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午前 10時 39分開会

これより昭和 59年第 4回日野市議会定例会を開会し、直ちに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 30名であります。

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。

午前 10時 40分休憩

午前 11時 24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。会議に出席した議会事務局職員の職氏名

局

書

書

長岩沢代吉君 長馬場 守君 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、議次

書

書 省 君 長においてコじ==ロ 栗 原莞次 君 戸
い==ロ 谷野

記佐々木茂時君 1 4番川嶋 博君記串田平和君

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 浜田文子君

1 5番飯山 茂君

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。

議事日程

日程第 1

日程第 2

日程第 3

日程第 4

〔議会運営委員長登壇 〕

0議会運営委員長(中山基昭君) それでは、早速本日 12月 7日よりの第 4固定例

昭和 59年 12月 7 日(金) 会の運営につきましての報告をしてまいりたいと思います。

午前 10 時開会 この第 4回の定例会の運営につきましては、先日、 4日の日に、議会運営委員会を開催をし、

議案の取り扱い、会期等について協議を行っ てまいり ました。その内容はお手元に配付号され

ております日程予定表のとおりでございます。特に要点のみに限り触れてまいりたいというふ

うに思いますが、市長からの提出議案は、追加議案の 112号を含め 25議案になりますが、

会議録署名議員の指名

会期の決定

行政報告

諸般の報告 議案 88号、 89号の専決処分の報告、議案 108号、110号、111号、さらには追加の 112号を

本日の会議に付した事件

日程第 1から第 4まで

除き、関係の委員会に付託をし、審議を進めることにいたします。

なお、通告によります一般質問は 21名から 38件がございます。したがし 1まして、日程は
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1 1日から 17日まで、それぞれ最初 4名の消化を目標にしまして、 5日間の設定をいたしま

した。したがL、ま して、 意見書あるいは決議等の提出の締め切りは、最終日の 17日の午後 5

時までになります。なお、会期につきましては、本日 7日より 24日までの 18日間というふ

うにいたします。

以上、大変雑駁でございますが、よろしく御審議と御確認、さらには御協力をお願し、をいた

しまして報告を終わります。

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。

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。よって会期は、本日から 12 月

2 4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。市長から行政報告を求めます。

〔市長登壇 〕

0市長(森田喜美男君) 本日より昭和 59年第 4回定例会をお願いいたします。イ可と

ぞよろしくお願いを申し上げるところでございます。

冒頭、 9月議会以降今定例会の聞の主要な事項について行政報告をいたします。

報告の第 1は、電算化事務の進捗状況についてであります。かねてより、市行政の事務改善

の一環として、電算化計画を推進するよう諸準備を整えてまいりました。当初の計画では、60

年 2月を期して住民基本台帳の電算化を行う予定でありましたところ、現状の分析、改善案の

作成及び本市に適した開発概要の作成作業にまだ若干の時間を要する状況であります。現在

共同開発業者の専門的な意見を加味し、細部にわたる実施計画を作成するため、鋭意作業を進

めております。なお、電算組織運営審議会の御意見も十分伺い、来年 9月を目標に稼働させた

いと考えておりますので、御理解のほどをお願し刊、たします。

第 2の報告は、日野市福祉事業団の設立についてであります。日野市福祉事業団の設立につ

きましては、第 3固定例会においてその趣旨を御報告したところでありますが、次いで、 11 

月21日、社会福祉法人日野市福祉事業団設立発起人会を開催し、設立骨子となる定款等の審

議を行い、年度内認可に向けて諸般の手続を進めております。なお、設立発起人氏名、定款及

び事業計画等については、お手元に配付した資料をもって報告し、今後とも御指導をいただき
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たいと存じております。

第 3は、仮称生活保健センタ ーの基本構想、についてであります。かねて、旧庁舎に計画して

おります仮称生活保健センターにつきましては、これまで庁内にプロジ ェクトチームを組織し、

その具体的な利用計画を検討してきたところであります。この生活保健センタ ーは、市の保健

行政を展開する場と、また、市民みずからが健康と生活を守り 、発展させる場として、両方の

機能を発揮できるよう計画する複合施設であります。当初の計画では、今年度に基本設計、来

年度に実施設計を予定しておりましたところ、国及び都の補助金を確保する関係でこの基本、

実施設計を 61年度まで継続させ、建築の一部着工まで 61年に施行し、 62年度中に完成さ

せる計画をとりたいと考えております。よろしく御理解のほどをお願いいたします。

第 4は、モノレーノレ計画の進捗状況についてであります。多摩地域の南北交通の利便を図る

ため、計画が進められている多摩都市モノレールは、多摩地域をアラ ビア数字の 8の字の形で

結ぶ本線と、これに接続する支線の総延長 93キロメ ートノレで新交通網を整備するものであり

ます。当面の事業区間につきましては、多摩センタ ー駅から高幡不動、立川及び玉川上水の各

駅を経由して、新青梅街道までの 16キロメ ートノレを事業化す るもので、日野市内のノレー トは

程久保、高幡、新井、 万願寺及び東町を通過する ことになっております。また、経営主体は、

民間資本を導入した第三セクタ一方式を取り入れ、沿線市にも一部出資を負担するものとして

検討されています。現在、事務的な詰めを行っている段階でありますので、素案の節々で中間

報告を行い、御理解を得ながら進める所存でありますので、よろしくお願いをいたします。

私より報告を&上 4件について申し上げ、助役が 2件の報告をいたします。あと提出資料を

もって御承知いただきたいと思っております。よろしくお願いいたします。

0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) 私の方から 2件の御報告を申し上げたいと思います。

まず第 1点でございますけれども、マーチングパント¥レッドランズ市でございますけれど

も、このマ ーチングバンドの来訪についてでございます。明年の 1月4日、本市と姉妹都市の

提携を結んでおりますアメリカカリフォノレニア州レッドランズ市の高校生、随行を含めまして

250名が、当市を訪問されることになりました。このたび来訪する一行は、 1月6日東京で

開催されます高校プラスパンドコンテストに参加するアメリカ代表のメンバーでございます。

スクジューノレの合間をぬいまして、本市に立ち寄るものでございます。できるだけ友好的な配
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慮をもちまして、迎えるようにただいま歓迎の手配を進めておりますが、 4日の当日は、マー

チングパンドの演奏も予定されており、市民との交流を深めるよい機会でもありますので、広

報等を通じて広く市民の参加を呼びかける考えであります。議員各位におかれましても、よろ

しく御配慮のほどお願い申し上げる次第でございます。ら仁上が 1点でございまして。

2点目は、都立日野地区高等学校仮称の開設についてでございます。かねてより市議会の皆

様には大変な御尽力をいただいております都立日野地区高等学校でございますけれども、計画

どおり 60年の 4月に全日制普通科の 24学級規模の学校として、開設される運びとなりまし

た。東京都による都立高等学校建築の地元説明会が、 11月 21日、田中地区センタ ーで実施

されたところでございます。なお、現在造成中であります南平八丁目用地に本校舎が完成する

までの問、潤徳小学校の一部及び隣接する全農グランドを使用し、 8学級 360名の生徒で開

校する計画で、今、この仮校舎等の手続について、都と協議を進めているところであります。

校名につきましては、 12月都議会に設置条例が提案され、都立南平高等学校となる予定であ

ります。また、南平八丁目の造成工事につきましては、順調に工程が進みまして、今月末には

8 0係を完了する予定でありますことを御報告し、一層の御指導と街鞭撞をお願い申し上げる

次第でございます。お手元に計画概要というものを、御参照いただく ために御提出申し上げて

おるわけでございます。これは、 11月の 21日南平の地元での東京都が行いま した南平高等

学校の建築計画説明会というものの内容でございます。 3月に入りましたら建築に入りますの

で、地元にはさらに詳しい説明に参上する、ということの前提としての建築計画の説明会でご

ざいました。ひとつ御報告の参考にしていただけば幸いと思う次第でございます。

与L上、私からの倦越でございますけれども、報告にかえさせていただきます。どうもありが

とうございました。

0議長(高橋通夫君)

たします。

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

これより行政報告全般についての質疑に入ります。石坂勝雄君。

0 28番(石坂勝雄君) ちょっとお尋ねしたいと思うんですが、先ほどの行政報告全

般というよりも、 一番先に職員の異動のことについてお聞きしたいと思うんですが、一つは、

議会事務局の馬場 守さんが、次長ということになっているんですが、そうなると係長が 1人

欠員というんですか、そういう形と理解していいのかどうか。
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その次にいま一つは、生活環境部の健康課だと思うんですけれど、前の市立病院の総婦長で

あられた上野テル子さんが、主幹ということで来ております。主幹というのは、私職名がよく

わからないんですが、恐らく課長職、総婦長が課長だったんですから課長で何か業務なり、東

京都等では逆に課長職等なり部長を減らしているという中で、さっきの助役のお言葉では、非

常に安上がりな市政というんですか、そういうことを目指しているような言葉もあったんです

が、このふえるという上野テノレ子さんが主幹になったいわゆる内容をどういうことを担当され

るのか。

それから、いま一つ、市立病院も恐らく この聞くところによ ると、いろんな医療施設、医療

機械の充実というような大事の中で、前の市民課長であった落合 豊さんが行かれて次長とい

うことなのだが、前任者の落合さんが、私、市立病院へその後行ってみないんだけれど、なん

かこちらに何というか、本庁舎へ来たというようなことで、こういう点の人事がし、わゆる一般

業務には支障がないというようなさっきのあれだったんですが、少なくとも予算編成期に向か

つてしかも、イ可というか、議員の通告質問等で来年度は国がし、わゆる地方のいろんな補助金制

度の 1割カットしてくるというようなことの中で、かなり充実しなければならないようなとこ

ろに、空席があったり 、何んかわか らないようなところに増員があるやに私考えられるんです

が、その辺のことについてお答えを願いたい、こう思い ます。まず 1点。

0議長 (高橋通夫君)

O助役(赤松行雄君)

助役。

私の方からお答え申し上げたいと思います。

石坂議員さんからの御質問でございますけれども、議会の方につきましては、次長さんが局

長さんというふうなことで次長席の要するに補充というふうな形で行ったわけでございます。

全体的に従来のように名簿登載というふうな制度等が行革という形で制約を受けておりますの

で、おっしゃるとおりこのところは係長というのが欠員、というふうな、状況で今後穴埋めを

していきたい、このように考えておるわけでございます。それから、健康謀でございますけれ

ども、総婦長さんに健康課の方へ専門職というものを生かしていただいて、健康謀の業務とい

うのが非常に 40歳以上の健康診査とか非常にあるいは老健法だとか、高齢者社会を迎えまし

て、非常に健康診査等の業務、あるいは訪問看護等の業務というものを充実してし、かなきゃな

らないわけでございます。そういう状況の中で、専門職の知識を生かしていただいて、健康謀

の方で活躍していただく、そのような考え方の上に立って人事異動がなされておるわけでござ
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います口上野さんそれ自体につきましては、予防注射とか、そういうふうな住民と直接かかわ

るお仕事の方でいろいろとパートの看護婦さん等大勢おるわけでございますので、その方面で、

全体的な統括のお仕事をお願いする。こういうことになっておるわけでございます。それから、

市立病院でございますけれども、市立病院につきましては、新しし、意欲ある院長等を迎えまし

て、やはり市病というものをもっとなんか充実拡充してし、く必要があるんだ、こういうふうな

考え方のもとに、非常に力ある人を異動といいますか、次長という形で派遣したわけでござい

ます。財政的な面、それから病院全体のことにつきましでも、やはり市の方の部長とか、課長

の異動と同じように、しょっちゅう異動するというふうなことについての反省もございます。

やはりある程度市立病院全体に通用するというふうなことが必要だ、それから、財政の健全化

というものも果たすことによって、起債の獲得というものが、現在では財政事情からいくと、

起債は全然もらえない、要するに投資的な経費を起債になかなか求められない、というふうな

状況の中では、やはり財政というものをもう少し現実化する必要がある。それで、もちろん市

の方も投資的な応援だとか、援助とかは当然やらなきゃならないわけでございますけれども、

市立病院自体としての再建意欲というものを盛り上げてし可くんだ、そうするためには、やはり

力ある人によってやはり財政的なこと等も十分考え、それから、人事異動面では、本庁の部課

長と同じような形の中で、ちょいちょい異動するというふうな形では、やはりいろいろ今日ま

でのあれでは反省があるんじゃないだろうか、そういうふうなことで、病院事務長というもの

については、そういう形でどっしりした形の中で、市立病院全体のサイ配を振ってもらうんだ、

という大きな考え方で異動させておるわけでございます。

もう 1人の落合繁雄さんの方でございますけれども、これにつきましては、下水道の方に回

ったわけでございますけれども、こちらはこちらとしまして、主幹というものと主査とのタイ

アップで、必要上異動したわけでございます。市立病院について も、係長級が欠員だ、こうい

うふうな現状では、欠員ということになるわけでございます。大体、以上のような考え方で一

応人事異動を行っておるわけでございます。

O議長(高橋通夫君) 石坂勝雄君。

028番(石坂勝雄君 ) あれですか、私2点だけをいま一回再度お聞きしてほかの方

に移りたいと思うんですが、議会の馬場 守さんは次長さんで、特に前任者の係長は、議会報

等の編集等をやるんで、なかなか慣れたようなときにすぐ異動だということになると、なかな
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か後任のだれか係長さんが来るにしても、多少の期間がないと大変ではなかろうかと思うんで

すが、その辺で、議長なり局長どちらかでも、全然支障がなくて何というか、空白があって大

丈夫なのかどうか、逆に議長か局長に 1点は聞きたいと思います。

それから、健康課のいわゆる上野さんが来られたというのは、私なんか予防注射かなにかの、

そのハートかなにか、そういう人のなんか管理をするとか、監督というようなことに、助役さ

んの余り説明は私はぴんとこないんですが、少なくとも、定年の近い 2年ぐらいの人が、本庁

に来ても、なかなかなじみ得ないんではないか、そういうことをするんであるなら、私は、少

なくとも、係長 ぐらいのときに、幼稚園の教諭で入っても、たとえば保育園の保母さんであって

も、いわゆる有能というか、ほかに部署にも転出していってもでき得るというなら、そのくら

いのときに、係長職ぐらいのときに本庁へ来て、必ずしも技術職のそういうものを取得した方

が、やり得るというか、力を発起できる、という職種は幾らもあると思うんですね。特に、な

んか婿人の人の地位の向上というようなことで、前回から板垣議員さんも、少なくとも半分く

らいは、係長や課長ぐらいは L川、んじゃないかというような、私もそういうふうになるのは理

想だと思うんですが、そういう面を見て、ただ定年の間際のようなところへ来られて、むしろ

なんか戸惑うんじゃなかろうかな、というようなことで、むしろそれをやるんだとすれば、も

っと早い機会にこの専門職の看護婦さんなり、いわゆる幼稚園の教諭なり、保育園の保母さん

なりをして、人事の交流化をやって、活性化を図るということの方が、いいんではなかろうか、

こういうふうなことを私なんか人事権に介入する気はないが、意見としては申し上げておきた

いと思うんです。もし、もっといい方法があるなら御答弁を願い、もし、いや定年の間際に来

た方がいいんだ、ということであるんなら、その辺のところをお答え願いたいと思うんです。

それから、いま 1点この通告質問で私聞きますから、一つだけ聞きたいと思いますが、助役

さんのなんかこの行政報告の中で、都立高校の建設の何というか、プランが配られたんですが、

非常に手回しのいいというか、私がそういうふうに思うのかどうか知らないんですが、 10月

1日で賃貸借契約は結んであって、今の助役の報告を聞いていると、造成状況が80%だ、こ

ういう中で確かに何というか、こういうところに校舎を配置するんですよ、グラワンドはこう

なんですよ、ということになると議員も安心するとしづ意味か、都の依頼で早く知らせておい

てくれというふうに頼まれたのか。実際賃貸借契約は結んでいるけれど、買収価格が幾らとか

なんとかというようなことは、まだなってないんじゃないかと思うんですが、こういうことは、
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都の方でぜひ要望で早く一議員に知らせておいてくれ、なんか日野じゃ心配して議員がしょうが

なし、から、というようなことを頼まれておやりになったかどうか、その辺をお聞きしたいと思

うんで、す。

0議長 (高橋通夫君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 人事につきましては、お説のような考え方が適当だ、とし、ぅ

ふうに考えておりまして、特に病院の看護婦とそれから行政部局との交流ということにも、今

後十分機能をさせる方法を人事の上においても考えるべきだ、という考え方でございます。そ

れで、健康行政が特に今後重要でありますし、病院の経験の豊かな看護婦が、将来も行政に幹

部職員として参画をし、あるいは定年後も活動のできるそ ういう配慮、も持って臨むべきではな

かろうか、という考えでございます。今日、看護婦の確保がなかなかむずかしいことでありま

すし、有能な看護婦は、行政の各分野におきまして十分活動していただく、そういう考え方を

とりたい、とい うことであります。

それから、 2番目の御質問は、これは助役の方からお答えしてよろしいわけですが、特に都

からそういう話があったということではなくて、都が現地に出向いて地元にこういう資料をも

って説明をされており ますので、当然、経過報告をする際には、その資料を議会にも見ていた

だくのが適当だ、とこのように考えました。そういうことでございますので、もちろん用地の

譲渡等の手続もあるわけでありますが、事業としては、確定をしている。今回の都議会でも、

つまり南平高校の設置議案が出されておりますし、当局としては、もうすでに今後の計画につ

いて、特に建築について着手をされる準備がなされておる、こういうことでございますので、

そのあたりを御理解いただきたいと思し、ます。

0議長 (高橋通夫君) 議会事務局の職員の 1人の欠員につきましては、なかなか職員

がみんなハードな仕事をやむなくさせられるというような現状でありますので、早く補充して

もらうように理事者の方へ申し入れてあります。以上です。石坂勝雄君。

0 28番(石坂勝雄君) 議長にこれは今の特に私何というか、見方によれば、議会の

事務局というのは、一時期非常に大変なときがあるわけです。特に議会中なんか。そういう点

でいけば、議長が強く何というか、理事者に要請して、欠員のないように、これからもこうい

うことのないような形をとってもらうことを強く要望しておきます。

0議長 (高橋通夫君) 承知しました。次に板垣正男君。
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01  2番(板垣正男君) 市長の報告をいたしました 2点目の日野市福祉事業団の設立

についてお伺いしておきたいと思うんです。

発起人会提出資料というのが配られておりますが、この中で、設立の理由ということで若干

述べ られております。現体制では地域社会のニーズに即応した福祉サービスの提供が十分行え

ない側面が多くなってきている、というふうにも書いてあるわけですが、これは議会でも市長

がたびたび福祉事業団の設立について触れられていたんで、すが、この辺のところはどういうふ

うにお考えになっておられて、十分その地域社会のニーズにこたえられない体制になってきた

のか、何か具体的な点があればひとつわかりやすく説明していただきたい、と思うんです。

0議長(高橋通夫君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 福祉事業団の設立につきましては、第三セクターというふう

にも言われるわけでありますが、私は別の言葉で行政のバイパスである。こういう認識をとっ

ております。特に福祉の分野には、制度化されてあるもの、あるいは今後制度化すべきもの、

また、きめ細かに手を差し伸べるべきものと、非常に多岐であります。 したがいまして、この

特に人材を確保する面におきましても、あるいはボランティア参加を求めるにいたしましても、

なるべくこの機動性というとまたわかりにくいことにな るかもしれませんが、とにかく 、現在、

人をふやすということは大変困難な状況でもありますし、こういう形において地域のこの福祉

行政の展開ということで、単なる行政型のみにこだわらない、こういう柔軟なやり方が大切だ、

必要だというふうに考えております。行政の硬直化ということも大いに言われるわけでありま

して、行政は非常に確立がされていますために、応用のしにくい面もございます。それらのこ

とを考えまして、東京都の勧告なり 、関西方面の既に行っております実情等も十分勘案をいた

しまして、福祉事業団の設立ということに踏み切った、とい うふうに御理解をお願いしたいと

思っております。

0議長(高橋通夫君) 板垣正男君。

0 1 2番(板垣正男君) 一つの背景として、職員がなかなか解雇しにくい、そうし、う

状況があるというようなことだと思うんですけれど、これは、今、人事異動のところでも論議

があったと思うんですけれど、行政の各分野でなかなか職員の確保がむずかしい、十分配置す

ることができないという実情があちこちあるんではないか、と思うんです。苦 しいやりくりを

行って配置をするというようなことなどがあるようでありますけれど、これは臨調行革の問題
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との絡みでそういう職員の確保がむずかしい、ということにもなっていると思うんです。しか

し、都下で初めて、東京で初めて福祉事業団の設立というようなことで、マスコミでも取り上

げられました。 これは、やはり市の事業でもあり、市民要望にこたえる施策を行っていく上で、

そういう施設に対する職員の配置をきちっと行うということが、これまで多くの自治体でとら

れてきたものだと思うんです。特に東京では今回初めてだということでありますから、他の自

治体ではちゃんと職員を配置する、こういう運営、管理を行ってまいってきたと思うんで

す。何となく臨調行革攻撃で、人件費の問題、あるいは職員の人員増の仰制等々があるわけで

ありますけれど、行政自体が、そういうことで萎縮するという ことで、 職員の配置が行えない

ということになってまいりますと、私は、今後の運営に支障を来す部分も新たに生じ るんでは

ないか、という危慎を持っているわけであります。ですから、事業団の設立ということによっ

て、一つは、施策を前進させよう、あるいは市民要望にこたえようというお考えのようでもあ

りますけれど、行政の一つの責任として、施設に対する職員を配置するo 市民要望にこたえる、

こういう姿勢は、やはり堅持してし、かなければいけないんではないか、このように思うわけで

あります。今後福祉の施設だけではないわけでありまして、いろんな分野での行政の施策は進

んでまいります。あるいはこういう問題に似たような事態が今後も生じるかもしれませんけれ

ど、責任ある職員の確保と、そして配置ということを忘れないようにしていただきたい、とい

うことを申し上げておきたいと思うんです。

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 1"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。

行政報告についての質疑を続けます。奥住芳雄君。

午後 0時 2 分休憩

午後 2時 31分再開

0 27番(奥住芳雄君) 1点だけ都市整備部長だと思いますが、お伺いしておきます。

去る、 10月の 11日だと思います。東光寺の坂のところで、栄町の御老人の方が散歩して

いるときに、車にはねられて亡くなりました。これは、要するに御案内のとおり日野駅から行
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く都道の 169号線ですか、これが八王子市の小宮町の方に延びて工事が着々 と進んでおりま

す。そういう中で、多摩大橋へ連絡がつくようになります。それが来春開通になるわけでござ

います。こうした中で、非常に裏通りを迂回する車がふえたわけです。こういう中で、東光寺

の将来の者肺言植の2・2・6ですか、よくわかりませんが、都市計画道路の名前だと思います。こ

の道路が非常に車が多いわけです。多分、市の方へも、日野署の方からお話がきているんじゃ

ないかと思うんです。何とかしてあそこの道路を広げてほしい、こういう一般市民の方もそう

ですけれど、警察もそう申しております。こういう中で、こ の道路の拡幅について、市の方で

計画をお持ちであるかどうか。また、今 2 ・2・5の方の買収も進んで、工事がどんどん行わ

れて、近くできるわけです。こういう中で、次はひとつこの道路をやっていただけるかどうか、

そこいらをひとつ部長にお尋ねをしたいと思います。よろしく ひとつ。

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 2・2・9号線だと思います

が、 2・2・9号線の道路の拡幅のこれからの計画という点で、御質問でございます。その点

についてお答え申し上げます。過日、この道路におきまして、死亡事故があったことについて

は、私どもも存じ上げております。それで警察の方からもこの事故に関連いたしまして、 2・

2・9号線を将来市としてはどう考えているのか、整備をしていくのかということを中心とし

て質問を受けてございます。そのときにも警察の方にも申し上げてございますが、私どもの現

計画といたしましては、現在 2 ・2・5号線を用地買収に入ってございます。計画どおり順調

に進んでおる段階でございます。したがいまして、次の市道としての都市計画道路の整備はど

こにするかという点で、この 2・2・9号線に私どもは的を絞ってございます。それで、この

計画を急ぐということは、 2・2・11号線先ほど御指摘のございましたように八王子側につ

きましては、来年度あたりに供用開始がされるというように工事が順調に進んでございます。

これが開通いたしますと、相当量が日野市の方に向かつて車が流れてくる、ということは明 ら

かでございます。したがし、まして、現在の 2・2・9号線非常に道路が狭障な部分がございま

す。危険な箇所があるために、そちらに大量の車が入ってくると当然交通の問題がさらに激し

く事故等も起こる可能性もございますので、来年度、現在予算を要求をしてございますが、来

年度調|量を実施したい。それで来年度中に測量完了後に事業の認可を取りまして、工事に着手

をしていきたい、というふうに考えております。当面用地買収の箇所もございますので、 61、
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6 2年、 2カ年かけまして用地買収を行い、その後 2年間かけまして築造をする予定でござい

ます。以上でございます。

0議長(高橋通夫君) 奥住芳雄君。

027番(奥住芳雄君) 大変ありがとうございます。今お話がありましたとおり、全

くこの道路は、今 10月の事故以前にもあそこの交差点でてくなっております。こういう関係

でますます交通量がふえると思っております。こういうことでぜひひとつ急いでこれらの対策

を立てていただきたい、かように要望して終わりたいと思います。( 1"関連」と呼ぶ者あり)

0議長 (高橋通夫君)

0 2番(福島敏雄君)

福島敏雄君。

今、奥住議員の質問に対しまして、非常に前向き な答弁をいた

線にぶつかるところの交差点のところの右折です。これを私の方で行政側にお願いをして、そ

の行政側の方から八王子の相武ですか、建設省の、この方に依頼をしていただきまして、その

話の結果ですか、これはどのようになったのかお聞かせを願いたいと思います。

それから、もう一つは、日野駅周辺のところの場所に大衆というんですか、便所、これをつ

くっていただくようにということで、市長に再三この場を借りてもお話、要望をしておりまし

たけれども、その後どのようになっているのか、これをひとつ 1点お聞かせしていただきたい

と思います。

それと、もう一つ、最近、日野駅周辺のところに、自転車が条例化されまして、そして、日

野駅に 3カ所の駐輪場が設けてございます。にもかかわらず、最近は頻繁に自転車が多くなっ

た。そして、通行するのに非常に通行人の方たちから、迷惑だと、このように再三私耳にして

おります。 こういう中で、行政側の方で取り締まりができるのかできないのか、ゃるのかやら

ないのか、ということを聞かせていただきたい、こういうふうに思います。

だきまして、近くに住む議員として、またこれは御礼を申し上げたいと思います。

今の話に関連いたしまして、つけ加えて要望いたしますけれども、小宮の方から今道が広が

ってきておりますけれども、急、に狭くなっておりまして、実際あそこの信号のところで、信号

を少し有利に回るために、 あの広いところへ突き当 って、非常に細かい話で恐縮ですけれども、

信号が赤ですと、青の方へ向かっていくとい うようなことで、非常に地域の人は、交通にあの

辺不便を感じております。したがいまして、その拡幅の設計とい うふうなお話聞きましたけれ

ども、小宮の方から日野駅の方に向かう車、あれは必ずしも上に行く方が多いんですけれども、

上に行かない車も行く車もーたん広い方へ入って、日野台の方に上がる道へ入ると いうような

ことで、 交通事故、あの辺、一時停止もあるんですけれども、非常に無謀運転もあ りますので、

ぜひ東光寺の方へさらに広い道2・2. 1 1が計画されるならともかくですけれども、とり あ

えず、あそこでふさがるというふうなことになりますと、あの辺の曲がり方で交通が非常に歩

行者、あるいは車の運転でむずかしい面が出ょうと思うので、その辺のところもよく地元の人

たちは、いろいろ要望をしたい、というふうに考えておりますけれど、その辺の設計上でうま

く設計するときに、今、消防小屋その他ありますけれども、うまく車が流れるようなことも考

えて設計をしていただきたい、ということを要望させていただきます。以上でございます。

そのもう 1点、 20号線の先ほど申し上げましたところの防災です。大坂上二丁目のこの防

災関係のことについて、擁壁というんですか、このような対策はやるようなことを聞いており

ましたけれども、その後これはどのようになっているのか、これ 5点、ひとつ回答願いたいと

思います。

0議長 (高橋通夫君) 藤林議員の質問に対し関係部長答弁。建設部長。

0建設部長(中村亮助君) それでは、ただいま御質問のございました 4点のうちの 1

点、 2点、 3点につきまして、私どもの所管でございますので、お答え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。

まず第 1点の日野坂の国道 20号線のバイパスとの交差点の関係でございます。三小の方か

ら参りますと、 20号線に坂の途中で突き当たりまして、現在右折ができない規制がなされて

おります。これの解除につき立しては、前回も御質問もございましたし、この問題につきまし

ては、建設省の相武国道工事事務所、こちらの方と折衝をしてまいりましたし、地元の方か

らの御要望もございました。しかし、あの交差点の現状の中では、改良できない、つまり右折

の関係を排除するためには、用地買収も伴いますし、それから、それに伴う信号機の規制など

の移設関係もございます。そういう点でたしか先般もお答え申し上げたと思いますけれども、

日野警察署、あるいはまた警視庁の規制課の規制係、それと市の方は、市道の管理者という立

0 20番(藤林理一郎君) 4点ばかりちょっと質問させて いただきます。

日野駅から八王子の方に向かつてまいりまして、日野坂信号ですか、それをバイパス通りに参る

交差点でございますけれども、これは工業団地の方から日野駅に向かつて参りますと、 20号
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場で、現場でも協議をしてまいりました。建設省の方にも御要望を申し上げたいわけでござい

ますけれども、いろいろな面で、右折ということにつきましては、難点があるということで、

現在停とんいたしております。つまり、あそこを右折をするということにつきましては、確実

な調査を行っておりませんけれども、右折の車が非常に少ないだろうという予想が現在の中で

はされておりますし、あそこのところを右折させることによりまして、 20号線の上下線のや

はり渋滞がより一層拍車がかかる、そういうふうな理由がございまして、まだ右折をさせると

いうことにつきましては、結論が出ておりませんわけです。しかし、これをさら に検討をしな

がら、右折の解除をしていくという点につきましては、過去の事故の例などもございまして、

難点がある、というふうなことになっておるわけでございます。

それから、 2点目の日野駅の便所の設置の問題でございますけれども、これにつきましては、

神明上の区画整理事業の中で、かつて、現在交番のあります西側のところに設置をしたい、と

いう計画があったようでございます。しかし、それもそのままになっておりまして、どこか適

当なところに用地がないだろうかということで、検討も私どもの方はしてまいりました。御要

望のところは、西側でございますけれども、適当な用地がない場合には、東側の地域でもし川、

んじゃなL、かというようなお話もございまして、現在交番が西側に移ったわけですけれども、

この交番がもとあったところが空地になっておるわけです。そこを借りて、便所ができないだ

ろうかということで、日野駅の駅長さんにもお話をしたことがございました。しかし、あそこ

は既にもうなんか購売の売庖をつくるということで、既に予約が済んでいるというふうなお話

もございまして、適当な用地がないということで、現在これも大変申しわけないんですけれど

も、用地の関係等で、まだ解決がなされてないという現状でございます。

それから、 3点目の日野駅周辺の自転車対策の問題ですけれども、御指摘のように、確かに

多少乱れたところもございます。規制の点につきましては、条例で規制をいたしまして、昨年

から実施しているわけでございますけれども、なかなか至近なところに駐輪場が得られない、

という点もございました。しかし、一応の整備ができたということで、規制に踏み切ったわけ

でございますけれども、ちょっと目を離しまして撤去をゆるめますと、すぐ自転車がたまって

しまう、という現状でございます。あくまでも私の方は、やはり対策としては、今後も実施し

ていくんだ、そして、高齢者事業団にも委託をいたしまして、現場の整理もいたしております

し、適当な時期に自転車の違法駐輪につきま しては、撤去をいたしておりますのが実情でござ

いまして、御理解をいただきながら、できるだけ条例の施行につきましては、努力をいたして

おるのが現状でございます。以上 3点でございます。

0議長 (高橋通夫君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 2 0号線の大坂上の防災施設というふうに質問を受けており

ますが、私もその御指摘のことがちょっと飲み込めていませんので、もう一度ちょっとお願い

いたします。

0議長 (高橋通夫君) 藤林理一郎君。

0 20番(藤林理一 郎 君 ) なんか市長さんが、私がお話をしたことがよく飲み込めな

いということでございますけれども、日野駅から八王子の方に向かってきまして、ちょうど先

ほど申し上げました交差点のところがございますね。その右側に、実は、もう何年かたった家

がございます。あれは黒部さんの持ち主じゃなし、かなと思うんですが、その裏側ですね。裏側

はちょうど非常に危険な区域になっている。ちょうどその手前ですか、日野駅寄りの方で何年

か前に水害事故があって、 1人死んでおります。その場所のところを市の方で防災関係に何回

か私質問したことがあったと思うんですが、その対策は、その後どのようにお考えになってい

るか、それを聞いているわけなんです。

0議長 (高橋通夫君) 市長。

0市長(森田喜美男君) よくわかりました。大分経過したわけでございますが、上の

台の雨水排水が市の責任とい うこと でこの完成不十分な部分がありまして、そこから擁壁が崩

壊し、人身事故を起こした、こういうことでございます。その当時上の関係は、神明上区画整

理事業の一番はずれに当たったわけでありますが、その部分につきましては、区画整理事業の

中で、一応擁壁を組み、排水路を定めて対策を行った。したがL、まして、あそこの部分につい

ては解決済みである。このように感じております。その延長の部分に確かに山を削ったままの

その道路沿いに家が建っているわけでありますから、災害要因とすれば、言えないこと はな い

と思っており ますけれど、あそこには、特に擁壁はございませんし、割合自然地ですから、そ

の東京都あたりからも特別災害要因の場所という指摘にはなってないと思っております。また、

住民の方からも民地関係のこともありますが、そのことも伺っていないように思っております。

しかし、客観的にいって、ああいう地形の場所ですから、御心配はごもっともと思っておりま

すので、もう一遍状況の点検をし、危険な状況があれば対策をしなきゃならない、このように
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ということで、日野市にとって待ちに待った南平高校の開設ということで、まことに喜ば しい

ことでありますけれども、一方でこの問題につきまして、目的は大変替成できるわけでありま

すけれども、ただその買収の方法と買収の相手について適切ではないんじ ゃな いか、いろいろ

疑問が多く納得がし、かないということもたびたび指摘してきたわけであ りますけれども、実は、

ことしの 10月8日にその買収の取引先である新日本エンタ ープライズの国井 洪社長が傷害

罪で逮捕されたわけであります。本年の 1月に東京女子医大の付属病院で日本同和清光会の尾

崎清光最高顧問が、射殺された事件がありましたけれど も、その点についての関連についても

追求されているということであります。さらに、 1 0月 16日にこの新日本エンタープライズ

が約 200億円の負債を抱え込んで倒産した、ということであります。こういう今日になって

この状況を見ても、公共自治体として取り引きする相手としては、非常に好ましくない相手で

ある、という私の指摘は間違っていなかったというふうに思うわけであります。この取り引き

の際にたとえば取り急いで買収した、 というふうな経緯も見られるという指摘をしたわけであ

りますが、今日倒産したところ を見ると、この新日本エンタープライズ も、かなり厳しい経営

状況だったろうと思うんですが、少なくとも、日野市があの土地を買う場合においても、やむ

を得ない相手に しても、 買収する際の手続、手順という ものはきっちりとやるべきだったろう

と思うんですが、それができなかったということが、あえて何かそこ ら辺にこの新日本エンタ

ープラ イズの市側に対する何らかの圧力と いうものがあったんじゃないか、という ふうな推測

がこの段階でも言えるんじゃなし、かと思うわけであります。それで、 この件につき玄して、こ

ういう不祥事といいますか、相手が殺人事件にも関連するような取り引き先の社長、そういう

ところと取り引 きした日野市の市長として、所感といいますか、その辺についての考えを改め

てお伺いしたいと思います。

それから、この件に関して 1点だけ くどいようでまことに恐縮なんですけれども、この用地

買収の際、私が最初に質問したときに、この売買は実視IJ売買か公簿売買かという質問したとき

に、当時の加藤部長が、実測売買です、 という答弁をされたわけであります。これも後日にな

って、結果的に私どもには事実と違う答弁をされたわけであ ります。つまり、本会議場でうそ

を言ってまで答弁をしなきゃならなかった、つまり、それほど急いで何かことをしてしまった、

ということの裏づけだと思うんですが、あの実測が全くでたらめで、 しかも全体の面積が実演IJ

で、聞に入っている道路とか墓地については、公簿で計算しました、なんていうことを堂々と

- 19--

思います。

O議長(高橋通夫君) 藤林理一郎君。

0 20番(藤林理一郎君) 今市長さんの方から答弁ござし 1ましてよくわかったとし 1うこと

で、再調査していただけるよ うでございますので、これはよろしいと思います。了解させてい

ただきます。

それから、自転車の問題でございますけれども、これはできましたら、部長さん早急に解決

をしていただきたいと要望します。

それから、便所のことも用地がなかなか確保できないということで、心配なさっているよう

ですけれども、できれば市長さんがこの前に言われたように、タク シー とそれから京王さんと

東京都とこの企業の合同で便所をつくっていきたい、 とこういうような回答を何年か前にも質

問の中でいただいておりますから、その後、私はどのようになっているんだろうかということ

をきょうお聞きしたかったんですよ。そのこと は、部長さんが用地の問題でなかなかうまくい

かない ということで ございますけれども、できるだけ、市民の方たちが便所がなくて非常に困

っているということですから、ひとつできるだけ早く話を煮詰めていただきまして、いい方向

に持っ ていっていただきたい、とこういうふうに考えておりますから、よろしくお願いいたし

ます。

それから、日野坂の交差点の問題でございますけれども、これは時間がかかると思いますけ

れども、根強くひとつ国道建設ですか、話し合いを持っていただきまして、できるだけいい方

向に持っていっていただくようにお願いしたいと思います。要望だけして終わります。 どうも

ありがとうございました。

0議長(高橋通夫君)

04番(小山良悟君)

小山良悟君。

質問の前にどうでもいいようなことで恐縮なんですけれども、

先ほど人事異動の件についての質疑の際に、助役から次長さん、婦長さんというふうな言い方

をされていましたけれども、本会議場で発言したから、あえて私申し上げるんですけれども、

これもちょっと聞き苦しいというか、常識の問題だと思いますので、その辺のところをきちん

とした答弁をお願いしたいなというふうに思います。

質問ですけれども、まず都立日野地区高等学校、いわゆる南平高校の開設ということで、御

報告があったわけでありますが、いよいよ 12月都議会にも南平高校の設置議案が上程される



答弁しているということは、もう最初から、実測売買でないということをうそを言っているこ

とになるわけであります。うそを言ってまで、そういうことをしなきゃならなかった背景とい

いますか、その件について、当時の総務部長であった加藤収入役にそういう答弁をせざるを得

なかった背景というものについて、改めて御答弁をお願いしたいと思L、ます。

それから、 きの うたまたま市役所に参ったと きに、自治労日野市職員組合学校給食調理員部

会の皆さんがチラシを配っておったわけであります。学校給食の民間委託化と調理員のパート

化の反対を表明しているピラでありましたけれども、この問題については、過日いろいろ取り

上げられまして、議論したわけでありますけれども、給食業務が年間で 190日ぐらいしかな

いということで、常勤配置の必要性がほとんど認められないという指摘をされたわけでありま

すけれども、そういった指摘があった後に、この職員の皆さんの実働日数を上げるのに、ど

のような努力をされたか、また、どのように努力を今後していくつもりなのか、その件のお考

えもお伺いしたし、。あわせてこの自治労日野市職員組合学校給食調理部員部会のこの反対ピラ

について、市長としては、どのような考えを持ち、そ L./て、対応されるつもりかお伺いしたい

と思います。

さらに、八王子の例ですけれども、八王子の市長がこの 12月議会で、行政改革断行と市職

員の勤務評定を積極的に実施する、とい うことを述べているわけであり ます。行政改革につい

ては、部課長の意見を集約する推進母体を設置して、最少の経費で最大の効果を上げる地方自

治の理念に従い、削減、あるいは節減し得るものは勇断を持って実行する。さらに市職員の勤

務評定については、民間の人事効果を参考にしながら基準をつくっていきたい、と積極的な答

弁をされておるわけでありますが、この市政はまさに市民の願望にかなった市政だと思うわけ

でありますが、この件について、この問題に関してだけではありませんけれども、この問題の

取り組みについて、市長の決意をお伺いしたいと思うんです。この問題について、積極的に取

り組むということであれば、次期 4期出馬ということも伺えるかと思うんですが、この御答弁

によりまして、今後の市長の基本的な姿勢を伺うというふうに思っているわけでありますが、

ぜひこの件についての見解もお伺いしたいと思います。

行革のついでで小さな例で恐縮なんですけれども、もう 1点は、狛江市の例でありますけれ

ども、狛江市の 17施設のうち 9施設が、実情に合わない電力消費の契約を結び、むだな料金

を払っていることが、狛江市の調査でわかったということであります。金額にしまして年間

一20-

500万程度ということでありますけれども、 しかし、こういったようなちょっと見直してみ

るとむだがあったということは、いろいろ日野市の大きな機構の中にもあるんではないか、と

いうふうに思われるわけでありますが、日野市の場合の電力消費の契約については、こういっ

た例がな~¥かどうか、それから、その他についてもこういうふうな見直しというものをする必

要があるんではないか、というふうに思いますが、その件についての御答弁もお願いしたいと

思います。以上です。

O議長(高橋通夫君) 関係部長答弁。収入役。

0収入役(加藤一郎君) ただいまの御質問をいただきまして、当時の総務部長として

の答弁をしたことにつきまして、実演1]売買ということで、その背景というようなことで、御質

問をいただいたわけでございます。この件につきましては、後日の中で、誤り等が発見され、

あるいは指摘されま して、 大変申しわけなく感じるわけでございますけれど、私が発言した当

時におきまして、実現1]売買であるというこの事実は、間違いでないというふうに私は、今も思

っております。ただ、その後のただいま申したとおり、後日においていろいろ誤りがあったと

いうことにつきましては、申しわけなく思っております。以上です。

0議長 (高橋通夫君) 助役。

0助役(赤松行雄君) まず最初に私の方からお答えしまして、足りないところを市長

に補足していただきたい、このような考え方で御答弁申し上げたい、こう思うわけでございま

す。 2点目、 3点目、 4点目となろうかと思います。

給食調理員につきましては、いろいろと御指摘をいただいているわけでございます。職員の

定数の、要するに定数というものを管理していこう、こういうふうな考え方の中から、来年度

に向けての調理員の調整ということで、そのような調理員部会の多少の運動等が出てきておる

わけでございます。それで、 9月議会、あるいは 6月議会等でいろいろと 1年間に 180食と

か、あるいは実質的な労働時間というような御指摘があるわけでございます。これにつきまし

でも、市の基本的な考え方でございますけれども、教育委員会、あるいは係育園等における給

食時におけるところの時間の調整でございますけれども、それぞれ教育委員会等で今案を練っ

ているところでございます。市の考え方としましては、要するに調理員そのものの職場の中か

ら実働時間をふやしていこう、という自 主的なやはり燃え上がりというものが必要である、こ

ういう基本的な考え方でございますu 少なし、から、市長の方からこう働け、こうお願いすると
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いう筋合いのものじゃなしここまで局面がきたら、やはり自分たちでこういうふうに働こう、

もっと実働時間をふやしていこう、こういう考えは、その職場をじかに管理している教育委員

会とか、あるいは給食調理員の方たちの中から出てくる意欲としてとらえていきたい、こうい

それから、狛江の例でございますけれども、電力の消費等につきましては、前々からの議会

で議員の皆大んから御指摘を受けております。保育園だとか、学校だとか、確かに施設といい

ますか、ちょっと入れかえますと、非常に大きな消費電力を契約 してい る、という面があるわ

けですね。それを適正な消費電力量に契約 し直すと、大きな契約量ですと、 基本料金が高 いわ

けでございますので、そういう面が日野市もございますので、それは御指摘に従って直してい

くというふうなことになっておるわけでございます。一時、対応が遅いぞと いう ふうなおしか

りを受けた局面もございま した。それは対応してし、く、 要するに契約量を変えてし、く 、ある い

は契約量を変えるには ワッタ ーメー ターですか、そういうものを取りかえなきゃならない面も

あるわけでございますけれども、そういう御注意をいただいておりますので、 電力消費量等の

問題等につきま しては、今おっしゃるような形で改善していきたい、こういう ふう に考えてお

るわけでございます。 ιL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 ) 私から感想、なり、あるいは対応なりその姿勢について伺う、

という質問の部分をお答えをしておきたいと思います。

市民待望の都立高校が、議会を初め、各関係者の絶大な御協力、御支援のもと現実に開校と

いうところまでいきましたこと は、大変幸いであった、このように思っております。その用地

取得の段階で、不適切な部分があったというふうに指摘を受けておるわけでありまして、あの

場所が鈴木独歩氏を初め、無法状態な管理にあったというのを、比較的正当な手段で、市に特

別の大きい支障なくその人たちから手離させずにこちらが受け取る ことができた、ということ

については、いろいろと御指摘をいただく部分もあるわけでありますけれど、結論としては、

私は幸いであったと、こ のように思っております。所感というふうにおっしゃられれば、いろ

いろ御非難の当たる点もあろ うかと思っておりますけれど、そのことで、市が特に汚点をつく

ったとかし、うわけではございませんので、御理解がいただけるものと思っております。

それから、職員組合の給食調理員部会が、ピラ を配っ ていたということか ら、これから その

職員の給与の問題、あるいぽ定数管理の問題、綱紀の確立の問題、それらについて御指摘とと

もにどう考えるか、ということであります。 これは、申すまでもなく 、絶えずみずから正しい

取り組みにおいて、戒め、適正な歩みをしなきゃならないことであります。したがし、まして、

今特に組合にそれらのことについて話し合いをしよう、ということで今進んでおります。助役

がある程度お答えしたわけでありますが、給食調理員のことにつきましても、 これから中学給

食を促進してまいりますと、まだまだ要員を必要といたしますけれど、これをなるべく内部的

な努力によ って補充を してし、く 、それから、ある部分のパート化ということもこの際考えなけ

ればならない、これらのことは、組合にも理解を求めて課題とする ことになって進んでおるわ

けでございますので、市政は極めて厳粛に市民からいろいろな批判を受けないことをまず前提

とし、今日の行革と いう厳しい中でも、その趣旨を十分達成する努力をするべき問題だ、こ の

ように考えております。

八王子市長が、行政改革について、内部的ないろいろな努力をしておられること、また、そ

う考え方でございます。

それから、 八王子の行革の姿勢でございます。武蔵野も同様でございます。こういう行革の

姿勢という ものについては、幾つかあろ うかと思いますけれども、当面、日野市としましては、

行革の今挙げられておりますのは、自治省とか、地方謀、東京都等から指導を受けている職員

内部の給与の問題だ とか、定数の問題だとか、内部問題は内部問題と して、片づけていきたい、

このよ うに考えておるわけで ございます。それで 53年等に行いました補助金の検討委員会、

こういう問題こそ、市民の参加を得たところの、 要する に行政改革の委員会を組織して対応し

ていしそういう考え方を持っておるわけでございます。組合等の要する に市民の参加等を入

れまして、 非常な組合の抵抗等を招 く、 というふうな問題等につきましては、内部問題として

処理してし、く、なるべく抵抗なしに内部的な話し合いをスム ースにつけて早急に持ってし、く 、

こういう考え方で ございます。市民等を入れまして、 内部問題を論議します と、武蔵野に しろ、

八王子に しろ、大きな抵抗に遭っているのが現状でございます。まず内部問題は、市独自で組

合と十分話し合って早急に解決していくと いうのが、今、日野市が課せられている当面の内部

的な要するに給与問題だとか、定数問題とかというふうに理解しておるわけでございます。 こ

ういう形で力を注いでいきたい。市民のお力を行革という形でいただきますのは、 53年にや

りま したところの要するに補助金検討委員会、こういう形でのお力を得て、総体的な行革の仕

上げにかかる、という考え方を持っているわけでございます。
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の取り組みについて、ある程度承知いたしております。十分話し合いをすることが大切であり

ますし、また、市民の参加、あるいは御理解を得る、という手段も必要だと思っておりますの

で、他市のことですから、直接どうこうは申し上げるわけではありませんが、学ぶべき点は、

日野市も十分取り上げて学んでいくべき問題だ、このように思います。

電力の契約にむだがあるという他市の例につきましでも、全くこれは同様でありまして、常

に最少の経費で最大の行政効果を上げる、という原則から内部的な点検を絶えず図っていくべ

き問題だ、このように思っております。以上です。

0議長 (高橋通夫君)

04番(小山良悟君)

小山良悟君。

第 1点の、都立高校の用地買収方法についての御答弁をいただ

いたわけですけれども、 これは、結果として、都立高校が建設できたからよろしかったわけで

ありますけれども、これがもし建設されなか った場合には、この買収のあり方についても、今

後、相当な問題といいますか、議論をもっと引き起こしたことだろうと思うんです。したがっ

て、私申し上げたいのは、都立高校が誘致されて建設されるということについては、大変な功

績であります。これはこれとして素直にこれはこれで認めてやるのは当然、だろう、と思うんで

す。しかし、一方でその高校が建ったからということで、地方自治体の業務姿勢といいますか、

仕事に取り組むいろいろな手続とか、姿勢とか、手順そういったものの狂いは、目的が果たせ

たからいいんだ、という形で済ましていいのかなということは、指摘したいわけなんでありま

す。今、加藤収入役が今でも実測売買だったということについては間違いない、こう思ってい

ます、という答弁をいただきまして、まことに悲しい答弁だなというふうに思うわけでありま

す。実際に墓地なんかを、ある いは私道、公道を公簿で計算 しておいて、それで実損11売買です、

今でも間違ったと思ってません、というその感覚は、これだけはせめても改めていただきたい、

というふうに思うわけであります。公簿売買でもなければ、実損JI売買でもない。極端なことを

言えば、でたらめ売買だ、ということになるわけでありまして、実測売買なら全部墓地も公道

も実測されてそしてやるのが実測売買、これが常識じゃないでしょうか、公簿売買なら、全部

公簿でやると いうことが常識だと思うんです。どちらの方法もとってない、たまたま相手方が

持っていた実測後の図面でもって、 しかもそれに今度は、墓地の部分と公道の部分は、計算し

て抜いてやろう、そういうやり方をやっているわけですよ。とてもまともな感覚とは思えない

わけでありますから、その辺のところは、ややもすると特に私なんかもそうなんですが、こう

- 24ー

いう指摘をすると、都立高校誘致に反対しているとか、どうとかということを言われます。選

挙が怖いですから、余りそういうふうな誤解を招きたく ないと思えば、黙まっているわけです

けれども、 しかし、それにも限度がありますし、私としては、黙まっているわけにはいかない。

都立高校の誘致建設は、当然の正しい手続でやれるんですよ。だれがやっても、だれが担当し

でもやれるわけなんです。そのことを何というか、前面にそれだけをにしきの御旗にしてその

買収方法とかそういったものについて、非難するのは当たらんというふうなことではいけない

わけでありますし、第一番そのことはいいとして、今そういう理事者側の姿勢といいますか、

それが全然反省もされてないな、ということを答弁の一端で伺えるわけなんです。改めてこの

点については、反省を求めたいというふうに思うわけであります。間違っても実測売買だと、

今でも間違っておりません、なんて堂々と答弁できるとい うことではないと思うんですが、 あ

えて私の言っていることが、いや違うんだ、というなら反論の答弁をお願いします。私の言う

ことがもっともだ、という なら答弁は要りません。

それから、学校給食の給食調理員の実働日数を上げるための点については、教育委員会を初

め、当事者のあるいは給食調理員の何といいますか、自発的な、自発的なそういった意欲で実

働日数を上げるものを期待したい、というふうな御答弁のようでしたけれど、 しかし、これは

役所の仕事でいうと、あえて仕事のための仕事をつくるという危険もあるわけですし、その辺

のところは理事者としても、労務管理者としても、適切な仕事の配置とし川、ますか、あるいは

仕事の分担というのも与える必要もあるんではないか、というふうに思いますので、自発的な

ことを待っているというだけでは、ちょっと問題解決にはならんではないか、というふうに思

います。

それから、電力消費の契約についての指摘をしましたんですけれども、この件については、

いろいろ議員か らも、以前もう指摘があった という ことですが、問題は、そういうきょう今日

になっても、それは取り組むべき問題だと思うとか、いろいろありま したとかということであ

って、見直しをしましたとか、やっていますというふうな前向きの答弁はないわけなんです。

やってればやってるで、もう少し前向きな答弁がほしいわけで、私ども議員がただいたず、らに

指摘するだけで終わる、というんでは困るわけですから、その辺の点についてはどうでしょう

か。

それから、電力消費だけのことを申し上げているわけじゃないんです。一事が万事というこ
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とで、他の市のいろいろな施設とか、あるいはいろんな機構のむだとか、そういったものにつ

いても、そういった観点からちょっと見直せばむだが出てくるということを指摘したし、わけで

すから、その辺についての真剣な取り組みを期待したいわけです。現実に過去に指摘されたこ

とを実施しているのかどうか、改めて御答弁をお願いしたいと思し、ます。

0議長(高橋通夫君) 収入役。

0収入役(加藤一郎君) 依然として実測販売といいますか、これを固執しているよう

なことで御発言いただいているわけですけれど、先ほど私どもの方でお答え 申し上げたのは、

後日、いろいろ誤り、発見、指摘された、こういう 事実は私も承知しているわけでございます

ので、それで申しわけなく思っているということで、発言しております。そう いう意味におい

て、当時、私が最初に発言した時点におきましては、実測、そういう確かに市長も申しました

けれど、事務的な適切な処理という こういう点は、十分欠けていたこと は事実でございます。

そういう中におきまして、いろいろ誤り等も後日出たわけでありましたけれど、当時の状況

として、私が受けた中では、そういうふうに実測であるということでございますので、そのよ

うに申し上げたわけでございます。その点誤解をしないでひとつお願いしたいと思います。

0議長(高橋通夫君) 企画財政部長。

04番(小山良悟君) もう 1点だけ再質問させていただきます。

0企画財政部長(前田雅夫君) ただいま、各公共施設の電力の節約の問題が出まし

加藤前総務部長が誤解のないようにというふうな答弁をされましたので、それじゃというこ

とになってくるわけですが、お伺いしますけれど、結局、今答弁の中で、途中でいろいろなミ

スがあ ったということは、率直に認めるとこういう話でしたね。ということは、正規のきちん

とした正常な手続でされなかったということは、はっきり指摘できるわけです。なぜそのとき

に、きちんと正常な手続でできなかったのか、総務部長として、公社の常任理事ですか、とし

てその辺のところなぜそういう正常な手続をとってやれなかったのか、それではお伺L川、たし

ます。

0議長 (高橋通夫君) 収入役。

0収入役 (加藤一郎君) 常務理事ということでございますけれども、当時、私は常務

理事ではございませんでした。その点ちょ っと お断りしておきますけれど、そういう一つの中

で、先ほど申し上げましたとおり、事務処理ですね、これが適切でなかった。これは事実とし

て認めるわけです。そうだからといって、今回の買収が当初から誤りであったということで、

おっしゃられると、私の方もちょっとお答えができないわけですけれど、これが間違いであっ

たということは、最初からあるならば、これは当時、これはそういうふうな踏み切るとか、そ

ういう ことは恐ら く担当者としてもできなかったというふうに考えております。これは、 もう

絶対間違いない、当時ですよ、当時におきましては、そういう 中におきましてのこういう今回

の契約が成立された、このように私は思っておりますので、そのような考えでお答え申し上げ

ます。

0議長 (高橋通夫君 ) 小山良悟君。

たけれども、この件につきましては、 5 8年の 12月の補正予算だったと思いますけれども、

各小中学校の調査費を計上させていただきました。それで、調査を実施いたしまして、その内

容につきま しては、建築課が行っておりますけれども、その調査の結果、消防庁との協議を行

ったわけでございます。消防庁の見解は、やはり防災的な保安用のいわゆる キャパシティ は残

さなきゃいけない、いわゆる現時点で容量があるからということで、いわゆる契約容量を下げ

るとい うわけにはいかない、という御指摘を受けたわけでご ざいます。そう いう条件の中で、

ことしの 6月の補正で旭が丘小学校についてはできるということで、予算計上いたしまして、

現在、今年度中に行うということでございます。それ以外のものにつきましては、指導等は当

然あるわけでございますので、さらに詰めていきたい、というふうに考えております。ほかの

市でちょっと大きく アドパノレン を上げたようでございますけれども、い ざとなりますと、そう

いう法的な臨路がある、ということがわかったという実情でございます。以上でございます。

04番(小山良悟君) 買収の結果、そのものについては間違いであったということは

0議長 (高橋通夫君) 小山良悟君。

言っておるわけじゃないですよo ぱんぱんざい、めでたし、めでたしということです、 高校が

建ったんですから。そのことは間違いであったということ、いま さらそんなことを言うつもり

はないんですよ。むしろよくやりました。強いて言えば、けがの功名的なところもありますけ

れども、結果的には、とにかくよかったわけですよ。市民としては大変うれしい結果になった

わけです。 そのことはいいんです。ただ、その買収の手続と いいますか、 そう いったものが今

回に限らず、公社が用地を買収するときに、そんな方法でいつもやっているわけですか、そん

な方法でいつも、間違いなかった、当時、この方法で間違いないんだと思って買ったというな
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らば、公社の用地の買収方法というのは、手続というのは、いつもそんな形でやっているんで

すか、そのことだけもう 1点聞かせてください。

0議長(高橋通夫君) 収入役。

0収入役(加藤一郎君 ) いつもということですけれど、そのようなことはございませ

んO

委員会でもありませんし、余り一問一答で長い時間をとっては申しわけありませんから、何

かもう一つ残念でありますけれども、私は、もうはっきり指摘をしておきます。この用地の買

収には、やはりいろんな意味で買収の手続、方法は、大きなミスがあった、これについては、

内部的に何らかの責任をとるようなものを示すべきではないか、というふうに思います。特に

来年で、市長の任期は切れるわけですから、その辺のけじめをきちんとつけていただきたいとい

うふうに思うわけであります。私の言っていることは、そう間違っているとは思いま壮んので、

あえて間違っているというなら、また反論してくださし、。なければこれで終わります。

0議長 (高橋通夫君) 市川資信君。

0 1 9番(市川資信君) 2点ばかりちょっとお尋ねしたいんですけれども、まずお尋

ねする前に、先ほど、藤林議員、あるいは奥住議員等が指摘しておった点に関連して、 1点お

聞きしておきたいんですが、 1・3・2の道路の信号が、神明上の方からずっと区画整理が済

んで、一部一方通行で通行できる状態になって、非常に車の量もふえてきている中で、信号が

非常にでたら めなんです。普通は系列になっているんですね。一つ青になれば次も 40キロの

スピー ドで走るならば全部が通過できるというのが普通系列方式の信号方式なんですが、あそ

この信号が全くでたらめですね。特に最近交通量がふえてきただけに特に感じるんで、それは、

そろそろ、そろそろでいいですよ、もう是正していく必要があるんじゃないか、公安委員会、

あるいは警察等へ指摘していただきたい、とかように思います。それは結構です、答弁は。指

摘だけでo

1点は市長のモノレーノレ計画の報告と、 もう 1点は、南平高校、都立日野地区の高等学校と

いうここに載っているんですが、 2点目の今、小山議員が指摘した用地取得に関しては、私は

一般質問で行いますので、それではなくて表面的な面のここでは質問にさせていただきます。

まず 1点目のモノレーノレ計画なんですが、その進捗状況において、昭和 65年 をめどに当初

1 6キロ、そのうちの5キロを走らせるということで、それが特に起点を立川として南へ 5キロ

か、北へ 5キロかというようなことと、それがどのような状況になっておるか。それから、第

三セクターの出資金等が決まったというようなことで、新聞にも発表されておりましたが、日

野市の分担金は、大体どのくらいで、どういう形でもっていくのかというようなことをお尋ね

したL、。工事は大体いつごろから始まりそうなのか、ということであります。

それから、もう 1点の 2点目は、都立高校の建設に伴って初年度の入学を潤徳小学校で行う、

0議長 (高橋通夫君) 小山良悟君。

04番(小山良悟君) ですから、当時の手続に買収に契約するまでに、契約するまで

の段階では無理があった、不備であったということ ぽ、はっ きり 指摘できるわけで、す。だから、

その辺の無理がある形の中で、あえてあの時期に、 1年おくれたっていいわけですよ、半年お

くれたって。半年おくれたってよかったったんです。ただ、ああいう手続不十分なままに契約

したということについて、今回の私が、えたいの知れない会社というようなことを再三言って

きた新日本エンタ ープライズが相手ですから、そのことを懸念して申し上げておったわけです。

何らかの圧力を市側にかけたんではないか、市は、何も買う立場ですから、堂々とやるべき手

続は全部やって、それから買収しても何にも遅くないわけですよ。負い目は何もなかったはず

であります。だから、今回に限ってその手続のあれが今までと違ったという答弁をされている

わけですよ。ですから、しかも大きな取引であります。大きな取引であればなおさら慎重にや

らなきゃならなかったのを結局今回に限っていつもと違う手続で、ゃったということは、こ の

新日本エンタープライズの社長の逮捕とか、倒産とかという不祥事が続くのを見ても、何らか

そこに高校の用地を買収した結果としていいというそのことは別にしまして、その当時を振り

返ってみますと、なぜそんな無理をされたのかなということなんですよ。総務部長としても、

正式な役所ですから特にそうです。きちんと手続を踏んで買収されればよかったということを

これはいままでも何回も言ってきていることなんですけれど、ただもうこういうことを言う機

会もないと思いますので、新日本エンタープラ イズの社長が逮捕きれたとか、倒産したとかと

いう機会をと らえま して、改めてこの問題について、高校が建ったということで、そのにしき

の御旗に隠れて日野市の行政のそのでたらめさというか、そういう面の部分が隠されてしまう、

それではいけない、やっぱり正すべきは正す、反省すべきことは反省した上で、今度の都立高

校の建設まことによかった、という祝福を送るべきだと思うんです。そのことを私は申し上げ

たし、わけなんです。
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全農のグラウンドを使ってプレハプで運動場と教室もつくる、こういった中で、あの中には、

御存じのように老人が大変楽しみしておるグー トポーノレ場ができております。グートボーノレ場

を、先日、数名の婦人の方が見えて、都立高校でここを使うと いうことで、 私どものグートボ

ール場を取り上げられてしまいそうだ、心配でならないんだけれど、どうでしょうかと言うか

ら、その実はこれこれしかじか、福祉センタ ーの横へこういう代替のものをつくるから、と言

って納得していただいたんですが、いつごろから、都立高校のグラワンドを使って、いつごろ

その福祉センタ ーの隣にゲートボーノレ場をつくるのか、 きちっと明け渡しがした上でなければ、

もちろん動かす必要はないと思うんですが、そこら辺のめどについて、御答弁をいただきたい、

かように思います。

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。

まず第 1点目のモノレーノレの関係でございますけれども、概要につきましては、さっき市長

が御説明したように、 8の字、それから支線を含めまして 93キロ、そのうちの 16キロを今

回東京都が事業化しよう、ということでございます。 それで、この 16キロを事業化する上で、

現在懸案になっている問題はノレート 、第三セクタ ーの問題、それから、駅、車庫、それから、

今回着工するところの 5キロ、この五つの問題があるわけでございます。 さきのお話にもござ

いましたけれども、事業化の区間につきましては、 1 6キロでノレートを決定をした、というこ

とでございます。それから、経営主体でございますけれども、これは民間の活力を大幅に導入

しようということで、民間主導型の第三セクター をつくりま して、会社の運営をする、という

ような運営を行うというものでございます。残る問題は、駅、それから車庫、それから立川を

中心にいたしまして、 5キロメートノレの着工をどこにとるか、ということでございます。まず

その今、質問の中の 5キロの着手の問題でございますけれども、これは、着工が昭和 62年、

それから、 1 6キロの完成が昭和 72年 を目途にしております。それで一部完了したところか

ら部分営業を行う、 という計画でございます。そういたしますと、まず 5キロの着手といいま

すのは、理論的に考えますと、やはり車庫がどこへつくるかということで、 5キロの着手の区

間が決まってくるだろう、というふうに考えております。今、その詰めを東京都が行っている

段階でございます。

それから、出資の問題でございますけれども、出資の件につきましては、先般、代表者会議
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に御説明し、それから資料を議員さん方に配付をしたわけでございますけれども、その中に市

の負担分といたしまして、いわゆる公共側の出資を 46億 2，000万円予定をしております。

その 46億 2，000万円のうち、都と市の分担割合を 2対 1で負担をしていただきたいという

のが、東京都の考え方でございます。そうしますと、市の負担するのが、 15億 4，00 0万円

でございます。これを現在東京都の基本的な考え方は、 16キロの関連 5市で負担をしていた

だけないだろうか、という提案がなされております。これをどういう形で持つかということに

つきましては、これから早急に詰める、ということでございます。ごく簡単に申し上げますと、

仮に平均で 5市で負担をするということになりますと、 3億 800万円でございます。 これを

4カ年で負担をしてほしいということになりますと、 1年度 7，70 0万円ということになるわ

けでございます。そういう都の提案ではございますけれども、これは、やはり関連 5市、それ

から、促進協もございますので、そういうところで意見をまとめるということに現在なってお

ります。 モノレールの関係につきましては、以上でございます。

2番目のグート ポールの関係でございますけれども、これは 9月の議会に工事費を計上して

ございます。 早急に整備をして使えるようにしたい、というふうに考えております。現在、全

農の中にグートポーノレ場ございますけれども、当分の聞は、使えるように私どもは配慮をしたい。

さらに、高等学校が使用いたしましても、高等学校で、使ってないときには、地元が使えるよう

な配慮もしたい、というふうに考えております。&上でございます。

。議長(高橋通夫君 ) 震野行雄君。

o 1 0番(旗野行雄若) この行政報告書の最終ページ 63ページに教育委員会の所管

事項と して、遺跡調査会の使途不明金、不起訴処分に対する検察審査会への審査申し立てとい

うことが載っております。この業務上横領事件について、検察庁より不起訴処分の通知があっ

たということは、たしか全協であらましの報告は受けております。それに続いてこの報告では、

5 9年 11月 13日付で、会長及び市長名で八王子検察審査会に審査の申し立てをした、こう

述べられております。要するに検察の判断に不満であるということで、検察審査会に審査の申

し立て をした、ということであるわけであります。刑事訴訟法の 248条、いわゆる起訴便宜主

義と いう条文がございます。読んでみますと、第 248条犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の

軽重及び情状並びに犯罪後の状況により、訴追を必要としないときは、公訴を提起しないこと

ができる。要するに検察で不起訴処分にする根拠となる条文であるわけであ ります。 この検察
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の不起訴の処分の判断について、不満があって、検察審査会に審査の申し立てをしたわけであ

りますから、その辺がどうして検察がこのような不起訴の判断をしたかについては、いろいろ

調査なり何なりなされたことかと思いますが、その辺の結果はどうなっているのか、担当者に

まずお伺いしたいと思います。

0議長(高橋通夫君) 教育次長。

0教育次長(小山哲夫君) ただいまの御質問に対しまして、お答えをいたします。

いわゆるその不起訴処分にした、という具体的な調査をしたか、ということに対する御質問

かと思います。実は、この不起訴処分の中には、いわゆる起謝酋予を含むという判断でござい

ますけれども、その辺の見解を 9月 21日の日に通知があったわけでございますので、私ども

といたしましでも、その不起訴処分の具体的な判断、理由と申しましょうか、そこら辺に対し

まして、非常に関心を持ったわけでございます。そういう意味におきまして、私どもも直接こ

の捜査に当たりました検察官の方にも、その理由をただしたわけでございますけれども、いろ

いろとこの捜査につきましては、検察官の方といたしましての守秘義務等もございますので、

なかなかこれにつきまして、明らかにお答えをしていただけなかったわけでございます。これ

も弁護士の方も、実は、ある時期に検察官の方にも当たってその辺の事情につきまして、お尋

ねをし、その見解を求めたわけでございますけれども、先ほど申し上げましたような事情がご

ざいまして、なかなかそれに対する具体的な理由を示されなかった、ということでございます。

しかし、いろいろと私どもが、その検察官の方でのお話等を伺って、総合的に推量するわけで

ございますけれども、とにかく事件そのものが、昭和 52年度から 54年度にかけての大変古

い事件であるということが一つ、それから、もう一つは、いわゆる捜査に当たりましての基本

的な捜査の対象になりますところの、いわゆる証拠書類類等が、必ずしも整備されておらなか

ったというふうなことで、なかなかこれに対する個々 73 5件にわたっての捜査をお願いした

わけでございますけれども、これらを具体的に個々に明らかにするのは、具体的にも、時間的

にも、物理的にも大変困難性があったということの中で、よくこの捜査の内容を最終的に克明

に至るまでの捜査が大変むずかしかったというふうなことの中で、 一応着服した行為について

は、ある額につきましては、本人の方からの自白等もありますので、これについての解明をし

たわけでございますけれども、そういった中で、最終的なすべての捜査を解明することができ

なかったということと、それを裏づける具体的な何といいますか、資料を見出すことができな
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かった、そういうことからして、一応~8罪行為というものがある程度あったということは認め

ているわけでございますので、一応、不起訴処分、不起訴処分の中には、起訴猶予を含む、と

いうふうな判断に立ったんじゃなかろうか、というふうに私どもは推量しているところでござ

います。

0議長(高橋通夫君) 藤野行雄君。

o 1 0番(旗野行雄君) では、申し上げますけれど、この続いて刑事訴訟法の 260

条ですか、これは不起訴の通知についての条文ですけれども、不起訴にした場合は、速やかに

その旨を告訴人、告発人、または請求人に通知しなければならない。これは現実に通知が来て

おりますから、問題ないわけですけれども、続いて 261条、告訴事件等の起訴理由の通告に

関しての条文があります。読んでみますと、検察官は、告訴、告発または、請求のあった事件

について公訴を提起しない処分をした場合、つまり不起訴にした場合において、告訴入、告発

人または請求人の請求があるときには、速やかに告訴人、告発人または請求人にその理を告げ

なければならなL、。こういう条文があるわけであります。言いますと、不起訴処分にした場合、

告訴人、あるいは告発人から理由を開示してくれという請求があった場合には、検察では、そ

の理由を当然文書で告げなければならない、この 26 1条によって義務があるわけであります。

その辺の261条の手続をされたかどうか、確認したいと思います。

0議長(高橋通夫君) 教育次長。

0教育次長(小山哲夫君) いだいまのいわゆる刑事訴訟法 26 1条に基づいて不起訴

処分になった場合に、不起訴処分の理由を開示をするというのが原則である。これに対しまし

てのいわゆる開示を求めたかどうかという、こういう街]質問だと思いますけれども、 9月21 

日の日に不起訴処分にするという通知をいただいたわけでございますので、私どもといたしま

しては、 9月28日の日でございますけれども、私と前事務局長等と直接検察官のところへお

伺いいたしまして、 一応その辺の事情につきまして、具体的な理由をもう一度明らかにしても

らいたいということは、口頭でざいますけれども、ただしたわけでございます。文書でもって

はいたしませんけれども、口頭でもって、その辺の理由をもう一度ひとっただしてもらいたい、

ということは申し上げました。それに対するお答えは、先ほど私が申し上げたようなお答えで

ございます。 そういうことでございます。

0議長(高橋通夫君) 旗野行雄君。
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010番(旗野行雄君) 大事な問題ですから、口頭で検察官にそれを尋ねたというこ

とは、これは 261条にいう手続には当たらないと思います。きちんとした文書をもって開示

請求すべきだ。当然そうしなければ、どういう判断で検察側は不起訴にしたのか、こういうこ

ともはっきりしないわけでありますし、果たして検察審査会に審査請求して、それが認められ

るかどうかというようなこともよく検討してからでないと審査請求をすべきでない、どうもそ

の辺の手続をしてないということは怠慢ではないか、と私は判断しますが、どう思われますかo

O議長 (高橋通夫君) 教育次長。

0教育次長(小山哲夫君 ) 私もただいまの問題につきましては、一応そうし、う条文が

あるということは、承知をいたしております。そこで、一応この件につきましては、顧問弁護

士に一応代理をお願いをしているわけでございますので、顧問弁護士の方にもこの点につきま

しての対応をどうするかという ことにつきまして、一応相談したわけでございますけれども、

一応、文書ということよりも、一応口頭でもって伺うのが、まず第ーじゃなかろうか、という

ふうなアドバイスを受けましたものですから、口頭で伺ったわけでございますけれども、御指

摘のとおり、文書でもって請求するのが正しい、というふうに私は、今の御指摘の中で、理解

いたしました。

0議長(高橋通夫君 ) 藤野行雄君。

o 1 0番(旗野行雄君) 何か、その辺やるべき手続をきちんと役所でありながら踏ん

でいない、というふうに私は解釈せざるを得ないわけであります。その辺を検討しないで、や

みくもに検察審査会に審査の申し立てをするということ は、通っても通らなくてもいいんだ、

認めなくてもいいんだ、引き延ばし作戦だ、こうとられでもやむを得ない、と私は判断せざる

を得ないわけです。市長は、どうその辺考えられますか。

0議長(高橋通夫君 ) 市長。

0市長(森田喜美男君) この件につきまして、いろいろと議会にも御心配をかけてい

るわけでありますが、 9月27日付で八王子の検察局では不起訴処分にした、という通知を得

たわけでありますが、もちろん不満足ではありますが、どういう手を打つべきか、たしかその

際にこのことの報告とともに、全員協議会にも報告をし、御質問もあって打つべき手は、筋道

として、当然打たなければなりませんし、追求すべきことを筋道をつけておかなければなりま

せんo そこで、検察審査会に、判断を求めようというふうに考えておる、というふうにお答え
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をいたしております。それで、今私は法文のことはいちいち詳しく知るわけでもないんですが、

法律家にアドバイスをいただいたり、あるいは代理人になってもらっておるわけでありますか

ら、それに沿ったという部分も今、担当の方でお答えをしておるところであります。また、今

言われるこ とが手続として重要だ、と いうことも確かに感じますので、強いて言えば、 これか

らでもやっぱりやるべきことかな、とこのように考えておるところでございます。

0議長 (高橋通夫君) 藤野行雄君。

01  0番(旗野行雄君) 口頭でやり とり をしても、後へ何も証拠は残らないわけであ

ります。ましていろいろ様子を聞いてみますと、検察審査会に審査の申し立てをしましても、

ほとんど受理されるケースはない、というようなことも聞いております。今からでも遅くはあ

りませんから、きちんと したこういうことについては、対応をとってもらいたい。そのことを、

今までのことについては、大いに不満でありますけれども、これからのこととして要望してお

きます。

0議長(高橋通夫君) 古谷太郎君。

06番(古谷太郎君) 実は、私はこの件について、後で質問しようと思ったんですが、

回答が余りにもいいかげんである、だから、ここで関連として追求したい。

第一、百条調査委員会で明らかになったとおり、皆さんもうこの監査制度をつくらなきゃい

けない、ということは、もう昭和 51年 5月 28日、 6月 12日、 5 1年 8月7目、 51年度

で3回も出ている、調査会で。これは、百条調査の結果です。 52年 10月 15日に、また役

員会でもう原案をつくって 出している、監査制度をつくらなきゃいけないんだ。ところが、そ

れを一切やらない、 しかも、これについて昭和 54年 12月 11日に、ここにいらっしゃる谷

長一議員が、一体どんな経理をやっているんだ、という質問をしている。教育長は、牧野監査

委員にいろいろと面倒を見てもらっております、と慎重に答えておりますが、市長の答弁たる

や、大したもんなんです、これ、でたらめなんです。こういう答弁をしています。遺跡調査会

の会則は、私が市長に就任しましたら、既にでき上がっておりまして、こういううそを言って

いる。その条項の内容の改正は全会一致じゃなきゃできない、だから監査委員制度の改正がで

きなかったという言いわけだろうと思うが、その後で、監査制度をつくると、調査そのものを

がんじがらめにしてしまう、そのようなことを改正はよほど研究を要するんだ、と昭和 51年、

5 2年、ずっと言われたことをまたここでそういうことはしたくないんだ、監査なんかすれば
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がんじがらめにな っちゃうんだ、こういう意味の答弁をしている。こういうふうな先ほどの

用地買収もそうなんです。悪徳不動産屋さんが、たくさんもうかるようにやる。実測もいし、か

げんでやる。市長の姿勢が今日の問題を引き起こしたのであります。しかも、この問題は、委

託している遺跡調査会の問題なんです。裁判費用は、当然遺跡調査会の当時の会長である森田

喜美男君が支払わなければいけなt¥。それを市の税金で払っておる。しかも、柳下君は、既に

自分が使い込んだという 128万一千余円を市へ返しているじゃありませんか。市も受け取っ

ているんじゃありませんか。これから先、柳下君を追求する理由がどこにあるんです。あなたの

部下だった人です。そんなひどいことをどうしてするんです。私は、市長に聞きたい。今、柳

下君は、もちろん市長も知っているとおり、東京のがん病院ですか、腸のがんで入院している。

これは、長谷川秘書課長が親友ですから一番よく知っている。市長も知っているはずだ。あす

とも知れぬ命であるo だからこそ 12 8万一千余円を返してから病院へ入院したのであります。

警視庁の 9カ月にわたる調査二課の調査では、柳下君の使い込んだのは、自白によってだけで

あるが、 12 8万一千余円です。そのほかにいわゆる調査団が、何かよくわからない交際費等

に使ったのが 12 1万、年報印刷が 400万円、これは調査団が払うものです。坂詰団長以下

調査団が支払わなければいけない、こういう費用は、いいでしょう、無断流用 12 4 0万円、

これは証拠が挙がっている、無断流用。これは当然調査会の会長の責任だ。無断流用していい

わけがない、税金は。しかも全く使途がわからないのが 18 0 0万円、これは警視庁の調査、

ところが、その前にあなた方市の調査会がやっている。これは私も報告いただし、た、ここに。

これ明らかに使途不明金は、 1. 7 6 9万 2.6 5 0円ですと書いてある。これは賃金の流用とい

うふうに書いてある。百条調査委員会では、 1.600万余である、今度は、柳下君に2.1 0 0 

万返せと言っている、こんなでたらめなことがありますか、一体、柳下君が使った金は、柳下

君が返した。市もありがたく受けとった。いいじゃありませんか、それで。だからこそこんな

ことをやったということは、時間のヲ |き延ばしだけやって、延ばしていけば、普通の民事訴訟

は 20年、 30年かかるんです。かかりやそのうちに市民は忘れちゃうだろう。我々議員もみ

んなかわっていくだろう。こういう根性がなければ、こんなばかなことを今死のうとしている

かわいい昔の謀長に対し、使った金を返した人に対して、追い打ちをかけるなんていうことは

できないはずだ。一休今がん手術が終わって、しかし、大腸がんです。簡単に、これはもう

むずかしいと思う。 99婦、むずかしいと思う。その職員を金を返した職員を、何であなたは、
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こんなに追求したいんですか。私は、それを聞きたし、。あなた方の調査が、こういうりっぱな

調査がたくさん出ている O これも絶えず変わっている。裁判所へ訴えているのも変わっている。

大体、 警視庁捜査二課が 9カ月かかり、約 1年半以上、あと、さらにまた 9カ月検察庁が調査

している。明らかになった以上のことが、どうしてできますか、一体。それでわかった柳下さ

んが使い込んだと称する金額は、市役所に入っているんじゃありませんか、もう。何でこんな

ことをするんです。残酷、無残じゃありませんか。所信を承りたい。

O議長(高橋通夫君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 特に申し上げることもないように思うんですが、全貌はすべ

て公共事業、市の行政の中で行われたことでありますから、ーたびその解明、追跡をせよ、と

いう指摘に対しては、これはこたえていかなきゃならなL、。それがまた責任のある態度だ、と

いうふうに考えておりますので、解明のできる限りは、やっぱり尽すべきだ、こう思っており

ます。そのことをまた皆さんも求めておられるように思いますので、問題は、できるだけ解明

を図る努力をする、というのは当然だ、とこのように思います。

0議長(高橋通夫君 ) 古谷太郎君。

06番(古谷太郎君) 何を答えていらっしゃるんですか。警視庁という絶大な捜査能

力を持つ機関が、 9カ月以上かかって、しかも、捜査権という権力をもって調べた結果がここに

出ている。ですから、市長は、1.800万円市へ返してくださればいいんです、会長は。その

中をどうするのかは、倉又副会長、あるいはほかの理事と相談したらいいでしょう。1.800

万円を市長さんは、市へお返ししなさし、。坂詰さんは 52 1万円返してくれりゃいいんです。

柳下さんは既にお返しされました。しかも検察庁が捜査した、それ以上の捜査が民間の調査団

長が法律知識も刑事知識も全くないような我々がどうやって調査するんですか。一体、どうや

ってやるんです。 警視庁の調査結果は出た、検察庁もこれはもっともだということになった。

だから、柳下課長さんは、使い込んだ金だけは返した。それで不起訴になったんだ。しかし、

柳下さんも大変だったでしょう。病気になられちゃった。どうやって調査するんですか。市民

に発表したらいいじゃありませんか。警視庁の調査は、こういうことです。だから、各責任者

の方からお金を返してもらいます。まず森田喜美男団長からは、当然1.800万返してもらう

理事長だ、これ。そうじゃありませんD 無断流用した 1.240万円、これはちょっと返しにく

い。市民が泣くということになるわけです。この警視庁の調査をもとにして、検察庁は決定し
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ているんです。これをどうやって覆すんですか。そんなことできっこない。いいです、また。

そのような回答である、そのような根底であることを私は、心から遺憾に思います。

0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。

018番(古賀俊昭君) ちょっといろいろお聞きしたいことがあります。

最初に、人事異動のことに関しまして、直接は今回の 11月 1日の異動とは関係ありません

が、市長に確認をしておきたいことがありますので、お尋ねをいたします。

私は、ことしの第 1回定例議会で、緊急質問をいたしました。これは、社会課に 1名主査が

増員をされたということに関しての一般質問でございました。この社会課の主査の方は、社会

福祉協議会の担当ということで、社会福祉協議会に関する行政側の人間として、それにかかわ

る仕事をするんだ、という市長の答弁があったわけであります。私は、そのとき、出向でもな

いし、職免で社会福祉協議会に常勤するということでもないと思ったんでありますが、その後

の経過を見ておりますと、この社会福祉協議会担当の社会課主査は、朝、市役所に出動をされ

るD そうするとすぐに社会福祉協議会に出向いて 1日、つまり終日、社会福祉協議会で仕事を

なさっているD 仕事は、内容についてはよくわかりませんが、つまり市のこの庁舎の中では、

お仕事は何もなさってないわけであります。こうした勤務形態が、果たして正常な職員の勤務

と言えるのかどうか。私は、第 1回目の定例議会の緊急質問の中で、当然、主たる勤務場所は、

この庁舎内である、こういうふうに理解をしておりましたが、事実がはなはだ異なってき てお

りますので、この点を市長にこうした勤務形態を今後も続けてし、かれるのかどうか、その点を

第 1点お尋ねをいたします。

それから、再三話が出ております福祉事業団のことについてお尋ねをいたします。来春発足

を目指して、今いろいろ準備がなされているようでありますが、この公立民営の東京都で初め

て設立をされるという福祉事業団の施設の職員の方の採用については、どのような計画が立て

られているのか。事業計画を拝見いた しますと、現在 14名の職員がこの施設の運用に当たっ

ていくという ふうに計画ではなっております。この職員の採用については、どのような計画を

お持ちなのか、つまり、従来こう した関連の施設で、いままで経験を積んできたような方を中

心に構成をするのか、または専門の学校等で、専門知識を持ったある程度若い人たちによって

構成する、というような考え方があるのか、その職員採用の考え方についてお尋ねをいたしま

す。
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それから、もう一つは、庁舎の管理規程についてでありますが、今、市役所の庁舎の中に、

最近全紙大の新聞紙大の大きさのポスタ ーが張られているわけです。 r1 2.7開戦の日前夜、

もしもあす戦争が始まったら」という大変好戦的な内容のピラが張られているわけであります

が、この主催は、核を考える日野市民の集い実行委員会というところが、主催するということ

にポスターを見るとなっているわけであります。ところが、この会の開催場所は、何と日野市

役所の 505号室ということになっております。市役所の会場を使って行うこうした行事、い

ろいろなものがあると思いますが、庁舎の管理規程も実際無視をして、許可も得ないポスタ ー

を市役所の庁舎の中に張りまくる、こうした行為をなぜ黙認をしてお られるのか、どのような

対処をなさっているのか、きょうがちょうど 12月7目、その日でありますが、午後 5時半か

ら始まる というよう な予定になっておりますが、この ピラ については、当然撤去を求められた

のではないかと思います。そうなさることが、当然、管理規程を見ればわかるわけであります

ので、その対応がどうであったかお聞きをいたします。

それから、これは福祉部長にお聞きした方がいいかわかりませんが、先ほど、新日本エンタ

ープライズの話が、わが会派の小山議員の方から いろいろ るるあったわけでありますが、私は、

先日、社会福祉協議会主催の催 し物の会に出ましたら、高額寄付者に対する感謝状の贈呈とい

うことがございました。 さかのぼって社会福祉協議会の方に対する高額寄付ということ を見て

みますと、昭和 57年 4月 1日から、 58年の 3月 31までの問に、つまり 57年度に新日本

エンタープライズ、 つまり株式会社新日本エンタープライズが、 200万円社会福祉協議会に

寄付をした、ということになっております。当然、これを上回る高額の寄付というのはどこに

もないわけでありますので、社会福祉協議会は、当然、この新日本エンタープライ ズに心を込め

て感謝状を送られたのではなし、かと思いますが、この新日本エンタープライズに対して、感謝

状を日野市社会福祉協議会が出した事実があるかどうか、その点をお尋ねをしたいと思います。

以上であります。

0議長 (高橋通夫君 ) 市長。

0市長(森田喜美男君) 人事異動のことで、社会謀主査を配属いたしました。自社協

担当という特命っきであります。それから先の日社協は、当時、事務が多いにもかかわらず、

なかなか事務局長の不在等の事情もあって、不十分だというふうなこともありましたし、それ

から、日社協は、極めて地域福祉の活動の本拠として、大切な法人格を持つ団体でございます
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ので、もう最大限に市の福祉行政の補完をやっていただくとともに、また協力をしあう団体だ

という認識であります。したがし、まして、仕事が必要ならばお手伝いをする、ということは当

然だと思っておりますし、その上の仕事の対応につきましては、主管課の方からお答えをいた

させます。

それか ら、福祉事業団の職員採用の考え方についても、福祉部長からお答えができ るように

なっております。

庁舎内ピラその他につきましても、それぞれ法規に基づいた措置は してありますので、主管

部長からお答えをいたします。

0議長 (高橋通夫君) 福祉部長。

0福祉部長(高野 隆君) まず第 1点の社会課の主査、これは池上主査だと思います

けれども、この者の業務形態は、どうかという御質問だと思いますが、これにつきましては、

当初から市の方へ机を置きまして、それで向こうに手伝いに行くということでありましたので、

当初から朝は市役所の方に出動をいたしまして、それで向こうの方の朝のうちに事務的な打ち

合わせをやりまして、向こうの方に手伝いに行く、それで終わったら帰ってくる、こういう形

をとっております。 1週間に水曜日はこちらに在勤をしろ、ということで 1日こちらの仕事を

しておるという状況でございます。現在、社協の方の事務は、補助金等の事務を担当してやっ

ております。

2番目 の社会福祉事業団の職員の採用の問題でございますけれども、これにつきましては、

来年度の事業開始ができる ように職員の公募による採用をしたい、というぐあいに考えており

ます。施設長は、一定の資格要件がございますので、東京都の方にお願いをして推薦をしてい

ただしということで考えておりますが、現在、話を進めておりますけれども、一般の職員

1 2名でございますが、これにつきましては、一般の公募によりまして、募集をし、試験をし、

採用したい、という ぐあいに考えております。

4点目の社協で先般表彰を行った、これについては、新日本エンタープライズに感謝状を出

したか、こういうことでございますが、確実なことは承知しておりませんので、後ほど調べて

お答えをしたいと思います。らL上でございます。

0議長 (高橋通夫君) 総務部長。

0総務部長(伊藤正吉君) 庁舎管理規程に基づきますピラの関連でございますが、庁
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舎管理規程に基づきまして、一応、庶務課の方へ届け出をいたしまして、庶務課の方で許可を

したものにつきましては、庁舎にビラを掲示することができる。こういう規程になっておりま

す。今、御指摘のピラにつきましては、組合用のピラの掲示場所が各階にございますので、そ

こに張るように私の方は、組合の方に申し入れをしているところでございますが、まだ趣旨が

徹底しておりませんので、すぐ即刻、庶務課長に指示いたしまして、掲示板に張るように指導

したいと思います。

0議長(高橋通夫君) 古賀俊昭君。

o 1 8番(古賀俊昭君) まず社会諜の主査の方のことですが、水曜日は別にして、朝、

こちらの庁舎の方に出動して、 1日向こうに行って仕事をなさる、そして、こちらに夕方また

帰ってくる、ということで 1週間のほとんどは社会福祉協議会の中で仕事をしている、という

ふうに言えるわけです。当然出向でなければ、こちらの方に机を置いて、勤務の場所はこちら

だ、というような言い方をされるんですが、実際は市役所の方にはほとんどいる時間はないと

いうことで、こうした勤務形態は、続けることはし、ささかも支障がない、支障といいますか、

いろいろ職員の配置の点で問題はない、というふうにあくまで正常な形だというふうに考えて

おられるのかどうか、 もう一度確認をいたします。と申しますのは、社会福祉協議会との連絡

に当たるということ、つまり、社会福祉協議との連絡の窓口の役割をするんだ、というような

先般では仕事の内容について説明があったわけですが、常時社会福祉協議会の仕事に携わると

いうことであれば、これは当然出向のような形になってしまうわけです。勤務の実際の形態は。

そうしますと、やはり社会福祉協議会に身分を置いて、その職員の人件費等については、市が

補助金等で見てし、く、というような考え方の方が、むしろ自然ではないか、というふうに私は

思います。この点全く問題がないというふうに市長も助役もお考えなのかどうか確認をいたし

ます。

それから、福祉事業団の職員採用について、これから進めていくということでのお話でござ

いましたが、私がここでお聞きをしたかった点は、つまり市の職員の方と同じように福祉事業

団の職員の方の給与の体系は、一体どうなるのか、ということでお聞きをしたわけであります。

つまり、市の職員に準じた処遇が行われるのか、つまり、通し号俸制の適用がそのままあるの

か、この点について確認をいたします。

もう 1点、新日本エンタープライス'の社会福祉協議会への 200万円の寄付については、後
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目、調査をして報告があると思いますので、この点は、本日は結構であります。

次に、このまさに戦車の絵が入りました、非常に好戦的なと先ほど申しましたが、 ピラが張

られているわけであります。再三申し上げておりますように、自治労のピラも相変らず所構わ

ず張られているということで、庁舎管理規程は、全く守られていないわけでありますが、総務

部長は、今、職員組合の掲示板に張るように言ったんだ、というようなお話でしたが、これは

職員組合は、確かに連絡先にはなっておりますが、主催は、核を考える日野市民の集い実行委

員会、 という職員組合とは関係のない団体が主催することになっ ています。関係のない団体の

ピラを、どうして職員組合の掲示板に張りなさい、というふうにおっしゃ るのか、その点全く

理解ができませんo こうしたピラを、市役所の庁舎を利用して会合を開く者が、庁舎管理規程

も守らない、こういうことを堂々と白昼行うわけですから、当然、撤去を求めてもそれに応じ

なければ、許可した使用を取り消すべきだと私は思います。まだ開会されるまで 1時間ほどあ

りますので、即刻、取り消しをされたらいかがかと思います。その点についての考え方をお聞

きをいたします。

それから、市長にちょっと先ほどの社会福祉協議会の担当の主査の、社会課の主査の方のこ

とで聞きましたが、事務局長不在の期間があった、ということをちょっとおっしゃってたんで

すが、私、 58年度の決算のときに、社会福祉協議会の方に対する補助金を見ておりま した ら、

事務局長の手当等に対する補助というのは、たしか 12カ月通して出てたような気がするんで

す。ということは、不在の期間はなかった、というふうに考えられるんですが、その点矛盾を

しなし、かどうか、もう一度確認をしたいと思います。らL上です。

0議長 (高橋通夫君) 市長。

0市長(森田喜美男君)

お答えをいたします。

日社協関係の主査の質問の、特に再質問された部分について

自社協と市の福祉行政との関係は、先ほど申し上げたとおり でありまして、で きるだけ円滑

に事が運ぶように指導もするし、お手伝いもする、こういう役目を持って差し向けてあります。

しからば、日社協に常時机を置いて勤務するというのが正常かということは、これは、正常と

はそういうことを差して いるわけでありません。場所が特に向こうであった方が便利がいい、

ということはあり得ると思っておりますけれど、そのあたりのことは、当然だというふうには

言えないと思っております。

- 42-

それから、事務局長が、不在というのは、確かに相当期間あったわけでありまして、予算の

中で計上したりしているのは、余分があれば当然精算をされるものでありますから、予算と在

不在とは今回のところでは直接の関係はない、不在の期間は、相当期間あった、と いう ことは

事実でございます。

0議長 (高橋通夫君) 福祉部長。

0福祉部長(高野 隆君) 福祉事業団の職員の処遇は、いかになるのか、ということ

でございますが、これは、社会福祉事業団との設立及び、運営の基準についてということで、昭

和 46年 7月16日に厚生省の社会児童家庭局長の通知がございます。これによ りますと、事

業団の職員の処遇は、事業団を設立した地方公共団体の職員に準ずること、ただし格付けに当

たっては、単に年功的処遇を行うのではなく、職務に応じた給与の支給、適切な配慮を加える

ものとする、ということになっておりますので、必ずしも通し号俸を適用するのが正しし、かど

うか、ということについては、その辺のところによって判断をして、正しい給与の格付をしな

ければならんだろう、というぐあいに考えております。

0議長 (高橋通夫君) 総務部長。

0総務部長(伊藤正吉君) 核を考える会という主催の団体のポスターの件でございま

すが、これの庁舎の管理に照らし合わせまして、一応許可を得ているか、得てなし、かという確

認の上で、しかるべき処置をとりたいと思います。

0議長(高橋通夫君) 古賀俊昭君。

o 1 8番(古賀俊昭君) 今、総務部長のことは、ちょっと後にしまして、ちょっと私、

今、市長のお話を聞いていてちょっと気になったことは、事務局長が不在の期間があった、つ

まり社会福祉協議会において、 事務局長がし、なかった期間が相当期間あった、ということです

が、 58年度の決算では、たしか事務局長の引き継ぎが、スムーズに行われたような、たしか、

私お聞きしたら答弁が福在日E長の方からあったんですよ。つまり、そのことで予算措置、つま

り決算については、問題ないというふうなことだったと思うんですが、精算が今なされている

んじゃないか、という市長の答弁ですが、不在であった期間については、今、おわかりになれ

ば教えていただきたいんですが、精算なさったような御記憶はございますか。それが一つo

それから、もう一つ総務部長の今お答えになったこと、私がお聞きしたことに、的確にお答

えになってないんですが、職員組合とは主催団体が違う会、団体が、催し物を役所でやるから
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といって、庁舎内に勝手にピラを張りまくっていいということは、庁舎管理規程には、どこに

も書いてないわけです。それを組合の掲示板に張りなさい、というふうに指導されたというの

は、ちょっと納得し、かないんですが、その理由についての答弁がございませんでした。しかも、

市の庁舎を使って会を開くということであれば、少なくとも、庁舎の管理規程を守ってもらわ

ない人には、やはり注意を促して、それを守らなければ、使用についてはこれを断る、という

ことが、私は庁舎管理者としての当然の考え方であっていいのではないか、というふうに思い

ます。そうした姿勢がなければ、庁舎の管理規程は、自治労の職員組合に踏みにじられて久し

いわけですが、さらに、今度は市民団体からも全く無視をされて、市の庁舎管理規程は、守ら

れていないということで、二重三重に庁舎管理規程が空文化されてくる、ということになる と

思います。核を考える前に、よく庁舎管理規程というものをまず知ってもらいたい。そういう

指導を即刻!なさっていただきたt'0私は、今まだ時間もありますから、この団体に対して、今

まで指導をなさった結果、ポスターの撤去がなされていないわけでありますから、使用につい

ては、もうお断りになった方がいいと思います。その点についての確認をもう一度お願いをし

ます。

O議長(高橋通夫君) 市長。

0市長(森田喜美男君 ) そうし 1う野方図なことを許すことはできませんから、貸さな

いということはいたしませんが、撤去させることを直ちに指示する、こういうふうに思います。

0議長(高橋通夫君) 福祉部長。

0福祉部長(高野 隆君) 日社協の事務局長の不在の期間が相当期間ということで、

何カ月かということでございますが、私の方の手元に現在資料がございませんが、たしか、 1 

月から 3月までの 3カ月閉じゃなかったか、というぐあいに記憶しております。その辺につき

ましては、 58年度決算でちょっと手元に資料がすぐございませんので、正確なことを申し上

げられませんが、その聞は給料が支払われていないのであれば、当然補助金の返還ということ

が出てきていたんだろう、そのような記憶を私、ちょっと持っているんですが、そういう形で

補助金の返還で収支を償うという形になります。したがって、東京都の方の補助金も当然、返さ

なきゃならん、ということで、その処理を確かにしたように記憶がございますが、後ほどよく

調べましてまたお話し申し上げたいと思います。以上でございますo

O議長(高橋通夫君) 古賀俊昭君。
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0 18番(古賀俊昭君) 今の事務局長、社協のことに関しては、後で御報告いただく

ということですので、自社協の新日本エンタ ープライズに対する感謝状の有無のこととあわせ

て、後ほどで結構ですので、説明をお願いをしておきます。

市長にもう一度お尋ねするんですが、市の外部の団体が、市役所の庁舎を使う際に、そのP

Rをやる ことは、一向に構わないわけです。どこに張ろうと、市長の部屋に張ろう と構わない

んですが、 しかし、それがちゃんとやはり許可を得て、所定の手続を踏んだものでなければ、

市長は、やはりそうしたものの撤去を、当然求められてしかるべきだと思います。市長もこの

後出席して、何かお祝の言葉かなんか述べられるんじゃないかと思いますが、みずからも、そ

うした不法な手続を行し、ながら、 PRを行いながらやっている会合に、まさか出席をして、そ

うした会で御発言なさるというようなことはないと思いますが、こうした庁舎管理規程を全く

無視をした市民団体が、市役所の中を潤歩するという、この日野市役所の現状を思うと、非常

に情けなく思います。しかも、全紙大の大きな戦車の絵の入った非常に戦時中のポスターを思

わせるようなものをべたべたと張りまくって、それが市長は今まで気づかなかったようなこと

をおっしゃる、まことに遺憾であります。私たちがこういう指摘を再三やっているんですが、

一向に改善をされない。しかし、言わなければさらに事は悪化するであろうと思いますので、

あえて申し上げているわけでありますが、市長にこの会に出席されるかどうか、確認を最後に

して終わりにしたいと思います口

0議長 (高橋通夫君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 私も、その事実を余り正確に知っておりませんが、今、聞く

限りにおきまして、そういった宣伝ピラを庁舎内に勝手に張るということは、これは許される

ことではない、というふうに今申し上げました。それから、その会がどういう団体によって主

催されるものであるか、また、私も正確には存じませんが、十分判断をして臨みたい、こう思

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) 判断をする材料は、既にこれだけそろっているわけです。庁

舎の最高の管理責任者は、市長にあるわけです。その管理規程が守られていないということか

らすれば、是非を考える余地はもはや残っていない、 というふうに私は思いますが、まだ今か

ら考えて、出席する場合もあり得るということですか。私は、こういうものに出るべきじゃな
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いと忠L、ます。 L、かがですか。

0議長 (高橋通夫君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 先ほども申し上げましたとおり、内容、それから事実をよく

把握しておりませんので、なお、正確に判断をした上で、対応したいと思います。

。議長(高橋通夫君) 古賀俊昭君。

018番(古賀俊昭君) 市長も、この核を考える市民の集い実行委員会の紛れもない

仲間だ、ということがはっきりいたしました。出席をされるならば、出席をして大いに管理規

則など無視しましょう、という演説でもぶっていただければと思います。 y上です。

0議長 (高橋通夫君) 古谷太郎君。

06番(古谷太郎君) 小数会派のひ弱さといいますか、最後になるようですけれど、

しかし、質問内容は一番いいです。

まず 14ページと 18ページ、これについてお聞きしたL、。きょう高等学校の建設計画等が

発表になりましたが、これに合わせて、この用地の雨水の排水計画を本年度の 3月の第 1固定

例会で市長から説明がありました。第 1期工事約1， 200メートルの距離を南平小学校のとこ

ろを起点として、そして、南平台の団地から川崎街道にぶつかるところまでを何とかしたい、

第 1期、ことし 59年度であります。 60年度で第 2期工事を完了して、この高等学校用地の

雨水の排水を完全にいたします。そうしませんと、南平三丁目、四丁目の方々は、ここの雨水

によって大被害をこうむる、こういう御説明があった。私どもは、市長の説明を納得し、 3億

3，000万円にも達する第 1期工事の予算を承認したのであります。ところが、この 14ペー

ジを見ますと、何と南平小学校のところから、都道川崎街道までしか、この予算には出ていな

い。あと 70 0メートノレ、第 1期工事です。さらに 1，00 0メー トノレあるんです。来年度やら

なきゃならないのが。この排水路ができないと、高等学校のグランドをつくったり、校舎をつ

くったりすることによって、今まで山の中に浸透していた雨水が、住宅地に突入 して くる、だ

から、どうしても 5億円は要するんだ、 こういう あなたの街夏見明でした、市長の。私ももっと

もだと思います。今まで土の中に入り込んでいた雨水が、グラウンドを固め、校舎をつくれば、

必ず下へ流れてきます。一体、この全工程からいけば、 4分の 1程度しか今回の行政報告によ

る契約には出てこなL、。そうなりますと、あと 3億 3，000万円余の予算ですから、今度この

予算書に出ているのは、驚くなかれ8，000万円です。あとどうな さるつもりでいらっしゃる

-46-

のか、この点をよく教えてもらいた~'0そうしませんと、東京都のこの校舎建築をちょっと待

ってもらわなきゃならない。私どもは、東京都の仕事も大事です。しかし、南平四丁目、八丁

目、三丁目、二丁目の人々の方が、私たちは守らなきゃならない、市議会議員ですから。です

から、排水路ができる見込みがないのに校舎をつくられたらえらいことになる、校庭つくられ

たらえらいことになる。もちろん、この校庭には、水をためるんだと言っています。それなら

何日ぐらいためてりゃいいんだか、 しかし、どっと多けりゃ校庭の水はあふれ出ます。ただ、

四丁目、三丁目は水びたしになる、低いですから。一体どうなさるつもりであるのか。私たち

は、市長の御説明を信じて、 3億 3，000万の第 1期工事をやれば、来年度第 2期が約2億だ

から、そうすれば何とかこの校舎の建築をしても、グラワンドをつくっても、被害は出ないで

済むんじゃなかろうか、これは雨水排水路ですから、そうですね、幹線雨水排水路になるんで

す、将来。この工事はどうなさるつもりか、この先の見通しをはっきり教えてもらいたい、こ

れが 14ページの第 1点、まずこの点をひとつ、この工事との関連があります。

0議長(高橋通夫君) 助役。

0助役(赤松行雄君) 1 4ページの方には、御指摘のような形での改修工事が完了し

ておるわけでございますけれども、それでこれに引き続きますところの用水の改修工事でござ

いますけれども、この改修工事につきましては、測量 というのが、改修工事の前に必要でござ

し、ます。沿道の地主さん方と、今立ち入り測量の許可をいただくというふうなことで、私が先

頭に立ちまして、南平の地主さんでございますけれども、交渉を進めておるところでございま

す。当初、宮のその方が関連しました宮の公有地との関係で(l'宮つてなんだJと呼ぶ者あり)

宮部落でございます、上田の隣の宮でございます、いろいろ問題点がございまして、そこの第

1点に解決をしまして、それで南平のこの用水の川崎街道からさらに上流というふうなことで、

かわら屋までですか、南平台住宅に入ってまいりますかわら屋さんがあります。あそこまでの

区間の調査というのが 2期工事でございます。これについての立ち入り調査の測量の許可をも

らう交渉を今しておるところでございます。なかなか難渋しているというのが現状でございま

す。いろいろきつい御意見をいただいておるわけでございますので、さらに地主さんと円滑な

交渉を進めたい、こう思っておるわけでございます。事柄が南平小学校の前を走っております

市営住宅に参ります東西の道路がございます。これとのかかわりの問題がございまして、立ち

入り調査の許可がいただけないというふうな状況でございます。もう三、四カ月ほど交渉して
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いるわけでございますので、交渉の方ももう一息ということでございますので、なお一層熱を

入れて陣頭指揮をやっていきたい、こういう考え方でおるわけでございます。

0議長 (高橋通夫君)

06番(古谷太郎君)

古谷太郎君。

助役、市長も努力してくださいよo これは都立高校ができない

んですよ、着工。着工すりや水の排水路がなし、から、台風でも来たらもうあの下の今の平歳治

さんなんか助かるんだ。今までの人は被害をこうむらない。ところが、その下の人がこうむっ

ちゃうんだ。下の人は、建て売りゃなんか買った人がたくさんいるんだ、 1期工事ですらこと

し終わらなきゃ、 2期工事着工できないわけだ、来年、そうですね。南平台のかわら屋さんと

ころまで工事をしなきゃ、来年間に合わないんだ、この校舎の建築が。だから東京都に着工延

期を申し入れなきゃならなくなる事態が、あなた方の努力によっては、 3月31日までにでき

なきゃ、ちょっと待ってくれ、この余りかたくしちゃうと雨水が、はんらんするからというよ

うな形になら ざるを得なくなる、これは非常に大事な点なんです。どこのうちだって雨水の排

水をきちんとしないでうちをつくったらだめなんです 。だから こそ、私たちは 5億円以上の

予算を、ことしは 3億 3，000万ですが、認めたわけです。工事費は 2億 3，0 0 0万、 測量費

が1.400万、用地買収費が8，500万、そうでしょう。ところがこの予算を見れば、たった

8，800万しか出てなL、。 3分の 1しか出てない、それじゃどうも私どもは執行の熱意が足り

ない、というふうにみなされても仕方がないんです。努力が足りない、この建築をつくるから、

私は、今御注意申し上げています。この御注意が、無効になることを心から希望したし、。必ず

私は南平ではありませんが、南平は申しわけないけれども、あそこの田中の地域の人たちは、

大変な被害をこうむらざるを得なくなる。このことだけはここで指摘しておきますD 執行が 3

分の 1しか進んでいない、契約の。契約ですよ、これは。これは事業なんかひ とつもやってい

Tよし、。

次の 18ページ、この問題は私は不可解なんです。私は現地を見ました。クヌギ林の山です、

1 8ベーク、間管財株式会社から、坪当たり 63万円という非常な高価であの山林を買ってい

ます、クヌギ林を。しかも、朝日新聞によりますと、この土地は市長の親友であり、前の都市

計画審議会日野市の委員でございました、北条 忠氏の所有地であります。私は、この事業報

告を見まして、 18ページ、新聞見なければ間管財という会社が持っているのかと思ったらそ

うじゃない。朝日新聞にはそう書いてある。鈴木独歩さんの土地を非常に高く買って、独歩さ
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んに喜ばれました。今度は 1億 4，000万円というお金を使って、北条 忠さんをお救いにな

る。先ほどの市の職員柳下君に対するやり方と、この悪質不動産業者に対する市長さんの行政

執行が、余りにも対照的だからお聞きしたい。

まず第 1にお聞きしたいのは、私どもは日野緑地、この周りの緑地をたくさんの地主さんか

ら提供をしていただきました。この緑地は、地主さんに時価の 3分の 1です。で区画整理で換

地をしたのであります。時価の 3分 1。しからば、この豊田緑地は、当然時価が 200万円も

するところかどう か、この山が、 1点。

第 2点は、東光寺小学校の北側の山をことしの春、日野緑地をつくるんだと言って買収をし

ました。結構な ことなんです。坪当たり 8万円であります。日野駅からごく至近な東光寺小学

校のクヌギ林が 8万円です。北条 忠さんがお持ちの豊田の清水谷公園の上段、要するに西側

の山が 63万円、こういうふつなやり方があるのかどうか、親友ですから、救ってやろうとい

うお気持ちは理解しないわけではありませんO だからといって、市のお金を不公平に使う。日

野緑地を持っていた我 、々 あるし、はまた谷さんもそうでしょう。前田さんもそうでしょう。滝

瀬君もそうでした。中島さんもそうです。みんな 3分の l以下だ、時価の。こ のところだけは、

北条 忠先生のお持ちのところだからというわけで 63万、 3分の 1とすれば 18 9万円でな

きゃならない、時価は。しかもです。買わなく ていいんです。宅地規制法とか、いろいろの規

制法でもって、この本当に都市計画 35ページから、いいですか何十件と 40ページまで延々

と続いて、自己の所有地の造成については、厳しい規正をされております、たった 200平方

メートノレもないようなところまで。それなら間管財会社が宅地をおっくりになる。厳しく規制

をした らし川、じゃ ありませんか。今 1億4，000万もの市の尊いお金を出して、親友をお救い

になるというお気持ちはわからないことないんですが、私は、この不公平な点をよく聞きたい。

なぜ東光寺東小学校の北側の緑地が 8万円で、豊田のあそこが 63万円であるか、 しかもあわ

てて どうして買わなきゃいけないんだか、親友を救うという気持ちはわかる、友情だから。だ

けれども、これは市の金だ。あなたが買うならいい。この前、市長はこういうことを言った。

高幡福祉センターは、好意でやる。好意でやることは、個人が出すことなんですよ。それを好

意というんです。自分の金を出すんなら好意でしょう。税金など使うことは好意じゃありませ

んよ。これも税金です。不公平になぜなさるのか、あなたの率直なお気持ちを承りたい。らL上

です。
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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) ただいま御質問のございました多摩平二丁目の土地

の買収の経過等につきまして、私から御説明を申し上げます。この土地は、御指摘のように現

在、山林になっております。清水谷公園のすぐ横の山でございます。この所有者は、従来は株

式会社連山という会社の所有であったわけでございます。これは、ただいま御指摘の内容にも

ありました北条氏が関連している会社でございます。この土地につきましては、現在の状況で

は緑地には含まれてございません。普通の一種住専の地域で緑地の綱がかぶっておらないとこ

ろでございます。したがし、まして、この土地を開発したいという希望は、前々から私ども受け

ておったわけでございますが、すぐ隣が清水谷公園という良好な公園であり、また、あそ こは

湧水池としても非常に貴重な池を所有している公園でございます。したがし、まして、ここのす

ぐ横を開発をされるということは、湧水がとまる恐れも出てくるというふうな観点から、私ど

もは、ここを開発するということは遠慮、していただきたい、ということを常に申し上げてきた

わけでございます。北条氏からも、そういう申し入れがあったんですが、お断りをしてず、っと

きておりました。どうしても開発をするということであるならば、市が緑地として買い取りた

い、ということも申し入れをしてあったわけでございます。 しかし、その後、北条氏が御存じ

のようなことになりまして、ここにたくさんの担保がかかっておりました。北条氏は、この土

地に担保をかけて、あっちから、こちらからという形で融資を受けておったようでございます

が、その中に、ここにも記載してございます間管財株式会社というのが、債権者として載って

おるわけでございます。この間管財が、あの事件が起きて以来、北条氏にかわっていろいろと

その資金を捻出をしたようでございます。これは、私、間管材の社長さんから直接お聞きした

ことでございますので、間違いなし、かと思いますが、資金を出して、これらの担保関係を一切

全部消した、それと同時に、この土地については、自分の担保もあったわけでございまして、

一応ほかの担保を消して、自分で土地を持った、という経緯がございます。それで、その過程

の中で、この土地が間管財から売り に出される。

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川、ますが、これに御異議ありません。

C I異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長 (高橋通夫君) 御意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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に決定いたしました。都市整備部長。

O都市整備部長(結城邦夫君) 続けさせていただきます。

それで、間管財が、この土地を売りに出すという話が、宅開業者の中に相当流れたわけでご

ざし、ます。私の方に引き合いがあった件数だけでも、 10件ほどの開発業者からの引き合いが

ございました。果たしてこの土地を買って市は開発をさせてく れるのかどうなのか、 という内

容でございます。私どもは、皆さんに対しまして、この土地はお買いになっても市は開発をさ

せません、とはっきり申し上げてきたわけでございます。そこで、間管財の社長さんに来てい

ただきまして、この土地を売りに出したのかどうなのか、ということを確認をいたしました。

ところが、いや、まだ直接売りには出してない、 しかし、業界の中では、そのような動きがあ

る、ということも十分承知しておるし、私も資金を北条氏のために相当ここで捻出 をした、し

たがって、どうしてもこの土地は手放さざるを得ない、ということをお聞きいたしました。市

の方といたしましては、これを例えばどこかにお売りになっても宅開業者であった場合には、

それは私どもは開発は一切させません。ただ間管財の方からは、市に対して買い取り請求とい

うことは当然、出すことができますので、もし、ほかに売るということであるんならば、ひとつ

市の方にその手続をしてほしい、ということで、買い取り請求を市の方に提出をさせたわけで

ございます。私どもは、ここは良好な緑地として、清水谷公園と一体とした緑地保全をしたい、

というようなことで、買取り請求に応じまして、用地謀の方にこの土地の買い取りをお願いし

たわけでございます。そういう経緯がございまして、この土地を入手していただいたわけでご

ざし、ます。

0議長(高橋通夫君 )

06番(古谷太郎君 )

古谷太郎君。

説明にならなし 1からもう一度聞く。要するに北条先生がたくさ

んの借金をした、鈴木独歩さんがたくさん借金した。要するにエンタープライズに当たるもの

が間管財ですよ。こう いう ふうに理解が簡単にできます。それで、日野台一丁目の工場跡地は、

せっかく社長さんが 60万円で売りに来たのに見向きもしなL、。あんな平ないいところです。

ここの場所は斜面です、幾ら何といっても。しかも、クヌギの生えている斜面、だから、僕は

申し上げているんです。すぐそこの神明一丁目のところのやっぱり住専一種です。同じところ

です。滝瀬政吉君が市にお売りしました。そしたら、やっぱり緑地に充てた~¥から、いいです

か同じ理由ですよ。緑地に充てたいから値段は 3分の 1にしてくれ、滝瀬君は、市が将来緑地
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として使うんじゃやむを得ない、そこで坪いいですか、 6万円で市へお売りしています。そん

なことあなたよく知っているでしょう。緑地じゃありませんよ。今、東光寺小学校の北側でも

そうでしょう。南側。緑地じゃないですよ、住専一種でしょう。だけれど、緑地に将来したい

からと同じ条件、片方は 3分の 1ですよ、将来緑地にする。ここは将来緑地にする 3分の 1だ

から 18 9万円もするのかなと思って私は見に行った。あんな山が 100万円もしない。それ

はするわけがなし、。あの前に剣道のところがあるんです、今度つくったところが。笹川先生が

おっくりになられた。青少年の体育の振興のために、剣道場ができた。あの剣道場は平です、

あそこは、あれが幾らだか調べてごらんなさい、私の方がよく知っています。着工式のときに

私は招待を受けた。だけれども、いいですか、私は、今言っているんですよ、滝瀬政吉君やそ

の他の地主が売るときにはクヌギ林なり、将来緑地にすると称して 3分 1程度でしか買わない

んです、というふうなことでやってきたのを、なぜここだけは、あるいは南平の高校用地だけ

は、時価で買わなきゃしょうがないか。時価かどうかは知りませんよ。担保の料、例えばの話

がですよ、鈴木独歩さんの担保が 12億円、だから 12億でエンタ ープライズは買う、今度は

北条さんの担保が 1億何千万だ。それじゃそれを市がそれで買いましょう。いわゆる担保の金

額で買っているわけだ。そんなばかなことがありますか、一体。うんと借金してどうですか市

長さん、私の山買いませんかと来たら、ああ、いいですよ、じゃ、担保切りかえましょう、こ

ういう中間会社をつくって買うんですか。私は、将来緑地にするから 3分の 1にしてくれとい

う話は、 じかに滝瀬政吉君が、ここへ山を売ったときのことを聞いている、神明一丁目ですか、

二丁目ですか。一体どういう基準でこういうふうなことをなさるのか、これは、恐らく担保の

借金の金額が 1億 4，000万なんです、市長。だからきっと 1億 4，000万で買っているんで

す。あるいはそれに近いんだよ。そういう不明瞭なことは、どうしてせざるを得な~，か説明し

てもらいたL、。

。議長(高橋通夫君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 大分誤解があるようでありますが、特別その名指しで言われ

る方のために配慮したなんていうことは、これは全く無関係であります。我々の考えますとこ

ろは、大きく緑の保全ということに、大きな政策課題があるし、そのことがまた市民にも極め

て切実に求められておる、こういう認識を基本的に持っているわけでありまして、豊田緑地、

日野緑地と言っておりますが、つまり、駅の一番近い部分から始まりまして、発天山のまだ延
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びる形で一つの段丘崖が続いております。不幸にして、その場所が、開発をされかかっている、

ここで手をこまねいていると、もう再び得られないことになるという際には、大きな決断も必

要だというふうに思っております。特に、そういう業界に一つの物件として、放出をされます

場合には、いろんな問い合わせ、引き合いがあるわけでありまして、そのことが、たくさん都

市計画課の窓口に来たということから思い立ち、また何とかこれをひとつ確保しておかなきゃ

ならないという手続をとったのが、今、提示しておる状況でございます。また、このことにつ

きましては、私は、出席できませんでしたが、議会の代表者会議に全員協議会で御報告させて

いただきたい、ということも申し入れましたところ、執行部でやっていることだから、その考

えに立ってやったらいいんだろう、後日報告をすればいい、こういうようなふうにも聞いてお

るところでございます。なお、買収の手続におきましては、すべての手続をとりました。恐ら

くこちらでも事務当局でも鑑定をとり、いわゆる当然価格と申しましょうか、そういう形で最

小限の価格によって確保できた、というふうに思っております。したがし、まして、指摘される

横との関係のことは、確かにあるわけでありますけれども、しかし、これを再び手に入れられ

ないという際には、やはり議会も御相談に乗っていただき、確保することの理解を得たい、と

いうことも考えたということは、御理解をしておいていただきたいと思っております。 1億数

千万円の契約でありますから、私は、面積要件が別でありますけれど、面積要件は 3，000平

米とかし、う数字になっておりますけれど、やっぱり金額として議決に相当するものは、そうい

う手続を少なくとも全員協議会で踏みたい、このことは、十分考慮の中に入れた、ということ

もございます。特別にこのことのために特定の人間に利益を図ったということでもございませ

んし、放置すればまさに風前のともしびという状態の緑地を確保した、ということでございま

すから、そういう観点での評価をお願いをいたしたいと思っております。

0議長(高橋通夫君)

06番(古谷太郎君)

古谷太郎君。

答弁になってないんですが、いいですか、ある人の山は緑地に

するという場合には、 3分1で買う、堀之内の平なクヌギ林は、 4割程度で買う、 30万なら

1 2万で買う、ここだけなぜ緑地にするところを、我々の想像もつかない 190万円もの値段

で買ったのか、その 3分の 1が 63万円です、坪。それよりはるかによい剣道場をつくった場

所をごらんになってください。それと比較してみてください、はるかにいい場所です。笹川良

一先生がおっくりになられた青少年の剣道場の敷地の値段は、幾らかよく調べてもらわないと
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困るO しかも、不公平じゃありませんか。ある人は、滝瀬政吉君は坪8万円、あるいはことし

の東光寺東小学校の南の山は坪 7万数千円でした。これは、報告書に出ていますから、あなた

は御存じだと思う。いいですか、そんなやり方があるかどうか。一体それじゃちょっと聞くけ

れど、担保は幾ら入ったんです、何人かの方に担保が入った、この土地が。その合計は幾らで

す。( r関係な Lリと呼ぶ者あり)関係あるさ、 「関係なし、」と今市長は言っている。冗談じ

ゃない、さっき都市整備部長さんは、ちゃんといろんな担保を整理されて、それで間管財が自

分のものにされた、とこう言っているんです。だから、その担保は幾ら根抵当に入っていたの

か。これはお調べ、になりましたか、間管財から。

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) 担保が幾ら入ったのかとし 1うことについては、私、

お聞きいたしましたけれども、正確なお答えはなかったんです。ただ私どもの方で、希望してい

る価格というのは、私の方もちゃんと持っているけれども、まず市の方で大体どのくらいに買

ってもらえるのか、その辺を市の立場か ら査定をして出していただきたい、ということがござ

いました。それで、私どもの方は、これを市に売るということは、本当は全体のこの土地にか

かっておる担保を全部消化することはできません。市の場合は、売る場合には、やはり公共に

売るんであるから、安く売らざるを得ない、また、税金の問題も考慮されるということから、

安い価格である、それはわかります。と申しますのは、この間管財という会社は、不動産を扱

っている会社でございます。そういう点はよくおわかりのようでございます。それで、私ども

の方が、例えばほかの開発業者にこの土地を処分するという場合には、相当高く申し上げてお

ります、というふうなことがございました。た だその額は幾らであるとい うことは、私は聞い

てはございません。市に売る価格は大体予想がつくけれども、その額では、ここの担保は全部

払い切れない、ということは、明確に聞いております。

0議長 (高橋通夫君)

06番(古谷太郎君)

古谷太郎君。

じゃあ、都市整備部長でなくてもいいんですが、まあ、いいん

ですよ。大体土地を買うときには登記簿謄本をとります、だれでも。その登記簿謄本には担保

が必ず書いてあります。どこそこから幾ら借りたための担保が幾ら、この部分みんな書いてあ

ります。銀行等は必ずやっているから、登記簿謄本の写 しはもちろん、とったと思う、この土

地の。それは今そこにありますか。土地を買うのに登記簿謄本もとらないで買う人いませんねo
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その裏に銀行からの借入れ金等の担保が明記されております。合計幾らで、すo そこに書いてあ

る、 たくさん書いである、 ほら、 (笑声)見ているんだ部長が・・・・・・・・・。それわからないの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) 登記簿謄本、確かにとりました。それで、そこには

確かに抵当権設定の額が記載されてございます。ただ、これは私総合計してはございませんの

で、今、ちょっとこれを幾らになるのか、その額が、今全部私が持っているのは消えておりま

すけれども、当時の何と申しますか、消えているものも当時あったわけでございますので、そ

の辺がちょっ と今私つかみ切れないので申し上げられないんです。

0議長 (高橋通夫君)

06番 (古谷太郎君 )

古谷太郎君。

それには、イ可月何回に抵当に入れた、何月何回に解除した、と

書いてあり ますからすぐわかるんです。買う前にどれだけ入っていたか。そんな検討もしない

でよくあなたこんな 1億 4，000万円の金を払うね。税金だから君の腹が痛むわけじゃない、

とこんな考えじゃ困る。やっぱり慎重にしてもらわなきゃ。それで、要するに間管財は、担保

を消滅、それだけの金額、ある いは消滅させて今担保はないと思います。全部消えていると思

います。消えていなきゃ買えないものね。だけれども、それは一つの大きなポイントなんだ。

計算もしないで値段出して、売る方は高く売りたし、から 10 0万円 200万と言いますよ、そ

れは。

それから、次にお聞きしたいんですが、これはひとつコピーください。計算しておいてくだ

さし、。いいですか、ひとつその点は、資料としてもらいたいけれど、ちょっと返事をお願いし

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) お答えいたします。

資料として提出させていただきます。

0議長 (高橋通夫君) 古谷太郎君。

06番 (古谷太郎君 ) それでこれに関連して聞きたいんですけれど、市長はなぜいわ

ゆる小笠原製作所の社長さんが、あんないい平な場所を日野台一丁目を売りたいと申し入れた

ときに、拒否されたんですか。あそ こには公園も何にもなL、。この土地を買ったということを、

私非難しているんじゃないんですよ。不公平だから言っているんです。中身がちょっと不明瞭
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だから申し上げているんです。しかし、今度は小笠原製作所の工場の跡地を売りたいというと、

あそこはもうがらんとして、広くて真四角ないい場所です。それをなぜ断ったんですか。こん

な斜面の山よりははるかに向こう買っておかなきゃいけないんですよ。両方買えばなおいい。

断った、なぜですか、ちょっとお聞きしたい。議会はもう一度買う交渉しろとは言いますけれ

ども、なぜ、当事者が、担保なんかありませんよ、そんなには、ほとんどなL、。こんな複雑怪

奇な土地を買うよりずっと楽なんですよ。そこのところ市長に回答してもらいたい、なぜ断つ

fこカ〉。

0議長(高橋通夫君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 緑地を保全するということは、最高の施策だ、というふうに

考えますので、今の場合は、価格の問題で他と比較されておりますが、 J駅に近く、清水谷の公

閣の直接の隣接地であり、日野市が最も保全すべき緑地の一部である、こういうことでその確

保に努力をした、こういう結果であります。それから、小笠原工場の跡地云々は、これは緑地

というわけではありませんし、月Ijの観点から、考えるべき用地という対象だと思っております。

緑化基金を定めておるわけでありますが、これは既に御承知のとおり、その財源は、開発をさ

れる公共負担金、これを緑化基金に積み立てようという考え方でございまして、どこそことの

比較でなぜこちらを買い、こちらを買わないか、というふうな比較には、私はなり得ない、と

このように思っております。小笠原製作工場の跡地は、聞くところによりますと、議会でも請

願採択はあった、ということでありますから、新しい観点で考えるべき課題だ、とこのように

思っております。

0議長(高橋通夫君) 古谷太郎君。

06番(古谷太郎君) 小笠原の社長さんが売りに来たときに、素直に買っておけば、

市はそんなに損もない。緑地にするなら、もともとあそこは緑地だったんですよ。クヌギ林だ

ったんです。植えたらいいんじゃないんですか、緑地にすれば、そんなに緑地にしなきゃいけ

ないんなら。もちろん緑地の多い方がいいんですから。あそこの場所の方がはるかに価値があ

りますよ。あの周りは工場地帯で、緑地が全然、ないんです。だから、緑を与えてあげなきゃ住

民はかわいそうなのo こういうふうな問題、エンタープライズと間管財、非常によく似た事件

が次から次へと発生している。

最後に 60ベータお聞きしたいんです。
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まだ発足したわけじゃなし、かもしれませんが、発起人会を開催したということですが、この

会計監査は、市の職員が監査するように聞いています。そういういし、かげんなことをするから

またいいかげんになるo なぜ、正式の会計士とか、公認会計士という方がおられます。そうい

う方になっていただかないんですか。今の遺跡調査会だってそうなんです、みんな職員がやっ

ている。だから、市長が柳下君を告発して、とにかくやっちまえなんて言えば、職員は命令で

すから、市長の、いやだって反対せざるを得ないんです。小山次長なんか、いやでしょうがな

いだろうと思う、私は。あの人は温い人ですから。あるいは教育長もいやでしょうがないと思

う。今、あす死ぬかもしれない、がんで入院している前の部下を、告発するなんて、これは人

間のやることじゃないんです。しかも、金を返しておる、ちゃんと、返しています。今、遺跡

調査会の金は、柳下さんだけなんです、返してくれたのは。あと団長も会長もその他の人も返

してくれてなし、。その返してくれた一番お気の毒な方を、追い詰めている。ひどいじゃありま

せんか、これは人間の心のある人ができないことです。そういうことが発生されちゃ困るので

私はお聞きしたいんですが、日野市福祉事業団の監査は、事業の監査、会計をきちんとしても

らいたL、。高齢者事業団にしてもそうなんです。市の職員にやれば、市長がぼうっとしてりゃ

へんなことになっちゃうんです。あるいは市長がこうしろと言えば、そうでしょう、遺跡調査

会は、あなたのこの答弁によって明らかなんです。昭和 54年 12月の谷 長一議員の質問に

対する答弁、監査なんか置くと煩雑になって因る。いいですか、煩雑なことはやらない方がし、

い、そのとおりなんです。収入役なんかし、ない方がいいんです、もし、正しく行われるならば。

収入役の月給だって損しちゃう。市議会も要らない。市長も要らない、全部が正しければ。そ

うでしょう。だけれども、必要機関は、やっぱりこの将来何か起きないようにする、それが大

事なんです。だから、私は、この事業団の監査というのは、やはり公認会計士なり、会社も今

みんな公認会計士がやっているんです。そういうふうにおやりにならなかった理由を教えても

らいたL、。

0議長(高橋通夫君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 福祉事業団の理事並びに監査でありますが、これは特に私が

指示をして、日野市の監査委員になってもらうのがいいと言つであるわけですが、それじゃい

けませんか。

0議長(高橋通夫君) 古谷太郎君。
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06番(古谷太郎君) 日野市の監査委員は、あなたの与党である人がなっているんで

す。この監査は忙し過ぎる。もう日野市だけになると、それだけで十分だ。そんな専門に月給

もらってやっ ているわけじゃないんです、 監査委員というのは。 50万も 60万もも らってや

っているんじゃなL、。だから、それは 1人はいいです、もう 1人外部の公認会計士を依頼すべ

きではなかろうかと思う。なぜ言うかというと、現実に不正が発生 してい るから言っているん

だ。また、柳下さんのようにお気の毒な方、また、ある人のようにずるい方が発生しないよう

に、そう言っているわけです。どうなんです、一体。

0議長(高橋通夫君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 私どもは、日野市の監査委員を、職員などという位置づけで

考えてはおりませんo あなたは、さっき職員とおっしゃいました。( I言わない。職員のよう

に月給もらっているわけじゃないと言ったんで」と呼ぶ者あり)議会で承認を得た監査委員の

方こそ、私は最高の監査がお願いできる、このように考えております。

0議長(高橋通夫君) 古谷太郎君。

06番(古谷太郎君) 私が申し上げているのは、何でもかんで日野市の監査委員さん

にお願いするのは、酷過ぎる。だから、牧野監査委員さんでも、一生懸命やられたけれど、こ

の不正使途不明金は発見できなかった。 54年です。要するに、こういう ふうなものは、やは

り監査指導が非常に大事なんです、外郭団体は大変に運営しやすい面があるんです。だから、

私はそういう方に 2名、 1名じゃいけないんです、 監査と いうのは。必ず複数以上でなければ

ならないし、公認会計士をお入れになったらどうか、と申し上げております。希望ですから、

ただ今市長が言われた日野の市の監査委員さんを月給取りとは言っていない、月給を 50万も

6 0万も取っているような常勤の職員とは違う、と言った。その点は誤解のないように、お年

寄りですから耳が遠い場合もあり得る。しかし、これはそういう失礼なことを私が言 うわけが

ない。それをいかにも言ったようなことを言 うのは、失敬千万.であることを申し上げて、私は

この程度にきょうはしておきます。

0議長(高橋通夫君) 小山良悟君。

04番(小山良悟君) ただいまの多摩平二丁目の用地の緑地の件ですけれども、まず

第 1点は、先に指摘しておきたいことは、この高校用地で、用地買収のあり方がずさんだ、と

いうことを再三もう何年間も指摘してきたわけでありますけれども、その反省が全然なってい
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ない、それを一つはっきり指摘したL、。それから、もう一つ指摘したいことは、今回の場合も

そうです。前回の場合もそうですが、悪徳不動産業者が、二重、三重の担保をとられて、にっ

ちもさっちもし 1かなくなった状況のときに、結果的にその資金ぐりを助けているような形をと

っている。あえて火中の栗を拾うことはないじゃないか、とし、うことを私は指摘したL、。それから、

緑地として保全したいところは、日野市内はたくさんある。そういうことも指摘しておきたい

ですが、それで、市長にお伺いしたいんですが、この土地を緑地の保全は、最高の施策だとい

うことでは胸を張っていらっしゃるわけですが、あの地域に関して言いますと、果たしてそう

いうことでいいのかどうかということ を私は疑問に思うわけであります。既に所有権移転で買

ってしまっているわけですから、今後の活用についてお伺いしたいと思うんですけれども、緑

地の保全ということは、まことに結構なんですが、 しかし、あの黒川地区は、もう何年も前か

ら住民から要望されているように地区広場がないということで、この対応については、生活環

境部長も大変苦労されておるわけですし、市長自身も重々承知しているわけでありますが、緑

地の保全の前にやはり生活の場の確保ということがより大事ではないか、というふうに思うわ

けであります。その上で余裕があれば緑地の保全、まことに結構だと思うんですが、あの地区

7 2 7平米ということでありますので、市長自身がほかの場所どこか手当てを考えていらっし

ゃるならば結構ですけれども、子供会の活動についても、あるいは老人会のゲートポーノレの場

についても、 ある いは地区の皆さんのいろんな催しについても非常に広場がな くて困っている

わけであります。請願書も出されているわけであります。採択もされているわけですけれども、

それが結果的にまだ実現してないわけであります。ですから、この地域もう買ったことについ

ては、もう結果として出ているわけですので、今後の活用について、市長にぜひこの土地は、

黒川地区の皆さんの地区広場という形で提供していただけなし、かどうか、ひとつ御答弁お願い

したいと思います。いかがでしょ うか。

0議長(高橋通夫君 ) 市長。

0市長(森田喜美男君) 既に手続をしていると思っておりますが、この場所は、緑地

指定をし、 緑地として管理保存をする という考え方であります。それから、この黒川の広場は

確かに欲しいわけでありますから、遠い将来で言えば、今の処理場がいずれ公園化するときは

来るわけでありますけれど、現在でも何らか開放して使用できるような方法があれば、という

ことで検討をいたしておきたい、こう思います。
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0議長(高橋通夫君)

04番(小山良悟君)

小山良悟君。

いろいろ方針として出されるのは結構ですけれども、やっぱり

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。

住民のいろんな要望に合った形での方針というものを出していただきたいわけであります。地

区広場について、ぜひこの土地の活用しかあの地区については今までの経過からみますと、な

いではなし、かというふうに思いますので、買収のあり方とか、そういったものについての指摘

は、また後に譲るとして、買った後の対応については、ぜひ前向きに検討していただきたい、

このように思います。( i議事進行」と呼ぶ者あり)

0議長(高橋通夫君) 古賀俊昭君。

0 18番(古賀俊昭君) 私が先ほど質問をしましたときに、総務部長が、中座をされ

まして、多分私は、市の庁舎管理規程を無視する市民の集団が、きょう 5時半か ら市の庁舎

505号室を使うということで、遅まきながら撤去に行かれたのではなし、かと思っておりまし

た。今、ようやく戻ってこられましたので、結果の御報告を受けたいと思います。

0議長(高橋通夫君) 総務部長。

0総務部長(伊藤正吉君) 議会中ちょっと中座いたしました、申しわけありません。

早速御指摘の依頼につきましては、その市民の核を考える会、こういうものの組識表を調べ

ました。それは、日野市職ほか地区の労組で構成されているものでございますので、日野市職

が代表のような形であれを使っている、こういうことでございます。これにつきましては、先

ほど申し上げましたように、市職の掲示板がありますので、そちらの方に張りかえするように

ということで、厳重に注意をいたしております。それから、それ以外の場所につきましては、

張つであるものにつきましては、そういう職員の組合の掲示板にすぐ移動するように、厳命し

てまいりました。以上です。

O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。

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。
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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。

審査報告に入ります。

午前 11時 4介開議

これより 請願第 58-1 5号、退職金引き下げ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を求めます。

〔総務委員長登壇〕

O総務委員長(竹ノ上武俊君) 総務委員会の請願審査の結果について御報告を申し

上げます。

請願第 58 -1 5号、退職金引き下げに関する陳情でございます。

結果を御報告する前に、請願文の内容について文章の訂正がございますので、お願いをいた

したいと思います。総務委員会で決定をいたしました。

これは、退職金引き下げに関する陳情のうち、 「違法且つ不当なJという言葉については、

請願者より取り消すということでございますので、その部分を申し上げます。

文章上の2行自の「違法且つ不当な」というところを消す。それから 2ページ自の 6にござ

L、ますところを、 「それを超過する介は違法支給となるJを消 してほしいということでござい

ます。

それからまた、最後の列にまいりまして、 「部分の改正をJという以下「支給を廃止」とい

うところまでは消してほしいと いうことでございましたので、総務委員会は、こ の点を承認し

た上で審査をしたわけでございます。よろしくお願いいたします。

この陳情につきましては、日 野市南平 2-11-13鈴木さん外 10名からの陳情で ござい

ました。

総務委員会は慎重な審査を続ける中、鈴木さんの代理で、陳情者の 1員でございます方を委員

会に呼んだわけでございます。そして本人から、こ の陳情を出した気持ち、考え方などをお伺

L、をいたしました。

それらの結果、種々論議がございました。その中の意見といたしましては、違法であると い

う部分だけではなく、もう 少し この請願の内容は、不当であるとか、そのほかに書いてある違

法であるというようなと ころの言葉についても、問題があるのではないか。
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また、 もう一つの意見は、民間の退職金が現状非常に低いという実態もある。そういう中で、

退職後の生活も見るなら、民間が低いからということで地方公務員も民間並みに単純に下げた

方がいいというようなことでは、正しい比較にはならないのではないか、こういうような意見

などが出されました。

慎重審査の結果、採決ということになりました。多数決で、この陳情については採択という

ふうに総務委員会では決しましたので、よろしく御審議をお願いいたします。

0議長(高橋道夫君) これより 質疑に入ります。古賀俊昭君。

018番(古賀俊昭君) 今、委員長の方から御報告がございましたが、本陳情につき

ましては、多数決ということで、結果的には採択をされたということでございますが、その多

数決になった内訳といいますか、どういう皆さんが賛成なさって、どういう委員の方が反対を

なさったのか、その内容をまずお聞かせをいただきたいと思います。

0議長(高橋道夫君) 絞務委員長。

0総務委員長(竹ノ上武俊君) 総務委員会の採決結果は、 4対 3ということでござ

いました。よろしいでしょうヵ、

0議長(高橋道夫君) 古賀俊昭君。

01 8番 (古賀俊昭君) 4対 3の賛否の数は、よくそれでわかりますが、委員の方の

お名前をお聞かせいただければと思います。

0議長(高橋道夫君) 総務委員長。

。総務委員長(竹ノ上武俊君) 申し上げます。賛成されたのは、総務委員のメンバ

ーの中で高橋通夫委員、それから総務委員会副委員長の高橋委員、古谷委員、そしてもう一方

黒川委員一一ちょっとお待ちください。失礼いたしました。( r間違っていないよ、 委員長」

と呼ぶ者あり)

お名前ということでちょっと迷いましたが、以上申し上げたとおりの 4人の方が、採決の際、

賛成の方に挙手された委員でございます。

O議長(高橋道夫君) 古賀俊昭君。

01 8番 (古賀俊昭君) 大変長い時間をかけて総務委員会で審査をしていただいた陳

情が、今回採択をされたわけでありますが、今年度は退職金については徐々に是正が図られて

きておりまして、勧奨退職については、今年度 89カ月ということで実施をされるわけであり
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ます。

国及び東京都の数字から見ますと、まだ是正の必要が当然認められるということでございま

す。陳情者の方についても、その点の期待というものも残されていると思いますが、今後の具

体的な理事者における対応というものについて、 どのようなお話が委員会であったのか、具体

的にお聞かせをいただければと思います。

と申しますのは、今固定年制が実施をされるわけで、退職される職員の皆さんにとっては、

当初入庁なさったときとは大きく制度の変革が今回行われるということで、いろいろ当事者の

皆さんを含めて、御意見やら、また考え方というのは、種々にわたっているだろうと思います

が、一つの大きな方向というのは、助役会のガイドライン、つまり 26市等で合意された内容

があるわけでありますが、この陳情の採択を受けて、理事者の方においては、今後具体的にど

のよ うな対応をお考えになっているのか、そういう お話が委員会であったのであれば、ぜひ承

りたいと思います。

0議長(高橋通夫君) 総務委員長。

。総務委員長 (竹ノ上武俊君) お答えいたします。

総務委員会では、 もちろん採択後の市側の意見というものは、ございません。

しかし、審議中の市側の意見を申し上げます。市側の態度は、このような陳情が出ているわ

けですが、この中で、違法だとか、不当だとか、違反だとかいうような市民からの陳情の趣旨

があったわけです。この点について、現行の市の退職金は違法なのか、違反なのか、不当なの

かというようなことで、種々質問がなされました。その中での市側の答弁でございます。市側

は、都の人事委員会の勧告を参考にしてきている。また、東京都はその勧告の中で、 500人

以上の民間の企業を参考にしている。そういうようなことを参考にして、 日野市でも労使の中

で決定をしてきているので、適法な支出であると。

また、額については、その都度労使で話し合いをして決めていくというような趣旨の答弁が、

市側からは繰り返されておりました。

。議長(高橋通夫君) 古賀俊昭君。

01 8番 (古賀俊昭君) よくわかりました。

2 6市助役会のガイ ドラインが、 75カ月以内にするということを目標に、 63年の 3月、

つまり 62年度までにこの数値、 75カ月に持っていくということが合意されているわけであ
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りますが、国及び東京都の基準というものが、 当然重要な参考にすべき数字として、各自治体

常に念頭にある と思うんですが、理事者の方のお考えをさらに確認をしたいと思いますが、62

年度の 75カ月という数字の達成というものについては、自信をお持ちなのかどうか、そのこ

とについてまずお尋ねを して、あとまた続けたいと思いますが、ひとつ先にお願いをいたしま

す。

0議長(高橋通夫君)

O助役 (赤松行雄君)

助役。

助役の方からお答え申し上げたいと思います。

5 8年から是正に着手 しまして、 59年の3月が、先ほどお話がございましたように、

117を急逮 100を切ろ う、こういう ような ことで、 60年の 3月ですか、ですから 59年

度は定年を迎えての勧奨を、ここで勇退をお願い したわけでございますけれども、 89カ月と 、

こういうふうな実情でございます。これらにつきましては、 5 8年当時、お話し申し上げまし

たとおり、 是正の過程にあるわけでございます。

目標としましては、今お話がございましたように、国の勧奨といいますのが、現行で

6 5.2 5 7 5カ月というようこと、それからことしに入りましてからの国の到達は 63.525

カ月、こういうふうな状況にございます。一応指導としましては、国並みを指向しておるわけ

でございまして、 58年当時御答弁申し上げました内容としましては、 当面、急逮東京都並み

にしてしペ、こういう考え方でございます。東京都の勧奨の現状というのは 87.5カ月、それ

を来春 82.5カ月 に持っ てい くんだと。 さらに 61年には 80カ月へ持っていくんだと、こう

いうふうな考え方でございます。

当面、日野市としては東京都並みに急濯近つ。ける、こういうことを考えておるわけでござい

まして、助役会の小委員会の 75カ月 の案が出る前に、こういうふう な方向づけで努力をして

きておるわけでございますけれども、その改正過程に助役会のガイドライン もあるわけでござ

います。今、助役会等の中で、やはりこのガイドラインに沿って調整していこう、こういうふ

うなことにな っておるわけでございます。

日野市の場合には、労働組合の方も 117カ月とい うこと で、よその市から比べると 、急逮

大変な協力というふうな形の中で、今日まで来ておるわけでございますけれども、退職の一部

事務組合なんていうのがあるわけなんですけれども、 8つぐ らいの市が入っているんですけれ

ども、全然動かないというふうな状況の中で、組合の方の運動もなにか持ち直しというふうな
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状況になるのでは、非常にガイドライン達成は難しいとい うふう な状況がございますので、助

役会 としましでも、ガイドライン の達成ということ で、鋭意努力をしておるわけでございます。

日野市におきましても、その線に沿いまして、そしてまず第一段として、 東京都の線に持っ

てし可 く、と いう固い考え方で臨んでおるわけでございます。指向する目標は、国並みに持って

いく、こ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 18番(古賀俊昭君) 今助役がおっしゃった国 と東京都の勧奨退職の支給の率につ

いてですが、 5 9年、 ことしの1月からは国は 63.5 2 5ですでに実施しているわけです。

助役は、今、 58年の 12月までの国の最高支給率の 65. 2 5という数字をおっしゃったん

ですが、もうその数字はすでに 63.5 25の方に切り変えられていると思います。東京都につ

いても、 5 9年度は 82.5カ月、 これは先日発表されました給与表の公表のときにも、給与実

態の中にも書いてあ りま した。ちょ っとその辺の数字のとらえ方、 年度が少しずれているので

はないかなと思いました。

いずれにしろ、 東京都の水準をまず目指すと いうことと、ガイドライン の75カ月とい うも

のは、当然目指 していくんだという お話でございますので、そうした意向というのは、 当然陳

情者の今回の陳情の趣旨でもあるわけですので、さらなる取り組みをお願いをしておきたいと

思います。

最後に、こ の陳情の採択に当たって、反対をされた委員の方がおられたというのは大変驚き

なんですが、多くの市民の健全な感覚からすれば、当然 こうした請願、議会においても全員一

致採択をされるのであろうというふうに、陳情者を含めて思っておられたのではないかと

思いますが、大変そうした結果、採択ということは結構でありますが、非常に賛成多数という

姿が、今の市議会の現状を物語っているのではないかとも思いますので、議会のわれわれとし

ても、給与とともに退職金の制度の適正化に向けて、さらに取り組んでいきたいと思います。

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。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
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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 58-1 5号、退職金引き

下げに関する陳情の件は採択と決しました。

これより請願第 58-1 8号、公団家賃の再値上げに反対し、 「国会要望事項Jの全面実施

を求める意見書提出を願う請願の件を議題といたします。

総務委員長の審査報告を求めます。

。総務委員長(竹ノ上武俊君) 総務委員会の請願審査の結果について御報告申し上

げます。

請願第 58-1 8号でございます。公団家賃の再値上げに反対し、 「国会要望事項jの全面

実施を求める意見書提出を願う請願でございます。百草団地自治会会長の相馬光義さん外 2名

の自治会長さんから出された請願でございます。

この請願についても、請願代表者に総務委員会においでをいただきました。そして、請願の

趣旨などについて、各委員よりいろいろと請願者に対する質疑があったわけでございます。

そのような結果、この請願の趣旨にございます公団家賃の再値上げの定期化に反対し、民主

的なルールを確立することなど、 5項目の要望が含まれていたわけでございます。この要望が

国会でも決議をされまして、建設省、公団本社などに出されている。国会の決議がどの程度実

現しているのか、という質疑なども繰り返されました。それらの結果、国会の要望も相当反映

をされ、実現しつつあるという審議の内容となったわけでございます。

総務委員会では、以上のような経過の中で、全会一致採択と決しました。今会期中に、請願

の趣旨に沿いまして、公団家賃の再値上げに反対し、 「国会要望事項Jの全面実施を求める意

見書を、総務委員のメンパーより提案させていただく予定でございますので、よろしく御審議

のほどをお願いを申し上げます。

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。

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。
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c r異議な しJ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 -1 8号、公団

家賃の再値上げに反対し、 「国会要望事項Jの全面実施を求める意見書提出を願う請願の件は

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 -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。

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) 総務委員会の請願審査結果の御報告を申し上げます。

請願第 58-2 4号は、循環パスに関する請願でございます。こちらは平山住宅副会長太田

さん外 13名の自治会長さんなどから出された請願でございます。当時日野市が発表しており

ました市内の循環マイク ロパスの運行路線について、これを早急に実施してくださいという請

願でございました。

また、 もう一方、請願第 58-29号は、循環パス市案に反対する請願でございます。 これ

は万願寺自治会長の斉藤さん外 12名の自治会長さんなどから出された請願でございます。こ

の請願は、市内の循環パス、現行の市案ではわれわれの地域を通行してくれない、運行してく

れないので、計画の変更及び地域の延長をしてほしい、という請願でございます。

両請願を総務委員会では一括審査をしたわけでございます。種々市内の交通状況等について、

審議を深めてまいりました。そのような結果、採決は別々に行った次第でございます。

そのような結果、請願第 58-24号、循環パスに関する請願の方は、多数決で採択と決し

ました。

また、続きまして、請願第 58 -2 9号、循環パス市案に反対する請願の方についても、多

数決ということで採択と決した次第でございます。( rどういうことだJrわけわかんない」

と呼ぶ者あり)

よろしく御審議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。馬場弘融君。

08番(馬場弘融君) 委員長みずからも十分おわかりだと思うんですが、初めの方の

-75-



請願は、市の案を早急に実施をしてほしv，という請願であると。次の方の請願が、市案には反対

をする請願であると。全く内容の異なる二つの請願です。これを両方とも採択という結果にな

っている。これにつきまして、とても私ども関係をしない委員といたしましては、納得できな

いんですけれども、委員長の見解と同時に、どうしてこういうふうな結果になったのかという

ことを、審議の経過をもう少し詳しく教えていただきたいと思います。

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) ただいまの質問について、お答えを申し上げます。

総務委員会の議事進行については、委員長としては慎重にも慎重、そういう態度で審議をお

願いをしてまいりました。採決の段階で、ほかに御意見はありませんかということを、委員長

としても繰り返し行ったわけでございます。

審議の中では、市案を実行してほしいという御意見の方々で、当然これは市案に反対の請願

にも、また賛成という立場を請願に対してとられた方もし可らっしゃることになります。 8名の

委員会でございますから。そういう点もおもんばかりまして、質疑がなされるように議事を進

行したつもりでございます。

御意見の中では、この二つ目の循環パス市案に反対する請願の趣旨が、市案の計画の変更と、

私どもの地域まで延長を強く求めるという点があるのではないかというような、お気持ちを含

めたような質疑などがなされたわけでございます。

そういう経過で、恐らく委員の方々は慎重な立場から、採決の際には判断をされたものと思

っております。

採決の後、議事進行で、ある委員から若干採決についてどうだったかというふうなことがご

ざいましたけれども、これは委員会の今後の運営ということで論議をしたもので、それは採決

が終わった後でやったものですから、この採決についてはどうこうということにはならなかっ

たわけでございます。詳細に申し上げれば、そのような経過でこの審査は終わりました。

0議長(高橋通夫君〉 馬場弘融君。

08番 (馬場弘融君) 苦しい状況があった、ということは納得ができるわけでござい

ますが、私、委員長にこれは絶対申し上げておきたいんですが、こういった形の内容の相対立

する一つのものについての請願が出たと。情勢的に両方とも採択される。あるいはそういうふ

うな状況が見えたら、両方の字句のすり合わせをするとか、そういったことが、請願の代表者
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等にお話をするとか、そういう行為をして、もう少しぱっと見てもわかるような形で、二つの

請願をすり合わせた上で通すとか、そういう行動ができたと思うんです。

たとえば、今のお話を伺っておりますと、特に二つ目の市案に反対をする請願の方は、万願

寺地区と いいますか、その地域において、その地域の方も通すような形にしてくれればいいん

だと、そういうことであったとするならば、全面的に市案に反対をするという請願ではないと

思 うんです。

ですから、その辺のものをすり合わせをすれば、たとえば市案をもう少し修正をして、進め

てほしいというふうな形の審議といいますか、そういうことも十介市民本位の審議をした上で

採択をすれば、こういったおかしな問題にはならなかったのではないかと思うんです。

そういう点で、私は委員長がどうしてそういうふうな方向をお取りにならなかったのかとい

うことについて、委員長の見解を求めたわけでございます。もう一度お願いします。

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) それでは申し上げます。

委員長は公平な立場で結論を御報告するという任務でございますので、私の主観を申し上げ

るわけにはまいりません。しかし、議事進行の中、審査の中で、そのような手続や御意見、御

質疑もなされるのではないかと いう気持ちがなかったわけではございません。そういうわけで、

慎重審査を続けておりますので、何回も慎重に質疑を求め、意見を求めてきたわけでございま

す。

しかし、 1 1月 21日の総務委員会に至りまして、結論を出す時期であるというのが全委員

さんの御意見であったものですから、こ れはもうそういう全体の意見に従いまして、採決とい

う段階を決断した次第でございます。

以上でございますので、御了承いただきたいと思います。

O議長(高橋通夫君) 石坂勝雄君。

028番(石坂勝雄君) 総務委員の人が、今定例会に多くの総務委員会で付託の請願

を決着をつけられたということに対しては、私も非常に御努力されたと、敬意を表します。

ただ、今、馬場弘融議員も申されたように、私は両者をいいところをとれば一つにもなった

んではなかろうかなということを、私も前にメンバーでいたので、そういうことを強く感じま

した。
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それから、総務委員会の審議の中で、総務委員の人が採択されたんですから、理事者の方か

らもホタノレの光ぐらいな見通しが立たれたんで、こういうふうに早急に結論を出されたのか、

まあそういうことは適切でなし、かもしらぬけれど、もう市民の請願権に答えを出さなきゃ L可か

ぬというような形でおやりになったのか、その辺のところを御質疑されたら、ひとつお答え願

いたいと思います。

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) ただいまの質問についてお答え申し上げます。ちょ

っと質問の趣旨を私、取り違えておるかもしれませんので、その際はまたよろしくお願いしま

す。

総務委員会の審議の中では、この市案なるものが現在存在しているのか、存在していないの

かということも、るる審議をされたわけでございます。そして、そのような中で、市当局に対

しても、循環パス路線に関する当初できました市案なるものが現在もあるのか、ないのか、こ

ういう質疑がなされました。

市側の答弁としては、 8の字形で市内を回る当初の循環パス路線の市案というものは、確か

に計画をし、発表しましたということで、現在これが存在しているかどうかということについ

ては、その一部を日野駅、豊田駅、市立病院などをめぐる循環パス路線として実現を したんだ、

という答弁でございます。

その後の残された 8の字の半分の丸の部分についての見通しとか、展望ということについて

は、余り明確な答弁は市当局からもなかった、というふうに私は感じております。そういう状

態であったと思います。

若干質問の趣旨に合わない答弁かとも思いますが、以上お伝えいたします。

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 2件について御意見があれば承ります。黒川重憲君。

01 7番 (黒川重憲君) 58-24号につきまして、総務委員会におきま して私ども

は反対をいたしました。少数会派の悲哀をしみじみと感じまして、私 1人で反対をしたわけで

ございます。

なぜ反対をしましたかということで一言意見を述べておきたいと思うわけですが、この 58 
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2 4号に、請願にも書いてありました市案通りの計画では、どうしても地域の不公平が生じ

てくる、 もう一度市内循環パス構想を直してほしい、こういう意味を含めて採択としたわけで

ございます。

御案内のように、今日まで多くの議員の方が、パスのことについては質問をされ、また、請

願、陳情も出されてきました。森田市政にとっても、市民サービスの面においても、最も大事

な行政の一つだろうと考えております。

少なくとも、この 10年間に 12件の請願、陳情が出されました。ちょっとここで御紹介を

しておきたいと思いますが、請願第 24号、昭和 48年の 6月に出されました。マイクロパス

運行に関する請願、私はまだこのときには議員ではございませんでしたけれども、交通多摩川

架橋対策特別委員会という特別委員会に付託をされております。

請願第 52号、昭和 49年 6月 17日に出されました。聖蹟桜ケ丘一豊田間路線パス延長と

増発に関する請願、 51年の6月 21日に採択をされております。

請願第 11 7号、昭和 49年 12月 18日、パス路線新設に関する 請願、 3月 24日に探択

をされました。

請願第 52 - 4 1号、昭和 52年 9月5日、市内循環のマイクロパスを運行に関する陳情、

5 2年 12月 19日に採択をされました。

52-6 2号、 5 2年 12月 8日に出されております。パス路線新設に関する請願、緑が丘

自治会の会長から出されております。これも 12月 26日に採択をされました。

同じく 52 -6 3号、 5 2年 12月 8日に出された日野台バイパスへパス運行方請願、これ

も同じく 26日に採択をされました。

52-69号、昭和 52年 12月 17日、市の循環パス計画にj川辺堀之内を組み入れること

についての請願、川辺堀之内の自治会長から出されました。同じくこの年の 12月 26日に、

採択をされております。

市営パス運行路線新設の件に関する請願、百草の大塚順也さんから出されました。 53年

1 0月 2日に採択をされました。 落川、 百草、三沢方面へパスを入れてほしい、こういうこと

でございます。

同じく 53-48号、 5 3年 9月 9日に出されました。市内循環パス通行路線新設に関する

請願、同じく 落川の中島キミ 子さんから出されました。 10月 2日の採択であります。七生地
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区へ、どうしてもパスが欲しいという ことです。

5 5 -3 9号、 5 5年 12月20日に出されました。 2・2・6号線開通に伴うパス路線新

設に関する請願、 3月 11日に採択をされました。一一翌年の 56年の3月に採択をされました

そして、今回の 58-24号と、いま一つ 58-2 9号、今申 し上げましたと おり、 1 2件

の請願、陳情が出されたわけでございます。

少なくともこの 10年間に、 12件の請願、陳情が出されたわけでございますが、いかに市

民の方たちが循環パス構想、循環パスを待ち望んでいるかということでも、はっきりすると思い

ます。いま一度、市内循環パス構想はどういうと ころから 出発をしているのか、その原点を、

私はここで考えてみたいと思うわけです。

日ごろ交通不便に悩んでいる地域の方たちの足として、あるいは市内の各市の公共施設を結

ぶ交通の助けとして、市役所に行く、あるいは市立病院へ行く、図書館へ行く、市民プーノレへ

行く 、あ るいはまた、来年完成をされます市民会館へ来る、これらの重要な市内の一つ一つを、

拠点を結ぶ線として、私はなくてはならないものと考えているわけです。ここに原点があるの

ではないでしょうか。

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。

午前 11時 43分休憩

午後 4時 1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。

川辺堀之内の人たちは一体どうなるのか。南平地域の人たちはどうなるのか。落川、 百革、

万願寺、栄町の一部、あるいは西平山や旭が丘の一部の人たち は、この市案通りのパスでは、

どうしても不便を生じるんではないか。いま一度、この市内循環パスの構想を検討していただ

いて、そしてより多くの市民の方たちが納得できるような市内循環パスを完成してほしい、実

現してほしい、この意味を含めて、一言意見とさせていただきます。

( I議事進行Jと呼ぶ者あり〉

0議長(高橋通夫君 ) 市川資信君。

0 1 9番(市川資信君) 一言ちょっと申し上げたいんですが、これをやはり反対者が

いるという中で、総務委員会では大変慎重審議されたことはよく、るるわかるわけでございま

すが、この請願をこれから採決に当たって、ちょっと今黒川議員の申されたことも大変重要な

発言だと思いますので、議長、ーたん休憩をとっていただいて、その後に採決に入っていただ

きたい、かように意見を申し上げます。

請願第 58-24号、請願第 58 -2 9号、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件について採決いたします。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ね(I議長!と呼ぶ者あり)一ノ瀬隆君。

0 1 1番(一 ノ瀬 隆君) 今、議長は 24号、 29号について一括異議ございません

かという ことで、簡易採決をとる発言がありました。

しかし、私どもは 24号に対しては採択に賛成でありますし、 29号に対しては採択するに

反対であります。委員長報告も全会一致で委員会で この請願が採択されたと いうふうな報告は

ございません。賛成多数で採択される、ということでありますから、これは別々に探決し、挙

手採決にすべきであるのが当然だと思いますので、やり 直していただきたいと思います。

( Iちゃんと話がついているじゃないの、何やってんだよJ I休憩だよ。 議事が進まないよ。

これじゃ。冗談じゃなしリと呼ぶ者あり)

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。

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。

午後 4時 4分休憩

午後 4時 52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。

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。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。よって会議時間を延長することに

決定いたしました。

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
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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。

午後 4時 53分休憩

午後 9時 17分再開

。議長(高橋通夫君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 ( r動議」と 呼ぶ者あり)

市川資信君。

0 1 9番 (市川資信君) 請願 58-2 4号、並びに請願 58 -2 9号の両請願につい

て、動議を提案申 し上げたいと思います。

本請願は、総務委員会において慎重審議をいただいたわけでございますけれども、できる こ

とならばも う一度差し戻していただいて、何らかの形で全会一致の採択をいただきたいと 願う

ものでございます。どうぞよろしく 取り計ら いのほどお願いいたします。

0議長(高橋通夫君) ただし、ま市川資信君より請願第 58 -2 4号、請願第58-29

号について、総務委員会に再付託されたい との動議が出されました。

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) 所定の賛成者がありますので、本動議を議題といたします。

お諮りいたします。本動議のとおり総務委員会に再付託する 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。よって請願第 58 -2 4号、請願

第 58 -2 9号は、総務委員会に再付託することに決定 しました。

先ほど議事日程について議会運営委員会を開催いたしましたので、委員長の報告を求めます。

(議会運営委員長登壇〕

0議会運営委員長(中山基昭君) 先日御確認をいただきました今定例会の会期、日

程につきましては、審議の進行との関連によりまして、再度の提案をしてま いりたいというよ

うに思います。

先ほど議長さんからもお話がありましたように、 議会運営委員会におきまして、 会期、ある
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いは日程等について、慎重な協議を重ねてまいりました。さきに確認を していただきました会

期につき ましては、 1 2月 24日までの 18日間ということで、 特段の変更はございません。

議事日程につきましては、これを変更 しまして、議案 11 2号のみを本日上程してまいりた

いというふうに思います。

そのほかの議案につきましては、明日上程を行います。

したがいま して、それぞれの日程等が 1日ずつ繰り下がる、こういう形の中で、 この会期、

あるいは議事日程等を消化して まいりたい。

以上です。よろしくお願いしたいと思います。

0議長(高橋通夫君)

りませんか。滝瀬敏朗君。

029番(滝瀬敏朗君)

ただいまの議会運営委員長の報告のとおり決定する に御異議あ

議会運営委員会の説明を、先ほどわが会派で聞いたわけであ

りますが、最終日が 25日になるんですか。今の説明だと 、 25日になるような説明であった

わけですね。その辺をはっきりしていただきたいと思います。

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) 先ほど私の御提案、御報告が大変雑駁で、あるい

は御理解に苦しい面もあろうかとい うふうに感じますけれども、申し上げましたよう に、 会期

全体日程は変更 しないということです。

したがし 1まして、 最終日は 24日というふうな内容で、それぞれの議事の日程を、きょう残

った部分をあすに回すと。したがっ て、 1日ずつそれぞれ繰り下げを行うと。さらには、まと

めと いうふう な内容もございますけれども、こ の辺はぜひ御努力をしていただいて、支障の

ないよう にしていただき たい。

以上でございます。 (rわかりました」 と呼ぶ者あり)

O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委員長の報告のとおり決定いたします。

お諮り いたします。この際、日程の順序を変更し、日程第 36、議案第 112号、日野市一

般職の職員の昭和 59年度 12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先議い

たしたいと思います。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〕

。議長(高橋通夫君) 御異議ないものと認めます。よって この際日程の順序を変更し、

日程第 36号を先議することに決しました。

これより議案第 112号、日野市一般職の職員の昭和 59年度 12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) ただいま上程されました議案第 11 2号、日野市一般職の職

員の昭和 59年度 12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、 提案の理由

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 10 0分の

210を、昭和 59年 12月期に限り 100分の 212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、よろしくお願いいたします。

以上です。

O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。

O総務部長(伊藤正吉君) 詳細につき まして説明したいと思います。

議案第 11 2号の内容につきまして、御説明いたします。提案理由にもございましたように、

条例上は 12月に支給します期末手当は 100分の 210と規定されておりますが、 1 0 0分

の212で日野市職員組合と合意いたしま した。 条例分を 100分の 2上回りますので、本特

'WiJ条例をお願いいたすものでございます。

条例化されております勤勉手当 100介の 60を加えまして、支給率が 100分の 272と

なるものでございます。前年の支給率より 100分の 10下回るわけでございます。

平均支給額は、年齢 38歳で 68万 4，000円となります。前年比 9，000円の減額となっ

ております。

以上で、議案の詳細につきまして説明を終わらせていただきます。

0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) 今回、 1 2月期の期末勤勉手当が合意をされて、本日条例案

が提案をされてきているわけでありますが、上乗せフラス 0.22ということで、その額につい
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ての議論はさておきまして、全協の席でも発言が若干ございましたが、 「一時金の闘争Jと称

しまして、期末勤勉手当の決定の時期になりますと、毎回職場放棄、つまり違法なストライキ

が繰り返されているわけであります。

こうした決め方、つまり条例どおりの支給ではな くて、そこに多少駆け引きめいたものを残

すことによって、無用な混乱を生じさせているのではないかと思うわけであります。しかも法

律で、禁止をされているス トライキが重ねて行われる。しかもそれが一向に反省される ことなく、

当たり前のよ うな形で、私どもからすれば到底理解できない姿で、同じ ことが繰り返されてき

ているわけであります。こうしたボーナスの支給の仕方というものが、果たして正常な形であ

ろうかというふうに考えます。市長及び助役でも結構ですが、こう した一時金の決定の仕方に

ついて、果たしてどのようなお考えをお持ちなのか、お考えをここでお聞きをしたいと思います。

そして、今回の 12月期の期末勤勉手当の決定までに、何回、いつ、どのようなストライキ

が実際この日野市の市役所の中で行われたのか、その点について も御報告を求めたい と思いま

す。

以上です。

O議長(高橋通夫君)

O助役(赤松行雄君)

助役。

私の方からお答え申し上げたいと思います。

一時金の支給の仕方でございます。高度成長時代ということ等もございまして、国並みを超

えた各市の支給状況というふうなことが、低成長時代を迎えまして、それぞれ国並みの努力を

しておるわけでございます。

民間企業等でございますと、自分たちで働いたその期の収益の分配というふうなものの考え

方もあるわけでございますけれども、少なくとも公務員でございます。税金を原資にしていた

だくわけでございますので、 もう少し介割一一分け前の分割というふうな観念というものより、

もう少し落ち着いた考え方になるべきではないかというふうな形で、いろいろ指導していきた

い、こう思っておるわけでございます。

そういうわけで、やはりここし 2年の努力というふうなことで、そういう大体 2.5を上回

っておるというのは、一部衛都連という大阪府等にも幾らかございますか、神奈川では、大分

東京よりもいろいろの状態のようでございます。高い。きょうあたりの情報ですと、大分神奈

川県は東京よりも、昨年の2.8 2よりもさらに高いようでございます。
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多少いろんなそうい う都市では、生活が苦しい状況にございますので、地方都市の地方公共

団体よりは、 どうして も歳末だということでお願いしたいという形での、闘争ではございませ

んけれども、意欲が強くなるんじゃないか、とこう思っておるわけでございます。

いずれにしろ、 もう少し地方公務員らしい落ち着いた支給の仕方という御表現でございます

けれども、支給の関係にしていきたいと、こう考えております。

それから、職場放棄は、 1 2月の 4日に 8時半から 2時間というふうなことでの計画でござ

いましたけれども、 3日、いろいろと交渉で詰めま して、それで回避したわけでございますけ

れども、形は回避の形になっていますけれども、組合の方は当初から、やはりボーナスでスト

ライキということについては、構えはしておるわけでございますけれども、やる気がないとい

うか、なるべくしたくないんだと、要するにボーナスでのストということについては、やはり

議員さん方と同じような考え方に立っているようでございます。そういうことで、助役会の中

でも、都本部ですか、あるいはそれぞれの単組の組合の考え方 というものは、 1 2月 4日のス

トライキについては、構えはしているけれども、あれは構えだけのことで、なるべく交渉で詰

めたいんだと。交渉重点ということで対応したわけでございます。

必ずしも職場放棄というのは、あるいはストライキというのは、人勧に一一人事院勧告が完

全実施されない、あるいは値切り人勧であるという こと での、一連の御指摘を受けるような職

場のストライキというのは 2時間だとか、あるし可は 29分だとか、あるいは 1時間だとか、こ

このところ 4回ばかり続けてあるわけなんですけれども、さっき言ったように、一時金につい

て、はそのような考え方でございます。われわれは、そういうふうに見ておるわけでございま

す。その方向で指導もしていきたいと。

一時金については、やはり公務員ら しく、お盆だ、お正月だといって、やはりきちっとした

決まった秩序にしていきたい、こう思っておるわけでございます。

ます。

最後に 1点お開きをしておきたいと思いますが、職員の皆さんの今回の 12月期の期末勤勉

手当の、 1人当たりの職員の皆さん平均の支給額と支給日 について、今お話が、報告の中では

ありませんでしたので、その点をお聞かせいただきたいと思います。

0議長(高橋通夫君) 総務部長。

0総務部長(伊藤正吉君) 平均支給額は、年齢 38歳でございまして、 68万4，000

円でございます。

なお、支給日につきましては、御決定いただきまして後、 1 2月 14日に支給したい、この

ように考えております。

以上です。( r了解」と呼ぶ者あり)

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。

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。

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。

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。 本件は原案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〕

。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 112号、日野市一

般職の職員の昭和 59年度 12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。

お諮りいたします。本日の会議はこの程度にとどめ延会いたしたいと思います。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。よって本日は、これにて延会する

ことに決しました。

0議長(高橋通夫君) 古賀俊昭君。

0 1 8番(古賀俊昭君) 大体わかりました。ス トライキを構えてこれだけ要求してい

るのに、認められなければストをやるぞというような形で、双方がにらみ合って、混乱の中で

決定していくというようなやり方は、少なくとも今後改めていただいて、やはり双方一つのル

ール、秩序の中で円満に決めてし可く、そうしたやはり方法というものを検討すべきだろう、と

いうふうに思いますので、理事者におかれては、そうした努力をお願いをしておきたいと思い
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本日は、これにて延会いたします。

午後 9 時 ~~ 5介延会

12月11日 火曜日 (第 3日)
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午前 10時 18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 26名であります。

審査報告に入ります。

これより請願第 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

する請願の件を議題と いたします。

総務委員長の審査報告を求めます。

〔総務委員長登壇〕

O総務委員長(竹 ノ上武俊君 ) 昨 日こヲ!き続きま して総務委員会の審査報告を甲 し

上げます。

請願 59 - 3号についてでございます。これは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でございます。日野台一丁目自治会長西村さんほか 86 2名から出

されている請願でございました。この件につきましては、総務委員会は慎重なる審査、並びに

現地調査を続けてきた次第でございます。

質疑の中で明らかになった点といたしましては、一つは、小笠原機械製作所の旧社有地なる

ものが、こ の請願が出されたのが 3月5日でございま したが、それ以前の 2月 2日に、すでに

大手不動産の手に渡っていた、という 事実が一つでございます。それからまた、もう一つは、

この地域が工場などがございますので、そういう点で町づく りの上で工業地帯というものはそ

ういう点で工業地帯、住宅地帯は住宅地帯、こう いっ た方向で町づくりを進めるべきではない

か、という質疑などもございました。市側は、これに対してそういう方向の努力の答弁もあっ

たわけでございます。

さらにまた、こ ういう場所にマンションなどの建設が可能かどうかという点でございますが、

すでにこの地域にはマンションなどが数カ所できて しまっている、というような事実 も明らか

になりました。さらに、 質疑の中では、あの地域にどう して も公有地をつくって市民の期待に

こたえるべきである、という 主張などもなされたわけでございます。

それらの審議を経まして、 最終的な段階で現在所有者である大手不動産が、市などにこの土

地を売る気持ちがあるかどうか、市は確認したか、と いう質疑を繰り返し行った次第でご

ざいます。その結果、市の都市整備部などが、直接当たったそうでございますが、相手不動産
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考えております。

O議長(高橋通夫君)

05番 (谷長一君〉

谷長一君。

そうしますと、総務委員会におかれましては、市の理事者と、

はないか、という主張もございました。あるいはまた、みどりの基金その他の使途をこういう

面に回 したらどうだ、という主張などもあったわけでございます。それらの結果、総務委員会

では採択ということになったものと考えております。質疑の中では、その辺について答弁した

のは都市整備部長でございますけれども、財源があるとかないとかいうような答弁は、部長か

らはございませんでした。

0議長(高橋通夫君) 谷長一君。

05番(谷 長一君 ) そうしますと、財源的な裏づけがないということ、または、理

事者と折衝したことはないという ことなんだけれども、やは り土地の売買ということは、財源

の確保というのがなされていなければ、これはいかに採択しょうが何しょうが、これはできな

いことなんです。そこいらをもっと、やはり委員会といえども行政と一体となって行わなけれ

ばいけない、というような観点に立って、やはり財源的な裏づけ等も背景にやっていただけれ

は‘いいなあと、 私はそのように感じたわけです。

それから、理事者がこの土地を買う意思があるのかどうかということは、私は理事者に聞い

てみたいんですけれども、そこい らは委員長の方から聞いてください。

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) 総務委員会の慎重審議の中で理事者を、市長を呼ぼ

うという機会もあったんですが、何回かのいきさつで、それは実現しませんでした。また、総

務委員会としても、最終的に要望しないという ことでございまして、直接意見を聞いておりま

せんので、ただいま必要だといつことでございますので、市長の方から、ただいまの質問の趣

旨に限って、お答えいただきたいと思いますっ

側は、売る気はないという状態にあるとのことでございました。そして、すでに住民に対する

明会の準備、あるいは立て看板などをつけて、マンション建設の意向を示してきでいる、こうい

う状態にあるとのことで ございます。 ただ、市側としては、事前協議その他については受け付

けていないと、こういうことでございました。

総務委員会では、慎重審議の結果、願意に沿って採択ということで、万場一致で可欠した次

第でございます。よろしく御審議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。谷 長一君。

05番 (谷 長一君) 実は、こ の小笠原機械の跡地を願意に沿って採択ということで

あるそうですけれども、ただいまの委員長報告によると、願意によって採択ということなんで

すけれども、いわゆる不動産会社等においては、売る気はないんだと言いながら、どういうわ

けで願意に沿って採択ということになったか、その内容をちょっとお伺いします。

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) 総務委員会の質疑の中での主張としては、願意であ

るあの地域が、すでに住宅が立て込んでいて、公有地がないということでございます。そうい

う中で、この請願の文章は、あの付近における 1，70 0平米の土地というものは貴重なものな

ので、公有地として公園などにしてくれ、というような請願でございます。

委員長として、主観的なことは申し上げられませんけれども、困難な状況だけれども、そう

いうことを実現してほしい、という総務委員全員の願望であったのではないか、というふうに

売らないというものではあるけれども、買わなければならないと位置づけるということは、確

かに必要だということは、総務委員会では認めていらっしゃいますけれども、財源的な裏づけ

等がどうなるか理事者と折衝なさったこと、打ち合わせしたことがあるかどうか、または、そ

の財源的な裏づけがあって採択をなさったのかどうか、その点をお伺いいたします。

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) 総務委員会と して、理事者側と折衝したと いうこと

はございません。ただ、質疑の中で感じたことは、買う気があれば買える財政状況もあるので

0議長(高橋通夫君 ) 市長。

0市長(森田喜美男君) 委員会に意見を求められたことはないわけでありますが、請

願をお持ちになった代表の方々には、そういうことを唐突に言われても買えるという条件、あ

るいは政策用途はまだその時はないというふうにお答えをいたしております。

0議長(高橋通夫君 ) 飯山茂君。

01 5番(飯山 茂君) いま私も谷議員の質問と全く同じなんですが、やはり小笠原

という段階が 2月の 2日であると。そして、 3月の 5日に出されたと。しかし、その前にもう

po 
n叫
u

-97ー



すでに大手の不動産に渡っていると。こういうところに私はちょっと問題があるんじゃな~¥か

と思うんですが。そ こで、総務委員会 としても、いま市長の話を聞いても、市長を呼んで話を

聞こうとしてなさそうな様子でございますので、私はその辺を実際にお聞き したかったわけで

す。総務委員会としても、その辺の具体的なところまでもうちょっと話を詰めてなかったのか、

その辺 まずお聞きしたい と思 うんですが。

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) ただいまの質問は、先ほどの質問と似たような趣旨

の御質問だと思います。総務委員会では、とにかく 慎重審議をしてまいりましfこっその中で、 先

きほど申し上げましたとおり、この請願がもうすでに出ていたときには、その前に、昭和 59年2月

2日に 大阪に本社のある大手不動産会社に登記済みで、 契約済みである 、という事実が明らか

になったわけでございます。当時は条件っき所有権登記ということで、 はっきりとその権利が

不動産会社に渡っ ていたということでございます。そういうことで、住民の方から請願が出た

時期が、すでに事の事実が発展していた中であったのではないか、などのやりとりも質疑の中

ではございました。

そういうこ とで審議を重ねてまいりま したが、これも主観がまじるとまずいんですけれども、

恐らく市の方からは購入に困難がある、ある いは もうその相手が売らないと言っている 、すで

に立て看板も出した、というようなことを総務委員会としては知ったわけです。しかし、これ

は執行側と議会、市民の立場ですので、恐らくそういう点を総務委員会の委員会の委員の皆さ

んが判断の上で採択をされたもの、というふうに信じております。

0議長(高橋通夫君〉 飯山茂君。

01 5番 (飯山茂君) お話を伺ってますと 、大変むずかしい問題だろ うと思います

けれども、それが私は委員長としての、やはり委員会運営だろうと思うんです。だめなものを

なぜじゃあ採択をされるかということなんですけれども、その前に私は、理事者にやはりおい

でいただいて、 やっぽり委員会の中でその空気を一一 いま聞いていると市長は、お呼びがなか

ったから出席していないという んですけれども、その辺の私は手はずがうまくなかったんじゃ

ないかと思うんですよ。委員会の委員長の、いわゆる委員会運営として一一委員長じゃないで

すよ。委員長の運営として私はうまくなかったんじゃな~¥かと。(笑声) その辺。

0議長(高橋通夫君 〉 総務委員長。
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0総務委員長(竹 ノ上武俊君) 飯山議員も御承知のとおり、委員会の運営という の

は一定のルールがございます。そのルーノレに基づきま して慎重に運営を してまいったわけでご

ざし 1ます。なお、かつま た飯山議員さんの所属の会派からも総務委員さんが出ておりまして、

御相談の上でかくなる議事運営をした次第でございますので、いろいろな気持ちも含めま して

御里解のほどをお願いを申し上げます。(iわかりま した」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) もちろん私の会派からも出ているんですよ、代表が。(笑声)

それは言われなくてもわかっているんですよ。ただ、そういうことは、こ ういう問題が出てく

るから私は言 うんですよ。やはり少なくとも委員会の中で、じゃあ休憩をして理事者を呼ぼう

これがやっぱりルールにのっと っていれば、こういう問題も質問も

しないと思うんですよ。これは私は、もちろん私の方の会派から出ていますが、その概略も聞

いています、正直言いまして。

O議長 (高橋通夫君主) 総務委員長。

0総務委員長(竹ノ上武俊君) 委員会の運営、あるいは委員長に対するあれこれとい

うことは、いま申し上げたとおりで答弁になっていると思います。先ほども言いましたように、

市長を呼べと 、呼ぼうという ことに一回決定したこともございます。しか し、それを提案され

た委員の皆さんが、「もう呼ぶ必要はない、わかった」と、こうおっしゃったわけでございま

すので、その件は都市整備部長の答弁で十分と判断されたのではなかろうかと、委員長として

は推察いたしております。(i了解」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) 私は総務委員でございますので、(笑声 )あと意見の段階で申

し上げたいと思いますから、よろしくお願いします。

O議長(高橋通夫君) 古賀俊昭君。

01 8番(古賀俊昭君) 今回総務委員会で、こ の請願が本会議において議会として採

択すべきものと決したということで、私も当地区に住居を持つ市民の1.人として、大変総務委

員の皆さんにはお礼を申し上げたい気持ちでございます。と申しますのは、私どもこの一丁目、

いろいろな行事、それから、地域でのいろいろな企画を持ちましても、とにかく 1坪も空き地

がないこと。行事を行うことが、 もちろん用地がないとできないわけでありますので、大変そ

-99 -



ういう面では、地域のコミュニティーを図っていく上で非常な不便を感じているわけでありま

す。そこで、たまたまこういう小笠原機械製作所とい う会社が社有地を処分をしたい、という

話が伝わってまいりましたので、何とか市の方において買い上げていただいて、地域に公園な

りそうした空き地を確保してもらいたい。とにかく市において早急に購入を図ってもら って、

私ども地域の要望を満たしていただくようにお願いをしようということで、この請願がスター

トをしたわけでございます。 2月の 9日に市長さんに急逮お会いをして、まず要望をさせてい

ただきました、そういう地域の輪が徐々に広がりまして、最終的には東光寺、三小地域に文化

施設をつくる会の皆さんの広範な御協力もいただいて、 3，000名近くの市民の署名も集ま

ったわけであります。

先日第 1回の初日の定例会において間管財の豊田の土地に関する古谷議員の質問の中で、こ

の問題も若干取り上げられました。いま議論がされております登記の時期の問題、それから、

購入資金等の財政的な裏づけの問題等については、総務委員会でいろいろ議論があったことだ

と思いますが、私どもの立場からいたしますと、まず登記の問題に関しましては、 2月の 2日

に売買契約がなされて、仮登記のような形ですでに不動産会社・マンション建設業者との間で、

話がある程度進んでいた、ということでございますが、こういう不動産の売買の場合には、 当

然、本登記の完了をもって所有権の完了をもって所有権の移転ということになるわけでありま

すので、仮契約の段階においては売買契約の成立がなされたとはみなされないわけで、この段

階における請願書の提出ということは、特に私どもは詳しい事情を知らなかったということも

ありますが、問題は特段なかろうというふうに思っております。また、財政的な裏づけの問題

については、総務委員会の中でも多分お話があったと思いますが、土地開発基金、または、公

共施設建設基金、環境緑化基金等のふんだんな財政的な日野には裏づけが十分備わっているわ

けでありまして、こうした財政資金の活用をもってすれば、この約 52 0坪の面積でございま

すが、購入に関しては何ら問題がないというふうに私どもは考えておりました。

ここで市長の方に確認をさせていただきたいんですが、昨日、古谷議員の質問で、この小笠

原社有地の購入についてはどう対応するのか、ということでお話がありましたら、市長は、議

会で請願が採択されるということになれば、総務委員会の採択という決定も受けて、新しい観

点で検討すべきだと考える、という答弁がございました。ぜひ私どものこの地域の実情という

ものをおわかりいただいているとは思いますが、この請願が総務委員会で採択されるべきもの
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と決定した、ということを受けまして、市長にぜひこの地域の多年の願望が満たされるよう、

市長のひとつ御決断をお願いをしたい、という気持ちでいっぱいでございます。その点につい

て、市長のお考えをお聞きをしたいと思います。

0議長(高橋通夫君) 市長。

0市長(森田喜美男君 ) 都市計画上の予定でありますとか、あるいは東京都の区部の

過密な、もう どうにもならない状態、そういう場所で、ある工場の跡地が空いたと いうような

際には、緊急の政策が生まれるというふうにも考えられるわけでありますが、確かに当該地付

近に広場がないとか、いろいろな環境の整備不十分の状況はよく承知しております。これまで

のやり方と いたしましては、たとえばあの地域にすでに 3棟くらいマンションが建っておりま

すが、そのマンションの建設する業者に、一定の行政指導を行いま して、可能な限りの広場と

か、地元に対する公共サービスを責任をもって負担をしていただくと、こういうやり方が多少

残されているかもしれません。今後の課題として、十分検討、判断をする問題た、というふう

に思っております。

0議長(高橋通夫君) 古賀俊昭君。

01 8番(古賀俊昭君) 非常に事は切迫をしておりまして、特にこの小笠原機械製作

所の旧社有地に隣接しておられる住民の方は、非常に日々苦悩していらっしゃるといいますか、

マンションが建つのか、市が果たして買ってくれるのかということで、その辺の悩みを持って

おられるわけであります。現に 11月の初めには、任意にマンションの建設業者が、地元の住

民に対しまして、説明会を開催をしております。一体、自分の隣接するーー現在は空き地になっ

ておりますが、そこにどういうふうな市が考え方をもって対応してくるのか。ということは、

つまり公園をつくってくれるのであろうか、または、 一丁目がこのまま放置されることによっ

て、マンションあるいはそうした業者の開発の手にゆだねられてしまうのか、この点非常に市

民といたしましては市長の一一今後の検討ということもわかるんですが、最終的な決断、お気

持ちと いうものを求めたい、という段階にすでに来ているわけであります。

マンションが建ちますと、当然、ある程度高層のものに工業地域ですからなるわけですし、日

照の問題、いろいろ電波障害等の問題、また、地域の環境の問題、こういうものも発生をして

くるわけであります。ですから、市長の今後の新たな観点での検討ということも、多少含みの

ある言葉での御答弁ということもわからないわけではないんですが、しかし、事ここに至って
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は、この時点においてはもう少し具体的なお話をも って、 地域のいろいろな考え方、また、 こ

の土地に対してどう住民として対応していくか、 考え方が分かれてきている時期でもあります

ので、いま少し具体的なお話を、 この請願の採択という時点でお聞きをしたい、という気持ち

がございますので、もう一度御答弁をお願い 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〉 先ほどお答えをしている以上の答弁はこのところいたしかね

ます。そういうふうに申 し上げる以外にございません。

0議長(高橋通夫君〉 古賀俊昭君。

01 8番 (古賀俊昭君〉 最初に触れましたように、こ の日野台の一丁目というところ

は、御存じのよう に地域の中に広場、あるいは公園、子供の遊び場と いうのが 1平米もないわ

けです。そういう中で、 これから細い道路を拡幅を してし 1く。つまり都市基盤の整備を図って

いく。そういう中にはもちろん下水道の工事をこれから進めなく てはならな い、 というよう な

問題も含まれて いるわけであります。そ うしたことからすれば、当然私たちは、 まずいろいろ

困難な状況はあるにしろ、 こうしたチャンスに市がまず用地を確保して環境の整備、防災上の

対策を講 じていくということで、いま少しこう したチャンスを生かすお気持ちが行政の側にあ

っていいのではないか、と いうふうに思うわけであります。

520世帯以上の住居が、すでに工業地域ではありますが、張りついている。いまお住いに

なっている方も、現在 1，50 0名ほどの住民がすでにいらっしゃる、 地域と して、むしろ住居

の地域としての性格が、年々強ま ってきて いる地域でもありますので、この請願の採択を機に、

ぜひ市長に、もう少し私どものこの地域の住民の願望が満たされるような形で御答弁があれば、

と思っておりま したんで、すが、これ以上のお答えはないということで ございますので、こ の請

願が採択されるこの機会を、さらに市長、 行政側でもこの願意を十分くみ取っていただきま し

て、 住民の要望にこたえていただき、地域にいま切泊した問題と して、マンションか公園かと

いうことで、いろいろ私どもの地域の中にも、そうした選択を迫られている状況があるという

ことを十分御認識をいただき、早期の御決断をお願いしておきたいと思います。

以上です。

O議長(高橋通夫君 ) ほかに御質疑はありませんか。藤林理一郎君。

02 0番(藤林理一郎君) いま委員長報告の中で、実は私は近くに住んでおります
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けれども、委員長さ んには非常に骨折り していただいたということで、採択は当然のこと だと、

こういうふうに私も考えておりますけれども、 話の中で、委員長さんこういう審議をなされた

か、ちょっとそれをお聞きいた しますけれども、こ の東洋建設さんが、日野台一丁目 の、いま

問題にな っている小笠原さんの機械の跡地をお買いにな ったと。これが大体 2月ころにこう

いう話が出てきた。その前に、当然市の方に都市計画か何かに、また、そのほかに理事者側の

方に、買 っていただけないか、というような話があった、 というふ うに開いておりますれども、

そうい うよう な審議の仕方をなされたか どうか、とい うことを 1点お聞きしたいと思います。

。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。

ここの小笠原機械製作所の土地の問題については、委員の中からですけれども、古い歴史も

あって、いろいろ ここ の土地についてのいきさつがある、というようなこ とは質疑を行ってま

いりました。そういう中で、明確には記憶 しておりませんけれども、 2月2日の所有権の仮登

記の前後に、 開発のことで問い合わせなどがあったというような答弁は、都市整備部長の方からあ

ったのではなかったか、という 記憶がございます。 これについては、用途地域その他の問題で、

それなりの指導を して きたというよ うなふうに記憶をしております。定かでご ざいませんので、

必要ならば都市整備部長の方から答弁をさせたいと思いますが、その程度の質疑はいたしまし

fこロ

0議長(高橋通夫君) 藤林理一郎君。

020番(藤林理一郎君) いま委員長さんの方からお話がありましたように、何か

理事者側の方で、そのような話もあったように伺っている、と いう答弁のことでございます。そ

こで、 私の方から委員長じゃな しに、 関係の部最さんに、そのようなことがあったかないか、

ひとつお聞かせを願いたいと思います。

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) 事前に市の方に買い取り請求があったかどうか、と

l iった点の御質問でございますが、こ の点は事前にお話がございました。市の方、あるいは東

京都の方も紹介をいた しましたわけでございますが、その中で、こ の土地については、事前に

は買収しない、という方向づけをしてございます。

以上です。
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0議長(高橋通夫君) 藤林理一郎君。

020番(藤林理一郎君〉 じゃあもう一度お聞きいたしますけれども、何かこの土

地が売買なされた後、住民の方たちから理事者側の方に、できるなら交換ですねーーそのほか

に市の方で持っている土地があるなら、住民の方たちがその交換をしていただいて、あくまで

小笠原さんの跡地を市で買っていただきたい、というようなお話も聞いておりますけれども、

その辺はどうですか、理事者側の方は。

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) 事前に市の方の土地と、新たに変わった東洋建設で

ございますか、そちらの方の土地と交換して、それで、市の方の土地にマンション等をつくる

ということについては、お話が委員会の中であったわけでございます。しかし、用途地域の問

題がございまして、たとえば万願寺、あるいは神明上のそういった土地については、用途が住

居の地域になっております。したがいまして、マンション等は非常に制限されてく る、という

面がございますので、そういう点、相手方にもちょっとお話はt¥たしましたけれど も、やはり

当初予定どおりの建物をつくるとい う方向で、やはり変えるとなれば、それ相応の用途地域の

ところでなければ困る、というような話があ ったわけでございます。

きょうも傍聴にたくさんの方が見えている。委員会にも見えている。これは圧力がどうこ

うということはないと思うんです。実際に自分たちが困るから、何とかしてもらいたい、とい

うことで再三にわたって来ているわけです、要望に。その辺のところどうなんですか、お考え。

理事者側の方で。

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) お答えいたします。

日照の問題につきましては、たとえばここをマンションを建てる場合には、事前協議の中で

十分その点は協議をいたしてまいります。まだ建てるか建てないか、そういった点についての

協議を受けつけておりませんので、内容については把握しておりませパノが、相手方にはそうい

った点には十分留意するように、建てるような段階では、そういった点に事前協議で十分私ど

もも内容をチェックいたしますし、その点はそちらの方も検討してもらいたい、付近の住民に

迷惑のかからないような方法でここですべきだ、ということは申し添えてございます。

0議長(高橋通夫君) 藤林理一郎君。

020番(藤林理一郎君) いま担当の部長から、今後十分に業者側と検討して、そう

いうこと のないようにやっていくと、こういうふうに申されましたから、できるだけ市民に迷

惑かけないように、ひとつよろしくお願いいたしたいと思います。

以上で終わります。

0議長(高橋通夫君) 藤林理一郎君。

020番 (藤林理一郎君) くどくど申し上げますけれども、これは、理事者側の方

としては、十分考えていただかなければいけないということは、この土地に 5階建てのようで

ございますけれども、日影の問題については考慮する、ということは聞いております。ただし、

あそこにマンションが建った場合、その周辺の大体30世帯くらいの世帯数が日影になるわけ

です。そういう意味から非常に住民の方たちが、できるならほかへ持っていってもらいたいと

いう強い要望が出ております。そして、ほかにマンションが建っているじゃないか、という先

ほどお話がございましたけれども、あのマンション二つは、 20号の道路沿いに建っておりま

して、日影という問題にはいままではなかったわけです。今度建てようとするところは 30世

帯くらいの世帯数が被害をこうむること。こういうことですから、住民の方たちが何とか建て

てもらいたくないように、広場として残してもらいたい、ということを強 く要望 しているわけ

なんです。だから、その 30世帯がここで被害をこうむるということについては、市の方で何

らかの対策を講じる、というのが私はあっていいんじゃなし 1かと、その辺だろうと思うんです。
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0議長(高橋通夫君)

結いたします。

本件について御意見があれば承ります。古谷太郎君。

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

06番 (古谷太郎君) 総務委員でございますので簡単に申し上げたいと思うんですが、

この土地は、昨年の 11月ですか、日野市の方に購入の申し込みを小笠製作所の社長さんから

あったわけです。しかし、日野市の方では買わない。東京都の方にごあっせんされたと。都の

方は、もちろんこれは簡単に買えることじゃないんですが、日野市がお断りしたと。やむを得

ずマンション会社へ売却された。しかし、いま部長からお話がありましたように、マンション

会社も、もう建設の意欲を失っている。はっきり言えば、購入して 10カ月もたつのに事前協

議にすら来ないのであります。私は総務委員として、 「あ、これはもう大丈夫だ」と確信して

採択に賛成を示 したわけです。
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また、財源的にはいまお話にございましたように土地開発基金 5億円以上のお金がいまずっ

と積まれております。前の銀行に。ま た、公共施設基金20億円以上、 緑化基金、それら の金

を見ただけでも、 30億円にもなる土地の購入基金が三菱銀行に置いてあります。基金的にも

だきたい、ということを強く要望 して終わりますが……。

さらにも っと おか しいのは、 いわゆる都立高校の用地。あの悪徳不動産会社の鈴木独歩の土

地を、国井洪という、あの殺人罪で逮捕されたような土地を買 っておきながら、なおかつ自然

を守る会の会長の北条 忠が詐欺事件で、昭島警察へ逮捕されて、 これで間管財から 6億円の詐

欺を働いておる。その間管財の土地を、 いわゆる北条さんの土地を買わされているんです、 日

野市は。買っているんじゃない、 買わされているんです。そういったところには何億という金

を出しておきながら、真に住民要望の土地を買えないというような行政次勢に対して、今後二

度とこういうことがないよ うに、また、市民要望にこたえていただきた い、ということを要望

して、 意見といた します。

十分余裕がある。同時にマンション会社は建設の意欲を住民の熱意によっ て失ってきている。

この際これを採択しておけば、簡単に購入できると いう確信を持ったのであります。

そうい う点で、いま御質疑の中で私は賛成申し上げま した。どうかこの土地の万場一致の採

択であります。 1日も早 く、できれば先日、間管財、北条忠さパノの土地を購入したような気持

ちで、電光石火年内に契約されることを希望いたします。 意見として申し上げておきます。

0議長(高橋通夫君) 市川資信君。

01 9番(市川 資信君 ) 私も一言意見を述べさせていただきたいと思います。 0議長(高橋通夫君)

04番 (小山良悟君)

ほかに御意見はありませんか。小山良悟君。

私も一言言わざるを得ないと いうことで、手を挙げたわけであただいまの多くの議員の質疑の中で感じて、 1点だけ指摘しておきたいのは、 要する に、い

ま市長の答弁ですと、開発行為によるその中で何らかの用地を確保するようにという、まこと

に心細い行政姿勢だと言わざるを得ないんです。なぜならば、私が深い憤りをもっていまも心

に焼きついているのは、思い起こしても、あの豊田北口の新生ストアーのところに建てられた

丹野マンションの件であります。私どもがあのマンションのいわゆる行政協力金、 寄付行為に

ついては、おかしいではないか、と指摘しておった中で、あそこにはお部屋を一つもらって、

それをギャラリーにするんだと、こういうことでお茶を濁したわけです。私どもは、そんな小

手先なギャラリーに対して、深い反対をしたんですが、共産党や革新系の人たちは、保守系の

議員はギャラリーを反対 しておると、こういう ふうな言い回 しを したわけです。私どもはあの

ときに、この後ろに座っていられる石坂議員が提唱したように、先般亡くなられた小島善太郎

画伯の日野市の美術館を三十数点の寄付と 、1億円も寄付をその上につけるという中で、それ

を受け入れなかった市長の姿勢、それをみごとに受け入れた一一いま青梅市には、 すばら しい

小島善太郎画伯の美術館が完成 しております。

私は、いずれにしましても、こうし 1った開発行為に対しては、長い市政の基本的なレールという

りますが、先ほど来からの理事者側の答弁を聞いておりますと、住民の生活環境を守ると いう

意欲が消極的である、そういうふうに受けとめるわけであります。

等主先般、 いまも話 に出ま したけれども、多摩平二丁目の清水谷公園の緑地の買収に当 たっては、

緑の保全は最高の施策である ということで、市長が胸を張って答弁をされたわけであります。

緑を守る ということは、これは本当に私ども大事なことで、力を入れていただきたい、という

ふうに思うわけでありますが、しか し、 それ以前に生活の環境を守ると いう一一緑の保全につ

いては住民が直接的に被害をこうむる問題ではないわけであります。ないよりあった方がいい

ということでありますが、しかし、今度の問題は、住民の皆さんに直接的な被害がこうむる問

題でありますから、生活環境を守ると いうことは、緑の保全以前の対応しなきゃならない重要

な施策であろう、というふうに思うわけであります。そういった点で、その意気込みが先ほど

来の理事者側の答弁では感じ取れないわけでありますので、一言申し上げたかったわけであり

ます。どうぞひとつ政策の優先順位というものを誤らないで対応していただきたい、というこ

とを強く要望しておきます。

ものを敷いて一一あのところにもいまマンションが建った。恐らく最後のマンションでしょう。 0議長(高橋通夫君〉 これをもって意見を終結いたします。

本当に二度と得ることのできない、 金額では買うことのできない貴重な用地だと思うんです。

ならば思い切ってこの際に私は、日野市には財政調整基金を崩しても結構だと思うんです。何

十億というお金がないわけじゃないんですから、そういう姿勢を今後レールの上に乗せていた

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〕
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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 59-3号、日野台

一丁目に所在する紛小笠原機械製作所旧社有地取得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 59ー7.号、市有地払い下げに関する陳情、請願第 59-1 1号、 市道68号

線に隣接する市有地に関す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 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っ

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) 総務委員会の審査報告を申し上げますっ

ただいまの請願第 59ー7号は、市有地払い下げに関する陳情で ございます。 日野市大坂上

の小林さんほか 1名から提出されております。同じく請願第 59 -1 1号も、市道 68号線に

隣接する市有地に関する陳情でございまして、同じく大坂上高橋さんほか 1名から提出されて

いるものでございます。総務委員会は現地調査も行いました。この公有地は、日野台高校、並

びに大坂上中学校の西側でございましょうか、 68号線と東大久保 3号線の交差点付近にある

細長い土地でござしぜす。種々審議いたしました結果、この公有地については、将来東大久保 3

号線の拡幅整備、こういうために保存しておく べきものであ る、ということで見解が一致いた

しました。

したがいまして、総務委員会は全会一致不採択と決しましたので、よろしく御審議をお願い

いたします。

0議長(高橋通夫君) これより質疑に入ります。藤林理一郎君。

020番 (藤林理一郎君 〉 ちょっとお尋ねいたします。委員長さんよろしいですか。

この道路が中学校、 それから日野台高校、これができる以前、神鋼電機さんの跡地だったと思

います。そ こで、こ の二つの学校がつくられたことについてこの道路がで きたと。その道路を

つくるために、こう言っちゃ何ですけれども半端のような形ができてきた、ということだと思

います。それが東京都が持っておられたということです一ーだと思うんですよ。その半端のと

ころの残っ た分、日野市が東京都から払い下げをしていただいたんじゃないかと思います。 そ

の払い下げを受けたのは市当局。そこで、市が個人に払い下げてもよろしいというような話も
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聞いております。そこでこういう 2軒の方たちが払い下げをしていただきたい、というような

ことになって、ここへ陳情ですか、請願ですか出てきたと思うんですが、そのような経過を審

議なさったかなされなかったか、ひとつ御答弁をお願いいた します。

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) 総務委員会では、ただいまの趣旨に 100%ではご

ざいませんけれども、その趣旨に近い形で質疑が行われまして、こ の土地の経緯等を審議いた

してまいりました。なおまた、陳情文の中にも、そのような経過をもとにして、払い下げて く

れ、ということも明記されているわけでございます。

0議長(高橋通夫君 〉 藤林理一郎君。

020番 (藤林理一郎君) いま委員長さんの報告の中で、 これは了解いたしました。

理事者側の方にちょ っとお尋ねいたしますけれども、実は私なぜこういうことを聞くかと い

うことなんですが、いま委員長さ んから報告があったように、半端の道路であるけれども、あ

そこえ向けて、半端だろうけれども、あのまま置いておくんだと、こういうふうに報告がなさ

れたように思います。そこで、あのような半端のものを道路わき に置いても、何の効果もない

ということです。市当局が利用するといっても利用はできな い。だから、できるなら市民にこ

のの土地の一一 狭いところですから払い下げして、そして、あそこにち ょうど 4尺くらい一一 4尺

じゃないですか、 1メートル 60くらいだと思 うんですが、道路が 1本入っています。両側に、

わきにですね。それを拡幅するためにも払い下げをして、そして、あの道路を拡幅すると。

4メートルないし 6メート ルにすると。こ のくら いの考え方を理事者側の方で持ってもよろし

いんじ ゃないか、と私はそう思うんですが、その辺のところどのよつにお考えになっ ているか。

( r議長」と呼ぶ者あり)

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) 理事者側の答弁の前に一言補足しておきます。

そこ半端に しておくということを総務委員会では認めたわけではございません。先ほど答弁

いたしましたように、 将来の道路計画 として拡幅するとき の代替用地などと して利用したい、

ということを考えての上での不採択でございます。かつまた、その拡幅工事が行われるまでに

は、そのちょうど角地に不在地主的な方もいらっしゃいますので、そういう あたりも含めまし

て、質疑の中では市側に、あそこをきれいにして木を植えるなど、網を張るなど、公有地らし
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い保存をしてほしい、ということも市当局に要望しておりますので、そのままにしておけとい

うことで、 不採択に したわけではございませんので、補足 しておきたいと思います。 (rそれ

は了解しました Jと呼ぶ者あり)

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道路行政と liう立場でお答え申 し上

げたいと思いますけれども、ただいま総務委員長の審査報告並びに藤林議員さんの質疑のやり

とりの中で、私どもの方も現地を見まして、現状を把握しております。将来計画という委員長

の報告もございましたので、その線に沿って考えますと、あそこに、委員長の報告の中にござ

いました東大久保の 3号線という東西に通ずる在来の赤道があるわけです。これが 68号線と

いう幅員 8メートルの道路に接しているわけでして、そういう地形的なものを見ますと、こ の

請願者の宅地そのものが両方の道路に接 しているということで、交換という形の財産処理が、

将来にわたって円満に解決できれば拡幅という可能性は十分あるんじゃないか、というふうに

考えておりますし、そういう面で地域の生活道路と して拡幅を したい、というふうには私ども

の方は考えておるわけでございますので、当面の普通財産と しての管理の問題につき ましては、

これは総務部の所管でございまして、当面の管理というものにつきましては、ごく :最近総務ー

部長の方から私の方に、植栽などをして当面の管理を確実にしたい、というふうなことで施行

委任も来ております。しかし、いま申し上げましたように、道路行政という立場では、 やはり

その必要性というものを検討した上で考えてみたい、と こういう ふ うに思っておりますけれど

幅はいついつごろまでにさちんと行います、とし 1う時期を、やはり明示をすべき だろう と思います。

その点についてお話を、さらに「将来」と いうっかみど ころのないお話、答弁ではな くて、 特

に生活道路に関しては、きちんと した計画を示していただきたいと思いますので、 その点の御

回答をお願いいたします。

0議長(高橋通夫君) 市長。

0市長(森田喜美男君) いまの件は、 請願になる前に私どもに払い下げてくれとし 1う

要請がありま した。その際に、おたくの前の いま前面になっている道路を若干広げることと

あわせて交換をいた しましょ うと。そうすれば直ちに道路も部分的ではありますが、 広がると

いうふうにお答えしてあります。したがって、そのことを御了承になるならば、 直ちにそのこ

とは実行可能でございます。

0議長(高橋通夫君) 古賀俊昭君。

01 8番(古賀俊昭君) ですから、そうした作業もきちんと市側も熱意をもって進め

ていただきたいと。その上できちんとした見通 しなりを述べていただきませんと、「将来の計

画ではそうなる ことになっておりま す」では、非常に抽象的でっかみどころのない話になって

しまいますので、お聞きしたような次第です。鋭意取り組んでいただきたいと思います。
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0議長(高橋通夫君 ) 市長。

0市長(森田喜美男君) 前提は、交換に置いていただくということから始まるわけで

あります。

O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 2件について御意見があれば承りますD 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件について採決いたします。本 2件に対する委員長報告は不採択であります。

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 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 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 1号、市道 68号線に隣接する市有地に関する陳情

の件は、委員長報告のとおり不採択 と決しました。

これより請願第59 -1 0号、核巡航ミサイル 卜マホークの日本寄港を拒否し、非核三原則
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0議長(高橋通夫君 ) 藤林理一郎君。

02 0番(藤林理一郎 君 ) よく理解しました。できる だけ道路拡幅するためには、よ

りよくお考え願っていただき たいと、こういう ふうに考えておりますのでよろ しく お願いいた

します。

O議長(高橋通夫君 〉 古賀俊昭君。

018番(古賀俊昭君) いまのやりとりをちょっと聞いておりまして、さらにお開き

をしたいんですが、将来の計画として、道路の拡幅をしたいという考え方は市の側 と

いうお話でございました。こうした生活道路の場合は、将来いつの日になるかわからないけれ

ども、拡幅する計画がございますでは、地域の住民は納得できないわけであります。道路の拡



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の件を議題といたします。

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) 総務委員会の審査報告を申し上げます。

請願第 59 -1 0号でございます。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でございます。これは、日野

市程久保の核を考える日野市民の集い実行委員会、並びに多摩厚生園の労働組合市川さんほか

3名から出されている請願でございます。

総務委員会では、国政の問題でもございまして、種々審査を深めてまいりました。それらの

中で、核ミサイルトマホークが核兵器を積んでいるかいないかなどの質疑などもあったわけで

ございます。委員の各意見などを交換いた しました結果、採決に至りました。その結果は、多

数決ということでこの請願を採択と決しましたので、よろしく御審議をお願いいたします。な

お、総務委員会としては、委員のメンバーによりまして、この件名に基づく意見書を政府に出

すように本会議に提案する予定でございますので、よろしく御協力のほどをお願い申し上げて

おきたいと思います。

し可ます。委員名は結構ですか-4対 3でございました。

O議長(高橋通夫君) 石坂勝雄君。

028番(石坂勝雄君) 賛成の、いまの主たる理由というのは、これは大体わかるん

ですが、反対、賛成の主なる理由をいま少し詳細に御説明願いたいと思うんです。

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) 総務委員会の中では、意見討論的なことは行ってお

りませんが、質疑の中で出された見解などを若干、じゃあ申し上げたいと思います。

これは、 請願の趣旨を理解する という点での質疑発言が賛成者の側からは多くございました。

請願の趣旨は、現在の軍事的緊張、核戦争の危機について学習討論を したと。 とこ ろが、そ

ういう学習討論の中で アメリカ太平洋艦隊に核巡航ミサイルトマホークが配備されてきてい

る。しかも、この核巡航トマホ ークには、 わが国の国是である非核三原則が脅かされているこ

とを知ったというわけでございます。かつまた、この請願の趣旨の中には、同様にソ連がss 

2 0を極東に配備を促し、極東における核、軍核競争の激化もしているというわけでございま

す。そういうこと と関連いた しまして、日野市は市議会で、核兵器廃絶平和都市宣言も議決 し

0議長(高橋通夫君) これより質疑に入ります。石坂勝雄君。

028番(石坂勝雄君) 委員長の報告に、 巡航ミサイル トマホークの日本寄港の拒否

という 59 -1 0号は、委員会の採決は賛成多数ということなので、いわゆる内容をさちんと

言っていただきたいと思うんです。私は、少なくとも地方議会とか、 国レベルのやることを、

総務委員長が非常に優秀で、総務委員のメンバーりっぱな人がいられるから、こういう問題を

やれるけれども、われわれじゃとても普通じゃできないんで、私も後で意見の場なりで申し上

げることもあるんで、少し何かもっと採決がどういう一一きのうも出ましたんですけれども、

つまびらかにしてもらいたい。

ていただいている、こういうような請願の主張でございます。そういうことを賛成の方々は、

質疑の中で請願の趣旨を納得する、一刻も早 く採択したい、というような形で主張をされたよ

うに記憶いたしております。かつまた、賛成に挙手さ れなかった委員の皆さんは、先ほど申し

上げましたが、核の確認はどういう場所でするのか。アメリカ大使館なのか、あるいは学習会

に来た講師がそういう事実を知っている劫ユなどなど、 そうし 1う確認の仕方がむずかしt"¥とし 1う点

に質疑の中心をしぼられまして、恐らく 3名の方は挙手をされなかったと、こう いうようなふ

うに記憶をいたしております。

以上でございます。

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) 申し上げます。 4対 3で可決でございました。そし

て、この審議内容は省略をいたしますけれども、この請願の願意のとおりの情勢ではないか、

という立場からだと思いますが、この方が 4名、そして、いろいろまだ調査する必要があると

いうような御質疑の中での主張ではなかったかと思いますが、そういう方が 3名。しかし、採

決については、全会一致採決をすべき時期だということに相なりまして採決をした次第でござ

0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。

018番(古賀俊昭君) 市長にちょっとお尋ねをしたいんですが、この請願の要旨を

拝見をいたしますと、核を考える日野市民の集いとい うのが開催をされた、ということが出

ておりますが、くすしくもこの核を考える日野市民の集いというのは、 12月7日、先日もこ

の市役所の 505会議室で開かれているということが、私いまこの請願の要旨を見ましてわか

ったわけですが、市長は、この核を考える日野市民の集い実行委員会という主催団体が、市民
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の公共施設建物である市役所の中に、所構わずピラを張って、庁舎の管理規制も踏みにじって、

総務部長が汗を流 しながら、助役も市長も 「撤去させますJという答弁を議会の中で行 ってお

きながら、 一向にそのことに従 うこと もなく、庁舎の管理規則が踏みにじられたまま、いまだ

にまだ張つであるわけです。こういう無法集団の集会に市長は、私は、出席されるのかどうか

ということをお聞きしましたら、よく考えてから決定をする、というふうにおっしゃいました。

こうした市の管理規則、市民の庁舎を好き勝手に使用する、そう した会に出席をされたのかど

うかまずお尋をして、 後続けたいと思いますので、確認をお願いします。

ださいと、注意をしてくださいといって、注意しますとおっしゃっている O しかし、その結果

それが守られていないわけです。そう した団体には、 やはり今後お貸 しになることは慎重にな

さった方がいいのではなし 1かと いう ことをお話 ししているんです。庁舎管理規則を守らなけれ

ばならな いというこ とは、あたりまえのことですよ。その点を私はお聞きしているんです。

0議長(高橋通夫君)

O助役(赤松行雄君)

助役。

いろいろと警告もし指導もし、改善の実も上がっておると、こ

0議長(高橋通夫君) 古賀俊昭君。

01 8番(古賀俊昭君) それではちょっと委員会の模様についてお聞きをいたします

が、その前に、いま「撤去をさせました Jというふうに市長はおっしゃったんですが、この12 

月7日の 「開戦の目前夜」とい う表題で開かれた集会の告知のポスタ ーは、 議会が終わり まし

て私どもが退庁いたしますときに、まだピラそのものが堂々と組合の掲示板でもない普通の壁

に張られておりました。撤去はされておりませんで した。警告をしても、それが無視される。

そうした人たちが……(r暴力たJと呼ぶ者あり)市の庁舎を使用することを認めるというこ

と自体が、非常に不謹慎だと思います。こう した団体には、庁舎管理規則に従わない、 決まり

や規則を守らないような人たちには注意をする。しかし、注意をしても聞かなければ、今後そ

うした市民の人たち一一それは日野市民ですから使用する権利はありますが、やはりルール、

そうした決まりというものは守ってもらわなければ困ります。それらが踏みにじられた状態が

続いて、いまでもまだ張つであるわけです。こうした団体には来年お貸しにならない方が私は

妥当ではなし 1かと。それが市民の声ではな t¥かと思いますが、その点市長いかがですか。

う考えておるわけでございます。御注意を受けました核を考える会のビラでございますけれど

も、総務部長の方からは御注意を受けま したので、早速一一 地区労等が入りまして核を考える

会と いう ものを集会しているわけでございますけれども、その中に市役所の職員組合も入って

おるわけでございますので、当面のビラを張り出す上での責任というふうな、責任者になって

いるというふうな考え方のもとに注意をしま して、 撤去させたわけでございます。漏れがあっ

たようでございまして、どうも甲しわけございません。

それで、こうい うことにつ きましては、ますます厳重に注意 しまして、 やはり公務員でござ

います。一般市民より以上に法律に対しては厳密に守っていくというのが公務員でございます

ので、そういう面は前々からよ く言い聞かしておるわけでございます。 (発言する者あり)そ

0議長(高橋通夫君〉 市長。

0市長(森田喜美男君〉 当日、ビ ラは撤去された と報告を受けております。それから、

その会は、そのときお答えをしたのは、主催団体がどういうことであるか私も十分存じてな

いので、判断をして、というふうにお答えいたしました。結果、出席いたしませんでした。

ういう面から一一一般職場に、かつてはロッカーなんかにいっぱい張っておったわけでござい

0議長(高橋通夫君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 規則はあ くまで守って もらわなければなりません。

O議長(高橋通夫君) 古賀俊昭君。

01 8番(古賀俊昭君) 守ってもらわなければ困りますから、守るように指導してく

ますけれども、それがなくなってきておるわけでございます。 ただボーナスのとき、ベたっと

こう張られますので、それを今後は 一一 ああいうことをやりましても特別に効果が上がるわけ

じゃございません し、 市民から見て も、いろいろ注意を受けているわけでございますので、私

たちの責任と思っております。組合の方とも実効ある話し合いを重ねながら御期待に沿ってい

きたいと、このような考え方しておるわけでございます。よろしく。

O議長(高橋通夫君〉 古賀俊昭君。

01 8番(古賀俊昭君) 別に私の其鴨に沿っていただかなくてもいいんですよ。あた

りまえのことがあたりまえと して通る、そうした市の庁舎管理のあり方というものがきちんと

確立されれば問題な いわけですから。現に見落としか何落と しか知りませんが、撤去されてい

なかったと いう 事実がありますから、謙虚にその点は反省をしていただいて、 今後こういうこ

とが繰り返されないよう お願いをしておきたいと思います。

それでは委員長の方にお聞きをしたいと思いますが、この請願の最後に、参考の案文という
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のが添付されているんですが、この文案に沿って意見書と いう のをおまとめになる考えでござ
ので、そういう 形で意見書を作成したいと思っ ております。なお、 意見書については、正副委

員長に一任されておりますので、いま正副委員長で相談中でございます。よろしくお願いします。
いますか、その点お聞かせください。

0議長(高橋通夫君〉 総務委員長。

ρ総務委員長(竹 ノ上武俊君〉 お答えいたします。

総務委員会の確認では、これらに沿ってということでございます。 したがいまして、核巡航

ミサイノレト マホークの日本寄港を拒否 してほしいという点、それから、ソ連の8820の極東

配備をやめてほしいという点、それから、もう一つが真の平和と安全を実現するため、まず核

兵器を廃絶することは、被爆国日本のみならず世界人類の共通の念願であるとい う点も強調さ

れておりますので、 この点と この項 目を含めた意見書とする予定でございます。

0議長(高橋通夫君) 古賀俊昭君。

01 8番(古賀俊昭君 ) その点はわかりま した。実際の国勢情勢といいますか、極東

の軍事情勢、現実をよく見ていただければわかることですので、その点は講師の方もちゃんと

お話しにな ったのではな ~ ¥かと思うんです。勉強会されたということですから、くれぐれもお

間違いのないようにお願いをいたしたいと思います。

0議長(高橋通夫君〉 古賀俊昭君。

01 8番(古賀俊昭君〉 私、参考までにとし 1うことで添付されている 参考の意見書の内

容を見てみますと、故意と思われる重大な事実誤認と説弁が含まれているんです。「ソ連の8820

の極東配備を促し」という表現があります。しかしながら、現在極東地域にはトマホークは 1

基もないんです。ところが、ソ連の 8820は、すでに 15 0基近く配備をされているという

こと で、 トマホ ークは存在まだ極東にはしていないにもかかわらず 8820は厳然、として数百

基極東に配備されているという ことからしますと、このi882 0の極東配備を促し Jという

ことじゃなくて、もうソ連の 8820は、すでに存在をしてい るわけです。ですから、この表

現は逆にすべきじゃなし1かと思うんです。 「ソ連の 8820が トマホーク の配備を促すという

ことが考えられる」ということであればわかると思いますが、この案文に沿って意見書をおっ

くりになると、重大な現在の世界情勢の事実誤認が日野市議会で行われるということになりま

すので、その点~¥かが、委員長一いまの答弁ではこの意に沿いたいとい うお話でございまし

それから、この請願の中に書いておられる結局この要旨からしますと、非核三原則が脅され

るので、その点非核三原則の遵守と いうものを求めておられるのか、 トマホ ークというミサイ

ルについての配備を反対して意見書を出してくれとおっしゃっているのか、よくその点の焦点

がつかみかねる面も私あるんですが、いかがでございますか、その点総務委員会での御討議の

内容をお聞かせください。

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) 総務委員長の、もちろん個人的見解はございますけ

れども、総務委員会の審査の範囲に基づいての答弁でございますので、御了解いただきたいと

思います。

この請願の文章の中に「政府に対し非核三原則完全実施を図ることを強く要求する」という

文章がございますとともに、タイトルにも 1項それが入っておりますので、これはトマホーク

のことと三原則のことと両方意見を具申してくれ、という請願であると いうふうに総務委員会

では判断をいたしております。

たがいかがでございますか。

0議長(高橋通夫君) 古賀俊昭君。

01 8番(古賀俊昭君) 非核三原則については、日本国政府は非核三原則を遵守しま

すということは、再三国会でも答弁があるわけであります。ですから、国の要するに日本の国

是として非核三原則を守るということは政府が重ねて答弁しているところですので、これをい

ろいろ必配なさる方が、政府にさらにお願いをしておきたいということでのお気持ちはわかり

ます。 しかし、日本は 卜マ ホーク一一つまり日本の港に核を積んで寄りたいという申し出があ

った場合は、事前協議において、日本国政府は「ノー」と答えるというふうに再三これも国会

で答弁されてきております。ですから、いまの政府の私ども考え方に立てば、 トマホークとい

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 ) 総務委員会の審査の結果並びに総務委員会の決定で

は、この願趣旨ということで採択をいたしておりますので、この請願趣旨に沿った形で行いた

い、こういう ふうに考えております。したがいまして、この「促す」というようなことについ

てはどうい う原因、因果関係があるかは論議をいたしておりませんので、この願意の中で 卜マ

ホークのことと 8820のことを併記していく ということは、総務委員会の決定でございます
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う核が日本の港に寄港するという ことはあり得ないわけです， (発言する者あり)一一 立って

まともに言ってみろ。はっきり言ってみろ。議長。いま 日本共産党の日野市議会議員団の小俣

昭光議員が、不規則発言でたしか「 ばか」という言葉をおっ しゃったんですが、どなたを指 し

ておっしゃったのか議長において確認をしていただきたいと思います。(r確認 しろJr確認

をすべきだ」と呼ぶ者あり)その後、質問を続けます。(r議長 Jr休憩Jrひとり言だJと

呼ぶ者あり、その他発言する者あり〉

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。

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。

午前 11時 34分休憩

午後 2 時 55分再開

0議長(高橋通夫君〉 休憩前にヲ|き続き会議を開きます。

が至当ではなし 1かと思いますが、その点、委員会では御議論があったかどうかお聞きをいたし

ます。

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) 日本の政府並びに国会の非核三原則のことについて

は、この請願に賛成する立場の方は、そういう点では現状ではなくて、さらに、非核三原則の

完全実施と いう 手段をとるようにということが 1点。そ してまた、 トマホークの配備について

も、配備しているという情報などをもとにしての、こ の請願に関する賛成の質疑、詳 しいやり

とりはございませんでしたが、そういう立場で臨まれておりました。なおまた、意見書を具申

する相手先といたしましては、請願に「政府に対し Jと書いてございますが、委員の中からは

アメリカにも、あるいはメ連にもというような質疑は行われませんでした。

。議長(高橋通夫君) 古賀俊昭君。

01 8番(古賀俊昭君) それでは、 トマホークの配備については、これはアメリカ合

衆国が決定をする防衛対策でありますので、日本政府に 卜マホークの配備を反対だということ

先ほど小俣昭光君から不規則発言がありましたが、今後は十分に気をつけて くださし ¥0

総務委員長の登壇を求めます。

〔総務委員長登壇〕

0議長(高橋通夫君) 古賀俊昭君の質問を続けます。

01 8番(古賀俊昭君) 委員長に対 します質問の途中で中断をいたしま した。続けさ

せていただきます。

私がお聞きをしておりましたことをもう一度繰り返して申 し上げますと、日本政府に対じて

意見の具申をされたいということで、この請願出されたわけでありますが、先ほど申し上げま

したように、 核の日本への持ち込みということは、非核三原則を国是と しているわが国において

はあり得ないわけでありまして、事前に申し入れがあり、もし核が搭載されているというよう

なことが判明をすれば、わが国の政府はそれを拒否するということも、国会の担当大臣等の答

弁で繰り返されております。ですから、自国の政府を信頼できないということで、もう一度念

で意見書を出すということは、請願の要旨に反するのではなし 1かと思いますが、その点はいか

がでしょうか。

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) 質疑のなされた委員の皆さんは、これを採択された

方は恐らく配備という危険性、こういうことの前提だったと思いますけれども、請願の趣旨と

しては、日本への寄港を認めないように政府が対応しなさい、という趣旨でございます。恐ら

くそういうあたりを理解されてのやりとりだったと、こういうふうに思います。

0議長(高橋通夫君) 古賀俊昭君。

01 8番(古賀俊昭君) 総務委員会でのやりとりの経過についてはわかりました。後

ほど、意見で再度また申し上げたいと思います。

以上です。

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

のためにやってみるということでございましょうが、 トマホーク を配備反対ということで、ア

メリカの太平津艦隊に配備される卜マホークについて、これを反対するということであれば、

レーガン・アメリカ大統領に対してと、アメリカ太平洋艦隊の責任者に対して意見書を出すの

結いた します。

本件について御意見があれば承ります。石坂勝雄君。

02 8番(石坂勝雄君) 本請願に一言御意見を申し上げますが、私ます一番先に、 いま、
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こうし 1う請願を出されるとし1う市民運運動というのは了とします。そ して、日本の民主国家で、

しかも言論の自由であり、 いわゆる自由社会をと いう立場から いけば、市民運動の一環として

は、 こういう運動を個人であれ団体であれ、おやりになるのは全く差し支えないと思います。

思想信条も自由であるということも私も認めております。ただ問題は、本請願の「巡航ミサイ

ルトマホーク日本寄港を拒否 し、 非核三原則の完全実施を求める決議 といわゆる決議をしてく

れ、というこの問題に対しては、われわれ日野の市議会議員と して、非常に何か考えさせられ

る問題があるという ことを 3点ばかり申し上げます。

実は巡航ミサイルの卜 マホークは、 この6月の時点には実際日本に寄港して、何ていうんで

すか巡航ミサイルは~ iまないんですが、いまアメリカの原子力空母であるカールビン ソンが横

須賀港に一一軍港に入港していると。 こうい う中で私は、先ほど古賀俊昭議員の質疑の中でも

ございましたように、日 本のいわゆる政府 一一 これはもちろん、これ もまた各政党があります

ので、考え方というのはいろんな違っている観点があります。ただ、現政府が国民の信任を受

けているという ことも現実の事実だと思います。そういう点から踏まえて、私は、現政府は核

の持ち込みはないと言う し、 そういう疑惑もないという ことを言うし、それからまた、こうい

うことは答えてないんですね。ただし、非核三原則というのは、あくまで尊重 していると。し

かし、核の兵器が実際今度のカ ールビンソンに して も、持ち込んできているんだかどうだとい

うことは、これはアメリカが答えることであっ て、日本の政府と しては憶測で何か言 うことは

できないんだと、こういうことを申しているのがいまの国会の論議でもあり、通常の何か新聞

紙上にも出ている問題ではなかろうかと思います。

そういう点で、非常にこういう国際間の問題一一私は自由社会を守るという一員であって、

現政府をいわゆる認めております。そういう中からいけば、反対に回ることは事実あっても、

現実に乙ういう問題を日米という安保条約の是認 している立場から いけば、必ず しもこういう

核を持っている卜マホークを積んでいるものは、寄港すると いう ことは好ましいことでないが、

日米安保条約の中で、実際核を持っているというんなら、事前協議をいたしますよと、こうい

うことを再三国会で答弁しているのも、これを了と しなければならん立場にいる観点から見れ

ば、現時点では、こういう憶測で何かするということは、しかも議会の場で決議をするという

ことは、はなはだどうかなあということの意見を申 し上げておきたいと思います。

それから、この請願の中に、日野市は核兵器廃絶と平和都市宣言を しているから、こういう

ことは日野市議会としては容認でき ないんではな ~ iかと、こういうことなんですが、核兵器の

廃絶ということに、これはもう思想信条を問わず恐らく全国民が、日本は、いわゆる原子爆弾

の被災をこうむった長崎なり広島の現状を見れば、核兵器を認めているなんていう人は日本

国民では一人もいないと思うんです。しかも、またいわゆる世界全体でもこういうものはない

と思います。ただ、現実の中で、いわゆる米ソの力の均衡というか、こういうことによって、

逆に言えば平和が 一一 私は、そういうことは考えておりませんが、平和が保たれているんだと、

こういうことで見れば、これまた核兵器を使っては 一ーもちろん両国、アメリカにしてもソ連

にしても使うということは 1回も申していないと思うんです。しかし、こういうものが現実に

つくられていることは事実だと思うんです。その中で、ただ日野市でこういう核兵器の廃絶と

平和都市宣言をしているから、日野市議会では容認できないんだということで、即決議にいく

のもいかがなものかなあ、ということを私は意見で申し上げたいと思います。

それから、どうしてもこういうことをやるんだという希望的なことをされるのは、市民運動

で私も先ほど言ったように結構なんですが、国際間の問題、しかも日本といわゆるアメリカと

は自由社会を守る一員ということで安保条約で認めていることも、私は容認者の一人としては、

こういうことの決議では、いわゆる現時点では認めることはできません。こういうことを意見

に付しておきたいと思います。

0議長(高橋通夫君〉 古賀俊昭君。

01 8番(古賀俊昭君) 私も、いま新政会の石坂勝雄議員がおっしゃいました意見に、

全面的に賛成でございます。私が先ぼど質疑の中でも申し上げましたように、まず第 1点は、

この請願者の請願要旨及び参考に付されております案文の中には、事実の誤認がまず一つある

ということが挙げられますっそれからもう 1点は、いま御意見の中にさきに述べられましたよ

うに、こうした米艦の寄港ということは、アメりカから申し入れがあれば日米安保条約の6条

という条項によって、施設区域を提供するというこ とが決められており、それに基づく地位協

定によって認めるということが国際条約で決められているわけです。この条約に基づいて、日

米間において、いま親密な外交関係が樹立されているわけですが、その外国であるアメリカの

申し入れについては、特に核のことについては、日本政府は非核三原則についても明らかに国

会等で言明し、その立場を明らかにしております。そういうことで、この条約及び協定等に違

反がない限りは、こうした意見書を地方議会、日野市議会で議決するということは問題があろ
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うかと思います。

また、日本の 一一わが国の安全というものが一体何によってそれでは守られているかと いつ

ことをいろいろ考えますと、このような意見書を出してもらいたいという立場の方もいらっし

ゃるでしょうし、 いま意見を申 し上げております私や、先ほどの石坂議員のような御意見も当

然、あっていいと思います。私もそうしたこの請願と相反する立場ではございますが、もう一度

こういう意見書の議論の中で、わが国の安全と平和と いう ものが、一体具体的に現実にはど う

やって守られているかという ことを、ただ観念的にとらえるのではなく て、現実に即した、や

はり議論というものが議会においてはあっていいと思います。つまり 、わが国の国民、市民を

守っているというものは、どういうことが政治の中で行われてその結果もたらされているのか、

そうしたことをやはり考えてし 1く必要があると思います。つま り政治というものが国民の幸せ

を守って、国民が幸福になることを妨げるものがあれば、それを排除するというのが政治の基

本であると思いますので、私は、現政府の政策を支持する立場から、こ の請願の採択には反対

の立場を明らかにして意見といたします。

0議長(高橋通夫君)

結いた します。

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 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の

具申を願う請願は採決と決しました。

これより請願第 59-14号、衆議院議員定数格差是正に関する陳情、 請願第 59 -1 5号、

少額貯蓄非課税制度の現行維持を求める請願、請願第 59ー 17号、 日野市の法務行政管轄区

域を八王子登記所管轄から多摩登記所管轄へ変更する ことに反対する請願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。
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0総務委員長(竹ノ上武俊君 ) 総務委員会の審査報告を申 し上げます。

請願第 59-1 4号は、衆議院議院定数格差是正に関する陳情でございます。これは、国分

寺市の佐竹さんより陳情されているものでございます。 日本の総人口に占める衆議院の総定数

は 2.7婦で、あるということでございます。しかし、東京 11区等は1.5 7 9るしか衆議院議員を

選出する ことができな い。こう いう観点か ら陳情をさ れております。投票価値の格差は違憲で

あると いうことでございます。そう いう意味で平等な 1票を実現 して、 現行総定数枠内で議員

定数を人口比例によって配分するよ う陳情されたものでございます。

総務委員会は慎重な審議の結果、万場一致採択と決 しました。なお、衆議院議員定数格差是

正に関する 意見書を後ほど提案する予定でございますのでよろしくお願いをいたします。

続きま して、請願第 59 -1 5号、少額貯蓄非課税制度の現行維持を求める請願でございま

す。これは日野市日野台の日野台郵便局長木下さんほか 13名の郵便局関係者から出されてい

るものでございます。

現在、内閣総理大臣の諮問機関である政府税制調査会、ここが郵便貯金やマル優など、いま

非課税になっている300万限度のものについて課税をしよう、という方向があるということ

について、このような動きがある場合には、少額貯蓄をしている国民が非常に不公平になるの

ではないか、あるいはまた、国民の貯蓄意欲がそがれるのではないか。国家の財政運営にもい

ろいろ影響が出るのではないか、こういう立場からの請願でございます。

この件につきまして総務委員会は種々審査をいたしました。その結果、願意に沿うよ う採択

すべきであるということで、万場一致採択と いたした もので ございます。

最後の請願第 59ー 17号でございます。こ れは、日野市の法務行政管轄区域を八王子登記

所管轄から多摩登記所管轄へ変更することに反対する請願でございます。これは、八王子にあ

る登記所の うち、 日野市の扱い分などを多摩市の方の登記所をつくって変更をすると いう動き

がございます。この件はすでに官報などにも発表されたそうでございます。しかし、住民とし

ては、このようなことになれば次のような理由で日野市民が不利である、こういうことから請

願が出さ れて おります。 日野市多摩平の山口さんほか 473名からなる請願でございます。

一つは、日野市から八王子に行 く場合の交通費、交通時間、これが多摩市になるとそれぞれ

の点で不便になるということでございま す。ま た、 第 2点目と いたしまして、登記所に行く際

は、その他の行政諸官庁へも立ち寄る。八王子には諸官庁がそろっているけれども多摩市には
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そういうものがないので、あっちこっちと行ったり来たりしなければいけない。こういう不便

さが生じるというものでごぎいます。なおかつ、また日野と八王子は地理的その他の関係が深

いけれども、多摩市とは地理的その他の関係で非常に不便になるというような趣旨、以上のよ

うな主として 3点を中心として、政府関係省庁に意見具申をしてほしいということでございま

した。

総務委員会は、いま申し上げましたように政府法務省等の動きはございますけれども、この

時点で願に沿って採択した方がよろしい、とい うことに相なりまして、万場一致採択と決した

次第でございます。

なお、いま申し上げました請願 59-1 5号、並びにただいまの 59 -1 7号、いずれも意

見書を準備中でございまして、本会期中に提案をいたしますので、よろしく御協力をお願いい

たします。

0議長(高橋通夫君)

028番(石坂勝雄君)

これより質疑に入ります。石坂勝雄君。

請願 59-17号について、こう いうことを審査されたか伺

いたいと思うんですが。日野という市は、浅川を挟んで、元の地名でいけば旧七生地区、旧 日

野地区と一一大和田地区は込み入って入り組んでおりますが、こういう中でいま委員長が報告

したように、単純には必ずしも八王子に行くのは利便で、多摩センター付近に行くのは不便だ

ということは言い切れないと思います。

一つ一例を挙げれば、そういうこ とが審議されたかどうか、東京電力の八王子営業所が、い

わゆるごく二、 三年前まではニュータウンがあれだけ大きくならない前は、八王子営業所は日

野地区も七生地区も全部やる。八王子営業所の傘下におりました。ところが、現在では川を区

切って一一私も定かではありませんが、旧七生地区の方は全部だかどうか知りませんが、多摩

市の多摩営業所管内に入っております。それから、いまの趨勢から見ると、多摩センター付近

には東京ガスにしても、いま言った東京電力の営業所にしても、こういう準官庁的なものが集

結してくると私は想像されます。それを単純に交通の利便とか、近くないとか遠くないとか、

官庁がないというようなことで、こういう点も踏まえて御検討されたかどうか。

それから、いま一つ、これは絶対またほかの一一この問題とは違いますが、日野市でもニュ

ータウンの内の斎場にも入るというようなことで、そういう点でやっぱり地域的なことも考え

たんではなかろうかと思います。
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いま 1点、法務省でもう何か官報で告示して決めてあるものを覆せるものかどうか。

いま一つ、何ていうか、 見方によれば八王子の一一私の見解が違っているかもしれませんが、

八王子登記所の、いわゆる登記所の多摩出張所というような形になって全部の仕事が多摩出張

所に来るんではなし、いわゆる普通の登記事務は多摩出張所に来るんだが、法人等の印鑑証明

等は八王子の登記所支所に行くんだと、こういうやにも私聞いております。そうい う点では、

むしろ多摩出張所に、そういう内容的なものをそっくり来るというようなことがあれば、なお

いいんではなかろうか、というように考える節もあるんで、その辺のことまで内容的なものを

関係官庁から来て御説明を受けたかどうか、その 2点をまず聞きたいと思います。

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) 第 1点の地理上の問題でございます。この請願にも

第 5番目として書いてございます。その中に、旧七生村と旧日野町と総合的に見てということ

で、地理的な距離がほぼ同じではないかという点なども指摘しでございますが、幹線道路網の

発達 という 点 が 違 うというのが 請願の中 にあるわけでございます。総務委員会では、

これらの点を吟味いたしまして採択ということに決したわけでございます。国電豊田駅から、

あるし、は日野駅から、高幡不動駅からの交通時間、あるいは交通費、こういうものなども若干

質疑の中で意見交換をいたしました。請願文にも若干書いてございますように、確かに日野市

の一部で多摩市に近いところがあるという点は、総務委員一向、総務委員会で認識の上でこう

いう採択をしたわけでございます。

それから、第 2点の多摩市に官庁を集中する問題などでございます。この点については、そ

れよりも日野市に、この登記所の出張所を持ってきた方がいいのではないかという主張が、質

疑の中で一、二出されたわけでございます。そういうようなことから、いろいろ議論をいたし

てまいりました。ただ、 多摩市に登記所の出張所ができた場合に、こういう法務局関係に足し

げく行くーーたとえば職業でございます。司法書士、行政書士、そのほかの関係の職場、こう

いう方々の庖舗を出す場所が多摩市の場合はない。要するに、 そういうことで登記所だけはで

きるけれども、周りに庄舗などを出すことができないんだ、そういうことでも多摩市に持って

くるのは不便なのだ、というようなことを審議したわけでございます。

なお、今後この法務局の考え方を覆すことができるかどうか、という点でございます。この

点についても、るる審議が行われました。市役所にも法務局関係から説明が来たそうでござい
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ます。そういう際には、市当局は意見を出すべきである、というような問題提起もあったわけ

でございます。なおまた、法務局一一法務省でしょうか、官報にこの計画を発表するときに、

われわれ日野市民に何の相談もない、官報の一片の通達だけでそういう場所を決定するのは不

都合である、というような委員からの質疑などもありまして、今後そういう点で、やはり請願

の立場から運動をしていく必要があるんだと、こういうことになりまして、採択ということに

なったわけでございます。

登記所の多摩の出張的な機関でございますので、多摩市に設置された場合は全面的な八王子の

法務局の仕事が移行するわけではございません。そういう点でも不便であると、こういう質疑な

んです。では、逆に多摩市に全部集中しろというような主張要望に基づく質疑というものはな

かったように記憶しております。

0議長(高橋通夫君) 石坂勝雄君。

028番(石坂勝雄君) 委員長、私が言うのはその答え、いわゆるそうし 1う内容の一

私は法人の印鑑証明等は八王子のところへ取りに行くんだと、こういうようなことなり、具

体的な登記事務はこうなんだと、こういうようなことをどなたがやって、どうですかというこ

とを聞いているんです。だから委員長、別に無理して言わなくたって、総務部から聞いたとい

うんなら、総務部長でも何でも答弁させて結構なんですから、その点ちょっとまだ私納得でき

ないんで、やってもらいたいと思うんですが……。

。議長(高橋通夫君) 石坂勝雄君。

。2 8番 (石坂勝雄君) ちょっと委員長には 言いにくいんですけれども、私の質疑に

答えてないんで、委員長独創な何か節回しでお答えになって……。私は、 1点は必ずしも交通

の利便ということ一一モノレール構想も出ておるし、そうし可う中で単純ないまの現時点だけで

図っていいのかどうなのか。そういう点と、いわゆるほかの東電とかガスとかいろんなことを

して、そういうことをされたかどうかということを 1点。それから、いま 1点は、そういう関

係筋から来ていただいて、いろいろな説明聞いたり内容の、いわゆる法人の印鑑証明等は八王

子の方へ取りに行かなきゃならんし、かつ普通の登記事務だけはやるんだという、そういうこ

とを検討されたか、吟味されたかどうかという……。何か自介の独創的な委員長独特のすば、ら

しい感覚で、とうとうとまくし立てたって、ち上っと何か私も長くやりたくないんで、簡明に

答えてもらいたいんですがね。

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) お答えいたしますが、その辺のやりとりもいたしま

した。それで、いませっかくの御指摘でございますので、総務部長の方から多摩の登記所の仕

事内容、それから、 八王子に残されたも の、この点が部長で答弁できるとすればひとつ御説明

をいただきたいと思います。

0議長(高橋通夫君) 総務部長。

。議長(高橋通夫君) 総務委員長。 0総務部長(伊藤正吉君) お答えいたしますが、先ほど来、委員長報告の中で官報

。総務委員長(竹ノ上武俊君) 委員長の独創で答弁はしておりませんが、総務委員 の告示の件でございますが、これは、 4月の 11日に官報で告示されておるわけでございます。

その内容は、法務省令第 14号というということでございます。その中で、東京法務局の八王

子支局の中の日野市を削り、多摩出張所の所管といたしましては日野市、それから、多摩市、

稲城市、この 3市が多摩出張所の所管になる。いままでは多摩市と稲城市は府中の所管でござ

いましたけれども、 多摩出張所の方に入ると、こういうことでございます。

それから、職務の内容といたしましては、不動産登記と法人登記、この二つの所管事務のみ

を扱うと、こういう内容でございます。

以上です。

O議長(高橋通夫君) 石坂勝雄君。

028番(石坂勝雄君) いま恐らく総務部長は、いわゆる法務局から来た、何ていう

会の審議状況を述べたわけでございます。

ただいまの2点 質疑についてお答えいたします。日野市でも近い場所があるという指摘が

ございましたが、日野市からも近いから多摩市でもいいではないか、 という質疑は

なされておりません。それから、第 2点目の法務当局が総務委員会に来て説明があった

かという点でございますが、これは、先ほど答弁しましたように、市役所の関係部局一一総務

部だと思います。けれども、そこにはあいさつがあったとこういうことでございます。それに

関する質疑は総務委員会として行いました。( Iだから、内容聞きにきたかと聞いているんだ

よJI内容、事務の扱いとかやったかやらないかJと呼ぶ者あり)

重ねてお答えいたします。内容のことについては、ですから、先ほど申し上げましたように、
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か公文書にのっとっていまお答えになったと思うんですが、そういう説明を自分ではずばりし

ていただければ、もう最初のときで私引き下がっているんですが…・・。

後の意見の場で申し上げますが、さっき田町也区へ、そういうことであるんなら出張所なり

八王子の登記所へ持ってくるというようなお話があって、私もその点なら大賛成です。ただし、

私は申し上げますが、いまの八王子の八幡町にある登記所は、定かではありませんが、恐らく

8年くらし可か 10年か 11年前に、いまの八王子地裁一一裁判所のところに一緒にあったわけ

です。あそこがいわゆる狭くなったということで、どこか物色したい、特にそのころの動きと

しては、日野と八王子の境に来たいと、こういうことを八王子の司法書士会から私は聞いたん

ですが、むしろ日野に用地を一一日野と八王子の境につくって用地を物色していただきたいと、

そういう要請を司法書士会で理事者にされたそうです。十一、二年前か私定かではないんです

が、そのころにかなりされたそうです。ところが、全く登記事務所なんていうのは、いわゆる

われわれの日常生活になくちゃならんということではないんだ、遠くのような、早く言えば火

事だということで、全く取り上げられなかったということを私は聞いているし、事実その人は

いまでも現存しているからいつでも聞けます。ただ今度のときだけ私は、何か法務省で充実 し

てくれというのに、何か目くじらを立ててまでやるのはどうなのかなあという一一私の議長の

のときにこの問題は持ち込まれてきました。しかし、私は余り乗り気ではありませんでした、

はっきり申し上げまして。それなので、そう緊急に何かすべきことではないんではなかろうか

と。こういうことで放置しておいたというか、そういうことを積極的に取り上げなかったとい

うのが現実であります。

そういう点で、いまのモノレール構想等、また、多摩ニュータウンを中心にした多摩、稲城、

日野の一部の核の問題を考えた場合に、先走った決定をするのはどうかなあということを、そ

ういうことの論議はされなかったか、何か最後にお聞きします。なければないって言 って結構

ですから。

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) その八王子境にとしづ件については、質疑は行ってお

りません。なお、つけ加えまして、先ほどの答弁に補足をしておきますが、登記所の仕事の内

容については請願文の②のところに出ておりますので、これを前提として総務委員会は審議し

た、ということをつけ加えておきたいと思います。そういう意味で明細な答弁はいたしません
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でした

O議長(高橋通夫君) 古谷太郎君。

06番(古谷太郎君) いま石坂議員さんからもお話がありましたが、われわれ南多摩

一一日野、稲城、多摩です。これは面積からいきますと、 日野が 27. 3ですか、多摩、稲城も、

やはり合わせて 27です。面積は多摩、稲城を合わせたものと日野市と同じであります。それ

から、交通事情から考えまして、特にものモノレールができる。高幡が官庁の中心にならなき

ゃならない。そういう点で過去の市長さん方は、昭和 41年に南多摩に初めての日野高等学校

をつくられた。南多摩高等学校です、これ。ただ南多摩高等学校というのは八王子にあるんで

す。それで日野高等学校です一一昭和 41年開校。また、保健所もそうです。日野、稲城、 多

摩に保健所をつくる。南多摩に保健所をつくる一ーじゃあどこへつくるか。これも昭和 46年、

当時の市長は、やはり日野の高幡につくる運動をされてできた。やはりどう交通から見ても、

面積から見ても一番便利な場所は高幡周辺であります。

私は、いまこの法務局の問題も、当然 1年 2年前に諮問があったはずです、市長に対して。

市長は、それに対してどのような運動をなされたのか。また、ある L、は日野はもういいんだと、

みんな多摩か稲城へ持ってってやればいいんだと、こういう考えはもちろんないとは思うんで

すが、どのような運動をし、それでもなおかつ失敗したのか。この点について市長の答弁を求

めたい。これは、総務委員会に御出席をいただきませんでしたので、お聞きしたいのでありま

す。

。議長(高橋通夫君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 法務局の附属機関と申しましょう か、これは、古くから八王

子に所在をしておるわけでありまして、いま御質問の、いわゆる南多摩東部という感覚でこの

ことが私どもに諮問されたということは、ちょっと記憶にございません。

昨年か 1昨年だったと思いますけれども、場所が狭除であるとか、将来多摩センターという

地域が、いろいろな意味で地域の交通条件が整うというふうな理由で、 多摩に移転をする考え

があると、こういうあいさつと申しましょうか、報告といいましょうか、そういう形の話は伺

った記憶がございます。その際には、私は、いま出しておられます、いわゆる司法書士という

方々の仕事の使不便で考えるよりも、やっぱり市民の足を運ぶことの便不便という事で考える

ことが妥当だ、というふうに思いましたので、あるいは広報にそういうことの紹介を出したこ
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とがあるか、ちょっとこれは調べてみないとわかりませんが、いまいろいろ話を伺ってみて、

日野に設置したいという、そういう運動は私は聞いていないわけでありまして、むしろニュー

タウンの方が便利という意味では日野に近い、あるいは日野市民も喜ばれるのではないかと、

こういう感覚は持ちました。そういう程度でございます。

。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。川嶋 博君。

0 14番(川嶋 博君) 請願 59 -1 7号の件ですが、請願内容にあるように、市

民生活から見た場合、やはり登記所、または地方事務所も八王子にある。ここに現在あります

ので、やはりモノレーノレその他の構想もありますけれども、現状の八王子の方に請願どおりな

るように要望いたします。

0議長(高橋通夫君)

06番(古谷太郎君 )

ほかに御意見はありませんか。古谷太郎君。

いま市長さんからも答弁がありました。数年前、何年か 1年か

2年前に話はあ ったと。いずれこれは、多摩登記所は八王子登記所と同じ事務を行うようにな

るわけであります。ですから、こういう点でやはり日野市民の立場を考えてやる、と。多摩、

稲城の方々も総合して考えた場合、当分の聞は八王子登記所所管に置くべきで、将来は、日野

の高幡にしなきゃいけない。現状でも警察は日野です。保健所も日野です。将来できるであろ

う建設事務所も 日野へつくらなきゃいけないと私は思います。ですから、ぜひ理事者がこの実

現に、この件についても、日野の高幡周辺に、南多摩東部ブロックのすべての役所等を集める

ように今後努力してもらいたい。このことを意見として申し上げておきます。

0議長(高橋通夫君〉 石坂勝雄君。

028番(石坂勝雄君) 私は簡単に申し上げます。

こういう問題は、採択されるのは私は結構だと賛成いたします。ただし、市長会、 議長会で

近隣とよく連携をとって、住民のサービスが行くようなことに鋭意努力をしていただきたいこ

とを意見で申し上げておきます。

0議長(高橋通夫君) ほかに御意見はありませんか。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 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採択であります。本
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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 I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。よって請願第 59 -1 4号、衆議

院議員定数格差是正に関する陳情、請願第 59-1 5号、少額貯蓄非課税制度の現行維持を求

める請願、請願第59-1 7号、日野市の法務行政管轄区域を八王子登記所管轄から多摩登記所管

轄へ変更することに反対する請願の件は委員長報告のとおり探択と決しました。

これより議案第 88号、日野市三沢 25番地先市道上の市の義務に属する事故に係る和解の

締結及び損害賠償の額の決定に関する専決処介の報告承認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 88号、日野市三沢 25番地先市道上の市の議務に属

する事故に係る和解の締結及び損害賠償の額の決定に関する専決処介の報告承認について提案

の理由を申し上げます。

本議案は、日野市三沢 25番地先市道上における事故について、地方自治法第 179条第 1

項の規定に基づき、昭和 59年 10月 27日付で専決処分に より相手方との損害賠償額及び和

解の締結をいたしましたので、同法同条第 3項の規定に より、 議会に報告し、承認を求めるも

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、よろしく御承認のほ

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。建設部長。

0建設部長(中村亮助君) それでは、ただいま上程されました議案第 88号につきま

して街車党明申し上げます。

本件は、 市道上で車両が被害を受け、市の道路管理責任上、その損害を賠償するために被害

者に対 しまして 16万 4，96 0円を支払うこと によりまして、和解の締結ができまして、昭和

5 9年の 10月 27日に示談が成立いた したものでございます。 事故の発生状況につきまして

は、議案書の 3ページから 4ページに記載をされております示談書のとおりでございます。日

野市落川の 17 3番地の 56にお住まいの被害者菅原 明さんが、昭和 59年の 9月 23日に

一一この日は、たまたま日曜日と 祭日が重なる日でございましたけれども、その日の午後 7時

4 0分ころ、市道三沢 4号線、日野市三沢 25番地先でございますけれども、この位置は、ち
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ょうど三沢中学校の南門の前になるわけです。そこの場所を車輔で走行中に、同所を横断して

おりました雨水排水溝にかけられておりましたふた一一グレーチングというのは網目のふたで

ございますけれども、それがたまたま通行車両の車輪の振動によりまして外れておりまして、

そして、この排水溝が突出をしておりました。それに気づかずに車が走行をいたしていきまし

て、この網目のグレーチングに衝突をし、車両一一日産のグロリアの 3.000 C C、 59年式

でございますけれども、この車両を破損したものでございます。幸い人身事故はございません

で、車両のみの損害事故であります。

この種の事故の再発防止につきましては、総点検をするとともに、この現場につきましては

早速ボルトで固定をする補修の修理をいたしました。まことに申しわけなく存じております。

損害賠償額につきましては、全額道路損害賠償責任保険から歳入となるものでございます。

よろしく御承認を賜りたいと存じます。

以上でございます。

0議長(高橋通夫君) これより質疑に入ります。石坂勝雄君。

028番(石坂勝雄君) こうし可う事故がいろんな交通事故等であるんですが、こうし可

う事故が出たということも珍しいんで、出来ちゃったことに対して私は云々しません。ただ、

あそこの場所を私よく知っているし、どうしてああいうものがそういう簡単に外れるようなー

いま、見方によると電話練とか地中にいけて入っているのでさえも、簡単にあけられないよう

にするというようなこともされている中で、何か振動で外れるなんていうことは、われわれな

んかの常識では考えられなかったんですが、そういうことがあるんですか。 しかしまた、いま

建設部長の考えでは、今後そういうことのないように厳重にされるということなんで、むしろ

意見のような形の中で、そういうことの事故がないようにということと、見方によればこうい

う16万程度の事故であったのは幸いだったなあ、というふうに考えるんですが、どういうこ

とであんな一一あそこもかなり三沢中学の方へ向いたところの東門の入口の手前なんで、ちょ

っと私なんかの常識では考えられないと 。もっと、さもなければ重量があってきちっとするよ

うな形がとれないか、いま、びょうでとめたというようなことなんですが、その辺のところを、

ちょっといま専門的な立場からお答え願いたいんですが…・-。

O議長(高橋通夫君) 建設部長。

0建設部長(中村亮助君) お答え申し上げます。

構造上の問題をちょっと申し上げますと、グレーチングの大きさというのは 1枚が横が 1メ

ートル、奥行きが 60センチのものでございます。これがちょうど 1メートノレの幅でございま

すので、 4.4メートルの道路に横断されて 4枚かかっております。その左右にはいわゆる集水

弁がございます。で、合わせまして幅員は 4.4メートルということでございまして、この側溝

の深さというのは 50センチ程度のものでございます。そして、側溝の肉厚といいますか、コ

ンクリートの縁取りがしてございますが、その肉厚についてはグレーチングの前後が 10セン

チほどあるわけです。 トータノレしますと、両方に 10センチずつの、いわゆるふたがかけられ

ている余裕があるわけでございます。それが、普通ですと振動で外れるという こと はないわけ

なんですけれども、どういう関係かよくわかりませんですけれども、車両の通行によりまして、

徐々にそれがずれていたというのが事実だろうと思います。

そして、このことにつきましては、グレーチングが曲がっているということで、 9月の 14 

日の日、つまり事故があった何日か前に、土木課の補修係が発見をして補修をしたんですけれ

ども、その後また、車両の通過のために再び外れていた、というふうなものでございまして、

本来、構造上の問題としては、 ボルトで固定をするという形の構造のものもございますので、

この場所については、たまたまボノレトの固定のものでなかったということで、事故につながっ

たというふうに考えられておりますけれども、先ほども申し上げましたように、そういう点で

構造上不備のないような補修をした、というものでございます。( r了解」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) この事故ij、自動車が壊れたと。幸い人身事故ではなくて、大

変不幸中の幸いだと 存じます。ただ私は、こういうふうに申して下さる方は大変少ないんじゃ

なかろうかと思う。そこで、私ど、も議員は、そういう事故が発生したときに、これは市の責任

だなと思うときには、建設部長なり助役に私どもは御通告申し上げます。通告されない方もい

らっしゃるかもしれませんが、私が知る範囲で申し上げます。ところがその解決の議案が出

ないことが多い。もやもやと取り消す。大体の人は遠慮するんです。

そこで、これはどう解決したか一例をひとつ返事してもらいたい。これも交通の道路上の事

故であります。たまたまこの方は伊藤総務部長さんのお兄様でいらっしゃいました。前市議会

議員さんでございます。道路から転落して大けがをなさって一一日野の市道です。市道の、要

するに道路の縁の川に落ちてしまったわけです。それはなぜかというと、防護壁がちゃんとあ
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ったのが壊れていたからです。だから、自転車もろとも転落しちゃった。それで、府中の病院

へ担ぎ込まれた。場所は多摩市と日野市の境であります。そして、いい医者がいませんかとい

う奥さんからの電話がありましたので、私は、 どうしたんだと聞きましたら、いやあ、さくが

取れちゃってて壊れちゃってるところへ自転車もろとも落ちちゃったんです。大けがをしてい

ま外傷を負い入院していらっしゃる。

それで、私はすぐに助役さんと建設部長にお電話を入れました。このさくをちゃんと直した

らいいでしょうと。前はちゃんとなってたんだ。壊れたんだ、市の責任として直さなきゃ、ま

た落ちますよ と、子供が。少なくとも子供じゃなくても大人が落ちたんですから。そして、助

役さんはたしか病院行ったはずであります。あるいは行かなし可かしりませんが。当然、こういう

ふうなことで自転車は壊れてしまった。本人も傷を負う。何らかの形の事故示談書かイ可かよく

わかりませんが、出てしかるべきではなかろうかと思う。しかし、伊藤総務部長のお兄さんは、

自分の弟が役場に厄介になっているから、黙っていたのかもしれません。しかし、 要求 しなき

ゃ出さないということは余りいいことじゃないんじゃないかと思う。多くの人が大抵は泣き寝

入りしているんです。日野は道路が悪いんです。とても悪い。だからしょうがないんですね、

事故が多いのは。その点ひとつその経過を、きょうはたまたま議案が出されましたので、どう

解決し最後にどうなったのか。私がお願い した助役、建設部長、あるいは市長でも結構です。

御回答を願いたい。御説明願いたい。

O議長(高橋通夫 君) 市長。

0市 長(森田喜美男君) その情報を、大介期間がたったわけでございますが伺い、早

速現場の処理、あるいは事故を受け iられた御当人へのごあいさつ、それらのことゆ一応行いま

して、御理解によって議案として提出する形にはなりませんでしたが、また、そのことを御指

摘していただきました古谷議員さんに、早速御報告をすべきところ、それが不十分であったと

いう点については、まことに不行届であったと、このように反省をいたしております。具体的

なことは助役並びに総務部長からお答えができます。よろしくお願いいたします。

0議長(高橋通夫 君) 助役。

0助役 (赤松役雄君) 御報告申し上げるところでございましたけれども手落ちをして

おるわけでごぎいます。それで、お見舞い申し上げましたのは 6月の 23日、府中の恵仁会病

院というところへ参りましてお見舞い申し上げておるわけでございます。それからちょうど納
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税組合の副会長さんをやっておられまして、石田、新井地区を担当といいましては一一いろい

ろとごめんどうを見ていただいておるわけでございます。その日も、ちょうど新井橋の南詰め

を真っすぐ市場道の方へ向かつて下るわけでございますけれども、市場道の方へ右折せずにそ

のまま堤防沿いに進んでいったところで事故が起きたわけでございますけれども、納税通知書

をそれぞれお配りした帰りのとき、ちょうど夕方になりかかったんでしょうか、自転車で一一

最近は自転車を使わな いで自動車をお使いになっているようでしたけれども、その日は自動車

に都合がありまして、自転車でそういう納税の事務の連絡にお出かけになったと。ちょうど橋

と堤防沿いの道路とが、 Tの字で結ぶと ころでございます。 橋の方が多少傾斜があるものでご

ざいますので、自転車でスター卜するときに多少体が揺れたというようなこと等で用水堀に落

ちたわけなんですけれども、用水堀の方は途中から石積みになっておりまして、軽くて本当に

運がよかった といいますか、助けてくれというようなことで、すぐ近くの部落の方に助けても

らった ということで、大分出血されたようでございます。そういうお仕事で行かれたことでも

ございますし、もともとの市会議員さんを歴任された方でございますので、そういうことを含

めまして、お見舞い申し上げた次第でございます。

早速、行きも帰りも現場見たんですけれども、建設部長の方で、落ちないような防護さくを、

くいを打ちまして、針金で張りまして防護さくをしておるわけでございます。これは当面の防

護さくでございますので、いずれきちっとした、さらに防護さくにするということでございま

す。現場は確かに非常に深い堀でございます。落っこちますと一一頭から落ちたようでござい

ます。ちょうどたんぼに水がたくさん使う時期をちょっと一一これからたくさん使う時期とい

うようなもので、あれがもう少し水が張つであると一一気を失ったようでございますが、あの

まま水を飲んで大変なことになったんじゃないかと思うんですけれども一一御自身も言ってい

ました。水も少なくてよかったんだと、すぐ助けてもらったんだと。ちょうど頭が割れまして

出血が多量だということで、その後、多少耳も遠くなったというような故障等もあって、本当

に痛ましい事故だったと思っていますけれども、よくあれだけで済んだなあと思った形で、い

ろいろ市に功労のある方でございますので、その意を含めてお見舞い申し上げたわけでござい

ます。お見舞い以上のことは市の方としてはやってないわけなんですけれども、そういうこと

でございます。

工事の状況については、建設部長の方から…・・。
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0議長(高橋通夫君 ) 建設部長。

C濯設部長(中村亮助君) それでは私の方から、いま助役さんの方から詳細な状況が

御説明をされたわけですけれども、あの道路につきましては、堤防沿いの道路でございまして、

いわゆる建設省の管理道路のような形になっております。そういう関係で、助役さんの説明に

もございましたように、うちの方へ曲がる道路は私道でございます。それとの接続点で、状況

的に多少の勾配があったというふうなことでございますけれども、水路に面したところでござ

います。橋にはパイフ。の欄干-がついております。水路には何ら防護さ くがなかったわけでござ

います。応急的な措置をすぐ現場でするとともに、あとは恒久的なガードバイプの設置という

ことで対処をいたしました。

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。

ちょっといま中村部長に聞きたいんですが、その道路は何か建

設省が責任があるようなことをちょ (とおっしゃいましたが、この橋はだれがかけたんです。

だれがその橋をかけて、ここの道路をつくったかだ。

0議長(高橋通夫) 建設部長。

0建設部長 (中村亮助君) 橋そのものは私道にかかっている橋なんです。したがって、

これは新井の地域のあの辺にお住まいの方が、多分水路に橋をかけたんだろうと思います。そ

れから、道路は市の要するに堤防敷にかかる堤防管理道路ですけれども、管理責任は市でござ

います。ただ、用地は建設省からお借りしていると、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。

だからいまの管理というか、市道何号線という名前がついてい

るんでしょう一一そうでし ょう。市の認定道路だということはっきりしなきゃいけない。建設

省なら、この問題は建設省に文句言います。

0議長(高橋通夫君) 建設部長。

0建設部長(中村亮助君) いまちょっと何号線という名称は覚えておりませんけれど

も、市道の管理によるところの認定道路でございます。

0議長(高橋通夫君) 古谷太郎君。

06番(古谷太郎君 ) いまお見舞い一一寸志ってし川、ますか、寸志で済ましましたと。
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それで、伊藤さんも別に文句ーーもちろんそういうことを言ってくれと、市役所に言ってくれ

という こと で言ってきたわけじゃないんで、いいお医者さんがいないかということで私は聞い

たわけですから、もちろん伊藤さんのことですから慰謝料よこせとか、自転車の修理代よこせ

なんていうことは言わないと思う。 しかし、こういうものは相当期間入院され、しかも、納税

組合の令書を運んでいったわけです、中島地域に。ある意味じゃ公務ですね。そういうような

状況も考えて、やっぱり寸志ということだけではなくて、やはり市としてある程度の慰謝料と

いうことじゃないけれども、補償は出すべきだと思う。たとえば医療費一一医療費はあの人は

国民健康保険です。ですから、医療費は恐らく相当額払ったんじゃなかろうか。寸志というの

は千円でも寸志です。百円でも寸志、一万円でも寸志。一万円というような多額なことはない

だろうけれども、医療費程度は支払い、ここへ専決したといって出されてきても不思議じゃな

いと思うんですけれども、その点どうなんですか。あるいはその点勘案されてやったのかどう

か。

0議長(高橋通夫君) 市長。

0市長(森田喜美男君) いろいろ希望も私ども考えたところでございますが、御当人

の理解ある御辞退ということで、そのお言葉に甘えもし、儀礼は尽くしてきたと 、このように

思っております。

0議長(高橋通夫君)

06番(古谷太郎君)

古谷太郎君。

確かに伊藤さんは、御自介の弟さんが総務部長さんだし、なか

なか物言いにくいです。これはわかります、私も。それで、こういうことは、やっぱりある程

度規則か何かつくって、市道で発生し、その責任が市にあった場合には医療費は持っとか、そ

の基準を一一要綱でもいいです。つくられておいたらいし、かと思うんですが、その点いかがで

しょうか。

0議長(高橋通夫君) 市長。

0市長(森田喜美男君) そのとおり検討し、礼を失したり、あるいは御迷惑をかける

ことのないようにしたいと思います。

0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

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
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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。

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。本件は原案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 88号、日野市三沢

2 5番地先市道上の市の義務に属する事故に係る和解の締結及び損害賠償の額の決定に関する

専決処分の報告承認の件は原案のとおり承認されました。

これより 議案第 89号、上田排水樋管新設工事委託契約締結の専決処分の報告承認の件を議

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 89号、上回排水樋管新設工事委託契約締結の専決処

分の報告承認について提案の理由を申し上げます。

本議案は、上田排水樋管新設工事委託について、地方自治法第 17 9条第 1項の規定に基づ

き、昭和 59年 11月 14日付で専決処分により契約を締結いたしましたので、同法同条第 3

項の規定により報告し、承認をお願い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、よろしく御承認いただきますこと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。都市整備部長。

0都 市整備部長(結城邦夫君) それでは私から議案第 89号の報告承認について御

説明を申し上げます。

本事業は、上回排水樋管を新井橋上流浅川の左岸に設置するものでございまして一一この中

に案内図がございますが、場所としては新井橋の上流とマルが囲つである場所でございます。

この排水樋管は、万願寺区画整理事業と整合させるため、公共下水道計画のうちの中の上田排

水区の、雨水排水放流のために樋管を設置をするものでございまして、事業といたしましては、

河川の工事個所は堤内にございます関係上、渇水時期に工事を行う必要があるわけでございま
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して、この設計、あるいは施工につきましては、建設省へ一括お願いをしてきたところでござ

います。たまたま渇水時期ということで、工事期間の制約もございます関係上、議会の御審議

を経る前に契約を締結いたしたものでございます。

内容といたしましては、委託件名が、上田排水樋管新設工事でございまして、契約金額が

9 9，2 6万 2，00 0円でございます。委託期間は昭和 59年 11月の 14日から 60年 3月31

日まででございます。契約の相手方といたしましては、東京都千代田区大手町一丁目 3番 1号、

契約担当官が、関東地方建設局長、玉光弘明でございます。工事の平面図につきましては、案

内図の次に記載をしております。

以上で説明を終わらせていただきます。よろしく御承認のほどをお願い申し上げます。

O議長(高 橋 通 夫 君 ) これより質疑に入ります。滝瀬敏朗君。

029番 (滝瀬敏朗君) この工事について、云々ということではございませんが、浅

川の内の工事であろうというふうに考えておりますけれども、実は、あそこの石明神社という

お宮があるわけでありますが、道路が実はあるわけであります。この道路はそのまま使えるん

ですか一一通行どめにするんですか。

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 ) お答えを申し上げます。

現在利用しております堤防道路と申しますか、道路につきましては、この工事を行う場合に

工事に支障が出てまいりますので、この道路は閉鎖せざるを得ないというふうに考えておりま

す。 しかし、この道路に面しまして地域の方々が生活の道路としてお使いになっている点もご

ざいます。したがいまして、地域の住民の方々には御不便がないように事前 に迂回路をつくる

予定でございます。これは、現在、土方工務庄のところに火の見がございますが、この火の見

のところに家屋を区画整理上移転をいたしまして、そこに仮道を設置いたします。この仮道は、

将来区画街路になるものでございますが、と りあえずこの工事のために家屋を 3棟ばかり移転

をいたしまして、仮道を設置して、この工事の現場の近くの方々の通行に充てる予定でござい

ます。それから、全面的に一応は閉鎖いたしますけれども、この道路に面している方々は、そ

れぞれ御利用いただけるよう通行を確保いたしますが、通過道路としては閉鎖をしたい、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。
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。議長(高橋通夫君) 滝瀬敏朗君。

029番(滝瀬敏朗君) いまの部長の「迂回路Jというふうな、地域住民には迷惑かけ

ないんだ、というお話がありまして、了解をするわけでありますが、通過道路というふうなこ

との中で、非常にあそこの道路をいま通行する車が多いわけでありまして、御案内のように土

方さんですね、北田屋さんというおJ6があります。あれからオリエント時計に抜ける道路がご

ざいますが、いまのこの堤防の道路と、その道路をうまくできていて、 昔から一一一昔から って

いいますか、非常にうまくできていて、何ていうんですか、一方通行にしなくてもうまく利用

できるような形になっているんです。ですから、この道路を通過道路と一一閉鎖するというこ

とでありますと、御案内のようにいま申し上げました土方雑貨屋さんがございます。 土方さん

から 10 0メートノレくらい、もっとありますか一一 20 0メートルくらいオリエント 時計に寄

りましたところにつきましては、普通の車でもすり合わせができないんです。 いま言っ たよう

なことで、それで、うまくいままで利用お互いによく知ってまして、あそこ使う人たちという

のは。そこが閉鎖されますと、いま言ったような土方さんの西側のようなところは交差ができ

ないんです。いつもそれでいざこざが絶えないわけですけれども、ぜひその辺を何とか考えて

いただきたい。強く要望をしておきます。

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 ) お答えいたします。 この迂回路と申しますか、現在

の道路、 これを利用していくことになるわけでございますが、その辺につきましては、十分車

が交差できるような形で待避所みたいなものをつくっていくとか、その点も考慮、をしていきた

いと、かように考えます。御不便の点がございましたら、どしどしとおっしゃっていただけれ

ば、私ども事前にはやりますけれども、なお手を加えていきたい、というふうに考えます。よ

ろしくお願いいたします。

0議長(高橋通夫君) 滝瀬敏朗君。

029番 (滝瀬敏朗君) 要望でありますけれども、いま御指摘をいたしましたところ

につきましては、特に研究をしていただいて、通行が可能になるような方法をとっていただき

たい。強く 要望を しておきます。

0議長(高橋通夫君) 古谷太郎君。

06番 (古谷太郎君) 3点お聞きしたい。
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まず第 1に、この 129ヘクタールに及ぶ面積の排水であります。樋門をつくられた。それ

で、第 L煮は、この樋門をつくられる設計はどなたがしたか。もちろん民間がしていると思い

ます。あるいは建設省がしたかもしれない。工事は民間だろうと思う、今度落札した人は。そ

れらについて、いま工事施工についての注意は、いま滝瀬議員からございましたが、 これをま

ず示してもらいたい。

第 2点としては、上回用水との関連。いま上回用水の改修工事を行っております。これは建

設部長の方でやっています。これがことし大体でき上がる。堀之内のお寺のところから、ずっ

と宮の方へ、宮の神社まで下がってきているわけですけれども、恐らくこの用水路の水も、こ

こへ、この上田排水路に入っていくんじ ゃないか。上田幹線に入るんじゃなかろうか。なぜか

というと、 129ヘクタールですから面積が非常に広い。ですか ら、あの工事との関連及び上

田用水が将来どこへどう入っていく のか。その点が第 2点。

もう 1点は 、上田幹線と太くなっております一一この図面で下からずっと上流の中ころまで

は、区画整理区域内は太いです。その先はちょっと細くかいてある。この図面、あなたがくれ

た図面だ。この図面で、今後この樋門へ向かつてする工事は下流からするに違いない。川です

から下からやってし可かなきゃえらいことになるんです。それでどういう、たとえば3.6メート

ルの管を入れるのか、あるいはオープンでやるのか、どういう形で上流へ持っていくのか、今

後の施工計画。これ都市計画審議会も出てませんから初めてこれを見るわけです、私どもはこ

の図面を一一説明してもらいたい。これは非常に重大な将来への問題になるわけです。約 40 

万坪にも及ぶ広大な地域の排水管の着工なんですから。

最後に、この図面は上流はど っちなんだか一一 2枚目の図面です。工事図面。樋管全体平面

図。上流がどっちであるか。浅川がどちらかぐら L可か書いてもらわないと、 私のように頭の悪

いものには全然わからなし、一一(発言する者あ り)それは、いや、ほかの方はりっぱな方だか

らおわかりでしょうけれども、だから質問私しかいないわけだ。よく説明してもらいたt'0こ

れは即決しないだろうと思いますけれども、建設委員会にかかるんだろうと思うんですけれど

も、だけども私建設委員じゃありませんから、だから、ひとつこの 3点について御説明をお願

いしたい。

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。
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1点目の設計、施工はどこかという点でございます。設計につきましては建設省の方で実施

していただきました。それから、施工につきましても一応建設省の方にお願いするわけでござ

いますけれども、建設省の方で外注いたしまして、若築建設という会社が落札をしております。

それで、 2点目でございますが、上田用水との関係でございますが、区画整理上、将来上回

用水はたんぼがほとんどなくなるというようなことで、将来の計画としては、用水という形で

はなくて、道路に面した水路という形で区画整理上は残していきたい、というふうに考えてお

ります。常時通水をいたしまして、道路の横に水路があるというような形に切りかえていきた

い、というふうに考えておるわけでございます。

それと、当然、この上田幹線一一将来の雨水管に接合する部分が出てくるわけでございますが、

それは、道路の横に配置いたしました水路、それと、この排水幹線との関係で、具体的にいま

ここだ、ということをお示しできないんでございますが、将来はすべてこの上田樋管一一この

樋門から雨水は浅川に放流をしていくと、そのような計画になっております。

それと、施工計画でございます。 3点目でございますが、当然樋門をつくると同時に、下の

方から管を埋設することになるわけでございますが、樋管のところについてはオープンの水路

にしていきたい、というふうに考えております。それと、上流部分になりますと、道路の下に

入ってくる個所がございます。そういったところは、やはり丸管で一一ヒューム管で埋設をし

ていくと。したがいまして、表面には出ない雨水排水管という形になってまいると思います。

それと、図面でございますが、この図面につきましては、上の方が浅川になっております。

下の方が堤内地、いわゆる民地の方になってくるわけでございます。 したがいまして、河川は

上の方でございまして、右の方が上流、左の方に向かつて下流に向かつて流れるような形にな

っております。

以上でございます。

0議長(高橋通夫君) ほかに御質疑はありませんか。( r回答、建設部長、工事の関

連聞いているんです」と呼ぶ者あり)建設部長。

0建設部長(中村亮助君) 私の方は、まだ現状の改修に臨んでいるというのが現状

でございまして、御質問の中にもございましたように、現在 59年度で市民プールの前のとこ

ろから樋門までを改修しております。これで一応水口のところから昨年やりました部分、それ

から、さらには以前にやったところですね。これが終わるわけでございます。したがって、瀧
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概用水路の機能的な補修ということでございますので、今後、いま都市整備部長が御説明申し

上げましたように、万願寺区画整理区域の、いわゆるあの幹線の排水系統につきましては、御

説明をしたとおりでございます。

0議長(高橋通夫君)

06番(古谷太郎君)

古谷太郎君。

ちょっと私もよくわからなし可からお聞きしているんですが、ま

ず都市整備部長の話ですと上田幹線一一この図面に載っている上田幹線。 この図面に載ってい

るのは何メ ー トルの幅のか知りませんが、オープンにして、そして、 1 . 3・1の縁を通すと

いうような こ となんでしょう。この図面で見ますとーーーじゃな~，かと思うんですが、いわゆる

道路わきに川を流して京都の賀茂川のように美しくしようと、こうだろうと思うんですよ、僕

きっと。細い川は暗渠にせざるを得ないところも出るんじゃなかろうか、枝管ですね。そうい

う意味で御説明をいただいたと理解してよろしいんですか。

それから、第2点はーーだって図が出ているんですから、ここちゃんと。第 2点の建設部長

の御回答は、私はこう理解していたんです。上田用水は毎年毎年工事をやった。それで、あれ

は恐らく南平の、いわゆる工事と同じゃなかろうかと。南平の工事は、将来の雨水#おk幹綜です。あれ。そ

うですね。それと同じ意味でああいうふうlこやっていらっしゃるのかなと思っfら そうでなければ、そうで

なくっていL、んです。それで、この上田幹線‘しわゆるし、まの智弘主らよ流はオーフ。ンにするということで

すから、この図面によりますと、このオープン部分は何メートルあるのか、ここにメ ー トルが入

つてないんです。民有地の中の方の図は一一入ってませんね。浅川の方は数字が入っているけ

れども。これ何メートルのオープンの川になるのか。道路の縁に清流流れているところは結構

です。大体この水は上田用水から入る水がここへ来るんです。万願寺用水一一万願寺用水って

いうのか、私のうちの裏の方の水は根川の方へ行っています。ですから、恐らくこれは上田用

水が主となるんじゃなかろうか、というような気がするんですけれども、この幅は何メートル

一一これ図面ありますね、ちゃんと。都市整備部長、幅がありますよ、これは。何メートノレの

幅の川を流す。それで、浅川の堤防は、これは 3.6メートルの 2メートルの四角の管だと書い

てあります。そうでしょう。かなり大きいものです。それで、浅川へ放流すると。図面によれ

ばそうなっていますが、われわれの一番大事なのは日ごろ生活する、住んでいる場所のところ

を流れるこの幹線がどうなるのか、ということなんです。それから、上流の方はどうなるのか、

上回の部分はどうなるのか、もう一度よく教えてもらいたい。いいですね建設部長、もう 1点。
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部長の方、わかったね言葉、いま私の言うの。全然関係なきゃないでいいです。それといま

改修しているのは壊しちゃうのかどうか。この上田排水路ができた場合、入らなくな っちゃう

かもしれない、下手をすれば。下手かよし、かわかりませんが、その点の関連を教えて もらいた

い。何億何十億というお金を使うわけですから。いま上回用水だけでも、 もう 3億円を超えて

いるんじゃなかろうかと思う、ずっと改修工事やっていますから。ことしも相当の金額でしょ

う、 9，000万も使っているわけですから。もう 4年一 5年ですかな、あれやっていますよ。

この関連を教えてもらいたい。そのこつ。

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。

先ほど私がオープンにするという部分は、この樋門から上流へ向かいまして、全部ではござ

いません。 一部ここのマルをかいてあるところから左の方に線が引いてございますが、浅川の

堤防に沿ったところは、ここがオープンにしたいというふうに考えております。それから、そ

れとここから上の方にちょっと立ち上がっております。ここの部分、また、左の方に行って上

田幹線と 書いてある部分がございますが、こういったところ、これから上流の方ですね。立ち

上がったところから、上田幹線というところをかいて、また上の方に立ち上がって、上田排水

区というような線でもってヲ I~ 可てあるところ、これは管渠に、地下の埋設される管渠、普通の

管渠になります。 したがいまして、オープンということではございません。先ほど私がオープ

ンと申し上げましたのは、現在の上田排水を利用いたしまして、常時通水をしていこうと。こ

れは、区画街路をこれからつくっていくわけでございますが、散策路的に道路の横に水路を備

えて、そこに水を常時流していきた L吃。いわゆるそういう形の水路を兼ねた、道路にあわせ

て水路も併設をしていきたいというふうな考え方でございます。 したがいまして、この地域-

上回排水区の各地域から雨水を取るわけでございますが、小さな管渠は各道路の下に埋設をさ

れて、この上田幹線に雨水は集まってまいります。上回幹線からこの樋管を通しまして浅川に

放流をするという考え方でございます。

この管の大きさでございますが、この樋管の部介は、川の方に出ておる部介は、ここにも書

いてどぎいますが 6メートル 48センチの幅の管でごぎいまして、それから、樋門をくぐりま

して、手前の方一一民地の方に入ってくるこの管渠が、ここに右上の方に書いてございます樋

管断面の 3，60 0 x 2，0 0 0、この大きさになります。( 1"その上流の幅は幾らある」と呼ぶ
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者あり)その上流の幅は、だんだん上流に向かっていくに従って細くなってくると思います。

O議長(高橋通夫君) 古谷太郎君。

06番(古谷太郎君) 私は、いま質問したのは、この図面を聞いているわけです、い

ま。この図面について。ここに川になっているじゃない、この紙一一一そうでしょう。こっちか

らこう入ってきて浅川へ抜ける。だから、 「ここはオープンです」と、あなたはおっしゃった

んです。だから、これは幾らの幅があるんですかと聞いているわけです。 書いてないから一一

これ下、この幅。

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) 説明がまずくて申しわけありません。この点線でか

いである部分でございます一一ー下の方の。ここのところは、樋管断面で右上の方に記載してご

ざいます一一一矩形の中に点とかし可て一一これは管の形態でございますが、これが 3，60 0 x 

2，0 0 0ということで、これと全く大きさがこの部分ではこの大きさになるということでござ

います。

0議長(高橋通夫君〉

06番(古谷太郎君)

古谷太郎君。

オープンの部分一一一このもっと下、この下ですね一一そうね。

ここはオープンなんでしょう。だから、これは幅何メートルになるんですかと聞いている。点

線よりもっと下だ、それじゃあ。1"オープンだJと、部長がおっしゃったから。

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。点線より下と申しますと、要

するに上流部介という意味でございますね。上流部分については、これは上流に向かっていく

に従って管がだんだん小さくなっていくということでございますので、ちょっとその辺、私ま

だいま資料持っておりませんので、後ほどでよろしければ……。

0議長(高橋通夫君)

06番(古谷太郎君)

古谷太郎君。

ここ非常に大事なんですがね、ここオープンにしますと言った

んですよ、先ほど。確かに私の方はオープンじゃない、あそこの東町につくったのは、二つあ

ります。オープンにしてる方が確かにきれいだ。だけど、この幅がどのくらいあるか。これ、

あと子供やイ可か遊ぶのだけではなくて、将来の問題があると思うんですが。あるいは、ここ全

部暗渠で、上流へ持っていくんですか。いまの話は、幹線は暗渠ですと、こういうお話がありま
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した。ここだけオープンにするのか。あるいはそうじゃなくて、ここも管渠にしちゃって、

ずっと上流まで管渠にして、土の下に埋め込んでいくのかと、こうし、うことなの、聞いているのは。

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) お答えし、たします。

この最下流部分については、現在の考え方でオープンにしたいという考え方でございます。

それで、このオープン部分が何メートルくらいあるかということについては、ちょっといま資

料を持っておらないので、その辺は後で調べさしていただきたいと思いますが、よろしゅうご

ざいますか。

0議長(高橋通夫君)

06番(古谷太郎君)

古谷太郎君。

こういう説明書を出して、図面が出ているんだから、 図面が出

てて、ここの幅が、川幅が何メートノレですかと聞かれて、知りませんじ ゃ困るんですよ、 本当

は。図がなきゃ別ですよ。それから、建設部長にちょっと聞きたいけれども、上回用水のあの

改修工事とは全く関係がないんですか、あれは、かなり大きい工事ですけれども。

0議長(高橋通夫君) 建設部長。

。建設部長(中村亮助君) 下水道計画の、いわゆる雨水幹線の関係によりますと、や

はり上田用水路は、将来とも雨水の排水幹線として利用されると、こういう位置づけがなされ

ております。そういうことですから、やはり雨水の排水という機能がこれからも伴うわけです。

それから、先ほどもちょっと申し上げましたように、これは産業経済の方の関係でございます

けれども、 1雇概用水路としての機能というのは、まだとどまっているわけでございます。そう

いう意味で、改修をしているわけでございまして、それと、先ほどちょっと都市整備部長の説

明の中にもございましたように、年間通水量を考えていくんだと、こういうふうな機能もござ

いますから、そういう意味で将来とも、やはり上田用水の機能というのは生かしていくと、こ

ういう前堤に立つ ての取り組みでございます。

0議長(高橋通夫君)

06番(古谷太郎君)

古谷太郎君。

用水と排水路とは根本的に違う点が一つある。用水は下流に行

くほど狭くなる一一いいですか。排水路は下流に行くほど広くなる。これは根本的に違う。上

田用水の改修を見ますと、大体同じ広さぐらいにしているから、両方を兼ねるんだなとこう思

うわけです。私たちは、私はですよ。しろうととして。だから、この関連はどうなんですか、
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と聞いたわけです。ところが都市整備部長は、上田排水区の黒い線も暗渠にするんですと、こ

うおっしゃ った。そうすると、この暗渠と、 2本大きな幹線が通るな、というふうに理解して

いいのかどうか。そういうことは、はっきり教えてもらいたいのは、排水区計画は昭和 56年

にもう日野はできているんだよ。そうですね都市整備部長一一そうでしょう。それに基づいて、

きっと建設部長の方も工事をやっているんじゃなかろうかと。仲がよく並んでいるから。そう

私は思うんです。それじゃなきゃ困るんですよ。建設部長は建設部で勝手に工事やる、都市整

備部は都市整備部で勝手に工事やる、ということ は僕はない と思うんだ、もうできているんだ

から。だからこの関連はどうなのか、と聞いたわけです。というのは、上田幹線のこの線の位

置が、上回用水路の位置とちょっと違うんです。僕は同じであるのかなと思ったんだけれども、

これちょ っと違う。しかし、非常に近い。そこで、片方はむだになるのかなあと も考えられる。

だから、そこの関連がよくわか らない。御回答もよくわからないようですが、ひとつお二人で

よく相談してください。もう 4時半になっちゃいますから、審議妨害っていうのは私は好まな

いけれども、わからないことはわからない。全くわからない。それだけです。( i休憩ちょっ

としてください。意見統一しますJ i時間延長してから休憩」と呼ぶ者あり、その他発言する

者あり)

0議長(高橋通夫君) 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(て会議時間を延長することに

決定いたしました。

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) 休憩前にヲ|き続き会議を開きます。

質疑を継続いたします。都市整備部長。
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午後 4時 34分休憩

午後 5時 12分再開



0都市整備部長(結城邦夫君) 先ほど大変説明がまずくて申しわけございませんで

した。貴重な時間を拝借いたしまして申しわけなく思っております。御説明を申し上げます。

上回樋管の、この図面でいきましてマルのかいである所でございます。ここに樋管が設置さ

れるわけでございますが、この堤防沿いにずっと左の方に管が延びておりますが、左に延びて

おりまして上の方へちょっと上がっております。ここまでが延長といたしまして 32 2メート

ルございます。この 322メートルは開渠で、管の大きさは幅が 3メートル 60、深さが 2メ

ートル 16の開渠でございます。そこから今度は左の方に上田幹線というふうに書いでござい

ますが、ここの左の方に延びていきます部分でございますが、ここには区画街路が築造されま

す。街路の下に雨水管の上田幹線が埋設をされます。この大きさは、高さが 2メートル 40で

ございます。幅が 3メートルでございます。この雨水管の方は道路の下に暗渠として埋設をさ

れますが、用水路の新井用水でございますが、新井用水につきましては、この区画街路の横に

ずっと沿いまして 4メートル、深さが1.5メートルの開渠で水路として道路の横に併設をする

わけでございます。これが新井用水でございまして、新井用水につきましては、道路に沿っ て

いきまして、ちょうどこの図面でいきまして、上の方にまた立ち上がってございますが、そこ

のところを立 ち上がりのところまでが開渠で、道路の横に新井用水が併設をすると。そこから

先の管から取水しているところは現状のままで流れてくるということになるわけでございます。

それと、 上回幹線一一雨水管の方は上の方に立ち上がりまして、ここの部分では管の太さが

丸管になりまして幅が 3メート ルの管渠でございます。立ち上がって左の方に参っております

が、ここ のところは 1・3・1号線が将来築造されるところでございまして、 1・3・1の下

に雨水管が、この線の切れるところまで入 ってくるということでございます。

以上街雇見明を申し上げましたが、先ほどは大変御迷惑かけまして申しわけなく思います。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再度お答え申し上げます。大変御迷

惑おかけしましたことをおわび申し上げます。

まず、 本議案の排水樋管と、現在の上田用水との関係でございますけれども、この関係につ

きましては関係がございません。したがいまして、現在の上回用水路は、現在のノレートでオー

プンのまま根川に入るというようなことで変わりはございません。
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それから、いま申し上げましたように、本議案の上田排水樋管につきましては、 これは現在

の上回用水とは何ら関係のないルー トでございまして、これは新井用水のみが入る計画でござ

います。したがって、名称は「上田!という排水樋管になっておりますけれども、 これは事実

上は用水路の名称でいきますと、新井用水がここから浅川に出るという計画になるわけでござ

し、ます。

それから、もう 1点、上回用水路の今後の改修計画でございますけれども、先ほど御質問の

中にもございましたように、現在 59年度で浅川の排水のと ころをいま改修をいたしておりま

す。これが上田用水の最上流部でございまして、なお残る計画につきましては、来年度計画の

中で別府神社の南側の排水対策を兼ねた水路の改修をしていきたいというふうに考えておりま

す。 これですべて上回用水路の改修は終わりますので、あとは上田用水路は、万願寺区画整理

事業の区域を流れる区域につきましては、それぞれ区画整理事業の中で改修が考えられていく

とい うようなこと でございます。 したがいまして、現在の上田用水路は将来とも清流が流れる

という考え方で、根川に注がれるという こと でございます。

0議長(高橋 通夫君)

06番(古谷太郎君)

ほかに御質疑はありませんか。古谷太郎君。

説明の落ちがあるんですが、 2枚目の図面、この図面はここ は

一一こ の一番下のところです。 これはオープンで 3.6メート ルですか、もう1回確認しますが。

オープンで 3.6メートノレの幅の川がここへ出ると。長さは 322メー トルだと。そこへは新井

用水が入るんだ と、 こういう ことですね。

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。

322メートルにつきましては開渠でございまして、幅が 3メートル 60、それから深さが

2メー トル 16の矩形渠でございます。これはオープンでございます。そこには雨水と新井用

水の水が入る 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。

こういう図面をかいたと きには、ぜひ希望したいんですが、数

字だけは入れておいて、何メートノレのものをつくるんだと かお願いしたL吃 思 う。 特に市長に

要望 しておきたいのは、 ど うも係長、課長、職員が もっ と部長を助けるように しなきゃいけな

い。ですから部長の方はわからない。 だからむずかしくなるんですね。上田用水が何か初めは
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一一一関連があるんですよ。 1・3・1を横断しますから。だけど もそれはオ ープンで横断しま

すから、その下をこの上田排水幹線が通るわけだ。ただいまの説明だと、上田用水の下を通る

それは暗渠で通る。それで、オープンのまま根川へ行くんだと、こういういわゆるいま部長さ

んの説明はそうでしたが、ぜひ係長、課長、職員を集めて、あるいは庁内放送でもいいです。

皆さんのりっぱな部長さんを助けてあげて、よくわかるようにしてあげてください、というこ

とを強く希望しておきます。

以上です。

0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

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。

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。

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。本件は原案のとおり 決するに御異議あり ませんか。

C i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 89号、上回排水樋

管新設工事委託契約締結の専決処分の報告承認の件は原案のとおり承認されました。

これより 議案第 90号、日野市市民会館条例の制定、議案第 91号、日野市特別職の職員で

非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定、議案第 92号、

日野市特別会計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。

C i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。

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 90号、日野市市民会館条例の制定についての提案理
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由を申 し上げます。

本議案は、市民文化の向上を図るため、明年 7月に開館予定の日野市民会館及び既存の七生

公会堂の設置及び使用等について定めるため、日野市市民会館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、よろしく御審議をお願いいたします。

次いで議案第 91号、日野市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

の一部を改制する条例の制定についてでありますが、本議案は、日野市特別職の職員のうち、

非常勤の保育園医、学校医、学校薬剤師、幼稚園医の報酬を改定するため、日野市特別職の職

員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正するものであります。

議案第 92号、日野市特別会計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。

本議案は、都市計画事業特別会計の名称を、事業内容に合わせ、土地区画整理事業特別会計

と変更するため、日野市特別会計条例の一部を改正するものであります。

以上、 3議案につきましては、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。企画財政部長。

O企 画財政部長(前 田雅夫君) 詳細につきまして説明をいたします。

議案第 90号、日野市市民会館条例の制定についてでございます。この条例につきましては、

ただいま市長から申し上げましたとおり、七生公会堂条例をこの市民会館条例に含めるように

考えてございます。

まず 2ページでございます。目的でございますけれども、市民文化の向上を図るため、市民

会館(以下「会館」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする、

ということでございます。

第 2条は、名称及び位置でございます。名称が日野市市民会館、位置が、日野市神明一丁目

1 2番地の 1。七生公会堂でございますが、位置が日野市三沢 689番地でございます。

第 3条が事業でございますが、これは(1)から(3)までございます。 (1)につきましては、施設の

使用公開に関する事業ということで、これは施設を貸し出すものでございます。(2)号につきま

しては、市民の文化活動を推進するための事業ということで、自主事業を行いまして、市民の

文化の向上に資すると いうものでございます。 (司号につきましては、前2号のほか、目的を達
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成するために必要な事業ということでございます。

次の第 4条、使用の承認。第 5条、使用の制限でございますが、これは文言のとおりでござ

います。

第 6条、休館日でございます。休館日は、第 1号でございますけれども、毎週月曜日。月曜

日がいわゆる休日に当たったときはその翌日を休館日 とするという ものでございます。(2)号に

つきましては、年始 1月 1日から 1月4日まで、年末が 12月2R日から 12月 31日まで休

館とするというものでございます。

使用時間につきましては、第 7条でございますが、午前 9時から午後 9時 30分までという

ことでございます。

次が第 R条、使用料でございます。 この使用料につきましては別表で定めてございますので、

7ページをお開きをいただきたいと思います。この使用料の算定につきましては、いろいろ算

定の仕方もございますけれども、結果といたしましては、都下多摩地域の 1，000席以上のホ

ールを もっ施設を参考にいたしまして、 1席あるいは会議室等については平方メートノレ当たり

の平均値を出しまして、ほぽ平均値に水準を置いたわけでございます。

この中で、下段の方に七生公会堂というのがございます。 これ一部七生公会堂条例の料金を

変更 してございます。変更した分を申し上げますと、午前 9時から 12時までの七生公会堂の

ホールの土曜日 7，000円とございますけれども、旧公会堂条例では 6，000円でございます。

これは、市民会館の小ホールとの整合等を図ったわけでございます。それから、同じく七生公

会堂のホールの日曜日、休日の午後 1時から 4時 30分一一一番下でございますけれども、

1 4，0 0 0円とございます。これは、公会堂条例によりますと 15，0 0 0円でございます。

1，000円減額をしたというものでございます。その他につきましてはこの表のとおりでござ

います。

さらに、 8ページでございます。備考でございますけれども、特に重要な点を申し上げます

と、 2でございますけれども、舞台練習等により舞台のみを使用する場合の使用料は、基本料

金の 7割に相当する額とする、ということでございます。これは、多摩地域の例をとりますと、

低いもので 5割、高いところで 8割でございます。それから、七生公会堂につきましては 3割

でございます。これを、日野市の場合 7割にいたしました理由は、練習といいましても観客が

入らないだけで、その他の経費は全く同じでございますので、 7割相当額にということで、公
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会堂も合わせたというものでございます。

それから、 3につきましては、使用者が入場料を取って使う場合の付加料金でございます。

(1)でございますけれども、入場料の最高額が 1人当たり 500円以上 1，000円未満のとき

は、基本使用料の 2割相当額をいただくと、プラスするという意味でございます。これは、七

生公会堂におきましては 1，000円未満ということで下限を設けていなかったわけでございま

すけれども、この条例では 500円以上にしたというものでございます。

それから、(却につきましては、 1，000円から 2，000円のときには 5割の割り増し金とい

うことでございます。これは、七生公会堂では 3割でございます。

それから、さらに(3)の2，000円から 3.000円のランクにつきましては、基本使用料の 8

割相当額ということになっておりますけれども、これは、公会堂は 5割でございました。

それから、 4番の 3.000円以上につきましては 10割、公会堂が 8割ということで、この

件につきましては若干引き上げをしたというものでございます。

それから、次の 9ページの 4でございますけれども、市外の者が使用した場合の割り増し料

金をここでうたっております。市外の者が使う場合には、 1割増しとするということで、あと、

ただし書きがここに書いてあるとおりでございます。

それから、 5につきましては、大ホールの使用者がリハーサル室を楽屋として利用する場合

の使用料は、基本使用料の 5割に相当する額ということになっております。これが第 8条でご

ざいます。

次が、第 9条使用料の還付、それから、第 10条使用権の譲渡禁止、第 11条施設の変更禁

止、第 12条使用の取り消し等、それから、第 13条、 14条につきましては、通常のこ うい

った施設の使用条例の内容と同じでございますので、詳細につきましては省略をいたします。

1 5条の審議会でございます。これは、市民の意見を幅広く聞きまして施設の管理運営を、

いわゆる民主的に行おうということで、審議会を設置をすることにいた しました。この内容に

つきましては次のページでございますけれども、審議会の委員は 10名以内をもって組織する。

それから、その委員さんの内容につきましては、市議会議員 2人以内、学識経験を有するもの

8人以内ということで構成を考えております。委員の任期は 2年とし、再任を妨げないという

ことでございます。

それから、第 16条は、こ の条例の施行について必要な事項は規則で定めるということで、

-153 -



規則に委任をしてございます。

付則でございますが、この条例は、公布の日から施行する。 2といたしまして、日野市立七

生公会堂条例は、廃止する。 3といたしましては、ちょっとくどく 書いてございますけれども、

七生公会堂は、昭和 60年 9月 30日までに使う者で、 6 0年 3月 31日までに申請をしたも

のについては、いわゆる旧公会堂条例が働くという規定でございます。

この条例を理解していただくために、お手元に議案第 90号参考資料というものを用意して

ございます。別冊でございます。この中で特に重要なところが何点かございますので、簡単に

御説明申し上げたいと思います。

まず 1ページでございます。第 2条の使用申請でございますけれども、これは、 8ページを

ごらんいただきたいと思います。男Ij表 1(第 2条関係)ということで使用申請の期間がござい

ます。これは、市民会館の大ホールにつきましては、市内市外ともに使用日の 12カ月前の月

に申し込みができるというものでございます。これは、やはり広く利用をしてもらうというこ

とと、さらには、利用蓬を向上させるために 12カ月という措置をとったわけでございます。

ほかの市にも、もちろん例はございます。

それから、 一番上に項目が要件として、 「日野市の区域内に住所を有する者jそれから、 右

側は、 「左欄以外の者Jということに分けております。要するに市内と市外というふうに理解

をしていただければ結構でございます。小ホールにつきましては、市内の者については「使用

日前 7月の属する月の最初の日から使用目前 7日までJという意味でございます。これは、 七

生公会堂の規定は、使用目前 6カ月前に申請をするということでございました。そうしますと、

毎日使用申請を利用者はしなければならないと。これは、 1月をまとめて月初めにやると、そ

ういう意味でございます。要するに、これは市内の人につきましては、 7カ月前、市外のもの

については 6カ月前ということでごぎいます。要するに市内の人が使えるような配慮をしたと

の第 2の日から使用前 7日までj ということで、市民会館については第 1一一いわゆる初日で

ございます。七生公会堂につきましては第 2の日ということを設けたわけでございますけれど

も、これは、使用者が市民会館をまず申し込み、外れた場合に今度七生公会堂に申し込めると

いうーーこれをしませんと、同一期日にこまたをかけると いうことがございますので、それが

できないようにすると同時に、また、市民も使える機会をふやすということで、こういう配慮

をした、 という ものでございます。

それから、 3ページでございます。第 7条の使用料の還付でございますけれども、これも七

生公会堂と若干変える予定で考えております。七生公会堂につきましては、使用目前 30日前

までに取り消しをすれば全額還付をするということでございましたけれども、やはり施設の利

用率が約 80%くらいに達しておりますので、効率化を図るために、この辺は少し七生公会堂

も厳しくしたいというふうに考えております。したがって、この一番最後に、使用日の 30日

前に使用の取り消しを申し出た場合で、市長が相当の理由があると認めるときは 100分の

3 0ということで、 1 0 0分の 30きり返しません、ということに少しきつくする予定でござ

し可ます。

それからさらに、 5ページでございますけれども、第 11条事業団体の指定でございますが、

これは、条例の事業の中で申し上げましたけれども、施設の貸し出しと自主事業を行うという

ことになっております。自主事業をやる上でいま考えておりますのは任意の団体でございます

日野市民会館文化事業協会というものをつくりまして、ここに文化事業の委託を市が行い、事

業を実施したいということで、この根拠をここに規定をしたわけでございます。

以上でございます。

。議長(高橋通夫君) 総務部長。

いうことでございます。

。総務部長(伊藤正吉君) 次に、議案第 91号でございます。日野市特別職の職員で

非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一昔日を改正する条例でございます。本条例に

つきましては、 5 6年の 10月に規約が改正されております。その中で 47項目にわたります

報酬の額が決まっておるわけでございます。年額で決まっておるものが 1項目、それから、月

額が 15項目、それから、日額が 31項目と、こういうことで 47項目にわたります費用の報

酬額が決まっております。そのうちの 4項目につきまして今回改正をお願いするものでござい

ます。

市民会館の上欄以外の施設でございますけれども、会議室、展示室等のことでございます。

これもそういう形でできております。

それから、七生公会堂でございますけれども、大変恐縮でございますけれども、この市内の

ところに「使用目前 7月の属する日 jとございますのを、これ「月 Jの間違いでございます。

大変恐縮でございますが御訂正いただきたいと思います。それで、 「使用目前 7月の属する月

-154- に
U

F
H
U
 

噌
E
A



まず 2ページでございますが、保育園医の項目中 2万1，80 0円を 2，10 0円引き上げまし

て2万 3，9 0 0円に、それから、学校医が 4万円を 4，000円引き上げまして 4万 4，000円

に、それから、薬剤師が 1万6，000円を 1，60 0円引き上げまして 1万 7，60 0円に、それ

から、幼稚園医につきましては 2万 1，80 0円を 2，100円引き上げまして 2万 3.90 0円に

改正しようというものでございます。

御決定後 1月 1日から施行したし吃、こういう内容のものでございます。よろしく御審議を

いただきたいと思います。

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) 議案第 92号、日野市特別会計条例の一部を改正す

る条例の制定について御説明申し上げます。

4、 5ページを街]参照いただきたいと思います。現在の条例は、名称が都市計画事業特別会

計ということで、その会計の内容が都市計画事業ということになっております。名称並びに事

業の内容が実体に沿いませんので、今回名称を土地区画整理事業特別会計、会計の内容を土地

区画整理事業とするものでございます。

付則といたしまして、 60年 4月 1日から施行いたしまして、現在の都市計画事業特別会計

が出納閉鎖が来年の 5月 31日でございますので、それまで存続をさせる、という内容でござ

います。

0議長(高橋通夫君)

02番 (福島敏雄君)

これより質疑に入ります。福島敏雄君。

議案 90号の方ですが、市民会館の条例につきまして簡単なこ

とですけれども、七生公会堂をいま使っている人の苦情も聞きましたので、その辺も含めてお

聞きをしたいと思います。 1点だけです。

条例の中身が第 7条でございます。細かい話でございますので、総務委員会であとは詰めて

いただければいいと思いますけれども、使用時間に関連しまして、午前 9時から午後 9時 30 

分までというのが書いてありまして、規則の方でいきますと、規則の方の 5条では、使用時間

は承認を受けた時間とし、準備及び片付けに要する時間は使用時間に含まれるものとする、こ

ういうふうにあるわけでありますけれども、例を申し上げますと、たとえば七生公会堂を 1時

から借りていましたと。そのときに、 1時から借りるということは、 1時から会議なり催し物

が、その時間からスタートできると、こう思って借りている人はかなりいるわけです。
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条例からいくと、準備時間も含まれるというこ とになっていますけれど も、ところが、 1時

から始めるんで、 1 2時半ごろ行って準備をしようと、こういうような方々がいたそうでござ

いますけれども、実際に、紺jを張って上に上げてもらえなかった、 こういうようなケースがあ

ったそうでございます。条例を文字どおり解釈いたしますと、 1時スタートということは、必

ず準備がありますからプログラムに 1時から始まるということはほとんどできないわけです。

これいくと。そうしますと、 1時半から開演をいたしますと、 3 0分が準備時間ですというよ

うなことになりませんと、行ってすぐ始めるものだから何もできないということで、それで、

準備をしようと思って 12時半に行きましたらば中にも入れてもらえなかった。ロビーにいる

のはちょっと大変だ、外に出ていただけませんでしょうかと、こんなような話もあったという

ことで、市民の施設をそういうふうな形でしか利用できないのかということで、大変憤慨をし

ていた市民がいたわけでございます。

そういうようなことを考えますと、今回の、たとえば市民会館の大ホールにいたしましでも、

9時開演というようなことは事実上あり得ないんじゃないか、と思うんです。たとえば 9時か

らでなけりゃ会場へ入れないということになりますと、 9時半なり 10時開演、その観衆が入

る時間帯については準備時間と、こういうふうになるのかどうなのか、その辺のところをぜひ

一一私も話を聞きまして、改善をしていただきたいということ。

それから、私も日野市民謡連盟入ってまして、秋など七生公会堂借りてやるんですけれども、

9時から始まるというのに大概 8時半ころ行くんです。そしたら入れてもらえないというケー

スもあるんで、そこいらはやっぱりもう少し血の通った運営の仕方があるんじゃないかと思う

んで、そこのところをこういう事伊扮1あるよということで、具体的には、付託する委員会で、

ぜひ御論議をいただければいいと思います。特に見解があればお聞きをいたします。

0議長(高橋通夫君) 企画財政部長。

O企画財政部長(前田雅夫君) お答えいたします。

確かにそのような実情は出てくるかと思います。ただ条例の規定上は、こういう規定になら

ざるを得ないというふうに考えております。ただ、いまの問題については、やはり運用上の問

題ではないかなあというふうに考えております。

ただ一つだけ、使用時間をこのように 9時から 9時 30分までに定めた一一いわゆる夜の 9

時 30分でございますけれども、 七生公会堂につきましても、市民会館につきましても、こう
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L可った集会施設をつくるには、近隣商業以上の用途地域でな l~ e、建築基準法上できないわけ

でございます。 したがって、この二つの施設については、いわゆる住居系の用途地域につくっ

たものですから、許可申請を取ってございます。そういうものから配慮しますと、この閉館時

間を延長したりなにかいたしますと、付近の住民の方にもかなり迷惑がかかってくる、という

ふうに考えております。特例として延長できるようになっておりますけれども、できるだけこ

の規定の中でおさめるように考えていきたい、というふうに考えております。

0議長 (高橋通夫君 ) 福島敏雄君。

02番 (福島敏雄君) そういう答弁がなければ私は何もしゃぺらないつもりだったん

ですけれども、私が指摘したいのは、後ろの方の問題じゃなくて、前の問題なんです。この前

の方に行ったときに、いまあなたは、 1時から借りているんですから、 1 2時半に行ったって

入れませんよと、こういうことじゃ困るということなんで、これは運営上の問題ですので、こ

れはむしろ市民部長の方にお願いをすることになるのかもしれませんけれども、七生公会堂の

件については。そういう実態についてぜひ市民の立場に立った運営を考えてほしいと、こうい

うことを申し上げて終わります。

0議長(高橋通夫君) 秦正一君。

026番 (秦 正一君) この 3条ですけれども、施設の使用公開に関する事業と、そ

れから、市民文化活動を推進する事業と二つあるわけですけれども、この 2段目の自主事業、

これは、 規則の方では 11条 に載っております。いま部長の方では、任意団体をつく って、 要

するに事業団体ですね。これをつくって、こちらの方に事業をやらせるんだと。市民会館文化

協会ですか、こういった名称のものをいま言われたよ うですけれど も、この内容ですね一一内

容というのか、具体的な文化協会の組織の状態、それから、またこの細則にもっと詳しくそう

いったものを載せられないのかどうか、規則に。さもなければ、このほかにもう少しそれにか

かわる内容の ものを、細則か何かで規定するのかどうか、ちょっとこれ不十分なような気がす

るんですけれども、その点お伺いしたいと 思います。

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) まず御質問の順序と逆になりますけれども、規員Ijの

中でいま少し細かく規定ができないかということでございますけれども、これは、 条例に規定

する部分を規則に委任をしたと。 要するに、 自主事業を行う団体の指定の根拠づけをここで行
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った、ということでございます。ですから、この中で、さらに自主事業を行 う協会の詳細につ

いての規定をするというのは、若干矛盾があるということで、この中には入っておりません。

第 1番目の問題でございますけれども、現在私どもが考えております自主事業を行う団体で

ございますけれども、まだ仮称でございますけれども、日野市市民会館文化事業協会とい うこ

とで、任意の団体を考えております。これには、理事、幹事を含めま して、円名くらいを予定

しております。構想といたしましては、 理事長を市長ないしは助役、それから、副理事長を場

合によっては置くと。総務理事 1名、理事 4名、それから、監査を 2名ということで考えてお

ります。

事業の大体の内容でございますけれども、この近隣の市で、立川、調布、町田等で行ってお

りますけれども、日野市の場合に、当面年 12目前後をいま考えている という状況でございま

す。

。議長(高橋通夫君) 秦正一君。

02 6番 (秦正一君) いまの文化協会ですね。これをつくって自主事業を進めてい

くということで、 さらに、規則ですわね一一細則は全然そういったものはつくらないんですか。

今後の、きょうは出てませんけれども、見通しはどうですか。

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。

文化事業協会につきましては、もちろん規約をつくりまして、この協会の運営等についての

根本事項の規定を行う、というふうに考えております。

0議長(高橋通夫君) 夏井明男君。

016番(夏井明男君) それではお尋ねいたします。

し可ま秦議員の話もちょっとわからない点がありますので、まずそこをお聞きしたいと思いま

す。市民会館の条例の目的というところで、 「市民文化の向上を図るためJということでなっ

ておりますが、それで、 事業内容としては、第3条でこういうふうなこと を進めていきたい、

というふうにな っているわけです。それで、文字にするとこういうふうな形になるのかなぁと

思うんですが、 3条の 1項の 「施設の使用公開に関する事業」というのは、非常に何かわかり

にくい言葉なんですが、要するに日野の市民の方に広く市民文化に寄与するようなことであれ

ば、大いに利用して使ってくださいよ、というふうなことだろうと思うんですけれども、条文
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とは離れますけれども、そういうことでよろしいんだろうというふうに思います。

それから、いま条例施行の規則の案ですけれども、やはり 11条のところで「会館の事業を

推進するため一一事業を行わせることができる」というふうにあるわけですけれども、これを、

こういう文面を入れた理由が いま一つわからない。要するに市民会館を大 いに利用していただ

くためにみんなで応援しようじゃないか、その応援する一つの有効な日野市の諸団体の方に応

援していただこう、とざっくばらんに言えばそういうことなのかどうか、ほかの方の市でもそ

ういうことをおやりになっているということですけれども、そういうことでよろしい のかどう

か。

それから、先ほど福島議員の方から指摘があったわけですけれども、各施設の何ていいます

か、現場で管理をされている人のお人柄ですとか、その対応ですかによって、非常に気分よく

使わせていただける場合と、そうでない場合というのが非常に鮮明に出ていると思うんです。

先ほど福島議員がおっしゃっ た、要するに 9時に云々が、 8時半とか8時 40分とかに来たと

きに、何か臨機応変的に対応ができないだろうかという話は、非常に重要な意味が入っている

と思います。と申しますのは、私は、会館の条例の制定ですとか、老人いこいの条例の制定で

すとか、そういう条例の中で会館の使用について、さまざまなことを規定されているわけです

けれども、その中に「不適当である jとか「認めるとき」とかということをずっと継続してお

聞き しております。この条例とか規則に一一読んで、その職務に忠実であろうとすれば、たと

えば朝 9時に開館をいたしますということになれば、その条例に忠実な方は、たとえ 8時 55 

介になっても、待ってください、条例ではこうですから、こういうふうになっておりますので、

というふうになると思うんです。それで、現場と 実際に、そこで運用されるところには、必ず

事離が出てきますので、その事離をする部分を、やはり職員の方の力量で補っ ていただく部介

が、かなり多いんではないかと思うんです。それが、意外に実際の利用者のことに大きく影響

をしてきている部分が私はあると思いますので、事離の部分を埋めるような工夫をぜひしてい

ただきたい。

先ほど企画部長のお話ですと、やはりいろいろなからみの中から考えると、条例としてはこ

ういうふうに定めざるを得ないということはわかるわけですけれども、そこを、たとえば現場

の職員の方の研修をしていただくとか、それから、接待といいますか、応対というか、そうい

う部分のちょっとした研修をしていただくだけでも、かなり大きな工夫ができるんじゃな~，か
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と思うんです。日野市では、最近非常に電話の交換の応対が非常に気持ちよくて、ということ

があるわけですけれども、やはり窓口に立つ方のその対応が、ひいては、たとえば日野市な ら

日野市のにおいとし丸、ますか、カラーを物語る部分も出てくる、というふうに見えますので、 その辺ぜ

ひ工夫をしていただきたいなぁと思Lぜす。その辺イ可かお考えがあればお尋ねしたいと思います。

第 3番目としましては、ちょっと余りいい話ではないかと思いますが、 5ページのところで、

損害賠償とい うことで 14条に規定がされております。先ほども市の責任の場合の議案が出て

いましたけれども、 この辺についての対応は、どういうふうに取り組んでし可かれるのか。文教

委員会の方で、たとえば中学校の教室の中で、校舎の中で生徒さんが故意に壊す部分もある、

ということもお聞きして、実際にそういう、どなたがという特定があれば、教育上の観点から

も、きちっとした対応を心がけております、というお話も聞いております。実際に、 しかし、

その場面もありますので、いまお尋ねしているわけですが、市民会館も非常にきれいなものと

してでき上がると思いますし、どこか破損をすれば、すぐそれを対応するということが出てく

ると思います。実際にこういうふうな問題も過去に賠償を請求した事例があったのかどうか。

あれば記録としてとっておられると思いますが、記憶のある範囲で、あれば教えていただきた

いと思います。

さらに、この賠償につきましては、多く使われる方が日野の市民の方ですから、その辺非常

に気持ち よく使っていただくということで、微妙な問題が入っていると思いますけれども、こ

こにわざわざ載せた理由といいますか、その辺も一一ー載せなくても、これは当然のことではな

いかなというふうにも思いますので、その辺の含みもお聞かせ願えればありがたいと思います。

それから、 これは会館の使用料に関係してくるんですが、第 4点目ですが、企画部長の話で

すと、会館の使用料につきましては東京都内の類似施設の例、 三多摩における施設の例を合わ

せたというお話なんですけれども、これは、前から市民会館の席数の問題とからんで議論され

ているわけですけれども、会館の維持費の何割かを、たとえば使用していただく方にお願いを

しよう、という観点も考慮されているのかどうか。それから、また後でお聞きしたいと思いま

すが、会館の使用料の料金と、それから、会館を使っていただく方の人数の相対的な関係があ

るのかどうか。たとえばこれだけの使用料金であれば高いと。もう少し安くすれば、半額にす

ればもっと大ぜいの方に使っていただけるような、そういうふうな関係があるのかどうか。そ

ういう点まで調べられて、使用料というものをお決めになったのかどうか。そういう観点も必
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要ではなし可かなというふうに思いますのでお尋ね しておきます。

それから、これは 8ペー ジですけれども、最後ですが備考のところで一一別表の備考ですか、

8ページのところで、入場料の最高額が 1人当たり 500円以上 1，000円未満のときには、

基本使用料の 2割相当額とい うことで、 前は 11，00 0円未満の場合には」ということで基本

使用料の 2割相当額というこ とで工夫を したという お話がありました。 この工夫を した理由で

すけれども、実際に七生公会堂を、こういうふうな運営の仕方をされてきて、具体的な不都合

があっ たのかどうか、市民の方から要望が強い ということで受け入れられて、 50 0円以上と

いうふうな規定を設けられたのかどうか、この辺具体的な理由がありませんでしたのでお尋ね

をしたいと思います。

以上です。

O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 ) お答えをいたします。

まず 1点目の条例の第 3条でございますけれども、確かに(1)で、 「施設の使用公開に関する

事業Jということで言葉がかたいわけでございますけれども、条例をつくるときにいろいろ検

討したわけでございますけれども、ずばり 「施設の貸し出しに関すること Jということも考え

たわけでございますけれども、やはり正式には「使用公開」が正しいんではないかということ

で、こういう記述をしたというものでございます。

それから、 2番目は職員の対応等でございますけれども、この条例をつくる ときに条例の要

綱をつくりまして、市民会館の建設特別委員会の意見を伺いました。その意見の中でも、かな

りやはり強く出されていたのが、こういう施設の民主的運営といいますか、市民の意見を取り

入れた管理運営を積極的にやるべきだ、という強い意見が出たわけでございます。当初、この

条例の要綱をつくったときは、第 15条に定める審議会につきましては、設けない案を私ども

出したわけでございます。特別委員会の強い要望がございまして、審議会をつくり、市民の意

見を積極的に聞いて会館の運営を行うというこ とで設置したものでございます。したがって、

審議会につきましては、そういった使用上の市民からの問題、それから、使用料金の問題、自

主事業の問題、そういった館の管理運営に関することを審議会にお諮りをし、また、意見を聞

きながら行うというふうに考えております。

特に、職員の対応の問題が出ましたけれども、十分私ども、いま議員さんがおっしゃったと
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おりでございますので、今後の職員の教育訓練等については、配慮をしてまいりたい、という

ふうに考えております。

それから、 3番目の、これは損害賠償の事例でございますけれども、損害賠償の条文の意味

は、一応内容的には二つの意味が含まれております。やはりこういう規定をしておかないと施

設なり、あるいは備品を粗暴に扱うということがほかの施設でも、他市の施設でもあるようで

ございます。 したがって、第 1番目は、やはりそういうことがないような予防的な警告的な意

味がやっぱり一つ含んでいると。それから、 2番目は、それを無視といいますか、 実際に粗暴

な扱いをして備品を壊した場合には、やはりその責任を負ってもらう、 ということでございます。

次が使用料の関係でございます。 確かに使用料の問題辻、民間の施設でありますれば、建設

費の減価償却、それから、 管理に必要な人件費、その他運営費、光熱水費一切を算出いたしま

して、使用料金が出てくるわけでございます。ただ、こういった市民会館のような公共施設で

ございますと、そこまで計算をいたしますと、膨大な金額になるわけでございます。大体各市

が考えておりますのは、市の職員の人件費を除いたその他の経費でございますけれども、その

他の経費の 100%を何とか使用料等で補えないか、というのが努力目標になっているようで

ございます。ちなみに立川市の例でいいますと、立川市の場合には、約 80%前後まできてい

るわけでございます。それでは日野市の場合どうかといいますと、ちょっと日野市の場合には、

まだ試算ですからわかりませんけれども、かなり低い数字ではな l'かな、というふうに考えて

おります。今後、一層利用率を高めまして、そういったいわゆる使用料の経費に対するシェア

を上げるような努力をしてまいりたい、というふうに考えております。

それから、最後 5番目の、ちょっと質問の内容把握しかねたんですけれども、これは 1500

円以上 1，000円j ということをおっしゃっておりましたけれども、これは条例の8ページの

内容でしょうか。

0議長(高橋通夫君)

o 1 6番(夏井明男君)

夏井明男君。

市民会館条例の8条の別表になるわけですが、別表の、この

議案書でいいますと8ページのところですけれども、会館使用料の次の項目の備考というとこ

ろです。

O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) 大変失礼しました。
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8ページの 3でございますけれども、この 3に規定しであるものは、考え方といたしまして

は、いわゆるプロモータ一等が、営業でこの施設を借りて興業をするというようなことが、大

体において該当をしてくるわけでございます。 要する に、営利を一部目的として入場料を取り、

行うというものでございますので、この入場料の額によりまして、割り増し料金を入場料の、

いわゆる高額なものにスライドするような形をとっているというものでございます。

(1)の七生公会堂につきましては、 500円未満も対象にしていたわけでございますけれども、

500円未満については実態上意味が ございませんので、 5 0 0円以上 1，000円未満とした

というものでございます。

0議長(高橋通夫君) 夏井明男君。

o 1 6番(夏井明男君 ) わかりました。それで、ちょっと御答弁がなかったのでお開

きするわけですけれども、規則の方ですね、市民会館の条例の施行規則の方なんですけれども、

事業団体の指定ということで、要するに会館の事業を推進するためにということで、先ほどた

しか企画財政部長のお話ですと、そういうふうな諸団体の方に年 12回くらいしていただこう

かな、というお話があったというふうに思うんです。これは、こういうふうな事業自主団体を

指定して事業を行わせるということですから、イ可かそれに付随して、当然指定する以上は、市

の方でも応援しようと、補助金でも出してやろうと、そういうふうなからみがあるので、こう

いうふうな事業団体の指定というふうに出てきたと思うんです。本来でしたら、こんなことを

指定しなくても、皆さんお使いくださいよということで済むことですから、その辺ちょっと奇

異な感じもしたのでお聞きしているわけですけれども、この点はどうでしょうか。

。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。大変答弁を落としまして、恐縮

でございます。

日野市市民会館文化事業協会というものを新たに設立をしまして、市が自主事業、文化事業

をこの協会に委託をして実施をする、というものでございます。いままでの他市の例からいき

ますと、 1 00%入場者がございますれば採算が合うわけでございますけれども、催し物によ

りましては 100%の集客ができないわけでございます。そうしますと、その実施した事業が

赤字になるわけでございます。その赤字を市の方から委託料一一市によっては補助金で出して

いるところもございますけれども、市の方からその赤字を補てんをするという性格のものでご
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ざいます。ちなみに申し上げますと、町田市は一般会計の中でこの事業を行っております。そ

うしますと、正式には半年や 1年先の興業の事業のフ。ロモーター、いわゆる劇団等との契約を結

ぶ場合には、債務負担行為まで結ばなきゃいけない、というよ うな問題も出てくるわけでござ

います。したがって、経理の内容については、十介注意をしなきゃいけないわけでございます

けれども、こういう団体をつくりまして、効率的な運営をしている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。

私は総務委員ですから まず第 1点の、この市民会館の条例に

ついては資料をまず要求しておきたい。第 1は、いまの申し上げました立)11とか府中とか八王

子の、この市条例の内容。

それから、第 2は、施行規則といいますか一一規則じゃないんですね、これ。この条例の文

章の 8ページですか。 8ページがいままでとどう変わっているかということ。

第 3点としては、私は余り市町村のことを見ていませんけれども、先日、&111路の文化会館、

あるいは萩市の市民会館を見学させていただいた。非常にいい運営しています。全国でいい運

営をしているところと 、こ の三多摩の一部のように赤字のと ころもあ るようです。そのいい例

の資料、この三つの資料を出してもらいたい。

次に質問したいんですが、市長は、何でも理事長、会長になりたがっ ているようです。今度、

いまの説明だと、文化事業団の会長は市長だ。遺跡調査会の会長も市長だったですが、それか

ら、今度見ましたら、今度福祉事業何とか一一ここに出ているんです。福祉事業団の会長も理

事長も市長。何でも会長、理事どうしてこうやりたがるのか、その本心をお聞かせ願いたい。

できるわけないんです。私も文化はよくわからない。あなただってわかつてない。それで会長、

理事長だけは独占しよう。これは、よくスターリン等がやっていますけれども、毛沢東もよく

やってました。 しかし、これは余り民主的な方法じゃない。たとえば釧路の場合には民間人が

やっているんです。文化会館の非常に大きいりっぱな、歌舞伎を呼ぶとか、あるいはまた、り

っぱな音楽会を開くとか市民がやっている。それは会をつくっているんです、財団法人。どう

して市長だけが、日野だけが一一日野っていうか共産系市長というのは理事長、会長取りたが

るのか、この御本心を御説明願いたい。これは質問です、市長に。

0議長(高橋通夫君) 市長。

0市 長(森 田喜美男君〉 制度上の客観的な組み立てでありまして、私が、何か役目を
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欲しくて私心を持って行っている、というようなこととは全く無関係であります。

。議長(高橋通夫君)

06番(古谷太郎君)

古谷太郎君。

次に御質問したい。次の条例です。昭和 46年に改正した特別

職の職員の報酬の改定です。この改正のときには、市議会の議員も市の職員も、あるいはまた

特別職 47項目にわたって改正を行っております。何で今度だけお医者さんだけ、 1割値上げ

を出してきたのか、突然。花輪先生かどなたかに頼まれたのかどうか、出してきた特別な理由

を御説明願いたい。市の職員や市会議員や、あるいは助役でも収入役でもいいです。あるいは

また、ほかの 43の非常勤の特別職については全く無関心である。いきなりこのような出し方

を一ーもちろん何かなきゃ出さないはず。 1割値上げ、 1 0 ~干の値上げ。これはどういう意図

であるか、市長に御説明願いたい。

0議長(高橋通夫君) 市長。

0市長(森田喜美男君) こうし、う特別職の報酬のことにつきましては、いろいろ気配

りをし考えもするわけでありますが、こういう情勢下、あるいは時局認識のときでありますか

ら、そう安易に取り組むことも困難だ、というふうに基本的に思っております。今回のは医師

会関係の一一他市との均衡ということもありますし、医師のみを対象にして、ここ 3年間、 要

するにアップをしてないということの不当性について、陳情というんでしょうか、文書をもっ

て要請が教育委員会に出されております。出されたことは、教育に関することでありますから、

ごく十分な数値ではなし可かもしれませんが、お医者さんだけは別に扱いをしなきゃなんない、

とこういう認識でございます。

0議長(高橋通夫君)

06番(古谷太郎君)

古谷太郎君。

だからおかしいんですよ。陳情すりゃあ値上げします。しない

4 3の特別職の方々はしてないんです。私は自分のことを申し上げて恐縮ですが、私は市に土

地を貸しています。昭和 51年に地代を決めていただいた。 1銭もいままで上げてもらってい

ません。それは、もちろん要求しません。陳情したから上げた。これはまずいんだと思います。

これは市長のお考えわかりま した、よく。

じゃあ次にまた質問したい。この条例です、 9 2号議案。 これから都市計画はたくさんやら

なきゃならない。都市計画特別会計を設置しなきゃならない。あるいは都市再開会計も設置す

ると。市長はこの問、豊田の南口を再開発すると、何千万円ものお金をかけて、りっぱな絵を
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出しました、都市計画審議会に。各新聞社みな堂々と発表された。再開発特別会計をここに設

置しなきゃいけない。だから、もしゃるとするなら、 6の次に 7を置いて、 7に土地区画整理

事業特別会計一ーそのようにすればいいんです。 もう都市計画はやらないんだというならば、

あるいは特別会計つくらないんだというならば、おかしいじゃありませんか、この間の南口の

再開発の説明は。一体何の意図で、都市計画特別会計を廃止しなきゃならいか。われわれから

多額の都市計画税を徴収しております。都市計画こそこれから推進しなきゃならない。もちろ

ん区画整理も結構でしょう。この会計を廃止する意図、土地区画整理事業会計は、土地区画整

理に関すること以外にはできなし可。都市計画会計は、区画整理であろうと何であろうと、広範

な範囲の特別会計を設置できるじゃありませんか。なぜ市長は都市計画をやめるんですか。区

画整理以外はやらない一一こういうお考えであるならば、南口の再開発計画、皆さんに新聞に

発表して堂々と説明されたんですから、あれはうそだったかどうか、市長にひとつそこのとこ

ろを一一いきなりこれを廃止するというのはどういうことだ。都市計画特別会計というのは、

一番大事なもの。区画整理会計を、特別会計を置きたかったら、 7番として置いたらよろしい

んじゃなかろうか。市長の意図を説明してもらいたい。陳情でもあったんですか。

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) 事務的な ことを私から申し上げたいと思います。

私どもの市は区画整理事業を他市に比較して早い時期に着手をした。そのときの特別会計を

設けましたのが都市計画事業特別会計という名称を使ったわけでございます。その後、他市が

区画整理事業を始めた段階では、各事業区別に特別会計を設けております。この特別会計を設

ける理由が、特別な事業の目的で経理を明確にするために、いわゆる一般会計から特別会計を

分けるという、そういう考え方でございます。したがって、日野市の場合に、本来なら万願寺

なら万願寺だけの特別会計を設けていいわけでございますけれども、いままで複数の区画整理

事業をこの会計でやっておりましたので、名称を変えて、区画整理事業はこの会計で行うとい

うふうにまず考えております。

それから、いま再開発の話が出ましたけれども、仮に、日野市が再開発事業を行うというこ

とであれば、やはり再開発の特別会計を起こすのが至当ではなし、かな、というふうに考えてお

ります。

以上でございます。
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0議長(高橋通夫君)

06番(古谷太郎君〉

古谷太郎君。

答弁になっておらん。おれ、市長に聞いている。それはわかる

よ、区画整理やっているのは区画整理会計でいい。私は町長のときに、大きく伸ばしてし、かな

きゃいけないというんで、都市計画特別会計、その中に区画整理事業を入れておいた。それは

ごく一部だから、町づくりのごく一部の手法が区画整理ですから、再開発ですから。都市計画

ということをいまやらなきゃいけない、事業どんどん。たとえば、いまちょっとですけれども、

この市役所の前の通りを真っすぐ浅川を抜け、川崎街道へ抜けるような道路は市がつくらなき

ゃいけない一一そうでしょう。ぽっちりしかやらない。一般会計の中にちょっと入れておくと

か、つまらないことをやっている。やはり都市計画税を何十億と取っているんですから、 1 0 

何億ですか一一億円も市民からいただいている。それを使ってこれだけ都市計画やっています

よ、ということを示さなきゃいけない。またもっと積極的にやらなきゃいけない。国の補助金

も取らなきゃいけない。だから、会計分けるのは結構なんです。都市計画の会計分けるのは決

して反対しておりませんが、区画整理を独立させるのは結構だから、 6の次に 7としてなぜ置

かないのか、と聞いている。

市長は都市計画は嫌でしょうがないんでしょうけれども、特別会計を廃止するようじゃ。ず

いぶん市民にとっちゃ、われわれにとっちゃがあんときますよ。一体どうなんだろうと。だか

ら、市長の意図だ。企画財政部長の言うことは、会計別に分ける一一結構だよ。しかし、大き

し、ブロックとしてやらないもの、 2・2 ・何号線とか日野市がやらなきゃいけない公園とか、

そういうものについて、区画整理以外でやらなきゃならないところがたくさんあるんだ。いま

現にそこにあるじゃない。豊田の善生寺のお寺の東側に抜けて一一そうでしょう。一番橋に抜

ける道路。なぜやらないか。それはなぜこういうことをやるのか、市長に回答を求めている。

都市計画特別会計をなぜ廃止するのか、しなきゃならないのかと私は思うから開いているんで

す。

0議長(高橋通夫君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 都市計画事業の重要性はお説のとおりであります。もちろん

大きく取り組んで、それぞれの事業を遂行していかなければならないことは申すまでもありま

せん。下水道事業特別会計、あるいは区画整理事業特別会計、また必要に応じて何々地区再開

発事業特別会計、要するに会計別に、より精密にやっていく方が会計運営上むしろ明らかであ
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ると、こういう考え方によるものであります。そして、なおもう一言言いますならば、決算委

員会において、現状の都市計画事業は、すべて区画整理事業のみではないか、という御指摘も

あったことを、一つの理由にも考えておると、こういうことでありまして、質問の御趣旨と大

きくそごするものではありません。それぞれの都市計画事業を事業別に分けて、そうして、そ

れぞれの会計責任において確実にやっ ていこうと、こういうことであります。

0議長(高橋通夫君) 古谷太郎君。

06番 (古谷太郎君) いま市長が言われたのは、私の質問誤解していらっしゃる。あ

なた、いまの森田市長がやっているのは、都市計画を事業をやって、区画整理事業で町づくり

をやろうと、それだけでやろうと、ここに大きな誤ちがあるんです。だから、豊田へ行く道が

できない。あれだって都市計画事業として、特別会計でがんとやらなきゃいけない。大事業で

すよ、これ。川崎街道まで行かなきゃいけない。一番橋も広げなきゃいけないんです。あれだ

けだって一一一たとえばきょうの樋管の問題、これは都市下水路です。特別会計じゃありません

か一一区画整理事業じゃありませんよ。だから、下水道事業として特別会計結構。しかし、幹

線道路はどこでつくるんです、それじゃあ。それはいいです、建設部でやります、というかも

しれない。しかし、それではいけない。都市計画税を取って、都市計画事業を推進しているわ

けです。区画整理事業というのは、それは、その地域の住民と市長と日野市とが一緒になって

やるわけです。それも結構です。都市計画と指摘されたのはあたりまえなんです。指摘された

ら7に設けりゃいいじゃありませんか。これは六つあるんです、特別会計というのは、いま。

7番目にすればいいんですよ。こんな改正案出してくるなんていうのは、本当に日野市の未来

が真っ 暗な感じがする。私は総務委員だから、これ以上言いませんけれども、一応、市長のお

考えをお聞きしたいと思って御質問しました。いいですから御回答。また委員会に出ていただ

いていろいろ教えていただきたい。

0議長(高橋通夫君)

01 8番(古賀俊昭君)

古賀俊昭君。

一つ、条文とは直接関係ないのかもわかりませんが、この名

称について、この建物は「日野市民会館Jというふうな名称で呼ばれるということが書いてど

ざいます。ところが、この条例の題は「日野市市民会館条例Jということで、日野市の「市」

という字が一つ余計についているわけです。こういう問題については、別に他市等でも同じよ

うにやっていって問題がないのかどうか。つまり、次の 15条の審議会のところでも、 「日野
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市市民会館運営審議会」となっ ておりますが、この建物の名称は「日野市民会館」ということ

ですので、別に 「市」を二つ並べる必要はないのではないか、というような考え方もあると思

うんですが、この点どのように御説明いただけるかお願いをしたいと思います。

それから、もう一つ駐車場の ことについて、ちょっとお聞きをしたいんですが、たとえばこ

の会館使用の午後の部の欄を見てみますと、 1時から午後 4時 30介まで使ったといたします。

その場合、市民会館にほとんどの方は車等でいらっしゃるんだろうと思いますが、実際この時

間帯、普通乗用車の場合、 この市民会館の方に来られた市民の方の車は、一体、何台収容でき

るのか、その点をひとつお願いをしたいと思います。

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) お答えをいたします。

むずかしいことになりますけれども、いわゆるホールを持った集会施設は、従前といいます

か、かなり古い昔になりますけれども、公会堂という呼び方をしていたようでございます。こ

れが、時がたつにつれまして、市民会館という形に置きかわってきていると。いわゆる概念的

に公会堂イコール市民会館というふうに考えているわけでございます。それでは、その中身は

どうなるかということなんですけれども、個別には、公会堂であるとか市民会館、文化会館、

文化ホーノレ、こういった呼び方をしていると。こういうものを総称してやはり公会堂及び市民

会館、現在で言えば市民会館というのではないか、というふうに考えております。したがって、

この条例の名称も「日野市市民会館」とな っておりますけれども、あえてこういう|市Jを二

っつける形に、そういう考え方からなったわけでございます。それで、名称では「日野市民会

館Jr七生公会堂」それから、審議会につきましては「日野市市民会館審議会条例」というこ

とになりまして、七生公会堂も、いわゆる含めた審議会になる 、というふうに考えていただき

たいというふうに思います。

第 2点目の駐車場の問題でございますけれども、まず、いま日野駅・市役所経由豊田駅の路

線を、議会等の御理解いただきまして、 3年間の助成をし、いま京王パスが運行をしておりま

す。 4年目から自立しようということになっておりますけれども、やはり駐車場を一一数が多

いことはもちろんいいわけでございますけれども、その努力はもちろんする一方、そういう路

線パスをダイヤを増発、あるし可はダイヤをうまく合うような形で京王等にまず要望していきた

い、というふうに考えております。

それから、駐車場の云々でございますけれども、 いまの整備計画を含めますと、庁用車 R 5 

台、来客用につきましては若干分散 しておりますけれども 262台確保する予定でございま

す。

0議長(高橋通夫君) 古賀俊昭君。

0 1 8番(古賀俊昭君 ) 最初の、建物の名称のことですが、他市等の例を十介いろい

ろお調べになった上で、このように決定をされたんでしょうから、特段意を差しはさむことは

ないと思うんですが、日野市にある市民会館だから「日野市市民会館条例jと、これはよくわ

かるんですが、じゃあ建物の名称は「日野市民会館Jとこうなるということで、 このまま 呼

べば自然、な感じもするんですが、日野市の市民会館であれば、日野市市民会館と つけても条例

の名称どおりでもおかしくないのではないかという気もいたします。これは私の個人的な感じ

でございますので、これまでにしておきます。

次に駐車場のことですが、庁用車が 85台駐車できるということで、 これは、庁用車という

ことは、たとえば私が申し上げました午後 1時から 4時 30介までの間であれば、庁用車がと

まっているということで、庁用車、つまり市の車が使用しているということで、市民会館に車

で来られた方がとめられるのかどうか。もう一度この 85台というのはどういうことなのかお

尋ねをいたします。

それから、 262台という台数ですが、いろいろ過去の本会議でも議論がございましたが、

路線パス等の整備充実ということで、公共輸送機関の利用の率が高まっていけば、駐車場の問

題も、また議論の角度が違ってくるかもわかりませんが、当面は現状の路線パスがそう拡充さ

れるということは期待できないわけでありますので、大方の皆さんは、いろいろパス等を使う

というよりも、やはり御自分の一一マイカーも普及しておりますから、い らっしゃると思うん

です。特に大きなイベントの場合には、 262台という台数でどうかな、という 気もしますが、

会館が利用される際に、路上に違法駐車の車があふれるということで、いろいろなトラフ。ルが

生じても問題だと思いますので、この点、駐車場の収容台数については、これで十分とお考え

になっているかどうか、お尋ねをいたします。

0議長(高橋通夫君) 市長。

0市長(森田喜美男君) かつて特別委員会でいろいろ御意見御注文も伺いました。約

300台用の駐車場が必要であろうと 言われておりますので、その 300台の駐車のでき る条
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件を確保したいと、こういうことを目標といたしております。それから、これはごく便利なと

ころには一一自転車の駐輪場の際も同様ですが、有料駐車場がもし成り立てばこれは幸いであ

る、という考え方も持てると思っております。いずれにいたしましでも、駐車ということは、

きわめて大切でありますから、十分不便や支障のないようにしなければならない、というふう

に取り組んでおります。

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 3件について御意見があれば承ります。飯山 茂君。

01 5番(飯山 茂君) 9 0号なんですが、市民会館なんですが、聞くところ

によると、市内の企業からもどんちょうを何か寄付していただけるというようなことですし、

それから、そのどんち tうの紹介をしていただいたんじゃないかと。 たとえ

ばあの 50数枚の中から選ばれたどんちょうを、特別委員会なり、あるいは皆さんが選ん

だどんちょうが、富士に朝日とか、こういうようないろんなのが、日野市を象徴したどんちょ

うのようでございますので、開演の一、二分前に、このどんちょうはこういう形のものだと、 日野市

にふさわしいどんちょうだと、こういうことをテーフ。か何かで、きれいな女性の戸でひとつ流

していただくようにしていただいたら、大変私はありがたいと思うんですが。( rそれはいい

お諮りいたします。これをもって議案第 90号、日野市市民会館条例の制定、議案第 91号、

日野市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の

制定、 議案第 92号、日野市特別会計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。

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、総務委員会に付託いたします。

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。

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。よって暫時休憩いたします。

午後6時 43分休憩

午後 7時 51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。

意見だ」と呼ぶ者あり)

0議長(高橋通夫君) ほかに御意見はありませんか。橋本文子君。

01番(橋本文子君) 規則の案の方で、 8ページのところでございますが、先ほども

質問の中で福島議員とかあるいは夏井議員が、開場前に多少運用面で取り計らうことができな

いか、というふうな質問がありましたけれども、この使用申請期間というところで、大ホール、小

ホーノレ、あるいは七生の公会堂のホーノレは、使用前 7日まで、そして、それ以外の施設に関し

ては使用目前 3日までというふうに規定をされております。これにつきまして、たとえば 7日

までと規定されている場合でも、 6日前に借りたいと思ったときに、そのホールがあいていた

とします。そういうときに、ぜひとも運用面で貸し出していただけるようなお取り計らいを願

えれば、というふうに思っておりますので、意見として申し上げておきたいと思います。

0議長(高橋通夫君 ) ほかに御意見はありませんか。なければこれをもって意見を終

結いたします。

これより議案第 93号、日野市立児童館設置条例の一部を改正する条例の制定、議案第 94 

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。

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 93号、日野市立児童館設置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。

本議案は、市立みさわ児童館三沢台小分室の開設に伴い、日野市立児童館設置条例の一部を

改正するものであります。

議案第 94号、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。本議案は、南平こ

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。
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0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。

0福祉部長 (高野 隆君) それでは議案第 93号の御説明を申 し上げます。

日野市立児童館設置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けれども、まず

2ページ、 3ページをお開き願いたいと思います。

日野市立児童館設置条例の別表第 2、日野市立ひの児童館七小分室の次に、日野市立みさわ

児童館三沢台小分室、日野市百草 89 7番地の 11 2を加える ものでございます。

付則といたしましては、 この条例は、昭和 59年 9月 17日からの適用 ということでお願い

を申し上げたいと思います。

この三沢台小分室につきましては、 三沢台小の東側の市の公社の土地を借用いたしまして、

1 8番目の学童クラブを設置する、というものでございます。昭和 59年 9月 17日に開設い

たしました。定員につきましては 45名、現在在籍者は 22名でございます。建物面積は 91.09

平米数の建物でございます。敷地につきましては 23 8.6 1平米でございます。

以上でございます。

ヲ|き続きまして議案第 94号、日野市遊び場条例の一部を改正する条例の御説明を申し上げ

ます。

日野市遊び場条例の一部を改正する条例の説明につきましては、 4ページ、 5ページの新旧

対照表によって御説明申し上げたい と思います。別表の田中 こど も広場の次の 「南平こど も広

場Jを削除するものでございます。これにつきましては、場所は南平八丁目 14番地、代々木

ゼ、ミの東側でございますけれども、 1 6 5.3 8平米の遊び場でございます。所有者は、平山 3

-1-2、鈴木義一氏でございますけれども、鈴木義一氏から、このたび返還の申し出がござ

いましたので、あ涯しするということでございます。この遊び場につきましては、昭和 47年

の 7月 1日から現在まで、約 11年半借用 してまい りました。返還の申 し出がございましたの

で、 1 0月 30日に返還をいたしました。 したが って、付則に掲げましたように、この条例は

昭和 59年の 11月 1日からの適用という こと でお願いをしたいと思います。

以上で説明を終わらせていただきます。

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 93号、日野市立児童館設置条例の一部を改正する

条例の制定、議案第 94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。

( 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、厚生委員会に付託いたします。

これより 議案第 95号、日野市立学校設置条例の一部を改正する条例の制定、議案第 96号、

日野市立幼稚園の保育料徴収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〕

。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) 議案第 95号、日野市立学校設置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。

本議案は、市立第二幼稚園の改築移転に伴い、 設置場所を平山四丁目 27番地の 12に変更

するため、日野市立学校設置条例の一部を改正するものであります。

議案第 96号、日野市立幼稚園の保育料徴収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。

本議案は、市立幼稚園の保育料を改定するため、日野市立幼稚園の保育料徴収条例の一部を

改正するものであります。

詳細につきましては教育次長より説明いたさせますので、よ ろしく御審議のほどのお願いい

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。教育次長。

0教育次長(小山哲夫君) それでは議案第 95号、 96号の詳細説明の提案理由を私

の方から説明させていただきます。

まず議案第 95号でございますけれども、先ほど理事者の方から提案ございましたとおり、

現在日野市立第二幼稚園を改築中でございます。この改築工事が明年 3月には完了いたします

ので、現在あります幼稚園を取り壊しまして新しい幼稚園の方へ移りまして、来年4月 1日か
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ら運用開始するわけでございます。したがいまして、設置場所の変更をお願いするわけでござ

いますけれども、設置条例の別表の第 3の日野市立第二幼稚園の項中「日野市平山四丁目 8番

地の 4J とありますのを「日野市平山四丁目 27番地の 12 Jに変更をお願いするものでござ

います。なお、適用につきましては 60年 4月 1日から適用をお願いするわけでございます。

よろしく御審議を賜りますようにお願いしたいと思います。

引き続きまして議案の第 96号でございますけれども、これにつきましては、日野市立幼稚

園の保育料の改定をお願いするわけでございますけれども、現行の保育料につきましては、月

額 6，0 0 0円でございます。年額 7万 2，000円でございますけれども、この保育料につきま

しては、昭和 55年度に改定をいたしまして、現在に至っておるわけでございますけれども、

改定以来 4年を経過いたしております。その問、人件費、物件費等も高騰しておりますし、な

お、私立幼稚園の保育料にも格差が生じてまいったわけでございます。このような状況を打開

するために、適正な保育料とするため仏 6 0年の 4月 1日から現行の 6，000円に 1，500円

を上積みいたしまして月額 7，500円、年額 9万円に改定をお願いするものでございます。な

お、適用につきましては、 60年 4月1日から適用をお願いするものでございます。

よろしく御審議の上、御承認を賜りますようにお願いしたいと思います。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。鈴木美奈子君。

0 1 3番(鈴木美奈子君) 9 6号の日野市立幼稚園の保育料徴収条例の一部を改正す

る条例の制定について質問いたしますが、 5 9年度の予算の幼稚園費の中に、市立幼稚園使用

料検討委員会委員の9名の委員の報酬がのっておりますけれども、この委員会は、すでに開か

れているのかどうか。まずその点をお尋ねいたします。

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。

日野市立の、公私立幼稚園の調整懇談会という形で、 8月に第 1自の会合を持ちまして、い

ままで合計 4回会合を持っております。

0議長(高橋通夫君) 鈴木美奈子君。

0 13番(鈴木美奈子君) この調整懇談会の中で主にどういうことが審議されたの

か。また、私は一一 59年度の予算の中では、幼稚園使用料検討委員会というふうになってお

りますけれども、なぜ調整委員会というのが、聞くところによりますと、日野市公私立幼稚園
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調整懇談会というふうになっております。普通これ見ますと、使用料だけのことをやるのかな

ぁというふうに思うわけですけれども、調整懇談会という名称にしたことは、それなりのこと

があると思うんです。そういう点一一ーですから、この懇談会の中で、どういうことが主に論議

されたのか。また、使用料の問題です。いま保育料の値上げがされておりますけれども、この

保育料の値上げについてもお話がされたのかどうか。その点お尋ねいたします。

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。

調整懇談会の中におきましては、公私立の幼稚園ー いまも話がございましたように、保育

料の格差という問題、この問題をどう考えるか、どんな対策をとったらいいか、このことが第

1点でございます。それから、さらに第 2点目として、公私立の幼稚園の分担関係、これは、

幼児教室関係の問題も含めまして、どうあるべきかという問題についての検討。それから、第

3番目といたしまして、公私立幼稚園が、ともに日野市の幼児教育を担当していく中で、今後

どんな調整を行っていくべきかという問題。それから、第4点目に、今後、日野市における幼

児教育、これはどんな考えのもとに行われていったらいいかと。この 4点が大きな柱であった

わけでございますけれども、その中で、特にいままで取り扱ってきた内容といたしましては、

公私立の幼稚園の格差という問題、保育料の格差という問題を中心に話し合いを持ってまいり

ました。そのような状況でございます。

0議長(高橋通夫君) 鈴木美奈子君。

0 13番(鈴木美奈子君) それでは最後。あと 5回で予算組まれておりますので、最

終答申が出されると思うんですけれども、まだ最終答申は出されていないわけでございましょ

うか。

0議長(高橋通夫君) 教育長。

0教育長(長沢三郎君) お答えいたします。

調整懇談会というような形で、あえてこの中で答申というような形の品唱でなくて、公立幼稚

園、それから、私立幼稚園、幼児教室、こういう幼児の施設関係の問題についての現在当面し

ている問題、こういう問題を話し合う場という形で、特別その中で第 5回目一一ーこれは 1月17

日ですか、第 5回目を持つ予定になっておりますけれども、答申という形のそういう性格のも

のではない、こういうふうに受けとめているわけです。
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0議長(高橋通夫君) 鈴木美奈子君。

01 3番(鈴木美 奈子君) 私は、文教委員会の中でまた詳しくし可ろいろとお話しした

いと思いますけれども、やはりいま幼児教育の問題は、非常に国の問題、また、東京都の問題、

自治体だけの問題で解決できないいろいろな問題いまあると思うんです。そういう中で調整懇

談会も開かれた、というふうに思っております。それで、いまいろんなところで定員割れなん

かも出ておりますし、そうい うのを国の方が最大限利用 して、私立幼稚園に対する補助を打ち

切ったり、また、公立に対する補助ももちろんそうですけれども、先生方をふやさないとか、

いろんな臨調がらみの問題も出てきておりますので、私は、ぜひこの問題では十分まだ審議一

調整懇談会の結論も参考にすべきだというふうに考えております。ですから、委員会の中でま

た詳しくいろいろな点でお聞かせいただきたいと思いますけれども、調整懇談会の中に出され

ました資料を、文教委員のと ころにも配付していただいて、私どももそれを参考にして、この

問題を審議していきたいと思いますので、議長の方からも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) 教育長。

0教育長(長沢三郎君) お答えいたします。

文教委員会関係につきましては、一応資料を提出した上で、十分この内容等をたくさんの資

料を用意しておりますので、御検討を願うつもりで対応しております。

0議長(高橋通夫君) 古谷太郎君。

06番 (古谷太郎君〉 先ほどもあったんですが、特別職の報酬等も三、四年値上げし

ていない。そして、これは陳情があったからというので、お医者さんと 薬剤師さんは 10 %上

げた。その当時の物価といまと比べて、 1 0 %が適当であるかどうかは別にしまして、一つの基

準を示されま した。それなら私は、幼稚園の値上げも 10 %であるべきだと思う。収入は 10 

%しか上がらないで、市役所の収入だけは 25%上げる。どういう意図で 25%にされたか、

市長に 25%の値上げの根拠、 2割 5分の大幅な値上げの根拠をお示し願いたい。

同時に、私立の幼稚園に対しては、当然、25%の助成の値上げや増額が図られてしかるべきで

あると思う。この増額については、予算にどうも見当たらないし、来年度 25%私立幼稚園に

対する公費の助成をふやす決意であるのかどうか、この点を明らかに示していただきたし冶

次に教育長の方にお聞き したいんですが、調整懇談会の中で、私立幼稚園の公私格差の是正
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を、このよ うな市立を値上げしてやれとい うような単純な答申があったんだかどうだか。私は

そうじゃないと思うんで、そこのと ころを一一要するに公私格差の是正というのは重大問題で

す。ですから、私どもは市立保育園の値上げ、これはもう余りいいことじゃないんです。塾だ

とかいろいろかかっているということ、テレビに報道されています。子供持つ父兄の方。むし

ろ市立より私立の保育園の幼稚園への助成ということは、それは相当考えなきゃいけないんじ

ゃなかろうかと。これは教育長さん。

最初の点は、報酬の値上げは 10 %で一一ただお医者さんだけですが、こっちは 25%の大

幅値上げをした根拠。市長の方は提案者ですから教えていただきたい。それから、 もう一つは

先ほど申し上げましたように、私立の幼稚園に対する公的助成、補助金を 25%当然上げなき

ゃならない。これは来年度予算に組むということを説明してもらいたい。

以上、教育長と市長です。

0議長(高橋通夫君) 教育長。

0教育 長(長沢三郎君) 前半の御質問に対しては私の方からお答えしておきたいと思

うんです。

どうして 25%の値上げを行ったのかと。これは、前にもお話ししたことがあるかと思いま

すけれども、公私立の幼稚園の保育料の格差とい うもの、 これは L可ろいろ資料を見ました段階

の中で、 3，500円月々の保育料の平均というも のが公立と私立では差があるということ。 実

は、私立幼稚園協会等ともいろいろ話は詰めてまいった内容でございますけれども、ここで公

立の幼稚園で四、五歳児の 2年保育というものを来年の4月から実施すると。 4歳児の入園と

いうことになりますと、どうしても公立の幼稚園では応募者全員を受け入れられるような状況

があれば別ですけれども、抽選という形の中で、公立幼稚園の応募に応じたけれども入れない

と、これは、単に公立幼稚園、あるいは私立幼稚園という問題だけでなくて、経済的な面から

言っても、父母の方々の中で、必ずしも公立幼稚園を希望したけれども入れないという父母の

方々も出てくると。こういう状況もございまして、何とか公私立の幼稚園の格差というもの、

これをできれば全く同一の線に持っていくことが望ましいわけですけれども、 極力格差を縮め

たいと、こういう考え方のもとで、一応公立の幼稚園につきましては 5年前一一昭和 55年の

4月に改定を行ったわけですが、その際の基準に基つeきまして、公立幼稚園の消費的な経費、

これの 3分の 1相当額は父母の方々に負担していただくのが筋ではないかと、こういう考え方

-179-



に立ちまして、 5 5年当時保育料を改定した基準、それをあてはめまして、いまの、いわゆる

消費的経費、それを逆算いたしますと 1，50 0円程度の引き上げ、これがどうしても必要にな

ってくると。こういうことから 1，500円の引き上げというものを打ち出したわけでございま

す。それから、なお都下 26市の中に、 7市ほど公立幼稚園を持っている市があるわけでござ

いますけれども、それらの市の公立幼稚園の保育料、こういうものを参考にいたしまして、

7，500円という線が妥当であろうと、こんなような形で 7，500円という線を一応打ち出し

たと、こういう状況でございます。

以上です。

O議長(高橋通夫君) 市長。

0市長(森田喜美男君 ) 日野市の幼児教育、すなわち幼稚園適齢児の教育につきまし

ては一一就学前教育につきましては公私立一一ー私立 12圏でしょうか、それから、公立はし可ま

までは 6圏、年間約 1，500ないし 2，000名の適齢児の教育をそういう形でやってきてまい

っております。そして、今回いわゆる公私格差を公立の値上げによって近づける、というふう

に思われがちな面が出るかもしれませんけれども、必ずしもそういうことのみではなくて、公

立の値上げにつきましては、いま教育長の説明 したとおりであります。

それから、私立幼稚園の父母負担の軽減の問題につきましては、これは来年度の予算に計上

していきたい。東京都もいま市長会で最終的な、都知事にまとめて要望した 20項目の中の一

つにもなっておりますし、十分期待できると思っております。そういう関係で、都の負担増、

それから、市の負担増、そういうことでいわゆる父母負担の公私格差もより狭めた中で、なる

べく幼児教育が単なる負担のみで差別になるようなことのないように、十分配慮した中で進め

ていく べき重要課題、 とこういうふうに考えております。 したがって、御質問の答えの部分に

つきましては、来年度の予算に、私立側の父母の負担の軽減費のアップをする考えであるとい

うことをお答えしておきます。

0議長(高橋通夫君) 教育長。

C教 育長(長沢三郎君) お答えいたします。

3番目の調整懇談会の中で、公立の保育料の値上げの問題だけが討議されたのか、というこ

とでございますけれども、これは、公立の幼稚園の保育料が、先ほど申し上げましたように、

5年間ほど据え置かれている、そういう点等も考慮、して改定を検討すべきであるということが
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1点示されております。それから、なおもう 1点が、第 2点として補助金の引き上げ等につき

ましては、都及び市に要望すべきであると。こういうことで、先ほど市長の方からお答えがあ

りましたように、私立の幼稚園に対する補助の引き上げ、これについても、東京都並びに市に

要望すべきだというような、そういう中で幼稚園の保育料の格差というものを何とか縮めてい

きたい、とこういうような内容が調整懇談会の中での話として出されているわけです。

以上です。

O議長(高橋通夫君 ) 古谷太郎君。

06番 (古谷太郎君) まだお答え市長からいただいてないんですが、特別職の報酬は

1 0 %の値上げ、授業料は 25%というふうな提案。しかもお医者さんだけと、薬剤師さんだ

けと。だけども、それを差しおいても、なぜ報酬は 10%上げて、取る方は 25%上げるとい

う発想をなさったのか、その根拠を教えて もら いたいんです、市長さんに。これ発想ですから、

市民うんと取ってやった方がいいんだと、こういうふうなお考えがあるんじゃないかと思う。

0議長(高橋通夫君)

0市長 (森田喜美男君 )

O議長(高橋通夫君)

06番 (古谷太郎君 )

市長。

発想は全く別個であります。

古谷太郎君。

物、物価等が上がったから特別職の報酬は 10%上げたわけで

すね一一上げると 決まっ ていませんけれども、提案なすっていらした。同じときに今度収

入の方は 25%取りますよという提案をなすってきたわけです。だから、私は不思議に思うの

で、市長どんなお考えでこの発想をなさったかお聞きしているわけです。おわかりになるでし

ょう。どういうことが別個なんですか。( r発想は別個なんですJと呼ぶ者あり )その別個の

理由をちょっと説明してください。ただ別個と言われてもわからない。

0議長(高橋通夫君) 市長。

0市長 (森田喜美男君) 単純に値上げという言い方によるといたしましでも、幼稚園

の場合は 5年間という期間であります。それから、医師会の場合は 3年間という期間でありま

す。それから、発想は、したがって別個だと申し上げているわけでありまして、その率的なこ

とから特に物価にかかわって別々の計算をしたということじゃないわけでありまして、それぞ

れの妥当性ということでお願いをしておると、こういうことであります。

0議長(高橋通夫君) 古谷太郎君。
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06番 (古谷太郎君) この点は私にはわからないので、文教委員会でわが党の議員が

徹底的に追及されるこ とと思います。 (笑声)

教育長にお聞きしたいんですけれども、 しからば私立の幼稚園の消費的経費は幾らであるか。

そのうちの 3分の 2を市が負担するということにならなければ不公平じゃないか、助成してあ

げなきゃ。公立の場合は 3分の 2は市が負担して、 3分の 1をお母さん方に出してもらおうと

いうことでこうなったんだ、という御説明がございましたんですが、しからば幾らになるんだ

か、その数字を教えてもらいたい。

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。

公立の幼稚園と比較いたしまして、いま古谷議員さんの方から御質問のあったように、私立

幼稚園の消費的経費の 3分の 2は市が負担する と、そういう状態には、これは私立幼稚園の場

合には全くなりませんでして、一応、私立の幼稚園の場合、 1年間に保育料の平均が 17万

8，000円ほど 1年間にかかっていると。この 17万 8，000円という保育料の平均に対しま

して、市の方から現在助成している金額という のは、月々四、五歳児の場合には 5，000円の

1 2カ月ということですから、 6万円相当額、それを父母負担の扶助ということで、私立幼稚

園の方の補助という形で出している。ですから、申 し上げれば 3分の 1程度を逆に私立の幼稚

園の補助という形で父母の方々に差し上げている。公立の場合には、消費的経費の 3分の 1程

度を父母の方に負担していただいていると、こういう状態です。

。議長 (高橋通夫君 )

06番 (古谷太郎君 )

古谷太郎君。

これ市長にお聞きしたいんです。こういう不公平が厳然として

存在していることがいまわかったわけです。市立幼稚園の消費的経費は、 66%以上を市が負

担しているんだと。私立の場合は 33%ですか、 3分の 1、半分だと。これはまず解消してか

ら授業料の問題は考えなきゃいけないんで、この出し方も逆なんで、私立の方の市の公的助

成を少なくとも 12万円にして、 しからば私立の保育料は幾らになるかと一一幾らか下がると

思います、私は。それと、今度こちらの市立の方とを比較するなら、まだ幾らか理屈もわかる。

これじゃあ、こういうやり方ですと父兄負担は無限にふえていくわけです。いずれにいこうと、

私立の幼稚園は公的助成がなきゃどうしても授業料に頼らざるを得ないんです、ほかから入る

わけじゃないんですから。そうすると、やっぱりまた幾らか保育料を上げてし可かざるを得ない。
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また公私格差だから、今度市の方の保育園も上げていこうと、幼稚園も上げていこうと、なる

べくつり上げる競争させようとする提案なんだこれ。だから私は、この発想は逆であって、市

長撤回なさるべきじゃなかろ うかと 思 う。まず私立の幼稚園に 6万円助成して、その結果がど

うなるかを見て、それか ら来年 こちらの方の市立の幼稚園の保育料を決めたらし、かがですか。

私は逆の発想だと思う、これ。さっきの発想もそうですが、これをまず来年度予算で思い切っ

て一一思l)切ってじゃない。あたりまえのことをやるわけですが、私立幼稚園、市立幼稚園の

同じだけの消費的経費の助成を出してごらんなさい よ。その結果を見たっ て遅く ないんですが、

市長どう思います。これは値上げ競争させるだけですよ、こ の提案は。

O議長 (高橋通夫君 ) 市長。

0市長 (森田喜美男君 ) まあそういう意図はございません。現在 4歳児、 5歳児東京都

負担、市負担の 2，500円ずつの同額負担で、 5，000円を父母に軽減措置をとっておると、

こういうことになっておるわけでありまして、公立幼稚園は、現在 6，00 0円ですから、両方

合わせますと 1万 1，000円の保育料であれば、全く同額である、ということになるわけであ

ります。今回たまたま値上げ と重なりまして、なお父母負担軽減を仮に都と して 1，000円を

増額できますならば、その合算は 1万 3，500円でしょうか、そういうことになりますから、

実質的にはきわめて近似した状況が生まれるという ことですから、こういう安定を図りながら、

私立園のそれぞれの教育精神を尊重し、あわせて日野市の幼児全体に対します責任を分かち持

っていこ うと、こういうことでございますから、私は十分市民の方にも御理解いただけるもの

と、このように考えております。

0議長(高橋通夫君) 古谷太郎君。

06番(古谷太郎君) その順序が逆じゃありませんか、と私は言っている、提案する

のに。まず提案するには、私立幼稚園の園児父母に対する助成。あるいはまた、幼稚園に対す

る助成、月謝の補助、それからの条例改正をこ こに提案なすったらどうですか。それからでも

遅くないんです。そうすれば、来年これを見て、市立幼稚園は 7，500円に毎月なりましたと。

2割 5分上がりましたと。じゃあどうしたって、これは今度私立幼稚園も値上げせざるを得な

いんです、いままでの状況だと。もし最悪の場合でも同時に提案しなきゃいけないと思います

よ、条例を。私立幼稚園に対する助成の条例があるんです、日野市に。この条例を提案して、

助成を 3，000円ふやします。 こっちはこっちでまた助成をふやす。はっきり言えば6万円だ
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から 5，00 0円ふやすということね、毎月。そして、今度はこっちは値上げは 1割くらいに-

1割って当然、だと思うんです。父兄の収入はそんなに上がっていません。

いま市長は、 5年と言いましたけれども、これはそうです、昭和 55年の 1月から。ところ

が私の方は、市議会議員にしても、市長にしても、あるいは特別職にしても、 56年からです

から、やはりこれももう同じようなものなんです。だから、いま言っ たように、私立幼稚園の

助成をこうし 1たします、私立一ーという提案が同時に少なくとも出なきゃいけない。私は、む

しろ私立幼稚園の助成を先に出して、それの後で、今度市立の幼稚園の値上げを検討するのが

筋じゃないかと思うんで、撤回なすったらいかがだと思うが市長のお考えを言っていただきた

0議長(高橋通夫 君)

0市長(森田喜美男君)

市丸

御質問だからお答えいたしますが、撤回をする考えはござい

ません。それから、来年の 4月から同時実施という形がとれるものだと思っておりますから、

時期のことは符合すると、このように御理解をお願いしたいと思います。

0議長(高橋通夫君) 古谷太郎君。

06番(古谷太郎君) 撤回なさらない、これは市長のお考えですからやむを得ないん

ですが、私立幼稚園は園児の募集をしなきゃならない、ここで。もうやってます。来年の月謝

は幾らになりますよ、ということを説明するわけです、どこの幼稚園でも。すると、どのくら

い助成してもらえるか目安を持つてなきゃならない。途中で値上げすることもあり得ます、と

いう説明になるかもしれないけれども、この点やはり同時に出してもらわなければ、来年の 4

月 1日になって、東京都が決めてからでなんていうお考えは、ちょっとおかしくありませんか

ね。少なくとも同時に提案する、私立の幼稚園助成を。その私の考え間違っているのか。第一

もう園児の募集をしているわけです。だから、幾ら入るかわからないと因るんです、私立の経

営者の方々は。その点はどうでしょうか、市長。

O議長(高橋通夫君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 来年の新年度 4月を期して、措置は同一時期に成り立つもの

と、このように思っております。それで、市に私立幼稚園の助成をする条例があるとおっしゃ

いますけれども、私立幼稚園に直接助成をする、という条例の根拠法規はございません。した

がいまして、父母負担を軽減する形で幼児教育の支援をしておるということであります。なお、
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公私立幼稚園調整懇談会では、今後より安定した幼児教育の責任の持ち合いということで十分

協議をしてし 1く、そういう場であると、このように設けておるものでございますので、御趣旨

の点も尊重 してまいりたいと、こう思っております。

0議長(高橋通夫君) 古谷太郎君。

06番(古谷太郎君) 市長にもう 1回聞きたいんですが、いま教育長が言われました。

消費的経費の 3介の 1を父兄に負担していただくという大原則を発表されたわけです。これは、

いままでそういう大きな原則はなかった。市長は、今度私立幼稚園にもこの大原則を適用しな

きゃならない、同じ日野の市民の子供でありますから。そういう教育委員会と市長が別途の考

えでいると、困るのは市民なんです。市長は、教育委員会の考えと同じ考えで進める意思があ

るかどうかを聞きたい。

0議長(高橋通夫君) 市長。

0市長 (森田喜美男君 ) 別途の考えはないものだと思っております。そして、 私立の

園の設立の意義というのは、それぞれまた私学としての園の尊重をすべき立場がありますし、

たとえばそれは公立の各種、各高等学校におきましでも、あるいは大学におきましても同様で

あります。したがって、狭い地域社会のことでありますし、なるべく父母の立場としても、あ

るいは園を経営される立場としても、共同で幼児教育に責任を持てる、こういう環境をつくろ

うというのが調整懇談会の設立の趣旨でもありますし、また、こういう措置をするのも、そう

いう意味があるというふうに御理解をお願いしておきます。

0議長 (高橋通夫君)

06番 (古谷太郎君)

古谷太郎君。

きょうはまだ提案の前ですから一一提案 というか付託ですから、

ひとつ教育長、市長はこの件について、いまお話しになられた観点に立って、ひとつ委員会の

審議に臨んでもらいたい。それでひとつ市民の負担をできるだけ避けるようにしてもらいたい。

このことを希望しておきます。

らL上です。

O議長(高橋通夫君) 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。石坂勝雄君。

028番(石坂勝雄君) ただいまの公立幼稚園の使用料のア ップの問題について一言

御意見を申し上げておきたいと思います。
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さっき教育長が消費的な経費の、いわゆる公立の幼稚園にお通いになっている父母に 3分の

1をしていただきたいんだと、こういうことを私も、これも決していいとも悪いとも、理解で

きる面もございます。先ほど、それからいま一つ鈴木美奈子議員も、文教委員で次元の高いと

ころから御発言になっているんで、あえて私は意見を申し上げるんですが、いま日本の国で、

一番行政改革と教育臨調と称せ られる教育審議会が発足しております。 これも先ほどの トマホ

ークではないが、やっぱり次元が違えば意見がかみ合わないことがあるんですね、現実の問題

として。ただし、私は言えるということは、いわゆる負担が公平であるということに対する論

議というのは、そんなに思想信条が違っても、物の考え方が違っても変わらないんではなかろ

うかと。だれしも一一私があした通告質問で市長にお聞きしたいと 思 うんですが、市長が 48 

年に市長になられて、 52年、改選のときの 56年、私がいろんなこ とを幼稚な質問をしてい

ますが、市長はその都度の信念が一一あれだけ公共の料金は上げないんだと、特に日野は、保

育園だとか幼稚園だとか、そ ういうものに対しては硬派でなくて ソフトにやって、そのかわり

負担をしてもらうのもソフトな負担をしてもらうんだと、こういうのが市長のお考えのようで

す。

現実の場合に、いま臨時教育審議会等で模索をされているのは、大学教育 というのは、非常

に私立でも公立でも、よほどの大学でない限りは、かなりメジロ押 しで、 40%が高学歴社会

の中で入っていくという中で、これは何ていうか定員が満たないなんていう大学はないと思い

ます。ただし、高校以下とい うのは、い わゆる子供の一一生徒っていうか子供っていうか、そ

ういうものの多いときと少ないときによって、非常に変動が来ております。一時は幼稚園も子

供が多かった時期もあります。いま日野でも御存じのように、中学校へ生徒が押しかけており

ます。その子供が、ここ数年都立高校なり私立の高校に押しかけます。こういうたび重なるご

とに、東京都にしても、各県にしても、この対応に苦慮するわけです。

そういう点では、いま末端の幼稚園というのは、御存じのよ うに、幼児人口と いうのは、非

常に減少しております。こういう中に、日野で第七幼稚園をつくって教育の充実されるという

こと、これもやはり市長の施策の中、教育委員会の施策の中で、私も了とします。ただし、そ

れだからといって、公立の使用料を上げるということを、月Ijに調整懇談会でだれもいわゆる 議

論をしたり答申をすべきだ、ということを申し上げている人も私はないと思います。こ の問題

に私も身を投じた経緯があるから、このことに何か反論があれば、私はここで洗いざらい全部
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ぶちまけるつもりですが、人 のプライベートの問題もありますし申し上げません。

ただ問題は、そう いう調整懇談会の中でも、非常に発想の違う大学の先生もいれば、いろん

ないわゆる私立の代表もいれば自治会の代表の人もいるわけです。イ可かといえば、そういう人

が多くいた中で、よりよいものを選ぶということが必要ではなかろうかと思うんです。ただし、

さっき言 った、教育長が言う 3介の 1の負担だから 9万円だと。機械的に言えば消費的な経費

が 27万だから、その 3介の 1の9万だと。こういう こと も、これもだからわからないではな

いということを私は言いますけれども、ちょっと根拠が薄弱です。

東京都の、いわゆる私立幼稚園協会なり全国段階が、全国の消費的な経費の標準教育費とい

うのが 27万円なんです。これの半分を私学振興法に基づく助成をしろということを、実はあ

したの 1時 30分から、いわゆる幼稚園から大学までの振興策をもっと努力しろというこ とを

国、いわゆる文部省なりに迫ります。そういう中で出る のが、いつでも標準教育費とい うのは

幼稚園では何ぼなのか、小学校、中学校では何ぼなのか、とい うことが議論されます。

ただ、私が言 うのは、 いまだれが見ても、幼稚園なり高校は、義務だとは申せないが、義務

に近い観念がなっているんではなかろうかと思います。そういう点で、まず一番先に考えなけ

ればならないのは、こういう人に、私立に通わせようが、公立に通わせようが、負担を公平に

してやる ということが大原則ではなかろうかと思いますね。私は、決して公立の幼稚園の使用

料を上げなくても一一古谷議員の発想と私は全部一致しているというわけじゃございませんが、

私立の方の補助金を増額すれば、いわゆる接近していく考え方もあります。ただし、 理事者か

ら見れば、いわゆる財政ということを考えてのお話かもしれません。

ただ、日野というのは、私は申し上げますが、隣の八王子なり立川なり 、公立の幼稚園が 1

園もなければ、比較対照がないんですね。現実に日野というのは七つの、今度いわゆる幼児の

人口が減っている中で、七つをおっくりになったということは、比較対照が片方は 11園、片

方は七つ というふうに、は っきり出てく るわけです。そういう中で、これを格差を縮めるとい

うか、全く同じにするということは、市民要望からすれば、私は当然ではなかろうかと、こう

思うんです。公立の使用料を上げなくても、片方の負担は、いわゆる補助金を増額してやれば、

なっていくわけなんです。それには、いろんな考え方があります。ただし、さっき市長が言っ

た、私立の方には入園金というものがあります。しかし、公立には別に何か入園金というもの

はございません。こういうものが私立の特色だというんなら、これも私はわかります。
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ただ、現実の場合に、父母から見れば、教育内容というのはなかなかいま言うとおり、端的

に言いあらわせるものではな~)と思います。はなはだしい人にいうと、公立の幼稚園は、いわ

ゆる保育料が安いんだから、内容が悪くてもいいんではなかろうか、というような論をはかれ

ているようにも自分はこの間の感じてとっている問題もあるわけです。高し可からいい一一ゼロ。

問題は、どこで公費で賄っているのか。 この負担は父母が賄っているのかという問題が、やは

り理解してもらわなきゃならないんではなかろうかと思うんです。そういう点、踏まえて文教

委員会で徹底的な、いわゆる御検討願って、ほかのあまたの、できれば場合によっては、広く

公聴会等で聞いていただいて、こういうものは決めていくべきではなかろうかと、こう思いま

す。

もちろんだから補助金の問題に対しても、これは提案権は市長にありますんですね。私は、

別にいま請願をしても、出なければどうにもなりません。いわゆる都に対して、われわれの団

体も一一一いま 2，500円都が出しているやつを 3，000円にしてくれ、という要求はしており

ます。 しかし、固なり都も財政の事情から出なし、かもしれません一一出すかもしれません。こ

ういう中で、やはり日野で公立の幼稚園 7圏持っているというのは、市長の責任でつくられて、

日野の教育委員会が責任を持っ てやっている機関だと思います。まずこれに学ぶ子供たちの格

差をなくしていく ということは、私は当然の権利ではなかろうかと、こういうことを意見に付

しておきます。よろしく文教委員会で御審査願いたいと思います。

0議長(高橋通夫君)

結いたします。

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

お諮りいたします。これをもって議案第 95号、日野市立学校設置条例の一部を改正する条

例の制定、 議案第 96号、日野市立幼稚園の保育料徴収条例の一部を改正する条例の制定の件

は文教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。

( 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、文教委員会に付託いたします。

これより議案第 97号、昭和 59年度日野市一般会計補正予算(第 3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〕
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0市長(森 田喜美男君) 議案第 97号、昭和 59年度目野市一般会計補正予算第 3

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 3号であります。補正額は、歳入歳出そ

れぞれ9億 5，093万 5，000円を追加し、歳入歳出予算の総額を 320億 8，971万 8，000

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) 歳入歳出全般及び第 2表債務負担行為補正の説明を関係部長か

ら求めます。企画財政部長。

0企画財政部長(前田雅夫君〉 議案第 97号、昭和 59年度目野市一般会計補正予

算(第 3号)につきまして詳細を説明いたします。

まず第 1条でございますけれども、 9億 5，09 3万 5，000円を追加いたしまして、歳入歳

出の予算規模を 320億 8，971万8，000円といたします。

第 2条でございますけれども、債務負担行為の補正を第 2表のとおり行います。

詳細につきましては順を追って御説明申し上げます。

まず 7ページでございます。歳入歳出予算事項別明細書から説明をいたします。

まず 8ページの歳入でございます。市民税のうち法人税の関係でございますけれども、企業

による昭和 58年度の決算の大幅な利益の伸びがございましたので、当初予算に比較いたしま

して、 1 0億 4，475万円を追加補正す るものでございます。

次が 10、 11ページの固定資産税でございます。まず家屋の関係でございますけれども、

昭和 58年度から全棟調査を実施してございます。その増収分 3，250万円でございます。さ

らにに 3の償却資産でございますけれども、企業の設備投資が活発なために、償却資産の増が

あったわけでございます。 8，800万円の増でございます。

少し飛びまして 18、 19ページ、 9の都支出金でございます。民生費の都の補助金でござ

いますけれども、この説明欄がございますように、心身障害者通所訓練事業の補助金でござい

ます。かざぐるまの家 C基準、手をつなぐ親の会のD基準、これらが補助対象になりまして、

ここに記載しであるとおり、金額が補助として入るわけでございます。

次が 20、 21ページでございます。 11， 寄付金の一般寄付金でございます。公共公益施

設費の関係でございますが、ここに記載のとおり 9，7 5 3万円の補正でございます。
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さらに、次の 22、 2 3ページでございます。老人保健特別会計繰入金でございますが、

5 8年度の精算による繰り入れでございます。 1，18 6万 7，000円でございます。

次の繰入金でございますが、財政調整基金の繰入金。当初予算におきまして 3億7，000万

円の繰り入れを予定しておりましたが、市民税の増収によりまして、この財政基金の取り崩し

を取りやめるものでございます。いわゆる減額をするものでございます。

次が 24、 25ページでございます。繰越金でございます。前年度の決算に基づく繰越金 1

億 3.049万 7，000円を追加するものでございます。これで繰越金は全部予算を開いたとい

うことになるわけでございます。

次が歳出でございます。 26、 27ページでございます。議会費でございますけれども、交

際費の 10万円でございますが、 三多摩上下水及び、道路建設促進協議会第 1委員会の委員長が

日野市の当番になっております。この間にかかるところの委員長の交際費ということで、 1 0 

万円の補正をいたしました。

次が 28、 2 9ページでございます。総務費の うち 6の財産管理費でございますけれど も、

積立金 9，75 3万円でございますけれども、これは、先ほど歳入で申し上げま した公共公益施

設のいわゆる寄付金を、公共施設建設基金及び環境緑化基金に積み立てをするものでございま

す。

それから、その下の企画調整費の委託料でございますけれども、当初予算で設計調査の費用

を計上いたしたわけでございますけれども、来年の市民会館の完成に間に合わせるように、モ

ニュメント を製作しよ うというもので 36 0万円。この不足分につきましては債務負担行為で

お願いをする予定でございます。

さらに、その下の 15の渉外費でございますけれども、これは、行政報告の中で申し上げま

したけれども、来年の 1月 4日、レッドランズ市から高校生の、いわゆるマーチングバンドが

来市をするに必要な歓迎の費用でございます。

次が 34、 35ページでございます。中段ですが、 4の心身障害者福祉施設費の 19、負担

金、補助及び交付金でございますけれども、これは、都の補助金で申し上げましたけれども、

かぎぐるまの家、それから、手をつなぐ親の会、これらのいわゆる通所障害者施設の補助金で

ございます。

それから、その下に 24の投資及び出資金の 300万円でございますけれども、説明欄にど
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ざいますように、社会福祉法人日野市福祉事業団の出資金 300万円でございます。

次のページに参りまして 36、 3 7ページでございます。目の 11 国民健康保険事業費で

ござい ますが、国民健康保険特別会計へ 1，90 5万円を繰り出すものでございます。

次のページ 38、 39ページでございます。清掃費のじん芥処理費でございます。この中に

1 Rの備品購入費でダス トボックス、クレーンパッカー車がのっております。 1，46 0万円で

ございますが、これは、今年度購入いたしまして、いわゆる収集方法の試行を来年度にかけて

行う費用でございます。

次は 40、 4 1ページでございますが省略いたします。

次が 44、 4 5ページでございます。土木費の うちの道路新設改良費でございます。節の

1 7. 公有財産購入費でございますが、道路予定地 1，579平方メートル 1億9，313万円と

ございますが、これは、南平高校の進入路大里 1号線の、市の公社で先買いをした土地を一般

会計で引き取るものでございます。

次が 46、 47ページでございます。都市計画費の街路事業費でございますけれども、

3.4 0 3万 1，00 0円につきましては、説明欄にございますとおり 2・2・5号線の用地取得

に伴う物件補償費でございます。

次の公園整備費の 17. 公有財産購入費でございますけれども、多摩平二丁目地内緑地取得

の費用でご ざいます。 面積にいたしまして 72 7.7平方メ ートルでございます。

最後のページ 56、 57ページでございます。 まず 11の公債費でございますけれども、 2 

億 7，350万 2，000円でございますが繰上償還を予定しております。 当初予算と合わせます

と7億4，006万 7，00 0円になります。

それから、次の 12の諸支出金の件でございますが、開発公社助成費でございます。 6，91 8 

万 7，000円でございます。

それから、大変恐縮でございますけれども、 4ページに戻っていただきまして、予算書の第

2条の、いわゆる第 2表でございますが、債務負担行為の補正でございます。先ほど支出 の中

で若干申し上げましたけれども、モニュメント製作事業、 5 9年、 60年度、限度額が 84 0 

万円でございます。

以上よろしく御審議いただきたいと思います。

以上でございます。
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0議長(高橋通夫君)

02番(福島敏雄君)

これより質疑に入ります。福島敏雄君。

歳入と歳出についてそれぞれ 1点ずつお聞きをいたします。

歳入の中で市民税、法人が 10億 4，000万強ふえたということについては、景気上昇とい

うことで、これほどまでふえなL可かなと思ったけれども、かなりふえるんじゃないかと 予想 し

ていましたので、特にびっくりはいたしません。それで、特に私が質問したいのは個人の市民

税が 1億 3.600万マイナスになっているということで、私のったない知識で言えば、個人の

市民税というのは、前年度の所得、捕捉されている所得にかかるもので、そんなにどうしてマ

イナスがこんなにふえるのかなぁという感じがいたしますので、ぜひお聞きをしたいと、これ

が 1点であります。

それから、歳出の方で細かい内容でありますけれども教育費でございます。教育費見ますと、

光熱水費で小学校、中学校合わせて 80 0万と 250万で、 1，050万補正がここでされるわ

けでございますけれども、 議会もなかなか効率がよくなくて、確かにそういった面からでは指

摘をするのが心苦しいところがあるんですけれども、なぜいまのこの段階に来て教育費といえ

ども光熱費、あるいは光熱水費という観点から いけば一一時代から言えば、こうし可ったものは

節約できる分野のお金だと私は理解するわけですけれども、なぜこの中に来て 1，000万強補

正せざるを得ないのか、この辺についての御見解を賜っておきたいと思います。

以上です。

O議長(高橋通夫君) 市民部長。

0市民部長(藤浪竜徳君 ) ただいまの御質問にお答えいたします。

法人の方は別といたしまして、個人市民税の方の御質問でございます。この滅額理由でござ

いますけれども、これによると、 1億3，600万でございますけれども、御承知のとおり、 59

年度は住民税の減税が行われました。これは、昭和 55年度以降 4年ぶりで課税最低限の引き

上げを中心とした減税でございまして、基礎控除、それから、配遇者控除及び扶養控除などの

額が引き上げられたものでございます。この減税分の見込みは、大変むずかしいものがござい

まして、約減税分として 4億円を見込んだようでございますけれども、予想与L上の影響があり

まして、この金額で減額となったものでございます。御了承いただきたいと思います。

0議長(高橋通夫君) 教育次長。

0教育次長(小山哲夫君〉 ただいまの、いわゆる小中学校の光熱水費がここへきてな

- 192-

ぜ 1，000万近い増額をするのかという、こういう御質問に対するお答えでございます。

まず小学校の方の関係でございますけれども、小学校の場合には、電気料とそれからガス料

と補正しているわけでございますけれども、 電気料金につきましては、特に使用料が各小学校

ともに、特に仲田小学校等ができ ました関係上全般的に ここでふえております。したがって、

使用料一一特に新設校の開設に伴う、いわゆる電気料等の増額ということで、 300万の補正

をお願いするというわけでございます。それから、ガス料の方の補正が 500万円ほど計上さ

せていただいておりますけれども、 1点目は、平山小学校がございますけれども、平山小学校

につきましては、従来ガスにつきましては、いわゆるプロパンガスを使ってまいりました。こ

れを効率的に運用するということで、プロノマンガスを都市ガスに切りかえたということに伴い

まして、 1点目はそういう形でふえております。それから、もう 1点目は仲田小学校の開設が

ございまして、それに伴いまして、特にここへきまして暖房等を行うわけでございますけれど

も、新設に伴 う仲田小学校の暖房費と いうことで、ガス料の補正をお願いする という わけでご

ざいます。

それから、中学校の方の関係の補正でございますけれども、これにつきましては、御案内の

とおり 、本年 4月に第一中学校並びに三沢中学校におきまして、完全給食を施行いたしました。

それに伴つての光熱水費の増高ということでございますので、御理解を賜りたいと思います。

( i了解Jと呼ぶ者あり )

。議長(高橋通夫君〉 鈴木美奈子君。

0 1 3番(鈴木美奈子君) 3 4ページの民生費の中の心身障害者福祉施設費、この

中の補助金のと ころで、かぎぐるまの家の運営費と 、手をつなぐ親の会の運営費が東京都が補

助金つけまして、日野市もこれに上乗せしての補助金だと思うんですけれども、年度途中なの

で、これは来年の 3月までの予算なのかどうか。それと、いままでも東京都の場合ですと 、ひ

の共同作業所なども一一これは A基準ですけれども、 600万つけますと日野市が同じ金額の

6 0 0万つけ るということで、来年度もこの二つの新しい一一親たちが本当に一生懸命つくっ

てきた運営費、来年度も、 もし東京都が補助を出すことになる と思いますけれども、その場合、

日野市も同額の補助金を出すのかどうかだその辺お尋ねいたします。

0議長(高橋通夫君) 福祉部長。

0福祉部長(高野 隆君) ただいまの御質問の 35ページ 19の負担金、補助及び交
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付金の中で、かぎぐるまの家の運営費、手をつなぐ親の会の運営費それぞれ190万及び 134 

万 8，000円を計上してございますけれども、これは、 1 2月から 3月までの 4カ月分でござ

います。来年度につきましては、また 1年介が補助の対象になりますけれども、ただ御質問の

ありましたように、東京都と市が同額出すかどうかということでございますが、実績を見てい

くということで、当面は東京都の 2分の 1を市が上乗せをするということで考えておりますの

で、ひの共同作業所につきましては同額を乗っけておりますけれども、これはかなり実績があ

ります。さらに実績を見た上での進行のぐあいで今後考えていきたいというぐあいに考えてお

ります。

O議長(高橋通夫君)

06番 (古谷太郎君)

古谷太郎君。

まず歳入でちょっとお聞きしたいんですが、非常にたくさんの

税金が入ってきている。恐らく全国 660の市の中で 2番か 3番でしょう、日野市は財政力が

豊かで。そのために私は、歳入の繰入金の財政調整基金も多過ぎるから余りするなと 言われて、

起債の償還の方へ回せと言われたんじ治なかろうかと思うんですが、この 3億 7，000万財政

調整基金を減額したっていうのは、これは財政調整基金てそんなばかばか要るものじゃないん

で一一そういうふうな趣旨だろうと思うんですが、違いますか。

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) お答えをいたします。

まず 59年度の予算を編成するときに、 5 8年度の法人税のかなりの減額があったわけでご

ざいます。したがし、まして、 5 9年度につきましては、かなり悲観的に法人税の見積もりをし

た、というのが第 1点でございます。そういう中で 59年度が現在に至りまして予想に反しま

して、先ほど申し上げましたように、 5 8年度の企業の決算が良好でして、利益がかなり出た

と。したがって、法人の市民税が増額をしたというものでございます。

それでは、これが来年度もまだ続くかという問題になるわけでございます。( r聞いてない

ことを言うな」と呼ぶ者あり)いえいえ、まずことしの法人税のふえた理由でございますけれ

ども……( r聞いてなしリと呼ぶ者あり)いえ、ちょっと聞いていただきたいんですけれども、

(笑声)要するに市内のかなり優良なごく少数な企業の業績がよかったためにふえたわけでご

ざいます。ことしの、いわゆる法人税の、いわゆる後期の予定納税でございますけれども、こ

れが、ことしの3月の末の決算の数字に基づいて納められているということでございます。そ
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んな状況から考えますと、かなりの収益を上げた会社が来年度の、いわゆる市民税を納めると

ころの従業員のシェアが、かなり落ちるわけでございます。そうしますと、実質的には来年度

の法人税の額がかなり減額されてくる、という背景がございます。

そういう中で、今回の補正予算を組むに当たりまして、歳入歳出を勘案した中で、現時点で

の歳出の予算を組むということは、事業費等については、非常に困難でございますので、当面、

現在積み立てを行おうとす る、いわゆる当初予算で予定しておりました財調基金の繰り上げを

取りやめると同時に、やはり現在抱えている起債の残高がかなり高い数字でございますのち、

これらについても、将来の大型事業をやる上での、できるだけ財政を軽くする意味で繰り上げ

償還をした、ということでございます。

ちょっと質問の内容とは違って、広範にわたりましたけれども、そういう趣旨で予算を組ん

だわけでございます。

。議長(高橋通夫君)

06番 (古谷太郎君)

古谷太郎君。

企画財政部長ですから、来年の景気の見通しまでおっしゃって

いただいてありがとうございます。私もそれを参考にして株の投資にでも生かさなければいけ

ないと思っておりますが、 しかし、斉藤栄三郎氏でもなかなか来年のことはわからない。その

点はいいです。非常に前田企画財政部長みごとな部長さんで、去年の法人の景気予想をお伝え

願った。これ外れることを祈っておりますけれども……。

それで、繰越金は 7億円ある。そのために半分はこれは元金返済、起債の返還に充てるとい

うのはあたりまえなんです。これは法律的な指導なんです。だから半分充てたんだと思うんで

す。

ただ、私は歳出について何点かお聞きしたい。まず第 1に消えてなくなってしまう金が 6億、

いや 3億幾らですか。土地の公社に対する利息の補給ですって。 3億9，000万、 4億円とい

う金が繰り出されている。これは、日野市民が使うんならいいけれども、このうち、この金 4

億円の中で、南平の高校用地のために支払ったお金は幾らなのかおわかりになりますか。これ

が第 1点。この増額理由一-6，90 0万ふえたのは、ほかでもない高校用地の周辺の道路を買

っている。あるいは また、ほかの点も買い増ししているからだろうと思います。南平の都立高

校用地のために幾らの利息を市が持ち出しているのか 6 0年 3月31日までで結構です。59

年度です。
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第 2の歳出の問題はモニュメント。ことし 360万、来年 84 0万、 1，2 0 0万円ですね。

これは大変な彫刻だろうと思うんです。これは、どこでどんなものを注文したのか1，20 0万

という数字が出ているからには、もう明らかになっているんだろうと思う。日野駅前のあれは

とてもじゃない、こ の3分の 1以下です、値段は。よほどりっぱなものをあっくりになるんだろ

うと思う。それでひとつ教えていただきたい。

まずこの二つを申し上げておきます。

最後に歳入についての、 最後っていうか歳入の質問 しましたので、日野の大会社の皆様方の

大変な御苦労によって 25%、今度また 30%の税金が入ってまいります。増額 された こと を

感謝します。これは歳入についてですけれども、歳出に対する回答をお願いします。

0議長(高橋通夫 君) 総務部長。

0総務部長 (伊藤正吉君) お答え申し上げたいと思います。

今回補正をお願いいたします 6，91 8万 7，000円につきましては、 59年度の当初予算の

編成時点以降の利息相当分でございます。そういうことで、細かい明細はあるわけでございま

すけれども、その費目別のは、ちょっといま出せませんので、少々お時間をいただきたいと思

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 ) お答えをいたします。

モニ ュメントにつきましては、当初予算で調査費を 50万円お認めをいただきまして、デザ

インに取りかかったわけでございます。これは、御承知のように目的は市の庁舎、日野中央公

園、市民会館、これを一体とした市民施設が完了する ということ を記念いたしまして、モニュ

メン卜を作成しようというものでございました。デザインにつきましては、日野市の美術連盟

にお願いをしまして、 3点ほど出していただきました。その 3点を市で見せていただき まして、

その 3点の中でそのままデザインを採用する というものがなかったわけでございます。ただそ

の中で 1点、そのデザインをもとにして少し改良といいますか、さらに発展をさせればいいん

ではないか、というものがございまして、いまそれを中心に進めているわけでございます。

具体的に申し上げますと、作者は市内の常松大純さんという方でございます。 年齢は 40歳

ということで若手の芸術家でございます。内容といたしましては、目的さっき言いましたけれ

ども、日野の昔の、いわゆる飛火野のイメージを再現をしようというもので、いまデザインを

-196-

固めつつあるところでございます。

0議 長 ( 高 橋 通 夫 君 ) 古谷太郎君。

06番 (古谷太郎君) 総務部長、それは急にはできなし可から、後でコピーで資料でい

ただけますか。

O議長(高橋通夫君) 総務部長。

0総務部長 (伊藤正吉君) 細かい資料がございますので、後ほどコピーでお届けした

いと思います。御理解いただきたいと思います。

0議長(高橋通夫君) 企画財政部長。

0企画財政部長(前回雅夫君) ちょっと答弁の補足をさせていただきます。

日野駅前のモニ ュメントは、ちょっと正確な数字記憶しておりませんけれども、 1，20 0万

前後だったと思います。かなり高額なものでございました。

0議 長 ( 高 橋 通 夫 君 ) 古谷太郎君。

06番 (古谷太郎君 ) これもひとつ確認して教えて ください。あいまいなことはどう

も言われますと こちらは困るんで、。

次に、ちょっと私この提案について市長にお聞きしたいんですが、私は 6月にこういうこと

を申し上げたわけです。ひとつ市長、管理職の期末手当についてはぜひひとつ何らかの別途の

プラスアルファをしてもらいたい。あなたは革新市長さんですから、組合の言う こと を聞かな

きゃならないという苦しいお立場はわかる。 しかし、全国 660の市の中で 500以上の市は、

あるいは東京都もそうです。国もそうですが、管理職手当をプラスしてボーナスの基準に掛け

ております。 2.72掛ける 本俸プラス調整手当、プラス扶養手当、プラス管理職手当等であ

ります。しかし、これを表向きにできないとすれば、報償費とか、あるいはまた別途の方途が

あるわけです。

私はいつも思うんですが、たとえば 6月の職員給一一これ資料いただいたんですが、部長さ

んの最高は 91万円、 最低が 78万円です。課長さんは最高が普通の方は 85万円、最低が73

万円。係長さんは最高が 81万ですが、最低は 49万。職員の方の最高は一一一般の人です。

5 8歳で 81万 5，000円。これを見ますと、職員で課長などにならないでのんびりした方が

いいという、 こんな 夜 中までいなくて済むんですよ、一般の人でしたらーーなるわけです。

しかも、係長さんになってすら市の職員の平均にまで行かない。 6月の場合の平均は 51万
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7，9 8 5円です。何かのやはりその方々の非常な努力、しかも、きょう ここへお残りにな って

いらしても、これらの方々、部長さん方は残業手当もつかないのであります。一般の職員なら

十分何万円もの残業手当がっしこの 58歳の方のような高給の方でしたら大変な手当がつく

わけです。ところが、今度の 12月の給料見ますと 一一ボーナスです。 三役の平均、ここへ前

へ並んでいる三役の方の平均は 160万 2，080円です。しかし、部長さんの平均はどうかと

いうと 109万 3，247円です。ばかんと差がある。課長さんの平均はこれより 5万円少ない

1 0 4万 5，60 1円です。市会議員は課長と同格といいますから 105万くらいだろうと思う。

( Iそうじゃないよ」と 呼ぶ者あり〉しかし、一般の平均は 68万 4，04 4円です。ところが

同じ 6月の最高の方、 5 8歳の方が 10 6万 6，205円です。 これは 14日に支給されるんで

す。私は、この間の期末手当の条例の改正の提案について一一きのうです。 反対するつもりで

意見を言おうかと思ったんですが、きのうは、たまたま月給日でした。やはり給料をふところ

に入れて、家庭に早く部長さんや課長さんも帰っていただきたいなぁと思って、黙って下向い

ておった。きょうは給料日じゃなし可から申し上げるんです。 14日に間に合うように、予備費

等がありますから、報償費等に流用するお気持ちありませんか。余りに差があるでしょう。 三

役の平均は 16 0万 2，080円、部長さんの平均はがたんとこれ 110万にならない。さっき

の 3割引きどころじゃないんです。 4割引になる。 デPパー トじ ゃ 5割引ですか。 こういうふう

な私はこういう数字は、これはもう動かせない事実であります。私は、この 6月の議会でも同

じことを申し上げた。何らかのことをやるべきだと。課長、係長、部長、これらの方にはやは

り何らかのことを加えるべきではなかろうかと。それは当然、この議会の、きょうの一般会計の

予算の歳出にあらわれなきゃいけない。どうしてその提案なされなかったか。条例改正をする

ということは、革新市長さんとすると、ちょっとメンツがないのかもしれません。私は、その

点を責めるわけじゃない。しかし、何らかの方途は幾らでもあるわけです。この予算措置をな

さらなかった理由を市長にお聞きしたい。

0議長(高橋通夫君〉 助役。

0助役(赤松行雄君) 私の方からお答え申し上げたいと思います。

1 2月の期末手当を比較しまして、部長平均と三役平均というふうな平均的なものの比較し

ますと、そういうふうな状況等もあろうかと思いますけれども、個々の部長というふうなもの

との比較ということになりますと、 三役の 56年一一先ほど論議がございましたように、 56 
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年に報酬審議会が開かれまして、それ以後改正がございません。こういうふうな状況の中では、

やはり部長の最高級の方と収入役の給与がラップするというふうな状況等に至っておるわけで

ございまして、そう大きな懸隔はないんじゃないかと、これが一つの答えでございますけれど

も。

本題の方は管理職手当ですか、 管理職手当を期末手当の基礎に算入したらどうかと、こうい

う御意見でございます。たびたびお伺いしておる御意見でございます。それで、東京都下にお

きましては、 1市がそのような一つの計算例といいますか、支給の実績を持っておるわけでご

ざいます。それから、東京都、国等におきましては、算入しているというふうな状況でござい

ます。それには間違いないわけでございますけれども、市の現況におきましては、 26市の中

で 1市がそういう支給例をとっているというふうな状況でございまして、数が少なし可からそれ

にならわない、こういうふうなことではないわけでございます。

日野市の管理職、御指摘のような中で、他市と比較した場合、非常に低い管理職もおるわけ

でございます。そういうふうな状況の中から、御指摘が出てくると思うわけでございますけれ

ども、 5 7年に人勧凍結と、あるいはその後値切り人勧という続きがございまして、当分ここ

二、三年は、さらに後藤田長官によりますと、完全に回復するのはあと二、三年、三、四年か

かるんじゃないだろうかと、こういうふうな状況にあるわけでございますので、職員の給与全

体をにらんだ中での、やはり改善なり回復なりというものを考えていく時期にあるわけでござ

います。全体的な考慮の中から改善していきたい、というふうな考え方を持っておりますので、

多少時間がかかるというふうなこと 等は前々から御答弁申し上げ、御理解いただきたい、とこ

う思 っておるところでございます。

0議長(高橋通夫君) 古谷太郎君。

06番(古谷太郎君) きょうは予算の審議に入ってませんからあれですが、私は、こ

の審議の中でも十分この問題は取り上げていただきたい。私の考えでは、部長さんにはもち代

5 0万円、課長クラスは 30万円、係長は 20万、その程度の年末一一お正月のもち代という

のは報償費で支給されてしかるべきじゃなかろうかと思う。それでやっとつり合いがとれるん

です、つり合いが。この点は非常に大事なことで、先ほど私が申し上げた都市計画部長も、建

設部長さんにも、課長や係長さんや職員の協力がどうも足りなくなるのは、こういうふうな問

題も出てくる。幾ら夜遅くまでいても、 1銭になるわけじゃない。本当に私は、いわゆるこん
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なことはロシアでもやってないんです。(笑声)やっぱり書記長が一番多い、多いんですよ。

政治局員というのはもっと多い。共産党員はみんな多いんですけれども、党員でなければ人に

あらずですから、仕方がありませんが。しかし、日野はそうじゃないんですから、全国 661

の市のうち 50 0以上が管理職手当 にボーナス・賞与の計算の基礎に入れています。 100程

度です、入れないのは。お調べになっ ていただきたい。ただ東京の場合は、一部革新市長会が

強かったんです。東京とか大阪は。この点は特異なところですが、以上希望しておきます。こ

れ以上やってますと……(発言する者あり〉そのとおりです。遅くなりますので、残念ながら

委員会審議の方で十介させてください。

0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 97号、昭和 59年度日野市一般会計補正予算(第

3号)の件は、歳入全般及び歳出のうち、議会費、総務費、公債費、諸支出金、第 2表債務負

担行為補正を総務委員会へ、歳出のうち、民生費、衛生費、消防費を厚生委員会へ、歳出のう

ち、商工費、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そ、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、それぞれの委員会へ付託いたします。

これより議案第 98号、昭和 59年度日野市国民健康保険特別会計補正予算(第 2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〕

0市長(森田喜美男君) 議案第 98号、昭和 59年度日野市国民健康保険特別会計補

正予算第 2号について提案の理由を申し上げます。

本議案は、昭和 59年度日野市国民健康保険特別会計補正予算第 2号であります。補正額は

歳入歳出それぞれ 4，6 3 7万 2，000円を追加し、歳入歳出予算の総額を 27億 9，41 7万円

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。市民部長。

0市民部長(藤浪竜徳、君) 御説明申し上げる前に申しわけございませんが、ミスプリ
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ントがございましたので差しかえをお願いしたいと存じます。差しかえの部分ですけれども、

議案書の鏡の部介でございます。( r了解」と呼ぶ者あり)ひとつよろしくお願いいたします。

それでは議案第 98号、昭和 59年度国民健康保険特別会計補正予算(第 2号 )について御

説明申し上げます。

ただいま市長の方から提案理由の中にございましたけれども、今回の補正は歳入歳出それぞ

れ 4，637万 2，000円を増額し、予算現額を 27億 9，41 7万円とするものでございます。

補正の内容につきまして御説明申し上げます。お手元の別冊の特別会計補正予算書及び説明

書の 6ページ 7ページをお開きいただきたいと存じ ます。まず歳入でございます。国庫支出金

のうち 2自の療養給付費国庫負担金 1，43 1万 4，0 0 0円の増額でございます。これは、昭和

5 8年度の実績に伴います清算で、法第 70条に係る過年度分の収入でございます。

次に、 3自の老人保健医療費拠出金国庫負担金につきましては、 3.328万 1，00 0円の減

額補正をするものでございます。これは法改正に伴うものでございます。

次の 8ページ 9ページをお聞きいただきたいと存じます。 2項の国庫補助金のうち 3目の調

整交付金 4，628万 9，000円の増額でございますが、これは、退職者医療制度改正に伴うも

のと、高額療養費の伸び等を見込んだものでございます。

次に 10、 1 1ページでございます。これは、先ほども一般会計の方でお願いいたしました

けれども、一般会計の繰入金でございます。予算現額 1億 5，81 1万円に、 1，905万円の増

額補正をお願いするものでございます。

次の 12、 1 3ページでございます。まず総務費の 1目の一般管理費でございます。 74万

6，000円を増額補正いたしまして、 7，8 5 1万 6，000円とするものでございます。これは、

退職者医療制度の実施に伴います臨時職員の雇い上げ賃金、それから、その他消耗品、印刷等

でございます。

次のページ 14、 1 5ページをお願いします。 2項の徴税費でございますけれども、 1自の

徴税費のうち郵送料の 120万円の減額でございます。これは、最初に税改正とかの説明書、

あるいは所得の申告書等を別途に郵送する予定でございましたけれども、仮算定及び本算定の

中に、納税通知書の中に同封いたしましたので、この介が執行残となったものでございます。

2目の納税奨励費でございますけれども、これは、納税組合補助金の執行残でございます。

次のページ 16、 1 7ページをお聞きいただきたいと存じます。保険給付費でございますけ
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れども、 1自の高額療養費の 3，271万円の増額補正でございますけれども、これは、 4月か

ら9月分までの実績でございますけれども、対前年比で約 25%の伸びを示しております。 1

カ月当たり約 300万円の不足を生じる見込みですので、補正をお願いするものでございます。

次のページをお開きいただきたいと存じます。 1R、 1 9ページでございますけれども、老

人保健拠出金でございます。 1自の老人保健医療費拠出金の 1，34 1万 6，000円の増額補正

でございますけれども、これは、 59年度の拠出金の決定による額でございます。 1カ月約

100万円の伸びを見込んだ数値でございます。

次のページをお願いいたします。 20ページ、 21ページでございます。保健施設費の 1目

の疾病予防費でございますけれども、 120万円の増額補正をお願いするものでございます。

これは、昭和 59年度に、保健施設事業といたしまして、成人病検診を実施いたしました。予

想、どおりの実績をおさめておりますけれども、検診単価が低く実施されるものがありましたの

で、委託料を減額して、病気の早期発見、それから予防に役立てていただこうということで

「家庭の健康百科」という小冊子を各世帯にお送りいたしたいと考えております。その小冊子

の印刷製本費と郵送料でございます。合計で 12 0万円の補正をお願いするものでございます。

以上簡単でございますけれども説明を終わらせていただきます。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)

06番(古谷太郎君)

これより質疑に入ります。古谷太郎君。

実は私、昨年胃ガンの検診をやりたいなあと思っていたんです。

そうすると、前も ってはがきで申し込んで、それで返事が来て、日にちが指定され、時間が指

定されるんです。考えてみたらその日に行けるかどうか見当がつかないんでゃめちゃったんで

す。きょうこれ見ますと、確かに検診費 25 0万も滅っちゃって不用額になっている。恐らく

半分も不用額になっているんじゃないかと思うけれども、 実情はどのようになっているのか。

もう少しうまい方向にわれわれが一一一われわれという言葉は非常にはっきり言いますと、国民

健康保険に入っている人は、会社や役所で検診してもらえないわけです。かといって、 1月も

2月も前に、何月何日の何時なんてやられたら大変なんですよ、これ。私は、 残念ながらとっ

てもこれはだめだと思ってあきらめたんですが、先ほどの公民館の使用の状況よりもっとひど

いんじゃないかと思うんです。藤浪部長どうなんです。あなたは非常に慈悲心深い方だと思い

ますんで、少し減額しないで、もう 1回やってみたらどうなんです、これは。
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0議長(高橋通夫君) 市民部長。

0市民部長 (藤浪竜得、君) ただいまの御質問にお答えいたします。

単価を減額ということはございませんで、やはり 4，600円の単価ではございますけれども、

このうち 3，100円を健康課で合同で事業をしておりますので、 4，600円のうち 3，10 0円

を健康課の方で見ていただくと。それで、 1，500円を国保の会計で支出という ことで、この

余った介を「家庭の健康百科Jという小冊子にかえさせていただきたいと、このようにお願い

するものでございます。

以上です。

O議長(高橋通夫君) 古谷太郎君。

06番(古谷太郎君 ) たとえば会社へ入っていると、会社の勤務時間中に検診しても

らえる。市役所の諸君もそうなんです。勤務中に自由に検査してもらえる。国民健康保険の人

は自由業ですから大変ーーたとえば商売やっているとか忙しい方が多いわけです。それを 1月

も幾日も前に、いついつあけておけと時間まで指定されますと一一本当 1時間か 2時間なんで

す。ほか行っちゃうんです。これは非常に酷じゃなかろうかと思うんですが、うまい方法研究

できませんか。( r花輪医院に頼んだらどうだ lと呼ぶ者あり )そ うですね。いま川嶋議員さ

んが言われるように花輪医院に委託するとか何か一一それは、花輪医院検査設備があるかどう

か私はわかりませんけれども、ひとつあなた の返事がなければ厚生委員会まで考えて、新しい

市民部長の偉大なる発想を期待したいと思って、質問を終わらせておきます。

0議長(高橋通夫君 ) 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 98号、昭和 59年度日野市国民健康保険特別会計

補正予算(第 2号)の件は厚生委員会に付託いたしたいと思いますが、これに御異議ありませ

んか。

「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、厚生委員会に付記いたします。

これより 議案第 99号、昭和 59年度目野市都市計画事業特別会計補正予算(第2号)議案

第 100号、昭和 59年度日野市下水道事業特別会計補正予算(第 2号)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。
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c r異議な しj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 99号、昭和 59年度日野市都市計画事業特別会計補

正予算(第 2号)について提案の理由を申し上げます。

本議案は、昭和 59年度日野市都市計画事業特別会計補正予算第 2号であります。補正額は、

歳入歳出それぞれ 1，020万 6，000円を追加し、歳入歳出予算の総額を 10億 4，116万

8，000円とするものであります。

議案第 10 0号、昭和 59年度日野市下水道事業特別会計補正予算第 2号について提案の理

由を申し上げます。

本議案は、昭和 59年度日野市下水道事業特別会計補正予算第 2号であります。歳入歳出と

も増減いた しませんが、ただ款の組みかえをするもので、歳入歳出予算総額は 16億6，7 5 2 

万円と変わりはありません。

以上、 2議案の詳細につきま しては、担当部長に説明させますので、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。都市整備日長。

0都市整備部長 (結城邦夫君) それでは、私から議案第 99号と 100号の 2議案

につきまして、内容説明を行います。

まず議案第 99号は、昭和 59年度の日野市都市計画事業特別会計補正の第 2号でございま

す。内容は、予算額は歳入歳出ともに 1，020万 6，00 0円でご ざいます。

詳細について申し上げますと、明細書の 28、 29ページをお開きいただきたいと 思います。

歳入でございます。繰越金でございまして、これは前年度からの繰越金をここ に計上いた した

ものでございます。

次のページ 30、 3 1ページをお聞きいただきたいと思います。歳出でございます。ただい

まの歳入の額の うち、 1，0 0 0万を豊田の南地区の区画整理事業の業務委託といたしまして、

新都市建設公社に業務委託を行うものでございます。内容は、アセスメントの見解書の作成業

務、それと、豊田南地区の基本計画の作成の費用に充てるものでございま す。次のページは万
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願寺の旅費の不足分を計上いたしたものでございます。

続きまして議案第 100号の、昭和 59年度目野市下水道事業特別会計補正予算第 2号につ

きまして、御説明を申し上げます。提案の理由の中にもございましたよ うに、補正額といたし

ましては増額あるいは減額いたすものではございませんで、款のうち下水道費から組みかえで

充当いたすものでございます。

内容につきまして御説明を申し上げます。 40、 41ページでございますが、歳出でござい

ます。まず下水道建設費の 13の委託料でございますが、これは、南多摩処理区の中で実施設

計がまだ終わっておらない部分がございます。それは、大栗4号処理区分でございますが、そ

のうち大門幹線一一 これは都道 ・川崎街道でございますが、 川崎街道の両側の実施設計を行う

経費が不足いたしますので、その分を補正いたすものでございます。

次のページをお開きいただきたいと思います。都市下水路費、これは減額でどぎいますが、

工事請負費で 2，000万減額をいたすものでございます。内容は、黒川都市下水路の工事が一

応完了してご ざいますが、今年度その後仕末といたしまして、付帯工事といたしまして道路の

復旧等の事業を予定いたしましたが、当初予定いたしました額に至らなかったために、その部

分を減額して下水道費の方へ充当いたしたものでございます。

次の 44、 45ページは、残りの介を予備費に充当いたしたものでございます。

以上簡単でございますが説明を終わらしていただきます。よろしく御審議のほどお願い申し

上げます。

O議 長 ( 高 橋 通 夫 君 ) これより質疑に入ります。石坂勝雄君。

028番(石坂勝雄君) 直接この下水道の補正予算には関係がないんですが、あした

通告質問で少し聞くんで呼3水的にお伺いしておきたいんですが、いわゆるわれわれが住んで

いる落川、百草の南多摩、多摩ニュータウンの真南にある南多摩処理区へ行く地帯が、日野の

下水道としては トンネノレの向こうが見えたというのが下水道計画であります。そういう中で、

ひがみではありませんが、大体私どもは生まれた産地がよくないんで、ひがむたちなんですが、

そういう点では、下水道に対しては、あの地区が一番幾らか日が当たるんではなかろうかとい

う中で、いわゆる東邦歯科学園のところは、いま一歩のところで供用が開始できると。いま、

小峰先の交差点のところへ大栗幹線が来ております。そういう中で、多摩市へこの間も私行って

みると、多摩市では大栗幹線より、幹線が都道にやる前に、市道のどんどんいわゆるその次の
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4メートルにきちっと道路がなっているところも 5メートル 50に広げてどんどん着手してい

1，000万についてでありますが、アセスメントの結果の作成とい うことは、これはわかるん

ですが、豊田駅南地区の基本計画について、この計画を作股するために今回委託料が出される

ということで、この分が含まれているということでありますが、この区画整理の業務と、この

南地区の駅の南側の再開発等 も含むのかどうかわかりませんが、基本計画を新たにここで委託

なさるということでございますので、その目的と、また内容について御説明をお願いしたいと

思います。

一一支線のうちの幹線というんですか、私は言葉はわからないんですが、道路を拡幅一一大体

るということで、長く日野でも下水道元年とか、社会資本の投下というようなことでいたんで

すけれども、イ可かまだわれわれのところはそういうことだけが、一番基盤整備では都市計画路

線もございませんし、そ う区画整理の、金回以外の区画整理のちょうちんもつきそ うもないよ

うな中で、下水道だけが生活文化の向上に一番よくなるんではなかろうかなぁというのが市民

の願望であります。そういう中で、何かいま少しこの地帯には見えてきているんだから、踏ん

張ってもらいたいなあというんですが、担当である整備部長も一一あしたは私余り都市整備部

0都市整備部長(結 城 邦 夫 君 ) ただいまの南多摩の処理区の下水道の事業につきま

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。

豊田南地区の業務委託につきましては、再開発事業については全く別個でございます。含ま

れておりません。豊田の南地区は、現在区画整理事業として都市計画審議会の場に付議してご

ざいます。結論としては、 まだアセスメント の結論が審議会において出ておらない関係上、都

市計画審議会も結論をそれまで留保しているような状況でございます。そういう 中で、アセス

メン卜が最終的にこの 17日でございますか、公聴会等を開きまして、いろいろ意見等もいた

だきながら、最終的にアセスメントの見解書というものが作成されてくるわけでございます。

それの業務委託と、それから、基本計画と申し上げましたのは、都市計画決定は区域と、その

中に含まれます公園、道路、都市計画道路、そういう都市計画事業としての内容だけでござい

ます。したがいまして、区画街路というものは、まだ確実な設計を行っ ておらないという点が

ございます。そういう面で区画街路についても、もう事業の認可のときまでに検討を加え、整

備しておかなきゃならないものでございますので、その作成に当たっていくというものでござ

います。

長に聞かないんで、ちょっと都市整備部長の決意のほどをお聞きしたいと思うんですが。

0議長(高橋通夫君 ) 都市整備部長己

しての御質問についてお答え申し上げます。

下水道事業、特に南多摩につきましては大栗幹線が当初私どもが予定したよりも、都の方で

工事を急いでいただきまして、そのために見通しも非常に明るくなってきたというのが現状で

ございます。それで、大栗幹線が現在一の宮の交差点の方に向かつて延びてきておるわけでご

ざいますが、 63年までには、大栗幹線も完全につながるということでございます。私どもも、

それに向かつて面的な整備を行ってございまして、南多摩処理区につきましては、 232ヘク

ターノレ全域を、 64年まで完全に完了したいという意気込みで、現在、 実施設計等 も急いで進

めておるわけでございます。私ども、これから南多摩できるだけ早く供用開始ができるように、

できるだけ多くの補助金を取りながら進めていきたいとかように考えております。

それ以外の浅川につきましても、おかげさまをもちまして、処理場の用地買収という形で、 以上でございます。

ここで東京都の方も入ってまいります。今年度中にも、約 4ヘクタールの用地が買収できる見

込みも、いわゆる立ってきてございます。したがいまして、今後下水道事業につきましては、

とにかくいままで長い間お待たせしたわけでございますが、鋭意私ども努力しながら事業を進

君

君

夫

一
通

長

橋高

谷

長

番

議

5

0

0

 

谷 長一君。

実は黒川の都市計画下水路の減額なんですけれども、黒川の下

0議 長(高橋通夫君)

018番(古賀俊昭君)

古賀俊昭君。

都市計画の特別会計の中で、委託料新都市建設公社に対する

水路建設については、 一部理解を得られなかった点もありますけれども、非常に積極的に協力

をしてくださった方もいるわけなんです。それで、減額をしないで、やはり附帯工事等を、そ

の地域住民の環境衛生を整備するという意味において、工事はできないものだったのかどうか

という点についてお伺いいたします。

めていきたいと、か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) 都市整備部長。
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。都市整備部長(結城邦夫君) お答え申し上げます。

ここで 2，000万減額いたしましたけれども、実際には 1，61 0万を使って整備を行ってご

ざいます@当初予定したよりも道路の復旧面積が少なくなったということ。それから、あと第

一住宅のところでございますが、第一住宅のところは整備を行ってはございます。しかし、あ

そこのところをもう少し木を植えたりなにかして、整備をする予定でございましたけれども、

黒川の水路一一何と申しますか黒川用水でございますか、黒川の段丘崖の方からずっと整備を

してきております。それは、将来ここの第一住宅の方も整備をしていくという形でございます

ので、それまで事業を保留するというわけではございませんが、全体の事業の中で、整合性を

持たしたような形で整備することが望ましい、ということでございますので、それまで一時そ

のところの整備を保留したということでございます。

0議長(高橋通夫君) 谷長一君。

05番(谷 長一君) ただいまの部長の答弁で、大体わかるわけですけれども、やは

り全体観の上に立って、整備をするということとあわせて、地域住民の、いわゆるこれは川辺

堀之内の上の台なんですけれども、やはり現在側溝もなく、また、その全部一一一部におきま

しては吸い込み等に頼っている。それと同時に、また、堀之内の中に主要な幹線道路も通って

いるわけなんです。これは、市役所に通勤する職員の方等も非常に多く通るわけです。やはり

下水道整備ということも大切であるけれども、地域住民の環境の整備と いうことも、これはあ

わせて考える必要があるんじゃないかと考えておりますけれども、これはちょっと的は外れて

おりますけれども、都市計画下水道の整備とあわせて、やはり市の方でも相当の考えをもって

やっていただかないと、これからの下水道建設等につきましても、多くの支障が出るんじゃな

いかと思いまして、それらの点について、 もう一回、ちょっと地域の道路、または側溝、排水

等に関しての整備について重ね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) ただいまの点につきまして、お答え申し上げます。

黒川都市下水路を整備するに当たりましては、地域の住民の方々の本当に絶大なる御協力を

賜り、完成ができたものでございます。その点につきましては、非常に感謝しているところで

ございます。そこで、fJ字溝等で整備ができるところは、これは今後都市下水路の方が完備し

でございますので、家庭排水程度は受け入れるということで、 U字溝の整備ができるところは、
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今後、建設部の方にお願いしてまいりたいと考えます。それから、道路につきましでも、管を

埋設することによって傷んだところは私どもの方で補修をして整備を行いましたが、それ以外

の道路等につきましでも、建設部の方と十分連絡をとりながら、早急に手を打つところは打っ

てまいりたいと、かように考えます。

以上でございます。

0議長(高橋通夫君) 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 99号、昭和 59年度目野市都市計画事業特別会計

補正予算(第 2号〉、議案第 100号、昭和 59年度目野市下水道事業特別会計補正予算(第

2号)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 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、建設委員会に付託いたします。

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。

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 9時 58分休憩

午後 10時 16分再開

これより議案第 101号、昭和 59年度目野市受託水道事業特別会計補正予算(第 3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 10 1号、昭和 59年度日野市受託水道事業特別会計

補正予算第 3号について提案の理由を申し上げます。

本議案は、昭和 59年度日野市受託水道事業特別会計補正予算第 3号であります。補正額は

歳入歳出それぞれ 4，607万 7，000円を減額し、歳入歳出予算の総額を 11億 9，860万

1，00 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
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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。

。水道部長(永原照雄君)

細なる説明をいたします。

それでは昭和 59年度の日野市受託水道特別補正予算の詳

4 Rページをお開き 願いたいと思います。いま市長がおっしゃいましたように、歳入歳

出ともに 4，607万7，000円の減額をいたしまして、歳入歳出の合計をおのおの11億9β60

万 1，000円とするものであります。

5 2ページ、 53ページをお願いいたします。歳入でございますが、これは、都の委託金が

これだけ減少してくると。その理由は、歳出に見合うものが都から送ってまいりますので、そ

のようになるわけでございます。

5 4ページ、 5 5ページをお願いいたします。歳出の説明でございますが、目 1の浄水費は

1，9 4 7万 8，00 0円の減額でございまして、そのうち委託料の 13 3万 8，00 0円の滅を主

といたしまして、契約の差金でございます。また、工事請負費も 1，81 4万円の減額でござい

ますが、これは、いま都の方で日野市の水道施設の全体の改造といいますか、見直しをやって

おります。その関係で自家発電の取りかえ工事を中止すると。それとともに水源井戸の水中ポ

ンプの取りかえ工事を、これは建設改良費に組みかえなさい、という指導がございましたので、

これが主な原因であります。

次に、配水費の内訳でございますけれども、 8 0万円の増額でありまして、委託料 1，7 3 0 

万 5，000円を工事請負費一一下の方に書いてあります。工事請負費に組みかえるというもの

でございます。このほかの配水管復旧用器材のエースジョイン卜とか FCDと、押し輪とかい

ろいろございますが、これが不足を来しましたので 80万円を増額をお願いするものでありま

す。

次に給水費でございますが、 1，060万 1，00 0円の増額でございます。主な理由は、漏水

修理を当初 400件と見込んでおりましたが、いまの状況からいきますと 、 1割くらい増加す

るであろうという見通しのもとに、 332万 1，000円の増、また、給水管の切り回し、これ

も当初に比べて物すごくふえております。これらを 771万円の増ということでございます。

そういうもの等で合計いたしますと、いま申し上げた金額になるわけでございます。

次に受託事業費でございますが、都立高校が新設されるということで、給水工事の依頼をし
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てまいりましたので、 30万円の増加をお願いするものであります。径 75ミリ、延長 5メー

トルでございます。

次に自の建設改良費でございますが、このうち水道改良費、工事請負費を3，R3 0万円減額

するものであります。主な理由といたしましては、万願寺区画整理の事業区域内の工事の縮小

をせざるを得ない、という状況でございまして、 7 5ミリから 15 0ミリが、 本年度の当初で

は 2，55 0メートノレを計画したわけでございますけれども、いまのところ 1，59 9メートル、

約 1，600メートノレ、金額にして 4，000万円の減額。また、増径工事で 2，527万円の減で

ございます。これは工事を縮小したわけではございません。設計変更と契約差金で生じたもの

であります。いままでは減だけを申し上げましたけれども、多摩平六丁目の 1番から 3番地先

を75ミリで 214メートル増設したいと いうぐあいに考えております。これは 1，000万円

の増額でございます。そのほか消火栓の増設、管口(一つの口です)の 13基から 17基、 70

万 7，000円でございます。それら主なものを差し引きまして 3，830万円の減とするもので

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) これより 質疑に入りま す。古谷太郎君。

06番 (古谷太郎君) これ非常に水道部長さんにやっぱり聞いた方がいいと思います

が、去年日野市の水道業者の組合が、漏水の問題について陳情等がございました。漏水という

のは、 これ大変なことで、その委託についてはどのように変更されてきたか。あるいはこのよ

うに補正予算の中に、それに関連のがあれば、ま たそれも説明してもらいたいんですが、東京

都の方に切りかえさせるというような去年の御答弁でございましたけれども、その点について

説明をお願いしたい。

0議長(高橋通夫君) 水道部長。

0水道部長(永原照雄君) 御答弁申し上げます。

確かにそのような御質問がございまして、鋭意都と交渉して一一八水機工でございましたか、

あそこからさらに下請をしているというような状況でございますが、本年度もやはりいろいろ

検討した-20社給水組合とも話し合いをしたわけでございますが、まあいままでのとおり

でいいんじゃないかというようなこともございまして、変更は加えてないということでござい

ます。
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それで、そうすると委託料は増額になったんですか。漏水とい

当初に予定いたしました事業予定量に満たなかったための減でございます。

2自の農作物保険金のうち、水稲にありましては、本年は病害虫の被害、それから、陸稲に

あっては干害一一日照りでございますーーの被害のために支払われる保険金の財源確保でご

います。

。議長(高橋通夫君)

06番(古谷太郎君)

うのは大変ですから、これ。

O議長(高橋通夫君) 水道部長。

0水道部長(永原照雄君) 委託料等は値上げをいたしました。

古谷太郎君。

か。

4目法定積立金の戻入につきましては、共済金支払用のやはり財源確保の補正をお願いする

ものでございます。

5自の農作物特別積立金戻入と、 6自の農作物連合会特別交付金につきましては、 無事戻し

のための財源確保の補正でございます。

隣の 63ページをごらんいただきたいと思います。

1目、農作物保険料の減額は、収入の欄で申し上げましたとおり、当初の予定量に満たなか

ったことが原因をしております。

2目、 3目につきましては、それぞれ共済金無事戻金と して支払われるものでございます。

6 4ページをお開き願いたいと思います。園芸施設勘定でございますけれども、園芸施設に

つきましては、 5 6年度から始めた新規事業でございまして、 5 6， 5 7、 58、本年初めて

無事戻しの該当者が出てまいりました。そのために実施するものでございます。財源を確保す

るためのもので、収入、支出ともそれぞれ科目を新しく起こしまして、特別積立金の取り崩し

によ って実施をいたします。

6 5ページをごらんいただきたいと思います。業務勘定の収入でございますけれども、受取

補助金のうち、国都支出金の減は額の決定によるものでございます。

下段の支出のうち、 1自の管理費でございますが、報酬の 6万 3.00 0円という額は、損害

評価に当たられた評価委員の報酬でございます。 7，00 0円の 9人分でござい ます。それと、

職員の旅費、さらに、無事戻しなどに必要な郵送料をそれぞれ増額をお願いするものでござい

ます。

6目、負担金の減につきましては、南多摩地区農業共済協議会負担金の決定に よる減額でご

ざいます。

以上御説明申し上げました。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。なければこれをもって質疑を終結い

たします。

0議長(高橋通夫君) 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 10 1号、昭和 59年度目野市受託水道事業特別会

計補正予算(第 3号)の件は厚生委員会に付託したいと思いますが、これに御異議ありません

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、厚生委員会に付託いたします。

これより議案第 102号、昭和 59年度目野市農業共済事業特別会計補正予算(第 2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 10 2号、昭和 59年度日野市農業共済事業特別会計

補正予算第 2号について提案の理由を申し上げます。

本議案は、昭和 59年度日野市農業共済事業特別会計補正予算第 2号であります。補正予定

額は収益的収入及び支出それぞれ 18 0万 7，000円を追加し、収益的収入及び支出の総額を

2，562万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。生活環境部長。

O生活環境部長(坂本金雄君) 御説明申し上げます。

議案第 102号、昭和 59年度日野市農業共済事業特別会計補正予算第 2号でございます。

農作物共済、園芸施設共済、それから、業務勘定、三つの総合補正額は 180万 7，000円を

お願いするものでございます。実施計画書の中、 62ページをごらんいただきたいと思います。

収入の欄、まず農作物共済勘定でございますが、 1目の農作物掛金の減額につきましては、
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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 102号、昭和 59年度日野市農業共済事業特別会

計補正予算(第 2号)の件は建設委員会に付託いたしたいと思い ますが、 これに街]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、建設委員会に付託いたします。

これより議案第 103号、昭和 59年度日野市老人保健特別会計補正予算(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〕

0市長(森田喜美男君) 議案第 103号、昭和 59年度目野市老人保健特別会計補正

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年度日野市老人保健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 4，7 2 6万 1，000円を追加し、歳入歳出予算の総額を 25億 7，697万円と

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。

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。

0福祉部長(高野 隆君) それでは昭和 59年度日野市老人保健特別会計補正予算

第 1号の御説明を申し上げます。

まず 71ページの総括表にございますように、先ほど市長から提案のありましたように、補

正額 4，7 2 6万 1，000円を補正をいたしまして、歳入歳出とも 25億 7，697万円というこ

とにお願いをしたい、ということでございます。

説明につきましては、歳出から街主党明を申し上げたいと思います。まず 82ページ、 83ペ

ージをお開き願いたいと思います。ここに掲げましたのは、医療諸費のうち2の医療費支給費で

ございますが、補正額 3，539万 4，000円の補正でございます。

1 9の負担金、補助及び交付金でございますが、老人医療費の負担金を当初の金額から

3，539万 4，000円の増をお願いをしたいと。当初見込みました金額よりも件数におきまし
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ては250%ほどの伸びを示しておりますので、その差額をここに計上するものでございます。

ここに掲げました医療費の支給費は現金支払いの分でございまして、現物の方ではございませ

ん。

先にその次の歳出の 84、 8 5ページをお開き願いたいと思います。ここに掲げましたのは、

2の諸支出金のうち繰出金でございます。一般会計繰出金 58年度精算分でございます。こ こ

に掲げましたのは 5R年度の精算金が 1，186万 7，000円と、これを一般会計へ繰り出すも

のでございます。

次に歳入の方に移らせていただきます。 72ページ、 7 3ページをお開き願いたいと思いま

す。ここに掲げました支払基金交付金のうち医療費交付金でございますけれども、現年度分と

いたしまして 2，47 7万 6，000円を歳入として掲げました。ここに掲げましたのは、当初の

掲げました金額と補正後の金額の差額でございますけれども、これは、先ほど申し上げました

歳出の部で申し上げました総医療費の差額 3，539万4，000円の70%相当額が基金の交付

金として歳入見込みをする ものでございます。節 2の過年度分でございますけれども、これは

898万 9，000円は 58年度精算交付金の差額でございます。

次に 74ページ、 7 5ページをお開き願いたい と思います。ここに掲げましたのは国庫支出

金の うち国庫負担金でご ざいます。ここに掲げましたものは、先ほど歳出の部で申しました

3，539万 4，000円の国の負担介 20%介でございます。これが 707万 9，000円でござ

います。 2の過年度分は、 5 8年度の精算交付金でございます。 256万 7，000円でござい

ます。

次に 76、 77ページをお開き願いたいと思います。ここに掲げましたのは、東京都の支出

金でございます。まず 1 現年度分でございますけれども 176万 9，000円、これに掲げま

したのは東京都の負担金総医療費 3，593万 4，000円の 5%介でございます。 2の過年度分

につきましては、 5 8年度精算金の東京都の負担分でございます。 18万 8，000円を計上い

たしました。

次に 78、 7 9ページでございますけれども、一般会計への繰入金でございますけれども、

ここに掲げましたのは、市の持ち出し介でございます。 3，539万 4，000円の医療費のうち

5%に該当するものでございます。 177万 6，00 0円を計上いたしました。

次に 80ページ、 81ページでございます。 5の繰越金でございますけれども、 11万7，000
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円を計上いたしました。これは、前年度の繰越金が 11万 7，000円ございましたので、こ

こに計上して繰り越しとするものでございます。

以上歳入歳出につい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いたします。

O議長(高橋通夫君) これより質疑に入ります。古谷太郎君。

06番 (古谷太郎君) ちょっとわからない点があるんでお聞きしたいんですが、こと

しからですか去年からですか、いわゆる社会保険ですね。たとえば会社の保険に入っている方

が、退職後の医療について社会保険の方でも繰り出しを出すんだ、というふうなことちょっと

新聞に出ておりました。いま、この老人医療負担金の割合を見ると国が 20%、 70%は支払

基金だと。 20%が国が出している。あと 5%ずつが東京都と日野市だ。そうしますと、社会

保険の方の、いわゆる会社とか、あるいは国家公務員とか市役所の職員もそうでしょうけれど

も、退職後の支払いというのは、この関係にはないんですか、老人には。その点ちょっと説明

してもらいたい。あるいは 70歳以上ですね、これは。退職後 70歳まではどのような方法で

支払われるのか、ここのところちょっと。

。議長(高橋通夫君) 福祉部長。

0福祉部長(高野 隆君) ただいまの御質問のありました退職者医療につきましては、

国保の別枠で設置をしてあるはずでございますので、市民部の方からのお答えが適切じゃない

か、というぐあいに考えておりますが、よろしくお願いしたいと思います。

。議長(高橋通夫君) 市民部長。

0市民部長(藤浪竜徳君) ちょっと退職者医療制度の件でございますけれども、ちょ

っと申しわけありませんけれども、よく調べましてお答えしたいと思います。( r了解J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) これは、すると 70歳以降は退職手当という一一社会保険の方

は全く関係ないと、こう理解してよろしいわけですか。

。議長(高橋通夫君) 福祉部長。( i福祉部長全部答えてやれよJと呼ぶ者あり 〉

0福祉部長(高野隆君) 7 0歳以上になりますと、老人保険医療の方に加入してま

いります。それまでの 60歳から 70歳までの退職者につきましては、国保の方に別枠で退職

者医療を設けて、そこでそれぞれの基金、あるいは保険から拠出金によりまして運営してし、く、
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という制度になっておると思います。

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。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 103号、昭和 59年度目野市老人保健特別会計補

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、厚生委員会に付託いたします。

これより議案第 104号、市道路線の一部廃止、議案第 105号、市道路線の廃止、議案第

106号、市道路線の認定、議案第 107号、農業共済無事戻金の交付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。

理事者から提案理由の説明を求めます。助役。

〔助役登壇〕

O助役(赤松行雄君〉 助役より議案の提案理由の説明を申し上げたいと思います。

議案第 104号、市道路線の一部廃止についての提案理由でございます。本議案は、台坂 1

号線ほか 4路線の一部が現況廃滅して公共の用に供されていないため、道路法第 10条第3項

の規定に基つeき、一部廃止するものであります。

議案第 10 5号、市道路線の廃止について提案理由の説明を申し上げます。本議案は、 三沢

中学校用地拡張に伴う窪田 5号線及び現況廃践して公共の用に供されていない池ケ谷戸 4号線

ほか 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 106号、市道路線の認定について提案理由の説明を申し上げます。本議案は、豊田

140号線ほか 2路線を、道路法第 8条第 2項の規定に基づき、新たに市道認定するものであ

ります。

議案第 107号、農業共済無事戻金の交付について提案理由の説明を申し上げます。本議案

は、日野市農業共済条例第 36条第 1項第 1号及び第 2号並びに第 88条の 23第 1項第 1号
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及び第 2号の規定に基づく、無事戻金の交付で、昭和 56年度から昭和 58年度の 3カ年にわ

たり、農作物に被害がなかった共済加入者に支払うものであります。

以上、 4議案、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) 関係部長から説明を求めます。建設部長。

0建設部長(中村亮助君) それではただいま上程をいたしました道路に関する 104

号、 105号、 1 0 6号のそれぞれの議案につきまして御説明申し上げます。

まず議案第 10 4号でございますけれども、これは市道路線の一部廃止でございます。 提案

説明の中にございましたよ うに、 現況が廃被いたしておりまして、 公共の用に供されていない

市道路線の一部を、廃止するものでございます。

まず台坂 1号線の一部の廃止につきま しては、廃止をいたし ました後は、すぐ隣に隣接して

おります程久保 77 4番地に接しております稲荷坂 1号線という赤線がございます。 この赤線

の現況1.8メー トノレを拡幅用地としてつけかけ交換をいたしまして、2.5メートノレにして財産

処理をいたすものでございます。

それから、池ケ谷戸の 1号線、 3号線、由木堀之内 1号線、爺ケ塚線の、この路線につきま

しては、いずれも程久保の地域にございまして、この道路の存する地域はホンダ多摩テックの

敷地内にございます。そして、 一部を残しまして廃践をいたしておりますので、その分を廃止

するものでございます。廃止後につきましては、多摩テ ック周辺の道路と、不足分につきまし

ては公園用地の一部として提供をいただき、交換をいたし財産を処理するものでございます。

次に議案第 105号でございますけれども、これにつきましては市道路線の廃止でございま

す。

まず窪田 5号線につきましては、 三沢中学校の校地の西側に接しております市道でございま

して、 三沢中学校の用地の拡幅計画に伴いまして、 廃止するものでございます。 この財産処理

につきましては、御認定をいただいた後、道路用地でございますので、学校用地に行政財産の

編入がえをするということによりまして、あわせて新しく西側に買収いたしました用地を合わ

せまして、校地整備をするものでございます。

それから、池ケ谷戸の4号線、亀山線、大谷戸坂娘、それから、白木堀之内 4号線、これに

つきましては、いずれも 104号と同じように多摩テックの地区にあるものでございまして、
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現況が廃滅いたしておりますので廃止するものでございまして、こ れらの財産処理につきまし

ては、全く 10 4号とあわせまして同様に処理をさせていただきたいというふうに思っております。

それから、最後の 106号でございますけれども、これは市道路線の認定でございまして、

まず豊田 14 0号線は昭和 53年に開発行為によりまして設定をされまして、その後事業主の

管理道路とな っておったものでございますけれども、今回の 141号線にかかる地区の開発に

よりまして、この 14 1号線と連続をして一連の公道として連機をいたします。 したがいまし

て、この際、昭和 59年の 6月に道路敷の帰属の完了がいたしまして認定をお願いするもので

ござい ます。

それから、豊田の 141号線につき ましては、 5 9年の 6月に開発行為によりまして設置さ

れました道路であ ります。昭和 59年の 8月に道路敷の帰属が完了いたしましたので、認定を

お願いする ものでご ざいます。

それから、豊田の 14 2号線につきまして も、全くこれも豊田 141号線と同様でございま

す。

以上、 3議案につきまして御説明申し上げました。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) 生活環境部長。

。生活環境部長 (坂本金雄君 ) 御説明を申し上げます。御説明の前に、議案書がで

き上がりましてからミスプリントを発見いたしました。すでにお手元に差替介が届いているこ

とと思いますが、そちらをごらんいただきたいと思います。おわび申し上げます。

議案第 10 7号、農業共済無事戻金の交付について御説明を申し上げます。昭和 56年度か

ら昭和 58年度にわたりまして、 農作物共済及び園芸施設共済の加入者で、あって、 3年間にわ

たりまして被害がなく 、そして、 2年間無事戻金も支払われなかったものが該当 になります。

無事戻しの金額につき ましては、 3年間市に納入いたしました共済掛金の合計額の 2分の 1を

限度といたしております。また、被害を受けて共済金の支払いを受けたもの、さ らには無事戻

金の支払われたもののうち、その額が共済掛金合計額の 2分の 1に満たない場合にも、その満

たなかった額を該当者に無事民金と して交付するものでございます。

農作物共済の水稲にあり ましては、交付の対象年度が 56年度から 58年度まで、対象者

203名でございます。交付金額 26万 424円。交付の時期は議決後 10日以内の日という
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06番(古谷太郎君) まず提案方法で御質問したい。私は、この議案いただいたとき、

けです。そういう意味で、一部廃止というのは、まだその連機している道路のそれぞれ残って

おりますので、 廃滅している分の一部だけを廃止すると、こういうものでございますので、廃

止をする路線と一緒にあわせますとかえって混乱をいたしますので、そういう区分を従来から

いたしておりまして、提案の方法も従来からそういう方法にいたしております。したが勺て、

廃止は廃止、一部廃止については一部廃止、というふうにそれぞれ議案を分けまして御提案を

申し上げているのが実情でございます。

それから、 2点目の御質問ですけれども、御説明不足で大変申しわけございませんが、多摩

テ川ク内の道路の廃止、あ るいは一部廃止、これらを トー タルいたしますと、現在私どもの方

で積算をした面積は、平米で申し上げますと 3.29 4平米になります。その 3，294平米のう

ち、道路介としてつかえるものにつきましては、 1，563平米ございます。この 1，563平米

の道路をどこにつけかえるか、ということでございますけれども、それのつけかえの場所につ

きましては、 1 0 4号の一一 105号も同じでございますけれども、議案説明図というのがつ

いてございまして、これでは概念的な説明図でございますけれども、御存じのように八王子と

日野の行政界を尾根道で一一ここにございますように平山台の小学校の南側を通りまして、か

つてのいわゆるハイキング コースが平山域社公園まで通じております。これは全くの民地でご

ざいます。多摩テックに接している部分につきましては、ほとんどがこれが多摩テックの所有

地でございます。そういう意味で、この尾根道を主体にいたしまして、現在道路敷として使わ

れておりまして、車が十分可能です。大型は無理ですけれども、普通の乗用車ですと十分通れ

ます。そういう余地の持った道路がございます。これが、道路ではございませんで通路でござ

います。その通路の用地は多摩テックのものでございます。そういう現況がございますので、

その道路に現況に合わせましてつけかえをするということでございまして、つけかえ後は市が

公道として認定をいただし 1た後管理をしていきますと、ここにございます平山台の小学校の方

に通じていくわけでございます。そういうつけかえをさせていただきたいというものでござい

ことにさせていただきたいと思います。

さらに、陸稲につきましては、交付対象年度が水稲と同じでございます。交付対象者 12名、

交付金額 7，7 4 1円、交付の時期は水稲と同じでございます。

さらに、麦につきましては、対象年度は水陸稲と同じでございます。交付対象者7名、交付

の金額 3.892円、交付の時期、水陸稲と同じでございます。

園芸施設共済につきましでも、交付対象年度は農作物共済と同じでございます。交付の対象

者 1名、交付の金額 1，1 7 5円、交付の時期も農作物共済と同じでございます。

以上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。古谷太郎君。

市道の廃止の議案が二つ出ているわけですが、 1 0 4号と 10 5号。両方とも妙に多摩テ ック

の路線が 4本ずつ入って、他の路線が全く関係ないのが 1本ずつ入 っている。提案方法とすれ

ば 10 4号に台坂 1号線と、それから、窪田 5号線の廃止を入れ、それから、 10 5号に多摩

テック関係の全路線を入れるのが筋じゃなかろうかと思うんですが、何で 1本ずつわざわざ載

せて、こういうふうな提案なさったかということが 1点。提案方法です。

第 2点、多摩テックへ渡される土地は 48 2坪を超えております。非常に大きい。約 500

坪。これに対してつけかえに道路の用地でもらうんだと。じゃあ、そのたくさんの道路をどこ

へ一一市は受けるのか。どの道路へ受けるのか説明が出てない、この説明書に。それから、公

園に一部するんだ。 じゃあどこへ公園ができるのか。 この図面というか、この図面でわかれば

よく説明してもらいたい。

第 1点と第 2点ですね、この点ちょっ不思議にこの提案の仕方が思われるのでお聞きするわ

けです。

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 2点の御質問にお答えします。

まず第 1点の提案の方法でございますけれども、確かに図面を見ていただきますとわかりに

くいわけなので、多摩テックの介については多摩テックで 1枚に集約をすれば確かに見やすい

わけでございますけれども……。道路の廃止の方法としましては、まず 105号というのは一

部が廃止なんです。全部の路線を廃止するわけじゐございませんのしたが って、一部は残るわ

ます。

それから、不足分の関係につきましては公園用地として 1，731平米が残ります。この

1，731平米の用地をいただくということでございまして、その場所は、ち上うど多摩テック

の裏門がございます。これは、西側の方に面して現在使われておりませんけれども、その裏門

の西側ののりの下に市立のさかい公園というのがあるわけです。この位置は京王の七生台のち
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ょうど東の端になるわけです。ちょうど多摩テックの裏門の一一裏側内といいますか、そういう

う位置に属しまして、このさかし、公園と全く接しております。したがって、さかい公園に接して

ております多摩テックの現在持っております土地を交換用地の不足分としていただきまして、

さかい公園の一体的な土地として、さっき申し上げました 1，7 3 1平米の公園用地を拡大いたし

しまして、整備して財産処理をしたい、というものでございます。

0議長(高橋通夫君) 古谷太郎君。

06番 (古谷太郎君) 私は現地を見てないんで、こういう議案出されますと非常に困

るんです。そこで、ひとつ新しい道路がどこへできるのか、この位置の。公園はどこなのか、

これを、図面を出してもらいたい。約 1，00 0坪に近い。

もう 1点聞きたいんですが、多摩テック内の道路はないわけですよ、いま。この測量はどう

して計算して出されましたか。ここのところちょっと教えてください。

0議長(高橋通夫君) 建設部長。

0建設部長(中村亮助君 ) それではお答え申し上げます。

まず市道用地でございますけれども、これにつきま しては、早速明日調整をいたしまして、

お届けしたいと思います。

それから、 2点目の測量関係につきましては、これは財産処理の関係で当然測量が必要にな

ってまいります。そういう ことで、現在多摩テックの方で、 八王子にございます一一 岡田測量

というのがございまして、そこに依頼をいたしまして現況測量を実施しております。そういう

中で面積を正確に出しまして、そして等積交換をするという財産処理をさせていただきたいと

いうものでございます。

0議長(高橋通夫君 )

06番(古谷太郎君)

古谷太郎君。

いや、私どもよく孫を連れて行くんですが、ここに道路ありま

ということでございますし、それから、つけかえの関係につきましては、当然ここにつけかえ

るんだという場所がはっきりいたしますから、その介については、現況測量ができるわけでご

ざいます。そういう中で処理をさせていただきたいというものでございます。

道路とい うのは、正門のと ころから由木の方に抜ける間道がございます一一都道でございま

す。この都道を少し行きますと、すぐ右に上がる一一多摩テックの建物、イ可か事務所や何かが

あります。そこのと ころに沿いまして上に上がる道路でございまして、現況は、さ(き申し上

げたような現況にな っておるわけでございます。

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 4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 104号、市道路線の一部廃止、議案第 10 5号、

市道路線の廃止、議案第 106号、市道路線の認定、議案第 10 7号、農業共済無事戻金の交

付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 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、建設委員会に付託いたします。

これより議案第 108号、日野市農業共済事業損害評価会委員の選任の件を議題といたしま

す。

理事者より提案理由の説明を求めます。助役。

〔助役登壇〕

O助役 (赤松行雄君) 助役より提案理由の説明を申し上げます。

議案第 108号、日野市農業共済事業損害評価会委員の選任についての提案理由の説明を申

し上げます。

本議案は、日野市農業共済事業損害評価会委員の選任についてであります。委員 7名のうち

1名(都南多摩農業改良普及所普及員)が任期途中で辞任いたしましたので、新たに議案書の

とおり選任いたしたく、日野市農業共済条例第 107条の規定に基づき議会の同意を求めるも

のであります。よろしく御承認のほどお願いいたします。

それで、議案書の方の選任を求めます横山正次氏の住所、生年月日等を申し上げます。

住所、八王子市元本郷町四丁目 11番 24号、氏名、横山正次、生年月日、昭和 3年 6月

すか、これ。測量するって、どうやってやるのかよくわからないんですけれども、公図で測量

するんですか。あるいは多摩テックがこの買収したときに測量した図面をもとにして計算する

んですか。現況はないでしょう。一ーありますか。ちょっと……。

0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。

現況廃威しております関係につきましては、もと公図がございますので、それをもとにする
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2 8日、摘要、東京都南多摩農業改良普及所主任普及員。

以上でございます。よろしく議会の同意をお願い申し上げます。

。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し、

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 り本件を採決いたします。 本件は原案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 108号、 日野市農

業共済事業損害評価会委員の選任の件は原案のとおり同意されましたの

これよ り議案第 10 9号、南多摩斎場組合への加入の件を議題といた します。

理事者から提案理由の説明を求めます。助役。

〔助役登壇〕

O助役(赤松行雄君) 助役より提案理由の説明を申し上げます。

議案第 10 9号、南多摩斎場組合の加入についての提案理由の説明を申し上げます。

本議案は、本市の火葬場の事情等にかんがみ、多摩ニュータウン関係 4市で一部事務組合を

組織して、火葬場及び斎場の運営を行っています南多摩斎場組合へ加入するため、地方自治法

第 28 6条第 1項の規定に基づき提案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。生活環境部長。

0生活環境部長 (坂本金雄君) 御説明いたします。御説明の前に、 重なる不手際で

大変申しわけございませんが、 5ページのところを御訂正いただきたいと思川、ます。 5ページ

の真ん中よりやや上に「附員IjJという字がございますが、その 1、 2、 3行下のところに「第

1項Jという文言がございます。この 「条Jと r'lJの聞に「第Jを挿入していただきたいと

思います。 r第 284条第 1項jということになります。 お手数をかけました。申しわけご ざ

いません。

議案第 109号、南多摩斎場組合への加入について御説明申し上げます。

この南多摩斎場組合規約は 4章 12条、さらに、附則から構成されております。初めてのこ
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とでもございますので、朗読をもって説明にかえさせていただきたいと思います。

南多摩斎場組合規約

第 1章総

(組合の名称)

員Ij

第 1条 この組合は、南多摩斎場組合(以下「組合jという。 )としづ。

(組合を組織する市 )

第 2条 組合は、八王子市 ・町田市 ・多摩市 ・稲城市及び日野市(以下「組織市!という。

をもって組織する。

(組合の共同処理する事務〕

第 3条 組合は、火葬場施設としての南多摩斎場の設置、管理及び運営に関する事務を共同

処理するものとする。

(組合の事務所の位置 )

第 4条 組合の事務所は、東京都町田市上小山田町 21 4 7番地に置く 。

第 2章 組合の議会

「これ全部読むのJと呼ぶ者あり、その他発言する者あり)よろ しいですか。それでは以

下必要なと ころについて御説明を申 し上げ ます。

第 5条 組合に組合議会を置く。

2， 組合議会の議員(以下「議員Jという。 〉の定数は 10人として、組織市からそれぞれ

2人を選出いたします。

(議員の任期〉第 7条でございます。

(議長及び副議長 )第 8条でございま す。

第 3章 組合の執行機関、 管理者を設置いた します。第 9条にございますように、組合に管

理者 1人、副管理者 4人一一管理者は現在町田の市長さんでございます。副管理者は、その他

の組織市の市長アございます。

それから、第 10条 管理者及び副管理者は、組織市の長の互選によります。

1 1条 組合に監査委員 2人を置きます。

第 4章 組合の経費、第 12条でございます。組合の経費は、使用料、負担金及びその他の

収入をもって支弁をいたします。
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附則は、では省略させていただきます。

以上、説明を終わらしていただきます。よろしく御審議のほどをお願い申し上げます。

O議長(高橋通夫君) これより質疑に入ります。古谷太郎君。

06番 (古谷太郎君) ち「っと市長に聞きたいんですが、いま日野の火葬場がありま

して、市民が大変便利をしているわけですけれども、あそ この場所は リア カーでも行くことが

可能であります 非常に近いですから。今度町田のこの斎場は、リ アカーとい うわけにちょ勺

とし可かない。私が死んだらあそこへ行くかも しれないんですが、運賃はどのようにして もらえ

るのか、ひとつそこのところを教えてもらいたいんです。

0議長(高橋通夫君) 市長。

0市長(森田喜美男君) これまでも行政報告、あるレは全員協議会等でおおむねの御

説明を、あるいは報告をいたしてまい っております。日野に所在しております現状の火葬場は、

当分の問、現状のまま使用に供してし 1く、こ ういう考え方でございます。六、七年たちますと 、

たとえば炉の改造、あるいはその機能をオーバーすることも考えられますので、将来の日野市

の安定のために、この南多摩斎場組合に現在加盟しておこうというものでございます。 一定の

負担をもって加入をすることが各市に了解をいただいており、今回各市で同じ議案を共同議決

をしていただくと、こういうことにな っております。来年の 4月から事業の開始に参加すると、

こういうことでございます。 (r運賃……Jと呼ぶ者あり)それは、それぞれの斎場を利用さ

れる方で御負担をいただくというものであります。

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。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 109号、南多摩斎場組合への加入の件は厚生委員会

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 1-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、厚生委員会に付託いたします。

これより議案第 11 0号、東京都市交通災害共済組合を組織する地方公共団体の数の増加及

び東京都市交通災害共済組合規約の変更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。助役。

-226-

(助役登壇〕

O助役 (赤松行雄君) 助役より提案理由の説明を申し上げます。

議案第 11 0号、東京都市交通災害共済組合を組織する地方公共団体の数の増加及び東京都

市交通災害共済組合規約の変更について提案理由の説明を申し上げます。

本議案は、交通災害共済に関する事務を共同処理するために設けている東京都市交通災害共

済組合に昭和 60年 4月 1白から立川市が加入することに伴い、都市交通災害共済組合規約の

一部を変更するため、地方自治法第 286条第 I項の規定に基づき、提案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

ますの

。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。

。建設部長(中村亮助君) それではただいま上程をいたしました議案第 11 0号に

つきまして御説明申し上げます。これは、ただいま提案説明の中にもございましたように、交

通災害共済に関する事務を共同処理するために設けております一一現在 16市で組織しており

ます東京都市交通災害共済組合に、立川市より、昭和 60年の 4月 1日から この組合に加入し

たい 旨の申し出がございました。そして、そのために立川市が加入団体としてふえます。そう

いう関係につきまして、関係規約の一部を変更させていただくものでございます。まず立川市

の編入についての御承認と 、それから、この関連の規約につきまして一部変更のお願いをする

ものでございます。( r了解 |と呼ぶ者あり)

議案書の 4ページ、 5ページに新旧対照表が ございますけれども 、第 7条の組合議会の議員

の定数が 30名でございます、現在。各市から 2名ずつ出ておりまして、これが市議会から 1名、

それから、加入団体の公共団体の長、つまり市長でございます。 これで 30名で議会を構成し

ているわけでございますけれども、立川市が加わりますと 、それぞれ議会から 1名、そして、

組織市の長が 1名ということで、 2名ふえるわけでございます。したがって、30名が 32名

という定数になるわけでございます。その内訳でございますが、議会の方の関係につきまして

は、 1人が加わるわけでございますか ら17名、そして、組織市の長の方の関係につき まして

は、これは正副管理者は除いておりますので、 1 7市トータノレから正副を除きますと 15名に

なるわけですから、現在 14名を 15名にすると。こういうような改正をお願いするものでご

ざいます。
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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 って質疑を終結レ

たします。

お誇りいたします。ただ いま議題と なっております本件につ いては、委員会付託を省略し、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 認めます。よって本件については、委員会委

託を省略することに決定いたしました。

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。本件は原案のとおり決するに御異議あり 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ます。よって議案第 11 0号、東京都市

交通災害共済組合を組織する地方公共団体の数の増加及び東京都市交通災害共済組合規約の変

更の件は原案のと おり可決されました。

これより 議案第 111号、東京都市公平委員会を共同設置する地方公共団体の数の減少及び

東京都市公平委員会共同設置規約の変更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。助役。

〔助役登壇〕

O助 役(赤 松行雄 君 ) 提案理由の説明を申し上げます。

議案第 111号、東京都市公平委員会を共同設置する地方公共団体の数の減少及び東京都市

公平委員会共同設置規約の変更についての提案理由の説明を申 し上げます。

本議案は、本年 9月 30日東京都市廃棄物処分地管理組合が解散 したこ とに伴い、 東京都市

公平委員会共同設置規約の一部を変更する ため、地方自治法第 252条の 7第 2項の規定に基

つ'き提案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。

以上でございます。

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。

-228-

。総務部長(伊藤正吉君) それでは 2ページごらんいただきたいと思います。

東京都市公平委員会共同設置規約の一部変更する規約でございます。 これは、 9市 15一部

事務組合で構成しております公平委員会の共同設置でございます。提案理由に説明ございまし

たような形で、月Ij表中に 「東京都市廃棄物処分地管理組合Jを月Jjると、こういう内容でございま

す。

なお、この施行については 59年 10月 1日から適用すると 、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p

。議 長 ( 高 橋 通 夫 君 ) これより質疑に入ります。古谷太郎君。

。 6番 (古谷太郎君) もうちょっと説明してくれればよくわかるんですが、これは羽

村の廃棄物の組合なんですか。そうすると、もう日の出村の方の組合はできているわけですね。

そういうふうに説明しないと新人の私のような人はわからない。御回答を求める o

O議長(高橋通夫君〉 総務部長。

。記念、務部長(伊藤正吉君〉 説明不足で申しわけございません。

東京都市廃棄物処分地管理組合といいますのは、羽村町に廃棄物処分地の設置及び管理に関

する事務を共同処理することを目的としました一部事務組合でございます。これは、その所期

の目的が達成されましたので 9月 30日に解散したわけでございます。そういうことで、この

一部公平委員会の共同設置規約から削ると、こういう内容でございます。よろしくお願いしま

す。

。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。

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。

( 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。

本件について御意見があれば取ります。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。本件は原案のとおり決するに街l異議ありませんか。

( r異議なしJと呼ぶ者あり j
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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 11 1号、東京都市

公平委員会を共同設置する地方公共団体の数の減少及び東京都市公平委員会共同設置規約の変

更の件は原案のとおり可決されました。

これより 請願第 59-2 1号、市内循環パス路線の早期実現を求める請願、請願第 59-

2 2号、 「土地価格の評価替えによる固定資産税の増税を中止j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j と呼ぶ者あり〕

0議長(高橋通夫君〉 12月12日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、お手元に配付しました印刷物のとおりです。

請願第 59-2 1号、請願第 59-2 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。

請願第 59-2 3号、若草グラウンド(四中横)への児童館建設に関する詰願が提出されま

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 -2 3号の常任委員会への付託は、会議規則j第 13 8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。

請願第 59 -2 4号、日野市私立幼稚園児父母への補助金増額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 -2 4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
j

i

-

-

i

i

 

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 11時 24分散会

-230-

水曜日 (第 4日)



昭和 59 年

第 4固定例会
日 野 市 議 会 会 議 録

1 2月 12日 水曜日 (第 4日)

出席議 員 ( 3 0名)

1番 橋 本 文 子 君 2番

3番 俣 日召 光 君 4番

5番 谷 長 君 6番

7番 ，馬 場 繁 夫 君 8番

9番 品 橋 徳、 次 君 1 0番

1 1番 一ノ 瀬 隆 君 1 2番

1 3番 鈴 木 美奈子 君 1 4番

1 5番 飯 山 茂 君 1 6番

1 7番 豆Z )11 重 憲 君 1 8番

1 9番 市 )11 資 信 君 2 0番

2 1番 名 古 屋 史 虫E 君 2 2番

2 3番 米 沢 照 男 君 2 4番

2 5番 大 柄 保 君 2 6番

2 7番 奥 住 方ー..... 雄 君 2 8番

2 9番 滝 瀬 敏 朗 君 3 0番

欠席議員(なし)

-231 -

(第 46号)

ネ高 島 敏 雄 君

山 良 '悟 君

古 谷 太 虫B 君

，馬 場 弘 融 君

旗 野 行 雄 君

板 垣 正 男 君

) 11 山鳥 博 君

夏 井 明 男 君

古 賀 イ変 昭 君

藤 林 理一 郎 君

竹ノ上 武 俊 君

中 山 基 昭 君

秦 正 君

石 坂 勝 雄 君

f局 橋 通 夫 君



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

企画財政部長 前 田 雅 夫 君 総務部長 伊 藤 正 =ロと

市民部長 藤 浪 1屯L 徳 君 生活環境部長 坂 本 金 雄

清掃部長 大
4貝ヨヨト 松 雄 君 都市整備部長 結 城 邦 夫

建設部長 中 村 フ℃ 助 君 福祉部長 高 野 隆

水道部長 7]<. 原 昭 雄 君 病院事務長 佐 藤 矢日口 春

教 育 長 長 沢 虫B 君 教育次長 山 哲 夫

会議に出席した議会事務局職員の職氏名

局 長 :E- 沢 代 =口士= 君 次 長 ，罵 場 守

書 記 栗 原 さ7SE 次 君 書 言己 谷 野 省、

書 記 串 田 平 末日 君 書 記 佐々木 茂 時

速記委託先 住所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

昭和 59年 12月 12日(水)

午前 1 0 時 開議

日程第 1

本日の会議に付 した事件
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君

君

君

君

君

君

君

君

君

君

午前 10時 10介開議

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 21名であります。

一般質問に入ります。

一般質問 1の 1 昭和 60年度の予算編成の基本を問うについての通告質問者、石坂勝雄君

の質問を許します。

C 2 R番議員登壇〕

0 28番(石坂勝雄君 ) ただいま議長からお許しが出ましたので通告の題名である昭

和 60年度予算編成の基本 について伺いたいと思います。

私、昭和 51年、 5 5年の第 4回の定例会でも同じようなタイトルで質問を申し上げており

ます。その中で 51年には市長がいわゆる 4年に一遍ある改選期の予算編成の基本方針という

のはいわゆる議員の時代におやりになっていた、また、考えていたことと理事者になってみます

と違うんだ、こういうことを申されておられます。 55年の第 4回の定例会には、私、ちょう

ど美濃部都政から鈴木都政にかわった点の中で申し上げております。それから、今回 3回目な

のでそういう基本的な中でも暫定予算を組むのか、年間予算を組むのかというようなことはも

うお聞きいたしません。こういうことは私十介市長の考え方、市政の執行権者としてのあり方

について少なくとも 12年間の功罪をよく私も存じておるし、市長も長い経験の中で強い信念

とプライドを持っていられることと思われるので、そういう質問をいたしません。( Iりっ ぱ」

と呼ぶ者あり)ただ、私はここで申し上げたいのは予算、明年度、昭和 60年度ですね。予算

の総額、一般会計の総額とですね、特別会計の総額がどの程度になるのか。そ して、市税の収

入見込みはどの程度になるのか。そういうことの中の増減の問題、今後、の事業予算は重点的に

どういうふうに使われていくのか、こういうことをお聞きしたいと思います。

それから、特に私が皆様の御支持によって 2年間議長をやらせていただいた中で、その中で

起きた問題といいますか、考え方によれば当然のことではなかろうかということも考えられま

すが、第三中学校の過大校が解消できず学区の変更というような形で終わっておる。それから、

新聞紙上等で大きく掲載された遺跡調査に対する不明金の問題。南平の用地買収に伴う通称都

立南平高校ができますこの用地の取得のあり方と今後の都に受け渡すまでのいろんな事業整備、

造成整備の問題について伺いたいと思います。それから、前回も質問をいたしましたんですが、
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現在、市が採用されている給与制度の不均一通し号俸制のこの問題についての市長なり関係部

長のこの問題をどういうふうに、直すのか直さないのかということに対しての考え方をお聞き

したいと思います。

ただ、その質問に入る前に私の感想といいますか、ちょっと森田市長さんの 12年間を振り

返ってみたいと思います。

国では 12年間のうちにいわゆる政権政党である自民党の内閣で、 しかも人は自民党の総理

でありますが、田中内閣から三木内閣、福田内閣から大平内閣、鈴木内閣、そして現在では中

曾根内閣になって 6人もいわゆる総理が交代を されております。ただ、根本は変わらないかも

しれないが、これだけの人がかわっているということは事実であります。いかに国政のレベル

が内政にしても外交にしても大変だなという面もあるし、見方によっては人材が大勢いられる

んだなということも考えさせられます。

次に都政を振り返ってみると森田市政の前半の、 1 2年前のうちの前半の 6年間は全国の注

目の的であった美濃部都政の 6年間でありました。最終的な末路は都財政の破綻というような

中で退陣のやむなきに至った、こういうのが森田さんの前半の 6年間でございました。そして、

後半の 6年、現在も鈴木都政が続いておるんですが、こういう現在、 6年間、後半の 6年間は

鈴木都政ということでございます。これは執行権者であられる市長はどういうふうな交流方で

行政の執行に当たっての感想なり受けとめ方は一番よく御存じではなかろうかと考えておりま

す。

最後に市を振り返ってみますと市長の非常に 3役というか側近という形の中の議会でも同意

案件である助役を見ましても 1期目が前川助役さん。見方によればえらい抜てきの中のいわゆ

る助役さんの出現。 2期目は東京都からおいでになられた野呂助役さん。 3回目はこつこつと

非常に優秀であって、 しかも現在助役さんをやっていられる部長からなられました赤松さん。

こういうのが助役さんでございます。次に、収入役さんは、 1期目が杉本収入役さんの出現で

あります。 1期で終わりになっております。 4年間で終わりにな っております。 次は御存じの

ように成井収入役さんです。これも 1期で終わりになっております。いま収入役さんの加藤さ

んは総務部長をやられて非常に実務型で実行力のある人が座っ ていられるというのが現状であ

ります。教育委員会を振り返ってみますと、これもいま言ったとおり、 2期 8年間にわたって

高校の校長さんをやられて非常に何ていうか気骨のあるというか、見方によれば野武士的とい
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うか、かたぶつというか、 こういうりっぱな倉又さんが 2期おやりになって退陣された。その

後は非常に現場の教職員そして非常に行政にも明るい現在の長沢教育長さんがおつきになって

いるというのが市長の側近のブレーンであります。また、見方によれば市長が非常にりっぱで

1 2年間やっている中で助役さんなり収入役さんなりは非常に短命だなということはいかに市

長が立派であるか、また、一面を見ればワンマンであるかなという感じもしないでもありませ

ん。 しかし、この点を見た場合には一面から見ると総花的な人事をされたのかなというにも、

これはあくまでも私の実感で決して市長を悪く申し上げているのでもございませんし、私の実

感でございますからお許し願いたいと思います。

次に、市政の実際をやる補助職ですね。下から申し上げますと立派な議会を含む庁舎は 1階

は地方自治法による固定資産税、保険税、健康保険税ですね、それから、市民税、いわゆる税

を取り立てる人が一生懸命働いております。ただし、 4階が何といっても市長の頭脳集団とい

うか作戦集団というか、ここにいわゆる市の中枢機能の企画財政部なり、こういう人がおいで

になってここで立案、作戦を経たものが 3階の事業部、 2階の市民サービスに、市民サービス

と福祉の充実をやられる機関に下がってまいります。 5階はいわゆる別枠でありますが、やは

り財政権を、財政予算措置というか、予算権を握っている教育委員会でありますが、市長も敷

居が高いので見識が高いというか、良識があるというか、そう、何というか、何かは介入され

ていないのではなかろうかと思われます。 6階は議会棟でありますので、そういう関係はない

かと思うんですが、私、少しく昨日もちょっと発言の中で申し上げましたが、生い立ちが余り

よくないので少しひがんで物を見るかもしれませんが、果たして議会にも適正な人材が、適正

な配置をされているのかと、うかということも近ごろ幾らか疑義を持っております。そういう点

で全体を見た場合に職員が適正な配置で能力を生かされた部署にいるかどうかということに

対しては私は少しく疑念を持っております。 15万市民から 見ればこの 1，300有余の職員、

特に部課長、係長さん、こういう人の指導力、こういうことが 15万市民の幸福につながる立

派な市政ができるんではなかろうかと思うんで、私の老婆心か、私の少しく苦言かもしれませ

んが、こういう点の留意も必要ではないかというのがこの 12年間を振り返った私の実感であ

ります。

そういう点を前座にいたしましてこれから先ほど申し上げた点についての質問に入りたいと

思います。
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その前に少し申し述べておきたいと思うんですが、市長さんが昭和 48年に就任された当時

の一般会計の決算額を私見たつもりなんですが、 84億2，20 1万円、そのときの市税収入は

3 8億 136万円、個人の市民税は 13億731万円、法人市民税、特に法人市民税を申し上

げます。法人市民税は 5億3，687万円でした。ちなみに参考までに申し上げますが、固定資

産税は 10億 1，248万円、都市計画税が 2億8，085万円。それで、このときは交付税が 2

億 1，09 0万円来ております。特別会計の全決算額は 27億 7，7 9 4万円であったよ

うです。いまも非常に医療費の高騰、いわゆる高齢化社会 に向かつての健康問題の中

で、国民健康保険の決 算額 は 5億 2，8 7 9万円であり ました 。それを今年度の

1 2月の補正を含んでちょっと比較対照をしてみますと一般会計の総額は今年度 12 

月補正を含んで 320億 8，9 7 1万円であります。市税の総額は 19 1億1，556万円で、

そのうち個人の市民税は 81億1，171万円。しかし、現実には 1億3，67 R万円の減額補正

が今年度 12月補正で出されております。法人市民税は今度の 12月補正を含むと 41億4，693

万円となっております。固定資産税も 45億3，160万円で都市計画税が 11億2，920万円

であります。そして、地方交付税はゼ、ロであります。特別会計の全予算額は 11 9億3，64 2万

円であります。国民健康保険の予算額は 27億9，417万円で老人保健特別会計が25億7β97

万円であります。 これも高齢化社会の中で 48年度と比較すると増加を、予算の規模が拡大を

されております。その中で私は特に感ずるのはですね、法人市民税だけをーっとってみると法

人市民税が 5億3.000万一一 5億3.687万円が今年度の法人市民税は 41億4，693万円

になって約 8倍になっているのが現状であります。そして、予算の規模を見た場合には 48年

度でも 84億円、現在が 320億円。 4倍になっておりません。こういう現状を見た場合にい

かに 48年度ま では人口の増加が平均 6，500人前後人口の増加をしております。今は人口は

鎮静化しまして 1，500人前後だと私は思います。こういうふうに見た場合にこの日野の財政

力、こういうものが今後来年度の中でどういう組み立てをしていくことが市民生活、 日野の町

づくりに必要かということでお聞きするのであります。

それから、参考までに申し上げますと日野には各種のいわゆる財政調整基金だとか公共基金

だとか、基金が積み立てられております。これをちなみに調べてみますと、昭和 52年度末に

は6億 9，506万円、昭和 56年度末では 48億3，68 2万円、昭和 58年度末には 65億

4，618万円、現在 59年度の 11月 30日現在では市民会館とか、いろんな多少取り崩しを

しても 64億1，502万円あるやに聞いております。こういう現状を見た場合にこの基金をど

う有効裏に活用するのも来年度に向かつての重要な施策になるんではなかろうかと思うのであ

ります。

こういう点を、まだそれ以外に私も市長の改選時の前の年の 52年、 4 R年から 52年、 56

年ずっと調べておるんですが、 時間の都合上のゆえ省略させていただきます。

そういう中で来年度はいま一つ税について申し上げますのは固定資産税の評価がえの年だと

承っております。固定資産税の基準となる土地、家屋の評価額は 3年ごとに改定されるように

なっておりますが、家屋については減価償却等の関係上、見直しはされないというのが今まで

の定説のようでございます。しかし、地価が鎮静化しているといえ恐らく 3年の見直しのごと

に私の調べた範囲内では公示価格が 16.4%上昇している、こういうことを聞いていますので、

この評価がえによる増収はどの程度になるのか、それをお聞かせ願いたいと思います。

それで、質問に入ります。今の予算の方針、来年度の予算の規模なり、今、税のあり方につ

いては申し上げました。あと、さきに申し上げた全体のタイトルの中で申し上げていますので、

あとの遺跡調査の問題、南平の高校用地の問題、給与制度の問題、三中の独立校の問題につい

ては、そのいわゆる予算の規模等がお答えいただいた後に質問したいと思います。よろしくお

願いしたいと思います。

0議長(高橋通夫君) 石坂勝雄君の質問について答弁を求めます。市長。

0市長(森田喜美男君 ) 御質問の要旨の昭和 60年度の予算編成の基本を問うという

ことでございました。

来年度の予算編成に当たりましてはすでに編成方針を示し、今まとめの段階に入っておりま

す。予算は継続事業のもの、あるいは計画調査等を終えてすでに事業実施を予定しているもの

など盛り込んだ通年予算という組み立てで編成をしてまいります。年度の初めに市長選挙のあ

ることでありますので、どなたが市長に、市長を担当されましてもすでに実施すべきであると

いう事業については予算化すべきであろうと考えております。また、全く新規政策的なものに

ついては財源を留保しておくことが適当であろうと思っております。したがって、選挙後の

新規施策のための財源も予算編成の中に留保しておく考え方でございます。

いろいろな 10年余にわたります期間の中で御指導いただいた数々のこともあるわけであり

ますが、何よりも増してそのときどきの当面の事業に専ら専念をいたしまして今日を迎えてお
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るという状況でございまして、その聞に殻誉、褒賞いろいろいただくことがあろうと思ってお

りますが、 私 としては一生懸命にやらせていただいておるという心境でございます。

なお、財政予算編成の中の規模でありますとか、具体的なことにつきましてはわかる範囲で

部長より答えをさせていただきます。( rいいですか、もっと具体的に言いましょうか、その

新規施策言いましょうか、いいですか、もしあれなら申し上げますよ、私jと呼ぶ者あり)

0議長(高橋通夫君) 石坂勝雄君。

028番(石坂勝雄君) 市民税関係では第 1点としては予算の総額、前年比の伸び率

ですね。個人市民税の見込み額、どの程度見込まれていくか、今年度とのいわゆる対比ですね。

それから、法人市民税の見込みと景気をどの程度見ての算定の仕方、今年度の対比。

それから、国民健康保険は総予算に対する、いわゆる保険税がですね、 どの程度を占めるの

が妥当であって今後の医療費という中から、どういうふうな今後また何年に一遍ずつぐらい保

険税を改定をしなきゃならないとか、そういう点を含めてのお答えを願いたいと思います。

それで最後に企画。財政部で部長が恐らく答えら れるんではなかろうか、市長が答えるかわか

りませんが、いわゆる来年度ですね、重点事業に対して基金の何か取り崩しする場合もあるし

逆に使い方というか、こういうことについてお答え願いたい、こう思います。

以上です、 1点の問題、 1、2の点で、通告質問で………。

0議長(高橋通夫君) 市民部長。

0市民部長(藤浪竜徳君) お答えいたします。

まず 60年度の市税の総額とい うこ とでございますけれども、現時点ではまだ詰めの段階で

ございますので、正確な数字が固ま(ておりません。おおよその見通しでございますのでその

点御了承いただきたいと存じます。

御承知のとおり市税は約、歳入の 60%を占めております。その中で税目からいいますと市

民税でございますけれども、まず個人につきましては本年度決算見込み額の約 6 %増、それか

ら法人については本年度当初予算より若干減少するんではないかという見通しでございます。

特に法人につきましては今年度は経済事情の好調なせいもございまして大幅な伸びになってお

りまして今議会に増額の補正をお願いしているところでございますけれども、来年度につきま

しては大手企業の市外転出ということがございます。課税対象の従業員の数とかの滅による影

響、さらには各企業の業績による決算を見込まなければならない、そういう事情もございます
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ので、税収を見込む上では非常にむずかしいものがあるのでございますので、その点御理解い

ただきたいと思います。おおよそのパーセン トで申しわけありませんけれども、 御理解いただ

きたいと思います。

なお、固定資産につきましては来年度は評価がえの基準年度でございます。おおよそ 20%

上がるだろ うと 見込まれておりますけれども、来年度につきましてはさらに、負担調整がござ

いますので本年度決算見込み額の 10 %の増になるんではないか、 このような見通しを立てて

おります。

あと健康保険制度の関係でございますけれども、 ちょっと申しわけありませんけれども、勉

強不足でございますけれども、老人医療費、高額所得、退職制度等ともございますので、また

保険税の値上げも考えられるような事態になろうかと思いますけれども、まだ何分にも詰めの

段階でございますので御了承いただきたいと存じます。

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。

基本的な考え方につきましては、先ほど市長から申し上げたとおりでございますけれども、

その中で今いろいろ予算を詰めている段階でございますけれども、強いて来年度の重点施策が

どこに置かれるかと いうことでございますけれども、何と 言いましてもやはり基盤整備ではな

l'かというふうに考えております。特にきのうのいろんな質疑の中にございましたけれども、

まさに来年度から公共下水道のいわゆる工事が大幅にふえてくるわけでございます。言うな

ばまさに来年が公共下水道の元年ではないかというふうに私ども考えております。そういう中

でやはり最重点施策といたしましては公共下水道、それからさらには区画整理等ではないかと

いうふうに考えております。その他の環境整備の関係で、ごみ焼却施設等もあるというふうに

考えております。

来年度予算と基金との関係でございますけれども、そういう大きな事業が来年からかなり継続

続的に出てくるわけでございますので現在の基金は恐らく取り崩しながら予算編成に入っていく

くというふうに考えを持っております。

0議長(高橋通夫君)

028番(石坂勝雄君)

石坂勝雄君。

市民部長に確認だけで結構ですが、確かに国でも今早くて

も10日ぐらいたたなければ大蔵原案が内示されないという状況の中で市でも企画財政部で取
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りまとめてるという段階なのですが、少し市民部長さんから見通しのことをはっきり申し上げ

ていただきたいと思うんですが、就任問もないことでありますので余り無理なことを言っても

どうかと思います。東京都のいわゆる知事査定が 20日前後ではなかろうかと思います。その

くらいのときにはできましたら市の最大な収入源である市民税、個人市民税、法人市民税、固

定資産税、国保の税収から見る医療の推移の中でどうだというようなことはきちっと市民部長

さんに、私見を交えてでもいl¥からここのところのこういう点を通して答えてもらいたい。メ

モでもいし 1から 20日前後なり、 1月いっぱいぐらいに予算が決まる前にお答え願いた いとい

うことを要望 しておいて、この件は私はあえて追及はし可たしません。

ただ、今、前田企画財政部長のお話のように、来年度は基盤整備がなされるんではなかろう

か、特に下水道元年と言われるんではなかろうか、こういうような中で申されておりますが、

もう非常に長くから下水道元年ということも私実は聞いておるんですね。 3年ぐらいは下水道

元年という言葉も聞いております。いろんな事情があって元年が延びてるんではなかろうかと

思んですが、浅川利用計画とか程久保川利用計画とか、いわゆる補助金等検討委員会とか行政

の何ていうか、いろんな検討委員会の答申は全く日野では立派に出ております。恐らくこの問

題はわが会派の市川さんなり古賀議員さんなり馬場議員がまた後でやられるんでこの問題に触

れませんが、どうか基金を何ていうか、貯えるのもいいと思うんですが、貨幣価値の問題とに

らみ合わせたり、今後の展望とも見合わせてやるべきときには断固やっていただくようなこと

をしないとそれでも事業というのは道路が何ていうか、どうだったとか、そのときのうまく起

債が食えなかったとか上部官庁等の問題があってなかなか思ったように進捗しないのが現実で

はないかと思うんですね。ちょっときのうの新聞を見ると八王子では給与体系がどうもラスバ

イレスが高い。こういう中でいろんな起債が返ってこない。こういうようなことが出ておりま

した。そういう点を見ると後で給与問題にも触れますが、どうかこの基金を最大限に活用して

来年こそは下水道元年なり基盤整備の何ていうか大幅な増額をすることを強くお願いしといて

この税関係と予算の総額についての問題は終わります。

次に、その他の中で 4点ばかりをお聞きしたいと思うんですが、最初の質問もだけれど、こ

の問題もほかの人からまた出ると思うんですが、私もさわり程度でお聞きしたいと思います。

特にこの問題は私が議長をしておって多少私も責任にある立場というか議会の皆さんの多少

方向づけに関与したという立場で非常に専任を感じております。そういう点でまず遺跡調査の
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不明金のところでお聞きしたいと思うんですが、私が考えるとあの現状の中で特別監査に付さ

れる現状であったかどうかということを非常に私も疑念に思っております。監査というのはい

わゆる役所のルールにのっとった書類なり帳簿が完備しておって監査をし、また、それをいわ

ゆる監査委員がおやりになるのが通例ではなかろうか。見方によればそういうことができてい

ないから市長は特別監査を付されたというようにも解せないわけでもないんですが、その前に

庁内の部長さんなり助役さんを中心にして何かされて、なかなかどうも出なし可から特別監査に

付されたゃにも聞いておりますが、私が思うには特別監査の付せられない状態のものを何で特

別監査に付されたのかなという静かな疑問を持っておりますので、まず 1点お聞きしたいと思

l ¥ます。

その次に、特別監査の報告書の中で監査の人が言われているんですね。こういうことですよ、

こういうことですよというのは見方によれば言葉は悪l¥かどうかしれませんが、構造的でこう

いうことが、柳下章氏ですか、社会教育課長は全く悪L可かも一一悪いが、見方によると構造的

ですよ、ということを私も静かに読んでみますと感ずるわけです。また、そういう報告がなさ

れております。私も百条委員会をやって市長部局の方で告訴告発をされて議会の方では柳下氏

が私は絶対不正なことはしておりません、使い込んでいませんとい うことを申し上げたから見

方によると 126万円でもあったという裏づけが出てるのも事実なので議会の方としては偽証

罪で議長の名において告発しました。偽証罪で訴えましたしかいこれも警察庁に行ってあのこ課の優

秀な汗|障さんというか担当官が調べても非常に証拠としては薄弱だ、裏づけがとれたのが 126万有余だ、

こうl¥う中で佐々木検事にも私9月19日に、 私が告発したという、偽証罪窃存えたとし可う中で呼ばれて

お話し合いをしました。そうし可う中でこれはこういうところで申し上げ るんでありませんが、佐々

木検事さんもいわゆる個人になって、石坂も個人になってという立場で見てみると、この問題

はもっと静かに考えていただいて日野内で市長なり、いわゆる部課長なり議会も一丸になって

日野できちっとした問題を解決すべきではないかなという実感を受けたというのが私の考え方

であります。そういう考え方を踏まえた場合に先般来の古谷議員さんなり、ほかの議員さんの

やりとりの中で、私は決して議会が偽証罪で訴えたことを検察審査会に不服審査を出した方が

いいとか出さない方がいいとかというようなこともこれは現高橋議長が議員の皆さんの意向を

踏まえてやることなのでこれに意見を差し狭むことも考えておりません。また、執行部が検察

審査会に手続をとられたというふうに聞いておりますし、新聞でも見ております。ただし、こ
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ういうことだけをしておって事件の解決をただ遅延をさせておくということが少なくとも執行

者なり議会が市民に対して責任をとれる立場にいるかどうかということを私は今回のこの質問

でお聞きしたい。

少なくとも私は 51年から 54年になった、時効になる前に何かの形で全くあれは不可抗力

で出てきた問題だとか、どうしても万やむを得ないで出てきたんだとか、だれだれが責任をと

りますとか、こういうことをすべきではなかろうかというふうに考える点に立つての質問をし

たいと思います。

そういう点では私は第 1点には監査ができる状態ではなかったんではなかろうかということ

が 1点。

それから、この問題は遺跡調査会の規則なり調査団のあり方についても、また、市長がいわ

ゆる会長を兼務した、また、会計監査がなかった点、こういうことをもうるる申し上げられて

いるのはあえて私はこういうことに触れる、再度お聞きすることは考えておりません。ただ、

どうしても一部申し上げたいのは現在の小山次長さんが遺跡調査会の会長をやっていてあの時

点だけ 51年から 54年の点だけが何かうまくし可かなくて、今非常に何ていうか会員Ijを変えら

れたから会長がかわったらうまくいっているのかどうか。また、どこに欠陥があったのか。あ

のころ会計の監査がないのは会議で遺跡調査会の理事で、理事と申すんですか、そういう中の

メンパーの中でこういう問題が出たのか、出なかったのか。それから、出たとすれば、何で改

善ができなかったのか。それから、現在は全く支障なくて運営されているとする なら前のとこ

ろはどこに欠陥があったのか。こういうことを現在の会長さんの、これは非常に伺かお答えに

くいところがあるかもしれませんが、いわゆる正義ということに立ち向かう立場から小山会長

さんのお答えを聞きたいと思います。

そういう点で、まず今申し上げたように私は再度申し上げますが、監査をできる状態でなか

ったものを監査をして監査結果から見れば当然何かの形でこの辺できちっとした答えを出さな

きゃならんと思うんですが、その辺の点は市長にあえてまたつけ加えますが、百条委員会に倉

又秀作前教育長が来されまして私は柳下章氏を信用しておりましたとか、任しておりましたと

か、そういうことで何か云々があるんなら私は責任をとりましょう、こういう端的に言えばそ

ういうお答えの証言をされているに覚えております。そういう中でそれではじゃあ柳下さんと

教育長だけが責任をとっていいのかどうなのか。また私が先ほど申し上げた全然責任をとる必
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要がないのかと、うなのか、そういうことを踏まえてもちろん現在民事の方では裁判を続行中な

のでそういう点に言及するということは裁判の権威にも多少支障があるやにも考えられますが、

基本的な考え方というのはそう変わりはないんではなかろうかと思います。

先般の行政報告のときにも古谷議員さんの質問の中で市は柳下氏が調達された、柳下氏が使

い込んだというか、取得したと思われる 126万円か何かに利息を加えた額はもう市がいただ

いている、こういう中での裁判の推移、今後検察審査会に不服審査を出して、そういう点を踏

まえてのこの民事の、民事裁判の推移を踏まえての市長に、端的で結構です。ないならないで

結構です。それから責任をとらないならとらないで結構です。一言市長の心意気というか信念

をお聞かせ願いたいと思います。

その次に、一括で申し上げたいのは南平の高校の用地です。全く都の、私は都のお骨折りに

よっ‘てと申し上げます。私の努力、三浦都議会議員の努力なんていうのは問題ではありません

でした。( iそんなことなしリと呼ぶ者あり)そういうことは実は市議会全員の力があったか

らこそあそこに者位高校が決められた、こういうことをこの機会を通して申し上げておきます。

そういう中で私が申し上げて、ここでお聞きしたいのはいかに結果がよくても経過の中で、

発想の中で思わ しくないことは少なくとも行政というか、こういう自治体でやるべきではない

んではなかろうかなというのが私の考え方です。今回図らずも結果がよかったから当然、だとい

う考え方は私はどうかと思います。こういう点では専門家であられる小山議員さんがもう何回

も何回も質問されているからこの点についても私は触れません。私はあえて指摘になってこの

答えが返っ てこなくても構いません。 発想、が悪くても結果がよければいいという考え方は行政、

自治体ではやるべきではな いということだけはあえて申し上げておきます。 ( iそうだjと呼

ぶ者あり〉

その次に、私はただ 1点お聞きしたいのは現在の都立高校の用地だけを都に売り渡すのか。

あと残ってるのは自然、の中で置くのか。昨日も古谷議員が公社の利息の問題に触れておりまし

た。そういう中で私は都立高校を取得された、公社が取得された 17億何ぼに利息が加わって

造成費が加わって何ぽになる。南平のいわゆる排水関係の事業費が何ぼかかるということも私

は私なりの考えで大体頭でできております。しかし、この問題を今ここで何か言 うと都に万が

一迷惑がかかるような ことがあっては私も責任を免れません。そう いうことで申し上げません。

どうか、申し上げたいのは一日も早く排水計画をきちっとされて都が一 日も早く都立高校を着
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工できるような準備がどのくらいの程度でできるか、こういう促進方のことをあわせてお願い

するとともに理事者の方からこういう見通しで排水なり何かするんだ、後に残った緑地関係は

こういう考え方なんだとい うことだけをお聞かせ、御答弁願いたいと 思います。

次に第三中学校の過大校は市長ばかりは私責めません。私のあ の近くにいて用地の 5，000 

坪なり 6，00 0坪は取得できなかったと いうことは十分責任を感じ ています。あの近くの者に

対しては顔向けができません。ただ私は市長に申し上げたいことがあ ります。また約束もして

おります。どうか、あの地帯に少なくとも子供たちが喜んで野球をやれるとか、伸び伸び遊べ

る場所だけは確保してもらいたい。

第 1番に着目できるのは杉野学園の用地ではなかろ うか。杉野がど うしても学校をつくるの

かどうか知らないんですが、つくらないとするなら 3，000坪ぐらい介けてもらうことに努力

してもらいたいということを約束しており ます。そういうことのその後の交渉の経過があれば

ここで御発表願いたいと思います。

次に市職員の給与の問題。先般の 9月のときには採用のあり方とか市の職員がどこからお勤

めになっているというよ うなこ とからるる私は聞いておるんで、ここで 1点だけお聞きしたい

のは、昨日もかなり古谷議員さ んの方からも指摘があり ましたが、これも重複するかもしれま

せんが 1点だけで結構です。

し1まの市の給与、不均一通し号俸制の給与が私は全面すぐ改正しろというよ うなこ とは私の

いまの考え方では申し上げられません。少なくともいわゆる不備な点、一つ申し上げますとは

なはだ気の毒かもしれませんが、給食の人が年間 560万、 5 5歳で 560万ぐらいいただい

ているんではなかろうかと思います。それを単純に実働一一実際働いた日数の、恐らく給食が

ある日というのは 180日かそこらだと思います。それを機械的に割ってみると 3万 2，000 

円ぐらいの額に 1日が該当するんではなかろ うかと 思います。過日のいろいろな役所でこうい

う職種を委託制度にしたり民間にすれば大体 10万から 15万の市では二、三十億の予算が浮

くというようなことが発表になっておりますが、私もこれ も機械的には受け とめません。ただ

少しでも先ほど前回企画財政部長が来年から下水道元年だと 、区画整理の高幡なり万願寺なり

の、豊田の南口の区画整理をもっともっと推し進めてい くんだということを考えると私は金は

何ぽあっても足りないんではなかろうか。日野は今までおくれていたからこそお金がたまって

いるんではなかろうか。( rそうだ」と呼ぶ者あり)こう いうように考えられる見方もある ん
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です。そういう見方で見た場合に先ほど私は人員を切れとか、これがむだだと かい うこと はこ

こであえて指摘はしません。 1年ご とに もし退職者が出れば補充を しないで民間に委託するべ

きは委託するということで急激な変化を望んではおりません。ただし根本はやる意思があるの

か、ないのかということだけをお聞きしたい。

それから、地方公務員というのは当然、ある意味の勤務評定というか、そういうまじめにやっ

ている者とまじめにやっていない者との評定をされてもいいんではなかろうかということを申

し上げます。そして部長なり課長なり係長の管理職にいる人が当然、責任もとるが、いわゆる勇

んでやれるような給与体系も必要ではなかろうか。( rそうだj と呼ぶ者あり )

1例を申し上げれば、今の係長の 15 %、課長の 20%、部長の 25%を半分はいわゆるこ

ういう人に本給に繰り入れる、半分は期末手当に算入する、こういうことをすれば退職金がず

っと減ってきても こういう人に必ず潤いが出てくるんではなかろうか、 ( rそうだ」と 呼ぶ者

あり)こういうように考えます。そういう ことは組合等にお伺いを立てなくても必ず市長の考

え方で実行できるんではなかろうかと思います。 この点のやる意思があるか、ないかについて

お聞きしたいと思います。以上です。御答弁願います。

0議長(高橋通夫君) 理事者答弁、市長。

0市長(森田喜美男君) 御質問をいただいておるわけでありますが、基本的な考え方

ということにつきまして私の意思をお答えしておきたいと思っております。

いずれも完全に結論ということではございませんが、その第 1の遺跡調査会にかかわります

使途不明金の問題につきましては解明に手をつけてすでに 2年を、 2年余を経過し、解明とい

うのはほんの一昔日分しか手が入れられない。あ とは資料が不足で依然として不明である、こうい

う状況になっておりますのでどういう責任のとり方をとるべきかということでいろいろ考えて

おります。構造的とか、あ るいは全体の責任者の責任ということも当然、言われるところがある

かと思っておりますので私もその責任のとり方について納得の、市民並びに議会の皆さんに御

納得いただける方法で責任を明らかにしたい、責任をとろう、このように考えております。そ

のとり方は先般も申し上げましたが、道義的責任というふうに感じますし、お金のことでもご

ざいますので、ちょうど 51年、あるいは 51年、 54年の期間のことでございますので、私

の考える中である程度の方向づけをいたしておりますので、その措置を明らかにしたい、こ の

ように思っております。
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それから、都立高校用地に関しましては発想がよければ、結果がよければ発想は正当化され

るというふうには考えないということでありますが、私はあの用地の取得そのものは防災対策

であり、あるいは防災という措置の中に高校用地を確保するという考え方でおりましたので発

想も決して誤りではなかった。幸いにして皆さんのいろいろな御尽力によって高校が、高校の

設置ができた ことでございますので、この処理といたしましてはその中間の事務処理等に不十

分な点があったことは事実でありますが、私はそう発想と、また結果において大きな誤りはな

かったというふうに考えております。

それから、学校の、南平地区の排水につきましては今全規模的、全規模で南平地域の従来の

宿題を解決を図ろうというふうに取り組んでおります。 このことにつきましては助役なり担当

の方からお答えをもし御質問がありますならば、なおお答えができると思っております。

それから、御心配をかけました三 中対策、一応三沢中学によって時期を回避できたというこ

とではございますけど、これが最善の解決策であったとは考えないと思っております。急激な

人口の状況の変化に基づく人口急増市が経験をする課題に類するものでありまして、市の教育

行政.あるいはその他の全般の行政からいって最善ではなかったかもしれませんが、 次善では

あったというふうに言えると思っております。

それで、特に御心配し可ただきました地域の石坂、当時の議長さんに対しましてはいろいろと

御心配もいただき御協力をいただいたわけであります。なお、このことにつきましての今後の

対策、あるいは地域への解決、これは継続していくべき問題であると思っておりますし、杉野

との交渉、あるいは万蔵院あたりの今後の地域の活用という中で御指摘のようなことを可能な

らしめるその努力が行政と して大切だろう、このように考えております。

市職員の給与にかかわりますいろいろ御指摘、御指導をいただいておることも 多いようであ

ります。いわゆる不完全通し号俸への対応につきましてはこれまでも申し上げておりましたと

おりある時期には評価されたことも時代の変化によってそれぞれまた手直しも必要だという認

識におりますので徐々に改善といいましょうか、 是正を図っていこう、こういう基本的な考え

で内部はその考えでおるわけであります。いわゆる給与の責任と職務に応じた給与体系という

ことが今日特に強調されておるわけでありますので、これにもそのような措置を図るべきであ

る、こういう考え方に立っております。これらにつきましての体系の、給与体系の改善は現実

に即するようにそれぞれ是正、あるいは改善を図ってし 1く、こういう考え方に立っておること
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を御答弁 したいと 思っております。

大変抽象的な御返答に終わっており ますけど、御指摘の事柄につきましてはそれぞれ最も真

剣に考えておる問題であるということ をお答えをし、ま た御理解をいただきたいと思っており

ます。

0議長(高橋通夫君) 教育次長。

0教育次長(小山哲夫君 ) 遺跡調査会の問題につきまして会長にという御指名でござ

L可ますので私の方からお答えをしたい と思います。

質問 2点あるかと思いますけれども、第 1点目の昭和 51年から 54年にかけて、つまり柳

下前課長の時代における経理上の問題点、背景はどこにあったのかという問題についてでござ

し、ます。御承知のとおり文化財保護法は昭和 25年にでき上がりました。その中に もいわゆる

埋蔵文化財の発掘についての規制はあったわけでございますけれども、特に昭和 50年度以降

におきまして、 5 0年度を境といたしましていろいろと都市開発が行われていくと いう中で埋

蔵文化財写の発掘を精密に調査しなきゃならんということで議員立法によりまして昭和 50年

に文化財保護法の一部改正があったことは御承知のとおりでございます。それに伴いましての、

いわゆる埋蔵文化財の地域を開発する場合には事前に文化庁長官に所定の手続をとった上でそ

の指示に従った包蔵地の調査をしなきゃならないという規定が厳しくなったわけでございます。

現在も行っておりますけれども、それに伴つての発掘調査につきましては日野市の場合にお

きましては昭和 48年にできました遺跡調査団の方、調査会の中の調査団の方に発掘調査を依

頼してさたわけでございます。当時のいわゆる発掘調査に対しましての調査費でございますけ

れども、 53年 10月以降につきましては個人のいわゆるマイホームをつくるに当たりま して

の調奈費につきましては国、都、市が負担しています。現在のところはいわゆる個人の負担は

ございませんけれども、昭和 50年当時の時代は 50、 5 1、 52、 5 3にかけましての時代

は個人住宅の発掘に伴いましての調査費につきましてはすべて原因者、これは個人の負担とい

う状態であったわけでございます。当時、特に 50， 5 1、 5 2、 5 3年などにつきましては

特に神明上の開発、あるいは吹上等の区画整理に伴う開発を行ってきたということは事実でご

ざいます。それに伴いましての個人住宅の建設も多かったことも事実でございます。

そういった中で調有費を原肉者にいただく場合に非常に日野警察署等の捜査の状況等を伺っ

た中で判断するならば非常に調査費を徴収する意味におきまして非常に事務局長が骨を折った
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という ことを私どもは伺っております。 しか し、 その調査費は本来ならば取った上で調査は行

うわけでございますけれども、調査の都合上、調査団の方では原因者の方の、いわゆる調査費

をいただく、いただかないにかかわらず調査の関係上、調査は進行してしま うという、そうい

う矛盾した現象が起こったということも伺っております。したがって、その都度原因者からお

金を徴収し、また、不足した場合には当然追加分とい うこ とで調査費を徴収するべきでござい

ますけれども、原因者からなかなかち ょうだいできなかった。それに対して非常に柳下氏自身

も苦労したという ことを伺っております。結果的にいえば原因者から徴収できないということ

で他の原因者からいただいたいわゆる調査費等の中で賃金その他を結果的にはお互いに融通し

合 うと いいま しょうか、補てん し合うといいまし ょうか、そ ういった形の中で調査費の不足を

補てん したというこ とは警察当局から伺っております。

そういった意味におきましての、いわゆる遺跡調査会の使途不明金の原因はそこから発して

いるというふうに私どもは理解し、判断をしていると ころでございます。

それともう一つは遺跡調査会の使途不明金につきましての捜査当局のお話でございますけれ

ども、非常に遺跡調査につきましては当時の調査団に精力的に発掘調査をお願いしたわけでご

ざいますけれども、その点につきましては非常に敬意 と感謝を申し上げておりますけれども、

ただ、その調査の過程におきまして調査団の方からのいわゆる本来予算にないものの請求、た

とえば調査会の学会に対しましての報告のための印刷製本費の請求、あるいはまたいろいろと

研修するための旅費の誇求、あるいは諸会議におきますところの飲食費の請求、こういったも

のの要求が事実柳下前事務局長にあったことも聞いております。また、それを相手の要求を満

足いたしませんと調査が順調にはかどらなかったという、こういう事実も伺っております。そ

ういった中におきましての支出もあったこ とも事実でございます。それに便乗するという と大変

語弊がある表現かもしれませんけれども、その過程の中におきまして柳下氏自身も個人的な着

服行為を行ったということが警察当局から伺っている経緯でございます。

それから、現在の経理はどうなっているかという問題の御指摘でございます。私は昭和 54 

年の 10月 20日に社会教育課長に就任いたしまして 10月 27日の日に私は事務局長との引

き継ぎを終わりまして、経理を執行いたしております。私はその当時は遺跡調査会の経理の執

行につきましては事務局長とそれから遺跡担当の経理の、 これは臨時職員でございましたけれ
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ども、 2人の間ですべて支出命令、決裁等行いま して事務局長が最終的に決裁の判断を下し、

現金、ある いは小切手等で債権者に対しま して支払いを行っ てきたと いうこと でございます。

非常にこ の2人で経理をするとい うこ とは非常に問題点がございます。やはり、この経理につ

きま しては相互に牽制する、お互いにチェ ックをする という 、そこら辺の経理をまず第 1に考

えるべきであろ う、 こう いうふうに判断をいたしました。

そこで私はこの経理の仕方につきましては、できるだけ、いわゆる臨時職員と事務局長の間

ではなくて、社会教育課の職員が事務局になっているわけでございますので社会教育課の経理

担当者の方にも見てもらう、あわせて係長にも見てもらう、最終的に事務局長も見る、そして

判断をするという、こういう方法を編成し、同時に/ト切手、あるいは現金の支払いにつきまし

ては事務局長の名前で預金してございますけれども、たまたまそこには主幹がおりましたもの

ですから、主幹の方に私の決裁したものを支払ってもらうという、そういう形の中での経理体

制の変更を行いました。

なお、御案内のとおり昭和 57年のバ月 27日の日には遺跡調査会の規約の全面改正を行い

まして、従来市長が会長でございましたけれども、規約に従いまして会長は教育次長が行うと

いう ことになっておりますので、私が 58年 2月 1日に就任いたしましてからは私が最高責任

者になっておりますけれども、その場合におきましては今までは事務局長どまりの支出命令等

決裁につきましては今までは事務局長どまりの支出命令等決裁につきましでもすべて副会長、

会長の決裁まで受ける、そういった形の中でチェックを厳しくしております。

それから、当然、その規約の改正の中におきましては監査委員を置いてますので監査委員等の

厳しい監査をお願いしているということで、私どもといたしましてはこのような不明朗な事件

が二度と起こらないように胸襟を正しまして今後この件につきましては万全の策を講じてまい

り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。

0議長(高橋通夫君)

028番(石坂勝雄君)

石坂勝雄君。

大変前向きな、全部がそうではないんですが、前向きなお答

えが出たので二、三指摘をしながら 1点だけお聞きしておきたいと思います。

遺跡、の問題は遺跡調査の不明金の問題というのは実は高崎代表監査からも私、所見聞いたり

なかなか高崎代表監査としても口がかたくて本当に公平な人なんで申されたことは、監査をで

きる状態でなかったんだから私は読売新聞で何ていうか、あの人が百条委員会に呼ばれて証人

-249-



に立っ たときに監査結果を踏まえていろんな監査結果というのは不備であるが、 百条委員会で

うんと 究明してくださいよということ を申 し上げた以外はなかなか私の申し上げる一一私見を

言うとあれだから ということを申 されております。ただ、この監査の結果の中で再度お聞きし

たいと いうことは、は っき り申 し上げている とこ ろがあるんですね。こ ういうこと まで言って

いいかどう か知れないけど、公金の使い方については非常に役所としてやるべきことがなかっ

たとか、当然上司がちゃんとき ちっ と直属の上司 というのは恐らく教育長だと 思 うんですがね、

こう いうものがしてなかったとか、こう いうこ とをきちっ と指摘されてるんですね。

そうい う中で責任の所在とい うんですかね、責任のとり方、倉又教育長が何ていうか、退職

された。柳下氏もいわゆる勧奨退職によって退職された。あとは法的な事件としてだけ争って

いる、 こういうこ とではならんじゃないかとなるんで再度その辺のところでどういう見通しで

これをもっていくのかという ことだけ、これは市長に聞くのも私何てい うか、市長はいろんな

複雑な心境ではないかと思 うので、今後の民事の裁判の見通しということについていまの現会

長の小山会長に再度お聞きしたいという こと を1点再質問します。

あと南平の高校用地の問題、市長が発想、も悪くなかった、私はこれもあえて市長に私は反論

はしません。ただ私が申し上げたいのはたまたまあの高校の用地を取得されたときに市議会議

員の改選期で前議長であられた滝瀬敏朗議長も自分で立候補されておって何ていうか議長とし

ての任期はあるけど、 3月議会を踏まえる中で、ああいう 2月 20目前後だと思いますが、契

約されてあれだけの額があるんなら少なくとも この間のもう間管財のこ とにも触れたんですが、

代表者会議なり議会の全員協議会等にお話をされてからやられるのが本筋ではないかというこ

とを私はいわゆる行政の府がやるには、自治体の府がやるにはそれが良識ではなかろうかとい

うことを指摘を申し上げておきます。これらし上、私、市長の発想が正しかったといって、 もち

ろん私も防災的な見地がなかったというようなことを否定する気もございません。ただ、そう

いうことがやるべきでは、筋ではなかろうかということだけは御指摘申し上げておきます。

あと 5点目の杉野周辺の問題、それから市の職員の給与の問題では前向きの中で、いわゆる

奮闘されて 1，30 0有余の職員がこぞって 15万市民のために活躍されるような明るい制度を

生み出されんことを願望しておきまして、 1点のみをもってこの私の質問を終わりたい。 1点

だけお答え願います。

0議長(高橋通夫君 ) 教育次長。
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0教 育次長(小山哲夫君) それでは第 1点目の遺跡調査会の使途不明金に関する民事

裁判の今後の見通 しということについての御質問に対 してお答えいたします。

民事裁判につ きま しては御案内のとおりに昭和 58年の 7月 21日の自 に 73 5件 2，122

万 3.224円という 使途不明金を市の方に弁償 して ほしいという訴えを起 こしております。 10

月 31日の日 に第 1回目の裁判を起こ しまして本年の 11月 28日までの間に 7回目の裁判を

行っております。一応相手側は当時柳下氏側はそう いう事実はないということを繰り返し裁判

で訴えているわけでございますけれども、私どもといたしましては、この 2，12 2万 3.224

円というお金につきましては日野警察署並びに検察局に訴えた内容と全く同じでございまして、

この額につきましてはいろいろと私どもといたしまして厳密に捜査をいたしたわけでございま

す。柳下氏にも来ていただきまして一応伺ったわけでございますけれども、それに対する具体

的な証拠書類の提出、解明がなされなかったものでございますので、それにつきましては当然

その理由を明らかにし、真相を究明する必要があるだろうということで訴えているわけでござ

いますので、今後ともどもこの問題につきましての真相解明のために裁判を継続し、それに対

する内容を明らかにしていただきたい。それに伴いましての損害賠償を求めていきたいという

ふうな考え方でございます。以上でございます。( r最後にちょっと」と呼ぶ者あり )

0議長(高橋通夫君) 石坂勝雄君。

028番 ( 石 坂 勝 雄 君 ) 1点だけつけ加えて終わりたいと思うんですが、遺跡調査会

関係で弁護士の諸費用は現時点まで支払われたのは 163万円ですか、恐らく今年度来ると、

2 0 0万になるのではないだろうかと思います。それから、議会の百条委員会に使われた経費

が約 100万です。この費用だけで現時点だけで 300万は消えております。こういうことを

申し添え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 1の1、昭和 60年度の予算編成の基本を問うに

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 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。よってよって暫時休憩をいたしま

す。
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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 25分休憩

午後 1時 4介再開

一般質問 2の1、森田革新市政 12年間の功罪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〕

01 9番(市川資信君 ) ただいま議長から指名されまして、 一般通告質問の許可をい

ただきましたが、森田革新市政 12年間の功罪についてという件で一般質問させていただきた

いと思います。

森田さんは昭和 48年 4月行われた日野市市長選挙において我らの信望する古谷 栄現職の

市長を破って見事に市長の座についたわけでございます。当時いわゆる革新にあらずんば文化

人にあらず、知識人にあらずというような変な風潮があった中で革新政党統一候補に乗った森

田さんは見事に市長の座を射とめたわけであります。

当時、私の心情を述べさせていただければ、市長の座につくまで一度も森田さんの顔一ーと

いう人の顔を見たことがなかったわけであります。もちろん日野市の一隅に住む一雨民として

当然、といえば当然かもしれませんけれども、 しかし、そこで私はおかしいな、変だな、こう思

ったことも事実でございます。と申しますのは、私は日野市に生まれ日野市に育った人間であ

ります。当時昭和 48年と申しますと私は満で 41歳でありました。ということは 41年間住

んでいることになるわけであります。 41年間住んでいて市長になる人の顔を見たことがない。

まして私の周辺を見ますと私より極度に新しく来た方々が周囲には大勢いられるわけでありま

す。となるともっと森田喜美男さんという人を一度も見たことがないという方々の方が多いの

ではないか、こういうふうに思ったわけであります。片や古谷 栄元市長は町長を経験され、

あるいは都議を経験され清潔な人柄と温厚で、かつ政治手腕、人望は抜群のものを持っておら

れたことは周知の事実でございます。単純に政党政治による選挙の怖さということを初めて知

ったのもこのときでありました。それから、 1 2年間、今日まで人口急増時代の教育施設、そ

れらの充実、あるいは社会環境のひずみ等大変な 12年間であったことも事実であります。ま

た、その労を心からねぎらうものであります。特に駒形の渡し、老人理美容券の配布、先般の老

人の憩いの家かしのき荘の建築完成、あるいは委託事業ではありますが、難病検診等、また特
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に何々構想、とか何々計画、イ可々 プラン、イ可々 憲章、何々宣言、いっぱいこの 12年間の聞にで

きたわけでありますが、それらは笑施されてない問題点はいっぱいあるわけであります。

それらを踏まえて私はこれから一般質問をさせていただきたい、かように思うわけでありま

す。

まず 1点目であります。南平都立高校の建設取得経緯であります。先ほど石坂先輩がこの点

について触れておられましたので重複したらお許しいただきたいと思います。なおかつ従来か

らこの問題については市議会でも討議されておりますので極力重複しない観点から素直な私の

感情を述べさせていただきたい、かように思います。

悪名高い鈴木独歩の所有する南平八丁目市街化調整区域の山林地、不法山砂の採取、乱掘に

よる近隣住宅に雨の降るたびに多大な迷惑をかけ日野市の再三にわたる中止勧告命令をも無視

し、以後は東京都にお願いし告訴して禁銅刑の刑罰を受けた犯人の用地を神聖なる学校建設用

地として日野市が買い取るとは 、いわゆる社会一般常識では考えられないことではないかと思

うのであります。この鈴木独歩なる人物に日野市内の善良なる市民が一体過去に何人泣かされ

てきてるかということを知らなかったのでしょうか。この件に日野市議会においていろいろと

論議を長い時間をかけてきたわけであり ますけれども、本来用地を取得するには、一般的に仲

田業者を入れて、そしてある一定の手数料ノf一セントを払って適正な利潤で、手数料できちん

と整理した上で買い上けーるのがいわゆる常識であります。それをわずか 1カ月間、新日本エン

タープライズさんが入って 12億円から12億5，000万円を 17億円で日野市に売り つけた

わけであります。新日本エンタープライズ社はわずか 1カ月間で 4億 5，000万円ないし 5億

円という巨額の金を利得したわけであります。一般市民常識では全く考えられない人の取引方

法だと 言わざるを得ないのであります。

独歩という人物は今回の取引で明らかなように公簿面積が実担IJ面積よりも 1万平米も少ない

というからくりあたりに如実にその人物像が浮き出ていると思います。本来、山林田畑はほと

んど実測すると 2割前後の伸び面積が出るものであります。それが 1万平米も過少面積という

のでありますから私にはただあきれるば‘かりと申さずにはいられません。さらに、その仲買に

入った新日本エンタープライズ社なるものが独歩にまさるとも劣らない会社であったことは周

知のとおりであります。市長も十分にその人物国井 洪という名知らぬはずはありません。あ

る革新系同和の常務でありました。
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7日、本会議の行政報告の中で小山良悟議員、古谷太郎議員も指摘しておりましたように去

る10月8目、警視庁捜査四謀、麹町署は表面的理由は傷害罪でありますけれども、実質新宿

の東京女子医大付属病院で射殺された日本同和清光会の尾崎清光最高顧問の殺人容疑の逮捕で

あります。その用地取得経緯も 17億円 という巨額の資金を開発公社と いう偽名の隠れみのに

議会の厳しい指摘をも省みず購入 したこの用地、今造成工事が行われております。神聖なる都

立高校用地が汚された こと は疑 う余地がありません。 17億円で取得した用地費、造成工事費

7億2，600万円、 3年間の借入れ利息 3億7，000余万円であります。計 27億 9，600万

円。こんなに高い都立高校用地を果たして東京都が簡単に買ってくれるものなのかどうか。も

し経費に見合った価格で買っ てくれなかったときの市の対応と責任は、また、殺人罪容疑で逮

捕された 10月 16日、 200億円の負債で倒産された新日本エンタープライズ社のごとき イ

ンチキ会社と取り引きする日野市の行政姿勢に強い怒りを表面するとともに同時にその後発生

した一連のこれらの問題、 事件についての市長のお考えを 1点目としてお聞き したいと 思いま

す。

2点目に遺跡調査会の使途不明金についてお聞きしたいと思います。日野市議会において調

査特別委員会を設けて今日まで多くの委員会のメ ンバーには 多大の迷惑をかけ、 苦労、労苦を

かけてきたわけでありますが、使途不明金についてはいわゆる現在出ております 2，000数百

万とも4，000万円以上とも解明でき ていないわけであります。現在むしろ市長の行政に当た

って立ち向かう姿勢、人間性をお聞きしたいと思います。

この問題の発端は古谷太郎議員が前助役野呂氏宅にお伺いした折に出た ことから端を発した

のであります。古谷議員の発言後野呂前助役を市役所に呼びつけてこの暴露したことについて

大変怒った、困って しま った と野呂助役は申しております。そのような姿勢が私はおかしい、

このような態度が他の行政の姿勢の端々に出てくるのではなかろうかと指摘したいのでありま

す。倉又前教育長も現教育次長も当時会計に不明朗な多額の使塗不明金があることを再三にわた

って勧告しておりました。にもかかわらず臭い物にふたをし続けてきた市長の姿勢、市長自身

が遺跡調査会を発足させ兼職規則抵触問題も順風満帆の時代には素知らぬ顔をしていながら同

船同乗し、その規則にも会計監査をも設置してないでたらめ出納、いざ議会においてそのでた

らめ帳簿、実態を指摘されるとその調査会長を辞任するというまことに結構な話ではあります

が、神様、仏様はそのような行政姿勢を取り続ける市長についに味方をしなかったわけであり
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ます。みずからつくった規則にみずからがはまったわけであります。いわゆる全会一致制でな

ければ規則の改正もできないし、また会長の辞任もできなし、からであります。ですから現在も

なお遺跡調査会長であり市長でもあるわけであります。兼務規則抵触問題は別の問題でありま

す。

柳下 章元社会教育課長の告訴告発は不起訴処分となりました。 12月 7日本会議の行政報

告の中で古谷議員、旗野議員も指摘しておりましたが、書類の改ざん、紛失等で、また古い事

件でもあり証人の記憶が乏しい、証拠書類がないということで不起訴処分となった。また当の

本人柳下 章元社会教育課長自身の着服行為については 200数十万円プラス金利分を乗せ

1 6 0数万円についてはすでに供託され弁済されている由であります。

理事者は、このような状況の中で、また検察審査会に提訴された、不服申し立てをされたと

聞きました。日野市のお抱え弁護団を擁 していなが ら旗野議員も指摘されたように刑事訴訟法

261条不起訴時の理由説明を求める申し立てもせずにいきなり検察審査会へ提訴したとのこ

とでありますが、一体これは何を意味しておるのか。まして過去の事例で検察審査会に提訴し

てもほとんど受理されたことがないということを承知の上で行った事情の裏に何があるのか。

自然を守る会、北条氏同様その汚名、ぬれぎぬから逃避するための、責任回避するための隠れ

みのにすぎないのか。あるいは来年に向かつての便法なのであるかどうか。その点についてお

答えをいただきたい、 2点目としてお伺いいたします。

3点目であります。高幡福祉センターの違法建築の問題についてお尋ねいたします。長い間

高幡不動尊境内にありました高幡福祉センター用地が用地の返還に伴い高幡橋下流市営住宅に

隣接した高幡保育園新設に伴う仮園舎を本館完成後この仮設プレハブを内装工事を して高幡福

祉センタ 一新館としたものでございます。

古賀議員が緊急質問等で詳細に論議しておりますので論議の重複は避けます。問題は古谷太

郎議員も指摘 しておりますように市長としての責任であります。不動尊境内の本建築ならばし、

ざ知らずプレハプの保育園の仮園舎をつくったお粗末なこの建築物をりっぱなお題目だけの老

人憲章なるものだけを制定しておいて違反建築、それも建ぺい率と か高度制限とか物置の付属

的なものならば環境目安ということでそれも許されることではないわけでありますが、まだ理

解できます。それが最も危険な構造欠陥のごとき違反建築でありますので到底容認の許容でき

るものではないわけであります。完成されても冷房機も整っていない。老人憲章が泣くという
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ものであります。その違反建築費 1，600万円、 取り壊し費 20 0万円、計 1，800万円

の不当支出に広報の下段に小さく謝罪文を掲載したのみであります。 減俸 すら し

ておりません。聞いてください。武蔵村山の市長荒田重之さんは市民会館建設が事前着工が主

なもので建築、違法建築は一部建物の横に物置、倉庫が違反建築であると革新系議員の一般質

問が提出され一般質問を前に 6月定例議会までにその責任をとって辞職する旨内約し、一般質

問も行わず荒田重之前武蔵村山市長はその責任をとって去っていったのであります。し 1かがで

しょうか。我が日野市の革新市政と比較して一体だれがだらしがないのか。議会がだらしがな

いのか、当の本人がだらしがないのか。少なくともこの違法建築介の違法支出は責任を持って

遺跡調査会使途不明金と合わせ弁済することを私は申し上げます。この点についてお聞きした

いと思います。

4点目であります。三中の新設校であります。先ほど原稿がまだ一部できてなかったために

来庁がちょっとおくれてその間に石坂議員もこの点について触れておったようでございますが、

重複しましたらお許しいただきたいと思います。

三中の新設校について市長は、私を信用してください、私に任せてください、必ずっくりま

す。過密校三 中の父母の大勢が市長への面談、議会への傍聴、また請願書の審議で委員会の傍

聴がまるできのうのように目に映るわけであります。しかし、結果はできませんでした。 三 中、

三沢中への一部学区変更で小手先戦法でお茶を濁してまいりました。二つ自の過密校を誕生さ

せたわけであります。最後は日野市議会で挙げて用地取得に全力を尽くしたのでありますが、

その目的を達成することができなかったわけであります。まことに残念至極であります。東久

留米の吉田三郎革新系市長は中学校用地取得の実現ができなかったといってその責任から市長

を辞職したのであります。日野市民は、議会は一体おとなし過ぎるのかどうか、これも先ほど

の問題と絡めて市長の人間性のものであるのかどうか、私はこの責任についてやはり市長に追

求するものであります。

次に給与制度というよりもむしろ通し号俸制度について 5点目としてお尋ねしたいと思いま

す。

森田革新市政の中で最も悪かった施策はこの給与制度だと思います。いわゆる年功序列型賃

金制度、この制度がある限り職場内の活性化はもちろんのこと行財政改革もできないと指摘し

ておきます。いわゆる昭和 40年代の高度成長時代民間企業の賃金ベースが公務員、地方公務
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員も含めて賃金を上回った時代、各地方自治体も税収の伸びが予想を超えて使っても使い切れ

ない時代と相まって官民格差の是正を図る、あるいは調整するという意味合L、から職員をふや

し、給与体系の見直しを行ったものであると想定いたします。職員数を増員して市民サービス

を向上させることにおいてはある意味において理解できるのでありますが、この通し号俸制度

がある限りせっかく職員増を図ってもその期待するところのサービス向上は図れないものと思

うのであります。だれでも一生懸命働いて勉強してより高い地位、より高い職責を目指して給

与を余計取って生活の向上を図りたい一一人間の自然の原理であります。怠けていても一生懸

命働いていても同一給であるならば自然と人間は低い方に見習うものであります。なぜなら楽

だからであります。あえて責任部署について重責を負わされて苦労をするより、苦労をしない

で高い給与が得られるならば、だれでも当然、の帰結だろうと思います。校長より高いボーナス

を見て校長が頭にくるのは当たり前のことであります。

ですから、この制度がある限り職場の活性化を、ひいては市民の向上も、市民のサービスのf

向上も図れないことは自明の理でございます。 したがって行財政改革も図れないことも必然的

であります。それをあたかも理事者はいつも高い退職金の改善であるとか、あるいは行財政の

改善を図らなければなりませんなどと言っておりますけれども、この制度を撤廃して、撤廃し

なくて何が市民サービスの向上を図ることができるのか、職場の活性化を図ることができるの

かと思うのです。私をもって言わせれば、この制度は怠け者育成制度と決めつけてはばかりま

せん。

私自身の心情は現在の給与、市職員のであります。決して心情的に高いとは思っておりませ

ん。私ならばあるいはもっと高い給与を払えるかもしれません。日野市の財源豊かなこの財政

事情から判断すれば決して困難なことではないものと思います。だがしかし、この悪制度の存

する限り、撤廃を図らない限り当然それは無理であります。社会主義国と自由主義国がなぜこ

れほどまでに経済の格差が生じてしまったのか、同じような制度を導入していたからではござ

いませんか。中国においてもソビエトにおいてもあのコルホーズに一定生産水準を設け、それ

以上生産性を上げた農民には一定割合で還元告l肢を導入してから大分生産性の向上を図ること

ができるようになったと新聞紙上でも見ましたけれども、この制度の導入がおくれているソビ

エトでは不作が歴年の状態であることは御承知のとおりであります。

人に欲望という心がある限り向上心につながり、競争心があって発展、進歩があるものと思
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うのであります。民間企業をごらんいただきたいと思います。オイルショック以後企業体質の

軽減を図り人員を削減し昭和 48年時のあのオイルショック時期から長い冬の期間を越えて見

事にその体質を改善し、いままた世界に冠として羽ばたいておるのではありませんか。

再三申 し上げる諸悪の根源通し号俸制度の撤廃と改善を図り 、法にのっ とり職務給、 能率給、

そして信賞必罰制度の導入を一日も早く導入しなければならないと思うのでありますが、職員

組合となれ合いの現市長にその改善が一体図れる ものなのかどうか、その所信のほどをお聞き

したいと思います。

6点目であります。自然を守る会会長の北条 忠さんについてお尋ねしたいと思います。い

わゆる世間一般で言う市長の盟友北条 忠氏、日野市の自然を守る会会長、ナショナ ノレトラス

ト運動の旗手、日野市都市計画審議会委員 2期、緑化推進委員 2期、豊田南口再開発事業の強

力な推進論者の 1人でもありま した。ち またの悪評をよそ に最近市民になられた方々は以上の

肩書きと弁舌さわやかな行動力に魅せられて多くの方々が北条氏の周辺に集まりました。者は

南平建設用地の造成計画に反対の陳情も出 されました。 58年 10月 6日には日野市長に関す

る監査請求も出されました。森田市長はさぞ困られた ことでありましょう。

私の推察ではこの二方の何らかの約束事が不績行のため に不満の結果、その挙に出たとしか

思えないのであり ます。そして、 ナシ ョナルトラ ス ト運動の会に日野市として出資金 1，00 0 

万円を出すことが内約されるやその矛は見事におさまったではありませんか。その直後、御存

じのように昭島の平田建設株式会社前代表取締役平田幸男さんから 3億円の詐欺行為とさらに

5 8年の 11月 27日の新聞紙上によれば大手建設会社の子会社、 これが間 管財と私は推定

いたします一ーより 6億数千万円の詐欺事件もあったと掲載されておったわけであります。こ

の北条氏逮捕事件は多くの市民に大変ショックを与えました。特に自然を守る会のメンバーに

与えたシ ョックははかり知れないものと思ったのであります。市長の責任の一端と 信用の失墜

はぬぐい得ないものがあると思います。大手建設会社の子会社 6億数千万円の詐欺事件とは当

然、先ほど申し上げました、古谷太郎議員も指摘 されておりましたように清水谷公園に隣接する

斜面山林地多摩平二丁目緑地 72 7.7 0平米、所有者間管財株式会社だと思 うのであります。

これでは南平都立高校建設用地を買収したいわゆる新日本エンタープライズ会社社長国井

洪との取り引きと何ら変わりがないわけであります。片や殺人罪容疑で逮捕する、片や詐欺罪

で逮捕。市民の貴重な税金をこんな社会の裏街道を歩むような人間と公の機関が堂々と取り引
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きしてる。果たしてこんなことが許されるものでありましょうか。

このようなときに森田市長は去る 11月の 24日、市民ぐるみで緑を守ろうと市民緑化会議

を発足させました。今後、この会議を推進発展させていくということでありますが、これらは

明らかに来年に向かつての北条 忠事件の、事件後、市民の目先をかわすごまかし行為と言わ

ざるを得ないのであります。 だれが後であやらかけているか知りませんけれども、心憎い演

出と言わざるを得ないのであります。この点について率直なる見解をお聞きしたいと思います。

次に日野市の長期 ビジョン 構想、と現状という ことについてお尋ねいたします。第 2次日野市

基本構想、 5 7年度作成されたわけであります。日野市緑のマスタープラン、これは 56年、報

告書として策定いたしました。これであります。それから浅川利用計画書は昭和 55年度作成

であります。下水道計画に基づく浅川終末処理場の事業認可等々次から次とプラン、構想計画

が発表されました。どれもりっぱな構想、プランであります。幾ら立派な構想であっても実施

に移されなければ何の意味もありません。絵にかいたもち同様であります。

まず第 1の第 2次日野市基本構想、は昭和 45年、古谷 栄市長当時策定したものが 10年間

の期限が切れて 2年の空白後、昭和 57年第 2次案として作成したものでありますが、そもそ

もこの策定を義務づけて いることは何を意味しているかでございます。戦後、各地方自治体が

やれ革新だの、保守だのと揺れ動く実情にたとえ市長がかわってもこれだけは絶対に変わらな

い、いわゆる人間が生活をしていく上に欠かすことのできない大切な事業がこの構想のねらい

であります。いわゆる継ぎはぎ行政、ばらまき行政を戒めるたとえにだれが市長に選ばれても

最低この基本だけは実施に移さなければならないという法律に基づく計画書だと思うのであり

ます。法によって義務づけられているわけであります。

だのに第 1次基本計画が作成され、昭和 48年、森田革新市長が誕生して今日まで 12年間

この構想に基づく長期計画書、 中期計画書、実施計画書なるものを一度も見た ことがないので

あります。浅川流域下水道計画に基づく終末処理場事業認可も議会において地権者の同意は得

られているのか、周辺住民の理解はされておるのかどうか再三にわたって質疑が委員会等でも

交わされてまいりました。理事者は、その地主さんとも個々に折衝して大体理解は得られた、

地域の方々も周辺の環境整備を図ることによ ておおむねの了解は得られておりますとはっき

りと答弁されております。それから 4年経過した今日、いかがでしょうか。どれほどの進歩、

発展を見ることができ たでしょうか。まだ測量すらできてない実態ではございませんか。土地

-259-



買収どころではありません。これは一体何が起因しているのでしょうか。森田革新市政 3選に

向けて早く事業認可を取りつけていかにも数年後には終末処理場の工事が着工され近い将来に

はようやく我々のところにも下水道が入ってくるわいと市民の目をはぐらかす意図と思わずに

はいられないのであります。確かにもうバトンは東京都に渡っております。できるもできない

も責任は日野市の責任ではありません。日野市のいわゆる市長選挙にかこつけて時期尚早と議

会の指摘にもかかわらず、事業認可をあせって取りつけられた東京都こそいい面の皮であると

思うのであります。今東京都は大変困っております。こんなはずではなかったとほ・やいている

そうであります。一体この責任は市長、どう思っておられるのかお聞きしたいと思います。

次に日野市の緑のマスタ ープランについて少しお聞きしたいと思います。昭和 57年の 3月、

日野市の緑のマスタ ープラン報告書を私どもはいただきました。 大変立派な報告書であります。

この官頭に初めにという表題で、多摩丘陵には緑豊かな自然がまだ日野市にはいっぱし、たくさ

ん残されておる。また、浅川、多摩川という川の流れ、自然に恵まれている中で人口急増を図

る人口急増の地域なので、また交通量が増大する中でこの町の将来というものを緑と清流とい

うものを確保するためにつくられた報告書だろうと思うんです。その一部に本計画は都市生活

環境の維持及び向上を前提とし都市の健全な発展に秩序と弾力性を付与するように緑地の保全、

事業創設の計画を通して日野市の将来的な緑地のあるべき姿を実現のプロセスもあわせて示し

たものであります。本計画は昭和 54年度に原案を作成し関係各機関と調整を重ね 56年に報

告書としてまとめたものであります。このように官頭に初めとして書かれてあります。当然こ

のようにすばらしいマスタープランの報告書が昭和 56年度に作成されておるならば 3年を経

緯した今日、当然この報告書に基づいた中期計画、あるいは短期計画の実施計画がされてるも

のと思いまして私は先般担当課にお伺いしたところ、まだ何ら長短計画も実施計画もつくられ

ていないとのことでございます。むしろ南平都立高校用地が開発されたために計画変更をしな

ければならないということであります。一体この計画案はどうするつもりなのか、その点につ

いてもお尋ねしたいと思います。

さらに先ほど申し上げた浅川利用計画書についてもお尋ねしたいと思います。浅川親水公園

計画書として立派なこの報告書を 55年 3月でございます、ちょうだいしたわけでありますが、

この中に絵画が入っておりまして釣り堀があったり、つり橋があったり散策路があったり水遊

び、サイクリングロード一一大変夢のある計画書でございます。
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9月の第 3回定例議会の一般質問において私も日野市にもサイクリングロード、ジ ョギング

ロー ドを早期につ くれという表題で一般質問をさせていただいたんですが、私が早朝行うサイ

クリングに日野市の行政区のみが河川の堤防が砂利道でクッションが悪く自転車ででこぼこ道

では腰が痛くて快適なサイク リングができない、早急に浅川の堤防を舗装すべきではないか、

こう申し上げたところが今年度から 3ヶ年計画でこの舗装を実施されるそうですけれども、こ

の質疑の中で冒頭申し上げた釣り堀、水遊び場、つり橋等市が例年実施している駒形公園の渡

し船付近につり橋がかかっている絵図がありましたので議会でも再三大水が出れば流される 、

渡し場より早く浅川利用計画書に基づいたつり橋をつくられたら L、かがですかと質問先般した

ところが構造物建造はなかなか建設省が許可をしないのでつくれないのですとの答弁が得られ

たわけであります。前回の一般質問はサイクリングロード建設が主なる質問であったのでそれ

以上の追及はいたしませんでしたが、専門家に依頼して高いお金を払って立派なこのような計

画書をつくっておいて今さら構造物が建設省が許可をしてくれなし 1からできないとの答弁は納

得ができないのであります。河川敷内に構造物、建築物ができなし可ぐらいは素人の私どもにも

わかっております。それが、この浅川利用計画書は専門家に依頼し、先ほど申し上げましたよ

うに高いお金を払って作成したものであります。当然専門家であるこの作成者の方々は御承知

済みのはずであると思うのです。では、この浅川利用計画書なるものは幻の計画書

とでもいうのでしょうか。あなたの前回の選挙にはこの利用計画書の絵図がまる で

あすにも実現できるかのように利用され市民も喜んだことでありましょう。私は不思議に思っ

て担当課に行って長期計画、中期計画、短期計画、実施計画を見せてくれと、これも先日お伺

いしたところ中も長も短ももちろん実施計画書も伺もないということであります。また同じよ

うな絵図をかいて来年市民を欺くのでありましょうか。その点についてもひとつお伺いしたい

と思います。

次には市民会館と国庫補助金といった点からお聞きしたいと思います。市民会館建設に伴う

防衛庁の補助金を、聞くと ころによればせっかく申請しておきながら断ったと聞いております。

一体これは事実なのであるかどうか。総工費、付帯施設を入れて 28億 8，20 0万円。逆算す

れば少なく見積もっても 3憶や 4億の補助金が来るのは当然であります。いかに財政豊かな日

野市といえども国でくれるというものはたとえ 1年ぐらい建設がおくれでも待つべきではなか

ったかと思うのであります。なぜそんなに建設完工を急ぐのか、なぜ断らなくてはならなかっ

-261 -



たのかをお聞かせいただきたいと思います。

ある謀で防衛施設庁に出向ドて防音工事の補助金申請をお伺いしたところ、今度は途中でお

断りにくるようなことはないでしょうねと念を押されたそうであります。担当課長はあわてて、

そんなことは絶対ありませんと平身低頭で謝ってまいったということでありました。 3億円と

一口に申しますけれども、市長は余りにも財政豊かな恵まれた日野市になれて金銭感覚が麻癒

しているのではないかと思うのです。市民の税金を 3億円むだに使ったわけでありまして、こ

の責任は問われなければなりません。

市長のこの件の所感をお伺いいたしますと同時に終末処理場事業認可の尚早取りつけ、ある

いは緑のマスターフラン、浅川利用計画書と同様に来年 4月に向かつての対策のためであった

のかもどうか、もしお聞かせいただければその点についての御答弁もいただきたい、かように

思います。

質問は以上であります。御答弁をお願いします。

。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。市長。

0市長(森田喜美男君) 森田革新市政 12年間の功罪と L、うことで、いろいろ批判、

あるいは御意見を伺ったような気がいたします。

そもそも森田革新市政というふうな言い方は私はこういう感覚でいるわけではないわけであ

りまして、市政というものは市民とともに、また議会に一々お諮りをしながら推進しているわ

けでありますから、責任者としての立場はもちろんでありますが、何か独断専行を欲しいまま

にしているという見方には全く違うということを申し上げておきたいと思います。

それから、多くのことを問われましたので、個人の御意見だろうと思うんですが、 一定の質

問者の立場からつくられた発想、構想、そういうことの成り立ちだと思うんでありますけど、

随分違うものだなということもつくづく味わってお伺いいたしました。

一つ一つについてはもうすでに私の答えはもうほとんど尽きておるというふうに思っており

ます。

私の一番気にしておりますのは遺跡調査会の問題につきましては確かに札織上の欠陥、ある

いは制度上の欠点というそういうことを感じます場合に責任者という立場から今までも申し上

げておりますとおり道義責任を十分感じております。このことについてはその責任のとり方に

ついて考えなければなりませんということは申し上げております。
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その他のことで何かこう言十画のみつくって事業が進んでないというふうにおっしゃり

たいようでありますけど、私は計画から事業へとそれぞれの手順を経ながら進んでおる、この

ようにみずから感じておるところでございます。確かに日野市といういろいろないい条件の中

の仕事をさしていただく責任者の立場として責任は感じつつ、なお、この仕事に対します情熱

をみずからも感ずるものもございますし、また多くの方々の、いわゆる自分たちの町づくり、

自治のことについて高い認識を持でておられ、そういうことで町は一年一年ある面では建設へ、

ある面では発展へ、いろいろな形で変化をして成長してまいっておるところでございます。そ

ういう、ひとつ認識にみずからおりまして、その功、罪、その功を功とする気持ちもございま

せんが、今言われる罪という言葉で取り上げられることは私の意思には沿わないものでありま

す。

給与制度のことにつきましては、先ほど石坂議員の御質問に対しまして時代によって給与の

評価の仕方が分かれる、そういう認識に立って是正、改正の方向を進めつつあるというふうに

お答えをいたしました。

北条 忠氏との関係で何か密約があったり、その代償として、土地を買ったと 言われる言い

方は、全く事実に符合しないものでありまして、債務の処分として業界に放出された状態を、

つまり緑地を守る立場から放置できないという判断によ って取得したものでありまして、何か

こう私がすべての言われる よう な悪いたくらみを巧みに実施してい ると言われるようなことは

全く当 たら ないと思っ ております。私もそれほど能力 もありませんし、 悪いたくらみで人をだ

ましながらやるなんてい うことは才能として持ち合わせていないということ を申し上げておき

たいと思っております。( rそうだjと呼ぶ者あり)

長期 ビジョン、 つまり第 2次基本構想、につきましてはそれに伴って 3年間の公共事業実施計

画をローリングしながら実施していることは御承知のとおりであります。

それから、浅川計画というのは、これは日野市内に浅川が西から東に流れている、こういう

自然環境といい、 また地理的条件といい日野市の大き い特色であり ます。また古い、古くから

の農耕文化、 市民生活、地元の発展というのは、それによって培われてきたものでありますか

ら、都市河川は都市河川として市民共有のオープンスペースとして最大限活用したい。これは

日野市が持っています条件を市民本位に位置つeけよう、 事業化しよ うと いうこと でありますか

ら年限もかかりますし、いたしますけど、その方針に着々と進んでおるということは広い意味
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でひとつ御理解をいただいておきたいと思っております。

浅川処理場のことで流域処理場のことで停滞しているようにおっしゃっ てますけど、日野市

に下水道事業、 つまり流域、 日野市に下水道事業計画をまず調査会から始めまして、定めま し

たのはたしか 53年だと思っております。流域下水道方式、雨水管と汚水管を分ける分流方式、

そうして処理場は 3次処理方式という最高の浄化の可能なそういう手段で事業計画は成り立つ

わけでありますが、今設定いたしております多摩川、浅川合流点地区の、いわゆる浅川処理場

です。これはすでに都の事業として採用されて用地も先般、きのうですか、担当部長が申し上

げておりますとおり、ことしすでに 4ヘクタールの買収、これは地域の農家の方々の所有地で

ありますけど、その買収が今進みつつある。年内にはお金も支払われる、こんなふうにも聞い

ておりますし、周辺道路の、 あるいは万願寺区画整理事業の排水幹線になりますその排水路、

これは処理場と深し可かかわり になるものですからこの地域も今回の買収に入 りました。

3施設あります企業も これも移転先がだんだんと固まりつつある。 都も最大限の努力をして

いただいておりますし、私どももそういう最大限のまた御協力をさせていただく、こういうこ

とで進んでおるわけでありまして、都がぼやいているとか、市長はどう思っているかなんてい

うことは問われることすら全く認識不足ではないか、このように言わざるを得ません。

緑のマス タープランも同様でありまして、特に言われておりますつり橋が構造物だからすぐ

にはかかれないと言われた。 事業と いうのはそういうものでありまして構想からマスタープラ

ンになりマスタープランが実施計画になっていしこういう経過を経ながらものは実現 してい

くわけでありますから、たちまち市長の任期に 1期 ぐらいは経過する ということ は、これは当

り前なことでありまして、それが継がれ継がれてだんだんと 達成されるものだ、このように御

理解をいただいておきたいと思います。緑のマスタ ープランは、これは国の求めに応じて日野

市が日野市としてつくったものでありますけど、日野市の全域の約 30%、いろんな形で緑を

保っていこうということでありまして緑地を購入いたしましたり、それから南平の高校用地の

場合も同様でありますが、あわせて防災対策を施し市民要望の高校を建て、 しかも残地の緑を

緑地として残してし可く、こういうふうに御理解をいただければ何一つ不当だとか何とか言われ

ることはないんではないかと思っております。

市民会館とその国庫補助の関係におきましでも国庫補助を得たいという考え方を持ちまして

いろいろと御指導もいただきました。しかし、いつ着工できるか、いつ完成するか、これらの
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ことがち ょっ と当時の状況では目 安が立ちませんので建設年次をみずから設定をし、そ うして

国の補助というのは文部省の関係ですが、文化庁の関係ですが、それらの、あるいは都の補助

をいただくことによってそう大きく市民に損失をかけたといったことはあり得ないわけであり

まして、いろいろ批判をいただきながら誤り なく仕事を進めていくことになるわけであります

ので、批判は批判として十分傾聴いたしますけど、イ可か、こう罪だというふうな断定は私は何

といいますかね、ちょっと 言い過ぎではないかというふうに思っておりますので御理解をお願

いしておきます。( i全くそのとおり Jと呼ぶ者あり〕

0議長(高橋通夫君) 市川資信君。

0 1 9番(市川資信君) 今、私 8点ばかり質問しているんでまだ何ら回答いただいて

ないものが過半数、半分になっているわけです。ですから、さらに御回答いただくんですけれ

ども、まず回答いただく前に一言だけ申し添えておきます。

今、下水道事業で徐 に々買収は進んでると いうよう なことの中で東京都はぼやいておるとい

うことは認識不足だということを言われたんですが、実は東京都の職員から私これは直接言わ

れておりますので、私の私見ではありませんから、とんでもないことですので、この点につい

て議長、どう なんですか、私は東京都の職員から聞いてるから言っているんで私の私見で言っ

てるんじゃないんだよ、市長が今、認識不足もはなはだしいから何だという、東京都の職員か

ら聞いてるんですよ、私は ・・

0議長(高橋通夫君) 市長。

0市長(森田喜美男君 〉 仕事をする際には L、ろいろな困難が伴いますので多少愚痴の

出ることもあるかもしれませんし、しかし、愚痴を言って物事が前に進むわけではありません

から私どもは愚痴は言わない、人を信用し仕事に情熱を打ち込み、愚痴は言わないというつも

りで伺っておりますので、そのぼやいているという言い方は私は多分愚痴ではないか、このよ

うに思います。

0議長(高橋通夫君) 市川資信君。

0 1 9番 (市川資信君) それから先ほど功罪についての罪という意味合いをちょっと

取り違えてると思うんですが、罪ということは私は市長に対して罪という意味合いじゃなくて

市民に対してそれが実行できなかったときのいわゆる心の罪滅ぼしという意味合いでございま

すから決して一一そうなんです、市民に対してやっぱしいっぱい仕事ができることは功であり
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ますし、できなかったことは罪なんです。そういう 意味合いの功罪ですから誤解しないように。

市長のその罪とか何かということでちょっと 取り違えているよ うなことがあるんで、それとも

う一つ、北条氏との何かなれ合いとか、そういうことで、言っているんじ ゃないということもひ

とつちょっと訂正しておきますから、それで、さ らに先ほどの回答がまだできていないんで回

答いただきたい。

たとえば、いいですか、都立高校用地の取得経緯の問題点と東京都の買い入れ価格がこの金

額にならなかったときの責任の問題であるとか、国井 洪が逮捕された以後の日野市市長の考

えはどうだったのかと いう ことについては何に も答えてない、も う1点目から……。

0議長(高橋通夫君) 市長、答弁。

0市長(森田喜美男君) 一々何ですね、お答えをすればいし可かもしれませんが、 もう

すでにこれまで言い尽くしたことだと 思っておりますので省略をしておるわけであります。

( r細かい質問できないよjと呼ぶ者あり )じゃあ部分的に質問していただければそれに対す

る回答は可能だと思いますけど、イ可か総括的に要するに功か罪かというようなことを言われた

んで一々お答えは大変しにくい、こういうふうに思っております。( rはい、じゃあ了解しま

した、市長よろしいですjと呼ぶ者あり)

0議長(高橋通夫君) 市川資信君。

019番(市川資信君 ) 一遍に質問で答えられなかったということでありますのでこ

れから各論に入った時間の許す限りの範囲内で質問させていただきたい、こう思います。

先ほど私官頭に申し上げましたように東京都の南平高校用地が買収価格というものが果たし

て日野市で買収した 17億、あるいは造成費、その 3年間の金利というものを合計するとこう

なるんだ、 27億9，000万でしたか、約 28億ぐらいだろう。もし、それに見合ったものが

東京都から仮に提示されなかったときの対処というんでしょうか、そういったものは一体どう

なのかということを 1点ずつお聞きしてみますが、それについてまずお答えいただきたい。

0議長(高橋通夫君) 市長。

0市長(森田喜美男君 ) 目下造成中の日野市開発公社が、造成を受け持っ てやってる

わけでありますが東京都の御当局と常に連絡を保ちながら将来の設計に合わせて行っているわ

けであります。したがいまして価格のことは、これから譲渡価格のことはこれから話題になる

わけでありますが、今、都の財務当局のいろいろな調査をいただいております。お互いに大き
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い事業に取り組む行政体同士でありますから全く関係は信頼ということで成り立つわけであり

まして、業者間の取り引きというようなことではあり得ないわけであります。したがいまして

適正価格によって引き取っていただける、このように全く信頼をいたしております。

それから、 6.5ヘクタールプラスその後買い足した土地もありますので、都には約 4万5，000

平米ということでありますから半分より少し多い程度が都に高校用地として、あるいは緑地、

高校に付随する緑地用地としてお譲りすることになります。

南平台団地の西に当たります渓谷地の部分、この部分は日野市に残りますので緑地としてし

かるべき防災措置もいたしながら貴重な財産として緑政策に充てていくべきものだ、このよう

に思っ ております。

ですから責任云々ということを問われることは私は今感じておりませんし、 正当な信頼関係

の、全く自治体同士の取り引きということで都議会でもすでに議案が通っているんじゃないか

と思っておりますけど，、そういう考え方でございます。 したがいまして投資という観点からい

えば投じている金の元利、あるいは造成費、その他については当然、設定をされる、 査定価格の

中に十分おさまってし可く、このように思っております。伴いまして進入路、あるいは排水、こ

れらは市の事業として行うものでありますから、この部分について都に特に請求はすることで

はないと思っておりますし、また、それらの仕事を都立高校の早期開設のために日野市が努力

をしたということに対する評価なり、その信頼は十分満たしていただけるものだ、このように

思っております。以上でございます。

。議長(高橋通夫君) 市川資信君。

0 1 9番(市川資信君) 余り同じことを何回も言つでもあれですから私のさっき質問

の範囲のことについて一部答弁漏れがありますので一つ一つやっていくとあれですから、主な

ところだけやっていきたいと思うんですが、国井 洪氏逮捕後の感じはどうだとい ったところ

がもうこの件について言い古したということなんですけれども、これは全くこ の議会で初めて

出てきてる件で、それまでは私どもは全く知らなかったことだったわけですね。そのことを言

い尽くしたと 言 うんですけれども、国井 洪氏が殺人容疑で逮捕されたというのは新聞に出た

のも 10月半ばだったと記憶している、議会が終わってからなんです、九月 の。そういう、た

とえば私が言お うとしているのは国井 洪逮捕も結構なんですが、北条さんがやはり同じよう

な詐欺罪で逮捕されておる、それで間管財の用地を買っている、それで鈴木独歩の土地をわざ
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わざ日本エンタ ープライズの国井 洪さんから買っている。どちらも警察に片方は殺人容疑、

片方は詐欺容疑で逮捕されてるというような、いわゆるそういう業者、そういう人とおつき合

いをするような、いわゆる最も民間企業でも許されない、さらにもっと厳しい要求をされる地

方自治体の市長がこういった高潔でなければならない方が、こういう、私に言わせればインチ

キの方々とこう多額の取りヲ |きをする行政姿勢を私はお伺いしているんです。それがあたかも

疑いがあるがごとく一一疑いがあるとか、ないとかの問題じゃない、行政姿勢、市長が清潔で

あるんならば、なぜこんな人と取り引きをしなければならないんですか。もっときちっとした

業者と取りヲ|きをすればよろ しいじゃないですか。イ可もあそこだけが都立高校の用地じゃあり

ませんし……。

0議長(高橋通夫君)

0市長(森田喜美男君)

市長。

南平の用地を持っていた鈴木独歩、あるいは取り引きという

ことになりました新日本エンタープライズの国井という人、この人たちと北条 忠氏との例は

これは別個に見ていただきたいと思います。

そして、私は南平の独歩さんが所有していた土地を何とかして取り上げなきゃならな t'0そ

れで、独歩さんと会ったのは 2回か 3回程度でありますけど、随分債権、債務が多かったよう

でありますから、私どもの最初の交渉というのは市に寄付をいたしませんかということから始

めました。その後、寄付をすると本人も言ったんですが、寄付をした場合でもやはり債務が伴

ってまいりますし、債務を処理するとそれがまた所得になって課税される。ますます、つまり

何ですが、債務から逃れられないということでありまして、そういう状況であるならば、もう

あきらめる以外になし可から打ち切りまし ようというふうに申した、申しておりました。その直

後別のその国井という人は私は 1度もあった ことがないんですが、日野市に、開発公社に参り

まして独歩と交渉をした価格で納めるならば全くそしてまた無傷の状態で納めるならば引き取

ってもらえるというお話だったわけでありますから、それは当然、でありましようということか

ら始まった、こういうことでありまして初めから鈴木独歩さんのことはかなり知 ってましたけ

ど、国井という人、あるいはエンタープライズという会社、これらのことを特に知識として持

っていた、あるいは面識があ ったということじゃ全くありません。たまたま独歩と交渉してい

た当時の、つまり、これは正当に測量 し、それから評価を定め、鑑定等によ って評価を定め、

それによって行っていた交渉がそのまま継続する ということになれば私は日野市の市内の非常
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に荒れた所、言うなれば日野市の恥部のような所を何とか区画をするとい う努力はしなきゃな

らない、そうい うふ うに思っておりました。

防災、 つまり非常に荒れてますから緑地として保存するにしても防災措置をしなきゃなりま

せんし、防災工事と、それから緑化と、あわせて都立高校の造成によってそれらが構築物によ

ってその処置ができれば大変見事な成果だ、このように思ってその後の取得交渉が進んだ、こ

ういうことであります。

したがって、初めからそれらの人物の性格でありますとか、これを確かめた上でということ

ではなかったんですけど、無傷になってですね、全く更地として納められたということであり

ますから 、その間に私は特別忌まわしいこと等はあり得なかった、こ のように思っておるわけ

であります。

0議長(高橋通夫君)

0 1 9番(市川資信君)

市川資信君。

市長の今答弁を聞いておりまして市長の答弁を信ずる以外に

ないわけですけれども、少なくとも市長、神聖なる都立高校を片やつくる用地の買収、その取

り引きした社長が殺人容疑で逮捕された、片や緑と清流をうたい文句にする自然を守る会の会

長、ナ ショナノレ トラスト の会長北条氏も同じよう にやはり最も清潔を求められるその役職の人

が詐欺行為、それも単なる詐欺行為ではない、多額の詐欺行為で逮捕された。確かに今市長の

言われたような経緯の中であったかもしれません。それは市長、信じます、 信じますけれども、

結果的には本来ならばアーチを掲げて都立高校の神聖なる都立高校の建設、一日も早い完成を、

これは今も願っておりますけれども、やはりそういう汚された容疑のあるようなと ころの会社

と取り引きしたということについて、市民感情として私は素直にそれを認めるということがで

きないわけであります。

それはそれとして、それではもう 3、 4点目のたとえばこの点については市長、何ら回答い

ただいてないわけですけれども、高幡の福祉センター違法建築の点について本来ならばこれは

進退伺いに値する問題だろうと思うんです。先ほど申した武蔵村山の荒田重之市長はいわゆる

建築確認がおりる前に事前着工だということが主たる違法の原因なんです。それで、違法建築

というのは物置の一部分だけであります。それですら保守系の市長でございますけれども、辞

職した。片や三中の新設校をうたい文句に必ずっくりますと断言しておきながら三沢中学に学

区変更して二つの過密校をつくりながら平然としていられる市長も幸せなんですが、東久留米
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市長の吉田三郎氏のように責任をとって辞職しておる。余りにも相反する、対照的なんで私は

市長がいま少しこの点に関して責任を感ずる答弁をいただけるものと思 って質問したわけであ

ります。それが私の再質問までこの点については何ら触れずじまいであります。

この点についてやめられた東久留米市長の吉田三郎氏、また、 東村山の荒田重之市長両市長

のこういった責任をとってやめられた市長に対して市長はどうお考えになっているんでしょう

か。少なくともこういう責任感の重い市長に私は何も市長、やめろと 言っているわけじゃあり

ませんよ。けれど も、こういう例があっ たんだ、同じ ような問題で。 その所感を聞きたいんだ

ということをはっきり申し上げているんですから市長ははっきり所感を言 うべきではなかろう

か、こう思 うんです。

0議長 (高橋通夫君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 問われればそれは お答えをしなければなりませんけど、所感

というものはやっぱり個人で持つべ きものであ りま して、それを洗いざ らい言わなきゃならん

ということ もないんではないかと思 って おります。そして、東久留米の例、あるいは武蔵村山

の例、日野市とは別に関係がそうあ るというふうに私は思っておりません し、 その事情その事

情があるはずであり ます。私はそれほどそ のことで不当な こと を したとか追い詰められるだと

かというふうには思っており ません。

0議長 (高橋通夫君 ) 市川資信君。

0 19番(市川資信君 ) 市長の行政姿勢がこれでよく わかりました。これではやはり

3中もできなかったのも無理はない、こ う私は思います。

それとですね、私もかなり はっき り先ほど質問いたしま したが、通し号俸制度の件について

も時代とと もにこういったものは改正していくんだというその一言だけだったんですね。時代

とと もに改正 していく んだ。 しかし、時代とともに改正したあの当時、いわゆる官民格差の賃

金ベースの差額が出たとき に通し号俸制を導入した 自治体 もありますし、官民格差の是正を図

つでもなおかつ通 し号俸制を導入 しなかっ た自治体 もある。日野市の場合には通し号俸制を市

長が就任するやいなや何か過去の議事録、あ るいは過去の経験された議員等に聞く と、 これを

通すとき に大変議会がもめたということもお聞きしております。その悪政が、悪法が今もまか

り通っているわけですから、この際、 この地方自治体に行財政改革を強く迫られておるとき に

その諸悪の根源である通し母俸制に取り組む真剣な姿勢の答弁がなかったんです。真剣なる姿
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勢の答弁がなかったんです。真剣なる姿勢の答弁をいただきたい、かように思うんです。

0議長(高橋通夫君) 市長。

0市長 (森 田喜美男君) 答弁はさきに石坂議員にもお答えをいたし ました。( i私は

いなかったんですJ iそれはあんたが悪いJ i答えたよ」と呼ぶ者あり ) それから先ほど

( i質問者が違うんだよ、何言っ てんだよJと呼ぶ者あり) 取り組んでおりますという こと

を申し上げました。それで御理解をいただき、経過を見ていただきたいと思っております。

0議長(高橋通夫君) 市川資信君。

0 1 9番 (市川資信君) せっかく一生懸命一般質問をしようとして、これは私、市民

の代表として議員 というのは‘出て言っ てるんで市川資信個人が市長に聞いてると思ったら市

長、大間違いですよ。

このような通し号俸制の悪法がまかり通ってる、これを再三各議員が追及 している件に関し

てこういう あいま いな答弁にな るような、ならないようなこと をしゃべっているような市の市

長の行政姿勢に対して私は不満を言ってるんですよ。

それではもう一遍、市民会館建設に伴う国庫補助金を断った理由というものをやはり先ほど

はっきりお聞かせ してもらえなかったんです。どういうことでお断り になったのか、防衛庁の

補助金であります。

O議長(高橋通夫君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 事業を行います際には年次計画 というものをやっぱり具体的

に持たなきゃならないわけでありますから、その際に間に合うか、間に合わないかと いうよう

なこと は大きな要素である、このように御理解をいただきたいと思います。 ( i何に間に合 う

の」と呼ぶ者あり)

0議長(高橋通夫君) 市川資信君。

0 19番 (市川資信君) 今、私の質問に対して市長の答弁に私がお聞きしたいという

ようなことをやじというんでしょうか、 言われてたんで、間に合うか、間に合わないかという

ことなんですね、 本当に。私は冒頭、先ほど 3億か 4億になろうとする補助金であるんだから、

たとえ建設が 1年延びてもいいではないか、それをもらった上で建設すべきではないかという

ことを質問しているわけです一ーに関して市長と見解違うんです。早く間に合うか、間に合わ

ないかの問題。何が間に合うか、間に合わなし可かなのか、 それを具体的にお答えいただきたいと思
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0 19番(市川資信君) ょうやく市長の気持ちがわかりました。なるほど市長選に向

農地を借りるのも貸借期限は 5年ということであります。いずれお返ししなければならない用

地だと思うんです。きのうのいわゆる小笠原製作所のあの用地のいわゆる公園にしていただき

たいという請願の件もそうでございますけれども、お金がないのならいざ知らず、なぜ、この

駐車場を 5年間というような短期契約でなくて恒久対策を立ててきちっとした駐車場の確保が

図れないものだろうか。

緑と清流もまた同一であります。緑に関しては多少の補助金、あるいは苗木の配布等行って

おりますけれども、清流に関しては全くの落第点だと言わざるを得ないんです。本年度の水路

清流課の当初予算が 7億9，000万円、これは総務費も入ってであります。もう明らかなよう

に下水道計画、終末処理場の進捗状況からも各自治会の用水堀の汚染等からも緑と清流という

うたい文句、少なくとも清流は今後削っていただけなし可かどうか。あなたが市長に就任された

ばかりならば努力目標であるとか今後への期待等を込めて理解できるのでありますけれども、

少なくとも 12年経緯しようとしている今日、幾らお人よしの私どもでもなかなかこれを容認、

看過することはできないんであります。

この 12年間のことを一つ一つ挙げれば枚挙にいとまがありません。たとえば先ほど一貫性

がないということの中で幼保一元の件もそうでした。ごみダストボックスの廃止の件もそうで

した。どちらかといえば私は先ほどは市民の、あるいは議会の話を聞いていくと言っていなが

ら私に言わせればイデオロギーが先走って政策実行面がこれに伴ってないということと優秀な

プレーンがこの 12年間になかったことも政策実現に結びつかなかったことではないかと思う

のであり ます。やはり、これもやはり森田喜美男自身の人間性の問題ではないか。

ある退職した部長がつくづく言っておりました。森田市長は猪疑心が強くて困ったものだ。

もっと部長、課長を信頼していただきたい。信頼していただければもっと仕事もできるのにね

ということをしみじみと言っておりました。

ひとつ、これらについてですね、もう答弁は結構ですが、時間がありませんから結構なんで

すけれども、市民のために、 1 5万市民のためにひとつ心して政策に当たっていただきたいと

いうことを特段申し上げて私の一般質問を終わらせていただきます。(拍手)

O議長(高橋通夫君) これをもって 2の1 森田革新市政 12年間の功罪に関する質

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

し、ます。

C議 長(高橋通夫君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 市長選に私はある程度の公約を行っております。 市民会館は

次の任期でつくるとい うことを申し上げております。したがいまして、その任期内になるべく

間に合うようにという こと を年次計画と して設定するのは当然ではないかと思っております。

0議長(高橋通夫君) 市川資信君。

かつて早く完成させなければ、公約だから。なるほどそれは市長の見事なものですね。ならば

その貴重な市から持ち出す 3億、 4億という肩がわりする市税をむだに使ってもそれは一向に

差し支えないというこ とに成りかわるわけですけれども、そういった財政豊かな日野市の中に

あってはぬるま湯につかって行政を行える市長の考え方はそうならざるを得ないのか、まことに

もって市民をもって嘆かわしい、悲しい私は今の答弁だろうと言わざるを得ないんであります。

結構です。

私は今回の一般質問で官頭申し上げましたように、森田革新市政の 12年間の流れというも

のを一つ一つ自分なりにひもといて質疑させていただいたわけであります。私は今、森田市長

の答弁等踏まえて私なりに判断というか、感じたことを申し上げればやはり確固としたビジョ

ンというものを持つてない、このことがあらゆる行政の面に災いをもたらしている、いわゆる

一貫性がないんだというふうに思うわけであります。

先ほど申し上げましたように日野市の基本構想、緑のマスタープラン、浅川の利用計画その

他いろいろと老人憲章でありますとか、これはお題目ですから、あるいは市民憲章であるとか、

そういったものは別として構想を立案しながら先ほど市長は 3年、 4年でできるものではない、

長い時間をかけてということですけれども、長期計画というものは、これは早くつくって、そ

れを分析して中期計画、短期計画、実施計画ということにするのがこれは行政のいわゆる手順

であり、また基本でもあるわけですから、もう物によっては 5年も 6年もたってるものもある

わけでありますから、ひとつ、こういった実施計画というものをぜひ早急につくっていただき

たい。いわゆる目先行政に走らないでいただきたい。

現在でも日野市の庁舎の周辺には自動車が駐車場がなくて因っております。来年市民会館が

完成されれば周辺の農地を一時貸りて急場をしのぐとい今ことでありますけれども、これらの
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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ます。よって暫時休憩いたします。

午後 2時 31分休憩

午後 3時 4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。

一般質問 3の1. 25億円にのぼる医療保険の不正請求問題に関連して、日野市における国

民健康保険の医療費通知市肢を再び問うについての通告質問者、橋本文子君の質問を許します。

( 1番議員登壇〕

01番(橋本文子君) 通告いたしました表題に沿って日野市における国民健康保険の

医療費通告制度を再び質問をしながら国民健康保険が少しでも赤字が少なくなるように運営を

していただければと思います。

つい先ほどですけれども、去る 11月 10日の厚生省の発表によりますと、 58年度の保険

医療機関等による悪質な架空請求、あるいは水増し請求が史上最悪であったという報告がなさ

れています。ちなみに保険医療の請求に不正の疑いがあるとして 58年度中に厚生省や都道府

県の監査を受けた医療機関は 294カ所に も上っています。保険医 としては 30 9人もの医師

が監査を受けたと報告されました。その結果、 51の保険医療機関が指定の取り消し処分を受

けました。これは最悪の記録でございます。また 43人の保険医が登録の取り消しを受けてい

ます。こちらの方も過去最高の記録であったと新聞に書かれています。返還金の総額は実に25

億49 0万という膨大な数字になっています。その上、悪質機関の中でもとりわけたちの悪い

1 9機関に対しましては不正金額に 1割を上乗せされる加算金制度が今回初めて適用されたと

いうことです。その額は約 1，400万円で、このことからしても悪質な算術医が増加している

ことが裏づけられたと 11月 11日の毎日新聞では報道されています。

不正の中身について具体的に挙げてみますと、基準看護の制度を逆手にとった書類の鍛造が

まずは目につきました。つまり看護婦の数が一定基準を上回っていれば割り増し看護料が支払

われる制度がありますが、これは 58年度の2月に制度化されたものですが、これを取得する

ために幽霊看護婦を書類上仕立て上げることによって不正に割り増し分を請求するというやり

方でございます。 この不正請求額が一番多かった医療機関として金沢市の大手町病院が挙げら
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れています。 3億 6，0 0 0万円の不正請求の裡造が発覚しています。石川県の厚生部と県

警捜査二課の調べを受けて院長が辞任し、さらには不正受給による詐欺罪と 8億 4，000万円

の脱税のため取得税法違反で起訴され、現在、金沢地裁で公判中だということでございます。

また、もう一つの問題点といたしまして硫酸ポリミキシン Bという抗生物質の振りかえ請求

が取り上げられました。多くの病院が大量に使用し不正請求を行ったとして一斉に監査の対象

となったわけです。その結果、摘発されて返還させられた金額が約 9億円にも上りました。朝

日新聞によりますとこの硫酸ポリミキシン Bは寝たきり患者の勝脱炎などを治療するために広

く使われる薬で保険診療に使えるのは注射用 50万単位の製品に限られています。しかし、大

病院の多くはこの薬価基準に収載されていない別の製品を使いながら注射用 50万単位のもの

を使ったことにして不正に請求を行っていたそうでございます。そのほかにも全く何の治療も

行っていない健全な歯に歯の歯科修復や欠損補填の処置をしたように見せかけたもの、あるい

は他の歯科医が治療したものまでさも自分のところで治療したように見せかけて 2，20 0万円

以上の不正請求をしていた東京中央区の歯科医師の問題等自に余りあるものばかりです。

このように非常に悪質な医療機関や医者の生み出される背景として、厚生省では医療費が幾

らかかったかを保険者が患者に知らせる医療費通知運動が行き渡り不正摘発のきっかけがふえ

たことを要因のーっとして見解を述べています。この厚生省の見解に従いますと、今、どの自

治体でも同じことですが、国民健康保険に関しましては、この医療費通知制度がないわけで、

これらの不正が行われていても全く摘発できないというのが、今の国保の実態ではないかと思

うわけです。

そこで本日の質問に入りたいと思います。

そのーっといたしまして医療機関が 58年度に行った不正請求額が 25億円 という記録的な

数字を示しましたこの要因のーっとして硫酸ポリミキシンの乱用が厚生省の調べで明らかにな

りました。しかも、薬価基準にも収載されていない保険診療対象外の薬を使っているにもかか

わりませず、そのレセプトの上では注射用 50万単位を使ったように見せかけ不正な請求をし

ていた実態があります。この問題に関して日野市の国保の実態を調べたことがあるのかどうか、

この点を 1点お伺いをしたいと思います。

それから、 2点目といたしまして幽霊看護婦の水増しゃレセプトの担造等の不正行為に対し

て摘発の効果が上がっ たのは医療費通知運動が行き渡 ったからだとする厚生省の見解がご ざい
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ます。この見解につきまして市民部長のお考えを聞かせていただきたいと思います。この件に

つきましては市長からもお考えを聞かせていただきたいと思っておりますので、よろしくお願

いをいたします。

それから、また一方では 11月の 24日の厚生省の発表によります と、中小企業の従業員と

その家族を対象とする政府管掌健康保険の医療費の使われ方について調べた結果が載っていま

す。 58年 5月の診療介についてでございますが、朝日新聞では薬、検査づけとまらずと大見

出しに書かれ、毎日新聞には薬づけ診療へ逆戻りと同様に大見出しでショッキングな表現が使

われています。これは全国の約 6，5 0 0カ所の保険医療機関から無作為に抽出いたしました医

科約 11万2，800件、歯科約 9，200件のレセプトから医療費の内容を介析したものでござ

います。その結果、 1件当たりの医療費が 1万 6，218円ということで前年度よりも 9.7%、

約 1割近い増加となっております。また、診療行為別に見てみますと投薬につきましては昨年

より 12.5 %、検査料が 16.1%、注射の場合は 11.4%とそれぞれ増加をしているのが実態

でございます。一方、医療費の構成割合でございますが、入院費、診療費の比率がともにダウ

ンする中で投薬、検査、注射の分野で逆にパーセンテージの増加が見られます。つまり医療費

のうち投薬等による薬剤の占める比率が実に 35.1 %という実態なのでございます。これでは

薬づけとまらずと新聞に書かれても無理のない話ではないでしょうか。

そこで三つ自の質問としてお伺いをするわけですが、日野市の国民健康保険における医療費

を診療行為別に分けてその中で薬剤費の占める割合はどのぐらいあるのかということが知りた

場合の調べではその額が 1万6，218円ということで前年度よりも 9.7%の増が見られたとい

うことですから、いろいろと疑問が出てくるわけです。

今まで申し述べました三つの点についてまずはお伺いをいたします。よろしくお願いいたし

ます。

議長(高橋通夫君) 橋本文子君の質問についての答弁を求めます。市民部長。

市民部長(藤浪竜徳君) お答えいたします。

おります。

また、医療の 1件当たりの医療費が幾らぐらいかかっているのが本当は知りたいところでご

ざいますが、その辺ももしわかればお知らせいただきたいと思います。前述の政府管掌健保の

まず第 1点目の硫酸ポリキシンの件でございますが、日野市で調査したことがあるかどうか

という御質問でございます。日野市で特に調査したわけではございませんけれども、都の検査

によって該当が発見されましたので通知をいただいて調査いたしました。

そCD結果、件数といたしまして 14件、これは市民の 2人の方でございますけれども、 55 

年の 7月から 56年の 12月まで約 1年半の間ですけれども、 14件で金額として 140万円

でございます。医療機関は大学病院となっております。これはすでに過誤納、過誤調整という

ことで相殺は済んでおります。一応硫酸ポリミキシンの件については以上でございます。

それから、レセプト通知について厚生省の見解についてということでございますけれども、

大変むずかしい御質問でございます。まだよくわかりませんけれども、私の考えといたしまし

てはレセプト通知、医療費通知でございますけれども、保険、被保険者に対しまして健康とい

うものを認識してもらうというためにこのレセプト通知があるというふうに理解しております。

それで、いままでの経過を申し上げますと、この医療費通知につきましては、東京都の指導

によりまして、昭和 56年度から全保険者に実施しております。その内容につきましては年 1

回、 1カ月のレセプト約 5分の 1を通知しております。すでに 3年を経過しております。 59 

年度は 1カ月のレセプ卜の約半分、 2分の 1に件数をふやして実施する予定でございます。

このレセプ卜通知の今後の実施についての件でございますが、今後東京都の実施、指導をも

とに今後も国保事業の中で医師の増加などを考えていきたいと思っております。

それから、 3点目のレセプトの、いわゆる医療費の分析をしたことがあるかということでご

ざいますけれども、現在のところ実施しておりません。御期待に沿いませんけれども、まだ内

容的にそこまで分析はしておりません。国保の連合会の方から一応審査を受けたものと信用し

ておりますので、特に内容については検討はしておりません。ただ、一つの重点事業といたし

ましてレセプ 卜のいわゆる不当利徳、それから第三者行為、そういったものについてのチェッ

いと思います。

医療の内訳と申しますのは診察、検査、注射、投薬、入院と大まかに分けて五つの段階に分

けることができますが、この中で特に注射、投薬を合わせた薬剤比率、が知りたいと思います。

たとえば、この新聞に発表されておりますように 58年度 5月の同じ時点においての診療分

についてお伺いをできればいいと思うわけですが、日野市の場合、あるいは国民健康保険の場

合、それが実際に行われたことがあ るのかどうか、また、そういうことがやる気があるのかど

うか、あるいはもうすでにやっているのかというところから伺わなければならな~，かと思って
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クはしております。いわゆる国保から社保に移ってそのまま、にもかかわらず国保を使用した

という不当利徳がございます。それから、第三者行為ということでいわゆる交通事故によりま

して本来ならば加害者が払うべきものを国保を使ってしまったという第三者行為がございます。

これらの点検はしておりますけれども、いわゆる医療費の分析、使用分析については特にやっ

ておりません。以上でございます。 (r 2番目の問題、質問に対しまして、市長の御見解をお

伺いしたいと思いますJ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 〉 国民医療の保険制度に当たりまして診療費の医師の不正請求

ということがときどき新聞紙上等をにぎわすことがあるわけであります。確かに医療事業の特

殊性といいましょうか、 生命を取り扱う分野でもありますので、なるべく医師の良心、あるい

は善意というものを尊重して成り立っておるのが現在の医療費の請求並びに支払い請求である、

このように考えております。例外的にその盲点を利用して、そうして医療費の不正請求、ある

いは不当利徳が行われることはきわめて遺憾なことであります。そしてまた国民健康保険事業

のような事業を営む立場からも経営者として、あるいは被保険者としてそういうことがあって

はなりませんし、また許されるべきものでもないということ はも う申すまでもありません。

そのことについて橋本議員さんからもこれまでその公正さを保つためにレセプト通知をしば

しば行うことが必要である、 1固と言わず数回やるぐらいな熱意を持て、こういう主張をいた

だいておるわけでありますが、全体的に東京都のまとめた指導でありますとか、あるいは都医

師会と東京都行政当局との申 し合わせだとかというものが一応先行するものですからー自治体、

あるいは一国民健康保険事業の管理者としてそれ以上のことがなし得てない、そういううらみ

があろうかというふうに思っております。これまでいろいろなそういう問題を論議する都度、

よりレセプト通知回数を少なくももっとしばしば行うということを申し立てておるわけであ

りますが、まだ変化を見るまでには至っておりません。

今後、制度上の欠陥を補うために、また本来大多数のまじめな医師の方々に迷惑や、あるい

は及ばないようにするためにはむしろレセプト通知を診療を受けた本人にもよく知らせてそう

いう中で健全な保険事業が成り立つということが必要であるというふうに考えておりますので、

今後ともその考え方に立ち実現ができますように努力をしてまいりたい、このように考えてお

ります。
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橋本文子君。

どうもありがとうございました。

努力をするという今、御回答いただいて、その努力の結果が出てくるのがいつなのかな とい

うのが実は私の関心事でございまして、努力、努力でやってもなかなか市民のサイ ドに立っ た

国保のあり方になってこないというのが今の、これは 日本じゅう全体の問題ではあるんですけ

れども、問題点だろうと考えているわけです。

今の市長の御答弁の中で、たとえば全体にまと められた中で都の指導を受けながらやってい

る、年 1回、部長からも御答弁いただきましたけれども、年に 1回これまでやってきて確かに

1 0月分を 12月にやるんでしたか、それを 3年続けてき た。こと しはその年 1回ではあるけ

れども、多分 2分の 1になって 2割から 2分の 1にふえていると思うんですけれども、 1カ月

の中でたとえ全体をしたところで私はしょせんそれは医師に、医者の側に構えさせるという結

果になるだけで、毎月きち っと行わない限りその医者の不正請求、あるいは不当利徳をねらっ

たやり方というのは一向におさまらないんじゃなし可かというふうに考えるわけです。と申しま

しでも私がすべての医療機関、あるいはすべての医者がそういう不当利徳を上げているんだと

言っているのではないわけで、そういう意味からいきますとやはりきち っとやっている、医療

行為をしている医者にも逆に迷惑がかかってしまうような今のやり方、もうすべての医者がさ

も、こう不正請求を受けるような、やっているような印象をこういう新聞なんかで見てもわか

るわけですから、思わせてしまうわけですから、むしろ医者の側にとってもきちっと患者と医

者と、あるいは保険者とみんなが納得のできるやり方をするためにはレセプト の通知をする以

外にないであろう、それも毎月必ずやるんだ。社保なんかで行っているようにもうそれが当た

り前なんだというふうになっていかなければいけないと思います。

3点目の質問に関しまして全くやっていないとい う御答弁をいただいているわけですが、こ

れについて再度質問をさせていただきますが、この内訳を知るというのは今の制度の中ではで

きないものなんでしょうか。あるいは 1件当たり医療費がどのくらし可かかっているのかと いう

ことを知る方法というのは、今の制度ではないものなんでしょうか。その点、再度ちょっと御

質問をいたします。

0議長(高橋通夫君〉 市民部長。

。市民部長(藤浪龍徳君) お答えいたします。
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大変むずかしい問題でございますけれども、私、まだ、どういう仕組みで、どういう内容

のものか、ちょっと見ておりませんので、大変恐縮でございますけれども、できるだけこうい

うものをもしできるならばやってみたい、こういうふうには考えております。ただ、それが実

現できるかどうかちょっと自信ございませんけれども、何らかの方法があればやってみたい、

こういうふうに考えております。

0議長(高橋通夫君)

01番 (橋本文子君)

橋本文子君。

できることならやってみたいとおっしゃる。そのためには多分

今の人数では無理じゃなし可かなという職員の側の事情もあるのではないかというふうに私は思

うんですが、もし本気でやるとした場合に、 1人そこに人間を投入しでもやりますというわ考

えが市長にあるのかどうか、その辺をお伺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) 的確なお答えにはならないと思いますが、事務の能率化とい

うことで電算化事業にも進みつつあるわけでありますし、そのような中から自動的に求めたも

のが得られるようになる、そういう工夫をしてみたい、このように考えているところでありま

す。

したがって、これは別のお答えになるわけでありますが、日野市の場合に特に不正請求がか

くかくあったという、そういう状況はまだ把握されていませんので、むしろ、そういうことで

あるならば医師会にもお話をして公開と申しましょうか、こういう問題はなるべくフェアーに、

また、オープンにやることがお互いの信頼関係に役立つことでありますから、そういう医師会

に直接提言をしてみるという手もあるんではなかろうか、このように思いますので、そのよう

な機会にも申し入れをして協議の話題にしてみたい、このように思っております。

0議長(高橋通夫君)

01番(橋本文子君)

橋本文子君。

医師会にも協議の申し入れをしてやってみたいというふうにも

考えていると市長がおっしゃるわけですから、それ以上追及はしませんが、たとえば先ほどの

部長の御答弁の中で不当利徳というのはかくかくしかじかあった。 56年度から 59年までこ

の4年間、 59年と申しましでもこれは 10月までのものでしょうから、あと半年残されて い

るわけですから、もう少し 3月が来れば加算されると思いますけれども、不当利徳が 59年度

はまだ半年しかここに金額が出ておりませんが、それでも倍増しております、数字の上では。
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倍まではちょっといきませんけれども、かなりの額でふえています。この 4年間トータルして、

正確には 3年半ですが、 6，108万 2，631円という不当利徳がこの日野市という保険者、自

治体に対して保険税から支払われていたというのが、これは当然もう返されてきたものと理解

をしておりますが、この不当利徳というのは、実際に厚生省あたりが出された不正請求、ある

いは水増し請求の額に比べたら健保、一般的な会社なんかでやっていらっしゃる社保等の中の

比率からいきますと本当にわずかな額なんです。ですから実際にレセプトの通知をして徹底的

にそれぞれの国民健康保険を使っている市民が自分のものを自分でチェックするようになれば、

今ここに出てきている 6，000何がし、つまり月、年に直せば 1，500万ぐらいですか、こと

しはもっとふえますから 1，600万、 70 0万になると思いますが、年間そのぐらいずつ不当

に払われていたという、この額よりも恐らく私は 3倍や 5倍の数字は出てくるんじゃないかと

推測をしているわけです。ですから私が折に触れて執劫にレセプトの通知をしてほしし叱声を

大にして申し上げているわけでございます。

さらにもう一つ、国保のことについて問題点を指摘しておきますと 58年の 2月に老人医療

費の一部有料化が施行された結果、 7 0歳以上のお年寄りの受診率がダウンをいたしました。

率がダウンいたしましたのにどういうわけですか、 1件当たりの医療費は逆に大幅な増加をし

ているわけです。老人に対してこのことからも濃厚な医療が行われているということがわかり

ますわけで、その濃厚な医療と申しますのは、つまり投薬等が量の上でも、あるいは種類の上

でも大幅にふえたということを物語っていることになります。なかなかお年寄りが医者に足を

運んでこない、だからせっかく来られたところだからこの際、少し余介に必要のない薬も出し

て利益につなげようという悪徳の医師が出てきたということにもなるわけです。このことにつ

いて厚生省の見解も出されておりますけれども、医療機関が患者の減少による減少をカバーし

ようとして投薬などをふやした、これは厚生省の説明でございます。患者のためというよりも

薬をふやすということは必ずしも健康を守るということにはならないで、逆に必要のない薬を

投薬することによって体を薬害でむしばんでしまうという悪い結果が出てくるわけで、そうい

うことに対するこれは厚生省の警告だと私は思います。患者のためというより算術のための医

療をする医者が出てきたということではないでしょうか。

さらに、これは何新聞でしたか、朝日新聞でしたかね、朝日か毎日に出ていたものですけれ

ども、単純で発覚しやすい架空の請求などから最近では必要以上に投薬や検査を繰り返す濃厚
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な診療へと手口が複雑化している。この手口という表現、皆さん、どうお考えになるでしょう

か。これは決して正しい行為に対して使う言葉ではないと思うわけです。濃厚診療ということ

は非常にこれは皮肉な表現だと思います。そういう悪徳医師をふやさないためにも、そして被

保険者が本当の意味で正しい医療を受けられるためにも今後ぜひともレセプトの通知をこの日

野の自治体の中から私は全国に先駆けてこういうことは行われてもいいんじゃないかと思うわ

けです。

ぜひとも市長にこの件をお願いいたしまして、強く 要望いたしましてこの質問を終わらせて

いただきたいと思います。

0議長(高橋通夫君) これをもって 3の1. 25億円にのぼる医療保険の不正請求問

題に関連して、日野市における国民健康保険の医療費通知制度を再び問うに関する質問を終わ

ります。

次に 3の2. 市P協教育行政懇談会における学校施設の充実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) それでは 2点目の市P協教育行政懇談会における学校施設の充

実について問うという表題で質問を行ってまいります。

毎年、この日野市の中では市P協 と教育委員会とが行政懇談会を行っているわけですけれど

も、こと しも去る 12月 1日に大坂上中学校の食堂で開かれたそうでございます。私は残念な

がらこの場には参加できなかったんでございますけれども、その参加をされた父母側の方から

もう少しはっきり知りたいという御意見をちょうだいしておりますので、この場をおかりいた

しまして何点かに絞って質問をさせていただきたいと思います。

中でも一番要望の強かったのは校庭の整備問題であったというふうに伺っています。本年度

はどういうわけですか 1校も予算化されていなくて、この点PTAの中ではとても不満が多い

ようでございます。予算を組む段階では恐らく教育委員会の方から昨年の予算編成の時期に多

分要求が出されていたのではなl)かなと推測をするわけでございますが、それはともかくとし

て、過ぎたことについてはいたし方がありません。来年度について私はこの点を少しお伺いし

ていきます。

もうそろそろ予算決定が終わったのではないかというふうに、( r予算案、予算は 4月Jと

呼ぶ者あり )予算案の作業が行われつつある、あるいはもう終わったものもあるのではなし可か
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と思っておりますが、この問題につきまして教育委員会に対してお伺いしたいのは校庭整備の

必要な学校がどのくらいあるのかということと、ことしはイ可校分について申請をされたのかな

ということをお伺いしたいと思います。そして企画財政部長には 60年度の予算編成の中でど

のくらい何校分ぐらいなさろうとしているのか、予算化を考えておられるのか、 1点お伺いを

したいと思います。これが校庭の整備問題についてでございます。

2番目の問題といたしまして校舎の改修問題です。一つは大きな問題といたしまして先般も

文教委員会で五小の全面建てかえについての請願に対しまして全会一致採択をし、なおか

っこの本会議場でも皆さんの大変力強い街]賛成のもとにこれが通ったと いう経過の中で五小に

ついていつごろ、たとえば設計はいつごろ入れそうだとか、あるいは構想はどのあた りから入

っていくということでもよろしいですけれども、設計に入れば当然次の年は工事ができ るとい

うわけで、そのあたりがほぼお伺いができれば、今こう言っ たからそれがまた 1年ぐらいずれ

るかもしれな l)からちょっと言えないんだということではなくて、ほぼこのあたりでやりたい

んだというお気持ちだけでもお伺いできればと、これも企画財政部長の方にお伺いしたいと思

います。

それから、潤徳小とか四小等の改修問題でございますが、これは防衛庁の補助金等申請する

中で、 5 9年度の設計というのは確実なんでございましょうね。こ の点を 1点と、 つまり 59 

年度に設計ということは 60年度に工事ができるということにもなるんですけれども、それで

いいのかどうかということ。それから、七生中、あ るいは 2中の窓の部介について の改修、こ

れはできるだけ早い時期にということだったそうですが、どのあたりでどの年度で実現しそう

なのか、その2点のことを教育委員会の方へはお伺いをしたいと 思います。これが校舎の改修

についてでございます。

3点目といたしまして、体育館の トイレであるとか更衣室であるとか、あるいは換気扇、ま

た大型の運動用具を収納するための収納庫ですか、倉庫というんでしょうか、それはどのよう

な年次計画になっているのか、各学校について具体的にお伺いできることがありましたらぜひ

お聞かせく ださい。

四小と か平山小につきましてはおかけ.さまで水洗 トイ レになって大変皆さん喜んでおられる

ようです。これは学校開放、あるいは体育館開放との絡み等もありまして、どうしても体育館

にそういう施設がないと皆さん使いたい方が気持ちよく使えない、 学校側としましてもその校
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舎の中にどんどん入ってこられるようだとなかなかいろんな問題でそれは困るということがあ

るようでございますから、できるだけ早い時期にやってほしいと思います。 トイレとか倉庫の

ない体育館がたしか 10校ぐらいというお答えが当日の話し合いではあったそうですが、そう

いう認識でよろしいんでしょうか、その点もちょっとお伺いしておきたいと思います。

来年度に向けてどのあたりを予算計上をしているのかということが一番知りたい部分ですね。

この点の予算化に対しての対応、企画財政部長にあわせてお伺いをいたします。

4番目の問題といたしまして給食室の問題がございます。一小、四小は大変狭いということ

でなかなか見通しが立ちにくいというふうなお話なんですけれども、ただ見通 しが立ちにくい

というだけでも皆さんは満足をなさいません。それならそうで建物の改善、いつごろやっても

らえるのかとか建物の改善をする中でできるだけ中身も充実してほしい、あるいは、給湯設備

なんかももう少し大きいボイラーにしなければ石けんを使いたくてもなかなか切りかえること

ができないというふうな声もあるようですから、その点もお伺いします。

一小、それから、この前にも一度お話ししてあるんですが、一小と旭が丘小学校の炊飯器の

設置の問題です。ぜひとも学校の中で学校が単独にすべての給食を調達できるように、ぜひと

も早い時点で設置をしてほしいと思います。これの計画、具体的にございましたらお聞かせく

ださし 1。

それから 5番目にプールの問題に入らせていただきます。プールも塗装しなければならなく

なった古いもの、あるいはシャワーとか洗顔器が不十分で、生徒がなかなか思うように体も洗え

ない、洗顔も急いでできないというふうな不満があるようでございます。これについてどの程

度把握をしていらっしゃるのか、教育委員会でそういう不満をどの程度把握していらっしゃる

のか。これは衛生面の上からやはり重要な問題だと考えておりますので、その把握していらっ

しゃる中身をお聞かせ願えればと思います。

それともう一つ、通学路についてお伺いしたいんですけれども、管理課、土木課、教育委員

会が一体となって現場を見て安全対策を図っていると当日その話し合いの中でお答えをいただ

いたという御報告がございました。ですけれども、ただ現場を見て安全対策を図っていると言

われでも具体的にどんな場所が、また、どんなことが問題なのか要注意なのかということでや

はり把握してこられた問題、教育委員会の方からこれはお伺いをしていきたいと思います。

以上、六つの問題ですね、六つの観点から教育委員会及び企画財政部長の方からの御答弁を
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いただきたいと思います。よろしくお願いをいたします。

議長(高橋通夫君) 橋本文子君の質問についての答弁を求めます。教育次長。

教育次長(小山哲夫君) イ可点かにわたりまして学校施設の改善につきまして御要望

が出ましたので教育委員会の所管に関する御質問に対しましてお答えをしたいと思います。

まず第 1点目の、いわゆる校庭整備の問題でございます。現在、必要な学校は何校あるのか、

そして 60年度に向けてどの程度の校庭整備の予算化を目途としているのか、こういう御質問

でございます。

これは小中学校ともに共通して言える問題でございますけれども、いわゆる校庭整備の問題

でございますけれども、昭和 50年前後から以降、 5 0年以降つくられました小中学校につき

ましては新設する際に校庭の整備を行っております。したがいまして教育委員会の方といたし

ましては 50年度以降に新設されました校庭につきましての整備につきましては当介の問私ど

もとしては校庭整備をしなくて済むんじゃなかろうかというふうに認識をいたしておるところ

でございます。 したがって校庭整備につきましては昭和 50年以前につくられた古い学校で緊

急度の高いものから財政等の問題もございますので逐次整備をしていきたいという考え方を持

っております。そういった意味におきましての現在校庭整備ができてない学校数は何校かという

御質問がございました。現在、新設校を除きまして整地が行われてない学校につきましては、

まず小学校から申し上げますと一小、三小、四小、五小、六小、七小、高幡台小学校、そして

程久保小学校の 8校でございます。中学校につきましては、一中、二中、三中、四中でござい

ます。 したがって、 4校でございます。小学校 8校、中学校 4校、合計 12校というふうに御

理解を賜りたいと思います。

そこで 50年度以前の、いわゆる校庭整備につきましての予算化の問題でございますけれど

も、これにつきましては全部単年度でやれば一番いいわけですけれども、先ほど申し上げまし

たように非常に財政を伴う問題でございます。小学校の場合で申し上げますと小学校の場合は

中学校よりも校庭面積が狭いものですから、大体 59年度あたりの予算見積もりでまいります

と小学校につきましてはそれぞれ校庭面積は違いますけれども、平均を申し上げますと大体

3，000万ぐらいかかるであろうというふうに算定されております。中学校につきましては、

小学校よりも校庭面積が多いわけでございますので大体 1校当たり 4，000万ないし 5，000

万というふうに言われております。先ほど 59年度予算の中でどうかと いうことを言われたわ
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けでございますけれども、私どもといたしましては特に昭和 53年度から大体毎年 1校ないし

2校を校庭整備の目標といたしまして予算化lA実施をしてきでいるところでございます。一応

5 9年度につきましては程久保小学校の校庭整備の予算を要求いたしましたけれども、財政事

情がございまして校庭につきましては予算化されなかったのが現状でございます。明年度につ

きましでも先ほど申し上げましたとおり毎年 1校ないし 2校が目標でございますので、学校は

ちょっといまの段階では予算化されてない段階でございますので、申しかねますけれども、小

学校 1校、中学校 1校、言十 2校の予算要求を現在 60年度予算に向かつて要求をしているとこ

ろでございます。これが第 1点目の御質問でございます、御質問に対する お答えでございます。

それから第2点目の、い わゆる潤徳小学校、四小の窓枠改修についての御質問があり ました。

これにつきましては御質問者から御指摘があ ったとおりでございまして、 5 9年度予算の中で

防衛庁の補助金をいただきまして四小並びに潤徳小学校の窓枠工事の設計予算を計上させてい

ただきました。この設計につきましては現在終わっております。したがいまして、この窓枠の

具体的な工事につきましては昭和 60年度予算に向けましてこの工事費を計上 し、 実施をして

いきたいというふうに教育委員会としては考えているところでございます。

それから、七生中、二中の窓枠改修の問題が出ましたけれども、こ の点につ きましてはまず

私どもといたしましては、 小学校の方がやはり 緊急度が高いというふうな考え方を持っており

ますので、防衛庁の予算等の絡みもございますので、この点につきましては小学校の方の設備

が終わった段階で、また検討を進めてまいりたいというふうに考えてますので、 今の段階で、

いっこれに対する予算計上するかということにつきましては、ちょっと申しかねる、申しかね

る状態でございます。

それから第 3番目の体育館の トイレ、 改築、収納庫について の年次計画、 ある いは学校別に

どうか、早期実現をということについての御質問をいただきま した。小学校につ きましては、

現在いわゆる体育館の倉庫、ある L可は トイレ、 更衣室、これが現在ない学校が小学校で 11校

ございます。中学校は全部備えつけてございますので、小学校は整備を進めたいと 考えており

ます。 11校ほどござ います。こ れにつきましても、予算も伴いますので毎年 2校程度予算

化をいたしまして、これの トイレの設置の問題、あわせま して更衣室、ある いは収納庫、こう

いったものを設置する方向で一応予算化をいたしておる ところでございます。 59年度も 2校

分の予算を計上いたしまして進めていると ころでございます。したがって、あ と11校ござい
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ますので、 2校ずつ大体目標といたしましてこれらの収納庫等の取りつけ工事を進めていきた

いということでございますので、小学校につきましては大体 6年ないし 7年ごろには予算が 2

校ずつつきますれば大体整備ができるだろうというふうに私どもは考えているところでござい

ます。

それから給食関係の問題が 4番目に出ました。第一小学校、四小等の問題が出ましたけれど

も、第一小学校につきましては四小と限らず古L、小学校につきましては特に給食室が大変狭う

ございます。そういった意味におきましてさらにまた石けん水の切りかえの問題、あるいは米

飯給食を現在月 1回ないし2回でございますけれども、これを文部省の方の指導もございまし

て今後月 4回程度米飯給食をしろというふうな方針もございますので特に炊飯がまの問題とか、

あるいはまた回転がまの問題、洗米器の問題、あるいは先ほど御指摘がございましたように、

いわゆる石けん水の切りかえに伴いますところのボイラーの設置の問題等もございます。緊急

課題といたしまして私ども毎年予算化しているところでございますけれども、 59年度におき

ましても 1，200万円ほどの予算を計上いたしまして逐次回転がま、洗浄器等の設備の整備を

行っております。これまた予算も伴いますものですから全校にわたって単年度に実施すること

は大変不可能な状態でございますので財政当局ともよく連絡をとりながら逐次これらの整備を

図ってまいりたいというふうに考えておるところでございます。

なお、御質問の中で一小、旭が丘小学校の、いわゆる委託といいますか、委託による炊飯、

炊飯委託ではなくて直接学校で単独自炊ができるような方法はどうかという御質問が出ました。

確かに一小と旭が丘の小学校につきましては現在いわゆる委託炊飯をしておるところでござい

ます。できるだけこの 2校につきましては早期に自炊ができるような方法を教育委員会といた

しましては検討しているところでございますけれども、先ほど前段に触れましたとおり第一小

学校の場合ですと給食室が大変狭うございます。現在、回転がまが 6台必要でございますけれ

ども、 4台しか置けないという状況でございます。 したがって第一小学校につきましては給食

室等のいわゆる増築をしなければできないというのが現状でございます。それ らの施設の整備

の問題を一応考慮しながらこの点につきましての改善を進めてまいりたいというふうに考えて

おるところでございます。

同じように、旭が丘小学校につきましては、いろいろと栄養士、それから給食調理員等とも

連絡をとりながら今自炊に切りかえるような検討を進めておるところでございますので、これ
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らの学校当局の方の理解をまちながら自炊に切りかえるように努力をしてまいりたいというの

が教育委員会の考え方でございます。

それから第 6番目の、失礼しました、第 5番目のプールの、いわゆる塗装、洗顔器、シャワ

ーについての御要望、教育委員会としてはどの程度把握をしておるのかという、こういう御質

問でございます。プーノレにつきましては現在大体 1校ないし 2校を目標といたしましてのプー

ールの塗装等を毎年行っております。本年もたしか、予算書はございませんけれども、 1校な

いし 2校を目標といたしましてのプーノレの塗装を工事を進めているところでございます。これ

につきましては毎年 1校ないし 2校を今後の目標にしながら塗装工事の予算化を進めてまいり

たいというふうに考えているところでございます。

なお、その中でのいわゆる洗顔器、シャワーについてどの程度教育委員会としてはその必要

性を認識しているかという御質問が出ました。私ども教育委員会といたしましては学校プール

のシャワ一、あるいは洗顔器につきましては特に小中学校からこれに対する設置要望というこ

とは伺っておりません。 したがって現時点におきましては一応現施設において満足しているん

じゃなかろうかというふうに私どもは考えているところでございます。毎年予算要求する中で

各学校からいろんな施設要求、予算の要求が出てまいりますけれども、その中の学校全部当た

ってみたところ、このような、いわゆる洗顔器、シャワーをつけてもらいたいという要望は出

ておりません。したがって、これにつきましては、特に学校からそういうふうな要望が出た場

合にはこの点につきましての今後の検討を進めてまいりたいというふうに考えておるところで

ございます。

それから、あと第 6点目の通学路の問題が出ました。通学路につきましては一応各学校ごと

に通学路の設置につきましてはお願いをしているところでございます。したがって通学路につ

きましての計画は学校当局から教育委員会の方に提示をなさるわけでございまして、教育委員

会といたしましてはそれらの計画に基つoきまして施設整備が十介に必要であるかどうかという

ことを一応検討いたしまして必要な設備を設置する場合にはこれはそれぞれ管轄が違うわけで

ございますけれども、信号機につきましては日野警察署の所管でございますので日野警察署の

方に早期設置につきましての要望をしているところでございます。日野警察といたしましでも

特に信号機につきましては子供の交通安全に関する問題でございますので優先をしているよう

でございます。
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また、御質問が出ました管理課の関係につきましては、いわゆるカーブミ ラーと か、それか

ら標識等、あるいは手すり、こういったものは市役所の場合は管理課が所管でございますので

特にこういった手すりとか標識、そういったものの学校側からの要望があった場合には管理課

とも十分に協議いたしまして適宜予算化していただき設置をしておるというのが現状でござい

ます。特に管理課等の関係につきましては夏休み等長期にわたって休暇をとる場合に特に安全

を点検するということの意味から、夏には教育委員会の職員、あるいは団体の職員、管理課の

職員等とも協力をいただきまして各小学校、中学校の通学路の点検を行い、不備な点は補修し

ておるというのが現状でございます。

なお、今年度特に要注意の場所云々というお話がございましたけれども、たしか滝合小学校

とあと 1校、八小でしたか、信号機の設置、あるいは手すり等の設置要望がございますので、

これらを設置する方向で、管理当局の方に設置要望をお願いしているところでございます。

他の学校につきまして特に施設設備についての要望は伺つてないところでございます。

今後ともこの問題につきまして学校に協議が出ました場合にはできるだけこの通学路の安全

確保を図る意味におきまして教育委員会といたしましては鋭意怒力をしてまいりたいというふ

うに考えておるところでございます。以上でございます。

O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。

まず校庭の整備につきまして 60年度の予算化について企画財政部はどう考えているかとい

うことでございますが、この件につきましては現在予算編成の過程でどどいます。個々にここ

でどうなるかということは申し上げられません。ひとつ、その点は御了承いただきたいと思い

ます。ただ、要望の趣旨は十分私どもわかりますので内容をよく検討いたしたいというふうに

考えております。

次が五小の改築でございますけれども、現時点で五小の改築についての私どもの考え方は国

の補助金がつかなl'かどうかということを教育委員会の方に今調査を要望しているところでご

ざいます。私自身も防衛庁に参りまして改築の補助金がつくかどうかということも交渉してい

るわけでございますけれども、防衛庁の関係につきましては現時点では見通しが暗いというよ

うな状況でございます。

それから次が体育館の問題でございますけれども、体育館の収納庫、換気扇、 トイレ等の改
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修の問題でございますけれども、これも校庭の整備と同じような考えでございまして現時点で

どうなるかということにつきましては答弁を差し控えさせていただきたいというふうに考えて

おります。以上でございます。

O議長(高橋通夫君) 橋本文子君。

01番(橋本文子君〉 教育委員会の御答弁及び今企画財政部長の御答弁、すり合わせ

てみますと教育委員会のお答えを伺っているときは、ああ、できそうだな、大丈夫だなという

感じがするんですが、企画財政部長の話になってくると全く同じものが、あれ、これじゃあ全

くだめなのかなというふうな雰囲気もあったりして今ちょっと戸惑いを感じているんでござい

ますが、いずれにしても校庭整備の問題から考えてみましても、子供たちが校庭でそれこそ健

康をつくるために、あるいは子供同士でお互いに和をつくりながら楽しい経験をそこですると

いう大事な校庭、それが運動するのに適さないとなると大変困るわけです。

たとえば私もしぜずっと思い起こしてみるんですけれども、旭が丘小学校ができたとき、あれが

アン・ツー・カーであるという大変なふれ込みで、 前の教育長のころだったと思いますけれど

も、父母は大変喜びました。いざふたをあけてみたら、これがアン・ツー・カーかなというの

でみんなびっくりしたような状況もございまして、新設校はちゃんとやってるから大丈夫と今

もおっしゃったんですが、そのときに運動会がもうちょうど雨の翌日が運動会というふうな年

が 2年目かなにかにありまして、そのコーナーに来ると、建物の近い方のコーナーで、あれは

長距離も短距離もそうだったと思いますが、ころぶ子が続出したんですね、もう表面がぬるぬ

るしててとてもアン・ツー・カーどころじゃなくて運動に適さない、雨が降った後はどうにも

ならないと いうふうな状況があって、その年に教育長に、その翌年でしたかしら、教育長にお

願いをして砂をまいて急場を しのいだというふう なこ ともありました。ですから、アン ・ツー

.カーと簡単に言われてしまうと親たちは大変教育委員会に不信を持ってしまうわけですね。

実際にアン・ツー・カーというのは不可能だと思 うんですよ。だから、 今の舗装の仕方はたし

かクレー舗装だというふ うに伺っていますが、決してこれはアン・ツー・カーとは呼ばないも

のですね。表面、一番上が粗土と砂とロームを混合した土で、その次が火山の砂利が敷かれ、

その下にさらに水はけのためのパイプが通されている。その中にはやはり周辺には砂利がある、

置かれている、かなりな厚みで置かれているようですが、それはともかくとして古いところだ

けではなく新しいところもどうかするとだめなところがあったということでこれは慎重にやっ
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てほしいなというふうに思います。

それと 1点この件でちょっとお伺いしておきたいのは潤徳小、二、三年前に整備されたとい

うふうに伺っているんですが、 もうすでに父母の聞からちょっと運動場の整備が十分ではない

という声がぽつぽつ聞こえてくるもので、すから、その辺についての御認識はどのようになって

いますでしょうか、ちょっと今そのことをお伺いできますか。

0議長(高橋通夫君〉 教育長。

0教育長(長沢三郎君) お答え申し上げます。

潤徳小学校、それから第八ノト学校等一応年次計画に基づきまして校庭の整備をやってきてい

るわけでございますけれど、特に乾燥期に砂じんが舞い上がるというような形で一応周囲の方

々、そういうところから学校当局の方に何とか砂じん防止の対策を考えていただけないかとい

うような要望が校庭整備をやった学校でも季節によってはあるということは聞き及んでいるわ

けです。教育委員会の方でもいろいろ事務局を中心に検討をいたしまして何か土の中に、ちょ

っと忘れましたけど、ある物をまぜてやると非常に効果が上がる。去年 1校ほどそういう形で

検査をした学校がございまして、できれば本年度以降そういう校庭の砂じん対策等については

ある程度対応できていくんじゃないか、 こう考えています。

0議長(高橋通夫君)

01番(橋本文子君)

橋本文子君。

わかりました。そういうことで 1度手直しした、整備をしたに

もかかわらずまだ不十分ではないかというふうなことが出てくるとこれはやっぱりどうも工事

を、どう いう工事でやるかというのを決めるときに十分検討がなされていないんではないかと

いうふうな心配も出てきていますので、そして、先ほどの旭丘小の新設校であってもだめであ

ったというふうなことがありますので、ぜひともそれぞれの学校の土は違うと思います。その

地域によって土の層が違うわけですから、それらを十分検査した上でそこに一番ふさ

わしい工事の仕方というのを採用してほしいと強く要望をしておきたいと思いま

す。

この件について、企画財政部長は答えられないということでございましたが、 ぜ

ひともことしは 2校と 言 わず、 3校でも 4校でもできるだけ早いうちにこういうこと

はやった方がいいというふうに思いますので努力をしていただきたいと要望をしてお

きます。
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それから体育館のことにつきましでもなかなかまだ答えられないんだというふうなことで、

いや、一方では学校開放を言いつつ体育館開放を言いつつトイレもない、あるいは大型の運動

具がそこに積み上げられていて体育館が十介活用できないというふうな事情があるということ

ではその学校開放、体育館開放もかけ声どおりにはできないという事情が出てまいります。そ

ういうことを考えながらやはりできないんだということじゃな《て、こたえられないというん

じゃなくてぜひともこれだけはやりたいと考えているんだというぐらいのお答えがしていただ

けなかったなと今つくづく思うわけです。

給食の問題、その旭小について、旭が丘小についてちょっと気になるお答えだったんですが、

その連絡をとりながらやりたい、それは当たり前のことなんですけれども、その連絡をとりな

がらという中にどうしても炊飯給食はしたくないんだというふうな何か携わっている方の中で

お話でも出ているんでしょうか。そうでなければ旭が丘小学校の場合は四小ほど狭し 1から困る

という問題はありませんし、比較的これは新しい給食室ですから、つけようと思えばすぐに取

りつけられる状態だと思います。ですから少しでも安全な給食を子供たちに食べさせるという

観点からことしのこの時期の来年度に向けての予算編成の中へぜひとも加えてやっていただく

中で丁寧な話し合いを栄養士さん、調理員さん等されて皆さんが気持ちよく、じゃあ

来年からがんばりましょう、というふうになるようにもっていっていただきたいと思

います n

プールについてシャワーとか洗顔器、余り要望が出てないというお話ですが、父母の中から

はかなり伺っています。もう少し御丁寧に調べていただけたらいいなというふうに思っていま

す。

それで、今、最後に企画財政部長にぜひともお伺いしたいんですけれども、通常の管理費と

いうのは毎年その工事によっても額が変わってくると思うんですけれども、たとえばほぽ来年

度はどういう工事が入っている、一般的に管理、その 28校ですか、 28校を賄うにはどのぐ

らいの管理費が要るんだというふうな大まかな枠ができて、それで財政課の方でいろいろと企

画財政の方で中身についても検討されるんだと思うんですけれども、この 60年度のこの通常

の管理費というのはどのくらい考えられているのか最後にお伺いしたいのが 1点と、再質問で

すね。

それから、財政的にどのように配分するかという問題ですが、たとえば、この日野市でなく
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別の市等の状況を聞きますとある程度枠が決まったらそれを教育委員会にお渡しして教育委員

会の方で優先順位を決めて一番わかっている人でやってもらうんだというふうな市もあるとい

うふうに伺っておりますので、今日野市ではまだそういう形にはなっていないという実情の中

でそのような方法が考えられるのかどうか、その配分について教育委員会の方へむしろお任せ

してね、もちはもち屋で考えていただくというふうなことはできないのかな。むしろその方が

企画財政としてもやりいいんじゃなし可かなというふうにも思うんですけれども、その 2点につ

いて最後にお伺いをしておきたいと思います。よろしくお願いをいたします。

0議長(高橋通夫君) 企画財政部長。

0企両財政部長(前田雅夫君) お答えいたします。

昭和 60年度の管理費をどう考えているかということでございますが、これにつきましても

先ほどの答弁と同様ですね、今、各課から予算要望をとりまして ヒヤリングをしている最中で

ございます。したがいまして、この金額につきましてまだ申し上げる段階ではございません。

それから、 2番目の管理費の枠配分の関係でございますけれども、市が抱えている公共施設

の中で学校の占める割合、いわゆるウ工ートがかなり高いわけでございます。今まで人口急増

ということで、学校の新規開設、それから増築に追われてきたわけでございます。したがって

古い学校の、いわゆる営繕と申しますか、改修がかなりおくれてきているというふうに一応理

解をしておる次第でございます。

私ども、現時点で学校の施設の、いわゆる改修計画、いわゆる営繕を含めたそういった改修

計画を全体的なものをつくりまして、それで、どうしてもすぐやらなきゃもう、やらなければ

いけない修繕、それから年次計画でできる問題、そういったものを仕分けをして対応をしたい

というふうに考えております。 60年度の予算のヒヤリングの中でそういった管理費の枠配分

をどうかというようなやりとりをしております。今後さらに検討を進め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)

01番(橋本文子君)

橋本文子君。

いろいろと要求を出してまいりましたが、私自身も PTAのー

員でございまして、いろいろと考えること、感じていることがたくさんあるわけです。ですか

ら、きょう申し上げたのは本当はまだまだ言いたいことの半分にも達してないというふうに私

は考えています。
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今後、今も教育費の占める割合は大変パーセンテージが高いというお話でございましたが、

それはもう当然のことで、教育というのは人をつくる仕事です。教育を充実しなくてもう福祉

もそれこそ道もすべての問題が環境を守ることについても、人間つくることですべてのことが

私は片づくと思っていますから、教育費にかかり過ぎて困るから削りましようとか、これは少

しおくらせてもしょうがないやということじゃなくて、すべてに優先して教育の問題は真剣に

取り組んでいただきたいと思います。

それできょうも市川議員でしたか、三中問題に触れておられましたけれども、やはり私も三

中問題、確かに校区の線引きを変えることで三中の生徒は多少は減ったかもしれませんが、三

沢中がそれで、そのままでいいかというと必ずしもそうではありませんし、もう 1校やっぱり

つくった方が中学校の全体の生徒数からいえば妥当な線ではないかと私は考えています。

( iそのとおり」 と呼ぶ者あり)

学校教育の予算、どんなことがあっても削ったり、あるいはおくらせたりしないで、できる

だけ最優先をし、子供たちのよりよい発達を願って、私たちは、大人はそれこそ行政も親も、

あるいは教師も一体となって遇進してし 1かなければと思います。( rそうだJと呼ぶ者あり)

もう時間がいっぱいになりました。言いたいことはまだまだたくさんございますけれども、

また教育については今後いろいろと質問させていただくかと思います。どうもきょうはありが

とうございました。終わります。(拍手)

0議長(高橋通夫君) これをもって 3の2. 市P協教育行政懇談会における学校施設

の充実に関する質問を終わります。

次に一般質問 4の1 モノレール早期実現のため日野市の協力を問うについての通告質問者、

川嶋博君の質問を許します。

C 1 4番議員登壇〕

0 14番(川嶋博君) それでは、モノレーノレ早期実現のため日野市の協力を問うと

いう第 1問目の質問に入りたいと思います。

東京都の都市計画局は 28日、多摩地区を南北に結ぶ多摩都市モノレーノレのルートを発表さ

れました。これは新聞、またはテレビなども報道があり市民は大きな期待を持ってこのモノレ

ールを見守っていると思います。そこで、モノレールの着工には次のような問題点があります

ので、この点について質問に入りたいと思います。
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この問題点としては都道 154号線沿いに高幡の区画整理の問題、または踏切の立体化の問

題、それから車の基地の問題、またはルートの道路拡張の問題等がございます。この点につい

てこの4問に絞って問題点をお答え願いたいと思います。

まず高幡の区画整理の問題、ひとつその後のモノレールと関連してどのように都市計画では

考えているか、よろしくお願いいたしたいと思います。

。議長(高橋通夫君) 川嶋 博君の質問についての答弁を求めます。都市整備部長。

。都市整備部長(結城邦夫君) それでは、モノレールの関連につきましての高幡区

画整理の現況は、どのようになっているかといった点についてお答え申し上げます。

高幡の区画整理事業につきま してはすでに御承知のとおり 56年から 57年にかけまして地

域の約 3Rヘクタールの面積 につきましての区画整理を実施するということで地元の権利者の

方々に御相談を持ちかけて御説明をしてきたところでございますが、この地域の一部の方々か

ら反対の請願が市議会の方に出され、その審議がずっと現在まで継続に至っている状況でござ

います。そういう中で高幡の立体化の問題、あるいは当初から組合施行ということで一部予定

地の中で組合施行の希望が出ております。この組合施行との関連、それから当然この地域を通

過いたしますモノレールの関連、あるいは公共下水道の整備というようなことからここの地域

を早く区画整理事業に着手する必要があるというようなことで地元の方々とそういった点につ

きましても十分お話し合いはしてきたわけでございますが、なかなか御理解をいただけないで

現状に至っているわけでございます。

そこで私ども先ほど申し上げました緊急性のある事業がここの地域に非常にふくそうしてき

ておる状況でございます。この点を踏まえまして、区域の面積を縮小してでも立体化を取り組

みながら整備をする必要がある。また組合施行のための準備会設立後すでに 2年半ほどお待ち

をいただいているというような状況からもこの組合施行の区域も含めて南側の区域、あるいは

保健所の東側の区域、新たなまた面積を幾らか組み入れましたが、総体として 15.7ヘクター

ルの区域につきまして地域の第 1期の工事として区画整理を実施したいということで新たな区

域を設定して地域の権利者の方々、それから、反対同盟の方々に御説明をここで、行ってござい

ます。すでに反対同盟の方々、昨晩行いました。また、新しい地域の方々はここで 4回ほど御

説明会を持たせていただきまして事業の内容について御説明を行ったわけでございます。新た

な区域につきましては非常に積極的な御意見が出されております。
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私どもも早く この区域を手がける ということで現在体制を組み直しておる段階でございます。

予定といたしましては都市計画決定を 60年度に、 事業認可を 61年度に取り まして事業化に

踏み切っていきたいというふうに考えているわけでございます。以上でございます。

0議長(高橋通夫君 )

014番 (川 嶋博君 )

川嶋博君。

ただいま都市整備部長の方から積極的、 60年か 61年に認

可にもっていきたい、こういう積極的な発言がありました。これもルートの道路の拡張も含ん

でこのように進めていただきたいと思います。

また、車両の基地、これもどこかに設けなくちゃいけないという考え方もあります。 立川の

飛行場の跡地に広い土地もあります。または日野市、多摩市にもいろいろ考えられる点がある

と思いますけど、こ の車両の基地の問題も一つの考えで、考えておかなきゃならないという点

があると思います。この点について前回議会の全協にも企画財政部長からもお話がありました

けど、この点についてどのような考えでいるか、御説明をお願いしたいと思います。

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。

現在、東京都が考えておりますのは昭和 62年に多摩センターから新青梅街道まで 16キロ

区間についてまず着工したいという ことでございます。 16キロ の運行に必要な車両基地の面

積はおおよそ 5ヘクタールということでございます。現在、東京都は この沿線にこの車両基地

の候補地があるかどうか、いろいろ立地条件の調査をしております。現時点での東京都の話に

よりますとやはり立川基地跡地以外にないんではないかというような状況でございます。

0議長(高橋通夫君 ) 川嶋博君。

014番 (川嶋 博君 ) ただいまの私の質問に対する行政側の答弁も前向きでありま

す。やはり、こういう都市計画を東京都の方にお任せするというだけじゃなくて多摩市は多摩

市の市内のいろいろな問題点を解決するために協力する、 日野市も前向きに協力するようにし

ていただきたいと思います。

また、市民も大きな期待を持ちまして、そういう問題点を指摘し、着工が予定どおり 62年、

6 2年に着工ができるように市民の要望にこたえるように努力していただきたいと思います。

そして、このモノレールの関係についての一般質問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 4のl モノレール早期実現のため日野市の協力
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を問うに関する質問を終わります。

次に 4の2. 老人憩いの家利用について、運営の問題点を問うについての通告質問者、川嶋

博君の質問を許します。

014番(川嶋 博君) 老人の憩いの家の利用について質問を行いたいと思います。

さきに新聞などにも指摘されたように老人の憩いの家が発足してから約 2カ月近くなります。

これについてのいろいろ体験利用者もおるようです。民生委員の方々、または自治会長、自治

会の役員の方々も体験利用された方もありますけれど、そういう方々は除いて現在老人の方々

の利用者数、そういう点をまずお伺いしたいと思います。

0議長(高橋通夫君〉 川嶋博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) 老人憩いの家の利用状況についてどうかということでござ

いますけれども、 1 0月 16日に開設いたしまして 11月 30日までに現在宿泊者が 13名、

日帰りの方が 69名という状況でございます。

0議長(高橋通夫君) 川嶋博君。

014番 (川嶋 博君) せっかくの福祉施設を( ，場所が悪かった」と呼ぶ者あり)

施設をつくって、この問題について利用者が少ない、 ( ，言ったとおりだJ ，PRが足りなLリ

と呼ぶ者あり )この問題につきまして三つに絞ってこの問題点をお伺いしたいと思います。

まず、老人憩いの家についての市民に対する PR関係に問題がある じゃないか。さらには、

そこまでお年寄りの方々が利用する交通機関に問題があるのではな いか。 三つ目 、利用者に対

するいろいろな規則なり利用、そういう問題に、問題点があるのではないか。この問題につい

ての三つに絞ってお伺いしたいと 思~，ます。

やはり、老人憩いの家についても現状では市民の方々が行ってもやはり広報等にも載りまし

たけれど、 実際、標識、案内板が準備されてない、そういう点がございます。こういう問題も

どのように今後考えているかどうか。やはり日野市でも庁舎の前、豊田の駅前にも核の廃絶の

大きな看板も立っておりますけれど、老人憩いの家についてもやはりしっかりとした標識を出

していただきたいと思います。

第 2の交通の問題、私も前回の一般質問で、平山の工業団地経由の今パスが運行されており

ますけれど、これを旭が丘の六丁目、 都立八王子東高校の前を通って市営長山団地経由で老人

憩いの家の前を通ります。こういう経由を、経路をたどればやはり利用者も利用できる。こう
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いうパスの運行も考えられます。( rそうだ」と呼ぶ者あり)または豊田駅から甲州街道の20

号のバイパスを通って、長房行きのパスの運行がありますけど、 そこには都立短大とい う停留

所がありますけど、そこからは 500メートル も離れて 65歳の方々、非常に不便を感じる、

そういう点も問題があるのではないか、こういう点を行政側としても足の確保の問題が必要で

はないか、こういう点があります。

あと3点目、 指摘するのは利用者には新聞等ではせっかくお誘いしながら、利用するに も余

りにもかた苦しい、少しは好きな人同士で歌も歌い(rカラオケ!と呼ぶ者あり)カラオケも

そうです、少しはお酒ぐらい、好きなお酒ぐらいは飲んで楽しくできるようなこと もされては

いいんではないか、そういう点について規則の問題、この点を三つに絞って質問いたします。

答弁をお願いいた します。

0議長(高橋通夫君) 福祉部長。

0福祉部長(高野 隆君) ただいま御質問にありましたまず 1点の案内板が準備され

てないということで、これについては今後、案内板については用意していきたいというぐあい

に考えております。道順等についても若干わかりやすいような形で準備をしてまいりたいとい

うぐあいに考えております。

また、交通の問題等につきましでも今後改善の機会があればできるだけ改善をしてまいりた

い。たとえば先ほど御指摘がありま した京王パスがあそこの近くを、平山工業団地の中を通過

する、こう いうようなものにつきまして も今後京王パスとの話し合いがなされる ときにはでき

るだけ京王パスの協力もしてもらうようにひとつ企画財政部の方ともよく協議をしてまいりた

し吐いうぐあいに考えております。

3番目のかた苦 しい、こ ういうことでの御指摘でございますけれども、 当初からこの施設に

つき ましては休養施設、あるいは静養施設ということ で設置をいた しま した。したが って当初

から老人の福祉セン ターのような形での飲んで食べて歌ってと いう施設ではなくて 1円募金の

方々の御要望もあ りましたし、 当初から静かに憩いの場所を設置 してほしい、こういう御要望

もございましたので、その目標に治って設置された というぐ あいに考えており ます。したが っ

て、今後決まりを緩めた方がいいんじ ゃないか、こういうこ とでございますけれども、施設の

目的そのものが先ほど申しま したよ うな静養とい うこと でございますので、当分の間は現状の

ような形で利用 していきたい、施設利用 していきたい、 ( r市民、了解」と 呼ぶ者あ り)こう
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いうぐあいに考えております。しかし、特に規則や要望等で縛って、 これはいけない、あれも

いけないということではなくて柔軟にやはりその辺のところは考えてし可く、その辺のところは

目的に沿って利用者の方に余りかた苦しい思いをさせないような十分な配慮をしながら今後と

も運用をしてまいりたい、こういうぐあいに考えておるところでございます。

いろいろと御指摘のありましたその他の交通機関の問題等につきましでも、市内循環が考慮

される中でもまた改善できれば改善していきたい、こういうぐあいに考えておるところでござ

いますので、積極的に今後とも PRをし、あらゆる方法を使って積極的な施設利用のためのP

Rには努めていきたいというぐあいに考えておりますので、今後ともよろしく御指導のほどお

願いいたします。 (r了解、いい答弁だ、前向きで」と呼ぶ者あり 〉

0議長(高橋通夫君〉 川嶋博君。

0 14番(川嶋博君) ただいまの福祉部長の答弁にありますように PRの案内板に

ついては積極的にわかりやすいものをつくる。これ、日野市の全体的に見ましでも、たとえば

私、毎日通っている多摩平の水道部の看板、いつも一応木に寄りかかってあるというようなお

粗末なものじゃなくて公共施設全般について( rコアラの看板」と呼ぶ者あり)(笑戸〉そう

しづ公共施設の看板も整備 して東京都や国でやっているような形のものをつくっていただきた

し、と思います。

交通機関につきましては、ただいま積極的にパス路線を確保するというような部長の考えで

います。この点についてもよいとしておきます。

また、規則についても他市のよい点を研修なり何なりなさって本来の目的を達成するために

私の指摘したような点を改善し市民が利用しやすいような形にしていただく。これを指摘いた

しまして、きょうの一般質問を終わります。 (拍手 )

0議長(高橋通夫君) これをもって 4の2.老人憩いの家利用について、運営の問題

点を問う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。

午後 4時 46分散会
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市 長 森 田 喜美男 君

助 t〆，又九 赤 松 行 雄 君 収 入 ノt又ハ， 力日 藤

企画財政部長 前 田 雅 夫 君 総 務 部 長 イ罪 藤

市民部長 藤 浪 2屯6:. 徳、 君 生活環境部長 坂 本

清掃部長 大 貫 松 雄 君 都市整備部長 結 城

建設部長 中 村 1吉E 助 君 福祉部長 /i'正コ司 野

水道部長 刀く 原 照 男 君 病院事務長 佐 藤

教 コ問止ヨミ 長 長 沢 一 良E 君 教 育 次 長 山

午前 10時 10分開議

0議長 (高橋通夫君) 本日の会議を開きます。

郎君 ただいまの出席議員 19名であります。

正吉君 これより日程第一、一般質問を行います。

君

君

君

君

君

雄

夫

隆

春

夫

金

邦

智

哲

5の 1. マイタクン東京構想、に対する市の対応についての通告質問者、米沢照男君の質問

を許しますO

C 2 3番議員登壇〕

0 23番(米沢照男君) マイタウン東京構想、に対する市の対応について質問をいたし

ます。きょうは 2点目の質問の大型j苫舗規制要綱の制定について、この問題に重点を置きたい

と思いますので、 1点目の質問はごく簡単に腰を据えての質問は後日に譲りたいと思います。

会議 に出席した議会事務局職員の職氏名 御承知のようにマイタ ウン東京構想は、 56年 8月東京都長期計画懇談会が発足をされ、さらに57

参 与 田 倉 局 光 君 局 長 ZιAヨJ 沢 代 亡ロと 君 年12月に東京都長期計画マイタウン東京が発表されました。ヲ |き続いて昨年58年10月に東京者|総合

次 長 J馬 場
て炉白了ι- 君 書 記 栗 原 フさ巳与 次 君 実施計画が策定をされ、今日に至っております。そして、マイタウン東京85の中で、言協の推進とし 1うことで、

書 記 谷 野 省、 一一 君 書 記 串 回 平 赤日 君 市町村とのかかわりについてその考え方、方針力派されております下それに基づしてーニ質問をl¥たします。

書 百己 佐々木 茂 時 君 一つは、そのマイタワン東京計画に触れられている計画の推進その 1として、計画の策定に

当たっては、区市町村の意見反映を図るととも に地域別計画を示し、各地域の課題や施策の展

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 浜田文子君

議事日程

開について明らかにするよう努めたい、こうあります。さらに、 2点目として、都と区市町村

との間の事務事業の再配分や、財源配分の適正化を通して、都と区市町村との役割分担を確立

してし 1く、こういうふうにうたわれておりますO この 2点についてこれまで市として、東京都

との間でどういう折衝がなされ、どう対応されてきたのか、この点についてだけきょうは伺っ

ておきます。

昭和 59年 12月 13日(木)

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

-302-

0議長 (高橋通夫君) 米沢照男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。

マイタウン東京構想につきましては、 5 7年 の10月にマイタウン懇談会の構想の答申がご

ざいました。これを受けまして、 5 7年 の12月に長期計画と称しまして 10カ年計画を作成

したわけでございます。さらに、翌年の 58年 10月でございますけれども、総合実施計画の

3ヶ年計画を策定をいたしました。さらに、ことしの 10月には昨年っくりました総合実施計

画をロー リングをしております。この計画策定に際して市町村とのかかわり合いがどうかとい

円

δnu 
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うことでございますけれども、まず 1番目といたしましては、長期構想の段階から、市長会を

まず通じて計画の説明を行いまして、意見の集収をしているというのが第 1点でございます。

第 2番目は、市町村段階の企画課長を中心にいたしました企画研究会がございます。この全

大会及びプロァク会に計画の概要を説明し、意見を集約しているということでございます。さ

らには、都庁内の関係部局から市町村の状況の意見とか、あるいは情報の集収を行っている、

そういう中で、長期計画なり 、総合実施計画が作成されている、 ということ でございます。以

上でございます。

O議長(高橋通夫君 ) 米沢照男君。

0 23番(米沢照男君 ) マイタウン東京 85の東京都総合実施計画では、地域別にこ

の3年間つまり 60年、 61年、62年の 3カ年にどういう こと をやるかという ことを詳しく

書かれております。これを見ますと例えば多摩丘陵の地震災害危険箇所が、かつてもう五、六

年前になりますけれども、東京都の手によって示されたことがあります。その対策が求められ

ているわけであ りますけれども、その防災対策は、この3カ年計画には全く触れられてもいま

せんO それから、交通問題では、御承知のように高幡不動駅東側踏切の立体交差化この計画 も

もちろんこれには含まれておりませんし、八坂の自然公圏計画も当然、のこととして、これに組

み入れていく 、そういう働きかけが必要だと いうふうに考えておりますけれども、これも触れ

られておりませんO 地元の都会議員かどうなのかは、この場では私は触れませんけれども、い

ずれにせよ、もっと積極的にこれらの計画を具体化する働きかけが必要だと考えております。

もちろんこのマ イタウン東京構想計画というのが、都心部を中心に財界のための構想だという

批判もされているように、かなり内容的には、問題のある構想計画であるわけですけれども、

この点については、後日 に譲り たいと思います。積極的に都民の立場、市民の立場に立って要

求を計画の中へ具体化させてし 1く、そういう取り組みが必要ではなし 1かということをこの場で

は強調してこの質問は終わりたいと思います。

0議長 (高橋通夫君 ) これをも って 5の1. マイタウン東京構想に対する市の対応に

ついてに関する質問を終わります。

次に 5の2.大型庖舗規制要綱の制定についての通告質問者、米沢照男君の質問を許します。

0 23番(米沢照男君) 大型庖舗規制要綱の制定について質問をいたします。

私は、ちょうど 5年前、 54年9月 14日に大型庖舗進出か ら地元商庖の営業を守る対策に
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ついて一般質問を行ってきました。ちょうどこの時期は、スーパー アノレプス、京王ストアが出

j苫をし、競合する小売業者の売り上げが軒並み大幅にダウンをして しまう 、そういう中で、業

者は青菜に塩といった状況に置かれていた時期でありました。この時期は、さらにもう 1庖の

大型庖が建築確認申請をしていた、こういう状況にあったわけであります。大手企業が資本の

力にものを言わせて弱小小売商庖を押しつぶすようなやり方をだまって見過ごすわけにはいか

ない、何とかならないか、こういう気持ちで地元商庖の営業と暮らしを守るために指導要綱な

いしは規制条例を制定すべきではないか、こういう質問を通じて積極的に提言を行ってきまし

た。検討することが約束をされ、早くも 5年が経過しておりますが、ダイクマの進出問題に直

面している今日 、市行政として、地元商庖の期待にどれだけ こたえて対応しているのか、私の

目にはその動きが全く見えませんので、あらためてダイクマ進出問題がクローズア ンプされて

いるこの時期に再度質問に立ったわけであります。 5年前の私の提言を受けて大型庖舗の進出

を規制するための条例または指導要綱が制定されていれば、市当局もダイクマ出庖問題で、も

っと責任ある指導的な立場に立つことができたであろうと思います。極めて残念であります。

いつまで検討すれば気が済むのか、やる気があるのかないのか、こう言いたいと ころでありま

まけれども、大きな戸を張り上げたからといって事が進行するわけでありませんので、静かに

質問をしていきたいと考えておりますO 具体的な質問に入る前に、タ・イクマ進出問題をめぐる

南平地域の現状と大型庖舗、小売業、大資本の進出をめぐる情勢などについてこの機会に若干

触れておきたいと思います。御承知のように南平七丁目に株式会社ダイクマ が出庖計画を進め

ているとの情報が伝えられ、既に 1年半が経過をしておりますが、その問、南平地区ダイクマ

出J苫反対同盟による反対請願が超党派の議員が紹介議員となって 2万8，205名の署名が付さ

れて提出をされ、さらに、ダイクマ南平出庄促進を図る市民の会による賛成請願が、 2，974

名の署名が付されて提出をされ、建設委員会による請願審査が今日なお継続されております。

南平駅を中心に出庖反対、出j苫促進の運動が地域住民を二分した形で展開されていますけれど

も、この 10月には、 ダイクマの南平への出庖が地元商庖にとって、また、地域住民にとって

どういう結果をもたらすのか、商庖の営業や地域の住環境にどういう影響をもたらすものか、こ

うした立場から鋭意検討を進めていこう 、こういうことで 2カ月前にダイクマ出庖問題を考え

る会が発足を し、 既設ダイクマ庖の現地調査や何回かの懇談会が繰り返されてきておりますO

さら にまた、南平地区グイクマ出庖反対同盟では、御承知のように単に反対するだけではなく 、
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代案として南平カルテャルショッピングプラザの計画概要を発表し、積極的な提言も行って

きております。大型庖舗の進出問題は、 これまでにも高幡不動駅前、豊田駅北口、日野駅、さ

らには南平へのポーリング場の進出などで、小売商庖や地域住民による反対運動を誘発してき

た経過がありますが、小売業大資本の急激な進出を契機として、今日の我国の小売商業は、 か

つてない深刻な矛盾に直面をしております。第ーには、大手ス ーパーなど小売業大資本の急激

な進出が、小売業の庖舗と売場面積の著しい過剰をっくり出し、激しい競争を通じて中小小売

業者の多数を倒産、廃業、兼業化に追い込んでおります。第二には、小売業大資本の急激な進

出が、地方経済をめぐる矛盾を一層激化させております。第三に小売業大資本の進出は、地域

社会の矛盾を一層拡大をし、町並みや住環境破壊、少年非行化など真刻な問題の増大を促して

おります。こうした地域の住環境を破壊しながら、資本の力にものを言わせて既存の小売庖を

押しつぶしていくような小売業大資本の進出は、本来法律によって規制していかなければなり

ませんO しかし、現行の大規模小売庖舗法は、 1978年に共産党以外のすべての政党の賛成

によって改正されておりますが、その内容は、規制対象面積を 500平方メートノレまで引き下

げる、自治体市長の規制権限を認めるものとなっておりますが、届け出制は、そのままで法第

5条に基づく届け出後、最長9カ月で見切り発車を認めてしまう重大な改悪点を含んだものと

なっております。大庖法の特徴を私なりに整理をしておりますと、次のように 5点に位置づけ

られるかと思います。第一は、面積、営業時間などの調整だけであること 、第二に 500平方

メートノレ以上の大中型庖舗のみを対象としていること、第三に出庖を前提とした調整法に過ぎ

ないというものであること、第四に、発生ごとに対応し個別に解決するものである O 第五に、

市町村には全く関与をさせないものである O 以上のように大規模小売庖舗法は、小売業大資本

の進出に対して何ら歯どめにならないものになっている、こういう実態があります。ダイクマ

の南平出庖計画をめぐる情勢と背景は、以上のようなものであろうと理解しておりますが、前

置きはこのくらいにしまして、具体的な質問をしたいと思います。

質問の第一は、南平へのダイクマ出底計画に対して行政の長たる森田市長は、どういう認識

を持っておられるのか、まずお答えをいただきたいと思います。

第二には、ダイクマが出庖された場合、周辺の既存小売庖がどのような影響を受けると考え

ておられるのか、お答えをいただきたいと思います。

第三点は、地域の住環境への影響についてどのような受けとめ方をされているのか、以上と
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りあえず3点お答えをいただきたい と思います。

0議長 (高橋通夫 君 ) 米沢照男君の質問について の答弁を求めますO 市長。

O市長(森田喜美男君 ) 南平七丁目の駅に近い位置にダイクマ と言われる ディスカウ

ントマ ークットといいますか、これの出j苫計画があることそれに伴って地域の当初商庖街から

始まった運動だと思いますが、それの出庖阻止の運動とだんだん対立のエスカレ ート しつつあ

る傾向について憂慮いたしております。 何回かそれぞれのこのパンフ資料等も送られたものを

見ておりますO それから、直接市民相談等で反対の側に立つ幹部の方の意向も伺ったことがあ

ります。私の当初感覚的に答えました こと は、日野市の特に周辺、商業圏といいますか、ある

いは消費者のニ ーズといいますか、これについてそうその大型の供給体制が必要とは考えられ

ないということ。それから、既存の類似商庖が、相当打撃を受ける ことも推測されますから、

地元行政、 ある いは一般政治というものは、一生懸命に努力をしている役所の立場の方に力を

支える、こういう立場は大切だというふう に考えておるという程度のこ とを申し上げたことが

あります。その後直接じかには状況を伺ってはおりませんけれど、一面にはその他のこの近隣

商庖街、ある いはス ーパーなども参加 して正確にはわかりませんが、何か問題となるような感

がしないでもない、 こういう印象を持っております。地域住環境への影響ということになりま

すと、車が近隣周辺都市からも購入のために来る人が多くなるという こと で、現在でも交通の

頻度の高い川崎街道筋でもありますし、これ以上つまり無用の混乱、摩擦ということは、地域

社会、あるいは地域の行政として望ましくないという関心を持っておるところであります。そ

れぞれのこの法に基づく前段の調整機能があるわけでありますから、一段階はそれにゆだねる

ということもなければなりませんし、そのうち今言われておりますところの今後こういうこと

がしばしば起こるとすれば、大型庖舗の出庖規制等の自治体としての要綱、これらも検討すべ

きだというふうに考えておると ころであります。まだ結論ということは、断定しかねておりま

すけれど、状況を関心を持って見守っている、こういう状況であります。以上です。

0議長 (高橋通夫君 ) 米沢照男君。

0 23番 (米沢照馬君 ) 再質問をいたします。

ダイクマの 58年度ディスカウン トホームセンター業種での売上高ランキングは、 55 8億

1，0 0 0万円で第一位であります。南平地区、ダイクマ出l苫反対同盟によるダイクマの南平で

の売上高予測は、年間 88億 4，190万円となっております。この売上高は、日野市内に既存
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する競合小売庖の全体の売上高年間 60億 6，5 0 0万円をはるかに上回る額ですから、深刻な

打撃を受けることは間違いありませんO 反対同盟では、ダイクマ大和16周辺の競合庖を対象に

聞き取り調査を実施しております。その結果によりますと、 5 5件のうち 49件調査対象の

8 9.15ちが売り上げがダウンし、大きな打撃を受けたと証言をしております。ダイクマの出庖

によって、広範囲にわたって競合小売庖が極めて大きな影響を受けることは、議論の余知は全

くありませんO 中小小売業の多くの商庖の皆さんがダイクマ出庖を死活問題として、深刻に受

けとめ、市当局に対して、熱心に協力要請を繰り返してきております。本来市民の命と暮らし、

営業を守る立場を貫いて行政を執行してし 1く、このことを基本とする市当局に対して、ダイク

マの進出をおさえて、おれたちの私たちの営業と暮らしを守ってほしい、何とかしてほしし¥

こういう大きな期待を持って協力を求めてくるのは、極めて当然であります。表面だって全く

なすすべもない、全く動かない、ただ成り行きを見守るだけ、こういうことだけだとしたら、

市民にとって中小商業者にとって行政機関は、市当局は何なのか、その行政責任が間われるこ

とになるのではなし 1かと私は思います。市当局として、業者の死活問題となっているダイクマ

出庖問題にどう具体的に対応しようとしているのか、要綱を検討する段階では私はないと思い

ますO 積極的な取り組みを求めるところであります。南平の小売商庖の一部の人たちから、核

庖舗としてダイクマを誘致し、遠来の客を引きつけて活性化を図りたい、こういう意見がある

ことも私は承知をしております。京王ス トアやス ーパーアルプス、イグタヤなど大型庖舗の進

出やさまざまな要因からくる購買力の低下などによって南平の小売商庖の売上高が年々ダウン

をしてきている現状にあります。それだけにダイクマに淡い期待をかけている、こういう実情

も私は十分理解をしているつもりであります。しかし、ダイクマの宣伝広告につられてある商

品を購入しに遠くから車で乗りつけてくる客がついでに帰りに周辺の商庖に立ち寄る、こうい

うことは、私の経験からしても考えられないことでありますの数多くのうち何人かはいるかも

しれませんけれども、とてもとても活性化につながる、そういう進出は期待できないと私は考

えております。ダイクマ誘致が即活性化につながるというのは、幻想に過ぎないと私は思って

おりますO この点についての見解も伺っておきたいと思います。さらに、続けて住環境への影

響についても触れなければなりませんO 私は、去る 10月7日の日に、横浜市のダイクマ田奈

庖の現地調査に行ってまいりました。これは、そのときの写真も一部含まれておりますけれど

も、今市長にお示しした写真は、ダイクマ庖周辺の交通渋滞の状態、そして、裏通りなど空き
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地という空き地にすべて違法駐車がされる、それに基づく周辺の環境の悪化は大変なものであ

ります。既設ダイクマj苫の実態調査を行った結果、ダイクマ庖の最大の特徴点は、遠方から マ

イカーが乗りつけてくる、その客が圧倒的に多いという点であります。そのために地域住民に

とっては、交通渋滞と車による騒音、排気ガス、裏通りなどへの違法駐車、さらには遠来の客

が捨てていく空き缶やゴミ等の散乱、そして、児童生徒への少年非行化の問題、小学生の交通

事故の多発などなど、さまざまな環境破壊が押しつけられる結果を招いております。町のたた

ずまい、地域の生活環境にとって重大な障害となることは、その写真を見ても明らかでありま

す。私は、この田奈庖の近く裏通り、近くといってもダイクマ盾から約200メートルくらい

離れた裏通りのある一軒のうちで状況を聞いてまいりました。その人は、こういうふうに言っ

ておりました。自宅のある裏通りは幅 5メートルの道路でありますけれども、左右両サイドに

びっしり買物客の車が駐車されているO 車の出入りが激しし 1。そして、路上にとめである車へ

の当て逃げも数多く見られるO そのうちには自宅のJ駐車場が置かれているわけですけれども、

時々これが無断で使われてしまう。帰ってきても自分の車を駐車場に入れることができな~'0 

その客が帰るのを待って詰問すると逆におどかされる、こういうクースもあったと言っており

ました。道路の両サイドに違法駐車されるために閉庖時間前に帰宅しても、自宅の駐車場には

入れなし 1。閉居時間を待って帰宅しなければならない状況だということも訴えておられました。

警察に 110番しても一時は緩和されてもまた 30分もすればもとに戻ってしまう。最近は根

負けしてあきらめてしまっている、こういうことも言っておりました。買物客の車が通るコー

スの側溝はどこもゴミや空き缶だらけ近所の人はその掃除に追われている、こういう状況も見

たり聞いたりしてまいりました。また、ダイクマ庖駐車場待ちの車が数珠つなぎに渋滞してい

るために急患の車が通れずに大騒ぎになったことがあった、もし、火事の場合にどうなるんだ

ろう、こういう心配も訴えておられました。さらに、横浜市田奈庖の場合、 58年 4月に開庖

されておりますけれども、 1年半の聞に8名の学童が交通事故に遭っている O 最近では、親が

学校まで迎えにいくクースが多くなったとも言っておりました。さらに、地元とダイクマとの

間でいろいろ覚え書きをそれぞれ交わしているけれども、何を協定していようとも何一つ守ら

れたことがな~，。庖長がくるくるかわって、私は知らない知らないの一点張りだ、こうも言っ

ておりました。また、年に何回か安売りをしたといっても地元住民は、ほとんど利用しない、

遠来の客だけが広告につられて殺到する、そういう状況にあると言っておりました。そして、
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結論としては、地元の人たちは、今になってこんなはずじゃなかったということで一様に後悔

しておりますo ダイクマは、周辺の環境をいかに破壊をするか、こういうことを訴えておられ

ましたo 私は、現地を自分の目で見、そして、その実態を自分の耳で聞いてこのダイクマ出庖

反対の請願ー紹介議員となってよかった、こういうふうに実感をしておりますo この問題を地

域住民の 1人として黙認をする、成り行きをただ見ているだけ、こういうことにはならないと

私はつくづ く思いながら帰って きたわけであ りますo 大変な環境破壊になる 、このことを私は

強調しながら、市行政として、こういう住環境の破壊の問題に対 して、 どう対応しようとして

いる、どう考えておられるかを伺っておきたいと思います。さらに続けますけれども、将来に

向けての町づくりの観点から、 この問題を見た場合、どういうことが言える んだろう。南平を

中心とした周囲の環境と各種公共施設の現状から見て、将来に向けてどういう町づ くりを進め

るべきなのか、行政側としても大きな課題であります。小売業者と消費者である地域住民が、

共存共栄する快適で活力ある町づくりは、どうあるべきなんだろうか、行政側はもち ろんのこ

と関係住民として、この時期に真剣に考えてみる必要がある重要課題だと私は考えております。

御承知のように今、南平駅を中心に周辺には保育園が3カ所、幼稚園が2カ所、小学校3校、

中学校2校、そして七生中には夜間照明施設が設置をされております。さら に、 学童クラブ 2

カ所、代々木ゼミがあり、中大の学生寮がある、地区センタ一、集会施設が 12カ所、そして

グー トボーノレ場、老人農園、そして、近くには都立高校が建設をされます。そして、児童遊園

や公園等が約30カ所あの地域には配置をされております。そして、将来構想としては、あの

浅川を利用 して、自然公園計画をつくろう、市民の憩いの場をつ くろう 、こういう計画も進め

られつつあるわけであります。さらには、平山都営の東側に私立高校のグラウンドが計画され

ているやにも聞いております。こうして地域の環境を考えてみますと、浅)11の清流と 多摩動物

公園の緑に挟まれて、こういう現在の周囲の環境を考えてみますと、緑と清流の学園とスポー

ツの町づ くりを目指すこ とが現状に最も即した町づくりの方向ではないか、このように私は確

信をいたしております。そこで、市長初め市当局が、こうした周囲の環境との関係で南平の町

づくりの将来構想は、どうあるべきかと考えておられるのか、この点を伺っておきたいと思い

ます。とりあえず以上再質問をいたします。

再質問の 1点目でございますが、競合小売j苫対策についてお答えをさせていただきたいと思

います。

御質問の中で、反対同盟が出ております年間の売上高88億円をお使いにな っておりますが、

ダイクマ 出庖計画の中で、出されました年間の販売予定額は 44億 1，000万円でございます。

これは、ダイクマ側の出j百計画の中にあります資料でございます。取り扱いの商品は、食料品

を除く日用品、あるいは雑貨全般、 したがいまして、紳士服、婦人服、一般的な衣料品、寝具、

履物、かぱん、家電製品、カメラ、時計、眼鏡、 レコー ト¥ 楽器、小物、家具、園芸用品、日

曜大工用品、カー用品、スポーツ用品、レジャ ー 用品、玩具、文具、台所用品、雑貨品、化粧品、

べy 卜用品、こ ういうものが出庖計画の中に載っております。したがいまして、地元の小売庖

に与えます影響は、これらと同じ業種の小売j苫には影響は避けられない このよう に考えてお

ります。ダイクマの出庖計画の中にございます年間の売り 上げ44億 1，000万円、 これを年

間365日から、日曜 日の五十二、 三回 と祝日の日数を足しまして、大体年間営業日数を 300

日といたしますと、 1日の売り上げが 1，470万でございます。 1，470万の売り上げが1日

にございます。 この1，470万の売り上げが全部ダイクマ庖に行って買われるお客さんだけで

はなく て、 ある いは外商部門などもあって大きな商いをやる ことも考えられますから、一概に

申し上げられませんが、1人のお客さんが大体3，000円平均の買物をいたしますと、 この 1

日の売り上げ 1，470万を 3，000円で除しますと、 4，900人ほどのお客さんがダイクマに

行かれる、こういうことになりますと 、その 4，900人の過半数の方は車利用ということも考

えられますので、交通問題も避けられない問題であろう、こ のように私どもは考えておるわけ

でございます。このように小売庖に対する影響、それから、住環境への影響、これは避けられ

ませんO 田奈庖の例を先ほど出されましたが、現在川崎街道を通過いたします自動車数は、 1

時間当たり上下線とも 600台から 700台程度の車の台数があそこを通過いたします。それ

に加えてお 1人 3，00 0円平均の買物をなさいますと 、 4，900人の方がタ'イクマ に行かれるO

仮に 5，000人といたしまして、その 7割 3，500台の車がふえるという計算になりますが、

0生活環境部長(坂本金雄君) お答え申 し上げます。

先ほどお答えしたとおり 、外商部門などあれば、この数字はさらに低くなるように思います。

この小売庖対策でございますが、御質問の前段にございましたように、大型庖舗の規制といい

ますか、規制の問題に関しましては、市町村が全く関与できないという立場にございまして、

これが、私ども商工業者をあずかる者にと っても大変頭の痛い問題でございます。直接的には

0議長(高橋通夫君) 生活環境部長。
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関与できませんで、現在商工会の中に設置されております商業活動調整協議会、この調整協議

会の中の特別委員に助役の職にある者が就任いたしまして、そこで市側の意見を申し上げるそ

の程度が、正式なルートに乗りました関与できる線でございます。私どもも決して手をこまね

いてただ眺めているだけではなくて、ダイクマの大和庖でございますとか、それから、ダイク

マ側の開催いたします地元への説明会ですとか、そういうところには必ず出向いておりまして、

正確な情報をキヤジテするように努めております。そして、その情報を商工会など関係機関な

どに流していささかなりともその役割を果たしておるわけでございますけれども、私どもの立

場としては、非常に苦しい立場である、中立性も守らなければという ことで、非常に苦しい立

場であるというこ とを御理解いただきたいと思います。とりあえず以上お答えさせていただき

ました。

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 ) 再質問の3点目につきまして、私の方からお答え申

し上げます。

ダイクマが出庖を予定しております地域南平七丁目付近でございますが、この地域の開発状

況、現在の状況でございますが、自然発生的な市街地の形成が行われてきております。その結

果として過密化が現在においても進行中でございまして、南平の駅を中心といたします南北の

都市整備というのは、これからも快適な環境を確保するためには当然必要となってくる問題で

ございます。その手法といたしましては、面的な整備、すなわち現状では区画整理、あるいは

再開発というような手法が考えられるわけでございます。しかしながら、現在のところでは、

地域の住民の方々とこういった点について具体的な話し合いというものを持っておらない状況

でございます。しかし、将来の方向としては、やっぱり面的な整備ということをここの地域に

おいても当然、必要になってこょうかと思いますO そういう中で、地域の住民の方々と将来日野

この町づくりについて話し合いを行い検討を重ねた上で、市街化予想図というものを将来はつ

くっていく必要があろう、というふうに考えておるわけでございます。そういう中で、ダイク

マの庖舗ができるということは、将来の計画についても抹消になるということは考えられますO

しかし、現在ですぐこれに対応するという手段というものはないわけでございまして、今、私

どもが開発についての指導を行っております指導要綱の中で、行政指導を行うということも、

当面の一つの方法かと思います。また、一部要綱の改正も行いまして、一定の面積を持つ商j苫

等の規制を行うという方法もあろうかと思いますO 以上でございます。

O議長(高橋通夫君) 米沢照男君。

023番(米沢照男君 ) 市ー長から補足的に発言ございませんか。後でもいいですけれ

ども、市長からは、最後にまとめ的に御回答をいただくことにして質問を続けたいと思います。

今、精いっぱし 1の回答かなという気もしますけれども、もう少し具体的に積極的に御答弁をい

ただきたいというふうに思っております。私の手元にダイクマ出j苫について地域の皆さんに訴

えますというダイクマ出庖問題を考える会でまとめたものがありますO それを紹介しながら、

質問を続けたいと思いますが、この考える会の訴えではこう書かれております。南平にダイク

マが出庖されると、第一に遠方からマイカーやノ£イクによる客が殺到するため表通り(都道)

が渋滞し、沿道の商庖は客から敬遠されるようになってしまう。第二に、現在市内循環パス路

線の早期実現を求める請願署名運動が進められつつありますO ダイクマが出庖されれば、パス

路線の実現の見通しが全くなくなってしまうO 第三に駐車場からあふれた車が周辺の路地裏に

数珠つなさに路上駐車をしてしまい、自宅の駐車場が使えなくなってしまう。第四に路上駐車

の客が捨てていく空き缶やごみ、たばこの吸い殻など周辺住民が大変悩まされるO 第五に子供

の交通事故が急増するようになり、その対策が深刻な問題になるO 第六に、広い庖内に定員の

配置が少ないこともあって、万引など子供の非行の温床になりかねなし 1。第七に、横浜市田奈

庖の例では、地元との協定書は全く無視され、何一つ解決されずに放置されている。第八にマ

イカ ーによる遠来の客を中心とした商庄が形成され、地元消費者には公害だけが押しつけられ

る結果となる。そのため地元消費者が、ますます地元商庖をここから離反してしまう。第九に、

遠来の大商j苫と遠来の客によって地元が振り回される結果を招くことになり、地元の商底、住

民にとっては、百害あって一利なしとなる O 第十に、南平駅を中心とした将来の町づくり構想、

にとって資本の力による一方的な開発は、重大な支障をもたらす、という 10点に問題点をま

とめて訴えております。私も実際に現地を調査してみて南平にもしダイクマが進出されれば、

この訴えのような状況がっくり出されるということは明らかではなt¥かと思います。単にそう

いうことを懸念をし、心配している住民だけの問題ではなしに市民の暮らしを守る、営業を守

る、環境を守るという基本的な市の責務からいっても、もっと積極的な市当局の対応が求めら

れているんではないか、私は、こう考えております。以上考える会の訴えを紹介したわけであ

りますけれども、この点について事務当局でも市長でも結構ですけれども、感想なりお考えを
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伺っておきたいと思います。 切な調整機能を持ちたいものだ、このように今、考えておるところでございます。機会を見ま

して、議会の御意見も聞き、一歩を踏み出したい、このように考えております。以上でありま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。

先ほどの答弁の中で、申し忘れましたが、競合の小売j苫対策でございます。現在、私ども産

業経済課の中で行っております施策の一つに中小企業への融資あっせん事業というのがござい

まして、本議会にも補正予算 200万円ほどお願いしたところでございます。この施策は、非

常に商工業者に喜ばれている施策でございまして、私どもも年当初にいただいた予算がなくな

りますと、それに必ず補正をして需要にお答えをしてし 1く、こういう体制で今までやってきて

おります。大型庖が仮に進出をいたしますと、地元の各小売庖業者は、その大型庖にない持ち

味を出すベくいろいろ創意工夫をなさっていただかなければなりませんO それについては、必

ず資金的な必要が出てまいります。そういった資金的な需要運転資金、仕入れの方法を変えた

いとか、あるいは庖舗のレイアウトを変えたい、設備資金、そういった運転設備資金の融資、

市から利息の補助もやっておりますが、そういった制度を今後より一層拡充、充実をさせてま

す。

0議長(高橋通夫君)

023番(米沢照男君)

米沢照男君。

質問の冒頭紹介をしましたけれども、この大型庖舗進出によ

いりたし 10 このように考えております。

る中小小売庖への重大な影響これを取り除く、つまりその対策として条官u化なり要綱の策定が

必要ではないか、こういう提起をしてきているわけですけれども、今、ダイクマ出庖問題が大

変大きな問題になってきているこの時点で、今のような御答弁では、ちょっと私は納得できま

せん。もっと早い対応があってしかるべきだというふうに思うんです。これから検討するとい

う段階ではないというふうに思うんです。けさの新聞で御存じのように、八王子で中型庖規制

要綱を作成した、 5 0 0平方メ ー トノレ以下のものも対象として届け出を義務づける、そして、

行政側として指導をしていくということですが、この指導に従わない場合は、市長が庖舗面積

の削減などを勧告できるO もう一つの要綱の柱は、小売活動調整委員会を設置していくという

ことで、学識経験者3名、消費者代表2名、商業代表2名、計7名でこの委員会を構成してい

しということが新聞で報道されております。八王子市のほかに多摩市でも同じような指導要

綱がつくられているやに聞いております。私は積極的に半年も 1年も考えなければまとまらな

いというものではないと思います。( rパスなんか3年だものJと呼ぶ者あり)この点につい

て積極的な御答弁をいただきたいと思いますO

それから、先ほど指摘したさまざまな経済情勢、周囲の状況から来る南平の小売商庖の売上

高が年々低下している、こういう問題であります。そのために何とか活路を見出したい、こう

いうことからダイクマを核活舗に見立ててそれに期待をかけている、そういう実情から来る一

つの展望といいますか、期待これは当然、であります。しかし、私が申し上げたように、ダイク

マの出庖が、そのまま地元の商庖の活性化につながるというふうには、どう考えても私には考

えられなし 1。そういう南平を中心とした商業の発展といいますか、活性化の問題、重要な問題

であります。この問題に対する行政としての対応の問題、もう一つは、先ほども強調しました

けれども、車を中心とした公害問題、住環境の破壊の問題があります。この問題も市行政とし

て、きちっとした責任ある対応が求められているわけであります。私は、将来に向けてこの問

題を考えた場合に、やはり南平の近い将来の町づくりの方向、これをどう定めていくか、これ

0議長(高橋通夫君) 市長。

0市長(森田喜美男君) このダイクマ出庖の件につきましては、その賛成、反対それ

ぞれの理由及び立場があるように思いますし、今、御指摘のその環境に生活破壊と言われるほ

どの影響をもたらす車公害、このことは十分あの狭い奥行のない地域でありますから、起こり

得るというふうにも受けとめるわけであります。議会にその初めに反対側の請願があり、次い

で賛成側の請願もされておるということで、これもまた随分長い期間御審議をいただき御苦労

もおかけしているというふうに承知しております。そして、出庖ということは、経済行為であ

りますから、いわゆる需要供給の関係の円滑な流通という意味から言えば、現状の法制度が、

ある範囲においては、なかなか私どもの地元自治体の権限という部分が無力であります。した

がいまして、市内のもめごとを手をこまねいて放置するということは、限度があると思ってお

りますし、議会の対応がどのように判断をされるか。かつて小平市でダイエーの出庖の際に、

議会がいろいろな関係で非常にもめたということも伺っておりますので、なるべくそういうそ

の政治紛争というような形をとらないように、あるいは感情の対立という形をとらないように、

日野市の将来の発展のこともあわせ、また、地域住民の御意見も十分耳を傾けて、そして、適
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が最大の私は問題だろうと思っております。そういう商業の発展の問題、地域の住環境を守る

問題、さらには町づくりの構想の問題、要約すればこの 3点に紋られるかと思います。一つ一

つ対応するのではなしに、総合的に行政側として対応してし、 く、こ のことが必要だと考えてお

ります。ぜひ、ひとつ市行政として、その三つの重要課題について、 きちっ とした対応をして

いく、このことの積極的なお答えをいただきたいわけであります。

もう 1点、活性化に関連した問題であります。どうしても遠来の客を誘致したい、そのこと

によって活性化を図りたい、こういう要求にこたえることのーっとして、これは検討課題であ

りますけれども、例えば多摩動物公園の北門を開設する、これも検討課題に値する問題だ と思

います。私は、市が積極的な姿勢で東京都とも折衝する場合によっては、東京都と して、人件

費その他の関係で、なかなかその要求にこたえられない、こういうことも考え られます。その

場合には、例えばこれは一つの考え方ですけれども、高齢者事業団などに委託という形で、そ

の門の要員を配置してし 1く、こういうことも考えられていいんではないか、こう思います。こ

の点は何も車公害や環境破壊をもたらすダイク マを誘致してそれに淡い期待をかけるというこ

とではなしに、多摩動物公園の北門を開設する ことによって、 多くの客を南平に誘致する、こ

ういう可能性も考えられますし、積極的に検討して~\く課題ではな~¥かというふ うに思います。

この点についても市長のお考えを伺っておきたいと思います。以上3点お答えをいただきたい

と思います。

会の住民のこのニ ー ト¥このことが一番大切なことだと思っておりますので、それらのことも

含めて、広範な課題を十分考えて、そして、一定の時期に指導に乗り 出す。また、指導のでき

る要素を十分整えておくということも大切だと思っております。いずれにいたしましても、地

主さんがあり、また、庖舗になる建物をつくる屋主があり、また、出庖の計画がある O スーパ

ーは、大体そういう形で取り組まれておりますから、どこを一番決め手にすることができるか

ということもあろうかと思いますので、地元本位に事柄を考えてみるということで、その根拠

のもとに適切な指導ができればというふうに思っております。ぬるいと言われますけれど、大

体そういうことでなければ皆さんにも納得がいただけないだろう。特に感情的なあるいは政治

的な紛争には絶対にしないようにしたい、これが私の真情でございます。( r事務当局補足あ

りませんか」と呼ぶ者あり)

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) 私の方から当該地域の町づくりについてのお答えを

0議長(高 橋通夫君) 市長。

0市長(森 田喜美男君 ) 御指摘のとおり、車公害による裏通りまでの生活に及ぼす悪

影響、このこと も他の例で十分あ り得る、このようにも思うわけであります。活性化の問題で

すが、よそから来る資本が活性をして、地元が表えたんでは求める活性にはならないわけであ

りますので、活性化の問題は、また新たな観点を持って検討もしなければならないと思ってお

ります。動物園の北門を開いて、 そして、一つのまた客の道筋をつくる、というこ とは現地に

行ってみます際に、大里 1号のもうその頭の上には動物園のコアラの建物があるわけでありま

して、 ( rトンネルを掘ればいしリと呼ぶ者あり)そういうことも決して不可能ではないよう

に思いますし、よく私どもも冗談を含めてそのことを話題にしております。もう一遍このこと

も検討してみたいと思います。

それから、いずれにいたしましても、いわゆる制度的な権限ということの上にやはり地域社

させていただきます。

先ほども申し上げましたように、ここの地域については、私どもも将来構想としては、やっ

ぱり整備が必要であるということを痛感しておりますO このまま放置しておきますと、 現在空

地にな っているところも乱開発をされる、現在もその乱開発が進んでおるという状況でござい

ます。したがいまして、地元の方々と十分話し合いの上で、ここ の地域も整備をしていこう、

というふうには考えております。ただそれには時間がかかります関係上、現在の問題点につい

ての整備に当たっては、私どもは、現在開発要綱を持っております。その要綱の一部を改正い

たしまして、大型庖舗等が、この開発要綱に適応してくるような形で、改正をしていく必要が

あるということで、その点については、もう既に検討してございます。それで、他市の例でご

ざいますが、開発指導要綱の中に、明確に商庖、商業という形を記している要綱を持っている

市もございます。したがいまして、私ども、現在のこの要綱の中で、当面はこういった問題点

を整理することで対応していきたいと考えておるわけでございますO 以上でございます。

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 ) お答え申し上げます。

多摩動物公園の北門の開設の問題でございますが、私どもは、11月20日、 コアラ公開に

先立ちまして、各関係の行政機関が集まってその対策を練った席上で、コアラ対策の意味合い
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から、北門を開設していただきたい、こういう要望を動物園側にお伝え申し上げました。その

場では御返事がなかったんですけれども、つい最近動物園の庶務係長から電話で東京都は、い

ろいろな事情があって、推測でございますが、経済的な事情もあるんだろうと思います。人員

的な事情もあるんだろうと思いますが、事情があって北門の開設については非常に消極的な御

返事をいただいております。

0議長(高橋通夫君) 米沢照男君。

023番(米沢照男君 ) 質問を続けます。

食べになるというお庖ではなくて、持ち帰りのお庖というふうなことで、広範な商業活動への

影響ということ でございます。 何キロぐらいのお庖に影響が及ぶだろうかというふうな審議等

もいたしております。それから、実際に商業者といいますか、すし屋さん、商業者の影響とい

う意見等も聞いて審査し、結果はそう大きくなるわけじゃございませんので、認めておるわけ

でございます。いつ休日、あるいは営業の時間さっき指摘がありました。そのような審査等も

しておるわけでございます。もう 1点は、万願寺の都道のふちに高速道路とちょうど上下で交

差する近くでございますけれども、パークというお庖がございます。これは大j吉法の規正の

5 0 0平米以下でございますけれども、 400平米程度でございます。このお庖につきまして

は、大l古法の 50 0平米以下でございますので、指導という形で商工会の事務局の方々が大変

御苦労されているわけでございまして、そういう意味での報告等をお聞きしたわけでございま

すけれども、パークというス ーパーが開庖いたしました。いろいろと実際には 500平米以下

でございますけれども、指導しておるわけでございます。影響を見ますと非常に南平という地

域と違いまして四小のちょうど南に当たる都道際でございます。新しい四小がございまして、

新しい新興の住宅が四小の周りに幾らかできている O それから、日野万にかけてはもともとの

農家を中心にした旧部落があるというところでございますので、スーパーができましたので、

非常に大きな影響が出ておるわけでございます。非常にもともとの庖舗が小規模だということ

でございましょう。倒産に追い込まれたj苫等もあるわけでございます。そういうふうな事例を

審議したわけでございますけれども、ダイクマにつきましては、まだお話等はまだ商調協の中

では出てないわけでございますO 商調協が動き出すということにつきましては、正式な出庖の

計画書の提出ということ等がございまして、その後のことになるわけでございますけれども、

正式な出庖の計画というものが、この夏ごろですか、 10月ごろ出されたというふうなこと等

を聞いておるわけでございまして、それ以上の商調協におけるところの情報の提供等はないわ

けでございますけれども、商調協の委員としましては、非常に関心を持ちまして、それぞれ地

元、あるいは要するに地元商庖街、あるいは商工会、それ自体の中でも大変な大きな事件にな

っているわけでございますので、大変憂慮しておるわけでございます。そういうふうなことで、

今、御指摘がございました御意見等十分しんしゃくいたしましてこれに早急に対応してし、かな

きゃならん、こういうものだろうと思っておるわけでございます。

それから、調整の手段でございますけれども、冒頭に指摘がございましたように、直接非常

都市整備部長から今ある住みよい町づくり指導要綱、この部分的な改正でとりあえずは対応

している、つまりその指導要綱の中に商業も対象としてつけ加えるということで、既にその要

綱の改正案がまとまっているというふうに御答弁がありました。ひとつこれまでるる申し上げ

ましたようにこの問題は、大変南平地域にとっては重要な問題であります。成り行き任せであ

ってはならないと思っております。ぜひ積極的に実行ある指導要綱としてまとめ、そして、対

応していただきたいということを要望しておきます。そして、さらにそれだけではなくて、保

谷市、あるいは八王子市で、既に要綱を策定をして、先ほど申し上げましたような対応をする、

こういうことがもちろん市民の運動を背景にこうした対応がされているわけであります。この

点について具体的にお答えをいただきたいと思いますO

それから、総合的な検討でありますけれども、このことが私は、一番重要だと思います。商

庖の活性化、地域の商業の振興、住環境を守るという課題、将来の町づくりの問題、そうした

総合的なひとつ検討がどうしても必要だと思います。その点についてまだはっきりしたお答え

がいただけておりませんO ぜひ私の質問の意のあるところをくみとってきちっとしたお答えを

いただければというふうに考えております。

0議長(高橋通夫君)

O助役(赤松行雄君)

助役。

先ほど生活環境部長の答弁の中に、日野市の商調協の助役が委

員にな っておるというふうな報告もあったわけでございます。それも含めまして、今後の対応

について御答弁申し上げたいと思いますO ここで特別委員の辞令をいただきました。ちょうど

1年ち ょっ とになるわけですか、 2回目の辞令をいただきましたので、この間の経緯でござい

ますけれども、 2件ほど審議をしておるわけでございますけれども、 1件は、京王ストア高幡

庄の中に、すし屋さんが庖舗を大きくする、こういう案件でございます。これはすしを中でお
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に休日の調整だとか、それから、出庖時間、開庖時間、それから閉庖時間だとか、いろいろな

調整だとか、それからフロアの調整だとかというふうなことで、非常に間接的な調整手段しか

ないわけでございます。これらについては、日本の経済というのが、自由経済主義をとってお

るというふうなところにも非常に難しいところがあるんじゃないだろうか。それから、市が調

整するということにつきましでも、いろんな問題が出てくると思いますO 先ほどからいろいろ

御指摘されました、今からよく検討するとか、今から包丁を研いでだというふうなことじゃだ

めなんだ、御指摘のとおりでございます。早急に内部に検討委員会をつくりまして、それで、

対応していきたい、このように考えておるわけでございます。いろいろと議会の審議、あるい

は商工会の中でもなかなか火中の栗といいますか、燃え盛る火の粉というような状況等もござ

いまして、それを幾らかでも静めていくということから始めるべきだろう、こう思っておるわ

けでございますので、それらの問題も含めまして、内部に検討委員会をつくりまして、御趣旨

に沿うような早急な作業手段をとっていきたい、こう思っておるわけでございます。

相手にしての説明会というものが 1回開かれたようでございます。そのときは、地元の商庖会

の方々が何名か御出席になったようでございます。問題の要するに現状の状況が商庖会の方々

との関係になっておりますので、第一段としての説明会が、そういう計画になったろうと思い

ます。おっしゃるとおり住民の方の影響とあるいは被害というものが、これが大きな問題でご

ざし 1ますので、等閑視されるべきではなし 1かと考えておりますので、その面についても要する

に間へ意向として申し入れていきたいと思います。

0議長(高橋通夫君) 米沢照男君。

0 23番(米沢照男君) 1点だけ最後に伺ってそしてまとめの意見を述べて終わりた

いと思いますが、これまでの経過の中で、何としても納得できないのは、先ほどから強調して

いるようなさまざまな問題を抱えたこの問題で、地域住民が一度も説明を受ける機会もなけれ

ば話し合いの場もない、大庖法でも、商調協にしても地域の住環境、あるいは町づくりの問題、

こういうことについて関係住民の意見が反映されるという機会がない、場が与えられなし 10 こ

こが最大の私は問題だろうと思います。単にダ イクマ問題は、商庖の問題だけではありませんO

地域のすべての住民の共通した問題であります。そういう点で、市側の積極的な対応を求めて

いるわけであります。行政側として、ダイクマに対しても商庖に対する説明だけではなしに、

地域住民に対してもきちっとした説明、そして、話し合いの場を設けるようにそれは働きかけ

る必要があると思います。その点では商調協の具体的な協議、検討の中で、こういう意見も積

極的に反映していただきたい、こういうふうに思うんです。その点1点伺っておきたいと思い

ます。

0議長 (高橋通夫君) 米沢照男君。

0 23番(米沢照男君) 最後に簡単に意見を述べて終わりたいと思います。

第 3期革新日野市政として、これまで森田市長を中心に重大基本政策を掲げてこれまで積極

的に市民の要求にこたえて精力的な施策の前進が図られてまいりました。時間の都合でいちい

ち申し上げませんけれども、ただたった一つまだやり残した仕事がありますO それは、次に掲

げる施策であります。大型庖舗の進出を規制し、町づくりも含めて中小商工業者の振興体制を

充実するという政策、公約であります。あと 3カ月任期がございます。この間にこの公約の実

現を果たしてきちっと地域住民、商業者の要求にこたえていただきたい、ということを最後に

強調して要望して終わりたいと思います。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 5の2. 大型庖舗規制要綱の制定についてに関す

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、これに街]異議あり

ませんか。

C I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。よって暫時休憩いたします。

午前 11時 40分休憩

午後 1時32分再開

0議長(高橋通夫君 )

O助役(赤松行雄君)

助役。

この夏でしょうか、問題の商庖が商業者との聞が大きな焦点に

0議長 (高橋通夫君) 休憩前に引き続き会議を聞きます。

馬場弘融君の一般質問6の1は取り下げの申し出がありましたので取り下げます。

6の2. 1 2年間の森田市政は、市民本位の市政であったのか(一貫性のなさという観点か

ら)についての通告質問者、馬場弘融君の質問を許しますO

C 8番議員登壇〕なっているという現状からでしょうか。南平、あるし 1は日野市全体の商工会の商業者の方々を
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08番(馬場弘融君)

たします。

既に私ども新政会の石坂議員、市川議員がほぼ同じ趣旨の質問を取り上げておりますので、

議長のお許しをいただきましたので通告に従いまして質問をい

ワムヮ“qu
 

園にこいのぼりを送る、これが数々の実績のーっとして挙げられているわけであります。さら

に、東京で初めて障害者青年少年学級を開いた。これも以前に指摘したことがございますけれ

ども、 実は委託の行政であります。日本ーの図書館行政、これは、御承知のとおり前任の市長

さんが既に基礎をつくられた行政であります。私は最後に一つあります中学校の食堂方式の学

校給食、これだけは、 しかるべき評価をしてもいし 1かと思います。これを見ますと、皆様もお

気づきのようにいわゆるソフト面の施策ばかりでございます。いわゆる下水道だとか、道路だ

とか、公園がどうしたとか、そういったものは、いわゆる誇れる実績の中に全く挙げられてお

りませんO 一方よく各議員さんが取り上げますけれども、昭和 54年の 12月に出された日野

市住民意識調査、市民がどういうものを今要求をしているか、それを調べた資料でございます

が、この中では、市民からは、日野市が最も力を入れるべき施策として、 トンプに下水道を挙

げております。そして最も必要な施設として病院、病院の充実が挙げられているのであります。

このように過去 10年の森田市政の実績として挙げられているものと、市民がその間に要望し

ていたものとの問には大きな離れがあります。矛盾があります。どうしてこんな施策の逆転が

起こったのでしょうか。これは、市長御自身の意欲のなさという点もございますが、いわゆる

革新市政というものの大きな欠点でもございます。表面的な市民要望にこたえ、そのときどき

に都合のよいびほう策、しかも余り労力の要らない施策ばかりを整合性のないままに続けてき

たからであります。ですから、市民が市政全般にわた って今どういった施策が中心に進められ

ているか、次に、どんな施策が出てくるのか、こういったことが順を追っても全く理解できな

いのであります。例えて言えば、一覧表で今、日野市の行政はこうなっています、ここが進ん

でいますというふうなものが見えてこないのであります。市民本位のしかも市民にわかりやす

い、一貫性のある施策を進めるには、それではどうすればよかったのか。せっかくおっくりに

なった日野市行政調査研究会というものがあります。これは、昭和 50年の 11月につくられ

ております。そして、 5 1年、 52年と 1次、 2次にわたって日野市の現状を報告し、将来の

日野市がどのようにな っていくべきかということをきちっと報告をしておりますO これら報告

を踏まえ、さらに、先ほど取り上げたこの住民意識調査これを加味して少なくとも森田市長は、

2期自の途中には基本的な長期計画をつくることが必要であったと思います。そして、町の進

むべき目標を定めるO このことが最も必要なことであったのであります。もと市長の有山桜さ

んがおっくりにな った19 6 8年、 西暦にな ってお りますが、おっくりにな った総合計画
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重なる点が多し 1かと思いますけれども、しばらくおつき合いをいただきたいと思いますO 森田

市政の評価につきましては、いろいろと議論のあるところでございますが、来年の 4月には市

長選挙が行われます。そこで、私なりに 3期 12年の森田市政を総括し、市長がよく 言われる

とおり市民本位の市政であったのかという点を警鐘してみたいと思います。これまでに取り上

げました一般質問等の素材を中心に一貫性のなさといった観点から大きく三つに分けて話を進

めてまいります。

初めに大きな一つ目として、全般的な市政についてであります。私は、森田市政の最大の欠

陥は、歴史の中に現在の市政を置く、こういう観点を持たなかったという点にあると思いますO

以前にも申し上げたことではございますけれども、都市の発展段階に三つの時期がある O 第 1

期が人口の急増期であるO 第2期が人口の伸びがゆるやかになる時期であるO そして、第3期

が人口の伸びがとまる時期である、この 3段階であります。森田市政の 12年間は、この三つ

の段階のうち、人口急増期がようやく終り、その人口の伸びがゆるやかになる時期、つま り、

第2期に当たっていたと思いますO そして、この時期に日野市が取り組むべき課題は既に言い

古されたことではございますけれども、下水道とか、道路、あるいは公園などのいわゆる都市

基盤の整備、つまり、ハード面の施策であったはずであります。ところが、森田市政は施策の

順位を全く逆転をさせ、早くから次の時期第3期に行うべきソフト面の施策に重点を移してし

まいました。ここに二つの資料を持ってまいりました。いずれも森田市長を支えている豊かな

革新日野をつくる市民の会、こういうものがっくりましたノ〈ンフレッ卜といいますか、 ビラと

いいますか、そういうものであります。一つは、御存じ前回の市長選挙の際の確認ビラであり

ます。それか ら、もう 一つは、昨年の暮れにつくられました、ことし 1年間のカレンダーがつ

いている森田市政PRのポスターであります。実は、この二つの資料の中に、森田市政が全国

に誇れる実績、 10年間の日野市政、ほぼ同じような内容のものが載せられておりますO それ

を見てみますと、 実績として、憲法を市政に生かそうというスローガン、緑と清流を取り戻そ

うというスローガン、核兵器廃絶平和都市宣言も宣言しましたということ O さらに、農地の宅

地並課税100労還元、 さらにいろいろ飛ばしますが、駒形の渡し船、すべての幼稚園、保育



です。こういった一冊の本にまとまった総合計画、基本計画があれば、これをもとに細かい行

政を推しはかることができるわけであります。ところが、残念ながら、森田市政にはこれはあ

りませんでした。 12年たってもこれはできませんでした。個人の人間でも同じだと思います

が、成功する、そのためには目標を掲げそれに向かつて一歩一歩計画を立て努力をしてし川、

そういうことが一番犬切であります。町の行政でも全く同じことだと思います。このように大

きく市政全般を眺めてみましても、全く計画性、統一性を欠いていたと思うわけでありますが、

私は、この点で改めて鈴木都政の立派さを思わずにはいられませんO 昭和 54年あの美濃部都

政の放漫な財政運営の結果、全く破綻に瀕した財政を引き継ぎながら、財政再建のための検討

委員会をすぐにっくり、 3年間で見事に都政の赤字を取り返しております。そして、 4年目に

は次なる東京都政は、こうあるべきだという形のいわゆるマイタウン東京構想、マイタウン東

京計画をきちっとつくっております。そうして、この長期計画をもとにすべての都民に東京都

は、これからこういうふうに進むんですよということをわかりやすく説明をしているわけであ

ります。このように鈴木都政は、実に一貫性のある、計画性のある、施策を進めているわけで

ありますO また、お隣多摩市の臼井市政、これも同じような状況だと思います。園、あるいは

東京都の多摩ニュ ータウンづくり、こういった施策に協力をしつつその一方では、おくれてい

る古い市街地、古い地域の都市基盤の整備もまた同時に進めているではありませパノか。よく私

どもの石坂議員が発言をされますように、今から 10年以上前の川崎街道、これを高幡方面か

ら多摩の方に行きますと田舎になったなあという感じがしたものでございます。今はどうでし

ょう。全く逆転をしております。単に道路だけではありませんO 下水道、公園、そういったあ

らゆる都市基盤の点で、多摩市と日野市は逆転をしてしまっているのであります。先日も議論

がございましたけれども、登記所が日野ではなくて多摩市に行ってしまった、もっともだと思

います。市長は日野市にとってリーダーであります。市の進むべき道を定めそれを全市民に知

らせ、市民ともども市政を引っ張っていく リーダーでなければなりませんO 市長がどのよ うに

目標設定をい計画を立て行政を進めるかで、市の様相は大きく変わってしまうものです。市

長は、市民に甘い施策ばかりを続けていてはなりません。たとえ一時的には強い反発があ って

も将来の日野市にとっては今この事業をやらなければいけない、そういった施策を力を持って

遂行すべきだと思います。私は、この日野市に生れ、日野市に育ち、この日野を心から愛する

市民の 1人として、この 12年間の日野市政のおくれ、これを取り戻すのは容易ではない、こ

う思うときまことに残念でなりませんO この 12年間は、日野市の基盤づくりにとりましては、

例えば税収面等を見ましても、かなり有利な条件にあったわけであります。しかし、市長、あ

なたは選挙目当ての表面的なにせ市民本位の行政しか進めてこなかった。そこで、これらを踏

まえ、質問の第 1点は、せっかく行政調査研究会までつくり、また、今後の町づくりへの答申

もいただき 、さらに市民の意識調査までやっておきながら、どうして 3期が終わる今になって

まで、具体性のある長期計画をつくり、それによって行政を進めてこなかったのか。この点に

つきまして、よく教えていただきたし 1。これが大きな第 1点であ ります。

次に、大きな点の二つ目は、細かい施策 7点における一貫性のなさ、及び市民不在について

伺います。ただいま申し上げた全般にわたる長期計画のなさがこれから申し上げる 7点にも大

きな影響を与えております。

まず第 1点は、幼児教育センタ ーの問題でありますO 教育行政は、教育委員会の責任におい

て進められなければなりませんO ところが、この幼児教育センタ ーについては、日野市教育委

員会は当初全 く関与をしておりませんO というのは、これは東京都の施策としてスタートをし

たものであったからでありますO 少しく経過を述べてみます。昭和 49年の 4月東京都に幼児

教育総合研究検討委員会が設置をされました。そして、当時の都立教育研究所の所長が御存じ

の重松鷹泰氏でございます。そして、この 10月委員会は幼児教育総合研究のあり方について

報告書を提出いたしました。このころ日野市は用地を提供するから、日野に都立の幼児教育研

究機関を設置してください、こう要望をしているわけであります。そして、昭和 50年の 4月

東京都の予算に幼児教育研究機関設置に向けて調査費がつきました。このころ市長と議長連名

の建設要望書、あるいは市議会の建設要望決議が相次いで都に送られております。この辺まで

は、都の研究機関の日野市への誘致ということで順調に進んでいたわけであります。つまり、

日野市の教育委員会とは全く無関係であります。ところが、都の財政難がのっぴきならない状

況になってまいります。そして、昭和 53年の 3月都立幼児教育研究所の設置は見送られる、

こういう結果になりました。この辺からおかしくなるのでありますが、昭和 53年の7月重松

氏と一緒に今も研究をしておられる岩木氏が市庁舎を訪れた際に、市長がたとえ小規模なもの

でも市で引き受けてやってみましょう、こういう約束をしてしまうのであります。そして、 53

年の 9月市が重松氏に幼児教育構想の研究を委託し、 55年には日野市幼児保育研究会が発足

をする、こうして、それまで市の企画の段階で扱っていた仕事であり 、市の教育委員会の計画
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にもなく、また、もちろん市民から設置についての強い要望もなかったものが、急に市の教育

行政の中に割り込む形になってきたのであります。もともと東京都の施策であったわけですか

ら、普通ならば都が見送りをしてしまった、この段階で市の方もストップをする、これが当た

り前の姿かと思います。これを市が引き継いだというのは、市長の個人的な思惑によるとしか

考えられないのであります。これが初めの一貫性のなさであります。それはともかくとして、

ひとまず市が引き受けてしまったからには、というわけで、昭和 56年 7月の幼児保育研究会

最終答申を受けて、昭和 57年3月、 57年度の当初予算に幼児教育研究センターの設計から

一気に建設までのあわせて 2億 2，00 0万円にのぼる予算を計上、さらに昭和 57年度の目玉

の施策として、大し 1にPRに努めたのであります。ところが、地元関係者との調整不足がこの

ときになって明らかになってまいります。結局恥ずかしい話でありますが、翌昭和 58年の 3

月には、計上された予算全額をカットし、計画を中断する、こういう大失態に陥 ったのであり

ます。まとめてみますと、当初東京都の施策としてスタ ー 卜したものを無計画に市で引 き受け

た無謀さ、また、 57年度には、建設までの予算を一気に盛り込み広報でも大々的にPRをし

ながら年度末に中止を した大失政、そして今は、第一幼稚園の中で細々と研究委託をしてお茶

を濁しているといった状況であります。この経過を見る といかに市の教育行政を無視し、無計

画にこの施策が進められたかがよくわかるのであります。市長の反省の弁を伺いたいと思いま

す。これが小さな第 1点でありますO

次に小さな 2点目といたしましては、三中の過密化と新設中学の問題であります。教育委員

会では、早くから中学生急増の見通しをもって市長部局への働きかけをしておりました。昭和

5 4年 6月には、市の教育委員会の中に、小中学校新設計画案のうち、中学校新設計画として、

第三中学校を母体校とする仮称第九中学校建設案を用意しておりました。そして、計画では、

昭和 57年の 4月には開校予定こう されていたのでありますO さらに、昭和 56年の 4月前回

の市長選挙の際、市長は、三中を母体とする新設中建設を発言をされているのであります。 地

元父母の要望も強く議会にも三中を母体とする新設中学校建設の請願が出され、昭和 56年

1 2月には採択をされております。さらに、昭和 57年の6月市議会は新設中学促進の方針を

再確認をしたわけでありますが、イ可と翌 7月には市当局は新設をあきらめ、三中、三沢中の一

部学区変更案へと後退をしてしま ったのであります。その後再び新設に向け努力するとの意向

は示されたものの市側に用地獲得への熱意が薄く、ついに昭和 58年の 3月新設中学校を完全

にあきらめ、三中、三沢中の増築と学区変更で急場をしのぐ、全く市民不在の結果に終わって

しまったわけであります。さらに、これは後に触れますけれども、二番橋の新設という思わぬ

方向へ飛び火をすることになります。この三中を母体とする新設中問題の場合、教育委員会サ

イドの統計に基づく新設計画を市側が積極的に推進しなかったという点で、幼児教育センタ ー

とは全く逆の意味で一貫性を欠いております。さらに、市町村に必要な小中学校の設置を義務

づけております学校教育法にも違反するものだと言えるかと思います。この点についても市長

の反省の弁を伺いたいと思います。

次に、小さな三つ目は、遺跡調査会の問題であります。この問題は、既に多くの議員が指摘

しておりますので、今回の人事異動に関連をいたしまして、細かいけれども 1点だけ質問をい

たします。昭和 58年の4月に提出をされました市議会の百条委員会の調査報告書この結論及

び改善点の中に、森田市長に対しましては、つまり会長であった森田市長に対してということ

でありますが、読んでみますと森田喜美男市長は、遺跡調査会長であった昭和 51年度よ り昭

和 54年度にわたる在職中、会への市職員の適正配置、規約の改正など適切に行わなかった、

会への市職員の適正配置、改善点といたしましては、これも読んでみますが、事務の執行に当

たっては決済規定及び市会計事務規則等を準用し、複数の職員によるテェンク及び人事的配慮

が必要である、このように百条委員会の結論及び改善点できち っと書かれておるものがござい

ます。ところが、今回の人事異動において社会教育課長が空席とな っており、教育次長が事務

取り扱いということになっているわけであります。遺跡調査会の新しい規約を読んでみますと、

第6条会長は、日野市教育委員会教育次長の職にある者をもって充てるO 第 10条の3.事務局

長は、日野市教育委員会社会教育課長の職にある者をもって充てるとなっております。という

ことは今回の人事異動によりますと、会長と事務局長が同一人物ということになります。たと

え補佐役がいるとしても百条委員会できちっと指摘をされたような適正な人事配置とは、とて

も言えないと思いますけれども、市長は一体どういうお考えでこのような配置をされたのか、

伺いたいと思います。

四つ自としては、緑のマスタープランと南平の高校用地の問題であります。これも先般市川

議員が取り上げておりましたけれども、あえて申し上げますが、この緑のマスタープラン実は

かなり以前から計画をされているわけでございます。昭和 52年の 4月に都市局長の方からプ

ランをつくるようにという通達があって、それから内部での打ち合わせ原案の提出こういうも
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のを経まして、約 5年の歳月をかけて、昭和 57年の3月にようやくこの緑のマスタープラン

というものができ上がっているわけであります。そして、この中に公園の中には、総合公園と

いうのが一番大きい、その次に地区公園、それから近隣公園大きく分けて大きさで三つの段階

があるわけでありますが、その一番大きなランクの総合公園が日野市の北側と南側に一つずつ

くるように計画をされておりまして、北側の方はいわゆる北川原公園であります。万願寺地区

であります。そして、南側の方が仮称多摩丘陵公園 15.8ヘクタ ール、位置が南平地区であり

ます。そしてこの内容といたしましては、 郷土の森 ピクニ ック広場、展望台、ファ ミリー果樹

園、植物園、この計画の一覧表の中では最も豊かな内容を秘めた公園計画であったわけであり

ますO ところが、この南平六丁目の多摩丘陵公園になるべきはずのところに実は、南平都立高

校用地を誘致してしまったわけであります。しかも、この緑のマスタープランがつくられたの

が報告がなされたのが昭和 57年の 3月であります。そして、この用地を都立高校の用地と し

て買ったんだろうということの報告がなされたのがまさに 57年の 3月の議会でありました。

全く同じ時期に同じ場所を一方では都立高校といい、一方では日野市の基幹となる公園だと 言

っております。こういう矛盾があるのでございますO 一体何という一貫性のなさか。この一貫

性のなさへの弁明とともにこのいわゆる仮称多摩丘陵公園の代替を一体どこに求めるのか、こ

の件についてもお答えをいただきたいというふうに思います。

それから、 5点目浅川利用計画と二番橋の関連であります。この浅川利用計画これもかなり

時間をかけた計画でありまして、昭和 54年の 1月にスタートをしておりますO そして、これ

が完成をいたしましたのが 55年の 3月、さらにその後シンポジウムだとか、浅)11自然公園の

調査会等経まして、昭和 57年の 2月には計画に基づく測量委託、 58年の 3月には浅川利用

基本計画の報告書まで完成を見ておりますO 初めにも申し上げましたように、 この計画は時間

をかけてしっかりとした計画づくりをしているわけでありまして、親水計画や公園計画などこ

と浅川の利用に関しては、マスタ ープランと 言えるものであります。そして、この計画の中に

は新たに設けるべき橋として二つ挙げられております。一つは駒形の渡しのところにかけられ

るこのつり橋であります、清流公園。もう一つは、京王線南平駅の北側と二小の西側を結ぶ橋、

これは田園公園というところをつくってそこに橋を渡すんだ、こういうこつの計画があるわけ

でありますが、どこにも潤徳小学校の北側につくられるといういわゆる二番橋は載っていない

のでありますO 先ほども三中問題のところで触れましたけれども、 58年の 3月新しい中学校
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を断念したとし 1うことに伴って三中と三沢中の学区域U変更カ叶すっ九それに付随する形で、 58年の 6月

に突然歩道橋としてのこ番橋計画があらわれてきたわけであります。この二番橋につきましては 58年

度に基本設計、そして今年度は多分実施設計としづ段取りだと思うわけでありますが、これが一体今

どういうふうになっているのか、そして、この時間をかけて大きなお金をかけておっくりになった浅川利

用計画との一貫性のなさはどのようにお考えになっているのか、これも伺わせていただきたし 10

それから、 6番目生活保健センター構想であります。ついこの問、この生活保健センターの

機能についてという旧庁舎跡地利用検討委員会というものがつくったパンフレジトをいただき

ました。 これがどうして中を見ますと 、 5 7年の11月30日に、つまりこんなに遅く発足を

しなければならなかったのかということであります。と申しますのは、こ の庁舎ができたのが

昭和 52年の10月であります。 52年の 11月からは旧庁舎はもうあいていたわけです。そ

れから 57年の3月までいわゆる こういった検討をしましようと いうものは全 く行われており

ませんO 旧庁舎を どう利用しょうか、その跡地をどのように利用しょう か、内部で検討委員会

がつくられていないのであります。しかしながら、こういった計画はないにもかかわらず 57 

年度 3月の当初予算に旧庁舎を改造して市民生活センタ ーにするという計画で予算計上がなさ

れました。ところが、 57年度の秋にこの計画は違法性があるという ことがわかってセンタ ー

としては使用はできな~ ¥0 そこで初めて 57年の11月に検討委員会がつくられているのであ

ります。もし、おっくりになるならば、初めから内部で検討委員会を早くつくってよく法律等

の検討をしておけば、旧庁舎を改造しても使えるといったああいったびほう策のような予算計

上はなさらなかったはずであります。結局 58年の3月に旧庁舎は全面的に取り壊しをされま

して、そこで初めて旧庁舎の跡地の利用ということが具体的な計画になってきたわけでありま

す。初めからよく検討してから計上すればよいものを全くの思いつきで一時利用をしよう、こ

ういう考え方をするから、途中で挫折をするし、一貫性がなくなってしまう。これについても

反省の弁をお聞かせいただきたいと思います。

それから、 7点目はごみの収集方式の変更についてでありますO このごみ収集方式の変更に

ついては、清掃部の当局が、かなり以前からきち っとした計画を立ててボックス収集廃止とい

う方向を持っておりました。例えば私が今住んでおります日野本町、特に甲州街道に面したと

ころは、かなり以前からポリ袋による収集に変えられました。そして、いずれは全市がポリ袋

による収集になるんですよ、とりあえず初めてですけれども頑張ってください、こういう形で
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ようやく慣れてきたところであります。昭和 53年 1月に日 野市のごみ減量システムの研究会

がつくられました。この 53年の 12月には答申が出されておりまして、一つは粗大ごみ置き

場の廃止、これは予定通り行われております。これは結構です。

二番目にボックスの廃止が出されているわけであります。この答申に基づきまして清掃部内

では、きちっとした計画を持ってやっていた。 57年の 5月には基本計画をつくり、 57年の

7月には、自治会長にそのようなごみの収集方法が変わりますという通知まで出した。どうい

う計画で日野市全域がごみ収集が変わっていくかという案まで出された。ところが 57年9月

1日、余りにも唐突に収集方法が変更になりますよという広報が出ました。せっかくこういう

ものをつくっておきながら、 十分なる説得、説明ができていなかったからであります。収集方

法の変更この広報が出されますと、あらゆるところから収集方法変更反対だ、前のままがいい

ではないか、こういう強い声が上がってまいりました。議会にも請願が出され、結局は 58年

の3月また広報に出ましたけれども収集方法を再検討をする 、と いう結果になってしまったわ

けであります。いっとき新しい形のボックスの試作まで行われたようでありますけれども、現

時点ではようやく方式も落ちつきこと しの 11月から、いわゆるクレーンパァカ一車によ る収

集へと落ちついた模様でありますが、この間のあっちへ行っ たり、こっちへ行ったりという収

集方式の変更は、全くぶざまな失政だと言わざるを得ないと思います。この点についても市長

の反省の弁を伺いたいと同時に現在も続いてあります袋収集地域とダス トボックス収集地域の

併用ですね、この併用が一体いつまで続くのか、この点についてもお伺いをしたいと思います。

以上細かい施策について 7点ほど取り上げてまいりましたけれども、最後に今の 7点が大きな

2番目ということでございますが、最後に大きな三つ目といたしまして、 最初に申し上げまし

た市政全般についての無計画性及び個々の施策についての一貫性のなさ、こういったものから

私は、この 12年間特に後半の森田市政は、決して市民本位の市政ではなかったのではないか

と考えるものであります。もし、このままあと 4年も森田市政が続くということは、あすの日

野市民にとりまして、さらに大きな禍根を残すと考えております。この辺が潮どきではないか

と思いますけれども来年4月の市長選挙に市長は、出馬をされるのかどうか真情を吐露してい

ただきたいと思います。以上大きな点を二つ、聞に小さな点を 7点伺いましたけれども、あと

は市長のお答えに応じて再質問をさせていただきます。よろしくお願いをいたします。

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) 1 2年問、約 12年間多岐にわたっていろいろと批判の立場

から御指摘をいただいたというふうに受けとめております。そして、その批判にはまた十分反

省もする必要があるというふうに感じている面もございます。いずれにいたしましでも 1期と

いう議員の任期では、まだ 1期も満たないのにかかわらず、いろいろと勉強されて一つの評価

ができるということはなかなか張り合いのある人材だというふうにも思っております。それで

広範にわたっていますので、なかなか全部を一度にお答えすることも難しいわけでありますが、

私の市長就任は昭和 48年の4月人口が 11万を少々超え、日野市の人口急増期のまさに最盛

期の少し経過した時期こういう時期でありました。それで、今無計画だとおっしゃるO 人口急

増は全く計画をして受け入れたものではなく 、行政指導の不行き届きのままに恋意的に各地に

団地、宅地が造成されまして、そして一面には将来の自治体に対しては大きい発展の意味も持

ちますけれども、また、一面にはいろいろと禍根も残すこういう時期であったように思ってお

りますO 計画的に人口を迎え入れたわけではありませんし、都市計画そのものはなかったわけ

ではありませんが、これは将来百年の計として、町づくりの振興の中で確立をしていくという 、

そういう基本的なものであります。いわゆる都市計画であります。そして、その都市計画にも

ほとんど載らないままに丘陵地が開発という名前において、宅地化造成をされ、また、平たん

地においても市の指導体制が整わないままに進行したというのが 48年までの期間でありまし

た。一方に人口はふえたが学校はない、学校はプレハブ教室だらけ、一体これからどうなるの

か、こういう時期に当たりましたので、まず第一に教育計画、つまり学校の施設計画を促進を

いたしました。 2期目もほとんど 1期目、2期目その期間にあうわけでありますが、ふえた人

口に対して、福祉の施策、あるいは文化の施策のそのときの必要性の部分については、やはり

直ちに行わなければならないのはもちろんであります。そうして、その 2期目の期間に下水道

計画を調査段階から確実に計画としてまとめ、区画整理事業についても万願寺の区画整理も神

明上の区画整理の終結に次いで、万願寺の区画整理に着手し、その後豊田の区画整理、あるい

は西平山地域の都市整備ということに着目をしておるというのが、今までの大きな経過の道筋

であります。計画はもちろん大切でありますけれど、絶えずその時期に順応するという当面

の対応ももちろん必要なわけでありまして、自治体の町づくりというのは、これは一面には確

かに右往左往する面もないわけではありませんO そのときそのときに応じての対応を正確にや

ってし、かなきゃならなし 1。市民要求にこたえてし 1かなければならなし 10 そこで、一つには 53 

-330-
唱

iqο 句。



年のときには、ごく簡単なものではありましたが住民の意識調査をし、あるいは日野市の特徴

を最も今後生かすためには、どのようなことが大切であるかということの専門家による、学者

文化人による行政調査会をつくって、私もそのメンバ ーに参加をして意見討論交換をしながら、

一つの方針、報告が打ち出されたと思っております。その中で、採用を直ちにすべきもの、そ

れから今後の大きい町づくりに依存すべきもの、こういうものは、それぞれ取捨選択をしなが

ら進めておるというのが、今日の状況であります。

この市長の責任には、 リーダーシップということも大きくなければなりませんし、あわせて

また市民の意見に耳を傾けて、そして、それを一つ一つー市民参加の形で実績化してし川 、これ

もまた自治体市長の大きな仕事であります。私は、おおむねそのこつの方法によって今まで取

り組んだというふうに自覚をしているところであります。そこで、施策のことについて反省の

弁ということであります。ちょっと静かにしてくださし 1。この施策7点ということで挙げられ

ております、たとえば幼児教育センタ ーこれは私は反省の弁というのは、これは言いわけをす

るということではないわけでありまして、このあなたの調査の違っている点はやっぱり指摘し

ておかなきゃならないというふうに思っておりますO 当時の教育長は永野林弘氏、永野林弘氏

が私の就任のとき、珍らしくその述懐をしておられました。私は時の市長には誠心誠意お務め

をしたい、今まで取り組んでおります幼児教育のこと、これは、ぜひ新しい市長さんが取り組

んでいただきたい、こういう要望もございましたし、そういうことから発展をして、全く都の

仕事というんではなくて、市から持ち出した仕事であります。それから、幼児教育センターに

つきましては確かに好余曲折はありますが、制度の建前と、それから自治体でつまり保育園の

保育行政、幼稚園のいわゆる文部省の系列する文部行政、これをいかに出先において、つまり

現地において統合するかということが、いわゆる幼保の一元化でありまして、中央の一元化が

できれば最も幸いでありますが、地方ならばできるわけでありますから、それをなるべく制度

を尊重しながら、日野市の将来の市民でありますとともに社会を背負って育つ、そういう一番

大切な幼児期の第一歩3歳児あたりのときに、重松先生の考えておられますその幼児教育を施

す、幼児教育の取り組みをするということが、私は日野市の文化行政として、極めて重要な意

義を持ちますものと、こういう認識で取り組んでまいっております。

それから、いちいちお答えはできなし 1かもしれませんが、三中を母体校とする新設校のこと

につきましては、全く私もいろいろな対応に考え抜きました。結果といたしまして、先日もお

答えしました とおり、最善ではなかったかもしれませんが、次前の策によって三沢中学校に学

年進行方式による一部学校区を変更いたしまして、危機を回避できた、このように考えており

ます。したがいまして、三中にはなお後の校舎の整備でありますとか、環境の整備についても

努力をしております し、 三沢中学校にも同様に第二グラウンドを付設し、また、建物も必要な

程度は建てた、こういうことであります。

遺跡調査会の人事異動ということで質問がありましたが、これは長期の策ではなくて、たま

たま市の幹部職員の2名が勧奨退職で欠員になりますので、その措置ということで、ある部分

には空席が出きた、ただし、その事務に支障が来すということではないというふうに考えてお

りましたが、次いで公民館長も入院したというような状況のために、今人をあてがったという

ことにはなっていませんけれど、いわゆる責任者としての課長補佐を任命し、近く人事の充当

をする際に、当然的確な処置をするということは、言うまでもありませんO

緑のマスタープラン、緑のマスタ ープランについては、全く言われていることが我々の考え

と大してそごはないわけでありますが、いわゆる日野市内の基幹緑地として動物園、程久保、

あるいは南平の緑地、それらをあわせたものが多分言われるところの総合公園の 15ヘクタ ー

ルということになろうかと思います。( i全然違う」と呼ぶ者あり)一貫性がないということ

ではなくて、荒廃をしている南平の地に防災措置を施し、日野市の市民の要望する高校を建て、

残地を緑として立派に守るという大方針を持っておりますので、何ら緑のマスタ ープランを侵

食するというふうなことではないというふうに申し上げておきます。

浅川計画というのは、国の管理する河川を都市河川として、日野市将来のために活用してい

こうということでありますから、一部分のことでとかく短慮な考えは持たない方がよろしいと

いうふうに思っておりますので、今後期待していただきたいと思いますo (笑声)こういう状

況の中では、議長、こういう状況の中ではもう私は答える必要がないと思います。やめてもよ

ろしいですか。

0議長(高橋通夫君 ) 御静粛に願t'ます。答弁続けてくださ t'0 

0市長(森田喜美男君) 保健センターにつきましては、いろいろと言われております

が、方針を立てまして先般報告したとおり、 61年着工、 62年の推進ということで確実に市

民要求にこたえる生活保健センターとして、建て上がってし 1く、そういう基本的な方針であり

ます。

つι
Mqο 

円
台

υ
qδ 

円

J
q

。



ごみ収集方式の変更につきましては、確かにいろいろと市民には御迷惑をかけたといいまし

ょうか、いろいろな反応をいただきまして、これによって大いに教えられるべきもの、学ぶべ

きものがあったと思っております。結論といたしましては、このクレ ーンパッカ 一 方式という

新しい方式によって現状で存続できる部分は存続する O それから、地域によって交通条件等で

支障があるものは、地元と十分話し合ってしかるべき方法を行っていこう、こういう考え方に

今落ちついております。収集の併用があるということでありまして、併用は確かに統ーしたい

わけでありますが、これは併用は今後も続いていくと思います。つまり、ボックス地域、ある

いは袋収集地域、これはその場所場所に応じてサ ービスに差をつけるわけではありませんが、

併用の状態は続いていくと思っております。あるいは袋方式の方が今後も多少ふえることはや

むを得ないと思っております。その際には、基本的にはごみの収集は、毎日収集が一番いいわ

けでありますから、収集日をふやすことによって、その住民側から言われるところの格差の解

消手段に当てたい、このように今検討をいたしております。市民本位の市政であったというふ

うに私も心から思っておりますが、そうでないと言われる論には十分耳を傾け、そのように落

ちがないように努力をしなければならんという反省は伺っておるところでございますO 以上の

ことでありまして、真情をと問われますならば、そのような心情でおるというふうに御理解を

お願いいたします。( I答弁漏れ橋の問題がある」と呼ぶ者あり)橋は今後実施される計画で

ありますO

0議長(高橋通夫君) 馬場弘融君。

08番(馬場弘融君) お聞きをいただいた議員諸兄も十分おわかりのように、何と再

質問をしていいか私もいささか戸惑うところでございますが、私は、初めにちょっと市長に申

し上げておきたいんですが、何も幼児教育センターだとか、いろんな問題やってはいけないと

か、こんなことをやるなということをきょうは申し上げているんじゃないんです。きちんと市

民要望をとらえ、さらに日野市が今これをやるべきだという計画を立てた上で、これが今最も

肝要である、だからやるんだということであるならば、私は何も申し上げませんO しかしなが

ら、こと教育行政について言えば、つ くられるべき中学校はない、こういうような中で一方で

は急謹そういった幼児教育センタ ーをつくろうとするO いわば政策順位の逆転でありますO ま

さに法律無視であります。必要な中学校とい うのは、学校教育法によ って市町村に必要な小中

学校は、設置をしなさい、設置義務が規定をされているわけであります。どういう状況をどう

ひいき目に見ましても、新しい中学校はぜひとも必要な状況にあったはずであります。それを

しないでいながら、一方で同じ教育行政の一環として幼児教育センタ ーを先におっくりになろ

うとするO この矛盾、計画性のなさその点を私は申し上げているわけであります。事はこの教

育行政に限りませんO 確かに市民からは日々いろいろな要望が出てくると思います。両方から

全く違った要望が出てくる可能性もありましょう。しかし、そういったものにいちいちはい、

いいですよ、やりましょう、そういった形で行政を進めていける今の日野市の段階ではないと

いうことなんです。そういった住民の要望はあるかもしれなt¥0 しかし、今、日野市はこうい

うことをやる必要があるんですよO 例えば下水道です。そういうものがあるんです。だから、

こちらの方にまず重点的に資金を配分をしなければいけないんですよO そういう市民に対する

説得、そして、市民を引っ張って新しい日野市をつくってし 1く、そういった努力がなければ、

行政でも何でもなし 1。良薬は口ににがしという 言葉があります。市民にとって甘いお薬ばかり

を与えるのではなくて、口にはにがいかもしれないけれども、本当は薬なんだから飲んでくだ

さい、こういった市政が必要ではなし¥かというふうに私は思うんです。そういう意味で私は、

一番初めに申し上げた長期計画のなさ、これが残念でならないわけです。古くからこの町に住

んでいる人は、町の変わりょうをそのときどきに見ていることができます。どの点が不便にな

り、どの点が前より悪くなっているか、そういうことがよくわかります。しかし、ここ二、三

年で日野市に来られた方、そういった方はなかなかその町の情勢がよくつかめないと思うんで

す。そういう方々に今、日野市の一番大きな課題は、これなんです、こういうものを今やって

いるんですよ、次にはこれをいきますよ、こういう形では っきりと見渡せるようなそういった

計画がぜひとも必要であ った、というふうに私は思うんです。先般も私ども新政会の市川議員

が申しておりましたけれども、こういった幾つものばらばらな計画書、プランが、それぞれの

部、課でたくさん持っているんです。ところが、それらを統合して今どこの課では、どれがど

の辺までいっているということを把握できている人はいないんです。それぞれの部、課へ私ど

もが足を運ばないとわかりませんよO 一つ一覧的にできる基本計画というものがあればいいん

です。そんなに厳しいきちっとローリングしなくても済むようなものをすぐっくれというんで

はないんです。多少の修正はもちろんありましょう。しかしながら、 トー タノレに見て今日野市

の置かれている状況はここだから、こういう方向に進めていくんですよという大きな骨組だけは

絶対にこの 12年間必要だったんですO それがなかったと いうことは、返す返すも私は残念で
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ならないわけであります。それで、先ほど市長が一つ気になったのは、中学校の問題はいいで

す、今申し上げましたから、それはともかくとして、遺跡調査会の急場しのぎの人事配置だと

いうことでした、急場しのぎとはいえ、かつてそこの課で大変な不祥事件が起こり百条委員会

まで設置をされ、しかも、現在まだ市及び会等は民事裁判も行われているO そういう状況が出

た大きな原因のーっとして、適正な人事配置が行われていなかったという指摘が明確になされ

ているわけであります。そういう中で、たとえ一時的だからといってそういう適正でない人事

配置がなされていいんですか、市長、もう一度この点だけお願いします。

0議長(高橋通夫君) 市長。

0市長(森田喜美男君) その点につきましては、先ほどもお答えいたしましたが、い

っときの欠員としてもまずいということで体制は整えたということにいたしました。それで大

丈夫だなんていうふうには思っていませんから、なるべく近い時期に体制の完全な充足を図っ

ていこう、こ のように考えております。

0市長(森田喜美男君) この基本的な緑のマスタープランということについては、建

設省の指導のも と、あるいは東京都の都市計画当局の指導のもとに各市町村、いずれも政策を

いたしました。それで、都市化という傾向とその緑をなるべく守っていこうという傾向とは、

これはどうしても競合する相入れないものがあるわけであります。したがって、なるべく行政

措置といいますか、地域指定等の手段によって、そして、法の権限において守られていくとい

う姿を早く定めておくということは、大切なことだというふうに思います。日野市内を概観い

たしまして、詳細な部分は都市整備部長からでもお答えをすべきでありますが、私は、緑地と

いうのはやっぱりある程度融通をつけなきゃならな l¥。それから、例えば国の管理の河川とい

えども、やはり緑地指定の恒久的な面積の中に入れていいわけでありますので、そういうこと

で、大きくプラスマイナスそれらの調整ということは、これからもなお考えてし 1かなきゃなり

ませんし、何かその南平に高校用地が2ヘクタ ーノレ、 3ヘクタール、それが日野緑地を非常に

侵害したということではなくて荒廃されていた、 しかも、防災的にも問題のある場所に日野市

民の一番要望の高い高校教育の場を想定するということは、ちっとも矛盾ではなし ¥0 それらと

整合しながらこの環境を整えていくというところに、本当に自治体としての意義がある、この

ように考えております。御指導をいただく点はいただきますが、考え方としてはそういうもの

だというふうに思っております。しかも、その緑地は多くは民地であり、その民地にはそれぞ

れ私権が保障され、それとのまた整合も考えなきゃならないわけでありますから、したがって

なるべくならば、将来買収措置によって、そして確実に守れる方法をやっていくということで

あります。構成的な部分につきましては、担当部長からお答えをいたします。

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、ただいまの緑のマスタープランの公園、

それに関連する高校の土地の問題含めてお答え申し上げたいと思います。

御指摘のように ζ の多摩丘陵公園でございますが、これはあくまでも仮称でございますが、

この公園は面積が 15.8ヘクタ ールで高校の現在誘致しようとしております土地の両側、高校

用地も含めまして、この面積があるわけでございます。それで、その中で、高校の用地として、

学校のあるいはグラウンドの用地が 2.5ヘク ターノレ、この分が高校用地として必要になってま

し1ります。したがいまして、 1 5.8ヘクターノレからその分を当然、差しヲ|かなければな らないわ

けでございます。残りの分につきましでも、一部学校の緑地として残すということになろうか

と思いますが、東側の方につきましては、既に土地を買ってございます。これは一帯として何

0議長(高橋通夫君)

08番(馬場弘融君)

馬場嬬君O

ぜひ早急に本来の人事配置に戻していただきたいというふうに

思います。

それから次の緑のマスタープランの件なんですが、市長は全然、認識が違っています。多摩動

物公園を含む基幹緑地としてというふうなお話がありましたけれども、そうじゃないんです。

完全な総合公園として、あの南平高校用地として買収をした斜面も含むところが、みごとにあ

の地域が計画の中に公園用地として入っていたんです。その一番いい部分です、利用できる部

分が高等学校になってしまったわけです、いいですか、これも誤解しないでください、高等学

校をつくっち ゃいけないと私言っているんじゃないんですよO いいんですよ、高等学校はいい

んですが、もともと長期的な計画を持ってあそこは市の基幹となる公園にならなければいけな

いという計画をつく ったんでしょう、とすればそこはおいてほかに高校用地を求めるのが筋じ

ゃないですか、そのことを言っているんです。だから、公園をっくりましょうというところに

都立高校を持ってきたから、じやその公園はどこにいくんですかということを私申し上げてい

るんです。もう一度お願いします。

0議長(高橋通夫君 ) 市長。

-336ー
司

tqο qo 



と申しますか、前に独歩の方から買っております。その分がまだ残っております。それと、ま

だ民地がございますが、そういったところを含めまして、東側は将来公園として私どもは緑地

として保存する傍らできるだけし 1わゆる森林公園としての活用を図っていきたいというふうに

も考えます。また、それだけではまだ面積が足りませんO 西側の方にも樹林地が残るわけでご

ざし、ますが、これも現在では民地でございます。将来計画としては、こういったところもでき

るだけ市の方としては、買収をいたしまして、一帯的な公園として、総合公園化を図ってし 1く、

総合公園の面積は、一地区で 10ヘクタ ーノレ以上というふうに一応決められております。した

がいまして、 10ヘクタ ール以上になるようにいたしまして総合公園の位置は、ここに確保す

るというふうに考えております。それで、当時ここでは 15.8ヘクターノレ、現在高校用地とし

て 2.5ヘクターノレで、ございますが、その分を差っ引きますと 13.3ヘクタールでございます。

したがいまして、この減った分については当然、ここでは取れませんので、当然ほかの地域で緑

地、あるいは公園としてこれから確保する必要があるO それで、全体の面積をつじつまを合わ

せるというふうなことになろうかと思います。以上でございます。

こういうことにもなるわけでありますから、いろんな意味で.南北交流を豊かにする必要があ

ると思っておりますので、追加されるべきものだ、このように考えております。

0議長(高橋通夫君 ) 馬場弘融君。

08番(馬場弘融君) それでは、最後の一番大きな質問に市長は全然、お答えをいただ

けなかったのでもう一度お聞きしますが、私どもの判断では、この 12年間市民本位の市政で

はなかったなというふうに感じているわけです。またさらに 4年間おやりになろうというおつ

もりがあろうとは思えないんですけれども、その辺の気持ちがどうなのか、お答えをいただき

たいと思います。お願いします。

0議長 (高橋通夫君) 市長。

0市長 (森田喜美男君) いろいろ考えておりますし、市民からもいろいろお話を聞い

ております。しかし、あなたにここで私がお答えをしなきゃならないという性質のものではな

い、このように思います。

0議長(高橋通夫君 )

08番(馬場弘融君 )

馬場弘融君。

大体今部長の答弁で概略つかめたんですけれども、いずれにし

0議長(高橋通夫君 )

08番(馬場弘融君)

馬場弘融君。

まだまだそういったお気持ちがあるんだなという感じを私は受

ても総合公園というのは、繰り返しますが、日野市に二つしかない一番大きな北部南部の 1個

ずつの公園なんです。ですから、ぜひ修正をされるにしても、その総合公園としての規模とい

いますか、内容がおかしくならないような配慮をしていただきたいというふうに思います。

それから、次の二番橋の件なんですが、これ進めますというふうな市長のお言葉でありまし

たけれども、どうなんですか、そうすると浅川利用計画の方で当初からありましたこつの橋で

す、これとこの二番橋との関連といいますか、結局三つ橋が新たにできるということにいずれ

はなるんでしょうか。それとも浅川利用計画の中におけ るこつの橋を修正をして、ーっそっち

へ持っていくとか、そういったふうな整合といいますか、そういう作業は行われるんでしょう

か、この辺について伺いたいと思います。お願いします。

けました。そうである以上は、これまで私が申し上げてまいりましたように、今の市政では日

野市はよくならない、流れを変えなければいけない、私は考えております。もし、市長がまだ

まだおやりになろうというおつもりであるならば、私どもは全力を挙げて市民のために、市民

本位の市政を取り返すべく努力をしなければいけない、行動を起こさなければいけない、この

ことを申し上げ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 6の2. 1 2年間の森田市政は、市民本位の市政

であったのか(一貫性のなさという観点から)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、これに街l異議あり

ませんか。

0市長(森田喜美男君) この二番橋と仮称いたしました橋につきましては、急、に思い

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ます。よって暫時休憩いたします。

午後2時 55分休憩

午後3時31分再開

0議長(高橋通夫君 ) 市長。

立 ったと 言われるとまさにそういう感もあるわけでありますが、全体を考えまして、私は必要

な橋である、特に南側の今区画整理をしております万願寺地区から高幡の駅に一番近いコース 0議長 (高橋通夫君 ) 休憩前に引き続き会議を開きますO
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7の1. あれから 40年、決意新たに平和への取り組みを強めようについての通告質問者、

一ノ瀬 隆君の質問を許しますO

C 1 1番議員登壇〕

o 1 1番(一ノ 瀬 隆 君 ) 1 9 4 8年、昭和 23年文部省が発行した新しい憲法の話

というのにこんな話が載っています。

戦争は人間を滅ぼすことですO 世の中のよ いものを壊すことです。(中略)そこで、今度の

憲法では日本の国が決して二度と戦争をしないように二つのことを決めました。その一つは、

兵隊も軍艦も飛行機もおよそ戦争するためのものは一切持たないということです。これから先、

日本には陸軍も海軍も空軍もないのです。 これを戦力の放棄といいます。 放棄とは捨てて しま

うということです。しか し、皆さんは、決して心細く思 うこ とはありませんO 日本は、正 しい

ことをほかの国より先に行ったのです。世の中に正しいことぐらい強l¥ものはありませんO も

う一つは、よその固と争いごとが起こったとき、決して戦争によって相手を負かせて自分の言

い分を通そうとしないということを決めたのです。なぜならば戦をしかけることは結局自分の

国を獄ぼすような破目になるからです。また、戦争とまで も行かずとも国の力で相手をおどす

ようなことは一切しないことに決めたのです。これを戦争の放棄というのです。そして、よそ

の国と仲よくして世界じゅうの国がよい友達になってくれるようにすれば日本の国は栄えてい

けるのです。皆さんあの恐ろしい戦争が二度と起こらないように、また、戦争を二度と起こさ

ないようにいたしましょう。人間を滅すことになる戦争、その最たるものが、 43年前の 12 

月8日に始められたのでした。先週の土曜日のこの 12月8日を中心に戦争、平和、 憲法を考

える集会が持たれ、反核、平和運動の取り組みが進められています。 12月8日東京九段会館

では総評主催により反核 1，000人集会が聞かれました。あと 20日で 1985年になります

が、この年は敗戦 40年、 被爆 40年という重要な使命になる年です。日本の反核運動は、こ

の重要な年に当たり 、兵隊は許されない、 1人 1人の自覚に基づく反核運動再構築を目指して、

反核 1，00 0人委員会を総評が呼びかけたもので、この日の集会をその出発点に当てるのだと

言っています。同じ 12月8日、日野市の隣である昭島の市民会館では、不戦を誓う三多摩大

集会が催されました。朝日新聞によりますと、この中で、こ としの夏の原爆記念日に広島を訪

れた多摩地区の 30人の小・中学生の感想文の朗読などがなされました。立川の小学校の 3年

の藤井慶太君は、どうして人が人を殺すものつくるんだろう。そんなものをつくらなければい

いのにと訴えたということですo 1 2月9日日 曜日には、カーノレビンソン入港反対東日本集会
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が横須賀市臨海公園で行われました。原子力空母カールピンソンがトマホーク搭載について明

らかにしないまま 12月10日横須賀港に入港しました。原子力空母の首都圏への入港は初め

てであり 、新聞に大きく報道されていました。 この集会は非核三原則を政府に迫 る行動として

盛り上がったものになってきました。このように開戦記念日 12月8日を中心に多くの反核、

平和運動が進められました。そして、各地域においては、日野市に倣って非核平和都市宣言を

要求する活動が展開されています。さ て、 日野市において今、 1985年昭和 60年度の予算

の編成が始められるときだろうと思います。この年、 19 8 5年は、広島、長崎に原爆が落と

されてからちょうど 40年、あのいまわしい戦争が終わってからちょうど 40年、こ の年こそ

不戦を誓い、反核、平和を強調する年にしなければならないと思います。非核都市宣言、核兵

器廃絶平和都市宣言と二度も宣言を議決した誇りある日野市ですから、特にこのことを考え、

全国に範垂り得なければならないと思うのであります。このことは当然、今取りかかろうとして

いる 85年度予算に反映されなければなりませんO この時期の一般質問に平和問題を取り上げ

たゆえんでありますO 私は、今からちょうど2年前平和都市宣言がなされた年 1982年の

1 2月定例会で平和問題を取り上げました。強く て大きな平和都市日野市を目指して幾つかの

質問を行ったのでした。すべて前向きな答弁をいただきましたが、今後検討していきたいとい

うのが多かったように記憶しています。そこで、まずそのときの質問を思い起こし2年間の検

討の結果はどうだったのか、私の要望の中で実現したものは何なのかをただしたいと思います。

核兵器廃絶、平和都市宣言を顕垂幕や広告塔によって市民に理解を深めさせる施策はすぐに実

現いた しました。検討の結果はどうだったのか、また、その後の実現した施策は何があったか

の質問の第 1は、姉妹都市についてであります。都市が直接海外の都市と善隣友好関係を結ぶ

姉妹都市運動は、私が主張したように平和施策と考えているというお答えがありました。この

姉妹都市運動は、市としての平和運動、平和政策として最も有力なものであるということは、

後で触れたいと思いますo 2年前の姉妹都市に関して私の質問は、平和政策についてのほかレ

ジトランズに続く第2の姉妹都市をアメリヵ以外の国の都市と締結する考えはあるのか。特に

中国の都市とはどうなのか。さらに、第 2、第3と多くの都市との姉妹都市はどうかの質問で

ありました。これに対する答えは、今のところ考えていないが、今後機会があれば検討すると

いうものでした。その後の検討についてここで質問いたします。次に、被爆者や戦争犠牲者の

調査や援護を市としても具体的に確実に進める努力が必要であるが、どうかの質問に対して、
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内部的に検討という発言が坂本福祉部長からなされています。内部的検討の結果以下を 2年た

った今お聞きしておきます。原爆資料館、あるいは戦争資料館の建設についてのお答えは、 企

画財政部長から第三桑園跡地資料館建設の計画なので、その中で考えていきたいとの答えをい

ただいています。具体化が進んでいる資料館建設の今後とともにこのことにお答えいただきた

いと思います。 40代以上の日野市民にと って多かれ少なかれいまわしい戦争の記憶はあると

思いますが、私にとって日野の地域ということで、戦争の記憶の中で強烈なものの一つに現在

の東豊田一丁目泉自治会のあたりの爆弾の投下であります。三十数発と記憶していますが、い

ずれも田んぼにすり鉢状の大きな穴があき、中に不気味に赤茶けた水がたまっているこの光景

が私のまぶたに残っています。一歩誤れば川辺堀ノ内の部落が全滅するというこの爆弾投下、

これらも何らかの形で資料館に残さなければならないものと思っております。社会教育の分野

での平和の学習についての質問に対して教育長のお答えは、現状行っている幾つかの平和の学

習を具体的に挙げられ、平和の学習が極めて必要なものだということを強調されました。そし

て、引き続きこの問題については、国際的視野に立っ た中での充実を考えていき たいと答えら

れております。この2年間で国際的視野に立つての充実がいかになされたかをお話いただきた

いと思います。

次に平和費についてであ ります。 2年前、私は自治体問題研究社須田春海さんの提起に沿

って予算の中に平和費を創設するのがいいと思うこのことを検討していただき たいと申し上げ

ました。須田春海さんは、国家の軍事費に対抗して一般会計予算歳出の中に平和費をっくり出

し、自治体として平和のために努力することがいいとし軍事費がGNPの1%云々と言われて

いるのにならって税収の 0.1%でいいのではないかと言っていました。昨日の石坂議員の質問

による答弁から私なりに推測しますと、 来年度 1985年度の市税収入は 190億になりまし

たが、だとすると来年度の平和費に約 1，900万円を組みいろいろな平和施策を行ってもらい

たいということなのであります。 2年前の加藤一郎総務部長のお答えは、新しい提言でござい

ますので、今後十分検討をしていきたいという ものでした。その直後の 83年度の当初予算は、

十分検討するに時間はなかったと思いますが、 84年度も実現しませんでした。これから始ま

ろうとする 85年度の予算に平和費は創設できないでし ょうか。このことを十分検討していた

だいたその内容もお知らせいただきたいと思います。

平和費については、2年前にも申し上げましたように款が総務費、項が総務管理費の中の目
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に当たり、名称は平和事業費あるいは平和推進費といったものでもいいのではなし 1か

と思います。ここで平和費について武蔵野市の実情を知ることができましたので、紹

介しておきたいと思います。武蔵野市は 19 6 0年世界連邦平和都市宣言を行い、

198 2年 3月に非核都市を宣言しました。藤本前市長のもとで、 承認された 83 

年度予算は一般会計予算額の 0.1%に当たる約 3，000万円が平和に関する予算として計上さ

れ、新聞紙上でも高く評価された予算でありました。市民参加で計画される憲法月間行事を初

め、市民集会、市民講座、中学生の模擬市議会、平和記念像、憲法小冊子の発行など多彩な計

画が予定されていました。 83年 4月の市長選挙で藤本革新市長は惜敗し、残念ながら保守に

市長の座を明け渡しました。土屋新市長は、 83年度平和に関する予算の幾っかをむだ使いだ

として執行を中止したのでした。そして、 84年度本年度の平和予算は、 5分の1の約 600

万円に大削減を行ったのでした。同じく非核都市宣言を議決した三鷹市では、本年度から非核

平和事業を実施しています。初めての平和事業として、広島市長荒木武氏による平和記念講演

会、第五福竜丸展示場見学会などを実施しています。そして、こ れらを中心に本年度予算に平

和非核事業費を計上しています。武蔵野市、三鷹市のように日野市でも平和非核事業費といっ

たものをはっきり組んでいただきたいのであります。その平和費の内訳は、私の2年前の主張、

先ほど申し上げお答えをお願いしたものももちろん含むものであります。その他被爆 40周年

を迎える来年こそ日野市民の代表を広島や長崎へ派遣することなども考えるべきだと思います。

今、市役所一階玄関わきで市職員組合の主催でアフリカ難民救済の写真展、それにカンパの運

動が行われていますが、こ れも立派な平和運動だと思います。これなど場所を貸すだけの後援

ではなく、市としてもっと積極的に取り組むべきではなし 1かと思います。毎年秋に行われてい

る戦没者追悼式もできれば8月 15日に行い平和を記念し、戦没者を慰霊追悼する記念式典と

して平和事業の一環としてやるのがよいのではなし 1かと考えます。ほかに憲法非核平和映画フ

ィルムの購入なども考えられるところですO 充実した 40周年を計画し、日野市においての平

和運動の前進を願うところです。ここで、質問を一つ追加しておきます。武蔵野市の 83年当初

予算の平和費は、3，000万円、保守市政の 84年、本年度の 600万円に対して日野市では

本年度の平和に関する予算は幾らになっていたのでしょうか。内容も含めてお願いします。あ

わせて平和費を盛ん込んだ来年度以降考えられているものがありましたらお答えいただきたい

と思います。この質問を追加いたします。
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2年前の質問に戻りますO 須田春海さんの提起で平和費の創設とあわせて日野市非核平和都

市宣言条例をつくるべきだと主強いたしました。この条例の具体案を提示したのでありますが、

お答えは今後検討でありました。検討の経過並びに結果をお知らせいただきたいと思いますO

三鷹市では、このような条例制定に向けた運動は提起されてきていますO

次に、世界連邦平和都市宣言についてであります。 2年前の 11月に世界連邦平和都市宣言

第 1号の京都府綾部市に行政視察に行つての発言でした。前向きに検討していきたいというお

答えでしたが、どうでしょうか。以上2年前の私の質問に対し検討するとお答えいただいたも

のを中心に 2年の経過を踏まえてここで質問としたものであります。申し上げました質問をと

りまとめますと、次のようになりますので、よろしくお願いいたします。

質問1. 姉妹都市運動のその後の検討は。質問 2.被爆者や戦争犠牲者の調査や援護につい

ての内部的検討の結果は。質問 3. 資料館建設の今後について、 原爆資料館、戦争資料館と関

連しての質問であります。質問 4. 平和の学習について国際的視野に立つての充実がいかにな

されたか。質問 5. 平和費の創設はできないか、十分検討したその内容は。質問 6. 今年度の

平和に関する予算は幾らになっているか、内容を含めてお願いいたしますO 質問 7. 平和費に

織り込むもので来年度以降考えているものは何か。 質問 8. 日野市非核平和都市宣言条例の検

討の経過と結果は。質問 9. 世界連邦平和都市宣言についての検討はどうな ったか、以上です

ので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。

まず一番目の姉妹都市運動のその後の検討はということでございますけれども、姉妹都市の

関係につきましては、私の言うまでもなく市並びに市民の相互理解、親善、文化の向上には必

要だということで、その辺は十分理解しているつもりでございます。ただ現在今、レジドラン

ズ市と姉妹提携をしておるわけでございますけれども、現在の日野市の人口規模でありますと

か、今、市が抱えているいろいろな問題を考えますと、この姉妹都市をさらにふやすことが、

実際問題としてどうかというようなちょっと疑問を持っているわけでございます。やはり姉妹

都市を提携するということになりますと、提携以降のやはり心の入った交流なりおつき合いが

必要ではなし 1かというふうに考えているわけでございますO 今少し時間をいただきまして検討

をいたしたいというふうに考えておりますO 次は、三番目の資料館の建設でございますけれど
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弘前回企画財政部長がお答えしたようでございますけれども、非常に行政レベルの高い位置の問題

でございます。後ほど市長の方からお答えをいただきたいというふうに考えております。次が 5番目の平

和費の予算の自の創設でございますけれども、これにつきましては、御承知かと思いますけれども、予算

の様式につきましては、自 治法で一応定められております。参考まで市こ申し上げますと、自治省で定めら

れているわけでござしぜす。簡単に申し上げますと、予算の様式は自治省令で定めた様式を基準にしな

ければならないという定めをしております。 これはもちろんおわかりかと思いますけれども、やは

り各自治体の予算を見やすくするため、また、比較しやすくするため、そういう配慮のもとに

一定の基準の枠をはめているわけでございます。この基準にという意味でございますから、こ

れを絶対に守れというものではございませんけれども、精神はそういうところにあるわけでご

ざいますので、こ の辺を踏まえまして、 60年度の予算の編成の段階で、また、再度検討いた

したいというふ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 ) 教育長O

0教育長 (長沢三郎君 ) お答え申し上げます。

3番の資料館建設の今後の問題と 4番の平和学習、 これに関しての御答弁を申し上げます。

教育とか文化と いう関係の中で、平和という問題がいかにその重要であるかということ、こ れ

は日本の歴史を振り返ってみるまでもなく 、平安朝時代における仏教文化、 あるいは貴族文化

の交流、あるいは江戸幕府260年の太平の世の中における町民文化、 庶民文化の発達こうい

うものを振り返ってみる際に、平和というものと、教育文化 というものとは切り離せない非常

に重要な質を持っている、こう考えております。 この3番目の資料館の建設関係ございますけ

れど、本年度一応設計関係を終了し、60年度予算の中で工事費を計上し、62年 4月以降開

館の方向で準備を進めているO 当然その中には、日野市の文化遺産、こういうものの収集展示

等の中で、今、一ノ瀬議員の方から御質問のありました特別展示というようなことで、いわゆ

るこの行事等とも絡みながら今出ております戦争中におけるところの日野市民の生活、そうい

うものを資料等が集まれば集められるような努力をしていきたい、こ う考えております。なお、

4番目の平和の学習について、このことにつきましては申すまでもないことでございますけれ

ど、教育基本法の第 1条教育の目的というのが載っているわけでございますけれど、教育の目

的というところに、教育は人格の完成を目指し、平和的な国家並びに社会の形成者として信義

と正義を愛し云々とこういうような書き出しで教育の目的というものが、教育基本法の中に明
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示されているわけでございますけれど 59年度、本年度の日野市の教育委員会学校教育の課題

という中で、日野市教育委員会では、国際的な視野を持ち、世界の平和に貢献できる市民の育

成、こういうことを教育委員会の方針としてうたっております。この中で、この国際的な視野

を持ち、世界の平和に貢献できる市民の育成ということから、我国の文化や伝統について理解

を深めてし 1く。それから、 2番目に国際都市東京の実態に即したこの教育活動を展開してし 1く。

3番目に諸外国の生活や固有文化の違い、こういうものを正し く把握する、そういう 教育を通

しながら、平和の重要性というものについてあらゆる教育活動の中で、直接、間接に指導して

いく こう いうこ とをうたっているわけでございます。各小中学校では、これに基づきまして教

育目標というものを掲げているわけでございますけれど、それぞれの発達段階の中で、例えば

小学校の教育目標では、みんなと仲よく力を合わせ られる子供、あるいは明るく思いやりのあ

る子供、または人や動物の命を大切にする子供等の目標が各学校の教育目標という形で掲げら

れております。さらに中学校では、この内容がさらに直接的になりまして、平和で民主的な人

間の育成とか、または基本的人権、これを尊重 し、世界に聞かれた日本人の育成こういうよう

なことを教育目標に掲げて 日常の教育が展開されている。一方この現在使用されております社

会科の教科書、この中でも小中学校でそれぞれこの国際社会 と平和という問題、あるいは国民

主権と平和主義という問題、これらの内容が取り上げられておりまして、この平和を確立して

いくことの大切さというもの、これは授業等を通 しながらも指導するような手だてこれが行わ

れております。以上です。

O議長(高橋通夫君)

なろうかと思います。それから、7番目の来年度以降の考え方でございますが、御質問にござ

し1ましたように来年度につきましては、 40周年という節目 を迎える、こういうことで普通の

平年と違いまして、特別な事務段階でございますけれども、一応考えているところでございま

すが、一応戦争体験の編集小冊子でございますけれども、これらをやはり これからは市民の皆

さんに呼びかけまして、 そんなものをつくっていきた~ ~o それから、平和ポスター、いわゆる

日野市核兵器廃絶平和都市宣言を文言を入れました像、平和の像といいますか、そういったも

のとか、あるいは啓発塔につきましては、これも引き続き設置していきたし 1。それから、 40 

周年ということで一応全国レベノレのいろいろな催しもあるわけでございますが、それらについ

ても市民代表等を含めまして、こ れに参加していただく 、こんなような考え方で今事務段階で

は煮詰めているところでございます。それから 8点、 9点につきましては次元が非常に高いも

のですから市長の方からでも御答弁をいただきたいと思います。 以上です。

O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。

当時の福祉部長でこのような御答弁を申し上げました。その発端は遺族会の会長であります

石坂議員さんと叙勲の証書などをお届けに上がります御家庭で遺族会にまだ加入されてない方

が相当数いらっしゃる、そういうことか ら戦争犠牲者の名簿そのものもまだ完全なものじ ゃな

いんじゃないか、そういうことから遺族会の会員の皆さんなどの口こみ、あるいは広報に掲載

いたしまして、戦争犠牲者の名簿づくりにとりかかった記憶がございます。以上です。

総務部長。 0議長(高橋通夫君) 一ノ瀬隆君。

0総務部長 (伊藤正吉君 ) 御質問の 6点、 7点につきまして御説明したいと思います。 o 1 1番(一ノ瀬隆君) 最後の方市長にお答えいただくというような部長のお話で

まず今年度の平和に関する予算は幾らになっているか、こういうことでございます。これにつ

きましては内容を含めてとこういう御質問でございますが、これにつ きましては、本年度は

1 5 0万円ばかりの予算を組んでございます。全体の予算に対する比率は、 0.5労程度になろ

うかと思います。それで内容でございますが、特別旅費、これは府中市で開かれております非

核都市宣言自治体連絡協議会、あるいは非核都市事務担当者連絡会議、こういうものの旅費が

支出されております。それから、 57年、 58年に引き続きまして啓発塔を 2基作成する、こ

ういうこと等でございます。それから、反核平和啓発フィノレム、これは図書館室でございます

が、フィノレム 7本分の計上がしてございますO それらをトータノレいたしますと約 15 0万円に

したが、私の発言した後でまた市長に一括してお答えいただきたいと思いますので、よろしく

お願いします。

今の回答の中で、私がこの質問で一番主力に置いた平和費のことでありますけれども、自治

省令などがあってやりにくいというようなお話ですけれども、私はもちろんこういったものが

あってや りにくいということは承知の上であえて非常に市政の中でも大切な平和の問題である

から、平和費を創設してほしいということを申し上げたわけであります。実は武蔵野、あるい

は三鷹でそれぞれ平和に関するものを予算に盛り込んでおりますけれども、目として、あるい

は項として、平和費、平和推進費、あるいは平和事業費といったものを組むまでには至つてな
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いようです。全国でまだないようでありますけれども、日野市で一番先にやってほしいという

夢がありましたので、あえて申し上げたわけであります。私の夢をぜひ実現させていただくた

めにさらに御検討をお願いしたいと思います。どうしてもできないというなら武蔵野市や三鷹

市のようにそれぞれの項目にはっきり平和費だということをわかるような形で盛り込んでいた

だき全体が何千万円なのだ、あるいは何百万円なのだということをはっきりし、それが全予算

のあるいは市税収入の何%なんだということもはっきりするような形で計上していただきたい

と思います。総務部長のお答えで本年度の予算が 15 0万円だということであります。 0.55ち

たしか言ったようですけれども、それは何を基準にしているかわかりませんし、特にそのこと

をあえて追求するつもりはございませんが、ただ 15 0万円という ことが、 実に少ない、武蔵

野市に比べたら藤本市政のときの 20分の 1、そして、土屋市政から比較しても 4分の lとい

う少ない金額でありますので、そのことを認識して今年度の予算十分前向きに取り組んでいた

だきたいと思います。来年度予算は、平和都市日野市にふさわしいものにしてほしいと思いま

す。

最後に質問いたしまして、市長から答弁ということでまだ答弁をいただいておりませんO 世

界連邦運動について触れさせていただきたいと思います。 2年前の繰り返しになるかとも思い

ますが、強力に平和施策を推し進める日野市として核兵器廃絶、平和都市宣言だけではなし

この世界連邦平和都市の宣言をやるべきだと私は考えています。ここで世界連邦都市の宣言を

幾つか例示してみたいと思います。まず全国で第 1号、 2年前私が視察いたしました綾部市の

宣言でありますけれども、綾部市は、日本憲法に貫く平和精神に基づいて世界連邦建設の趣旨

に賛同し、全地球の人々とともに永久平和確立に遁進することを宣言するO 昭和 25年 10月

1 4日、綾部市議会となっています。そして、次に広島市の宣言文を御紹介したいと思います。

我らは人類福祉増進のため全世界の人々と相結んで、世界連邦建設の趣旨に賛同する都市たる

ことを決意するO 広島市は世界の広島市として永久の平和都市であることを確認するO 右宣言

する。昭和 29年 10月30日、広島市議会とあります。長崎市でもこの宣言を行っています。

広島、長崎で非核都市宣言がなされていないと日野市議会でも指摘があったこともありますが、

この平和都市宣言があ ったからなのかもしれないと私は考えています。次に中野区議会でのも

のを御紹介いたします。東京都中野区は、原水爆下における人類の不安を一掃し、世界の恒久

平和と永遠の繁栄を保障する世界連邦の建設に同意し、偏見とす青疑による武力国家の対立を解
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消して英知と友愛に基づく世界新秩序の実現を希望するO 人類最初の原爆被害国として、また

戦争放棄を憲法に宣明した国として日本こそは、この主張を全世界に向かつて提唱し得る最適

の立場にあることを勧告し、ここにあえてこの宣言を行ない、もって他の宣言諸都市と相携え

て大いに世論を喚起し、これを国政に反映せしめ、一日も早く国家宣言を行うとともに、進ん

で現在の国連憲章の改正により世界連邦の実現を要請するO 右宣言するO 昭和 35年 3月 3日、

中野区議会。隣の八王子市でも世界連邦平和都市宣言を行っております。宣言、八王子市は戦

争放棄を憲法に明記した日本国民の立場から、世界の恒久平和を実現し人類の福祉の増進を目

的とした世界連邦建設の趣旨に賛同するO 今日人類の生存を脅かしつつある爆発的人口増加、

食糧、資源の枯渇、環境破壊等は武力による支配を法の秩序に置きかえた戦争のない世界平和

機構によってのみ解決し得るとの認識に立って、他の宣言諸都市とともに相携えて人類永遠の

平和の確立に努力するO 右宣言するO 昭和 53年 12月21日八王子市議会。そして、東京都

の世界連邦平和宣言であります。第三次世界大戦を防止し原水爆の恐れのない永久平和を実現

することは全人類の切実な願し 1とするところであるO 東京都は、世界最初の原爆被害を受け、

戦争放棄を憲法に明らかにした日本国の首都として、世界連邦建設の趣旨に賛同し、全世界の

人々と相携え、人類永遠の平和の確立に努力する。右宣言する O 昭和 38年2月 26日、東京

都議会となっていますO 昨日 、市川議員から最大級の賛辞が送られた当時の都議会議員だった

古谷栄さんのこの宣言実現のための大きな努力があったと聞いておりますO 昨年11月22日

東京都世界連邦平和宣言20周年記念大会が聞かれました。この 20周年記念大会趣意を参考

までに紹介いたします。

東京都世界連邦平和宣言20周年記念大会趣意、世界の現状は米ソを中心とする東西の緊張

が激化し、その結果、頻発する局地戦争が核戦争へと進展し、人類の加分を一瞬にして破獄

させる危機にさらされております。

また人類の3分の2を苦しめている飢餓・貧困、人口の爆発的増加、食糧 ・資源・エネルギ

ーの枯渇なども戦争誘発の要因となっており、我日本に眼を転じますと、食糧・資源・エネノレ

ギーを海外に依存し、反面すぐれた工業技術による製品の多くを海外に輸出して繁栄しており

ますが、世界が平和であるか否かが大きく影響いたします。

これらの世界的諸問題に有効に対処し、解決するために、各国家内の平和がその国の国内法

の施行によって保持されている、その平和保持の方法を世界的に拡大して、一つの世界法のも
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とに世界的政治機構、すなわち世界連邦政府の実現を目指しているのが世界連邦運動でありま 競いますO 世界唯一の原爆被災国であり、戦争放棄を誓っている日本こそこの運動推進の最適

任者であると外国からも認められています。あなたがこの運動に参加することは、世界平和へ

の貢献を実践することで、大いなる誇りといえまし ょう。世界の人類からも、子孫からも必ず

や感謝される時が来るでしょう。さあ、今すぐ行動へそのためにはまず会員になりましようと

あります。

私も一昨日年額会費2，000円を支払って会員になりました。世界連邦建設同盟の会員とし

て同盟として松前会長名で提出した陳情をぜひとも採択していただくようお願いしておきます。

会員として早速いただいた連盟の機関紙今月号に地方自治体と世界平和と題した加藤俊作関東

学院大学教授の文章が載っていました。非常に参考になることが書かれていますので抜き読み

してみたいと思います。

地方自治体と世界平和、新世界秩序創設のアクターという見出しです。この新聞余計にあり

ますので、後で市長に差し上げたいと思いますので、ぜひ読んでいただきたいと思います。

最近、地方自治体が世界平和に果たし得る役割についての認識が急速に注目されるようにな

っている O 従来、世界平和といえば、それは国家間の問題であって、地方自治体の役割といえ

ば、それは何よりもその地域の発展や住民の福祉の増進であった。しかし、最近は姉妹都市運

動や非核宣言都市会議などに象徴されるように、地方自治体が直接海外の自治体と連携し、さ

まざまな活動を通して世界平和の強化に貢献している O それでは何ゆえ本来、国家に課せられ

ているはずの世界平和といった問題に地方自治体が関与するようになり、あるいは関与する必

要性が強調されるようになったのであろうか。もし国家政府が世界平和、 しかも恒久的な世界

平和の強化に十分な役割を果たし、年々それが実現を見ているならば、あえて地方自治体がそ

のような分野に乗り出す必要はないだろう。自衛の名のもとに年々莫大な軍事費が使われてい

るにもかかわらず、一向に安心感は増さず、むしろ不安感を増幅しているのが実情であろう。

要するに人びとは世界平和の強化について国家に多くを期待できないという認識を持ち始めた

と言えよう。今日、国家政府に真の世界平和実現に対する期待が持てないとすれば、われわれ

は一体、だれにそれを期待できるのか、ここにその主要なアクターとしての地方自治体が、注目

されるに至った理由があるO 最近、国家の軍事や核兵器配備に対抗する形で、地方自治体が世

界の各地で非核宣言や平和都市(県)宣言を採択し、 1984年 4月にはイギリスのマンチェス

ター市で第 1回非核自治体国際会議を開催し、来年(1 9 8 5年)春には第2回大会をスベィ

す。

東京都議会は、 20年前、すなわち昭和 38年2月26日、この趣旨に賛同し、全員が超党

派で提出者となり、全会一致で上掲の宣言を議決し、外人を交えた報道陣によって新聞、テレ

ビ、またテレタイプによってこのピックニュ ースは内外に伝えられたのであります。

現在、同様の宣言は 1都2府25県、 35 0の市区町村で議決されておりますが、私共は

2 0年前の首都東京都の、この宣言の意義を再確認するために記念大会を開催し、都内ひいて

は全国に世界連邦運動の幅を広げ、世界の恒久平和の達成に資せんとするものであります。都

民の皆様の御支援と御協力をお願いいたします。この 20周年記念大会の案内書に都内世界連

邦平和宣言自治体の名前が載っています。三多摩は青梅市、武蔵野市、立川市、福生市、羽村

町、武蔵村山市、小平市などであります。日野市の名前が入 っていないのが残念でありますO

一昨日、日野市議会で世界連邦都市宣言を議決してほしいという陳情が提出されました。世

界連邦建設同盟会長の松前重義さんからのものです。ここに世界連邦運動とはという世界連邦

建設同盟の案内があります。世界連邦運動とは、戦争と貧困と公害のない世界をつくるのがこ

の運動です。これは人類最大の事業といえま しょう。原水爆が発達した今日もう戦争をしては

なりませんO それは人類の滅亡を招くからです。だが戦争は絶対起きないという保障はどこに

もありませんO 戦争の火だねは世界の各地にくすぶっており、人類は第三次大戦の不安におび

えています。人類が戦争を滅ぼさないならば、戦争が人類を滅ぼすであろう。世界人類40億

のうち 3分の 2以上の人々は貧困で飢えております。また世界的な公害と資源の枯渇は人類を

死滅におしゃる恐れがあります。人類が月に到達した現在、人々は「地球人意識Jを持つよう

になりました。経済を初め通信、交通その他何もかも地球単位です。難しい言葉でいうと国際

社会の時代から人類社会の時代へと急速に移り変わっているのです。世界連邦の素地十分です。

世界的な問題は世界的な制度で処理し、解決しようというのが世界連邦の基本的な考えです。

私どもの祖先は、明治維新で廃藩置県を行い、国内から戦争をなくし、一つの政府のもとに日

本という法治国をつくりました。それと同様に世界法をつくる世界会議、それを実行する行政

府世界の平和と安全を守るための世界警察と世界裁判所の創設、つまり立法、行政、司法三権

を備えた世界政府をたてることで、すO だが世界連邦になったからといって国がなくなってしま

うのではありませんO それぞれの国家はそれぞれ独立国としての自主性をもって幸福と繁栄を
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ンのコノレドパ市で開催するまでになっている O また 19 5 0年、京都府綾部市から始ま った

「世界連邦平和都市(県)宣言」運動は、その後、他の自治体に広がり、 1984年 10月現

在、宣言自治体は 1都2府 25県 167市区 14 7町 16村(計35 8 )に及んでいるO 地方

自治体が「平和」問題により大きな関心を持ち、自主的に平和の強化のために行動するように

なったもう一つの理由として、戦争形態の大きな変容が挙げられるであろう。近代戦において

は前戦と銃後の区別がなくなってしまったどころか、むしろ軍人は安全な地下壕におさまり、

その被害者はもっぱら一般市民であるという事実であるO もしこの次、核戦争が起これば恐ら

く被害者のほとんどは一般市民であることは疑いなし 1。このような状況下で 「平和」の問題を、

もっぱら軍備にたよる国家や軍人にだけ任せておくことはできないと一般市民が危機感を持っ

たとしても当然であるO 言ってみれば、国家は本来、武力によって自国民の安全を守るという

論理に立ち、その延長線上に核兵器によって安全を守るという事実が生まれたが、実は、その

事実こそが前述の論理の破産をもたらし、それにかわるべき新しい論理として、平和アクタ ー

としての自治体が国境を越えて連帯し、相互の住民の安全を守るという新しい平和達成の道を

開いたというべきであろう。このように考えるならば自治体は単に非核都市(県)宣言や平和都

市宣言をしただけでは十分とは言えなし 1。いや、もっと積極的な新しい平和秩序創設のアクタ

ーとして、究極的にはグローパノレな自治体のネットワ ークの創設まで考えるべきであろう。そ

れはまさしく平和な世界秩序であるはずであり、また単なる 「非核都市(県)宣言Jとは違った

「世界連邦・平和都市(県)宣言」を行なった自治体の使命も、そこにこそあると言えよう。大

分抜かしましたが、以上が加藤俊作関東学院大学教授の発言であります。最近のことですが、

1 1月20日付で世界連邦宣言自治体全国協議会会長の岡山県知事長野士郎氏から、各地方自

治体市長あて文書が発送されています。世界連邦宣言の促進についての(お願い)というもの

です。秘書課長にお聞きしたら、来ていないということで、我森田市長を忘れるなんてけしか

らんと思いながら、早速きょう岡山県知事に連絡して森田喜美男市長あて発送するよう連絡し

ました。先ほど連絡が入りまして市長に加えて議長にも発送したようであります。すぐに正式

の文書が到着するはずですO ちなみにこんな文書です。

世界連邦宣言の促進について(お願し、)、向寒の候、貴殿にはますます御清栄のこととお喜

び申し上げますO さて、我国は世界唯一の被爆国であり、私たちは二度とあのような悲惨な戦

争を繰り返してはなりませんO
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しかし、世界は今、米ソを中心とした東西陳営の軍拡競争はますます激化し、ひとたび世界

戦争が起これば人類の滅亡は避けられない状況にあります。

こうした核戦争の危機とか食糧問題、資源、エネルギ一問題、環境問題など地球的規模の問題

を解決するためには、新しい世界秩序、つまり世界連邦が必要であります。

私たち世界連邦宣言自治体全国協議会では、昭和 29年の発足以来、恒久平和を築くため、

世界連邦思想の普及、自治体の宣言促進、国際協力、援助などの運動を展開しています。

現在、宣言自治体は 359団体ですが、これは全国の自治体の 1割にしか過ぎませんO

どうか、世界連邦運動の趣旨に御賛同いただき、早期に世界連邦自治体宣言の議決に御努力

いただくとともに、宣言後は当協議会に御加入いただきますようお願い申し上げます。という

ものであります。この世界連邦平和都市宣言を初め、平和施策について市長の御見解をお聞か

せいただきたいと思いますO

2年前は時間がなく、市長のお話を伺うことができませんでしたが、よろしくお願いいたし

ます。

0議長(高橋通夫君 ) 市長。

0市長(森田喜美男君) 日本国憲法の前文というのをよく読んでみるわけであります

が、平和への人類の希求は普遍的なことであって、これからのその努力にまたなければならな

いということが明記されております。そして、また一方に考えますと平和があってこそ日常の

市民生活であり、あるいは文化福祉が保有できるということでありますから、 1日として無関

係な状況はないわけであります。端的に平和という問題を戦争をしないということだけで、平

和とみるのか、人類の平和への希求はそういうことではなくても っと広い今言われると ころの

国際的連合体であ ったり、あるいは人類のも っとお互いが助けあえる、理解しあえるそういう

条件をつくることにあるというふうに思います。その戦争をしないということだけで考えまし

ても現実に軍備はますます両超大国の軍備増強が拡大されて、まさに我日本もその中にすっか

り繰り込まれているという感じがいたします。特に私どもの三多摩には、米軍の横田基地とい

う強大な軍事基地があるわけでありまして、これをどのように理解するか、非常に困難な問題

でもあります。核兵器廃絶だけがまた平和でもないわけでありますが、少なくとも一番今危機

感のあるのはこの核戦争でありますから、これを何とか避けて防止するということこそ人類の

共通の最大のまた理想でなければならな~¥。理想というよりも現実問題であるというふうに言
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うべきだと思っておりますO そこで、今、一ノ瀬議員から日野市の行政の中に、平和行政とい

うものを、どう位置づけるかという観点からの御質問が述べられたわけでありますが、例えば

平和費という費目をたてるという ことも狭義の意味では意味があると思います。しかし、我々

が目指しておりますいわゆる地域社会の平和、あるいは目指す目標、これはすべての事業にそ

の目標が一致できる性質のものでありますから、狭義に考えることは、いかがかという感じも

しないでもありませんO 健康を守るこ と、あるいは子供が人間として立派に育つこと、思慮判

断のできる、そういう能力を持たせる教育こそ平和のために基本的に必要だというふうに言う

べきかとも考え られます。そう いう意味におきまして、この自治体が行っていること がすべて

平和行政ともいえないこともないわけでありますけれども、も っと明確にして、施策を明らか

にせよ、こういうことの意味も大いに感じるわけであります。先ほど教育長の方から、私が教

育の中で幼児教育から、あるいは家庭教育から、ひいてはもっと社会教育の分野でも平和の問

題ということをもっともっと具体的に教育をする、あるいは学ぶことができる、そういう環境

をつくるということは極めて重要だと思っておりますので、施策のすべての中心理念には、そ

のことをはっきりと理念づけておくべきだ、このように思います。昭和 57年 10月8目、こ

れは日野市の市議会で、第3固定例会の一番終わりの日だったと思っておりますけれど、いわ

ゆる核兵器廃絶、平和都市宣言日野市、この宣言を全会一致によって議決を見たことができま

した。それに基づいて第一歩ではありますが、平和宣言等々を立てましたり、若干の平和に関

します予算費目を掲げておる、こういう状況でありまして、見方によ っては、その宣言の御題

目で何の意味があるかというふうに言う方もありますけれど、私はそういうものではなくて、

やっぱりみんなの心にそのことを毎日訴えて実感としてこの我が物にするといいますか、市民

の物にする、こういうことは極めて有意義だと思っておりますし、よそからも評価を受けてお

るというふうに感じております。 1週間ばかり前の朝日新聞の記事相当スペースを割きまして、

日本のいわゆる日野市が行っておりますような非核平和都市宣言これを行った市がいろいろな

形で 200幾つにふえたこのように記述されているのを見たわけでありまして、資料として私

はそれを今残してもっとこれを広げる方法をどうすべきかということを考えておるところであ

ります。広島市のごく接続いたします府中町、これは山田町長さんというすぐれた方が我々に

も呼びかけがございました。参加をして二、三年になっておりますが、昨年はもっと広い取り

組みをすべきだということから、全国革新市長会でもそのことの連絡会を聞こうということが

議決をされておりますO 私どもは、これは革新の政策ということのみではなくて、これはやっ

ぱり保革をとわず、全国民、あるいは全自治体総合的に取り組むべき課題でなければなりませ

んので、もっと広いそういう活動をすべきだというふうにも考えておるところであります。革

新市長会は決してその革新市だけの範囲でやろうということではなくて、もっと関連市に呼び

かけようというそういう考えによるものであります。日野市がたまたま海外に姉妹都市を持ち

得ていますのは、アメリカ のレッドランズ市でありますので、さきにも申し上げましたことが

あると思っておりますけれど、私はレッドランズ市にそのことをつまり海外の姉妹都市として

日野市のそういう考え方を伝えレンドランズ市も呼びかけるきっかけをつくってみたい、こ の

ように今検討を進めておるところであります。なお、どのような予算費目を立てるかというこ

とにつきましては、もっと具体的にその平和事業の検討委員会というようなものを市民参加、

あるいは議会参加によ って検討させていただきたい、こういうことも有意義であろうと思いま

す。今進行しつつありますふるさと博物館これも市民生活を、いわゆる生活文化の資料を展示

して、郷土の生い立ち、あるいは目指す方向を若い市民層によく理解ができるようにというよ

うなことを目標として設置するわけでありますので、こ の戦争の資料、あるいは記録、それら

もできるだけ収納できれば幸いだというふうに考えております。その平和ファクタ ーとしての

自治体という発想は、いろいろと国際政治の上で努力する方法はあるでありましょうが、やは

り一番草の根といいましょうか、自治体こそそういうファクタ ーにな り得るという新しい発想

だというふうに思いますので、そのことの意義を十分わきまえながら、適切なこの平和運動、

あるいは平和推進の事業に施策として取り組む部分が多々あろうかというふうに考えておりま

す。質問の趣旨をよく理解をし、また、今後各位の御知恵も拝借、ちょうだいいたしまして、

日野市民を中心としてこういう運動の発展することを願ってやまないわけでございますので、

今後とも努力をすべき、これは一時期のことではなくて、も っと恒久的な取り組みにすべきも

のだ、こ のように考えております。思いついている範囲の断片的でございますけれど、以上の

とおりお答えをいたしておきます。

0議長(高橋通夫君 ) 一ノ瀬隆君。

o 1 1番(一ノ瀬隆君 ) ありがとうございました。世界連邦平和都市宣言について

十分過ぎるほどいろいろ説明したわけでありますけれども、それに対して市長の御発言はなか

ったのでありますけれども、十分市長を初め議員の皆さん御理解いただけたと思って今後の陳
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情採択をよろしくお願いいたします。重ねてお願いしておきます。

武蔵野の土屋市長は、平和に関する行政は国レベノレで、行うのが妥当だとしてその予算を前年

度の 5分の lと大きく削減を行いました。しかし、核の脅威をひしひしと感じる今日、市民 1

人 1人が平和に対する自覚と信念を持ち、まず自分の身の周りから思いやりある人間関係を持

って人権の尊重と人類愛に裏づけられた民主主義を確立し、隣人から市へ、都へ、国へ、そし

て世界へと広げて本当の平和を築くことができるのであると考えるべきであります。また、市

が直接国境を越え友好姉妹都市などで連帯し、相互の住民の交流によって平和達成の道を聞く

ことも可能であり、世界連邦という崇高な目標を目指しての運動もまた必要であると考えます。

今、政府は福祉を切り捨てて軍事大国化への道を突き進んでいます。民主主義と平和憲法は危

機に直面しています。平和への施策を切り捨て、中曽根路線の延長線上にあって反市民的な市

政に一変した武蔵野の例を見ても、私たちは平和を願う市民の力を結集し、憲法擁護と反核の

輪を広げ、革新市政を何としても守り続けていかなければならないと考えます。この質問を終

わります。

0議長(高橋通夫君) これをもって 7の1. あれから 40年、決意新たに平和への取

り組みを強めよう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。よって会議時間の延長をすること

に決定いたしました。

次に 7の2. 公園の掃除を自治会でや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。

o 1 1番(一ノ瀬 隆君) さらに質問を続けさせていただきます。

自治会長の経験から出た質問を一つ簡単にさせていただきます。全世界の平和についての主

だった質問から一転して小さな自治会のことになりました。私の所属している自治会は、多摩

平五丁目自治会と申しまして、五丁目地域の約半分の地域から成り立っています。その中に多

摩平第二公園があります。自治会の理事会で月 1回日曜日に会員が総出で道路の側溝の掃除を

しよう。第二公園の掃除をしようということを決め実行しました。各家庭からは御主人や奥さ
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んが大勢第二公園に集まりました。そして、日曜日の午前中 10時から 11時とわずかな時間

ですがみんな一生懸命働きました。公圏内の草むしり、ごみ掃き、公園の外側の土砂がいっぱ

い詰ま っていた側溝の土砂のくみ上げなど、汗をかきました。しかし、みんな楽しそうに見受

けました。終わった後、参加した人々から口々に汗をかいたが快い汗だとこの一斉行動が高く

評価されました。近くに住みながら、ほとんど交流のない人がこのような機会に一緒に行動で

き、話し合うことができて非常によかったと思いました。自治会の一つの大きな役目を果たし

得たと思っています。側溝から上げた土砂を建設部土木課で持っていってもらうのですが、毎

月第 4週目が私どもの地域に回収に来るということになっているので、第 4日曜日と定めたの

であります。 10月の第 4日曜日の 28日10時に公園に集まり掃除を始めました。と ころが、

そんなに草も生えていない、二、三日前、だれかが掃除をしていたという、市の予算により公

園の清掃が行われた後だったようであります。自治会員がこうやって集ま って和気あいあいの

うちにやろうとしているときに、掃除がしてあったのでは水を差されたように感じます。市で

はやらないでほしい、おれたちにやらせてほしい、市では金をかけてやるんだから、その金の

一部をおれたちがもらうこともいいではないか。とにかく多摩平第二公園の素人で可能な掃除

については、自治会に任せていただきたし 10 それによって触れ合いの場、触れ合いのときがで

きて、それを望むのだか ら、ぜひそう させてほしい、そうできないでしょうか、これが私の質

問でありますO もちろんむしった草、かき上げた土砂の始末などはやってもらうことにはなる

でしょうが、多少手がかかってもいいではないでしょうか。多少の報賞金でも貧乏な自治会に

とってはありがたいと思います。市が公園の掃除を最寄りの自治会に依頼する、あるいは委託

する、もちろんその自治会の自主性を優先させながら、それを奨励し、その手段として自治会

に若干の報賞金を出すことなどを考えたらどうでしょうか。公園の自治会ぐるみの掃除で一緒

に汗を流す、そこで非常にすばらしい市民相互の交流ができる、いいことだと思います。私た

ちの自治会の地域の中には、公共の施設は公園しかありませんが、自治会の会合に使う地区セ

ンターがすぐ隣にある、その地区センターも回り持ちだが、敷地も含めて草むしりなどの清掃

をします。自治会が掃除ぐらいはできると思われる公共施設に公園のほか地区センターを初め

地区広場、遊び場などがあると思うが、これらも自主的な自治会の清掃が考えられないのだろ

うか。現状の清掃に関する費用の一部を報賞金に充て、これを奨励することが考えられると思

うがどうでしょうか。以上を申し上げ 5点質問いたします。
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質問1. 公園の清掃の現状はどうなっているのか。その方法、費用などについて簡単にお答

0建設部長(中村亮助君) それでは、ただし 1まの御質問に対しまして、私の方から第

動が展開できないだろうかという ふ うな希望 も持っており ますので、こういう組織 の中で考え

てい きたいということで、 当面お尋ねのございました奨励金というよう な形の ものは、今のと

ころ考えておらないのが現状で ございます。

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O

地区センターの清掃につきましては、地区セン タ一条例の第一条にございますよ うに、 現状

回復の義務が課せられており ます。 したがいまして、そ の地区セン ターをお使いにな った方が

現状回復台所周 り、ある いはお部屋の清掃そ ういったものを全部済ませてからお帰りになられ

ます。また、そういったその都度その都度の利用者の方がで きないよう な清掃につ きましては、

現状では自治会とか、ある いは老人クラブの方が奉仕活動として行っております。特に市内

4 1の老人クラブの方々の奉仕活動が非常に大変なもので ございまして、一つの生きがい と申

しますか、そうい うようなものまで感じるような熱心さで清掃をやっていただいております。

私ども としましては、今後とも この方式でもって地区センタ ーをかわいがっていただこう、こ

ういうような考えでいるわけで ございます。

4点目地区広場についての、清掃の現状と 自治会依頼の考えでございます。 広場について も除

草を含めまして、 利用者、ある いは老人クラブの奉仕活動に頼っており ます。今年度の予算の

中で、 予算委員会の折に公明党の夏井議員さんから、地区広場の除草の委託料は余り感心でき

ない、こ ういったものは、なるべ く利用者の方に全部やっても らうように考える 、こ ういう御

指摘がございました。最終の管理責任と いう のは公共施設にあ りましては、これは市に当然、帰

着するべきものでございます。そう いった意味でこの予算をお認めいただいたわけでございま

すけれども、今までに老人クラブ、 ある いはその利用者の方々の奉仕に頼つてなるべ くこれを

使わないように心がけている次第であります。以上ですo

O議長(高橋通夫君) 福祉部長。

0福祉部長 (高野 隆君) 5番目の御質問の子供の遊び場についての清掃の現状と

自治会依頼委託についてと いうことでございますが、子供の遊び場につ きましては、遊び場清

掃管理委託の要綱を定めまして、現在遊び場の近くの自治会に委託をいた しまして、清掃をお

願liをしておるとい うことでございます。 31カ所でございまして予算に計上しておりますの

は、94万8，000円ほど大きさ によって若干違いますけれども、これは恐らくお使いにな っ

ておる ところは、清掃後のジ ュース等にな っているんじゃないか、こう いうぐあいに考えてお

えくださし 10

質問 2. 自治会に清掃を依頼し、報賞金を出しこれを奨励する考えはないか。

質問 3. 地区センターの清掃の現状と自治会依頼の考えを問う。

質問 4.地区広場についての清掃の現状と自治会委託の考えは。

質問 5. 遊び場についての清掃の現状と自治会委託の考えは。以上です。

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。建設部長。

1点目と第 2点目につきまして、お答え申し上げます。

まず第 1点目の現状の公園の清掃の状態でございますけれども、現在あります公園を浅川|を

境にいたしまして、北と南に分けまして、若干の清掃の方法を変えながら清掃をしておるのが

現状でございます。浅)11の以南につきましては、 41の公園が現在ございまして、これは民間

委託をいたしており ます。委託料につきましては、 59年度予算をお認めいただいたわけです

けれども、 49 0万でございます。清掃につきましては、 1公園につきまして月 2回実施をい

たしております。そのほか夏場の除草などもございますので、一公園につきまして、除草の関

係につきましては年に 2回というのが現状でございます。それから、浅)11の以北63の公園に

つきましては、これは直営で実施をいたしておりまして、直営といいましでも職員が2名それ

に高齢者事業団の職員に委託をいたしまして、 1日平均 10入、年間にいたしますと、延べで

3，2 0 0人ほ どになりますけれども、これらの人たちによりまして実施をいたしております。

これは毎日 それぞれの 63の公園を巡回いたしておりますけれども、数か らいきまして毎日一

つの公園に全部回るというわけにいきませんので、 大体 1公園に対しては 1週間に 1固という

程 度 で ご ざいまして一応年間の費用が約 1，20 0万でございます。それか ら、2点目 の

御質問ですけれども、私どもの公園の管理の立場からそれぞれ各地域で自主的におやり になっ

ていただいて、そ して、それがさら にまた地域の活動の場にもなるということにつ きましては、

大変私 どもの立場からもありがたいわけで、で きるだけの助長を図りたいというふうには考え

ております。そ こで、公園愛好会みたいなものをつ くりたいという考えもあったわけでござい

ますけれども、その後の変化の関係か ら、緑化市民会議みたいなものをつ くりまして、 そうい

う中で緑化 とあわせて自然を大事にしてし 1く、そういう一つの精神的な面も含めました市民運

るところでござ います。

0議長 (高橋通夫君 ) 一ノ瀬隆君。
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o 1 1番(一ノ 瀬隆君) 建設部長が緑化市民会議ということを申されました。まず

は緑化市民会議の成功を祈るものであります。しかし、私はこのような大げさなことは考えて

いなかった、そういう質問だったわけです。ただ自治会活動、これが非常に大切だと思ってい

るわけで 自治会活動の活性化を 目的としての提起だったのであり ます。緑化行政と は切り離し

て、こ のこと をぜひお考えいただきたいと思います。件名に沿った質問を一つだけ追加いたし

ます。今、大きな公園には便所カありますが、私の方の多摩平第二公園といったところには便

所がありませんO 以前から聞いているところによると、公園には便所を置くのが当然、なのだが、

後の管理が大変なのでつくらないということです。後の管理は主に清掃だと思います。いやな

仕事の代名詞に使われる便所掃除、それでも私たちはやります。交代でやれば 1年に 1回、そ

れくらいならできると思いますO 私たち自治会での唯一の公共施設であるこの公園は、自治会、

商庖会の花見、 ビアーパーティなどの集いによく利用されます。その場合便所のないのが大き

な悩みになっています。便所の新設によって自治会の生活の場としての公園に大きく前進しま

すO 公園に便所はつくれないでしょうか。質問します。

0議長 (高橋通夫君) 建設部長。

0建設部長(中村亮助君) それではお答えいたします。

御存じのように現在ございます公園の関係では、いわゆる近隣公園が四つございまして、こ

の庁舎の南側にございます日野の中央公園、 あるいは旭が丘の中央公園、そしてさらには百草

台の自然公園、それから駒形公園、この四つがし、わゆる近隣公園として位置づけ られておりま

して、 公園としては規模が一番大き いわけでございます。そういう中で大部分の公園は、児童

公園としては非常に面積が小さい ものが多いわけですO そういう中に、 トイレをつくるという

こと は御質問の中にもございましたように、 やはり管理上の問題がまず一番難点で、 どうして

も二の足を踏むというのが現状でございます。しかし、その公園が年間を通しまして、不特定

多数の人に利用され、そしてまた一つの手段的な催しとして活用 されるというこ とになります

と、当然トイレの必要性というのは感ずるわけでございます。そういう点で設置の場所、ある

いは設置する公園の面積、利用度合い、そういうものを十分勘案をしながら今後検討をさせて

いただきたいというふうに思います。

0議長(高橋通夫君)

質問を終わります。

これをもって 7の2. 公園の掃除を自治会でやりたいに関する

お諮りいたしますO 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。 cr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。よって暫時休憩いたします。

午後 4時 55分休憩
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午後 5時 19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。

8の1. コアラと交通対策・モノレールなどについて問うについての通告質問者、竹ノ上武

俊君の質問を許します。

C 2 2番議員登壇〕

0 22番 (竹ノ上武俊君) 通告に従いまして、コアラと交通対策・モノレ ールなどに

ついての質問をいたします。

午前中は南平の方面でダイクマという大型庖舗の進出問題が質疑が行われました。ダイクマ

という響きはいかにも怖い感じのする響きでございます。これが進出するために交通渋滞や子

供の教育などに大変な悪影響が出るということでの質疑でございました。私の方は、コアラと

いう大変かわいらしい動物をめぐる交通問題でございます。コアラというのは、水を飲まない

とい う原住民の言葉から来ているそうでございます。しかし、水も実際は飲むそう でございま

す。このコアラが来たことについては、私ども日野市民も動物を認めている以上は、こういう

動物が来るということを歓迎をするという立場でございます。 コアラ本人にとってはどうであ

るかということを考えますと、日本の 21倍もあるあのオ ーストラリア大陸で生活していたの

が、幾ら 5億円かけましても動物園ということでございますので、どういうふうに思っている

のか、その辺については論じるつもりはございませんO 今回コアラが参りまして、新聞報道な

どでも御存じのように、大変なこの動物園への入園者でございますO 去る 23日の連休のとき

の入場者は 2万 6，000人、そして、そのうちの 1万662人しかコアラは見ることができな

かった。午後2時過ぎにはもう札どめになって、今から並んでも入館できませんというような

状態でございますO 私は上野の動物園に時々行ったことがございますが、あのパンダの人気と

いうのは、衰えるどころかコアラが来るまで土曜、日 曜などは大変な混雑でございます。そう

いう点から予測し 1たしますと、このコアラ人気というのも恐らく何十年も先まで続くものでは

ないかというふうに考えられるわけでございます。今後このコアラは雄とか雌とかそういうの

もふやしていく方針のようでございますので、ますます子供たちゃ都民、関東地域の人たちの

関心を高めるのではな~¥かというふうに思っております。今、多摩動物園をめぐる周辺の交通

状況でございます。現在でも大学がふえ、特に中央大学がふえましてからは大変な交通混雑で

ございます。もう既に私がけさ市議会に来る車を運転して来る途中でも、百草団地方向からお
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りてまいりまして、多摩動物園通りに進入しようとしますと、信号機を 3回待ちました。そし

て、信号機のたびに 1台か 2台ぐらいずつしか入れないとい う状態にあるわけでございます。

これに加えまして日曜は中央大学などはないわけでございますけれども、このコアラが来たと

いう状態で大変な混雑になってきたわけでございます。先日、私のうちに程久保の住民の方か

ら手紙が 1通参りました。その中にはこう書いてございます。多摩動物園に コアラが来圏した

ため、多摩動物園周辺の交通渋滞が激しくなってきている O そのために都道への路上駐車、私

道への駐車、駐車禁止区域への乗り入れなど目に余る ことが多l¥。交通渋滞のため急病人がマ

イカ ーで運べないため、急救車に依頼するが、その急救車でさえ通行に支障が生じている、こ

ういうような趣旨のお手紙でございます。私もあの近辺で活動する中で、こういう御意見が非

常に多かったわけでございますO そういう点で私どもの日本共産党、あるいは住民団体等で、

日野ー市へも要望申し上げました。私どもは直接東京都知事に対しましでも 10月8目、対都交

渉の日に、あるいは 12月4日の対都交渉の日に動物園付近の交通渋滞の緩和策を東京都にと

ってほしいという要望を申し上げてきたところでございます。なお、また 12月 6日には京王

帝都本社に参りまして、交通渋滞緩和対策の徹底をしていただきたいというようなことを要望

してきた次第でございます。そういう経過を踏まえまして本日質問をする次第でございます。

3点ほど質問したいと思います。

第 1点は、混雑の状況について市として調査をしたことがあるか、どのくらいの混みぐあい

かということを知っているかという点でございます。

次に、第 2点目は当初から交通混雑を市でも感じられておられたわけでございます。そうい

う点でどういう対応をされたかということでございます。

第3点は、先ほども一般質問の中で、若干のやりとりが生活環境部長からなされましたが、

そういう関係方面との折衝でさらに詳しいお話が聞ければ、全面的に聞かせていただきたいと

いうふうに思うわけでございます。その中で、地元の地主さんたちの問題もございますけれど

も、駐車場等の現状、それから見通しこういうことなどについても、もし対策を立てていらっ

しゃるのであれば、市当局に聞きたいと思う次第です。もちろん多摩動物園は市立ではござい

ません。都立でございます。そういう点で東京都に最大の責任があるわけでございますけれど

も、直接市としても私が申し上げた点で取り組む必要があると思いますので、以上の点につい

てこの件については御答弁いただきたいと思います。
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次に、モノレールの構想についてでございます。モノレールについては、ただいまの多摩動

物園との関連なども考えますと 、あった方がいし 1かなという気もいたします。かつまた、多摩

地方では南北といいますか、交通機関が未発達でございますので、そういう点で反対するもの

ではございませんO しかし、やはりモノレ ーノレが日野市を通るということになってまいります

と、いろいろな問題が起こってくるわけでございます。そこで、このモノレ ールの誘致、ある

いはモノレ ーノレの事業というものについての市の考え方を二、三お聞かせいただきたいと思う

次第でございます。

第 1点は、モノレ ールが日野市を通過することによって、日野市にとってのプラス面という

のはどういうことが考えられているのか、この点でございます。

第2点は、日野市を通ることによっての損失一一マイナス面でございます。これらについて

は市としてはどういうことを考えているのか、この点を御答弁いただきたいと思いますO

第3点目は、日野市の事業に対する負担の問題でございます。私は、こういう大規模の東京

都の交通政策、いわゆる鈴木都知事がおっしゃっているマイタウン構想の中での一環でござい

ます。また、東京都にと っての大型プロジェクトであるわけでございますO そういうことにな

ってまいりますと、私は東京都が全責任を持ってこの事業は費用の点も見るべきである、こう

いうふうに考えるのが当然、だと思うわけです。そういうことに対して東京都の方はどうかとい

いますと、市議会にいただきました資料などに目を通してみました。最初はこの事業について

は東京都が 51%以上の公共投資を行うんだ、出資をするんだという方針でございました。と

ころが、最近になりますと、東京都は若干後退いたしまして、民法上の拒否権がある株主とい

うことでしょうか、拒否権である 30労台の出資にとどめるという方向でございます。そうい

う点でだんだんこの公共交通という性格が変質していくのではないか、さらにまた、財政事情

が厳しい状態である三多摩26市、そのほか 5町村でしょうか、こういうところにも大きな負

担を強いてこようとしているわけでございますO このような方向というのは、やはり市民の立

場から考えれば、地方自治体にと っては厳しい問題ではなし 1かと思うわけでございます。そう

いう点から日野市が負担をしていくということは、既成の事実のように進んでおりますけれど

も、東京都に対してやはりもの申していくべきではな l¥かと思います。そういう点で市の負担

問題について市当局は、どのようにお考えであるか、以上モノレーノレ問題についても 3点の質

問をいたしますので、御答弁をお願いいたします。
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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。生活環境部長。

O生活環境部長(坂本金雄君) お答えいたしますO

コアラに関連いたしますその動物園付近の交通の渋滞でございますが、車の調査につきまし

ては、私どもの方としては、はっきりした調査をしておりませんO ただこの 11月20日の公

開につきまして、公開の前に 10月9日の臼に多摩動物公園におきまして、日野の警察、消防、

京王帝都電鉄、それから東京都南多摩建設事務所、動物園管理謀、私ども産業経済課などが出

席をいたしまして、この対策について打ち合わせ会が持たれました。その結果、都道について

の問題整理は、南建で行う、それから公共交通機関の対応については、京王電鉄が積極的に対

策を講ずるO 市では、コアラ観覧者はできるだけノζス、電車の利用を呼びかけ、広報紙でその

PRを行うとともに広報紙だけでは市内の方にだけのPRになります。動物園にいらっしゃる

方の大半は市外の方ですので、同様のPRを五大紙に掲載をするO こういうお約束をしてきた

わけでございます。結果的に見まして、動物園の入園者は、先ほどの御質問の中にある数字の

とおりでございますけれども、この数字は予想をはるかに超える数字でございまして、予想外

の人出でありました。しかし、人出が予想外なのに反しまして、車の台数はそれほど伸びてい

なかった。車の台数の調査は、何台というような数にあらわせる調査はいたしておりませんが、

程久保に長らくお住まいの方からその事情を伺ってみました。そしたら、人出は多か ったけれ

ども、車の台数は少なかった、こ ういうお話でございました。したがって、このことは五大紙

のPR、あるし 1は日野市広報な どによりまして、コアラ見物は電車で来てください、このPR

がよく行き届いたことではないか、このように考えております。時期的にも 11月20日とい

う時期は、これから寒さに向かう時期でございます。行楽には余り適さない時期でありますが、

こういうシーズン的なものも多少は考慮、に入れてもい~¥かと思います。電車の利用が多く 、そ

して人出のわりには車が少なかった。そして、さらに電鉄側では、電鉄の各駅に現在コアラ見

物は何時間待ちますとか、そういった情報をその都度的確に出していた、そういうようなこと

も原因の一つに挙げられるんじゃないか、こういうふうに考えております。道路の渋滞は目に

余る渋滞はなかった。これは日野警察の交通整理が今までになく積極的かつ重点的、そして徹

底的に行われたものではな~¥かと思います。レッカー車なども参りまして、違反の駐車はすぐ

それを取りのけたというような話も聞いておりますO 非常に徹底した交通整理が行われたよう

でございます。それから、さらにあの動物園前の道路に沿った駐車場の持ち主のお話を聞きま
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すと、非常に意外なお話が返ってまいりました。コアラが来てから駐車場が大分減った、そう

いうことを申しておりました。これは、やはり五大紙を初め日野の広報などに来園者の電車利

用、そういったPRがよく行き届いた結果ではなかろうか、このように考えております。以上

です。

0議長 (高橋通夫君 ) モノレーノレの答弁願います。企画財政部長。

0企画財政部長 (前田雅夫君 ) お答えをいたします。

モノレーノレの市の考え方でございますけれども、初めにプラス面、それからマイナス面とい

うことでございますけれども、プラス面につきましては、コースを見ていただきますとおわか

りかと思いますけれども、日野の東部地域を南北に通過をするものでございますO したがいま

して、沿線の駅周辺を核にいたしまして、住民の南北への移動の利便が向上する O さらに、そ

の駅周辺をもとにいたしまして、沿線の発展がなされるというふうに考えておりますO それか

ら、マイナス面で ございますけれども、これはやはり高架で通りますので、やはり騒音であり

ますとか、日 影の問題、プライパシーの問題、こういったことが出てこょうかと思います。幸

いこの現在東京都が計画しておりますモノレ ールの線は、南北に走る路線でございます。一部

日野の甲州街道を横断する部分については、東西に近くなりますけれども、それを除いては比

較的他の都市のモノレ ールに比較してこういった問題は軽減されるのではないかというふうに

考えておりますO これらの問題については、特に今後十分配慮、をするように東京都と交渉して

いきたいというふうに考えております。

三番目は、事業費の負担の問題でございますけれども、これは第三セクターを設立して、そ

の第三セクタ ーに日野市がいわゆる参加をして出資をする、という問題だろうと思います。当

初いままでの他都市でやっている第三セクターは公共側が 51%、民間が 49 ~ちを持つという

ことで、公共性の高い第三セクターの設立をしているわけでございます。今回東京都は民間活

力の導入を大幅に取り入れるということで、公共側の出資を 35%、それから民間側のいわゆ

る出資を 65%とい うふうに考えております。これは、東京都が 51%の出資を 35 ~ちにした

ということではなくて、あくまでも公共側ということで考えてきたわけでございます。他都市

のモノレ ールの第三セクターの出資につきましては 、 一部~¥わゆる府県段階でいわゆる公共側

の負担の出資を全額持っているところもございますけれども、大多数が地元市にも出資の参加

を呼びかけているというのが実情でございます。それで、現在、東京都の方から 5市に対しま
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して、地元の出資の要請が来ている段階でございます。これらにつきましては 5市の市長会の

段階では、地元の利使、それから早期実現を図るためにも、また、他都市の例からいきましで

も応分の地元出資はやむを得ないんではな l¥かというふうな今立場に立っております。しかし

ながら、今東京都が提示しております出資額をそのまま負担できるかどうか、また、配分の方

法をどうするかということを今事務段階で検討しております。早急に年内ないしは年始めに決

着をつけるということで今努力をしている最中でございます。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 ) それでは、若干の再質問を申し上げます。この第 1点の多

摩動物園の車の渋滞状況でございます。部長の答弁は自分では調べない、市と しても調査して

ない、こういう形での答弁です。私の方に来た手紙の住民の方もかなり程久保に長く住んでい

らっしゃる方なんです。私ももちろん現地を土曜、日 曜調査をいたしました、ところがある面

では、あれです、私もびっくりいたしましたが、予想を私がしたようにかねての多摩動物園の

観光シ ーズンなどに比べてみると、混み方はゆるやかであるO これは事実でございました。私

も多摩動物園線がもう 5時から 7時ぐらいは渋滞で走れないんじゃな l¥かと思っておりました

けれど、すいすいとまではいきませんが、夕方の混みぐあいは混まない日もあったわけでござ

います。しかし、ところが住んでいらっしゃる程久保を初め、これは百草団地でも高幡台も全

部同じですけれども、あの近辺の方々こういう方々はかねがねこの交通渋滞の迷惑というもの

があるために、そういう感情が続いております。そして、今回のコアラの公開は御承知のと お

り、初日は雨が降りまして非常に寒い中だったわけです。そして、部長もおっしゃったように

時期的に 5時になると真っ暗になるという状態でございます。そうい う点でここ 1日、2日は

暖かいようでございますけれども、いろいろ気候の異常などもございました。そういう点で私

は一時的に渋滞が予想以上に混まなかったという日はあるかと思います。しかし、これが今後

半年後、 1年後こういうことを考えると相当の渋滞が今後とも続くということにな っていくわ

けでございます。現在でもコアラが来る前から、この程久保地域の方々の渋滞に対する不満と

いうものは大きく出されてきていたわけでございます。何年間にもわたって私ども東京都や京

王帝都にこの点でも要望書などを出してきております。その上に中央大学ができ、そして、あ

るいはその他の大学もできコアラも来た、こういう状態でございますO ですから、私は次の点

で市が対策を立てていただきたいというふうに思うわけでございます。御承知のように先ほど
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も言いましたように私どもも市当局に前もっての対処をお願いいたしましたし、東京都や京王

帝都にもお願いをした、住民団体もそういう要望書を出しております。そういう関係でのPR

の若干の努力はしていただいたことは間違いないわけでございますけれども、それは認めます。

しかし、部長がおっしゃったように 23日の天気のよかった連休の日などは、こういう状態に

2万6，000人の来園者が出てくるという状態になってきたわけでございます。そういう点で

次の五、六点にわた りまして関係部局の方で今後の対策をお願いしたいと思うんです。第 1点

は今駐車場が 1，500台ほどあると思います。この辺は程久保の緑地帯でございますので、駐

車場をふやせとは申し上げませんO しかし、現在の多摩動物園通りから 50メートルまでは開

発が許可をされております。付近の地主さんたちとの話し合いで、そういう点の改善策が可能

ならば駐車場の実態も調べていただきたいということでございますO それから、込んだ日 には

この駐車場だけでは足りないために明星住宅、あるいは高幡台団地の入り口、その近辺の通路

に車が違法駐車、これは私のうちへ来た手紙のとおりでございます。こういう状態などがあり

ますので、その辺を配慮して今後改善策方をお願いしたいと思います。次に、 PRの点でござ

し、ます。これも部長がおっしゃったとおり、日野市の広報と一部の新聞に若干そういう趣旨の

記事が出ておりました。しかし、さ らに私はいろんなところでこの電車で来てくださいという

宣伝を強めていただきたいというふうに思うわけでございます。日野市の窓口に置いてあるポ

スタ ーが4種類、現在も産業経済課に置いてありますが、これは全国的にコアラのことで書い

てあるものらしゅうございます。そういう点で多摩動物園だけではないんですけれども、こう

いうのにも一言車が混雑するので電車で来てほしいというようなことなどを今後発行する際に

は刷り込むとか、あるいは日野市の観光案内図にもそういうことが出ておりませんので、その

辺のことを私は書いて今後はPRをしていただきたし 10 日野市民がそんなに車で来るというこ

とは考えられませんO 車のナンバーを見ましても、これは県外の車のナ ンバーも非常に多数多

摩動物園には参りますO これも調査していただければわかることでございますので、広域的に

そういう宣伝をP Rをしていただきたいということでございます。それから、交通機関は京王

はみずからも車内全部にコアラの宣伝を、一斉に広告をはずしましてコアラ一本に紋ってしま

したり、電車の車体に書いたりするだけありまして、自分の電車で来てくださいということは

PRしているようでございますけれども、関連の交通機関のところでもひとつ電車で来てくだ

さいということができるようにそれぞれもう一度要請をしていただきたいし、今後とも永続的
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にそういう要請は時々していただきたいと思うわけでございます。それから、もう 1点は午前

中のやりとりで話題になりました北門入口の開設の問題でございます。程久保地域に住む人た

ちが、車やお客さんをあっちに回して交通緩和をするO 今度は南平方面が混雑するということ

では困ります。しかし、先ほどの発言によりますと、南平の方では商業の発展その他を望む住

民も相当いらっしゃるという ことであれば、北門開設も東京都が人件費さえ出せば開設ができ

るわけでございますので、予算さえ組めばできるわけでございますので、その辺の私は、住民

との話合いができればやはり北門開設ということは、多摩動物園のー職場だけに相談するので

はなく て、もっと大きな観点で一つ動いていただけたら解決のめどが立つんではないか、こう

いうふうに思いますので、そういう点の御努力をお願いしたいと思います。最終的には、高幡

不動J駅東踏切の立体交差の問題がございます。この解決に議会も頑張っておりますけれども、

市当局もさらに頑張っていただきたし 1。それから、 小さな問題では私が見たところ、警察の交

通整理も努力はしていただいたようですけれども、部長がおっしゃったほど徹底的という感じ

ではございません。そういう点も含め、今後の交通整理とともに信号機とか、中央線の変更と

か、いろいろの工夫ができる範囲で、ひとつ車の交通がスム ースになるような工夫をひとつ要

請していただきたいと思います。多摩動物園線の七生交差点の中央線については若干曲線をつ

くっていただきましたために、今交差点が若干スム ースに交差できるようになったんですねO

これは、わずか 50センチほど中央線を曲げて書いていただいただけでございますけれど、そ

れでも大きな効果がございます。そういう点など細かく研究をしていただいて程久保地域、百

草、三沢地域の住民が、あるいはあちらを車で急いで通る人たちが困らないような対策をひと

つしていただきたいというふうに思うわけでございました。

次に、モノレーノレの点で要望を含め再質問を申し上げます。

第 1点の市の利益でございますO これは、私はやはり利益を感じる点もございますけれども、

大きなねらいは、今度立川が第二副都心になる、そういう性格を帯びてまいります。そういう

点で立J11への交通機関を充実させるというのが当面の目標のように思います。したがいまして、

ニュータウンとか、あるいは東大和ですか、武蔵村山、あちらの方の住民などが立川に通勤を

したり、買い物に行ったり、そういうような立川中心の発想ということも私はあるのではない

かと思うわけであります。そういう点で単に通過するだけということになりますと、プラス面

が非常に減少してくるという点がございます。さらに、今、日野市の地元の小売商などが発展

を望んでいるさなかでございます。お客さんがますます一層ニュータウンと立川に取られて し

まう、こ ういう ことにもなってまいります。私はそういう点で、市の損失面ということも正確

に見ていただきたし 10 先日モノレールに関係する組織に私総務委員長で送り出されております。

そういうこともありまして、都知事に 12月同じ 4日でございましたが、交渉する機会がござ

いました。八王子の市長さんなどはこうおっしゃっていました。保守の市長さんではございま

すけれども、八王子の負担金は出せな l'。市議会も出さないつもりだ、というような趣旨です

tdo これは別の意味でもっと八王子を通らせてくれというような観点で駆け引き的におっしゃ

ったのかもしれませんが、その市なりの負担金をやはりいろんな理由によって私は出さないと

いう 、なるべく出す場合にも少なくしていくというような道がいろいろあるように思います。

あるいはまたこういう大型プロジェクトの仕事になってまいりますと 、地元の建設土木業者と

いうのはほとんどこれにはタンテしなし可。結局は工事の面でも地元は工事期間中も迷惑だけで

潤いはないというような問題なども出てきます。そのような地元の産業、あるいは小売業こう

いうような点とか、まだまだ調べれば日野市のマイナス面というのはあると思います。そうい

うことなど理由として、最終的には地方財政の問題からこの市の負担という こと については、

強l'抵抗をしていただくように私は考えるわけでございます。

私ども民間活力の導入ということが言われております。全くその線に沿って今度のモノレー

ノレ事業は行われようとしているわけでございます。しかし、今も申し上げましたように民間活

力といっても中小小売業がそれに活力がついてくるというのではなく 、全くの一部の大企業、

財界が今望んでいるそういうところだけが潤うというような大型プロジェクトでは、私どもの

市民生活にはプラスがこないわけでございます。そう いう点でやはり公的な出資というものを

大きくやっぱりもってし 1く、他の自治体でも部長の答弁でございましたように 50%以上東京

都が出すという方向でl'かないと大変な事態になってくると思います。先だっても私どもこの

ことだけでも東京都に交渉に参りましたけれども、都パスの例がございます。東京都の都パス

はお客さんが乗らないということで、結局者日パスの路線を維持するには日野市から負担金を出

してくれというような形にもってくるわけでございます。もしもモノレーノレ事業で、お客さんが

少なくなるというようなことになれば、そういう点で今後のまた発言権が公共自治体にはない

というようなことにもなっていきます。そういうことでございますので、いろいろな機会を通

じて、東京都自身が出資を大幅に出す、そして、公共体こそ住民サービスが徹底してできるん
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だ、都のモノレ ーノレであっても至れり尽せり住民の要望をとらえて交通事業ができるんだとい

う模範にすることもできるわけでございますので、私は、そういうことで臨んでいただきたい

と思うわけでございます。以上で再質問終わりますけれども、もし御答弁あれば関係部長で結

構ですけれども、一言ずつお答え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。

ただいまの御質問の中で、 PRを継続的に行っていけというお話でございます。確かにオ ー

プンのときの「電車でいらっしゃしリと いう PRは大変な効果を生んでおりまして、23日の

日ですか、祭日の 23日の日でございますが、午前9回、午後7回多摩動物公園駅を始発とす

る臨時電車が午前9回、午後7回計 16団連行されております。こういうことから見ましても、

車のお客さんが大分少なく て、 電車のお客さんが多かったということがわかりますけれども、

このPRを一度手を抜いてしまいますと、また車で見えるお客さんがふえてまいります。時期

的なものも考えに入れまして、これから来年の春先です 3月以前にもう一度大々的な PRを各

団体期間に要請をしようと思います。そして、さらにその後につきましても継続をいたしまし

て、このPRの要請を行ってまいりたい、このように考えております。それから、観光案内図

とかパンフレジト類に「コアラ見物は電車で来なさいJという言葉でございますが、なるべく

これから印刷するものにつきましては、コアラ関係のものはもちろんのこと、その他のものに

つきましても、余り体裁悪くない程度に御質問の趣旨で文章を入れてみたいと思います。それ

から、京王電鉄以外の関連の交通機関につきましても先ほどお答えしたとおり、時期を的確に

とらえ、しかも継続的に要請を繰り返してまいります。それから、北門の開設の問題でござい

ますが、恐らく動物園側もその席上ではっきり答えをしないで、後に延ばしております。そう

し1った事情から考えて建設局本庁の方にも問い合わせた結果ではなかろうかと思いますが、な

お、こ の問題につきましでも、今後さらに要請をしてまいりたいと思っております。以上です。

O議長 (高橋通夫君) 市長。

0市長(森田喜美男君 ) モノレーノレ構想につきまして、だんだんと計画化し、推進さ

れつつありますので、基本的には日野市は大きく通過市に当たるわけであります。日野市民の

利便をいかに大きく確保するか、そしてまた、南北交通の全体に寄与するかということで、問

題を考えるべきだ、このように思っております。負担のことが、ややも っと都が負担すべきだ
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という意見が自治体間にも強いわけでありまして、これは当然、のことというふうに思っており

ますし、ただ一切都が持てということではこの事業の性格からいいまして、やっぱり関連市と

いう、つまり多摩の各関係市で一面には促進を図っている面もありますので、一切他力本願と

いうわけにはし 1かないというふうに思います。しかしながら、発言権を留保する意味でも、あ

るいは市民生活を積極的に守を意味でも日野市の意見も相当反映させなければなりませんので、

その関係をよりはっきりさせるためにも、ある応分の負担をする、また日野市民の利便も主張

する、行政としての意見もしっかり申し述べるということで取り組みたいと思っております。

0議長(高橋通夫君) これをもって 8のl コアラと交通対策モノレーノレなどについ

て問うに関する質問を終わります。

これより 8の2. 政府の補助金 1割カ γ トと市民生活への影響についての通告質問者、竹ノ

上武俊君の質問を許しますO

022番(竹ノ上武俊君) 続きまして政府の補助金1割カ y 卜問題についての通告質

問をさせていただきます。

去る 9月定例市議会におきまして、過去 5年間の政府、あるいは東京都からの補助金のカシ

ト、交付税の縮小、こういうようなものについて質問を申し上げました。 9月定例会における

市側の答弁によりましても、ただし 1ま市民負担が私どもの上に覆いかぶさっているという事実

が明らかになったわけでございます。 12月のこの議会におきましては、さらにはっきりとし

てまいりました今度は補助金全部を 1割カットするという中曽根内閣自民党政府のやり方が数

字の上でも明らかになってきていると思いますので、それらについて詳しい答弁を市側に求め

るものでございます。政府全体のことしの地方自治体に対する補助金カットの情報が60年度

予算編成という形で菊間報道などがなされております。それによりますと、 大体四つの大きな

点で補助金のカ y トが行われると 言われているわけでございます。第 1点は福祉関係の切り捨

てようという方針であると思われます。厚生省が、来年度予算案で 6，500億の増を要求した

にもかかわらず、大蔵当局は 3，420億円しか認めなかった。差額の約3，100億、これは国

民に負担させてし 1かなければならな~ ~。つまり、 1 割カ y 卜をしなければならなし 1。そういう

ことになりまして福祉関係だけで 2，18 0億円もカァ卜してし 1く、そういうような事態を地方

自治体には押しつけようとしてきているわけでございます。また、文教関係もそうでございま

すO 総枠としては 0.19ちアップだそうですが、その金額はわずか 38億円、人件費増などを見
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ると実質33億円も文教予算は来年度マイナスになるということでございます。だから文部省

はこれを地方自治体の公立文教施設費などとして、 277億円減らすO マイナス 6.95ちの予算

編成になる、こういうことになってまいってしまっております。三つ目は生活関連の予算を削

るということでございます。もともと農業関係、中小企業の予算要求は、要求の段階から大蔵

省に遠慮、して滅額で要求をしております。そして、特に生活関連の事業である公共事業の下水

道関係、住宅関係、公園建設などこういうのはマイナスという形で予算編成がされようとして

おります。さらに、今後はそれだけではなく国の仕事である国道や一級河川の工事についても

地方自治体に負担を転嫁しようという話が大蔵省では持ち上がっていると報道されているわけ

でございます。日野市は国道あり、浅川、多摩川あり、こういう国関連の事業もございます。

こういうのまで市で負担するような方向を打ち出そうとしていることは許せない問題でござい

ます。第 4点目が今質問したいと思っております地方自治体への補助金カ y 卜でございます。

これは 41項目国会計では 2，363億円もの金額に及ぶわけでございます。 9月定例会でも明

らかにいたしましたように、中曽根内閣は、戦後政治の総決算ということで、次から次に戦後

つくられた国民の福祉や教育の権利を奪ってまいっております。健康保険の本人 1割負担がそ

うでした。今度は今国会で年金の料金の引き上げと支給は引き下げる、支給年齢も引き延ばす、

こういうような法改悪をしようとしているわけでございます。そして、ついには今申し上げま

した憲法に基づく国の責任で支出しなければならない地方自治体への補助金まで削 ってくると

いう挙に出てきたわけでございますO しかも、今度の国会ではこれを国会審議もいし 1かげんに

して、無理やり押し切ってしまうというような動きがあるということも報道がされております。

こういう点で私ども地方自治体の行政の面でもまた住民の立場からも大変な負担が強L、られて

くる、このことは許せない問題でございますo 9月定例会でも地方自治体のいろんな動きをこ

こで発言をいたしました。既に皆さんも御存じのとおりでございます。 しかし、その後も地方

自治体は引き続きこれこそ党派を超えた問題で政府に迫らなければし 1けないということで、さ

まざまな運動がなされているわけでございます。去る 10月31日には、地方6団体市町村長

に各市議会議長さんらが 1，200人も集まって決起集会をしたのに続きまして、去る 11月の

2 0日には全国議長会の評議委員会というところでも改めて補助率引き下げに反対する決議を

持って自治大臣などに要請行動をしておられますO そして、全国の市町村の大部分を占める

2，580の自治体が、一率カットをするなということで、既に意見書を政府に提出している状
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態、にございます。こういう中で、日野市としても市を挙げて9月定例会で市長が答弁されたよ

うに市民ともども 1割カッ ト反対の運動を起こしていかなければいけないと思うわけでござい

ます。そういう立場から具体的に質問を申し上げます。

第 1点は、この 1割カン トが日野市には具体的にどういう項目がどういう数字であらわれて

きているかという点でございます。例えば福祉関係の何々については、 59年度に比べて政府

の補助金が 60年度では何百万円減ったんだというような形で項目を挙げて御答弁いただけれ

ばと思います。

第2点目の質問は、その中で特に生活保護とか老人ホ ームの問題、保育所の問題などこうい

う補助金が削られる結果、市の行政、ある いは市民の生活には具体的にはどんな形で困難が来

るだろうかという点で、市として感じている点があり 、あるいは具体的にわかっている点があ

れば御答弁をいただき たし10 これと関連いたしまして、1点だけ幼児サ ークノレの問題で質問を

申し上げます。幼児サ ークノレ並び、に幼児教育については、私どもの会派の鈴木議員が詳しく行

いますので、私は補助金という関連のこの 1点だけ質問をいたしますので、 つけ加えて御答弁

をいただきたいと思いますO それは こうして補助金を臨調路線で次々とカ γ トしていくという

最近の数年の動きがあります。そういう中で政府なり東京都から幼児サ ークノレの存在とか、あ

るいは補助金についてどうこうしろというような行政指導的なものが、もしも少しでもあると

すれば、そういう事実を関係当局からお答えをいただきたいと思う次第ですO

第3点目は、こういう事態に当たって市としては、どう いうふうに財政的にあるいは政治的

に対応しようとされているか、御答弁をいただきたいと思う次第です。

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O 企画財政部長。

O企画財政部長 (前田雅夫君) お答えいたしますO

まず第 1点目の問題でございますけれども、いわゆる福祉関係を中心にいたしまして、現在

定められております国の補助率の 1割をカジトしようというのが、概算要求の内容でございま

す。私どもこれらの影響がどう出るかということを内部で検討しております。ここに個々の資

料は持ち合わせておりませんけれども、 59年度の予算のベースで申し上げますと、1億

5，000万ぐらい影響があるというふうに見ております。 60年度につきましては、予算を編

成してみませんと 、項目別に計算をしませんとわかりませんので、本日は御容赦いただきたい

と思います。

qo 
司

d円。



2番目の市への影響でございますけれども、これは国の負担補助が滅るわけでございますか

ら、減った分を減らして市民にお金を出したり、あるいは事業をするというわけにはまいりま

せんO 当然のことながら市の一般財源の中で、それを負担するということになるわけでござい

ます。したがって、市民への影響は直接ないにしても、市の財政の内容につきましては、そう

いう硬直化の原因になるということが言えるわけでございます。

3番目の市の対応でございますけれども、今、竹ノ上議員さんも言っておりましたけれども、

全国市長会を中心にいたしまして、園、国会議員等にいわゆる徹回といいますか、従前どおり

補助等をするように今要請をしている段階でござい 。( i第 2点で具体的な質問をしたん

ですが、答弁があれば一言す、つお願いしたいと思いますJと呼ぶ者あり)

0議長(高橋通夫君) 福祉部長。

0福祉部長(高野 隆君 ) 補助金の削減の問題につきましては、先ほど企画財政部長

から答弁申し上げたような状況でございます。部長会でもこの問題が若干26市の部長会でも

話題として出ておりますのは、具体的にどうかということではなくて、どう反対をしていくか

ということでの話のみでございます。これにつきましては一定の反対陳情はどうするかという

ようなことでございまして、具体的に東京都からは国がどう言ってきているということでの具

体的な話はまだ現在私は聞いておりませんO また、総額どのくらい減になるかということにつ

きましては、先ほど企画財政部長からお話をした 1億 5，000万程度ということでございます0

0議長(高橋通夫君) 総務部長。

0総務部長 (伊藤正吉君) 幼児サークルに対する補助金の都の方針、こういうことの

整備費補助金が 59年度予算ベースで 868万円ぐらいカシ卜されてく るんではな l¥かという

ことでございます。次に大きいのは国でも大きい額でございます 94 4億円もカットすること

になる生活保護関係でございます。保護費補助金が 9，567万円もカッ卜さ れてくるのではな

いかという試算が成り立つわけでございますO さらに、保護施設事務費補助金、こういったも

のが34 9万円ほど、また、厚生医療等給付費補助金というものがございますが、身体障害者

関係の福祉費でございますO これも 74万円ほどカットされてくることになるわけでございま

す。さらに、身体障害者関係では厚生援護施設事務費都補助金、こ れが 216万円カジトされ

てく る見通しとなっております。また、老人関係もカ y 卜されてまいります。主として老人ホ

ーム関係でございますが、老人保護措置費といいますか、老人福祉施設保護費補助金、これが

1，7 1 0万ぐ らいカン卜されてくることになるわけであります。また、続きまして子供たちで

ございますO 児童保護措置費補助金、これは保育園等だと思いますO 違っていたらまたお答え

いただきたいと思います。 1，537万円もカットされてくるO 続きまして精薄者援護措置費補

助金、精神薄弱者の福祉費、これも 377万円ほど削られてくるO また、福祉手当給付費補助

金、福祉手当です。これも 261万円ほど削られてくるという試算になってまいります。これ

は 59年度の予算額をもとにして計算をした金額であるわけです。そのほか日野市で関係をす

るまだ計算をしておりませんけれども、母子保健衛生費関係、国土利用規制と対策費補助金、

あるいは要保護、準要保護の児童援助金などなどがさらにあらわれてくるのではないか、ある

いは身体障害児の対策の補助金などもカットされてくるものがあるのではないか。今、最後に

つけ加えましたのは、政府の方でカァ卜することが発表されているものでございます。こうい

うふうになってまいりまして、私は強く感じました。要するにこの最も日野市民として弱い立

場にある生活保護費、子供たちを保育園に預けたりして働かなければいけない世帯、あるいは

お年寄りで老人ホ ームに行かざるを得ない方々、そして、また身体障害や精神薄弱の方々こう

いうところだけをねらいもねらって補助金のカ y 卜をしてくるということが許せない点である

わけでございます。これこそ私は今の自民党政府の本質をわかりやすい形であらわしたもの、

これ以上にないのではなl¥かと思う次第でございます。そういう意味でこれは福祉部長がよろ

しし 1かと思いますので、福祉部長に質問いたします。 例えば生活保護です。これが現在日野市

で一定の世帯がとられておりますO この生活保護を行っていく上で、市の職員数も大変私は厳

しい仕事をしているというふうに聞いております。そういう中で、こういうふうに補助金がカ

お尋ねでございますが、きょう現在で私の方で承知しておりますのは、そういう指示あるいは

行政指導がございませんO

O議長(高橋通夫君 ) 竹ノ上武俊君。

022番 (竹ノ上武俊君) 再質問をいたします。

第 1点で質問を申し上げました具体的には、日野市にどういうふうにこの影響があらわれる

かという内容でございます。私どもの方で、市の資料などをもとにいたしまして調査をいたし

てみました、これはもちろん 1円まで正確な数ではございませんので、若干の動きは実際来年

度において変更が行われると思います。しかし、およそ当たっている額だと思います。これら

をあわせますと、約 1億 5，000万円になり ます。その中身は日野市関係では、公立学校施設
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ッ卜されてくるということは、先ほど答弁がなかったんですけれども、どういうふうに職場に

影響をしてき 、そして生活保護世帯にはどういうふうに波及 していくのか、具体的に考えてお

られるかどうか、ひとつ御答弁いただきたい、そうい う意味で先ほど挙げました老人ホームの

問題、これも現在入り切れなくて待っていらっしゃる方が相当いらっしゃると思います。何十

人ぐらい日野市では老人ホ ームの順番を待っている方がいらっしゃるのか、そういう人たちに

対しても冷い仕打ちであるのではないか、そういうことです。それから、保育園に関係すると

すれば、この児童措置費こういうことで保育料の問題とか、保育園の維持運営にどうしづ問題

が出てくるのか、ぜひ具体的な形で御答弁をいただきたいと思います。

それから、もう 1点は、これは企画財政部長にひにくで質問するわけではございませんO 念

のため質問する次第です。前議会で市長が答弁をされました、不満な点もございましたが、私

は全国の市長さんの中では、これは地方自治体を守るという点では模範的な御答弁をいただい

たというふうにも思っております。その中で言われた点は 2点あるわけでございます。一つは

地方自治体の財源獲得のために市の職員は、理論武装をしていく必要があるO もちろんこれは

市長も含め市民も含めてという意味だったかもしれませんO そういう点でどういうふうなこと

をされているか、例えば全国市長会、議長会などでなぜ我々は国庫補助負担金のー率カットに

反対するか、ということでなぜ反対か七つの理由と我々の案などというものを公式に発表され

ております。こういうものについて市役所の内部で勉強会をするとか、そういうような努力な

どをされているか、お読みになったかどうか、その点を念のため聞かせていただき、今後の運

動の参考にしたいと思いますので、ひとつこの点だけ御答弁いただければと思います。以上O

0議長(高橋通夫君) 福祉部長。

0福祉部長(高野 隆君) ただいま御質問のありました生保、あるいは老人ホーム、

保育料等の影響はt，かんということでございます。まず生保につきましては、 1割カッ卜で私

どもの試算では、 1億 999万円ほど約1億 1，000万ほどの減というぐあいな数字が出てま

いりますけれども、この辺の影響が実際に職種別にクースワーカーにどのような影響を与える

かということについてはともかくといたしまして、市がこれだけの負担をするということの大

きさといいますか、そこら辺の福祉に与える総体的な影響は、これは恐らく出てくるであろう

というぐあいに思います。しかし、またそれが職員の士気に影響を与えるかどうか、あるいは

今後職員が生保のケースをどの程度切り詰めざるを得ないという立場に立たされるかというこ

とについては、まだ全然その辺のところについては、今後の見通しとしては考えておりません

し、また、そういうことのないような努力を私どもはしなきゃならん、こういうふうに考えて

おります。しかしながら、保育料についてもやはり一定のしわ寄せが出てくるということも考

えられますので、 これについては極力このような事態に至らないような努力を私どもとしては

していきたいというぐあいに考えておりますO

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) 第2点目の問題でございますけれども、どういう意

図で御質問かよくわかりませんけれども、一生懸命勉強し、仕事もしているつもりでございま

す。

0議長(高橋通夫 君) 竹ノ上武俊君。

0 22番(竹ノ上武俊君) それでは、若干の再質問をいたします。

もっと企画財政部長とか、福祉部長がリアルに因っていることを私はおっしゃるべきである

というふうに思うんです。遠慮は要らないと思います。例えばこの生活保護費の問題です、こ

れは、御承知のように戦後の私は福祉という言葉をあらわす象徴的なものだと思います。憲法

を具体化した最も重要なものではなt，かと思います。例えば憲法第 25条には、生存権が規定

をされているわけでございます。健康で文化的な生活を営む権利があるO そして、国は、すべ

ての生活部面について社会福祉、社会保障及び公象衛生の向上及び増進に努めなければならな

い、こう 憲法第25条はな っておりますO 皆さんも御存じのとおりでございます。ですから、

生活保護法の第 1条は、この憲法第25条に基づいて、国の責任で行うんだということにな っ

ているわけですO その国の責任で行う国庫補助金をカットするということは、すなわち戦後の

憲法の象徴である 、そういう生存権を奪うことを国みずからが憲法を犯してくるという日本の

歴史にとって絶対にこれは認めることのできないものでございます。そういう点では、私は企

画財政部長も勉強をされてし 1るでしょう、福祉部長も一生懸命頑張っていらっしゃると思いま

す。しかし、こういうことは先日ある議員がビラのことでいろいろおっしゃいました。ビラを

強るのも場合によっては必要だということも私は思います。しかし、そのビラぐらし可にこうい

う問題は、私は部長以下が大きくやっぱり市民に宣伝をして、市民とともにあるいは関係者と

ともにこういうことが行われないように政府に迫っていくのでなければ守り切れな t'0結局は

市民税で肩がわりをしていかなければいけない、市民税で肩がわりをしないということになれ
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ば、生活保護世帯を減らしていかなければいけなし 1。生活保護基準を規制していかなければい

けないという方向になるわけです。例えば政府は既に生活保護の補助金を切る中で、この生活

保護世帯のランクを今三つに分かれてテェ y クをするという体制になっております。この三ラ

ンク体制を五ランク体制にして厳しく地方自治体でチ ェッ クさせるというために系品織までつく

ってまいりました。消費水準測定方法検討委員会というものを設けたそっでございますO そし

て、子供た ちが高校に行っていれは‘生活保護をやらなし 10 わずかにでも貯金があれば、こ れは

現行の法律でそういうことがあるらしいですけれども、打ち切るO あらゆることを警察官以上

に生活保護世帯をテエジクするような方向にな っていくということでございます。 本来は弱い

人を助けるために職員が駆けずり回って援助してあげるというのであるにもかかわらず、こう

いうふうにしてし 1かざるを得なくなるわけです。福祉部長も恐らく 私は仕事がしづ らくなると

思います。そういう点で、これは企画財政部長もそうですO 福祉関係の予算を削らざるを得な

くなってく る、予算編成の段階で、そういう時代が来るわけです。 既にあ る市では、市の民生

課に警察官を配置してこういう生活保護世帯の受付を警察官とともにしているという市も出て

こようと しております。 京都府の亀岡市でございます。ここまで立ち入らせようと する中曽根

内閣の冷さというものを私ども市民、議会は党派を超えて認識 しなければいけないことだと思

うわけでございます。そういう点で、私は、も っとも っと真剣に考えていただきたいと思うん

です。老人ホ ームの問題でも、今日野市では老人ホ ームに入りたいけれども、入れないという

形で、待期していらっしゃる方が 51名いらっしゃるわけでございます。そ ういう ふうにして

この老人ホームの待期者も 55年度 18名、 56年度は 12名、 57年 21名、 58年 37名、

だんだんふえてきている状態にございます。そういう厳しい中で、老人ホ ーム の補助金を打ち

切るなどということをすると、これは、お年寄りのお先真っ暗というような事態が出てくるわ

けでございますので、すべて例を挙げていけばきりがございませんし、時間もございませんO

そういうことで私はもっと今でも厳しいと ころに補助金が 1割カ y トされる事態がどうなって

いくかということについて、さらにさらに関係部長なり 、以下職員の皆様方の研究と対策をお

願いをするものでございます。そういう 点でひとつ福祉部長ばかりを責めるわけではございま

せんが、さらに、私は具体的にはどういうことをしようとされているのか、結局全国市長会は

先ほど申し上げました 1，200人集まった決起大会があったわけでございます。今後福祉関係

の担当の職員として、あるいはこれは市長でも結構です。政府に対してどういうふうに市当局

としては迫っていこうとされているか、私ども住民としてもそういう動きがあれば、大いに共

同行動をして政府に迫っていきたいと思うわけでございます。そういう点で何か具体的なこと

があれば、ひとつ予定で、も結構ですお聞かせをいただきたいと思います。

それから、先ほど私が申し上げました市長会などが出した意見書の中の七つの理由でござい

ます。その中には、この補助金がカットされることについて、もし補助金がカットされなけれ

ばその金額の 4倍の仕事が自治体としてはできるんだという主張が一つなされております。し

たがって、日野市が 1億 5，000万円カットがされるということになりますと、その 4倍で 6

億円の仕事ができるわけでございます。福祉の問題であれ、あるいは私立幼稚園や幼児教室に

対する補助金の増額、こういうこ とも簡単にできる財源、お金はl¥ろいろ動くわけでござし、ま

すので、 そういう方向にゆとりが出て きて住民が望む施策を堂々 と打って出ることができるわ

けでございますが、この点再質問しますけれども、本当にそういうことであるのかどうか、こ

れは企画財政部長の考えがあれば確認の意味で御答弁いただきたいと思います。以上です。

答弁お願し 1します。

O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) 答弁いたしますO

いわゆる一般財源の 4倍の仕事ができ るんではなl¥かということでございますけれども、そ

れは補助金と 、それから起債に依存をした考え方で 4倍ということでございます。一概にそう

いうことは言えないというふうに考えております。と申しますのは、 事業によりまして起債を

仰ぐべきもの、それから、仰がないでやった方がいいもの、 それから全体の財政の仕組みの中

で、やはり選択することでございます。一口には一般財源の 4倍ということは言っているとこ

ろでございます。

0議長 (高橋通夫君) 福祉部長。

0福祉部長(高野 隆君 ) 先ほどか ら私どもの方で具体的に反応はどうかという こと

で御質問ございますけれども、これにつきましては果たして来ないだろうか、というような実

際にまだ実感として把握でき切れないという実態でございます。と申しますのは、法律で 8割

を負担するということが明確になっておりますし、国の歴史から、戦後の歴史から申しまして

も生保の8割負担というのは明瞭な法律事項でございますので、これがどのような形で大蔵省

としては実施するのかということについては、非常にこの理解に苦しんでいる、こういうよう

。。
ヴ

dq
u
 

Q
d
 

ヴ
d

qδ 



な実態、でございます。しかしながら、これは実施された段階で考えますと、これは確かに深刻

な問題になるということは理解できますけれども、しかし、職場の実態といたしましては果た

してどうだろうか、というようなことを見守っている、こういうことで御理解願いた~'1。しか

しながら、今後具体的にそういうことが進行する中では、保育料の問題とか、あるいはいろん

な問題が波及せざるを得ない、これについては福祉はますますやりにくくなるだろうし、また、

現在実質的に少ないク ースワ ーカーでかなり法律で規定された比率からいたしますと 、約7.6

人必要なところに 7人のクースワ ーカーを配置して生保の事業を実施している実態からいたし

ましても、かなりつらい立場に立たされることは理解できる、こういうぐあいに考えておりま

すO

0議長(高橋通夫君) 竹ノ上武俊君。

022番(竹ノ 上武俊君 ) 最後に一言もし市長からお話があれば御答弁いただきたい

と思います。市長の御答弁の前にもう一度くどいようですけれど申し上げたいと思います。

既に共産党の国会議員などが、国会でこの生活保護費の問題で質問をいたしております。 8

割国が見るということは鉄則になっているわけで、すO しかし、もともとこの 8割ということ自

体が、 10割見るのが憲法の精神ですから、もともと 10割見なければいけないところに、こ

の8割の線まで削ってこようとしております。そのことについてどうするんだという質問を国

会でやりとりしているわけですO ところが、交付税でこれは見るんだというような答弁などを

しております。しかし、全国市長会などのあるいは議長会の文書を見ますと、地方交付税でこ

れを見るということは理論的にできないのではないか、もし、そういうことをすれば今度は交

付税そのものが削られてしまう、ということでますます単独事業や自治体の得意とするという

か、責任分野である福祉施設とか、福祉のサーピス、こういうことができなくなっていくわけ

でございます。そういう点で私は福祉部長以下、あるいは企画財政部長、教育長は答弁もござ

いませんし、してもおりませんけれども、教育長、生活環境部長から、水道部長から建設部長、

都市整備部長、教育長、そういうふうにすべての私は日野市の職員が理事者も含めまして、こ

ういうことをただ何となくそういうことは出来ないんじゃないんだろうかとか、部長会でその

うわさにはしていますがという程度では、これはもう単なる官僚と言われても仕方がないと思

~ '1ます。もっともっと積極的に、あらゆる形で勉強会をされ、あるいは行動することができる

とすれば、市長は当然、でございますけれども、助役は助役であらゆる方々が本当に討って一丸
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とな って当たっていかなければいけない問題だというふうに思うんです。そして、相当な力で

これは住民と自治体が、市長は国と自治体は対立するものではないとおっし ゃいました。しか

し、相当な力で迫っていかなければこの壁は撤回できないと思います。その証拠には、中曽根

首相などが、これらの点を指示されております。それは、アメリカが各国の防衛支出増加を約

束しあっているO しかし、財源がないとすれば、社会保障分野こそまさにその源であるという

ことをいろいろの資料で提起されているわけでございます。米国防総省もそういうことを提案

しているO それをもとにしてロンドンサミ γ トでいろいろやりとりがありまして、これを中曽

根首相は最も強くこういう立場を指示して帰ってきた。そして、サミ ットの合意を忠実に実行

していよいよ福祉を削って軍事費をふやそう 、こういうことになってきております。現に数字

的に考えましても来年度予算は御承知のとおり 、地方自 治体のカ y 卜分が 2，363億、福祉関

係のカン トもさ っき 言ったとおりです。こういう数字減った分、どこがふえているかと調べて

みますと軍備費なんて、す。 軍事費が2，055億円ち ゃんとふえている、というような実態にな

っております。ですから私が強調したいのは、議会もそうです、市民もそうですし、市の職員

もそうだと思います。やはり軍事費を削って福祉、教育に回せ、こういう立場でいくしかもう

国民生活を守る道はないわけです。そうしなければ地方自治体も守れませんO そういうことで、

9 月議会でもしつこくお願~'1をし、質問をしたわけでございますが、もし、市長の方で現状の

中で、来年度予算編成も決まろうとしている中で御答弁があれば一言お願~ '1したいと思いますo

O議長(高橋通夫君) 市長。

0市長(森田喜美男君 ) この近年の予算編成時になりますと、いつも軍備か、福祉か、

これは相入れない関係といいますか、両立し得ない関係の予算の奪い合いが見られるわけであ

りまして、我々としても非常に憂慮を持って今煮詰めておるという状況であります。なかなか

なす手というのが難しいわけでありまして、やっぱりこれは政治力学が大きく 影響する ことで

あります。やっぱり政治の根底が憲法本位に正しく運営されるということでなければ~'1けない

んではないか、こ のように言えると思いますO そして今やっておりますことは、こ の全国市長

会もその仲間であります、いわゆ る地方五団体、こ の地方五団体の力を結集してそれぞれの代

表が、と るべき方策、また運動を展開をしているわけでありますので、全国市長会からも都度

報告が参っております。これらの運動により自治体レベノレのこの強化を図って、そして対応を

していくことだ、このように思っております。具体的に今どの運動ということはまだありませ
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んが、非常に全国的に関心を持たれ、政府もそれを無視することは私はできないんではないか、

このように思っております。いわゆる軍事費を増強すれば福祉費は切られる、このことはもう

はっきりしてき ておるわけでありますし、 このことを国民がよく知ることがまた大切だとい う

ふうにも言えるわけであります。我々も理論武装にまだ弱い面もあるわけでありますが、もっ

と理論の勉強をし、そして、対応できる的確な手を絶えず持たなければならなし 1。また、国民

の世論を高め市民の立場をより理解をしていただしこういう運動も大切だというふうに思っ

ております。以上です。

O議長(高橋通夫君 ) 竹/上武俊君。

022番(竹 ノ上武俊君 ) 終わるつもりでしたけれど、もう一言つけ加えます。中曽

根内閣は、核武装をひとつ強めているんです。我々国民は、これに反対する理論武装をひとつ

強めて住民運動で中曽根内閣を包囲して福祉 と教育を守っていかなければいけないと思います。

そして、今言いました 1億 5，00 0万円、 この補助金がもしカットされないという事態が出現

すれば、私どもは 6億の仕事ができるという計算にもなってまいります。もちろん単純にはい

かないでしょう。しかし、そういう財源が出てくることによって、 今住民の中から出ている例

えば私立幼稚園の父母の負担金の軽減の措置、これもできるでしょう。また、私立幼稚園の経

営が大変厳しい状態になってきております。園児が減ってきているからですO こういうところ

を幼児教育の立場で救済してし 1く手段も十分にできるでしょう。あるいはまた幼児サークノレ、

幼児教室など存続して独自の保育が発展するために自治体が、これに援助の手を差し伸べると

いうことも十二分にできると思いますO あるいはまた公立幼稚園の保育料を 6，000円から

7，500円にするのではなくて、 6，00 0円に維持して行き届いた幼児教育を公立の面でもし

ていくことができるわけでござ~ iます。そういうことにつながっていくことでございますので、

私どもも市長と一緒に政府に出かけることでもいたします。議会も挙げてこういうことで運動

してし 1く予定ですし、恐らく今議会では、政府への意見書が他の二千数百の自治体同様日野市

議会でも可決されるものと信じております。そう いうことで頑張りますので、ひとつ理事者の

方も市民生活を守る立場で頑張っていただくことをお願いいたしまして質問を終わります。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 8の2. 政府の補助金 1割カットと市民生活への

影響に関する質問を終わります。
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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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午後6時39分散会
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説明のため会議に出席した者の職氏名 午前 10時 14分開議

市 長 本フ供T二Z 田 喜美男 君 0議長 (高橋通夫君 ) 本 日の会議を開きます。

助 役 赤 松 行 雄 君 収 入 役 力日 藤 虫E 君 ただいまの出席議員 24名であります。

企画財政部長 ム阿ムリー 田 方在 夫 君 総 務 部 長 伊 藤 正 τ口士 君 一般質問に入ります。

市民部長 藤 浪 ヱ屯<z:. 徳、 君 生活環境部長 坂 本 金 雄 君 9の 1、緑化促進と浅川利用計画の今後の課題についての通告質問者、馬場繁夫君の質問を

清掃部長 大 貫 松 雄 君 都市整備部長 結 城 邦 夫 君 許します。

建設部長 中 村 ケロ 助 君 福祉部長 fo'口ヨワ 野 隆 君 r 7番議員登壇〕

水道部長 万く 原 照 雄 君 病院 事務 長 佐 藤 づ即日 春 君 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。

教 育 長 長 沢 一 虫B 君 教 育 次 長 山 哲 失 君 世界の森林面積は、緑地の約 30%弱であり 、その半数が熱帯雨林とされていますが、伐採、

農事 業委 員 会 花 形 彦 君 焼き 畑農業、ま きの採集などにより、毎年減少しております。最近公表されたアメリカ合衆国
務局長

政府特 期間査報告によりますと 、毎年約 2万ヘクターノレの森林が減少しており、その状況が続

会議に出席した議会事務局職員の職氏名 いた場合、西暦 20 0 0年には熱帯雨林の約 4割が消滅する ことになるであろうと、警告され

局 長 岩沢 代 =にと1 君 次 長 t馬 場 守 君 ております。

書 言己 栗 原 2プSロ 次 君 書 記 谷 野 省 一 君 森林の減少は、大気中の炭酸ガス の吸収能力の低下による気象 の変化や、洪水の多発などが

書 記 串 田 平 来日 君 書 記 佐々木 茂 時 君 懸念されるといわれております。アフリ カ各地は深刻な干ばつに見舞われており、国連食糧農

業機関は、 1億 5，00 0万人が飢えにあえ いでおり 、数百万人の人々が餓死寸前にあると、各

速 記 委 託 先 住所 東京都立川市曙町一丁目 10の 3 国に緊急援助を要請しております。こうしたアフ リカの干ばつは、ここ 10年ほど恒例となり、

立川速記者養成所 所 長 関根雪峰 雨不足による天災と、 漠然と信じられてきておりますが、各国の援助による専門家や研究者の

速記者 小 野口純子君 多くは、干ばつの原因は過剰な放牧や農業による土地の酷使、!謂墾やまき集めのための森林伐

採などといった自然破壊が原因であると、認識が高まっておると言われるようになりました。

議事日程 昭和 59年 12月 14日(金) さらに砂漠化によ り毎年失われてし吋土地は、 19 7 7年 の国連砂漠会議の資料によります

と、 600万ヘク ターノレに上 るとされております。テキサス工科大の調 査によりますと 、午前 10 時開 議

日程第 1 一般質問

2，0 0 0万ヘクタ ーノレとも言われており、これは本州の面積に匹敵する規模であり、国家的大

問題に発展し、さらに国際的地球的問題となりつつあるとも言われております。

日本では大きな関心を持っているとは言いがたい。それは世界では最も森林資源に恵まれた

国でありながら、森林資源の総合活用を行われていない石油づけの産業経済システムであるか

らであろうと考えられております。

しかし、全地球的規模での生物の生態系に関する危機を深 く認識し、運命共同体的意識を持

本日の会議に付した事件

日程第 1
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ち、人類の安全対策として対応することが大きく望まれることが大事であると言えます。

そこで、日本の緑地の問題を歴史的に見ますと、緑地の概念が導入されましたのは、昭和 8

年の東京緑地計画協議会の発足であります。さらに、昭和 12年の都市計画法の改正により、

緑地の明文化がされ、これにより緑地事業へと発展 してまいりましたのであります。手記也地域

の制度は、市街地のスプローノレ化の防止、都市の無秩序な拡大を防止するとともに、生活環境

の保全を図る目的で、昭和 21年特別都市計画法の制定により生まれた制度であります。

さらに、昭和 4 3年公布となりました新都市計画法により、緑地地域は廃止され、市街化調

整区域にその考えは受け継がれました。

昭和 51年 7月、都市計画中央審議会により 、緑のマスタ ープランのあり方についての答申

があり、基本的な考えとしては、緑地については市街化区域面積に対しおおむね 30%を確保

することが妥当であり、都市公園施設としては、整備すべき緑地の量は、 1人おおむね 20平

米を確保するものとされております。

この答申を受けて、 52年 4月に建設省より緑のマスタ ープラン策定の推進について、局長

通達が出されました。 計画の目標水準は、おおむね 21世紀、昭和 75年を目標とした長期に

わたるもので、さらに緑地の配置計画実施のための施策の方針等であ ります。

日野市の緑のマスタープランは、昭和 54年に原案を作成し、 56年に報告書としてまとめ

られたものであります。 計画は、都市生活環境の維持及び向上を前提として、都市の健全な発

展に秩序と弾力性を付与するように、緑地の保全利用創設の計画を通 して、日野市の将来的な

緑地のあるべき姿を、実現のプロセスもあわせて示したものであり 、日 野市基本構想の目標と

して掲げられたものであります。

さらに、緑と清流の街の創設をメインテーマに計画を行っており 、西麿 2000年、 昭和 75

年を目標の長期視点に立って、環境保全、屋外レク リェーション、防災の観点から、系統的な

緑地の配置計画を行い、安全と健康で文化的な都市環境を目指し、自然緑地の保全と 、公園緑

地の創設を計画し、実現へ積極的に対処するものであるとされております。

一部の議員と若干質問が重複いたしますけれど、ここで質問いたします。

第 1点といたしまして、公園緑地の中心核形成として、環境保全系統、レクリェーション系

統、防災系統の 3系統を軸として、緑地の目標量、さらに都市公園の施設として整備すべき緑

地の目標貴の現状と年次 目標は、どう整備計画されておりますか、さらに、これは市民 1人当

-388-

たり何平方米となり ますか、お聞きいたします。

第 2点目 といたし まして、行政報告にもありましたように、多摩平二丁目清水谷公園北側の

緑地 72 7.7平米を間管財株式会社より購入されましたが、緑地保全から考えますと大変結構

なことであり 、担当者の決断に敬意を送りたい気持ちであります。 日野緑地は、市街地に残さ

れた段丘崖樹林で、 都市景観上重要視される緑地であります。

そこで、日 野緑地の総面積はどのくらいあり 、東京都、日野市で保有された面積は、どのぐ

らいありますか。さらに、残された面積の今後の買収予定計画はどう考えておりますか、お聞

かせ願いますD

第 3番目の質問といたしましては、日野緑地内黒川公園の流水公園整備計画の状況は、自然

保護、 レクリ ェーシ ョンの上から、どう整備される予定になっておりますか。

第4点目の質問としましては、首都圏近郊緑地保全法により、多摩丘陵北部近郊緑地保全区

域 128ヘクタールは、一部開発も進行している状況であり 、見直しと、東京都では緑豊かな

快適な生法環境を持つ東京を実現するため、 「東京都緑の倍増計画」を実施しており 、早急に

東京都に買収し、保全すべきであちうが、その対策を考えておられるか、お聞きいたします。

さらに、第 5点といたしましては、多摩動物園を中心に、首都圏近郊緑地保全区域に指定さ

れております保全を強化する意味で、緑地保全地域として特に南平地区丘陵樹林地帯を、その

緑地特性を生かし、総合公園としての整備される、とされておりますが、防災工事も済み、市

内で 3校目の都立南平高校も来年開校の運びとなります。そ こで、保全区域内の見直しと、総

合公園計画を早め、整備推進の考えがあるか、お聞かせください。

質問 6点 目といたしましては、多摩動物公園、南平高校周辺の総合公園劉蒲計画の一環とし

てのハイキングコ ース、散歩コースの整備であります。 2匹のコアラが多摩動物園に来て以来、

大変なにさわいの中、交通問題解消対策のためにも、動物園の裏門の開設と、南平駅を中心と

する南平高校、総合公園、多摩動物園、多摩テックに至る、自然に親しみながら自然、観察ので

きるハイキング、散歩コースの整備ができないものか、これについて考えをお聞かせくださし'0

以上、まず 6点についてお願いします。

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。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 1点、 2点、 4点、 5点、こ

の4つの御質問についてお答え申し上げます。
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まず 1点目でございますが、緑のマスタープランに基づきます緑地の目標量、それと都市公

園として整備すべき緑地の目標量、それらの年次整備計画につきまして、お答え申し上げます。

縁のマスタープランは、昭和 75年次を目標に整備を行う計画が、立ってございます。その内

容といたしまして、緑地の目標量は 416ヘクタ ーノレ、これを人員で換算いたしますと、 1人

当り 19.73平米でございます。 (I昭和 75年は何人だ、人口」と呼ぶ者あり)21万 1，000

人で計算してございます。

それと、都市公園として整備すべき緑地の目標量でございますが、 247ヘクタ ーノレでござ

し1ます。 1人当り 10.8 1平米でございます。

それから、年次整備計画でございますが、緑地につきましては、第 1期、これは第 1期は54

年から 65年、第 2期が 66年から 75年になっております。第 1期につきましては、 4カ所

3 5 2ヘクタールでございます。第 2期が 27カ所 64ヘクタ ールでございます。合計いたし

ますと 31カ所でございまして、 41 6ヘクターノレでございます。

公園でございますが、第 1期は、 42カ所でございます。面積が 66ヘクターノレ。第 2期が

5 0カ所で、 6 1ヘクタ ーノレでございます。合計いたしますと 92カ所で、 1 2 7ヘクターノレ

でございます。このような計画に基づいて整備を行ってし 1く予定になっております。

それから、 2点目の、日野緑地の面積、それとこれらの買収面積、残りの買収計画について、

お答え申し上げます。

日野緑地は、昭和 36年 10月 5日に都市計画決定をいたしました。その区域面積は、 20.2

ヘクターノレでございます。このうち東京都が買収いたしました面積が、 8，38 8平米でござい

ます。主に東豊田緑地保全地域に当たる場所でございます。日野市が買収いたしましたのは、

6万2，40 9平米でございます。

この区域における東京都と市が買収いたしました面積の総合計は、 7万79 7平米でござい

ます。割合で申し上げますと、約 35%を買収したことになります。残りの 65%に当たりま

す 13万 1，20 2平米につきましては、今後の財政事情もございますが、そういった点も勘案

しながら積極的に買収をしていきたいというふうに考えております。

次が、 4点目の御質問でございますが、首都圏近郊緑地の128ヘクターノレをどのように東

京都等が買収しておるかとしづ状況でございます。

御指摘のように、首都圏近郊緑地は多摩丘陵の北部近郊緑地保全区域ということで、首都圏

近郊緑地保全法の第 3条に基づきまして、昭和 42年 2月16日に指定がされたものでござい

ます。この区域は、八王子市と日野市の行政界にまたがってございますが、日 野市分といたし

ましては 128ヘクタ ーノレございます。

この区域内におきます土地所有状況でございますが、現在では東京都の多摩動物公園が

4 6.7 3ヘクタ ーノレ、多摩テックが 10.0 3ヘクタ ーノレ。それから東京都の水道局の配水池と

いたしまして、 0.8ヘク タール。それとカトリックメルセス修道会で 2.99ヘクタールがすで

に所有されておりまして、この面積の合計は 60.5 5ヘクタ ーノレでございまして、全体の 47 

%を占めてございます。

残る 53%の67.3 5ヘクタールにつきましては、民地でございますが、このうち 0.6ヘク

タール分といたしまして、東京都が同法の第 14条の規定、これは、保全区域内の近郊緑地の

保全に要する費用は都が負担する、とし 1う規定でございますが、これにより まして、多摩動物

公園駅の東側の山林を、昭和 53年 4月3日に買収してございます。

現在、その保全の対象となる民有地につきましては、 6 6.7 5ヘクターノレであるわけですが、

これについて、今後東京都は積極的な買収を図っていくことになるわけでございますが、こ れ

につきましでも、私どもの方からも東京都に、これらの買収について努力されるよう要望をし

ておるところでございます。

それから、5点目の南平地区の丘陵樹林地帯の総合公園の問題でございます。この点につき

ましては、昨日 もお答えを一部してございますが、この地域は緑のマスタ ープランからいきま

すと 、日野市の基幹公園としての総合公園の位置づけをしてございます。 この計画でまいりま

すと、区域面積が 15.8ヘクタ ーノレでございまして、施設の内容といたしましては、郷土の森、

それとピクニック広場、あるいは展望台、植物園等が考えられているわけでございます。

しかしながら、当地のこの予定地に都立高校を一部誘致することになったわけでございまし

て、面積的には公有地が2.5ヘクタール学校の校舎の敷地、あるい凶軍動場として割愛される

ことになったわけでございます。

したがいまして、残りの分については、今後民地を積極的に買収いたしまして、現況のまま

の姿で、今後緑地の保全を図っていきたいと。あわせまして、森林公園としての位置づけをい

たしまして、公園の一部としても利用をしていきたい、かように考えているわけでございます。

それらの買収を今後行っていくことになるわけでございますが、最終目標年次の昭和 75年度
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までには整備をいたしたいというふうに考えているわけでございます。

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、ただいま御質問 のござし 1ました第 3

点目につきまして、お答え申し上げます。

黒川公園の流水計画の整備状況でございますけれども、この黒川公園の流水整備の事業につ

きましては、御存じのように市制 20周年記念の事業として、昨年度から実施をいたしており

ます。計画といたしましては、 5 9年、さらには来年度 60年と、 3年計画をもちまして、一

応完了するということ で、現在事業を進めておりまして、 58年度に 257メータ一、 そして

本年度には、間もなく着工いたしますけれども 200メー タ一、 そしてさらに 60年度に 143

メーターというような計画を推進いたしまして、多摩平の下水道の処理場のわきから中央線の

わきまで約 600メーターが、 3年間で完成するという予定にいたしております。

街]存じのように、この黒川公園につきましては東豊田の緑地保全区域約 6ヘクターノレでござ

し1ますけれども、それのいわゆる日野台地区の段丘のすその部分を、平均幅約 15メータ一、

今申し上け.た長さ 60 0メーターにわたって形成されているものでございまして、全体の面積

としては、 9，32 6平米ほどになります。昭和 48年の4月 1日に地元の施行で行いました吹

上団地の区画整理事業によりまして確保され、市に帰属して市が管理しているものでございま

境ともマァテいたしまして、一帯の散策コースとして利用する効果が増大するものというふう

に考えて、計画を進めておるものでございます。

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) 動物園の裏門設置の件につきまして、お答えをさせ

ていただきます。

私ども生活環境部といたしましては、コアラ対策として観覧が安全にできるように、そうい

う立場で昨日の一一昨日じゃない一一御答弁申し上げましたように、動物園側に要請をいたし

たところでございます。

す。

しかし、ただいまの御質問を伺いまして、緑地計画上、あるいは多摩動物園と一体となった

散歩道の必要性も十分理解できるところでございます。そのためには、どうしても動物公園内

に裏門を新設することが必要となりますが、都の対応につきましては、昨日米沢議員さんの御

質問にお答えしたとおり、大変消極的な態度でございますが、コアラ対策とくるめまして裏門

設置、さらに強力に要請をしてまいる所存でございます。

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、最後の御質問でございますハイキン

グコースの整備の問題につきまして、お答え申し上げます。

ハイキングコ ースの整備につ きましては御質問の中にもございましたように、多摩動物公園

のいわゆる裏門を結ぶ散策コースというふう な形で考えられなし 1かという御質問でございます

ので、この点につきましては検討をさせていただきたいと思います。

と申し上げますのは、北門の関係につきましての周辺の用地というのは、ほとパノどが民地で

ございまして、その民地を通って南平の方におりてくるハイキングコースというのは、現状の

中では非常に難しいような気もいたします。かつては多摩の横山としてうたわれました多摩丘

陵が、高幡山の裏山から、丘陵の裏を通りまして、現在の平山域社公園、あるいはまた野猿峠

まで約 1時間半の格好の、いわゆる散策コ ース として利用されていたわけでございますけれど

も、御存じのように、残念ながら途中の開発によりましてあなぬきのような状態で連櫓性が失

われているということで、今のコースそのものが全然、ないわけでございまして、辛うじて私ど

もの方で、七生丘陵の散策コースとして指定しておりますのは、百草の大宮神牡から出発をい

たしまして、多摩動物公園の駅の南側に出るコースが 1本、これが辛うじて途中百草の自然の

黒川公園につきましては、樹林地や周辺等の自然、条件を生かすために確保をいたしました風

致公園として位置づけられておりまして、当面自然、流水を緑地に沿いまして、清流水としてき

れいな水のまま流すという新整備する計画ということでございまして、レクリェーション施設

としての、特にそういう面での施設計画は考えておりません。

当該地に沿って通っております市道のわきに雑排水の管渠部分がございまし7こ。これをさらに暗

渠化をいたしまして、そしてさらに暗渠のところに緑道をつくるというような、遊歩道の計画

をつくりまして、散策を主体とした緑地帯というふうに考えております。

この 3年間の事業が終わりますと、この周辺の関係につきましては、黒川公園を中心にいた

しまして親水公園に面目を一新するというふうなことで、その上部にあります多摩平の外周道

路に沿った多摩平の第一緑地、あるいは多摩平の第 6公園、そういうようなところの周辺の環
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したがって、多摩動物公園の北門、かつての北門、今閉鎖されておりますけれども、そこの

自然緑地を確保するこ とが大変重要であります。基本構想の理念、緑のマスタープランの理念

と計画策定の目的を踏まえて、その実現を図るため、具体的な施策を体系化し、明らかにし、

年次計画により積極的に購入することが必要であります。特に日野緑地は最優先的でもありま

すし、昭和 65年まで整備する 目標になっておりますので、十分心して取 り組んでいただきた

いと思います。

樹林などを通りまして、散策コ ースとして利用 されているというのが現状でございますし、そ

れからもう 1本は、さらに多摩動物公園の駅から平山城j止公園を結ぶコ ース、約 4.1キロのコ

ースでございます。

ところから南平に出る関係のコースにつ きま しては、なかなかコース そのものが確保できない

というふうな状況にあるんじゃないかというふうに思いますので、非常に難しい問題ですけれ

ども、検討をしてみたいというふうに思っております。

都市空間に安らさと潤いをもたらす緑をいかに守りふやすかは、街づくりの重要なテ ーマで

あります。特に緑は一度消践しますと、再びその再生には非常に長い歳月と費用 も必要となる

こと は周知のとおりでありますし、都市空間における緑の効果といたしましては、防災や公害、

防風などの保護機能として重要であります。

さらに、美しい景観をっくり出したり、心理的、精神的に安らぎを与えてくれる緑は、急速

な都市化でその理念を踏みつぶされてきたことが多かったことでありますが、近年、都市人口

の集中に陰り が見え始め、定住意識の高 まりの中で、緑を求める高まりが年々高くなっている

と言われるようになってまいり ました。

そこで、質問の 7点目といたしま しては、電柱や架線は、最近都市 の景観上大きな問題とし

て指摘されるようになってきております。地下化されれば、震災、火災等の非難の安全性、消

防活動の向上にも効果があり 、街路樹を自然に近い状態で成長させる無現定方式の導入も可能

となってまいります。今後、区画整理地域内でモデノレ地区を定めて、電柱、架線の地下方式、

さらに無関定方式の導入を考えてみる必要があろうかと思いますので、お考えをお聞きいたし

ます。

さらに第 8点目 といたしまして、緑の成育上最も重要なものは、十介な水の補給とされてお

ります。現在の街路樹は、維持用水の面で必ずしも十分ではないと言われております。歩道は

維持管理上の利点からアスフアノレト舗装が一般化し、浸水、保水に対する考慮がされていない

ことが多いようであります。今後、歩道に動k性舗装の採用を検討していただきたいと思l¥ま

0議 長 (高橋通夫君 ) 市長。

0市長(森田喜美男君 ) この際、緑地関係で当面確保できる手はずになっております

個々につきまして、街報告をしておきたいと思います。

その 1つは、日野緑地内にあります前田さんという方が居住され、かっ農園風な樹林を持っ

ておられたわけでありますが、亡くなられまして、それの帰属が一一帰属というよりも、処分

の手続を進めておりましたと ころ、東京都がこれを買収していただくと。 1，70 0平米ばかり

だと思っております。

それからもう 1つは、南平都立高校のすぐ隣接する場所でありますが、現在、富士見丘学園

が約2ヘクタ ール所有しておられます。 この所有された目的は、グラ ウンドを開きたいという

ことがあったわけでありますが、市内の別の場所にその用地を斡旋をすることにいたしまして、

その場所は日野市が譲っていただく、確保する、こうい う手はずになっておりますことも、あ

わせて御報告いたします。

したがいまして、都立高校の用地として緑地を外れる わけではないと思っておりますけれど、

補充される面積が約2ヘクタールほどあると。こういうことによって総合公園の性格がかなり

しっかりした骨組みを持つことになるということでございます。

以上です。

O議長(高橋通夫君 )

07番(馬場繁夫君)

馬場繁夫君。

自然、を一度破壊してしまうと、自然を取り戻すことは大変に因

す。

難であります。場合によっては長い時間と巨費をかけることにより可能な場合もありますが、

ほとんど 2度と自然、を取り戻すことは、大変難しいことは御承知のとおりであります。

また、日野市におきましては、若干自然環境もあり、開発 されないうちにより早く計画的に

第 9点目といたしまして、道路は一般にアスフアルトやコンクリートの土木構造物で、つくら

れており、非人間的な空間といわれております。道路に緑を取り入れることにより 、都市に安

全で快適な歩行者空間をっくり 出 し、心に安らぎを与え、都市景観上も大きな意義を持ち、さ

らに防災、防音上の意義もあり 、積極的に前進していただ きた い。街路樹の現状と、今後の実
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考えをお聞かせください。

以上、ひとつお願いいたします。

画してございますが、そういったところには地下化を図るように、設計上組み入れていきたい

というふうに考えてい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) 建設部長。

0建設部長 (中村売助君 ) それでは私の方からは、 8点目から 11点目につきまして、

お答え申 し上げます。

まず第 8点目の街路樹の保護対策でございますけれども、特に街路樹がだんだん成長いたし

ますと、やはり水を求めるということで、その効果性を一層図るということが必要になってま

いりますので、舗道の浸水性舗装の採用につきましては、やはり今後の一つの課題でもござい

ますので、取り組んでみたいというふうに思っております。

それから、次の第 9点目の街路樹の整備の問題でございますけれども、これもやはり街路樹

そのものが現在多摩平とか、あるいは旭が丘、神明の土地区画整理事業の中で実施されました、

いわゆる基幹道路の中で整備されておるのが現状でございまして、そのほか歩車道の分離され

たものの中で設置されておるものもございます。

大体、概数で申し上げて恐縮ですけれども、市内の街路樹の本数は、 2，14 0ぐらいの本数

を持っておりまして、その樹種としては、イチョウだとか、 トクカエデ、アメリカハナミズキ

が大体主体て、ございます。

街路樹の植樹につきましては、歩道の幅員がやはり問題になるわけでございますので、歩道

の幅員が最低 1.5メーター以上 ぐらいないと、どうしても可能にはなりません。木を植えるた

めの升の大きさも、大体 70センチ四方ぐらいが最小の大きさですから、そういう点で、道路

の構造の面から制約をされるという難点もあるわけでございますけれども、今後やはり、でき

るだけ街路樹の整備という点につきましては、当然緑化の一環として促進を図っていくという

考えでおります。

それから次の 10点目 の、樹林樹木の保険制度の導入でございますけれども、これにつきま

しては、当面の施策といたしまして、現在緑化対策の助成事業として実施しております登録樹

林を対象にいたしまして、来年度から賠償責任保険制度を導入していきたい、というふうに考

えておりまして、現在予算要求をいたしております。

ただ、樹林の関係を対象にするということにつきましては、これは大変範囲が広いわけでご

施計画をお聞かせくださし ¥0

第 10点目といたしましては、独立樹木がたとえ 1本であっても、共有の財産として保護、

育成していくことが、緑化思想、の原点とされております。市内の保存樹林については、樹木が

台風などで枝が折れたり、木が倒れて通行人にけがをさせたり、車や家に損害を与える場合の

賠償を行う樹木樹林保険に、所有者にかわって加入し、保険金を支払う保|倹加入の考えがあり

ますか、お聞きいたします。

質問第 11点目といたしまして、緑化推進基本は、まず公共施設で緑化を図るこ とでありま

す。特にブロック塀、万年塀で覆われていますと、震災時の危険、避難の妨げにもなりますし、

市内は道路も狭隆なこともあり、積極的に保育園、幼稚園、小中学校等の公共施設に生け垣緑

化を促進することでありましょう。

さらに、道路に面する宅地の生け垣緑化推進を行い、既存のフ・ロック塀を撤去し、及び生け

垣設置の助成を行い、緑化推進の施策も今後必要であると思われます。

さらに、市内の各企業、工場等にも緑化推進の協力を願う必要もあろうかと考えますが、お

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 ) それでは私から 7点目の電柱の地下方式化の点につ

いて、お答え申し上げます。

確かに電柱は、現在の都市の中で非常に問題視され、特に景観上の点で支障があるというこ

とで、最近この問題はとみに各地で制度化されつつあるように聞いております。

日野市の中におきましでも、私ども電柱を地下埋設方式にするというようなことでは考えて

ございますが、現在、鹿島台の、これは鹿島建設で開発したところでございますが、そこは試

験的に行政指導の中で地下埋設化を実施をしてみたものでございます。

今後の区画整理の中におきましでも、当然こういった地下化の問題、いわゆる共同溝の設置

というような形で、区画整理事業を推進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。これには、費用が相当かかります。したがいまして、今後東電との関係、あるいは国の補

助金との関係、そういった面で、十分詰めた上で着手をしていか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が、現在計画中の豊田の南の区画整理の中のモール街を一部計
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ざいますから、倒木だとかという点を一々調査をしていくというふうなことも大変不可能な点

もございますので、樹林につきましては、今後のやはり検討課題として考えざるを得ないとい

うふうに思っております。

次に、最後の 11点目の関係の、生け垣の緑化推進の御提案でございますけれども、これに

つきましては、すでに先進地などでも実施をいた しておりまして、ブロック塀、あるいは万年

塀の災害対策という点からも取り組んでいきたいというふうに、かねがね思っておりました。

したがいまして、そういう点を踏まえまして、これも来年度から既存の生け垣を対象にいた

しまして、若干の助成制度を考えていきたいというふうに思っておりまして、これにつきま し

でも現在予算要求をいたしておる段階でございます。

そのほか、各市内の企業につきましては、大変立派な緑地が周辺にございまして、市道に面

したところが緑化をされまして、われわれの市民の目にも触れるわけでございますけれども、

ただ、一部残念ながら、前にも一ノ瀬議員さんからの御質問もございましたように、これを生

け垣にしたら大変いいんじゃな l¥かという御提案もございました。そっいつ点を踏まえなが ら、

今後やはり企業側に対しましては、生け垣化ということにつきまして御協力をいただけるよう

な呼びかけをいたしてまいりたいというふうに思っております。

日野市内の浅川の長さは、約 7キロメ ー トノレ、市内の 6割を流域として、上流の水源地域が

短いためと、中流区域が都市化されておるために、通常の水域は少ないが、雨が降ると大洪水

となり、自然環境をまた幾分残すため、環境保全にとっ て重要な位置づけでも あります。東京

都 50景の一つにも選ばれた、最 も親しまれている川となっ ております。

昭和 55年 3月で、浅川利用計画報告書が出されております。調査書によりますと、浅川の

現在及び将来にわたる位置づけを行うとともに、浅川の保全と活用を基本方針として浅川利用

計画を設定されており、緑と清流のスロ ーガンを考慮し、浅川のイメ ージアップを配慮して、

日野清流公園、浅川親水公園、日野田園公園と位置づけ、市民にとっての歴史的、時間的、座

標軸の原点をつくる構想であります。

さらに、段丘浅川丘陵を結ぶ緑と水のネットワ ークであります。この緑と水により、歴史的、

文化的要素を含んだネットワークは、景観的に見ても、郷土風景から見ても、浅川水系の保全

が必要であるとされております。この点を踏まえて、質問をさらにいたします。

第 12点目といたしまして、日野清流公園、浅川親水公園、日野田園公園の進捗状況、並び

に浅川河川内の施設と自然野鳥の保護について、どうお考えを持 っているか、お聞きいたしま

す。

0議長(高橋通夫君) 馬場繁夫君。

07番(馬場繁夫君) 生け垣は、その緑の面積が小さいものでありますが、道路境界

にあるものは視覚的に広がりがあり、大きな効果もあります。まず公共施設より積極的に取り

入れて、個人住宅にもさらに助成が広がるように御努力のほど、よろしくお願いします。

現在の都市計画は余りにも合理的、機能的で、すっ きりさせ過ぎるようであります。西欧で

も若干の反省が芽生えていると言われております。都市の川には、その都市の歴史と性格、さ

らに市民α主活文化があります。多くの都市は河川に位置し、 川 とともに歩み、 川沿いに住む

人々の暮しに憩いと安 らぎを与えてきたことは、周知のと おりであります。

しかしながら、美しかった都市の河川は、戦後の高度経済成長により、河川改修等により、

コンクリー卜などの構造物となり、さらに密集した家並みで囲まれ、味気のない空間構成する

ようになりました。浅川、陣馬、高尾の山陵に水源を発し、さらに八王子地域の大部分をその

河川流域に治め、西より日野市に流れ下ってきております。市内のやや中央より南側を流れ、

さらに市内を大きく南北に分断し、多摩川に注いでおります。

1 3番目の質問といたしまして、都市計画は合理的、機能的にすっきりし過ぎており、反省

が芽生えているとされております。その中で、個性的な町の第 l要件は、草花、樹木など緑地

資源や、河川、 山などの自然、源の導入による都市の公園化といわれております。

万願寺の区画整理と浅川の接点は、浅川利用計画の基本方針をどう施策として実現の方向に

されているのか。

さらに、豊田区画整理内におきましての浅川との接点はどう計画されているか、その方向を

お聞かせください。

第 14点目といたしまして、仮称二番橋は、基本計画をされ、いまだ実施設計されていない

といわれておりますが、その経緯と、さらに河川の景観的にどのような配慮がされているかを、

お聞きいたします。

第 15点目といたしまして、向川原市営住宅の建て替えが 60年度実施計画をされ、 61年

より 5カ年計画で、 7棟 25 0世帯の予定とされておりますが、浅川利用計画調査報告書によ

る、景観を破壊する高層建築物の規制の方針をうたっております。
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さらに 、丘陵浅川段丘を結ぶ緑と水のネットワ ーク のよから、十分経済性も考慮し、建築物

の高さ、デザ‘イン、緑化等、南平のサクラ並木の保護に対する施策をお閣かせくださし 10

1 6点目といたしまして、川原付市営住宅は、今後住宅の建築の予定がされるのか。さらに、

浅川景観上の配慮、が余りなされておらない状態でありますが、今後の対策をどうお考えになっ

ておるか、お聞きいたします。

1 7点目 といたしま して、都営平山アパート 、都営新井団地の緑化の推進、特に浅川最観上

の緑化推進に、東京都に強力に働きかけて整備する考えがあるかをお聞きいたします。

1 8点目といたしまして、浅川周辺の開発、ミニ開発等における行政指導でありますが、個

人住宅の建築における行政指導におきまして、浅川利用計画上の基本方針に基づいた指導を行

っていただきたい。

さらに、個人住宅の場合、苗木の助成も十分考える必要があろうと思われますが、お考えを

お聞かせください。

1 9点目といたしまして、平山の浅川堤防のサクラ並木は、大正元年、大正天皇即位記念と

して、日野町豊田の安田善兵衛氏が吉野ザクラ 3，00 0本の苗木を寄付して、当時の青年団の

手で、東は七生中学校の裏より、西は北野駅近くまで、約4キロにわたって植えられたそうで

あります。その一部が現在残っておりますし、本来建設省の管轄ではありましょうが、市でそ

のサクラ並木を今後管理する考えがあるのか、その点お聞きいたします。

以上、よろしくお願いいたします。

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、私の方からお答え申し上げます。

質問の順序を追いまして、所管関係につきましてお答え申し上げます。

まず、 12点目の御質問の、浅川親水公園の推進状況と、河川内の自然保護の問題でござい

ますけれども、これにつきましては、昨日も馬場議員さんからの御質問の中にもございましfこ0

浅川利用計画の基本的な考え方といたしましては、基本計画ができておりまして、それに基づ

きまして逐次できるものから実施をしていきたいということで、現在取り組んでおります。

ただ、河川管理者であります建設省との関係が、当然重要な調整の問題がございます。そう

いう点で、特に河川の中につきましては、いろんな永久工F物をつくるという点につきまして

は、なかなか難点がございます。そういう点で、今後の検討課題にもなるわけでございますけ

- 400-

れども、できるものから実施していきたいということで、まず、本年度浅川の左岸と右岸、こ

れを全部測量を実施いたしました。堤防の測量を全部奏施いたしまして、これが終わっており

ます。

間もなく南平の駅の北側の堤防敷から下流にわたりまして約 1，000メータ一、 高幡橋まで、

これをジョギング と遊歩道の整備をするということで、カ ラー舗装にする工事が着工する運び

になっております。この堤防敷の整備の問題につきましては、さらに来年度、再来年度と計画

を進めまして、まず第 1目標としては、浅川|の左岸と右岸、これを全部整備をしていきたいと

いうふうに思っております。

そう した自然の、河川内の自然保護でございますけれども、これにつきましては、特に冬場

の水鳥の生息地としても、大変都内から毎日曜、祭 日等につきましては、たくさんの見学者が

訪れて、愛好者の非常に格好の観察の場所になっておるようでございます。そういう面からい

きまして、やはり自然の生息できる、動植物の生息できる場所として、できればやはり自然、の

まま残していくというのが、一番いいんじゃなt¥かというふうに考えておりますので、そうい

う点を十分心にとめながら、市内の自然保護団体などとも協力を図りながら、自然保護には努

めていかなければならないというふうに思し 1ます。

それから、次の関係の御質問でございますけれども、二番橋の関係でございます。二番橋の

関係につきましては、予算をお認めいただきまして、現在実施計画に入る段階になっておりま

す。 58年度で実施計画をつくりまして、建設省と協議に入りたいというふうに思っておりま

す。

それから、橋の構造等につきましては、建設委員会にも原案をお示しして御意見を承ってお

りますし、特に周辺の川辺との景観を維持するという点では、やはり橋の構造がいろいろ問題

になるわけでございますので、かけようとする場所の位置から言いまして、特に高幡山をパッ

クにいたしまして、五重の塔の背景というものもかなり重視をした中で、周辺の景観を配慮、し

ていきたいというふうな、設計上の関係なども、今後一つの大きな課題として検討をしてし、か

なければならないというふうに思っております。

それから次の御質問の、市営住宅の建設に絡みます河川の景観の配慮の問題でございますけ

れども、まず向川原の市営住宅の建て替え計画につきましては、街]質問の中にもございました

ように、来年度から 5年計画ぐらいで取り組んでいくということで、考えておるわけでござい
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し、ますけれども、やはり現在木造を改修いた しまして、 鉄筋コンクリ ート の 3階ない し4階の

建物 として、生まれ変わる よう な形の計画になるわけでございます。そう いう点で、 やはり 近

くにございます浅川の景観との配慮、の問題につきま しては、設計上十分考えていくという点を、

まずお伝えしておくとともに、あの辺 の堤防敷のと ころにございますサクラ並木 もございます

ので、これらの景観の保存、そういう点についても十分意を用いていかなければならないとい

うふうに思っております。

それから、さらには川原付の市営住宅の建て替え計画につきましては、これは万願寺区画整

理事業との関係で、敷地の変更の問題などもございますけれども、 これも当然まだ計画といた

しましては、 1棟 24戸の建物、 3暗の建物を 1棟つくるという計画で、 62年ぐらいにはで

きるんじゃなし 1かというふう に、 今のところ計画を持っておるわけでございまして、 3階建て

といいますと、大体9メーターぐらいの高さになります。したがって、これも浅川の周辺でご

ざいますので、それらの関係を十分景観的に配慮、しながら、周辺の植樹などにつきま しでも、

設計上の配慮を当然考えていきたいというふうに思っております。

それから次の御質問の、都営住宅の平山アパート の関係、あるいは新井団地の都営住宅の関

係の緑化対策といいますか、これもやはり浅川の河川に面しておりますので、私どもの所管で

はございませんけれども、それぞれの都の住宅供給公社、あるいは東京都の計画局、それら の

関係方面に、できるだけのひとつ景観的な配慮と周辺の緑化という面につきましては、配慮を

いただけるような要望をしていきたいというふうに思います。

それから、次に最後の御質問でございますけれども、平山、 浅川堤のサクラ革木の保全、保

護の関係でございます。御質問の中にもございましたように、大変由緒のあるサクラ並木とし

て、現在まだ十分にその寿命を保っておるわけでございまして、こ れにつきましては、日野橋

の右岸の上流にも若干のサク ラ並木がございます。こういう点もあわせまして、病害虫の駆除

等につきましては、公園緑政課の方で積極的にやってし 1かなければならないというふうに思っ

ております。そういう点で、今後もやはり若干の経費的な面での予算化というものも必要にな

ってくるわけでございますけれども、そういう点を十分配慮していただきながら、浅川の親水

計画の中で潤いのある河川整備ということと一体的な面で、サクラ並木の保全につきましては、

意を用いていきたいというふうに出います。

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 ) それでは私の方から、 1 3点目の御質問についてお

答え申し上げます。

区画整理事業と浅川利用計画との関係でございます。区画整理事業につきましては、浅;11の

周辺で現在行 っておりますが、御指摘のありました万願寺と 、これから行います豊田の南表域

でございます。

この両事業とも、私どもは浅川利用計画上のいろいろな観点からの御指摘等を十分この事業

の中に反映させていきたいというふうに考えておるわけでございます。御指摘のありましたよ

うに、平山橋から新井橋までの間の区間を、親水計画ゾーンとして利用計画では位置づけてお

るわけでございますが、こ の間で親水公園、田園公園、あるいは清流公園という計画がござい

ますが、こういったものにつきましでも、区画整理内で取り入れるものについては、ただいま

私どもの清流の中で取り入れていきたいというふうなことで考えてございます。

特に豊田の南地区の区画整理事業については、湧水、あるいは用水路の有効活用を提言され

てございます。この点についても、現在も計画を立案中でございますが、計画の中にそういう

整備を盛り込んだ計画をつくっていくことにしてございます。

具体的に申し上げますと、これは万願寺でも同じでございますが、堤防沿いに道路を新設し

ていく。それと、湧水がある場所については、湧水を公園に導入する。あるいは散策路をっく

りまして、その横に水路を配置してし 1く。このよ うに湧水を有効に活用していきたいというふ

うに考えております。

それと 、区画整理事業と親水公園、浅川の親水空間との整合性を十分図っていきたl¥0 その

ために今後区画整理の区域の中で設定いたします地区計画、それらと整合させる ような形で、

親水公園を、浅川利用計画を生か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。

以上でございます。

失礼しました。もう 1点ございます。 18点目で ございますが、浅川の周辺の開発行為、こ

れは民間企業が行う 、あるいは個人で行うような開発行為でございますが、これらの開発行為

がこれらの地域で出た場合には、特に親水公園、あるいは利用計画上のいろいろな観点からの

御指導をしていくということで、現在もそれらの点から指導を行っているところでございます。

特に公園の面積については、開発行為の3，000平米以上の開発行為がある場合には、 6%

の公園緑地をとるように指導しておるわけでございます。

-403ー



また、個人住宅等につきましては、先ほどお話がございましたような苗木の助成という面も

あろうかと思います。この辺については、建設部とも十分協議の上で、そういう実施を図って

し、きたいというふうに考えております。

以上で ζ ざいます。

0議長(高橋通夫君 )

07番(馬場繁夫君)

O議長 (高橋通夫君 )

関する質問を終わります。

馬場繁夫君。

以上で終わります。

これをもって 9の 1、緑化促進と浅川利用計画の今後の課題に

次に、一般質問 10の 1、行革と日野市の未来、諏訪精工建設とその周辺の整備について の

通告質問者、谷長一君の質問を許します。

( 5番議員登壇〕

05番(谷長一君 ) それでは、通告に従いまして質問をさせていただきます。 5番

の谷長ーです。

まず、順序ですけれども、通告どおりということで今議長に話ししましたと きに、ちょっと

時間はかかりますけれども、お願いいたします。

行政改革と財政再建というのは、地方自治体を健全に発展させていくためには、私は切 って

も切れない問題ではなし 1かと考えております。地方の自治を確立する、これを願う人という の

は、すべての国民 1人 1人、また、市民 1人 1人が願っていることではなし 1かと考えます。 残

り少ない 20世紀、市民、住民参加によって切り開き、これを開花させることは、私たちの責

任であり、また、活力と生 きがいのある 21世紀をつくるべく努力することによって活力と生

きがいを生ずるのであります。

そして、生気の社会として確実に実を結ぶであろうと、私は考えております。 21世紀まで

あと 16年、私たち議員は、私たち市民のために、そして後に続く世代のために、この大切な

年月を新たなる日本社会の創造という、理想と、それを実現するための周到なる準備のために

活用してし 1かなければならないと、私は考えます。

今現在、資源、エネノレギー凶順調に供給されております。しかし、資源には限りがあり 、必

ず逼迫する。そうなりますと、これに基づいて経済は、邸主し、人々 の生活を脅かす。経済は混

迷して、一瞬に深刻化するということは、間違いはないのであります。
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自然環境も、日野市におきましても、徐々に守ってはおりますけれども、破壊されているの

が現状であります。自然環境の破壊はますます進み、人々 の価値感の多様化によ りまして、心

から潤いがなくなっていくというのが、現在のわれわれでもまたあるのでございます。

そうした 日をいかにして乗り越えていくか、ただ、その方途、方策は、生きがいある地方の

地域、こ れをつくるということが、私は考えられるのであります。 人々 の皆が、むだとゆとり

を持って、真に生きがいのある地方地域、これをどうしてつくっていくか。これは 1人 1人私

たちの生活の中から、むだとゆとりを持ちながら、生きがいを見出していくことこそ、その輪

が日野市より東京都、東京都より 日本全体に、やがては世界の全体にその輪が広がっていき、

私の信ずると ころの生きがいのある 、 しかもまたゆとりのある世界ができるのではないかと考

えております。

そのため、地方の生気をどのようにして切り開くか、これは非常に大切なことでもあり 、国

民 1人 l人、市民 1人 l人がこの地域をつくる。地域づくりに積極的に関心を寄せ、できる限

り参加していかなければならない、大きな問題であると考えております。多くの人たちの関心

と参加は、必ず地域の活性化を図る、これは確実であると考えられます。

現在の硬直化 した中央行政、または、 しております地方の行政のあり 方も、高度の情報シス

テムの導入によりまして、市民サービス、サー ヒ・スの質の向上、これが図られ、適切なチ ェッ

ク機能が果たされ、テェ γ ク機能が回復し、果たされて、初めて私たちの期待する地方の行政

というのが成り立っていくのではなし、かと考えます。 日野市の未来、これは市民参加によって

切り開くことができる、また、実を結ぶ ことができる。市民参加によって行政の健全化が図ら

れるというふうに、私は考えております。

そのようなことを考えながら、昭和 57年 12月 21日に決議されました第 2次基本構想、

これをちょっと読んでみました、私は。

第 1章を見ますと、基本構想、に向けて、第 1節、第 2節。第 1節は、基本構想、の目的、第 2

節は年次目標と想定の人口というふうになっておることは、これは皆様方が決議されたからよ

くわかると思うのでございます。

また、第 2章は、目 標とする都市像であります。これも 1節と 2節からできており、都市像

は緑と文化の市民都市、また 2節は都市像を目指す、 5本の柱からでき上がっているのでござ

います。
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第 2章、これは施策の大綱であります。第 1節は、生きがし 1のある喜びをつくる、生きる喜

びをつくる健康と福祉の町であ ります。第 2節は、豊かな人間性を育てる教育と文化の町。第

3は、自 然、と調和する安全と調和の町であります。第 4節は、活気ある産業と、豊かな消費 の

町。この消費の町につきましては、私も総務委員会のときに、一部の委員からちょっとクレー

ムがついたというように、記憶をしております。第 5節につきましては、参加と連帯で、つくる

市民自治の町。

これらを読みまして、考えまするに、この基本計画は昭和 57年度、ただし 1ま申しました12

月の議会におきま して、 議員の皆様方の多数決によって決議された 10年間の基本構想である

という ふうに私は理解している もので ございます。この構想、を計画し、 実施し、さらには実現

するために、私はどう しても行政改革、財政再建をこの際ぜひとも行わなければならない。行

うことによって、この基本構想が実現 し、 さらには実を結ぶというふうになるのではなし¥かと、

私なりに考えており、こ の質問に入 りたいと思います。

第 1問は、国家公務員の給与を大幅に上回っておりますラスパイレス 11 6.3の日野市 の職

員給与、これは非常に私は高いとは言わないまでも、安 くはないというふうに考えております。

そして、日野市におきましては退職金の引き下げはやっておりますけれども 、まだ職員の給料

までには手がつかなL¥。退職金に手をつけて、年次目標も出まして、東京都の水準まで引き下

げるんだというようになりま した以上は、やはり給料に手をつけるべきではなL、かと、私は考

えております。

それで、現在つけていないですから、そのっけられない理由というのは一体どこにあるのか、

ということが第 1問であります。

それから、給与の是正を積極的に日野市は進めていないわけです。それがために、新聞等を

見ますると、ラスパイレスの高い八王子、武蔵野、日野も、地方債の起債制限の措置をとられ

た。それで前に報告にもありま したように、 5，00 0万円 という大きな痛手をこうむっておる

のであります。

そこで、 59年、 60年等につきま して、それらの制限が一体どのような形であらわれてく

るのか、その額と、わかりましたら 60年度の見込み、これを教えてもら いたいと思います。

第 3点につきましては、地方の行革は、国の過剰な関与、または介入、 これが地方財政の膨

張を招いていると言われている現在であります。これらに対しまして、市長さんはよくわかっ

ておる と思うので、市長会等で、国に対し ましてこれらの手心を加えようという申し入れ等が

なされてきたかどうかということを、お伺いいたします。

それから第 4点といた しまして、現在の自治体には非常に国の許可、承認を義務づける法令、

通達、これらが網の自のように張りめぐらされているといわれております。卑近な例をとりま

すれば、 日野市の図書館におきましでも、司書を何名置かなければならないとか、または構成

等につきま しても、非常に細かく、このような職員を張りつけろ、と いうふうになって おる八ノ

です。

また、来年建てられるであろうと言われておる資料館等も、博物館法等も見ますると、最低

の人員というのは決められているわけです。

また、いつでしたか、ある議員が質問されました。社会協議会の事務局長が 3カ月ぐら い空

白になっておったということです。そうしますと、その空白の期間の補助金は、東京都に返さ

なければならないと。 こういうふうな、細部にわたってまでも多くの制限が加えられているわ

けです。

地方は、行政改革をやろうと思っても、そのような網の目が張られているがために、できな

いというのが現状だと言っても、過言じゃないと思うんです。それらを踏まえまして、自治体

が減量するんだと。その減量効果をどのようにして、どのように取り組んでやるかという こと

は、非常にこれから大きな問題ではな L¥かと思うんです。

そういうことを考えながら、一体自治体は、減量効果を このような形で出すんだと言ってや

ったとしたら、どのくら い職員等、またはいろいろの経費等が減量できるかどうかという点を

お伺いいたします。

それから、第 5点です。これは、やはり身近な問題です。教育委員会の社会課です。埋蔵文

化財です。そうしましたり 、また都市計画、それから区画整理へ行きますと、補助金をもらう

のに、非常に申請書類をたくさんつくらなければならな L¥。また、同じような申請書を 1年に

何回も、同一事業でありながら出さなきゃならない。非常に申請手続に多く手暇はかかる。こ

れらをどのようにして、日野市におきま しては解決をしているか。まあ区画整理等の場合にお

きましては、委託事業で新都市建設公社がこれを代行しているわけですけれども、都市計画等

におきましても、これらはまた委託をすれば、非常に減量化ができ、経費の節約もできるんじ

ゃなL¥かというような観点から、お伺いいたすわけであります。
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それから第 3点は、これは 4と、先ほど申しましたのと重複しますけれども、国からの干渉、

それから関与、これを手控えてもらうといつことは、先ほども申しましたように、経営の効果

を上げる第 1の要因じゃなし 1かと思うんです。それらに対しましても、どのようなお考えを持

っているかということも、 これは重なりますけれども、答弁は一緒になっても結構です、お願

いいたします。

それから、今度は第 7点としまして、年度末になりますと、各省庁が補助金を余らせてはし 1

けないというので、急、に都道府県に持ち込んだり、または都道府県が市町村等にこれを押しつ

けるといいますか、そういうふうな場合も私はあるのではなし 1かと思うわけです。

また、市の事業執行等を見ましでも、その傾向が見られないわけではないのですけれども、

それらの点について、あるかどうか。または市の事業執行等について、その傾向はどうなってい

るかということも、あわせてお伺いいたします。

それから、福祉事務所の関係でありますけれども、福祉事務所の定数、これは国の法律や通

達で、職員の構成、人数等が事細かに定められているようです。昨日でしたか、福祉部長が、

ケースワーカ ーは日野市は 7.6人だと。 7.6人のところを、現在 6名でやっているというよう

な答弁をどなたにかなされておったようです。

それで、そのような実態に沿っているところがあると思うんです。しかしまた、沿わないと

ころもあると思うんです。それらの点がどのようになっているか。あるとしたら、それを改善

することができるかどうかという点について、お伺いいたします。

それからあと一つは、農地転用の許可、これが現在は市街化区域内の農地というのは、届け

出制になっているのであります。日野市におきましでも、農業委員会の会長が月に 2回と。専

決処介で、市街化区域内の農地というのは、会長専決というのをやっているわけです。

それですから、 3条の届け出、 4条、 5条、これらもすべて日野市で行うことができないも

のかどうか。または、東京都に申達する件数というのは、どのくらいあるものかどうかという

ようなことまで、お伺し川、たしたいわけであります。

それから、今度 10点目としまして、いつも暮れになりますとス トライキ、または議会にな

りますと、いろいろ批判 もあり、また批判でない面もまたいろいろ市長に対 しては出てくるわ

けです。しかし、市長の場合は、これはもう何をやるといっても、市民サイドに立って行政を

進めていけば、だれか市長になっても、私は心配することがないと思うんです。議会とか市の
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職員組合、この対立、摩擦というのは、これはもうやむを得ないです、立場が違いますから。

ことだと手ムは思っております。

そこで、市長はそのような多くの立場の違う問題等がいろいろあるということは、十分御承

知のようでございますけれども、今後どのようなサイドに立って行政を進めていかなければな

らないか、ということをお伺いいたします。

それで今度は、一応行政改革の面においては以上でありますけれども、次は、基本構想、に基

づいての質問なんです。これは美しい生活環境、本当にこの土地に生まれてよかった、住んで

よかったと考えられる、 これは誇りを持って、そういう理想の日野市、行政が、また市民が一

体となって誇りを持って、胸を張って、他の市町村へ行って 「日野市はいいとこなんだ」 と言

われるような日野市を、市長は一体これからどうやってつくるのかということも、あわせてお

開きいたします。

それからあと一つは、 21世紀、先ほどあと 16年立てば 21世紀になるということを申し

上げました。 21世紀に誇りを持って残すことのできるこの日野市、本当に住んでよかった、

生まれてよかったと言われるような日野市をつくるには、確かに基本構想を見ますると、市市Ij

3 0年までということになっておりますけれども、それらの構想を実現していく上には、いろ

いろ系子余曲折はあると思います。

きのう私は、昼飯を食べに下へ行ったんです。そうしましたら、絵がロビーにあったんです。

それで絵を見ながら、ああいい絵だなと思いながら 2階へ行きまして、福祉事業団の創立一一

理事の登録というので、印鑑証明を持って上へ行ったんです。そうしましたら、また、電話室

の方へ行くところに同じ人の絵があったんです。

それで、その絵を見まして、前にあれは議員の控室に昔あったと思うんです。下の庁舎のと

きに。ああここにこういう絵があるのかと。同じ人でも随分変化をしたものだと。最初は、非

常に土着性のある、 しかもまたその中に写実的なものが十二分に含まれている、実にいい絵な

んです。

しかし、 10年、 15年たってみますると、ああこんなふうに個性も出て、また詩をさえず

るような絵になったのかと、私は本当に思ったんです。そういうのを考えながら、今度は青函

トンネノレを考えたんです。青函トンネルというと、 もう 20、 30年ぐらい前のことだと思う

んですよ 、っくり始めたのは。あの構想というのは、それで着手してもう 20何年、 30年近
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0総務部長(伊藤正吉君 ) 質問の1、 2点につきまして、お答えしたいと思います。

も、日野市の場合には 1.9 5ということで、切り込みを図りました。そういう ことで、 5 9に

つきましては試算の段階でございますけれども 11 5.4、こういうことで、前年対比 0.7低く

なっておると。こう いう数字が出ておるわけでございます。これらにつきましても、私どもの

方では順次組合とも地公法上の第 55条にございます給与関係につきましては、やはり組合と

の交渉事項でもございますので、これからも組合とも協議をいたしまして、段階的にヲ 1き下げ

ていきたい、かように考えておるところでございます。

以上です。

O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) お答えをいたします。

2番目の、起債の状況でございますけれども、 59年度の市民会館の起債でございますけれ

ども、申請額が 2億 650万円、許可額が l億 5，65 0万円でございます。(r許可額はJrも

つ1回言ってよ」 と呼ぶ者あり )昭和 59年度の市民会館の起債でございますけれども、申請

額が 2億 650万円でございます。許可額が 1億 5，65 0万円でございます。

昭和 60年度でございますが、現在申請しております起債の額が、 10億 600万円でござ

います。現在、決定がまだされておりませんO

次が、3番目の問題でございますけれども、国の地方行革に対して、市長会がどうやってい

るか、ということだと思います。どういう働きかけを国に対してやっているかということでご

ざし 1ますけれども、ことしの 6月13日に、全国の市長会が開催されております。市長会の中

で、議題として真っ先に決議をしております。その決議の内容がどういうものかということを、

3項目にわたって記述してございますので、内容を御説明を申し上げます。

まず 1番目に、国の地方に対する許認可事務を大幅に整理縮小し、市民に密着した行政は、

都市、自治体の権限と責任において実施できるよう改めること。

2番目といたしまして、都市における定員の抑制を図るため、国の法令等に定める定数配置

基準等の見直しを行い、都市自治体の自主的な判断で、効率的な運営ができるよう改善するこ

いと思うんですよ。そうしますと、あのときはどうして も必要だといったものも、今になった

ら、 もう必要じゃなくなっちゃったパノです。そうなんですよ。これはもう、みんなよく知って

いると思うんです。 (r必要でないということはないよ」と呼ぶ者あり)ないけれども、当時

のように必要じゃなくなったということなんです。変わってきちゃったんです。

それですから、基本構想も当然ある程度は変わってきたと思うんです。そうしますと、やは

り難しさというのは、そこにあると思うんです。そ こをどのようにお考えになるかということ

も、あわせてお聞きいたします。

以上です。

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時休憩いたしたいと思

l ¥ますが、これに御異議ありませんか。 ( r議事進行」 と呼ぶ者あり )古谷太郎君。

06番(古谷太郎君 ) きょうは、職員の方々のボーナス日であります。ですから 、で

きるだけ早く議事を進行させていただいて、 5時には御家庭にお帰りになれるように、議事の

取り計らいをお願いしたい。

そのためには、谷議員さんの御質問は、どんなにかかっても 1時前には終わりますから、終

えて、できるだけ早い時間に再開していただいて。とにかくきょうは特別の日ですから、でき

るだけ早く議事を終了されることを望みます。それゆえに、谷議員さんの御質問は最後まで続

行されることを望みます。( r議長おかしいよJ r休憩って言ったんだろ、今J rしなければ

おかし しリ 「質問の途中でやめるのはおかしいよ」 と呼ぶ者あり)

0議長(高橋通夫君) それでは、会議を続行します。

谷 長一君の質問に対する答弁を求めます。総務部長。

数字を挙げての厳しい御指摘でございます。私どもの方も厳粛に受けとめているわけでござ

いますが、そういう ことでお答えしたいと思います。

まず、ラスパイレスの 116.3、これが昭和 50年のラスパイレスでございますが、このラスパ

イレスの指数は、 26市のうちどのへんに位置しているのかと。こういうことを申し上げます

と、大体平均値でございます。それから 58年につきましては、 11 6.1、これも平均値に近

l"数値じそうし 1うことで、 26市では平均値であるとし 1うことは申し上げられると思l¥ます。

それから 59年につきましては、 58年の国の人勧、給与改定が 2%でございましたけれど

と。

3番目といたしまして、都市行政の運営に関係する法令の制定改廃、施策の企画立案等につ

き、都市自治体の意向が適切に反映されるような方策を講ずること。ということを満場一致で

決議し、政府に要望をしているところでございます。
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4番目の問題でございますけれども、今この決議の中で触れられておりますけれども、国は

法令の中で、市町村が行う事務事業について、職員の定数の最低限度といいますか、そういう

基準を設けているわけでございます。資料館、博物館法、これに基づくもの、あるいは公民館、

図書館、それから保育所の保母さんの定員、そういったところに、その他ございますけれども、

定数の基準を置いているというわけでございます。

これらがどの程度自治体に働くかということになりますれば、今市が行って いる事務の全体

的な内容からいきますと、割合としてはかなり低いものでございます。

質問の内容は、こ ういうものを踏まえて、いわゆる末端の自治体としてどこまで職員の減量

ができるかという ことでございますけれども、これは一般論でございますけれども、行政的な

判断を要しないような事務とか、それから単純な事務事業で、いわゆる反復的にできるよう な

もの、こういったものは直接市がやらないで、委託なり、請負なり、そういう形で外部に出せ

るのではなし、かというような、そういう考えが定説でございます。

実際問題として、どこまで これができるかといつ ことがあるわけでございますけれども、そ

ういった内容の中で、どこまで絞り込みが将来的にできるかといっふうに、御理解を、御判断

をいただきたいというふうに思います。

次が、国からの干渉、いわゆる関与を手控えてもらえば、どの程度の効果が出るかというこ

とでございますけれども、これは今申し上げましたように、国の法令等に基づく枠をはめて、

あるものは、私がさっき申し上げましたように、総体から見ますと大きな数ではございま せん

ので、やはり市全体として、さっき申 し上げました事務事業の内容を洗って、市民サービスに

支障のない範囲で合理化をするべきではなし 1かというふうに考えており ます。

それから 7番目に、年度末に補助金等の決定がおくれて、事務事業の執行に支障があるので

はなし 1かということでございますけれども、過去におきましてはそういう傾向はございました

けれども、最近補助金等については、できるだけ年度初め、6月ぐらいから 7月にかけまして

補助の決定を国等がし、市町村では事業の着手をしているということでございます。現時点で

は、余りこういう傾向はなくなったというふうに考えております。

さらには、起債等についても、いわゆる起債も貴重な財源でございますので、その起債の見

通しをつけた中で事業の着手をするわけでございますけれども、最近におきましては、ほとん

どが申請したものについては許可があるわけでございますので、ある程度見通しの中で事業を

執行 しているという状況でございます。

以上でございます。

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、第 8点目の御質問にありました、福祉事務所の

所員の定数は法的な定めがあるか、ということで御質問がございました。

これにつきましては、御質問のとおりに、社会福祉事業法の第 15条に、所員の定数といた

しまして、定めがございます。最低限、生活保護の世帯数に対する比率といた しまして定めて

いるところでございます。これによりますと、日野市の福祉事務所の生活保護を受け持つ所員

の定数は、 7.6名ということ でございます。

しかしながら、現実に現在われわれが抱えておりますケースワ ーヵ ーは7名ということで、

先日お答えをしたところでございますが、そのような実態で仕事を進めております。

最近、非常にケースが複雑になって きております。たとえば、サラ金の問題であるとか、ある

いは子供の非行の問題であるとか、ある いは生活上の乱れが非常に激しいとか、アルコール中

毒であるとか、こ ういうようなケースが非常に複雑になってまいりました。そのために、 こう

いっケース一つ一つに関わる時間数も、複雑に、時間を図るようになってまいりましたし、非

常に残業数も多くなってきております。今後これをどう改善していくかということで、御質問

がございましたけれども、やはり人のやる仕事でないかと。 これを基本的に、相談でございま

すので、人のやる仕事ではないだろうか、こうしづ具合に考えておりますけれども、その他、

できるだけ所要な事務事業については、電算の利用できるところは電算化を実施し、軽減化し

ていくという具合に考えておりますけれども、これにつきましても、やはりかなりプライパシ

ーにかかわりのある問題もございますので、できる範囲内で軽減をしていくということも必要

かと考えております。

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) それでは私の方から 5点目の、国あるいは都の補助

金を申請する手続関係の御質問について、お答え申し上げます。

区画整理、ある いは都市計画関係の諸事務についての国庫補助、ある いは年ごとについての

申請手続は、大体似通っております。例を挙げて申し上げますと、たとえば都市計画関係で、

仲田緑地の例を参照にして申し上げますと、年に行う事業の補助申請から完了等の報告まで、
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8回の手続関係がございます。種類といた しましては、8種類の内容に分かれております。

月を追って御説明申し上げますと、大体6月、こ れは前年の 6月でございますが、 6月ない

し11月に概算要望書を、国あるいは都の方に提出をいたします。それに基づいて翌年度事業

として、 11月ごろに要望申請をさらに出す。それと、 12月に国庫補助金の交付申請書が参

ってくるわけでございますが、それに基づいて申請書を提出 し、予算の補助金の配分を受ける

ことになります。事業はそれに基づいて行ってくるわけでございますが、事業実施年度の最終

日には、実績報告書と して、さらにまた国の方に、あるいは都の方に、書類を出すようになっ

ております。

このように、何回にわたっていろいろな形での報告書、ある いは申請書を出すことになって

ございますが、 これらを一括して通 しで考えてみた場合、職員 1人で大体何日間ぐらいを要す

るかという積算をしてみたわけでございますが、仲田緑地の場合は、大体 24日間が 1人で必

要であるという ことになってまいります。

区画整理事業につきましては、非常に内容等も複雑でございます。そういう関係上、 1人で

これをすべて行うということは、不可能でございます。ある面では、新都市建設公社の方にも

お願いして書類の作成を してございます。ただ、申請手続から説明関係は、これは委託するわ

けにはまいりませんで、必ず区画整理課、ある いは都市計画課の職員が直接行うと いうことに

なっております。書類等のっくりについては、区画整理課においては、新都市建設公社を利用

していると。都市計画課の方では、担当職員が実施をしておるという ことでございます。

以上でございます。

0議長(高橋通夫君) 農業委員会事務局長。

0農業委員会事務局長(花形一彦君 ) 9点目の御質問にお答え申し上げます。本

来ですと、岩沢農業委員会会長が本席でお答え申し上げるところでございますが、本日会長は、

衆議院第 1議員会館会議室で開かれております東京都農業会議会長協議会に出席しております

ので、会長にかわりましてお答え申し上げます。よろしくお願いいた します。

市街化区域内の農地転用の受理構艮でございますが、これは都知事から農業委員会会長に委

譲され、行政事務の簡素化が図られているわけでござし 1ますが、農地法第 3条の規定にかかる

もので、当事者が市町村区域内に農地等の権利を取得する場企や、その他政令で定めるもの、

また、第 5条の規定によるもので、面積が2ヘクターノレ以上の農地転用につきましては、都知

事の許可が必要とされているわけでございます。これらのことにつきましては、東京都農業会

議内においても、特に論議がなされたものでございます。

それで御質問の、東京都への申達件数でございますが、過去5年間、 54年までさかのぼっ

て申し上げますと 、これは総数で、まず 3条にかかるものでございます。これは農地権利の移

動でございますが、 6件ございます。この中で総体の数は、 31件に対して東京都に6件申達

したということでございます。

それから 5条でございますが、5条は申請件数は 1，05 5件ございますが、その中で1件だ

けでございます。

申達の年度別に申し上げますと、 3条は 54年、 55年はございませんでした。 56年が2

件、57年が 2件、 58年が 2件、計 6件でございます。そして 5条は、 54年、 55年とご

ざいません。 56年に l件でございます。 57、 5 8もございませんので、合計 1件でござい

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) 職員の期末の手当に伴いまして、時々ストまがいのことを行

って、御迷惑をかけております。

そこで、市長はそれぞれ立場が違うので、という御理解をいただくわけでございますが、何

といいましでも、われわれの行政の目標、かつ基盤、これはすべて市民の意思に最も直結して

行うということにあるということを、信念といたしておりますので、そのことを御理解をいた

だきたいと思っております。

それから、基本構想が長い歴史の中にはおのずか ら変化を来すと。これは世の中の発展、あ

るいは価値感の変化、もちろんそういうこ とに伴って進むものでありますから、基本構想もそ

れに整合させっつ整えていくということになることは、申すまでもありません。

しかし、都市としての、一面には宿命、一面には市民の意識、という相互関係があるといわ

ざるを得ませんが、日野市の場合、幸いに自然の条件にいたしましても、あるいは社会条件に

いたしましでも、市民意識にいたしましても、きわめて健全で、しかも近代的、民主的である、

このように言えると思っておりますので、自治の発展は期して待つものがあると。いつの世も

日野市は自治体としてリーダーシップのとれるような、そういう実勢なる自治体である、この
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0議長(高橋通夫君)

O助役(赤松行雄君)

助役。

職員給与につきまして、補足して御答弁を申し上げていきたい

それから高度成長時代になりまして、福祉元年というふうなことで、非常に職員がふえたと

いっ面では、地方公共団体が非常な職員増を抱え込んでおります。こういう面については、定

員の適正化、職員数の定数の適正化ということについては、今後地方公共団体が相当努力して

いかなきゃならないんじゃないだろうかと思うわけでございますけれども、それでは、昔のよ

うな社会に戻せるかというと、やはり社会福祉の構造は戻せないんじゃないだろうか。

ということになりますと、日野市の中において、 職員を多数かかえております。これは施設

職員でございます。そういう面におきますと、やはりそう簡単に定数の削減の努力、これはし

ております。定数面については、いろんな、作業員におきましても、用務員におきましでも、

給食作業員におきましでも、今後努力して いきたいというこ とを考えておるわけでございます

けれども、非常に限界があるんではないだろうか、そういう考え方。

それから、ラスの 11 5.4というふうな形で、大分下がってきておるわけでございますけれ

ども、 1割程度高いというふうなことで、職員に払っている給与費というのが、大体年間 50 

億ちょっとでございますけれども、半分がいろんな手当等でございます。そうすると、本給部

分というのは 20億ちょっとというふうな中で、それじゃ l割程度減額できるかというと、さ

っき申し上げましたように、やはり 中途採用者であるというために、ラスがただ単に高いんだ

というふうなところもあるわけでございますので、やはり今後とも努力していきたいと。

それで、定数面につきましでも、国の方からの指導としましては、直接的に申し上げますと、

ラスが高いから、要するに当面の策としては、昇給の延伸だとか、即効宝のあるものをという

ふうな指導等があるわけでございますけれども、それらも考慮しながら具体的な、効果的な方

法を講ずベ、く 、組合と現在交渉しているところでございます。定数等につきましては、来年の

定数でございますので、今後組合と交渉してし 1く、こういうふうなことでございます。

おっしゃられる 21世紀に向けての、要するに次の世代に向けての、しっかりした 21世紀

というものをつくっていくということは、全くの同感でございますし、大きな行政目的である

べきでございます。そういう努力をしていくということについては、一つの社会に向かつての

切り開くかぎが行革の一つの方針でもある、と考えておるわけでございますので、その面につ

いてはきちっとした対応をしていきたい、このように考えておるわけでございます。

ように存じます。

したがって、誇りを持ち、胸を張ってやっていくことができる条件を十分持ち、そのための

リーダーシップが大切である、このように思っております。

以上でございます。( r職員給与について」と呼ぶ者あり)

と思います。( rまだだれも答弁して いないよ。補足じゃなしリと呼ぶ者あり)

総務部長の方で、ラスパイレスに関連しまして、御答弁しておるわけでございます。答弁が

非常に不足しているようでございますので、私の方から補足してまいりたいと思います。

ラスパイレスというものを痛感して、見るわけでございますけれども、いろいろと比較する

上で、あるいは今後改革する上で、急逮改革するといっふうな、改革が急になかなかできない

というふうな性質等もあるわけでございます。

というのは、高度成長時代に相当の職員を雇ったといいますか、日野市の中の職員として就

職しているというふうな状況の中で、中途採用者というふうな問題等もございますので、今申

し上げたようなことになるわけでございます。市の方としま しては、ことしの 7月に臨時行政

改革推進審議会というものが、国の行革、あるいは国と地方との行革、あるいは地方そのもの

の行革というものの推進方策というものについての意見をいただいておるわけでございまして、

これに基づくところの指導というものも、東京都、あるいは自治省を通じて受けておるところ

でございます。これについて、等閑視しておるわけではございません。それぞれ組合と対応を

図っておるわけでございます。

それで、非常に消極的というふうなことで表現されておるわけでございますけれども、行革

につきましては、相当厳しい態度で今後とも臨んでいきたい、このように考えておるわけでご

ざいます。

それで、どの程度の自治体で減量できるかというふうな問題等も提起されておるわけでござ

いますけれども、国と地方公共団体の財政規模を比較する場合に、大体東京都は国の 10分の

1なんだというのは、ついこの間まででございますけれども、東京都は現在3兆でございます。

国が 50兆というふうなことで、財政的には非常に国それ自体が肥大化というか、努力される 。議長(高橋通夫君 )

05番 ( 谷 長 一 君 )

谷長一君。

それでは、何問かまた質問をさせていただきます。面があるんじゃないだろうかと。
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ただし 1ま、総務部長並びに助役から給与の面については、触れてくださいました。退職金は

下げたけれども、給与に手がつかないと。昨年よりはことしは 11 5.4ということになって、

下がったもののまだ高いということが言えるわけです。 日野市の場合、定数の削減等に努力し

ている。いるけれども、急速にはできないんだという ことな八ノで、すけれども、やはりよく組合

と話し合いをしてし 1かなけれは‘これはならない、大きな問題だと考えております。

そこで、組合と対応を図っ ているとおっしゃられておりますけれども、その対応とは、 一体

どのような対応を図っているかということをお伺いしたいのです。これが再質問の第 1点。

それから、結局ラスパイレスの関係があるから、私は地方債、起債制限というのが出てくる

んじゃなl¥かと考えているんです。そうなると、やはり企画財政部長がただいまおっしゃられ

た、 59年度は 5，00 0万だと。 2億 650万、 1億 5，65 0万と、これから差し引けば、

5，0 0 0万というのが出るわけです。

そうしますと、 60年度は 10億 600万だという こと、こ れは申請した起債の額がね。そ

うなると一体今度はどうなるかということは、まずもう火を見るよりも明らかであると。いわ

ゆるその明らかというのは、起債制限の措置がとられるであろう、といっふうに考えてもよ ろ

しいんじゃなし 1かと思います。非常に来年度は厳しいという ことが言われるのではな l¥かと思

うんです。

このいわゆる起債制限の措置がとられたというようなことを想定しまして、その財源は一体

どこに求めるかというようなことも、改めてお伺いいたします。

0議長(高橋通夫君) 市長。

0市長 (森田喜美男君 ) 大変、給与のことについて、財政の受ける影響ということを

御心配をしていただいております。

私どもといたしましては、御指摘の起債制限の、何といいますか、時IJs.艮を回避する、そうい

う措置こそ最も重点的にとらなければならない当面の対応だというふうに考えております。

先ほど、助役が具体的な内容を提示して交渉を持っているというのは、そういう意味合いを

持つものでございます。ただ、内容ということについて、なるべく率直に申し上げたい気持ち

もございますけれど、事柄ということもございますので、多少申し兼ねるということ もあるこ

とを、御理解をお願いをしたいと思っております。

しかし、 しっかりした措置をとっているということは、申し上げたいと存じます。( 1"あと
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一つ、組合との対応というのをどういうふうに見ているか、ちょっとお願いしたいんです。 こ

れは助役に聞きたいんです」と呼ぶ者あり)

0議長 (高橋通夫君 ) 助役。

0助役(赤松行雄君) 組合とどうし 1う対応を図っているか、 こうし 1うことでござl¥ま

す。

先ほど企画財政部長の方から、 58年度の市民会館の起債につきまして、報告がございまし

た。ことしの場合の保留額というのがやはり報告されまして、 1 0億 600万円という のが、

現在のところ保留額になっておるわけでございます。都下の中で 8市が、やはり保留になって

おるわけでございますけれども、一番多いところは 20億保留と。あるし、は日野と同じように

1 0億、 1 2億だとかというふうな市もございます。いずれも非常に厳しい対応を迫られてお

るわけでございます。

昨年も 2億 650万円、こういう中で、多少の制限を食ったわけでございます。ことしの場

合には、これを回避するというふうなことで、組合と現在のところ交渉を持っておるわけでご

ざし 1ますけれども、ラスが高し、からというふうなことで、それを解消していくということにつ

いては、議員各位には、通し号俸だけが、というふうなお考え方が強いようでございますけれ

ども、いろんなものが根元になっておるわけでございます。それを取り除くということは一朝

にはできないわけでございますので、それを待っておったのでは、起債制限ということについ

ての解除の回答にはなりません。やはりさっき市長が申し上げましたように、即効的な形で保

留を解除 していくという形の中で、いろいろ交渉を進めておるわけでございます。

非常に組合それ自体、組合員それ自体ということは大変なことでございます。 57年から凍

結を食い、昨年は 2.03、ことしは 6.44の勧告の半分というふうな状況でございます。非常

に行革全体、行革の推進方策を読んでみますと、退職金はもちろん、いろんな手当全般に及ん

でいるわけでございます。定数にも及んでいるわけでございます。 これをやはりやっていくと

いうのが、組合との交渉の中でございます。信頼関係を、なあ」層、地方公務員としての自覚

の上に築き上げなきゃならぬと。地方公務員という誇りある、要するに信頼関係なり、自覚な

りというものを失ったときに、いろんな抵抗的なものに走るわけでございます。現状の中では

やはり苦しい時代を切り抜けるということについては、そういう自覚がどうしても必要だとい

うことで、その自覚を中心に、信頼関係というものの上に立って、市民奉仕に徹していくと
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0議長(高橋通夫君)

05番(谷長一君)

谷長一君。

それから、 これは第 9番目の農地転用の許可と いうこと なんで

そのような観点に立って考えますと、やはり区画整理を行うような場合には、将来というこ

とを考えて、農住というようなことも考えてし可かなけりゃならなし 1かと思うんですけれども、

それらの点について、農住政策等をお持ちであるかどうか、ちょっとお考えがありましたら、

お伺いしたいと思うんです。それは 9点目です。

1 0点目に、 11、 12については、先ほど市長も答弁され、また助役も 21世紀のことに

ついてちょっと触れられたから、よろ しいです。

ひとつ 9番の農地の、事務局長に対して、そのお考えがありましたら、お伺いをちょっとし

たいんですけれど。

0議長(高橋通夫君) 農業委員会事務局長。

0農業委員会事務局長(花形一彦君) 本日、先ほど申し上げましたように会長の

代理出席でございますので。

現在の状況を申し上げますと 、日野市におきましては、だんだん都市化が進んでいるわけで

ございまして、そういった都市の中の、東京の農業を守ろうという ことでは、現在兼業農家

3 8軒、そして農家戸数 670数戸あるわけでございます。農業者は、あくまでも農業耕作を

これからも続けていこうという意欲のある方ばかりでございます。

先だって新開等で報道されましたように、東京都におきましても、後継者育成のための育成

財団が 3月31日に設立され、その新たな事業の中で、新規就業者の激励ということで、市長

から、今後も日野市の農業を守るようにという激励をされたところでございます。そういう中

で、市の施策といたしましでも、長期営農農地の継続ということは、農地の 93%がそれを約

束されているわけでございます。

したがいまして、これから都市農業に強い施設園芸等を含めました、非常に都心に近いとい

うことでは、東京都の野菜生産は、他の都道府県 1県分に当たるほどの生産も現在あるわけで

ございますので、そういう中で、農地のある町ということで、いろいろ農業委員さん方も非常

に建議という形で、市にもそれができるように要望している実情でございます。

以上でございます。

いう ことが基本だということ で、交渉しておるわけでございます。

すけれども、 5年間の総数、こういうのからいきますと、やはり都に申達する件数は、 3条で

6件、 5条で 5年間に都に申達したのは 1件だということなんですね。それで間違いないです

ね。( Iはしリと呼ぶ者あり)

それで、やはりこのようなことは本当に件数はないわけなんです。やはり制度があるからこ

のようになるということは、よくわかります。しかし、こ れからのいわゆる農業というのを見

てみますると、いかにして農業振興とい うのを図っていくか。また、都市計画の上からも、都

市と空間というのは非常に強く求められ、また都市近郊農地というのは、都民に生鮮食糧品を

供給する重大な供給元の源になっているわけです、生産地ですから。

そういうことを考えながら、これからやはり単に農地転用のみに農業委員ゃなにかは走ら

ずに、これは転用も大切だと思うんです。しかし、日野市の場合は、ほとんどが都市計画内の

農地なんです。そうしますと、市街化区域内の農地というのは、市街化の促進を図らなければ

ならないというふうになっ ているパノじゃな~¥かと思うんです。

そうしますと、その反面、調整区域内一一市街化調整区域ということは、 10年間一一結局

市街化区域ということになれば、市街化の促進を図らなければならないということになれば、

反対に調整区域というのは 10年間でまた見直されるとい うふうになると思うんです。そうな

ると、やはりただいま申しましたように、農業振興ということに非常に大きなウエートを置か

なければならない。

または日野市におきましては、都市計画をこれからも強力に推進するといっておることは、

市長も申されたとおりです。そういうのをかんがみて、これから農業振興というのをどのよう

な形で図ってし 1かなければならなし 1かということも、ここいらあたりで、日野市において考え

る必要があるんじゃなし 1かと思うんです。

どうしてかと申しますと、日野市だってファナックも、いわゆる日野市に残る部門というの

は、営業と、技術開発部門ということになり、人員は約 2分の 1に削減されてし まうわけなん

です。農家にとりましても、やはりこれからの農業をどのような形で後継者にヲ |き継ぐかとい

うことは、非常に大きな課題ではな~¥かと考えているわけです。

。議長(高橋通夫君)

05番 ( 谷 長 一 君 )

谷長一君。

以上で大体質問を終わるわけですけれども、 ( I休憩」と呼ぶ

者あり)まだオリエン卜のやつが残っていますけれども…-一。
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( I 1じゃないの、これ。 10の1が終わったんじゃないの」と呼ぶ者あり)

実は、 ただし 1ま私が質問いたしました件については、どうして質問したかと申しますと、い

わゆる先ほど申しましたように、行政改革というのは、これはどうしても行わなければならな

し1大きな課題であります。また、中央省庁が行政改革を行うについて、握りしめていた一部の

権限というのは、やはりこれは地方に委譲した方がよろしいんじゃな~¥かというよう なことで、

また、特別立法も検討し、この支持を自治省に、中曽根総理も来ているわけです。

この流れというのは、どうしてもこれは変えるこ とはできない一つの流れだと、 私は考えて

おります。現在最も自治体が、職員が時間をかけているというのは、先ほど申 してわかったと

思いますけれども、これは答弁された中においても、国庫の補助金の書類づくり、 または陳情、

国からのまた依頼された書類等もつくらなければならないという都道府県、または市町村にお

いても、非常に時間を要しているということは、ある程度わかるわけです。こうしたわかり切

った改善をしなければ、これはいけないわけなんです。

そうしますと、どうしても中央省庁が持っているもの、持っているものというのは権限なん

です、一つは。その権限を手放さなければならないということなんです。 しかし、また中央省

庁の役人と しても、 やはり手放せば仕事が減る、仕事が減れば、 人が削減される。いわゆる人

減らしというのは一一 仕事減らしが人減らしだというように考えても、私は間違いではな

いと思うんです。

そういうふうな面におきましても、日野市もこれから電算等の導入、これは電算化の年度別

計画概要というのも、もうすでにできているわけです。これらを見ますると、昭和 58年、 59

年という計画が、よく検討され、もうすでに発表されているわけです。

そこで、 やは り昨日でしたか、森田市政には一貫性がないというようなことを言われており

ましたけれども、 この計画、 いわゆるコンビュータ一利用に関する基本計画、 こう いうものは

ことしの 3月に出されているわけです。そうしますると、どうしてもこの計画にのっとって、

実際 にこ れが実現するように努力しても らわなきゃ困るわけです。

しかし、事務局へ行ってちょっと伺ってみますると、まだシステム設計を行い、プログラム

仕様書に基づいてのプ ログ ラムを作成する とか、または住民票を電算入力するためのマ イクロ

撮影を行い、照合、確認を要する電算入力後の移動処理等を行うとか、または多摩平支所、七

生支所、庁内に設置したコン ビュー ターと の間の専用回路、または庁内に即時に処理ができる

コン ピュー ターの導入もまだしていないというようなことなんです。こういうようなことは、

必ず私は計画にのっとってやっていただいて、やはり非難の出ないように、また摩擦の起きな

いような形でやっていってもらいたい、こういうふうに私は念願するわけです。こうしたわか

り切ったことが改善できないという ようなことでは、本当に心 もとない、心寂しい感じを受け

るわけでございます。

そうしまして、こ のような中央において も改革をしているわけですから、先ほど申しました

ように、地方自治体は給与とか退職金の適正化をみずからの責任でやる ことが、最も私は大事

じゃなし 1かと思 うんです。 また、きちんとやるこ とがまた市長の大きな、最大の責務でもあり、

先ほど市長が申されました市民要望にこたえるという意味においても、これはなさなければな

らない絶対責任だということ をここ で申し上げ、質問を終わるわけです。

次に、 2のオリエン トの( I議事進行Jと呼ぶ者あり)

0議長(高橋通夫君) 飯山茂君。

0 1 5番 (飯山 茂君) 今、私は、谷議員が一般質問云々という ことじゃございませ

ん。

ただ、ここに、通知である一般質問の中に、諏訪精工ですか、これもこれからおやりになる

ということ 、さっき議長はこれを一括で読み上げていますんで したか。

0議長 (高橋通夫君 ) いや、これ 1、 2がついていないんです。

01 5番(飯山 茂君 ) だからついてなかったら、なぜミスプリだと言わないんです

か。

0議長 (高橋通夫君) 一括とし 1うことで読んでいるわけです。

01 5番(飯山 茂君) 一括なら終わりじゃないですか。( Iだから谷さん、続けて

やるんだよ」と呼ぶ者あり )

05番(谷長一君) じゃ 、その 1を終わり ます。

ではその 2で、諏訪精工の建設と、その周辺の整備について、お伺いいたします。

諏訪精工建設と いうことは、オリエントは非常に不況に見舞われまして、 一部を諏訪精工に

譲渡 したというようなことか ら始まるわけです。その譲渡につきましては、いろいろな問題が

ありま したけれども、もう時間も時間でありますので、簡単に質問をいたします。

諏訪精工建設と同時に、やはりオリエン ト時計の中には、赤道、または水路敷等があるわけ
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ことです。

すので、お答え申し上げます。

昨年の、たしか 9月議会でも御心配をいただき、谷議員さんからはこの件につきましては一

般質問がございまして、私どもの方も数年来の懸案でございますので、鋭意取り組んでおりま

す。会社側も非常に、工場長を初め誠意を持っ てこれに当たっているというのが現状でござい

まして、ようやく先ほどの御質問の中にもございました周辺の境界α確定の問題につきまして

も、全部終わっております。境界の確定も終わりまして、財産処分につきましては、敷地内に

ございます赤道と、それからかつての水路、これの財産処理につきましては、大蔵省の土地で

ございますので、大蔵省の関東財務局、あるいは水路の関係につきましては、東京都の南多摩

建設事務所、 これらとも協議を進めてまいりまして、そのっけかえにつきましては、道路と水

路を周辺に整備をしていくということで、基本的には決定をいたしております。

特に道路の関係につきましては、オリ エント時計の敷地の一部をつけかえの用地に充てると

いうことで、東側に4メーターの道路を設置するということになっております。この敷地内の

関係の提供用地の関係につきましては、一部まだ工場の建物がそこに介在をいたしております

ので、こ の移転計画が出ておりまして、これを早めるように、私どもの方もオリエントに要求

をいたしております。

そういう一連の財産処理をした上で、こ のっけかえの整備、周辺の整備をしていくというこ

とにいたしたいと思っておりますので、取り組んでおることでございます。

それからもう 1点は、さらに東側の周辺は、赤道の整備と水路の整備ですけれども、これは

東側の保育園の方に通ずる 6尺の道路がございます。それに沿った6尺の水路もございますけ

れど、これらの整備につきましでも、あわせて来年度考えていきたいということで、本年度す

でに測量の関係につきましては、手をつけてございます。

以上のような関係で、懸案でございますので、なるべく早く作業を進めたいということで取

り組んでおるのが現状でございます。

それから、諏訪精工の建設に伴います排水関係につきましては、私どもの方で要望を出して

ございます。整備ができる聞は、諏訪精工の排水につきましてはオリエントの敷地内を通りま

して、南側の用水路に排水するというような意見を出しております。しかし、 これは暫定的な

考え方でございまして、将来整備された東側の水路には、正式にこれを接続させるというふう

なことで、私どもの所管としては、排水の問題につきましてはそういう処置をお願いしてござ

です。これらは小俣議員が前に質問されたときに、この整理を行うというようなことになって

いるわけです。

そうしますと、その周辺の道路の都市基盤の整備という ことで、道路排水の改良計画等は、

その後どうなっ ているのかということと、 あと一つは、工場認可に当たっ て、市はどう対応し

ているのかということを、第 1点としてお伺いいたします。

それから第 2点は、いわゆるその中に公道、または水路敷等がある関係上、境界査定という

のを行わなければ、測量ができないんです。または境界査定が成立しなければ、中の測量もで

きないという ことなんです。

そういうことで、近隣の土地を持っている 方が、善意に協力したわけです。 これはオ リエン

ト、市役所、私も行きました。それで自治会等に行きまして、どうしても防災的見地から、や

はり この周囲に道路をつく っても らう とい うこと が一番いいんじゃなl¥かと。それには、やは

り道路査定にも協力 して もらわなければならないんではなし功、という ことで行きまして、 周囲

の所有権者が善意を持って協力してくださったわけです。

しかし、一向にして整備がはかどっていないわけなんです。やはり政治不信というのは、そ

うし 1うとこから起こるんじゃないかと思うがです。やはり所有権者の善意にこたえるというこ

とが、私は行政というのは大切じゃなし 1かというような観点に立って、 2番目の質問をするわ

けです。

それから 3番目は、諏訪精工ができるわけなんですけれども、諏訪精工の建造物の面積とか、

または従業員数はどのくらいなのか。または、何が、どのようなものが生産されるのかという

それとあと一つは、やはりこれは大事な ことですから、 お伺いいた しますけれども、これは

年間に換算して、固定資産税とか法人税等が どのくら い入 るか、わかりましたらお答えをして

いただきたし ¥0

以上です。

O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、ただいま御質問がございました第 1点目と第 2

点目につきまして、私の方からお答え申し上げます。

まず、第 1点目の関係でございますけれども、第 2点目の関係もあわせて、関連がございま
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l ¥ます。

以上でございます。

うので、オリエント から書類をもら ったんです。 それを見ますると、 昭和60年5月末という の

が実施期間で、第 1期のようになっ ている んです。 これは北側です。それで東側は、 61年 の

3月末ということになっている わけです。

または、 61年の 12月と、 2つになってい ますけれども、やはりこの期間を少しでも早 く

なるようにやっていただきたい、交渉していただきたい、ということを念願いたしまして、終

わります。

0議長 (高橋通夫君) これをもっ て 10の1、行革と日野市の未来、諏訪精工建設と

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) 御質問の諏訪精工舎は、本社を長野県諏訪市に置き

ます会社でございます。

建設の予定地は、日野市日野 39 0 - 4でございます。オリエント時計の敷地内であります。

敷地面積 7，422平米であり ます。建築面積 2，96 5平米であり ます。鉄筋 コンクリート づく

りで、4階建ての規模でございまして、床面積は作業場その他に使われまして、 合計が 1万

1 ，0 2 4平米でございます。

従業員数は 400名を予定しているよう でございま して、生産品目 は 1Cのチップを樹脂で

加工いたしまして、 1Cの製品を製造する、こういうことになっております。 この 1Cの製品

は、 OA、ワープロ、時計、計算機、カメラ、車などに使われます。エレク卜ロ ニクスの製品

その周辺の整備について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。

以上でございます。

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0時 50分休憩

午後 2時 23分再開

でございます。

0議長 (高橋通夫君) 市民部長。 0副議長 (米沢昭、男君 ) 休憩前に引き続き会議を開きます。

0市民 部 長 ( 藤 浪竜徳、君 ) 大変難 しい御質問で ございますけれども、まず、市税がど 議長所用のため、午後から副議長が議長を務めます。よろしく御協力お願いいたします。

一般質問 11の 1、市民に夢のある公園について問う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 ) 1 1の1、市民に夢のある公園について問うを質問させていた

のくらい入るかという ことでございますけれども、これか ら建設する工場でございますので、

手持ちの資料ではちょっと推定できないものがございます。

したがいま して、大変申しわけありませんけれども、お答えできませんので、御了承いただ

きたい と思います。

ただ、規模といた しましては、大変大きいようでございます。建築面積、床面積、それから

従業員の数、ございます。

それと、製品の1C関係でございますので、今後伸びる業種でございます。したがいま して、

かなりの税収は見込めるんじゃないか、期待できるんじゃ なし 1かとは考えております。

以上です。

O議長(高橋通夫君 )

05番 (谷長一君) それでは、簡単ですけれども、ちょっと言わせてもらいます。

だき ます。

皆さんも御存じと思いますが、なぜ人々にとって公園が必要なのか。都市には余分の土地な

ど残されてはいないし、ほかにも土地が必要となるものは山ほどあるというのに、なぜ公園の

ような非経済的なものに貴重な土地を奪われなければな らないのだろうと、思う方もいるかも

しれません。

ところが、多くの人たちが広々とした高原や山にあこがれる感情を抱いていますのは、私た

ちの祖先が昔住んでいた原始人への郷愁を身に受け継いでいるかもしれないと言われています。

私たちが日ご ろ樹木や盆栽、家庭菜園に熱を上げた り、夏には奥多摩の山や川遊び、キャ ン

谷長一君。

実は、この前オ リエント時計へ行きましたら、整備計画というのはオリエントでできたとい
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ンプや川原でのバーベキュ ーに舌鼓をしたり、楽しんだりする のは、恐らく私たちの祖先が過

去に営んだ農耕生活が、無意識のうちによみがえってくるからと言われています。

庭はほとんどないミニ開発の住宅やマンション、団地に住む人たちが増加している現在、人

は本能的に緑を求めて、もっと広々としたところに行きたがるものであります。こうした感情

は非常に根が深く、時には思，l¥がけない結果をも たらします と言われております。

たとえは¥ ドイツのナチスがレニングラードの包囲攻撃のときのことであります。住民は燃

料のかわりに家具を燃やし、時には扉さえも外して燃やしたと言われています。それでも市内

の樹木を切り倒して燃料にしようとしなかったのであります。このように人間は緑を愛し、大

切にしてきたのであります。

これから先、人間がどんな生活をしていくなどということを考えた場合、今で もミニ開発の

住宅や団地に住む人たちに庭がなく、ゆっくりくつろぐこともできないところが、ますます多

くなってきています。

幸い日野市では、緑のマスタ ープランや緑化基金など、緑を守る施策を取り組んでいます。

が、これからも公園や広場のために市内の土地を確保してお くことが必要であります。都市計

画においては、子供たちのための広場より、車のために広い場所と、より多くの金を費すこと

のないように進めなければならないのであります。

ある イギリ スの都市学者は、人間はある種の動物が過密状態であらわす攻撃性の特徴を示 し

始めていると言っております。そのことは、自動車の運転手に当てはまると述べていま す。

日本でも最近、 2 ・3年前ですが、交通渋滞している道路で、運転手がクラクションを鳴ら

したら、前の車の運転手とけんかになり、刃物で刺し殺された事件も発生してきております。

また、こ のよ うなことも言われております。一一人間はヤマア ラシのようなもので、 lカ所

に固まり過ぎるとちくりちくりと互いに刺し合って苦痛を与える。かといって 1人になってし

まうと、ひどく不幸な思いをすると言っています。

だから私たちは憩いの場所や、田園的な環境を都市居住者の家屋のそば近くに設けることが

必要であります。都市生活の台風の目というべき公園は、王見千む主活の緊張の中で、安全弁の役

目を果た して くれる。 人間という 動物が狭い場所に閉じ込められていると感じるとき、公園は

一時的にせよ生活領域を広げてくれるのであります。私たちは公園で正気を取り戻し、生き返

るのであります。
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穴蔵のような部屋から抜け出した人間は、そこで散歩を楽しみ、座ったり寝転んだりするこ

とができ、公園は、限られた空間の中で生活している人々の自由を拡大してくれるところであ

ります。

また、都市の緑地は休息の場でもあります。実用的な効果もあります。騒音や、熱、排気ガ

ス、それに悪臭のフィノレタ ーとしての機能を果た しています。樹林は音を吸収し、約 5メート

ノレごとに!掻音レベルは 1デシペノレ下がると言われております。また、夏には都市のピル衝は熱

を蓄えたり、照り返したりしますが、緑は都市の温度を下げるのにも役立っています。

このように、緑や公園は、人間にとって重要な役目を果た していながら、財政上の優先順位

は、公園が一番後回しにされている自治体は少なくありません。イ可かあれば、一番最初に予

算の削減に遭います。公園が住宅や教育と同等の重要性を持っているなどと言う人は、少なく

ありません。 (Iえ、どう言ってるんだしリと呼ぶ者あり)だから、公園は都市生活の中で、

ますます欠くことのできないものになっています。

それでは、どのような公園が市民から親しまれるのか。公園の利用者は 6つの主なグノレープ

に分けられています。 1つとしては、母親と幼児は、砂場や遊び道具があり、簡単に行ける公

園も望んでいます。

2つ目としては、 4歳から 12歳児は動物や烏が好きで、おもしろい遊び場、活発なポーノレ

遊びができるような、広い場所を望んでいます。

3番目としては、 1 0代の子供たちは、水泳やその他のスポーツや催し物を楽しみ、はね回

る場所を望んでおります。

4番目としては、青年はデートをしたり、子供たちを連れていったり、散歩やピクニックを

楽しみ、草の上に寝そべったりできる場所を望んでいます。

5番目と しては、中年層、特に昼休みに職場の近くで散歩をしたり 、腰をおろして話をした

りできる公園を望んでおります。

高齢者層には、最初の 1番で言われたグループと同じく、近くにあってすぐに利用でき、そ

こに腰をおろして話しながら、若い人や子供たちのしていることを眺めていられるような公園

を望んでいます。 これからつくられる万願寺、豊田南区画整理などの公園には、これらの持徴

を生かしての公園づくりをしていただきたいと思います。

今、私たちが子供たちにしてやれることは、さきにも述べた 6つのグループを取り入れた公
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園が、子供たちだけでなく、市民の親しみのある公園となることと思います。

そこで、具体的に 3つの質問をいたします。

1っとして、フィ ーノレドアスレチックとか官険公園をつくる計画はないのか、お聞かせいた

だきたいと思います。

2つ自として は、 これもほかの人も言われておりますが、浅川利用計画の親水公園の実現に

でございます。

そういう中で、やはり 1つの試みとして、フィーノレドアスレチックを取り入れた公園の造形

というものも当然、考えられるわけでございます。そういう面で、私どもの方も公園を管理して

いる立場ではございますけれども、広い意味で庁内の関係部局と十分協議を進めながら、これ

らの実現には努力してみたいと思っています。

現在、日野市にあります公園は、風致公園、あるいは近隣公園、そして児童公園が主体でご

ざいまして、大ざっぱに申 し上げて、市内の小学校、学校の面積一一校地の面積ぐらいに匹敵

をいたす面積は有しているわけでございまして、およそ 32万平米ぐ らいになるわけです。し

かし、本格的な公園というのは、風致公園が 4つあるわけでございます。

そういう中で、自然、を取り入れて、そしてまた子供たちにも夢のある、そしてまた多少危険

は伴いますけれども、冒険のできるフィールドアスレチックのそういう施設、これができたら

大変いいだろうというふうに私も思っておりますので、今後、取り組んでみたいというふうに

は考えております。

それから、 2点目の親水公園でございますけれども、これにつきましては、浅川利用計画の

中で再三御質問もございます。大ざっぱに申し上げまして、 58年の 3月に策定をいたしまし

た浅川利用基本計画の中で、そのプランが織り込まれているわけですけれども、親水計画ゾー

ンといたしましては、 3つあります。水 と親しむ公園、それから親水スポット、あるいはリバ

ーサイド プロムナード、こういうものが一応計画の中に織り込まれてございます。

水と親しむ公園といたしましては、平山橋の下にございます。最も水に親しむ場所としては、

情緒があるんではな t'かというふうに思われます、いわゆる大名淵と呼ばれる段丘がござし 1ま

して、この周辺を主体にいたしました、いわゆる水と親しむ公園。

それから、駒形公園を中心といたします清流公園、これら駒形公園自体を緑と清流のある公

園に再整備をしたいというものでございまして、そのために用水の圏内還流を図り、そしてわ

き水を公圏内に引き込むというような考え方も持っ ておるわけでございます。

そして、さらには、こ の地域を両岸で結ぶというような、公園橋というふうな、いわゆる橋

の計画も一応のプランの中にはございます。

それから、さらには日野の田園公園、豊田の地区でございますけれども、これの一番橋北側

の豊田地区は、古くから優良な農地として耕地整理もなされ、水田経営が活発に行われてきた

わけでございますけれども、徐々に宅地化をするような傾向、あるいは現実的に宅地化してお

るわけでございますけれども、その中に豊田地区公園の計画もございます。そういう公園の整

備も、この浅川利用計画の中で位置づけております。

それから、親水スポットですけれども、これは浅川の両岸につくっていこうということで、

可能な限り釣り場などを主体としたそういう場所を、人工的に、できる限り泳がしていこうと

いうようなものでございまして、浅川の延長が日野市域で 7キロでございますので、それを一

応等分いたしまして、 800ないし 900メーターに 1カ所つくろうというような計画のもの

ついてのお答えをお願いいたします。

3番目としては、市民プーノレがありますが、ほかの場所での流れるプールなどを取り入れた

市民プーノレの計画はどうか、お聞かせいただきたいと思t'ます。

まず、この 3点をお聞かせいただきたいと思います。

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。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ございまし た3点のう ち1

点、 2点につきまして私の方からお答え申し上げます。

まず、第 1点の市民に夢のある公園ということで、特にフィーノレドアスレチックを取り入れ

た公園の将来計画でございますけれども、御質問の中にもございましたように、これから市が

町づくりの一環として取り組んでいきます公園設置の計画は、御存じのように幾っかございま

す。万願寺の区画整理事業の中での取り入れだとか、あるいはまた豊田の南土出三画整理事業

の中での取り入れ、そしてまた近くでは仲田、あるいは北川原公園、こういう計画があるわけ

でございます。

それから、 リバーサイドプロムナードにつきましては、これは堤防敷を利用しまして、午前

中も申し上げましたように、プロムナード として位置づけをしていきたいというような案です。

以上のような親水公園等の計画がありますけれども、実現に当たりましては、管理者であり
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ます建設省と協議して、計画を生かせるように取り組んでいくというようなことで、考えてお

るわけ でございます。

0副議長 (米沢照男君 ) 企画財政部長。

0企画財政部長(前田雅夫君) お答えし 1たします。

2点目 の、流れるプーノレ¢濯設の計画はなし 1かということでございますけれども、プーノレの

関係につきまして、現在考えておりますのは、現在、掘之内にございますところの市民プーノレ

でございますD

これは、堤防の築造によりまして、改築をしなきゃいけないと いうこ とでございます。堤防

の改築計画が若干おくれてお りますけれども、いずれ近い歳月の中 では、工事をしなきゃなら

ないというふうに考えております。要するに、っくりかえるということが第 1点目でございま

親水公園については、本来日野市は、多くの議員の人たちも言われていますよ うに、浅川が

市内を流れている、この水をきれいにすることによって、そのまま子供たちが遊べる場所にな

るわけであります。

そういう点で、浅川の上流は八王子市だけでありますので、多摩川だとか違いまして、幾つ

かの市をまたがっていないので、ぜひ八王子市と一緒になって、浅川の清流を取り戻す、たと

えば清流対策委員会などをつくって検討をする、そういうことはできないのか、検討していた

だければと思います。

それと、流れるプールの問題ですが、企画財政部長は、次には温水プール と言われておりま

す。温水プーノレも結構だと思います。でも、あす この掘之内の市民プーノレは、余りにも小 さく

なります。特に 2、 3年先には浅川の護捧工事が行われ、縮小すると言われておりますので、

ぜひそのときにはあすこは残しながら、ほかに大きな、市民が憩いの場所としてできるような

プールの建設も考えていただきたし¥。

そして、私は、駒形公園に、先ほど水を入れて水流公園ということも言われておりましたが、

ここで、夏には子供たちがキャンプができるとか、ある いはバーベキュ ー大会ができると か、

そうしづ場所にこの駒形公園をしていただければ、いいんじゃな liかと思います。

そういう中で、プールに使ったり、あるいはキャンプの場所として、 Iつのそういう公園と

して、 夢を持たせるような公園が必要だと思いますので、再度この問題についてもお答えいた

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。建設部長。

O建設部長 (中村亮助君) それでは、再質問にお答え申し上げます。

まず 1点目の、浅川の清流を保つために、上流の八王子市域との関係が当然ございますので、

行政的に八王子との協議組織を設置したらど うかとい うお考えでございますけれども、これは

確かにお説ごもっともだろうと思います。上流からの汚水は、当然、下流で被害を受けるわけで

ございますから、そういう面では、やはり行政の関係で連携を保っていくという必要がござい

ますので、私どもの方だけでこれに対応できるかどうかは別といたしまして、趣旨に沿うよう

な申し入れ、そしてまた、進め方もしてみたいというふうに思います。

それから、あ ともう 1点の、 駒形公園の将来計画の中での、いわゆる親水公園としての整備

の中に、キャ ンプ場の設置などを考えたらどうかという御指摘でございますけれども、教育委

す。

それから、次は、市民のニ ーズ等から考えますと、 やはり 1年じゅう使えるプールが必要で

はなし 1かと。かなり 他市でも設計が進んでいるようでございます。

そういうことからしますと、掘之内の市民プーノレの改築に続くものは、温水プーノレではない

かなというふうに、今、考えているわけでございます。まだ、タイムスケジュ ーノレについては

のりませんけれども、土地の問題、それから当然温水プーノレと いう ことになりますと 、総合体

育館というものまで発展するわけでございます。それらをこれから精力的に詰めていきたいと

いうふうに考えております。

0副議長 (米沢照男君 ) 小俣昭光君。

03番 (小俣昭光君 ) 再質問をさせていただき ます。

私の子供のころは、公園な どはなかっ たが、自然そのものが大きな公園で した。春には田ん

ぼで花をとったり、川では魚釣りをして、また、夏はやはり川で水遊びをして、私も育ってき

ました。秋は山でク リ拾いや、アケビの実な どとり、冬は山陰の道でソ 1)滑り や、シノ竹で鉄

砲や弓矢をつくって遊んでいました。学校のグラウンドも、大事な遊び場でもありました。

今、子供たちにこのような遊びをさせる場所は、残念ながらありません。アスレチ ックとか、

冒険公園を取り入れるなど、公園が、どうしても必要になるわけであります。先ほどの建設部

長の答えで、アスレチックなどの構想を考えていると言われておりますので、ぜひ早期に実現

をするために、頑張っていただきたいと思います。
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員会の方としては、毎年平山台の京王の施設の一部といいますか、都立の公園がございますね、

あすこでなにかキャンプを毎年やっているような実績もあるようでございますけれども、駒形

公園そのものが、やはり清流が流れ、そして森林ができ、流れるプーノレがあるというような条

件的な整備ができれば、やはり 1つの夏場のキャンプ場としての格好な場所になるということ

は考えられますので、将来計画の中で考えていきたいとは思います。

市民プーノレも、御存じのように、堤防敷の改築というふうな関係の中で、多少模様がえをす

るという計画もあるようでございますから、そういう中で、一体的にあの地域が考えられるか

どうか、検討をしてみたいと思~ ~ます。

0副議長(米沢照男君) 小俣昭光君。

03番(小俣昭光君) 市長に一言、お考えをお聞かせいただきたいと思います。

O副議長(米沢照男君) 市長。

してし 1く、そういう時期にこそ、ぶつかっているわけだと思っております。

おっしゃる意味はよくわかりますので、また具体的なお知恵、も、ひとつ広くおかりしたいと

思っております。

0副議長 (米沢照男君 ) 小俣昭光君。

0市長(森田喜美男君) 自然環境が人間性を育てる上に重要なことは、もう申すまで

03番(小俣昭光君 ) どうもありがとうございました。

これで、 11の 1市民に夢のあ る公園について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 11の 1、市民に夢のある公園について問うに

関する質問を終わります。

1 1の2、都道 159号線、 豊田 ・高幡線の整備について問うについての通告質問者、小俣

昭光君の質問を許 します。

03番(小俣昭光君) 1 1の2、都道 159号線、豊田・高幡線の整備について問う

を質問させていただきます。

この場所は、平山橋から中央図書館前を通り、日本特殊農薬の南、豊田駅入り口から第 2小

学校前を通り 、高幡橋までの通りであります。高幡橋から南多摩、日野工区事務所の手前のと

ころまでは、歩道の工事がここで始まってきました。

この道は、全体として狭隆な道路であります。この通りは、以前はパス通り にもなっていま

したが、余りにも狭臨なため、パスも運休となってしまいました。パス路線の復活を目指す上

からも、都道の拡幅をできるだけ、できるところからでも、要望いたします。この都道の大部

介は、第二小学校の通学路ともなっていますので、よろしくお願いいたします。

東豊田一丁目の掘之内ガソリンスタンドからくるみ団地までの部分、ここは車の速度が 30 

キロですが、わりと見通せるので、スピードを出す車が多いようです。通学路になっています

ので、ここの部分の拡幅を強く 要望いたします。

2番目として、豊田駅入り口の信号から、豊田三丁目のT字路の、図書館の前の通りになり

ますが、そこの歩道整備を要望いたします。この場所は、豊田南区画整理の中での場所であり

ますが、ここも通学路となっておりますので、ここについては歩道の設置、可能だと思います

ので、この歩道の設置も要望していきたいと思います。

この2点について、まずお答えをいただきたいと思います。

もありません。その意味を持って、緑と、それから清流の中心とする行政をやろうということ

が、大きな願目になっているわけであります。

また、幸いに日野市内には、まだ工夫すれば、今言われるような、特に青少年の健全育成を

図る、そういう環境条件は十分残っておると思っております。

ただ、ちょっとまだアイデア不足といいますか、もっと市民運動が形成されて、そうして市

民自身がそういう健全育成の道に、地域地域で活躍をしていただく、こういうきっかけをつく

ろうというのが、特に青少年問題の立場であります。

御指摘の介野は、行政として、あるいは都市整備、あるいは建設事業として、それぞれ取り

組んでいるところでありますが、残されておる状況をもっと工夫をして活用する、こういう視

点が、ちょっとまだ市民運動に弱いんではなかろうか、こういう感じがいたします。何らかの

きっかけをつくりまして、そうして川原を利用す る、あるいは水辺を利用する、そういうこと

に一層市民意識を高めてし 1く、そういう最初のきっかけをつくるということが、また行政の仕

事だと。こういうふうに言えると思っております。

この議会は、特に緑の問題、あるいは浅川計画、あるいは親水、いわゆる水に親しむという

ことを中心とする、いろいろな論議を多くしていただいていることが特徴ではな~~かと思って

おります。来年度予算編成等には、そういう分野を十分活用し、発揮して、 1歩 l歩と前進を 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。建設部長。
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0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けれど も、御存 特に、先ほどのガソ リン スタンドから先のくるみ団地入り口ま でのところ、ここが見通 しは

できるんですけれど、非常に狭い道路となっております。通学路で、私もここをわりと通る場

所なんですが、通学路で、子供たちが田んぼに落ちるのではなし 1かというくらいに、端に寄っ

て歩いているのが、よく見られます。そういう点では、民家が立て込んでいるところではあり

ませんので、ぜひ東京都の方に要望を強くしていただきたいと思います。

また、スーパーもありますので、そういう点では買い物客も夕方などはありますので、ぜひ

その辺については強く要望していただきたいと思います。

それと、豊田駅の面倒ですが、そちらの方も。ここは、ガー ドレーノレも何もない場所であり

ます口小学生たちが横に並んで歩いているというのは、よく見かけますので、そういう点では

ガー ドレー ノレを設置して、子供たちが安心して通学できるようにしていただきたい、ということを

強く要望いたしまして、この質問を終わらせていただきます。

0~1j議長(米沢照男君) これをもって 11の2、都道 159号線、豊田・高幡線の整

備について問うに関する質問を終わります。

] 2の l、高齢化社会を迎えて、日野市内(地区)に中間描設(仮称)を兼ねた特別養護老

人ホーム施設の設立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、議長のお許しをいただきましたので、高齢化社会を

迎えて日野市内(地域内)に中間施策 (仮称)を兼ねた特別養護老人ホーム施設の設置につい

てということで、一般質問をさせていただきます。

再々申し上げますとおり、私は以前、 9年ほど民生委員をやっていました。その中からの経

験を踏まえて、どうしてもこれだけは現在も頭にヲ |っかかっている問題、ということで質問さ

せていただきます。

最近、国庫財政の緊縮の時代を迎え、待改の合理化のもとに福祉をめぐる経費の負担も、国

では福祉面では 10%のカットが打ち出され、 「真の福祉とは」が厳しく論じ始められてまい

りましfこ。

それは地方自治体への補助金カットへの影響にもつながるであろう中で、高齢化社会への進

展は、揺るがない大きな問題をはらんでいると思います。その対応は、地方行政の大きな課題

として比重を増し、各方面からも強く否定され、また、深い関心を示されています。

じのように、御質問のございました道路は都道でございまして、都道という位置づけの中で、

東京都が管理をいたしておりますけれども、やはり市域としては、基幹道路として位置づけら

れているものでございます。

かつて御質問の中にもございましたように、高幡駅から豊田の駅の南口まで、路線ノζスの運

行はございま した。そういう経緯の中で、過去におきまして、東京都が拡幅のために用地買収

の交渉をいたした経過もあるようでございますけれども、なかなか関係地主さんの承諾が得ら

れず、現在のままにな っているというような状況でございます。通学路という問題もございま

すし、 私どもの方の市域の生活道路という関係も踏まえますと、今後やはり強力に拡幅整備と

いう点については、東京都の方に要望していかなきゃならないというように思っております。

2 6市の議会で組織しております、三多摩上下水及び道路 建設促進協議会でも、毎年関係

の官庁等に、それぞれ各市域の抱えている道路問題などにつきまして、要望を出しておるよう

でございます。

先日も建設委員長さんの方からのお話もございま して、この辺の、 159号線の指摘もござ

います。要望を出すというふうな御意思もあるようでございます。いろいろ関係の機関等とも

合わせま して、私どもの方も拡幅整備という点につ きま しては、努力をしていきたいというふ

うに思っています。

歩道の設置等につきましては、いわゆる準歩道という形で、ガードレーノレ の設置というふう

な方法もあるわけでございますから、そういう点を踏まえながら、 実現が一 日も早くできるよ

うな形を、東京都の方に要望をしたいというふうにお答え申し上げておきたいと思います。

これも御質問の中にございましたように、一部地域につきましては、豊田南地区の区画整理

事業の関係が予定されておりますので、これらの事業の中で、当然道路整備という問題も出て

くるわけでございますから、それらの関係などもあろうかと思いますれども、特にやはり必要

なところにつきましては、ガードレールの設置等によりまして、安全の確保ができるような、

そういう対策を東京都の方に要望をしたいというふうに思います。

0亘Ij議長 (米沢照男君 ) 小俣昭光君。

03番 (小俣昭光君 ) 全体で、こ の通り、先ほど言いましたよ うに、高幡橋から南多

摩日野工区事務所までは拡幅されて きている。
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都市化の進行に伴って核家族が進み、近隣関係の崩壊によって生ずる福祉の需要との間に、

大きなギャッフ.が生じてきています。いわゆる福祉の企業化、福祉の産業化に対する行政への

対応が望まれて きています。

低成長時代を契機として、国家の老人対策も、社会福祉サービ スが施設収容中心型から、在

宅福祉、受益者への負担の動向がとみに強くなり 、また地域コ ミュニティ ー中心型へと方向が

転換されてまいりま した。その方向で、老人全般への対策は種々打ち出され始めて まいりまし

たけれども、また、前の 9月議会でも多くの議員の方々からも、老人福祉対策についての熱心

な調査による質問、要望等が種々出され、市と しても関心はあるが総合的に考え検討すると。

現状では、老人方の希望に沿えるよう 1つ 1つ確実にやっていく 努力をする、と の答弁がござ

し1ました。

l ¥ます。

また、現在注目されているのは、この近くにある立川のデイケアセンタ ーですか、至誠ホー

ムの中 にあるデ イクアセンターです。これは、地域で寝たきりの生活を送っている老人、 また

ひとり暮らしとか虚弱な老人 の方が利用して、 毎日の生活に生き がいと明るい日々 がおくれる

ような事業を種々行っていますが、こ の事業には、自社協の老人の意識調査で要望されている

諸問題が、大分組み込まれています。

このデ イケアセンタ ーは、ほと八ノどの各市の老人ホームに併設されています。 現在、 デイケ

アセンタ ーのある市は、立川、八王子、昭島、府中、調布、狛江、三鷹、保谷、田無、小金井、

秋川、 清瀬、葛飾、江戸川、江東等にあります。

日野市では、立川の至誠老人ホームに、 昭和 52年 12月にデイクアセンタ ーが設立さ れた

ので、国立、国介寺、武蔵村山、立川、 日野と、こ の5市で委託しています。

ここでちょっと 、皆さん御存じと思いますけれど、デイ クア センターの内容に触れてみたい

と思います。

そこで、その lつとして、中間的な施設を兼ねた特別養護老人ホームの建設と、 それに関連

したことを伺いたいと思います。今回は、こ の 1点に絞って伺っていきたいと思います。

老人福祉に関する国及び都、または市独自の制度といろいろありますが、老人にとって 1番

心配なことは、臥床した場合です。それも、年寄りが寝た、臥床したとい うこと になりますと、

長期にわたることが再々です。また、寝ないまでも痴呆性老人!こなってしまったときには、精

神的にも肉体的にも、また経済的にも、本人はもちろん家族、その他の人に大変な迷惑をかけ

る。 これが老人の最大の悩みであり 、また、最終的な問題であると思います。

そのための制度が、一般に健康老人の対応に比べ余りに もおくれていることに、焦燥の念を

今回、いや応なく臥床にな った老人を抱え、 精神的にも時間的にもゆとりのない自分たちの

要望を、大きく声に出して訴えるそのいとまのない人たちを代弁するというつもりで、臥床老

人問題を主眼にして、お伺いしたいと思います。

さきにも申し上げま した とおり 、前の議会では多くの議員の方々から、一般老人の福祉問題

として言及された、市内地域に養護、ないしは特別養護老人ホーム を含む老人ホームの建設要

望の声は大きいと、主張 されております。まさにそのとおりであると思います。

しかし、養護、特別養護老人ホーム は、今ま でのようにただ単に臥床老人をそこへ収容する

のみでよろ しいのかという ことが、 1つ問題として出てきています。

こういった、今までの施設収容型、それだけで済まされるかどうか、その点を伺いたいと思

まず第 Iに、デイクアセンタ ーの第 1としては、ショ ー 卜・ ステ イ・ サー ビスです。これ

は、さきに申し上げた 5市が至誠ホームの方へ委託 しております。 これは、老人を介護してい

る家族が、病気や旅行等で介護ができない場合に、入所 させて世話を して もらう場所で、 1カ

月に 1回、7日が限度です。家族の送迎を原則として必要とします。利用率は、 5市の中で日

野市が一番多く 、昭和 52年から 58年の7カ年の 5市の平均延べ人員は 2，06 9人です。

ところが、これは 5市の平均です。日野はどのくらいの方が利用しているかと申しますと、

4，6 3 0人の方が利用されております。 この利用率では、立川 とほとんど同様です。あとの 3

市ですか国立が 231人、国分寺が 437人、武蔵村山が 12 6人というふうな数字になって

おります。

次に、ここで行われている のは、入浴サービ スです。 これも前の 5市が委託している事業で

ございますけれど、家庭で入浴が困難な方でも、特別な浴槽を使いまして、寝たまま入浴でき

るものです。 これは家族の方の付き添いが必要ですけれど、送迎が困難な方は、セ ンタ ーの移

送車で、寝たまま送迎するということになっております。これは、給食やおやつ等の配食もで

きることになっております。ちなみにその値段と申しますと、 1回 500円ですか、生保の方

は300円です。

持っています。
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それで、これの利用率と申しますと、日野市では一番利用者が多く、 52年から 58年まで

に、日野では 2，27 9人、立)11では2，16 9人、国分寺が 1，027人、 国立が 694人、武蔵

村山 が44 1人 ということになっております。

また、ここで行われておりますのは、シルバーベッドサービスですか、これは対象が都民 と

いう ことになっておりますけれど、家族の世話が一時的に難しい、ほかに世話をする人も場所

もないという人が、 1カ月ぐらいを限度と して、老人ホーム の方とともに生活するという こと

で、こ れの費用は大体 1日2，00 0円程度というこ とになっております。

また、 6番目としては、セミロングサービス。対象は、これは都民です。シノレバーベッドサ

ーピスと同様で、期間が長くなり 、 1カ月、 1年程度で家庭に帰ることを前提とした、老人ホ

ーム入寮者で、自己負担は家族と本人の収入によっ て福祉事務所が決めるというような制度で

現在、多くの市でデイケアセンタ ーが老人ホー ムの地域福祉システムに組み込まれています

が、地域福祉活動に大変貢献しているということを聞いております。

これが日野市独自でできないか。また、これを必要としないか、その点もお伺いします。

以上述べたデイケアセンタ ーの事業は、地域にとっては大切なものであるけれども、残念な

がらいずれも介護を要する臥床の老人たちにとっては、短期的なものであります。

日野市でも、さきに述べたように、健康な老人のための対策、また必要に応じて種々な制度

がなされております。最近の社協の老人の意識調査でも、老人の一番の不安は、病気と、そし

てほけること、次に貧困であり 、健康と経済は老人にとっては切っても切り離せない問題であ

ると思います。身分の高低、経済的な貧困に関係なく、健康な老人もいつまた臥床老人になら

ないとは限らない し、またその可能性は非常に強いわけでございます。

また、在宅福祉の叫ばれる昨今、長期の看護が核家族化する中において、家庭の崩壊にもつ

ながること は、た とえば経済力があっても親の面倒を見ない等の家庭が次第にふえていくとい

うふうに感じられます。

また、臥床老人のための制度の lつに、臥床老人の福祉手当があります。も う皆さん綱存じ

のとおり 、6カ月以上臥床の老人には、月 1万 6，50 0円が支給される。また、看護されてい

る方には、臥床老人の見舞金として、3カ月以上看護している人には 5，00 0円一一これは日

野市の制度でござじますけれどーーなどがございます。

しかし、年をとるごとに衰退ばかりして重し病気も併発しかねない老人に、家族も少しでも

安くて条件のよい病院に入院させるというのは、人情でございます。日野市では、今のところ

田中病院とか、南平の回心堂等がよく利用されているようですが、入院費用も種々含めて月に

1 0万前後もかかる場合がある、というふうに聞いております。家族の精神的、経済的な負担

は、大変なものとなってまいります。

また、ついでに、公の指導のもとに施行されている、こ れは昭和 38年ですか、老人福祉法

による 3種類の各種老人ホームがございます。それは、軽費老人ホーム。これは低額の有料老

人ホームで、自分で直接申し込むもので、都内居住者の方で体が丈夫な方、これは身体検査、

健康診査がございます。また、それには保証人の 2名が条件。費用は前年の税額の規定に従っ

て納める、というような仕組みになっています。

また、次の養護老人ホーム、これは心身上または環境上の理由、及び経済上に問題がある場

合の人で、福祉事務所を通じて入所する。費用は、大体本人や世帯の収入によって負担額が決

まります。

次に、特別養護老人ホームです。常時介添えを要する人で、家庭でそれを受けられない人が

ございます。

また、その他の7番 目として、同時に併設されているのは、ボラン ティアスク ーノレで・す。こ

れは、ボランテ ィアをなさる方々の福祉講座ですとか、生活相談、無料職業相談。地域活動と

しては、地域の施設としてホームの行事へのいろいろな、バザーとか、納涼大会、もちつ き大

会等、地域の方々も招待して老人とともに楽 しんでもらい、また、近隣各市からもボランティ

アの方 、々 毎日業務の仕事や行事に参加して、協力しているとい うことで ございます。

以上が、大体デイケアセンターの事業の内容となっています。

今ま でに、各種の老人ホーム、 有料、軽費、養護、特養等に入所した老人へのサービス のみ

を今までは考えればよかったのですけれど、老齢化、高齢化が進むにつれて、社会のニーズは

より複雑になって、また地域での在宅で生活のできる人たちが生きがいのある生活を、また、

介護を受ける身になっても、依存するだけではなく、家族の心の通った安らぎのある世話を受

けられ、家族も少しでも精神的、経済的に負担の軽くなるなど、地域の福祉システムに組み込

まれて、地域サービスの中心、また老人ホーム と地域を結ぶ接点としての役割りを持っていま

す。
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利用する。所得制限はなく、養護老人ホームと同じ費用の負担で、福祉事務所を通す、とな っ は、地域の中に何とか早く幅広い日野独自の、また独特の老人ホームの建設ができないか、と

ています。

しかし、ここで問題が 1つあります。というのは、老人ホ ーム の施設には医務室はあるが、

ちゃんとした治療はできません。よその病院に入院するということになり ますけれど、また三

月以上になりますと、ホームに籍がなくなるわけです。そのために病気を隠し、適当な医療を

受けられないまま、一種の放置状態にな ったり 、病院で回復はしな くても帰る先がない病人が

そのまま滞留してベッドを占拠しているという等の、多くの問題が潜んでおります。

一番必要度の高い特別養護老人ホーム は数が不足で、申し込んでもなかなか入所できず、日

野でも年々増加の様相をたどっております。前議会で福祉部長の言によりますと、入所の対象

者は、養護老人ホームが 19名、特養ホームが 36名というふうに聞いており ます。

参考までに、今日野市にどのくらいの老人がいら っしゃるか、これを申し述べますと 、60 

歳以上の方が、これは昭和 58年 1月1日現在です、 60歳以上の方が 1万 2，60 5人、 それ

から 65歳以上が 9，18 2人、 70歳以上が 5，15 0人、 そして臥床されている方が 219人、

それからひとり暮らしが 28 2人というふうな数字になっております。

また、福祉事務所への相談件数の中の65%がやは り老人問題であり、社協の意識調査でも、

低額の付き添いのボランティアが欲しい、気楽に入院できる施設が欲しい、介護者が病気にな

ったときに入れる施設が欲しい、養護老人ホームのようなものをぜひ建設してほしいと、これ

を特に遠くでなく、地域の中へつくってほしいというふうな要望が多く出ています。

これら の人々のために、 1市民として無償で黙々とボランティア奉仕を続けている人たち、

この人たちの言葉の上にも、実際に、日野市内にぜひ特養ホ ーム のようなものをつくってほし

いという声は、強く出ております。医療とリハピリとを兼ねた中間的なセンタ 一、 これはボラ

ンティアの方が言っているんですけれど、実際ポランティアの方々が介護に携わった経験から

も、はっきり言っています。

市では、日野市の市民の各方面より、年々中間施設を兼ねた特養ホームの建設を、との声が

大きくなっていることは御存じだと思いますし、前議会の答弁でも、市長は「老人福祉は施設

の提供という形ができていたが、場所というよりもきめの細かい施策を必要とするのが現状で

あり、しかしまたこれは不十分だ」 というふ うに述べ られております。

もちろんそれも必要で、その施策も分野によっては進められていますが、ここで伺いたいの

いうことでございま す。

在宅肩護が国から打ち出され、また、家庭を築くために働いてきた人間として、老後は家族

とともに生活したいというのが、多くの老人の心情でございます。家族は安らぎを与えられ、

心の込もった介護をしたくても、共働き、あるいは介護者なしでは生きられない臥床老人の臥

床年数は、長くなればどんなに固い決心を持って面倒を見てやろう、というふうな心情をもっ

てしても、人間なかなか続けられるものではございません。

私も、昔、随介そういう人たちに出会ったことがございますけれど、中にはもう 臭くてどう

しようもなくて、部屋に入れなt¥と。それは、結局長く寝過ぎたために、老人の面倒が見切れ

ないということで、結局下の始末もそのままにしてしまう、そういった中でだんだん部屋全体

が臭くなっていくというような家庭が、かなりございます。まして高齢化を向えるこれから先、

そういう家庭がますますふえていくという ことは、論をまたないと思います。

これを見ても在宅が困難になり、老人を収容する場を提供するだけではなく、必要なときに

いつでも利用でき、また安心して戻れる家庭があって、社会復帰ができるように、医療とリハ

ビリ を兼ねた中間サービスシステムのある老人ホーム で、かつ専門的、かつ愛情の込もった処

遇によって、精神的にも情緒的にも安定でき、同じ地域社会の 1員であると いう自覚を持つこ

とができるように、開かれた施設と言えるものがこの日野市内にあることによって、市民とし

ても地域内の施設に関心を持ち、そ の存在を身近に受けとめて、各種のボランティア、たとえ

ば婦人会とか、子供会とか、老人会とか、学生とか、その他さまざまなボランティアの団体が

ございます。こういった地域の団体の地域奉仕活動が活発になり、施設に預けっ放しという問

題の多い家庭も、近所の人たちが再々行ったりというようなことになりますと、そのまま放っ

ておくこともできないと。いやでも自分たちが行って、面倒を見るよう心心がける左いう風潮

になってくると思います。

そういうことによって、近隣関係も自然に保たれて、次代を背負う青少年たちにも、連帯と

参加一一これはどなたかの好きな言葉なんですけれど一一 のとうとさを自然、に教えることにな

ります。何よりも心のつながりができて精神的な生きがし 1となり、また、家族を救うことにも

なります。

市の医療関係者の話でも、日野市では将来人口が 18万ないしは 20万の人口増と見た場合、
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どうしても 100床ないし 15 0床のそういったベッ ドが必要だと。しかし、とりあえずこ こ

数年のうちに 50床でもよろしl¥から、と いうことを言っております。

外国に比べますと、 日本では何事においても入院の日数が長く 、 30日平均ということにな

っておりますが、最大限 30日隈として家に戻すというやり方でないと、すぐ満杯になってし

まうというのが、現在の実情です。

また、運営や方法はともかくとして、リハビ リのできる中間的なサービスシステムを兼ねた

臥床老人ホームの必要性は、私はどうしても必要であるというふうに思いますけれど、この点

市の方ではどう考えておられるか、伺いたいと思います。

福祉の後退が憂慮をされ、厳 しい現実の中で高齢化社会に対応するために必要な対策費は増

加の一途となるし、逆に税金を納める生産人口は年々少なくなるわけですけれど、また先ほど

の社協の老人意識調査でも、 福祉のみ に頼らないで自分たちの道を考えるべきとの、建設的な

意見や、養護または特別養護老人ホーム、また老人病院等を希望する老人の方の意見が、非常

に多いという ことです。

その中の老人の 1人の方は、老人自体もできる限りは自主管理をして、並びに自立の精神を

酒養する必要がある 、という ことでございます。ややもすると、安易に行政の施策、対策のみ

に依存する風潮の助長を恐れています。

こういった観点から見ますと、殊に臥床老人の場合は、個人的施策より社会的施策の充実、

対策の推進を望むというふうに申されております。簡潔な言葉としてお伝え しましたけれども、

日野市の将来展望に立って、ぜひ今からでも真剣にこの問題に取り組むことは、まれに見る裕

福な日野市の財政力をもってすれば、できないはずはないと思います。 ( rできる」と呼ぶ者

あり )ありがとうございます。

日野市の中期展望から見ても、今からでも取りかかるべき問題であると思いますけれど、こ

の辺の具体的な見解をお伺いしたいと思います。

最近、営利を目的とした私立の老人ホームが急増し、平均的には市民の手の届かない何千万

と。また、その何千万を支払っ上に、月に何万かを毎月払うというものが多く 出てきている反

面、また、中身の薄い、処遇が気になるような、福祉とは縁遠いものとなる危険のある施設も、

ふえてまいりました。

公的な施設の内部の仕事は、関係者の話によりますと、普通のサラリーマンのように、決ま

- 444-

った時間の中でする仕事ではありません。要するに、朝 8時から夕方 5時までという ことで割

り切れるものではなく、人と人とのかかわり合い、信頼の中で生活する場であり、短絡的な合

理主義で理解しては、大切なものを失う恐れがあり ます。働く人たちの権利と立場が保障され

てきたことによりまして、福祉の仕事の魂を抜いてしまった面があるようにも見受けられます。

このような観点から見て、具体的には、設立運営に当たっては、行政側とともに実際に老人

施設や、また個人宅において、身をもって奉仕した経験者、 必要な点を心から体験している人

たち、こうし 1った人たちと行政とで十分検討した上で、地域全体から起き上がった実のある事

業として発展させてほしいというふうに考えております。

最初から、なにも立派なものではなくてもよいと，思います。臥床老人本人が、また家族や地

域の人が安心して気軽に行き来できるものでよいと思います。そういった方のホームを、一日

も早く設立してほしいと願っております。立派な内容のあるものにするのには、今から取りか

かっていきませんと、なかなか立派なものにはなっていきません。

そういった点で、今からやってくださる気があるかどうか、その点もお伺いいたします。

。高Ij議長(米沢照男君 )

0福祉部長(高野 隆君 )

高橋徳次君の質問についての答弁を求めます。福祉部長。

ただいま、いろいろ過去の経験に立って御質問をなさって

おられましたので、私どもとしてもできるだけ実情に沿った形で施策を進めるつもりでおりま

す。

まず、御質問にありましたような、老人福祉施設をつくっていけということでございますけ

れども、その中身といたしましては、まず臥床老人を対象といたします特養老人ホーム、これ

だけではやはり機能としては、ちょっと不十分じゃなl¥かと。それに加えるに、一定の福祉セ

ンター的な機能を持たせるべきではなし 1かと。 日野市に独自にそれをつくらないか、というこ

とであったかと思います。

まず、現在日野市の老人福祉でございますけれども、高齢化の進行のテンポが一段と加速的

になってきております。いずれかは、 1 0 %の近い 65歳以上老人が存在する時代がそう遠く

ない、こういうことでございます。これらに対するホームヘノレプサー ビス、あるいは在宅援護

等もますます必要になってきております。

現在、現行の老人福祉法に規定されております老人の福祉施設といたしましては、先ほど御

指摘のありましたように、養護老人ホ ーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、老人福祉
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センタ ーの4つがございます。前の 3つにつきましては、居住施設ま たは入所施設で ございま

すけれども、最後の 1つは、通所施設でございます。

このような施設のほかに、中間施設というよ うなものの法の定めと いう ものはございません。

現在、中間施設と言っております中には、ナ ーシングホーム、こ うい うよ うなもので概略名称

のものも含まれるかと思いますけれども、東京都の位置づけでは、特養老人ホームの別名にナ

ーシングホ ーム という形の言葉 も使っており ますので、 特養老人ホーム、括弧 してナーシング

ホームというような使い方をしております。

また、そのナーシングホーム の中に、ハー フウェ イハウスとい うようなものを設置 してやっ

ていると ころ もあると。これがいわゆる中間施設的なものではないか、こういうよう な理解を

いたしております。

そこで、現在日野市に、特養老人ホームに入っておられます方は、 97名でございます。そ

して、入所待機者は 39名でございます。いずれ、さら に入所待機者はふえてくる、 こういう

ような情勢にございまして、現在はこの増大する需要に対して、受け入れる特別老人ホームの

能力が小さいという ことが問題にな っております。

特養老人ホームに入所されます方は、先ほどおっしゃったょっに、 寝た切り老人、 要するに

病人でないけれども、欠陥を持つ老人、こ うい う方が対象になります。特養老人ホーム に入る

方は、所得の制限はございません。

そういうことで、寝た切り老人のふえるに従っ て、 待機者がふえるという状況にございます

ので、市としても適当な場所、あるいは経営希望者がいる場合には、国や都に準じて建設助成

等の援助をして、建設の努力をしていくことがますます必要になっているのではないか、と考

えておるところでございます。

東京都は、昭和 75年度までに 65歳以上の人口の 2.5%の老人を収容できる老人ホー ムも

設置したい、こ ういうぐあいな施策を打 ち出しております。 この老人ホーム の中には、当然、軽

費、養護、特別養護老人ホ ームが含まれますけれども、この目標に対して、 56年度から 10 

カ年計画で、特別養護老人ホ ームを 167カ所、定員にいたしますと 1万 3，720人を収容す

るための建設助成を計画しております。これの計画が実現いたしますと、事業目標の2.5%の

収容能力に対して、 2 %の老人を収容できる施設ができる、ということでございます。 59年

度現在の特別養護老人ホームの数は、東京都下で 83カ所、定員が 7，483名でございます。
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また、特養老人ホ ーム に、東京都の単独事業といた しまして、ケアセンタ ーの設置ができる

実施要項を定めております。このケア センターの中身といたしましては、事業内容としては、

先ほど指摘されましたようなショ ートステイサーピス、それから入浴サー ビス、 3番目にはテレ

ホンサービス、また食事のサービス、各種の相談、健康上、生活上の相談、その他教養の向

上、レクリェー ション等の援助が、この事業内容でございます。

このよつなケアセンタ ーを併設いたしましたのが、先ほど御質問の中にありましたスティホ

ームということでございます。日野市は、立川の至誠ホームに御老人をお願いをしておりまし

て、現在、 58年度の実績といたしましては、入浴サー ビスにあっては 418名の方が利用さ

れていると。シ ョートステイ は9 7名の方が利用されております。また、テレホンサー ビスにつ

きましては、 20名の方が利用されておる。こういうことでございまして、ますます今後も利

用者の増加の傾向は、ふえるであろうというぐあいに考えておるところでございます。

このような東京都の中で、中間施設として、ナーシングホームとして名称を定めておる施設

は、 2施設でございますが、これは板橋区の 「板橋ナーシングホ ーム」、中野区の 「富士見台

ナーシングホーム」、こ れはナーシングホーム という名称でございますけれども、内容は特養

老人ホーム でございます。

板橋のナーシングホーム の中に、ハーフウェイ ハ ウスというのが設けてございまして、対象

者は、訓練によって社会復帰が可能な者を、訓練をして社会復帰させるということで、定員

2 0名で実施 しております。

l 'ずれ、老人対策といたしま しては、先ほど言っておられましたように、老人病院と 、それ

から特養老人ホ ームと、 それから家庭と 、あるいは中間施設を含めまして、相互に関連を持た

せる循環システ ムができ上がってくるということが必要だろう 、というぐあいに考えておりま

す。

特養老人ホ ームにつきましての必要性は、先ほど申し上げましたとおりでございますので、

今後、市 としてはできるだけ誘致、あるいはそれなりの努力をいたしまして、設置する方向で

可能性がある場合にはできるだけの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

ざし 1ます。

以上でございます。

0副議長(米沢照男君 ) 高橋徳次君。
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09番(高橋徳次君) どうもありがとうござし 1ました。

いずれにしても、私が申し上げておりますのは、そういった高齢化社会を迎えて、ますます

臥床老人がふえるであろうということの中で、どうしても遠くにありますと、家族の方、また

ボランティアの方も足が遠くなるというような中で、やはり身近に欲しいということで、検討

をするということではなくて、前回私が、 57年でしたか、質問したときにも市長は、市立病

院の中の一部にというふうな御返答もいただきましたけれど、この点に関して市長の考え方を

伺いたいと思います。

0副議長(米沢照男君)

O市長(森田喜美男君)

市長。

今まで、健康老人の施策ということで、ますます健康の維持

増進ということが重点になりましたが、その次の痴呆性でありますとか、あるいは臥床、そう

いう方々の、仮に多数ではなくても、適切な策を推し進める必要があるということを、お話を

聞きながらつくづく感じているところであります。

過去の御質問に対して、病院に付設する施設と して、 という当時の考えを述べたわけであり

ますが、なかなか病院自体にそれだけの余席や、それから余力をつくることも現状難しいわけ

でありますので、市内でつくるとすれば、どういう方法があるかということを、つくづく感じ

るわけであります。

何よりも増して、場所ということについてなかなか頭に浮かんできませんので、ぜひそのこ

とから考え立ちまして、お説の意味をよく理解できますので、何かこれから施策の展開をしな

きゃならなし'0どうか、いろいろと御指導、お知恵を拝借し、何 らかの方法で実現をいたした

い、このように申し上げておきたいと思っ ております。

0副議長(米沢照男君 )

09番(高橋徳次君)

高橋徳次君。

それでは、こ こでまた老人のための真の福祉施設、結論から言

えば、利用する老人のための施設で、またよく考えれば、それは家庭との関係の中で、地域全

体を視点の中に入れて、よりよい地域づくりのための機能も考えていかなければならないとい

うことです。老人ホームに老人を入れただけでは、問題は終わったわけではありません。老後

の問題という個人的な問題を、その地域社会の中の施設である老人ホームに老人を入れること

でよろしいということではなくて、老後問題、個人的な問題をその地域の社会的な施設である

老人ホームを利用することによって、社会的な援助を受けつつ解決し、家族や地域内の責任と
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いうことも考えていかなければならないと思います。

老人の世話をしたくとも、家族の役割は厳然、として存在するし、また、処遇の面でも家族と

の協力関係が非常に重要なポイントになってきます。

それを欠蕗させた福祉サ ービ スは、一面的なものでしかあり得ないと思います。大切なのは、

施設とともに常に老人福祉を考えることです。また、地域としてこの問題をとらえれば地域の

中で発生した福祉問題は、その地域の中で解決していくというふうな考え方が、いわゆるコミ

ュニティーの思想かと思います。

それぞれの役割分担から、行政には行政の、施設には施設の、家族には家族としての役割が

あるように、地域を構成する市民が、その中でなるべく何らかの役割を持つということにより、

よりよいコミュニティーが形成されてくるというふうに考えられます。この部分が立ち上がら

なければ、いつまでたっても福祉は人ごとであり、人任せであり、具体的な方法論としての価

値がなくなってきます。

最近、特に言われるネ冨祉のボランティア活動ですけれども、こ の活動を通じて、地域の住民

は地域福祉の問題に少なくともかかわり合いを持ってくると思います。そして、それぞれの役

割を果たしていくということになると思います。そこには、主張や要求から参加へ、そして活

動へと進んで・いくと思います。その行動の場として、また、教育、啓蒙の場として、地域の施

言支はその役割を持って いるものと思います。

施設は、単に入所をしているだけではなく、地域全体の福祉に大きなかかわり合いを持って

いるということです。特に、特別養護老人ホーム に出てくる問題は、重度の慢性疾患があり、

医療的な措置看護と同時に、手厚い看護が必要です。

特養ホームは、老人福祉施設ですから、手厚い看護と軽度の医療は可能ですが、濃厚な医療

処置、管理は不可能ということです。今の医療制度の中には、そのような老人の介護について

の特別な配慮がないのを、これは老人医療の面からも、今後大きな問題になってくると思いま

す。また、現在、問題になってきつつあります。

一般の老人ホームに、そうした老人が治療もリハピリも受けられずに、ただ死ぬまでベッド

を占拠をしているということも事実です。これは、福祉と医療の連携体制の欠陥からではない

かと忠われます。この解決には、医療面と福祉面と、そして経済的な裏づけとなる制度が、総

合的に検討されることになると思いますけれど、こういった点、市長はどのようにお考えにな
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0副議長 (米沢照男君 )

O市長 (森 田喜美 男君 )

市長。

見て、そしていい教育内容だということで、私立を最初から選んだ、そうい うお母さんもいら

っしゃいます。

っているか、再度お伺いします。

今、頭の中は、どういうスタ ート が考えられるだろうかとい

0副議長(米沢照男君 ) これをもって 12の 1、高齢化社会を迎えて、日野市内(地

また、団地の中で、最初から、幼児教室に うちの子供は入れるんだということで、幼児教室

に入れる 、いろんな三者三様な保育園、幼稚園、こういうとらえ方があるわけでございます。

今、社会情勢が非常に変化してきた中で、 4歳、 5歳になれば必ず幼稚園や保育園に入れる。

また、家庭生活も今は非常に核家族、こういう中で、父親は仕事に追われ、そして帰りも遅い。

そういう中で、若いお母さんは近所の方々との人間つき合いも余りうまくできな l¥。そうい

う中では幼児の本を読んだり 、また、育児テレホンなどの相談に駆け込む、こういう状況も生

まれております。

また、地域の中では子供たちの遊び場も少なl¥0 そういう中で、子供たちの遊ぶ場、さらに

は交通事故、 こういう中で、今どうしても国民の教育への関心も高く、幼児のころから教育を

受けさせたい、こういう要求も高まってきております。

保育園、幼稚園に在籍している乳幼児は、 19 6 0年当時は約 14 3万人。そのう ち幼稚園

には 74万 2，00 0人。保育園には 68万 9，000人。

ところが、現在 1980年になりますと、 440万人が保育園か幼稚園に行っており、 また、

幼稚園には 229万 2，00 0人、保育園には 19 9万6，000人と、高校の在籍数は 462万

ですから、ほぼ同数の子供たちが保育園や幼稚園に在籍している、こういう状況になるわけで

ございます。

うことで、 いっぱいでございまして、その上の内容的な ことについては、またいろいろと勉強

したり経験もしたりしないと、 何 とも言えないと思っております。

お説のとおりだというふ うに思っておりますので、まずそういう施設について、 具体的な可

能性をまず十分追求してみて、 そう して日野市内で果たしてやれるかどうか。やらなきゃなら

ないよ うに思いますので、そのためのひとつ検討期間をいただきたい、こ のように思っており

ます。

O副議長 (米沢照男君 )

09番 (高橋徳次君 )

高橋徳次君。

いずれにし ましても、 ぜひこの際、日 野市内の近くにそういっ

た特養ホ ームの一日も早くできますように、積極的にお願いしたいと思います。

それと同時に、そういっ たものができますと、必ずそ こにはボランティア活動が必要となっ

てきます。そ ういった埋もれたボ ランテ ィア活動の方たちに対する感謝、そういったことも行

政の面として十介考慮していただいて、ますますボランティ ア活動が発達していくよう要望し

て、 私の質問を終わります。どうもありがとう ございました。

区)に中間施設(仮称)を兼ねた特別養護老人ホ ーム施設の設立に関する質問を終わります。

1 3の1、幼梓鋼、幼児教室など( 1"休憩だよJ 1"横暴だ」と呼ぶ者あり )幼児教育につい

て問うについての通告質問者、鈴木美奈子君の質問を許します。

C 1 3番議員登壇〕

0 1 3番(鈴木美奈子君) それでは、皆様方の御協力を得まして、これから質問をさ

また、 4歳児は約 80%、 5歳児では 90%に達 し、半ば 4歳児、 5歳児の教育が準義務的

教育、こういうところにまで、今来ているのが現在の状況ではなl¥かと思います。

こういう中で、お母様たちにとって、またお父様たちにとっても、保育園や幼稚園とともに、

これはどうしても必要な施設であり 、その要求も非常に今、大きいわけ です。革新市政当時に

はポストの数ほど保育園をということで、私どもも非常に運動をやり、保育園も数多く建てら

れま したけれども、今、保育園はこういう中で、先日の一一 11月の対都交渉の中でも、東京

都は保育行政の面では先進的な役割を果たしたので、もうこれは終わりだということを福祉局

の担当が述べまして、一緒に参加した人々から、大変怒りの声が上がったわけでございます。

幼稚園の普及率は、私立幼稚園に依存するという形で進められ、日野市の中では公立幼稚園

が6圏、今建設の幼稚園も含めますと 7園あると いうこ とは、幼児教育に市が責任を持つと い

せていただきます。

幼稚園、幼児教室など、幼児教育についての質問をさせていただき ます。

来年度の入閣を決める幼稚園の募集も、公立や私立、幼児教室ととも に終わって、ょうやく

父母の聞にも落ち着きが取り戻したことだと思います。私立のところでは、第 2次の募集は今

行われておりますので、まだ決定されていないところもあるのではな l¥かと思いますけれども、

公立の抽選に落ち た子供もおりますし、 また私立へ行った幼児では、お母さんがその幼稚園を
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う、こういう立場で革新市政が評価できるというふうに思います。

今、保育園も幼稚園も、定員割れが出てきております。これは大変深刻な状況です。特に私

立幼稚園にとっては、このことが園の存続にかかわるということで、大変な状況だというふう

に思います。

幼稚園の幼児数も 69年より滅り始めまして、 74年には 22 3万人、 78年には 250万

人、 82年には 220万人とな り、定員割れを口実にして、政府の方からも保育l掴の入所基準

を強く抑え、入りたいけれども入れない、こういう状況の中で定員割れも起きているのも事実

でございます。

また、私立幼稚園の存続にかかわる問題なのに、私立幼稚園への施設の整備、補助のニ予算な

どを 4年間も連続に減少する。また、幼稚園の就園奨励費、私立幼稚園の経常経費補助など、ま

だたくさんありますけれども、こういう削減などで教育の臨調、こういうものが幼児教育の中

にもあらわれているのではなし 1かと思われます。

今、幼児をめぐる問題は、国の幼児政策を受けて今日まできてお り、そして運営費や建設費

など、助成を長いこと文部省や政府は怠り、そしてその一方、幼児教育は私立に依存する、こ

ういう形で本当に御苦労も多かったかと思います。

私は、そういう中で、市立は幼稚園の運営については、保育料によって賄わなければならな

い、こういう状況も出ているというふうに思います。今、日野市の中で公立幼稚園の、公私立

幼稚園調整懇談会もできまして、今後の幼児教育のあり方、これをどういうふうに解決してい

くのかということで、今、検討がされているというふうに聞いておりますけれども、私は、こ

の検討委員会がわずか 5固ということで、このことはもっと時間をかけて、市民参加を貫き、

市民とともにこれからの幼児教育のあり方、また、保育料の{直上げのことな ども含めてやるべ

きだというふうに考えております。

まず、質問に入りますが、 5点について質問いたします口

最初は、幼稚園の定数についてでございます。やはり定数問題は、お子様を持っているお母

さん方にとっても、また、私立幼稚園に行かせている方たち、また経営者の方々にとっても大

変重要な問題だというふうに思います。

まず最初に、ことしの、ことしのと言いますのは 60年度でございますけれども、 60年度

の公立幼稚園、私立幼稚園の応募状況がどんなだったのか、そのことをお尋ねいたします。

それから、公立幼稚園は今回::30名の定員ということにいたしましたけれども、私立の方は

どうなっているのか。

まずこの点を、定数問題については質問いたします。

2番目に、保育料についてでございます。保育料の値上げの条例が出ておりますけれども、

この値上げによって得る増収分は幾らになるのか、その点をお聞かせいただきたいと思います。

また、公私立幼稚園調整懇談会の中では、保育料の問題ではどういう部介について返答がさ

れたのか、その点を詳しくお知らせください。

3番目については、幼児教室についてでございます。多摩平の幼児教室は、昭和 33年の 4

月に開室して、 2 6年たちます。百草の幼児サークルは、45年 12月に開室して 14年。百

草台の幼児教室は 46年 4月に開設して、 1 3年になります。

この3っとも非常に歴史の長い幼児教室として、団地の中では、 3歳になったら私の子供は

幼児教室へということで、兄弟こぞってこの幼児教室に通う、こういう姿も見られますし、団

地の中で手づくりの幼児教室として、お母様方もその中で友人をつくり、子供とともに教育が

されるということで、非常に子供たちがお母様と一緒にこの幼児教室に通っているわけでござ

います。

こういう中で、多摩平の幼児教室は、 4歳児は、ことし、 60年度ですけれども、もし第一

幼稚園で入れない子供が出たら募集する 、という ことでございましたが、残念ながら第一幼稚

園で入れない子供が出た ために、保育をすることになりましたが、今、プレハプ教室を使って

おります。このプレハプ教室を引き続き 60年度も使用できるように、いかがでしょうか。そ

の点、お尋ねいたします。

また、 2つ目には、高幡台の幼児教室と百草の幼児サークノレが、湯沢会館、これを使用して

おりますけれども今、幼児人口が減ってきている中で、幼児教室は発展的解消するようにとい

うことで、市の方からも廃止の方向が、幼児のお母様方、また運営している指導員のところに

言われておりますけれども、私は幼児人口が減ってきても、やはり子供に対する教育は、引き

続きこの幼児教室がいろんな、私立も、公立も、幼児教室も、ともに共存する形でやるべきだ

というふうに考えます。

そういう中で、湯沢会館を 60年度も引き続き使用することを認めていただきたいと思いま

すが、その点、いかがでしょうか。
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0副議長(米沢照男君)

O教育長(長沢三郎君 )

鈴木美奈子君の質問についての答弁を求めます。教育長。

お答えいたします。

いたしまして、 4歳児、それから 3歳児、 3歳児は募集していない幼稚園もございますけれど、

4歳児の募集ではし038名募集いたしまして、 11月の応募の時点では 657名が 11園の

4歳児に応募されていると。 こう いう ことでございますか ら、まだ 380名ぐらい 4歳児の枠

が残されていると。

3歳児につきま しては、 205名募集 したところ、 13 9名の応募者と いうこ とで、こち ら

の方も約 70名ほど枠が残されている と。応募の状況については、そ のような状況です。

あと、 1クラス 30名というこ とで、公立幼稚園は 4歳児の募集を行ったけれど、私立幼稚

園の場合はどうかと。恐ら く募集の状況か らいきますと、私立幼稚園の方では 30名を割って

いるとい うような状況が出ているんではないか、こんなよう に考えられます。

それから、 2番目 の御質問の保育料関係でございますけれど、今回の議会に公立幼稚園 の保

育料 1，500円の引き上げ、これを上程してい るわけでございますけれど、 1，5 0 0円の引き

上げが予定どおり議決された暁には、どの程度の増収があるのかと。現在の4歳、 5歳の子供

の対砕度、 60年度の入薗見込みの数からいきますと、約 1，050万程度の増収、こういうこ

とが保育料の増収という面で考えられます。

それから、調整懇談会の中では、どんな論議が、公立幼稚園の保育料の値上げの問題とあわ

せて検討されているのか ということでございますけれど、いずれにいたしましでも、公立の幼

稚園の場合、市民の税金によって行われている、こういうことが言えるわけでございまして、

市民の税負担という問題に関して、市民各膚の間では当然その幼児をお持ちになっている御家

庭もありますし、先ほどの御質問の中の、高橋議員さんの御質問の中に も出ているように、高

齢者をかかえて御苦労なさっている家庭もあると。

そういう中で、市民の税負担という形の中で賄われている公立幼稚園の保育料、あるいは私

立幼稚園に対する援助、こういうものが、余り公私立という形で拡大していくということは、

好ましいことではないと。

そういうことと、 5年近く公立幼稚園の保育料というものが据え置かれている、そういう過

程の上に立って、一応公立幼稚園の保育料については、検討すべき持期に差しかかっているの

ではな l~かと 。 その中には、公立幼稚園では徴収してお りません入園料等の問題も含めて検討

する必要もあるんではないか、こんなような形の意見等が出されているわけでございます。

その次に、幼児教室関係の問題。この問題につきましては、総務部所管の問題にかかわる部

4つ目は、臨調による幼児教育への影響でございます。これは、昨日 も我が党の竹ノ上議員

が、自治体への補助金 1割カットということで、非常に影響が出てきていることを質問し、ま

た、数字によって明らかにされておりますが、幼児に対するこういう問題で、どういうところ

が具体的に日野市の中で あらわれているか。もし、あらわれていなければいないで結構ですけ

れども、ぜひお聞かせいただきたいと思います。

5番目に、これからの幼児教育構想についてでございます。 先ほども述べ ま したように、

6 0年代に入ってから私立の幼稚園の場合でも、 10年間の圏の伸びた数は 149、これに対

して園児の数は 24 2も増大しておりますけれども、だんだん急激な幼稚園の普及によって、

大都市からベッドタウンへと、こういう地域の方に移ってまいりまして、 1 960年度の時代

では多摩平団地でも私立幼稚園に入るために、お父さんたちが徹夜で並ぶという 、こういう状

況もあったわけですけれども、現在では、本当に今、私立幼稚園自身もどういうふうに経営を

成り立たせていくかということで、私はその立場でも今発言しているわけですけれども、ぜひ

こういう中で、私立も、また公立も、 譲歩でき るところは譲歩 し、 さらには団地の中でもう

2 6年間、 1 4年間、 1 3年間幼児の教育のために手づくり の教育を行っている、こ ういう幼

児教室がともに発展していくためには、どういうふうにしていったらいいのか。

また、こ の三者の方々の意向なども、私まだ聞いておりませんけれど も、調整懇談会の中で

答申も出されるかも しれませんけれども、まず市のお考えがどうなのか。これからの幼児教育

の構想について、お尋ねいたします。

5点にわたっての質問ですけれ ど、一番最初に幼稚園の応募状況、これは どんなぐあいであ

ったかということでございますけれど、公立幼稚園につきましては、 11月の20、 21日に

募集いたしまして、4歳児につきましては 240名募集いた しましたとこ ろ、 44 6名の応募

者がございまして、これは抽選の結果、 206名の方が抽選か ら外れていると。

5歳児につきましては、本年度 320名、 5歳児の募集を行ったわけですけれど、 22 6名

の応募者がございま して、 まだ 94名入る枠が残されていると。公立の場合には、そんな よう

な状況でございます。

それから、私立の幼稚園の方でございますけれど、私立幼稚園の方では、 11月初めに募集
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分が相当多いわけでございますけれど、現在の公私立の幼稚園、こういう状況からいきまして、

幼児数が確かに減少している。公私立の幼稚園で十介な収容能力、これには十分な余裕がある

と。そういう中におき まして、今回の公立幼稚園の 4歳保育に踏み切った過程等もあるわけで

ございますけれど、できればこういうような 4 ・5歳児、 2年保育という ものに公立幼稚園が

踏み切った過程を通して、できれば幼稚園の設置基準の中に、幼稚園の教育はかく あらねばな

らぬという 1つの条件が、施設の問題であれ、あるいは幼稚園教育の問題であ才k 示されてい

るわけでございまして、幼稚園設置基準の趣旨からいっても、長い歴史を持ってそれぞれの地

域の中で、それなりの幼児教育を進めてきたという経過は、十分わかるわけですけれど、でき

れば、こういう幼児教室、あるいは保育施設等の発展的な解消、こういうものを公立幼稚園の

4歳保育とあわせて進めてし 1く、こういうことが必要なんではないかということが、 4番目の

幼児教室関係の問題と絡んで言えるわけなんです。

それから 4番目の、臨調との関係、この中で幼児教育へどのような影響があらわれている か

と。これは私立幼稚園の、特に学校法人化というような形で認可されており ます私立幼稚園関

係の問題点につきましては、国の方からどのような助成措置や何かが、影響が出てく るかと い

うことを、不勉強で十分私、お答えをできないんですけれど、義務教育と異なり まして、公立

幼稚園に関する限りにおきましては、幼稚園の就園奨励費問題等も含めて、ほとんど影響は出

ていない、どちらかといいますと、幼稚園の運営がほとんど市費、市の税金によって賄われて

いるという状況でございますので、公立幼稚園に関してはほとんど臨調による影響というのは、

出ておりませんけれど、私立幼稚園関係につきましては後ほど総務部の方でお答えしていただ

ければ、どのような影響が出ているか、というようなことにつきましては、あるいは私立の幼

稚園の場合には問題があるのかもしれません。

それから、これから先の幼児教育にかかわる構想ということになるわけですけれど、確かに

これは「三つ子の魂百まで」ということわざではございませんけれど、 3歳時点でほとんど人

間の脳細胞の 90%近くはでき上がっていると。 3歳、 4歳、 5歳という、 4 ・5歳児あたり

の教育というもの、これがその年代層の幼児の情緒の発達、あるいは社会性、その他いろいろ

の問題を含めまして、 きわめて幼児教育というものは、人間形成の中における一番基礎として、

大切な状況の時点での教育である、こう言われているわけです。

それに対しまして、日野市では公私立の幼稚園、あるいは幼児教室、そういうものも含めま

して、非常に幼児教育というものにつきましては、者sTでも先進的な努力を続けてきている市

であるという点で、誇れるわけでございますけれど、いずれにいたしましでも、幼児教育とい

う問題につきましては、幼児数が減っていくという過程の中で、ぜひ、幼稚園教育なパノていう

のは幼稚園の設置基準からいきますと、一応 1学級の幼児数は 40名以下とする、という形で

うたわれていますけれど、もうすでに:10名教育という時点に差しかかってきているのではな

いか。公立、私立とも通して、そういう時期が来ているんではないか。

今後の幼児教育を進めていく中では当然、私立幼稚園との連携、あ るいは協調、こういうもの

を通 して、お互い同士切礎琢磨してし1く、そういう中で幼児教育の中身をさらに充実していく

ような方向での取り組み、こういうものを進めていきたいと。 こんなような点で考えておりま

す。

いずれにいたしましても、幼児教育の将来につきまして、正直、私個人的な希望としては、

やは り小中学校の義務教育とは若干性格が違いますので。 といって、 きわめて大事な、人間形

成の一番基礎を築く時期、それから先ほど鈴木議員さんの方からお話がありましたように、す

でに幼児人口 の9割近くが幼稚園、あるいは保育園、こういうとこで教育を受けているとl¥う実態、

そういうものを通して言えば一一これは義務教育のように全く無償というわけにいきませんけ

れど、国が 3介の 1、地方自治体が3分のしそれからそれぞれの父兄の方々が 3介のしこ

れくら いの負担を相互に持ちなが ら、幼児教育をさらに充実させていくと。公私立を含めて、

そういう方向が本当に幼児教育の今後を考えた場合には、必要なんではないか、そんなような

気持ちがしております。

以上です。

O副議長(米沢照男君) 鈴木美奈子君。

01 3番(鈴木美奈子君) それでは、再質問いたします。

今、教育長の方から答弁がありましたが、 1つ 1っこれから質問してまいりたいと思います。

まず、定数の問題ですけれども、私も私立幼稚園が本当に努力して、今までの、これは日野

ももちろんそうです。そして全国的にどこのところでも、本当に私立幼稚園がなければ、今ま

での幼児教育は成り立たなかったんではな l¥かというふうに、私自身も思っておりますし、こ

れからもやはり私立幼稚園に行きたいというお母さんも、たくさんいらっしゃるわけです。そ

の幼稚園についてのいいところも、たくさん、皆さんが幼稚園を尋ねていって、その幼稚園、
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ここはこういう特色があるから私はこの幼稚園に行きたいんだとしづ、そういうお母さんもい においても、あるいは幼稚園の公私立の能力を合わせて、受け入れられる状況が生まれてきた

らっしゃるわけです。

ですから、私はどうしても私立幼稚園も伸びていただき、そしてまた公立幼稚園はその中で

どういうふうに私立幼稚園を助けながらやっていくのかということも、また大事でありますし、

さら には幼児教室、これも私は先ほどから言っておりますように、 26年 という多摩平の歴史

や、また、 14年、 1 3年とい う百草団地、 高幡台の歴史の中では、やは り幼児サークノレをど

うしても学ばせたい、そういう中であえてこの幼児教室を選ぶ。施設は、確かにいい十分な施

設ではないんですけれども、保育内容、これをお母さんと保育者がともにっくり上げてし 1く、

そういう立場でやっておりますので。

私は今、後からも私立幼稚園のことにも触れていきたいと思いますけれども、幼児人口が減

ったからといって、幼児教室を発展的解消ということで、 61年度をめどに廃止していこうと

いう、そういうことをぜひやめていただきたいと思いますけれども、これについては市長の方

から回答いただきたいと思います。ぜひ存続させる方向でいっていただきたいと思いますが、

市長のお考えをお聞かせください。

定数の問題、まずそれから、全部片づけて次に進みます。

と。

0高Ij議長(米沢照男君 ) 市長。

一方には、公立は変則的に、本来4歳、 5歳の 2年保育であるべきものを、これまで 5歳に

重点を置いた形で、少なくも民間によそから 5歳児の転入があっても、場所を選ばなければい

つでも受けられる、こういう責任を一応果たしてまいりました。

それらをト ータルいたしますと、4歳児におきま しで も、あるいは 5歳児におきましても、

日野市民のいわゆる幼児期の人たち全員を、保育園の場合、まだ低年齢児に不十分な点はある

わけでありますけれど、幼稚園におきましては、その数において受けられるということになっ

ておりますので、恐らく この時期こそ今までの経過、歴史を尊重しながら、しかも地域社会と

しての幼児教育に責任を持つ意味合し 1からも、公私立の負担の持ち合いをして、そうして制度

に即した、そういう体系改正を果たすべきではなかろうか、このように考えてまいりました。

そこで、昨年、 59年ですから昨年ではありませんが、こ としの早い時期に、それぞれの施

設に、特に幼児教室とか幼児サークノレとか言われるところに、そのような意向を伝え、御相談

をしたいということを申し入れてあります。

多摩平の幼児教室では、もうすでに早くからこのことを着眼しておられて、 4歳、 5歳は公

立に移るという方針が定められていたように聞いております。

それから、百草の幼児教室でし ょうか、ここには 60年までは現状維持で、どうぞおやりく

ださい、後のことはまたひとつ状況判断をもって、でき得れば発展解消をお願いをしたい、そ

ういう時期に来ておるんではないでしょうか、 ということを申し上げております。

たまたま、そういうこと の、私立幼稚園からもいろいろと 、特に第七幼稚園を、公立第七幼

稚園を建てることとあわせま して、今まで果たしてきておられる幼児教育の使命にあわせて、

なるべく責任介担のできるような格差の解消ということも強く申し入れられるのは、当然だと

思っております。

そこで、公私立調整懇談会、名前もいろいろと考えましたが、一番はっきりしていて、その

あたりが具体的でよろしいんではないか、ということで発足をさせていただき、 4. 5回の会

合を持っていただいております。

まだそこから、方針という形で報告されるものはまだな いわけでありますが、私ら子供とい

たしましては、経費の面を仮に、ご く基準的に計算していきますと、私立の場合は、いわゆる

0市長 (森田喜美男君 ) 日野市の、過去、人口急増時代、 特に団地があちこちにでき

まして、若い世帯から生まれる幼児の教育、 あるいは保育の受け入れ体制が、必ずしも地域社

会として十分でなかった時代があります。

その当時、おのずからの創意工夫によって、団地の自治会等で幼児教室、あるいは幼児サ ー

クノレというふうな自主的な幼児教育が、 しかも公的な施設を何とか説汰使用するような方法に

よって、先ほど言われているごとく 、多摩平では 20数年、百草では 14年、高幡でも 13年、

こういう経過があったことを、よく私も存じております。

人の手づくりによる創意工夫は、それなりに意味が大きくあるわけでありますが、やはり教

育ということは、これはいろいろな基準がありま したり、その基準に基づいて認可と かいうよ

うなこともありますし、公立、 あるいは私立、それぞれに一定の厳しい基準の条件下にも置か

れておる、こういうこともあるわけであります。

1 0数年、あるし、は 20数年たった今日 、市域社会と して、ょう やく保育園の受け入れ能力
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月謝ということだと思いますが、ごく基準的に平均すれば、 1万4，50 0円、こういうのが平

均どころだというふうに思いますし、公立の場合は、現状 6，00 0円。 6，00 0円に4歳児、

5歳児には、それぞれ父母負担軽減ということで 5，000円、つ まりその内容は、都が 2，500 

円、市が 2，50 0円、合わせて 5，00 0円助成をいただいておりますので、これら のこと等合

わせますと、約 3，00 0円でしょうか、そのあたり差があるようなことになるわけであります。

そういう経費の格差という、父母の負担の格差といいましょうか、そういう面から言えば、そ

ういうことであります。

それから、教育内容のことはそれぞれの判断によって選択をされることでありましょうから、

これはそれぞれがその内容については努力し、また、いわゆる切挺琢磨の向上ということは、

当然だと思っております。

公立であるがゆえに特に安い、あるいは私立なるがゆえに目いっぱいの負担を求められる、

こういうことでは、地域の幼児教育の責任が必ずしも果たし切れないということになりますの

で、公手ι立あわせてなるべく平均値をとって、そして重要な幼児教育に対する地域としての責

任を果たしていきたい、というのが現在の考え方でございますし、あわせて調整懇談会を設け

て、いろいろと御意見を伺っておる理由であ ります。

その中に、たまたま幼児教育、幼児サークノレ、長い歴史もあるし、創意工夫の成果であるし、

歴史的な意義があると。また、親もそのことを望んでいるということで、存続をしたいという

街稀望もありますが、やはり例外的なと申しましょうか、未認可の形で存続するということは、

私は少し無理があるんではなかろうかというふうにも思いますし、現実になるべく沿いながら、

理解の得られる方向で職務を、庶幾といいましょうか、社会としての理解のされる方向を確立

していきた t¥。このような考え方でおります。

以上でございます。

0副議長(米沢照男君)

0 1 3番(鈴木美奈子君)

鈴木美奈子君。

定数問題については、これで終わりまして、今、市長が述

べられたことは、また幼児教室のところで質問、反論していきたいと思います。

保育料について、再質問いたします。

公私格差の是正の問題ですけれども、私は、先ほど教育長が保育料の増収分をおっしゃいま

したけれども、 1，05 0万ですか、おっしゃいましたけれども、確かにそれほど高い金額では
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ないかもしれませんけれども、非常に父母にと っては一一若い世代の父母の方にとっては、毎

月 1，500円の負担ということは、重荷になるのではなし 1かというふうに思、います。

そういう中で、私は公立の保育料を値上げするのではなくて、私立幼稚園の方にもっと補助

金を出した方がいいのではな t¥かというふうに思います。

5 9年度の予算を調べますと、私立幼稚園 の、保護者の方にも、これは幼児教室も同じです

けれども、父母負担軽減の補助金が出ております。また、私立幼稚園協会の方に 40万、それ

から私立幼稚園の教職員研修費、これが2万 4，00 0掛ける 130人介で 312万。 これを 1

カ月に剖りますと、わずか 2，00 0円なんです。そのほかに身障児の教育をやっていらっしゃ

るところにも補助が出ておりますけれども、私は私立幼稚園の教職員の研修費、わずか 1カ月

2，0 0 0円でなくて、 1カ月 2，00 0円と いうことは、今、本を買うのでも、 1冊の本、特に

1，5 0 0円から 2，00 0円、普通の小説でもそうですし、私も今回の質問については随分幼児

教育の本を読みましたけれども、 1冊 J，8 0 0円とか、そういう高い本の中で、もっと私立幼

稚園の先生方が研修をしやすいように、こう いう研修費をもっとふやすこと。

それから、 もっと私立幼稚園が、本当に今ようやく幼児人口が減ってきている中で、日野市

も強気になってきているんじゃなし 1かと思いますけれども、そういう中では本当に私立幼稚園

が今日まで果たしてきたことに対して、 もっともっと援助すべき ではなし、かと思いますので、

再質問といたしましては、公私立格差是正の方について、もっと市が補助金を出すべきだとい

うことと、教職員に対する研修費、これをも っと 60年度の予算ではふやしていただけな t¥か

どうか、その点をお尋ねいたします。

0副議長 (米沢照男君 )

O教育長 (長沢三郎君 )

教育長。

お答え申し上げます。

公私立幼稚園の格差是正というのは、調整懇談会の中でも出ていましたけれど、方法は三通

りあるわけなんです。

公立の幼稚園の保育料を 3，50 0円差があるならば 3，50 0円上げれば、それで公私立の格

差が埋まると。

逆の意味からいきますと、今度は市も私立幼稚園の補助を今よりも 3，50 0円ふやせば、公

私立の格差が埋まると。

それからもう一つは、ちょうど中間的な方法をとって、公私立両方から歩み寄る方法という
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ものがあるのか、ないのかと。

結局、公私立の格差解消ということになりますと、その三通りが考えられるわけでございま

すけれど、先ほども申し上げましたように、補助金にしろ、あるいは公立幼稚園の運営費にし

ろ、市民の税金が基優になりながら行われている。こういうことになってまいりますと、市民

の税金によって措置する中では、一定の限界というものがあるんではなかろうかと。

私たち、公立幼稚園の保育料をし500円引き上げた根拠というのが、 5年前に現在の6，000

円という保育料を決めていただいたときと、全く同じような方法によりまして、それから5年

間の消費的経費の動向、たとえば人件費だとか物件費だとか、そういうものがこの 5年間に上

がっている。それを現在の金額に引き直したときにどういうことになるか、というところから

計算をやりましたところ、 7，795円、 いわゆる 5年前の6，00 0円という保育料に相当する

ものが、 7，795円という、数字の上で、これはあくまで数字の上ですけれど、そういう数値

が出てきたわけです。

そこで、 7，79 5円という数字が出ましたけれど、端数を一応整理した形で、 7，50 0円の

保育料に変更して、 1，50 0円引き上げさせていただけなし 1かということを、今回の議会に上

程しているということが 1つ。

それからもう 1つは、三多摩に 26市あるわけですけれど、この中に公立幼稚園を持ってい

る市が、 7市あるわけです。この 7市の各公立幼稚園の保育料というものは、どんな状態に置

かれているかと。このことも一応、公立という線からいって、検討しなくてはなりませんので、

各市の公立幼稚園の保育料も調査いたしました。

その結果、今、公立幼稚園を持っている中では、清瀬市、これが 1カ月 8，00 0円の保育料

でやっていると。それからお隣の多摩市が 7，500円と。それから武蔵野市が 6，80 0円。三

鷹、東久留米、日野、この 3市が 6，00 0円という保育料で、一番安いのが府中市の 5，00 0 

円というのが l市あるわけですけれど、こんなような状況になっているわけです。

この中で、実は武蔵野と、それから東久留米、これがやはり同じ 12月議会に、これはまだ

議決されたとかいうあれでないですけれど、一応事務当局の考え方と して、やはり保育料の引

き上げの議案を議会の方に上程 していると。

武蔵野市は 2年計画で、 60年の 4月から、来年 4月から現行の 6，80 0円という保育料を

7，8 0 0円に、 1，00 0円引き上げたいと。それで、その次の 61年の4月時点で 9，00 0円

という保育料に改定したいと。こういう 2段階改定という方向で、 61年4月からは 9，00 0 

円という保育料にしたいということを、武蔵野市が上程していると。

それから、東久留米の方では、現行の 6，00 0円を 8，00 0円という形で、一応保育料を改

定したいと。こういう線等も、他市の状況の中でも出ておりますし、すでにお隣の多摩市も

7，500円の保育料であるのと。

こんなところから、 7，50 0円の負担という の、確かにこれは安いにこしたことないわけな

んですけれど、一応先ほど申し上げました現在の保育料を改定 した際の根拠、それを基礎に し

て逆算した中で打ち出した金額の 7，500円というものについては、ぜひ何とか認めていただ

きたいという頓望も含めて、上程した次第でございます。

O~1j議長(米沢照男君) 鈴木美奈子君。

0 1 3番(鈴木美奈子君 ) 市長にお尋ねいたしますけれども、市長は 11月26日の

月曜スピーチ、この中で、公立幼稚園の関係で、こ としば市立幼稚園の全園 2年保育にするこ

と、こういうことをずっとお話しになって、保育料の値上げの問題、父母負担のことについて

若干の公費負担の補助額をふやして、格差解消を図るよう提案しているところです。

「この金額については議会の承認を必要とするので、 1 2月議会に提案をしたいと思います

けれども、ま だ市民的討議を必ずしも終えたわけではありませんが、一番常識的なやり方と考

えているところですJというふうにおっしゃっておられますけれども、私は、特に革新の市長

ですし、やはり市民参加のもとでこういうことはずっと検討していくことが必要ではなし 1かと

思います。

そういう中で、まだ市民的討議が必ずしも終えたわけではない中で、こういう提案をしてい

くことについて、若干堤問があるわけです。

そして、 もう 51年になると思いますけれども、非常に日野市が保育料、幼稚園の一一幼児

教育と保育料ということで、市民に呼びかけて、日野広報で、日野市はこういうふうに幼児教

育にかかわる経費がかかっていて、こういうふうに して保育料を{直上げしたいんだけれども、

皆さんの意見はどうかということで、幼児教育を考えるということで、広報を通じてみんなに

問いかけて、そして一緒にこれを検討してきた紐昼、これは 50年の 11月 1日でござし 1ます

けれども。そして、そういう中で幼児教育と保育料というテーマで、 「流れ」欄に、第4回と

いうことで、いろんな方が自分たちの御意見をそれぞれ述べておられます。
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そしてまた、その問、保育料問題協議会が発足いたしまして、 この中でもいろいろと幼児教

育の問題、また、保育料の値上げの問題などが話されて、 そして最終的には、答申では、値上

げを決定という形で答申が出されましたけれども、 5 1年度は保育料を引き上げることを見送

るということ、このことを広報を通じて発表し、そ してこれが日野方式という言葉として、全

国に知れわたったわけです。私も、当時は「日野広報をぜひ送って くださしリということで、

地方の議員の方から、また、いろんな保育の集会などに行きますと、この広報をぜひ見せてい

ただきたい、ということで送った経過がありますけれども、この内容についても、市が提案し

ていた市立幼稚園、保育園の保育料の 51年度からの引き上げは、見送られることになりまし

0市長(森田喜美男君) 保育料という言葉が、保育園の保育園の保育料なのか、幼稚

幼稚園保育料の場合、過去の、今、広報で取り上げて云々ということも、よく思い出すこと

ができるわけであります。当時、ちょうど石油シ ョック がありま したり、 物不足がありました

り、それから物価が大幅に値上がりをする。

最初の幼稚園保育料は、私の就任時 1，500円ということでしfこ。それを 3，00 0円にし、

それから 3，00 0円が 6，000円になります場合に、前回の保育料等検討委員会を開いて、い

ろいろ議論をいただいたと ころでありま して、もちろん物価の物の値上げ、特に公共料金の値

上げということは、われわれの最も慎重を期するところでございますが、なおその上でも、保

育園保育料、幼稚園保育料、このことについては十分考えた上の措置だとい うふうに、理解を

していただきたいわけであります。

今回、約 25%という 、率にすればそういうことなんですが、今日、学費、特に家庭に占め

る教育費の負担、これは大学の場合、高校の場合、あるいは新義務教育、小中学校の場合。幼

稚園の場合が、特に制度が無料という原則でないものですから、私立幼稚園においては、やは

り経営としての 1つの実費が求められておると思いますし、それから公立幼稚園の場合も、原

価計算などはもう別問題ですか、少なくも経常経費、こ れらについての一種の使用料なんです

けれど、その使用料を特に教育委員会でいろいろ検討してもらった結果、経常経費の 3分の 1

という程度に当たることになっております。

そういうことが、やはり一応の基準というふうに見ておりますので、今回いろんな公私格差

の是正の 1つの手段でもあり 、あるいは新設幼稚園を 1園ふやすことについての措置であり、

また、これから将来安定した、格差のなるべくない中で、教育内容のそれぞれの特徴を発展さ

せながら、幼児教育に責任の持てる、そうい う地域社会の状況が願うところでありますから、

そのことは市民に理解をいただけると思っていますし、たまたま庁内に行政の新しい考え方を、

変化が上がるものはときどき内部にも、みんなが知るという必要があると思って、申し述べる

わけで、ありますが、市民的討議を十分経てないという意味は、話し合いをしている相手の方の、

特にきょうも見えている、お母さん方がおられると思うんでありますが、今、その趣旨はよく

わかった、理解する、というふうにはなってないという意味でありまして、そういうふうに御

理解をいただきたいと。市民的討議を経るということは、理解をいただくまで討議を経る、こ

ういうことになりたいわけでありますが、常識的な措置だというふうに御判断、御理解をいた

だければ大変幸いだと、このように思っております。

fこc

理由としては、郵便料金やたばこ料金、その他の公共料金が続々と引き上げる中で、市民生

活が一段と厳しさを増しているので、とりあえずは 51年度は現行保育料のままで、市も頑張

ってみることが必要だと思われる。

また、 2つ自には、市民の間での合意がまだ不十分であると考えられる。

そして 3番目には、全体の財政計画の中で、保育料の位置づけをもう一度明確なものにして

いく必要があると思われる。また、国への働きかけも含めて、財源獲得の努力を強めるべきだ

と考えられる。

こういうことで保育料の値上げを見送った、こう しづ経過があるわけです。

今回も、確かに公私立幼稚園格差の調整懇談会、こういうものがつくられておりますけれど

も、まだ結論が出ていなし'0そしてまた、市長みずからも市民的討議が必ずしも終えたわけで

はないという中で、もう一度市長の見解をお尋ねしたいと思います。

。副議長(米沢照男君 ) 市長。

園の保育料、 2つの場合に使われておるわけでありますが、はっきり申し上げておかなきゃな

りませんのは、今回の幼稚園保育料の若干目底上げと、保育園の保育料を値上げをするというこ

とは、これはかなり討論を要する問題だと 、こ のように思っております。

したがいまして、日野市の保育料は、ちょうど今、国基準の 50%前後に位置しております

ので、 これは直ちに手をつけるということは、厳に慎もうと、こう言いますか、頑張ろう、こ

ういう考え方であります。
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0副議長(米沢照男君 ) 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 て保育させることが本当じゃなし 1かと思うわけです。

また、湯沢会館の使用については、あそこに建物ができるときの運動の経過を見ますと、幼

児教室や自治会が公団や市に働きかけて、これも市長もよく御存じだと思いますけれども、そ

ういう中で、かな り大 きな建物ということで、公団が土地を提供して、そしてできた建物です。

そのときの約束で、幼児教室や百草団地、高幡台団地の自治会には優先使用するという 、こう

いう歴史的な経過もあるという中では、ぜひ幼児人口が減ってきて私立との関係があるから、

幼児サークノレをここで廃止するためにここ を出てほしいという、そういうことのないように、

再度、 6 0年度 も引き続き ここで幼児サークノレがそれぞれできるのか、その辺をお尋ねしたい

と思います。

それから、もう 1点は、幼児サークノレにも補助金が出ております。これは私立幼稚園の方と

同じ金額でございますけれども、そういつ ものをぜひまた増額していただきたいということと、

それからこれは教職員、幼児サークノレの先生方も全部資格を持っている方、へノレパ ーさんは違

し、ますけれども、資格のある方がきちっとした保育をやっているわけですけれども、その教職

員の研修費が、金額は 35万ということで非常に少ないですので、先ほど述べましたように、

1冊の本を買うのにも、かなりの今高い本で、研修にとっては必要な本でもございますし、ま

た、ほかのところにも使う必要もあるかと思いますので、こういう幼児教室の研修費も増額し

ていただきたいと思いますが、その辺をお尋ねいたします。

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J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ます。よって会議時間の延長をするこ

とに決定いたしました。

鈴木美奈子君。

01 3番(鈴木美奈子君 ) それでは、保育料の問題につきましては、去る 11月 21 

日、市長と教育委員長の方に、多摩平と 3つの幼児教室の方が、保育料の値上げについてはぜ

ひ検討してほしい、という要望書が出ておりますので、そのこともぜひお考えの上、御検討い

ただきたいと思います。

次に、幼児教室の問題に触れさせていただきます。

先ほど、多摩平のことにも触れられましたけれども、多摩平の幼児教室は、最初は 3歳だけ

を行っておりましたけれども、 4歳の子供が入れない、そういう事態になりまして、私立にも

公立にも入れな l~，。そしてその子供が泣いて、 その日の夜は興奮して眠れなかったということ

で、広報に投稿したことがあるんです。

その広報をもとにいたしまして、私も幼児教室のお母様方と一緒に、幼稚園浪人をなくさな

いためにという ( Iそれは反対で しょう」 と呼ぶ者あり )一般質問を行って、 ぜひ 4歳児も幼

児教室としてやれるようにという、こういう提案をやる中で、ずっと現在まできたわけでござ

いますけれども、第一幼稚園でようやく 2年保育、 10年来の運動の成果の中で第一幼稚園の

2年保育ができましたので、そうし 1う意味で自然、発展解消という形で、 しかし、ことし 60 

年度は、 2年保育の子供たちが落ちたという、こういう中では、責任を持たなければならない

ということで、 1年間また来年は 60年でやることになっています。

百草幼児サークルについては、先ほど市長は、百草団地の方も 60年度までにやめるような

ことを、ちょっとおっしゃったように思いますけれども、私が閣くところでは、百草幼児サー

クルも引き続きやりたいという、こういう意向を示しておりますし、また、高幡台の幼児サー

クルも引き続きやる。そのためには、どうしても湯沢会館が必要だということで、今、湯沢会

館を使用させないというような、そういうちょっと動きもあるので、やはり子供が今、現実に

幼児サークルに通っているわけですから、私はこれはぜひ幼児サークノレに引き続き貸してそし

0副議長(米沢照男君 )

O市長(森田喜美男君 )

市長。

これまで幼児教室、あるいは幼児サークノレ、多摩平の場合は

もう 60年から 4歳 5歳は公立に移管をしたい、というふうに伺っておりますので、ぜひその

とおりに進めていただきたいと思っております。

また、確かに 3歳児、希望者が多いと抽選ということにならざるを得ませんから、その子た

ちもぜひ認可された幼稚園に進ませるようにお願いをしたい、このように思っております。

それから、百草台、あるいは高幡台関係は、長く湯沢会館を使ってきていますし、 60年ま

では現状でお使いくださいということを、はっきり伝えてあります。それから先のことはまだ

明確に言ってはいないわけですが、その次はやはり自治会には発展的解消をしてくださいと。

社会情勢も変わりましたから、幼児教育として受け入れる公的な認可された施設が、もう整っ

ておるわけですから、そちらにひとつ方針を移してくださいというふうに申し上げているとい
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す。

本当に経営が成り立てば結構です。そんなことを私がここで言うこともないんですけれども、

今、本当に幼児人口が減ってきている中で、どれくらい入ったかなと調べますと、かなり定数

が割れているところもあるんじゃなl)かというふうに思われますので、国の方では 19 8 1年

の7月 10日に、当時の鈴木首相が提出した第 2次臨時行政調査会の行政改革に関する第 1次

答申、こういう中で、本当に保育上、幼稚園に関連した事項、こういうものを随分カットして

きているわけです。

保育園の問題では、保育料の大幅値上げ、これによって応能負担というかしら、保護者にも

っと負担をかけるという、こういうことで。また、保育所の新設、こういうことも全体として

抑制する。私学の助成を前年度同額以下に抑制する。そして、私立幼稚園に対する経常費助成

費補助が抑制主れる。 さらには、給与や、旅費、庁費などの経常事務費を前年度と同額以下に

抑制を図るO これは地方公務員の問題ですけれども。

いろいろと 7点にわたって、こうした住民とかかわりのあるところの補助を打ち切る、こう

いう中では私はぜひ、もちろん東京都がやってくだされば結構なんですけれども、鈴木都政の

もとでは心もとないので、ぜひ革新の森田市政こそ、昨日も補助金 1割カット、これをどうす

るかという中で、市の方で補助金をカットして市民が困るその問題については、上乗せしてや

ります、というふうに答えているわけです。私はそういう点では、先ほどから強調しておりま

すように、私立幼稚園に対する補助が削減される中では、東京都ももちろん一生懸命やってい

ただくと同時に、 日野市からももっとこの点ではやっていただきたいと思いますが、来年度

6 0年度の予算、もうすぐ決定されると思いますけれども、この点についてお尋ねしたいと思

うことと、自主的にお母さん方が子供を連れて公共施設に、公共施設を使って共同保育をなさ

る、ある時間帯を使って共同保育をなさる、 これは大いに結構なことですから、その ことを一

一つまり貸し出し施設としてお断りしようなんていうことは、全くありません。

むしろ、そういう意味でお母さん方の共同保育への参加をしていただければ、いろんな意味

でいい成果が得られるだろうと、こう思っております。

市民的討議を経てないという、つまりまだ完全了解にはな っていないということですから、

もちろんこれからも協議を申し上げますし、御理解を得るお話をさせていただきたい、 このよ

うに思っております。

0副議長(米沢照男君) 鈴木美奈子君。

o 1 3番(鈴木美奈子君 ) それでは、 60年度使用できるというこ とですけれども、

この手続を書類上きちっとやっていただくように要請 しておきますので、よろしくお願いしま

それから、幼児教室の教職員への研修費、これはし 1かがでしょうか。 60年度予算の中でふ

やしていただけるかどうか、それをお尋ねいた します。市長でなくて結構ですので、お願l)し、

たします。

0副議長 (米沢照男君 ) 総務部長。

0総務部長(伊藤正吉君 ) 教職員の研修費の増額でございますが、これにつきまして

は御提言として受けとめたいと思います。

0副議長(米沢照男君) 鈴木美奈子君。

o 1 3番(鈴木美奈子君) それでは、幼児教室の問題は、もう時間 もなくな ってきま

したので、これで終わらせていただいて、ぜひ、まだ不安が残っていると思うんです。そうい

う中では、 60年度の間に、余り押し迫ってでなくて、すぐ 60年度に入ってか らは十分お話

し合って、存続の方向でいくように、よろしくお願いをしたいと思います。

それから次に、臨調による幼児教育への影響についてでございますが、先ほどでは、義務教

育的な公立幼稚園については、余りそういう臨調、行革の影響はないということでございます

けれども、これは私立幼稚園には随分かかってきております。そういう点で、私は、この影響

をぜひ食いとめるためにも、補助金の増額を私立幼稚園の方に出してし 1かないと、私は経営が

成り立たなくなるのではな l)かと思う。

し1ます。

。冨Ij議長(米沢照男君)

O市長(森田喜美男君)

市長。

私立幼稚園の父母負担の軽減措置としては、東京都にも積み

上げの要請をいたしておりますし、市もそれにまだ対応して行う、という考え方を持っており

ます。

0副議長(米沢照男君) 鈴木美奈子君。

o 1 3番(鈴木美奈子君) それでは、ぜひよろしくお願いいたします。

最後に、これからの幼児教育構想について質問いたしますが、これはこれからの本当に日野

市の幼児教育を行う場合、重要な問題だというふうに思います。そういう点では、先ほど教育

-468- n
y
 

po 
a
q
 



長の方からもいろいろと言われましたけれども、日野市公立私立調整懇談会、この懇談会だけ

で任せることでなくて、ぜひ、いろいろと市民を入れた中で、この問題を新しい方向を打ち出

していっていただきたいというふうに思います。

4 0人、 50人の子供たちの教育よりも、定員が少ない 30人や 20人の子供の方が、もっと

いい教育ができるわけですから、私はもっと公立の幼稚園の幼児の定数、こういうことについ

ても考えて、そしていい教育をやっていただきたいというふうに思います。

今、国の方が、また言いますけれども、臨調行革の中で補助金がどんどんカットされる。 し

かし、一方、軍事費だけが大突出( Iほらほら、待ってました」と呼ぶ者あり)確かにそうな

んです。暮ら し破壊の地方自治体、補助金も削減ということで、これは保守系の町長も、会長

さパノも、福祉団体も反対ということで、全国でもたくさんの自治体で反対の決議が行われてお

ります。

先ほども広報を紹介いたしま したけれども、ああいう形で、あのとき以上に今臨調行革が子

供たちの上にも押し寄せてきているわけですから、そういう点では、市民の前に幼児教育が今

こういうことになっているんだという ことを、 また、私立幼稚園がこうなっているんだという

ことなども、市民の前に明らかに しながら、それでは市民と一緒にどういうふうに考えていく

か、こういうことが必要ではないかというふうに思います。

そういうことで、皆さんと御一緒にぜひ市長も幼児教育構想、議員の中にもベテランの方も

いらっしゃいますし、その専門の方もいらっしゃいます。また、幼児教育に携わっているお母

さんも本当に熱心に、これからの日野市の幼児教育をどうするかとしづ、そういうお母さんも

l ¥らっしゃいますし、いろんな方の知恵をかりて、これからの日野市の幼児教育について、考

そして、その中で、私は本当にこんなことをしていいのかしらというふうに思うのは、この

補助金の削減の中で、高度僻地児童のパンとミルクの給食費、これすら削るんです。また、高

度僻地の修学旅行費、 これも月Ijるc 公立学校施設整備費、それから要保護、準要保護の援助費、

こういうものも削っております。

4 0入学級を早期に実現してほしし 1という、こういう願いが、今全国でも沸き起こり、中曽

根さんもついにやらざるを得ないところまできているようでございますけれども、学校施設整

備費に 11 3億月Ijる。この中では、P3C対潜哨戒機1機、 1 1 7億、これを削れば学校施設

整備費、これを間Ijらなくてもいいわけです。そうしたらもっともっといい教育もできますし、

また、保育所の措置費 310億円削られますけれども、これも潜水艦 1隻 34 2億(笑声)笑

いごとじゃないんです。軍事費、自衛隊のこういうものを買わなければ¥保育所の措置費 310

億円ここにかけられるわけです。

私は本当に、 2 0歳の青年を持つ母親の議員としても、再び子供を戦場に送らないためにも、

ぜひこうし 1う、今、中曽根さんが進めております教育臨調、これが非常に危険な方向に今動い

ておりますけれども、教育改革を進めて、そしてそれが次には憲法改定、徴兵制復活、安上が

りな乗務員づくり、浮沈空母に子供たちは乗せたくありません。

そういう意味で、ぜひとも私は、革新市政のこの 12年間の成果、今回の一般質問でいろい

ろと草新市政攻撃の質問なども行われましたけれども、私は 12年間の革新市政は、本当に今、

こうした臨調行革のもとで削られる、それを温かい配慮をして上乗せする、こういう行政をや

るのこそ、森田革新市政でなければ・できないというふうに思っております。

これが、自民党の市政が復活したら、どうなるでしょう。鈴木都政と同じように、国の方向

えていっていただきたいというふうに思います。

最後になりましたけれども、私はこれからの幼児教育のあり方は公立も私立も一緒に共存共栄して

いく。そしてその中で幼児教室も、本当に規模が、もし市の方でどうしても縮少せざるを得な

い、もしもです、今のままやっていかれればいいですけれども、どうしてもお母さんたち の強

L、希望によって、自介たちがつくってきた手づくりのこの幼児教室をつぶすことができない と

いう中の、そういう意見が出てきた場合には、私は幼児教室も一緒に日野市の幼児の問題につ

いては、やっていくのがいいんじゃないかというふうに思います。そして、私たちの国民の幼

児教育、これのいろんな願い、これを実現していくことが、今必要だというふうに思っており

ます。

先ほどからも私はたくさん、私立幼稚園のことも随分言いましたけれども、本当に私はお世

辞でなくて一一保育園の問題もやはりそうだったんです。保育園も、公立の保育園がなかった

から、それまで私立の保育園が援助して現在まできた。そしてまた、幼稚園も私は同じだとい

うふうに思うんです。そういう中では、私立幼稚園の果たしてきた役割も評価し、そしてそう

いう中で、今、幼児人口が減ってきている中では、それでは公立幼稚園としてはどういうふう

にあるべきかということで、今、 30名の定員ということで少なくしてきておりますけれども、

やはり定員が少ないということは、それだけいい教育はできるということになると思うんです。
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にそっくり 向いて しまう。臨調先取り でばっさり切られてしまうことになってしまいます。

私は、ぜひ幼児教育政策をいい方向に続けるために、ぜひとも市民参加を寅き 、そして市民

も一緒になってこれからの幼児教育をどうあるべきか、こ ういうことをぜひ進めていただきた

いというふう に思います。

そしてまた、第 lには、ぜひとも森田市長が次にも引き続きこの市政をやっていただくよう、

このことを要望いたしま して、 私の質問を終わります。

0副議長(米沢照男君) これをもって 13の l、幼稚園、幼児教室など幼児教育につ

いて問う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。

午後 5時 17分散会
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説明のため会議に出席した者の職氏名 午前 10時 10分開議

市 長 森 田 喜美男 君 0副議長 (米沢照男君 ) 本日の会議を開きます。

助 役 赤 松 行 雄 君 収 入 役 力日 藤 良B 君 本日、高橋議長所用のため、副議長が議長席に着きます。ふなれな議長ですので特段の御協

企画財政部長 前 田 雅 夫 君 総務部長 伊 藤 正 =口と 君 力をお願いいたします。

市民部長 藤 浪 z吃t己 徳 君 生活環境部長 坂 本 金 雄 君 ただいまの出席議員 18名であります。

清掃部長 大 貫 松 雄 君 都市整備部長 結 城 邦 夫 君 一般質問に入ります。

建設部長 中 村 売 助 君 福祉部長 局 野 隆 君 1 4の 1、自民党政府へ、評価替えによる固定資産税の増税の中止を要求し、市民の暮らし

水道部長 方く 原 照 雄 君 病院事務長 佐 藤 タ国ロ 春 君 を守れについての通告質問者、板垣正男君の質問を許します。

教 育 長 長 沢 一一 良E 君 教育次長 山 哲 夫 君 C 1 2番議員登壇〕

01 2番(板垣正男君) 政府自治省が、来年度の固定資産の評価替えを行いつつ、固

会議に出席した議会事務局職員の職氏名 定資産税の増税を行うよう各市町村に指示を出してい るわけでありますが、この「固定資産の

局 長 宅ιム王」 沢 代 士ロと 君 次 長 ，馬 場 τ炉ム了- 君 増税の中止を政府に要求し、市民の暮らしを守ってほししリ こ ういう題で一般質問を行ってま

書 記 栗 原 莞 次 君 書 記 谷 野 省 一一 君 いります。

書 記 串 田 平 不日 君 書 記 佐々木 茂 晴 君 ことしの 8月から 9月にかけまして、各新聞とも一斉に固定資産税の引き上げを報じており

ます。来年度は、ちょうど 3年自の評価替えの年にも当たりますので、その作業がいま進めら

速記委託先住所 東京都立川市曙町一丁目 10の 3 れていると思うのでありますが、 8月7日付の各紙は、宅地 3年間で 20%のヲ|き上げ、新築

立川速記者養成所 所長 関根雪峰 木造家屋 3から 5%引き上げという大きな見出しで伝えております。そして、来年度の増収見

速記者 田辺雅子君 込みは 2，50 0億円に達するというものでございます。さらに 9月に入りまして 29日の新聞

は、前 日開かれました自治省の諮問機関であります中央固定資産評価審議会で了承を得たとし

議事日程 昭和 59年 12月 17日(月)

午前 10 時開 議

て、自治省の方針が正式に決定されたことを伝えております。宅地で 19.9 %のアップを初め

といたしまして、木造建物で 3 %、コンクリー ト建造物 7%、たんぼが 9.5%、畑 9.4%、山

林 2.4%それぞれアップするというものでございます。

日程第 1 一般質問 ところが、この評価替えに伴う固定資産税の増額に対して、各方面からいろんな意見、批判

が起きているわけでありますが、新聞の論調なども批判的な意見を述べているわけであります。

たとえば固定資産税の引き上げを伝えたこの記事の解説で次のように述べておるのであります。

自治省によると、 60年度の固定資産の評価替えに伴い、宅地の固定資産税の負担は 20%程

度重くなる見通しだが、最近のように急激に地価の上昇率が鈍化すると、評価替えと地価上昇

との実感にどうしてもずれを生じる。今回はその典型と言えそうだというわけであります。地

本日の会議に付した事件

日程第 1
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価の上昇率が最近鈍っているということが伝えられているわけでありますが、それに反して20

%の評価替えに伴う増税は、どうしても国民や市民から見て実感のわかない厳しい増税だとい

うふうにしか受けとめることができないわけであります。

つい先ごろ発表されました民間の不動産調査によりましでも、この3月から 9月末までの半

年間の地値上昇率は、前期の上昇率を 0.1%下回ったと伝えております。前期比の上昇率は55

年 3月末調査の4.7%をピークに鈍化し続けており、これで 9期続けて上昇率が鈍化している

というわけであります。地価の上昇率がどんどん下がっている中で大幅な税の引き上げという

わけでございますだけに、私たちはどうしても納得しがたいものでございます。さらに、国民

の中には、固定資産税の急増は老後の生活にとって大きな威嚇だ。固定資産税の課税の基準と

なる宅地などの評価額が来年 1月から平均 20%引き上げるのをきっかけに、都市住民の間で

高過ぎる固定資産税の不満がくすぶっていると、このように伝えているも のであります。

さらに新聞の伝えるところによりますと、全国法人会総連合の森 清雲税制小委員長による

と、川崎市川崎区に住むAさんの場合、評価額は 46年には 130万円だったが、 5 9年は

2，4 0 0万円、ざっと 21倍の上昇率だ。茅ケ崎のBさんの場合も、同じ期間に 18倍にもは

ね上がったと、こういうふうに伝えているわけであります。

御承知のように固定資産税の評価は、自治省で決定いたしましたものをもとに都道府県、そ

して、全国の市町村において作業が進められていくものであります。税率は、昭和 30年以来

1 0 0分の 1.4%と定められてまいりましたが、評価替えがそのまま今後 3年間の税額を決定

することになるために著しい増税というふうになっていくわけであります。

現在、日野市においても評価替えに伴う作業が行われていると思うのでありますが、納税者

が自分の土地や家屋の新しい評価額を知るというのは、来年の 3月に予定されております固定

資産税の課税台帳の縦覧のとき、初めて知るわけであります。この問、行政側が、いわば一方

的に評価額を決め、課税を決める。こういう作業が進められていくわけであります。縦覧によ

って初めて自分の土地や家屋がどの程度の値上がりを見たのか初めて知り、そして驚くという

ようなクースが多いわけであります。さらに、縦覧の期間を逸しますと、課税通知によって前

年との比較で大幅な増税が行われたということも知るわけであります。そして、たとえ不服申

し立てを行ったとしても、ーたん決められた評価額というのは、事務的なミスがない限りほと

んど変更は不可能だというのが実態ではな~¥かと思うわけであります。個々の評価額が適当か

どうかを決めるその基準は、自治省が示した固定資産評価基準に基づ、いて行われるわけであり

ますから、それが唯一の判断基準ということにもなってし 1くわけであります。納税者の担税力

や個々の事情など一切考慮されないと、こういう仕組みになっているものでございます。それ

だけに行政当局は固定資産の評価替え、あるいは税率のアップ等の言セ算に、十分市民個々の事

情などが反映できるような税の仕組みに変えていかなければならないという大きな課題がある

と思うわけであります。

そこで私は、幾つかの点で質問を行っていきたいと思います。

第 1点目は、来年度の評価替えの作業が現在進められていると思うのでありますけれども、

どんな 日程で作業が進められ、来年の 3月に予想されます縦覧までの作業の進行状況、これを

ひとつ説明いただきたいと思うわけであります。

2点目は、日野市の評価額の最高額、最低額、そして、税率の最高最低を教えていただ

きたいと思います。

3点呂、平均アップ率の三多摩各市の比較。日野の近隣市で結構ですが、それらのアップ率

の比較を教えていただきたいと思います。

4点目は、小宅地の場合の税率は税額が幾らになるか。たとえば 19.9 %を引き上げた場合

の一例を教えていただきたいと思います。

5点目、評価替えによる税の増収分の総額は幾らになるか。そして、単年分は幾らになるの

かそれを教えていただきたいと思います。

6点目は、次の個所の昭和 39年と昭和 59年の評価額と税率の倍数の比較を教えていただ

きたいと思います。新町一丁目、同三丁目、多摩平六丁目、日野台三丁目、同四丁目、富士町、

さくら町、日野本町四丁目、そして、日野の平均値幾らになっているか教えていただきたいと

思います。

7点目、昭和 39年と昭和 59年の比較で法人別市民別の評価額、税額の倍数を教えていた

だきたいと思います。

8点目は、昭和 39年と昭和 59年の比較で、宅地の納税者数を教えていただきたし ¥0

9点目は、同じように昭和 39年と昭和 59年の比較で、免税点以下の宅地の割合はどのく

らいになっているか教えていただきたいと思います。

1 0点目 は、評価替えに伴 う固定資産税の増額を行う法的な根拠。自治省からの行政通達な
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ども当然あるわけでありますが、それらとの関係で評価替えによる固定資産税の増税を中止さ

せる一一そういう点での各市町村の長の裁量権はあるのかどうか。この点の説明を 10点目に

いただきたいと思います。

以上、幾つかの点で質問項目を示しましたがわかりやすく御説明をいただきたいと思います。

O副議長(米沢照男君) 板垣正男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(藤浪竜徳君)

したいと思います。

1 0点の御質問でございますけれども、順を追って御説明

まず 1点目でございますけれども、来年度評価替えを行うわけでございますけれども、その

作業手順はどうなっているかという御質問でございます。いま最終的な作業を進めております

けれども、手順といたしましては、基準地は 1カ所ございます。あと、標準地というものがご

ざいまして、市内 53カ所ございます。それに対する評価の決定をするわけでございますけれ

ども、これは、先ほども御発言がございましたけれども、国・都の指導によって市長が決定す

るわけでございますけれども、その評価の決定に基づきまして各筆ごとに価格を設定するわけ

でございます。そのいまの段階がいまの状況でございます。それで、 1月に入りまして電算に

投入、それから、出入力後のチ ェック。その段階で 2月に市長が価格決定をする と。それで、

縦覧が 3月1日から 3月 20日まで、 30日以内に異議申し立てがございます。それで、最終

的な評価の決定をすると。これが今後の作業手順でございます。

それから、第 2点目でございますが、日野市の評価額の最高最低、それから、税額の最高最

低はどうかということでございますけれども、これは、 59年の平米当たりの宅地の設定でご

ざいますけれども、評価の最高は約 24万円です。最低が 1万 400円。それから、平均が

2万 5，40 0円くらいです。それと、税額の最高でございますけれども、最高が 3，50 0円前

後です。それから、最低が 140円前後。平均は 35 0円ということでございます。ただし、

小規模住宅・宅地の場合はこの額の4分の lになります。

それから、第 3点目の近隣とのアップの比較でございますけれども、南多摩関係でございま

すけれども、八王子市が 22%増です。それから、町田市が 18 0/0-.多摩市が約 32%、稲城

市も 32%アップでございます。 26市平均でございますとアップ率は 21 %となっておりま

す。

それと、 4点目でございますが、小規模住宅用地の場合の税額は幾らかという御質問でござ
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います。 1例を挙げますと、評価額を日野市の平均で申し上げますと、約いま 1平米当たり 2

万 5，00 0円と設定いたしますと、それで 200平米の場合でござl¥ます。もとの税額が 1万

7，5 0 0円、今度の約 19.9 %の場合は約 2万 1，00 0円になります。額としては 3，50 0円

の増額ということにはなります。

それと、第 5点目でございますが、増税に伴う徴収分は幾らかと、総額は幾らかということ

でございますが、 20%を上げた場合、 固定資産で約3億 5，00 0万でございます。単年度 1

億 7，000万円。恐らく負担調整があると思いますので単年度 1億 7，000万円を予定 してお

ります。

それから、第 6点目でございますが、 39年と 59年の比較ということでございます。 20 

年の前のことでございますけれども一一御指定の地域がございました。これは、御指定の地域

を中心にしたその周辺の平均値という ことで御理解いただきたいと存じます。申し上げます。

新町一丁目付近ですけれども、倍数といたしま して約 10倍でございます。それから、新町三

丁目、 1 7倍でございます。それから、多摩平六丁目約 5倍。それから、日野台三丁目約 16倍。

それから、日野台 4丁目、 1 3倍。それから、富士町、 20倍。さくら町、 10倍。日野本町

4丁目が 7倍と、日野市の平均で約 11倍となっております。

それと、 7点目でございますが、 39年と 59年の法人別、個人別、それの評価額税額倍数

ということでございますが、ちょっと評価額の比較が困難ですので、課税標準等で比較したい

と思いますけれども、課税標準でいきますと法人が約6億から 59億、約 91倍になりましょ

うか。個人で 8億が、 536億円でございます。それから、税額といたしまして法人が 8，000

万、個人が 7，000万円でございます。これも倍数としましては法人が 90倍、それから、個

人が約 65倍ということでございます。

それと、 8点目でございますけれども、宅地の納税者数との比較でございます。 39年と 59

年の比較でございますが、納税者数でございます。土地だけに限らしていただきますけれども、

宅地でございません。土地ということでございます。 39年が 5，400人、 59年が 2万3，500

人と、倍数としては 4.3倍にふえております。

それと、 9点目でございますが、免税点以下の宅地の割合はということでございます。これ

も39年と 59年の比較でございますけれども、 39年免税点の割合が 2.6'1仏それから、 59

年が 0.02%と免税点が下がっております。
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それから、 10点目でございますが、評価替えを中止することができるかと、市長に裁量権

があるかという御質問でございますが、評価替えでございますけれども、法的根拠ということ

でございます。御説明いた しますと、市町村長は、法律の 308条にご ざいますけれども、固

定資産評価基準というものがございます。これを自治大臣が決めるわけでございますけれども、

自治大臣と、それから、都道府県知事の指導助言を得て価格を設定しなければならな~¥と。市

長は国の指導、それから助言を得て、都の指導を得て価格を設定しなければならないと。これ

が法の 403条にございます。それで、この価格の決定は 3年に 1度の基準年度がございます。

これで、基準年度におきまして売買実例、それから、公示価格、それから、精通者価格及び相

続税価格等を十分に傑サしまして、国・都の指導助言を得て見直しを行うものでございます。

この見直しの規定でございますけれども、 40 9条、それから、 403条とございます。全国

一律に行うものでございます。全国統一するということは、いわゆる市町村問の均衡を保つと

いうことでございます。したがって、 1市のみではこれを行わないということはできないわけ

でございます。あくまでも評価基準によらなければならないということでございます。もし評

価基準に従わない場合は、法の 11 9条で価格の修正を知事が勧告するということに決められ

ております。ただし、最終決定は市長が決めなければならないということでございますので、

裁量権は全くないと言えないんではな~¥かと、このように考えております。

0副議長(米沢照男君)

012番(板垣正男君)

板垣正男君。

ただいま市民部長から説明があったわけでありますが、この

際ついでといいますか、聞いておきたいのでありますが、 5点目に質問いたしました評価替え

による増収分の総額は幾らかという項で、固定資産税の説明はあったんですが、都市計画税の

増収分は総額で幾らと、単年度で幾らか、 この点もひとつお伺いしておきたいと思うんです。

O副議長(米沢照男君) 市民部長。

0市民部長(藤浪竜徳君) お答えいたします。現在都市計画税は 11億ございます。

それで、単純に計算いたしますと、これで都市計画税が約 2億でございます。単年度にいたし

まして 1億円になろうと、このように考えております。

以上です。

0副議長(米沢照男君)

01 2番(板垣正男君)

板垣正男君。

いま担当部長からも詳しい説明があったわけでありますが、
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2 0年前との比較で大幅に評価額、税額とも増加していることがはっきりとわかるわけであり

ます。私は、昭和 39年との比較で伺ったのは、ちょうど現在行われております 3年ごとの評

価替えが始まったのが 39年からでございまして、これまで 6回評価替えが行われ、その都度

税が引き上げられてまいってきていたものでございます。そういうことから、この 20年間の

比較で見ますと大幅な増加になっているということがわかるわけでありますが、各町ごとの違

いであるとか、あるいは企業の所在する土地の評価額、税額等の倍数も明らかになるわけであ

ります。所によっては日野の平均の税の増加倍数より低いところもあるわけでございますが、

これについては、また後ほど触れておきたいと思います。

さて、評価替えに伴う 固定資産税の増加を中止する。そして、そのことを政府に強く申し入

れを行う。こうい う質問のタイト ノレでございますだけに、固定資産税の評価替え中止を行うそ

れなりの理由を幾っか述べておきたいと思うわけであります。

いま政府自民党が来年度の予算編成作業を進めているわけでございますが、最近の新聞でも

明らかにされておりますように、住民税の均等割りを 20%引き上げるという案が検討されて

いるとも伝えられております。固定資産税の引き上げに加え、住民税が引き上げられるという

ことになりますと、市民生活、国民に対する税が一段と強化されてまいってくるわけでありま

す。そうでなくとも医療やネ爵止の部門で次々 と住民負担を強めているときだけに、二重三重の

国民への攻撃がかけられてくるということにもなってくるわけであります。昨年からの老人医

療の有料化が行われました。ことしの10月からは健康保険の 1割負担が導入されまし7こ。そ

して、いま国会では年金法の改悪が急いで衆議院を通過させる。こういう動きも強まってまい

ってきております。住宅の取得に伴うローンの返済で一家離散というような例も珍しくはない

今日私たちの生活実態でありますだけに、さらに、固定資産税の 20%増加は、どうしても認

めることのできない増税だと言わなければならないと思うわけであります。

固定資産税は特に土地に対して、宅地に対しては耐えがたい増税感を与えるものであります

けれども、ことしの 10月の 12日に行われました全国の借地借家人連合会の代表の人たちが

自治省交渉を行い、その席上、固人資産税が高くて、もうこれ以上払えないという人が出てき

て、 固定資産税を払ったためにサラ金に手を出したという例も報告されております。また、全

国の青色申告会の総連合専務理事の吉田文ーという方が、この際、生存権的財産ともいうべき

小規模の宅地は、評価替えに伴う増税を中止して、現行の固定資産税にとどめてはどうかとい
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う提言を行っております。( í土地だけじゃな ~\J と呼ぶ者あり)そして、応益と応能を加味

して固定資産税の抜本的な見直しを行うべきだ、このように述べているわけであります。

先ほどから 20%の引き上げが行われるということを、繰り返し新聞等の報道によってお話

を申し上げてきたわけでありますが、地価の上昇率が鈍っているという中で、 20%の引き上

げというのはもともと不当だと言わなければなりません。昭和 56年から 58年までの 3年間

の地価の上昇率は 12.2 %だとされております。これは、国土庁の基準地価の上昇率でござい

ますが、その案も大幅に上回る引き上げを行おうとしているわけであります。この 20%の引

き上げは、たとえば同じ時期の国民の所得一一 38年から 57年までの問の国民の総所得、 1

人当たりの国民所得が8.31倍になっております。同じ年の物価指数は幾らかといい ますと

3.6 6倍。こういう数値からも、今回の 20%の引き上げがいかに大幅なものかということが

理解できるものでございます。土地の評価が、適当な時価ということで税法にも規定されてい

るために、売買実例価格などの上昇のスライドするという固定資産税の税の仕組みは、抜本的

に変えていかなければならないと思うわけであります。

問題点の二つ目といたしまして、 20%の固定資産税のアップは、今後も一層強められる傾

向があるということであります。政府の税制調査会が、昨年 11月にまとめました中期答申で、

固定資産税を一層充実をさせるべく方向を打ち出しており ます。それだけに今回の 20%のア

ップによる増収確保は、税収を確保させたそれを優先させる怒意的な値上げではないか、こう

いう論調もあるわけでございます。

3点目は、全国的には 2，50 0億円の増収になると言われているわけでありますが、これは、

来年度地方自治体に対する補助金の 1割カッ卜が実施されますと、 2，40 0億円からの削減に

なるそうでございますが、その削減分を固定資産税の{直上げによって賄うという考えが含まれ

ていると言われております。いわば住民や自治体への負担の転嫁と言わなければならないわけ

であります。その一方で大企業に対する税の仕組みは、いろんな方法で減免優遇制度がとられ

ているわけでございますだけに、一刻も早く大企業に対する特権的な減免税を改める必要があ

るわけでございます。

たとえばこういう憂いもあるわけでございますが、昭和 55年度の場合、東京電力など電力

9社にかける固定資産税の額は、推定で 19 1億円にも達したと言われております。しかし、

一方向じ年の東京電力ほか電力 9社は合計 5，00 9億円の利益を挙げました。内部留保を含め

ますと、その合計利益は1兆 2，57 8億円にも達 しておるのであります。特例措置を設けて税

の減免を図るという必要はないと言わなければなりません。ですからこそ青色申告会の方も、

固定資産税の抜本的な見直しを行うべきではないだろうかと、こういう提言を行っているわけ

であります。

私は、こうした問題点を含んでおります固定資産税の評価替えに伴う増税をー一先ほどの担

当部長の説明では自治体の長の裁量権がない。あるいは、たとえそれを行おうとしても知事か

らの勧告を受けるというような制約があってできないとしても、政府に対する申し入れを行っ

ていくべきだと思うわけであります。しかし、最終的には市長が決めるわけでありますから、

全く裁量権がないということも言えないと部長の説明でございます。全国的な例があるかどう

か説明がなかったのでありますけれども、私は、少なくともさまざまな増税路糠が強化されて

いる今日、市長は勇断をもって政府への意見を強く打ち出 していくべきだと思うわけでありま

す。 20%の引き上げの問題、あるいは 2，50 0億円の増収が、地方自治体に対する 1割カッ

ト分を穴埋めするという問題、そして、大企業に対する優遇的な措置がとられていることに対

する緊急な是正等を必要とする今回の固定資産税の増税を、私は、はっきりとした姿勢で中止

を打ち出してほしいと思うわけであ ります。

いまの私の中止の理由となる幾つかの問題点、そして、先ほどの 39年と 59年の比較にお

ける増加。あるいは今日の市民生活、国民生活の実態を踏まえて、市長の見解をお伺いしたい

と思うわけであります。

0副議長(米沢照男君)

O市長 (森田 喜美男君 )

再質問についての答弁を求めます。市長。

税制につきましては、特に固定資産税は納税者の立場で勇断

をもって見直し、増税は中止せよと。こういう御意見でありまして、いろいろ複雑な感じを持

ってお聞きしておるところであります。固定資産税は、さかのぼって戦後シャープの税制勧告

に基づいて、いわゆる市町村自治体に対する固有の財源の一つであるというふうに定められて

おります。したがいまして、適正な税率をもって納税者に地方自治に対する責任と、それから、

自分たちで自治をやるという大きな根拠になる意味を持ち合わせておると、こう思っておりま

す。

制度的に申しますと、確かに 39年以降物価の高騰ということもありましたし、財政需要と

いうこともありますために、見直し見直しということが 3年おきに繰り返され、それがまた調
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整をして単年度ほとんど一定の上昇線をもって貫かれておると。大きな財政を支える根拠であ

り、また、財政需要にこたえる大きな財源であると、このように言えると思うわけであります。

そして、その見直しは絶えず一一これまでは土地のいわゆる上昇率を下回る、あるいはスライ

ドするという程度であったのが、近年上昇率が鈍っていますので、上昇率をはるかに上回るそ

ういう評価替えの率になる一一こういう若干の矛盾があらわれつつあるわけであります。そし

て、目指す評価替えの水準というのは時価方式であると。時価を基準にするというところまで

見直しをするんだというふうに言われておりますので。いまの逆ざやは、つまり時価に近づけ

るそういう役割りに当たっておるというふうに言えるわけであります口

なおまた一方、課税の権限といいましょうか、これはもちろん法に基づき、中央また都県レ

ベルの平均を保つための、つまり全国の平均を保つための強い指導を受け、一単独市町村が長

の裁量権によって左右できると。こういう余地は恐らくないと思いますし、これまでその例は

なかったと断言できると思います。確かに納税者の立場から言いますと、担税力の限界になる

と。所得税において、あるいは地方税において、あるいはこれらの固定資産税において、その

他の消費税において、まさに担税力は限界であると。あるいは、もう耐えがたい状況にあると。

こういうことも確かに言えるわけでありますから、固定資産税の評価替えに対する中止という

ふうな意見なり期待が生まれてくるということも、理解できないわけではありません。

しかしながら、自治体経営の立場から言いますと、公式に認められてあります税収であり、

また、財源の依存として強固な立場にある固定資産税に安易な手を加えるということは、これ

はむしろ慎むべきであると、こう言わざるを得ないと思っております。

これに付加される税として、目白慨ではありますが、都市計画税には若干の裁量権が付与さ

れてあります。この都市計画税につきましても、その裁量の範囲を云々されることもあるわけ

でありますが、われわれの市といたしましては、現状最もハードな町づくりのさなかにある理

由もあわせ考えて、また、他市がそれの減額措置をなし得ていないごとく、われわれの市も

同じ立場でありますので、なかなかそのことも困難であると。都市計画税の税率を下げること

も困難であると、こういうことを申し上げてまいっております。

この際、私どもでいま真剣に検討いたしておりますのが、いま質問のあったわけではありませ

んが、都市計画税にかかわる一面を持ちますところの、下水道の受益者負担という制度が従来

とられておるものについてであります。かつては受益者負担制をしかないと、公共下水道に対
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します認可の与えられる、与えられないにまで関与されたというふうに聞いておりますが、最

近は必ずしもそうではないと。そういう状況にありますし、下水道受益者負担金の制度そのも

のに二重課税であるとか、あるいはすでに家庭に水洗 トイレが普及している状況の中で、なか

なか理解を得ることがむずかしい。あるいは現実に二十数年前の多摩平がどうなっていたか。

いろいろ複雑な問題がありまして、われわれのいまの検討段階でなし得る措置として、下水道

の受益者負担金は、これを制度として採用しないことに決定したいと、こういう考え方を一つ

持っております。

そういうこととあわせ考えまして、税負担の深刻な時期ではありますが、 町づくりの将来の

ことを考え、また、当面なし得る最大限の措置のことも考えまして、そのような大枠でこの固

定資産税関係にかかわっておりますことを御理解をいただきたいと、このように回答として申

し上げたいところであります。細かい、いろいろまたわす事えすべきことがあるかもしれません

が、そういうことを一段階お答えをしておきたいと思っております。

0副議長(米沢照男君) 板垣正男君。

01 2番(板垣正男君 ) 市長の答弁では、なかなかむずかしいとの考えだと思います。

一自 治体で市長の裁量権で固定資産税の増税分を中止させる一一 いうことそのものは確かにむ

ずかしいことでもありましょう。あるいは全国的にもまだ余り事例がない一一いや全然な~ ，か

もしれないとしヴ問題でもあるわけであります。ですから、私が今回の質問でも取り上げており

まして、その表題にも明らかにしておりますように、政府みずからがこれを指示するわけであ

りますから、政府に対して評価替えの中止を求めるという、そういう行為はできると思うの

であり ます。市長会、その他いろいろな機会があるかと思うわけでありますが、そうい

う機会をとらえて、積極的な姿勢を示していくということも重要なことではなし 1かと思うわけ

であります。

最初に私が申し上げましたように、 3年ごとの評価替えは昭和 39年から始められてまいり

ました。昭和の 42年には評価替えが見送られるということもあったわけであります。これは、

当時国民の中に広く評価替えを中止せよという世論が盛り上がりまして、政府もそれを見送っ

たという事例があるわけでございます。そういうことを考え合わせるならば、評価替えを中止

するということは絶対不可能だということではないわけでございまして、何といっても世論の

盛り上がりによって評価替えをストップさせ、増税をストップさせるということも可能だとい
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う経験を国民は持っているわけでございます。 広く市民に訴え るなり、ある いは議会に訴える

なり、そして、あらゆる機会を通じて固定資産の評価替えに伴う増税の中止を求めていくよう、

強く 要望 しておきたいと思うわけでございます。

次に、幾つかの固定資産税の税制における問題点、改善すべき点があるのではなし 1かと思う

わけでございますので、以下、幾つかの点について考えをただしてまいりたいと思います。

一つは、生活保護世帯への固定資産税は、もちろん減免の対象になるわけでありますが、収

入の少ない年金生活者、あるいは障害者など、への減免制度を拡大するということでございます。

さらーには、老人世帯の場合、徴収猶予の上、遺産などによって一括納付する。こういう制度な

ども検討してよろしいんではなし、かと思うわけでございます。条例に盛り込ま れております種

種の減免制度はあるわけでございますが、特殊な事情が生じた場合の制度を適応させるという

例が多いわけでございますけれども、収入の少ない低所得者への減免制度、より拡大して いく

と。こういう考えを持って増税からの救済措置を講じていくべきだと思う わけであり ます。そ

れについてのお考えをお聞かせいただきたいと思います。

2点目、固定資産税が上がってまいりますと、必ずといっていいくらいアパートなどの家賃

がそれを理由に値上げをされてまいります。私 も、以前そういう住宅事情にあった際、固定資

産税の引き上げによって家賃の値上げを勧告された例がございます。こういうようなことから

もトラブルを生じる例もあるわけでございますが、現在の法のも とでは借地や借家人が固定資

産税台帳の閲覧ができないという、こういう制度になっているものでございます。これを、借

地借家人も関係人として台帳の閲覧ができるように、制度の改正を意見として国に要求するこ

とも必要ではなし 1かと思うわけであります。また、市町村の裁量でそれができるということで

あれば、当然そういう制度を導入すべきであります。

3点目は、大規模の土地の評価額を公表するということでございます。大企業や大地主所有

への課税を、より適正なものにするという点からも、現在公表されていない評価額を公表する

ということも大事であります。毎年、年間の高額所得者の発表はなされているわけであります

から、その例からも土地の評価額、特に大規模用地には公表しても何ら問題はなし 1かと思うわ

けであります。

4点目は、現在の免税点方式を基礎控除方式に改めるということでございます。御承知のよ

うに、現行の免税点は宅地が 15万、家屋は 8万円、 1 0年以上にわたって据え置かれたまま
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になっております。これは、実態を無視した免税点だと言わなければならないわけでございま

すが、これを、全納税者に利益が及ぶように基礎控除方式に抜本的に改めて l'く。こうし 1うこ

とも必要ですし、金額を大幅に引き上げていかなければなりませんD 低所得者に対する課税の

減免措Ij度は、こうした点からももっともっと研究されてしかるべきだと思うわけでございます。

さら に、路線価方式の見直 しということ も、 これもいろんなところでも話題になるわけでご

ざし 1ますし、見直しも必要なのではなし 1かと言われているわけであります。御承知のよう に、

路線価方式は道路に面した地点を最高額として、奥に入っていくと申しますか、道路から離れ

るに従って評価額が落ちていくと、こういう制度になっているわけであります。大企業など大

規模用地は道路から離れる という ことか ら、基準額がどんどん、 どんどん落ちていくという、

こういうことによって課税額が非常に低くされている。 こう いう ことなど も指摘されているわ

けであります。全国的な例で申し上げますと、大企業が集中しております千代田区丸の内のピ

ノレ衝では、評価額が昭和 38年から 57年 までの間で、わす、か 18倍にしか上がってないと い

うことが言われているわけであります。その一方で、宅地などは多いところで、たとえば世田

谷の例などが新聞で公表されておりますけれども、普通住宅地の場合 116倍、普通商業地域

で 130倍にもは ね上がっているということが言われているわけでございます。こうしたこと

などを例にいたしまして、路線価方式の問題点なども指摘されているわけでございます。 十分

検討する余地があるんではなし 1かι思うわけでございます。ぜひ検討をしていただきたい と思

います。

それから、先ほど市長も少し触れたのでありますが、都市計画税の制限税率現行の 0.3%を引き下げ

るという課題でございます。御承知のように、都市計画税は固定資産の評価が上がっていくの

につれて 0.3%ずつ自然に税も引き上げられると、こういうことになっていくわけであります。

実際の税の負担は、固定資産にほぼ匹敵するような割合になるというわけであるわけでござい

ますが、日野市の都市計画事業上、都市計画税を引き上げるほかにし 1かないという市長の見解

でございますが、私は、市民生活の実態や、相次ぐ増税を行われるという中での、市長の裁量

権の及ぶ都市計画税の引き上げを真剣に検討する余地があるんではないかと思うわけでありま

す。

すでに全国的な例で申し上げますと、 0.3%の課税以下で行っているところが、都市計画税

を実施している市でも 36.7 %に及んでいるということが明らかにされております。東京でも
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事例があるわけでありますから、不可能な課題ではないと思うわけであります。( i具体的に

言えよ」と呼ぶ者あり )私は、こうした点などを十分検討し、もちろん都市計画剖Tづくりの

面からも検討する中で、都市計画税の引き下げは十分可能だと判断するものでございます。税

率 0.2%まで引き下げられるんではないかと思うわけであります。

それからもう 1点、公道化している私道に対する非課税を実施するという課題であります。

これは、私は先般議会でも団地の例を挙げて質問を行いました。開発指導要綱に適合させるさ

まざまな開発が行われるわけでありますが、道路としての条件を備え、あるいは土地を道路部

分の分筆を行うということなどがきちっと指導されておりまして、今日では開発に伴うあいま

いな点というのは非常に少なくなっていると思います。そのために、町づくりも環境の整った

ものとなるべく努力が払われてまいってきているわけであります。そして、 多くの事例では道

路部分の市への寄附が行われていることになっているようでございます。しかし、開発指導要

綱が実施されました 53年以前の開発地においては、私道が個人所有のまま、しかも課税もさ

れるという状態が今日まで続いている例も、また少なくないわけであります。分筆されていな

し1ということの理由で、なかなか市への道路としての寄附がなされていな い例 もございますし、

また、そのほかの理由で道路としての寄附をしない とい う場合も ある でありま しょ う。また、

団地などの例で見られますように、実態は公共道路としての役割りを果たしている例もあるわ

けでございます。こう したところに対する非課税を実施するとい う、これも私は、日 野市はも

っと徹底して行ってし 1く課題の一つだと、このように考えるわけでございます。

最初に申し上げました 5点については担当部長からのお答えになるかもしれませんが、都市

計画税の制限税率の引き下げ、そして、公道化している私道の非課税、これらについて先ほど

の答弁とダプ リますけれども、市長の考えを再度伺っておきたいと思います。

0副 議長(米沢照男君) 市民部長。

0市民部長(藤浪竜徳、君 ) お答えいたします。

第 1点目の、いわゆる低所得者の救済措置ということでございます。現在日野市では、いわ

ゆる固定資産、都市計画税の減免基準というものがございます。これに従って行っているわけ

でございますけれども、いわゆる納税の負担の問題でございますけれども、あくまでも納税義

務者の担税力の問題でございます。これがかなり低~，か高いかの問題でございますけれども、

やはり本来の納税の義務がございますので、これを拡大するということは考えておりません。
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できるだけ納めていただくというのが本来の趣旨でございますので、ただし 1まの御意見は御意

見として承っておきたいと J思います。

それから、第 2点目の地代家賃の便乗値上げがあるんではないかという御質問でございます。

この便乗値上げというその基準というのは大変むずか しいと思いますけれども、イ可が便乗かと

いう問題になろうかと思いますけれども、国から、便乗値上げをしないような措置をとるよう

にというような文書が来ているようでございます。これは、広報等に掲載いたしまして一応P

Rをしたいと、そんなような考えは検討したいと思っております。

それで、あと関係人という問題でございます。借地借家人を関係人の l人として評価額を見

たいという御意見でございますけれども、法 22条に守秘義務がございます。この関係から特

定地のといいますか、個人の財産を知らせると、見るということは個人のプライパシーの問題

もありますので、現在のところ関係人の中に借地借家人を入れることが、いまのところできな

いと考えております。

それから、 3点目ですけれども、大規模用地の評価額を公表したらどうかという御意見でご

ざいます。これも先ほど言いましたとおり、特定地の評価額を公表することは、やはり本人以

外公表しないというような原則でございますので、こ れは考えておりません。やはりプライ パ

シーの方の立場上、ちょっとできないものと考えております。

それから、第 4点目の、免税点の方式を基礎控除方式に改めたらどうかという検討はどうか

ということでございますが、法の趣旨から言いますと、免税点といいますのは、いわゆる土地

については 15万円、それから、家屋については8万円ということでございますけれども、い

わゆる零細な基準一一課税客体をそこまで把握するのは非常に事務処理上繁雑であるという趣

旨で免税点を設けておるものでございます。したがいまして、これを一律に基礎捌珠方式とい

うことでは、現在の税法の中では、いまのところは考えてはおらないと思います。ただ、こう

しづ方式を改めるような世論といいますか、そういうものがあれば、また考えも改まるかと思

いますけれども、現行では考えられないところでございます。

それから、 5点目の路線価方式の見直しということでございますけれども、評価基準には標

準値方式と、いまの路線価方式がございます。日野市でも地域によりまして方式が違いますけ

れども、できるだけ路線価方式をこれからも進めていきたいと、こういうように考えておりま

す。その理由といたしますと、路線方式は、いわゆる道路に基準を設けたり価格を決めるわけ
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でございますけれども、これによってきめ細かい評価かできるというふうに考えておりますの

で、できるだけ市街化した地域におきましては路線価方式をとっていきたいと、このように考

えております。

以上 5点お答えいたしました。以上でございます。

それから、もう一つ公共化している、公道化している私道の非課税ということは、もうすで

にやっていると忠っておりますが、場所によって一一 場所によってというか、その個所によっ

て、そのことが正規に及んでないとするならば、これは、私道も非課税対象にしているという

例はたくさんあると思っておりますので、そのような措置はすべきであると、 このように考え

0副議長(米沢照男君)

O市長(森田喜美男君)

市長。

固定資産税は税制の中のかなり正確な、また、長い歴史を持

ておるところであります。こういうことでよろしいでしょうか。

つ一一 地方税となったのはそう長くはないんですが、とにかく昔は地租というふうな形ですべ

ての私有地に課税をされておるという長い歴史があるわけでありまして、今日の不公平税制一

一これは、言えば、幾つもあると思うんですが、それの中のーっというふうに見るべきではな

いと、こういうふうに思います。相当公平化された税制であると、このように評価できると思

っております。ただ、課税の対象者が非常に幅広いと。あるいは生活基盤になる小宅地、小住

宅にまで課税が及んでいるということで、いろいろと感情的に論議は出ることは、また十分う

なずけるわけであります。

なかんずく都市計画税、これは比較的新しい税目でありまして、特に終戦後、経済成長に伴

t，都市が人口の都市集中にあわせて膨大な宅地化が進んだわけでありますし、また、物価地価

ともに異状な上昇を示したわけでありますから、また、それの後始末をする意味でも、いわゆ

る都市基盤の整備、このことが今 日的大きな課題になっておることから考えて、やはり負担を

してもらう。また、財源としての理由根拠があると、このように言うべきだと思います。

嗣限税率の 0.3%、全国では 36%も税率を動かしている市があるというふうに言われまし

たが、われわれの知る範囲では東京都下武蔵野市で、あるうち 1年間だけ 0.3を 0.25にして、

またもとに戻し、現在は 0.3であると。このように聞いておりますので、自治体としてそう安

易に制限税率をなお下げるということはどこもできていませんし、われわれもまた安易にはや

っぱりゃれないと、このように考えております。そこで、先ほど言いました一質問されてい

るわけじゃありませんが、追加的な、税負担に近い意味のことを考えま して、それで、こ れか

ら日野市に全域に及びます公共下水道の、いわゆる受益者負担としづ、 一種のこれは下水道税

でありますが一一これをやめていこうと、こういうふうに考えておるということを申し上げた

わけであります。つまり、そういうことによって制限税率の引き下げに匹敵することを実施し

よう、こういう考え方であります。

0副議長 (米沢照男君)

01 2番(板垣正男君)

板垣正男君。

新聞の伝えるところによりますと、固定資産税の増加で、年金

生活者がそのうちの 1割一一 収入の 1割を税で持ってし 1かれるということを伝えているわけで

ありますが、固定資産税の値上げで、特に悲鳴を上げているのは、都市部やその近郊である程

度の広さの宅地に住み、年金などで暮らしている人たちだ。年金収入約 200万円のうち 20 

万円、 10 %を固定資産税と都市計画税に持ってし 1かれるといった例はざらだと、こういうふ

うに「朝日新聞」も書いているわけでありますが、私は、こうした収入の少ない人たちに対す

る救済措置というものも、もっとも っと拡大してし 1く必要があるかと思うわけであります。事

務的な答弁で、考えていないということだけではなくて、もう少し検討の余地を広げていただ

きたいと思うわけであります。

2問目の質問を行いました地代家賃の便乗値上げ防止、これは、建設事務次官と自治事務次

官の通達が出されております。 i出されているようだけど」ということではな くて、明確にこ

れは通達が出されておりまして、 「固定資産税及び都市計画税の負担調整措置等の改正に伴う

地代家賃の不当な引き上げの抑止について」と、こういうふうに政府も言っているんです。

「不当な引き上げの抑止について」こういうふうに述べているわけであります。もっと広報等

を通じまして PRを行うということも重要でございますし、もし不服や、あるいは相談等が寄

せられた場合は、親切丁寧に相談に応じるよう、通達内容でも明記されているものであります。

また、当該地域の固定資産税及び都市計画税の平均的な税負担の状況等を示して、実在に即し

た対応を行うよう努めなさいと、こういうことも言っているわけでありますから、それらも示

して相談に応ずるという、こういうことも行っていただきたいと思うわけでございます。

大規模地の評価額を公表する点は、守秘義務云々ということも言われたわけでありますが、

所得のベストテン、あるいは番付などが毎年公表されているわけでありますから、土地につい

てのみ秘密を守るということは、ちょっと所得の公表との比較でも理由にはならないんではな
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いかと思うわけでございます。機会をあるたびに、こうした点なども検討を行っていっていた

だきたいと思うわけでございます。

市長の答弁でございま した都市計画税の引き下げは、東京の例で申し上げますと武蔵野市が

あるわけでございますが、これは 0.3%に戻ったということではなくて、 57年度から 3年間

の実施ということではなかったかと思うんです。今年度は、まだ0.25%の実施が行われてい

るはずでございますから、よく調べておいていただきたいと思います。

さらに、この税率を 0.2%に下げるよう住民の方の運動もあると伝えられております。日野

市など、全国的な例をもっともっと参考にし、研究を行っていただきたいと思うわけでござい

ます。

それから、公道化されている私道の非課税でございますが、ほとんど実施されているんでは

なし、かということでございますが、これは、先ほど申し上げましたように、寄附行為などによ

って市に移管させるということによる非課税の実施ではなし、かと思うわけであります。個人所

有のまま非課税にされるという例はまだまだ少ないと私は考えておりますが、いろんな事情で

市に寄附をできないという場合などもあるわけでございますから、公道化されているようなそ

ういう道路にも非課税を及ぼすということも必要だと思います。関西のある市でございますが

「私道敷等評価取扱い要綱」というものをつくりまして、私道だけではなくて、敷地に対して

も、たとえば遊び場だとか、あるいはその地域の事実上公園のようなものになっているという

ようなところに対する評価の取り扱いを定めました要綱をつくりまして、減額あるいは非課税

を実施するということなども行われまして、すでに数市にこの実施が及んでいるということも

伺っております。特に団地などの私道は、現行の制度にはまだ合っていないようでございます

が、当然これらの公道化された私道に対する非課税を実施すべきだと思うわけでございます。

申告制度のようでございますから、これらの申告を行う点など、もう少し PR等も兼ねて市民

の相談などにも十分対応していただきたいと思うわけでございます。

最初に申し上げましたように、今日の私たちの暮らしゃ生活は、相次ぐ重税によって生活、

あるいは暮らし、医療、そして、健康、さまざまな角度から脅かされようとしているわけであ

ります。歴代自民党政府の国民に対する収奪は、ますます強まるわけでございますが、臨調行

革のもとで、あるいは国の財政破綻を補うために、国民への負担によってそれを切り抜けよう

とする政府のやり方に対して、私たちは強く反対の意思を表明せざるを得ないわけでございま
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す。そういう点から、地方自治体は本当に地方住民の暮らし、あるいは命、健康や営業を守る

という立場から、きょうは固定資産税の評価替えに伴う増税中止を中心に質問を行い、また、

幾つかの提言を行い、要求も行フたわけであります。きょうの答弁にとどまらないで、引き続

いて今後も十分検討されることを強く要求いたしまして質問を終わります。

0副議長(米沢照男君) これをもって 14の1、自民党政府へ、評価替えによる固定

資産税の中止を要求し、市民の暮らしを守れ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。

( I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ます。よって暫時休憩いたします。

0副議長(米沢照男君) 休憩前に引き続き会議を開きます。

午前 11時 38介休憩

午後 1時 5 分再開

一般質問、 1 5の 1、総合運動場・体育館・プーノレを市民の立場を考えて建設せよについて

の通告質問者、福島敏雄君の質問を許します。

C 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していただきます。

過ぐる 10月31日に、日野地区に働く勤労者で組織をされております日野地区労働組合協

議会の総会が開催をされ、向こう 1年間似軍動方針を決定しております。運動方針は三つの大

きな柱からなっておりまして、一つが、子和憲法と民主主義を守るために、諸活動に積極的に

参加をする。 2番目が、物価、税金、雇用、福祉などの改善のために活動を推進する。三つ目

は、日野市の生活環境の整備充実に働きかけてliく。以上の三つの運動を日野地区労は柱にし

ております。

さらに、日野市への要望といたしましては具体的に六つの項目を掲げておりますが、まずそ

れらの項目を紹介してから質問に入りたし 1と思liます。六つの1番目が市民錦官の建設と運営の充実。

2番目が総合グラウンドの早期実現とスポーツ施設の拡充。三つ目が教育・保育施設の充実。

四つ目が市営公営住宅の建設促進。 5番目が市内循環パスの一層の充実。 6番目が危険のない

通勤通学路対策の促進となっております。 いま紹介した 6項目につきましては、皆様方も街醇
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じのように検討され、すでに事業に着手したものがほとんどでございますけれども、いずれの

項目も、多くの市民の要望にこたえて取り組んでし 1かなければいけないと私は理解するわけで

ございますが、そういう意味で、昭和 60年度予算編成に当たりましては、格段の御配慮御努

力をまずお願い申し上げたいと思います。

さて、私は六つの項目のうち、スポーツ施設の拡充、市営公営住宅の建設促進、危険のない

通勤通学路対策の三つの角度からお尋ねをいたしますので、前向きの答弁をお願いいたしたい

と思います。

まず、スポーツ施設の拡充の面から質問をいたします。勤労者のことばかり続くんでありま

すけれども、ここに日野市動労者協議会がまとめました報告書「勤労者の生活文化と福祉向上

について」サブタイトノレは「余暇生活の充実」という報告書・提言があるわけでございます。

日野市勤労者協議会は、昭和 57年 1月に労働者代表、学識経験者など 15人の委員が市長

から委嘱を受け、 2年間の任期で発足をし、ほぼ 2カ月に l回の割合で会合を開催してきたも

のであり、ことしの 10月一一 59年 10月「勤労者の余暇生活の充実対策」として報告書 ・

提言をまとめたものでございます。この報告書は、 1章、 2章、 3章というところからなって

おりまして、第 1章が動労者の余暇対策の必要性。それから、第 2章が余暇生活充実のための

具体的施策。第 3章に余暇生活充実施策の推進体制と、この3部から報告・提言されておりま

す。

簡単に御紹介をいたしますと、まず第 1章、余暇対策の必要性の中では次のように指摘をし

ております。 19 8 0年に実施をされました国勢調査によりますと、日野市には 4，09 8の事

業所があり、 4万 5，00 0人余りの従業員が働いているそうであります。このうち市外からの

通勤者が 2万 2，33 6人に達しておりまして、一方、市内に住居を持ちながら市外に通勤して

いる人は 3万 8，77 3人にのぼっているそうでございます。 したがいまして、市外からの通勤

者を含めた日野市の勤労者数は 8万4，744人ということになり、動労者の生活充実対策は、

市の施策としてきわめて重要な位置を占めていると、この報告書は指摘をしているわけであり

ます。

さらに加えまして週休 2日制の進行でございます。週休2日制を導入する企業は、月 1回の

週休 2日制を実施している企業を含めますと、事業所数で全体の47.8 %、従業員数の全体の

7 4.7 %に達しているとし 1う統計もあります。 したがし 1まして、週休 2日制が定着をしてきて

l ¥ると。

さらに、日野市の人口増加は落ちつきを見せており、市民の定住意識やふるさと意識、こう

いうものも徐々に高まりつつあると。そうした中で、勤労者の求める生活は安定した仕事と精

神的なゆとりであるとしています。生活の場は勤労者にとってあしたの活力を培うオアシスで

なければならない。高度にシステム化された社会では、いろいろなサークルや文化、スポーツ

活動によって疲労を回復するためにも余暇の利用はきわめて大切だと、こういうふうに指摘を

しております。

第2章では、余暇活動実施のための具体的施策というふうに題しまして、 一つは、憩い安ら

ぎの場としての生活環境の整備充実を図っていくべきだと。それには二つばかり基本的な考え

方を示しておりますけれども、今議会におきまして多くの議員の方から指摘をされております

けれども、公園と緑地は今後とも町づくりの中心に位置づける必要があると。それから、二つ

目は水を生かした憩いの場を確保することであると。こういうふうに提言をしておりまして、

日野市の面積の 12.9 %に当たる 3.49平方キロメ ート ノレの多摩川、浅川の河川敷の有効活用、

それから、総延長 218キロメ ー トノレに及ぶ用水の活用。用水は幹線だけでも 35キロメート

ノレあるそうでありまして、親水空間を設けるなど積極的な活用を提言をしております。

さらに、大きな 2番目といたしましては、余暇活動のための施策の充実という面では、まず

初めに学校開放と民間施設の活用と、これを挙げております。日野市の学校開放は全国的にも

早い時期から行われておりますが、主として登録団体による利用が中心で、団体加入していな

し1一般勤労市民が気軽に個人単位で随時利用できない不満があると。個人利用の条件を整える

必要があると指摘をしております。

さらに抜本的には、地域における学校をコミュニティースクールとして明確に位置づけ、グ

ラウンド、教室の開放、ナイター施設、専用トイレ、クラブハウスなど開放を前提とした学校

づくりを進めるべきであるとしております。

さらに、市内企業の施設開放については、すでに一部企業でグラワンド、体育館、テニスコ

ートなどを開放しておりますが、市としても積極的に要請するなど、市内企業施設の開放につ

いて努力をしていくべきだとこういうふうな提言がなされております。

さらに、旧庁舎及び桑園跡地の利用につきましては、旧庁舎跡地は健康保持増進を図る機能

と、生活と消費に密着した市民運動の拠点となる機能を複合させ、生き生きとした交流のある
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ヘルス行改のセンタ ーとするのが望ましい。具体的に内容が検討される際は、一般市民参加に

よる検討の機会を設け、市民要望を取り入れるべきであるとしております。桑園跡地を利用し

た総合運動公園の具体化は、動労市民として早期実現を望むとしております。屋内施設を併設

する際は、余暇活動のセンタ一的場所として、音楽、読書が楽しめる憩いの部屋や、ロビー、

研修、会議、軽食ができ、温水プーノレも附設し健康増進と相互交流の場とすることについての

配慮、も要望しております。さらに、勤労者の余暇活動は時間的制約もあり、グョギング、卓球、

パトミントンなど気軽にできるスポーソ施設として体育館の利用価値は高いので、今後の施設

計画の中で配慮してもらいたいとしております。

報告書は、さらに公共施設利用促進のための交通手段、中でも市内循環パスの実現。それか

ら、余暇生活充実施策の推進体制の確立と、こういうふうに続いていくわけですけれども、こ

れ以上は紹介をいたしませんので、ぜひこの報告書を御熟読をしていただきまして、一日も早

くこれらの要望に沿った施策をタイムスケジューノレに乗せていただきますように要望をしてお

きたいと思います。

以上紹介をいたしました勤労者福祉協議会の報告書は、動労市民の立場から提言がなされて

いますが、多くの市民の要望を網羅したものであり、これからの高齢化社会への対応、青少年

の健全育成、こういった面から考えても貴重な提言であると，思います。以上の背景を御認識を

していただいたところで具体的な質問に入りたいと思います。

一つは、河川敷の有効活用というような面から東光寺河川敷について質問をいたします。質

問の 1点目は、現在堤防工事が着々と進んでおりますけれども、これらはいつ完成するのか。

その年度計画とあわせて教えていただきたいと思います。

それから、 2点目でございますけれども、八王子市との境界をはっきりさせる必要があると

いうことを聞いておりますけれども、八王子市との話し合いがどこまで進んでいるのか。将来

展望も含めて、これまた教えていただきたいと思います。

それから、 3番目でございますが、あそこに堤防ができますと、旧地主の権利が復活すると

いう話を聞いておりますけれども、市はどのような手段でその土地を取得しようと考えておら

れるか。

以上 3点、東光寺の河川敷に運動場をつくるということについて質問をいたします。

それから、質問の 2点目は、体育館・プーノレを浅川以北に建設すべきであるという立場から
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質問をいたします。

まず初めに教育委員会にお尋ねをいたします。現在南平に体育館、駒形に市民プールと浅川

を挟んで設置をされているわけですが、先ほどの勤労者協議会の提言、あるいは多くの市民の

要望に関連をいたしまして、体育館・プーノレの建設について、どういった将来構想をお持ちで

あるか、まずお聞きをしておきたいと思います。

それから、 2点目の質問ですけれども、桑園跡地の留保地 3万4，62 7平方メートルは体育

館・プーノレの建設場所としては市内への配置状況、特に 2・2・11号線を挟んでできる運動

公園とのバランス、こういったようなことを考えましても大変ふさわしい場所ではなし 1かとい

うふうに私は考えるわけでありますけれども、体育館・プールを桑園跡地の留保地に建設する

ことについて、市長はどのようにお考えになっておられるか。これにつきましては、国から払

い下げる金が多くかかると。さらには、土地を取得した後 2年間くらいでその土地を有効に活

用しなければならないというような制約があるというふうに聞いておりますけれども、大変畳

みかけるようで恐縮でございますけれども構想をお聞きをしたいと思います。

それから、質問の 3番目は、旧庁舎跡地の利用方法との関連についてであります。先日いた

だきました旧庁舎跡地利用検討委員会というところがまとめた「生活保健センターの機能につ

いて」というのをちょっと読んでみますと、この中には温水プーノレが計画されています。先日

の小俣議員の質問だったと思いますけれども、企画財政部長は、温水プーノレ、総合体育館を考

えていくという答弁がなされているわけですけれども、私は、ここにある温水プールは、生活

保健センターに計画されている温水プールとは関係ないものだと思っておりますので、それな

ら温水プールと総合体育館はどこにつくろうと考えているのか。以上お聞きをいたしたいと思

l iます。

よろしく御答弁をお願いいたします。

。副議長(米沢照男君) 福島敏雄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) お答えをいたします。

まず東光寺の河川敷の利用の関係からお答えをいたします。堤防の工事の進捗状況でござい

ますけれども、現在谷地川の右岸、それから、多摩川の右岸堤防の未施工部分が延長で 320

メートルございます。それで、いま谷地川は都が施工しておりますので、都と、それから、建

設省で、どこの区域を両者施行するかということの、いま協議をしている段階でございます。
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およそ常識的に考えますと、現在国の施工部分が 210メー トル、堤防の築造が残っていると

いうふうに私ども考えております。そのうち、 5 9年度に施工しますのが 60メート ノレでござ

います。したがって、残るのは 150メート ノレになりますので、これをいままでの施行の延長

から勘案いたしますと 3年ないし 4年かかるであろうというふうに見ております。残る谷地川

の右岸一一 左岸もござし 1ますけれども、直接日野市に関係ありますのは右岸でござし 1ますけれ

ども、これが先ほど 110メートノレと私申し上げましたけれども、これらについては建設省と

協議次第、早急に着工できるんではなし 1かというふうに推測をしております。

次は、八王子市との境界の問題でございますけれども、この境界の問題につきましては 2点

ばかりございます。いわゆる八王子市と日野市の行政界が民民のところを通っているところ、

それから、後はその北側になりますけれども、将来廃河川敷になろうとする、その土地のいわ

ゆる建設省用地の中を東西に走っているわけでございます。この宮地の中を走っている行政界

は、当然西の方に谷地川をまたぎまして、また延長されるわけでございます。日野市だけでこ

の行政界が決まるものではございませんし、また、谷地川の左岸の、いわゆる八王子市との土

地利用、この辺がやはり出てこないと、ちょっと前に進まないんではなt¥かなというふうに考

えております。できるだけ早急に決まるように今後も努力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番目は、これは旧河川法で無償で没収した土地が、いま東光寺の河川敷の中に

一部あるわけでございますけれども、これは、当然廃河川敷になりますと旧地主の、いわゆる

所有権が出てくるわけでございます。その辺の取得をどうするかということなんですが、いま

までのほかの市といいますか一一施設をつくる場合に、こういう土地を処理する場合には、ま

だ現権利者が所有権があるわけじゃございませんので、通常の方法は、売買予約書というもの

を取り交わしまして、それを公正証書にし、土地の所有権が生まれた段階で正規な売買を行う

と、そういう方法でございます。したがって、私どもでもし面積が決まれば、事務的に処理す

る方法ということになりますと、いま申し上げま したような方法になるわけでございます。

それから、続きまして体育館・プーノレ等の問題でございますけれども、引き続いて 2、 3に

つきまして私の方から御答弁申し上げます。

まず留保地でございますけれども、現在日野桑園の留保地が 3.4ヘクタール残っており ます。

このうち 2ヘクタールが都市計画法に基づく緑地の指定がしてございます。残りの1.4ヘクタ
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ールについては指定外の土地と一一私ども事務的には白地と言っておりますけれども、そうし 1

う土地がございます。この土地を今後どうするかということでございますけれども、いま国の

考え方でございますけれども、仲田小学校、それから、 2 ・2・10 ~ 2・2・11、それか

ら、仲田緑地の 4ヘクターノレの日野市の取得、これらの手続を進めていく劇活で、国は、いわ

ゆる周辺の望ましい都市像が固まるまで、この 3、 4ヘクターノレについては利用を留保すると

いう ことできたわけでございます。最近に至りま して、さっき私が申 し上げましたように、仲

田小学校を初めといたしまして 2・2・11、2 ・2・10、それから、公園の整備、こうい

ったものがかなり進んでまいりましたので、留保を解きまして処分をしたいという意向を国が

最近示唆をしてきているということでございます。

それでは、具体的にこの土地をどうするかということでございますけれども、いま総合体育

館・プールの問題が出たわけでございますけれども、さっき申し上げました都市計画緑地を 2

ヘクタ ールそのままで取得できるかできないか、その辺の問題も建設省と大蔵省との問である

わけでございます。いろいろそういう問題を抜きにして、いまの制度でこの土地を取得すると

どのくらし 1かかるかという試算もしております。おおよそ整備費一一土地取得プラス上物の整

備費を含めますと 50億以上のお金が必要になるわけでござい ます。したがって、利用計画の

内容とあわせて資金の調達を検討していきながら、利用計画を定めていかなければいけないと

いうことでございます。

次が 3番目の旧庁舎の利用方法で、生活保健センタ ーの中に一一報告書の中に温水プールが

あるということで、その温水プーノレと前回小俣議員さんが質問したプールの関係と、どう結び

っくんだということなんですが、私申し上げましたのは、生活保健センターのプーノレというの

は、いわゆる市民の保健という立場に立つての体位の、何ていいますか健康の増進といいます

か、維持というものを目的にしたプーノレでございます。施設の土地の面積、施設の概要からい

きまして、そう大規模なものをつくれるわけではございません。私申し上げました温水プール

がこれからの課題だと申し上げましたのは、まだ具体的な計画ではございませんけれども、将

来日野市に総合体育館をつくった場合には、やはりその中に 25メートノレ程度の温水プールが

必要ではなし¥かという意味で申し上げたわけでございます。

以上でございます。

0副議長(米沢照男君 ) 教育次長。
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0教育次長(小山哲夫君) 教育次長から御質問のありました体育館について、あるい 0副議長(米沢照男君)

02番 (福島敏雄君)

福島敏雄君。

それでは若干再質問、あるいは市側の見解をお聞きしたいと思は市民プーノレについての将来の考え方はどうかという御質問がございましたので、私の方から

お答えをしたいと思います。

御案内のとおり現在あります体育館でございますけれども、 53年の 4月に南平体育館がで

きたわけでございます。今日までいろいろと親しまれて使われておりますけれども、いろいろ

と施設の関係から、特にバレーとかバスケット、あるいはパトミントン、卓球、剣道、柔道、

弓道と使われておりますけれども、現施設におきましては非常に利用が多いわけでございます。

そういった意味で、なかなか借り受け申請をいた しましても借りられない市民もいるわけでご

ざいます。そういう意味におきまして、現在の体育館につきま しては、必ずしも満足な状態で

はございませんので、ぜひひとつ将来の中で一一先ほど企画財政部長が答えておりましたとお

り、総合体育館が一 日も早くできるように、企画があるようでございますので願っておるとこ

います。

まず東光寺河川敷の方の問題ですけれども、残念ながら堤防工事はともかくといたしまして、

八王子との境界をはっきりさせるとか、あるいは旧地主が復活した場合の土地の購入とか、こ

ういう問題は若干検討されたようですけれども、特に八王子との境をはっきりさせるというよ

うなことについては、 2年くらいほとんど進んでいないのかなあという印象をいまの答弁で持

ったわけでございますけれども、市民の要望として、特に線路から西といいますか、あの辺の

ところでは公共施設がないということで、東光寺の河川敷非常にいい場所だということで、期

待をしているわけでございますけれども、困難な面があるんだと思いますけれども、困難を克

服して、あそこに本当に運動場をつくるんだというのが理事者以下、大変失礼な言い方になる

かもしれませんけれども、そういう気概といいますか、心構えといいますか、そういったもの

が何か私どもに伝わってこないような感じがいたしますんで、その辺につきまして、まず最高

責任者の市長の方から、ひとつ決意をこの件ではお聞かせをしておいていただきたいと思いま

す。

ろでございます。

それから、市民プールについての御質問が出ました。市民プールにつきましては、御承知の

とおり昭和 40年の 8月に完成いたしました。今日まで毎年 4万から 5万くらいの一般市民が

利用しているわけでございますけれども、この市民プーノレにつきましては、昭和 57年度に建

設省の方で、いわゆる浅川の右岸の築堤工事を 5カ年計画で進めるというふうな一応計画がご

ざいます。現在のところ国の方の予算のからみがございま して、最終年度の 61年度の建設計

画が若干延びるだろうというふうに予測されていると ころでございますけれども、いずれにい

たしましてもプールの一一 築堤工事が一部ありますとプーノレの面積が若干削られるわけでござ

います。同Ijられるとなりますと、現在ありますプーノレを総体的に取り壊しまして新しいプーノレ

をつくらなきゃならんというふうな事態に直面するわけでございます。現在の面積が非常に狭

隆なところへもってまいりまして、削られるわけでございますので、ますます市民プールとし

ての機能が低下するというふうな形になろうかと思います。先ほど企画財政部長が申し上げて

おりました、いわゆる仲田緑地への将来の総合体育館の中の温水プール等の計画があるようで

ございますので、その点につきましては今後の計画の中で、市長部局の方とも十分に協議した

中で、市民プールの問題につきましては対応してまいりたいというふうに考えているところで

ございます。

以上でございます。

それから、 2番目は体育館・プーノレなんですけれども、管轄されております教育委員会は必

要だという発言がありまして、これは先ほど来長々と勤労者の要望を披濯した中で、これは単

に動労者だけじゃなくて多くの市民の要望を代弁したものだというふうに紹介をしております

ので、必要なことはだれでもわかっているんだと思うんです。企画財政部長の御答弁の中に、

留保地についての利用計画とあわせて進めていかなきゃいけないんだというお話がありました

けれども、土地を購入すること、整備することで 50億以上かかるということについては想像

はついてはおりましたけれども、いずれにしても、あの 3.4ヘクタールの留保地を有効に使っ

て子々孫々にいいものを残していくという観点からいけば、やるという前堤に立って考えてい

かなければならないのかなぁと。やるということになれば、じゃあお金はどう工面していくか

ということになるんだろうと思うんで、この辺につきましても、1.4ヘクタールの白地に何を

つくるのかというようなことについては、私は先ほど来申し上げましたように、体育館とかプ

ーノレとかいうのがいいんじゃないかなぁと、こう思いますけれども、この白地にそういうもの

をつくっていくんだと。そういうことで 50億かかると。それから、取得したら、ある一定の
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期間内に建築しなくちゃいけないとか、いろいろあるそうですけれども、こういったもの、や

っぱり基本方針をまずはっきりさしていくという必要があるのではなし 1かなという感じがいた

しますので、これもぜひ市長よりの力強い決意をお聞かせをしていただきたいと思います。

したがいまして、 1点、 2点とも市長に御見解といいますか、ぜひ市民の要望に沿った基本

的な方法を御発言していただきまして、担当の方に適切な指示をしていただければ、市民が大

変喜ぶという観点で市長の御意見を賜っておきたいと思うんですが、いかがでしょうか。

0副議長(米沢照男君)

O市長(森田喜美男君)

再質問についての答弁を求めます。市長。

この東光寺河川敷といい、あるいは桑園跡の留保地といい、

あの処理をしなきゃならない、そういう課題になっております。特に八王子にも、われわれの

市長レベノレ、あるいは担当者レベノレで都度八王子の腰の上がることもお願いをしておるわけで

ありますが、なかなか八王子側の対応もうまく乗ってこないといいますか、そういう状況があ

ります。言いわけじみたことになりますから、結論としましては、ともかく糸口を切り開いて

進めていくと、こういう熱意を持つことがなければならないと。一層ひとつ努力をしなければ

ならないと、このように考えております。

それから、留保地。桑園跡地のいわゆる留保地、白地の 3.4ヘクターノレとしづ面積は、これ

は日野市内に所在するわけでありますから、日野市が活用するということは、これは申すまで

もない。こんなふうに考えておりますけれども、財源の問題と、それから、現在だれでも取り

組んでおります幾つもの事業があります関係で、なかなか国の了承といいますか、国の把握と

いうことも求められておるわけでありますが、一定の方針が立て得ないこういう事情がありま

す。これは財政問題であり、あわせてまた、取得をいたしますと、先ほども言われております

とおり、 2年以内に取得条件に掲げます。つまり体育館をつくってし 1かなきゃならない。これ

また大きな事業であります。こういうことをあわせまして 1年送りということでは済まないわ

けでありますが、これの何か外の力もぜひ活用したいと、こういう考えも持っております。

それから、あわせて一時は一部分がモノレール関係の借用地に想定されたり一一これはもう

消えました。あるいは緑地を置きかえることという仕事も、つまり東と西とを置きかえて、そ

して、東の方に、つまり学校の南の方に緑地を集中させたい。あそこのもうすでにありますり

っぱな樹林地を守るということもありますし、なお新しい施策などを考えます場合に、そうい

う手続もぜひやらなければならない。こういうことに遭遇しております。なかなか期待をされ

ているとおりにし 1かないのが残念な面もありますけれども、しかし、これは基本的に日野市の

期待される都市像といいましょうか、その中に組み込まれて、そして、体育館予定地というこ

とも掲げられておるわけでありますので、それをいかにいま実現化していくかということがこ

れからの一これからというよりも、当面の課題であ ります。もう一通は っきりと年次計画を

整合いたしまして、これらの事業も年次計画の中に取り込んでいくと。この作業をぜひやらな

ければならないと、このように考えております。

以上です。

O副議長 (米沢照男君) 福島敏雄君。

日野市の将来に非常に期待をしておる場所であります。東光寺河川敷は、もう 10年近い先代

市長当時からの懸案でもあるわけでありますが、なかなか前進し、あるいはらちが明くという

方向に到達できないと、大変残念に思っております。その理由に、いわゆる建設省の担当いた

します堤防の築造、それから、東京都が担当されます谷地J11の本線の完成といいましょうか、

そのことが官庁関係には残っております。それから、八壬子との関係では行政境の入り組み、

特に民地がなかなかはっきりしないと、民地境がはっきりしないと、こういう難問があります。

かつて測量をいたしましたし、測量するということは、もちろん将来の実施を前提としておる

わけでありますが、それすらなかなか明確な材料にまでなっていないと、こういう状況であり

まして、大変私も残念に思いますし、また、主管部課に対しましては、絶えずこの促進につい

てしりをたたいていると、こういう状況にあります。

今度谷地川も一応手事も完了間近になってますし、それから、国の所管されます多摩川の右

岸の堤防も大変60メートルというような前進状況でありまして、結局予算の不足、それを分

散するから 1年 1年の事業としては、きわめて零細事業になってしまう。こういうことを繰り

返して、なお数年かかると。こんな状況にあるわけでありまして、着目 をし、また期待をされ

ておるわれわれの立場といたしますと、大変不本意であります。何をもって促進の手があるか

ということをいろいろ考えるわけでありますが、一つには八王子が、八王子市域の中にいま予

定を進めております秋川流域下水道処理場。このことと、またおのずからのかかわりを持つわ

けでありますし、一つには日野市内の浅川流域処理場の一企業を谷地川よりも向こうの八王子側

に場所を移させると。こういうこととからみ合って おりま して、なかなか前進がむずかしいわ

けでありますけれども、具体的問題としては、そういった大きな事業とともに、どうしたって
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02番(福島敏雄君) 東光寺河川敷、あるいは桑園跡地の留保地につきまして、市長

から基本的な決意をお聞きをいたしまして、大変頼もしく思うわけでございます。特に私、勤

め先と、それから、居住地というようなところで見てみますと、勤め先の近辺は非常に公園も

多いと。ところが住んでいる近くの方になりますと公共施設が非常にないと。あの辺の子供は

プーノレどこへ行くかといいますと、自転車に乗って多摩大橋を渡って、昭島の方のプーノレに出

かけると。その方が駒形に行くより近いし、非常におもしろいプールがあるんだそうでござい

ます。そういうようなことでございますので、いつも私は何か方眼紙に物をかいたような言い

方をするというふうに市長から指摘をされるわけですけれども、上から見ますと、やはり余り

施設もアンバランスにならずに、公共的なものはそれなりに配置をしていくというようなとこ

ろもぜひお考えをいただきまして、東光寺河川殿、あるいは留保地、この辺につきまして一日

も早い完成に向かつて御計画を立てていただきますことをお願い申し上げまして、この質問を

終わります。

0副議長(米沢照男君) これをもって 15の1、総合運動場・体育館 ・プールを市民

の立場を考えて建設せよに関する質問を終わります。

1 5の 2、市営住宅・都営住宅の増設を積極的に進めよ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) 私は、ことしの夏以降、何人かの人から市営住宅の申し込みは

いつになるんでしょうかと、こういう問い合わせを受けております。そのたびに市街賓の方に

電話をして聞いておりますけれども、空き家募集はいつになるかお答えできませんという答え

が続いております。ことしもすでにあと 2週間ということになりますので、残念ながらことし

は市営住宅の空き家募集はなかったと、こういうふうになるわけでございます。

それから、豊田の駅の北口にりっぱな都営住宅ができましたけれども、あれにつきましても、

これもかなりの人から、新しい人の募集はないんでしょうかと、こういう問い合わせがあるん

でありますけれども、これもその都度、新規募集はないそうですと、こういうふうに言います

と、これまた大変残念そうな顔をしているわけです。特に私、不思議ということでもないんで

すけれども、住宅のない市民は、市営住宅はどこどこが空いているよとか、都営住宅募集しな

くても、できたところ空いているよとか、こういうのをよく聞くわけでございますので、そう

いう面で担当に苦情申し上げるわけじゃありませんけれども、できるだけ空いたら入れていく

-504-

という努力をお願いをしておきたいというような気がいたしております。

私は、ここではさらにもっと大きな立場で質問をさしていただきたいと思うんですけれども、

これも 1980年、昭和 55年の国勢調査によれば、日野の世帯数4万 5，20 5世帯のうち、

持ち家が 2万 1，300で、その他の 2万 4，00 0世帯は借家と間借りであると。こういうよう

な、ちょうど2年前にも私この質問をしましたので、そのときにもお話ししたとおりでございま

す。日野市には、前の質問でもお話ししましたとおり 、4，09 8の事業所があって 4万 5，00 0 

人が働いていると。市内から市外へ行く人も含めると 8万 4，00 0人強だと、こういうことで

ございます。いま勤労者の最大の関心事は何かといえば、住宅のない人は住宅が最大の関心事

であります。 40億円を超す法人市民税というのが市財政に少なくない貢献をしているという

ことは、そこに働 く労働者の努力、こういうものがかなり大きく寄与しているものだと思いま

す。さらに、クロヨンと呼ばれる不公正税制の中で、しっかりと所得税と個人市民税を給料か

ら天引きという形で効率よく徴収された上、家賃では少なく ても、少ない人でも 4万消えてい

く勤労者の生活実態というものを、もう少し考えた行政があってもいいように考えるわけであ

ります。昭和 57年 12月議会で同じ趣旨の質問をいたしましたときに、市長から、 「現在の

420戸の市営住宅は、少なくとも 2倍にしたしリこういう明確な御答弁がありました。そう

した考え方に立って「古い市営住宅の建てかえを積極的にやっていきた~¥Jこういう答弁があ

りましむこのとき加藤一郎当時総務部長からは 「向川原市営住宅は 157戸あり、うち木造

が92戸ございますが、これについては、昭和 61年を目途に 24 0戸程度の不燃中層構造の

住宅とすべく計画をしていますJという答弁がありました。今議会におきましでも、いろいろ

市営住宅の建てかえにつきまして論議はあるわけでありますけれども、質問の第 1点目は、向

川原市営住宅の建設計画の詳細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、宮の川原付住宅 の余ったスペースに早くもう 1棟建ててほしい

と、こういうことも前回要望しておりますが、そのとき結城都市整備部長は「あの地区の建ぺ

い率の変更は昭和 62年ないし 63年になるであろう」と答えております。いろいろむずかし

いことはわかりませんけれども、 62年ないし、 63年に建ぺい率を変えることができるであ

ろうということの状況は、いまもって変わっていないのかどうなのか。これを早くすることは

できな~¥かどうか。こ れをお聞きをいたしたいと，思います。これが質問の 2点目であります。

それから、質問の 3点目は都営住宅についてであります。いま日野市内には 1，80 0戸を超
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す都営住宅がありますが、建てかえによる戸数の増加を私は要望したいと思うわけであります

けれども、市から東京都に対して、古くなった都営住宅の建てかえ、こういったようなものを

要望したことがあるのかどうなのか。あるいはすでにそういうものを都と話し合って、具体的

な建てかえの年次計画があるかどうかお聞きをいたしたいと思います。

以上 3点につきましてお聞きをいたします。

0副議長(米沢照男君) 福島敏雄君の質問についての答弁を求めます。総務部長。

O総務部長(伊藤正吉君) お答えし 1たします。

向川原市営住宅の建設の詳細と、こういう御質問でございます。この辺につきましては、向

川原団地自治会の皆さんと、すでに話し合いを済ましております。一応現在は居住調査と、こ

ういう段階で事務段階は進んでおるわけでございます。市の方の方針といたしましては、 60 

年度に基本設計、それから、 61年度から着工してまいりたいと、こういう予定でございます。

それで、年次別に一一まだこれは建設部といろいろ協議を してい る段階でございますけれど

も、一応年度別に概略を申し上げたいと思います。ただし、この概略の戸数につきましては標

準世帯ということで戸数が出してございますので、各年度によって多少標準世帯以外に建築す

ると。こういうような場合には若干の戸数の増減があろうかと思います。そういうことを前堤

で御説明したいと思います。

まず 61年度につきましては、 1棟建ってまいりたいと。 1棟で 44戸を予定しており ます。

それから、 62年度につきましでも 1棟の 40戸、それから、 63年度につきましては 2棟の

6 4戸、それから、 64年度につきましては 2棟の 64戸、それから、 65年につき ましては

1棟の 44戸と、こういうことでいま建設部の方といろいろ建てかえ計画については詰めてい

る段階でございます。これはいずれも 4階建てと、こういう計画でございます。

先ほどの御質問の中にございましたように、やはり市営住宅については増設する考え方でご

ざいます。私どもの方では建てかえを重点的に進めていきたいと、そういうことで向川原終わ

りましたらば、また次の団地の建てかえ計画を進めていきたいと。こういうことで、国の基準

によりますと、耐用年数の 2分の 1を過ぎておりますれば建てかえ計画の補助の対象になると。

そういうような特例もございますので、この辺の条件を満たす団地につきまして順次年次を追

し1まして建てかえをしてまいりたいと、こういう考え方でございます。

以上です。

0副議長(米沢照男君) 都市整備部長。

0都市整備部長(結城邦夫君) それでは私から 2点目の川原付住宅の建ぺい率の変

更につきましての御説明を申し上げます。 )I際付住宅、ここは万願寺区画整理事業の 中の一環でご

ざいまして、現在万願寺区画整理事業につきましては、計画どおり順調に進んでいるところで

ございます。その中で区画整理事業がある程度完成してまいりますと、その地区地区で、まず

全体ができ上がる前に部分的にでも用途地域の変更を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。 用途地域を変更する前提といたしまして、 最近の都・固などの指導によりま

すと、区画整理事業を実施した場合、そこに必ず地区計画の網をかぶせるよう指導を受けてお

ります。この地区計画を定めませんと、用途地域の変更手続については受け付けないという指

導が、現在都においてなされているわけでございます。したがいまして、私ども、万願寺区画

整理事業のある相当の区域ができ上がる段階で、この地区計画の網をかぶせ、その上で用途地

域の変更を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。ここの川原付住宅の付近

は、来年度から区画街路の築造に入っていきたいというふうに考えております。この一帯があ

る程度の街区ができ上がりました時点で、地区計画の網をかぶせ、その上で用途の変更をして

いくという計画でございます。その年度といたしましては、前回もお答えしてございます大体

6 2年から 3年にはな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。

以上でございます。

0副議長 (米沢照男君) 企画財政部長。

0企画財政部長 (前田雅夫君) 3点目の都営住宅の建てかえ計画について御答弁い

たします。

現在都営住宅の戸数一一これは、一部建てかえを手をつけておりますけれども、それ以前の

戸数を申し上げますと、 1 0団地の1，81 5戸でございます。現在東京都が考えております建

てかえ計画は 7団地、現在の戸数でいいますと 89 5戸でございますが、これを建てかえをす

ることによりましてし37 5戸にしたいということでございます。この 7団地のうち、計画が

一部進んでおりまして、 1団地一一これは豊田駅北口の多摩平一丁目の住宅でございますけれ

ども、これは、従前 41戸を 86戸にする計画でございます。これは一部集会施設が未済でご

ざいますので、4戸はまだできておりませんけれども、こういう計画で進んでおります。さら

に、準備をしている団地が 2団地ございます。これは、一つは七生団地、これは落川でござい
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ます。この落川につきましては、公共下水がかなり進んでまいりましたので、それに整合させ

るような計画を進めております。それから、多摩平六丁目市立病院の裏手でございますけれど

も、これは現在取り壊 してございます。これは全部で 74戸ありましたものを 77戸というこ

とでございます。増加はほんのわずかでございます。それから、新規に計画をしております一

一こ れは建てかえではございませんけれども参考に申し上げますと、 落川|の現在遺跡調査をし

ている場所で ございますけれども、これが 19 2戸。それから、栄町の神鋼電機の社宅の跡地

でございますけれども、 210戸。これを全部合わせますと建てかえ済みはじ815が 2，697

戸になるわけでございます。1.45倍になるというものでございます。

それから、年次計画でございますけれども、都営住宅の建てかえの方式は、団地ごとに「こ

ろがし方式」と称しまして、 1団i-ili終わったら、そこへ今度次の建てかえの団地の入居者を入

れていくという、 そういう方式をと って、できるだけ速やかにやりたいというのが東京都の考

え方でございます。

以上でございます。

0副議長(米沢照男君 ) 福島敏雄君。

02番(福島敏雄君 ) 私が質問を取り上げた背景には、先ほどお話ししまじたように、

ことしの市営住宅の募集が、 1年を通して空き 家が全然出なかった。募集がなかった。こうい

うことに関連をするわけです。 8万 4，00 0人 くらいの勤労者が日野に一一 夜寝ているか、昼

間働きに来ているかという勤労者を合わせると 8万5，00 0人くらいいるわけです。そういっ

た中で、地方から出てきた人もかなりいると。こ ういう方々が、いざ世帯を持とうというとき

に住む家がないと。民間のアノミート へ入れば軽く 4万円はなけりゃ入れないと、こういうよう

な状況であります。いま向川原の住宅の計画を聞きましたけれども、 61年に 1棟、 44戸で

きるとい うことになるわけです。そうすると、 61年度ということになると、 62年になるん

でしょうか。宮の川原付の方、あそこ空いているんですけれども、 62----3年にならないと建

ぺい率の変更ができないという ことになりますと、いま市民が要望 している、そういう市営住

宅に当座 2年くらいの聞はほとんど入れないと、こういう状況になろうか と思うわけでありま

す。こういう状況は、やはり動労者の要望と合わないんじゃな liかなと。いろいろ前半に背景

を申し上げましたけれども、そういう勤労者の要望を理解するとすれば、ここいらの計画の前

倒しとか、そういった市民のための公営住宅確保、こういった政策がもっと進められなければ

いけないんじゃなし 1かと。そういう意味からいきますと、くどいようですけれども、 2年くら

いはないということになるんじゃなliかと思うんですけれども、計画 61年を 44戸とこうい

うのありますけれども、何か 63年 4年に行く方が戸数が多いわけですけれども、ここいらは

できるだけ私のいまの要望を理解していただけるとすれば、若い年次に多く建てていくという

方途をぜひ御検討をしていただきたいと、こういうふうに思いますし、宮の川原付住宅につき

ましでも、地区計画を定めるということが前提であるとするならば、そういう趣旨に沿って 1

日も早く地区計画を定めていただきたいと、こういうふうにここは要望しておきます。

市長には、ちょっとこの件について御見解を賜りたいんですけれども、私が 3年間議員とし

て勉強させてもらってきているわけでありますけれども、はっきり言って市営住宅、公営住宅

についての考え方が積極的ではないんじゃないかと感じているわけです。国の住宅政策の貧困、

こういうのはあるかもしれませんが、いま勤労者は持ち家政策によって財形住宅に取り組み、

年収の 30%を超えるお金を ローン の返済に充てている。それでも土地の上昇は激しいもので

すから、もう日野市内に家を買って建てられるというような市民はほとんどいなL可。神奈川県、

山梨県の方に比較的安い土地を求めて持ち家をしている。通勤圏も広がっている。こういうよ

うな実態が続きまして、恐らく神奈川、あるいは山梨、こういったようなところが、そういう

波に押されて徐々に土地の価格も上昇しているんじゃなし 1かと、こんなような感じがしており

ます。したがって、私はやはりシンガポーノレも見てきましたけれども、大半が公営住宅だと聞

いていますし、やっぱり土地政策、こういったようなことから考えてくると、もっと公営住宅

を重視しているんじゃなliかというふうに考えるわけですけれども、この辺についての市長の

基本的な御見解を賜りたいと思うんです。

。副議長(米沢照男君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 日野市が人口がふえ、それから、都市として発展をしてきて

いるのは、ーにその一番根元になる原動力は、いわゆる動労市民の新しし1日野市民と しての参

加から始まると、こういうことが言えると思っております。したがって、それを受け入れる住

宅政策をどのように展開すべきかと。これまで、たとえば~ iま現在の住宅・都市整備公団、あ

るいは都営住宅、その他供給公社、市営住宅と、このような手段がそれぞれ複合しあって一定

の役割りを果たしてまいっております。私も過去に申し上げたことがあると患っておりますが、

市営住宅による住宅政策というのは本当に徴力でありま して、そう大きい期待をかけられなし冶
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むしろ、やっぱり公共住宅としての住宅都市整備公団でありますとか、あるいは都営住宅、こ

れらの大きい力を受け入れて、そして、あるものは平家住宅を中高層化への建てかえ、あるい

は新しい団地の建設、こういうことに大きく依存をしなければならないと、このように思って

おります。

公営住宅を重視すべきだと。いままで役立つてないということについては、そのとおりとい

うふうに申し上げなければなりません。特に市営住宅の場合、いま言われております宮の川原

付住宅がようやく過去に建てかえた 1例でありますが、なるべく年次を明けないで次の向川原

住宅に取り付けたいと このように考えておりましたけれども、前提になる条件、つまり 1団地

開発をいたしますと、少なくも相当な都市計画道路に面しておるということが条件とされます

し、なかなかそのまた道路がつけかえられないという事情もあって、数年間を空費してしまっ

たと、こういう経過があります口いろいろ検討しました結果、 1団地としてではなくて 1棟 1

棟の建てかえをやろうと。つまり進入路を南からようやく確保できましたので、 1棟 1棟を建

てかえようと、こういうことであります。 1団地経営をやりますと大きい処理場もつくらな き

ゃなりません。そういうことはなかなか現実に即しませんので、年次計画による改築をやって

いこうと。これがようやく到達し得た現状でありまして、それが、いま総務部長がお話をした

6 1年から着工しようと、こういうものであります。宮の 1棟の分は、これは年次が、条件が

そろってくれば同じ向川原の建てかえのときと年次を合わせて 1棟ぐらいは、これはやらなき

ゃならないと思いますし、その次の手を打って、つまり聞があかないようにつなげていきたい

と、こういうことが市営住宅の建てかえの、いまのところの見通しであります。

それから、都営住宅は、これは相当数ありますから、むしろ積極的に建てかえ計画に協力を

していきたい、こう考えております。その際に、都営住宅の場合は既存の居住者一一入居者の

ほかに、新規分については 4割の優先入居ということもありますので、それらの施策によって

日野市民の住宅を求めるーーかなり、なるべく提供していくと、こういうことに一応の可能性

が成り立つ。それが一つの住宅政策だというふうにも申し上げなければなりません。

なおこれから一一 いまどちらかといいますと、学生寮が盛んに建てられております。つまり単

身住まいのアノミートといいましょうか。あるいは少し程度が高くなりますとマンションとでも

言えるようなものまで建てられつつあります。この際に、将来単身住宅が余りふえるとしづ、

とは、これまたいろんな面で余り歓迎できませんので、 20戸以上の計画の場合には、ぜひ管

理人を置くようにということを開発指導の中に追加をして指導をいたしております。

別にまた、将来的に考えられますのは、私は、駅の近くにはもう少 し高層化する、そういう

住宅政策をとるべきではなかろうかと。その際に一つの外の事業者、あるいはエネノレギーとし

て住宅公団あたりにある程度仕事を与えると。そのようなことによって日野市内全体の徐々の

人口増加とあわせてエネノレギ一一一日野市の活力を迎えていくことが必要であろうとこう考え

ております。

御承知のとおり、ようやく学校も余裕ができてきましたので、むしろ積極的に人口を迎える

ということもそろそろ着眼すべきだと、こういうふうに思っております。それは、まず場所を

選ぶことになりますから、なるべく便利のいいところを都市計画上の多少の指定かえの見直し

もし、また、そのような事業を導入すると、こういう取り組みではなし 1かと、このように考え

ております。なかなか住宅政策は、これは年l埋もかかりますし、特に市営住宅の建てかえとい

うことでつまずいたというんじゃないんでしょうけれども、非常に年期を要したということに

は多少残念な面もあります。しかし、いよいよ糸口が多少開かれましたので、今後年次計画で

やっていけると、このように考えております。

以上です。

O副議長(米沢照男君) 福島敏雄君。

02番(楕島敏雄君) それではぜひ各方面で、住宅政策力強く進めていただきたいと

いうことを要望して、この項の質問を終わります。

0副議長(米沢照男君) これをもって 15の2、市営住宅・都営住宅の増設を積極的

に進めよに関する質問を終わります。

1 5の 3、日野駅ガー ド下の歩道拡幅はどうしても無理なのか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) この質問は通告したとおりでござし 1ます。ちょうど 57年の 6

月、私もお願いしておりまして、この件につきましては、いろんな議員さんがすでにやられて

いるということで、タイトノレとしては「どうしても無理なのか」と、こういうタイトノレでお聞

きをするわけです。特にここでは、建設省・国道事務所の見解を聞いてきますというのが私に

対して答弁でございましたけれども、どういうふうな意向なのか。建設省・国道事務所はどう

いうような見解を本当に持っているのかということを聞きたいし、本当にやるとすれば、ある
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いは国鉄の意見も聞かなきゃいけないのかなと思いますけれども、国鉄はどんなような見解を

持っているのか。これが質問の 1点と。

2点目は、どうし 1う条件が整えばあれを拡幅できるのかということです。こうし 1う条件が整

えば拡幅する可能性があるという、そういう可能性について 2点目はお聞きをしたいと思いま

す。これは、特に説明する必要ないと思いますので、その点の答弁をお願いいたします。

0副議長(米沢照男君) 福島敏雄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) 時間がないようでございますので簡単に説明をいた

します。

まず 1点、 2点の問題を大変恐縮でございますけれども、まとめて御答弁いたします。

まず甲州街道の中央線の陸橋の下の部分でございますけれども、現況を私どもこういうふう

にいま考えているわけでございます。甲州街道の要するに絶対幅員が狭いということが第 1点

でございます。 2点目は、日野駅の、いわゆる乗降者が西口のノミスの、いわゆるタ ーミナノレと

の連絡といいますか、通路にこの歩道を使うということで、そういう乗りかえ時にかなり込む

ということでございます。それから、 3点目は、このガードの施設でございますけれども、ガ

ー ドを支えているアパットがございますけれども、このアノぐットは国鉄の施設であるというこ

とでございます。

これらを踏まえて、それではどう改善をするかということでございますけれども、やはり積

極的な方法は、甲州街道の幅員を広げまして歩道を設置するということでございます。建設省

につきましては、国道を広げる場合には、まず建国協定というのがございまして一一これは、

国鉄と建設省との踏み切り、立体交差等にかかわるところの協定でございますけれども、これ

がもとになりまして建設省が拡幅のアクションを起こしますと、ほとんどが建設省が費用負担

をするというものでございます。それで、これをやる場合に、それではど うなるかということ

なんですけれども、上り下り線を東西に、いわゆる仮に振らなければならないということでご

ざいます。それに伴いまして、線路でございますから、遠くから振ってまいりますからホーム

も少し改良しなけりゃならないということで、かなり莫大な費用がかかる ということで建設省

はかなり難色をしております。

あと一つは国鉄がどうするかということでございますけれども、国鉄は、いまの状態では建

設省の必要性でこの拡幅をするわけでございますので、国鉄からアクションを起こすというこ

とは考えられないと。ただ、将来的に中央線・立川までの複々線が、いわゆる将来できるわけ

でございますけれども、その 2番手といたしまして、立川|から豊田まで複々線という話もない

わけではないんですけれども、そういう事態ならば国鉄が、いわゆる費用を相当額を持っ て改

良をするということになるわけでございます。いずれにいたしましても積極的な方法で甲州街

道を広げるというのは、かなり大きな問題があるというふうに理解をしております。

次は消極的な方法でございますけれども、当初私が申し上げましたよ うに、パスターミナル、

それから、日野駅の乗降者の乗りかえがそこに集中するということであれば、それを幾らか緩

和をする手だてを考えればいいわけでございます。 それには、日野駅の改良をいたしまして西

口をつくるなり、あるいは 2・2・4を通るような形の駅の改良をしなきゃいけないというふ

うに考えております。

し、ずれにいたしましでも、積極的な方法なり消極的な方法をとるにいたしましても、かなり

大変な問題でございます。私ども、この両方あわせて今後も検討し、また、努力をしていきた

いというふうに考えております。

0副議長(米沢照男君) 福島敏雄君。

02番 (福島敏雄君 ) じゃあ、どうしても無理なのかとし、う質問については、はっきり

言えば無理だというような感じでのことなどに受け取ったんですけれども、ニュアンスとして。

いろいろ言われて、確かにむずかしいところだというのはわかるんですけれども、あのまんま

でずうっといいっていうふうにはならないんじゃな~¥かと思うんです。ですから、特に何です

か、駅舎へ寄った方が広くて、栄町の方からずうっとこう行ったところの方がその半分くらい

きりないんです。ですから、あそこだけでも一一あそこを広げるのは余りお金かからないよう

な気がするんですけれども、そういう検討はできませんですか・・・・ー( i自転車で歩けるように

するんだよ」と呼ぶ者あり)後ろ一一この問、実は建設委員会のとき、公明党の馬場繁夫 1級

建築士の人があそこを見てまして、厚生委員会の視察に行ったとき見てまして「ここ方途はあ

りそうだ」とこう言うんですよ。方途はありそうだということを聞いたことがあるんですけれ

ども、もう少しそういった現在の、何ていうんですか技術とかそういうものを使えば、この反

対側のところだけでも一一こっちの方ですね。立川へ寄った方。あそこだけでも広がればいい

と思うんですけれども、そのためには何かどこかサポートして、どろをかき出すということだ

けでいいのかなあなんていう感じがするんですけれども。そういう検討は、検討っていうか、
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0副議長(米沢照男君)

O市長(森田喜美男君)

市長。

私も技術的には全くわからないんですけれども、 1 0年余り

02番 (福島敏雄君) 私の考えで、西口を開設するということがあったにしても、あ

の歩道の幅はいつまでもあれじゃ困るよということは残ります。必ず駅の向こうとの往き来は

あるわけですから、通勤する人は西口の方に行くかも しれませんけれども、かなり線路を挟ん

での往来はあるわけですから、西口ができたにしても市民の要望の中に、あの歩道を拡幅して

くれという声は永久に残ると私は思います。したがって、市長の方からいろいろ見解いただき

ましたけれども、要望といた しましては、ぜひあの周辺の歩道拡幅、西口、 トイレ、こういっ

たような一連の駅周辺の市民要望に対する解決策というようなものをぜひいろんな部署でプロ

ジェクトでもつくっ ていただいて、御検討 していただくこ とを要望してこの質問を終わりたい

と思います。

O副議長 (米沢照男君) これをもっ て 15の3、日野駅ガー ド下の歩道拡幅はどうし

ても無理なのか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)

。副議長(米沢照男君 ) 御異議ないものと認め、暫時休憩をいたします。

午後 2時 31介休憩

午後 2時 53分再開

そういうような交渉というか、そういうことはありませんか。

0副議長(米沢照男君 ) 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。

さっき言いましたよ うに、アパッ トがありますから、それを広げる ということになりますと、

車道を縮小するということではなし 1かなというふうに思うんですけれども、いまのまま立川寄

りに拡幅はちょっとできないんではないかなと思し 1ます。

0副議長(米沢照男君) 福島敏雄君。

02番(福島敏雄君 ) 非常にしろうと考えなんですけれども、立川|側を拡幅するとい

うのは、あの歩道のと ころを一一 いま狭い歩道があるわけですよ。その歩道の、立川側から来

る、少しこういうふうに少し削りゃあいいんじゃなl¥かと。(iそのとおりだ」と呼ぶ者あり)

甲州街道狭くするんじゃなくて ( i建設委員会で削ってこし¥Jと呼ぶ者あり)あれを削りゃあ

いいんじゃなl¥かとこう思うんです。

前、有山市長のときに国鉄と協議をして、日野市が3，000万円負担をするということで、立

川の駅側なんですが、何かできそうになりかけたときがあるんですが、結局国鉄側は一方的に

ホームを長くして、つまりガードの上にまで、列車へ乗っかるようなそういう対策によって、

後ろの方の旧甲州街道の踏み切りに後尾の列車が乗っかるということを回避した、そういうこ

とがあります。それ以来、ガードの拡幅ということは余り話題になりませんでしたが、それは、

一つには 1・3・1計画が進みましたり、あるいは 2 ・4・4計画が進んだりしていることと

相まって、国鉄の自前でやろうという意欲のなさ、あるいは建設省が国道 20号線を拡幅しよ

うというどうも意欲もないと。こういうことで放置されているというふうに言わざるを得ない

と思っています。地元の市といたしましては、むしろ日野駅を線下駅に改造するということを

一つのきっかけとして、このことにも取り組む。こういう順序が適当だと思いますので、いま

日野駅の線下化ですね一一駅の線下化のことについて、再度当局と交渉を持ちたいということ

を申し入れていると、こういう事情にあります。( i大柄先生に頼まなきゃだめだよJと呼ぶ

者あり)頼んであります。

0副議長(米沢照男君) 福島敏雄君。

0副議長(米沢照男君) 休憩前に引き続き会議を開きます。

一般質問 16の 1、市内循環パス運行を促進せよについての通告質問者、藤林理一郎君の質

問を許します。

C 2 0番議員登壇〕

020番 (藤林理一郎 ) いま議長さんから、市内循環パス運行を促進せよ、という題

名で一般質問さしていただきます。私、再三にわたりまして、この表題の、市内循環ノξス路線

についての質問をさしていただいております。そこで、私、昭和 49年 12月の 18日だった

と記憶しておりますが市議会議長あてに請願を提出いたしております。その当時紹介議員とし

てお願いをいたしました大柄保議員さん、秦 正一議員さん、名古屋史郎議員さん、 3名の

議員さんにお願いをいたしまして、パス路線新設に関する請願でございます。翌 50年 3月24

日採択をいただいております。その後、昭和 52年の 12月8日、市当局・市議会議長あてに
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再度お願いをいたしております。そのときの紹介議員の方が奥住議員さん、板垣議員さん、飯

山議員さん、この 3名の議員さんに相も変わらずお願いをいたしております。それで、 52年

1 2月の 26日ですか、これも委員会の審議をしていただきまして採択をいただいております。

そういうところから、いま一ーその当時都道でございました一一現在の日野・八王子線バイ

パス路線でございます。道路が完成すると同時に、その当時は、たしか都議会の議員として活

躍なされた古谷太郎先生に、この路線パスについていろいろと相談をし、都議会の方にも御相

談に参っております。完成と同時に北八王子工業団地、または沿道には住宅が増加してまいっ

ております。その交通網として市内循環パス運行の実現を求めている市民の声は年々高まって

おる次第でございます。市民の足を確保する問題は緊急な課題となって現在もおります。

さかのぼってみますと、市民要望として市議会へ請願が 48年から、パス運行の実現を求め

て、本議会において黒川議員さんですか、 12件も請願が市議会に提出されていると。それが

全部採択をしていただいておるわけでございます。その結果を見てみますと、やっぱり市内循

環パス路線は、どうしても理事者側、または市長さんとしても市民要望にこたえるべき責任が

あるのではなし 1かと思います。市民の要望の内容として見た場合、大体第 1番に挙げているの

は南北を結ぶ路線。第 2番目は、市役所、市立病院、図書館等が挙げられて請願がなされてお

ります。そのような形で私も何回か質問をこの件についてさしていただいております。その答

弁の中で、市長さん並びに関係部長さんの答弁によりますと、なかなかこの問題は大変な問題

でございますと。できるだけのことは私たちゃらなきゃいけない責任がございますから、行政

の上に立ってできるだけのことはしてまいりますと。こういうような何回か質問する中で答弁

をいただいております。

そこで私は質問さしていただくわけでございますけれども、第 1点として、日野駅・八王子

バイパス路線について京王ノミス株式会社、または西東京パス株式会社との、その後の 2社との

話し合いは何回かなされているということを聞いておりますけれども、最近どのような状況に

なっているかお尋ねをいたします。

2点目、日野駅から者随 16 9号線。これは、日野駅から八王子市石川町に入る路線で、新

町、栄町を通る路線でございます。そして、石川町の宇津木台経由して八王子の駅に入ると。

これを巡回するパス路線でございますけれども、この見通しについて再度お尋ねをいたします。

そして、そのパスが通ることによって、どのようなバス停がいま計画されているのか。それを

ひとつお知らせ、またはお願いをいたしたいと思います。

次でございますけれども、中央線豊田、あるいは平山橋経由多摩センタ一路線は、最近何か

運行がなされるよう には伺っておりますけれども、これは、いまどのような話の段階であるの

か。 これもひとつお聞かせを願いたいと思います。これは 3点目です。

次4点目でございますけれども、昨年 12月の定例市議会におきま して、市当局より議会に

循環ノミス路線の試案として提出されたこともございます。その市内循環パス運行について、そ

の後どのような対策を練っておられるのか。また、どのような経過になっているのかお尋ねを

いたします。この 4点でございます。

0副議長(米沢照男君) 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。

0企画財政部長(前田雅夫君) お答えをいたします。

まず第 l点目の御質問は、日野駅から日野台二丁目を通りまして高倉・八王子方面へ行くパ

ス路線の設定ということでございますが、まず西東京パスでございますけれども、西東京パス

については、現在日野市に、いわゆる運行のエリアを持っておりません。いわゆる権益を持っ

ておりませんので、新たにこの路線の設定ということになりますと、京王帝都電鉄との協議に

なるわけでございます。この点については、西東京が運行するということは非常に見通しがな

いわけでございます。一応要望としては、京王帝都電鉄に取り次ぐということになっておりま

す。そうしますと、日野市の権益を持っております京王帝都電鉄、それから、東京都というこ

とになるわけでございますけれども、まず東京都については、多摩地域の赤字路線ということ

で整理をしようということで、現在関係市の負担を仰ぎながら暫定的につないでいるという状

況でございますので、新しく路線の設定というのは無理かと思います。残る京王帝都電鉄でご

ざいますけれども、これは、前々からいろいろ要望をしているわけでございますけれども、現

時点では、日野台二丁目の裏を通る市道の沿線の開発の状況からいきまして、はっきり申し上

げまして、とても採算の合うものではないと。かなりの大幅な赤字を生むものであるので、現

時点ではちょっと不可能であるというような立場をとっております。

2番目の、日野駅から東光寺を経由いたしまして八王子の宇津木台に行くパスでございます

けれども、これは、西東京・京王帝都電鉄と話し合いをいたしまして、この線については西東

京が行うということで、現在準備をしておる次第でございます。日野駅から東光寺の方に行く

n
h
u
 

に
d ヴ，

F
h
d
 



約 400メート ルでございますけれども、かなり都道の幅員の狭い部分がございまして、これ

らの問題がちょっと隆路になっ ておりまして、なかなか路線の免許がおりないというような状

況でございます。現在陸運局の方に路線の申請をいたしまして、関係機関の意見をいま集約を

しているという段階でございます。でき得れば来年の 4月 1日から運行したいというのが西東

京の考え方でございます。

バス停については、ちょっと私も記憶してないし、資料もいま手元にございませんので、大

変恐縮ですけれども後ほどお答えをいたしたいと思います。

3番目の、豊田駅北口から多摩センターのノミス路線でございますけれども、これは、豊田の

北口から出まして 2 ・2・6を通り、今度都道ができました中央線を通り、さらには平山橋、

京王線を越え、京王平山団地を通って程久保、それから、中央大学経由多摩センター という路

線でございますけれども、いま豊田駅の北口のロ ータリーがかなり狭いわけでございます。現

在入っているパスの発着、それから、ハイヤ一、一般の市民の方の利用、これで目いっぱし 1でご

ざいますので、このロータ リーから少 wiれたところで発着しなければいけないということで、

地元と京王帝都といま話し合いをしている最中でございます。順調に話がまとまれば来年の 4

月運行ということになるわけでございます。

次が 4番目の循環パスでございますけれども、昨年試案を発表いたしまして、それに向けて

京王帝都と、いわゆる私ども実施の方向でいろいろ内容について検討したわけでございます。

その中で、やはり市としての基本的な立場をこのように考えまして対処したわけでございます

けれども、まず、やっぱり運行計画の妥当性というのが一番目に来るんではないか。市の試案

でいきますと、いわゆる l周 90分要しまして、それを 45分間隔で、いわゆる東西に振り向

けるという計画でございました。この路線の中に、現在京王帝都のいわゆるパスエリアの中で

一番込んでいるところが日野市の高幡不動駅、並びにお不動様の周辺だそうでございます。こ

の辺を通りますと、かなりパスダイヤが狂ってくると。いわゆる 90分ないし 45分の間隔に

なりましても、定時制の確保がされますとパスの利用度はかなり向上するわけでございますけ

れども、この運行間隔が大きい上に、定時制をかなり失ってしまうということ、それから、料

金の問題でございますけれども、現在陸運局は均一料金を認めないと。いわゆる距離制でいく

ということになりますと、反対方向に遠回りをしていくことができなくなってしまうというよ

うなことで、非常に問題点があるわけでございます。

2番目は、経費の問題でございます。これは、特には財政負担が後年度にわたって漸増して

し1くわけでございます。これらの点についてもかなり検討いたしました。京王帝都が出しまし

た案によりますと、いわゆる両サイドで 45分間隔で運行した場合で、少なく利用者を見て 1

台 10人、多くても 20人、こういう試算をしております。 10人の場合には市の負担が約

6，5 0 0万円、それから、 20人乗った場合には 6，00 0万円という負担が市にかかってくる

わけでございます。これらを利用者で割り返しますと、かなり高額な 1人当たりの負担をしな

きゃいけないということになるわけでございます。

ちなみに、都下の市で幾つか各自治体がパス会社の、いわゆる補助をしております。この辺

の実態をちょっと御紹介いたしますと、武蔵村山が一一この市は私鉄、国鉄電車線が 1本もな

くて、いわゆる交通が不便だということで、市民・議会の強い要望があ りまして、昭和 55年

に立川パスが事業を実施いたしまして、それに財政援助をするという計画でございました。 こ

れが、 58年度の決算ベースで申し上げますと、乗客 1人当たり 374円を市が負担をしてい

るということでございます。それから、現在立川が循環パス一一これはやはり立川ノξスでござい

ますけれども、立川駅の北口からずうっと北東を回りまして、それから、西国立駅を経由して、

共済病院、市役所、それから、南口に入りまして、南口からさらに西に向かつて富士見町を通

り、それから、郷地を通りまして、また東に向かい北口に入るという。この循環ノミスでござい

ますけれども、これを昭和 57年度から、いわゆる補助を出しております。この 58年度の 1

人当たりにかかる市の補助が 160円でございます。

それでは、いま市がことしから 3カ年補助いたしまして、それでひとり立ちをしてもらうと

いうことで、日野駅、市役所経由豊田駅のパスでございますけれども、これがどのくらいの 1

人当たりの負担になるかといいま すと、試算によりますと、これが 181円市が負担を してい

るということになるわけでございます。

それでは、これに比較して、いま私が申し上げました市が提案した循環ノξスの試算をいたし

ますと、かなり膨大な費用負担を 1人当たり市がしないと運行できないということでございま

す。この経費の問題でいいますれば、 1人当たりの市の負担がかなり高いということと、後年

度負担がかなりかかってくるということを申し上げたいわけでございます。

3番目とし 1たしましては、これらのいろいろな問題がある事業を一一問題とし、いますか、ま

だ、いわゆる運行の計画なり経費の問題を含んだ事業を行う場合に、市民のやっぱり理解とい
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し、ますか、コンセンサスを得なければいけないというふうに考えております。この辺の問題に

ついて今回の議会でも議論された請願を一つ見ましでも、非常にむずかしい問題だというふう

に考えております。

それから、 4番目は、やはり安全性の確保でございます。大量輸送を行うわけでございます

ので、経費を安くするために、その責任の負担を、いわゆる力のない団体に委託をしたり事業

を実施させるということは非常に問題があるわけでございます。そういうことで、安全性の確

保については京王帝都とか、あるいは一流の会社にやらせればいいんですけれども、それ以外

の方法というのは、なかなかこの問題にひっかかってくるということでございます。

それから、あと最後一番大切な問題かと思いますけれども、やはり基本的には幹線の道路の

大量輸送については京王帝都、あるいは東京都のような交通事業に任せるべきではなliかと。

それらでカバーできないところをいわゆる市が何らかの形でできないだろうか。私ども一番担当

者として心配するのは、市が循環パスをやることによって一一現在京王帝都が、いわゆる路線

パスの運行の努力をしているわけでございますけれども、これに水を差すといいますか、後退

をするようなことになってはいけないと。その辺をちょっと私ども憂いているわけでございま

す。いずれにいたしましでも、かなり大きな問題を抱えているわけで、とりあえずさっき言い

ました日野駅・市役所経由豊田行きのパスの路線をつないだわけでございますけれども、過去

に提案いたしました市の案、それから、それ以外に何かうまい方法がないだろうかということ

で、いま検討をしているというのが現況でございます。

て移転さしたと。そして、そこに建設するんだということで、その方が引っ越したそうです。

そのときにちょっと私耳にしたんですが、パスが通りますよと。甲州街道の部分、幾らかこち

らの方に振り 向け るんだよと。こういうことも話を聞いておりました。それが、引っ越された

後そ こへ建築できるのかとこう思って私楽しみにしておったら、その建築はできない。そして、

その後パスも通らない。何かの形ですれ違ったようにも聞いているんですが、その辺の事情は

市当局で何も闘いておりませんでしたか。お尋ねします。

O副議長(米沢照男君) 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。ちょっと御質問の内容の記憶が

ないんですけれども、前に東京都に対しまして、いわゆる甲州街道通っているパス路線を一部

割愛をして、いま藤林議員さんがお話しになっております日野台二丁目の裏を通して日野坂の

ところでまた日野駅へ合流するという、そういう要望をいた しました。それで、 都の交通局が

利用者の実態調査をいたしました。その結果、都パスの現行の甲州街道走っております利用者

の調査と、それから、裏を回した場合の利用者がどれだけ予測されるかという調査でございま

した。そのときの結果は、いまの時点で甲州街道の路線を、 一部北側に迂回をさせるというこ

とになりますと、かえっていまの甲州街道のノ〈ス路線をかなり痛めてしまうと。それから、利

用者も見込めないと。北側の路線へ振り向けた場合に利用者も余り期待ができないということ

で、実現しなかったという経緯はございます。

0副議長(米沢照男君) 藤林理一郎君。

0副議長(米沢照男君) 藤林理一郎君。 020番(藤林理一郎君) いま部長さんが答弁なさっているのと私が質問したのとち

ょっと違うんですが、それは、部長さんが言われていることも私は聞いております。私が質問

をしているのは、あのバイパスのところに、サンキョ ーポウル ございますね、石川町です。そ

の隣の空き地のところに公共施設をつくるということで、そして、その公共施設つくるために

一一京王さんだと思うんですが、京王さんが北八王子工業団地を経由して日野駅にこのバイパ

スを通じて通すと。このことなんですよ、都パスじゃなしに。都パスのことは私十分知ってお

ります。いろいろな回答もいただいておりますから。私の言うのは京王パスなんですよ。京王

パスが一一八王子の住民がやっぱり喜んでおったんですね。通るようになったようですねとい

うことも私聞いておりますし、私も、通るだろうというふうに思ってはいたんですけれども、

そのことを私し 1まちょっと質問したんで、すが、そのこと聞いておりませんか。

020番(藤林理一郎君) いま企画財政部長さんが説明を細かくしていただきまして、

大体のところがわかりました。 1点目の日野駅から八壬子、この件についてはまだなかなか赤

字財政ということで、なかなかスムーズに取り組んでいかれない。こういうようないま答弁がござ

いましたけれども、これ私の記憶では 53年でしたか、たしか京王さんの方で、あの当時は

122本か 3本記憶しているんですけれども、甲州街道走っているのが日野から八王子ですね。

その部分を幾らかでもバイパスに通してもいいというような話は聞いておりましたし、そして、

いまーーその当時ボウリング場がございましたですね。サンキョーポウル、石川町の。あの周

辺のところに、これは公共の建物だそうですね。建築するんだということで、その当時そこに

住んでいた方が四国の方だそうです。そこまでわざわざと全部移転先まで費用を持って、そし
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0副 議長(米沢照男君) 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。サンキョ ーポウルの付近につき

ましては、八王子市域のことで、ちょっと私ども隣接はしておりますけれども、話を聞いた覚

えはございません。強いて言いますれば、あの近くに一一南側になりますけれども、都立の養

護学校ができましたものですから、それの話かなというようにちょっ と考えた次第でございま

す。

商庄の人たちも非常に迷惑かかるというようなことから、パスの停留所幾らか行ってという ん

ですか、場所変えて、そして、走らそうというようなこともちょっと私聞いているんですが、

このパス が豊田駅から一一 平山橋が完成すればここを経由して平山住宅、それから、中央大学、

程久保を通じて多摩市に入るということが、市の方で目安がついていたんじゃなかろうかと思

うんですが一一 それがついておったと思いますね。ついておったと仮定して、その当時豊田の

駅北側におりまして、北側の左側のところに京王の3階か 4階建てのピルがございます。それ

を建築する時点において、都市計画なり、また企画の方で、そこへ向けてパスタ ーミナノレをつ

くるような指導をしたのか、しなかったのか。これをひとつ御回答をお願いしたいと思います。

O副議長(米沢照男君 ) 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。

京王のピノレが豊田の北口に開発行為としてピノレをつくったわけでございますが、この開発行

為が届け出があった一一事前協議の申請という形であったときには、私どもとして、またパス

路線等についての具体的な計画という点は、考え方としてコンクリ ー卜さ れておらなかったた

めに、具体的にそこにパスタ ーミ ナルをつくる、どうのこうのという指導は、当時は行わなか

った次第でございます。

0高Ij議長 (米沢照男 君 ) 藤林理一郎君。

020番(藤林理一郎君) そのとおりなんですね。部長さんが担当してなかったよう

ですから、なかなか話が私の聞いているのとかみ合わないと いうことなんですが。それで、都

市計画関係の部長さんですね。その当時は担当しておりましたから、どうでしょうか聞いてお

りませんか。それなどについて都市計画課の方でそういう話を聞いておりませんか。

0副 議長(米沢照男君) 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が、その点については私の方、

直接お聞きはしてございません。

0副議 長(米沢照男君 ) 藤林理一郎君。

020番(藤林理一郎君 ) これ以上何しても……口後でまた総体的にまた聞いてみま 0副議長(米沢照男君)

020番 (藤林理一郎君)

藤林理一郎君。

もう一度お尋ねしますけれども、やっぱり何ですね。 48 す。

それから、 2点目でございますけれども、日野駅から宇津木台に通じるこれですね。先ほど

時間帯、または停車場ですか、とまるところですね。その辺のところが資料持つてなし 1からわ

からないということでございますので、これも強いて一一まだ通っておりませんから、どう や

ら聞いてみますと、申請をして、そして、その認可がまだおりてないということですから、で

きますればひとつ部長さんの方で、できるだけ早くに、やっぱり通ることになるようですから、

その前に議会なり、または市民に知らせるべきことがあれば一日も早く知らせていただきたい

と思います。

それから、次に3番目の、これは中央線の豊田駅から平山橋経由で多摩センターに通ずる一

ーその中に中央大学とか程久保、こういう経由していくわけでございますけれども、これにつ

いても私先ほどちょっと部長さんの答弁ございましたけれども、豊田の駅のターミナノレ、これ

が非常に狭くてノミスがここへ停留で、きない。それがために一般の市民、住民、また、その他の

年ごろからこのように循環パス路線を運行させるんだというふうに、議会と市民と一体となっ

て請願なんか出て きているわけですよ。それを知りつつ豊田の駅に、この建物が建つとターミ

ナルが狭くてノξスの乗り入れができないということが、その時点でわかっているんじゃなし 1か

なと思うんですよ。そのくらいのことわかっていて私いいんじゃなし 1かと思うんです、行政の

中で。だからそのときに、いま京王さんがパスターミナルが狭いとか何とか言っているようで

すけれども、その当時、なぜ建築指導をしなかったのか。どうしても建てるというんなら小さ

いものにするとか、それともそこをターミナルにしていただくように、どうしてもここへ向け

ての建築はよしてくれというような指導、やっぱり私はしてよかったんじゃなし 1かなと。いま

になっては遅いですよ、これ。狭~¥からといっても。また、北側の団地のそばの交番、あの周

辺のところにターミナルを設けてどうこうというような話もちょっと聞いておりますけれども、

そうすると、結局行政の中でこういうやり方、何していくかというふうに話が出てくると思う
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んですよ。そうなってくると議長の責任になりますよ。やっぱりこういうことは、もう少し議

会側の方で、どのような地域で、どういうような請願が出ているかということも私自をとめる

必要があったんじゃなし 1かと思うんです。それをなされていないということになると、これは

私は政治責任、行政責任というふうに言わなければしょうがないということですよ。その辺の

ところを、これ&上どうこうといってもしょうがないですから、市長さんにひとつその辺のとこ

ろをお聞かせ願えたらと思います。

0副議長(米沢照男君 ) 市長。

0市 長(森田喜美男君) 市内循環ノξスのことにつきましては全くこちらも、いわゆる

免許という制度は何のためにあるんだろうかという疑問を持ってしまいます。つまり公共輸送

でありますから、安全性のあるところには免許を受けると。免許を受けたところは、今度は一

方に権益となってしまって、利益のないところにはノξスを走らせない。いままであったものす

らやめていくと。じゃあ市民は一体どういうふうに位置づけられているんだろうかと、全く疑

問に思ってしまうわけであります。やればやるほどそういうことにぶつかってしまいました。

そこで思い立ちますのが、何とか自前の力でやることができないだろうかと。あるし 1は日野市

内の交通業の人たちに頼んで、そういうことができないだろうかということで、今後この基本

的な勉強から始める必要があると。市内交通委員会というようなものを、業界の方も一緒に入

ってもらって論議する必要があると。このことを感じているということで先日申し上げたよう

に思っております。

いまの駅前の御指摘の何ていう建物ですか。要するに建物を建ってしまっているわけですが、

それぞれまた開くところによりますと、京王電鉄あり、京王パスあり、京王何とかあり、持ち

会社が違うそうでありまして、それぞれのまた名義別といいますか、あるいは業種別によって、

そういうことがぱらぱらに進められると。これにいかに行政がまた無力であるかということも

御指摘のとおりであります。全体に一緒でやったということになれば、やっぱりそのピノレを撤

去してでも公衆の輸送に耐えるようにやってもらわなきゃならない一一こういう論議に戻って

くるような感じもいたします。そういうことを含めて、やっぱり公共輸送のあり方について、

これは国会でもひとつ論議してもらいたいと思いますし、都の範囲でも議論をする余地がある

ように思っております。そういうことにこれから、つまり市民の利益という立場からこの主張

をいつまでも推し進めていきたいと、このように思っております。

O~U議長(米沢照男君) 藤林理一郎君。

020番 (藤林理一郎君) いま市長さんの大分前向きなような答弁をいただきまして、

できるだけ今後住民側に立って、市民が要望している循環パス路線について積極的にひとつ取

り組んでいただきたいとこういうふうに申し上げまして、この件については質問を終わりま

す。

0副議長(米沢照男君)

る質問を終わります。

1 6の2、教育問題については、藤林理一郎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。

これをもって 16の1、市内循環ノごス運行を促進せよに関す

1 6の3、住環境整備と向上についての通告質問者、藤林理一郎君の質問を許します。

020番(藤林理一郎君 ) いま議長さんが読み上げましたように、住環境整備と向上

についての質問をさせていただきます。

都市整備を考えていく場合、非常に反省をせなければし 1けない幾つかの点があるよう に考え

ます。最も基本的なことは、都市を考える場合、これまで政治・行政・経済等の活動を思うよ

うに行えなかったこともあるようにも考え、また、人々が住み働き憩いの場として観点を考え

る中で、人間に重点を置いた考え方が必ずしも十分でなかったとも言えます。人間が住む場所

として、町づくりの中においては歴史と風土、公共施設整備を求めている住民に対し、すなわ

ち生活環境の整備、自然環境と調和・文化的な環境の整った住民の日常生活に密着し7こ生活基

盤整備を対象分野として、行政運営として考えるべきではないかと思います。

そこで、いま現在日野台一丁目のところに問題になっておる土地でございますけれども、こ

れは長くから有名な「小構地域」といって、明治 6年ころからの地名のあるように聞いており

ます。いま「日野」でございますけれども、その当時も「日野」だと思います。 I小構」とい

うふうに日野市の方から名付けて、政府に何したそうでございます。そのような中で、地祖改

正条例公布を行ったようでございます、日野市の方で。そのときには日野で確定したたんぽ、

畑また、宅地、山林等で、いまで言う町名地番じゃなかろうかと思います。当時旧名は、この

「小構」は「新坂」から「字小構」というふうに変更されたそうでございます。

その当時、小構の土地の面積は、坪数は 16町歩 3反というふうな広い面積の小構の場所で

ございます。これは、古くから言われた土地でございます。そういうふうに私も記憶しており
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まして、昭和 24年ころ現在の多摩平三丁目、この辺が「傘松j と一一いまも「傘松Jといっ

ているそうですけれどもその当時か ら 「傘松」という自治会もあっ たように記憶しています。

それから、五丁目、六丁目、七丁目、これは「暁j とし 1って呼んでいたそうでございます。そ

の中に 「日野台一丁目」 が 7番目 の 「暁自治会」というよ うな ことも私聞いて記憶しているわ

けでございます。 r暁自治会」の一部を「小構自治会」と改め、 その後、地名変更後 「日野台

一丁目」と名付けられたそうでございます。

今回問題になっている 日野台一丁目の小笠原機械株式会社南側。振り返ってみますと、その

当時、元ポワリング場跡地にいま二大マンションが建設されております。その後、 2年ばかり

後、日野台ハイツも建設されております。ところが、この 2棟のマンションの建設なされたの

と、いま問題になっている場所とは違います、条件が形態が。違うというのは、国道 20号線

寄り のところでございますか ら、一丁目の住民には、日影の問題としては影響があるようで、

ないような形でございます。 ですから、そのこと から考えていきますと、いま現在の一丁目の

ところの小笠原さん、このところにもしか一一私、建設するかしないかわかりませんけれども、

もしか東洋建設さんがマンションを建てると いうことになりますと、この長年続いてきた小構

という土地、荒れほうだいな荒れ地になってしまうんじゃないか。荒れ地と いうんですか、そ

の周辺の住民が路頭に迷わされるような、そして、環境的にいって悪影響及ぼすような実態に

なるんじゃなし 1かとい うふ うに私も考えていま質問さしていただくわけなんですけれども-

こういうふうなところから議会なり、また、委員会なり再度住民の方たちが傍聴に来られて、

一生懸命になってこれを防止しようというようなことのようで ございます。その辺のところか

ら見てみますと、やっぱり長年住みついた住民の方たちに、これ以上悪影響を及ぼ していいの

か悪いのか。その辺のところを行政の中でできるものなら考えてあげていただきたいというふ

うに考えるわけでございます。あそこ に建設されると本当に一一 いま現在でも小笠原さんの北

裏、その辺のところの場所が5メートル も空いておりません。いまの会社の建っ ている建物で

すね、住民側と。そういうようなところを見ていただければよ くわかると思L、ます。今度大き

なマンションが建設された場合に、どのような影響が出て くるのか。こういうよう なことを考

えてみますと、やっぱり何とかいい方法を考えてあげないと、いままで一生懸命になって皆さ

んが働き、憩いの場所を求めて土地も買い建築もし、そして、子供も育ててきたわけです。子

供さんたちのためにも、いま皆さんが行政の中で、市長初め非行防止、何とかせなきゃいけな

いというようなことをやっておりますけれども、こういうことにも私はつながってくるんじゃ

なl¥かと。だから、できますれば安全な生活を営んでいただけるように、行政側は考えてやら

なきゃいけないんじゃなし 1かというふうに私は考えてこの質問に入ったわけですけれども、そ

の辺のところひとつ考えていただきたいというふうに思います。

それで、こういうことも市長以下担当の方たちも全部御存じだと思うんですが、第三小学校

のPTAの方たちから、三小地域に公共施設をつくってくださいと。その中に一一理事者側の

方に、市長さんも御存じだと思います。できるなら遊び場一一子供の、そして、公園広場等の

要望がなされたことも市長さんが御存じだと思います。そのことについて、いま問題になった

ところも含まれております。その当時自治会長さんも、できれば一丁目の自治会の中に、こう

いうような施設をつくれるものだったらつくっていただきたいと。こういう要望もなされたよ

うに私記憶しております。

そして、 2点目でございますけれども、市側に小笠原さんの社長さんというんですか、専務

さんというんですか、 この方が、 この工場を市は買っていただけなし、かというような要請もあ

ったようには聞いておりますけれども、これは、いつごろそういう話が出たのか。そして、実

際にそのことを関係の部長さん、また、市長さんが話し合いに応じたことがあるのかないのか。

それをひとつお聞かせを願いたいと思います。

3点目。これは、 5月 30日ごろに小笠原さんと東洋建設さんで売買契約が成立し一一所有

権登記ですね。これは終わったというふうに 5月30日ころ私聞いておるんでございますけれ

ども、そのときに市長さんと住民の方たち、また、東洋建設さんと、そういう中でこの問題に

ついて話し合ったことがあるのかないのか。これもひとつ聞かしていただきたいと思います。

4点目に、もしこの場所の建設に反対をして、市側から反対をして、そして、何かの形で東

洋建設さんが市に、じゃあ買ってくださいと。または、どこかにそれに適したような場所があ

るなら、交換してもよろしいですよというような話が出てきた場合、市当局でどのような対応

をするのかできるのか。お考えがあったらひとつ聞かしていただきたいと。以上4点をまずお

伺いさしていただ きます。

0副議長(米沢照男君 ) 藤林理一郎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 4点の御質問についてお答え申し上げます
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が、 l点目につきまして、三小のPTAの方々の当該地域におきましていろいろそれが、公園

広場といった公共施設をつくってほしいという要望については私どもも聞いておるところでご

ざいます。できるだけ私どもの努力の中で、こういった施設等も機会があれば、つくる必要があ

ろうというふうに考えております。

それと、 2点目でございますが、小笠原の専務の方でございますが、この土地を会社の都合

上売却したいと。ついては市、あるいは都でこれを買っていただけなし、かという御要望はござ

いました。市の内部、あるいは東京都とも相談をした結果としては、この土地は一応買わない

という方向で御返事をいたしたわけでございます。それから、そのお話があったのは、昨年の

6月から 7月にかけてだと記憶しております。

それと、 3点目でございますが、東洋建設との話し合いと申しますか、東洋建設がこの土地

を入手いたしましたのは今年の 5月 31日に正式な所有権の移転が行われたわけでご

ざいます。その点について、その前後に東洋建設との問でいろいろな話し合いを私ど

もは行ってございます。建てるということであるならば、十分その点は事前協議で、

事前に申請書を提出してほしいと。地域の環境面については最重点に考えてほしい。あ

るいは前面道路というのは拡幅の問題もあるので、その点は十分考慮してほしいと。特に日照

の問題については裏北側の住民が非常に迷惑するという話も聞いておりますし、そういった点

を十分配慮した設計等も行ってほしし、と。事前審査の前ではございますけれども、一応いまま

で東洋建設との間では、こういった点について話をして ζ ざいます。その中でも、土地を売る

意思があるかな~\かということについてもただしてございますが、この土地については、やは

り会社の方針としては売却はしない方針であるというようなことも確認をしてございます。

4点目でございますが、東洋建設が市に売る、あるいは土地の交換という申し出があったら

どうかという点でございますが、この点については、そういう事態がまた起これば、当然内部

でそういった点については、関係部局との間で協議を行わなければならないというふうに考え

ております。

以上でございます。

0高Ij議長(米沢照男君) 藤林理一郎君。

020番(藤林理一郎君) 1点目のことについて何か知ってたようですね。三小地域

で、公共施設つくってくださいということですね。それは三小といってもその当時はずいぶん範

囲が広くって、いま東光寺小学校も出ておりますし、その当時市長さんも何回かこのPTAの

お母さん方と話し合いがなされたように聞いておりますし、そして、その時点で、こういうよ

うな場所が出たというふうになったときに、その時点でどうですか。部長さんも、それから、

市長さんも頭の中にあったかないのか。それは数の多いことですから何でしょうけれども、ど

うなんですか、その辺のところを。これ 1点ちょっと聞かしていただけますか。

0副議長(米沢照男君)

O市長(森田喜美男君)

市長。

三小地区に文化施設をという運動のあることは、ここ何年来

よく存じております。そして、これの考え方といたしましては、同じ東光寺、神鋼電機住宅跡

地に都営住宅が建つ際に、一定の面積を地域に残していただく。そういうことで対応しようと

いうふうに答えております。小笠原の土地とは発想が全然合っていませんし、それから、三小

地区といいましても確かに広いわけですから、むしろ当初下の段というふうに考えております。

そういうことです。

0副議長(米沢照男君) 藤林理一郎君。

020番(藤林理一郎君) くどし 1ょうですけれどももう一度お尋ねいたします。三小

地区は確かに市長さんの言われるように広いし、そして、日野台一丁目のいま問題になってい

るところは番外だと。こういうふうにおっしゃっていますけれども、それは、そう言えばそう

だと思うんですが、私の言うのはこの土地を云々じゃないんです。聞いているのが。というの

は、その当時、西村自治会長、この方もこの地域にそういう遊び場所を、それから、住民の交

流の場。または、お盆なんかは盆踊りも風土的にいってあの地域もやっております、狭いとこ

ろで。だから、そういう広場、売るような場所があったら買ってくださいというようなことは、

その当時話があったのかないのかということを私は聞いているわけです。東洋建設の問題で私

聞いておるんじゃございません。もう一度お願いいたします。

0副議長(米沢照男君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 売り物があったら買ってくださいという話は伺っておりませ

ん。それから、地元から特に小笠原製作所の跡地について、要するに狭くてもいいから広場が

欲しいと言われますから、建築指導の中で今後最大限の迷惑対策をしなきゃなりませんし、あ

わせて必要な広場は協力させるようにいたしたいと、このような考え方で臨んでおります。

。副議長(米沢照男君) 藤林理一郎君。
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020番(藤林理一郎君) いま、市長さんの答弁の中で、今度建築されたりする場合 開いてやっていただきたいというようなことをちょっと耳にした。それで、その周辺の住民の

方たちから、昼間なら多少の騒音はやむを得ないけれども、 一応練習場とかそういうことにな

って申請が出され、それで確認と って許可が出たと。そして、そういうふうになってからじゃ、

どうもわれわれが幾ら言つでもなかなかーたん許可したものは、それを取り消しすると、また、

そういう市民要望にこたえてやる方が、何とか事故を防ぐために、そういうような施設をつく

りながら練習さしていこう じゃなし 1かというようなことじゃな~¥かと、私はそういうふうにも

解釈しております。そして、都市計画のところに行って、こういう問題を聞いておるんですけ

れども、これはどういうふうになるんだろうかとこういうふうに聞きましたら、これは問題な

いんだよと。というのは、練習場があっても建物さえ建てなければ法に触れてし、かない。だか

ら、心配ないというふうに聞いておりました。そして、そこで私、この小笠原さんの件につい

て、ちょっとこれ番外ですけれども、これと、なってからじゃどうにもならなくなってしまう

んじゃないか。だから、ころばぬ先のつえという昔の言葉ございますけれども、その前に行政

の側の方に関係者がどのように考えているのか。再度お聞きをしておきたいと、こういうふう

に思って質問するわけでございます。よろしくひとつ御答弁をお願いいたします。

0副議長 (米沢照男君 ) 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。

ただいま御指摘がございましたオートパイの練習場でございますが、川辺堀之内の浅川寄り

に現在自動車の練習場がございます。その裏側一一北側と申しますか、ー画にオートパイの練

習場ができてございます。これは、私どもが行政指導を行っております、いわゆる開発行為の

中には該当しないものでございまして、私どもの方の都市計画課の方でお答えしたとおりでご

ざいます。特にこれを建設するに当たって、私どもが事前に協議を受けつけ指導をしたという

経過はございません。しかし、将来として、これが非常に多く活用されるとなりますと、オー

トパイでございますので相当の音量の出ることは、そういう恐れは多分にあります。夜間まで

やるというような、そういった点についても私どもは都市計画上は聞いておりませんが、今後

の問題としてはどのような施設、いわゆる練習場を運営されるのか。それがどう周辺の住宅等

に影響を及ぼすかという点については、十分私どもも行政側としては見定めなきゃな らない問

題点かと思います。そういう点では今後生活環境部との問題になろうかと思いますが、その辺

で十分監視を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。

に、そういう広場も遊び場所も建設会社と話し合いの上でとっていただこうという要請はする

ということおっしゃっていましたで、すね。できるだけこれは、万が一建設するという場合に、

強い市民要望にこたえるように、ひとつ努力をしていただきたいと。こういうふうに言って一

一質問ですね。これは第 1点の方ですね。

2点目にじゃあ入ります。土地を買ったのは 58年の6月から 7月というような話が出たと

いうことですね。市長と話し合いを一一 7年ですか、これは。 8年ですね。そういうような中

から、その当時もこれと 1点の方と私同じような考えのようで質問ダブるようですけれども、

これはわかりました。

そして、 4番目も私は質問したのも大体同じような何です。これは、できるだけ私の方でゼ

ひお願いしたいということは、いま市長さんの答弁の中で、住民側に立ってできるだけの努力

はすると。遊び場、広場ですね。確保するように努力するということですから、これ以上聞い

てどうこうということはございませんから、ひとつこの件についてできるだけの住民側に立っ

て努力していただきますようにお願いをいたします。

これについてはもう 1点ちょっと・…..。そうしますと、ちょっと余りまじめ過ぎるものです

から、だから皆さんから、また例になったんじゃまずいということで、それで議長さんに相談

をして、そして、議長さんのお許しをいただきました上でさしていただきたいと思うんですが

これは、ちょっとこの問題とはかけ離れております。たしか、今月の初めころだったと思う

んですが、ある住民から、何か市長さんが市民相談をこのロビーでやっておられたときだと思

います。そのときに、実は、これは私場所とかそういうことは最初知らなかったものですから、

全然かかわりがなかったんですけれども、その方が 2度、 3度私に電話で、こういうような問

題うちの地域で出ているんだが、これをひとつ聞いていただけなし 1かというようなことから、

早速私都市計画の方にお聞きしましたんですが、実は内容的にこういうことです。

何か堀之内じゃなし 1かなと思うんですが、いま自動車の練習場やっておられる平さん、それ

以外の人じゃなし 1かなと思うんですが、二・三人の方が私のところに一一いま自動車というん

ですか、自動車というんですか、バイクというんですか、こういうような路上で非常に頻繁に

交通事故が激しくなっている。だから、この人たちのために、ひとつ練習場というんですかー
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OiiJ議長(米沢照男君)

O市 長(森田喜美 男君)

市長。

堀之内の自動自転車教習所一一教習所という名前まではまだ

ており ます。これも住民次第でありまして、住民の方が納得をされれば事件にならない一一事

件というか相談事項にはならないでしょうし、なお不安があれば、また来られるものではなか

ろうかと、このように思っております。

0副議長(米沢照男君) 藤林理一郎君。

020番(藤林理一郎君) いま、このことについては非常にむずかしし 1というような

答弁がなされたんですけれども、これは確かにむずかしいと思います。私も幾らかこれを研究

をしてみたんですけれども、都市計画の方からいいますと、建物が建つでなければいいという。

そして、こ の解釈ですね。専用地域の自動車の練習場というのと、それから、教習所というの

と解釈が大分違ってくると思うんです。だから、ここの方がおやりになるということは、こう

いう法律の方も研究なさった上で…...。そしてもう一つは、バイク、オー トパイの未熟な運転

の方が多いということで、そういうようなところからひとつ考えて、何とか事故を防ぎに、私

もひとつポランティア・奉仕的な考え方でやってみようというようなことで考えたことだと、

私はそういうふうに思っております。このおやりになる方はりっぱな方ですから、そんな法を

曲げて、そして、皆さんに御迷惑をかけてまでやろうとするような人じゃございませんから、

その点は私も心配はしておらないんですけれども、何かのときに、やっぱり先に指導なり十分

なされて、そして、お互いに円満に解決していけるような方法ですね。ぜひ私の方から指導し

ていただけるように要望いたしまして、一般質問終らしていただきます。どうも皆さんありが

とうございました。

以上でございます。

O副議長(米沢照男君) 藤林理一郎君。

020番(藤林理一郎君) いま何かこの問題は知っておられて行政指導を行ったとい

うことで、それで、私はこういうことをちょっと法律の中で見て、こういう形になっているん

ですけれども、第 1種住居専用地域の中に、自動車練習場は禁止項目にあるというようなこと

もちょっと触れているように思うんですが、こういう問題には触れるようなことはないんです

か。

付せられてないと思いますけれども、その練習場らしきものが進行していると。そのことで周

辺の住民の方が、私の土曜日に行っております市民相談に数名でおいでになりました。申し立

ては、 1種住居専用地域には自動車教習所はできないはずだがと、そういうことを言っておら

れました。確かに地図の上にそういう表現があります。ですが、自動車教習所であるかどうか

と。この認定はなかなかむずかしいわけでありまして、何か45 0 C C以上の免許を取るには

相当練習を必要とすると。そのために、あるいは練習をする方の需要があるかもしれませんし、

また、需要があるとすれば、そういう業が成り立つということも考えられるわけでありますが、

私の相談の範囲では、これはいわゆる規制ということは何か一面むずかしいように思えると。

許可制とか、あるいは届け出制ということがあれば、法に触れるならばその点で、つまり設置

の不可能な意味の指導があるはずですが、そういう法的な措置のとれる機会というのは、なか

なかちょっとむずかしいんじゃないでしょうかと。規制というのは現実主義ですから、たとえ

ば明らかに練習が始まり、その練習音が、規制される騒音以上に測定をしてみてオーバーして

いると。その際には測定値以下にしなさいと。こういう指導になってくるわけでありますが、

設立を認めるか認めないか、許可をするか許可をしないか。また、先ほど言いました一一部長

も言っていますとおり、何か建物でも届け出があれば、その際に指導の機会があるかもしれま

せんが、全く無届けでやれる施設であれば、なかなかそういう規制はむずかしし立。こういうこ

とを解説的にお話をしたようじ思っております。その後も、場所も行ってみましたし、どうな

ることかというふうにも注目はしていますけれども、始まっ たという話も聞きませんし、ただ

場所はできていますから、いつの日か始められるんではなかろうかと、こういうふうには思っ

0副議長(米沢照男君)

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 16の3、住環境整備と向上に関する質問を終

ませんか。

C I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ます。よって暫時休憩いたします。

午後 4時 15分休憩

午後4時 41分再開

0副議長(米沢照男君) 休憩前に引き続き会議を開きます。

お諮りいたします。議事の都合によりあらかじめ会議の時間の延長をいたしたいと思います。
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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副議長(米沢照男君) 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。

一般質問 17の1、遺跡調査会内で発生した、 3，000万円を超える使途不明税金に対する森

田会長の責任と、補償についての通告質問者、古谷太郎君の質問を許します。

C 6番議員登壇 〕

06番(古谷太郎君) きょうは仏滅であります。朝非常に冷たい雨が降っておりまし

たが、幸いお天気も回復いたしました。私の質問に対して、きょう のお天気のような御回答を

ひとつ明快にお願いしたいのであります。

それでは質問に入らしていただきます。

ちょうど 3カ月前、この定例会で管理監督が不十分であったことは責任を感じていると、市

民の意見を聞いて善処を図りたい。このように市長は本問題について答えております。すでに

3カ月もたっております。この問、市長は遺跡調査会会長として、どのように善処されたのか

御説明をお願いしたいと思います。なお、私の質問には「前」とか「現」とかいろいろと敬称

等はできるだけ略さしていただきたいと，思いますので、よろしくお願いしたいと思います。

ひとつ市長の回答について、 9月 20日の回答後どのように善処をされたか御説明願いたし'0

0副議長(米沢照男君) 古谷太郎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) たしか 57年の臨時市議会、 この場で質問者の古谷議員から、

遺跡調査会の使途不明金のことが指摘されて、その後 2年有余いろいろな経過についてはおお

むね御承知のとおりであります。最近の結論といたしまして、告訴告発については八王子地検

で不起訴処分にすると。こういう通知が告発をした側に、あるいは議会の拒否の表現、これら

について回答が一一回答というよりも通知が寄せられたところであります。その後、この議会

の初めのころの行政報告についてもいろいろ質疑がございました。検察庁の不起訴処分につい

ては、なお事件の解明という意味から、その不起訴になった理由を問いただすこと。もう一つ

は、それに先立って検察審査会に異議の申し立てをしておると、こういうことがあります。責

任についての善処ということは、その責任のとり方について自己議責、あるいはその方法、こ

れらについて考えをめぐらしておるというふうにお答えをしたところであります。質問に答え

るとし 1うことではなくて、いずれ態度表明ということで、そのことの表明もし 1たしたいものだ

というふうに考えております。

0副議長(米沢照男君) 古谷太郎君。

06番 (古谷太郎君) ただいまの市長のお答えは一一 会長のお答えは、前回私が質問

したことについて、市民の意見を聞いて善処を図りたいということは、まだ行われていないと

いうふうに理解されるわけであります。

本遺跡調査会の不祥事件は、もうすでに皆さん御承知のように、昭和 54年 10月に発覚し

ております。いまから 6年前であります。日野市遺跡調査会会長森田喜美男君、及び日野市遺

跡調査団団長坂詰秀ーによる税金公金の横領事件、この結果が昭和 59年 9月21日明らかに

なったのであります。この問、まず最初に、ここにいらっしゃいます小山社会教育課長、佐久

間教育委員会主幹等による捜査が昭和 54年 10月25日から 56年の5月まで行われており

ます。また、赤松助役を長とする庁内の調査委員会、すなわち予算執行に関する調査会、この

構成メンバーは長沢教育長、伊藤総務部長、生野企画財政部長、赤松助役を長とする 4者の調

査が、昭和 57年 7月 13日から 9月8日まで行われております。 さらに、第 3として、日野

市の監査委員会の特月i監査が行われております。それでもなおかつわからない。だんだんと不

明金がふえているのであります。最初の調査によれば約 400万円、赤松助役等の調査によれ

ば約 800万円、 日野市監査委員会の特別監査によれば 1，700万円、そして、日野市議会は

放置できませんので、共産党や社会党の反対を押し切りまして、日野市遺跡調査会委託事務並

びに委託料の疑義にかかわる調査特別委員会を設置したのであります。この調査は非常に難航

いたしました。委員各位の非常な御苦労をいただいたわけであります。 しかし、結論的には司

法権に調査をお任せする以外にないという結論になったわけであります。

このため、昭和 57年 3月11日に、日野市議会及び日野市長は、日野警察署及び警視庁に

対し、捜査告発を行ったわけであります。この捜査は、 3月 11日から 58年 10月30日ま

で、実に 18カ月という長い刑事捜査でございました。そして、その結果、相『下元社会教育課

長は、遺跡調査会の公金を百数十万円横領したという理由をもちまして、東京地方検察庁八王

子支部に送検されたのであります。それ以来東京地方検察庁は 6カ月の長い期間をかけまして、

その司法権力によってこの捜査を続行いたしました。その結果、この約 6年間に及ぶ六つの公

的機関による本件の調査は結論が出されたのであります。
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はっきり申し上げますと、本年 9月21日全く使途不明な金額税金、これは、日野市の調査

によれば 1，994万 2，16 1円。 警視庁捜査二課 日野警察署及び東京検察庁の調査によれば

1，8 0 0万円余ということになったのであります口第 2といたしまして、不法不正に無断流用

された税金の額 1，240万円余。第 3として、遺跡調査会事務局の横領した公金、これが 128

万 1，06 3円。第 4として、調査団の不正の使川"6み 521万円余。第 5といたしまして原因

者預り金、不正預金、不当預金 50 0万円余。警視庁の調査により検察庁の結果は、この合計

金額が 4，20 0万円余でありますが、日野市の調査を加えますと 4，30 0万円余。このことは

日野市長が明らかにしているのであります。 警視庁が明らかにしているのであります。東京検

察庁が明らかにしております。 6年数カ月にかかるこの捜査が、われわれはこれを否定する材

料は何者もないのであります。

すでにこの事件は 5年有余カ月、六つの公的調査機関による捜査、監査、調査によって完結

したと認定せざるを得ないのであります。このうち遺跡調査会会長森田氏を長とする会長が使

い込んだ、あるいはまた、不正に無断流用した金、これは、日野市の調査によれば 3，13 4万

円余。司法当局の結果は 3，04 0万円余であります。これは、遺跡調査会の会長、副会長、役

員の責任において弁済すべき金額であります。さらに、第 3点としての事務局の横領した公金、

これは当然事務局長が責任を負わなければなりませんo すでにこの公金は返還されております。

4としての調査団の不正の使い込み 521万円余、これは坂詰秀ーですか一一 団長を長とする

調査団の諸君の責任分であります。私は、当然、本件について日野市長は、各科目ごとにそれぞ

れの責任的立場のものに対し返還を命ずべきだと考えております。至急に税金を市民に返して

もらう。

もう一度申し上げますよ。遺跡調査会の役員が日野市に返さなければならないお金は3，100

万円を超えております。 また、遺跡調査団のお金は 52 1万円です。日野市長であるあなたは、

何がゆえにこの責任者である森田遺跡調査会会長及び坂詰秀一団長に対し、公金の返還を命じ

ないのか。その理由を具体的に説明してもらいたし ¥0 これが質問の第2点であります。

0副議長(米沢照男君 )

O市長(森田喜美男君)

再質問についての答弁を求めます。市長。

私の常識では、経理責任というのは公務員として当然とるべ

機関からも受けていないわけであります。第 1段階の責務としては、やはり経理担当者が不当

に支出したか横領したか、そのあたりの結論は出てないように思っております。

0副議長(米沢照男君 ) 古谷太郎君。

06番 (古谷太郎君 ) 警視庁及び日野警察署の調査使途会明金 1，80 0万円、不当、

不正に流用し、他の人に充てられたと思うお金 1，240万円、柳下事務局長の横領した公金一

事務局の横領した公金 12 8万 1，06 3円、調査団の不正使い込みといいますか、書籍等を不

当に買った、あるいはまた遊興、あるいはまた視察等に使った、これが 521万円。 この数字

はわれわれが、日野警察署で聞いてきた金額であります。説明であります。このようなことが、

私どもが知っているにもかかわらず一一 いわゆる 100条委員会の処分に対して、 100条委

員会の皆さん方に御説明があったわけです一一市長に届いていないわけがないんです。あなた

はそこで、このようなまず「そういうことは聞いてません」で逃げようとされた。それではも

っと突っ込んで申し上げたl¥0 

このような事件は、あなたの責任で出たんです、森田会長の責任で。これをまず明らかにし

ましょう。これは、あなた自身が一番よく知ってし 1る。いいですか。遺跡調査会の不正な会計

事務は、森田会長が監査制度の導入を拒否し続けてきたことによって発生した、このことなん

です。しかも、これは 5年間の調査、あるいは議会が設置した 10 0条委員会、これらで明ら

かになっております。森田遺跡調査会会長が、再三にわたる監査制度の導入に対する役員会の

提案、調査団長の進め、あるいは野目助役、あるいはまた小山元社会教育課長、それらの要求

提案を退け続けてきたのであります。このことが今日の遺跡調査会の使途不明金が発生する根

拠をなしているんです。それを具体的に私は100条委員会の調査の中から申し上げたいと思う。

100条委員会の調査によりますと、遺跡調査会の総会・役員会で、監査制度の確立を森田

会長に要求された会議が、実に 4回行われていた事実が報告されております。この事実を森田

喜美男会長は自身も証人として認めているんです、あなたは。具体的に申し上げますと、昭和

5 1年 5月28日の役員会一一いまから 8年前であります。 6月 12日の森田遺闘調査会会長

と坂詰副会長との懇談会、この席でも坂詰副会長兼調査団団長は監査制度をつくってくれとい

うことを求めております。さらに、 51年 7月30日起案に係る教育委員会の起案書決裁書類

によりますと、高橋国夫会計担当職員、柳下事務局長の起案で、遺跡調査会規約に係る監査制

度の設置に伴う改正決議の書類が提出されております。しかも、この書類には調査会長である

き措置がとられるはずでありますから、いま言われたようなどこの責任というよりも、まず経

理担当者がみずから明らかにしたものであればともかくも、そういう報告を正確にどこの調査
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森田市長のサインも明らかに記されております。 IMJと書いてあります。この 7月30日の決

裁を受けまして、 8月の 7日、第 1議員控室において遺跡調査会役員会が開かれております。

その席上、副会長初め理事各位から会長である森田喜美男氏に対し、至急規約を改正してほし

い旨の提言がなされております。これでもなおかつ森田喜美男会長は、監査制度の設置を拒否

しております。

そうしてまた 1年たちま した。昭和 52年 10月15日、この役員会では、なぜ設置しない

んだと、監査制度をなぜ設けないのかという激論も闘わされております。しかも、かっ森田会

長は監査委員会の設置を拒否しております。昭和 50年に法律が改正になりまして、多額の税

金が遺跡調査会に委託されるようになったのであります。税金の使途についての監査制度の確

立一一これは、このために倉又副会長、あるいは多くの理事諸君、市の事務局員、これらの方

方が、あなたに森田会長に対して監査の制度の設置を要望し続けてきたんです。

さらに、監査制度の要望は昭和 54年 11月に行われております。 54年ですよ。これは、

遺跡調査会の不正が発覚した月の翌月です。昭和 54年 10月に小山課長が就任し、 佐久間主

幹とともに経理を調べたところが全くわからな l¥。それで、野呂助役に相談し、倉叉教育長に

相談し、 11月に一一これも証言に出ている。森田会長に対し当時の野呂助役及び小山社会教

育課長から監査制度の確立が強く進言され、遺跡調査会に対する助役の行政指導ということで

行っている事実があります。これは 10 0条調査委員会における野巴助役の証言であります。

このように昭和 51年 5月から 54年 11月までの聞に、 5回にわたり市長に対し、遺跡調査

会に監査制度を確立せよという要求が続けられてまいりました。ところが、それでもなおかつ

あなたは拒否している一一規約改正しません。

そこで、昭和 54年 12月 11日、一般質問において議員から、どのように遺跡調査会の金

の決済、会計決済はなっているんだ。監査はどうなっているんだという質問が出されておりま

す。これに対して森田市長は大変恐るべき回答をしております。これだからなるほど一一本音

が出ている、速記録。森田市長の答弁は「遺跡調査会規約の改正は、現実に即する方法での改

正ならば結構ですが、調査そのものをますますがんじがらめにするような改正は、この際よほ

ど研究を要するO このように考えております」こう答えている。いいですか、もう不正が発覚

した時点です。明らかになっているんです、これもo 1 0月に明らかになっている。 12月の

本会議における答弁です。いいですか「遺跡調査会規則の改正は、現実に即する方法での改正

ならば結構ですが一一 」現実に不正が行われているんです。はっきりわかっている。 i調査そ

のものをますますがんじがらめにするような改正は、この際よほど研究を要する」これがあな

たの本音なんです。これが本音なんです。だから、遺跡調査会の規約の改正は、あなたを含め

て全員の賛成が要るんです。森田会長 1人が反対し続けてくれば改正はできないのであります。

多数決じゃありません。しかも、森田会長は提案権があります。提案もしない。だけど本音が

ここに出たわけです。昭和 54年 12月定例会一一 第4固定例会です。

これほどひどいでたらめというのは、この世にはないと私は思うんです。どこにありますか

こんな 5年間も一ー まる 3年半になりますか。みんなが監査制度をつくってくれと言っている。

それで、そうしたら「がんじがらめにするようなことはやりたくなしリいまの現実に即する方

法というのは一一現実にでたらめが行われている時点で答弁している。しかも、この時点では、

l ¥ま申し上げましたように数百万円に及ぶ使途不明金があるという事実が、野呂助役及び小山

社会教育課長等を通して市長の耳に入っているはずです。あなたは先ほどは、日野警察署、警

視庁の捜査の結果を聞いてませんなんて、おとぼけもいいですが、これも聞いてないと言いた

いでしょう。

いいですか。多額の税金が横領された。不正に支出されているという報告を受けているにも

かかわらず、あなたは、これでもなおかつ遺跡調査会規約第 19条を盾にして一一これは万場

一致ということなんです一一盾にして、監査制度の導入を拒否し続けてきたんです。この結果

は、私どもはこう考える。よく考えてごらんなさ l¥。森田遺跡調査会会長は、自分は会長だと

いう特権を乱用して、われわれの4，20 0万円もの税金を不正に浪費したということになるわ

けです。納める者の立場になってごらんなさい。私どもは、この事件は森田遺跡調査会会長が、

監査制度の導入という、すべての役員、すべての市の職員の要望を無視して遺跡調査会 19条

の全員一致という条項を盾にとって、会長の職権を乱用したために発生したと断ぜざるを得な

いのであります。 このことは、森田会長が一番よく知っているんです。( iはい。答えますよ、

いま」と呼ぶ者あり)人間はだれでも良心がある。そう私は信じております。あなたも、森田

会長は恐らくこの 8年間自分の良心にやましくて、やましくて苦しみ続けただろうと私は思い

ます。良心の苛責、これは大変苦しいことであります。

さらに、昭和 57年 9月からこの市議会の 10 0条調査が開始された。その時点からあなた

は本当に苦しんだでしょう。そして、この全貌がようやく明らかになった58年の 1月、あな
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たは遺跡調査会に証人として出廷はしております。恐らくこの 100条委員会の調査が結論を

出して、そして、 3月 11日に日野警察署に、自分の部下である課長を告訴告発に行ったとき

の心境はたまらなかったと思います。そこで私は、あなたに良心があることを信じ、この遺跡

調査会の 2，10 0万円余の一一いま柳下君を告発している金額、この金額が横領されたと考え

られた時点で、一応日野市長に返そうと思わなかったのかどうかだ。これが質問です。

はっきり言えば、昭和 58年の 2月の 100条委員会の終了の時点、 24日ですか。それか

ら3月の11日告訴告発を決断される までの間に、 一応遺闘調査会の会長の責任と して、とり

あえず 2，10 0万円、これらのお金を日野市長に返す。このようにお考えになったことはない

でしょうか。私は、遺跡調査会の会長は、このお金一応市へ返すO 返さなければいけないと思

うんです。そ して、市民におわびして、その後で遺跡調査会の役員の皆さん方とも相談する。

あるいは事務局の諸君とも相談して、そして、事件を解決を図るのが当然だと思うんです。私

は、必ず遣期調査会の会長森田喜美男氏は、私と同じように一時は考えたに違いないと思いま

す。私と同じように 100条委員会が終わった時点で一一 2月24日以降 3月の 10日の間に、

2，1 0 0万円余の使途不明金を、と りあえず日野市iこ、 市民に返すということを考え られたこ

とがきっとあるに違いないと思うので、その点について御説明をお願いしたい。御回答をお願

いしたい。また、それを取り消して、もしあるならば、取り消して警視庁へ、日野警察署に自

分の大事な部下を告発したのはなぜであるか。この 2点について所信をお伺いいた します。

る調査会で、つまり自介たちの何か不正論議がなされたというふうにとれるわけですが、一般

にそういうことが常識には考えられないわけであります。したがって、改正すべきものは当然

改正のその起案があがっ てく るでありましょう レ…一。それから、聞くところによりますと、

当初吹上の会則にも監査制度の規約はなかったというふうに聞きます。よその規約にもないよ

うに聞きます。 したがって、全く私はそのことを正当化するつもりはなくて、むしろ不審に思

うわけですが……( r不審に思ったら改正しなければいけなしリと呼ぶ者あ り)ですから、い

まお立てになっている論は全く当たってなし、。したがって、私がまともにその責めを受けると

いう、そういう論理にはなってないと。このようにお答えをする以外にはありません。( 1そ

れでいいJ 1そうだJ 11 0 0条調査で明らかになっているぞJと呼ぶ者あり)そういうこと

です。( 1それは質問じゃないんです。議長」と呼ぶ者あり)

0副議長(米沢照男君)

06番(古谷太郎君 )

古谷太郎君。

私が質問しているのは、全責任はあなたにあるんだと、森田会

0副議長(米沢照男君 )

O市長(森田喜美男君)

再質問についての答弁を求めます。市長。

いろいろ質問者の一流の論理のくみ上げで、イ可か断定的に事

長にあるんだ。だから、根本的な責任です。あなたは、 1回日野市民の金を2，100万円余もど

っかへしちゃったんですから、会長であるあなたは早急に返そうとする、きっと良心があるに

違いないと。良心があれば返すに違いない。そういうことを考えたことはなかったか。 2月の

2 4日から、 10 0条委員会が終わってから告訴する まで、お金を返そうと思ったことがなか

ったかどうかを聞いている。あなたの良心があったかどうかも聞いている、私と同じように。

私なら返します。そして役員会で相談します、その後。市民の税金ですから、あとは役員会内

の問題。事務局内の問題です。この点答えてください。

0副議長(米沢照男君) 市長。を責めておられるよ うでありますが、監査制度の請求を、当時会長の私が拒否するなんていう

ことがあるはずもありません。みんなが全会一致であれば当然、改正されたでありましょうし、

それから…・・・( 11 0 0条委員会に書いであるj と呼ぶ者あり)ちょっと待ってください。回

答…・・・( 1証言。いや、いま共産党がやじったから言ったのJ 1答弁中だJ 1やじるな共産党j

「市長が発言しているんで しょ」と呼ぶ者あり)これまでも言っていますが、市長は、こ れは

規約上会長であることは事実ですが、実務においては、これは教育長以下の教育委員会の行政

に属することであります。そして、大部分の会合は副会長の司会のもとになされたものであり

ますから、そこで全回一致ができておれば、当然規約の改正は十分され得たでありましょう。

そして、なお不思議なのは、そういうふうにおっしゃるならば、当事者同士の組織されてお

0市長(森田喜美男君) 会長は、これは全体の責任者でありますから、そα蓋義的責

任は感じるということは、これまで申し上げたとおりであります。 しかし、実務のそれぞれの

各級の責任者があるわけでありますから、それぞれ各級相当の責任があ るわけでありますし、

その中で一番聾断していたのは、その当時の柳下元課長でありますから、やっぱり一段階とし

て彼の責任が問われるのは当然、である。解明ができない以上は本人の使途不明金の責任は当人

が負うべきであると、こういうふうに私は考えます。したがって、良心良心とおっしゃいます

けれども、私はもちろん良心に立って事を処しております。そのことが良心として自分が責任

をとるとり方に、お金を返そうというような考え方は持ち得ておりません。
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0副議長(米沢照男君) 古谷太郎君。

06番(古谷太郎君) それでは非常に残念ですが、資料を配付して、もう一度。この

質問は非常にこういうふうな答弁の繰り返しになってしまいます一一それではいけない。そこ

で、市民に対して申しわけない。資料の配付をいたします。理事者よく読んでみてください。

議長お願いします。(資料配付)

ここに資料 1の1番上に乗っております。資料 1をごらんになっていただきたい。森田会長

もよく知っている資料です。この資料は、土地の登記簿謄本であります。これは八王子法務局

から私がいただいてまいりました。 10月4日付であります。この土地の場所は、日野市旭が

丘二丁目 24番の8であります。面積は 31 9.7 4平方メ ート ル、約97坪、所有者は森田喜

美男氏であります。この土地に根抵当が設定されております。三菱銀行日野市役所支庖です。

はっきり言いますと、この事件調査が終了し、 58年の 2月の 24日終了 4日後に 2，20 0万

円のキ貼正当権を森田喜美男氏は御自分の土地に設定いたしました。私はこれを見て、あなたは

2，1 0 0万円余の使途不明金を、これをもって充当されようとずいぶん悩んだんだなと、良心

のある方だなと、こう考えたわけであります。ところが、全くそういうことじゃなく、考えた

こともない。私の責任はないんだ。道義的なだけだと、こうおっしゃる。こういう一一 いいで

すか、こんなものは余り出 したくない。しかし、全く使途不明で横領されたお金が、日野市長

ぽ聞査によれば 2，12 2万 3，22 4円です。ですから、 2，20 0万円あれば足りるんです。 こ

れで足りるんです。すぐ現金がおります。私は、現在もこの根抵当権は設定されていると思う。

つい 10月には設定されておりました。あなたは 1度返そうと思ったんじゃありませんか一一

思い出してください。しかし、だれかの悪魔にさされて、それをやめて一一 そうです。 2，000

万円ものお金を出すのはだれでも惜しいです。ですから 11日に日野警察署へ駆け込んだ。こ

ういうことが推定されるんですが……。

いかがでしょうか。私は、この登記簿謄本を拝見して、森田会長もその当時悩まれて、そし

て、良心のもとにとりあえず日野市民にお金 2，20 0万円返しておこうと。そして、その後遺

跡調査会の役員会を開いて、そして、たとえば倉文教育長さんには 100万円負担してくれ、

高橋通夫理事には 1万円負担してくれとか一一大体これは農協だってそうです。日野農協が 1

回大変苦しい自に遭いました。破産寸前になりました。そのとき理事諸君がみんなお金を出し

たんです。その分担に応じて。そして危機を乗り切りました。恐らくこれは、そのためのお金

じゃなかろうかと思うんですが、あなたは返そうとすることは考えたこともなかった。この遺

跡調査会の汚職というのは、監査制度が導入されなかったことから起きた構造汚職なんです。

先日、石坂勝雄議員が言われていました、そのとおりなんです。

きょうは、これ以上お聞きすることは酷と存じますから聞きませす。時間がありませんから

回答いりません。この次の議会でひとつ私にきょうの天気のような、きれいな御報告をしてく

ださし」そのことをお願いしてこの質問を終わります。( i議長」と呼ぶ者あり)

0副議長(米沢照男君) 市長。(発言する者あり)

0市長(森田喜美男君) 人の個人的な事業に対する資料を勝手に使って、勝手な憶測

をたくましくするなんていうことは全く愚かしいことだと言わざるを得ないように思います。

「わかるように説明したらいいじゃないか」と呼ぶ者あり)資料のわかるような説明はtiか

ようにでもいたします。(発言する者あり)憶測するにもほどがあると思うんですが、これは

全く私の私的立場についての融資でありまして、この事件の何か蛇哩と関係づけるなんていう

ことは、全く私事まであばき出すにもほどがある一一 このようにも思うのであります。( i時

間がないんだ。聞いてもないこと答える必要なしiJ と呼ぶ者あり)このお金は、私の郷里の実

家の一時営業用の資金に提供した。こういうことでありますから、余計なことはーー また、送

金の手段を見ていただければそのことがまたはっきりいたします。そのことだけはここで解明

いたしておきます。(発言する者あり)

O副議長(米沢照男君) これをもって 17の1、遺跡調査会内で発生した 3，00 0万

円を超える使途不明税金に対する、森田会長の責任と補償に関する質問を終わります。

1 7の 2、無届違反建築によって浪費された 1，800万円余の市税の損失に対し、森田市長

の対策について補償はtiかん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) この質問も先般行ったのです。そしたら、どうもはっきりしな

い回答があった。 もう一度はっきり申し上げます。

昭和 56年の 10月に、日野市は高幡福祉セ ンタ ーを新築いたしました。この新築費は、プ

レハプの建物材料の購入費として 211方 1，00 0円。それから、建築業者への新築のお金と

してし40 0万円、昭和 57年 3月21日に完成しております、翌年。 ところが、また 57年

1 0月に半年もたたないうちにこの建物を完全に解体 してしまいました。壊してしまいまし7こ。

その壊す費用がまた 200万円もかかっている。新築して半年。そうして、今度また新しくつ
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くった。この費用が 1，80 0万円。このことは、われわれに配付された 56年度、 57年度の

決算によって明らかになっているのであります。これらの建築費の中には、市の職員や建築課

の職員の給料も、設計監督費も旅費も入っておりませんO 純粋な建物に費やされたお金であり

ます。昭和 57年 3月31日に新築し、同じ年の 10月に解体をしたわけです。その上に、 12

カ月以上にわたって高幡の福祉センターの使用ができなくなりました。税金のむだ遣いだけで

はなし'0市民サーピスも 1年間以上停止せざるを得なかったわけであります。ところが、この

ようなめちゃくちゃなことをしているにもかかわらず、あなたはなおかつ自分のやったことを

釈明するために、市民の税金で公的機関である市の広報を使って言いわけを書いているのであ

ります。

私は、 9月の議会で市長に、この問題で与えた市民への多くのサーピスの停止、あるいは職

員の給料、それらのことは別としても、少なくとも取り壊した建物にかかった実際的な建築費

だけは日野市民にお返ししたらどうですかと。そういうことでひとつ勘弁してくれと、あなた

の誠意を示してもらいたいと、形で示してくれとお願いいたしました。ところが、あなたはこ

ういうふうに私の答弁に答えているんです。 r確かにこれは手続ミスと言わざるを得ないもの

もありまして一一 (冗談じゃありませんよ)手続ミスと言わざるを得ないものもありましたし、

結果として事故なしとは言えない」と答えた。そして、さらにこういうことを言っている。

「そのことは議会でも決算の上で寛容な気持をもって一一(議員がですね、一部の議員がこう

いうことをやるんです、共産党のようなのは)認めていただいたところでありますし、市長が

個人負担において返済をしなければならない性質のものではありません」このように説弁を弄

している。いいですか。法律を全く無視している。 しかも、 2，00 0万円もの税金を全くむだ

にどぶへ捨てたんです。 しかも、日野市の行政に大きな汚点と不名誉を残した。しかも、市民

に迷惑をかけた。これに対してのあなたの答弁。いいですか、もう一回読みますよ。 r躍かに

このことは手続ミスと言わざるを得ないものもありますが、結果として事故なしとは言えない。

しかし、そのことは議会でも決算の上で寛容な気持ちをもって認めていただし、たところであり

ますし、市長が個人負担において返済をしなければならない性質のものではありません」と言

っている。これでは市民はたまりません。みんな税金なんです。こんなばかげたことが、市の

車を免許も全くなしに、運転方法も知らない人が勝手に運転してどぶへ捨ててきた。寛容な気

持ちで認めてやる議員もいるんです。それでいいんですか。いやしくも法律を全く無視してい

るんです口 、税金 2，00 0万円もどっかやっちゃったんです。それを「手続ミスと言わざるを得

ないものもありました口結果として事故なしとは言えなしリこれは冗談じゃないんです。私は、

少なくともあなたは全くどぶに捨ててしまったお金、現金、税金、 1，81 1万 1，00 0円を返

還すべきだと考えております。市長はどう思いますか。市民の税金です。納める側の立場に立

ってみてください。どぶへ捨てちゃったんです。このことについてもう一度答弁を願います。

どうしても私はわからない。いささかの良心があれば、こんな答弁ができるわけがないんです。

答弁を要求します。

0副議長(米沢照男君) 古谷太郎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) いま考えてみて、やはりそうし 1う答弁にならざるを得ないと、

このように思っております。長は、これは総括的な責任者として、もちろんその責任を問われ

る。また、果たすとO こういうことは当然だと、こういうふうに思っておりますが、前段の遺

跡調査会の使途不明金といい、あるいはこの事件といい、これは庁の内部で出た一つの事件で

ありますから、それぞれの各級に伴って責任があるということは言うまでもありません。

その当時担当いたしておりました、それぞれの責任職員については厳重に説諭もいたしまし

たし、それから、市民にもおわびをし、議会にも御理解をいただいて、決算においては認定を

いただいておる。こういうことでございますので、責任は重々感じ、そういうことを繰り返す

ことは許されないということを肝に銘じて、そして、この事件の処理は一応了承をいただけた

と、このように思っております。

0副議長(米沢照男君) 古谷太郎君。

06番(古谷太郎君) これ以上申し上げません。遺跡調査会会長としても税金を三千

数百万円どっかへしちゃっている。日野市長としての業務執行においてもこういうどぶに

1，800万円を捨て去っている。しかも、 「知りませんJ r職員の責任」。あなたは遺跡調査

会の 100条委員会で、倉又教育長がもっとしっかりしてくれればいいとか、あるいはこの間

の議会では、柳下事務局長は市役所へ入る前、前科者であったとか、全くありもしないことを

堂々とこの本会議で述べている。もう一度よく反省されて、次の議会でもう一度私がきょうと

同じようにお聞きしますから、きれいな回答をしてください。飛ぶ烏跡を濁さずというんです。

これで終わります。第 20

0副議長(米沢照男君) これをもって 17の2、無届違反建築によって浪費された
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1，800万円余の市税0):損失に対し、森田市長の対策について補償は如何に関する質問を終わ

ります。

1 7の3、森田喜美男氏個人に対する日野市公有地の不当払下げ事件の調査解明について市

長の所信を問う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) この問題は、市の土地が、市民に行くべき 216坪余の土地が、

んに比べて6.2%も減歩が少なくされております。これは、養鶏が生業ということで特別緩和措

置を受け、清算金で払うということになるわけです。その上に伊藤初雄君が24%の減歩を受

けている、同じ土地で。この土地は 200坪あります。 ところが、伊藤初雄君の証言によれば

一一 あなたは否定しましたが、 100条委員会の証言です。森田喜美男当時の区画整理審議会

委員から、あなたのうちは遠いんだから、この換地をひとつ市の保留地にしてもらえないか。

ほかえ飛び換地してもらえなし 1かと言われまして、富士電機の西側の方、この地から見ればは

るかに東側の方にこの 200坪は飛び換地いたしました、と。そのために、 42年 8月、この

市のいわゆる仮換地案が提示されております。と ころが、この仮換地案後、昭和 46年、 100

条委員会の調査報告書の速記録によれば、森田さんのおうちの養鶏の鶏が騒いだりあるいは臭

かったりするから、間に道路を 1本設けてくれというふうな陳情があったと、要請があったと。

これは、森田喜美男氏が要請 したとは書いてあり ませんが、あったんだ。これは、小島区画整

理課長の 100条委員会における報告であります。そのために4メー トノレ道路を森田さんとの

間に 1本設けたと。これで 10 4坪ほどの道路用地は消えます。 20 0坪から減ってしまった

わけであります。市の公有地が 104坪使われた、この道路に。そのため、 あと保留地 52坪

と38坪AとBが残ったわけであります。その後昭和 48年4月 26日まではこのままであり

ます。

森田喜美男君は、昭和 48年 4月27日に市長になっております。それ以後の変化について

私は前回厳しく質問したわけであります。それ以後というのはどういうことかというと一一い

いですか、もう一度申し上げますと、第 1点として森田喜美男君は養鶏を生業としているんだ

と。だから、土地が要るだろうというので所有地の減歩率を引き下げたんです、 7%近く。そ

うして土地でいえば 72坪を超えております一一余であります。特別緩和をしたと。このこと

に私は異議は言いません。やむを得ない政治的措置だと思います故有山市長がやりました。

そうして、第 2点としては、今度昭和 46年道路をつくった。生業で臭い、騒ぐ、うるさい

ということで、。これを万やむを得ない措置として認めましょう。これは、古谷栄市長が行った

のであります。やむを得ざる措置だと思います。その後あなたは 48年の 4月の 27日に市長

になりました。そうして、 1カ月後、昭和 48年 5月24日、東京都知事に対し換地処分認可

についての申請を行っております。私が問題にするのはそれからなんです。そうして、 6月の

1 0日許可がおりております。知事から許可が来ております。認可通知書が来ております。そ

いずれかに消えでなくなった事件であります。もし私の一一 本会議で私はなぜ言うかというと、

公の席ではっきり言えば、もしうそなら、間違いなら、あなたは名誉棄損でも何でもできる。

だから本会議でお聞きしているわけであります。前回私が質問した森田喜美男君への個人への

市の公有地の払い下げ不当換地の事件について、森田市長は区画整理委員会の元市長への答申、

及び前市長の証言を引用して、日野市の議会報の中で述べてありますが、森田喜美男君への換

地処分及び市の公有地の払い下げは正当であると反論したんです、あなたは。 しかし、本件に

ついては、日野市議会は昭和 49年 1月に調査特別委員会を発足して おります。そこで、当時

の発足のこの委員会の速記録からまた申し上げたいと思う口特に、元市長が云々と言いますか

り。

速記録、第4回の平山台区画整理事業の減歩清算金及び保留地処分に関する調査特別委員会

この第4回の会合が 1月の 25日に行われております。そのときに古谷栄前市長が証言してお

ります。この速記によりますと、 「私が市長に在任中の件については、すべて私が責任をとり

ます。しかし、卒直に申し上げて換地処分市保有地の払い下げ等の個々の具体的な問題につい

ては、私はほとんど知っ ておりません。だからといって、市の職員や何かの事務処理について、

私の在任中の事件は、すべて全責任を負います」一一きれいじゃありませんか。あなたのよう

に倉又前教育長はもっとしっかりしてくれればよかったとか何とか一つも言ってない。この古

谷栄氏が市長になったのは昭和 44年であります。それ以前の昭和 41年以降、区画整理事業

の進行を行ったのは有山元市長であります。

そこで簡単に資料 2でごらんになってください。資料2で説明したいのであります。いいで

すか、この資料 2を見ていただく。この事件の発覚は資料 3からきたんです。事件がどうして

わかったか、証拠書類。この資料 2を見れば、昭和 41年の 7月に仮換地の前の、いわゆる発

表前の相談すべき仮換地以前の換地処分の案が一一仮換地案です、これ。仮換地案の案ですー

ーが発表されました。そのときには森田喜美男氏は、養鶏を生業とするがゆえに、隣の市川さ
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います。

あなたはそのとき 4月 27日以降日野市長なんです。あなたは日野市長が本職なんです。生

業なんだ。なぜそのような一一生業は養鶏だったかどうか一一養鶏ならばわかる、生業が。 48

年の5月以降です。 11月までの問、この処分が行われた聞の生業を聞きます。森田市長の生

06番(古谷太郎君) 私の質問は、あなたは権利者であり日野市長であったときに、

東京都知事に認可申請をしております。権利者である森田喜美男君に森田喜美男市長は換地処

分を 6月 15 Pに行っております。権利者であり市長であるーーですから生業は養鶏であった

かどうかを聞いているんです。養鶏でなければこのような換地処分を行ってはなりませんし、

3 8坪の市公有地の払い下げはできないのであります。ですから、昭和 48年の 4月 27日か

ら11月までの間は、日野市長森田喜美男の生業は養鶏であったかどうか。あるいは昭和 48 

年度だけでも全部言ってもいいです。 1月から終わりまででもいいです。生業は養鶏であっ

たかどうかということをお聞きしているんです。これがポイントなんです。

れで、 15日には、あなたはし018坪の土地を一一山林です、その当時は。 1年たってるう

ちに宅地に地目変換してますが、あなたの名義にたった 5日で切り替えている。さらに 10月、

市の公有地 38坪も、養鶏を生業とするがゆえにという理由で一一 自分の土地に払い下げてお

ります。坪 3万円余であります。あなたは、その時点において、東京都知事申請した時点にお

いて日野市長は森田喜美男氏であります。しかし、この申請の時点における森田喜美男君の生

業は養鶏を業としております。また、市の保留地 38坪を払い下げた時点、 1 0月であります、

4 8年。これももちろん養鶏を業とするために必要だということで森田喜美男君に払い下げて

0冨u議長(米沢照男君)

O市長(森田喜美男君)

再質問についての答弁を求めます。市長。

余り正確に記憶しておりませんが、その仕事の転換を図らな

0高u議長(米沢照男君) 古谷太郎君。

きゃならないということは一一そういう条件にぶつかったと思っておりますが、先ほども言い

ましたとおり、業のために特別に私は就任後、自分の権利の範囲のことをいじったとか移動し

たとか、そういうことは全くないということを申し上げておるわけでありまして、これは、つ

まり決定していたものを事務的に換地処分という当然の行政事務を執行したということにすぎ

ません。それから、保留地の取得ということは、いまさら説明することもないことでしょうが、

これは、区画整理事業の管理する土地であって、市の公有地だという呼び方は全く当たって

ない。それの処分が、また払い下げだなんていうことも全く当たってなし'0用語を街醇じない

んではなし 1かというふうに言えると思っております。したがいまして、論議するための論は、

いままで聞きあきるほど聞いておりますけれども、御指摘のことは全く当たってないというこ

とだけはっきり申し上げておきます。

0副議長(米沢照男君) 古谷太郎君。

06番(古谷太郎君) いいですか。税金を給料と言ったり、旅費と言ったり、期末手

当と言ったりしているんです。日野市の行っている区画整理事業において、日野市が持ってい

る土地は公有地であります。日野市有地であります。かつてこんなことがありました。これは

字が間違っているから言うことが違うんだということで、本間君だかだれだか検察庁にだれか

訴えたことがありました。私も検察庁で聞かれたんです。これ市有地ですよと言ったら、そう

でしょうねーと言うんです。そのとおりなんです。いいですか。税金は給料になったりいろん

な意味になるんです、名称は。市有地のうちの一つの、区画整理事業の中にある市有地は「保

業何だったかお答え願いたいと思います。

0副議長(米沢照男君)

O市長(森田喜美男君)

古谷太郎君の質問についての答弁を求めます。市長。

これもまた我流の論を立てて毎回出る一つの論弁というふう

に私は受け取っております。私が就任した以後に、私の所有する区画整理上の権利のことにつ

いて変動を加えたということはあるはずがありません。それから、私は区画整理の中では 1人

の1新リ者でありまして、施行者側から換地のことについて、あるいは家屋のいろいろなことに

ついて相談をかけられて、それを「ノー」と言うか「イエス」 と言うかという立場でありまし

て、その執行者の立場ではありませんから、そのあたりのことを一々私が言ったんでは、まる

で釈明になるように思いますから、そういうことにも し問いただしたいということがあれば、

まだ当時の事務担当者はおりますから、そこからお聞きになっていただくべきことではなかろ

うかと思っております。要するに、いろいろおっしゃいますけれども、区画整理上当然のいろ

いろな換地上、あるいは処分上の許される範囲の操作でありまして、しかも、零細な仕事をし

ているものに対する配慮というものは、当然それぞれの小宅地の場合も同様に行われたところ

でありますから、私が特別にそのために自分の意思によって利得をしたとか、あるいは行政に

対する不当な処分をしたとか、こういうことは全く当たらないということだけは、はっきり申

し上げておきます。
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留地」という言葉を使うにすぎない。そんないし 1かげんな答弁はない、それあなた。

それから、私は、あなたが生業に養鶏を していたかどうかと、昭和 48年度、 1月から 12 

月まででもいいです。これをはっきりと言って もらいたし 1。あなた 5月 24日に東京都知事に、

1カ月間よく検討されて、そして、日野市長として東京都知事に対して、この土地はだれにや

る、この土地はこうすると、市に残すというふうな認可を申請しているんです。認可申請前に

あなたは検討しているはずです。だから生業だったかどうかを聞いている。もう一度生業は何

であったかお答え願いたい。生業だけ教えて ください。

0市長(森田喜美男君 ) 仮換地ということは、区画整理で恐らくどの事業でも 2年 3

は、土地売却で大もうけしたお金なのであります。養鶏をするために生業のために土地がaいる

んだ。市の土地を少し分けてくれ一一 3万円で分けてもらいました。分けました。 日野市長森

田喜美男氏は森田喜美男君に、ここにQ 1 0月に分けて、 12月に同じ日野市民福島重代さん

にこの土地を売ったんです。この図面をごらんになればはっきりする。森田喜美男君の右の方

の土地保留地は自分のものに取り入れた。そうして、 1カ月後、左下の土地を福島重代さんに

売却したんです。これでもうかったんです。これは、 3万円で土地を買って 15万円で売れば、

ばかでももうかるんですよーーしかも 1カ月。市の土地を買って一一そうでしょ う。いまあな

たはこの本会議場で、昭和 48年の生業は市長だったと言いました。そうですよ。表向きは市

長なんです。裏でやった行動は養鶏が生業なんです。それによって得た土地ーー換地処分。そ

れで得た土地を福島重代さんという女性に 1カ月後に売ってます。だからもうかったんです。

これは悪質ブロ ーカー、土地ブローカーでもやらないですよ。 1カ月後にばあーんと 5倍で売

るなんてO 一度にこの土地程さん信用失 っちゃう。 日野市長森田喜美男君は個人森田喜美男君

は信用を失わないで済むというのはおかしいじゃありませんか。(発言する者あり)日野市の

土地、保有地、市民に分譲されるべき土地であります。これは明らかにこの図面に出ておりま

0副議長(米沢照男君) 市昆

年かけてやるわけです。その仮換地の決定をしているのを行政的に処分するのを換地処分とい

うわけです。したがし 1まして、仮換地で決まっている状態のときに私は市長に就任した。 それ

の処分について手続をしたのが、なぜそれが私事に値するのか全く論外だと言わざるを得ませ

ん。

それから、生業云々ということは一体何を言っておられるか…・・・( i何を生業にしていた」

と呼ぶ者あり)市長になれば農業ができないというはずでもないわけでありましょうから、い

ずれは転換するという状況ではあったと思いますけれども、この養鶏をやっている状態もあっ

たというふうにお答えをすることかと思われます。

す。

0副議長(米沢照男君) 古谷太郎君。

先ほど申し上げましたよ。いいですか。あなたの生業は市長だと、いまおっしゃったんです。

それではもう一つ強く聞く。この申告、税務申告の中に養鶏は入っていたんですか、養鶏所得

は。これ、あなたが八王子税務署に申告されたんだから一番よくわかるでしょう。その点質問

します。

0副議長(米沢照男君 ) 市長。

06番(古谷太郎君) いろいろ論弁をなさいます。あなた 1カ月もの間よく慎重に調

査して、市の土地ですから、換地をどうするとか保留地をどうする。将来これを学校に使う、

あるいは幼稚園に使う、公園にするということを決めるんだ。決めることを申請するんです。

東京都知事に。だからあなたの責任は重大なんです。森田喜美男市長は不当に市の土地を、保

留地を、公有地を、あなたは森田喜美男君に払い下げたことは事実じゃありませんか。そこで、

私は資料 3を、これが事件の発端なんです。これは八王子税務署の所得番付発表です。この所

得番付によると、当時日野市の人口は 11万 5，00 0。そして、この中でし000万円以上の

課税所得を持ったのが一一これ、基礎控除引かれています一一 25 5名です、日野市民で。そ

の中、ちょうど真ん中です 137位に森田喜美男君がランクされております。これは、当時の

市長の収入も若干ありました、もちろん。しかし、この所得のほとんどは給与を除く ほとんど

。市長(森田喜美男君) その、くだらない・…・・( iくだらな くないよ申告は、税金の

申告は」と呼ぶ者あり)一々答える必要ないように思いますけれども、 ( i公人だから聞いて

いる」と呼ぶ者あり、その他発言する者あり)申告する必要があれば申告したでありましょう

し、要するに、そういう虚偽のような申告をするはずはないという以外に答える方法はありま

せん。

それから、全く自分が勝手に憶測をし、自分なりに組み立てて、そうして、それを人の非と

してあばくということは人間としてからのことだろうと思います。公人として何一つ恥 じるべ

きことはやっており ません。 (発言する者あり )
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0副議長(米沢照男君) 古谷太郎君。

06番(古谷太郎君) 私の知り得た調査によれば、あなたは 1円も養鶏ということを

申告していない。私は、公人である日野市長なるがゆえに質問している。これは、個人森田喜

美男君が市長でなければ一一市長をやめていれば恐らくしないでしょう。しかし、市長なるが

ゆえに、市長はこのように税金もいし、かげんにむだ遣いしていい、土地もいし 1かげんに自分の

ものにしていいということは、日野市議会が許してはならないのであります。

私は、この回答に対してさらに質問を続けます。この税務署の申告が所得公表がも とになっ

て日野市議会では 100条調査委員会が 12月に万場一致で決定されたんです。これがもとに

なったんです。だから、もう少し安く売っておけばわからなかったんです。 3倍くらい一一そ

うでしょう。(発言する者あり)ところが 15万もの高いお金で売ったから出ちゃった。それ

で、私はいま最後に質問しますよ。最後にあなたにお願いしたいんだ。市長というのは土地を

ごまかしたり、税金ごまかしちゃいけない。不当なことはやっちゃいけない。明らかに遺跡調

査会で不当なんです、これのだから、警察署で裁判裁判になっているんです。 1，81 1万のお

金をどぷに捨てちゃったこと間違いないんです、税金を。この土地だってそうなんです。もう

時効なんです。だから、正直言っていいんですよ。いいですか、もう一度言いますよ。この

100条調査委員会でわかったことは、森田喜美男君は土地の特別緩和によって、清算金によ

る決済約 3万円です一一坪当たり。 74坪を自分のものにしました。それから、日野市の公有

地・保留地です一一の特別払い下げ、これは生業が養鶏であるがゆえです。 38坪、これを 10

月終わりから 11月にかけて自分のものにしております。それから、そのほかに日野の土地が

養鶏の悪臭とか騒音防止のために昭和 46年道路に使われている。これが 10 4坪。合計しま

すと 216坪の本来市民に所属しなきゃならない、市民の宅地として分譲しなきゃならない一

一これは養鶏業でなければ森田喜美男君が、決済の時点で土地がなくなっているのであります。

私は、このうち道路についてはいますぐどうしろということを、道路分についてはどうしろと

いうことは言わない。しかし、道路介は 104坪です。あなたのお屋敷の中に取り入れられた

112評。これはどうですか。市に返したら。あなたは返そうと思ったかどうか知りませんが、

あなたの土地を分筆しております、この図面によりますと。下に介筆している。これは 10 0 

坪あります。約 10 0坪。これを市に返せばいいんです。市民に返せば。一応は取り入れられ

た土地の返還ということになるわけです。私は、生業が養鶏でないという時点の中で行われた

112坪の、森田市長から森田喜美男君への土地不当な払い下げについて、どうかひとつ市長

の名誉にかけてお返しになることを期待したし ¥0 3月の議会までに、あなたが 2，10 0万円余

の遺跡調査会のお金、それから、 1，80 0万円余の税金、 112坪の土地を市民に返されるこ

とを期待して質問を終わります。

0副議長(米沢照男君) これをもって 17の3、森田喜美男氏個人に対する日野市公

有地の不当払い下げ事件の調査、解明について市長の所信を問う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7こ。

本日はこれにて散会いたします。

午後 6時 12分散会
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説明のため会議に出席した者の職氏名 (請願上程)
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企画財政部長 前 回 雅 夫 君 総 務 部 長 伊 藤 正 τロと 君 日程第 5 請願第 59- 2 7号 労働基準法改悪反対、実効ある「男女雇用平等法」制定に

市民部長 藤 浪 =屯t己 fト'古b、 君 生活環境部長 坂 本 金 雄 君 関する請願

清掃部長 大 貫 松 雄 君 都市整備部長 結 城 実日 夫 君 日程;第 6 請願第 59 -2 8号 世界連邦都市宣言に関する陳情

建設部長 中 村 7巳 助 君 福祉部長 高 野 隆 君 (取り下げ)

水道部長 氷 原 照 雄 君 病院事務長 佐 藤 矢国口 春 君 日程第 7 紹介議員取り下げについて

教 =円t 長 1支 沢 直B 君 教 育次 長 山 哲 夫 君

本日の会議に付した事件

会議に出席した議会事務局職員の職氏名 日程第 1から第 7まで
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議事日程

昭和 59年 12月 18日(火)

午前 10 時 開 議

日程第 1 一般質問

(議案上程)

日程第 2 議員提出議案 32号 日野市議会議員及び日野市長の選挙におけるポスター掲示

場の設置に関する条例の制定について
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午前 10時 9分開議

0副議長 (米沢照男君) 本日の会議を開きます。

ただいまの出席議員 21名であ ります。

高橋議長本日所用のため出かけておりますので、副議長が議長席に着きます。よろしく御協

力お願いいたします。

一般質l明 18のし公的施設の利用状況と将来計画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 〕

0 1 6番(夏井明男君〉 それでは、公的施設の利用状況と将来計画という ことで、-

般質問をさせていただきます。

先日 、福島議員からも、余暇活動の充実ということで、勤労者福祉協議会の報告書をもとに

質問されておりますけれども、若干重なる部分があるかと思いますが、視点が違いますので、

お聞き願いたいと思います。

まず、公的施設ということで表題を掲げさせていただきましたけれども、非常に大きな表題

になっておりますので、さら にこれを限定をいたしまして、余暇時代ということで、人間の、

市民の生活様式の中で、生活必需時間、睡眠ですとか、食事、休息という分野。それから労働

時間、働く時間ですけれども、こ の拘束時間。 3番目に自由時間ということで、この余暇時間

を使う場面において、どのように行政対応ができるかという問題で、取り上げていきたいと思

t ¥ます。

一般には、市民の生活を支える、都市基盤整備に関する問題について、基本的サービスとい

う名前で呼ばせていただきます。それ以外の余暇の時間に関する対応について、いわゆる選択

的サービスという 、使いなれない言葉ですが、そういう言葉に置きかえて質問をさせていただ

去ます。

まず、余暇時間を使つての市民の要求に対して、行政がどういうふうに対応できるか、いか

なる選択的サービスを提供する施設を充実させることができるかということは、これから重要

な問題になってくると思います。

なぜかと申しますと、都市基盤整備を中心とする基本的サービスの点につきましては、市民

の方に便益の均等配分をすることも容易なことでありますし、市民の方に共通な問題事項です
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ので、市民の方にも対立的な問題は起きてこないということもあります。

ところが、選択的サービスといいますのは、個人の価値感によってかなり好みも違いますし、

対応も違いますので、そこでさまざまな問題が出てくることは、必然であります。その意味で、

今までの行政能力の対応では、さらに充実した対応をするには、高度な行政能力が要求されて

いると、一般的に言われているからであります。

さらに、選択的サービスの効率、さらには評価ということについては、即断することは難し

t ¥。さらに、評価するには時間がかかる。また、総合的な行政動向を見なければ、一概に評価

ができないということが、新しい課題としてありますので、その点から質問をさせていただき

ます。

まず、都市基盤整備に属します。いわゆる中心的な下水道におきましては、市民の生活を直

接支えるものでありまして、便益の配介も均等と考えられておりますから、先日の市長の方か

ら、受益者負担金制度の導入は避けたいというお話がありましたけれども、このことにつきま

しては、市民間にそれほどの抵抗はないというふうに思われるわけであります。

さらに、市内循環パスにおきましても、すでに交通利便な市民の方には関心が薄いところで

ありますけれども、交通不便な地域におきましては、都市交通問題は、いわゆる都市基盤整備

に属する問題として、市民の間ではぜひやってほしいということも、当然うなずける事項であ

ります。

しかし、この市内循環パスにしても、パスの利用客が非常に少なく、さらに巨大な予算がか

かるということになってくれば、やはり長期的には問題が起きてくるであろうというふうに思

うわけであります。

過目、企f@財政部長に、市内循環パスの利用状況をお尋ねしましたけれども、日野から豊田、

豊田から日野ということで、在来の数をお尋ねしましたけれど、若干まだ定着をしていないん

ではなt¥かという数字が出ているかと思います。

また、先般の三中の過密問題について、この解消について議論があったわけでありますけれ

ども、この問題におきましても、やはり義務教育施設の問題ということで、過密校の解消策に

つきましては、何とかこの問題を解決したいというのが、全市民的な願いでありまして、この

問題につきましても、住民相互の聞に異論はないというふうに言えるかと思います。

しかし、これから建ちます市民会館の規模におきましては、特別委員会でも大ホールの座席

数の規模で、かなり市民の方に意見の相違がございまして、 1，000 幾つつくってほしいとい

うところもありましたし、 500で結構だというところもありましたし、 700というふうな形の

数字も出てきたかと思います。

考えますに.市民会館の建設は、多分に市民の方の自由時間、余暇を利用してどのような活

動を営むか、ということに密接に関係してまいりますので、このような対立も出ているのでは

ないかと思うわけであります。特に 1，100の大ホールをつくるわけでございますけれども、

1，100幾つの大ホーノレは必要ないという市民の方からすれば、市民会館の運用については、

非常にある意味で批判的な目を持って見ているかとも思うわけであります。極端に申し上げれ

ば、利用者数が少ないと経常経費がかさむというふうな事態になってきますと、そういう方た

ちにとっては、むだではねいかというふうな批判になるかと思うわけであります。

特iこ、好みが非常に、市民会館ですと、まだ全市民的な関心事として、利便の必要性も非常

にあるわけですけれども、特殊な、たとえば市民ギャラリーですとか、テニスコートの設備で

ありますとか、個々の趣味に近いような形の問題になってきますと、市民間の関心事は非常に

異なってくるわけであります。

たとえは、市民ギャラリーをつくる方にとっては、関心のある方にとっては、美術の拠点が

必要であるということは、重々強い希望でありましょうけれども、美術に関心のない方にとっ

ては、全く必要ないということで、そこら辺のところへ市の予算を使うということについては、

それほど深い理解は得られないかと思うわけであります。

ここでは、個人の価値感によって、余暇利用の密接度が強まれば強まるほど、このような賛

成もありますけれども、反対の意見もあるということで、非常に難しい運営になってくるであ

ろうと思うわけであります。

そこで、逐一、現在公的施設の中で、個々に運営をされている現在の代表的な施設について、

現状をお聞きし、さらに将来建つであろう各施設についての問題について、お尋ねをしてまい

りたいと思います。

先般も川嶋議員の方から、老人憩いの家のかしの木荘の現状について、質問があったわけで

あります。少し重複するかと思いますけれども、そこでお聞きした範囲では、開園以来、宿泊

が 16名、日帰りの方が 69名というふうに私はお聞きしたわけでありますけれども、その数

字でよいのかどうか。回数にして、平均宿泊が 1日何名、また、日帰りが 1日にして何名ぐら
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いになっているのか、まずそれをお尋ねをしたいと思います。

さらに、これは古谷議員からいただいた資料でありますけれども、老人憩いの家のかしの木

荘の総予算が 、 詳しくデータとして集計されているわけでありますが、工事費、開設経費

ということで、 1億 4，229万 9，000円ほどかかっているということであります。

運営費としましては、 7カ月で、年間 2，7 1 6万 2，000円ほど計上されているという報告

をいただいております。かなり予算的にも、これから運営費としても大きな金額であろうと思

~ ¥ます。

御承知のとおり 、かしの木荘は、個々の議員の方が高齢者社会に向けて、ぜひ老人憩いの家

が必要だということで、各一般質問にも多々ございましたし、これも今の現状の利用の失敗か

ら即断することは、やはり避けなければならないというふうに、私も思っていますけれども、

その意味からお尋ねをしてまいりたいと思います。

まず、 1日の利用者数の平均値を出していただきたいということであります。

さらに、かしの木荘の利用料金を、利用者数の関連があるのかどうか、その辺どういうふう

に見ておられるのか、お尋ねをしたいと思います。

市民会館の質問のときに‘企画財政部長より、市民会館の料金というのは、人件費を除いた

維持費に充たるような収益があれば‘いいというふうに御答弁になったわけでありますが、その

辺、かしの木荘においては、どういうふうに考えておられるのか。いわゆる人件費を除いた会

館維持費ぐらいの捻出を考えているのかどうか、であります。

さらに、 当初、福祉部長よりかしの木荘の利用状況、利用者数の予定数をお開きしましたと

きに、私の記憶では、 1日 17名ぐらいという話も開いたかと思うんでありますけれども、当

初予定しておりました利用者数を、数年後には、また 10年後にはといいますか、 各年次ごと

で結構でありますけれども、努力目標といいますか、どのぐらいの利用者数に持っていきたい

というふうな構想があれは¥具体的にお尋ねをしたいと思います。

次に、七生公会堂、それから中央公民館、湯沢会館があるわけでありますけれども、それぞ

れ趣旨も違うわけでありますが、まず、七生公会堂についてお尋ねをしたいと思います。

私の感触ですけれども、比較的利用者数も多く、運営的にも好評ではなし 1かというふうに、

若干考えているわけでありますけれども、七生公会堂を建設するときの目標と、現在の運営状

況と、それから将来どのように考えていくのか、その辺の話を承りたいと思います。

次に、中央公民館でございますが、かなり社会教育の拠点ということで、中心的な役割を果

たして、かなり古くなっております。実際に使われ方につきましでも、現在の時代の対応でよ

ろしl¥かということについても、多々疑問があるわけでありますけれども、現状の使われ方、

主にどのような方に使われておるのか、将来これをどのように持っていくのか、その辺のお話

を承りたいと思います。

特に、市民会館ができますと、今回の市民会館におきましては、大ホーノレ、中ホーノレ、小ホ

ーノレ、各付帯設備等、会議室等、かなり工夫もされておりますので、 この辺の兼ね合い等もお

尋ねをしてまいりたいと思います。

話が小さ くなってまいりますけれども、湯沢会館、これは設立のときの建てられた趣旨等、

特殊性があるわけでありますが、七生公会堂と湯沢会館を比較しますと、かなり機能的にも違

うわけでありますし、当然場所も違うわけでありますが、どういうふうな運営がされているの

か、当初目的と した意図のとおりに機能的に使われているのかどうか、その辺そお尋ねをした

いと思います。

さらに、湯沢会館の内容におきましては、部屋によっては有効的に機能していない部屋もあ

るようでありますけれども、多面的な使われ方が今後考えられるかどうか、お尋ねをしたいと

思います。

次に‘地~センタ ーでありますけれども、地区セン タ ー は、各地区の場所によ りまして、非

常に使われ方が多いところと、比較的使われな いところというふうに、極端に分かれていると

こもございます。

特に、その中で使われ方の頻度が非常に少ないところといいますか、そういう地域もありま

すし、地域の特殊性ということで十分考えられるわけでありますけれども、現状の運営の仕方

で、まずもってよしとすべきなのか、その辺の現状と、将来の展望がお聞きできれば、承りた

いと思います。

さらに、余暇15動の中で、緑ということで非常に重要な課題になってきておりますけれども、

公園の問題であります。公園と申しましても、各種類があると聞いておりますけれども、中央

公園、さらには児童公園、個々現状として使われているわけでありますが、将来的にはどうな

のか。現状の把握としては、十分市民の方に使っていただけているのかどうか。公園を設ける

ときの、当初の目標どおりの使われ方をしているかどうか、その辺の現状をお尋ねしたいと思
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います。

さらに、野球場の問題であります。これは、東光寺の河川敷きのところに野球場をつくって

ほしいというぐらいに、各種の団体より強い希望の非常にあるところでありますけれども、現

状におきましては、野球場を確保するのに、かなり苦労しながら取っ ているというふうな実情

も聞いておりますが、この辺の使われ方がどういうふうになっているのか。将来的には、あと

幾つぐらいつくればよろしいのか、日野市の野球人口とにらみ合わせながらの研究もされてい

ると思いますので、その辺の実態をお尋ねしたいと思います。

さらに、地区広場についてお尋ねいたします。前回、私は地区広場の利用状況の把握をする

必要があるのではなし 1かという ことで、生活環境部長にお尋ねをしたわけであります。そのと

きの部長の答弁によりますと、地域の要望の声が強いところに設置をしているので、その辺の

利用者数の実態については、ある程度確信を しておると η しかし、さらに今後そのような状況

も把握する必要を認めるので、研究をしていきたいというふうな話があったわけでありますけ

れども、地区広場も個々に整備をされてき ておりますけれども、その辺の使われ方がどの程度

なのかを、お聞き したいと思うわけであります。

特に、請願陳情等で地区広場をつくっ てほしいというふうな要望があって、それでは実際に

っくり上げたときに、それがどういうふうな実態であるのか、そこには絶えず遊離した現象が

あるわけでありますけれども、なければ一番いいわけでありますが、あるわけであります。

例をほかにかえてみますと、カ ーブミラ ーの設置についてもそうであります。地域の住民の

方で、ある個所にカーブミラーをつけてほしいという ことで、かなり熱心にされますが、実際

にカーブミラーをつけて、それがカーブミラ ーとして機能しないほどに汚れていたり、破損を

していても、実際にそれが吸い上がってくるのが、設置を望んでいたときよりも薄いというこ

とは、私の経験から言えるわけであります。

そういう意味で、実際にそれが設置された後の、その後の使われ方が、非常にこれからも重

要になってくるのではないかと思いますので、その辺の対応の心構えを、再度お尋ねをしたい

と思うわけであります。

次に、これから建設され、さらに運営されます主なものについて、お尋ねをしてまいりたい

と思います。

市民会館でありますけれども、先ほどと少し重複しますが、どの程度の利用者数を見込んで

いるのか。 1年間の数、年次計画的な利用者数の啓蒙の持っていき方等、構想がございました

ら、その辺の話をお聞きしたいと思います。

特に関連しますが、市民会館の使用料金と、利用者数の相互関係があるのかどうか。利用料

金を安くすれば一使用料金を安くすれば、利用者数もふえるのかどうか、その辺の研究もさ

れていると思いますので、お尋ねをしたいと思います。

次に、旧庁舎の跡地に、いわゆる生活保護センタ ーができるわけであります。生活センター

的な機能と、保健センタ ー的な機能を持つ複合施設としてつくられるという話であります。

過日の報告によりましでも、施設内の各部屋におきましでも、固定化をさせないと。各市民

の方の要求、要望の変動、流動を予測しながら、各種の対応ができるような施設の充実が図ら

れているということでありますけれども、その辺、どのような予測を立てておられるのか、で

あります。

特に、保健センター的な機能は、むしろ都市基盤整備に関連する市民の生活を直接支えるよ

うなサービス事項でありますので、その辺、存在することの方に意味があるというふうに、比

重をかけて運営されていくのかどうか、ということであります。その辺、お尋ねしたいと思い

ます。

さらに、仲因縁地内に、陸上競技場、さらには地区公園をこれから建設をしていくわけであ

りますけれども、陸上競技場のトラックの問題で、地区公園との兼ね合いで、前に議論がござ

し1ました。 トラックを大きくするか、小さくするかという議論でありましたけれども、市の担

当の方で、陸上競技の方の要望を取り入れて、一応満足のできる競技場の設計をしたわけであ

りますけれども、その中で、日野市内のスポーツ人口、いわゆる陸上競技場を使われるスポ」

ツ人口をどの程度に見ておられるのか、将来どのようにそれを予測しているのか、そのことで

陸上競技場の利用者数をどのぐらい見込んでいるのか、その辺の話を承りたいと思うわけであ

ります。

特に、陸上競技場のトラックの中には、芝生を植えて一般人の開放も考えていると。さらに

は、簡単な野球もできるようなものもしたいというふうにも、前に承ったこともございますけ

れども、十分その辺の有効利用を、担当の方も見ておられての対応だと思いますので、この辺

の答弁をいただきたいと思います。

さらに、これに付随しての地区公園についての将来予測もお尋ねをしてまいりたいと思います。
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次に、郷土資料館であります。郷土資料館が、これから建設をされてし 1くわけでありますが、

郷土資料館の性格としては、 1つは市内の小、中、 高の、特に小学校、中学校の義務教育に関

連した施設としての意味合いも持っておりますので、市民の個人の価値感から立脚している、

いわゆる選択的サービス的なものとは違う面もあるわけでありますが、しかし、日野の文化を

保存し、寄与してい くという点から見て、一応ここに入るのではないかと思いますので、今、

話をさせていただいております。

さらに、 3点目としましては、郷土資料館の性格としては、いわゆる倉庫がわりに使うとい

う、今までの貴重な市内の財産、いわゆる文化的な財窟を、これからも将来にわたって確保し

ていくというふうな、倉庫がわり的な機能も持っておると思いますので、郷土資料館におきま

しては、利用者数等の予測をすることは必要ないのではないかという議論もあるかと思います

けれども、市によりましては、郷土資料館を建てるときに、どのぐらいの市内、市外からの利

用者数が来るのか、予測を立てて計画を実行している市もあるわけであります。そういう意味

で、この問題についてもお尋ねをしたいと思います。

次に、これに関連してまいりますけれども、私、温水プーノレということを、前に市長にお尋

ねをしたことがございます。市民プーノレを、いわゆる駒形のところの市民プー jレは、非常に利

用率の高いところだというふ うに、個人的な体験として持っているわけでありますが、私の単

純な発想として、夏の 1カ月 40日間 ぐらいの市民プーノレの使われ方があれほど盛況ならば、

温水プーノレですと l年じゅう使われる ので、よ いのではな 1，¥かという こと で、提案させていた

だいたわけでありますが、さらに経費的なものを心配しまして、清掃工場の余熱を利用すれば

非常によろしいんではないか、という話も したわけでありますけれども、 そのときに市長の方

から、場所についてはともか くとして、市内に 2、 3力所 ぐらい設けるぐらいの気迫でいたい

というふうな話があったわけであります。

そこで、 私は、これは市長にお尋ねをしたいんでありますが、過日の一般質問の答弁の中に

もございましたけれども、市長は、日野市の将来の目指す都市像というものがあるんだと。そ

れに向けて、さまざまな長短期計画を組み合わせて、それを実施してし 1くんだという 話があっ

なっているのか。私は、市長の突発的な答弁に近い話であったのかとも、危倶したわけであり

ますけれども、その辺どうなのか、お尋ねをしたいわけであります。

さらに、私は、前回の本会議で大成荘の建てかえも提案をさせてもらいました。これは、単

なる市民の憩いの家ということであれば、利用者数も相当見込めるということは、ほかの市の

実態から見ても言えるわけでありま して、小中学校の移動教室として使われるならば、さらに

また市巧の高校の方の教育の場として使われるならは、という、併用的な意味で提案をさせてい

ただいたわけでありますけれども、市長の等弁ですと、その辺のことが確保をできるならば、

建てるについてはやぶさかではないというふうな答弁もあったかと思~l '¥ますが、この辺の話と、

先ほどの市民プーノレの提案の話と、関連性をどういうふうに市長は基本的にお考えになってい

るのか、お尋ねしたいわけであります。

特に、市長の答弁の背景の中には、土曜日の市民相談ですとか、各地区センタ ーを回られて

の市民相談に出られて、各地区の市民の方の意見も直接お聞きになった上でのお話であるかと

思し 1ます。

さらにまた、同じ観点なんですが、やはり一般質問の中で、図書館の分館の話も、前に出た

ことがあると思います。そのときの市長の答弁ですと、できれば周囲の状況から考えて、図書

館もつくっていきたいというふうな話があったわけであります。一般質問の本会議の中で、こ

ういうふうな発言がありますと、われわれは期待をするわけであります。市民によっては、図

書館がこれだけ充実したんだから分館も要らないじゃな~¥かと。移動のものがあれば十分だし、

ほかの施設で併用できるならば、それで構わらいではな~¥かというふうな意見もあるかと思う

わけであります。

そういう点で、市長の答弁としては、その辺、一定のやはり距離といいますか、ものがなけ

れば、むしろそれを直接実施してまいります担当官の方が因るんではないか、というふうに思

うわけであります。

特に私は印象深いのは、豊田駅のところに、いわゆる市民ギャラリーがございます。これは、

たかと思います。

ただ、温水プーノレといいましても、プーノレの嫌いな人もいるわけで、そういう人にとっては、

むだな金ではな~¥かというふうに思う方もいらっしゃいますし、その辺、どのようにお考えに

御承知のとおり、多くの方の請願、署名を集めてでき上がったわけでありますけれども、美術

を愛好している方の、日野市の中の人口数というのは、それほど多くはないというふうに思い

ます。

特に、これから余暇の利用を各市民に十分に与えていこうという姿勢で運営されるに当たり
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ますと、各趣味を持った者向土の集まりだけで、日野の市内の中で地域性、地域の連帯性より

も、むしろ趣味の集まりの方が強くなっ て しまうとい うことが、ひとつこれからの行政運営の

中では考えられる点だろうと思うわけです。

自由時間の余暇の利用の仕方としては、どういうふうに充実させるかという観点ですけれど

も、 1つは地域の連帯性、それから 1つ考えられるのは自然との接触の多い時間、さらには創

造的な活動ができることというのが、大まかに分けて 3つぐらい分類できるかと思いますけれ

ども、特に市民ギャラリーに象徴されるような、非常に/J、さなといいますか、趣味の少ない集

まりであれば、それだけのグループとなって定着をしてしまう傾向性があります。

そういう意味で、豊田の市民ギャラ リーは、場所的に非常に問題があったんではな l¥かと思

います。と申しますのは、美術にそれほど興味がない、しかし、市役所の周辺に美術館が、美

術館とはし 1かないまでも、市民ギャラ リー的なものがあれば、公園の散歩のついでに見てみよ

うというふうなことにもなるわけであります。ところが、豊田の駅のあのような特殊な場所で

すと、一般の方はわかりませんし、なかなか美術的な広がりを持たないという、そういうふう

な欠陥があると思います。

現在、この市民ギャラリーが、開設以来どのぐらい利用されてきたのか、その辺の実態の推

移を部長の方から御答弁いただきたいと思いますけれども、その辺の話を踏まえて、市長の御

答弁をいただきたいと思います。

以上、一応お願いいたします。

0副議長(米沢照男君〉 夏井明男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 〉 それでは、施設の中で御質問のありました、かしの木荘の

問題について、若干お答えをしてまいりたいと思います。

まず、利用率は現在どうなっているかということでございますけれども、先般お答えを若干

いたしましたけれども、 10月 17日に開館をいたしまして、その後の 11月までの 2カ月分

の資料でございますけれども、その聞に 13人の方が宿泊され、日帰りの方が 69人というこ

とでございます。これは 1日に直すとどのくらいになるかということでございますが、これは

日数で割りますと、 O.3人宿泊しております。それから、 1日に日帰り客が 1.6人ということ

でございます。

そういうことで、当初見込みました数値は、定員が 24名でございますので、その定員で見

込んでおりました。その定員の中で 19人を宿泊として見込み、 5人を日帰りということで見

込みまして、予算を計上いたしました。しかし、当初の PRがまだ十分に行き渡っていない、

その他いろいろな理由がございますと思いますが、現在、このような状況でございます。先々

は当初の計画まで高める努力を、最大限してまいりたいというぐあいに考えております。

そういう中では、いろいろと御要望等も承っております。 こういうぐあいにしてほしい、あ

るいはこのようなぐあいにしたらどうかと、御提言もたくさんございますので、その御提言を

十分に検討して、前向きに検討して改善してまいりたいと思っております。

それから、使用料の基準はどのようなものかということでございますが、これも補正予算の

際に街]説明申し上げたところでございますが、これは使用料の基準は、実費を基準としており

ます。これは、シーツ、枕カノイ一、寝巻き等の洗濯代等の金額と、それにさらに入浴料、これ

を加えた金額で算出したものでございます。これが 1日90 0円ということで、日帰りの場合

には入浴代ということで、 300円という基準が算出されております。

したがって、運営費等の中にございます電気料、あるいは水道料等の事業費、あるいは役務

費、あるいは委託料、あるいは借り上げ料等のものについては、この中には含まれておりませ

ん。先ほど古谷議員さんの資料でおっしゃいました、約事業費 40 0万、それから役務費 31 

万、委託料 50 0万、借り上げ料 97万、こういうようなものにつきましては、借り上げ料は

寝具等一部入っておりますけれども、その他人件費が 500万ございますので、このようなも

のについては、この使用料の中には含まれておりません。このような形で算出してございます。

また、将来の利用についてどう考えるか、ということでございますけれども、 25人の定数

を目いっぱい活用できるような PRを十分に行いながら、利用を高めていきたいということで

考えておりますし、先々この憩いの家、かしの木荘を、サービス・デー等を年に何回か持ちま

して、御老人の無料サービス、無料開館そしていくとか、あるいは相談員を置きまして、パー

マレンスをする、いろんなことを考えて、できるだけ市民になじむように、できるだけ早く P

Rができるように考えて、利用者数を高めていきたい、こういうぐあいに考えているところで

ございます。

それからちょっと飛びますが、 3点目に御質問のありました、湯沢会館でございますけれど

も、現在、どのような運営がなされているかということでございますけれども、利用の状況と

いたしましては、現在、年間 4月から 11月までの実態でございますが、月平均69件、 2，171
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名の方が利用されております。

内容といたしましては、老人が 16件の 335人、 一般の方が 49件の 1，3 9 2人、市の関

係者の、あるいは市の関係で利用するものが 4件、 444人という ような形で、内容がなって

おります。これは、先々このような混合施設でございますので、このような老人、あるいは、

現在利用されております幼児、あるいは一般の市民の利用という形で、今後ともやはり利用し

ていただきたいというように考えておるところでございます。

また、 4番の児童公園の市民の利用はどうかということでございますけれども、これは市内

3 2カ所の児童公園は、児童が自由に遊べるように、現在開放されております。地域の 自治会

等に委託をいたしま して、 管理についてはお願いを し、 また巡回管理も高齢者事業団に依頼し

まして、穴のあいたフェ ンス等の修繕等も実施しております。

これについての利用はどうかとい うことでございますけれども、地域によりまして、かなり

利用の高いところと、また、それほ ど高くないという状況もありますけれども、地域の子供が

安全に大人なりに煩わされない、子供本来の遊びが確保されるように、 このようなものが必要

かというぐあいに考えております。

以上でございます。

。副議長 (米沢照男君〉 市民部長。

0市民部長(藤浪竜徳君) 2点目の、七生公会堂の件につきまして、お 答えし1たした

いと思います。

まず、利用状況でございますけれども、過去 3年間、 56年から 58年までの平均でご ざい

ますけれども、平均いたしま して、 年間 508件利用件数がございます。月平均 42. 3件、 1 

日平均1.7件という状況です。

用途としましては、数字的にはかなり低いかと思いますけれども、どうしても利用される方

が土曜、日曜に集中する傾向がございます。ほとんどは抽選によっ て決められているという状

況でございます。

今後の将来的な考え方でございますけれども、できるだけ平日の利用をどうするかというこ

とが、まず謀題になろうかと思いますけれども、この辺は利用者のいわゆる勤務時間とか、い

ろんな傾向がございますので、非常に難しい点がございますけれども、できるだけ利用される

よう、 PRしたい、このように考えております。将来展望につきまして、お答えいたしました。

簡単でありますけれども、以上でございます。

O副議長 (米沢照男君 〉 教育次長。

0教育次長 (小山哲夫君〉 教育施設に関しましての、イ可点かの御質問が出ましたので、

私の方からお答えをさせてもらいます。

まず、第 I点目は、中央公民館の問題が提起されました。 3点ございました。

1点目は、中央公民館の現状はどうなっているのかとい う御質問で ございます。

中央公民館につきま しては、御承知のとおり、昭和 41年に開館いたしま した。 7月から開

館し 1たしまして、 1 8年聞を経過しておりますけれども、開館し可たしましてから、昭和 58年

度までの公民館事業でございますけれども、公民館の事業といたしましては、主として社会教

育課の方で、公民館の事業を担当してまいりました。公民館の事業といたしましては、公民館

事業の中のいわゆる社会教育課で行 っていますよう に、補てんといいますか、そういった意味

におきま してのいろんな趣味の教室関係を行っ てまいりました。

したがって、公民館の事業といたしましては、主として一般市民の社会教育活動の場として

の貸し出しという ことを中心に事業を進めてまいりました。 したがって、公民館の館長も社会

教育課長が兼務しておる。専門職員も置かないで、専ら部屋の貸し出しのための事務職員、あ

るいは用務員等の配置をしてまいりました。近年、いろいろと社会教育の情勢が変わってまい

りました。

そういった意味で、公民館は貸し出し事業ではなくて、公民館としての本来の社会教育法に

基づく事業を行うべきではなかろうか、こういうふうな市民からの要望もございます。また、

市議会からもそういう要請を受けておりますので、教育委員会といたしましでも、公民館と社

会教育行政のあり方をどうしたらいいのかということで、実は昨年、教育委員会の諮問機関で

ございます社会教育委員会の方に、この社会教育課の事業、公民館事業の関連をどういうふう

にしたらよろしいか、こ ういう意味の諮問をいたしました。その答申が戻ってまいりましたの

で、その答申を尊重していこうと いうことでございます。

その答申によりますと、やはり社会教育の事業で行ったら、あくまでも公民館事業というも

のは、やはり公民館で行うべしと 、こういうふうな提案を受けております。あわせまして、公

民館には館長以下専門社会教育を配置すベし、こういうふうな答申もいただいておりますので、

その答申に治いまして、公民館事業を今後軌道に乗せていきたいというふうに考えています。
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その意味で、 58年 5月からは公民館の館長も専任を置いております。あわせまして、 59 

年度からは、今まで社会教育課の方で担当しておりました公民館事業の一部を、公民館の方に

移しました。それに伴いましての、いわゆる公民館の児童関係の主事も、 I名を配置しており

ます。そういった意味におきまして、今後とも公民館はそう いうふうな事業を推進していこう

というふうに考えておるところでございます。

それから 2番目の御質問は、公民館での利用状況はどうか、こういうことでございます。 利

用につきましては、主として文化団体等の非常に自主的な面での利用が一番多うございます。

次に、教育委員会で行っております社会教育課の事業、それか ら体育課の事業等の利用が非

常に多いわけでございます。その他、市役所関係のいろんな集会等が行われているのが、第 3

番目でございます。そういう形で利用されております。

3点目立、今度市民会館ができるであろうと。その場合における公民館との位置づけをどう

したらよろしいか、こういう意味の御質問でございます。今まで、一般市民の文化関係の各種

団体の利用につきましては、市民会館がなかったわけでございますので、公民館、あるいは七

生公会堂等を利用してまいりました。いろいろとその中でのいろんな自主的な大会、あるいは

練習等行ってきたわけでございますけれども、当然市民会館でいきますならば、そういった事

業大半が市民会館の方で行われるだろうというふうに期待するところでございます。

また、文化財につきましても、今まで公民館等を主たる会場として使ってまいりましたけれ

ども、市民会館が完成することによりまして、市民会館の、いわゆる市民文化財の中心的な事

業は、やはり市民会館を中心として行われるだろうというふうに期待しておりますので、市民

会館が完成した暁には、それらの担当部局と相談いたしまして、そういう形の中での協議を詰

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。

それから、第 2点目の、野球場の現状と利用状況はどうかという御質問でございます。

現在、公的な意味での野球場は、多摩川総合グランドに野球場が 3面ございます。あとは、

これは公園緑政課で管理しておりますけれども、多摩平中央公園にあります野球場、旭が丘の

公園にございます野球場、これは 2面ございます。それからあとは児童課の方の管轄になりま

すけれども、第二小学校の前にあります浅川河川敷児童野球場が 2面。したがって 7菌ござい

ます。

そういった中で、いろいろと市民のいろんな野球大会、少年野球大会、軟式野球大会、ソフ

トボーノレ、その他行われるわけでございますけれども、これだけの施設では、到底今の野球人

口、あるいはスポーツを愛好する人たちにとっては、場所と してはまだまだ満足でございませ

ん。そういった意味で、先ほども御指摘がございましたように、浅)11の河川敷による野球場の

新設の問題等の問題も残っております。

あわせまして、できるだけ学校開放ということで、施設の現状の中での野球の利用を深めて

いきたいと。現在、 -中と七生中学校がナイター施設がございますけれども、特に夜間人口に

おける野球人口と いうものが大分ふえてきておりますので、現状の一中と七生中の 2校だけで

は、とても対応できません。そういった意味におきまして、できるだけ今後学校の施設等を利

用いたしま してのナイター施設の利用、こういった面も今後の検討材料として、教育委員会と

いたしましては考えているところでございます。

それから、第 3点目は、いわゆる仮称ふるさと博物館の構想の問題につきまして、 3点の御

質問が出ました。

1つは、小中学校児童生徒のための博物館の利用の問題でございます。現在、小中学校にお

きましては、特に小学校の場合は、小学校 3年生からは、社会科の副読本の中での「私たちの

日野」という学習を学んでおります。また、中学校におきましては、 「伸びゆく日野」という

学習を、社会科の教科の中で学んでおります。

しかし、これはあくまでも小中学校のいわゆる学習上の観念的な意味の学習でございます。

目で触れて実物を扱うという、いわゆる体験学習は行っておりません。そういった意味で、今

後仮称ふるさと博物館を建設する暁には、特に小中学校の実物体験をできるような学習効果を

高めて~)く、そういう意味の配慮をいたしております。

したがいまして、市内の民具とか、土器であるとか、そういった面、あるいは動植物等も一

応展示するわけでございますけれども、ただ単にこれを見るだけではない。そこへ来て、いろ

んな手づくりによる土器づくり、あるいは石器づくり、あるいはわらじをつくるとか、こうい

った体験学習ができるようなコーナーを設けていきたいと思っていますし、あわせまして、い

ろいろとビデオ関係、視聴覚教材も取り入れた中で、小中学校の体験学習ができるような場面

を、できるだけ利用するような方向で検討を進めてまいりたいというふうに考えております。

それから、 2番目の御質問の中での、いわゆる博物館ができた場合の土器とか、考古学関係、

民俗資料の倉庫に化してしまうんじゃなかろうかという意味の御質問だったかと思います。
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おります。

したがって‘これだけの場所では、すべての日野市の民俗関係、あるいは考古学関係等の資

料の収蔵は不可能でございますので、現在、旧庁舎にあります収蔵庫等も大分傷んでおります

ので、また、場所的にも狭くなっておりますので、その面につきま しては、現在ある施設与を、

旧庁舎の施設を改築する必要があるだろうと。そうい った中での収蔵を考えているところでご

れか ら市民ギ f ラ 1)ーのj顕でお答えをいたします。

地区セ ンタ ーにつきましては、市民の集会施設は、中央に大きい施設があるよりも、まず身

近なと ころに施設をたくさんつくって、 最後に中央につくる、こういう構想が地区セ ンター構

想で ございまして、こ の構想にのっとりま して、半径 300メートルの範囲に、年次計画をも

ちまして毎年増設に努力を してまいりました。おかげさまで、現在地区センター数 49館ござ

います。

御質問の中で、場所によって利用の頻度の多いと ころ、少ないと ころと いう ことでございま

すが、 49館全体の利用件数は、 58年度におきまして、 l万 4，7 1 7件ございました。そし

て、利用された人数は、 30万 660人でございます。単純に日野市民 15万で割り返します

と、年間必ずどの市民も 2人の方が地区センターを利用された、こ ういう勘定になるわけでご

ざいます。

現在、民俗資料、考古学資料等の保管は、旧庁舎の跡地であります元の教育委員会のプレハ

ブがございますけれども、そこに 1カ所、収蔵庫という形で、土器等を主と して保管しており

ます。

それから、あと民俗資料関係につきましては、中央公民館の裏にできておりますプレハブ

の倉庫、あるいは第三小学校の空き教室を利用いたしまして、この保管をいたしております。

この博物館ができた場合には、一応収蔵産ができますけれども、 1， 5 0 0平米の中での収蔵

庫となりますと、非常に面積的に集約をせざるを得なくなります。 したがって、博物館の中に

は収蔵庫はできますけれども、今の段階としての考え方といたしましては、あ くまで もその収

蔵慮とい うものは、そこに展示する資料を重点的に保存をしてまいりたいというふうに考えて

ざし 1ます。

それから、第 3点目の、博物館の御質問の中でありました、いわゆる将来の博物館の利用人

口をどのように考えておるかという御質問だろうと思います。

博物館法によりますと、博物館の開館日につきましては、年間 250日を下回ってはならな

い、地域の実情等を考慮 して開館日数を定めてまいるという規定がございます。そういう こと

を踏まえまして、将来博効館の設置条例の中で決めていきたいと考えておりますけれども、一

応自治体といたしましては、日野市内の市民を対象とすると。もちろん市外の方にも開放され

ますけれども、一般市民のための博物館でございますので、市民中心的な考え方を持っています。

一応現在の構想といたしましては、 1日の利用人口につきましては、大体今 80名から 100

名ぐらいだろうと。年聞を通 しまして、 2万 2，000から 2万 3，00 0ぐらいの利用人口を予

定しておるというのが、私たちの考え方でございます。

以上、教育関係の 3点の質問に対しましてのお答えでございます。

各地区センター別の利用状況そ子細に調べてまいりますと 、ベス ト5は、日野台の地区セン

ター、 それか ら豊田の地区センタ ー、南平西部の地区センタ ー、 平山の地区センタ 一、それか

ら七生台の地区セン ター、こうい ったところが利用件数、それから利用者の数におきまして、

ベス ト5という ことができるかと思います。

この利用の多い地区センタ ーをもう少し分析いたしますと、 lつに、交通の便がよいところ、

これが言えるようであります。

それから、周辺の住宅数が比較的多い。そして、割合古くから住宅が建てられていて、地域

のコミュニケーションも割合十分である、そういう地域。

0生活環境部長(坂本金雄君〉 お答えをいたします。地区センター、地区広場、そ

それから、さらには学童保育でありますとか、児童館でありますとか、こういったほかの公

共施設が近くにある地区センター、こういっ た地区センターにつきましては、利用の頻度が大

変高くなっております。

それから、運営と将来の展望で ございますが、現在、管埋運営につきましては、商庄会でご

ざし 1ますとか、地元の自治会、管理組合、あるいは連合自治会の方々に御苦労をお願いしてお

ります。

将来的には、地区センターの地域性を加味いたしまして、たとえば駅の周辺の地区センター

については、住宅の中の地区センターと違った運営の方法、馬場弘融議員さんからも御指摘が

£りました線で、テス トケー ス的にそれぞれ地域に合った運営も考えてみる必要が出てくるん

0副議長 (米沢照男君〉 生活環境部長。
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ではないか、このように思っております。

それから、さらに将来展望でございますが、私たち事務局で一応 55館の最終目標を持っ て

おります。しかし、前回の福島敏雄議員さんの御質問で、市長が答弁したとおり、必要なとこ

ろについては今後どんどん建てていくんだ、そういう答弁がございました。その答弁の線に沿

って、私ども努力をしてまいりたいと思います。

地区広場でございます。要望の強い地域に設置をしてまいりました。現在 6カ所ございます。

この地区広場につきましては、公園法で、禁止されていますいろいろな禁止事項がそれほどきつ

くなくて割合自由に使える空き地、あるいは草っ原、そういう感覚で自由に市民の方にお使い

をいただいているわけでございます。御質問では、要望のあっ た割りに余り利用がないではな

いかというような意味に、私、受け取りましたけれども、今後の地区広場の増設につきまして

は、要望を今まで以上に正曜に把握し、あるいは十分に私どもでそしゃくをいたしまして、必

要の優先順位をつけてまいりたいと思います。

また、議会筋からも、この地区広場につきましては、いろいろ御指摘をいただいております。

広さについては、 1， 0 0 0平米以上を考えるべきである、こういうような御指摘もいただいて

おります。なるほど、現在あります 6カ所の地区広場の利用状況を見ますと、比較的面積の広

い地区広場の利用が大変高いわけでございます。今後は、各小学校区に 1力所ぐらいずつをめ

どに、しかも広さについては 1，0 0 0平米程度をめどに、建設を してまいりたい、こ のように

'考えております。

3点目の市民ギャラリーでございますが、 5 7年度に開設をいたしました。 57年度は、展

示回数が 31回ございます。利用の日数が 212日、入場者数 8，9 7 5人でございます。 58 

年度は、展示の回数が 28回、利用の日数は 155日、入場者数 4，7 3 3人であります。

展示回数、利用日数、入場者数ともに、 57年よりも 58年が減っております。これは、 57

年にギャラリーが開設されましたので、開設された当初、 2カ月間、市側の主催事業を組みま

した。 したがって、こういうことが原因して、 5 7よりも 58年度の方が減った数が出てきて

いる、このように私どもは考えております。

5 9年度につきましては、まだ年間の統計はとっ ておりませんが、今までのところ、約 80 

%くらいの利用率でございます。大分固定の利用客もふえてまいりました。御質問の中にござ

いますように、 余暇時間の増大に伴いま して、市民各層、各様の趣味が生まれまして、絵画，

彫刻、それから工芸品などの同好の士の数は、大変ふえる傾向でございます。

また、最近は国籍が違った方の展覧会なども開かれた例もございまして、非常に国際色豊か

な面も見られております。

以上です。

O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) お答えいたします。

まず、市民会館の関係の、利用者数の予測はどうかということがございますけれども、なか

なか市民会館の利用予測が難しいわけでございますけれども、現在、私どもで設定をしており

ますのは、大ホールにつきましては、使用日比率という形で出しておりますけれども、 40%、

小ホーノレ、展示室、その他会議室が 60 qるというふうに動いております。

ほかの市に比較してどうかということを、 1市参考までに申し上げますと、規模の大体同じ

で、若干周囲の状況等が違いますけれども、昭島市の市民会館を例にとりますと、これは実績

の数字でございますが、使用日比率で同じく申し上げますと 、大ホーノレが 39婦、小ホー jレが

7 9 %、展示室が 41 %、 会議室が 54婦ということになっております。そういう状況の中で、

これを基礎数値にいた しまして、今、進めているわけでございます。

それから 2番目は、市民会館の利用にかかるところの啓蒙でございますけれども、これは市

民会館条例の中で、質疑でも著干出たわけでございますが、やはり市民会館を使う上で大事な

ことは、利用者の意見を直接聞き、あるいは審議会の意見を聞くということが大事ではないか

ということで考えております。これらの活用を十分いたしまして、使用率の向上に努めたいと

いう ふうに考えております。

3番目は、使用料金と利用率の相互関係はあるのか、ということでございますけれども、こ

の辺、非常に難しい問題でございますけれども、ごく一般的には、入場料を取る大ホーノレの使

用でございますけれども、これについては使用料はほとんど関係ないようでございます。要は、

1 00%客席が埋まるか、埋まらないかと、その辺にポイントがあるように聞いております。

その他の大ホールの利用、それからその他の施設、これらについては、若干使用団体が負担を

するわけでございますから、若干の使用料と利用の関係といいますか、そういうものがあるパノ

ではな~¥かというふうに考えております。

次に、生活保健センターの問題でございますけれども、この点については、御指摘にもござ
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いましたように、生活基盤のサービスであり、また、選択的なサービスでもあるというふうに

認識をしております。 今後、基本計画を固めるわけでございますけれども、その中で十分利用

者の意見を聞きながら固めてまいりたいというふうに考えております。

以上でございます。

それぞれの近隣公園としましては、大ざっぱに申し上げて、年間それぞれ 10回ぐ らいの利

用が、大きな催しとしてあるというふうになっております。さっきも申し上げましたように、

最近の傾向と しましては、児童公園にゲートポーノレとしての利用が非常に高まっている、こう

いうふうなことが特長になっているような気がいたします。

0冨u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、私の方から公園の関係につきまして、 お答え申

し上げます。

まず、公閣の現状でございますけれども、私どもの市には、現在、都市公園と しての関係で、

103力所、面積にいたしまして、 3 2万 21平米の公園を有しております。これは、住民 l

人当たりに直しますと、 2.1 2平米になりまして、 2 6市の中では 8位の保有面積になるわけ

でございますけれども、御存じのように、市内には都立の多摩動物公闘がございます。 これが

非常に広い面積を有しておりまして、これを住民 1人当たりに直しますと、 3.4 6平米になり

ます。

したがいまして、これらの面積を合わせまして、さらにはまた遊び場関係なども合わせます

と、平均いたしまして、住民 1人当たり 5.8 7平米になりまして、 26市で見ますと、お隣の

多摩市、これは特殊なケ ースでございますけれども、これを 1位としま して、私どもの方は 2

位にランクされるというのが現状でございます。

主な公園の内容といたしましては、多摩平の第一公園、ある l¥は日野の中央公園、そして駒

形公園、さらには旭が丘の中央公園、この 4つの近隣公園を主体にいたしまして、そのほかの

公園につきましては、 8010がいわゆる児童公園でございます。その児童公園の中では、特に

常に児童に使われておるというのが現状でございまして、かなり身近に設置されている。地域

的には多少のアンバランスはあるかもしれませんけれども、一応の設置としてはなされたとさ

れている、というふうに判断をいたしております。

そして、近隣公園につきましては、近隣の居住者が余暇利用をされるということで、随時利

用をされておりますし、特にまたそれぞれの地域のレクリェーション大会とか、あるいは幼児

施設の圏外教室、あるいはまた、最近ではゲートボーノレ大会、そしてまた、年間の市の大きな

行事でございます産業祭、あるいは青年フェスティパノレ、こういうふうな催し物にもこの近隣

特にまた、風致公園、あ るいは都市緑地の関係がこの中に 18カ所ございまして、こ の面積

としましては、 1 0万 7，8 1 5平米になりまして、これは市のレベノレでは、 lつの都市として

は特長t'1~ なものではなし 1かというふうに思っております。

今後の公園の関係、特に地区公園の設置等につきましては、やはり区画整理事業の中に期待

をしていきたいというふうに思っ ておるわけでございます。

それから、もう l点のお尋ねの、カーブミラーの設置後の心構えでございますけれども、こ

れにつきましては、当然交通安全対策上の関係から即応をして補修をしなければならない、と

いうようなことで対応していく心構えでおりまして、特にカーブミラーの数は非常にたくさん

ございます。 したがって、これを整理しまして、そして番号を付しまして、今、台帳の整備作

業を急いでおります。

カーブミラーには、それぞれラベルを張りまして、破損をしたりなにかした場合の情報提供

の協力を呼びかけておりますけれども、私どもの方の担当でございます管理課の職員も、週に

1回窪度は市内の巡回をいたしまして、その実態の把握に努めておるというのが現状でござい

まして、特に部品の購入をストックいたしまして、破損個所につきましては、すぐにそこをで

きるような考え方を持っております。

以上でございます。

公園は、多く利用されておるのが特長でございます。

0副議長 (米沢照男君〉 都市整備部長。

0都市整備部長(結城邦夫君〉 それでは手ムから、仲田緑地に現在建設を行ってござ

L、ます仮称仲田公園についてのお答えを申し上げます。

この公園は、地区公園といたしまして、 58年 9月 26日に認可を取って、現在工事に入っ

ておる公閣でございます。面積が 3万 9，3 7 5平米の地区公園でございまして、この中に運動

公園、一部運動場を併設するという形で、認可を取ったわけでございます。運動場でございま

すので、当然トラック 、あるいは陸上競技、サッカー、ラグビ一、あるいは三段飛びだとか、

いろいろな体育ができるような施設を、運動場の中に計画をしたわけでございます。

。。
司

d
F
h
u
 

Q
d
 

司
d

F
h
d
 



当初の考え方といたしまして、 30 0メーターのトラックを計画をいたしたわけでございま

すが、陸連等の御要望もございまして、 400メーターのトラックにぜひしてほしい、という

強い要望がございました。公園の中で、 400メーターに変更する場合、取れるかどうかとい

う点でいろいろ協議を行い、設計の変更等もやってみたわけでございますが、 400メーター

で十分取れるという見通しをつけましたので、一応 400メーターのトラックを設置するとい

0副議長 (米沢照男君〉

O市長(森田喜美男君 〉

市長。

私から、大成荘、それから温水プーノレ、あるいは図書館の介

なにか遠くないということですが、 7 0ヘクターノレという場所がありまして、多摩の林間施設

は、それに接続するような場所に存在しております。東京都でも、それの使用について基本的

検討委員会が持たれたということも聞いておりますので、それらとあわせて判断をすべ、きでは

なかろうかというふうに考えております。

大成荘の場合は、地積が約 200ヘクタールあるわけでありますけれど、非常に寒冷である

ということ、それから地味が悪いといいますか、樹木の育成が極めてよくないこと、そういう

条件の中でありますが、それはそれなりに活用する方法があると思いますので、そういった大

きい判断の決定によって、取り組むべき課題だと、このように考えております。

それから、図書館分館は、一応現在、ごく小規模のものもあるわけでありますが、 7館ほど

普及をいたしております。あと、欲しいと考えますのは、私は日野駅の西方といいますか、あ

るいは新町、栄町方面を迎える駅前に欲しいと思います。これは、何かビルでも建ちます際に、

ぜひそういうスペースをお願いをするなり、御指導の中でいただくなりして、ぜひそういう場

所を得たい、こ のように思っております。

多摩平の児童図書館を拡大せよという御意見も伺っておりますし、内容的なことはともかく

といたしまして、日野市の水準を維持することも必要でありますし、また、ニーズの変化とい

うことも考えなきゃなりませんので、そのあたりに図書館行政のより高い方向を選んでいくべ

きだ、このように思っております。

温水プールでありますが、これはスイミングクラブが経営をする温水プーノレというふうなも

のは、とても行政の運営には不適当だと思います。健康増進的施設として、あるいは幼児が水

泳を覚える場所として、そういう意味で意味があるんではなかろうかと、こう思います。余熱

利用ができれば、大変大きなきっかけになるわけでありますが、ごみ焼却炉の余熱利用の将来

的開発、これができれば、あの地域にも大規模のことを考えることはないと思いますので、っ

くりたい。

うことで、認可を取ったものでございます。

この違動場のほかに、地区公園といたしましての施設 一 管理棟、あるいは駐車場、子供の

遊び場から、芝生広場というような、公園としての施設も機能するように、配置をしてござい

ます。

この工事につきましては、 59年、本来から 61年の 3カ年間で施工をいたすことで、現在、

進めておりますが、将来利用人口の予定といたしましては、その需要量を地区レベノレの利用量

という形で、運動公園、あるいは地区公園を利用する方々、一括して積算、推定をしてござい

ます。昭和 75年の人口想定 21万 1，00 0人をもとにして、計算をしてございますが、これ

によって計算された数字といたしましては、利用者数は、年間 8万 6，0 0 0人、 ピーク時、こ

のピーク時というのは、運動、大会が行われるような時期でございますが、 1日865人の想

定を行っております。

以上でございます。

館ということにつきまして、見解を申し上げたいと思います。

大成荘は、当初、児童生徒の移動教室施設ということでつくられたわけでありますが、数の

増加と、また時代の変化に伴いまして、現状では主として一般市民のレジャー的林間施設、こ

ういうような意味合いで使用されております。

それで、建てかえにはどういう考え方を持つべきかということで、移動教室的使用に主眼を

置くか、あるいは市民の一般的林間施設としてつくるかによって、規模等に相当事前に、基本

設計として分かれる部分がありますので、それの正躍な判定をしておきたいということであり

ます。

たまたま隣村の、長野県になりますけれど、東京都の広大な 70ヘクターノレという施設が、

あるいは、日野市の地形から考えまして、やはり 3カ所ぐらい川を割かれた分け方もありま

しょうし、あるいは東と西という分け方もあるんではないかと思います。少なくとも、生活保

健センターには、つまり旧庁舎の跡地利用の生活保健センターには、これは健康増進施設とし

ての温水プーノレ、こういう考え方で、規模とか、あるいはコースとかいうことにとらわれない

程度になろうかと思いますけれども、そういう形で、適切な付属施設であるというふうに言え
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0副議長(米沢照男君〉

01 6番(夏井明男君〉

夏井明男君。

今、個々にお尋ねしたわけでありますけれども、市民生活の

さらに、自由尋問の余暇の運営についての行政につきましては、即断はできない、今後のい

ろいろな施設ができ上がった中で、それを見通しながらの対応になるだろうと。特に、先ほど

市民会館の建設に伴って、中央公民館、さらに七生公会堂の影響等をお聞きしましたけれども、

影響は出て くるであろうという お話もありました。

また、児童公園もかなりゲートボールとしての使われ方をしておるということで、絶えず市

民の生活様式も変化そしております。 社会の高齢化も推移してま いりますし、人口 の定住化と

いうことも強まっているわけであります。過目、企画財政部長より、日野市は本格的な老人社

会の到来は、ほかの市よりも若干遅く到来すると。その本格的な到来の来る前に、いわゆる者柿基

盤整備の大枠を完成しておきたいし、そのほかの対応をしておきたいというお話もございました。

私も、サラ金の専門相談の弁護士をつけたらどうかということで提案をさせていただき、市

長にもその提案を受け入れていただき、実施に入っているわけですけれども、実際の対応にお

いては、それほど、予測したほどの利用者数がないという現実もあります。

私辻 、サラ金の相談が繁昌してもらっては困ると思うわけでありますけれども、現実には悩

んでおられる方がたくさんいらっしゃる。その中で、 1歩建設的な相談ができたとしても、な

かなか市民の方の利用もそれほど芳しくないということも聞いて、私も悩んでおります。責任

も感じております。

そういう意味で、市民の方の要望が、これから陳情、請願等で、参ったときに、その対象とい

うのは、いわゆるソフト的な自由時間の充実を願うようなものが多~¥かと思います。そのとき

の行政の対応としてどの辺に本音があるのかを、つくってからでは遅いわけであります。また、

それだけの覚悟が必要なわけであります。だとすれば、現在既存にあるさまざまな公的施設を

つくった後も、どの程度利用されているのか、その辺の人数的な分析も必要でしょうし、その

利用されている方の層等の介析も、絶えず追跡調査といいますか、そういうことをする必要が

あるんではないか。それが将来の建物についての計画についても、実際大きな財産となって、

市民の世論形成に役立つのではないかというふうに思います。

以上で終わります。

O副議長(米沢冊、男君〉 これをもって 18のし公的施設の利用状況と将来計画に関

るかと思っております。

なお、今後いろいろあると思うんですが、地区センターが随分活用されておりますし、これ

にはカ jレチャー的な要素も大分使われるようになりました。そういう意味で、豊田の北口、つ

まり都営住宅の建てかえに伴って受領することになっております約 300平米ほどの地区セン

ターがあります。これの利用は、集会に、なおカルチャー の場としての要素を加えたらどうか

という考え方があります。

それから百草に、第八小学校の入り口に近いところなんですが、第八小学校というよりも中

学校です。三沢中学に近いところでありますが、市有地が一部あります。そこに、百草、落川

で開発をされた、業者に建ててもらうことになっております地区センターを建てたい、こうい

う考え方がございます。その場所は、川の南北という関係も考えま して、ある程度展示的な要

素の機能そ持つ、そういう施設がふさわしいんではなかろうか、 こういうふうな考え方がござ

し1ます。

市民生活をいかに豊かに、公共施設を用意していくか、提供していくかということは、言わ

れるごとく、価値感の多様化ということもありますし、経済的には、日常、市民生活大変忙し

いわけでありますけれど、それでもなお自介で努めて人生を充実するためのいろいろな欲求、

あるいは自治体に対する求めがあるわけでありますので、それをなるべく豊かにする、こうい

うことが公共施設の大きな使命である、このように理解をいたしております。

御指導によって、ひとつ将来に向けて、地域社会をより豊かにするための公共施設というこ

とで、公共施設を原則として考えたいと思っております。

様式の中の自由時間の充実に対して、行政がどの程度関与したらいし 1かということが、そもそ

も問題であると思います。その辺の問題意識、問題点を突き当たりながら、いわゆる自由時間

の充実に対しての行政対応が絶えず迫られていくわけだけだと思います。

特に、当初予測した利用者数が達していないということは、それだけ市民の方の本音の部分

に肉薄がで、きなかったんではなし 1かという疑問も出てきますし、さらに時期尚早ということも

考えられますし、また、運営上の中で現実との対応がうまくいっていないと、さまざまな原因

が考えられるかと思います。

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
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0副議長(米沢照男君) 休憩前に引き続き会議を開きます。

きではなかろうかと思いますが、そのお考えがあるかどうか。

そして、この通し号俸制の改定に当たっては、たびたび議会で与党の議員、または助役等か

らもお話があるんですが、前市長からの、つまり古谷栄市長からの検討事項であって、引き継

ぎの事項、つまり申し送りの中にあったかのような発言がたびたびなされるわけでありますが、

市長の引き継ぎに際して、給与制度の改定、つまり通し号俸制の移行ということが行われてい

たのかどうか、その点について、まず第 l点目の質問として、お聞きをいたします。これが I

番目の質問であります。

2番目は、これも何回か質疑そ繰り返して、本議場でも議論が関わされているわけでありま

すが、通 し号俸制が是正をされるまでは、期末、勤勉手当の算定基礎に、管理職手当を入れる

べきだと、 6月議会でも、また 9月議会でも申し上げ、また 1年前には、ちょうど 12月議会

でありますが、退職金条例の改正時の議論の中で、古谷太郎議員からも提案をしてきておりま

すが、いまだに実現されておりません。 9月議会における赤松助役の答弁では「中間的な、要

するに手段、考えとして検討すべきと考えておるわけでございます云々」こういうふうになっ

ております。

現実に、今月の 14日に支給された 12月の期末勤勉手当、その支給の際には含まれており

ませんでした。この通し号俸制のもとで、現在のこの制度が、果たして職員の意欲、そうした

ものを高めていく上で、阻害の要因になっているのではないかと思いますので、 この点を質問

をいたします。

ちなみに、今度の 12月期に支給をされました期末勤勉手当について見てみますと、一般職、

つまり 4等級の方の最高辻、 106万 6，000円という数字がございます。では、課長、係長、

また部長さん方の支給の状況はどうかと申しますと、係長さパノの中には 65万 2，000円の方

もいらっしゃる。これは、係長さんです。課長さんの中には、 97万 9，0 0 0円。部長さんの

中には 104万 3，000円という方もいらっしゃいます。つまり、一般職の最高の方は、部長

さんや課長さんや係長さんよりも、期末勤務手当の支給額が多いということになっているわけ

であります。

また、中学校、小学校もそうですが、校長先生の受け取っておられる冬の期末手当、これを

見てみましでも、日野市の一般職の方の最高のものとそう変わらない。また、給食調理員の方

の中にも、 104万 3，000円の支給を受けていらっしゃる方がある。

ませんか。

c r異議なしJ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ます。よって暫時休憩いたします。

午前 11時 37牙休憩

午後 1時 4分再開

一般質問 19のし森田市長がつくった違法な給与制度「通し号俸制Jは自らの在任期間中

に適正化そ図れ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〕

01 8番(古賀俊昭君〉 一般質問をいたします。

私は、日野市の違法な給与制度、通し号俸制について、ことしの第 1回定例議会から、第 2

問、第 3回、そして今議会と、毎議会ごとに一般質問で取り上げまして、森田市長に給与の適

正化を求めてまいりました。

通し号俸制は、よく皆様御存じのように、職員の皆さんの給料が、その職務の複雑、責任の

度合とは無関係に、勤務年数に応じて同じ昇給を受けて同ーの額となる給与制度、給与の運用

であって、地方公務員法第 24条の宕める職員の職務と責任に応ずる給与制度ではないわけで

あります。確かに給与体系のあり方については、さまざまな考え方があり、十分慎重な検討が

されねばならないと思いますが、しかし、少なくとも今の制度が続く限りは、給与の公正適切

な支給は行われているとは言いがたいのであります。

しかも、こうした給与制度が、組識機構にとっては、まさに通し号俸制そのものが勤務意欲

の増大とか、仕事の能率の向上というものを阻害しているわけであります。今議会でも、すで

に何人かの議員の方が数回にわたって、給与制度について質問がございま した。

森田市長の答弁は、以前からのものとそう大差はないように私は思いますが、しかし、改善

は現実に即するように改善是正を考えているとか、是正の方向を進めつつあるというような答

弁からいたしますと、かすかながら再考の意思ありととれるのであります。

では、具体的にどのようにするのか。森田市長の任期は、あと残り 4カ月で切れるわけであ

ります。森田市長が御自介の手でおっくりになった給与制度、通し号俸制について、見直しの

発言を現になさっているわけでありますから、自らの在任期間中に責任を持って是正を図るベ
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この善悪ということを私は申しているのではなくて、やはりこれでは幾ら何でもむちゃくち

ゃじゃなし 1かという感じもするわけであります。こうした支給の実態を踏まえて、やはり管理

職手当というものを、期末勤勉手当の支給の算定に入れるべきではないか、というふうに私は

考えますので、 この点をお聞きをいたします。

それからさらに、今年は算入ということはできなかったわけでありますが、来年の 3月にま

た期末手当というものが支給されるわけであります。 このときには、何とか調整金のような形

で、ぜひ算入してはどうかというふうに、私、考えますが、この点についても、 2つ目の質問

として、御回答をお願いしたいと思います。

次に、 3番目の質問といたしまして、給与の是正計画と起債制限の問題について、お聞きを

いたします。

昨年度、昭和 58年度、この年、給与是正が進んでいない、日野市は給与是正については不

熱心であるという証左として、市民会館の起債が、申請額 2億 650万円のうち、 5，0 0 0万

円がカットをされまして、 1億 5，6 5 0万円しか許可されませんでした。ことしの 7月、これ

は前の議会の一般質問でも申し上げましたが、給与制度の運用にかかわる個別指導団体、全国

で 153団体のうち、改善ゼロの 15市村の名前を、自治省が公表いたしました。まことに残

念な不名誉なことでありますが、日野市もこれに名前を連ねているわけであります。

昭和 59年度の起債許可方針においては、給与、その他の財政支出 の状況が著 しく適正を欠

き、かつその是正のため必要な努力を払えない地方団体に対し、健全財政の確保等の見地から、

地方債の額を制限する旨が明確にされております。

今年度の市民会館建設事業費の うち、地方債分 10億 600万、現在、聞くところによりま

すと、起債留保となって棚上げにされているということを灰聞するわけでありますが、昨年度

と同様に制限をされる心配はないのかどうか。

さらに、その他の起債を予定している事業についても、起債留保等の制限的、つまり制裁的

な措置を受けることがあるのかどうか、その点についてお尋ねをいたします。

そして、 3つ自の質問、これとまた関連をするわけですが、同時に是正計画というものが進

められなくては、給与の適正化は図れませんし、結果的には起債の留保等のカットを受けるわ

けでありますので、今後、是正計画にはいかに取り組んでいくのか。 3カ年のことしは最終年

度に当たるわけでありまして、今年度の対応をベアの問題とも含めて、回答をお願いしたいと

思います。これが大きな 3つ自の質問であります。

次に、 4番目の大きな質問ですが、職員組合の行っております違法なストライキについて、

お尋ねをします。

毎年、給与等の改定の時期、また一時金、つまりボーナスの支給時期になりますと、給与を

めぐる いろいろな政治的な情勢というものも複雑なものがあるわけでありますが、しかし、 法

律で禁止をされている違法な職場放棄が繰り返されているわけであります。一向に市長は、確

固とした対応を見せておりません。 58年度、前年度のス卜の回数、スト実施の時間は、合計

するとどのくらいになるのか。 59年度についても、もしおわかりになれば、御回答をお願い

したいと思います。

また、助役は先日の本会議初日だったと思いますが、期末手当の支給特例の条例の制定のと

きに、私が今期末手当、勤勉手当の支給について、組合の違法なストライキ、職場放棄等は何

回ぐらい行われたかとい うことを、お聞き いたしました。そうしましたら、ストは中止されて

やっ ていないんだという御回答があったわけでありますが、それは間違っているのではな ~ ¥か

と思います。:fiし、御訂正をお考えならば、この機会に、あわせて御回答とともにお願いをし

たい、こ のように思います。

次に、市の条例で定められていない夏季休暇について、お尋ねをいたします。 これが 5番目

の質問になります。

夏休みという短い期間に 大勢の職員の方が休暇を一度にお取りになるという ことで、 本来

であれば、当然市の条例に明記をすべきものであろうと思います。ことしは、この年次有給休

暇とは別に、毎年組合との交渉によって決められている夏季休暇、つまり有給の夏休みについ

て、たしか 9.5日とい うのが、組合との問で合意されていたと思いますが、消化状況はどうな

のか。また、来年に向けて、いかに取り組む心算でいらっしゃるか、こ の点についてお聞きを

いたします。

以上、 5つの質問について、まずお答えをお願いいたします。

0副議長(米沢照男君〉 古賀俊昭君の質問についての答弁を求めます。助役。

。助役(赤松行雄君〉 毎回の御指摘でござ います。それなりに厳し く対応していく考

え方でおるわけでございます。

まず、通し号俸の適正化ということでの問題点でございますけれども、通し号俸制によって
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市職員の給与制度が、一挙にいろいろな形で改悪されたというふうな御指摘のように表現され

るわけでございますけれども、もともと地方公務員の給与制度とい うのは、地方公務員法の23

条、ある l¥は 24条でも指摘されたとおり、職階制をとりなさい、これが 23条でございます。

2 4条では、おっしゃるとおり職務給というふうな体制をとりなさい、こういうふうなことで、

地方公務員法に示されている体制に改正していくという状況にあるわけでございます。

地方公務員のもともとの役場、職員の給与というものは、年功序列給的なものでスター卜し

ているわけでございます。これから通 し号俸制にな ったというふうな状況の中で、一挙にいろ

んな問題が、通し号俸制によって満たされたり、あるいは紛失した、こういう状況ではござい

ません。年功序列給制の中に、もともと問題点がいろいろあったわけでございます。

これではいけないというふうなことで、 23条、あるし 1は 24条で給与の根本基準というも

のが定められておるわけでございます。 23条の職階楕IJなどは、まだ国家公務員ですら、どこ

も採用していないと。それから 2府 43県ございますけれども、こ の県の中でも、こういうも

のがまだ制度化されていないというふうなことで、やはり地方公務員一般がこういう制度を現

実の問題として制度化していくというところの、要するに努力していかなきゃならぬ 1つの条

項であると考えておるわけでございます。

日野市の中における通し号俸制というのは、ちょうど日野市が非常に重なる状況がございま

した。日野市の人口が急激にふえるという状況と、それから高度成長期というものが 2つ重な

ったわけでございます。その聞において、学校職員が急にふえる。幼雅閣、保育園の用務員等

も急激にふやしてし 1かなきゃならぬ。こういう状況の中で、用務員、あるいは給食調理員、そ

ういうものの採用する場合に、会社、工場にそれらの人々が採られまして、安い金ではなかな

か入 ってこないというところに、 事務職と同じようなお金、賃金を振り充てるというふうな、

やむを得ざる状況の中から、こういう通し号俸制というものが、日野の場合には現実の問題と

してできてきたという状況でございます。

組合との長い要求、検討事項という中での、やりとりの中で生まれてきたものでございます

ので、当然前市長時代から、この問題については、組合から強い要求があったという経緯のも

のでございます。そのように御承知願いたいと思いますし、市長もたびたび時代とともに変わ

ってきているんだと。時代要請に応じて変えて l¥かなきゃならぬ、あるいは、おっしゃるとお

り、法律の 23条、 24条では、このようになっておるわけでございます。新しい公務員体制

として改正していく必要があるんだと。あるいは、 1人 1入の意欲というものを考えた場合に、

やはり 24条の給与の根本基準というものについての趣旨を徹底する必要があるということは、

十分理解しているところでございまして、議員さんと違った考え方を持っているわけではござ

し可ません。

それから、管理職手当を算入ということでございます。これについては、おっしゃるとおり

評価しないわけではございません。その必要性も認めるわけでございます。ですけれども、や

はり今申し上げましたように、給与制度の根本を直して l¥くんだと。あるいは職務給制に直し

ていくんだというさなかにおいては、やはりある一時期を見ないと、一時金の算入というもの

は、考えられないパノじゃないだろうかと。内部に摩擦を起こす、あるいは部長、課長が管理職

手当が算入されるわけでございますので、 課長、部長だけが改善されるというふうなことでは、

部下への指揮能力、あるいは部下との間に間隙が出てくるという問題等も考えられますので、

この面については、前々 から考えないわけではございませんけれども、要するに慎重を要する

んだというふうなことの考え方でございます。

そういう意味で、 3月期に、来年の 3月に O.5カ月の期末手当というものについては、そう

しづ 意味でもう少し'慎重に考えていきたし 1と。一時的に算入する、あるいは全部を算入しない

にしても、半介を算入するとか考えないわけではございませんけれども、やはり部長、課長と

いう指導的な立場ということを考えますと、部下との関係を考えますと、改革途中ではちょっ

と手がつけられないんじゃないだろうか、こ のよう に考えておるわけでございます。そういう

面については、御意見を異にするわけじゃございません。慎重に構えるべき理由として申し上

げますので、御理解賜りたいと思います。

それから、給与の是正と起債の制限でございます。大体、58年度で 153団体という状況の

中では、おっしゃるとおりでございます。その中で手をつけない市というのが、日野市もその

中に入っておるわけでございますけれども、非常に言いわけがましいという状況でしょうけれ

ども、昨年、やはりこの努力を、市長ともども起債を保留になっている市と一緒に努力を払っ

たわけでございますけれども、お忘れになったでしょうか、東京都が昨年は国並みの人勧のベ

ース改定というのが 2.03でございました。東京都が倍以上の 4.5の改定をしたわけでござい

ます。

東京都が 4.5の改定した中で、 2.3の国並みを職員組合、あるいは職員の理解を得るという
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のが手いっぱいで ございま した。それをやった上、さらに給与是正について努力した、あるい

は努力の積み上げをしたわけでございますけれ ども、とにか く東京都がいつも 26市の職員の

勤務条件、労働条件についての 1つの目標に しておりま した東京都が、まさかと思うような こ

とをやっ て しまったものでございますので、東京都と同じように 4.5やるわけにはいきません。

すでにもうラスが高いわけでございますので、 2.0 3にや っと努力を した末、国並みに したと

いう状況でございます。

そういう複雑な状況の中で、昨年はおっしゃるとおり 5，0 0 0万の起債カットを食ったわけ

でございます。ことしも市民会館の起債 10億 60 0万円ございますけれども、これが保留の

対象になっております。都下 26市のうちでは、 1 0市がやはり同じような状況でございますc

2 0億という多額のところもございますし、 1 5億クラスも ございます。

それで、今お話がございました一般単独債でも、追加の起債保留というものが自治省からあ

るという話でございます。起債が現実に 10市保留を食っ ていますけれども、それに 1市か 2

市、またプラスになるんじゃなliかと。追加保留、そういうふうな状況でございます。日野市

は市民会館という状況で、それ以上の状況はなかろうと思っておるわけで ございます。

そういう状況でございまして ことしは 2度目の起債、保留は 2度目でございますけれども、

カットにつきましては、断じてカッ 卜を解除すると いう考え方でおるわけでございます。それ

については、より具体的な、 より効率的な方法で組合と交渉を進めてい くという考え方でおる

わけでございます。

それから、 4番のスト 、違法でございます。御質問者も非常に複雑な状況とおっしゃられて

おるわけでございます。ということは、私たちも非常に複雑だと思うわけでございますけれど

も、人事院勧告といいますのは、ス ト権を公務員から、公務員だからス 卜をやらないようにと

いうふうなことでの代償措置と しましでも、人事院勧告制度というものが新しく出てきたわけ

でございます。 これが昭和 22年の 2・1スト以後の代償的な措置としまして生まれてきた

わけでございますけれども、その後、不完全実施というものが続き、 1 0年ばかり完全実施が

続いたわけでございますけれども、ここへ来まして、不完全実施も tit、ところ、値切り人勧、あ

るいは人勧凍結というふうなこと等が続いておるわけで ζ ざいます。そういう複雑な状況の中

でございます。

それから、 35条では、 3 7条ですか、ス 卜を禁止しておるわけでございますけれども、高

裁、最高殺のこれに対する解釈でございますけれども、非常に限定的な解釈をしておるわけで

ございます。ス トの及ぼす被害の状況によって、ある程度限定的に行政罰を加えるという意味

においての限定的な解釈というふうなこと等もしておるわけでございます。

なおさら、人事院勧告が何ら果たされていないという状況の中では、違法を問えるかどうか、

非常に複雑な状況というふうにわれわれも考えておるわけでございます。違法を問えるとか何

とかということじゃなく て.非常に遺憾だというふうな意味で、私も公務従事者でございます

ので、遺憾な状況だと いうふうに考えておるわけでございます。

確1Dたる方針ということにつきましては‘やはりこういう状況の公務員でございますので、

もう少しきちんとした、対応というものをだんだんなくしていきたいと。要するに、そういうス

トというふうな状況等は、なるべくなくしていきたし吃。なおさら期末手当なんていう ことについて、

ス卜で争うというふうなこと等は、第一番になくしていきたいというのが、こ の間の議会で御

答弁申し上;:fた内容でございます。

それから、 1 2月 4日、 3日の晩から 4日にかけまして、期末手当の交渉をしました。 2.72

というふうなことで、ストを回避したわけでございます。

この結果でございますけれども、報告集会という形で、 29分のストば起こりました。本来

の、要するにこれでは足らない、もっとよこせというふうな 2時間ストの計画だったわけです

けれども、そういうことじゃなくて、 2.7 2ということで、大体これ以上は無理だろうと。去

年よりも O.1カ月少なくなったわけでございますけれども、ス トを回避しようということで、

2時間は回避したわけでございますけれども、急逮 29分の報告集会というストはやったわけ

でございます。そういう点、ちょっと違っ てございますので、私の方から、この間の報告が違

ったという点は、お認め申し上げます。 29分の報告集会というス卜はやった、こういうこと

でございます。

それから、期末の夏季の休暇でございます。これにつきましては、企業が非常にゴーデンウ

ィークというものを、飛び石のものをいろいろと 1つのものにまとめまして、それで会社の生

産設備の方針だとか、いろんなものと一緒に職員の休暇の方もまとめるとの職員の方も、いろ

んなレジャー計画という形の中でそれを消化する、というふうなことでございます。遺憾なが

ら市役所だとか公務員の場合には、暦を変更するわけにはいきませんので、依然として飛び石

の状況だというところに、飛び石連休のほかに何日間の夏季休暇が欲しし¥というふうな状況
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等が出てきたわけでございます。

これにつきましでも、世間並みというものがあろうというふうなことで、 東京都は 5日とか、

5. 5日というふうな状況でございます。われわれの方も、それを目指して、もう少し世間並み

の休暇数というものが認められるなら、そこまで引き下げていきたいという努力をしておるわ

けでございます。

それから、労働大臣だとか内閣の方でも、やはり飛び石のものを法律なり、法的な形でまと

めようという御意向があるようでございますので、そういうことになりますれば、それと一緒

にしたものの考え方の中で、夏季休暇というものについての考え方を、御質問がございました、

もっと少なくすべきじゃなし 1かというふうな、前々からの議員さん方からの御意向もございま

す。そうあるべきだと考えておりますので、努力していきたい、こう思うわけでございます。

ことしは 10日を、もう少し努力できればと思ったわけなんですけれども、夏に差しかかっ

ていたという状況もございまして 9.5日ということでございます。なお一一層組合の理解を得な

きゃならぬ問題と考えておるわけでございます。

以上でございます。

わけでありますので、その前に具体的に給与制度、給与体系の再考ということで取り組むお考

えがあるのかどうか、その点を、これは市長からお聞きを したいと思います。

0副議長(米沢照男君〉 市長。

。副議長(米沢照男君〉

01 8番(古賀俊昭君〉

古賀俊昭君。

市長からは答弁がなかったんですが、再質問でお聞き したい

0市長 (森田喜美男君〉 任期云々ということは別にいたしまして、時代の変化があり

ますので、時代に即応する給与制度に、漸次置きかえて l'く、こういう考え方で、今、取り組

んでおります。御指摘のとおり、いわゆる通し号俸制、これは私が市長に就任以後、議会に提

案をしてお決めいただいたものであります。

当時、ちょうど組合の主張といいますか、新しい給与体系として、通し号俸制を大きな運動

方針にしていったころでありまして、前任の方がそのことを約束をされたとか、あるいは正確

に手続をもって引き継いだというようなことではありません。前任の当時から、そのことが非

常に問題になって、意見の相違があったというふうに承知いたしますが、別の考え方で言いま

すと、その通し号俸制度が評価される、そういう時期にあった、このように私は理解をいたし

ております。

そういうことに基づいて、そういう方式を採用をしたわけでありますが、その後、 1 0年以

上経過いたしました。世の中の価値感、それからとりわけ、いわゆる生産性、あるいは経済成

長の変動がありま した。 したがって、いろんな面で民間の企業、あるいは組合員においても、

利潤の配分ということで強い闘争の時期を経て、今日は、やや相互理解による安定期に入って

いる、こういうこともともにかかわりがあるものだと、このように思っております。

したがいまして、職務と責任とを尊重する、そういう給与体系に漸次移行していこう、こう

いうことを取り組んでおります。

以上のとおりお答えをいたします。

と思います。

今、助役が最初に、国家公務員においては職階制というものを決めると言っておきながら、

いまだに決まっていないんだということで、なにかそちらの方に日野市が通し号俸をつくった

ことの理由を求められたようでありますが、確かに職階情Ijに基づく国家公務員の分類というも

のをやっていないわけなんです。

しかしながら、これにかわるものとして、今一般職員の給与に関する法律というもので、 8

種 16表の給与表をもって、職務給を給与体系として、国家公務員の場合には給与の支払を行

っているということで、助役、今出てし功3れましたが、職階制云々ということに理由を求める

ことは妥当ではない、適当ではないというふうに私は思います。

それから、市長の方にこれはお聞きをしたいんですが、給与制度、職務給の考え方を取り入

れながら改正していく必要があるというふうに、助役は今おっしゃったわけですが、この具体

的な取り組みについて、私が申し上げましたように、一応市長の任期は、来年の 4月で切れる

0副議長(米沢照男君〉 古賀俊昭君。

01 8番(古賀俊昭君〉 それでは、再質問を続けます。

市長は、古谷 栄市長からの引き継ぎ、申し送りとしてこの通し号俸制の実施ということを

話し合った経過、また書類等でそういうものをしたためたことはないということでありますの

で、前の議会のときに、共産党の議員で、一般質問の中で、さも古谷 栄市長もこの通し号俸

制を実施するように考えていて、それが森田市長に引き続がれたんだというような意見の表明

がございました。これは事実に反するということで、古谷 栄市長は通し号俸制については組
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合等の要求があったけれども、この実施は行わなかった。通し号俸制を実施、実現させたのは、

その後そ継いだ森田喜美男市長であるといとうことは間違いないわけでありますので、その点

の議論にはもう終止符を打っていいと思います。

それから、これは助役にもう一度お聞きしなくてはいけないんですが、総務部長からでも結

構でございます。通し号俸制導入のときのいきさつの中で、よく、きょうもお話がございまし

たが、いわゆる技能労務職の方、つまり現業の方を募集しでも、なかなか人が集まらなかった

んだと n そういう状況があったというお話がございました。 これは 9月議会でも同様のお話が

ありましたし、今も出たわけでありますが、ちなみに昭和 46年、 47年、森田市長が市長に

就任される前の年度、 2年度についての現業の方の募集状況というのを見てみます。

果たしてそういう状況があったのかどうかということでありますが、まず昭和 46年度、つ

まり 46年の 4月 1日から 47年の 3月 31日まで、たとえば給食調理員の方 2名募集して、

1 1名の応募となっております。

また、給食調理員の方、最初は 5月に募集しておりますが、 2度目、 8月に同じように 2名

募集して、 8名の応募となっ ております。

また翌年、昭和 47年 3月、このときには給食調理員の方 6名募集をして、 3 3名の応募と

なっております。

助役の先ほどおっしゃった、現業の方の募集をしてもちっとも人が集まらなかったというこ

とは、少なくとも昭和 46年度を見る限りにおいては、全く当てはまらないわけであります。

昭和 47年度について見てみますと、 4月に作業員の方を募集しまして、受験者 6人、応募

となっております。その後、給食調理員の方、作業員の方、募集をしておりますが、大体募集

人員ないしはそれを上回る数の応募が、市民の皆さん外からあったことが、よくわかるわけで

あります。 48年 2月、これは給食調理員の方を募集しておりますが、 20人募集 して、 3 9 

人の応募がある。

4 7年の8月には、 1名の募集に対 して 18名の応募があるということで、助役が、現業の

方がどうしても集まらなかったということは、ちょっと理由として納得しがたいわけでありま

すので、これはお見えになって、再度答弁を求めたいと思います。

次に、日野市の社会福祉事業団の職員募集が、今広報に、今回発行されておるものに出てお

ります。事務員、調理員、指導員、それぞれ若干名募集をしておられるわけでありますが、先

般、私が福祉部長にお聞き しましたときに、社会福祉事業団の職員の給与については、 46年

の 7月かなにかに通達が出 ていて、職務給のような考え方でやる ことになっているというお話

はあったわけでありますが、 しかし、現実は日野市が職務給の導入を行わず、通し号俸制とい

う年齢給によっているわけでありますので、 福祉事業団の職員のみを職務給的な考え方で処遇

を行うということは、不可詑ではなかろうかと思うわけでありますが、社会福祉事業団の職員

の方.こ れから来年の 4月から活動を開始されるわけでありますが、給与の体系はどうなるの '

か、こ の点をお聞きをいたします。つまり 、通し号俸かどうかということであります。

それから、期末勤勉手当等に、調整金のような形で管埋職手当を、少なくとも通し号俸制が

続 く間は算入してはどうかということで、これはほかの議員の方、また私も何回も取り上げて

し1るんですが、慎重を要するという こと で、次の、来年の 3月の期末手当にはどうも無理なよ

うでありますが、先ほど申し上げましたように、夏の期末手当、夏のボーナスについても同じ

であります。今回の 12月の期末勤勉手当についても同じであります。

つまり 、一般職の 4等級の方が、市立病院のお医者さんよりもたくさんボーナ スをもらって

おられる。部長 r宇んや課長ちんや係長さんよりも高額であるとのこういう実態を考えれば、少

なくとも通し，号俸制が具体的に適正化されるまでは、管理職手当の算入ということをおやりに

なった方が、むしろ職場の秩序云々ということを先ほどおっしゃったんですが、私は逆ではな

かろうかと思うんですが、再度その点をお聞きをいたします。

それから、起債の制限のことであります。市民会館の建設経費は、本年度は 22億 9，10 0 

万円の事業費を予定 しており、そのう ちの 10億 60 0万円が起債で、残りはほとんど 11億

円余は、基金をもって充てるわけであります。ですから、基金と起債に頼る財源で、ことしは

工事をやろうというわけでありますから、起債のカットを受けるということになりますと、建

設事業計画、非常に形をなしてまいりまして、楽しみにできる状況にあるわけですが、財源の

面で不安はない劫3どうか、もう一度、簡単で結構ですので、企画財政部長の方から御回答いた

だければ、結構かと思います。

そのほか、日野市が今年度起債予定しておりますものは、予算書に、地方債のところにいつも

出ているわけでありますが、たとえは‘ごみの焼却炉、それから河川の整備事業、地方道の整備

事業、 2・2・5の用地取得、北川原公園の用地取得、その他たくさんあるわけですが、これら

については影響はないのかどうか、御回答をあ、願いをいたします。
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それから、これに関連してでありますが、是正計画は 57年度、 58年度については、特殊

な事情があったから手がつけられなかったと。今年度は是正計画に基づいて取り組むんだとい

う、助役の今お話でありましたが、やはり、同時に議会は一体何をしているんだと。もし起債

等の制限を受けますと、市の対応はそれとしまして、それでは一体議会は何をしていたんだと

いう市民の声は、当然上がろうかと思います。

そのようなことで、やはり私どもは議会として、給与の是正計画が 2年度にわたってさっぱ

り進まずに、全国でも 13しかない未着手の団体として名前が上がって、 1 5ですか、上がっ

ているわけでありますので、やはりこの点については、私どもも重ねて是正計画の実現という

ことで実施を求めていきたいと思うわけであります。

ちなみに是正計画、確かにラスパイレス 115であれば、 115以下になればいいわけです

ので、この水準に大体位置するように持っていかれるのが妥当ではなかろうかと思いますが、

やはり市民から見ますと、国家公務員の給与もそうでありますが、民間準拠ということをうた

われております。国家公務員は、給与の比較を民間の会社とやって、その聞に差があれば、国

家公務員の給与を是正してし 1く。そして、それに伴って地方自治体も改定をしていくというこ

とでありますので、やはり国家公務員の水準に持っていくということが 1つの目標になろうか

と思いますが、この場合でも、国家公務員の給与を決める場合でも、従業員 100人以上の企

業にその資料を求めて調査を行っ ているわけでありますので、全国の全事業所の 99%以上を

占める中小企業というものは、この中には入っていないという実態を考えれば、やはり是正に

ついては、全力で取り組んでいただかないと、困ると思うわけであります。

参考までに、日野市の市民の総所得というのはどのくらいあるかということを、先日教えて

もらいました。日野市の納税者、事業をなさっている自営の皆さんの 58年度 1人当たりの平

均総所得は、 246万 8，000円であります。人数は、 1万 5，2 0 0人いらっしゃるわけであ

りますが、自営の皆さんで 246万 8，0 0 0円。サラリーマン、給与所得者の場合には、日野

市で 4万 3，300人いらっしゃいますが、 1人当たりの平均総所得 319万 7，0 0 0円という

水準になっております。

これを平均いたしますと、日野市民は、 5 8年度約 30 0万 7，000円の総所得を得ている

ということになりますので、やはりこうした給与の市民の実態からすれば、市の職員の皆さん

のラスパイレスの水準、また、平均の給与の所得と いうものについて、全面的な理解をされる

とは考えられないわけで£りますので、 くれぐれも、起債等に響いてくる是正計画であります、

さらに早急な取り組みについて、お願いをしておきたい、こう思うわけであります。

それから、先ほど助役は、年末一時金のストライキについては、確かに 12月 4目、報告集

会があったんだということで、前の議会での発言を訂正をされたわけでありますが、 11月22

日にもやっているのではないかと、私は思います。これは総務部長でも確認できることではな

し、かと思いますので、この点について、再質問でお聞きをしておきます。

それから、ストライキはことしは 8回行われているように思いますが、今度の 21日に再び

自治労参加の職員組合が、賃金確定闘争と称してストライキを構えていると聞いておりますが、

これに対してはどのように対応されるのか、この点についてお聞きをいたします。

それから、夏休みのことにつきましては、東京都の 5日ということしの回数を目指すとい

う助役の答弁がございましたので、これは努力をお願いをしておきたいと思いますが、 5年前

から自治省もこれは廃止を求めて、各自治体に指導を行っております。

私は、夏休みというものを確かにそれぞれの企業においても実施をしているわけであります

ので.この夏季休暇についてとやかく 、揚げ足を取るつもりはないんですが、これとともに問

題になるのは、年休の消化ではないかと思います。

先日いただきました資料では、職員の皆さん全体で 20日間の年次有給休暇を消化なさって

し1る皆さん、つまり消化率を見てみますと、 7 0婦、 7O. 3 %で、 1 3日しかお取りになって

いないわけであります。部長さんにおいては 55. 5 %、課長さん 52. 0 %、こういうことで、

条例に明記のない夏休みを充てるよりも、年給の有効な活用ということを工夫された方が、私

は少なくとも市民の批判を受けることにはならないと思いますので、その方がよりベターでは

なし 1かと思いますので、提案をしておきます。

また、夏休みの実施時期については、ことしは 7月 9白から 10月 8日まででありました。

また、特別の理由があれば、その後に取ってもいいという取り決めがあったようでございまし

て、夏休みを 10月になっても取っている方があるというのは、ちょっと、特別な理由のある

方は別にしまして、こうしたことが組合との間で取り交わされるというのは、少し私には納得

できないんですが、この点も是正をお願いしておきたいと思います。

以上、再質問をいたします。

。副議長(米沢照男君〉 再質問についての答弁を求めます。総務部長。
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0総務部長(伊藤正吉君 〉 数点にわたりま しての御質問でございます。 j顕を追いま し いう 消化率でございます。年休につきま しては、万が一という ようなあれも予想 しまして‘皆

さんやはり低目に抑えて、それで年休を取れないんではないか、 こんなよ うな考え方もあるわ

けでございますので、 この辺につきましでも、御提案といたしま して、私どもの方では、組合

交渉の中でこういう議題も持ち出 しまして、いろいろ交渉してまいりたい、かように考えてお

ります。

以上です。( 11 2月 21日の件はいかがですか」と呼ぶ者あり)

申し落と しま した。 12月 21日、賃金確定闘争、 こういうこと で 2時間ストを予定してお

ります。 これらにつきましでも、先ほど申し上げましたような形で、 このス卜につきましては、

争議行為は禁止されている地公法違反ということで、私どもの方ではやはり響告書を出しまし

て、ス トをしないようにということで、交渉の場に臨みたいと思います。

以上です。

O副議長(米沢照男君) 福祉部長。

0福祉部長(高野 隆君 〉 社会福祉事業団の職員の給与についての御質問がございま

したので、お答えいたします。

先般お答えを申し上げましたように、社会福祉事業団の職員の給与につきましでも、設立の

運営の基準ということで、厚生省児童局、家庭局長通知が出ております。これによりますと、

市の職員に準ずるとのただし、職員の格づけに当たっては、単純に年功的処遇を行うのではな

く‘職務に応じた給与の支給等、適切な配l憲を加えるものとする、ということになっ ておりま

てお答えしてまいりたいと思います。

まず、通し号俸制の採用時期の点でございますが、確かに助役の申し上げたそれも 1つの原

因でございますが、かつては園、あるいは都でもこうい う号俸制を採用している、こういう実

態も ございます。その中で、は、やはり経済情勢が急変する 、激変する、こんなような形で、絶

えず経済のあれが激しいとい う場合には、や¥;J:り生活給が基本となる、こういうような考え方

も、ある書籍で見た記憶がございます。 こういう背景もあって、こういう通し号俸制が、生活

給に主体を置きました通し号俸制が採用された、こ ういうことだと思います。 この告IJllt!.J、 26

市中 11市が採用している給与制度でございます。

それから、期末手当のボーナ ス算入につきましては、先ほど助役からも答弁がございました

ように、やはり慎重に取り組んでいく必要があろうかと思いますけれども、これらについても、

御提案の趣旨をよ く踏まえまして取り組んでまいりたい、かように考えます。

それから、一時金の関係のスト状況でございますが、これにつきましては、 5・8につきま

しては、延べ 10回のストがございます。これは主に一時金、あるいは年末一時金、それから

夏の一時金、賃金確定闘争、こういうような形でやっ ているわけですが、これにつきましでも、

やはり先ほど助役が申し上げま したような形で、 5・7につきましては人勧凍結、 5 • 8につ

きましては人勧切り込み、あるいは 5・9につきましでも、国制レベjレでは人勧の切り込み、

こういうような形で、厳しL下情勢がございます。

と言って、こ れはやはり地公法 37条の争議行為に該当する、こういうことでございますの

で、私どもの方といたしま しでも、組合とも交渉を持ちまして、こういうス トをしないように、

こういうことで注意してきているところですし、また、団体交渉の席ーでも、こう いうことは再

三申し上げているところでございます。

なお、争議に先立ちま して、 私どもの方では、一応組合の方に、争議は地公法に違反する行

為であるからということで、警告書をその都度出 して、反省長促 じて いる、こう いうことでご

ざいます。

それから、夏休みの件でございますが、確かに年休の消化率につきま しては、非常に低いわ

けでございます。 こういうことで、夏休みも年休に振りかえたらどうか、こう いう御提案でご

ざいます。これにつきま しでも、やはり夏休みにつきま しては、ほとんどの人が、 9 0何冊と

す。

まだ給与については、最終的な詰めを行っておりませんC 今後、この基準に沿って詰めてい

くというぐあいに考えておりますので、このような形に 基準に沿った形になっていくという

ぐあいに、私は考えております。

0副議長(米沢照男君) 企酒財政部長。

0企画財政部長(前田雅夫君) お答えをいたします。

起債の関係でございますけれども、仮に市民会館の 10億 600万円の起債が制限された場

合どうするのか、ということでございますけれども、現時点におきましては、給与の是正計画

を進めまして、制限のないような今努力をしているという最中でございます。

2点目の、他の起債の許可状況でございますけれども、ごみ焼却施設の新設事業でございま
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す。これは、補助分と単独分がございまして、補助分につきましては、すでに許可が来ており

ます。単独介については、通常でも来年の 1月以降というものでございます。

それから、根川の改修でございますけれども、これは通常で、来年の 2月以降の許可という

ものでございます。

次が、臨時河川等整備事業でございますけれども、これは一次分と二次分がございまして、

一次分につきましては、 8月にすでに来ております。二次分につきましては、来年の 1月以降

というものでございます。

それから、北川原公園の用地取得事業でございますけれども、これも補助分と単独分がござ

いまして、補助分については 9月に許可がおりております。単独分については、来年 2月以降

というものでございます。

さらに、仲田緑地用地取得事業でございますけれども、これも補助分と単独介がございまし

て、補助分につきま しては 9月、許可済みでございます。単独介については、 2月以降という

ことでございます。

以上でございます。

0副議長(米沢照男君)

01 8番(古賀俊昭君)

古賀俊昭君。

わかりました。

助役がいらっしゃらないので、ちょっと先ほどの答弁( i議長、休憩 しろよ。回答者がいな

いじゃないか」と呼ぶ者あり)再質問をする場合に、出てし 1かれたんですけれど、確認するこ

とができないんです。

0副議長(米沢照男君〉 では、ちょっと申し上げます。

今、 最高責任者の市長がいますから、市長が答弁をし、なお先ほどの、最初の質問の関連で、

どうしても助役でなければ答弁できない部分もあるかと思います。その部分については、後刻

助役が戻り次第、答弁をいたさせたい、こう考えております。( iし1つ戻ってみえますか」と

呼ぶ者£り〉とょっとその辺わかりません。

ちょっと私の方から申し上げますが、助役が、都立高校建設現場に都の職員がこの雨の中、

出向いてく るということですので、どうしても顔出 ししなきゃならない、こういう ことで中座

しておりますので、御了解をいただきたいと思います。(発言する者あり〉不規則発言は慎ん

でください。古賀俊昭君。
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01 8番(古賀俊昭君〉 議長、私が質問しておりますので、私に、別に断らなくても

いいのかもわかりませんけれど、 1つの、質問者にはちょっと中座をするという了解をまず求

められたらどうなのかと思うんですけれど、最終的には議長の街j判断で結構だと思いますが、

いきなり出ていかれたんでは、ちょっと途中で再質問するのに(発言する者あり)支障がある

んですけれどね。

。副議長 (米沢照男君〉 議長からちょっと発言します。ただし可ま助役が途中で退席し

た問題で、質問の途中だったから質問者に断って退席すべきではなかったかという、議長に対

する指摘が ございました。

開会前に助役の方から、すでに前もって私に話がありましたので、私は許可をいたしました。

( iそうしたら質問順序を変えれりやよかったJr休暇じゃないのJi議事進行」と呼ぶ者あ

り〉古谷太郎君。

06番(古谷太郎君〉 大体、いつも私は申し上げるんです。議会を侮辱している。何

と思っている、本会議を。回答者がいない。まあこれは、あなたは議長の進行上、まことにけ

しからぬ。回答者のいない議会なんかどこにある。当然休憩して、回答者の帰りを待たなきゃ

いかぬ。当たり前じゃありませんか、そんなことは。そのとおり取り計らってもらいたい。

。副議長(米沢照男君〉 議事進行発言について、お答えをいたします。

議長と しての判断は、少なく とも市長がおりますので、市長から十分答弁できる、こう判断

いたしました。

なお、再質問部介で若干現業職員の募集の問題で、直接助役から答弁が得たいと、こういう

質問者の意向もありますので、この部介については、助役が戻り次第答弁いたさせたい、こう

考えております。

したがって、助役から直接に答弁を得たい部介については、戻り次第答弁をいたさせる、こ

ういうことで質問を続けていただきたいと思います。( i議事進行」と呼ぶ者あり)古谷太郎

君。

06番(古谷太郎君〉 帰り次第答弁させたら、古賀議員にそれに対してまた質疑が当

然できるわけです。その時間を何分与えてくれますか。そのようなことがはっきりしない限り、

帰るまで休憩するのが当然だと思う。
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だから私は休憩という動議を出したんです。そんなばかなことはないはずです。われわれも

聞きたい。議員である以上、 聞きたいんです。わが会派の代表で質問 している。 わが会派の代

表の質問を、わが会派の了解な しに副議長が勝手な ことを許すこ とはできないじゃ ないか。

ここ は日本なんだよ。ロシアじゃないんだ。

0副議長 (米沢照男君 ) お答えをいたします。

私は、今の古賀議員の質問、先ほどの現業職員の募集の問題の再質問以外の部分の質問につ

いては、市長を初め総務部長もおりますので、十分答弁できる、こう判断しております。古賀

俊昭君。

0 1 8番(古賀俊昭君〉 私も休憩をお願いしたいと思うんです。私、助役が突然出て

いかれたのを非常に奇異な感じがいたしました。

そして、まず私の回答は、すべて助役が答弁をされたんであります。ですから、私がほとん

どの項 目について、 1項 目だけは市長に確認をとり たかったんで:すが、再質問はすべて助役に

しようと思っておりました。

特に、今の現業職云々の問題もそうですが、ス トライキの実施の有無、その日時についても、

私はまだ助役から確認を得ており ません。 その点について も、助役からの回答がなければ続け

られないわけでありますので、ここで休憩をお願いしたいと思います。( r休憩」と呼ぶ者あ

り〉

0副議長(米沢照男君〉 市長。

0市長(森田喜美男君〉 急に発言を して、 恐縮に存じます。

初めにそのことを( r別に市長に聞いていない、私はJと呼ぶ者あり〉ごあいさつすべきと

ころでございましたが、ちょうどきょう予定 しておりました東京都の都立高校関係の方々が、

( rじゃ、助役が答弁しなければいいんだよ。最初から」と呼ぶ者あり)開発公社の責任者と

して助役が出向くことになっておりました。そのことをあらかじめ御理解をいただくべきとこ

ろ、省略をして申しわけございません。

それで、帰る時間というのはかなりおくれる、こういうふうに思われます。大切な用地に対

します査定においでになられた、このように聞いておりますので、礼を失しないようにさせて

いただきたい、こういう事情がございますことを御了解お願いいたします。( r議事進行」と

呼ぶ者あり)
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0副議長 (米沢照男君〉

028番 (石坂勝雄君)

石坂勝雄君。

本会議場は、確かに本会議での秩序なり 、進行に対しては議

長の裁量権にあるが、やはり一定のルールが必要ではなかろうかと思います。そういう点を踏

まえた場合に、少な くとも答弁者の助役、市長なり、助役が、いわゆるかわりの者がいないと

きには、あらかじめ市長はそれを質問者に了解を求め、また議場全体に了解を求めるべきでは

なかろうかと思います。そういう点からいけば、 やむを得ないと思います。

今現実に、そういう情勢から見れば、東京都から来て重要だという ことであるなら、休憩を

するのが妥当だと思います。( r休憩しろよ。質問順序を変えたっていいんだ。議運を開いて」

と呼ぶ者あり〉

0副議長 (米沢照男君)

c) 1 8番(古賀俊昭君〉

古賀俊昭君。

私の残り時間は、ちょうど 2時を回ったと ころから、助役の

件でやっておりますので、当然残り時間については、残り 2時からということでの計算で、残

り時間については確認しておいていただきたいと思います。これは質問と関係ない事項でのや

りとりですから。お願いします。

O副議長 (米沢照男君〉 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〕

OffiiJ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。

0副議長(米沢照男君〉 休憩前に引き続き会議を開きます。

午後 2時 14分休憩

午後 3時 3分再会

先ほど古賀議員の質問中、助役が所用があり 、中座をいたしましたけれども、質問中ではあ

りましたけれども、当然のこととして、本人、そして議長としても、質問者にあらか じめ了解

を得るべきだったと反省をいたしております。今後の議会運営に生かしていきたいと思ってお

ります。よろしく御了解をお願いいたします。

そしてなお、助役が質問の途中、中座したことについて、本人から釈明をいたさせます。助

役。

O助役(赤松行雄君) 私の方からも、大変失礼申し上げま したと思うわけでございま
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す。釈明を申し上げたいと思います。

本日は、開発公社の件で重要な所用がございまして、議長さん、市長さんには前もってお話

し申し上げた上で、 1時半ごろ、ぜひお暇をいただきたいというふうな、前もって御理解をい

ただいてはおったわけでございます。

それで、中途で退出いたしましたのは、そういう理由でございますけれども、私、御質問を

いただきましてから、答弁申し上げました。その後で、答弁しっ放しといいますか、お答え申

し上げただけで席を立ちましたことにつきまして、先ほど帰ってからでございますが、そのと

きにも、大変失礼に当たるなといううらみを、反省を残して立ったわけでございます。

それから、今議長からお話がございました。御質問されている古賀議員の事前に御理解も得

た上での退席ということが必要じゃないだろうかと。そういう点、非常に手落ちであったとい

うことにつきましても、陳謝申し上げる次第でございます。用件については、先ほど申し上げ

ました用件でございますので、用件としては御理解いただきたい。

非常に、答弁しっ放しというふうな点と、それから事前に御質問者、議員さんについて御理

解を得る手続が欠けていたと。こういう点について陳謝申し上げますので、御理解いただきた

いと思います。

0副議長(米沢照男君〉

01 8番(古賀俊昭君〉

一般質問を再開いたします。古賀俊昭君。

助役に再質問をいたします。福祉部長にも、 l点だけ確認を

しておきたいことがありますので、あわせてよろしくお願いをいたします。

先ほど、通し号俸制の導入の理由の 1っとして、当時、現業の皆さんを募集する際に、市に

応募くださる方がなかったんだということを挙げられましたが一向じことをまた言わなくち

ゃいけないパノで、ありますが一昭和 46年度、 47年度、先ほど募集状況、それから受験者数

について、お話をしましたが、決して助役がおっしゃったように、少なくとも通し号俸制導入

の直前、 46年度、 47年度については、応募をすればそれを上回る受験者があったというこ

とが、記録に残っておりますので、そのことは理由としては、果たしていかがかなということ

で、その点についての再質問を先ほど行ったわけであります。それが 1つであります。

それからもう 1つは、日野市は今年齢給、通し号俸制でやっ ておりますので、福祉事業団、

来年の 4月から官設民営といいますか、市が設置をして、福祉事業団が運営を開始するという

ことで、その職員の方の給与はどうなのかということで、先ほど御答弁をいただいたわけであ
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りますが、もう一度厚生省の通達どおりに実施をされるのかどうか、そういうお立場で、職員

の処遇については、決定をしてし、かれるのかどうか、確認を、簡単で結構でございますので、

お願いをいたします。

もう 1つ助役に、忘れておりましたが、ことしの年末一時金、つまり 12月期の期末手当、勤

勉手当のことにかかわって、職員組合が行った違法なストライキ、これは 12月 4日に確かに

2 9分あったということをおっしゃったわけでありますが、 1 1月 22日にもストライキが実

施されたのではな l¥かと思います。私が指摘したことについて、二度までお間違いになるとい

つのは、 l¥かがかなと思いますが、その点の確認をお願いいたします。

以上が再質問であります。

。冨Ij議長(米沢照男君〉 再質問についての答弁を求めます。助役。

O助役(赤松行雄君〉 御答弁申し上げたいと思います。

昭和 48年以前といいますか、その当時の職員の応募状況という ζ とでございます。職員を

募集しまして、何とか職員をかき集めるというか、そういうふう な形態ではあったわけでござ

し1ます。

ですから、その前から非常に、そのときもお話し申し上げているわけですけれども、高度経

済成長というふうなことで、殊さらに日野なんかは工場も多いところでございますし、そうい

う状況でございますので、職員が、それも非常に充実した働き手の若い労働者というものが、

会社、工場に、ちょうど中学生が金の卵といわれた時代でございます。若手がその方にヲ|かれ

ていくというふうな状況でございます。

ですから、応募状況の中では、日野市の場合におきましては、現在は看護婦さんは 30歳、

それ以外の職員については 25歳とか、学卒とかというきちっとしたものになっておりますけ

れども、当時は、そういう 1つの従前のあり方というものを非常に拡大しまして、 40歳ぐら

いで作業員などは一用務員、作業員などは 40歳ぐらいでも職員になれると。 それで

6 0歳まで働けば、恩給なり共済のあれがもらえるという、ぎりぎりの 40歳まで拡大しまし

て、職員を応募しているわけでございます。

そういうふうな状況の中で、会社に行けば残業だとか、日曜出動だとか非常に忙しいという

ことで、非常にお金になった時代でございますので、働き手が市役所などには来なかったとい

うふうな状況の中で、年齢の応募の拡大がやられたわけでございます。もちろんそういう背景
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がありますものですから、御説明したように、どうしても市の方の給与表というものも少しず

つ変わっていった。そういう作用を受けて変わっていったという ことを、説明申し上げたわけ

でございます。

それから 2点目の、 1 1月 22日は 29介、これは本庁だけの職場放棄でございます。理由

は、ベア確定闘争という ことで、 1 1月 22日、 29分の職場放棄が行われておるわけでござ

います。これは、おっしゃるとおり、一時金及びベア確定闘争ということです。( I一時金も

入っているんですか」と呼ぶ者あり)ええ、そういうことです。 11月 22日、そういうこと

です。

以上でございます。

0副議長(米沢照男君〉 福祉部長。

0福祉部長(高野 隆君) 先ほどお答えをいたしましたように、事業団職員の給与に

つきましては、局長の通達に沿っていくべきだろうというぐあいに考えております。

。副議長(米沢照男君 〉

0 1 8番(古賀俊昭君〉

古賀俊昭君。

わかりました。

当初、助役の方の御回答では、応募者がなかったんだというふうなことを理由に挙げられま

したので、私は当時の応募状況というものを調べてお聞きをしたわけでありまして、年齢とい

うものはこの資料に入っておりませんので、その点については、また私も勉強させていただい

て、改めてお聞きをしていきたいと思います。

いずれにしましても、今私が聞いております通し号俸制というものが、職員の士気、勤務意

欲、そうしたものを高める上で、非常に阻害になってきているということで取り上げて、その

是正を求めて適正化を図っ ていただきたいとお願いをしているわけでありますので、今度、新

たに来年からスター卜をいたします福祉事業団、これについては、今福祉部長も国の通達に従

って職務に応じた、ただし書きがあるわけですが、職務に応じた給与の支給を適切な配慮を加

えるものという、この条項を守って対処したいということでございました。

こうしたなだらかな是正ということでいく以外にないのかもわかりませんが、とにかく新た

な職員の方を迎えてスタートをする事業でありますので、日野市の通し号俸制がこういうもの

の設置を機会に改まっていくということを重ねて、改めていただ くようにお願いをしておきま

す。
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と申しますのは、私が何度も確認をしました理由は、陪和 58年の 4月から正職化されまし

た学童クラブの指導員、この方々は、市の職員になられたのと同時に、 1 2年間勤めておられ

たのと同じ形で給与の、いわゆる在職者調整に似た換算が行われまして、市の職員におなりに

なったときから、もうすぐに 5等級の 14号に位置をされて、年間の市からの総支給額は 352

万円に上っているわけであります。

先ほど私が資料で申し上げ、ましたように、日野市の市民平均の個人所得は、 58年度で 300

万 7，0 0 0円であります。 こうしたことからすれば、やはり通し号俸制が続けば、こうした給

与の換算を行わざるを得ないわけで、市民の理解を得られるものではなかろうかと思いますの

で、福祉事業団のスター トに当たっては、 こうした学童クラブの臨時職員の正職化のときに行

われたような事態が再び起きないように、お願いをしておきたいと思います。

日野市の市議会では、今回多数決で、大変市民の皆さんの批判の強かった退職金のヲ|き下げ

を願う陳情というものが、採択されました。 しかしながら、当然こうした、今、市民行革と申

しますか、自治体に対していろいろ市民が納税者の立場で是正を求めているにもかかわらず、

日野市議会で、は賛成多数、つまり反対をする議員の人がまだおられたということは、実に驚く

べきことであります。

しかも、民間に準拠すべきだということを、私ども lつの原則として申し上げておりますが、

企業から御出身の議員の方でも、やはり退職金のヲlき下げの陳情に反対をされるということで、

大変日野市議会、これから通し号俸制を見直していく上でも、困難な状況にあろうかと思いま

すが、やはり議会は何をしているんだと、議員としてそういう制度を温存したのではないかと

いうことで、後々批判を受け、そして言いわけのできないような事態に立ち至ることのないよ

うに、議会としてきちんとチェャク機能を果たしていきたい、こういう立場で、今回給与の通

し号俸制の適正化について、質問をしたわけであります。

森田市長によってつくられたこの通し号俸制には、いわゆる健全な常識というものが欠落を

しております。このままこうした理不尽なことを放置する行政の態度が納税者に向けられ続け

れは¥ますます市民と市政との信頼関係は損われることになります。物事は、潮どきというの

があると思います。自分でまかれた市長は、種でありますので、種から育った通し号俸制とい

う制度、自分の手で責任を持って刈り取っていただくようにお願いをして、この件についての

質問を終わります。
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質問を終わります。

O副議長 (米沢照男君〉 これをもって 19の 1、森田市長がつくった違法な給与制度

「通し号俸制」は自らの在任期間中に適正化を図れに関する質問を終わります。

1 9の2、無届設置の浄化槽に対する清掃費の助成を実現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。

01 8番(古賀俊昭君) 2番目の一般質問を行います。

先日の本会議で、前回企画財政部長は、来年が日野市の下水道元年だとおっしゃいました。

私どもは日野市の下水道元年は去年だったのか、ことしだったのか、はたまたおととしだった

のか、わからなかったわけでありますが、つまりはっきりした定説がなかったわけであります。

ところが、膨大な予算を必要とするこの下水道事業ということについて、財政担当の責任者

の方から、下水道元年は来年だということがわかったわけでございまして、この議会は下水道

元年の論争に決着をつけた、極めて意義深い議会になるのではな~¥かと思います。

いずれにいたしましでも、森田市長は、これから本気で、来年が下水道元年なんですから、

おやりになると思います。下水道が市内全域に普及するまでは、まだまだずっと普及するのが

先になるわけでありますので、日野市は清流を取り戻そうということをメインの行政課題に据

えて、清流行政に力を入れるということになっておりますから、必要なことは逐次可能な施策

について、どんどん積極的に推進をしていくことが肝要ではなかろうかなと思います。

私たち市民は、多摩川や浅川、そしてまた用水路を守る努力をいろいろな形で、現にやって

おります。本来、生活排水や雨水というのは、行政が責任を持って処理をしなくてはいけない

わけでありますから、今日の、きょう取り上げました無届けの浄化槽に対する清掃費の助成の

問題については、市の施策としてぜひ検討、そして実現を図っていただきたし取り上げたわ

けであります。

ことしの 3月の定例議会、予算議会に、私たちは 59年度予算に対する修正案を提出しまし

たが、その内容の 1つに、この無届け浄化槽に対する清掃費の助成というものがございました。

許可を受けている家庭浄化槽が 9，0 0 0基、これに対 しては市が清掃費の補助を行っているわ

けでありますが、これと同様の取り扱いを、無届けのものについてもやってもらいたいという

ことで、清掃部の調査ではっきりしました 7，1 3 0基に対して、届け出の、いわゆる許可のも

のと同じように、 1基当たり 5，4 0 0円の補助を求めたものでございました。
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しかし、残念ながら清流の復活に反対をする共産党や社会党の多数の力によりまして、無届

け浄化槽に対する清掃費の軽減措置は必要ないという ことになってしまいまして、予算の修正

案は否決をされてしまったわけであります。

しかしながら、すでに三多摩 26市の中で 11市というふうに、先日議会でお話が出ており

ましたが、正確には 10市だそうでございますが、この無届け浄化槽に対する清掃費の軽減措

置を、何らかの方法で実施をしております。日野市のこの議会でも、多少過去議論があったわ

けでありますが、公共水域の水質の向上を図っていく上で、 1つの有効な方法として、その実

現をお願いをしたいと願うものであります。

時間があれですので、質問をいたします。

家庭浄化槽の届け出は、法律によって義務づけられておりますから、無届けのものというの

は、形式的には違法ということになるわけですが、なぜこのように多くの無届け浄化槽が発生

したか、考えられる原因というものは何かを、まず教えていただきたいと思います。( r市役

所で受け付けないんだよ」と呼ぶ者あり)

2番目に、 2 6市の中で 10市ほどがすでに実施をしているということで、無届け浄化槽に

対する清掃費の助成を行っているわけでありますが、その他市の助成の内容について、簡単で

結構ですから、どのような助成を行っているのか、日野市も参考にすべ、きだと思いますので、

教えていただきたいと思います。

3番目、これが最後のこの件に関する質問で ございますが、市長、これは清掃部でも結構な

んですが、この無届け浄化構の取り扱いについては、清掃費軽減を今後講じていきたいという

お考えをお持ちなのかどうか、この点について質問をいたします。

以上です。

O副議長 (米沢照男君〉 古賀俊昭君の質問についての答弁を求めます。清掃部長。

O清掃部長 (大貫松雄君〉 それでは、お答えいたします。

まず、浄化槽の清掃の実施については、法律の目的も、浄化槽の維持管理の必要から、届け

出の義務を課しているものでございます。特に、浄化槽から放流されます水質の安定化を図る

ために、それで環境の保全を確立すべきということの、法律の趣旨でございます。

その趣旨で、第 1聞の、どうして無届けになったか、要するに原因ということでございます。

5 6年 6月 1日以前の槽と、それから 6月 1日以後の槽とに法律改正がなされまして、その以
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前のものは届け出の受け付けがなされないというふうな、法律が改正されました。

そこで、第 2聞のものに関連をいたしますけれども、都下の 10市では、無届けの軽減の対

象を行っております。それは、東京都の標準料金の金額のものもありますし、それから定額

3，000円程度の金額の助成の軽減も ございます。

第 3問の、日野市においては、この軽減の助成を今後行ってし 1くかどうかということでござ

います。そういうことでございますので、われわれ担当者としても、浄化槽の維持管理の徹底

を図る上から、 60年実施を、無届けの浄化槽に対しても、 清掃費の一部助成をぜひ実現する

ように考えております。ま た、それに向けて努力をしている次第でございます。

ただ、先ほど言いましたように、 届け出という 法の趣旨を尊重する上から、無届けの浄化槽

に対しては、現行の軽減の標準料金表の市負担分の 2分の lを助成する考えでいます。

以上でございます。( I無届けの発生原因をお聞きしたんですけれどもJと呼ぶ者あり)

無届けの発生原因というんで、先ほど言いましたけれども、 56年の 6月 l日以前の建築基

準法の場合には、それ以前の槽について対象になっておりましたけれども、 6 5年の 6月 1日以

後、その浄化槽は( I 6 5年て何だJと呼ぶ者あり)失礼しました。 56年でございます。 56

年の 6月 1日以降は、その槽は対象外となりま した。そ こで、 やはりその槽を実際にお使いの

方は、それ以後対象から外れたと。

それから、あと、特に建て売り住宅等の場合には、建築主の人が別でございます。そういう

ことで、入居されてきている場合には、なかなか届け出を実際にされていたかどうか、それを

わからなくて入居してくる方が多いという こともございます。そういう ことで、 清掃部として

は、これからも広報、それから市独自のパンフレツトをつくりま して、 それの PRに努めてい

きたいと思います。原因は、以上の大体クースでございます。

に流してしまうわけですから、助成ということを、本来であればもっと早く水流行政というこ

とを掲げているわけですから、こうした施策を積極的にお取りになるべきではなかったかなと

思いますが、来年度からの実施を期待をして、お願いをしたいと思います。

しかしなが ら、今負担を している届け出のものの半分だとい うこと のようですが、とすれば、

トー タルすれば半分の半分ですから 4分の lになっ てしまうわけですので、できれば届け出の

ものと同様に扱うのがいいのではな l¥かと思いますが、それはいろいろ政策の細かい選択の問

題にもなろ うかと思います。

私は、ここでひとつ市長にお聞きしたいのは、この無届けというと非常に言葉は悪いんです

が、しかし、今清掃部長もお話になりましたように、建て売りを買った方というのは、特段違

法な ことをやろう と思っ て法の目をくぐったとか、そういう こと は伺もないわけです。

また、設置しようと思っ ても、放流許可が得られなければ¥たとえ浄化槽の届け出をしよ う

と思ってもできないというようなことで、こうした善意の人たちがほとんどであろうと思いま

す。ですから、市長は以前に、なにか違法のものであるから、ペナノレティーを科すんだという

ようなことをおっしゃったと私は記憶しておりますが、市長が市民に対してそうした、確かに

形式的には違法の形を取っ ているにしろ、故意にやった方は別にしても、ほとんどの方はそう

でないと思います。そういう人たちに清流行政を進める立場にある市長が、ペナルティ ーを科

すんだ、罰してやるんだというような立場で、こ の問題はお考えになっ ているという のは、非

常に私はおかしいと思います。私がこの、事務当局では詰めておられるようですが、この問題

について、 その真意をここで、ペナルティーというこ との意味を教えていただきたいと思いま

す。

O~1j 議長(米沢照男君〉

0 1 8番(古賀俊昭男〉

古賀俊昭君。

今、清掃部長の方から、来年度を目途に実施を していきたい

また、これは私の意見のようにもなるんですが、今は小学生、幼稚園児でもそうでございま

すが、誕生会なんかよくやります。子供同士のいろいろ集まり があるんですが、くみ取り式の

トイレのところには子供が行かないといったりしたような、そういうことが学校で現に取り上

というお話がありま したので、 これはぜひ、とにか く下水道元年が来年なんですから、当分ま

だ下水道の普及ということは期待できないわけですので、こ うした有効な次善の策を徹底して

おやりをいただきたいと思うわけであります。

今、日野市の中には、家庭の浄化槽が 1万 6，1 3 0基あるという ことで、 そのうちの 7，100

基が無届けということで、やはり清掃しませんと、浄化槽というのは汚水をそのまま公共水域

げられて問題になっ たということも聞きました。

つまり 、家庭浄化槽から公共下水道の敷設の地域の人は、浄化槽等で放流するわけですから、

水洗にしているわけですけれど、まだ日野市内には 9，1 4 6基のくみ取りがあって、1万1，600

世帯の方がくみ取りに頼っておられる。大体 3万 4，000人の人がくみ取りに頼っているとい

う現状ですので、とにかく一生懸命公共水域を守るんだ、清流を取り戻すんだという気持ちが

n
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あるならば、こうした事業を進めて、積極的に取り組んでもらって、生活レベノレの地域の格差

がなくなるように、心をしていただきたいと思うわけであります。

市長に、そのペナノレティ ーの意味を、最後にお聞きをしておきたいと思います。

0副議長(米沢照男君 〉 これをもって 19の2、無届設置の浄化槽に対する清掃費の

そして、その施行から 30数年、 40年近くが経過をしようとするわけでありますが、この

聞を振ち返りますと、前半における経済の目覚ましい発展、成長と、 48年のオイノレショック

を契機にする低成長、安定成長へと変遷をする中で、地域社会における著しい変貌と、人々の

意識や価値感の多様化、さらには環境問題など、地域住民からの身近な行政に対する期待の高

度化、多面化など、地方自治体の行政を取り巻く状況も、大きく移り変わってきております。今こ

そ、真に豊かな、健全な地域社会、健康な市民生活は何かが、改めて問い直されてきていると

きではないか、というふうに思います。

このように、地方公共団体におけるその自治権の根拠を憲法に置くことになるわけでござい

ますが、地方自治とか、あるいは行政というと何か大変取りつきにくい響きにもなりますが、

言いかえれは¥市民の毎日の生活そのものであり、その意義を私なりに集約をいたしますと、

住民への参加の提供、地域ニーズに対応しての行政の推進、活力ある地域社会の形成などにあ

ること を、まず 1つ強調しておきたいというふうに思います。

こうした中で、私どもは自信と責任を持って議決をし、制定をしております市民憲章、老人

憲章、さらには第二次の基本構想等がございます。これらは、いずれも健全な地域社会の創造

と発展、健康な市民生活を守り、向上を図るためのものであります。そして、日野市づくりの

指針、全市民の規範として、市民生活とその期待から、決して遊離のすることのないように、

市政、行財政の運営など、そのすべての基本、基調をなすものでなくてはならないというふう

に思います。

私は、こうした観点から、 2つの憲章における課題と指進について、質問と指摘をし、さら

にはその努力をひとつ要請をしてまいりたいというふうに思います。

最初に、市民憲章についてでございますが、この市民憲章は、市制の 20周年等を記念し、

昨年から制定をされたわけでありますが、大変歴史の 1ページを飾るものとして、意義深いも

のがあるんじゃないかというふうに思います。その内容を改めて紹介をしてみたいと思います

けれども、それぞれ御承知のように、 5つの項目があるわけですけれども、大変立派な内容に

なっております。

1つは、元気に働き、生き生きとして心豊かな町をっくりましょう。

2つ目は、手をつなぎ、ともに健康で明るい町をっくりましょう。

3つ目は、自然を守り、緑と清流と太陽の美しい町をつくりましょう。

0副議長 (米沢照男君)

O市長(森田喜美男君〉

再質問についての答弁を求めます。市長。

無届け浄化槽に対してペナルティーを科すというふうなこと

を、発言をしたことはないように思っております。

ただ、適法に届け出をなさる方と、それから不注意にせよ、届け出のされていないのと全く

同じに扱うということは、あたかも奨励をする ことになりかねませんので、そういう差はっけ

なきゃならなし¥こういう真意であります。

したがいまして、若干の負担軽減措置に対しても、基をつけることによって、むしろ届け出

をした方が有利だというふうに理解をされる、そういう施策をやりたい、こういう考えであり

ます。

O副議長(米沢照男君 〉

01  8番(古賀俊昭君〉

古賀俊昭君。

市長の方からも、取り組む姿勢を今示していただきましたの

で、とにかく日野の貴重な財産である清流を取り戻すということで、この無届け浄化槽の清掃

費助成が、来年度から実現をするように重ねてお願いをして、この質問を終わります。

助成を実現せよに関する質問を終わります。

2 0の 1、市民憲章・老人憲章の啓発と推進についての通告質問者、中山基昭君の質問を許

します。

[ 2 4番議員登壇〕

024番(中山基昭君〉 最初に、 2つの憲章の意味と、あるいはその思いを新たにす

る意味も含めて、前段で少し申し上げてみたいと思います。

御承知のように、戦後新しい憲法が施行をされ、国の最高の法規として国民の主権、基本的

人継、平和主義など、その基本がうたわれております。

また、これに即応しまして、大変画期的だとも言われておりますところの地方公共団体、地

方自治におきます基本理念もあわせて記されております。その理念は、国の主権が国民にある

と同じように、地方自治における主権も、またその地方、地域の住民にあるとしております。
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4つ目 は、人を大切にし、弱い人にも子供にも思いやりのある町をつくりましょう。

最後ですけれども、文化を培い、潤いのある平和な町をつくりましょう。

以上でございますけれども、これらは大変現在社会にふさわしい、地域共同体の創造、ある

いは市民生活を基盤に した全市民の共通の目標として、地方自治の成熟と発展を図るものじゃ

点の基盤を整備する 、あるいは今後ますますそうした需要が増大される 、こういう中で、安心

を して、 幅広い、 質の高い健康づくり 、あるいは適切な医療、こういうふうな施策の充実が大

変必要じゃないかというふうに思います。

そのためにも、社会福祉の補完、あるいは自助、活力への助成、こういうふうな観点から、

やはり武蔵野方式といわれるような、有償等によるサービス事業の導入、あるいは貸付資金等

の設立、こういう問題についても、積極的な検討、研究が、やはり当面大きな諜題になってい

るんじゃな~¥かというふうに思います。

そうした中で、心身障害者あるいは痴呆性老人など、在宅における介護、介助等について、

サービスの拡充を図るんだ、こういう ふ うな対応をぜひお願いをしたいとい うことでございま

なし1かという ふうに思います。

そのためには、まずこの憲章について、 全市民が理解と関心を深め合 う、 こうい うことがま

ず前提になって、初めて意識の高揚、こういうこ とにつながっ てく るんではないかというふ つ

に思います。私も、実はいつも市庁舎前の記念塔を見ながら、あるし 1は~¥ろいろの場所に掲示

等を見なが ら感ずるわけですけれども、これでは憲章が泣いていないか、あるし1はこれでいい

か、という ふうな こと を強く感じるわけでございます。

したがって、 そう した観点か ら、これまでどのよ うに啓発、普及等に努力されてきたか、あ

る ~ ¥はされているか。また、集会や、あるいは学習、教育、こ ういうふうな場でこの憲章がど

のように出されたかと いうことを、まずひとつお聞きをしてまいりたいと思います。

次に、老人憲章に入りたいと思いますけれども、こ の憲章の前段におきまして、 日野市民は

進んで老人を理解 し、 老人の生きがいある日常生活を保障するために、次のとおり老人憲章を

定めるとし、こ れも 5つの項目が設けられております。

特に、急速、急激と申しますか、こういう中での高齢化社会への移行が言われております。

老人、あるいは高齢者が安心を して健康な日常生活を営むこ とのできるように、保健、住宅、

労働、医療、 学習など、生活全般にわたり総合的な対策と対応が必要とされるときではな~¥か

というふうに思います。こうした観点からも、こ の憲章は、時代を先取りしての、他市にも余

り例を見ない、 立派な、 誇りの持てる憲章じゃな ~ ¥かと いう ふうに思います。

すでに私も数回にわたり 、高齢者施策の体系的な充実、こ ういう観点から いろいろと要請を

してきておりますけれども、さきの福島議員の、大変研さんをされた武蔵野方式の提唱等もあ

り、あるいは多くの議員さん等からも、その努力が指摘をされてきております。しかし、この

憲章と施策の連動、こ ういう面からは、残念ながらその推進、あるいは実践への努力がやや不

足をするんじゃな~¥かというふうな感を強 くしておると ころでございます。

具体的なお伺いしたい点は、 lつは、保健医療などの、特に高齢者、老人という面から、個

別的なニーズ、対応が大変必要になって くるん じゃなし、かと思います。したがって、そうした

す。

2つ目は、ボラン ティア活動の育成と推進でございます。 これも老人憲章にも示されており

ますように、老人、高齢者の健康と生きがいある日常生活をする ためには、国や都の制度や施

策に先行をして、 身近な行政における地域政策としての充実推進が諮られな くてはならないと

いうふうに思います。 こうした点からも、市民相互の社会的な連帯を強め、あるいは深めて、

自発的な協力による地域クアの体制と 、機能の整備、こういう ふうな問題が大変重要ではない

かというふうに思います。

こうした面からも、日野市の社会福祉協議会の活動等にも、私は大きな期待を寄せるわけで

ございますが、ボ ランティア事業、あるいは福祉推進協議会制度等については、どうも、やや

もすると受け身の、町の、ひ弱な体制といいますか、こ ういうふう な形になっているんじゃな

いかと思います。もっともっと、本当に必要とする市民の中に飛び込めるような体制づくり、

あるいは機能を強める、こういうことが行政としても、積極的な育成への必要なときじゃない

かというふうなことで、こ の点についてのお伺いを してまいりたいと思います。

最後になりますが、高齢者対策協議会の充実と活用についてでございます。

私は、こ の対策協議会の活動にいろいろ注目をし、ある いは深い関心を寄せているわけでご

ざいますが、まだ設立が 57年の年末ということで、日が浅いという面もありますから、必ず

しもこの活動を、今の時点で評価をすること は、困難な面もあろうかというふうに思います。

しかし、その目的は、高齢者の保健、生きがいづくり等について、適切な行政施策にするため

のものであるということでございます。
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したがって、生活全般にわたり、包括的な対応と対策が協議、あるいは討議をされる、こう

いう場にしてほしいということでございます。そして、健康と潤いのある環境づくりへの施策

の充実をしてし 1くんだ、こういうふうな対策協議会にしてほしい。そのためには、この協議会

の機能を高め、より専門的な討議等を深める中で、協議会と施策の連動、あるいは専門的な分

野のテーマごとの介化会、 専門部会、こういうのを設けて、その討議を深める ことが必要じゃ

ないか、こういうふうな感じもしておるところでございます。

以上、それぞれ市民憲章、あるいは老人憲章等について、まずお伺いしてまいりたいと思い

ます。

0富Ij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。

O企画財政部長(前田雅夫君〉 お答えをいたします。

まず、 1点目の市民憲章につきまして、今までどのような啓発と普及をしてきたかという こ

とについて、お答えをいたします。

今も中山議員さんのお話の中にございましたけれども、市役所の玄関前に、市民憲章のいわ

ゆる全文、 5カ条をブロンズに刻みまして、モニ ュメントといいますか、石碑として設置をい

たしてございます。

2番目には、市民が集まるところの集会施設等を中心にいたしまして、額に入れまして、そ

の掲示をいたしております。

それから、広報ひのでございますけれども、この関係につきましては、昨年、いわゆる広報

のフ 7 イノレを市民の方にお配りを したわけでございます。このファイ ルの中に、市歌、 老人憲

章等を印刷Jt ¥たしまして、全世帯に配布をいたしました。

それから、パンフレッ卜でございますけれども、緑のしおりということで、この内容につき

ましでも、市民憲章、老人憲章、市歌、平和都市宣言、こういったものを印刷いたしまして、

市の公式な行事を通じまして、市民に配布をしているというものでございます。

5番目といたしまして、広報の 1月号でございますけれども、広報のタイトルの左側でござ

いますけれども、やはり市民憲章をそこに書きまして、市民に啓発をしているというものでご

ざいます。

さらには、最後でございますけれども 一広報につきましては、毎月 1日号に掲示している

というものでございます。
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さらには、市の封筒にも、緑と清流を取り戻そうということと、それから日野市市民憲章と

いうことで、 5カ条を記載いたしまして、啓発、普及に努めている状況で ございます。

0副議長 (米沢照男君〉 教育次長。

。教育次長(小山哲夫君〉 市民憲章につきまして、教育の活動の場で、どのような形

で生かされておるかという御質問をいただきました。

一応 58年の 1月 1日に市民憲章が制定されたわけでございますので、この市民憲章につき

ましでも、児童生徒によく理解してもらうという必要性を痛感いたしまして、市民憲章につき

ましては、各公立幼稚園、あるいは小学校、中学校の方に配布をいたしております。各幼稚園、

小中学校ともに市民憲章につきましては、先ほど企画財政部長が申しておりましたとおり、額

に入れまして、玄関、廊下、あるいは職員室、校長室、こういうところに掲げておるわけでご

ざし 1ます。

また、教職員の職員会議とか、あるいは父母の会議等がございますけれども、そういった中

で校長先生、あるいはまた担任の先生などが市民憲章につきましてのお話をしながら、これに

対しましての趣旨の徹底、並びにその普及の徹底を図っているというのが現状でございます。

特に市民憲章の中の条項の中に、地域の文化、 自然を愛するとい うふうな項目がございます

けれども、特に学校教育目標の中で、地域との連帯を深める、自然を愛する、そういうふうな

教育目標もございますので、市民憲章と合致するものが多々ございます。そういった意味にお

きまして、今後ともいろいろと教科活動、道徳教育、あるいは特別教育活動の中で、この趣旨

の普及と徹底を図ってまいりたいと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。

O~1j議長(米沢照男君〉 福祉部長。

0福祉部長(高野 隆君) それでは、老人憲章についての御質問にお答えをしたいと

思います。

老人憲章につきましては、それぞれの老人クラブ、あるいは機会のあるごとに、こ の老人憲

章の言葉を引用する話を、私どももしております。各老人クラブにおきましては、老人憲章の

趣旨に沿った話し合い、あるいはこれについてのお話がたびたび出るということは、かなり普

及しているというぐあいに考えております。

市が進んでやる、あるいは市民が進んで老人憲章に定められた精神を理解するか、こういう
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ことがすべての老人の幸せにつながる。また、このような定められた施策を推進するというこ

とが必要なことだと考えておる次第でございます。

保健医療等の事業につきましては、生活環境部とも介担しながら、それぞれ健康相談、ある

いは健康教育、あるいは健康診査等を実施し、さらに寝たきり老人の訪問看護事業を、社会謀

を中心に進めているところでございます。

また、今後とも医師会とも協力をしながら、老人の健康の保持のためには、ホーム・ドクタ

一等の活用も十分にしていくということも必要かと考えている次第でございます。

また、グートポーノレの推進、普及、またグートボールを老人クラブ自身の手で、 老人自身の

手で推進する力をつけていただくということも考えておりますし、また、老人農園も進めてい

るところでございます。今後とも、健康はすべての基本でございますので、健康と医療につい

ては、十分に施策の中心に据えて進めていきたいというぐあいに考えているところでございま

す。

また、 2番目のボランティア活動の育成と推進でございますけれども、現在、市のボランテ

ィア活動は、御指摘のように、日野市の社会福祉協議会が分担しておるところでございます。

今後ともボランティア活動を活発にさせるとい うこ とは、ますます地域福祉のニーズに沿って

いくということでは、非常に重要な問題であろうというぐあいに考えて、たびたび社教の職員

等との話し合いを進めているところでございます。今後ともボランティア協会の活発化を進め

ながら、福祉の増進に努め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。育成の

ためには 、 研修等を実施し、ボランティアの育成に努めていきた~ ¥。

また、難病事業とも十分に絡み合う問題でもございますので、この辺のところとも関連を持

たせながら進めていくという ことも大切なことだと思っております。ボランティアそのものの、

ボランティアの方々 は、それぞれ身障、あるいは老人、寝たきり老人の訪問、友愛訪問という

形で、個別なニーズに沿って、自分のニーズに沿って活動しておられますので、広くボランテ

ィアの発掘、あるいは育成が大切だと いうことで、考えております。

また、高齢者対策協議会の充実と活用をということでございますが、高齢者対策協議会は、

5 8年 5月に発足して以来、現在まで 5回の会議を実施しております。今後とも急速に進行い

たしております高齢化社会に向けてのいろいろな御意見を、この会議で委員の皆さんからいた

だくということを考えております。
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昨年、議会の御賛同を得て増額いたしました健康管理手当、また寝たきり老人看護手当も、

この対策協議会で審議 していただいたものでございます。今後とも対策協議会で、日野市の老

人福祉についての建設的な御意見をいただきながら、 高齢者社会に向けての福祉の推進に努め

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。

0副議長(米沢照男君〉 中山基昭君。

024番(中山基昭君〉 それでは、市民憲章について、 2、 3点だけお伺いしたいと

思います。これ、特にこれからの課題といいますか、あるいは職員なりの提唱も含めて、ひと

つお伺いしておきたいということでございます。

まず 1つは、先ほど教育次長の方からも、若干同様な感覚での御答弁かなという感じはして

おるわけですけれども、小学校、中学校の社会科の副読本、これはきょうも午前中ございまし

た、 「私の日野Jr伸びゆく日野」といいますか、こういうものの中に、それぞれ生徒児童に

見合うような、解説を含めた内容を織り込んでいく 、挿入していくと。それによって、市民憲

章のより一層の効果的な普及等ができるんじゃな~¥かというふうに思いますけれど、こ の点を

ひと つお聞きをしたいということです。

さらに、視覚という面からも普及を考えるというふうに、第 5つの項目を、その全部並ベる

というと大変見にくいし、なかなかぴんとこない、こういう部分が多分にあるんじゃな~¥かと

思います。 したがって、 それぞれの場所、あるいは施設、こういうところに適応した内容のも

のを抜粋をして表示をする、それで視覚に訴える、こういう努力もなされていいんじゃなし、か

とい う感じをしております。

たとえば、 1例を申し上げますと、自然、を守り 、緑と清流、太陽の美しい町をつくりましょ

っ。これは川|辺とか、あるいは緑地帯とか、こういうふうなところに表示をして、視覚に訴え

る、こういう工夫もぜひする こと が必要だろうということを、まず指摘をしておきたいと思い

ます。

さらに、先ほど企画財政部長の方からもお話がありましたけれども、立派な緑のしおり、こ

れは市民憲章、老人憲章、あるいは平和都市宣言、市歌、いろいろ網羅をされているわけです

けれども、これはいろいろ市の行事等の集会では対応されてきました。今までされております。

しかし、参加する人は、ごく対象が、大体限定される、あるいは決まりつつあるということで、

もらう人は 5枚も 10枚ももらうけれども、もらわない人は全然、わからぬよと 、こうい うふう

- 619-



なことになっていな~"¥かなという感じもするわけです。

したがって、緑のしおりをもっともっと幅広く活用する、こういう面から、集会施設等に常

備をし、希望者はいつでも持ち帰れるというくらいの対応をされてもいいんじゃないか、こう

いうふうなことについても、ぜひ積極的なお考えをお聞きをしたいと思います。

以上です。

O副議長(米沢照男君〉

O教育長(長沢三郎君〉

再質問についての答弁を求めます。教育長。

第 1点目の、社会科副読本への市民憲章の取り入れの問題、

この件について、お答え申し上げます。

現在、日野市の小中学校、この中で学校要覧とか、あるいは教育委員会で教育要覧とか、そ

ういうものを作成している時点の中で、すでに日野市歌とあわせて市民憲章を取り上げている、

こういう学校もございますけれど、全体の児童生徒という形にいっておりませんので、ちょう

ど現在、 6 0年度使用の副読本、これについて教育委員会並びに各学校の代表者で、 60年度

使用の副読本について、いろいろ検討をしながら編集会議を進めているさ中でございますので、

今の提言等につきましでも、どういう形で児童生徒に理解をさせていくか、という問題を含め

ながら取り上げていくように、さらに努力してまいりたいと思っております。

以上です。

O副議長 (米沢照男君〉 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。

2点目につきましては、各施設、それからその地域も含めてだと思いますけれども、そこに

見合った市民憲章の文言を提示したらどうかということでございます。できるだけ実現するよ

う、検討してみたいというふうに考えております。

なお、 3点目の緑のしおりでございますけれども、今申し上げましたしおりは、かなり大き

いものでございます。少しフォーム等を変えまして、議員さんの言いました趣旨に沿うよう な

形で努力をしたいというふうに考えております。

以上です。

O副議長(米沢照男君〉

024番(中 山基昭君〉

中山基昭君。

それでは、 2つの憲章について、最後に市長の見解も含めな

がら、お聞きをしたいわけですけれども…・。
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1つは、さきの 11月 22日です、この新聞記事等の中の、小平市、あるいは稲城市等では、

市民憲章の推進協議会を設けて、広く普及に努力をされている、あるいは浸透しておる、こう

いうふうな内容の記事がございました。

私も早速小平市等の状況を調べさせていただいたわけですけれども、この中では、かなり積

極的な年間の市の予算等も計上しながら取り組みをされているということと、さらには大変感心

をしたのは、 「小平市民憲章ニュース」、こういう立派なニュースが発行されております。発

行は、小平市生活環境部市民生活課と、こういう発行事務局になっておりますけれども、これ

は恐らく担当の部署だと思いますけれども、こうした点についても、やはり努力をすることが

必要じゃないかという感じもしておるわけですけれども、この点は市長のお考え等も、この際

ひとつお伺いしておきたいということです。

さらにもう lつは、先ほど福祉部長も、積極的な取り組みを していくんだ、というふうなお

話もございましたけれども、ぜひそういう前向きな努力をお願いしたいと思います。

特にその中でお聞きをしたいのは、 9月の定例会、あるいは今定例会の行政報告等の中で、

年度内設立をめどにした福祉事業団、この設立が言われておるわけですけれども、また、その

活動にも期待をしておるところでもあります。

しかし、定款や、あるいは事業計画、こういうものを見ますと、施設の運営管理だけが委託

事業としてやってしえんだ、こういうふうな内容じゃな~"¥かと思います。 したがって、いろい

ろ先ほど、特に老人憲章にかかわる施策の充実、促進について指摘をしましたけれども、そう

した個別ニーズへの対応という面では、この事業団等をもっ とただ単に施設の運営管理という

ことだけでなくて、福祉事業全体についても対応できるような形の事業団への発展させること

が大事じゃないか、というふうな感じもしておるわけですけれども、この辺のひとつ御見解も

あわせてお聞きをしておきたいと思います。

以上です。

0副議長 (米沢照男君)

O市長 (森田喜美男君)

質問についての答弁を求めます。市長。

一昨年になるわけでありますが、市制 20周年を期 して、市

民憲章、あるし 1は日野市歌、あるいは市の烏などというものを制定したいということに取り組

みました。そして、多くの市民の方々の御意見の集約として、立派な憲章がつくられたという

ふうに思っております。
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いいことということは、一方には当たり前なこととも言えるわけでありまして、 情報の非常

に多い社会において、毎日お題目として読み上げるというようなことには、なかなかなりにく

いわけでありまして、心の中にどのように定着するかということこそ大切ではないかと思っ

0)町をつくる、こういう意識の発展のために、何と言いましでも市民参加が重要だ、こういう

ふうに考えておりますので、またいろいろな御指導もお願いをしたい、このように感じた次第

でございます。

ております。

また、われわれの行政の分野といた しましては、いろいろな政策、施策の原点、政策綱領の

源として、 絶えず意識の中に鮮明に置かなければならない、このように日常われわれみずから、

また市民にもよく意識の高揚を図っておる、こういう状況でございます。自に多く触れることが、

また一方に意識に植えつけられる、こういうことも当然あり得ることでありますので、今いろ

いろと御提言をいただきました、それらの扱い方をなお検討させていただきたい、こ のように

思います。

0副議長(米沢照男君〉 これをもって 20の 1、市民憲章 ・老人憲章の啓発と推進に

ついてに関する質問を終わります。

2 0の 2、第二次基本構想、の実践に向けて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〉 前段は、 2つの憲章と向様な観点からの質問になりますので、

特に、他市の例を引かれま して、市民憲章推進協議会、こ れが隣の多摩市で発足をしたと。

伺いますと、小平でも言われているようでありますが、また、そういう観点からの市民参加に

よる意見の集約をし、そのことをまた PRを行って、そうして市民の方々に新鮮な情報を絶え

ずお伝えをするということも、大変有意義かと思っております。

ようやく地域社会にも、自治の経済成長期、あるいは市民はいっときの通過をする方である、

というような時代は終わりました。定住意識が生まれ、そうして自分たちのふるさととして町

を認識し、より 参加をしてっくり上げていこう、こういう時期になっておりますので、われわ

れの考えでは、こういう意識こそ最も大切にする自治体の、いわゆる自治の源であり、また、

行政はそのためにあらゆる施策を開発して提供すべきである、こう考えております。

個々の事業、それぞれの施策となりますと、今度そこから、源から流れて出て、木となり、幹

となり、あるいは枝となる、こういう関係になるわけでありますので、その一番元の精神をし

っかりと定着させる。そ して、より見事な繁栄の姿をっくり出すということが願いであること

は、申すまでもありません。高齢者対策協議会、あるいは福祉事業団、これらもなるべく御意

見を聞きたいという手段と、あるいはより行政が具体的に発展、定着できる方法を模索する、

早速、ひと つ本題に触れてまい りたいという ふう に思います。

すでに、昨年の 6月定例会におきましでも、第二次の基本構想について、特に都市生活施設、

あるいは家庭生活と経済、生産活動が調和する都市づくりへの努力を、具体的に要請をしてき

ております。 したがいまして、きょうはそうしたフォ ロ一等も含めて、再度お聞きをしていき

たい、あるいはお願いしていきたい、こういうふうなことでございます。

特に、今までもいろいろ指摘や、あるいは質疑がございましたように、大変いろいろな資料

がたくさんございます。たとえは¥立派な基本計画資料、あるいは行政調査会からの研究され

た謀題の提言、あるいは住民意識調査、こ ういうものがた〈さんございます。

しかし、その活用という面では、大変不足をしておるんじゃないかというふうな感じを、強

く持っておるわけでございます。ぜひそ うした面からは、第二次基本構想、これに基づいた日

野市づくりということをまず土台にし、ベースにしていかなければいけないんじゃないかとい

うふうな感じをしております。

御承知のように、こ の基本構想は、昭和 68年を目標年次に、 5本の柱ができておるわけで

ございます。これは、生きるよろこび、をっくり出す健康と福祉の町、豊かな人間性を育てる教

育と文化の町、自然と調和をする安全快適な町、 活気ある産業と豊かな商業の町、参加と連帯

でつくる市民自治の町、等が基調になっておるわけです。大変立派な内容でもあり、また、 表

現を持つものじゃないかというふうに思います。こうした面からも、それぞれ多くの市民から

も共感、共鳴を得ながら、さらには期待が寄せられておるというふうに、私は感じております。

あわせて、この基本構想は、地方自治法にも規制をされておりますところの、自治体の行政

における当然の責務、こういうふうなことも言える内容でございます。そして、こ の構想の終

そういう意味合いも持つわけであります。

御指摘のことを十分慎重に、尊重いたしまして、そうしてやはり何と言いましでも、多い市

民の方々の目が、町づくり、あるいは自分たちの地元の生活に向くという、こういう状態をっ

くり出す。そうして行政にも参加し、あるいは市民活動にも進んで参加をされ、いい自分たち
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章においても、目標年次に向かつて市民の命と暮らしを何よりも大切に、豊かな生活環境を創

造するため、長期的な基本計画、中期的における実施計画、こういうふうなものの確立を図り

ながら、構想の実現と推進を図るんだということが言われております。

残念ながら、これまで単年度ごとには市長からの施政方針、あるいは予算の審議、あるいは

また個別の事業計画、たとえば公共下水道計画、あるいは緑のマスタ ープラン、浅川の利用計

画、土地区画整理事業、仲田緑地の基本設計など、またそれぞれのそのほかの諸施設等の計画

については、その都度いろいろ指摘や、あるいは考え方が表明をされるわけですけれども、な

かなか系統的に基本構想に基づく日野市づくりが、長期的にどうなんだというような点になる

と、ややぼけてくる、こういうふうなことだろうと思います。

したがって、その辺を少し整理をしながら、やはりそれぞれの事業や、あるいは施策が、基

本構想に基づく、ある t¥は目標年次等を 1つの標準に した、整合的な、総合的な計画、こうい

うことが、今重要なときだというふうに受けとめております。

市長も、前回のときも、ロ ー リング・システムの活用というふうなことも言われております

が、これも 1つの立派な手法だと思います。しかし、それではまず土台になる基本構想とロー

リングとの関係がどうなんだというふうなことになりますと、私はやはり基本構想に基づく長

期計画、さらにはそれに基づく実施計画等の中でのロ ー リング手法、こういうものが活用され

て しかるべきだろう、というふうに感じております。この辺が少しちぐはぐといいますか、弱

点といいますか、こういうふうな感じを強く感じております。したがって、この辺もあわせて

お聞きをしたいと。

たとえば、先ほど申し上げましたそれぞれの個別計画と基本構想との関係を、幾っか具体的

に申し上げますと、先ほどもお話がありました仲田運動公園の問題があります。これは都市整

備部長の方から、 75年の人口想定で 21万 1，0 0 0人だと。基本構想は、 68年で 17万か

ら18万だと。こういうふうなことです。もっともっと運動公園の方の構想の方が遠大といい

ますか、先に展望した公園づくりということになるわけです。

下水道等についても、 70年、こういう計画です。それらを、いま少し基本構想、を、先ほど

申し上げました、ベースにした総合長期計画、こういうふうな形の中で、やはり行政の運営、

推進が図られるべきだろう、こういう感じでございます。この辺について、ぜひ、まずお考え

をお聞きをしておきたいと思います。

0副議長(米沢照男君〉 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、仲田、あるいは下水道計画の

人口想定の点につきまして、お答えを申し上げます。

私の方が、現在、施設計画といたしまして、町をつくってし 1く大型の人口想定を行っておる

わけでございますが、これによりますと、 2 1万 1，00 0人を巨標に都市の整備を行っている

ということで、すべて施設計画においては、 21万 1，0 0 0人を使っておるわけでございます。

この 21万 1，000人は、目野市における今後の土地利用の計画、あるいは従来からの人口の

伸び等を想定いたしまして、飽和人口として 21万 1，000人を設定したものでございます。

したがいまして、下水道計画、これは目標年次は一応 70年になっておりますが、 70年度

の整備の目標の時点では、 21万 1，0 0 0人を目途に、施設の整備を行っているということで

ございます。したがいましてィそれら以外の施設の整備計画、当然、公園あるいはそれ以外の

施設等についても、この 21万 1，0 0 0人が基礎になってくるものでございます。

それと、東京都におきましでも、流域別下水道整備総合計画、ある t¥は日野市の市街化区域、

及び市街化調整区域の整備、開発、保全の方針、これは東京都の都市計画局が設定してござい

ますが、同じく 21万 1，0 0 0人の人口で整備を行うという方針を打ち立てておるわけでござ

し1ます。したがいまして、今後施設の整備計画人口としては、この 21万 1，0 0 0人がもとに

なるということでございます。この 21万 1，000人を大幅に修正しなければならない理由が

生じた場合には、直ちに東京都の方の計画人口、それと日野市の方の計画人口もすべ、て新たな

設定に基づきまして、改定を行っていくということになろうかと思います。

以上でございます。

。副議長(米沢照男君〉 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。

ただいま基本構想を初めとする計画についてのお話がございましたけれども、この基本計画

については、一応私どもこういう理解を、今しております。

まず、市の上位計画といたしまして、基本構想がある。その下に、いわゆるおよそ 10カ年

を見通した中の基本計画を策定をする。さらに、その 10カ年基本計画を実施する上の 3カ年

ぐらいの実施計画を持つ。この実施計画については、毎年ローリングを行うということでござ

います。
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現在、私どもが、基本構想、はもちろんございますけれども、通常言われております基本計画、

実施計画はないわけでございます。ことしの 3月の議会、一般質問でも基本計画、実施計画の

策定の御指摘を受けたわけでございます。いろいろ本年度やってきましたけれども、やはり実

施計画だけではどうもうまく進まない、基本構想を踏まえ、基本計画づくり、実施計画をつく

らないと、どうも形として固まらないというが、 実情でございます。

各市の、今状況等を調査しているわけでございますけれども、多摩地域でも 20の市におき

まして、条例、あるいは規則で基本計画の策定の根拠を持っております。それで、 1年ないし

2年をかけて策定をすると。まず 1回できますと、 次の改定と いう のは、比較的スム ースにい

くわけでございますけれども、日野市の場合には、イ可介にも基本的総合計画をつくった以降、

そのようなものを総合的にまとめておりませんので、少し時間をかけて、足腰を強くした中で、

どうも着手しなければいけないんで、はないかなということで、現在、スタートから今検討し直

しているというのが、状況でございます。

して具体的な大きい網目の計画、また、中型の網目の計画、そして単年度の計画、こういう関

係つけをいたしまして、将来を見通すということがやや可能になりましたし、そのことに取り

組もうというのが、今部長の方からお答えをしたその内容でございます。

0副議長(米沢照男君 )

024番(中山基昭君)

中山基昭君。

それでは、最後に市長の答弁、あるいは見解等を踏まえて、

ひとつ改めて問題意識を深めることを若干申し上げて、質問を終わ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。

特に先ほど触れましたように、都市需要の広まり、あるいは市民ニーズの多様化、さらには

高齢化社会、高度な情報化が言われる中で、大変これからの行政運営の対応、ある t¥は日野市

づくりという面の困難もあろうかと思いますけれども、ぜひ基本となる計画等の確立をまずす

ることが大事であると思います。

一方では、財政面では、国の概算要求段階でございますけれども、国債のっけ払い等の本格

化、あるいは経常費、地方自治体への補助金などの大幅な削減等も言われております。日野市

の来年度の予算編成等についても、今までのそれぞれの議員さんからの指摘等の中、あるいは

質疑等の中でも、大変厳しいと いうふう なことも言われております。

しかし、一方、下水道、あるいは道路交通、区画整理事業など、都市基盤整備を重点にした

施行、あるいは予算編成等するんだということを言われておるわけですけれども、ぜひこの基

本構想に定める市民生活の質的な充実、あるいは潤いのある都市づくりの形成、こういうもの

に向かつて、いろいろ克服すべき臨路や、困難があろうかと思いますけれども、ぜひ年次計画

的に、着実に発展をすることへの一層の努力を要請をしまして、質問を終わります。

0 24番(中山基昭君 〉 それでは、これも市長にお伺いしておきたいんですけれども、

市長も前回の、昨年の 6月に、やはり同様な私の方から指摘、あるいは質問をしたと きに、作

業の上で多くの困難もあるけれども、ぜひひとつマスタープラン、あるいは青写真の策定への

努力をしていきたい、こういうふうなお話もございました。したがって、その辺の努力を、再

度お願いをするとともに、やはりこのことが広く市民に、 「これからの日野市づくりは、方向

はこうなんだよ」、あるいは「こういう日野市づくりをするんだよJということが、参加と協

力への源泉になるので、こういうことをひとつ強く申し上げ、ながら、市長のお考えをお聞きし

ておきたいと思います。

0副議長(米沢照男君 〉

O市長(森田喜美男君〉

市長。

日野市の過去の発展の経過の中で、エポックを画しましたの

0副議長(米沢照男君〉

する質問を終わります。

お諮りいたします。議事の都合によりあらかじめ会議時間を延長いたしたいと思いますが、

これをもって 20の 2、第二次基本構想の実践に向けてに関

が、 30年代から始まって 40年代、そうして 50年の第二次石油シ ョックあたりで急角度に

人口急増が鎮静化をし、ようやく一定の距離を置いて日野市の将来像をレビューするという、

そういう可能性が生まれてきたと思っております。

したがいまして、これまで 10年を展望すると いいましでも、 なかなか経済動向のこともあ

りますし、なかなか難しい時期をようやく経たということで、その実績を十分踏まえて、そう

これに御異議ありませんか。

C I異議なしJ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ます。よって会議時間の延長をするこ

とに決定いたしました。

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
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ませんか。

c r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ます。よって暫時休憩いたします。

0副議長(米沢照男君〉 休憩前に引き続き会議を開きます。

午後 4時 33介休憩

午後 4時 52分再開

一般質問 21の 1、高速道路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〕

02 5番(大柄 保君〉 ただいま議長から御指名がありまして、本年度最終の議会の、

最終の一般質問という ことで、お許しがございましたので、これから 21の 1番、高速道路に

ついての質問をさせていただきます。

私は、市内を 4.1 6キロメ ー トルを通過をする中央自動車高速道路について、去る 6月の議

会では、 この道路の建設に対する当時のいきさっと、開通後の騒音の問題、または沿線に工事

不備などにより、降雨時の民地への雨漏りなどの修理、騒音に対する調査など、市を通じて道

路公団に申し入れを行っ てもらいました。

雨漏りについては、本当に不満足ながら、民地への被害はなくなりま したが、そのかわり国

鉄用地、現在は国鉄が駐車場として貸しているところに、今よりひどく落ちるようになりまし

たが、 このことについては、国鉄と公団で話し合い、修理をすると思いますので、ただいまま

でわが市民であるこの民地の方に、雨漏りが不満足ながらな くなったということに対しまして、

市側として今まで公団に種々交渉の経過について、御礼を申し上げたいと思います。大変御苦

労さまでございました。

次に、騒音調査でありますが、 9月の議会までとお願いをいたし、 9月の議会では、高速輸

送と国鉄の輸送とを比べて、国鉄に存在する労働組合なと、について、皆さんに知って もらい、

サーピスなどの点について、国鉄と民間自動車輸送の相違点なども知っていただきました。

さて、調査をお願いをしておきました騒音についてでありますが、 9月の議会の報告では満

足するものではなか.ったために、再度、 1 2月、この議会までにとお願いをいたしておきまし

た結果について、まず第 1点としてお伺いをいたしたいと思います。

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。生活環境部長。
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0生活環境部長(坂本金雄君〉 お答え申し上げます。

8月の 14、 1 5の測定結果につきましては、大柄議員さんから日にちの設定が不適当であ

る、そういうことでございまして、 1 2月にもう一度測定をやり直しました。測定の日時では、

1 2月 3日から 10日まで、 7日間を行いました。測定の場所は、日野市大坂上一丁目 12番

地でございます。測定の機器は、騒音振動レベノレ処理機SV-7 2型、 リオン製という測定機

器を使いました。測定者は、生活環境部公害防災課の職員が行いました。

結論から申し上げますと、今回行いました 12月の測定結果と、それか.ら8月の測定形果を

比べてみますと、 8月の測定結果よりも低い値が出ております。この測定は、朝、昼、夕、夜

と、この 4つの時間帯に分けて行いました。朝は 6時から 8時まででございます。今回の測定

の結果は、 58ホーンでございます。それから昼間、これは朝の 8時から夕方 19時まででご

ざし 1ますが、この測定結果が 57ホーンでございます。さらに、夕方です、 1 9時から 23時

までの時間帯を言いますが、今回の測定結果、 5 5ホーンであります。さらに夜、 23時から

翌朝 6時、午前 6時まででございますが、この測定値は 50ホーンでございます。

この測定値は、中央値をとらせていただきました。先ほど申し上げましたとおり、 8月の測

定値よりも低い結果が出た、こういうことがお答えできると思います。

以上です。

O副議長(米沢照男君〉 大柄保君。

02 5番(大柄 保君) ただいま生活環境部長の方から、 8月の 15、 16日の結果、

それから 12月 3日から 1週間の結果が発表になりました。本当に、暮れ、みんな忙しいとこ

ろを 1週間もかけて騒音調査をしてもらった、その結果が、今ここに出てきたわけであ ります。

が、この結果を見ても、当然要請基準よりは下回っております。ただし、われわれが日常生

活をしていく環境基準よりは、上回っております。この結果が今わかったわけでありまして、

上り線の高架下、下り線の高架下、この騒音については、大変市側の努力によりまして、これ

だけのデータを出していただきまして、これから先、自治会の中の参考資料にしていきたい、

このように考えております。

それから、初めてのことである、ということでありますが、今まで中央高速自動車道路に対

しての交通量の調査、これが一遍もやってもらっていなかったものを、今度の調査では、上り

下りとも大型車、普通車、これに分けて調査をやっていただいたということは、大変御苦労さ
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まと、地元として言わざるを得ないと思います。

あえて生活環境部の公害課の職員の名前は申 し上げませんけれども、確かにまじめに、一生

懸命おやりになっ てく れたとい うこ とを、私はお礼を申 し上げます。部に帰りましたらば、生

活環境部長の方かふくれぐれもよろしくをお伝えくださいますように、お言づてを しておき

ます。本当にありがどうございました。

1週間、担当の御苦労を感謝する と同時に、 御案内のとおり 、高速道路は多摩川を渡っ て、

下回、万願寺、神明、日野本町、大坂上、新町、日野台の二丁目と、 東より西に通過をしてお

り、その間には高架部分、ある し1はま た盛り土の部分、あるいはまたカッ トの部分と 、日野市

内には数々の工法がなされておりまして、日を経るに従って、交通量も多 くなるために、公団

においては遮音板の取りつけを、工法的にできるところには、現在取りつけていてくれますけ

れども、 高架の部分については、まだ技術的に重い遮音板の取り つけは無理のようであります。

下回、万願寺の高架の部分、日野本町、神明の高架の部分、国鉄中央線をま たぐ高架の部分、

新町高加部分、ま だ遮音板の取りつけがな く、 沿線住民は、要請基準内とはいえ、騒音に明け

暮れております。日照の関係など、北側にはあると思いますが、現在の技術の中では、たとえ

ば新幹線高架駅の風防のように、軽く て透明なプラスチック板も取り入れられております。今

後、こ のようなものの取りつけなどできると思い、今後とも市当局と しては、公団と折衝して

みてもらいたいこと を要望しておきます。

最後に、 1点として、 高速道路、日野を自動車が通過する際に、速度規制等がしてもらえれ

ば、大変地元の住民としては、少なくなる騒音、これらに対して少しでも少なくなるんではな

いか、このような話も、自治会の役員会等で出ておりますけれども、この点についてどうでし

ょうか、お伺いをしておきたいと思います。

騒音の規制法では、要請限度が 45から 80ホーンについては、地方自治体の長が公安委員

会に求めることができると設定しておりますけれども、環境基準オーパーしただけでは、こう

いうことについては無理なのかどうか、それをお伺いをしておきたいと思います。

う返事が返ってまいりました。

0副議長 (米沢照男君) 大柄保君。

02 5番(大柄 保君〉 いずれにしても、私もちょっ と無理なようなお願いかなとい

うことで、お尋ねをしたんですけれども、確かに要請基準は、私どもあの高架下、ずうっと下

回っておるわけでありますけれども、これら等について、今の御答弁では、公団としてはまあ

見込みないというふうに、私も判断をして、地元に持ち帰って話をしてみたいと思います。

とにかく一般道路を含めて、自動車の騒音は、日を追って増加していますことは、最近の新

聞にも、夕刊 l面に大き く出ておりますけれども、新しい環境庁長官、車の騒音は史上最高で

ある、基準内の 14%、環境庁長官が閣議に対して異例の対策を訴えたと いうふうに、新聞で

も発表をされております。これらにつきまして、日野の市内には、国道 20号線があ り、ある

いはま た川崎街道、高速道路と、メ インの道路が通過をしております。今後、車騒音は現在以

上にひどくなると思いますので、沿線に居住する住民の願いとして、今後ともよろしく市は公

団に対して折衝をしていっていただくように、要望を しておきたいと思います。

6月の議会でも、資料をも って皆さん方にも、代表者の方にお渡しをし、また市にも資料を

お渡しをいたしましたけれども、とにか く全国での高速自動車通過沿線都市という ことで、当

然日野市 もこのメンバーに入っておりまして、市長はもちろんこの会議等にもお出になる、あ

るいはまた、理事の市であります、ことしも。それですから、議長も出られると思いますので、

日野としてこういうふうな、本当に縦断というか、通られて、騒音あるいは排気ガス、その他

について市民が迷惑をしているということを、十分に、資料をもちまして中央に対して進言を

し、また、これから先の善処方をお願いをしておきたいと思います。

それについて、 市長、どんなお考えがあるか。

0副議長(米沢照男君〉

O市長(森田喜美男君〉

市長。

高速道路の通過市の関係で、協議会がございます。これまで、

0生活環境部長(坂本金雄君〉 お答えを申し上げます。

特に八王子側の高い方から路面に沿って、大雨の際は特にひどいわけであ りますが、旧市役所

のあたりに、もう樋があっても何にも役に立たないような流れ方をしておりまして、あのこと

をよく主張いたしまして、そして一定の通過市に対する補助金という、そういう制度が、たし

か 10カ年計画だと思っておりますけれど、成り立ちました。

それから、御指摘の沿道の住民に対します騒音、あるいは排気ガス、これは被害の度合いに

0副議長 (米沢照男君〉 再質問についての答弁を求めます。生活環境部長。

速度制限の件についてでございますが、公団側と口頭で問い合わせをいたしました。その結

果、現在の毎時 80キロメートルの変更は、現在のところ公団側として考えていない、こうい
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よってゆるがせにできない状況もあるわけでございますので、地元の御趣旨を十分われわれも

反映をさせる、そ ういう努力をすることによって、解決の努力をしたい、このように考えてお

りますことをお答えいたします。

0副議長(米沢照男君 ) 大柄保君。

朝、 5 5ホーンであります。昼 60ホーン、タ 55ホーン、 夜 50ホーン、これらが生活環

境基準でありますので、これらをもとにして私は生活環境基準をオーバーをしているんじゃな

いんですか、というふ うなことを申し上げたということを、 ひと つ御理解をいただきたいと思

l ¥ます。

以上をもって終わります。

O副議長(米沢照男君 〉 これをもって 21の l、高速道路についてに関する質問を終

たとえば、運動のために朝夕の散歩時など、ふんの始末に袋などを持って歩く人は、ほんの

数人であります。あとは全然、気にもとめず、平気な顔で散歩に連れて歩いている人の方が多い

ような気がいたします。中には、人けのない畑道などでは、鎖を外して飛び回らせているよう

な人も、間々見受けられます。

市内には、まだ営農従事者として農業を営んでいる方、あるいはまた、老人農園などで作物

の収穫に精を出している市民の皆さんもおります。せっかく種をまいて、芽の出る前に犬が畑

を飛び回っては、せっかくの苦労も水の泡であります。犬を飼うには、当然動物の保護、管理

の法律、または都条例がありますけれども、なかなかこれが守られていないように考えます。

そこで、市としては保健所と連絡をとりながら、行政を進めていると思いますけれども、こ

の点どうなっているのか、 1点お伺いをいたします。

次に、第 2点としまして、保健所に備えてあるステッカー、これは犬の飼い方とか、ふんの

始末とかいろいろ書いであるものでありますが、これを健康課に備えて、希望の自治会等に配

布ができないかどうか、この 2点について質問をいたしたいと思います。

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。生活環境部長。

O生活環境部長(坂本金雄君〉 お答え申し上げます。

昭和 49年からこの方 10年間にわたりまして、市内で飼われている犬の頭数を見ますと、

4 9年を 100にした場合に、現在の頭数は、 145に当たります。 5割の増加でございまし

て、御質問の中に 4，2 1 7頭という数が出てまいりましたけれども、これが現在の市内の犬の

頭数でございます。

御質問の中にもございましたように、動物の保護及び管理に関する法律と、東京都動物の保

護及び管理に関する条例、この 2つの法令によりまして、動物の飼育上、特に愛犬家に基本的

義務を課しております。その 1つは、犬の登録と予防注射の励行であります。 2つ目は、放し

飼いの禁止であります。 3つ目が、迷惑の防止でございます。

御質問の中にございましたように、放し飼いの禁止、迷惑の防止、この 2つに関してはl¥ま

I歩という感じがいたしますが、犬の登録と予防注射の励行につきましては、比較的常識化さ

れまして、皆さん守っていただいております。

ペットに関する苦情の受け付けを、公害防災課の方で調べてみましたところ、 57年度、こ

れは犬に限りますけれども、 6件ございました。 58年度は、それが 4件。 59年度は 2件に

02 5番(大柄 保君〉 ぜひ、今後とも、市民の代表者である市長、並びに議長、よ

ろしくお願いをいたしておきたいと思います。

それから、先ほど生活環境部長に、生活環境基準はというふうなこともお伺いしませんでし

たけれども、私の方に資料がありますので、ちょっと参考までに申し上げておきたいと思いま

す。

わります。

2 1の 2、ベット(犬)の飼い方指導についての通告質問者、大柄 保君の質問を許します。

025番(大柄 保君) 引き続きまして、 21の2番といたしまして、ペット、これ

は犬でありますけれども、この飼い方の指導についてということを、お伺いをしておきたいと

思います。

最近、市内の家庭において、犬をベットとして飼っ ているところが多くなっております。こ

のことについては、防犯に、あるいはまた、子供の情操教育に、大変私は結構なことだと思っ

ております。

つい先ごろ、初日の市政報告を見ても、 1 0月現在の市内の畜犬登録数は、 1 0月現在で

4， 1 9 0頭ということが報告をされております。

そこで、現在の日野市内の世帯数は、 1 1月 1日5万 3，7 4 4であります。犬の数が4，190

頭、いかに家庭において犬をかわいがっているかがわかってくるわけでありますが、しかし、

市内にはこの愛玩のペットを快く思っていない市民も、反面いるわけであります。

つ臼円。
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減 っておりましてiペットに関して事、犬に関しましては、苦情の受け付けが年々減 っている、

こういう傾向であるということが申し上げられると思います。

保健所との連絡でございますが、市で行う愛犬家への啓蒙、指導、こういったものは、東京

都の動物の保護及び管理に関する条例、こ の条例の第 4条に、区市町村の協力義務がうたわれ

ております。知事は、法及びこの条例の目的を達成するため、特別区及び市町村に対 し必要な

協力を求める ことができる、 こういう市町村の協力の事務がございます。これが根拠になりま

して、保健所と緊密な連携をとって、畜犬家、愛犬家への啓蒙、あるいは指導、そういったも

のに当たっ ているわけでございます。

実際的には、犬の登録の時期、£るいは春と秋、年 2回行われます犬の予防注射、こういっ

た場を利用いたしまして、市独自で条例、あるいは法律の趣旨を印刷したものを用意いたしま

す。さらには、保健所からいただく印刷物などを配布いたしまして、その都度指導に努めてお

る次第であります。

御質問のステッカーの件につきましても、すでに一部は健康謀で取り寄せまして、 カウンタ

ーの上に置いてございますが、なおまだ種類がある ようでございます。その種類をすべていた

だきまして、カワンターの上に置いておくとか、あるいは自治会からの要請に関しましては、

すぐお配りできるような体制に持ってまいりたい、このように考えておりまナ。

も農業委員会の建議の中にもありまして、 市長も御存じだと思いますので、ぜひこれらの問題

等について、 積極的な施策を進めていただきたいことを要望をいたしまして、 終わります。

0副議長 (米沢照男君〉

関する質問を終わります。

2 1の 3、区画整理後の道路管理についての通告質問者、大柄 保君の質問を許します。

これをもって 21の2、ペット (犬)の飼い方指導についてに

02 5番(大柄保君〉 引き続いて、 21の 3番といたしまして、区画整理後の道路

0~1j議長(米沢照男君〉

025番 ( 大 柄保君〉

大柄保君。

今、生活環境部長、犬の飼い方というふうなことでの御答弁

管理についてということで、質問をさせていただきたいと思います。

神明上の区画整理が完了して、道路並びに側溝、その他建設部にすでに移管になって、管理

をしていると思いますけれども、最近、御案内のとおり、国道 20号線も相当込んでまいりま

して、こ の混雑を避けるために、裏の市道、私道に入ってくる大型車がたくさんあります。

そこで、道路、私道でありますけれども、これらの傷みが大変多くなっており 、通過の際の

張動などで、沿線の家庭の基礎、または風巴場などに亀裂が入るような事故が、最近多くなっ

ております。これらの苦情が数件私どもの方にも調査を、ぜひ依頼をしてくれないかというふ

うなお願いがきております。道路建設の際には、完全に工事が済んで、業者より引き継いでい

ると思いますけれども、日がたってくると、どうしても数々の悪条件にて、道路修理の補修も

必要となってくるが、この点について、市はどんなお考えを持っ ているのか、まずお伺いをし

ておきたいと思います。

特に被害が多い場所は、大坂上 1- 1番地先で、神明橋の手前の左側の民家でありますこと

を、つけ加えさせていただきます。がありましたわけなんですけれども、とにかく私ども住民としては、本当に犬、かわいいもん

です、それが普通に市民の皆さん方がいろいろなマナーを持って飼っていればよいんでありま

すけれども、なかなかいろいろ連れて歩く中でも、どうして もかわいい犬、一生懸命に飛び回

らせようというふうな気が起こるんですかね、そういうふうなことが見受けられますから、こ

れらの質問をして、今後市と しては保健所と密に連絡をとってもらって、指導をしていただき

たいということで、質問をいたしたわけでありますけれども、今後ともぜひ広報等で、犬の飼

い方についての徹底方をお願いをしておきたいと思います。

私は、 3月の用水の改修だとか、 6月はマムシのいるような危険個所の調査だとか、あるい

は 9月の議会には空き缶、空き瓶の対策だとか、あるいは汚泥の肥料の無料化だとか、今度の

議会では、犬の、農地に対して放し飼い等で迷惑がかからないようにというふうなこと、これ

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。建設部長。

。建設部長 (中村亮助君〉 それでは、お答え申し上げます。

今、御指摘のございました神明上地区内の道路の路面舗装などの、いわゆる道路改良の御指

摘でございますけれども、特に神明上の 3号線が、御指摘になったわけでございます。神明橋

の西側でございます。この道路につきましては、旧国道からちょっと入ってくる道路になって

おりますし、最近は、御指摘のように、国道 20号線が特に上り車線におきまして、朝夕のラ

ッシュで非常に込んでおります。なかんずく日野駅周辺から日野橋まで、いわゆる数珠つなぎ

の状態にあるわけでございます。

そういう状態の中で、さらには日野の都市計画街路の 1・3・2号線、これが一部開通いたし
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まして、多摩平方面から神明上地域に入っ てくる車の進入という問題も、特に最近目立ってお

るわけでございます。そういう状況の中で、神明上地区の道路につきましては、いろいろ私ど

もの方も、区画整理事業が終わった後の、いわゆる道路管理を引き継ぎまして、今日まできて

いるわけでございますけれども、そのほか、道路状況につきましては、当然車の通行によりま

して、路面が破損されるというふうなこともありますし、あるいはまた、天候などの関係で、

特に今年の 1月 19日以降、雪害によりますところの路面の損傷というふうなものもございま

して、 9月の議会におきましては、補正予算をお願いした経緯もございます。

そういう中で、私どもの方も応急処理、あるいは、どうしても全面改良しなければな らない

ようなところにつきましては、路盤から改良していくような、打ちかえの舗装改良などにも取

り組んでおるわけでございます。

そういう意味で、そうしづ 道路につきましては、今後の状況などを十分観察していきながら、

必要に応じた改良をいたしていきたい、というふうに思っております。

という御質問でございますけれども、そういう調査は特に私どもの方ではしておりません。

したがって、大型車両が通行することによって、いろいろ民家に及ぼす影響ということにつ

きましては、もしそういう事実があれば、当然これは調査をいたしていかなければならないと

思っております。道路管理上の問題として、当然取り組んでいかなければならんじゃなし 1かと

いうふうに思います。

0副議長(米沢照男君)

025番 ( 大 柄保君〉

大柄保君。

今、建設部長は、今後改良をというふうな前向きな姿勢がご

それから、 2点目の坂道の対策ですけれども、特にこれから冬場を迎えまして、雪の降る状

態が多くなるわけでございます。私どもの方も、例年 12月から 3月までの問、各地域を介け

まして、それぞれ路面に対する凍結防止の関係の対策につきましては、業者委託をいたしてお

ります。これは例年のとおりでございます。

そして、さらには、すでに坂道などのいわゆる凍結防止に対する関係の、警告的な看板は出

してございます。そして、路面の関係につきましては、朝の凍結、あるいはまた雪の凍結、こ

ういうふうなことで、勾配のきっいところにつきましては、車両の通行が非常に困難になるわ

けでございますので、そういう点で、あらかじめドライパーの方に警告をお出しし、また必要

なときにはチェーンをつけていただくとか、そういう方法につきまして、それぞれ周知をして

いるわけでございます。

また、構造的な面につきましては、やはり坂道はきつい勾配のところにつきましては、路面

の工夫をするというふうなことで、構造上の配慮はしていかなくちゃならないんじゃなし 1かと

思いますけれども、当面、冬場におけますところの坂道の凍結対策、これにつきましては、例

年のとおり、本年も支障のないように実施していくということで、準備をいたしております。

ざいましたけれども、これらの基礎が壊れたとか、あるいはまた風呂場などの亀裂が入ったと

いうふうな調査をなされておりますかどうか、お伺いをしておきたいと思います。

それといま 1つ、神明上においては、特に坂道の多いところでありますね。それで、通告質

問とはちょっと外れますけれど、御勘弁願って、日野市内には程久保だとが南平だとか、ある

いは百草だとか、坂道が大変あるわけです。これらに対する、これから凍結時に車の運転、あ

るいは通学の学童等の滑ってけが、これらが多くなると思うんですけれども、今見たところ、

神明上の坂道等には、凍結注意、砂袋が 2個ずつ、このように置いてあります。これらについ

ては、早いうちによく準備をしてくれたなと、こういうふうに思っておりますけれども、今言

った、広く日野市内の坂道等の今の現況はどうなのか。ちょっと区画整理とは外れますが、御

答弁をお願いいたします。

0副議長(米沢照男君〉 再質問についての答弁を求めます。建設部長。

0建設部長(中村亮助君) それでは、再質問のございました 2点につきまして、お答

え申し上げます。

まず、第 1点の、道路の治線の民家に対しての、車の通行等による被害状況の調査をしたか、

0副議長(米沢照男君〉

02 5番(大柄保君〉

大柄保君。

被害のあるうちの調査というふ うなことで、まだおやりにな

っていないというふうに、今答弁がありましたけれ ども、私も関係の課長には しかるべくお話

をしてありますので、お帰りになりましたら、課長と相該をしていただいて、なるべく早い時

期にちょっとお伺いをして、どんな状態かと いうふうな一言 も、私は必要ではないかなと、こ

ういうふうに考えておりますので、ぜひお願いをしておきたいと思います。

それから、数々の標識等については、去年の雪害の例もありますので、なるべく早目早目に

手を打っていただいて、市民が安全に道路が通過、通れるようにしていただくように要望して、

終わります。
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ありがとうございました。

O副議長(米沢照男君)

する質問を終わり ます。

議案上程に入る前に、 事務局から一部訂正をしたい旨申し出がありますので、訂正いたさせ

これをもって 21の3、区画整理後の道路管理についてに関

同項ただし書きの規定により、その総数を減ずる ことができる。

(条例施行の細目〉第 3条 この条例に規定するもののほか必要な事項は、委員会が別に定

める。

付則 この条例は公布の日から施行する。

以上でございます。

なお、 いろいろの説明書等は、お手元に配付されておりますので、ぜひとも御参考にお願い

をしたいと存じます。よろしく御審議のほどお願いいたします。

0副議長(米沢照男君〉 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。これをもって議員提出議案第 32号、日野市議会議員及び日野市長の選

挙におけるポスター掲示場の設置に関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、これに御意議ありませんか。

C i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、総務委員会に付託いたします。

請願第 59-2 5号、四十入学級の早期実現を求め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 59-25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

いて文教委員会に付託いたします。

請願第 59 -2 6号、建設工事の地元業者への優先発注に関する請願。

請願第 59 - 2 7号、労働基準法改悪反対実効ある「男女雇用平等法」制定に関する請願。

請願第 59-28号、世界連邦都市宣言に関する陳情が提出されました。

お諮りいたします。この際、本 3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 i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、お手元に配付しました印刷物のとおりです。

請願第 59-26号、請願第 59 -2 7号、請願第 59-28号の常任委員会への付託は、会

ます。

O議会事務局長 (岩沢代吉君〉 ただいまお許しをいただきましたので、大変恐れ入

りますが、 議員提出議案の第 32号をごらんいただきたいと思います。

その中の 2枚目、条例の本文でございますが、その中の中間のところにございます第 2条の

2行 自の一番右端の、総数のポスター掲示場の「じ よう 」が、条例の条になっておりますが、

これを場所の場に御訂正をお願いしたいと思l¥ます。大変申 しわけございませんで した。i(ま

だあるんじゃないか、請願」と呼ぶ者あり)

たびたび申しわけございません。請願第 59 -2 6号の、請願者の住所氏名の欄を ごらんい

ただきたいと思います。 会長として、 倉田 さんが書いてございますが、これは増倉さ んでござ

いますので、恐れ入りますが御訂正をお願い申し上げます。

0副議長(米沢照男君 〉 これより議員提出議案第 32号、日野市議会議員及び日野市

長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例の制定の件を議題といたします。

提案者か ら提案理由の説明を求めます。奥住芳雄君。

C 2 7番議員登壇〕

027番(奥住芳雄君 ) 議員提出議案の第 32号、日野市議会議員及び日野市長の選

挙におけるポスタ ー掲示場の設置に関する条例の制定についての議案を提出させていただきま

す。

日野市議会議員及び日野市長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例でございま

す。第 1条 日野市議会議員及び日野市長の選挙においては、公職選挙法(昭和 25年法律第

100号。以下「法」と l¥う。)第 144条の 2第 8項の規定に基づき、日野市選挙管理委員

会(以下 「委員会Jとし1う。〉は、法第 143条第 1項第 5号のポスタ ー掲示場(以下「ポス

ター掲示場Jとしづ。〉を設置する。

次に、 (総数の減少 )第 2条 委員会は特別の事情により 、法第 144条の 2第 9項本文の

規定により算定した総数のポスタ ー掲示場を設置することが困難であると認められる場合は、
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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。

これより日程第 7、紹介議員取り下げの件を議題といたします。

請願第 58 - 2 5号、ダイクマ出庖阻止に関する請願の紹介議員川嶋 博君、古賀俊昭君か

ら紹介議員を取り下げたいとの申し出があります。

お諮りいたします。川|嶋 博君、古賀俊昭君の申し出のとおり紹介議員を取り下げることに

御異議ありませんか。

c r異議なし」と呼ぶ者あり〕

。副議長(米沢照男君) 御異議ないものと認め、川嶋博君、古賀俊昭君の申し出の

とおり紹介議員を取り下げることに決しました。

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 5時 40分散会

-640-
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説明のため会議K出席した者の職氏名 日程第 3 議案第 91号 日野市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁

市 長 森 回 喜美男 君 償K関する条例の一部を改正する条例の制定Kついて

助 役 赤 松 行 雄 君 収 入 役 力日 藤 虫E 君 日程第 4 議案第 92 号 日野市特別会計条例の一部を改正する条例の制定Kつ

企画財政部長 前 田 雅 夫 君 総務部長 伊 藤 正 =口と 君 いて

市民部 長 藤 浪 コ屯白ニ 徳 君 生活環境部長 坂 本 金 雄 君 (総務 ・文教・厚生・建設〉

清 掃部長 大 貫 松 雄 君 都市整備部長 結 城 邦 夫 君 日程第 5 議案第 97号 昭和 59年度目野市一般会計補正予算Kついて(第 3

建設部長 中 村 亮 助 君 福 祉 部 長 高 野 隆 君 号)

水道部長 刀く 原 照 雄 君 病院事務長 佐 藤 智 春 君 (文教委員会)

教 育 長 長 沢 虫B 君 教育次長 山 哲 夫 君 日程第 6 議案第 95 号 日野市立学校設置条例の一部を改正する条例の制定K

ついて

会議K出席した議会事務局職員の職氏名 日程第 7 議案第 96 号 日野市立幼稚園の保育料徴収条例の一部を改正する条

参 与 回 届.A-.. 局 光 君 局 長 宅μ」王 沢 代 亡口と 君 例の制定Kついて

次 長 ，罵 場 ドてιす. 君 書 記 栗 原 足7当g 次 君 (厚生委員会〉

書 記 谷 野 省 一 君 書 記 串 田 平 芳日 君 日程第 8 議案第 93 号 日野市立児童館設置条例の一部を改正する条例の制定

書 記 佐 々 木 茂 時 君 Kついて

日程第 9 議案第 94 号 日野市遊び場条例の一部を改正する条管[t)制定Kついて

速記委託先 住所 東京都立川市曙町一丁目 10の 3 日程第 10 議案第 98 号 昭和 59年度日野市国民健康保険特別会計補正予算K

立川速記者養成所 所長 関根雪峰 ついて(第 2号)

速記者 佐伯実知子君 日程第 11 議案第 10 1号 昭和 59年度日野市受託水道事業特別会計補正予算K

ついて(第 3号 )

議 事 日程 日野第 12 議案第 103号 昭和 59年度日野市老人保健特別会計補正予算Kつい

昭和 59年 12月 24日 (月 ) て (第 1号)

午前 1 0 時 開 議 日野第 13 議案第 109号 南多摩斎場組合への加入Kついて

(建設委員会)

(議案審査報告〉 (総務委員会) 日程第 14 議案第 99 号 昭和 59年度日野市都市計画事業特別会計補正予算K

日程第 1 議員提出議案第 32号 日野市議会議員及び日野市長の選挙Kなけるポスタ ついて(第 2号 )

一掲示場の設置K関する条例の制定Kついて 日野第 15 議案第 100号 昭和 59年度目野市下水道事業特別会計補正予算Kつ

日程第 2 議案第 90 号 日野市市民会館条例の制定Kついて いて(第 2号 )
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日野第 16 議 案 第 10 2号 昭和 59年度日野市農業共済事業特別会計補正予算K (厚生委員会〉

ついて (第 2号) 日程第 35 請願第 59 -1 8号 オス トメイ 卜(人工虹門、人工跨脱造設者 )VC関する

日野第 17 議案第 104号 市道路線の一部廃止Kついて 身体障害程度等級の認定等Kついての陳情

日野第 18 議案第 105号 市道路線の廃止Kついて 日程第 36 請願第 59 -2 0号 産体あけ保育の実施と低年齢児保育の定員増K関する

日野第 19 議案第 10 6号 市道路線の認定Kついて 請願

日程第 20 議案第 107号 農業共済無事戻金の交付Kついて 日程第 37 請願第 59 -2 3号 若草グラワンド(四中横)への児童館建設に関する請

(詰願審査報告) (総務委員会) 願

日野第 21 請願第 59 -2 2号 「土地価格の評価替えKよる固定資産税の培税を中止j (建設委員会 〉

Kかんする請願 日程第 38 請願第 57 -3 7号 高幡不動駅北側地区の区画整理K対する反対請願

日野第 22 請願第 59 -2 4号 日野市私立幼稚園児父母への補助金増額K関する請願 日程第 39 請願第 57 -5 1号 高幡地区区画整理K対する京王線高幡不動駅南側

日程第 23 請願第 59 -2 7号 労働基準法改悪反対、実効ある「男女雇用平等法」制 住民の反対請願

定K関する請願 日程第 40 請願第 57ー55号 高幡不動駅南新井東地区の区画整理K対する反対請願

(文教委員会 ) 日程第 41 請願第 57 -5 9号 土地区画整理事業策定Kあたって当該計画より第一豊

日程第 24 請願第 59 -1 9号 租税教育の推進K関する請願 田荘住宅地域を除外K関する請願

(建設委員会) 日野第 42 請願第 57 -6 2号 程久保 662番地地域山林緑地保存K関する請願

日程第 25 請願第 58-25号 ダイクマ出厄阻止K関する請願 日野第 43 請願第 58 -5 τEコ7 高幡不最駅地区の区画整理K対する反対請願

日程第 26 請願第 58-32号 ダイクマ南平庖出庖促進K関する請願 日程第 44 請願第 59 -8 τ7 生活道路設置K関する請願

日程第 27 請願第 58 -3 6号 ダイ クマ南平出庄阻止K関する陳情 日程第 45 請願第 59 -9 τ亡ラコ 下水道設置K関する請願

(総務委員会) 日程第 46 請願第 59 -1 6号 基盤整備K関する請願

日程第 28 請願第 58-24号 循環パスK関する請願 日程第 47 特別委員会中間報告の件

日程第 29 請願第 58-2 9号 循環パス市案K反対する請願 日程第 48 下水道対策特別委員会の継続審査議決K関する件

日程第 30 請願第 59 -2 1号 市内循環ノζス路線の早期実現を求める請願 日程第 49 農林水産省跡地利用対策特別委員会の継続審査議決K

日程第 31 請願第 59 -2 6号 建設工事の地元業者への優先発注K関する請願 関する件

日程第 32 請願第 59-28号 世界連邦都市宣言K関する陳情 日程第 50 高幡踏切対策特別委員会の継続審査議決K関する件

(文教委員会) 日程第 51 廃棄物対策特別委員会の継続審査議決K関する件

日程第 33 請願第 57 -7 1Eラコ 遊休農地をテニスコー トと して利用する ことK関する 日程第 52 市民会館建設対策特別委員会の継続審査議決K関する

請願 件

日程第 34 請願第 59-25号 4 0入学級の早期実現を求める請願
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(請願上程〉

日程第 53 請願第 59-29号

(議案上程)

日程第 54 議員提出議案第 33号

日程第 55 議員提出議案第 34号

日程第 56 議員提出議案第 35号

日程第 57 議員提出議案第 36号

日程第 58 議員提出議案第 37号

日程第 59 議員提出議案第 38号

日程第 60 議員提出議案第 39号

日程第 61 議員提出議案第 40号

日程第 62 議員提出議案第 41号

日程第 63 議員提出議案第 42号

日程第 64 議員提出議案第 43号

日程第 65 議員提出議案第 44号

日程第 66 議員提出議案第 45号

日程第 67 議員提出議案第 46号

日程第 68 議員提出議案第 47号

健康保険本人の十割給付復帰、なよび国民健康保険

への国庫補助率ヲ|き上げの意見書を求める請願

日野市交通安全都市宣言K関する決議

文化財保護法Kもとづく埋蔵文化財発掘調査の改善

をもとめる意見書

国庫補助負担率ヲ|き下げKよる地方負担転嫁反対K

関する意見書

公団家賃の再値上げK反対し、「国会要望事項」の

全面実施を求める意見書

衆議院議員定数格差是正K関する意見書

少額貯蓄非課税制度の現行維持を求める意見書

日野市の法務行政管轄区域を東京法務局八王子支局

管轄から多摩出張所管轄K変更すること K反対する

意見書

国立病院・療養所の統廃合・地方自治体・民間移譲

反対K関する意見書

核巡航ミサイノレ・トマホークの日本寄港を拒否し非

核=原則の完全実施を求める意見書

児童扶養手当制度の改正K反対する意見書

道路財源確保K関する意見書

人事院勧告の完全実施と地方自治の本旨確立K関す

る意見書

思想・言論・結社の自由を奪う政党法制定K反対す

る意見書

政府の年金制度「改革JVC反対する意見書

評価替えKよる固定資産税増税の中止を求める意見
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日程第 69 議員提出議案第 48号

日程第 70 議員提出議案第 49号

日程第 71 議員提出議案第 50号

日程第 72 議員提出議案第 51号

本日の会議K付した事件

日程第]から第 52まで

書

国旗掲揚と国歌斉唱に関する決議

ソ連極東配備の中距離核ミサイノレ 88-20の撤去

を求める意見書

租税教育の推進K関する意見書

労種主基準法改悪反対、実効ある男女雇用平等法の制

定を求める意見書
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午後 4時 32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 28名であります。

審査報告に入る前に理事者より発言したい旨がありますので、これを許します。企画財政部

長。

0企画財政部長(前田雅夫君〉 大変恐縮でございますけれども議案に一部ミスプリ

ントがございましたので御訂正いただきたいと思います。

議案第 92号でございます。 92号の 4ページ、左上段に(設定〉とございますけれども、

この設定号(設置)に御訂正いただきたいと思います。よろし くお願いいたします。

0議長(高橋通夫君〉 これより議員提出議案第 32号、日野市議会議員及び日野市長

の選挙におけるポスタ ー掲示場の設置に関する条例の制定の件を議題といたします。

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 上武俊君〉

だきます。

それでは総務委員会の審査経過の報告をさせていた

本議案は、議員提出議案第 32号でございます。 日野市議会議員及び日野市長の選挙におけ

るポスタ ー掲示場の設置に関する条例の制定についてでございます。

本議案につきましては、従来より代表者会議等におきまして、論議がなされてまいりました。

全国議長会などの要請で、前議長のときより論議の対象になっていたものでございます。本議

長になりましてから、さらに代表者会議にこの議案の条例制定の要請などがございました。し

かし、代表者会議におきましては、共産党の代表並びに革新クラブの代表から、これを制定す

ることには反対の旨、そういう意向が表明されてきたものでございます。

そのような結果、お手元にございますように、議員立法という形をとりました。いわゆる議

員立法でございます。 提出者は奥住芳雄議員、賛成者は飯山 茂議員、小山良悟議員、黒川重

憲議員、市川資信議員でございます。

この条例は、 3条から成っているものでございます。現在、公職選挙法等において、市議会

議員は、例えば 1，200枚のポスターを選挙期間中掲示することができる ことになっておりま

す。本議案によりますと、その公職選挙法の規定がありますけれども、日野市の選挙管理委員
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会などの決議、また、この条例制定によりまして、この 1，20 0枚のポスタ ー提示を規制をす

るという内容でございます。

そのような結果、今後の市長選挙、市議会議員選挙では、日野市においては、公営掲示板の

みをもってポスターを掲示する。計算によりますと、日野市では 169枚ということになると

はできないということでございますので、それでは賛成者に対して意見交換をするというよう

なことをしたらどうか，ということもあったわけでございます。 しかし、この反対の立場の 2名

の方からは、賛成者に質問してもしょうがない、というようなことに相なりまして、いま述べ、

ます意見の交換という形になってまいったわけでございます。

賛成者の理由は、先ほど申し上げました公選法改正のいきさつに賛成である。こういうこと

でございます。 169か所の公営掲示板があれば美観上もいいし、どの候補者も同じ枚数なの

で平等ではな~¥カユと、こういうようなことから賛成という御意見でございました。

反対の 2人の委員の意見でごさいます。反対理由の第 1は、表現の自由、こういうものを規

制する ことになる のではないかとい うのが第 1点として挙げられております。(r委員長、片

寄っているんじゃないか、おかしいぞJと呼ぶ者あり〉かつまた、公職選挙法においてポスタ

ーを個々各家にお願いをして歩くことは合法ということが規定されているのだから、選挙違反

にはならないから、 1，2 0 0枚のポスターをいろいろの場所に掲げて歩くことはいいことなの

だと、こういう御意見でございます。第 3点は、美観についても、美観を損なうことはない。

現在、 1週間の選挙期間でございますので、整然と行われるならば、美観を損なうことはない。

この 2人の中の 1人の方は、美観を損なうどころではないと、やはりこういうことはむしろ選

挙民の意識が高まるし、きれいな行事なんだ、という主張でございます。さらに、このように

各候補者がポスターを張るということによって、選挙の雰囲気が上がる、そのことによって、

有権者の意識も上がってくるんだ、ということでございます。 したがって、投票率も上がるん

だ。公営掲示板だけになると、そういうムードが低下していくのではないか。また経費につき

ましでも、ポ，スターを刷る方も公営掲示板をつくる方も経費節減ということにはならなし冶そ

ういうようなことでございます。そのような意見の開陳がなされたわけでございます。

以上のような討論を行いまして、本目、 本会議前に採決ということになりました。採決の結

果は、先ほど申し上げました代表者会議のことを反映いたしまして、委員中 2名、革新クラブ

並びに共産党の代表が反対でしたが、 5対 2の多数決で本議案を可決とした次第でございます。

よろしく御審議のほどをお願いいたします。

いう内容のものでございます。

総務委員会は 2日間にわたりまして、この議案を審議をいたしてまいりました。第 1回目の

総務委員会におきましては、この条例に対して質疑をしたい旨の申し出があったわけでござい

ます。議員提案でございますので、だれに答弁をさせようかということになりましたc その結

果、選挙管理委員会の事務局長の出席を要請をいたしまして質疑を行ったわけでございます。

この質疑の中で明らかになった点は、公職選挙法がいろいろと改正されてくる中で、ポスタ

ーに対する規制という方向が打ち出されたことが明らかになっております。

その理由といたしましては、ポスターがたくさん街頭に出ることは美観上の問題でそぐわな

い、ということが lつでございます。もう 1つは、公職選挙法において許されているポスター

をもって、個々訪問をすることができることになっております。ポスター掲示についての依頼

をするというものでございます。 しかし、その依頼のときに、投票依頼をするおそれもある、心

ではなし 1かとし 1うようなことから、そうし 1うことも規制したいとし 1うことで、公選法上d攻正の

方向になってきたのだ、という資料説明並びに事務局長の答弁などがあったわけでございます。

そういう質疑を繰り返しました。

そして、第 1回目の総務委員会におきまして、選管事務局長だけの答弁では不十介である。

提出者本人のいろいろと答弁を聞きたい、という申し出が総務委員会であったわけでございま

す。これを取り扱いまして、本目、議員提出者の奥住芳雄議員においでをいただくようお願い

をいたしました。しかし、奥住芳雄議員は病気のため、本日総務委員会には出席ができない旨

の届けがあったわけでございます。提出者がいないということで、質疑をする場所もないとい

うようなことになり、質疑は打ち切りとなってきたわけでございます。

そして、意見の交換というふうになってまいりました。意見といたしましては、 2人の委員

から、反対という立場からの意見がございました。なおまた、この委員に対して、委員会の中

では、提出者が病気なり事故で出席できない場合は、賛成者に対して質疑をすることができな

いか、と~¥う検討を行ったわけでございます。ところが議会のルーノレ上、賛成者の場合は答弁

0議長 (高橋通夫君 〉 質疑、討論を省略し、直ちに採決を行います。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賛成の諸君の挙手を求め

ます。
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〔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、議員提出議案第 32号、日野市

不正事件などが起こらないようにすべきではな t¥かなど、質疑が繰り返された次第でございま

す。そして審議の結果は、事業団については、市民会館特別委員会の意見などを反映をして、

市が条例の中に取り入れたものである、ということが明らかとなってまいりました。この内容

につき ましては、後ほど意見の欄で 2つの意見が出ておりますので、御紹介する予定で ござい

議会議員及び日野市長の選挙におけるポスター掲示場の設置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c

これより議案第 90号、日野市市民会館条例の制定の件を議題といたします。

総務委員長の審査報告を求めます。

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申し上げます。

次にもう 1つ、第 15条の中に審議会とい うものが設定されることになっております。この

審議会につきましても特別委員会の要請などを受けて、当初は市の方では設定するつもりはな

かったけれども、特別委員会の要望などを受けて、第 15条に明記したということでございま

す。この内容につきましでも、第 15条のとおりの審議会では民主的な運営ができる のか、ま

た、会計などの動きについて、厳しいチェックができるのか、などの質疑がなされたわけでご

ざいます。 そのような結果、市側といたしましては、こ の審議会には市議会議員を 2名、また

学識経験者を 8名、 総務委員会の審議状況を反映した形で構成をするとの答弁などがあった次

議案第 90号でございます。日野市市民会館条例の制定についてという議案でございます。

本議案は、来年 7月開館予定の日野市市民会館についての条例を定めるものでござし 1ます。 15 

条から成っております。この中には旧七生公会堂の条例も包含するという形で条例制定がなさ

れるものでございます。総務委員会は、これを慎重なる審議を行ってきた次第でございます。

主なる質疑や意見などについて報告をいたしまして、御審議をお願いしたいと思います。

質疑の中で、 1つ明らかになった点がございます。それは釧路市の市民会館の例がよ い例で

はな t¥かということで、総務委員会は質疑の交換を行いました。このような結果、補助金につ

いてはどうかということに相なった次第でございますが、これは釧路市と同じく日野市にも同

様な形での政府からの補助金が来るという、そういう補助金のシステムであることが明らかと

なってまいりました。これに関することは、また後ほど述べます。

次に使用料でございますが、お手元にお持ちのとおり大ホーノレ以下細かい使用料が定めてご

ざいます。この使用料の金額などにつきましでも、近隣近在の市民会館の資料を取り寄せまし

て、審議をした次第でございます。そのような結果、おおむねという形で報告したいと思いま

すけれども、他市よりやや低目というような状態になって定められております。

次に、質疑が繰り返されたものには、第 3条第 2項でございます。市民の文化活動を推進す

るための事業ということが規定をされております。これは市民会館の今後の使用につきまして

の取り決めでございます。日野市内から一定の団体を使いまして、文化事業を独自に進めたい

というような事業でございます。これを進めるに当たって、統括するものといたしまして、事

業団の設定とい うことが、施行規則の中にあるわけでございます。この件についても、質疑を

繰り返しました。それらの結果、この事業団は、市民参加、こういうことを強めるべきではな

いか、あるいはまた自主的な動きなどを個々に反映させるべきではないか、運営を適正にして

第でございます。

なお、こ の条例を開館前に定める理由についても質疑が行われました。これについては、来

年 7月の開館であるけれども、申し込みを早白から受け付ける関係上、この条例を早急に制定

する必要があるのだ、という答弁があり、総務委員会もそのとおり了解したわけでございます。

意見の段階になり、また採決の段階になったわけでございますが、これに対して、結論から申

し上げますと、 6対 lでこ の条例を可決した次第でございます。これに反対し、修正の意見を

持っているということで、 1人の委員さんから提案がございました。 この修正意見というもの

は、特に今申し上げま した中での第 15条、これを、 審議会のメンバー 10人と なっ ておりま

すけれども、これを 15人にしたらどうだ、という考えでございます。そして、市議会議員が

2人以内となっているところを 7名というふうにしたらは、民主的になるという御意見でござい

ました。しかし、総務委員会は、今申し上げましたように 6対 1で多数決ということで、この

条例を可決した次第でございます。

以上、審議の過程を概略申し上げまして審査報告といたします。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。古賀俊昭君。

01 8番(古賀俊昭君〉 二、三お聞きをしたいと思います。
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今、委員長の御報告の中で、条例の、事業、第 3条の 2、これを受けまして、市民会館条例

施行規則、これが定められるんだということでの事業団の御説明が若干ございました。この事

業団につきまして、どのような突っ込んだ議論が行われたのか、少しお聞きをしたいと思いま

す。

団の責任者になるというようなスタイノレではなしこう Lづ事業団の責任者は民間から選んだ

方がいいのではないか、など質疑が行われたわけでございます。

以上です。

O議長 (高橋通夫君〉 古賀俊昭君。

この条例及び施行規則を見る限りにおきましては、事業団の性格、また事業団の構成、こう

いったものがよく私どもにはわからないわけでございますが、果たして、例えば役員さんはど

ういう方がおつきになるのか、会長という名前なのか、理事長というような名前になるのかで

すね。まず、事業団の性格についてはどのような議論が行われたのか、その，点についてお話を

お聞かせいただきたいと思います。

0 1 8番(古賀俊昭君〉 この事業団につき ましては、今性格の位置づけというものが、

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。

事業団の性格については、詳しい審議を行いました。市当局の説明によりますと三事業団に

ついてはことおりの考え方がございます。つまり、第 1は自主的な催し物についてのみ事業団

を用いるという考え方、もう 1つは、釧路の例のように事業団というものを設立いたしまして、

市民会館の全体の運営をその事業団にすべて一任するという制度でございます。日野市の場合

は、先の方に申し上げましたようなスタイルでいきたい。その実例といたしましては.立川市

民会館がございます。こ この構成はどうなっておりますかと言いますと、事業協会という名前

だそうでございますが、こ こには 9人の理事がいる、ということになっております。理事は市

長、助役、部長というような市当局からの派遣が、中心を占めております。 しかし、市民代表

としては、商工会推薦を 1名、青年会議所推薦を 1名置くというものでございます。そして、

運営の結果などについても、質疑を行いました。自主事業が多いために、例えば赤字になる場

合があるわけでございます。そういう場合には、日野市であれば日野市から補助金等をこの事

業団に出しまして、何らかの形でその赤字を補てんする、というような形で自主事業を運営し

ていくというような内容になっている、ということでございます。立川市の場合は、通常年間

1，0 0 0万円から 3，00 0万円以内の範囲で収支が赤字のことが多いというようなことでござ

いました。これは、この事業団に対する日野市からの補助金、あるいは一般会計、その他から

の繰り出しなどによって、事前あるいは事後に調整をしてし 1く、このような運営になっている、

ということでございました。これに対しては、そういう方向でよしとするものと、市長が事業

市側の考えが示されたわけでありますが、事業団の行 う事業が必ず しも収益等が上がってし 1く、

つまり黒字を計上していくということは限らないわけでありますので、大体市の見通しでは、

どの程度の収入と、また市からの補てんというものを現時点ではお考えになっている のか、そ

の点、お話が出ておりましたら、教えていただきたいと思います。立川の場合は、大体 1，000

万円か ら3，000万円ぐらいの赤字だというお話でございましたが、日野市の場合については、

どのようなお考えなのか。

それからもう lつ、理事長は市長がお務めになるというような今お話だったと思いますが、

市長がこの事業団の長におさまるということは、市の計画をいろいろお調べになって立てられ

たものだと思いますが、私たちは、遺跡調査会の大変いまいましい思い出が、ここでまた想起

されるわけであります。委嘱をする、つまり委託をするこうした事業の相手方の団体の長に

また市長がおさまるということで、現に遺跡調査会では、大変な不正事件が発生したわけであ

ります。今回同じような形の、私は市と事業団というものが同じような形になるのではないか

というふうに危倶をいたしますが、その点全く心配はないのかど うか、その点教えていただき

たいと思います。

以上です。

O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。

給:替委員長。

O総務委員長(竹ノ上武俊君〉 お答えいたします。

不十分な点は理事者側から御答弁いただければと思っております。
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第 l点の赤字見込みでございますが、これは総務委員会で幾らぐらい出るという予測はでき

ませんでした。しかし、大体全国こういう事業はなかなか黒字にならないことが多い。それに

対して、やたらと税金で補助金を出して赤字を埋めるということはよくない、というような質

疑も交わされたわけでございます。 したがいまして、金額については明確な線は予測は出なか

ったように記憶いたしております。

それから、不正があり得るかどうかということにつきましては、これは監査にあたるような

役割をこれらの事業団あるいは審議会の中等において絶対に不正はないようにする、という市

側の答弁がございました。

以上でございます。イ可かあれば補足していただきたいと思います。

O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。

まず事業団の関係でございますけれども、名称につきましては「日野市市民会館文化事業協

会」、そういう呼び方をしております。事業団と言いますと法人格を持った事業団と混同いた

しますのでそういう呼び方をしておりますのでよろしくまずお願いいたします。

まず、 この事業協会の事業に対する市の補助、あるいは委託金でございますけれども、これ

は事業量と、それからその事業の質によりまして、赤字が変わってくるわけでございます。他

市の例からいきますと、その 2つの点を無視をして申し上げますと、最低やっぱり五、六百万

円から多い市で 3，000万円ぐらい出している、というのが実情でございます。当面、日野市

におきましては、まず初年度でございますので、今考えておりますのは市の方から五、六百万

円出しまして、年間 10本ないし 12本ぐらいの自主事業をしたい、というふうに考えており

ます。

それから、文化事業協会の役員の問題でございますけれども、ただいま総務委員長の方から

御説明ございましたけれども、ちょっと補足いたしますと、現在、事務的に考えておりますの

が、理事、幹事を含めまして全部で 8名でございます。で、理事が 6名、幹事が 2名というこ

とになるわけでございます。ただいまもお話が出ましたように、理事長にだれが就任をするか

ということで、前回の本会議でも御質問が出まして、私、申し上げましたけれども、一応市長、

助役というような言い方をしましたけれども、この辺の問題につきましては、これから新たに

規約をつくりまして設立をするわけでございますので、市議会の意向を踏まえまして、いわゆ

るこの自主事業協会がより活性化し、あるいはいろんな問題を起こさないような配慮を今後し

ていきたいと、そういう協会の設立をしたい、というふうに考えております。

0議長(高橋通夫君〉 古賀俊昭君。

o 1 8番(古賀俊昭君〉 事業団の細かいことは、これから決められていくということ

でございますが、市の方からの、つまり補助金、持ち出 しというのを、当初五、六百万円見込

むということでございますが、一応の歯どめと申しますか、収入に対する支出というようなこ

とで、 一つの目安がないと、際限なく補助金というような形で幾らでも市のお金が事業団の方

に流れていくということも考えられるわけであ りますので、その点の一つの歯どめの線という

のは、具体的にはどの辺においておられるのか、さらに重ねて確認をしておきたいと思います。

それから、今、役員の構成のことにつきましてお聞きをいたしましたが、遺跡調査会の場合

は、市が委託をする事業で、お金を出す方の人と受け取る人が同じであった、ということから

発生をしたということで、大変我々としては苦々しい事件であったわけでありますが、今回、

もし仮に理事長に市長が就任をするということになりました場合に、法の定めます長の兼職規

定、兼職の禁ー止を決めております法に触れることはな いのか どうか、その点の確認を求めたい

と思います。

以上です。

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〉 答弁いたします。

理事者の方からも補足があればお願いいたします。

総務委員会では、先ほど申し上げましたとおり、会長は市長外がよいという意見などがあっ

たわけでございます。そして、今企画財政部長から答弁がございましたとおり、会長は市長外

を選ぶ考え方もあると。それから、残りは学識経験者で構成したい。そしてまた学識経験者も

これもよく検討したい、という市側の意向でございま した。かつまた、監査的な役割について

は、例えば日野市の収入役と日野市の監査委員、この 2名でやっていただくなど、今、部長が

申し上げましたとおり、今後の議会の意向などを参考にして決定をしてし、く、ということでご

ざ~¥ます。

この中で、総務委員会では、兼職になるかどうかということについては、立川の例というこ

とで、立川は市長であるということでございます。この例の審議はいたしましたが、兼職にあ
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たるかどうかということについては、総務委員会では結論を出しておりません。また詳しい審

議もしておりません。そういうことでございます。

必要ならば、理事者の方から補足いただきたいと思います。

O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。

先ほどお答えいたしましたように、議会からもいろいろ指摘もございますので、 当初申し上

げました理事長に市長ということも言いましたけれども、市長以外の者を当てるように規約等

を定めていきたい、そういう努力をしたいという ふうに考えております。

それから、自主事業協会のいわゆる市からの補助金あるいは委託金の歯どめでございますけ

れども、これらの問題につきましては、先ほど申し上げましたけれども、事業の量、それから、

その事業の質等によりまして、採算帝Ijが変わってくるわけでございます。市民会館の審議会も

ございますので、その辺の意見を聞きながら進めていきたい、というふうに考えております。

O議長(高橋通夫君) 古賀俊昭君。

01 8番(古賀俊昭君〉 結構です。

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

であります。例えばこの審議会の、 1 5条の条例の内容にしても、ただ市長の諮問に応じて審

議会を運営するんだと、応じてやるんだと、説明によれば市長の諮問がなければ審議会が開会

できない。回数も市長が勝手に決める。しかも実際行う事業団の理事長は市長がなろうとして

いる。我々の強い要請で、今ちょっと変わってきているようですが、旭が丘区画整理の場合に

おいて、市長は 220坪にも及ぶ土地を、市民に安く払い下げなきゃならない市の公有地を、

審議会の委員という立場を活用されたということを言えると思いますが、昭和 46年にあなた

の家の周りに、周り中 4メートノレ、 6メー卜ノレ、 8メートノレ、 1， 0 0 0坪もの土地の周りを丸

く道路をつくってしまった。それは養鶏を生業として臭くて近所へ迷惑をかける、という理由

だそうであります。それは日野市議会が設置した本件に対する調査特別委員会の速記録による

のであります。あなたは市長に就任して以後、 1 1 2坪にも及ぶ市民の土地をあなたの土地の

中に繰り込んだのであります。現にあなたの土地の中には 112坪の市民の土地が、市民の公

有地、市民に払い下げるべき土地が含まれてしまっております。 このような不当な事件が、忌

まわしい事件が発生したことは事実でありますし、日野市議会が 100条委員会を設置して 4

回にもわたりその調査に専心取り組んだことも事実なのであります。

また、近くは警視庁の捜査二課の捜査、及び東京地方検察庁の調査によれば 3，7 0 0万円以

上の税金があなたの責任においていずれかに消え去ったのであります。あなたが監査を拒否し

続けたことによって発生し、あなたの会長の責任において 1，80 0万円以上の税金が全く使途

がわからないのであります。どこへ使ったか全くわからない。これは、あなたが会長をしてい

たがゆえであります。

また、 1， 2 0 0万円以上の税金が、当然、個人が負担しなければならない事業にあなたの勝

手で投入されております。そんな身勝手な個人的な意見が、森田喜美男会長という名のもとに、

いずれか、ある特定個人の利益となったのであります。

この事業団は、ちょうどその遺跡調査団に当たるものであります。事業団という性格のもの

の中には、数千万円の恐らく税金が将来投入されるだろうと見込まれております。特に私は申

し上げますのは、市民会館の運営審議会であります。この市民会館は、 1億 4，000万円の消

費的経費、いわゆる維持費がかかるわけであります。会館の使用料は、約 3，000万円と見込

まれております。ですから 1億 1，0 0 0万円は、税金なのであります。この税金を正しく市民

のために文化活動に使う、こ のようにしなきゃなりません。それには、この 15条の審議会の

結いたします。

本件について御意見があれば承ります。古谷太郎君。

06番(古谷太郎君〉 今、総務委員長の御報告で、立川ではこの事業団に相当するも

のは 9名でやっておる、と言われますが、現実は 5名なんです。それは企画財政部長の報告が

あったんです。それは市長が理事長で、助役が副理事長で、総務部長が常任理事で、商工会の

推薦する者 1名、青年会議所の推薦する者 1名なんです。 5人なんです。非常にやりにくいん

で、ほとんどこのごろはやっていないと、こういうことです。ですから、それは総務委員長の

報告の間違いであることをまず指摘しておきます。

それから次の問題でありますが、私どもはこの審議の過程の中で、忌まわしい事件、いわゆ

る市の公有地の森田喜美男君への不当な払い下げの問題、また 4，200万円もの税金が遺跡調

査会の会長の名のもとにいずれかに消え去ってしまった、という重大な問題、こういう忌まわ

しい問題をみずから我々は体験をしてきたのであります。ですから、今後このような忌まわし

い問題が起きないように、できるだけ条例で決めておかなきゃならない、と私どもは信じたの
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構成では全くおかしいのであります。 15条では、審議会の中に、市長の諮問に応じ、という

限定をつけています。会館の運営について必要な事項を審議するため、 日野市市民会館運営審

議会を設置する。 しかもこの中身は、審議会は 10人である。 8人はあなたの勝手によって勝

手に選べる人たちであります。だれがこの会館の運営をチェ ックできるんでしょうか。 チェッ

クできる人は 1人もおりません。あなたは会長や理事長になりたくでしょうがないでしょうけ

れども、これは、まあ余りやらん方が私は好ましいと思うのであります。そういう点で、先ほ

どいろいろな委員長からお話がありました。私どもの会派では.十分慎重審議しまして、 1 5 

条のいわゆる審議会の委員は、この運営の中は、会館の運営については市長の諮問及び審議会

委員の要請、これは 5分の l以上です。 3人以上の審議会の委員が審議会を開いてくれと言っ

た場合には開くんです。または会長が必要とする場合には開く、と かいうふうに改正しなきゃ

C I議事進行」と呼ぶ者あり〕

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〉 議事進行上の発言を一言しておきます。ただいまの

古谷議員の発言の中に、総務委員長が誤った報告をした、ということがございますので、その

件について一言申し上げておきます。

立川市の事業協会については、総務委員会がいただきました資料の立川市民会館条例施行規

則の第 12条に規定しである事業団のことでございます。これのメンバーについては、市理事

者側より 9人以内でやるということで、現状は何名になっているかは定かでございませんが、

9人以内ということで報告をされております。なお、その内容は、先ほど申 し上げましたよう

に.理事長が市長、副理事長は助役、専務理事が部長、そのほかの理事は常務理事というよう

な形で呼ばれていることに内規でなっておりますので、申し添えておきたいと思います。

以上です。

ならないのであります。

あなたに対する不当なる市の公有地の払い下げが、これらの問題についてはっきりと我々を

警戒させているのでありますし、あとの市民に対して、再びかかる不祥事の発生しないことを

保障したいがゆえに、このように変えるべきだと思うのであります。

さらに審議会の運営及び‘組織については、森田喜美男市長の勝手にできるように規則に設け

られております。このようなことは、許されてはなりません。 220坪もの市の土地が、市の

公有地が消えてなくなるように、何億円かのまた税金が、あるいはそういう懸念がなしとはし

ないのであります。そういう点で 16条、 1 7条を設け、 1 6条には審議会の組織及び運営を

置かなければなりません。そうして、審議会の会長は審議会を代表し、会務を統括する。審議

会は市長の諮問、審議会委員 3名以上の招集の要求、及び会長が必要と認めた場合には、会長

が招集できるようにし、市長の独占を排しなければならないと思うのであります。このように

いたしませんと、これからもこの規則で一規則というのは市長の勝手ができるんです。あな

たは勝手にやりたいでしょうけれども、 2 0億、 3 0億円という大きなお金を、市民のお金を

かけてつくられているのが、市民会館であります。あなたの個人のものではありません。

そういう点で、私は意見として森田市長が深く過去における 100条特別委員会の内容及び

あなたに向けられている多くの市民の疑惑、これらに対しても、この条例を改正するように将

来、意見として申し添えておきます。

以上です。

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 90号、日野市市民会館

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 91号、日野市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条

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。

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〉 総務委員会の審査報告を申し上げます。

議案第 91号は、日野市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一

部を改正する条例の制定についてでございます。

総務委員会では、本会議から付託されました後を受はまして、慎重なる審査を行いました。

この条例改正は、 4 7の特別職の非常勤の報酬規定がございます。そのうち保育園医並びに学

校医、学校薬剤師、幼稚園医の、この 4件についてのみ報酬額を引き上げる、という条例改正
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でございます。改正の理由としては、本会議で提案理由があったとおりでございます。近辺の

医師会などの単価のアップということがありまして、日野市もこれに合わせるということで、

緊急避難的にこの 4件のみ報酬を引き上げるというものでございました。

総務委員会では、るる審議をいたしました。その中で、 47ある特別職の報酬は、そろそろ

すべて引き上げる時期に来ているのではないか、他の方も引き上げてほしい、という意見を付

しまして可決としたわけでございます。 1名だけ意見の留保をするということで、 多数決で可

決いたしました。

以上のとおり審査報告でございます。よろしく御審議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。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。古谷太郎君。

ん。審議会の議員の皆さん方、我々は安い審議会の報酬で頑張っているわけであります。私ど

もはやはり、 しかし非常勤の方々については、やはり平等にしなきゃいけない。お医者さんや

薬剤師さんが 26市の中で 3番目に高くなるなら、 1 0番目から 3番目に値上げするわけです

から、他の委員さんも当然そうしなきゃいけないと考えます。ですから、早急にこの条例を他

の非常勤特別職の職員についても提案されることを要求して意見といたします。

なお、今回はお医者さんと薬剤師さん、まあ日野市は全国でも一、二を争うお金持ちの団体

であり、税収も非常にいい。ことしの場合は特にいい。そういう点で、この点はそういう条件、

意見手付して賛成します。どうかひとつお医者さんだけを優遇するようなことをしないで、他

の方々についても考慮される ことを希望して意見とします。

以上です。

06番(古谷太郎君〉 先ほど総務委員長、委員会の審議の中に明らかに私が申し上げ

0議長 (高橋通夫君〉

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 91号、日野市特別職の

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

たことが説明されております。特に休憩までして、立川市に問い合わせてやっているのであり

ます。その点をまず言っておきますが。まずこの提案について意見を申し上げます。

お医者さんと、それから薬剤師さんだけを値上げする。日野市には、 4 7の非常勤特別職の

i隊員がおられます。しかもお医者さんと薬剤師さん、 今、日野は三多摩 26市の中で現在は 10

番目であります。 10番目。非常にーまあ決して低いとは言えない。今、立川市と同じであ

ります。それを、このお医者さんと薬剤師さんだけを 10%値上げして、他の 40幾つかの特

別職の方々の値上げはしない。しかもお医者さんと薬剤師さんが要請してから、要求したから

提案した。 しかもこの提案した結果、日野市は 26市の中でお医者さんと薬剤師さんだけが 3

番目に高くなるわけです。八王子よりも、立川よりも、 3番目に高くなる。なぜ日野市だけが

そう多額にしなけりゃいけないのか。私はそういう点で意見を留保したんです。留保したので

あります。

非常勤の特別職、たくさんの方々にいろいろお世話になっております。都市計画審議会の委

員さんもおられます。あるいはまた区画整理審議会の委員さんもおられる。あるいは社会教育

委員さんもおられます。今度市民会館の審議会の委員さんもできるでしょう。お医者さんだけ

を特別高くし、薬剤師さんだけを第 3番目とし、他の委員さんには全く手をつけない。選挙対

策かもしれません、医師会に対する。しかし、このようなことは我々の常識では考えられませ

職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償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 92号、日野市特別会計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。

総務委員長の審査報告を求めます。

O総務委員長(竹 ノ上武俊君〉 議案第 92号、日野市特別会計条例の一部を改正す

る条例の制定について、総務委員会の審査報告を申し上げます。

この条例は、特別会計に関する改正でございます。特別会計の中に 6項目がございます。 そ

のうちの第 4項が都市計画事業特別会計、都市計画事業というふうになっております。これを

土地区画整理事業特別会計、土地区画整理事業というふうに改正するものでございます。

この質疑の中で、都市計画事業と いうのは土地区画整理事業だけではない。したがって、現

状のままでよいのではなし 1かという質疑が行われました。それらの論議を通じまして、修正案
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が出されたわけでございます。修正案は委員会での修正案が口頭によって提案されたわけでご

ざいます。それは今申し上げました 6項目の内容がございます。この第 1条の中に、旧条例の

ままにしておきまして、 ?という項目をつくる。そこに土地区画整理事業特別会計、土地区画

整理事業というふうにすべきである、というものでございます。質疑の中ーで、市側の答弁とい

たしましては、土地区画整理事業というふうに明確に項目を設定した方がよろしい。大きな都

市計画事業がある場合は、その事業の名称をつくってー新たに項目を設定するので、了解してほ

しいというような説明がございました。

ただいまの修正案につきましては、保留が 1名ございましたが、採決の結果は、 4対 3でこ

の修正案を否決いたしたわけでございます。

直ちに、市当局提案の条例改正案を採決を行いました。これは、 l人保留を含みますけれど

も、採決の結果は、 4対 3ということで、多数決で可決といたしたものでございます。よろし

く御審議のほどをお願いいた します。

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 て質疑を終結し

たします。

本件について御意見があれば承ります。古谷太郎君。

06番(古谷太郎君〉 委員会で私どもの会派を代表しまして、私.総務委員なもので

すから、意見の留保をしてあることについては、やはり堂々と本会議で申し上げなきゃならな

い、このような責任を感じて発言をしてし‘るわけであります。

市長は、毎年 10億円以上の税金を都市計画税と いう、とってもとらなくてもいい税金なん

です、これは。目的税ですから。それをとり上げてきているのであります、市民の中から。大

変苦しい税金であります、市民にとっては。武蔵野市のようなところは、減額そしております。

この都市計画税 10億円以上も徴収しながら、都市計画事業を 12年間、ほとんど行っていな

いのであります。一部施行したというのは、区画整理事業であります。先ほど申し上げ、ました

とおり、森田喜美男君の 1，0 0 0坪もの屋敷の中には、 112坪もの市民にお返ししなきゃな

らない公有地が取り込まれちゃっている。ああいうふうなことは、区画整理事業はとかく行わ

れるんです。これは、人のいい人は損する場合が多いのであります。

今、市長は、この都市計画税 10億円もとり上げていながら、都市計画特別会計を廃止しよ

うとしております。都市計画特別会計を廃止するなら、当然、都市計画税を廃止しなければな
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りません。それで、市民に 2 ・2・5号線にしてもいつになったら川崎街道まで行けるかわか

りませんよ、とはっきりと申し上げなきゃならないのであります。あなたは都市計画を何にも、

ほとんどしていなかった。していない言いわけに今度は特別会計をなくそうとしております。

このような言語道断な条例改正は、都市計画税を納めている我々にとっては、許すことができ

ないことなのであります。私 どもは、そういう意味で、第 6項の次に第?として、土地区画整

理事業特別会計、土地区画整理事業というものを設けるように提案したわけであります。都市

計画税を納めない諸君にとっ ては、都市計画というものがないんだろうと思っ ているに違いあ

りません。しかし、納めている我々にとっ ては、都市計画税を納めるがゆえに、都市計画をや

ってもらえると信じ続けてきたのであります。このような改正は、あなたの行政姿勢を明らか

に示し、 しかも市民に対して、これから日野市には都市計画特別会計というのはな~"¥から、都

市計画はできませんよ、という話弁を弄する原因をつくるものとなるわけであります。

以上によって、この議案に対 しては反対するものであります。

0議長(高橋通夫君〉 ほかに御意見はありませんか。なければこれをもって意見を終

結いたします。

これに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 92号、日野市特別会計

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 97号、昭和 59年度目野市一般会計補正予算 (第 3号)の件を議題とい

たします。

本件については 4常任委員会に分割付託しておりますので、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。

〔総務委員長登壇〕

O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。

総務委員会におきましては、昭和 59年度日野市一般会計補正予算(第 3号〉のうち、歳入

と並びに歳出の議会費、総務費、諸支出金、第 2表債務負担行為補正の項を審査したものでご

ざいます。

- 665-



歳入補正総額は 9億 5，093万 5，000円でございます。補正額を加えますと歳入総額は 320

億 8，971万 8，000円となるわけでございます。

歳入の主たる内容といたしましては、法人市民税の増収などがあげられております。また、

歳入に関する質疑の中では、歳入全般の見通しをもっ と当初予算のときか ら明確にすべきでは

ないか、あるいはまた債務負担行為の限度割合と いうものはどの辺に置 くべきであるか、など

が質疑をされました。

歳出についてでございます。歳出は市当局提案のときの提案のとおり でございますので、特

に御報告するところはございません。ただ、質疑が行われましたところだけ、 1点御紹介して

おきます。

それは姉妹都市歓迎経費でございます。これは 188万 3，000円でございますが、来る 1月

4目、日野市の姉妹都市であるレッドランズのマー チングパンドが来るという ことでございま

す。 18 3名の団体でございますが、そのうち大人が 30名ということで ございました。これ

らの方々が参りまして、実践女子短大で日野市三中のブラスパンドなどとの交流、市民との交流

が行われるということでございます。マーテングバンドに対しましては、 レッドランズの市庁

舎に日野市の特産品としてまだないものが羽子板だそ うでございますので、 これを記念として

差し上げるなどの経費が入 っているものでございます。

なおまた、第 2表債務負担行為は、モニュメント 制作事業に関するものでございます。これ

は、今、日野駅前にできているモニュメントの同規模の予算でございますが、事業が来年度ま

でかかりますので、前払金を含めま して、 その残り、債務負担行為と して 84 0万円を限度額

とするものでございます。

総務委員会は慎重審査の結果、万場一致で可決といたしました。よろし く御審議をお願いい

たします。

(第 3号入歳出のうちの教育費につきまして審査の報告を申し上げます。

今回の補正は、教育費を 2，411万 9，000円増額補正し、 教育費の総額 60億 1，91 0万

8，000円とするものであります。

補正の主な内容は、まず小学校費のうち学校管理費でございます。仲田小学校の電気料及び

ガス代と平山小学校のガス代等を合計した 800万円の追加でございます。

学校保健給食費 243万 7，000円の補正は、議案第 91号の先ほどの可決をされました議案

と関連をしておりますが、学校保健法に基づき配置することが決められております学校医等の

報酬の改定に伴うものが、主な内容となっております。

次に、中学校費では、学校管理費が 685万円の追加でございます。 古く なりました生徒用

の椅子の買い替えや、来年度は生徒増が見込まれるということで、机、椅子の購入費、またー

中、三沢中の給食業務による光熱水費の補正が主な柱となっており ます。

社会教育費の中央公民館屋上の防水改修工事 620万円の補正は、中央公民館が昭和 41年

に開館されまして以来、 1 8年が経過をしているということで、専門的にはかさぎと呼ばれる

防水用のコンクリー トの床が傷んだために、工事を行うためのものでございます。

以上が教育費の補正の主な内容でございます。

採決の結果、原案どおり可決すべきものと決しま した。

なお、委員会は 12月 19日に開会をしたものでございます。よろしく御審議のほどお願い

申し上げます。

。議長 (高橋通夫君〉

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。

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〉

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

次に、厚生委員長の審査報告を求めます。

〔厚生委員長登壇〕

次に、文教委員長の審査報告を求めます。

〔文教委員長登壇〕

。厚生委員長 (市川|資信君〉

し上げます。

ただいま議題となりました議案第 97号、昭和 59年度日野市一般会計補正予算(第 3号)

一般会計補正予算の厚生委員会における審査報告を申

0文教委員長(古賀俊昭君〉 議案第 97号、昭和 59年度日野市一般会計補正予算

のうち、民生費、衛生費、消防費の委員会における審査の経過並びにそ¢結果を御報告申し上げます。

本委員会は 12月 20日開催し、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
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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。

まず民生費でございますが、補正前の額が 58億 8，531万 6，000円、今回の補正額が

5，87 0万9.000円となっております。合計 59億 4，402万 5，000円であります。

本件に対する質疑の主なものを概略申 し上げますと、社会福祉費、精神薄弱者の扶助費 3万

5.000円は夏冬期の見舞金品給付費、 5人分の増員分でございます。また、心身障害者福祉

施設にいきがい作業所つばさ学園施設、消耗備品費 300万円、また社会福祉法人日野市福祉

事業団出資金 300万円などでございます。

次いで衛生費でございます。 34億 9，721万 1，000円の補正前額に1.6 9 2万 5.000円の補

正をして、合計 35億1.4 1 3万 6，00 0円とする ものでございます。

質疑の主なるものは、新しくクレーンパッカー車の実験車の購入費と、それに伴うダストボ

ックスの購入費であります。 260個分でございます。また 780万円がダストボックスで、

自動車の 680万円、クレーンパッカー車でありますが、これの購入費でございます。

3点目の消防費についての審査の経過を御報告申し上げます。

補正前の額が 9億 3，433万 9.00 0円に消防施設整備費 350万円を補正 し、 合計 9億

3， 7 8 3万 9.000円とするものでございます。

当初予算に消火栓新設 483万円、 8基分の計上を見てありますが、 6基介追加した補正分

と維持管理費でございます。

以上、そのほか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

まず商工費でございますが、商工費は補正額が 856万円、補正後の金額が 1億1， 5 9 5万

6， 0 0 0円でございます。補正の主なるものは商工費のうちの商工振興費でございます。内容

は保証協会の保証料及び中小企業事業資金貸付利子補給がそれぞれ 200万円と 606万円増

額になっております。理由は 9月まで上半期の利用者増に伴い 3月までの利用見込みで不足が

生ずるので、おのおのその金額を補正増したということでございまして、特別質疑なり御意見

はございませんでした。

続きまして土木費でございますが、土木費は総額 3億 7，46 6万 3，000円の補正増でござ

し1ます。補正増を含めまして 57億 1.48 9万 5.000円と なっ ており ます。

まず、土木総務費でございますけれども、これは公共用地測量が 2点ばかりございまして、

補正増が 313万 9，0 0 0円でございます。

次に、土木費のうちの道路橋梁費、 3の道路新設改良費が 1億 9.8 8 3万円の補正増でござ

し1ます。内容を申し上げますと、市民会館の前の交差点の改良、これが 570万円、公有財産

購入費といたしまして、道路用地 1.5 7 9平米の買収、これは 2か所でございます。 1か所は、

高校進入路、大里 1号線ですか、それの買収に伴うものでございます。金額は 1億 176万円、

これは公社で既に取得済みでございまして、公社より買収という ことになります。次は、三沢

1 0号線でございます。これが既に工事も 58年度終わっ ております。道路認定も済んでおり

ます。これも公社より買収するものでございます。これにつきましては、大里 1号線は、高校

いただきます。

本委員会は、採決の結果、民生費、衛生費、消防費とも全員異議な 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。

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〕

用地の造成に伴って必要なものであるから、 都で資金は負担すべきではな~，かと、こういうよ

うな質疑あるいは意見がございました。これに対して、これは市道であるから当然、市の財政負

担で行うべきというような答弁でございました。

次に、土木費のうちの都市計画費のうちの街路事業費でございます。 これは 2・2 ・5号線

の用地取得に伴う物件補償でございます。これにつきましては、用地買収はいつするか、とい

うような質疑もございました。全部用地買収が終わるのは 60年度という ことになっておりま

して、進行状況は 59年度で約 60弼買収できる見込みだそう でございます。まだ問題といた

しまして、 1軒が移転先が未定という ことと、他の代替地が未確定で、これも片づかない、こ

の2点が 60年度へ繰り越すのではないか、というような説明でございました。

0建設委員長(鎮野行雄君〉 それでは、建設委員会の審査報告を申し上げます。 次に、同じく都市計画費のうちの公園整備費 1億 3，82 6万 3，000円の補正増でございま

す。これは多摩平 2丁目地内緑地 72 7. 7平米の取得に伴う費用でございます。御案内かと思一般会計補正予算のうち建設委員会に付託されましたのは、商工費と土木費でございます。
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いますが、多摩平第 3緑地に続く土地でございます。単価は平米当たり 19万円だそうでござ

います。これについては現地視察も済ませております。質疑としまして、市の方針として現状

用地のまま風致林として保存するんだ、というようなことでございましたが、何らかの整備が

必要ではなし可かというような質疑なり御意見がございました。

あと、土木費のうち住宅費がございますが、格別申し上げることはございません。

以上のとおりでございまして、慎重審議の結果、商工費、土木費とも原案どおり全会一致で

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。

。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。

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。なけれは・これをもって意見を終結いたしま

なお、現在進められております工事は来年の 2月に完成し、 3月中に建物の諸検査を行いま

す。また旧国舎の取り 壊 しも予定されております。 4月 1日から、新しい園舎の運用を開始す

る旨の説明がございました。

採決の結果、 本件は全員異議なく原案どおり可決すべきものと決した次第であ ります。

以上でございます。

。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

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

す。

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〕

。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 95号、日野市立

学校設置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 96号、日野市立幼稚閣の保育料の徴収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。

文教委員長の審査報告を求めます。

0文教委員長(古賀俊昭君〉 それではただいま議題となりました議案第 96号、日

野市立幼稚園の保育料徴収条例の一部を改正する条例の制定の件につきまして、文教委員会に

おきます審査の経過並びにその結果を御報告申し上げます。

本委員会は、先ほどと同じ 12月 19日に開催をし、教育委員会の本議案の提案理由並びに

内容につき、詳細なる説明を求め、慎重に審査を行ったところであります。

本件に対する質疑の主なものについて、概略を申し上げます。

日野市公私立幼稚園調整懇談会の格差是正についての結論は、いつごろまでにまと められる

のか。また、それに市の拘束をされるのか。あるいは公立幼稚園の消費的経費の 3分の l相当

額を父母に負担してもらう考え方は、いつごろ決められたものか。そして、その根拠は何なの

か。など質疑がございました。調整懇談会の結論については、中間報告として来年の 1月、こ

の 1月に 5回目の会合が開かれ、そこでまとめが行われ、市長に報告がなされる、ということ

でございました。そして、拘束力については、いわゆる審議会の答申ではないわけで、すべて

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 97号、昭和 59 

年度目野市一般会計補正予算(第 3号〉の件は原案のとおり可決されました。

これより議案第 95号、日野市立学校設置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。

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〉 それではただいま議題となりました議案第 95号、日

野市立学校設置条例の一部を改正する条例の件につきまして、文教委員会におきます審査の経

過並びにその結果を御報告申し上げ‘ます。

本委員会は 12月の 19日に開催し、教育委員会側より本議案の内容につきまして詳細に説

明を求め、慎重審査を行ったところでございます。

本議案は、日野市立第二幼稚園の改築移転に伴い、別表第 3にある設置場所を「日野市平山

四丁目 8番地の 4Jから「日野市平山四丁目 27番地の 12 Jに変更するものでございます。
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にわたって拘束されるわけではない、という旨の答弁がございました。また、 消費的経費の

3分の 1父母負担の考え方については、昭和 55年度の保育料の改定を行ったときに導入を行

ったもので ございます。この根拠につきましては、特に法的なものはない、という旨の答弁が

ございました。これらのほか、各般にわたりまして、当日配付をされ、また本会議でも要求が

出ておりました資料等に基づいて、質疑がなされたわけでございます。細部については省略を

させていただきます。

以上によりまして質疑を終了し、その後、各委員より本件についての賛否の意見が述べられ

ましたが、賛成意見としては、前回の昭和 55年度の改定時から 4年が経過をしており、物価

上昇等を考えれば、この際、受益者負担の是正を考えるべきだとして、武蔵野市の例などを挙

げて主張がございました。反対意見は、何人かの委員から、私立幼稚園に対する補助金を増額

して、いわゆる格差を是正すべきだ、あるいは幼稚園は現在義務教育化しており、父母負担の

値上げの方法をとるべきではない、このような反対の意見が述べられたわけでございます。

採決の結果、本件は賛成者少数で否決すべきものと決しました。

以上、御報告を申し上げます。

0議 長( 高橋 通夫君) これより質疑に入ります。一ノ瀬隆君。

0 1  1番(一ノ瀬 隆君〉 この議案が文教委員会で否決された、という委員長の報告

がありましたが、市長の与党として、非常に驚いているところであります。私ども革新クラブ

は、文教委員会には委員を送っていません。少数会派の悲哀を、今しみじみと感じているとこ

ろであります。私どものこの議案に対する賛成理由は、後ほど福島議員が述べますが、委員長

の報告では多数で否決ということでありますが、私どものほか、与党はいると思いますが、そ

の採決の内容をお聞きしておきたいと思います。

0議長(高橋通夫君〉 文京委員長。

0文教委員長(古賀俊昭君〉 採決の内訳でございます。結論は今申し上げましたよ

うに原案否決でございます。反対者 6名、賛成者 1名でございます。

以上です。

O議長(高橋通夫 君) 一ノ瀬隆君。

01  1番(一ノ瀬 隆君〉 内容ということで会派まで示してほしかったわけでありま

すけれども、そこまで委員長のお答えがありませんので、それ以上聞かないことにしておきま

す。いずれわかることですから聞きません。

委員会では否決されたのでありますが、委員会で反対した会派が翻意し、この議案は恐らく

この本会議で可決されることになると思いますけれども、もし万が一否決された場合のことを

考えて、質問をしておきたいわ‘けでありますけれども、これは委員長というよりも市長に質問

をしておきたいと思います。否決された場合、 3月定例会で再度提出する気持ちがあるかどう

か、この議案の正当性の発言 も含めて市長に伺いたいと思います。

。議長(高橋通夫君〉 市長。

0市長(森田喜美男君〉 原案を委員会審査において可決していただくために、なすべ

き我々の根回しと申しましょうか、努力不足がございまして、残念な結論になったということ

に対しまして、大変御迷惑をかけたと思っております。したがいまして、議員各位に御理解を

いただきまして、今回の否決はやむなしとしても、 3月の 60年の第 1回定例会におきまして、

再度御提案を申し上げ、ぜひ可決をいただくことを切にお願いを申しておきたいと思っており

ます。ありがとうございました。

0議長(高橋通夫君) 文教委員長。

。 文教委員長(古賀俊昭君〉 せっかくの一ノ瀬議員からの求めでございますので、

心よくそれに応じて、反対の具体的な内容についてお答えをしておきたいと思います。

反対 6人の内訳は、 [ i賛成が先だ」と呼ぶ者あり〕賛成は大事にとっておきまして最後に

申し上げます。反対は、日本共産党の議員団鈴木美奈子議員、それから公明党の夏井明男議員、

新政会の滝瀬敏朗議員、同じく新政会の藤林理一郎議員、同じく新政会の馬場弘融議員、無会

派の橋本文子議員でございます。なお、賛成者は市民クラブの飯山茂議員でございます。以上

です。

0議長(高橋通夫君〉 小山良悟君。

04番(小山良悟君〉 一ノ瀬議員のに関連しますが、また今、委員長の報告の中で、

この幼稚園の子供を抱えている親にとっては、大変関心の深い改正条例の提案でありますけれ

ども、それに対して、与党第一党の共産党も反対した、という今報告を受けましたですが、で

きますれば、その委員会での反対した論拠ですね、こういったものはどのような展開をたどっ

たのか、御報告をいただければありがたいと思います。

それからもう 1点は、この幼稚園の官民格差については、たびたび議論もされ、その是正を
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求められているわけでありますけれども、 この官民格差について、今回のように公立の値上げ、

によってのみ官民格差の解消を図っていくつもりなのか、あるいはどのような形で私立、市立

の官民格差を図っていくつもりなのか、そうい う決意というか方向づけは、委員会で示されれ

ば御報告いただきたいし、なければ市長より御答弁をいただきたいと思います。以上 2点でご

ざし可ます。

0 4番(小山良悟君)

れで十分でございます。

0議長(高橋通夫君〉 川嶋博君。

ただいまの文教委員長の報告、明快に答弁されましたので、そ

0文教委員長(古賀俊昭君〉 私の委員長と して知り得る範囲におきましてお答えを

o 1 4番(川嶋 博君) 9 6号の日野市立幼稚園の保育料徴収条例の一部改正に対す

る条例の制定について、市長の提案に対し、文教委員会で我が市民クラブの飯山議員 1人が賛

成をいたしました。公私格差ある中で、こ の値上げ分を私立の幼稚園の方の補助に回すかどう

かと、そうい う委員会の中の審議がなされたかどうか、お伺いしたいと思います。

0議長(高橋通夫君〉 文教委員長。

0文教委員長(古賀俊昭君〉 今回の値上げ案によりますと、市の増収といいますか、

その値上げによって入ってくる財源というのは、 1. 0 5 0万円という説明がございましたが、

その行く先‘つまり使途等については、具体的な議論というのは突 っ込んでございませんでし

0議長 (高橋通夫君〉 文教委員長。

いたします。先ほどの委員長報告の中で、数点、反対理由、賛成理由とい うのをあげたわけで

ありますが、さらにつけ加えて申し上げますと、例えば税の公平な配分と いうことからすれば、

日野市立の、公立の幼稚園に対する、いわゆる税の過大な負担という指摘もあ ったわけですが、

例えば病院やごみの収集等についても同じようなことが言えるのではないか、というようなこ

とを挙げて反対の意見の論拠とされたこともございました。また、以前、 5 5年、前回の改定

時にも、値上げについては反対をしてきたということで、一貫した姿勢を貫いているんだ、と

いうような意味だったと思いますが、反対の意見としてございました。

また、調整懇談会の中間報告答申ではございませんが、報告というものについては、市側は

拘束されないのだ、という意見もございましたので、その中間報告の原案も、資料として当日

配られたわけでございますが、拘束力が弱いということであれば、必ずしもその方向での値上

げというのは認めなくてもいいのではないか、そういうことも反対意見としてございました。

また、格差の是正については、今、小山議員もおっ しゃいましたように、つまり私立幼稚園

に対する補助金の増額をもって解消を図 っていくという方法も 1つである。また両者が歩み寄

っていく考え方もあると いうことで、教育委員会からは、そ うした考え方が示されたわけでご

ざし 1ます。

また反対意見の中で、ある委員の方からは他市の例もヲ Il¥て、いわゆる低額の保育料でやっ

ているところもある じゃなし可かということで、日野市もそれを見習っ て、この際値上げをすべ

きではない、というような御意見等がその他ございました。

以上、 2点含まれていると思いますので、足りない点は教育委員会の方か ら御答弁をお願い

したいと思います。

プこ。

0議長 (高橋通夫君) 小山良悟君。

以上です。

O議長(高橋通夫君〉 川嶋博君。

0 1 4番(川嶋 博君) 了解。

。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。中山基昭君。

0 24番(中山基昭君〉 この議案第 96号の日野市立幼稚園の保育料徴収条例の一部

改正についてでございます。ただいま委員長の方から原案を少数をもっ て否決をしたという報

告がございました。また市長からも、先ほど、今回は否決もやむを得な いかのような発言等も

ございました。 Ciとんでもない」と呼ぶ者あり〕しかし、 私はこの原案は、委員会等の中で

も論議がされたと思いますけれども、現在の社会や経済の動向に関連しても、必要とする最小

限のやむを得ない提案ではないかというふうに理解をしております。

日野市では幼児教育の重要性から、早くより公立幼稚園等の設立を図り、その施策の充実等

に努力がされてきておりますが、私立の幼稚園にも大き く依存をしている こともまた事実でご

ざt¥ます。例えば、園児数において今年度で比較しますと、公立が 47 8名、私立が 2，248

名であります。実に 80数婦の園児を依存しておると いうことでございます。また保育料の面
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からは、議案提案時の説明もございました。私立の場合の父母負担が 12万円等に対し、公立

の場合が 7万 2，000円、これを必要とする保育料等経費の 3分の lのめど、つまり 9万円に

改正提案をされることであります。応能、応益、こうした観点、さらには受益者負担の適正化、

こういう面からも、必要とする改正ではないか、というふうに思います。しかも、特に経済的

に負担の困難な場合等においては、就圏奨励費の助成事業等も実施をされているわけでござい

ます。もちろん、この公立あるいは私立とでは、経営の精神、あるいは経営の違い等もある こ

とを承知をしておりますが、幼稚園教育を私立あるいは公立それぞれが協調と協力を深め、発

展と充実を図ることが最も大切ではな l¥かと思います。

私は以上の観点から原案に賛成であることを明らかにしてまいりたいというふうに思います。

以上です。

0議長(高橋通夫君〉 福島敏雄君。

02番(福島敏雄君) 革新クラブの意見を私の方から申し上げたいと思います。

大体、値上げということになりますと、できるならば値上げをしないで済めばこれが一番い

いと、こういう基本的な考え方は持っておりますけれども、今回の市側の説明を聞いておりま

すと、それなりに納得できるし、ここでやらざるを得ないのかな、という判断をいたしますの

で、 96号の議案に賛成する立場で、 意見を申 し上げたいと思います。

第 1点目 は、先ほど文教委員長の報告にもありましたけれども、昭和 55年以来据え置かれ

ているということの中で、どういう基準で父母の個人負担を決めているかという、その説明の

中に、消費的経費の 3分の lを父母負担にするというのを、昭和 55年の改正の時に、そうい

う目安を決めたんだという説明がありました。これは、特にそのことが正しいとか正しくない

とか、いろいろな議論はあるかもしれませんけれども、前回、そう決めたと。そういう考え方

に立って、保育料を決めたとし 1う、そういう経過はやはりある程度尊重されなきゃならパノじゃ

ないだろうか。その問、 55年以降、要するに物価上昇、そういった面も含めて、消費的経費

が上がってきているということで、その 3分の 1に相当するものを父母に負担をお願いすると、

こういう考え方につきましては、私としては理解をするところでございます。

さらに、その水準についていま 1つ、三多摩がどういうような、近隣の市町村がどういうよ

うな水準にあるか、ということにつきましでも、私ども議会は、やはりそこも無視できないこ

とだろうと思います。私、文教委員 じゃございませんので事務局の方から資料をもらいました

らは、三多摩 26市の中で日野を入れまして 7市、公立の保育園があるそうでございますけれ

ども、今回、日野は 6，000円から月額 7，5 0 0円にするということのようですけれど九先

ほども話がありましたけれども、武蔵野市は昭和 60年、 6，8 0 0円から 7，8 0 0円にしたい

と、それから 61年には 7，8 0 0円を 9.0 0 0円に していくんだ、ということでほぼ合意がさ

れているというふうに聞いております。それから、高い方から先に言いますと、多摩市では、

5 7年に 7，5 0 0円というのが決まっ ている。 それから東久留米におかれましては、 59年 12 

月議会で 6，0 0 0円から月額 8，000円という改定がなされている。 それから清瀬におきまし

でも、既に 8，000円という水準である。低い方でいきますと、三鷹が 59年 9月に 4，000

円から 6，000円に改定されたということでありますから、現在の日野の水準に改定されたと

いうことになるわけです。府中につきましては、月額 5‘000円で終わっているということで、

三鷹、府中、こういうところの水準をキ ープできれば、非常に日野市もベタ ーだと思いますけ

れども.他の残る多くのところが、既に今回日野が改定しようとしている水準よりも、高目の

ところにあると、こういう実態は、やはりこの地域の実態として完全に無視はできないんでは

ないか、 というようなことから、この今回の改正につきましでも、やむを得ないという判断を

するわけでございます。

それから、特に今回の改定の中で論議をされております父母負担の平準化ということが、そ

の中にあるように思いますけれども、これにつきましても、やはり私立の幼稚園の方に補助金

も出していくという中で、基本的な考え方として一緒にはならなし、かもしれませんけれども、

私立の今まで貢献してきた幼稚園、先ほど中山議員の方からもありましたけれども、そういっ

た多くの人が私立の方に行っている、というようなことを考えましたときには、ある程度父母

負担の平準化という面からも、私立の補助を引き上げながら、今回公立の方の保育料の引き上

げをする、ということにつきましでも、前に言いましたように、他市の状況、そういったもの

を総合的に勘案して、この水準を考えたときに、私はやむを得ない処置ではないか、というよ

うな判断をいたしますので、この議案に革新クラブは賛成をしてまいりたいと思います。

聞 くところによりますと、委員長の報告によりますと賛成したのは少数と、こういうことで

ございますけれども、ぜひ私ど私の今の意見をお酌み取りいただきまして、各会派の皆様方も

できるだけ御賛同いただきますようにお願いいたしまして、意見といたしたいと思います。

以上でございます。
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0議長(高橋通夫君〉

05番(谷長一君 〉

谷長一君。

私は、この幼稚園の保育料徴収条例の一部を改正する案に対し

以上です。

まして、態度を留保するという立場から発言をさせていただきます。

5 5年以来据え置かれていたということで、私は この値上に対しましては、確かに消費的経

費のこの父母負担、これは 3分の lというのは当然というふうに考えております。が、 しかし、

また私立幼稚園に対する補助等もまた考えなければならない、という意味におきまして、これ

は非常に立場が中間に立って苦しいという意味におきまして、私は態度を留保させていただく

ということで、この議案に対しましては、退席をさせてもらいます。

0議長(高橋通夫君)

06番(古谷太郎君〉

古谷太郎君。

今、石坂議員さんも言われましたが、私は、 この案について、

以上です。

[ 5番議員退席〕

0議長(高橋通夫君〉 石坂勝雄君。

028番(石坂勝雄君〉 日野市の公立の幼稚園の保育料の徴収条例の一部改正に対す

る原案に反対の立場から意見を申し上げます。

その意見を申し上げる前に、私、簡明に申し上げますけれども、先ほどの一ノ瀬議員から、

質疑の中で、市長が議会に対するアプローチが足らなかった、ということを申されているよう

ですが、私は、少なくとも理事者というのは、議会に、いわゆるこういう今非常に、伺という

か、庶民が経済的な負担が、公金の経済負担が大変だというようなときに、少なくとも値上げ

大変不思議な感じを抱いているわけです。昭和 36年です。日野市には幼稚園は宮村さんの経

営されていた多摩平幼稚園 1つしかございませんでした。私どもは、当時、非常に苦しい財政

の中で、まだ国庫補助金とか文部省の補助金はなかった中で、やむを得ず第一幼稚園を昭和37

年の 4月 1日開校、第二幼稚園を昭和 38年の 4月 1日開校、第三幼稚園を昭和 40年の 4月

1日開校と、ほとんど、毎年公立の幼稚園をつくらなきゃならなかったのであります。さらに第

四幼稚園、私の後を市長を継がれました有山市長さんは、第四幼稚園、また、古谷 栄氏は第

五幼稚園をつくられてきた、と記憶しております。しかし、この程度で終わることができたと

いつのは、この私立の幼稚園の方々の非常な経営と教育の情熱が、私たち日野市の市の税金の負

担を軽くしてくださっている、そういうふうに理解せざるを得ないのであります。

市長は、お金がー今日野市は全国 651の市の中で、ことしはベストア 7 イブに入ります。

191 億 5.0 0 0万円もの市民から税金が市税として入ってくる。赤ちゃんも、お年寄りも13

万 4，000円も税金を日野市に納めていらっしゃいます。だから、あなたはぜいたく三昧のこ

とができるんです。日野駅前のモニュメント、 1，2 0 0万円かけている、税金を。また今度市

民会館の前にも1.2 0 0万円かけて、銅像か何かをつくるようです。しかし、今、例えば 1，500

をしてくるというようなときには、議会にかなりの時間をかけてやってくるべきではなかろう

かと。そうでなければ必ず通してもらうんだ、という不退転の決意を持たなければならないん

ではなかろうかと思います。そういう面では、文教委員会のかなりの慎重な審査の中で否決さ

れたということを見れば、我が会派の人も反対と l¥う立場でいるんで、私、そういうことを申

円値上げしたとしても、 1年に日野市立保育園に通う父兄から幾らとる、値上げで分捕ろう

とする。計算してみると、 860万円しかいただけないのであります。今、約 500人、 478 

人が日野市立幼稚園に通っておられます。この日野駅前の銅像の 1つよりもはるかにお金は市

へ入ってきません。しかも三菱銀行には 60何億円もの市民の税金が貯金されているではあり

し上げます。

ただし、さきの委員長の報告の中に、この保育料を増額するという審議の中で、公立の幼稚

園がもう、幼児教育というのは義務化の傾向にいるんだ、ということが出されましたが、私は、

ませんか。

幼稚園に通わせる子供を持つお母さん方は、大変苦しい生活であります。子供を教育しなき

ゃならない。お兄ちゃんは小学校、お姉ちゃんは中学校というふうな状態の方が多いのであり

少なくとも義務というような問題は、現時点の中で国も都も議論されておりません。ただ、幼

児教育の重要性であることは、無論、議論百出しております。その前に、まず公私立の父母負

担の均一化を図る、負担の軽減化を図る、ということが一番大切ではなかろうか、ということ

ます。そういう方々の父兄、 4 0歳前後の家庭の父兄から、さらにお金を巻き上げようとする

を意見を付して反対といたします。

意図は許しがたいと思うのであります。この数字が、私立の幼稚園の方々の努力を示している

んです。ことしの 5月 1日現在で、日野市の市民のお子様が幼稚園へ通っている数は 2，7 2 6 

人であります。しかし、このうちの 83 %、 2， 2 4 8人は私立の幼稚園にお世話になっており
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ます。恐ろしいことなんです。大変なことなんです。しかも日野市がつくっている幼稚園の園

児 1人当たりには、 3 0万円の費用がかけられております。ですから、日野市立幼稚園のお子

さん方、園児は 23万円もの税金が注がれているのであります。ところが、私立の幼稚園の方

々、経営者の努力は、大変なんです。日野市立幼稚園は、園児 1人 30万円、私立の幼稚園は

園児 1人 18万円から 24万円というささやかな費用で教育が施されております。しかも、こ

れらの費用の中で、税金を負担していただいているのは、日野市から 3万円、東京都から 3万

円、都合 6万円しか税金の補助が行われておりません。ですから、私立幼稚園へ通っている父

兄、 2千数百名の皆さん方は、年間 12万円から 18万円もの個人負担が強いられているので

あります。これは入学金という名前、あるいはいろんな名目で、徴収されていることでしょう。

教育に一番お金のかかる時期に当たる父兄の方々から、さらにお金をとり上げるということを

お考えにならないで、私はモ ニュメントのような銅像をつくるなんていうことは、延ばしても

いいんです。三菱銀行に預金しである 60数億円の利息だけでも、 3億円も 4億円もあるじゃ

ありませんか。利息だけでもです。しかも日野市は、 1 5万の全国の同じような類型都市では、

全国 l番のお金持ちなんです。全国 1番の税収のある市なんです。こんな豊かで、こんなにお

全が余って貯金している市で、何がゆえにわずかな値上げをーしかし父兄にとっては、 1万

8， 0 0 0円というのは大変なお金です。教育の盛りの 40歳前後の御家庭からとり上げなけれ

ばならないか、理解に苦しみます。

どうかひとつあり余っている税金であります。あり余っている税金を、どうか私立幼稚園の

一市立幼稚園は父兄負担 7万 2.0 0 0円です。ところが私立の幼稚園の父兄は、 1 2万円か

ら18万円ものお金を負担しております。どうか私立の幼稚園の方々、 2，300名の御家庭に

あなたが御配慮賜ることを祈っております。よって、原案に反対いたします。意見です。

0議長(高橋通夫君〉

結いたします。

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。本件に如する委員長報告は否決であります。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。よって議案第 96号、日野市立幼稚園の

保育料徴収条例の一部を改正する条例の制定の件は否決されました。

- 680ー

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J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。

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 6時 27分休憩

午後 7時 39分再開

これより議案第 93号、日野市立児童館設置条例の一部を改正する条例の制定、議案第 94 

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、

これに御意議ありませんか。

[ 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 93号、日野市立児童館設置条例の一部を改正する

条例の制定の件につきまして、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。

本件は、日野市立ひの児童館七小分室の次に、日野市立みさわ児童館三沢台小分室を加える

ものであります。住所は日野市百草 897番地の 112、三沢台小学校に 59年 9月 17日よ

り関所した学童クラブであり、 1 8番目の児童館でございます。建物は 91平米、敷地 '231.61 

平米、定員 4 5名、現在在入所者 22名でございます。

本委員会は採決の結果、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。

引き続きまして議案第 94号、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でご

ざいます。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。

本件は南平こども広場、南平 8丁目 14番地の項を削除するものでございます。場所は南平

代々木ゼミ東側に位置し、所有者は平山の鈴木義ーさん。市では 10年前より使用させていた

だいていたわけですが、今回家庭の事情によりまして、所有者より返還を求められております。
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既に本年 10月 30日をもって返還済みであるとのことであります。委員会においては、この

地域の子供広場をなくすことについて問題はないのか、等の質疑がありましたが、昨年、この

先 200メートノレぐらいの所に、 2 0 0平米ですが、コミュ ニティ広場が完成されたので問題

はない、とのことでありました。

委員会においては、採決の結果、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。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。中山基昭君。

024番(中山基昭君〉 議案の 9 3号の市立児童館の設置条例に関連をしてでありま

すが、この際、市長の方にひとつお願いをしてまいりたいというふうに思います。

議案の提案にも見られますように、分室を含め 18の児童館ができたわけでありますが、中

でも分室としての学童クラブの施設については、その一定の整備への努力がされてきておるこ

とに理解をしておるわけであります。 しかし、児童館と分室としての学童クラブの対象と する

児童、生徒や、運営の内容にはかな りの違いもあります。この児童館活動は地域の生徒、児童

等の活動の拠点とし、さらには健全な育成、発展、相互交流の場として大切な役割を担う事業

でもあります。そのためにもこの事業の一層の充実と発展を期待しているわけでございますが、

こうした観点から、現在児童館としては 4つしかありませんが、これまで言われてきておりま

すように 2つの小学校区、あるいは 1つの中学校区、こういうふうな単位の中で全市を網羅し

た中での地域的な適正な配置、こういうことを重点的に施行することが大事だろうというふう

に思います。そのためには、単なる公有地があるからとか、あるいは用地確保が困難だからと、

こういうふうなことだけでなくて、そうしたあい路等を十分克服して、さらには現在地域的に

公共、広域施設等が乏しい、ない、こういう所に重点的な配置等の努力をする必要があるとい

以上、児童館事業への一層の努力をこの際お願いをして終わりたいと思います。よろしくお

願いいたします。

0議長(高橋通夫君)

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〕

0議長 (高橋通夫君) 御意議ないものと認めます。よって、議案第 93号、日野市立

児童館設置条例の一部を改正する条例の制定、議案第 94号、日野市遊び場条例の一部を改正

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

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 98号、昭和 59年度目野市国民健康保険特別会計補正予算(第 2号〉、議

案第 101号、昭和 59年度目野市受託水道事業特別会計補正予算(第 3号入議案第 103

号、昭和 59年度目野市老人保健特別会計補正予算(第 l号〉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J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 98号、昭和 59年度日野市国民健康保険特別会

うふうに思います。

言十補正予算(第 2号〉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。

歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 4.6 3 7万 2.000円を追加し、歳入歳出の予算の

総額を歳入歳出それぞれ 27億 9.4 1 7万円とするものでございます。

委員会における主なる質疑を概略申し上げますと、老人保健医療費拠出金国庫負担金 3，328

万1.000円の減額は、 法改正のため、制度が変わったための減額補正でございます。また国

庫補助金、調整交付金 4，62 8万 9.0 0 0円は、退職者医療制度実施に伴う被保険者数のばら

つきによる調整交付金であります。

本委員会では、これらのほか各般にわたり審議いたしましたが、それらは省略させていただ

き、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。

そうしたこととあわせて、学童クラブ等も年々成熟してきておりますけれども、まだ入れな

い人たちも数名おります。さらには内容の充実、こうし 1う面から小学児童の 3年を 4年生までぐ

らいにヲlき上げる、こういうふうな内容についても、今こそ研究、検討するときではな liかと

思います。
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引き続きまして議案第101号、昭和 59年度目野市受託水道事業特別会計補正予算(第3号〉

の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。

歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 4，6 0 7万 7，0 0 0円を減額し、歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ 11億 9，860万1.0 0 0円とする ものでございます。

委員会における主なる質疑は、区画整理に伴う道路建設工事が、遺跡調査進行のおくれ等から、

工事の遅滞を来したものでありまして、東京都の方針として、 1 2月時点で未使用額は返済す

る、との基本にのっとって減額補正するものであります。

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。

議案第 103号、昭和 59年度目野市老人保健特別会計補正予算(第 1号〉の委員会におけ

る審査の経過並びにその結果を御報告申し上げます。

歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 4，7 2 6万1.0 0 0円を追加し、歳入歳出予算の総

額をそれぞれ 25億 7，6 9 7万円とするものであります。

委員会における主なる審議内容を概略申し上げますと、老人保健の昨年度4月から 10月の同期比

で、本年は金額において 2.1 5倍、件数で 2.5倍の伸びでありますが、今回の補正は補装具、

看護料等の現金給付にあたる項の補正であります。

本委員会では‘慎重審査の結果、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。川|嶋博君。

01 4番(川嶋 博君〉 質問は、国民健康保険特別会計補正予算、 98号です、この

総務費の 12、 1 3ページのうち一般管理費の中で退職者医療制度実施に伴う臨時職員の雇い

上げについてのこの問題について、委員会として質疑がなされたかどうか。

新しい、これは施策であります。それで、夕べ、昨晩、渡辺元厚生大臣があるテレピ番組で、

役所は仕事の上で一第忙しいピークを基準Kとっている。民間ではその中で一番利潤を出さな

くちゃいけ左いんである基準をとっていると。その面で、とういう問題ですね、やは り新しい

施策ができるから、すぐとの臨時雇を雇って仕事Kするんだと。内部努力だとかいろいろのと

とをやってみて、どうしても忙しくてでき左いという点在らばいいと思いますけれど、そう い

うことじゃ左くて、いろいろ決める場合は、もうと Kか〈我々が考えるのは、実施する前K、

もうとれは必要なんだというよう左考えを持つであるんじゃ左いかと、そう思いますので、と

の点、理事者側として、 どのよう左考えで、雇いはたった 3か月ですけれども、との点Kつい

てどういう考えの上で雇い上げを決定したか、名、尋ねしたいと思います。

0議 長(高橋通夫君)市民部長。

0市民部長(藤浪竜徳君) な答えいたします。

この臨時雇でどざいますけれども、ただいま御指摘のようK、決してただ単左る事務がふえ

たからという ζ とでふやしたのではどざいません。一応内部努力した結果でどざいますけれど

も、どうしても事務が追いつか左いというととでどざいます。何分とも御了承いただきたいと

存じます。

0議長(高橋通夫君)川嶋 博君。

o 1 4番 ( 川 嶋 博 君 ) わかりました。とれをもと VC..とれからいろいろ施策はある

と思います。やはり内部努力を十分検討していただいて、人員または職員の雇い上げ十てついて

は、やはり慎重Kしていただきたいと思います。

以上。

O議長 (高橋通夫君)古谷太郎君。

0議長(高橋通夫君〉 厚生委員長。

0厚生委員長(市川|資信君〉 審議なされております。説明申し上げます。総務費 13

ページの退職者医療制度実施に伴う臨時職員雇い上げ 24万 6，000円の項だと思うんですが、

この項は、 1月から 3月まで雇い上げ分の l名分の 1日3，7 0 0円を基本にした金額でありま

06番(古谷太郎君) との前、私、 議案の御説明のとき K市民部長Kな聞きしたんで

す。

す。自民党政府は、いわゆる動労者の退職された方々、との方々の健康を保障するためK退職

者医療制度というのを実施したんです。そうして、この補正予算K出ているようK、4，600万

円もの国庫、国からの交付金が日野の健康保険組合K入ってきたわけであります。

そとで、もう既K実施されていることですから、 ζ としは年度の途中からとれが実施される

わけです。来年は 1年間通して勤労者の方々で退職された方々Kついても十分左る医療保障を

しよう、という ζ とK在るわけですが、 1年間K大体との退職者医療制度が行われた場合は、

0議 長(高橋通夫君〉 川嶋博君。

0 1 4番(J 11嶋 博君〉 これに関連して、私は一言お尋ねしたいんですが。
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年間、どのくらい国からの国庫支出金があるのか、これを質問したわけですが、そのとき市民

部長は、御回答K走れ左かったわけであります。そとで、私が市民部長(tLj公開きしたことを、

もう約 1か月ぐらいたってなりますから十分な調べK左っていただけたと思うんですが、委員

会の中ではそのよう左御審議が左されたかどうか。委員会で審議があったらその内容を教えて

いただきたい。左ければ理事者の方でな願いします。

0議長 (高橋通夫君)厚生委員長。

0厚生委員長(市川資信君) 金額云々というよりも、部長、ま た私ども答弁K立ち

ました保険年金課長等の質疑の中で、古谷議員の本議会提案時の質疑のよう K、私がまた委員

長報告でもありましたよう K、との制度が、非常K新しい制度で、予想を非常KつかみKくい。

例えば国の当初予想、は 400万人を予想してなった。 しかし、現実(tL250万人であった。7ま

なかっ日野市でも国と同じよう左比率で当初の予想を下回った。例えば日野市で本人が 1，624

人、被保険者が 842入、合計 2，466人という数値は、大体国の基準と同じであったという

ようなことで、またばらつきの補正等の中で、金額等は提示されませんでしたが、現在、とれ

が 1年間経緯するまで左か左か数字がつかみKくい、そういった答弁でどざいました。

それ以上Kついては、理事者より答弁させていただきたい、かよう K存じます。

O議長(高橋通夫君 )古谷太郎君。

0 6番(古谷太郎君 ) 私がな聞きしたのは、ととK予算K出ていますから、最近 10 

月分か 9月分かわかりませんが支払いが来ていると思います。国の方一国といいますか何と

いいますか。ですから、それを 1カ月分を 12倍すれば約 1年間の予想がたつわけです。それ

で、との退職者医療制度実施K伴って支出された金額は 1か月幾らK在ったか、あるいはその

うち今度国庫公付金が幾ら来たか。 ζれは 12倍すれば 1年分K左るわけだ。その点市民部長

から説明してもらいたい。

0議長(高橋通夫君)市民部長。

0市民部長(藤浪竜得、君 ) な答えいたします。

1 0月の実績が、 12月の半ばK参りました。それKよりますと、 10月分でどざいますが

件数として 1，1 4 0件、金額で 1，82 2万 1，492円でどざいます。 1件当たり 1万 5，9 8 3 

円でどざいますけれども、当初予想してなりましたらし上の、はるかK下回る数字でどざいます。

との 1か月分でちょっと 1年分を想定するのは若干困難でどざいますので、ただ単(tL1 2倍と
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いうわけKはちょっとまいら在いかと思います。したがって、また国の補助、負担金でどざい

ますけれども、現在の段階では申しわけどざいませんけれども正確左数字をつかんでなりませ

んので、よろしく御了承をいただきたいと存じますD

以上でどざいます。

O議長(高橋通夫君)古谷太郎君。

0 6番(古谷太郎君) それでは市民部長十て会聞きしますが、あ左たの方で予想した件

数及び金額は幾らだったのか。私は、との退職者医療制度の実施K伴う市民部長の、あるいは

日野市長の市民への啓蒙開発活動、いわゆる市民Kζ ういう新しいいい制度ができたんだと、

自民党の令かげでできたんだ、というととを十分徹底させる必要があるんじゃ左かろうかと思

っているわけですが、その点はどのよう K左さったか、ひとつ理事者の方から説明してもらい

fこい。

0議長(高橋通夫君)市民部長。

。市民部長(藤浪竜徳君) :10-，答えいたします。

まず予想、でどざいますが、金額といたしましては見込みが 3億 6，4 0 0万円一年間でどざ

いますけれどもそれの半分というととでどざいます。で、そのPRでどざいますけれども ζ 

れは保険の、いわゆる保険年金者、いわゆる共済組合からそういったととろから共済組合から

いわゆる国保の連合会を通じて私の方へリストが参ります。そのリスト Kよりまして、本人K

通知をするわけでどざいますけれども 、との通知十てよっていたしました方が、すべて入つてな

ります。 したがって、漏れというものはどざいませんので、特Kその辺の辞退というよう左と

とは全くありません。 ζちらから呼びかけたものKついては、すべて入つてなりますので。た

だ加入が少左いというのは、その辺はちょっと数字的Kうまくつかみ切れなかったものがある

んじゃないかと、とのよう K考えてなります。

以上でどざいます。

O議長(高橋通夫君)古谷太郎君。

0 6番 ( 古 谷 太 郎 君 ) とれは非常Kいい結果が出ているわけ左んです。はっきり言え

ば退職される方が非常K少左かったと、とう理解できるわけです。いわゆる日本の経済活動が

非常Kよく、退職者、失業者がいなかったと、思いのほかい左かった、半分しかい左かったと

いう ζ とをあらわしているんだろうと思うんで大変結構なととだと思いますが、ひとつ十分と
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06番(古谷太郎君)

け加えません。

私はいつも大変K心を痛めてなりますのは、老人保健でどざいます。との老人保健の特別会

退職の件Kついては、ただいま申し上げましたので、さらKつ

本 3件は委員長報告のとかり決するK御異議ありませんか。

c r異議左し」と呼ぶ者あり〕

0議長(高橋通夫君) 御異議左いものと認めます。よって、議案第 98号、昭和 59 

年度日野市国民健康保険特別会計補正予算(第 2号 )、議案第 101号、昭和 59年度日野市

受託水道事業特別会計補正予算(第 3号)、議案第 103号、昭和 59年度目野市老人保健特

別会計補正予算(第 1号)の件は原案のと:1o"'>り可決されました。

とれより議案第 109号、南多摩斎場組合への加入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 10 9号、南多摩斎場組合への加入Kついて、

地方自治法第 28 6条第 1項の規定Kより火葬場施設として南多摩斎場の設置、管理、及び運

営K関する事務を共同処理するため、昭和 60年 4月 1日から次の規約Kより南多摩斎場組合

K加入するための議案であります。委員会tてなける審査の経過並びKその結果を概略申し上げ

ます。

まず第 2条、組合は、八王子市・町田市・多摩市・稲城市及び日野市をもって組織する。第

4条Uてお、いて、組合事務所は、東京都町田市上小山田町 2，14 7番地忙置く。第 5条の 2項K

組合議会の議員の定数は 10人とし、組織市からそれぞれ 2人を選出する。第 9条Kないて、

組合K管理者 1人、副管理者 4人、及び収入役 l人を置〈。とれKは各市の市長が ζれK当た

っているものでどざいます。左な収入役は町田市が担当いたしているとのととでどざいました。

とれらのほか、各般Kわたり質疑を左されたのでどざいますが、細部Kついては省略させて

いただきます。

採決の結果、本件は全会一致原案のとなり可決と決した次第でどざいます。 よろしく御審議

のほどな願いいたします。

の新しい医療制度を退職者の方々が利用できるよう K今後とも望みたいと思いますが。

質問を終わります。

0議長(高橋通夫君)

結いたします。

本 3件Kついて御意見があれば承ります。古谷太郎君。

ほかK御質疑はありませんか。左ければこれをもって質疑を終

計のな金は、どこから出ているかというととを見ますと、国庫補助金が 5億1， 0 0 0万円、国

から出てなります。東京都から 1億 2，800万円、日野市から 1億 2，8 0 0万円、支払基金か

ら18億円、都合 25億円がとの老人保健K支払われるな金の元費となってなります。私は、

市の負担がばかK少左過ぎるというととをいつも予算で主張し続けてきたのであります。日野

市のな年寄りは、日野市がもっと負担して見てあげたらどうかと。まあ、現在、一部負担が実

施されてなります。私どもは、との一部負担は全額日野市が支払え、ということをいつも叫び

続けてきてなるのであります。

日野市は日本ーな金持ちであり、税収が多いのであります。赤ちゃんもな年寄りも含めて、

どの市民も一人当たり 13万 4，0 0 0円という税金を日野市Kな払いしてなります。だから毎

年 20億円もの貯金が三菱銀行Kできるのです。私どもは、との老人の特別会計Kないて、な

年寄K対して年間少左くとも 2万円から 3万円のな見舞金を差し上げたらどうかと。健康な方

はな使いK左らなくても御自分の健康の足しtてなっていただけばいいんです。また御病気K左

られた方々は、医療負担の一部Kな充てK左っていただければありがたい。 3万円負担したと

しても 2億円程度の訟金で済むわけであります。ひとつζ ういうふうな問題を、とういう予算

の提出の際K、今後とも十分考えて進めていただきたい、とのととを意見として申し添えてな

きます。

終わります。

0議長(高橋通夫君)

たします。

本件十てついて御意見があれば承ります。古谷太郎君。

ζれより質疑K入ります。左ければとれをもって質疑を終結い

0議長(高橋通夫君)

結いたします。

とれより本 3件Kついて採決いたします。本 3件K対する委員長報告は原案可決であります。

ほかK御意見はありませんか。左ければとれをもって意見を終 06番(古谷太郎君) 私は、との案件が提案されましたとき K、市長Kな聞きしたん

です。今までは担いでもリヤカーでも日野の火葬場までは我々は行ぐとと、遺体を運ぶととが

できた、御遺体を運ぶことができたんです。今度の ζの斎場は、担いだり、あるいはまたリヤ
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カーで行〈ととは不可能であります。その上K、私はこの斎場Kは多摩市の前市長さんであり

ます富津政肇氏のな葬式のとき K参りました。多摩市からも大変速いのであります。上小山田

といいますと町田でも外れであります。戦車道路の山を越えて向こう側K左つてなります。と

のよう左遠い所まで日野市民が火葬K行かなければなら左い。とのよう左事態K追い込まれた

責任は、森田市長Kあるわけですが、 ( Iとんでもない、言いがかりだ」と呼ぶ者あり)私は

森田市長を責めるだけじゃ左いんです。市民Kとっては大変左負担増がな葬式の際発生したと

いうことK在るわけであります。恐らく霊枢車をな願いして、あの延々と 6里もの道を運ば左

ければ左らないだろうと思います。そうすれば、その霊極車Kこ従する車の代金もばかKでき

ません。私は、 ζの加盟する ζ とK反対するわけじゃありませんけれども、霊枢車ぐらいは日

野市が負担していただきたい。とのととを強〈希望いたしまして本案件K対する意見といたし

ます。

以上です。

O議長(高橋通夫君) ほかK御意見はありませんか。左ければとれをもって意見を終

1 0 0号、 102号Kついて審査報告を申し上げます。

まず、日野市都市計画事業特別会計補正予算でどざいます。補正額は歳入歳出とも 1，020

万 6，00 0円でどさいます。補正後の歳入歳出の総額tl1 0億 4，1 1 6万 8，0 0 0円と左つて

なります。内容でどざいますが、歳入は繰越金増ということでどざいます。歳出Kつきまして

は、主左るものは豊田南地区区画整理業務 1，00 0万円という ζ とK左つてなります。主左る

質疑としましては、豊田南地区区画整理業務の進行状態、はどうかと、とういうよう左質疑が左

されました。現段階では、都市計画決定を都の審議会へ上程されていると。アセスKついても

同じよう左結果だそうでどざいます。それでは 1.00 0万円の委託料はどのよう K使うのかと

いうことでどざいますが、基本計画作成のための新都市建設公社への委託料だという説明でど

ざいました。慎重審議の結果、全員一致で原案どなり可決と決定いたしました。

次に下水道事業特別会計補正予算でどざいます。この特別会計Kつきましては、歳入は変更

どさいません。都市下水路費から下水道建設費への款項の組み替えというととでどざいます。

内容を申し上げますと、まず滅の方でどざいますけれども黒川都市下水路付帯工事 2，0 0 0 

万円の滅、これは道路本復旧Vてついて当初の予定よりも工事費がかから左かったと、とういう

ζ とだそうでどざいます。増は、南多摩処理区実施設計上 370万円ということでどざいます。

大栗 4号処理場分区実施設計の実施K伴うものでどざいます、との処理区の工事が来年度着工

というととで、実施設計も本年度K繰り上げて実施すると、 ζ ういう事情K左つてなります。

審査の結果、との補正予算案Kつきましでも、全会一致可決と決定してなります。

次K農業共済事業特別会計補正予算でどざいます。この補正予算Kつきましては、計数整理、

それから国の補助額決定、それから後の議案に出てまいります無事戻金の払い戻しに関連して

長ります。

別Kさしたる質疑も左く、原案どなり可決と決定してなります。 (I審議して左いじゃ左い

か」と呼ぶ者あり〉

与L上でどざいますのでよろしく御審議のほどをな願いいたします。

0議長(高橋通夫君) とれより質疑K入ります。古賀俊昭君。

結いたします

とれより本件Kついて採決いたします。本件K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なり決するK御異議ありませんか。

C I異議左し」と呼ぶ者あり〕

0議長(高橋通夫君) 御異議左いものと認めます。よって、議案第 109号、南多摩

斎場組合への加入の件は原案のとなり可決されました。

これより議案第 99号、昭和 59年度目野市都市計画事業特別会計補正予算(第 2号)、議

案第 100号、昭和 59年度日野市下水道事業特別会計補正予算(第 2号)、議案第 102号、

昭和 59年度日野市農業共済事業特別会計補正予算(第 2号)の件を一括議題といたしたいと

思いますが、とれK御異議ありませんか。

C I異議左し」と呼ぶ者あり〕

0議長(高橋通夫君) 御異議左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。

〔建設委員長登壇〕

O建設委員長(鏡野行雄君) それでは建設委員会K付託されました議案第 99号、

01 8番(古賀俊昭君) 都市計画事業特別会計の中の一番大きな今回の補正でどざい

ます豊田南地区区画整理の業務の委託料Kつきまして、関連してな聞きしますが、建設委員会

Kただいま第一豊田荘の住宅地域を除外する請願というのが、との事業Kかかわって請願で出
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されているわけですが、今回基本計画の作成K当たって、との地域から出てなります請願との

兼ね合いを、どのよう K委員会でな考えの上議決K持っていかれたのか。との請願とのかかわ

りKついて、基本計画作成ということを絡んでくると思いますので、委員会の中でな話が出て

なりましたら、な聞きしたいと思います。

0議長(高橋通夫君) 建設委員長。

0建設委員長(旗野行雄君) ただいまの、第一豊田荘の区域から除外して〈れとい

う請願ですが、継続審査K左つてなります。それと基本計画作成との関連という御質問でどざ

いますけれども、直接その関連Kついては、知JVC質疑はなされませんでした。ただ、第一豊田

荘の区域は、地域の中でどざいますので、区画整理の実施Kついて、 ζれを除くというととは

不可能であろうという観点から、継続Kは左つてなりますけれども、 請願の取り扱いとしては、

紹介議員を通じて、請願者K取り下げを働きかけて もらいたいと、とういうふうな経過十てなっ

てお、ります。

詳しくは担当部長K答弁をな願いしたいと思います。

O議長 L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Kつきまして、私の方

から補足してな答え申し上げます。

第一豊田荘Kつきましては、ただいま建設委員長の方からな話がありましたよう K、豊田南

地区の区画整理の区域の中K入つてなる既成市街地でどざいまして、ことを外すというとと は、

区画整理上はどうしても無理がある。 したがいまして、今後、 事業の中K一応入っていただく

ということで、大方の了解は取りつけてあると私どもは解釈してなります。

今後の方向としては、できるだけ既成市街地の中の道路は現状のままで今後も存置をしてい

く。ただ、部分的K隅切り等はやはり行われなきゃ左ら左いだろうと。それと、街区はいじら

ない、現状のままということでどざいますので、したがいまして、家屋の移転もほとんど在い

と。ただ一部 2 ・2・3号線の既K都市計画決定されている道路を従来の線からさらK線路側

の方KふるととK左つてなります。したがいまして、との関係で、やは り住宅地の中の何軒か

は今度新たK移転という問題が出てくる。その点が、請願で現在まだ地域の方の一部一本当

の一部でどざいますけれども、いろいろと御意見を申し述べられているのが現状でどざいます。

そのよう在方Kつきましても、私ども、今後、との事業を進めるK当たりましては、十分な話

も進めてまいりーますし、また御理解も取りつけていきたいと、かよう K考えているわけでどざ

います。

以上です。

0議長(高橋通夫君)

o 1 8番(古賀俊昭君)

古賀俊昭君。

まだ数人の方だという ととでどざいますが、一応了解をされ

ている方が徐々 Kふえてまいりましたので、少数のな立場K立つてなられると思いますが、い

まだ(疋 画整理事業Kよって得られるその方のメリットというものが、十分理解されずKいろ

いろ不安をな持ちの部分もまだ残っているわけでどざいますので、今後、小宅地の対象者K対

しては、さらK重ねて十分在理解が得られるよう K努力をな願いしてなぎたいと思います。

それから、豊田駅の、今、南口の階段を下 りましたととろの前の空き地K、 ピノレの建設が、

基礎工事が始まって、これから行われようとしてなりますが、区画整理の区域内K、しか も駅

前Kあれだけの堅聞な基礎を持ったビノレが建設されるという とと K左りますと、地域の方が区

画整理の進展Kついても、いろいろまた疑問をな持ちK在って、混乱といいますか、事業の支

障が ζ とで生じるのでは左かろうか、というふう K思いますが、あの建物の建築K際しては、

市の方でどのよう左対応をされたか、な聞かせを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。

0都市整備部長(結城邦夫君) な答え申し上げます。

豊田南口の駅前、階段を沿りたととろの角地でどざいますが、ととは市内の、市民の方カ品、

買いKなった土地でどざいまして、そこK、当初、私どもの方K照会どざいましたのは、 6階

建てのビノレを建てたいというととで、開発指導要綱K基づいて、いろいろ事前の御相談があっ

たわけでどざいます。ただ、あそζの角地が、将来は計画といたしましては、駅前広場Kなる

地域でどざいます。 したがいまして、できるだけ今後の区画整理事業、あるいは市街地再開発

事業を計画中であるので、ひとつ御協力を願いたいという ζ とで、その土地の所有者の方と再

三Kわたってな話し合いを重ねてまいりました。現在では、 2階建て、仮設庖舗という形でも

って、とりあえず暫定的Kそこでな庖を開ぐためK、必要左面積だけの建物を建てるというと

とで、ど理解をいただいたということでどざいます。現在の都市計画の決定が、区画整理ある

いは再開発事業としてはまだ決定されてならない。しかし、従前からどざいます計画道路の範

囲内K入っているととろは、今回の建物を建てる所へ一部除外するというととで、セッ トバ ッ
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0議長(高橋通夫君) 古賀俊昭君 n

年度日野市都市計画事業特別会計補正予算(第 2号)、議案第 100号、昭和 59年度目野市

下水道事業特別会計補正予算(第 2号)、議案第 102号、昭和 59年度日野市農業共済事業

特別会計補正予算(第 2号)の件は原案のとなり可決されま した。

とれより議案第 104号、市道路線の一部廃止、議案第 10 5号、市道路線の廃止、議案第

1 0 6号、市道路線の認定の件を一括議題としたいと思いますが、とれK御異議ありませんか。

c r異議左し」と呼ぶ者あり〕

0議長(高橋通夫君) 御異議左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。

クをいたしまして、建物を建てるというととで了解をしてどざいます。

以上でどざいます。

0 1 8番(古賀俊昭君) もう 1点だけ確認させていただきたいと思いますが、区画整

理事業の区域内K入札しかも駅前再開発事業の対象Kもなり得る場所で、あれだけの建物を

新たKなっくり K在るというととでありますので、市の方では、土地の購入Kついてな話をさ

れたのでは左いかと思いますが、持ち主の方の御了解が得られれば、当然市の方で私は購入す

べき土地であったのでは左かろうかと思いますが、その辺のな話は現Kなさった ζ とがあるの

かと、うかですね、確認をしてなきたいと思います。

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) な答え申し上げます。

との土地Kつきましては前の前の所有者のときからずっと市K売ってほしい、という御要望

をしてまいりました。今度の新しい所有者の方Kも、その点は何回となくな願いしたわけでど

ざいますが、 ζ とK建物を建てて他K売却するというととではない、自分がな庖を開くという

とと左のであるから、売却はできません、ということでどざいました。そとで、それでは現在

の計画の範囲一計画というのは道路計画の範囲内でセットパックして、高層の 6階じゃ左く

て 2階として建てていただきたい。今後、区画整理事業あるいは再開発事業が進展する段階で

は御協力をいたします、という文書もいただいてどざいます。

以上でどざいます。

O議長 (高橋通夫君) 古賀俊昭君。

0 1 8番(古賀俊昭君) 了解。

0議長 (高橋通夫君〉 ほかK御質疑はありませんか。なければとれをもって質疑を終

結いたします。

本 3件Kついて御意見があれば承ります。左ければとれをもって意見を終結いたします。

とれより本 3件Kついて採決いたします。本 3件K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なり決する K御異議ありませんか。

c r異議まし」と呼ぶ者あり〕

0議長 (高橋通夫君) 御異議在いものと認めます。よって、議案第 99号、昭和 59 

0建設委員長(鎌野行雄君)

告を申し上げます。

104号は市道路線の一部廃止十てついてでどざいます。

5路線、一部廃止路線がどざいますが、台坂 1号線、とれを除きまして、そのほかの路線は

それでは、議案第 104号から 10 6号までの審査報

多摩テックの敷地内の路線でどざいます。

台坂 l号線は程久程の 746番地の 1でどざいます。とれは説明図がどざいますが、どらん

いただきたいと思いますが、との地点Kどさ"いまして、現況廃滅というととで、隣接の道路と

事実上つけ替えという ととでどざいます。

池ケ谷戸 1号線以下全部で 4路線は多摩テック内の敷地内Kどざいますぺいろいろの事情で

手続きがなぐれたわけでどざいますが今回一後ほどの廃止議案Kついても関連がどざいます

ので説明申し上げますが、道路用地あるいは公園用地と等積交換という形で処理するよう陀左

つてなります。

続きまして 105号議案でどざいますけれども、市道路線の廃止Kついてでどざいます。

窪田 5号線、とれは三沢中学の敷地K隣接した路線でどざいますが、今回三沢中学校の校地

拡張K伴い廃止とするものでどざいます。

池ク谷戸 4号線以下 3路線は、先ほど申し上げましたよう K多摩テックの敷地内Vてある路線

でどざいます。

現地調査もいたしましたが、この 105号Kつきましては原案どなり可決と決定いたしまし

v ，，-。

続いて 106号でどざいます。道路認定の議案でどざいます。
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これは豊田 140号線、 141号線、 142号線です。現地調査もいたしましたが、開発行

為K伴いまして、市K帰属するということ K左つてなります。

とれも原案どなり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をな願いいた

します。

0議長(高橋通夫君) とれより質疑K入 ります。石坂勝雄君。

0 28番(石坂勝雄君) 建設委員長K、ζのことじ ずばりでは左いんですがな聞き

したいと思うんですが、過去、日野のとの多摩テックの廃道のつけ替え等K関しでも、もう 20

年ぐらい経過しているわけですよね。そういう中で、このとろのいろん左状態からいってやむ

を得左いと思うんですが、例えば道路左んかも実際Kは寄付行為、市K移管の手続きが終え左

いとか、こういう開発行為左り等で、まだとういう手続きの終え左いと ころがあ るのか。大体

私は 46年ぐらい以降はとういうものはきちっと法の管理のもと K少左いんでは左かろうかと

一 全然、左い とは言え左い 一 左かろうかと思うんですが、その以前の、道路が拡幅しである

けれども、いろん左市K移管等の手続きが終えてい左いとか、こういうことの問題がどのくら

いのめどで全部完成されるのか。さも左きゃ、もう終えているのか。その辺のととろの、まあ

ζれK関連して審議が左されたとすれば、委員長からな答え願いたいし、またそうで左いとす

ればですね、担当の部長からな答え願いたいと、こう思うんですが。

O議長(高橋通夫君) 建設委員長。

0建設委員長(鎌野行雄君) ただいまの石坂議員の御質問でどざいますけれども、 建

設委員会で、その点Kついて質疑が左されま した。大き左工場とか、 企業内Kとり込んである

路線の整理ということは、一応全部済んでいるというよう左答弁でどざいました。今、問題K

左っているのは、オリエント時計関連の道路がどざいます。とれは今整理中でどざいまして、

多少時間がかか りますが、 61年度内Kは全部終わる、というような答弁でどざいました。い

ま 1つですね、 日野自動車の緑ケ丘第二社宅、ζれK関連で多少問題があるそうでどざいます

が、とれも現在整理中であるということで、間も左く終了するんでは左いか、と いうような答

弁でございました。つまり廃道ですね。つけ替えだと思います。

とれより本 3件Kついて採決いたします。本 3件K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 となり決するK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 ) 御異議左いものと認めます。 よって、 議案第 104号、市道路

線の一部廃止、 議案第 105号、市道路線の廃止、議案第 10 6号、市道路線の認定の件は原

案のと長り可決されました。

ζれより 議案第 107号、農業共済無事戻金の交付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。

0建設委員長(鏡野行雄君)

設委員会の審査報告を申 し上げます。

ζの案件は、日野市農業共済条例第 36条の第 1項第 1号及び第 2号並びK第 88条の 23 

議案第 10 7号、農業共済無事戻金の交付Kついて建

第 1項第 1号及び第 2号K規定がどざいまして、無事戻金の交付十てついては議会の議決が必要

と左つてなりますので、今回提案されたものでどざいます。

内容を申し上げますと、水稲Kつきまして 26万 424円の無事戻金、.陸稲Kつきまして

7， 7 4 1円、麦陀つきまして 3，892円、 園芸施設共済Kつきまして 1，1 7 5円という ζとで、

総額 27万 3，2 3 2円と なってな ります

審査の結果、全会一致で原案ど長り可決を決定いたしました。よろ しく御審議のほどをな願

いいたします。

0議長 (高橋通夫君 )

たします。

本件Kついて御意見があれば承ります。在ければとれをもって意見を終結いたします。

とれより 質疑K入ります。左ければ とれをも って質疑を終結い

0議長 (高橋通夫君)

結いたします。

本 3件Kついて御意見があれば、承ります。左ければとれをもって意見を終結いたします。

ほかK御質疑はありませんか。なければとれをもって質疑を終

ζれより 本件Kついて採決いた します。本件K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なり決するK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 ) 御異議左いものと認めます。よって、議案第 10 7号、農業共

済無事戻金の交付の件は原案のとなり可決されました。

とれより 請願第 59-22号、 「土地価格の評価替えKよる固定資産税の増税を中止 J(tL関

する請願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/上武俊君) 総務委員会の請願審査Kついて御報告を申し上げま

ζれは、本日配布されてなります議事日程表の第 9号の中、日程第 68といたしまして、議員

提出議案第 47号と して後ほど提案される予定でどざいます。タイトノレは、土地価格の評価替

えKよる国定資産税の増税中止を要望する意見書と左つてなります。

よろしく御審議のほどをな願いいたします。す。

請願第 59-22号でどざいます。 とれは、件名が「土地価格の評価替えKよる固定資産税

の増税を中止 JVt:関する請願でどざいます。請願者は日野市日野本町の八王子育色申告会日野

支部を代表される古谷善八郎さんでどざいます。

総務委員会ではこの請願趣旨をるる審査をいたしました。請願の趣旨といたしましては、現

行の固定資産税制の中で、固定資産税がアップするときは、一律Kアップするという方向Kな

っている。画一的左課税の仕組みK在っている 。とういう点が指摘をされてなります。そ して、

来年度、 との土地価格の評価替えが上昇という方向でされる ζ とが伝えられているというわけ

でどざいます。そのよう左際K、大企業の保有する土地や、売買を目的とした投機的土地と は

異質のものKついて、請願が出ているものでどざいます。それと申しますのは、小規模在居住

用土地、 2 0 0平米から 30 0平米以下、あるいはまた事業用の同じよう左小規模の土地Kつ

いてでどざいます。 このよう左土地については、庶民の生存権的財産ともいうべきものであるO

とういうことでどざいますので、 ζの小規模土地Kついては、土地価格の評価替えK伴って、

固定資産税の増税をし左いよう Kしてほ しいという請願でどざいます。

総務委員会ではとの点Kついてるる審議をいたしました。そして市当局K質問も してみたわ

けでどざいます。市当局の答弁では、固定資産税の増税Kついては、市でも裁量権というもの

が極めて小さいということでどざいました。

私ども総務委員会は、そのよう左中で、とれは政府K意見書を出すというよう左手続きをと

るべき性格では左いか、というよう左協議左どもいたした次第でどざいます。

そういう中で、採決を行いました。 1人の方が、との請願の趣旨Kは賛成であるけれども、

文章上、多少の疑義があるというととで、保留ということでどざいました。そのような結果、

採決は 6対 1の多数決で請願を採択と決定した次第でどざいます。

その後、総務委員会では、地方自治法の第 99条第 2項K基づきまして、との規定を利用し

て、政府K意見書を出そうでは左いか、というととに協議をいたしました。そして意見書の案

文を審査する中で、全会一致で意見書を提出しよう、というとと Kなった次第でどざいます。

0議長 (高橋通夫君)

たします。

本件Kついて御意見があれば承ります。左ければとれをもって意見を終結いたします。

ζれより質疑K入ります。なければ とれをもって質疑を終結い

ζれより 本件Kついて採決いたします。本件K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 となり決するK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) 御異議左いものと認めます。 よって、請願第 59ー 22号「土

地価格の評価替えKよる国定資産税の増税を中止 JVt:関する請願の件は、委員長報告のとなり

採択と決しました。

ζれより 請願第 59 -2 4号、日野市私立幼稚園児父母への補助金増額K関する請願の件を

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) 総務委員会の請願審査の結果を御報告申し上げます。

続きましての請願は、第 59 -2 4号でどざいます。日野市私立幼稚園児父母への補助金増

額十て関する請願でどざいます。との請願者は、日野市多摩平の本田和子さん外 9，31 4名と左

っておミります。

請願の要旨は、現在、私立幼稚園K通園している保護者の負担、との問題で、負担の軽減の

措置をさらKとってほしい、という ζ とでどざいます。そして、日野市が公的左幼置園の教育

K力を入れているととを評価しつつも、公私の教育費の負担が同額と在るよう Kという請願趣

旨でどざいます円

総務委員会では、とれKついても慎重在る審査をしたわけでどざいます。その よう左質疑の

中で、明らかK左った点だけを簡単K御紹介を申し上げます。

その 1つは、現在の補助金の状態でどざいます。とれは、私立Kついては 4歳児、 5歳児は

東京都から 2，500円、日野市から 2，5 0 0円、合わせまして、月 5，000円の父母負担軽減

Q
U
 

Q
d
 

FO
 

Q
d
 

Q
d
 

戸

b



費が支給をされている。年間では 6万円ということでどざいます。また、そのほか無認可幼稚

園等Kも同様左形、 またはそれK似た形で補助金が出されている、ということが明 らかK左り

ました。

それから、それではその補助金を支給している私立幼稚園の実態、園児数左どはどう在って

いるか、という質疑が相当行われたわけでどざいます。しかし、とれは私立幼稚園協会等の事

情などKよりまして、昭和 59年 5月1日現在の園児数の集計のみ資料として提出、という状

態でどざいました。その結果Kよりますと、私立幼稚園K今通園している昭和 59年度 5月 1

日現在の数は、 3歳児 164人、 4歳児 1，05 8入、 5歳児 1，02 6人でどざいま す。合わせ

まして 2，248人でどざいます。そして、 ζの父母負担軽減費のほかK、就園奨励費というも

のも政府等を通じまして、支給をされているととも明らかK左りました。 ζれは、 生活保護世

帯十ては月 5，0 0 0円の父母負担軽減費とは用JVC、年間 10万 4，000円、 税金の均等割世帯K

ついては、年間 8万 1，000円、左なまた税金 9万円以下の世帯Kついては、 4万 7，00 0円、

そして、との世帯数は先ほどの園児数のうち 77 5人が支給をされているという ことでどざい

ました。そして、との就園奨励費は主と して入園料等K父母は充てているら しい、とい うよう

左調査結果の報告があったわけでどざいます。

ななまた公立幼稚園Kついては、先ほども審議をしましたので、簡潔K申し上げます。公立

幼稚園は、去年 1人当たりの市の税金を使っている金額が約 30万円、 その前は約 27万円、

園児数が減って現在はそ ういう金額十て在っている、というととでどざいま す。そして、そのう

ちの 82%が人件費で占められている、というとと が明らかK在っ たわけでどざいま す。

とのような点について、どういう公私格差があるか、というととでどざいますが、総務委員

会の質疑の中では、私立の場合は父母負担が 18万円、乙れが 1人当たり の経費というふう K

考える結果と在ったわけでどざいます。そして、先ほどの月 5，00 0円がどざいますので、 6 

万円の父母負担軽減が行われ、実質負担は 12万円である。そういうのK比べま して、とれは

教育委員会の考えというととで明らかにされたわけでどざいますけれども、消費的経費、人件

費を含むうちの 3分の lは父母K負担 してもらいたい、とい うのが教育委員会の考えである、

ということが明らかK左りました。そういう点を格差としては明らかKしたわけでどざいます。

それから最後K、私立幼稚園Kも独自性というものがあって必要では左いか、ということも

論議が左されたわけでどさ引います。それは設立の趣旨等から、そういうことが言えるのでは左
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いか。あるいはま た、 私立幼稚園、無認可幼児教室等の幼稚園、公立幼稚園等の適正配置Kつ

いては、市K権限があるのか、というような質疑も左されました。との点Kついては、市Kは

保育崖|等と違って、私立幼稚園等を適正配置左どという権限は一切ない、と いう とと なども質

疑の中で明らかK在ったわけでどざいます。

慎重な審査の結果、総務委員会は全会一致で この請願を即日採決しようでは左いか、と いう

とと K左りま して、全会一致で採択を致しました。そして 、理事者当局K、一刻も早い補助金

の増額をと総務委員会からな願いをした次第でとざいます。

以上申し上げまして、ζの件の審査結果を終わります。よろしく御審議をな願いいたします。

O議長(高橋通夫君 ) とれより質疑に入りま す。石坂勝雄君

028番(石坂勝雄君 ) 3点ばかりな聞きしたいと思うんですが。

1点は、今委員長の報告で、公私立の父母負担を同額にするという ζとを今報告されている

んですが、ζの請願Kは、月IJVC価格は明記されてい左いんで、この同額という ζとは、そうい

うことは何ぼしたら同額K左る 、というよう左 ζ とが審議されたかどうか、 1点

それから、就園奨励費というのを、今委員長の報告K左上父母がそれを入園費Kな充てK

左っていると言うんですが、私立の入園料というのは、な入り K在るときK徴収していると私

は理解しているんですよ。そういうのは 、就園奨励費というのは入ってから少左くとも 1年間

VC2回、 9月と例えば 10月とか 3月です。こういうよう左期間K来るのKですね、そうい

うー さも左ければ 10月K一遍なら一遍K全部来て、ある場合左ら月割計算Kもして〈れる

と、所得Kよってですね。そういうふう K理解しているんですが。入園料K充てるという意味

はどういう ととの中で御審議されたかどうか。

それから、いま 1点は、市の私立の適正配置等Kは全く権限がないからどうの、というよう

なととですが、私立の少左くとも認可を得ている幼稚園K対しては園則等左り設置のいろん

左 ー 設置の認可というのは知事の権限K属すると思うんですが、園則の運営等K関する権限

というのは市長の、知事の委任事項と左されているんでその辺のととろ左んかがどう御審議さ

れたか。

以上、 3点をな聞きしたいと思うんですが。

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) まず補助金増額の金額の見通しKついてでどざいま
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す。とれは質疑を行いました。その結果、市当局は金額は確答はいたしませんでしたけれども、

増額という方向で決意をしている 、と いう答弁であったわけでどざいます。金額は明らかK左

りませんでした。

次K第 2点の就園奨励費の父母の利用の仕方でどざいます。 とれは質疑の中で、教育委員会

の答弁をそのまま私どもが承認したとかどうとかというととでは左く、判断の材料Kしたとい

う趣旨でどざいます。 したがいまして、月々の 5，00 0円の補助金のほかK、就園奨励費とい

うのも父母負担軽減K左っているかど、うか、という質疑の中で、教育委員会がとれは月々とい

うことK直接関係左〈入国金というような 一 入園料というんで しょうか、そういうものとし

てな使いKなっているの で、公私格差を論ずる場合、ζの金額は計算 K入れないで、 父母負担

費を計算をしていると、とういう答弁だっ たわけでどざいます。それをもと K、私ども公私格

差の実態、ということを論議をしたというわけで‘どざいます。

第 3点の御質問Kな答えいた します。

乙の点は、突っ込んだ点での質疑というわけではどざいません。それは、設立Kついては東

京都の認可権がある。また実際の運営の園員Ij等Kついては、市長K対する都からでしょうか委

任事項であって、という御質問でどざいます。そのよう左ことKついては、論議をしたわけで

はどざいません。質疑の中で論議したのは、設立の経過等ーをかんがみて、公立との兼ね合いと

いう意味でしょうか、そういう意味で市側K調整権と言いましょうか、そういうものがあるの

かどうか、と いう質疑が繰 り返されたわけでどざいます。その中で、市側の答弁として明らか

K左ったのは、保育園の場合は、さまざま左ととができるのであるけれども、私立幼稚園等K

ついては、市から設立など云々する権限は左い。ななまた、いろいろの学校法人等の報告左ど

は、都と園が直接やっているようだし、都からの指示も、直接市を通じ左いで、私立幼稚園等

K出されているという現状Kある、という答弁があっ たわけでどざいます。そういうあたりを

論議したと、とういうととでどざいます。

0議長 (高橋通夫君) 石坂勝雄君。

028番(石坂勝雄君) 1点は、あえて、何と いうか…

2番目の就園奨励費というのは、教育委員会の方からとの就園奨励費の、本来の性格が、ど

ういう形で出ているのかという ζ と。公立Kもこれは一部出ているんです。そういう点で、教

育長さんが私 ;乙れを入国金K充当するという委員長の答弁が非常K何か高まいな、非常K表

現が、私、わから左いんですが、その点で答弁側の方から総務委員会Kされたのをな聞きした

いと。

いま 1つ、イ可というか、さっきイ可か学校法人等左りい ろん左 ととのあれは都へ直直でやって

いて云々という ζ と、 ζれはいつでも 一 ζれは何というか、今の公開制度の中で、都で直接

やってなっても 、市が、いわゆる都の総務部の学事部で担当されているんで、ま あ、経理内容

Kしても何Kしでも 、全く公開性左んですよ。市が努力をされたり 、調べようと したり、 文書

を交わす、イ司かのいろんな調査項目もですね、国も都も恐らく市を経由してくる場合も多々あ

るんですから、そう いう ζ とは私はないんで、市が積極的K私学の、何というか独自制を考え

たり自主制を考えて、まあ 、あえてな金は出すけれども口は出さ左いと、こういうととである

ならわかるけれど、できな いんだとか、し得左いんだ、という解釈はちょっと良としないもの

がある 、その辺の審査をされたかどうか。それで左かったら、担当の方からな答え願いたい。

以上 2点です。

O議長 (高橋通夫君) 総務委員長。

。総務委員長(竹ノ上武俊君) 総務委員会で審議した範囲内で、な答えをい たしま

す。足りない点は、ひとつ担当理事者左いしは教育委員会の方で、御答弁いただきたいと思い

ます。

学校法人等の明細が、市として知り 得るすべが左い、というよう左答弁は一切どざいません

でした。

それから、委員会として資料要求はいろいろとあったわけでどざいます。しかし、私立幼稚

園協会の現状から、左かなか明細左どの資料は 、いろん左事情があって、市が出せ左いという

答弁が繰り返されたわけでどざいます。そういう中で、教育委員会の答弁左ども出てきたよう

K思います。したがいまして、学校法人の明細が、市としてつかめないから云々というよう左

ととではなく 、直接は東京都と幼稚園がいろいろのやりとりをしているという趣旨の答弁だっ

た。そして我々は、そういう答弁をもと忙して審査をいたした、というととでどざいます。

そういうわけでどざいますが、もし、教育委員会等で補足があれば、御答弁いただきたいと

思います。

在なまた公立幼稚園K対しでも、就園奨励費が支給をされているという資料をいただきまし

た。幼児教室等はとれは適用されていないというととで、その資料はいただいてなりません。
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以上でどざいます。

O議長 (高橋通夫君) 石坂勝雄君。

028番(石坂勝雄君) 補足は後で担当からやってもらいたい。

どうなんですか、今、委員長、非常Kイ可か委員長報告がな上手でいられるんで、あえて私、

きちんととういう場で、きちっと決着をつけでなぎたいと思うんですが。

市側は、幼稚園側が、出さないというような ζ と左のか。さも左ければ、私は、少左くとも

学校法人Kかかわらず、個人幼稚園Kかかわらず、宗教法人Kかかわらず、入国金が幾らだと

か、いわゆる月々の保育料が幾らだとか、イ可名の定員で何人実際いるんだと、それからいろん

左費用はこうだというととは、少左くとも担当は掌握していると思うんですよ。それ以内のと

とを、また知らしめる、例えば個人立の幼稚園左ら税務署へ申告しているんですから、乙うい

うζ とまで私は、個人立の幼稚園K公開しろということは、今の現行の中で、私は、やっぱり

ある程度は個人のプライパシイと同じで守ってやら左きゃならん。ところが、学校法人等では、

東京都へ、公開の場へ行っているんですから、いつでもその場へ行つてな調べKなれば、何ら

できないことは在い 、というとと左んで、ちょっと委員長のその報告が、もっと委員会で審議

されたらされた、し左い左らし左い、というととをはっきりな答え願いたいと思うんです。

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) 総務委員会では、その件を先ほど申し上げましたとなり、

質疑を行ったわけでどざいます。例えば、園児数の実態、補助金を支給されている数、とうい

うもの程度は明らかK左るのでは左いか、というととで数名の委員から資料要求があったわけ

でどさいます。 しかし、担当の総務部長、課長からは、合計の数字は出せるけれども国月IJの園

児数左どは出せ左い、という状況でどざいました。しかし、それでは私立幼稚園協会と話し合

ってみましょうというととで、その話し合いの結果、先ほど申し上げました合計数のほかに、

昭和 57年度、 58年度、 59年度Kなける私立幼稚園別 3歳児、 4歳児、 5歳児の 3年度 5

月 1日現況調査の表というのだけをいただいたわけでどざいます。それで、委員会は、 じゃあ、

それだけしか出せ左h左ら、それを良として審議をしましょう 、という ζ とで審議をいたした

次第でどざいます。

補足があれば総務部長から答弁してもらいたいと思います。

O議長(高橋通夫君) 石坂勝雄君。

0 28番(石坂勝雄君) 少左くとも担当 一 後で担当からきちっと明快走答えをいた

だきたいと思うんですがね。僕は、決して総務委員会の、何というか審議の内容K云々するも

のではありませんが、少なくとも、補助金を、いわゆる就園奨励費走り 、さもなければ就園奨

励費の数K しても、役所が、市がびたっと掌握していると思います。それから父兄負担軽減の

費用Kしでも、 1月 1日なら 1月 1日現在、例えば 4月 1日なら 4月現在K異動が来ているか

い左いか、というととまで判定しているんですからね、乙れと実際の人員が変わり得るわけが

左いんですね、今言うと j己、り。それを父母がまた許すわけが左いんですよ、それ以上K何か、

見方によると委員長の報告は疑念を持たれているよう K受けるんですけどね。そういう ζ とは、

もし担当が発表できるできない左んて ζ とはあり得左いとと左んですね。びしっと 、少左くと

も49年度、例えば、前期左ら前期の、いわゆる格差、父母負担の軽減の費用の方は何人K払

ったと 、園月IJVC何人K払ったとか。ある圏在んかの場合K自動振替Kしている場合左んか、左

なもっと明らかだと思うんですね。そういうととができる、できない左んていうとと自体がな

かしいという ζとなんです。そういうととで、イ可かが出たとすれば、全〈ナンセンスだと言わ

ざるを得ないわけです。その辺のと ζろを、いま 1回びしっと答えてください。

0議長(高橋通夫君 ) 総務委員長口

0総務委員長(竹ノ上武俊君 ) 実際Kついては総務部長等からな答えいただきたい

と思います。

総務委員会では、 2名ないし 3名から資料要求がありましたけれども 、先ほどのやりとりが

あったわけでどざいます。 したがいまして、私も今の質問者と同じよう左立場でその程度の資

料は出せるものとして委員長からも強くな願いをしたわけです。しかし、庶務課長がいろいろ

な事情の中で、出せないというととでどざいました。そして、私立幼稚園協会K聞いた結果と

いうととでいただい た一 詳細は省きますけれども。先ほどの資料、とれをいただいたわけで

どざいます。

そういうととでどざいましたので、事実と相違ありませんので、その件は御報告をしてなき

ます。

左ぜそういう答弁をされたかは、ひとつ、もし御必要左 ら総務部長から御答弁いただきたい

と思います。

0議長(高橋通夫君) 石坂勝雄君。
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0 28番(石坂勝雄君 ) それはあれですか、委員長はあれですか、イ可か、私立の幼稚

園の園児の数K、イ可か、総務の担当の庶務課が、イ可か拒んだよう K私は受け取っている。恐ら

くほかの議員さ んも何か、そうとられるんじゃ左いかと思うんです。そ ういうふう Kした場合

K、出てきた今の資料も 、まあ正当性を欠くとか、そういうようなととの疑念K私はとられる

んですよね、見方Kよると。私は、少左くとも市でそういうととがあり得ないし、各国がそう

いう こと というのは絶対Kあ り得左い、とい うことで聞きたいわけですよ。だから、委員長の

報告は、非常K、何というか、資料すら要求することすらなか しいというような感じを受けて

いるよう K見えるんですね。

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 ) 繰 り返し御答弁申し上げますが、そのとなりのやり

とりをいたしま して、いただいた資料が私立幼稚園関係では、ζれ 1通でどざいますのでO も

ちろん、経営状態がどうかとか、細か左質問の資料を出せ、という要求はどざいません。主と

してやりとりしたのは、ζの園児数の実態、補助金が何人K支給されているか、その資料とい

いますか、そういう程度の資料の請求だったわけだと思います。 しかし、それKついても 、今

までのようなやりとりで、庶務課長が後ほど資料を提出 してくれたと。 これは審査経過は全く

そのとなりでどざいます。その理由等、左ぜかという ζ とKついては、もし答弁があれば、総

務部長からな答えいただいても結構ですけれど も、総務委員会の総務部とのやりとりをしたわ

けです。それで、委員会の審査はそのとな りでどざいま したので、 補足があれば、総務部との

やりとりでどざいましたので、その辺Kついては総務部から答弁をしていただき たいと思いま

す。

0議長 (高橋通夫君 ) 総務部長。

0総務部長(伊藤正吉君) 私立幼稚園の件Kつきましては、私立幼稚園の設置、廃止

及び設置変更の認可あるいは閉鎖及び監督K関するととが市長の委任事項K左つてなります。

そういうととで、田窪庶務課長が、一応、資料要求Kつきましてのやりとりの中で、一応、何

日現在という資料はな出 しできると。それで、とれは指定統計で、委員長が先ほど申し上げま

した公私立幼稚園の園児数調べKつきましては、 59年 5月 1日の各園の園児数の総数を差 し

上げたと。これが公私立でどざいます。それから、ななそのほかK資料要求がどざいま したの

で、私立幼稚園の園児数の推移と 、とういうととで、との資料を過去 3年、 57、 5 8、 59 
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年度Kわたります資料を差 し上げたと、とういうととでどざいます。ですから、原因Kつきま

しては、ちょっとあれですけれども 、ある一点の、いわゆる時点をとらえれば、 とういう数字

Kなる、資料として出せますと、 ζ ういう ζ とを申し上げたかと思います。

以上です。

O議長 (高橋通夫君 ) 教育長。

0教育長(長沢三郎君 ) 第 2点目の就闘奨励費関係の件につきまして御答弁申し上げ

ます。

公私立の幼稚園の月々の保育料の格差、乙れは 3，5 0 0円ですね。公立と私立では保育料の

格差があると。 とういう中で総務委員会の席で、それ以外K就園奨励費というものが支給され

ているんではないかと、こういう御質問がどざいまして、ζの就園奨励費というのは、確かK

公立それから私立、双方K出てなりますけれど、金額は ζれは全〈違いますけれど、私立の場

合、とれは先ほど委員長の方から報告がどざいましたよう K、市民税の所得割額 9万円以下の

屠、とういうものKつきましては、年(1[4万 7，0 0 0円就園奨励費というのが出されてなりま

す。ただ、私立幼稚園の場合Kは、実際問題として、入国する際(1[6万円左いし 8万円程度の

入園料というものを、とれは月 々の保育料とは別個K徴収されていると。そういう面もありま

すので、今の 1年(ζ4万 7，0 0 0円という就園奨励費という金額は、公私の格差という面から

いけば、全員(疋支給されている性格のものではどざいませんけれど、入園料等の問題等Kも、

内容的vては格差という形の中でははね返るのではないかと、と ういうような御答弁を申し上げ

たわけです。

以上です。

O議長 (高橋通夫君 ) 石坂勝雄君。

0 28番(石坂勝雄君) ちょっと長くなって恐縮左んですが、総務部長のさき K資料

の問題なんですが、何月何日K、例えば 11月1日現在とか 12月 1日現在を出せ、と言われ

れば、それは場合医よると 、若干の変動があるから、やめていく人もいるし、転出した転入し

た等がわからんけど、少な〈ても、就圏奨励費左り 、それから、いわゆる特K格差是正のー

父母負担のね、とれを支給した、いわゆる額をいけば、まずどとの幼稚園でも、何というか、

私がこれをもらわない、左んて言う父母はないというふうK理解すれば、もうびたっと、いわ

ゆる申請時期の時点をとらえれば、全〈正確な数字が出るしまたそれを拒む理由というのは何
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ら左いと私は思うんです。その点が 1点。

それから、今教育長が言っ た就園奨励費を所得Kよってーま あ何というか、 公立は少左い

んですからね、公立の方が少左いK決まったことだと私は思 っているわけですよ。ただとれを、

全部K出ているもので左いものを、いわゆる入園金K振り替えるとか、という解釈は、私は、

少左くと も教育長がすべきでは左かろう 一全然、異質左もの左んです。 との就園奨励費という

のは、福祉的左性格で出ているんですよね。所得K制限があるというのは、福祉的左政策左ん

ですよ。根本の理解が私は違うんじゃ左かろうかと。そん左乙とを言 っちぞーそういう点 ζ

そ、少左くとも、もし、議員さん、そんなくらいの勉強は十分できていると思うんですが、そ

うい う点を根本からひもといて、御理解を賜るという よう 左とと もすべきがいわゆる担当の責

任では左かろうかと、こう思いますので、あえて答弁は求めませんけれども、そういう誤解を

得ると、えらい何かが出てくるんですね、とれ就園奨励費のあり方K対して。

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 ) 若干補足をしてなきます。

今回の点ではどざいませんが、資料提出の関係は、詳細なや りとり は、ととは本会議ですの

で省略をいたします。

私ども委員会が資料を要求 したのは、私立幼稚園児の総数 2，248人でしょ うか、とれの発

表はあったんですよね。しかし、園周JVCはどう左んだという質問が出た場合K、園別の数字が

左かなか総務部で出していただけ左いの で、 先ほどのようなや りとり の結果、やっと 出たとい

ういきさつがあって、か左り長時間そのやりとりをしたものですから、報告をしたととでどざ

いますので、恐らく今の石坂議員の御要望等も私どもも感じていたわけでどざいますが、結果

は結果として、事実どなり 報告を したわけでどざいます。上手Kまとめたとか、そういうとと

じゃ左く 、事実どな り街]報告を したことでどざいます。

るんだ と。との根本原則をやっばり理解し左い と、 いわゆる 、むしろ園側Kは協力をしてもら

いたいと。 ζ うい う要請でないと、では、左ぜそん左面倒くさい とと を圏でやら左きゃ左らな

いんだと 、とう いう こと も出るかも しらんけど、少7まく とも補助金を受ける例えば個人、団体

Kかかわらず、議会が、いわゆる権威ある議会が資料要求を した場合K、拒む左んていう団体

なり個人があっては左らぬ、とい うととを自分は意見として申し上げ、 ただζの性質からいけ

ば、園側から出すべきではないと、個人が受けているんだと。その代表の 、いわゆる何という

か、総括して提出してきているのが園単位できているから、その園K求めれば、その園K理解

さえ してもらえば 、出左い左んていう ととは左い し、しかもそれを掌握しているのは、少なく

とも市でいえば、総務部の庶務課で掌握しているという とと をあえて申し添えてなきます。

0議長 (高橋通夫君) ほかK御質疑はありませんか。左ければ とれをもって質疑を終

結いたします。

本件Kついて御意見があれば承ります。左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Kついて採決いたします。本件K対する委員長報告は採択であります。本件は

委員長報告のとなり決するK御異議ありませんか。

c r異議左し」と呼ぶ者あり〕

0議長 (高橋通夫君) 御異議左いものと認めます。よって、請願第 59-24号、日

野市私立幼稚園児父母への補助金増額K関する請願の件は委員長報告のとなり採択と決しまし

~~ 

， ~ O 

とれより請願第 59 -2 7号、労働基準法改悪反対、実効ある「男女雇用平等法」制定K関

する請願の件を議題といたします。

総務委員長の審査報告を求めます。

O総務委員長(竹ノ上武俊君) 総務委員会の請願審査結果Kついて御報告を申し上

0議長(高橋通夫君 ) 石坂勝雄君。 げます。

請願第 59 -2 7号でどざいます。 ζれは件名が労働基準法改悪反対、実効ある「男女雇用

平等法」制定K関する請願でどざいます。請願者は日野市神明、東京都教職員組合日野地区婦

人部長 窪田正子さんで しょうか、ほか 37 6名から提出をされているものでどざいます。

との請願趣旨Kついては、現在国会で「男女雇用機会均等法案」等が継続審議をされている。

とのよう左中で、とれが制定をされると、深夜労働の規定が外されたり生理休暇が十分Kとれ

0 28番(石坂勝雄君 ) 最後K、答弁は求めないんですが、今の委員長報告で、私、見

まして、 まだまだ議論をすべきと とろが私、 あるんですが、あえて、きょ うはいたしません。

ただ、最後K意見のよ うな形で申し上げますけれど も、少左くとも補助金を受けている、いわ

ゆる何というかーこれはただ、問題は、公私立の父母の格差是正、いわゆる負担軽減Kして

も、就園奨励費とも園が受けているんではないということですよね。いわゆる父母が受けてい
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在〈左るな ど、 現在の労働基準法が大幅K改悪されるとと Kなりそう です、というものでどざ

います。さらK母性依壊、非行問題、家庭倣壊等K及んでいくζとも この請願趣旨の中では懸

念が左されてなります。その上で、 さらK本市議会では本年 6月と 9月の議会K意見書が提出

されましたけれども、会期切れで採択され左かったという ことでどざいますので、ぜひこの請

願を採択され意見書を提出 してほ しいと、こう いうような趣旨でどざいます。

総務委員会ではとの件Kつきま して種々審査をいたしました。そ して、 2名の方が保留とい

う立場の表明でどざいま した。これは急いで採決をする必要がある という意見等がどざいまし

て総務委員会で採決を行った次第でどざいます。その結果、 5対 2で多数決採択と決 した次第

でどざいます。 ζの採択を受けま して総務委員会では、請願趣旨K沿うよう左内容で意見書を

作成いたしま した。それは本日配付の定例会議事日程第 9号の一覧表K出てな りますと令りで、

後ほど提案をする予定でどざいます。議員提出議案第 51号となってな りますが、労働基準法

改悪反対、実効ある「男女雇用平等法」の制定を求める意見書 というものでどざいます、よろ

しく御審議のほどをな願いいたしま す。

0議長 (高橋通夫君 ) これ より質疑K入 ります。古賀俊昭君。

o 1 8番(古賀俊昭君 ) 簡単Vてな聞きをいたします。

との、今国会K出されてな りま す男女雇用機会平等法案前の 101国会から継続で今の国会

K引き継がれているわけであ りますが、いろいろ賛否両論は確かKあるわけでどざいますが、

今回、との請願者のなっし ゃると とろの、ζの男女雇用平等法が、いわゆる男女雇用平等法が

制定されるとと Kよって、具体的K改悪されるというふう K主張 してなられるのは、今、委員

長のな話の中十てもあっ たんですが、もう少 しこ ういう点が とう在るんだというものが審議の中

で出たかどうかですね。いろん左団体の意見等を集約 してまとめられた案だろうとも思います

ので、批判等が左いわけ じゃないんで しょうが、それほどと うい う法案をつくられちゃ困るん

だと 、改悪だというふう Kなっ しゃる具体的K挙げてなられる内容Kついて、総務委員会の中

でどのよう左な話があったかな聞かせをいただきたいと思います。

います。そして、次K実行ある男女雇用平等法制定のためKはという とと で、請願者が主張さ

れている点を、恐らく賛成の皆さんは採択された ものと思います。それは 5項目どさ"います。

社会的機能たる母性の尊厳と保障を当然の前提とする ζ と。 2は、国の責任Kないて男女平等

をおミ しすすめる ζ と。 3は、禁止すべき男女差別の内容があ きらかである とと。 4は、すべて

の婦人労働者K適用する ζ と。 5は、男女差別を是正させるため男女平等を実効あるものKす

る措置を明記する こと。そういう点で現在の国会の上程されているものKは意見書を出してほ

しいと 、こういう趣旨であるものと解して総務委員会は審査した次第でどざいます。

0議長(高橋通夫君 ) 古賀俊昭君。

0 1 8番(古賀俊昭君 ) 今の委員長のな話をな聞きしますと、総務委員会の中では、

具体的K乙の男女雇用平等法が制定されると改悪される点は とういうものがあるんだ、 という

ものは具体的Kは特K条文K沿っては挙げられ左かったという ζ とでどざいますが、慎重審議

なさったという ζ とでどざいますが、との法案等Kついては、皆さんでどらん忙なって確認を

左さっ たんで しょうか、いかがでどざいますか。

0議長(高橋通夫君 ) 総務委員長。

C総務委員長(竹ノ 上武俊君 ) 委員会として、そのよう在国会で今上程されている

法案等を審査したものではどざいません。ただ、委員の皆さんがどうであったかは委員長の知

るところではどざいませんので、そういうことで審査を行いました。

0議長(高橋通夫君 )

o 1 8番 (古賀俊昭君 )

古賀俊昭君。

請願書の中K、非常十て とれは抽象的な言い方で上げてはある

0総務委員長(竹 ノ上武俊君 ) その辺の突っ込んだ質疑というものはどざいません

んですね。ですから、現状は こうであって、ζの法案が通ると とのよう K改悪されるんだ、と

いうものがやはり具体的K委員会のメンバーの方はつかんでなられるんだと私は思うんですね。

それで賛成とか ー よくわから左い方もいらっしゃったという ζ とで保留の方もいらっしゃっ

たと。それは非常K賢明な私は判断で責任ある態度であったろうと私は思うんですが、少左く

とも総務委員会でとうした市民から出ました請願を審査される場合、特K意見書としてまとめ

て出すものでどざいますので、日野市議会の意思がそ ζK入ってくるわけですね。もう少しそ

の辺の審議というものを、請願者等からな聞き Kなるとか、法案の中で具体的に照合なさると

かいう形で私はなやり Kなった方がより確か左結論が見い出せたのではなかろうかと思うんで

すが、その辺十てついて委員長はとれでノミーフェク トだとな考えでどざいますか。

0議長(高橋通夫君 ) 総務委員長。

でした。請願趣旨の中K項目が上げてどざいますので、これをもと K審査をいたしました。

第 1点は、先ほど申し上げま した現行の労働基準法の改悪をやめてほ しいという趣旨でどざ
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0 1 8番 (古賀俊昭君) 私は、少左くともいろいろ政治的K、また意見の違う方とい

回本会議場K上程されようとしたいきさつ等がどざいます。したがいまして、私は総務委員長

として、各委員さんが十分K自分の意見を踏まえて審査K臨ま れたものと信じてなります。先

ほど不十分と申しましたのは、正確K言うと、遠慮してそういう言葉遣いをしたものでどざい

まして、総務委員会はちゃんと審査したわけでどざいます。

0議長 (高橋通夫君) ほかK御質疑はありませんか。左ければとれをもって質疑を終結

いたします。

本件Kついて御意見があれば、承ります。古谷太郎君。

06番(古谷太郎君 ) 今、 総務委員長も言われたんですが、ほとんど審議してなりま

せん。 とれはもう間違い左い事実です。私どもはそのためKよ〈わから左いから、いいか悪い

かわからない。それで高橋さんと 2人で、 「とれは因ったねえ」と言ったんです。それで保留

Kしたんです。それは全く事実であ ります。ただ、共産党の委員長はロシアの議会のよう K一

方的K決めつけてやりました。こういうふう左審議がやはり行われるととは、ま ととK民主国

家としては遺憾K存ずるものであります。そういう意味で、ζの際、日本の国らしし今後は

委員会K恥いて一委員である私も高橋さんもイ可の ζ とかよくわから左い。保留Kしてしまっ

たと。反対 していいのか賛成していいのか、審議し左いんだからわから左い。まあ、しかし、

わかっている人もいたらしいです。いずれKしでも 、時間を急ぐ余り、そういう結果K左って、

私どもは、だからそういう点で、今回も保留をしたいと思つてなります。

以上です。

c r議事進行」と呼ぶ者あり〕

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) 総務委員長のさっき審査報告をしたとと Kついて、

ただいま古谷委員から聞き捨てなら在い言葉がどざいましたので、一言議事進行で申し上げて

なきます。

古谷議員は、正確Kは速記をとってなりませんので間違いがあるかもしれませんが、趣旨と

いたしま して、「共産党の委員長はロシアの議会のよう左やり方で審議をした」という表現が

どざいました。とれは事実K基づか左いものでどざいまして、総務委員会は全員、古谷委員も

出席をされてなりましたと長り、日野市議会の議員提要等K載っている委員会条例、会議規則

等Kのっ とって、日野市の市議会のやり方で審査したものでありますので、今の発言は反省を

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) 総務委員会は、議事進行は御承知のとなり各委員平

等K扱いま して審議を してまいりました。

在な、関連のあるといいますか、現在採択されたのは同日の審議の請願が 2つあったわけで

どざいます。 との点で、例えば請願第 59 -2 2号、土地価格の評価替え十てついては、答弁予

定者を理事者側K委員の方が要請されました。したがいまして、とれは市民部長等を呼びまし

て、審査をいたしました。続いて先ほどの私立幼稚園の問題Kついては、教育委員会並びK絵、

務部を呼んで、質疑がどざいま したので、 答弁をさせたわけでどざいます。請願第 59-27

号、労働基準法改悪反対、実効ある 「男女雇用平等法」制定K関する請願Kついては、そのよ

うな設定をいたしましたが、答弁者というものを市当局K求める委員さんがいらっしゃら左か

ったわけでどざいます。 したがいまして、 委員聞の質疑並びK意見交換Kよって採決K導いた、

というととでどざいます。不十分な点はあるかもしれませんが、議事進行その他、全員一致の

形で、採決へというふうK行ったものでどざいますので、不十分ながら正規の手続きで審査を

終了したと、このよう左ふう K信じてなります。

C r審議していないじゃ左いか」と呼ぶ者あり〕

O議長 (高橋通夫君 ) 古賀俊昭君。

う、立場の違う方というのはとの民主主義の世の中でどざいますので、尊重され左ければ左ら

左いという ζ とで、それは私は結構だと思います。ただ、それを受けて審議をする議会が、や

は り主張されていると ζろの内容Kついてきちんとやは り確認を行 う、そしてそこK盛られて

いるものが、議会と して認めるK客観性があって、しか も妥当であると いう、 やはり一つのき

ちんとした積み上げKよる審議が左くては結論というのは普通出せ左いのでは左いかと思うん

です。もう一度総務委員会をな開きK左って、 ζ うした問題Kついては、御審議を左さったら

いかがかと思いますが、いかがでどざいますか。

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) 総務委員長から御答弁申 し上げます。主観をまじえ

ては左りませんので、総務委員会の審査結果K基づいて御答弁申 し上げます。

実は、との男女雇用平等法の意見書というものが、前回Kもζ の請願K出されたとな り、 2 
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していただくよう一言申し上げてなきます。

0議長(高橋通夫君 ) ほかK御意見はありませんか。なければとれをもって意見を終

結いたします。

とれより本件Kついて採決いたします。本件K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なり決するK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 )

げましたが採決の結果Kつきましては 5対 2でどさ'いました。賛成が 5です。

以上でどざいます。

挙手多数であります。よって、請願第 59 - 2 7号、労働基準

0議長(高橋通夫君 )

たします。

本件十てついて御意見があれば承ります。鈴木美奈子君。

o 1 3番(鈴木美奈子君) ただいま提案されました租税教育の推進K関する請願Kつ

いて、日本共産党市議団を代表いたしまして一言意見を申し述べたいと思います。

私たち市民は、公共料金の引き上げ、そういう中で生活も大変苦ししまた大増税Kあえい

とれより質疑K入ります。左ければ?とれをもって質疑を終結い

法改悪反対、実効ある「男女雇用平等法」制定K関する請願の件は採択と決しました。

これより 誇願第 59 - 1 9号、租税教育の推進K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 59 - 1 9号、租税教育の推進K関する請願K

ついて、審査の経過と結果Kついて御報告を申し上げます。

誇願代表者は、市内南平 4-9- 11Kな住ま いの佐々木昭雄氏ほか 51名の方であります。

本請願は、前回の第 3回定例会で文教委員会K付託されたものでとざいますが、第 1回目の

審査は閉会中の 11月9日K行いまして、二度目は今議会中の 12月 9日K審査を行ったもの

でどざいます。

請願内容は、正しい税知識の普及、納税道義の高揚のためK学校教育、特K中学校教育の中

で租税教育K力を注ぐよう、関係機関K意見書の提出を求めたものでどざいます。税Kついて

の作文の募集方法、中学校の社会科の時間数左どKっき、活発左質疑が行われました。各委員

の意見の主7まものを御紹介申し上げます。

税金をめぐる不祥事件やむだ遣い、とうした大人側の問題も多くあり、それをただすことが

大切であって、これ以上納税の義務Kついて教える必要は左い、として採択K反対の意見もど

ざいましたが、これK対して、ややもすれば、税K対する正しい理解や関心が薄い ζ とから、

さまざまな税金Kまつわるトラブルも多いと考えられるので、今のよう左時代Kζそ、税Kつ

いての正しい知識を子供たちK伝える、教える必要があるとしての採択K賛成の意見が出され

ました。

採決の結果、賛成多数で採択と決した次第でどざいます。以上、審査の経過を御報告申し上

でいても、税Kついては正しく申告し、またそれによって納税の義務を果たしているわけでど

ざいます。 しかし、その中で、一部心左い人々や、また会社左ど十てよって、脱税行為もある と

とも確かでどざいます。ま た、大企業優遇の不公平税制が行われている ζ とも確かでどざいま

す。

私ともが調べました中でも、日本銀行の 84年の 10月K発表いたしました主要企業経営分

析、とれK基づいても、 8 4年の 3月現在、 資本金] 0億円以上の大企業が 621社、とれが

内部留保 34兆 6，539億円Kも達してなります。また、同じく総資産は 18 1兆 3，700億

円、とういうふう K左つてなって大変大企業は大もうけをしているわけでどざいます。(I関

係左し」と呼ぶ者あり〉また会計検査院の決算報告Kよりますと、公団や公社、また防衛庁、

法務省在ど、政府機関Kよる税金のむだ遣いは 、補助金の不適正経理を初め 182件、 171

億 4，0 0 0万円Kも上つてなります。また、外国税の控除の過大申告Kよります税金逃れも、

4 0社、 300億円Kも上つてなります。

政府は、とうしたこと K一切メスを入れ左いで、 6 1年度はまたさらK大型の間接税の導入

を進める、と ういう動きも出ているわけでどざいます。財源をふやすとと、とれKは軍事費を

大幅十て削って大企業優遇の不公平税制を改める ζ と、とのととが必要であるというふう K思い

ます。

今日の重税制度のもとで、国民生活が非常K圧迫されてなり、また家計K及ぼす影響も、は

かり知れ左いものがあります。 しかし、市民は、とういう中でも、まじめK税金を納めている

わけでどざいます。との請願の中身Kもふれられて冬、りますけれども、納税貯蓄組合が、国及

び地方公共団体の財源確保K貢献している役割は、極めて重〈 、またかっ大であると自負し、
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0議長(高橋通夫君)

結いたします。

これより本件Kついて採決いたします。本件K対する委員長報告は採択であります。本件は

ほかK御意見はありませんか。なければ ζれをもって意見を終

0建設委員長(鎌野行雄君) 請願の審査報告K入る前K一言訂正させていただきま

す。先ほど日野市農業共済事業特別会計の審査報告のとき K、「さしたる質疑も左<Jと申し

上げましたが、とれは誤解を招くと思いますので、ちょっと訂正させていただきます。担当者

の詳細なる説明を受け、もちろん質疑も行われたわけでどざいましたが、さして問題K左るよ

う左報告すべきょう左質疑も左かったと、とういう趣旨でどざいますのでよろし〈御理解のほ

どをな願いしたいと思います。

それでは、請願第 58 -2 5号、ダイクマ出庖阻止K関する請願、 5 8 -3 2号、ダイクマ

南平j吉出庖促進K関する詰願、請願第 58 - 3 6号、ダイクマ南平出庖阻止K関する陳情の 3

件の一括審査報告を申し上げます。

まず、との 3請願の内容を簡単K御紹介申し上げたいと思います。

まず、阻止K関する請願でどざいます。南平駅前の空地Kダイクマが進出する ζとK在った

らしいが、そう左ると地元小売業者の死活問題である。同時K近隣商業経営者K及ぼす影響が

すとぶる大きい。また、地元住民の生活環境K大き左変化を起こす。とういうととであるから

反対してくれと、とういう請願でどざいます。

促進(疋関する請願の趣旨でどざいますが、とれは私たち近隣在住の市民は買いまわり品Kつ

いては近隣他市まで出かけるほか左〈、非常K不便K感じていると。とのよう左消費者の立場

から考えた場合、ダイクマの出庖は豊富な商品を安価K提供してくれるというととで極めて歓

迎すべきととであると、ぜひ促進K協力してくれと、と ういう趣旨であります。

5 8 -3 6号、ダイクマ南平出庖阻止K関する陳情Kつきましては阻止K関する請願とほぼ

同じ趣旨でどざいます。

さて、 3つの請願とも、 58 -3 2号 5 8年の 11月9日の受付、それから阻止K関する

請願は 58年 9月21日の受付、国止K関する陳情は 58年 12月2日の受付と左って会りま

す。ほぼ l年以上をかけて建設委員会は継続、慎重審査を続けてきたわけでどざいます。

前回、米沢議員が一般質問でとのととを質問されてなりました。生活環境部長あるいは市長

の答弁Kどざいましたよう K、非常K複舶、微妙な問題であり、市の行政としても何ら権限が

左いので、対応K因っている、というよう左担当部長の答弁もどざいました。

ただいま申し上げたよう K、商業者の立場からすれば、確かK死活問題であるというととも

言え左いととは左いわけであります。また消費者の立場からすれば、確かK安価左商品を豊富

というふう K述べられてなりますけれども、全くこの意思が生かされてい在いのが今の現状で

はないかと思います。そして、日野市の中でも、既K行われてなりますけれども、中学生K対

して税Kついての作文を募集し、その作文を通じて、応募中学生K税への関心を深めさせ、税

の理解を負わせる、とういう乙とだというふう K思います。乙れKも載ってなりますけれども、

そして、との中学生が将来、納税者K在った暁Kは、せめて自分だけでも正しく申告し、期限

Kなくれ左いで完納 したい、とう いうふう K述べられているわけでどざいます。

私は、そういう中で、今、日野市で行われてなります中学生への作文の募集、 ζ ういうこと

Kついてもやめさせるべきであり、また社会科の教科書の中K、既Kもう述べられているわけ

でどざいますから、地方自治を治める問題や、また財政の仕組み、その他、税の ζ となども、

今既K行われてなります教科書の中K入つてなり、授業も受けてなりますので、納税への一方

的協力を義務教育の中KさらK押しつけるとと 、とのことを強調する ζ とは、反対であります。

また、こういうことを求める前K、政府K対して、税K対する仕組み、 ζれを抜本的K改正し

ていくととが必要であるというふう K考えてなります。そういう意味で、 ζの請願採択Kは反

対でどざいます。

委員長報告のとなり決するK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 59 - 1 9号、租税教育

の推進K関する請願の件は採択と決しました。

とれより請願第 58-25号、タイクマ出庖阻止K関する請願、請願第 58 - 3 2号、ダイ

クマ南平庖出庖促進K関する請願、請願第 58 - 3 6号、ダイクマ南平出j苫阻止K関する陳情

の件を一括議題といたしたいと思いますが、これK御異議ありませんか。

( r異議左し」と呼ぶ者あり〕

0議長 (高橋通夫君) 御異議左いものと認め、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。

〔建設委員長登壇〕
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K提供しているということでは、歓迎すべきことかもしれ左いわけであります。 ζ ういう問題

は、当委員会の中でも当事者同士の話し合いをまず最優先すべきで左いか、というような声が

強かったわけであります。

ただいままでの経過の中で、まず担当部課を通じて最も関係のある商工会K働きかけ、両者

の調停をするよう K働きかけてもらいたいというようなこともやってみたわけであります。た

しか、 8月どろであったと思います。当時、いろいろ商工会内部の事情がどざいまして、すぐ

Kは最'き出せ左かったわけではありますが、最近K至りまして、大規模庖対策特別委員会とい

うのが商工会内部Kあるそうでどざいます。これについても最近積極的左動きがあるようでど

ざいます。また、商調協も 1年ばかり空白の時期がどざいましたが、 1 1月でしたでしょうか、

新委員が任命されたというような事情もどざいます。

このまま請願を継続してなぐことがいいのか、あるいは ζの辺で結論を出すのがいいのかと

いうような ことも種々議論があったわけでどざいます。話し合い、あるいは、しかるべき関係

機関のこの問題K対する動きと、通産省とか大庖審とか、あるいは商調協というような機関も

どざいます。とれらの解決への働きを促進させるためKはとの問題を議会から切り離した方が

かえっていいのではないか、 ( Iとんでも左い」と呼ぶ者あり )ζのまま継続するととは解決

への動きをかえって阻害する結果Kなるのではないかと、とのよう在意見があったわけでどざ

います。

2 0日の建設委員会Kついては、その辺を慎重審査しました結果、 3請願とも不採決という

ふう K決定したわけでどざいます。請願権尊重の立場からいけば、非常K残念だという見方も

確かKあるわけでどざいますが、事情を御賢察の上、よろしく御審議のほどをな願いいたしま

す。

も困ったんだみたい左ね、御説明ですが、御賢察してくれと言われでも、生活K響ぐというと

とで、大変左請願が出ているものを、 1年間の慎重審議の末、との辺で投げ出そうじゃ左いか、

という ζ との審議をされたよう K聞とえるんですが、そういう ことK理解してよろ しいですか。

O議長(高橋通夫君) 御静粛K願います。 建設委員長。

0建設委員長(鎌野行雄君) 御答弁申し上げます。

現在の状況から して、まず当事者同士の話し合いも必要でもありましょうし、またしかるべ

き機関で対応を図ってもらわなければ左ら左いととは事実でどざいます。それKつきまして、

いつまでも継続でいくととは先ほど申し上げましたよう K、かえって解決のためKマイナスK

なるでは左いかという ととで、とのような決定K至ったわけでどざいます。

0議長(高橋通夫君 ) 名古屋史郎君。

o 2 1番(名古屋史郎君 ) 委員長のその御説明を聞いているとですね、要するK議会

側は、円満左解決の ためK、もうさわら左い方がいいというととの審議をずっとやられたとい

うこと左んですか。そういうふう K聞こえるわけ左んですよ。そういう意見が大勢を占めて、

そういう大勢を占めて、委員会として、その方がいいということだったんですか。やっばり賛

否の意見の、それぞれ反対、賛成意見の詳細を御説明を各委員長さんはしていますよね、請願

Kついても。それがなくて、御賢察願いたいだけでは、とても理解できないわけですよ。どう

いう審議を左さったんですか。どういう意見が出たんですか。

0議長(高橋通夫君 ) 建設委員長。

0建設委員長(鏡野行雄君) 何か誤解があられるようですが、私の申し上げたのは、

最終の 、先日 20日の建設委員会で、最終的Kそういうよう左決定K至ったと、とういうとと

を申し上げているわけでどざいます。ずっと放り出せばいいんだ、というよう左ととを審議し

ていたわけではどざいません。

0議長(高橋通夫君) 名古屋史郎君。

0議長(高橋通夫君) とれより質疑K入ります。名古屋史郎君。

0 2 1番(名古屋史郎君) 委員長Kな伺いいたしますが、今の委員会の審査の御説明

ですと、議会はもうかかわりたく左いと、かかわるべきでないというような、要する K切り離

した方がというとと Kついて慎重K審議されたんですか。(笑声)切り離した方がいいという

ことの慎重審議 しかしなかったよう左御説明左わけですよね。との請願は、反対Kしでも賛成

Kしでも、大変生活K切実K響くというんで、大変左数の請願が出されているわけですよ。で、

イ可か商調協がどうの、権限が、市側K権限が左いから困っているとかいうととで、我々委員会

0 2 1番(名古屋史郎君) そういうよう左結論というのをね、もう少しわかりやすく

言っていただか左いと、どういう意見が出て 一今までの各委員長さんの説明Kもあるでしょ

う。どういう意見が出されましたと。そして、とういうふう左手続きをとったらとう在ったん

だという説明ですよね。今の委員長のそれでは、やはり投げ出した方がいいんだ、というとと

だけを審議したよう Kしか聞ζえませんよ。どういう審議をしたんですか、どういう 。中身の
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審議をど うしたんですか。

0議長 (高橋通夫君) 建設委員長。

0建設委員長 (鎌野行雄君 ) 先ほど申し上げました よう K、非常Kこの問題は、商

業者サイドとそれから消書者サイドでは、非常K利害を異Kしていると言っていい問題だと思

います。 その辺をどのよう左取り扱いを した らいいか 1年間Kわた って継続審議中ですね、

いろいろ意見が出たわけでどざいます。 ただ、 最終的K、 2 0日の段階では、結論から申 し上

げますと、採決をいたしましてこの問題を継続すべきか、あるいは採択、不採択を決すべきか

という とと をまず採決いたしま した。その結果、継続KついてK賛成の委員が 2人という とと

でどざいますので、4対 2で、継続で左く ζの際結論を出そ う、 という ととK左りました。さ

らK、請願採択十てついて、との 3請願Kついて請願を 1件ずつ採択K賛成の方の挙手を求めて、

採決したわけで どざいますけれど も、阻止請願Kついては、賛成 ー ちょっとややこしい とと

Kなりますけれども 一 阻止請願Kついては、採択K賛成の挙手が 2名でどざいましたので不

採択と決定 したわけでどざいます。それから、促進請願Kつきましては、採決Kっき賛成の挙

手が 1名もどざいませんで したので、全員で不採択と決定いた しました。最後の陳情Kつきま

しては反対阻止請願と同様左結果でどざいま した。

以上です。

O議長(高橋通夫君) 名古屋史郎君。

いうもの、あるいは紹介議員さんが途中でなりられる というような異常な事態、 ζ ういったと

とを踏まえて、もっと委員長から詳細左納得のできるよう左説明が左いまま K、いろいろ開か

れると、最後Kは中身をちょっぴり御披露K在ると 、と ういう ζ とでは、ちょっとつぶていけ

ない、という感じがいた しますので、 どうですか、やり直す考えはありませんか。

0議長(高橋通夫君 ) 建設委員長。

0建設委員長 (鎌野行雄君 ) 委員長個人として、既K建設委員会で ζのよう左決定

が出てなります以上、やり直しKついては何とも申し上げられません。 (r委員会の開会要求

をすればいいじゃないか」と呼ぶ者あり〉

0議長(高橋通夫君 ) 名古屋史郎君。

0 2 1番(名古屋史郎君) 終わり。

。議長(高橋通夫君 )

05番(谷長一君 )

谷長一君。

実は、とのダイクマの問題というのは、長い間審議をされまし

0 21番(名古屋史郎君 ) 今の争答えで少しわかってき たんですよね。少 し御親切左

て、先ほど申されたよう K、いわゆる請願K反対をした議員も 、やめたり 、いろいろ左ハプニ

ングがあったわけです。そのような経過を踏まえて今考えてみますると、 とれは何と言ってい

いか、一方にないては企業サイド忙立っているんだと 、または一方十てないては消費者サイ ドK

立っているというよう左観点K立って、双方が激論を交されたと、私はそのよう K理解してい

るわけです。が、しかし、現在ζとで出ている委員長の報告を見ますると 、双方とも不採択と

いうととは、何とも申し上げられず不可解だ、というととは、とれは議員全員が感じとってい

るものだと私は考えてなります。が、しかし、ととで建設委員会で不採択K在ったというとと

は、不可解であると言っても 、とれは不可解で左いと言う人もいるかもわかりません。しかし、

また不可解であるという人もいるという ζ とは、双方K理解が左されているものと、とういう

ふう K考えます。

そζで、委員長K対 して質問するわけでありますけれども 、まあ、ぐずぐず長ぐ言っても仕

方が左いから、結論を申 し上げますと 、いわゆる双方を不採択Kしたというととは、ダイクマ

を促進するのか、それはし左いのか、という双方K立って考える ζ とができるんですよ。そと

で考えられる ζ とは、との商調協K、議会はいわゆる不採択にして、議会サイドK沿いては、

委員会十てないては、それで、それをどっちK促進するか、私はわかりません、どっちK促進だ

か。それですから、このよう左採決を出して、それで商調協K任せる、というよう左意味も、

説明K在ってき たんでわかってき たんです。

先ほどですね、先般、総務委員会が、 パスの路線Kついて慎重審議を したKもかかわらず、

いろいろ左御意見が出ま して、もう一度や り直せという事態も起とり ました。とれは御承知の

よう K市案K絶対反対である 、といっ たよう 左とと、それで、そのパスの路線Kついての市案

というのが、一体あるのか左いのかという論議をされたというよう左、詳細左報告があって、

そ して皆さん方の御意見K従っ た形で、総務委員会が差し戻 しという ことを受けた形K在って

います。

パスの問題とダイクマの問題 と全然違うという ととかもしれませんが、私は先ほど申 し上げ

たよう K、生活を守ってく れと いう請願を、 3請願とも反対も賛成もヲ|つくるめて否決してし

まうんだ、といったよう左ととK在るKは相当な議論があっ たK違い左いと。 1年間の議論と
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先ほどの説明だと私は感じとっているわけなんですよ。そこいらは、委員長はどのよう左な考

えを持っているか、な伺いしたいんで、す。

0議長 (高橋通夫君) 建設委員長。

0建設委員長 (鏡野行雄君) 委員長個人の見解というのは非常K申し上げKくいん

ですが、委員会を通じての議論では、まず当事者同士の話し合いが最も必要では左いかと。そ

れといま 1つは 、とれは先ほど申し上げたよう K、通産省の所管であ ります、また、 通産省の

諮問機関として大庖審もあるわけです。ま た、市の商工会の諮問機関と して商調協というのも

あるわけです。それから、正規のしかるべき機関で対応してもらいたいと、とういう ζ とが委

員会の結論でありました。

0議長(高橋通夫君) 君長谷

日野市商工会の中K設置されておコります商工会商調協委員でどざいますが、昭和 59年、今

年 10月 1日から昭和 61年 9月30日までの任期で、次の方が委員を委嘱されていらっしゃ

います。委員さんの色分けは、商業者、それから消費者、学識経験者、さ らK特別委員、 との

4つK分かれているわけでどざいますが、商業者、消費者、学識経験者につきましては、それ

ぞれ 4名ずつでどざいます。な名前を申 し上げます。商業者の代表、一の瀬八重二さん、栄町

2丁 目8番 1号Kな住まいの方です。総合食品販売でどざいます。小林栄太郎さん、程久保

650、小林薬局の取締役社長であります。中井虎ーさん、多摩平 6丁目 16の 14、理研刃

物株式会社取締役会長であ ります。今野 健さん、多摩平 1丁目 2番地 26、シンテレ ラ洋品

雑貨販売庖主であります。それから消費者の代表 4名、中田俊子さん、三沢十てな住まいの方で

す。消費者生活相談員を左さっています。平田育子さん、多摩平 3丁目忙な住まいの方で生活

学校の委員長さんであります。宮本康子さん、西平山 5丁目の方でどさいます。東京都物価調

査員であります。加藤久美代さん、日野本町 4丁目十てな住まいの方、第一中学校PTA役員で

あります。日野四ツ業連絡会 一 四ツ葉連絡会と申しますのは、消費者活設の団体でどざいま

す。その役員を左さっています。学識経験者の中から 4名、高崎克好さん、多摩平 5丁目、税

理士の方、日野市監査委員であります。山本武利さん、埼玉大学教授、日野本町 5丁目 (tL;j;，"'-住

まいの方で、日本出版学会常任理事であります。井口英ーさん、弁護士です。多摩平 5丁目忙

な住まいです。さらK早川 警さん、早川|ダッ ト工場取締役社長、日野台 1丁目忙な住まいの

方でどざいます。

とれら 12名の委員さんのほかK特別委員といたしまして、東京通商産業局商工部長の職K

ある者、それから東京都南多摩経済事務所長の職十てある者、日野市助役の職Kある者、との 3

名が特別委員。合わせまして 15名が新しい商調協のメンバーであります。

0議長(高橋通夫君 ) 谷長一君。

0 5番(谷 長一君) そう左りますと 、いわゆる不採択Kなりまして、いわゆる商業

者の代表と して 4名、それから消費者から 4名、学識経験から 4名と、さらには特別委員とい

う形で 3名という形Kとの商調協というのが日野市の場合はなっているわけですね。議会を離

れますと、ただいまの委員長の説明から判断しますと、とのよう左機関K移される、というふ

うK解釈してよろしいものでしょうか。そといらはどういうふう K解釈したらいいんでしょう

か。まあひとつその点を教えてもらいたいんですね。

0 5番(谷 長一君 ) そうすると、しかるべき機関で慎重K審議 しても らいたいとい

うζ とであっ た左らば、いわゆる議会というよころは、いわゆる先ほど申しました企業サイド

K立っている代表者もいると思うんですよ。また、消費者サイト恨立っている代表者もいるん

ですね。そうしますと、すべての代表者であると、いわゆる市民代表だと私は考えているんで

す。そういう観点K立って考えますと、一体ζの議会でこのよう K、いわゆる不採択にしたと

いう ととは、何としても不可解左んだと。 それで、それを今度、商調協K持っていくというよ

うK私はとられて仕方が左いんですけれども、商調協K持っていかれる左ら、結局当事者同士

の話 し合いという ことでいい と思いますけれども、 やは り議会というのは、委員会はもっと責

任を持 ってやってもらいたい、 というふう K私は考えているんです。その意味合いKなきまし

て、どのよう在方が、商調協のメンバ-(tL日野市で左っているか、私は建設委員じゃありませ

んからわかりませんけれども、わか ったら、いわゆる日野市商工会の、商調協の、いわゆる何

かあると思うんです よ。そうい うものとか、そのメ ンバーがどういうふう K在っているかな伺

いいたします。

0議長 (高橋通夫君 ) 建設委員長。

0建設委員長(鎌野行雄君) 私ども K商調協の新メンバー表は配付されてなるわけ

ですがあい(tL(手元K持つてな りませんので、担当部長から紹介していただきたいと思います。

O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 ) な答えいたします。
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0議長 ( 高 橋 通 夫君 ) 建設委員長。

0建 設委員長(鎌野行雄君) 私、ちょっと間違っていたら勘弁してもらいたいんで

すが、なよそのことを申し上げたいと思います。

まず、出店、たしか 7か月前かと思いましたが、建物設置者の届け出、大J苫法 3条十てよる届

け出があるわけです。 これは都知事経由、一種と二種がどざいまして、一種の場合Kは通産大

臣の所管K左ります。さらVC4か月ぐらい前だと思いますが、小売業者の届け出、法 5条の申

請、届け出があるわけです。その前Kですね、 5条の届け出以前K事前商調協、これは大庖法

Kはどざいませんけれども、行政指導Kよって事前商調協というのが開かれます。さらK、最

近の大庖法、たしか一昨年だと思いました、改正されまして、その前K四者協議というのがあ

るわけです。四者協議と申しますと、通産省、都道府県、それから地元の自治体、それから商

工会、あるいは商工会議所ですね、そのよう左いろいろの機関を経て、その 5条の届け出以後、

正式、商調協が開かれると。さらKその意見を受けて大庖審へ持っていかれるわけです。最終

的Kは、結論が出ないと通産大臣の勧告、というよう左ととK在るようK私は判断してなりま

りません。

O議長 (高橋通夫君)

05番(谷 長一君 )

O議長 (高橋通夫君)

01番 (橋本文子君 )

谷長一君。

終わり。

橋本文子君。

名古屋議員及び谷議員からもうほとんど出つくしたので、私

す。

は lつのことをな伺いして、 質問を していきたいと思いますが。

いずれKいたしましでも、 1年以上も審議をしたと、大変難しい問題で、行政側もどうとう

言える筋合いのものでは左い、というふう左 ζ とがあり左がら、名古屋議員からも御発言があ

りましたよう K、パス路線の場合Kは、どちらも、促進あるいは反対とも K同じ委員会が同時

K採択をしてしまったという ζ とで、委員会K差し戻されたという経緯がどざいました。今回

のこの問題K関しましでも、明らかK阻止という立場と、促進という 、まるで 180度違う方

向のものが、同じ委員会で同時Kとれが不採択と在ったという ととK対して、委員の皆さんが、

その件をかかしいと長思い十てなら左かったのかどうか。 とれは矛盾があると、こういう結論K

対して矛盾がある 、とな思いK左ら左かったのかどうか。同じ委員会が、阻止と促進K対して

同時K不採択ということは、大変御報告を聞き左がら、私どもは矛盾を感じているわけです。

ですから、委員会の方は、ど左たも矛膚を感じられ左かったのかどうか、その点を 1点な伺い

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(旗野行雄君) 委員長としては、多少問題はある忙しでも、現段階で

はとのよう左結論がベタ ーである、という ζ とで建設委員会の皆さんはとういう結論を出した

んだ、ととう申し上げるよりほかK左いわけであります。

。議長(高橋通夫君 ) 橋本文子君。

01番(橋本文子君) そういたしますと、委員長がもうとの辺で決を採ろう、とな 1

人で長考え忙なったんでどざいますか。

0議長 (高橋通夫君) 建設委員長。

0建設委員長 (鎌野行雄君 ) それは、先ほどの市長の発言じゃ左いですが、根回しが

どうのとうのというととは、 ζれは表で申し上げる ζ とではどざいませんので、私、差し控えさ

せていただきたいと思います。

0議長(高橋通夫君 ) 谷長一君。

05番(谷 長一君) そうしますと、いわゆるただいまの委員長の説明Kよりますと、

とのような経過を経ま して、最終的Kは通産と地元、それから商工会または商工会議所ですか、

それらK行きまして、どう しても決まら左いときKはまた通産大臣K戻る、というふうK考え

ていいんですか。

それで、乙の前Kも商調協K持っていぐんだっていう、その一部の意見というのを聞いたん

ですけれども、果たして委員会サイドでこのよう左結果を出して、商調協やイ可かは、一体どの

よう左考えを持っているか、そζいらはいわゆる協議を左されたことはあるかどうか、な伺い

いたします。委員会としてね。

O議長(高橋通夫君) 建設委員長。

0建 設 委 員 長 (鎌 野行雄君) 商調協は、とれは先ほども申し上げましたよう K建物

設置者の届け出、法 3条Kよる届け出ですね、とれが受理され左いと正式Kは発足でき左いわ

けです。そういうことで、それKついてどうとうというととは、建設委員会の方で所管外と申

し上げますか、どう ζ うできる問題ではありませんので、その点Kついては審議は左されてな
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0議長 (高橋通夫君) 橋本文子君。

0 1番(橋本文子君) いずれ十ていたしましでも、これほど皆さんの疑問が続出して、

大変今乙こでもめているわけです。 ζの問題、もう 一度建設委員会K差 し戻しという、 (発言

する者多し )静粛K願います、発言中です、もう一度建設委員会K差し戻 されて審議を してみ

た方がいいとな思いに左りませんか。その点な伺い します。

。建設委員長 (旗野行雄君) 建設委員長と しては、委員会でこのよう左結論を出し

をした、といういき さつ等があったらばな話 しいただきたい、かように存じます。

( i議事進行」と呼ぶ者あり )

。議長 (高橋通夫君 ) 飯山茂君。

0 1 5番(飯山 茂君) いろいろと、今、賛否両論ですけれども、 ζの辺で暫時休憩

をして、 ( i反対」と呼ぶ者あり )休憩を私はしたいと思います。(i続行」と呼ぶ者あり)

O議長 (高橋通夫君 j 質問者が残っ ていま:すから、それをやっちゃってから…一。

( i議長、私はとういう混乱の中だから休憩してほしいというととを言っているんですよ Jと

呼ぶ者あり)

0議長(高橋通夫君) 建設委員長。

た以上、 本会議でも ζれが承認されることを願つてなると、 こういうふう K申し上げます。

0議長(高橋通夫君) 市川資信君。

0 1 9番(市川資信君) 今、多くの議員から質疑がされて、ななかっまた建設委員長

さん(!c1年以上の建設委員会での審議のその過程の苦渋というんで しょ うか、苦労というか、

Kじみ出て、本当K御苦労さんだったと思つてなります。しか し、その中Kないて、今、 各議

員が指摘してなりますよう K、私は との採決がややもすれば尚早では左かったかなあ、と思わ

ざるを得左いんです。と申しますのは、今、委員長が図らずも谷議員の ととろで答弁してなっ

たよう K、とれが日野市議会Kないて審議をしても、反対Kしでも促進Kして も余り一当事

者同士の話し合いの方が必要左んだという見地から、そのよう左事態へいったんですけれど も、

私はそれはそれで結構だと思うんですが、ただ、今、申し上げたよう K、第 3条の申請がされ

な諮 りいたします。議事の都合Kより暫時休憩したいと思いますが、ζれ十て御異議ありません

か。

C 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ます。よって暫時休憩いた します。

午後 10時 14分休憩

午後 10時 36分開議

た時点在らば、商調協が働いてその話 し合いのテープノレができる、ということでよかったと 思

うんですが、まだ残念ながらとのダイクマ問題は、第 3条の申請はされて長りません。 したが

って、地域のいわゆる商工会が音頭をとるとか、先ほど申したよう左、四者協議とかという 仮

定の段階ですので、できれば、私の個人的意見を申し上げさせていただければ、 第 3条の申請

が出た時点ぐらいK、請願の不採択左ら不採択、採択左ら採択という決着をしていただいた方

がむしろよか ったかなあ、むしろ今ζれを不採択する ζ とKよって、地域商庖の方々は糸が切

れたよう K、一体どの方向へ進んでいったらいいんだろう、という戸惑いを感じる可能性も私

は左き Kしも あらずだという 、また片や建築される方の人は、乙れを機会Kうまくすれば堂々

と早く建築してしまう、という ζ とも左きKしもあらず。私もやはり中小企業の立場を思う者

の 1人として、非常Kとの問題Kついては憂慮、してなりますので、一言だけ今の意見を申し上

げたんですが、もしそれら忙ついての建設委員会で、 3条申請がついて左い時点で ζれを決着

。議長(高橋通夫君)

建設委員長。

〔建設委員長登壇〕

0建設妻員長(鎌野行雄君) 先ほどの市川議員の質問に対して答弁申し上げます。

休憩前に引き続き会議を開きます。

名古屋議員の質問に対 してお答え しましたときに申し上げま した とおり 、 3条問題を含めま

して、ここで継続にすべきか、あるいは結論を出すべき かと いう ようなことも審議されたわけ

でございます。そして採決の結果、ここで結論を出すべきだ、ということに至ったわけでござ

います。よろしゅ うございましょ うか。

0議長(高橋通夫君) 市川資信君。

01 9番(市川|資信君) 了解。

0議長(高橋通夫君) 板垣正男君。

01 2番(板垣正男君 ) 先ほど来質疑が行われているわけでありますけれど、私も二、

三質問を行っていきたいと思いますので、わかりやすく委員長の方で説明をして いただきたい

と思います。
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最初に、一つの問題で相反する請願が出ていると 、しかも 3件出ているということでありま

すけれども、それを同時に不採択にするということはちょっと例がないんではな ~ iかと思うん

ですけれども、 委員長は、これまで日野市議会でこうしたケ ースがあったかどうか、審議の中

0建設委員長 (旗野行雄君) お答え申し上げます。

になる、ということを望むものではもともとないわけであります。

ダイクマ出庄阻止に関する請願は、公明党の黒川議員、社会党の一ノ瀬議員、共産党の米沢

照男議員、公明党の馬場繁夫議員が紹介議員になっておりますし、ほかに 3名おられたのであ

りますが、これは後日 、取り下げということになっておるわけであります。それから出庖促進

に関する請願、これは紹介議員として古谷太郎議員、谷 長一議員、高橋徳次議員、滝瀬敏明

議員、大柄 保議員が、それぞれ紹介議員にな っておられます。また、出庖阻止に関する陳情

の方は、これはもちろん陳情でありますから、紹介議員はないわけでありますが、 請願58-

2 5号と同趣旨のものでありますから、ほぼ先ほどの紹各議員も同じような趣旨の賛意を表し

ているんではないかと、こ のように判断されるわけであります。

でですね それらにふれたかどうか、ひとつ説明 していただきたいと思うんです。

0議長(高橋通夫君) 建設委員長。

こうい う前例があったかど うかというこ との御質問だと思いますが、その辺については、委

員会では討議はなされませんで した。

0議長(高橋通夫君)

0 1 2番 (板垣正男君 )

板垣正男君。

念のため議会事務局長に伺っておきますけれども、局長は、
そこで委員長に伺っておきたいのでありますが、建設委員会で 4対 2で不採決ということの

ようであり ます。不採択を主張 した議員の会派名、それから継続を主張された会派名と議員名こう したクースの前例が記憶にあるかどうか、ひとつ説明して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(岩沢代吉君〉 お答えいたします。

をひとつ御報告していただきたいと思うんです。

現在までございませんO

0議長(高橋通夫君) 建設委員長。

0建設委員長(策野行雄君) それでは報告申し上げます。

0議長(高橋通夫君 ) 板垣正男君。

0 1 2番(板垣正男君) 私も 10何年間議会におるわけですけれど、 相反する請願を

同時に不採択にするという こと は、全く記憶はな いわけであります し、 我々 、そういう審議も

先ほども名古屋議員の質問に対しての答弁の中で申し上げましたように、採決は、事務局と

も打ち合わせして、 どのよ うな方法が適当であろうと いうことを検討 した上、 請願を採択の方

の挙手をお願いして、採決したわけでございます。それで、阻止に関する請願、これについて

また行ってこなかった、という ことが言えると思 うんです。そういうことから いき ますと今度 の採決につきましては、採択に賛成の議員は小俣議員、一ノ瀬議員でございました。次に出庖

促進に関する請願は、採択に賛成の議員は 1人も られませんで した。阻止に関する陳情につのこの同時不採択は、理解のできない結論ではないか、と思いますので、私はそういう点から

も、この請願の審査を、もう一回建設委員会に戻 して審議を し直す、ということが妥当な結論

ではなし 1かと思うのでありますので、その点を最初に申し上げておき たいと思 うんです。

それから、御承知のよ うに、請願に私たちが紹介議員となって署名する と、捺印すると いう

ような場合は、だれしもが、その請願を採択してほしいと願 うわけですね。 これは もう私が多

く言 うまでもなく、当然なことでありますから御理解できると思うんですが、例えば、議員の

ハンド ブックなどを見ましでも、 いや しく も住民が議会に請願する場合の紹介は、提出の前提

要件と して記載するのではな く、 請願内容に賛意を表するものと して記載さ れるものでなけれ

ば紹介すべき ものではありません、とこういうふうにはっきりと述べられでおります。ですか

らこそ紹介議員になるわけであり まして、その紹介を した請願が不採択になる、あるいは否決

きま しては、 58ー 25号の阻止に関する請願と同様でございました。

以上でございます。

0議長(高橋通夫君) 板垣正男君。

0 1 2番 (板垣正男君 ) 私が今質問したのは、賛否の数ではなくて、議員名と会派名

を伺ったのでありますので、ひとつ御説明をしていただきたいと思います。

0議長 (高橋通夫君 ) 建設委員長。

0建設委員長(鎌野行雄君) そうしまと、お答えします。共産党の小俣議員、それ

から革新クラブの一ノ瀬議員が、 58-25号の阻止に関する請願について、採択に賛成の挙

手をされました。それから 58-36号につきま して も同様であります。
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以上ですっ

O議長(高橋通夫君) 板垣正男君。

0 1 2番 (板垣正男君) 採択に賛成されなかった方はどなたでしたか。

O議長(高橋通夫君〉 建設委員長。

0建設委員長(策野行雄君) こういうことでございます。 58 - 2 5号の阻止に関

いか、ということで結論を出した、ということだったと思うんですが、この請願を議会と切り

離すということは、やはり請願者の議会に対する請願権を、議会としての責任ある判断を示す、

ということを避けたんではないかと、こ ういうふうに、やっ ぱり判断せざるを得ないわけです

ね。私は、そういう点で先ほど来の委員長の報告に、非常に不満であるだけに、こ の点の解明

を、もう少し審議の経過を踏まえて報告していただけないだろうかと、こ のようにお願いした

いと思いますめで、りとつ委員会の報告をしていただきたいと思 うんです。する請願につきましては、採択に賛成の方の挙手をお願いして、挙手少数でございましたので、

ほかの方、それ以外の採択はいたしておりません。 。議長(高橋通夫君) 建設委員長。

0議長(高橋通夫君)

0 1 2番 (板垣正男君)

板垣正男君。 。建設委員長(策野行雄君〉 お答え申します。

採択に賛成されなかった議員名を教えていただきたいと、こ 第 l点、第 2点とも、賢明なる委員の皆様が御判断の上、あのような結論を出されたんだと、

私はそう申し上げる以外にないわけであります。

。議長(高橋通夫君) 板垣正男君。

ういうふうに申し上げているんです。それから、 58-32号についても、採択は賛成者ゼロ

ということだったようですけれど、これは全員のようですが、全員のひとつお名前も教えてい

ただきたし ¥0 0 1 2番(板垣正男君〉 結論について J士、今tほど来から説明されておりますので、そ

0議長(高橋通夫君〉 建設委員長。

0建設委員長(旗野行雄君) では申し上げます。まず58-25号ですね阻止請願に

れはわかるんですが、そうな った経過、例えば、なぜ議会から切り離すことがいいのか、いわ

は‘そういうことでいきますと、請願を提出するな、ということにも受け取れかねないことにも

なるんではないか、と思いますので(iとんでもない、言Lリ品さだ」と呼ぶ者あり)私は、そ

ういうことの懸念で終わるだけなら、ぞれはそれで結構ですが、そういうことの論議は全然な

されなかったのかどうか。委員長自身が、例えば請願権との関係で非常に残念だ、というよう

な話も最初に申し上げているわけですから、その辺の論議は、もう少し詳しくお聞かせしてい

つきましては、副委員長の川嶋議員、それから小山議員、秦議員、奥住議員ということになり

ます。(iそれは内容が違う」と呼ぶ者あり)それから 58-3 2号につきましては全員とい

うことになります。 58ー 36号につきましては、 58 -2 5号と同様であります。

0議長(高橋通夫君) 板垣正男君。

0 1 2番 (板垣正男君) 今、議員名と会派名もほぼわかったわけでありますけれども、

そうしますと、請願に紹介された議員の会派で、一方では採択してほしいと願って出したもの

に署名する。委員会では、逆に賛成しない、不採択と、こういう結果は自然になったんではな

いか(i何、言っているんだ」と呼ぶ者あり)というふうにも受け取れるわけでありますけれ

ど、(i委員長、ちゃんと言ってくれよ」と呼ぶ者あり)私は、こういう一つの請願に対する

ただきたいと思うんです。

0議長(高橋通夫君) 建設委員長。

0建設委員長 (旗野行雄君 ) 今、板垣議員のおっしゃられたようなことは、委員会

の質疑なり御意見としては出されなかった、ということを御報告申し上げておきます。

ばらばらな結果になったんではな t¥かと、こういうふうに判断せざるを得な いわけであり ます。

ですから、非常に審議の経過がですね、まだまだ不十分ではないか、こういうふうに私は結論

をせざるを得ないわけですけれど、委員長の先ほど来の説明では、どうもその辺のところがよ

0議長(高橋通夫君) 板垣正男君。

0 1 2番(板垣正男君) 委員会の質疑でなされなかった、という ことですので、これ

は、私は、やはりそういう点の論議はしてほしかったと、こう希望せざるを得ないと思います。

それから、最初に委員長が説明したように、請願を議会と切り離す、この方がいいんで、はな

ダイクマ出f苫阻止に関する陳情は、2万 7，76 3名からの署名があるんですね。それから、

出庄促進に関する請願は、 2，973名の署名があるということで、相当の数の署名がなされて

いる、というこ ともあるわけですね。こう した、たく さんの、 3万以上の署名が寄せられたと

く納得がt¥かない、 という点が 1つあるわけであります。
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どう かをお聞かせしていただきたいと思います。

0議 長 ( 高 橋 通 夫 君 ) 建設委員長。

0建設委員長(策野行 雄君 ) もちろん建設委員長であり、建設委員会でこ のよ うな

結論を出したわけでありますから、本会議でもその結論を尊重 していただければ非常にありが

たいこと だと申 し上げておきます。

いうことの重みといいますか、市民の声、あるいは中小企業者の声、商庖主の声、ある いは消

費者の声、こういう ものをどのように反映された中で審査さ れたか、 その辺の論議があったか

0議 長 (高橋通夫 君 ) 建設委員長。

0建設委 員 長(鎌野行 雄君 ) 確かに板垣議員の言われたような、陳情ある いは請願

に関する署名者の数はあるわけで ございます。 そのよ うな事情でありますので、 1年間にわた

って、 慎重に審議を重ねてきたわけでございます。

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。

0議長(高橋通夫君) 板垣正男君。

01 2番 (板垣 正男君 ) 先ほど議会事務局長も報告 しましたよ うに、こ ういう、同時

に相反する請願を不採決にする、という例はないわけであります し、 今後の日野市議会に汚点

を残さ ない という意味において、 私は、 もう一回建設委員会で慎重審議されるよ う、 議長にも

特に要望 しておきたいと思 うんです。

C I議事進行 」と呼ぶ者あり)

0議 長 ( 高 橋 通 夫 君 ) 米沢照男君。

0 23番(米沢照男君) 最初に、結論を先に言いますが、私は今の質疑のやりとり

0議 長(高橋通夫君 )

06番(古谷太郎君 )

ほかに御質疑はありませパノか勺古谷太郎君。

実は、 よそうかと思ったんですけれど も、余り共産党の諸君が

を開いていて、もっと建設委員会で約得し得る内容の審議を尽くすべきだと、そ う思っており

ます。(I人の揚げ足を とるな Jと呼ぶ者あり)したがτて、この請願については、委員会へ

の差し戻 しを要求をいたします。議長の方でよろしくお取り計らい願いたいと思います。

先ほどから強調されていますように、この両請願、合わせて 3万以上の署名が付されており

ます。そして、 出庖阻止の請願、それから陳情には、32の商庖のうち 30の商l吉会が反対の

立場で これを支持をしております。と いうのは、単に南平だけの地域的な問題ではな しに、 か

なり広範囲にわたっ て商庖が影響を受ける、こういうことから、地元商庖が、極めて深刻な問

題と して、これを受けとめたと思うんですね。特に大庖法との関係で言えば、なかなか出庄を

しつこいんで、一言言っておかないと今後の議会運営にも差 し支える と思います。

大体議員の審議の内容、どう いうふ うに各議員がお考えになってい らっし ゃるか、こうい う

こと までせんさく するのは必要ないこと なんです。 それで、 賛成と一一 賛成でもいろいろある

と思う んです。 一ノ 瀬君の賛成も小俣君の賛成も内容は違うかも しれない。だから、そう いう

点は、一 々聞く必要はないんで、また答えること も不可能なことなんです。不可能な ことを質

問 して、 時間を延ば しているんですっ実に傍聴の方に申しわけないと思う。 (笑声)

まあ、いずれにしても、これは先般助役から回答があったんです。助役が、こ の問題は大変

難 しい問題である し、 日野市の商業の振興、また消費者の保護、両者の立場で全力を挙げてこ

れからやるんだ と。 商調協に私も委員に入っ ています。こ んなふうなお話があ って、 まあ、な

かなか難しい問題、旗野委員長も大変御苦労なさ ったと思います。 もうこれ以上苦労をされる

ことは一一委員会の判断と して も、恐ら く日野市民のためにならない、ということだろうと思

います。旗野議員さ んは非常に人格者でい らっ しゃいますので、丁重な御回答をなさっていら

っしゃいますが、こ の辺で委員会報告どおり決定 してい くことがよかろ うと思うんですが、委

阻止するという歯どめの役割が果たせないということから、どこえ頼ったらいt¥かといえば、

結局市議会に頼っ て何とかしてほ しい、こういう訴えがこの請願、陳情に、文面にあらわれて

し1ると思うんですね。そして、中身とすれば、 1つは地元商f苫に深刻な影響が与えられる、死、

活の問題だ、という点が 1点あるかと思うんです。(I議事進行じゃない、意見だ」と呼ぶ者

あり)2点目は、私が一番紹介議員として重視せざるを得ない問題は、住環境への決定的な悪

影響の問題であります。先日の一般質問でも、私 は実態調査の経験を踏まえて 、発言を

しましたけれども、例えば横浜市の田奈底、あそこ現地調査によれば裏通りへの違法駐車、そ

して表通りの 2キロ、 3キロにわたる渋滞、その他車公害なよる地域への影響、これは大変な

ものがあります。同時にまた、大きな庄舗にしては庄員の数が少なt¥0 したがって子供などの

万引き、その他による非行化の心配もあります し、 田奈庄では、そういうケースが幾つも出て

員長はどのよう にお考えになりますか。 (笑声 〉 おります。
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026番(秦正一君 〉 議長、今の議事進行、 ちょっと決を採ってくださいよ。そう

いうことで、ま た地域の住環境に対しても非常に、車公害とか、いろパノなそういう問題で、住

民に対する悪影響を与えるんじゃなし 1かということで、我々公明党といた しましでもこの請願

に対 して、支持してきたわけでございます。

で、その後、昨年の 11月 9日、請願第 58-32号、 ダイクマ南平庖出庖促進に関する請

願が出さ れました。これは日野の南部地域の商業振興を訴えていたものでございますが、この

請願の署名の数は、ダイク マ出j苫促進の方が数としては少ないわけです。といって、これを無

視するわけにし 1かず、現在まで建設委員会においては、慎重な審議を続けてまいってきたわけ

でございます。私もちょうど本年、この委員会に所属したわけですけれど。

たまたま、過日の一般質問等でも、議員さんからこの出庖阻止に関する一般質問が出されま

した。市長の答弁の中に、ダイクマ出庄阻止と出庖促進の双方が感情的な、また政治的な紛争

は避けるべきであると、このように申されております。それから、法にのっとっていったとき、

大型庖舗の規制は、市の段階としては直接関与できないということで、いずれにしても法にゆ

だねていきたい旨のことが答弁なされました。いずれにしても非常に関心を持って見守ってい

きたいという市長の答弁がなされました。

この市長のおっしゃることもわからないわけはないんですが、市の執行機関と、それから議

会、議決機関ですね、これの違いは当然あるわけですけれど、いずれにしても、第 1点として

そういう点か ら考えて、住環境に対する悪影響が、委員会の中でどこまで真剣に論議されたの

か、 という点もありますし、さらにはあの南平のいわゆる空き地に、ダイクマが進出 し、 年商

8 0億を超すよ うな積極的な商業活動が行われるという場合、今、あの南平駅中心に、あの地

域の環境を考えてみた場合、中学校が 3校、小学校4校、その他保育園、幼稚園、(議事進行

じゃないJと呼ぶ者あり)さまざまな公共施設があります。そして、多摩丘陵の緑、浅川の清

流、こうした環境を考えた場合、将来のまちづくりという観点からいっても、これは何として

も阻止しなければならない問題だという 、こうい う立場から、私はー紹介議員になってきたわ

けです。そういう点からいって、まだまだ今の委員長の報告の内容では十分意を尽した審議が

されたというふうにはどう して も考えられなし1。 したがって、委員会への差 し戻しを要求をい

たします。議長としてよろ しく 取り計ら い願いたいと思います。

O議長(高橋通夫君) 秦正一君。

そう すれば、私、意見を申 し上げますから、その結果によっ て。 このままじゃ、ちょっとおか

しいですよ。 (i休憩 」と呼ぶ者あり)休憩を とらなくて、そ こで諮ってくださいよ。 (r休

憩」、「始まったばかりだよ」と呼ぶ者あり)

0議長(高橋通夫君 〉 お諮りいたします。ただいま米沢照男君より委員会へ差 し戻し

されたいとの発言がございました。本請願を建設委員会に再付託することに賛成の諸君の挙手 申し上げたいことは、法にのっとっていった場合、市として大型庖の規制ができないならば、

何とか市としてほかに考える方法はなし 1かどうか、できる限りの努力を払って、この大型庖のを求めます。

(賛成者挙手)

0議長(高橋通夫君)

出庖できないような指導要綱なり 、開発指導要綱とか、そういうものをつくるべきではなかっ

挙手少数であります。よって再付託の件は同意が得られません たか、というふうにも考えるものでございます。

で した。 それから、第 2点としては、今までの出庄についての説明会は 2回ほどなされてきておりま

本三件について御意見があれば承ります。秦正一君。 す。さらにこれを、市民のコンセンサスを得るためにこの説明会を行っていくべきではないか、

026番(秦正一君〉

ます。

建設委員の 1人ですけれど、一言意見を述べさせていただき というふうにも思います。

それから 3点目といたしま して、 出l苫阻止それから出庖促進、双方の話し合いの場を今まで

請願第 58-2 5号、ダイクマ出庄阻止に関する請願が出されたのが昨年の9月21日、そ

れから追って 12月2日には請願第 58ー 36号、同様南平出庖阻止に関する陳情が出されま

にも持つべきだったと考えられるんですが、その点も主張しておきます。

それから 4点目といたしまして、専門的な立場で具体的な検討を、先ほどもお話が出ました

した。 商調協にゆだねていくことも一つの方法だというふうにも思います。

ダイクマが出庄した場合には、地元の小売業者とか、それからいろいろな経営面を脅かすと 以上、意見を簡単に申し上げたわけですけれど、この請願を不採択、また採択双方佼意見にも私
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はいきませんで、継続というふうな意見を申し上げたわけでございます。委員会の立場でそういう立

場をとったもので、先ほどの不採択とい う中に含まれておりますけれども、その内容はちょっ

と違うもので、一応報告しておきます。

0議長(高橋通夫君)

0 1番(橋本文子君)

橋本文子君。

も、八王子、立川に客が流れているときに、ディスカウントストアの大型庖が出庖することは、

地元小売業者の死活問題であります。出庄反対を求める署名、 2万7，765名にも及ぶ署名の声

を生かすためにも、地元業者の経営を守る立場から、ダイクマの南平出庄に強く反対するもの

であります。

最初に米沢議員の方から議事進行の発言がありまして、これは

以上です。

O議長(高橋通夫君)

03番(小俣昭光君)

小俣昭光君。

また、南平地域につきましては、南平駅を中心にして 3つの保育園、 2つの幼稚園、 4つの

小学校、 2つの中学校、 3つの学童クラブなどの公共施設が、配置されております。また予定

地の主要道路は、道幅がわずか 6.5メートノレで、片道 1車線の狭い道路でもある通称川崎街道

は、日野市民にとって、大切な生活道路であります。今でも、朝夕はひどく渋滞して、通勤通

学に支障を来しております。もしダイクマが出庖すると、現在の交通量は、日中 1時間当たり、

平均上り下りともに約500台あたりと言われておりますが、これに対して、平日でも 2倍弱、

休日及び大売出し臼には、約 3倍強にもなると言われております。そのため広範囲にわたり交

通渋滞が起こり 、著しく生活機能は低下します。また川崎街道周辺地域の排気ガス汚染も、心

配になります。子供と老人の交通安全も危ぶまれることは、明らかであります。また、この地

域の活性化は、デイ スカウントストアの大型庖ではなく 、真に地元業者の理解なくして活性化

はあり得ません。こうした周囲の環境を十分に考慮した上からも、ダイクマ出庖に反対するも

のであります。

もう、もう一度建設委員会に差し戻すべきである、というふうな意見が出されて、私もそうで

あるという意思表示を したわけですが、全く この問題に関しまして、先ほど局長もこういう例

はこれまでなかった、というふうなお答えもございまして、日野の市議会の、いわゆる私は余

り権威とい言葉を使いたくないんでございますが、その良識を問われるような結論を出された

わけで、やはり これは、相反するものを同時にここで決めるというのは、大変矛盾した行為に

なろうかと思います。

そこで、私は、どうしてもこれを米沢議員と同じように、建設委員会に差 し戻 していただく

ことを意見と して 申し上げたいと思います。

私は請願第 58ー 25号、ダイクマ出f苫阻止に関する請願、 請

願第 58-36号、ダイクマ南平出庖阻止に関する陳情に賛成の立場、また請願第 58-32

号、ダイクマ南平庄出j苫促進に関する請願に反対する立場から意見を申し述べたいと思います。

ダイク マが南平に出庄することは、日野市内 32商庖会のーうち、 30商庖会が反対を表明し

ており ます。ダイクマの既存 10庖舗の合計売上高は、年額 558億 1，00 0万円となっており

ます。南平出庄予定の計画面積で比例計算すると、 88億4，000万円以上の売上高となります。

一方、日野市内の小売庖のうち、ダイクマと競合する商品の売上高は60億 6，500万円であり

ます。したがって、現在の市内の商庖の総売上高の実に1.4 5倍にダイクマの売上高はなると

言われています。この数字から判断する と、日野市内の小売業者の売り上げは、すべてダイク

マに吸い上げられることになります。このようなことにより、地元業者は、倒産に追い込まれ

建設委員会の審議につきまして、一言ふれさせていただきます。

今回の請願は、ダイクマが南平に出庖を阻止する請願と、出庖を促進する相反する請願であ

ります。 この請願を同時に否決することに関して、出庄に反対するのか、賛成するのか、理解

るおそれがあります。

大規模小売庖舗における小売業の事業活動の調整に関する法律、いわゆる大型庖舗規制法は、

大資本の進出を規制し、中小の地元業者の経営を守るためにつくられた法律であります。今で

できないのであります。また、 議会は、業者の問題に口を出さない方がいい、商調協の意見や

商工会の声を聞くべきだ、という声もありますが、私は、地元業者の営業を守り、地域の環境

を守る立場から、 2万 7，000名を超える署名を商調協に届けるためにも、ダイクマの南平出

庄阻止に関する陳情を、可決するよう強く意見を述べるとともに、ダイ クマの南平出庄に反対

して意見を終わります。

0議長 (高橋通夫君) 一ノ瀬隆君。

0 1 1番(一ノ瀬 隆君) 過日の総務委員会で、循環パスの相対する請願がともに

採択されたという報告がありましたが、あの場合は、状況の変化があ って私は納得できないこ

とはないと思いました。(笑声)この請願、陳情、ダイクマの反対だ、出庖促進だ、という全
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く相反する請願、陳情が、ともに建設委員会で不採択になったということは、全く理解できな

いものであります。この問題は、商調協に だねるべきだというのが 3つの請願すべてを不採

択にした理由であります。 しかしながら、商調協という協議する機関があることを承知した上

で、議会で反対を決議してくれ、あるいは出店を促進してほしいというものがこの請願、陳情

だったのであります。この市民の願いを全く加味しないで、全く無視して不採択にする こと は、

許されるものではないと私は思います。私は、 請願第 58 -2 5号の紹介議員として、この請

願と同じ趣旨の第 5R -3 6号の陳情をあわせて、これを採択すべ きであり 、不採択すべきで

はないことを主張したいと思います。

この請願、ダイクマが出庖しないでもらいたいというこ の請願は、その理由として 2つあり

ます。細かいことについては、先ほど小俣議員が申し上げましたけれども、大ざっぱに言って、

1つは、 もしダイクマが出j苫されたら、遠方から来る車などで交通麻癖を起こす。あと 1つは、

ダイクマ出庖によって、南平だけではない、市内の商庄が、倒産など大打撃を受け る、こ の2

つが主な理由だと思います。私は、この理由を全くそのとおりだと考え、採択すべきを主張し

てまいりました。

この請願に対する請願者の意向は、商調協の協議に行くまでの手続きとしての、大規模小売市

舗法 3条による届出も受理しないでほしい、そのために議会で請願を採択していただきたい、

というものでありました。このような意向に沿って、私は商調協云々の以前に議会の意見、意

思決定が大切であると思ってまいりました。

この 5H - 2 5号の請願は、昨年の 9月 21日提出 され、各会派の代表が、紹介議員となっ

ていました。 その後、歯の抜けたように、紹介議員の取り下げが相次ぎ、その数は半介になっ

てしまいました。今までに見られない、異常な経過を、たど ってきたのであります。

交通事情の見通しがよくなったとか、各商庄の打撃が少なくなったとかしづ状況の変化は全

くありません。 当初の紹介議員をおりる状況は全くなく、不可思議と思えてならないのであり

ます。

これまで継続、継続できたもので、今までこの出庄阻止の請願の採択の主張は全くありませ

んでした。それが突如、先日の委員会で不採択が多数となってしまいました。この請願を不採

択とするなら、出l吉促進の請願を議会としては当然採択されるべきものではないでしょうか。

全く理解できないのであります。
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後から出された出J6阻止の陳情は、実に 2万 7，76 3名という、 多くの市民から出されてい

ます。日野市の有権者の 3割近くの陳情を不採択にするということは、大変なことであります。

議会は、日野市での行政に縛られることなく、 市民生活の向上のためになるなら、どんな決議

でもできるのであると思います。現に、全会派一致とかどうかということで検討されている意

見書など、国とか都とか、直接市政に関係のないものでも、この議会で決議しているのであり

ます。また、国や都に関係なく、例えば市内のある大企業が、不当労働行為などを働いて、労

働者を苦しめる ようなことがもしあったとしたら、この議会でそういう企業はけしからんとい

う決議もで きるのであります。このように商調協に任せるべきだ、商調協云々というような美

名に隠れて、市民の強い要望を無視することは、市民の代表としての、私どもの権利と義務を

放棄することだと私は考えます。

請願第 5R -2 5号、陳情の第 58-36号の採択を強く主張します。

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。

先ほど米沢照男議員から、議事進行で、建設委員会に再付託というような意見があったわけ

ですが、それを皆さんに諮ったところ、賛成者が少なかったので、議長としてはここで探決を

したいと思います。( i当然だ、何を言っているんだJと呼ぶ者あり)

本 3件については 1つずつ探決をいたします。

まず初めに、請願第 58-2 5号、ダイクマ出庖fillJ上に関する請願に対する委員長報告は不

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 58-25号、ダイクマ

出庖阻止に関する請願の件は不採択と決しました。

次に、請願第 58-3 2号、ダイクマ南平庖出庖促進に関する請願に対する委員長報告は不

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 i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。よって委員長報告のとおり不採択

と決しました。
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次に、請願第 58-3 6号、ダイクマ南平出l苫阻止に関する陳情に対する委員長報告は不採

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) 委員長の不採択に賛成の諸君の挙手が 15、そうでないのが

1 3……( r自信を持ってやれJr 1 3しかないぞJと呼ぶ者あり )挙手多数であり ます。よ

って、請願第 58 -3 6号、 ダイクマ南平出庄阻止に関する陳情の件は不採択と決 しました。

(発言する 者多 し、 「議事進行Jと呼ぶ者あ り)

。議長 (高橋通夫君〉 一ノ瀬隆君。

o 1 1番(一 ノ瀬 隆君) 議場の騒音で、先ほどの議長の発言は全く聞こえて おりま

せん。 (r開こえている」と呼ぶ者あ り)そして、そういう状況のもとに、改めて 申し上げま

すけれども、先ほどの採決に疑義があります。は っきり探り 直していただきたいと思います。

議場において一番大切な ことは何かと言えば、採決であります。 その大切なことがおろそかに

やられてはなりません。採り直しを強く 要求します。

0議長 (高橋通夫君〉 小山良悟君。

04番(小山良悟君) 事務局長にち ょっ とお伺いいたしますが、き「う傍聴の方、た

くさんみえられて、良識ある市民の方が大勢おみえになっていると思いますが、傍聴席で再三

拍手する行為があるんですけれども、そういうことは禁じられているかどうか、 ちょっとお伺

いしたいと思います。

。議長(高橋通夫君) 議会事務局長。

0議 会事務局長(岩沢代吉君〉 お答えいた します。

ただいまの御質問に対しては、全く発言とか、手をたたくとか、そういったものについての

注意事項につきましては、表に明示してありますけれども、場内では御遠慮いただくというこ

とが決まりでございます。

0議長 (高橋通夫君〉

04番(小山良悟君)

小山良倍君。

そういうことでごぎいますので、今後の傍聴に関しては、その

ノレールに のっ とってしていただきたいということで、また、そういう事態が起きるよ うでした

ら、ひとつ議長の方で整理をお願いしたし¥こういうふうに思います。( r議事進行はどうし

た」と呼ぶ者あり)
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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。

午後 11時 30介休憩

午後 11時 38分開議

これより請願第 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 1号、市内循環パス路線の早期実現を求める請願、請願第

59-2 6号、建設工事の地元業者への優先発注に関する請願、請願第 59 -2 8号、世界連

邦都市宣言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 5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1

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 とに街l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。

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 

-2 5号、 4 0入学級の早期実現を求め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 とに御異議あ

りませんか。
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( i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、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。

請願第 58-1 8号、オストメ イト )人工抗門、人工跨脱造設者)に関する身体障害程度等

級の認定等 についての陳情、請願第 59 -2 0号、産休あけ保育の実施 と低年齢児保育の定員

増に関する詰願、請願第 59-2 3号、若草グラウンド(四中検 〉への児童館建設に関する訪

願の件を議題といたします。

厚生委員長の審査報告は、 これを省略いたします。

本 3件については、厚生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。 厚生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。

( 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、厚生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、 ~~ï)JJ.晶、第

5 7 -5 1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話願、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、 5青願第 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、詰舶、第

57-6 2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、高中高不

動駅地区の区画整理に対する反対請願、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、請願第 59-1 6号、基盤整備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 9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。
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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。

( i異議なし」と呼ぶ者あり〕

。議長(高橋通夫君 〉 街県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。

円程第 47、特別委員会中間報告は、廃棄物対策特別委員長より取り下げの申し出がありま

したので取り下げます。( i議事進行Jと呼ぶ者あり 、その他発言する者多し)

次に、 日程第 48、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。

卜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。安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。

( i異議なしJと呼ぶ者あり)

fノ議長(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。

()(に、日程第 49、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。

( 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 50、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
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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 51、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 52、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。

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〕

。議長(高橋通夫君)

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。

休憩前に引き続き会議を聞きます。

-744-

午後 11時48分休憩

午後 11時 56介開議

お諮り いたします。この際、会期の延長の件を日程に追加し、議題といたしたいと思います。

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、この際、会期の延長の件

を日程に追加し、議題とすることに決しました。

会期の延長の件を議題といた します。

お諮りいたします。今期定例会の会期は、本日までと議決されておりますが、議事の都合に

より会期を 12月 25日まで、 1日間延長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、会期は、 1 2月 25日ま

で 1日間延長することに決しました。

お諮りいたします。 12月 25日の会議は議事の都合により特に午前 0時に繰り上げて開く

ことにいたしたいと思います。 これに御異議ありませんか。

c r異議なしJ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、 1 2月25日の開議時間

は午前 O時に繰り上げる ことに決定しました。

本日の未了日程は明日の日程といたします。

本日はこれにて延会いたします。

午後 11時 58分延会
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日程第 16 議員提出議案第 47号 土地価格の評価替えによる固定資産税の増税中止を要

(請願上程)
望する意見書

日程第 1 請願第 59-29号 健康保険本人の 10割給付復帰、および国民健康保険 日程第 17 議員提出議案第 48号 国旗掲揚と国歌斉唱に関する決議
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日程第 20 議員提出議案第 51号 労働基準法改悪反対、実効ある男女雇用平等法の制定

を求める意見書

午前 1時 45分開議

0議長(高橋通夫君) 本 日の会議を開きます。

本 日の会議に付 した事件

日程第 1から第 20まで

ただいま出席議員 29名であります。

請願第 59-29号、健康保健本人の 10割給付復帰、および国民健康保険への国庫補助率

ヲ|き上げの意見書を求める請願が提出されま した。請願の要旨は、お手元に配布しました印刷

物のとおりです。

請願第 59 -2 9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。

お諮りいたします。請願第 59 -2 9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。

( 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。

議員提出議案第 33号、日野市交通安全都市宣言に関する決議の件を議題といたします。

提案者から提案理由の説明を求めます。 川嶋 博君。

o 1 4番 (川嶋 博君) 提案理由の説明を申し上げます。

提案理由の内容につきましては、お手元に配付されておる議案について御参照願いたいと思

います。

0議長(高橋通夫君) 質疑、討論を省略し、直ちに採決を行います。本件は原案のと

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、議員提出議案第 33号、

日野市交通安会都市宣言に関する決議の件は原案のとおり可決されました。

次に、議員提出議案第 34号、文化財保護法にもとづく埋蔵文化財発掘調査の改善を求める

意見書の件を議題と いたします。

提案者から提案理由の説明を求めます。奥住芳雄君。

027番(奥住芳雄君) 文化財保護法にもとづく埋蔵文化財発掘調査の改善を求める

意見書(案)、内容につきましては、お手元に配付されている文書のとおりです。よろしくお
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願いをいたします。 0議長(高橋通夫君〉 御異議ないものと認めます。よって、議員提出議案第36号、

0議長(高橋通夫君) 質疑、討論を省略し、直ちに採決を行います。本件は、原案の 公団家賃再値上げに反対し、「国会要望事項」の全面実施を求める意見書の件は、原案のとお

り可決されました。

議員提出議案第37号、衆議院議員定数格差是正に関する意見書の件を議題とします。

提案者から提案理由の説明を求めます。竹ノ上武俊君。

022番 (竹 ノ上武俊君) 第 37号でございます。衆議院の議員定数格差是正に関す

る意見書でございます。文案はお手元の資料のとおりでございますのでよろしく御審議をお願

いいたします。

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〕

0議長(高橋通夫君) 御異議ないものと認めます。よって、議員提出議案第 34号、

文化財保護法にもとづく埋蔵文化財発掘調査の改善を求める意見書の件は、原案のとおり可決

されました。

次に、議員提出議案第 35号、国庫補助負担率引き下げによる地方負担転嫁反対に関する意

見書の件を議題といたします。

提案者から提案理由の説明を求めます。奥住芳雄君。

0議長(高橋通夫君) 質疑、討論を省略し、直ちに採決を行います。本件は、原案の

027番(奥住芳雄君) 国庫補助負担率ヲ|き下げによる地方負担転嫁反対に関する意

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〕

0議 長 ( 高 橋 通 夫 君 ) 御異議ないものと認めます。よって、議員提出議案第 37号、

衆議院議員定数格差是正に関する意見書の件は、原案のとおり可決されました。

議員提出議案第 38号、少額貯蓄非課税制度の現行維持を求める意見書の件を議題といたし

ます。

提案者から提案理由の説明を求めます。竹ノ上武俊君。

022番(竹 ノ上武俊君) 議員提出議案第 38号を提案申し上げます。少額貯蓄非課

税制度の現行維持を求める意見書でございます。案文はお手元の文書のとおりでございます。

よろしく御審議をお願いいたします。

見書(案〉、内容につきましては、お手元に配付されている文書のとおりでございます。よ

ろしくお願いをいたします。

0議長 (高橋通夫君〉 質疑、討論を省略し、直ちに採決を行います。本件は原案のと

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 〕

0議長(高橋通夫君) 御異議ないものと認めます。よって、議員提出議案第35号、国

庫補助負担率引き下げによる地方負担転嫁反対に関する意見書の件は、原案のとおり可決され

ました。

これより議員提出議案第 36号、公団家賃の再値上げに反対し、「国会要望事項」の全面実

施を求める意見書の件を議題といたします。

提案者から提案理由の説明を求めます。竹ノ上武俊君。

0議長(高橋通夫君) 質疑、討論を省略し、直ちに採決を行います。本件は、原案の

022番(竹ノ上武俊君) 議員提出議案第 36号を提案申し上げます。公団家賃の再

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〕

0議 長 ( 高 橋 通 夫 君 ) 御異議ないものと認めます。よって、議員提出議案第38号、

少額貯蓄非課税制度の現行維持を求める意見書の件は、原案のとおり可決されました。

次に、議員提出議案第 39号、日野市の法務行政管轄区域を東京法務局八王子支局管轄から

多多摩出張所管轄に変更するこ とに反対する意見書の件を議題といたします。

提案者から提案理由の説明を求めます。竹ノ上武俊君。

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でございます。文案については、

配付された文書のとおりでございますので、よろしく御審議をお願いいたします。

0議長(高橋通夫君〉 質疑、討論を省略し、直ちに採決を行います。本件は、原案の

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〕 022番(竹ノ上武俊君) 議員提出議案第 39号を提案申し上げます。日野市の法務
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行政管轄区域を東京法務局八王子支局管轄から多摩出張所管轄に変更する ことに反対する意見

書でございます。案文はお手元の資料の とおりでござい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) 質疑、討論を省略 し、 直ちに採決を行います。本件は、原案の

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、議員提出議案第 41号、核巡航

ミサイル・卜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意見書の件は原案

のとおり可決されました。

議員提出議案第 42号、児童扶養手当制度の改正に反対する意見書の件を議題といたします。

提案者から提案理由の説明を求めます。市川資信君。

0 1 9番(市川|資信君) 議員提出議案第 42号、児童扶養制度の改正に反対する意見

書。案文はお手元に配付 しであるとおりでごさ:'~ ¥ます。よろしく御審議のほどお願いいたしま

とおり決するに御異議ありませんか。

C i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、議員提出議案第 39号、

日野市の法務行政管轄区域を東京法務局八王子支局管轄から多摩出張所管轄に変更することに

反対する意見書の件は、原案のとおり可決されま した。

次に、議員提出議案第 40号、国立病院・療養所の統廃合、地方自治体 ・民間移譲反対に関

する意見書の件を議題といたします。

提案者から提案理由の説明を求めます。竹ノ上武俊君。

022番 (竹 ノ上武俊君) 議員提出議案第 40号を提案させていただきます。国立病

院・療養所の統廃合、地方自治体・民間移譲反対に関する意見書でございます。案文はお手元

の文書のとおりでございますのでよろしく御審議をお願いいた します。

す。

0議長(高橋通夫君) 質疑、討論を省略し、直ちに採決を行います。本件は原案のと

0議長(高橋通夫君 ) 質疑、討論を省略 し、直ち に採決を行います。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(高橋通夫長) 挙手多数であります。よっ て、 議員提出議案第 42号、児童扶

養手当制度の改正に反対する意見書の件は原案のとおり可決されました。

議員提出議案第 43号、道路財源確保に関する意見書の件を議題と いたします。

提案者から提案理由の説明を求めます。旗野行雄君。

01 0番(旗野行雄君) 議員提出議案第 43号、道路財源確保に関する意見書を提案

いたします。内容につきま してはお手元に配付されている文書のとおりでございます。よろし

くお願いいたします。

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、議員提出議案第 40号、国立病

院・療養所の統廃合、地方自治体・民間移譲反対に関する意見書の件は原案のとおり可決され

ました。

議員提出議案第 41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

全実施を求める意見書の件を議題といた します。

提案者から提案理由の説明を求めます。竹ノ上武俊君。

022番 (竹ノ上武俊君) 議員提出議案第 41号を提案申し上げます。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意見書でございます。よ

ろし く御審議をお願い申し上げます。

0議長(高橋通夫君) 質疑、討論を省略し、直ちに採決を行います。本件は原案のと

0議 長 ( 高 橋 通 夫 君 ) 質疑、討論を省略し、直ちに採決を行います。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、議員提出議案第 43号、道路財

源確保に関する意見書の件は原案のとおり可決されました。

議員提案第 44号、人事院勧告の完全実施と地方自治の本旨確立に関する意見書の件を議題

といたします。

提案者から提案理由の説明を求めます。名古屋史郎君。
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02 1番(名古屋史郎君) 第 44号、人事院勧告の完全実施と地方自治の本旨確立 の件を議題と いたします。

提案者から提案理由の説明を求めます。竹ノ 上武俊君。

022番 (竹ノ上武俊君) 議員提出議案第47号を御提案申し上げます。土地価格の

評価替えによる固定資産税の増税中止を要望する意見書でございます。案文はお手元に配付さ

れております文書のとおりでござい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) 質疑、討論を省略し、直ちに採決を行います。本件は、原案の

とおり決する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、議員提出議案第 47号、

土地価格の評価替えによ る固定資産税の増税中止を要望する意見書の件は原案のとおり可決さ

れました。

議員提出議案第 48号、国旗掲揚と国家斉唱に関する決議の提案者より 、取り下げの申し出

がありま したので取り下げます。

次、議員提出議案第 49号、ソ連極東配備の中距離核ミサイル SS-20の撤去を求める意

見書の件を議題といた します。

提案者から提案理由の説明を求めます。小山良悟君。

04番(小山良悟君) 議員提出議案第 49号、ソ連極東配備の中距離核ミサイル SS 

-20の撤去を求める意見書、提案理由についてはお手元に配付した要旨のとおりでございま

す。よろしく御審議のほどお願いいたします。

に関する意見書。案文はお手元にあると おり でございます。どう ぞよろしくお願いいたします。

0議長(高橋通夫君) 質疑、討論を省略 し、 直ちに採決を行います。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、議員提出議案第 44号、人事院

勧告の完全実施と地方 自治の本旨確立に関する意見書の件は原案のとおり可決されま した。

これより議員提出議案第 45号、思想 ・言論 ・結社の自由を奪う政党法制定に反対する意見

書の件を議題といたします。

提案者から提案理由の説明を求めます。竹ノ上武俊君。

022番(竹ノ上武俊君〉 議員提出議案第 45号を提案申 し上げます。思想・言論

・結社の自由を奪う政党法制定に反対する意見書でございます。案文はお手元に配付されてお

ります文書のとおりでござい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) 質疑討論を省略 し、 直ちに採決を行います。 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、議員提出議案第 45号、思想 ・

言論・結社の自由を奪う政党法制定に反対する意見書の件は原案のとおり可決されました。

議員提出議案第 46号、政府の年金制度「改革 」に反対する意見書の件を議題といたします。

提案者から提案理由の説明を求めます。板垣正男君。 0議長(高橋通夫君) 質疑、討論を省略し、直ちに採決を行います。本件は原案のと

01 2番 (板垣正男君) 議員提出議案第 46号、政府の年金制度「改革」に反対する 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) 挙手の結果、可否同数であります。よって、地方自治法第 116条

の規定により議長において本件に対する可否を裁決いたします。(発言する者多 し) 本件に

ついて議長は可決と裁決いたしますo ( i議長、横暴」と呼ぶ者あり〉

議員提出議案第 50号、租税教育の推進に関する意見書の件を議題といたします。

提案者から提案理由の説明を求めます。古賀俊昭君。

01 8番(古賀俊昭君) 議員提出議案第 50号、租税教育の推進に関する意見書を提

意見書、案文はお手元に配付 して ございますので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) 質疑、討論を省略 し、 直ちに採決を行います。 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) 挙手少数であります。 よって、議員提出議案第46号、政府の

年金制度「改革」に反対する意見書の件は否決されました。

議員提出議案第 47号、土地価格の評価替えによる固定資産税の増税中止を要望する意見書
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案甲し上げます。内容につきましてはお手元の資料のとおりでございます。よろ しく 御審議の

ほどをお願い申し上げます。

地方自治法第 123条第 2項及び日野市議会会議規則j第 81条の規定に

よ り署名する。

0議長(高橋通夫君) 質疑、討論を省略し、直ちに採決を行います。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〕 日野市議会議長

。議長(高橋通夫君〉 挙手多数であります。 よって、議員提出議案第 50号、租税教

育の推進に関する意見書の件は原案のとおり可決されました。

次に、議員提出議案第 51号、労働基準法改悪反対、 実効ある男女雇用平等法の制定を求め

署名議員

る意見書の件を議題と いたします。

提案者から提案理由の説明を求めます。竹ノ上武俊君。
署名議員

02 2番(竹ノ上武俊君) 議員提出議案第 51号、労働基準法改悪反対、実効ある

男女雇用平等法の制定を求める意見書案でございます。案文はお手元の文書のとおりでござい

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〉 質疑、討論を省略 し、 直ちに採決を行います。本件は原案のと

おり可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、議員提出議案第 51号、労働基

準法改悪反対、実効ある男女雇用平等法の制定を求める意見書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りま した

これをもって昭和 59年第 4回日野市議会定例会を閉会いたします。

午前 2時 8介閉会
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