

別冊分野別人名録 59年度版」に掲載された、政官、法曹、労働、経済、産業、人文科学、

自然科学、文芸著述、美術、音楽、演劇、スポーツ等の、それで7番目に地方じ 7分野 1

万 3，500人の中から単純無作為抽出方法で各分野 75名を選び、計 525人を対象に質問

文を郵送、 3月10日から 20日までの間に実施したと。旅行、病気などの人を除く 485

人から回答を得たという中で、いまの義務教育について、あなたが受けた当時と義務教育と

を比べ、よくなってきたと思う点がありましたら幾つでも挙げて〈ださ い。 このトッ プは、施

設がよくなったと、 これは 85.4%で圧倒的なんです。 2番目に、教える内容が充実してき

たと、とれはぐっと落ちて 35.6 %0 3第目に、授業の内容が自由になってきたと、 24.2%。

逆に悪くなったと思う点がありましたら幾つでも挙げてくださいという点のトップが受験教

育偏重になっておると、これは 70婦であります。それから、道徳教育が忘れられていると

6 1. 1略。教師の質が落ちていると 45.7喝なんです。では、全体としてあなたが受けた当

時の義務教育と比べて、いまの義務教育はよぐなったと思いますか、悪くなったと思います

か、一つだけ挙げてくださいということで、よ〈なった面と悪くなった面が向じくらいとい

うのが、これは最高で33. 6婦となっております。現在、教育改革を行うとしたら‘次のど

の点を最優先で行うのがよいとお考えですかということに対して、 1番が教師の質の向上、

これが 58.3%、 2番目に道徳教育の充実、 48.3%、 3番目が大学入試制度の改善、 4番

目が、 6・3・3・4制の区切りの手直し、こういうふうになっているわけでございます。

校内暴力、家庭内暴力、非行などの現象が目立っています。この現象の原因としては、ど

ういうものがあるとお考えですかと、どういうことに原因があるかということについてのア

ンケートでは、 トvプが乳幼児期における親の過保護など、しつけの誤りということが 66. 

4%断然ト vプで、 2番目に物質万能の社会風潮、 3番目が道徳教育の欠如、こういうふう

になっております。

あと幾つかですから、ちょ っと読み上げますと、校内暴力、家庭内暴力、非行などいろい

ろな原因があると思いますが、家庭、学校、社会のうち最大の原因はどこにあると思います

か、一つだけ挙げてくださいというのでは、これは家庭と、家庭に問題があるということで

5 4.1 %、 2番目が社会、学校は 3番目となっております。これ読み上げると大変あと長く
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なりますから簡単に少し飛ばしますが……。

信頼できる教師をふやすためにどうすればよいとお考えですか。次の中から特にそう思う

ものがありましたら幾つでも挙げてくださいというものに、年齢や職歴を問わず幅広い層か

ら人材を集める。そのほか、採用後の研修制度をもっと充実させると、先生のですね。優秀

な人材を集めるための待遇をよくすると、こついうふうになっているわけでございます。

これらの中で、上智大学のーこのアンケート を編集して最後にその感想を述べているわ

けですけれども、清水義弘さんという先生なんですが、現在の学校と教師に対する厳しい評

価がまず挙げられると。学校の施設はよぐなったが、人間教育がおろそかにされている。教

育的信念や人間的魅力に乏しい教師が多い。信頼できる教師はごく少数だ。とりわけ各界有

識者の評価は厳しい。もちろん被調査者のほとんどは 50歳代以上で、旧制教育を受けてい

る。また、昨今は、校内暴力、非行などで教師に対する世間の風当たりが強いと、それにし

ても強い教師不信であると。

いま最も必要なのは、学制改革にもまして学校改革であると。 9年の一貫義務教育の確立

であると。子供は、小学校まではともか〈勉強をおろそかにしないが内中学に入った途端に

勉強嫌いになる。登校拒否も出る。学校不適応者は実に 4割を超える。この小学校から中学

への円滑な移行を妨げているのは学校組織の際立った違いである。しかも、その関係は全〈

形式的で木に竹を継ぐものである。したがって、中学と高校の接続よりも中学と小学校の接

合が先決である。 9年の義務教育の土台を固めなければ、これに続〈教育は実りが少ない。

2 1世紀の教育を語るのもよいが、このために急を要する身近な学校改革をなおざりにして

はならない。こう、社会教育学の先生でございますけれども結んでいるわけです。

非常に一般の人のアンケ一人あるいは有識者のアンケーヘどちらも同じような、やは

り数値がここではっきりと示されていることが明らかなわけです。

教育改革は、いま国会でも本格的に、いわゆる総理の諮問機関で、いままで教育と文化を

考える会でしたが、それから、文部大臣のもとに長い間置かれておった中央教育審議会、そ

れらをまとめた形で本格的に臨時教育審議会というものが内閣で先般決定されて、いよいよ

その臨教審について国会に持ち出されて、これからその論戦にスタートするーーもう一部ス

タートしたわけでありますが、 6・3制を柱とした戦後教育はこれより、いわゆる大きな転

換期を迎えると。
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今回の臨教審の大きなテーマは、中高の一貫教育を目指した学制改革ということが大きな

ポイントになることは間違いないと思うんですけれども、中曽根首相もみずから、 6・3制

は外国から借りてきた切り花のようなものと、日本の土壌に根差したものではない。制度の

あり方を含め長期的総合的に検討したいということを、先般の施政方針でもはっきりと述べ

ております。お子さまに激しい入試競争と偏差値の市場の風潮が、現在の中等教育をゆがめ、

校内暴力や登校拒否などの原因となっていることも事実であります。人格形成期に最も大切

な思春期を、受験の重圧から解放するとともに、中学と高校と細切れになっておる、いわゆ

る単線型の学習形態を改めて、中高一貫としたゆったりとした環境の中で子供に勉強をさせ

る。つまり人間教育と教育課程の両面からの改革が必要であろうと思うのであります。

「読売」の「教育改革を点検」するという特集記事の一端に、私立校ではすでに中高一貫

教育が多くの学校で実践されておると。 2年前から中高一貫の調査研究している日本私学教

育研究所によりますと、中高一貫を実施している全国的に約 430校のうち、人間教育を中

高一貫の最大のねらいにしておるというのが、そのうちの 65喝、学習効果を期待している

のが20骨と。その成果でございますけれども、全体の 72.2婦が学習効果があると答え、

語学、数学での評価は特に高いと示されております。人間教育についてはどうかということ

でございますが、同研究所の関下俊英研究部長は、最大のメリザトは教師と生徒同土の人間

関係が密接になるんだと。その中で生徒の人格形成を図ることができると、いろいろと挙げ

られているわけですが、それらが非常にはっきりとした顕著であるということでございます。

さらに、特集記事によると、どの学校でどの程度の先生に習うか、教育を受ける側にも選

択の自由があってもよいのではないかということで、自民党の海部文教制度調査会長は、教

育の荒廃が現状を教師の責任によよるところが大きいとして、教師の自覚を促すためにも生

徒や親にも選択権を与えて、先生や学校など教育者の側に競争原理を導入するという発想を、

新聞紙上のアンケートの中でも唱えております。

一方、中曽根総理は、私的諮問機関である先ほど申した文化と教育に関する懇談会の、そ

の中の委員だ、った作家の曽野綾子さんは、教師の質に関連して、教育の荒廃は教師がみずか

ら労働者だと宣言し、教師の人権闘争をストライキによって展開しようとしたときに始まっ

たとして、戦後教育の中で、教師の労働者としての権利意識が、聖職者としての意識を抑え

つけたことを重視していると、この懇談会の中で附帯意見のような形で具申しているわけで

- 514ー

あります。

私も、そろそろ結びに入るわけでございますけれども、きのう那覇市で行われておった日

教組大会が4日間の幕を閉じたわけであります。 60回の定期大会だそうでございますけれ

ども、その中で、確かにいまの日教組、あるいは社会党さんも現実路線というものを踏まえ

る中で、いわゆるいままでの日教組の考え方というものは、被害意識ということを前提に物

を考えて発想をしておったわけですが、初めて今年度の運動方針の目標の中に、加害者であ

るということを認めた上で実践教育を図ると、あるいは 40名学級定員の実現に向かつて闘

争するんだといつことをうたっていることは、大変ある意味では喜ばしいと思うんです、現

実に。はっきりその中で、いわゆる実践教育というものに、いわゆる子供を中心とした教育

というものに方向転換せぎるを得ないということは、それでなかったらば父母がついてきて

くれないということが大前提になっておるというふうに言っているわけです。

そして、ちょっとここのところで教育審議会への参加をめぐって、主流派内からも批判が

出たため、田中一郎委員長は、当初臨教審には参加することで執行部と了解をとっていたも

のを、特に発言を日教組の大会で求められて、臨教審は教育基本詮に反しているとの見解を

発表して一応おさまったということでございます。いわゆる臨教審には反主流派は当然、共

産党ですから、これは臨教審に参加しないということはよぐわかるんでありますけれども、

いわゆる主流派までも、せっかく執行部で現実路線を歩もうとしているときに、こういった

決議等が出されて、委員長がみずからそういった報告をせざるを得ないという報告をされて、

ようやく日教組の大会が無事におさまったというふうなことが新聞に書いてあります。

制度の内容に反対するのならば理解もできるわけでございますけれども、民主主義の原点

にもとる、ましてや教師が審議もせずに不参加を決めるとは、私どもに言わせれば、天に向

かつてつばを吐〈ようなものだと、こう思わざるを得ないんです。当初、国鉄も合理化反対

で、ストライキに次ぐストライキで、ついに国民から最終的には見放されてしまったと同じ

ように、日教組も、このような暴挙を繰り返されるならば、国鉄と同じように道をまた歩む

んではなかろうかと。現に、日教組や反日教組系の全日本教職員組合連盟の教職員の組織に

入ってない職員は全体の 32%で、 37万 5，000人にのぼり、特に新採用教職員の日教組

への加入率が、 57年度文部省調査によると 35. 7冊、現在の組織率が文部省調査ですと、

5 7年で51.1 %であって、 59万 7，00 0人と、 5割を割るのは寸前だという事態であ
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ります。こういった中で、先般も石橋体制が現実路線を歩もうとしているときに、日教組自

身のためにも、また、国民の声に目を向けて、ひとつがんばって現実的な面に目や心を向け

ていただきたいと思うわけであります。これらについて、もし教育長の見解があればお聞き

したいと思うんですけれども…・-。

その前、最後に市長にちょっと 1点お聞きしていきたいんですけれども、昨年 8月1日の

広報の中で「青少年の健全育成に地域連帯の取り組みを」という表題で日野市長森田喜美男

ということで、日野市青少年問題協議会長としての寄稿が載せられておりました。青少年問

題協議会長としての目的は、

「青少年の指導育成、保護及び矯正に関する総合的施策の実施を期するため、必要な連絡

調整を図る。若者が非行の道に落ちないよう適切な行政対策をとること。今日の社会問題に

なっている青少年のさまざまな非行に適確な対策が見出せるかどうかを考えるとき、その複

雑さに頭を抱えてしまうようです。いま発生している非行や暴力は、家庭内の抑圧によると

か、学校教育の場の選別にもとがあるとか論議はできても、矛盾をいっぱい持った社会病理

が背景にあるだけに問題の本質と対策の考え方を複雑にしています。この青少年問題の解決

を探すなぞ解きは大変むずかしいが、いわゆる問題を発生させないための健全育成の道が本

質的な常道であることに思いつ〈ならば、明るい光が見出せるように思う」

こういうふうに書いてあるわけですが、「健全育成の道が本質的な常道である」と。もっ

ともなことですが、これを具体的に一体どういうことを指してのことなのかどうかという

ことを、見解をお聞きしたいと思いますが、先ほどの質問に続いて、教育長のまず、もし回

答があればお答えしたその後で市長のお答えをお聞き したいとかように思います。

0議長(高橋通夫君) 教育長

0教育長(長沢 三 郎 君 ) お答えいたします。

現在の教育をどういう形で改革していくかと。いろんな問題はたくさんあると思いますけ

れども、私、よく新規採用の教員の方々、ととしも 20数名日野市でも、大学を出て日野へ

就職された先生がいるわけなんですけれども、その方々に一番最初にお話をする話が、皆さ

ん方は厳しい採用試験を突破して一応学校の先生になられると。こういう状況で学力の面に

ついては、それぞれそれなりの実力をお持ちになって教壇に立つような形になると思います

と。ただ、学校の場合には民間企業と違って、教師になるということになりますと、教師が
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余り向いていないから事務の方に配置をかえるとか、あるいは営業が不向きだから経理の方

へ回すとか、経理をやってみても余り上手じゃないから企画の方へ配置をかえるとか、そう

いうことができない職場なんですと。自分の性格が教師というものに合っていないという こ

とを感じ取られたらぱ、もう 1日でも早/おやめになってください。それは、先生自身の将

来、も う本当に自分が教師に性格的に合わないのに、無理をして教師をやっているという こ

とは子供が不幸であり、それから、教師自身も、あなた自身も不幸な結果になるので、そう

い うことを感じたときにはすぐおやめになって、新しい道をお探しになゐ ことの方が、先生

自身としても将来非常に大事なことだと思いますと。一番最初にそんなお話をするわけなん

ですけれども、私、いまの制度の中で一番大事なこと っていうのは、教師になるものに、医

者ではありませんけれども、 1年聞くらいのインターン制度を入れるということ、これがや

はり教師に自分がやってみて、 2週間や 3週間の教育実習なんでのはだめなんです。 1年く

らい教育の現場でやってみて.自分は教師に合うか、性格的に合わないか、とれをきちっと

見分けた上で、本当に教師の職についていただ〈と。これが何らかの形で、医者ではごぎい

ませんけれども、実現できたらぱ大分いま非難を受けている学校教育の場というものは、徐

々に改善されてくるんではないかと、 こう思っております。

以上です。

O議長(高橋通夫君) 市長。

。市長(森田喜美男君) いろいろ教育の議論を承っておるところでありますが、青

少年の非行ほど社会に課せられた責任であるとともに、また、未来を明るぐするための基礎

要件はないといっていいぐらい重要な課題だと思います。私は、日野市青少年問題協議会の

会長という立場から考えまして、その事務局を教育委員会の社会教育課にゆだ、ねておったわ

けでありますが、地域の関係、あるいは家庭の関係、それらを総合しないと、学校だけの取

り組みでは、なかなか現状の中では困難であるということは、もう申すまでもありませんの

で、要するに、地域の大人社会が自然環境的にも、あるいは社会環境的にも、あるいは倫理

の上の環境でも健全であるということが、一番次の世代を担う青少年のために必要な条件で

あると、このように考えます。

したがいまして、多少組織変えをいたしました。生活課をつくり、コミュニティー活動と

ともに青少年問題に取り組んでいきたいと、それがこれから始めようとしております、中学
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校区を単位といたしますコミュニティー市民会議というふうな構想であります。青少年の健

全育成が今日的課題ではありますとともに、やっぱりすべての地域社会が何よりもまして健

全に労働を尊重しながら、正しい価値観を持って、そして、日々努力をしていくという、そ

の姿があれば、私は将来に大きい解決を託することができると思っております。徴力ではあ

りますけれども、日野市の地域社会に不健全な一社会的な要素、これらを市民自身の運動

によって、絶えず正常化健全化を図っていくと、こういう地域活動にみんなの心を集めてい

くことができればということで、今後もそのような仕組みをつくり、また、それにかける努

力をいたしたいと、こういう考え方でございます。ごく大局的に申すならば、そのような考

え方を持っております。

0議長(高橋通夫君〉 これをもって 18のし 続 いまや社会問題になっている校内

暴力と非行問題に行政も積極的に取り組めに関する質問を終わります。

お諮りいたします。 議事の都合により暫時休憩したいと思いますが、これに御異議あり

ませんか。

C i異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(高橋通夫君) 御異議ないと認めます。よって暫時休憩いたします。

午前 11時 32分休憩

午後 1時 12分再開

。副議長(米沢照男君〉 休憩前に引き続き会議を聞きます。

議長所用のため出かけましたので、午後から私がかわって議長席につきます。よろしく御

協力をお願いいたします。

一般質問を行います。

1 9の1. 心身障害者生きがい作業所(仮称)fこついて通告質問者、橋本文子君の質問を

許します。

C 1番議員登壇〕

01番(高本文子君) 初めにお願いをしておきたいんですけれども、市民の要求が大

変山積しておりまして、どう してもこれだけ盛らざるを得なかったというのが現状でござい

ますので、御答弁の方できるだけ簡略に、大事なことをしっかりとやっていただければと思

います。よろし〈お願いをいたします。
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それでは、通告に従いまして、 1番の心身障害者生きがい作業所(仮称)についての質問

を行ってまいります。

ちょうど1年前になりますけれども、昨年の 6月13日に、私は、障害者の作業所につい

て質問を行っています。その時点では実施設計の作成に入るところでしたから、まだ内容に

ついて詳細な答弁はできないということでした。そして、福祉部長のお話では、いずれ障害

者関係団体、あるいは共同作業所等で働いておられる方々にも十分話し合い、検討を進めた

上で早急に設計に入りたいという内容のお答えがあったと記憶しております。ょうやく今議

会で設計図も示され、予算化もされたわけですから、ここ 1年間の経過と具体的な内容がお

伺いしたくてこの質問を取り上げました。

質問の第 1点目は、とれまで1年間の中でどんな障害者の団体と話し合いを持たれたのか、

回数と話し合いの内容を教えていただきたいと思います。

それから、質問の 2点目は、 1年前の御答弁では、障害者諸団体、あるいは個人の要望が

十分盛り切れるかどうかという問題が内部検討の中で出てきたということでした。その盛れ

そうでなかった問題というのはどういうことだ、ったのでしょうか。そして、それらの諸問題

は白紙に戻された後、どのような結論を出されたのでしょうか、お伺をいたします。

質問の 3点目は、作業内容についての質問でございます。生きがい作業所という名前に恥

じないような楽しい作業所をつぐっていただきたいと思うわけですけれども、作業内容につ

い ての検討の進め方は、どんな方法をとられていますか、また、具体的にどんなことが決ま

りましたか教えてください。設計図の御説明によりますと、延べ面積が 1，35 6，7 5平米と

いうことです。そのうち 80平方メートルの木工室があって、その他 1階の 35平方メート

ルの作業室、 2階の 156平方メートルの、これも同じく作業室となっています。それぞれ

の部屋で行われる仕事についてよろしくお願いをいたします。

また、質問の 4点目として、障害者福祉協議会を設置されるということですが、具体的に

はどんな問題を協議していただこうとしているのでしょうか。

以上、四つの質問に御答弁をください。お願いいたします。

O副議長(米沢照男君) 橋本文子君の質問についての答弁を求めます。福祉部長。

O福祉部長(高野 隆君) お答えいたします。

まず第 1点の御質問の、この 1年間にどのような団体と話し合いを行ってきたかという御
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質問でございますけれども、今回の工事に至る間に、それぞれの団体からいろいろな、こち

らに対する話し合いの要望が出されておりましたので、その内容は一体どんなものができる

のかとか、あるいは実際に自分たちが利用できるのかどうか、というような問題についての

不安をいろいろ寄せられておったわけでございます。そのような状況の中で、私どもといた

しましては、一番初めには 7月31日に、日野市の障害福祉 7団体でございますけれども、

それぞ、れの団体の方々に呼びかけまして話し合いを持ちました。また、その後、 10月ころ

だと記憶しておりますけれども、やはり福祉7団体との話し合いをやっております。また、

1 2月6日には日障連との話し合いを持ちました。 5月に入りましても 7団体との話し合い

を持ちました。また、 5月28日には、手をつなぐ親の会の総会がございましたので、その

席上ではいろいろと御要望等を承って今後の運営の指針の一つにしたいと、こういう立場か

ら、市長ともども話を伺った次第でございます。

その内容は、できるだけ盛り込むよう努力をいたしましたけれども、 2番目の問題でござ

いますけれども、諸団体、個人の要求が果たしてどの程度盛り込めるかと いうことでござい

ますけれども、話し合いの中では、どのような程度の障害者が利用できるのかということが

大きな話題となりました。その中で私どもがお話をいたしましたのは、当面これからつくる

施設というのは、中度または軽度の障害者を対象として作業を行っていく 場所、というよう

な判断でおりますということで、重度の方の御要望がいろいろとたくさんございますので、

その辺のところについては、当面のこの施設では十分に充足できないだろうと。それについ

ては今後の課題として私どもは十分に時間をかけて検討して、前向きに前進をするように努

力をしていくということでお話をしてございます。そのような次第でございますので、要求

が出ております緊急一時保護の問題だとか、あるいは重度の方の作業所とか、あるいは生活

寮と、こういうような問題について要求が出されておりますけれども、これについては当面

は、ここでは賄い切れるものではないだろうというふうに、考えておるところでございます。

3番目の、作業内容についての検討をどうしているか、ということでございますけれども、

作業内容については、現在は検討はまだしておりません。これは、最終的に施設の専門的な

指導、または入所される方の能力、または適性等を判断しながら作業というのはっくり出し

ていくものだろうと、こういうぐあいに考えているわけでございますので、私どもは、その

施設所なり、あるいは入所者の一一利用者のある程度決まってくる中での対応であろうとい
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うぐあいに考えております。現在想定しておりますのは、木工業ができるように、あるいは

焼き物ができるように、いろいろと設備は努めてございますけれども、内容についてこれを

やるという、限定したものではございません。それから、福祉作業所の内容でございますけ

れども、内容については限定したということで、特に何を考えるっていうことではありませ

んけれども、内容として働く一一生きがいを与えるとか、あるいは生活の指導とか、あるい

は仲間づくりというような観点での内容を盛り込んでいくというぐあいに考えているところ

でございます。

また、 4番目の福祉事業団とは一体何かということでございますけれども、福祉事業団に

つきましては、このような収容施設をつくる際に受け皿として、公的な機関がやらない場合

には、福祉事業団を設置して受け皿とするようにと。もしも福祉事業団でなければ社会福祉

法人一一日野の場合には、日野の日社協でございますけれども、そういうようなものを受け

皿にしろというということで、局長通達が出ておりますので、この福祉事業団は、法に沿っ

た形で運営の受け皿として考えていくということでございます。これにつきましては、職員

の配置とか、あるいはその他資本金の提供とか、そのようなものが局長通達の中では規定さ

れておるということでございます。

以上でございます。

O副議長(米沢照男君) 橋本文子君。

o 1番(橋本文子君 ) いま御説明を伺っていて、一つだけ腕に落ちないのは、一般的

に建物をつくるときには、中の事業計画があって初めて器っていうのは決まるものじゃない

かつて、一般的には考えられますね。私自身やっぱりそう思います。だから、中の事業が何

も決まらなくて家だけができるっていうことは、つまり本当に次に事業を器に合わせて考え

るっていうことになるわけで、それはどうもあべこベじゃないかっていう気がいたします。

いま事業団というお話も出てきましたが、私が伺ったのは障害者福祉協議会ということで

伺ったので、この中で事業団の設置等が考えられるというふうに理解をしておいて、それは

よろしゅうございますねーーはい。

仕事の中身についてなんですけれども、仲間づくりであるとか生きがいが持てるようにと

いうふうなことで、これから考えていくと。本当はこれまでに考えておいてほしかったんで

すが、これから考えていらっしゃるということですが、以前部長とちょ っとお話したとき、
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余り他市のまねはしたくないというふうなことを伺ったことがあるような気がするんですけ

れども、そんなかたいことをおっしゃらずに、他市のいいところをどんどんごらんになって、

そして、それを取り入れていく中で、どんどん育てていただくっていうことでいいんじゃな

いかと思います。日野独自に何か新しいものといっても、それはやっぱり最初の段階では大

変むずかしいと思うわけです。

たとえば町田市あたりがシイタケ栽培をしています。あれは「こころみ農園」といいまし

たか、あれも実は町田の方から群馬県の桐生かどこかに視察に行かれて、そこの「こころみ

学園」というところでシイタケ栽培をしておられた。そこからヒントでシイタケ栽諮ができ、

そして、名前も「こころみ農園」と、同じ「学園」が「農園」に変わっただけですけれども、

つく ったというふうな話も伺っています。そして、いま町田なんかでは民間でやろうとして

いるところにも、どんどん職員が出向いて行って、極端に言えば個人的なカンパをしたりし

ながら民間の人たちの動きを吸い上げ、そして、いま一つ新しく出てきた動きなんか見ます

と、草花づくりなんかも始まっているようです。肢体不自由者の方もちょっと加わっている

ようですが、障害者を抱えた親たちが五、六人ずつ交代で一一温室栽培のようですけれども、

草花をつくって、できた花を役所なんかに持ってきて、市民の皆さんの日に触れるところで

鉢植え等を売ったりっていうふうなことまでなさっている。その建物一一温室等はすべて市

が提供なさっているというふうな話です。

ですから、この作業所なかなか中軽度だけで、それもど〈一部の人しか救われないってい

うふうな、人数的に感じでございますので、できるだけこれを育てながら、なおかっそうい

う外の動きに対しても速やかに対応していただければ、どんどん福祉の町づくりっていうの

は広がってい〈んじゃないかっていうふうに考えておりますので、先ほどおっしゃった焼き

物なんかも、他市でもうたくさんやっています。そ して、木工ももちろんそっです。織物等、

関西の方に行きますと .大変高級な織物なんかもつく っておられて、町田でも「におい袋」

の織物、ハスの糸でやっていらっしゃるけれども、関西では本格的な衣類なんかにしっかり

と障害者がつく った織物がある。そこでかなり高級な衣類として売られているというふうな

話も伺っていますので、できるだけ事業内容は早く一一本当は器ができる前に考えておいて

ほしかったなと、つくづく思います。これからも、さらに福祉は充実していただかなければ

いけませんので、ちょっと事業内容がおくれているということでは苦言を申 し上げましたけ
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れども、今後の施策に期待を寄せて、この質問を終わらせていただきたいと思います。

0副議長(米沢照男君) これをもって 19のし心身障害者生きがい作業所(仮称 〉

に関する質問を終わります。

1 9の2、福祉の縦割行政の見直しをせよについての通告質問者、橋本文子君の質問を許

します。

01番(橋本文子君) 2番目の、福祉の縦割行政の見直しということで、本当を言え

ぱ根本的に、たとえば身体障害者福祉課とか、老人福祉課とか、それぞ、れやっていただけれ

ば本当は一番いいっていうふう』こ思っているんですけれども、いま極端にそんな言い方をし

ても多分不可能だと思いますので、妥協的な案として少しばかりー述べさせていただきたいと

思うわけですが……白

「福祉概要」という冊誌がございます。これを聞いてますと、目次の項目がいろいろ書い

てありまして、老人福祉、身体障害者福祉、精神薄弱者福祉、母子福祉、児童福祉、生活保

護、低所得者対策、その他の福祉となっております。このような福祉の対象としてさまざま

の立場の方々がいらっしゃると同時に、内容的にも大変複雑で、言ってみれば100人の対

象者がいれば、その 100人の要求があってもおかしくないっていうのが福祉だと思うわけ

です。ですから、できれば100人の市民の立場に立って行政が対応できれば、より望まし

いと思つわけですが、それもなかなかむずかしいであろうと。

窓口のあり方をそこでちょっと考えてみたいと、きょうは質R計るわけですけれども、福

祉関係の窓口っていうのは、ます福祉事務所がありますn それから、社会課があります。ま

た自社協もありますし、児童課でも行われていますし、そのほかにも健康課で扱っているも

のもあれば産業経済課、あるいは保険年金課等施策によって所管の課がいろいろ異なってい

ます。このように複雑にからみ合っている福祉について、たとえば身体障害者の部門だけを

取り上げてみましても、その中には援護の問題、相談業務、それから、措置の問題、身体障

害者福祉施設について、あるいはまた、福祉手当、心身障害者福祉手当というふうに五つに

分かれているわけです。この中の(1)の、さらに細分化して援護の部分だけを取り出してみま

しても、所管の窓口が次のように分けられています。たとえば、手帳の交付、ホームヘルノミ

ーの派遣、生活用具の給付、補装具の交付などは福祉事務所で、障害者厚生資金貸付は自社

協、チェアパス運営費助成は社会課、身体障害者専用開業資金は産業経済課といったぐあい

- 523ー



に、本当に窓口がいろいろあるわけです。日野単独の事業がすべて社会課で行われるのかと

思いますとそうでもないh 必ずしもそういうふフになっていない。私なんかも、何回か福祉の

関係でお伺いに行〈ことがあるんですけれども‘どの窓口に行っていいのか一瞬迷って、よ

く違ったところに行ってしまうわけです。ですから、福祉の内容によって障害者や、そして、

家族の方が、どの窓口に行けばいいのか、その最初の段階で迷われないようにサービスがで

きたらっていうことで質問をいたします。

第 1点目ですけれども、それぞれの所管で扱う施策は、当面先ほども申レ上げましたよう

に、老人福祉課であるとか、障害者福祉課であるとかやりたいところですけれども、当面そ

れはいままでいいとして、特な福祉相談窓口というのを、 2階のどこか一番目立つところに

設けていただけないかっていうのが今回の大きな質問のテーマです。だから、らせん階段を

上っていったところの空間か、もしくはエレベーターの方から上がってきたあたりに、どち

らか目立つところがいいと思うんですけれども、 1人張りつけていただいて、福祉関係で来

られた方は、その方のところへ行けばt悩み事も聞いてくださるし、そして、どこに行ったら

いいかも、そのことでしたら、じゃあ、あそこにいらっしゃい、あの課へいらっしゃい、あ

の係のところへいらっしゃいというふうにやってくださると、あそこでうろうろしな〈て済

むんじゃないかと思うんです。

この間も 1人の障害者の方が、あそこのカウンターのところにいらして声を一生懸命かけ

ているんです。ワーカーの方は当然仕事が、デスクワークがた〈さんあるから必死で仕事し

ていらっしゃる。窓口で幾ら声をかけても聞こえないんです。私は、どのくらいで聞こえる

かな思って、ちょっと試す気持ちもあって見ていたんですが、 7回か 8回〈らい声をかけて

いらっしゃるんです。 それで、ようやく私もこれしゃしょうがないと思って、そばに近づい

ていったんですけれども、そのころは気がついてくださって……。それは決してワーカーの

方が悪いんしゃなくて、やっぱりデスクワークしていらっしゃると、一生・懸命そちらに気が

向いているから、いらつした方にすっといけないんですよ。そうすると、余り窓口ばかり気

をつけていると仕事の方がおろそかになるっていうふうなこともあって、無理はないと思い

ます。ですから、そういう福祉相談の特別の窓口を 1人職員を張りつけていただくというこ

とができないものかどうか、それを 1点お伺いしたいと思います。

そして、あと 1点障害者の認定についてなんですけれども、この検査業務を市民病院で全
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部やれるようにできないものかつて考えるんです。と申しますのも、この間 1人の障害者の

方、宝塚の方から越してこられました。 2級の認定されていたんですけれども、日野市に来

て、ある課へ電話をして、認定をしていただきたいんだけれども、どとへ行ったらいいんで

しょうか、と言ったら、立)[1の病院を紹介されてしまった。立川の病院に行ったら、ほんの

二、分の問診で全ぐ検査もしないで、あなたは障害者じゃない、歩けます、座れますってい

う形で、そういう認定がいただけない、却下されたということで泣きついてとられた方があ

って、そして、病院の事務長さんに本当大変お世話になりま したけれども、お願いをして村尾

先生に検査をしていただきましたら、やはり手は動かない、上がらない、回らないっていう

関係で、その方はやはり 2級だ、っていうことで認定いただけたわけです。ですからぜひ、

市民病院で全部認定ができるようにならないも のかどうか、これはちょ っと考えていただき

たいなあと思います。

以上‘ 2点よろしくお願いいたします。

0副議長(米沢照男君) 橋本文子君の質問についての答弁を求めます。福祉部長。

。福祉部長(i高野 隆君) まず第 1点の、相談窓口は設置できないかという御質問で

ございますけれども、なるほどおっしゃるように、いろいろとセクションが分かれておると、

あるいは一つの問題にしても、あちこち歩かなきゃならん。あるいはどこへ行ったらいいか

わからんと、こういうような問題について、いろいろと障害のある方はなおさらでございま

すけれども、一般の方も、福祉は非常に多岐にわたって細かい施策がありますのでなかなか

わからないと、どこへ行っていいかわからないというような問題もたぐさんあるんじゃない

か。それで、私どもとしては、福祉事務所がケースワーカー設置しておりますので、そこへ

行っていただいているわけですけれども.しかし、実際 3係に分かれておりますし、それぞ

れの専門が違いますので、わからない点もたくさんあるということで‘この前、このような

問題をちょっと検討したこともございましたんですが、何せ御指摘のような福祉相談員なに

あるいは相談室なりを設置すれば一番いいんだなあというお話が内部的にも出ております。

私どもとしては、いろいろと来られる方を、福祉でたらい回しにするつもりは全くありませ

んし、不親切にお答えしてはおりませんし、できるだけその方の身になって御相談している

つもりでございますけれども、なかなか全部に行き渡った知識を、全職員に持たせるという

のはなかなかむずかしいので、それなりにソーシヤルワーカーみたいな形が職員ができたら
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いいなぁと、こういう私どもの現在気持ちでおりますが、今後もう少しこれについては、で

きるだけ市民の立場に立って対応できるようなぐあいに、できるだけしていきたいと、こう

いうように考えておるわけでございます。

また、 2番目の認定業務云々については、できるだけ市立病院でやりたいと思いますけれ

ども、これは、ちょっと私どもとしては、いますぐにお答えはできませんけれども、できる

だけ遠くへ行っていただくよりは、市内の病院で、特に市立病院で認定が受けられれば一番

結構じゃないかというぐあいに思いますし、今後、これについてはできるだけ御要望に応じ

られるような形で検討を進めていきたいと、そういうぐあいに考えております。

0副議長(米沢照男君) 橋本文子君。

o 1番(橋本文子君〉 町田市なんかでは、やはり五、六年前から窓口を設置していら

っしゃるようです。そ して、大変スムーズにいっているということで、先進市のいいと ころ

は、まねて恥ずかしいなんて思わないで、本当どんどんまねていただきたいと思います。い

ま福祉部長からの大変いい御回答がちょうだいできたので、御答弁がいただけたので、この

2点の質問はこれで終わらせていただきたいと思います。

0副議長(米沢照男君) これをもって 19のし福祉の縦割行政の見直しをせよに関す

る質問を終わります。

1 9の3、七生福祉園の園生の生活の拡大と社会的自立についての通告質問者、橋本文子

君の質問を許します。

o 1番 (橋本 文子君 ) それでは 3番目の、七生福祉国の園生の生活の拡大と社会的自

についてということで質問をいたします。この質問、市長だけに御答弁をいただければと思

いますので、よろしくお願いします。

都立の七生福祉園は、長い間日野市の中にありながら、それが都立だということで、余り

に隔離され続けてきたのではないかというふうに私は痛感しています。 19 4 9年、戦災孤

児の収容保護を主たるねらいとして開設されたそうですが、その後、 1952年に精薄児施

設へと種別変更が行われ、児童だけでなく、成人部門、幼児棟が次々と開設され、最初 40 

人で発足したこの施設も、現在定数が 394名の大変大きな施設となっています。

いま、この福祉園の園生について大変問題になっていることがございます。たくさんある

わけですけれども、その中で一番大きい問題を取り上げてみますと、やはり圏外の就労とい
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うことだと聞いています。これまで八王子方面にたくさん働きにいっていらしたようですけ

れども、事情があってそこを引き揚げざるを得な〈なった。職場を失ったということですね。

そこで、どうしても働く場所が欲しいということをおっしゃるわけです。でもなかなかこう

いう御時世です し、なかなか新しい職場は見つからない。こんな話を聞いて私も黙っている

わけにいかなくなりましたので今回の質問となったわけです。

そこで、市長に質問をさせていただきたいのですが、公園とかその他の公共用地の草取り

など、これからは大変いろいろと出て くると思うんです。 高齢者事業団等との契約はあると

思うんですけれども、高齢者事業団とのうまく共存が図れないものかどうか、七生福祉圏の

園生さんのために考えてあげられないものかどうか。草取りだけでなくて、市の関係の体を

動して働く仕事っていうのはいろいろあるんじ ι ないかと思うんですけれども、同じ日野市

に住む、どちらかと言えば、中軽度のお子さんのよう ですから、そして、お子さんだけでは

なく て大人の方も当然いら司しゃるわけですが、そういう方たちを何とか受け入れる方向は

見つけてあげられないものかどう刀、市長のお考えをお聞かせ願いたいと思います。よろし

〈お願いいたします。

0副議長(米沢照男君〉 橋本文子君の質問についての答弁を求めます。市長。

0市長(森田喜美男君) 突然の質問ですから、何とも具体的な話はできないわけであ

りますが ー (r市長、言司てあります」と呼ぶ者あり〉一一般論の場合、あるいは特定

の個人の場合、ケース、ケースが当然伴いますので、園長さんと直接お話をして状況判断を

いたしたいと、こう思います。七生園福祉は、もちろん日野市内にあるわけでありますが、

都の施設として、むしろ地域の対象者がも司と入れるような了解もいただきたいということ

もありますので、相互交換というような意味も、もし成り立つものであれば御協議をしてみ

たいと、このようにいまのところのお答えとして考えたところであります。

0副議長(米沢照男君)橋本文子君。

01番 ( 橋 本 文 子 君 ) 市長、一応御答弁いただくところに「市長」というのもお願い

してありますので、突然、とおハしやらないで、事前に考えておいていただきたいと思います。

園長と直接お話をしてもいいと、相互交換の中で考えていきたいというふうな御答弁をい

ただけたので大変ありがたいと思いますn 本当にあそこに暮らしていら丹しゃるたくさんの

園生さんが、働きたいのに働けない司て実態が、これまで以上にいまここで起きてきたわけ
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ですから、ぜひども時間をつぐっていただいて、あちらの園長なり、あるいは職員の方々と、

ゆっぐりとお話をしていただ〈時間をとづていただければ大変うれしいと思います。施設の

中だけでの労働っていうのは、本当の意味での自立にならないし、本当の意味での社会参加

にならないんじゃないかっていうふうに、私自身が常日ごろ思っているもので寸fから、そう

いう自立とか社会参加の意味でも、ぜひ園の外で仕事を見つけてあげるっていうことが大切

なんではないでしょうか。どうぞよろしくお願いをいたします。

それでは、以上をもちまして 3番目の質問を終わらせていただきます。

0副議長(米沢照男君) これをもって 19の3、七生福祉園の園生の、生活の拡大と

社会的自立に関する質問を終わります。

1 9のし旭が丘地区に、児童館の早期建設を望むについての通告質問者、橋本文子君の

質問を許します。

o 1番 ( 橋 本 文子君) 4番目の、旭が丘地区に児童館の早期建設をという、この「早

期」というところが私の大変重要なポイントでございまして、よろしくお願いをいたします。

日野市立児童館設置条例によりますと、第 1条に、「児童の健全な育成を図るため、児童

福祉法第 35条の規定に基づき、日野市立児童館を別表第 1のとおり設置する」となってい

ます。そして、この中にある児童福祉法第 35条といいますのは、その 2項のところに「都

道府県は命令の定めるところにより児童福祉施設を設置しなければならない」その 3項にお

きましては、「市町村その他のものは命令の定めるところにより、都道府県知事の認可を得

て児童福祉施設を設置することができる」 その 4項では「都道府県知事は都道府県児童福

祉審議会の意見を聞き、市町村に対し、児童福祉施設の設置を命ずることができる」と明記

された条文を示しているわけです。したがいまして、児童館は児童の健全な育成を図るため

に設置されるものですから、当然市内の各地域にまんべんなくつ〈られなければならないと

いうふうに考えられるわけです。

そとで、市内にある児童館を調べてみますと、皆さん御存じのとおり 4館しかありません。

一つ目が平山 3丁目 26番地の 3の平山児童館、これは京王平山のととろでしょうか。それ

と、二つ目が百草 999番地の百草台児童館、三つ目が日野本町 7丁目 5番地の23の日野

児童館、四つ目が三沢217番地の1の三沢児童館、以上回つがあるだけです。これを地区別に分け

てみますと、浅川で分けて、浅j川11の南側に三つ児童館が

一5臼28一

いかと思います。北側はと思いますと、日野本町7丁目のところに一つしかない。結局豊田

の，駅を中心にしたところに全〈児童館が設置されていないっていうのが現状のようでござい

ます。ですから、特に旭が丘地域について申し上げますと、幼稚園をつくらなければいけな

いほど幼児の数もふえてきたと。ですから、小さい子供がふえている地域ですし、児童館も

できていないと。何としても速かにこの地域には必要ではないかっていうふうに私も地図を

眺めなが考えたわけです。

きのうの鈴木さんの御質問の中で「絵もできているようですし」 っていうのをお伺いして

私もびっくりしたんですけれども、私は、その絵にもお目にかかっておりませんいどう い

うふうになっているのかわからないっていうので、ぜひこの計画があるなら、建てる計画が

あるならば教えていただきたい。そして、建てるということであれば、 いつごろ建てていた

だけるのか、この 2点について質問をさせていただきたいと思います。

以上です。

O副議長(米沢照男君) 橋本文子君の質問についての答弁を求めます。福祉部長。

0福祉部長(高野 隆君〉 児童館につきましては、御指摘のように現在市内に 4館ご

ざいます。私どもといたしましては、 1中学校区に 1館というぐあいに一応基本的な目標を

立てまして設置を進めておるというところでござ凶ます。今後全体的には、そのような計画

からいたしますと、まだ不足しておりますので、今後の公共施設等の整備計画の中で考えて

いくというととでございますし、特にまた、 いま御指摘が福祉文化館と称して、私どもで現

在福祉的な施設を建設中でございますが、 64ブロッグの中の計画にもございます年次計画

等については、まだ確定しておりませんけれども、できるだけ早いうちに努力Lていきたい

とい《ぐあいに考えているところでございます。

0副議長(米沢照男君) 橋本文子君。

01番(橋本文子君) 6 4ブロックの中に計画があるというふうないまのお話、ちょ

うど場所としてもいいんじゃないかなと思いますけれども、いつごろというのは、年次計画

は余りまだできてないということですが、ほぼ何年後とか、そのあたりお答えいただけませ

んでしょうか。もう一度、再度質問いたします。

0副議長(米沢照男君) 福祉部長。

0福祉部長(高野 隆君) 年次計画はまだできておりませんので、何年ということ
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ははっきり申し上げられません《まことに申しわけございませんけれども、できるだけ早い

うちに、早期達成を目指して私どもとしてはがんばっているつもりでございますので、御了

解願いたいと思います。

。副議長(米沢照男君) 橋本文子君。

01番(橋本文子君) つくっていただけそうなので、ここで引き下がればよろしいん

でしょうけれども、 64プロ v クは、皆さんももう御存じのようにお年寄りの憩いの家とか、

障害者のための生きがい作業所であるとか、それから、第六幼稚園であるとか考えられてい

る中で、児童館がそこにできれば、なねこのブロ v クの中は充実するであろうというふうに

私は夢を見ています。そして、あそこの中でお年寄りも、障害者も、そして、子供たちも、

みんながともに生き合う姿が実現できたら、大変すばらしいなっていうふうに思っています

し、旭が丘の学童クラブなんか見ましても、もうかなり限界の建物のようですし、児童館と

学童クラブっていうのは、本当はセ v トでつくられるのが理想ではないかと思います。でき

るだけこれから後建てる児童館については、学童クラブも一緒に設置する形で、学童クラブ

の子供だとか児童館に来た子供だとかっていうふうな、子供向土が線をつぐりながら遊ぶん

じゃなくて、学童クラブの子供も児童館の子供も同じ地域の子供として、まざり合って遊ぶ

っていうふうなことが、やっぱりより望ましい子供の姿であろうと思います。従来ある児童

館について、いろいろとお話を伺うわけですけれども、必ずしもその辺がうまくいっていな

くて、おまえは児童館に来た子だからとか、おまえは学童だからといって故意に境をつくり

ながら遊んでいるっていうふうなことも聞くわけです。

ですから、それは大人の対応の仕方で、そとにかかわる大人たちの対応の仕方でそういう

溝はつくらないで済むと思いますし、これから後一一いま家庭の中で子供が少なくな って、

家庭の中の縦社会の子供の世界がなくなったと同時に、地域の中でも同じ学年の子同士しか

遊ばないっていう現象は、やはり年上の子供から下の子供たちに順々に伝えてVI<大変大事

なものが落とされてW く。それがいまの一一きょうも市川議員の質問の中にもありますけれ

ども、非行の問題であるとか、暴力の問題であるとかつてωうふうなことにまで、何かつな

がってwるのではないかとwうふうな危慎も、これまで感じたりしてきたものですから、こ

れから後、児童館が中心になって、共働きの家庭のお子さんも一緒に、その地域の子供とま

ざり合って、縦社会の子供の世界があの地域でつくられていけば、大人が何も手を下さなく
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ても子供向士で自然に学び合1、子供向土で自然にみがき合って、それ-fttの人間形成、全人格的

な人間形成ができるのではない方、行われるので;ぉ工いかというふうに考えておりますのでLできる

だけ早いうちにーまだ年次計画できないとおっしゃるから仕方ありません。できるだけ早いう

ちにつぐってぐださいということを要望いたしまして、この質問を終わらせていただきます。

O副議長(米沢照男君) これをもって 19の4、旭が丘地区に、児童館の早期建設を

望むに関する質問を終わります。

1 9の5、平山地区に支所を創設し、市民サービスの充実を図れにつωての通告質問者、

橋本文子君の質問を許します。

01番(橋本文子君) 5番目の、平山地区に支所を創設し、市民サービスの充実を図

れという質問を続けて行わせていただきます。

日野市の人口の社会増もようやく下火になってまいりました。全体的に落ちつきを見せて

きたという中で、教育委員会でも学区の見直しをされるということを伺っています。支所と

か、動〈窓口も全く同じ要求が出てきてもおかしくないんではないか。つまり見直しをして

ほしいという声が大変方々から出てきていゐわけです。支所が欲しいという地域があって、

それから、まだ濁〈窓口が来てない地域では、ぜひよこしてほしいというふうな声がいろい

ろあるものですから、この質問をさせていただきます。

市内の循環パスが大変期待をもってみんな待ち望んでいたんですけれども、どういうわけ

ですか、市民の熱い期待が裏切られて、当初の目的は果たせなくなっているのが現状です。

私なんかいろんな方から御相談をいただくたびに、いまに循環ノミスが通れば、役所にだ、って

支所にだ、って 1本のパスで行けるようになるから、ちょっと待って〈ださいっていうふうな

形で、平山地区の友人であゐとか、もっと別の方の人たちからも御相談を受けるたびに、も

う少し、もう少しということでお話をしてきたわけです。言ってみれば、昔の区分けって凶

うのが大変ー多分wまの人口の配置図を予測できないうちの区分けじゃないかっていうふ

うに、この地図を見ると思VIます。市民というのは健康な人ばかりではありませんし、また

暇な人ばかりでもな仰と思います。体の不自由な人、若くても小さい赤ちゃんや寝たきり老

人を抱えている人。そして、お年寄りや病弱な人、健康だけれども時間がないっていう人。

そういう多くの市民のために、私はこの質問をさせていただくわけですけれども……。

東平山 5丁目を除いた東平山、それと、西平山の地域にどうしても支所が一つ必要なんで
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はないかと、増設することが要るんじゃないかっていうふうに私はいま考えています。たと

えば、富士電駒つあのわきの陸橋を南に渡っていっておりた右のすぐ広い道の右のあたりな

んかも、実は七生まで行かなきゃいけないんです。多摩平に行けばずっと近いのに、七生の

支所がその地域の方たちの行く場所になっていて、そういう方たちから、どうしても線引き

を変えてほしいんだ、っていうお話が出でいます。それと同時に動く窓口につきましでも、車

をとめる場所であるとか、あるいは 1週間に何回行くっていうその回数ですねー その回数

の問題であるとか また、時間帯の問題であるとか、これまでにも見直しはあったかと思う

んですけれども、またここで一度見直しをしていただいた方が、より市民サービスが徹底で

きるのではないかというこうに思います。

たとえば、私の住んでいる旭が丘の 5丁目について申し上げましても、みんな車が運転で

きたり、あるいは自転車に乗れる人ばかりではない。そうかといってパスが十分利用できる

ところでもない。そういう場合には、てくてくと歩くしか手がなhわけです。結構多摩平の

支所まで歩くと、もう半日では一行ってくるのに半日かかってしまうっていうふうな、大

げさな言い方かもしれませんけれども、お年寄りなんか、本当に歩くスピー ドー (発言す

る者あり) 古賀さんのように若い方ばかりじゃないんです。お年寄りなんかは、大変歩く

のに足腰も弱っておられて苦労していらっしゃるというふうなことで、せめて他の地域で3

回動く窓口が行っていれば、そのうちの 1回を回してもらえないかとか、 3回行っていると

ころが 1か所じゃなくて何回かあるわけですから、そういうところを 1回ずつ持ってくれば

ないところにも 2回来れる計算になります。ですから、そういう意味で三つのことを質問を

いたします。

まず第 1点目は、先ほど申し上げましたように、平山地区に支所をつくるお気持ちがある

かどうかっていうこと、一つ。

2点目の質問といたしまして、区域の見直しをすることはできないかっていうことです。

それと、 3点目といたしまして、動く窓口についても、場所、回数、時間帯等の見直しが

考えていただけないかという、この三つの質問、よろしく御答弁をください。

0副議長(米沢照男君) 橋本文子君の質問についての答弁を求めます。企画財政部長。

O企画財政部長(前田雅夫君〉 まず第 1点目の、平山地区の支所の設置をする気はな

いかということでございますけれども、支所出張所の関係でございますけれども、過去の経
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過を若干御説明申し上げますと、支所 1カ所、七生支所 1カ所、それから、平山城牡公園駅

の前に出張所がございました。それから、豊田の南口、それから、日野台の 3丁目、こうい

った形で従前は市政を行ってきたわけでございますけれども、十三、四年前だと思いますけ

れども、やはりその当時でも人員の削減とか、能率化ということをもとに出張所を廃止をい

たしました。その廃止をする代替えといたしまして、動く窓口車を各地域に走らせたという

ことでございます。サービ‘スの内容は出張所を廃止することによりまして若干変わりました

けれども、動く窓口車にかわることによりまして、市民サービスを広〈均一にしたというこ

とでございます。当時もそういう状態でございますし、現在でも、いろんな行政の軽量化で

ありますとか減量等、いろいろ財政を取り巻く環境が厳しいわけでございます。いまの時点

で 一一 支所とおっしゃいましたけれども、出張所という意味であろうと思いますけれども、

新たに設置するということは大変むずかしいというふうに考えております。

2番目の、区域の見直しにも関係するわけでございますけれども、これは本庁、支所の区

域の見直しということでございますけれども、現在市が住民情報の電算化を進めておりますミ

手始めに住民基本台帳の、いわゆる電算化の準備をしておりますけれども、まずこれが進み

ますと、この区域が外れといいますか、どこの区域でも住民登録の一部の写しでありますと

か、全部の写しがとれるとか、あるいは転出入ができる。さらには印鑑証明なども、いわゆ

るコンピューターに入れるようにいま現在考えております。これは、まだ次の段階でござい

ますけれども、この印鑑証明を入れますと、どとの本庁、支所でも印鑑証明がとれるという

ようなことが可能になるわけでございます。こういう形での市民サービ、スの拡大をしていた

だきたいというふうに考えております。

さらには、きのうの古賀議員さんの質問でございましたけれども、ニューメディアの中で

?でに武蔵野、三鷹で実験をやるというお話がございましたけれども、無線でファクシミリ

をするというような研究をされたそうでございます。実質的には電波が途中で障害がござい

ましてなかなか送信できないということで、 1カ所でそういうサービスをするというような

お話もございました。私は、将来的には、こういったかなり先の問題ではございますけれど

も、いまの窓口車につきましでも、現在のああいうサービ、スじゃな〈て、そういう新しい技

術を入れた市民サービスができるんではないかというふうに考えている次第でございます。

3番目の、動く窓口車につきましては、市民部長の方からお答えがございます。

0副議長(米沢照男君) 市民部長。
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0市民部長(加藤一男君) それでは第 3点の問題につきまして御説明をさしていただ

きたいと思いますが……。

その前に、ちょっと第 2点の問題で若干補足をさしていただきたいと思います。区域の見

直しという御質問でございまして、いま企画財政部長の方からお答えを申し上げたとおりで

ございますけれども、このことにつきましては、過去昭和 55年の時点で、区域の見直しを

1固いたしてございます。質問にもございましたように、西平山 5丁目を、七生支所所管を

本庁所管に変えでございます。それが約 4年ちょっとばかり前のことでございますが、その

ときに、いま御質問にございました東平山の問題も若干出たようでございますけれども、そ

の区域をどの程度にとどめるかという問題もございまして、そのときはとりあえず西平山 5

丁目ということに区切りまして、地域の住民の皆様のアンケートを徴して、現在西平山を本

庁所管にしたという経緯がございます。そのことを若干つけ加えさしていただきたいと思い

ます。

それから、第 3点の動く窓口の問題でございますが、現在御承知のように 1台の動く窓口

車で 11カ所を巡回いたしてございます。そのうち週 3回が 7カ所、週 2回が 4カ所で運営

をいたしておりますけれども、動く窓口車の、これ以上の、いわゆる駐車場の増設等は現時

点 1台では無理でございますので、当面はこの 11ケ所市民部といたしましては運営をして

まいりたい、こういうふうに考えておるわけでございます。

いま御指摘がございましたよう に、東平山の問題あるいは、旭が丘の問題等もございます

けれども、私どもの方に入っておりますことでは、そのほかの地域でも、地域の住民の皆さ

んがとめてほしいというところが各所にございますけれども、現時点では 11カ所が限度で

ございます。 3カ所を 2カ所に減らし、 2カ所を 1カ所に減らせば、もう少し巡回できるん

ではないかという御質問の趣旨もございますが、できれば私の方では 3カ所をぜひやってい

きたいというふうには思っておるわけでございます。 2カ所ですと、たとえば、いまの状況

で申し上げますと、 2カ所の場合は火木に駐車をいたしてございます。木曜日に伺った地域

にっさましては、木金土日月ということで、相当の日数がそこにあります。できれば 3回の

巡回をいたしたい、これが私どもの考え方でございます。現在 11カ所を、これ以上巡回す

ることは困難でございます、ということをお答えをさしていただきたいと思います。

0副議長(米沢照男君) 橋本文子君。
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01番(橋本文子君〉 御指摘の西平山 5丁目が本庁に七生から 55年のときに変えら

れたと。西平山 5丁目の方に伺いますと、どうして多摩平を越えて本庁へ行くのかっていう

ふうな御質問が出るわけです。距離からいけばちょうど倍ぐらいになりますでしょうか。本

当に支所の前を通っていくような状況なんです。だから、西平山 5丁目は本庁よりも多摩平

の方がいいんじゃないかと思いますし、それから、 1丁目から 4丁目一一いまは 5丁目の話

ですけれども、西平山の 1丁目から 4丁目について申し上げましでも、 いま、まだ七生のよ

うですまれども、これも多摩平の方が近いんじゃないかなあ って感じがします。そして、新

井の方も 12から 167番地、あるいは 93 5から 975番地あたりは、本庁よりも七生の

方がいいんじゃないかつて、距離から考えたら思います。

それから、支所という呼び名にしろ出張所にしろ、多少性格が違うので正確に言わなきゃ

いけないんでしょうけれども、どちらでもあればいいわけです。新町、栄町あたりに、やっ

ぱりーっと平山と同じようにつくってほしいなあっていうのはあります。との辺やはり希望

が出されています。日野本町の 1了間から 7丁目ですか、一部がやはり遠いというふうな声

も聞かれます。

以上、私の友人関係から聞いた一一これは希望なんですけれども、そういうふうな希望が

出されました。動〈窓口車について 1台だから回り切れないんだと、そして、 2度の火木だ

けでは、やはり木曜日から火曜日まで空き過ぎるh ら3回は巡回をしたいという御答弁から

いきますと、やはりその窓口からもさらに忘れられている場所については、同じように 3回

巡回していただける γうな手だてをぜひとも講じていただきかいなっていうふうに思います。

行政というのは、つまり行政側の都合に市民を合わせるのではな〈て市民のニーズに行政

を合わせるというのがサービスであろうと思います。行革・行革と、いま国のいろんな厳し

い指導があるものですから、職員の皆さんそれぞれ何か職員を減らしたり、あるいは予算

を削ったりすれば、それが、さもいいことのようにお考えになるかもしれませんけれども、

サービスっていうのは決してそういうことではなくて、ニーズがあるところには、それもた

くさんの人たちから、市民の方から出されている要求に対しては、どんな行革の時代でも、

しっかりと行政があつい手を差し伸べゐというのが原則だろうと思います。そのために職員

がt弘要であれば、当然増員をしていいと思います。(iむだなところを減らして、そこへ回

せばいい」と呼ぶ者あり)そんなことで、何てI/)うんでしょうね。攻撃があるから、これは
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やりたいんだけれどもやらないでおこうとか、仕方がないではないかっていう消極的になる

のではなくて、よりきめの細かい行政サービスを行っていくために、ぜひとも十分な職員の

手当は考えていただきたい。そして、車を 1台ふやし、 2台を動かす中で旭が丘の 5丁目だ

けではなく、部長がまだまだあちこちお考えになられる個所があht思います。 3回ずつ、

それぞれの地域に漏れなく回っていただくことが、本当の市民に対してのすばらしい行政の

ありようだと思います。何百遍福祉、あゐいは、きめ細かくやりますよって何百遍唱えたっ

て、それは何の足しにもなりません。やっぱり実のある大英断をしていただいて、その中で

出さなきゃいけないものは仕方がないではないかと、予算っけなきゃいけないのは、っけな

きゃしょうがないじゃないかつて。そのあたり最後に一言、市長の方からお気持ちをしっか

りと伺っておきたいと思います。よろしくお願いいたします。

0副議長(米沢照男君〉 再質問についての答弁を求めます。市長。

0市長 (森 田喜美男君) 行政サービスがなるべく細かく、きめ細かくと いう ことは、

もちろん一番大切にしなければなりません。そこで、基本的な考え方に一一橋本議員さんと

差があるわけはありま壮んけれども、っさり別の方法で、たとえば交通手段をよく整えて便

利にする、これが一番いいというふうに考えております。そこで、循環パスを通すことも、

大変有効だと思っておりますし、これから、特にいまの指摘の平山方面、平山橋が完成いた

しますと早速ニュータウンとの関係でバス運行も開始されるという見込みもありますので、

それらをなるべく頻繁に便を多ぐして、そして、なるべく一ー広い日野市というわけではあ

りませんから、本庁ですべての行政事務ができるようにできれば大変幸いだと、また、それ

を目指すべきだとこのように考えております。

一方に、合併した広域の地方の市などでは、いろんな意味での、また、別の配慮が必要な

面もあるわけでありますが、日野市は、そう広くもありませんし、むしろ市民自治という観

点からは、なるべく役所を自分たちの役所、自分たちのセンターとして親しく行き来をしな

がら活用していただくという方向に、市民自治のあり方を求めていきたい、このようにも考

えております。しかし、現実に不便の地域もありますし、在宅のままでいろいろサービスが

できれば、より利便だということも否定するものではありませんが、ニューメディア等の方

法も今後と り得ると思っておりますので、そういう中からきめ細かい行政の事務を、サービ

スとしてきめ細かくお届けができるとこのようにいたしたい。このように考えております。
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特に、行革という観点からいいましても、能率を高ど、つまりサービスに欠けるところがな

ければそれでよろしいわけでありますから、そういう手段を追求することによって、市内全

域等距離公平ななそういう関係ができることをぜひ実現したlr..と、これが現在の考え方であ

ります。電算の導入、あるいはファクシミリの運用、また、ニュ ーメデ ィアの採用等により

まして、そのような関係を密にいたしたいと、このように考えております。そのようにひと

つ御理解をぜひお願いをしたいと思っております。

0副議長(米沢照男君) 橋本文子君。

01番 ( 橋 本 文 子 君 ) 大変市長の方から積極的な循環パスの話まで出していただけで

安心いたしました。循環パスがなかなか出なくて皆さんはいらいらしていらっしゃるわけで、

能率高くサービスが欠けることなどっておっしぞる、全〈そのんおりだと思います。そして、

それができていれば市民は皆さん何も要求されないわけで、いま不便をしていらっしゃるか

ら、いろんな要求が出てきてv.l-，のだ、っていうことも、市長には御理解いただきたいと思い

ます。自分たちの役所として、センターとして、市民自治のためにも、みんなが便利よぐ役

所に来れれば、それにこしたことはありません。本当に一刻も早ぐ循環パスが市内を走り回

ゐように、それも余り緩慢でなぐ、回数をたぐさん出していただけるように、ぜひとも市長

の方から強い働きかけをしていただきたいということを要望いたしまして、今回の一般質問

を終わらせていただきます。どうもありがとうございました。

0副議長(米沢照男君) これをもって 19の5、平山地区に支所を創設し、市民サー

ビスの充実を図れに関する質問を終わります。

2 0の1、生活環境整備についての通告質問者、大柄 保君の質問を許します。

C 2 5番議員登壇〕

o 2 5番(大柄 保君) ただいま議長から一般質問のお許しがありました市民クラブ

(民社党)の大柄 保であります。ふだん私もなかなか民社党のカラーが出せないなあとい

うふうに考えておりましたんですけれども、おかげさまで今度の議会ではきのうが 1回、そ

れから、きょうが 4回ぐらいかなあとこういうふうに考えておりまして、質問に入る前にお

礼を申し上げておきたい。こう いうふう に……。

2 0の1番、生活環境整備についてというタイトルで質問をさしていただきますn

古いよい時代をなつかしむ、私のように 50歳をもう過ぎていると、現在の日野市と 40 
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年ほど前の日野市と比べてみると、昔がなつかしぐなるわけでございます。たんぼや、畑は

どんどん、どんどん宅地に変わって、家屋が建って、自動車の発達で道路は昔のようにのん

びりした車の流れもどこへやら、甲州街道、川崎街道も朝夕のラッシュには渋滞で車の列、

本当に昔がしのばれるものですね、皆さん。そのきょうこのごろでありますが、そこで、今

議会も質問に入る前に古い時代の日野市を先に申し上げて、古い住民の方には昔をなつかし

んでもらったり、新しい住民の方には、なるほどなあ、昔の日野はこんなに環境がよぐあっ

たのかと、こういうことを知ってもらえたら本当に私は幸いと思って話題にさしてもらいま

す。

まず、農業と清流についてでありますが、現在の日野駅、八坂神社周辺は、これは昔から

のおうちを除いては全部たんぼでありました。北側の東光寺、四谷方面についても、夕方よ

り夜にかけて、お使いに行ってきなさいよというふうに親に言われたようなときも、ひとり

では行けないような暗いたんぼ道でありました。昔の古老は、このたんぼを八丁たんぼとい

うふうに呼んだそうですけれども、途中、水車の音、姫森でのキツネの火が出るとか、薬王

寺で不思議なあかりがともるとか、当時はこんなと ころでありましたが、それだからこそ農

業に使用する用水路でありますが、このことに尽きることを知らぬ清流が町の中のたんぼを

たっぷりと潤して、いまちょうど 6月でありますけれども、田植えも真っ最中であり、この

たんぽよりは、それこそカエノレの大合唱が夜遅〈まで聞こえたものであります。

大昌寺坂を上ると一面の畑、御野立所ーとれは、天皇陛下が大演習をここから視察をな

さったところで、現在の矢の山公園でありますが、そこから下を見ると一面のたんぼで、植

え田が終わって稲が20センチほどに定着したころ、小学校 6年生、あるいは高等科 1年2

年みんな一生懸命にたんぼに入って稲の害虫でありましたズイムシ採りをしたような経過が

あるわけであります。びんに入れて学校で集めたこと、それから、黒川での大きなカエル、

オオヒキカ。エルをつかまえて布袋に入れて、線路を歩いて持ち返って、翌日学校で女の生徒

の机の引き出しに入れて、先生にしかられたこと。宝泉寺横の用水でのホタノレ採り、とにか

〈町の中至るととろ清流でありました。この清流によって育てられた日野の米は、どんなに

うまかったか想像していただければおわかりかと思います。(rいまでもうまい」と呼ぶ者

あり)いまでもうまいという方と、あるいは、まずいまずいという方といろいろ御意見は分

かれると思いますが、とにかぐ清流、昔の日野の流れは本当にきれいでありました。
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きれいな清流の蔭にも大きな危険が待っておることも事実でありました。日野の自然には、

鳥、けもの、昆虫、へピ、 トカゲ、いまはやりのエリマキトカゲはおりませんけれども、府

虫類、数々のものが生息し、中にはかわいがられるもの、中には嫌われるもの、恐れられる

もの、たぐさんおりましたが、農業用水とともに後で質問をすることにいたしたいと思いま

す。

このような静かな環境の中で、突然日野市に高速道路が通過するという、思ってもいなか

ったような ことが話題となって、議会でも この問題を取り上げ、対策委員会を設置し、住民

のために種々検討をしてぐれたように記録されております。ここに当時の「市議会だより」

を再生をしてみたいと思います。

まず、中央高速道について、昭和 37年 3月総理府告示で発表される。路線名は高速自動車

国道中央自動車道路東京富士吉田線、工事区間、杉並区から山梨県河口湖までの延長 92キ

ロメートル、設計速度、八王子までが毎時 120キロメートルで15分、八王子・河口湖が

毎時 80キロメートル 49介、施工主体は日本道路公団、工期は昭和 43年度供用開始の予

定、費用は約 550億円。インターチェンジ、高井戸、調布、府中、八王子、相模湖、大月、

河口湖、その他として、日野市内の通過キロ数は 4.16キロメートルとなっており、日野市

としては、道路公団の依頼に基づいて昭和 38年 1月、関係者に対して説明会を開催したと

ころ、関係地主から中央道反対路線変更の請願が提出され、これが議会において採択された

のに伴い、議会内に同年2月、中央高速道路対策委員会が設置された。全市的な組織として

地主 5名、農業委員 3名、議会 3名の 3者による中央高速道路日野地区連合対策委員会もつ

ぐられた。この間、市議会の対策委員会は、連合対策委員会と提携をして、道路公団当局、

建設省、都庁と数時にわたって中央道反対と道路変更の折衝を強力に進めてきたが、非常に

厚い壁であり、最近の関係者の間には買収条件によってはとする軟化にと、また、一方道路

公団側の工区ごとの設計協議持ち込みなど新展開がなされております。

ちなみに、調布市議会の場合は、日野市より一歩先んじて、路線変更の請願 7件が関係地

主より提出をされ、議会はこれを採択し、さらに、路線変更の決議をしておりますが、その

後、路線変更は全ぐ困難であるとの見通しの上に、現路線の一部市街地通過もやむなしの結

論に達し、議会の対策委員会を改組して、通過に際しての市民刑益の擁護に基点を置き努力

が払われている。
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当市においては、幅の広い現状の価格という点で研究が進められている。中央自動車道路

対策協議会、これが 1回、 2回、 3回、 4回、 5回、 6回、 7回、 8@J.9固と日を追って年

次を追って開催をされており、最後には 39年の 12月の 17日に第 9回で終わっておりま

す。市の最終計画案に基づいて中央自動車対策委員会は、昨年 12月17日道路公団との第

1回設計協議を行い、その結果、一部にまだ交渉の余地があるので、さらに東京都首都整備

局と交渉を持ちました。

その主な内容は、 (1)として、パススト v プ(市内万願寺)付近の側道を 4メー トノレどある

ものを 8メート ルに広げてもらいたいと、 (2)一部水路をヒュ ーム管とし、現状に合った大き

さにすること、 (3)道路の取り付け個所が3カ所約束と違うものがあり、これを変更してもら

いたい こと、また、陸橋のうち 3メートルの計画のものが 3ケ所あるが、これを 6メートルと

とすること。移転家屋、特に宅地が借地の場合、資金のあっせんをすること、これらの要望

を設計協議の上に生かして、今後交渉していぐことになっております。

とれが、昭和 40年の 1月20日「日野市議会だより 」でありますが、それに伴って 43 

年には、計画 どおりに 日野市内の高速道路が開通をしたわけでありますが、これに対して私

も昭和 45年の第 3回の定例議会と、それから、 5 0年 3月の第 1回の定例議会において、

現在は富士吉田・河口湖までということで、ほとんどレジャーのような道路であるが、将来

は中京小牧まで延びて全線が開通したときには、すでに東名もありますけれども、中央高速

道路も産業道路の形態になるんだと思いますけれども、 この場合の交通量はいまの ーー いま

ということは、前の開通時の交通量と、現在小牧まで抜けたときの全線開通の交通量では大

変な、比べものにならないほどの交通量があるんではないか。これらに対してどういうふう

な対策があるか、市側の理事者の皆さん方にもお伺いをしてあります。これについては騒音

だとか、振動だとか、大気汚染などについて、生活環境についての質問をいたしておるとこ

ろであります。

そこで、昭和 51年の 9月の、この市議会において、中央高速道の騒音等の対策に関する

意見書というもので、皆さんの御賛同をいただきまして、

「中央高速道の開通のため、自動車の騒音等の公害は日野市民の日常生活に大きな被害を

もたらしております。市民の健康と生活の不安を解消せしめる騒音等の対策を、早期解決す

るよう関係官庁におかれては格段の努力をもって対処されるように強ぐ要望をいたします。
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昭和 51年 9月 日野市議会」

ということで、意見書も採択をして関係の部署に送られておりますけれども、時間がだん

だんたってまいりましてきょうに至ったわけですが、私も 2年前にこれらの問題を取り上げ

て質問をいたしておけばと、こう思いましたけれども、おかげさまで副議長と いふような役

職もいただきまして、質問は控えた方がというふうなことできょうにな ったわけであります

けれども、長年たったいま、質問本当にいたしたいところでありますが、「統計日野」公害

のところを見ますと、これらは、とにかぐ市当局としては当然とれらの問題を取り上げて調

査をしてぐれてあるものとばかり私は思っておりましたけれども、「統計日野 83 Jには、

きのう福島議員が、おどといですか、質問をされておりましたが、国道 20号線の方につい

ては書いて調べておいていただけましたけれども、残念ながら中央高速については一言も触

れておらないわけであります。

今後、これら問題等についても、公害のいろいろな苦情があるから調査するとか、苦情が

ないからそのままにしちゃえとか、恐らぐこんな考えはないと思いますけれども、現時点の

姿では、何と冷たい市当局だなあーというふうな感があるわけであります。ないからやらな

ぐてもよいとか、苦情があったから調査をすゐとか、とれでは本当に市民の中の市の係とい

たしては公平ではないんではないかなあと、こういうふうに患っておるところであります。

環境週間には、騒音公害等については必ず行っ ていぐんだというふうな この間の部長の答弁

に、非常に私は矛盾を感じているところでありますが、いまさら、これについてどうするこ

ともできないので質問に入らしていただきたいと思いますが……。

先ほども申しましたけれども、第 1点どいたしましては、市内にたんぼを潤しておる農業

用水でありますけれども、これらについては一部本当にきれいになったなあというふうに見

られるところもありますけれども、まだまだ両サイドは草いっぱい、流れも悪いところもあ

る。 これらについて今後どういうふうな市側としては整備をしていぐのか、これが第 1点で

あります。

この問視察をしました愛知県の西尾市のように、あそこでは本当に農業用水も暗渠方式で

やっているというふうなことで、大変に勉強になっているわけですけれども、暗渠方式とい

うのも、現在の市内の農業用水を全部ということはとうてい無理なことであると思いますの

で、せめて両サイドの整備ぐらいは手を入れていただきたいと思って、今後どういうふうに
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なさるのか、これが第 1点としての質問になるわけです。

そして、 次の質問の「危険なことがある」と いうと どにも、 当然、この質問の中に含まれて

きますが、第2点と しては、災害は忘れた とろにやってぐる。 これは、皆さん方が、9月1

5日防災の目、震災、火災、水防の訓練、いろいろなことをやっておりますけれども、大変

御苦労さまな ことであ りますが、私はこれと同じようにもっとも っと身近な ところに もたぐ

さん災害がある、このように考えております。

たとえば、先ほど申しました用水、それから、たんぽ、多摩川、浅川の草むら、その他湿

ったととろ、現在開発をされて、そんなへピなんか市内にいるわけがないよ、 というふうな

方も中にはあるかもわかりませんけれども、先ほど申 しました災害災難は忘れた ころにやっ

てぐるというふうなことで、そこで第 2点といたしまして、私は市といたしましてへピ、特

に危険なマムシの生息しているような場所な ど、 いままでに調査を したこと があるかどうか、

とれが2点目の質問とさしていただきたいと思います。

第3点どいたしまして、 もし万一、大人子供を含めて、特に子供はどこへでも遊びにいぐとい

うふうなととで、もし万一マムシにかまれた場合、との対策どして市内の私立を含んだ病院

に、血清の備えはどうなっているのか。救急車等ですぐに病院に運ばれれば、当然救急隊員

は血清のあり 場所がわかっ て、その病院に直行をすると思いますけれども、 いま車の発達し

た時代、 自家用車で、 それ乗っけて病院へをいう ときに、どこへ行っていいかわからなぐて、

あちとちのたらい回しになるようでは大変だなあと、こういうふうに考えまして第 3点の質

問といたしたいと思います。

第4点どいたしま しては、先ほど市内の通過の高速自動車道路の騒音、特に深夜 であり

ますけれども、との時点の調査の結果、これは日野の高架下を含んで、 日野の市内

の通過距離数について計っていただけたことがあるのかどうか。振動の調査結果、

大気汚染の調査の結果、低周波公害の調査の結果、開通時と現在の交通量の差はど

のぐらいあるのか、これをいまここで質問をいたしたいところでありますけれども、

先ほども申し上げました「統計日野」にも出ていないとなれば、当然調査はしてい

ないものと私は考えまして、 9月の議会までで結構でありますので、ぜひ調査をし

ておいていただきたい、このように要望をいたします。

それから、高速道路のことでありますけれども、 45年 50年といろいろにわた
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ってお願いをしておりますが、日野高架下一ーとれは中央線のまたいでいる高架の下であり

ますけれども、これが何と 10年たってもまだ雨漏りが修理されていない。との間について

は公団といたしまして何回か補修工事は したけれども、もとのままのような状態でー皆さ

ん、きのう雨が降りましたね。あのぐらいの雨でさえどんどん漏ってぐるというふうな状況

が、もうすでに 10年の上続いているのであります。隣の民家の方は、たま ったものじゃな

いと思うんです。ぜひとれらのことについて企画財政部等を通じまして、今度の質問として

調査、八王子の道路公団に問い合わせていただきましたが、企画財政部の答弁をお願いをし

たいと思います。

とにかぐ 直接な工事でなぐて、一歩上に上がったと いうか、横に行ったというか、よその

受け持ちの工事でありますから、すぐに「はい、 こうだ」という答弁ができないと思います

けれども、ぜひ公団に問い合わした結果をお知らせをいただきたいと思います。先ほども、

私が都会議員なら云々どいうふうな議員さんがおられましたけれども、私が国会議員である

ならば、予算委員会にでも日本道路公団の総裁を招喚をしたいと、こんな気持ちでいるわけ

でありますので、ぜひひとつとの問題等についてもお願いをいたしたいと思いますc

それから、御答弁をいただぐ前に、各先生方に 1部ず、つお配りすればいいんですけれども、

何せ自分のお金でつぐったもので、各会派の代表の方に参考に見ていただきたいと思います。

ただいま皆さん方のお手元に配りましたが、要望書ということで去年の日付がありますが、

5 8年の 10月の 25日に関係の皆さん方に、とれを持ってお願いをして回ったわけであり

ます。去年の議長であります石坂議長も、との問題について一生懸命に取り組んでいただき

まして、 2回目の会議の席に議長所用でもっ て行かれないというふうな ととで、かわりに私

が行って各先生方のお部屋を回ってお願いをしてきたような次第でありますので、地元選出

の国会議員の皆さん方にも、先生方を通じてぜひお願いをしていただいて、この要望が通る

ようにお願いをしたいと思いますので、再度のお願いです、お願いをいたします。

このととについては後でちょっと触れていきたいと思うんです。

以上であります。

O副議長(米沢照男君) 大柄 保君の質問についての答弁を求めます。生活環境部長。

O生活環境部長(坂本金雄君) 初めの第 1点、用水関係の整備関係でございますけ

れども、私ども生活環境部の産業経済課では、農業用水に関しまして、濯減用水の整備め仕
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事に当たっております。災害復旧時等の事業は、産業経済課が予算措置をいたしまして事業

主体となるわけですが、通常の水路の改善、あるいは改修、こういった仕事につきましては

建設部水路清流課に願っていただいておりますので、後ほど担当の部長から答弁をしていた

だきたいと思います。

それから、第 2点目でございます。へビの多い湿地帯あるいは湿田の地域、どの辺のとと

ろにへビがた〈さん生息しているか、こういう御質問についてお答えを申し上げたいと思い

ます。

特別に意図的に調査をした結果ではございませんが、市の職員などがあちこち出かけた折

に、自に触れる率が多い、そういうところはどこかというようなことでお答えをさしていた

だきたいと思います。まず、市内の湿田湿地帯でございますけれども、堀之内地区内の約 3

ヘクタールほどの地域の広がり、これが湿田湿地帯でございます。そして、マムシなどのへ

ピが多ぐすんでいるところは、こういった湿田湿地帯よりも、多摩川、浅)11の河川敷、川原

の中に多ぐ見かけるという話を聞いております。特にプールのございます浅川の河川敷、プ

ールわきでございますけれども、私自身も何回か目撃をしております。

それから、マムシにかまれたときの治療としての血清のあり場所でございますけれども、

私立病院、医院、診療所、そういったところにあるかどうか、これを保健所を通しまして調

査をいたしました。なお、個別に私ども直接に調査いたしましたけれども、私立の病院、医

院、診療所には血清は用意されておりません。したがいまして、緊急時のときに不都合なこ

とが起こることも考えられますので、病院、医院あるいは医師、そうい ったところの監督権

を持ちます保健所に、血清を常時置いておけるような態勢に持っていってもらいたい、指導

方をお願いしているところでございます。

それから、高速道路関係のいろいろな測定値でございますけれども、特定の場所の騒音関

係のデータは持っそおりますが、すでに 9月議会に向けて宿題をいただいておりますので、

その時点までに御指摘の調査項目につきましてそろえさしていただきたい、こういうことで

御了解をいただきたいと思います。

0副議長 (米沢照男君 ) 病院事務長。

0病院事務長 (佐藤智春君 ) ただいまの生活環境部長の御報告に多少補足するわけ

でございますけれども、市内の各病院では血清がないというお話でございますけれども、私
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どもの市立病院では血清は持ち合わせてございます。ちょっと申し上げますと、乾燥マムシ

抗毒素という、いわゆる凍結乾燥剤だそうでございますけれども、これを常時病院では約 5

人分程度を備蓄しておるということでございます。これは、念のために申し上げますと、有

効期限は 10年間有効期限があるということでございまして、病院では備蓄してございます。

それから、御参考までに申し上げますと、マムシの事故どいうのが昨年は、たしか 1例で

ございまして、救急車で病院の方へ運ばれてきた。これは、中身をよぐ聞きますと、実際に

マムシに食われたものか、あるいはほかのへピであるかっていうのは、現物のマムシを見て

おりませんので何とも言えませんけれども、いずれにしてもへピの事故ということがあった

そうでございます。それから、 1昨年につきましては 2件、やはり病院へ運ばれてきたと。

1件については完全にマムシの事故ということが確認されております。

以上でございますc

0副議長(米沢照男君) 企画財政部長。

。企画財政部長(前田雅夫君〉 第 5点目の、日野高架下の雨漏りにつきまして御答

弁いたします。

場所につきましては、旧甲州街道を上がっていきまして高速道路とのクロスする部分でご

ざいます。この高架は、道路の上につきましては普通の橋渠方式、それ以外のところは普通

の高架の構造になっております。原因どいたしましては、上り方向でございますけれども、

若干東京方面が下がっております。通常でございますれば、道路の排水は両サイドに振り分

けまして、余り流れない状態てえその部分、部分で取るわけでございますけれども、どうもその辺

の機能が不完全で、その高架部分のつなぎ目から雨が漏ってしまうということでございます。

過去におきまして改修をいたしまして対処はしたんでございますけれども、まだその内容も

不完全で、その水が完全にといでのみ切れない状態でございます。早速私の方から 日本道路

公団の八王子営業所の方に、調査と早期改修の要望はいたしまして、早速道路公団で調査を

いたしました。やはり現在の施設に欠陥がどうもあるようだということで、遅ぐも 8月の末

までには改修をいたしますという報告を受けております。

以上でございます。

O副議長 (米沢照男君 ) 建設部長。

0建設部長(中村亮助君) それでは私の方からさらに第 1点目の御質問にお答え申

- 545ー



し上げたいと思めます。

私どもは、御存じのように年間を通しまして水路の維持管理を担当しておるわけでござい

ますけれども、御存じのように農業用水の、いわゆる濯慨用水期と、それから、そうでない

時期どに分けられるような形で、いま産業経済課の方と水路清流課の方で窓口が二つに分か

れているような形にはなっておりますけれども、年間通水という関係を含めまして、改修等

につきましては水路清流課で担当をいたしておるわけでございまして、御存じのように集中

的な豪雨がある場合の、いわゆる治水の面での排水路というような機能を重点的に考えなが

ら毎年改修をさしていただいております。

そして、幹線につきましては 8系統の水系がございまして 3万 4，921メー トル、約 3万

5，000メートルの市内の流域を持っておりますし、そのうち約 80%がすでに改修は済ん

でおります。残りの 20%につきましては、 38年当時、いわゆる失対事業で改修をした石

積みの個所などもございますので、こういう点につきましては、今後、やはり当然、改修をし

ていかなければならないというふうに思っておりますし、それから、幹線に結び、ついており

ます支線ですけれども、とれが 18万 3，000メートルほどございます。そのうち、これに

つきましては市内に水田地帯を潤すということで、先ほどもお話がございま したけれども、

四通八達を しておりますので、これの改修等につきましは、水路幅が1.8メートルぐらいの

非常に少ない幅の狭いもの、そして、素堀りのものなどが多いわけでございまして、そうい

うものの改修につきましては 40 ~るほどしか、まだ改修が済んでいないというのが状況でご

ざいます。

それで、予算の計上等につきましても、 59年度につきましては、南平の用水路の改修も

ございましたけれども、対前年度比でかなりの額の予算を計上さしていただいておりますし、

7億 800万ほどでございます。それから、前年度におきま しても対前年度比で21略ほど

の増の計上をさしていただきまして、 3億 5，400万というような形で年々予算の計上等に

つきましても、改修に力を入れるということで、予算の計上の増額もさしていただいておる

わけでございますけれども、改修の方法につきま しては、御質問の中にもちょっとございま

したように、草が生えないように水路敷と、それから、道路敷を管理するということになれ

ば、当然暗渠にするとかコンクリート打ちをしまして改修をするということも考えられるわ

けですけれども、とれも、御存じのように幹線の水路につきましては、やはり近い将来下水
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道事業の中で雨水排水の幹線として利用されるというようなことが位置づけられておりまし

て、これも関渠でそのまま利用すると、こういうふうな ことを下水道事業では決定をいたし

ておりますので、幹線水路につきましては暗渠にするというととは、ちょっといまのところ

考えられないわけでございますし、それから、年開通水という点からいきましても、幹線水

路につきましては将来とも、やはり潤いのある水路というふうな意味を含めまして、下水道

事業が完了した後でも、やはり開渠のまま水を通水をして流していきたいというふうに現在

考えておるわけでございます。

それから、もう 一つは、年間通水によりまして緊急な事態が発生したときには、一時水路

をせきとめますと緊急の防火用水の役割りも果たすというふうな面もございますので、やは

り幹線を暗渠にするということは、やはり問題があるんじゃないかというふうに思いますし、

それから、ふたをかけるとどによりまして管理上の障害が発生すると、あるいは、さらに 日

照がさえぎられますので、流出してきた水路の水質がさらに悪化するというふうなマイナス

の面も出てまいりますし、排水能力の低下というふうな点にも、ふたをかけることによ って

つながっていぐわけでございますので、そういう点の問題だとか、あるいはまた、水路は国

の財産 として中央の管理がな されておりまして、ふたをかけるような場合等につきましても

都道府県に委任されております管理権の中で、東京都の許可をいただぐというふうな手続上

の問題などもございまして、なかなかふたをかけるという点につきましては、むずかしいと

いうふうに考えておるわけでございます。

以上申し上げましたけれども、今後ともやはり必要な個所につきましては、当然治水の面

を考えながら改修を前向きに取り組んでいきたいというふうに思っております。

0副議長(米沢照男君) 大柄保君。

025番(大柄 保君 ) 5点にわたっての、いま答弁がありましたのですが、 1点

自の農業用水を整備できないかというふうなことでありますけれども、これが、第 2点目の

質問どつながってぐるわけなんです。ということは、いま建設部長 80%の用水の修理は終

わっているというふうな答弁ですけれども、まだまだあと残りがあるわけですから、これら等

について草が生えている。農業組合の皆さん方だとか、あるいはまた市の職員の皆さん方だ

とか整備をなされるときに、もしへビなどにかまれたというふうなことがなきにしもあらず

で、あったときには大変なことになるなぁと、こう思いまして、私は用水の整備をいま少し
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したらどうだろラなぁと、こういうふうに考えて質問をいたしたわけですが、ぜ、ひこれらの

問題等についてもお願いをしておきたいと思います。

第 1点は要望として終わらしてもらいますが、第 2点目といたしまして、市内の堀之内と

いうふうなと ころを湿地帯重点的にという ことは、私も「マムシに注意」というふうな立て

札が立っているのを、いままでも何回かあちこちで見ているわけなんです。もし万一こうい

うふうなときに困るなぁと、いういうふうに思って、 いろいろ湿地帯等については調査をし

ていただいて、住民の皆さんに注意を与えてい〈、これがころばぬ先のつえになるんではな

いかなぁと、 このように考えておりますが、どうなんでしょうかo たとえば広報等を通じま

して、ちょうど6月、湿地帯へビの危険というふうなことまでも喚起をしていったらいいん

じゃないかなあ。広報読まない人は、これはしょうがないですね。ですから、読まない人は

しょうがないんだから、せめて見出しでもつけて「へビの時期です」というふうなことでや

っていけないかどうか、これについてちょっと質問をしておきたいと思います。

それと続けて第 3点の、もし万一、大人、子供を含めてマムシにかまれた場合ということ

で、私は市内の私立を含めての病院の血清の備えはどうかということでお伺いをしたんです

けれども、私立の病院には血清の準備はない。これは、保健所を通じてというこ Eで、いま

わかったわけですけれども、せめて一一市立病院はわかりました、あるということが。その

ほかの 5院ありますか一救急指定病院、花輪病院だとか石塚さんだとか、いろいろ市内に

は救急指定病院があると思うんですけれども、これらについてはどういうことにな っている

か再質問をしておきたいと思います。

それから、高速道路の市内通過、この振動の調査。これはぜひ 9月までに、いまのデータ

は、古いデータじゃしょうがないんです。ですから、いま、きょうの時点の一一お願いをす

るんですから、私が前から通告をしていれば当然やっておいていただけたと思うんですけれ

ども、「統計日野」にも出ていないし、私も通告をしていないので、いま要望をするわけで

すから、今月の時点、最近の時点のものをひとつ調査をしていただきたいと、とのように要

望をしておぐところであります。

それから、 5点目の日野高架下、これについては、先ほど私も本当に自分に資格があるん

ならば、予算委員会等に道路公団を総裁をでも来てもらって、あそこの場所は設計はどうな

ったのか、施行業者はどうなのか、これまで突っ込んで私は聞きたいような気がしているわ
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けなんです。それですから、これ等の問題についても、今後8月までにやっていただけると

いうふうな公団の答弁ということで、いま企画財政部長のお答えでわかりましたけれども、

このこと等についても、かなりかなり根が深いものがあるんではないかなぁと、こういうふ

うに私は考えております。また、これら等についてもわが党国会議員を通じまして、いろい

ろの面から調査をしていただぐ必要が当然出てぐるんではないかなあと、こういうふうに考

えております。

0副議長(米沢照男君) 市長。

0市長(森田喜美男君〉 マムシの危険につきましては、その警告を広報に掲載し、

また、血清の所在につきましても、広〈お知らせをしておぐという措置をとりたいと思いま

す。他の救急病院にお願いできるか、これは、それぞれの病院の備蓄施設というようなこと

も関係があると思いますので、まず市立病院で責任を持つということで、広ぐお知らせをし

ておきたいと、このように考えます。

以上です。

O副議長(米沢照男君) 大柄保君。

025番(大柄 保君) ただいま市長の方から答弁がございましたので、ぜひこれ

ら問題等についても、市民がどこへ行ったらぱ、どのような治療が受けられるのかというふ

うな、不安のないようにしていただきたいと、このように考えておりますので、ぜひお願い

をしたいと思います。

それから、最後になりますけれども、ただいま私も非常に突っ込んだところまで、道路公

団の件については皆さんにお耳に入れたわけなんですけれども、道路公団については、いろ

いろ各地方自治体でもって便利なことは当然でありますけれども、それについては、やはり

通過沿線都市の環境の整備だとかやっていただきたいということを、先ほども資料御参考に

お配りをしたときに私は申しておりますけれども、とれら問題も、ちょ っとここで内容につ

いてお知らせをしておきたいと思うんです。

高速自動車網の整備は国土全域にわたる均衛のある発展を図り、各地域の交流と連携を強

め、地域格差の解消により豊かで活力のある地域社会を実現するため、不可欠の基幹的国家

事業である。したがって、政府は 21世紀の国道整備という長期的視点に立ち、経済情勢の

変動に左右されることなぐ所要財源を確保して、事業の積極的な推進を期するために、特に
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下記事項について特段の御配慮を賜りたしここに関係 221市を代表して強〈要望をしま

す。

記 ーっとして、道路整備特定財源の維持と充実確保及び一般財源の強化。

2として、法定路線 7，600キロ計画の早期完成と 1万キロ構想、の早期法定化。

3番としては、第 9次 50年計画の推進及び昭和 59年度高速自動車国道建設予算の安定

の確保。

4として、通過沿道の公害防止対策及び生活環境等の整備保全に関する諸施策の強化。

5. 通過市町村関連施設整備助成金制度の拡充強化と、特別な財政負担、市町村に地方交

付税での補てん制度の確立。

というふうな ことで、政府に対してお願いをしておるところでありますので、先ほども申

しましたけれども、私は 10月の選挙の前でありましたけれども、 5 8年 10月の 26日の

日に、田倉事務局長と一緒に国会の会議室へ、この会議に臨んでおりますのなぜひこれら等

についても、私は私なりに自分の国会議員の先生方の部屋を回って、お願いをします。お願

いしますという ことで、あいさつがてら回ってきま した。そこで、地元の選出の国会議員の

皆さん方に、議場の先生方を通じまして、ぜひこういうことがあるんだというふうなことを、

重ねて ここでお願いをしておきたいと思います。

一番、 2番、 3番について私どもも大賛成であります。当然のことであります。地域の発

展のためには高速道路、もう国家的な企画であります。それには 4番、 5番のこの項が非常

に地方自治体にと ってはぜひ実現をしてもらいたいということ であり ますので、重ねてお願

いをしておきたいと思います。

最後になりますが、事務局長ちょ っとお伺いをいたしておきますけれども、去年は、通過

沿線都市の協議会の、私どもの市は常任理事の市でありましたけれども、ことしの議長さん、

副議長さんはどうなっておいでになるか、ちょ っとお願いしたい。

0副議長(米沢照男君) 議会事務局長。

0議会事務局長(田倉高光君) それではお答えをさしていただきます。

高速道路の通過都市協議会の役員さんにつきましては、それぞれ任期が 2ヶ年でございま

す。したがって、現在も常任理事ということで、その任期は来年の 2月までが任期だと、こ

ういうことでございます。
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以上でございます。

O副議長(米沢照男君) 大柄保君。

025番(大柄 保君〉 わかりました。ありがとうございました。ことしも当然

理事ということで、議長さん中央に出ていかれると思いますけれども、去年の石坂議長のよ

うに、ことしの議長さんもぜひお願いをしたいというととを最後の要望をいたしまして、こ

の質問は終わらしていただきます。

0副議長(米沢照男君) これをもって 20の1、生活環境整備に関する質問を終わ

ります。

2 0の2 市立施設の使用時間についての通告質問者、大柄 保君の質問を許します。

0 25番(大柄 保君) 2 0の2番公共施設の利用時間についてと いう ことで、

簡単に質問をさしていただきたいと思います。

おかげさまで現在の日野市内には数々の施設があるわけでありますけれども、そこで市民

の皆さん方は文化、あるいはお年寄りの福祉、教育、そのほかの種々催しについて、いろい

ろな角度で利用をされておりますが、年々いろいろな施設ができるということは、われわれ

市民にとって大変喜ばしいことだと、こういうふうに考えており、歴代の為政者の皆さん本

当にあり がたいなあという、お礼を申し上げておきたいなぁと、こういうふうに思っており

ますが……。その中で、いろいろ主管主管によってということは、たとえば中央公民館、あ

るいはまた、南平の体育館、これらの主管は教育委員会の社会教育課、それから、あとは中

央福祉センタ一、湯沢福祉センタ一、高幡福祉センタ一、この主管課が社会課、こういうふ

うにいろいろ分かれておりますが、中央公民館が閉館時間が条例によって 9時 30分、体育

館が午後の 9時、 ダブリますけれども福祉センター (中央、湯沢、高幡)これも条例で午後

の9時、それから、生活課の主管の、われわれが利用さしていただいたり、これぐらい建っ

てぐれよということで要望をしている地区センタ一、この閉館時間が9時 30分、それから、

御婦人の皆さん方の御利用のための婦人センタ一、これだけが規則で閉館時聞が 9時。こう

いうふうないろいろな、各主管課によっての閉館時間が条例によって違うわけですけれども、

当然条例でありますから、われわれも議員の立場として条例制定にはタ vチをしているわけ

でありますけれども、婦人センターだけが、これは規則ですから、そこで9時ということに

なっておりますが、なぜ私は同じ時間の中央福祉センター、湯沢、高幡、これらについても
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9時半に条例を改正してでもできないものかなぁと、こういうふうに考えて質問をいたして

おります。

これは、御賢明なる理事者の皆さん方には、なぜこういう質問をするかということは、も

うとうにお見通しというふうな私は考えを持っておりますが、だんだん、だんだんお休みも

週休 2日、あるいは夏場は日が高ぐなって日の入りが遅ぐなっ てと いうふうな こともあると、

お勤めから帰って、やれやれこれからセンターへ行って何々の習い事をしようとか、あるい

はまた、集会、集まりというふうなことでも、どうしても家に帰ってタめしを済ます 一一 5

時に終わったと しても、遠い人ならば6時かそこいらになってしまうわけです。先ほどから

循環バス、循環パスというふうな声で、私も市内の循環パスは早ぐ通してほしいという希望

するひとりでありますけれども、なかなか足の使等において時間がかかってしまうもんでーー

そして、習い事が始まった。あとは 9時、もう皆さんおしまいですよというふうに夜間警備

の皆さんにも言われる、と。隣の中央公民館は 9時半まで、こっち側の中央福祉センターの

方は9時でおしまい。どうもここのところでもって市民の皆さん方の、もう何で30分延ば

して〈れないかなあというふうなことで、要望も出でぐるわけですね、皆さん。これは当然

の話ですよ。それですから、どうして時間を向じにできないのかなあというふうなことで、

簡単で結構ですから答えていただきたいと、このように思います。お願いをいたします。

0副議長(米沢照男君) 大柄 保君の質問についての答弁を求めます。福祉部長。

0福祉部長(高野 隆君) ただいま御質問のように、公民館の使用時間は設置時の

4 1年から現在まで、午前9時から午後 9時 30分と定められておるわけでございます。

また、地区センターも 9時 30分というようなことで、条例で、規則で規定しております。

しかしながら、福祉センターの場合には、使用時間は施設された 41年のときから、午前9

時から午後 4時 30分までということが当初定められていたわけでございます。その後に、

5 0年の9月に時間延長の改正をしたと、こういう時間的な経過がございます。

御質問の御趣旨はよぐ理解できますので、この時間延長につきましては、今後利用者の利

便等も考え、十分に前向きに検討していきたいというぐあいに考えております。

0副議長(米沢照男君)

025番 (大 柄保君〉

大柄保君。

いずれにしても、どうもだれが考えてみても、こういうふ

うな閉館一一朝の 9時というふうなことは、大体発車のときは時間も同じで、終着駅へ着〈
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のが片方が 30分おとれて、片方が 9時で片方が 9時半だと いうふうな ことだと、これは市

民の皆さんから見れば、何で何で一緒になれないのか、一緒にしないのかなあと、こういう

ふうに思うのは当然です。それですから、ぜせこの点を検討していただいて、条例ですから

条例改正で、議員の先生方の前に出てぐると思いますが、先生方も、ぜひその点について御

協力をいただきたいなぁと、こういうふうに考えておりますのでお願いをしたいと思います。

質問を終わらしてもらいます。

0副議長(米沢照男君)

を終わります。

とれをもって 20の2、市立施設の使用時間に関する質問

お諮りいたします。議事の都合により暫時休憩いたしたいと思います。とれに御異議ござ

いませんかc

C I異議なし」と呼ぶ者あり〕

0副議長(米沢照男君 )

0副議長(米沢照男君〉

御異議ないものと認めます。よって暫時休憩いたします。

午後 3時 25分休憩

午後 3時 52分再開

休憩前に引き続き会議を聞きます。

一般質問 2 1の1、再び日野市における「土壌浄化法」による排水対策についての通告

質問者、小俣昭光君の質問を許します。

C 3番議員登壇〕

03番(小俣昭光君〉 通告質問に従いまして質問さしていただきます。

、21の 1、再び日野市における土壌浄化法による排水対策についてを質問いたします。

私は、，排水問題で悩む多ぐの市民の要望に基づき、 57年の第 2固定例議会で、日野市に

おける土壌浄化法による排水対策を提言してまいりました。下水道対策特別委員会は、奥多

摩湖にある奥多摩資料館の土壌浄化装置を視察してまいり、パンフレザトには、土 1グラム

の中に数億の土壌微生物、土壌浄化装置は、この徴生物を活用して生活排水の理想的な恒久

処理を行う新しいシステムと書かれております。この資料館の土壌浄化装置は、駐車場にな

っているー画に埋め込まれており、装置には突出物が全然ありません。奥多摩湖に行って資

料館のところから駐車場のあるところで、あそこにそんな装置がある、そう気がつぐ人はほ

とんどないと言われております。
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そこには手入れの悪い、まさに花壇がある、そのように思うぐらいとのころであります。こ

こで浄化された水は、 200メートルの高さの山腹までポンプで送られて、 トレンチ方式で

浸透されていました。東京の水がめを汚さない、そのためのこの浄化装置にしたと、係の人

は胸を張って言っていました。

2年前の本会議での質問に、都市整備部長は、こういった方法を取り入れ、取り入れられ

る可能な範囲で積極的に取 り組みを考えたいと答えています。どのように研究が進んだのか、

まず最初にお聞かせ願いたいと思います。

0副議長(米沢 照 男 君 ) 小俣昭光君の質問についての答弁を求めます。都市整備部長。

O都 市整備部長 ( 結 城 邦 夫 君 〉 それでは私から、前回お答え したその後の経過につ

きまして御説明申し上げます。

前回お答えいたしました段階では、まだ土壌浄化法そのものが、公共下水道には直接採用

されないシステムである。したがっ て、今後国の方の、 この土壌浄化法をいかに公共下水道

で取り入れていとか、その過程を見ながら検討するというふうにお答えしたかと思います。

私どもは、汚水そのものをこの浄化法で浄化していぐということよりも、むしろ公共下水

道を促進するということで、その辺に力を入れているところでございます。ただ、雨水につ

きましては、前回もお答えしたかと思いますけれども、浸透式の方法が考えられるわけでご

ざいます。道路についても雨水升の底を抜ぐ、あるいは管に、 U字溝等に穴をあけて、そこ

から土壌に浸透させていぐという方法は、都の建設局においても道路で実験を行って、ある

程度の成果を得たということは聞いております。それで、私どもは公共下水道の一環として、

これを取り組む方法はないかということで、検討を以後やってきております。その一つの方

法として、現在公共下水道の整備に当りまして、各家庭の排水設備の指導基準というものを、

現在見直しを行っております。その中で各家庭におきまして雨水を現在ではU字溝、それか

ら、公共下水道ができた段階では雨水管に流すことになるわけでございますが、その管に流

す前に、各宅地の中で樋から取った雨水を、まず雨水升Jこ導入すると。この雨水升の底を抜

いてお〈と。ここまでまず第 1段階で浸透が可能になるわけでございます。さらに、庭があ

る場合でございますけれども、庭の中に陶管に穴をあけた管を敷設して、その中に雨水を導

入していって、そこで庭の中に浸透させていぐという方法が考えられるわけでございます。

これを現在検討を行っております排水設備の指導基準の中で組み込んでいって、今後各家庭
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にそれを導入するように指導をしていこうということで、検討を進めているところでござい

ます。

以上でございます。

O副議長(米沢照男君) 小俣昭光君。

03番(小俣昭光君) 再質問をさしていただきます。

いま都市整備部長から、公共下水道においてまだ認可されてないということで、むずかし

いという中で、雨水については取り入れていぐというようなととを言われていますけれども、

ぜひ下水道計画、大分先のところもありますので、お願いしたいというように思います。

その中で、用水や側溝のない地域、とういうところがまだ日野市には相当たど さんあるわ

けですので、 議会にも排水対策の請願が提出 されておりますように、用水や側溝のないとこ

ろでは下水道の実現が待ち望まれております。特に、浅川下水処理場から遠ぐ離れた西平山、

あるいは東平山などでは用水もありませんので流す場所もないわけです。

こういうようなところでは、土壌式の曝気槽の研究を初め 一一これはもう 2年前に私は詳

しぐお話しましたので、ここでは詳しぐ述べませんが、土 1グラム中数億と言われるバク テ

リアや糸状菌を初め、ミミズ、節足動物や植物の根など、土の中 50センチぐらいのところ

で大いに活躍しております。そして、そこで食べ物のかすや廃棄物などをきれいにしており、

ます。このような現象を利用したのが土壌式曝気槽であります。土壌のもつ性質を利用して

考えられたものが土壌浄化法であります。土壌浄化法は、自然を利用して、ここに汚水を通

し、悪臭、カ、ハエの伝染害虫、病原菌など一切シヤv トアウトして 2次公害を防ぐととも

に、汚水中の有機物と大気と、無機物に還元して水の性質を自体を変えてい〈、きれいにさ

せ大地に返すというものであります。土壌曝気槽をー私たちが視察しました奥多摩資料館

浄化装置は、 1日処理能力が 20立米と言われております。一般家庭や団地などで取り入れ

ることは可能であるか。これも、この前の質問のときに、研究していてほしい、このような

ことで質問しておりました。ことことについて再度質問さしていただきます。これが再質問

の1点目であります。

2点目は、土壌式曝気槽で処理した水、または家庭浄化槽の処理した水を、いままでは用

水や側溝に流していた。用水や側溝のないところでは、毛管浸透トレンチ方式で土の中に浸

透させる方法は実現可能なのか、わかりましたらぜひ答えていただきたいと思います。
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3点目は、雨排水の問題ですが、雨水排水に関する請願、日野市 7，7 6 0の18、中西さ

んからも請願が出され、今議会で採択されておりますが、これらの場所の現地も見てきまし

たが、道路の片方が高い、水の持ってき場所もない場所であります。こういうところこそ浸

透方式を採用して、住民要望に積極的にこたえていただきたい。この問題も、ひとつお答え

いただきたいと思います。

4点目は用水の問題であります。用水の汚れは議会でも再三再四指摘されていまずが、建

設省では野川の水をきれいにするために、機関接触酸化方式等の浄化実験施設を設置し調査

を行ってきましたo これも土壌浄化法とほとんど同じ原理であります。ここでの実験調査結

果が、多摩川河川行政連絡会に 55年の 8月28日に出されておりますが、これによると、

BOD除去率 90%以上、アンモニア除去率 95 %など、かなりの効果があることが示され

ています。日野市でも、用水浄化の実験をする気はないか、この点もお聞かせいただきたい

と思います。

0副議長(米沢照男君) 再質問についての答弁を求めます。都市整備部長。

0都市整備部長(結城邦夫君〉 それでは 1番の点につきまして私の方からお答え申

し上げます。

西平山、あるいは東光寺といった処理場から一番遠〈なるような地域について、非常に公

共下水道の管が延びていぐのには時間がかかっているわけでございますが、そういった地域に

勺いては、今後公共下水道の管の敷設の計画等の中で‘できるだけ早〈管渠を敷設していぐ、幹

線を敷設していぐということで計画を現在練っておりますが、それには、また一部幹線のル

ート変更ということも当然、伴ってぞることも予測されます。そういう中で、できるだけ早ぐ

公共下水道の幹線を延ばしていぐということで考えております。

しかし、それにしても幹線が延びてい っても、なかなか幹線を利用できないというような、

たとえば地域があったとしました場合には、そこの地域について今後どうするかということ

についても、その時点、で当然、検討しなきゃならないことかと思います。できるだけ管を敷設

して、正規の公共下水道に収容していぐということが望ましいわけでございますが、やむを

得ない場合には、その部分だけを御指摘のような浄化方法をとってやるということも考えな

ければならないかとは思います。しかし、私どもとしては、あぐまでも公共下水道を早ぐ延

ばしていぐ、それで取れないところがないように、万遍なぐ管を敷設していぐということを
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第一義的に考えていきたい、かように考えているわけでございます。

以上でございます。

O副議長(米沢照男君〉 建設部長。

0建設部長(中村亮助君) それでは私の方から 2点、 3点、 4点目につきましてお

答え申し上げます。

まず2点目の処理水の方法として土中への浸透式は可能かどうかというお尋ねでございま

すけれども、この方式につきましては、あるメーカーにおいては実際に採用をし、そして、

それが実際に生かされているようなところもあるようでご、ざいまして、そういう面で今後やは

りそれが実現可能かどうかということにつきましては、いま現在私どもの方でも水路清流課

を中心にいたしまして、関係の部課で検討をいたしております。公害防災課、あるいは清掃

部などと一緒になりまして研究をしておるわけでございます。それで先日も古谷議員さんの

御質問にお答えをした中で、 6月6日に茨城県の視察の状況をちょっとお話し申し上げたわ

けでございますけれども、その際さらに小宅地で 13世帯を対象にいたしまして、江戸川ベ

リに、いわゆる雑排水の共同処理施設をしているところがございました。土壊浄化方式によ

るところの処理方法でございますけれども、これは、埼玉県の庄和町というところですけれ

ども、それも見てまいりまして、そういうふうなことを踏まえながら現在検討をいたしてお

るわけでございます。

そして、さらにまた、 3点目、 4点目の御質問になりますけれども、道路の側溝を浸透式

にすることによって、側溝の末流が取れないような場合、実現可能かどうかというような御

質問もございましたけれども、具体的には、たとえば、多摩川の堤防敷の管理道路に面した

地域は、やはり現在のところ排水は取れないというようなところもありまして、開発地域の

中では浸透式の採用をいたしておるところがあるわけでございます。そういうところに面し

たところで、道路側溝の雨水排水を、さらに下流まで持っていぐということにつきましては

いろんな面でまだ十分態勢がないじそういう中で道路側溝を設置する場合に、浸透式の採

用をすることによ って、自然浸透を図れるというふうな方向は、やはり今後考えていきたい

と思っております。

それから、 4点目の用水路の汚れに対する浄化方法ですけれども、御質問の中にございま

した昨年の7月に建設省が野川の浄化方法といたしまして、二子玉川のすぐ橋の上流に設置
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しました藤間接触酸化方式、これによる方法。これの小さい規模のミニチュア的なものを用

水路のわきにつぐりまして、そして、それによって少しでも流水の浄化を図ろうというよう

なことで、これもいま検討をいたしております。いろいろ過去の御質問の中で御指摘もござ

いましたけれども、やはり多少の面積が必要ですし、それから、用水路は御存じのように汚

水源といいますか、家庭の雑排水が流れ込む場所が非常に不特定でございまして、 1カ所か

ら出ている汚水だけで、それを浄化すればいいというものじゃなぐて、そういう浄化装置を

つぐる場合も、どこにどういう方法で、何カ所ぐらいつぐったらいいかというふうなことも

全体的に検討しませんと、なかなかその水路全体がきれいにならないというふうな状況もご

ざいますので、いま大変申しわけございませんけれども、どこにどういう規模をというふう

な具体的なお答えができませんけれども、さっき申し上げましたように、関係部課等の協議

の中で、今後やはり具体的に実施できるような方向で現在検討をいたしておるというのが現

状でございます。

0副議長(米沢照男君) 小俣昭光君。

03番(小俣昭光君) いまお答えいただいたんですけれども、 2年前に質問して、そ

のまま前進がないというように思うんです。そういう点では調査研究もうこの辺でというよ

りは、実験段階にぜひ入っていただきたいというように思うんですけれども、特に用水や側

溝のない地域 一一先ほども言いま したように下水道事業大分先になると ころもあるわけです。

そういう点では雨水をつぐってといっても、それまでに待てない地域かなりあるわけです。

現に何回も請願で対策立ってほしいというところがあるわけですので、こういう形で排水対

策やればできるんだというのを市で実験をして、そして、市民にそれを PRする。そのこと

が特に重要じゃないかと私は思うんです。

そういう点で再度お聞きいたしますが、土壌の土壌式曝気槽の研究、それと、毛管浸透ト

レンチ方式、あと、雨水専用の、側溝などの底を抜ぐ雨水専用の浸透方式、それと、野JIIな

どでやられました方式を取り入れて実験をぜひやっていただきたいと思いますので、一言市

長にそのことについてお聞かせ願いたいと思います。

O副議長(米沢照男君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 小俣議員の熱心な土壇浄化法の提言でございます。私ども

も、土壌浄化法は自然、の理にかなう、しかも、徴生物を応用して、しかも、水を土壊に返す。
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こういう意味ではきわめて注目すべき方式であるというふうには一面考えるわけであります。

したがいまして、小規模の農村地域といいましょうか、そういう方面での利用が大変有意義

な面があると思いますが、何しろいまわれわれの市といたしましては、公共下水道の方式を

採用して、そのことに集中専念をしておるところであります。しかも、それが普及するのは

相当おぐれるところもあるではないかという御指摘もありますけれども、しかし、その方式

を行政として奨励をする、こう いう ことになかなかむずかしい面がある と思っております。

また、近年』ー近年といいましょうか、公共下水道の必ずしも完全機能を大量の水、あるい

は大きい施設、広い面積、これらを擁して公共下水道のむだ論といいましょうか、批判も確

かにあるわけでありますから、そう いう学者は土壌浄化方式を一番いい、大げさに言えば環

境を守り、地球を乾燥から守る。こういう意味を含めてまで提唱されている説のあることは

承知しているわけでありますけれども、やはり公式に認められておりますのは公共下水道方

式であります。そして、密度の高い都市という機能の中では、やっぱり土木的に非常に大仕

掛けではありますけれども、公共下水道方式が私は採用をすることの唯一の方途である、こ

のように考えております。

したがいま して、 当面、いま庁内に 一一先ほども申しておりましたが、関係の課の連携に

おきまして研究はいたしております。その研究の場所を高幡の市営住宅一一高幡の市営住宅

は新井用水に放流することが断られておりますから、いま自然放流になっております。こと

にひとつ研究を兼ねて利用し、成果をひとつ見きわめたいと、このように考えております。

ですから、 御提言を決してむだにしない、そういう意味での評価は、 いずれ回答ができるま

でに行いたいと思っておりますので、よろしぐお願いをいたします。

0副議長(米沢照男君) 小俣昭光君。

03番(小俣昭光君) 私が調べたところ では、いま市長は「やる」ということで前向

きに返事していただいて、そういう点ではよかったわけですけれども、公共下水道の問題に

ついては、私が調べたととろでは、すでにアメリカ合衆国は 19 7 2年の秋に、連邦水質汚

濁法を大改正して、土壊浄化法を義務づけている。その内容は、 1985年以降、一切の下

水道水をまた、工業排水も、そして、生活排水も、河)11、湖沼、海に一滴も流してはいけな

いというものであります。この法律改正の引き金となったのは、アメリカ合衆国議会で環境

庁長管の証言である「いまの下水道の終末処理方法をー技術では川や海はきれいにならない。
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もうこれ以上国民をだまし続けるわけにはいかない」こうアメリカの環境庁長官は言ってお

ります。こういうショ vキングな報道がされたわけです。

当然、日本の国内でも、これが、アメリカでの発言が国会でも話題になりました。ところが、

日本の政府は公共下水道を、あるいは流皮下水道、これによって大企業の事業がーとの事

業はコンクリートで固められますので、そういう点では大企業の利益を保障するために、わ

かっていながらこれを公にしない。建設省の幹部では、こういうのがささやかれております。

昭和 53年では日本の国会でも環境問題が論議され、次のような質疑がされたと言われてお

ります。大阪は、 90%以上が下水道が完成しております。もうすぐ 100婚になると言わ

れておりますが、それで、大阪湾はきれいになるのかという質問であります。これに対して

政府代表の立場に立った日本下水道事業団理事 一一この人は、前の建設省の下水道部長であ

りました。この人は「きれににならない」と答えざるを得えませんでした。これらは、いま

までの活性汚泥法を中心とした汚水処理だけでは、汚水はもとの水に戻らず、生態系は狂っ

て取り返しのつかないことになるという科学者の告発によるものであります。そのことが国

民の前に明らかにされ、行政の対応を求められていることを示しております。 (1党としての

提案か、それは。じゃあ、下水道反対なのか、そういう人は」と呼ぶ者あり)

これまでは、多摩川の汚濁が環境基準に大きぐ上回っていたことから、これらの実験結果

にも示されるように、もともと水は人間に生活にとって欠かせないものであり、清水を得る

ことはすべての人々の課題である。そして、河川の汚濁防止は自治体だけでは不可能であり、

河川流域のすべての地域が相互協力し、人々の命と安全を守る努力をすべきものである。

浄水場で窒素燐酸を除去するために行われている塩素滅菌で、発ガン性物質ト リハルメタン

が検出されたととのニュースは最近でも報道されております。土壊浄化法は、汚水処理の方

法であるが、その思想は水全体を考え、安全に確保するというものであります。

日野市のスローガンである緑と清流も|司じ，思想に立っているものと考えられます。下水道

の普及が急がれるものと、その具体的なあらわれであろうと思います。だが、幾ら下水道が

普及しでも、人々がみずから生み出した汚水を目前から流して、あとは行政任せという現実

は一考を要するものであります。人聞が自然界の中に生きていることを 1人 1人が自覚し、

子供たちに美しい自然と健康な生活を保障する環境を残していぐために、ささやかであるが、

みずからできることを行政が奨励していただきたい。土壊浄化法は、その意味で取り組みや
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すいのであります。下水道の普及とあわせていけるものと思う。施設の簡単さや費用が少額

で済むので、これらをぜひ日野市政に tも取り入れていただきますよう、心からお願いいたし

まして私の質問は終わらせていただきます。

0副議長(米沢照男君) これをもって 21のし再び日野市における土壊浄化法によ

る排水対策に関する質問を終わります。

請願上程に先立ち、お配りいたしました請願要旨に一部印刷ミスがありますので、事務局

より訂正願います。

0事務局長(田倉高光君〉 それでは、大変恐れ入りますけれども、請願の第 59-

1 0号の裏側でございます。下から 6行目「ような事態は容認できるものではない」という

のを「事態」の「たい」が「熊」になっておりますが、御訂正をいただきたい。

0副議長(米沢照男君) 請願第 59-10号、 核巡航ミサイルトマホークの日本寄

港を拒否し、非核三原則の完全実施を求める決議と政府に対し、意見具申を願う請願、 請

願第 59-11号、市道 68号線に隣接する市有地に関する請願が提出されました。

お諮りいたします。ごの際、本 2計の請願を一括議題といたしたいと思いますが、これに

御異議ありませんか。

C 1異議なし」と呼ぶ者あり〕

0副議長(米沢照男君) 御異議ないものと認め一括議題といたします。

請願の要旨は、お手元に配付されてあります印刷物のとおりです。

請願第 59 -1 0号、請願第 59 -1 1号の常任委員会への付託は、会議規則第 138条

の規定により議長において総務委員会に付託いたします。

本日の日程はすべて終わりました。

本日はこれにて散会いたします。

午後4時 28分散会
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午前 11時 43分開議

0議長(高橋通夫君〉 本日の会議を開きます。

ただいまの出席議員 29名であります。

議案審査報告に先立ち、ただいま理事者から発言したい旨の申し出がありますので、これを

許します。( r議事進行」と呼ぶ者あり) 助役。

0助役(赤松行雄君) 開会に先立ちまして、去る 6月1日に議会で選任の御承認をい

ただきました高崎監査委員でございますけれども、ただいま議場に参っております。就任のご

あいさつを申し上げたし¥こういうことでございますので、議長さんにおいてよろしくお取り

計らいお願いいたします。

0議長(高橋通夫君) 監査委員。

〔監査委員登壇〕

O監査委員(高崎克好君) お時間をいただきまして、申しわけございません。

前回、当議会の御承認をいただきまして、早いものでもう 4年たってしまったわけでござい

ます。このたび、また再び当議会の御承認をいただきまして、再任させていただきまして、あ

りがとうございました。また、あとこれから新しく 4年間、皆様方の御指導を受けながら専任

していきたいと思いますので、よろしく御指導のほどお願いいたします。

簡単ですが、あいさつにかえさせていただきます。ありがとうございました。(拍手)

( r議事進行はJrこの後の進みぐあいによって議事進行だからこの後はどうする。このま

ま休憩するのかしないかによって議事進行は出るんですよJr休憩だよ、議長Jと呼ぶ者あり)

O議長(高橋通夫君) お諮りいたします。議事の都合により暫次休憩いたしたいと思

いますが、これに御異議ありませんか。

( r異議なし」と呼ぶ者あり)

0議長(高橋通夫君) 御異議ないものと認めます。よって暫時休憩いたします。

0議長(高橋通夫君) 休憩前に引き続き会議を聞きます。

午前 11時 45介休憩、

午後 2時 29分再開

これより議案第 43号、日野市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制

定の件を議題といたします。
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総務委員長の審査報告を求めます。

〔総務委員長登壇)

0総務委員長(竹ノ上武俊) 総務委員会の審査結果を御報告申し上げます。

まいりました。この中では、要望といたしまして、日野市内の業者を、特に市段階の工事にお

いてはなるべく優先して入札、あるいは指名の参加、こういうことに可能なように、市側に望

むという御意見が強く出されました。その結果、満場一致で原案可決と決しましたので、よろ

しく御審議をお願いいたします。

続きまして、議案第 56号でございます。これは心身障害者に対する生きがい作業所 (仮称)

を建築するものでございます。工事請負契約の締結については、契約金額 1億 9，800万円で

議案第 43号、 日野市一般職の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定についてでご

ざいます。この条例は、職員の給与の支払いの仕方に対する条例の改正でございます。職員が

休職をした場合、その他の場合に、振り込みによって支給することを認めるという、部分的な

改正でございます。総務委員会では、審査の結果、原案可決と決しましたので、よろしくお願 ございます。

0議長(高橋通夫君)

たします。

委員長報告について御意見があれば承ります。なければこれをもって意見を終結いたします。

これより質疑に入ります。なければこれをもって質疑を終結い

また、落札の業者は、永井・小野建設共同企業体でございました。この件につきましでも、

慎重審議を行いました。審議の中では、このような設備をつくるに当たっては、当初において、

設備のその後の運営方法なども十分に勘案して設計をし、入札契約に至るようにというような

御要望などが出されたわけでございます。設備の内容その他についても、審査をいたしました。

そのような結果、議案第 56号につきましても、全会一致、原案可決と決したわけでござい

ます。よろしく御審議のほどお願いいたんます。

続きま して、 議案第 57号でございます。日野市多摩平下水処理場汚泥処理設備及びその他

改修工事請負契約の締結についてでございます。この契約は、 契約金額が 9，10 0万円でござ

います。

なおまた、契約の相手は指名競争入札によりまして、目立プラント建設が落札ということに

なっております。この件についても、るる慎重審議を行いました。そのような結果の中で、工

事期間の問題についてよく 統一してほしい、という意見なども出 されました。

それからまた、指名に当たりましては、こういう工事ができる企業名をよく調査して、公平

な指名入札であるとは委員会では思いますけれども、さ らに指名に公平を期すようにという、

強い要望などが出されたわけでございます。そのような結果.この議案につきましても、全会

一致で原案可決と決しました。

以上3議案について、よ ろしく御審議のほどをお願いいたします。

O議長(高橋通夫君) これより質疑に入ります。市川資信君。

01 9番(市川資信君) ただいま議案第 55号の七生中学校の給食室新築工事の請負

契約の件でございますけれども 、本議案が提案された際に、地元の業者が入っていないと。今

も委員長報告の中で、できるだけ入れるようにと報告がございましたけれども、入っていない

いいたします。

これより本件について採決いたします。 本件に対する委員長報告は原案可決であり ます。本

件は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。

C I異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(高橋通夫君) 御異議ないものと認めます。よって議案第 43号日野市一般職

の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定の件は原案のとおり可決されました。

これより議案第 55号、日野市立七生中学校給食室新築工事請負契約の締結、議案第 56号、

日野市心身障害者生きがい作業所(仮称)建築工事請負契約の締結、 議案第 57号、日野市多

摩平下水処理場汚泥処理設備及びその他改修工事請負契約の締結の件を一括議題といたしたい

と思いますが、これに御異議ありませんか。

C I異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(高橋通夫君) 御異議ないものと認め一括議題といたします。

総務委員長の審査報告を求めます。

0総務委員長(竹ノ 上武俊君) 総務委員会の審査結果を御報告申し上げます。

まず、議案第 55号、日野市立七生中学校給食室新築工事請負契約の締結についてでござい

ます。これは、七生中の給食室を新築するものでございます。契約金額は 3億 5，400万円で

あります。

なお、落札されたのは、真柄 ・日野大野建設共同企業体でございました。慎重審議を重ねて
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のがおかしいではないか、一体これはどういうことなんだということを質問しておいたわけで

すけれども、それらの点についての質疑応答がもしございましたら、お答えいただきたいと思

います。

その 2点です。

O議長(高橋通夫君〉 総務委員長。

0総務委員長(竹ノ上武俊君) 第 1点目の契約日と、それから 150日間という日

程については、担当者の方から答弁していただきたいと思います。

第 2点の御質問でございますが、総務委員会で若干の質疑は行いました。しかし、それを受

けてといいますか、市当局がどうしたかということは、もちろん総務委員会ではわからないわ

けでございます。そういうことで、総務委員会で質疑を行いました若干の点だけをお答えいた

しまして、答弁にしたいと思います。

なお、不十介な点は、あるいは専門的なことについては、市の理事者の方から答えていただ

きたいと思うわけです。

議案第 57号の下水処理場の指名業者が公平であったかどうかということについての主なる

質疑でございます。これは、ちょうど今議会をめぐる近辺の日程の中で、清掃工場の入札の問

題が論議されたわけでございます。その中で、清掃工場のあの入札指名業者としてはふさわし

くないということで排除された業者が、同じような汚水処理の工事の中には、指名業者として

入っている点は、どういう意味合いなのかというようなことをいろいろ審議をしたということ

0議長(高橋通夫君) 総務委員長。

0総務委員長(竹ノ上武俊君) お答えいたします。委員会の審議の中でも、同様の

質疑がなされました。市側の答弁によりますと、この工事は 3億以上の規模であるということ

でございます。 3億以上ということになると、 Aクラスということで指名をいたさねばならな

い。そういう中で、日野市の地元業者を見てみると、たとえば関係業者30社のうち、 Bクラ

スが 1社、 Cクラスが 9社、 Dクラスが 7社、 Eクラスがその他ということになっているとい

うことでございました。

そういうわけで、今回の指名入札のトップ企業というのでは、 Aクラスということがなかな

か地元業者でできないので、共同企業体というような形で努力をいたしましてセットしたんだ、

というような市側の答弁だったわけでございます。

なおまた、その審議の中で、 Bクラスについてもう 1ランク上げて入札をするというような

東京都の考え方などを日野市でも適用したらし 1かがか、というような質疑もなされたわけでご

ざいます。そういう点についても、いろいろ考えたわけだけれども、 Bクラスの企業はちょう

どほかの地元の入札をしていたので、そのことについては 90%のその工事についての完成を

待たなければ、二重の指名はしないというようなことを今までの慣例、ノレーノレにしているので、

今回はそういうことができなかったと、大体こういう趣旨のやりとりがあ ったということでご

でございます。

0議長(高橋通夫君)

05番 (谷長一君)

谷長一君。

議案 57号の多摩平の汚泥処理施設、この件につきまして、契

それからもう 1点は、下水処理場の工事入札については、日本下水道協会の、あるいは正式

な名称はよく存じませんが、日本下水道事業協会と申すんでしょうか、そういうところの指定

業者というものを用いるようにということが、下水道法の考え方に即したやり方である、そう

いうことを市は絶えず考えまして、下水処理場については、協会の指定業者を指名することに

している、という答弁でございました。それで、協会の指定業者というのは、大体、今回指名

されました 10社がその中心である、こういう答弁だったわけでございます。

しかし、委員の中からは、その 10社だけではなく 、もっと関係業者があるんではないか、

というような意見が出たわけです。それについては、市の方でも今後もっと専門的な面は検討、

する、という答弁でございました。

大体、経務委員会の公平ということについての審議の中心点は、そういうことであったわけ

です。

ざいます。

約の翌日から 150日間ということにな っておりますけれども、いつごろ契約をしていくのか

ということが第 1点です。

それとあと一つは、これは 55、 5 6、 57ともに関連するわけですけれども、ただいま委

員長が、業者の指名に関しては公平を期するんだ、ということをおっし右られたのを、今、聞

いたわけです。そうしますと、指名に公平を期するという具体的な検討というのがなされたか

どうか、お伺いいたします。 あと、 55号、 5 6号については、そういう意味での公平さという点での質疑はなされてお
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その他改修工事請負契約の締結の件は、原案のとおり可決されました。

これより議案第 50号、昭和 59年度日野市一般会計補正予算(第 1号 )の件を議題といた

します。

りません。

委員会の中ではこの程度でございましたので、お答えいたしました。( r契約」と呼ぶ者あ

0議長(高橋通夫君)

0総務部長(伊藤正吉君〉

総務部長。

本件については、 4常任委員会に分割付託いたしておりますので、順次審査報告を願います。

総務委員長の審査報告を求めます。

それでは、理事者の方からちょっと、関係契約の日と……・。

契約日はいつなのかという御質問でございますが、これ 0総務委員長(竹ノ 上武俊君) 総務委員会の審査結果を御報告申し上げます。

0議長(高橋通夫君)

05番 (谷長一君 )

谷長一君。

議案第 50号、昭和 59年度日野市一般会計補正予算第 1号についてでございます。 総務委

員会では、歳入全般と歳出のうち、総務費を承りまして、審査をいたしました。歳入総額は、

補正額は 1，427万円でございます。こ の財源は、前年度繰越金を充てたものでございます。

なおまた、歳出のうち総務費でございますが、この中で審議しましたものは、国民健康保険

高額療養費貸付基金の件でございます。高額療養費の増額傾向がございますので、基金を200

万円補正したい というも のでございました。

総務委員会では慎重審議の結果、全会一致で原案可決といた しましたので、よろ しくお願い

いたします。

は御決定いただきまして、その後に契約が成立するわけでございますので、明日、あるいは明

後日、そういう形で契約の締結、こう いう ことになろうかと思います。

以上です。

私は、これ、どうして今質問したかと申しますと、いわゆる業

者の選定というのは非常に大切である ということ を感ずるのは、 自動車に乗って多摩平のとこ

ろを通ったり、また吹上のところを通りますと、とても臭いんです。これは目 をつむって通っ

ても、乗せてもらっていて、よ くわかるわけです。そのようなこ とを考えますと、確かに指名

の公平という ことは、それは厳正であるということはわかると同時に、また非常に重要だとい

このように立派な業者が今度指名されて、工事が行われるわけですから、臭みも今度はなく

0議長(高橋通夫君)

たします。

これをもって総務委員会関係の審査報告を終わります。

これより質疑に入ります。なければこれをもって質疑を終結い

うことが言えるわけです。

くよう、よろしくお願いいたします。これは要望です。

次に、文教委員長の審査報告を求めます。

〔文教委員長登壇〕

なるんじゃなし、かと思い ますので、ぜひ業者の選定と、指名の公平という のを厳守していただ

0議長(高橋通夫君〉 ほかに御質疑はありませんか。なければこれをもって質疑を終 0文教委員長(古賀俊昭君) 文教委員会に付託をされました昭和 59年度日野市一

0議長(高橋通夫君) 御異議ないものと認めます。よって議案第 55号、日野市立七

般会計補正予算の第 1号、歳出のうち教育費についての審査報告を申し上げます。

これは中央公民館の玄関扉の締まりぐあいが悪くなったために、警備管理上に問題が生じた

ため、こ の修理を行い、また同時に、玄関部分に 16センチ の段差があるために、これをスロ

ープ状にして車椅子等の出入りを容易にするために、公民館費を 77万円増額補正するもので

あります。

採決の結果、本件は全貝異議なく、原案どおり可決すべきものと決しました。よろしく御審

議のほどお願い申し上げます。

結いたします。

本 3件について御意見があれば承ります。なければ これをもって意見を終結いたします。

これより 3件について採決いたします。本 3件に対する委員長報告は原案可決であり ます。

本 3件は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。

c r異議なしjと呼ぶ者あり〕

生中学校給食室新築工事請負契約¢締結、議案第 56号、 日野市心身障害者生きがい作業所

(仮称)建築工事請負契約の締結、議案第 57号、日野市多摩平下水処理場汚泥処理設備及び 0議長(高橋通夫君) これより質疑に入ります。なければこれをもって質疑を終結い
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たします。

これをもって文教委員会関係の審査報告を終わります。

次に、厚生委員長の審査報告を求めます。

〔厚生委員長登壇〕

0厚生委員長(市川資信君) 私どもの委員会の中で、細かい審議はなかったんです

けれども、管が古くなって腐食しているということで、取りかえるんだという程度の説明でご

ざいました。

もし、それで不足でしたら、理事者から答弁いただきたいと思うんですけれども、よろしゅ

0厚生委員長(市川資信君) 議案第 50号、昭和 59年度日野市一般会計補正予算 うございますか。

第 1号のうち、民生費における委員会の審査の経過、並びに結果を御報告申し上げます。

理事者より 、本件に対する提案理由、並びに内容についての詳細なる説明を求め、慎重審査

0議長(高橋通夫君) 夏井明男君。

01 6番(夏井明男君) なぜお聞きするかといいますと、水道部の方でかなり漏水対

策については、ずっと日野市で今まで調べてき、また、それについて対策をずっと立てられて

きたわけですけれども、その意味で、このあれも漏水を発見をして、その中でこういうふうな

修繕を対応策として考えてきた、そういうものなのかということで、ちょっとお聞きしたいと

思います。

を行った次第でございます。

まず、民生費の補正前の額5丸信、 2.605万 3，000円、補正額 830万円を加え、合計58

億 3，435万 3，000円とするものでございます。

一つは、社会福祉総務費 35万 2，000円、障害者福祉協議会の設置と、 それに伴う

人件費、及び食糧費、郵便料等でございます。これは市長の諮問機関であり、 12名の福祉協

議会委員を選出し、 56年からの国際障害者年からの要望と、障害者福祉の推進に寄せるため

の市長の諮問委員会でございます。

2点目は、児童福祉費のうち、学童クラブ費 39 4万 8，000円でございます。三沢台小学

校東側に学童クラブ、保育室の建設に伴う予算でございます。現在、百草台団地児童館内に、

百草台小、三沢台小の学童クラブの生徒が、合同で保育してきておりますが、本年度は収容し

切れず、大ぜいの保留児を抱え、その解決の一貫として三沢台小東側に、レンタルで保育室を

つくるものでございます。場所は百草の 897番地、大きさは 23 8. 6 1平米の公社の所有地

でございます。

細部については省略させていただきまして、以上により質疑を終結し、採決の結果、全員異

議なく原案のとおり可決と決した次第でございます。よろしく御審議のほどお願いいたします。

O議長(高橋通夫君) これより質疑に入ります。夏井明夫君。

01 6番(夏井明夫君) ちょっと細かいことで恐縮なんですけれども、 13ページの

保育園費の中の、新井保育園の配水管の修繕料ということで、 400万ほど計上されておりま

すけれども、この内容は、いわゆる漏水対策のための一環として行われたものなのか、それと

も長期的な計画の中で生じた、計画の中での一環のものなのか、その点、御審議ありましたら

お聞かせください。

0議長(高橋通夫君) 理事者から答弁を求めます。福祉部長。

0福祉部長(高野 隆君) それでは詳細につきまして、御説明申し上げます。新井

保育園の配水管は、昭和 45年に設置されたものでございますけれども、この土壌が酸性土壌

のために腐食いたしました。水道部の指導等もございまして、毎日の点検をしております。そ

の結果、この腐食部介から漏水があるということが発見されまして、今回、この部分を今度は

露出配管によって工事をするということで、 40 0万計上してございます。

以上でございます。( r了解」と呼ぶ者あり)

0議長(高橋通夫君) これをもって質疑を終結いたします。

これをもって厚生委員会関係の審査報告を終わります。

次に、建設委員長の審査報告を求めます。

〔建設委員長登壇〕

O建設委員長(策野行雄君) 昭和 59年度日野市一般会計補正予算案第 1号のうち、建

設委員会に付託されましたのは、土木費でございます。 2点ございます。

1点は、土木費のうちの道路橋梁費のうちの道路橋梁総務費でございます。これは市の道路

の部介的な補修に使う振動ローラーの買し、かえでございます。すでに現在使っているローラー

0議長(高橋通夫君) 厚生委員長。

が 10年以上経過し、故障も多い、あるいは部品が手に入らないということで、新しい機械を

導入するものでございます。価格は、 160万円ということでございます。

円。
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次に、道路維持費のうちの負担金、補助及び交付金でございます。これは市道七生 14 2号

線道路保全負担金、南平二丁 目39番地。具体的に申し上げますと、 南平台の南上部に当たり

ます。こ の道路が 57年 8月17日、あるいは次の 9月27日の台風によ り損傷をいたしまし

た。応急復旧は市の手でなされたわけでございますが、本復旧につきましては、こ の道路が多

摩動物公園、あるいは田園企業の土地に接しております関係上、負担分について話し合いがな

かなかっきませんでしたが、 5月15日に協定が成立いたしまして、協定書が取り交わされま

した。その結果、市の負担分が 20%とい うことで、金額にして 160万円ということで、 決

着いたしました。その結果、提案されたものでございます。

建設委員会におきましては、審議の結果、全員一致で可決と決定いたしました。よろしく御

審議のほどお願いいたします。

0議長(高橋通夫君)

たします。

これより質疑に入ります。なければこれをもって質疑を終結い

これをもって建設委員会関係の審査報告を終わります。

各委員長報告について御意見があれば承ります。なければこれをもって意見を終結いたしま

す。

これより本件について採決いたします。本件に対する委員長報告は原案可決であります。本

件は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。

( r異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(高橋通夫君〉 御異議ないものと認めます。よって議案第 50号、昭和 59年

度日野市一般会計補正予算(第 1号〉の件は原案のとおり可決されました。

これより議案第 44号、日野市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定、議案第 45 

号、日野市国民健康保険高額療養費貸付基金条例の一部を改正する条例の制定の件を一括議題

といたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

( r異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(高橋通夫君) 御異議ないものと認め一括議題といたします。

厚生委員長の審査報告を求めます。

〔厚生委員長登壇〕

O厚生委員長(市川資信君) 議案第 44号、 日野市国民健康保険条例の一部を改正

-578ー

する条例の制定について、 委員会における審査の経過並びにその結果を御報告申し上げます。

理事者より本件に対する提案理由、並びに議案の内容等について詳細なる説明を求め、慎重

審査を行った次第でご ざいます。

本件は、 3月の地方税法の改正と、 条例の文言改正に伴う文言整理をするものでございます。

主なる整理、変更の内容は、第 1条から第 4条関係は文言の整理。第 5条の 5、国家公務員及

び公共企業体職員に係る共済組合制度が統合されたこと による題名の変更を行ったもの。第 6

条が文言整理。

それで、 1 6条の 2、 4、 6項関係が、納税義務者が消載し、または波少した場合、国保の

被保険者が月の末日に被使用者保険に加入した場合、保険料の二重賦課を調整したもの、こう

いう ことでございます。第 16条の 2、徴収の特例、地方税法 314条の 2の2、みなし法人

課税の延長 5年に伴うものであります。

その他 22条、 23条、 2 4条は、文言整理であります。

本委員会は、これらの各般にわたり質疑がなされたのでございますが、細部については省略

させていただきます。

以上により質疑を終結し、採決の結果、全員異議なく原案のとおり可決と決した次第でござ

います。

次に、議案第 45号、日野市国民健康保険高額療養費貸付基金条例の一部を改正する条例の

制定について。本委員会は、理事者より本件に対する提案理由、並びにその内容の詳細説明を

求め、慎重審査を行った次第でございます。理事者からの提案説明によりますと、高額療養費

貸付基金が現在 30 0万円であるものを 20 0万円プラスして、合計50 0万円に改めていた

だきたいとのものでございます。別添資料等でございますが、それらは省略させていただきます。

木委員会では、現状の基金が利用状況から推して、運用に今後支障を来さないためにも、も

っと増額をするべきである。また、この制度が市民の間に周知徹底されていない、今後、広報

等PR機関を使って市民の聞に、その制度と利用を PRするべきである、等の質疑の中で、採

決の結果、本件は全員異議なく 、全会一致をもって原案のとおり可決と決した次第でございま

す。よろしく御審議のほどお願いいたします。

0議長(高橋通夫君) これより質疑に入ります。なければこれをもって意見を終結い

たします。
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本 2件について御意見があれば承ります。なければ意見を終結いたします。

これより本 2件について採決いたします。本 2件に対する委員長報告は原案可決であります。

本 2件は委員長報告のとおり決するに街]異議ありませんか。

( r異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(高橋通夫君) 御異議ないものと認めます。よって議案第 44号、日野市国民

健康保険条例の一部を改正する条例の制定、議案第 45号、日野市国民健康保険高額療養費貸

付基金条例の一部を改正する条例の制定の件は、 原案のとおり可決されました。

これより議案第 46号、日野市地区広場設置条例の一部を改正する条例の制定、議案第 47 

号、日野市遊び場条例の一部を改正する条例の制定の件を一括議題といたしたいと思いますが、

これに御異議ありませんか。

( r異議なしJと呼ぶ者あり〕

0議長(高橋通夫君) 御異議ないものと求め一括議題といたします。

厚生委員長の審査報告を求めます。

0厚生委員長(市川資信君) 議案第 46号、日野市地区広場設置条例の一部を改正

する条例の制定について委員会におけ る審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。

報告は、市立やのやま地区広場、日野市大坂上一丁目 7番地の 2、面積が 49 O. 5 6平米、

5 8年 3月31日完成。も う一つは、市立まつばやし地区広場、日野市日野 7773番地の

585、 5 9年 3月完成、面積が 1，00 0平米でございます。市立高幡地区広場の項の次に加

えるものでございます。合計 6カ所と なります。

主たる質疑は、地区広場の定義はあるのか、特に面積についてどの程度からの目安にしてい

るんだ、ということに対しまして、 330平米以上を広場としての一つの定義としておる。そ

れに対して、委員より 、 330平米では広場として余りにも狭小ではないか、また、全体計画

はどうか、との質疑等ございました。

それで、答弁では、 1小学校区 1カ所の設置を今後の計画として図っていきたいとの理事者

からの答弁でございました。

その他、清掃管理はどのような方向で行われているのか、等の質疑がございましたけれども、

省略させていただきまして、以上により質疑を終結し、採決の結果、全員異議なく原案可決と

決した次第でございます。よろしく御審議のほどお願いいたします。

議案第 47号、日野市遊び場条例の一部を改正する条例の制定でございます。 委員会におけ

る審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。

理事者より、本件に対する提案理由、並びに議案の内容等について詳細なる説明を求め、慎

重審査を行った次第でございます。

本件は、 落川にども広場、落Jl113 0番地の項を削り、高幡新若草こども広場の項の次に、

金子橋こども広場、日野市日野本町二丁目 13番地の 8を加えるも のでございます。

落川こど も広場については、昭和 47年 1月から 12年間使用させていただいたものでござ

いましたが、所有者より返還の要求がありましたので、お返しするものでございます。

金子橋こども広場については、 面積 489平米、場所は大昌寺前でございます。土地は公社

より買い受け。なお、落)11こども広場の今後の対策でございますが、金田土地区画整理が完成

し、今までのこども広場の近くでもございますので、その中に相当のものをつくる予定だとの

ことでございます。

これら各般にわたり質疑されたのでございますが、それらは省略させていただきます。その

質疑を終結し、採決の結果、全員異議なく 、原案を可決と決した次第でございます。よろしく

御審議のほどお願いいたします。

0議長(高橋通夫君)

たします。

本 2件について御意見があれば承ります。なければこれをもって意見を終結いたします。

これより質疑に入ります。なければこれをもって質疑を終結い

これより本2件について採決いたします。本 2件に対する委員長報告は原案可決であります。

本 2件は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。

( r異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(高橋通夫君) 御異議ないものと認めます。よって議案第 46号、日野市地区

広場設置条例の一部を改正する条例の制定、議案第 47号、日野市遊び場条例の一部を改正す

る条例の制定の件は原案のとおり可決されました。

これより議案第 49号、日野市老人いこいの家条例の制定の件を議題といたします。

厚生委員長の審査報告を求めます。

0厚生委員長(市川資信君) 議議案第 49号、日野市老人いこいの家条例の制定につ

いて、委員会における審査の経過並びにその結果を御報告申し上げます。
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本委員会は、理事者より報告に対する提案の理由、並びに議案の内容等につき詳細なる説明

を求め、慎重審査を行った次第でございます。

本件に対する質疑の主なるものを概略申し上げますと、 場所は旭が丘の二丁目 42番地、敷

地 2.071平米、建物 576平米、床面積延べ 547平米、鉄筋コンクリート平家建て、駐車

場 6台、宿泊人員 24名、談話室 16畳、食堂8畳、浴室男女各 1、宿泊人数、 6室で、 8畳

に1室定員 4名でございます。総工費 1億 3，300万、 9月末オープンで、 1 0月ごろ使用開

始すると。

それで、利用者の宿泊延べ日程は 2泊 3日を限度とし、運営の基本は高齢者事業団に委託し、

予算が 1，080万円以内で管理すると。利用見込み者数が 4，000人でございますl これ年間

でございます。受付窓口は、いこいの家。

1円募金がこの建設の起因となったというが、どのくらいの金がどこに使われるのか、とい

う質疑の中で、 400万円程度現在集まっており、市に寄付をいただいて備品の購入に活用さ

せていただきたい、とのことでごさ.いました。

そのほか、食事の問題、男女別利用の問題、深夜の警備、交通の問題等、長時間にわたり質

疑が交わされたのでございますが、細部については、省略させていただきます。

委員会では質疑を終結し、採決の結果、原案のとおり全員異議なく可決すべきものと決した

次第でございます。よろしく御審議のほどお願いいたします。

0議長(高橋通夫君〉

たします。

これより質疑に入ります。なければこれをもって質疑を終結い

委員長報告について御意見があれば承ります。なければこれをもって意見を終結いたします。

これより本件について採決いたします。本件に対する委員長報告は原案可決であります。本

件は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。

c r異議なしJと呼ぶ者あり〕

0議長(高橋通夫君) 御異議ないものと認めます。よって議案第 49号、日野市老人

いこいの家条例の制定の件は、原案のとおり可決されました。

これより議案第 51号、昭和 59年度日野市受託水道事業特別会計補正予算(第 1号)の件

を議題といたします。

厚生委員長の審査報告を求めます。
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0厚生委員長(市川資信君) 議案第 51号、昭和 59年度の日野市受託水道事業特

別会計補正予算第 1号でございます。本件の委員会における審査の経過並びに結果を御報告申

し上げます。

理事者より、本議案に対する提案理由、並びに議案の内容等につき、詳細なる説明を求め、

慎重審査を行った次第でございます。

まず、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ 364万4，000円を追加し、歳入歳出予

算の総額をそれぞれ 12億 4，393万 4，000円とするものでございます。

本件に対する質疑の主なるものは、受託水道事業の市内水道管 25ミリ以下の布設の家庭 1

万 6，000世帯を、本年度から向こう 3カ年間で漏水調査、節水こまの取りつけ、その方法と

指導、止水栓開閉の指導と、 PR等でございます。 PRパンフレットの各戸配布等については、

指定水道工事庖を通して配布するとのことでございます。これらは市民サービスの一環として

実摘する補正予算でございます。

本件は質疑を終結し、採決の結果、全員異議なく原案のとおり可決いたしました。よろし く

御審議のほどお願いいたします。

0議長(高橋通夫君)

たします。

これより質疑に入ります。なければこれをもって質疑を終結い

委員長報告について御意見があれば承ります。なければこれをもって意見を終結いたします。

これより 本件について採決いたします。 本件に対する委員長報告は原案可決であります。

本件は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。

c r異議なしJと呼ぶ者あり〕

0議長(高橋通夫君) 御異議ないものと認めます。よって議案第 51号、昭和 59年

度目野市受託水道事業特別会計補正予算(第 1号)の件は、原案のとおり可決されました。

これより議案第 58号、東京都市廃棄物処分地管理組合の解散の件を議題といたします。

厚生委員長の審査報告を求めます。

0厚生委員長(市川資信君) 議案第 58号、東京都市廃棄物処分地管理組合の解散

について、委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。

本委員会は 6月26日に開催し、理事者より本件に対する詳細なる説明を求め、慎重なる審

査を行った次第でございます。
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本件は、 5 5年 11月1日から 3年 5カ月の問、 9市において焼却残灰の処分を羽村町に行

っておりましたが、本年4月1日から日の出町にその処分地が移行するため、その目的完了の

ために、地方自治法第 288条第 1項の組合解散の議決を要するための議案でございます。

採決の結果、本件は全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決した次第でございます。

よろしく御審議のほどお願いいたします。

0議長(高橋通夫君) これより質疑に入ります。なければこれをもって質疑を終結い

たします。

委員長報告について御意見があれば承ります。なければこれをもって意見を終結いたします。

これより本件について採決いたします。本件に対する委員長報告は原案可決であります。本

件は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。

( r異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(高橋通夫君) 御異議ないものと認めます。よって議案第 58号、東京都市廃

棄物処分地管理組合の解散の件は、原案のとおり可決されました。

これより議案第 4R号、日野市地区計画等の案の作成手続に関する条例の制定の件を議題と

いたします。

建設委員長の審査報告を求めます。

(建設委員長登壇〕

O建設委員長(策野行雄君) それでは議案第 48号、日野市地区計画等の案の作成手

続に関する条例の審査報告を申し上げます。

この案の趣旨、あるいは内容については、本会議で提案理由の説明の際に申し上げてあるの

で、詳しいことは省略いたしますが、要するに今まで建築協定という制度がございました。そ

れを進化発展させたものだ、こう御理解願えればいいと思います。

都市計画のやり方として、いわゆる一つは用途地域の指定とか、建蔽率の規定とか、規制的

な制度がございます。

いま一つは、道路とか、公園とか、線的、あるいは面的な計画、こういうのがあるわけであ

ります。

要するに、骨格的な都市計画でございます。良好な生活環境を保持するためには、いま少し

きめ細かい誘導なり、規制がなければならないということで、昭和 55年 5月、都市計画法の

改正に伴いまして、地区計画の制度が導入されたわけでございます。

それで、建築協定の対象が、主に建築物を対象としているのに対しまして、地区計画では、

このほかに小さな道路、あるいは小さな公園とか、こういうもの等が対象になっております。

そして、手続的に建築協定は関係者で協定を結んで、市長の認可をとる、こういう手続になっ

ておりますが、地区計画につきましては、説明会等で関係者の意見を聞いて、市で立案する、

そして縦覧、あるいは意見書等の手続を経て決定すると、こういう段取りになっております。

そのための条例でございます。

5条からなっておりまして、 1条がこの条例の趣旨、 2条が縦覧の手続、 3条が関係者に対

する説明会等の手続であります。 4条が意見書、 5条が市長への委任の条項でございます。こ

の条例は、都下 26市のうち 6市にすでにほぼ同じような条例が制定されております。

建設委員会では、慎重審議の結果、原案どおり可決と決定いたしました。よろしく御審議の

ほどをお願いいたします。

0議長(高橋通夫君) これより質疑に入ります。夏井明男君。

01 6番(夏井明男君) 1点お尋ねいたします。地区計画案の作成手続のこの条例で

すけれども、これは余り条例化されていないようにお聞きしているんですが、 2条、この条例

のモデルケースといいますか、通常このような、たとえば公告の翌日から起算して 2週間とい

うふうにありますけれども、さらにまた、意見を提出するということもできるそうですが、こ

れも縦覧開始の日から起算して 3週間ということで、非常に短期間のうちのものだなというこ

とを非常に感ずるわけですけれども、その点、一般的にこういうことになっているのかどうか、

その辺、委員会で質疑等ありましたら、御報告をお願いしたいと思います。

0議長(高橋通夫君) 建設委員長。

0建設委員長(策野行雄君 ) 委員会でもその点について多少質疑がなされたわけで

ございますが、都下の他の 6市の条例も、ほぼ同じような趣旨の条例になっておるという説明

でございました。

0議長(高橋通夫君) 夏井明男君。

01 6番(夏井明男君) そうしますと、都下の6市で実際に実施されていて、これで

何ら問題はない、スムーズに行われている、というふうに理解してよろしいんでしょうか。

0議長(高橋通夫君) 建設委員長。
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0建設委員長(鎮野行雄君〉 そのように理解しております。

いま一つ申し上げておきますと、第 3条に説明会の開催等の規定がございます。地区計画で

ございますので、事前に建築協定の場合には 100劣の関係者の同意が必要だというこ とのよ

うでありますが、地区計画におきましても、ほぼ、 1 00%とは申しませんが、大部分の方の

同意がないと、実際問題としてできないということで、その辺は事前の説明会の開催等で十分

処置できるのではなし、かというような説明でございました。

0議長(高橋通夫君) ほかに御質疑はありませんか。なければこれをもって質疑を終

結いたします。

委員長報告について御意見があれば承ります。なければこれをもって意見を終結いたします。

これより本件について採決いたします。本件に対する委員長報告は原案可決であります。本

件は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。

( r異議なし」と 呼ぶ者あり〕

0議長(高橋通夫君 ) 御異議ないものと認めます。よって議案第 48号日野市地区計

画等の案の作成手続に関する条例の制定の件は原案のとおり可決されました。

これより議案第 52号、市道路線の一部廃止、議案第 53号、市道路線の廃止、 議案第 54 

号、市道路線の認定の件を一括議題といたしたいと思いますが、これに御異議あ りませんか。

( r異議なしJと呼ぶ者あり〕

0議長(高橋通夫君) 御異議ないものと認め一括議題といたします。

建設委員長の審査報告を求めます。

0建設委員長(旗野行雄君) 議案 52号、市道路練の一部廃止について、 議案 53 

号、市道路線の廃止について、議案 54号、市道路線の認定についての審査報告を申し上げま

す。

この 3議案の対象となっておりますのは、第 1には金田地区の区画整理の完了に伴つての議

案でございます。いま一つは、高校用地の造成に伴つての新しい道路の認定でございます。

第 1は、区画整理関係の議案でございますが、これは 52号の一部廃止について、あるいは

5 3号の市道路線の廃止についての議案、この 2案にまたが っているわけでございます。

審議の中で、区画整理によって廃道、あるいは一部廃道になる道路の面積は 73 4.9 1平米

と、こういうことでございます。新 しく認定される道路が 8，68 4. 6平米、こういう面積だそ
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うでございます。

いま一つ、高校用地関係でございます。これは南平 32号線、それから 33号線でございま

す。 32号線につきましては、高校用地の北端を通る道路でございます。 33号線については、

高校の正門予定地までの進入路で、高校用地と、市で買収した用地との境界を通ることになっ

ておる道路でございます。

以上につきまして、 建設委員会では慎重審議の結果、原案どおり可決と決定いたしました。

よろしく街]審議のほ どお願いいたします。

0議長(高橋通夫君 )

たします。

これより質疑に入ります。なければこれをもって質疑を終結い

本 3件について御意見があれば承ります。なければこれをもっ℃意見を終結いたします。

これより 本 3件について採決いた します。本 3件に対する委員長報告は原案可決であります。

本 3件は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。

( r異議なし」と呼ぶ者あり〕

。議長(高橋通夫君) 御異議ないものと認めます。よって議案第 52号、市道路線の

一部廃止、 議案第 53号、市道路線の廃止、議案第 54号、市道路線の認定の件は、原案のと

おり可決されました。

請願審査報告に入る前に、総務委員長より発言したい旨、申し出がありますので、これを許

します。

〔総務委員長登壇〕

0総務委員長(竹 ノ上武俊君) 総務委員会より、請願の文章の字句の修正について

御報告を申し上げます。御了解のほどいただきたいと思います。

継続審査の報告書の中にございます請願第 59-3号、日野台一丁目に所在する開小笠原機

械製作所社有地取得に関する請願でございます。これは、請願者の方より 、請願を出した時点で、

小笠原機械製作所の社有地が他社に売買されていたということでございます。そういうことを

知らないで請願を出したので、この小笠原機械製作所と社有地という聞に、旧という字を 1字

挿入してほしいという願い出がございました。

総務委員会では、これを了といたしまして、今後の審査報告書その他にそういうタイトルで

お願いをしたいものでございます。ひとつ御了解をいただきたいと思います。
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0議長(高橋通夫君) これに御異議ありませんか。

c r異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(高橋通夫君〉 御異議ないものと認めます。よって、ただいまの総務委員長の

報告どおり請願第 59-3号は、 1字加入することに御了解願います。

次に、これより請願第 58-3 5号、日野市立八ヶ岳大成荘の改築及び施設の充実に関する

請願の件を議題といたします。

文教委員長の審査報告を求めます。

〔文教委員長登壇〕

O文教委員長(古賀俊昭君) 請願第 58-3 5号、日野市立八ヶ岳大成荘の改築及

び施設の充実に関する請願についての審査の経過並びにその結果を御報告申し上げます。

請願者は、市内旭が丘 1-17-26、上ノ若勇さん外 7，869名の方であります。

内容は、請願の件名のとおり、日野市民みんなの別荘として多目的な活用が可能となるよう

な施設にしてもらいたいという請願であります。

本委員会では、 5月24日に現地視察を行ったほか、教育委員会側からは、昭和 60年度に

設計、翌昭和 61年度着工の線で、現在、財務当局に要望が示され、協議が重ねられていると

いう説明があり、本請願は、請願者の願意に沿った方向で進展をしており、慎重に審査の結果、

全員異議なく採択と決した次第であります。

よろしく御審議のほどお願い申し上げます。

0議長(高橋通夫君)

たします。

これより質疑に入ります。なければこれをもって質疑を終結い

本件について御意見があれば承ります。なければこれをもって意見を終結いたします。

これより本件について採決いたします。本件に対する委員長報告は採択であります。本件は

委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。

c r異議なし」と呼ぶ者あり〕

。議長(高橋通夫君) 御異議ないものと認めます。よ って請願第 58-3 5号、日野

市立八ヶ岳大成荘の改築及び施設の充実に関する請願の件は、委員長報告のとおり採択と決し

ました。

これより詰願第 59-4号、母子家庭に育つ児童の健やかな成長を保障し、児童扶養手当制
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度の「改正」に反対する意見書の可決に関する請願の件を議題といたします。

厚生委員長の審査報告を求めます。

〔厚生委員長登壇〕

O厚生委員長(市川資信君) 請願第 59-4号、件名は、母子家庭に育つ児童の健

やかな成長を保障し、児童扶養手当制度の「改正」に反対する意見書の可決に関する 請願でご

ざいます。

請願者は、日野市百草 999、百草団地 26 4の20 6、原田恵利子さん外 142名でござ

います。

紹介議員は、板垣正男議員、中山基昭議員外 3名でございます。

本請願について審査の経過並びに( rちゃんと言わなきゃだめだよJと呼ぶ者あり)逆だっ

たね、すみません、どうも。失礼しました。うんと書いていたんで、狂っちゃったんだと思い

ます。申しわけありません。御存じのように、 3月の定例議会で、本委員会に付託されたもの

でございます。

本委員会では、 3月22日、並びに 5月29日、 6月26日の計 3回にわたりまして、 慎重

審査を行った次第でございます。その結果、全員異議なく採択の上、執行機関に送付すべきも

のと決した次第でございます。よろしく御審議のほどお願いいたします。 (r委員長、紹介議

員の名前が 2名しか、ほか何名と言っているから、全部言ってくださいと言っているんですよ」

と呼ぶ者あり)ああ、なるほど。一ノ瀬 隆議員、夏井明男議員、それか らもう一人、橋本文

子議員だそうでございます。大変失礼し、たしました。

0議長(高橋通夫君)

たします。

これより質疑に入ります。なければこれをもって質疑を終結い

本件について御意見があれば承ります。古賀俊昭君。

01 8番 (古賀俊昭君〉 児童扶養手当法の改正につきましては、現在、国会の社会

労働委員会に付託をされておりまして、これから健康保険法が上がりますと、その後、審議に

入るものと思われます。それで、児童扶養手当改正の法案につきましては、自由民主党の政務

調査会社会部会で取りまとめ、政府から提出をされたものでありまして、ただいま自民党を初

め、新自由クラブ、また、行革、与党の立場の各党の皆さんにも、この法案の成立についてお

願いをしているということでございます。児童扶養手当の制度につきましては、臨調答申にお
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おいて、そのあり方についての検討が要請されておりました。学識経験者からなります児童福

祉問題懇談会の報告を踏まえまして、行政改革の一環として抜本的に改革をするということで、

今回提案されているものであります。

今回の改正は、離婚の急増等、母子家庭をめぐる諸状況の変化を考えまして、制度発足以来

2 0年以上を経過した児童扶養手当制度の社会保障政策上の位置づけを見直して、従来の母子

福祉年金、死別母子家庭に対するものを補完する制度から、主として離別の母子家庭の生活安

定と自立促進を通じて、児童の健全育成を図るこ とを目的とする福祉制度に制度を改めようと

するものであります。

今回の改正の内容であります給付額の 2段階制導入、また支給期間の有期化、父親の所得に

よる支給制限導入などが、制度を福祉制度として再構築したことに伴うものでありますが、所

得が低く、本当に困っている家庭については、十分配慮をされているほか、母子福祉貸付金の

充実もあわせて図っているという内容になっております。

また、都道府県の 2割負担の導入につきましでも、福祉制度に改めるということで、他の福

祉制度と同様に、国と地方が応介に負担をするということで、今回の制度の改正を図ろうとす

るものであります。

以上の理由等によりまして、本請願の採択には、私ども反対をするものであります。

査報告を申し上げます。

この請願は、昭和 57年9月10日受理されております。請願者は、日野市程久保 468-

124、松井日出雄さん外 4名でございます。 請願の内容は、日野市程久保 468番地の 68、

並びに 468番地の 139ののり地、約 33 1平米でございますが、これに建物を建てるよう

な動きがあるが、これを、危険であるので規制してもらいたい。さらに、できれば市で取得し

て住宅環境の保全を図ってもらいたい、こういう趣旨でございます。

2年弱、継続審査となっておったわけでございます。所有者が、輿人という会社でございま

す。これは会社更生法による再建会社でございます。そのようなことでございますので、なか

なか市の取得が難しいという状況でございました。しかし、担当職員の粘り強い交渉の結果、

ここで市に無償譲渡することが、話し合いがつきました。 6月 25日付で、文書も取り交わ

してございます。

以上で、請願者の請願趣旨が目的を達せられるということで、審査の結果、この請願は建設

委員会では採択と決定いたしました。よろしく御審議のほどをお願いいたします。

0議長(高橋通夫君)

たします。

本件について御意見があれば承ります。なければこれをもって意見を終結いたします。

これより質疑に入ります。なければこれをもって質疑を終結い

0議長(高橋通夫君) ほかに御意見はありませんか。なければこれをもって意見を終 これより本件について採決いたします。本件に対する委員長報告は採択であります。本件は

委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。

( r異議なし」と呼ぶ者あり 〕

結いたします。

これより本件について採決いたします。本件に対する委員長報告は採択であります。 本件は

委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の挙手を求めます。

(賛成者挙手〕

O議長(高橋通夫君) 挙手多数であります。よ って詩願第 59-4号、母子家庭に育

つ児童の健やかな成長を保障し、児童扶養手当制度の「改正」に反対する意見書の可決に関す

る請願の件は、委員長報告のとおり採択と決しました。

これより請願第 57-38号、住宅環境保全に関する請願の件を議題といたします。

建設委員長の審査報告を求めます。

〔建設委員長登壇〕

O建設委員長(旗野行雄君)

0議長(高橋通夫君) 御異議ないものと認めます。よって請願第 57-3 8号、住宅

請願第 57ー 38号、住宅環境保全に関する請願の審

環境保全に関する請願の件は委員長報告のとおり採択と決しました。

これより請願第 58 -1  5号、退職金引下げに関する陳情、 請願第 58-1 8号、公団家賃

の再値上げに反対し、 「国会要望事項」の全面実施を求める意見書提出を願う請願、請願第58

-2  4号、循環パスに関する請願、請願第 58-2 9号、循環パス市案に反対する請願、請願

第 59-2号、国立病院療養所の充実を求める陳情、請願第 59-3号、日野台一丁目に所在

する側小笠原機械製作所旧社有地取得に関する請願、請願第59ー 7号、市有地払い下げに関

する陳情、請願第 59-1 0号、核巡航ミサイノレトマホークの日本寄港を拒否し、非核三原則

の完全実施を求める決議と政府に対し、意見の具申を願う請願、請願第 59-1 1号、市道68
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号線に隣接する市有地に関する陳情の件を議題といたします。

総務委員長の審査報告は これを省略いたします。 本 9件については、総務委員長から目下委

員会において審査中の事件につき、閉会中の継続審査にされたい との申し出があります。あわせ

て本委員会の所管事務を調査研究するため、閉会中の継続審査にされたいとの申し出がありま

す。

お諮りいたします。総務委員長の申し出のとおり閉会中の継続審査に付することに御異議あ

りませんか。

C I異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(高橋通夫君) 御異議ないものと認めます。よ って総務委員長の申し出のとお

り閉会中の継続審査に付することに決しました。

これより請願第 57-7号、遊休農地をテニスコートとして利用する ことに関する請願、請

願第 59-5号、日野第五小学校校舎改修及び校庭改良工事促進に関する請願の件を議題とい

たします。

文教委員長の審査報告は これを省略いたします。本 2件については、文教委員長から目下委

員会において審査中の事件につき、閉会中の継続審査にされたいとの申し出があります。あわ

せて本委員会の所管事務を調査研究するため、閉会中の継続審査にされたいと の申し出があり

ます。

お諮りいたします。文教委員長の申し出のとおり閉会中の継続審査に付することに御異議あ

りませんか。

C I異議なし」と呼ぶ者あり」

0議長(高橋通夫君) 御異議ないものと認めます。よって文教委員長の申し出のとお

り閉会中の継続審査に付することに決しました。

これより 請願第 57-3 7号、高幡不動駅北側地区の区画整理に対する反対話願、請願第57

-51号、高幡地区区画整理に対する京王線高幡不動駅南側住民の反対請願、請願第 57-55

号、高幡不動駅南新井東地区の区画整理に対する反対請願、請願第 57-5 9号、土地区画整

理事業策定にあたって当該計画より第一豊田荘住宅地域を除外に関する請願、請願第 57-62

号、程久保 662番地地域山林緑地保存に関する請願、請願第 58-5号、 高幡不動駅地区の

区画整理に対する反対請願、請願第 58-2 5号、ダイクマ出庖阻止に関する請願、請願第58
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-32号、ダイクマ南平庖出庖促進に関する 請願、請願第 58 -3  6号、ダイ クマ南平出庖阻

止に関する陳情、 請願第 59-6号、薬王寺の寺社林保存に関する陳情、請願第 59-8号、

生活道路設置に関する請願、請願第 59-9号、 下水道設置に関する請願の件を議題といたし

ます。

建設委員長の審査報告は これを省略い たします。本 12件については、 建設委員長から目下

委員会において審査中の事件につき、閉会中の継続審査にされたいとの申し出があります。あ

わせて本委員会の所管事務を調査研究するため、閉会中の継続審査にされたいとの申し出があ

ります。

お諮りいたします。建設委員長の申し出のとおり閉会中の継続審査に付することに御異議あ

りませんか。

C I異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長 (高橋通夫君) 御異議ないものと認めます。よって建設委員長の申し出のとお

り閉会中の継続審査に付することに決しました。

これより日程第 43、下水道対策特別委員会の継続審査議決に関する件を議題といたします。

下水道対策特別委員長より下水道対策に関する事件の調査研究のため、閉会中の継続審査にさ

れたいとの申し出があります。

お諮りいたします。委員長の申し出のとおり閉会中の継続審査に付することに御異議ありま

せんか。

C I異議なし」と呼ぶ者あり)

0議長(高橋通夫君) 御異議ないものと認めます。よって委員長の申し出のとおり閉

会中の継続審査に付することに決しました。

次に日程第 44、農林水産省跡地利用対策特別委員会の継続審査議決に関する件を議題とい

たします。農林水産省跡地利用対策特別委員長より農林水産省跡地利用対策に関する事件の調

査研究のため、閉会中の継続審査にされたいとの申し出があります。

お諮りいたします。委員長の申し出のとおり閉会中の継続審査に付する ことに御異議ありま

せんか。

C I異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(高橋通夫君 ) 御異議ないものと認めます。よって委員長の申し出のとおり閉
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会中の継続審査に付するこ とに決しました。

次に日程第 45、高幡踏切対策特別委員会の継続審査議決に関する件を議題とい たします。

高幡踏切対策特別委員長より高幡踏切対策に関する事件の調査研究のため、閉会中の継続審査

にされたいとの申し出があります。

お諮りいたします。委員長の申し出のとおり閉会中の継続審査に付するこ とに御異議ありま

せんか。

c r異議なし」 と呼ぶ者あり)

0議長(高橋通夫君) 御異議ないものと認めます。よっ て委員長の申し出のとおり

閉会中の継続審査に付する ことに決しました。

次に日程第 46、廃棄物対策特別委員会の継続審査議決に関する件を議題といたします。廃

棄物対策特別委員長より廃棄物対策に関する事件の調査研究のため、閉会中の継続審査にされ

たいとの申し出があります。

お諮りいたします。委員長の申し出のとおり閉会中の継続審査に付することに御異議ありませんか。

c r異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(高橋通夫君〉 御異議ないものと認めます。よって委員長の申し出のとおり

閉会中の継続審査に付する ことに決しました。

次に日程第 47、市民会館建設対策特別委員会の継続審査議決に関する件を議題といたしま

す。市民会館建設対策特別委員長より市民会館建設対策に関する事件の調査研究のため、閉会

中の継続審査にされたいとの申し出があります。

お諮りいたします。委員長の申し出のとおり閉会中の継続審査に付することに御異議ありま

せんか。

c r異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(高橋通夫君〉 御異議ないものと認めます。よって委員長の申し出のとおり

閉会中の継続審査に付することに決しました。

請願第 59-1 2号、自治会会館市当局に移管に関する請願が提出されました。 請願の要旨

は、お手元に配付しました印刷物のとおりです。

請願第 59-1 2号の常任委員会への付託は、 会議規則第 138条の規定 により議長にお

いて総務委員会に付託いたします。
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お諮りいたします。請願第 59-1 2号は閉会中の継続審査にいたしたいと思いますが、こ

れに御異議ありませんか。

c r異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(高橋通夫君) 御異議ないものと認め、閉会中の継続審査に付することに決し

ました。

請願第 59-1 3号、福祉センター湯沢会館に映写機の設置を願う 請願が提出 されました。

請願の要旨は、お手元に配付しました印刷物のとおりです。

請願第 59-1 3号の常任委員会への付託は、会議規則第 138条の規定により議長におい

て厚生委員会に付託いたします。

お諮りいたします。請願第 59-1 3号は閉会中の継続審査にいたしたいと思いますが、こ

れに御異議ありませんか。

c r異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(高橋通夫君)
御異議ないものと認め、閉会中の継続審査に付することに決し

ました。

お諮りいたします。議事の都合によりあらかじめ会議時間の延長をいたしたいと思いますが、

これに御異議ありませんか。

c r異議なしJr反対Jr議長一任」と呼ぶ者あり)

0議長(高橋通夫君) 賛成多数であります。よって会議時間の延長をすることに決し

ました。( r休憩」と呼ぶ者あり)

お諮りいたします。議事の都合により暫時休憩いたしたいと思いますが、これに御異議あり

ませんか。

c r異議なし」と呼ぶ者あり )

0議長(高橋通夫君) 御異議ないものと認めます。よって暫時休憩いたします。
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午後 3時 54分休憩

後、再開に至らず閉会
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