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0議長(高橋通夫君〉

に本日の会議を開きます。

午後 1時 34分開議

これより昭和 60年第 1回日野市議会定例会を開会 し、 直ち

ただいまの出席議員 28名であります。

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

長において

1 6番夏井明男君

1 7番黒川 電憲君

を指名いたします。

次に日程第 2、会期の決定の件を議題と いた します。

議会運営委員長の報告を求めます。

〔議会運営委員長登明〕

0議会運営委員長(中山基昭君) それでは、本日よりの第 1回の定例会の運営につ

きま して、議会運営委員会よりの報告を行い、御審議と御確認をいただいてまいりたいという

ように思います。

去る 3月の 1日に、議会運営委員会を開催しま した。 この中で、議案の取り扱い、会期、日

程などについて協議を行ってまいりました。

その内容は、お手元に配付をさ れており ます定例会の日程、予定表のとおりでございます。

ぜひ参照をしていただきたいというふうに思います。

この定例会に、市長からの提案されます案件は、予定されます追加議案を含め 29議案になり

ますが、議案の 7号から 15号までの9議案と、予定をされております追加の 29号議案を除

きま して、 関係の委員会に付託をし、 審議をする ことにいたします。

さらに、 通告によります一般質問は、 22名、 51件が予定をされておりますので、 6日間

を予定をしてまいりたいと思しぜす。特に質問の最終 日の 13日には、追加議案との関連を含め、

全員協議会を予定をしておりますので、 1日4名以上の質問の消化を、ひとつしてま いりたい

というふうに思います。

また、行政報告につきま して も、職員給与の是正等について、組合との交渉経過につきまし

て、 追加報告が行われることになり ます。 一般会計予算特別委員会3日、特別会計予算特別委
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員会 1日を設定をしております。

したがいまして、会期につき ましては、 本日3月 4日より 27日までの 24日間といたしま

す。

以上、 大変雑駁でございますが、よろしく御協力をお願いしまして、 報告を終わります。

。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 1-異議な し」と呼ぶ者あり〕

0議長(高橋通夫君) 御異議な いもの と認めます。よって会期は、本 日から 3月 27 

日まで、期 日24日間と決定いたしました。

次に 日程第 3、昭和 60年度予算編成方針と事業について、 理事者から発言を求めます。市

長。

(市長登壇〕

O市長 (森田喜美男君) 昭和 60年第 1回定例市議会の開会に当たり 、新年度予算の

編成方針と新規事業について、 その概要を申 し上げ、御理解をいただきたいと存じます。

我が国経済は、近年、市場の拡大と景気回復の過程を進みつつあるとはし 1え、その大部介が

輸出の増加によるものであり 、国内需要の個人消費、住宅建設などの家計部門では回復がおく

れ、全般的には低成長の横ばし 1基調 と観測さ れております。

また、国の財政面では、累積 している莫大な国債の償還が本格化する年次を迎えて、いわゆ

る公債費が社会保障費を上回る最大の歳出項目となっ て、 実に19.5 %の割合を示 している一

方に、国民生活に関係深い一般歳出が 3年連続のマ イナスになっ ている ことは、財政運営に著

しい不均衡をっくり出しているものであります。

このような国の財政逼迫は、その予算編成の中で地方自治体に対 し、 これまで支出されてき

た理由のある高率補助に、一律 10弼削減とい う非常手段がと られる ことになりました。これ

は市民生活と関係の深い生活保護費、児童措置費、老人措置費などの経常経費、 2，600億円

と公共事業費 3，2 0 0億円の合計 5.800億円を地方自治体に負担させ、転嫁 しよう とするも

のであって、自治体財政と市民生活にとっ ては、大き いインパク トとなるものであります。

増大する行政需要の中で、税収の伸び悩みの上に、本市と して 2億円以上と見込まれます国

庫補助金の削減は、その後始末を自己財源で補てんせざるを得ない結果とな って、 また、市財
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政の環境は例年以上に厳 しい ものがあります。

このよ うな状況においての財政運営に当たっては、効率性の高い行財政の展開を中心とする

経費の節減に一段の工夫を施すとともに、施策の重要度 と緊要性による優先順位に厳しい選択

を行うことは言うまでもなく 、限られた財源の効果的運用に最も意を用いたと ころであります。

昭和 60年度予算案は、年度の初めに市長選挙が行われることを配慮して、特に選択的施策

に属する ものは後日にゆだねる余裕を予備費に残し、経常的経費のほかは、すでに事業化の方

向づけが確定しているもの、及び継続的事業を骨組みとして編成した次第であります。

まず、予算規模でありますが、一般会計と特別会計の総額は 442億円で、前年度に比較し

て4.3婦の伸び率となっております。そのうち、一般会計は 310億5，000万円で、前年比1.9

%の微増にとどまりま したのは、前年度(5 9年度 )に市民会館、仲田小学校の開設、ごみ焼

却炉新設、また、仲田緑地の購入などを組み入れた大型予算となって、 23.5婦の伸び率であ

ったことによるものであります。

さて、歳入の大宗をなすべ、き市税のうち、個人市民税にはやや景気の上向きによる増収が見

込まれますが、法人市民税では、 トップ企業の部分的転出の影響もあって、市税全体としては

6.3係のやや低い伸び率を見込みました。

次に、特別会計の総額は 131億8，000万円で、前年比 10.4%の伸び率でありますが、その

うち下水道事業特別会計は 21億円で、 28.3 %の大きい伸び率になって、本年度以降の最重

点事業に位宵づけ られるものであります。

次に、新規施策の中の主な事業について、御説明を申し上げます。

第 1に、福祉の関係では、御承知のとおり 59年度事業であった心身障害者生きがい作業所

「つばさ学園」の建物完成に次いで、 本年は この施設の経営に当 たる社会福祉法人日野市福祉

事業団の事業活動が発足いたします。すでに施設長は都より経験者の推薦を受けて採用を決定

し、職員も適格者の採用を終わり 、 5月からの事業開始を期して諸準備を進めておると ころで

あります。また、既設の「日野共同作業所Jの改築について設計費を計上し、 61年着工の計

画であります。さら に、 民間福祉事業所についても、事業活動促進に助成を行い、日野市社会

福祉協議会への助成を増額しております。

第 2に、教育 ・文化 ・スポーツ関係について申し上げます。

学校関係では、児童生徒数の増加が安定したことにより 、本年は新設校の開設がありません
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が、校舎の建具改修、学校緑化な どの環境の改善整備を進めます。

本年は、市立図書館が創立 20周年を迎えますので、記念事業 としてサービス改善のための

専門的調査に取り組み、パ ネル展やふるさとマップの作成などを計画しております。

スポーツ 関係では、第二中学校の校庭開放とナイター施設を備えるため、初年度工事に防球

フェンスの設備か ら取 りかかります。

幼児教育を託する公私立幼稚園には、なるべ く父母負担の格義をなくするよう 、公立では 4

年ぶりに保育料のア ップをお願いし、 私立には保護者補助を月額 6.00 0円に格上げする施策

のほか、第七幼稚園の開園、また、 幼児教育センタ ーの充実などがあります。

二中の給食関係施設については、年度間補正を予定し、ふるさと博物館の建設は財源事情と

起債の観点から、 63年度事業に計画を延期 し、 準備業務を継続する ことにいたします。

建設中の市民会館が本年は落成いたしますので、 7月下匂ごろ落成式とこけら落と しの記念

行事に約1カ月を予定し、 9月から一般の使用公開を始める計画であります。

第 3に、 都市整備関係では、土地区画整理事業において、すで に施行中の万願寺地区の推進

を図るとともに、 豊田南、高幡地区の事業化を実施する計画であります。

下水道事業では、浅川処理場の用地確保が進捗 し、 同様に秋川処理区の事業が動き始めてい

ますので、南多摩処理区の百革、落川方面に一部供用開始が確実とな ったこ ととあわせ、全市

的に公共下水道の事業化に取り組む時期を迎えることになり ます。今後は、この最大事業の達

成に道進いたさなければなりません。

都市計画道路 2・2・5号線は、関係地権者の協力が得られる ことにな り、本年は設計費を

計上して着工への段取りを閤めるとともに、次に東光寺と日野台をつな ぐ2・2・9号線の調

査にかかる計画を持っております。

道路新設改良事業には、 総額 5億 1，000万円を計上して、 新設 ・改良整備に力を注さます。

水路清流関係では、用水事業として、豊田、新井の用水樋門を改修 し、 浅川 自然公園、南平

用水の計画事業を推進 し、用水組合への助成を増額いたします。

第 4に、中小企業の振興には、事業資金融資枠の拡大を図 る措置にあわせ、 商工会への補助

金を増額 しております。

その他、市民生活に直接ある いは間接に関連する施策と しては、無届け浄化槽清掃費の一部

助成の開始、地区セ ンターの建設、南多摩斎場組合加入に伴う問施設の使用開始、消防 ・防災
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関係施設の強化、向川原市営住宅建てかえの基本計画作成、市立病院に CTスキャナー設置等

を事業化 しておりますっ

市民意識の向上のために、市民憲章啓発事業費 と平和都市宣言に伴う平和費を計上しており

ます。

市内循環パスの実現のために、各界の意見を伺 う目的をもって、 市内パス交通検討委員会の

設置を計画いたしました。

レベル アップ事業には、さきに述べたもののほか、福祉タクシ一利用券を年間 24枚から

3 6枚に、青少年問題協議会地区委員会の活動補助金の増額などがあります。

以上、昭和 60年度の施策について述べましたが、さき に申し上げました厳 しい財政状況の

中でも、地域発展と市民要望にこたえるため、今日なすべき当然の事業ばかりであると考えて

おります。

市民生活を守り、特色ある町づくりの夢は限りなく膨らむわけでありますが、市民会館は文

化活動のセンタ ーとして、 また、本年着工の仲田スポーツ公園はスポーツ活動のセンターとし

て、いずれ、花咲くことが期待されます。

市庁舎前中央公園の一角につくるモニュメン トは、日野の地名にちなむ;峰火台でありますが、

これを起点にスポーツ イベン卜として、日野市民マラソンの創設が考えられます。

生活保健セ ンターは、 61年度事業化を目指しております。

庁内の事務電算化(立、 9月ごろから実施できる見込みであります。

以上、議員各位を初め、職員の協力と市民の御理解によって、本年度の事業が達成されます

こと を願い、 私の説明を終わります。

以上です。ありがとうございました。

0議長(高橋通夫君) ただいまの発言について御質疑はありませんか。古賀俊昭君。

o 1 8番(古賀俊昭君) 何点か、お聞きをいたします。

まず、 5ページの給食関係施設についてのことでございますが、当初予算の編成に際して、

すでに後半において補正を予測をして、補正をいた しますと いう表現で、こ うした予算編成の

方針を述べる とい うことは、甚だ不適切と甲 しますか、 異例のことではなかろうかと思うわけ

であります。当初の見通し、また計画と いうものがしっかりしておれば、当然補正予算という

ものは、本来的にはあり得ないものであります。補正をあらかじめ予定を して、 給食関係施設

-9-



についてこのような考え方を述べられた、その理由についてお尋ねをいた します。

また、続いてふるさ と博物の建設、 これがせっかくいろいろな困難な状況を乗り越えて、 設

計等、また大きかな博物館の性格まで決まっていたにもかからず、今色j、財源の事情というこ

と、起債の観点と いうことで、建設が延ばされてしま ったと いうこ とでございますが、当然こ

うした事業というのは、継続して行って初めて意義をなすものであります。ふるさと博物館の

建設が、ただ財政上の事情 とか、起債の観点ということは、当然あらかじめ予想されたことで

ありますので、このことを理由に延期をされるとい うこと は、事業の継続性という ことからし

て、 若干納得しがたいものがあるわけですが、いま少 しそ の延期の理由について、具体的に教

えていただきたいと思います。

それからふるさと博物館も、これは国から用地を譲り受け、 一定の年限の中で建設をいた しま

すということになっ ておるわけでありますが、これも同様に、約 8億円ほどの予算が見込まれ

るわけでありますし、そのためにまた相当額の起債を予定しなければなりません。それらのいわわ

ゆる文化施設、もう少し起債との関係の整合性を明らかにしながら、確実な方法で着手をする。

そういうことで、 実は延期を決定いた しております。

事業の順位から いいますと、生活保健セ ンターの事業の方を先にいたしたい。ふるさと博物

館は、これはもちろん社会教育的な教材として大切な施設でありますので、その問、十分内容

についての準備を進めておきたい、こういう考え方であり ます。

それから、 平和費の計上 ということでありますが、目として平和費を立てたということでは

ありません，若干の平和行事に属する予算を、何カ所かに計上した、こ ういうことの表現で

ありまして、 とりたてて・・…・。具体的には、あと企画財政部長からお答えをさせていただきま

それから、平和費の計上ということが、今回出てきております。私は、平和費と いうこの名

前は大変ま ことしやかに聞こえます し、 立派なものかもわかりませんが、多くの革新自治体で、

こうした名目の予算が計上されて いると いうことは事実で ございますが、常識的に考えまして、

平和費というのは、軍事費のことを本来指すものなんです。英訳いたしますと、コスト・オブ

・ピース、平和のために使う予算、 これが軍事費であって、 平和費と いうのは、 本来電事費を

指すわけでありますが、市長の考えておられる平和費というのは、一体どのような意味を持つ

ものなのか、もう少し詳しく、この平和費の意味を教えていただきたいと思います。

以上ですっ

す。

0議長(高橋通夫君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 第二中学校の給食関係、の予算を年度問補正にゆだねてと いう

表現の仕方をいたしております。

5 9年度、七生中学校の給食設備を終えま して、来年、 60年から給食開始をするわけであ

りますが、なるべくそれらの職員配置を、庁内の現有職員の数の中から配置がえをするふうな計画

をもって、極力新規採用を避けたいという考え方が、一つあります。

二中の給食関係も、なるべくそのように考えたいわけでありますので、これらの配置転換等

につきましては、第 1には組合との協議を要するということが一つあります。

それから、二中の給食関係の設計時には、もうちょっと詰めておかなければならない部分が

ありますので、そういう意味で年度聞の補正を考えながら、当初予算には計上しなかった、こ

ういう理由であります。

平和費は、軍事費が平和費であると いう 御意見もあり得る ことだと思っておりますけれど、

われわれの指しておりますには、いわゆる市民意識の高揚という意味での平和事業、こうい う

ことに課題を置いておりますので、そのように街E里解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。

。企画財政部長(前田雅夫君) お答えをいたします。

2点目の、ふるさと博物館の建設でございますけれども、確かにs9年度から 60年度建設

に向けまして、 準備をしてきたわけでございますけれども、ただいま市長が申し上げましたよ

うに.起債の関係と いうことが第 1点でございます。

これは財政上の整理でござ いますけれども、財源の確実な確保と いう のが、やはり一番大事

でございます。東京都あたりを見ましても、起債の確保 10 0労見込みがつかないと予算計上

しない、というようなやり方をしているわけでございます。

日野市におけましでも、 59年度から起債の許可方針に給与条項と いうものを設定いたしま

して、地方自治体の給与関係の是正を、今指導されている最中でございます。

そのような状況から見ますと、 60年度のこのふるさと博物館の建設の起債というのは、不

確定要素がかなり高いということで、保留をしたわけでございます。

以上でございます。
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0議長 (高橋通夫君〉 古賀俊昭君。

0 1 8番(古賀俊昭君) 二中の給食関係の施設については、当然その事業に着手をす

るということであれば、当初その計画があれば、それに見合う予算措置をあらか じめしておく

という のは当 たり前なことであって、当初予算に計上しないということは、 今、市長のお考え、

人件費云々というようなこともございましたが、予算の編成の仕方からすれば、甚だ常軌を逸

したやり方である というふうに思います。

当然、補正を予測を した上で、当初予算を組む という ような、そうした変則的な予算の今回

の形になった。その理由が、人の確保のことにあるということでございましたが、私どもぽか

ねがね学校給食については、 民間の委託、ないしはセンタ 一方式で実施そせよという点を、強

く主張 しているわけであります。

しかしながら、日野市、教育委員会ともに、いわゆる自治労等の主張を入れた形で、直営方

式そいまだに続けているわけであ りますが、こうして予算の編成にまで重大な支障を来すよう

な、こ うした常軌を変えた形で しか予算がすでに編成できなくな ってきているということは、

ここで もう一度給食のあり方と いう ものを再検討 して もいいのではなし 1かと思います。学校給

食の施設のあり方について、教育委員会の考え方、ない し今後設計についてまだ岩干余地が残

って いるという ことであ りますが、設計をやりながら、また同時にその年度内に建設をすると

いうことは、先般もございました。

建築確認がおりないのに、すでに工事を発注するという、非常にこれもまた一つの流れから

すれば、非常に不自然、なものがあったわけであります。こうした無理な形で建設を進めると、

必ずまた同様の事件が発生をしてくるわけでありますので、この点については、 もう一度きち

んとした考え方を聞かせていただきたいと思います。

それから、ふるさと博物館、これについては 59年度か ら、先ほどのお話のように、準備を

して、今回は本来であれば建設に着手をするというのが、ごく自然な流れであるわけですが、

起債の点を今あれこれということで挙げられましたっ

しかし、これは国のいわゆる給与条項をもとに した指導、これについてみずから提出をした

是正計画等を市が行わなかった。つまり 、日 野市の行政責任に起因しているわけでありまして、

起債の観点からという 、責任を他に転嫁するような理由を挙げて、このふるさと博物館の建設

が延期をされるということは、やはり行政上の一つのミスではなかろうか、こういうふうに思

うわけであります。その点について、 「いやそうでない」とおっ しゃ るのであれば、御回答を

おl震いしたいと J思います。

それから、平和費のことでありますが、もし森田市長さんが姉妹都市のレッドラ ンズ市に行

って、レッド ランズの市長さんに、「今回日野市は平和費を計上しました」というふうにお話

になりますと、レジドランズの市長さ八ノは、日野市が軍事費を計上したというふうにストレー

トに一一これは常識であります。そういうふうに取ってしまうわけであります。

つまり、 軍事 ということを特別、患と して考えなければならないという一つの政治的な、誇

張 した宣伝というものが横行しているわけでありますので、こうした平和費というふうな名前

に名をかりて、ある党派や、また団体等の組織拡大のためにいろいろな活動が行われる 、こう

したことではなかろ うかと思うわけです。

つまり、平和賞と いうものをことさら計上しなくても、日野市の広報、また憲法記念行事等

が、われわれが指摘しておりますように非常に偏った形でこう した行事が行われてきfこ。政治的な偏

向がすでに存在をしていたわけでありますので、さらにこ こで平和費というものをある特定の目的

のために、つまり大方この予算を計上しているのは革新自治体、もうどんどん数が少なくなっており

ます革新自治体が主な構成団体、メンパーであろ うというふうに思います。あえて平和費とい

うようなものを、ここで掲げて事業を計画しなければならないそうした理由というのが、特に

何かあ ったのか、今まではなかった ものでございますので、もう一度その点をお尋ねをいたし

ます。

0議長(高橋通夫君 ) 総務部長。

0総務部長(伊藤正吉君) 3点目の平和費の内容でございますが、これにつきまし

ては、 総務費の一般管理費に計上してございます。

主なものを申し上げますと、本年は終戦40周年、こういう節目を迎えると いう形の中で、

戦争体験集、それからポスタ ー、 それから 40周年記念事業に参加する、こういうような内容

の予算でござ いま す。

以ょです。

O議長(高橋通夫君〉 教育長。

。教育長(長沢三郎君) 第 1点の給食関係の問題について、お答えいたしたいと思い

ます。

つ山τi
 

-13 -



今回の第二中学校の給食施設を延期をするという、その点に関しましては、先ほど市長の方

からも答弁がございましたように、職員定数関連の問題、あるいは学校現場における対応、こ

れらの問題を含めまして、学校現場並びに職員団体とも十分話し合いを詰めた上で、二中の給

食というものを実施していきたい、このことが、まず一番中，C，il守な問題でございます。

なお、 2番目の施設関係のあり方等につきましては、 日野市の学校給食というものが長い歴

史的な経過を踏まえながら、学校教育活動の一環という形で位置づけ、今日まできてし喝。そ

ういう中で、各校方式、これを堅持していきたいということにつきましては、 前々からの議会

で申し述べておるような状況でございまして、小学校全校、並びに中学校 8校のうち 5校が、

すでに各校方式という形で進められているという中で、あと残された 3校につきましても、方

法としては、同じような各校方式の方針をとりたいと。いわゆるセンタ一方式というものに切

りかえ、これは現在のところ考えていませんし、また、そういう方向に切りかえることによる、

今までの施設整備を行ってきて経過におけるところの二重投資、そういうような問題等も考え

ます際に、各校方式の方針というものは買いていきたい。

ただ、その中におけるところの職員定数の問題、こういう問題につき ましては、施設イコー

ル職員増という、その関連の問題が、現在の学校給食をめぐる中で一番大きな問題点として考

えられますので、その辺の問題につきましては、先ほど申し上げましたように、十分職員団体と

の話を詰めた上で、実施してし 1かれるような方途をとりたい、こう考えて おります。

以上です。

O議長(高橋通夫君〉

O助役(赤松行雄君〉

助役。

ふるさと博物館の問題でございますけれども、財政上の起債上

の問題もございますけれども、主体的にはことしの税収全般の中での伸びというのが、 6.30る

というふうな状況でございます。主力企業の転出等の問題がございまして、全体の税収入の伸

び悩みという問題等が、主体的にあるわけでございます。そういう中からの事業の緊急性とい

うか、配分といいますか、そういう 問題と して浮かび上がった問題でございます。

それから、起債につきましては、従来は箱物なり、文化会館、そういう文化施設的なものが、

どちらかといいますと自治省サイドの許可方針としまして、第一番に許可保留というふうなケ

ースに当てはまってまいったわけでございますけれども、 59年からは、は っきりしま した給

与条項というもの等が設けられまして、箱物だけではなく、一般単独債と広く当てはまる、こ
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ういうふうな状況の中で、災害的な起債、災害復旧的な起債を除けば、広く起債の保留のJ寸装

になるという状況でございますので、一番状況が、要するに起債の許可上の条件というものの

中におきまして、一番問題点がございますこれらの施設については、多少やっぱり考えておく

必要があるだろうと。それから、先ほど申し上げましたように、 「財政上の」というのが第 1

点でございます。

起債をすべて、要するに避けて通るということになれば、これは前事業これは避けて通らな

ければならぬわけでございますので、そういう面については第二次的な物の考え方でございま

すので、主体的にはやはり税収そのものの前半の見通しの中からの選択でございます。その問

におきまして、この施設の要するにあり方について内部検討をし、 63年に建設に持っていくと

いう物の考え方でございます。

その聞は、基本計画、あるいは基本設計、あるいは実施設計の検討を十分に行う、こういう

ことでございます。

よろしくお原五いいたします。

0議長(高橋通夫君 ) 古賀俊昭君。

01 8番 (古賀俊昭君) 細かいことは、また予算の委員会の場でお聞きをしたいと思

うんですが、最初の、教育長のお話のありました給食施設の関係、職員組合とよく話し合って

ということで、人事配置の点を挙げて理由としておられるわけですが、学校給食のあり方につ

いては、私どもと考え方が平行線であるというのは、これはもう否定をいたしません。

しかし、組合とよく話し合って決めるんだということであれば、組合が了解するのは、人事

配置の ことからすれば、その点から判断をすれば、当然 7名から 8名、恐らく 10名近くの配

置を要求してくるでしょうから 、そ の分につ いてあ らかじめわかっているわけです。ですから、

直営でやります、 しかも給食事業は残り 3校を笑施してまいります、ということであれば、予算

の計上も、私どもは好ましいこととは思いませんが、組合はそれでなきゃ同意しっ こないわけ

ですから、その点に条件を求められるならば、当然予算を最初に計上しておくべきではなかろ

うか、というふうに思います。

何人ぐらいの人員の配置を部内の調整で賄おうとしておられるか、あるいは、組合サイドで

はどのような要求があるのか、最後にこの点をお聞きをしておきます。

それから、ふるさと博物館の関係ですが、今、助役は、財政事情、つまり税収の伸び等が余
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り期待できないということでございますが、しかし 6場以上の税収がすでに確保、増収が見込

まれているということからすれば、特にこれは理由にならないのではなかろうかと いうふうに

5 7年は人事院勧告が凍結 された 年でございます。是正計画の内容につきましては、人勧

等のヲ |き上げの中におき まして、 要する にベアを切り込む、あるいは昇給を切り込む、こうい

うふう な内容に各市がなっておるわけでございますけれども、人事院勧告が完全に凍結された、

要するにベア改定を一銭も行わないんだと いう年でございましたので、 全国的に57年度の是

正計画 というものが、 是正の手をつけられなかったという状況にあるわけでございま

す。

それから、 58年でございますけれども、 58年につきましては、ちょ うど今の時期から

年度末にかけま して、 都下 におきましては八つの市が起債保留を食っ ておるわけでござ

います。

共同しまして自治省交渉、あるいは地方謀と、い ろいろと手を尽くして、組合ともいろいろ継

続交渉とい うこ とで、時間をかけて交渉 してきたわけでございますけれども、 5 8年につきま

しては、御存じのように 2億 60 0万円の起債の うち、 5，000万の保留 というふうなことに、

市民会館がなったわけでございます。そういう責任というものを重々感じた上で、 5 9年にお

きましては、 1 2月 10日に給与是正の申 し入れを組合と行い、今日まできておるわけでござ

います。

責任を感じた中での、そういうふうな、十分責任を果たしていくというふうな ことでの努力

を積み重ねてきておるわけでございます。

以上でございます。

思います。

私がお開きした点は、給与の是正計画を提出を して おきながら、この点について 3年間ほお

かぶりをしてきた こと が、起債の保留等を招いているわけですから、そ うした行政上の責任は

ありませんかと、計画が延期されることについて、市の方に責任はありませんか、ということ

をお聞きしているわけですので、 具体的にきちんと答えていただきたいと思います。

平和費の問題は、また後日ゆっくりやります。

。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。

今回、七生中学校の給食が 60年度から開始される。この中において、新しい施設ができる

ために、七生中学校関係で必要とする調理員、並びに栄養士関係、これは 7名の、そのままい

けば 7名の定数増、こういう形になってくるわけでございます。

昨年度、仲田小学校、一中、三中と、この三つの学校が同時に給食を開始するという状況の

中で、 20名の職員定数増を教育委員会内部のやりくりによりまして、 1 0名を議会の方にお

願いして通していただいたという形で、それまでございました交通擁護員とか、あるいは幼稚

園の用務員さんを臨時に切りかえるとか、そういうような形の内部努力の中で、 2 0名必要と

する ところを、 10名で一応乗り切るような形をとったわけでございますけれど、 今回申し上

げております 7名ほどの定数増の問題、こ れにつきましては、昨年に引き続きまして教育委員

会定数全体の洗い直しの中で、できるだけの努力をしていきたい。

そういうことになりますと、先ほど申し上げましたように、職員自体の労働条件の問題にも

若干影響する ことが出てまいりますので、その辺の問題につきましては、極力職員団体等とも

話を詰めまして、その辺の一定の方向づけが出るための最善を尽 くしたい、とこう考えている

わけでございます。

0議長(高橋通夫君) 助役。

0助役(赤松行雄君) 起債問題についての責任といいますか、是正計画、 57年に提

出しておるわけでございます。全国 15 3団体の市におきまして、是正計画の提出があったわ

けでございます。これについての責任という問題でございますけれども、御承知のように、

0議長(高橋通夫君) 古賀俊昭君。

01 8番 (古賀俊昭君) 大体、あとは予算の委員会でまた議論になると思うんですが、

つまり、今助役のおっしゃる点を要約すれば、是正措置をとらなかったと。みずから提出をし

たその計画に基づいた措置がとられなかったという点については、これは議論の余地がなかろ

っかと思川、ます。

ですから、こ うした市の怠慢が、予算を計上しよう にも、 起債のまた保留等制裁が怖くて、

結局のと ころは継続した事業が今回準備できなかったと いう結論になろう かと思います。こう

した議論も、また今後していきたいと思います。

それから、先ほどの学校給食のことなんですが、今、教育長は、七生中の人事の配置のこと

については、大体 7名ぐらいと いうこ とでおっしゃったんですが、これは残り 3校の給食をこ
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した指針というものがないようにも見受け られますので、絶えず綱引き の状態の中で、辛うじ

人事配置の方が先に立ったために、その事業をちゅうちょしたというふうな順序ではない。

合わせてどちらも解決 しなきゃなりませんけれど、そういう順序だということをお答えしてお

きたいと思います。

れから実施してし可く場合、人員の確保については、絶えず同じ議論が繰り返されていくだろう

と思います。内部努力といいましでも、おのずからこちらに一つの、教育委員会側にきちんと

て妥協が成立をしていくということではなかろうかと思います。一層の内部の努力をお願いし 。議長(高橋通夫君)

01 8番 (古賀俊昭君 )

古賀俊fl召君。

ておきたいというふ うに思 うわけです。 議後に意見だけちょ っと申し上げておき ますが、予算の編成

これはー中の場合も、七生中学の場合にも、若干こういうような大きな工事の際でないと、

をftjに、それぞれ部局がそれぞれの謀で予定をしている、 考えている事業について予算を提出

する、そしてその合計額が、当初見込んでいる額を、市長がどのような額をお考えになってい

たかわかりませんが、上回るとい うのは当然なんです。

どこ の自治体でも、国でもそうでございますが、概算要求の額を積み上げて L刈打点当然か

なりの高額の予算になってしまう。その中から一体住民は何を望んでいるか、その優先順位を

そこでつける。そして効率的な、そして公平な市政の行政の進め方はどういう事業を選択して

やっていくかということが検討せられて、予算というものは決定をしてし可くわけですから、 最

初は40億円もオ ーバーしました。 だから財源に余裕がないので こういう形になってしまいま

したというのは、多少なりとも予算の組み方、また予算についてある程度勉強している方が聞

けば、話弁だなあというふうに思わざる を得ないわけであります。

そうした点も、今後具体的にまた指摘をしていきたいと思いますが、少なくとも年度当初の当

初予算に、補正を予定をして予算を組みましたというような、こうした形というのは、やはり

避けるべきではなかったか、こういうふうに思います。この点を指摘をして私の質問を終わり

ます。

。議長(高橋通夫君) 板垣正男君。

0 1 2番(板垣正男君) 1点、お伺いしておきたいと思います。

ただいまも質問があったようでありますけれど、 6ページの平和予算、平和費に関係する問

題であります。市民意識向とのために、市民憲章啓発事業と平和都市宣言に伴う平和費を計上

したということで、 今も事業内容など詳しく説明があったわけでございます。

御承知のよ うに、日野市も市役所の前、ある いは駅前等々 、核兵器廃絶平和都市宣言の宣言

塔が建てられております。これJま、市民のこうした要求、願いにこたえて、 市としても市民とともに

核兵器の廃絶を願い、平和を願いとい うこと のあらわれでもあるわけでありますが、今年度、

6 0年度、平和費を計ーとし、たしまして、その宣言塔にふさわしい事業を進める、こ ういう市長

最後に、一つだけ確認をさ せていただきたいんですが、 二中の給食施設の設計について、ま

だ詰める余地があるというよ うな話が、 ちょ っと先ほど市長からあったんですが、どういう点

があと残っ ているのか。つまり、設計から事業着手というふ うにスムー ズに入っていけな い何

か設計上の問題が、現在二中の中にあるのかど うか、その点を最後に教えていただきたいと思

います。

0議長(高橋通夫君) 教育長。

0教育長(長沢三郎君 ) お答え申 し上げます。

教育委員会サイドでは、一応二中の新しい給食棟をつく る際に、二中自体がもう相当、建て

てから経過がたっ ている学校なので、 部介的に給食施設そのものとは直接関係ないんですけれ

ど、内部的な改修をしてあげたい。

なかなか手をつけにくい面もございますので、給食そのものからは若干離れますけれど、 そう

いう大きな工事の際に、一緒に手をつけてあげたい、こういう部分がある ことも事実でご ざい

ます。

その辺の、給食並びにそれに伴 う内部改修的な問題について、 予算の絡みと絡みながら、 も

う少し内容を詰めざるを得ない部分が残っている、そんなような状況なんです。

0議長(高橋通夫君) 市長。

0市長 (森田喜美男君) 今、それぞれお答えいた しました中で、延期、あ るいは年間

補正等の理由が、人の配置、あるいは財源不足という ことを原因に説明しておるわけでありま

すが、一番主なるものはやはり財源不足でありま して、 今年度の予算編成は各部の要求を総計

いたしますと、 4 0億円も不足すると。それを一次査定で 20億減らし、なお詰めてい って、

こういう最大限の優先順位をとった、こういうことが主なる理由でありまして、あわせて人事

配置等のもっと詰めなきゃならない部分 もある。このような順序で物を考えております。
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の考えがあらわれているものと思うわけであります。

恐らく日野市民すべて、この平和費の計上に歓迎の意をあらわすでありましょうし、施策の

展開を心から期待する 、こういう ふうに私は判断しておるものであります。

そこで、この文章の中には、平和都市宣言というふうに簡略で表現しておりますけれど、れ

っきとした核兵器廃絶都市宣言を宣言しているわけでございまして、 平和都市、すなわち核兵

器を廃絶するということにつながっているものであると思うわけであります。

そこで、市長の考えをお伺いして おきたいと思うのでありますが、御承知のように、昨年の

1 2月、 日本共産党の宮本議長がソビエトに行きまして、チェノレネンコ書記長と会談を行いま

した。そして、日本とソビエトの両共産党の共同声明が発表されまして、世界的にも大きな反

響を呼び起こしたわけであります。これはもうマスコミ 等を通 じて御承知のことと思うわけで

ありますが、この日ソ両党の共同声明の中心問題というのは、戦後 40年間に及びます核軍拡

競争の悪循環に終止符を打って、人類の核戦争の脅威から真に解放する 、こういう 方向へ歴史

を根本的に転換させるとしづ、 こういう内容を持っている ものであります二 これは、これまでの

人類史上から見ても、決定的な意義を持っていると、このように高く評価されているものでもあります。

私は、こうした人類の歴史を変えるような一つの階段、そ して共同声明が発表され、それに

基づいてことしの 1月、アメリカとソビエトの外相会談が行われた際にも、この両国が核兵器

を廃絶しようという、こういうことで合意を見るという大きな前進を見ることができたわけで

す。そのことで、私は、それを本当に実現させていく上で、世界の世論を結集するということ

が何よりも大事だということも、 うたってあるわけであります。

日野市が平和予算を計上したということで、即核兵器を廃絶することにはならないでありま

しょうけれど、 しかし、このことが次の自治体の平和費、あるいは核兵器の廃絶を進める声や

世論を次々と結集して、あるいは高めてし可く、そのことが日本全体の核兵器廃絶への世論へと

進めていく力にもなっているわけであります。日本が本当にこの声を大きく上げれば、世界の

世論がこういう方向に進むであろうことは、これは私が多く言 うまでもないことだと思うわけ

であります。

そういう意味で、この平和費の計上は、ある意味では日野の歴史上、大きな転機をなすよう

な、画期的な予算の計上だというふうにも見られるわけでございまして、私はそういう点から、

この平和費の計上が市長の核兵器を廃絶させる、あるいは平和を守ると いう、こういう考えの

現れだというふうに受け取るわけであります。

日ソ両党共同声明等、十分( I早く質問しろよJと呼ぶ者あり)この平和予算の計上を考え

る際、市長の中にも恐らくあったのでは、意識の中にあったのではないか、このように思うわ

けでありますので、その辺の考えを、ひとつこの際お伺いしておきたいと思います。

0議長(高橋通夫君)

。市長(森田喜美男君)

市長。

国際的な大課題は、私の余り得意とするところではありませ

んが、少なくも一個の地域社会、自治体として、市民が市民生活をみずから守る手段には、何

よりも平和という基本こそ大切だというのが、全会一致で議決をいただきました日野市の平和

都市宣言だ、 このように理解をいたしております。

そういう住民の意思に立ち、また議会の意思に立って、できるだけ施策を広げていきたいと

いうことにすぎない、ささやかな金額の提案でございます。そういうふうに御理解をいただい

て、要するに、市民意識を日野市民としてますます広げ、広く社会に訴える立場と、あわせて

チ孫の平和を祈るということに、考え方を置きたい、このように考えております。

0議長(高橋通夫君) 黒川重憲君。

01 7番(黒川重憲君 ) ただいま大変高次元な質問があ ったので、やりにくいわけで

ございますが、 3点ほど御質問したいと思います。

4ページの下から 3行目、公立では 4年ぶりに保育料のアッフをお願いし、とありますが、

御承知のとおり、 この問題は 12月議会で否決をされました。この文章だけを見ており ますと 、

すでに 12月では否決をされたけれども、今回の 3月定例会では確実に通過をするという見込

みがありそうに聞こえるわけでございますが、そ の辺は理事者としてどのような取り組み方を

してこの文章を出してきたのか、まず第 1点。

第 2点 目は、 5ページの真ん中あたりでございますが、下水道事業が年々促進をされる、大

変結構なことだと思います。特に南多摩処理区の落川、百草の方面、一部供用開始が何カ月後

には始まるわけで、ございますが、特にこのことで、多摩平との関係のいわゆる使用料一一料金

の問題、こ の辺は今後どのように住民との対応をしていくのか、第 2点目にお尋ねをしたいと

思います。

第 3点目は、 6ページの下欄の方ですが、市内パス交通検討委員会の設置を計画した、この

ようになっております。この辺の詳しい内容を御説明お願いいたします。
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以上、 3点です。

0議長(高橋通夫君)

0市長(森田喜美男君)

市長。

質問の第 1点の、幼稚園の保育料アップをお願いをするとい

い作業所にこのひの共同作業所も包含されるのじゃな l)かと思っていたのです。 夏は磐く 、冬

は寒い、この余 りよくない施設、改築ということにはなっておりますが、少なくとも指導内容

からして、やはり同じような性格のものであるな らば、 生きがい作業所 「つばさ学閤」に包含

されていいんじ ゃなし可かと思 うんですけれど、その辺の専門的な見解をお伺い したいと思いま

す。

それから、こ の編成方針の企業の説明に対 して、初めの方に、 国の方の財政面の累積国債の

赤字、こ のことについて触れて、 非常に厳 しいということでうたわれておるんですが、 残念な

がら都の方のことについては全然触れていないんです。 都で復活予算が 13 0億、 60年度に

はあっ たと思います。

それで、 三多摩の市町村に対 して の補助金が 21億円充て られて いたと思 うんです。これは

市長会等でもかな り運動 し、 国保料金の、要するに三多摩の場合には国保税、こ の面の財源に

充てるべく 交渉 して、 それが 21億円三多摩の市町村に来た。 各市にならせば、額 としては少

ないわけですけれど も、かなり市と しては助かるわけです。

それから、まだほかにも、 60年度予算では道路の整備とか、また病院の 1床当たりの助成

金が 5万円 アップとか、私学助成のための幼稚園、 3歳児、 4歳児、 5歳児、これに対 して も

のせられております、現在よりは。

う表現をしておるわけでありますが、このことにつきましては、確かに 12月議会で提案を し

たにもかかわらず、 残念ながら議会の御理解がいただけなかった。

そういうことではございますが、ぜひ公私立幼稚園の格差是正 ということもあり ます し、特

に日野市民の幼児教育にかける期待、また、それぞれに受け持っていただいており ます私立の

園の立場もございますので、何とぞもう一遍御審議をしていただき、 また御埋解をいただいて、

この件についての我々の意のあるところを御決定いただきたい、こ のように考えて おると ころ

でございます。

それから 5ページ、下水道関係におきましては、確かに既存の多摩平下水道との関係の幣合

を図らなければなりません。近い機会におきまして、 条例を提案を し、それらの整理をすると

いうふうに計画をいたしております。

それから、パス検討委員会であり ますが、市内の交通利便を保つために、循環パス の運行が

きわめて切実な住民要望になっております。ところが、なかなか、営'業パスということになり

ますと、うまい路線を組むことが困難だということを、議会でもいろいろ御苦労をいただいて

おる とこ ろでございます。

関係者、つまり 交通に学識経験のある方、あるいは業界の方、そうして一般市民の方、それ

らの方々 を委員に委嘱いたしまして、こ のことについての集中的な検討をお願いしよう、 議会

からも御参加をいただこう、このようなこと を計画いたして おります。

したがいまして、前半にもし適切な結論をいただくことができれば、ぜひ来年度あた りは、

それに沿ってのまた考え方を発展させていきたい、こういう、 委員会に託 したいという設置の

考え方でございます。

O議長(高橋通夫君) 秦正一君。

02 6番(秦 正一君 ) 2点ほどお伺いします。

まず最初に、 3ページ終わりの方に、 身体障害者生きがい作業所「つばさ学園」、これもい

よいよ建物ができて、 事業団の活動が開始さ れる、 発足するということ でうたわれており ます。

その後に「ひ の共同作業所」こ の改築というこ とがございますが、 少な くとも私は、 生きが

こうい った面から、 またさらには都営住宅の建てかえとか、モ ノレーノレ、こう いった面にも

かなり力を入れてやっているわけです。少なくとも、全部載せろとは言l)はしないけれど、 都

の方の成果というのか、そうい ったものを多少入れでもいいんじゃなし 1かと思うんです。 これ

は市長の成果にもなると思 うんです。都の財源にしても、やっぱり市長のと きにこ のよ うにな

ったと。 60年度のあれには こうだ ったという ことで、多少メ リッ トがあ ると思 うんです。

余計な ことかもしれないですけれども、私、そう いうことを申し添えて、どう して載せなか

ったのか。本当のことですから、こ れは載せておかしくないと思うんです。国に触れれは¥ 多

少都に触れてもいいと思うんです。いつ も触れて いると思 うんです。今回だけなにか触れてい

ないよう な感じで、その点、よろしくお願いします。

0議長(高橋通夫君)

。福祉部長(高野 隆君)

えをいたします。

福祉部長。

まず第 1点の、ひ の共同作業所の改築につ いて、 お答
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ひの共同作業所につきましては、今回のつばさ学園の計画をいたしましたときに、この共同

作業所を、 これは無認可の施設でございますけれども、 これを発展的に解消する、こうい う計

画を当初は持っておりました。 しかしながら、 逐次計画を進める段階では、作業所の方、あ る

いは障害者の方との御意見を交流する中で、ぜひこれは残 してほしい、こういう御意見が寄せ

られておりました。

そこで、日野市といたしましては、この施設をさらに活用しようということで考えまして、

これについては改築をいたしませんと、かなり 老朽化しておりますので、老朽化して おります

部分を改築をして、 認可施設として活用しよ う、こういう 方向で計画を進めております。

また、もう一つの点といたしま しては、 今回、日野市の福祉事業団の設立に当たりましては、

国の指導といたしましては、こ のよ うな障害者の養護施設を、 2カ所、 二つ持っているも のを

福祉事業団として認可する、 これが一つの条件でございます。

したがって、このつばさ学園と合わせま して、ひの共同作業所をもちま して、そして 2施設

として今後事業団の設立の要件等を満たすとい うことで、進めてい きたいというぐあいに考え

ておるところでございます。

以上でございます。

O議長(高橋通夫君 ) 市長。

0市長 (森田喜美男君〉 東京都の財政配慮の恩恵とい うこと を掲げていない。確かに、

これはいつかの機会にそういう表現を しなければな らない、というふうに承ったと ころであ り

ます。

ことしは、東京都は財源、いわゆる税収が非常に伸びたということが、一つ大きい成果だと

思っておりますけれど、 非常に各分野に、いわゆるマイタウン 構想として見事な予算編成がな

されたとされておるとい うふうに、私ども も感謝を しておると ころであります。

とりわけ、 最終的な予算の復活におきまして、直接日野市として恩恵を受けるものに、いわ

ゆる私立幼稚園に対します補助率のアップがありました。それから、市立病院の 1ベットに対

しまして、従来の 60万円を 65万円にアップをしていただく。その他、国民健康保険の国の

補助は随分削減されたわけであり ますけれど、 それを補う意味で、東京都が相当のカバーを し

ていただいた。それらのことが顕著であります。

いずれ何らかの機会を見て、ま た都立高校を日野市につく っていただきま したり、 これから
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モノレール、あ るいは 2・2・10路線、と りわけ下水道関係では、いよいよ都の事業として

受け持っていただきます流域下水道処理場の用地買収、都 レベルとしてのいろいろな地域社会

に対します事業の伸張、伸びがあるわけでございまして、心から感謝をしておるところでござ

し1ます。

とりわけ載せなかったというのは、意識して載せなかったんではないんですが、 何かの機会

に、また意思の表明もさせていただきたい、このように思います。

0議長(高橋通夫君)

04番 (小山良悟君)

小山良悟君。

第 1点は、先ほど来から出ておりますので、先に第 1点として

質問したいんですけれど も、平和費についての議論があったわけであ ります。

共産党市議団の演説を聞いて、ま た市長の取り組みといいますか、そういったものを聞いて

おりますと 、まことに国家的課題に取り組むその姿勢は、非常に国民から高く評価されるだろ

うと思いますけれども、 しかし、私ども地方議会に携わる者としては、より現実的な市民の平

和、どう いった形で求めていったらいいんだろうかという ことを、足元を見て考えてし可かなけ

ればならない、 というふうに思うわけであります。

そういった点で、平和都市宣言も、これはこれで結構なことでありますが、その取り組みも

決して悪いというわけじゃありませんけれども、私どもがこの議会で、先般私が提案しました

健康都市宣言、議会の皆さんの満場一致でこれが議決されたわけでありますけれども、この取

り組みが非常に物足りない。日野市民の健康の維持と向上を図るということが、まず何よりも

日野市民の平和をもたらす根本だろうと、私は思うわけであります。

そういった点で、 この予算の編成方針の説明には、市長として重要な政策、そういったもの

について取り上げられていることだろうと思うんです。そういった観点からしますと、平和都

市宣言に伴う市民意識の向上ということ での予算を措置をしたとい うことを、 この予算編成方

針の中で述べているわけでありますけれども、むしろ私は健康都市宣言に伴う市民意識の向上

という 、そういったものについての予算計上をしてもいいんではないか。市民の健康に対する

取り組みとい うものを熱心にやっていただきたい。これからの政治、地方行政としては最優先

して取り組んでし、かなければならない課題だろうと思うわけであります。

予算が提案されたときにまたあれしますけれども、審議のときに取り上げますが、今回 CT

スキャナーということで、高度な医療機器の設備という ことについては評価をするわけであり
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す。

0議長(高橋通夫君〉 市長。

0市長(森 田喜美男君) たまたま、平和費の計上をしたとし 1う表現を行いましたが、

いろいろと質問いただいていることになっておるわけであります。

今の小山議員さんの御質問の健康都市宣言、もう一つ日野市に交通安全都市宣言というのも

ございます。これら自体も、すでに日 常行政そのものということでありまして、とりわけ健康

と福祉の関係ということは、これはも っ私どもの行政の基本的な事業になっておるわけであり

まして、市民意識も極めてまたそのことに対しまして、ス ポーツによっ ての、私も、生活の中

に健康づ くりの体育を市民の皆さんに取り入れてください、というふうなことも広報で訴えた

りしておるわけであります。

健康の施策というのは、緑と清流と いう環境の問題から発しま して、消費生活、あるいはい

わゆる食品添加物とか、無農薬野菜とか、そう いうこと まで広範 にかかわりを持っ ておるわけ

でありまして、それらを広く展開をする、という のが私の自治体行政の今日の姿そのものだ、

ますが、 これから特に大事な政策として考えられる予防医療の点です、 予防医療の政策、そう

L、っ た点では、この60年度予算では、健診等なんかを見ますと、むしろ後退している、 予算

的に。そういった取り組みが大変心配なわけであります。そういった点について、核兵器廃絶

平和都市宣言に伴う熱心な市長の取 り組みを見て、 一方において健康都市宣言に対する取り 組

みが非常に物足りないので、その辺の見解をお伺い したいと思います。それが第 1点でありま

それから第 2点は、先ほど、日野市は財源の不足というふうな話が、市長の口から出ました

けれども、国庫補助金の削減と か、いろいろこう いう厳 しい財政状況の中にあって、財政運営

というものについては、納税者としては効率の高い行財政を展開してほしいと盟むのは、当然

であります。

そういった中で、経費の節減に一段の工夫をするということを申し上げており ますけれども、

この辺は、これまたこれからの地方行政の重要な課題で、ありますので、 当然その辺の具休的な

対応というものを考えておられると思いますので、 もう少し詳ししこの件について対応策を

示していただきたい、というふうに思います。これが第 2点です。

第 3点は、ふるさと博物館、先ほども出ておりました。起債制限の憂慮をされての卒業の延

期、ということかもしれませんけれども、職員の生活を守らなきゃならないという 一方の立場

も十分理解できるわけでありますが、 しかし、この給与制の取り組みが不十介ということで、

起債制限はずっと続くというような状況になりますと、私ども市民生活にも大きな影響も与え

ますし、大事な事業が展開できないということは、大変な問題になるわけであります。この市

長の責任というのは、非常に大きいものと いう ふうに思うわけでありますが、この辺の取り組

みは、兵剣にやっていただかないと、とてもじゃないけれど、また次の 4J羽目を担当するなん

ていうことは、とてもじゃないけれども任せられない。この辺の真剣な取り組みを期待したい

わけでありますが、その件は先ほどから触れていますんで、早急に是正を していただきたいと

思うわけでありますが、このふるさと博物館の事業の中で、私は子供たちの科学する心を養い、

夢を与える意味で、子供科学館を併設をしていただけないか、という提案をしたことがありま

す。この事業がち ょっと伸びたと いうこ とでありますけれど も、事業計画の中にそのことが織

り込まれているかどうか、あわせてお伺いしたいと思います。

以上、 3点でありますの

このように思っております。

とりわけ、掲揚塔をつくるということではなく て、 実際に事業を行うことだ、 このように思

っております。

交通安全の場合も同様でありまして、道路をよくする、いろいろな交通安全施設をする、交

通安全意識を高める、すべて行政の大切な仕事であります。

したがいまして、と りわけ善をつけるということじゃありませんが、今日いわゆる核兵器問

題、特に日本は被爆国でありますから、そういう意味で日本人自身がその意識を高め、世界に

訴えてし1く、こういう市民意識こそ、新しい平和の問題として取 り上げられたというのが、 私

どもの特に平和に関 します意識の一つのあらわれであります。

経費の節減等は、 もちろんこれは大切なことでありますので、財政編成期間の観点から、企

画財政部長が後ほどお答えをする ことにさせていただきます。

ふるさと博物館に関しま して、職員の高給与と起債制限の関係、これらにつきましてに、厳

しくみずからを戒めまして、特別な指導を受けたり 、また不都合な財政運営の事情に追い込ま

れることのないように取り組んでいこうというのが、私どもの基本姿勢でございます。

以上です。

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〉 御質問の第 3点目の、いわゆる仮称ふるさと博物館の中 ております。

これらを具体的に申し上げますと 、たとえば教育委員会におきま しては、小中学校、幼稚園、

かなり市も大きな施設を抱えているわけで ござしぜすので、 特には光熱水費等の削減といいます

か、節約を している ところでございます。かなりの成果が出ておるわけでございます。そのほ

か、市の庁舎につきましでも、電灯、照明から冷暖房、こういったものからかなり抑えている

わけでざいます。

予算計上の面につきましては、予算の編成方針の中にも経常経費の節減、あるいは、これは

ちょっと角度が違いますけれども、スクラップ・アンド・ビルト¥ いわゆるもう不要になった

ものを捨て、さらに新しい事業化に向かうというようなところまで、お願いをしております。

予算編成の説明会でも、私から、やはり大きな節約をするということになりますと、封筒一

枚から各職員が節約をしないと、やはり市全体の節約にはつながらないということで、お願い

をしているわけでございます。そう一朝一タというわけにはいきませんけれども、徐々にそう

いう精神は浸透して いるというふ うに考えております。

に科学資料館を併設する設計はできているかど うかとい う、こ ういう 御質問であろうかと思い

ます。

仮称、ふるさ と博物館につきましては、御存じのとおり 、昭和 58年度に土地買収を行い、昭

和 59年度の予算の中に基本設計費、並びにそれに基づく実施設計費を計上いたしまして、現

在、ほぼ基本設計並びに実施設計は完了しつつある状況でございます。

その中の内容でございますけれども、一応 1，500平米ほどの面積を予定しております。地

下 1階、地上2階ということで、約高さ 10メートル前後の建物を、一応予定しております。

その中に、いわゆる展示する内容でございますけれども、博物館でございますので、特に日

野市の場合ですと、いろいろと遺跡等の関係での考古学資料、あるいはまた民俗資料、そうい

ったものがた くさん出ております。したがいまして、 そうい った考古学資料、並びに民俗資料

等が主とした展示内容になっ てくるだろう というふうに、私どもは設計の中で考えております。

1，500平米といいますと、文部省の基準でいきますと、市町村の場合の設問面積は、大体

2，000平米以上というふうに言われております。したがって、1.5 0 0平米でいきますと、

文部省の基準よりも若干 500平米ほど少ないわけでございまして、 現状で日野市の考古学資

料、あるいはまた民俗資料、それに若干動植物等の展示も考えておりますけれども、それだけ

で目いっぱ.いというふう に、今、考えております。

したがいまして、御提案のございま した科学展示室等につきましては、現時点におきまして

の設計の中では、考えておりませんD 御提案がございました点につきましては、仮称ふるさと

博物館とは切り離して、別途将来の検討課題ということで検討させてもらいたい、と いうふう

に考えておるところでございます。

。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。

2点目の経費の節減でございますけれども、マクロ的に見ますと、やはり行政経費の削減と

いいますか、低減化を図るということだろうと思います。

その行政経費を下げるということになりますと、いろんな項目が出てくるわけでございますけ

れども、ただいまの質問は、通常の経費の節減ということで、お答えをいたしたいと思います。

私ども、日常の施設等の管理につきましては、職制を通じまして削減の努力をしていただい

0議長(高橋通夫君)

04番(小山良悟君)

小山良悟君。

今の、経費節減ということでありますけれども、これは一段の

工夫をするというふうな予算編成方針として述べているわけですけれども、今の企画財政部長

の答弁を聞いておりますと、もう全く物足りなし ¥0

今も申し上げられた光熱費、水道代とか、電灯、あるいは冷暖房、極端な話が、封筒 1枚大

事にする。そういう話は、民間の・会社では常識としてやっていることなんです。私が求めてい

るのは、そういうことじゃないんです。もっと根本的な取り組みを求めているわけであります。

今、これだけ行財政改革が述べられている、叫ばれている情勢の中で、今、日野市議会で、

今日この問題についての取り組みの対応の説明を求めたところ、今の企画財政部長の答弁、全

くこれは納税者として怒りにたえない。こういうふうな程度の削減なんていうのは、もともと

もうすでにやってなくちゃいけない。税金を払っている市民なら、だれひとりそういうふうに

思っているはずであります。これは、まことに森田市政の行財政に取り組む及び腰、及び腰と

いうか見識のなさ 、重大な問題であります。

私は、もっと積極的に、根本的な改革、改善というものを求め、当然そういうことに取り組

んでいるだろう。たとえば行財政改革のプロジェク トチームをつくっ て検討し、具体的な課題

Q
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検討を しているんではなし1かというふうにも思っておったわけであります。

先ほど、東京都の話が出ま したけれども、東京都の場合でも、革新の美濃部さんが、信 じら

れなし'¥J， 0 0 0億円以上の大赤字を出 しまして、 退陣 した。その後を受けて鈴木都政が行財政

に取り組んで、東京都の財政改革に取り組んだわけでありますけれども、鈴木都知事が人件費、

給料、給与費の見直 し、高額の、高率の退職金の是正、 90カ月から 80カ月にしたとか、い

ろんなそういう給与費の見直しもやった。それから、職員定数の見直 しもやった。そう いっ た

根本的な取り組み方、組織・機構のポストの削減とか、いろいろそういった基太的な改革、抜

本的な改革をやったわけであ ります。その結果は、 1年で浮いた経費が、考えられない数字で

あります。 1，110億円 という 節減ができた。税金が節約できたと いうことであります。

日野市でも、そういった観点から取 り組めば、 もっともっと大きな財源が生み出されてく る

んではな~'¥かと いう ふ うに思 うわけであります。そういったこと をやってし 1かな いと、これか

らの厳 しい財政運営は、乗り越えてし 1かれなし1。事業に取り組んでし 1かれない。こ ういうこと

になるわけであります。その第 1歩が、まず給与是正じゃないですか、日野市の場合も。

そう いっ たことに、まず解決できる力を持っていなければ、とて もじゃないけれど、これか

らの日野市の行政を担当する能力はないというふうに決めつけられても仕方がな いわけであり

ますから、この行政改革については、抜本的な改革をする、経費節減をするとい う取り組みを

真剣になって取り組んでいただきたい。このことを強く、この点については、要望しておきま

のことであります。

私が申し上げているのは、健康に対する市民の意識向上のために、健康都市宣言と同様にし

て、 私は平和費を計上したのはよくないと は、一言も言っていないんです。それはそれで結構

ですけれども、それ以上に市民の健康に対する意識向上という、そういう意味でも、健康都市

宣言に沿った対策、政策というものを取り上げてみる必要があるんではないか、ということを

申し上げているわけであります。

たとえば、今、 平和都市宣言の場合には、宣言塔が市内あち こちにあります。 こういった も

のを、むしろ市民と しては、 健康者同宣言、交通安全宣言都市の方が、より現実的な課題として理

解できるんじゃないか、というふうに思うわけであり ます。極めて大事なことだと思いますの

で、そういった取り組み、姿勢のことを申し上げているわけであり ます。

それから予算的にも、先ほど生かされているとは言 うものの、予算が減っているというのも

あるわけです。住民の皆さんの健診なんかの予算を減らしているわけであります。だから、 言

っていることと実際の施策が違っていることを指摘 したいわけであります。

ですから、この件については、ひとつ取り違えないで、素直に聞いていただいて、健康都市

宣言に伴 う日野市民の健康の維持と向上、こ れを図る積極的な啓蒙もやっていただきたいし、

それから施策でも実施 していただきたいという ことを強く望んで、終わります。

0議長(高橋通夫君〉 馬場弘融君。

す。 08番(馬場弘融君〉 各議員さんから、大分私の質問したか ったものが出ましたので、

l点だけ、一番根本的な問題をお伺いをしたいと思います。それは、今年度の予算組みの基本

的な考え方と いうことでございます。

実は、昨年の第 4固定例会のときに、私、一般質問の中で、市長に、市長が 3期 12年間お

やりになっ てきた行政をいろいろ まとめた上で、もうおやめにな った方がいいんじゃないです

か、ということ を申 し上げて、 見解を伺いたいというふうに申し上げたと ころ、あなたにお答

えをするよ うな筋合いじゃ ありませんよということで、お答えがいただけなかったんです。

ところが、こと しになりまして、ご く親 しいお友だちの中で、またやりますよ、というふう

な表明をされたと伺いました。大変よくおやりになるな、御苦労さまなことだな、というふう

に思うんですが、それはそれといたしまして、私、この予算編成の方針ですか、これを見まし

て、実は非常にびっくりをしたんです。いかに次の選挙にお出になるとは申せ、選挙は選挙で

それから科学博物館の件でありますけれども、考古学資料とか、民俗資料を展示するだけで

し1っぱいなのでということであり ますけれど も、できればこ ういった博物館を、子供たちにも

興味を持たせ、足を運ばせる ためにも、そういった意味からも、 子供たちが特に関心を寄せて

いる科学博物館のよ うなものを併設 して、博物館が価値ある博物館になるためにも、こ の件に

ついてもう一度、幸いにして事業が延びた、幸か不幸か事業が延びたということでありますか

ら、その辺の取 り組みをもう一度検討 していただきたい。別途考える とい うことじゃ なく て、

できれば多 目的な形ということで、効率的な箱物を今後つくっ ていくことが必要だろ うと思い

ますので、そういった点の取 り組みを、ひとつ検討 していただきたいという ふう に思います。

それから最後に、平和費のことでありますけれど も、私は、市長は健康都市宣言については、

その趣旨は日 常の行政の中で生かされているとい うこ とでありますけれども、それはもう当然
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すから結果はわかりません。であるにもかかわらず、いわゆる骨格予算ではな しに、かなり新

たな事業等も加えているわけです。いろいろ後から言われてもいいように、 3億円の予備費を

計上している。

ところが、何らかの新しい事業をやろうと思えば、 3億円ぐらいのお金ではどうしようもな

いわけです。形だけの、多少多目の予備費は取ったけれども、結局は例年どおりの予算組みで

はないか、というふうに思うんです。これは明らかに市長は、自分は絶対に受かるぞ、あと 4

年間やれるんだという、そういう自信のもとにおやりになったと思うんです。そういう感じが

して仕方がない。

ですから、そういうつもりでこの予算をお組みになったのかどうか。今年度の予算、この組

み方の基本的な考え方を、ぜひ伺わせていただきたい。

お願い します。

O議長(高橋通夫君) 市長。

0市長(森田喜美男君) この表明の中でも申し上げておりますが、一番末尾の、第 7

ページです。今日なすべき当然の事業ばかりをならベた、そういう考え方でございます。

どの一つをとりましでも、今日やらねばならない仕事ばかり。また、私のこれまでの市政に

臨んでおります政治姿勢と申 しましょうか、行政の立場と いたしまして、市民に最 も公平に、

不偏不党の立場からサ ービスに努める、こういう信念に徹 してまいっておりますので、ことし

の事業予算につきましても、そういう考えを貫いている、というふうに御理解をお願いしたい

ものだと思いますっ

0議長(高橋通夫君)

08番(馬場弘融君 )

馬場弘融君。

具体的に、この中に書いてあります文章をもとに、いかに自信

満々といいますか、高慢な内容であるかということを、ちょっと指摘をしてみたいと思うんで

す。

その前提として、 2ページの後半のところに、特に選択的施策に属するものは後日にゆだね

る余裕を予備費に残しも経常的経費のほかは、すでに事業化の方向づけが確定しているもの及

び継続的事業を骨組みとして編成した、とこういうことがはっ きり呑いであるんです。

にもかかわらず、まず、先ほど来問題にもなりましたけれども、 4ページの 4行日、ひの共

同作業所の件で、改築の設計費を本年度計上し、 61年着工の計画でありますと書いであるん
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ですD そうでしょう。今年度、 60年度の予算を、これ、方針として掲げてあるわけですっそ

の中に、つくるのは 61年ですよ、ということが明確に書いであるんです。

もし、ほかの方が市長になられて、前の市長さんはこういうのを書きましたよと、いや、実

は変えましたよということは、 言えなくなります。 61年着工の計画でありますと、明確に書

いてあります。

さらに、同じ 4ページの下から 6行日です。スポーツ関係のところで、ナイター施設です。

校庭開放とナイター施設を備えるため、初年度工事に防球フェンスの設備から取りかかります

と。初年度ということは、ことしを初めとして、ずっとやりますよ、こういうことでしょう。

これだって、 新 しい市長さんにかわられて、いや待ってください、いろいろ検討をしなければ

なりませんとなった場合には、 この言葉はどうなるんですか。初年度工事に、という言葉があ

ります。

さらに、次のページ、 5ページ、上から 2行目、 3行目です。先ほど来、非常に問題になっ

ております、ふるさ と博物館です。 これは、 私、後ほど一般質問でもじっくり やりたいと思っ

ているんですけれども。

これが、とりあえずことしはだめになったと。もうそれはいいとして、 63年度と、これ、

指定しであるんです。 63年度事業に計画を延期しました。明確に書いであるんですよ。 これ

から選挙を控えて、自分が受かるか、だれが受かるかわからなし、。そういう状況の中で、今年

度の予算の基本方針の中で、 63年度と明確にして、これを事業計画にします、ということも

言つである。

こういうのを見ますと、非常にいやになるんですけれど、まだあるんです。 最終の 7ペー ジ、

下から 6行自でしょう、新しい事業は余り出しませんよというようなことが言ってありながら、

日野市民マランンの創設なんていうことが書いてあるんです。これは金がかかるか、 かからな

いか、わかりませんよb わざわざこういうところで書くべき筋合いじゃないと思うんです。

それから、次の、生活保健センターは 61年度事業化を目指しておりますとっつまり、 この

文章をずっと読みますと、予備費 3億円を残して、次の人がやっても大丈夫なようにしておき

ましたよ、ということが、 いかに形だけのものであって、 全くいし 1かけんだなあと 、61年、

6 2年、 63年のことまで、計画を書いているんです。これについて、市長、どう思いますか。

O議長(高橋通夫君 ) 市長。
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0市長(森 田喜美男君 〉 私は、極めて謙虚な姿勢でことしの予算編成の説明を したつ うこと は、市民の皆さんもそうです し、 行政としての市 も、もうやるんだということ をはっき

り決めたんです。議会もその方向でいいで しょうと、 決めたんです。そういうこと を延ばして

おいて、いいですか、それでもほかのものがまた入ってくるとか、いろいろしているんです。

実際、こういう選挙の前に、市長選挙を控えて、具体的な次の任期の中の年代です、 6 1年、

6 2年、 6 3年、こう いったものを明確に書くという こと、これ自体が非常におかしいという

ことを思わざるを得ないわけです。

もりであります。

なぜならば、これらはすべて採択された請願、ある いは議会で発言をされた事業、特に日野台

の共同作業所、これは議会で過去に説明してあり ますとおり、福祉事業団をつく るには、 2施

設を将来経営しなきゃならなし、。本来な ら現在経営 していなきゃいけないんですけれど、それ

を約束事と して事業団の認可に、日野台の作業所も来年は改築をいた しますということになっ

ているわけでありま して、これはどなたが市長になったって、 みな踏襲 していただかなければ

なりません。 これは下水道事業と同じです。来年の下水道事業を、では計画するな、なんてい

うことはないでしょうっ(rそうだ Jr継続事業 じゃ ないか Jと呼ぶ者あり〉 いやいや、そう

いうものでありまして、どなたが市長におつきになっても、当然こういう順序で仕事はやるこ

とになる、そういう意味合いのことを申し上げているわけで、ありまして、(rそれは基本構想

だよ 」と呼ぶ者あり〉基本構想にあり、かつまた3年間の中の(r少な くとも 30億ぐらいの

こと当た り前じゃないか」と呼ぶ者あり〉短期の事業計画の中に持っていることは、かりですか

市長、 もう一度お答えいただきたいと思います。

0議長(高橋通夫君 ) 市長。

お気持ちはよ くわかるんです。そういう気持ちで組みま したよ

0市長(森田喜美男君) 御指摘の趣旨と、ちょっと私どもの考え方と違うわけなんで

すが、大体日野市には基本構想がございますし、 3年間の中、短期の事業計画もあります。そ

れらの中から選択をすれば、 こう いう順序になる という ふうに予算編成をしたつもりでござい

まして、とりわけ今日の財政事情もあります。

全体の事業を年次別に、先の何年かを並べてみますと、やっぱり生活保健センターの方が先

になるべきだと。つまり、市民会館に次いで、一応の順序を考えてみますと、その次は生活保

健センターである、その次がふるさと博物館である、その次が大成荘である、こういう順序に

私はならざるを得ないと思っておりますので、そう、何といいますか、私の勝手な判断で並べ

ておるということではなくて、これはこういう考え方で組みました、ということを申し上げて

いるわけでございまして、ひとつ、 先ほどは失礼な こと も申しましたけれど、そういうつ もり

でおりますので、よろしく御理解をお願レしたいと思います。

ら、そういうふうにひがまないで、 ひとつ聞いていただきたし ¥0 (笑声)

0議長(高橋通夫君 )

08番(馬場弘融君〉

馬場弘融君。

ということは、わかるんですよ。

ただ、市長、いつも と形を変えて、 施政方針じゃな くて、ことしは選挙があるから形を変え

たものをこさえましたよ、という ことをおっしゃるんで しょう。だったら、 そう いう思いはい

いですよ。思いはいいとして も、こういう文章化するべき筋合い じゃないですね、はっきり申
0議長(高橋通夫君) 馬場弘融君。

ところが、何だか起債の方の関係だそうですが、それはやめちゃ った。 1回確定を したとい

08番(馬場弘融君) だんだんわかってくれたようなんですけれどね。

今、ちょっと市長、言ってくれましたね。生活保健センターもふるさと博物館も、 60年度、

僕はできたと思 うんです。あるいは、つくる 予定でいたんです白両方とも。 そうでしょう。市長。

ところが、給与、要するに人件費です、これを下げることが十分できなかった。 十分どころ

か、全然やらなかったという ことで、両方事業化することが、起債の関係でできなくなっちゃ

った。それで急逮こういう形になって、それを市長は今、優先順位で生活保健センターの方が

先になって、その次にふるさと博物館になりましたと、こういう ことになりましたよね。

初め、そうじゃなかったはずです。両方とも一緒にできたはずです。それがほかの部門で、

し上げて。 61年度にこれをやりま しょう、 62年度にこれをやりま しょう、 63年度にこれ

を持っていきま しょう、というふうな明確なものは、こういう文章に残すべき筋合いじゃ ない

ですよ。そのことを申し上げているんです。ですから、も うち ょっと。余りお答えがよろ しく

ないんで……。なにか、ふるさ と博物館をちょ っと言いますが、た とえば、ふるさと博物館な

んか、きち っと事業化の方向づけが確定していたんです。我々の委員会でもきちっと報告を聞

きましたし、予算の 8億円、これぐらいかかる、補助金も このくらいもらうんですよ、という

ふうなことも全部出たんで、す。
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要するに財政改革の面での努力が不足をしていた。だからできなくなったわけです。

ですから、そういうことはもう少しはっきりと言ってくれでもいいんです。そうした上で、

申しわけないけれど もここができなかった、ということでやった方がいいと思うんです。書き

方が、単に財源事情と起債の観点か らなんて言いますと、日野市は一生懸命やっておった、だ

けれども、ほかの方の理由でこういうふうになっちゃったんですよ、というふうな形だけれど

も、そうじゃないんです。( i都合の悪いことは絶対言わないんだ。それは囚人の話だよ」と

呼ぶ者あり)そのことを、こ ういう こと を書かれると言いたくなるわけで、す。特に、 6 3年度

事業に計画を延期 し、なんていうことが出てきますと、非常に憤慨せざるを得ないわけです。

ですから、 最後の答弁の中でいろいろ反省をしている面も伺えますので、この辺で切ってお

きますけれど も、また後ほどこの問題につきましては、一般質問、あるいは委員会等で指摘を

していきたい、というふうに思います。

以上で終わります。

O議長(高橋通夫君)

06番(古谷太郎君〉

古谷太郎君。

実 にどう まん無礼な、 うそつき の施政方針だ。

今、馬場議員が言われる。あなたは生活保健センターを昭和 57年度予算に組んでいる じゃ

ありませんか、実行予算を。それほど早くっくりたがっていたわけです。今聞いてみると、 今

度は 60何年でいいんだと。後回しで結構ですと。きのう言っ たことと、きょう言った ことが

全く違うという ことが、 明らかに出ているわけです。

しかも議会を侮辱するに甚だしい行政報告。第一、この行政報告の中は全く一一私が申し上

げますから、反論してみてください、これを。いいですか。

まず第 1に、公立保育園の保育料アッフ。を、格差をなくすよ うにお願いした、それでこ うす

るんだと。これは、さっき黒川議員さんが言われましたけれど、 3カ月前に否決したばかりな

んです。議会無視というんだ、こういうのを。完全にばかにしている。

次の補正予算だってそう で しょう。 まだ給与改定条例も提案されていない。ところが、こ の

補正予算の中には、 1億円以上の改定の予算が組まれている、給料に。また同時に、 1月に昇

給停止になっているまことにお気の毒な職員の減額分 4，000何百万円も組まれている、減額

で。

こんな、職員組合を侮辱し、議会を侮辱している補正予算はないのであります。(発言する

-36-

者あり〉 当たり前だ。 今、団体交渉、日野でしてくれと 書いてあるじゃありませんか。団体交

渉を しなきゃいけないんです、 市長は。そうでしょう。しもしないで、これを平気で出してい

る。

それから、たとえば、申しとげますよ。簡単なんです。第 1ページからだ、まず。 5，800

億円を自治体に負担させる、 と書いてある。 これは赤旗にしか書いてないんだ、こんな ことは。

うそなんです。 5，800億円は地方交付税に肩がわりさせているわけであります。何でもない

んですn 赤旗だけ読んでいると、こうしづ表現になるんであります。市民は無理に、これを広

報に載せると、赤旗を読まされているという結果になるから、鈴木さんが一生懸命選挙運動す

る理由はわかる。こ れ、反論があったらおっしゃってください。

3億円にしてもそうだ。第二中学校の給食場をつくり 、一部の施設を修理改正し、同時に備

!日を購入し、すべての設備を完成するには、 2億数千万円の自己財源が必要なんです。だから

残り がないんだよ、これ。予備費には。いいですか。

次に、 5ページごらんなさ い。 都市計画 2・2・5号線は、関係地権者の協力が得られるこ

ととなり、と書いてある。どこに得られています。行政報告を私は見たら、大貫元継さんだけ

は土地を売ってくれています。あと大貫はつつあん、たけ さん、いいですか、村野さん、山崎

さん、 1人も売っていないじゃないですか。土地の見通しは、全くついていないと言える。 60

年度。こういううそを、なぜ言えるんです。大変苦労しています、と書きゃいいんです。だれ

もうんと言っていませんよ。だってこれ、行政報告に書いてあ るんだ。 また行政報告について

質問しま すけれどね、まだこっちへ入っていなし可からあれだけれど。

CTスキャナー設置を事業化しております一一これ、新しい事業でも何でもないんです。秦

議員さん初め、盛んにこれは質問し、要望している。しかも市長も、やります、やりますと、

5年も言い続けたことだ、これ。ゃる のが当 たり前なんだ。いいですか。もっとたくさんある。

起債なども、ちっとも制限されていないんです。自治省関係の単独事業については因るんで

す。ある程度制限しますよ、 と言っている。

ところが、先ほど小山議員さんから質問があった。市長のやっていることは、思いつきだけなん

です。なぜかというと 、た とえば今度の予算なんかに、二番橋が一つも出ていない。 58年度、

5 9年度に、 1，700万円もの市税を投入して、 調査、設計、基本計画、も うでき上がってい

る。一円も今度盛っていない。そうすると、 1，7 0 0万と い うのは何に使ったんだと。税金を。
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むだ遣いという、こういうのを。紙なんか倹約したって、せいぜい 1円か 5円です。こんな、

どぶへ捨てちゃった。ふるさとセンターもそうだ。これもそうだ、 生活保健センター。調査費

用を組み、 5 7年にはも う実施設計と実施予算を組んだじゃありませんか。

いろいろと申し上げますが、たとえば南平の用水だってそうでしょう。補正予算に大幅減額

されているじゃありませんか。特に南平用水工事の用地費は、全額滅削られており ます。この補

正予算の中で。一つも買えなかったということです。 買えなければ、南平高校の排水ができな

し可ということです。排水ができないんですよ。 運動場へためることはできます。この水を排水

することができない。高等学校の生徒は、プールですよ。 夏なら し川、ですよ、ふんどしになる

のも。秋から後、どうやって体操をやる。

それを、南平用水は非常に進んでいると書いてある。ここに書いてあります。これを称して、

うそつきと 言わずして何と言っ たらいいんです。補正予算を読まない人はああそうかなと思う

んです。これを読んだらよくわかるの、 これは。わざわざこういうんじ ゃなく て、ま あこれで

もあなたとしては努力をしている分だけを出しているんですよね。道路改良費事業、みんなこ

れは継続事業です。 4，900万円、いや 4億幾らある。たくさん言いますが、今わずかに私が

言ったことで、市長が、太郎さんの言う こと は間違っ てい ると、もしお思いの点があったら示

していただきたい。

0議長(高橋通夫君) 市長。

0市長(森田喜美男君) それぞれの部課長がお答えはできるわけでありますが、私は

古谷議員さんの説は、お説と して、特に反論をする気持ちはありません。

古谷太郎君。。議長(高橋通夫君)

06番(古谷太郎君) この補正予算、何か知らぬけれど即決ということのお話ですが、

議運ではです。まだたくさん聞きたいこともあるんですけれど、時間が遅いから言 うんですが、

私は絶対反対だ。何の璃庇もな い職員を昇給ストップなんていう惨酷な行為、これはもう絶対

賛成できない。

これは君、地方公務員法の憲法違反だよ。最高裁では、昔、昭和 37年かに、 違反でないと

考えるという判決を出したことがある。あるけれど、それは昭和 37年の段階のことで、現実

のよ うに平和な、豊かな社会になっ たときには、 全く これは憲法違反なんだ。 憲法違反の提案

なんかは、認めるわけにし、かなし可。しかも、給与条例もまだ出ていない。どんな条例を我々が
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審議 していいのか。

こういうふうな一一出てないよ、出てないでしょう。( I出てないです」と呼ぶ者あり)改

正案出ていない。出ていないのに、補正予算はもう 1億 60万 1，000円という金額が補正さ

れている。こんないし可かげんなのは、 議会無視というんです。議会の意見なんか聞く必要ない

んだ、これを員Ij決しろと。あなたを応援している共産党さんなんか喜んで即決すると思います

がね。

しかし、ただこれは、 議会無視だ。このことだけ申し上げておく。

以上です。後は行政報告の質問に入ります。まだ議題になっていませんから、 やめておき ま

す。( I休憩J I関連」と呼ぶ者あり)

0議長(高橋通夫君) 竹ノ上武俊君。

022番(竹ノ上武俊君) 市長の予算の編成方針と事業について、という報告の件で、

1件質問いたします。これは、今の古谷議員の質問と関連して、確認の意味で質問させていた

だきたいと思います。

というのは、市長の説明の中に、政府が生活保護費、児童措置費、老人措置費などの経常経

費2，600億円、それから公共事業費 3，200億円、合計 5，800億円を地方自治体に負担させ、

転嫁 しようとしていることがございます。この件につきましては、 私どもがいただきました全

国市議会匂報 2月 25日号、この中にも明確に指摘されている ことでございます。

たとえば、市長会等も含む地方団体が挙げて反対運動を、この補助金カットではしてきたわ

けでございます。地方 6団体の決議の中にも、どういうふう にな っているかと いいますと、 そ

の簡単な文章を読み上げたいと思います。

国庫補助負担率の引き下げに関する決議、というのがございます。その中に、国は昭和 60 

年度の予算編成に当たり、その財政負担を軽減するため国庫補助負担率を一律に引き下げ、地

方財政にしわ寄せしたが、これは国、地方を通ずる行政改革に何ら寄与するものとは言えない。

我々地方団体側としては、今回の暫定措置の恒久化と、 地方への負担転嫁の拡大を危倶してお

り、 今後の検討に際しては地方の実情に十分配慮の上、長期的見直 しに立っ た適切な措置が講

ぜられるよう強く 要望する。以上決議する、となったわけです。

しかる後に、 自治大臣の方から、このような意向を受けていろいろな考えが発表をされまし

た。その内容は、ーっといた しまして、 非公共事業部門の補助負担率のヲ |き下げは 1年限りの
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暫定措置とする。 2. 社会保障等の事務にかかわる国と地方の役割分担と費用負担のあり方を

検討する機関を設けること。 3. 補助負担率引き下げに伴う地方負担の増加介については、国

が責任を持って対処することと、こういう考え方で自治大臣が見解を発表しております。

しかし、それではこの補助率カットが繰り返されない、あるいは恒久化されなliかどうかと

いう点について、全国市議会句報は、また以下のように述べております。

6 0年度中に設けられる国と地方の役割分担のあり方を検討する期間において、従来の補助

率に戻すかどうかを協議する。自治事務次官一ーという ことであって、 実態は極めて危倶すべ

き将来に向かっても動きがあるということになっております。

したがいまして、補助金カット等が地方交付税その他で地方自治体への負担転嫁にはなって

いない、いろいろな形で肩がわりされているということは、実際ではないわけ'でございます。

そういう点を恐れて、地方 6団体がこのような補助率、補助負担率の引き下げに関する決議と

いうのをしたわけです。

そういう点で、私は市長の説明というのは、こういう地方 6団体の方針に基づいて、市長自

身もそのようにあ考えになって、本会議において述べられたものではなし、かという ふうに思う

わけです。

ですから、先ほどある政党の機関紙の名前が出ましたが、赤旗という新聞とか、地方 6団体

の言うことというのも、市長が言ったことがうそであるという ことになると、同様ということ

になるわけでございます。私はそうではなく、市長が言っていることは、地方 6団体の介析、

あるいは決議などにもありますよ うに、正しいことを言 っているのではないか、そういうふう

に思います。市長なり企画財政部長から、この点について答弁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。

。企画財政部長(前田雅夫君) お答えいたします。

国の補助金、扶助費の高額補助金でございますけれども、 2分の 1以上の高率のものについ

ては 1割削減をするということで、今、国が準備を進めております。

これ、今ございましたように、とりあえずは昭和 60年度、それからこれを特例法で行う。

それから財政力のない団体、いわゆる赤字団体につきましては、交付税で見ましょ う、という

ようなことでございます。

日野市にどういう形で影響があるか、と いうことだろうと思いますけれども、やはり経常費
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介で、総額、試算によりますと、 1億 9，500万円、公共事業費介で 2，100万円、合わせま

して 2億 1，7 0 0万円の影響があるということでございます。( i関連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〉 今、前田部長は、苦しいわけのわからない答弁をされた。私が

言っているのは、わかっているんだよ、初め大蔵省の言ったことで、市長会とか議長会は、そ

れは因ると いう 陳情をやったわけだ。自民党も、それはいけないと、ゃったわけだ。それで結

局最終的に、 5億 8，00 0万円は、日野のような豊かな団体というのは幾つもないんです、全

国で、 651市がありますが、 2 0幾つでしょう。 30とはない。もちろん日野のように豊か

なところはない。ばか豊かなところは、 1億か 2億はやむを得ぬだろう。

しかし、あとのほとんどの、 9割 5分の市や町村は、全部交付税でプラスいたしますよと。

だから実質的損害はゼロなんです 結果は。要するに自民党が頑張り、全国の市長会、町村長

会、議長会等が非常に運動された。その結果、 実質損害は ごくわずかです。 5%にすぎない市

町村で、 しかも大金持ちの市町村、日野のようにーーだけが 2億か 3億ちょっと引っかかると

いうだけの話。

それから、起一位もそうなんです。起債は、建設省の事業、補助金がついた事業、文部省のつ

いた事業、それらの起債は、全部出します、全額。そうでしょう。単独事業についてだけが勘

案される、 こうなるんです。そういうなにかこんな文章を読むと、これは土地屋の広告文みた

いな文章だから、なるほどこれは見事だなと思う人もいるかもしれないよ。起債がなくなっち

ゃうような書き方 しているから。

だから誤解のないように書かなきゃだめなんです。あなた市長さんなんだ。みんなが見て、

読んで、なるほどなというふうに書いてもらいたい。これ、関連ですから、竹ノ上君のお勉強

あらんことを祈って、再質問を終わります。( i関連Ji議事進行Ji議事進行よ。議事進行

優先」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、予算編成方針については、質問する予定になかっ

たんです。ただ、こういうずっと目を通していまして、よく市長もこれだけずうずうしく 書け

たなと。皆さんの議論されていることもわかるんですけれども、日野市に 2億円ぐらい減額さ

れて、一体どうなるんですか。何が困るんです。
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私は、む しろこの 12年間にとった革新市政の森田行政の中で、最も私は欠点というか、指

摘しておきたいのは、どうですか、富士通ファ ナックが、 本社が忍野に移転したではありませ

んか。 この減収をどのぐらい見込みますか。日野市のトップの法人税を納める会社ではありま

せんか。少なく 見たって、 10数億を納める 1企業が、労働組合の総会には顔を出したことが

あるそうです。社長のところには、市長は一度も顔を出してないそうです。直接問いているん

です。そういったことが、まず 1点。

もっと大きいことは、目の前に建っている市民会館の、私は先般の一般質問でも申し上げた

ように、 3億円以上もらえる補助金をわざわざ断っておいて、いっぱいお金があるから断った

んでしょうけれども、そのために、今 6カ月延伸という、職員が苦 しめられているじゃあり ま

せんか。一体市長は、 この点についてどう思いますか。お答えいただきたいと思います。

0議長(高橋通夫君)

0市長(森田喜美男君)

市長。

まず、 富士通ファナック の本社が山梨県に転出をされた、

そのことは大変残念だと思っておるわけでありますし、その当時、感謝状を贈って、そ うして

日野市と しては大変惜しみて余りある気持ちだが、 世界に雄飛していくために発展される こと

を、という意味の内容をもってお贈りいた しました。

それから、過去に、一々弁明もする こともないわけですが、各企業の責任者の方々、またフ

ァナックの社長さんにも、私は数回ごあいさつに伺っております。ですから、行っているとい

うふうに御理解を しておいていただきたいと思います。

それから、市民会館にもらえるべき補助金を断ってと、こうおっしゃいますが、 これは、 も

らえるべき補助金というのは、文部省の( r防衛庁だよ」と呼ぶ者あり)文化費に対する予算、

あるいは東京都の予算、これらはし可ただいております。

防衛庁は、これは事業年度に合いませんので、これはやむなく事業年度に合わせるために、

( r説弁を言 うな」と呼ぶ者あり)いただくことができなかった、こういう事情はあ ります。

なお言いますならば、生活保健セ ンターを建てる際に、言われる とおり 1年、先送りを して

おります。 これは、やっ ぱり防衛予算をいただ く余裕を持つために、そういう順序をつけたと

いうことでありま して、 話弁とか何とかいろいろ御意見はおありでありま しょうけれど、 誠心

誠意財政運用 については努力をしておるということを、これまた一面御理解をしておきたい、

とこう思います。
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。議長(高橋通夫君) 市川資信君。

01 9番(市川資信君) ただいまの市長の、防衛庁の補助金については、一般質問の

ところで篤とやりますので、結構です。 もちろん全面反論ですけれども。

ただ、先輩市長が、今日 の日野市の財政基盤をつくる工場誘致というものを、一流企業を誘

致して、今日の財政豊かな基盤をつく ってあ るんだとい うことを、忘れないでほしい。いかに

苦労 して今日の日野市を先輩市長が築いてきたか、とい うこと を念頭に置いて、ひとつ行政運

営を していただきたい。

( r議事進行」と呼ぶ者あ り)

0議長 (高橋通夫君〉 竹ノ上武俊君。

022番 (竹ノ 上武俊君 〉 同じような内容で二度も三度も立つのは、討論会になるの

でやめたかったわけでございますけれど、一言、質問という形で申し述べておきます。古谷議

員が、交付税において地方への負担は、 差 し引きゼロに解消をしているというような趣旨の発

言がございました。しかし、 私は先ほど異議を しなかったんですが、同じく 2月 25日号、全

国市議会匂報、この中で、こういうふうに市議会匂報は述べております。 1月 30日の衆議院

大蔵委員会において、 竹下大蔵大臣が言った ことが述べられております。

それは、 1年間、自治、厚生両省と協議した上で、補助率カッ トを恒久化した いと述べてい

ると。そういう点で、今後ますます地方自治体は大変である。しかも、さらに恐れなければい

けない点として、もう 1点指摘をしてあります。

それは、来年度地方財政は、一般財源比率地方債依存度が好転し、国に比べると歳入構造が

格段と改善されるかもしれなL)0 そう いうことを受けて、政府、財界が交付税率の引き下げ論

まで出しているので、こういう点で地方自治体は相当 これは緊張して今後の政府の動きを受け

とめていかなければいけない、というような趣旨のことが述べられております。

この 1点からも、私は市長の今回の予算編成に対する考え方というものは、まさに適正かつ

正確なものであると いう ふうに信ずるものであります。

以上です。( r関連」と呼ぶ者あり〉

0議長(高橋通夫君) 古賀俊昭君。

01 8番(古賀俊昭君) 今、竹ノ 上議員の方から、市長の予算編成方針の説明はつい

て、これを支持する旨の発言、質問ですか、あったわけですが、私は古谷太郎議員の意見が、
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正確で、 しかも事実に基づいた正当な考え方である、事実である、ということをお話をしてお

きたいと思います。

政府の 60年度の予算案が、 1 2月29日の夕方、決まったと思います。そのときの新聞は、

一斉に政府予算案の決定について報じたわけであります。その内容が、 1 2月30日の朝刊に

全国紙すべて出ております。その中の表現を見てみますと、これは客観性があると思いますか

ら、私が申し上げるのではなくて、新聞にもこのように書いてあるということで、 皆様方御納

得いただけるのではな L、かと思川、ますので、読んでみます。

高額補助金の一律 10%カッ トによる地方自治体へのしわ寄せ介、総額約 5，80 0億円を地

方交付税の1，000億円以上上積みや、建龍也方債 4，800億円の増発で賄うというように、支

払いと窓口が国から地方へ変わっただけ、ということで、古谷太郎議員の御意見が全く事実に

即した正しい意見であるということが、このことによっても明らかだと思います。

特に予算編成の段階で、大蔵省の案に対して自治省OB、または自 治省サイドの方から、こ

の補助金の一律カットについては確かに市長会、また地方団体等のいろいろな場で、この削減

については反対だということが議決されたりしたことは、事実であります。

また、今、市議会句報の中に言われておりましたように、衆議院の予算委員会等で竹下大蔵

大臣が述べた というのは、私もその同じものを読みました。

しかしながら、自治省サイドでは、この大蔵省の示している案については、引き続き検討の

場を設けて、これが恒久化にしないように努力をする、そのように取り組んでいきたい、とい

うことを述べているのであって、今後、自治省を応援する側の考え方、こうした立場で地方自

治体に対するいろいろな負担の増加というものを、どの辺で線を引くかという議論は、今後引

き続き行われるわけでありまして、少なくとも昭和 60年度の政府予算案を見る限りにおいて

は、今、古谷議員がおっしゃられたことが全く事実でございまして、 1点の間違いもないとい

うことを、全国中央紙の記事をもって、私の方から、その点ひとつ誤解のないように、 皆さん

方にもお知らせをしておきたいということで、今、発言をさせていただきました。

以上です。( r関連」と呼ぶ者あり)

0議長(高橋通夫君) 古谷太郎君。

ごまかすのがうまい。

昭和 57年の 6月、私が市議会に出たころ、財政課の係長が立川へ行ったんです。立川の防

衛庁の事務所へ、書類を持って。それで、市民会館をつくるんで、防音補助をもらえないかと

言 ったら、最低 4億 7，000万円ですよと。運動すれば、 7億円はもらえるでしょうと、こう

いうお話だった。この防衛予算の防音工事の補助金がつけば、起債も自然、につくんです。箱物

でなくなる。

ところが、 市長さんはど う勘違い したか知らないけれど、それを取り下げろと言われて、取

り下げに行くのは弱ったと言うんです。財政係長は弱るんですよ、どう理由をつけていし、かわ

からない。

それで、 5 7年の 12月に取り下げて、結局 58年度からの工事に 1円もつかなL可。これは、

取り下げてつくわけないんで、よそへ回ってしまったわけです。そういう事実がある。

それで生活今度は保健センターがそうなんです。箱物だから今度は自治省の起債がつきそう

もなし 1から、今度は防衛庁の補助金をもらってやるんだ、 こういうふうになったわけです。

今まで防衛庁に行って断って おいたのに、 今度はくださいと言いに行くわけだ。だから防衛

庁も、ことしはだめですよ、と言 ったんだ。 60年度は、来年もだめですよ、 61年から考え

ましようと。だからこういうふうに、この文章の中へ 61年、 62年と書いであるじゃありま

せんか。そんなことは、私、さっき企画財政部長に言 ったばかりだ、自分の部屋で。そういう、

我々の方が正しい知識を一生懸命勉強しているんです、市長さん。だから知っているんだ。

だから、私はやっぱりそういう職員からの嘆きです。せっかく 7億円もいただけるという約

束まで取りつけてきているのに、取り下げろと言われている。財政係長が当時だれであったか

は、職員録をごらんにな ってすぐわかりますよ。

ただ、そのために、それだけ市のために一生懸命やっている係長に、 しっぺ返しだけはしな

いでください。

以上、よく、意見ですから。この私の言っていることが事実でなければ、この職員にここへ

来てもらってもいいです。だからそれだけを申し上げておきます。

0議長(高橋通夫君) ほかに御質疑はありませんか。なければこれをもって昭和 60 

06番(古谷太郎君) 実にあなた方、部長さん方も、理事者を見習っているせいか、 年度予算編成方針と事業の件を終わります。

“
世
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お諮り いたします。 議事の都合により暫次休憩いたしたいと思いますが、これに御異議あり

ませんか。

c r異議なし」と呼ぶ者あり 〕

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

0議長(高橋通夫君) 休憩前 に引き続き会議を聞きます。

次に日程第 4、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〕

午後3時 58介休憩

午後 4時 34分再開

O市長(森田喜美男君) 私から、 3件につきまして、行政報告を申し上げます。

その第 1、環境緑化市民会議の発足についてであります。

本市行政の基本ス ロー ガンであります緑と清流運動の拡大には、市民の理解ある運動参加が

何より大切であります。

昨年 11月の緑化月間行事の中で、 「環境と地域緑化の道」をテーマに公開シンポジウムを

行った際、参加者約 70名の賛同により、市民会議 の発足を決めたものであります。

1月に行った初会合では、約 30名の出席でありましたが、規約のこと、運動と事業のこと

について、討議がありました。今後、個人、団体、事業所等に、会員参加を広く呼びかける母

体となる申し合わせがありました。

市行政の立場としては、この市民会議を重ねつつ、ゆくゆくは専任事務局を持つ(仮称)日

野市環境緑化協会というふうな組織に発展をし、行政の外郭団体として、運動と事業の推進に

一翼を担 うことのできる組織が発展できれば幸いと考えられるところであります。

その第 2、新パス路線の運行についてであります。

市民要望も高く、重要課題であります市内循環パス路線の運行について、鋭意努力している

ところであります。

このたび、市内パス運行に 2系統の運行計画が実施されることになりますことを御報告いた

します。
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その一つは、京王パスにより、豊田駅北口から平山橋、中央大学を経由 し、 多摩セ ンタ ー駅

に至るコースで、 4月 1日から平日 54往復運行さ れるという ものであります。

他の一つは、西東京パスにより、日野駅から東光寺を経由、八王子市小宮東に至るコ ースで、

4月8日から平日 16往復の運行がされる ということであります。

これらの2パス路線の新設によって、関係市内の交通の利便が 1歩前進できるものと、大き

く期待 しておる ところであります。

その第 3、流域下水道浅川処理場用地買収の進捗状況についてであります。

市の公共下水道に先立つ流域下水道事業の促進について は、都の当局にその強い取り組みを

要請してきたところであります。東京都流域下水道本部の昭和 59年度事業として、昨年末、

浅川処理場の用地買収が大きく前進を見る こととなりま した。

計画用地の約 4分の 1に当たる 3.4ヘクタ ーノレが、地権者の協力により契約が調い、このた

びの都議会の議決を待つ段階になっております。残りの 12.6ヘクタ ールについて も、昭和62

年度までには買収を完了する旨、下水道本部から伝えられております。

このたびの買収用地は、外周道路と雨水排水路の築造に必要な用地をまず確保するものであ

りまして、権利者の合意を得て、すでに工事に着手しております。

このたびの用地確保により、 6 0年度には市公共下水道の認可申請を行い、処理場建設にあ

わせて、公共下水道の面的整備を計画的に進める段階に至りましたので、 このことを御報告し

て、御理解をお願いする次第であります。

私の報告は、以上であります。

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) 2点にわたりまして、行政の報告を申し上げたいと思います。

第 1点は、レッドランズ市のマーチングバン ドの日野市訪問に伴う歓迎交流でございます。

去る 1月 4日、レッドランズ市高校生らマーチングバン ド一行 186名の皆さんを日野市に

お迎えいたしました。

当日は、庁舎訪問の後、市役所隣実践女子短大の体育館で歓迎式を行い、続いてグラウンド

で約 2，000名の市民の前で、迫力のある見事なバンド演奏を披露し、大変好評を博しました。

午後から催しました歓迎の集いでは、多くの市民、団体の御協力をいただき、模擬庖やおはや
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し、日野太鼓等がにぎやかに行われる中で、極めて気持ちよく交流友好の時を過ごし、親善に

役立ちました。

なお、 6日、 7日の両日には、市民の協力によりまして、 47名の高校生がホームステイを

行い、心温まるお世話を していただきました。

ここに、こ のたびの来訪につきまして、いろいろと御協力、 御配慮いただきました皆さんに、

改めてお礼を申し上げるとともに、歓迎対応の御報告といたす次第でございます。

当日は、ま た議員各位の御参加をいただいたところでございまして、心からお礼を申し上げ、

御報告にかえる次第でございます。

もう1点は、給与是正について の組合対応でございます。

都下市町村のうち、自治省から給与是正の指導を受けている自治体が、 1 4市4町あります。

このうち、 昭和 59年度の地方債を保留処介されている 自治体は、 1 0市に及ぶ状況にありま

す。

本市におきま しで も、 1 0億円の市民会館の起債留保を受け、職員給与の是正について強い

指導を受けている事情から、昨年の 12月 10日に昇給の 6カ月延伸を含む是正措置を市職員

組合に申し入れ、交渉を進めてきたところであります。

昭和 57年以来、人勧の凍結、 ベア抑制など、給与待遇面の進まない中、 職員組合としては

不利益措置として撤回を求める運動となり、窓口事務において市民の方々に大変な御迷惑をお

かけしており ます。

なるべくこの事態の早期解決、問題の解決を図り、市民サービスと労使関係の正常化のため

に、鋭意努力しているところであります。イ可分の御理解を賜りたく、御報告申し上げる次第で

ございます。

ιL七、 2点でございます。

O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質疑に入ります。筋野行雄君。

0 10番 (簸野行雄君) 2点ばかりお尋ねいたします。

市長の行政報告の中にありましたパス運行の問題であ ります。

豊田駅北口か ら多摩セ ンターという路糠が、 4月から運行されると いうこ とで、 これは南北
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交通の問題が叫ばれております折りから、非常に結構なことだと思うわけですが、 1点、平山

地区について申し上げますと、この路線は 2・2・6、平山橋、それから京王住宅の中を通っ

て中央大学へ行くというコースになるはずであります。

平山地域の、 要するに東端、東側を通るわけであります。地域の市民の皆さんの要望として、

ぜひ平山城tJ[公園の駅を経由という要望が非常に強いわけであります。いろいろ問題はあるか

と思いますが、この辺の市民要望について、市では京王との折衝なり何なりをなされたかどう

か、今までの経過をお伺いしたいと思います。

いま 1点は、南平高校の用地についてでありますけれども、 整地工事の進行状況は、どの辺

まで行っているのかということと、たしか 60年度予算で都で買収する ことになっている はず

だと思います。その辺の都の買収の見通しはどうか。土地の買収費と、整地費が当然、補償され

るべきものと思いますが、 最終的には市の持ち 出しはどのくらいになるんだろうか、というよ

うなことについて、 説明のできる範囲で答弁をお願い 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) お答えいたします。

第 1点目の、豊田駅北口から中央大学を経まして、多摩センターへ行く路線パスでございま

すけれども、私の方から京王の方に要望 した点は、今、旗野議員さんからお話がございました

よう に、川崎街道へ出まして、平山城祉公園駅に入 る、 そういうへそのような形の路線を要望

いたしました。

京王帝都といたしましては、やはり路線の性格からいきまして、豊田から乗ったお客が中大

多摩センタ 一志向、それから豊田駅につきましては、豊田駅に早急に着きたいというような乗

客ではなし可かということで、川崎街道を通り、平山城祉公園駅に入ると いうこと は、かなり現

在でも渋滞があるわけでございます。 そうしますと、路線の定時運行というのがかなり難しく

なって しまうということで、 無理であ ると いうことでございます。

全部でなく ても一部の路線、本数の中へ入れることができないか、というような要望をした

わけでございますけれども、なかなか難しいと いうことで、 現時点では、豊田駅北口から京王

の団地を通りまして、中大に向か うという路線でございます。

。議長(高橋通夫君 ) 市長。
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0市長(森田喜美男君) 旗野議員さんの御指摘のとおり、 確かに京王線平山駅に何と は、全く市の持ち出しはないわけでございます。

ただ、地域に入ってまいりますのに、大里 1号がございます。それから、つけかえ道路とし

まして、田中 32号線、 33号線、それから前々からございま した狭い道でごぎいますけれど

も、藤三郎がございます。藤三郎の路線がございます。

これらの拡幅工事 というもの等につきましては、前々から市の方として、地域振興というか、

当然やらなきゃならない工事でございます。また、東京都にその負担を求むべきものじゃござ

いません。そういう費用等につきましては、地域関連として多少の、要するに工事費が市から

の持ち出しと してあるわけでございますけれども、 これは当然にあの地域の開発進行というふ

うな、 長年の請願なり、要望なりという形の中で出されておるものが、高校と関連しまして手

を入れていくという形のものでございます。

以上でございます。

か、構内に車が入れる状況もできており ますから、日野一豊田駅問、日 野庁舎前、ある いは豊

田駅間、 このコ ースを延長する こと を実現に持っていくようにしたい、このよ うに考えており

ます。

そこで、先ほどの予算編成の中にちょっと申 し上げたわけでありますが、やはり検討委員会

に入っていただいて、そうしてそういう( rうまいなJと呼ぶ者あ り)いやいや、どなたがと

いうことじゃないんですが、検討委員会に京王線の方も入っていただいて、そうして市民要望

がいかに高L可かという こと を知っていただく、 こういう手順を踏みながら、 実現に向かつて進

みたい、こんなふうに考えて、委員会等のことを思いついておると ころでございます。

0議長(高橋通夫君)

O助役(赤松行雄君〉

助役。

南平高校に関連する御質問にお答え申し上げたいと思います。

第 1点でございますけれども、工事の進捗の状況でございますけれども、 3月 31日をもっ

て完成させるということになっておりますので、鋭意工期内の完成に努力している、こういう

状況でございます。

それから、東京都の買収費は、 5 9年の東京都の予算で買収されるわけでございます。大体

買収費の予算額としましては、 東京都は 25億というふうなことで、 予算を組んであるわけで

ございます。この中での買収ということでございます。

それから、市の方でどのぐらい都立高校用地にかかったかということにつきましては、概算

でございますけれども、 学校用地として提供してまいりますのは、 4万 5，914平米でご ざい

ます。これの学校用地の費用、用地費としま して、 16億 5，000万程度かかっておるわけで

0議長(高橋通夫君)

01 0番(策野行雄君〉

ます。

ただ、申し上げたように、西平山を含めまして、域社公園まで経由でやってくれという要望

は、非常に強いわけであります。川崎街道の多少の交通渋滞の問題で、定時性の確保という難

飯野行雄君。

最初のパス路線の問題については、 経過については理解でき

ございます。

点は確かにあると思いますが、たしか 2・2・6から域社公園の入り口まで大 した距離はない

わけであります。その辺、 今後粘り強くこの問題、 折衝をお願いしたいと思います。

次に、南平高校の問題につきましては、先ほど古谷議員もちょっと触れられましたけれども、

排水路の問題があるわけであります。工事が完成しても、排水路が完成しないという こと では、

水による被害があの地域に必ず出てくるわけでありますが、排水路についての工事の進行状況

はどうなっているか、 質問いたし ます。それから、 工事費と しましては、 7億 8，00 0万程度。それから、 設計とか、 工事管理、こ

ういうふうな調査費を含めまして、 4，300万、こういうふうな状況で、現在の概算 としまし

ては、 24億 7，000万程度かかっておるわけでございます。まだ、進行中のものもございま

すので、概算として申し上げるわけでございますけれども、そういうふうな状況になっておる

わけでごぎいます。

それか ら、市の持ち出しということでございますけれども、これにつきましては、この 4万

5，914平米の中といいますのは、純粋に学校で使用する分でございます。これにつきまして
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0議長(高橋通夫君 )

O助役(赤松行雄君 )

助役。

この件につきましては、昨年の 12月定例会におきましても、

御指導を賜ったものでございます。そういう前提に立ちまして、私自身も鋭意いろいろと交渉

を重ねておるところでございますけれども、 59年度内におきましては、交渉しておりますの

は、調IJ量というものの立ち会いの許可というふうなこと等を含んでおるわけでございます。

それを経ませんと、いろいろと設計なり、あるいは用水路の改修、拡幅というふうなところ

'ー
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の設計に手が入らない。こういう手順というか、 順序になっておるものですので、続けて努力

していくわけでございますけれども、 5 9年度におきましては、 事業費を盛っ たものにつきま

しては、 事業費までちょっと手が入らないんじゃないだろうか。というふうなことで、減額補

正をさせておるわけでございますけれども、事業化に至る前段の測量のための立ち入り等の許

可を地主さんに求めている、こういうところが本音でございます。

それで、南平の小学校のところまで水路改修が進んでおるわけでございます。工事が終わっ

ておるわけでございますけれども、それの上流に続く ところが、 今、要するにかわら屋さんの

ところが問題のネックになっておるわけでございますけれども、地主さんの了解を得ベく、

了解を得るようないろんな前段の問題等もありましたので、 前段の問題等は解決

しておるわけでございますけれども、それに関連する七生中学校の東西に走っておりますとこ

ろの市営住宅までの道路の問題等がまだあるわけでございます。それらを解決しませんと、南

平のさっき言いま したかわら屋さんまでの測量の立ち入りの許可をいただけないという ことで、

鋭意解決に向けての諸条件の整理ということに、私自身努力しているわけでございますけれど

も、力足らずというか、今後とも懸命に努力してし、く、こういうことになるわけでございます。

まだ、御理解を得られていないわけでございます。鋭意努力しておりますので、早晩御理解

いただけるんじゃないだろうか、あるいは御厚意をいただけるんじゃないか、というふうに期

待しておるわけでございます。

おっしゃるとおり、あと、かわら屋から上に向けての計画もあるわけでございますけれども、

南平全体の排水の、基本になっておるわけでございます。 下水道ができるまでの基本的の水路

ということでございますので、そういうふうな大きな目的と、南平高校の排水とが兼ね備わっ

た用水路でございますので、早急な解決に努力してまいりますので、何介の御理解を得たいと

思います。

0議長(高橋通夫君) お諮りいたします。 議事の都合によりあらかじめ会議時間の延

長を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。よって会議時間の延長をすること

に決定いたしました。

筏野行雄君。
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01 0番(策野行雄君) これから梅雨期、あるいは台風の時期を迎えるわけでありま

すが、あの高校用地の工事によって、あの辺の流水量なり、現在の用水路でどのぐらいの雨量

があればどのぐらいの流水量になるであろうという ことは、おおよそ計算できるわけだと思い

ます内

今のような工事状況で、 これから梅雨期、あるいは台風の時期に入って、 関係の市民が迷惑

をこうむるようなことがあるのか、ないのか、その辺を確認したいと思います。

0議長(高橋通夫君)

O助役(赤松行雄君〉

助役。

高校の 4万 5，000平米に降りました雨につきましては、先ほど

申し上げました下水道計画ができるまでは、あのグラウンドが湛水機能というものを果たして

まいりますので、直接雨が降ったピーク時を、その湛水機能で緩和しまして、ピーク時を避け

た形での排水というふうなことで、高校から大きな雨があふれるというふうな直接的な被害は

与えないものというふうに考えておるわけでございますけれども、イ可せ平山一帯から の南平に

ついては、雨どきには集水してくるというふうな状況等になっておりますので、さっき御指摘

ございました南平の用水の改修ということは、どうしても必要なわけでございます。

そういう意味で、前々から南平につきましては、だんだん市街が立て込んでくるというふう

な状況の中から、従来水田が持っ ておりま した緩和的な機能がだんだんなくなってきておると

いうような状況から、南平用水の重要性ということは、一般市街構成からも言えるわけでござ

いますので、そういう意味から、やはり早急に工事 しなきゃならぬというようなことを肝に銘

じて、今まで交渉にも当たり、いろいろと懇願もしてきておるところでございます。なお一層

努力してまいります。

高校からは、湛水機能がございますので、 ピーク時が重なると いうふうなこと、ピーク時が

重なって、なお一層御迷惑をかけるということはあり得ないわけでございまして、 ピーク時を

避けた形での排水ということになりますので、重なることはなかろうかと思います。

。議長(高橋通夫君) 飯野行雄君。

01 0番 ( 策 野 行 雄 君 ) 確かに、今、助役も触れられたように、上流の宅地化という

ことが進行しておりまして、そういうことも関連するかと思いますが、非常にあの地域の市民

の方は、その辺、心配しておるわけであります。

いま一つ質問したいのは、それに関連しまして、たしか平山橋のところに、京王住宅からの
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都市下水路ができております。あれから上流の雨水排水をつなげることが、技術的にできるわ

けであります。市長も、たしか先日現地を見たそうであります。ぜひ、そういう下流への被害

にも関連するわけでありますので、早急に適当な処置を講じてもらいたい。 このことをお願い

しておきます。

それから、さきの、例の 5，800億の問題に触れておきますけれども、ごく 最近、 60年度

の地方財政計画というのが、自治省から発表されております。さっき古賀議員の言われたよう

に、 5，800億については、 1，000億は大体地方交付税の増額で払うんですけれど、 4，800 

億は地方債増発で埋めるというような計画 になっておるようであります。

この地方財政計画、総額 50兆という、約、 国の財政規模に匹敵するわけでありますけれど

も、それによりますと、地方税が自然増収が昨年より 10， 6 ~ぢ増額、地方交付税はどうなって

いるかというと、これも約 10，9労増だということであります。

計算してみますと、約、地方交付税が 9，200億円ふえるわけであります。歳出面で、 国の

一般歳出がゼロ査定に抑えられている。これに比べて、地方財政では約 4労の伸びが見込まれ

る。国の財政に比べたら、地方財政はむしろ楽だということが最終的には言われているわけで

あります。

5，800億円減額されたということは、それ自体から考えれば、確かに問題はあるわけであ

りますが、国の財政を支えているのも、 最終的には我々 国民であり 、市民であるわけでもあり

ます。国の財政、ある いは地方財政は、 共存共栄で最終的にはいくべきだと、こう 思 うわけで

あり、そ うでなければいけないと思うわけであります。

一方的に地方財政のことを考えて、 国財政はどうでもいいんだということでは、 最終的には

その負担が我々にかかってくるわけです。その辺、ちょっと 発言 して私の質問を終わらせてい

ただきます。

0議長(高橋通夫君) 谷長一君。

05番 (谷長一君) この前、いわゆる検察庁に対しまして、 不服審査の申 し立てを

し、 受理されたように聞いているんです。

そこで、検察審査会におきましては、検察官に対しまして、今回の不起訴処分が不当である

ということで、検察官に対し再審査の求めを議決したわけですけれど も、そこでま た、ことし

に入りまして、 2月ごろでしたね、担当検事は山口検事だと思うんです。
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そこで、証人が喚問されていて、尋問を受けたわけですけれども、市の職員で何名が喚問を

受け、 尋問を受けたのかということと、あと一つは、必ず職員である以上は、喚問を受ければ

市から、また検察庁まで、または日野警察へ検事が来ていまして、尋問をするわけですけれど

も、市の職員は何名喚問を受けたか。または、尋問を受けたかということです。

それで、それ以外の人は、知っている範囲内で答えてもらいたいということです。

それでその内容も、これは上司に必ず報告されているわけですから、このようなことは非常

に難しい問題ではあろうと思いますけれど、わかる範囲内で、ひとつ答えてください。

以上です。

O議長(高橋通夫君) 教育次長。

0教育次長(小山哲夫君) お答えをいたします。

ただいま御質問がございました検察審査会への申し立てにつきましては、今回の行政報告の

中にも書いでございますとおり、 5 9年 11月 13日付をもちまして、検察審査会の方に対し

まして、さきに下しました検察庁の不起訴処分に対 しては不服であるという 、そういう理由を

もちまして、市長並びに調査会長の両名をもちまして、審査の申し立てをしたわけでございま

す。

そして、それにつきましては、昨年 12月 19日付をもちま して、ただいま質問者からお話

がございま したと おり 、検察審査会側といた しましては、さきに検察庁でとりました不起訴処

分については不当であると。したがし、まして、さらに検察庁の方といた しましての再審査を求

そういうふうな結論を下 したわけでございます。

したがいまして、その結論を受けまして、検察庁の方といたしましては、再審査をしておる

というのが現状でございます。

その際、ただいまの御質問がございましたとおり、市の関係者は何名召喚されたか、また、

その尋問はどういう ふうな内容だったか、こういう御質問だろうと思いますけれども、私も、

今度新しくかわられま した山口さんという検事さん、前は佐々木さんという検事さんでござい

ましたけれども、担当がかわったわけでございますけれども……。

具体的に、市の職員が何名呼ばれて、どういうふうな尋問をしたかということにつきまして

は、御存じのとおり、こういう 捜査につきましては、極秘のうちに捜査を進めるという性格の

ものでございますので、 したがって、これに対しましての内容につきましては、私どもといた
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しましては、明らかにされておりません。

ただ、はっきり申し上げることは、私自 身が 2月 23日の土曜日に、いろ いろと事件の内容

につきましてのいきさつ、あるいはまた、どうしてこういうふうな事件が起こったのかという、

遺跡調査会の会長として、かつまた私が柳下 章氏の後の、後任の事務局長として、その辺の

一連の事件につきましてのいろいろと質問といいますか、内容につきましてのお尋ねに対しま

して、お答えしたという経緯がございます。

その他の職員につきましては、どういうふうな形で呼ばれているのかということにつきまし

ては、 先ほど申し上げましたとおり、私どもまだ検事から伺っておりませんので、多分私は、

推測でございますけれども、市の関係者は手ルL外呼ばれていないというふうに、これは推量で

ございますけれども、思っております。

以上でございます。

0議長(高橋通夫君)

05番(谷長一君)

谷長一君。

ただいまの報告によりますと、市の職員は教育次長 1人という

わけなんです。

それですから、やはりある程度遺跡調査会にしましても、結局不明な点は不明として、市民

に報告をする。と同時に、大ぜいの方でこの内容たるものはどうなっているかということを、

お互いに調査、研究をするということも、私は意義があるんじゃなし可かと思うんです。

やはりやみからやみへ葬るというのは余りよくないことであって、これは言い過ぎかもわか

りませんけれど、職員が召喚され、尋問をされた ということになりますと、これは当然だと思

うんです。このような問題が一一どうしてかと 言えば、検察に対して不服審査をしているんで

すから不起訴処分は不当なんだ、審査をしてくれということを、こっちからお願いしている

わけです。やはり お願い した以上は、ある程度の報告はしても当然じゃなし 1かということを、

私は意見として申し上げ、終わります。

O議長(高橋通夫君) 高橋徳次君。

09番(高橋徳次君) 2点ほど伺いたいんですけれど、築堤とか、または鉄橋をいじ

るとかいうような場合、建設省なり、国鉄なり、そちらの方から市の方へ、事前に話はないん

ですか。その点、まず 1点先にお伺いします。

それから、大和田中 1号線の買収のその後の動きをお願いします。

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、 1点目の、河川の堤防のいわゆる改修、それから鉄道のいわゆる鉄橋のかけかえ、こ

ついったものについて、地元市に話があるかということでございますけれども、通常はござい

ます。

O議長(高橋通夫君) 建設部長。

0建設部長(中村亮助君) それでは、 2点目の御質問に、私の方からお答え申し上

げます。

大和田中 1号線の取り組みですけれども、すでに工事関係につきましては、 請負業者が決定

をいたしておりまして、近々現況で改良計画に入れる状況にございます。

用地の関係等につきま しては、一部まだ用地課の方が担当いたしておるわけでございますけ

れども、現況と違う点も一部あるようですけれども、その辺については、後ほど財産的な整理

をするということで、工事には支障のないような形で、地主さんの御了解が得られるというこ

ように見受けられるわけですけれども、 これは市の職員が呼ばれているιL上は、わかるわ

けだと思 うんです。どのような理由で、いわゆる休めば休暇の届 けか何か出ていると思 う

んです、必ず。

それでなければ、これは出張か何かで行っているんじゃないですか。半日休暇か何かで、出

張じゃなくて。それだから、わかるはずですよ。呼ばれれば、ある程度このようなことがあっ

たということは、上司には報告しであると思うんです。

しかし、その内容というのは、報告をしたからといって、私は無理に聞くことはしません。

しかし、何人ぐらい呼ばれているかということは、わかってし可るはずなんです。それですから、そ

こいらもある程度わかったら、 議会ぐら いはこのような行政報告という中においても、やはり

素直に報告書に、何名召喚されたかということは、報告内容に盛っておいてもいいんじゃない

かと思うんです。

これは、私は非常に難しい問題で、あえてどうしろということじゃないけれども、やはり行

政報告ということになると、情報の公開ということになると、この問題は検察の問題ですから

別であるけれども、これからは、やはり市民というのは知りたがるわけなんです。それですか

ら、結局今度はこの後についても、一般質問の通告で何人かの方がこのような問題にも触れる
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とでございます。

421.2平米ぐらいの面積を新たに買収いたしまして、現況の道路を 4メーターに拡幅する

ということで、長年の懸案でもございますので、そうい う形の中で、今年度完成を見たいとい

うふうに思っております。

0議長(高橋通夫君 ) 高橋徳次君。

09番(高橋徳、次君) それでは、まず建設省の方の件に関して伺いたいんですけれど、

なぜ私がこれを聞いたかと申しますと、うちの大和田運動広場ですか、 ここ、 市の努力によ

りまして、大分きれいに整備していただき ました。その点は、本当 にあ りがたいと 思っ ており

ます。

ただ、そこで、同時に建設省がそこへ築堤をしたわけです。とこ ろが、築堤と同時に、その

わきへ U字溝を埋設した。これが、在来ありました用水路の 3介の 1程度の容量 しかないとい

う、狭いU字溝です。

しかも、 U字溝にしちゃったものですから、それでまた露出していますので、ここは御存じ

のとおり運動広場、また幼児の遊び場、老人のゲー トボール場、こういった運動関係が主にな

っておりますけれど、何分にも幅が細長いものですから、野球をやるにしても、また子供たち

が遊ぶにしても、非常に U字溝へ落ちて危険だとい うことで、 U字溝を何とかしてほ しいとい

うことを、 再三市の方へ申し入れて、ふたかけをお願いしていたんですけれど、 もう 1年なん

なんとする んですけれど、いまだに、かけます、かけます、ということで、かけてないという

ような状況にあります。

そういう中で、せんだってもその話 し合いに行 ったんですけれど、いずれにしてもそこは専

用外で、建設省の方でなかなか許さないというようなことなんですけれど、 何とかこれはかけ

てもらわないと困るという地元の要望 もございますし、もう現にこのU字溝に落ちてけがをし

た子供が、二、 三人おります。幸い頭を軽く角で打っとか、あるいは U字溝で足をすりむくと

いうような軽傷でございますからいいですけれど、これがもし重大事故につながった場合、こ

れは一体責任が市にあるのか、あるいは、建設省にあるのか、その点、お伺いしたいと思いま

す。

それと、大和田の中 1号線の件なんですけれど、もう 1点お聞きしたいのは、用地買収の価

格の点では折り合いがついているんですか。
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この二つをお伺いしておきます。

0議長(高橋通夫君〉

O助役(赤松行雄君)

助役。

財産価格審査会、 ここで持燥する というふうなことにな ってお

ったわけでございますけれども、 価格の点で、先般市長からも表明があったわけでございます

けれども、従来、道路の用地買収につきましては、 2分 1のというふうな形での地元の協力等

をお願いしてきておるわけでござい ますけれど も、公道から公道に抜けるというふ うな土地等

で重要な道路、いろんな道路については、やはりそういう形での対応ということについては、

事業がなかなか進まない。あるいは、地元の協力を無理にお願いするというふうな無理な面が

ある、というふうなこと等で、やはり現状に即応したというふうなことで、地主さんと取り引

きの成立するとい うか、 通常の価格といいますか、住宅地の価格より多少の御協力はいただく

かもしれませんけれども、通常の価格ということで、至急に財産価格審査会の中で、地主さん

の意向を取り入れた決定をしていきたし¥こういうことでございます。

ですから、地主さんの交渉が先行するわけでございます。その意向を取り入れた中で、財産

価格審査会の中で道路用地の買収を決定してし、く、こういう作業を今進めて、用地課の中で急、

漣進めております。年度内に、大和田中 1号線の業者も決まっておりますので、完成を見ると

いうふうな ことで、作業を詰めておりますので、よろしくお願いしたいと思います。

。議長(高橋通夫君)

09番(高橋徳次君 )

高橋徳次君。

L、ずれにしましでも、大和田中 1号線に関しましては、もう長

い問の懸案でございますので、今年度じゅうにやりたいというようなことでございますので、

ひとつ用地課の方も鋭意用地買収の方を進めていただきたいと思います。

それから、例の側溝の件なんですけれど、とにかく 責任の所在がどちらにあるのか、それを

もう一度お伺いします。

0議長(高橋通夫君) 建設部長。

0建設部長(中 村亮助君) たしか大和田のグラウンドにつきましては、建設省の方

から、地域のグラウンドとしてお借りをしているという経過があるわけです。そう いう 中で、

築堤の問題などに多少影響をされるというふうなこともあるわけです。

それで、お尋ねの排水溝なんですけれども、それは、グラウンドの排水という形の中で設置

されているということになり ますと、当然グラウンドの設置者の責任になるはずでございます。
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それから、河川敷のいわゆる排水ということであれば、 これは建設省が設置 した排水溝とい

う形になるわけですから、その辺の責任の所在というのは、おのずと決まって くるはずでござ

います。

し可ずれにいたしましでも、グラウンドの利用について、ふたかけの御要望が地元からあるわ

けでございますから、 1年半も経過 して いるという話で、大変恐縮でございますけれども、建

設省の方と当然折衝を進めていく中で、ふたかけも していかなければならない、というふうに

は思いますけれども、よくその辺も建設省と協議をしながらしたい、 こういうふうに思ってお

ります。

。議長(高橋通夫君) 高橋徳次君。

0 9番(高橋徳次君) 建設省と協議をしながらということは、私、 1年半も前から

聞いているんです。それが一向に進んでいなし、から、またここで改めて開くんですけれどね。

いずれにしましでも、建設省なり、国鉄なりから話がありました場合、やはり大きな工事、

その他になりますと、いろいろ地元の関係が出てくるわけです。ですから、地元にはなるべく

早く流していただいて、やはり地元には地元の要望があると思うんです、それぞれ。

ですから、今回のU字溝をいけたのも、地元にもっと早 く出してくだされば、そのまままた

行政の方へお願いして、もっと大きな U字溝をいけていただくと。

現在のままですと、大水が出ますと、八壬子の方から流れてくる雨水、これが恐らく、せっ

かくきれいにつくったグラウンドへ全部流れ込んじゃ うと思うんです。

ですから、それも事前にかなりお願いしたんですけれども、時すでに遅く、とうとうだめで

したけれど、いずれにしでもあのU字溝は、将来また建設省とかけ合っていただいて直してい

ただかないと、 もっと大きく、大水が出た場合にはもうのみ切れないということは、火を見る

よりも明らかですから。

l iずれにしましても、そういうことで、ひとつ早急に手を打っていただくよう要望しておき

ます。( iまた 1年半もかかっちゃうよ」 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) 1点、 ちょっとお尋ねしておきます。

2月 5日付の市職ニュースに、 管理職への要請に対し、 2月 1日付で管理職有志 50名の連

名により、市長に申し上れ書が出されました。これについて、執行部は 6カ月延伸の問題にも
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若干触れているが、給与制度の見直 し等の主張は、管理職に有利な賃金体系を要求 したもので

あり、私たちの目指したものとは違 う。 連判状のような ものではなく、 1人1人の管理職が市

長に要請するこ とも、組合員側は求めたが、こ うい う形になっ たのは残念。

こういう、ちょっ と興味ある新聞があるんですが、前回、私、 1 2月の一般質問で、 これら

の件についてお尋ねしたんですが、時間がなく て、また要領を得ない答弁のために、またもう

一度やらなくてはならないという中で、あすまでにこの連判一一何ていうんですか、申し入れ

書の原稿をいただきたい。資料要求を して おきます。

以上です。

O議長 (高橋通夫君) 古谷太郎君。

06番(古谷太郎君〉 行政報告で、まず最初に、 2月に遺跡調査会の柳下君と会長と

の問の民事訴訟があった。この訴訟の内容‘どう であったか。こ れをひとつ、報告に載ってま

せんから説明してもらいたい。第 1点。

第 2点は、市長に聞きたいんですが、二番橋をつくると、もう 2年間言い続けて、遊歩道が

できる、高幡と下回、万願寺の聞にできると私どもは考えていたわけですが、忽然として、 58

年度は 55 0万の調査費を組み、これを全部使っちゃっている。それから、 59年度 1，250

万円、これも全部消費している。

だから、もうあしたからでも着工できるんだと思うんですが、取りつけの場所です。橋げた

の1本ぐらいはつくったらどうかと思うんだけれど、広報にもあなたは随分宣伝していた。遊

歩道をつくって、高幡と聞がとてもよくなってなんて、浅川親水公園ができるんだと、市長は

言っていたんです。あんなに宣伝していて、 1円も、科目もi置いてない。

これはどういうことになっちゃったんだか、 1，7 0 0万円の税金がいずれかへ消えてしまっ

たわけです。この説明をお願 いした l'0一体どうする気なのか。これ、市長の責任問題です。

税金を納める人は、 真剣なんです。使う方は、気楽に使われちゃ困る。この点が第 1点。

第 2点は、今、高橋徳次議員さんからもお話がありましたが、道路改修に 98 5平方メート

ルを当初予算に計上しましたが、何平方メー トノレ買収が済んでいるのか。

なぜこういうことを聞くかというと、行政報告の土木費の執行率が 46%しか執行してない

んです。執行率がない、これ。これはまあ工事中のものもあるかもしれませんけれども、現に

道路改修、生活道路です、これは。生活道路ができなくて、みんな困ってし唱。今、 高橋議員
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さんのお話もそうだと思うんです。自動車が向こうから来ると、どっちへも行けなくなっちゃ

うような道路が、 各所に見られるので、 一般道路の改修の拡幅買収額が 98 5平方メー トルの

うち、何平方メートルが現在消化済みであるか。

その次に、幹線道路見直し調査というのが、 12 0路線を見直し調査するという予算が 950

万円。 59年度の当初予算に組まれていたんです。これも、 950万でどんな調査をしたのか、

一度も行政報告がさ れていないわけであり ます。 一体どういうことで、何をしたのか。また二

番橋のよ うに消えてなくなっちゃ うんじゃ、この 1，000万円の税金が吹っー飛ん じゃう。そこ

のところを、ひとつ説明していただきたい。

第 3点、これも妙な話なんですが、明星大学の明星団地というんですか、あの団地からあの

人たちが緊急避難道路と して、 1，00 0万円の、これは国庫補助がついている。道路 1，000 

万円の予算が、昨年の 3月に市長から提案された。なぜかは知らないが、今度の予算はもう全

部消しちゃった。防災道路というのは、これは大変大事な道路です。これが何の説明もなく、

いきなりさっと消えてなくなってしまうという。国庫補助がついている。

私は、これがもし明星団地から、いわゆる第三中学へ行く道路が、建設がど ういう理由でで

きなかったのか知らないけれども、できないなら、仲田緑地の防災団地なり、防災広場なり、

あすこに入る道路がない。しかもその入る道路は、これはありがたいんですよ、中村さんとい

う地主さん、高木さんという地主さん、これは前の斉野町長さんの御実家です。それから、滝

瀬さんという地主さん、無償で寄付してもいし可から防災道路をおっくりになったらどうですか、

と私に言 ってくれていた。私も、たしか助役か建設部長にもお話ししておきました。

防災広場ができているけれど、防災広場に入る道路が、やっぱりそう いう事情ならそっちへ

1，0 0 0万円振りかえりゃ、十分できる。用地費がただなんですから。

だから、こういうふうな道路、国庫補助までついて、せ っかく小島課長が苦労して取ったに

違いないんです‘これ。それを、補助金も要りませんと言 って、だまって返済して、我々議員

に一言の説明もない。これについて、どういうふ うにしたのか。これは国庫補助金がついてい

るんです。

次に、同じなんですが、都市計画で、さ っき調子のいいことを言っていま したけれど、市長

は。北)11原公園、これは市でつくらなきゃならない公園だ。これの起債が、半分ιL上減っちゃ

っている。一体これは、たしか 5，000平方メー トルだか、 8，000平方メー トル本年度、59
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年度買わなきゃいけなかった。何平方メートノレ買 う予定のものが、実際に今買えるのは、何平

方メートノレであるか。全体の面積は何平方メートルであるか、ちょっと説明してもらいたい。

これも国庫補助金がついているんです、 1，00 0万円ついている。これが、やっぱり補正予算

で 500万に減らしている。

こういう重大な問題は、行政報告しなきゃいけないんだ。市長にならって、 部長までが都合

の悪いことは一切書かない。そ ういうことじゃだめなんです。やはり都合の悪いことは、都合

が悪いでいいんです。事情があ りゃ、 我々だって了解するん です。だから、都合の悪いことは

都合悪い、 こう いうわけでできなかっ たんです、 と言ってもらいたい。

たくさん聞きたいんですが、補正予算の審議が当然あるものとみなしているんですけれど、

もしないならたくさん聞きたいと思いますが、もうちょっ とたくさん聞きたいんですが。

それから、幼稚園の防音工事の補助金が大幅に減ってい るんですが、これ も何か理由がある

んじゃなかろうかと。これはちょっと、初めの算定が間違っていたんじゃなし、かなという気が

するんです、この数字を見ると。教育長さんは、余分にもらえると思って努力されたんだと思

うんです。だけれど、やはり市長が努力しなきゃもらえないんです、こういうものは。ですか

ら、そういう点はどうなのか。

たくさん、予算審査の、また提案されたとき聞きますけれど、以上 5点、回答していただき

たい。

0議長(高橋通夫君) 教育次長。

0教育次長(小山哲夫君) まず、第 1点目の、遺跡調査会の民事裁判における2月

の公判の内容はどういうことか、と いう御質問に対してのお答えでございます。

2月の公判と申しますと、 2月 15日、午前 10時半から午前 12時まで、地裁八王子支部

で開かれました。第 8回目の公判でございます。

市側からの出席者につきましては、遺跡調査会の会長であります私、それから、私とともに

事務局長時代に遺跡関係の経理を担当しておりました、 当時の佐久間主幹、それから、現在企

画課長になっておりますけれども、当時社会教育課長だった谷課長、それから広瀬文化財係長

それから市側からの顧問弁護士 2名でございます。

相手方は、佐藤、横山という 2人の弁護士でございます。

公判の内容につきま しては、 実はその前の第 7回目の公判が、昨年 11月 28日に開かれて

qδ 
に
り



おります。そのときには、実は私も初めてでございますけれども、いわゆる証人喚問という形

で、一応私が市側の弁護士からのいろいろ質問を受けまして、遺跡調査会とは一体何をやって

いるのかと。会の目的、組織、そしてこの遺跡調査会におけるいわゆる不正事件がどういう形

の中で発生されたのか。それで、その内容はどういうことかという、そういうふうな尋問が、

私どもの方の弁護士から質問がありました。

それに対しまして私はお答えしたわけでございますけれども、つまり、そのことを私が話す

ことによって、 事件の概要という ものを相手方の弁護士と裁判官の方に内容を知ってもら うと

いう、そ ういう意味における尋問があったわけでございます。

実は、 1 1月28日の第 7回目の公判におきましては、十分に、時間の制約がございま して、

私の尋問が終わらなかったわけです。 したがって、それにつき ましては、 2月 15日の第 8回

目の尋問に持ち越すということで、一部私の尋問が残っておりました。それに対しましての、

私どもの方の弁護士からの質問に対 して の、私のお答えを申 し上げたと。

それに対 しまして、今度は相手方の弁護士の方から、反対尋問がございま した。 そしてそれ

が終わりま して、今度は当時の佐久間主幹が私の後に、私どもの方の弁護士から尋問を受けた

と。 尋問の内容につきま しては、当時佐久間主幹は、私の事務局長時代には、柳下課長の時代

も若干ございましたけれども、 経理の方の担当を専門に行っていたわけでございますので、そ

の当時の経理の状況が一体ど ういう 形で進められてきたのか。それから、 私と実は柳下謀長と、

5 4年 10月 20日に人事異動になりまして、 2 7日に事務引継ぎを したわけでございますけ

れども、 10月 27日の事務の引き継ぎのときに、佐久間主幹は立ち会っておりますので、そ

のときの引き継ぎがどう いう形でな されたのか、そういう ふうな、事務局の経理上の立場から

の尋問を、一応私どもの方の弁護士から受けた、ということでご ざいます。

なお、 これにつきましても時間の制限が ございまして、 1 0時半に始まって 12時とい う時

間の制限がございました。 1時間半の質問の中で、十分に時間がとれませんので、したがって、

その続きにつきましては、 5月 10日に第 9回目 の公判が聞かれますけれども、その公判に持

ち越すという形の中で、第 8回目の 2月の公判が終わっているというふうに、御理解賜りたい

と思います。

それから、第 2点目の一番最後の質問の、いわゆる幼稚園関係の補助金が非常に今回の予算

の中で、補正の中で、非常に減額されているんでなかろ うか。 約、私もまだ予算書を見ていま
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せんのであれですけれども、これは第二幼稚園と、それから第七幼稚園の一一第二幼稚園につ

きましては防音改築、第七幼稚園につきましては併行防音工事ということで、実は防衛庁から

の補助金を予定しております。

特に、古谷先生から御指摘ありましたのは、第二幼稚園の防音改築だと思います。これにつ

きまして、約 5，700万円ほどだと私、今、記憶 しておりますけれども、減額 しております。

これが約、補助金の当時見込んだ額のおよそ半分、半額を実は減額ということで、補正予算の

中でお願い してございます。

先ほど、古谷議員さんからも御指摘がございましたとおり、これにつきましては、 第二幼稚

園の防音改築 に当たりま しての、私どもの方の事務局で見積もりました防音改築の補助対象の

範囲の算定の見積の違いということと、も う一つは、防衛庁からの補助金の単価を過大見積も

りしたという、こ の二つの理由 によ って、今回の補正予算の中で大幅な補助金の減額をお願い

する、こういういきさつでございます。

以上でございます。

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) 避難路整備の 1，000万円減額について、お答えを

申し上げます。

御指摘のとおり、 この避難路整備につきま しては、 国庫補助を受ける事業でございました。

この明星団地から上の団地へつながるコースの予定地の中に、日本電建が所有する土地がござ

いまして、こ の土地を何とか通させてほしい、 こういう要請を、小島防災課長が中心になりま

して、幾度か折衝を繰り返したんでございますが、昨年末に最後的な通告がありまして、使う

こと は相ならぬ、 こういう返事が返ってまいりました。

そういう こと から、残念ながら減額補正をお願いする、こういう段取りになったわけでござ

います。

以上です。

O議長(高橋通夫君〉 都市整備部長。

。都市整備部長(結城邦夫君) それでは、私から二番橋の関連につきまして、お答

え申し上げます。

二番橋の直接の設計、施工は、建設部に相なっておるわけでございますが、当初、こ の橋の
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設計以前の問題で、私どもの方の高幡と万願寺の区画整理事業に関連する問題もございますの

で、私の方からお答えするわけでございます。

高幡の区画整理事業につきましては、 当初から計画を打ち出して以来、地元の方々の地域の

反対がございまして、施行等が非常に困難だという見通 しが立ってきたわけでございます。

したがいまして、私ども、 当初の 39ヘクタールを、 約、現在では 17ヘクターノレまで減少

しまして、とりあえず第 1期 として、できるところから手をつけていこうという 計画の変更を

しまして、地元の方にその計画をお話しし、一応現段階では縮小した地域で整備を行う、とい

うことに相なってきたわけでございます。

当初の、 39ヘクタールの当時は、この二番橋の高幡側、計画に合わせまして、私ども区画

道路を入れる予定を しておっ たわけでございますが、あすこの部介が今回の 1期工事から外れ

た関係上、二番橋をつくる場合に、関連道路と して、これは 2期の事業、これは区画整理とは

限らないわけでございますが、 道路をつく る段階で、橋 と整合させながら用地買収等も行い、

関連道路の整備が図られる必要があるというようなことで、当初計画からちょ っと計画を変更

せざるを得ない状況が出てきたわけでございます。

今後の二番橋の計画につきましては、 建設部の方と十介横の連携をとりなが ら、地域の住民

と、今回区画整理から外れた区域の整備をどうしていくか、という話し合いに入るということ

で、地元の方々等もその辺については了解を しておりますので、精力的にそうい った話から進

めてし可かなければならなし、かと思っ ております。

それから、 5点目の北川原公園の用地買収の件でございます。

当初、私ども 5，00 0平米の用地を買収する予定であ ったわけでございます。これは、地権

者の方 10人を予定 しておったわけでございますが、今回、補正でも減でお願いしてございま

すが、執行見込みとしては、 5，000平米のうち 2，383平米が執行できるわけでございます

が、残りの 2，61 7平米、 3人の方々については、交渉はずっと行ってきておったわけでござ

いますが、家屋の移転の問題、それから代替地の問題等で、年度内に買収の見込みが立たない、

来年度にどうしてもずれ込むというよ うな状況が出てまいりま したので、今回、補正の方か ら

落とす、お願いすると いうふうな、予算の変更をお願いするわけでございます。

以上でございます。

0建設部長(中村亮助君)

し上げます。

まず、 公有財産購入費の中で、当初、予算でお願いをいたしました 985平米、一応計画で

それでは私の方から、 残りま したこつの御質問にお答え申

0議長 (高橋通夫君) 建設部長。

はこれだけの買収を したいということで予算化をお願いし、そしてこれに対する金額としては、

1億 835万の当初予算の計上だったわけでございます。

これに対しまして、新設道路の関係、あるいは現在の生活道路の拡幅というふうなことで、

用地買収に取り組みまして、すでにこ の中で決まっ ておるものがございます。つまり、南平34

号線でございまして、これは、先般認定をお願いした道路でございます。 38 7，4平米、 これ

が決まっております。

それから、さらには落川地区、あるいは百草地区で、 いわゆる下水道計画がらみで道路の拡

幅計画がございます。それに関連 したものでございまして、 路線名で申し上げますと、御岳の

2号線、これが 413平米、それから多摩川11号線、これが 57 0平米と いうことで、これも

すでに用地交渉の結果、地主さんの内諾が得られております。こ の トータノレをいたしますと、

1，3 7 0平米になります。金額としては 1億 3，000万ほどになるわけでございます。

したがって、今申し上げた当初の計画の予算と、少しオーバー をしておるわけでございます

けれども、そ の後、 9月の補正、あるいは 12月補正で、先ほど御質問がございました大和田

中1号線の関係などの補正をお願いしてござい ます。

そういう関係で、全体的な予算の執行につきましては、大和田中 1号線の関係などもござい

ますし、あるいはまた、日野本町の国鉄の日野駅の北側の、わずかでございますけれども、国

鉄から買収をいたしまして、今、道路の改良に取り組む 50，5平米などもございます。そうい

う中で、現在のところ、予算の執行につきましては一応の予定どおりの執行が行われています。

ただ、一部、堀之内地区の補助 1号線等につきましては、まだ地主さんとの調整がつかないと

いうことで、見送らざるを得ないんじゃないかと いう ふうな状況にあると ころも、一部ござい

ます。

それから、もう 1点は、幹線道路網の見直 し調査の関係でございますけれども、これにつ き

ましては、 3月 31日までということで業者委託を してございますので、この結果が出次第、

御報告を したい というふうに考えており ます。

この調査につきましては、当初予算でお願いをいたしまして、市内の約 12 0路線、これに
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つきまして一応の見直しをして、そして今後の道路計画の参考にしていこうということで予算

をお願いし、現在、取り組んでおるものでございます。結果が出次第、これにつきましては御

報告申し上げたい、というふうに思います。

0議長(高橋通夫君) 市長。

0市長(森田喜美男君) ちょっと、仮称二番橋の関係で、お答えをしておきたいと思

し、ます。

仮称二番橋は、先ほど都市整備部長がお話 ししておりますと おり、万願寺区画整理、高幡区

画整理の両方を、地元の理解をなお協力を得たいという観点から思い立ちまして、そうして調

査、設計をいたしました。調査、設計そのものは、ちょうど高幡不動の五重の塔にマッチするよ

うな、そういう景観的な橋が一応設計されておるわけでありまして、いずれはこの設計が生き

る、また生かさなければならない性質のものであります。

3年計画のローリング計画の中にも入れておりますので、いずれあの地域の整備の進行状況

に合わせて着工すべきものだ、というふうに考えておりますことを、お答えしておきたいと思

います。

0議長(高橋通夫君)

06番(古谷太郎君)

古谷太郎君。

第 1点の二番橋をちょっと申し上げますが、広報に出たもの、

及び我々議会に市長から説明があったのは、高幡区画整理と下回、万願寺区画整理の進行の中

でかけますという話は、一度もなかった。

そういう意味は、高幡市民の諸君に、また下回、万願寺の諸君に、区画整理でやるからと言

って、新たにこの橋は約 5億かかるんです。国庫補助金も何もつきません。東京都の補助金も

つきません。ただ歩行する橋です、歩いて渡る橋ですから。この大きな金額を負担させる気持

ちでやってきたというふうに、今、考えざるを得ない。内緒にやって おいて。

しかも、この位置は、今市長もいみじくもおっしゃいましたが、五重の塔の万へ向かっている。

そうすると、これ、位置を変えるわけにいかないんです、もうこの調査では。 1，70 0万円の

地質調査も行っています。

この場所を若干でも変える場合には、再度地質調査をしなきゃなりませんし、設計もしなき

ゃなりません。建設省の許可もとらなきゃならないのであります。

そんなことは、初めからわかっていて、隠してきた。こういうやり方は、大変にいけないと
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思う。もしも、あれ、高幡の地区の方が区画整理に賛成していたら、この橋の半介 2億5，000

万円は、高幡の関係地主さん及び関係者が負担するようになっているじゃありませんか。詐欺

みたいなやり方は、避けていただきたい。あるいは、単独で 5億円出す意思があったのかどう

か。

私は、今明日市計画部長の説明が正しいと思う。初めからこういうふうに、そういう考えで、

区画整理事業として橋をかける、こうい う予定であったに違いないんです。怖くて、 本当にわ

からない。今まで、そんなことは聞いたことありません。それが第 1点です。もし、誤りがあ

ったらおっしゃってください。

第 2点。北川原公園の全面積は幾らで、買収したのは幾らかと聞いたが、 お答えがなかった。

だから、それを言 っていただきたい。

それから第 3点の、生活環境部長を、私は 1，000万円、せっかく 国庫補助がついているん

だから、どこか違うところへ、できるところへ振りかえたらどうかと。なぜそういう努力をな

さらなかったのか。いわゆる避難広場に振りかえる こと はできないのかどうか。できなかった

のかどうか。これ、なかなか、 1回けっちゃうと、今度はまだ国庫補助金がつきませんよ。

さっきの防衛施設庁の防音補助金もそうなんです。市民会館でけってあるから、簡単に生活

保健センターにつけてくれといっても、つかないんです、またけられやしなし可かと。せっかく

厚意を示 したのにけられると、相手方も大変不愉快に思うんです。

この予算は回すことが不可能だったのかどうか。電建がどうしてもだめなんですか。全くも

うあきらめなければならないという状況なのか。あなたは電建の社長にお合いしただろうと思

つし、これは避難所用ですよ。

これがつくと毎年つくんです、国庫補助というやつは。これを 1回けっちゃうと、もう 10 

年ぐらい来ませんよ。だから、もう一度そこのところを確認しておきたい。

一応そういう程度にしておきますけれども、間違いがあったらおっしゃってください。

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) 御質問の内容を落としまして、申しわけございませ

ん。

北川原公園の全体の面積、それと、今までに買収した面積でございますが、全体の事業の認

可をここでとってございますのは、 1.4ヘクターノレでございます。
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このうち、公共用地として寅収の必要のない土地を除いて、直接買収をいたします面積が 1

万三 13 6平米でございます。このうちに、 5 8年と 59年で買収いたしますものは、 3，954

平米でございまして、執行率でいきますと、 1 8.1 %の執行になろうかと思います。

それから、二番橋の件でございますが、私、先ほど区画整理の関連というふうに申し上げま

したが、区画整理事業の中にこの橋の築造を含んで、ということではございません。橋は橋で

別個に、区画整理事業とは関連なくかけていただくということになろうかと思いますが、ただ、

橋に通じます区画街路、 これはやはり区画整理事業で整備をしていかなきゃならない、という

その 2点。

0議長(高橋通夫君) 建設部長。

。建設部長(中村亮助君) お答え申し上げます。

06番 (古谷太郎君)

れど、 二番橋の問題。

これは市長からの説明では、要するに歩く橋だと。だから幅員は、自動車が通れないような、

これ、市長と建設部長にも、 都市整備部長にも開きたいんだけ

この橋の問題につきましては、 58年度 の予算の中で、一応基本調査が終わっているという

ことでございます。設計はまだでございます。基本設計と、それから先ほど御質問の中にござ

いましたように、地質調査、それらを含めまして、 59年度で 1，25 0万の、予算的には当初

予算での措置がなされている状況でございます。

したがいまして、 基本調査の中では、一応人道橋ということで、幅員 4メーターというのを

基本的な考え方として持っております。

そして、今後さらに建設省の関係もございますので、掛方のかさ上げ計画があすこにござい

まして、 現在の堤防高よりも 1メーターぐらい堤防が上がるという計画を、 建設省が持ってお

ります。そうしますと、橋の建設につきましでも、堤防よりも上に取りつけなければならない

ということになります。そうすると、かなり橋の高さがある、生じてくるという結果が出るわ

けですから、したがって、その分だけ取りつけ道路との関係が、勾配になるというふうな問題

も残っているわけでございます。

そういう中で、今後やはり幅員の問題につきましては、先ほど申し上げましたように、基本

的な考え方は持っておりますけれども、今後、設計の中で、設計に反映させていくためには、

もっとやはり建設省との協議、あるいは内部協議、こういうものも必要になってくるわけでご

ざいまして、今後の基本設計の中では っき りさせていきたいというふうに思います。

大変申 しわけございませんけれども、基本設計につきましては、今後取り組むという ことで

ことかと思います。

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。

避難路の 1，000万は国庫補助がついたということで、この結論を出すまでには大分時間を

費や しまして、何回か折衝を繰り返したんでございますが、私は社長とは会っておりませんが、

最終的に電建側は、避難路に使うことを拒否をいたしま した。

国庫補助がついたということで、減額補正をする場合に、 一般財源だけの減額とちょっと意

味が違いますので、 慎重に考えたのでございますが、やはりできない ものは ここで正直に減額

をするのがよかろう、こういうふうに考えまして、結論を出した次第でございます。

0議長(高橋通夫君) 古谷太郎君。

ございます。

通れるような広さ にしないんだ、こういう 話です。そうですね。だからこれは道路じゃないん

で、区画街路なんていう難しい問題じゃなくて、高幡の停車場から 6尺道でいいんです。そう

でしょう。歩いて、自転車で来るだけですから。

ところが、この設計は幅員何メートノレになっている、この橋は。もう設計が終わっているわ

けですから、それを教えてもらいたい。この設計図です。

それから、ただ歩いて、 自転車で、要するに遊歩道的なものならば、何も区画整理と関係な

いんだ。 区画街路なんかつくらなくてもいいんです。

0議長(高橋通夫君〉

06番(古谷太郎君)

古谷太郎君。

これは二番橋の、橋をかけるというのは、建設省と協議するの

は当然なんです。だから 58年度の 55 0万は、建設省との調査とか、それに使われだと思 う

んです。

それで、もうかさ上げなんていうのは、当然そのときにわかっているはずです。昭和 50年

ごろからかさ上げなんていうのは、わかっている。高幡橋をごらんなさいよ。あれは 49年に

着工している。かさ上げしていますよ、ちゃんと 1メー トル以上。そんなことはわかっている
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んで、今さら、きのうわかったようなことを部長さんおっしゃる。聞いていると、そんな感じ

がする。

それなら、できないんだと。それで、大体 5億円ぐらいかかるんです。はっきり言って、補

正予算で減額していない。職員の給料の停止分だけは減額しておいて、やらない仕事は減額し

ないんだ、これ。これは補助金も何もついていないんです。単独事業ですからもう、やれる

わけはないんで。こういうふうな問題も、ひとつ報告してもらいたい。

きょうは行政報告だから この程度にして、補正予算でまたお聞きしたいと思います。

終わります。

0議長(高橋通夫君)

04番(小山良悟君〉 1点は、 2月 24日、日野市立第一小の講堂で 「豊かな革

か、ふるさと指向定着、あるいは災害防止の意味で、市歌のチャイム放送をしたらどうかとい

う提案を申 し上げたところ、 早速この件を取り入れて、 実施されているわけでありますが、こ

のチャイム放送の成果といいますか、心配されている近接住民からの苦情といいますか、そう

し可ったものがあるのか、ないのか。それから、チャイム放送の評判は一体どうなのか。ちょっ

とお聞かせいただきたいと思います。

以上、 3点であります。

。議長 (高橋通夫君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 2月 24日に、私の激励をしていただく会合が持たれまして、

私は、言うなれば招かれた立場で出席をいたしました。

かなりフェス ティパルにふさわしい行事だというふうには思いましたが、その他、特段に気

がついたかと言われることの意味は、ちょっ とわかりかねますので、その点もまた御指摘いた

だければ、お答えができるかと思います。

「立 73 Jは、これは企画財政部長がお答えをいたしますが、私も関連立川市、それから八

王子市に参りまして、両市長に、決して日野市民だけの利便ではなくて、これは両側の商業都

市に、日野市民がお金を落としに行く意味もある。そういう意味で、ぜひ両市ともおつき合い

を願いたい、このことの要請はしてまいりま したけれど、 なかなか両市の議会では否定的な意

見が多いそうでございまして、私どもとしては今後に、都の、また東京都の交通局とも、お互

いの信頼もつなげておかなければなりませんし、都ではなお積極的に努力をしよう、こういう

お考えでございますので、ぜひ我々も存続の努力をしていきたい、このようには思っておりま

すが、これは今後の課題に残るわけであります。( r一般質問にのっているんだよ。それ、や

めとけよ」と呼ぶ者あり)

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) お答えします。

一般質問の通告にもございますので、どこまでちょっとお話ししていいか、判断に苦しむわ

けでございますけれども。

5 9年度から「立 73 J、それから青梅街道を走っております 「梅 70 Jと称しており ます

けれども、この存続につきまして、関係市が協議をいたしました。その結果、青梅につきまし

ては、 59年から 3カ年存続をする、地元負担も行うということでございます。

小山良悟君。

新日野をつくる市民の会」という会の催しがあったよう でありますけれども、どんな内容でど

ういうふうにされたかわかりませんが、この会は、森田市長の後援会だというふうに開いてお

りますけれども、 したがって、森田市長もこの会に出席されたろうと思うんですが、 一小の講

堂を利用する場合には、学校使用条例に基づいて、手続を踏んで利用されたろうと思いますが、

その会に出席されまして、市長自身が何か気がついたことというか、感じたこと、ございませ

んでしたでしょうか。そのことが、まず 1点であります。

2点目は、 パスの問題ですけれども、都営パスの件で新聞に報道されておりますけれども、

八王子、日野、立川を結ぶ都営パス路線でありますが、このパス路線は、八王子、立川、 日野

市、 3市で赤字負担金を出しておったということでありますが、この 3市のうち八王子と立川

が、当初予算から赤字負担金を計 tするのを取りやめた。それで 日野市だけが 2，000万ほど

の負担金を計上しているわけですけれども、この問題は、日野市だけでは、これは八王子一立

川をつなぐ路線ですから、日野市だけではどうにもならない問題であろうと思うんですが、こ

の基本的な構成といいますか、崩れた中で、日野市だけが予算計上したということは、この問

題が解決されなければ、予算そのものが空予算ということになるわけでありますし、それから 、

この問題についてどのような見通しを立てられて予算計上されたのか。

予算審議の中で聞いてもよかったんですけれども、基本的な考え方を示していただきたいと

いうふうに思います。

それから、今、 6時になってチャイム放送されました。これは、青少年の不良化防止という
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「立 73 Jでございますけれど も、この系統は、八王子、日野、立川を結ぶ路線でございま

して、この 3市で協議 したわけでございます。

協議の中で、それぞれの市の立場が異なりまして、 3カ年の合意には達 しなかったわけでご

ざいますけれども、とりあえず 59年度地元負担で行おうということになりまして、 60年度

以降につきましては再協議、というととになったわけでございます。

現在、再延長につきまして、 3市協議をすると同時に、 東京都から も関係市に存続の要請を

しているところでご ざいます。現在、まだ結論が出ておりませんけれども、 東京都につき まし

ては、交通局並びに総務局につきましては、 予算計上を しております。それから日野市もして

おります。

現在、八王子、立川 に存続の要請を している最中でご ざいます。そんな状況でございます。

0議長(高橋通夫君〉 総務部長。

0総務部長(伊藤正 吉 君 ) チャイム の件でございますが、昨年の 11月3日からチ

ャイムの吹鳴を始めまして、午前 8時、 1 2時、それから 6時と、 1日3回の吹鳴をしており

ます。

吹鳴当時は、一応1件ほどの苦情がございま した。それ以降は、そういう苦情の声 も聞いて

おりません。

平山地区まで聞こえる、こんなよ うな声も聞いております。そういう こと でございますので、

( r万願寺だとか下回は、全然聞こえないや」と呼ぶ者あり〉戸なき声を、評価されているん

じゃないかと思います。

0議 長 (高橋通夫君)

04番 (小山良悟君〉

小山良悟君。

都営パスについては、一般質問に出ているということでござい

ますが、ちょっと私もうっかりしまして・・

さわりだけをちょっとお伺いしましたんで、 具体的な内容については、 一般質問でじっくり

と取り組んでいただきたいと思います。

ただ、期限が 3月いっぱいということでありますんで、その辺の対応は、一刻も急がなきゃ

なら ないんじゃなし、かというふうに思うわけであります。

それから、チャイム放送については、おおむね好評だということでございますが、今後、聞

こえない地域についてはどういうふうに対応していくかも、研究しておいていただければと思
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し可ます。

それから、第 1点の、市長に何か気がつきませんでしたか、と いう質問ですから、もちろん

気がついていれば是正するわけでありますが、 日野市学校使用条例というのが、昭和 37年に

施行されて、改正が昭和 40年 になっ ています。

昭和 40年から学校使用条例が改正されていないんではなし 1かという ふうに思うんですが、

もし、そ うだということになれば、 学校使用の、使用料の問題なんです。これが 40年から手

つかずでいるということになりますと、適正な使用料といいますか、使用者の応分の受益負担

といいますか、そういった点から考えて、 20年間も放置 しているというのは、ちょっと行政

怠慢じゃなし、かとい うふうに思うわけであり ます。

昭和 40年 と申しますと、ちょ うど私が学校を卒業 した年でありますが、その年には、大卒

の初任給が 2万 2，980円でありましたですが、 5 9年は 13万 5，800円。女子は若干少な

いんですが、しかしこの倍率は 5.9倍、約 6倍にな っておる わけであり ます。ですから、 これ

がこういうふうな、 講堂を利用される使用料として 500円という ことでありますけれど、

5 0 0円徴収する事務経費だけでもすぐ吹っとんじゃってしまうわけであります。

市長と して も、招かれた客だというこ とですが、 実質的には当事者であります し、 次にも出

馬されよ うという方でありますから、 こういった ものを気づいて、適切なやはり処置というも

のが必要ではなかったか、というふうに思うわけであります。そのこと もできないで、 お祭り

騒ぎでただ行ってるだけでは、心もとないわけでありまして、 使用料の適切改善ということは、

何もこれだけに限らずほかにもあるかも しれません。 一遍に高額の、高三室、の改正になって くる

わけですから、市民に一遍にこれは ツケがくる形になりますんで、適切な時期に、適正な価格

で使用料の改善ということは必要ではないか、ということを指摘したいわけであります。

この件について、 一言市長の感想といいますか、考えをお聞きしたいと思います。

0議 長(高 橋 通 夫 君 ) 市長。

。市 長 (森田喜美男 君 ) 学校の講堂を市民行事に用いると いうこ とは、制度的にも学

校長の許可でできるという内容だと承知しております。

使用料のことにつきましては、 私は余り詳しく存じませんでしたが、それらのことも、教育

委員会の御意向も伺いながら、もし、使用の仕方によってのまた一定の料金というものは、使

用料の徴収とレうことは大切なことでありますので、検討をいたしたい、このように思ってお
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ります。

O議長(高橋通夫君〉 古賀俊昭君。

01 8番(古賀俊昭君) 行政報告に対して、 質問をいたします。

今、市長選挙の話がち ょっと出ておりま したが、前回、昭和 56年 4月 14日火曜日の毎日

新聞に、 「市役所で カンパ袋Jという記事が出ており まして、 部課長さんから選挙資金を集め

たと いう ことでございます。

今回、市長さんも、またお出になるというよ うなことらしいんですが、部課長さんからカン

パを集める予定でいらっしゃるかどうか。 もうお集めになったかどうか、まず、その点をお伺

いいたします。( i2月 24日の 20 0万円は、どこで集めた。カンパだろう」と呼ぶ者あり)

それから、先ほど、文書箱を見ておりましたら、昭和 59年度の日野市公立幼稚園終了式、

及び日野市公立小中学校の卒業式の日程が配られておりました。

私は、昨年の 6月議会で、公立の市内の小中学校のいわゆる公式行事、卒業式や入学式等で、

国歌の斉唱、 国旗の掲揚というものについて、質問いたしました。

日野では、公式行事で君が代が斉唱されない、国旗が掲揚されないという事実を指摘をして

質問 したわけでありますが、今回、 卒業式のシーズンを迎えまして、 また、 4月、来年度にな

れば入学式もあるわけでございますが、日野市教育委員会としては、学校行事について国歌の

斉唱あるいは吹奏、または国旗の掲揚について、適切な指導または伝達等を何かおやりになる

べきではなかろうか、と思うわけでございますが、そうした、もうすでに会議等でお願いをし

ておられるかど うか、 徹底が図られるよ うに各学校に、また幼稚園に申し伝えが伝わっている

かどうか、お尋ねをいたします。

また、こうした大変難しい面もあろうかと 思いますが、市の教育委員会と して、こうした行

事を行う場合の式のあり方、また は、今回の質問では、今質問を私はいた しませんが、その他

のことについて、 東京都職員組合の南多摩支部、日野には地区協議会というのがあ ると思いま

すが、そうした団体と協議をなさることがあるのかどうか、その点もあわせて言及をしていた

だきたいと思います。

次に、ことしの 2月 15日の日野市広報に、 1面の トップの記事で、日野スポー ツ公園(仮

称)建設始まる、ということで、地図入 り、 絵が入った大きな記事が出ておりま した。こ の リ

ード部分、見出しの部分に、 一次分と して市が買い受けた約 4ヘクターノレ (5 9年購入・約30
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億円)です、とこうなっております。

5 9年度に、 確かに 日野市が国からこの土地を買ったということは、 私どもも議会で聞いて

おりますし、また、予算の審議の際にも報告を受け、私どももその審議に当ってきた。また、

用地の特別委員会でも、この報告は詳しくなされているわけでございますが、しか し、その中

では、私どもが報告を受け、審議をしま した内容は、約 2ヘクターノレ、 1万 9，68 7.79平米、

この面積を 29億 3，300万円で買ったということでございました。

つまり、約 2ヘクタールを約 30億円で買っ たということでございましたので、こ の日野市

広報の記事と、 私どもが議会で聞いておる こととは、倍も開きがあるわけです。どちらが一体

正しいのか。市民は、 4ヘクタールを 30億円で買ったとすれば、単価は約 7万 5，000円程

度、 1平米当たりなると思いますが、この記事は間違いじゃなかろうかと私は思うんですが、

市の考え方、間違いでございましたと おっ しゃるのか、いや、これが正しいのかわかりません

が、お答えをいただきたいと思います。

それから、先ほど市川議員の方からも、今回の昇給の延伸について、資事十要求がございまし

たが、今、職員の皆さんも必死で昇給延伸撤回の動きを、市当局に対していろいろ働きかけを

なさって、そうした動きがあるわけでございますが、今、市が抱えております大変大きな仕事

の中に、税の申告の受け付けという ことがあるわけです。市の庁舎の周 りにたくさん車もひし

めていおりまして、大ぜいの市民の皆さんが市の庁舎にいらっしゃって、市民税の申告、税の

申告をなさっているわけです。

2月 16日から 3月 15日までということでございますが、この申告を受けて、市民の皆さ

んは税金をこれから大体 4.期に分けて納入をする、納税するということになるわけですが、こ

の後、この給与の問題が尾を引きますと、職員組合のピラにも書いてありますが、一切超過勤

務はしないんだと、どうしても必要なと ころは組合が認めなきゃだめだ、ということが書いて

ございます。

こうした大変仕事が殺到する時期に、超過勤務を職員の皆さんが仮に拒否をされますと、 6

月からの当初の納期に間に合わす、つまり徴収方法に変更を生じざるを得ないんじゃないか、

こづいうふうに思うんですが、果たしてこの納期がきちんと市条例に定められているとおり守

られるのかどうか。

もし、 6月課税ができないということになり ますと、市条例の改正まで考えなくちゃいけな
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いと思うんですが、そう した支障はないのかどうか、お尋ねをいたします。

最後に、中野区の準公選の問題について、ちょっと市長の考え方をお聞きを しておきたいと

思 うんです。( r一般質問が 出ているわよ」 と呼ぶ者あり)これは一般質問が出ておりますが、

多分、準公選をやれということでの質問だと思いますので、私は逆の立場でありますので、あ

えてここで取り上げさせていただきます。

今回の中野区の準公選の問題、大変、全国の教育に関心のある方が注目していたわけであり

ますが、残念ながら投票率は大変低迷をし、区民からそっぽを向かれた結果に終わったようで

あります。前回の投票率が 42.9 9労、昭和 56年の数字でございますが、今回はイ可と 27.37

%、ほとんど投票した人がいなかったという現状であります。

市長も、前回の市長選挙の当選後、記者会見等におきまして、日野市でも準公選をぜひやり

たいということを、声高らかに宣言をされたわけでありますが、具体的な提案は、幸いにして

この議会に対してもございませんでした。

市民運動と称する一部の、教育の混乱をねらっ た準公選推進派の人たちは、若干何かのビラ

を出したり、議会でも若干質問等 もあったようでございますが、動きもあったわけですが、結

局、日野では、今回まで実現、ま た提案される には至らなかっ たわけでありますが、今回の中

野区の準公選の投票率を、市長はどのようにお考えになっているのか、これを最後の質問とし

てお間をいたします。

以上です。

O議長(高橋通夫君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 昭和 56年度の市長選挙の際に、庁内でカンパ袋が回された

ということは、私は初耳であります。

したがいまして、会計には関与いたしておりませんが、存じませんと、こういうふうにお答

えをいたします。

それから、中野区の教育委員準公選は、 これは中野区の全く自主的な行政の中にあるわけで

ありまして、聞くところによりますと、住民請願から始まって、議会では全会一致の採択があ

り、それを受けて区長、区政当局がこの事業を、いろいろな市民参加の手続の中で推進を し、

今回、第2回目の改選の機会がある、改選と いいまし ょうか、準公選の機会がある、 このよう

に承知をいたしております。

私は、今日、中央では臨時教育審議会が行われ、その委員の中にも準公選の、 準公選という

よりも教育委員の公選は、教育職にかつてあった人を除けば、むしろ教育の関心を国民、市民

により喚起する、こういう意味での意義はあるんではなし可かと思います。

まさに地方自治は、 いろんな試行錯誤も許されるはずでありますし、私は市民の意思に沿っ

て、たとえば市民運動によってそういう運動がされるということは、その他の運動と同様に、

尊重すべき課題である、このように思っております。

市民自治の立場から言 うと、私は、賛成か不賛成かと問われるならば、そういう運動があっ

て、教育問題がより国民の関心事になり、また市民として自分たちの町の教育を自分たちで関

与するという ことには、 意義があるんではなかろうか、 こう思っておると ころであり ます。

以上です。

O議長(高橋通夫君) 都市整備部長。

都市整備部長(結城邦夫君) そそれでは、私の方から、仮称日野スポーツ公園の広

報の登載記事の件について、お答え申し上げます。

先ほど先生が御指摘のとおりで、間違いございません。全体の面積は、 3万 9，37 5平米で

ございまして、そのうち、 買収いたしましたのは、約半分の 1万9，68 7.79平米でございま

す。

これの買収単価が 14万 8，97 6円で買収をしてございまして、 総額で 29億 3，30 0万で

ございます。その点は、間違いございません。

ただ、広報で、 リード介のところで説明不足があった点につきましては、重々おわびを申し

とげます。よろしく お願い します。

。議長(高橋通夫君) 教育長。

0教育長(長沢三郎君)

申し上げます。

学校行事等が行われる際、 国歌、国旗につきま しては、前回の古賀議員さんの御質問の際に

も申し上げましたように、学習指導要領に基づきまして指導しております。

学校行事におけるときの国旗、 国歌の問題について、お答え

なお、 1月の定例校長会の際にも、 1 2月議会の報告をあわせ、 学校行事のあり方等につき

ましての指導は行っております。

各学校では、式のあり方というものにつきましては、職員会議等で式の進め方、こういうも

Q
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のについて審議されております。

なお、教職員の地区協議会との問で、こういう問題についての話が取り上げられているのか、

という御質問でございますけれど、これら学校行事の際の国歌、国旗問題についても、交渉等

については、現在地区協との間では行われておりません。

らL上です。

O議長(高橋通夫君) 助役。

0助役(赤松行雄君) 税の申告の時期と、税の事務でございます。課税事務と超動と

の問題で、いろいろと御心配をおかけしておるわけでございます。

それから、昨年のちょうど暮れから今日まで、組合との中に給与是正問題に絡みまして、い

ろいろと庁内の中にビラが張ってございました。昼窓の拒否という形の中で、市民の方に多大

な御迷惑をおかけしたり、それにつきましては、部課長の対応で、曲がりなりにも対応してお

るわけでございますけれども、どうしても渋滞は避けがたいわけでございます。いろいろと申

しわけないと思っておりますし、反省もしておるわけでございますけれども、どうしても給与

是正問題につきましては、 59年度と してどうしてもしのがなきゃならぬ問題なわけでござい

ますので、イ可分の御理解を得たいと思います。

2月 14日、 1 5日の段階までは、 2 6市全体の中の統一的な闘争という形で展開されてき

たものでございます。その段階で、大分収拾機運というもの等も、現実的にあったわけでござ

いますけれども、それ以降につきましては、多摩、日野と、 2市の問題という ふうな形の中で、

多摩市の問題等がございまして、多少延びておるわけでございます。

この中で申し上げているわけでございますけれども、超動闘争が 2月 28日から組合の方で

発動している、こういうふうな状況の中では、除外職場というもの等も考慮、しているようでご

ざいます。

それで、課税事務につきま しては、今週から来週あたりから課税事務の超勤に入ろうかとい

う、それぞれの担当課一一市民税課の仕事の予定でございます。だから、ぎりぎりまできてい

る、こういう ことでございます。

あと、昼間、市民の方が 2月 16日から 3月の 15日までですか、確定申告という形でいら

っしゃるわけでございます。これにつきましては、なるべく御不便のないような、 いろんな形

の中で努力しているわけでございますけれども、昼休みにつきましては、どうしても滞りが出
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ているわけでございます。ま ことに申しわけないと思っているわけでございますけれども、七

生支所におけるところの出張相談等につきましては、万全の体制をつく ってし可く、という ふう

なことで臨んでおるわけでございます。

超勤でございますけれども、超動につきましては、税関係では、今週か来週から超勤にそろ

そろ入ろうかというふうな状況になっております。それで、 5月が固定資産の第 1回の納税通

知書の発付という ことでございます。 それから、市民税が 6月ということで、今日から納税通

知書の賦課事務の積み上げ、事務的な積み上げにも入らなきゃならないわけなんですけれども、

さっき申し上げたように、それぞれ組合も良識がございますので、 2月 14、 1 5という段階

で収拾していこうと。要するに、 3.37で、国並みのベアで 14市が解決しております。

それから、 3.1 8ということで、 1市が解決しております。

それから、昭島方式という 2.95で解決しているのが、 9市でございます。これらの市は、

給与是正という 6カ月延伸、あるいは 12カ月延伸というものを掲げて、組合と交渉してきて

おるわけなんですけれども、その延伸の条件も全部中止しまして、ベアをわずか 12.5労です

か、 2.95の場合には 3.37よりも 12.5%を切り込んだ、こういう是正で妥結しておるわけ

でございます。

初めから 6カ月延伸を掲げて組合と交渉してまいりましたのは、多摩と日野でございます。

そういう状況の中で、 1 4日、 1 5日、収拾していこうという機運は、よその市だけじゃご

ざいません。日野市におきましでも、多摩市におきましでも、同様の機運はあったわけでござ

います。そんなわけですので、先々につきましては、労使とも早急な解決という機運にござい

ますので、結論から申し上げますと、 5月の固定資産税の納税事務に間に合わせるための事務、

それから 6月の市民税、 1減免書の発行に間に合わせるための事務につきましては、見通しとし

ましては納期を変更するとか、そういうことなしに十分できる、こう思っております。

それから、市民部長に聞きますと、何週間かのおくれというのは、中で十分取り戻せるとい

う弾力性を持っております、ということでございます。

労使の懸案事項につきましては、早急な解決が得られるような見通しの中にある、と言って

もよろしいんじゃなし可かと思います。大変御{;羽己をおかけしておりますし、市民にも大変な迷

惑をかけております。数えますと、もう 2カ月を超える統一的な労使間でのーーということで

やってきたわけなんですけれども、余りにも長期になっておるわけでございます。いろいろと
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反省もしておるわけでございますけれども、どうしても 59年の課題として、反面、 しのがな

きゃならぬ課題だとい う考え方も持っておるわけでございます。

イ可介の御里解と御協力を賜りたいと思っておるわけでございます。

O議長(高橋通夫君) 古賀俊昭君。

018番 (古賀俊昭君) 昭和 56年の前回の市長選挙の折りのカンパ袋が回っ たと い

う件は、市長は全然、知らなかったということでございますが、 毎日新聞の4月 14日号にちゃ

んと出ておりますので、御自身のことでもありますから、もう少しちょっと言及 しておき ます

が、職員、部課長さん方のコメントとしまして、 「余りに非常識。これでは踏み絵ととられて

も仕方がないと怒る声も出ているJということになっていますが、 大変部課長さんたち、当時、

4年前、迷惑をされたということが、この新聞から読み取れるわけでございますので、同じよ

うなことは繰り返されるものでございますから、今回、 早目 に、 一応そういうことのないよう

に、取り上げさせていただきました。

しかも、勤務時間に一部入っていたようです。なければ幸いでございます。

それから、教育長から今お答えがありましたように、 国歌と、それから国旗の取り扱いにつ

いては、学習指導要領にきちんと明記されているわけです。

それで、 1月の定例校長会で議会の報告と話をしたということですが、こうした学習指導要

領に沿った学校教育が促進されるようなお立場で、何かお話をなさっ たのかどうか。 具体的に、

その点も う少しお話を していただきたいと思います。

と申しますのは、各学校で式の進め方については討議をするんだとい うことで ございました

が、学校には、御承知のよ うに日本教職員組合、日教組の先生方が大ぜいいら っしゃるわけで

す。 12月議会も次の日は、通知表を渡す終業式の日と いうことにもかかわらず、夜の夜中ま

で議場に熱心にいらっしゃった先生方、議場にあ ふれており ました。そうい う先生方からすれ

ば、今回、私が今お話ししている件については、 立場を逆にしておられるだ ろうと思います。

とにかく 、学習指導要領に沿ったきちんと した卒業式、入学式というものが行われるように

お願いをしたレわけでございま して、いま 1回、 1月の定例会でその件に触れられたかどうか、

確認をいた します。

それから、地区協議会の件は、今回卒業式、入学式については特に話し合っていないという

ことでございますが、人事の問題、それからこう した学校行事進め方について、地区協議会の
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存在というものが、かなり各学校の管理に当たっている先生方の頭を悩ませておられるようで

あり ます。こうした非公式の任意団体を相手に苦労される先生方も大変でございます。きちん

と、指導室も教育委員会の中にあ るわけでございますので、こうしたえたいの知れな い団体に

日野市の公立学校が振り回されること のないように、この件はお願いをしておきたいと 思いま

すが、 今、定例校長会のお話がありま したので、その点の再答弁をお願いをいたします。

それか ら、仲田緑地 4ヘクター jレ、 30億円でございますが、市民の方は、この記事を読め

ば、日野市が 4ヘクタ ールを 30億円で買っ たと、だれしも思うわけです。日野市民でなく て

も、この記事を見れば、そうとしか取れないわけです。

正確には、 2介の 1は無償貸与で日野市がこれから借りる。そして、その4ヘクタールのう

ちの半介について、 30億円で買っ たという ことでありますから、 これはやはり間違いとお認

めになって、記事の大きさは大小あるかと思いますが、そうした指摘が議会であったというこ

とで訂正の記事を、誤解のな いように市民の皆さんにお知らせするために、 次の広報でお出し

になった方が、 私はいいと思います。 市長のお考え方をお聞きをいたします。

それから、税の申告のことについては、 私もよく 専門的な事務の進め方と いう のはわからな

いんですが、とにかく市税条例を読みますと、 6月が税の納期ということで、その問いろいろ

細かい事務を進めて、納税通知書を発送されるわけですから、こうした一時的に作業、職務量

がふえる時期に残業を しな いとい うこ とですと、 多分支障があるのではなかろうかなというふ

うにも思って、 開いてみたところですが、現在、そうした支障は考えられないというような御

答弁でございましたので、納期については条例改正の必要もないんだろ うと思いますので、き

ちんとやっていただけるものと信じて、こ の件については結構でございます。

それから、準公選について、市長の方から大変意義のある制度だということで、お話しがあ

りま した。

それほど意義のある制度なら、今回の準公選につきましては 1億円以上の経費をかけて、し

かも PR費には 2，000万円かけて、中野区という、車であれば 1時間で区内 1周できるよう

な狭い地域に、 PR費で 2，000万、全部で 1億円以上のお金をかけて、大変な予算を使って、

意義のある、 と中野区長も思っておられるかもわかりませんが、ゃった結果が 27.3 7労、鳴

り物入りのこうした準公選の運動が、一部の政党や運動家によって進められているわけでござ

いますが、私が先般の一般質問でも取り上げましたように、戦後 3回は公選で教育委員を選ん
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でいた経緯があるわけです。 多介 50代以上の方は、当時、学校の先生なんかが立候補のたす

きをして、街頭で演説しておられたのを聞いておられたことがあるかもわかりませんが、やは

り投票で委員を選ぶということは、教育の政治的な中立を侵すということで、その反省の上に

立って、一つは市長、いわゆる任命、議会の同意を得て任命をするという方法に変わったこと

を、やはり一つの過去の経験を踏まえた現在の制度であると。

また、もう一つは、地方教育行政法に明らかに違反をしているということでもありますので、

まず、こうした制度を取り入れたいというならば、教育委員の準公選を進めたいというお立場

ならば、地方教育行政法のやはり改正をまず運動としてはお進めになるべきではなかろうかと

思います。

また、一つ、大変重要なことは、多分後日の一般質問では、この準公選がいかにすばらしい

かという演説があるかと思いますが、過去 4年間、中野区の教育というのは、恐らく 一つも改

善されていないのではなし可かと思います。

特に、会議の数は大変ふえたようでありますが、傍聴を許しておられるということ もあるん

でしょう。大変委員の間でスタンドプレーが目立って、実のある議論がほとんどなかったとい

うのが、大方の陰の声であります。なかなか、投票でみんなで選びましようというのは、一見

民主的に見えますので、大変、特に奥さん方には受けがいいわけでございますが、今回もある

中野区議の方のお話によりますと、出る方がもしいないと困るからというんで、区長側が立候

補者を出してくれということで、ある団体とかグループに働きかけたというようなことも聞い

ております。

こうした準公選の問題、公職選挙法の適用はないわけでございますので、特に法律に違反して

いるということで、自由民主党は、 「これは法律に違反しています。お父さんやお母さん方、

全国の子供さんを守るためにも投票しな い方がいいですよ」という運動もいたしました。やは

り賢明な中野区民の大方の方が今回投票なさらないで、中野区の教育の混乱をこれから是正し

ていこうということで、 2 7.3 7労という低率の意思表示があっ たということでございますの

で、何も日野市でまたこれをやれという一般質問、おやりになるのは勝手でございますが、市

長も意義ありと いうことを今おっしゃったんですが、とりたててこの問題、やはり冷静に 4年

間の結果が出て、しかも過去、戦後 3回ゃった経過もあって現在の制度になってきているわけ

ですので、私はそうした立場で、 もしそうした動きがあれば、それに備えていきたい、こうい
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うふうに考えております。この件は結構です。

前の 3点、御回答をお願いいたします。

。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。

1月の定例校長会で、どんなような形での指導をしたのか、ということでございますけれど、

実は、 1 2月議会につき ましては、 御承知のとおり 、議員提案、決議という形で一応出たわけ

ですけれど、提案された議員さんの気持ちで、これが取り下げられたというような経過を経て

いるわけです。

当日、傍聴の方も相当数来ておられたという状況の中で、議会でさえも取り下げるというよ

うな状態であるならば、逆に学校の卒業式等についても、校長さん自身考え直したらどうだ、

こういうような意見等が現場で出ることも、当然考えられるわけでございまして、私の方は、

一応それらの問題につきま しては、これは教育の場におけると ころの卒業式の意義というもの

を、やはり 現場では十分冷静に話 し合っていただいて、 学習指導要領に定められているこの線

に沿って、卒業式の式というものは持っていただきたい、こういうようなお話を、 1月の定例

校長会の際にはお願いをしておいたと、こんなような状況でございます。( I広報で訂正があ

るかな いか。仲田緑地」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) 正確でないということでは、 広報の価値が達成できませんの

で、正確な記事に、訂正になりますか、機会を見てそのような説明をひとつ明らかにしておき

たい、こう思っております。

0議 長(高橋通夫君) 古賀俊昭君。

01 8番(古賀俊昭君) 訂正という ことが気に入らなければ、正確にやはり市民に、

倍も単価が違ってくるんですからね。いろいろ解釈の仕方が分かれる問題であれば構わないん

ですが、だれが見ても同じこれは取り方しかできないわけで、正確にやっていただく措置がと

られるということでございますので、この点はお願いをしておきます。

それから、今、教育長にお聞きした点について、もう一度確認を しておきますが、確かに12

月議会で私が提出者になって、この国旗、国歌の取り扱いに関する意見書、決議を提出いたし

ました。これは、代表者会議において、私どもは取 り下げる ことについて話がありましたので、
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私の考え方を申し上げておきますが、討論を主張しているにもかかわらず、多くの幾つかの会

派が簡易採決を主張して、討論をなくしてしまった。

私どものこの提案の理由、ま た私たちが考えている点について意見を申 し上げる、その提案

の理由をお話 しする機会が、 これでなくなるということでありますので、取り下げを行っ たわ

けでありまして、この内容等について問題があるから取り下げたことでは、 全く ござい ません。

その点、誤解のないように、お願いをしておきたいと思います。

1 2月の議会の報告と、それからもう一つ、 1月の定例校長会でお話 しになったということ

ですが、日野市内の小中学校で学習指導要領に記載さ れている、 書かれていることが徹底され

ていない、ということからいたしますと、ただのお話だけではなくて、文書でそう したものを

各学校にお出しになる こと も御検討なさ った方がいいのではなし 1かと思いますが、その点につ

いて、お考えをお聞かせいただきたいと思います。

0議長(高橋通夫君〉 教育長。

0教育長(長沢三郎君) お答え申し上げます。

学習指導要領の中で、国旗、 国歌の問題につきましては、古賀議員さんよく御承知の とおり、

学校行事等の際は国旗を掲げ、国歌を斉唱することが望ま しい、こういう表現で学習指導要領

の中に載せられていると。

各学校の校長先生方につきましては、学校行事の持ち方等に当 たりましては、今の学習指導

要領の精神、その問題と絡めて、非常に時間をかけて改善のための努力をしている、というの

が現状でございます。

というのは、先ほど申し上げましたように、学校行事の際、国旗を掲げ、国歌を斉唱すると

いうのでなくて、することが望ましいというような表現の中で対応している、という状況でご

ざいますので、その辺の点も、ひとつ御了解願いたいと思うんです。

なおかつ、私たちの方から、学習指導要領の精神というもの、このもの自体は、各学校の方

にお伝えすることはやぶさかでないわけでございますけれど、今申し上げたような状況の中で、

これを非常にきつい線で、教育委員会が学校に儀式のあり方、儀式の持ち方、そういうものを

押しつけてきたというようなとらえ方をされるということは、逆に今の学校現場におけるこれ

らの問題等の中で、逆効果を生ずる状況等も十分ございますので、その辺につきましては、 ひ

とつ教育委員会、並びに学校長が現在とっ ている努力、あるいは対応、そう いうも のにつ いて、
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御理解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) 馬場弘融君。

08番(馬場弘融君) 2点、お伺いをします。

1点は、行政報告書の 5ページです。 59年度の予算の執行状況が書いてありますが、消防

費、執行率 8第、 このわけを教えていただ きた l'0現在が、今どうなっているかというこ とも

含めて、教えていただきたい。消防費です、執行率 8%。

もう 1点は、 この中には出ておりませんけれども、 実はモノレーノレの計画についてなんです。

私ども、全協等で何度かお伺いをしている中で、 当初の第 1期工事は、多分高幡不動と立川

の間の 5キロになるのではなし可かとい う見通 しを伺っておりま した し、また、新聞等でも、そ

ちらの方の見通 しの方が強いとい うふ うな報道がありました。

にもかかわらず、先般の新聞の報道によりますと、第 1期工事としては、立)1/から北の方に

行きまして、新青梅街道一立川問、つまり北の方の部介の 5キロが第 1期工事になりました、

というふ うな報道がなされておりました。この辺の変更をされたいきさつといいますか、どう

いった話 し合いが行われているのかということ。

それから、今後、それでは我が日野市の方に、 いつご ろ具体的な工事が始まりそうな ことに

なっているのか。

その辺のことをちょっと教えていただきたいというふうに思います。

以上、 2点です。

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) 執行率の点について、お答え申し上げます。

消防費の中で、非常に大きいウェー トを占めますが、自の 1、常備消防費でございまして、

これが常備消防の経費を東京消防庁に委託をするわけでございます。

5 9年度は、 7億 7，00 0万ほど予算化されております。さらにその後 1億 5，000万追加

補正をいた してございますけれども、この常備消防費がまだ執行されていない、そういうとこ

ろに理由がございます。

以上でございます。

O議長 (高橋通夫君) 企画財政部長。
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0企画財政部長(前田雅夫君) お答えいたします。

モノレールの第 1期工事着工区間でございますけれども、現在、東京都に「多摩都市モノレ

ール計画委員会」という のがございます。 計画委員会が先般答申をしたわけでございます。そ

の答申の内容が新聞掲載をされたと いうことでございます。 正式には、 5月ないし 6月に知事

決定をしたいという段取りになっております。

計画委員会が 5キロ 区間の着工を答申 した主な理由でございますけれど も、 1番目は、現在

の交通混雑の状態、それから交通不便な地域の解消の必要性。

2番目と いた しましては、関連する開発事業 との一体整備、これは具体的に申し上げますと、

立川駅から北につきま しては、 立川基地跡地の問題、大和基地跡地の問題、それから砂川地区

の区間整理でございます。

それから南につきま しては、万願寺土地区間整理、それから高幡駅周辺の区画整理、それか

ら立川駅南口の区画整理、 こういった ものがあるとい うことでございます。

3番目は、営業基地の問題でございます。要するに、モノレーノレのヤードの件でございます

けれども、この件については、やはり 1カ所、 1 6キロ区間の営業する場合に、 5ヘクタ ール

必要である、そういうことがございます。

それから、モノレーノレの利用客の予測でございます。

5番目は、導入空間の問題でございます。これは、道路の整備がどの程度現在進み、今後j願

調にいく かということでございます。

最後は、 5キロ区間を工事をいたしまして、 当面、折り返し運転をするわけでございますけ

れども、その折り返しをする場合の分岐点の問題。

この六つの点を、一応ポイントと して挙げており ます。こ の六つの中を検討いたしますと、

5番目の導入空間だけが、立川駅以南が優れているというような結論を下 しているわけでござ

し1ます。

そんな結果で、計画委員会は、第 1期としては立川駅から新青梅雀過ということを、答申を

しているわけでございます。

ただ、東京都の方針といた しましては、昭和 72年度までに新青梅街道から立川駅経由、多

摩センターまでの 16キロを全線開通するということで、運輸省の軌道の免許も取るわけでご

ざいますので、仮に、仮の話でございますけれども、 立川駅以南に決まりましても、できるだ
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け早急に駅南地域に着工を したい、というような考え方を持っている ようでございます。

。議長(高橋通夫君)

08番(馬場弘融君)

馬場弘融君。

1点目ですけれども、内容はわかりましたが、今年度の予算を

見ますと、前年度と比べて、 お話しのあった常備消防費、ふえているわけです、 負担する割合

が。

まだ支払われていないというのは 5 9年度分についても、たと えばまだ交渉しなければな

らないとか、増額をしなければならないとかのことがあるのか。あるいは、すでに出ている金

額で大丈夫だけれど も、まだ出ていないだけなのか。その辺のこと を 1点お伺いをしたいと い

うことです。

それから、 2点目のモノレールの方については、多分今の部長のお話は、たとえ以北に決ま

っても、以南の方はすぐに取りかかるであろ うというふうなお話だと思います。ちょっと間違

いがあったんじゃなし 1かなと思うんですが一

もし、日野市の行政と しての対応が十分でなかったために北の方に行ったんではなし、かなと

いうふうな憶測も、一部にはあるわけです。つまり北側の方が、一生懸命やってほしいよ、と

いうふうな姿勢があったというふうな話も伺っているんですけれども、そういった点はなかっ

たのか。十介な、日野市の行政体としての対応をしたのかどうかとい うこと を、再度お伺いを

したいというふうに思います。

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) お答え申し上げます。

常備消防費の各自治体の負担分につきましては、従来、消防費の基準財政需要額の 80必と

いう表現でございましたが、それが今度消防法を根拠にいたしまして、 100%負担する、そ

ういうふうに変わってきたわけでございます。 100から 80を引きました差額の 20%につ

きましては、せんだつての補正で 1億 5，000万ほどお願 いしたわけでございますけれども、

額はすでに決定をしております。いまだ執行をしていないと いう段階でございます。

なお、 8 0が 100になりました 20%の負担増は、実質的には調整交付金で面倒を見て、

市には負担増はない、こういうことになっております。

。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。
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非常に難 しい御質問でございますけれど も、 このモノレールの計画委員会といいますのは、

大学の教授を学識経験といた しまして、 運輸省、それから東京都、それから各種国段階の団体の

専門家、 こういった ものを入れまして、 審議を重ねてきている わけでございます。

私ども、 このメンバーから見ま しで も、かなり理論的に今まで 9市の問題、 コース の問題、

第 1期着工の問題、これらにつきまして公正な判断をしているんではないか、というふうに解

釈をしております。

0議長 (高橋通夫君) 古谷太郎君。

06番 (古谷太郎君) 時間がないので、ちょっ と確認をしておきたいんですが、 先ほ

どの諸般の報告の中で古賀議員が聞いていたんですが、助役や収入役はもう 60過ぎているか

らいいけれど、 5 5歳以上の職員については、昇給を 18カ月にして、 58歳以上はもう昇給

しないんだと。はっきり言えば、 5 5になると昇給をほとんどしないと同じなわけです。

こう いうふうな案は、だれがど こでつくったのか。日野市だけです、 今それで交渉している

のは。あとはみんな撤回しちゃったんです。そうでしょう。

私は、職員の経験のある助役や収入役は、そんな案をだれかが出 したら、こんなことできる

わけないじゃなし功、と言うのは、僕は常識だと思うんです。その点、助役さんはどう思うんです。

あなたはまあ 60過ぎたから、もう関係なし可かもしれないけれど。あなたが、もし 55歳だ っ

たらどう考える。大変なことです、 これは。

それから、第2点の問題で市長に聞きたいんだけれども、ほかの市はみんな撤回して、一応

団体交渉をどんどん持 って、 事務を進めているわけです。 日野も、あれ一方通告なんです、お

話を聞いてみると。 12月 5日ですか。団体交渉をやってああいうふうになったんじゃなくて、

一方的に突きつけたわけだな、こうしますよって。もっとよく職員の意見を聞いて、まず一応

白紙にして、そのかわり 職員団体も、部課長さん方も、市長と折衝 しましようと。

私は、先ほどある人から、組合が了解すりゃいいじゃなし可かと。そう じゃないんです。こう

いうものは、やはり市民も、やはり 議会が了解しなきゃいけない。日野市民 15万が了解 しな

きゃし、かんです。だけれども、まず了解してもらわなきゃならないのは、部課長会の方々です。

それと同時に、職員組合の方々です。今の通告を一方的に突っ張っていれば、迷惑するのは

1 5万市民だけです。だからほかの市はみんな撤回しているんで、私は、あした補正予算が出

ますので、あした、ひとつ今の質問にお答えになっていただいて、それで一晩よく 冷静に寝て、
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あしたの朝、部課長会の皆さんと組合の皆さんとが話し合ってみるから、この補正予算はちょ

っと待 ってくれ、というふうに提案を、延期を議長さんにお願いされる方が賢明じゃなかろう

か、こう思う ので、お聞き したわけです。

お答え しなくと もいいですが、希望 しておき ます。

0議長(高橋通夫君)

を終わります。

ほかに御質疑はあ りませんか。 なければこれをもって行政報告

次に、 日程第 5、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。

本日 の日 程はすべて終わりました。

本日はこれにて散会いたします。

午後 7時 13分散会
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午後 1時 15分開議

。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。

請願審査報告に入ります。

これより請願第 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結果について御報告を申し上

げます。

本請願は、第 59 -2 6号、昨年定例会 12月 24日に総務委員会に付託されたものでござ

います。建設工事の地元業者への優先発注に関する請願でございます。請願代表者は、日野市

建設協和会の会長増倉 勇さんでございます。ほか 35名の請願となっております。

総務委員会では、この請願について種々審査を行いました。その結果、日野市におきまして

は、地元業者への発注が漸時増加いたしてまいっております。しかし、第 1点といたしまして、

大型工事についても特段の御配慮を願いたい、という請願趣旨が 1点で ございます。次いでも

う1点は、建設工事の前払金制度の推進ということでございます。現在も一部行われておりま

すが、東京都並みの実施をお願いします、という請願の趣旨でございます。

総務委員会は、慎重審査の結果、全会一致この請願趣旨を実現すべきであるとの立場から、

採択と決しまし fこ。よろしく御審議をお願いいたします。

0議長(高橋通夫君)

たします。

これより質疑に入ります。なければこれをもって質疑を終結い

本件について御意見があれば承ります。なければこれをもって意見を終結いたします。

これより本件について採決いたします。本件に対する委員長報告は採択であります。本件は

委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。

C 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の件は、委員長報告のとおり採択と決しました。
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これより請願第 59 - 1 8号、オストメイト(人工旺門・人工勝脱造設者 )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 3号、若草グラウンド(四中横 )への児

童館建設に関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。

( 1異議なし」と呼ぶ者あり)

0議長(高橋通夫君) 御異議ないものと認め、一括議題と l'たします。

厚生委員長の審査報告を求めます。

〔厚生委員長登壇)

O厚生委員長(市川資信君) 請願第 59 - 1 8号についての審査の経過並びにその

結果を街報告申し上げます。

本請願は、 59年 9月の定例会におきまして本委員会に付託されたものでございます。請願

者は、三鷹市下連雀 2丁目 5番-8号、瓦療会東京三多摩センタ一会長、安部隆夫さ んから、

オストメイ卜(人工旺門・人工勝脱造設者)に関する身体障害者程度等級の認定等についての

陳情でございます。

陳情趣旨は、身体障害者福祉法の改正による障害認定基準の緩和を図り 、すべてのオス トメ

イトが身体障害者として認定されるよう国に対して意見書を提出してほしし'0 2番目として、

身体障害者として認定されなかったオストメイ トに対しては、補装具助成金、法外援助の支給

をしてほしい。 3番目に、申請に必要な医師の診断書 の費用は、オストメイトの障害認定の可

否にかかわらず全額補助をしてほしl'との内容であります。

本委員会におきましては、計3回に及ぶ慎重審査を行い、その主な点は、 1、 2については、

すでに都と市で l万円の限度と してすでに支給していること。 3についても、 26市中、 20 

市に本陳情が提出されており、そのうち 10市がすでに採択済みであること。また、残る 10 

市も現在継続中ではあるが、採択の方向で継続中であるとの経緯の中で、本委員会は慎重審査

を行いました結果、お手元の審査報告のとおり全員異議なく採択の上、執行機関へ送付すベ、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。

請願 59-23号についての審査の経過並びにその結果を御報告申し上げま す。

本請願は、 59年 12月の定例議会におきまして本委員会に付託されたものでございます。

請願者は、日野市旭が丘 5-15-34番地、高比良正司さん外 6，97 5名の方々からの請願

でありまして、件名は、若草グラウンド (四中横)への児童館建設に関する請願でございます。

要旨は、現在予定されている若草グラ ウンド(四中横)への児童館建設を 60年度中に実現

してください。建設及び運営に当たっては、住民の要望を十分反映させてください、という内

容の請願でございます。

本委員会は、慎重審査を行いました結果、本請願要旨の中に 160年度中に児童館建設を実

現してほししリと明記されているため、審議がむずかしく、市長並びに担当部長の出席の要請

を求め、質疑を重ねましたところ、当地には文化福祉ゾーンと しての市の建設予定計画にもあ

り、児童館が欲しいところであるが、国への事前協議として、建設計画書 も提出しなければな

らない。防衛施設庁への話し合いも必要等とのことから、 60年度建設には無理があ るとのこ

とであ りました。

このような継続審議中の中で、御存じのように請願代表者高比良正司さんから、一部字句訂

正が提出されました。すなわち「児童館建設を実現するために 60年度中に建設計画に着手し

てください」と、 4字削除、 28字加入して差しかえがなされたのでございます。本委員会で

は、去る 2月の 12日に委員会において再度審議が行われた中で、日 野市全体の文化施設のバ

ランスの必要性、運営に当たっても地域性に合った運営に十分話し合いをしてほしい。特に東

光寺方面、また、三中新設校断念の中で、こ れら地域の文化施設建設の具体的構想を、早急に

図るべきであるとの強い要請がなされました。本委員会では、 このよう な経過の中で、採決の

結果、全員異議なく採択と決した次第でございます。よろしく御審議のほどお願いいたします。

0議長 (高橋通夫君)

たします。

本 2件について御意見があれば承ります。なければこれをもって意見を終結いたします。

これより質疑に入ります。なければこれをもって質疑を終結い

これよ り本 2件について採決いたします。本2件に対する委員長報告は採択であります。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。

( 1異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長 (高橋通夫君) 御異議ないものと認めます。よって請願第 59 - 1 8号、オス

トメイ ト(人工旺門 ・人工勝貯6宣設者 )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 3号、若草グラウンド(四中横)への児童館建設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。

これより日程第 4、特別委員会中間報告の件を議題といたします。
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初めに、下水道対策特別委員長から下水道対策特別委員会の中間報告をしたい旨申し出があ

りますので報告を求めます。

〔下水道対策特別委員長登壇)

0下水道対策特別委員長 (福島敏雄君 ) それでは下水道対策特別委員会の中間報

昭和 64年ないし 65年が展望できる情勢が出 てきているという状況でございます。

三つ自に、秋川処理区の状況でございますが、公共下水道事業につきましては、昭和 60年

当初に事業認可を受け、同時に工事に着工すベく現在準備が進められております。流域下水道

秋川処理区におきましては、現在処理場用地の買収交渉が続けられております。一方、処理場

用地、処理場周辺環境整備に力が注がれておりまして、関係住民との合意がなされ、 5 9年よ

り3カ年計画で整備を進める整備費 15億円が、関係する 4市3町で負担することになってい

るそうでございます。

以上、簡単ですけれども、 3処理区の状況を御報告いたします。

四つ自に、受益者負担金についてでござ いますが、受益者負担金の導入につきましては、 多

摩平地区及び団地開発に伴うコミプラ設置区域が非常に多く、これら地域からの負担金徴収は

非常に無理があるため、住民間の公平性が欠けるという問題点があります。また、事業が長期

化するため、建設費の増高により単位負担金が高額化するなどの問題点が多く、現在では受益

者負担金制度の導入には問題が多いというのが委員会での論議経過でございます。

以上、 1年間下水道対策特別委員会の論議経過並びに現状の御報告を申し上げ、中間報告に

させていただきます。

以上でございます。

告をいたします。

下水道対策特別委員会は、この 1年間、市民要望の第 1位であります公共下水道、流域下水

道が 1日も早く供用開始ができることを念願しながら、委員会を開催してまいりました。委員

会での主な論議は、南多摩、浅川、秋川の各処理区の進展状況、受益者負担金に対する考え方、

昭島市にあります多摩川上流処理場及び多摩川上流処理場の処理水を利用して、清ー流を復活さ

せた東大和市の野火止用水の視察などを行ってきたところでございます。

ここでは、三つの処理区の進展状況並びに受益者負担金の論議内容について報告をいたしま

して、中間報告にかえさせていただきたいと存じます。

まず南多摩処理区の状況でございますが、南多摩処理区 23 2ヘクタ ールのうち、大栗処介

区 11.1 6ヘクタールにつきましては、ほぼ整備が完了し、昭和 60年後半には、供用の開始

がなさ れることになっております。その他地域につきましでも、事業計画どおり昭和 63年 3

月には整備が完了し、流域幹線への接続が可能となる見通しになってきております。また、南

多摩処理区を受ける流域幹線大栗幹線は、未施行部分 879メートルがございますが、これは

昭和 61年 3月に一の宮交差点に到達することになっておりまして、整備の完了いたしました

区域を、逐次供用の開始をしていくという状況が整ってきておるところでございます。

2番目に、浅川処理区の状況でございますが、万願寺土地区画整理地 12 7ヘクタ ールを含

む 160ヘクタールにつきましては、昭和 59年 5月に事業認可を受けまして、区画整理事業

の街路築造にあわせて整備が進められております。

流域下水道浅川処理区につきましては、昭和 5 9年度より 3カ年計画によ りまして処理場用

地の買収を進めることが決定され、先日の市長報告にもありましたけれども、本年度は 3.4ヘ

クタールの買収、全体の 4分の 1が完了する見込みでございます。これら用地は処理場外周道

路及び水路つけかえ用地に充てられまして、したがって、これらにより万願寺土地区画整理事

業の促進 も図られる、という側面も持っております。

流域浅川幹線も昭和 60年度より 着工が予定されておりまして、処理場建設につきましでも、

0議長 (高橋通夫君) これをもって下水道対策特別委員会の中間報告を終わります。

次に、廃棄物対策特別委員長から、廃棄物対策特別委員会の中間報告をしたい旨申し出があ

りますので、報告を求めます。

(廃棄物対策特別委員長登壇〕

0廃棄物対策特別委員長(飯山 茂君) 廃棄物対策特別委員会の 1年間の結晶を

御報告させていただきます。

このたび日 野市におきましては、清掃行政の一環として、新設炉の建設をしてまいることは

御承知のとおりと思います。昨 日も市長のお話の中にございましたように、ごみ千古改の大き な

枠として、私どもも委員会としてこのことを重点に今後も考え、進めてまいりたいと思います。

本工場は、最新技術で建設されているもので、焼却炉の能力は 1日22 0トンを有し、周辺

整備環境の保全と、公害防止を優先に運転の自動化省力化を徹底させ、ごみ焼却によって発生

する熱エネルギーを利用して自家発電を行い、工場内の消費電力を補う など、効率的な工場運
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営を図る清掃工場であることは、御承知のとおりと思います。

そこで、将来にわたり市民生活に不安のない処理施設を建設するべく、廃棄物対策特別委員

会といたしましては、昨年 10月 18日、目立造船株式会社が茨城県水戸市に建設をいた しま

した最新のごみ焼却工場を行政視察してまいりました。 本施設は、昭和 59年 7月に着工いた

したもので、運転時間の実績は少ないが、こ れを視察いたしました。

参考に、日野市で建設しているごみ焼却施設工事の進捗状況を、見ていきたいと思います。

終わりに、本市のごみ焼却建設工事の安全祈願祭が、昨年 11月2日に行われましたが、あわ

せてこのことを御報告申し上げます。

なお、廃棄物対策特別委員会と いたしましては、 60年度も各市の処理施設を勉強をしなが

ら視察をして、よ りよいこ の日野市につくられんこ とを要望しながら御報告を申し上げます。

終わります口

0議長(高橋通夫君) これをもって廃棄物対策特別委員会の中間報告を終わり ます。

これより日程第 5、日野市議会常任・特別委員会委員の選任の件を議題といたします。

委員の選任については、お手元に配付しま した印刷物のとおりです。

質疑・討論を省略 し、 直ちに本件を採決いた 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。

( 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 日野市議会常任 ・特別委員

会委員の選任の件は、原案のとおり可決されました。

これより日程第 6、昭和 60年度日野市議会一般・特別会計予算特別委員会の設置及び委員

の選任の件を議題といたします。

委員の選任については、お手元に配付しま した印刷物のとおりです。

質疑、討論を省略し、直ちに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 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。よって昭和 60年度目野市議会一

般・特別会計予算特別委員会の設置及び委員の選任の件は、原案のとおり可決されました。

これより議案第 1号、 日野市市税条例の一部を改正する条例の制定の件を議題といたします。

理事者から提案理由の説明を求めます。市長。

〔市長登壇〕

O市長(森田喜美男君) 議案第 1号、日野市市税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、たばこ専売制度の廃止にかかわる地方税法の改正に伴い、日野市市税条例の一部

を改正するものであります。

詳細につきましては、担当部長に説明いたさせますので、よろしく御審議のほどお願いいた

します。

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) 議案第 1号、日野市市税条例の一部を改正する条例の制定

につきまして、御説明申 し上げます。

本議案は、ただいま理事者の方から提案理由のとおり、たばこの専売制度の廃止によるもの

で、昨年の 8月でございますが、たは‘こ事業法、それから、 日本たばこ産業株式会社法、たば

こ消費税法、い わゆるたばこ関連 5法案が 8月に成立しております。また、こ れに関連いたし

まして地方税法の一部を改正する法律案も昨年の 12月に改正になっております。これに伴い

まして、市の市たばζ 消費税に係る市税条例の一部を改正するものでございます。

主な改正点を申し上げますと 、まず納税義務者が従来と変わってきたということでございま

す。従来は日本専売公社が販売、それから、流通を独占いたしておりましたわけでございます

けれども、たばこ消費税の納税義務者は、したがって日本専売公社の 1社だけでございました。

それが、今回の制度改正によりまして、日本専売公社が特殊会社という形になりました。また、

輸入たばこの自由化ということに伴いまして、民間企業が参加をしてまいると。このような中

で、たばこ消費税の課税は、いままでどおり販売業者に売り渡す最終卸しの段階で行 うという

ことには変わりございませんけれども、制見義務者は、小売販売業者にたばこを売り渡しいた

します日本たばこ産業株式会社、それから、輸入たばこを取り扱う特定販売業者、または卸売

販売業者ということになりました。まずこれが大きな点でございます。

それから、課税標準でございます。課税標準は、従来は従価割といいまして、従価割一本で

ございましたけれども、これは、前年度の小売価格の 1本当たりの全国平均によって算定する

ということになっていたわけでございます。新しい税制では、従価割と従量割との併用という
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ことになっております。従価割につきましては、現年度。したがって、現年度の小売価格を対

象、それから、従量到につきましては、たばこの本数によるということになっております。こ

れがまず 2点目でございます。

次は税率でございます。税率が変わってきておりまして、従来は、たばこ 1本につきまして

1 0 0分の 18.1でございましたが、新たに従価割につきましては 100分の 14.3、それか

ら、従量割につきましてはしo0 0本につき 350円ということでございます。まずこの 3点

が大きな変わった点かと思います。

それから、改正されます条例につきまして、条文のJ順序に従って概略説明をさせていただき

たいと思います。お手元の議案書の 16ページ、 1 7ページをお開きいただきたいと存じます。

新旧対照表で御説明申し上げるわけですけれども、何分にも、たばこ消費税関係が大幅な変更

になっております。したがって、新旧対照にならない部分が出てまいりますけれども、ひとつ

御容赦いただきたいと存じます。

税標準でございます。先ほど御説明いたしましたとおり、ここでは従価割、それから、従量割

の2本立てで合算してこれを徴収する、と。二つが課税標準になるというものでございます。

それから、めく りまして 28、 29ページでございます。たばこの消費税の税率でございま

す。これは、先ほど御説明したとおり従価割で、 1本につき従価割については 100介の 14.3、

それから、従量割につきましてはし000本につき 35 0円と、そういう規定でございます。

それから、 94条の 2でございます。たばこ消費税の課税免除がございます。これは、販売

業者の、いわゆる圏内で消費するたばこ以外のたばこに対する課税免除という規定でございま

す。

後段でございますけれども、 94条の 3、たばこ消費税の徴収の方法でございます。 94条

の3は徴収の方法でございまして、原則として申告納付の方法を規定されたものでございます。

めくりまして 30、 31でございますけれども、 94条の 4、それから、 94条の 4の第 l

項から 34ページの 5項まででございますけれども、これは、申告納付する際の手続上の規定

1 9条一一 16ページ、 17ページ、それから、 1 8ページ、19ページでございますが、

それと、 20ペーク、21ページの第 20条関係でございます。 これは、納期限後の延滞金に

関する規定でございます。従来は 19ページにございますように、たばこ消費税につきまして

は納期限後 日数にかかわりなく、納めるまでは 7.3%ということでございました。これが、い

わゆるほかの税と同じように 1カ月は 7.3、それ以後につきましては 14.6という延滞金の扱

いになるわけでございます。したがいまして、 1 9条、 20条につきましては、これも延滞金

にかかわります条文の整理を行っております。

2 0ページ、 2 1ページをお開きいただきたいと存じますけれども、 91条でございます。

9 1条では「納税義務者等」となっております。旧来は、日本専売公社が小売に売り渡すとき

が納税義務者ということになっており ますけれども、 91条では「製造たばこの製造者、特定

販売業者又は卸売販売業者Jと。これが小売販売業者に売り渡す場合に課税するとしづ規定で

でございます。

3 4、 3 5ページをお開きいただきたいと存じます。下段の方ですけれども、 94条の 5で

ございます。製造たばこの返還があった場合の控除、こういう規定もございます。卸売業者が

小売庖から販売の解除があったというような場合には、返還が控除されるという手続でござい

ます。

ございます。

それから、 38ペーク 3 9ページでございます。第 94条の 6でございます。納期限の延

長。これは、旧来ございませんでしたけれども、いわゆる販売代金が回収できないというよう

な場合には納期の延長が申請できるというもので、規定でございます。もちろん担保の提供が

前提となっております。

9 4条の 7でございますけれども、第 1項、第2項、これは、不足税額等の納付手続の規定

でございます。いわゆる不足税額一一過少申告加算金とか不申告加算金とそういったものを納

付する場合の規定でございます。

それから、 40ページ、 41ページでございますけれども、たばこ消費税の普通徴収の手続

という条項も入っております。本来は申告納付でございますけれども、普通徴収の場合も考え

られるということで、この規定が加わっております。

以上、概略申し上げましたけれども、従来と異なりまして、民間企業がたくさん納税義務者

それから、めくりまして 22、 23ページでございます。 92条関係でございますけれども、

いわゆるたばこの流通販売機構が複雑になり変わりますので、この 92条関係では納税義務者

を明確にする規定となっております。

めくりまして 26ページ、 27ページをお開きいただきたいと存じます。たばこ消費税の課
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としてたばこ市場に参入してくるという ことが予測されるという ことで、課税の適正化、それ

から、税の捕捉漏れがないようにと、あらゆる起こり得るケースを想定して対応できるような

規定ということになっております。

はなはだ雑駁であり ますけれども、説明を終わ らせていただきます。なお、この規定は 60 

年の 4月1日から適用ということになっております。よろしく御審議のほどお願いいたします。

O議長(高橋通夫君) これより質疑に入ります。馬場弘融君。

08番(馬場弘融君 ) 税率が従価割と従量割になるわけですね。これまでは単純に

1 0 0介の 18.1ですかーーであったわけですけれども、まず、日野市が税収として入れる金

額にどの程度の影響があるかという ことなんですけれども、ほとんど従来どおりの金額である

のか、あるいはダウンをするのか、その辺の見通しをお聞かせをいただきたいと思います。

0議長 (高橋通夫君) 市民部長。

0市民部長(藤浪竜徳君) 改正になりました税率で、旧来と比べてどのような影響が

あるか、ということでございますけれども、この税率につきましては、国会等でも大分議論が

あったよう でございます。市町村に、いままでどうり余り変化がないようにということで、税

率が決められたというふうに聞いております。したがって、ほとんど増減が余りないというふ

うに考えております。

0議長 (高橋通夫君) 古賀俊昭君。

01 8番(古賀俊昭君) ちょっと馬場議員のいまの質問と少し重複するんですが、昨

年度は 5億 6，10 0万ほど、たばこ消費税入ってきているわけです。今度の 60年度の予算を

見てみますと、ほとんど変わりがなくて、 5億 7，800万程度になっているわけですが、以前

は一一ことしの 3月 31日までは、 要するに納税義務者というのは日本専売公社であったとい

うことで、非常に税の徴収ということも容易であったというふうに思います。いまの説明を聞

いておりますと、今回からは-6 0年度からは卸売業者等に課税をするということになって

おりますので、 その納税義務者というのが複数になって くるといっふう に思いますが、収入ぐ

あい一一予算書を見ますと 100%ということになっているんですが、 10 0 %にこしたこと

はございませんが、こうした徴収事務ということは、従来の専売公社に課していたときと同じ

ように、市の方に格段の負担や、また、そうした徴収漏れがないように、比較的容易に従来ど

おりできるのかどうか、その点についてお尋ねをいたします。

0議長(高橋通夫君) 市民部長。

0市民部長(藤浪竜徳君) 確かに御質問のとおり、納税義務者が複数になるわけでご

ざいます。 60年度の予算につきましては、従前の方法で算出いたしましたので、その点は御

了承いただきたいと存じます。ただ、いまのところはこのようなまだ民間の企業ができており

ませんので、影響というものはどの程度あるかということは、いますぐにはお答えできません

けれども、将来には、そういった卸売業者がふえれば、当然事務もふえるというふうには考え

ておりますけれども、何分にもこれは申告納付でございますので、一つの、 これは手続として

は市の方の負担を軽くしている。それとあと、いわゆる申告漏れとか不申告、それから、虚偽

の申告とか、そういったものについては、かなり厳しい条例となっておりますので、その点に

ついては、捕捉漏れがないようにはなっておりますけれども、現状では、まだ一一先ほど言い

ましたとおり、納税義務者がまだふえておりませんので、いまのところは影響ないと、そのよ

うに考えております。

らL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。

お諮りいたします。これをもって議案第 1号、日野市市税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 I異議なし」と呼ぶ者あり 〕

0議長(高橋通夫君) 御異議ないものと認め、総務委員会に付託いたします。

これより議案第 2号、日野市農業共済条例の一部を改正する条例の制定の件を議題と いたし

ます。

理事者か ら提案理由の説明を求めます。 市長。

〔市長登壇〕

O市長(森田喜美男君) 議案第2号、日野市農業共済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、都の農作物共済にかかわる当然加入基準の改定に伴い、本市の共済関係の当然成

立を改めるため、日野市農業共済条例の一部を改正するものであります。
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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。

0生活環境部長(坂本金雄君) 議案第 2号、日野市農業共済条例の一部を改正する

条例の制定について御説明を申し上げます。

4ページ、 5ペークをおあけいただきたいと思います。今回改正をお願いいたしますこの条

例は、東京都の告示第 565号によりまして、農作防共済水稲にかかわる当然加入基準が、現

行の 10アールから 15アールに改められたこ とによるものでございます。したがいまして、

この新旧対照表にございますように、日野市農業共済条例の第 20条第 1項第 1号にございま

す水稲 10アールを 15アールに改めるものでございます。

従来まで、当然加入基準は 10アーノレから 30アール までの間で都道府県知事が定めること

になっておりましたけれども、この幅を農林水産省では 20アールから 40アールに引き上げ

たい、こういう意向を各都道府県に通達をいたしまして、 58年末から関係機関あるいは団体

等協議をしてまいりました。東京都のように、地域の実情から一度に水稲の最低基準を 20ア

ールに引き上げますと、共済制度の存立が大変危ぶまれるような状況にもなりかねなc~。そう

いうことから慎重な検討を重ねてまいったわけでございますが、最近、結論が 15アーノレとい

うことに落ちつきまして、 15アールの改正をお願いするものでございます。改正後の当然加

入基準については、昭和 60年産の水稲から適用をいたしたいと考えております。よろしく御

審議のほどをお願い申し上げます。

0議長(高橋通夫君) これより質疑に入ります。なければこれをもっ て質疑を終結い

たします。

本件について御意見があれば承ります。なければこれをもって意見を終結いたします。

お諮りいたします。これをもって議案第 2号、日野市農業共済条例の一部を改正する条例の

制定の件は、建設委員会に付託いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

C 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 3号、日野市営火葬場使用条例の一部を改正する条例の制定の件を議題とい

たします。

理事者から提案理由の説明を求めます。市長。

(市長登壇〕

O市長(森田喜美男君) 議案第 3号、日野市営火葬場使用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、市営火葬場の使用料を改めるため、日野市営火葬場使用条例の一部を改正するも

のであります。

詳細につきましては、担当部長に説明いたさせますので、よろしく御審議のほどお願いいた

します。

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。

0生活環境部長(坂本金雄君) 議案第 3号、日野市営火葬場使用条例の一部を改正

する条例の制定について御説明を申し上げます。

今回、改正をお願いいたしますのは、別表の火葬場の使用料金でございます。 4ページの新

しし 1火葬場使用料金表並びに 5ページの古い火葬場使用料金表のうち、市外の欄がございます。

右側に市外の欄がございますので、その市外の欄を対照していただきたいと存じます。区分の

ところ、一番上、満 10歳以上の者、 1万円を 2万円に改正いたしたいと存じます。それから、

満 10歳未満の者(死胎を含む。 )5，0 0 0円を 1万円に。それから、改葬遺骨につきまして

は同様 5，00 0円を 1万円に改正をいたしたい。

この改正の理由といたしましては、近隣の火葬場の料金にならったこと、さらに、最近の一

体当たりの火葬費、直接的な火葬費を 1体で除しますと 2万 1，00 0円程度になりますので、

その実額に近づけたこと、この 2点の理由でございます。

よろしく御審議をお願いしたいと思います。

0議 長(高橋通夫君 ) これより質疑に入ります。なければこれをもって質疑を終結い

たします。

本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 3号、日野市営火葬場使用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。

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。
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これより議案第 4号、日野市地区計画の区域内における建築物の制限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)

まして行政指導が行われることになるわけでございます。

内容につきまして御説明をいたします。

第 1条は目的でございます。先ほど市長から提案理由がありましたような呂的をもって条例

を施行するものでございます。

議案第 4号、日野市地区計画の区域内における建築物の制限 第 2条は適用区域でございますが、 6ペークをお開きいただきたいと思いますが、 6ページ

の別表第 1に、ここに定められております区域、これは「日野都市計画高幡鹿島台ガーデン 54

地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域」というふうになっております。

これを、用途のこの 2条に基づいて別表でこれを定めたわけでございます。

3条でございますが、用途の制限でございます。ただいま 2条で申し上げました整備地区、

区域について同じく 7ペーグでございますが、別表 2が出ております。この別表 2のア欄のと

ころにA地区、 B地区と二つ分けてございますが、地区ごとに、この同表に掲げておりますイ

に関する条例の制定について提案の理由を説明申し上げます。

本議案は、適正かつ合理的な土地利用を図り、もって良好な住環境を確保するため、日野市

地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例を制定するものであります。

詳細につきましては担当部長に説明いたさせますので、よろしく御審議のほどお願いいたし

ます。

O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 4号の日野市地区計画の区

域内における建築物の制限に関する条例の制定につきまして詳細御説明を申し上げます。

御承知のとおり地区計画につきましては、昨年の 7月6日に日野市地区計画等の案の作成手

続に関する条例が制定され、南平一丁目地区の高幡鹿島台ガーデン 54地区の地区計画が、昭

和 60年 1月 10日に都市計画決定され、すでに告示されているところでございます。このこ

とに伴いまして、同区域内におきます地区計画で定められている内容を実現するについては、

現在の都市計画法に基づきます条例だけでは、建築物の建築に当たって、その届け出が市に提

出された際、審査を行う時点で地区計画の内容と違反する内容があったような場合、これを是

正の勧告をすることにとどまりまして、このままの状態でおきますと、この勧告に従わないで

工事が行われる場合が考えられるわけでございます。

したがいまして、これらの建築行為を事前に是正するためには、さらにこれを補完するため

の規制が必要となってくるわけでございます。このことは、今回の条例制定の趣旨でござし 1ま

して、この条例は、建築基準法に基づき市町村が定めることになっておりまして、この条例に

よって地区計画で定めました建築物の敷地、高さ、壁面距離等の規制につきまして、建築確認

の対象となりまして、これに違反した建築物に対しましては、是正措置命令や罰則が科せられ

てまいります。地区計画の内容の実現が、より確実なものになってくるわけでございます。ま

た、この条例が施行されますと、特定行政庁であります東京都においては、この条例に基づき

の欄に掲げてある建築物については建築することができないというふうになっておりまして、

住宅または建築物に附属するもの以外のものについては建築することができないというふうに

なってまいります。

第 4条でございますが、敷地面積の最低限度を定めております。これは、別表 2のウ欄に掲

げておる数値以上のものでなければならない。 18 0平米以上を規定をいたしてございます。

第 5条でございますが、壁面の位置の制限でございます。同じく壁面の位置につきましては、

別表のエの欄に掲げてございます数値以上。これは、 A地区につきましては 1メータ 一、 2階

部分については 2メータ一、それから、 B地区は同じく 1メータ ーでございますが、 2階部分

について 2.5メーターを離さなければならないというふうに規定をしてあるものでございます。

5条の 2項につきましては、適用除外の建築物等。これは、同じくエの欄の適用除外の建築物

等のところに掲げて あるものでございます。

続きまして第 6条でございますが、高さの制限でございます。これは、 2表のオの欄で、こ

の数値を超えてはならないと。 A地区については 9メータ一、軒の高さが 6.5メーター。 B地

区については 8.5メータ一、軒の高さが6メーターというふうに定めたものでございます。

7条関係でございますが、この地区計画の区域の内外にまたがってかかる敷地についての措

置でございますが、これは、第 3条、第 4条第 1項の規定については、全部についてこれらの

ここに渇げてある規定を適用するというふうになっております。
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第 8条でございますが、これは、 3条の用途の制限、それから、 4条 1項の敷地面積の最低

限度、それと、 6条関係の高さの最高限度、これの特例でございます。市長が、適正な都市機

能と健全な都市環境の確保に支障がないというふうに認めて許可したものについては、この 3

条、 4条 1項、 6条の規定は適用しないと いうこと でございます。

それから、 9条関係でございますが、同じく特例でございまして、公益上必要な建築物につ

いては、市長が認める範囲内において当該各規定は適用しないというものでございます。

1 0条でございますが、既存の建物についての制限の緩和でございます。

それから、 11条が委任でございます。

第 12条が、これらの行為に違反をした場合の罰則。各号に該当す るものは 10万円以下の

罰金に処するというふうになっております。

それから、付則でございますが、この条例は昭和 60年 4月1日から施行すると。

以上、説明を終わらせていただきます。よろし く御審議のほどをお願l¥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。旗野行雄君。

01 0番(鎌野行雄君) いまの説明だけでは理解できない点があ るので質問いたしま

す。

たしか日野市地区計画条例というのがあるわけです。それに基づいてこの条例ができたと思

うんですけれども、月Ij表を見ますとクですか、建築物の敷地面積の最低限度は 180平米とな

っております。 180平米というと約 55坪弱になるわけですが、これはどうなっているんで

すか。この坪数を、これから区画整理区域とか、当然合意が得られれば地区計画の網をかぶせ

るようなことがあるかと思いますけれども、その地域でもこの別表を適用するわけですか。地

域によって、また違う別表をつくるわけですか。その辺どうなんですか。

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) お答え申し上げます。

ただいま 18 0平米ということで規定をここでしてございますが、これは、あくまでも別表

の第 1に掲げてございます高幡鹿島台ガーデン 54地区に限られてございます。したがいまし

て、今後区画整理事業、あ るいは地区によってこういう制度を設け る場合、これはまた別表の

追加という形で、その地区地区に合った面積で、ここの別表の 1に掲げます地区については、

新たな月|庚 2を設けるということになってまいります。
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0議長(高橋通夫君 ) 次、 市川資信君。

o 1 9番 (市川資信君 ) この、まず所在なんですけれども、高幡鹿島台ガーデン54 

地区。これ、いま鹿島建設で分譲を始めているあの地域だけなのか、あの地域のいわゆる鹿島

団地全部を指 しているのか、番地が入つてないのでちょっとわからないんですけれども、まず

それをお答えいただきたいと思うんです。

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 ) お答え申し上げます。

現在鹿島台の中で分譲されている新しい分譲地がございます。ここに限られます。それ以外

の、すでにできておるところは、またつくるとなれば別の基準に基づいてつくってし 1く、とい

う形になると思います。

以上です。

O議長 (高橋通夫君) 市川資信君。

01 9番(市川資信君 ) もう一つ。これ高幡鹿島台地域というと、何か高幡と鹿島台

地域とが含まれるような錯覚をするんです。あれは南平一τ目なんです。介譲地名が高幡鹿島

台ガーデンということで、あなたの生活を変えるというんで、大きな看板が出ているんですけ

れども、これちょっと誤解を招きやすいですね、こういう名称ですと。そうすると、いわゆる

鹿島団地の中でも、また限られた一地域だけがこういう特別の指定を受けるということは、業

者からの申し入れでこうしたのか、あるいは日野市として、理想的な環境を図るためにこうい

っシステムに持っていったのか、どちらなんですか。

0議長(高橋通夫君 ) 都市整備部長。

。都市整備部長(結城邦夫君) お答え申し上げます。

名称につきましては、やはりそこの地域の名称をできるだけとってし吋、というようなこと

で、鹿島建設の方でそこを分譲する場合にこの名称を使っておりますので、これを使うことに

よって、なおはっきりするということがございますので、この名称をとらせていただいた。

それから、 2点目でございますけれども、私どもは地区計画制度を導入していこうというこ

とで、種々検討を行ってきたわけでございますが、その中で特にここのガーデン 54地区につ

きましては、良好な環境が現在維持されていくであろうということが予測されるわけでござい

ます。面積的にも非常に 18 0平米以上の面積を取ってございますし、これを細分化しないと
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いうことで、私どもの方から鹿島建設の方に、こうしづ制度を適用したいがどうだ、という働

きかけを行ったわけでございます。従来ですと、建築協定というようなことで、いままであち

こちの整備地区が、この協定に基づいておったわけでございますが、この地区計画制度という

制度ができま して、これは従来の協定よりも非常に厳しいという か、将来に向かつて確保され

た制度でございますので、したがいまして、こういう働きかけを行った結果、了解を得たとい

うことでございます。

ことは考えられないことでございます。

以上でございます。

0議長(高橋通夫君) 市川資信君。

01 9番(市川資信君) もうよろしいんですけれども、 1点だけ。いま、はからずも

私お聞きしようと思ったこと部長おっしゃられたんですけれども、あの造成は、たしか昭和45

年以前だったと思うんです。国土法を適用されていると，思うんですが、ここでこういった価格

で売っても、国土法に抵触することはないというふうに思ってよろしいんですか。

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) 国土法の関係は、一定の面積、たとえば市街化区域

では 1，00 0平米以上のものの売買がある場合には、国土法に基づいて、その販売価格等につ

いての事前チェックが都において行われるわけでございます。東京都は、その前段として市の

方に事務の一一経由事務という形でもって市の方に書類を提出させ、そこを経由して都の方に

上げていくというようなシステムがとられていると。したがいまして、国土法はそういうこと

で販売価格等の内容のチェック一一妥当な数字であるかどうかということのチェックでござい

ます。

以上です。( i関連」と呼ぶ者あり)

0議長(高橋通夫君) 石坂勝雄君。

以上です。

O議長(高橋通夫君) 市川資信君。

o 1 9番(市川資信君) いま 180平方メートル、 55坪ぐらいだろうと概算で思う

んですが、現在あそこへは人はだれも住んでないわけで、現在、分譲の家を建っているんです

か、幾つかサンプルの建っている家を見ると、安いので 7，50 0万、ちょっといいと 1億円の

値段がついて、まだ全然、売れてないんです。確かにこれは理想だと思うんです。あの中を細切

れにして本当に何ていうんですか、密集した家屋になるよりは、町並みを整然、とした見るから

に高級住宅街というイメージを与えるんですが、実際 7，000万から 1億円と一口に言います

けれども、こういう人たちは一一いずれ買う人がいるのかどうか知りませんけれども、こうい

ったものをぴしっとあてはめてしまって、本当に町の方は、受け入れる方はいL¥かもしれない

けれども、実際買う人の立場になった場合どうなんだろう。非常に私し可まこれを憂慮、したんで、

その辺の見解はどういうふうに思っているのか、お聞かせいただけたらありがたいと思います。

O議長(高橋通夫君) 都市整備部長。

0都市整備部長(結城邦夫君) お答え申し上げます。

確かに現在分譲されていますのは、建売り分譲という形で売買をされているようでございま

すが、非常に高額でございます。この高額なものについても、私ども鹿島建設の方と、いろい

ろこれを分譲する前に国土法に基づきます検討チェックを行ってございます。そういう段階で

も、内容聞いてございますが、この 1区画の面積はこれでいきたいと。それと、上物を建てて

分譲すると。それは社の方の方針で決まっておるということでございます。したがいまして、

分譲の方は恐らく高給の所得のある方が入るということが予測されるわけでございますが、そ

の販売努力は、あくまでも鹿島建設で行っていくということについては、これは了解をされて

いるわけでございまして、それによって売れな L¥からということで、これを細分化するという

02 8番(石坂勝雄君) さっき市川議員の質疑の中で都市整備部長が、いままでの建

築協定より強いんだと、こういうようなお話なんですが、いままでの何か一団地というんです

か建築協定は、 1人くらいなり 2人くらしい一人数というのか面積というのか私わからないん

ですが、たとえば同意しなくても、たとえば 1種の住専区域には飲食庖なり何かをつくっちゃ

いけないと。こういうところでその人が何区画か入つてなくても建築協定を結んだと。こうい

うことでいくと、今度はそういうことというのは絶対許さない。さもなきゃ全部造成業者なら

造成業者の中で、個々に売る前に、こういうのを地区を設定してやるのか。さっき旗野議員と

の質疑の中では、区画整理等はその地域によって制限坪数というのを何か、いわゆる何ていう

か適合することに変えるんだ、というようなことも整備部長違う場合があるんだと、たとえば

180平米以下になる場合もあるし、以上になる場合もあるんだというようなことをお話しな

んですが…-一。どうなんですか、これとは罰則条項で、こういう鹿島なら鹿島が持っているん
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だけれども、 10万円以下の罰金だということになると、いままでの建築協定で私なんかも多

少灰聞するところによる と、 じゃあ、法人でいなければその人が違うと ころへ売った り、違 う

高さの面積、いろんなことを して内容変えても建築法上に、 建築確認に必要なものを取れさえ

すればいいんだということになれば、やれるのかどうなのか。 その辺のとこ ろをちょっと聞き

たいんですがね。

反建築、たとえば大手の企業が違反行為を行ったということは、社会的な制裁が科せられると

いうことが非常に大きな、私どもの方から、行政から言わせるとメ リットがあると。そういう

面から違反行為がなかなかやりにくいと。そういう精神的な面からも拘束をしていくと。実際

に違反した場合には罰金刑を科してし 1く、というような内容になっているわけでございます。

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。

先ほど私は、建築協定よりも強い制度であると申し上げましたのは、建築協定は一応20年

の期限でございます。これが、法律に基づかないで地域住民の方々の合意によってつくられて

いくというのが協定でございます。一方、この地区計画は都市計画法、それから、建築基準法

に基づきまして定められたものでございまして、 1固定められますと改正されるまでこれは無

期に継続していくと、いわゆる期限的な設定はないという ことでございます。そういう意味か

ら協定よりは強い内容を含んでおるということでご ざいます。

それから、ここは確かに分譲地でございますので、現在鹿島建設の方で計画した区画・建物

に基づいて売買がされていくということでございます。売る前にこういった点については、そ

ういう内容で買っていただくということになりますので、当然、売却前に、こういう地区計画

制度を設けていくという趣旨でございます。ただほかの地域、たとえば万願寺が現在区画整理

を進んでおりますけれども、万願寺区域にこういう制度をかけ る場合には、やはり住民の方々

の合意を得るための説明会、公聴会等も十分開いていくということになるわけでございます。

今回の場合も、公聴会を開いたわけでございますが、まだ販売が終わっておらない、始まった

段階でございますので、鹿島建設 1人を呼びまして公聴会を一応開いたと いう経過がございま

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 4号、日野市地区計画の区域内における建築物の制

限に関する条例の制定の件は、建設委員会に付託いたしたいと思いますが、これに御異議あり

ませんか。

C 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、建設委員会に付託いたします。

これより議案第 5号、日野市立つばさ学園条例の制定の件を議題といたします。

理事者から提案理由の説明を求めます。市長。

〔市長登壇〕

0市長(森田喜美男君) 議案第 5号、日野市立つばさ学園の条例の制定について提案

す。

の理由を申し上げます。

本議案は、心身障害者の福祉の増進と社会活動を促進する場を提供するため、日野市立つば

さ学園条例を制定するものであります。

詳細につきましては担当部長に説明いたさせますので、よろしく御審議のほどお願いいたし

ます。

0議長(高橋通夫君) 関係部長から詳細説明を求めます。福祉部長。それから、 180平米は、これは、もうすでに区画ができております。したがって、これを

細分化はもう恐らくできないという、現在の区画の内容見てみると、これを分割することは不

可能であろうということが予想されるので、一応 180平米以上というふうに規定をさせてい

ただいたわけでございます。

ただ、 10万円の罰金と。確かに額そのものについては、 10万円払 ってしまえば免責にな

るというようなことがあるかと思いますけれども、 しかし、額の問題ではなくて、こういう違

0福祉部長 (高野隆君)

いて御説明申し上げます。

この条例につきましては、先ほど市長から提案のありましたように、国際障害者年の答申に

それでは議案第 5号、日野市立つばさ学園条例の制定につ

基づいて旭が丘二丁目 42番地、通称福祉文化ゾーンに精神薄弱者福祉法の 18条 1項 2号に

基づきます施設通所授産施設と、身障法の 5条 1項に規定いたします身障者の樹止センタ ーを
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設置するものでございます。また、この運営を日野市社会福祉事業団に委託をするということ

を規定するものでございます。

それでは 2ページをお開き願いたいと思います。

まず、この条例の目的でございますけれども、ここに規定してございますように、心身障害

者福祉の増進を図るため、日野市立つばさ学園(以下「つばさ学園」と言う。)を設置し、そ

の管理運営等については必要な事項を定めるということでございます。

第 2条の設置のところでは、この所在地を旭が丘二丁目 42番地ということで設置するとい

うことでございます。

うことでございますが、これにつきましては、手帳を有しない身障者及びその関係者等でござ

~ ¥ます。

また、第 3条の事業につきましては、まず(0精神薄弱者の自立に必要な指導及び訓練。それ

から、 (2)の身体障害者についての相談及び訓練に関すること。 (3)の、前 2号のほか、市長が心

身障害者の福祉の増進に必要と認めること、ということでございます。

4条の施設でございますけれども、先ほど申しましたように(1)には精神薄弱者福祉法第 18 

条第 1 項第 2 号に規定いたします精神薄弱者授産施設、これをひば、り学級と呼称~¥たしまして

設置いたします。また、 (2)で身体障害者福祉法の第 5条第 1項に規定します身体障害者福祉セ

ンタ一、呼称やまばと学級を設置いたします。これを併設で設置いたします。 (3)その他市長が

必要と認める施設ということでございますけれども、これにつきましては、事業を遂行するに

必要な給食サービス施設とか、あるいは、その他日常生活の援助事業を行うに必要な施設を設

置いたします。

第 5条の休業日でございますが、これは、ここに掲げたとおりでございます。

第 6条の使用時間でございますが、 (1)のひばり学級は午前 9時から午後 5時まで。また、 (2)

のやまばと学級につきましては午前 9時から午後 9時までということでございます。また、前

項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、これを変更することができるとなってお

ります。

第 7条の入園及び使用でございますが、まず第 7条の1項でございますが、ひばり学級、こ

れは精薄者の授産施設でございますが、これに入園できる者は、 (1)法第 16条第 1項第 2号の

措置を受けた者ということでございますが、これは、精薄法の 16条 1項 2号は措置に関する

規定でございます。これを受けた者、福祉事務所長が措置をした者ということでございます。

第 2項のやまばと学級を使用できる者は、 (1)の身体障害者、 (2)の、その他市長が認めた者とい

第 8条の使用手続につきましては、ここに掲げたとおりでございます。

また、第 9条の費用の徴収でございますけれども、これは、ひばり学級につきましては、法

第 27条 ¢定めに従いまして費用の徴収を行います。これは、負担能力に応じて支払っていた

だくということになっております。また、第 7条の2項は、これはやまばと学級でございます

が、これは無料でございます。

第 10条の委託でございますが、ここに、社会福祉法人日野市福祉事業団に委託するという

規定を蝿げました。そして、この委託する事業につきましては、 (1)、(2)、(3)にそれぞれ掲げて

おるとおりでございます。また、第 2項に、前項の委託事務の執行に関する経費として、予算

の範囲内において委託料として支払うということでございます。

また、委任条項といたしましては、必要な事項は、市長が別に定めるということに規則にゆ

だねております。

付則といたしまして、この条例は、昭和 60年 4月 1日から施行するということでございま

す。

また、お手元にお配りをいたしました附属資料でございますけれども、規則をお手元にお配

りしてございますけれども、これらにつきましては規則の中では、ひばり学級の定員を 40名

ということで第 2条でうたっておりますし、また、第 3条、第 4条で入園及び使用の手続等に

ついて規定しております。

以上で御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いたします。

O議長(高橋通夫君) これより質疑に入ります。夏井明男君。

0 1 6番(夏井明男君) お尋ねいたします。 10条で、社会ネ爵止法人に委託をすると

いうことなんですが、この福祉事業団については、たしか新聞でも何回か報道されまして、マ

スコミでも注目されているところだと思うんです。この事業団の経営というのは、公立民営的

なものだろうというふうに理解しているわけですが、そこで、何点かその辺の基本的な点を踏

まえますと、将来、高齢者対策でこういうふうな一一これは、身障者の方とか精薄の方を対象

にした事業団ですけれども、将来、高齢者対策について、こういうふうな形態のものが十分考

えられますんでお聞きするわけですけれども、一つはこのつばさ学園条例の目的です。この 3
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条の目的のところの、それをそっくりが 10条で、 事業団に委託をしますというふうな形にな

っているわけです。その中で具体的に休業日ですとか、使用時間ですとか、それから、その中

の運営について市長の権限がかなり入 っているわけです。そうします と、先ほどこの福祉事業

団というのは、民営的な形態をとって、かなりその辺の公的な色彩を帯びない柔軟な弾力性の

ある運営形態を考えていると しますと、かなり内容が厳しいのではなl'かというふうに思うわ

けですが、その辺どのよう にお考えになっているかお聞きしたいと思l'ますが・・一一。

いが出てくるんじゃないか、ということでお聞きしているわけですが、そ ι辺どうでしょうか。

0議長 (高橋通夫君 ) 福祉部長。

0福祉部長(高野隆君) 御指摘のように幾つか規定がございまして、その中にいま

0議長(高橋通夫君 ) 福祉部長。

0福祉部長(高野 隆君 ) ただいまの御質問にお答えいたします。

第 10条で規定しております福祉事業団の委託でございますが、これは民営といいますか、

福祉法人に委託をする という規定でございますが、この委託の対象といたしましては、このよ

うな心身障害者のための養護施設のほかに、老人施設等が考えられるかと いうことでございま

すが、これも器としては十分考えられると いう ぐあいに考えておるところでございます。

また、この規定が少し片寄り過ぎる八ノじゃなし 1かと、 こういうことでございますけれども、

これにつきましてはつばさ学園一一内容は心身障害者の養護施設でございますので、一応その

辺の内容を考慮した規定をいたしておりますし、ま た、必要な運営につきましては規則等で定

めていくということで概略を定めておるということでございます。

以上でございます。

休業日、あるいは使用時間 というよ うな形の規定をいたしております。また、運営及び使用と

いうことでの規定もいたしておりますが、 これは根幹にかかわるものというぐあいに私どもは

理解しておりま して、 その他の内容につきましては、 施設長以下の職員の検討の中で十分に委

託をしてやってし、かせようと 、こういうぐあいに考えておるところでございますし、特に個々

については、東京都につきましても十分に打ち合わせをいたしまして規則を設けたいというこ

とでございます。

0議長(高橋通夫君) 飯山茂君。

01 5番(飯山 茂君) 隣の夏井先生が高度の質問をしたんで、私は全く幼稚なんで

すが、つばさ学園という名称がどこから出たのか、あの辺は、また旭が丘だから飛行機が飛ん

でいるから、つばさ学園というふうにつけたのか、その辺ちょっとお聞きしたいんですが。

要するにマスコミで報道された事業団の性格からいって、一

0議長(高橋通夫君) 福祉部長。

0福祉部長 (高野 隆君) この名称につきましては、市長ともよく相談をいたしまし

て、今後の身障者の飛躍といいますか、羽ばたきを掌徴すると。こういうことで未来に向けて

羽ばたくということを象徴いたしまして、つばさ学園ということを呼称として選びました。ひ

とつよろしく御理解のほどをお願いしたいと思います。

0議長(高橋通夫君 ) 石坂勝雄君。

028番(石坂勝雄君 ) ちょっと質問したいんですが、市長の予算編成方針と事業に

ついての中でも、いわゆるつばさ学園をつくって今年完成して、社会福祉法人日野市事業団を

発足させて、しかも施設長は都の指導のもとに云々というようなことで出ているんですが、公

設民営というんですか、公設一一こういう 事業団というのが一つの時代の趨勢というよ うな こ

とは私も了とするんですが、現実の運営になった場合に、どこまでうまくやれるっていうんで

すか、ひらたい言葉で言えば。そういうよう なことを考えると、身障者の施設で、しかも働く

場所もともにやるというようなことになると、どうなんですか。あそこの場所で多少すぐ、い

わゆる体に云々と一一医者というか、看護婦さんとか、こういうもののすぐ必要の人ではない

のではなかろうかという理解を私持つんですが、その辺の連携というのは市立病院でやるのか、

0議長(高橋通夫君)

o 1 6番(夏井明男君)

夏井明男君。

歩仕事の内容については非常に公益的な色彩が強いわけでありますけれども、民営的な特色を

持たせて運営をすると。その中で効率性の問題ですとかさま ざまなことが出てくるわけですけ

れども、その運営の自由性というんですか、事業をやってし、く過程でさ まざまな研究工夫を取

り入れて、そこで目的にかなった、より体制の整 うような研究過程といいますか、そういうも

のはあると思うんです。内容も精薄の方とか身体障害者の方のことですから、その辺特に強い

と思うんですが、そういうことを考えますと、いわゆる公的なものとしてつ くったけれども、

民営的なものは、もう少しそれを担当する運営する方の幡艮に任せるような範囲でよろしl'ん

じゃな l'かと。余り細部にわたって、この条例でもしばり過ぎているんじゃないか、と いう ふ

うに思うわけですが、その辺、当初の福祉事業団が設けられた趣旨と 、この条例とでは少し違
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開業医でやるのか。そういうことをどういうふうにお考えになっているのかというのが 1点と、

この事業団の実際経営を、いわゆる入る人はかなり一ーさっき夏井議員さんの質問にもあった

一一市長の何か権限があって、運営面は事業団でおやりになるということなのですが、その辺

のところのうまく軌道に私乗るのかなあというような心配があるんですが、その辺の何か具体

的に先進地など等でこういうふうにやるんだと、こういうようなことがあったらお聞かせ願い

たいと思うんですが。

0議長(高橋通夫君) 福祉部長。

C I異議なし」 と呼ぶ者あり 〕

0議長(高橋通夫君) 御異議ないものと認め、厚生委員会に付託いたします。

これより議案第 6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

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 6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めるため、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。 再度の提案となってまことに恐縮でございますが、よろしくお願いいたします。

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) 教育次長から詳細の提案理由の説明をさせていただきます。

ただいま市長の方から提案理由がございましたとおり、本議案につきましては、 12月の定

例市議会に引き続きまして、再度提案をお願いするものでございます。

先般の定例市議会の際に御提案の際に説明申し上げましたとおり、現行の保育料を年額7万

2，0 0 0円でございますけれども、これを 9万円に本年 4月 1日から改定いたしたいというこ

とで、条例の第 2条の改定をお願いするものでございます。現行の保育料の月額 6，000円で

ございますけれども これにつきましては昭和 55年に改定いたしまして、本年で 5年目を迎

えるわけでございますけれども、その問、人件費も上がっておりますし、また、物件費も上が

っております。そういった意味で、私立幼稚園との問の保育料の格差も生じております。した

がいまして、現行の保育料を適正な保育料に改定するために、現行月額 6，00 0円を、さらに

1，5 0 0円の上積みをいたしまして、月額 7，50 0円、年額 9万円に改めたいというものでご

ざいます。なお、この適用につきましては、本年の 4月 1日を予定しておりますので、適用に

つきましては 60年 4月1日からお願いを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申し上げたいと存じます。

以上でございます。

0福祉部長(高野 隆君) まずここに入園いたします一一入所あるいは使用いたしま

す者の急病等の場合の対応でございますけれども、これは、園医を近くのお医者さんにお願い

をするということで考えております。直ちに対応できるということで、緊急な場合にも駆けつ

けていただけるお医者さんをお願いすると。また、その他市立病院とも十介に事前に連携をと

っておりまして、何かの際にはお願いをしたいと、こういうぐあいに考えているところでござ

います。

また、この施設が今後どのような形で発展するだろうかということでございますけれども、

私どもといたしましては、すでに板橋、あるいは国立等においても、このような施設が発足い

たしておりますし、そのような施設が、われわれが目指しておる運営の類似形態として、類似

のものと してすでにりっぱに運営されておりますので、十分に今後機能を果たしていけるだろ

うというぐあいに考えておるところでございますし、また、当面はこの施設に収容いたします

心身障害者は、大体中程度のものを引き受けると、こういうように考えておるところでござい

ます。何せ今後の問題でございますので、私どももできるだけ努力をし、また、ここに入りま

す入所者、入園者の要望等もよく聞き、施設担当者の意見等もよく参酌しながら、よりよい経

営ができますように、それぞれ自主的な運営等もそんたくしながらやっていきたいと、こうい

うぐあいに考えているところでございます。

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。なければこれをもって意見を終結いたします。

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。これをもって議案第 5号、日野市立つばさ学園条例の制定の件は、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。
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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 ) きのうも申し上げたんですが、 市長に質問します。

市長は、前回これを提案されて否決された後、われわれ議会に対して、議員に対し、 3月に

議会の根回しを十分行い提案をいたしますと、 こういうたしか一ノ瀬議員でしたかの質問につ

いて一一再提案するのかという質問に対して、議会の根回しを十分に行って、今度は通るよう

にいたします。私は、実は根回しに来てくださるのかと思っておりましたところが、私のとこ

ろへはおいでにならなかった。そこで市長に聞きます。恐らく共産党所属議員の根回しは十分

行ったと考えられますが、なおそのほかにも根回しをどのようにされて提案されたのか。提案

理由の中で、前回の議会において市長が本席で確約した、根回しを行ってから行いますという

お約束は、どのように実行されたのか、御回答願います。

0議長(高橋通夫君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 根回しというふうな不穏当な言葉を使って、まことに失礼で

て厚生委員会で資料要求して、参考資料という形ではやや近いものを私もつかんでおります。

そういう中で、いま幼保の一元化と いうようなこと市長もよく 言われているんですが、その中

で全くつくられた経緯は幼稚園と保育園というのは違います。しかし、現実の問題で過日の厚

生委員会に、いわゆる産休明けすぐから子供さんを、いわゆる赤ちゃんというか、預かってい

ただきたいという請願は、制断売審査になっていますが、そういうふうに見てくると、措置に欠

けるというか、子供より、むしろ何ていうんですか、母親というか、両親が働くという就業的

な問題が非常に保育所でも強くなっているわけです。

そういう中で必ずしも、いま私なんか教育臨調の中で灰聞すると ころによると、たとえば公

立大学へ行っている人は必ずしも生活に大変でなくて、むしろ国公立大学へ行っている人の方

がむしろ生活はゆとりがある。むしろ私立大学へ行っている方が大変だ、というような、ある

程度の統計というか指数も出ている中で、幼稚園と保育園の受益者というか負担が、ある程度

いわゆる弱者と称せられるものに対しては全く制度的に見るような措置ができているんで、い

わゆる両親が働くために預けているものの負担をどうするか、というものの中で、公立の幼稚

園の保育料、そして公私立の差をどうするんだと、こういう何かきちっとした日野の一一 26 

市の中でも日野で 7園の幼稚園を 60年度に持つというのは、恐らく武蔵野を上回ってない市

だということを見れば、かなりのきちっとした位置づけを出して、しかも、文教委員会にその

説明がされるという ことでないと一一私は必ずしも値上げがいいというわけでもないし、値上

げが悪いというわけでも、いまの考えから見ればないんですが、当然公立にお上げになってい

る父兄が納得する考え、それから、私立に行っているものがそういう面でいけば、選んでいっ

ているんだということより、いろんな通園する関係上からも、たとえばパスが来ているから行

っているんだとか、近くに公立の幼稚園がなし 1から行っているんだとか、確かに私立がいし 1か

ら行っているんだという面があるかもしれんが、そういう点で市民として等しくバランスのと

れたものでなければならないんじゃなかろうかと、こういうふうに思うんですが、その辺のこ

とを質疑というより、この前の教育長の中で 3分の lという根拠が非常に、私はいま少し明確

な、消費的な経費の 3分の lだというんですが、 実際にはこうなるんだけれどもこう なんだと、

今後の趨勢としてはこうしていくんだというようなことの展望に立つての、さもなければ年次

計画の中で、保育料というのは、このくらいに見直していくんだとか、どうなんだと、こうい

う説明をなされないと 、公立に上げている人は公共料金という のは据え置いた方がいいし、私

あったと思っております。それで、議会の外の場におきまして、実質値上げでございますし、

このことに至るゆえんと、それから、必要な理由を、それぞれの議員さんにお願いをしたと。

先生の場合にも、御理解を教育委員会の方からお願いをするように、ということも指摘をして

おったわけでございます。そのあたり、ひとつ何とぞよろしくお願いいたします。

0議長 (高橋通夫君) 石坂勝雄君。

028番 (石坂勝雄君 ) ちょっと 1点聞きたいと思うんですが、いま古谷議員さんか

ら根回しの話が出たから、根回しの話も私がこの前指摘しておいたんですが、根回しの話はさ

ておきまして、前回の提案のときに教育長一一恐らく文教委員会の審議の過程の中にも、父母

の負担が、通常経常経費というんですか、消費的な経費の 3分の lだと。だから 27万の3分

の1だと いうことで今度は 9万円にするんだとい うお話、こ のいわゆる根拠をきちんとすると

いうことと、いま 1点、いままでは私常任委員会は厚生委員会に属していまして、赤ちゃんが

生まれて半年たってお子さんを保育園に預けると一一これ絶対的な指数じゃないけれども、ま

あまあ一つの目安になる指数、ゼロ歳児は月額市の持ち出し分が何ぽかかると。それから、 1

歳がイ可ぼかかる、 2歳が何ぼかかる、 3歳が何ぼかかり、 4歳が何ぼかかる、 5歳が、5歳で

も4万円を超えるという 中で市の持ち出し分がどうで、国の持ち出し分なり都の持ち出し分、

いわゆる預けていられる受益者というんですか、この負担が何ぼと、こういう指数を資料とし
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立に行っているものは、格差があるんじゃなかろうかと。また補助金を増額してくれという声

は、当然日野のように私立幼稚園が 11園で公立が七つにもなれば、出るのは当然ではなかろ

うかとこう思います。そういう点で、教育委員会でそういうことの審議が徹底的になされて、

市長も何か恐らく再度出されるというのは、重要な決意で恐らく出されているんではなかろう

と思うんですが、その辺の 1つの再提案という形になってきているだけに、その辺の決意のほ

どというか、そういう内容的なものもお答え願いたいとこう思います。

0議長 (高橋通夫君) 教育長。

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 6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。

。教育長(長沢三郎君) お答え申し上げます。

「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。

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

いま石坂議員さんの方からお尋ねのございました幼保の関係、この関係につきましては、今

回の保育料の値上げというものは、あくまでも幼稚園サイドと申しますか、私立幼稚園協会と

1年近くかけまして、ずっと内容を詰めてきたと。そういうような関係から、特別にこれは保

育園の方の現在の措置のための保育料ですか、これらの問題について、この中では検討をしな

いで進めてきたと、こういう状況でございます。

私立幼稚園との内容といたしましては、確かに前回もお話しいたしましたように、現在の私

立幼稚園の保育料が1カ月 1万4，50 0円という平均が出ている。これに対して、現在 5，000

円の都並びに市からの補助という中で、補助を差し引いた父母負担が 9，50 0円というような

形になってし効。一方、公立の幼稚園につきましては、月額 6，00 0円という形で、公私立の

毎月の保育料、その中に3，500円の差というものが生じている。

公立幼稚園の保育料関係につきましては、ちょうど 5年前に 3，00 0円から 6，00 0円に倍

増するような大幅な保育料のヲ|き上げを行ったことがあるわけでございますけれども、この時

点で、保育料問題等検討委員会の中で十分検討していただいた中から、消費的な経費、それの

3介の l程度は父母の方に負担していただくのが、義務教育でない幼稚軍撤育という過程の中

では適当なのではないか、というところから、 6，000円という金額が出たわけでございます

けれども、そのときの 3分のl負担というものを現在の消費的経費、これに引き直したときに、

前回申し上げましたように7，70 0幾らというような数値が出てきたというところで、端数を

一応整理いたしまして、 7，500円という形で、今回保育料の改定をお願いしているとし 1う、

そんなような経過でございます。

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 3時 0分休憩

午後 3時 37介再開

。議長(高橋通夫君) 休憩前に引き続き会議を開きます。

0議長(高橋通夫君) ほか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

これより議案第 7号、昭和 59年度日野市一般会計補正予算(第 4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 7号、昭和 59年度目野市一般会計補正予算第 4号に

ついて提案の理由を申し上げます。

本議案は、昭和 59年度目野市一般会計補正予算第 4号であります。補正額は、歳入歳出そ

れぞれ 3億 81 1万9，00 0円を減額し、歳入歳出予算の総額を 317億 8，15 9万 9，00 0 

円とするものであります。

詳細につきましては担当部長に説明いたさせますので、よろしく御審議のほどお願いいたし

ます。

0議長(高橋通夫君) 関係部長から詳細説明を求めます。企画財政部長。

。企画財政部長(前田雅夫君) 昭和 59年度目野市一般会計補正予算第 4号につき

まして御説明を申し上げます。
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まず第 1条でございますが、 3億 81 1万 9，00 0円を減額いたしまして、歳入歳出の予算

を 317億 8，15 9万 9，00 0円といたします。

第 1条の 2項でございますけれども、第 1表、歳入歳出予算補正につきましては別紙のとお

りでございます。

第 2条の、第 2表、繰越明許費。第 3条の、第 3表、債務負担行為補正。第 4条の、第4表、

地方債の補正、これにつきましては、順を追って御説明を申し上げます。

日野市一般会計補正予算説明書第 4号の説明に入ります。

まず 11ページでございます。市民税のうち法人税でございますけれども、均等割の税率の

改正が 59年度初めにあったわけでございます。この補正を今回行うというものが主なもので

ございます。

次が 13ページでございます。電気税の増でございますけれども、補正額が 6.6%の増でご

ざし 1ます。 これは、去年の夏期の電気の使用量等が伸びたための電気税の増収介でございます。

次が21ページでございます。教育費国庫補助金でございますけれども、一番下段の中学校

建設費補助金がございます。これは、三沢中学校の増築を 58年、 59年で行っているわけで

ございます。この 59年度分の補助金がふえたものでございます。

次が 23ページでございます。幼稚園防音施設費補助金でございます。この減額でございま

すけれども、主なものは第二幼稚園防音改築の関係でございます。これは、補助対称面積の減

によるものでございます。

2 7ページでございます。 上段の総務費都補助金でご ざいます。市町村調整交付金がここで

ふえているわけでございますけれども、これは、後の消防費の負担金で出てくるものの都の負

担分約20%を、調整交付金で見るというものがここに入ったわけでございます。

次が 35ページでございます。不動産売払収入でございます。これは、説明欄にございます

とおり、日野 1，247番地、 1 2 6.0 7平方メ ー トルの売渡し代金でございます。

次の寄附金でございますけれども、これは、説明欄にございますように、公共公益施設費の

寄附金でございます。これは、 51ページに積立金として支出をするものでございます。

次が 41ページでございます。競輪、競艇事業収入でございますけれども、これは、毎年歳

入が落ち込んでおります。今回も 11市の減が 11.9 %、 4市競艇がマイナスの7.3%でござ

います。こういったものを考慮いたしまして 5，30 0万減額をするというものでございます。
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それから、同じくベータの最下段の雑入でございますけれども、説明欄に市民会館建設電気

使用料というのがございます。これは、現在庁舎が 2回線受電の設備が完了いたしました。市

民会館の建設の電気を工事用で取っていたものを、市の 2回線受電をしたものから取りまして

工事をするというもので、建設業者から市に負担をさせ、電気料として支出するものでござい

ます。

次が 43ページでございますが、市債でございます。この増減の理由につきましては、事業

量並びに基準額の増減によるものでございます。たとえて申し上げますと、衛生費のごみ焼却

施設 2億 1，62 0万円の減でご ざいますけれども、これは、 59年度の事業量が減少したもの

でございます。さらには、その下でございますが、ごみ焼却炉新設用地、 これは、当初計上し

た単価より安く買えたもので、当然事業の金額が減少したために歳入が落ちた、というもので

ございます。

その他は省略をいたします。

次が歳出でござい ますけれども、まず特別会計にも共通する問題でございますが、まず人件

費でございます。今回の補正で給与につきましては給与の改定といたしまして 3.37%、その

他の手当の不足分、それから、人事異動に伴う款項の補正でございます。

議会費については、特に御説明するところございません。

次が 51ページでございます。財産管理費でございますが、 25の積立金でございます。こ

れは、利子と、それから、公共施設建設基金、それから、環境緑化基金、これが、先ほど行政

協力費の歳入で見たものが、ここから積立に出ていくと いう計上でございます。

それから、次の 7の企画調整費の委託料でございます。(仮称 )生活保健センター基本設計

というものでございますが、これは、当初予算では 1，02 7万 8，00 0円を計上いたしました。

建設年次、それから、財源等を関係機関と交渉してまいりました。その結果、防衛庁の補助金

をまず考えておりまして、防衛庁の補助金は現在 61年、 6 2年というようなことで話が進ん

でおります。そうしますと、基本設計を実施設計も含めまして 61年度にやりまして、一部躯

体をという話も出ております。そうしますと、当該年度に設計を短時間に終わらせるというこ

とを考えますと、どうしてもこの予算の一部を使いまして、平面図くらいまでつくってし 1かな

いと間に合わないということで、 300万円基本調査費として残しまして、残りを減額するも

のでございます。あと、この生活保健センター の財源といたしましては、都のコミュ ニティー
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の補助金 もいま交渉している段階でございます。

次が 53ページでございます。最下段の事務改善推進費でございますが、これは、当初予算

では 60年の2月稼働ということで予算計上いたしました。いろんな積み上げの段階で、ちょ

っと予定どおりいきませんので、執行が少し当初の執行どおりし 1かなかったわけでございます。

現在稼働につきましては本年の 9月をめどにいたしまして準備をしております。その執行の残

を減額したというものでございます。

少し飛びまして衛生費、 87ページでございます。自の 2のじん芥処理費でございますけれ

ども、 5億 1，607万円の減額でございますけれども、これは工事請負費にも書いてございま

すように、ごみ焼却炉の本年度の事業量の減少、それから、この焼却炉の用地のいわゆる単価

減による減額補正ということでございます。

少し飛びまして 99ページでございます。土木費の河川新設改良費でございます。 1億

1，559万 2，00 0円の滅でございますけれども、これは、南平用水改修関係の減でございま

す。

次が 101ページ、下段の公園整備費の2億 2，60 8万 9，00 0円の減でございますが、説

明欄にございますように、仲田緑地、それから、北川原公園の用地取得、それから、この物件

補償、こういったものの減によるものでございます。

次が 10 5ページでございます。災害対策費の減の理由でございます。 これは、 1 5の工事

請負費で避難路整備し000万円。昨日出たような理由で減にするものでございます。

次が 11 7ペーグでございます。中学校費の学校建設費でございます。最下段で公有財産購

入費 1億 28万円でございますけれども、これは、説明欄にございますように、三沢中学校の

校地の取得分でございます。

次が 13 1ページでございます。市民プーノレの公有財産購入費でございます。市民プール用

地といたしまして 30 7.3 4平方メートノレを購入するものでございます。これは、現在の市民

プールと用水路が隔ってございますけれども、その境に帯状に用地がございまして、将来のプ

ールの改修に備えまして用地取得をするものでございます。

それから、 133ベークでございます。公債費でございますけれども、説明欄にございます

ように 5億 1，02 2万 6，000円の計上でございますが、これは繰り上げ償還をするものでご

ざいます。

以上で歳出を終わりまして、 5ページの第 2表に戻ります。

繰越明許費でございます。これは、先ほど申し上げま したけれども、 59年度の基本設計費

を基本計画ということで置きかえまして繰り越しを し、 60年の8月まで事業を延ばしたいと

いうものでございます。

次は第 3表でございます。債務負担行為の補正でございます。これは、ごみ焼却炉新設事業

で金額の変更をいたしたいということでございます。 この原因といたしましては、 59年度の

執行が滅額されたわけでございます。それによるところの、この表の変更になるというもので

ございます。

次の 6ページ、第 4表、地方債補正でございます。 これは、事業の増落、補助金等の変更に

伴う補正でございます。

以上で終わります。

0議長(高橋通夫君)

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

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

したいと思いますが、これに御異議ありませんか。

c [""異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(高橋通夫君) 御異議ないものと認めます。よって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。一ノ瀬 隆君。

01  1番(一ノ瀬隆君) この議案 7号の、昭和 59年度一般会計補正予算第 4号の

中の各項目にわたる節 2の給料の中で、給与改定保留額として合計 5，63 7万 7，00 0円が減

額されています。 これは、昇給6カ月延伸が、 1月から実施されているということからだと思

います。この昇給延伸については、市の職員組合の合意もなく 、強行されたのであると聞いて

おります。労働組合との合意なく強行されたことを、そのまま議会に提案されたことについて、

社会党は強く反対であることを表明しておきたいと思います。したがって、この減額補正は私

どもとして認められないところであります。

街琢知のように、市の賃金体系も日本の賃金体系である年功序列賃金が採用されていると思

いますし、その場合、年次昇給は原資なしにできる当然、のものであります。これを、この昇給
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をストップするという ことは賃金引き下げにも当たる ものであり、職員組合にと って大きな問

題であります。 これを、職員組合と何ら相談することなく、協議することなく、 合意すること

なく強行されたという ことは、職員組合の存在価値すら否定する大きな問題であると私は考え

ます。

しかしながら、これに反対することは、あわせて提案されている 3.37%のベースアップも

反対することでありますし、ほかに減額補正が多い中でありますけれども、市民生活に関連し

た補正もあります。そして、私どもは市長の責任ある与党としてがんばってきました し、これ

からもがんばるということで反対するこ とはできない。賛成せざるを得ない と思っております。

この昇給6カ月延伸の強行は直ちに撤回 していただくよ う強く 望んでおきます。 これを条件に

して、この議案に賛成したいと思います。

以上です。

O議長 (高橋通夫君 )

06番 (古谷太郎君 )

古谷太郎君。

反対の立場から意見を申し上げます。

この補正予算の中で、非常に大切な問題が一つ含まれており ます。それは、定年制が法律で

施行されたのであります。 60歳と。定年制施行の前におき ましては、 若干社会的慣例も通用

したのであります。ですから、昭和 39年の最高裁の判例では、地方財政にゆとりなしやむ

を得ない事情があった場合に限り、 55歳以上についての延伸は認めることができるんだと、

このような判例はもちろんあります。しか し、現在の状況からいけば、 憲法第 14条に違反し

ていることであります。昭和 39年当時とは全く事情が異なってきたのであります。同時に、

地方公務員法 13条にも違反 しております。こ のよう に憲法に違反 し、地方公務員法にも違反

するそのことが、 ここに提案されております。ゆえにこの補正予算自体が無効と認定せざるを

得なl'0 

特に、さらに付言すれば、もしこれが合法だと仮定の前提に立って言うならば、本来労使聞

の交渉は現在続けられているのであります。資本家と労働者がいま交渉を している のでありま

す。 使用者、いわゆる理事者であります。 労働者、いわゆる職員であります。この団体交渉の

最中にこのような提案をされたことは私ども理解に苦 しみます。 しかも、 議会は執行部内一一

会社でいえば会社内の問題について云々する権限ももちろんありませんし、そのようなことを

することは議会それ自体の越権行為であります。 もしこの議案について賛成とか反対とかとい

つ』qd
 

う立場をとるならば、これは議会がみずからの権限を踏みにじることになるわけであります。

やはり行政府と立法府一一 議会と執行者側との立場を十介尊重し合う、また、労使の間にも十

分なる尊重と信頼を得ながら団体交渉を進めてし、く、 このような過程がなされておりません。

よって本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。

これより本件について採決いたします。( r反対」と呼ぶ者あり)本件は原案のとおり決す

るに賛成の諸君の挙手を求めます。

(賛成者挙手 〕

O議長(高橋通夫君) 挙手多数であります。 よって議案第 7号、昭和 59年度 日野市

一般会計補正予算(第 4号 )の件は、原案のとおり可決されま した。

これより議案第 8号、昭和 59年度日野市国民健康保険特別会計補正予算(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 8号、昭和 59年度日野市国民健康保検特別錆十補正

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年度目野市国民健康保険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2，76 5万円を追加し、歳入歳出予算の給額を28億 2，18 2万円とするも

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。

。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) それでは議案第 8号、昭和 59年度日野市国民健康保険特

別会計補正予算第 3号について御説明申し上げます。

今回の補正は、歳入歳出それぞれに 2，76 5万円を補正し、予算現額を 28億 2，18 2万円

に減らすものでございます。

内容について御説明申し上げます。 6ページ、7ページをお開きいただきたいと存じます。
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まず歳入でございます。国庫支出金で療養給付費の国庫負担金でございます。後ほど、また歳

出で説明させていただきますけれども、療養給付費の不足額約 2，000万円に対する国庫支出

金 80 0万円の補正をいたすものでございますが、その 800万円は法第 70条に規定いたし

ております 100分の 40に相当する額で ございます。

8ペーク、 9ページをお開きいただきたいと存じます。これは、高額療養費の国庫補助金で

ございます。 これは、全額減額にな っております。 2，29 2万 6，00 0円の減でご ざいます。

これは、臨時財政調整交付金として、高額療養費の補助金が交付されてきておりましたけれど

も、制度の改正によりまして 59年度から廃止されるわけでございます。そのための減でござ

います。 60年度からは、前のページにございました療養給付費の国庫負担金の中に組み込ま

れるというものでございます。なお、この減額分につきましては、次のページの 10ペーク

1 1ページをごらんいただきたいと存じます。

都の補助金でございます。高額療養費の都の補助金で ございますが、 これは国の補助金の減

額分を都が今年度に限り全額補助するというものになっておりますので、ここにネ駈Eをさせて

いただきます。

次は 12ページ、 13ページでございます。繰入金でございます。 一般会計からの繰り入れ

でございまして、 1，965万円を増額補正をお願いするものでございます。

以上が歳入でございます。

次に 14ページ、 15ページをお開きいただきたいと存じます。歳出でございます。総務管

理費の一般管理費でございますが、 265万円、これは人件費でございます。給与改定による

ものでございます。

次のページの 16ページ、 17ページでございますが、これは、先ほど歳出の方で御説明い

たしましたけれども、療養給付費の伸びに対しまして不足額が見込まれるということで、

2，5 0 0万円の増額補正をお願いするものでございます。このう ち2，00 0万円が先ほど言い

ました国の補助金がつくものでございまして、先ほどの 800万円がこの 10 0分の40に相

当するものでございます。残りの 500万円につきましては、退職者の医療の給付分でござい

ます。

以上が歳出でございます。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。

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、これに街噴ー議ありませんか。

( 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。古賀俊昭君。

01 8番(古賀俊昭君) 私どもの会派を代表して反対の立場で意見を申し上げます。

先ほどの一般会計の補正予算同様、あるべき予算の提案の仕方と して、当然、この補正予算の

中に盛られております給与改定率 3.37というのは、現在交渉中のものであるというふうに私

ども承知を してお ります。給与の改定が正式に労使間において合意を見、そして、給与条例等

の資料が提出された後、あわせて本会議に提案をされ、採決されるべき ものだと考えます。 よ

って本特別会計の補正予算については反対をいたします。

0議長(高橋通夫君 ) 古谷太郎君。

06番 (古谷太郎君) 先ほどちょっと申し上げたんですが、 55歳以上の昇給停止は、

もちろん憲法違反なんですが、これによって 1年間に失われる職員の損害は約4億円になりま

す。 3.37の昇給によって得られる金額は 1億 1，00 0万円。 職員にとってまことに大きな損

失になるわけであります。 1月から 3月までの間だけでも、特別会計及び一般会計を足します

と、何と職員に当然支払われるべき給与が 7，62 0万 9，00 0円。これが支払い停止にな るわ

けであります。このような何ともたとえようのない、 55歳に将来なる方々のお気持ちを考え

たら、恐らくどなたもできないことだと，思う んですが、私は、やはり、そういう意味で自由民

主党 ・新自由クラブの名において本件は反対いたします。

0議長 (高橋通夫君) ほかに御意見はありませんか。なけれ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賛成の諸君の挙手を求

めます。 (r反対」 と呼ぶ者あり )

(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 8号、昭和 59年度日野市
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国民健康保険特別会計補正予算 (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 9号、昭和 5 9年度目野市都市計画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9号、 昭和 59年度目野市都市計画事業特別会計補正

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 日野市都市計画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402万4，00 0円を減額 し、 歳入歳出予算の総額を 10億 3，714万4，000

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いたさせますので、よ ろしく 御審議のほどお願いいたし

ます。

0議長(高橋通夫君 ) 関係部長から詳細説明を求めます。都市整備部長。

0都市整備部長(結城邦夫君) それでは昭和 59年度日野市都市計画事業特別会計

補正予算第 3号につきまして御説明を申し上げます。

今回の補正は、歳入歳出とも 402万 4，00 0円の減額補正でございます。内容につきまし

ては、事項別明細書に基づきまして御説明を申し上げます。

2 6ページでございますが、歳入でございます。国庫補助金の増でございますが、 これは、

万願寺の区画整理事業の国庫補助金に関係いたしまして額の確定がなされました。それに基づ

きます増額補正でございます。

次、 28ページでございますが、都の補助金でございます。これも、同じく増額の補正でご

ざいますが、国庫補助金がふえたことに伴いま しての裏負担で増額いたしたのもございます。

次が 30ページ。これは委託金でございます。区画整理法の第 76条の許可事務についての

額の確定に伴います増でございます。

次、繰入金でございますが、一般会計からの繰入金でございます。

次の 34ページでございますが、繰越金は、前年度からの繰越金でございます。

3 6ページ。こ れは諸収入で、預金利子を増額いたしたものでございます。

次は 38ページでございますが、歳出に入らせていただきます。まず管理費、一般管理費で

ございますが、これは職員の給与等でございます。

次の 40ページ。これは、 神明上の同じく 職員の給料関係で ございます。

次が 42ページでございます。42ページは、万願寺の区画整理事業費でございます。 このうち

3の事業費でご ざいますが、 13の委託料、区画整理事業の業務を、新都市建設公社に委託し

てございますが、来年度の仮換地の指定を行います前に、換地設計を現在行っているところで

ございます。来年度仮換地を指定するための作業を、ここで公社の方にお願いしてございます

が、それに伴います増額補正でございます。

その下の 15、工事請負費でございますが、区画街路築造につきましては、 13号工事が、

移転がおくれた関係がございまして未執行で終わっ てございます。街路延長といたしましては

125メート ルでございまして、この分に対する金額が 67 0万円の減でございます。そのほ

か、ここに 「他」と書いてございますが、差金でございまして、 落札による差金、そのほか予

算と実施設計を行った段階での差額、これを合わせまして 4，55 2万 4，00 0円の減額補正で

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、万願寺地区内に区画整理街路と並行いたし

まして水道の整備を行う負担金でございます。これは水道局の方に負担をして実施をしていた

だくものでございますが、当初予定いたしました延長が 2，45 0メーターを新設で予定してご

ざいます。 これを執行いたしましたのはし384メーターでございまして、未執行介として

し166メーターが執行残として残ったわけでございます。これは、遺跡調査の関係でし000 

メータ ーが執行できなかったということ、それと、先ほど申し上げました 13号工事 125メ

ーターの未執行分あわせまして未執行に終わったわけでございます。遺跡関係につきましては、

6 0年度で計上して実施をする予定を立ててございます。

次のページが予備費でございます。

以上、簡単でございますが、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

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。

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。
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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。古谷太郎君。

06番(古谷太郎君) 自由民主党・新自由クラブを代表いたしまして、反対の立場か

ら意見を申し上げます。

本議案の内容の中に、職員に対する不利益処分が計上されております。 97万 6，00 0円、

これは憲法第 14条に違反し、地方公務員法第 13条に違反しているものであります。この二

つの憲法の条文及び法律の条文は、 l~かなる性別、年齢を問わず不平等の扱いは絶対して はな

らないと規定されております。なお、さらに地方公務員法 55条、職員団体から交渉を申し入

れを受けた場合には交渉に応じなければならない、という規定にも違反しております。なぜな

ら、まだ交渉は継続中と認定せざるを得な l~からであります。にもかかわらず、これらを踏み

にじり本提案を行ってまいりました。よって自由民主党・新自由クラブは本議案に反対するも

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。

これより本件について採決いたします。

本件は原案のとおり決するに賛成の諸君の挙手を求めます。

(賛成者挙手〕

O議長(高橋通夫君 ) 挙手多数であります。よって議案第 9号、昭和 59年度目野市

都市事業特別会計補正予算 (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 10号、昭和 59年度目野市下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号、昭和 59年度目野市下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年度目野市下水道事業特別会計補正予算第 3号であります。補正額は、
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歳入歳出それぞれ 1億 6，35 7万 4，000円を減額し、歳入歳出予算の総額を 15億 39 4万

6，0 0 0円とするものであります。

詳細につきましては担当部長に説明いたさせますので、よろし く御審議のほどお願いいたし

ます。

0議長(高橋通夫君) 関係部長から詳細説明を求めます。都市整備部長。

0都市整備部長 (結城邦夫君) それでは昭和 59年度日野市下水道事業特別会計補

正予算第 3号につきまして御説明を申し上げます。

今回の補正は、歳入歳出とも 1億 6，35 7万七000円の減額補正でございます。内容につ

きましては事項別明細書に基づきまして御説明を申し上げます。

まず 54ペークでございますが、歳入でございます。使用料でございまして、下水道の使用

料の額が実績として見込まれる数字が出てまいりましたので、それに基づきます増額補正でご

ざし、ます。

次が 56ページでございますが、都の補助金でございます。これは、南多摩処理区の公共下

水道の管渠の埋設についての補助金でございますが、市町村土木補助に基づきまして都から補

助を受けているものでございますが、この各市別の、事業別の額の確定によりまして減額補正

いたすものでございます。

次が繰入金でございますが、これは、一般会計からの繰入金でございます。

次の 60ページでござい ますが、市債でございます。下水道債でございまして、一番上の公

共下水道管渠埋設で 8，50 0万の増になっており ますが、これはルーノレ外の一般単独債の増で

ございまして、従来の考え方としては、前年度の実績に基づきましてこの額が確定をしてきて

おった経緯がございます。しかし、そういう決定では今後下水道事業を進めるに当たって、い

ろいろ支障が出てくるという ことで 、都の方に要請をいたしまして、実績に基づ く起債の許可

をいただきたいという ことが認められましてふえたものでございます。

流域下水道関係の負担金については減額補正でございま すが、これは、処理場あるいは流域

幹線等のおくれに伴いましての減でございます。

次 62ページでございます。歳出に入らせていただきます。管理費につきましては特に御説

明する内容ございません。

次の 64ページ、下水道建設費でございます。 13の委託料の減額でございますが、この滅
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額の内容はほとんどが落札差金でございます。上から 4行自のところに、上田樋管の設置とい

うことで増額補正になっておりますが、建設省に委託をしてございます上回樋管の建設、これ

の総額が確定いたしまして、その不足分を増額補正いたすものでございます。それから、一番

下の仲団幹線実施設計でございます。日野スポー ツ公園のところを2・2・11号線の工事が、

6 0年度に工事に入っていくという計画がございます。したがいまして、その前段としてここ

に下水道管を埋設をするということで、実施設計を 59年度に行うものでございまして、それ

の経費でございます。

それから、 15の工事請負費でございますが、減額になってございますが、このうち雨水管

につきましては、河川へのはけ口の用地買収が未執行で終わったということから、この工事が

できなかったわけでございます。それと、汚水管につきましては予定どおり 100%の執行を

行ったわけでございますが、差額としてこれは入札差金でございますが、この中の 900万円

が差金として出ております。

次が 19の負担金、補助及び交付金でございます。先ほど起債のところでもちょっと触れま

したが、流域下水道関係大きく減額補正してございます。浅川につきましては用地の買収、あ

るいは補償関係の経費が、 59年度から実際に用地買収に入ったわけでござい ますが、都の方

で当面用特会計で執行してございます。現在用特会計に基づきまして議会の方に提案をされて

いるわけでございますが、各市に対します負担金が翌年度になってしまったというから、この

減が出てきておるものでございます。

次のページ、 66ページの 22の補償、補填及び賠償金でございますo 水道管等の移設にか

かわります補償金でございますが、 これは、額の確定に伴いましての減額でございます。

次は多摩平の処理場でございます。ここの中の2の維持管理費のところの 13委託料がござ

いますが、脱水クーキの減でございます。これは、プ ロアポンプを改修したことに伴いまして、

また新たに汚泥脱水機を 2基新設いたしましたことに伴いましての、汚泥が減ってきた関係で

減額がされたものでございます。

次のページ、 70ページでございます。これは都市下水路の経費でございますが、神明上の

都市下水路の認可設計の滅。これは 2・2 ・10号線のところでございますが、モノレールが

入ってくるという関係で、当初ここは設計を急ぐ予定でおったわけでございますが、モノレー

ルの関係で築造の年次を変更したという関係から、認可設計の方も減になったわけでございま
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す。

それから、次は 22の補償、補填及び賠償金でございます。水道管の移設関係でございます

が、これは、泉塚のところを黒川都市下水路で実施をいたしましたが、このガスと水道管それ

ぞれ 800万ずつ計上いたしましたが、このものにつきましては、ガスの方は 284万 2，000

円で、水道の方は 80 0万全額を未執行で落としたこと等ございます。この理由は、水道管に

つきましては、 58年度の経費におきまして実施をした関係上、ここで不用額が出たわけでご

ざし 1ます。ガス管につきましては、移設をいたしまして、それをまたもとに戻すわけでござい

ますが、当初 58年度で移設をしたときに 76 0万かかったわけでございますが、これに大体

見合う数字として 800万を計上したわけでございます。 しかし、実際にもとに戻す工事にお

いては、 28 4万 2，00 0円で経費が減額にな ったということに伴いましての滅でございま す。

主な点は以上でございます。

7 2ページの公債費でございますが、これは、償還の元金矛u子の、それらに充てるものでご

ざいます。

次が、 74ページは予備費でございます。

以上で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申し上げます。

0議長(高橋通夫君)

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

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

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。古谷太郎君。

06番(古谷太郎君) 反対の立場から意見を申し上げます。

自由民主党・新自由クラブは本議案に反対であります。先ほど憲法違反、あるいは地方公務

員法違反と申し上げました。地方公務員法の 13条、 55条に違反している。このような内容

を含んだ本議案には賛成できないのであります。労使間の交渉の継続の中で、われわれ議会が

これらの問題に関係することは、健全なる議会制民主主義を否定する立場にもなります。ょっ
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て反対いたします。

O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。本件は原案のとおり決するに賛成の諸

君の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

O議長(高橋通夫君 ) 挙手多数であります。よって議案第 10号、昭和 59年度日 野

市下水道事業特別会計補正予算(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 11号、昭和 59年度目野市立総合病院事業会計補正予算(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 11号、昭和 59年度日野市立総合病院事業会計補正

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年度日野市立総合病院事業会計補正予算第 2号であります。補正予算額

は、収益的収入支出それぞれ 8，25 7万 7，00 0円を追加し、収益的収支及び資本的収支の予

定額を22億 8，55 3万 7，00 0円とするものであります。

詳細につきましては病院事務長に説明をいたさせますので、 よろしく御審議のほどお願いい

たします。

0議長(高橋通夫君) 関係部長から詳細説明を求めます。病院事務長。

0病院事務長(佐藤智春君 ) それでは議案第 11号につきまして、市立総合病院事

業会計補正予算第 2号につきまして御説明を申し上げます。

予算書の 82、83ページの実施計画書によりまして御説明を申し上げたいと存じます。

今回の補正は、収益的収入及び支出の補正でございまして、それぞれ8，257万7，00 0円を

お願いするものでございます。まず収入の医業外収益の他会計補助金 8，25 7万7，000円は、

一般会計からの補助をお願いするものでございます。

次に83ペークでございます。支出でございますけれども、給与費の手当でございます。看

護婦業務の手当に不足を生じましたので、人事異動等により生じた手当の予算の枠内で、この

手当につきましては調整をさせていただいたということでございます。

賃金につきましては、本年度看護婦の産休、あるいは育児休暇等、予定より多くございまし

たので、これらの代替職員の賃金を補正さしていただいたということでございます。

それから、退職給与費でございますけれども、本年 3月 31日をもちまして退職する病院職

員が 12名ございます。これも 6，68 6万6，00 0円を補正をお願いするというものでござい

ます。

次の旅費交通費につきましては、普通旅費の不足分でございます。

印刷製本費でございますが、これは、御承知のとおり昨年 10月に健康保検法の改正がござ

し1ました。それに伴いまして診療報酬に大幅な改定がございました。このため、私どもの医事

係で行っておりますコンピュータ ーに使用する帳票用紙類の、それらの様式の変更を行いまし

た。それらの関係で印刷費がここへまいりまして不足をしてまいったということで、補正をお

願いしたいということでございます。

それから、修繕費でございますけれども、これは、病院の実は中央事務室から宿直室にかけ

まして、床下でございますけれどもガス漏れがございました。非常に危険性を考えましたので、

急漣ガス配管の修理を行ったというものでございます。

それか ら、脳神経外科の開設に伴いまして、若干診療室の改修も行いました。これらの関係

で費用が不足してまいりました。

それから、次の賃借料でございますけれども、これは、医師住宅の家賃の不足分を計上させ

ていただきました。

なお、委託料につきましては先ほど印刷製本費のときに御説明申し上げましたが、健康保険

法の改正と、さらに、本年 3月 1日からでございますけれども、診療報酬の改定もございまし

たので、あわせて電算機のシステムのプログラムの変更を行いました。これらに要する費用を

お願いしたい。

さらに、診療部門の中でございますけれども、病理組織標本細胞診断等の、いわゆる特殊検

査に要する費用の委託料にも不足をしてまいりましたので、この際補正をお願いしたいと、こ

ういうものでございます。

よろしくお願いいたします。

0議長(高橋通夫君) これより質疑に入ります。古賀俊昭君。

01 8番(古賀俊昭君) 市長にお尋ねをいたします。

つLd
q
 

-143 -



いま何回か触れられております給与改定の件につきまして、大変長い時間を要しながら労使

間においてこの 6カ月間の定期昇給の延伸の問題は、いま高齢売されて話し合いが行われてきた

わけでありますが、イ可ゆえにこのように一方的に合意を見ないまま、組合との交渉の妥結を見

るのを侍たずに、 3.37という市側提案の内容を今回上程をされてきたのか。その理由をお尋

ねをしたいと思います。

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。

合意を見ないままと、こういうふうなことでございますけれども、昨日も申し上げたわけで

ございますけれども、 2月の 14日、 15日の段階で、ほとんどの市が 3.37で 14市が解決

しております。それから、 3.18で一つの市と。それから、 2.95カ月 と。これらのパーセン

ト、ペアの引き上けf率に、それぞれ初任給の引き下げ。こういうふうなものをかました給与是

正といいますか、本来の 6カ月延伸というふうなことを取り下げた形での収拾がなされたわけ

でございます。

多摩市、日野市におきましでも、やはり 14.1 5という時点で解決が持たれるような、要す

るに山場に来ておったわけでございますけれども、新聞で承知のような事態が起きまして一一

多摩市の方に起きまして事態が遷延したと。それで、解決のころ合い、 潮どきというものがい

ま持たれておるわけでございます。けさは多摩市の方で新たな変化があ ったということで、

3.37%というものにつきましては何回も話し合いを持ちまして、あるいは市の方からも、日

野市の場合には 3.37国並みの支給でございます、ただし、給与是正につきましては、当初

提案しているとおりの、要するに 6カ月延伸と いうもので承知願いたいと、こういうようなこ

とで来ておりまして、さっきから申し上げたいことは、お互いに生きる個々の条件につきまし

てはその後変わってないわけでございます。ほとんど妥結状態に来ておるわけでございますの

で、先ほどから 3.37につきましては、やはり御指摘のような面もあろうございますけれども、

事実上動かない事態、あるいは動かない数字ということで御理解いただきたいと思います。

0議長(高橋通夫君) 古賀俊昭君。

01 8番(古賀俊昭君) いま助役は全く二つの相反する並行した意見をおっしゃった

わけです。お互いの条件は全く変わっていないとおっしゃりながら、妥結の状態にあると。組

合の方は、昇給の延伸通知は認められないということで、あくまでその主張は現在のところ引
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いてはいない、取り下げてはいないというふうに思います。しかし、市の方がいま組合の方に

申し入れをしている昇給延伸の通知は、市の方も取り下げるつもりはないと。ベアの改定率に

ついては 3.37とい つことでありますから、両者全く並行線、妥結の状態にあるとは私は認め

られないわけでありますが、こうした給与の改定について大詰めに来ているという判断がある

ということは、助役の何か根拠のある資料、あるいはそうした組合間のいろんな話し合い、そ

うしたものに基づいておっしゃっているのではなかろうかと思うわけでありますが、しかし、

それならば私どもにも目に見える形で、たとえば組合が怒りを込めて庁内に張っておりますピ

ラ等、こうしたものの撤去を行われるとか、給与の条例の改正案が同時に出されるとか、そう

したものが私どもに示されてしかるべきであります。ところが、現在のところ、そうした予兆

は全く感じられないわけでありまして、組合の交渉にあるこうした過程で、あえて交渉の過程

で提案に踏み切ったその理由と いうものを、もし妥結状態に近いというのであれば、その根拠

をもう少し具体的に教えていただきたいと思います。

0議長 (高橋通夫君) 助役。

0助役 (赤松行雄君) ピラ等の撤去につきましては、先ほどから妥結状態というふう

な潮どきに来ておりますということで、明日にでも、あさってにでも ピラの要するに撤去とい

うもの等が迎えられると、こう思っておるわけでございます。私たち予算なものでございます

ので、予算枠としてお願いしておるわけでございます。それから、妥結の条件等につきまして

は、後で追加議案として、市一般職の職員の給与条例の改正の中で 3.37の条件なり、あるい

は6カ月延伸の条件なりというものは給与条例の中で御説明申し上げます。それがまだ 13日

の議案の上程ということで、議運の中ではお願いしておるわけでございます。詳細なる要する

に御審議につきま しては、職員の定数一一要するに給与条例の中でお願いしたい。

それから、予算の方につきましては、例年一一昨年の場合ですと、 3月の 5日に議会が始ま

ったようでございます。すぐに補正を予算を議決していただきまして、それから、職員の給与

条例の方は 2.03の昨年は引き上げ額でございましたけれども、これにつきましては 15日で

すかに、ちょうど議会の方に御審議をいただいていると、こういうふうな形での審議をいただ

いておるわけでございます。ですから、昨年 3月5日に議決したときは、まだ組合の方とは 8

日かに妥結しておりますので、まだ交渉の経過中に御議決をいただいていると、こういうふう

な例年の例もございますのでお願いしておるわけでございます。 いろいろ理屈ばったことをお
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願いしたんでは大変失礼になりますので、例年の例にもならっているということでございます。

( r例年の例と絶対違う。初めてのことです」と呼ぶ者あり)

0議長(高橋通夫君) 古賀俊昭君。

01 8番(古賀俊昭君) 毎年給与の改定についてはし 1ろいろエキサイトする場面も、

多少は労使間においてあるのでありましょうが、ことしはかなり様相が違うわけであります。

その中で、組合の主張をここである程度どちらかが歩み寄るというような形で認めたのではな

くて、当初の市側の主張どおりの形で今回提案をされてきている。しかも、組合等の意思表示

を、私どもが知る限りにおいては、それを認めたという考え方の意見というのは、私たちは触

れること はできないわけです。つまり組合は従来の主張を引いていない。職員の皆さんの考え

方は一つであるということは、現状では私ども認めなくてはいけないと思し 1ます。 ですから、

交渉を打ち切ってこれは提案をされてきたものと見ざるを得ないわけでありますが、 市長は組

合との交渉を打ち切ったのかどうか。その点をはっきりさせていただきたいと思います。

0議長(高橋通夫君) 助役。

0助役(赤松行雄君) 組合との交渉を打ち切るとこうし 1うふうなこと等は毛頭考えて

おりませんD 労使関係の正常化ということを第 1番にも考えておりますし、さらに、第 1番に

は、庁内体制をやはり正常化して、昼窓一一課長さん方にも大変な御迷惑かけています。部長

も、その補欠という形で、やっぱり昼窓だ。あるいはいろんな除外というふうなことで組合の

中で も再考慮してはいるわけなんですけれども、超勤の拒否と、こういうふうな不正常な状態

は早く解決しようという ことで、鋭意交渉を重ねておるわけでございます。

けさも事務折衝等を重ねてきておるわけでございます。収拾段階を迎えてきておりますので、

何とぞ 3.37というものにつきましても、 2.95というふうな中間的な数字じゃございません。

これは、国家公務員が 6.44の要するに人事院勧告を受けた中での、国の財政が大変だから、

ことしは値切りという形で今後 3年間でゼロにしていくけれどもことしは 3.37に値切って と

いうか、やってくれという閣議決定の中での数字でございます。全国の中での相場といいます

か、そういう状態の中での数字でございます。そういうことでお願い申し上げているわけでご

ざいます。

0議長 (高橋通夫君 ) お諮りいたします。議事の都合により、あらかじめ会議時間の

延長をしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

( r異議なし」と呼ぶ者あり)

0議長(高橋通夫君) 御異議ないものと認めます。よって会議時間の延長をすること

に決定いたしました。古谷太郎君。

06番(古谷太即君) ここでちょっとお聞きしたいんですが、事務長さんに聞きたい

んですけれども、退職金ですね。 2，00 0万円組んでおいたが、今度 8，68 6万 6，00 0円、

1 2名の方が退職される。そうすると私どもの常識から言いますと病院の今後の運営について、

大変事務長さんはお困りになる場面があるんではなかろうかというような気がするんですが、

その 12名の方はどういう方が退職され、その補充はどうなさったか、ひとつ事務長さんの苦

労話を十分お聞かせ願えればありがたい。

0議長 (高橋通夫君) 病院事務長。

0病院事務長(佐藤智春君 ) ただいまの御質問でございますけれども、 2，00 0万

円の確かに当初予算では退職金組んでございました。これは、すでに前副院長の石川先生含め

まして医師が 4名、すでにいままでに退職されておりますD それから、看護婦が 1名退職して

おりま して、この分で当初 2，00 0万円は実は消化してしまったということでございまして、

これからさらに 12名、 3月31日をもちまして退職するということでございますので、その

分を今回補正でお願いしたと、こういうことでございまして。内容申し上げますと、いわゆる

定年で退職される方が 6名ございます。この内訳を申し上げますと、看護婦業務で 3名、それ

から、労務関係で 3名。これは、定年 60歳、あるいは 60歳ちょっと超えている方で 6名お

ります。それから、さらに看護婦で、いままで准看護婦でございましたけれども、進学をした

いという希望がございまして、これが 3名でございます。さらに、今回出産をいたしまして育

児に専念するんだということで看護婦さんが 2名退職したいということでございます。それか

ら、もう I名は、 ドクターが 1名 3月31日でやめられるということでございます。さらに、

ドクターにつきましては、もうすでに後任が内定しております。それで、 ドクターについては

間違いございませんけれども・…・・。それから、問題は看護婦でございますけれども、看護婦に

つきましては、せんだって 12月の末に広報で募集いたしまして、そのときに大体 5名、すで

にもう来年の4月から入るということで決まっております。残りの 3名にっさましては、今回

3月の 15日号の広報でさらに再募集をしたいと、このように考えまして、残りの 3名の募集

をしていきたいとこのように考えております。( r了解」と呼ぶ者あり)
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0議長(高橋通夫君 )

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

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 これより本件について採決いたします。本件は原案のとおり決するに賛成の諸君の挙手を求

めます。

〔賛成者挙手〕

O議長(高橋通夫君) 挙手多数であります。よって議案第 11号、昭和 59年度日野

市立総合病院事業会計補正予算(第 2号)の件は、原案のと おり可決されました。

これより議案第 12号、昭和 59年度日 野市受託水道事業特別会計補正予算(第 4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 12号、昭和 59年度日野市受託水道事業特別会計補

正予算第 4号について提案の理由を申し上げます。

本議案は、昭和 59年度目野市受託水道事業特別会計補正予算第 4号であります。補正額は、

歳入歳出それぞれ9，18 7万8，00 0円を減額し、歳入歳出予算の総額を 11億672万3，000

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。水道部元

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。古賀俊和君。

01 8番(古賀俊昭君) 自由民主党・新自由クラフ・の会派としての反対の意見を申し

上げます。

先ほど一般会計のところで、大変忠実な与党の議員のお 1人でいらっしゃる一ノ瀬議員が、

この給与の問題については撤回あらんことを願う、つまり市側の提案をしている給与の延伸、

6カ月間の延伸というものを認めない、という立場で意見をおっしゃり ながら、しかしながら、

その予算措置には賛成をされた。大変不思議であります。

また従来一一この場で発言をさせていただきますが、私どもが大変奇異に感じますのは、過

去の会議録等を読んでみますと、たとえば日本共産党議員団の米沢議員団長等は、職員の給与

は労使間で話し合って決めなさい、そ して、その決まっ たものを議会は尊重して決めていくべ

きだということを、この本会議でもおっしゃっております。ところが、まだ労使間において全

く合意を見ていないで、並行線をたどっている今回の給与改定について、労使間における話し

合いがついていないにもかかわらず、今回は、それを議会において認めるという、一貫性のな

いそうしたお立場で今議会に臨んでおられるようでありますが、私たちは、やはり労使間にお

いて十分に話し合っていくということを大前提とするならば、少なくとも組合との問でまだ話

し合う余地があるのであれば、当然その話し合い、決着がついてから、この予算を給与条例と

ともに提案されるのがあたりまえの姿であると思います。

今回の補正予算、いま申し上げましたような理由で、交渉の過程にありながら、組合を一方

的に無視をして提案をされた予算でございますので、私どもは反対を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。

0水道部長(永原照雄君) 今回の補正につきまして御説明申し上げます。

t ¥ま 93ページをお開き願いたいと思います。歳入歳出ともに 9，18 7万8，00 0円の減額

で、歳入歳出ともに 11億 672万 3千円にしようとするものであります。

次に歳出でございますが一一 歳入は、ほとんど決まった額がそのまま入ってくるということ

でございますので、歳出について 96、 97ページをお開き願いたいと思います。

浄水費でございますが、これが2，85 1万円の減額でございまして、合計額を 1億 9，39 3 

万8，00 0円とするも のであります。減額の主な理由は、この中ほどに委託料のところで一一

( I何ページ」と呼ぶ者あり)9 7ペー ジの需用費のところでございます一一の動力費、これ

が、日野増圧ポンプ場及び程久保の給水所、これ等から直送いたしておりますので、これだけ

の金額が浮いてきたということでございます。

それから、ずっとおりまして工事請負費でございますが、これは主に工事渡せっ一一水源池

の渡せっ工事を行いまして、 3号、 9号、 12号のポンプの凌せつ等をやりまして、主に工事
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差金でございます。

配水費でございますが、 2，53 7万円の減で、このうち主な理由は、次のページの 98，99 

ページをお開き願いたいと存じます。 15の工事請費の 2，47 7万 9，00 0円の減でございま

して、これは下水道の排水小管の移設等ができなかっ たり、下水道関係なかなか促進をするこ

とができないで、やむなく減額するものでございまして、その合計を 3億 2，793万円としよ

うとするものであります。

次に、 3番目の給水費。これについては、特に申し上げることはございません。

4番目の受託事業費。これについても特に申し上げることはございません。

5ページも同様に、これは計数整理をしたものでございまして、特に申し上げることはござ

うことは、本当にありがたいことだと思っております。それで、 電力費、 これだって使っ てな

いんですから、これは当然返すのがあたりまえですし、万願寺の区画整理とかいろいろござい

ますけれども、非常にありがたいことだなとは考えております。

それから、看板の件でございます。これにつきましては、担当係長に指示をいたしまして、

やはり本庁も全部一緒にやるだろうから、これと歩調をあわせてやるように、という指示をい

たしておきました。

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。 川嶋 博君。

いません。

01 4番 (川嶋 博君) 私と しては、確かに予算的にはそうなると，思います。しかし、

水道部としても、いろいろの市民側から見ますと、まだ予算を一一 水道の配管の布設のまだ細

い点もある し、 いろいろまだ充実してない点もあると思います。そういう面にも予算を十分使

っていただいて、せっかく取れた予算を生かすということに、いま少し努力していただきたい

と、こういうふうに思います。

それから、 10 2、 103ページをお開き願いたいと存じます。水道改良費でございますが、

3，4 3 9万 2，00 0円の減額でございまして、合計額を 2億 2，76 0万 8，000円にしよう と

するものでございます。 主な理由は、夜間工事で計画いたしておりましたところ、警察の方で

昼間でやってよろしいというような こともございましたし、また、工事差金等も出まして、こ

のような減額にな ったということでございます。

よろしく御審議のほどお願い申し上げます。

0議長(高橋通夫君) これより質疑に入ります。 川嶋博君。

o 1 4番 ( 川 嶋 博君) ただいま水道部長の方から報告がありました内容はよく理解

0議長(高橋通夫君) ほかに…一。福島敏雄君。

02番(福島敏雄君) 不勉強ですんで教えていただきたいところがあるんですが、実

は私も多摩平地区の道路舗装をお願いしましたところ、下にある管が石綿管なので、その石綿

管をかえなければ道路舗装ができないということで、道路工事の予算ついたそのまま流れてし

まったと、こういう経過があ るわけですけれども、こういうような、あるいは残が出る場合に、

そっちの方に充当をするような方途はないのかどうなのか、そこのところをちょっと教えてい

ただきたし、。

するところでありますが、歳入歳出も含めま して減が多い。非常に全体的にこれだけ狂ってし

まった、当初の計画よりも減になっ たという理由について、いま少し明細に説明 していただき

たいと思います。

あと 1点。私もこの前一般質問の中で、水道局の案内板についてちょっと指摘した点もある

と思います。そういう点で多摩平駅前ですね、道路のイチョウの木に「水道局」というように

立てかけてある、ちょっとみすぼらしい。そういう案内板を正規なものにつくる考えはあるか

どうか。いつごろ立てるか。そういう点も一緒にあわせて説明をしていただきたいと、お願い

します。

O議長(高橋通夫君) 水道部昆

0水道部長(永原照雄君) 私とし、たしましては、都からこれほど金をいただけるとい

0議長 (高橋通夫君 ) 水道部長。

0水道部長(永原照雄君) 確かにあそこはアスベス トー一石綿管でござし、ます。ほか

のところの費用をこちらに持ってこられないかという問題ですね。区画整理の費用というもの

は、区画整理で金を負担してもらっているわけです一一それとか負担工事。ですから、すべて

が都が出しているわけではないんです。実際は都の水道局の方にお金が流れ込んでいって、そ

れが市の方に返ってくるということでございますので、即、それをこちらに使えない、という

恨みがあることを残念に思います。

0議長 (高橋通夫君) 福島敏雄君。
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02番(福島敏雄君)

O議長(高橋通夫君 )

よくわかりました。

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

ストップ一一これ6カ月 じゃない、永久にス トッ プであります。 55から 60までに 2回しか

昇給できない。このようなことを含んでいる内容については反対するものであります。

以上です。反対。

O議長(高橋通夫君) ほかに御意見はありませんか。なければこれをもって意見を終

結いたします。

お諮りいたします。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 1"異議なし」と呼ぶ者あり 〕

0議長(高橋通夫君) 御異議ないものと認めます。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。古谷太郎君。

06番(古谷太郎君) 自由民主党・新自由クラブは、本議案に反対するものでありま

す。これは、本当にいま部長さんが言われましたけれども、よくがまんしてこれだけょくされ

た。感心しているわけです。特に業務課長の松本さんは非常に能力がある。市長は鎌かどうか

しらないけれども、 10年もほうりっぱなしになっている。しかし、それでも一生懸命やって

おります。だからこんなりっぱな執行ができるんです。

ところが、 107ページを見ますと、 3.37%の給与の改定率で、給料が 602万円余分に

かかる。ところが 55歳以上ストップする。このような公務員法 13条に違反した行為によっ

て職員が失うお金は 785万 3，00 0円であります。普通の人じゃ働かなくなります。特に55

歳というと、私も経験がありますが、娘を嫁にやったり息子の家をつくってやったり、いろい

ろの行事があります。また同時に、 55歳前後といいますと親のお葬式もあるんです。非常に

お金のかかる時期。その時期に、おまえはストップだよと平然とお年寄りの市長さんはなさい

ました。 これは、御自分が 70過ぎだから 55くらいの若い人のことは気がつかないんだろう

と思います。また、助役さんも収入役も 4，00 0万円以上の退職金を得られている。のんびり

もう年金ももらっている。こういうふうな中で、今回の憲法違反、地方公務員法違反、特に地

方公務員法の第 55条、地方団体との交渉をしなきゃならないという交渉過程にありながら、

提案されてきている。よっ て、特に私ども申し上げたいのは、予算というのは 1点でも反対な

らば全部反対になるわけです。これを、予算というのは、そういうことが法律で義務づけてあ

ります。 1兆円の予算であろうと、 1円の問題が反対ならば、 1兆円の予算は反対であります。

私ども、このような憲法、地方自治法だけではなく、人間としての気持ちから、 55歳以上の

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 12号、昭和 59年度日野

市受託水道事業特別会計補正予算(第 4号)の件は、原案のとおり可決されました。

これより議案第 13号、昭和 59年度日野市農業共済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 13号、昭和 59年度目野市農業共済事業特別会計補

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年度目野市農業共済事業特別会計補正予算第 3号であります。補正予定

額は収益的収入支出それぞれ 17万 1，00 0円を追加し、収益的収入支出の予定総額を 2，579

万 1，000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。

0生活環境部長(坂本金雄君) 議案第 13号、昭和 59年度日野市農業共済事業特

別会計補正予算第 3号について御説明いたします。

1 0 9ベータをごらんいただきたいと思います。ただいま市長から提案理由がありましたよ

うに、予定補正額は、収益的収入支出それぞれに 17万 1，000円を追加し 1たしまして、収益

的収入支出の予定総額を 2，57 9万 1，00 0円といたすものであります。

110ページをごらんいただきたいと思います。第 3条でございます。一般会計から補助を

つ臼
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受ける金額を 833万 4，00 0円から 848万 5，00 0円に 15万 1，00 0円の増額をいたす

ものでございます。

112ページ、 113ページをお開き願いたいと思います。実施計画の収益的収入及び支出

の表をごらんいただきたいと思います。お願いします補正は、職員の給与費一ー給料、職員手

当の変更によるものでございます。

収入につきま しては、一般会計から補助金 15万 1，00 0円の増額、さ らに、業務引当金戻

入の項目へ 2万円、合計 17万 1，000円を増額するものであります。

支出につきましては、一般管理費に 36万円を増額いたしまして、その内訳は、給料に 20 

万、手当等に 16万でございます。さらに、目の 4、損害評価費。この報酬を 18万9，00 0 

円減額をいたしまして、支出の予定額を 17万 1，00 0円といたしました。

よろしく御審議のほどお願いいたします。

0議長(高橋通夫君) これより質疑に入ります。古谷太郎君。

質問するかというと、選挙が終われば取り消すよ、といううわさが庁内に流れている。職員多

数の方から聞いています。これ本当なんです。だから、だれかがそういううわさを出している

んですね。だから、あるいはこれは八王子の助役さんと同じようなことを、日野の助役さんも

始めたのかなぁと、そんな気がしたので給与関係の補正予算 7議案、第 7号議案から 13号議

案、いま 13号議案です。 7議案が終わるに当たりまして、いまの私の質問についてお答え願

いたい。助役、市長からお願いしたいと思います。

0議長(高橋通夫君)

O助役(赤松行雄君)

助役。

最初、私からお答え申し上げたいと思います。

06番(古谷太郎君) 私どもが反対する議案が最後になってきたわけですが、この最

八王子の事態につきましては、私、非常に後輩でございましたけれども、先輩の助役としま

して街ト緒に、 2 6市の労使関係問題等で同席もし、御指導も受けてきたと、こういう仲でご

ざし 1ます。当時を振り返ってみますと、非常に八王子の場合には多くの問題があったようでご

ざし 1ます。そごうの問題もございましたし、甲ノ原の中学校の問題もございましたし、あとや

み給与支給の手形等が、おっしゃるとおり途中で一一 一つの改革をやる際にどうもそういうふ

うなものが要求として出てくる習慣というのは非常にまずい面があるんではないだろうかと、

こう思っておるわけでございます。

それで、非常に経済状態が平穏な、あるいは円滑な時代でございますと、ある程度の見通し

を持った約束等も十分果たしていけるような余地があるわけでございますけれども、今日の状

態といいますのは、経済状態も非常に不安定、不況でございます。それから、市の行政のかじ

取りにしましても、自治省とか都とかいろんな財政指導がございます。ことしにおきましては、

途中から給与条項の発動というふうな、 58年度には見られない、要するに起債上の徹底した

処置等もとられていると。これは、いろいろと憲法違反なんていうことを言われるわけでござ

いますけれども、はっきり要するに自治省なり大蔵省の方では、自治法の 245条というもの

の、要するに指導、助言の発動と 、 こういうふうに言っているわけで ございますので、やはり

ある程度その年その年で指導をクリアしませんと、後年の財政事情に大きな狂いが出てくると、

こういうふうに考えておるわけでございます。そういう考え方の中に今日まで執行に当たって

きておるわけでございます。

それから、 今回 の6カ月延伸の処置でございますけれども、 2月の 14日、 15日、ほかの

市がああいう形で非常に安易に、端的に言えば 12カ月とか、あるし 1は日野では 12カ月なん

後に際して、ひとつ市長にお聞きしておきたい。

昨年、八王子の後藤市長が責任をとって退職されました。その理由は何であったかというこ

とです。それは、職員組合との問に助役が勝手な約束をしておったわけであります。それが表

へ出てきた。そのために、助役もやめましたけれども、一番迷惑したのは職員組合であります。

約束がしてあるんですからやってもらえるものだと思っ ていたわけです。もう一つ迷惑したの

が市民なんです。職員組合怒ります。怒れば助役はやめれば済みます。だから助役はやめたん

です。ところが、職員組合の諸君は大変迷惑なんです。空手形を もらっちゃったわけです、助

役さんから。それから、市民はそのために市役所の職員サービスが大幅な低下をしました。こ

の低下に対して怒りを込めて後藤市長さんや議員に、一体これはどういうわけだということで

一一 最終的には議員の諸君は責任をとらないで、市会議員は。市長の後藤さん、あの人はりっ

ぱな方です。すべてのことは私がとります。どんなことでも職員のやった ことについては全責

任を負いますといって、みずから静かに市長の座を去っていきました。

私は、今回のこのような交渉の中で、 もし八王子市の助役が行ったような空手形とか、ある

いはまた、やれそうな希望を与える空約束というふうなことがなければいいが、と願っている

のであります。そこで、助役と市長に、いままでの交渉の過程の中でそういうものがーー なぜ
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て勇ましいこと言つてないはずなんですけれども一一 あるいは 6カ月 なんていう、要するに指

導されておる 14の市が簡単に取り 下げるとは考えてなかったわけでございますけれども、そ

れぞれ起債額が非常に少ないと。多い市でも、その当時八王子は 1億 7，600万円でございま

す。日野の場合には 10億、多摩が 11億と。こうし 1う状況の中から、どう してもがんばらざ

るを得なl¥。ク リアせざるを得ない。起債の確保を財政確保を しなきゃならんと。こういうこ

とで筋を通したというか、力をふるって今日まで組合の理解を得てきておるわけでございます。

世間ではいろんなことを言う人もいます。選挙を終われば取り消されるとか何だとか、そう

いうふうな情勢ではございません。昭和 60年度以降につきま しては地方行革の年だと。これ

はやはり制度から 一一 給与制度から、 職員制度から、あるいは事務事業の見直 し、いろんな、

それから、事務のOA化。すべて事務の全体的な刷新、効率化というものは強く求められる時

代でご ざいます。やはりこういう時代ということに まともに取り組んでl¥かざるを得ないんだ

と。そういう時代でございますので、今日と同じような厳しい考え方で職員の理解も得ていき

たいと、こう思っておるわけでございます。

今度の組合との問題につきましては、いろいろと激しい場面もございました。ですけれども、

それらを踏み越えた中で、 やはり一つの大き なお互いに峠を越した と。大変な山道だったなあ

という一つの連帯感なり、あるいは理解感と いうものも得た と思っておるわけでご ざいます。

課長さん方、部長さん方も先月 の21日から 1カ月以上でございますけれども、昼窓にがんば

っていただいた。非常に大きな教訓をそれぞれ得ているわけで ございます。やはりこのまま厳

しい財政事情、あるいはそれに向かつ て市町村事務の要するに近代化とか、あるいは財政的な

効率化を求められているわけでございますので、それに遁進していくんだと、こういうことで

ございます。空手形が出てくるというこ とは、その場を安易に要する に糊塗しようとするから

裏取引が出てくるわけでございます。それだけはなるべく廃止していきたいとこう考えておる

わけで・…ー( 1なるべく廃止していきたしリと呼ぶ者あり )いや、 八王子でそういうふうなこ

とが出てくるということは、その場を過ごしたい、という気があるから、そう いうものが出て

くるんだろうと、そ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。

ちょっと助役に補足して聞きます。いいですね。八王子の悪口

言ってくれなんて私は聞いているんじゃない。八王子の長沢助役、常陸助役がやったことなん
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ですよ。そういうことを、あんなやつらはだらしがなし、から空手形出したんだというようなこ

とを言っている。私が聞いているのは、助役さんや市長が一一 八王子の、もしそういうことが

あると市民も職員組合も大変迷惑するんだか ら、議会も迷惑するわけです。 八王子なんか後藤

市長さんまで一一 長沢助役ももちろんやめました。常陸助役もやめた。そして、市長さんまで

おやめになったんですよ。 しかし、市民は大変迷惑した。だから、その前例があるから 日野市

においては空手形とか、やみ約束というふう なものがやってはl¥ないでしょうねと。いないな

ら、はっきりいないと言ってもらいたl¥。

それから、市長の方には、いまう わさがあるについて、なければないでいいんです。

それから、もう一つお開きしたいんですが、何か助役は、自治省が 223条、自治法の一一

で指導して云々という。私l¥ま見ているんだけれど、 地方自治に自治省が、どこに法律で指導

すると書いであるんですか。 ( 12 4 5条」と呼ぶ者あ り)1助言勧告」ですね。( 1そうい

うことです」 と呼ぶ者あり)悪いことすれば監査されるの、これはしょうがないわね。補助金

をごまか したり何かしちゃいけないんだから。( 1合理化の勧告です」と呼ぶ者あり)うんう

ん、まあそういうことができるというのは、こんなものはどうでもいいことだけれども、それ

はそうなんです。われわれは自治体であります。ガパメン トです。ガパメン卜ですよ、これ。

ガパメントに対して干渉は許されません。それはそれでいいんですが、いまの質問に対してま

ず助役一一八王子の話はいいですよ。八王子の悪口聞いているんじゃないんですから。

0議長(高橋通夫君)

O助役 (赤松行雄君)

助役。

余分なことを申し上げたようでございます。陳謝を申し上げま

して、 撤回できるものなら撤回して一一よそのことをそのつもりで、言ったわけじゃございませ

ん。

それから、い ろいろ御注意いただいているわけでございますけれども、日野市の中には、そ

ういうふうな事態はございません。注意してまいりたいと思います。

0議長 (高橋通夫君) 市長。

0市長 (森田喜美男君) 私は、日野市 の行財政の運用につきま して、 今日 、それから、

将来に責任のある状態を尽くしておくということが私の今日の、また、責任でもあると、こう

思っておりますので、行っていることにつきましては、いろいろ御{;配をかけた面もあるわけ

でございますけれども、信念を持ってこのことの一一給与の是正問題、それから、起債の制限
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の回避のために、一生懸命に奮闘したつもりでございます。やってまいりました事柄につきま

して、また、私と助役の関係、あるいは職員組合との話の中に食言をするということはござい

ません。

0議長(高橋通夫君) 市川資信君。

01 9番(市川資信君) 5 9年度の、いわゆる特別会計のそれぞれの補正予算、新政

会としては、ここまでほとんどの議案について賛成してまいりました。先ほど古谷議員からも、

1 円違っても反対なんだと。しかし、逆を言えば、また 99%い~¥から 1%については、ひと

つ反省を求めるんだと。こうし 1う新政会としても、これを全面的によしとして賛成している人

たちは~¥ないと思います。そこで、一言新政会を代表いたしまして、それぞれの議案について

一言申し添えておきます。

まず市長の・…ー(発言する者あり)意見じゃないです、これは。意見も質問も含めてです。

私は、きのうの行政報告の機会についても、申し上げておいたんですけれども、いわゆる今回

の6カ月延伸にまつわる、多大な市民に長期間の迷惑をかけている根源は、市長の市政運営の

失敗であるんだ、ということをきのうも指摘しておきました。それはなぜかと言えば、古谷議

員もきのう指摘をしておりましたように、いわゆる市民会館の 10億 80 0万の起債カットに

まつわるからであります。と申しますのは、いわゆる何回も申し上げますように、防衛庁の補

助金を断ったことに起因するわけであります。もしも防衛庁の補助金をそのときにいただいて

おったならば、この補助裏起債でありますから、当然何億であろうとその起債は無条件に認め

られていたわけであります。その起債を、いわゆる認められなかったがゆえに、この厳しい、

要するに 6カ月延伸の 3.37です一一国並みの定昇に踏み切らざるを得なかった。その大きな

犠牲を受けているのが職員組合であります。したがって、もしも他市が 2.95で妥結しておっ

て、日野市の職員がもし 2.95で妥結しておったならば月額に直して 2，50 0円増額です。も

しも 3.37の国並みの6カ月延伸を取り入れたならば、 80 0円程度の昇給にしかならないと

いう数値がはっきりと出ております。

これだけの、いわゆる職員の犠牲を強いるものに対して、市長の失政に対して、職員が何ゆ

えにがまんをしなければならないか。こういうことを申 し上げて、特に 11 6.1のラス指数に

対して、なぜ日野市のラスがこれほどまでに高かったか。これは、いわゆる通し号俸による中

途採用の高年齢者のために給与がみんな引き上げられてしまった。それと、ラスパイレス 140
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という異常数値を示す現業職の異常高給によるものであります。これらによって一般職の、い

わゆる市の職員が、どれほどの犠牲をこうむっておるか。こういったことを考えたならば、わ

れわれはいままでのいわゆるこの補正予算について、全面反対をしたかったんであります。け

れども、いわゆるこれらをもし反対して、多大な迷惑をかけてはいけないということと同時に、

これを私どもは賛成することによって、職員組合にもし一一議会がこれを認めたから私たちも

のまざるを得ないんだ、というような便法に、理事者は絶対使ってはならない。そういうこと

を一言申し添えておき、もし私のいま申し述べた意見に対して、市長あるいは理事者の答弁が

あれば‘お伺いしたいと、かように存じます。

O議長(高橋通夫君) 市長。

0市長(森田喜美男君 ) 承っておきたいと思っております。

。議長(高橋通夫君) ほかに御質疑はありませんか。古賀俊昭君。

01 8番(古賀俊昭君) これが、給与関連の補正予算の最後ですので、ちょっと確認

をしておきたいんですが……。先ほどもちょっと私言及しました一ノ瀬議員の発言がちょっと

気になるわけですが、要するに職員組合とも大変密接なかかわりのある立場、しかも、市長と

も大変与党の立場として親密な関係にある方が、今回提案をされてきて いる 6カ月の昇給延伸

と3.37ということが一一 3.37はどうかわかりませんが、定期昇給の6カ月延伸について撤

回されることを望むと。ということは、 6カ月昇給延伸が、あらかじめ市長の方と撤回という

ことが了解されているのではなかろうか、ということも考えられるわけであります。もしこれ

が実施をされますと、日本社会党は職員組合を根本的に裏切ったことになりますし、社会党の

顔を立てようとすれば、与党の顔を立てようとすれば、市長は当然、これをまたのまざるを得な

いわけであります。つまり、撤回をしなくてはならないということになってまいります。そう

した約束が果たしてあるのかどう か。 責任のある立場で議員も発言しておられると思いますの

で、その辺を、最後の議案でもございますので、確認をしておきたいと思います。

。議長(高橋通夫君) 市長。

0市長(森田喜美男君) そうし、うことはございません。

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
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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 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。古賀俊昭君。

01 8番(古賀俊昭君) 先般来の議案で再三申し上げておりますように、私ども自由

民主党・新自由クラブの会派といたしましては、現在、職員の皆さんが、職員組合を中心に、

生活をかけて、みずからの立場を守るという ことで、当局と交渉中であるわけであります。特

に今回の交渉は、適法なまだ交渉の過程にあるわけでございますので、 その妥結が近いという

当局、つまり市側の感触があるにしろ、 しかし、まだその終結を見ていない以上、今回の提案

は、先ほどから申し上げておりますよ うに、給与の条例改正案と同時に提案をされ、組合との

合意がなされた後に、 私たち議会でも議論をするのが原則であろう、というふうに考えます。

法令等にも違反を して いる今回の提案でございますので、 私ども反対をいたします。

0議長 (高橋通夫君) ほかに御意見はありませんか。なけれ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 13号、昭和 59年度目野

市農業共済事業特別会計補正予算(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 14号、昭和 59年度目野市老人保健特別会計予算 (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 14号、昭和 59年度目野市老人保健特別会計補正予

算第 2号について提案の理由を申し上げます。

本一議案は、昭和 59年度日野市老人保健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6，92 6万 1，00 0円を減額し、歳入歳出予算の総額を 25億 770万 9，00 0 

円とするものであります。

詳細につきましては担当部長に説明いたさせますので、よろしく御審議のほどお願いいた し

ます。

0議長(高橋通夫君) 関係部長から詳細説明を求めます。福祉部長。

0福祉部長 (高野 隆君) それでは議案第 14号、昭和 59年度日野市老人保健特別

会計補正予算第 2号についての御説明を申し上げます。

まず詳細説明の方は歳出から御説明申し上げたいと思います。 13 0ペー夕、 131ペーク

をお開き願いたいと思います。今回の補正につきましては、 医療諸費のうち医療給付費の減額

でございます。 これにつきましては、老人医療費の現物給付分でご ざいますけれども、当初、

私どもが年間の総医療費を見込みました際には 24億 5，38 8万 4，00 0円と見込みましたわ

けでございますけれども、今回の実績の中では総医療費が減になってきておりまして、当初見

込みました数字よりも減ってきており ます。 総額で 23億 8，46 2万3，00 0円というのが私

どもの積算でございます。これにつきましては、 1カ月 の医療費が当初見込みましたときには

2億 490万円と見込みましたわけでございますけれども、現在の実績では 1月の医療費が 1

億 9，46 8万円という状況に減ってきております。したがって、今回医療給付費を 6，92 6万

1，0 0 0円減額させていただきたい、ということでございます。

歳入について御説明申し上げます。 12 2ページ、 123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歳入のうち基金の交付金でございますけれども、基金の積算いたし

ました総医療費の 7割が今回積算されました。当初の金額から差し引きますと 9，809万6，000

円ということが減額ということでお願いする次第でございます。

次に 12 4ページ、 125ページの国庫支出金でございますが、国の積算いたしました総医

療費の 2割分を今回補正後の金額として国から積算されました。補正前の金額の差額が3，680

万5，00 0円でございます。この金額が減額ということでお願いするわけでございます。

1 2 6ページ、 12 7ページの都の支出金でございますけれども、これも、国の金額と同額

の積算基礎の総医療費を 5 %積算いたしたものでございますけれども、今回の減額分は 80 0 

万 2，00 0円でございます。

最後 に128ページ、 12 9ページの繰入金でございますけれども、これにつきましては、

総医療費の 5 %分と、それから、基金と国と都の歳入分の立てかえ分が今回発生いたしますの
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で、その分を加えました金額が補正後の金額でございます。補正前の金額の差額が 7，3 6 4万

2，0 0 0円ということでございますので、これについては増額の補正をお願いするということ

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(高権通夫君) これより質疑に入ります。川嶋博君。

01 4番(川嶋 博君) ただいま福祉部長から説明がありました。国庫支出金、都の

支出金について減額があったと。行政としては、命と暮らしを守る福祉が減額されて、今後ど

のような考えで対処するか。心構えを説明していただきたいんです。

0議長(高橋通夫君) 福祉部長。

0福祉部長(高野隆君) 基金及び、国及び都の方で積算しました金額は、市の積

算した金額よりも実際には少ないわけでございますけれども、これにつきましては、現在立て

かえ分が 7，700万ばかりございますけれども、これは、 60年度になりまして実績に沿って

補正されますので、これはいずれか基金なり固なり都から返還されるということの性格を持っ

ておりますので、私どもは、それを補損したいというぐあいに考えております。

0議長(高橋通夫君) ほかに御質疑はありませんか。なければこれをもって質疑を終

結いたします。

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 [""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 [""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 14号、昭和 59年

度日野市老人保健特別会計補正予算(第 2号)の件は、原案のとおり可決されました。

これより議案第 15号、昭和 59年度日野市仲田緑地用地特別会計補正予算(第 1号)の件

を議題といたします。
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理事者より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 15号、昭和 59年度日野仲田緑地用地特別会計補正

予算(第 1号 )について提案の理由を説明いたします。

本議案は、昭和 59年度目野市仲田縁地用地特別会計補正予算(第 1号)であります。補正

額は歳入歳出それぞれ509万 7，000円を減額し、歳入歳出予算の総額を6億 608万 1，000

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いたさせますので、よろしく御

審議のほどお願いいたします。

0議長(高橋通夫君) 関係部長から詳細説明を求めます。都市整備部長。

0都市整備部長(結城邦夫君) それでは私から昭和 59年度日野市仲田緑地用地特

別会計補正予算第 1号につきまして御説明を申し上げます。

今回の補正は、歳入歳出とも 50 9万 7，000円の減額補正でございます。

事項別明キ昨書に基づきまして御説明を申し上げます。 138ページ歳入でございます。財産

の売払収入でございまして、これは、仲田緑地の用地を売り払う。 これは特別会計から一般会

言十へ売り払うという意味でございます。内容につきましては、歳出の利払い利子が滅となった

ことに伴いまして歳入も減になったものでございます。内容につきましては歳出の方で御説明

申し上げます。

1 4 0ページ歳出でございます。事業費でございますが、これは、一般会計の方の基金から

元金を借り入れておったものでございますが、その借入期間が当初 30日を予定しておったの

を、 27日に短縮をいたしたもので、 3日間の利子が浮いてきたわけでございます。それに伴

いましての利子の滅でございます。

次が 142ページ、公債費でございます。公債費につきましても、同じく当初 10日間の元

金の借 り入れを予定しておっ たわけでございますが、これが 2日間で済んだということに伴い

ましての利子の減でございます。

以上で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申し上げます。

0議長(高橋通夫君)

たします。

これより質疑に入ります。なければこれをもって質疑を終結い

お諮りいたします。ただいま議題となっております木件については、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 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街1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 15号、昭和 59年

度目野市仲田緑地用地特別会計補正予算(第 1号 )の件は原案のとおり可決されました。

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5時 47分休憩

午後 7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。 ( i議事進行」と呼ぶ者あ

り)市川資信君。

01 9番(市川資信君) 昨日私は、 85年 2月 5日付の日野の市職ニュ ースの中から

「管理職への要請」 ということで申し入れ書が出ているという資料要求をしておきました。あ

すで結構です、ということを申し入れてあったんですが、いまもっていただいておりませんO

直ちに私の申し上げた資料を提出して くださるよう議長をもって命令をお願いいたします。

( i休憩j と呼ぶ者あり)

0議長(高橋通夫君) 昨日、市川議員より申し入れのあったその資料を、早速出して

もらって・…ー( i直ちにお願いします。 24時間以上たっているんです」と呼ぶ者あり)理事

者回答。助役。

O助役(赤松行雄君) きのう確かにそうし 1う御要求受けておるわけでございます。滞

っているというふうな意味で遅くなっ ているわけじゃございませんけれども、申し上げますれ

ば、 50人ほどの部課長ですか一一部長はわずかでございますけれども、そういう人たちが出
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した書類でございますので、全員じゃなく ても、先に立っている一一先に立っている方と いう

か代表というか 一一方たち の了解とった上でと思っており ますので、明日 までお待ちいただき

たい、 とこう思うわけでございますけれども。

0議長 (高橋通夫君 ) 市川資信君。

01 9番(市川資信君) まず了解を得てということになると、その人たちの名前が記

されておるから、その人たちのいわゆる名誉というか、あるいはいろんな差しさわりがあると

いけないということで、恐らく助役はいま答えられているんでは なかろうかと思いますので、

名前を消していただいて結構です。文面だけを見させていただきたいということでございます。

名前は別に要求しておりません。それで、あしたと言わず、できれば直ちにそれをいただきた

いという こと を申レ添えておきます。

0議長 (高橋通夫君)

O助役(赤松行雄君)

助役。

初めから名前の連名 の方は何とか御容赦いただきたい、という

考え方を持っております。それから、 50人ほどでございますけれども、それぞれの何人かの

方かに明朝「こうだよ」というようなことを言った上で提出させていただきたいと思いますの

で、明日の一一 いかがでしょうか。議会の始まる時間までお待ちいただきたい、こう思います。

無断で出すわけにもいきませんので。

0議長(高橋通夫君 ) 市川資信君。

01 9番(市川資信君 ) あすで結構です。あす私の一般質問前に一ー その場で断られ

ると困るんですが、出していただ くというこ とを約束していただけるんならばそれで結構です。

ちょっとはっきり言っていただきたいと思うんですが、出すということを。

0議長 (高橋通夫君 )

O助役(赤松行雄君)

助役、明確にお願いします。

5 0人のうちの何人かの方に、同意というかおことわりという

か、努力しまして提出するように一一 別に議会でお使いになることですから断ることもないと

思いますんで、私が出すという約束はあれですけれども、そういう説得の努力といいますか、

はいたします。それで間に合わせる ようにいたしたいと思います。 (笑声)

O議長(高橋通夫君) 市川資信君。

01 9番 (市川資信君) いや、 私は笑っているけれども、そんないいかげんで笑って

いるんじゃなくて一一それ約束してくださいよね。これだけ全員の議事録残っているところで
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要求しているんですから、 一般質問にちょっと使わしていただきたいとかように思いますので、

よろしくどうぞ。

0議長(高橋通夫君) じゃあ助役、必ず出してもらってくださし ¥0

必ず出すということですから・…・・。 ( rはい、了解」 と呼ぶ者あり)

それでは、これより議案第 16号、昭和 60年度日野市一般会計予算の件を議題といたしま

す。

きく変わったところ、それから、委員会に付託だから、そんな細々と長々と説明しないでごく

簡単に」と呼ぶ者あり )

それでは昭和 60年度一般会計予算案の説明に入らせていただきます。

まず 1ページでございます。第 1条でございますけれども、歳入歳出それぞれ 310億5，544

万 4，00 0円といたします。第 2項の「第 1表、歳入歳出予算」第 2条の「第 2表、債務負担

行為」第 3条の「第 3表、地方債」これにつきましては、順を追って御説明を申し上げます。

第 4条でございますけれども、一時借入金の最高額の限度を定めております。前年度につき

ましては 30億円だったものを、 60年度につきましては 50億円に定めるものでございます。

この理由は、年度末か ら出納閉鎖期 5月までの歳計現金の捕捉を補うために増額をするもので

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 16号、昭和 60年度目野市一般会計予算について提

案の理由を申し上げます。

本議案は、昭和 60年度目野市一般会計予算であります。歳入歳出予算の総額は、 310億

5，5 4 4万4，00 0円で、前年度に比較し、 5億 8，50 9万 1，00 0円、 1.9 %の伸びとなっ

ております。

歳入は、市税が 61.9 8 %を占め、次いで市債、国庫支出金、都支出金等で構成されており、

一方歳出を見ますと衛生費が 21 o/c入民生費が 19，1 %、土木費と教育費がそれぞれ 15.7 % 

と、総務費が 12.9 %の順となっております。

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。企画財政部長。

0企画財政部長(前田雅夫君) 説明に入る前に 2点ばかりおことわりをいたしてお

きます。

本年度の予算書につきましては、ワープロを使いまして予算書を作成いたしました。したが

って、事項別明細書の歳入歳出の一番右側の数字でございますけれども、前年度につきまして

は円単位、本年は千円単位で掲載がしてございます。それから、この予算書の最後の方に給与

明細書がございます。自治法の規則の一部改正がありまして、その規則にのっとった給与明細

書の様式になっておりますので、様式の変更したということでございます。

それから、 2点目は大変恐縮でございますけれども、本日お手元に正誤表をお配りいたしま

した。御訂正をお願いすると同時におわびをいたします。よろしくお願いいたします。( r大

ございます。

第 6条でございますけれども、各項に計上した給料、職員手当等及び共済費が予算に過不足

を生じた場合に、同一款内での各項聞の流用をお願いするものでございます。

それでは第 9ページをお願いいたします。市民税でございますけれども、まず個人でござい

ます。全体では 7.3%の増でございます。これは、ふえた分につきましては所得割が主な原因

でございます。法人税につきましてはマイナスの 2.3%でございます。均等割の税率につきま

しては、補正でも申し上げましたけれども、 59年度から改正をしております。これにつきま

しては前年度対比 5，67 8万 9，000円だったものが 1億 6，40 7万 5，00 0円とふえており

ます。しかしながら、法人割でござい ますけれども、 市内の優良企業の一部転出によりまして、

昨年度は 30億 3，47 5万円を計上しておりましたけれども、これを 2 8億 6，56 0万円とす

るものでございます。

次が 11ページでございます。固定資産税でござそますけれども、前年対比 10.1 %の増で

ございます。これは、特には土地の評価替えを昭和 60年度から行うわけでございます。これ

に基づきまして一部の増を見込みまして計上したわけでございます。

次が 19ページでございます。都市計画税でございますけれども、前年対比 7.6%の増の計

上でございます。

次が 27ページでございます。 2自の民生費使用料が大幅にふえているわけでございますけ

れども、これは、説明欄の一番最後にございます老人憩の家の使用料でございます。 59年度

は当初予算ゼロ計上でございましたものを、 1年間の計上をしたために増額したものでござい
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ます。

3 5ページでございます。 2目の衛生費、国庫補助金でございますけれども、 この増額の理

由は、ごみ焼却炉の建設をしておりまして、第 2年次に入るわけで ござい ます。この補助金

1 0億 九305万円がふえた理由でございます。

さらに 4目の教育費国庫補助金でございますけれども、これが 3億 7，141万 3，00 0円の

滅でございますけれども、仲田小学校、三沢中学、三中、これらの小中学校の増築が前年度に

あったために本年度減額している ものでございます。

次が 47ページでございます。 2目の民生費都補助金の減額でございます。これは、前年度

生きがい作業所の建設をいたしましたので、この補助金がご ざいました。それが、 60年度も

ちろんなくなるわけでございますので、 8，27 7万 1，000円の減額に なる というも のでござ

し1ます。

5 3ページでございます。 3自の衛生費の都の補助金でございますけれども、清掃費の補助

金といたしまして、ごみ焼却炉新設でございますが、都の補助金、これは、国の補助金を差し

引きま して、その数字に 0.2を掛けまして、その2分の lの補助というものでございます。

次が 71ページでございます。 14、諸収入のうち 1自の競輪競艇の事業収入でございます。

これは前年度対比 12%の減でございます。理由につきましては、競走事業の不調というもの

でございます。

それから、 7 5ページで ございます。 15の市債でございます。これは、説明欄にございま

すように事業に見合った市債としての収入を見ております。特に、 ここ では総務費のうち多摩

都市モノレール事業出資ということで 7，700万円の 75%を見ております。 この出資金につ

きましては、起債もしくは都の振興基金を充てる予定でございます。

以上をもちまして歳入を終わります。

次が歳出でございますけれども、歳出の中で全部共通することでございますが、まず給与の

問題でございますけれども、給与改定といたしまして 3%、それから、定昇分、 それから、期

末動勉手当の総額4.9カ月分。 これは、国の数値に合わせた計上でございます。

議会費につきましては特にございません。

9 3ベータでございますけれども、 3自の広報公聴費ですが、 936万 8，00 0円の滅でご

ざし 1ます。これは、前年度「市政読本」を 1，160万円でつくったわけでございます。これら
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が減額されている主な理由でございます。

次が 99ページでございます。 6自の財産管理費でございます。この減につきましては、

103ページで ございますが、 25節でございますが、積立金がございます。 このうち市民会

館の建設基金を 59年l支に大幅に取り崩しております。 したがって、基金がもうわずかでござ

います。この矛~子が大幅に減っているのが大きな理由でございま す。

次が 115ページでございます。 13目の市民会館費でございますが、これは、市民会館の

建設費の一部備品、それから、開館の費用等の計上でございます。

次が 119ページでございます。 14目、 事務改善推進費で ございます。これは、住民基本

台帳の、いわゆる電算化、それから、戸籍事務の電送、それから、庁内のOA化、この経費の

計上でございます。住民記録の関係につきましては、本年の 9月をめどに準備をしているもの

でございます。

それから、少し飛びまして 16 5ページでございます。 1自の社会福祉総務費でございます

けれども、負担金、補助及び交付金の下から 3行自で ございますけれども、社会福祉法人施設

整備、 5件 とございます。これは、いわゆる法人の施設整備の補助金でございます。

次は 173ペークでございます。 4自の心身障害者福祉施設費でございます。ここでやはり

3億 4，40 4万 6，00 0円の滅でございますが、これは、前年度生きがい作業所の建設費が入

っていたものが大きな原因でございます。それから 、この中で 13節の委託料でございます。

ひの共同作業所の改築設計ということで 37 0万円見ております。さらに、その下につばさ学

園管理運営の委託料といたしまして 6，68 5万 2，00 0円を計上してございます。

次が 18 1ペー クでございますけれども、老人福祉費、これは、老人保健特別会計へ 1億

4，3 2 3万 5，00 0円を繰り出すというものでございます。

さらに 185ペークでございます。老人福祉施設費の15節、工事請負費でございますけれ

ども、高幡福祉センターの冷房の工事費として 150万円見ております。

次が 193ペークでございます。コミニュティ費でございますけれども、このうち 19節の

負担金、補助及び交付金のうち最下段でございますけれども、青少年問題協議会地区委員会活

動の補助でございますが、前年度が 16万 5，00 0円だったものを 18万円にアップをしてご

ざし 1ます。

次が 197ページでございます。 11自の国民健康保険事業費でございます。 2億 9，82 8 
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ございます。

次が 293ページでございます。交通安全対策費のうち 15節工事請負費でございますけれ

ども、工事費といたしまして 7，469万 9，00 0円。前年度は 5，088万 4，00 0円でござい

ます二大幅なアップを見たわけでございます。

3 0 1ベータでございます。 3自の河川新設改良費でございます。 3f意9，12 5万9，00 0 

円の滅でございますけれども、これは、南平用水関係の改良費の減でございます。 60年度の

対応といたしましては、関係地主さんとの話し合いがまとまり次第、用地買収については、ま

ず市の公社で行い、測量設計についてはこ こで予算計上しております。工事につき ましてはま

とまった段階で補正をお願いをしたいという予算計上の仕方でございます。

次が 309ページでございます。 5目の下水道費でございますが、説明欄にございますよう

に9億 9，72 3万円の繰り出しでございます。

次が 31 3ページでございます。 7目、公園整備費でございますが、ここでは北川原公園、

仲田緑地等の工事並びに財産購入費の計上でございます。

321ページでございます。消防費の常備消防費でございます。これは、この説明欄にござ

いますように昭和 59年度の消防費基準財政需要額に、ここに書いてありますような数値を掛

けまして、その全額を計上いたしました。この 9億 6，80 1万 5，00 0円のうち 20%につい

ては東京都の調整交付金で歳入を見ております。

少し飛ばして 365ページでございます。小学校の学校防音施設費でございます。 15節の

工事請負費でございますが、説明欄にございますように、第四小学校、潤徳小学校の建具の改

修でございます。防音の補助を予定した事業でございます。

次が 38 3ページでございます。 4自の学校建設費でございますけれども、ここでも 4億

3，7 0 1万8，00 0円の減でございますけれども、前年度に三沢中学校、三中の増築改築等が

さったためでございます。 15節の工事請負費につきましては、一番大きなものは七生中学校

の給食室の新築でございます。

それから、公有財産購入費で、平山下耕地土地区画整理事業に伴う精算金ということでござ

いますが、これは、先ほどのちょっ と補正でも申し落と しましたけれども、当初の計画は 59 

年度に清算事務を行うということで予定をしたわけでございますけれども、その清算が昭和

6 0年度になるということで、新たに計上をし直したということでございます。

次は 393ベーク、幼稚園費の4目、幼児教育援助費でございます。 19節の負担金、補助

及び交付金のうちの補助金でございますけれども、前年対比単価をし000円アップした金額

を計上してございます。

次は 415ペーグでございます。公民館費の 18節の備品購入費。小さな金額ではございま

すけれども、視聴覚の器具としてビデオ機器一式の購入を予定しております。

419ペークでございます。図書館費でございますけれども、このうち需要費の上から 6行

自に印刷製本費 475万円とございますけれども、この中に、ふるさと地図の作成費を 110

万見ております。

さらに、次のペ ーク 42 1ページでございますけれども、委託料の最下段、市民の読書とサ

ービス改善の調査研究の委託料 300万円の計上でございます。

少し飛びまして 439ページでございます。公債費でございますけれども、ここに書いてご

ざいますような金額の償還を予定をしております。

次が 44 1ページでございます。諸支出金のうちの土地開発公社助成費でございますが、説

万 3，00 0円、国民健康保険特別会計へ繰り出すものでございます。

少し飛びまして 25 5べークでございます。清掃費のじん芥処理費でございます。このうち

下から 15節の工事請負費でございます。ごみ焼却炉新設 40億 1，27 0万円、第 2年目の工

事費を計上してございます。

次が 25 9ペークでございます。し尿紅白里費の 19節、負担金、補助及び交付金でございま

すが、新たにパキュ ーム車脱臭装置取付補助金、一応試行といたしまして、まず2台を見たわ

けでございます。

次が 275ページでございます。 農業費の農地費でございます。ここでは 15節の工事請負

費でございますけれども、豊田用水樋門嵩上げ 35 0万円、それから、 19節の負担金、補助

及び交付金でございますけれども、農業用水維持管理事業補助金でございますが、前年は 480

万円だったものを 56 0万円にふやしております。

次が 281ページでございます。 1目の土木総務費のうちの 8節、報償費でございます。道

路愛称名検討委員会委員謝礼でございます。 3四分の 10万 5，000円の計上でございます。

2 8 9ページでございます。道路新設改良費のうち 15節、工事請負費でございますけれど

も、道路の新設、改良、舗装、側溝の新設でございますけれども、 3 億 9~2 1 7万円の計上で
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明欄にございますように、市土地開発公社補助金といた しまして 2億 866万3，00 0円の計

上でございます。

予備費につきましては、 3億円でございます。

以上、事項別の明細の説明を終わります。

前の方に戻りまして 6ページでございますけれど も、第2表債務負担行為でございます。日

野市土地開発公社先行用地取得、それから、公社の債務保証といたしまして、期間といたしま

しては 60年から 65年、限度額がここに書いであるような内容で、債務負担を行うというも

のでございます。

第 3表の地方債でございます。これは、起債目的に書いてあるような事業に対しまして、こ

こに記載のとおりの限度額、それから、方法一一 利率、償還の方法を明示してあるわけでござ

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。市昆

〔市長登壇〕

0市長(森田喜美男君) ただいま上程されました議案につきまして逐次提案の理由を

申し上げます。

議案第 17号、昭和 60年度日野市国民健康保険特別会計予算について。本議案は、昭和 60

年度日野市国民健康保険特別会計予算であります。歳入歳出予算の総額を前年度の 2 7億

1，9 8 3万 2，00 0円より 2億 8，077万4，000円多い 30億 60万 6，000円とするものであ

ります。

議案第 18号、昭和 60年度日野市土地区画整理事業特別会計予算について提案理由を申し

上げます。本議案は、昭和 60年度目野市土地区画整理事業特別会計予算であります。歳入歳

出予算の総額を前年度の 10億 2，579万 4，000円より 3，193万5，000円多い 10億5，772

万 9，00 0円とするものであります。

議案第 19号は、昭和 60年度日野市下水道事業特別会計予算であります。歳入歳出予算の

総額を前年度の 16億 4，112万 3，000円より 4億 6，456万 9，000円多い 21億569万2，000

円とするものであります。

議案第 20号、本議案は、昭和 60年度目野市立総合病院事業会計予算であります。収益的

収支及び資本的収支の予定額を、前年度の 21億 4，48 6万円より 1億 5，17 5万 2，00 0円

多い 22億 9，66 1万 2，00 0円とするものであります。

議案第 21号は、昭和 60年度日野市受託水道特別会計予算であります。歳入歳出予算の総

額を前年度の 12億 4，029万円より 1億 2，903万 9，000円少ない 11億 1，125万 1，000円

とするものであります。

議案第 22号は、昭和 60年度日野市農業共済事業特別会計予算であります。収益的収入支

出の予定額を前年度の 2，363万 5，000円より 106万 5，000円多い 2，47 0万円とするもの

であります。

議案第 2 3号は、昭和 60年度目野市老人保健特別会計予算であります。歳入歳出予算の総

額を前年度の 25億 2，970万 9，000円より 3億 3，339万8，000円多い 28億6，310万7，000

います。

以上が昭和 60年度一般会計予算の内容でございます。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。

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 16号、昭和 60年度日野市一般会計予算の件は、

一般会計予算特別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、一般会計予算特別委員会に付託いたし

ます。

これより議案第 17号、昭和 60年度目野市国民健康保険特別会計予算、議案第 18号、昭

和 60年度日野市土地区画整理事業特別会計予算、議案第 19号、昭和 60年度日野市下水道

事業特別会計予算、議案第 20号、昭和 60年度日野市立総合病院事業会計予算、議案第 21 

号、昭和 60年度日野市受託水道事業特別会計予算、議案第 22号、昭和 60年度目野市農業

共済事業特別会計予算、議案第 23号、昭和 60年度目野市老人保険特別会計予算、議案第 24

号、昭和6 0年度日野市仲田緑地用地特別会計予算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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円とするものであります。

議案第 24号は、昭和 60年度目野市仲田緑地用地特別会計予算であ ります。歳入歳出予算

の総額を前年度の 6億 1，11 7万 8，000円より 1億 1，195万円多い 7億 2，312万 8，000円

とするものであります。

以上、各議案の詳細につきましては、担当部長にそれぞれ説明をいたさせますので、よろし

く御審議のほどお願いいたします。

0議長(高橋通夫君) 関係部長から詳細説明を求めます。市民部長。

0市民部長(藤浪竜徳君) それでは議案第 17号、昭和 60年度日野市国民健康保険

特別会計予算について御説明申し上げます。

予算書の、先ほど提案の理由にもございましたように、本年度は 30億 60万 6，00 0円で、

歳入歳出とも 30億 60万 6，00 0円とするものでございます。前年度に比較いたしまして 2

億 8，07 7万 4，000円の増となっております。

それでは歳入から御説明いたします。 6ページ、 7ページでございます。これは、 国民健康

保険税のものでございます。目といたしまして一般被保険者、それと、退職被保険者という形

になっておりますが、これは退職者医療制度の関係で目を分けていくという関係で、歳入歳出

ともこういう形で分かれておりますので、ひとつ御了承いただきたいと存じます。

保険税でございますけれども、説明欄にございますように調定見込額につきましてそれぞれ

の収入歩合を掛けたもので算定してございますけれども、一般分につきましては 8億 6，38 2 

万 4，00 0円、退職者分につきましては 7，09 6万 1，000円のものでございまして、全体で

約 2%の伸びとなっております。

次は 8ページ、 9ページでございますけれども、国の国庫負担金でございます。 l目の事務

費負担金でございますが、これは、法 69条による負担金でございます。保険者数と、それに

単価のアップによりま して、前年度に比べまして 252万 9，000円ほどふえております。

それから、 2自の療養給付費等の負担金でございますが、これは、法 70条による負担金で

ございます。それと、老人保健の拠出金の負担金でございます。本年度といたしまして 9億

6，910万 9，00 0円でございます。

それから、 10、 11ページで ζ ざいます。これは国庫の補助金でございます。 1目は助産

費補助金でございますけれども、若干出産が減少しておりますので、実績計上で 920万とい

たしました。

それから、その下の高額療養費の国庫補助金でございますけれども、これは廃自となってお

ります。これは、補正の予算のところでも御説明いたしたいと思いますけれども、これは、前

のページの療養給付費の負担金の中に入ってく るというものでござい ます。したがっ て、この

目は廃目となって おります。

それから、次は 12ページ、 13ページでございますが、療養給付費の交付金でございます。

これは退職被保険者の療養費でございまして、基本額から保険税分を除いたものが 4億 2，219

万 2，00 0円となっております。

次は 14、 1 5ページでございます。都の補助金でございます。都の補助金でございますが、

都の補助方式が変わりまして、前はここの下段にございます老人医療助成、それから、結精10

割、それから、高額療養費の都の補助金、それから、入所老人、これらの各項目別の補助はご

ざし 1ませんで、市町村国保補助事業交付金という形で財源不足の 2介の 1を補助するという形

で計上してございます。 1億 7，762万 9，00 0円でございます。

それから、 16、 1 7ページでございますが、共同事業交付金でございます。これは、新た

な款項目でございますけれども、 1，00 0円の科目存置でございます。これは、高額療養費関

係を共同により電算化ということで、現在東京都の国保連合会が中心となって検討しておりま

す。 60年度の後半には具体化する予定でございますして、 1，0 0 0円の科目存置をお願いす

るものでございます。( r簡単でいいよJ r科目存置なんかいる とこないんだからいいんだよ」

と呼ぶ者あり)

0議長(高橋通夫君) 重点説明。 市民部長。

0市民部長(藤浪竜徳君) それから、 18... 1 9ページでございますが繰入金でござ

います。これは、先ほど一般会計の中でお願いいたしました繰入金でございます。

それから、繰越金。これについては特に御説明申し上げることはございません。

それから、 20ページ、 21ページ。これは諸収入でございます口延滞金、加算金等で特に

御説明申し上げることはございません。

2 2、 23ページ。預金利子。 これも前年同様でございます。

0議長(高橋通夫君 ) ページごとになっているから、重点説明を。(発言する者あり)

市民部長。
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0市民部長(藤浪竜徳君)

ます。

続いて歳出でございます。

総務費でございますけれども、特に申し上げることはございません。

以上、歳入の合計は 30億 60万6，00 0円とな っており は、手数料を計上いたしましたものでございます。

6 2、 6 3ページでございますが、国庫負担金でございますが、万願寺の区画整理事業の中

の1・3・1号線の管理者負担金を国からいただくものでございます。その下の国庫補助金でご

ざいますが、同じく万願寺の区画整理事業に伴います国庫補助で、 3介の2を計上してござい

ます。

次が 64ページでございます。都の補助金でございますが、国の補助金の裏負担として 3分

のlを計上いたしてございます。

次が飛びまして 70ページをお開きいただきたいと思います。諸収入でございますが、ここ

の1自に保留地処分金を計上いたしてございます。前年ゼロでございますが、これは、万願寺

の区画整理事業が進行してまいりまして、第二桑園のあったところ、 これを街区で 218街区

と言っておりますが、そこの土地を、保留地を 80 5平米処分をいたす経費でございます。

次 72ペークをお開きいただきたいと思います。歳出に入らせていただきます。

一般管理費の中の 13の委託料でございますが、高幡、豊田南、西平山各地区の区画整理業

務を、新都市建設公社に委託する経費でございます。

次、 74ページでございます。 74ページは用地の取得費でございますが、これは、高幡土

地区画整理事業の中で、すでに土地開発公社でもって先行買収をした土地 6，84 8平米のうち

の508平米を、減歩充当用地として買い入れるものでございます。

次が飛びまして 78ぺ-:)をお開きいただきたいと思います。万願寺区画整理事業の中の総

務費でございますが、ここで 12の役務費の下のところに、道路賠償責任保険という保険料と

いうものが計上してございますが、これは新規でございまして、万願寺区画整理事業の街路が

現在で約九o0 0メータ ーばかり完成してございます。これらの道路、あるいは区画整理の中

で管理をしております水路におきまして管理上の責任における事故が発生した場合、保険を適

用いたしまして賠償をしていくための保険料でございます。

次が80ページでございます。 3の事業費でこれは、前制す比で 14.9 %の増に相なってお

ります。まず 13の委託料でございますが、これは、万願寺区画整理事業の業務委託を新都市

建設公社に委託する経費でございます。 14の使用料及び賃借料でございますが、土地の借り

上げでございます。ここに記載してございます面積を、街路を築造するに当たりましての用地

を借りる。あるいは残土を置くための用地を借りているものでございます。 15の工事請負費

それから、飛ばしまして 32、 33ペークをお開 きいただきたいと存じます。 これは保険給

付費でございまして、国保会計の 68，5 %を占める大きなものでございます。これは、説明欄

にございますように、給付費の見込みを 12カ月分したそれぞれの金額でございます。総額で

1 8億 5，99 9万 1，00 0円となっております。

それから、 34、 3 5ページ。これら高額療養費、それから、 3項の助産費、これらいずれ

も実績計上でございます。

3 6、 3 7ページ。これらも葬祭費、それから、育児手当、これも実績計上でございます。

それから、 38、 39ページ。老人保健拠出金でございます。 8億 2，530万 6，00 0円で

ございます。

それから、 40ページ、 41ページでございますけれども、共同事業拠出金でございます。

これは、退職者の年金受給者リストの一覧表でございまして、拠出金として支出するものでご

ざし 1ます。

それから、 42、 4 3ページでございますが、疾病予防費でございます。これも特に変わっ

たものはございません。

以上でございますけれども、重点で項目を御説明いたしました。よろしく御審議のほどお願

いいたします。

0議長(高橋通夫君) 都市整備部長。

0都市整備部長(結城邦夫君) 議案 18号、昭和 60年度目野市土地区画整理事業

特別会計予算につきまして御説明を申し上げます。

この会計は、 59年度までは日野市都市計画事業特別会計であったわけでございますが、会

計名の変更によりましてこの土地区画整理という名称を用いられたわけでございます。 60年

度の予算は歳入歳出とも 10億 5，77 2万 9，00 0円で、前年対比で 3.1%の増に相なってお

ります。

内容について御説明を申し上げます。 60ページでございますが、歳入でございます。これ
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でございますが、延長 2，356メーターの街区を築造する経費でございます。 19の負担金は、

ここに書いてありますように、水道整備のための水道局に対する負担金でございます。

8 2ページは予備費と相なっております。

よろしく御審議のほどをお願い申し上げます。

続きま して議案第 19号、昭和 60年度目野市下水道事業特別会計につきま して御説明を申

し上げます。

6 0年度の経費は 21億 569万 2，00 0円。歳入歳出とも同額になっておりまして、前年

対比で 28.3 %の増と相なっております。

内容につきまして御説明を申し上げます。 100ページでございます。歳入に入らせていた

だきます。上段が使用料、これは下水道の使用料でございます。下が手数料でございまして、

排水設備の申請手数料でございます。

次、 102ページでございますが国庫補助金でございます。南多摩の公共下水道を、管の埋

設を行いますにかかります国の補助でございますが、ここで、補助率が 10分の 5.5と相なっ

ております。前年度までは 10分の6であったわけでございますが、補助率が 2分の lを超え

る事業につきましては、おおむね 10%の国費のカットを行うということで、東京都の方の行

政指導に基づきまして 10分の 6を 10分の 5.5にいたしたものでございます。対象は河内幹

線 36 3メーターでございます。

次が 10 4ページでございますが、都の補助金でございます。これは、万願寺の区画整理事

業の中で実施をいたします管渠の埋設、これを東京都の単独工事分といたしまして補助金をい

ただくもので、市町村土木補助に基づきまして補助をいただくものでございます。

次が 108ページ市債でございます。市債は、各事業に基づきますそれぞれの金額に対応す

る起債を行うものでございまして、公共下水道管渠の埋設と流域下水道の建設負担金に対して

の起債でございます。額は、ここに記載しであるとおりでございます。

次 11 0ページ、歳出に入らせていただきます。

総務費でございますが、一番下の 19の負担金、補助及び交付金でございます。ここの欄の

一番下段に浅川処理場周辺環境整備連絡協議会 90万と出ております。これは、処理場をつく

りますに当たりまして、周辺の環境を整備するということで、周辺の関係自治会一一 5自治会

ございますが、そこの代表者を出していただきまして、その整備の方法等について協議を行う。

それに伴う経費の支出でございます。

次が 112ペークでございます。下水道維持費でございますが、この中で 13の委託料。一

番下の公共下水道台帳整備とございます。これは、 60年に落川の 11ヘクタールを供用開始

をいたす予定にしております。下水道法第 23条に基づきまして供用開始をする場合、台帳の

整備をしなければならなくなっております。それの経費でございます。

次 114ページでございます。下水道建設費でございますが、 13の委託料は、ここに記載

してございますように実施設計を行うものでございますが、下の方から 4行自に浅川処理区公

共下水道管渠埋設とございます。これは、新都市建設公社に委託をいたしまして管の埋設を行

っていただくわけでございますが、延長 3，34 0メータ ーを管の埋設を行うものでございます。

1 5の工事請負費でございますが、南多摩処理区につきましては汚水管 3，340メータ一、

雨水管 695メーター。それと、秋川処理区、これは、新しく施行する個所でございますが、

日野台四丁目に汚水管を 2，00 0メーターする経費でございます。それから、多摩平の単独処

理区とございますが、多摩平の中でまだ不十分な、管の埋設が十分でないところがございます。

約 15 0メーターを管を埋設するという経費でございます。その下の仲団幹線管渠埋設でござ

いますが、 2・2・11号線の道路工事にあわせまして 388メーターの雨水管を建設するもの

でございます。

1 9の負担金、補助及び交付金は、流域下水道の建設、あるいは八王子処理場、南多摩処理

場の周辺環境整備にかかります負担を行うものでございます。

2 2の補償補填及び賠償金でございますが、水道管、あるいはガス管の移設の補償を行う経

費でございます。

116ペークでございます。多摩平の処理場費でございます。ここで前年比較で滅になって

おります。多摩平の処理場につきましては、工事請負等の減がございまして、総体的には滅と

なっているものでございます。

次のページで 118ページ。維持管理費でございますが、ここも同じく前年比較で 1億 3，5

6 9万円 の減となっておるわけでございますが、処理場の改修工事が一応一段落をした結果、

減となったものでございます。

それから、 120ページでございます。都市下水路、ここも同じく滅でございます。黒川都

市下水路の工事につきましては、 59年度をもちまして全部完了いたしました。したがいまし
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て、それらに伴う経費が滅となったものでございます。

1 2 2ページをお開きいただき たいと思います。公債費でございます。これは起債を行って

ございますが、それの元利償還の経費でございます。

1 2 4ページは予備費でございます。

前に戻って恐縮でございますけれども、 98ページをお開きいただきたいと思います。 98 

ページの第 2表でございますが、債務負担行為でございます。八王子の処理場の周辺の整備一

環境整備に対する負担金でございますが、期間は 60年度から 62年度、限度額としては

6，8 1 3万6，00 0円を計上いたしたものでございます。

第3表は地方債でございます。ここに記載しであるとおりでございます。

以上、説明を終わります。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) 次は病院事務長。

0病院事務長(佐藤智春君) それでは私は議案第 20号、昭和 60年度目野市立総

合病院事業会計予算につきまして御説明を申し上げます。

1 3 7ページの条文の第 2条、業務の予定量でございます。 60年度につきましては 1日の

平均患者数につきましでも余り多くは望めませんので、入院、外来患者とも前年同様といたし

ました。

次に 142、 1 4 3ペークでございますけれども、収益的収入及び支出でございます。収入

支出につきましては 60年度予定額 21億 5，42 2万 3，00 0円、前年度と比較いたしますと

6.76%の伸びでございます。医業収益では入院、外来収益等で 2.8%の増。医業外収益の他

会計補助金、 3億 2，42 9万6，00 0円は一般会計からの補助金でございまして、前年度より

7，4 2 9万 6，00 0円の増額補助を受けるということになっております。

さらに、この 143ベークの一番下の市町村公立運営費補助金、東京都の補助金でございま

すけれども、これは、 60年度 1ベッド当たり 5万円の増額をいただくということの予算が組

んでございます。

次に 14 6、 147ページの以降の支出でございます。病院の管理運営に要する費用でござ

いますけれども、医業費用は対前年度比 7.2%の伸びでございます。

材料費、経費につきま しては、諸物価の値上がり等によりまして増となっております。特に

この中で御説明を申し上げますと、 148ページ最下段にございます賃借料 4，940万5，000
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円の内容でございますが、病院といたしましても、かねてから懸案でございました CT. いわ

ゆる全身用コンビュー ター断層撮影装置の導入ということで、 CT借上料といたしまして、こ

の中にし224万6，000円予算計上がされてございます。

収益勘定では前年度の実績の上に予算編成を行いましたので、そのほかでは前年度と大きな

変化はございません。

次に 156、 157ページに移ります。資本的収入及び支出でございます。

まず収入で都の補助金 43 6万 9，00 0円でございますが、これは保健医療行政の一環で、

国の施策といたしましてガン対策事業、これにかかわる施設整備事業に充てるためにガン宝く

じと、仮称でございますけれども、これの発行に伴いましての補助金の決定がございましたの

で予算計上をいたしました。出資金につきましては建設改良費、企業債償還金分を合わせまし

て9，05 4万 5，00 0円を一般会計から受けるものでございます。

支出の改良費でございます。先ほで申し上げましたようにCTの設置場所を、現在の講堂を

予定してお ります。その講堂の改修工事費に、これは、いわゆる CTを入れる場合に、放射線

の防護工事ということが必要でございますので、 850万円を予定したと。新たに講堂を使っ

てしまいますので、講堂の新築と CT導入関係の経費といたしまして、この資本的支出の中で

は約 3，70 0万円を予定しております。

なお、有形固定資産購入費の 5，00 0万円でございますけれども、ファイパースコープある

いは顕微鏡っきの手術セット、高圧乾燥滅菌機等の、いわゆる診療用の医療機械等、 あわせま

して患者用のベッド等、看護用備品の購入も行いまして内部的な整備充実を図っていきたいと、

こういうものでございます。

なお、資本的収入額と支出額に不足いたします4，74 7万4，00 0円は、過年度分並びに当

年度分の損益勘定留保資金で補墳をさせていただくと、こういうものでございます。

よろしく お願いをいたします。

0議長 (高橋通夫君 ) 水道部長。

0水道部長(永原照雄君) 引き続きまして受託水道の方の予算の御説明をいたさせて

いただきます。

昭和 60年度の業務運営に当たり ましでも、昨年と同様に計画の目標の達成、将来にわたる

配水基盤の強化などと、これと、一つここで申し上げておきたいことは、今回ここで水道施設
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の全体の見直しをしたいということを都では申しております。それを一言加えたかったために、

申し上げたわけでございます。

1 7 9ページをお開き願います。明細書にありますように、歳入歳出ともに 11億 1，12 5 

万 1，00 0円でございます。昨年度に比べまして 10.4 %の減でございます。これの主な理由

は、歳出のところでも述べていきますけれども、 第 1に、やはり動力費。程久保給水所並びに

日野増圧ポンプ場ができてきたこと、それと、先ほど言いましたように水道施設の見直しをし

たい。そのためには、現有施設で切り抜けるだけ切り抜けたい。その費用の計上も一一 19 3 

ページだったと思いますが、 193ページの委託料のところで設計料を見込んでおります。

5 0 0万円見込んで、来年度中には着工に取りかかりたいという姿勢を持っております。そう

いうことでございますD よろしくお願いいたします。

0議長(高橋通夫君) 生活環境部長。

0生活環境部長(坂本金雄君) 議案第 22号、昭和 60年度日野市農業共済事業特

別会計予算について御説明をいたします。

203ページをお開き願いたいと思います。第 2条、事業の予定量のところでございます。

本会計は、農業災害補償法に基づきます共済保険の会計でございま して、 発生主義の立場をと

っております。したがいまして、各事業とも予定量となっております。

左の端の区分の欄をごらんいただきたいと思います。水稲の面積については 7，70 0アール。

これは、前年よりも 100アールほど少なくなっております。陸稲につきましては 20アール

ほどふえております。逆に麦につきましては 20アーノレほど減が引受目標面積となっておりま

す。

右の方に参りまして家畜共済でございます。この共済事業は、すでに新規の加入が余り見込

めないものでございます。 昨年並みを引受目標頭数としております。そ の下の園芸施設でござ

いますが、これにつきましては引受目標棟数を前年度より 24棟増 225棟といたしました。

この事業の予定量に基づきまして係数を積み上げましたものが第 3条の収益的収入及び支出

となります。

第 3条をごらんいただきたいと思います。農作物共済勘定は総額 19 9万 5，00 0円でござ

います。前年に比べまして 8万 8，00 0円の減となっております。家畜共済は478万7，000

円でございます。前年に比べまして 6，00 0円の滅でございます。園芸施設共済勘定は 169
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万 2，00 0円でございまして、対前年比 15万 1，000円の増でございます。これらの事業を

運営するための業務勘定 1，62 2万6，00 0円、前年対比 96万 8，00 0円の増でございます。

総合予定額では 2，470万円となります。これは、前年よりも金額で 10 6万 5，00 0円の増

でございます。率にして 4.5%の増となっております。

2 0 4ページをお開きくださ l¥0 第 4条は一時借入金の限度額でございまして四つの勘定と

も30万円を限度といたしております。

第 5条は、他会計からの補助金でございます。 91 1万 1，000円でございます。前年度と

比較しまして金額で 95万 5，00 0円、率にいたしまして 11. 7 %の増となっております。

206ページをごらんいただきたいと思います。予算実施計画とこの説明書でございます。

先ほど来説明いたしました第 2条、予定量を実施するための予算措置でございますが、農作物、

家畜、園芸施設、三つの事業勘定につきまして、それぞれ事業の予定量から想淀されます標準

的収支の予定額が記載されてございます。

214ページへ参ります。業務勘定の収入欄をごらんいただきたいと思います。受取補助金

が増加しております。ほかに事務費賦課金が 1万 3，00 0円ほど増となっております。総額で

1，6 2 2万6，00 0円となります。

216ページをごらんいただきたいと思います。支出の欄になります。一般管理費以外は前

年並みでございます。一般管理費は人件費及び職員の研修旅費、の増額でございまして前年対

比 94万8，00 0円の増でございます。 1，49 3万 3，00 0円となっております。

よろしく御審議のほどお願い申し上げます。

0議長 (高橋通夫君) 次 23号、福祉部長。

0福祉部長(高野 隆君) それでは議案第 23号、昭和 60年度目野市老人保教特別

会計予算について御説明申し上げます。まず発生主義をとっておりますので歳出からまた御説

明を申し上げたいと思いますので、 25 2ページ、 253ページをお開き願いたいと思います。

まず医療諸費でございますけれども、医療諸費のうち医療給付費は、今年度は昨年の実績の

10%アップを見ております。したがって、 26億 9，92 7万2，00 0円ということでござい

ます。

また、医療費支給費は、これは現金給付の分でございますけれども、これにつきましては、

昨年実績の 50%増を見ております。したがって、これにつきましては 1億 5，55 2万円とい
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うことでございます。この現物給付と、現金給付の l、 2を足したものが60年度、来年度の

総医療費になりますが、これが 28億 5，47 9万 2，00 0円ということになるわけでございま

す。

歳入歳出とも 60年度予算は 7億 2，31 2万 8，00 0円で、前年対比で 18.3 %の増に相な

っております。この増の理由は、償還金の利子の増でございます。

262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。財産売払収入で ござい

まして、この仲田緑地 の用地の売却を一般会計の方に行うわけでございますが、特別会計か ら

一般会計へ売却する、それに伴います額を一般会計から歳入と して受け入れるものでございま

3の審査支払手数料につきましては、ここに掲げましたとおりでございます。 731万2，000

円を計上しております。

次に 254ページ、 255ペークでございますけれども、諸支出金につきましては、特に御

説明することはございません。

また、 25 6ページ、 257ページの予備費でございますが、これにつきましでも 100万

円を計上いたしました。

次に歳入を御説明申し上げます。歳入につきまして 242ページ、 243ページに掲げてお

りますけれども、まず支払基金の交付金でございますが、これにつきましては先ほど申し上げ

ましたように、総医療費 28億 5，47 9万 2，00 0円の 70%ということでござい ます。また、

審査支払手数料につきま しては、歳出と同額 73 1万 2，00 0円を計上してございます。

また、次の 244ページ、 245ページでございますが、国庫支出金、医療費負担金でござ

いますが、これにつきましては総医療費の 20%を計上しております。

3の都支出金でございますが、ここに掲げましたのは総医療費の 5%を計上しております。

その他、過年度分を計上しております。

246ページ、 24 7ページにつきましては一般会計からの繰入金でございますけれども、

これにつきましては総医療費 28億 5，47 9万 2，00 0円の 5%と、さ らに、調整費 49万

6，0 0 0円を計上して 1億 4，32 3万 5，00 0円ということでご ざいます。

その他、 5の繰越金は特に御説明申し上げるところはございません。

それから、 6の諸収入の延滞金及び加算金、預金利子につきましでも、ここに喝げましたと

おりでございます。

250ページ、 25 1ページの諸収入につきましても、それぞれ科目存置でございます。

以上、御説明を終わりました。よろしく御審議のほどお願いします。

0議長(高橋通夫君 ) 次、議案第 24号、都市整備部長。

0都市整備部長 (結城邦夫君 ) 議案第 24号、昭和 60年度日野市仲田緑地用地特

別会計予算につきまして御説明を申し上げます。

す。

次のページ264ペーヅでございますが、歳出でございます。一般会計から受け入れました

ものを、公債饗の元利償還金に充てておるものでございます。額はここに記載しであるとおり

でございます。

以上をもちまして説明を終わります。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。中山基昭君。

024番(中山基昭君) 議案の 21号の日野市の受託水道事業の特別会計についてで

ございます。

先ほど担当部長の方から大変意欲的な、しかも、決意を込めての予算説明をお聞きしまし7こ。

特にこの中で、計画目標の達成を一つの重点課題として事業の推進を図りたいと、こういう御

説明がございました。私は、予算説明という面からは、この予算を的確に執行するんだ、運営

するんだと、こういうような理解をするわけでございますけれども、なおそのほかに、先ほど

施設改善というようなお話もございました。こういう面から私の理解と、さらに部長の考えら

れておる重点的な施策課題等について、特にございましたら この際お聞き をしておきたいと 、

こう思います。

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。

現在の多摩平の建物約 320平米くらいございますけれども、この中に43名の人員が入っ

てお ります。雨が降れば雨が漏ります し、非常に月日もたって老朽化していると。それと、も

う一つはできるならば、いま三沢と平山台、これを大坂上や平山台でコントロールしておりま

すので平山台に入り ます。この施設改善を目標に、 1カ所でコントロールで きるように、その

場所はどこかと言えば、いまのところ予定をいたしておりますのは多摩平の現在の敷地以外な

いんじゃなかろうか、 というぐあいに考えております。大体の考え方といたしましては、地上
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3階地下 1階。といいますのは、あそこには第 1種住居専用地域でございますので、それ以上

の建築がちょっと困難でございます。 それと 、あそこがやはり 同 じく第 1種でございますので、

事務所建築に当たりますので、これ等につきましてもやはり許可申請になります。こういうあ

らゆる点を考えますと、私がいま言った程度の規模にならざるを得ないんじゃなし 1かと。もう

少し都の方とも、私ときどき話すわけでございますけれども、 日野市の水道管と立川の水道管

を結ぶ。それから、八王子の水道管とも結ぶ。多摩とも結んでおく。そうしてーたん緩急水の

必要があったときは、直ちに弁の操作によって水を送る ことができる ようにすることが将来の

目標ではなかろうかと、こ ういうぐあいに考えているわけでございます。

以上です。

O議長(高橋通夫君 ) 中山基昭君。

0 24番(中 山基昭君) 私の指摘と、い ま部長の御答弁と少し理解が異なる部分もあ

るわけですけれども、当然、のことながら事務の改善、あるいは施設の老朽化の整備、これは、

ある意味で当然だろう と思いますけれども・・ー・-。そういう意味じゃなくて、先ほど事業計雨、

あるいは予算との関連で、事業を的確に運営を していただきたし可。あるいはするべきだと、こ

ういう観点からの御指摘がございますから、ぜひひとつ計画目標をしっかりと執行をしていた

だきたい、ということを一つ付言をしておき 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。馬場弘融君。

の予算の中では 246万 5，00 0円減額に形ではなっております。これは、昨年の 12月の補

正のときにも減額補正しておる経過がございます。これは委託料の一一子宮ガン検診でござい

ますけれども、単価の関係でございます。 4，60 0円が 1，50 0円で済んだという形の中で、

金額的には確かに減額になっておりますけれども、そういう経過がございますで、ほとでどと

いいますか、全く前回同様の検診内容でございます。御理解いただきたいと存じます。

0議長 (高 橋通夫君) 馬場弘融君。

08番(馬場弘融君) 細かい数字が一一要するに安く上がったといいますか、そうい

うことはそれでいいと思うんです。つまりせっかくの前年度の実績といいますか、計上した金

額があるわけですから、わざわざカットをしないで、しからば他の予防医療の分野が何かない

だろうかというふうなことをお考えになった上でつけ加えていくと。そういった姿勢も必要で

はなし 1かと思うんです。そういう姿勢がなぜなかったのかと。単価が安く済んだから、それを

切りましたというんであれば、ますますすぼんでしまうような気がするんです。そういう点で

市長にぜひその辺のお考えを聞きたいというふうに思います。

0議長 (高橋通夫君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 国民健康保検の健全運営といいましょうか、そのためには健

康行政を十分に行って、むしろ疾病を一一つまり医療支出を引き下げるということが一番合理

的であり、また、それが正しい運営方法だというふうに申し上げられるわけであります。それ

で、国保の加入者も、多分に健康関係でやっております検診に回っておられまして、それがか

なり国保の財政事情を助けているといいましょうか一一そうし、う意味が、いま拝指摘のことに

あらわれているんじゃな l¥かという気がいたしますけれども、なおひとつ今後国保自身にも、

もっと健康行政を強めてし 1く、という方向で施策を取り組むべきだと、このように思っており

ます。( [""了解」と呼ぶ者あり)

0議長 (高橋通夫君) 古賀俊昭君。

08番(馬場弘融君) 国民健康保険特別会計の件なんですが、総額で約 2億 8，00 0 

万の増額を見ている中で、歳出を見てみますと疾病予防費が約 240万減額になっている。国

保の関係というのは、いつも議論になるんですけれども、病気にならないようにしていくとい

う施策が一番大事だと思うんですが、他の分野が増額になっている中で、この疾病予防費一一

ページで言いますと 42、 43ページになりますが、これだけが減額になっている。この辺の

理由といいますか、必要がないということであるのか。これはむしろ市長の方に伺った方がい

いのかなとも思うんですけれども、お考えを聞きたいというふうに思います。

0議長(高橋通夫君) 市民部長。

0市民部長(藤浪竜徳君) お答えいたします。

確かにおっしゃるとおり予防面については重要な課題だろうと思っておりますけれども、こ

0 1 8番(古賀俊昭君) 都市整備部長にあ尋ねをいたします。

昭和 60年度の下水道事業に関しましてお聞きをいたし ますが、 60年度に予定をいたして

おりますそれぞれの秋川処理区、浅川処理区、南多摩処理区、三つの処理区の管渠の埋設延長

はどのくらいになるのか、教えていただきたいと思います。

それから、雨水管の方は、ことしは黒川都市下水路が終わっておりますので、来年度一一昭
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来年度の工事につきましては、予算書の 11 5ページに載ってございますが、まず浅川の処

理区関係でございます。万願寺地区内の工事でございますが、 これは、委託料の欄の下から 4

行自に、、樹11処理区公共下水道管渠埋設 1億 2，000万がのっておりますが、これの延長は雨

水管で 3，340メーターでございます。この分は公社委託一一新都市建設公社の方に委託して

施行をするものでございます。

それから、節の 15の工事請負費のところに、南多摩処理区公共下水道管渠埋設がございま

すが、これは、汚水管で 3，34 0メータ一、雨水管で 69 5メーター。下の和()11処理区でござ

いますが、日野台四丁目汚水管 2，00 0メーター。多摩平単独処理区でございます「一現在稼

働している地区でございますが、そこで一部管渠の不備な点がございますので 15 0メーター。

それから、その下の仲田幹線の管渠埋設でございます。これは、 2・2・11号線が東京都にお

いて 60年度から工事に入るということでございます。その道路工事の前に先駆けまして、雨

水管を 338メーター埋設するものでございます。

以上申し上げました総体的な管の延長でございますが、 60年度におきましては汚水管を

8，8 3 0メータ一、雨水管を 1，08 3メータ一実施いたすものでございます口

それから、都市下水路関係でございますが、都市下水路につきましては、 黒川都市下水路が

完了してございます。今後は、神明都市下水路一一これは 2・2・10号線、立日橋のところで

ございますが、 2.2・10号線の下に管を一一都市下水路を埋設する計画になっております。

ただ、まだ 2・2・10号線が用地買収の段階でございますので、用地買収が完了すると同時に、

先行的に都市下水路を埋設してし 1く、という計画でございます。

以上でございます。

和 60年度目野市下水道事業特別会計予算、議案第 20号、昭和 60年度目野市立総合病院事

業会計予算、議案第 21号、昭和 60年度目野市受託水道事業特別会計予算、議案第 22号、

昭和 60年度日野市農業共済事業特別会計予算、議案第 2 3号、昭和 6 0年度目野市老人保健

特別会計予算、議案第 24号、昭和 60年度日野市仲田緑地用地特別会計予算の件は、特別会

計予算特別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 )

和 60年度の埋設工事等はないと思いますが、その点も確認をさせていただきたいと思います。

O議長(高橋通夫君) 都市整備部長。

0都市整備部長(結城邦夫君) お答えいたします。

0議長 (高橋通夫君)

ます。

これより議案第 25号、市道路線¢γ一部廃止、議案第 26号、市道路線の認定、議案第 27 

号、日野市営土地改良事業(豊田地区農業用河)11工作物応急対策事業)の施行、議案第 28号、

御異議ないものと認め、特別会計予算特別委員会に付託いたし

日野市農業共済事業の事務費賦課総額及び賦課単価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。助役。

〔助役登壇 〕

0助役(赤松行雄君) 提案理由の説明を申し上げます。議案第 25号、市道路線のー

0議長(高橋通夫君)

結いたします。

本 8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。

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

部廃止について、本議案は、市道平山橋程久保 4号線の一部現況が廃滅し、公共の用に供され

ていないため、道路法第 10条第 3項の規定に基づき、一部廃止をするものであります。

議案第 26号、市道路線の認定について。本議案は、みなみが丘 16号線ほか 5路線を、道

路法第 8条第 2項 の規定に基づき、市道認定するものであります。

議案第 27号、日野市営土地改良事業(豊田地区農業用河川工作物応急対策事業)の施行に

ついて。本議案は、市営土地改良事業として、豊田用水樋門嵩上げ工事を施行す るため、土地

改良法の規定に基づき、議会の議決を求めるものであります。

議案第 28号、日野市農業共済事業の事務費賦課総額及び賦課単価について。本議案は、日

野市農業共済事業の事務費賦課総額及び賦課単価を定めるため、日野市農業共済条例第 5条第

2項の規定に基づき、 議会の議決を求めるものであります口

以上 4議案につきまして、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

お諮りいたします。 これをもって議案第 17号、昭和 60年度目野市国民健康保険特別会計

予算、議案第 18号、昭和 60年度目野市土地区画整理事業特別会計予算、議案第 19号、昭
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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。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上程をいたしました議案第お

号と第26号につきまして御説明申し上げます。

議案第 25号につきましては、ただいま助役から御説明を申し上げたとおりでございます。

廃止後の処理につきましては、隣接地にこれをつけ替えるという予定で財産処理をいたす予定

にいたしております。

それから、議案 26号でございますが、これは、今回お願いいたしますのは、路線 6本を新

たに御認定いただくものでございます。みなみが丘の 16号線、 1 7号線、 1 8号線及び落川

1 9号線は、いずれも開発行為によりまして帰属が完了いた しましたので、市道として御認定

をいただくものでございます。それから、三井台の 18号線、程久保 9号線の 2路線につきま

しては道路敷の寄附によるものでご、ざいますD

以上、 2議案につきましてよろしく御審議のほど賜りますようお願い申し上げます。

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) 議案第 27号と 28号について御説明申し上げます。

先ほど助役の提案理由にございました土地改良法の規定、第 96条の 2第 1項の規定は、市

町村は、土地改良事業を行う場合には者随府県知事の認可を受けなければならないと、こう t¥ 

うものでございます。同条第2項の規定は、第 1項の認可を申請するためには、あらかじめ当

該市町村の議会の議決を経て土地改良事業の計画の概要を定め、とございます。

それでは、その次のページ、 2ページをごらんいただきたいと思います。事業の目的は、こ

の対策事業によりまして樋門の操作台の嵩上げ工事を行いまして、開閉操作を容易にする、水

害を防止する、この二つが目的でございます。

工事の場所は、日野市東平山一丁目 1番地の 8、平山橋のすぐ下流左岸に位置してございま

す。基本計画は、樋門の嵩上げ 3門、護床工 50平方メ ー トルでございます。

事業の実施期間は昭和 60年度。 60年 11月から 61年 3月までとなっております。市の施

行、請負工事。費用の概算が 35 6万 3，00 0円でございまして、この工事が完成いたします

と、集中豪雨などの緊急時に安全かつ速やかな水門操作ができる。そして、水田の冠水を防い

で農業経営の安定を図ることができる。また、護床の改良によって道水路を保護すると、こう

ω
 

いう効果があるわけでございます。

次のページ、 4ページをお開きいただきたいと思います。事業費の細目及び資金計画でござ

いますが、市営の土地改良事業 として行いますると、総事業費の 50%が国からまいります。

さらに、 30%が都からまいりまして、日野市の持ち出しは 20%で済むわけです。これが非

常に大きいメリットでございまして、総事業費 356万 3，00 0円のうち国庫補助金がその 5

%に当たります 17 8万 1，00 0円でございます。都の補助金が 105万円、市の負担金が

7 3万 2，00 0円と相なるわけでございます。

続きまして、議案第 28号の説明に移らしていただきます。

日野市農業共済事業の事務費賦謀総額及び賦課単価でございますけれども、提案の理由にご

ざし 1ました農業共済条例第5条第 2項は、賦謀総額及び賦課単価は、市長が議会の議決を経て

定める、とございます。この賦課単価につきましては、農業災害補償法に基づきまして、農林

水産省で告示をいたしますものを条例化しておるわけでございます。 60年度につきましては、

2ページにございますように単位当たりの賦課単価は 0.1%から 2%の両立でございまして、

この両立につきましては 59年度と全 く変わりはございません。 60年度の賊果総額は 46万

7，7 4 4円でございます。昨年度の賦課総額に比べまして 1万 2，99 5円の増でございます。

よろしく御審議のほどをお願い申し上げます。

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。

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 25号、市道路線の一部廃止、議案第 26号、市道

路線の認定、議案第 27号、日野市営土地改良事業(豊田地区農業用河川工作助応急対策事業)

の施行、議案第 2 8号、日野市農業共済事業の事務費賦課総額及び賦課単価の件は、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。

( 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、建設委員会に付託いたします。

これより報告第 1号、交通事故(日野市日野本町一丁目 6番地先路上の市の義務に属する事

故)の専決処分の報告の件を議題といたします。

理事者から提案理由の説明を求めます。助役。
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(助役登壇)

O助役(赤松行雄君) 専決処分の報告をさせていただきます。

報告第 1号、交通事故 (日野市日野本町一丁目 6番地先路上の市の義務に属する事故 )の専

決処分の報告について。

本報告は、日野市日野本町一丁目 6番地先路上におけるあ邑事故について、専決処分により

相手側との損害賠償額及び和解の締結をいたしましたので、地方自治法第 18 0条第 1項及び

第 2項の規定に基づき報告するものであります。

詳細につきましては担当部長に説明いたさせますので、よろしく御承認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。総務部長。

0総務部長(伊藤正吉君) それでは報告第 1号の専決処分書の内容につきまして御説

明申し上げます。

事故名といたしましては、日野市日野本町一丁目 6番地先路上の交通事故でございます。こ

れは、昭和 59年 11月 16日、 11時 45分ころ、生活環境部生活課職員が婦人センターに

おいて事務打ち合わせの後、庁用車で本庁舎に帰庁のために、婦人センター駐車場から低速で

道路に出ょうとパ ックした際に、時速約 10キロ程度で進行中の、有限会社ジュラク乳業従業

員田島洋次郎さん運転の小型 トラックの一一これは冷凍車でございますが、左フエンダー前部

に接触したものでございます。和解の相手方といたしましては、八王子市並木町三丁目 18番

地、有限会社ジュラク乳業代表取締役、下村昇さんでございます。 3、損害賠償額、 4万 2，7

2 0円でございます。これは、車両の修繕費だけでございます。

以上専決処分いたしたわけでございますので、よろしく御審議をいただきたいと思います。

O議長(高橋通夫君) これより質疑に入ります。 J11嶋博君。

01 4番(川嶋 博君) 昨年 12月の議会では、日野市交通安全都市宣言を採択され

ましたけれども、毎回といっていいほどこういう報告がなされている。この事故の原因につい

ては、管理者としてどのような心構えでいるか。心構えを教えていただきたいと思~¥ます。

あと 1点。賠償金額が4万2，720円ですけれ ども、実際の事故総額金額というものはどの

くらいだったかお伺いします。

0議長 (高橋通夫君) 総務部長。
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0総務部長(伊藤正吉君) 1点目の御質問でございますが、確かにいま申し上げます

ように、この事故につきましては、初歩的なミスによるものでございますので、所属長を通じ

まして厳重に本人には注意したところでございます。それから、庁用車を運転する場合に、地

下の出入口にいろいろと PRのポスターを張りま したり、そういうことで注意を促している。

それから、日野の警察署の交通の関係の警察官を呼びま して、交通安全の研修をしている。こ

んなようなこともやっているわけでございます。そういうことで、こういうことのないように、

事あるごとに所属の職員には注意を喚起を促しているとこういうことでございます。

それから、実損額につきましてはこちら の方の実損もあるわけで ございますが、約 8万円、

総額で 8万円程度でございます。

以上でございます。( I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報告第 1

号、交通事故 (日野市日野本町一丁目 6番地先路上の市の義務に属する事故)の専決処分の報

告の件を終わります。( I議長」と呼ぶ者あり)議会事務局長。

0議会事務局長 (岩沢代吉君) 大変恐れ入りますが、請願上程の前に、お手元の請

願の御訂正をいただきたいと思います。

請願 60-2の、件名といたしましては学校法人東京朝鮮学園三多摩朝鮮第一幼・中級学校

の日野市居住父兄に対する特別助成金補助に関する請願、この件名の紹介議員の欄でござし 1ま

すが、紹介議員の一番下に書いてございます米沢照男議員、 これは、私の方のミスプリで

ございまして、削除していただくように御訂正をお願いしたいと思います。

0議長(高橋通夫君) それでは請願第 60 -1号、日野台四丁目交差点への信号機設

置に関する陳情が提出されました。

請願の要旨は、お手元に配付しました印刷物のとおり です。

請願第 60 - 1号の常任委員会への付託は、会議規則第 13 8条の規定により、議長におい

て建設委員会に付託いたします。

請願第 60-2号、学校法人東京朝鮮学園三多摩朝鮮第一初・中級学校の日野市居住父兄に

対する特別助成金補助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 60ー 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
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て総務委員会に付託いたします。 3 月 6 日 水曜日 (第 3日)
請願第 60 -3号、東光寺小学校体育館スポーツ開放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 60-3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

て文教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fこ。 昭和 60年

日野市議会会議録 (第3号)
本日はこれにて散会いたします。 第 1固定例会

午後 8時 44分散会

3月6日水曜日 (第 3日)

出席議員(2 8名)

1番 橋 本 文 子 君 2番 福 島 敏 雄 君

3番 俣 昭 光 君 4番 山 良 '悟 君
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9番 I笥 橋 徳、 次 君 1 0番 旗 野 行 雄 君

1 1番 一ノ瀬 隆 君 12番 板 垣 正 男 君

13番 鈴 木 美奈子 君 14番 ) 11 向島 博 君

1 5番 飯 山 茂 君 1 6番 夏 井 明 男 君

1 7番 黒 )11 重 憲 君 18番 古 賀 俊 昭 君

1 9番 市 ) 11 資 信 君 2 0番 藤 林 理一郎 君
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25番 大 柄 保 君 2 6番 秦 正 君

27番 奥 住 芳 雄 君 28番 石 坂 勝 雄 君
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議事日程 昭和 60年 3月 6日(水)

午前 1 0 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

円。
Q
d
 

0副議長 (米沢照男君 )

午前 10時 10介開議

おは ようございます。本 日の会議を開きます。

ただいまの出席議員 20名であります。

本日、議長所用のため副議長が本日の議長を務めます。特段の御協力をお願いいたします。

一般質問に入ります。 1の 1、市民意識調査結果を生かした市行政の展開をについての通告

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) おはようございます。 それでは通告に従いまして市民意識調査

結果を生かした市行政の展開をということで一般質問をさせていただきます。

私は昭和 57年 3月議会におきましで も昭和 54年に実施をいたしました市民意識調査の結

果をもとに市政の進むべき方向をお尋ねしております。以来3年間市民意識、市民要望に少し

でもこたえるよう市側の対応を要請してきたところでございます。昭和 54年の調査による市

民意識の上位 5項目は下水道の整備、保健医療施策、自然保護対策、道路・交通の整備、公園、

緑地の整備が市民要望の上位 5項目でございました。そして、それが 5年を経過いたしまして

市民要望がどのように変化をしているのか、こういうことを知りたくて昨年 3月議会におきま

して、予算委員会の中で意識調査の必要性を指摘をしてまいりました。昨年、当局の御努力に

よりまして補正予算を組んでいただきまして、 1 2月に再び市民意識調査が実施されたわけで

ございます。この調査結果によりますと市民要望の上位 5項目は 1番目が下水道の整備、これ

は変わっておりませんo 2番目が道路・交通の整備、 3番目が保健医療施策、 4番目に新しい

項目でありましたけれども、区画整理、市街地再開発、 5番目がスポーツ施設、こういう順番

になっております。昭和 54年調査からは自然保護対策、公園・緑地の整備、それから若干ラ

ンクは下ではございましたけれども、文化施設の要望が減少をしてきておるのが特徴だと思い

ます。これは、ここ数年におきます行政の努力を市民が感じ取ってくれたものと理解をしたい

と思います。市民の感覚はまことに鋭いものがあるということを痛感した次第でございます。

さて、今回の意識調査から市民の要望は、下水道、道路・交通、保健医療、区画整理、スポ

ーツ施策と続くわけでございますが、これらの内容に入る前にまず 2点お尋ねをしておきたい

と思います。

質問の 1点目は、あなたは日野市は住みよい町だと思いますか。 こういう設問に対する回答
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についてでございます。全体では住みよい、まあ住みよい、これを合わせまして今回の調査で

は 84.1 %でございます。 54年調査が 82.6 %、若干の上昇をしております。それから、余

り住みよくない、住みよくない、これを合わせ た調査結果は今回が 13.4%、前回 54年が

1 1.0 %ということでこれまた若干比率は上がっております。これは前回、わからないと答え

た人が 6.5%おりま したけれど も、今回は 2.4%に減っておりますのでその減った分が両方に

振り介けられた、こういう結果であります。したがいまして全市民の意識平均値では昭和 54 

年の調査結果とほぼ同じであるというふうに見ることができると思います。しかしながら、ブ

ロック別、地域別に見てみますと地域によって余り住みよくない、住みよくない、これを合わ

せた数値が増加しているところがあるわけであります。そこで、これらに対する見解をお聞き

したいわけでございます。

市民意識調査は市街地形成の歴史を踏まえまして地域を五つのブロックに介けてそこに居住

する市民の意識要望を把握をしております。 1ブロック、これは大字日野、日野本町、神明、

大坂上、新町、栄町、日野台。 2プロックが多摩平、旭が丘、西平山五丁目、東豊田三丁目。

3ブロックが大字豊田、大字川辺堀之内、上回、宮、万願寺、石田、新井、東平山、西平山一

丁目から四丁目、東豊田の一、二、四丁目が 3ブロックであります。 4ブロックが旧南平、南モ

平山。 5ブロックが程久保、 高幡、三沢、落川、百草。これが地域区分であります。そして、そ

のプロック別に住みよさを聞いた結果は次のとおりであります。住みよい、まあ住みよい、こ

れは 1ブロックが 80.1 %、前回は 81.2 %でございました。 2ブロックが90.7 %、前回が

9 0.40 3プロックが 84.3ち弘前回が 83。それから 4プロックが 81.6、前回が80.1 。

5プツックが 84.9、前回が 77.9ということで、 2プロックの 90.7%を最高に 1ブロック

の80.1、こういう状況であります。それから余り住みよくない、それから住みよくない、こ

ういうものを合わせました結果でありますが、 lブロックが 17.6、これが前回が 12.4。そ

れから 2ブロックが 7.5%、前回が 6.80 3プロックが 13.6、前回が 12.50 4ブロックが

1 5.4、前回が 10.00 5ブロックが 12.3、前回が 13.1、こういうわけでございます。

5 4年、 59年調査とも 2ブロックの市民が住みよい、まあ住みよいが圧倒的に多いというこ

とであります。 2プロックの中でも若干の地域による違いはあると思いますけれども、道路、

交通、公園、下水道、買い物の使、公共施設などを見てもこの地域が日野市内で最もよかろう

ということは多くの人が想像できることであります。それに比べて住みよくない、余り住みよ
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くない、余り住みよくないと答えた人が一番多いのが 54年調査では5プロック、 59年調査

では 1ブロック、次いで 4ブロックでありましずこ。中でも 1ブロックは昭和 54年の 12.4 % 

から 59年調査では 17.6 %と住みにくい、住みよくないというのが 5%もふえていることが

特徴的だろうと思います。大字日野、日野本町、神明、大坂上、新町、栄町、日 野台が 1プロ

ックに入るわけでありますが、なぜ前回調査に比べて住みよくないと思う人がふえてきたのか

私は十分掘り下げた分析をする必要があると考えるわけであります。もちろん前回と同じ人が

答えているわけではありませんので誤差もあろうかと思いますけれども、それは大きな要素で

はないと思います。そうだとすれば地域によって住みよさが大きく違っているこの実態につい

てどのような感想を持たれたか。さらには、この意識の差を埋めるためには行政は何をすべき

であると考えているか この辺についての御見解をまず賜りたいと思います。

それから質問の 2点目でございますが、同じ調査の中で年代別の集計がありますが、 20代

の人が余り住みよくないという意識を持っているこんについて見解をお聞きしたいと思います。

2 0代の人では住みよい、まあ住みよいが 72.2 %でございます。前回調査が 83%余り住

みよくない、住みよくない、これの合計が 18.8 %、前回は 9.1%でありました。 54年調査

と比べても著しく悪化をしております。今回は国際青年の年でありますが、 20代の若者から

見てなぜ住みにくいのか、魅力がないのかをもっと突っ込んだ介析をし、必要な施策を模策し

ていかなければならないと感じたわけであります。もちろん現在は高齢化社会を迎えて高齢者

対策に力点を置いた政策を推進していることは、これは正しいこと でありそのとおりであると

思うわけでありますが、若者にも魅力ある町づくりも忘れてはならないと考えるわけでありま

す。豊田南口の再開発に当たっては大学とともに共存する町づくりが大きな柱に据えられてお

り、全く考えられていないわけではありませんが、市政全般にわたって検討する必要があると

考えるわけであります。

2 0代、あるいは学生の人が市政の中で何に力を入れてほしし、かという質問に対する回答は、

2 0代が 1番が道路、交通、 2番目にスポーツ施策、 3番目、下水道、 4番目、保健医療、 5

番目、公園 ・緑地。特に職業別のところの学生は 1番が道路・交通。全体の半数が道路、交通

と答えております。 2番目にスポーツ施策、 3番目が文化施策、 4番目が保健医療、 5番目が

自然保護という結果が出ております。

若者の望むスポーツ施策、文化施策、あるいは保健医療とは具体的には何を希望しているの

-199-



か、それを知るためにも各種審議委員への青年の参加など必要ではなし 1かと考えるわけであり

ます。国際青年年ということともあわせて市側の見解をお聞きをしておきたいと思います。

質問の 3点 目は市民要望の一番多い、 それも前回調査より 5%もふえた下水道について質問

をいたします。私は昨日、下水道対策特別委員長として現状の報告をさせていただきました。

処理場用地の買収、管梁の埋設など着々と進行しているわけでありますが、これからますます

ふえる仕事量に対して職員の数、あるいは財源、財政がついていけるのかき わめて不安感を持

っております。組織的にも財政的にも下水道にもっとシフ 卜していく必要があるのではないか、

そうしないと市民の要望に こたえ切れないのではなし、かと思うわけであります。下水道にかか

わる人の少なさを多摩平の水道部の事務所を見るにつけても感じるわけでございます。これか

らの事業を考えても下水道部とするくらいの組織強化が必要ではなし 1かと考えるわけでありま

す。市民の要望と期待を背負 う都市整備部長にその辺のと ころの御見解をお聞きをいたしたい

と思います。

質問の 4点目は道路・交通についてであ ります。道路 ・交通についての要望は前回調査より

9%ふえております。 このところの道路対策と して 2・2・10、 2・2・11、 2・2・5、2・2

・9など都市計画道路建設への取り組み、あるいは生活道路幹線網の調査など行政も努力をし

ているわけでありますが、 一部を除いて形にあらわれていないので市民に理解されていない面

もあるかと思います。 しかし、市民はもっとレベルの高い道路対策とあ亘対策を希望している

のだと私は受けとめるわけであります。都市計画道路、生活幹線道路が整備されなければ下水

道もおくれるわけであります。したがってー担当部だけの責任と いうより全体で考えていく問

題であると思いますが、今回の意識調査で一躍 2位に急上昇した道路・ 交通問題に対しいかな

る方針で臨むか見解をお聞きしたいと思います。

質問の 5点目はスポーツ施策についてであります。スポーツ施策の充実が前回調査の 7位か

ら今回は 5位に上がってきております。余暇の有効活用、あるいは健康づくりという現在の市

民ニーズからして当然の結果だろうと考えるわけであります。市政への要望では体育施設の充

実、これが 49%、学校施設の開放 25.6 %などであります。体育施設の充実は昨年 12月議

会で指摘をしておりますので、ここでは触れませんが、ぜひ前向きに取り組んでいただきたい

と思い、要望をしておきます。

ここで言いたいのは学校施設の開放を要望する人が大勢いることについてであります。校庭、
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体育館、これらはすべて開放するのが当然であると思います。今議会に際しましでも東光寺小

学校の体育館開放の請願が出ております。私は学校施設は地域の人とともにあるのだと理解を

しております。何ゆえ、開放できないのか見解をお聞きしたいと思います。

質問の 6番目はこの意識調査の設問の中で日野市及びそれぞれの地域でどういう施設が必要

かという調査項目が前回はあって今回はなかったことに対して物すごく物足りなさを感じてい

ると ころでございます。なぜ、 この調査項目を外したのか見解を伺いたいと思います。

昭和 54年調査では欲 しい施設のトップが病院、 2番が市民会館、 3番が市民体育館、 4番

が市民プーノレ、 5番が高等学校であったわけであります。この中で市民会館、高等学校、この

辺につきましては解決をしているわけでありますが、この設問は今後の日野を語ろうとする上

では大変重要な項目であると考えるわけであります。くどいようですが、どうしてこの調査項

目を外したかお聞きをしたいと思います。

それでは次に市民要望、 苦情に対してどのような行動をとるかという視点から質問をいたし

ます。質問の 7点目になるわけでありますが、日常の苦情、要望に対する相談体制はもっと充

実し、市民が市役所に要望を言いやすい組織をつくるべきだという視点から質問をいたします。

意識調査項目に、 あなたは市政への要望や苦情を持ったこ とがありますかという のがあります。

これの回答は、ある、 49% ない、 49.8 %であります。そして、 あると答えた 49%の人

に、それではどう いう行動をとったかと重ねて聞いてお ります。その回答は、直接市役所に言

うか投書する、 31 % 政党、議員など有力者に頼む、 11.5 % 割合少ないわけであります。

町内会、自治会に頼む、 1 9.6 % 何もしない、何もしなかった、これが26.4 %となってお

ります。イ司と要望、苦情のある人の4分の 1以上の人が何も行動を起こさなかったと言ってい

るのであります。

私は昨年 1月から 12月までの 1年間の住民相談の結果を市民相談係から資料としていただ

きました。 1月から 9月までは 1カ月 3件から 22件の相談件数で平均月 11件であります。

1 0月は 81件、 11月は 13 4件、そしてまた 12月は 3件と下がるわけでありますが、合

計して市民相談係に寄せられた要望、苦情は合計 307件になるという結果が出ております。

しかし、意識調査の結果とあわせて考えてみれば潜在的にはもっと要望があるわけであります。

もちろん直接担当課へ電話する人がいるかもしれませんが、これは全体から見れば数は少ない

と見るべきでしょう。
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そこで市民要望の受付、あるいは窓口として直通電話を設置したらよいと考えるわけですけ

れども、見解をお聞きしたいと思うわけであります。 このこと は他市で実施している所が多い

はずです。市民の覚えやすい番号、 1番とか 100番とか 1000番と か設置し、要望があれ

ばすぐ処理をするという役所の組織整備も含めて考え方を聞かせていただきたいと存じます。

質問の 8点目は この意識調査に寄せられた市民要望に対して、あるいは市政に対する意見、

要望に対して市民にどのような形で回答するのかという立場で質問をいたします。下水道、道

路・交通、保健医療、区画整理、スポーツ施策、公園・緑地、老人福祉、自然保護、文化施策、

ごみ対策。これが市民要望の上位 10項目であ ります。 これらの要望に対 し行政は何らかの回

答をすべきであると思うわけであります。そして、この回答方法としては私はそれぞれの項目

ごとの基本計画と、それを実現するための実施計画、年次計画を作成し示す以外にないと考え

るわけであります。これについて御見解を賜りたいと存じます。

私は昭和 57年、 58年、 5 9年のそれぞれの 3月議会で長期計画と実施計画の必要性を訴

えてきております。 59年 3月議会ではハードの施策についてのみ 3カ年計画を作成するとい

う答弁をいただいておりますが、まだ見せてもらっておりません。私は、市民の要望をすべて

解決できるならともかく 、財政の制約が大き くの しかかっている現在ではできること、できな

いこと、できると してもいつご、ろになるのかと いうことを市民に知らせるためにも基本計画、

年次計画が必要だと思うわけであります。これにつきましての御見解を賜りたいと思います。

最後、質問の 9点目でございますが、この意識調査結果を庁内ではどう活用するのかと いう

ことについて質問をいたします。市民意識調査を実際の政策につなげるための職員の果たすべ

き役割はきわめて大きいと言わざるを得ません。各部、各課で徹底的に議論し対策を考える必

要があると思t'ますが、これに対してどのよ うに考えるか御見解を賜りたいと思います。 以上

るというようなことも当初承知はしておりました。ただ前回との比較ということになりますと

このブロック割り を崩すことはかえってわかりにくくなるんではなし 1かということであえてこ

のブロックを変えないで分析をしたわけでございます。

まず 1番目の質問でございますけれども、意識調査の差でございますけれども、これはやは

りその地域によりまして都市基盤整備が特におくれている地域がございます。こういったもの

がやはりこの市民の意識といたしましでかな り強く出ているんではなし 1かと いうふうに考えて

おります。 5ブロックとしての分析、さらには 5ブロック内をさらに細かく見ましてきめ細か

い施策をこれから立てていかなければいけないというふうに感じております。

次が 20歳代の若い、いわゆる青年の意識でございます。 これは今福島議員さんからお話が

ござい ましたようにこれから市に力を入れてほしい質問ということで道路・交通、スポーツ、

下水道、保健医療、 それから学生につきま しては道路・交通、スポーツ施設、文化施設、保健

医療等になっておるわけでございます。この点についてはさらに分析をしないといけないんで

すが、この調査結果に出ている以外に も何かやはり問題があるのではなt'かというふうに私ど

も感じております。これは市内に実銭女子大学、短期大学も含めてございますし明星大学も、

それから近くには中央大学がございます。これらの学生の意向を教職員から、教職員を通じて

聞いているところでございますけれども、やはり若い人が、いわゆる学生がいわゆる大学を選

ぶ場合にやはり東京ということでまず選ぶそうでございます。それで地方の、地方から出てま

いりましていわゆる日野及びその周辺の大学に来ますと期待とは裏腹であると いう感想だそう

でございます。要するに地方都市の、いわゆる 中核がある県庁所在地その他の衛星都市といい

ますか、そう いう ものから比較しますと物すごくいなかであるという感想を持っているそうで

ございます。ならば地元の大学でもよかったんではなし 1かと いうような感想があるわけでござ

でございます。 います。

さらに、この学生の下宿、寄宿でございますけれども、どこを選ぶかというようなことでご

ざし 1ますけれども、当初からは、当初から予測をされておりましたけれども、学生の意向とし

てはこの近辺、大学の近辺というよりはどちらかといいますと新宿ないしは新宿に近い所とい

うような意向を持っているようでございます。

こういうことから考えますと、いわゆる住みよい、いわゆる青年にとりまして住みょいとい

う町がどういうものであるかということを考えますと都市施設整備がされてる、基盤整備がさ

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 ) お答えをいたします。

今回の意識調査につきましては前回 54年に調査客体、いわゆる住民でございますけれども、

1，0 0 0人を選んで実施いたしました。できる限り前回の調査と比較対照できるように配慮を

まずしたわけでございます。そういったことで地域のブロックの割り方でございますけれども、

これもかなり開発整備が進んでいる所、 それからおくれている所が一つのブロックになってい
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れているものはもちろん、されてることはもちろんでございますけれども、そのほかにやはり

余暇の問題もある、余暇の活用の方法も あるので はな~¥かというふうに考えられております。

特には文化施設の問題、それから娯楽の問題、ショッピングの問題、運動施設の問題、これら

がかなり起因しているようでございます。そのほかにはやはり若い人でございますので雰囲気

といいますか、そういうものが加味されているというようなことが言われております。この調

査結果を踏まえましてそ ういう もの も加味 し、さ らに検討を していきたいというふうに考えて

おります。

この若者の各種市の審議会への参加でございますけれども、この点につきましては検討をい

たしたいというふうに考えております。

それから 4番目の御質問でございますけれども、これは道路、下水道、そういった大きな問

題があるわけでございますけれども、それを全庁的にといいますか、施策化する場合の体制の

問題でございますけれども、やはり一つは計画的な行政の遂行、それから 2番目はそれを行う

上での市議会の行事でありますとか職員の意識の高揚、それから住民の理解、こういったもの

を図りながら重点的に施策化 していけなければいけないというふうに思っているわけでござい

ます。

それから、次の 6番目でございますが、個別の病院 とか、 あるいは市民会館、市民体育館、

市民プール、高校等の個別の質問をどうして除外したかということでございますが、まず調査

項目の設定で約 100ぐらいの項目を設定してございます。やはり聞き取り調査の限界として

このくらいの数字の限界でまずございます。それから前回この調査の比較ということと、それ

から新たに項目も入れたいもの もあったわけでございます。したがいまして重複するようなも

のは除いたわけでございます。ただいま の御質問でございますけれども、個別の質問を除いた

理由とし 1いますのは 54年の調査報告、意識周査の報告書を見ていただければわかりますけれ

ども、その前の調査の中に下水道の整備、これは新しい調査項目と一致してますけれども、保

健医療施設、自然保護対策、道路・交通の整備というように少し間口を広げた項目で調査をし

ております。さらに前回はそれを具体的に病院でありますとか市民会館、市民体育館、こうい

ったものに置きかえてまたさらに再度意見を聞いております。その問題のとらえ方の粗さと い

いますか、そういうものが若干前の質問は粗く次の質問が細かいわけでございますのでその細

かい方を除外をし7こ。内容につきま しては力を入れるべき施策ということで理解ができ るので
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はなし 1かというふうに考えております。

次が市民要望、苦情に対してどう対応するか、その辺の問題でございますけれども、まず 1

点目は市民からの市への要望の方法といたしまして直通電話をヲ|し 1たらどうかということでご

ざいます。この件につきましては現在の市役所の電話と いいますのは市民からーたん交換に入

りま して、交換から主管部局に回るというような方式をとっております。これがストレー トに、

言うなれば苦情 110番のような形で入るようなことを御要望されているんではないかという

ふうに思っ ております。現在、番号はまだ決まっておりませんけれども、そ ういう電話を付設

したいということで庁内それから電電公社と協議を進めている段階でございます。

次が市民意識調査の、いわゆる要望項目に対して市のこれからの対応ということでございま

すけれども、御質問の中に長期計画、あるいは実施計画をつくって対応すべきだろうという御

質問でございます。私ども同感でございます。今後努力をいたしたいというふうに考えており

ます。

それから次が庁内でのこの意識調査の活用でございますけれども、どうするかということで

ございますが、これは各部課、いわゆる職員全体でこの内容を理解、検討をしていただきま し

て今後の行政に反映をしていきたいというふうに考えております。

私の方からは以上でございます。

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) それでは私の方から 3点目の下水道関係につきまし

てお答え申し上げます。

今回の意識調査におきまして私の方の私が担当いたしましております都市整備部の所管の事

業がすべてこの要望の中のトップにわたってきております。まず下水道、それから道路、環境、

区画整理、再開発、これは現在私の方で 3課ございますが、この 3課の中すべてに関連いたす

ものでござし 1まして、いかに都市基盤整備が要望されているかと。逆に言いますればそれだけ

整備がおくれているというふうにも見られるわけでございます。したがいま して私どもこれら

の諸事業につきましては現在も鋭意努力を行っている段階ではございますが、今後の問題とし

て特に下水道事業については昨年来基盤に進捗の状態が正常化してまいりつつございます。こ

れは流域下水道関係の用地買収に入ったということ、また 60年からは落川の供用開始に入っ

てし火、こういうようなことから今後下水道事業というものは相当事務量がふえてくるという
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ことが予測されるわけでございます。

そういう 中で御質問の組縦守、あるいは財政的な面からの御要望でございますが、 これは当

然、のことながら、その内部で検討していかなければならない問題であろうと思うわけでござい

ますが、担当の関連の部課、都とも十分協議をしてし 1かなければならない問題でございます。

ただ私がこれから申し上げますことは私の見解と所見ということでお聞きいただきたいと思

います。現在、下水道課では今年度工事、あるいは来年度の計画に向けて計画、あるいは工事

伐日当が全精力を挙げてそれに傾注している段階でございます。下水道課の現在の人員は課長

を含め 21人が努力を行っているわけでございますが、今後ふえていく事務量といたし まして

は供用開始に伴いますところの排水設備の関係の事務、あるいはこれに伴います指定工事底の

事務、下水道台帳の整備、さらに工事関係箇所数が非常にふえている、年間執行する延長数も

今までより数倍の量をこなしていかなければならないと いう面がございます。そういう関係か

らいきますと当然ながら現在の人員では不足するということがはっきり言えるわけでございま

す。したがいまして今後下水道課の職員増につきましては担当部、あるいは理事者との間で十

分検討を行っていき たいとい うふうに考えるわけでございますD

それと流域下水道関係でございますが、流域関係については当然都の方で実施をしておりま

すが、 しかし、私どもとしても流域下水道とともに事業実施していかなければならないという

面もございます。したがいまして、こういった点につきましでも今後十分検討を、都と検討を

してt¥かなければならない問題も抱えておるわけでございます。したがいまして今後財政的な

問題も含めまして十分内部で検討を重ねていきたい、かように考えるわけでございます。

第 4点目の、うちの都市計画道路関係、あるいは生活道路関係でございますが、当然、私ども

の方で直接工事を実施しているもの、あるいは園、都に働きかけて実施をしていただくもの、

こういう中で事業を進めているわけでございますが、抜本的には生活道路も含めまして区画整

理の中で整備をしていくとい う大きな私どもの方針を持っております。 したがいま して今後区

画整理事業につきましでも箇所数をふや して いくという計画もすでに持っておるわけでござい

ます。そういう中で道路関係の整備、充実を図っていきたいというふうに考えております。以

実ということ の中での学校開放に関しましての御質問がございました。

学校開放につきましては市民の健康増進、あるいはスポーツの振興、充実を図るということ

と市民の交流、親睦を図る、そういうことのねらいで教育委員会といたしましては市内の小中

学校等の校庭、体育館、プール、あるいはテニスコ ート 、こういったものにつきまして学校の

運営に支障がない限りにおきましてできるだけ市民の身近な施設と いたしまして開放するとい

う前提で他市に先駆けまして昭和 46年度から学校開放を行っているところでございます。当

初は小学校につきまして 11校、中学校 につきまして、 11校は校庭でございます。それから

中学校につきましては 4校、うち 2校が校庭、 2校が体育館でございます。そういうことで開

放を進めてまいりました。特に人口増、あるいはまた余暇活動の充実、市民要望の中でのスポ

ーツ人口も非常にふえております。これに伴いましての学校開放の要望も非常にふえておりま

す。そういう ことを踏まえまして教育委員会といた しましでも学校当局、それからこ れに対し

ましての施設整備、特に学校の校庭の整地の問題、あるいは防球フェンスの問題、あるいは倉

庫、 トイレの新設の問題、こ ういった面での不整備な点がまだ各学校にございます。そういう

こともございますので今後これらにつきましては相当財政を伴う問題でもございます。学校当

局並びに理事者側とも十分協議をしながらできるだけ学校行事に支障がない限りにおきまして

開放していきたいというふうに基本的に考えていると ころでございます。現在のその学校開放

につきましては小学校 1校を除きまして小中学校はすべて校庭、体育館、プール、テニスコー

トは一部でございますけれども、ほとんどの学校が開放をしているところでございます。今後

ともども この点につきましては十分に意を注いで 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。

上でございます。

今回の意識調査で先ほど福島議員さんからの意識調査パーセンテージの数字が示されました

けれども、 25 . 6 %でございますが、前回は 33 . 4 %で ございます。今回減っております。

減っておるということは学校開放を積極的にやっているというこ とを裏づけているんではない

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。

お尋ねの東光寺小学校の学校開放につきましての御質問が出ました。これにつきましては今

回の請願の中で体育館の開放につきましての請願が出されております。体育館につきましては

現在開放をいたしておりません。しかし、我々といたしましても特に東光寺小学校の周辺には

いろいろと住宅もふえております。そういった中でのママさんバレー、あるいはまた一般の市

0副議長(米沢照男君 ) 教育次長。

0教育次長(小山哲夫君 ) 今回の市民意識調査に関連いたしましてスポーツ施策の充
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民の方々からもぜひ体育館も開放してもらいたいというふうな要望が前から出されております

ので私どもといたしましでも学校当局と十分相談いたしております。あるいは一般市民の要望

も聞いておりますので 60年度から実は体育館の開放を考えております。体育館につきまして

は一応 60年度に関しましては日曜日、祝日につきま しては午後、午後の開放、午後といいま

すと 1時から大体 4時ごろまでを午後と称してますけれども、体育館につきまして日曜日、祝

日につきましては午後の開放を考えております。なおウイークデーにつきましては火曜日、木

曜日、土曜日、これは夜間でございますけれども、 6時から 8時 45分までの問、これにつき

ましての開放を考えているところでございます。なお、校庭につきましては現在日曜日、祝日

に関しまして午前中はスポーツ開放、午後が遊び場開放とい う形になってますけれども、 61 

年度から特に市民要望の中で午後の遊び場開放についてはスポーツ開放にしてもらいたl'0こ

ういうふうな要望も出ておりますので、 61年度からは校庭につきましては一応日曜、祝日に

ついては午後もスポーツ開放に切りかえをしていきたいというふうに考えておるところでござ

います。鋭意この点につきましでも今後努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。

教育委員会所管の御質問につき ましては以上でございます。

O副議長(米沢照男君) 福島敏雄君。

02番(福島敏雄君) 答弁、大変御苦労さまでございました。

企画財政部長の答弁、非常に私としては答弁の実際の言葉からは決意がそれほど聞き取れな

かったわけでありますけれども、特に奥ゆかしい人だと思います。答弁されたことはかなり実

際にやっていくと、こういうふうに私の経験的にも理解をしておりますので私の要望に沿った

形でやっていただけるんではなし 1かというふうに考えるわけですけれども、若干の再質問をさ

せていただきたいと思います。

特に地域ブロックによる意識差ということについては私はやっぱり市街地の形成の仕方が違

いますから一気にその意識差がなくなるというふうには考えておりませんけれども、行政の立

場としてはいかにその意識差を詰めていくか、詰めていくための行政をしていくかという観点

からいろいろな発想が生まれてこなくてはいけないのではな l'かというふうに感じており ます。

したがいまして、この辺のところにつきましては都市基盤の整備のおくれが意識差の最大のも

のではなし 1かという御答弁もいただいておりますので、特に都市基盤の整備だけではなくて私
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は市民意識というものの変化の中でスポーツ 施設、あるいは文化施設、あるいは児童施設、こ

ういったいろいろな施設の不備もそこにあるのではないか。そのどういう施設が欲しl'かとい

う質問が今回の意識調査から抜けているんで非常にその問題の指摘がしにくいということで、

なぜ地域に欲しい施設の項目を除いたのか、 こういう質問をしているわけであります。特に調

査項目の中でうんとあるので限界である。自の粗い調査をして今回細かい調査はしなかった。

このことについては非常に劉習を感じますし、その答弁にはどうも賛同できないところがある

わけです。特に 1ブロック、 4ブロック、 5ブロック、あるいは 3ブロック、こういった住み

よくない、余り住みよくなし'0こういったような意識のあるところは何が欲しいのか、何をし

てほしいのか。これは道路・交通、そういったものはわかりますけれども、そこにどういった

公共施設なり公園なり何が欲しいのかということがこの意識の中から読み取れないわけであり

ます。したがって、やはりそういったこれからの地域における施策を考えた場合にはぜひその

辺は何らかの形でこれからの計画を考えていく上でホローをしてし 1かないとうまい政策が出て

こないんではなし 1かというふうに感じますので、その辺の御見解をもう一回聞いておきたいと

思います。

それから 2点目の再質問ですけれども、 日常の相談体制の中で直通電話ができるか。市政

1 1 0番的なものだということについては全く私もそのとおりでございます。そういう要望で

あります。問題は直通電話を入れた。ここからの方が問題は多いんじゃないか。市民が苦情を

言ってきた、要望を言ってきた。どうそれに対して動くか。それが問題だと私は思うわけであ

りますけれども、次から次へと何か詰め寄るようで恐縮でございますけれども、その相談、要

するに直通電話をつくるんであればその後どういう体制をとろうとしているのか。これはかな

り市政の中で重要な課題になると思うんです。いろいろな現在の庁内でも置所がありますけれ

ども、何か要望があったときにすぐ飛んでいくムードのある部署があるわけですi。非常に実際

にはできないけれども、市民は好感を持っているというふうに私は感じておりますので、そう

いった聞いたら動く、こういう体制が必要だと思いますので、この辺のところは直通電話がで

きる、結構でございます。要望といたしましては開いた後の方が問題だということでその整備

をお願いをしたい。その辺で具体的な御見解でもあれば今賜っておきたいと思います。

それから市民に対する意識調査の回答の仕方でありますけれども、長期計画、実施計画につ

いては同感でございますと今後努力したいという、こうお話しでございます。これにつきまし
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ては 3年来私も同じ質問をしておりますけれども、市の方からも同じような答弁が返ってくる

わけでありますけれども、今回そういう企画財政部長が答弁をされるということについては具

体的に何か違った方策でも考えられているかどうか、進め方についてその辺のところについて

お聞きをしたいと思います。

あと、スポーツ施策の充実ということの中で教育次長の方から答弁をいただきました。確か

に学校開放については努力をされているという経過で今回の市民意識の中では減っているとい

うことについては理解をするわけでありますけれども、特に身近な小学校の体育館が開放され

ていなかったということについてはそういう意識に比べて私の受けとめる印象としては非常に

大きかったものですから取り上げた次第でございますが、答弁で 60年 4月から体育館開放を

するという答弁でございますので、これにつきましては御努力に敬意を表したいと思います。

以上、イ可点か再質問をいたしましたので御見解を再度賜りたいと思い ます。

0副議長 (米沢照男君 ) 再質問についての答弁を求めます。企画財政部長。

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 54年と今回の調査の一部変わっているところでございますけれども、確かに

御指摘のよう にかなり間口を広げた項目のとり方、さらに個別の施設として、 言うなれば箱物

のよ うな形で意識を調べる。そういうこつの方法前回やりましたけれども、今回は個々 の施設

の意向調査は省いたわけでございます。理由につきましては先ほど言いましたけれども、市民

の意識の趨勢がわかればやは りいいんではなし 1かというところで後段 の調査を省いたというも

のでございます。 市民の意向につきま しては今回ゃった力を入れるべき施策ということ でその

方向づけはできるというふうに解釈を しております。

次が市民からの市に対する苦情といいますか、 要望の受け入れ体制の問題でございます。私、

先ほど答弁落としましたけれども、確かに電話を入れるハー ドのことよりはやはりその後のソ

フ卜面の対応というのが大事だというこ とは承知をしていると ころでございます。以前には松

戸市がすぐやる課というような、いわゆる即応体制の非常に高い課をつくりましてやった経過

がございます。 日野市におきましでもそれに近い係を土木課に置きまして対応したケースもご

ざいます。ただ全体的な市の行政のいわゆる職員の枠からいきますとかなりその辺の見直しを

しないといけないということで先進の松戸市につきま してはそれが違う形に変わってきました

し、日野市も現在の組織で対応しているという状況でございます。

現在、この電話をヲ Il¥た場合にどうなるかということでございますけれども、現在考えており

ますのは、市民相談がまず受けるということでございます。それで受けた要望なり苦情でござ

いますけれども、即時処理をしなきゃいけない問題、それからある程度時間をかけ調査検討を

して回答する問題。二つに分かれるかと思います。即時処理しなきゃいけない問題につきまし

ては市民相談が直接というわけにはいきませんので主管課にその趣旨を伝え即応させたいと い

うふうに考えております。

ただ、その即応させる手順でございますけれども、職制を通じて云々と いうわけにはいきま

せんので、イ可か簡単にそうしづ対応がいわゆる課長命令でなくてもすぐ に市民想談からの伝達

で現地に対応できるようなそんな形を今後検討したいというふうに考えておる次第でございま

す。

3番目の計画行政のいわゆる基本計画なり実施計画の問題で ございますけれども、私も 1年

前でございますけれども、計画作成の御質問を受けまして少なくとも実施計画に目標値をのせ

たぐらいのものをつくりたいと いうこ とをお答えしたわけでございますけれども、 実際にはで

きなかったわけでございます。その理由といたしま してはやはり現在日野市には基本構想がご

ざし1ますけれども、やはり基本構想を受けて基本計画をつくり実施計画をつくる。いわゆる上

位計画からきちんとやってこないとどうもやはり実施計画までできないんではなし 1かという結

論で ございます。それには条例なり 規則にのっとりまして審議会の設置でありますとか、ある

いは事務職員の体制の強化、こういったものが必要であるわけでございます。その辺の問題を

現在協議といいますか、検討をしている段階でございます。

0副議長 (米沢照男君 ) 福島敏雄君。

02番 (福島敏雄君) ありがとうございました。意識調査の内容は膨大でござし、ます

から細かくやれば切りはないんでありますけれども、続いて夏井議員、馬場弘融議員も、内容

はわかりませんけれども、タイ トルとしては市民意識調査に基づく 一般質問が通告されており

ます。したがいまして、むしろそちらに期待をしていただくということで私は終わりたいと思

いますけれども、今までの経過を通じまして市長の方で何か御見解でもあれば、この際、承っ

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。

今回行いました市民意識調査の特に 54年度との比較、そう
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いうことにしておきましてわずかな数値からも市民意識の変化も読み取れる感じがいたします

し、また、地域性の市民感情として持っておられる、市民意識として持っておられるものの表

明がよく読み取れる、このような受け取り方で貴重な資料であると思っておるわけであります口

一方には、また私どもが日常よく観察し、ほぼ承知し得ていることと、大きな意味ではほぼ合

致しているし、したがって今日の行政展開がそれた道を歩んでいるのではなくて、文字どおり

市民意識、あるいは地域地域の要請、また背景には時代の要請、このことに向かつて正確に進

み得ていると いうふうに感じておるところでございます。多少、たとえば施策の要望と、それ

から主要事業というふうなことに前回と出入りがあるわけでありますが、下水道に関しまして

は、これは全市民共通の、つまり日野市の一番今日町づくりの大きな課題になってい る、その

ことを示しておるものだというふうに思っておりますし、文化施設が少し要望が下がったとい

うのは恐らく市民会館ができるからもう一安心、それは一安心だと。次のまた要望に置きかわ

っていくというふうな意識のあらわれではなし 1かというふうに思われるわけであります。

特にこの保健医療関係は、これは、ない地域こそまた要望度も高いわけであります。そして、

あわせて道路 ・交通問題が出るということは市内のまだ交通体系に、交通体系というよ りも市

民生活のつまり足の問題で地域的に使、不便の差がはなはだしい。環境としてはいい所だけど、

便利の悪いというのが恐らく 4プロックあたりの市民意識だというふうに受けとれるわけであ

りまして、この意識調査で得ました資料をどのように行政として読み取り、また施策の展開に

それを反映させていくということが重要な、一番重要な課題でございますので正確にまず読み

取りますことともっと細かい部分にも配慮いたしまして、そうして今取り組んでおります基本

構想、あるいは基本計画もだんだん固めなければなりませんし、中期の、つまり 3年計画、あ

るいは単年度計画、これのロ ーリングは成り立っておるわけでありますけど、特に用地購入と

いう問題が非常に財政的な大きな部分を占めるものでありますから固有地の確保、予定してお

ります固有地の確保、これら d笥題に財政的な裏づけと年次別取り組みをしてし 1かなきゃなら

ない、そういうふうに考えておると ころでございます。

それから区画整理に特に関心が高いというのは区画整理の問題を豊田南、あるいは西平山、

高幡地域に持ち出しまして大きな地域のテーマとして関心度を高めていただいておる。つまり、

ゃるからにはもっと早くやれという意識である、このよう に受け取るわけでありま して、今進

めておりますことをもっと強化していくべきである、このように思っております。 何事にも先

立ちまして長期計画でもありますし同時にまた年々取り組みますハードの面では下水道だと、

つまり環境、生活環境の整備であり、あわせて大体 1プロックとか、あるいは 3ブロックには

古い地域社会の源のある地帯でありますし、それから)11に近いということで用水等に汚れがあ

る。その汚れが住みにくいということに対する大きな要素を占めているんではなかろうか、こ

んなふうに考えております。

長々と申し上げましたが、結論といたしましては今取り組んでおることをやっぱり正確に順

序よく進めていくことだという結論に受けとめております。今後ぜひ努力をいたさなければな

らないというのがこの最終的な結論になるわけでございます。

0副議長(米沢照男君) 福島敏雄君。

02番(福島敏雄君) ありがとうございました。私も意識調査の中でいろいろ今市長

が言われたように全く手のついていないというところはないと思いますし住民の意識に沿った

形で進んできている、こういうことについての方向性は評価をするわけでございますけれども、

なお一層そう いった意識に基づいた形で行政が展開されるように要望をしておくわけでござい

ます。

要望の 2点目は今一つ市民参加というものがありますけれども、市民参加の市民要望を実際に行

政に生かすのはやはり職員の力だと いうふうに私は常々考えております。したがいましてこの

市民意識調査というものにつきまして先ほど企画財政部長よりいろいろ市民の、庁内で討論し

ていきたい、こういう回答がございましたけれども、ぜひその辺は具体的にそれぞれの部から

l人ぐらいの委員でも選出をしてひとつプロジェクトチームでもっくりながら市民意識をどう

行政に生かしていくかというような討議をぜひしていただきたいと思います。そういう動きの

中から長期計画なり実施計画を作成する職員が市民に対しての素案づくりを作成するという雰

囲気が私は出てくるんではなl¥かというふうに思います。

したがいまして、そういう観点からぜひ理事者側にも職員にも市民意識調査を十分そしゃく

する という ところから始めていただいて市民要望に沿った行政をさらに強力に進めていただき

たいことを要望いたしまして、私の質問を終わります。ありがとうございました。

0高u議長(米沢照男君) これをもって 1の1、市民意識調査結果を生かした市行政の

展開をに関する質問を終わります。

お諮りいたします。( I続行」と呼ぶ者あり )議事の都合により ( I休憩U I続行「議長、
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議事進行」と呼ぶ者あり)飯山 茂君。

o 1 5番(飯山 茂君) 私は今議長が読み上げようとしても結構です。しかし、一般

質問の間ですからやはり次の方がいらっしゃるのかどうなのか、議会事務局ももっと連絡をし

て密にしてそれからにしてくださ L、こういうことが行政改革のまず私は議会の言う不備だと

思います。

0副議長(米沢照男君) お答えをいたします。

議会事務局で連絡をとりました。すでに自宅は出ているそうですが、まだ登庁しておりませ

ん。( r 1時間ぐらし 1かかっちまうよ、高幡からじゃJ r休憩J r続行J r道路を直さなきゃ

だめだよ」と呼ぶ者あり )飯山茂君。

o 1 5番(飯山 茂君) 休憩でも結構なんですよ。そのことをはっきりとしてくださ

いということです。休憩で結構です。

0副議長(米沢照男君) それじゃあ、ただいまの御意見に沿って対応したいと思いま

す。

お諮りをいたします。議事の都合により暫時休憩いたしたいと思います。これに御異議ござ

いませんか。

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暫時休憩をいたします。

午前 11時20介休憩

午前 1時 4分再開

休憩前に引き続き会議を開きます。0副議長 (米沢照男君 )

一般質問

を許します。

C 1 9番議員登壇〕

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

01 9番(市川資信君) こんにちは。ただいま議長より通告質問のお許しをいただき

ましたが、その前に一言釈明と申しますか、弁明をさせていただき たいと思います。

私、連日熱心な議会のために家に帰って原稿書く時間がここ 2日間ほとんどないような状態

で、でも、まあ私は私なりに一生懸命書いておったんですが、御存じのように私の要求してお

りました資料がけさ大分時間も経過した中でいただいた。それをさらに分析するということで
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自宅で勉強しておりました。なおかっ第 1番手の福島議員でありましたから、多分 1時間半た

っぷりやるんだろうということを勝手でございましたが、推定させていただいて、そして自宅

待機しておりました。ただ事務局には私は 11時に入れまして必ず行くから心配しないでくれ

ということは申し入れておきました。そういう経過でございますので、ぜひ出席する時間が多

少おくれましたことを釈明する次第であります。以上です。

では、これから一般質問させていただきます。

森田革新市政 12年間の功罪について私は昨年 12月の定予|蟻会におきまして表題の件につ

いて 8項目からの一般質問をさせていただきました。持ち時間が 1時間 30分という制約もあ

ったかもしれませんが、議事録を何度か再読いたしましたが、残念ながら私を納得させる市長

からの回答がいただけなかったわけで ございます。したがいまして本日再度同ーの質問をさせ

ていただく次第でございますが、すなわち前回の質問事項は 8点より構成されており、まずそ

の 1点から要約を申し上げます。

都立南平高等学校の建設用地取得経過でございます。悪名高い鈴木独歩の所有する南平八丁

目の市街化調整区域の山林を不法山砂採取の乱掘により近隣住宅は雨の降るたびに土砂の流出

で多大の迷惑を地域住民にかけておったわけでございます。日野市においても再三にわたる中

止勧告命令をも無視し、最後は東京都にお願いして告訴して禁鋼刑の刑罰を受けた犯人の用地

をましてやそ の裁判の継続中に売り買いの交渉を日野市土地開発公社を通して行っていた。ま

た、本来用地取得する場合、一般的に直接か、あるいは仲買業者を入れて一定の手数料のもと

にきちんと整理させて買い上げるのが専門家の間でも通常だと私どもは教えられておりましTこ。

それをわずか 1カ月間新日本エンタープライズ社が入って 12億円で買って 17億円で日野市

に売りつける。新日本エンタープライズ社はわずか 1カ月間の間に 5億円という巨利を得たの

であります。一般市民常識では考えられない、考えられない取引方法であると指摘したいわけ

でございます。また、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鈴木独歩にまさ

るとも劣らない会社であったことは周知の事実であります。国井 洪とし 1う人物はある革新系

同和の常務理事の肩書きを持ち、昨年 10月 8日新聞紙上に掲載されたように警視庁捜査四課、

麹町署は傷害罪で逮捕され、実質新宿の東京女子医大病院で殺された日本同和清光会尾崎清光

最高顧門の殺人容疑での逮捕であります。

本年4月開校される都立南平高等学校の神聖なる用地がこの取得に最も高潔なる姿勢を要求
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される 自治体が こんな インチキな会社と平然と取引する市の行政姿勢を問 うわけであります。

私を納得させる答弁が得られませんで したので、この建設用地に伴っ て、ま た排水管埋め立て

工事費 2億 6，00 0万円が工事もされず見送り本年度予算に計上がされておらない。また、こ

れらは調査ミスであったのか、 一体設計 ミスであったのか、ある いは用地買収絡みからできな

かったのかお答えいただきたいものであります。 もし、このまま放置したならば校舎建設も大

きな影響があり近隣住宅にも これから雨期にかかる大変な時期に市の対応と いうも のをどう措

置するつもりなのか、その点についてもお答えをいただきたいと思います。

2点目であります。日野市遺跡調査会使途不明金、 この件は 日野市議会において調査特別委

員会を設置し、委員会のメンバーが大変苦労されて 2，30 0万円の不明支出があることが確認

されたわけでありますが、あなたが市長であり、なおかつ遺跡調査会長であって多額の金銭を

扱うにもかかわらず監査役も設けず、職員より会計の不備を指摘され監査 の設置を進言しても

放置し続け、結果的に今 日なお解明できない状態である責任と人間性を問いたいのであります。

すなわち、この事件の端を発したのは前回にも申し上げま したとおり古谷議員がかつて東京

都で御一緒だったよしみの間柄か日野市の助役退任の労をねぎらう意味からか訪問された際に

遺跡調査会の多額の使途不明金を指摘されたことから端を発したわけであります。野呂前助役

も市役所に呼びつけられて大変暴露したことについて市長が怒られた、 市長から怒られたと話

されておるわけでありますが、このような市長の行政に取り組む姿勢が最後の 8点目の質問に

つながってしてわけであります。

すなわち私の前回の質問にもこのような態度が他の行政姿勢の端々に出てくるのではなl¥か

と指摘しているのでありますが、倉又前教育長も現教育次長も当時会計に不明朗な多額な使途

不明金のあることを再三にわたって勧告していたにもかかわらず臭い物にもふたをし続けた市

長の姿勢なのであります。もっと胸襟を開いて職員との交流を図ってほしい。私は的年 9月の

決算委員会におきましてむしろでも敷いてー升瓶を立てて茶わん酒で職員、あるいは管理職と

飲むのもいい、一つの交流を図れるのではないか、こう進言をいたしました。さらに退職した

ある部長は退任あいさつに市長に伺った折にその部長はもっと職員を信頼してください。あな

たはず青疑心が強過ぎますと進言したそうであります。また私はその部長から直接そのことをお

聞きしております。

今、日野市にとって、日野市政にとって重要なことは市民対話ではなくて管理職と一般職と

の対話が最も重要な問題点であろう と思うのであり ます。 長期化した今回のストの根底にあな

たへの信頼感がないからではなし 1かと思うのであり ます。 あなたへのお吐酵を言う人だけが日

の目を見て市民のためを思って苦言を呈する人は 日陰の人では真の市民のための行政はできな

いと思うからであります。使途不明金の責任と及び市職員、管理職との対話の必要性について

市長のお考えをお伺いいた します。

次に 3点目であります。高幡福祉センタ ーの違法建築であります。取り壊し料金等含め

1，8 0 0万円、弁済責任と市長職にある者の進退であります。前回の質問で私は武蔵村山前市

長荒田重之さんは市民会館の事前着工が主たる責任で市長職を辞したのであります。

さらに 4点目は3中新設校建設の失敗であります。私を信用してくださし 1。私に任せてくだ

さい、必ずっくります。 3中PTAのお母さん方にあなたは約束をしました。結果はできなか

ったのであります。時を同 じゅうして東久留米伊藤孝次郎革新系市長は同じ中学校用地取得の

公約が果たせなかったからといってそこの責任から市長を辞職したのであります。

私は前回の質問時にこれだけ数々の問題点を指摘し答弁をお聞きする中できっとあなたは御

自身の責務と良心の苛責に責まられて 4選出馬の辞退をにおわせるのでは、辞退をにおわせる

のではなl¥かと期待しておったわけでありますが、先般 4選出馬の表明をなされました。市長

職の座にっ こうと思う人は一点の曇りも濁りもあってはならないと思うのであります。以上の

4点、明快にお答えいただきたいと存じます。

前回の質問時、編集に当たった事務局職員が答弁ができてないので編集のしょうがありませ

ん。どうしたらよいのでしょうと私の家に電話がかかってまいりました。先般発行された日野

市議会報、自分で読んでも何が何だかわからないのであります。市民は何だろうと思われたに

違いありません。市民にもわかるように一つ一つきちんと御答弁をお願いしたいのであります。

さらに質問を続けます。

園、都より給与制度勧告指導通し号俸制度を昭和 57年度に受け、その是正計画書を提出済

みであるわけだが、その是正計画書の提出内容はどのような改革案であったのか。原文の写し

か、それと内容の説明をいただきたし 1。また昭和 58年度 2億 5，000万円の起債申請に対し

て5，00 0万円のカッ卜され 3カ年間是正勧告を無視し続けた行政運営に警告されたものであ

ったものをさらに 59年度においても何ら誠意を示す具体的改善処置も図らず今日を迎えたこ

とが 10億円の起債制限に帰結した結果であります。少なくともその間誠意を示していればこ

po 
q
L
 

ウ
dつ臼



れほどの強い国の姿勢はなかったのではないかと思うものであります。まず是正計画書の原文

の提出を求めます。

次に私の 12月の議会の一般質問の中で市民会館を、市民会館建設をなぜこれほど急がなけ

ればならないのか。防衛施設庁の補助金をいただいて 3億ない し4億円少なく見積もってもい

ただけるものを着工すればたとえ完成が 61年度にまたがったとして も継続事業として十分市

民も納得するものではないか。 このよ うに一議事録に読みますと質問しております。市長はこの

私の質問に対 して市民会館とその国庫補助金の関係におきましても国庫補助金を得たいという

考えを持ちましていろいろと御指導をいただきました。しかし、いつ着工でき るか、いつ完成

するか、これらのことがちょっと当時の状況では目安が立ちませんでしたので建設年次をみず

から設定をし、そして国の補助というのは、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

して、批判は批判と して十分傾聴いた しますけど、 何か功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し 1かというふうに思っ ておりますので御理解をお願いい

たします。そこで私がさらに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先ほど

はっきりとお聞かせいただけなかっ たんで、す。どういうこと でお断りになったのか、 防衛施設

庁の補助金であります。これに対して市長は、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~¥か

というよ うなことは大きな要素である、このように御理解いただきたいと思います。さらに私

が、間に合うか、間に合わないかということなんですね。私は冒頭、先ほど 3億から 4億にな

ろうとする補助金でやるの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かったのかという質問に対して市長と見解が違うんですが、何が早く間

に合うか、間に合わないか、それを具体的にお答えいただきたい。質問しているわけですが、

市長は、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し 1かと思います。こう言っているわけなんです。私

はさらに、よ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かつて早く完成されな

ければ、公約ですから、ならばその貴重な市から持ち出す 3億ないし4億という市税はむだに

使っても一向に差し支えないという ことに成りかわるわけでありますけれども、財政豊かな日

野市の中にあってぬるま湯につかって行政を行える考え方はまことにもって嘆かわ しい、 悲し

し1答弁と言わざるを得ないのだあります。 これらは 以上が議事録抜粋であります。

私は今森田市長の答弁を踏まえて私なりに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っていな L、。これらのことがあらゆる行政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思うわけであります。こう議事録は結ばれておるわけでありますが、

そこで今問題になっておる定期昇給の 6カ月延伸問題に触れることになるわけであります。

あなた個人の勝手な公約の実現のために市民には 3億、 4億円の血税の支出を余儀なくされ、

職員にはかつてない連日の昼休み窓口業務の放棄と いう長期のスト戦術に見舞われ、あなたの

無計画行政失政がこれほどまでに市民、職員に迷惑を及ぼ したことがかつてあったでありまし

ょう か。すなわち防衛施設庁の補助金を得た上で市民会館建設に着手されていたな らば当然、の

こと補助裏起債でありますので 10億 800万円の起債制限措置も講ぜられずに、したがって

職員の定期昇給 6カ月延伸などとい う愚挙を講じな くとも済んだわけであります。いわゆる単

独事業起債なるがゆえに 3カ年間給与是正計画に誠意を示さず放置したがゆえに厳しい今回の

起債制限を受けたわけであります。この責任は重くはかり知れないものであります。市民に与

えた血税 3億ないし4億の支出、職員に与えた定昇 6カ月延伸、昼窓口業務の市民サービスへ

の低下、庁舎内の異常なまでの違法ピラとポスター、 その市民感情、あなたの無計画な思いつ

き行政がこれほどまでに発展するとはあなた自身恐 ら く予測できなかったのではな~¥かと思う

のであります。自分自身市長選への甘えの個人感情と無計画行政がこれほどまでに市民、職員

に迷惑を及ぼし、かっ 3億円以上のむだな支出をした責任は免れるものではありません。市長

の責任ある明確な答弁を求めます。

ーたんこれで打ち切らせていただきます。

O~1j議長 (米沢照男君 ) 市川資信君の質問についての答弁を求めます。助役。

0助役 (赤松行雄君) 第 1点目につきまして私の方からお答え申し上げたいと思いま

す。

いろいろ と業者名等を挙げての質問でございますけれども、開発公社の方で対応してまいり

ましたのはあ くまでも経済的な取引 といいますか、コマーシャ ノレベース といいますか、そうい

う形で当初鈴木独歩との話といいますのは~¥ろいろ借財を抱えておりますので市の方にあの土
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地を寄付したい、こういうふうな話がスター トでございます。それで借財の返済というものが

可能ならばそういう条件っきといいますか寄付といいましても自分の借財が整理できる範閉内

での寄付というふうなことでございました。前の理事長の松村清栄さ八ノと私等で、私ちょうど

常任理事をやっておりましたのでいろいろと調べたわけでございますけれども、寄付という形

で鈴木独歩の考え方は所得税、要するに譲渡所得税をできたらば免れるというか、合法的に免

れる方法がなかろうか、そういう考え方が根底にあるわけですけれども、そういう条件っきの

寄付ということではやはり売買取引になるわけでございます。売買取引である限りにおいては

譲渡所得税が鈴木独歩にかかるわけで ございますので鈴木独歩との究極の話は 2万 5，50 0円

という形で鈴木独歩と市の方であの土地を 5万6，00 0平米を取引をする。こういうことにな

ったわけでございますけれども、鈴木独歩の方は公簿での取引ということでございます。市の

方も山でございますので公簿で取引しましても実際には多少の縄伸びはあるだろうと、こうい

うことで公簿の平米 2万 5，50 0円という形で大体話が 56年の、 56年の暮れでございます。

大体話が落ちついたわけでございますけれども、村松清栄氏の方からあの土地の4分の lの実

測図というのが運び込まれたわけでございます。私が前々鈴木の方からこういう実測図をもら

ってあるんだ。そうしましたところ公簿と実測では 4，00 0平米、その地図だけで 4，00 0平

米ぐらい足らないわけでございます。 4分の lでございますので 1万以上足らなくなるんじゃ

ないだろうか。こうい うことで実測なら取引しましょう、公簿ではどうもえらい縄伸びじゃな

くて縄縮みということになりそうだということで鈴木との話は、鈴木は、なら 2万 5，50 0円

じゃなく 3万円に してくれ こういうふうなことでございますけれども、市の方ではそういう

簡単に柔軟な対応できません。お断りしたわけでございます。その話がエンタープライズを通

じて、鈴木とどういう話があったかわかりません。エンタ ープライズからは鈴木独歩が持ち込

んだところの 2万 5，50 0円の実測ということで結構ですという話にエンターから独歩のこれ

は意向だと思うんですけれども、伝えられたわけでございます。独歩と 56年の暮れに成立し

た条件でございますのでそのままの形で話を引き継いだわけでございます。尾崎清光等の話に

小さい相続税だとかという際に先行取得するそう大きくない土地とか、あるいは道路の拡幅な

んかもそんなに大きいものはないわけでございます。そういうふうな事業体制の中にございま

すので直接買収体制という小回りのきく方法でやっておるわけでございます。もちろんこうい

う中におきましでも財産価格審査会というものをきちっと設けまして小回りのきく、要するに

直接買収体制の中から問題が起きないようにしておるわけでございます。

それから排水路につきましては、きのう、おとといですか、きのうですか、鎮野議員さんの

御質問がございました中で申し上げたとおりでございます。懸命の努力をさらに詰めかえなき

ゃならないだろう。おっしゃるとおり梅雨どきであるというふうなことを考えればなお一層御

指摘のとおりでございますので非常になかなか御理解が得られない。とにかく測量だけさせて

いただければ買収面積だとか、さらにその上のお願いになるわけですけれども、まず一番ネッ

クになりますところの南平小学校の所に水を落とせるようになるわけでございますので私も指

摘のとおりのネック地点でございますので最大の努力を図 り梅雨期のためにもそういう方向づ

くりにしていきたい、こう思うわけでございます。

予算化等につきましてはすぐにでもできることでございますので問題は交渉で御理解を得る、

こういうことでございますので、その点に最大の努力を果たしていきたい、こう思っておるわ

けでございます。以上でございます。

0副議長(米沢照男君)

O市長(森田喜美男君)

市長。

森田市政の功罪を論評されておるお話でございますから、そ

ついてはエンターとの関連でございますので我々の方は存知していないわけでございます。

もそもの論の立て方が私どもの考えておる、また行ってまいりましたこととかなりかけ離れて

おります。したがっ て納得しないとおっしゃいますけれど、これは何ともやむを得ないと言わ

ざるを得ないと思います。ただ私は罪と言われる 、こ とはもちろんすべてが正しいとし寸断定

は自介ですることは適当でないとは思いますけど、罪と言われるようなことは全くない、この

ことだけははっきり申し上げておきたいと思います。

高校用地の問題も同様でありますし、その他のことについても同様だということであります

ので、あなたの論の設定に御納得のl¥く、御満足のいくふうには答えがいかないわけでありま

す。そのことをあらかじめ申し上げておきたいと思います。

高校用地の取得ということにつきましては今助役の方からあらましの経過をお話ししたわけ

でありますが、私は日野市内にまるで傷跡のように残っているその用地を、いわゆる不法と言

それから市の用地の買収体制でございますけれども、大きな東京都等はおっしゃる ような不

動産業者を使って、というふうな体制をとっているようでございますけれども、 日野市の中の

土地の買収体制といいますのは非常に大きい用地というものを対象にするというよりは非常に
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われる信用のできない人から正当な方法で手放させ、それを公共用地として行政目的に使用を

充てたということで大きな日野市の行政としては成果ではなかっただろうかというふうに思っ

ております。その聞の何か 12億が 17億になったというようなことは我々の関知 しない部分

でありまして、またそれも事実ではないだろう、このように推則をしております。一環をして

市が公共用地として買収の手順をとり鑑定価格あるいは価格審査会、これらを経て行ったこと

でございますのでその用地の確保の手続に我々の、我々の知らない介在はこれは何とも言ませ

んけど、正当な用地の取得の仕方であったというふうに考えております。

南平用水関係のことはちょっと私どもも理解に苦しんどるわけですが、大きな公共事業にか

かわりましてあらかじめ地主の地境、公民境というようなことはこれは正され、正確にしてお

かなきゃなりませんけど、全く個人的な立場で協力をしていただけないということはきわめて

残念だと思っております。なお努力をいたしまして、そうして我々の方に正す点があれば何と

か御理解をいただいて早く達成をし、水の心配のないように治めていきたい、このように考え

ております。

遺跡調査会の使途不明金問題につきましては私も全く論外の事件として遺憾に耐えない、こ

ういうふうに思っております。いっときの自己詰責もやりましたが、なお、その責任のとり方

については明らかにしなければならないということは考えておるところでございます。中間の

いろいろな経過もございましたけれど、本来あり得ない公務員の公金管理のずさんさには驚く

べきものがあったわけでございますけど、その点の監督不行き届きという点では責任を感じて

おるところでございます。その後の経過におきまして議会とともに責任者の追及を進めてきた

わけでありますが、不起訴という検察側の一定の処分がございましたが、なお外の検察審査会

では不起訴は不当である、起訴が相当であるという判断が出されたことは一つの救いだという

ふうにも考えられるわけであります。一方、民事訴訟の方でその返還すべきものを要求してお

りますので、なおこの事件はしばらく継続せざるを得ない、このような感じがいたしておりま

す。いずれにいたしましても臭い物にふたをしようというふうな考えは全く持っておりません

し、そういうことはないというふうに御理解をお願いする以外にないわけであります。

職員対話のことがお話がございましfこ。職員とはなるべく意思疎通を図りたい。そうして公

務員としての日々申しております、私は、親切、清潔、親切、あるいは清潔、それから能率と

いうようなことを絶えず職員にも訓話をしておるわけでございまして、そういうことで理解を

しみんなが市民の方に一方に向いて正しい毎日の行政運営をしてし 1く、組織化にも協力をする、

また能率を図っていくということが一番望ましいわけであります。なお今後ともそういう姿勢

は貫いていきたい、こう考えておるところでございます。

高幡の福祉センターのこと、あるいは第 3中学校の新設校によっての解決、この二つのこと

は確かに一方はミス処理でありますし、一方はっくりたいという余りに市民の方に約束のし過

ぎをしたということもあるわけでございますけど、やらなければならないという責任感におい

ては全く変わりはないわけでありましてベストではなかったかもしれませんがベタ ーという方

法によって一応の過密状況の回避をし今後適正な中学校の配置ということにもあわせて考えな

ければならない課題を残しておるということでございます。

一点の曇りもなく、また濁りもない、公の仕事はそうあるべきだということは全く同感でご

ざし、まして私も曇 りを持ったり濁りの中で仕事をしたなんてことは全くございませんし毎日を

そのような心境で仕事をさせていただきたい、このように願っております。確固たるビジョン

がないという言い方も反省しなければならない部分もあると思っておりますけど、私の何か人

格にかかわるような、人間性がないと言われる、という言葉が使われたようでありますけど、

私はそういう評価はまことに酷であると思っておるわけでございまして足りない点は多々あろ

うかと思いますが、人間性を豊かに人を信頼をして、そうして正常な仕事を正常に進めていき

たい、こういうことに尽きると思っております。

多少の詳細部分にわたりましてまた助役からお答えをさせていただきます。お願いします。

( rちょっと助役、その前に給与是正計画書がもし出していただけたらすぐにお願いしたいと

思うんですが・…一」と呼ぶ者あり)

0副議長(米沢照男君) 助役。

0助役(赤松行雄君) ちょうどここに持っておりませんので口頭で 57年、 58年、

5 9年、 3カ年計画を出しているわけでございます。その概要を議会でも答弁、御説明申し上

げていると記憶しておるんですけれども、後ほど、 ( rコピーとりゃいい、 3部ほど。原本コ

ピーとりやわけないでしょ。職員課に電話すりゃし礼、」と呼ぶ者あり)口頭でお答え申し上げ

たいと思います。お聞き届けいただきたいと思います。

5 7年といいますと日野市のラスが 11 6.3、こういう状況のときでございます。そのとき

に地方公共団体の合理化という問題が中央で論議された中で各市町村から、 153団体、こう
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いうことになろうかと思います。ラスが 115以上の市ということでございますので 57年当

時、今日も同様でございますけれども、 153団体が是正計画の提出を求められたわけでござ

います。東京都下におきましては 120というふうな状況の市も数市あるとしづ状況の中での

日野市は 11 6.3、こういうふうな状況でございます。ですから是正計画の方もそうきついも

のでは、きついものではございませんけれども、計画として 3年間で要するにペアを 3分の l

程度に毎年切ってし 1く。それでラスが下がり切らないという状況の中で 3カ月延伸等も組み合

わして実施してまいります、こういう内容になっておるわけでございます。ですから 57年は

完全にこれとこれということじゃなくって 3分の l、ベアを 3分の lづっ切っていくとか定期

昇給を 3分の 1切ってい くとか、引 き上げ介を切っていくとか、それから定期昇給等も3カ月

先延ばしします。こういうふうな計画等を東京都を通じて提出して おるわけでございます。

この実施についてでございますけれども、 57年は何度も申し上げているように人勧凍結と

いうふうなことで完全に l銭もベア改定、賃金改定がなかったという年でございます。さっき

申し上げました、要するにベアを3分の 1ずつ毎年切り組んでいきますと、引き下げていきま

すとあるいは場合によっては最終段階では定昇を 3カ月等とそれに組み合わせて 11 5以下に

してまいります。こういうふうな計画でございますのでやはり引き上げ時点が要するに引 き上

げることの機会をとらえてそれを内輪にヲ!き上げることによっ てヲ|き下げを行うという考え方

が是正計画でございますので 57年は全国的に見合わせ、こういうことになったわけでござい

ます。

5 8年がさっきございましたように市民会館の 2億 600万円というのが保留になりまして

結果的に八つの市、それから 14の給与是正団体というのが都下の 58年の状況でございまし

た。共同していろいろと運動したわけでございますけれども、組合等の話も共同して話しする

ということで時間をとって継働句に話してということ で自治省等へもその努力を買ってもらう

ようあれしたわけですけれども、結局 5月を過ぎれば結局認められないというふうなことで

5，0 0 0万円のカットを食ったわけでございます。 58年度におき ましては 14市の団体はと

もかくとして直前に8市が起債を留保されておりますので懸命になって当たったわけ、その8

市で当たったわけでございますけれども、団体的な行動の中ではなかなか合理化というめどが

出て こなかっ た、こういうふうなことで継続協議という面では一つの結論が出なかったわけで

ございます。で、 59年を迎えたわけでございます。

5 9年につきましてはそれぞれ( r時間がなくなっちまうよ」と呼ぶ者あり)前年のあれを

見ましたので個別対応ということになりまして 6カ月延伸、それから初任給など高齢者対策と

いうことで組合と話をこの 2カ月間にわたって煮詰めてきた、それで大体合意が得られる状況、

きょう最終的な合意が得られるかと思います。そういう状況になっておるわけでございます。

それで職員に累を及ぼさない方法があれば最高でございますけれども、全国で 13 8団体が

やっている給与是正といいますか、起債を確保するための方法でございますけれども、 15 3 

団体のうち 138団体が給与の延伸をやっ ております。それから 10 1団体が初任給の是正を

やってお ります。それから給料表の是正が 67でございます。渡りが 33。これがそれぞれ組

み合わせてやっているわけでございます。ゃった団体数は 13 8でございま したのでどこの市

も給与延伸をやっている。給与延伸に渡りを組み合わしたり初任給の是正を組み合わしたりと

いうことで 153団体のうち 13 8団体が要するに 58年、 59年でそういう努力をしている

という ことでどうしても指導が、自治省の指導が直接職員の給料が少し高し、から是正しなさい

ということになりますので直接職員との話し合いにならざるを得ないわけでございます。 私た

ちも直接そういう形は得たくないわけでございますけれども、その点も御理解していただきた

し、。 59年はそういうことになりました。

それから 6点目でございますけれども、防衛庁の補助というものについては何回も市長から

お断りしておるわけでございますけれども、お断りというんじゃなくて答弁申し上げていると

ころでございます。

それから 59年におき ましては何も起債の市民会館だから起債を留保するんだということじ

ゃございません。給料、職員の給料に合理化すべき点があればほとんどの起債が対象でござい

ます。ほとんどの、対象が、起債が対象でございますので市民会館だから対象になったという

ことじゃございません。市民会館がなければ 44億の起債を申請しておるわけでございますの

でほかの起債に必ずその的が絞られてくる、こういう状況でございます。以上でございます。

0副議長(米沢照男君)

01 9番(市川資信君 )

市川資信君。

大変何て いうのかな、的確な答弁やっぱり いただけでないん

で再質問するんですけれども、限られた時間ですので簡潔にひとつきちっと答弁をいただきた

い、かように思います。

まず 1点目でございますが、鈴木独歩と新日本エンタープライズ、いわゆる国井 洪氏と の
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間でもう日野市は実質対価契約をしたわけですが、鈴木独歩、いわゆるもっと信頼の置ける日

野市が正々堂々とどこに公表してもはばからない業者となぜ取引きができなかったのか、なぜ

日本エンタープライズを入れなければならなかったのか。実績もない、それほどのいわゆる会

社としなければならなかったのかということが 1点。

それと旗野議員にきのう答弁されたという ことは用地買収が思うように進まないというふう

に理解してよろしいんでしょうかね。( r官民境-一…」と呼ぶ者あり)官民境がですか。だと

すると南平高校も実際ことし募集をしているわけですね。潤徳、小学校に来るわけです。間もな

く校舎の建設も入るはずであります。そういった中で下水、いわゆる排水関係の工事が今年度

予算に計上されてないということは今後の都立高校の推移というんでしょうか、と建設の推移

に支障がないのか。あるいは、きのう古谷議員の質問に対して雨が降ったときにどうするんだ

ということに対しである程度あの地域で遊水的な工事を施しであるから一気に流れ出すという

ことはあり得ないというような答弁もされておりま したけれども、現実にどのような遊水計画

か知りませんけれども、工事は常にやっておるわけでありますね。建設も今も造成も、車も出

入りする中で限られた遊水計画きり施されないんじゃないか。も しもあれだけさ らに木を切っ

て造成した中の雨排水があの地域に飛込んだことが十分予測されるわけです。

それと、東京都はそれらを承知で今建設を進められているのかどうか。その点についてもお

答えいただきたい。まだl'ろいろとありますけれども、その2点です。

ただ 1点、私はそれは答弁結構でございますが、 12億円で独歩が売って 17億円で日野市

が買った。これは事実ではないというんですが、これ事実ではないというのはどういうこと な

のか。 12億 5，00 0万円で売って 17億円で買ったというんなら、それが事実でなそという

程度ならわかるんですけれども、事実でないということが市長がおっしゃられたんで、なぜ事

実でないのか。そこ、もうちょっとお答えください。

それから使途不明金の遺跡調査の件について一一聞いといてください一一論の立て方が私ど

もと違っている、罪はな l'0私は前回も申し上げたと思うんですけど、功罪の功はあなたが今

まで過去に示した実績でございますよ、市民のために也罪はやれなかったことに対する罪だと。

何も犯罪とか何か、そんなことで言っていることでないことを前回も申し上げたんですから誤

解のないように。そこら辺のとり方にも少し人間性において私は不審に思います。

それと検察審査会はこの不服審査に対して受理された口先般検察庁は不起訴だと。これは検

察審査会というのは民間の無作為抽出による審査官が 1年ないし 2年交代で出て行っ てやる機

関であって、これはこれなりに民主主義社会において立派な制度ではありますけれども、何ら

事件の成り行きもかかわり合いもない人たちが天下の検察庁が、あるいは警視庁が長い月日を

かけて検査、調査した中で不起訴となったものが、また検察審査会によって受理されたといっ

ても私はそのことによって前回のいわゆる日野市自然を守る会再発足についての市長選に向け

ての隠れみのに過ぎないというふうに思うのであります。

それと、責任を感じておる。そのうちに何らかの方法を考えたいということを申しておりま

すので、それは期待して待っております。

それから武蔵村山市長が違法建築を事前着工ということで辞任された。荒田重之前市長でご

ざいますけれども、早くつくってあげたかったから違法建築を承知の上でつくったというふう

にとれるんですが、とんでもない話だ。そのような行政姿勢が今もあるんならば少なくとも承

知の上でやったことで今の答弁ですと思いますので、このし800万円も遺跡調査会の使途不

明金と合わせて私は市に弁済するべきだということを申し添えておきます。

それから新設校の失敗についてそのうち早 くっくりたいという、つくれることを期待してお

ります。

そして 5点目の給与是正計画、やはり 57年度にラスが 11 6.3のところのものに対して誠

意を示さなかった。何らそのような処置を講じなかったことが 58年度の市民会館の 5，00 0 

万円起債カットにつながったことであります。 さらに今助役は市民会館だからといってほかの

ものも含めて 50億近い起債を申請しておる んだと いうようなことを申しておられましたから、

助役、少しそれは認識が違うんではないか。いわゆる今回の市民会館の補助金が断る最大の目

的は単独事業起債だから、事業債だからはっきり自治省だって断る面白があるわけであります。

( rそのとおり」と呼ぶ者あり)l'わゆる補助裏起債、防衛庁の補助金をもらってやれば民生

安定ということは最優先する補助金制度、起債制限の中でこの制限はできないということは明

らかであります。今申した答弁は全く私どもが素人だと思って言った答弁、話弁にすぎないと

いうことをもう一度ここで申し添えておきます。( rそりゃそうだよ」と呼ぶ者あり)

総括的に時間がありませんので私は今の答弁を最後に時間があったらばいただきたいという

ふうに申し上げて、さらに質問を続けます。

ようやくけさ私の要求しました管理職による申し入れ書を手に入れました。いただいてすぐ
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私は家でこれを篤と再読したんですけれども、時間が余りにもない、それゆえにもっと突っ込

んだ質問をしたいんですが、恐らく途中で終わるようなことになるかもしれませんけども、ま

ずこれを読んでみます一一年頭より、日野市職員組合は、全職員に対する 6カ月昇給延伸措置

に反対する抗議行動を再三にわたって実施し、外部の応援を得てますます深刻化、長期化の様

相を呈しており、各職場の行政運営に支障を来す状況にあります。市長の説明によりますと、

これは自治省の起債制限という圧力の中で、当市にとっても市民会館建設起債 10億円確保の

ため、市民的立場 に立った緊急やむを得ない避難的措置であるとのことですが、我々 管理職は

自治法 16 1条以下規定する市長の補助機関として、これらの措置を理解する反面、余り にも

唐突であり、無計画と言わざるを得ない点、さらには手続上の問題としても職員組合同様に支

持できない気持ちでいっ ぱいであります。市長は日ごろ、市民対話を重視されておりますが、

その裏側として職員特に管理職の意向を犠牲にする一面が強く感じられます。今回の件につい

ても、自治省の指導が自治権の侵害であるという論議はさておき、地方行革を含んだ国の行財

政改革は、今日では国民的課題となっ ており、指導指針とされるラスパイレス指数の問題も、

すでに 3年前に提示されていたにもかかわらず、 58年度中には 5，00 0万の起債カッ トを受

け、結果として何ら改善の実を示さず放置してきたことが今回の昇給延伸という強行処置につ

ながったと考えられます。その間職員には詳細な経過説明もされず、市議会における再三にわ

たった給与是正の指摘を受けながら、我々管理職は意見を聴取する機会も与えられず、今日の

事態を迎えたことは本当に残念に思えてなりません。このことは 日常の行政運営の中で管理職

に対する認識不足という点で共通するものがあると言わざるを得ません。聞くところによりま

すと、本件に関する職員組合との団体交渉の中で、理事者は部課長の支持は得られているかの

ごと き発言をなさっているとのことですが必ずしもそのような意思表示は行われていないとい

うのが現状ではないでしょうか。 1月21日、部課長会が開かれ、市長から概要説明がありま

したが、すでに遅きに失した時期の説明であり、意見を述べる場でもなく、庁議を含めた単な

る上意下達の場にすぎないと言わざるを得ず、管理職の意見は全 く無視された状況の中で本問

題が発生したものと言えます。特に従来労使間の問題については管理職を完全に無視した行政

運営が行われていることも大きな不満の一因であります。このような状況の中では、管理職組

合結成に踏み切るべきだという意見もあり、その傾向は さらに強まるものと思われます。早急

に管理職に対する市長の御意向を表明されたい一一こうし 1う、いわゆる申し入れ書 であります。
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この中に、このほかにいわゆる1点、 2点、 3点の質問事項があるんです。それらをこれか

ら読み上げながら私は質問をさ せていただきたい、かように思います。

この申し入れ書を読んで日ごろ議会で多くの議員が指摘しております問題点をいみじくもか

つてない市職と理事者の険悪の空気の中でこの申し入れ書にも記されているように管理職と一

体となってこの山場を乗り切 らねばならない重大な時期に最 も信頼せねばならない管理職がこ

れまでのあなたの行政運営に不信任行為、あるいは謀反とも受け取れる文書を突きつけたこ と

は自治法 161条以下に規定する市長の補助機関としての日常のおとなしい部課長さんたちが、

それも 57名中 50名までもが連名でこ のよう な行為に踏み切った背後には想像を絶する勇気

が必要であったのではなし1かと推察するものであります。かっ、それだけに市長自身もこの事

件は真剣に受けとめなければならないと指摘するものです。この申し入れ書を受け取った市長

の胸中をお聞かせいただきたい。

申し入れ書の提起に踏み切った管理職の人たちは 日常職員組合にのみ顔を向け部課長無視の

姿勢がこれらの結果を招いた誘因と思われるが、前代未聞の謀反ともとれるこれらの行為にあ

なたは今後の市政に携わるかじ取りゅ合頭として最も信頼せねばならない管理職から見放され

て一体安定した 15万日野市丸が航海を無事に果たせるのか、まことに心もとないものであり

ます。聞くと ころによりますと日ごろの組合優先、管理職無視の姿勢がこのような結果を招い

たわけでありますが、 2月5日付市職ニュースによりますと、この延伸闘争に共同歩調をとる

よう要請されたものだが管理職としてプライドと自主性を持って単独に申し入れを行ったとの

ことでありました。この行為はまことに立派だったと思うのであります。

さて、そこでこの申し入れ書の中に何点か質問事項があります。これらは、 1回読んで、読

まないと皆さんがわからないので、ここですぐ質問しようと思ったんです。一応読んでみます。

まず lの1は、起債制限打開方法は 6カ月延伸以外になかったのか。 2点目が、近い時期に本

件の修復を行うと言明しているが、延伸措置実施問もない時期であり適切かどうか。大きな 2

の1、日ごろの行政運営に対する管理職の考え方。1.管理職に直接影響の大きい退職金条例

の改正等について何らの設明も意向も打診もなかったが、それでよいものかどうか。 2. 人事

異動に管理職の意見聴取をさらに発表の仕方にも問題があると，思われるがどうか。 3. 庁議は

毎月開催されているが部課長会議も定例化すべきではないか。 4. 職務と責任に応じた給与制

度の確立を図るべきだと思うが。 5. 労使間の問題について管理職は完全に無視されているが、
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この点についての考え方は。大きな 3、その他となっております。その 1、昇給延伸について

反対闘争が長期化した場合、窓口業務、超動拒否等による市政への重大な影響を考慮して早急

に解決を図られたい。その 2、給与制度の見直 しのため検討委員会を設置されたい。以上の回

答を求む。また管理職に回答をすでにされたのかどうかについてお答えいただきたいわけであ

ります。まず回答されたかどうか、それだけまず聞かせていただきます。

0副議長(米沢照男君) 答弁を求めます。助役。

0助役(赤松行雄君) 2月の 1日でございます。皆さんおいでになったわけでござい

ますけれども、私の方で最初会いま して後で回答の要旨を まとめてというふうな取り計らいし

たわけですけれども、市長に直接聞いてもらうんだということで市長に会って おるわけでござ

います。

それから余分なことを申し上げるようでございますけれども、組合要請でございます。ほか

の市の中でも職員組合からの市長の方へ要請しろというふうな行動はよその市でも起こってお

ります。また、こういうふうな現象もよその市でも起きているというふうな状況の中では日野

市の管理職の方々、 2月の、 1月の 21日から今日まで昼間の対応に大変御苦労していた だい

た。全然一糸乱れない結束を示していただいた。それから我々の方としましては早速こういう

ものをいただきま した。非常に反省す るものが多いわけでございます。 日常の連絡なり意思の

くみ上げなり意思の疎通関係なり非常に不足しているとい う反省のも とに早速部課長会を開き

ました。け さも開いたわけでございます。そういう形の中から部課長との関係を円滑なものに、

それから十介意思をくみ上げる必要もございます。そういうふうな認識を持ちましてきょうも

9時半から 30分程度でございましたけれども、職員組合の今収拾段階にきておりますので前

もつての報告をしておるわけでございます。

御指摘の商につきましてはまだ回答はしておらないわけでございます、こういう中でござい

ますので。ですけれども、実質的には 2回部課長会を開いております。

それから、こういっちゃあれなんですけれども、庁議というのは両方の橋渡しというふうな

本当は役をしておって、もう少しはっきり言って機能していると思っておったわけですけれど

も、これを見ますとはっきり言って不十分なところもございますので各部長にはもっとスキン

シップをしてほしい、こういうふうなこと等もお願いし、関係の要するに改善ということには

御指摘にあるような万全を期していきたい、こう考えておるわけでございます。( r私は今回

答をされましたかどうかということをまず 1点お聞きしたんで、これからいろいろ質問を・…」

と呼ぶ者あり)

。副議長 (米沢照男君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 今、ある私文書を材料にいろいろと( r何言っ てんだ」と呼

ぶ者あり )質問受けてい るわけですが、私はお互いの内輪の問題ですから内輪の( r 9割以上

の部課長が署名しているじゃないか」と呼ぶ者あり)関係で…...

0副議長(米沢照男君)

O市長 (森田喜美男君 )

不規則発言は慎んでください。

解決を進める考えでおります。もちろパバ言頼関係の回復とい

うことはきわめて大切なことでありますからそれを中心に考えるつもりではあります。市民か

らいただく文書にはもちろん回答を求められる場合には回答いたしますけど、これには十分話

し合ってお互いの信頼をつくっていこう、このように思っております。この件については以上

であります。

O副議長 (米沢照男 君 )

01 9番(市川資信君)

市川資信君。

これから逐一ちょっと質問させていただきます。

今、回答してないということですけれども、回答はしようと、簡単に一問一答でちょっとし

ばらくやらせていただきたl¥。回答はするつもりでございますか。

0副議長(米沢照男君 ) 市長。

0市長 ( 森 田 喜 美 男 君 ) もうすでに部課長会というのを定例的に開くということを答

えておりますのでその中で意見交換をし、特別の改めての回答はしないつもりであります。

0副議長 (米沢照男君) 市川資信君。

01 9番(市川資信男) それでは何点か非常に強い管理職の申し入れ書は市長は事実

である八ノだということをお認めになったというふうにとってよろしいですか。

0副議長(米沢照男君) 市長。

0市長(森田喜美男君 ) 補助機関としてのいろいろな助言、諌言だとし 1うふうに思っ

ておりますからいわゆる組合との関係の交渉事項ということではなくて我々のまだ不十分な点、

あるいは中間管理職として持たれておる意見を十分話し合いによって尊重をし理解をし合って

し1きたい、こう思っております。

確かに理事者という立場は非常にこういう場合には力が弱いわけでありますから日常の信頼
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関係こそ大切だという ことをつくづく感じております。

O副議長(米沢照男君) 市川資信君。

o 1 9番(市川資信君)

O副議長(米沢照男君 )

01 9番 (市川資信君)

市長自身l¥かがでございますか。

0副議長(米沢照男君)

O市長(森田喜美男君)

0副議長(米沢照男君)

01 9番 (市川資信君 )

市川資信君。 ( rあきれた、大した男じゃよ」 と呼ぶ者あり)

それはそれで結構です。

事実であるということを認めたならば..

不規則発言は慎んでください。

まこ とに不名誉な出来事だった、私は思うのですけれども、

実は 2月 14日付の市職ニ ュースによりますと、市職の方で市職のこれ組合の役員の方がア

ンケート というんですか、 6カ月延伸についてA部長という人に申し上げたところが延伸はや

むを得ないだろう、それから B部長は不当であるというふうに部長の中にもこのようにばらば

らの市長の日常の管理職との理解ができてない状態ができているわけです。まして今回の申し

入れ書にどの程度の、部長さんがかなり表明しているというんです。名前、私はいただいたの

に書いてありませんから、部長、きのうの助役の答弁ですと部長も数名含むということですが、

部長も先ほどちょっと何人 ぐらいいる んですかということをあるところで聞いたら半数ぐらい

いるD 部長が半数ぐらし 1。このいわゆる謀反ともとれるこの申し入れ書に連署しているんfふ

そうするとやっぱり今日常のいわゆる管理職と市長との意思疎通というもののバランスがとれ

てない。 ( r新日本の声であります」と呼ぶ者あり)それともっと重大なのはそのときに私は

きの う聞いたんですけれども、ある課長のと ころにある重大な管理職が、管理職だって課長や

部長じゃないんです。行っ て、 あなたは将来ある人だから署名を取り消してくれ、こういう進

言をしてって取り崩しをしたそうであります。これは重大な問題だと思うんですD そういった

ことが事実あったのかどうか、まず…・一。( r助役は今あれだよ 、森田選挙事務所行って毎日

行ってんだからそんな暇はないかJと呼ぶ者あり)

O@1j議長(米沢照男君) 答弁を求めます。( rあなたは将来のある人だから署名を取

り消せJ r市長が頼んだんだろう」と呼ぶ者あり) 市長。

0市長(森田喜美男君 ) 私は管理職の一つのある程度の共通する意見だろうと思って

受けとめておるわけでありまして一人一人がどうしたということは全然知りません。したがっ

てだれがどうということはないわけでありますから全体もお互いがうまくやっていこうという

意見 として受けと めておりますのでこれからもそういうことで協力をし合いたい、このように

考えております。( rそう だJと呼ぶ者あり)

。副議長(米沢照男君) 市川資信君。

市長。

先ほど申し上げましたように内輪の問題でありますから十介

私も反省もするし、それから市民のために力を合わせ努力 しようということがやっぱり最終の

目的だと思っておりますからそのようにやっていきたいと思います。

0副議長(米沢照男君 ) 市川資信君。

01 9番(市川資信君) 助役は先ほどもう 2回ほど部課長会を開いたということです

けれども、まだ回答もしてない中で私はできることならば一度はきちっと回答をして市長みず

から誠意を示す必要があるんじゃないか。回答を含めてこういうふうにこれを読んで短い時間

でしたから私の質問が当を得て、的を得ているかどうかわかりませんけれども、素直な気持ち

でこれを書い たつもりです、時間がなかっただけに。 いかがでしょうか。誠意をこれから十分

示すこと、回答を含めてですね、そういう必要があるんではなかろうかと思うんですけれども、

市長、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)

市長。

その答えの姿は執行においてお互いの信頼関係、特に意見交

換を十分にして、そうして意思疏盈のないようにするとし 1うことが私は最終の答えだ、こう思

っております。 ( r組合には文書で回答を出しているわけです」と呼ぶ者あり )

0副議長(米沢照男君) 市川資信君。

01 9番(市川資信君) 私も過去に指摘したことがあるんですけれども、これは管理

職のみならず一般職員ともそうでございますが、市長といわゆる管理職との聞に進言しやすい

環境が日常存在しているのかどうか。 市長自身どのようにお思いでしょうか。

0副議長(米沢照男君 ) 市長。

0市長(森田喜美男君) していると思っております。

結構です。時間もそれほどありませんので、それではさらに01 9番(市川 資信君 )

また質問を続けます。

2月の 15日のこれは市職のニュースであります。最終団交用意市長回答ということで、一
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っとして職員の皆さんに大きい犠牲を強いTこ。まだ手続の不十分だったことを遺憾に思う。こ

う書いて、 1ですね。 2がス ト回避をお願いしたい。何らかの姿勢を示 していきたい。 3番 目

はベアは国並みの回答ができる。 4番目に定昇延伸については何らかの埋め合わせ努力をした

い。 5番目に必ず回復措置を考えたいと決意している。こう述べてるわけですね、市長が。

これ組合で借りた資料だから間違いないと思うんですが。それから 21日の新聞にこう書いて

あるんですよ。これまで同様平行線、とにかく市長はなおも緊急非難的措置でありお願いした

いと繰り返した。また 4月の選挙後 18日午後立候補を表明括弧に修復措置を考えたいと言い、

あげくは今回の措置は間違っていたかもしれないが撤回はできないとい う始末ですと、ここに

書いてあるんですが、修復措置とは具体的にどういうことを意味するのか。 60年度修復措置

の、 60年度の予算措置はとられておるのかどうかということが 1点と、 2点目の質問は現在

厳しい起債制限措置があるときに国を欺くような姿勢をとるということが果して妥当なものであ

ったかどうか。(r組合のニュースが正しいか、正しくなl¥かはっきりしろよ」と呼ぶ者あり)

それと、この措置をとっ ても起債はできるのかどうか。この三つを明確にお答えいただきた

いと思います。

0副議長(米沢照男君) 市長。

たとえば具体的にいえば東京都のベアが今 112ぐらいと言われております。( rラスパイ

レス」と呼ぶ者あり )東京都のラスパイレス指数は 11 2ぐらいと言われております。それで

国の指導は大体都圏になるべく合わせる程度に近づけるようにということでありますからその

努力をやっていきたいと思っております。そのことはまた可能だと思っております。したがい

ましてそういう時点で号えられる修復というやり方は これは当然、お互いの努外目標として持つ

べきだと思っておりますのでそういう意味であります。全く国に対して特別なことを申し上げ

るということではなくて、お互いの努力目標を提唱しておる、こういうことであります口

0高Ij議長(米沢照男君) 市川資信君。

01 9番(市川資信君) やはり今回の質問についても同じように時間が( r組合ニュ

ースが正しいか」と呼ぶ者あり)なくて、たとえば私が一番聞きたかったいわゆる市民会館の

いわゆる防衛施設庁の補助金 3憶ないし少なく見積もっても 4億の起債補助金が補助裏起債で

あるから当然、私はできる、これはもう義務、もう何ていうか義務的についてくる、そういうも

のである。これは行政に携わる者であるならばだれしも理解しているところであるけれども、

それをいわゆる自分の市長選挙のために任期満了に間に合わせるためにあ断りして単独事業に

踏み切った。そのためにこの3億ないし4億としづ補助金をもらえなかった。これを市民の血

税から支出するというような行政行為、いわゆるスタンドプレーというものに対するお答え、

明確な答えがいただけなかったんですが、最後のまだ数分残っておりますのでその点に関して

だけで結構ですからきちっとした答弁をいただきたい、かように思います。

0市長(森田喜美男君) 組合ニ ュースですからそう論評はしたくないと思います。そ

れで市の交渉の過程の中で私の信念、真意でありますが、特に今問われておりますその、ごく

端的にいえば起債制限の解除であり、そのためのラスパイレスの具体的な低下であり、その措

置には国の指導もあり、また東京都からも意見も聞いたりして、いわゆる 6カ月延伸のことと、

それから初任給の格づけ 1号ダウン、それから何です、定年制に近い部介で延伸の、延伸じゃ

ありません、定昇の頭打ちとかストップとか、こういう内容を持っておる一連の施策でありま

す。このことは実施いたします し起債は恐らく解除いただける、このような感触をいただいて

おります。それで国を欺くようなということはもう全くないわけでありましてみずからの今後

の相当な期間の中で給与の実際に計算される是正を内部的にお互いの理解によって果たしなが

ら、そうして少数精鋭というふうに言える部分もあると思いますし、あるいは内部職員のこの

定数管理もきちんとし行財政の能率的な効率的な運営をしながら一定の状況になる際に、その

際に一つの努力目標と いうものを考えるという ことはこれはあり得ることだと いうふうに思い、

また、あり得ることであり許されるこ とだと思っております。

。副議長(米沢照男君)

O市長(森田喜美男君 )

市長。

そのような言い方という、言い方といいますか、言われ方は

私は正しくないと思っております。大きい事業に取り組みます際、一定の事業年度を定めると

いうことは大切なことでありますし、その際、財政の構造をどういうふうに取り組むかという

こととあわせて設定すべきものだと思っております。私もこれまでお答えをしたと思っており

ますけど、防衛予算をいただくとして恐らく2億円少々だというふうに当時の担当から聞いて

おります。( r設計費も入ります」と呼ぶ者あり)そうして多分予定よりも 2年ぐらいずれる

ことになる。年期を、年次を推していきますと。その聞に物価は当然上がるということも予測

されますし、市民要求というも のも当然早期にできる ことが望まれるわけであります。

そういうことで一定の、つまりたまたまその事業、そういう事業を組む際には大体4年程度
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ということが一つの年次、 こう思っておりますので( 1"市役所は何年かかった」と呼ぶ者あり)

そのように私は取り運んだ、取り運んでいっ たと いう ことであります。市役所の場合も同様で

あります。( 1" 2年だよ」と呼ぶ者あり )市役所、この市役所も私が責任を持つ立場で、執行さ

せていただきました。庁舎も、庁舎じゃなく て市民会館も同様でありまして全館に補助がある

というわけじゃなく て公民館部分に補助が期待できるという ことでありましたが、東京都の、

東京都じゃありません。国の補助、それから都の補助で、それでやっていけるということで判

断したものでありますので、そのように理解をお願いいたします。

0副議長(米沢照男君) 市川資信君。

ずながなくなった今日、市長は引責責任をとるか4選出馬を断念するべきであると信ずるもの

であります。終わります。

O副議長(米沢照男君) これをもって 2の1、(続)森田革新市政 12年間の功罪に関す

る質問を終わります。

3の 1、都市計画税と生活環境整備についての通告質問者、 川嶋 博君の質問を許します。

( 1"休憩だよ」 と呼ぶ者あり)

ただいまの発言取り消します。( 1"おかしいぞ」と呼ぶ者あり )

お諮りいたします。議事の都合により暫時休憩いたしたいと思います。これに御異議ござい

ませんか。

( 1"異議なし」と呼ぶ者あり 〕

0&1]議長(米沢照男君) 御異議ないものと認め、暫時休憩いたします。

午後 2時 32分休憩

午後 3時 3介再開

01 9番( 市 川 資信君) 長年市長やってる森田喜美男さんに私どもが苦言を申し上げ

るのはどうか知りませんけれども、少なくとも補助裏起債は民生安定という憲法に保障された

優先順位でこれを取りつけたものに対する補助金をつけなければならないという定義がありま

す。そのことぐらいは少なくとも 12年間市長の座にいたならば理解をしていただいて今後の

運営にして当たっていただかなければ幾ら金があったっ て先輩市長がこれだけ優良企業を誘致

して財政豊かな日野市であろうともたまったものじゃありません。湯水に油です、水でありま 0副議長(米沢照男君) 休憩前にヲ |き続き会議を開きます。

す。 一般質問 3の 1、都市計画税と生活環境整備についての通告質問者、川嶋博君の質問を許

します。

( 1 4番議員登壇〕

0 1 4番(川 il(鳥博君) それでは都市計画税と生活環境整備について質問を行いたい

時間がないんで終わりに結びを申し添えて終わらせていただきたいと思います。

市民サーピスを本来基本とする市長が管理職と向一歩調をとって運営するのが当然のことと

思うが、これら文書申し入れ書、謀反ともとれる今回の一件に修復しがたい管理職との聞にひ

ずみ、溝が生じて(.¥るように思えるのであります。庁内の異常なピラ、長いストで市民に多大

な迷惑をかけてこの上官界里職にまで見放されている実態は議員として市民に対してまことに顔

向けのできない、 恥ずかしい限りであります。 12年間のあなたの失政のうみがここに一挙に

出たものと思わないわけにはまいりません。

4期自の市政運営のほどを先般表明されたあなたはこれでもまだ 15万市民の乗った日野市

丸に自信がおあり なのでしょうか。使途不明金一一遺跡調査会の件、違法建築の弁済責任、 3

中新設校の失敗、 自然を守る会北条 忠の詐欺事件に逮捕にかかわる道義的責任( 1"それは関

係なしリ 「関係ある」と呼ぶ者あり)議長、少し整理してください。

0副議長(米沢照男君) 手舗を慎んでください。

0 1 9番(市川資信君) 懲罰問題にかかわる問題ですから一一今回の管理職信頼のき

と思います。

まず前置きは抜きにいたしまして都市計画税ということで、まずその意味についての説明を

お伺いしてから質問に入りたいと思います。

0副議長 (米沢照男君) ) 11嶋博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) まず都市言十酒税とはどうし 1うものかとしづ御質問でござい

ます。都市計画税について御説明いたします。

この税は都市計画事業、区画整理事業など、いわゆる都市整備を行うための費用に充てると

いうものでございます。これは市税条例で定める目的税でございまして市の範聞の中で課税で

きるものでございます。目的税でございますのでこれらの事業の施行計画とか実施の状況など

を考慮しながらこれに見合う税率とする、そのような性格を有するものでございます。
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それでは、どう いうものに対して課税をするかという 、課税の対象でございます。課税客体

と言って おりますけれども、原則 といた しま して都市計画法第 5条の規定により まして都市計

画区域として指定されております区域のうち市街化区域内に所在する土地及び家屋に対する、

土地、家屋に対する課税でございます。 それでまず課税標準でございますけれども、土地、家

屋の固定資産の課税標準となるべき価格が課税標準でございます。それで税率でございますけ

れども、 100分の0.3を超えることができない、いわゆる制限税率を採用してございます。

この税につきましては昭和 31年 4月でございますけれども、法改正がございまして都市計画

税という課税権が市町村に課税できるという法改正になっております。 日野市におきま しては

3 8年度からこれを課税しております。なお当時は税率は 100分の 0.2以内ということでご

ざいました。現在は昭和 53年に法改正がござ いまして現在の税率 100分の 0.3以内という

ことで、当市におきましては10 0分の0.3を利用してございます口 以上でございます。

0副議長(米沢照男君) 川嶋博君。

円、それから下水道会計分といたしま して 9，00 0万円。合わせまして 12億 200万円でご

ざいます。以上でございます。

0副議長(米沢照男君)

01 4番 (川嶋博君 )

川嶋博君。

ただし咳企画財政部長からも都市計画についての説明があり

01 4番(川嶋博君) 6 0年度の都市計画税の予算といたしましては約 12億円。

ました。実際市民側から見た都市計画または生活環境の面、この面から見ますと日野市全体を

見ますと西弔lJ、東平山とカサl問自之内、それから雑了だとか日野の東部、いろいろな地域にまだ生活

排水を庭に穴を掘って排水をしている箇所がたくさんあります。こういう生活環境から見た恵

まれない地域についてのおくれがたくさんあると思います。こういう問題点を大きな計画はい

し1と思いますけれど、さらには市政としてそういう問題点の計画がおくれております。

この計画または施策についてどのような計画でいるか、または実施をするか考えがあったら

この場で説明をしていただきたいと思います。

。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) それでは私からただいまの御質問につきましてお答

え申し上げます。

都市計画事業といたしまして私どもの部で担当いたしておりますのは公園事業、それと都市

計画道路、区画整理、下水道事業、この四つの事業を担当しているわけでございます。

6 0年度におきましては公園整備は、これは仲田、北)'1'1原の用地を、北川原は用地の買収で

ございますが、仲田については築造を 59年度から入っております。これの費用、 60年度の

費用が 12億 6，00 0万円、このうち国庫の補助を 5，60 0万円いただきまして事業を実施し

都の補助金、都市計画に関するものについては土木関係で本年は 4，50 0万、都の補助金とい

たしましては、失礼しま した。国庫補助金としては 8，70 0万、それから都の補助金関係とし

ては 4，50 0万とい う予算がのせられております。あわせまして日 野市の都市基盤とした計画

についての計画について細かい事業を説明をしていただきたいと思います。

0冨Ij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) お答えをいたします。

都市計画事業の関連につきましては詳細にわたりまして昨日議案上程で説明したとおりでご

ざいます。お伺い、御質問の恐らく要点は今お話が出ておりま したけれども、都市計画税 12 

億円、このお金がどういう形で使われようとしているかということではなし 1かと思います。

都市計画税につきましてはただいま市民部長の方から使途につきましては都市施設の整備、

それから区画整理事業、それから、これらの施設の地方債の償還に充てることになっておりま

ていこうという計画でございます。

す。

都市計画道路につきましては現在用地買収を進めておりますのは 2・2・5号線でございます。

6 0年度で一応計画としては用地買収を完了 し、実施設計を 60年中に完了させまして 61年、

6 2年にかけて道路の築造を行うという計画でございます。 60年度の予算としては 1億8，200

万円を計上してございますが、国庫補助としては 2，20 0万円をいただくようになっておりま

す。

区画整理事業は現在進めております万願寺区域について事業を鋭意進めておるところでござ

いますが、 60年度におきましては地域の80%仮換地の指定にこぎつけられる見通しがつい

てまいりました。あわせまして各街路の築造を行うわけでございますが、 総額として 10億

それでは昭和 60年度の充当の状況を申し上げます。ます土地区画整理事業でございますけ

れども、 4億 8，50 0万円、下水道事業4億 7，500万円、街路事業 2，00 0万円、公園整備

事業 2，20 0万円、地方債の償還でございますが、一般会計分といたしまして 1億 1，000万
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5，7 0 0万円 の予算をもって事業に当たる予定をしております。 国庫補助、あ るいは負担金と

いたしましては 3億 300万円を計上 してございます。このほかに都の予算としては補助金と

して 5，10 0万円をいただくことになっております。

下水道事業は前年対比として 28.1 %の大幅な増を見込み予算を要求させていただいておる

わけでございます。額は 21億 500万円でございますが、このうち国庫 1億 1，400万円を

いただきまして事業を執行してい く予定をしております。下水道事業につきましてはまず終末

処理場が完備をしておかなければ供用の開始にならないわけでございまして南多摩処理区につ

いては 60年の後半に、 60年の後半に供用の開始、 11ヘクタ ールについて実施をしていく

予定になっております。そのほかの地域につきましても浅川の処理区は用地買収に59年度か

ら入ったということであり、-樹11、秋川処理区、これは八王子処理場でございますが、そちら

の方の用地買収も一部入っておりま して、管の、幹線管渠の埋設も行われている状況でござい

ます。そう いう状況に合わせまして日野市内の公共下水道の整備を行う予定でございます。公

共下水道汚水管の整備としては来年度は約8，00 0メーターの管の敷設を行ってし 1く予定をし

ております。今後も、通称枝管と言っております、市が施行いたします管渠、これを中心に鋭

意努力して埋設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。 以上でございます。

0副議長(米沢照男君)

o 1 4番 (川嶋博君)

川嶋博君。

ただいま都市整備部長からの説明がありました。下水道の整

備というようなことは大前提ということはわかっております。いろいろ市内の生活排水の問題

点があるところは区画整理、そういうことを実施しなければ解決しないことはわかっており ま

す。しかし、 20年、 30年住んでて非常に生活排水が悪い点、この問題は行政側として も即

刻対処しなければいけないと思います。なぜならば都市計画税を納税しながら、ことしは、来

年は生活排水を心配ないようにできるという期待をかけながら納税しながら毎年先送りになっ

てきてしまったというようなことがあります。また請願者もおりまして生活排水をよくしてほ

しい、建設委員会でも現場視察をした結果、これは私道であるからできないとか、いろいろな

ことで継続になってしまう。こういう例があると思います。

この問題はやはり市政の施策に問題があるのではないか、こういうことで解決しなくちゃい

けないと思います。その点、市長、こういう一人一人の市民の生活を守るためにどのような考

えがあるか、考えがありましたら答弁をお願いしたいと思います。
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0教育次長(小山哲夫君) 教育次長からお答えをさせていただきます。

御質問は 2点ございました。第 1点目は四中の給食の将来計画はどうかという御質問でござ

います。 中学校給食につきま してはすでに御案内のとおり昭和 56年に平山中の新設と同時に

給食を開始してございます。大坂上中が 58年にできまして本年はー中、三沢中が一応開設い

たしております。

教育委員会の基本方針といたし ましては中学校の完全給食につきましては毎年 1校を完成目

標ということで計画を立てているわけでございます。 60年度は二中のここで設計ができ上が

りま したので工事費の計上ということがございましたけれども、財政事情等の関係で当初予算

に計上することをちゅうちょいたしましたけれども、教育委員会の考え方といたしましては二

中の次は第四中学校ということを考えてお ります。できれば本年も給食の設計費ということを

計上をもくろんでおりましたけれども、これまた財政事情がございまして計上を見送ったとい

う経緯がございます。財政、大分費用もかかりますので財政当局、理事者側の方とも十分協議

をしながら四中の給食の設計、あるいは施設建設費につきましては財源措置を考慮しつつ建設

に向かつ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。これが第 1点目の御質問

に対する回答でございます。

次に、いわゆるナイタ ー施設の問題につきましての御質問が出ました。ナイタ ー施設につき

ましてはただいま議員さんからも御提言の中にもありましたとおりできるだけ中学校の校庭に

つきましてはスポーツ人口、とりわけ夜間のスポーツ人口が多いということを考えた場合にで

きるだけ条件整備をしながらナイター施設の整備に取りかかってまいりたいというふうに共通

に考えているところでございます。

当面、東西南北ということで現在第一小学校が昭和 46年にできておりますし、南側といた

しましては七生中に昭和 57年 5月にナイター施設を開設しております。したがいましてあと

残っているのは東、西でございます。特に西部地区につきましては日野台、多摩平、あるいは

旭が丘地区からも非常に強いナイター施設の要望が出ておりますし、二中地区につきましての

請願も上程され、そして採択されておるという経緯がございます。

そういった意味におきまして今年度 60年度予算の中でも予算の措置をお願いしてございま

すけれども、当面、西部地区につきましては第二中学校の校庭にナイター施設を設置していこ

うということで、これも単年度予算ですべての工事費が財政事情がございまして計上できなか
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ったので当面 60年度につきましては約 1，000万円ほどでございますけれども、二中の防球

フェンスの設置のための工事費の計上をお願いしていると ころでございます。したがいまして

次年度以降につきましてはし、わゆる照明器具、あるいはまたトイレ、倉庫等の施設、そういっ

たものを予算計上しながら西部地区のいわゆるナイタ ー施設の整備にかかってまいりたいとい

うふうに考えております。以上でございます。

0副議長(米沢照男君) 川嶋博君。

01 4番(川嶋 博君) ただいま教育次長の方からの給食施設等のお話がありました。

今後中学校にこれから給食を取り入れるということに先立ちまして、これから行われる中学校

には給食施設のセンター化、または外注であるが、それから、そこに働く方々のパー ト化はど

うなのか、またはセンタ一方式にするか、この点についてお伺いしたいと思います。

そして、今給食調理員ですか、最高では600万ぐらいの給料を取られている方もいるし、

2 5 0万ぐらいの方もおると聞いております。これから職員がふえる中で日 野市の財政を圧迫

する点もあると思います。またパート化になったからといって決して給食の栄養が落ちるとか、

または給食が悪くなるという点も私はないと思います。この点について給食化の効率化、そう

いう点もひとつ考慮、を入れて行うか考えていただきたいと思います。そういう質問です。

0副議長(米沢照男君) 再質問についての答弁を求めます。教育長。

0教育長(長沢三郎君) お答え申し上げます。

確かにこれから四つの中学校の給食をや っていくという状況の中では今まですでにでき上が

っている中学校と同じような状況での人員の配置ということでございます とさ らに二十四、五

名ですね、中学校全部の給食が実現する までの時点では二十四、五名の職員の増、このことを

実現しないと今のような状況での給食と いうことは無理である、こ ういうことは確かに言える

わけです。

学校給食の問題につきましては現在の行財政改革のものと絡んで学校給食の業務の簡素合理

化、こういう点で総務庁の方から文部省を通し各都道府県の方にも文書等が来ているわけでご

ざいますけれど、その中でうたわれている内容というのは、一つは民問委託方式という問題、

それから 2番目が共同調理方式という問題、それから 3番目に調理業務のパート化の導入とい

う問題。この三つが一つの行革との絡みの中で提起されているという状況でございます。

ただ私、第 1番目の学校給食の委託、民間委託という形のことにつきましては全くその気持

0副議長(米沢照男君) 市長。

0市長(森田喜美男君) お答えをいたします。

日野市の都市化が非常に短期間、急でありましたために、その背景は高度成長でありますと

か、あるいは人口の都市集中とか、そういうことに起因するわけでありますけど、いわゆる古

い時代の一応の生活環境の安定、つまり用水等の水田用の用水が、あるいは排水が澄んでいた

ということでちっとも汚れを感じなかった時代があったわけでありますけど、今日はそのこと

が著しく顕緒になりましてそうしてその用水の汚れを何とか早期に解決したいというのが下水

道事業であるわけであります。しかもその事業が大きい仕事でありますだけに計画を策定をし

事業化にのせるまでにまた相当の年次を要したと いうこと のためにとかくおくれと言われてい

るわけであります。この状況を早く脱却をし展望を開くために努力をしてまいりました結果が

ようやく御承知のとおりの流域下水道 3排水系統に基づきましてそれぞれの虹狸場の事業化と

いう問題に今取り組まれておるわけであります。

今の見通しといたしましてそれぞれの処理場が 65年を期して稼働を始める、こういうふう

な具体的な見通しも立つことになりましたのでその間に鋭意処理場に、処理場に近いというこ

とは低い地域ということになるわけでありまして、今一番御迷惑の状況が著しいのが低い地域

になる。とりわけ勾配等で水の流れがうまくし 1かないという地域から恐らく下水道の期待が高

く寄せられているというように思っております。幸いに低し、地域から管渠を埋設して事業化が

公共下水道の面的な整備が始まるということになりますのでできるだけ早期にそういう状況を

脱却をし生活環境の整備に努めなければならない。これが現在の現状であり、また進行状況で

あります。

さればといって現状を放置するわけにはまいりませんから今回は家庭の無届け浄化槽にも清

掃費を助成いたしましたり、あるいは吸い込み式の処理場にも若干の助成をいたしましたりし

て一応の対応をいたしております。抜本的には早期に下水道を完成させ快適な今日の文化生活

ができるというふうに一 日も早く進めてし 1かなければならない。また都市計画税をいただいて

おります意味もそ こにあるわけでありますし、なかんずく都市計画税はこれから日野市の公共

下水を進めてまいります際にこれまでいろいろと検討してまいりました受益者負担金という考

え方をどのように扱うべきかということで今日ようやく結論として都市計画税も限度額いただ

いているわけでありますのでいろいろな観点から検討しました結果、むしろ受益者負担金は徴

つ』刈せっU 円。
d
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収しないという方向で進むことが市民の御判断に もかない、また市内の不公平をなくしていく

ことにもなる。こう いうふうに結論づける状況になっ ております。

いずれにいたしま しでも御指摘の点を十分取り組んでよりよい生活環境を一日も早く達成す

るということ で努力をいたしたい、 このように考えておるところでございます。

0副議長 (米沢照男君 )

01 4番 (川嶋博君 )

川嶋 博君。

ただいまの市長の説明があっ たように下水道に対しては本腰

ちが ございません。というのは、学校給食を実施していくとしづ以上はこれはやっぱり教育委

員会として責任を持って対応すべき であって民間委託という形で給食を実施していくんだとい

うことであるならばかえって家庭から弁当を持参していただいてやっていった方がいいんじゃ

ないか、率直に申し上げまして。学校給食という形でやる以上、教育委員会が責任を持ってや

っていきたい、 こう考えております。

それから 2番 目の共同調理方式、この問題につきましては確かにいろいろ職員数の上で総務

庁の一応調査の結果によりますと 1食当たりの単価が単独校方式の場合には 147円、それか

ら共同調理方式の場合には 115円。いわゆる l食単価が 32円ですね、 この共同調理方式の

方が安くでき上がる、こ ういうデータ等もついてきております。

ただ日野市の場合、すでに小中学校、割に 28校のうち 25校近くが自校方式という形で給

食がすでに始まっ ている。あと、先ほど御質問が出ておりますように2中、3中、 4中この中

学校の 3校の問題が残されているわけ'でございますけれど、 この前、行政報告の際に古賀議員

さんの方からも質問がございましたけれど、実際に今から共同調理方式に切りかえるというこ

と、このことは一応予算の 2重投資というような形になるんじゃないか。それからさらに大量

炊飯という形で、いわゆる共同調理方式でいった場合、多摩市当たりの状況等を見ましでも共

同調理場を 3カ所か4カ所分散してつくってし、かなくてはなんない、 こういう問題もあります

し、大量炊飯に対する処理の方法ということになりますとどうしても市販の食品、これにある

程度頼らざるを得ない面、添加物の問題その他現在日野市では手づくりの給食という形で相当

その辺は手を入れながら対応しているわけでございますけれど、そういう面での心配、こうい

うものも十分考えながら対応してし、かなくちゃいけなし 1。それから調理、運搬、それから配ぜ

ん、こういうことになりますと一応受け入れる学校の方、共同調理場から運ばれてきて各学校

に届いた食事を配ぜんする時点におけるところの、各教室へ行けば後は子供たちがやるわけで

ございますけれど、その辺の部署におけるところの要員、こういう者も必要になってくる。

私、率直に申し上げましてこの共同調理方式とそれから単独校方式、これに際しまして総務

庁の調査による 32円の単価減としづ、この時点の中でどの程度一応食事が日野の場合節約で

きるのか、人件費その他試算をしてみたんです。 32円の180食。大体 1年 180食から

190食給食やっているわけですけれど、 18 0食に小学校の生徒数、児童数、中学の生徒数、

これの人数を掛けまして出しますと約 1億 2，00 0万、 1億 2，00 0万ほど 1年間、 1年間に

で取り組んでし 1く、こ ういうような意思が見られました。こういう恵まれない地域の方々に一

日も早く改善するよ うに努力していただきたいと思います。

また土木、建設関係からの業務から見ましでもやはり私道だとか、いろいろそういう地域的

に不便な箇所には下水道一一公共下水道とかを設けるのは非常に難しいという判断があります

けれど、市民側から見ました場合はもう生活の排水やらそう いう 不便な点については関係なく

非常に因っている、こういう面では一時建設または環境整備の点だけではなくて市全体的な考

えに立って市民生活を守っていただくよう にお願いして、この一般質問を終わりたいと思いま

す。

0副議長 (米沢照男君)

聞を終わります。

3の2、第四中学校の給食施設とナ イター施設を早期建設せよについての通告質問者、川嶋

博君の質問を許します。

o 1 4番(川嶋 博君) それでは第四中学校の給食施設とナイタ ー施設を早期に建設

これをもって 3の1、都市計画税と生活環境整備に関する質

せよという質問に入りたいと思います。

今、先ほど来教育委員会からも給食施設、またはナ イター施設の計画も聞きました。しかし、

日野市の中でも東西南北、こういう施設がまだ完備されていなし ¥0 この点について多くの市民

から早期実施してほしいという要望が強く出されております。

その給食施設の中でも四中についてはいつごろ計画がなされているのか、また西部に、日 野

市の中の西部地区には広場がな~ ¥0 学校のグラウンドを利用し、またはナイタ ー施設で夜間も

利用できることをすればさらに利用価値が上がる、こういう面で強 く要望されている方も多く

おりますので、この点についての計画をまず発表していただきたいと思います。

0副議長(米沢照男君) 川嶋博君の質問についての答弁を求めます。教育次長。
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節約できる。そうしますと今川嶋議員さんの方からお尋ねの調理員さん 1人頭の人件費という

のは年間 500万ぐらい、平均給与として 500万ぐらし 1かかっているということになります

と1億 2，00 0万の金額を 500万で割りますと約 24人程度の問題といいますか、いわゆる

各校方式でやった場合、その程度の職員が共同調理方式の場合よりも数の上で必要になってく

るということで、ちょうど先ほど申し上げましたこれから先 4校を実施していく中で必要とし

て考えている二十四、五名の調理員、栄養士さんの配置の数とそれから今の 1億 2，00 0万ほ

どの共同調理方式の中におけるところの人件費の節約という問題との絡みの中でこれから先、

前にも申し上げましたけれど、職員組合、あるいは調理場現場の方々、それから教育委員会、

市長部局、こういう全体で職員配置の中で極力その辺の問題を対応しながら共同調理方式に見

合うような形での自校方式、こういうものが進められないか、こういうことで極力この後、今

の人件費関係の問題については努力をしていきたい、こう考えている。それが今時点における

ところの教育委員会の学校給食の取り扱いに対する考え方となっているわけです。以上です。

O副議長(米沢照男君) 川嶋博君。

o 1 4番(川嶋博 君) 大坂上の中学校の例を挙げますと、これは調べていただいた

ございました。大変質問 に支障を来たしたわけでございますので今回もまた米沢副議長のもと

での質問でありますので同じ事態が起きないようにあらかじめ申し上げておきたいと思います。

( r関係ないよ」と呼ぶ者あり)

私は 4年前の昭和 56年の第 3回定例会から毎議会ごとにこうやって森田市長に対して一般

質問を行ってまいりました。来月は日野市長選挙も行われるわけでございまして、すでに市長

は4選を目指す意向のようでございますが、恐らく今回が私の森田市長に対する最後の一般質

問になるでありましょうからひとつ虚心坦懐に率直な答弁あらんことをまずもってお願いをし

ておきます。

私はV手年開かれた定例会ですべて 4回、この違法な給与制度、不適正な給与表の是正を求め

て一般質問を行ってきたわけであります。この通し号俸制、今いろいろ各市でも是正に取り組

んでいるところもあるわけでございますが、この日野市においても議会での答弁等ある程度の

検討を行うかのような答弁あるわけでございますが、実際はその実が上がっていないという の

が現実でございます。ついにその任期を終わるに当たってこの給与表の改定、つまり給与表の

構造の改定を行うことができなかった市長にせめて置き みやげだけでも置いていっていただき

たい、そういうことでまず質問に直接入っていきたいと思います。

森田市長が、市長は通し号俸制が必ずしも時代に即応し たものではないという ことはかねて

私の質問に対しても認めておられるところであります。しかし、この違法な給与制度、改める

ことが今申し上げましたよ うについにできなかったわけで当然市長交代の折りには新しい市長

に通し号俸制の廃止を私は申し送るべきだ、こういうふうに考えますが、そうしたお考えがお

ありかどうか、まず 1点目の質問としてお聞きをいたします。

これは前回、前々回もそうでございますが、私がこの通し号俸制に改悪された時点の経緯を

質問しましたときに何か前市長からの申し送りであったかのような回答が何回か助役等からも

あったわけで、そのことを確認しましたらそのような事実はなかったということが昨年の 12 

月議会ではっきりいたしました。しかし、悪いものを改めるのに申し送ることは今回一向に差

し支えないわけでございますのでそうしたお気持ちが、御自身ではできなかったわけでござい

ますので、おありかどうか 1点目の質問でございます。

次に 2点目の質問でございますが、この議会の一般質問、あるいは行政報告等でも再三取り

上げられました、いわゆる職員の皆さんの今年 1月からの 6カ月間の定昇の延期ということが

んですけれど、施設建設費が 2億 9，60 0万、あとなベかまで 70 0万。約 3億円の経費もか

かります。いろいろと今教育長の話の中にあったようにセンタ一方式でやると添加物が信用で

きないとかいう心配もあるというようなこともありましたけれど、それはやり方によっては改

善することもできると思います。

いずれにしても これから行われる給食施設、やはり財政面からも十分考慮を入れていただい

て最善の努力をしていただいて、さらに早急に実施していただきたいと思います。

これをもって一般質問を終わりたいと思います。

0副議長(米沢照男君) これをもって 3の2、第四中学校の給食施設とナイタ ー施設

を早期建設せよに関する質問を終わります。

4の1、森田市長がついに正さなかった違法な給与制度「通し号俸」についての通告質問者、

古賀俊昭君の質問を許します。

C 1 8番議員登壇 )

o 1 8番(古賀俊昭君) 質問に入ります前に、前回私が今回と同じように米沢副議長

のもとで一般質問をいたしておりましたら突如助役がいずこかへ姿を隠してしまわれたことが
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日野市の給与条例に違反をしな l¥かということであります。

これは職員組合等もそうした主張があるかのように私聞いておりますが、給与条例を読んで

みますと第 4条に職員が現に受けている号給を受けるに至ったときから 12月を下らない期間

を良好な成績で勤務したときは 1号給上位の号給に昇給させることができる、こういうふうに

なっ ております。と いうことは 12カ月間経過をすれば特に長期の病欠等で勤務につかなかっ

た、あるいは戒告等の虻ゆを受けなかったということであればだれしも上位の号給に上げなく

てはいけないわけであります。ところが、今回この給与条例があるにもかかわらず市長が突如

思いついたかのように一方的に6カ月間定期昇給はし 1たしませんということで早速今 1月昇給

の方から現にその実害が出ているわけであります。こうしたことをこの条例と照らして放置し

ていいのか。つまり、もしこれをおやりになるとすれば条例の改正もおやりにならなくてはな

らないのではなし 1かと私は思うわけですが、今回のこの 6カ月間昇給延伸、延伸が給与条例に

反していなし 1かどうかお尋ねをいたします。

受けているわけでありますが、この給与の適正化が進まない地方自治体に対しては自治省にお

いて昭和 60年、ことしの 1月22日、地方公共団体における行政改革推進の方針というもの

が閣議報告されまして各地方公共団体にすでに通知されているところであります。これをもと

に国では給与水準にさらに問題を残している自治体に対してはなかなか日野市のように 57年

度からやりますと言いながら土壇場まで何もやらなかったような自治体も入るのかもわかりま

せんが、第 2次個別指導団体と指定して指導、助言を行うということになっております。日野

市はこのままいきますとこの第 2次個別指導団体に入るのかどうか、どのような感触をお持ち

次に、市長が職員の皆さんに今回一方的に実施をしておりますこの 6カ月間の昇給延伸と、

さらに提案されているものの中に給与表の 55歳から頭打ち及び 58歳からの昇給停止と いう

のがございます。また初任給の切り下げというものも含まれております。 これは給与水準を下

げていきたいということで我慢を職員の皆さんに求めるわけでございますので職員に対して我

慢を求める前にまず森田市長自身が率先垂範、何か身を削ることをおやりになるべきではなか

ろうかと思し、ますが、いかがでございましょうか。 3点目の質問としてお聞きをいたします。

次に 4番目の質問です。給与制度の適正化が進んでいないのと同時に退職金の問題も今後一

層取り組みが必要なわけであります。今年度は勧奨退職の支給率は 89カ月であり ます。 昭和

6 0年度、明年度についてはあらかじめ私どもに説明をされております改正計画によりますと

8 0カ月にするとなっております。 60年度は計画どおりの提案がなされるのかどうかお尋ね

をいたします。

また当初勤続 40年で 117カ月という大変高い水準にありま した支給率が 58年度、 59 

年度と少しずつ是正されてきたわけですが、具体的に今年度、昭和 59年度の退職者の予定者

も含んで結構でございますが、最高支給額が幾らか、受給、いわゆる支給される、お受けにな

る金額を教えていただきたいと思います。

次に自治省から今 日野市は個別の指導団体に名前を挙げられて指導されていろいろな助言を

になっているかお尋ねをいたします。

次に定年後の再任用について質問をいたします。昨年の 9月議会第 3回の定17IJ会で日野市で

も定年等に関する条例を可決をいたしまして、ことしの今月 31日から施行されるわけであり

ますが、この条例にある再任用の規定によって引き続き市役所にお勤めになる職員の方がいら

っしゃるのかどうか、現時点でおわかりになっている範囲で結構でございますので再任用者の

数についてお尋ねをいたします。

そして、一つの区切りとして最後になりますが、今一般質問にも出ておりました給与の問題

とも大変関係ございますので職員の定数のことについてお聞きをしておきます。 昭和 60年度、

今年度職員定数の増加が提案されるかどうか。つまり職員数の増加がある防ユどうか、その点に

ついてお尋ねをいたします。

年々職員の数をできるだけ抑えようという他の自治体、あるいは国の動きもあるわけでござ

いますが、日野市においては全くこれに逆行する形で年々職員の方の数が増加をしてきている

わけであります。今年度はどのように対応なさるおつもりでいらっしゃるか、その点をお尋ね

をいたします。とりあえず以上でございます。

。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。

0助役 (赤松行雄君 ) 助役から 3番目の理事者も身を削れとし 1うことにつきましては

市長から御答弁していただきたいと，思います。それ以外につきましては私の範囲内でまず 1点

お答え申し上げたいと思います。

違法な給与制度ということで通 し号俸につきましていろいろとサゼスチョンをいただいてい

るところでございます。毎回申し上げているところでございますけれども、非常に市の職員の

うちの技能労働者というものの不足した時代、 あるいは高度成長ということで会社等に人員が
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流れ、人材が流れ、また高賃金の時代、こういう昭和47年当時、この問題が労働組合から 提

起され、 はっきり申し上げて葛西助役さんが 47年の団交で将来実施しますという約束をされ

ているのが私も確認したわけでございますけれども、そういう約束と確認の申し送りの中に48

年の森田市政になりまして結局通し号俸という形の中で約束したものだというふうなこ とでの

一つの実施が出てきたわけでございますけれども、これにつきましては毎回申し上げているよ

うに時代的な問題がいろいろございます。それから市それ自体にもいろんな人材が採用さ れ実

施をしてきている、そういういろんな問題等もございます。正すべきときに来ている。それか

ら中にやはり職員体制の中にもそ うなっ てきておりますし、それから、かつての四十五、六年

当たりから高年齢で入ってきた人等の整理というものも逐次先ほど勧奨退職、定年という問題

が出てまいりましたけれども、そ うい う中で職員の人員構成というものも国家公務員に近い、

あるいはするようなものになりつつあるわけでございます。やはり給与制度というものを公務

員法の 24条に定めるものにやはり近づける必要がある。同時に今まで通ってきました人間性

を尊重するといいますのは非常に高年齢で入ってきた者を低年齢の非常に 10歳も 20歳も若

い人間の給料で置くという ことはできない反面がございますので今日のような給料制度がとら

れているわけでございます。やはり生活も考えた給料制度であるべきだとい うことも考えてお

るわけでございますので、そういう面での改正ということが考えるべきじゃ ないだろ うか、こ

う思っておるわけでございます。

それから、このことについては次の市長がどなたになるかということは、申し送られてきた

んだけれども、人に申し送るべきことではないだろう。時代要請というものが現前にあるわけ

でございますし、それぞれの執権を持っている市長さんが当選してこられるわけでございます

ので、それらの時代要請に沿ってやっていただくというのが本当ではないだろうか。

それから 6カ月延伸というのが給与条例の中で違法じゃないか、こういうことでございます。

はっきり言って違法じゃございません。はっきり言った判例も ございます。昇給というのは市

長のこれは労働組合とも今回さんざん論争したわけでございますけれども、市長の昇給、その

ときの経済状態を見まして昇給させる、させないということは市長の判断でございます。毎年

定額の昇給するほど経済と いう のはし 1ろいろと変動するわけでございます。景気がいいのに昇

給させないということじゃないわけですけれども 、やはり財政が許さないという場合には忍ん

でいただくということがやはりままある、 30年、 40年に一度はある、こう いう経済状態に

は大きな波乱があるわけでございますので、そういう面で市長の要するに裁量行為の中に入っ

ておるわけでございます。

また事実、市役所のように全部の人間が毎年だれもかれも l号俸というきちっとした昇給制

度なんてい うのは民間ではと っておらないわけです。相当のやはり一人一人の業務上の実績な

り成績というものを基礎に置いているわけでございます。そういう環境におけるきちっとした

やり方、定額的なやり方から見ると毎年昇給されるというような感覚を持つのが当然なんです

けれども、 そうじゃなくって経済的な変動、財政的な需要によっては許されることでございま

す。後で条例を提案申し上げまして御承認を得た上で 6カ月延伸を実施するつもりでございま

す。

3点目 については市長に御答弁願いたいと思います。

それから退職金でございますけれども、 59年 117カ月から 89カ月に急カープで下げて

まいってきております。それで、約束というあれではございませんけれども、 3年目 という こ

とで東京都並みの 80カ月、 あるし 1は81カ月に持っていくというふうなこと等もお約束申し

上げてきておるわけでございます。それには努力していきたい。また助役会の中のガイドライ

ンというもの等も この程度でいけばよろしいなと思っておるわけなんですけれど も、その面と

の協力等も得ていきたい。二、三目前に8市ぐ らいで構成しております退職金の組合があるわ

けなんですけれども、 86カ月が 83カ月というふうなわずか 3カ月の切り込みというふうな

状況でございます。非常に客観的な改革のテンポがスロ ーテ ンポというか、状況になってきて

おって非常に心配 しているところでございます。努力して、努力していきたいと思っておりま

す。

それから 60年度の行革大綱をつくりなさい、あるいは行革推進会議をつ くりなさい、ある

いは行革推進の中に本部をつくりなさ し1。こう いうふうな昭和 60年度は行革の、地方行革の

年と言われておるわけでございます。これらにつきましては地方公共団体すべてが、やはりど

のラスが 115以上の 153団体がどうのこうのということではなしに、私の受け取り方とし

ましては広範な事務事業の見直し、あるいは市議会の見直しだとか広範な見直しになっており

ますので全部の市が対象になるんじゃないか、一応の計画は出すんじゃないか、その計画、出

された計画の中で一つの指導が出てくるんじゃないだろうか、こう思っているわけでございます。

それから再任用の数は今盛んに進めているところでございます。
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それから職員数につきましてはなるべくふやさない、ふやさないでし 1く、そういう考え方で

ございます。先ほど申しょげました地方行革という中での職員の数につきましでも国家公務員

はこの 3年間 0.5%ですか、下げてきたんだ。 5%ですか。そういう 計画にのっとりなさいと

つまりベアに相当するものも定昇に相当するものもないわけでありますからもうすでに3年間

延伸をみずからやってきておるということが言えるわけでありまして、そ ういうふうな(i60 

以上は延伸しておきゃいいんだよ」と呼ぶ者あり)そういうふうな先ほど問われております、

つまり率先垂範ということは特別職自身がすでに率先垂範をしているというふうに御了解をい

ただければ幸いと思っております。

お答えは以上のとおりであります。

いうことでございます。

日野市は議員さんからも指摘がございますように一般の行政織は非常に精鋭、少数精鋭主義

できておるわけでございます。大体国の診断のモデルクースに総務部、それから市民部、それか

ら建設部等はちょうど適合する数になっているわけでございます。そういう ことで多いのは施

設職員が施設に応じて多いわけでございますのでなるべく数を積極的に減らすというよりはふ

えていくものをふやさない中で合理的に皆さんに働いていただく、そう いうふうな意識改革、

あるいは数の上での皆さんの協力を得たい、こう思っているところでございます。そういう考

え方でおるわけでございます。数ははっきり しませんけれども、再任用の数はっきり しません

けど、もう少したちますと御報告できると思います。

0副議長(米沢照男君) 総務部長。

0副議長(米沢照男君)

O市長(森田喜美男君)

市長。

0総務部長(伊藤正吉君) 第 5点目になろうかと思いますけれども、( i大きな声で」

と呼ぶ者あり)勧奨退職者の退職金の最高受給者は幾らか、 こういう御質問でございますが、

これにつきましては昨年の第 3回定例会におきまして定年制の条例が御決定をしていただいた

わけでございます。その中で説明の中でも一応勧奨制度は残そう、こういうことでこざいます。

そういうことでその制度は条例に基づきまして勧奨制度、勧奨を実施したわけでございます。

この対象年齢は 58歳から 59歳、こういう範囲を絞りまして、これは主に管理職でございま

すけれども、これを勧奨をしたわけでございますけれども、それに基づきまして 2名の方が勧

奨に応じられました。いずれも部長職でございます。

それでまず最高額でございますが、この方は動続が 38年でございます。それで、そのうち

に管理職加算になる管理職を経験されておりますのは 35年、約 36年に近い人でございます。

そういたしますとこれに基づきます管理職加算が増額されるということでございますので総額

では 4，42 0万、こういうことでございます。以上です。

ちょっと申し落としました。お 2人いらっしゃるということで御紹介申し上げましたけれど

も、もう 1名の方は勤続 21年で 2，44 0万円でございます。

以上です。

質問の中の私が直接みずからの考えとしてお答えをすべき点

をお答えしておきたいと思います。

古賀議員さんからは通し号俸制度が常に違法だ、こ ういうふうに言われるわけでありますけ

ど、違法でないということもこれまでお答えをしたとおりでございます。ただ時代的にいろい

ろな経済背景、社会背景のもとで評価された 40年代、それからだんだんと低成長の中で必ず

しもよく機能してない反省、それからやはり職務制というのが人間の性質にかなうのかなと い

うことを私も感ぜざるを得ない、そういう面はあるということを申 し上げてまい りました。し

たがいまして今後それらを調整しながら、調節しながら適正な給与体制をつくっていくという

ことが今日の課題である、こう思っております。

なお、今回の給与是正に伴いましてつまり延伸措置その他が内容にあるわけでありますが、

特別職、常勤、非常勤の特別職の立場はどうあるべきかということも私どもも真剣に考えてみ

ました。そして何ていいますか、ある程度我慢を強いる側にも納得を してもらわな きゃならな

い、そういう論議もいたしました。そのことはすでに議員の各位も御承知のとおり我が市の特

別職の審議会というのがありまして、その審議会の答申に基づいて特別職の給与、報酬、これ

らが決められてきておるわけであります。最近では昭和 56年の 10月を最後にここ 3年以上、

0高Ij議長(米沢照男君)

01 8番(古賀俊昭君)

古賀俊昭君。

再質問を行います。

助役の答弁の中にまたちょっと私合点のし 1かないことが何点かあったんですが、通し号俸制

の申し送りというのはもし前の市長から森田市長に引き継がれるとき申し送りというのを本当

にあったんだったらそれを示して、あったのであれJま前回示してもらいたいということを聞き

ましたらそういうものはないという答弁があったわけです。今聞いておりますと申し送られて
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きたというようなこともおっしゃるんですが、それを示す文書のようなものが存在するんです 交の記録と いうのは私文書以下だと思うんです。つまり法的な拘束力はなL、。しかもその申し

入れが行われた時点で当時の市長は通し号俸制の採用は頑として受け付けなかったというこ と

は事実でありますので前からの何か懸案を今の森田市長が果たしたかのようなニュアンスでの

回答というのはとて も納得いきません。通し号棒制のその実施について申し送ったというその

当時、将来にいつの日かわからないわけですね、採用するという こと は時期の確定がない以上

申し送るというふうにみなすこと はできないんじゃないんですか。あくまでこれは申し送られ

てきたものだというふうに助役はおっしゃるんですか。 l¥かがでしょうか。

か。

0副議長(米沢照男君 ) 助役。

0助役 (赤松行雄君 ) 昭和47年の団体交渉における助役の答弁としまして将来通し

号俸制を実施するという約束をしておるわけで ございます。それが申し送りといいますか、そ

れが一つの労使間の約束で ございますので将来に向かつて効力がある、 要するに申しおくれた、

申し送られた、こういう意味でございます。

0副議長(米沢照男君 ) 古賀俊昭君。 0副議長(米沢照男君)

O市長 (森田喜美男君 )

市長。

その通し号俸制の団体交渉問での交渉ということは私は組合01 8番(古賀俊昭君) 私、前回 12月議会で申し送りはなかったというふ うに開い

たんですが、その申し送りがあったということが事実ならばそれを私どもにもわかるような形

の何か示す書類、証拠がなく ては、ただ助役がここで申し送り があったと おっ しゃっても信用

できないわけです。特に古谷 栄市長のときはそういう要求があったにもかかわらず通し号俸

制の採用には踏み切らず従来の給与表のままやってこられたわけです。そ して昭和 48年に今

の森田市長になったとき、なったのと同時に職員組合のそうした要求にす ぐに応 じて 5月くら

いからだと聞いておりますが、作業に着手をする、 そして 10月には 48年の秋には給与表の

合意を労使間で見た。そ して 12月議会に提案をして翌年昭和 49年の 1月から通し号俸制が

スタ ートしたというふうに理解をしております。前の市長からの申し送りだったということは

ちょっと異なことなんですが、文書が残っているんですか。

0副議長(米沢照男君 ) 助役。

0助役(赤松行雄君) 私が申し上げましたのは申し送り文書と し1うふ うなもの等でさ

っき言ったよう に残っておるわけじゃないパノだ。 47年の団体交渉の記録として将来通し号俸

制を実施しますという約束を団体交渉の席上で助役がしておるわけでございます。約束という

ことは将来に向かつて効力があるわけでございますので当然の申し送りということじゃないだ

ろうか。だからその記録はございます。そう いうことでございます。

0副議長 (米沢照男君 )

01 8番(古賀俊昭君)

古賀俊昭君。

助役が任意に団体交渉でそうした何かその場の急場をしのぐ

側からはそのように今承知して聞かされておりました。しかしながら、私はそのことを理由に、

つまり申し送りであるから私が行 ったという言い方では態度として適当でないと思いますので

私の責任において行ったというふうにこれまで申し上げておるわけでありまして、申し送 られ

て組合側もまたそれを指摘をしたということは私との交渉の中で もあったということは事実で

あります。

0副議長 (米沢照男君) 古賀俊昭君。

01 8番 (古賀俊昭君 ) いろいろ労使間の交渉においてはその都度要求というものは

数限りなく出てくると思うんです。それが記録に残っているか らといってその実施が必ずしも

近い将来約束された、次の市長に申し送られたというふうに判断するのは非常に強引だと思い

ます。しかも前市長がそのことに対して具体的に給与の改定作業等につくような職務上の命令

を出したわけでもないし、そうした発言をしているわけでもないかけですから今の、私、市長

の回答で正 しいのではなし 1かと思いますが、助役があえて先ほど申し送られてきたというふう

な表現をなされましたのでちょっと確認をしてみました。

通し号俸制、今、私先ほどお聞きしたこと で違法ではないと いうこと、助役もそれから市長

もおっしゃったんですが、これもまた繰り返えしになるんですが、現に裁判においてはまだこ

うした判例というのはございません。しか し、国会において当時の、こ の議論がなされた当時、

山本幸雄自治大臣だったと思いますが、適法ではないという国会答弁もあるわけですので違法

ではないという言い方で片づけてしまうことはできないというふうに思います。違法制が十介

にある。私どもは地方公務員法 24条に違反をするということはかねて申し上げているとおり

ために回答を出すという ことはあり得ることだと思います。 さっき部長さんや課長さんの切実

な申し入れ書に対して市長は私文書だとい うふうにおっしゃったんですが、まさにそ うした団
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で、そうした点どうか目をつぶらないでいただきたいと思うわけであります。 この退職金、現在の水準で退職手当の支給率89カ月でこの額でありますので、 60年度に

ついてはさらに今後計画に従ってできるだけその数字を出していきたいという今答弁がありま

したが、このままであればはっきりわかりませんが個別指導団体に退職金についてもなるので

はないか、つまりリストアップされるのではな~¥かと思いますが、その点について答弁をお願

いをいたします。以上です。

今回の給与制度のこの問題については適正化を求める決議というのがすでに昨年の 6月議会、

日野市議会でも可決をされております。退職手当を含んだ給与制度の是正を求める決言ゑこの

本会議で議会の意思として決定をされております。また同時に私どもの方から提出をいたしま

した昭和 60年度の予算要望でもまず一番に市の給与制度通し号俸を改めることだということ

を掲げておきました。今回そうした措置は現実にはとられていないわけであります。つまり自

治省の現在留保されております 10億60 0万の起債の停除をここで行うためにあえて急場し

のぎ、対症療法的な措置を直接効果のある方法として苦し紛れに市長がとったということであ

ると思います。

ですから根本的な、抜本的な是正、適正化に向けて今も市長は今日の課題だという ことをお

っしゃったんです。ひとつ先ほどの申し入れの部課長さんの文書の中にもあったように私聞き

ましたが、給与制度の検討委員会、こうしたものを設置された形があれば今市長が答弁された

こと、また助役の答弁もある程度うなずけるわけでありますが、現在のところ具体的な対応と

いうのが全く ないわけでありますのでこうした給与制度の検討を行う委員会の設置というもの

を行う考えはな~¥かどうかお聞きをいたします。

それから先ほど私が質問した中で答弁が具体的にはなかったんですが、新たに給与水準の高

し1自治体に対しては、 ことし、今年度から第 2次の個別指導団体を名前を挙げてさらに指導を

0副議長(米沢照男君) 助役。

0助役(赤松行雄君) 給与制度の検討委員会をつくる考え方はないか、こういうこと

でございます。内部的にも労働、市の職員組合を入れましてやはり検討して、検討していくべ

きものだと考えておるわけでございます。それからまた昨年の暮れですか、それから全国市長

会からは 1月の22日でございますけれども、昭和 60年度の地方公共団体における行革推進

方針ということで地方行革大綱の送付がございました。これらにつきましての考え方でござい

ますけれども、東京都におきましては26市の中で 59年度の給与是正というものの進みぐあ

いというものについてはいろいろ問題がございます。同じ方針の中でもそれぞれの今日までの

対応に照応して指導方針等もいろいろあろうかと思います。そういうふうな面からも考えてお

るわけでございますけれども、行革推進の推進本部をつくり なさい、それから市の中には要す

るに推進体制ですか、推進本部をつくるとともに市民の有識者、 t そう いう方に参画していただ

いて推進委員会をつくりなさい、こういうふうなことがこ の中に出ておりますので必須な条件

だろうと思うわけでございます。やはりそれに照応するところの内部的な組織ということも考

えてし、かざるを得ないだろう 、こう思っておるわけで ございます。

それから第 2次の給与の是正指導団体ということでございます。 57年に 153団体、これ

は全国での高給与の指導団体という ことでラスが 11 5以上、こういうところでございます。

今のところいろいろと入って くる情報の中では 110程度を基準にして第 2次の給与是正指導

団体のセレク卜ということになりそうだということでございますけれども、やは りこの 3年間

やってきた中でそれぞれの地域の物価水準に対するラスパイレスを全国一律にぶつかけてとい

うふうなことについてはいろいろ反省があるようでございます。その先ほど市長が言いました

ようにその県の、県の持っているラス、そういうものとか物価とかを考えた中でということに

なっておりますので、日野の、きょう妥結するでありましょう 6カ月延伸、あるいは初任給の

1号ダウン、そういうもの等で日野の現実のラスというのが 59年度は 11 5.4ぐらいになっ

行っていくということでこの対象に日野市はならないのかどうかということの御回答をお願い

をいたします。

それから退職金の問題です。今お聞きをいたしますと、今年度、昭和 59年度の勧奨退職者

の中で管理職の方だそうですが、勧奨退職金 4，42 0万円お受け取りになった方がいらっしゃ

る。武蔵野市の 4，00 0万円退職金ではございませんが、現在のこの退職手当の支給率でなお

かつ 4，00 0万円を超す方が現に今年度出ているということであります。ことしは同時に今申

し上げました給与の個別指導団体とは別に退職金についても個別指導団体を指定をして、そ う

した指導を行っていくということが自治省の方から発表されております。これは今までの給与

にプラスして退職金の水準もさらに国において助言を行っていくことによって国の、国並み、

都並みを目指すそうした動きに拍車をかけようということであろうと思いますが、この退職金

の個別指導団体に指定をされますと給与の場合と同じように起債の制限があるようであります。
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ているわけでございます。 11 5.4ぐらし 1に 59年の4月はなっておるわけでございます。そ

れが 2ポイント程度下がりまして 113、 113か 11 3を切る程度になるんじゃないだろう

か、こういう見通しに立つわけでございます。非常に近い数字になっていくんじゃないだろう

か、東京都に近 l¥数字になっていくんじゃないだろうか、そう l¥う基準の指導の基準が明瞭に

なりませんとお答えできないわけなんですけれども、非常に指導基準に近いというか、そうい

うところに日野のラスというものが落ち着いてくるということだけ申し上げておきたいと思います。

それから退職金についてはおっしゃるとおり、何ですか、先ほど私も 117から 3カ年計画

で 89まで急テンポで組合の努力を得てきたわけですけれども、一般の情勢が非常に何か落ち

着いたというような感じでスロ ーテンポなわけなんですね。そういうことで何ですか、監督官

庁は部をふやすか、こういうふうな新聞報道でございます。それで個別指導強化 してし 1くんだ、

こういうふうなことのようでございます。これにつきましでもやはり助役会のガイドライン、

あるし 1はそういう中で厳しい対応が求められていくんじゃないだろうか、こう考えておるわけ

でございます。それに照応した要するに対応を考えてし1かなきゃならんと思っております。

0副議長(米沢照男君) 古賀俊昭君。

01 8番(古賀俊昭君) 給与に限らずできるだけ小さな政府ということで行政改革を

進めるという立場からすればいろいろな総合的なものを検討してし 1かなくてはいけないと思い

ますので、もちろん給与の問題が一番根幹にある問題だと思いますが、部内に検討委員会的な

ものの設置も考えざるを得ないだろうという回答だと思います。ぜひその回答カ演現するよう

にお願いをしておきます。

それから先ほどの市長のお話なんですが、私はやはり職員の皆さんにある程度ここで痛みを

我慢してくださいという提案をなさる以上は特に 6カ月の昇給延伸については全員、そして55

歳になっておられる方からは頭打ちになってしまう。そしてそれ以降 58歳からはもう昇給が

ないということですから こうしたことをやはり提案をする以上みずからも何らかの職員の皆さ

んが納得してくださるような行為があってしかるべきではなかろうかと思います。

先ほどは非常に強引な理屈を並べ・られたわけですが、私はたとえば鈴木東京都知事に学ぶべ

きではなかろうかと思うんです。お隣りの多摩市の市長さんもそうでございましたが、美濃部

さんが革新知事として最終的に 1，00 0億円以上の赤字を残して都財政を破産寸前まで追い込

んでやめていったわけなんです。その後を受け継いで 54年鈴木知事は就任後わず、か 3年で当

初の目的よりも 1年 も早 く都の財政を再建いたしま した。しかも 1年早いばかりではなく てた

しか 30億円以上だったと思いますが、黒字決算もな し遂げたわけです。ここで見落としては

ならないのは鈴木知事みずからがこのとき給料の半額を辞退をして内部努力を率先して行った

ということなんです。やはり私はそうした範を示すことによって初めて納得も得られるのでは

なかろうか。そうしたこ とがまず前提にあっていいのではなし 1かというふうに考えます。

このこと はあえて市長には聞きませんが、私先ほど申し上げましたように今回多分 13日に

提案されてく るでありま しょう給与の改正条例案、これには給与¢改定率を含んだ内容ととも

に今の給与表の頭打ちの問題、それから初任給の切り下げ等の問題も多分同時に提案されるの

ではなかろうかと思いますが、やはり給与の水準を自治省から指導を受けることのないように

11 5以下、 ラス指数 11 5以下にもっていこうと いうのであれば通し号俸を改めることによ

って現在の不自然なでこぼこの給与状態を職務と責任に応じた給与体系に切りかえることによ

って十分このクラス指数は下がるという ことも聞いております。ですからその対応を今まで一

向にやって こなかったその怠慢の後始末を今職員の方が 6カ月の昇給延伸とか、こうした 55 

歳、 58歳での昇給の停止というような こと でそのしりぬぐ いを職員にさせているのではなか

ろうかと思うわけです。やはり、もう市長はこれで任期が終わるわけですから今から通し号俸

を改める給与表の提出というのはもう無理だろうと思いますが、 しかし、今回この提案をされ

ている 3点の起債の留保解除のための措置、これは私はやはり撤回されるべきではなかろうか

と思いますが、その点の街臆思があるかどうか、市長にお聞きをいたします。市長。

0副議長 (米沢照男君)

O市長 (森田喜美男君)

市長。

どういう趣旨かちょっとお聞きしかねたわけですが、組合と

の妥結をできるというところになりまして今後の信頼関係も回復、修復できる、 こういう判断

に立っておりますのでそのまた提案を再撤回ということはあり得ないことだと思っております。

O~1j議長(米沢照男君)

01 8番(古賀俊昭君)

古賀俊昭君。

そうし 1う信頼関係があれば先ほどの一般質問で市川議員がお

っしゃったような、取り上げて質問されたようなああした事態、つまり部課長の皆さんの連名

の申し入れ書というようなものは到底本来ならあり得るはずもありませんし非常な決心が要っ

たんだろうと思うんですね。しかし、あえてそこに至ったということはやはりそこに痛切な一

つの願いがあったというふうに私はとってもいいのではなし 1かと思います。
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市長はこの提案を している 3点については撤回はしないという ことでこれは議案として出て

くるでありましょうからそのときにまた改めて具体的な内容を見て議論をしたいと思いますが、

先ほど質問を私、先ほどの一般質問を聞いておりま して市長がはっきりお答えなかっ た、お答

えにならなかった点についてもう一度確認をしておきたいと思います。

2月の14日、午後 8時 25分から市長と組合と の最終団交が行われたということでその要

旨が組合のニュ ースに書かれております。その内容は先ほどもあったんですが、定期昇給につ

きまして何らかの穴埋め、埋め合わせの努力は したい。それからもう一つは必ず回復措置を考

えたいと決意している。こう述べたとあるんですね。 さらに 1月の 21日の市職ニュ ースによ

りますとやはり 18日の集会の後の団交で市長の言葉として 4月の選挙後、 18日午後立働南

表明というのも括弧で入っています。選挙後に修復措置を考えたい、こう発言したということ

が出ております。 市長はこう、今は撤回をしないと言っておきながら組合に対しては撤回する

ということを回答しておられる。組合の言うことが正しいのか、 市長のおっしゃることが正し

いのか、真実はどうなのか、 市長に改めてお聞きをしますのではっきり御回答をお願いいたし

ます。

0副議長 (米沢照男君)

銭的減額についての修復というこ とで当然考えて書いたんだと思います。定昇延伸については

何らかの穴埋め、埋め合わせの努力はしたい、こ うおっしゃったんですか、どうなんですか。
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市長。

今回のベアのことにつきましても私は早くから国並みの支給

はいたしたい、そういうふうに言っておったわけでありましてたまたま他市のそのベアの決定

とおのずから差ができてまいりました。( Iそんなこと聞いてやいないんだ、定昇延伸のこと

を聞いてんじゃないか」と呼ぶ者あり)そのことが一つのま た実損補てんの一部に もなってい

るという ことは話した ことがあります。

0副議長 (米沢照男君) 古賀俊昭君。

市長。

01 8番 (古賀俊昭君) 実損の補てんを話したということは、ここに組合ニュ ースに

書いてあります修復措置ということに当たるんだろうと思うんです。前の職員の採用のことで

学童クラブの正職化のときも私一度同じようなやりとりをしたことがあ ったんですが、組合の

ピラにはこう書いてありますけど、市長のおっしゃる こととは違うんですけど、どちらが正し

いんですかという こと を聞きましたら自分の言うことが正しいとはおっしゃっていたんですが、

結果的には組合のピラに書いてあるとおり事態は推移したという過去にはっきりした物証があ

るわけです。非常にあいまいな今回答ですが、もしそうした実損の回復が約束されるというと

すれば本来はこういう提案はすべきじゃないんですが、しかし、組合との間でそ うしたいわゆ

るなれあいによる合意があるとすればこれまたこの条例改正案を今度出てくる でありましょう

際、私ども審議するときに大変これは問題になると思います。

もちろん給与というのは最終的には議会が決定をするものであり、内容として市民、あるい

は納税者の皆さんが納得しがたいものがあれば否決をしてもいいわけです。こうした具体的な

組合のニュ ースの中に書かれている事項についてあいまいな点もあるわけですが、私は少なく

とも今回のこうした大変未曽有の混乱を引き起こした市長はやはり謙虚にこの事態を受けとめ

てやはり市民の納得のいく形での収拾、給与条例の提案を最終的にしていくべきだ、このよう

に考えますので組合の書いていること、また市長のおっしゃったこと、それぞれ取り方はあろ

うかと思いますが、議会においてはできるだけ正直に答弁をしていただく ようにお願いをして

おきます。

それから一つだけ確認をしておきたいんですが、社会福祉事業団が今回いよいよスタートす

0市長(森田喜美男君 ) 表現の方法はちょっと私にもよくわからないんですが、私の

申し上げていることが、お答えしていることが正しいわけでありまして、 つまり努力をしてみ

ずからの足元を先ほどは少数精鋭、能率的に行って、そうして言うなれば信頼回復の関係の措

置をすると いうことは、これは交渉の場合に言って一向に不思議ではなt~。また、 それでこそ

後の信頼関係がつなげる、こういうふう に思っております。

それから市長選挙後というのは、これはそう いう倦越なことは言わないわけでありまして、

もし命脈を保つことができた際には、こういう言葉で表現をしておりますので、そのように御

理解を願います。

0副議長(米沢照男君) 古賀俊昭君。

0 1 8番(古賀俊昭君) 組合のニュ ースは4階の市長室の入り 口の所にも何か重ねて

いつも置いてあるようでありますのでごらんになったと思うんですが、市長の今の回答とここ

に書いてあることは全然違うわけです。そして今市長のお言葉では修復措置というのは信頼関

係のことだというふうにもとれるんですが、恐らく組合はこの修復措置と いうのはいわゆる金
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るわけですが、私もこれ前の議会でもお聞きをしまし7こ。職員の皆さんの採用されております

給与体系はどうなっているかということで先日福祉部長は厚生省の通達どおりである。つまり

通し号俸ではないということをお答えになったんですが、そのことに間違いないかどうか。い

よいよ発足をするわけですので確認をさせていただきたいと思います。

0副議長(米沢照男君) 福祉部長。

0福祉部長 (高野 隆君) 今おっしゃったような方法を指示しております。

O副議長(米沢照男君 ) 古賀俊昭君。

01 8番(古賀俊昭君) 一応質問の方はこれで終わりにしたいと思いますが、少なく

とも今回の市長の 3年間の国から指摘を受けてから全く手をつけなかったということの怠慢、

そのことによって非常 な無理な形で職員の皆さんに犠牲を強いるような、犠牲を強いる提案が

3点にわたって行われた。しかも第 1点の昇給の延伸ということは職員の皆さん全員にかぶっ

てくるばかりではなくて今職場の秩序というものが非常に乱れてきている、 こうした事態とい

うものが、事態がある以上やはり良好な労使関係が維持されているとい うふうには考えられま

せん。このことは結果的には職員の皆さんの士気にもかかわってくる問題ですので、この給与

の問題、単なる職員の皆さんの生活に影響を及ぼすということとはまた別に市民の、市民が受

けている行政サービスにも職員の皆さんの士気が低下すれば響いてくるわけですから大変重大

な事態を市長は引き起こしている、こういうふうに思います。

とにかく森田市長とともに今まだこの通し号俸制はその命脈を保っているわけでありますが、

一日も早くこの制度が改められなければならないと思います。そして士気の高い職員の皆さん

のもとで市の行政が進められる、しか もそうした職員の皆さんの気持ちがよくわかる市長によ

って新たな市政のまたかじ取りが行われていくことを願っておきたいと思います。

この森田市長の 12年間のまさに怠慢、そしておごり、この姿勢に対して来月 には市民の厳

しい鉄槌が下るであろうということを確信をして、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4の1、森田市長がついに正さなかった違法な

給与制度「通し号俸」に関する質問を終わり ます。

4の2、議会の請願採択と市長(執行者側)の措置について、特に蜘小笠原機械跡地取得に

ついのの請願等に関 して問うについての通告質問者、古賀俊昭君の質問を許します。

o 1 8番 (古賀俊昭君 ) 2番目の質問をいたします。

これは請願の処理についてその後の市の対応がどうなっているかということで具体的な市側

の対応についてお尋ねをしていきたいと思いますが、請願が議会で採択をされるということは

そこで議会の意思が決定をしてこの意思に基づいて誠実に行政側はこれをこたえてし 1く、そう

した義務とし 1うか市側にやらなければならなし」つの課題が議会から送られていったとし 1うこ

とでございますので具体的に幾つかの請願について触れていきたいと思いますが、まず最初に

昭和 59年の 3月の 5日、提案を、提出をされました請願 59 - 3号、日野台一丁目に所在す

る株式会社小笠原機械製作所社有地取得に関する請願、これは総務委員会で数回の、 5回ほど

だったと思いますが、審査を繰り返しまして昨年の 12月¢議会で全会一致採択をされました。

この採択を私ども同じ地域におりますので聞いた住民、市民はこれで当然、市がこの用地の取得

について動き出してくれるであろうという期待を強く持ったわけであります。 ところが、その

後自治会、あるいは子供会等からの確認、市長に面会を求め、あるいは市の部局等の皆さんと

話をする中で請願は採択をされたけれども 、しかし、実際はその請願の趣旨が実現しないので

はな l¥かということで請願の採択というのはどのような意味があるのかという疑問を持ったわ

けであります。

今回 12月議会で、今回の3月議会で配られました請願の処理状況、これによりますと執行

者側の措置として当該地には東洋建設括弧株が共同住宅 5階建て 52戸を建設する計画がある

のでその際に市の住みよい町づくり指導要領に基づき当該地周辺に広場用地を確保するよう指

導します。こういうふうに執行者側の措置として記載があるわけです。そうしますと市側の措

置と してはもう取得については 100%あり得ないということをここで市の意向として示した

ことになるわけですが、いま一度確認をさせていただきたいんですが、市によってこの当該用

地買い入れること はもう 10 0 %絶対にあり得ないことかどうか。要するに市に買う意思がも

う全 くないということ なのか、その点をまず第 1番目の、 1問自の質問としていたします。

それから仮の話でありますが、仮にこの空き地にここに言われておりますような現在この土

地を所有しております業者がマン ションを建設するとなるといろいろ影響が出てくるわけであ

ります。そこで付近住民の皆さんの中には特に日影のことについて大変心配をなさってい る皆

さんが多いわけです。全部で影響を受ける家というのは東京都の中高層建築物の建築に係る紛

争の予防と調整に関する条例の範囲でいきましでも 35軒程度、 35軒前後のお家があり ます。

そこで特に日照の問題を中心に生活環境の地点から後退を防ぐという意味で市 としてはどのよ
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うな対応をお考えになるのか、この点について要望書等もすでに住民側から出ているようであ

りますのでその点現在の生活環境の悪化を防ぐ努力というものを市側ではどの範囲内でやって

いただけるか、そのことについてお尋ねをいたします。

それからもう一つ、 こ¢執行者側の請願の処理状況の中にもありますが、周辺に広場を確保

するように指導するという ことになっておりますが、 この広場を確保する には当然業者の協力

がなくてはできないわけでありまして、この一丁目という、日野台一丁目という地域、広場が

なかったためにそもそも この請願が出されたわけでありまして、こ の広場 の確保と いうことに

ついては先ほどの日照の問題と同様どのような指導を具体的にしていただける のか、こ の点を

お尋ねをいたします。

それからもう一つ、町づくり指導要領に基づいてこれから指導を行いますと いうことになっ

ているんですが、現在、この町づ くり指導要綱に基づく 協議というのは申請書を受けて行って

おられるのかどうか。今協定を結ぶための話し合いがすでに申請に基づいて行われているかど

うか、現時点の状況を教えていただきたいと思います。

それからもう 1点、請願の処理ということでお尋ねをいた しますが、大成荘の改築、それか

ら施設の充実に関する請願というのが文教委員会に出ておりましてこれも全会一致採

択をした経緯があるわけであります。 59年、昨年の第 2回定例会で採択をしております。こ

のときに私、報告の中でも皆さんに申し上げたんですが、昭和 60年 に設計、翌昭和 61年度

に着工という線で教育委員会が財政当局と話しをやっているんだということである程度具体的

なそうした目標が、日程というものが示されたという ことからこれは採択になったということ

で私どもも 60年度には予算が多分計上されるのではなl'かというふうに思っておりました。

ところが、現在私どもに配られております予算の 60年度予算案、この中には大成荘のいわゆ

る維持管理、また運営費等は計上されておりますが、 この請願の願意に沿う形での改築及び施

設の充実ということでの予算の配分は計上はなされておりません。具体的に教育委員会でどの

ようにこの大成荘の件について財政当局とお話しになったのか。つまり要求をなさったかどう

か、その要求が認められなかった理由は何なのか、この点をお尋ねをいたします。

それからもう一つ、これも文教委員会にかかわる請願でございますが、 請願第 59 -5号、

いわゆる 5小の校舎改修と校庭改良工事の促進に関する請願というのであります。この請願に

ついても全会一致昭和 59年第 3回定例会、 10月の 5日ですが、この本会議場で採択をされ

たわけであ りますが、これも今回予算の措置が全くされていないわけであ ります。かすかに60

年度予算案の中には屋上の防水改修工事と書いてありますので雨漏りの修理ぐらいはしますよ

という予算だと思います。つまり、この請願が採択した後、教育委員会として財政当局とどの

ようなお話をなさったか。具体的な要求の内容について聞かせていただきたいと思うわけです

が、特にこの件に関しては補助対象になる ことの困難性、この、また耐用年数の問題等で非常

に困難な状況があるという こと は私どもも承知はしていましたが、市長の出席を求めて市長の

お考えを聞いた場合に、聞いたときに今後の課題として会議録を読みますと自己財源の活用も

含めて結論を出 してい きたいという ことでございました。 この60年度の予算については調査

費等及びその運動のための何か予算措置がとられてもいいのではな l'かと思いますが、これま

た見出すことができません。教育委員会の対応はどのような経過であったのか、お聞かせをい

ただきたいと思います。以上です。

O副議長 (米沢照男君) お諮り いた します。議事の都合によりあらかじめ会議時間の

延長をいたしたいと思います。 これに御異議ありませんか。

C I異議なし」 と呼ぶ者あり〕

0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。

古賀俊昭君の質問時間は 5時 12分までであります。 そのことを念頭に置きながらわかりや

すく簡潔に御答弁をお願いいたします。都市整備部長。

O都市整備部長 (結城邦夫君) ただいまの小笠原機械跡地の件につきましての御質

問にお答え申し上げます。

まず 1点目でございますが、用地の買収は絶対にできないのかという点でございます。議会

の請願の採択に伴いまして当然私どもはそれを実行できるように努力はするべきであるという

ふうには考えております。そういうことに基づきまして議会の採択後に東洋建設の東京支庖の

取締役の方、これは前々からお会いしていろいろと用地の買収等につきましてお話を進めて

いるわけでございますが、 1月の中匂にお会いいたしましてさらに確認をしたわけでございま

す。この用地については売却する意思はないということをそのときも確認はl'たしてございま

す。

それならば今後どうするかという点でございますが、この跡地の用地を買収できない場合に
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は他へそれにかわる住民の要求としての広場、あるいは建設関係のいろいろな問題点について

やはり解決をしていかなけりゃならないというような観点から第 2点で御質問の日照の問題等

でございますが、地元の住民の方々から市に対しまして建設に当たってということで要望書が

提出されております。この内容は日照と採光の問題、電波障害、風害の問題、あるいは建物の

高さとプライパシーの関係の問題について、マンション建設に心身に与える影響、公害高地公

害、これらの 6点の 6項目の要望がなされてきております。建設に当たってはこういう要望を

十分検討した上で努力を市の方としてしていただきたいという内容のものでございます。そう

いう点につきまして市はたとえば今後東洋建設の方でいよいよこれを着工するという ことにな

る段階では当然その前に事前協議という中でこういった問題を解決していかなきゃならないと

いうふうに考えているわけで ございます。現在の段階で東洋建設の方から要綱に基づきます事

前協議の申請書が提出されてきております。 しかし、私どもは住民との関係、また請願との関

係もある中でこの申請書の、申請書を正式には現在では受理を行っておりません。住民との問

題が解決するまでいわゆる住民から要求されているいろいろな事項の問題、これを事前に十分

私ども含めまして地元ある いは東洋建設と話し合いを行う中で解決をしていった上で正式な形

の受理を行っていくというふうに考えているわけでございます。

それから 3点目の周辺に広場の確保という点の御質問でございますが、この跡地を買収でき

ない場合にはやはり住民要望の大きな問題と して提起されました用地、これについてはこ の地

域の中で確保をする、また確保をしてほしいということを東洋建設の方に申し入れを行ってお

ります。東洋建設の方で付近の土地を住民が利用できる範囲内の土地を捜しております。その

中で日野台一丁目の 1の 15番地、面積的にはやや小さいんでございますが、 28 8平米、坪

で 87坪ほどの土地がございます。これについては東洋建設の方で買収をして市の方に寄付を

していく、これは当然、負担金との関連も出てまいりますが、とにかくこの地域に広場を求めて

いくというこの姿勢については私どもは貫いて、買いていきたいというふうに考えているわけ

でございます。

0教育長(長沢三郎君) 大成荘、 5小関係の問題についてお答え申し上げます。

大成荘につきましては実は企画の方の公共施設整備計画という中に 60年度設計、 61年度

着工というような形の計画段階での一つの手順、こういうものが示されておりましたし、確か

に請願というものが採択され教育委員会それから文教委員会それから校長会等も現在の施設等

の一応視察等も行ってきている、そういう中でございますけれど、本年度この教育委員会が抱

えております施設整備関係という問題では御承知のとおりふるさと博物館の新築の問題、ある

いは市民プールの改修の問題、それから中学校給食施設の整備の問題、このようにきわめて多

額の財源を必要とする、そういう事業が山積している。こういう中で何を先に取り何を後に回

すか、そ ういう選択に迫られるわけでございますけれど、現実問題としてふるさと博物館の一

応新築後に大成荘問題については手順として取り組んでいくような手だてをとらざるを得ない

んではないか。給食関係等の問題につきましでもすでに 5校が開始されている中で残された 3

校等については父母の方も含めてぜひ 1年も早くという希望もあるわけでございますので、そ

の辺の選択の中で本年度あえてこの大成荘の予算要求というものを教育委員会としては財政当

局の方には出しませんでした。

それから 5小の改築の問題でございますけれど、これも確かに全面改修をやらない限り今の

施設にいろいろ手入れをしてそれで済むような状況ではないということは文教委員会等でもお

答え申している状況でございますけれど、義務教育の施設という関係の中で国の補助、これら

の問題をやはり先に解決すべきであろう、こういう状況の中から本年度の今まで義務教育施設

の大規模改修という形で文部省当局は豪雪地帯とか、あるいは離島、こういうところに部分的

に適応しておりました 2.00 0万以上 l億未満の大規模改修について 60年度から全国的にそ

の枠を外して一応国の方でそういう改修のために多額の金がかかるときには 3分の lの補助を

国の方ではちょうど新しい校舎をつくるときと同じような手だてをとる、こういう方向が決ま

りましたし、ただ、その中に建築後 15年以上経過している施設というような条件はもちろん

ついているわけでございますけれど、五小の場合は 30年近くたっている施設でもございます

し、当然それらの条件の中には合致する。文部省の補助がもらえれば当然その起債、あるいは

防衛庁関係の補助等の対象にもなりますので、現に子供たちがあそこで勉強しているという状

況の中で単年度で全部っくり直すということはできませんけれど、できるだけ五小の改築問題

については大変な財政事情の中でございますけれど、よく理事者や、あるいは財政当局と話を

しながら今の国の補助制度、これを十二分に活用しながら 1年も早く手がつけられるような状

4点目の件につきましては先ほど申し上げましたように事前協議が出されておりますが、現

在の段階では正式な形で受理をしておらないということでございます。以上でございます。

O副議長(米沢照男君) 教育長。

ロUF
O
 

つ山
円

ipo 
q
L
 



況、こういうこ とで努力はしていきたい、こう考えております。

大成荘と五小関係の問題についてお答え申し上げておきます。

O副議長(米沢照男君) 古賀俊昭君。

01 8番(古賀俊昭君) 簡単に再質問いたしますが、都市整備部長から お答えをいた

た、おくれをとったというのはちょっと理解しがたいんですが、その点、簡単に教育委員会の

お考えはこうだというのを触れていただければと思います。

それから五小については今申し上げましたように困難な問題があるんですが、文部省等の動

きもありますので積極的にやはり動かないことには実現できないわけですから、こうした請願

の処理ということについては特に議会の意思が示されたら誠意を持ってこたえていただくとい

う姿勢を絶えず忘れないで取り組んでいただきたいと思います。

時間がちょっとあれなんですが、市長の方からまずお答えをいただいて、時間があれば教育

長にお願いしたいと思います。

だきました小笠原機械の跡地の問題なんですが、先般2月のたしか 1日だったと思いますが、

市長相談のときに関係者の方が市役所に参りまして特に、仮にマンシ ョンが建つ場合にその 日

照のことについては特段の市の指導を業者に対してやってもらいたいという ことを強く要求が

あったと思うんです。これに答えて市長は 3時間以上の日照は確保しなくてはし、けないだろう、

そういうお話を 3時間、 1日ですね、 3時間の日照時間は確保されるように指導していくとい

うお話をされたそうですが、今聞くところによりますと提出をされている図面等からしますと

1日3時間、これは冬至のときでもちろん見るわけですが、困難ではないかということなんで

市長はまず 3時間以上の確保についてはこの建物の設計の変更等ももちろん業者に求めると

いつことを含んでこうおっしゃったんだと思うんですが、今改めて私もう一度お聞きをいたし

ますので特に日照の問題について市長がおっしった 3時間以上 ということをはっきり確保でき

る、確保できるように努力するということ、お答えいただければ幸いなんですが、いかがでご

ざし 1ましょうか。

O~1j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) 再質問についてお答え申し上げます。

3時間以上のたとえば建設をする場合、 3時間以上の日照の確保という点でございますが、

私どもその点については今後の話し合いの中、あるいは設計のチェックの中で十分検討をして

し1きたいというふうに考えます。以上でございます。

す。

0副議長(米沢照男君)

01 8番(古賀俊昭君)

古賀俊昭君。

市長がじかにおっしゃったということで大変皆心強く、意を

強くしている人も多いんですが、市長いかがでございますが。

それからもう一つ、ふるさと博物館のために大成荘、また学校給食のために大成荘が何か大

分影響を受けたようでありますが、委員会で一つの流れが示されたわけですね。 60年に設計

をして 61年には工事を始めたいんだということからしますと当然財政当局に要求は少なくと

もお出しになって私はよかったんじゃな~¥かと思うんです。今お聞きをしますと何か要望をお

出しにならなかったようでございます。やはり請願を出して請願が受理をされた、そして議会

で審議をされて全会一致採択をされたということで期待をしておられる市民の方からすればや

はり予算措置がとられないということは請願とは一体何だろうか、大変むなしく感じるのでは

なし、かと思うんです。

大成荘、当初予算にはも うの ってないわけでございますので提案をされた予算案の中でこれ

を何とか計上しろといっても無理な話でございますが、やはり要求を出さなかったということ

はほかの事業との優先順位の問題だと思いますが、大成荘はその優先順位からすると遅くなっ

0副議長(米沢照男君)

O市長(森田喜美男君)

市長。

日影条例であり ますとか、法規、建築基準法等の法規のこと

もありますが、何といいましてもやっぱり人の生活、 すでに生活をしている方に著しし~惑を

かけるようなそういうことにはしてはいけない、こういう指導をしようということが私の考え

方でございますし今担当の方でお答えをしておる、そういう指導をするということでございま

すので、そのように街理解をお願いしたいと思います。

0副議長(米沢照男君) 教育長。あと 1介。

0教育長(長沢三郎君) お答え申し上げます。

文部省の一応小中学校の移動教室、あるいは自然、教育、体験学習、こういうような面にも沿

っておることですし父母負担の軽減にもつながる施設の確保なんでできるだけ早く大成荘の着

工できるような努力を引き続いてやってまいるというようなことでお許し願いたいと思います。

(笑声 )
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0副議長(米沢照男君) 古賀俊昭君。

It 
3月 7 日 木曜日 (第 4日)

01 8番(古賀俊昭君) 一般質問を終わります。

0副議長(米沢照男君 ) これをもって 4の2、議会の請願採択と市長(執行者側)の

措置 について、特に側小笠原機械跡地取得についての請願等に関し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。 昭和 60年

日野市議会会議録 (第 4 号)
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午前 10時 9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 21名であります。

一般質問 5の し ソフ トボール、小年野球場の設置をについての通告質問者、名古屋史郎君

の質問を許 します。

C 2 1番議員登壇 〕

02 1番(名古屋 史郎君〉 それでは、ソ フ トポーノレ、小年野球場を増設せよと題 しま

して、 質問いたします。

私が申し上げるまで もな く、 スポーツ熱は全国的にも高ま っており、今、 日野市民の中でも

非常にスポーツ人口が年 々飛躍的にふえている現状は、皆さん方も御承知のとおりだと思いま

す。それに対応する ために‘ これまで 日野市がいろいろな面で運動公園、あるいは運動場、学

校開放、その他いろいろな点でそれに対応するために、 鋭意努力 されている点は高 く評価でき

るものであります。近 くには桑園跡地の運動公園、ある いは東光寺の河川敷のグラン ド計画な

どが、大きなものであります。

御承知のように、スポーツと一 口に言 って も、いろいろ競技の種目、 多種多様であります。

市民がそれぞれの立場で、 いろいろなスポー ツを楽しんでいる現状の中で、 私は、 きょう、特

に少年野球、 ソフ トボーノレ、ごく 手軽にできる、 しかも非常に参加 しやすいという ことで、競

技人口も大変多いと考えております。

そういう中で、こ れまでの市の努力という ことの評価は、先ほど申し上げたとおりでありま

すが、非常に広い面積を要する競技であります し、 比較的、チーム数にもよりますけれども、

広い面積を有する練習場なり、試合場がないとなかなかできないので、大変な悩みのようであ

ります。

そこで、教育委員会の方に伺いたいんですが、学校開放の問題については、大体きのう、お

とと いあたりの質疑で、現状がわかっておりますけれども、他のスポーツのことは、一応ここ

ではおきまして、 ソフ トボーノレ、少年野球という点に絞っ て、 現状、教育委員会で把握されて

いるソフ トボーノレ、あるいは少年野球、少年野球でない野球ももちろんあるわけですけれども、

それらについて、チームの数ですとか、ある いは競技人口、ある いは市主催のそれらの試合と

いいますか、大会と いいますか、そういう形がどんなふうになっているかという ことを、教育
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委員会のおわかりの範囲で、お答えいただきたいと思います。

0議長 (高橋通夫君〉 名古屋史郎君の質問についての答弁を求めます。教育次長。

0教育次長(小山哲夫君〉 それでは、名古屋議員さんからの御質問に、教育次長から

お答えをさせていただきます。

ただいまの御質問は、教育委員会として、日野市のソフ トボーノレ、あるいは少年野球の状況

はどうか、大会はど うか、スポーツ人口はどうか、こういうふうな御質問だろうかと思います。

まず、 ソフトボーノレ関係についてお答えしたいと思いますけれども、 ソフ トボーノレにつきま

しては‘現在、約、教育委員会で把握しておりますチームの数につきま しては、 3 1種類、ソ

フトボールに加盟している選手といいましょう か、関係者については、約 1，3 0 0名ぐらいの

方が、ソフトボーノレ大会等に参加しておるだろうというふうに把握をしているところでござい

ます。

ソフ トボーノレの関係につきましては、従来、 日野市の中に、ソ フ トポーノレ連盟、それからソ

フ トボーノレ協会というこつの連盟がございまして、これが昭和 58年 5月に合併されまして、

現在は「日野市ソフ トボール連盟」という形で、日野市の体育協会に加盟をいたしております。

1本になっております。そうい う中で、今申し上げま したチーム の方々は、このソフトボーノレ

連盟に加入し、敢闘しているというふうに理解をしているところでございます。

これに対しましての大会等は どうかと いうことでございますけれども、これには日野市ソフ

トボーノレ連盟の主催による大会と、市の方で委託している事業と、二つにこの大会が分けられ

るかと思います。

ソフトボール連盟の方の主催の大会につきま しては、春の大会と、それから秋の大会、こ の

二つの大会を、 日野市ソフトボール連盟の自主的な大会という形で、開催をしているところで

ございます。これには、一般、あるいは少年、あるいは女子の部というふうな形で、チームを

分けまして、 自主的に大会をして いるというふうに伺っ ております。

なお、日野市の方の主催ではございませんけれども、 日野市の方で、委託料をソフ ト連盟の

方に委託いたしまして大会をしておりますのは、いわゆる春の大会、大体 5月か 6月にソ フ ト

ボーノレ連盟の方に、主催ということでお願いしておりますけれども、こ れにつきましては、年

々盛んになってきております。これは日野市内の在住、在動の方々を対象といたしまして、一

般の部、女子の部、壮年の部というふうな形で、大会をいた しており ます。

ちなみに、 5 9年度の日野市主催の、ソフトボーノレ連盟主催の大会の内容を申し上げますと、

7 1チームが参加しております。年々盛んにソ フ トボーノレ大会が開催さ れていることを、 御理

解願いたいと思います。

次に、少年野球の関係でございますけれども、少年野球につきましては、現在、私ども把握

しているところによりますと、約 80チームあるんじゃなかろ うかというふ うに把握をいたし

ております。それに加入しております人口でございますけれども、約1.5 0 0名が加入してい

るだろうというふうに、把握をいたしている ところでございます。

これにつきましては、昭和 50年の 12月に、東京都軟式野球連盟日野支部の中に、学

童部という形の中で、少年野球が発足いたしました。通称日野市少年野球連盟という形で、名

称があったかと思いますけれども、この少年野球連盟の中に、今申し上げましたチームの大半

が加入しているだろうという ふ うに、 理解をしていると ころでございます。

これにつきま しての大会の状況でござ いますけれども、これまたソフトボーノレと同じように、

少年野球の連盟によると ころの、いわゆる自主大会ということで、 春の大会と、それから秋の

大会がございます。

これにつきましては、特に秋の場合は、非常に 一 失礼し 1たしました、春の大会でございま

すけれども、春の大会は、非常に盛んで ござ います。ほとんどの連盟に加入している少年野球

チームが参加いたしまして、 大会を催しております。これには教育委員会の教育委員長盃と い

うふうなものを出しております。そういった中で、年々盛んに少年野球大会は進められておる、

ということでございます。

なお、こ のほかに、少年野球の新人戦という ことで、新人戦も年間を通しまして、こ れは少

年野球連盟の方の主催でございますけれども、行っております。

なお、共通して言えることは、ソフトボーノレ大会にいたしまして も、あるいは少年野球大会

にいたしましでも、 日野市だけではなくて、上部団体に加入しております関係上、 日野市の地

区予選等で優勝いたしましたものにつきましては、東京都のいわゆる軟式野球連盟、あるいは

ソフトボーノレ連盟の主催によります大会に参加をする。さらにそ こで優勝いたしますと、中央

大会に進むと。こういう形の中で、野球大会を進めておるとい 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〉 名古屋史郎君。
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02 1番(名古屋史郎君〉 今、伺いま したと ころ、ソフ ト、少年野球については、

1. 0 0 0名を超える競技人口で、大会なども盛んに持たれている。

このスポーツが、ほかのスポーツもそうですが、いわゆるシーズンということも関係します

が、現状で教育委員会と して、こ れらの対外試合なども出てく るような形のチーム数と いいま

すか、競技人口が、 日野市内で十分に練習といいますか、競技に参加できている状態かどうか、

大変難しい問題ですけれども、どんなふうに把握していらっしゃるか、教育委員会の現状での

考え方をちょっと伺いたいと思うんです。

0議長(高橋通夫君) 教育次長。

0教育次長(小山哲夫君) 教育次長がお答えをいたします。

現状で少年野球大会、 ある~¥(j:ソフ トボーノレ野球大会、練習等がどういう形でなされている

のか、現状の実態はどうかと いう御質問で ございますけれども、教育委員会の方で把握してい

ます状況でございますけれども、会場につきま しては、多摩川の総合グランド、河川敷がござ

いますけれども、そこが 3面ございます。

それから、校庭開放でございますけれども、現在、小中学校の校庭を 19校開放いたしてお

りますけれども、 1 9校の校庭を利用して、練習試合等を行っているというふうに理解してお

ります。

なお、そのほかに七生中、一中につきま しては、ナイターということで、 4月から 10月に

かけまして開放いたしておりますけれども、このナイ ター施設も 2面。

さらには、こ れは児童課の方の管轄になりますけれども、豊田の、いわゆる二小のすぐ南側

の浅川の河川敷に、少年野球場がございます。たしか 2面あるというふうに理解いたしており

ますけれども、浅川の河川敷の少年野球場が 2面。

それからもう一つは、これは多摩平の第一中央公園のグラン ドがございます。これは少年野

球専門のグランドでございます。

それから、あとは旭が丘に野球場がございますけれども、旭が丘の中央公園の野球場。

この 28カ所を大体主体として、少年野球、あるいはソフトボーノレ野球大会、練習等が主と

して行われているというふうに、私どもは現状把握しているところでございます。

以上で ζ ざいます。

0議長(高橋通夫君)

02 1番(名 古屋史郎君〉 学校開放の 19校というのは、いわゆる球技といいますか、

スボーツ開放ということで、 1 9校全部ソフトボーノレなど、いわゆる野球などができる面積に

ありますか。

。議長 (高橋通夫君〉 教育次長。

。教育次長 (小山哲夫君〉 現在、小中学校の校庭は、 1 9校を、いわゆるスポーツ開

放という形で開放いたしておるところでございます。

いろいろと野球、あるいはソフトボ.ールのほかに、サッカー、 そういった面で-の要望がござ

し、ます。大体利用状況を見ますと、少年野球で約 2 0 %、それからソフトボーノレで約 20%、

サッカーで 16 %ということで、主体が、大体 50 %程度は少年野球、あるいはソフトボーノレ

という形の中で、校庭開放で利用されているというふうに、現状把握しているところでござい

ます。

以上で‘ございます。

0議長(高橋通夫君 〉 名古屋史郎君。

02 1番(名古屋史郎君〉 大体、 よくわかりました。そういう状況で先ほど申し上げ

たように、シーズンを迎えると、非常にたくさんのチームが練習場という形のものを求めて、

大変な競争といいますか、苦労しているような状況だというふ うに聞いております。十分な状

況にあると言えないと思います。

それで、先ほど申し上げましたように、今度できるスポーツ公園ですか、では、こういうい

わゆるソフトボーノレ、少年野球という形のものはできるような状態のものではないということ

を考えますと、先般来、いろいろな方からの質問で、東光寺の河川敷の運動公園といいますか、

そういう計画などとあわせて、こ れらいわゆるソフ ト、 少年野球という手軽にできる、現状大

変盛んであるこういうチームの練習場、あるいは試合場ということで、非常に数少ないという

形が現状だろうと思います。

どのスポーツでも、完全な意味での満足ができるほどの施設や設備が充足されればもちろん

結構なんですが、 この点について、企画の方で、私が申し上げた、今、次長の方からの御報告

以外で、日野市としてこれから考えられるこういう練習場といいますか、球場といいますか、

考えられる計画について、 あれは¥伺いたいと思います。

名古屋史郎君。 0議長(高橋通夫君) 企画財政部長。
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0企画財政部長(前田雅夫君) お答えをいたします。

東光寺河川敷を含めまして、将来ソフトボーノレ等で使える運動施設の計画は あるか、という

ことでございますけれども、まず、東光寺の関係でございますけれども、この件については、

もうかなり前から計画をいたしまして、努力をしているわけでございますが、昨年の 12月の

議会でも、一般質問でお答えそしたわけでございます。

かなりの問題点がございまして、 なかなか進捗しないわけでございますけれども、大きな点

につきまして申し上げますと、東光寺の河川敷は、谷地川、それから多摩川に堤防がで、きます

と、おおよそ 2万 8，000平方メ ートルぐ らいの敷地が取れるわけでございますっ

l万分の lの日野市の地図を見ていただき ますとわかりますけれども、 l万分の lの地図で

l ¥きますと、八王子からちょう ど谷地川のと ころまで行政境が、地図では入っております。

実際、登記所の閉鎖をいたしました公図、それから土地台帳を調べますと、さらに東に民地

と、それから河川敷内に、八王子市の行政境が入 っているわけでございます。先ほど、 2万

8， 0 0 0平方メー トルといいましたけれども、 おおよそその 2分の lが八王子の行政区域であ

り、 さらにその同等の面積ぐらいが民有地、 いわゆる旧権利者の土地という ことになっており

ます。

その行政境の問題でございますけれど も、いわゆる異なった自治体の行政区域内に、公共地

殺をつくる場合に、たとえば公園のよ うな場合でございますけれど、公園運動場の場合で ζ ざ

いますけれども、その所属する議会の同意を得ないといけないという こと が、税法上規定され

ております。

したがって、正式には行政境を固め、その区域の使用について、 八王子市の議会の同意を得

るということでございます。現在、その行政境がまだ固まっ ておりません。現在、その確定に

ついての努力をしているという段階でございます。

次が、先ほどちょっと触れましたけれども、 2万 8，0 0 0平方メートノレの中に、おおよそ 2

分の lの旧権利者がいるということでございます。 これは、現在の河川法で、いわゆる旧河川

法のときに、無償で河J11としては没収をしたような土地で ζ ざいます。

これにつきましては、現法律で、いわゆる河川という行政財産から除外した場合には、旧権

利者の原権といいますか、所有権が発生をする、 という規定になっております。したがって、

これらの権利者との交渉も必要になるということでございます。
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今から 6、 7年前でございますけれども、建設省の京浜工事事務所がこの所管でございます

けれども、当時の考え方は、まだ堤防ももちろんできていなかった、工事計画がなかった段階

でございますので、現在のままの河川敷で占用許可をしてもいいんではないか、という考え方

をとっ ておりました。

その後、 わずかでは ζ ざいますけれども、堤防ω延伸が上流に向かつて進んできております。

そういう中で、旧権利者の権利が復活するのを間近に控えるような状態で、日野市に占有を与

えると いうこと は、なかなか難しい、旧権利者との交渉を した らど うか、 というような話に変

わってきたわけでございます。

しかしながら、現在の谷地川は、下堰で谷地川iの7Jてを取っておりますので、下堰の問題が解

決しないと、 2万 8，0 0 0平万メートルの真ん中を谷地川が通っているわけでございますから、

占用できない状態であったわけでございます。

それで、今あ りまじた谷地川|の処理を今度はどうするかという ことになるわけでございます。

谷地川|につきましては、谷地川の下流の右岸でございますけれども、現在、堤防、少しまだ未

整備のままで、下堰の方に遊水がきております。 これをとめなければいけな いとい うことにな

るわけで ございます。

とめるにl-j、下垣の日野用水の取水をどうするかという ことになりますが、現在、上堰から

の取水で下堰の流域面積を潤する ことができると。それからさらには、環境用水としても問題

ないであろう、 という結論のもとに、東光寺の成就院の東側でございますけれども、上堰の取

水した水を成就院の東側から下堰に落とす、今、計画与を進めております。これは、今年度に東

京都が工事を実施するということになっております。今年度、実施をするという ことになって

おります。( rやっているんだよ、今」と呼ぶ者あり〉

そうしますと、谷地川の河口の、現在下堰に入っていた堤防の締め切りが可能になるわけで

ございます。多分計画では、まだ堤防の工事区間の処理号、建設省と東京都と協議をしている

ということを聞いております。どの程度進んだか、ちょっとわかりませんけれども、私どもの

予測では、 60年度には堤防を締め切っていただきたいというふうに考えているわけでござい

ます。

そんな状況でございますので、でき得れば旧権利者の交渉を先に延ばすような形で、 とりあ

えず占沼で、きないか、その辺をもとに、再度建設省と協議をまたしたいというふうに、現在、
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考えている次第でございます。

それから、その他、運動施設の計画でございますけれども、これも前から議会の中で提起さ

れている問題で ございますが、倉沢地域に杉野学園の学校用地がございます。これは孟区内の

現在の杉野学園の移転、及び大学用地ということで取得 したわけでございますけれども、かな

りの年月を要し て、今造成地のまま、一部幼稚E乱宿舎、それからグラン ドに使っております

けれども、まだそのほかにも用地は ございますので、その開放を杉野学園に要請 していると こ

ろでございます。なかなか今の段階では、見通しがつかないという状況で ございます。

現時点での、私の方で今つかんでいる状況は、以上でございます。

0議長(高橋通夫君 〉 教育次長。

0教育次長 (小山哲夫君〉 ただいま企画財政部長の方か ら、東光寺の河川敷、並びに

杉野学園の校庭開放の問題についてのお答えがござい ました。

教育委員会の方の考え方を、この際、 御参考までに申 し上け‘ておきたいと 思います。

ただいま、企画財政部長の方からの、グラン ドの新設問題と いうことで提起がなされたわけ

でございますけれども、グランドを買収する、あるいは造成するとなりますと、非常にお金も

かかりますし、なかなか土地の確保が難 しいというのが現状でないかと思います。

したがいまして、教育委員会の考えといたしましては、既設のグランドを有効適切に活用す

るという、高度に活用すると t¥う、そういう考え方に立ちまして、学校開放等を今盛んに検討

をされておるところでございます。学校開放につきま しては、現在 19校、小中学校合わせま

して開放~¥たしておりますけれども、まだ残り 9校があるわけでございます。

したがいまして、残り 9佼につきましては、いろいろと事情がございますけれども、特に学

校開放としての施設整備を充実する。たとえば、防球フェンスをつくるとか、あるいは校庭を

整地するとか、あるいはまた、グランドの中に トイレとか、あるいは更衣室/ヰのいわゆるクラ

ブハウス、こういったものをセッ トすることによって、ある程度開放すべき余地は残 っている

と思います。

したがL、まして、現在、私どもといたしましては、できるだけ未開放の校庭の開放に意を注

いでおる、ということでございます。

あわせまして、今回の予算にも措置をお願いしてございますけれども、ナイターの設置の問

題でございます。特に夜間人口に伴つてのスポーツ人口がふえておりますので、そういった中
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で、ナイター施設をできるだけ開放する、整備 してし 1く、そういった中で、少年野球、ソフト

ボーノレ野球大会等も消化できるんじゃなかろうかというふうに考えていると ころで ございます。

あわせまして、 既設の、たとえは‘工科短大であるとか、あるいは明星大学である とか、そう

し1った面での他の学校施設等の開放につきましでも、協力をお願いし、 ソフトボール、あるい

は野球大会に使えるような方策を練 って、今後とも進めてまいりたいというふうに考えており

ます。

御参考までに申し上げました。

0議長(高橋通夫君)

0市長(森田喜美男君〉

市長。

回答が長くな って恐縮かもしれませんが、青少年の健全育成

のために、スポーツが大変有効な意義を持つということ、あわせて体育にも役立つわけであり

ますし、近頃は健康づ くりのために婦人のソフトボーノレチーム、あるいは勤労者のスポーツ活

動が当然、求められておるわけでありまして、公式の正確なスポーツ の場を持つという、オーソ

ドックスな面も大切でございますし、また、あらゆる知恵を絞りまして、先ほど話されており

ますような学校の開放、あるいは企業のグランドの借用、あるいは市内の他の大学等の施設の

借用というようなことも、努力をしたいわけでありますい杉野学園には何らかの意味で、ぜ

ひ御協力をお願いをしたい、こう思っております。

それから、正規のものではありませんが、幸いに一幸いと言えるかどうか、地元の工夫で

河川敷が相当整備、 自主的に地元の自治会なり、あるいは父兄の方々のお力によりま して、自

前のグラン ドがかなりつくられておりま して、恐ら く浅川の河川敷には 10面、あるいはそれ

以上あるように思っております。

東光寺の河川敷が確保できるということが一番大きな、公式の目標があるわけでございます

が、若干やはりこれも手間取る、時間を要することでございますので、イ可か中間的な方策によ

って、あの地域にも中間的なグランドの利用をさせていただければということを願っておると

ころで ζ ざいます。

最近、市内に、区部にあります高等学校のグラン ドの進出等も ございますので、そういつこ

とを斡旋する際には、地元に開放を、できる範囲でお願いをするという努力もしておる。こう

いうことで、総合的にいろいろな行政側の努力もございますし、それから住民側の努力もいた

だいておりますし、 いろんなことで何とかこの状況を、地域社会の中で切り開いていきたい、
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このよ うに念願をし、また、努力をしておるところでございます。

ちょっとつけ加えさせていただきま した。( I答弁が長過ぎるよ、何人も何人も」と呼ぶ者

あり)

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) 大変恐縮です。

ただいま私が答弁した中で、 2万 8.0 0 0平方メー トノレの中で、日野、八王子の行政区域の

面積を言いましたけれども、日野市が 1万 9.0 0 0平方メー トノレ、八王子が 9.0 0 0平方メ ー

トノレでございます。御訂正いただきたいと思います。

以上です。

O議長 (高橋通夫君〉 名古屋史郎君。

02 1番(名古屋史郎君〉 質問に対 して、教育次長さんの方から、そして市長の方か

ら、あるいは訂正という ことで企画財政部長の方から、それぞれ努力していただける旨のお話

がありま した。

非常に広い面積を要する ことですし、教育次長が言われたような学校開放をさらにふやしてい

くとか、あるいはどこかお借りをするとかいうことの方策も、ぜひ前向きでやっていただきた

し、ということをお願い したいと思います。

最後に、一つ、河川敷ということで、多摩川の市営グランドのさらに下流のところが、非常

に広い面積のところがあるけれどというお話があるんですが、なにか野鳥保護という観点の場

所であるとも聞きますが、あの辺のことについては、どんなふうに把握されているか、 ちょっ

と最後に伺いたいと思います。

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。

昭和 53年ごろでございますけれども、建設省が多摩川の管理計画というものを定めており

ます。その管理計画の中で、いろんなゾーニングをしているわけでございますけれども、現在

多摩川の市のグラン ドの下流でございますけれども、かなり河川敷があるわけでございます。

このゾーニングの内容は、生態系保持空間ということで、現況のままで市民に使ってもらお

うというような位置づけを、現在されているという状況でございます。

0議長(高橋通夫君〉 名古屋史郎君。
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02 1番(名古屋史郎君〉 今の多摩川の市民グラン ドですか、それの下流の問題につ

いては、できれば機会があれば、現状のままでという、モトクロスのなにか練習場みたいな形

に今なっているようですが、木も生えて、大分広い面積なので、その辺のことについて研究を

される機会がありましたら、ぜひ研究をしていただきたいと思います。

全般的に、先ほどから申し上げているように、なかなか広い面積を要するものですから、御

答弁にありま したようなそれぞれの立場で、前向きにスポーツの中の、特にこの問題について

お骨折りいただ くよう心からお願いを申し上げまして、こ の質問を終わりたいと思います。

0議長 (高橋通夫君〉

する質問を終わります。

これをもっ て 5の し ソフトボーjレ、 少年野球場の設置をに関

5の 2、町名地番整理の今後についての通告質問者、名古屋史郎君の質問を許します。

02 1番(名古屋史郎君〉 町名地番の整理の今後についてと題しまして、質問させて

いただきます。

御承知のように、 日野市は市制施行以来、 2 0年を経ております。市街化も進んでおりまし

て、 着々 と都市基盤の整備も行われつつあります。その、いわゆる仕上げとも言うべき時期に

差しかかっ てきているわけですが、こ の市街化に伴っ て避けて通れないことは、新しい都市形

態に適合したような、町名地番の整理の問題があると思います。

そこに住んでいらっしゃる方の利便ということはもちろんのことですけれども、行政上の円

滑化からも、こ れはどんどんと進めていかなければならないというふうに考えております。現

在まで、 5 6. 4 %が整理をされて、こ れからだんだんと全市域に及んでし 1く計画であるという

ふうに開いております。

私は、 5 4年に町名地番を促進せよということで、質問いたしました。ちょうど程久保地域

の町名地番の整理に着手して、 49年ですか、地元自治会の意見を聞くという形の中で、特に

地名の問題、程久保という地名を残すとか、橘台をどうするとか、高幡という地名を残すとい

うことで、地元の自治会の間で大変いろいろと議論が出て、 とても行政側の指導という形の中

では、決めきらないという形で、冷却期間を置かなけれは‘とてもだめだというような時期があ

りました。

その当時、促進の立場から質問いたしたわけですけれども、先ほど申し上げたように、 よう

やく程久保と いう地名で地番整理が行われる予定だと聞いております。ちょうど、もめて冷却
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期間が置かれるようにな ってから6年、何とか手をつけようという ふうに考えてか らもう 10 

年、よ うや く古い地名、程久保とい う地名で、改正が行われようとしている。大変喜ばしいで

す。

とにかく始めて 10年という形、こういう住民の意向を聞かなければならないという問題は

あるにしても、大変長い期間です。

このことも、今回も住民から、ぜひ整理をしてほしいという形が生じて、それから動き出し

たように私は聞いておりますが、先ほどから申 し上げますように、地名について も、あるいは

整理についても、地元の自治会というか、住民の方の意向というものはもちろん尊重されなけ

ればならないわけですけれども、行政が積極的に居住者、あるいは居住者以外の利便といいま

すか、全市民の利便といつこともあると思います。

住んでいらっしゃる方は、郵便も到着する し、荷物も着くし、別に不便は感じないとおっし

ゃる方もいらっしゃるし、そうでない方もいらっしゃるわけですから、それ以外の市民が、そ

この市民の生活ということにかかわりがあるわけですから、その辺は行政が、強制力を持つと

いうことじゃありませんけれども、積極的に進めるという、指導とまでは申し上げませんが、

姿勢があっていいんじゃなし 1かと思います。

ょうや しいわゆる程久保について手がつかれたという状況がどんな現状になっ ているのか、

程久保について伺いたいし、ひとつ、何か問題点があれは 一 程久保の整理についての問題点

があれば、伺いたいと思います。

まず、お答えをいただきたいと思います。

0議長 (高橋通夫君〉 名古屋史郎君の質問についての答弁を求めます。都市整備部長。

O都市整備部長(結城邦夫君〉 それでは、私の方から、ただいま御質問がありまし

た町名地番の整理についての、また特に程久保地域についての点について、お答えを申し上げ

ます。

御指摘のございましたように、程久保地域の町名地番の変更につきましては、 4 9年当時か

らいろいろと地元と協議を重ねてきておったところでございます。現在まで約10年の問、笑施

ができなかったと いう大きな要因は、程久保の地名をとるか、または違った町名にするかといい

うことで、地域の住民の考え方は其っ二つに割れておったわけでございます。その調整に非常

に時間がかかったということでございます。
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その過程におきま して、 昭和 55年 3月 19日に、これらの地域の方々から、町名地番の整

理を促進しろという請願が議会に出されておるものでございますが、こ の請願について、 5 5 

年 3月 19日に請願が採択された経過がございます。

それ以後におきましでも、私ども、町名地番整理をすると いうことで、 やはり地域の住民の

方々といろいろと御相談は、継続的に繰り返しておったわけでございます。この程久保の地域

の区域の面積と しては、 210ヘクターノレございます。そこにお住まいの方々 、 2，300世帯

がお住まいになっておりまして、自治会としては、 1 0自治会と 1連合会がございます。この

うちの l自治会が、現在でもまだはっきりした意思表明がされておらない状況で ございます。

昨年の 8月から、具体的に整理をするということで、地元に私ども入りまして、全自治会の

代表の方々をお招きしまして、懇談会を 3回ほど開催をしてございます。そういう中でさらに

煮詰まっ てまいりま して、 I自治会を除きます 9自治会と 1連合会については、程久保という

地名で町名地番の整理を実施してほしい、という強い要望がさらに打ち出されたわけでござい

ます。

私どもも、町名については、やはり地域の住民の方々の意向を尊重するという方針を持って

ございます。程久保でやっていいという 9自治会、それから、いや、違う町名にしてほしいと

いう I自治会とのまだ関係が、整理がされておらないわけでございますが、その 1自治会と私

ども、さ らに個別に懇談会を行いました。

しかし、こ の自治会については、今回の町名地番からできれば外してほしいという要望が非

常に強いわけでございます。この問題でさらにまた時間をかけてしまいますと、程久保の町名

地番がさらにまたおくれてしまうということもございますので、こ の際、こ の 1自治会、これ

はちょうど端の方に当たりますので、今回の 9自治会の程久保の地名で、町名地番の整理を行

ったといたしましでも、 さほど問題はないということから、今後は、できるだけ入っていただ

こうという説得はいたしますが、 どうしてもだめな場合には、 9自治会の区域の中で、程久保

という町名をとって実施をしたいという考え方を持ってございます。

予定といたしましては、 6 1年の 7月 1日をめどに整理に入っていきたいというふうに考え

ております。それに要しますいろいろな経費がかかるわけでございますが、 6 0年度の予算に、

一応 340万円ほど計上いたしまして、本議会に御提案を申し上げているところでございます。

また、 この地域内には、五つの事業所がございます。多摩テッ ク、明星大学、光塩学園、多
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摩動物公園、多摩動物公園駅、これらの事業所については、各事業所ごとを回 りまして、この

点について御説明をし、御了解をすでにとってございます。

したがいまして、 私ども 61年の 7月 l目を目指して、整理に入っていきたいと いう 現状で

ございます。

以上でございます。

0議長 (高橋通夫君〉 名古屋史郎君。

02 1番(名古屋史郎君〉 程久保について限定して今伺っているわけで、いわゆる地

名の問題で冷却期間を置かなきゃならな いという時期から、そう時間がたたない段階で、住民

から整理をしてほしいという請願があったという、現実がもう着手しようということになって

いる のですから、伺う こと もないんですけれども、調整に手間取ったとい うふ うにおっしゃっ

ていますけれども、 要する に行政の責任と いいますか、強権を使えと いうことじゃ ないんです

が、話が出たのが 49年ですから、非常にエキサイ卜して、先ほど申し上げたように決めきら

ない、冷却期間をと いうことまではわかるんですが、そこから請願という形が出てく るまで、

何もしていなか ったと いうことになるのかどうか、行政側が。

そこのところあたりがちょっと、これからのことに対する態度ということからしても、ちょ

っと心配なものですから、前のこと をどうこ うという ことじ ゃないんですけれども、冷却期間

から、 いわゆる請願と いう形、それからやっていこうという踏み切りの、そこのあたりでどん

な役割を行政がされたかと いうことが 1点。

それから、 1自治会が今表明を されていないということも、 6 1年 7月という形でやってい

くには、やはり精力的に説得と いいますか、ぜひ程久保とい う形でという ことをやられるんだ

と思いますが、それのやはり リミットといいますか、それこそ努力といいますか、それもあわ

せてどんなふうに日程的に、そのうち出かけていこうということ なのか、 どんなふうな形に今

なっているか、向こうの出方待ちと いうこと だけでは、ぶつかっ てみれば一緒にな ってあれし

ていただけるかもしれないわけですから、作業的にどんなふ うにされよう としている のか。

前の調整に手間取ったと いうことと、 今、 1自治会のその問題等について、 改めて伺いたい

と思し、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 〉 お答え申し上げます。
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5 5年度まで、 確かに調整をするとい うふうなことで、冷却期間を持っ ていたわけでござい

ますが、こ の間といえども、ただ放置しておったわけではございません。担当の方、あるいは

私 どもの方で、地域の住民の方々の代表であるいわゆる自治会長、あるいは役員の方と、 何回

も話し合いは、個々に行ってございます。その者1¥度、たとえば顔を合わすたびに、どう しょう

かという話は、公式の面ではございませんが、継続してお話はしておっ たわけで ございます。

それ以後、 5 5年の諾願の採択以降におきま して も、 自治会長さん、あるいは連合会長さん

とも、こ の取り組みについて、お話はしておったと ころでございます。

ただ、全体と して どうまとめていくかということについては、昨年の 8月にもう実施に踏み

切ろうとい う形で、一応皆さんにお集まりいただき、 最終的な御意見を拝聴するという場を設

けて、説明会というよりも、むしろ懇談会を 3回、昨年中に重ねたわけでご ざいます。

そうい うことで、 私ども地域の住民の方々の意向を尊重するという建前をとっておった関係

上‘時間的には非常に貴重な時間をとっ てしまったということになるわけでございます。

それから、先ほど申し上げました l自治会、これについての今後どう対応していくかという

点についてでございますが、私ども、現在の考え方としては、具体的な作業に、実は私ども今

年度から入っております。そう いう中で整理をする段階で、 1自治会が入るような まと め方も、

まだ十分できます。そういうことで、 現在も この自治会と話 し合いを継続しておるわけでござ

います。

ただ、意向としでは、むしろ今回の程久保の地域から外してほしいという意見が、 2月に懇

談会を持ったときには、非常に強く出ておりました。したがいまして、その点について自治会

としての考え方をさらにまとめてほ しいという要望はその時点で行いまして、さらにもう l回

機会を見て、懇談会を持ちましょう、 ということにはなっ ております。その結果によっ て、ど

うしても今回から外れたいということであるんならば、残りの 9自治会の区域を整理すると い

うことで、正式な作業に入 ってし 1く。

このリ ミットでございますが、現在、町名地番の現状、その区域の中の現状、番地等の整理

を行っ てい るわけでございます。したがいまして、その作業が終わりますのは、 6 0年の恐ら

く秋ごろまで作業がかかると思います。その時点がリミッ トだと思います。

一応私ども、現在の作業の段階で、その l自治会が入れてほしいというこ とであるんならば、

その時点まででは十分入れるこ とが可能であります。それを過さますと、 もう作業的には聞に
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合わなくなってしまう、と いう面があるので、一応 60年の秋をリ ミッ卜としたいという ふう

には考えており ます。

以上でございます。

0議長 (高橋通夫君〉 名古屋史郎君。

02 1番(名古屋史郎君〉 調整に手間取ったというのは、あくまで地元の意見を尊重

したいということからであるということで、安心を しましたが、 これからのことも、全市域に

及ぶわけですから、私はやはり地元の意見を尊重するということに、さらに機構といいますか、

組織とい うこともちゃんと部内確立 していただいて、担当がしっかり、積極的に出かけていっ

て話 し合いを持つというくらいの姿勢を、常に、この問題についても持っていただきたいとレ

うことを、ここへ要望しておきたいと思います。

それから、 1自治会云々という ことは、いわゆる三井台の 1564番地、南平分が仮に入っ

ていただけないと、 1 5 6 4番地は南平のまま残るという、あの地域のことであるかどうか、

一つ確認 したいと思います。

それから、あわせ」て金久団地と いうんですか、古い造成の地域に、構図と現況と全 く違う地

域があるというふ うに開きま したが、そこの処理といいますか、そこ は、要するに言十画ができ

ればどんどんと地名地番を振ってし 1かれるのかどうか、振れる のかどうか。振れるんだろ うと

思いますが。

もし振れると しても、その問題と、構図と現況とが違 うという状況は別問題でありますけれ

ども、古い造成ですから、買った人の責任とかいう ことでなく、どんなふうに対処される予定

でいらっしゃるのか、その辺もちょっと伺っておきたいと思います。

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〉 それでは、ただいまの 2点。

l点目は、 1自治会、三井台の自治会でございます。ここは、現在の三井台というふうに、

住宅地が名称としてある わけでございますが、その中には、南平と、それから程久保というこ

つの地名がございます。

それで、南平のところだけを残すのかということではございませんで、地域の住民の皆さん

の考え方は.一つの団地と して南平の現在町名になっていると ころと、それから程久保の町名

になっているところを合わせて、団地を一つの区域として、今回の程久保地域には入らない方

-288-

がいいというような考え方を持っているようでございます。

したがいまして、私ども整理をする段階で、三井台の自治会がこの町名地番に参画しない場

合は、旧 一 現在の南平と程久保の町名のと ころは、そのまま残すということになります。

このところは、高幡、あるいは三沢の町名地番を変更するときに、その中に入れて整理をす

るかどうかということは、その時点で住民の方々と十分話 し合いをしていきたいというふうに

考えております。

それから、金久団地でございます。御指摘のように、こ こは地図の混乱地域でございます。

したがいまして、現況と登記所の図面とが一致しない地域で ζ ざいまして、今回の整理上は有

にそういった点については問題ないわけでございますが、この際、町名番地を変更する際に当

たって、この問題をできるだけ解消していきたいという、私どもの希望を持っておりますが、

地域の金久団地の皆さん方も、当然そういった考え方を強くお持ちのようでございます。

したがいまして、こ の点について、 地図の混乱地域の解消に当 たって、さ らに地元と十分話

し合いを進めていきたい。 解決方法をどう していく かという ことについての話し合いをしてい

きたいというふうに考えております。

以上です。

O議長(高橋通夫君〉 名古屋史郎君。

02 1番(名 古屋史郎君) 1自治会が残 った形という ことで、今回の計画で、三井団

地の方が入っ ていただけない形になりますと、今度三沢とか、こ れからやる地域に、 という こ

とになると思いますが、私個人の考えとすれば、程久保の地名で賛成していただけるようにお

骨折り願いたいという ふうに思いますが、こ れも地元の方の意向を尊重しなければいけません

から、御努力はお願いいたしますけれども、住民の意向尊重ということでいっていただきたい

と思います。

それで、次なる計画の問題ですけれども、先ほどから申 し上げている ように、市民生活の利

便という点では、今のお話のいわゆる下に当たりますか、芙蓉ハイツのあたりに緑坂というの

がありますが、あすこもたしか三沢団地だと思います。三沢にお通夜に行く人が、 1時間以上

かかってもわからなかったという地番が、あの大きな道を隔てた形の中であったというふうに

も聞きます。

その他いろいろ市民生活上の不便というのがありますが、こ れから日野の I番地から 1500
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番地ですか、まだ残っ ているんじゃな l~かと思いますが、 三沢、 高幡、石田とか、これからの

地域についての計画といいますか、概略そ伺って、こ の質問を終わりたいと 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〉 今後の計画について、 お答えを申し上げます。

程久保は、一応軌道に乗りつつございます。こ の後の計画といたしま しては、程久保に接 し

ます高l幡、それと三沢地区、これを整理する予定をじております。

御指摘のありましたように、緑坂、そのほかに長銀、また、三井台が今回からどうしても外

してほしいという ことであれば、長銀だとか緑坂の整理とあわせまして、こ の三井台も含めて

変更をしてし 1く、とい うような考え方を持っております。

それから、石田三新井の地域でございますが、こちらの方は、現在、万願寺の区画整理事業

を実施中ーごございます。したがいまして、 万願寺の区画整理が一応換地される前に.当然、町名

番地の変更は必要になってまいります。新しい町名地番でもっ て換地をしたと ころの町名地番

が登記されるように、手続を行っていくということになろうかと思います。

あと、豊田も、同じく区画整理事業を実施する という計直を持っておりますので、区画整理

事業の中で整理をしていきたいという ふうに考えておると ころでございますじ

以上でございます。

0議長(高橋通夫君 〉 名古屋史郎君。

02 1番(名古屋史郎君〉 以上、質問を終わりたいと思いますが、いずれにしてモ、住

民の意向尊重という点は、十先、私も賛同できるんですか、やはり市民生芯の利便とい う点から

は、行政側も組織、機構の中で しっ かり対応する姿勢をまず持っていただきたいということ。

それから、そこが積極的に、お会いするたびに話をしていとんだと いうこ とでは、お会いと

いうのが、その問題についての設定にお会いするのと、 自治会長さんですから、おいでになる

ときにということだと、 うんと違うと思うんです。そう いうと ころで、ぜひ前向きに、 これか

ら40%以上の地域に対しての整理について取り組んでいただく ことを、心からお願いいたし

まして、質問を終わります。

O議長(高橋通夫君) これをもって 5の2、町名地番整理の今後に関する質問を終わ

ります。

次に、 6の 1、教育委員の準公選制を住民運動とともに実施せよについての通告質問者、鈴
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木美奈子君の質問を許します。

C 1 3番議員登壇 〕

0] 3番(鈴木美奈子君〉 ただいまか ら、教育委員の準公選制を住民運動とともに実

施せよ ということにつきまして、 質問をさせていただきます。

中曽根首相が、戦後政治の総決算の一環と して、教育改革を進めるために設置しました臨時

教育審議会が、今月の 5日でちょうど半年を迎えました。この審議は、いろいろと国民の聞に

も大きな問題をはらみ、そしてまた、審議会としては前例のない PR雑誌「臨教審だより」を

1月から発行しております。

私も、先般本屋さんに行きましたら、おやっと思いまして、やはり政府が考えていることを

我々も学んで、それに議会で反論する、それも必要であるのではなし、かということで、臨教審

だよりを定期講読を本屋さんの方にやっ てまいりま した。

教育の自由化の主張、 この問題でも、当初は、学校の民営化や塾の学校化、学校選択の自由

の拡大など、公教育を真っ向から否定するもので、これは臨教審の中の部会の中でも、 いろい

ろと意見が一致しない、そういう部分もあっ たわけです。 私たちは、これからもこうした臨教

審の動きを、父母とともに、また教師とともに見て l~かなければならないと思います。

そういう中で、先般、中野で教育委員の準公選の選挙が行われま した。 2月 13日から 25 

日まで、 2 6日の午前中の投票率、最終的には、昨年は投票率が 27. 3 7 %で、前回の42.99

%よりも 15. 6 2 %下回りました。こ の下回 った原因は、自民党の妨害、これが非常に多かっ

たわけです。( I妨害とは何だ。言い過さだよ」と呼ぶ者あり )右翼も使っ て委員のと ころに

押 しかけて行ったり、また、 ビラをま くとか、こう いう中で、住民の皆さんの中で投票率が下

がってきたのではな し可かというふうに思います。

日野市の中でも、私は、 こういう中で、ぜひ、住民の中でも教育行政を市民とともに一緒に

進めていきたい、そういう声も出ている中では、本当に日野の 12年の革新市政が、 4期に向

けて、森田喜美男市長が再び市長になったならば、御一緒に教育委員の準公選制を進める、そ

ういう目 は、 日野市の中にもあるわけでございます。

いろいろと多くのお母様方からも、中野の準教育委員の公選の問題では学ぶ点も多いし、ま

た、全国からたくさんの方々が、行政も父母も含めて視察に行っ ております。

私たちが、中野の教育委員の準公選制の第 1条にあります〔目的〕 この条例は、憲法、教育
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基本法の精神に基づき、市長が教育委員の選考に当たり、区民の自由な意思が教育行政に反映

されるよう民主的な手続を確保 し、もっ て教育行政の健全な発達を期すことを目的とする。 -

非常に私は、こ の精神にのっとって教育をやる ことが、日野市の市民にとっても、子供たちに

とっても、大変重要な ことではな L¥かと思います。

しかし、日野市の中でも、卒業式、入学式には日の丸を掲げよ、また教育勅語 一 教育勅語

でなくて、君が代を歌わせたり 、今教育勅語もそう いう 方向に行きつつあるわけです。そうい

う中で、私はもう先を見て発言したわけですけれども、 そう いう意見があります。

しかし、私たちが父や母の立場になるならば、教育についてはどの親も本当に一致する部分

はあると思うんです。

たとえば、 40入学級、これはどのお父さんもお母さんも、進める ことを必要だと思います。

これは国がまだ 40入学級を、凍結は解除いたしましたけれども、まだ小さな首都部、市や町

や村、そういうところで 40入学級を進めるということで、人口の多いこういう大都市には、

まだ 40入学級がいってないわけです。そういう点では、これから日野市も 40入学級を進め

ていくと思いますけれども、そう いう意味で、本当に地域の中で父母も、先生方も、住民も、

そして議会も、教育委員会も一緒に、この教育問題、地域での子供たちの問題を考えていく必

要があるんではな いか、とい うふうに思います。

また、先ほど述べましたよ うに、教育問題では本当に一致する部分がたくさんあります。中

野の準公選制の条例制定のときにも、 自民党も含めて全会一致これが可決されたわけで ござい

ますが、それが今になっ ては反対になる、こういうことです。

しかし、これはいろいろと地域の中で、父母の方々、対話集会を持ったり、いろいろと教育

の問題について話し合う中では、地域の中に教育、子供たちの置かれて いる今の状況が本当に

出てきて、学校では、また父母会では話せない、そういう問題が地域の中で、教育委員の準公

選の運動とともに進められたことが事実だというふうに思います。

そういう中で、いろいろと 自民党の方は、中野区の準公選制の問題は憲法に違反していると

か、いろいろと言われておりますけれども、東京都立大学教授の金子仁教授は、法律論として、

方法上の観点からこの条案の合法性について述べております。

憲法第 93条、第 2項では、自治体の長は必ず公選であるが、他の役職員は法律で定めると

ころになっている。しかし、憲法は全く無条件に法律にゆだねたわけではなく 、地方自治の本
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旨に基づき、役職員の公選前jを具体的には法律で定める という趣旨と解される。そこで、 公選

制を法律改正 し、任命楕Ijに変える ことは、直ちに憲法違反にならない反面、任命帝Ijを準公選制

とすることも、地方自治、住民自治の原理に沿うものである以上、 憲法違反にならない。

こうい うふう に述べております。

また、憲法第 94条、この条例は、法律の範囲内で制定することができるとされております

が、一般的に法律は憲法第 92条、及び地方自治法第 2条第 12項により、憲法が保障する地

方自治の原理に沿うように解釈、運用されなければならない、と明記 されており、地方教育行

政の組織及び運営に関する法律も、当然、そのよう に解釈、運用されなければならない。したが

って、 本条例案が地方自治の原理に沿うものである以上、地教行法に違反する ものでないと解

される。

3番目には、地教行法は、区長に教育委員候補者の選考権を認めているが、 これを条例化で

きるか否かの問題である。地方自治法第 96条第 1項の条例制定については、議会の議決事項

で£り 、住民の権利義務にかかわる事項は自治体の条例で規定できる、とするのが一般的であ

る。また、区長の教育委員選考権は、性質上、住民参加を排除すべきものではなく 、区民投票

は区長の権限を犯すものではない。

以上 3点のほか、教育基本法の精神を具体化してい〈のが真の教育法例である、という趣旨

からして、地教行法の解釈運用についても、教育基本法第 10条第 1項の、教育はその自主性

並びに国民全体に対し、直接責任を負うとい う規定に基づき解釈運用されるべきであり 、教育

委員の公選制、準公選制は、教育基本法の精神を具体化するものであると言える。以上、どの

観点からも、本条例案は合法性がある。 一こ のように述べております。

ほかにも、創価大学の教授も、こ の趣旨に賛成という ことで述ベておりますけれども、こ う

いう意味で、本当に私どもは憲法違反でもないし、また、教育基本法違反でもない、こついつ

中野区の教育委員の準公選制のこの制度、本当に日野市の中で住民と一緒に進めて、日野市の

子供たちの教育をどうするかと いうことで考えたな らは¥ ぜひ革新市政の 4期自に向かつてや

っていただきたいと思いますが、その点について質問を申し上げます。

表題どおりでございますので、答弁をよろしくお願いいたします。

0議長 (高橋通夫君 〉 鈴木美奈子君の質問についての答弁を求めます。市長。

。市長(森田喜美男君〉 地方自治の本旨は、住民自治から積み上げられるものだとい
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うふうに言えると思 っております。それで、民主主義の手続 といたしまして、 長を選ぶのが、

いわゆる公選制がとられたわけであります。

かつては教育委員も公選制をとられま して、私の記憶では 30数年前だと 患いますけれど、

現在も日野市で活躍をして いただいておる方が、当時自転車で選挙活動を しておられる 、市民

にいろいろと教育に関する呼びかけがあ ったということ を記憶 しております。

新しい時代の、一つの新 しい制度と して、 その当時、日本の過去と比べまして非常に斬新的

で、 しかもみんなの意思がそう いう形で結集されると。当時、アメリカの地方教育の制度、ア

メリカの教育制度の日本に持ち込まれた、 そうい うことであ ったというふ うに思いますけれと、

それに しても画期的な転換であるとい うこ とを、つ くづ く感じさせられたことを記憶しており

ます。

その後、教育の中立とい うこ とを中心に して、いわゆ る任命制と いう 方式が法律化される こ

とにより 、今日に及んでおる。

私どもも、中野で行われてまいりました教育委員の準公選制、日本の大きな一つの試行とし

て、試しの行いと して注目を集めておる状況は、よく存じております。

そうして、青山区長とも私は懇意に しておりますので、 意見もよ く聞いておるわけでありま

す。中野区の区民性といいますか、いわゆる区民の意識と いうものが、相当民主主義という観

点から、高い位置にな っておるわけでありま して、 なかなか後の自治体の追随ができないこと

を敢然とやっ ておるというふうにも言えるかと思います。

私どもが教育委員の方を選ぶ際に、やはり何か基準と申しましょうか、ある いは住民の方々

にも当然問いかけたいわけでありまして、 その代表であります議会に提案を し、街i同意をいた

だく、これが今日の手続になっておるわけであります。

広い意味で、その候補になる方を、つまり議会に提案をすべき方を、一つの手続によっ て市

民の意思を問いながら進めていくというのが、準公選の精神のようでございますから、それ自

体は私は、民主主義の原点から言いまして、決して否定すべきものではない、このように考え

られるわけであります。

今日それが合法であるか、違反であるか、この論もございますし、なかなか他市の、他の自

治体の追随が続けられなし 1。なかなか困難さがある問題だと言わざるを得ないと思っておりま

す。
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l ¥ずれ にいた しま しで も、住民の意思とともに自 治体の団体の意思決定をするのが一番いい

という ふうに思いますから、今後、本当の意味での住民運動の教育に対する高い情熱から、そ

うい うことが大きな市民運動として巻き起こるならば、 一つの考え方だというふうにもとれる

かと思います。

し1ずれにいたしましで も、私の方からそれを呼びかけて住民に問う という形よりも、やはり

広範な住民の方々の教育に関する情熱のあらわれとして、 市民運動が幅広く展開されて、 そし

て今日言われており ますところの教育のいろいろな問題、これを地域社会で積極的に取り組ん

でいこう、問題があるとすれば、それの問題の解決を図っ ていこうという ことは、 これは尊重

される べき事柄だというふ うに考えます。

結論的なことは、今ど うこ うとはなかなか申し上げられませんけれど、ーに今後の市民運動

の展開によっ て、 論ぜられるべき問題だ、このように思っております。

0議長(高橋通夫君 〉 鈴木美奈子君。

0 1 3番(鈴木美奈子君) 住民運動とともに、 市長はじきやりたいと いう ふうに、私

は取ったわけです。私も、市長にこれをお任せすることは無理な ことで、住民が一緒に日野市

の教育をどうするかということを考えていく中で、この準公選制は実現できるというふうに思

います。

日野市の中で、教育委員会の開会、 58年度の事務報告ですけれども、 1 2回あり、そして

臨時会が 2回あったわけです。議事録は見ませんけれども、事務報告に載っております議題だ

けは読ませていただきましたけれども、私は、今の教育委員会の中ではこれが普通のことで、

これ以上できないのかしら、というふうな思いもいたしますけれども、中野区と比べますと、

本当に格段の違いだと いうことを、中野区の教育委員の公選前jの運動を通じて知ることができ

たわけです。

ですから、今この運動は全国に広がり 、また、東京都の中でも広がっておりますし、高槻で

ももう条例が出るところまできておりますし、これをやはり自民党や文部省、こういうところ

が、全国にこの運動が広がらないために、中野区のあの公選制の運動ではビラをまいたり 、配

られたら破るようにと いう、こういう ことなどがあったわけです。

これは新聞報道ですから、私は新聞報道をもとにして今お話ししているわけですけれども、

こういう自民党総力挙げて、 ( 1"中野区民が自主的に判断したんだよJと呼ぶ者あり〉こうし
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たビ ラをまいたり、中野区の公選制のこれをつぶそうという動きの中で、で も4人に 1人はこ

れに投票 したわけですから、私は、これは大き な成果だというふうに考えます。

そ して また、先般、 1憶のお金を使 って、 また 2.0 0 0万円のPR費を使 ってと、古賀議員

がおっ しゃ いましたけれども、私は中野区に問い合わせま したとこ ろ、まだ決算が出ないので

はっきりとわからないけれども、予算の中では 3，500万円という、こういう 答えでございま

しfこ。

そうい う意味で、ぜひ私は、高槻に続き、また東京都下でも続いて いるこうい う運動を、せ

ひ進めていただきたいというふうに思います。

中野区の教育委員会は、夜も開かれる。日野市の場合は、先般は幼稚園の教育問題がありました

ので、教育委員会の傍聴する父母の方もかなりあったわけですけれども、ほとんど傍聴がない

のが、今までの例ではな ~ ~か と 思います。

そういう中で、公選制の運動の中では、招集会が 8人の候補者で 200回を超えるG これは

200回の中で、たくさんの方たちが、では中野の教育はどうするかということを、本当に心

から語り合えたと思うんです。そ してまた、男性の候補者が 50回の招集会をこなして、1.000

人ほどの人と対話したとい うこ とです。

そしてまた、教育委員会の会議室も、写真などで見ましたけれども、 コの字型にちゃんと座

って、両側に事務局が座っ て、 真 っ正面に傍聴者が行 くということで、やはり今までとちょっ

と違うというふうにも感じますし、また、会議の回数も、今までよりも年に 10回ふえて、そ

して夜の出前教育委員会、これは夜働いていらっしゃる方が非常に多い中では、夜にもやはり

傍聴して、教育委員会を開いたものに していこうという ことで、傍聴者もふえる。そしてまた、

夜も教育委員会が開かれると いう、こういうことでもあり 、また、傍聴者の数も 81年の550

人か ら、 84年には 1.2 4 7人、いろんな方たち、 PTAの方も、お父さんも、お母さんも、

教職員も、いろいろな方たちがこの中に入って、いろいろと発言もできる、こういう関かれた

教育委員会になっているわけです。

私はそう いう意味で、ぜひ日野でも、これは革新市政でな いとなかなか実現できない、教育

委員会の開かれ方じゃな いかというふうに思いますので、ぜひ、 ( I偏った革新市政でなけれ

ばできない」と呼ぶ者あり)偏ったというのは、自民党側なんです( Iそうだ」と呼ぶ者あり)

私たちは、偏っていると思いません。憲法教育基本法にのっとった教育をやっているわけです

戸
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u
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から、絶対偏 ってはいないわけです。

こういう意味で、 私は、中野区長がせ っか く提案いたしました 3人の方々、こ れが 1人だけ

信任されなかったわけですけれども、 この提案については新年度予算をどうしても早 く上程す

るには、 同意提案書の合意が、 皆さんの得られやすいものに しなければならな ~ ~。こ れはやは

り区長とすれば当然だと思うんです。

日野市でも、 3 0日にどう して も予算を通さなければならないとい うこ とになれは¥こうい

う状況もあるかと思いますけれども、 しか し、 条例などの制限の根幹を変えるつもりはないと

いうふう に、 はっきりとおっしゃ っておりますし、これからも準公選制を守ってし 1く、こ うい

うことを中野区長はおっしゃっているわけです。

ぜひこういう意味で、憲法や教育基本法にのっとったこの請神が合致している、こういう中

野区の教育委員のこの制度、ぜひ日野市の中でも取り入れていただくために、ぜひとも革新市

政の 4期、ぜひとも森田喜美男市長にまたやっていただ く、 これしかないというふうに思いま

すので、ぜひこのことを要望いた しまして、 この質問を終わります。

0議長 (高橋通夫君〉 これをもって 6の1、教育委員の準公選制を住民運動とともに

実施せよに関する質問を終わります。( I休憩JI続行。まだ 30分もあるじゃないですかJ

「休憩。議長、何もたもたしているんだよ」と呼ぶ者あり)

6の2、国が進める学校給食の民問委託に反対し、 自校方式の給食を守れについての通告質

問者、鈴木美奈子君の質問を許します。

0 1 3番(鈴木美奈子君) 2番目に、国が進める学校給食の民間委託に反対し、 自校

方式の給食を守れについての質問を行います。

これにつきましでも、今、政府、財界から「地方行革の年」 、こういうふうに位置づけられ

まして、自治体への攻撃が本当に今本格化しているわけです。 60年度の国の予算を見ましで

も、 2分の lを超える高率補助の一律削減、こういうものが行われておりますし、また、僻地、

こういうところには就学援助費や、ノマン、 ミノレク 、給食費の補助、こういうことまで削ってい

るわけです。

また、施設設備予算の軒並みカットでは、公立学校の施設整備費では 9.6冊減、公立高校新

増設では、補助事情は昨年と同額になって、これでは 64年度ピークを迎える高校生をどうい

うふうに迎え入れるかということにもなるかと思います。
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学校給食施設整備費は 13. 3冊減になっており、調理場施設費を見ますと、単独校の調理場

では 2O. 7 %減、共同調理場では 1O. 9 %の削減 となって、非常にいろいろと学校でも困る問

題が出てくるのではな t¥かと思います。

先ほども、 40入学級の凍結、このことが解除されましたけれども、大きなところでは、ま

だこれが解除できない。 こういう 中では、臨調教育下の、教育下のもと での予算と して、これ

から私たちの父母への負担、また行政への負担が非常に大きくなることが確かだというふうに

思います。

そういう中で、私は今、国が最も進めよう としている行政改革の一つの中に、学校給食の民

営委託化、 この問題がある。 このこと につき ま して、 ぜひ質問をしていき たいというふうに思

います。

5 9年の 7月 25日に、当面の行政改革推進方策に関する意見ということで、国の行財政改

革と地方行革の推進ということで、臨時行政改革推進協議会が、 3番目に、地方公共団体にお

ける行政改革の推進方策、というものを出しております。

その中で、民間委託の事業の合理化などが出されておりまして、その中の一つに、民間委託

事業運営の合理化、効率化のための条件整備という ことで、学校給食業務においては、給食業

務管理の的確を期 しつつ、調理を含めた民間委託を推進することとし、直営方式による場合 も、

共同調理場方式、または調理員をパートタイマーとする方向で推進する。 これに関連して、学

校給食にかかわる過去の文部省通達の見直しを行い、上記の趣旨を踏まえた新しい指導通達を

制定する。こういうことを述べまして、このほか公立病院の業務であるとか、清掃業務である

とか、下水道の維持管理業務、こういうものについても、民間委託の方向を打ち出しているわ

けです。

これを受けま して、 60年の 1月 1日には、各都道府県教育委員会教育長あてに、文部省の

体育教育課長から指示が出されてきております。こ の中で、学校給食の運営の合理化について

は、地域の実情などに応じて適切な方法により、運営の合理化を推進するよ う貴管下の市町村

教育委員等に対し、指導及び周知を徹底するように。

こういうことで、学校給食の質の低下を招くことのないよう十分配慮されることとか、パー

トタイム職員の活用、共同調理場方式、民間委託等の方法により、人件費の経常経費の適正化

を図る必要がある。また、 パートタイムの職員の活用、こういうことや、近代的な施設設備を
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導入 し、 衛生管理及び労働安全の面に配慮しつつ、調理工程の合理化を図る。 こういうことで、

民間委託の実施について、具体的に細かく指示が出されているわけです。

さらに、こ れを受けまして ー その前に、 59年の 9月 21日に、 学校給食及び学校安全に

関する行政観察結果に基づ く調査という ことで、今私が述べましたよ うなことを具体的に細か

く、センタ一方式にしたら人件費が幾らであるとか、調理に人件費が幾らかかるとか白校方式

にしたら安上がりになるとか、いや、センタ一方式にした方が安くなるという、 こういう こと

を具体的な数字を並べて、 59年の 9月 21日に総務庁が発表しているわけです。

しかし、いろいろとセンタ 一方式のと ころを視察してまいりますと、非常に問題が出てきて

いることが明らかになっているわけです。

私どもは、先般、岩佐恵美前衆議院議員と小平市に視察に行ってまいりました。小平では民

間委託を進めたために、非常に問題が起きている。こ れはもういろんなと ころで取り上げられ

ておりますし、自治体で働く労働者の皆さんや、また、父母の皆さん方からも大きな問題とし

て、小平市の民間委託については問題が出されて、子供たちからも これを、名を変えてほしい、

こういうことで議会にも請願が出されたり、こういう運動があるわけです。

そう いう中で、 私は、ぜひ教育一番問題となっております。ただ学校給食が合理化や安上が

りという 、それだけをとらえて民間に委託する、こういうことはいけないことだというふうに

思います。そうい う意味で、ぜひ学校給食を日野市では自校方式を貫くというふう におっしゃ

っておりますけれども、文部省の方からこういう通達が教育委員会の方にも来ていると思いま

すが、来ているかどうか、まずその点を確認したいと思います。

0議長(高橋通夫君) 鈴木美奈子君の質問についての答弁を求めます。教育長。

O教育長(長沢三郎君) お答え申し上げます。

文部省からじかには来ておりませんけれど、東京都の教育庁体育部長から、文部省の通知と

いう形で、都の教育庁を経由して来ております。

。議長 (高橋通夫君〉 鈴木美奈子君。

01 3番(鈴木美奈子君) それでは、また再質問いたしますけれども、文部省の通知

というのは、学校給食業務の合理化についてということで、要旨を言いますと、学校給食は学

校教育活動の一環として実施し、そして合理化は質の低下を招かないよう十分配慮すること。

2.パ」卜タイム職員の活用、共同調理場方式、民間委託等の方法により人件費経理の適正化
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を図る。 3.民間委託の実施では、献立の作成は委託の対象にしない。二つ目には、物資の購

入、 調理業務等の衛生安全の確保については管理体制を設ける。 3番目に、 設置者が必要と認

めた場合、 受託者に資料の提出、立入検査等の改善措置がとれるよう契約書に明記する。

こういうふうになっておりますけれど も、実際には小平ではこれが'実施していない。こうい

うことが、私たち の視察の中では明らかになっているわけです。 ( Iおか しいなあ、それ」

「小平は革新市政じゃないだろ う」と呼ぶ者あり 〉

小平の場合でも、委託料の問題では、使用内約の資料を要求 したとこ ろ、企業秘密だと いう

こと で、提出を拒んでおり ますし、また、食べ物の中に汚ないものが入 っていた り、 ( Iそれ

は言い過ぎじゃないですか、ちょっと JI資料をち ゃんと出した方がいいぞ。そ ういうこ とを

言 うなら」と呼ぶ者あり )事実です。

そう いう いろんなことが具体的に、私は共産党の小平議員の方からきち っと開いており ます

ので、 ( I自分で調べてこい」と呼ぶ者あり 〉行 ってまいりま した。 一 静かに聞いてく ださ

い。古谷太郎議員がいなt¥からま だいいが。 ( Iだから休憩にしろと言 ったんだ、議長」と呼

ぶ者あり〉

0議長(高橋通夫君 〉 御静粛に願います。

0 1 3番(鈴木美奈子君 ) 小平では、 「我ら仲間躍進するグリ ーングノレープ」という

ことで、企業の方がこれは経営しておりま して、 施設は非常に立派ですけれども、非常に人数

が次から次へと追われ、 8，5 0 0食、ごはんだけが 8，5 0 0食で、菌Ij食が 7，0 0 0食です。そ

して、中学校 8校で生徒数が 6，574人、 教職員が 282人と いうこと で、 非常に多い中で、

今つくっていた調理員がすぐに洋服を着かえて、 それを学校に配膳する、こ ういうこ とも行わ

れておりますし、食べ物の中にいろいろと危険なものとか、不潔なものなどが入 っていたため

に、請願も出されて、これを改善してほしいと いう議会での請願、こう いうものも出されてお

りますし、また、スライドなどによ って本当に給食を自校方式に切りかえようという、こうい

う運動も起きているわけです。

そういう意味で、これは私はぜひとも、何回か議会の中の答弁の中では、教育長はセンタ一

方式を今絶対やらなし¥ 白校方式を貫 くということをおっ しゃっておりますけれども、 もう一

度、確かに自校方式でやるのかどうか、これは教育長と市長にお尋ねいたします。

0議長(高橋通夫君〉 教育長。
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0教育長 (長沢三郎君〉 お答え申 し上げます。

昨日 も川嶋議員さんの質問の中でも申 し上け、ま したけれど、日 野市ではすでに白校方式とい

うものが定着 しておりまして、 28校中 25校そう いう施設をっ くり上げているという状況の

中で、 自校方式による給食とい うものを進めていきたい。

こういう こと で、今ここ でセンタ 一方式に切りかえるとい う考え方は持っておりません。

0議長 (高橋通夫君〉 市長。

。市長(森田喜美男君 〉 教育長が今お答えしたことと変わりはな いわけでありますが、

よその市のこと は別にいた しまして、 我が市の事情では、これまですで に自校方式がよ く定着

を し、一定の効果を上け‘ております。

そして、センタ 一方式と いうのは、工業地域に立地して、 そうしてそうい う場所は、日野に

はも うすでに場所もありませんので、やはり自校、各校方式でやってし1く以外にない、こ うい

う客観性が言えるか と思っ ております。

ただ、その内容として、 近頃特に職員の定数関係のことも ζ ざいますので、必要な労務はも

ちろん職員によっ て位置づけなければなりませんが、補助的な役割の部分は、イ可か別の方法も

考える必要があるんではなかろうか、というのが今の当面しておる課題だ、こ のように思って

おります。

。議長(高橋通夫君〉 鈴木美奈子君。

o 1 3番(鈴木美奈子君〉 それでは、ぜひ自校方式を次期の市政の継続発展の中でや

っていただきたいとい うふうに思います。

大坂上中学校でも、いろいろと学校給食に関するアンケー 卜などをとったのが ζ ざいますけ

れども、その中で、子供たちも、また父母も非常に喜んでいる。 この内容が出ております。

栄養のパランスがとれて、子供たちからも喜ばれているとか、東光寺でとれた新鮮な野菜や

調味料の工夫、心配りなど、感謝している。少ない給食費から苦心してよ い献立をつくってい

ただき感謝している。栄養士さんがカロリ ーの計算などをしてバランスよ く考えてくださり助

かる。センタ 一方式でな く自校方式で無添加の心配もな い。 栄養士さんたちの苦労にありがた

く思っている。

まだたくさんござ います。愛情お弁当という意見もここに出ておりますけれども、 しかし、

本当に栄養士さんが心のこもった給食をつくっている自の前で、子供たちが喜ぶ、そしてその
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姿が見られながら調理をするのと、全くほかのところで、子供たちの顔も見ないその中でつく

って、 車で持ってくる。食べるときには冷たくなっている。また、いろいろと中毒の場合など

もある。 こういう中では、本当に自校方式を貫く ことが、 私は教育の一環として自校方式をや

ることが必要であるかというふうに思います。

そういう意味で、ぜひ国が進める臨調行革のもとに、子供たちに今さまざまな問題がしわ寄

せしてきている中では、給食の自校方式をぜひ守っていただきますようお願いいたしまして、

この質問を終わります。

0議長(高橋通夫君) これをもって 6の2、国が進める学校給食の民間委託に反対し、

自校方式の給食を守れに関する質問を終わります。( r休憩Ji議長、ここまできて休憩する

ことはないでしょう。もうー問で終わりじゃないか。休憩するなら、さっき休憩しなきゃおか

しいじゃないか。イ可を考えているんだ」と呼ぶ者あり)

6の3、臨調、 行革から母子家庭の生活を守れについての通告質問者、鈴木美奈子君の質問を

許します。

0 1 3番(鈴木美奈子君〉 最後ですので、しばらくよろしくお願いいたします。

臨調行革から母子家庭の生活を守れということで行いますので、よろしくお願 いいたします。

この問題も、 本当に今、母子家庭だけでなくて老人家庭も同じですけれども、弱い立場の方

々に、一番 こうした臨調行革の路線が押し寄せてきている のが現状ではないか、というふうに

思います。

そういう中で、私は、市立母子家庭をつくれという、こういう質問を出しておりますけれど

も、こ の市立母子家庭というのは、駆け込み的な母子家庭なわけです。これは今夫の暴力から

逃げ出すために、どこかに住宅があっ たら出たいという方であるとか、また、サラ金から追わ

れて、今、別れなければならないけれども、住宅がないのでどうしようもない、そういう声も

聞かれる中で、本当に今、一時子供とお母さんが緊急避難する場である、そう いう母子寮、こ

ういうものを日野市の中につくったらどうかということで、提案するわけです。

奥多摩の方には、老人駆け込み宿という のがござ います。非常に遠いところですけれど も、

この老人駆け込み宿を尋ねるお年寄りは非常に多くて、私も何回かここには行ってまいりまし

たけれども、生活の最後のところまで面倒を見る。福祉事務所と連絡をとって、お年寄りが自

立できる、なぜここに駆け込んできたかという、その原因まで突っ込んで話し合いをし、そし

てそのお年寄りが自立できるところまで面倒を見る、そういう老人駆け込み宿がございますけ

れども、日野市の中でも、そうした母子の方たちが自立できる、そういうことでぜひ母子寮を

つ くっていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。

2番目には、今本当に、父子家庭も同 じですけれども、特に母子の家庭では 自立の問題、生

活の問題が大きなしわ寄せが来ているというふうに思います。そういう中で、 母子に対する施

策、こういうものをもっと充実させていただきたいと思います。

例を挙げれは¥医療費の無料化であるとか、また相談窓口、特に今福祉の方にも相談窓口に

来ていろいろと相談できますけれども、本当に専門的にこうしたことに相談できる、総合的な、

母子だけでな くて、福祉の面全体に相談できる、そう いうケースワー カーが必要ではないかと

いうふうに思います。

図書館には司書がおりまして、そうしたことにも対応しておりますし、病院には病院のケー

スワ ーカー がおりま して、いろいろとその病気に合った相談ができる。日野市にはないわけで

すけれども、ほかの市にはあるわけです。

そういう意味で、母子に対するいろんな施策の中では、ぜひ窓口としてそう したいろんなこ

とに相談できるケースワーカーを置いていただきたいと思いますが、その 2点について、質問

いたします。

。議長(高橋通夫君 〉 鈴木美奈子君の質問についての答弁を求めます。福祉部長。

0福祉部長(高野 隆君〉 それでは、第 l点の、駆け込み寺的な市立の母子寮をつく

れ、こういうことについて、まずお答えをいたします。

現在、母子家庭のための母子寮は、都内に 43力所ございますけれども、これは児童の養育

が十分できない、こういう 方のための入所施設でございます。現在、離婚がふえてきておる中

での母子家庭の増加、また未婚の妻の増加、こ れによ る( i未婚の母だ」と呼ぶ者あり 〉未婚

の母の、こういうことでございます。 そう いう方が増加してきたということでの、母子家庭の

相談事例が、福祉事務所に逐年ふえてきております。昨年の 1年では、約 300件が母子相談

をしております。このような内容は、児童の養育相談というものの増加が目立っております。

そういう点からも、母子寮の設立の必要は感じておるところでございますけれども、 老人福

祉施設、あるいは身障福祉施設の設立等が、緊急の課題として私どもにのしかかってきている

という状況の中で、なかなかそこまでは手が伸びない、こういう状況が現状でございます。
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現在、いろいろな御相談、駆け込み的な御相談がありまして、それには東京都の駆け込み寺

的な母子寮がございますので、そ こに御紹介を申 し上げております。 これは、都立網代母子寮

というのが、緊急一時保護を行 う母子寮と して、指定されているわけでございますので、これ

をケースワカ一等が紹介を して、一時的に入所をする、 1週間でございますけれど も、そう い

うような形のものをとり 、こ れはサラ金等に追われて非常に因っ ている方を一時的に保護する、

いますので、総合的な福祉を相談ができる、あるいは医療も含めて御相談できる、こう いうよ

うなところがあれば、大変結構じゃないか、こういうぐあいに考えているところでございます

けれども、先立つものは必要な人員でございます。 これにつきましては、医療ケースワ ーカー

もできるよ うな、あるいは福祉的なソ ーシャノレ・ケースワ ーカーの仕事のでき るよ うな職員が、

今後は必要になってくるんじゃないだろうか。ますます国の施策なり、東京都の施策なり、市

の施策が複雑になる中で、これを十分活用する ためには、そのようなものも必要じゃないだろ

うか。こういう点も考えておりますけれども、今後の検討課題かと考えております。

以上で ございます。

0議長(高橋通夫君〉 鈴木美奈子君。

0 1 3番(鈴木美奈子君〉 今、部長の方から母子相談が 300件あるということで、

非常に多 いということで、 私、驚いたわけですけれども、これに対して母子相談員というのが

l人い らっしゃいますけれども、常時いるわけ じゃないし、ぜひそういう意味で、今部長の方

からも、総合的なそういう面では相談員を置きたいということの希望も述べられておりました

けれども、人の配置の問題がやはりこ こに出てく るわけです。

そういう意味で、本当 に臨調行革という のは冷たいものだなということを、つくづ く感じる

わけですけれども、特にきょうの赤旗を見ますと、厚生省が児童扶養手当法の改正案を今継続

審議しているわけですけれども、その解説書の中に、未婚の母のことをめかけ呼ばわりして、

それが文章となっ ているわけです。児童扶養手当法の改正についてという題の問答集の中で、

改正の理由や考え方を、 1 1の問に答える、こういう形でまとめている中の一つに、いわゆる

未婚の母を支給対象から除外する理由いかんとなっ ておりますが、こ の答えの中で、いわゆる

おめかけさんま で税金による手当が受けられる ことについて、これまでいろいろ批判がありま

したので、今回改めることにしたのです、というふうに明記しているわけです。

女性に対する本当に差別でもある し、 未婚の母がどんな思いで未婚の母にな ったのかという 、

そう いうことも現実の生活、こういう ものも全く無視して、こういう 不当な手当切り捨て、こ

れを合理化するためにこういう 名前を言っているわけです。

今、児童扶養手当を受給する方が、全国で 60万人、そのうち未婚の母の母子世帯が約 3万

6， 0 0 0人ということで、いろんなさ まざまな理由があっ て離婚にもなっただろう し、 また、

未婚の母にもな ったと思いますけれども、そう いう中で必死で生きている。こういう中で、ぜ

このよ うな形でやっておるわけでございます。

母子寮にーたん入りますと 、普通の母子寮ですと 、養育すべき子供が 14歳になるまでそこ

に入所できると いうことになり ますので、かなり長期的な滞在ということでございますが、こ

こは一時的な保護をや っておる ということでございます。

まず第 l点については、以上でございます。

第 2点の、母子、父子家庭の施策を充実しろ、こ ういうことでございますけれど も、先ほど

第 l点で申し上げま したように、非常に崩壊寸前の母子家庭、あるいは家庭がふえてきている、

父子家庭も含めまして、 家庭崩壊の寸前にな っている家庭がふえて きている、こ ういう ことも

ございます。この問題は、非行にもつながる問題でも ございますので、いろいろと深刻な御相

談が寄せられているところでございます。

このような相談につきましては、ケースワ ーカーがそれぞれ御相談に応 じているわけでござ

し1ますけれども、今後、このような方に対する施策を充実して l¥かなきゃならぬ、というぐあ

いには考えておるところでございます。

まず、母子家庭のレクリ ェーション、あるいは母子福祉資金の貸付制度の充実、また入学祝

い金の施策等も必要ではないか、こういうぐあいに考えておると ころでございます。

また、母子家庭のための母子連絡会等も現在組織いたしま して、ケースワ ーカ一等の御相談

に応じている状況でございます。

また、非常に総合的な、福祉的な施策を相談できる窓口が必要じゃな いか、こ ういうことで

ございますけれども、先般橋本議員からもこのような御質問もあったかと思いますが、現在、

我々といたしま しては、このような非常に複雑な法律機構、あ るいは福祉の施策の複雑な、入

り組んできて いる中では、そのような総合的な福祉を御相談できる場所も必要であると いうぐ

あいに考えておると ころで ございますけれど も、現在のケースワ ーカーの状況といいますのは、

生保なり 、あるいは福祉母法なり 、それぞれ専属で担当 している、こういうようなことでござ
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ひ私は、日野市が特に革新 自治体ですから、保守の市政だ ったら当 たり前とい うふうに言われ

るかも しれませんけれども、革新の市政ですか ら、 本当 に温かい施策をや っていただきたいと

いうふうに思 うわけです。

そういう意味で、最後に市長から、母子に対するお考えがありましたら、ぜひお聞かせいた

だきまして、質問を終りと いたしたいと思いますので、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〉 新しC¥社会問題と して、核家族化、あるいは高齢化、そして

生活上いろいろ変化が、必ずしもいい方ばかりではな くて、 悪い方にも形となっ てあらわれて

きている、こういう社会情勢でありますので、特に母子関係につきましては先進市といえると

思いますが、かなり施策の進んでおると ころもあるというふうに承知しております。

今まで、母子相談員という都職の方が 1名、日野市に常駐してもらっているわけですが、都

の方針によりまして、市職との併任ということになりました。つまり 、市の職員の定数ではあ

りませんけれど、市に、都職から離れてといいますか、そういう身分で日野市の相談員として

勤めていただく、こういうことでありまして、よく事情を聞いたりいたしまして、今後の母子

施策を考えたいというふうに思います。

一方に、老人の特別養護ということも緊急性があると思いますし、確かにまた一時保護とい

うふうなことが必要だと思いますので、市自身が施設をつくるということがなかなか難しいと

すれば、民間の建物などでも借り上げて、そのような対応を早急にひとつ考える必要がある、

このように伺ったところでございます。

[ 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 O時 10分休憩

午後 1時 21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 7の l、 「臨調」行政改革と高齢化対策についての通告質問者、小俣昭光君の質問

を許 します。

[ 3番議員登壇〕

03番(小俣昭光君) 7の l、 「臨調」行政改革と高齢化対策について、質問させて

。議長 (高橋通夫君〉

する質問を終わります。

お諮りいたします。議事の都合により暫時休憩いたしたいと思いますが、これに御異議あり

これをもって 6の3、臨調行革から母子家庭の生活を守れに関

いただきます。

軍拡臨調路線を進める中曽根内閣は、全国で 8割を超す地方議会の反対決議を初め、軍事費

を削って、 福祉と教育、地方自治を守れという多くの国民、世論を踏みにじって、 60年度予

算で補助金削減を決定いたしました。

6 0年度政府予算案は、 レーガンと財界の要求に基づいて、軍事費を 6.9婦も増額し、 3兆

円の大台を突破させ、国債費は 10兆円を超えて、社会保障費を抜いて、最大の歳出となって

し1ます。

今回の補助金カットのねらいは、軍拡と財政破綻のツケを住民と自治体に押しつけているの

であります。これをてこに、憲法体制の重要な柱である、戦後地方自治制度の根幹に大なたを

振るうことにあります。

この補助金削減の不当性、住民生活と地方自治に及ぼす重大な影響を、広く市民に明らかに

しながら、臨調地方行政改革反対、補助金削減撤回に、地方自治体が先頭に立って、運動を市

民とともに進める必要があります。

戦後政治の総決算を目指す中曽根内閣は、 6 0年度予算編成の中心課題を、地方行革に置

いています。軍拡臨調路線の標的を、地方自治体に紋り込んでいます。

8 4年 6月に、経団連はすでに 60年度予算編成について、次のように述べています。

5 9年度においては、医療制度の改悪などが行われた結果、補助金が圧縮され、総額におい

て、実質的に初めて前年度を下回ることになった。今年度は、補助金削減の努力を重ねること

が、財政再建の決め手である。 一こう述べています。

0議長(高橋通夫君 〉 鈴木美奈子君。

0 1 3番(鈴木美奈子君〉 今市長から、大変母子に対しての温かい発言があったわけ

です。これをやはり実施するには、第 4期森田市長にやっていただく以外にないわけでござい

ますので、ぜひそういうことを望みまして、私のこの質問を終わります。

大変御協力ありがとうございました。

ませんか。
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これを受けた臨時行政改革審議会の意見は、 「全額補助や、著 しく 高率の補助の引き下げ、

特別補助のか さ上げの見直 しを含め、補助率の総合的見直 しを行 う」と述べて、 59年度の健

康保険改悪による国民健康保険の国庫補助削減に続いて、 60年度は自治体向け補助金カッ ト

を、国民生活切り捨て策の最大の目的として、実施してきたのであります。

こうして、 60年度予算は、軍事費は 7婦もアップさせる一方で、福祉、教育を中心に 40 

件、総額 2.3 6 2億円にも上る補助金を、一律カットが打ち出されたのであ ります。その対象

とされたものは、本来、国がやらなければいけないものばかりの生活保護費、保育所、老人ホ

ーム などの社会福祉施設の処置費、公立学校施設費な どの、国民の生存権、教育権にかかわる

ものばかりであります。

その上、重大なのは、生活保護費を初めとする41件の補助金削減方法が、大蔵省の査定作

業の中で、当初の一律 1割カットのやり方ではなく、補助率を lランク下げる方法に変更され、

厚生省関係の 10分の 8補助は、 1 0分の 7にヲ|き下げられるなど、削り込みが一層強められ

たことであります。 これにより、削減額は 2割増の 500億円も上乗せされ、 2.9 0 0億円と

なったものであります。補助金カッ トの悪影響は、住民と自治体に、はかり知れない打撃を与

第 3は、福祉ではどの くらいカッ卜されたか、まずお聞かせいただきたいと思います。

0議長 (高橋通夫君 〉 小俣昭光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〉 お答えいたします。

現在、 60年度の予算を中心にいたしまして、内容の分析をしている最中でございます。ま

とまった分だけ御報告申し上げます。

今こ こで申し上げますのは、民生費だけでございますけれども、身体障害者福祉費、精神薄

弱者福祉費、福祉手当、老人保護措置費、児童措置費、生活保護費、それから健康保険関係、

これを含めますと、 3億 3，4 0 0万円でございます。

。議長(高橋通夫君〉

03番(小俣昭光君〉

小俣昭光君。

民生費だけということですので、教育費だとか、都市整備の問

えています。

題などありましたら、ぜひお答え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。

。企画財政部 長(前田雅夫君〉 このほかに、教育関係、下水道、建設事業等、まだ

あるわけでございますけれども、現在、調査中でございます。

0議長(高橋通夫君) 小俣昭光君。

03番(小俣昭光君〉 今、調査中であるという ことでありますので、調査ができ次第、

ぜひ提出していただきたいと思いますので、よろし くお願いします。

民生費だけでも 3億 3，0 0 0万、このように、政府の補助金一律カット は、日野市でも大き

く影響を受けているのであります。これを市民に転嫁するのではな く、 革新市政が国の悪政か

ら市民の暮ら しを守る防波堤としての役割を果たすためにも、革新市政を第 4期へと発展させ

る必要があります。

第 lは、老人保健法が実施されてから、 2年たちました。 この問、市内の老人クラブやお年

寄りの人たちは、再び老人医療費の無料化を目指し、安心して医療を受けられる状態をつくる。

疾病の早期発見や早期治療、予防活動に着手できるよう 、老人医廉費の無料化を訴えてきたの

であります。

私たち日本共産党は、老人は長い間社会に貢献してきたのであり 、戦後、食糧難のときにも、

また、社会を発展させる基礎をつくって頑張ってきた、こ の高齢者の人たちに、国が責任を持

って、安心して暮らせる施策を進めるよう 、国会でも、都議会でも、訴え続けてきたのであり

第 lに、 補助金カッ トは、臨調路線による財政圧縮で苦しむ自治体財政をますます危機に陥

れるものであります。

第 2は、弱い者いじめの特徴を持っ ている のであ ります。削減額で最も大きいのは、厚生省

関係で 19件で、 2.6 0 0億と全体の 9割を占め、生活保護費や、保育所、老人福祉にかかわ

るこれらの国庫負担を、一方的に削減することは、憲法で保障された生存権を犯すものであり

ます。

第 3の特徴は、国の責任放棄を目的としている点であります。今回の補助金カットの最大の

問題は、これらの補助金が地方財政法で定められた、国の義務的性格の強い国庫負担金である

ことを、故意に無視し、憲法や地方財政法を形骸化する危険なねらいを持っていることであり

ます。

このような中で、日野市で受ける補助金一律カッ トなどは、 どのくらい削減されたか。

第 1に、下水道事業など、都市整備はどのくらいになっているか。

第 2は、教育費は。
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ます。

もちろん、老人医療費有料化にも反対してきたのであります。 自民党政府に、強 く老人医療

費無料化を要求しつつ も、 さきの老人医療費無料化実現の経過は、革新都政が全国に先駆けて

実施してきて、全国に広がり 、 自民党政府が後追いして制度化したものであります。

革新都政が実施するときにも、都議会自民党は「枯れ木に水をやる ようなものである」と、

反対したのであります。 これを多くの都民の運動で、 革新都政は実現させてきたのであります。

自民党政府の圧力や、制裁があるといわれている中で、革新市政が市民の暮ら しを守る立場か

ら、老人医療費無料化の実施に決断することにより 、自民党政府の臨調行政改革の福祉、教育切

り捨てに対して反対する多くの自治体や、国民を、勇気づけることになるので忘ります。

第 2は、老人の健康管理について、質問させていただきます。

老人健康保険に基づ く保険事業のうち、病気の早期発見、早期治療が行う上で、重要な一つ

である健康審査に関しては、40歳以上の人も対象となっているのであります。さらに、 健康審査の

項目の中に、従来の国基準の老人健診になった胃がん検診と子宮がん検診が加わったのであります。

また、機能訓練では、板橋区で、寝たきり老人に対する系統的な機能訓練では、 7割から 8

割の人が、自力で座れるようになったり 、歩行可能となったとの成果が、報告されています。

問題は、病気と治療と結びつけ、心身の機能が麻庫しないよう、適切な機能訓練をする必要

があります。

老人保健法に基づく保険事業について、 1、健康手帳の交付状況、 2、健康教育と健康教室、

3、健康相談、 4、健康審査、 5、機能訓練、 6、訪問指導、以上が、第 2点であります。

第 3は、先日も相談があり、特別養護ホームを申し込んだが、いっぱいで入れないので、病

院に入院させたが、ベッドに寝かされっきりで、あのままでは歩けなくなってしまう、何とか

してほしい、と相談を持ち込まれました。すぐに照会したが、 「ホームが空くのを待っていた

だいています」との返事であった。

また、住宅が狭いので、老人ホームに入りたいとの相談も、多くの人が入所を待機されてい

ます。自民党政府の福祉予算が削られている中ですが、老後が安心して暮らせるよう、ぜひ養

護老人ホームを日野市に建設し、住宅事情の悪いお年寄りに入居できるよう、お願いします。

第 4は、老人向けの住宅についてであります。これは、軽費老人ホームに入居せずに、生活

保護を受けずにいるお年寄りの世帯に、住宅をお世話することにより 、自立できるのでありま

す。

第 5は、独居老人に対する給舎サー ビスについてであり ます。こ れも多くの議員の方々が取

り上げた問題であります。その後、どのよう に検討されたか、お聞かせいただきたいと思いま

す。

以上、大きく分けて 5点です。

0議長 (高橋通夫君〉 福祉部長。

。福祉部長(高野 隆君〉 それでは、第 l点の、健康手帳の交付につきましては、生

活環境部の方でお答えをいたしますとして、 3番の、養護老人ホームの建設についての御質問

に対して、 お答えをいたします。

養護老人ホー ムにつきましては、一般老人の入所できる老人ホームと いたしましては、まず、

養護老人ホーム、それから特養老人ホーム、軽費老人ホーム、また、有料老人ホーム、それぞ

れが性格を異にしておるわけでございますけれども、その中で、老人病院に入られる、こうい

うような病弱の方をお受けするのは、特養老人ホーム ー 特別養護老人ホームと、私どもは考

えております。

このような方を収容できる特養老人ホーム、これは、現在、市内には設置してございません。

日野市と いたしましては、他市の特養老人ホームにお願いをして、入所をお願いしているわけ

でございますけれども、現在、 40名以上の方が待機しておられるという状況でございます。

このような状況でございますので、特養老人ホームの増設の問題は、我々の当面している問題

でございますけれども、今、東京都は補助金等を設置し、増設の指導を盛んにいたしておるわ

けでございますけれども、今後の老人ホームのあり方の問題といたしまして、検討をしている

ところでございます。

御質問の、養護老人ホームにつきましては、これは 65歳以上の方で、経済的には生活保護

を受けている方、または市町村民税を、所得税のみを納めている方、いわゆる低所得者の方が

心身上の障害のため、日常生活が困難である。また世話をしてくれる人がいない。また、住宅

環境が非常に劣悪である。こ ういうような状況の方をお預けする、入っていただ く施設でござ

います。この処遇といたしましては、給食の提供、その他白常生活上必要なサービスをする、

ということになっております。

養護老人ホームにつきましては、現在は東京都は補助金等の整備をしてはおりませんので、
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特養老人ホームに絞って、設置の運動を、指導をしていると。こう いう状況でございますけれ

ども、今後、特養老人ホー ム、養護老人ホ ーム、あるいは軽費老人ホーム、有料老人ホーム、

いろいろな種類の老人ホームがございます中で、 どのような老人ホームをつ くっていく かとい

う問題は、日 野市の当面 している問題じ ゃないだろ うか、こういう ぐあいに考えているところ

でございます。

今後、老人ホ ームをいかなる形で設置をしていく か、こ のよ うな点については、十分に検討

をして、前向きに進んでま いりたいというぐあいに考えていると ころで ございます。

4番目の、老人向けの住宅を設置 しろというこ とでございますが、先ほ ど御指摘になったよ

うに、生活保護を受けない、ボーダーラ インのと ころで生活を している御老人方のための施設

と して、老人向けのアパート という ようなものが、設置されてきております。

先般も、鈴木議員からの御質問があっ たわけでご ざいますけれ ども、こ のよ うな老人住宅を

どのようにつく っていくか。これも、老人問題の中での住宅問題と して、 かなり深刻な問題で

あろうかというぐあいに考えていると ころでございます。

先般、老人の意識調査を実施 した折りにも、日野市の御老人の中でのひとり暮ら し老人、こ

の中での一番のやはり心配といいますか、関心事は、健康の問題、それに続いて住宅の問題と

いうのが出ております。

また、一般老人に比較しまして、ひとり暮ら しの御老人の場合は、公営住宅に住んでおられ

る方が 22%、民間アパート 、マンションに住んでおられる方が 15 %と 、一般老人と比較し

まして、公営住宅、民間アパートへのお住まいの方が多いということも、事実だろうと思って

おります。

また、その中で、入居の際にはいやな思いをしたという方も、かなり見受けられる。 こうい

う状況でございますので、今後、ひとり暮らし老人の問題は、住宅問題がかなり重要な問題で

あろう、というぐあいに考えてはおります。

また、ひとり暮らし老人の問題といたしましては、低所得者ということも、意識調査の中で、

出てきております。大体 10万円以下というような形での所得と。それと税金につきましても、

圧倒的に多いのが、 50万円から 100万円の所得の方ということでございますので、このよ

うな低所得者のひとり暮らし老人、この方はほとんど年金の生活でございます。

これは、女の方が圧倒的に多いということも特徴でございますけれども、遺族年金、このよ

うな形での生活ではかなり苦 しい、こ うい うこともこの意識調査の中では、はっきり把握でき

ておりますので、今後、ひとり暮ら し老人に対する住宅問題をどのように取り扱うか。こ の中

での老人向け住宅を、どのような形で対応 してい くか。こ ういう点については、今後慎重に検

討 していかなきゃならぬ問題ではないかというぐあいに考えておると ころで ございます。

5番目の、ひとり暮ら し老人に対する給食サービスは、その後どうなったかという、 こうい

うことでございますが、ひとり暮ら し老人は、市内には約 270人程度の方がおいでになると

いうこ とでございます。こ の方についての給食サー ビス、これも、やはり希望の強いところで

あるとい うぐあいに、私どもは理解をしておりますし、こ の辺の問題をどうやっ て展開してい

くかということも、検討していると ころでございます。

現在、このような御老人に対しては、 日社協におきまして、年 1回の給食サービスを実施し

て、大変御好評を得ているところでございますので、これの回数を、 2固なり 、あるいは 3固

なりにふやしてい くとい うことも、やはり必要な ことであろうというぐあいに考えております

し、また、今後ボランティアの掌握の問題もかなり深刻な問題ですけれども、市民の協力を得

まして、給食を、つく ったものをどうやって配っていくかということも、やはり重要な問題で

あろうと。この問題を、現在、福祉部の中での検討事項として、検討しておるところでござい

ます。

それなりの給食サービスを行うためには、厨房セッ卜なり 、あるいはそれをつくっていく方

もやはり必要ですし、それから、つくったものをどのようにして、温かいうちに、冷めないう

ちに配っていくかというようなことも、重要な問題だろうと。

したがって、 lカ所でつくって、全地域に配るということも、なかなか難しい問題である。

数カ所に分けてつくって、 しかも公共施設を使ってつくって配る 、このような形のものが、ど

のような形で展開できるか。市民の御協力がどのように得られるだろうか、この辺のところを

我々としては、真剣に現在検討していると ころでございます。

以上でございます。

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) お答えをいたします。

現在、健康課で老健法の、いわゆる保健事業、6つの保健事業のうち、健康手帳の交付、健

康教育、健康相談の事業などは、健康謀でやっておりますので、その分野についてお答えをさ
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せていただきます。

健康手帳は、満 65歳になり まして老人医療証をお送りする際、 医療証と一緒に郵送を して

おります。 したがいま して、 1 00%配布を しております。

それから、健康審査でごさいますが、市民一般の健康審査は、老健法では 40歳から という

ことになっておりますが、 日野市の場合はそれを 5歳切り下げま して、 35歳からやっており

ます。 35歳から 64歳までのお若い方は、集団方式といいまして、 1カ所に集まっ て、 そこ

で健診を受けていただく方法をと っておりますが、 65歳のお年寄りに関しま しては、 lカ所

に集まっていただくのも大変なことですので、自宅の近所の医院、病院、そういうと ころで都

合のいい時期に受けられるような仕組みになっております。

受診表というカ ー ドと一緒に、健康審査の御案内を、 これも郵送で行っ ておりますので、お

l人の漏れもなく 、周知されているわけでございます。

5 8年度におきましては、 3，3 2 0人が審査を受けております。 6 5歳以上の全体の人口の

比率から言いますと 、 32%に当たります。この 3 2 %という受診率は、長らく この線を抜け

ることができないで、全国的に平均化された数字だったんですけれども、 59年度、今年度の

健康審査では、一挙に 10%も上昇いたしまして、 受診率が 43 %にな っております。

この理由については、まだはっきり した介析をしておりません。はっきりした結論が出し得

ない状態でございますc

さらに、健康相談、健康教育、これはそれぞれの機会をつくっておりますが、 64歳以下と、

6 5歳以上、こ の年齢的なデータをとっておりませんので、老人だけについて申し上げること

は、大変困難でございますけれども、たとえば、健康相談 一 成人向けの健康相談は、 15 2 

回行っております。

お年寄りは、こういうような機会に参加をするというよりも、かかりつけ、行きつけのお医

者さんのところへ参りまして、適切な指導、助言を受ける。これが健康教育、健康相談の機能

になっているんではないか、このように推測をいたしておるわけでございます。

以上、健康謀でやっております事業について、お答えをさせていただきました。

0議長(高橋通夫君 ) ほかの関係部長の答弁をしてください。老人医療無料化の問題。

福祉部長。

O福祉部長(高野 隆君〉

上げたいと思います。

老人医療無料化を要望される署名が、現在、 約 2，000名ほ ど寄せられておる状況でござい

ますけれども、また、非常に御老人が健康の問題に関心が強 く、 また医療の無料化に大変関心

が強いという こと を、私ども常々感じておるところで ございます。

今回、署名が寄せられ、また我々としてもどのように対応するかというこ とも、考えている

ところでございますけれども、イ可せ現在の状況とい うのは、国は医療費の一部負担を、公費で

負担をするということは、固 く禁止しておる。かなり強いペナルティ ーを科すとい う状況でご

ざし 1ます。実際にやっていたと ころは、先般の議会でも御報告いたしましたけれども、かなり

の市が中止しておると。こういう状況でございますので、、 一部負担を肩がわりするということ

は、大変難しい問題であろう、というぐあいに考えていると ころでございます。

現在、日野市では、健康管理手当を年に一度、 l万円支給しております。 これは、それぞれ

の方が健康に留意する手当として使っていただく、こういう趣旨でお渡しをしておる制度でご

ざし 1ますけれども、この制度につきましでも、先般、老人意識調査の中で、かなり有効に使わ

れているということが言われております。老人健康管理手当を医療に使っている方は、全老人

の30 %ということが出ております。

老人の有病率といいますか、健療である方は 68 %強で ございますから約 70%、その他の

方が病弱だと答えておられたことを考えますと 、約 3割という利用率は、かなり高い目的に沿

った利用率ではないか。恐らくこの健康管理手当は、有効に医療にも生かされているのではな

いか、こういうぐあいに私どもは考えているところでございます。

現在、私どものところでの集計でございますと、 5 8年度の一部負担金、老人の方が 30 0 

円の入院、あるいは外来の 400円、こういうものを一部負担金として払っておられる年間の

総集計は、 1年間には平均で 7，0 4 9円というのが、 58年度の数字でございます。

5 9年度は、若干まだ未集計なところもありますが、 6，468円。約 7，0 0 0円の、下回る

額であると いうぐあいに考えておりますので、恐らく l万円の範囲内で、これは処理願えてい

るのではないか、こういうぐふいに考えておるところでございます。

その他、私どもといたしましては、看護料、これの入院したときの負担というものが、大変

高い、こういうことも言われておるわけでございますので、これにつきましては、看護料は、

し1ずれかは御本人の手元に返還される。それでは、老人医療無料化の問題について、お答えを申し
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しかも、東京都は、こ の看護料は、老人の福祉施策の中で、一部差額を東京都が負担する制

度を、都の単独施策と して打ち出しております。これは、公費で、国保で見る額の実勢価格と

の差額を、東京都が差額を出すというこ とで、看護料の負担というのは、御本人には直接はあ

らわれないと思いますけれども、これの一時的な立てかえ、結局 3カ月ぐら い立てかえますと 、

約 30万近くになりますでしょ うか、そのようなものを立てかえるというよ うなことが生じる

場合の、やはり立てかえの制度を、現在検討を しておると ころでございます。

これについては、今後いろいろと各市の状況を検討しながら、前向き に検討していきたい、

というぐあいに考えていると ころでございます。

0議長 (高橋通夫君〉

03香(小俣昭光君〉

小俣昭光君。

ありがとうございま した。

また、 もう1点については、第 4の老人向け住宅の問題であります。

意識調査でも、高齢者の自 主的活動の援助が、 48. 9弼と、 第 1位を占めております。 これ

で見られるように、老人ホー ムに入居せず、今住んでいると ころで、先ほど部長も言われまし

たよう に、 公営住宅や民間アパート に住んでいる方が、非常に多いわけであ ります。ですから、

こうい う人たちのためにも、生活困窮者に住宅手当などをつけて、 そこで地域の人たちと今ま

でどおり生活できるよう 、また、地域の中に溶け込んで生活できるよう 、老人の人たちに対し

て住宅手当を検討できなし可かどうか、ぜひお聞かせいただきたいと思います。

この 2点であります。

0議長(高橋通夫君〉 福祉部長。

0福祉部長(高野 隆君〉 まず第 l点の、入院手当の支給ということでございますけ

れども、先ほどの御質問によりますと 、医療外負担、要するに完全看護なり 、あるいは適切な

体制での看護体制ではなくて、医療外の、医療行為としては認められない部分についての、ど

う対応するか。 こういう御質問でございますけれども、これを入院手当という形で支払われな

し1かという ことでございますけれども、これは本来ならば、医療行為の指導ということで、適

切にやはり入院なり、あるいは医者なりに指導をすべきものであろうと。

これを認めて、なおかつそれに入院手当として支給するという ことについては、いかがなも

のかということで、ちょっと私どもとしては検討の必要があろうかと考えております。

また、住宅手当ということでの御質問でございますけれども、いろいろと現在、都営住宅に

ついては、軽減の問題、要するに生活困窮者に対する都営住宅の場合には、軽減の問題がござ

し1ます。また、住宅の間の移動の可能性もあろうかと思います。

このように、生活困窮した場合の住宅費は、それなりにやはり保障されるという体制もでき

ておりますので、果た して住宅手当という形で、生活にお困りの方に支給するのはふさわしい

かどうか。これ も、やはりかなり難しい問題ではなかろうか。

都営住宅の l種、 2種等にお入りの方は、軽減の措置ができますので、そのような方は問題

はなかろうかと。問題になるのは、住宅供給公社とか、公団住宅とか、こういうところにお住ま

いの方の住宅費を、 どのような形で援助するかということでございますけれども、これは、 高

所得者には当然必要ございませんけれども、そのような免除規定のない部分についてのみ適用

するとなりますと、かなり難しい問題が出てくるのじゃないか。こういうぐあいに考えられま

第 1の問題で、老人医療の無料化についてのことであります。この問題について、 再度質問

させていただきます。

老人保健法は、御存じのように、ただ有料化になっただけではなく 、老人の医療からの締め

出し、入院患者は、 3カ月で病気も治らずに退院をさせられている 、こういう例もあります。

また検査も、老人だからといって制限されたり 、あるいは、薬も今までの半介 しか投与され

ない。このようなことも、実際にかか っている人たちから聞かされております。今まで、 1日

4回飲んでいる薬が、老人保健法が施行されてから、同じ薬がいつの聞にか 1日 2回になって

しまったと 、このように言っている老人の方もいます。このように、老人だからということで、

老人に対する医療が制限されるということは、あってはならないことだと思います。

また、ある病院では、入院している方に看護をつけることになっております。 ところが、病

院で看護人を雇って、それで 1人の看護人が 10人ぐらいの患者を見ている。そのために、確

かに 1人当たりにすると安くなりますけれど、これは保険外負担となって、保険から支払われ

ない、こういうやり方がされております。

保険では、医者の診断書があれば、看護人をつけることができる。ただし、正規の家政婦で、

l人の看護人について 2人までの患者を見ることはできない、このように決められております。

ですから、実際には看護人の手当は、患者負担となっている例があります。このようなこと

のないためにも、ぜひ入院している老人の方には、入院手当など支給していただく。その方向

で、ぜひ検討していただきたいと思います。
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すので、これについて も、かな り慎重に検討する必要があろうかとい うぐ あいに、御意見と し

てはお伺いしたところで ございます。

0議長 (高橋通夫君 〉

03番(小俣昭光君〉

小俣昭光君。

本来、 老人医療費の無料化を、国に私たちは迫っ ているわけで

ると ころによりまして、 たとえはiホーム ドクタ ーというふ うな関連のあり方が、地域社会で

何とか制度的に成り立たないものだろ うか、とい うふうなことを考えまして、今、高齢者対策

協議会に、一応提案をいたしております。

高齢化対策協議会は、これからの高齢化社会に向かう諸問題を、いろいろ検討していただこ

うという趣旨で設けておる、市民参加の組織でありますので、そこにいろいろと御意見を聞き

たい、このように考えております。

そして、 日野市の特徴と いたしまして、いわゆる老人健康管理の施策として、たとえば理美

容券のことでありますとか、あるいは健康管理手当のこと 、これは他に例のないことをやって

おると言えるかと思いますが、これを本当に健康管理に直接つながるような、使用者自身の方

々に、そのことをよく徹底、理解をしていただくということも大切だと思っております。

政府の福祉施策の後退に対します、自治体としてのまた対応ということになりますと、でき

るだけのことはもちろんしなきゃなりません。が、すぐ財政面において、あるいはその他の施

策において、対応できるというわけにもまいりません。

住宅の問題、あるいは医療の問題、それから生活上の問題、いろいろ御指摘をいただきまし

たので、今後なお一層実際の老人福祉行政に、いろんな形の、特に医療と健康という面で、独

自の地域社会のあり方を高めていくという方向で、取り組んでまいりたいと考えておりますの

で、よろ しく御理解をお願いいたしたいと思います。

あります。ですけれど、国の制度が実現できるまで、日野市が老人医療費の肩がわり を、 何ら

かの形でやれる ことが、今まで長い間社会に貢献 して きたお年寄りの人たちに、 政治が携われ

ることの一つではな いのかと、私は思います。

こういうと ころに自が向けられなければ、政治は要らないのであります。( r財源はどこに

求めるJr軍事費を削れJと呼ぶ者あり〉私たちは、この革新市政が、何らかの形、政府の圧

力をはねのけて、何らかの形での老人医療無料化に肩がわるものでも結構ですので、ぜひ実現

させていただきたいと思います。

それと、先ほどの老人向け住宅についてであります。 これも、本来は老人向け住宅をつくっ

ていただきたい、こうい う要求が全面であります。ですが、これも長い問、皆様方の運動の中

で、これを実現させていく一つの手がかりと して、せめて老人に対する住宅手当を施行してい

ただきたいというように、再度お願いいたします。

この点について、市長にお答えいただければ幸いと思っております。

O議長(高橋通夫君) 市長。

。市長(森田喜美男君〉 高齢化社会に向かいま して、いろいろと医療、あるいは住宅、

その他、生活の行政施策が必要になってくると いうことは、十分考えなければならないという

ふうに、思っておるわけであります。

本来、福祉政治と申しましょうか、確かに社会に貢献をしてきた老人に、なるべく安心をし

て暮らせる条件をつくることが第一義だというふうに思いますが、これまで、たとえば医療の

無料化制度など、よき制度が若干後退を余儀なくされている。その理由の一つには、財政上の

事柄、あるいは政府の考えるところもあろうと思っておりますけれど、よき制度が、存続させ

るには、よき制度の趣旨をみんなが大切にして、そうして場合によりますと乱用しないという

対応でないと、なかなか継続ができないということが、いろいろな場合に露呈をしているとい

うふうに思うわけであります。

理由はそればかりではないわけでありましょうが、特に医療問題につきましては、私の考え

0議長(高橋通夫君〉

03番(小俣昭光君〉

小俣昭光君。

ありがとうございました。

革新市政の中で、医療と福祉をさらに発展させるために、私たちは森田革新市政を第 4期へ

と発展させていく決意であります。

これをもちまして、 7のし 「臨調」行政改革と高齢化対策についての質問を終わらせてい

ただきます。

ありがとうございました。

。議長(高橋通夫君〉

質問を終わります。

次に、一般質問 8の 1、自動販売機と青少年対策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 7のし 「臨調」行政改革と高齢化対策に関する
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C 2 5番議員登壇〕

02 5番(大柄保君〉 ただいま、議長の方から御指名がございまして、 8の 1番、

日の丸と君が代、日本が続く限り、不滅のものと私は思っております。日の丸が、君が代が、

教育に必要である、必要でないとの論議も必要だと思いますけれども、私たちの学校当時には

全然売られなかった ー これから質問に入ります 一 見られなかった、現代の進歩に合わせた

ような各種自動販売機が、庖頭に設置されております。( I関係ないでしょう」と呼ぶ者あり)

たばこ、酒、ジュース、コ ーラ、その他の瓶、缶類、数多く設置されておりますが、今回は

児童を含む青少年に、興味や夢を与えるよ うな自動販売機について、お話をし、お伺いをいた

していきたいと思っております。

これらの自動販売機は、健全なも のばかりではありません。児童生徒の夢を壊すもの、また、

中学校生徒などには、本当に見せたくないような低俗雑誌の自動販売機も、散見されておりま

す。これら現実的なことについて 一 ここがつながります 一 数点、質問をいたしたいと思い

ます。

まず、第 1点といたしまして、小中学校学区内に、どのくらいの数が、自動販売機としての

数があるのか。あるいはまた、この機種についてを含んで、お調ベになったことがあるかどう

か、これをまず第 1点として、 お伺いをいたしておきたいと思います。

0議長(高橋通夫君〉 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〉 お答えをいたします。

青少年問題協議会の実践機関といたしまして、各中学校区ごとに地区委員会がございまして、

その地区委員会の共通の問題点といたしまして、ただいま御質問の自動販売機、自に余るもの

があるという問題が、起き上がってまいりました。

自動販売機、特に低俗雑誌 一 いわゆるポノレノ雑誌ですがーを扱う自動販売機が、各地区

委員会の中に、どの くらい設置されている のか。実は、昨年来から調査をいたしたものがござ

います。

通告では、学区ごとというお話でございますけれども、地区委員会ごと、これは調査の学区

域と全く同じでございますが、中学校の学区域でお答えをさせていただきたいと思います。

一中地区 3カ所、 3台でございます。二中地区は 5カ所、 5台であります。七生中地区はゼ

ロです。三沢中地区は lカ所、 1台であります。四中地区 1カ所、 2台であります。三沢中地

区 3カ所、 7台であります。大阪上中地区 lカ所、 2台であります。平山中地区ゼ、ロでありま

す。合言十l¥たしまして、 1 4カ所、販売機の数が 20台を数えています。

自動販売機と青少年対策についての一般質問をさせていただきます。

まず、市内の庖頭に設置されております自動販売機が、 青少年に与える影響について大きな

影響があるのではないかと、私は、考えての質問をいたします。

大変毎度のことで恐れ入りますけれども、まず、質問に入る前に、私的なことで申 しわけあ

りません。私事が入りますけれども、過去を含めて、現代との相違について、 話 してみたいと

思います。このことは、後の質問につながっ ておりますことを、 皆さんに申し添えておきたい

と思います。

過日の議会の論議の中にも、日の丸、あるいはまた君が代を、学校でなぜ掲揚 しないか、あ

るいはまた、唱和をさせないかなどのこ とが、 次元の高い点でやりとりをされておりましたが、

昭和 1けた生まれの私の場合、日野尋常高等小学校在学時代には、校門を入ると 、天皇陛下の

御真影、奉安殿、日の丸の旗の掲揚、こ れは毎日のことでありました。

学校を終わって家に帰ると、額に入った天皇、皇后両陛下の写真が、家族みんなを見おろし

ている光景が、日常茶飯事でありました。 最近の新聞によりますと、皇后陛下も 82歳の誕生

日間近とか、大変お元気で、結構なことと思います。

さて、これらの時代を過ごした私たちは、当時の国民皆兵の国策のもと、この日章旗、ある

いはまた軍艦機の旗のもとに、数多くの犠牲者を出して敗戦、ょうよう現在の平和を取り戻し

た。ちょうどことしの 8月で 40年になるわけでありますが、あの忌まわしい戦争は、 2度と

起こしてはならないと、心新たに胸に思うところでありますが、現在、国会でも論議をされて

おりますけれども、防衛費、 GNPの 1%云々、これら等について、国を、政治をつかさどる

皆さん方が、大介論議をされておりますが、私どもといたしましては、治にいて乱を忘れず、

派兵なき防衛力は、ある程度必要だという ことで、我が方は言っておるわけであり ます。

さて、日の丸は、現在の小中学校児童生徒は、日本を象徴する旗であると いうこと は、皆さ

んも御存じで しょう が、世界の対抗競技の優勝の折だとか、あるいはまた、太平洋、その他、

昔は七つの海といいましたけれども、その海を航行する船舶には、日章旗日の丸がへんぽんと

翻って、 日本の旗であると いうふうなことになっ て、今、安全な航行もできているわけではな

l ¥かと私は思っておりますが、考えが違っておりますのでしょうか。
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以上です。

なお、機種でございますが、はっきりした機種については、調査ございませんが、ミラ ーが

あるのとないのと、その区別はついております。 ミラ ーがありとする方が、 6カ所でございま

す。

以上です。

O議長(高橋通夫君〉 大柄保君。

025番(大柄 保君〉 大変、 自動販売機のうちに、お調べになったのは低俗雑誌と

いうふうなことで、各中学校区ごとにお知らせがあったわけなんですけれども、こ の問題につ

いて、どうでしょうか、地区委員会と教育委員会なり 、あるいは生活環境部の方と相談を して、

お話し合いをなすっ て、一刻 も早く業者に、お庄の方にも頼んで、撤去をしていただこうとい

うふうな、今まで経過があったかどうか。この点が 1点、お伺いをしておきます。

それから通告の中にも、私は、子供に夢を与えるような自動販売機もという ことで、 通告を

してございましたけれども、今、生活環境部長の方の答弁では、低俗雑誌というふうなことでの

御答弁だけだったんですけれども、そのほかに、まだまだ子供たちの夢を壊すような、あるい

は、さっき私が言ったように、その自動販売機の中には、健全なものもあるけれども、中には、

せっかく当たったのに、その品物ももらえないんだというふ うなことがあるわけなんですが、

その点について、お調べに、調査をしておいていただけなかった、こんなように私は解釈をい

たしますが、それでよろしいかどうか。この 2点について。

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。

生活環境部対教育委員会との話し合い、そういう話し合いの場という御質問でございますけ

れども、地区委員会の会合、あるいは青少協本会議の会合の前には、教育委員会側と十分連携

を保ち、連絡をいたしてやっております。

また、地区委員会の会合の場所には、必ず地区の学校長、あるいは教頭、生活指導主任、そ

れから指導室の指導主事、そういう方が出席をされまして、学校教育面からの指導助言なども

なさっていただいております。生活環境部と 、教育委員会との関係は、そういうふうに連携を

保ってやっている、そういうふうに言えると思います。

それか ら、低俗雑誌だけの調査かという御質問でございますけれども、子供の射幸心をあお
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るような自動販売機については、現在のところ、まだ調査はしてございません。今後、地区委

員会の協力なども得まして、こちらの調査の方も進めてまいりたい、こ のよ うに考えておりま

す。

0議長(高橋通夫君 〉

0 2 5番(大柄保君〉

大柄保君。

大変御苦労様でございました。

低俗雑誌については、地区委員会を通じてお調べになってあるというふうなことで、今後と

も、ひと つぜひこれらの問題等について、生徒、特に中学校生徒以上、高校生を含めてですけ

れども、非常に PTA、あるいはまた大人の立場として、 これでよろしいのかな とい うふうな

考えが、皆さんお持ちだと思うんで、 ぜひ日野の町、市内からなくなるのがよいんだけれども、

全部というわけにもこれは l~かないんじゃないか。

これはどうしてかというと、やはり業者の皆さんとの関係もあると思うんで、今後十分に低

俗雑誌については、青少年の健全育成のために、全面的に排除をお願いをしたいというふうな

ことをつけ加えて、こ の低俗雑誌については、お願いをしておきたいと思います。

それから、そのほかに、お調べになっていないというふうな、俗にこれ児童、子供たちの夢

なんですけれども、私がちょっと一回りした中で、かなり自に余るものもあるんじゃないかな

というふうなことで、きょう持ってきて、皆さんに見ていただこうというふうなことなんです

けれども、これは議長にお願いをして、許可を得てあ りますから、ちょっと見ていただきたい

と思うんです。(議長席に向かつて左から①②③④の 4点を並べる〉

今、演壇に並べましたけれども、学区内に、これらの本当に子供たちの心をあおるような自

動販売機が、あるわけなんです。そして、社名を申してはどうかと思うけれども、これはコス

モスという会社です。( r中身は何ですか」と呼ぶ者あり〉今、御披露します。

そ して、これが 1個 100円なんです。 100円を子供たちが、お母さんなり、あるいはお

父さんなりからもらって、そしてがちゃんと出すと、こういうものが出てくるわけなんです。

中身は、これ①はシールみたいです、これは。

その次は、これ②はピストノレです。こう いうものです。

次は、③カメさん。

これ④は、 ワッペンみたいです。

まず、これから片づけていきますけれども、こ れを壇上に並べましたけれども、 これはもう
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本当 に町にはんらん しているものなんです。ですから、こういうものに、自動販売機に対してもも

っと関心を持っていただきたいというふうなことを、私はお願いをするわけなんです。

そして、こ の中に、 券が入っています。 iゃったぜ!おめでとう!カメラ。おj古からもらっ

てく ださい。株式会社コス モス」と 書いてあるんです。

さあ、これが当た った子供たちの心境はどうでしょうか、皆さん。( iうれ しl¥。大喜びだ」

と呼ぶ者あり〉確かに大喜びだと思うんです。そして、せっかくお屈に行って、おばさん当た

ったよ、という ことで、引きかえて もらお うと、こう考えても、いや、これは もうだめなんだ、

という ふ うなことで、お断りを食ってしまう子供たちが 一 この4個には入 っていないんです

よ、当 たりは。私のところに持ってきた l個だけには、たまたま当たりが入って、こういう も

のがあってもいいでしょうかということで、来たから、それじゃどうなのかと思って、これ全

部私が出してみたものなんですがね。

これは御参考までに、皆さん方に知って もら うと同時に、こういうものが今後市の中にあっ

てもいいのかどうか、商工会等と十分にお話し合いが、これら設置についてなされているのか

どうか、これをお聞きしてみたい、こういうふうな考えで、今、御披露申 し上げたところです。

参考までに、これも 100円なんです。これも 100円です。これは 20円です。こ れはノイ

ッヂみたいなのが出てきたんです。それで、これ①は電気を使わないで、何ですか、こ ちらは

電気なんですが、こちらは電気を使わないで、お金を 20円合わせて入れるんです。 1個ずつ

じゃだめなんです、 10円玉を。ちゃんと、 ぴたっと 2個合わせて入れて、 そしてハンドルを

右にがちっと最後まで回すと 、こいつがぴょこっと出てく るんです。これも同じ形式なんです。

それで、はてこれが中が何に使うのかなと思っていると、お庖の人に聞いてみると 、子供は

何に使っているんでしょうね、消 しゴムかね、何でしょうかね、なんていうよう なお話で して、

これ①も当たり券が入 っています。当たり券が入 っていると、こんな大きな怪獣みたいなもの

がもらえるというふうなことなんです。

そこで、きょうの、皆さんに御披露かたがた、これから先にこう いう品物がどんどん市内に

出まわってくると、これはまたますます子供たち、児童、生徒を含めての好奇心をあおるんで

はないか、こういうふうに考えまして、低俗雑誌はわかりましたけれども、今後これらの問題

等について、そのおf苫に設置をする場合等について、 商工会の皆さん方等との話が、今までな

されてあるかどうか、これを 1点お聞きしておきたいと。こういうふうに考えておりますが、
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l ¥かがでしょうか。なければ、ないでいいんですよ。

。議長 (高橋通夫君〉 生活環境部長。

。生活環境部長(坂本金雄君〉 商工会と の話 し合いは、ま だな されており ません。

低俗雑誌の方につきましては、かねがね青少年の健全育成を阻害する ものである、こう いう

ことで、青少年問題協議会の本会議でもたびたび話題に出ております。こ の本会議の委員さん

のI人として、日野市蕗工会の会長の職にある方が、委員さんになっていただいておりますの

で、低俗雑誌の方は、会長さん十介認識をなさっ ているかと思います。

それと同じように、子供の射幸心を余りそそるようなものについては、ある一線を画しまし

て、これ以上のものについては、やはり低俗雑誌の自動販売機と同じように、 業者の方に自粛

をしてもらいたいと、そういうような具体的な線を画しまして、商工会との話し合いを、今後

進めてまいりたいと思います。

0議長 (高橋通夫君〉 大柄保君。

。25番(大柄 保君〉 これはお見せしたもので、ゃったぜカメラというふうなこと

が書いであるんで、こ の機械だけ出してみたんで、すが、まだお気づきの機械も、中にはござい

ます。

それで、メイン通りには、大変御商庄の方がおられて御無礼と思いますが、メイン通りの方

にはな いんです。 沖の方の御商庖の皆さん方の庖頭に並んでし唱。 これが不思議なんですが、

事実なんです。

それですから、学校側ともよ く連携をとってもらっ てこ れから調べて、子供たちに夢を与え

て、その夢をつぶしてしまわないような、健全な自動販売機をつけるなら結構でしょう。そう

いうふうなものを、やはり生活環境部、並びに教育、あるいは商工会の方と連携をとりながら、

お願いをしたいと思うんです。

最後になりますけれども、これら等の設置、今言ったメイン通りの御商庖の皆さんのお宅に

はないけれども、ちょっとヲ|っ込んだところの御商庖の庖頭には、 2個なり 、 3個なり、 4個

なり並んでおりますので、このところに業者が設置をお願いに行った場合、そのまますんな り、

ああいいですよ、と いうことで、業者と関係の商庖との合意だけじゃなくて、一言商工会の方

へというふうな話が、なされているかどうか。

それは、やはりー商f苫の皆さんにも、そこまで突っ込んで私も聞いてまいりませんでしたけ
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れども、今後、市の方として も、これらを十分、 監視というのは大変失礼ですけれども、監視

を、監視をするんですかね、やはり監視になるのかね、どういうふ うになる んですか、 あくま

で商工会の方と話し合いをしていただくとい うふうな ことですから、 ( r役員がいるよ、 議員

の中にも」と呼ぶ者あり〉役員がいるとい う先輩のお話ですから、役員さんとも相談をしてい

ただいて、 今後とも自動販売機で子供の夢を壊すようなことのないよう に、最後にお願いをい

たしまして、私の質問は終わらせてもらいたいと思いますが、まあ市長が私に対する最後の答

弁、どうもらしいので、何かございましたら、ひとつお願いをいたしたいと思います。

0議長(高橋通夫君〉 市長。

0市長(森田喜美男君〉 青少年問題協議会の会長をいた しておりますので、 一言お答

えをし、取り組み姿勢について、 御理解をいただきたいと思います。

青少年問題協議会は、国の総理府にも審議会という形で、法律設置されておりますし、各都

道府県自治体、条例設置で青少年問題協議会が、広範な教育関係、 それから地元の警察や市民

団体を網羅して、 委員の数、現在 47名。 70名が定員というふうな大きな組織でありまして、

その下部組織と言ってはよくないと思うんですが、いわゆる実行運動組織として、中学校区を

単位として、中学校名をとって地区委員会、 20名ないし 30名の地域の方々によって、編成

をされております。

そして、私も、もう一つのクリ ーン作戦、つまり環境美化という清掃面的な言い方もあるわ

けですが、もっと社会環境の浄化をするという考え方に立ちまして、今御指摘のような、不良

文化といいましょうか、低俗雑誌、その他のなるべく青少年の健全育成に阻害をしない、こう

いう観点からの運動が、展開をされております。

議会からも、一度、文教委員長、副議長もおいでだと思いますが、参加もしていただいてお

るわけであります。そして、ごく具体的な問題といたしまして、ごく最近ではありますが、い

わゆるポノレ/雑誌の自販機の設置者に対しまして、会長名をもってお願いをいたしました。

内容は、勧告的なものでありまして、御協力お願いします、という形をとっておりますけれ

ど、その裏は、かくかくの方針に基づいて行っております、ということをはっきり明記t¥たし

ております。

そして、今回は、広報に設置個所何個所についてお願いをしたという発表をいたしておりま

すが、なお、協力をしていただけないということになれば、ある程度の措置も考えなければな
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らない。こうい うふうな状況で ございました。

もちろん強権的なことでやれる性質のことでありませんけれど、地域の世論、つまり環境浄化

の世論に訴えて、そういう対応を業者の方に自覚をしていただく 。社会を毒することはやめて

ください、ということを訴えていきたい。こういうことになりますことを、一言お答えの足し

にさせていただきます。

0議長 (高橋通夫君〉 大柄保君。

02 5番(大柄 保君 ) ただいま市長の方から、非常にこれらの自動販売機の設置そ

の他について、いろいろ地区委員会なり 、あるいは皆さんとお話し合いの中でやっている、と

いうふうな話でございました。

私ども、政党の立場を言わせていただきますと、民社党といたしましては、やはり青少年の

健全育成につきましては、東京都議会を通じ、あるいはまた国会で、各議員の皆さんが、一生

懸命にこれらの問題等とも取り組んでおりますことを、最後につけ加えさせておきたいと思い

ます。

それから、大変、一言、御無礼なこととは存じますが、何ですか、来月は市長選挙が日野市

で行われるというふうなことでありますけれども、今、町の中にポスター等が張ってあります

けれども、聞くところによると 40代の方、あるいは 50代の方、現職の森田市長も 70の体

にむちうって、再度、四戦出馬というふうなことも聞いておりますので、お体を大切に選挙戦

を闘っていただきたいことを、最後に申し添えまして、一般質問を終わらせていただきたいと

思います。

ありがとうございました。

0議 長 (高橋通夫君)

終わります。

一般質問 8の2、都営パス立 73についての通告質問者、大柄 保君より取り下げの申し出

がありますので、これを取り下げます。

これをもって 8のし自動販売機と青少年対策に関する質問を

お諮りいたします。議事の都合により暫時休憩いたしたいと思いますが、 これに御異議あり

ませんか。

[ r異議なし」と呼ぶ者あり〕

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

司

t
q
L
 

円
ぺ
U



午後 2時 43分休憩

午後 3時 18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 9の 1、市内都市計画道路及び公共下水道計画について問うについての通告質問者、

藤林理一郎君の質問を許します。

C 2 0番議員登壇〕

020番(藤林理一郎君) ただいま議長さんより、一般質問の許可をいただきまして、

一般質問を させていただきます。

題名は、市内都市計画道路及び公共下水道計画について問う、という題名でございます。

戦後、地方行政の歴史ある意味で、地域開発の歴史でもある。したがって、地域開発がどの

ような意味合いを持った、壮図できるような地域開発が、極めて多様な意味合いを持っている

ことも事実で ございます。

たとえば、産業都市の建設について、または具体的な事業内容を見てみますと、工業団地造

成、道路、下水道整備、住宅団地建設、学校、保育等の整備が行われ、その中に公園、上下水

道、橋等の整備を計画 し、 実施されてきたわけでございます。

地域開発行政は、地域住民の生活を向上させるために、 地域社会、経済発展の基盤形成を図

るとともに、目的を達する意味の ものでございます。 言 l¥かえれば、地域開発の目的は、社会

経済の状況と 、現在よりもより一層シュー卜にさせる意味のものでございます。

または、社会開発は、生活環境の整備、自然環境との調和、文化的な環境整備と 、住民の日

常生活に密着した生活基盤の整備が、課題となっているわけでございます。

総合国土法に伴いまして、南は九州、北は北海道、他府県の中に も、市町村について も、循

環交通網として国道、道路計画が市町村に計画してまいったわけでございます。

道路が新設なされる場合には、緑の自然破壊、または排気ガス、騒音、張動等の公害も発生

することが、 言 うまでもござ いません。地域住民に対し悪影響を与えるということで、地域住

民からの道路施行に対して、強い反対の意見が持ち上がっ ているわけでございます。

そこで、各市町村内の道路整備については、非常に遅 くなっ て、 現在ではまだこれと いう道

路がつながっておりません。

そういう意味におきまして、私の方から、ひとつ質問をさせて いただくわけでございます。

-328-

そこで、質問いたします内容については、都市、国と市道路線の低下についての問題でござい

ますけれども、 2-2・1、都道の 2・2・6、 2・2・9、 2・2・11、2・2・12、市道といたし

ましては、 2-2・14、2・2・3、2・3・1というふうな道路の形態になっております。

そこで、延長一日野市において道路延長といたしましては、大体皆さんも御存じだ と思い

ます。 5万 7，8 3 2メ」トノレというような形態になっております。

そこで、改良済み の場所は、大体 2万 13 3メーターというふうになっているわけでござい

ます。あとの 3万 7，6 9 9メートノレですか、これの分が、まだ未解決という ことになっており

ます。

そこで、 私の方で、今申し上げた路線について、どのようになっているかというのが、 1点

でございます。

2点目 は、下水道の問題でございますけれども、日野市において下水道計画、地域、区域と

いうんですが、 3カ所処理区域に介かれております。その中で、南多摩、稲城市のところでご

ざいますけれども、これは昨日福島議員が一般質問、または下水道の問題について、中間報告

がなされまして、皆さんも御存じのようでございます。これは省きます、ダブりますから。 こ

のよ うな形で、ひとつ質問する わけ でございます。

その中に、私道の場合は、今度設置する場合、工事費用 として無料でやる のか、有料でやる

のか。埋設する管です。これの費用とい うことでございます。これは無料でやるのか、有料で

なさるのか ということです。

または、建て売りで大体 lメータ -80から、 3メーター、 4メーターと いうふうに、道路

がな っておりますけれども、たとえば、行 き詰ま りのよ うな道路が、大部分日野市内の中にも

ございます。そういうような場所は、幹線の埋設する場合、樋管の埋設する場合に、これは有

料でするのか、無料でするのか。

そ して、 これは工事やって、行うのか、行わな いのかと いうこと が、こ れは 2点目でござい

ます。

それから 3点目に、市道、私道ともに工事に入る前に、こ の前は落川でしたか、百草でした

か、なにか私、ちょっと聞いたと ころによりますと 、今、 南多摩処理場に工事が始まっており

ますけれども、こ の区域の工事が始まる前に、地域の住民側との話し合いをせずして、 じかに

工事が始まったと。そう いうよう な中から、住民側の方から、非常に怒りというか、おしかり
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を受けて非常に因ったということを、私、聞いております。

こういうような点について、今後、ここで日野台地域ですか、予算化されまして、下水道の

工事に入るわけでございますけれども、こうしづ場合に、住民側とよく話し合いをし、 説明を

して、 そして工事にかかるのか、かかっていないのか、その点をひとつお聞き をさせていただ

きたいと思います。

3点でございます。

0議長(高橋通夫君) 藤林理一郎君の質問についての答弁を求めます。都市整備部長。

O都市整備部長(結城邦夫君〉 それでは、ただいまの御質問について、 私の方から

お答え申し上げます。

まず、道路関係で ございますが、現在、日野市内、市域の中で、都市計画道路としてすべて

に決定しております道路は、全部で 25路線あるわけでございます。国道が 3路線、都道が 8

路線、残りの 14路線が、市の施行いたします道路という区分けになっております。

この道路の延長でございますが、それぞれ管理者、いわゆる園、都、市という区分けに従い

まして、道路の築造を行 うこ とになっております。国道関係につき ましては、 1・3・1号線、

あるいは 1・3・2号線、これについて、国の方で現在工事を実施すると いう計画のもとに、市

の方で区画整理事業、あるいはその前段としての、いろいろな地元に対する話し合いというも

のを、一応市の方でも行っておるわけでございます。

1 . 3・2号線につきましては、日野市の大部分がすでにでき上がっ てございま して、 残りは

神明上の区画整理事業で実施しましたところの一部段丘を下りまして、 1 . 3・1号線との介か

れるところまででございますが、この間が残っているだけでございます。これも、今後、国の

方の計画としては、地元の方々、川辺堀之内の住民の方々の十分接触を持った上で、理解を得

て直接買収を行い、築造に入っていきたいという考え方を持っております。

1 . 3・1号線については、いわゆる東八バイパスでございますが、これは区画整理事業の中

で、用地を現在空けております。今後、豊田の南地域の区画整理、あるいは西平山の区画整理

の区域内では、同じように区画整理で用地を空けた段階で、国の方で築造に入る、という計画

になっております。

それから、都道につきましては、現在、 2• 2・10号線、これは立日橋のところでございま

すが、すでに用地買収に入っ ております。 用地買収が完了 し次第、橋の架橋と 、それから道路

の築造を行う計画になっております。

2・2・6号線については、これは現在完成いたしまして、供用の開始が行われているところ

でございます。

これから の計画としては、 1 . 3・4号線、日野市域の一番東部に当た りますが、落川地域を

日野市の中では貫通いた しまして、第二関戸橋という橋を新たにっくりまして、府中市と結ぶ。

こういう路線でございます。これについては、 2月の下句に都と市におきまして、地元の住民

の方々に、一部計画変更の御説明を行ったと ころでございます。引き続き、都では環境アセン

メント調査を行し¥できる だけ早く着工したいという希望を持っ ております。

それから、市道関係でございます。市が施行いたします路線の 14路線については、すでに

完成しております路線が、 6路線ございます。 14のうち 6路線でございます。残りについて

は、現在 2・2・5号線の用地買収を行ってございますが、これは 62年までに完成したいとい

うことで、現在、鋭意努力をしておるところでございます。

また、 60年度からは、 2・2・9号線の調査関係に入 っていきたいという ふうに考えて、 交

渉しておるところでございます。 これについての費用については、 60年度の予算というこ と

で、現在、議会の方に街]提案を申し上げているところでございます。

道路関係については、そのよ うな状況でございまして、今後で きるだけ これらの道路につい

ては、地域の住民の方々と、公害関係、あるいは周辺の土地利用等についての話し合いを進め

ながら、実施をしていきたいというふうに考えておるとこ ろでございます。

続きまして、下水道関係でございます。下水道関係のまず l点目としては、私道の取り扱い

ということでございますが、現在、私どもが地元の方に、現在では重点的に落川、百草の地域

を整備を行っておりますが、この中で、私道の取り扱いということで、私ども基準を設けてご

ざいます。

これは、私道であっても、 20メー ター以上にわたるものについては、すべて市の方で管を

埋設する。また、 20メー ター未満の道路であっても、 そこに 6戸以上の住宅がすでに張りつ

いておるというものにつきましては、同じように市の方で管を埋設するということで、進めて

おります。

また、開発行為等で、すでに整備をされておるところがあるわけですが、そ こは私道が一部

必ず入っております。そういうところの地域については、公共下水道の事業の認可をとる以前
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に開発行為がな されたものについては、その中の道路、私道については、市の方で実施をした

。、、
l
v
 

また、認可後については、一応開発行為の中で管を埋設 していただくという ことで、 施行開

発業者の方に、管の埋設を行っ ていただく止 いう 方向をとっております。

また、業者の方で実施をしないよう な場合は、これはそ この家屋を買った方々 で、 私道の中

に管を埋設していただ くことになるわけで ございますが、公道から 1メーターのところに公設

桝を取りつけます。これは、市の方で実施をする という計画でございます。

したがいま して、 私道の行き どまりがあ って も、ただいま申 し上げま したよ うな基準に基づ

きまして、市の方でできるだけ整備を していくとい う方針を持っ ており ます。

次は、 3点目の、工事以前の説明会の点で ございます。

工事に入る前は、必ず説明会をその地域で行 っております。 したがいまして、 先ほど落川の

方で、そういう話を、事前の説明会を聞いておらなかっ たとい う方がいら っしゃるということ

でございますが、私どもとしては、漏れな く地域の住民の方々には、事前に通知をいたしまし

て、何月何日の何時から、どこそこで工事に対する説明会を行います。 その際には必ず街j出席

を願いたい、とい う通知文を出しますと ともに、自治会長さんに働きかけて、 できるだけ多く

の方々がお集まりいただけるよ うに、話を しておると ころでございます。今後も、漏れのない

ように十分注意をして、事前のお知らせをするとい うふ うにしていきたいというふうに考えて

おります。

工事に入りますと 、いろいろそこの地域の交通の問題、あるいは家屋の調査の問題、という

問題がどうしても出てまいりますので、住民の方々の御理解を事前にいただいておかないと、

実際に工事に入 ってから、いろいろなトラブノレが出てまいりますので、その辺は、徹底して事

前の説明会を行っているところでございます。

以上でございます。

O議長 (高橋通夫君〉 藤林理一郎君。

0 20番(藤林理一郎君〉 細かく説明していただきまして、ありがどうございます。

残りの部分の道路計画、これはできるだけ、一日も早く完成をしていただきますように、ひ

とつよろしくお願いをいたします。

3点目でございますけれども、今、部長さんが、私道なんかに下水道の管を埋設するときに、
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こう いう前には必ず説明会を行 っている ということです。 これは今まで、部長さんも今言われ

ましたよ うに、漏れた方がそう いう ような ことじゃな l¥かと 、私、今部長さんから説明いただ

きま して、 わかりました。 これにつきましては、了解をいた しました。

これを終わらせていただきます。

0議長(高橋通夫君 〉 これをもっ て 9の し 市内都市計画道路及び公共下水道計画に

ついて問 うに関する質問を終わります。

次に、一般質問 9の 2、教育司題について問うについての通告質問者、藤林理一郎君の質問

を許します。

02 0番(藤林理一郎君) 教育問題についての、問うとい う題名でございますけれど

も、これも、先ほど大柄議員さんが細かく理事者側の方に質問して、それが私とダブるような

ところが随分ございましたので、その辺のところは除かせていただきます。

今日 、教育関係については、非常に子供さんたちについての問題が頻繁に、新聞等、テレビ

等で、責任を持たなきゃいけないというよ うな、大人の、これは当たり前の ことだと思います

けれども、大人が最近子供たちについても、いつも私たちが「若者は」とい うところから始ま

るような話し合いが、つい出てくるという ことでございます。

その問題が摘発されて、 非常に若い方たちは若い方たちの考え方で、年寄りは何を言ってい

るんだ、というような反発もあるようでございますけれども、そこで私の方で、問題点につい

て幾らか述べさせていただきたいと思うんです。

問題を的確にとらえることは困難な状況というような時代ではございますけれども、これは、

ある程度昔からのしきたりと言いましょうか、礼儀作法というんですか、そしゼまたはしつけ

と言ってよろしいんじゃないかなと思います。そういうような言葉の中から、非常に大事な問

題が、現在、行われているというようなところから、このように私、質問させていただくわけ

でございますけれども、なかなか、今の子供さんたちの指導に立っている教育者は、非常に私、

大変なことだと思っ ております。また、これは理解せなきゃ いけないと思っています。

そのチ供さんたちが生まれてくる、胎内におられるときには、関係がなくして生まれてくる。

生まれて初めて、 2年たち、 3年た ってから、社会の情勢をわかっているようなわからないよ

うなことから、子供さんが出発していくという ふうに、私は考えております。

そして、私たちは、大人が原因であろうかと思います。大人はしっかりせなけれは、いけない
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ということでありますが、私たちは深刻な、重大な責任を持って、若い方たちの世代に文化的

なものを伝えながら、責任を感じながら、行動をして l¥かなければいけないんじゃな l¥かと。

大げさなことかと思いますけれども、そのように私は考えを持っております。

私は、ちょっと個人的になりますけれども、触れさせていただきます。

私、生まれは大阪でございます。そのとき、昭和 24年にこちらの方に参ったわけでござい

ますけれども、その 24年間、大阪で過ごさせてもらったわけでございますけれども、その当

時のこと、今こ こに、この年になって振り返ってみますと、非常にその当時はしつけという、

礼儀作法というんですか、厳しく家庭の中、学校の中で、厳しく過ごさせてきたわけでござい

ます。

そういうようなことを、今、うれしかったこと、または非常に悲しかったこと、嫌ゃなこと、

ということが、ときどき思い浮かべるときが再三にございます。それを思い浮かべたときに、

私たちが若い世代の子供たちに、何を送っていかなければいけないんじゃ なl¥かということを、

しばしば考えさせられるときもございます。

私は、少年時代には非常にわんぱくで、そして学校の中ででも、よくバケツに水を入れまし

て、頭に持たされた、そういうようなことは、たびたびございます。そういうことを思い出し

ながら、現在、私は、若い人たちのために何を残していかなきゃいけないんだろうか、という

ことを考えてみました。

そこで、質問をさせていただくわけで ございますけれども、今学校に、小学校、または中学

校、私、今文教委員の一員でございまして、昨年ですか、 学校を見学させていただきました。

その中で、一番感じたことは、教育委員会の方たちと一緒だったんでございますけれども、便

所の汚ないことには、非常に私、怒りを持ったわけです。

そこで、見学させて いただいた後で、校長先生、また教頭先生なりと座談会というんですか、

懇談会というんですか、させていただいたときに、現在、学校をつくろうとするならば、一番

お金がかかるんですよと。 30億、 40億というような金が必要になってくる。これを我々は、

大人、または行政の中で、学校、これは義務づけられておりますから、つくらなきゃいけない。

そう いうような多額な金額を投資してつくった学校を、このように粗末に扱われていくよう

なことでは、私たちは立ち上がって、やっていかなきゃいけない。しつけしていかなけりゃい

けない。礼儀正しくやらなけりゃいけなし、こういうようなことを、教育委員会の次長さんな
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り、よく私は話をするわけでございますけれども。

そういうような中から、私、この一般質問の中で、しつけというものをひとつ取り上げてい

ただきまして、そして、 しつけというものはどういうものであるかという、これは音から言い

ますと、先ほども大柄議員が申 し上げましたように、君が代と か、国旗掲揚とか、こういう も

ので ございますけれども、これは私、省きます。

そこで、本題に入るのは、しつけの中の、学校をあくまでも自分たちできれいにする。そし

て、教育の場所でございますから、先生方も子供さんたちと一緒になって教室をきれいにし、

そしてやっていただく 。このしつけが第一番じゃ なかろうかとい うことで、 私、しつけの、 わ

ずかなことでございますけれども、第一番に便所、できることからひとつ学校の先生方にお願

いをし、そして子供さんたちにも笑行していただけるような、小さなことから、ささいなこと

から、ひとつやっ ていただきたい、こうい うふうに考えております。

便所掃除、これは大体月に金額は、便所についての予算計上しているのは、大体小学校が20

ございますね、中学校が八つ、こういうよう な中から、大体 1.4 1 6万円ですか、これの 1年

間の予算計上しであるわけですね。これが、全部が子供さんたちにやれということじゃござい

ません。これは子供さんたちができない部分も、聞いてみますと 、あるわけでございます。

汚物というものが、これは生活の中で欠かすことのできないものがございまして、これがノj、

学生、中学生にさせろということは、問題じゃないかというふうに考えます。これを除いた後

の、週に 2固とか、 3回、清掃の方でやっていますけれども、これが、できるな らば当番制に

しまして、毎 日便所掃除、これは自分たちの最終の終末の場所でございますから、自分たちの

手でやろうというしつけを、ぜひやっていただきたい。

私が申し上げるのは、子供にでも大人にでも、できるものは全部やっていただく。どうして

もできないと いう ものは、行政なり にやっていくと。こういうようなものが、私は本当じゃな

し1かと思います。これについて、ひとつ考えていただきた l¥。

もう一つは、一番大事なことでございますけれども、 自分たちが、給食でございますけれど 、

食事でございます。

このときに、 学校では割りばしを使って、そしてその割りば.しを使ってすぐにもう捨ててし

まうと。これが一つは、大量に仕入れて、大体 1円 50銭ぐらい、一つがかかるそうです。場

合によっては 2円ぐらいかかる、高く ても。こういうような、 1本が 2円というようなもので

p
h
u
 

q
u
 

円
ベ
U



ございますけれども、これは重な って、そして使う人の多い場合になってきますと、非常に金

額も重な ってまいります。

そういうような ところから、割りばしはやめていただき、そ して一つのはしを学校の中で備

えつける とか、または、それは衛生的に悪いというならば、各自の子供さんたちに持参させて、

そしてそれを食べるときにはは し入れから出していただく。袋からでも出していただく。 そし

て食べた後は 自介で洗って、そ してそれ を持って帰る。こ のくらいのこと は、学校側の方と、

それか ら行政の側の方と、指導すべきじゃ ないか。こういうふうに私は考えております。

その 2点について、ひとつ関係の方か ら御答弁をいただきたいと思います。

0議長(高橋通夫君〉 藤林理一郎君の質問についての答弁を求めます。 教育次長。

0教育 次長 (小山哲夫君〉 それでは、私の方から、 御質問が 2点出ましたけれども、

2点の御質問に対 しまして、 お答えをさせていただきます。

ただいま、児童生徒の しつけに関するいろいろと御高説を拝聴いたしました。 いろいろと共

鳴すべき点が、たくさんあ りました。

いろいろと学校教育の中における問題、あるいは家庭教育におけるしつけの問題、いろいろ

と御提言があ ったわけでございますけれども、 その中でのまず第 l点 目は、いわゆる学校の ト

イレの清掃に関する問題につきま しての、御提言をいただきま した。

学校の方の日野市の小中学校の トイレの清掃でございますけれども、昭和 47年度以前は、

小中学校と もに トイレの清掃につきま しては、児童生徒、教職員、ある いは用務員等の手を煩

わせま して、清掃を自主的にやって まいりま した。

ところが、昭和 48年でございますけれども、これ は 26市一斉でございますが、特に用務

員さ ん、ある いは組合等の要請がございまして、特にこれは用務員さんの労力等の問題の中で

の要請だと思いますけれども、これをぜひひとつ、 委託方式に切りかえても らいたいというふ

うな要請がございまして、 48年度か ら、実は委託方式という ことで、業者の方に トイレの清

掃は委託を しておるのが現状でございます。 しか し、委託と申しましても、月 5、 6回、とい

うことは、 5日に一遍ぐら いずつの清掃業者の トイレの清掃でございます。 したがって、 それ

だけでは不十分で ございます。

現状はどうかと思います と、小学校におきま しては、 1校は自主的に毎 日、生徒児童、ある

いは用務員等と一緒に、 トイレの清掃をしておると。
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中学校につきましては、月 6自のほかに、生徒が自主的にトイレの清掃を しておる 、という

のが現状でございます。

先般、たしか私ども、 記憶によ りますと、 48年度の決算委員会の中で、藤林議員さんから、

この清掃の問題が取り上げられた ということを記憶いたしております。

そこで、我々の方といたしましでも、この問題につきまして、今後の指導の中で、 いろいろ

と問題点があるかど うかということで、笑は私どもの教育長が、昨年 J1月の教頭会である と

記憶しておりますけれども、各学校における トイレの清掃が、一体どういうふうな形で問題点

があるのか、学校の芙情は どう かというふ うな ことで、いろいろと教頭等からの御意見を伺っ

たところでござい ま‘寸。

今、 藤林議員さんがお っしゃっ たとおり 、 トイレ等の清掃は、やはり勤労体験学習と いう 中

での、今いろいろと学習塾等の問題がある 、日常生活の中における児童の生活様式、ある いは

家庭の しつけの問題の中での、いわゆる公共施設を大切にするとい う気持ち、あるいは労力を

設下するという 、そう いった問題が非常に軽視されているのは、近年の状況でございます。

そうい った中で、自分たちが使 っておる トイレと いう ものは、今 も御提言がございましたと

おり 、自分たちが自主的に清掃していくとい う、そう いった意味での公徳心の高揚を図る 、そ

ういう意味の児童生徒の協力が必要である という ことは、これは先生方も一致した考え方を持

っておる ようで ございます。

しかし、現実問題として、音は水洗別所がなか ったんですけれども、いろいろと今建築構造

等が変わりまして、今は トイ レはすべて洋式、水洗 トイレ というふう な形に変わっております。

いろんな薬品等も使うわけでございますけれども、そういっ た中で、実際問題としての、児童、

生徒の中では、 トイ レの清掃が、実際家庭生活の中でや ったこと ないとい う、経験のない方も、

大分いるわけでございます。

そうい った面における児童の トイレの清掃と いう体験と いうものを、やはり これは学校のみ

にお願いする ことじ ゃなくて、日常生活における両親等の しつけの中での、自宅の トイレの清

掃という ような問題。それと loJじよ うに、学校でもそ ういっ た トイレの清掃等を行わせる とい

う必要性は、理解できるわけゼござ いますので、そう いっ た面での、お互いの家庭、学校と連

携を密にしながら、こういった面の指導が必要であると いうこと は、痛感しております。

ただ、御指摘の中にもありましたとおり 、いわゆる女千生徒の汚物処理の問題、これがござ

可
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います。これにつきましては、どうしても児童生徒だけでは、これ の清掃等ができませんG ど

うして も専門の業者に委託をして、 事業をする という以外に、今の段階では道がないんじゃな

かろうか、というふうに考えておると ころでございます。

御提言がありました件につきましては、非常に共鳴する点が、多々ございます。学校側とい

たしましでも、この点につきましては、一つの体験学習と いうこととあわせまして、公徳心の

高揚を図るということ で、 今後ともこれらの問題につきまして、学校側、ある いは父兄側、そ

ういった面での御意見等も一応聞きまして、なお、いろいろ労力関係の問題の中では、組合等

の対応の問題がございますので、これらの関係当局と十分に連絡をとりながら 、これらの問題

につきましても、対応を考えてまいりたい、というふう に考えておると ころで ζ ざいます。

第 2点目の、学校給食に関連いたしま して、いわゆる割りぱしの使用じゃなくて、はしを各

児童生徒がこれを持参して、そ してこれを自分たちがよく 洗 って、そしてそれを持って こさせ

たらどうか、こういうふうな御提言だろう と思います。

現在の学校給食におきます割りぱしのは しの使用状況でございますけれども、はしを使う場

合には、御承知のとおり 、給食の中におきます米飯給食、あるいは、めん類の給食の際に使う

わけでございますけれども、小学校の場合ですと、これは各学校によっ てまちまちでございま

すけれども、平均いた しますと 、月 1白から 6回、 小学校の場合ですと、平均月 3回ぐらいは

はしを利用しているんじゃなかろうかというふうに、現状を認識しているところでございます。

中学校につきましては、月 4固から 8回、平均いたしますと 、月 6.5固というふうな、統計

上の数字があらわれております。

今後、文部省の指導の中で、米飯給食を各小中学校に積極的に入れていくという 、こう いう

指導がございますので、そういった意味におきまして、今後、小中学校の給食におきまして、

はしを使用する機会がふえてく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

がございま したとおり 、 l膳当たりの割りぱしの単価は、 2円ないし 2円 50銭かか っており

ます。

昭和 58年度の実績で調べてみたんですけれども、小学校 19校で、年間どのくらいのはし

を使ったかと申しますと、 49万円使っております。

それから、中学校は 58年度は 2校でございますけれども、 2校で 28万 9.0 0 0円。です

から、年間合わせますと 、両方で約 80万近いはしの経費を使っておるということでございま

す。

す。

したがって、これを、いわゆる割りばしからはし持参というふうな形になれば、父母の軽減

はゼロになるわけで ございます。

しかし、はしを持参となりますと 、先ほど藤林議員さんから、これはしつけの中で、これを

自分たちが持参をして、自分たちが洗って、持ち帰って、また使う際に翌日持って くる、 こう

いう意味の御提言かと思いますけれども、なかなかはしを洗うということについても、指導の

問題の中で、難しさがあります。

それから、忘れてくるといっふうな問題もあります。

それからもう一つ、保管場所等の問題もございます。

そういうようなこともありますので、それらの問題につきましては、いろいろと 、父母の協

力の問題もございます。しつけの問題も ζ ざいます。そういった中で、学校当局とも、父兄と

も十分に相談をしながら、この問題を今後どうするか、検討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。

0議長(高橋通夫君) 藤林理一郎君。

020番(藤林理一郎君〉 細かく説明していただきまして、ありがどうございました。

ちょっと再質問させていただきます。

今、次長さんが、はしについて、非常に父兄という考え方のこともあろうし、学校側のとい

う考え方もあるように、私、受け取ったんですけれども、なかなかこの問題については、大変

だというようなことでございますけれども、実は私、ちょっとこれ、次長さんの参考になるか

ならないか、わかりませんけれど、こういう学校もあるそうです。

学校側で、その人数だけの分を買い入れまして、それは要るときにはそれを使用していただ

そこで、割りばしと、いわゆるはし持参との問題でございますけれども、それぞれ長所、短

所があるわけでございます。割りはしを使う場合には、確かに 1回使えば、後は使い捨ててし

まうという面で、非常に衛生的なわけでございます。かつまた、調理員等の手を煩わすことが

ございません。そういった意味におけるメリットはございます。

ただ、反面、いわゆるデメリッ卜と申しましょうか、対処といたしましては、先ほど御提言
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くというような、これは割りば しじゃな しに、備えつけの もののは しだそ うです。これ が日野

市の中で、そのようにまで実行 している学校が三つばかりあるということを、ちょ っと聞いて

いるんですが、これは仲田小学校と、それから一小、三沢台小学校と。 これが、ちょ っと私、

聞いてきただけですから、実際かどうかわかりませんけれ ども、この三つの学校が、このよう

なほしを備えつけてあるという ことで、 これはどうなんですか。

たとえは¥三つの学校がこのようになさっているという ことになれば、ほかの学校も、私、

できるんじゃないかなと。 こういうふう に考えているんですけれども、その返のところ、次長

さんが、何ですか、まだお聞き になっておりませんか。

それ 、ひとつお聞かせ願います。

0議長 (高橋通夫君〉 教育次長。

0教育次長(小山哲夫君 ) 確かに今藤林議員さんがおっしゃったとおりに、現在、は

しを保管している学校につきましては、一小、仲田小、三沢台小学校だったと思いますけれど

も、この 3校が確かにはしを持参していただいているという形でやっております。

これは、仲田小学校の場合ですと 、学校をつくる際に、新設する際に、給食施設をつくると

きに、はしを置く場所等の備えつけ等も、施設をつくる際にできております。それから、新設

校ということもございます。

そういう意味で、特に仲田小学校の場合は、給食を新し く行うに当たりまして、は し持参と

いう制度を取り入れたという ことがございます。

確かに学校によっては、持参をしている学校も .3校ございます。

いろいろと学校の給食施設の問題等もございます。あるいは、予算措置の問題等もございま

すので、こういう事実はし備えつけの学校もあるわけでございますので、今後、それらの問題

を踏まえまして、これらのはし持参ができるかどうかということは、一応給食部会、あるいは

調理部会、栄養士、そういった専門家の意見も開いてみたいと思っています。

0議長 (高橋通夫君〉 藤林三里一郎君c

0 20番(藤林理一郎君〉 これは、今、次長さんが各学校の方にも要請して、そして

できるものならしていこうというような、前向きな考え方でございますので、この件は了解さ

せていただきます。

便所のことなんですが、再質問させていただきますけれども、汚物処理は、これは当然、次
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長さんが言われましたように、普通では処理でき ない問題でございますから、こ の部分が、こ

れは学校の生徒 だけ じゃございません。教員の方 も、そしてまた、学校に集ま ってくる お母さ

ん方もある と思います。

それですから、これは当然、業者委託 という ような形 もよろしいと思いますけれ ども、できる

ならば、 しつけという 、そしてまた これから先の父兄なりの中で、やはり見直しする ところは

見直してし1かなきゃいかぬというのは、これはだれ しも考えている こと だと思いますので、で

きるならば汚物以外のものは、各学校で処理して、 生徒なんかにしつける意味としてやっ てい

くように、ぜひ私の方からお願いをしたい。

これ で、次にまた機会があれば、これと同じような問題もた くさんございます。それについ

て、また質問させていただきますけれども、きょうは この 2点について、述べさせていただき

ます。

本当 に細かいところまで答弁いただきまして、ありがと うございます。

できるなら、実行に移していただきますように、お願いをいたしまして、私の質問を終わら

せていただきます。

ありがとうございました。

0議長(高橋通夫君 〉

わります。

こわをも って 9の 2、教育問題について問う に関する質問を終

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 10分散会
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説明のため会議K出席した者の職氏名 午前 10時8分開議

市 長 森 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 19名でありますc

企画財政部長 前 回 雅 夫 君 総務部長 伊 藤 正 τロと 君 一般質問K入ります。

市民部長 藤 浪 ニ屯£乙 徳、 君 生活環境部長 坂 本 金 雄 君 1 0の 1、国際青年年を迎え今後の課題と対策K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 n 助 君 福祉部長 高 野 隆 君 C 7番議員登壇〕

水道部長 万く 原 照 雄 君 病院事務長 佐 藤 智 春 君 07番(馬場繁夫君) それでは通告K従いまして、 一般質問をさせていただきます。

教 育 長 長 沢 虫E 君 教育次長 山 哲 夫 君 1 9 7 9年 12月17日国連総会は、 1 9 8 5年を青年Kスポット当てた国際青年年と制定、

そのテ ーマを「参加 JI開発 JI平和」と定め、周知のとなり 、目的は 1青年の状態、権利

会議K出席した議会事務局職員の職氏名 と願望Kついて政策決定者及び世論の認識を高める。 2.各国の実情(疋応 じて青年K関する政策

局 長 Zιム玉J 沢 代 τ口と 君 次 長 ，馬 場 て炉4了h・ 君 と計画を進める。 3青年の社会への積極的左参加を促し、特K開発と平和推進を促す。 4青年

書 記 栗 原 YさE主 次 君 書 記 谷 野 省 君 の問K平和相互の尊厳と理解の理念を普及させる。 5青年問題Kついてあらゆるレベルでの協

書 記 串 田 平 芳日 君 書 記 佐々木 茂 時 君 力を奨励する 、と左つてなります 。

現在、世界は エネルギー資源の枯渇、米ソを中心として不信(疋基づいている果てし左き軍拡

速記委託先 住所 東京都立川市曙町一丁目 10の 3 競争、地球規模で進行する砂漠化、自然破壊、飢餓の嵐左どが拡大の一途をたどる左ど、克服

立川速記者養成所 所長 関 根 -三ヨp 峰 しなければ左らない数多くの課題を抱えてなります。とれらの課題は 10年、 2 0年後Kは、

速記者 浜 田 文 子 君 確実K現在の青年たちK降りかかってくる課題でもあります。ととしは国際社会の相互依存性

を理解し、深める機会でもあります。

議事 日 程 そとで、基本的、本格的在国際人としての育成は、教育改善・改革KゆだねることKいたし

昭和 60年 3月8日 (金〉 まして、国際青年年をスロ ーガンK終わらせるととなく、大き左飛躍への足がかりとするため

午前 1 0 時開議 K、さらK今後の課題を模紫しつつ、地方行政で現実的K取り組むべき諸問題の一端を数点質

日程第 1 一般質問 問いたします。

本日の会議K付した事件

日程第 1

第 1点といたしましては、国際交流Kよって文化を支える価値観や行動観を互いK理解しあ

い、学ぶべきは学び、互いに相違し左がら尊重と理解の上K立つ交流が大事であり 、とれを最

も実現 しやすい問題の一つは、市内在住の留学生、 もしくは、市内の大学、または周辺大学の

留学生と市内の学生、青年との国際交流をするととが十分可能であり 、また必要左ととと考え

られますが、行政として取り組む考えをな聞きいたします。
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ょうか。

青年の行政K対する要望を聞く日を設けてはどうかと考えますが、どうでありましょうか、考

えをな伺い致します。

以上 5点Kついてよろしくな願いいたします。

。議長 L高橋通夫君) 馬場繁夫君の質問Kついての答弁を求めます。教育次長

0教育次長 (小山哲夫君) それでは私の方から御提案どざいました五つの御質問K対

しまして、考え方をな答えしたいと思って会ります。

ただいま馬場議員さんからど指摘がどざいましたとなり、本年は、国際青年年の年K当たり

ます。特K青年年につきましては、非常K重要左課題でどざいます。これKつきましては、教

育委員会だけの窓口ということでは在〈て、日野市全体の行政の中で、あるいは市民、民間団

体、官民一体と左って この問題K取り組んでいくべき重要左課題であるというふう K認識をい

たしてなります。

国際青年年Kつきましては、ただいま御提言がどざいましたと沿り、これからの 21世紀を

背負って立っていきます青年たちの開発していくべき課題を積極的K開発していく という ζ と

で、開発、平和、あるいは参加、 ζ ういったものを三つのテーマといたしまして、国連総会K

なきまして、 1 9 7 9年の第 34回の総会Kなきまして決定されたわけでどざいます。これK

つきましては、現在、内閣総理大臣が、いわゆる議長と左りまして、総務長官、あるいはまた

関係各省の事務次官、あるいは民間人の代表、あるいは各関係省庁、都道府県、市町村、と う

いったものが推進の母体と左りまして、その推進委員会で決定された国の施策という中で、各

都道府県、あるいは市町村Kいろいろと国際青年年K向けての施策Kつきましての要請、ある

いはそれに対しましての推進Kつきま しては、いろいろと計画が左され伝わってくるものと思

つてなります。現在、総理府では、総務庁が窓口K走っていますけれども、各市町村Kなきま

しでも、との国際青年年Kなきましての担当部門というものが決められていぐんじゃなかろう

かというふう K思つてなります。

そとで、何点かの御質問が出たわけでどざいますけれども、特K行政側としてのとの国際青

年年K向けての大きな役割といたしましては、ただいまも御提言がどざいましたとなり 、とれ

からの国際社会K向かつての日野市Kなきます青年たちのいろん左参加、開発とういったもの

Kつきましての相互の連絡調整を図る、あるいは会合の場を設ける、あるいは交換の場を設け

る、あるいはまたそれK対する必要左助言を与える 、あるいは物資の援助をする、あるいは側

第 2点といたしまして、 国際化時代が加速度K進行する中で、地方の国際化とも言われ始め

てなり、有能在国際人を育成するかは、日本の将来の明暗を制するほど重要性をもっていると

とは、周知のとなりであります。地方行政も国際化の一翼を担う時代K入ったと言われてなり

ます。馬場弘融議員の質問でも取り上げられているところの レッドランド市ヘの青年を中心と

した定期的左人材交流を図り、さらK民間友好交流のかけ橋K行政として取り組むべき重要左

課題であり、今後の施策をな尋ねいたします。

第 3点目といたしましては、市内の青少年の海外研修、海外留学等の旅費の貸付制度Kつい

て必要左時期K到来したと言えますし、 今後積極的K検討し、 設置するよう要望するものであ

ります。j:，-，考えをな聞きいたします。

質問の第 4点目 といたしましては、 2 1世紀を担う主人公は、紛れも左く現代の青少年であ

ります。青少年の心の扉を聞く主体者は、かかわりの大きい家庭や学校であります。さらK、

地域社会であり、行政でもあります。国際人として立ちゆく Kは、政治や経済の実用的知識K

とどまらず、日本の伝統文化への造詣と、相手国への理解、さらK白からの人格K刻み込まれ

る幅広い教養が要請されるものでありますととは周知のとなりであります。学校教育、社会教

育の中で、それぞれの立場で創意工夫して和ることは周知してなりますが、さらK、それぞれ

の青少年の人格K刻み込まれる幅広い国際性教養のための意味から世界の現状を正しく理解す

るためKも、小 ・中学校Kないて干ばつで苦しむアフリカ難民の人々のパネル展示、また、今

後も必要K応じた世界の現状のパネル展示等行うべきであろうと考えますが、どうでありまし

さらK、行政が中心と左り 、青年の力を結集し、募金活動等を行う ζ とも考えられますが、

とれKついてのな考えをな伺いいたします。

第 5点目といたしまして、社会教育の一環と して、 青年文化講座、サークル、団体活動、さ

らに青年フェスティパル等を行つてなりますが、青年が家庭、学校、職場、地域社会などの生

活の場所でいろいろ左活動K参加 し、年齢K応じた役割を果たし左がら健全K成長していける

よう K、すべての行政分野で総合的左施策を展開していくことが大事であります。

そとで、青年の戸を積極的K取り入れるため、青年モニター制度を設置し、青年、あるいは

青少年の意見K耳を傾け、行政K反映していくととも必要と左りましょう 。

さらK、 1月 15日成人の日 K、青年の代表と市長、部長との対話による意見交換、また 、
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面的左財政的左面の援助をする 、と ういったものが行政Kかけられた大き左課題であり、また

使命であるというふう K私どもは理解をいた してなります。

そとで、第 1点目のいわゆる国際交流の方法といたしましてのレッドランドの市民とのいわ

ゆる交流の問題が出されました。とれKつきましては、 先般もレッ ドランド市民とのマーチン

グバン ド等の交換も左されてな りますし、また、昨年の 8月Kは、日野市の代表の方々が 26 

名でどざいますか、8月Kレッ ドランド市を訪問し、親善訪問の役割を果たしてなるというふ

うK伺つてなります。 今後そういった意味Kなきま してのそうい った面の交流は、特K民間等

を通しましての交流は必要であろうというふう K私どもは理解をいたして長ります。

それから、いわゆるとれKち左みましての海外の研修等の問題が御質問がどざいました。確

かKζれからの国際化という大き在社会観を考え、青年たちがその辺の認識をつけるわけでど

ざいますけれども、そういっ た意味Kなきますと ころの海外研修というものは必要であろうと

いうふう K理解をいたしてなります。特K東京都VC:t-.きましでも、数年前からとの国際交流の

一環といたしまして、青年船の家ということで、とれは中国へ毎年約東京都内の青年たちを

4 0 0名ほど中国の方へ 2週間ほど派遣いたしまして、それらの交流を図つてなるということ

で、日野市からも毎年数名の方々、青年が参加をいたしてなります。そういった意味Kなきま

すところの今後の国際社会を迎えての青年たちの交流という意味Kなきましての必要性があろ

うかと思いますσ 貸付制度等の問題Kつきましては、いろいろ財政等も伴う問題でどざいます

ので、理事者側等とも十分K相談をして、とれらの対応Kついて考えてまいり たいというとと

で、検討されてもらいたいというふうKな答えをしてなきたいと思います。

それから、いわゆる 21世紀を迎えてのいろいろと青年の過程の中での取り組み方の中での

問題の一つK小・中学校のアフリカ等の今いろいろと基金等がどざいますけれども 、そういっ

た面Kなきます子供たちへの関心を高めるというそういった意味十てなきましての小 ・中学校等

Kそれらの写真展、あるいはノごンフ レット、ポスター等の展示をしたらどうか、こういう御提

言でどざいます。確かKこれから 15年後Kは 21世紀を迎えるわけでどさいますけれども 、

との 21世紀を迎えるととれから 15年間VC20億人の人口がふえるであろうと言われてなり

ます。その中で、我国、あるいは欧米諸国の先進国のほかKアフリカ、あるいは東南アジア等

の飢館、貧困K非常K追われているといういわゆる開発途上の国があるわけでどざいますけれ

ども、その中の約 80%がいわゆる開発途上Kある東南アジア等の貧民を抱えるととろの人口

がふえるだろうというふう K予測を されてなります。そういっ た意味でとれからは先進国の青

年たちが、そういう 弱者といいま しょ うか、難民といいま しょうか、そ ういう因っている人た

ちK対しての認識を深め、それらK対する援助を深めていしそういう意味の国際間の必要性

というものは提起されているととろでどざいます。特Kとれからの小 ・中学生等Kつきまして

は、 21世紀を迎えていくいわば主人公K左るという、大人K在っていくというそういうふう

左時代を迎えているわけでどざいますので、そういった面でのいわゆるアジアの難民とか、あ

るいはアフリカの難民飢箆の状態、と ういったよう左問題Kつきましでも現在、小 ・中学校の

方でも学校の掲示板等Kいろいろとポスターとか、あるいは写真等る展示し、とれらの状況K

つきまして周知をしているととろでどざいます。御提言がどざいましたポスタ ー、あるいはま

た写真展示等Kつきましては、今後ともども小 ・中学校の校長あるいはまた関係者とも相談い

たしまして、とうい った面でのPRの和極的左導入を取り入れていぐべきでは左かろうかとい

うふう K私どもは、学校教育の施策の中で考えてなると とろでどざいます。

それから、それに伴いましての募金活動等もどざいましたけれども 、現K子供たちの中でも

募金活動等を特Kアフリカの難民等K向けまして市内でも行われているや(疋聞いてなりま す。

今後学校、あるいはま た子供会、あるいはがーイスカウ ト、そういった青少年の団体等もある

わけでどざいますので、とういった面Kつきましての意を注いでまいりたいというふう K考え

ていると とろでどざいます。

それから、第 5点目の社会教育のいろいろ左面での青年講座、あるいは青年フェスティバル、

そういっ た面Kなける国際観の問題Kついての御質問がどざいました。現在、いろいろと社会

教育の面で青年講座、あるいは青年の研修、あるいはま た青年フェスティパル等Kよりまして

の市内のグノレープ、サ ークノレ、あるいは青年たちのいろいは左親睦、交流の場をいろいろ左面

で設けてなりますけれども、今後いろいろ左面での青年たちの交流を図るとと Kよって、市民

たちの連帯を深めていくというととをあわせまして、広い意味VC:t-，ける国際社会の認識K立つ、

そういった面での指導も必要であろうと思いますので、特K本年の国際年を記念いたしまして、

今後の青年教育の中で、とれらの問題Kつきまして積極的K取り組んでいくべき課題だろうと

いうふう K私ども は理解をし、それK向かつて推進をしていきたいというふう K考えていると

とろでどざいます。

それから、その中での提言の中Kいわゆる青年モニターの制度を導入したらどうか、とうい
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うふう左御質問でどざいま した。とれKつきましては、特K青年の とれからの時代を背負って

いくという社会的左使命もどざいます。青年たちが ζれからの社会の主人公K左っていくと い

うふうな認識からしますと 、積極的左面Kなける社会教育活動、あるいは地域活動、あるいは

ボランティア活動、あるいは市政への参加、と ういった面の要望が左されるでしょうし、そう

いっ た面での必要性というものは十分Kあろうかと思います。そういっ た意味Kなきましての

青年たちの意見というもの、あるいは市政K対する要望というよう左もの、こ ういったものも

積極的K市の方K提言したいと思いますし、また、 それK対する市の行政側の考え方を生徒た

ちK伝えていくというそういった作業も必要じゃ左かろうかと思います。これKつきましては、

また理事者の方からの考え方があろうかと思いますけれども、その面Kつきましての考え方K

つきましては、賛意を表したいと思つてなります。

それから、成人式が毎年 1月 15日K行われるわけでどざいますけれども 、との成人式Kは

ただ単左る成人の日のいわゆる行事というととだけKとどめること左〈、せっかくの二十K左

った青年たちが一堂K会するわけでどざいます。成人式が終わった後、いろいろな意味での青

年たちの交流、親睦、あるいは仲間意識をつくる 、そういうととを踏まえまして成人式が終わ

った後、いろいろ左青年の催し物を開いてなります。その中でのいろいろな今申し上げました

青年たちの代表の声を反映するよう在施策、そういっ た意味での今後の施策も十分Kその中へ

取り入れてまいりたい、そういうふう K考えてなります。

いずれ十ていたしましでも、いろいろと今、五つの御質問がどざいましたけれども、一朝一た

んKできる問題ではございません。非常K長い期間を要する問題でもどざいます。今後国際青

年年という年を迎えるK当たりまして、とれを契機として、とれらの青年たちの活動が活発K

行えるよう K平和参加、あるいは開発、とういうよう左問題K向けましての施策を積極的K進

めていくような方法で今後教育委員会を含め、行政側として対応していきたいというふう K考

えている ところでどざいます。以上でどざいます。

0議長(高橋道夫君)

07番(馬場繁夫君)

馬場繁夫君。

1 5歳から 29歳までの人口は、市内の総人口 K対しまして

ょう左質問K対 しましては、 2 0代の方は、 3 3.1 %、 学生は 52%が参加をしたいというよ

う左考えを持っているととがあらわれてなります。さらK、市役所から環境美化運動左どの町

づくりで協力を求められたらどうしますかというよう左質問Kつきましては、 20代で 58%、

学生では 57.7%の方が、協力をするというふう K答えてなります。また、町の出来事、自治

体の最きKどの程度関心がありますかというよう左質問Kかきま しでも、 20代は 54.4%、

学生は 53.9%の方が関心があると答えてなります。 とのよう(IC2 0代、また学生の半数の人

々が参加協力していくという気持ちを持っているわけであります。また、市政の要望、苦情を

持っている人がというような質問Kなきましでも約半数の方が要望、苦情を持っている、と い

うよう左考えを承知してなります。そのことからも人口の約 4分の lが青年層でありまして、

この新しい価値観をもった青年の意見は日野市の方向性を動かしていくだけの力と在る ことが

考えられます。そういう意味からもまず青年のモニター制度を早期実現していくことが青年の

意識を市政K反映していく足がかりとなるのでは左いかと思います。そういう意味からも市長

の青年モニター制度Kついて御意見をな伺いします。

。議長(高橋通夫君) 市長。

。市長 (森田喜美男君) 国際青年の年を迎える K当たりまして、との青年問題、との

将来の地域社会Kもまた広い意味でもこのいずれ主人公と左る青年たちの育成、あるいは広〈

海外K向かつての視野の拡大、知識の向上、いろいろ左日本の平和指向の中で取り組むべき問

題が多々あると思つてなりますが、自治体といたしましては、今、それぞれ御指摘のありまし

たととは、今後の大切左謀題Kすべきものだと伺つてなります。そとで、早速でどざいますが、

その青年モニター制度、あるいはとれまで日野市でも過去国際婦人年、あるいは国際障害者年

というふう左ととがらK伴いまして、多少、 1年ずつなぐれた傾向はあったかもしれませんけ

れど、まず婦人関係Kなきましては、婦人問題懇談会をつくり 、婦人センターを開設した、と

ういうような ζ とがあります。それから、国際障害者年K当たりましては、ととし、建物とし

てでき上がりました障害者センタ 一、 これらがそれK該当する対応K在ったわけでありまして、

青年のととKつきましでも私は、国際青年年K当たりまして、日野市の青年懇談会、とのよう

なととがいずれ課題K在ってくるというふう K受けとめたわけでありますが、左台、それK伴

いまして、その青年K在宅のままモニタ ー的在役割をしてもらう、行政K対する意見参加を

してもらうというととは、大変結構だと思つてなりますので、ひとつ積極的K取り組みを進め

2 4.1 %なります。そして、日野市民意識調査Kよりますと、市政K参加したととがあります

かという質問K対しては、 20代の方は 89%、学生は何と 96%の人が参加したことが左い

というふう K答えてなります。また、何らかの方法で市政K参加の気持ちがありますかという
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ていき たい、とのよう K伺っ たと ζ ろでどざいます。

O議長(高橋通夫君) 馬場繁夫君。

07番(馬場繁夫君) これは企業の実例でどざいますけれ ど、ホンダシテ ィが誕生す

る以前K、そのホンダシティの開発プロジェク トの若手のリ ーダーが、経営のトップK頼み込

んだ有名左言葉があ ります。それは、r 4 0才以上の人は 口を出さ左いでぐれ」ということで

あ ります。そして、ホンダシテ ィを誕生させたと言われてなります。周知のようにホンダシテ

ィは爆発的左人気を呼んでなります。さらK、布団乾燥機とい う空前の ヒットを生みま した三

菱電気の企業内では、若者のアイディアを積極的K活用する ことKよって新製品が出されたと

いうふう K言われてなります。さらK、各企業Kなきま しで も、ヒ ット製品を出 している企業

は、企業内の提案制度、また青年のアイディアと意欲を尊重 している企業は大きく 飛躍してい

るのであります。そういう意味からも市内在住の青年の意見を積極的K市政取り入れ、また、

今後高齢化社会を迎えるK当たりまして、 青年K過大の負担がかかっていくととは、当然予測

できるものであります。そういう意味からも青年K夢と希望が持てるような施策を十分取り入

れていただきたいと思います。日本は、アメ リカK次ぐ国民総生産第 2位の自由国であります。

経済大国と言われるまでK発達を遂げ、日本みずからの大きさを気Kかけ左くては左らない存

在と左りました。好むと好まざると Kかかわらず、日本の少しの動きで他の諸国K大ぎな影響

を与えます。日本一国の都合だけですべての施策を決定する ζ とができ左い責任ある立場十てま

いった ととは周知の事実であります。さらK、欧米を中心とした国際秩序も中近東問題や南北

問題の前Kは、新た左秩序の模索が行われてなります。国際社会の中で、日本及び国民がどう

対処し、どのよう在役割を果たすべきかの課題K積極的K取り 組まねばならぬとき であります。

米 ・ソ二大陣営K大きく二分されている軍事パランスK辛くも支えられている世界平和とい

う現実の前で、軍事科学技術への進歩は、人類K大き左恐怖を与え、世界平和への実現の努力

を一瞬たりともゆるがすととのでき在い現状であります。との現実の中で、どのよう K世界平

和K貢献し得るか真剣K模索するときであるとも言われてなります。

作家の堺屋太一氏は、結党 20周年記念文化講演会で米 ・ソ核戦争の脅威、発展途上国の累

積債務問題、第 3次オイノレショック、とれらの危機や問題は、人間がっくり出している問題で

あり、それは人間同士が英知と勇気を持って当たれば必ず解決し得る問題であると講演されて

骨ります。さらK、人類の英知、勇気ではどうしても解決しKくい問題として、一つは土地の

砂漠化であり 、二つ目は人口爆発問題、三つ目は難民、移民をどう考えたらよいか新た左問題

と指摘されてなります。特K難民、移民受け入れ問題が 1990年から 21世紀Kかけて 日本

の最大の問題となり 、さらに異っ た倫理観を持っ た外国人と平素からのつき合い、訓練を して

いか左ければ国際化の道を歩め左 い。 90年代の国際社会では、恐らぐ との問題が日本Kとっ

て最大の課題忙なるでしょうと結論づけてなります。世界の中の日本、地球人と しての日本人

の立場を踏まえて、日本が世界の中で生きる ためKは、平和を基調とし、さらK人間生命の尊

重を土台Kした外交、経済、文化等の諸施策と地方自治体や民間活動、青年の力等総合的K展

開する ことが、必要となるでありましょう。さらKとれ らを支えるために国際社会の中で活躍

できる国際人の育成が急務と考えられま す。

日野市K会きましでもどう役割を果たすこ とができ るかという価値観の転換を図り 、基本構

想K位置づけを行い、さらK、今、実施可能左施策をより積極的K実施されることを強く要望

いたしまして、との質問を終わらせていただきます。

0議長(高橋通夫君) とれをもって 10の 1、国際青年年を迎え今後の課題と対策K

関する質問を終わります。

次K、 1 0の2、水道、飲料水の現状と安全対策Vてついての通告質問者、馬場繁夫君の質問

を許します。

07番(馬場繁夫君 ) 地球上での水は、海水、陸水、水蒸気左どの形で存在してなり、

その大部分が海水で 97%を占めてなり 、陸水はわずか 2.5%VCしか過ぎ左いのであります。

さらK、我々人類の利用価値の高い河川水、湖水、地下水等は全陸水K占める割合は、わずか

0.3 7 %VC過ぎないと言われてなります。地下水は、生活用水、工業用水、農業用水として多

量K利用されていますが、とのうち飲料用水としての上水道の利用量は 57年度調査Kよりま

すと、年間 38億 8，000トンで全国の上水道の全取水量年間 140億 6，50 0万トンの実K

2 7.6%を占めてなります。国民が毎日飲んでいる水道水の約 4分の l強は、地下水Kよって

賄われているというととK左り 、ζの貴重であ ります地下水が、有機塩素系化学物質Kよって

汚染されているととが、初めてわかりましたのは49年、東京都衛生研究所の井戸水調査が

その発端とされてなります。その後 56年K、東京都と川崎市で水道用井戸の調査を行い、 ト

リクロロエチレン左どの汚染が報告されました。とのことからKわかK全国の地下水汚染が懸

念されるよう K在ってきました。ζのため環境庁では 57年K、地下水汚染実態調査を実施、
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5 8年度にはさらKその追跡調査を実施されてなります。調査Kよりますと、 全国 15都市の

1，3 6 0カ所の井戸Kついて 18の化学物質の調査を行い、その結果Kよりま すと、 肝臓障害

や発がん性の恐れのあるト リクロロエチレン、 テ トラ クロロエチレンの汚染が 目立ちいずれの

都市の地下水か らも検出されてな り、 調査井戸の 3分の l近くが汚染されてなる とい うζ とで

あ ります。 トリクロロエチレンの場合は、飲料水K関する世界保健機関の環境基準ガイドラ イ

ンを超えたものは 、 13都市 40カ所の井戸であり 、テトラクロロエチレンの基準を超えたの

は、 1 3都市 53カ所Kのぼったと されてな ります。

5 9年 9月の都議会都市計画環境保全委員会Kなきまして、 57年、58年の調査報告Kよ

りますと、府中、町田、八王子、立川、小平、三鷹市、練馬区内の専用水道から高濃度のトリ

クロロエテレンが検出されたζ とが明らかKされま した。

さらK、都水道局は、 59年 11月水道水をめぐる残留農薬の 59年度検査結果を発表され

ました。これ十てよりますと 、四塩化ダイ オキシンを含む有機塩素系水田除草剤CNPが3カ所

の浄水場で浄化後の水から検出され、夏場がピークで水田にまかれた後、水源の河川IVC流入し

たと見られ、都水道局はど〈微量で安全性K心配左いとされてなりますが、環境問題研究家た

ちの間では飲料水から検出される とと自体K懸念とする声も出ていると働き及んでなります。

そとで、質問第 1点目といた しま しては、市内で都水道K一元化されてい左い世帯、人口は

どのぐらいあるで しょうか。さらK、一元化への年次計画は、どう予定されて沿りますか、な

聞きいたします。

第 2点目といたしまして、三鷹市では 58年 8月、 3 9本の水道用取水井戸のうち 3本の井

戸からWHOのガイ ドラインを超える トリク ロロエチレン左どが検出され、ζれらの有機塩素

化合物を薄める ためのばっ気処理装置を民間会社と協同で開発、との装置Kより夏から 3本の

井戸の取水を再開する ととK左つてなります。高濃度の トリ クロロ エチ レンが、町田、八王子、

立川市より検出されてなりますが、市内 19本の水道用取水井戸から検出されているのかな聞

きいたします。さらK、その他の塩素系化学物質の検出状況は、どのくらいあるんでしょうか。

また、 1 9本の取水井戸の水量は全使用料の何%VC当たってな りますか、な聞きいた します。

第 3点目といた しまして、日野保健所K沿きまして、毎月 2回水質検査を行つてなります。

受水槽の水質検査は、月約 30件ぐらいで年間 35 0から 40 0件とされてなります。地下水

検査年間 10 0件以下であると報告されて訟ります。検査手数料は、 1回 5，600円でありま

す都水道(疋一元化を希望 してな りま すが、地域の状況Kより困難で一元化できず、一軒左いし、

2、 3軒で地下水を使用している地域も あ り、 常K水質K脅か されてなります。よ り早 〈一元

化を願って会 ります。さらK、一元化できるまで年 1回ぐらいの水質検査料 5，6 0 0円を助成

する ことができ左いだろ うか、とのζ とKつきま しての考えをな聞きいた します。

以上 3点Kついてな願いいたします。

。議長(高橋通夫君 )

。水道部長 (永原照男君 )

馬場繁夫君の質問Kついての答弁を求めます。水道部長。

今、 なっ しゃいましたよう K、地下汚染は環境庁の発表K

よりますと 、先生の数とちょ っと違うんでどざいますけれども 、全国の 514本の井戸のうち

から 35本、これは大体トリ クロロエチレンでどざいます。さらK、 58年度同じ井戸で追跡

調査をいたしてなります。 とれ陀よりますと、やはり継続的K出ているの 28本が言われてな

ります。 乙の トリク ロロエテレンというのをちょっと御説明してなきますと 、 トリというのが

三つという意味でどざいます。ですから、エチ レンK三つの塩素がくっついたものでどざいま

して、まず非常左利点は、油を落とす能力が非常Kどざいます。それと燃え左いという ことで

どざいます。でどざいますので、非常Kこの業種を言ってはまずいかもわかりませんが、クリ

ーニ ングのしみ落としとか電工場で油落としというようなと とろで、非常K使われている物質

でどざいます。そ して、とれは発がん性があるというぐあいK言われて卦りまして、 トリクロ

ロエチレンKつきましては、WHO並びK厚生省の基準Kよりますと 、O.0 0 3 p p mでどざ

います。それから、テ トラ、テ トラというのは四つという意味でどざいまして、テ トラクロロ

エチレンは O.0 0 1 p p mというぐあいでどざいまして、練馬とかいろん左と とろからそうい

う物質が出てたが日野ではどうかという ことでどざいます。とれは、昨年の 9月 27日の某新

聞K発表してなるところでどざいますが、とれKよりますと 、幸いに日野市は検出されてなり

ません。 19本検出されてなりませんO そういう ζ とを御報告してなきます。

それと、農薬問題ダイオキシン関係の話も出たわけでどざいますが、これはクロロニトロヘ

ンCNP、MOとも言つてなります。農薬除草剤として使っているものでどざいますが、MO

とつけたのは三井東圧の大牟田工場でつくったからMOという名前をつけたんだそうでどざい

ます。とれKつきましては、田んぼの除草剤としては、非常K効果がどざいます。とれは水中

から余り発見されてなりませんけれども、川河水の中Kその稲作が一番水を使う 5、 6、 7ぐ

らいですか、K検出が多いと言つてなります。しかし、ζれは因果関係がはっきりしていると
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いうととは述べてはなりません。 とれは非常K今、なっしゃいましたよう K、ダイオキシンの

今まで都で最もひどかったものが、 0.09 3 P P Bでどざいます。〈ースパービデイオン 10 

億分の lの単位でどざいます。 Mじゃ左くて Bでどざいます。とれはいろんなグイオキシンの

種類がどざいまして、 13 6 8 4四塩化ダイオキシン、これK換算いたしますと、さっき言い

ましたものは、 0.001 8 6 P P BK当たるそうでどざいまして、 1日の許容量等は大体 60 

キロの人聞が 1日K20本ぐらいのドラム缶の水を飲んだとき初めて害があらわれるだろうと

いうことを言って心配し左いでほしいという ζ とを都の方では申してなります。

それと、次は、日野市K都の水を使っていない、すなわち専用水道がどれほどあるか、とい

う件でどざいます。大体私の方で、つかんで名、りますのが 2，5 0 0世帯、大体 7，500人ぐらい

では左かろうかというぐあいK考えてなります。とれの年度計画を示せ、今後どのよう左計画

で進んでいくのかということでございますが、とれKつきましては、 1月の終わりにも多摩水

道対策本部K行って打ち合わせを したわけでどざいますけれども、 60年度、 59年度で、一

応多摩動物公園の 154戸並びK光塩学園の方へ行く道路の実施測量を終わりました。そうし

て、設計を完了し、 69年度で工事を着工したい。これは左ぜかといいますと、 2，5 0 0世帯

K左りますと 、現在の水量では少々不安がどざいます。そのた めK程久保給水場から大イイ¥

500ミリ、今の予定は 500ミリでどざいますが、 5 0 0ミリで明星学園前の都道まで引っ

張ってとようととの工事を大体 60年度K行いたいというととでどざいます。じゃ あ、今後の

計画はどのよう Kしてやっていくのかということでどざいますが、これは今の企画とか、総務

部長とも相談いたしまして、検討を練っているととろでどざいまして、いましばらく何年度ど

とということは、ひとつまだ発表そこまでやってないというか、発表できませんのでな許しを

願いたいと思います。

一元化の問題、今言ったことが専用水道を一元化K持っていくととの説明でどざいまして、

もう 1点は、その水質検査の助成という問題、とれKつきましては、非常K5，6 0 0円もかか

ると大変だとは考えます。水道としては、ちょっと左か左か困難左問題でどざいまして、ま た

内部でよく検討させていただきたいというぐあいに考えてな ります。

0議長 (高橋通夫君) 市長。

す。

。議長 (高橋通夫君)

07番(馬場繁夫君)

馬場繁夫君。

前向き(疋検討していただきたいと思います。

。市長(森田喜美男君) 水質検査の問題で、とれは市民の健康Kかかわる問題であり

今現在、市内K井戸水が 237本あるそうであります。そのうち飲料水として使用している

のが 93本というように保健所の方では言われてなります。特K2年前K保健所でその水質検

査をされました。そのうちの約 11. 4 %が飲料水として非常K不適だというよう左結果が報告

されてなります。特K一元化されて左いで、地下水を利用しているな宅で、特Kl軒左いし数

軒で利用されている方が、都水道をヲ1<場合、場所Kよりましては、 40 0万から 500万と

いう金額がかかる場所もあります。そういう場所Kつきましては、なか左か個人で引ける状況

でありませんので、より 早〈一元化への施策を講じられるよう K水道部の方忙な願いいたしま

す。さらに、一元化できるまで自分たちが使用しています水道水が安全であると言えるよう K

するためKも年 1回の飲料水の検査の 5，60 0円を市の方で援助していただき 、安心して生活

ができるよう K強くな願いを申 し上げてなきます。

水道Kより供給される水の安全を確保するためK、昭和 32年水道法が制定され、公営水道

より供給される水は、直結式給水方式とタンク式給水方式の二つに大別されてなります。

タンク式給水方式は、配水管より給水された水をーたん受水槽K受け、さらK高置水槽Kポ

ンプで 〈み上げてから給水する方式であり 、ζの方式の場合忙なきましては、受水槽、給水管

等の施設は、施設設置者の財産であり、との管理は所有者、または管理者が自主的K行うもの

であります。延べ面積が 3，000平方メートノレιL上の建物や受水槽の有効容量が 20トンを超

えるものは、ビノレ衛生管理法や水道法忙より所有者管理者等K適正左衛生管理を行うことが義

務づけられてなりますが、これK該当する箇所は市内で約 61カ所とされてなります。しかし、

問題と左りますのは、受水槽の容量が 20トン以下の給水施設のものは、法令の規制を受けず

衛生管理が不十分左ものが多いと言われてなります。との ととか ら59年 4月K小規模給水施

設の衛生管理指導要綱が東京都により制定されましたが、罰則規定は左く 、小規模施設ではほ

とんど野放しされていると見られてなります。

特K、建設省告示 50年 12月 20付以前の建物の受水槽は、6面が管理できる構造ではな

く、地下で床や壁を兼用しているため、外壁から汚水や地下水、f由左どが浸入しやすく危険性

が高いとされて和ります。ますから、検討させていただきまして、何らかの措置をできるよう Kいたしたい、と う思いま
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そこで、質問 4点目といた しまして、この小規模給水施設では、清掃 した受水槽K汚水混入

不ズ ミの死骸が入っていたり、 ゴキ ブリ や蚊が大量発生したクースも報告されてなります。市

内では小規模給水施設が約 220カ所とされて台りますが、市民や管理者K衛生管理の PR(!C

努め、さ らK行政と して、 小規模給水施設への監視、指導を行う 乙とができ左いだろ うか、な

考えをな聞きいた します。

質問 5点目といたしまして、 51年第 2固定例会の一般質問で黒川議員は、小・中学校及び

市営住宅忙なける受水槽、高置水槽の維持管理Kついて質問されたこと Kより、 小 ・中学校等

の公共施設の受水槽、高置水槽は整備された と聞いてなります。

昨年 12月の新聞報道Kよりますと 、都衛生研究所と保健所が合同で貯水タンクの藻類の実

態を調べた結果、 120台のタ ンクのうち 40台が内壁Kコケのよう左藻類が張りっき飲料水

中K直径 5センチ大のマリモ状の玉左どが浮かんでいた とされてなり ます。タ ンク内K繁殖 し

た藻類が人体K悪影響があるかまだわかっていませんが、パイプの目詰まりの原因、水温の高

い夏場Kは塩素を消費して殺菌能力を落とし、不衛生K左りかね左い。さら花、強化プラスチ

ック性のタ ンク が太陽光線を透過 しやすいため、タ ンク内で増殖していると分析してなります。

公共施設の高置水槽の材質は、FRP製を使っているのか、さらK管理上藻支局の発生はしてな

いかをな聞きいた します。

以上 2点Kつきま して答弁な願いいた します。

O議長(高橋通夫君 ) 生活環境部長。

。生活環境部長(坂本金雄君 ) ただいまの御質問の中Kもどざいました ようK、量

水器メ ータ一以下の給水設備は受水槽を含めま して個人の財産K帰するものでどざいますので、

所有者の責任Kないて良好左管理をしていただく 、とれが鉄員IJ(!C左って好ります。との小規模

の受水槽の指導Kつきましては、これも やはり御質問の中Kどざいましたが、東京都が小規模

給水施設衛生管理指導要綱というものをつくりま して、との要綱Kのっとりま して、保健所が

中心K左りまして、その衛生指導、衛生思想の普及、向上、そういった仕事K携わってなるわ

けでどざいます。市といたしま しては、直接的K指導、助言をするという権限はどざいません

が、市の広報を通じて、あるいはそのほかの機会をとらえまして、 20トン以下の受水槽の衛

生面Kつきましでも、積極的K啓蒙してまい りたい、このよう K考えて沿ります。

。議長(高橋通夫君) 水道部長。

0水道部長(永原照雄君) 今、 生活環境部長からも発言がどざいました よう K、受水

槽以下は、水道法の適用を受けません。原則といた しまして。 しかし、水道法第 3条の 7項で

受水槽が、議員さんもなっしゃいました よう K、 20トンを超えるものKついては、簡易専用

水道ということで、年 l回の清掃義務を負わせてb ります。とれは保健所K報告をするという

ととK左つてなります。以上でどざいます。

0議長(高橋通夫君) 馬場繁夫君。

07番(馬場繁夫君) それでは具体的Kな聞きいたします。 5点目の藻の発生Kっき

ましては、ま ず学校 一 小 ・中学校を含んだ学校施設ではそのような状況が出てなるかな聞き

いたします。

0議長(高橋通夫君 ) 教育次長。

0教育次長 (小山哲夫君 ) それでは私の方から小・中学校になきます受水槽、高置水

槽等のいわゆる水質管理、衛生管理、あるいは清掃、と ういったものがどういう形で行われて

いるかという こういう御質問だと思います。小・中学校の場合ですと、毎年夏休みでどざいま

すけれども、大体 7月の下匂から 8月の上匂Kかけまして市内小 ・中学校全校K対しまして、

業者の方K水質検査、あるいは清掃、それから終わった後の検査結果、こ ういったものを報告

をさせてなります。全部その際Kは水を取って受水槽等の中を全部清掃いたします。そこで、

不整備左点があるかどうか、不整備左点があれば、業者から報告をいただきまして、それらに

つきましての後の修理、保全等をする、あわせまして水質等Kつきましての指摘があれば、そ

れK対しましての消毒その他の管理をする、あるいは水質検査を行うそういった中で、市内の

小 ・中学校の水質管理等につきましては、十分K配慮を注いでいるところでどざいます。現時

点(ζなきまして、小 ・中学校Vてなきましての水質等の問題Kつきまして、事故等を起こしたと

いう例はどざいません。今後ともどもこの水質管理Kつきましては、万全の措置を講じてまい

りたい、と いうふう K考えてなります。以上でどざいます。

0議長(高橋通夫君 ) 馬場繁夫君。

07番 (馬場繁夫君 ) 今までの公害は視覚公害であり 、だれでも身近在環境政壊K気

がつく こと ができま した。地下水の汚染は目 K見えないものを相手Kするものであります。今、

手を打た左ければ取り返しのつか左いととK在ると専門家たちは懸念してなります。自然界K

存在し左い物質で金属の洗浄溶剤、 ドライクリ ーニングの洗浄用K広〈使われてなります。 も
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ともと揮発性が高〈河川などK流れ込むと蒸発してしまう 。 しかし、地下K浸透 してしまいま

すと 、永久的K取り除く ζ とができ左い。水質汚濁防止法では、河川、湖沼、沿岸海域左どを

対象 としてなります。地下水は含まれてなりません。かけがえの左い地下水を守るため強力左

施策が必要と左ります。高濃度の 卜リクロロエチレンが、 府中、町田、八王子、立川等日野市

周辺で検出されてなりますが、 ζのととから 日野市でも検出されでもなかしく左い状況Kあり

ますので、今後はなな一層の水質検査を行い、安全である水を供給していただきたく強く要望

いたします。

さらK、小規模の給水施設Kつきま しては、管理者、利用者K十分PRを行い安全左水の供

給をできるよう努めていただきたい。さらK、保健所と十分連携を とり、 小規模給水施設への

監視、指導を行えるよう十分検討を していただきたいと思います。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。

C 2 6番議員登壇〕

0 26番(秦正一君) 教育行政忙なける問題点という ととで質問をさせていただ

まず 1点といた しまして道徳教育でどざいます。道徳、教育は、学校教育の機能の一つであり、

道徳教育の目的であります。人間の人格の形成を実現するKは不可欠であります。子供たちが

成長する中で、人間らしく人間として生きていくための基本を教えるのが道徳教育であります。

との道徳教育の時間が義務教育課程の中で、昭和 33年から週 1回設けられてなり、 27年経

過 してきてな ります。現在特設されている道徳の時間が効果的K生かされてい在いと言われて

なりますが、その原因といたしまして、まず 1点として授業の組み立て方がよ〈わからない。

また、何を教えているのかがはっきりし左い。また、3点目 といたしましては、道徳の授業を

しただけで道徳性が身Kつくと か、と いう教師の疑問Kよる問題を初めとして、大きぐは組合

が反対しているとと、教科K左ってい左いこと、準備が大変なとと等にあるようだと言われて

なりますο しかし、実態としては、現場の教師の力量、経験不足のためK生かし切れ左いので

は左いか。また、全国的Kも道徳、の時間が生かされていないでは左いかと思われます。日野市

(疋台ける小 ・中学校の義務教育課程(r[_:b-，ける道徳の教育は、実際はどのよう K行われているか

をまずな伺いいたします。

学校教育をめぐる現状が、いじめ、登校拒否、校内暴力、非行化の多発さまざま左問題をめ

ぐって論議が交わされてなります。 とれはすべからく道徳教育の精神K起因するのでは左いか

と思いますが、との点Kついての見解をな伺いいたします。

2点目といたしましては、教育の成果は、学校、家庭、社会の三つの連携により総合的左働

きかけKよって達せられねばならないと言われています。その教育目的である豊か左人間性の

開発を目指しての学校教育方針が立派K示されていますが、現実の社会活動の中Kあって学校

では学校左 りの問題を教師は教師としての悩んでいる問題、父母は父母の立場で意見を持ち、

それぞれが現実K教育活動を進める中で、現場の声が多ぐあると思います。義務教育の学校の

中で、教育上の問題と在るもの、 障害K左ると思われるものKついて、学校から父母からどの

ようなものがあるか。あるいは教育委員会として整理されているのかどうか。またその対応を

どのよう K考えているか、明らかKしていただきたいのであります。

まず 1点といたしま しては、教師の処遇上の問題かどうか。また、教育上の組合との問題は

ないか。次K父母、家庭の問題はどうか。さらKは中学生の非行化の問題は等の観点から分析

して対処する必要がある と思います。例えば落ち こぼれの生徒K対して、教師が特別の手を加

えなければ左ら左い。する と組合の主張する教育の公平性を欠くわけであり 、ですから、現実

。議長 (高橋通夫君)

る質問を終わります。

1 1の 1、教育行政忙なける諸問題とその対応Kついての通告質問者、秦 正一君の質問を

許します。

とれをもって 12の 2、水道、飲料水の現状と安全対策K関す

きます。

今日、教育改革が国家的問題として取り上げられ、臨時教育審議会が設置されて公聴会等も

進められてなり 、教育関係者を初め、社会の大き左関心事と左つてなります。教育改革K関す

る論説やレホー卜等は、マスコミ の活字を埋めるよう Kなってな ります。戦後の日本の経済成

長の時代は去に低成長の横ばいの現状の中で、いよいよ教育成長の時代K入る必然性がある

と言えま しょう。 しかし、 何の教育改革左のか、関心が深いわり K内容も不透明なまま国の審

議会の動向を伺っているというのが現状の関係者の姿であります。私は、と うであっては左ら

ないと思い、より英知を結集し、より人間教育の道を創造していかねば左ら左いと考えます。

日野市の教育行政も充実 した方向K進んでいるものの価値観の多様牝の中で、問題も整理されず

Kきてなります。生涯教育体系づ くり、 また生涯学習づくりも不十分であるというととであり

ます。そこで私は、教育改革の問題点を取り上げ、教育長の御見解をな伺いしたいと思います。
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では、落ちこぼれを左くすことはできず、ならばそれをどのよう Kして変えていくか、以上の

点Kついてな伺いします。

3番目といたしまして、昭和 23年K成立した教育基本法Kは、教育の民主化、また教育行

政の地方分権化、さらKは教育の自主性の確保の三つが掲げられ、 とれは戦後の教育行政の三

原則とも言われてなり ます。当時との三原則は、一つK地方住民Kよる教育行政K対するコン

トロールと、 二つK教育長以下の専門的教育職員陀よる専門指導とのこつの原理Kより運営さ

れるととが明確Kなっています。教育委員会が公選制から任命制K移ったとはいえ教育委員会

が発足して 37年たった今日、との原理原則は生かさねばなら左いと思います。教育委員会の

あり方Kついては、教育改革の一環として考え左ければ左ら左い とと は、委員会自体の活力を

生み出 し、住民の代表として、学校教師K対する指導、助言をも具体的K行い、また、住民か

らの苦情Kも学校現場からの問題提起等Kも一緒K解決できる力をつけることが大切では左い

かと思いますが、どうでしょうか。

さらK、教育行政が地域住民 と直接結びついて運営できる、より工夫すべきであると思いま

すが、ど うでしょうか。現在の日野市Kなける 、それができ ているかどうか、な伺いいたしま

問題でどざいますけれど、 確かK最近の小 ・中学生、ζれらの問題をめぐりまして、新聞紙上

等Kもよくいじめの問題、あるいは非行等の現象とういうものKつきまして、父母の方も現場

の教師も非常K悩まされている、というそういう実態がある ことは事実でどざいます。最近の

子供たちを見ますと、非常K子供たち自身が衝動的である。それからまた耐性K欠ける、我慢

強さがない というとと、さらK自己本位である というとと、とれらの子供たち自体の道徳性も

含めての指導そういうものが必要である。そういう問題が多々現在の子供たちの生活の上K見

受けられる。 ζ ういう ζ とは指摘できると思います。教育委員会も実は 60年度の教育目標を

作成する K当たりまして、相当時間をかけて各教育委員 さん方の御意見も出していただいたわ

けでどざいますけれど、その中で特(!c6 0年度の教育 目標として徳性の陶治、とのことを強〈

打ち出したその目標をつくっていきたい、こ ういう状況K左つてなります。学校の方といた し

まして、先ほど秦 議員さんの方から御質問がありま したよう K、との道徳教育という問題、

確かK昭和 33年K施行されて以来、もう 既K二十数年を超える月日がたっているわけでござ

いますけれど、授業の組み立て方が よくわか ら左いとか、あるいは道徳の時間だけK指導をし

てみてもそれは子供たちの日常の生活の中K根づか左いとか、いろいろ道徳問題をめぐりまし

ては、とれを教科のー単位時間として取り上げるかどうかというととが、当初との道徳問題が

出発する時点では大変論議の対象K左った問題である こと は事実です。ただ現在この道徳の時

間というのは、小 ・中学校とも週 1時間授業時間の中Kきちっと位置づけられてなりまして、

その中では/ト ・中学生のそれぞれの発達段階K応じ左がら、副読本等も利用しつつ一応人格と

いう形で身Kつけていか左くては左ら左い最低の徳目等Kつきましては、その中で指導は行わ

れてな ります。ただ先ほども申し上げましたよう K、これは道徳、の時間 1時間だけで子供の身

(そっくという問題ではどざいませんし、学校生活全体を通して具体的左目標を立てながら進め

ていかなくてはいけないという ζ とで、特Kその 60年度の一つの全市的左目標としては、あ

いさつの しっかりできる子供をつくろう 、こ ういうととで各学校とも具体的で左な目標がはっ

きり示されるよう左もの 、そういうものKついて小 ・中学校とも K一斉K取り組んでいとう 、

ζ ういう方向を打ち出 してな ります。なかなか一朝一夕K人格の陶治と一口で言いましでもで

きる問題ではどざいませんけれど、できるだけの努力を尽していきたい、こ う考えてなりますo

2番目 K学校教育の現在の行われている状況の中で、教師の職務上の問題、あるいは組合関

係の問題、それか ら父母、家庭との問題、その他児童生徒のいわゆる生活指導上の問題、とれ

す。

四つ目といたしまして、国の文教行政や教育委員会との関係の中で進められていると して も

教育行政のより活力化と教育委員会の機能をさらK高め深めるためKも住民の教育思想と結び

ついた運営体制をつくるべきであると思います。そのためKも地域住民の人たちの意見が反映

されるためKは、市内の教育関係者と父母の関係と知己、経験者等を含めた教育問題協議会を

設置して、教育委員会の主催で年数回か定期的K集ま り情報交換等の場をつく り、 機能を高め

ていく必要があると考えますが、その点Kついての考え方をな伺いいた します。

また、さらK提案といたしま して、子供たち対象の電話相談コーナ一等も設置してはどうか

と思いますが、その点Kついても考え方をな伺いいたします。

以上 4点Kついてとりあえず答弁をな願いします。

。議長(高橋通夫君) 秦 正一君の質問Kついての答弁を求めます。教育長。

O教育長(長沢三郎君 ) な答え申し上げます。

大変現在抱えてなります教育の広い角度Kわたっての御質問でどざいますけれど、答弁漏れ

等どざいましたらば、また再質問していただくという ととで、 まず第 1点目の道徳教育関係の
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らの問題Vてついてどん左と とろK問題点があ り、 さらK、ど ういうその状況である か、と いう

ような御質問だと思 うわけでどざいま すけれど、 教師の職務上の問題、これは学校教育法の中

Kも、は っきりと 28条の中Kうたわれている。教師は児童生徒の教育をつかさ どる。 ζのこ

とがしっかり 明記されているわけです。との児童生徒の教育をつかさ どるという こと自体とれ

はもう教師の本務であり ま して、 児童生徒の教科指導、それから生活指導、あるいは今申し上

げました ζの道徳指導、とれらのものK全力を挙げて取 り組むと いうζ と、との こと自体が教

師本来の本務でどざいまして、 との本務は教育基本法第 1条K示されている教育の 目的これを

達成する、そ ういう方向K沿って全力を挙げて仕事はや っていく、とれがもう教師の職務上の

本務である。左争、 との中で、 確かK教職員組合 という組織が組織されてなり ます。 との教職

員組合の組織というのは、ほかの労働組合、あるいは職員団体と若干性格が違っている面が、

自分たちの生活と権利を守る、こうい う面ともう一つ非常K大きな ワェ ィトを持っ て進められ

ている問題の中K、ζの教育活動と申 しますか、 ζれをやは り教師の徳性としてやっ ていか左

くてはいけ左い、との教育研究活動 と申しますか、とれが かの労働組合、あるいは職員団体

K左い非常左特質だと思つてな ります。確かに組合員Kは組合員 としてのその考え方も どざい

ますし、意見の異在る場合もあ りますけれど、 具体的には、とれは毎日毎日の授業を実施 して

いる先生方との方々の中Kは、組合員だと か、あるいは組合員で左い とか、そういう面での教

育をしてい〈上での違いと いうものはあ り得ません し、 また、あっ ては左ら左いと思っている

わけです。確かに最近、教職員組合運動の中でも非常K教師自身の自覚、あるいは教師 自身の

反省、こういうものが今の教育の中では、ただ こういうその状況が生れている。教育の問題が

国民全体の問題として取り上げられている、ζ ういう中で、ただ単K教育行政が悪いからこう

左んだとか、あるいは家庭の しつけ、社会の環境、とれがとん左状況だから、子供は幾ら学校

でやってもよく左ら左いんだとか、そういう形で責任を他K押しつけて、教師自身の責任を回

避する 、とういう姿勢はあっては左ら左いんだという こと を日教組の委員長を初め、教職員組

合自体もその辺の問題Kついては大分気をつけ、 また自分たち自身も ζの教育というものK対

する教師のあり方というものこのと とK反省、自覚というものを持ち左がら、教育というもの

を進めていかなくてはいけ左いという ことを言い始めてな ります。私たちは、十分その辺の点

では組合とも話をし左がら正 しい教育のあ り方、と ういうものKついてさらK努力を してまい

りたいと思っています。

それから、父母、家庭の問題でどざいますけれど、 確かK核家族、こう いう構成の家庭がふ

えている中で、 音の大勢の5人、 6人の子供を抱え左がら生活していた時期 と違いまして、 両

親の方たちも必要以上K子供たちK対する過保護、あるいは過干渉、あるいは期待と申しまし

て、能力以上の期待を子供K要求する、そういう傾向が逆K伸びよう伸びよ うとする子供たち

の芽を摘んでいるんでは左いか、 そん左認識を受けます。教育という問題が全人教育と申しま

すか、知徳体というその三つの調和のとれた人格というもの を求めている中で、 ややもする と、

その中の知的左面この面(1[;t""けると ζ ろの期待が大き過ぎてそれが子供の人格を傷つけている、

ζ うい う原因も見受けられる、舌L塾時代だ とか、その他非常K必要以上の過熱左免験競争とか、

ζ ういう状況の中で、 子供たち自身非常Vてその辺で子供たちの心が傷つけられているんでは左

いか、そん左 ととも考えられます。さらに 、子供たちの生活指導上の問題が大きく取り上げら

れてい左が ら、 左か左か後を絶たないでは左いか、いわゆるいじめだとか、非行だ とか、登校

拒否だ とか、 そ ういう性格の問題が後を絶た左いでは左いかという ことKついての御指摘でど

ざいますけれど、 確かK御指摘のとな り、とれらの問題Kついて父母も学校も一番悩んでいる

問題であるわけです。 この問題そのものは、極めて私は根が深い、確かに学校、家庭、地域そ

れぞれの責任を回避するわけ十てはいかない問題だと思いますけれど、 特Kζの学校教育の場k

bきま しては、学校そのものが組織的、あるいは計画的K教育活動を展開していく専門職の集

まりなんですから、少なくともその中で父母から信頼されるよう左教育実践といいますか、 と

れを展開 していしそれ ζそ学校本来の機能であって、専門職であるべき 、また教育を行うと

いう とと自体が一つの学校K与えられている機能左んですから、その責任というものは、やは

り教育委員会含めまして学校現場と十分自覚していかなくてはいけ左い ζ ういう問題、その中

でこそ初めて今出てなりますいじめの問題だとか、あるいはしつけの問題だとか、あるいは非

行の問題、とういう問題が解決していく一つの筋があるんでは左いか、こ う考えてなります。

三つ目 K教育基本法関係の問題でどざいますけれど、先ほど秦 議員さんの方からなっ しゃ

られましたよう K、教育の民主化、それから教育行政の地方分権化、さらK、教育の自主制の

確立、との三つは戦後教育の教育改革の三原則と言われた大き左問題でどざいま して、との教

育の民主化というもの、この教育権というもの、この教育権というものがどこKあるんだ、教

育権は国家にあるのか、教師Kあるのか、父母Kあるのか、今の教育権というのは、父母の信

託を受けて教育をやっている 、こ ういって個人の価値を尊びという方向の中で父母の信託を受
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け左がら教育というものは展開されている。とんなよう K把握してなります。憲法 26条の中

Kも教育を受ける、あるいは受けさせる義務、受ける権利とういうものがはっきりと明記され

ているわけでどざいますけれど、いずれKいたしましでも、との教育の民主化問題等Kつきま

しては、父母を含めて公教育と して、父母の期待K沿うような教育というものが展開されてい

かなくてはいけ左いんだ、そういうととは肝K銘じて教育の行政をやってまいり たい、こう考

えてなります。

さらK、教育の地方分権、 ζの問題Kつき ま しで も、現在の教育行政というのは、教育委員

会を中心K確かK進められてなります。児童生徒が急激Kふえる時期Kは、それぞれ教育条件

を整える、各市町村自治体としては、そう いう条件整備を進めていしあるいは との現在の教

育の内容等Kつきましても、非常K教育委員会自体のや っていか左くてはなら左い問題点とい

うのは多岐Kわたってなります。特Kζの臨時教育審議会の中でも教育の自由化論とか、ある

いは教育の個性化論とか、いろいろ討論されている模様でどざいますけれど、 いずれにいたし

ましでも、公教育という角度の中Vてなける特K義務教育、義務教育の中Kなきましては、国民

としての基本的左資質、とれを高めてい〈以上とのまた国民としての一定の基準性というもの、

とれが学習指導要領、とれを中心K展開されてなりまして、とれが逆K教育そのものが中央集

権化されているんではないかとか、いろいろ左御批判が出るわけでどざいますけれど、義務教

育段階、特K公教育という中Kなけると とろの一定の基準性、これは沖縄から北海道まで一応

国民としての基本的な資質、とれだけのととは小 ・中学校の義務教育段階で終わらせてなきた

い、との基準を示されているのが教育指導要領でどざいまして、その基準の中K沿い左がら地

方分権という形で教育委員会K与えられているあらゆる方向、例えば教育諒程の問題であれ、

あるいは学校保健の問題であれ、学校給食の問題であれ、社会教育の問題であれ、いずれ十てい

たしましても教育委員会が中心K左り左がら進めている、そとが教育の地方分権化というすぐ

れた制度のあり方ではないか、こう考えてなります。

それから、教育の自主性を確保すべきでは左いかということで御質問が出されてなりますけ

れど、との教育の自主性の確保というとと Kつきま しては、地方教育行政の組織並びK運営K

関する法律、との中(tC23条で教育委員会の職務権限と 、それから地方公共団体の長の権限と

れがはっきりと区分けされて位置づけられています。確かK教育委員会というのが、行政委員

会として、一つその独立した性格を持っている。その中で、例えば教育財産の管理だとか、あ
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るいは教育委員会関係の職員の任免行為だとか、または教育課程、学習指導、あるいは組織編

成とういうものの管理であるとか、学齢児の就学、あるいは転学、卒業、とうい うよう左もろ

もろの問題、これはほとんど教育委員会の職務権限 としてきちっと位置づけられている。一方

この地方公共団体の長の権隈として、 教育財産の取得、処分の問題、 あるいは教育予算の執行

の問題、契約関係の問題、あるいは市立学校の問題、ζ ういうととで長の権限というものは、

一応現在の地方教育行政の組織並び忙運営K関する法律の中では、きちっとうたわれているわ

けでどざいまして、そのうたわれている中で、との教育の自主性というものを維持していくと

とができる、こう いうよう K考えている次第でどざいます。

最後(1[4番目の教育委員会の指導性の問題、これはどう左のかということでどざいますけれ

ど、確かKとの教育理念の問題だとか、あるいは学校教育制度の問題だとか、あるいは生涯教

育のあり方の問題だとか、今臨時教育審議会の方でもいろいろ左角度から検討されているよう

でどざいますけれど、との教育制度をどういう制度K位置づけるかとか、あるいは学校教育制

度とん左ものをどうするかという とと Kつきま しては、市の教育委員会としては、確かK権限

外といいますか、左かなか市の教育委員会でできる性格のものではどざいません。

それからもう一つ、教育予算の執行、とれもはっきりと今の地方教育行政乙れの中では市長

の権限という形で位置づけられてなりますので、総合調整権という形の中で、教育委員会の方

では、予算要求の一応立案これを市長の方忙な願いを し、 要望 していし とう いう形でどざい

まして、との辺の問題としては、教育委員会の権限外の問題であろう 、と う考えてなります。

一番最後K出ました教育問題協議会等の設置の問題、とれ らの問題Kつきましては、今でも

PTA協議会とか、青少年問題協議会とか、いろいろの活動K学校も一緒K参加し左がらやっ

てなりますし、学校でも小 ・中学校の連絡協議会等を持ち左がらやられてなりますけれど、実

際問題もっと広い立場で教育という問題を検討していく場、そういうものを日野市でもつくっ

たらどうかという形での御提言とれらKつきま しては、教育委員会でもまた委員さんを含めて

十介検討してみて前向き左形で対応 していく努力を していきたい、とん左ょう K考えてなりま

す。

。議長 (高橋通夫君 ) 秦正一君。

026番(秦 正一君 ) 2点目の問題Kついて再質問をさせていただきます。あとは

一応了解します。努力をするというととで答弁どざいましたもので了解いたします。
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教育をめぐる現状 として、 先ほども話があ りました青少年の非行の多発と深刻化、ま た乱塾

とか、落ち とぼれ、登校拒否、校内暴力、い じめ等の さまざま左問題をめぐっ て論議が交わさ

れてなります。具体的K申しますが、ある中学校の 2年の男の子が昨年の夏休み以降学校がい

やK左り通学 しなくなった また、 とれは日野じゃありませんけれど、小学 I年の娘がクラス

の男の子Kいじめられて登校拒否K左った左ど、いじめ、登校拒否をめぐる生々しい声が出て

なります。過日の事件といたしま して、テレビや新聞等Kも報道されま した友達Kいじめられ

てそれを苦K首をつって死んで しまった、自殺してしまったという生徒がどざいます。 ζれK

ついてかつて教壇K立った教育熱心左前先生ゃった人ですが、今、先生やめていますけれど、

その方K開きますと、教育は落ちりまれやまた登校を拒否をする、そのよう左子供とそまず大

切Kしなければ走ら左い、大事Kしていかなきゃならないということを指摘してなります。も

う成績もよく、それから手のかから左い子供K対 してはもうなつぽつてないてもどんどん進む

わけです。ととろが、やはりそういう手のかかる子K対してはわりあいと手をかさ左い面倒く

さいから、むしろそういう子供K対してとそその手をかしていかなきゃ左ら左いと言われてな

ります。子供とともK親も教師とじっくり話し合い、理解していくことが大事であると言つて

なります。また、その方の話だと偏差値Kついて子供の能力、可能性は、あらゆる側面からの

判断が必要で、偏差値はあくまでも一つの目安K左るものだ、と言っている。偏差値だけで子

供のよしあしは決まら左い。また、校内暴力は家庭が基盤で親は子供を見る目をしっかりとす

べきだ、授業参観の日 Kは必ず出席して、すべてを学校K任せるのでは左〈 、親も教育K責任

を持つべきである。特K男親在んかKも言えると思う し、働いているな母さんたちKも要する

K仕事の方へ行って子供の ことは余り構わ左いというよう左 ととではなら左い、 ζ う言ってい

るわけです。 したがいまして、PTAの会合とか、また父母会とか、あらゆるそういった点K

も大いK親の方で出席していくべきだというととを言つてなります。以上幾つかの間題Kつい

て対応を申し述べたわけですが、教育長はどのよう K判断するか、同じような考えであればあ

えて登弁は求めません。

冒頭K申し上げましたとおサ、今、中央での臨時教育審議会で、 さまざまな問題K対しての

論議が交わされていますが、日野市としても教育行政の問題点Kついて、教育関係者を初め、

我々市民として最大限の英知と力を発揮 して問題解決を図っていかなければ左らんと思います。

教育の成果、効課は 10年、 1 5年、 2 0年f必且した後の世代Kあらわれて〈るものです。ど

ういう世の中K左るか、地味ではあるが非常K大事なことであり我々大人の責任は重大だと思

います。そのことを最後K申し上げてこの質問を終わります。

。議長 (高橋通夫君) 教育長。

。教育長 (長沢三郎君) 最後K秦議員さんの万からな話のどざいました点Kつきま

して、全く同感でどざいまして、特K日野市教育委員会Kなきましても、身障教育の問題とか、

あるいは生活指導上の児童生徒の指導の問題、と ういう問題Kつきましては、積極的左手だて

とういうものを講じ左がらやってなります。左台、との PTA関係の問題等Kつきまして、先

日行われま した青少協の中でも各企業の労務担当の課長さんたちも青少協の方K出てるわけで

すけれど、この中である委員さんから最近の PTAというのは、な母さん任せで父親不在だと

やはり企業の方でな父さんが働いちゃってて仕事で学校の方まで、あるいは子供の方まで目が

回ら左い、ζ ういう状況では決して子供の望ましい発達というものを図っていく上では問題が

ある。ぜひ父親参観日だとか、学校で PTAの集まりのあるときあたりは労務担当の方で有給

休暇でそういうものK参加できるよう左そういう制度も考えてほしい、そういうことが、青少

協の中でも出されてなりまして、 ζれは確かK全市民挙げて取り 組む必要のある大き左問題だ

と思つてなります。以上です。

O議長 (高橋通夫君 ) とれをもって 11の 1、教育行政Kなける諸問題と対応K関す

る質問を終わります。

長諮りいた します。議事の都合忙より暫時休憩いた 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 Jと呼ぶ者あり〕

。議長(高橋通夫君) 御異議左いものと認めます。よって暫時休憩いたします。

午前 11時 51分休憩

午後 1時 34分再開

0議長(高橋通夫君) 休憩前K引き続き会議を聞きます。

1 1の 2、東光寺K予定している市営球場の建設K当たっての問題点Kついての通告質問者、

秦正一君の質問を許します。

0 26番(秦 正一君) 東光寺K予定している市営球場の建設Kついて質問いたしま

す。

Q
U
 

Fh
u
 

q
J
 

n
HU
 

F
O
 

つd



昨日の名古屋議員の質問の中Kも触れてなりましたが、在るべくダブら左いよう K質問して

いきたいと思います。

との問題は、昭和 56年、第 3固定例会で市民会館、ま た市営球場、総合グランド場 こん左

ことKつい ての質問を してなります。 今回再びその中の市営球場の設置計画左どVてついての質

問をするわけです。日野市Kは本格的左球場は、ζの前も申 したとなり一つもどざいません。

東光寺の河川敷を利用 して野球場専用の場と していくのが必要じゃ左いか、また一面市営球場

としての機能を設けて、もちろんスタンドとか、充実したその施設Kして、せめてもプロの二

軍やら、また高校野球の試合ぐらいは開催できる よう左本格的左球場Kしたらどうだという ζ

とで、もちろん東京都市議会親善野球試合ζれもできるわけです。市営球場が左いためK練習

ができ左くて出ると負けで申しわけ左いと思いますが、できれば強く左ると思います。そうい

う広い中で練習をやる必要があると思うんです。ほかK軟式野球場やソフトポーノレの使用でき

る球場、とれは 2面も 3面も使えると思います。そういうことでその問題を提起してきたわけ

ですけれど、そとで問題としては、堤防の築造、谷治川の改修、また八王子との境界の問題、

それから旧耕作者の問題等残されているわけです。

まず 1点といたしまして、堤防の築造の見通しですが、これは京浜工事事務所K打ち合わせ

をして進めているわけですけれど、谷治川を多摩川の本流までつ左ぐというととが終わら左け

れば、堤防の工事Kは着手し左い、というふうに申してなりました。そこで、、その後の経過は

どんなふう K在っているか、な伺いしとうどざいます。

また、さらK八王子との境界が入り組んでいるので、もちろん八王子の人も話し合いをする

必要があると思いますが、その折衝Kついてどんなふう Kなされているか、きのうも若干説明

はあったわけですけれど、さらK質問するわけです。

廃川敷処分をしようとすれば、旧所有者の権利が浮上してくると当時申 してなりました。そ

ういった面で建設省の折衝の過程の中で、どんなふう Kζれをもっていくか、今のままで河川

敷を利用してしまうのか、その後の折衝の経過をな伺いしたいと思います。前回取り上げたの

が、ちょうどさっき言いま したよう vc5 6年 9月、市長が市長K左って間も左いとろです、 3 

期目のです、それから既VC3年半から 4年経過するわけです。多少の進展はあってもいいとは

思いますが、その点わかりやすく答弁を長願いしたいと思います。

。議長(高橋通夫君) 秦 正一君の質問十てついての答弁を求めます。 企画財政部長。
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。企画財政部長(前田雅夫君) 冬、答えをいたします。

東光寺の河川敷の グラワンドKつきましては、昨日の名古屋議員さんの一般質問K詳細Kわ

たりまして 、御説明申し上げたわけでどざいますけれども、まず l点の堤防の問題でどざいま

すけれども 、この堤防は谷治川のいわゆる河口の延伸の問題、それか ら、多摩川|の堤防の問題

との二つがあるわけでございます。との件について昨日も申し上げましたけれども、都と国で

どとまでどういう年次でやるかというととろの話し合いがまだついてい左いわけでどざいます。

との辺の話し合いは、東京都が精力的K今後やる、と いうよう左 ことで今交渉の段階でどざい

ます。

それから、 2番目、 3番目の問題でございますけれども 、八王子市の交渉、それから旧地主

の件でどざいますけれども、とのこつをちょっと絡めましてな答えをいたします。

きのう申し上げましたよう K、建設省は、当初現在のまま日野市が専用許可を取って使える

んでは左いかという見方を してなりましたけれども、堤防が 50メー トノレ左いし 60メート ノレ

年々延伸をされるという中では、やはり旧地主の了解をとった中での使用で左いとまずいとい

うような考え方K変わってきているわけでどざいます。旧地主との問題Kつきましては、具体

的左交渉はまだ してなりませんけれども 、一部か左りの調査K入っているという段階でどざい

ます。今の時点で、との土地を早急に使うという ζ とに左りますと、私ども今建設省K交渉す

る考え方といたしましては、やはりでき得れば旧権利者との交渉は、市が責任を持つ形で現状

の河川敷を専用許可でき左いか、そういう方法で近く京浜工事事務所とも協議をしたいという

ふう K考えてなります。この方法は、一つには八王子市の行政堺の確定K時間がかかるという

ζ とから見ましでも 、一番簡便左方法ではないかというふう K今、考えている次第でどざいま

す。

0議長(高橋通夫君)

0 26番 ( 秦 正 一 君 )

秦正一君。

日野市の青少年の健全育成を図るためKも、また、市民の健

康増進を図る上Kないてこの球場というんですか、野球場はぜひともとれはつくら左きゃ左ら

ない。特K野球人口はふえてなります。学校とか、企業のグラワンドとかいろいろ使つてなり

ますが、少左くても 15万市民のいるとの日野市に長いて球場が左いというのは、もうとれは

まζ とに卦粗末です。他市の状態を見てもか左り多摩川、また浅川河川敷を利用して運動施設

等が設けられてなります。日野市だけは、どういうわけかとう左かなか思うよう Kいってない
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ょうですけれど、建設省との折衝を、もっともっと密Kし、ま た、真貧!j(1C取り組む必要がある

んじゃ左いかと思うんですけれど、それは私の考える ととであって、 理事者の方ではやってい

るという ことである左らば、やむを得左いですけれど、今後の この建設の見通 し、これは期待

を込めてもいいですから、財政的左面からも このとろK在れば何とかそのめどがつくん じゃ 左

いか、財政的左裏づけも とれるんじゃないかという ものを兼ね備えて大体いつどろまでKもの

K左るのか、大体短期、中期計画もあるで しょうけれど、市の方の 目標年次とういったものが

もしあればな聞かせ願いたいと思うんです。 今の時点ではなかなか難しいかもしれませんけれ

ど、 一つの目標としていつどろまでKやろう としているか、もし、できたらおミ願い したいと思

います。

して、早期達成をいたしたい、とう いう こと Kよって一層の積極的左努力を積み上げていし

というふ うに今日はな答え してなき たいと思つてなります。

O議長 (高橋通夫君 ) 秦正一君。

0 26番(秦 正一君 ) 東光寺の河川敷が、どうしても難しい、なか左か近い将来は

0議長(高橋通夫君 ) 市長。

。市長 (森田喜美男君) との谷治川の流末東光寺河川敷の活用Kよって日 野市の市民

スポーツの場をつくりたい、との懸案は、もう 10年Kも及ぶわけでありますが、だんだん最

近K左ってそのわかればわかるほど困難さが生れてきた、こ ういうような感じがいたしてなり

ます。当初先ほどの部長の答弁Kもありますよう K、現状のままでいわゆる建設省の無償貸与

というふうな形が成り立つというふう K伺っていたわけですが、堤防がだんだんと進められる

に当たりまして、河川を堤防で仕切るといずれ廃川敷処分とういうとと K左ってまい ります。

その際Kは旧地主の所有権が復活する、 こういう法律がありまして、そのととととの現状との

整合K非常K手間取ってなるというととが大き左理由であります。

もう一つ八王子との行政境の入り組みを双方の事務的処理と議会の議決Kよって整備をし、

はっき りさせるととも必要左わけでありますけれども、とのとと Kも八王子側では、ちょっと

まだ積極的K在ってもらえ左い面があるわけでありまして、その一面Kは、谷治川の向とう 岸

Kなります谷治川の八王子側K当たります、いわゆる秋川処理場用地との関係も出てまいりま

す。そういう可能性は十分一つ一つ問題を処理していって、実現は可能だというととの見通し

はできるわけでありますが、なか左か年次的左ととが見出しがたい。私も何とか中間的な活用

でもさせていただけるふう左工夫があるまいかということで、企画担当Kは、との問題の担当

者も責任を持たせて折衝を今は進めつつあるというととでありまして、現実の課題を処理する

Kも、もう 二 ・三年はあるいはかかるんでは左かろうか、何かもっと手早K中間的在方法がな

いだろうか、その両建てでぜひ市民要望の高い、またスポーツKも健康Kも必要左市の施設と

難しいという場合K、またほかの方法も考えていか左き ゃ左 らんだろうし、また建設省との折

衝K為、いても 、また方法Vてないても 、他市でもか左り手がけていると ころもあるし、いろいろ

研究 してもらって何とか早くできる方法を考えてもらうというとと。も し、東光寺がだめ左ら

ば桑偉|跡地の運動公園広場、ζの一角をまた利用して考えてい〈という方法も生れてくるだろ

うし、何らかの形で市民の期待Vてとたえるべく頑張ってもらいたい ことを切十てな願いして終わ

ります。

。議長(高橋通夫君) とれをもって 11の 2、東光寺K予定している市営球場の建設

K当たっての問題点K関する質問を終わります。

次に、 1 2の l、森田喜美男氏K不当K払い下げた日野市公有地 11 0坪の返還を求むK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〕

0 6番(古谷太郎君) との第 lの質問、森田喜美男君K不当K払い下げられた日野市

の公有地、公有地 1] 0坪の返還を求む。 とれは市の大切左土地であります。ですから、不当

K払い下げられたものは、市K返していただかなければなりません。そういう意味で私は昨年

の 9月も 、ま た 12月の議会(!cj:，-，きましても市長K対して森田喜美男君から土地を返してもら

いなさいということを要求したのであります。市長は、それK対して何らの措置も行ってい左

いのであります。 この問題は、先般も申し上げましたよう K、昭和 49年 5月K、八王子税務

所が、日野市の高額所得者-48年度Kないでたくさんのな金が入った方々の名簿を発表い

いたしました。日野市の納税者は、そのとき昭和 48年度の発表当時、日野市民税の個人納税

者は 4万4，822人、はっきり言えば 4万 5，0 0 0人の中で、何と森田喜美男市長は 37番目

の高額所得者であったわけであります。 とのことは非常な全市民K侵害を与えました。一体昨

年までほとんど申告の左かった森田喜美男市長は、市長K在っ たとたんK何んでζんなKふえ

たんだろう。多くの人々が調査いたしましたところ、旭が丘二丁目の 24番地の土地の一部を

約 100坪を福島重代さんK売却した、その売却の土地の売り上げの利益であるととが明らか
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VL7まったわけであります。 それは当然左んです、 48年 6月と 10月K、日野市から森田喜美

男君個人は、約坪当たり 3万円で 110坪余の土地の払い下げを受けてな ります。それを 15 

万円で売ったんですから、とれは、もう当然高額所得者として、税務署の名前K栄誉ある記載

者K在ったわけであります。しかし、この申告の中Kは、森田喜美男市長が、 1 2月議会K言

われま したように、あ左たが市の土地 11 0坪余を払い下げを受ける とと ができたのは、養鶏

を生業と し、 将来も養鶏を続けたい、卵の置き場をつぐりたい、こう いう理由で 110坪余の

土地を御自分のものKしたのであります。ですから、当然昭和 48年の所得申告の中Kは、生

業としての養鶏の申告が、農業所得として出されてい左きゃ左ら左い。私も農業所得の申告を

いたします。こう別K出すんです、とういう書類を、そして、合算して、農業所得は別なんで

す。卵は一つ、養鶏はー羽幾らとか、豚は幾らとか、梅の木は幾らと書〈 、米は l反幾らと八

王子税務所で指定 してまいります。それでこれを細かく出して別K農業所得は これだけありま

すと言 って 2通の申告を我々は出すわけです。ととろが、その農業所得申告が出ていない。は

っきり言えば、養鶏はあなたは生業では左かった。そとで調べてみますと 、こ とK東京都知事

美濃部亮吉君からの公文書があります。昭和 48年 5月23日付で申請のあった日野都市計画

平山台土地区画整理事業の換地計画Kついて認可いたします。昭和 48年 6月5日です。はっ

きり言えば、土地を取得するための ζの許可理由の申請書は、森田市長あ在たが出したのであ

りま す。 その中K養鶏のためK必要だから、との人は滅歩をとく Kまけます、 清算金で上げま

す。あるいは保留地も卵の置き場をつくったり 、整理するためK必要だという理由が出ていま

すから、との保留地の特別払い下げを認めましょうというととが、との中K入っているわけで

す。 ζの時点で森田喜美男君は日野市長でもあり 、もう養鶏は全くやってい左かったのであり

ます。ですから、養鶏を続けるためK必要だというためK要求された土地は、土地を要求しで

はなら左いのです。旭が丘の買収価格を申し上げれば、旭が正二丁目 24番地、森田喜美男君

は、いいですか、昭和 47年 12月25日、一応仮契約です。仮契約で 12 4. 7 6平方メート

ルを 130万 6，70 0円で買収してなります。とれは仮契約です。仮K払っているかど‘うかは、

ζいつは私もちょっとわかりませんが、しかし、間違い左く 48年 10月 15日K支払ってお

りますO ですから、市長のとき支払って自分のものKされる。また、同じよう VL2 4 0.9 8平

方メートル、とれを 211万 97 6円特別Kとれは、いわゆる滅歩を鶏を飼うためK必要だ、

というんで滅歩緩和として、とのな金を払ってとれだけの土地を手K入れてなります。との合

言十しますと 110坪と 8であります。 11 O. 8坪K左 りま す。私は、とれ 1平方メ ー トノレ当た

りの単位Kしますれば 1万円K左りません、 9，3 4 5円。くどいこと を申すわけじゃ左いんで

すが、旭が丘二丁目の 24番だけの事業で、そ して計画も変更し、その計画を変更したのを知

事K申請し、あなた自身がやった行為左んで‘すから、私は、養鶏をやっているならこれは認め

ます。しかし、養鶏をやったと して も、右の端を払い下げて左の端を売ったんです、 1カ月後

医、ですから、養鶏をやったと して もちょっととれはなかしいんです。そとで 、 あ左たには

] 1 0.8坪を市へ一市の方は当然買収した価格 341万 7，67 6円を森田喜美男君K払わ左

きゃいけ左いんです。 しかし、森田喜美男君は、 1 1 O. 8坪を市へ返さ左きゃいけ左い、との

意思がなありになるかどうか御回答願いたい。もう 3回聞いていますから、よくなわかり K左

っているはずです。

。議長(高橋通夫君 ) 古谷太郎君の質問Kついての答弁を求めます。 市長。

0市長(森田喜美男君) 公職十てある者といたしまして、いろいろその個人のかかわる

部分Kついて問われる、あるいは調査をされたりされるというととはやむを得左い ととだろう

と思いますけれど、その我流の論を設定して、そうして、それをもってあたかも ζの理由があ

るという ζ とには、いささか問題があろうかと思います。何回も例えば選挙のあるたびどと に

といっていい〈らいとのことで怪文書が流布されたり 、それから、いろいろとあたかも不祥事

件と公職の立場の者が起としているというふう K宣伝されるわけでありますが、とれは、全〈

私といたしましては、事実Kあわ左い、そして、またもちろんみずからK問うべきものも左い、

とのよう K感じてなります。したがいまして、いわゆる区画整理事業の手順といいましょ うか、

その審議会を経、あるいは諸般の手続を経、事が公正十て運ばれるわけでありますから、その聞

に前の市長も立証されたというふう K聞きましたが、全〈行政Uてはこのミスは左かったという

ふ うK私も伺つてなります。本来とのととを私が問われて弁明がましくな答えするのも当たら

左いというふう Kは思いますけれど、いつも個人攻撃の形で言われますので、そのととの理非

は明らかK してお~IJ) 在ければ走ら左い 、 このよう K思つてな答えをしてなるわけであります。

御指摘のよう左事実も理論として成り立ちませんし、また、そのよう在処理をするととも考え

てい左い。私が市長K就任したのが、 4月の 27日からですから、就任早々平山台土地区画整

理事業の換地処分というのは、都知事K当時すっかりできた書類を申請をし、それの認可が長

りてきたというととでありまして、何か私がいわゆる公職の立場Kないて、その区画整理の換
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地等K余計左関与をして、そして、私的行為を行ったというような ことは、全く事実K日取り

の上から繰ってみても成 り立たない ことでありますから、も う二度と こうい うことは、特に と

ういった場所でひとつ言わないよう Kしていただきたい、というふう K思うんです。(rずう

ずうしい」と呼ぶ者あ り)ずうずう しいと言われたって、乙れはずうずうしいという立証K全

く左って左いという こと ですから、私は、そのようKな答えをする以外K左い。はっきりとな

答えをいたしたいと思います。

。議長 (高橋通夫君) 古谷太郎君。

06番(古谷太郎君〉

たK申し上げてなきます。

昭和 46年の 2月K、あ左たからの払い下げ申請が出てなります。市の公有地の。それから、

道路の新設の申請も出ています。 とれは第 3回事業変更の中で行われて長ります。区画整理事

恐らくそういうふう K答えられるだろうと思いますので、あな

業のあの 38万坪の大き左土地の中で、たった旭が丘二丁目 24番地、 2 4番地だけの計画変

更左んです。これは大変左変更です。区画整理審議会の委員であり、市会議員である森田さん

の力をまざまざと見せつけられている計画変更であります。 この審議会の謄本をよく読んでか

いてください。そ したらあ左たはそん左な答えができないでしょう。また、同時K昭和 40年

Kあなたから出されて養鶏を継続する上で、ど うしても養鶏場は壊したぐない。ですから、養

鶏の継続のためK減歩は緩和してもらいたいということで、 42年 12月十て仮換地の事業決定

を行つてなります。とれもあ左たの力ですが、とれらはすべて養鶏を生業とするという大前提

がなければならない。だから、多摩平の場合もそういう ζ とがあったんです。土地の払い下げ

を行いました。たくさんの約 600人もの方々K土地の分譲を行ったのであります。と ζ ろが、

そのうち十数名は、 2年以内K建築をしませんでした。事業終了後 2年以内K建築し左い場合

Kは、その土地は返してもらう。ですから、一市民でもその土地を返還したのであります。い

わんや市長たるあ左たが 11 0坪もの土地をそのまま知らぬ顔を して、私は泥棒したと言って

いるんじゃないんです。もう時効K左っている、時効だから突っばねようという根底はいけ左

いと思いますが、とにか〈第 3回の昭和 46年の 2月の区画整理審議会K、あなたが出ている

審議会です、その速記録をな読みKなる ことを要望 してなきます。次へ入ります。

O議長(高橋通夫君 ) とれをもって 12の 1、森田喜美男氏K不当K払い下げた日野

市公有地、 110坪の返還を求むK関する質問を終わります。

F
O
 

門

i
q
t
u
 

次K、 1 2の 2、無届け違反建築家屋の撤去、取り壊 しKよって、失われた市税 1，800万

円余の損失を補償せよK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 ) これ もζの前も言ったんですが、高幡の福祉センタ ーを昭和

5 7年の 4月1日Kっくりま した、開設した。 とれは 1，61 1万 1，00 0円な金がかかったの

であります。ととろが、この冬、金は全部税金でした。ととろが、 この建物は、実は立)11の建築

事務所K建築申請が出されてい左かったのであります。そとで、 立)11の建設事務所は、取り壊

し命令を出しました。その建物は建築違反で無届けである。だから、取り壊しなさいと 6カ月

後命令が出てきました。そとで、日 野市長の森田さんは、やむを得ず全部取り壊 しました。取

り壊しの代金が 200万円かかっちゃった、ですから皆さんの税金、日野市民の税金が1，811 

万 1，00 0円は、一瞬Kして消えてしまったのであります。どぶK捨てられて流れてしまった。

そして、新たKまた 1，80 0万円もの税金をかけて現在の高幡の福祉センタ ーをつくり直した。

こう いう大きなミ スで、法律K違反した誤りで、私たちの税金が 1，81 1万 8，00 円も失わ

れてしまった。 ζの市民K対し、当然責任をとり 、税金を返していただか左きゃならないわけ

です。一体この税金 1，81 1万 8，0 0 0円を左くしっ放しであ左たはいいと思っているんです

か。私は、少なくとも ζ ういう違法建築を行い、取り壊し命令を受けた方が、日野市民K弁償

すべきであるということを 9月Kも12月Kも主張してきたんです。市長は、もう頭を下げた

からいいんだ、わび状をひの広報へ載せたんだからいいんだ、こ ういうな考えであくまでも突

っはねるつもり であるかどうか。あるいは何らかの形で市民の失われた税金 1，8 1 1万円を補

償する意思があるかと、うか、もう一度な答え願いたい。市長から答弁願います。

。議長 (高橋通夫君) 古谷太郎君の質問Kついての答弁を求めます。市長。

0市長(森田喜美男君) ζれま た何回か個人の責任ということで質問をされる形で問

われるわけです。公金を行政ミスKよって消費したから、森田個人が返せ、と ういう論立ての

ようであります円当事の担当者、それぞれ現在もなりますが、この行政知識K弱い面が大いK

あるわけでありま して、 ζの点はま ことK遺憾であり 、申しわけ左いというふう K思います。

本来私がその責任者ではあることは間違いありませんが、それらの取り運びの手順というもの

は、それぞれの責任Kないて果たさ左ければ左らないものでありまして、私もこれまでな答え

いたしましたのは、との市民K何とかサービスを続けてい ζ うという 、言う在れば、善意の ミ

スでありますし、行政ミスであることは確でありますから、とのととは市民Kなわびし左けれ
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というよう左な話であります。恐るべき発想だと私は思うんです。それは、もしも例えば御自

分が 1円も財産をな持ちK左ら左い左らば、月給の 1割ずつでも幾らでもいいから返しま しょ

う。できる範囲で返 します。市民K税金をな返しします、と いうのが私は市長の答弁でなけれ

ば走ら左いんじゃ左かろう か、とう 思うのであ ります。 しかも、 1， 8 1 1万円もの税金です。

浅川K流 し去り、新井用水K消し去る Kは余り Kも多額であります。市長は、いつも頭は下げ

ますが、金は出せません。悪い ζ とを しましたと 口ではなっしゃるけれども、な金は出せませ

ん。私の責任ではあ りませんと言っていますが、この点も 3回開いて 3回答弁が同じです。で

すから、ぜひひとつ私は、市長というのは、やはり行政の長ですから、過ちがあった場合Kは、

自分もまた過ちを起とした職員さんKも幾らか負担していただいてもいいと思うんです。たと

え 10万円でも市民Kな返しK左られるととを要望して会きます。

それでは次K入ります。

0議長(高橋通夫君) とれをもって 12の 2、無届け違反建築家屋の撤去、取り壊し

うのは、昭和 49年Kでき た。 それで、昭和 57年の 6月K森田喜美男会長は、この遺跡調査

会の会長をやめました。 8年閉会長をしてなられました。 との遺跡調査会というのは、どうい

うものか というと、会長である森田喜美男君が一番よく知っていると思いますが、例えばの話

が、会社が家を建てる、 寮を建てる、 ある いは道路をつ〈る場合Kは、この場所が、遺跡調査

し左ければ左ら左い場所だと、会社がその調査費をとの遺跡調査会K払って、そして遺跡調査

会が、遺跡調査を行うわけです。 また、国や都がやる場合Kは、国や東京都は、税金を遺跡調

査会の森田会長さんKな払いを して、それで調査を してもら うわけです。 はっきり言えば、遺

跡調査会を行う 会社の よう左 もん左んです。会社のよう左もんなんです。 要するK公的法人的

存在であります。しかし、あくまでも日野市政とは全く別途のもんです。ですから、日野市長

森田喜美男君は、との遺跡調査会森田喜美男会長である森田喜美男君Kもし不正があったら、

その不正K対して支払われた税金は、返してもらわなきゃいけないんです。あるいは東京都の

知事でもそうでしょう。日野市の遺跡調査を行う、森田遺跡調査会長さんあてK調査費を払い

込みます。しかし、それが余った場合Kは当然、東京都K返さ 7まきや走ら左い。要するK森田喜

美男会長は、遺跡調査会という会社の社長さんであります。 8年間社長をやってなる、同時K

坂詰調査団長は、ζれは社長さんではなくて技師長です、工場長です。現場の方をやって団長

として調査を担任しているわけです。そ して、 あ左たが全部使い込んだと言っている柳下事務

局長さんは、いわゆる ζの会社の経理部長であります。ですから、日野市長森田喜美男君は、

当然、も し過ちがあった場合Kは、あるいは和金が残った場合Kは、森田喜美男社長K対して、

その残ったな金を返してぐれ、との払った争金は委託料である。例えば 8，000万円委託した。

4，000万円使った、 4，000万円残ったじ ゃないか。それはな返 し左さい。年度どと K精算

を求めるのが当然であります。しかし、今回起きた ζの遺跡調査会の大問題は、あなたが監査

制度をつくれというととをたびたび言われているKもかかわらず、ζの遺跡調査会という会社

は、監査委員がなりません。監査委員を置か左かったわけです。監査制度がなかった。 とれは、

社長である森田喜美男氏の大きな責任であります。とれは既K百条委員会Kないて、皆さん方

の調査の結果明らかK出てなります。陪和 51年 5月、 6月、 7月、 8月、 1 0月と 51年K

5回も役員会を開き、との役員会の中で、遺跡調査会の中は監査制度を設けようじゃないかと

いうことが論ぜられ、森田会長K進言されてなります。しかし、とうとうどういうわけか、私

K言わせる左らば、もう既Kとのときか左りの過ちが起きていて監査制度が置け左かったんじ

ば左 りませんO

それから、予算陀なきましても議会の御理解をいただきまして、予算決算ともそういう御指

摘の中ではどざいましたけれど、な認めいただきました。確かKとの妥当だというととKはも

ちろん左りませんし、行政ミスであるととは明らかでどざいますが、そのよう左処理Kよって

御理解をいただき ζの問題の一応の決着はついているというととでどざいます。再びとのよう

左ととをいたさ左いよう K、ま た、一層 との事務の的確性というととKつきま しては、全庁を

挙げて間違いのない ようKしなければなら左いという教訓|としてとのことの処理、 並びK反省

としてなるととろでどざいます。個人が個人の責任VC.i;-，いてというふう Kは、そう いう形の と

の処理という とと は、これはあり得左い ととだというふ うK忠つてなり ます。

0議長(高橋通夫君) 古谷太郎君。

06番(古谷太郎君 ) 今、税金をどぶK捨てちゃってそれK対する補償はあ り得左い

十てよって失われた市税 1，80 0万円余の損失を補償せよ K関する質問を終わります。

次K、質問 12の 3、遺跡調査会森田会長、坂詰団長K対し血税 2，4 0 0万円余の返還を求

めるK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) との問題は、今度は市長という立場ではどざいません。とれは

3回質問しましたから、もう一度言いますと、森田喜美男君が会長をしている遺跡調査会とい
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ゃ左かろうか、置くと発覚しちゃうというよう左情勢ではなかったかというふう K推察せざる

を得ない。 しかし左がら、との結果明らかKなったことは、昭和 57年 3月 11日から 58年

1 0月 30日まで 1年半Kわたって警視庁捜査二課及び日野警察署が、この事件の捜査を行っ

たのであります。さらK、58年の 11月から 59年の 9月まで 1年間Kわたり東京地方検察

庁がとの事件の捜査を行いま した。その結果明らかK左った ζ とは、使途不明金は 4，2 0 0万

円を超えている。 これが一つであります。税金が 4，20 0万円どっかへ行っちゃ ったという ζ

とです、行っている。それでその内訳を見ると、不正K流用されたものと考えられるものです。

例えば日野市から委託料を受け取って森田会長が、その委託料 3，000万が 2.000万しか使

わ左かった。本来 1，00 0万は日野市へ返さなきゃいけ左いんです。とれは税金ですから、と

とろが、その 1，00 0万円を今度は東京都の道路の遺跡調査の方へ振り向けた、と いうような

形があったかK見える点があるんです。その金額税金を不正K流用したものは 1，24 0万円、

それから預かり金です、とれは東京ガスとか、そ ζの住宅供給公社の建物をつくった東京都か

ら預かったな金が 50 0万円、 ζれは返さないでうまくいきやそのままぽっぽへ入れちゃう ζ

とができるよう左状態で置いてありました。との 500万円は返しました。それから柳下事務

局長が使い込ん じゃっ たな金、競馬かイ可かK使い込んだかイ可かわか りませんが、それが 12 8 

万円余り 、 128万円です。とれは柳下事務局長は、日野市長K返しました。全部返 しました。

ところが、いわゆる工場長である技師長K相当する坂詰団長さんが主催する調査団 一 現場K

行っている人たち調査団が何かよくわから左いで使ってしまったな金は 、個人的Kというか、

私してしまったな金が 521万円であります。そして、社長さんである森田さん関係で全くど

っかへ行っちゃったな金が、約 1，900万円、とこKはっきりしているわけです。ですから、

森田社長さんがあわてるのは当然であります。そこで、柳下さんの 12 8万円、とれは経理部

長さんK相当する仕事をしていたんですから、との方の使い込んだな金は、日 野市民K返って

きました。それから預かり金の 500万円、とれは、ととの銀行K貯金しでありましたから、

幸い会ろすととができま して、預かった相手の方々vc-そとの住宅供給公社です、東京ガス

ですか、電気ですか、その会社へ 500万円を返したわけです。とれは調査費の残りですから

返さなきゃいけ左い。まだ返ってい左いな金が二つある。坂詰調査団長以下調査団の使い込ん

だ 52 1万円、それから、森田社長さん関係で 1，9 0 0万円余、そこで、私はとの 2，400万

円余りの税金どっかへ行っちゃっているけれど、とのな金は、坂詰さんと森田社長さんが責任
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を持って返すべきな金であるととは間違い左いんです。日野市民K。だから、な返しK左って

いただけませんか、とういうととを 9月Kも12月Kもな願いしたわけです。いやしぐも税金

であります。もっと大きく言うなら、どっかへ不正K流用してしまった 1，24 0万円も森田社

長さん 一 会長さんの責任左んです、これは、本当は。だって ζれは、どっか使われた先がわ

かっている、だからまあひとつ勘弁しましょうというとと K左って、市民Kな願い して許して

いただ くこと は、できるかどうかわかりませんが、市民Kな願いして何とかとれは勘弁してや

ってくれ、しかし、絶対勘弁でき左いのは、 2，42 1万円です。ζれはできません。森田会長

さんは、これを柳下経理部長 1人の責任K押しつけてなりますが、あ左たは、とれを一応当時

の役員を集めて、と ういうととを議会で 3回も言われているんだけれど、返そうじゃありませ

んか、と いうことを皆さんとな諮りしたらいかがですか。そのととをな聞きするものでありま

す。

0議長(高橋通夫君)

0市長(森田喜美男君)

古谷太郎君の質問Kついての答弁を求めます。市長。

日野市遺跡調査会関係の昭和 51年から 54年あたりの期間

十てないて、いわゆる調査の経理内容K不正があり 、使途不明という形の結果が生れたというと

とは、たしか昭和 5 7年の夏の議会であ左たから指摘があったというふう K記憶をいたしてな

ります。そ して、 鋭意議会は、議会Kなかれまして、それから、行政側は行政側忙なきまして、

調査を進めて告発の手順をとったわけでありまして、確かKその管理監督上不十分であったと

いう点Kついては、その責任を痛感をしてなるというととは、今までも申し上げました。事件

発生の当時、気持ちとしての第一次目の事故詰責を行つてなるわけであります。その後検察を

経、ともかく資料が必ずしも立件の証拠陀最終段階まで左るかどうかというととの判断Kよっ

てというふうに聞いてなりますが、不起訴処分、つまり起訴猶予という内容だそうであります

が、起訴できない。検察として立証しがたいから起訴でき左い、とう いうのが、検察の処分で

あります。そとで、ま た議会Kもその ことを報告し、議会からも求められ、我々もまたもっと

との事件の解明をして台か左ければなら左いという ζ とで、検察審査会というと ころK不服の

申し立てをいたしまして、先般不起訴は、不当である、起訴すべきである、とのような結論が

出されたという通知もいただいたわけであります。あ左たの言葉を借りる左らば、経理担当の

人が、自分の本来地方公務員の金銭経理という立場から、全〈逸脱をした、との私物的経理を

行ってみずからも横領をし、それから、使途の不明の状態をつぐり出してなったということで
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ありますから、ちょっ と考えられないぐらい左事件の性格を持っているという ζ とは、私も承

知してなるわけであり ます。ま だ一方K民事裁判Ij(![ないて、 今、 本人みずからの横預ももっと

たくさんあるはずでありますし、その内容を明らかKするための この民事訴訟も経過中であり

ますので、もうしばらく状況の推移を してなか左く ては左ら左い、一方K、私どものどく一般

的左との考え方をいた しまして、 本人の私的財産これらのとと Kついても 、ζのいち早くとい

いましょうか、発覚をした、つまり事件の起きた直後、事件というよりも、との事件の提起さ

れた直後、みずからのこの不動産まで多分とれは粉飾的左意味じゃないかと思うんですが、身

内の人K名義変更をしている、とういうよう左 こと もあるわけでありまして、御本人は、 よく

自分のやったととを承知をしているんでは左かろうか、 ζ うKもとれるわけであります。そ乙

で、今、御提案のありましたもう一遍当時の役職Kあった者が 一 役職Kあったと言いまして

も、これは教育委員会の本来の仕事でありますし、日野市の行政とは全〈関{系左いとなっしゃ

いますけれど、市長自身が会長十て在るととを規程されていたわけであります。もちろん責任は

ありますけれど、とのととのみが、営業という意味での責任では左くて 、行政組織上の責任と

いうととでありますから、それぞれの責任部署で本来の責任を遂行していかなきゃ左ら左い、

そζK大き左逸脱があったというととであります。関係者が、もう一遍ζのとと Kついての現

段階までのとの反省をしてみるということも、有意義左ととであると思つてなりますので、そ

のようなととは、ひとつ考えてみたい、とのようK思つてなります。いずれKいたしましでも、

まだ事件は経過の中Kある、というととでありますので、もうしばら〈私の責任のとり方Kな

いても、もう少し考えてなか左ければ左ら左い、 ζのよう K思つてなります。以上です。

0議長(高橋通夫君 ) 古谷太郎君。

じゃありませんか。坂詰さんKやる必要は左いんです。森田さんはもらえるんです、 2，200

万円近いな金を柳下さんからもらえるわけでしょう。だから、そのな金を後でもらえば、市民

は、 5年間ももう 5，0 0 0万円近い税金がどっかへ行っちゃっているんですよ。 とのさっきの

建築もそう左んですけれど、どぶK流れちゃったのは、もうある意味では、あきらめもつくか

もしれない。しかし、返ってくるだろう、返ってくるだろうといって首を長くして待っている

税金は、あきらめがつか左い。だから、な返しK左ったらいかがですかということを申し上げ

ているわけです。よくな考えK左ってあの市長さんは、やっばり潔癖だったと言われるよう K

なってください。次へ入ります。時間がありませんから。

0議長(高橋通夫君) とれをもって 12の 3、遺跡調査会森田会長、坂詰団長K対し

血税 2，40 0万円余の返還を求めるK関する質問を終わります。

1 2の 4、市長は職員組合との相互信頼を回復し、労使関係の正常化を期せK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) ととK職員組合の市職ニュースがあります。とのニュース忙は、

大変左ととが書いてあるんです。いいですか、とれは 1月 21日K出したものですが、とれま

でも情勢が変わったという理由で約束を依ってきた市長在どは信用できませんと書いである。

職員から とういうピラを出されて平然としている市長さんというのは、まずい左いじゃ左いか

と思う、あるいはイ可遍も約束をな破り Vてなってひどい自にあわせていらっしゃるのかどうか、

との点をまずとのピラからな聞きいたします。市長Kな願いします。

。議長(高橋通夫君) 古谷太郎君の質問Kついての答弁を求めます。市長。

06番(古谷太郎君) 私はとう思うんです。あ左たは、会長さん左んですぺ全統括責

。市長(森田喜美男君)

O議長(高橋通夫君)

06番(古谷太郎君)

約束を破って云々というととは私は、心当たりがありません。

古谷太郎君。

それでは職員組合K左ぜ抗議を申し入れ左いんですか。とうい任者ですから、いずれK しても市民の税金が、昭和 55年 10月以前(![4， 2 8 9万円がどっか

へ行っちゃったととは間違い左い事実在んです、とれ、そのうち会長さんK直接関係あるのは、

約 1，90 0万円です、坂詰調査団の関係は、 521万円、とれは、もう 4年半も市民は、との

税金を使われてそれ放しK左っているんですから、とのこつは、坂詰さんKも言って 521万

円と Kかく返してないてくれ。それから、 1，90 0万円は私も返します。社長である森田喜美

男さんが、市長である森田喜美男氏K返します。も し、 経連部長さんである柳下さんが、

2，2 0 0万円使い込み、確実K裁判が勝ったとき Kは、そのな金をまたな二人で分けたらいい

うふう左ピラは、ととへ来る市民全員二三千枚も配られている。とれは訂正せよ、と左ぜ私が

とういうととを申し上げるかというと、市長と職員との信頼関係がなければ、市の行政事務は

円満K進みません。それで迷惑がかかるのは市民左んです。ですから、とれはもう完全K、い

いですか、ζれまでも情勢が変わったという理由で約束を依っ てきた市長など信用でき左い、

というととで物別れK在ったと書いであるんです、とれ。ですから、これは大変大切左ととで、

市長さんが「一度も約束を依ったととが左いんだ」と今なっしゃった。それならば、職員組合
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K当然、申 し入れて、なれは依ったととはないじゃないか。労使の間のな互いの信頼関係はゆる

ぎもし左いじゃ左いかということをはっきりとなっしゃっていただきたいんです。そとで、い

いですね、これがとても大事左 ζ と左んです。ゃっばりなまえは、なれらと相談しでもみん左

約束破っているんじゃないか。そうすると ζれは市民が見ても、森田市長と職員組合の間はけ

んかばか りしているんだ左、だからなれらはサービス 一 道路が壊れたってすぐ直らないし、

水道の漏水もすぐ直ら左い、とん左 ζ とがやっばりとん左ところから来ているのか左というふ

うK左ります、とれ。労使の信頼なしK市民サーピスはあり得左い。 これは、会社だってそう

だと思う。労使がな互いKけんかばかりしていたら、製品が不良品が出でし ょうが左い。だか

ら、そとのととろをひとつまず台願いしてなきます。

次Kな聞きしたいんですが、とのきのうの新聞です。これは読売新聞、サンケイ と両方ちょ

っと切り抜きましたが、市長は、 4月 1日:から職員の定期昇給を 6カ月延伸する。次vc5 5歳

以上は昇給を停止する、はっきりいうと、しかし、給料が非常忙低い方は、 58までは昇給 し

ましょう 、とれはとういうとと左んです。まじめK勤務してきて 55 VC左れば、もう全〈昇給

し左いというとと左んです。 1年K必ず 1号ずつ上がってきた大学を出て 33年まじめKやれ

ばぴったりと昇給がとまるわけです。不ま じめで延伸K在った人は、 5 8まで昇給するんです。

そういうとと左んです、乙れは。 ζれは前代未聞の方法左んです、とれ。号俸の低い者はと書

いであるのは、号俸がはっきりいって 1年VC1回ずつ上がら左かった人という意味です、その

年まで、そういう人は 58まで上げます、こういう意味、 ζれは読売新聞ですが、それから初

任給を 1号切り下げると書いてある。もし、とん左ととをやったら働くばかいませんよ。 3年

ぐらい延ばしてもらった方がいい昇給を、いいですか、最終給料というのは、年金、退職金K

関係するんです。そん左 KまじめKやって毎年毎年きちんと上がってきた立派左人はもうスト

ップだととういうとと左んで‘す。基準より号俸が低い者は、 58歳まで上げますよというとと

は、怠け者は 58歳まで定期昇給させますよというととです。 ζの点は、きっと助役が説明し

たんだろうと思うんですが、助役でも市長でも結構ですけれど、ζの新聞間違っているのかど

うか。大変左ととなんです、とれ、読んでびっくりしちゃった。御回答企願いします。

0議長(高橋通夫君 ) 助役。

。助役 (赤松行雄君) けんかばかりしてなってはいけ左いとなっしゃるとなりでどざ

います。

似
仇

非常K公務関係の労使関係でどざいますけれども、非常K円滑走形で人勧制度がひかれ、人

勧制度忙のっと bまして非常K正常化された状態できてなったわけでどざいますけれども 、昭

和 57年K人事院勧告がゼロ査定というか、ゼロ実施、完全流結とういうととろから、全国的

K非常労使関係がきでとち左〈左ってきてなるわけでどざいます。約束を依ったと言えば我 も々

5 7年は、やはり人勧が完全実施される左れあるいはある程度の実施というふう在期待は、

理事者も組合も持つてなったわけでどざいます。ととろが、ゼロだ、凍結左んだ、 1銭も上げ

ないんだ、とういうととがどざいました。とれが双方が、労使、理事者と組合、あるいは組合

と要する陀国ですか、国公並みの人勧が凍結でどざいますので、そ ういうふう左結局 57年K

ついては約束が全然、され左かった、とういう ふう左不信感がな互いKあろうかと思います。根

源は、国公のゼロ査定要する K県結というふう左ととろに端緒があるわけでどざいます。それ

から、今度の場合は、毎年定期昇給というものは、な応え していますけれども 、必ずあるんだ、

なてんとうさまと同じよう Kついて回るんだという考え方は、固定的K習慣的K成立するわけ

ですけれども、やはり非常VC財政の厳しいときは、多少のしのぎをな願いするというよう左と

ともあるわけでどざいまして、 そとがある程度今度の場合理解をしてもらう努力をしていると

とろでどざいます。ですから、いろいろと研究しましたけれども、定期昇給というものKつい

ては、主体権は成立し左いんだ、それから不利益処分でも左いんだ、ですからそういうは っき

りした理由があれば、き ちっとした理由も左いのK市長が、要するK自分の裁量行為で上げ左

いと いうととじゃどざいません。やはりはっきり固からの強力左指導というふう左ととで全国

規模で給与是正というのがやられてなりますので、我々 の方としても泣く泣〈といいますか、

職員十てどうしても頼まざるを得左い。それで起債の確保をしなきゃならん、乙 ういうふう左と

とるに来てなるわけでどざいますので、御理解いただきたいと思います。 57年からいろん在

意味で退職金、あるいは期末手当、いろん左勤務条件全部抑制気味でどざいます。減額でどざ

います。その中でも労使関係を円満K協力的Kやってきているのが日野の場合でどざいます。

そういうととで今度の場合は非常K長かったわけでどざいます。なっしゃるとなり 、それから

いろんな迷惑もかけました、ちょうど納税の申告時期K、昼窓の問題だとか、いろいろどざい

ました非常K御迷惑かける点は、本当Kなわび申し上げ左きゃ左らんわけでどざいますけれど、

労使ともども事態の解決、あるいは御迷惑の解消のためKはいろんま努力をしてきたつもりで

どざいます。それから、 6カ月延伸とい うものは、なっし ゃるとなり 、起債を確保する。それ
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から、国の指導等Kよりまして、給与是正を図っていくというものがセット K在った形での考

え方でやむ左<6カ月延伸を行つてなるわけでどざいます。

それから、 55歳、新聞記者の方も左か左かとの点は理解 しKくいよ うでどざいます。 55 

歳給料表で頭打ち制度をとる。給料表が 55歳でとれから上がら左いわけ左んです。そういう

ととでどざいます。だから、 55歳以上ある給料をととで切っちゃうというととでどざいます。

ですけれども、どとの市もあれですけれども、給料表が左くても枠外昇給という自の粗い枠外

昇給というのがあるわけでどざいます。ですから、 55歳K左りましでも、 完全K昇給はスト

ップし左いわけでどざいます。自の組い昇給がまだ残っているわけでどざいます。 58歳でζ

の自の粗い昇給も左〈左るというので、 5 8歳は完全に昇給ストップ、 ζ ういう ζ とでどざい

ます。とれKつきましては、よその東京都下の市のあらかたの市でも高齢者対策として 55歳

給料表の頭打ち、 58歳完全K昇給がストップという制度は、大概の市で既Kとっ ているわけ

でどざいます。国家公務員もやはり 55歳であり 、 5 8歳で日 野と同じよう左今度とろうとす

る処置を既Kとってなります。東京都は、今の都議会Kとれをかけてなります。 56歳頭打ち、

それから、 58歳昇給スト ップは既K実施してなりますけれども、 5 6歳頭打ちというのは、

今度の都議会へかけてなります。ですから、課長さん方からも質問がどざいました。普通の職

員は、それでス トップしてもいい、だけれど課長、部長は残る制度じゃ左いのかというような

質問もどざいました。調べま した。そういう制度では、部長も課長も普通の職員も係長も全部

同じよう左制度としてストップする。とういうふう左とと K左つてなるわけでどざいます。

それから、日野市内の企業を申し上げますと、もっと厳しゅうどざいます。 55歳で昇給完

全ストップでどざいます。それから、 5 8歳K左りますと、ベアもストップでどざいます民間

の場合Kは。地方公務員の場合Kは、 5 8歳で昇給はストップしますけれども、 3.3 7という

ふう左毎年のベアは、物価スライドするものとしてまだ残つてなります。民間の場合Kは、そ

れすら 58歳では、要するKストップというふう左厳しい環境でどざいます。やは り、もう経

済状態が非常K厳 しい状態K在ってき ていますので、だんだん官民の聞の問題等というのが、

要するに間差の左いものK改められてきているというふう左状況でどざいます。最後でどざい

ますけれども、いろいろとなっしゃるとなりけんかをしていちゃいけません。要するK正常化

しまして、それで市民サーピスを大事に考え、要するK能率的左事務を執行していくのが、公

務員の責務でどざいます。そういう面K向かつて努力もし、な互いK強調していとう 、という

気持ちでいっばいでどざいます。今度の事件Kつきましては、との 7日をもって大体組合と妥

結できたというととで、 ( r余り余分左ととを答え左いで」と呼ぶ者あり )五日 で超勤だ、

( rとれが間違っているか間違っていまいか聞いたわけだ」と呼ぶ者あり 〉はいはいわかりま

した。(r議員は、持ち時間があるんです、あ左た(!L1 0分も取られちゃうと痛いんです」

「そうだ Jr 9 0分しかありませんから Jと呼ぶ者あり)

。議長(高橋通夫君) 古谷太郎君。

06番(古谷太郎君) それで給料表はまだ出てなりません新しい方が。そこで私は希

望してなきます。意見を言つてなきます。

今度のよう K職員を傷みつけざるを得左いよう左状態K落ち入 ったのは、 3年間の間市長、

助役等が怠慢だったからであります。その怠慢を 1，20 0名の職員K一気K押しつけてきた。

まζ とK遺憾K思うのであります。ですから、私はととであ在たK申し上げてなきます。 10 

億 6，0 0 0万程度の借金左んです、これは、返さ左きゃしょうが左いんです。とん左借金は捨

てちゃい左さい。借金し左〈てできるんです。 27億円もの公共施設建設基金が積んであるん

じゃありませんか、前の銀行K。財政調整基金が 13億円積んであります。借金をすれば利息

を払わなきゃいけないんです。元金 10億 6，000万円も返さ左きゃいけ左い。との際は一切

あきらめて、とれらのものは全部自己財源で行う。そして、職員の方は、とう いうむちゃくち

ゃ左一気Kス トップしたり、いいですか、全職員の昇給を全部とめちゃ うわけです。それで今

度は 55歳以上は死ぬまでとめちゃう、とんなむちゃ〈ちゃ左ととを一気Kゃるよう左 ζ とは、

なやめに在った方がいい し、市民K対してのサービスが非常K低下します、とういうととをさ

れると 。それから、市職員の将来への希望が全く左く左ります。いつどとでイ可されるかわから

ない。ですから、との際は市民会館の起債は、起債というのは借金左んですよ。高い利息を払

う借金、 7%もの利息を払う 、三菱銀行へ置いたって 5.3%しか利息がつか左い、定期忙して

ないた って、だか らとの起債は捨てちゃい左さい。それで、ゆっくりと職員組合ととれからの

新しい理事者で交渉をするよう左余地を与えるととを私は要求してなきます。

次K入ります。

O議長 (高橋通夫君) とれをもって 12の 4、市長は職員組合との相互信頼を回復し、

労使関係の正常化を期せK関する質問を終わります。

次(!L1 2の 5、日本信販からの緑地(2，4 0 0平方メート ノレ)解除要求Kついての通告質問

《
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者、古谷太郎君の質問を許します。

06番(古谷太郎君) とれは都市整備部長の方からいただいた資料左んですが、との

資料の一番上K、緑地解除K対するな願いというのが出てるんです。 (rまだ見て左い」と呼

ぶ者あり)あっ、すみませんね、どうも ...

乙のな願いというのは、去年の 2月の 2日K日野市の都市計画課K出されている書類であり

ます。緑地を解除してくれ、それで土地を利用させてもらいたい。との緑地というのは、との

地図Kζれはやっばり日本信販のつけてき た資料ですが、と の緑地Bというのがそうです。緑

地ロであります。 Bとも言います。 とれが日本信販の方からの資料ですが、との緑地ロ乙れを

解除してもらいたい。ととろが、との資料は、都市計画課K預かられたまんま、まんまですよ、

1年以上放置されているんです。日本信販の社長さんK対して私は、だめならだめとか、理由

があるならその理由を 1年 1カ月も知らぬ顔を しているのは失礼 じゃ左かろうかと思うんです

が、助役はどう思います。あるいは日野市では、書類を出して 1年以上は受け付け左いとと K

しているんですか。それほどめち ゃくちゃ左 とと は左いでしょう。 1年 1カ月かかっています。

まだ何の回答も出てなりません。とれはどういうわけだか、市長でもいいです、回答してくだ

さい。ほうりっ放し(IL1年 1カ月 たちました 13カ月。

0議長(高橋通夫君 ) 古谷太郎君の質問K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 ) それではただいまの件Kつきまして、私の方からな

答え申し上げます。

御指摘のとなり 、昨年の 2月の 2日K日本信販の部長さんが参られまして、 百草園住宅地の

うちの緑地部分の解除をな願いしたいという申 し出がどざいました。ととの開発事業を実施い

たす際K、市と日本信販との間で 45年の 3月31日K協定書を締結 してなります。 ζの協定

書の第 9条で公園関係というのがあるわけでどざいますが、緑地Aと言つてなります。ロの部

分がAというふう左ととでどざいますが、 ζの緑地Aは、無償で市K譲渡し、関係法とは月IJ(IL

市の検査を受け、引き継ぎ書を取り交わした上で、市がとれを維持管理をする ζ とK定められ

てなります。との履行がまず先決であるというふう K私どもは考えてなるわけでどざいますが

・・・・ (r緑地Aのイの履行が先決定、と 、いいですか」と呼ぶ者あり)

。議長(高橋通夫君) 古谷太郎君。

んじゃありませんか。昭和 56年 7月 1日、とれはもう解決 しているんだろう。

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) 私が、ただいま申し上げましたの は、緑地 ロの

2，401平米です。とれは、通称Aと言 つてなります。それで協定書の中でAと言っているの

は、と の…・・・・(rイがAじゃ左いの」 と呼ぶ者あり)いや、ロがA、それで先ほどのイの方は、

先生御指摘のよう K、既Kもう 市の方K移管をされてなる、したがいまして、私が現在申し上

げてなりますのは、ロの方の 2，40 1の方でございます。それで、ととKつきましては、ま ず

市の方K、ととで図面ではロと言っていますが、 との土地Kついて無償で市の方K移管をする

とい うふう K協定書の中で、はっきり明記されてなる。まずとれを市の方K所管がえをするよ

うK、とれを移行するよう Kというととで、従来から日本信販の方Kも話をしてき たとと ろで

どざいますペしたがいまして、との緑地の解除の申 し込み、いわゆるな願いKつきましては、

現在までおおっしゃるとなり 、私どもとしては、ま だそういう文書というものKついては受理も

してなりませんし、同社の了解のも とKとの件十てついては保留をして合るとい うととでどざい

ます。との保留をしてお、りますその理由という のは、ζの住宅地の区域Vてなける公園緑地の実

面積の実態調査、それから、その実態の把握という ととと、とれを例えば解除をするとした場

合Kは、とれKかわる代替地、要するに協定書で明確K無償で寄付をすると言つ てなりますの

で、代替地というものを当然確保していか左きゃ左ら左い。また、との ロのAという緑地を例

えば整備するというよう左場合Kは、どう整備をしていくのか、果たしてできるのかどうかと

いう内容Kついても十分検討し左きゃ左ら左いわけでどざいます。したがいまして、現在ま で

そういった点Kついての検討調査が行われてきてなりますし、その過程K沿いて業者との間で

も会合を持つてなります。以上です。

O議長(高橋通夫君) 古谷太郎君。

06番(古谷太郎君 ) 私の言うととが間違っているかどうかで、間違ってい左きゃ問

06番(古谷太郎君) ととの緑地 2，6 1 9平方メートルは、日野市へ寄付されている
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違っていませんと言ってく ださいね。

緑地のイというのは、いわゆる緑地B(IL当たるわけですね。いいですか。それは昭和 56年

7月1日K日野市の所有地K在っていますね。そうですね。ですから、緑地イは、もう既K日

野市へ寄贈されている。緑地口、とれを緑地Aとしますが、とれKついてはとの協定書Kは、

日野市K寄属すると書いてあります。そうですね。ですから、当然とれも日野市へ寄付しても
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らわ左きゃいけ左いわけです。そうですね。もう既VL1 5年もたっている、との協定書ができ

てから、 左ぜ寄付を受け左いんですか、解除はできませんと、日野市と日本信販との間Kはと

の緑地Aは、日野市へ寄付しますと書いてあるじゃありませんか、というふう K言えば、向と

うだってそうでしたねと言ってとん左申請書を置いていきませんよ。解除申請。そうでしょう。

市長K聞きたい。日本信販が緑地解除というのは、いわゆる日野市へ寄付する土地という約束

のある土地緑地Aです。とれを解除してくれと来たんですから、それは約束違反じゃ ありませ

んか。緑地Aは、日野市へ帰属すると書いてあるんですから、直ちK日野市の所属Kしてもら

いたい。手続をと りますとい うふう VL;jo-，答えK左れ左いんですか、市長。その点は市長K聞き

ます。非常K広い緑地です、いい場所です、とれ、私見て きましたけれど・・・・・・

。議長(高橋通夫君) 市長。

0市長(森田喜美男君) との日野市内丘陵地のとの造成を行った各企業、当時一応の

指導を受けて行ったもの、あるいはほとんど指導Kは関与し左いで行ったものといろいろある

わけでありま して、 信販の場合は、ととK書類のありま すと計り 、ともかく一定の指導のもと

K条件を整え左がら行ってき たという ζ とであります。ただ過去Kないて、 私どもの最も困り

ましたのは、相当数の戸数を有する団地造成を進め左がら学校用地K何ら配慮して左かったと

いう ζ とが、非常K大き左支障であり ました。そとで、日本信販と西武不動産との両者Kそれ

ぞれ残余の土地を協力をしてもら ったという 、私は無償で出 してく ださいという ととから始め

たんですが、ともかく協力をしていただいて、今日の三沢台小学校ができた、とういうととが

あります。中学校用地でもう 一つ欲しいわけですが、とれVてついては全〈第三中学校を母体校

とする学校が西側K欲 しいというと とK対しては、非常K苦労をさせられた。つまり開発のと

きKは、必ず将来の学校用地、あるいは緑地とれらがきちんと用意できるよう K指導するとと

が、大切だという ととをつくづく その後で学んだとい う感じがいた します。そとで、残余のつ

まり未利用地という形で残ってい る緑地をまた再開発をしたいというのが、近どろの傾向であ

ります。との場合も多分そういう発想があるんでは在 いかと は思つてなりますけれど、日本信

販は、わりあい正常左との業者でもあるわけでありますので、正しい指導に応じてもらい左が

ら、今後のあの地域の開発整備K左沿いい方法があれば、十分考えるK値する 、との よう K思

つてなります。

0議長(高橋通夫君 ) 古谷太郎君。
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06番(古谷太郎君) 私は、との緑地Aというのは、早く日野市へ移管 してもらいた

いとい うのは、大き左理由がもう 一つある。 今大栗川 一 多摩市の和田から汚水管が倉沢の谷

戸K入ってきています。との都市整備部長の説明では、 6 2年Kζの処理場というのが書いて

あります。との 4公園の下のと とろ十て との処理場、との処理場は不要K在る 3年後そうすると、

ととの面積は 2.529平方米あります。との汚水処理場の面積、それがとの協定書の中Kは、

明らかK書いてあるんです。協定書第 9条の 2VL排水関係、処理場用地を含め無償で日野市K

譲渡いたしますと書いてあります。ですから、 2年か 3年後Kもう不要K在るわけで、そうし

ますととの上の公園 4とい う公園です、乙れは観音堂公園というんです。との公園の面積は小

さいんです、集会場がありますから、とれが 1， 1 9 1それKとの汚水処理場を公園Kしますと、

2. 5 2 9が加わりますから 1，00 0坪ぐらいの広い公園ができます。大変いい公園だと思いま

す。場所もいいとと ろです。そうすると 、乙の緑地がもうさらK生き て くるわけです。緑地は

イとロがあります。そ とで市長Kもう一度聞きたいんですが、 1年 1カ月前十て この緑地解除の

な願いが会社か ら出ている わけです。しかも との緑地解除Kついては、との協定書では日野市

へ無償で譲渡しますと書いてある場所であります。普通の常識だと との協定書K譲渡しますと

書いてあれば、ζ ういう書類を持ってと左いんです普通は、よほどの過ちが左ければ、社長さ

んの名前で来ていま す。市長さんは、大変日本信販はいい会社であると思いますとなっしゃい

ましたが、私は、どうもとういうのを見ると約束違反じゃ左いかという気がするわけです。そ

うすると都市整備部長は、どういう関係か緑地を解除するKは、ほかの緑地をもらわ左きゃし

ょうが左い。ととろが、残念左がらとの日本信販の敷地の中Kは 2.50 0平方メ ート ノレもとれ

るよう左あいている場所もありません、ζれ、そうでしょう。どともありません。もうほとん

ど売り尽しちゃっています。そうするとかえ地は取れ左いというととです。私は、市長たる者

は、毅然たる態度でとういう書類を持ってきたとき Kは、それは社長さん台かしいじゃありま

せんか。昭和 45年との協定書K明白K書いてあるんじゃありませんか、日野市長とな宅の方

の社長との間K、との中Kは無償で譲渡すると書いであるじゃ左いか、それを今度は宅地開発

させてくれ左んて、 とれはだめですというのが筋じゃ左いかと思いますが、市長Kもう一度答

弁願います。

さらK、もう一つは今との 2，529平方メ ート ル、汚水処理場が空き地K左ります。不要K

左ります。とれを公園を拡張して倉沢の皆さんK使っていただくよう Kしたらどうか、との点
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2点回答を願います。市長です。

O議長(高橋通夫君) 市長。

。市長(森田喜美男君) もちろん開発指導は約束K基づいて毅然として行ってい〈と

いうととはそのとなりであります。したがいまして、もう少し具体的Kその信販との意見交換

もしてみたい、 とのよう K思いま す。

それから、処理場の跡地 とれは協定書の中では、どう在っているか余り詳し〈は……(r無

償で譲渡する、どらんK左ってく ださい、預けてあbますから、 9条、見て 〈ださいよ」と呼

ぶ者あり )無償で譲渡左ら当然、いただ ぐべきものだ、とう思います。

O議長 (高橋通夫君) 古谷太郎君。

06番(古谷太郎君) 人の資料をちゃんと見てく ださいよ。日野市長と 9条の排水関

1 0年 ぐらいの期間をかけてゆっ ぐりと、とい うのは 3年間やって左かったから とん左ζ とK

在るんです。自介の過ちを職員Kぶっつける、とん左ととはょした方がいいんです。遺跡調査

会のな金もそう左んです。経理部長が使った。警視庁が捜査しでも、東京地方検察庁が調査し

でも経理部長さんが使ったのは 12 8万円です よと 、とう結果が出ている。もちろん検察審査

会へかけてもう l回調査してくれというのも結構でしょう。しかし、悪いと とは全部職員Kや

らせる、負わせる。例えばさっき の福祉センターの取り壊しもそうです。担当の部長や課長が

悪いんだ。何でも職員K全部負わせる左らば、市長在んか必要左いんです。社長さんは。市長

は、ゃっばり会社でいえば代表権を持つ取締役です、社長さん左んです。だからとそ自分も責

任を一端を負う というぐらいの決意が左きゃいけ左い。職員だけいじめてればいいんだ、職員

はかわいそう左んですよ。いじめられでも文句言え左いんです。職員組合のほかKきのうも市

川議員が質問されましたが、部長さんや課長さんが、市長十て過半数以上の部長や課長さんが連

名で、とれは勇気が要るんです。連名でとれからは市長、部長や課長Kも相談しでものをやっ

てくれませんか、連名で書類を出した。あん左私文書は回答しません。冗談言っちゃいけ左い。

市長が受け取ったんでしょう。市長が受け取れば、とれは公文書であります。受け取ら左きや

別ですが、受け取ったら公文書K左ります。当たり前です。外交だってそうです。抗議文を持

っていっ て相手の外務省が受け取れば、とれはもう正式左公文書です。普通左ら間違った外交

関係の文書はけります、受け取りません。過半数以上の部課長さんが署名して出された書類は、

公文書と言わ左き ゃ左ら左い。部長、課長という立場で申し入れてきているわけです。日野市

の職員で左きゃ部長、課長という立場で左きゃ給料のととで市長さんのととろへ申し入れ左ん

か来るわけが左いじゃありませんか。日野自動車の部長や課長さんが、森田さんのととろへ相

談しろとか、給料をどう しろとかいうととはあり得左い。そういう点でよく考えてあ左たの

110坪も公有地左んです。それを保留地だというんですね、市が区画整理をやっていて浮い

てきた土地は、公有地です。市長が処分し、市長が使う ととができる土地左んです、自由Kで

きる土地です、そういうふう左問題をもっとはっきりと考えていただきたい。やはり公私の区

別をはっきりしてもらう。最後K申し上げますが、 110坪の公有地は、ぜひひとつ返しても

らいたい。そして、 うちの左い市民の方(fC5 5坪ずつ分譲すればいいんです。希望者はた〈さ

んなります。そのくらいのととができ左く てどうするんです。

次の 1，81 1万一 浅)11の新井用水K流された税金、とれらKついても責任を考えて l割程

係のととろK書いてあります。やっばり人が配った資料は謙虚Kどらんに在るのが、やはり回

答者の責務だと思う。やっぱり そのくらいの誠意があ ってほしい。イ可も見左くたってわかって

りゃいいんです。見てませんからじ ゃ余り Kも不誠実過ぎます。私どもの調査では、日本信販

は、との緑地Aと処理場の跡地あわせて約 5，0 0 0平方メートノレ、とれはまだ日野市へ寄贈し

てなbません。他の部分Kついては約 1万平方 メート ノレは、公園、その他寄付し、既に所管は

日野市K移つてなります。開発区域は 19万 9，000、約 20万平方メートルですか ら、約 6

%程度が大体との公園や緑地K在っているというととK在るわけです。と ζは立派左住宅地帯

ですから、公園緑地が多い方がいいんです。緑地を守る、緑を守るんだという とと をなっしゃ

る方が、在ぜ緑地を解除したいという申 し入れを 1年 も温めている理由がわから左かった。今

でもわかりません。私は、とういう ふう左 とと は、や っばりきちんとしなければ協定書です

からいけ左いと思うのであ bます。 市民K公園と緑地を開放して怒る市民はい左いんです。そ

この場所をきのう見てきましたら、まだとのきれいK在っ てたんですが、今イ可か壊れた家の材

料かイ可かを置いてあbます。それで、信販の分譲地の案内所と いうふう左看板もちょっと出て

なりました。ぜひあそ とへ梅の木でも植えれば実K美 しぐ咲き乱れて倉沢の里から梅の香りが

百草園を越えて ζの日野市役所K漂って 〈るんじゃな いか、そん左気がするわけであ ります。

以上5点の質問を今申し上げました。いずれもはっきりした回答が出されませんでした。職員

の 55歳以上の方々をいじめる 、そ ういうふう左ととはなよし左さい。一遍Kいじめちゃいけ

左いんです。だんだんとわかっても らって、 だから時間がかかる、 10年ぐらいかかります。
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度は返したらどう です、少左く とも、 誠意だけでも示したら、同時十て遺跡調査会の使い込みの

な金 2，400万円、とれも税金左んです。とれは、一応返してないて、 もしも柳下さんが裁判

K負けた ら、 遺跡調査会の会は 2，200万円ばかり金をもらえるわけですよ。柳下さんから、

そのとき K会長が受け取ればいいんです。市民K税金をほっぽり放しKしてないては因る。

次K、職員組合との間もさっ き部課長と の問題を申 し上げました。信頼関係を十分保ってや

ってもらいたいし、今回はと Kかく とのよう左過激左問題は避けて即刻4月1日の昇給延伸と

か、あるいはまた 55歳以上の云々は徹回 して もらいたい。そして、 起債は借金ですから、三

菱銀行の預金をなろして足り左い とと ろは補って もらいたい、 それでゆっくり と職員と交渉さ

れて新しい給与制度をつくり 、みん左がKとにとと安心して働けるよう Kしてもらうととが、

日野市民K対する責務ではなかろうかと思います。

また、日本信販の土地Kいたしましで も、信販さんVてな願いして公園を広げ、緑地をふやす

というとと忙できるだけの努力をささげるととをな願いしたいと思います。以上私は、今、五

つの問題Kついて市長十てな願いし、また、私の希望を述べました。市政は永遠であります。市

長の任期は 4年であります。た とえ選挙K勝とうと勝つまいと 、そういうととでは左〈 て、選

挙は 4年どと K回ってまいりま す。しか し、 日野市長が土地をもうけ、市長在職中K大き左財

産をつくったというふう左疑いがかけられるよう左 ととが絶対は在いよう K、とのと とは強〈

申し上げてなきます。以上で私の質問を終わります。ありがとうどざいます。

0議長 (高橋通夫君 ) とれをもって 12の5、日本信販からの緑地(2，4 0 0平方メ

ートノレ)解除要求K関する質問を終わります。(r休憩」と呼ぶ者あり )

な諮りいたします内議事の都合Kより暫時休憩いた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ます。よって暫時休憩いたします。

午後 3時 18分休憩

午後 3時 49分再開

C 5番議員登壇〕

05番 (谷 長一君 ) 通告K従いま して質問をさせていただきます。

0議長 (高橋通夫君) 休憩前K引き続き会議を開きます。

ただいま議長が申されたよう K、古代の ロマ ンか、生活か、歴史を語る遺跡が消えていくと

いう タイトルでさせていただきま す。

との再三申 し上げてなりますけれども 、ζの埋蔵文化財は、国民共通の財産であると同時K、

また発掘されましたその遺物をどのよう Kとれから保存をし、とれを継承していくか というと

とが、国民Kとって文化の向上、教養をさらに発展するためにも非常K大切左 ととでは左いか

と考えてなります。 世界の文化K貢献するというととは、とれを小さく刷りますと 、やはり郷

土を中心とした文化財その資料をいかK大切K保存し、とれを活用していくかというととであ

るのでは左いか と思います。結果的K申しますと 、市民の教養、文化の向上発展K貢献すると

いうとと K在ると同時K、また、我々が住んでなります ζの郷土を愛する心を養う上でも 、と

れまた肝要であると私は考えてなります。しかし、 一方Kなきましては、歴史を語るとの埋蔵

文化財の保護が現世の生活が優先左のかどうかというととを考えてみますると 、非常K難しい

問題が前途K障壁と左って立ちはた司斗っているというととは、御存じのとなりであると私は申

しても過言では左いかと思うわけでどざいます。とれが質問の第 1点のとの歴史を語る埋蔵文

化財の保護か、現世の生活優先かというととでどざいます。

との 2問目といたしまして、との埋蔵文化財、とれは、現世品もちょっと含めますけれども、

やはり先取り行政はでき左いかというととでどざいます。日野市になきましでも 、区画整理が

また個人住宅の建設が至るととろで進められてなり、開発は休み左〈進行しているわけでどざ

います。それと同時K開発K伴いまして、 自然と知らぬ問にとの文化財は破壊されていくとい

うととは、周知の事実では左いかと思うわけでどざいます。とれが第 2問でどざいます。そと

で、今度はその記録保存調査等が行われているわけですけれども、とれは考え方Kよれば、学

術調査であるという方もなります。しかし、学術調査というとと K左りますと 、一定のテーマ

を持ちまして、 ζれは発掘調査をするわけです。それですから、日野市の場合は、学術調査と

記録調査の中間点ぐらいをやっているんじゃ左いかと考えてもいいんじゃないかと思いますけ

れども、そのよう左ととを調査委員が聞いていらっしゃると 、在(疋、谷のやつは何を言うんだ。

なれたちのやっているととは、学術調査だというふう K在ると思いますけれども 、やはりとれ

らの見解というのは、非常K難しいととろでは左いかと私は考えて台ります。

1 3の 1、古代のロマンか、生活か、歴史を語る遺跡、が消えていく Kついての通告質問者、

谷長一君の質問を許します。
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そとで、第 3問としてとの記録保存調査は、依壊Vてつ左がるのでは左いかというよう左考え

も左いわけでは左いんです。どうしてかと申 しま すと 、やはりとの調査区域が広〈左りまして、

そうしますと 、当然やは り事業を早く進めなければ左ら左い、とい うと とK左りますと 、との

どうしてもその行政的サイト花 立って考えてみますると、少しぐらいはとい うよう左ものが情

けとして出てく る、それと同時K、またその予算の面もどうするとい う大き 左問題Kもまた立

ち当たってしま うわけです。そしたらまたその時間も左い、入手も不足する、そ う在るとやは

り左なざりに左らざるを得左いというよう左傾向があるんじゃないかと思います。そとで、そ

れらの解決策はどういうふう Kしたらいいかとい うとともあわせてな伺いするぷけで、すけれど

も、との日野市vc:}，~いて、今、行われているその区画整理、その発掘調査等を見てみますると 、

やはり どうしてもその事前K調査をする 、基盤整備が大規模K行われているというのは、とれ

は万願寺の区画整理も同じですけれども、その範囲が広〈左り ますと 、調査費、それから時間、

人手等をすべて多く要するわけですっそ乙で、ただいま申しましたよう K金不足、時間不足、

人手不足等が出てくるわけです。そうしますと 、再三申しますけれども、調査も左なさり K在

って しまうというふう Kなるわけです。どう して もとの事前発掘というととは、必要じゃ左い

かというととであります。そう いう ふ う忙し左いと、と の我々の足元K埋もれている歴史をど

うしても解明する ととは、非常K難しいじゃ左 いかと 、私は考えるものでありま す。我々市民

K与えられました責務でも あるというふう K考えますと 、どうしてもその現在、日野市でー行わ

れてなりますとの下水道の工事、そ うした り万願寺の区画整理の進行状況等を見ますると、そ

のいかKしてとれらをスムースK施工 していく かというととが、まず最初K考えるわけであり

ます。また、との 日野市Kなきましては、さらK高幡地区、それから、豊田駅南等の区画整理

も60年Kは、恐らく認可K左るのでは左いかと思います。その豊田の南Kなきましては、環

境アセス等があってちょっとなくれるじゃ左いかといいますけれど も、 やはりそのなくれとい

っても大したととは左いんじゃ左いかと 、私は考えてなります。イ可としても事前の発掘調査と

いうものができ在いか、というととであります。やはり 、その遺跡、は非常K大切ではあります

けれどもその実生活を犠性に してま でも 、どうして保護 し左ければ左ら左いかと いうよう左と

とは、との区画整理をやってなったり 、何かを しますと、直接その地区の人々から、私は耳K

するわけであります。どう してかと 申しますと、 昨年 12月の 25日の議会で したか、との議

会Kなきましでも、埋蔵文化財の発掘調査を改善して、早く掘ってくれとい う決議を したよう

K覚えてなります。 そのよう左乙とからいきま しで も、どうしても調査だけは、前倒しで早く

やると いうのが一番よいじゃ左いかと考えてなるのは、そといら あたり Kあるわけであります。

昨年、私が、との市のな金を使わせてもらって行政調査K行ったんですね。 とれは大阪の柏原

左んです。 との柏原というととろは、非常Kその遺跡、の多いととろで、横穴古墳等も 1，5 0 0 

もあるわけです。 との 1，5 0 0もある横穴古墳だからということでは左いでしょうけれども、

ととしまたそのすぐそばの河内長野市の遺跡等、それから郷土資料館を行政視察してま いった

わけですけれども 、そのとき K向とうへ行きましたら、柏原の調査員の方が、隣の柏原市の教

育委員会と土木課との話し合いをしているとき K、どういうわけか河川改修を急Kするよう K

在ったんで、その国指定の横穴古墳を幾っか削り取っちゃったんだ、どん左ととをしたんです

かと聞きましたら、 150メート ノレから 200メートノレぐらいKわたって、突如としてブノレド

ーザーで押 しちゃったと いうんですね。ああ随分ひどいと とをしたもんだと私は言いました。

それで、どのよう左ものがそとの古墳Kはあるでしょうか、というととを伺いましたら、日本

でも有名左横穴群の中K、線亥iJ式の壁画が書かれているそう左んです。それで、その壁画は、

日本でも古墳時代の後期の墳墓であって非常K有名だとい うととを伺っていたわけです。そう

しますと 、そ ういうふう左ととを急K市がやってしまうと 、やはりとの日野市が、仮Kやりま

せんけれども 、ゃったとしたまらば、やはり東京都で恐ら〈そのどうしたんだという ととで、

乗り出 して〈るんじゃ左いかと思うんです。さのどと〈大阪の柏原でも、大阪府の教育委員会

が乗り出 して きて、 非常K行政もそのためKきついなしかりを受けたというよう K伺って帰っ

てきたわけですけれども 、やはりその国民共通の財産というととK在ると 、とれはすべての国

民の力でとれを守っていか左い と、 どうしてもとれらの保存ができ左いというふう K私は、痛

感をして帰ってきたわけです。そのよう左 ととを考え左がら柏原を後Kしたとき K、どん左と

ζ ろかという ζ とを頭K浮かばせ左がら、昨年行ってきました柏原市をタクシーの窓から眺め

まして、 ああいう山すそ野、結局傾斜地のところKは横穴が幾つも並んでいるのか在、その文

化というものは、あの よう左 山すそあたりから発生したのかというよう左ととも 、とれはいろ

いろ順序は違いますけれども、考え左がら宿へ向か ったわけです。それで、とのようまととが

行われる とい うととは、どうしてかというとと K左りますと 、やはり 、との多〈の方々の理解

が在かったというふう K言っても過言じゃ左いかと思うんです。全くやったととというのは、

無謀であると私は考えているわけですけれど も、とのようなととを考え左がら、ま た、との前
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万願寺地区という地区ですか、あそとの遺跡の発掘現場へ行ったわけです。そうしましたら何

人かの方が、そのけげん左顔をしてとう掘っているのを見てるわけですね。そうしますと出て

〈るものは、やは D流木みたい左、す左わち日野の言葉で言えば流れ木というんですね。それ

で、その後そのわきから出てぐるのは、いわゆるはじ木左んです。日野市の言葉でいうとかわ

らげというんですね。何んだ出て くるものは、流れ木とかわらげだけじゃないか、とういうふ

うK言っているんですね。それで全くとん左ものK金をかけてど うするんだ、やはり ζれだけ

の金をかけるんだったら、早〈道をつ〈っちゃった方がいいじゃ左いかというふう K話しして

なりました。 私も確かKそのとなりだと思いま すけれども、 やはり との遺物Kはそれぞれの生

活の歴史、それから 、そのまたは流れ木といってもよく見ると、その)11の流れがどうであった

かというととを我々忙教えてくれるわけです。やはり、とれらのととを考えてみますると、大

切左歴史が秘められている、または何千年の歴史、それから生活を語るかけがえの左いとの証

人では左いかと私は考えざるを得左かったわけです。それで、さらに、またずっと前でしたけ

れども、ちょっととれは本を読んでみたとき K、島根県の斐川町というととろがあるんです。

ととKとうじん谷というととろの畑があって、そと をその農道整備をやったわけです。行って

みますと 、東光寺の上の農道を整備したというよう左形のと とろですけれども 、そとから遺跡

が、突如と して出てき たわけですね。それで、その遺跡を大したとと はないと思って調査をし

てみましたら、350本もの銅剣が出土したわけです。とう在ると尋常一様じゃ左い、 やはり

日本のその古代史もとれらKよって時と場合Kよると書きかえられる、というふう K左るかも

わから在いというようなととが書いてありました。遺跡依壊は、とのよう左ととを考えると、

やはり絶対K許 しちゃいけ左いんだというふう Kも言ってもいいわけです。 しか し、とのそと

いらを余り強〈強調すると 、ま たその反対も出てぐ るわけです。そとで、昨年どの〈らい日本

国じゅうでとの遺跡が発掘されているのか、いわゆる届け出 しですね、 がどのくらいまされた

かというととを調べてみましたら、全国で 1万 4，540件もの届け出がありまして、 その特定

のテ ーマを持って行う、すまわちその学術調査というのは、わずか 13 7件、本当の微々たる

ものです。 99%が緊急発掘というか、その開発K伴う発掘であるというととが言えるわけで

す。いか在る調査であっても、とれはその発掘K際しては、本当Kやはりその厳正在る発掘を

する。とれが、私はその当たり前であり 、先ほど申しました一部の ζの人たちが、何というん

ですか 、遺跡左んか大したもんじゃ左い、早〈 工事を進めろ、簡単K発掘をしてやめてしまえ

というよう在ととも、とれはそのとなりだとも考えますけれども、また、考え方(疋よればかけ

がえの左い古代のその歴史を語ってくれる、またはそのあかしてく れる証人ですから、学術的

在調査を行わ左ければ左ら左いというふう十てまるのでは左いかと私は考えているわけです。

そとで、との通告しでありますよう Kとの 3点、 4点の との遺跡は大切だが、実生活までも

犠性Kして左ぜ保護し左ければ左ら左いか、というよう在とともまた質問するわけです。

それから、との 5点目として、発掘の道、との共存の道を探して文化財共存を確立するとい

うととは、とれからどのよう在方策を立てていったらいいかとい うとと左んです。 とれらの点

Kついてもまたな伺いいたすわけです。とれはどうしてかというと 、との遺跡、はかけがえの左

い古代人の社会構造や人類の生活文化を知る上でも必要欠くととのでき左いものであるから申

し上げるわけでどざいます。性急左開発等Kよって、古代の資料を木久K失ってしまう、とれ

で果た してよいであろうか。とれは、その妥協してしまえば依壊されてしまうんですね。それ

ですから、どのよう Kして両立の道を選ば左ければいけ左いかというととを行政当局も深さ左

ければいけ左いんじゃないかと考えてなります。そのよう左観点K立ちまして、私は、 1、 2、

3、 4、 5とい うととで結局通告をし、その質問の要旨というのを差し上げてありますので、

それ忙基づいてひとつ回答をしていただき、さらK、その後Kとの万願寺の埋蔵文化財の発掘

調査費と 、さらKは、と の次忙万願寺Kあります市の史跡、である一里塚、それから石田寺、そ

れのそばKあるカヤの木ですね。さらKは、とうかん森ですか、そして、その安養寺等が、今

後どのよう K位置づけられるかというととを、とれはその今までの 5点の回答をいただいてか

ら質問いたしたいと思いますので、以上よろし〈な願いいたします。

0議長 (高橋通夫君) 谷長一君の質問Kついての答弁を求めます。教育次長。

0教育次長(小山哲夫君) それでは、谷議員さんから御質問がどさいました日野市

の埋蔵文化財の行政Kつきましての 5点の御質問がどざいました。とれKつきましての考え方

をな答えしたいと思います。 5点をいちいち答えればいいんですけれども 、 5点の中Kはそれ

ぞれ関連した事項がどざいますので、その中から一応関連事項Kつきましては、まとめさせて

いただいて回答させてもらいたいと思います。

基本的左大きな問題点といたしましては、いわゆるその埋蔵文化財を優先するのか、あるい

はまた生活権を優先するのかというとれK対する基本的左行政のあり方Kついての問い合わせ

が第 1点目 、 2点目 、 3点目 Kかかってくると思います。 今の冒頭K谷議員さんから御説明
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がどざいましたとなり、いわゆる埋蔵文化財の保護、発掘、あるいはそれK対する活用、とれ

Kつきま しては、文化財保護法K明記されているととろでどざいます。確かK埋蔵文化財Kつ

きましては、昭和 25年Kできま した文化財保護法というものが、特K昭和 50年K改正され

まして、埋蔵文化財K対する保存というものが、非常K強〈叫ばれ、それを大切K発掘をし、

そしてまた、それに対する保存というものを適切Kしなきゃ左 ら左い とい う、と ういう責務が、

法律上厳しく規定されているという事実がどざいます。一方教育委員会といたしま しで も、と

のいわゆる埋蔵文化財というものが、我が国の歴史、あるいは文化の発展K非常K寄与すると

とが大きい、その埋蔵文化財の寄与が左 くして我が国の文化の発展があり得左いというふう左

法律の趣旨も どざいます。また、それを所有してなりま す文化財の所有者Kつきましでも、い

ろいろと埋蔵文化財等の行政を行う場合Kは、協力をするというとういう ふうな義務もどざい

ます。また、教育委員会の責務といた しましでも、いわゆる地方教育行政組織及び運営K関す

る法律の中でも、文化財の保護は、教育委員会の固有の所管事項であるというととから、文化

財の保護の行政Kつきましては、従来からとの問題Kつきましては、真剣K取り組んでなると

とろでどざいます。特K日野市の場合は、御承知のとなり約 4.3 8平方キロほど現在のととろ

包蔵地がどざいます。大体日野市全体の面積の約 17%近くがいわゆる包蔵地K左つ てなる。

しかも、との包蔵地が昭和 40年どろからのいわゆる土地開発K伴いまして、その発掘が非常

K進んでなります。現在まで約 14 0カ所の発掘が行われてなります。今後ともどもいわゆる

区画整理等K伴う開発K伴いま しての発掘の調査というものが、 たくさん出てくるんじゃなか

ろうかというふう K予想をされてなるととろでどざいます。一方Kなきまして、ただいま生活

権が優先かというふう左御質問でどざいますけれども、確かKとの包蔵地の中Kいろいろとマ

イホームができる、あるいは道路ができる、あるいは学校ができるというととで、公共施設等

の建設も伴って行われるわけでどざいます。その中で、やはり憲法のいわゆる生活権の保障、

最低必要左文化的左生活を営むという権利も一方Kないて法律上認められ、同時K憲法では、

やはり国民の財産を侵しては左ら在いと いうそういう財産を尊重する立場Kも一方K沿いて置

かれています。その二つの法律の間へ挟まって、との文化財行政というものを一体どうい うふ

うKとれから進めていくのか、その辺Kつきましては、非常K質問者からも御提案どざいまし

たとなり 、難しい問題でーあると いうふう K私どもは、 一番大き左悩みの種でどざいます。結論

といたしましでも、教育委員会といた しましては、いろいろととの点Kつきまして、検討を進

めてなると ζろでどざいます。要するK基本的左考え方としては、埋蔵文化財というものを大

切K調査をする。そして、その結果を十分K保存すると同時K行政の方もとの埋蔵文化財の行

政のためK、いわゆる開発とか、あるいはマイホームの建設がな〈れてしまうとかというそう

いう とと があっては左りません。つまり、とのこつの問題の何と いいましょうか、最大公約数

を見つけるという よう左形の中での埋蔵文化財の発掘ができる ととが望ましいだろうというふ

うに私どもは考えてなりま す。従来遺跡調査会Kつきましては、 遺跡調査会等Kよりまして、

いろいろ と発掘を進めてまいりました。特K従来ですと 、日野市の遺跡調査会というものが、

日野市全体の遺跡調査をする。そういたしますと 、いろいろと調査の体制の中での調査員の配

置の問題、あるいはアノレバイ ト、 あるいはそれK伴う発掘調査費、と ういったものが非常Kか

かります。ですから、日野市の遺跡調査会という非常K限られた調査の中で、広大左包蔵地を

一手K引き受けるとと Kつきましては、行政もな〈れてまいります。非常K発掘調査Kも時間

もかかる、予算 もかかるという ふう左矛循が考えられます。そとで、昭和 55年度から従来の

日野市全体の遺跡調査という ものを、日野市の遺跡調査会が担当するのでは左〈 て、 やはり大

き左土地の所有者、例えば東京都の住宅局の抱えてお、る都営住宅であるとか、あるいは住宅公

凶が抱えてなる団地であるとか、そ ういう大き左土地の原因者Kつきましては、そういうとと

ろK遺跡調査会をつ くっていただいて、そとで調査団を編成し、そして、その土地は自分たち

の原因者、積極的K発掘調査していくという、つまり 集中方式から分散方式K変えるという方

法をとっています。ただとの分散方式というとと K左りますと 、原因者が別(ζ調査会をつくる

わけでどざいますので、ややもすると発掘をずさんKする 、あるいは発掘したものをほかへ持

っていってしまうというそういう憂いがどざいます。したがって、 とういうとと Kつきまして

は、やはり文化財の保護行政というものの責任者というのは、教育委員会Kどざいます。した

がって、それ らの全体調整指導監督は、やはり教育委員会で行うべきであろう。そういうふう

左観点K立ちま して、実は、昭和 55年度からいわゆる集中方式から、いわゆる分散方式とい

う形をとってなります。それを行うとと Kよって文化財のそれぞれの調査というものが、非常

K精密Kできます。しかもスピーディ -vcできます。そういう一つのメリットがあると思いま

す。それでも左台かつ日野市で行ってまいります遺跡調査というものKつきましては、あ ぐま

でもいわゆるマイホームをつ〈る、一般の個人住宅をつくる、その場合の発掘調査を担当する。

左台、あわせまして日野市で行ういろいろ左土木調査、あるいは区画整理K伴ういろいろ左開
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発がどざいま す。そういう市の公共事業K関する問題、乙れKつきましては、日野市の遺跡調

査会が、担当していく というそういう基本的左考え方で、ただいま文化財の発掘を進めている

ととろでどざいます。それとあわせまして、 それでも日野市の遺跡調査会の担当する分野がふ

えてきてなbます。先ほども御質問がどざいましたよう K万願寺の区画整理等の開発がどざい

ます。万願寺は約 128万平方メ ートルほど土地がどざいます。その中Kも約 20万平米ほど

の発掘すべき面積も控えてなります。 今後もいろいろと西平山地区その他K日野市の方でやっ

ていか左きゃ走ら左い発掘調査を控えてな ります。そういうと とを考えま すと、現在の日野市

の遺跡調査会の人員だけでは、とても ζれらK対応でき左いという ふう在感じを受けます。そ

とで、我々 といたしましでも、とれらの調査体制を十分整えていく必要があるだろう。 そう い

うととで遺跡調査会の担当であります社会教育課のいわゆる学芸員だとか。調査員であるとか、

あるいはそういった補助員だとか、そういった人的在確保もしなきゃ左ら左い。しかし、乙れ

をふやすととKよって、市の人件費もふえてい〈 というそういうまた矛循点もあるわけでどざ

います。 したがっ て、我々 といたしましでも、とれ らのいわゆる調査専門員Kつきましては、

市の方の調査員をある程度採用 していただ〈と同時K調査が終わると調査員は要ら左〈左りま

すので、そういった意味で我々といたしましては、特K昭和 58年度から遺跡調査会の中K、

臨時の嘱託Kよる調査員、あるいは補助員等を採用し左がら、調査員の拡充K努めてなるとと

ろでどざいます。左台、あわせまして発掘調査のスピード化というとと、とれスピード化する

とと Kよって発掘調査がずさんK左るんじゃ左いかというふう左御指摘を受けるかもしれませ

んけれども 、在台、機械力、例えは、いわゆるパッ ク法というんですか、ユンポというんですか、

ユンボを取り入れる、あるいは測量する場合K、今まではすべて手でもっていろいろと測量し

てきましたけれども、やはり空中から写真を撮影するとと Kよって、現場を一遍K測量してし

まうというそういうふう左機械力の導入Kよる発掘調査というものは、正確を期するというと

ととスピーディ -vc上げるというとと 、そういう人的左面と 、それから発掘調査の体制の問題、

それからアルバイ ト等の作業員の問題も出てまいります。我々といたしましては、従来非常K

作業員の手不足という問題の中で、との発掘調査がはかどら左かったという面もどざいます。

そとで、一応昭和 58年度からできるだけ発掘K従事する作業員の確保という問題K意を注い

でなります。いろいろと PR等を行いまして、現在は約 100名から 150名ぐらいの作業員

を一応抱えてなります。従来の約倍近い作業員がなります。そういった中で遺跡調査を進めて

なります。 その場合の基本的左考え方は、やはり谷 議員さんがなっ しゃいましたよう K、発

掘調査というも のは大切忙していく んだとい うとと です。いわゆるずさんな発掘調査K落ち入

ら左いよ うK、やはり調査すべきととろはきちんと調査をする。その終わった後の保存も的確

K保存をしていく というふう左基本的左考え方K立ちまして発掘調査を進めてなるととろでど

ざいます。

それから、いわゆる発掘調査をするK当たって先取り調査ができ在いだろうかというとうい

うふう左御提言がありました。確かK従来日野市の遺跡調査Kつきましては、先取りというと

とを一応考えてなりましたけれども、左か左か調査体制の中で、先取り調査ができ左かったと

いううらみがどざいます。そとで、我々といたしましでもできる 乙と走らば、開発K先立って

先K発掘調査をしてしまって、その後開発Kかかるという とういう手順を踏むととが望ましい

姿だという ととは十二分K承知をいたしてなります。そとで、今ま では、そ ういった形の中で、

先取りできませんでしたけれども 、昭和 59年度から在るべく先取り調査をしようというとと

で、実は昨年の 9月の補正でもな願いしてき ましたけれども 、特Kζζの調査の中で、一番大

き左問題点というのは、万願寺の発掘調査でどざいます。とれKつきましては、期間的左制限

もどざいますし、面積も非常に多うどざいます。そういった中で、我々といたしましては、一

応作業員の体制を整えたというととの段階で、実は 59年度の当初予算K計上いたしました調

査も既K昨年の 8月どろには終わってなります。そ とで、 60年度K行う万願寺地域の開発K

伴う発掘調査Kつきましては、 59年度忙できるだけやってしまなうじゃ左いかというととで、

実は 1億円ほどの補正を 9月の議会K可決をいただ、きまして、現在、60年度K向かつての開

発すべき土地の発掘調査を進めてなります。大体ととしの 3月Kは 60年度K万願寺地域の開

発K伴う先取り調査がほぼ完了するであろうというふう左予定を立ててなります。そういう意

味で今後ともできるだけ先き取りの調査ができるような方途を考えているととろでどざいます。

それから、あと学術調査の問題、緊急、調査というふう左問題で、今後とも学術調査を中心的

Kやっていくべきじゃ左いかというふう在御提言がどざいました。とれKつきましでも、教育

委員会といたしましては、先ほど申し上げたとなり 、ずさん左調査じゃいけ左い。あ〈までも

先人たちが残した立派左文化財・というものは、綿密K調査をし、それを適正K保存してい〈と

いうそういう前提のもと K、調査がずさんK行っていか左いよう K正確左調査ができるよう左

方法を今後とも取り入れていきたいというふう K基本的K考えてなります。
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それから、万願寺の区画整理K伴つての調査費のこと の御質問が最後Kどざいました。万願

寺は先ほ ど申し上げたと なり、全体の面積が約 128万 9，0 0 0平米ありま すけれども、その

中の包蔵地が 21万 2，000平米ある。 そういたしますと、とれK対する調査が、大体昭和

6 5年Kは万願寺の区画整理は行わ左き ゃ左ら左いと いう時間的左制限がどざいますけれども、

それK大体どのくらい費用がかかるかとい うとと でどざいますけれど も、乙れはあくまでもと

れからの綿密左調査を し左い限りKないては、正確左数字は申 し上げ られませんけれども、大

体 18億円ぐらいのやは D調査費がかかっ てくるだろう というふう K私ど も目の子算でどざい

ますけれども、 予定を して宕ります。

それから、それK伴いまして万願寺Kありますいろいろ左一里塚であるとか、あるいは安養

寺の問題であるとか、あるいはとうかん森の問題とか、いろいろとその中K市の指定文化財等

もどざいます。とれ忙つきましては、いろいろと日野市の遺跡調査会の役員会もさる ζ と左が

ら、日野市の文化財保護審議会という会がどざいます。そういった中で、とれらの文化財を開

発するK当たってどういう形で保存 していったらいいのか、とれKつきましては、現在文化財

保護審議会の中で、先ほど御質問がどざいま した文化財の保存の問題Kつきまして、 鋭意検討

中でどざいます。とれKつきましてはできるだけほかへ移す左り 、何らかの形で保存する方向

で文化財保護審議会委員さんの御提議がどざいます。 とれKつきま しては、所管が都市整備部

の方でどざいますので、今後区画整理を進めていく段階で、都市整備部の方とも十分K横の連

絡をとり左がら、これらの保存K鋭意努力を注いでまいりたいと いうふう K考えてなるととろ

でどざいます。私どものな答えは以上でどざいます。

0議長(高橋通夫君 ) 谷長一君。

05番(谷長一君 ) ただいまの教育次長の答弁で、私が先ほど申しましたと同じよ

を聞きま したので、乙れKついてはとれで よろ しいです。しかし、ζ としの今度は 60年度の

国庫補助事業 とれを見てみますると、それから、また万願寺区画整理、それから研究発掘、そ

の他のとの南多摩管渠の埋設等の事業その他を見てみますると、非常K面積が多いわけです。

昨年の約 3倍Kも在 るわけです。確かK次長さんがなっ しゃ られる どとしその人員はふやし

て確かKその体制は確立はできるであろう。 どうしてかといいますと、ζの調査委員等も今度

は補足をしまして、万全の体制を整えるという ととではありますけれど、やはりとれらの発掘

調査をしていく上Kは、大き左問題等もその場所場所Kよって、 事業所事業所Kよって発生す

るんじゃ左いかと思うんです。それらのと とをあわせ考えてみますると 、やはりとの 1万

5，2 6 0平米という との面積をどのよう K発掘するかという ζ とは、われわれKとりましでも

関心の的左んです。どうしてかと申しますと、これは、先ほど申しましたよう K国民の文化の

向上、またはその郷土を中心とした文化財の資料K在るわけです。それで、その先ほど申しま

したよう K、とれを活用する、とれが市民文化の向上発展Kつ左がるという ζ とK在るわけで

すから、単K人員をそろえた 、調査員ができたからできる というものじゃ左〈て、それらのと

とを踏まえて発掘をしてもらわないと 、発掘をしたがためK依壊されるというよう左ととも言

われてなるわけですから、そのあたりを十分御承知念き願いまして、 慎重K進めていってもら

いたいというととをな願いすると同時K、そといらの心構えというのがどう在っているかとい

うことをひとつな伺いいたします。

それから、そのあと一つは、先ほど教育次長が触れました日野市のとの史跡、が、万願寺土地

区画整理の中Kあるわけです。そうしますととの 60年度K仮換地の指定がなされるわけです。

そとで、その仮換地の指定K際してのとの史跡の処遇と換地先というのは、どういうふう K左

るか、その点をおも伺いいたします。

。議長(高橋通夫君) 教育次長。

。教育次長(小山哲夫君) それでは御質問の第 I点目の万願寺の区画整理K伴う発掘

調査の 59年度、 60年度の予算K絡めての御質問がどざいました。確か(tL5 9年度の当初予

算ーから比較するとたしか 8，1 0 0万円だと思いました。とれは、先ほど申し上げたと合り 、昨

年の 9月K万願寺の方の発掘調査の 2，00 0平米が 10月どろ終わっているわけです。したが

って、 それを先取りする意味で、昨年の 9月の補正で 1億 70 0万円ほど予算化したわけでど

ざいます。 したがって、 5 9年度とれから 3月までかかるわけですけれども、大体万願寺地区

う左趣旨の答弁をいただきま した。

そとで、との 2問の埋蔵文化財の先き取り行政というととでありますけれども 、との 59年

度の予算を見ますと 、との国庫補助事業とか、万願寺の区画整理事業、それから南多摩管渠、

とれらをさらKとの緊急発掘等をあわせてみますると 、との面積が 5，6 0 0平米左んですね。

それで、また先ほどとれは補正のとき Kも何日か前ですけれども 、結城部長が言われましたけ

れども 、万願寺の区画整理の中で、約 1，0 0 0メー トノレ遺跡のためKなくれているというよう

在ととがありましたけれども 、先ほど話を伺いましたら、とれらは解決されるというよう左話
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で、 6， 0 0 0平米から 7，000平米ぐらいの発掘調査が大体終わるだろうというふう左話左ん

です。それから一方 60年度の万願寺関係の予算を含めての発掘調査費でどざいますけれども、

御指摘のとなり、 1億 5，6 0 0万だと思いま したけれども予算計上されてなります。ですから、

昨年の当初予算と比較すると、約7，5 0 0万ほど 60年度予算が多いわけですけれども、とれ

も今申 し上げたように、昭和 59年度の最終補正予算を含めた予算と比較いたしますと、とと

しが補正で 1億約 9，0 0 0万K在るわけですから、ですから、 60年度の当初予算の額が l億

5， 6 0 0万ですから、左なかっ 60年度予算 よりか 59年の方が多いわけですね。ですから、

財政当局の方Kもいろいろと 60年度予算の発掘調査費を 請求する K当たっ ては、約 2億

2， 0 0 0万ほど必要左んですけれども、財政事情があった中で、 1億 5，6 0 0万とい う予算K

在っているわけでどざいます。したがって、とれが 1億 5，6 0 0万円の予算の執行ができれば、

左なまた、年度途中K補正をな願いする場合もあり得るというそういう含みがあるわけでどざ

います。それから、予算関係はそういうととで御質問十てな答えいたします。

それから、あと発掘調査K当たっての心構えというととでどざいますけれども 、先ほど触れ

ましたけれども、万願寺の区画整理Kつきましては、特K調査Kつきまして、在るべ 〈早〈や

るというととと同時Kとの調査を真剣K取り組んでやってなります。ずさん左発掘が行われ左

いように意を注いでなります。 今後ともどもその点を意を介しまして正確な調査、保存、整理

が行えるよう K心構えとして行ってまいりたいというふう K考えて台ります。以上です。

O議 長(高橋通夫君 ) 都市整備部長。

0都市整備部長(結城邦夫君 ) それでは 2点目の御質問Kついてな答え申し上げま

いうふう Kいたしたいと考えてなります。安養寺Kつきましでも現地換地で、一部な墓の移転

が伴いますが、大部分は現地換地で行いたいというふう K考えてなりますぺ以上でどざいます。

0議長(高橋通夫君) 谷長一君。

す。

05番 (谷 長一君 ) 教育次長の方の答弁はどうもありがとうどざいました。

それから、ただいま都市整備部長から、と うかん森それから石田寺、それから安養寺は現地

換地である。また、との一里塚は、市有地とするというよう在ととを申されましたので、本当

K安心しました。ありがとうどざいます。とのよう左ととを答弁をいただいて私は、本当代た

だいまよかったと思います。しかし、そのいい反面Kまた悪いものも必ずあると思うんです。

権利者として、やはり周囲等を見ましてなれはとん左ととろへというよう左ととがあるかもわ

かりませんけれども、それらのよう左ととが発生した場合Kは、よくその地権者とも話し合っ

て、 やはりその他K保留地、または公社の土地、さらKは私有地等もなありと思いますから、

納得のいくよう左形で、ひとつぜひ仮換地の指定を行ってもらいたいというととをととでな願

いしてなきます。とのよう左ととを考え在がら、文化財というのをどういうふう Kして、とれ

からいっていいかというとと K在ると同時K、その使われたものというのが一体だれK使われ

たかというとともまた考える必要があるのでは左いかと考えているわけです。との国の重要文

化財というのは、主として、との非常K大事だというけれども 、との庶民文化を伝えているも

のというのは案外少在いです、どうしてもとの権力者が残したもの左んです。そのロ マン とい

うのは、確かK庶民文化はロマンというのは伝わら左いで、す。そう在るとどうしても権力者が

残した文化財というのKロマンがあるよう左私は気がするわけです。しかし、そのやはりとの

地域住民Kとって大切だというものは、やはり我々の先祖、す左わち庶民が残してぐれた文化

的遺産というととK一口Kすれば在るのでは左いかと思うんです。そういうよう左ととを考え

てみますると、夜、たちの先祖がさきの万願寺の区画整理等も見てもわかるよう K、掘っている

のを見て、何んだとれは流れ木か、出てくるものはかわらげか、というけれども 、その流れ木、

またはそのかわらげの中K私は、我々の先祖がどのよう左風俗、習慣の中K生活をしていたか

というととがわかるんじゃ左いかと思うんです。または、その用水等が、浅川や多摩川があふ

れてぐれば、それを人力等Kよって流れを変えたというよう左ととが考えられるわけです。時

代もそん左K古くは左いと思うんです。そういうとと K左りますと、やはり私たちの先祖のと

とを物語って〈れる 、またはそのあかしをしてくれるものというとと K在ると 、日野の万願寺

万願寺区画整理事業の区域の中K、指定文化財史跡がどざいます。とれは、先ほど御指摘の

ありましたとうかん森、石田寺、一里塚、安養寺というものがあるわけでどざいますが、とれ

が仮換地の指定の段階でどう左るかという御質問かと思います。仮換地の指定Kつきましては、

6 0年度K全体の 80%の区域を指定し終わる予定でどざいます。そういう中で、とれらの史

跡だとか、文化財Kついては、一応現地換地というととで考えて台ります。とうかん森は、そ

のまま現在のととろKそのまま置く 、石田寺も同じでどざいます。一里塚Kつきましては、現

在の土地が、との一里塚が立っている土地そのものが私の土地でどざいます。それを仮換地K

なきましては、市の用地として換地をして将来との現在のたっている位置で保存をしてい〈と
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でもいいし、神明でもどとでもいいです、百草台でも平山でも、その地K残された遺物とそ、

との地域の文化を当時は支えていた ものだ。ま たはとれが土台K左って、 また現在の文化も成

り立っているん じゃ左いか とい うとと を考える と、どう しても自然、Kζれは大切Kせざるを得

左いわけです。 そとで、今度はやは り大切だ大切だと言ったって、 左か左か庶民の との風俗等

は、その民俗館等へ行ってみますれば、イ可だぼろみたい在のが下がっているわけです。 とれを

見ますと 、何だこん左きた在い ものとい うとと忙 なりま すけれ ども、また一面、私は との前ち

ょうど東京の博物館Kツタンカ ーメンの展覧会を見K行ったんです、博物館へ、恐らく とこK

いらっ しゃ る方の中Kも見K行った方がいると思うんです。 それで、私はそのやはりちょっと

とう見ましたら、シタンカ ーメンのあれがありました。しかし、ほかKちょっと自を向けまし

たら、あっ、ζん左も のもあるのか左と思ったんです。 それで、それは何かと申しますと 、い

わゆるあれはエンドウマメ の種左んです。そのエンドウマメの種とい うのは一体何かといいま

すと 、との英国のその考古学者がその ツタンカ ーメンの石棺の黄金のひつぎです、それを点検

していたとき K、いわゆる調査ですね、 していた ときK出たものだという とと左んです。その

年号が紀元 1922年K発掘しているわけです。終戦が 1945年ですから。それで今度はそ

の程が今度は英国へ持ち帰られて、今度はそれをまいたんですね。そうしたらみどと K花を挟

かせたわけです。それで、 今度はその種がまたア メリカへ行っているわけです。アメ リカから

今度はさらK日本へ今来てるんです。 それで、 恐らくとれはいつの ・・・・・・。あれはだれだったか

在、 ( Iハスの花」と呼ぶ者あり)違いま す。ハスの花は僕が買ったんですから、そのノ¥スは

うちK植えてあるんですよ。種をもらってきてまきま して、 それでその エンドワが日本へも う

既に 19 5 6年Kは来ているわけでーす。それでその花というのは、どん左花かと私は聞いてみ

たんです。そうしましたらちょっ とζ とKメモしてないたんですけれど も、 そのツタ ンカー メ

ンエンドウの花を咲かせた。小さ左チ ョウの形をしたその薄い赤紫の花で、茜色の花である。

その中央を引き締めるよう Kその今度は茜色の真ん中Kあるらしいんです。とう見ると見事左

花だそうです。そん左もので手で見るとやっばりとん左ちっち ゃいものですから、大して見事

K見え左いんですけれども 、とういうふう K大きく してみると実K見事だと いうふう K言われ

ているわけです。そうしますと 、今からどのくらい前かというと三千五、六百年前だろう 、そ

の花が今見られるわけです。やはりその発掘調査というのは、そういうととろK意義があるん

じゃ左いかと思うんです。やはり 、日野のとの大地の下K、どのよう左ものが埋蔵されている
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かわから左いです、 掘 ってみ左ければ、やはりその掘るというととは、やはり夢でも あり 、ま

た、その人Kとれば希望でもあり、さらK、どうしてやろうと いう とと K在れば、とれは計画

ですよ。計画を持てば当然や ってみ よう 実行だ、そうしたらど う在るかとい うととは、いいも

のが出て ζ ょうが、人K評価されるんじ ゃ左いですか。さっきのよ うKかわらげだったらかわ

らげだと言う けれども、 かわらげで もその庶民の生活風俗を物語って くれる大切左遺物ですか

ら、やはり 大事さKないては、どっ ちが大事と いうζ とは言え左いわけです。 とれはその考え

方左んです。 そ ういうふ うKひとつ皆さんも理解 していただきまして、エ ンドウ マメ というの

は、単在る エンドワマメじゃ 左いんです。ひ とつとれから エンドウ マメ といっても単左る エン

ドウマメじ ゃ左いというふう左 ととも御承知いただきまして、 との埋蔵文化財というのK対す

る皆さんの関心をぜひとも盛り上げていただきたいという ととをな願いしまして、 古代の ロマ

ンかそれから との事項等の質問を終わるわけです。ひとつよ ろしくな願いいたします。

0議長 (高橋通夫君 ) とれをも って 13の 1、古代のロ マンか生活か、歴史を語る遺

町、が消えていく K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 とれKて散会いたします。

-409-
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午前 10時 9分開議

0議長(高橋通夫君〉 本日の会議を開きます。
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一般質問を行います。

1 4の 1、圏央道計画から浅川の水を守るべきであると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。

福祉部長 高野 C 2 2番議員登壇〕隆君

病院事務長 佐藤智春君

教育次長小山哲夫君

0 22番(竹ノ上武俊君〉 通告に従いまして、圏央道計画と浅川の問題について一般

質問をさせていただきます。

きょうは、ひさしぶりに雪が降ってまいりました。雪が降ってまいりますと、東京では何と

なく自然、が戻ってきたような感情がよみがえってくる 一 こうし 1う状態になってまいります。

雪も、空からさまざまな自然現象を伝えてくる便りと言えるわけでございます。自然、というも

のは、私ども国民に とっ て、また全人類にと って必要欠くべからざるものであ ると いうことは

言うに及ばないことでございます。

私が通告いたしました高尾山周辺のことについて一言触れておきたいと思います。

昭和 60年 3月 11日(月〉

午前 10 時開議

高尾山は、明治百年を記念、いたしまして明治の森高尾国定公園というふうになりました。高

尾山一帯を指定して森林の育成や保護を図り、自然と親しめる野外レクリエーションの場とし

たものでございます。東京都が発行している都内の自然名所などの出版物がいろいろとござい

ます。その中には次のように書いてございます。

「明治の森高尾国定公園は特に自然性にすぐれ、全山森林におおわれている高尾山と、その

周辺に広がる国有林、市有林、社寺有林、民有林を合わせ、その面積 770ヘクタ ーノレが指定

をされています。かつては薬王院の信仰登山が主体で したが、その伝統はし 1まも残ってお り、

関東一円から信者を集めています。多くの貴重な文化財と自然が残されているこの公園は、大

都市東京に隣接して交通はいたって便利であるため、都民の手軽な健全なレクリエーションの

場所となっています」こういうふうに述べているわけでございます。

御承知の方も多いと思いますけれども、高尾山は宗教の信仰も集め、1， 200年前から開山

をされてきたわけでございます。当時の支配勢力は、高尾山周辺の植物や草については、 1本

でもこれを切り取った場合には死刑にするということで、そういうことまでして高尾山周辺の
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緑を守ってきているわけでございます。

高尾山周辺は自然の宝庫ということで、日本の三大宝庫のーっというふうに言われておりま

す。たとえば昆虫については大阪の箕面山、京都の貴船山とともに日本の三大生息地というこ

とで知られているわけでございます。 1億年以上の前から生き残っていると言われているチョ

ウチョウなどを初め、 トンボ、甲虫類、こういうものなどがすんでおります。そのほか晴乳類、

こういうものも多数まだ生存をしている状態になっているわけでございます。また、植物の点

でも非常に貴重な地域と言われております。標高 600メー トノレ 30センチと言われる高尾山

でございますけれども、ここには貴重な針葉樹林、また雑木林などがあるわけでございます。

ここの樹林はブナの樹林として、ちょうど日本の南と北の植物学的な境目としても非常に貴重

な地帯というふうに言われております。こういう貴重な自然というものが、最近次々と失われ

てきているわけでございます。しかし、東京都の発行したノマンフレッ卜に書いてありますよう

に、特に東京都内では唯一といってもいいようなこの高尾山周辺の緑と自然、これは、どんな

ことがあっても後世まで伝え残していかなければいけない唯一の地域であるというふうに私は

信じている次第でございます。

私が一般質問の通告にいたしました浅川、この浅川も水源地がちょうど高尾山の周辺にござ

います。浅川は、上流をさかのぼっていきますと、八王子市内でいろいろと支流に介かれてお

ります。川口川をとりましでも秋川の南、ちょうど高尾山の山岳地帯、あるいは陣馬の山岳地

帯の水源を集めて流れているわけでございます。北浅川にいたりましては、高尾山の直下から

水源を集めて浅川を構成しているわけでございます。また、南浅川は、ちょうど高尾山に直接

さかのぼりまして水源となっているわけでございます。浅川の7Jくが、私ども日野市民の心のよ

りどころとして悠久に流れていることは皆さん御承知のとおりでございます。

最近は、いろいろの書物や新聞などを読んでみますと 、都市を形づくるにおいて日々刻々姿

を変えながら存在をしている川、この川!というものを中心にした町づくりこそ、今後の人類が

心豊かに生きていくための支えであるというふうに言われております。この浅川の水源地の自

然が少しでも損われるということになりますと、やはり浅川の水量などに影響が出てくるので

はないか。そういう危険を感じるのは当然だというふうに言わなければいけないと思います。

ところが、最近共産党などが国会で明らかにいたしたところによりますと、この高尾山周辺

に大がかりな計画道路が敷設されるということが発表になってきているわけでございます。そ

れは、通称圏央道と呼ばれるものでございます。正確には首都圏中央連絡道というふうに言わ

れております。この圏央道は、当初の工事計画といたしましては、 50キロメ ー トノレが予定を

されているわけでございます。その 50キロメートルというのは、関越道から中央道を結び、

高尾山を通って 16号のバイパスに通じると いう計画のようでございます。政府は 60年度の

新規事業としてこの予算化をすでに行ってきております。関越道から中央道までは、 31キロ

メートノレで、これの工事費が約 2.7 0 0億円ということのようでございます。中央道から 16 

号へのバイパスは別途また管轄がありまして、工事をいたしまして 9キロメートノレ、 500億

円の予算がかかる という計画のようでございます。

いままでも日本全国このような高速道路などができたために湖や、あるいは川が、どろなど

が流れ込んで川底が浅くなる。そして、魚類がすめなくなって しまうという例は枚挙にいとま

がないわけでございます。そういう意味からも、道路建設というものは十分なる自然との関係

を調査した上で、計画を実行するのかしないのか、そういう点を図ってし 1かなければいけない

ものではなし 1かというふうに思います。ところが、この圏央道は、さらにびっくりする点がご

ざいます。ちょうど高尾山山頂から 300メートルの付近の高度において、直径 10メートノレ

のトンネノレを 2本もぶち抜くというわけでございます。長さが 1，24 0メー トノレでございます。

このことを聞いた関東一円の心ある国民の皆さん、特に八王子の市民の皆さんは大変な驚きと

怒りを示しておられると ころでございます。しかし、私は高尾山周辺をハイキングその他で利

用している日野市民から見ても、このことは、やはり大きな驚きであり、また、怒りも今後起

こってくるのではないか。こういうふうに考えている次第なのでございます。

自然というものは御承知のように一回壊しますと、どのような影響にこれが発展して、たと

えば川でございますと洪水が起こるかどうか計り知れないわけでございます。 もちろん回復と

いうことは絶対にできないわけであります。ですから 、私ども日野市におきましでも、浅川が

日野市民の心のよりどころであり、生活のよりどころであるとするならば、 10年先 20年先

だけでなくて、 100年先も見通して浅川を守ってl'く。 あるいは、その水源地を守って l'く。

この心がけが必要ではないかというふうに思う次第であります。

以上のような観点から二、三質問を行いますのでひとつ御回答をいただきたいと思います。

いわゆる圏央道計画の進行状況について、日野市としてはどのようにいま把握しておられる

か質問をいたします。これが第 1点でございます。
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第 2点は、日野市として、この圏央道計画に関心を持っているのかいないのか。それは、八

王子と国の問題であるというふうに見ているのかどうか。その辺を検討されたことがあるかど

うか御答弁をいただきたいと思います。

3番目に、この圏央道計画の施行主というものは、ど ういう 方面なのかお答えいただきたい

と思います。

4点目は、圏央道をつくるという政府なりの施行主の方の目的というものは、どういうとこ

ろにあるのか。この辺について御説明いただきたいと思います。

5点目としては、こ ういう圏央道計画をつくるに至ったさまざまな背景。そういうものにつ

いて御存じならば御答弁をいただきたし可。

最後に 6点目といたしまして、 圏央道計画がもたらす功罪というものについて御回答をいた

だきたい。私は余り功の方はないのではなし 1かというふうに思っております。しかし、市の方

として考えている交通上のメリッ トな り何かあるのかどうか。あるいは自然を守るという点で

どういう点があるというふうにつかんでおられるかどうか。そういう点について ひとつ御答弁

をいただきたい。

以上、とりあえず御答弁いただきたいと思います。

0議長(高橋通夫君〉 竹ノ上武俊君の質問についての答弁を求めます。都市整備部長。

O都市整備部長(結城邦夫君〉 それではただいまの 6点の御質問についてお答えを

申し上げます。

まず計画の執行状況。それについて、日野市としてどうかかわりを持っているかという点で

ございます。この首都圏中央連絡道 一 通称圏央道と言っておりますが、この道路は国が計画

をしておる道路でございまして、昭和 60年度に都市計画の決定をとるということで、現在国

の方で準備を進めているところでございます。

全体計画としては、横浜から成田 一これは 16号線の外側を 200キロで貫通していく道

路でございまして、道路幅員としては 4車あるいは 6車線の道路でございます。車通員は平均で

通常の場合 2O. 5メートノレの幅員構成となっておるものでございます。今回都市計画決定をと

ろうとしておりますこの道路は、東京都と埼玉県にまたがる 50キロ の区間でございまして、

都内はこのうち 22. 5キロメートルでございます。

現在国の方では予算化されてございまして、 1億 500万の予算が計上 されております。こ

の内容は、路線の設計、それと、現況調査に要する費用で、供用開始の目標年次としては昭和

7 0年度を 目途としておるようでございます。この区間の 60年度から 70年度の間で、事業

計画をどう進めていくかと いう点についてはまだ未定でございまして、本年の 8月ごろの大蔵

折衝の中でそういうものが明確になってくるというふうに聞いております。

日野市の場合、こ の道路計画について直接は国の方からいろいろ計画内容について閏いては

おらないと ころでございますが、やはり日野市としても、 この道路については今後の道路計画

等とも関連が出てまいります関係上、建設省の相武国道工事事務所の方に、いろいろ内容につ

いては聞いておるところでございます。

2番目として、この計画について具体的な検討を日野市としてやったかどうかという点でご

ざし 1ますが、この道路そのものについての計画というものは、固なり、この道路が貫通してい

く関連市、それから、直接関連ある事業体であろうかと思いますが、日野市としても、将来の

日野市の道路計画との関連という点からは、やはりこの道路の今後の執行状況、あるいは現在

の計画の内容というものは、やはり知 っておかなければならないという点はございます。そう

いった点からの検討は行っております。

それから、 3点 目の施行主という点でございますが、これを実施をいたしますのは、建設省

の関東地方建設局で行うという こと でございまして、こ の道路をつくっていく 目的といたしま

しては、まず近郊整備地帯の中核都市を相互に連絡することによって、各都市の機能の秩序あ

る発展を図るという点がまず 1点でございます。 2点目としては、周辺地域におきます道路網

の強化が図られ、交通混雑の緩和がされていくという点が 2点目でございます。 3点目として

は、各地域への連絡が飛躍的に向上し、行動範囲が拡大されていくというようなことが目的で

あり、 この道路の必要性であるというふうに私どもは聞いております。

したがいまして、 5点目の計画の背景というものはこういう各都市を結んでいくと。そのこ

とによって ー 従 来 の 道路形態では首都圏の中に入ってくる道路、一応都内の区部近くまで入

って、それから分散して外へ出ていくというような形態がとられているわけでございますが、

都内をできるだけ通らないで、その周辺を通って文通の分散を図るということが大きなこの背

景であろうかというふうに考えております。

したがいまして、 6番目の功罪という点では、将来の都内における交通の緩和ということが

功としては出てまいるかと思いますが、また、罪としては、先ほど来御指摘のように、この道
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路をつくることによって周辺の環境の破壊という問題も十分考え られることで ございます。 し

かし、 この道路をつくるに当たりましては、東京都の環境アセスメン卜条例、いわゆる環境影

響評価調査が実施をされるという ことで、国の方では この調査関係にすでに手をつけていると

いうふうに聞いております。当然事業の認可を行う前に、周辺の環境に及ぼす影響というもの

を十分検討し、結論を出した上で住民に諮り、それで認可を取り工事着手 していくというふう

になっていくと思います。その点で、今後私ども 日野市といたしましでも、十分こ の計画につ

いては関心を持って見ていきたいと。あるいは影響があるような場合には、市の方としても国

の方にいろいろと御相談をしていきたいというふ うに考えております。

以上でございます。

0議長(高橋通夫君〉 竹ノ上武俊君。

022番(竹 ノ上武俊君〉 若干の再質問をさしていただきたいと思います。

圏央道計画の進行状況について都市整備部長から御答弁をいただきました。ところが、政府

の方はなぜかこの事業を急いでいる という情報でございます。したがいまして、環境アセスメ

ン卜については、 この 3月いっぱいには結論を出すよう に関係者に迫っているという私はお話

などを、各方面から聞いているわけでございます。

高尾山の地域は、先ほどの概略的には 770ヘクタ ーノレが固定公園として指定をされている

ということを申し上げました。しかし、そのうちの 480ヘクタ ーノレについては特定植物群落

として指定をされているわけでございます。環境庁からの通知という文書などがあるそうです

けれども、この中に、特別保護区ある いはその他特別地域、こういうところの道路建設に当た

っては環境庁の許可が要る。保護局長との協議が必要であるというふうに言われているもので

ございます。こういう点から私は、日野市が単に第三者的な意味で関心を持っているというよ

うな態度では、事が手おくれになるのではなし、かと考えているわけでございます。そういう点

でもう少し政府、東京都、関係官庁の動きを正確にお調ベいただいて、必要な手は早々と打っ

ていただくことが必要ではな~)かというふうに思うわけであります。この点についてもお気持

ちがあれば担当者からお答えをいただきたいと思います。

それから、この工事の施行主、あるいは施行主の工事目的、あるいはこの工事をする背景に

ついても触れたいと思うわけでございます。

政府の本年度の予算案などを見ましても御承知のとおりでございます。軍拡優先 6.9婦も伸
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ばしておきながら、福祉や教育の予算は削る。地方自治体への補助金は削る。こういう軍事一

直線の予算編成でございます。ところが、道路建設などの中で生活道路ではなく、高速道路な

どについての予算というのはどんどん、どんどん増額をしていっているのが今年度の予算の特

徴となっ ております。今度の圏央道計画についても、それの仕掛人はだれかという こと をいろ

いろ考えてみますと 、これは財界であるということが明らかになってきているわけでございま

す。

いま JAPICというのがマス コミ 等で話題になっております。これは、日本プロジェク卜

産業協議会という団体で、財界によってできているものでございます。この団体は、日本列島

改造計画に続いて、今後の財界の利益を上げるにはどういう事業を起こせばいし、かということ

をもっぱら研究し、政府に提案をし、政府を挑発している団体ということになっております。

これは、銀座を一つのピノレでおおって大型の事業をして銀座の伝統をぶち壊そうという計画を

立ててみたり 、東京湾横断道路の計画を立ててみたりされております。その調査費なども今後

1 5億円も政府は予算をつけたそうでございます。そういうのとかかわりあいがありまして、

今度部長がおっしゃったように横浜から成田をつなぐこの首都圏中央連絡道というものを計画

したのではないかというふうに私は考えている次第でございます。

そして、先日の「日経新聞」に、この圏央道計画が報道されました。その内容見ますと 、今

度の道路づくりには大きな目的があると言われております。言葉としてはきれいな言葉でござ

います。 21世紀にふさわしい道路づくり、というふうになっております。ところが、具体的

な内容になりますと 、今度の圏央道については次のような点を予測しているということでござ

し1ます。

そのーっとしては、インターチェンジを一つの開発の中心地域にする。そのためにはインタ

ーチェンジからの道路を長く長く延ばす。延ばすだけその区域が開発区域として配分されるこ

とになる。ここで大きな開発事業ができるということでございます。それから、今度はまたこ

の圏央道と鉄道をつないでいって、つながれるところに大きなター ミナノレ構想をつくって、こ

こにまたじゃんじゃんビノレや倉庫をつくろうということでございます。そして、今度の道路は

一般市民というよりは、港や空港を結ぶことによってコンテナや大型トラックがじゃパノじゃん

通れるようになるというふうに「日経新開」は報道をいたしております。そういうことをやれ

は¥今度はこの圏央道を中心にして新たな宅地開発の可能性も出てくるということでござし 1ま
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す。そういう開発計画が約 60もあるという ことでございます。

いま自然の宝庫であるこの高尾山一帯、あるいは埼玉県その他関東一円が約 3，4 0 0ヘクタ

」ノレにおいて開発事業ができる、それに投資される投資額というものはおよそ 1兆円、これが

ねらいであるというふうに「日経新聞」 には報道されております。

そして、効果としては都心の混雑緩和ができるとか、大気汚染が軽減するとか、こういうよ

うなことがちらつと述べ、てあるわけでございます。しかし、多く の専門家に言わせる と、 圏央

道ができたからといって都心部の交通渋滞がなくなるとか、 トラッ クの台数が被ると いうこ と

はないであろう と、こういう説も非常に活発なわけでございます。ですから、今度の圏央道計

画の本当の背景というのは私はそういうところにある。ですから、いま の資本主義社会ではど

んどん、どんどん開発をして、後は野となれ山となれと いう ことで、 資本主義社会の私は理屈

というものがどんどん自然を押しつぶしてし 1く。こういうよう なふう に考えてみた方が、私ど

も市民・国民としては賢いのではないか。こ ういうふう に思うわけでございます。このような

ことをよく見抜かないならは¥対応を怠るのではないかというふうに思います。

八王子市民の関係では、いろいろの運動が起こっているようでございます。私も、この正月 、

高尾山に行きまして、圏央道建設反対の高尾周辺の農民の方や、いろんな方が署名運動されて

おりましたので、それに一筆署名をしてまいりました。

先日の「毎日新聞」にはこ ういう記事が出ておりました。 八王子の最高齢者である 102歳

のおばあちゃんが市長さんに陳情に行ったという記事でございます。こ の方は裏高尾にお住ま

いの山梨ふささんという方で 102歳。つえは使うものの足取りはしっかりという方でござい

ます。 1日1首の歌をつくっていると。そして、その I首を持 って八王子の市長に陳情に行っ

たというわけでございます。 r~ ¥つしかに時去り時来たり 我は百の余神の導き 高尾にぞ住

む」という自筆の色紙を市長さんに持っていったということでございます。ところが市長は一

一 「毎日新聞」にはよく書いてありますけれども、どういう気持ちで返答したか、短歌でこの

おばあちゃんに答弁したということでございます。 r行革の嵐の中に 1人立つ 古き友らの声

を背にして」という心境を詠んだということでございますが、こ の程度の心境を詠んだという

ことでは、圏央道から八王子の自然を守るということは、私は八王子の市長にはできないので

はないか。こういうふうに考えております。 10 2歳のおばあちゃんまでがんばっている住民

の心を受けて、断固東京都や政府に対決をするくらいの気持ちで自然を守る心がけがないなら
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ば、自然はとても守り抜けないというふう に思うわけでございます。

また、たとえは、東京都の自然環境保全審議会委員の大和田さんという方も談話などを発表さ

れております。高尾山周辺には植物学者として著名なあの牧野富太郎先生、あるいは鳥獣保護

で有名な中西悟堂さん、こ ういう方々がこよ なく愛したフィールドである。学術的に も一級の

場である。 トンネノレによる地下水の分断、排気ガスや大規模な被害、大量の土砂による被害。

こういうことなどがあ りまして、こういう時代錯誤もはなはだしい無媒な計画は、早いうちに

芽をつんでしまわなければならないと述べられております。また、山岳連盟の関係者の方、あ

るいは東京都の鳥獣保護委員の方々 、あらゆる方々が、この圏央道建設に対して疑問、あるい

は絶対反対という立場を展開されているところでございます。

しかも、 この圏央道計画はトンネノレだけではな くて、 圏央道に大きなジヤンクシ ョンをつく

るわけで ございます。これが「日経新聞」にも出ていたとおりでございますが、あの付近にある

老人ホームなども恐らくつぶして、高さ 40メートノレの大型ジヤン クシ ョンをつくる。これが

また大変な自然、破壊につながり、この排気ガスが逆転現象その他をもちまして高尾山周辺の動

植物を傷めつける。こういう危険な公害まで発生が予想をされているわけでございます。そう

いう点なども考えていくならば、これは緊急を要する大問題である というふうに考えなければ

いけないというふうに思います。

以上のような点から、もう一つの再質問については、やはり日野市も一定の調査などを組織

すべきではないか。こ ういうふうに思うわけでございます。これは二つの点からでございます。

一つは、日野市民が高尾山周辺をハイキングその他でーこれは子供たち児童たちから大人に

至るまで、恐らく全員といってもいいでしょう。愛している場所であるからでございます。二

つ目は、質問にも通告いたしましたように、浅川の水との関係についてでございます。その辺

を調べていただくことが私は必要ではないか。こういうふうに思うわけでございます。

以上、再質問 2点ほど御答弁をいただきたい。 3月中にも環境アセスの結論が出そうである

ので事態を急いでもらいたい。それから、日野市としても、単に問い合わせなどをするだけで

はなく 、特別な手だてをとって調査をする必要があるのではないか。

以上の点について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。

。市長 (森田喜美男君〉 圏央道は名前が、また、計画が近ごろとみに新聞紙上等でわ
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れわれの見る、われわれの関心を高めつつあるわけでありまして、一応他市に属する問題では

ありますが、浅川の水系、あるいは東京都民共通の自然、貴重な自然の財産であります。特に

高尾山という地域のことでもありますので、われわれもいかがなものかと、余り詳しいことは

わかりませんが、関心を高めつつあるところであります。そのことを指摘されまして、私ども

のまだ状況判断の不十介な点を感じておりますので、計画の実体、それから、 特に日野市民、

あるし 1は日野の自然界に浅川の問題を含めて及ぼす影響。 これらについて御指摘のような一応

の調査をしてみたいとこのように思っております。

この種の問題は、なかなか関連市でない場合に発言がしにくいわけでありますけれども、ま

す白然保護団体、あるいは本来の開発か自然保護かという大きなテーマにもなってくるわけで

ありますから、市民の御意見も十分反映できるような、そういう仕組みをつくるべきではない

かと思います。 一度状況を、 たとえば広報等に報道してみて、そ うして、それに対する住民の

関心を一応踏まえる。そういう努力もすべきだとこのように思ったところであります。なるべ

く事を急いで、この事業の余り固まらない前に、日野市としての態度を一応持つという努力を

してみたいと思います。

でございますけれども、軍事優先だけのにせ行政改革、こういう自然破壊の路線は断固反対し

て、住民運動をもってこの高尾地域の自然を守る、そのことによって浅川も悠久に水をたたえ

た川として残していくようにがんばろうと決意をしている次第でございます。

以上でございます。

0議長(高橋通夫君〉 これをもって 14の 1、圏央道計画から浅川の水を守るべきで

あると問うに関する質問を終わります。

次に14の2、三中・三沢中学区のその後の対策に万全を期せと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。

022番(竹ノ 上武俊君〉 三中、三沢中学区のその後の対策について一言一般質問を

022番(竹ノ上武俊君〉

わらせていただきます。

高尾山に薬王院というのがございます。私は宗教は自由な立場でございますけれども、歴史

それでは一言要望いたしまして、この件に対する質問を終

させていただきます。

御承知のように市議会でも、いわゆる三中問題というものを対策をとってまいったわけでご

ざいます。市長サイドも、また議会サイドも、三中については独立校を建設することによって

三中の過密化を解消していこうではないか。その路線で一丸となって努力を続けてまいりまし

た。しかし、あらゆる努力にもかかわらず、三中の独立校をつくることはできなかったのは御

承知のとおりでございます。そういう中で、市長並びに教育委員会はさまざまな努力をされま

した。私は、この点について住民にかわって感謝をしているものでございます。

三中について言いますならば、御承知のとおりプーノレサイドの改善をされました。また、特

別室の増築をしたわけでございます。 トイレも改善をされました。職員の関係の部屋も改善を

されたのでございます。そのようなことなどを設備面として改善をされました。また、三沢中

については御承知のように増築並びに給食の開始、グラウンドの拡張などを行ってこられたわ

けでございます。このような設備改善が、生徒を初め父母、教職員に温かい気持ちで歓迎をさ

れたのは当然でございます。私ども住民のさまざまな努力の意を受けまして、教職員の方々も

大変な努力をされてきております。三中についても、三沢中についても開放前からの勉強会、

放課後も勉強会、数学のわからない子には算数教室までして落ちこぼれを出さない。こういう

ような私どもが口であらわせないような教職員の方々の努力がこの 1年間続けられてきたわけ

でございます。その結果、三中においてもマンモス校でありながら生徒の全体行動を始め、 そ

の教育効果は非常に上がってまいりまして、すばらしい教育内容としていま前進を遂げつつあ

ります。このことを教職員の皆さん、また、父母の皆さんが事実として肌身で感じ取っていら

0議長(高橋通夫君) 竹ノ上武俊君。

的に言えば、この薬王院というのは行基菩薩という方が1.2 0 0年前・西暦 744年に開基さ

れまして以来の伝統あるところだそうでございます。そういうこともありまして、徳川時代も、

その前も北条の時代でも非常に保護をされてきた。北条氏照八王子城主は、記録にこう述べて

いるそうでございます。山内の薬木ー草なりともとる者があればその首を切る。先ほど申し上

げたとおりでございます。そういうような歴史的な位置づけから、また、先ほど申し上げまし

たような貴重な自然の財産であるという観点から、何としてもこのいまの状態を保全してし吋。

そのことが日野市民にとっても、私たちの命を守り環境を守る最大の根源になるというふうに

私は位置づけたいと思います。

市長も答弁をされましたように、より一層の積極さでこの問題に取り組んでいただきたいと

思うわけでございます。私どもも、中曽根内閣のいわゆる臨調路線、私は真の行政改革は賛成
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っしゃるわけでございます。

三沢中についても同様でございます。先生たちの努力、 生徒や父母の努力などを通じまして、

いろいろ非行の問題もありましたけれども、これらがどんどん小さな問題に移行していき、三

沢中に進学してよかった。学区の変更のときにはいろいろ問題を言ったけれども、 三沢中に子

供を学ばせてよかった。こういうお父さん、お母さんたちの声の方が多くなっているのが、現

実の PTAの皆さん、父母の皆さんの声と なってき ております。私は、独立校ができなかった

のは残念であるというふうに思います。しかし、町田の忠生中についても言えますように、や

はり本当の問題は、こっい n た地域の父母、学校の教職員、生徒たちの努力、こ のことによっ

てすばらしい中学生が育ってし1くんだという ことも実践の中で証明をされた。そういう点では

今後、たとえば 1学年 6クラス程度の中学校に将来的にはしていく必要がございますけれども、

やはりそのことだけを追求するということではなく、全体的な教育の問題を考えていくことが

必要ではないかと感じ入っている次第でございます。

以上のような中ではございますけれども、独立校をつくろうという運動の中で、日野市当局

が父母や教職員に約束をされている問題がございます。その点で一、二本日は質問をしたいと

いうふうに思っているわけでございます。

一つは、念のためにお聞きしたいと思います。三中独立校をつくれなかったという問題はご

ざし 1ましたが、その問題とともに、その後の評価については市長並びに教育長は、どういうふ

うに受けとめておられるか。最終的な答弁でも結構ですので、こ の点に一言触れていただきた

いと思います。

第 2点目は、三中のグラウンドの問題でござ います。三中のグラウンドは、たびたび議会で

も取り上げられましたように、山の下に建設をされたグラウン ドでございます。長年教職員を

初め父母から、雨が降った場合その後の処理が大変であるということが言われてまいりました。

現在も、あの三中の周りの山から落ち葉並びに水が大量に流れ込んでまいります。そのたびに

側溝あってなきがごとしの状態になっております。水はグラウンドの斜面に従って流れ込み、

高幡台の外周道路にあふれでいっている状態にございます。したがって、その後の処理といた

しまして、いかに教職員が努力しても、その落ち葉やどろを排除したりすることは到底不可能

なことでございます。

しかも、御承知のように現在でも三中は 3年 10クラス、 2年 1年が 9クラスというやはり
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マンモス校には違いがございません。そういう点で体育を初め学校行事等に渋滞を来している

のでございます。そういうことを市長も教育長もよく御承知であったのは私も理解をいたして

おります。そういう中でグラウンドも、先ほど申し上げました改善の工事が終わった終了後に

は必ず 一 つまり本年度あたりは抜本的な改修を行う。こういうような約束がなされたわけで

ございます。 したがって、学校の先生方も PTAや関係者に対して、グラウンドの工事も必ず

できることになりますということを文書その他で公表をされております。そういういきさつが

あります。しかも、このグラウンドの改修工事につきましては 1千万や 2千万の工事ではちょ

っと改善ができないような地形のところにあるのではないか、そういう ことが予測されます。

ですから、恐らくもう少し高い額が必要になります。それにふさわしい改修工事を一刻も急い

で、できれば本年度に工事をしていただきたいというふうに思うわけでございます。

三沢中の方については、これは即刻というわけではございません。今度、市などの努力によ

りまして防音の壁もできました。 この効果も非常に抜群の効果があらわれております。ただ 4

階あたりになりますと、まだ騒音は響きますけれども、 1階 2階 3階、グラウンドには京王の

電車の騒音が消える。こういうことになってまいりました。しかし、限度まで拡張されたとは

いえ、願わくはもう少し 一 本年度できないまでも、何らかの形でもう少しグラウンドを南北

なり、 1メートノレでも 2メートルでも広げる手だてはないものか。こういう期待がまだ残され

ております。この点についても教育委員会なりの、ひとつ研究を施していただきたい。そして、

三沢中の生徒たちが運動会などをやるときは、十分に応援団席もできるような、そういうよう

なふうにしていただけないものかというふうに私は思っている次第でございます。このグラウ

ンド問題についての御答弁をお願いをいたします。

次に第 3点目といたしましては、その他、今後三中、三沢中学区について考えている点があ

れば、設備面あるいは学区変更、あるいは理想的な生徒数の将来の中学校像、そういうものに

対する展望などがあればひとつお答えいただきたいというふうに思います。

それから、最後には三中の給食問題でございます。これは、計画としては最終に回っている

ようでございますけれども、これは具体的には大体どういう方向で考えておられるのか。その

辺について御答弁をいただきたいと思います。

0議長(高橋通夫君〉 竹ノ上武俊君の質問についての答弁を求めます。教育長。

O教育長 (長沢三郎君〉 お答えいたします。
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三中の過大校解消の問題につきましては、関係者の御理解、御協力によりまして、 三沢中学

への学年進行による学区の一部変更と。こういう状況の中で切り抜けてまいったわけでござい

ますけれども、おかげさまで第三中学校につきましでも、 58年度の 31クラス という状況を

ピークにいたしまして、本年度 30クラス、 60年度 28クラス、 61年度 26クラスと毎年

2クラスくらいずつクラスが減りまして、一応六十二、三年ごろになりますと、三中もほかの

学校規模と、そう大差のない規模の学校として落ちついてくるんではないかとこう考えており

ます。一方、受け入れた方の三沢中学につきましては、本年度 20クラス、来年度 22クラス、

再来年度 24クラスと、 24クラスをピークにいたしまして、その先いまの推定では六十四、

五年ころになりますと、またいまの 20クラス程度に三沢中学の方もクラスが落ちてくると、

こんなように推測している次第でございます。

三中、三沢中関係の問題につきましては、三中の過大校解消の問題とあわせまして、非常に

各界でお骨折りをしていただきまして、三中の設備面、それから、三沢中学の受け入れる方の

拡張、これらにつきまして万全の対策をしていただいてきたわけでございますけれども、いま

竹ノ上議員さんの方から御質問の出ておりますグラウンドの問題。この問題につきましては、

確かに三中がああいう山を切り開いて出来上がった学校という、そういう状況から遊水といい

ますか、水がちょっと雨が降ると非常にほかのグラウンドに見られないような状況でわいてく

ると、ですから、雨の降った後なかなか水が引かないという ような状況や伺かを通しまして、

体育の授業その他にいろいろ支障を来しているということは聞かされているところでございま

す。確かに、ただグラウンドの整地というだけでなくて、いわゆる側溝なり何なりつけて、山

からわいてくる水を落とすような手段を講じない限り 、三中のグラウンドの抜本的な改良、こ

れは無理なんではないかとこう考えています。

このグラウンド問題だけがおくれた原因といたしましては、本年度まで、いわゆるプレハブ

教室、これがグラウンドの方につくられていたと。来年以降はグラウンドにできていましたプ

レハブ校舎も全部撤去されますので、一応グラウンドそのものは広く使えるような形になって

くるわけでございますけれども、このプレハブ校舎が取り払われた以降考えたいと。こういう

ことで三中の先生方、それから、父母の方々には話をしてきた次第でございますけれども、 60

年度・来年度の予算に三中のグラウンド整備関係の予算措置が盛り込まれていないわけでござ

いますけれども、この面につきましては、限られた予算の中で、特に 60年度焼却炉の新設と
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か、あるいは下水道と都市基盤整備一これにかかわる非常に大型な歳出予算、これが組まれ

るという状況の中で見送られているというあれもあるわけでございますけれども、いま申し上

げましたような状況等もありまして、来年度以降年次計画の中でグラウンド問題については、

ぜひ何とか 1年も早く解決できる時期を持ちたいと、こう考えております。

それから、 2番目の三沢中学のグラウンド関係でございますけれども、三沢中学のグラウン

ドにつきましては、一応あの学校の置かれている状況等から少なくとも中学生が放課後バスケ

ットやノイレー、あるいはサッカー、その他非常に広く校庭を使わなくてはならないと、また運

動会等で 100メートノレの直線コ ースをと るにも無理があると。こういう状況の中で、今回現

在のグラウンドの西側に球技専用の約 2，000平米のグラウンドを新しくふやしまして、そち

らにバスケット、あるいはバレーのコート等をとり、いわゆる現在のグラウンドは陸上、サッ

カー等のそういうこ とに全面的に使えるような方法をとっていきたいと。こういうことで グラ

ウンドにつきましては 2.000平米ほど西側の方にグラウンドを延ばしているわけでございま

すけれども、いま竹ノ上議員さんの方から御質問の出ておる南北にという問題ですね。これは、

当初三沢中学のグラ ウンドを広げる際、私たちも理想としては南北に広げられれば、それにこ

したことないわけでございますけれども、御承知のように北側は程久保川、それから、南側は

京王線というような状況等もございまして、いわゆるいまの状況の中でグラウンドを南北に広

げるという ことは、きわめてむずかしいということで、できるだけグラウンドの有効的な活用、

ーこういう方法を通しながら解決を図っていきたいと、こんなように考えている次第でござ

います。

それから、今後三中、三沢中等について、何かさらに具体的に施設面等で、考慮する点がある

のかとい うお尋ねでございますけれども、三沢中学の方につきましては、あの地域といいます

か一場所から、やはりよその学校に比べて植樹関係の面がもう一段必要であると。大変議員

さん方も三沢中学につきましては心配していただきまして、いわゆる学園らしい学園といいま

すと、やはり玄関の植え込みであれ周りの環境、そういうものに一京王線にも隣接している

という状況から、緑をもっと三沢中学の周辺にはふやしていきたいと。そういうことで、 60 

年度予算の中にも特別な予算をお願いしている次第でございます。

それから、三中の給食関係の問題についての御質問が出ましたけれども、これが一応中学校

給食を終わらしていく上で一番頭を抱える問題でございまして、二中並びに四中につきまして
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は、給食棟をつくる場所等について一応めどがあるわけでございますけれども、いよいよ三中

の給食に取りかかるときに、どこへ給食棟をつくるのかと。これがあの場所自体をなかなか広

げることができないと。これは、後段の方の今回の三中問題が起きたとき にも非常な障害にな

ったわけでございますけれども、緑比率等の関係から、さら に山を崩 して広げる とか、そう い

うことが不可能であると。

そういう三中の置かれている特質的な状況が ございまして、もし三中の 一 これは財政当局

等とも相当詰めなくちゃならない問題なんですけれども、三中の給食をやっていく時点では、

今回の三中問題のときにも一つの大きな話題として出たんですけれども、現在の体育館、いわ

ゆる 2階建てにっくり直すこと ができるかできなし 1かと。現在の体育館の置かれている場所に、

1階が調理室並びに食堂、 2階が体育館というような、そういう形か ー でもと って対応しな

いと、あの周辺の状況の中でなかなかむずかしいと。ま だほかに方法があれば私たちの方も、

できるだけほかの方法も研究してみたいと思っ ておりますけれども、いずれにしても中学校 8

校のうち 7校の給食が完結した時点で、三中だけ場所がございませんからというわけにはL可き

ませんので、その面につきましては、できるだけの知恵を しぼってみたいと 、こ う考えており

ます。

以上です。

O議長(高橋通夫君) 竹ノ上武俊君。

022番(竹ノ上武俊君〉 市長から もし答弁があれば最後に一言お願いしたいと思い

ます。若干の要望を述べ‘まして私のこの件の質問を終わりたいと思います。

日野市の最近の 12年間を振り返ってみますと、いろいろのことが言えるわけで ございます。

やっぱり私は人口急増都市、これが日野市の特徴であったというふうに思います。ですから、

人口急増に対する町づくりを計画的にしなければ¥これはいろいろな問題が起こゥてくるのは

当然でございます。しかし、その計画が保守市政時代に具体化されていなかったというのは非

常に残念きわまりない次第でございます。( i基本計画つくっていたよ」と呼ぶ者あり、その

他発言する者あり)しかし、この 12年問、市民の協力によりまして、小中学校 10校も建設

するなど、教育予算に力を入れてきたわけでございます。そして、みごとに人口急増対策を乗

り切った。こういう時点にいま立っていると思います。ですから、この次は都市基盤整備その

他町づくりに日野市の予算が総体的に流れていくということも、またよく理解できるところで
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ございます。 (i下水道元年を何年言った」と呼ぶ者あ り)

しかし、やはり地方自治の中で最も重大な問題は、何といってもやっぱり教育の問題が、こ

れは軽視することはできない問題でございます。そういう点で、市全体の予算編成を考えるな

らば、教育委員会の要求というものが通りにくいような時代に入 っていくような気も私はいた

します。 しかし、これ はやはり教育委員会並びに市長ともども一丸となっていただきまして、

やはり教育の町。そういうことで…・・・ (i教育予算切られているぞ」と呼ぶ者あり〉最善の努

力をしていただくという ことをお願いをする次第で ございます。

さらに加えて私は教育予算の点で、困難な点があると思います。それは、今議会でもいろいろ

触れたように、国の予算編成の悪さがございます。この国の予算編成と地方自治体の予算編成

が大変深い関係があるわけでございます。今度の予算編成は、御承知のように私は二つ三つ特

徴を挙げることができるんではなし可かと思います。それを論じる時間ではありませんので詳し

くは申し上げませんけれども、やはり今度の政府の予算は、るる申し上げておりますように日

米運命共同体予算。アメリカの国防省あたりが要求しているとおりに、軍事大国化目指して軍

事費は 6.9弼アッ プして 3兆円台に持ってきた。この犠牲がわれわれに押しかぶさ ってきてお

ります。

それから、もう一つは戦後福祉の総決算という ー 私は戦後福祉の総破壊というような予算

編成ではなl~かと思います。これも小俣議員初め、るる取り上げられてきたところで明らかにな

っているわけでございます。そして また、戦後福祉を総破壊しておきながら一部財界…・(i国

会へ行って言え」と呼ぶ者あり)こういうところには大幅な予算を回しておりますので、強き

を助け弱きをくじく予算編成。

それから、 3点目は財政再建なき大増税予算であると。こういうふうに大型間接税の導入な

どの方向を見ますと私は考えております。こういう方向ですから、文教予算はどうなってしま

ったかということが大問題でございます。

文教予算は昭和 28年度以降の最低を記録いたしております。そして、 56年度臨調路線が

スタ ートし 1たしましてから比較いたしますと、臨調いわゆる括弧つきの行革 4年間、これで文

教費はわずかに 2.4 %しか伸びておりません。ところが、軍事費の方は 3O. 7 %もふえている

わけでございます。 したがって、この具体的な数字が種々の教育行政に支障を来してきており

ます。その分は、私ども市民が直接義務教育でありながら立てかえていかなければいけない。
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こういうような事態に追い込まれつつあるわけでございます。そういう点もるるひとつ教育委

員会や市長の方は考えていただく中で、そういう逆流現象を押しとどめる努力もしていただき

ながら、日野市の子供たちをひとつ守り故いていっていただきたい。

政府は、地方交付税その他で補助金打ち切りをカットしたといっ ております。 しかし、現実

的なことしの政府の数字の発表を見てみますと、民生、 教育関係の補助金カットは 2，900億

にはね上がってきている。公共下水道関係のカットも 3，200億円 一 公共設資ですね。そし

て、下水道関係も 600億・・…・(r三中問題はどうした」と呼ぶ者あり〉 こういうようなこと

が起こってきますから 7，400億ほども地方自治体に負担が転嫁される。その結果、地方自治

体の、たとえば投資的経費。こういうものは今年度は、だから 1%しか伸びていないわけです。そして、

一般歳出も 3.9 %程度。こういう実態が示すように、幾ら政府が補てんしたしたと言いましで

も、実質の数字では地方自治体が非常に苦しい事態に置かれているということは明らかでござ

います。私は、今後の教育行政を考える上で、日野市の今後の 4年間、あるいは 10年間、さ

らにその先を思うときにいろいろむずかしい点も出てくると思います。また、政府の圧力があ

ります。しかし、そ ういうものに断固教育問題の大切さを訴えていただいて、がんばっていた

だきたいと思うわけです。

三中のことで言いますならば、 小さな問題ですけれども、たとえば特別室が増築されました。

理科室の場合は、たとえばテレビのボックスがあっても、まだテレビは置いてないとか、そう

いうふうになっております。そういうと ころも細かく配慮して、 やはりちゃんとした特別室に

していけば、なお一層教育効果は上がっていくというふう に思います。

それから、最近は文部省の方がパソコンだワ ープロなどを教育に取 り入れろと言っ ているそ

うでございますが、そこまで私はどうかと思いますけれども、ビデオなどは生徒、教師職員な

どが現に自費でやっていらっしゃるようですから、そういうものなども教育学校行事などの前

進のために今後予算化するとか、そういうことなども考えてみていただくことが必要ではない

か。あるいはまた、三中も建設以後古くなってまいりましたので、玄関、教職員来賓入口等生

徒の入口、ああいうところももう少しきれいにユニークな個性あるものに補修していただく。

こういうことなども必要ではないかと思いますし、あるいは三中の天井一屋上でございます。

こういうところも古い建物のせいで構造が非常に妙なふうになっております。いま屋上までい

ろいろの教育上使いたいわけでございますけれども、古い設計でございますために穴ほこだら

けになっておりますが、そういうあたりなどもよく見ていただきまして、心の行き届いた教育

設備の改善をしていただきたい。三沢中についても同様でございます。 そういうことをひとつ

要望をいたしておきます。

以上で終わるわけですけれども、もし市長の方で一言あれば御答弁をいただきたいと思いま

す。

01議長(高橋通夫君〉

。市長 (森田喜美男君〉

市長。

教育は、何より将来の世代となって地域並びに社会を背負う

事業でありますから、どこを重し、どこを軽しということはもちろんすべきではありません。

教育全体のレベルアップということは、いつも重要な謀題に絶えず存在するというふうに思っ

ております。特に指摘のありました三中につきましては、なお施設の整備の面でより充実をさ

せ、また、給食の場も、いま教育長が一応の考えを申しておりましたが、今後必ず整備をする

ということで取り組んでまいりたいと思います。三沢中学につきま しては、ことしは学校緑化

の事業と、それから、運動場を面積を広げまして整備をする 一 この事業に取り組むことにな

っております。かなり御苦労を子供たちにも強いた状況もございますので、より内面的な条件

整備を整えるべきだと、このように考えております。

以上でございます。

0議長 (高橋通夫君〉 これをもって 14の2、三中、三沢中学区のその後の対策に万

全を期せと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 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 11時 24分休松

午前 1 時 16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 15の 1、 59年 12月の市民意識調査をもとに問うについての通告質問者、夏井

明男君の質問を許します。

C 1 6番議員登壇〕
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01 6番(夏井明男君〉 5 9年の 12月、市民意識調査ということで、前回福島議員 0助役(赤松行雄君〉 3点の御質問があったわけでございますけれども、第 1番目に

いつごろを考えているのかどうか。簡単で結構ですからお答えいただきたいと思います。

つきまして助役の方からお答え申し上げたいと思います。

いまお話がございました土木課の中での、直接現場で働いております職員についての取り扱

いでございますけれども、まだ一つの考え方としまして中でいろいろ検討を進めておるところ

でございます。概略的に申し上げますと、非常に職員定数の取り扱いにつきましでも、固など

におきましてはこの 5年間で退職というふうな機会をねらいまして、年々 1%くらいず、つ職員

数を減らしていくと。こういうふうな状況を各地方公共団体も見習いなさいと。こういうふう

な状況にあるようでございます。

ひるがえって、日野市の中の職員の定数考えてみますと、各部の中では基本的な総務部、あ

るいは建設部、あるいは市民部 一 徴税部門でございます。こういうものを比較してみますと、

大体国の言っている類似団体のモデルというふうな指数に合致する職場等も多いわけでござい

ます。これが、俗に言われているところの一般事務職が少ないんじゃな l¥かと、よその市と比

ベて。こういう状況になっておりますので、大きな定数減を考えているわけじゃございません

けれども、できたらば、考え方として現状の職員定数は、できたらふやさないで現状の数字で

キープしていきたいと、こういう考え方でおるわけでございますけれども、その年々によ りま

しては施設の管理運営に要する職員というもの等も必要でございますので、ある程度の増はお

願いしていかなきゃならん面もあるんではないだろうかと。そうい うふうにも考えておるわけ

でございますけれども、基本的には中である程度やりくりできるものは、要するに事務職員は

ふえるけれども、ある程度民間委託することによって能率が出てくるような問題等については

委託していこうかと。あるいは職員の年齢とか一現業職員の中でも、要するに年齢が高齢化

してきておりますので、そういう面からも民問委託にしていこうかというような考え等一応持

っているわけでございますので、 御指摘のような対応のおくれのないような方法を現在考えて

おるわけでございます。特別に土木課だとか、あるいは水路清流だとか、建設部だけをとって

考えておるわけじゃございません。ほかの部署についても現在考慮中でございますので、成案

を得ましたら、要するに議会の御承認あるいは説明等をいたしたいと、こう思っておるわけで

ございます。現在計画の段階でございますので、この程度の御説明でお許しいただきたいと思

からも質問がありましたので、重複を避けながら質問をしてまいりたいと思います。

まず第 1点、簡略で結構でございますが、第 1点としましては、その要望の中で道路交通要

望ということが、 54年度と比較しまして高いデータが出ているわけですけれども、その中で、

現在の土木課の体制で対応できるのかどうか。特に聞き及ぶところによりますと、土木課の中

で職員の定数を若干減らしながら、土木課の持っている単純的な作業については民間委託を考

えているというお話がありましたので、その辺をお聞きしたいと思います。特に、われわれ市

民要望として土木謀にお願いすることが多々あるわけですけれども、民間委託となりますと、

その辺で非常に対応のおくれが出てくるのではなし、かというふうに危慎をするわけですけれど

も、その辺の状況をどのようにお考えになっているのかお聞きしたいと思います。

さらに、下水道謀につきましては、体制的に下水道部に持っていく必要があるのではないか

というお話もあったわけですけれども、具体的に現在の職員定数の維持の中で、より大きな行

政需要にこたえるためにということで、いわゆる現在のパソコン関係の現代機器を取り入れて

の模索が始まっているわけですけれども、土木課におきましても、たとえばこれは北九州市の

都市計画局で開発したところの路線図づくりのスピードアップ化をねらいまして 一 現在の路

線図につきましては、新しい建物ができるたびに図面のかきかえをやってきているわけですけ

れども、パソコンに組み込んで行う管理システムということになりますと、日野市の道路のす

べての状況をコンピューターに数値で記憶をさせて、端末機の画面に見たい路線図をすぐに写

し出すような計画が、実際に北九州市で試験的に開発したわけですけれども、将来的にこのよ

うなものを導入すれば、、現在の職員の体制の中で賄い切れるかと思うんですが、この辺の対応

を将来お考えになる機会があるかどうかお尋ねしたいと思います。

第 2番目としましては、スポーツ施設についての要望もやはり高かったわけですけれども、

現在仲田緑地に将来計画としまして、いま陸上競技場をっくりつつありますけれども、そのう

ちの計画として、国有地があと半分北側にあるわけですけれども、そこへ総合屋内体育館を建

設するというお話も聞いていますが、実際この計画を実行していくのかどうか。めどとしては

以上、とりあえずその点お願いいたします。 うわけでございます。

0議長(高橋通夫君〉 夏井明男の質問についての答弁を求めます。助役。 以上でございます。

つ臼円。
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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御質問のございました路線網図の作成

につきまして、将来パソ コンへの導入ができるだろうかとい うような御質問なんですけれども

…・・・。 御存じのように認定路線の関係につきましては、毎回議会でも改廃などをお願いしてい

るわけでございます。開発行為による ところの新しい認定路線、あるいはまた、一部変更の路

線。それらの関係につきま しては、道路台帳がも とにな りま して、 さらにまた、認走路線網図

がつくられておるわけでございます。 この認定路線網図につきま しては私どもの方は、 現在全

市域を 6地域に分けまして、その 6地域に介けた中で道路網図が作成されているというのが現

状でございまして、これをさらに補完するために調書をつくらざるを得ないというような事務

的な実体の内容がございます。したがって、道路台帳もあわせまして、こ の認定路線網図も、

やはり将来は合理化を図るというような意味から、調書の作成については電算導入という考え

方を持っております。

まだはっきりした内容でどういうふうにするという こと じゃ ございませんけれども、現在使

っております調書の様式がございますので、この様式につきましては、たとえば路線の認定に

つきましては起点と終点が明確になっているとか、あるいはその道路の構造状況、あるいはま

た幅員の関係、延長の関係、それらの関係などにつきましても明細に調書をつ くっておるわけ

でございます。これらをやはり電算化をすることによって合理化が図れ るというふ うには考え

ておりますので、近い将来の課題として検討してみたい というふうに思っております。

0議長 (高橋通夫君〉 企画財政部長。

0企画財政部長 (前田雅夫君〉 お答えいたします。

2番目の総合体育館の建設の件でございますけれども、確かに桑園の跡地に現在 3.4ヘクタ

ーノレの留保地がござ います。現在国の方は非公式ながら日野市に、利用計画はという程度の話

がございますけれども、何分にもこの土地の現況が一部緑地がありますし、これを一部にしろ

全部にしろ市が取得をして、仮に体育館をつくるとい うことにな りますと 、かなりの大きな事

業費を要する わけでございます。現在の財政の中ですぐというわけにいきませんので、いま事

務段階で検討しているという段階でございます。

0議長(高橋通夫君 〉 夏井明男君。

0 1 6番 (夏井明男君 〉 それでは、やはり市民意識調査の中で、健康の問題とともに

高齢考についての希望が非常に多かったわけでありますけれども、その辺を中心にお聞きして

まいりたいと思います。

寝たきり老人、痴呆老人のための保健サービスの要望ということで 38.1 %ありましたし、

さら に、高齢者の必要に応 じて入院できる施設建設を願いたいと いうのが、 60歳以上の方で

3 4.8 %の方がありました。

さら に、高齢者福祉についての重点政策をどの辺に進めるべきかという問いに対しては、高

齢者の 自主的活動の援助という ことで 48. 9 %、仕事のあっせん 43 %、寝たきり老人対策の

充実これが 22. 9冊、また、老人家庭奉仕員、ホームヘノレパーの増員を願いたいというのが

1 7.3 %、老人福祉セン ターの増設を願いたいというのが 12.8 %ということで非常に高い比

率になって出ております。

やはり 59年の 12月に、日野市も一福祉部も高齢者対策については重点的に取り組んで

いる ということで、その姿勢のあらわれだと思いますが、やはり 59年の 12月に、日野市の

老人実態意識調査結果報告書ということで、詳 しい分析がなされております。

そこで、私も議員になりましてお年寄りの御相談を受ける ことが具体的にあったわけですけ

れども、その具体的な例を引きながら、高齢者対策についてお尋ねをしてまいりたいと思いま

す。

まず、痴呆性の老人の方の対策ですけれども、私の受けた話では、 70歳の方が 90歳のお

母さんを見ていたという例があります。 もうお亡 くなりになりましたけれども、御家族がいま

したけれども、この 70歳の方が 90歳のお母さんを見ていて、看護疲れのために自分も倒れ

たという例であ ります。こ の方の場合には、市の担当に聞きますと、特養ホームに該当するだ

ろう 、というお話でありましたけれども、実際にはないということで待機待ちの状態でありま

した。そういう方であります。

そこで第 1点と してお聞きしたいのは、こ の痴呆性老人に対する対策というこ とを東京都の

方も打ち出しておりますけれども、日野市においてはどういう実態であるのか。いわゆる特養

ホームへ入れるべきような状態の方が何人くらいいらっしゃるのか。いわゆる待機待ちの数と

いいますか、その辺の実態の把握をしていればお願いしたいと思います。

さら に、福祉電話であります。これは、事業報告書が統計に出て くるんですが、52年以降

から東京都の方の設置というこ とで、たしか 50台ということでずうっ と続いておるわけです
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けれども、やはり電話の対象になるのではないかという方がいらっしゃいまして、お話をしま

したら現在満ぱいであると。 50台がフノレ回転でもう少し待っていただきたいという話が市の

方からありました。やはり市の方の、要件とすればその方も満たしているということで、お2

人ほどこの話を聞きましたけれども、実際に福祉電話は設置できない状態であ りました。現在、

5 2年当時から台数がふえないわけですが、率直に申しまして日野市は確かに老人福祉につい

ての対策が独自でやられている点も可とするわけですけれども、しろうと考えですが、東京都

の方で電話の設置ができないくらいの程度であれば、何台か市の方でそろえて運用しても、決

して予算的に大きな規模じゃありませんし、対策としても大切な施策ではな~¥かと思うんです

が、この辺どのようにお考えになっているかお尋ねしたいと思います。実際にデータとして 1

人暮らしの老人の 2%が電話がないということの市の統計も出ているわけですけれども、その

辺お願いいたします。

次に、老人ホームの件なんですけれども、具体的には70歳の奥さんと 74歳の御主人。こ

の御主人は、前に日野の市立病院で仕事をなすっていた方でありますけれども、非常に体を悪

くされて健康を損ねて、奥さんもやはり心蔵が悪い中で御夫婦家庭ということで営んできてお

ります。やはりこの方は家が借家で実際には若干の年金と若干のアノレバイト的なことで生活を

立てているわけですけれども、実際に自分も年とって夫のめんどうもなかなか十分に見切れな

いということで、老人ホームへできれば夫婦して入りたいというお話があったわけですが、実

際にはなかなか対応できないということで、半月くらい待ちまして現在市の方で入れた状況が

あります。

それで、今般も老人ホームについては、福祉部長の方から前向きに検討していきたいという

お話もあったわけですけれども、実際特養ホームー養護老人ホームへ入るべき方であるなと

いうふうな方で、実際にまだ入居希望しているけれども入れないという方が日野市内には何人

かおられると思うんですけれども、福祉部の方でその実態を把握していればその数値を示して

いただきたいと思います。

以上、とりあえずお願いいたします。

O議長(高橋通夫君〉 福祉部長。

。福祉部長(高野 隆君〉 それではただいまの御質問にお答えをいたしたいと思いま

す。
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まず高齢者に対する施策ということで、痴呆性老人等に対する施策をどうしているかという

ことでございますが、現在私どもといたしましては、痴呆性老人の施策としては、特養老人ホ

ームが対応すべき老人ホームであるということで、福祉事務所でお世話を申し上げているわけ

でございますけれども、この特養老人ホームの入所者の中で、いま現在待機している者は 40 

名以上の状態でございます。現在の状況は 40名与はの方が待っていると。こういうような状

態ですが、実質的に特養老人ホームが満杯であると。特養老人ホームのベッド数が、対象措置

数が少な過ぎるということが東京都の現状でございますので、東京都といたしましては、現在

特別な補助金等を用意して、民間福祉法人等についての補助を 一 今年度は施設補助が 41億

円、 10カ所。それから、土地に対する補助を 3分の 2、補助として 20億円、 4カ所。こう

いうことで民間福祉法人に対する補助を中心に進めておるわけでございますけれども、現在日

野市の周辺では、やはり不足しているということが現状でございます。

そういうこともありますので、先般からいろいろと御質問の中で私がお答えしていることは、

できるだけ市としても、これについては対応する必要があるんじゃないだろうかと。できるだ

け法人等の誘致、または、その他の方法についても検討していく必要がございますと申し上げ

ているわけでございます。また、ほかにも緊急一時保護といたしまして、八王子の山水圏に 2

ベッドを現在確保して、これについて一時的に痴呆性老人が 一 家族の手が不足してしる。介

助が必要としていると。こういうときには l周問、 2週間を限度として、 1週間を基準にして

緊急一時保護ができるような施策を昨年からとっております。これもかなり利用されていると

いうことでございます。今後、この痴呆性老人についての施策といたしましては特養老人ホー

ム等の施設サービスを中心とした施策とあわせまして、在宅サービスーこれの充実等もます

ます必要になってきているというぐあいに考えているところでございます。

また福祉電話につきましては、御質問では 50台の実績ということでございますけれども、

今年度の予算の中では 88台を用意いたしておりまして、これについては 487万 5，000円

の予算を計上しております。この福祉電話の設置需要は、 65歳以上の低所得者で、 1人暮ら

し、または老人世帯に対する無料設置ということでございます。通話数は、 90通話までを市

の負担とすると 一 公費負担ですると。それ以上は自己負担、こういうことでございます。

これが不足しているという御質問でございますので、これについては今年度の予算は、とも

かくそういうことでやりましたけれども、来年度につきましても、やはり同等の予算を組んで
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実施しており ますので、そういうような事態が発生した場合には、早速福祉事務所で対応でき

ますように、 調査いたしまして対応 したい と考えていると ころでございます。これにつ きまし

ては、福祉電話は 1人暮らしの方が安心して生活できるように活用していただくという ことで

ございます。

また、 1人暮らし老人の中での電話の設置率が低いと、こういうことで ございますけれども、

l人暮らし老人につきましては、当然低所得者については、先ほど申し上げました福祉電話が

対象施策でございますけれども、また、高所得者ではそういう ことないと思いますが、ともか

く今後いろいろと l人暮らし老人に対する施策 一 これは、 住宅問題等を含めまして広範に、

やはり今後検討してし 1く必要があろうかというぐあいに考えていると ころでございます。

それから、第 2点目の老人ホームの御質問でございますけれども、老人ホームにやはり入れ

ない方。特に、特養老人ホームの具体的なケースを挙げられて、何人いるかということでござ

いますが、先ほどの答えと重複いたしますけれども、今後このような特養老人ホームの健設は

東京都全域でかなり重要な問題だというぐあいに考えられる問題でございます。あわせて、や

はり低所得者の養護老人ホーム、あるいは軽費老人ホーム、こういうようなものも老人の住宅

問題とあわせてかなり重要な施策 一 施設において安心してパックアップできるような体制を

つくり、なおかっ在宅の福祉を充実していくと、これによって地域のネットワ」クをつくって

いくことも可能であると考えておりますので、今後ともこれについてはきめ細かい対策を組ん

でし 1く必要があろうかというぐあいに考えているところでございます。

0議長(高橋通夫君〉 夏井明男君。

0 1 6番(夏井明男君〉 いま福祉電話については私 52台というふうに考えたんです

が、 88台ということで若干数は私は間違えたのか。本年度予算から台数がふえたのか。もし

も52台から 88台ということであれば十分対応し切れているというふうに私思いますし、そ

の辺の話と・・ ・。

あと具体的に養護老人ホームと特養ホームの待機者といいますか一希望していて条件は合

っているけれども、しばらく自宅の方でがんばってくださいというふうな人数はということで

具体的にお尋ねしたんですが、ちょっとその数の把握がありませんので、その辺わかっておら

れればお答え願いたいと思います。

0議長(高橋通夫君〉 福祉部長。
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0福祉部長(高野 隆君 〉 細かい数字をちょ っと私持ってきておりませんから、現在

の待機者は40名を超えていると。こういうことで聞いておりますので、 45人前後が常時待

機している ということでございます。

0議長 (高橋通夫君〉

01 6香(夏井明男君〉

夏井明男君。

それでは、いま具体的な例ということでお尋ねしたわけです

けれども、非常に日野市のデータにおきましても、寝たきり老人の方の数計が 27 3人という

ことで、また、 1人暮らしの方の施策としてどういうものがあるかということを具体的に述べ

られているわけですけれども、また、日野市の昭和 75年までの人口の予測をされているわけ

ですが、実は寝たきり老人の方、または老人家庭の世帯、 1人暮らしの世帯が昭和 75年くら

いには、どの辺の数になるのかという予測ですね。これが、資料がたしか 1人暮らしの方だっ

たかと思うんですが、実は出てないわけです。

ちなみに昭和 60年現在 60歳から 64歳というのが、やはり 5，0 0 0人。このような方が

昭和 75年では 9.0 0 0人にふえます。 65歳から 69歳の方が現在 3，6 0 0人おりますが、

倍近い 7，1 0 0人になります。 70歳から 74歳が 2，900人の方が 5.0 0 0人。 75歳から

7 9歳の方が 2，0 0 0人から 2.900人。 80歳以上の方が現在1.6 0 0人で、 7 5年には

3，000人というふうな予測を市の方でしているわけです。

現在そういうふうな状況を踏まえますと、先ほど福祉部長が検討をしているということで、

かなりその内容については進んでいるということが実際にはわかるわけでありますが、現在の

本年度の 60年度予算を見ましでも、確かに特養養護のベッド数が若干ふえております。前年

度が養護老人ホームが 38人のところを 10人ふやして 48人、特養老人ホームが 86人のと

ころを 21人ふやして 107人というふうな形の予算計上をしております。さらに、ショート

・スティの事業も厚みを増した予算組んでおりますし、デーホーム事業についても対策を打た

れているわけですけれども、実際にこういうふうな内容で対応し切れるのかどうか非常に疑問

に思う点があります。

やはり私、具体的な例で申し上げますと、 1人暮らしの方で一亡くなられましたけれども、

7 2歳で亡くなった方ですが、所得はありません。借家に住んでおりまして、体のぐあいを悪

くして日常的なことがなかなかままにならないという生活をされておりました。市の担当の方

も目を光らして見ていただいた方ですけれども、やはり満足に食事の仕度もできないし、ゃっ
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と自分の体を起こす程度という方でした。電話もありましたけれども、実際にはそのような状

況で、 1週間に当初は 2回ぐらい一いわゆる訪問看護の方ですか、それに類似した家庭奉仕

員という制度の方ですか、具体的には忘れましたけれども、そういう方が来られてめんどうを

見られた方でありますから、明らかに特養養護の方に入られて、日常洗濯から食事等を世話を

しなければ、これは非常に厳しいなぁという ことを見たわけであります。

それで、先ほど部長が、東京都の方も 60年の予算を見ますと、確かにそういうふうな老人

ホーム等をつくる施策を東京都の方打ち出されているという ことで、対応する考えをお持ちの

ようでありますけれども、私は、運よく 一至誠老人ホームと か非常に評判がよろしくて、そ

こに入られると、なんだこんないいところがあったのかという返事もあるわけですが、そうい

うふうに断定できるかどうかわかりませんけれども、実際にはこの方の余りにも違いがあり過

ぎるというふうに思うわけです。

先ほども申し上げました昭和 75年になりますと、現在の状態でこういうふうな状態ですか

ら、現在の制度をそのまま回転させても、 このような不自 由な方がかなり 出て くるんではない

かというふうに思うわけです。市の方としましでも、自分の体を動かせる程度のデーホーム事

業につきましでも、やはり 500万ですかアップしていますし、それに対する対策として友愛

訪問奉仕ということですとかされているわけです。当面市の方で対応できる 一 老人ホーム等

に入れない方の対策としては何があるかといいますと、訪問看護事業がありますし、さらに、

家庭事仕員という制度が実際にはあるわけです。本年度の予算を見ますと、やはり20人 くらい

の人を対象にして、従来ですと 2日間だったのを 4日間ということになったわけです。ですか

ら、先ほど例を申し上げました方は、 1週間に 2回だったのが 4回来てくださるというふうな

形の対策で、市としても決してこの辺を見誤ってはし 1ないということはわかるわけですけれど

も、制度としてこういうふうな回転の仕方で対応できるかと いうことが非常に危慎するわけで

あります。

それであともう一つは、実際に老人ホーム等への市の負担金等の計算を見ますと、かなり老

人委託、措置費一扶助費ですが、出ております。 48人に対して 6，3 0 0万、特養に対して

107人の方に対して 2億 2，0 0 0万。さらに、そのほかに負担金を出しておりますので、こ

のような 48人とか 10 7人の方の対象にした制度として、このくらいの手当をしているわけ

ですけれども、そこに入れない人に対する対策が、非常にアンバランスなんではなし、かという
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ふうに思うわけです。そこで、そこの辺の工夫をこれから強力に進めてし吋必要があるんでは

な~¥かと。 たとえばお金があっ て日常生活的に困るという階層もいらっしゃるわけで、これは

東京都の 60年度予算になるかと思いますけれども、 ここでは 1日料金という ことで、 1日6

時間当たりということで所得階層別に無料から全額ということで、 5，500円の幅を広げた制

度を運用しているわけですけれども、この辺日野市ではどういうふうな実態であるのか。その

辺の話をお聞きしたいと思います。

さらに、友愛訪問にしましでも、必ずしもデータ的には十分に機能をしているという ふうに

は言い切れないという面があると思います。そうしますと、市の方では健康な方には、おふろ

へ行ける程度の方には入浴券というものを差し上げておふろに行っていただくと。おふろに入

れない方はおふろに入っていただくと。そういうふうな入浴サービスということもやっている

わけですけれども、前回も小俣議員の方から給食サービスという話が出ました。実際にはお年

寄りの中でも段階的な非常にケースによって、かなりばらつきがあるわけですけれども、その

辺の差が非常にあり過ぎるではな~¥かというふうに思うわけですが、この辺、運営形態として、

限られた予算の中でいまの制度をころがしていって、それで十分昭和 75年に対応でき るのか

どうか。これは国の制度であり、東京都の方で何とも動いてくれなければ、市の方としても対

応できる限界があるんだということで、制度的には無理な話なのかどうか、その辺お尋ねをし

たいと思います。

0議長 (高橋通夫君〉 福祉部長。

0福祉部長(高野 隆君〉 大変広範な基本的な御質問でございますので、若干御質問

の個々には、ずれる点もあるかもしれませんけれども、お答え申し上げたいと思います。

御質問になりました将来の高齢者社会、特に老人のますますふえてくる状況の中で、施設的

なサービスーこれに限界が生ずる中で、今後日野市としては友愛訪問家庭奉仕員、寝たきり

老人の訪問看護事業、このようなものをどのように展開をしていくのかと。また、このような

方以外に、財産のあってこ のような介助を求められる方にはどうするか、こういうような御質

問でございます。さらに、入浴サービス、給食サービス等についてはどのように充実をしてい

くつもりかと。こ ういう広範な御質問でございますが、できるだけ簡単にお答えを申し上げた

いと思います。

まず、現在の御老人の多くの要望といいますか、考えておられる内容というのは、単に老人
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ホームに入るというだけでなく 、在宅のまま何とか老後を終えられないだろうかと、こ ういう

ような御要望が強いと。これにつきましては幾つかの調査がなされておりますけれども、約 90

%以上の方は在宅のままで何とか老後を終えたいと、 こういうぐあいに考えていると。また、

高齢者はそれぞれの住宅環境変えるなり、あるいは生活環境を変えるということは、それ自体

がぼけの問題につながるとか、いろいろと老人の障害を生むと。こういうような問題もいろい

ろと最近は提起されている時代でございますので、私ども といたしましては、基本的には今後

~ ¥かに在宅サービスを強化していくかと。実施させていくかということがかなり重要な問題で

はないだろうかと、こういうぐあいに考えているわけで ございます。

しかしながら、 ーたん寝込んだり、あるいは介護する人がいないと。こういう状況について

は、あるいは急にぼけが始まったと。あるいは緊急に対応するような緊急対応と。 こういうよ

うなものを要求をされるというような場合については、やはりそれなりの施設が必要じゃない

かと。地域においては老人が安定した生活を送れるべく、やはり受け皿としてのそれぞれの施

設サービスは、今後ともやはり重要な問題だろうと、こういうぐあいに考えているところでご

ざいます。

しかしながら、また、在宅のままでサービスを受けたいという御要望に対しては、今後友愛

訪問あるいは家庭奉仕員、老人訪問と、こういうようなものをそれぞれ充実させていくと。ま

た、家庭奉仕員につきましては、昨年から国は、これの低所得者向けの施策をやめまして、施

策を総体的な御要望に応じられるように、有料でのサービスを展開いたしました。このような

有料での、やはり福祉サービス、これも今後の施策のーっとして重視してし可かなき ゃならない

だろう、こういうぐあいに考えております。

このような在宅福祉サービスの問題については、東京都が 59年の 11月に、東京都におけ

るこれからの社会福祉の総合的な展開についてと、こういうことで東京都社会福祉審議会の中

問答申を出しております。これによりますと、今後は多様な福祉サービスに対する多様なニー

ズに対して、多様なやはり受けとめ方をする必要があろうと、こういうぐあいに言っておると

ころでございます。この多様なニーズ、また、たとえば給食サービスにいたしましでも、日に

ちを決めて一定の時間にお配りするということではなくて、やはり自分の体のぐあいが悪いと

か、あるいは自分の都合で欲し~¥ときに電話をすれば、給食サービスがー老人向けの給食が

受けられると。こういうような多様な対応、このようなものが今後ますます必要になってくる
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のではないか。また、これをサービスする機関も、この中問答申で言っておりますように、多

様な対応を考えていく必要がある。たとえば、いままでの公的な、あるいは行政的な対応のほ

かに民間的な、あるいは福祉法人、社協のようなものを通じてのサ」ビス、このようなものを

今後展開してし吋必要があるとこういう ぐあいに言っ ております。 この例といたしましては武

蔵野福祉公社というような形の中でー全社協でも評価しておりますが、この福祉サービスの

あり方。 この問題は、この中問答申の中でもかなり取り入れられているように思います。

今後、 このような民間のサ←ピス機関を組織してし 1く。あるいはこ こで言っておりますよう

に、専門的な能力。たとえば医者とか保健婦とか、あるいは看護婦とか、あるいはその他ソシ

アノレケースワ ーカーと。そういうようなものを一般の、要するに労働力として使うのでなくて、

それなりの専門性を重視した形で活用すると。そういうようなコーディネーターを中心として

今後ボランティアをそれに結集させて、在宅福祉を展開していく必要があると。こういうよう

なことも考える必要があろうかと。

これにつきましでも、この答申で言っておりますように、それな りのやはり十分な市民の参

加によるニーズの把握、また、施策の展開のための検討委員会、このようなものもぜひ必要だ

と。 こういうことを言っておるわけでございますので、日野市といたしましては、現在の福祉

行政の枠にとどまらないで、今後とも多様なニーズに対して多様な対応ができるような、やは

り施策の検討を、それぞれやはりこれから高齢化の進む時代に向けて展開の準備をしていく必

要があろうかと、こういうぐあいに考えているところでございます。

0議長 (高橋通夫君〉 夏井明男君。

01 6番(夏井明男君〉 いま部長の方から御答弁いただいたわけですけれども、福祉

の有償化という言葉で、相入れないということで批判をされる方もおられるわけですけれども、

実際には市民の方でそういうふうな需要もあるということは明らかだと思うわけです。日野市

におきましても、その辺踏まえて実態調査で一福祉関係のそういうふうなところに有償的な

負担はどうかと いうアンケート調査を御老人の方に調査されているわけであります。ですから、

部長の先ほどの積極的な対応の中でというお話ですので、その辺ぜひ積極的な運用をしていた

だきたい。家庭奉仕員の数が 4回ということでふえているわけですけれども、先ほどのお話し

た例の方、毎日行ってもいい方の例であります。老人ホームでいれば常時監視してくれている

わけですが、市の方でも担当の方はデスクで実際に目を光らしているということですけれども、
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実際的にはこういうふうな対応では、もう無理なんではな~ iかというふうに思います。

そこで、若干提案でありますけれども、前の行政報告の質疑の中でも福祉部長に私お尋ねし

ましたけれども、社会福祉法人日野市社会福祉事業団という性格の内容からして、このような

性格の事業団であれば、福祉の方の関係についての積極的なこの間のフォローができるかとい

うことをお尋ねしたわけですけれども、十介対応できるというお話ありました。

それで、この問題について最後でありますが、日野市が具体的にこのような施策を進めるに

当たって、健康な方に対する施策 ー たとえば老人クラブへの補助金ですとか、ゲートボーノレ

等とか、また、健康診断に対する施策であるとか、御老人の方の健康状態に合わせて、いろい

ろな施策を打っているわけですけれども、将来昭和 75年を目指しますと、どの施策に、具体

的にどの方に、どれくらいの財政的な背景があるのかという分析を、おはりされる必要がある

んではないかと。私は、当然されているというふうに思うわけですが、その前提に立って給食

サービス、また、老人ホームの建物につきましでも施策が出てくるんではな~ iかと。部長の御

答弁ですと、原則としては在宅福祉サービスを原則にして、それの補完的なものとして老人ホ

ーム施設を考えていきたいということのように私は受け取ったわけですけれども、実際にこう

いうふうな建物を一つつくって運営をしてまいりますと、やはりそこへの職員の配置等で 一

これは日野市の 60年度の予算ですけれども、社会福祉の老人福祉施策費ということで、各福

祉センターについての予算がのってますが、約 3分の lは人件費で取られるということもあり

ます。ですから、簡単に老人ホームを建てる、特養を建てるというふうな発想でいいのかど う

か。 75年を目指して爆発的な御老人の方のふえる率が出てくるわけですから、その辺慎重に

踏まえて手を打っていただきたいと思います。

以上です。

0議長(高橋通夫君〉 これをもって 15のし 59年 12月の市民意識調査をもとに

問うに関する質問を終わります。

次に、 15の2、幼児行政(幼稚園、保育所〉の実態と保育料について問うについての通告

質問者、夏井明男君の質問を許します。

01 6香(夏井明男君〉 まず、今般も公立幼稚園の値上げの議案が出ているわけであ

ります。また、私立幼稚園にお通いのお母さん方からの請願も出ております。 その中で若干お尋

ねをしたいと思います。
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まず、お母さん方の中には、幼稚教育について実際に自信を失っている方もいらっしゃると

いうふうにお聞きしております。これは、教育長にお尋ねしたいんでありますが、子供が実際に

どの程度までお母さんのもとに何時間くらい一緒にいるのが一番理想的なものなのか。かなり

議論があるところですが、一応の大勢の流れといいますか、その辺がどの辺にあるのか。 4歳

児くらいまでは、できればお母さんのもとに何時間くらいいることが、情操教育等あらゆる面

から理想的なのか。その辺の話がお聞きできればありがたいと思います。

次に、私立幼稚園一公立幼稚園もそうかもしれませんが、実際には入園率が、これから低

下してくるというふうに言われております。私どもの計算ですけれども、昭和 59年 5月 1日

現在で、日野市は幼稚園数が 17で、入国率が 86.4%というふうに一応出したわけでありま

すけれども、将来的に幼稚園の定員が欠けてし 1く状況は変わりないのかどうか。その辺の状況

をお尋ねしたいと思います。

さらに、幼稚園の計画的な配置ということですが、これは、教育委員会と幼稚園との法的な

関係という枠があることは重々承知しておりますけれども、日野市におきましては、いわゆる

公立、私立幼稚園の計画的な配置が、廻去から現在にわたってなされてきたのか。保育園の設

置場所とも関係するわけですが、その辺、計画どおり地域的に分散して建てられたというふう

に言えるかどうか。その辺をお尋ねをしたいと思います。

さらに、保育料の問題に入るんですが、幼稚園の公私立の格差が実際に具体的に出ておりま

す。日野市におきましでも補助が 一 私立幼稚園児に対する補助金を出しているわけですけれ

ども、 3歳児に対しては 500円、 4歳、 5歳児に対しては 2，5 0 0円ということで、 26市

5町の中におきましては、その補助の大きさにおいては 7位一高さを示しております。この

中で、今回も議案として出ているわけですけれども、完全に公私の格差がどの辺の続上に置く

べきなのかどうかのお話を承りたいと思います。

私立幼稚園に通うお母さん方は、経済的に必ずしも楽ではないというお話は、前回の竹ノ上

委員長の報告のときに、石坂議員の方からその辺の実態についての話も承(たわけですけれど

も、日野市におきましても、やはり公立幼稚園と私立幼稚園の数から、日野の公立の場合は 6

圏で 600人、私立の場合は 11園で 2，540人ということで、日野の市内のお母さん方の、

約公立のお母さん方よりも 3倍から 4倍通わしているわけであります。その辺を踏まえると、

これは重要な問題でありますので、どの辺にお考えになっているのか承りたいと思います。
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さら に、 将来幼稚園、保育園の定員率、入園率ということ なんですが、どの辺をめどに考え

ておられるのか。保育園を含めた実態をわかれば教えていただき たいと思います。

さら に、 保育園の 一 保育所の保育料の問題についてお尋ねをしてまいります。 われわれの

調べによりますと 、 58年度保育所運営費負担区分比較表と いう表を作成したわけであります

けれども、これは、 58年度の決算数値を延べ措置児童数で割って出したわけですが、その中

で、日野市は 1人当たりの園児の年額の国の負担が最低である と。 いわゆる国からの負担金が

少ないという ことなんですが、こ れが 6万 8，29 0円という数値を一応出 したわけであります。

三多摩の 26市 5町の平均が 9万 3，16 5円であります。こ の格差におきましては、市の保育

の方法、人件費の問題、それから、補助制度等さまざまな条件の違いがあるかと思うわけです

けれども、こ の結果から踏まえますと、 補助制度を十分に日野市は活用しているのかとい うこ

とが若干疑問として出るわけですけれども、その辺の話を伺いたいと思います。

さらに、保育園に入れている方の各所得階層から保育料の実態ということで、父母の方がど

のくらいの負担をしているのか。負担率とい うこ とを計算として出したわけであります。保育

料の負担率につきましては、国の基準が所得に応じて決められておりますので、その点、これ

は新しい試みだと思いますが、総収入額から保育料の算定を出す方法ではなく て、 生活保護費

一これが最低必要生活費であろう ということで、その分を総収入から引きまして、そのヲ It、

た超過収入分に対する保育料は幾らかということで負担率を出してみました。

原則として、所得に対する保育料の負担率が平均化している ことがやはり大事ではな t¥かと。

保育料というのは、福祉制度の中で福祉料金体系の中のものというふうに位置ぢけをしますと 、

そのようなことが言えるんではな し1かというふうに思うわけであります。原則として、市に保

育料についての権限がかなりゆだねられておりますので、 26市 5町を比較しますと、各市に

よってかなりばらばらというデ」タが出ております。小平では訴訟問題にまで発展したという

ぐらいでありますけれども、日野市においても、負担率について父兄の方の適正な負担をして

いただくということについては研究をされていると思うんですが、その辺の実態を示していた

だきたいと思います。

われわれの調べによりますと、各条件によってさまざまですので、若干部長さんの方には資

料を差し上げでありますが、負担率が C1から D2 1ということであるわけですけれども、 一

番少ないところで Dの 21ですか一 2.88。高いところで 4.8 7という数値があります。こ
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の 2.8 8とい う所得階層は、かなり上位ランクの階層であります。逆に、 負担的には負担率を

下げた方がいいんではなし 1かという ところが若干高いと いう数値が出ております。日野市は、

ほかの市から比べますと、その率において非常によい結果が出ているというふうに思うわけで

すけれども、それにしましでも若干ぱらつきがあるというふうに思いますが、こ の辺調整する

お考えがあるのかどうか、お尋ねをしたいと思います。

それに関連するんですけれども、日野市以外の市の中では、さらに国の基準のD 1 2階層よ

りもさらに階層を設けまして、応能的な考え方で御負担願っ ているという市がありますが、日

野市におきましては、その辺具体的にどのように将来お考えになるのか 一 考える必要がある

のかどうか。当分は現行の状態を維持しながら見たいというお考えなのかどうかお尋ねをした

いと思います。

以上です。

O議長(高橋通夫君〉 夏井明男君の質問についての答弁を求めます。教育長。

0教育長(長沢三郎君〉 それじゃあ l点から 5点までの問題につきまして、私の方か

ら答えさしていただきたいと思います。

第 l番目の、現在の乳幼児。こういうものについて母親の手のもとで育てる時間帯はどうあ

るのが一番望ましいのかと。私は、かつて、いま多摩動物公園の園長さんである中川さんから、

動物の子育てという話を聞いたことがあるわけなんですけれども、少なくとも現在子供さんが

誕生して満 l歳になるまではお母さんの手で育てるのが最も望ましいと。これは、実際問題と

してお母さんのおなかの中に入っているころから、子供というのはお母さんの鼓動を開きなが

ら育っていると。それが、生まれて間もなく他人の手に預けられるということであると、結局

子供と母親との間に胎教の時代から据えられてきていた関係というものが絶たれるということ

で、現在育児休暇制度というものが制度化されまして、満 I年ですねー誕生日を迎えるまで

は育児休暇がとれるような制度ができているわけなんですけれども、これも部分的と申します

か、職種に限られていると。できればこの育児休暇制度というものが全体的にとれるような状

況が生まれてくれば、満 1歳の誕生日までは少なくとも母親の手で育てるのが望ましいと。

それから、二、三歳児でございますけれども、これも、できれば起きている時間の半分以上

はお母さんと一緒に、あるいはうちの方と一緒に生活するのが望ましいわけでございまして、

実際問題現在幼稚園の場合ですと、午前中保育と。午後は母親の手元で生活をすると。こうい

-447-



うような状況でございますので、まだ子供たちの情緒の発達の中においては救われているわけ

でございますけれども、保育所の場合ですと、 朝から夕方までという ことで一応お母さんが引

き取って、おうちへ帰って子供との接触時間というのは夕飯から就寝までの時間というような

形で、いまの状況の中で少なくとも二、三歳児の保育というのは、できれば母親と保育所が半

々くらいで子供の生活が成り立つような状況が生まれれば幸いだと考えます。

それから、四、五歳児になりまして、だんだん社会性が発達してくると。こ ういう中で現在

大部介の公私立の幼稚園が、四、五歳の 2年保育というものを取り上げておりますけれども、

幼稚園教育の中では、 3歳から 5歳という枠の中で子供さんたちの生活をお預りしているとい

うことでございますので、少なくともゼロ歳、 l歳、 2歳と、 こういう時点におけるところの

教育というのは、母親が占めるウエー卜というのは相当強いんじゃないかとこう考えておりま

す。

それから、 2番目の、公立の、あるいは私立、入国率が年々低下してきていると。どんな状

況なのかという御質問でございますけれども、現在日野市の 4歳と 5歳の幼児の数が 4，104

人と。これに対しまして現在幼稚園、あるいは保育園で措置をされております四、五歳児の数

というのは、幼稚園で公私立合わせて 2.576名、それから、保育園が 1.0 9 2名だと思いま

す。合言十l¥たしまして 3，6 6 8人、約対象児の 9割 89. 4 %ということですから、約 9割の四、

五歳児の方が幼稚園または保育園で一応保育を受けている と。このような状況でございまして、

確かに入園率等が低下してきていると。幼児の数が減少してい く中で入国率等が低下して きて

いるという状況でございますけれども、先ほど申し上げました 4，104人の対象児のうち、

3，6 6 8人が一応公私立の幼稚園・保育園で措置されているということになりますと、残りの

440名ほどの幼児につきま しては、 これは四、 五歳でも自宅でお母さんと一緒に生活をして

いる。あるいはいまございます幼児教室等でめんどう見てもらっていただいていると、このよ

うな状況が日野の現状ではな l¥かと思います。

それから、 3番 目の計画的配置の問題でございますけれども、公立の幼稚園の場合につきま

しては、ほぼ日野市全体につきまして、今回第七幼稚園が旭が丘地区の方、あちらに設置され

ることによってほぼ均衡がとれているんじゃなし 1かと。ただ私立の幼稚園の場合には、確かに

第五、第六幼稚園のございます三沢地区、あるいは杉野学園等があります ーいわゆる団地で

すね。三沢台小学校区域、そういうようなところに若干集中 していると。あるいは多摩平等に

-448ー

集中しているというような傾向もございまして、 これは、望ましい方向としては、 1小学校区

1幼稚園というような計画的な配置ができれば、それにこしたこと はないわけでございますけ

れども、私立の場合ですと、いま言ったような状況もございまして、スク」ノレパス等を使つて

の送り迎えが行われているというのが現状でございます。

それから、保育料の格差の問題でございますけれども、保育料の格差の問題につきましては、

いま夏井議員さんの方からお話がございましたように、現在の私立の幼稚園に入国している家

庭というのが、特に経済的に恵まれているから私立の幼稚園を選んでいるんだという、そうい

う状況では確かにないと思います。 26市の状況等を見ましても、日野市の私立幼稚園の保育

料 一 これは、他と比ベてみますと、非常にある意味では私良心的な保育料を徴収していると。

別の面でいきますと、 公立の幼稚園が 6園も 7園もあるので、公立の幼稚円の保育料とのから

みの中で、もう少し保育料を引き上げたいけれども、なかなかそれが許されないという状況も

あるかと思いますけれども、多摩全体の私立幼稚園の保育料の平均と申しますか、大体 20万

くらいが 一 各地区のいわゆる保育料の高いと ころの平均をとりますと 20万 1.0 0 0円とい

うような数字が出てまいります。低い方の平均をとりましでも 16万 7，0 0 0円というような

数字でございます。ところが、日野市の私立幼稚園の保育料につきましては、 1年間の保育料

が高いところで 18万、 それから、低いところで 16万 8，0 0 0というような状況で、ほぼ各

国の保育料そのものの差というものが、私立の場合には他市と比べてみて均等化されていると。

そういう中で、公立の幼稚園を選ぶか私立の幼稚園を選ぶかという中で、先ほど申し上げた

ように、特に経済的なゆとりがあって私立の幼稚園を選んでいるという状況ではございません

ので、できれば保育料にかかわる限り 、なるべく公私立いずれの幼稚園を選んでも、毎月の保

育料については格差がないんだと 一 そういうところまで持っていくのが妥当ではないかと。

ただし、入園料その他、いろいろスクーノレパスの問題とか、いわゆる施設整備の関係とか、も

ろもろの保育料以外の問題もあると思いますけれども、保育料にかかわる限りは、いま言った

ような形で、ある程度公私の格差がなくなるというところへ持っていくのが妥当ではないかと

考えております。

それから、 5番目の、将来の幼稚園、保育園の入園率、あるいは一応受け入れられる枠に対

して、応募してくるものの数値がどんどん低下していくんではな l¥かと。確かにここ何年かき

わめて厳しい状況が続くと思います。ただ、統計的に見た場合昭和60年、あるいは 61年のあた
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りを一番底打ちとして、若干出生率等は回復してくるのではなし 1かという見方をしているわけ

です。というのは、現在の日野市の結婚適齢期の方々の年齢構成その他を通しながら見ていっ

た場合、 60年 61年のころを大底として、幾らか回復の方向に行くんではな t¥かと。こんな

ぐあいにとらえているわけでございますけれども..…-。いずれにいたしましでも、現在の入園

率とほぼ横ばい状態がしは、らく続かざるを得ないんではなし 1かと、こんなような見方をしてお

ります。

以上です。

O議長(高橋通夫君〉 福祉部長。

0福祉部長 (高野 隆君〉 それでは保育所保育料についての御質問にお答えをいたし

ます。

まず御質問でございますが、保育料のうち、日野市は国の負担金はどう なのかと。こういう

ことでございますけれども、御承知のように保育措置費の算定につきましては、国が最近は保

育単価を定めまして、個々の 3歳未満 3歳以上児についての保育単価をそれぞれ定めまして、

それによって算定された基準額が父母の徴収金額一徴収すべき金額でございますけれども、

これを差し引いたものの 10介の 8が国が負担する。残りの 10分の lを都が負担すると 、市

が 10分の lを負担すると、こういう仕組みになっております。したがって、国が積算いたし

ます保育単価 一 これは一応最低基準とわれわれ考えられるというものを算定しておりますの

で、これに対して東京都は 3歳児対応とか、あるいはゼロ歳児対応とかいうような形でそれぞ

れ補助金を出しておりまして、かなり東京都が上積みをされて、保育単価は実質的には国の積

算するものよりも多くのものが東京都からは補助金として出てきています。また、市としても

それぞれの上積みをいたしまして、実質的には子供に必要な保育ができるように配慮をして運

営をしているのが実態でございます。したがって、固からの負担金というのは総合的に積算さ

れるということでございますので、国の負担金そのものが徴収金額 一 父母からの保育料、こ

れとのからみ、関数関係というのはあるわけではございますけれども、しかし、それ の状況に

よって国の負担金が大きく変化すると。そういうことはないのではないだろうかと、こういう

ぐあいに考えております。御指摘のよう に 6万 8，2 0 0円と、いま 3，000円の違いがあるじ

ゃなし 1かと。こういうことでございますけれども、これにつきましては私ども、もう一度よく

検討さしていただきたいと思っております。

また、保育料の実態、は一体どうかと、要するにこれについての負担率、この問題の御指摘が

ございました。保育料の問題は、それぞれの自治体に基本的には任されていると、こういうこ

とでございます。しかしながら、国は保育基準及び保育料基準を、基準額を毎年出しておりま

して、これに沿って国の負担金をよこすと。こういう仕組みになっているものですから、国で

毎年出します保育料基準額一これが、 26市の中でも常に一定の基準として考えられると、

こういう状況でございます。

この保育基準額を考える際に、これを基準として各市の保育料の体系を考えると。こういう

ときに、御指摘のように生活保護費を差し号 It ¥た残りの部分 一 要するに超過収入介を考える

と。こういう考え方も一つの考え方ではな t¥かと思いますが、国なり、あるいは各市の考え方

は、こ のような生活保護費をまず差し引くということはしておりませんで、総収入に対する税

額を基準として徴収金を定めておるわけでございます。この辺のところにつきましては論議も

あろうかと思いますけれども、私ど もといたしましては、保育園の保育料も子供の生活費を含

むと。こういう考え方もございますので、そこの分は差しヲ|かずに総収入を対象として、これ

に対する課税額を基準といたしまして、これが保育料の算定基準ということでございます。

これにつきましては、東京都が一東京都児童福祉審議会が陥和 57年 3月 31日に、今後

の保育行政のあり 方についてという答申を出しております。こ の中でも、この保育料について

は、費用徴収基準は、いわゆる税制転用方式により定められているが、当面これにかわる合理

的方法は見当たらず、現状ではこれによることはやむを得ないと思われる 、と。こ う言ってお

りますし、われわれといたしましても、この税制転用本式による応能方式によって、やはり所

得によって負担していただくという方式は、やはりこれは現状ではやむを得ないと 、こ う考え

ているところでございます。

しかしながら、ここに答申に指摘しておりますように、この場合に、現行の税制の問題点と

して収入捕捉等の不公平感が、そのまま徴収金額についての不公平感に移転することにもなる

ので、この問題については十分に考慮しろと、こう言 っております。 したがって、ここに言っ

ております収入捕捉という点では、かなりやはりわれわれ源泉徴収者、あるいは農村部につい

ても、その捕捉の問題についてはいろいろと論議があるところでございますし、ここに指摘し

ておりますように、今後は税制の見直し等を国に要望する必要があると。こういうふうに言っ

ておりますように、やはり地方と都市部と¢問題というのはかなり格差があるというぐあいに
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考えているところでございます。

日野市では、 かつて日野市保育料検討委員会を設けまして、 昭和 54年には答申をいただい

ております。ここにおいては、日野市の保育料についてはかなり改善がされているということ

での御指摘の後で、国基準の 50%にとどまるようにすることという御提言をいただいておる

ところでございますので、日野市としては、大体これに、基準に沿 って考えているという こと

でございます。

現状の各市の状況についてお話をいた しますと、先ほど御指摘のありましたよう に、小平市

が国基準の 90%を目指して、 現在実態としては 8 3. 6婦、国基準額の 83. 6弼取っておりま

すし、最低につきましては清瀬市の 34. 7 %とい うことでございます。日野市の場合には 59 

年の実績といたしましては、 47. 3婦が国基準に対するわれわれの比率でございます。これに

ついては、日野市は 26市中 13位という状況でございますので、これについては今後改定を

するかど うかというものは、この 54年の答申を基準にして今後 50%をめどに考えていく必

要があると 、こういうぐあいに考えているところでございます。

また、御指摘の各A、B、C、Dランクの中で日野市はどういうぐあいに考えているかとい

うことでございますが、日野市は、現在 16階層まで伸ばしております。 したがって、国基準

は 12階層でとめておりますので、それから先の足伸ばしを日野市はしておりまして、各階層

は国基準のそれぞれ 13%から、一番所得の多い方が 55. 2 %ということで、大体低所得者に

薄く高所得者には厚いと。こういうようなグラフが描けるような徴集金をいただいていると。

こういうことでございますので、また詳しくは資料等によってお答えをしたいと思います。

以上でございます。

0議長 (高橋通夫君〉 休憩前に引き続き会議を開きます。

一般質問 16のし 森田市政の基本を考える についての通告質問者、 旗野行雄君の質問を許

します。

C 1 0番議員登壇 〕

01 0香(旗野行雄君〉 多少かぜぎみでお聞き苦しい点があ るかと思いますが、御容

0議長(高橋通夫君 〉 これをもって 15の 2、幼児行政(幼稚園、保育所)の実態と

赦願いたい と思います。では通告に従いまして、森田市政の基本を考えると 、こ ういうタイト

ノレで一般質問をさせていただきます。

よく政治力とか、あるいは政治的解決とか、政治は力なりとか、よ くこういうことが世上で

言われております。政治的解決といえば足 して 2で割るというような解決方法だというような

こと もあります。何か政治というのは芸術とか、あるいは科学、道徳という面と比べて原理原

則がないんじゃないかと。非合理的な何かもやもやしたものではないかと。イ可か汚い一面もあ

ると。下品で低級なもんじゃないかというようなことも言われております。確かにいま国政レ

ベルでもいろんなことが新聞なり雑誌で報道されております。このことは、確かに事の一面を

物語る ことであると思います。また、私が 3年前にこの議会へお世話になりましての体験から

申し上げましでも、どうも私らにも理解のできないような ことも間々ありました。元来不器用

な融通のきかない人間でありますので、対応に戸惑うようなことも多くありました。これは、

住むべき世界が違うんじゃな~¥かというような感もするわけであります。しかしながら、一方

では筋を通して行動すれば、最終的には市民なり有権者の皆さんは了解してくれる のではない

かと 、理解してくれるのではないかというようなことで、みずから慰めているというのは私の

最近の複雑な心境であります。しかし、元来政治という のはそういうものではないと思います。

世の中の成り行きを考えて、これから果たしてどんな世界になってし 1くんであろうか。あるい

はどんな世の中になるべきでなL、かと。こういうことを描いて、それに向かつて方法なり手段

を考えて努力する。こ れが本来の政治のあるべき姿ではないかと思うわけであります。

ここで、前回あるいは前々回、私一般質問でも申し上げたことがあるんですが、いまの世の

中、あるいは将来 21世紀に向かつて、どう世界なり日本はなっていくであろうかということ

をまず考えなければならないと思います。

少し話は大きいんですが、最近ある雑誌でこう いうことを読みました。最近の世界のいろん

なことを考えてみると 、いろいろの面でつじつまが合わなくなってきたんじゃないか、と。こ

保育料について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 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 41分休憩

午後 3時 6分再開
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ういうようなことを読んで感銘を受けたわけであります。 どういうことかといいますと、最近

どうも人類が資源の浪費し過ぎじゃなし 1かと。これではやがて人類が破獄につながるんではな

し1かと 、ということですね。苦から地球上いろいろの生物が出現し、繁栄し、衰えていきまし

たが、みな環境に合わないという ことと、個体がふえ過ぎたと、こういう 2点が原因でありま

す。それと、いま一つ人口が爆発的に最近増加しているということです。私ちょっとそれで年

鑑を調べてみたんですが、確かにそういうことが言われるわけであります。

イ可かせんだって教育次長が、これから 21世紀 2.000年までに、まだ人口が 20億人ぐら

いふえるんじゃないかというようなことを言っておりました。人口の増加は世界的にどうなっ

ているかといいますと、 18世紀の後半産業革命以来徐々に人口はふえております。 19世紀

まで大体 2分の l世紀、つまり 50年、約 2億くらいの標準でふえてまいりました。 20世紀

に入って、それではどんな増加率を示しているかと ー 増加というと、 1950年、つまり 20 

世紀の前半ですね。約 9億、 50年で増加しておるそうであ ります。じゃあ 20世紀の後半は

どんなことになっ ておるだろうかと。 4介の 1世紀、約 25年で 15億にふえているそうであ

ります。まさに爆発的な増加だと言えるわけであります。 21世紀まで約 42億この 50年で

ふえるという計算だそうであります。どうもいろいろの面でつじつまが合わないんじゃないか

と。

ことも言われております。

ちょっとスケーノレの大きい話で直接きょうの話には結びつかないわけですが、戦後はどうな

っているのか、まず 50年代の戦後の混乱期があります。 60年代の高度成長時代がありまし

た。よく 70年代は混乱の時代だと言われております。石油ショックとか、あるいは 2度にわ

たるそういうショックですね。いろいろなことで非常に世界的に混乱した時代であったと言え

ます。よ く不確実性の時代だとか、見通しのきかない時代とか言われておりましたが、ここに

来てやや将来が、 21世紀はどうなるであろうかというような展望が開けてまいりました。い

わく価値観の多様化の時代だとか、あるいは省エネ時代だとか、高度情報産業の時代だとか、

こういうことが言われております。

政治的にはよく言われる こと ですが、政治意識の多様化、あるし 1はイデオロギーの終えんと

いうことが言われております。確かにこれからの時代は低成長時代、あるいは高齢化時代を迎

えようとしております。統計なり資料によると 2.0 2 0年代には一現在全国的には高齢者人

口比は、最近の発表では 9.8 %ということだそうでありますが、 20年あるいは 25年には、二

十四、 五%台に近づくんではないかと。これは、世界でも類を見ない高齢者人口であるそうで

あります。資源の枯渇現象もありますし、もう前のような高度成長は望むべきもないわけであ

ります。

現在 l億総中流化ということが言われております。非常に経済的には日本は繁栄をしておる

わけであります。また、自由度ということにおいても、いろいろの言論についてもそうであり

ますし、社会的自由はこれまた世界に類を見ないほど自由国家だということが言われておりま

す。 しかし、これから日本のたどるべき道はどうか。いままでは西欧に追いつき追い越せでモ

デノレがあったわけであります。これからの日本の前途は、未知の世界を行かなければならない

非常にむずかしい局面であると思うわけであります。そこで、いま申し上げましたように、こ

れからの政治はイデオロギーにこ だわっていては対処できないんではな l¥かと。いろいろの問

題が出てまいります。行革でも取り上げておりますように、福祉は維持しなければならない。

しかし、その基盤をなしております経済成長も、これはある程度の水準を維持しなければなら

ない非常にむずかしい局面を迎えておるわけであります。これに対応するように、いままでの

ようなイデオロギーにこだわっていたんでは対応できないということをイデオロギーの終えん

と言っておるわけであります。

卑近な例を申しますと資源の浪費です。例を海産物に取り上げますと、鯨がそうです。もう

ずっと前の話ですが、 ニシンがいなくなってしまいました。エビとかタイとか、あるいはマグ

口、こういうものはわれわれの目の黒いうちに、やがて手に入らなくなってしまうんではない

かと、こういうことを言われております。また、森林資源ですが、園内においても外国におい

ても非常に乱獲が進行していると。木材については日本では消費量の約 3分の 2を外国に頼っ

ているわけですが、これが非常に熱帯樹林の壊厳につながるんではな l¥かと、こういうことを

言われております。石油資源がそうであります。

非常に適切なたとえ話ですが、いま日本はこのような大国になっていた。非常に圏内では確

かにつじつまが合っておるわけであります。しかし、これを諸外国に対して、じゃあどうかと

いうことになりますと、たとえば昔は赤ん坊が湯舟につかった程度で、別に日本がどうしよう

と国際的な影響はほとんどなかったと。いまは、現代を言うと相撲で言えば高見山、あるいは、

l ¥までは小錦というんですか一それが湯舟につかったような状況になると。こういうような
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じゃあイデオロギーとはどういうことかというと、いわゆる民主主義もイデオロギーであり

ます。第 1次、第 2次大戦はイデオロギー的に、いわゆるファッショ ー 全体主義と民主主義

の戦いだという ことが言われております。第 1次、第 2次大戦を通じて力の面で民主主義がフ

ァッショを、いわゆる全体主義、あるいは非合理主義、軍国主義を打倒した歴史があるわけで

あります。いま全世界どこへ行っても民主主義一色であ ります。民主主義に対抗できるような

イデオロギ一、主義主張はないわけであります。 しかし、いまあるイデオ ロギーを申し上げま

すと 、自由主義的民主主義の内部でも、自由主義的資本主義的いわはイデオロ ギーと、これと

社会主義的イデオロギーと、このイデオロギーがあるわけであ ります。こ の二つのイデオ ロギ

ーをどちらをとってみても、これ からの社会には対応できない。こういうことがイデオロギー

の終えんということの意味であろうと思います。

言うまでもなく自由主義的民主主義というイデオロギー は、いまをたどる約二百数十年前、

1 8世期の後半の産業革命に伴って、従来の封建的絶対的身分制社会、これに対抗するといい

ますか、対立する概念として出てきたわけであります。よく言われますが、社会は、みな利益

を追求して個人個人が行けば非常によく行くんだと。国家は余り余計なことをしない方がし、い

んだと。国家の 一国のするべきことは個人的にできないこと。たとえは‘外交とか、警察とか、

軍備、あるいは司法、こういうこと以外にはすべきではないと。自由放任が結果的には一番社

会の繁栄につながるんだと、こういう思想であります。そのノイイブノレと言われているのが例の

「国富論」であります。確かに時代的にそういうような思想が成立する要件があったし、いま

の西欧社会というものはこの思想が基本になっているわけであります。

次に、共産主義的あるいは社会主義的思想はどういうことかといいますと、こういう資本主

義的自由主義的社会が制度上、あ るいはたてまえ上、自由ということは保障されておりますが、

社会生活上自由主義というのは、いわば自由放任弱肉強食の世界であります。結果として社会

生活の上の経済上の不平等につながるんではないか。社会主義、これについては私言うまでも

ないんですが、いまのソビエ 卜連邦見てもらえばわかるわけですが、社会生活上実質的な民主

主義の自由平等体制をっくり上げる には、むしろ社会主義の方がいいんだと。こういう思想で

簡単に言えばいいと思うわけであります。

いま、これからの未知の世界へ突入しなければならない日本にとって、果たしてそういうイ

デオロギー的な立場で対応できるか、私はできないと思うわけであります。現実に社会主義的
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思想が、確かに自由主義的社会の欠陥を補うべき思想、であることは理解できるわけですが、現

実にどう かと。現実には社会的生活上の平等も実現されていない。あるいは政治的自由はある

かというと、よく言われているように、ソビ エ卜共産主義国家が政治的自由があるとは思われ

ません。極論すれば、前衛と共産党による独殺だとい うように理解してもいいと思うわけであ

ります。

よく革新、革新という言葉があります。そこら辺でもしょっちゅうこ のごろは耳にする言葉

でありますけれども、革新というのは非常に考えてみるとむずかしいことですし、果たして定

義としてどういうことを指すのであろうかと。私百科辞典をめくっ てみたんですけれども、革

新と いう言葉出てない。革新官僚とかいろいろそういう言葉は出ておりますが、革新という言

葉は不思議なことに項 目にないわけです。非常にあいまいな言葉であります。世上ジャ ーナリ

ズムなりでは、革新は非常に進歩的であり、新しいいいことだと 、こ ういうような解釈がなさ

わていることもあ ります。保守というのは古くさく て現状維持だと、こ ういうふうに何か言わ

れているようであります。しかし、現実の政治を見ていると 、まさ に逆ではなし 1かというよう

なこともあるわけであります。正確に言いますと ーこれは私が言うんじゃない。学者が言う

ことですから間違いないわけですが、革新というのは、つまり社会主義だと。保守というのは、

いわゆる自由主義的民主主義だと。こういう ことだと私は理解しております。

よく最近市長選を控えて、革新森田市政を守れということが宣伝カーで呼ばれております。

市長は、議会では確かに革新なんていうことは ー 私 3年間 l度も市長から聞いたことがない。

慎重に革新という表現は避けておられるようでありますけれども、確かに革新市長会にたしか

市長は所属されておると思う。また、与党の皆さんは共産党なり社会党の皆さんが与党である

わけであります。そして、いま街頭では、革新森田市政を守ろうと、こういうことが盛んに叫

ばれ ております。 確かに共産党なり社会党の皆さんを前にして、私は革新ではありませんとい

うことは、森田市長は言えないと思うわけであります。果たして革新市政で、これから市政な

り中央の国政で対応できるかと、非常にむずかしい問題だと思いますし、いかにも革新市政を

守ろうということは、聞こえがよい言葉であることは事実でありますが、正確な表現だと、こ

れは、革新市政を守ろうということは、共産党義的社会主義的市政を守ろうと、こう表現しな

ければならないと思うわけでありますが、市長はその辺どう解釈されるか。まずその辺から質

閉していきたいと思います。
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次に、市長はよく スローガンとして「憲法を市政に生かそう」と、こういうことを言 ってお

られます。 憲法には一私l¥ま l回念のために憲法ずうっと読んでみま した。一言にして言え

ば、憲法は民主主義を守ろうと、結論はそ ういうことだと思います。よく民主主義を一言にし

てあらわす言葉として、これはたしかリ ンカ ーンの言葉であると思いますけれども 「人民の人

民による人民のための政治」と、これ が形から言えば民主主義の本質だと思う わけであります。

憲法前文にも こういうことが書いてあります。 I国政は国民の信託による 」と。 I権威は国民

に由来し」つまりオブザティーブとい うことであります。 I権力は国民の代表者がこれを行使

し、その福利は国民がこれ を享受する」と、これが前文にあるわけであります。 まさにいま申

し上け‘た「人民の人民による人民のための政治」 と、こういうこ とを言葉をかえて言っている

わけだと思います。

以下、第 1章は天皇について、 第 2章は 一例の9条戦争放棄の規定です。第 3章以下 10 

条から 40条までが国民の権利義務と。こ うい う規定になっ て、 以下、国会、内閣、司法、地

方自治と、こういうふう に続いておるわけですが、いろいろこの 10条から 40条までは書か

れておりますu いろいろ基本的人権を守れとか、あるいは思想信条の自由とか、信教の自由、

集会言論の自由、学問の自由とか、あるいはこれ に続いて、 いろいろの教育を受ける権利があ

ると。 こういうような ことが言われておりますが、こ の 10条から 40条までの規定は、さっ

きも申し上げましたように民主主義ということの理念に尽きるわけであります。個人の自由を

守れ 、また、国民は平等でなければならな いと。こ ういうこ とが言われておるわけであります

し、まさに民主主義の到達すべき終着駅だと言ってもいいわけであります。

果たして、憲法を守ろう といったと ころで、これは非常にむずかしい問題であっ て、 憲法を

守ろうと言っていれば憲法が守れるわけではありません。いろいろの制度的、あるいは社会的

自由も確保しなければならない。そして、社会生活の上での平等も確保しなければならない。

これが民主主義の理念、到達すべき目標だと思うわけであります。

いろいろ申し上げましたような社会情勢の変化の中で、この憲法、あるいは言いかえれば民

主主義が果た していま言ったような革新的市政行政で、果たして保障できるであろうかと。そ

の辺、市長はどう考えているのか。 まず第 2問としてその点をお伺いします。

次に、多少具体的な問題に入りまして、せんだっての一般質問で市川議員が取り上げました

給与問題の交渉についての部課長会の申し入れ書であります。私は、現在の日野の市政で、 6
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カ月延伸という問題は多少手続上の確かに問題はあり ます。 しか し、 起債制限等の措置を免れ

るための緊急避難的な意味合l¥から言えば、ある程度やむを得ないんではないかと、こ ういう

ふう にも思 っております。そして、 市長 ・理事者と職員組合と の交渉 一これは、どなたが市

長にな られでも非常にむずかしい問題であり御苦労の多いことだと。 このことは理解しておる

つもり であり ます。しか し、 この申し入れ書を私しさいに読んでみました。これは非常に重大

な問題を含んでおるわけであり ます。 単に給与問題についてだけの申し入れでないわけであり

ます。

どういう ことが書いてあるか、ひとつ途中読ましていただきますと 一 これは中ほどですね。

「市長は、日ごろ市民的対話を重視されておりますが、その裏側として職員、特に管理職の意

向を犠牲にする一面が非常に強い」と、こ ういう ことが書いてあります。これはどういう こと

かとい うと、人間ですから市長も時たま間違う ことがある。それは理解できるわけであります

が、常時管理職の意向を犠牲にしていると 、こ ういうふう に解釈していいわけであります。次

に、いま一つ同じようなこ とがその後に書いてあります。今日の事態を迎えたことは本当 に残

念だと。こ うなったのは、日常の行政運営の中で管理職に対する認識不足という点で、日常の

行政面での認識が管理職に対する認識不足 というこ とで、 それ と同じ こと だ。 そ う

いう ことをやっているから 、 こ ういう ことに なるんだ とー こうい うこと であ

ります。

私、いつか一般質問で、こういうことを申し上げたことがあ ります。たとえれば市長は家庭に

言いますればだんなさんである と。 管理職は奥さんであると 、職員組合はお手伝いさんである

と。市長が奥さんを無視してお手伝いさんと 一 つまり職員組合となれ合いになれば果たして

どういう ことになるかと。家庭不利の原因になる ことは間違いないじゃなし 1かと。そういうことを

ある人が言われて、非常に私感心したことがあるんです。たまたま主人公が浮気して奥さんと

うまくし 1かない。これは世上ままあることであ りますし、夫婦げんかは犬も食わないというこ

とも言われておりますから、あえて言う ことはないわけですが、 しょっちゅう奥さんと御主人

が反目 していては、これは家庭の破壊につながるわけです。家庭なら何も第三者がとやかく 言

うことはないけれども、市の行政でそういうことがあ ったら市民はたまったものじゃないわけ

であります。管理職からこういうような三 くだり半を突きつけられたといってもいいんじゃな

し1か と思います。
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3期もやっていられる と非常になれるという面もありますけれども、悪い意味でなれて

きたと。その職になれてきたと、本来央さんの意見を聞かなければならないのに、そういうこ

とがないんだと。こういうことを申し入れ書は言 っているわけだと思います。非常に重大な問

題だと思し 1ます。こういうことがこれからも続いたんでは、仮に万一森田市長が 4期 目に当選

されても、うまく し1くわけがないと私はそう思うわけでありますが、市長はどう考えていられ

るのか。

次です ね。 3年間いろいろ市の行政を勉強さしていただいたわけでありますけれども、 ど

うも森田市政は一貫性がないと。 福祉にしても、もっとやるべ きことが幾らもあるんじゃない

かと。 現金をお年寄りな り ー 現金なり物な りを市民に配ることが福祉ではないんです。単な

る人気取り行政であってはな らないわけです。 もっと福祉なら有効な使い道があるんではない

かと、こ う思 うわけであ ります。

前々か ら申し上げているんですが、市民税 ー たとえば市税に して も、市民税なり固定資産

税なんていうのは、そう急に増減があるような税金ではあ りません。 ほぼ安定 している。年間

を通じても 一 年間ではありません。年 ごとにそんなに変化がある税金ではない。 ところが、

いま現実の時点そ ういう ことになっておりますけれども、法人税 一 日野市で一番恵まれてい

るのは法人税と言われ ておりますが、非常にばらつきが多い。 景気の変動に非常に左右されや

すい税金であります。将来多少景気動向がよくなれば、確かに多少税収はふえるという面があ

りますが、非常に不安定な税金であり ます。いえば、、いま確かに市税収入は非常にいいわけで

ありますが、いつ どう なるかわからないと いう面もあるわけであります。

非常にこれからは 一 公約と して下水道行政一 下水道の充実をまず第一に掲げておられま

すが、非常に金のかかることなんです。下水道課へ行 って聞いてみたら、大体見通しでどの く

らし 1かかるんだろうかと。 約 700億円の大ざっぱに言 って建設費だろうということでありま

す。よほどほかのことを切り詰めていかないと 、口で言うほど簡単にはできない事業でありま

す。その辺とも 一 財政の裏づけがな くて、やるんだやるんだと言っても何の意味もないこと

だと思うわけであります。

まだ、たしか 57年だと思いますが、第 2次基本構想ができ上がったわけであります。第 l

次の基本構想は 46年にできたものであ りますが、第 1次の基本構想では、まず何よりも都市

基盤の整備ということを重点項目として まず掲げております。
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第 1次の基本構想、はどういう ことが書かれており ますかという と ー 私その当時総務委員

会におりましてこの第 1次基本構想の審議に参加 したわけであり ますけれども、非常に作文と

してはよく でき ております。掲げておりますのは健康 と福祉が第 ん あるいは教育と文化 とか、

安全快適な町と いうようなことが項 目別に掲げられているわけですけれども、果たしてこの項

目から見る と、 重点施策は何かというと、ここ は下水道事業とはどう考えてみても、こ の基本

構想か ら見る ととれないわけであ ります。

ところが、 先ほどの市長が確か立候補表明をされたときの記者会見でこ ういう ことを言われ

ております。 まず都市基盤の整備を第一にやるんだと。 下水道とか、区画整理とか、循環パス

とか、モノレールをやるんだと。 それから、その次には緑と清流だと。 その次は健康と福祉だ

と。 その次は教育文化だと。こう いうふ うに言われ ているわけです。都市基盤の整備が最重点

課題だと、こ うい うふうに気持ちが変わってきたわけであります。わずか 3年の聞にこ のよう

に重点頂目が変わっ てきたと いう こと は、どうも筋が通ってないんじゃなし 1かと、こ ういうふ

うに思 うわけであります。

下水道も、いろいろそれは言いわけはできる と思います。しかし、こ の2年間に26市では

3 0妬から ー 普及率が、こ れは区域のノマーセン トですが、市街化区域は 2年間に平均 7%伸

びております。多いとこ ろでは 2年間に 20 %も伸びた とこ ろがあるし、 30 %も伸びたと こ

ろもあります。非常な努力をしているわけであります。 日野市の場合には、いろいろこういう

ことでできないんだと、ああいうことでできないんだ と、 確かに事はありますが、努力が促り

ないことは確かであります。果たしてこれからどういうふうにしてや っていくのだろうかと。

財源的な見通しも全く立 つてないんではな l~か と 思うわけであります。 このよ う に一貫性のな

し1市政では非常に困るわけであります。

この施政方針 一 立候補表明のとき の施政方針の発表も、これは私調べてみましたら、馬場

議員なり 、夏井議員も取り上げられました市民の意識調査これをそ っくりまねたにすぎないと

私は思っております。まずその辺を質問しておきます。

。議長 (高橋通夫君 〉 鎮野行雄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〉 質問それぞれなかなか明確に答える ー しにくし 1設定で問わ

れておるわけであります。 (I核心に入って答弁してください」と呼ぶ者あり〉多少価値観の

違う立場にいるために、このようにお互いの物の考え方が差を生ずるのかと 、いささか残念に
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も思うところであります。しかし、言われるこ とには十分耳を傾け、足りない点は学びながら、

また、市政に励んでいくというのが私どもの務めでありますので、そういう意味でお説をお伺

いした、そういう気持ちであります。

前段に言われました、近代科学の進歩によって、生活水準を高める手段が急速に満たされた

といいますか、エネルギーの開発に合わせて資源の浪費と言えるほどの大量膨大な資源を、日

々の生活のために浪費をしているということは、これは世界規模として、あるいは先進国の経

済能力としてよく当たっているんではな l)かと私も同感であります。

成長を称して高度成長と言い、あるいは低成長と言う。 これは、経済学的な指標に基づいて

そういうことが言われるわけでありましょうけれども、人類の過去が仮に一応の文化を持ち得

て 1万年程度といたしますならば、こ こ1世紀と言わず本当に数十年、この間に爆発的な成長

があったということになるわけでありましょうけれども、そのこと自体が大きなアンバランス

を生み、また、不幸の要因になっているということも言えるかと思うのであります。

確かに言われるとおり、これから資源の問題もありましょうし、人口構成一いわゆる低開

発国は、やはり人口が食糧の供給される限り常にそれをオーバーする形で飢餓と貧困の中で人

口はふえていくと。それから、一応文化生活を確保した国なり社会では、これは個人主義ある

いは自分の主観で生活を考えるということになりますから、国のために人口を維持するとか、

あるいは社会の成長に応ずるために労働力を供給する、その人口を供給するとか。こういうこ

とはみずからは考えないわけでありまして、結果、 1世帯 2人の夫婦で 2人の子供ができれば

大体人口は維持できるわけでありましょうけれども、それを下回ってくると。こういうことが

現実に起きておるわけであります。そういうことですから、高齢化時代というのは、まさに言

われるとおり未知の世界に突き進んでおるわけでありまして、それに対する今日的対応策とい

いましょうか。これは真剣に考えておくべきだと，思いますし、また、あなたのおっしゃるよう

な経済学理論と申しましょうか、それのみで律するものではなくて、やっぱり人の英知なり努

力なりというものが新しい状況を切り開いていくと。これなくして人類の発展はあり得ない。

そういうことにもなるわけでありますから、私は、そう物事を物の数だけで喜んだり悲しんだ

りするだけではない。もっと生き方、あるいは社会のっくり方に大きい期待と希望をつないで

いくべきものだろうと、このように思っております。

革新という言葉の概念を、余り私は規定することは適当でないと思います。絶えず生々発展
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をすると。そして、 1歩前進を先のことを考えながら、その幸せ、あるいは社会をつくってい

くということが私は革新だというふうに自介で思っておりますので、それの支えになるのは、や

はり現行の日本国憲法。これは、世界に冠たる一つの大きな指標であると、このように考えて

おります。 したがいまして、憲法を守る守る言っておれば守れるものではもちろんないわけで

あります。守る努力をする。努力とあわせて守ると。そして、そういう決意を国の、国民のす

みずみまで、また、地域社会はそれぞれの理想を求めて、そうして努力をすると。そこに生々

発展の道があるに違いないとこのように考えるわけであります。

給与問題のことに伴いまして、部課長会一部の申し入れということが指摘されておりますが、

部課長を犠牲にするとか、あるいは部課長を一認識不足という言葉で先ほど言われましたが、

そういうふうには私は日常考えておりませんし、部課長は補佐役として、また、職制上の大切

な組織として十分理解し尊重し合うじそういうことで全体の行政事務が執行できるわけであ

ります。犠牲にしたとか、それから、特に意見を筒かなかったということではなくて、十分の

時間をかけたり、言葉を尽くして言えば良いのを多少時間不足、あるいは機会の不足によって

不十分であるということは言えるかと思っておりますので、これにつきましては、これからは

なるべく入念にその人その人に応じた接触の仕方、事柄の意思疎通を図っていきたいとこのよ

うに考えております。たとえに出されました主人と奥さんとお手伝いの関係というのは、私は

全く当たってない。そういうことではないと思っております。

それから、一貫性の欠如ということにつきまして、これは、仕事をする聞に目標はあるわけ

でありますが、そのことについてのコースが多少の動きがあるということは、その情勢情勢に

よって生まれることでありますから、私は市民の生活をなるべく幸せにしてし 1く。そういう目

標については一貫性がないということは、私自身の反省においては当たってないんではなかろ

うかと、このように思っております。

また、福祉のためにお金の使い方に現金的な使い方は施策ではないと。こういう意味での御

指摘だと思いますが、現金が有効に機能する場合もありますし、施策としてよりよい方向を、

手段を絶えず目指していくということは、日々議員の皆さんから教えていただいておるところ

でありまして、お説は十分承って今後の努力の材料にさしていただきたいとこう思っておりま

す。

また、特に第 2次基本構想の中で、施策の順位が第 1は生きる喜びをっくり出す一種の町づ
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くりであります。それから、第 2は教育文化に関する柱を立てております。第 3項は生活環境

の整備。第 4は産業や消費の柱。第 5は自治、市民自治。みんなで自治の目標を立てて、そう

して、参加と連帯によって町づくりを進めようと。こういう柱になっていまして、この順序が

とりもなおさず優先順位だということではなくて、これらが混然と一体できて初めて大きい目

標が到達できる と、こ のよう に考えております。そ して、下水道などはハードな仕事でありま

すが、こ のハードな仕事は手段でありまして、その目指すところはやっぱり市民の健康であり 、

あるいは文化生活であり、環境の改善であると。こ ういうことでありますから、優先順位を変

えたというふうな ことではありません。当面これからなすべきこと は、やはり住民の意識調査

にもありますとおり 、下水道を中心にするそ ういうハードな仕事を当介やっていかなければな

らないと 、こういうことを考えておるところであります。したがし 1まして、 意識調査の裏返し

と一施策として当たれば当然そういうことになるはずでありますから、そのように御理解を

いただきたいと思います。

そ して、 旗野議員さんは経済の自のある方でありますから、 確かにいつまでも高度成長が続

かなかったごとくといいましょ うか、あるいは石油シ ョッ クを私の期間中 50年 51年ころ、

あるいは続いて 3年 4年ころ、こういう時代も経過はいたしました。おかげさまで日野市の過

去の集積の利益、おかげさまによりまして日野の自治体は生々発展のできる大きい資格と条件

を持っているとい うことでございますので、私は、そうい う物の考え方で市民の皆さんととも

に、行政に対する大きい参加をいただきながら、地域社会の発展、そうして、団体自治と して

の大きい前進を図っていくと。こういうことで私どもの役目は、まさにそれに尽きると。この

ように思っておりますことをお答えといたしたいと思います。

0議長(高橋通夫君〉 旗野行雄君。

01 0番(旗野行雄君〉 言葉とは重宝なものですから、何とで も言いようはできるわ

けだと思いますけれども、どうも私の質問に対して率直に答弁されていないというような印象

を受けます。そこで、いま一回繰り返し質問するんですが、市長は、革新とは別に政治的なこ

とではないんだと。日々進歩を求めて政治を行うことが、すなわち革新だと。こ ういうふうに

答弁であったと思います。しかし、現実に市民なり皆さんが認識しているのは、社会党なり共

産党なりは革新政党だということは、社会党なり共産党だけが進歩的だとこう解釈 しているわ

けではないんです。すなわち、私が申し上げましたよう に、社会主義的政党が革新政党だと、
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こういうふうに通常は解釈されているわけです。ひとつ正直に正確に、その辺市長の見解をい

ま一回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〉 これまでも申し上げております。私の一番行政におきまして

のよりどころ、それから、 物の考え方のよりどころは日本国憲法であると。憲法の、これもま

た生々発展の道を目指すことが地方自治の本旨にもつながると。したがいまして、既定概念に

沿 って、そうして、それを墨守しておれば、それは取りも直さず保守ということになる意味合

いでありまして、やっぱり生々発展の道を目指すというのが私は革新の道であると、このよう

に思っております。

0議長(高橋通夫君〉 旗野行雄君。

01 0番(須野行雄君〉 もう何度繰り返しでも水かけ論になりますから、私これ以上

申し上げません。

ある本で読んだことを思い出したんですけれども、ヒトラーが 「わが闘争」とい う本を書い

ております。これにこういうことが載っております。人民の心情は幼稚であって、小さなうそ

よりも大きなうそにだまされると。人民はノトさなうそはつ くが、大き なうそをつくほどあつか

まし くないと。人民の頭脳は大きなうそは見破れないと。こういうことが書いてありました。

まさ にそのとおりだと思います。ヒト ラーは、ナチス の全体主義国家をつくり上げたのは、あ

れは革命によってではないわけです。うそをつきっき ー ヒトラーは自分で正直に言っている

わけですからそのとおりですけれども、うそをつきっき感情的な方法で人民を刺激し、あのよ

うな体制をつくり上げたわけであります。どうか市長も人民を一人民をというか、市民をだ

まさないでもらいたいと。革新日野市政を守ろう ということでなく 、世間で言われているよう

な意味において、革新という言葉の陰に共産主義的、 社会主義的日野市政を守ろうと。こうい

うふうに正直に言ってもらいたいと。このことを要望しておきます。

以上で終わります。

0議長 (高橋通夫君 〉

を終わります。

これをもって 16の 1、森田市政の基本を考えるに関する質問

次に 16の2、学校教育の問題点についての通告質問者、 旗野行雄君の質問を許します。

01 0番 (鎮野行雄君) 第 2聞は、学校教育を考えるということでありますが、あと
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3 0分きりありませんので余り筋道たった質問はできないと思いますけれども、その辺御理解

願いたいと思います。

よく昔から、政治は国家百年の計だとこういうことを言われております。非常に古めかしい

言葉ですがまさに事実だと思うんです。一番これからのむずかしい社会に対応するについて大

事なことは、それを担う青少年の育成だと思っております。どうも自治体も学校教育の一端を

担つであるわけでありますので、これについても勉強しなければならないということで、今回

学校教育の問題を取り上げたわけでありますけれども、非常にむずかしい考えてみれば問題で

あります。臨教審でも検討されております し、 毎日毎日新聞にも教育問題が最近記事が出ない

ことはないほどであります。一部分だけいじくったんでは教育制度の改革ということ はできな

いわけであります。まさ に国政段階、 あるいはも っと言えば社会全体で取り組まなければなら

ない問題だというふうに解釈 しております。

いろいろ資料にも当たってみたわけですが、まず私一番不審に思ったんで、まずそのことを

質問したいわけですが・・….0 5 6年の総理府から出された青少年白書 というのがあります。そ

のアンケー卜 によると、現在の青少年に対して社会に満足 しているかという質問に対して、

7 8. 3 %の人が現在の社会に満足 しているという返事が返 ってきたそ うであります。そして、

それじゃあ自分の国はょいと思うかと、 こういう設問に対して、 45.1 %の人がよいと答えた

にすさないと。ほかの統計によると、韓国では 91 %の人が自分の国はょいという答えが返っ

てきているそうでありますし、アメリカでも 89 %の人が、アメリカはよい国だとアメリカ人

は思っていると、こういう数字が出ております。いま、住みよい社会だと言っているのに、ど

うも日本という国はよくない国だというのは、どうもつじつまが合わない。理論的にもおかし

いわけです。

ジャーナリズム等では盛んに、これは野党的立場に立っていろいろ見解を発表しているよう

ですが、青少年が新聞雑誌を読むわけではない。こういうことになったのは、一応学校教育に

も原因があるんではな~¥かとこう思うわけであります。

教育基本法の 8条には、政治教育について規定がされております。いつか、たしか市川議員

が一般質問の中で述べられておりま したが「中曽根っていう人は悪い人だね」と、子供が帰っ

てきて言ったと。 Iどういうわけだ」と言ったら、 「学校の先生がそう言いました」と。こう

いうようなことを申されておりました。イ可かその辺に問題があるんではなし1かと。政治的に学
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校教育が偏向しているんではないかと、こういうふうな疑問を持ったわけであります。これに

ついての教育長の見解をまずお願いしたいと思います。

いまの日本の学校教育がどんな水準にあるかとい うことですが、世界的に見ると非常に評価

が高いわけであります。よく日本の近代化や経済的成功に一番役に立ったのは教育であるとい

うこと が世界的に言われておりますし、私も専門家でなし可からよくわからないけれども、 IA

...つまり国際教育到達度評価計画というのがあるそうでありますが、そこで国際的に学力比

較をやっておるわけであります。理科とか数学について調査したと ころによると、日本の知的

な 一 つまり知識ですね ー については非常に程度が義務教育においてい~¥ e.。いずれも何回

調べても 1964年、 70年あるし 1は 80年の調査でもトップレベノレにあると、こうい うこと

が言われています。こういう面から見る と非常に日本の教育水準は高いということを言ってい

いと思うんです。

また、教育水準も非常に最近は上がってまいりました。進学率から申し上げましても、 1954

年に高校進学率が約 50婦であったそうでありますが、現在は全国的には 95 %、都市部では

97%まで達しているということですし、いわゆる高等教育 一 大学教育も 30年…ー 54年

に約進学率が 10%のが、現在は約 40 %の線に近づいているというような統計資料がありま

す。非常にその面においては問題ないわけであります。しかし、臨教審についてもいろいろ論

議されている問題もありますし、非常に最近少年非行が多くなってきたというような事情もあ

るわけであります。最近、毎年毎年戦後の少年非行の、いわゆる刑法犯の少年の人数が増加し

ているということも言われておりますし、校内暴力とかいろいろの問題も毎年毎年ふえている

ようであります。ここに一つの問題もあります。

いま一つの大きな問題は、いわゆるいまの学校教育が偏差値偏重ではないかという大きな問

題があります。つまり詰め込み教育ではないかと。受験教育一辺倒ではないかと、こういうこ

とが言われておるわけでおります。非常に教育水準が上がってきた。進学率が上がってきたと

いう裏腹 一これは、教育のよく機会的均等ということが言われております。この辺では面か

ら見ると、非常にいいことでありますし、またそれを可能にした高度成長というのも背景にあ

るわけです。しかし、一番の問題点は、日本の社会が学歴の偏重が度が過ぎているんではない

かということが臨教審あたりでも、基本的にはいまの、いわゆる偏差値偏重の問題の最終的な

問題であるんではないか。その辺から直してし 1かなければ直らないんではな~¥かと。
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ということは、いまの世の中サラリーマン指向であります。そして、大会社指向であります。

四百五十幾校か大学があるそうでありますけれども、大企業で募集対象にするのは、そのうち

の 10婦、 約 45校程度であります。親たちは、大企業に行かせたいためには、優秀と言われ

る大学へ進学させた~¥。そのためには優秀な高校へ進学しなければならない。小学校時代から

すでに受験体制にあるというのは現在の学校教育の現状であると思います。

そこでまず質問したいんですけれども、いま学校へ通うだけでは進学できない。いい高校な

り中学へ行けないということで塾通い ー いわゆる学習塾へ通う生徒が多くなってきたという

ことが二、三目前の新聞にも出ておりました。中学校では 5人に 3人が学習塾へ通っているん

だと。小学校でも学習塾へは 3人に 1人が行っている という。これは、ある都市銀行の調査で

あるそうでありますけれども、そういう新聞記事がありました。非常にこの辺問題であろうと

思います。いまの少年非行の問題、あるいはいわゆる落ちこぼれ現象ということもありますが、

その根本原因は一つにいま言われたような基本的な問題もありますし、先日教育長が答弁の中

で言われた、いわゆる過保護ということにも問題があるようでありますが、現在日野市の小中

学校で進学塾の利用状況はどの程度になっているのだろうか。このことをまず 1点質問してお

きます。

飛ばしまして、給食問題について質問いたします。この点については藤林議員、あるいは鈴

木議員が質問された問題でありますけれども、これ は、教育長がその答弁の中で触れられてお

りましたけれども、文部省通知で給食の合理化を促すということで、改善勧告が都道府県の教

委の担当主管課長会で説明されたそうであります。いろいろこの中に数字が出されております。

小学校で実施率が 98%、中学校で 86 %だということ。自校方式が小学校で 5 3 %、中学で

3 3. 5 %だと。これは、逆に読んでもらえれば、また、民問委託がどうか。あるいは共同給食

が幾らということはわかるわけでありまして、私がちょっと不思議に思う のは、こういうこと

が言われております。これは、総理府総務庁の昨年 9月の調査で、 1食当たりの調理経費が市

町村の直営方式ですねーいま日野市でとっておるような方式で調理経費が 11 6円だと、平

均。これを、新聞の数字を見ましたので、所管課へ行って調べてみました。そうしたところ、

日野市では l食当たり、いわゆる人件費、あるいは光熱費がどのくらし 1かかっているであろう

かということを出 して もらったら、資料がありまして 22 4円 74銭かかると。約倍の給食の

ーこれは材料費ではありません。調理経費ですね。人件費、光熱費がかかっていると、こう
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いうことになるわけであります。イ可か給食のその辺について欠陥があるんではな~¥かと。問題

があるんではないか。何もなければ平均の倍なんでかかるわけはないはずであります。その辺

を時間がな~¥から質問しておきたいと思います。

0議長(高橋通夫君〉 鎮野行雄君の質問についての答弁を求めます。教育長。

0教育長(長沢三郎君) 3点にわたっての御質問だと思いますので、簡単に回答さ し

ていただきます。

まず第 1点目の、現在の学校教育、特に教育の中立性という問題とからんでの学校教育のあ

り方についての御質問でございますけれども、確かに最近の情報化社会と申しますか、こうい

う中でマスコミ、特にテレビ、あるいは新聞、こういうところから受ける影響というのは、学

校教育で受ける影響以上にいろいろな角度から子供に影響を与えている ということは言えると

思います。特に中学生段階になりますと、相当いろんな角度で、批判的な気持ちと申しますか

一これは単に政治に関する批判とか、そうし 1うものだけでなくて、教師に対する批判だとか、

両親に対する批判だとか、なかなか自分自身といいますか、自我の確立というような年齢層に

当たってきておりまして、そういう関係での問題。これは、確かに全くないとは言い切れない

んじゃなl¥かと。ただ、全体的には学校教育の場の中におきましては、いままE野議員さ んの方

から指摘されておりますように、教育の中立性という問題。この問題については、日常ふだん

は学校現場に対しても話をしておりま して、極端な形で現在のどの政党がどう で、どの政党が

どうなんだと、こういうような形での対応。これは各先生方も自覚しながら子供に対する教育

のあり方としては取り上げていないと、こういうふうに思っております。

それから、 2番目の問題で、特に塾通いの状況、これはどうかと。確かにいろいろとけいこ

事というのがあるわけですけれども、小学校段階の時点では書道教室とか、ピアノ教室という

ようなけいこ事に通っている子供さんが比較的多いと。中学になると進学塾に通う子供さんた

ちがふえているという状況が見られるわけでございますけれども、小学校でも一、二年生のこ

ろから 1割くらいの子供さんが算数とか英語教室というような、小学校一、二年で算数教室、

英語教室等へ出かけている。そうしづ子供さん週に 1回か 2回程度ですけれども、そういう子

供さんがおります。これが、小学校三、四年になりますと、 25妬く らいにふえてくると。内

容は、国語、算数、英語、こ の 3教科が主体です。それから、小学校五、六年になりますと 3

分の l強の 35%、いま言ったような形の塾通いを始めると。中学生になりますと、中学 1年
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生でもデータでは 30婦、 2年生で 65%、3年生になる と75 %くらいの子供が塾に通ってい

ると。

このよう に塾が非常にはやっている と、学校でちゃんとした教育してないんじゃなし、かとい

う批判も受けるわけですけれども、学校ではそれなりの授業をやっているわけですけれども、

父兄の立場にしますと、塾通いというものについて、通わせる と少 しは勉強ができるようにな

るんじゃないかっていうような期待。それから、周りの子供がみんな通っていると。家庭でめ

んどう見るといっても、中学生くらいになると、なかなか両親の方でめんどう見切れないとい

うような状況や何かあって、ほかの友だちも塾へ通っているので、一緒に通わ しておいた方が

安心だというような形での塾通いが、中学段階になる と急にふえてきているという ことが言え

ると思います。

それから、 3番目の給食関係の問題でございますけれども、 この前、川嶋議員さんに私の方

で答えたんですけれども、総務庁の勧告、 9月の 22日に出ております。学校給食業務の簡素

合理化という中で、全国的な平均として自校方式 一 自分の学校で給食をやっている場合の単

価、これが 147円と。それから、センター方式で実施している場合が 115円。 いま旗野議

員さんから指摘されている 116円という数字ですか、これが、共同調理方式でやった場合に

はその程度ででき上がると。ですから、自校方式とセンタ ー方式の際に 32円くら li 1食当た

りの単価が開きが出てくると 、こういうことが指摘されているわけです。

それで、御質問の日野の方の現在の給食。 これを、 資料を調べてみます と、 1食当たり 224

円かかっていると。国が言う 147円とか 116円とか、そういう数字どころでなくて、倍近

い経費が 1食当たりかかっているのかという鎮野議員さんの質問だと思いますけれども、確か

にいま申し上げました 224円、いわゆる公費でめんどう見ているこの部介の大部分は、 75 

弼く らいは人件費です。残りが光熱水費というような形になってくるわけでございますけれども、

これにつきましては、各都道府県の調理員さんの年齢構成、それから、配置基準。日野の場合

には東京都基準一東京都が示している基準で調理員さん等を配置しておりますけれども、配

置規準、それから、給与ベース、そういうものが総合的にからまっているんじゃな liかと。ち

なみに 26市の各市で行っております 1食当たりの公費負担分。これを調査した資料があるわ

けでございますけれども、八王子では 1食当たり 263円、 三鷹市で 298円、調布で 273

円と。それから、さらにセンタ一方式でやっております青梅市。青梅市がセンターでやってい

ながら 205円、 l食当たりです。それから、国立市がやはりセンタ ー方式でやっているわけ

ですが、ここが 1食当たり 194円と。そうしますと、日野市と国立との差が、ちょうど日野

市は各学校方式でやっていると。国立はセンター方式でやっていると。東京都の基準に沿いな

がら両市ともやっているわけでございますけれども、センタ ー方式と、それから、各校方式の

場合の差がやはり総務庁が指摘しているような 30円くらいの開き が国立と日野の間に出てい

ると、 こういうことは言えると思います。

以上です。

O議長(高橋通夫君〉 旗野行雄君。

o 1 0番(鎮野行雄君〉 私、常々思うんですけれども、職員食堂ですね。われわれ常

時利用しておりますあの定食。あれはたしか 330円ですね。あそこにもたしか互助会の運営

で設備費、それから、光熱費はめんどう見てもらっておるそうであります。そして、あとは独

立採算制でやっているわけですから、人件費、材料費はたしかそれであの定食賄っ ているわけ

であります。 しかも、あのような多種多様な料理が出されておるわけでありますから、当然学

校給食のコストよりも高くつくことはわかっておるわけであります。それをあの定食が 330

円でできると見ていいわけであります。ところが、いま言ったょっな教育委員会の資料による

と、 1食当たりのコストは 412円 10銭と、こういう数字が出ているわけです。私は、給食

のどの程度の給食やっているのか、実際自分の目で見たことはありませんけれども、どう も高

いんではないかと。鈴木議員がせんだって、父兄は非常に安い給食費で給食してもらうんで喜

んでいると 、こういう発言がございましたけれども、いまの世の中は受益者としての立場きり

考えないと。給食費は 3，0 0 0円でできるわけじゃないんです、 1月。結論から言うと、皆さ

んの税金で負担してもらっている。結論から言うと 、これは 412円 1食当たりかかっている

と。果たして 412円にふさわしいような学校給食が出ているか。こう解釈しなければいけな

いと私は思うんです。( rお金だけの問題じゃない」と呼ぶ者あり)どうですか、教育長その

辺は。

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。確かに材料費と 、それから、光熱水費、人

件費、そういうものを全部合算しますと、いま鎮野議員さんおっしゃったように 412円とい

うような数値が出てまいりまして、同じ職員食堂の 330円という定食、あれと比較した場合
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で食われておりますので、その辺の問題につきましては十分研究もし、また、対応して~¥かな

くてはいけないんだと 、こういうように考えております。

0議長(高橋通夫君〉 鎮野行雄君。
昭和 60 年

日野市議会会議録 (第 7号〉
0 1 0番(旗野行雄君〉 あと 2分きりないようですが、いま幾問か準備してまいりま 第 1回定例会

したのですが、これで一般質問を終わらしていただきます。 どうもありがとう ござ いました。

0議長(高橋通夫君〉 これをもって 16の 2、学校教育の問題点に関する質問を終わ
3月 12日 火曜日 (第 7日)

ります。
出席 議員 ( 2 6名 )

本 日の日程はすべて終わりました。
1番 橋 本 文 子 君 2番 ネ菌 島 敏 雄 君

本日は これにて散会いたします。
3番 俣 日百 光 君 4番 山 良 悟 君

午前 4時 35分散会
5番 谷 長 君 6番 古 谷 太 郎 君

7番 ，馬 場 繁 夫 君 8番 ，馬 場 弘 融 君

9番 局 橋 徳、 次 君 1 0番 震 野 行 雄 君

1 1番 一 ノ瀬 隆 君 1 2番 板 垣 正 男 君

1 3番 鈴 木 美奈子 君 1 4番 )11 嶋 博 君

1 5番 飯 山 茂 君 1 6番 夏 井 明 男 君

1 7番 黒 ) 11 重 憲 君 1 8番 古 賀 俊 昭 君

1 9番 市 )11 内民 信 君 2 0番 藤 林 理一郎 君

2 1番 名古屋 史 良E 君 2 2番 竹ノ上 武 俊 君

2 3番 米 沢 照、 男 君 2 4番 中 山 基 昭 君

2 5番 大 柄 保 君 28番 石 坂 勝 雄 君

どうなんだと。こういう形になってまいると思いますけれども..…-。確かに学校給食の場合、

別にその中で利潤を上げるとか、そういうことは全く考えていないわけなんですけれども、確

かにいま申し上げました人件費等の面につきましては、私たちの方も、これから先さらに給食

の l食当たりの単価をどうとにか く抑えていくかという中では、 75婦が人件費という形の中
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局 長 岩沢代吉君 次 長馬場 君守

書 記栗原莞次君 書 記谷野省三君

記佐木茂暗君書 記串田平和君 書

速記委託先 住所 東京都立川市曙町一丁目 10の3

立川速記者養成所 所長 関根雪峰

速記者 川久保友子君

議事日程

昭和 60年 3月12日(火)

午前 10 時開議

日程第 1 一般質問

本日の会議陀付した事件

日程第 1
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0副議長(米沢照男君)

午前 10時 18分開議

おはようございます。本日の会議を開きます。

ただいまの出席議員 16名であります。

一般質問に入ります。 17のし公共下水道が遅れた理由と今後の見通しについての通告質

問者、小山良悟君の質問を許します。( r議長、議事進行」と呼ぶ者あり)飯山 茂君。

01 5番(飯山茂君) 今議長のお話ですと 16名ということでございますが、人間

生身の体持っておりますので例えば何か自然的現象で行きたいと いうときも気を遣いながら行

かなくちゃいけませんので、その辺を事務局に伝えて、ひとつできるだけ議員の出席要求をお

願い したいと思います。

0副議長(米沢照男君) わかりました。小山良悟君。

C 4番議員登壇〕

04番(小山良悟君) おはようございます。きのう議会が終わりまして何げなく テレ

ピ見ましたら、ソ連の最高指導者チェノレネン コ書記長が死去されたという ニュース を見まして、

ある程度の予期はしておりましたけれども、改めて哀悼の意を表したい気持ちでいっぱいでご

ざいますが、後任にコソレパジョブ政治局員が就任されるということですけれども、この2年 4

ヶ月の間にソビエトでは 3人の最高指導者を失われたということで、この国の指導者、国に限

らず自治体でもとにかく最高指導者というのは、大変な仕事だなということを改めて感ずるわ

けでありますが、ソ ビエト も老人支配といいますか、高齢者の指導者が多かったわけでありま

すけれども、今度のゴノレパジョ ブ政治局員の就任、書記者就任によって大幅に若返ったわけで

あります。この日野市において も世代交代があるのかどうか、市民の関心のあるところであり

ますが、森田市長も私も二度とこの場に戻ってこれな l¥かもしれませんが、私の最後の質問、

一般質問になるかと思いますので、どうぞよろしく御答弁のほどをお願いしたいと思います。

( rそんなこと言わず、戻って来l¥Jと呼ぶ者あり)(笑戸)

本題に入る前に、通告 しておりませんけれども、もしお許しいただけるなら御答弁いただき

たいんですが、先般の古谷太郎議員との質疑の中で日本信販の緑地改良申請の件についてであ

りますけれども、あの質疑を聞いておりまして、私は( r通告してなきゃだめだよ」と呼ぶ者

あり)自治体と いいますか、行政というのはこんな姿勢でいつもやっているのかな、行政の仕

事に取り組む姿勢と いいますか、そう いう実態と いう ものについて確認したいなということで
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質問するわけですけれども、つまり、この日本信販より出されました緑地改良申請、お願いと

いうことでありますけれども、これは昨年の 2月に出されているんですが、この間の質疑で都

市整備部長の答弁によりますと協定書に基づいて日野市に寄付されるのはもう先であるという

答弁でありました。ということを日本信販に伝えてある、こういうことなんです。しかし、こ

の協定書はもう今から 20年前に昭和 45年に取り 交わしている協定書であります。 20年前

に出されている協定書、それが履行されていなし、。履行されてない状況の中で、日本信販が

2 0、 19年後でしょうか、正確にいいますと 19年後に緑地の改良をしてほしい、そして市

に寄付する予定であった緑地を開発行為したいということでありますけれども、これは市の方

が、この申請が出されたときに市に寄付するのは先だという以前に、この申請書そのものを保

留、預かつてあるということですが、預かること自体がおかしいわけで、いわゆる窓口払いと

いいますか、するのが当然ではなし 1かというふうに私は思うわけであります。

お伺いしたいことは、 20年も前に出された協定書を履行されてない、そういう放置してい

る行政の怠慢といいますか、こういったようなことが協定書の第一性格と L川、ますか、取り扱

いというものが大体こんな形にもうずさんに、今回の例に限らずほかにもある、いろいろな協

定書が結ぼれていると思いますけれども、大体こんな程度の認識で行政側が対応しているのか

どうかということを、まずその点がまず 1点お聞きしたいことと、それから預かること自体が

おかしいんではないか。その辺のところを私は一つの市民感情からいえば、市民感情からいえ

ば門前払い、窓口払いするのが当然だろうと思うんですね。その点についてひとつ通告はして

おりませんけれども、十分に答弁できる内容だと思いますので御答弁いただければ、ありがた

いと思います。

0副議長(米沢照男君) 議長から一言申し上げます。

ただいまの質問は通告質問と全く関連がありませんので、予算委員会等で質疑をやっていた

だきたいと思います。答弁の必要を認めません。小山良悟君。

04番(小山良悟君) これは、ただいま今議長ではなくて副議長でありますが、(rき

ょうは議長だよ」と呼ぶ者あり)きょうは議長でありますが、高橋議長であれば当然、取り計

らってくれたところであります。( rそんなことはない」と呼ぶ者あり)こういう例は今まで

の一般質問でたびたびあったわけであります。( rなしづと呼ぶ者あり、その他発言する者多

し)このきょうの議長の取り計らいが、今後、私はこれまでの一般質問の内容を吟味しまして
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もし通告以外の質問の材料がありましたら、それを調べ議長に突きつけてきょうの処理につい

ては後日に異議を申したいと思います。

私のこの質問に答えたくないということであればやむを得ませんけれども、しかし、今の疑

問というのは、これは私の話を聞いて一般市民の皆さんも大きな疑問を抱いていると思います

ので、その点だけを発言させていただきます。

さて予算委員会での質疑も結構ですが、できるだけ市民の前に直接公開したいという気持ち

もありますので取り上げたわけであります。( rノレーノレを守れ、ノレーノレでしょ、議会の」と呼

ぶ者あり、その他発言する者多し)

公共下水道の質問に入ります口公共下水道につきましては、この本会議の場においても各議

員がいろいろ取り上げまして議論もいたしておりますので私は単純な、市民の皆さんが単純に

どうしてだろうと思うことだけを質問していきたいと思います。タイトノレは、なぜ公共下水道

の普及がなぜおくれたのか、 4選目を目指す市長が、こういうタイトノレで掲げられたんでは大

変ありがたくないことだろうと思いますけれども、しかし、数字で一応示します。皆さん、す

でにもう御案内のとおりでございますけれども、改めて申し上げますけれども、都下 26市の

公共下水道の普及率は 58婦、現在わかっている数字では 58%であります。人口割での普及

率でありますけれども、人口数では日野市は 26市の中で 6番目に位置しているわけでありま

すが、この普及率 26市中日野市は 24位、 11婦の普及率ということになっております。日

野市から下の方は稲城市の 1婦、秋川市のゼロ稀であります。すでに 100婦普及している市

もたくさんあるわけですが、武蔵野市、三鷹市、小金井、府中、狛江、調布もほぼ 100婦と

いう達成率になっているわけであります。この日野市の 11係についてはもう 多摩平の公共下

水、 多摩平の公共下水道が数字でありまして今度の、今 60年度で南多摩処理区の落川の方で

一部供用開始という形になりまして、今までよりは公共下水道の普及にスピードがアップされ

るだろうというふうに思いますけれども、この森田市長 12年間この市長職についておられた

わけでありますけれども、この下水道の取り組みについては非常に不満の残るところでありま

す。普及率からいっても大変 26市中 24位という数字が示されているように低いわけであり

ますし、それからこの公共下水道の取り組みといいますか、そのものが公共下水道は流域、受

け入れ施設である流域下水道の完成との関連がありますけれども、基本的にこの公共下水道に

取り組む時期が遅かったんではなし、かということを、ひとつ指摘できるんではなし可かというふ

-477-



うに思います。武蔵野市では基本構想に策定したのが昭和 24年であります。基本計画決定し

たのが 26年。三鷹は昭和 25年、基本計画決定が 32年。府中が 37年に基本構想策定、39

年には基本計画を決定されております。最近 100%完成した小金井市は昭和 43年に基本構

想に策定しま して基本計画決定が昭和 44年になっておりますけれども、我が日野市の場合に

は昭和 54年に基本構想を策定いたしまして基本関係、基本計画決定が昭和 56年であります。

ですから、これはもう少しこの公共下水道の重要性というものを森田市政が認識しておれば・市

長就任が昭和 48年ですか、第 1期目の市長職についたのが昭和 48年であり ますから、も う

少し早く取り組んでもよかったんではなし、かという ふうに言えるわけであります。

そこで単純な質問になりますけれども、まずこの数字から示されているように日野市は公共

下水道の普及が大変おくれている。なぜおくれたのかということを簡潔に御答弁をお願l¥した

いと思います。それが第 1点であります。

第 2点は、そういった状況の中で一応今年度は市長選も控えておるということもあるんでし

ょうが、公共下水道の予算を 60年度予算では 28.3係という大きな予算は計上してあります。

これは素直に考えれば大変結構なことですから公共下水道関係予算はどんどんふやしていただ

きたいところでありますけれども、予算の伸びに伴う実際にこの事業を正確に、かつ迅速に取

り組むためには人員の対応も必要かと思うんですけれども、この目で、予算の目で見ますと建

設費だけでも、だけで見ますと 60.1係の増ということであり ます。大変ふえているわけであ

りますので、下水道課の人員の対応をそれに伴つ である程度考慮しなければ予算の減った部署

とか、そういったようなところからの人員の配置がえと いいますか、職員の定数を抑えた中で

そういうやりくりと いう ものが必要ではなし、かと思いますので、その点の人員の問題、簡単に

2項目だけお伺いしたいと思います。

御答弁をお願いします。

0副議長(米沢照男君) 小山良悟君の質問についての答弁を求めます。市長。

が、ちょっとあなたが議員に御就任される前の状況も触れておかなければいけないと思います。

日本の経済成長に伴いまして東京都の西の方向、西の方面に対する都市膨張、その姿が中央

線に仮に発展をして伸びた経過を申 しますと一番武蔵野が区部に近い、 次いで三鷹が近い、こ

ういう順序で人口がふえてきた。つまり農地等が宅地化されたという ことが言えるわけであり

ます。そうして日野市の立地しておりますこの南多摩の地域、これはその中央線をずうっと伸

びま して立)11から多摩川を越えて日野に入る。そういう順序で、人口は都心に近い部分からだ

んだんと周辺に拡大してきた、こういう ことが具体的に御理解いただけると思います。そうし

て日野市の場合は人口の、当時の言葉で人口急増の波頭を受けたというのが多摩平をきっかけ

にして 35年ごろから 40年代の前半、あるいは 40年代いっ ぱし、というふうな経過を示して

おります。

そして私どもは、ごく簡単な言い方をしますならば私の前任者の古谷 栄市長当時、つまり

4 7年ごろであります。私は、たまたま当時議員をしておりましたので日野市の公共下水道を

もっと急ぐべき ではなl¥かと いうこと を質問をしたことがあるんですが、そのころ、 そのとき

の市長の言われた言葉、日野市に果たして公共下水道を敷設して料金を支払って、つまり使用

料を払っていただける、そういう市民意識があるであろうか。このようにまだ比較的牧歌的と

いうとちょっとよくなし、かもしれませんが、日野市には水団地帯でありましたために水路が実

に発達している。その水路を本来のかんがい水路を排水路に使って住宅地ができ伸びつつあっ

た、こういうことになっていたわけでありまして、その後七生地域の丘陵地のいわゆる団地造

成はそれぞれコミュニテ ィープラン ト、 つまり合併処理方式の処理場ができて、そうして水洗

トイレそのものは各戸において使われておる、こう いう時代、そういうふうに何といいましょ

うか、家庭の排水の処理ということについて、まだまだ緊急性が行政自体にも持たれてなかっ

たと いう経過があります。そうして私が就任したのが48年であ ります。私は下水道事業は今

後の日野市の都市基盤のためにぜひ敷設、普及しなければならないということを真剣に考え政

策にも挙げたと思っております。そうして 51年に関係の行政並びに技術専門の立場の方々の

委嘱をいたしました。そして日野市下水道調査会と いうのを設けました。東京都の関係行政官、

それから技術官、それから私どもの庁内の関係部局、学識経験者にも入っていただいたと思っ

ております。それで下水道調査会をつくって、そうして日野市の将来の下水道はかくあるべき

であると いう方向を出していただきました。それが今言われますところの 53年の下水道の基

0市長(森田喜美男君) 総括的な部分のみ私の方から、まずお答えをいたしたいと思

L、ます。

日野市の公共下水道の多摩平地域のみに比較的早く 35年一一 五、六年のこ ろにできたわけ

であります。それで今の、今のその 11婦、 ある いは 12%と言われるのは、まさに多摩平の

みを指した数字であります。それで、おくれと いう言い方もできるかと いうふうには思います
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本構想であります。つまり流域下水道方式を採用する。流域下水道方式というのは、これは東

京都が大きくかかわっていただくことになるわけでありますから、東京都自身の南多摩に対し

ます下水道計画そのものとあわせて確立が成り立たなければいけないわけであります。

それで御承知のとおり南多摩の地域の八王子、町田はちょっと別の系統の公共下水になって

おりますけど、それから多摩、稲城、こう いう 南多摩の、つまり多摩川の右岸、つまり南側、

こちらの関係は北多摩の左岸に比べますと人口の都市化した順序もおのずから違いますし、そ

れから地形にいたしましでも南多摩は河川を伴う水団地帯、それから北多摩は河川のないまさに

畑作地帯とし川、ましょうか、そういうことで排水路がありません。したがって下水道は北多摩

からつ くられた。北多摩第 1、北多摩第 20流域下水道は、それぞれの処理場が北多摩からつ

くられたという こと によっておのずからの順序がとられた、こういう ことに理解をしていただ

くことが必要だと思います。

それで南多摩に、地域、つまり多摩川の右岸になるわけでありますが、これはニュー タワン

に伴いまして稲城市にニュータウンの処理場、そして我々の日野市内に日野市の 6割与L上の面

積とそれから上流八王子市の相当面積を加えまして、そうして浅川処理区が設定され、また八

王子の地域に秋川処理区の定められた。こういう流域下水道のまた確立があわせてできたとい

うのが、それが順序であります。したがいま して 51年調査会、それから 54年に基本構想、

5 6年に基本計画、こういう順序で進んでようやくそれぞれの関係処理場、処理区を持ちます

処理場が用地買収の段階に進み、 一部には稼働 し、その稼働したのが南多摩処理区の、つまり

今回百草、落川地域の一部がそちらに汚水を流すことができる、こういう段階になりました。

浅川処理場も今用地交渉、用地買収がかな り進みま して東京都の多摩下水道本部が鋭意取りか

かっていただいておるわけでありますが、 この用地買収とともに三、四年間をかけてその処理

場の建設が始まり 56年には、 55年ないし-65年ないし、 65年を目途に稼働を第 1期

の稼働を始めよう。そしてまた我々の日野市と いたしま しては、 すでに公共下水道の認可を間

もなくとることによっていよいよ下水道の普及時代に入った。今までは構想時代、それから計

画時代、そして今実現の施工時代、こう いうことに進んだと いうこ とでありまして人口の分布、

分布の順位、それから地勢、地形、地勢と地形上のことといろいろかかわりがありまして国の

指導、東京都のまた計画の推進、そうして関係市の公共下水道計画とあわせてこれから進むベ

きだ、こういう順序でありますためにそれをおくれというか、その程度の大事業でありますか
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ら調査会から始まりまして、そういう経過を経てきたという理由についてひとつ御理解をいた

だいておきたいと思います。

市民感情からいたしますとまさに住んでみて、そういう施設がないということは、あった所

から来られた方はまさにおくれという感じがするだろ うと思います。日野市の大き い都市化進

行の中で当然、経なければならない、経なければならないといいますか、取り組まなければなら

ない時期がちょうど 50年代、あるいはこれからの先向きの 10年間、 このように御理解をい

ただきたいと思います。(r簡単で結構ですよ、市長」と呼ぶ者あり)

人員のことにつきましては、これは具体的な問題でありますし事業に必要な人員は当然配属

させなければなりませんし、もう一つには新都市建設公社に下水道担当部門ができまして技術

者が相当、技術者ス タッフ部門、そろえられておりますので、ここにある程度技術援助並びに

委託は していきたい、このように考えております。

0副議長 (米沢照男君) 小山良悟君。

04番 (小山良悟君) 人員の対応については新都市公社に委託とか、そういった形で

の対応もあろうかと思いますけれども、いずれにしましても予算案を立て たらL上、予算の執行

率を高めて、高めて 100係執行できるような事業体制で取り組んでいただきたいと思います。

今の話の中で 1点ちょっとどうされるのかなと思う、気にしている問題があるんですが、使

用料の今話がちょっと出ましたけれども、南多摩処理区の一部供用開始によ っては使用料の問

題が出てくるわけですが、既存の多摩平下水道の使用料との関連でどのように多摩平の料金に

合わせようとするのか、どう いう ふうな考え方を持っているか、基本的な考え方だけちょっと

教えていただきたし、と思います。

0副議長 (米沢照男君) 再質問についての答弁を求めます。都市整備部長。

。都市整備部長(結城邦夫君) それでは、ただいまの使用料の点についてお答え申

し上げます。

使用料につきましては現在多摩平地区、これ、多摩平地区の公共下水道については使用料を

いただいておるところでございますが、今後、新たに供用開始をいたします落川、百草地域の

使用料につきましては東京都の料金体系でいくことになります。したがいまして当初では都の

基本料金、料金体系と市の設定しております料金体系、こ の2本立てというこ とになるという

ようなことが考えられます。
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したがいまして私どもとしては、 この料金と いうのは一本でなければならない、同じ処理を

するのに別々の料金体系を組むわけにまいりませんので、これは今後流域下水道と しての使用

料金が主体となってまいりますので、それに見合う多摩平の処理場、多摩平の料金体系、こう

いうものを訂正してし 1かなければ、改正してt'かなければならないというふうに考えておりま

す。行く行くは多摩平の処理区におきましでも流域の下水道の体系の中に包含される予定でご

ざいますので、したがいまして、できるだけ早い時期に料金を一本化 していくというふうで現

在検討を行っているところでございます。以上でございます。

0副議長 (米沢照男君)

04番(小山良悟君)

小山良悟君。

意地の悪い質問でまことに申しわけないんですが、料金を一本

化する、 具体的には多摩平の使用料金はどうなるのかということですね、それをもう少し答え

にくいでしょうけれども、一番気になるんでそれをちょっともう少し詳しく・…・・。

0副議長 (米沢照男君) 都市整備部長。

0部市整備都長(結城邦夫君) お答え申し上げます。

結果的に申し上げますと、多摩平の使用料金は従来よりも上がる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)

04番(小山良悟君)

小山良悟君。

多摩平の団地の皆さんはなるべく公共料金は安くしてほしいと

いう願いでいっぱいであろうかι思いますが、この件については余り深くあれしませんけれど

も、いずれにしてもこの公共下水道の問題はL、ろいろ市長が理由を述べられま した。人口急増、

この問題も何も日野市に限ったわけでありませんで、都下どこでも同じような傾向でありまし

ょうし区部に近い所が普及率が高いというふうな、確かに 100係達成している所は全部北多

摩であります。そういった意味では南多摩地域の東京都の流域下水道の対応が、 おくれている

ことは指摘できるかと思いますけれども、そういう地形の問題とかいろいろ申し上げておりま

すけれども、そういうふうないろんな制約された条件の中でできるだけ早く公共下水道を普及

するとなれば、これは政治力しかないわけでありま して、そういった点での力不足といいます

か、そういったもろもろの反省というものも必要ではないんではないかというふうに一一必要

があるんではなし 1かというふうに思うわけであります。

実際に例えば町村の中でも羽村とか瑞穏なんていうのは 60係台のもう普及率を示している

-482-

わけですから、その辺のところの地域のいろんな条件というものがあろうか と思いますけれど

も、公共下水道、今さらおくれている、数字的にはとにかく 24位でありますから、 26市中

2 4位というのは、これは動かしがたい事実でありますので一刻も早く人口の割合にふさわし

く上位から 6番目ぐらいでもとりあえず、ということはつまり 100骨普及ということになる

わけでありますけれども、全力を挙げてこの公共下水道については取り組まなきゃならないと

いうふうに思います。

どなたがこの次の市政を担当されるかわかりませんが、どなたが市長になってもぜひこの問

題については全力を挙げて取り組んでいただきたい ということ を強く希望して、この質問を終

わらせていただきます。

。副議長(米沢照男君) これをもって 17のし公共下水道が遅れた理由と今後の見

通しに関する質問を終わります。

1 7の2、市役所周辺の駐車場対策と循環パス運行についての通告質問者、小山良悟君の質

問を許します。

04番(小山良悟君) 駐車場の問題に入るわけですけれども、今庁舎の横に市民会館

建築中でありまして、もう間もなく完成間近しという形になってまいりましたが、この市民会

館は市長の選挙向け といいますか、も っとはっきり言えば市長選に間に合わせるためにスクヅ

ューノレを組んだような事業であったわけであります。そのことは先ほどの、先般のこの議会で

も議論されましたけれども、国庫補助の申請取り下げの問題でもそのことを如実にあらわして

いるというふうに思うわけであります。いろいろ国庫申請、補助の申請をしておったんでは日

程に間に合わない、こういう答弁で ありました。これは日程には間に合わないというのは、つ

まり 60年 3月に間に合わないというとらえ方でやっておるわけです。日程に間に合わないと

いうふうな考え方であるならば、なぜ国庫補助の申請をして 1カ月 もたたないうちに取り下げ

たか。それ以前に日程に合わせてなぜ事業を組んでいかないかということを強く言いたいわけ

であります。市長が市長選挙の目玉として取り組みたいということであれば、それはそれで結

構です。動機は何であれ結果として市民会館ができると いうことであれば結構ですから、それ

ならばそれなりの計画と いうものをきちんと立てて国庫補助のスクジュ ーノレ、申請補助のその

スケジュ ーノレを合わせて事業に取り組むのが当然であります。ところが、そういう計画性がな

いものですから、とにかく 60年 3月までに市民会館建てよう、 それ、取り組め。今度国庫補
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助の申請 しろD 申請 した らこれは 60年 3月に間に合わなl¥。それじゃあ、ぐ あいが悪い、 取

り下げろ。これが実態であります。

そういう意味で、 この事業に取り組む姿勢というものが計画性のなさというか、 ことが随所

にあらわれてくるわけでありますが、そう いった中でこ の自に見える、目に見えると いいます

か、目玉となる市民会館建設に力を入れているわけですけれども、こ の主体、いわゆる主体事

業といいますか、そう いったものには必ず付帯する施設事業と いうものが伴ってくるわけであ

りますが、その対応が森田市政に非常に欠けていると いうことが指摘できるのではないかと思

います。

後で取り上げますけれども、都立高校の南平用水の対応についてもそうでありますけれども、

この場合でも市民会館の建物そのものを急いでおられますが、私が再三駐車場の問題の対応を

訴えてまいりましたけれども、需要の駐車場台数といいますか、伴う供給駐車場といいますか、

数的にはある程度対応しているんではなし1かと思いますけれども、しかし、実質的に利用され

る駐車場でなければならない。駐車場はやはり本体建物に付属してつくるべきものであります。

少しでも道路一本隔てでもなかなか忙しい市民の皆さんは例えば市役所を利用する場合でもそ

うですけれども、駐車場が自の前にあってもすぐ路上にとめてしまうということを現実には、

もうあるわけであります。それが現実の市民生活であるわけです。ですからこういった現実の

市民生活に合わせた事業の対応というものが必要でありまして、今回、この市役所、あるいは

市民会館周辺の駐車場の対策も現実に合わせた対策をとらなければならなし 1。現実に合わせた

対策ということになれば建物に付随した、建物の至近距離に駐車場を設置しなければ何の意味

もないということを強く指摘したいのであります。

そこで、とりあえず現実のその後の駐車場の対応がどのようになっているか、簡単に御答弁

をいただきたいと思います。

きょうはちょっと質問項目が多いものですから理事者は、ひとつできるだけ簡単に単純で結

構ですからお答えいただきたいと思います。まずその 1点をお伺いしたいと思います。その後

に1点提案をしておきたいと思います。

。副議長(米沢照男君) 小山良悟君の質問についての答弁を求めます。総務部長。

O総務部長(伊藤正吉君) お答えします。

来客用の駐車場といたしましては、現在整備工事を進めておりますものを含めまして 213

-484-

台の駐車場のスペースをとっております。先ほ ど御提案にもございましたように、市役所の近

く駐車場が非常に利用率が高いわけでございます。そういう意味合いにおきま して地下駐車場

はいつも利用率が高いようでございますが、 今度庁舎の東側に今まで庁用車がとまっておりま

した駐車場を今度は来客用の註車場に直しまして、あそこに20台程度入れる駐車場をつくる、

こういうことで、その庁用車の駐車場につきましてはひとつ私の方では第 3駐車場と言ってい

るわけですが、 2 • 2・3に面 します駐車場が庁用車、来客用で確保してあるわけでございま

すが、それが非常に利用率が低いということで、そこに今申し上げた庁舎東側の庁用車のあれ

をもってし 1く、こういう形で対応してまいりたい。

それから今後の進め方につきましては現在も借地方式、こういうことで、各地主さんからお

借りしまして駐車場の確保に努めておるわけでございますが、今後も建物に近い所をなるベく

民地を借りまして駐車場の確保に努めてまいりたい、かように考えておるところでございます。

以上です。

0副議長(米沢照男君) 小山良悟君。

04番(小山良悟君) 今、総務部長の答弁の中にあるように市役所に隣接してなけれ

ば利用率が高くならない、低いということを申し上げて総務部長が今答弁しておりますように

現実に駐車場というのは、もう本当に至近距離になけりゃいけないということは今の答弁でも

はっきり示されました。したがって今借地方式で駐車場の対応を考えていくということであり

ますけれども、すべてこれはもう遠い所といいますか、市役所、あるいは市民会館から離れて

いる場所につくっているわけであります。これも、つくったものの恐らく利用率が低いのでは

ないか、この市役所の周辺、それから市民会館オープンした暁にはこの周辺は違法駐車の車で

もういっぱいになるのではなし、かというふうに十分に懸念されるわけであります。

そこで私はこの市役所並びに市民会館という市の主要な施設ができるわけでありますから、

これは抜本的な駐車場の対応、対策というものが決断する時期ではな L、かというふうに思うわ

けであります。そこで、この庁舎の裏の駐車場の高層化について一度提案したことがありまし

たけれども、いろいろな関係法令の制約でそれが不可能だということで断念したわけでありま

すが、再び提案したいことは抜本的な駐車場の対策というと敷地の問題、用地の問題があるわ

けですが、今この市役所の周辺、そういった場所がないという状況、現実的に考えあわせまし

て残る所はこの庁舎の前の市民会館、今つくっている市民会館の前の中央公園の一部を利用す
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る、もうそれしかないんではなし、かというふうに考えるわけであります。ちょうど今建設して

いる市民会館の前に、前の部分、角に当たるわけですが、この場所に敷地面積が約3，000平

米ぐ らい、駐車場の駐車台数が 22 8台という計算が出ているんですけれども、 3，000平米

で 22 8台、建設費用が 6億 5，000万、若干スライドして考えなきゃいけないと思いますけ

れども、 6億 5，000万の建設費用がかかりますが、しかし、この日野市の 10年、 20年、

長期展望に立って考えれば、この事業は思い切って取り組んでもいいのではなし、かというふう

に思うわけであります口

抜本的な駐車場の対策をしないと間違いなく不法註車の車、駐車違反の車がもうこの周辺に

蔓延するわけであります。生活環境の秩序を乱すということになる わけでありまして、その生

活環境の秩序を守る、指導する立場にある市みずからが、そういった環境をつくると いうこと

はま ことに好ましくない、 責任重大だというふうに思うわけでありますから、その辺のとこ ろ

を十分に自覚されま して、この問題を真剣に取り組んでいただきたいと思います。

都市公園法においても、こ の駐車場の設置は可能で あります。都市公園法の第 2条の中に公

園施設と いうことで駐車場の設けられる ということに可能な条例がありますので、この点から

し、っても問題はないではないか、財源的な対応とそれから中央公園の美観の問題があるかと思

いますけれども、この美観の問題も工夫すれば、その駐車場の屋根の部分に伺かの植栽、緑の

何か対応するとか、その辺の対応も美観を損ねないような建物にすることも可能だと思います

ので、そう いう点についてひとつ御見解をお伺いしたいと思います。 以上です。

0副議長 (米沢照男君)

O市長(森田喜美男君 )

再質問についての答弁を求めますD 市長。

お話を聞きま して駐車場のことはもちろん重要課題でありま

すし、まずなるべく近い所に当初は借地でもして、 そうして必要台数の駐車場をつ くろうと い

うことで進んでおります。

今後もっと時期、時代の状況によりましては今御提案の、私は公園をつぶしてということで

はなくて公園の地下を利用して、その上は人工地盤のような形で公園の姿を保ちながら地下駐

車場をつくることも技術的に不可能ではないんではなかろ うか、というふう なこと を連想いた

しまして、いずれにいたしましでも、今後の検討課題として取り組んでまいりたいと思います。

O副議長 (米沢照男君) 小山良悟君。

04番(小山良悟男君) 今、私は公園をつぶして、なんていうことを申し上げたわけ
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じゃないんです。 今市長が答弁されました、公園の地下を利用して、しかもその上を美観を損

ねないでと いうこの街提案、この話も私は前の議会で抜本的な駐車場の対策をせよということ

で取り上げておりました。私も盛岡市の公園の、盛岡市に視察行きまして、その地下駐車場も

見てまいりました。その視察を踏まえてその提案をしたこともあります。そのことが市長の頭

に恐らく焼きついてあったんだろうと思います。今図らずも、そういう考え方に、そのときに

素直にそ ういうふうに言っ て、 そう いう ふうに言っていただきゃなおありがたかったわけです

けれども、しかし、結構でございます。市長がそういう考えでいるということであるならば私

が盛岡市を観察 したかし、もあったし提案もしたかいもあったというふうに思いますので、 ぜひ

そういう考え方で抜本的な駐車場の対策をやるべきだと思いますので、よろしく取り組みのほ

どをお願いしたいと思います。これで、この件は終わります。

0副議長 (米沢照男君) これをもって 17の2、市役所周辺の駐車場対策を循環パス

運行に関する質問を終わります。

1 7の3、決断せよ、特別養護老人ホームの建設についての通告質問者、小山良悟君の質問

を許します。

04番(小山良悟男君) 私はこの一般質問の項目に決断せよ、特養老人ホームの建設

という こと にしたんですが、こ れ、その後でこのタ イトノレ、こ の項目は今の森田市長には求め

るのは、ちょっと早かったなというか無理かなというふうな懸念を持ったわけであります。ど

ういうことかと申しますとこの問題、高齢化社会に対する対応については私自身も何回か取り

上げた こともありますし、各議員の皆さんもたびたび取り上げてあるわけです。その質疑答弁、

議事録を見てみますと市長の具体的な考えというものが、答弁の中に示されてない。まさに模

索している。確かに難しい問題でありますから、まさに模索しているというふうな段階だった

というふうに感じたわけであります。しかし、こ の問題は非常にこれからの高齢化社会という

ことを考えますと、いつまで模索ということじゃなく具体的な行動を起こす時期に来ていると

いうふうに思うわけであります。高齢化社会でよく言われることは 65歳以上のお年寄りの方

を生産者年齢人口の皆さんが何人で支えていくのかと いうことが、よ く言われるわけでありま

す。

福祉部長にちょっとお伺いしますが、生産者、 65歳以上のお年寄りの皆さんを支えるのに

現在は何人で支えているのか、現在ですね。生産者年齢人口というのは何歳から何歳までとい
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うと らえ方をしているのか。先にちょっとそれをお伺いしたいと思います。

0副議長 (米沢照男君) 小山良悟君の質問についての答弁を求めます。福祉部長。

0福祉部長(高野 隆君) ただいまの御質問は生産者人口ではなくて老年人口指数の

ことではなし 1かと思います。老年人口指数と申しますと、私どもは 65歳以上の人口 を15歳

から 64歳の人口で割りまして 100を掛けたものを老年人口指数、そういう ぐあいに申して

一つの指数として使っております。

0副議長(米沢照男君) 小山良悟君。

04番(小山良悟君) 私が質問しているのは 65歳以上の老年人目指数ということは

イコーノレ生産者年齢人口で何人で支えるかということになるわけですよ。だから質問にス トレ

ートに答えてもらいたいんです。生産者年齢人口ですね、皆さん、何人で 65歳以上の方々 の

支えなきゃいけないのかという生産年齢人口で、層ですね、で老年層を支えるのには 65歳以

上の老年層を支えるには現在何人ぐらいになっているかということを聞きたいんですが、だか

ら老年人目指数とか、そういう ことは もちろんわかります。生産年齢、生産者年齢というもの

が福祉部長が、どのようにとらえ、何歳からという 、何歳から何歳というそういうとらえ方し

てますかということを参考までにお伺いしたいわけであります。

。副議長 (米沢照男君) 福祉部長。

0福祉部長(高野 隆君) 私どもとし、たしましては、 65歳までの、 15歳から 64

歳までの人口を一応生産人口というぐあいに考えております。

0副議長(米沢照男君) 小山良悟君。

04番(小山良悟君) 結局何を言いたいかというと今の福祉部長の答弁で役所、役所

というか行政側のこの高齢化社会に対する取り組みの姿勢をそれじゃあ本当に甘いんだよと い

うことを実は言いたいわけであります。

今、福祉部長から答弁されました。生産年齢人口、 15歳から 64歳までの年齢層で 65歳

以上のお 1人のお年寄りの方を支える。現在は 7人に、 7人でお 1人の方を支えるという数字

だろうと思うんですが、これは 15年後の 75年、 70年、 75年ですね、 75年には 4.3人、

そして 25年後の 85年、ちょうど私どもが老年人口に入ってくる年代になりますけれども、

そのころには 3.3人という数字になるわけですけれども、これは今言う役所のとらえ方の数字

なんです。こう いう役所のとらえ方の数字ではとてもじゃないけど、この高齢化社会の対応を
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見誤まりますよということを強く言いたいわけであります。実際、現実にこの生産年齢人口の

設定が果たしていいのか、どうかということを考えてみなきゃいけないわけであります。今15

歳、 15歳で、職へ、働くと いう 人は就職するという人はほと んどないわけですね。ほとんど進

学、高校に進学する。高校を終えて大学へ行く人ももう 30婦を超えるという時代なんです。

そうしますと生産者年齢人口 15歳なんていうのはし、かに現実に、現状にマ ッチしてないかと

いうことが、もうはっきりと言えると思うんです。現状にマッチした生産者年齢人口の設定と

いう のは、もう20歳ぐらし 1から考えなきゃ いけない。 20歳から 64歳という生産者年齢人

口層の幅がぐっと狭まるわけであります。したがって、この生産者年齢人口層の負担というの

は今言われている数字以上に大きな負担になるということをまず行政側が、これを自覚しなき

ゃいけないんです。見抜いてなきゃいけないということを強く指摘したわけであります。

この生産者年齢人口の対応については、どうしたらいいんだろうか。下限を下げるというこ

とは、これはもうできないわけであります。小学生から働いて社会生産に寄与しようとしても

それはできないわけであります。下限は下げられません。 20歳、 20歳ぐ らいの設定になっ

てしまう。ということであるならば上限を上げるということを、これを真剣になって考えてい

かなきゃならない。これはこれから行政の一番大事な取り組み方ではな L、かというふうに思う

わけであります。

例えば市の場合でも、市の場合でも定年退職制が今度しかれるわけですけれども、知識と経

験豊富な定年退職者を半分の給料、安い給料の活用という ことで、つまり負担を生産者年齢人

口の負担を軽くするという意味でも給料が半分でもいいわけですが、能力と意欲、気力がある

ならば再雇用の道とか、そういったものも考える、考えていかなきゃ いけない。これは役所に

限らず民間の企業においては高齢者の再雇用ということは真剣になって取り組んでいかなきゃ

ならない問題だろうと思うんです。これが生産者年齢人口の層の負担を軽くすると同時に 65 

歳以上の高年齢者の皆さんの社会参加と いいますか、それから生産、生産者年齢層という中に

組み入れることによっての社会的な役割を果たせるという、 そういう意味での生きがし、と いう

ものを、生きがし、対策にもつながるわけであります。そういった意味で、そのためにはまず健

康でな くちゃいけないわけですから、いつ も私は申し上げるように、日野市の健康都市宣言に

ふさわ しい健康、予防、 医療対策、保健医療対策についても全力を挙げて取り組むべきじゃな

いかというふうに思うわけであります。そういう将来的な方向づけというものを、とらえ方を
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ひとつ今までの観点に置かれて真剣に対応していただきたいと思います。

そういった中で現実に、しかし今寝たきりのお年寄りの皆さんもおるわけでありまして、そ

ういった方々に対する対応ということも、これまでもしばしば言われているわけでありますが、

臥床老人を対象とする特養老人ホームの建設、願うことであるならば、ぜひお願いしたいわけ

であります。日野市内の特養老人ホーム入所者は現在約 100名だということであります。他

市の施設に入っていらっしゃるわけですけれども、待機者が約 40名ということで、この入所

待機者がふえる傾向にある、これは当然、のことであります。今後どんどんそう いった臥床老人

の皆さんもふえていくと思いますので、こ の問題は切実な問題になるわけでありまして、東京

都も 56年度から 10カ年計画で特養老人ホームを 16 7カ所建設する目標を立てているとい

うことは、すでに皆さんも御案内のとおりでございますが、 この東京都の事業をとらえて日野

市はどのような考え、取り組みを持っているのか。 この特養老人ホーム建設について、どのよ

うに考えているかお答えをいただきたいと思います。

0副議長(米沢照男君)

0福祉部長(高野隆君)

再質問についての答弁を求めます。福祉部長。

ただいまの御質問にお答えをしたいと思います。

私どもといたしましては昨年も議員さんから一般質問にお答えいたしましたわけでございま

すけれども、先ほども御指摘のように昭和、私の方で積算しておりますと昭和 80年には 65 

歳人口が日野の場合には 10婦を超えるのではないか、こういうようなぐあいに考えておりま

す。

在宅福祉等についての施策の展開の中にも専門機関の必要というのは、ますます高まってお

ります。老人ホ ームにはいろいろな提言をしている、あるいはその提言を生かしたショ ートス

テア一、デイーホーム、あるいは入浴サービス等が行われているわけでして、このようなサー

ビスの老人には必要だというぐあいに考えております。そうでないと、また介護人のくたびれ

た姿を見なきゃならない。あるいは、どのような判断をしていいかわからんと いうような問題

も出てくるわけでございますので、今後このようなキーステーションとして、サービスの老人

へのサービスへのキーステーションとしての特養老人ホームの必要はますます高まってきてい

る、こういうぐあいに考えております。また医療等の、ある いはリハビリテーションの機能も

やはり特養老人ホー ムの中には都内の老人ホームの中には、ハーフウェイ ・ハウス としてそう

いう機能を持たせているところも先般お答えしたようにあるわけでございますので、このよう

- 490-

ないろいろな老人へのサービスをするキーステー ションとしての、 やはり特養老人ホームにつ

いてはますますその必要性は高まってきているというぐあいに考えておると ころでございます。

東京都は 60年度で民間の福祉法人に対する補助としては10カ所で 41億、あるいは土地

の購入費に対しても 3分の 2補助というのを予算化しておりまして、これらのものを今後活用

して市内にで きるだけ早く民間の老人ホ ーム、あるいはそれなりに公設民営の方法も考えられ

れば、そのような方法も考えて何とかして御質問にありますような特養老人ホームは建設して

いきたいというぐあいに考えておるところでございます。

0副議長(米沢照男君) 小山良悟君。

04番(小山良悟君) この高齢化社会に対する対応についての、やりとりはこれまで

もたびたびあったと いうこ とは先ほど申し上げましたけれども、大体行政側の答弁というのは、

いろいろ考えている、検討している、前向きにどうのというふうなことで具体的なものの一歩

進んだ答弁、あるいは対応というものが、いまだないわけであります。在宅サーピス とか、そ

ういった点についての対応はありますけれども、この施設の問題についてはもう全く一歩も足

を踏み出してない。多分答弁がそういう答弁になるんではないだろうかな、とい うふうには思

っておりましたけれども、考えている 、検討しているというふうな答弁だけであります。どう

かひとつ、こう いう抽象的な答弁だけじゃなくて具体的なものを一歩突っ込んだ、一歩前進し

た施策の報告といいますか、答弁ができるようにぜひお願いしたいと思うんです。

先ほど申し上げましたように高齢化社会というものの認識は我々が今認識している与はに厳

しい状況になるんだということを踏まえて、もっと積極的な役割といいますか、取り組みをお

願いしたいと思うんです。

それで特養老人ホ ーム について もいろいろそのあり方についての議論もあるわけで、先月厚

生省が病院の施設と特養老人ホ ーム を合体したような制度の抜本的改革構想といいますか、健

康福祉施設構想というのを出しておりますけれども、そういったものをひとつ真剣に検討され

て他市にそれこそ先駆けて高齢化社会に向けての対応と いいますか、ひとつ市民要望に沿った

施策を講じていただきたいことを強く要望して、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 17の3、決断せよ、特別養護老人ホームの建

設に関する質問を終わります。

1 7の4、早期開通が望まれるモノレーノレ事業についての通告質問者、小山良悟君の質問を
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許します。

04番(小山良悟君) 地下鉄に比べて建設費や維持費が安い、それからパスのように

交通渋滞や公害の懸念がないということで注目を浴びてきている新しい交通システムとしてモ

ノレール事業が登場してきたわけでありますけれども、多摩センターから日野、立川、新青梅

街道東西 16キロを結ぶ構想、ですが、所要時間 32介、 60年度には事業計画を策定 し、 61 

年度に都市計画決定、 62年度から 5キロ分の工事着手ということで、 62年度の 5キロ分の

工事着手については立川以北か以南かということで、どちらが先になるかという関心があった

わけですけれども、先般、立川以北ということになったようでありますが、日野市民としては

残念といいますか、立川以南から取り組んでいただきたかった。と申しますのは例えば、先ほ

どの公共下水道の問題でも若干三多摩格差の中にさらに南北格差の状況が一つはあるんではな

いかという ふうに思うわけですけれども、そういう意味でも今後この都政の対応については、

ひとつ南多摩に力を入れていきたいというふうな気持ちであるわけですけれども、そういう意

味でも立川以北ではなく立川以南から取り組んでいただきたかったわけですが、結果として立

川以北ということになったようであります。 67年度に一部開通、 72年度に全線開通予定、

7 2年の 1日当たり人口、 1日当たりの乗降客数が約 18万人。将来的には町田、多摩、日野、

立川、東大和、昭島、八王子、府中を八の字に結ぶ全線 93キロにする計画、事業費が 1100

億円、第三セクタ ーの経営方式で資本金が 13 2億円、公共出資分が 46億 2，000万で民間

出資分が 85億 8，000万という事業計画になっているわけでありますが、このモノレーノレ事

業が日野市民としても切に望むところだろうと思うわけであります。

御存じのように日野市内は日野橋周辺の交通渋滞、立川方向にパスの路線がありますけれど

も、非常に時間がかかる。さらには日野市は多摩動物圏、あるいは高幡不動、多摩テックとい

う観光施設もありますので、高幡駅周辺の交通混雑、そういう問題を解決し得る政策であるわ

けですから、ぜひ早く開通してほしいと思うわけでありますが、この事業の現在抱えている問

題と事業の完成見通 し、東京都の事業でありますけれども、この日野市の協力も対応も大きく

作用するわけであります。と申しますのは、この事業が軌道に乗るにはまさに文字どおり軌道

に乗るには沿線の開発事業との一体化ということが条件になっているわけでありますから、こ

の沿線の開発事業もスムース・に行わなければ、こ のモノレーノレ事業もスムーズにし、かないわけ

であります。そのためにはまずこのモノレール事業の意義を沿線住民にも広く PRして開発事
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業に御協力をいただくような対応も必要ではなし、かと思うんですが、現在計画どおりに、問題

がなくて計画どおりにいくかどうか、問題がないということはないと思いますが、特に問題と

して考えられる点はどういうことなのか。それと完成の見通しについては現在のところ、どの

程度見込んでいるかをお伺いしたいと思います。

それから市長がさきの議会で日野市民の刺便を主張し行政としての意見をしっかり申し述べ

るというふうなことを東京都側に申し述べるという ことでありますけれども、その日野市民の

利便、行政としての意見というものがもう少し具体的なもので、ちょっとお考えを示していた

だきたい、そう思い ます。

以上2点お願いします。

0副議長(米沢照男君) 小山良悟君の質問についての答弁を求めます。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。

順序は不動になりますけれども、現在予測できる問題点といいますか課題を申し上げたいと

思います。

まず導入空間の確保でございます。これは平たく言いますとモノレーノレの道路といいますの

は最低 22メートノレでございます。この中間に走らせるわけでございますから道路整備ができ

てないところは道路をつくるということでございます。日野市内で具体的に言いますと 2・2

・10から中央高速道路まで、それから新井橋から川崎街道まで。この新井橋から川崎街道に

つきましては高幡の区画整理で対応する。それから前に申し上げました 2・2・10から中央

高速についての間につきましては一部万願寺区画整理の計画決定の区域でございます。甲州街

道以西については、まだございませんD こういったことで、その辺の大きな問題が第 1点とし

てございます。

それからモノレーノレが通ることによ りま して環境上の問題がございます。これは 60年か ら

6 1年にかけまして東京都が、環境アセスメントを実施することになっておりますけれども、

騒音、震動、日影、電波障害、プライパシ一等の問題がありまして、これらのことを解決しな

きゃいけないとい うことでございます。

それから大きな問題ですけれども、この沿線の駅周辺の問題でございます。特には駅周辺の

町の整備、これは地区計画等を考えたり、あるいは区画整理とか、そういうことで対応せざる

を得ないということでございます。それからその駅周辺の新規プロジェク トの計画的な導入で
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ありますとか、それから この駅の乗 りかえに際 しますとこ ろの利便性の確保でございます。こ

れはモノレーノレとパス、 それからタクシ一、二輪車、自転車置き場、こういったものを当初か

ら考えていかなければいけないという ふう に思っております。

それから、ちょっと補足 しておきますけれど も、第 1期の着工区間が決まったようにちょっ

とお話しになっておりましたけれども、2月の 18日に多摩都市モノレーノレ計画委員会が答申

をしたと いう段階でございます。それを受けま して都庁内で検討をし、知事が本年の 5月ごろ

第 1期の着工区間を決めると いうこ とにな っております。

それから 2番目の工事の見通しでございますけれども、今述べられておりま したけれども、

昭和 72年までに 16キロ を完成させたいということで東京都の準備をしているという状況で

ございます。( r時間がないので簡単にお願いします」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) 前回お答えをしたとおり 、問われておりますモノレーノレの新

しい交通利便に対しまして市民の立場からの利便とそれから行政の意見、これは今、企画財政

部長がお答えした中に一部入っておると思いますが、要するに日野市民に利便がなお多し¥大

きいことと、それから町づくりの都市計画事業等とうまく整合するということでありまして、

駅の数などは大切なことだと思っております。

0副議長(米沢照男君) 小山良悟君。

04番(小山良悟君 ) わかりました。ひとつ市民が期待している事業であります。東

京都の事業でありますけれども、 日野市と して、 日野市民、さらには日野市民としてこの利便

が確保できるよう に懸命の努力をひとつ していただきたいことをお願いして、この質問は終わ

ります。

0副議長(米沢照男君) これをもって 17の 4、早期開通が望まれる モノレーノレ事業

に関する質問を終わります。

1 7の5、高幡踏切の立体化と立日橋の完成を促進させる市の役割についての通告質問者、

小山良悟君の質問を許します。

04番(小山良悟君) この問題はどちらもモノレーノレ事業と関連するわけであります。

あえて切り離 して項目 を設ける必要もなかったかとは思いますけれど、高幡の踏切の問題は区

画整理とのかかわり合いという関連で今日まで、いろいろな経過を経てきたわけでありますけ
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れども、 この高幡踏切の立体化も日野市民長年の要望であります。さらにまた立日橋でありま

すけれども、都市計画道路 2・2・10号線に接続する多摩川を渡る新しい橋で甲州街道の日

野橋の交通混雑を緩和する役割を期待させる橋でありますが、 この高幡の踏切の立体化の問題、

区画整理事業との関連になるわけですけれども、現在どのような事業の組み立てを考えている

のか、簡潔に具体的にというと何か予盾しているんですけれども、要するに市民がちょっと聞

いて理解できるような回りくどい説明は結構ですから、そう いう答弁をお願いしたいと思いま

す。

それから立日橋についても現在の進捗状況、 62年に片側一部通行、開通ということで甲州

街道が予定されているようですけれども、その辺の進捗状況の見通し、それから、この二つの

事業をできるだけ早く完成させるには日野市としての取り組みというものについて、これも あ

わせて御答弁をいただきたいというふうに思います。この件については簡潔にひとつお願し川、

たします。

0副議長(米沢照男君) 小山良悟君の質問についての答弁を求めます。都市整備部長。

O都市整備部長(結城邦夫君) それでは、ただいまの高幡の踏切の立体化と立日橋

の進捗状況等についてお答え申し上げます。

まず高幡でございますが、 この立体化につきましては東京都の方の住宅課と十分検討を行っ

てきたところでございますが、東京都の考え方としては、ここ の立体化を促進するに当たって

は周辺の区画整理を実施しても らいたいと いう強い要望があったわけでございます。したがい

まして、それに基づきまして私どもは高幡の地域の区画整理事業に説明会から入っていっ たわ

けでございますが、御承知のような一部反対のこともございまして約2年間を経過して、ここ

で区画整理事業当初の面積を 40ヘク ターノレを17ヘクターノレに短縮して、縮小してこの立体

化を同時にその中に取り組むということで東京都の方ともその点は十分検討を行った上で、今

年の 10月に都市計画の決定、区画整理としての都市計画の決定をとっていきたいというふう

に、そこまで煮詰めてまいりました。これによって建設局の方、東京都でございますが、立体

化の事業を実施する ということで確認を得てございます。調査に一部入っております。

それから立日橋につきましては、進捗状況は 62年に橋の橋梁の片側を完成させ供用の開始

をしたい。それと 64年に全体両側を完成させて供用の開始を行っていくという計画のもとに

現在用地買収が進んでおるところでございます。現在の段階では 38%ほどの用地買収が行わ
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これ らの両事業を促進するためにはやは り地域の住民の方々 の御理解が当然、必要になってま

いります。 したがいまして市の方としては東京都と連携を しながら地域の住民の方々の御要望、

ある いは移転に伴いますとこ ろの代替地、 ある いは移転先 とい うものについて も東京都と一緒

になって検討 し、地域住民の方々 の要望にこたえるよう今までも連携をとりながら進めてまい

りま した。今後も同じように進めていく必要がある と思っております。以上でございます。

校を誘致実現なんていう ふうに書いて あるわけです。これは市長を支持する一部勢力の勝手な

選挙 ピラですから何 と書いて もいいわけですし、し刊、とは言いませんけれども、大体賢明な市

れでございます。

民の皆さんだったら、これはも う100%信用している方はいないと思うんですが、むしろ逆

に見てくれるんじゃな ~ iかなというふうに私は思っているわけであります。

0副議長 (米沢照男君 ) 小山良悟君。

04番 (小山 良悟君) 先ほどのモノレーノレ事業で もそう です し、高幡の踏切の問題、

立日橋の問題、こ れは 2・2・10の都市計画道路の完成 もあわせて行わなければ実現できな

い話ですのでこの沿線、沿道対策と いいますか、それから周辺住民の皆さんの理解を得る PR、

ちょっ とそれますけれども、自民党市政との比較なんてい うのが 47年度と 59年度の、47

年の自民党市政ですね、 59年度の革新市政、この比較、こ の欄をつくっているんですね。公

園整備費が幾らだ、これが、私道補助費だとか、老人福祉費とか、これを 57年度の予算です

か、 5100 - 4 7年が老人福祉費は 5，1 6 3万9，0 0 0円、 59年度は 7億 7，16 0万

4，000円、こうなっているわけですね。 この数字、 47年と59年度を比較してこれだけ違

う、革新市政がたくさん予算を使ってますよなんてい う、本当にこれ、まともな神経でこんな

そういったものを誠意を持っ て真剣に取り組んでいただきたし、 このことは、高I幡の区画整理

事業の取り組みで失敗を した苦い思いをしていると思いますんで、その辺のと ころを踏まえて

ことやって いるんでしょうか。森田市長の後援会の森田市長を支える主要なプレーンな方が、

こう いう比較を出して革新市政の成果を誇る。全く驚く べきことだと私は思ったわけでありま

市民の皆さんによ く理解 していただく努力を誠意を持っ て取り組まなきゃいけないと思います。

よろしく 、ひとつこの件をお願いしておきます。 これで、こ の件は終わります。

す。物価のス ライド していることとか、そういったようなことが全然配慮をされてない。この

間も私申し上げま した。昭和 40年の ころ、私が学校出たときの大卒の初任給というのは 2万

0副議長(米沢照男君 ) これをも って 17の5、高幡踏切の立体化と立日橋の完成を 二、三千円、今は14万ぐらいでしょうか。それだけ違っているわけです。学校使用料金です

1 7の6、誤解を与えている都立高校用地問題についての通告質問者、小山良悟君の質問を

ね、学校使用条例が 40年に改正されたまんま、そのまんまで放置されている。 500円の公

道の使用料、これなんか行政の怠慢だとそのときに申し上げましたけれども、そう いうことは

促進させる市の役割に関する質問を終わります。

許します。

04番(小山 良悟君 ) 都立高校の用地買収の問題を私は 57年から買収した直後から

それとして、とにかくこういう いいかげんなとし川、ますか、これがちゃんと森田市長のあいさ

つで文章まで載って いるピラであります。もう少し誠意を持った真実を伝えるo ~ 、かに自分の

後援者、後援者が勝手にやってるんだって私も後援者でやることは責任を持ちます。後援者の

方には言っ てます、もう誠意を持って信頼を得るような活動をしましょうと言っているんです。

いかに後援者が勝手にやっているっていったって、こんな 47年の予算と 59年の比較さして

革新市政のがし、かに多いかなんてことを市民の皆さん、どうでしょうなんて訴えるこの感覚、

このこと自体がもうあきれて物が言えない、恐ろしいことであります。そういった中での自民

党、新自由クラブ、どちらかといや新自由クラブを頭にしてもら いたかったんですが、自民、

新自由クラブの妨害を排しなんていうふうなことを書いている。これは、もう全くもういいか

この問題を取り上げてきましたけれども、どう いうわけか、 この問題を取り上げましたら新自

由クラ ブや自民党は妨害をしている。 こういうふうな宣伝をよくされているわけで現在もそう

いうことを言われているわけであります。私はこれは市長周辺の、市長を支持される一部勢力

の皆さんが勝手に言う ことは構わな いだろうと いうふうに思っておったわけであります。と こ

ろが、 2月 1日の広報に、広報に市長の市長室からと いう欄がありますけれども、この中に南

平、都立南平高校の開設実現という文章の中に高校実現の見込みはないとか、 いっときは市議

会で予測しなかった誤解の批判もありました、 というふうに市長が書いてあるわけであります。

これは私は市長の後援会のゆたかな革新日野をつ くる市民の会と いうどラがあります。これの

中にも都立高校 3校を誘致、自民、新自 由ク の妨害を排 し南平高校、日野台高校、八王子東高

げんだと いうことが、すべてがいいかげんだと いうことが言えるわけです。しかも、そのいい

かげんさを市長自身が持っているということを、この広報であらわしている。

po 
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この件について高校の実現の見込みはない。当時は全くそのとおりなんです。東京都の予定

でも高校を建てる予定は全くない。それから市長自身も私が 57年の第 1回の臨時議会の質問

の中で確たるめどを持っているわけではないが、当面都立高校誘致に最大限の努力をする と言

っているんです。自分自身は、これちゃんと議事録に載っているんですよ。当時は全く見込み

はなかったんです。そのことは、はっきりしている。東京都も建てないということ を言ってた

んです、そのころは。結果がいL、から、結果がいいことは大変これは市民としていいことです

から、そのこと自体をどうのこうの言うわけじゃないんですが、つまりうそを言っているとい

うことは許さないということであります。これは、朝日新聞にもこういう記事が出てたんです。

去年の、去年の 3月9日付の新聞であります。日野市に新設の都立校予定は八王子だった。こ

れは日野市に建設されることが決まっている、新設都立高校について八王子が誘致を図り八王

子西高校仮称として 60年 4月開校を目標に用地買収まで済ませた経緯が 8日明らかになった。

この日の都議会一般質問で白井常信議員公明党が突如建設場所が日野市内に変更された理由は

何かとただしたのに対し、都教委は交通事情などを変更の理由に挙げ今後、八王子市内の用地

には新タイプの高校を新設を検討することを明らかにしたということです。八王子に予定して

いたんです、当初は。ですから、けがの功名といっちゃあれですけれども、結果的にはあそこ

に用地を買っていたから都立高校が誘致実現したのはもうそのとおりですから、それはいいん

ですよ。そのことは結果としてはよかったということは私も素直に認めるんですが、そこで

( I喜びなさ し'Jと呼ぶ者あり )そこで誤解に基づく批判というのは一体具体的に何を指して

いるのか。私は、この議会で言って発言してきたことは誤解に基づく批判ではなくて、いろん

な手続矛盾、矛盾やそれからミス、手続ミスについて市民の立場で指摘をしてきたわけであり

ます。何を誤解 して批判をしてきたのか。広報にこういうことを書かれて私は黙ってヲ|っ込む

わけにし、かなL、。私もいろいろと市民の批判を抑がなきゃならない時期が来るわけですから、

この際はっきりさせていただきたいと思うわけであります。( Iそのとおり」と呼ぶ者あり)

市長の答弁をひとつこの件についてお願いいたします。

0副議長 (米沢照男君)

O市長(森田喜美男君)

小山良悟君の質問についての答弁を求めます。市長。

私の広報の記事を掲げておりますその大きな理由は市民の大

きな都立高校誘致に対する要望、それから運動、あわせて議会の一致した御指導、御推薦によ

って実現したということを市民にお伝えをし市民とともにこの成果を喜びたい、こういう趣旨
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であります。その用地取得から建築が決定するまで、いろいろ好余曲折といいましょうか、波

乱といいましょうか、そういう状況もございました。私どもの説明不足も多々あったと，思って

おりますO したがって、いろいろな指摘をいただいたと いうことは我々の側の説明の不十分と

いうことに尽きるというふうにも言えるわけでありますし、また一方にはかかわった業者が特

別に利得をしたというようなことは事実なかったというふうに私どもは信じておりますので、

誤解といえばそのあたりを一つの誤解と いうふ うに言えるかと思っております。

いずれにいたしましても、 もし迷惑をかけた とするならば、これは申しわけなかったと言わ

ざるを得な いわけであります。市民の圧倒的な高校誘致の情熱が南多摩、つまり 71学区区域

に設置さ れようとしていた、その都の計画が日野市の方が優利であるということで御決定いた

だいたということでありますから、それなりの立派な経過があった、また運動そのものの都に

対する御判断があった、こういうふうに言えるかと思っておりますので、そのように御理解を

お願いいたします。

。高u議長(米沢照男君) 小山良悟君。

04番(小山良悟君 ) 市民の熱望ですね、議会の一致した協力と いいますか、こ れは

もう市長が言うとおりです。私もその市民の一人で都立高校を日野に欲しいというのはもう熱

望する一人であります。私自身も高校2年生、 じゃない、中学2年生の娘おりますから、いず

れ高校に入れなきゃいけないわけですから高校の、高校の誘致を望んでいるのは当然でありま

す。だから、そういうふうな、そういうふうなとらえ方で書いておけば、それはそれでいいん

ですよ。だけど、あえてなぜこ こに誤解の基づく批判であったなんていうことをここに書かr

きゃいけないんですか、広報に。これは後で市長選挙が控えているどうかで意図的なあれかど

うか知りませんけど、知りませんけれども、この後援会のこういう ピラ ならば、これはどうせ

みんな書いてあるものは皆いし、かげんだから、それはいいんですけれども、広報にこういうこ

とを書かれちゃ困る。これは私も、私は言ってきたことは税金を納める市民の立場から高校誘

致はもちろん願うわけですから、その事業の取り組みはいいんです。ただ、その税金をむだに

使うのは、それから手続矛盾を、ミ スがあっちゃいけなし、。こういうミスをしているんではな

いか、いろんなことを今まで指摘してきたわけですね。そのことは謙虚に受けとめていればい

いわけで、広報に書く必要はないでし ょう。

ですから私は、この広報にもう 1回か 2回か市長が出されるでしょうから最後の一隅でいい
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ですからこの 2月 1日付の広報の欄に適当でない表現のあったことをおわびする、この文につ

いて訂正をお願いしたいんです。 いかがですか、助役でも結構です。

0副議長(米沢照男君) 市長。

0市長 (森田喜美男君) 誤解というのは私どもの説明が不十分で( Iじゃあそういう

ふうに書けばいLリと呼ぶ者あり)信用されなかったと いうこと の誤解であります。誤解、私

どもの後援会の方から、そのような表現をしたと いうことでありますので、そのように御理解

をいただく以外にないと思います。

0副議長(米沢照男君 ) 小山良悟君。

04番 (小山良悟君) 市長が今言っているように、自分の…

O副議長 (米沢照男君) 時間、あと 1分です。

04番 (小山良悟君 ) 自分の方の説明不足で誤解いただいたというのなら、それはそ

ういうふうに書いたらどうですか。これは私どもが誤解したという受けとめをされるんですよ。

この件についてもう時間がなくなってしまったんで残念ですが、私はこの議会、私も 6月ま

でやるつもりですから必ずこの件については市長の訂正を求める、本会議においても必ず訂正

するように私はしていきたいと思いますので、そのことを強く申し上げておきます。(発言す

る者多し)

いろいろ南平用水とか、こういったものについて取り上げたかったんですが、時間がなくな

りました。肝心なことが残っちゃって全く悔しいんですが、何 らかの機会にこの問題取り上げ

たいと思います。

以上で質問を終わらせていただきます。(拍手〉

O副議長(米沢照男君) これをもって 17の 6、誤解を与えている都立高校用地問題

に関する質問を終わります。

お諮りをいたします。議事の都合により暫時休憩いた したいと思います。これに御異議ござ

いませんか。

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、暫時休憩をいたします。
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午前 11時 50分休憩

午後 1 時 6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。

1 8の 1、第 4期革新森田市政の重点施策について問うについての通告質問は私であります

が、諸般の事情により取り下げし、たします。

一般質問 19の 1、採択された請願や陳情を軽視するなについての通告質問者、一ノ瀬 隆

君の質問を許します。

C 1 1番議員登壇 〕

0 1 1番(一 ノ瀬隆君) 採択された請願や陳情を軽視するなと題しまして質問を

させていただきます。

この第 1回の定例会の初日 3月4日の小山議員の発言に健康都市宣言、交通安全都市宣言に

ついてのものがありました。核兵器廃絶、平和都市宣言を重視する こと はいいが、健康都市宣

言や交通安全都市宣言については何の施策も打ち出していないではなし、かというものだったと

思います。これに対して市長は健康についても交通安全についても日常行政そのもので、そこ

で力を入れているのだと答えています。しかし、議会側からいえば日常行政そのものの健康や

交通安全についてはしばしば発言がなされています。きょうの私の 2問自の、 2問自に予定し

た質問、これは都合で取り下げることにしますが、これもその一つのつもりでした。その上に

立って健康行政の中の一つの施策として交通安全を期すための方法のーっとして小山議員の言

う市民意識の向上を目的に宣言を採択したのであります。

市政の主権者は市民であります。その市民の代表で構成されている市議会の決議であります。

当然、執行機関としてこれを無視することなく 、これを受けて事に当たらなければならないと思

います。( Iそのとおり」と呼ぶ者あり)少なくとも啓発塔ぐらいはつくるべきです。健康宣

言都市と書いたものを市立病院や保健所に立てるとか、交通安全宣言都市なら啓発塔は交通の

危険性のある道路の傍らに立てるとかするのが当然だと考えます。そもそも市長提案の議決が

優先され、そうでない議員提出議案、例えば宣言都市などの議決が二の次にされる傾向があり

ます。市民から提出された請願や陳情もまた議会で採択されながら粗末にされているように思

えるのであります。後の質問で森田市長を褒めることになると思いますので、こ の質問では批

判が先行することをお許しいただきたいと考えます。

市長提案で議決された核兵器廃絶、平和都市宣言の前に請願が採択され、それに沿って議決

した非核都市宣言は今どのように生きているのか全く不明であります。請願が採択され、それ
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が執行部に送られたが、その書類が紛失してしまったのか忘れられていたのか、そのまま放置

されていたことがあります。やる気になれば、すぐできるものが採択されたままになっていた

のであります。豊田の矢崎と いってもわかる人は少ない。 豊田二丁目の用水に橋をかけてほし

いという請願が出され採択されました。 10年以上も前、私が議会に出ていない前のことです。

請願者の代表の遠藤鹿男さ んから、あれはどうなっているのか、もう何年もたつけれど、採択

されているのにやってく れないじゃ なL、かと言われて調べてみました。土木課へ行って も全く

わからなし、。 議会事務局へ行ってその請願を捜 し出しました。 採択というゴム印の押された請

願用紙のコピー を土木課に持っていき、それか ら作業が始ま り翌年予算が計上され、やっと橋

ができ上がったのでした。

すぐにでも実現可能な採択された請願が行方不明、紛失は問題であります。その後二度とこ

んな ことが起こらないようにしていただきたし、すべての所管に及ぶことですし全部長にお聞

きしたいところですが、今申し上げたものの関係から代表 して建設部長にその点をお聞き して

おきます。

1年前、昨年の第 1固定例会の質問でも触れたことですが、 多摩平五丁目地区センターにつ

いてです。多摩平五丁目地区センターを建ててくださいという請願が採択されてもうじき 10 

年になります。建設される ことなく 採択通知が来て以来請願者に伺の連絡もありませんO 地元

ではいまだにあきらめていません。日本では特許は公告から 15年で権利がなくなります。殺

人は 15年で時効に、時効だそうですが、請願は 10年ぐ らいで時効が成立するのでしょ うか。

いずれに しても請願者に対しての何らかの連絡は必要ではないでしょうか。私の身近な地区セ

ンターの例を挙げま したが、ほかに地区センタ ーの請願を初め採択されながら長い間その施策

が実現されていないものが、たくさんあると思います。 これらの請願はどのよう に処理され保

管され保護されているのか、 請願者に対して どのように連絡しているのか、これをお開き しま

す。これもすべての部長にお答えいただくべきところですが、具体例が地区センターでありま

すから生活環境部長にお聞きしたいと思います。

次に請願 57-6 4、中学校通学区域変更に関する陳情についてであります。この陳情の採

択後の問題が、この質問を取り上げる動機になりました。この陳情は東豊田一丁目で豊田第 1

自治会に入っている人からすぐ隣の泉自治会の方では中学校は七生中に行っている。 自分たち

も2中は遠いので、すぐ近くの七生中に子供を行かせたい。 請願を出してでもそれは実現させ
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たいという相談がありました。当時の自治会長は公明党の夏井議員を心から尊敬している人だ

ったことから夏井議員と相談しました。学区の変更については、全体的な複雑な問題であり、

その実現に責任を持たなければならなし可。紹介議員にはな るべきでないと判断して請願でなく

陳情として出していただいたものでした。 2中、七生中の空き教室などを考えた場合、即刻の

七生中への学区の変更には無理があるとは考えていました。この陳情は昨年の第 1固定例会の

初日 3月 5日に採択されています。ことしになって豊田第 1自治会の中の 4月から中学生にな

る子供を持つ市民から こんな連絡があ りま した。私たちの陳情の採択され昭和 59年度は無理

だが、昭和 60年度、昭和 60年 4月から 、七 生中 K行けるよ う陀在ったと喜んだ。した

がって 2中か らの入学への前提と しての会合へも行く必要を感じなかった し制服もつくらなか

った。とにかく、すぐ近くの七生中学に行けるようになってよかったと思っていた。とこ ろが、

ここへ来て第 2中学校へ行きなさ いという就学通知が来たので驚いていると ころだ。これは一

体どういうととなんだと詰問されました。調べてみると教育 委員会 で は 、七生中

へ学区を変更した事実は全くな く、 豊田第 1自治会の早合点だったら しいのであります。何で

早合点をしたのかを調べたのでありますが、ここ に、 この質問で最も追及したい問題点がある

のであります。 2中でなく七生中に行かせてほしいという陳情は採択されたが、こ のときの市

川資信文教委員長の審査報告では、理事者より 59年度中に調査委員会を設置して調査を実施

し60年度より市内全域の見直しを図るとの説明があったので採択したという ことでした。請

願者や陳情者は請願、陳情が採択されれば鬼の首を取ったように喜ぶことが多いようです。し

たがって、すぐにでも実現できると思うのはいたし方ないとこで、いたし方がないこ とであり

ます。ましてやこの陳情の委員長報告は 60年度より見直しを図ると いうのでありますから、

そのつもりになったのは無理もないと思います。今年度の自治会は議会事務局から来た陳情、

今年度の自治会長は議会事務局から来た陳情採択の通知に昭和 60年度からは、七生中に行ける

ということを付記 して回覧 してしまったのです。この 4月から七生中に行けるつもりになって

2中の制服などつくらないのが当たり前なのであります。今さらどうして 2中への就学通知な

のと不思議に感じ不満を思ったのも当然であります。

教育委員会事務局の担当の対応はこう で した。 60年度から士生中に変更にするなどというこ

とを決めたことはないし議会で言ったこともない。勝手に解釈するのが悪し、。議会か らの採択

通知の付帯意見の欄に昭和 60年度から七生中に行けると書いてあるが、もともと議会の採択
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に付帯意見はついていない、公文書偽造ではないかと ざわめいたようであり ます。この担当部

局のとった態度は正しいので しょうか6七生中に行け ると思い込んでいて 2中に行かなければな

らないという市民の心の痛手に対して、 おまえたちが悪いのだという態度はいいので しょうか。

また陳情の結果の正 しい説明は議会がやればいいのだとい うこと もま ともな言い分でしょ うか。

私は正しく ない、間違っていると思うのであります。

請願や陳情が採択されれば、その多くは議会から執行機関に回されます。この通学区変更の

陳情は採択された後、教育委員会事務局に回されたはずです。すべての請願、陳情がその趣旨

どおり、すぐ実行できるものとばかりは限らな いでしょ う。すぐに実行できるものならよし、

もしすぐにできないものだと した らその 旨を請願代表者、陳情代表者に連絡する必要があると

思うのです。この連絡、説明はもちろん議会事務局ではな く執行機関がやるべきであります。

この七生中への学区変更の陳情の場合、特に教育委員会事務局による早急な連絡の必喪性があ

ったことは説明を要しな いと思います。七生中に行けるなんて勝手に思うのが悪い、公文書偽

造だ、議会事務局がゃりゃいいと いうのは、みずからの職務怠慢、みずからの職務怠慢を他に

押しつける言いわけでしかないと思うのですが、 t'かがでしょうか。教育委員会の見解をお示

しいただきたいと思います。

古くは推薦母体からいえば、私の前任者になります百済 勇議員が、その後 1974年第 2

回定例会で私の同僚だった島村孝志議員が採択された請願のその後の処理について一般質問を

行っています。これらの効果があって現在では請願処理状況報告が出されています。年 2回の

発行で 3カ月ないし 6カ月たった状況が 1度だけ報告されているようです。 3カ月で最終決着

ができるものばかりの請願ならこれでいいのですが、先ほど申し上げましたような 10年たっ

ても決着がついていない請願もあるのです。 1度、処理状況を出したから、もういいやと言わ

ないで決着がつかないものはその後も引き続き請願の実施に向けての動きを報告してもら いた

いものです。年 2回と言わず定例会ごと、すなわち年 4回、決着していない請願、陳情の処理

状況を報告していただくようにできないものでしょうか。もちろん謬着状態のものは毎号載せ

る必要はないと思います。こうしておけば豊田二丁目の橋も 5年もおくれることはないだろう

し、多摩平五丁目地区センタ ーを望む人たちも腹を立ててばかりはいないでしょう。一層充実

した請願処理状況報告をぜひ実現の方向で検討していただきたいと思いますが、いかがでしょ

うか。従来の担当からいけば企画財政部長のお答えにな ると思いますが、よ ろしくお願いいた
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します。

今回の定例会でいただいた請願処理状況報告書には 16件の処理が載っていましたが、その

うちのちょうど半分 8件は意見書を提出したというものでした。その意見書の提出が執行者側

の処置の欄に記載されています。意見書の提出については議会事務局で行うとばかり思ってい

ましたが、どこの執行機関で出されているのか、ついでにお教えいただきたいと思います。以

上で終わります。

改めて質問を繰り返しますと、質問 1、実施可能な採択された請願を紛失してしまうような

ことは二度と起こらないようにされているでしょうか。これは建設部長にお願いしました。

質問 2、採択されながら長い間その施策が実現していない請願はどのように処理され、 請願

者に対してどのように連絡しているでしょうか。 これは代表して生活環境部長にお願いしたも

のです。

質問 3、採択された請願、陳情で必要なものは執行機関が早急に請願者に連絡すべきだと思

うが、どうでしょうか。 2中、七生中学区変更の陳情についての問題を申し上げました。この

ことについての反省、今後の心構えなどについてお答えください。教育長か教育次長にお願い

します。

質問 4、請願処理状況報告書を充実させ決着のつかないものは引き続き報告するようにでき

ないでしょ うか。ついでに意見書の提出についてもお願いします。企画財政部長でもどなたで

も結構です。

以上、お答えいただいた上でその後で最初に申し上げましたことなどを含め改めて市長には

質問いたしますので、以上 4点をお願い申し上げます。

0冨Ij議長 (米沢照男君) 一ノ瀬 隆君の質問についての答弁を求めます。建設部長。

O建設部長(中村亮助君) それでは私の方から第 1点目 の御質問にお答え申し上げま

す。

過去のかなり先の話のようでございますけれども、まことに遺憾な事例があると思っており

ます。採択されました請願、陳情等につきましては当然のことでございますけれども、執行機

関に送られてきているはずでございますので、担当部局ではそれを真塾に受けとめているはず

でございます。審議機関でございます議会の機関意思決定がなされておるわけでございますの

で当然、これは尊重していくということで現在は取り組んでおります。内部調整を十分いたしま
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して御指摘のございました事例のないようにいたして おります。

O副議長 (米沢照男君) 生活環境部長。

0生活環境部長(坂本金雄君) 地区センタ ーの請願に関してお答えをいたします。

御質問の多摩平五丁目の地区センタ ーにつきましては 50年の 6月 16日に受け付けをいた

しまして同じ年の 9月の 30日に採択をされております。その後、出 されま した請願処理状況

報告書の中に執行者側の措置と いたしまして、こ の五丁目の地区センタ ーについては多摩平地

域の地区センターの配置状況を考慮いたしまして現状その設置は困難であります。こう いう 執

行者側の措置が載せてございます。この理由につきましては周辺の地区センタ ーと申しますの

は日野台地区センターであ ります とか多摩平六丁目地区センタ一、 ある いは多摩平公園地区セ

ンタ一、 多摩平三丁目地区センタ 一、こういった地区センタ ーに囲まれておりまして、しかも

社会教育センター もございます。そ ういうことで議会の採択をいただいておりましでも、またあ

の地域周辺が都市化がほとんど 100弥完成されており ます地域で適地もございませんでした。

そう いっ た周辺の地区センタ 一、あるいは社会教育施設、それから適地がない、こ ういう理

由から今まで実現ができなかったわけでございますが、いつぞや一ノ瀬議員さんがやはりこの

五丁目の地区センターの建設についての一般質問がございまして、その折にも今申し上げたよ

うな理由で設置が大変困難である ということをお答え申し上げま した。

請願者のお手元にはこう いう状態で非常に困難で あると いう通知はいたしておりませんが、

今後何らかの手を打ってまいりたいと思います。

から児童が滅ってく るわけでございます。したがって減っていく時点におきまして59年度に

おきまして、いわゆる学区検討委員会を開きまして小学校の今後の学区域の変更等につきまし

ては御提議をいただいたということで今後、小学校につきましてはその答申を受けまして対応

してまいりたいという ふう に考えておりますけれども、中学校の場合は御承知のとおり小学校

と比べて逆に生徒がふえております。昭和 61年度までふえまして 62年度から生徒が減って

いくという傾向がございます。

。冨IJ議長 (米沢照男君 )

0教育次長 (小山哲夫君)

教育次長。

それでは教育次長の方から御質問の第 3点目 の学区変更に

したがって第 1自治会の方、豊田の第 1自治会の方の区域の生徒を七生中学校に受け入れる

となりますと生徒がふえていく 段階ですから当然、教室等の対策等も考えなきゃなりません。そ

こで中学校の方の、いわゆる学区域の検討につきま してはある程度生徒の減ってし、く状況、 そ

こら辺を見計らってさらに小学校の学区検討委員会を引き続きまして、その辺のタイ ミングを

はかり ながら今後の課題ということで検討を進めてまいり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。したがって請願が採択されましたこの後の処理につきまし

ては、その検討委員会と図った中で善処していく方向で検討していきたいというふうに考えて

おります。

なお御質問の中にございました、いろいろ請願者に対しましてのいろいろと事務局の対応の

問題がいろいろと御意見があったわけでございます。実は、これにつきましては請願者の方へ

議会事務局の方から請願の採択された通知が行ったわけでございますけれども、それを自治会

の方で会長さんの方でこれを早合点といいましょうか、採択されたということで 60年の4月

からは 2中から七生中に変更できるというふうな解釈をいたしまして、一時その回覧等を関係

住民に知らせたということで実はその辺の問い合わせが教育委員会の方にあったわけでござい

ます。教育委員会としては、そういう事実があったことを私ども知らなかったものですから一

応自治会長さんの方にその内容をよく御説明いたしまして、実は請願は採択されたけれども、

こういう実情にあるんだということをお話しいたしまして、それを受けて自治会長さんの方も、

それではということで、さらにその 60年 4月からの七生中学校への学区域の変更については

今のところ、こういう実情であるということでさらに回覧を 2度目しまして、その辺について

の住民への何と いいますか、周知を図った、こ ういう経緯がございます。

今後、教育委員会といたしましでも住民たちに誤解を招かないように十分に注意をし、また、

それに対する対応を考えてま いりたいというふうに考えております。

伴う、その後の教育委員会の対応につきましての御質問に対してお答えをいたします。

ただいま御質問がございま したとおり豊田の第 1自治会、あるいはその周辺の所から現在通

っております生徒の通学区域が 2中になっておりますけれども、七生中が近いというこ とで七

生中の方に通学区域を変更してもらいたいという ふうな請願、陳情が出されま して 3月の、去

る3月の議会に採択されたということについての対応でございますけれども、確かにその請願

の採択されたという結果につきま しては、教育委員会の方に議会の方から通達をいただいてお

ります。同時に請願者の方にも、その通知が行って いると いう ふうに伺っております。

教育委員会の方の対応でございますけれども、御承知のとおり小学校の場合は昭和 55年度

ハ
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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) 第 4点目につきましてお答えをいたします。

御承知のように地方自治法 12 5条におきまして採択請願の送付及び報告の請求としづ条項

がございます。その後段の中にその請願の処理の経過及び結果の報告を請求することができる。

いわゆる議会は、議会はということでそういうくだりがある わけでご ざいます。この辺のくだ

り、それからあと市議会の議員さんの活動の中で、その議会の処理及び議会で採択 した請願の

処理を掌握したいということで、この請願の処理報告というものが生まれたんではなし、かとい

うふうに考えております。

私ども、この質問の通告をいただきまして早速全部の都下の市ではございませんけれども、

各市の状況を調査いたしました。参考までに申し上げますと全部で日野市を含めまして数字的

には 19の市でございますけれども、何らかの形で議会に報告している市が 11市でございま

す。 8市は全く報告をしておりませんo 報告 してない市の中には請求があれば随時報告をと い

うのが幾っか入っている状況でございます。報告をしている 11市の中身をさらに申し上げま

すと年 1回が5市でございます。 これは 3月議会にまとめて報告をすると いう ものでございま

す。それから年 2回が 3市でございます。年4回、いわゆる定例会の都度が 3市でございます。

こんな各市が処理を していると いうような状況で ございます。

御質問の処理でございますけれども、請願採択をいたしまして執行機関に送付したものの処

理状況をいわゆる決着がついてないものは毎回議会に報告していただきたいとい うことでござ

し、ますけれども、その点につきましていろいろ可能か、どうか調べたわけでございますけれど

も、一番の大きな問題点は請願の内容でございますけれども、請願の趣旨がかなり抽象的なも

の、それから具体的なもの、こ の二つに分かれるようでございます。抽象的なものと いいます

のは例えばある地域で道路、水路の整備を促進してくださいというようなことでありますとか、

あるいは、さっき 出ました宣言都市のような問題でございます。こう いう ものと、具体的なも

のといいますのは地区センターをつくってほしいとか、 あるいは具体的に場所を指定いたしま

して道路、水路を改修してくれということでございます。一番やはり 厄介なのは抽象的な採択、

抽象的な請願をどう執行機関がし、わゆる執行したか、その辺の物差しと いいますか、尺度が非

常に難しいようでございます。その辺の物差しが明確になってくれば可能ではないか、そうい

うふうに考えるわけでございます。今後、いま少し時間をいただきまして、その辺は検討させ
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ていただきたいというふうに考えます。

それから議会のいわゆる意見書で ございますけれども、 請願採択いたしまして必要とする執

行機関に意見書を出しているわけでございますけれども、 それが市の方から出している請願処

理状況報告書に入っているのは、どういう理由かという ことでございますが、これは議会の方

から執行機関に送付 したものという ことではなく て議会、議会におきまして採択した請願、陳

情、それがどう なっているかという ことでまと めてございます。したがって、こ の報告書の表

の紙にも執行部の名前を書いているわけでもございませんし、議会云々ということも書いてい

るわけではございません。いわゆるそういう形で処理をしている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) 一ノ瀬隆君。

0 1 1番(一 ノ瀬 隆君) どうも、それぞれお答えいただきましてありがとうござ

います。お答えいただいた部長だけではなく、もうそれぞれの部長にも考えていただきたいも

のであります。それぞれ私の発言の趣旨に沿っての今後の努力をお願いしておきます。

ここで市長にお開きします。私は常々思っていました。最初にも述べましたが、市長は市長

以外から出される提案、例えば議員提出によってなされた決議、一般質問の、一般質問などに

よる議長の、議員の提案などに消極的のように思えるのです、思います。数々の施策を実現し

大きな実績を上げてきた事実は認めますが、これは市長自身から生まれたものが多く議会での

提案からの取り入れが少なかったように思えるのであります。全知全能の森田市長とはいえ優

秀な議員が多い議会からの提案も受け入れる一層の包容力の増大を期待しているところです。

請願、陳情の実行なども含め市長の見解の表明をお願いいたします。

0副議長(米沢照男君)

O市長(森田喜美男君)

市長。

まず私が全知全能などという能力を持っていることは、これ

は全く当たりませんので、その点は謙虚に受けとめて、受け取めさせていただきたいと思いま

す。そして私、議会の御提案、議員さんの御提案、それから市民の全地域にわたりますいろい

ろな方の御提案、こ れをもとにして市政の運行、あるいは施策の構成、こ ういうふうにやって

まいったつもりでございます。したがいまして特に議会でいろいろなお立場で提言をいただき、

ある いは請願という形で市民要求を議会で審査をいただいて、それを執行機関という立場にそ

の事業の取り組みを示していただく 、こういうことで ございますから、最大限、またできるこ
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とはなるべく 早く 、そのつ もり でなるべく公平に幅広 く取り組んでまいったという ふうに自分

では思っておるところであります。したがし、まして議会の議決に対して云 と々言われる部分は、

ひとつ御理解をいただいておき たいと思っております。

それから今具体的に指摘をされた採択された請願、 これの処理について不徹底である、こ の

ことにつきましては十分今後もまた全庁を挙げて取り組まなければならないとい うふうに承っ

たところであります。

ただ一般的に申しますならば議決機関のお立場と、それから執行機関の立場と一応のお立場

があるわけであります。したがいまして、よく言われますように執行機関と議決機関は車の両

輪となって、そうして市民生活をじかに準員Ij公平に守ったり、それから水準を上げていくかと

いうことで、その関係が成り立つわけであります。そういう立場からすぐ例えば用地がなくて

すぐやるといってもできな い、こう いう事情もありますし、また財政事情によりまして議会と

しては当然の今後取り組める、こう いう意味で採択をされる、そのことを忘却してしまうよう

なことは私どもの頭ではないつもりでありますけど、今後もなお議会のいろいろな住民情報を

まとめていただいて教えて指導していただく事柄、それからまた請願ある いは執行機関側の年

次計画等におきまして取り組んでまいります事柄、これが別々に動いているということはない

わけでありまして、これらが可能な限り優先順位と いうこともあるいは可能、不可能と いうこ

との選択もあるわけでございますけ ど、努めて市民生活に最も密着するものから、あるいは福

祉事業等の弱者の立場にある方々に対する施策から水準をだんだんと盛り上げていくというこ

とが行政の務めだ、このように思っておりますので、よろしく御指導 もお願いするところでご

ざいます。

がありますので取り下げます。

1 9の3、革新市政の充実で日野市の大きな発展をについての通告質問者、一ノ瀬 隆君の

質問を許します。

0 1 1番(一ノ瀬隆君) 続いて質問させていただきます。

0副 議 長 (米沢照男君)

に関する質問を終わります。

1 9の2、市民の健康を守るための施策をさらに充実させよの通告質問は取り下げの申し出

これをもって 19のし 採択された請願や陳情を軽視するな

森田革新市政 12年の数多くの実績は、ここで私が述べるまでもなく世間周知であり ます。

この革新市政ないし森田市長に対する評価にこんなものがあります。片辺的ですが、革新森田

市政 12年間の実績ははかり知れないものがあります。全国的にも、全国的にも日野市の行政

は高く評価されています。教育、福祉切り捨ての保守政治に抵抗している森田さんは本当に立

派な人で信頼の置ける 1人です、信頼の置ける人です。庶民の心もわかり公平な行政を一歩一

歩進め着実に実を結んでいます。森田市長さんの心遣いに非常に温かし、ものを感じ感激しまし

た。おごり高ぶったことが、ことのない誠実な人柄に多くの婦人は深い信頼を寄せています。

市長を 12年もやっていると、だれだって悪く 言われる ようになるんですが、市民からこんな

に評価されるなんて、すばらしいことです。 4期目も、ぜひやってほしいという声が起こるの

は当然、のこと だと思います。一方、今回の一般質問を見るだけでも森田市長に対する随分辛 ら

つな批判もありました。しかし、批判のほとんどは的を外れたものであると私は考えています。

( rおかしいじゃないか、事実に反していると いうことか」と呼ぶ者あり)批判すべきものは、

この 12年間批判すべきものは、ほとんどないと思っているのでありますけれども、(rそれ

がおごり」と呼ぶ者あり)私などに対しでも強烈に市長を批判する人もいます。( r謙虚にな

れ、謙虚に」と呼ぶ者あり〉そして決まって、それは社会党が悪いんだと言います。 12年間

の革新市政がよかったのは森田さんがよかったから、 12年間の革新市政の悪い点があるのは

社会党日野総支部が悪かったからということなのでしょう。だとしたら、この悪い点を私ども

が徹底的にたたき直せば第 4期森田市政は 100点満点なのだということであります。私たち

は非力ながら 100点を目指して頑張りたいと思っています。

この議場である議員が、この議場である議員が森田市長を批判し、 しばしば森田市長、 ロシ

ア、赤、共産党といったような発言をしたことがあります。森田市長が、あたかも共産党員か

共産党支持者のように見えて私ども社会党としては非常に不満であります。森田市長は社会党

員ではありませんが、市議会議員当時から党友的関係にあり 1970年の日野市議会議員選挙

では 3人の公認候補とともに社会党は森田さんを推薦しています。 19 7 3年の市長選挙で社

0副議長(米沢照男君) 一ノ瀬隆君。

0 1 1番(一ノ瀬 隆君) 市政の主権者市民の代表で構成されている市議会での議

決されたものは、執行機関として決して軽んじてはならないD 採択された市民からの請願は最

大限尊重し対処しなければならない、このことを肝に銘じていただきたいことを申し上げて、

この質問を終わりますo
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社会党が中心となって全国初の全野党共闘成立させ森田さんを当選させて以来 12年間森田市

長と社会党は日野市発展のためにともに歩んでまいりま した。もちろん与党として社会党だけ

が市長の提案する議案にただの一度も反対したこと はありません。森田市長の与党と して責任

を果たしてきたのは私ども日本社会党を置いてほかにはないと思っています。

3期で引退したいという森田市長を今革新市政を継続させるのは森田さんを置いてほかには

いないと考えた私ど も社会党は、昨年 4期目に向けての出馬要請を行いました。ことしに入っ

て多くの市民の要請にこたえて 4度目の出馬を決意され社会党は、いち早く 4度目の推薦を決

めたと ころです。まだ社会党以外で推薦を決めたと いう政党を私は聞いていません。ぜひ公明

党も民社党も新自由クラブも共産党も社会党にならって推薦を決めていただき革新市政を 4期

目へと進めようではありませんか。

聞くところによりますと政党レベルの保革の枠組みを超えた議員を結集した森田さんを励ま

す会が 10人近 くの大きな輪になって結成されたということです。私たち社会党は、これらの

議員の会とも一緒になって日野市民の幸せのために頑張りたいと思っています。市政に保守も

革新もないと喧伝されているようです。

しかし、自民党支配による地方自治への不当な介入がますます露骨になっているとき、これ

をはねのけ市民の生活の安定向上は保守の市長ではできないのだと思います。福祉を切り捨て

教育を後退させ軍事大固化へと向かう自民党の行く手に断固立ちはだかり、 憲法を生かし平和

を守り 、福祉、教育を向上させる革新市政を今こそ守らなければな らないと きだと思います。

第 4期へと進む革新市政に一層の期待をせざるを得ないと考えています。

最近 6カ月昇給延伸という言葉をよく聞かされました。ラスパイレス指数とやら を下げるの

が目的で、これをやらなければ起債が制限され市民会館も建たなくなってしまうと いうもので

す。地方債を乱発すると財政の硬直化を引き起こし財政の健全性を失 うので、 それを未然、に防

ぐために国の起債の許可の必要があるのであります。 ラスパイレス指数を下げないと起債を許

可しないというのは全く筋違いで不当な許しがたい言い分であります。ラスパイレス指数を下

げなければ起債を許可しない。それでは市民会館が建たないというので、市長としてやむを得

ず 6カ月延伸を行ったのであると聞きます。 6カ月延伸が強行され長期間の市職員組合の闘争

が続きました。やっと収拾し市長が強行した 6カ月昇給延伸を撤回いたしました。遺憾ながら

4月からの昇給延伸は残りましたが強行した、この強行したということが過日も申し上げまし

ワ臼
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たように重要なことですが、強行した 1月からの延伸を撤回したのでした。私たちはこの市長

の撤回を高く評価したいと思います。さすがは革新市長、大市長だと思います。

以上申し上げ市長に質問いたします。

まず 3期 12年間の市政執行に当たってのその実績、感想など簡単にお話しいただきたいと

思います。そして改めて革新市政とは何か、 12年間の経験を踏まえてお示しいただきたいと

思います。

さらに第 4期革新市政での今後の展望、抱負などをお聞かせいただきたいと思います。

以上、よろしくお願いいたします。

0副議長(米沢照男君) 一ノ瀬 隆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 ) 社会党という立場でいろいろ激励をいただいておりますこと

に、まず全幅の信頼と感謝を申し上げておきたいと思います。( rそういうとらえ方はし、けな

いよ、 市長」と呼ぶ者あり)

革新市政という言われ方がありますが、私どもから余りそういう言い方は普通にはしてない

わけであります。と いうことは革新市政であるから何々をしなきゃならないというよりも、何

々をしたことによって、その市民の側から革新市政として評価される、こういうふうにありた

いものだと思っております。

実績あるいは感想と言われますが、まことに未熟、非才の立場にありながら議会の方々の御

指導あるいは市民の方々の大きい支持、御鞭撞によりましてこの時期に当然一つの自治体とし

て将来を見据えて発展をさせ、その礎を築いておかなければならないということにつきまして

は、そう思い残すことなく一定の実績なり 、あるいはレーノレを敷き得たというふうに心ながら

考えております。そうして今後、別段変わったことをするという抱負というわけではありませ

んが、今までやってまいりま したと おり市民の御意見を十分聞きながら、その支持に立ってそ

うして一個の自治体として、ある いは地方都市として今日の 21世紀とか、あるいは高齢者社

会とか、いろいろなことを正確に見据えながら誤りのない取り組みをしていくことである、こ

のように考えております。乙れまでも議会の皆さんにそう不公平なことも申し上げたり、 した

りしたこともないつもりであります。市民に対しましても同様であります。まさに今発展途上、

躍進途上の日野市でありますから、今回の市民意識調査等にあらわれました、その市民の意思

を、また行政の意思と いたしまして足らざるを補い、また発展をさすべきものを大いに伸ばして、
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そう して取り組んでまいりたい。抽象的ではあ りますが、考え方といた しましてはそ ういうこ

とに尽きると思っております。

具体的な事業と いたしましては、いろいろと議会でも御指摘をいただいておりますとおり一

方には都市基盤の整備を、また一方には健康や福祉、また文化やスポーツ、 そうして自治体は

市民の力によってできるものでありますから市民の参加と連帯、そう して ともに手を結んで町

づくりをしようと いう市民憲章の示しておりますその理念と、それから自治の本旨に従った、

そういう行政の展開によって将来地域社会と して将来の地域社会と して住んで喜びのある町、

また誇りの高い町、こういうことを目指して いくことであると いうふうに考えておるところで

0 1 1番(一ノ瀬隆君) ますます健康で元気な森田市長の日野市民のための健闘

とも言われましたが、これらの言葉をよく耳に したことがあります。

日野市の大統領であるのは森田市長ですが、森田市長はプレーンをつくらない、参謀を置か

ないという発言です。私もそのとおりだと思っていました。そんなことからハッとしてこんな

特集はおもしろいぞ、日野市にとって最も必要なことではないかと考え、この特集を全部読ん

でみました。浅学の私のことですから十分消化できませんが、我が日野市も自前の政策研究が

必要だと感じた ところです。 今、全国の 自治体に政策研究の気運が高まっているという ことで

す。自治体の政策研究とは自治体が目標とすべき謀題の調査研究と言L、かえることができるよ

うです。他の市では、ほかの市では大したことではなくても日野市では重要な課題となるもの

があり、こういったものは国の政策の引き写しゃ他の人の単なる情報交換では物足りないもの

であり日野市独自にこの課題の、この課題の調査研究が必要であるのです。例えばかつての法

人市民税の超過不均一課税など国からの指導はなく、大法人の多い日野市にとっては、どこの

市よりも自前の、日野市独自の政策研究が必要だったのだと考えることができます。そもそも

役所というところは積極的に新しいものをっくり出していくことが、積極的に新しいものをっ

くり出していくとか質を変えていくとか、いうことが苦手なところであると考えられます。こ

のような役所では進歩も革新もないわけで、これを打破するのに政策研究が、政策研究が必要

となったのだということです。この政策研究の動きは市役所の革新を求める時代的な要請にこ

たえるために市役所の草の根レベルから最近起こってきたのだと付されていました。

日野市でも革新市政 12年の中での数々の先導的施策を誇ってきたわけですが、政策形成の

担い手はそのほとんどが有能なる森田市長であったのではなし、かと考えます。したがって日野

市役所全体の体質を変えてまでの努力をして生み出された政策ではないと言えると思います。

この政策研究の動きは、ほとんど市長だけだった政策実践の担い手を広げて、ここでは自治体

機構の草の根と言われて いますが、要するに市役所の末端の職員にまでこの担い手を及ぼそう

としているものであります。今職員採用となれば、この日野市でも一流大学からの数多くの応

募があり厳 しい競争を経て市役所に入った若い職員は皆立派な職員であります。優秀な職員が

多くこの草の根に及ぶ政策研究にも意欲が示されることが十分考えられます。古くからの行政

技術の革新を図ることができるのでありましょう、この政策研究活動は今一つの潮流になりつ

つあるとはいっても先進自治体における活動の域を出ていないのが、実情のようであります。

そこで日野市もぜひ先進自治体と自認して、ぜひ先進自治体と自認して早急なる検討を望む

ございます。

言い尽くせませんけど、らL上のような ことを御理解をいただければ幸いだと思います。

O副議長(米沢照男君) 一ノ瀬隆君。

を心より願うところであります。この議会、この一般質問でも森田市長が 4月 21日の市長選

挙で圧勝する前提で、これから 4年間への施策が多く述べられていると思います。私の前に米

沢副議長からもその点が述べられると思っていたのですが、議長席に座ってしまい私の思惑が

若干狂ってしまいました。

ここで私は一つに絞って情報公開制度の条例化など多くの施策の中でこんなことにも力を入

れてほしいというものを申し上げておきたいと思います。

二、三 目前に私の手元に来ました地方自治通信という雑誌が自治体に自前の政策研究をとい

う特集を組んでいました。この市政を発展させるために必要だと考えます政策研究について、

若干提起しておきたいと思います。私がまずこの雑誌の特集に引きつけられたきっかけはこん

なところからです。ちょっとめくって見ると自治体の政策研究と市長の リーダーシップという

我が党のホープ横路北海道知事と長洲神奈川県知事が参加した座談会の記事の中に次のような

発言があったのです。長洲知事の発言ですが、軍隊に例えるのは悪いけど、やっぱり参謀が必

要なんです。市長というのは横路さんも私も住民から直接選ばれた、いわば大統領なわけです。

わけですからホワ〈 トハワスが必要だと思うんですね。そのホワ イトハウスを中心にあらゆる

ところが、そことコミュニケーションができる、そういうシステムが要るんじゃないんで しょ

うか。このように長洲知事が発言した記事を見たのであります。この参謀、あるいはプレーン
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ところです。革新市政第 4期はまさに先進自治体をと期待しております。

具体的の政策研究の取り組みについて私の勤務する会社での経験から言わせていただければ

縦割りの一般行政とは交差させて、これを横断するプロジェクトチームをつくって一般職員に

よる日野市独自の政策研究を実現するのがよいと私は考えたところです。このことによって職

員も学習し資質が向上し市政全体が前進する ことになるのではないでしょうか。私が理解した

大ざっぱなものを申し上げましたが、日野市における政策研究について 3点質問し、これにつ

いていずれ私自身研究調査し他日を期したいと考えています。

質問 1. 日野市に£いて今まで自前の政策研究はありましたか。

質問 2. 自前の政策研究について、どうお考えでしょうか。

質問 3. 自前の政策研究についての今後の方針はないでしょうか。以上です。

O副議長(米沢照男君) 再質問についての答弁を求めます。市長。

0市長(森田喜美男君) 自治体の職員が自前で政策立案、要するに政策をつ くる能力

を持ちたい。これはもう当然、の願いでありまして、私もそのように職員に政策立案能力をみん

なで要するに研究してほしい、そういう立場をとってま いりました。そして多くの施策はその

中から実現化したものも多いというふうに思っております。したがし、まして自治体に許されて

おる、いわゆる創意工夫、特・に市民生活で一番直結する行政活動でありますから、これが硬直

化、あるいはマンネリ化ということが一番言うなれば自治体の能率を悪くすると いうことに

なるわけでありますので、なるべく市民の、市民の要望に耳を傾けること、体を動か して直接

その場所なり人なりにじかに面接といいますか出向いていくとか、そう いう認識の中で具体的

な成果、政策が生まれる、こういうことになるんではなし 1かとい うふうに指導をしたつもりで

あります。

今問われておりますのは要する に今後の自治体経営の、あるいは自治体としての先進的施策

をみんなの力によってまとめ発展をさせるようにというお話、御提言だと思っておりますので、

そういうことこそ期待をされる自治体の姿である、また、そうならなければならなし、若い有

能な職員もたくさんいるわけでありますから、い ろいろな機能を用いることによって、そうし

て生き生きとした、はつらつとして市民サービスができるようにすることが一番大切だ、こ の

ように考え、また、これからもそのように展開をしてし吋 、これこ そ私に与えられた大切な仕

事だと思っております。
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0高Ij議長 (米沢照男君)

0 1 1番(一ノ 瀬隆君 )

O副議長 (米沢照男君)

展をに関する質問を終わります。

一ノ瀬隆君。

ありがとうございました。終わります。

これをもって 19の3、革新市政の充実で日野市の大きな発

2 0の1、 「国際青年の年」にふさわしい青年の要求に応えた施策を前進させよ、について

の通告質問者、板垣正男君の質問を許します。

C 1 2番議員登壇〕

0 1 2番(板垣正男君 ) 今から 6年前 1979年の国連の第 34回総会で参加、開発、

平和を基本テーマと する国際青年の年がことしの 1985年と定められてまい りました。すで

にことしの 3月まで入ってきたわけでございますが、こ の1年間国際的な協力に基づいて青年

の置かれている現状を直視し、たしまして青年の職業、教育、生活、権利などに関する諸条件を

改善し世界の平和と開発に青年のエネノレギーを結集しよう 、こ ういう目標がテーマとして定め

られているものでございます。

今述べました参加、開発、平和のテーマは御承知のよう に複雑な世界の諸国の中にあって青

年のエネノレギーを結集 し、それぞれ抱えている諸国、あるいは世界共通する問題や課題の解決

のために青年のエネノレギーを大いに発揮してもらおうというわけでございますが、 参加とはど

ういうことを定めているのでありましょうか。青年が社会の一員としての自覚を持ち社会に目

を向けるとともに学校や地域、職場などの活動に参加し、そして社会の発展の担L、手として成

長 してし、く、こういう趣旨のものでございます。開発とは各自や人間としての自己の成長をは

かり可能性を広げるためにみずからを鍛え、そして向上させることと家庭や学校、地域、社会、

固などによりよくするために行動を行っていくということでございます。平和は、申し上げる

までもなく青年の未来にとって不可欠な条件でございます。国際的な理解と協力を深めること

が平和の実現につながっている、このようにテーマ を定義つけているわけでございます。

さら に国連は具体的な特別行動言十画な るものをつくりまして、その中に各国の政府は社会発

展に向けての意思決定過程に参加する青年男女の権利及び能力を認めるべきであるというふう

に述べております。加えて教育及び訓練を受ける権利、完全かつ意義ある雇用、良心の自由を

認めた青年の権利を守る法律を制定することが望ましい、こ ういうふうに国レベルの活動の指

針が示されているものでございます。
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我が国を振り返ってみますと青年の置かれている現状はどのようなものでありま しょうか。

すでに世界の趨勢となっております、 1 8歳選挙権がし、まだに実現されていないとい うこと、

こう いうことから見られますように青年の社会的地位は依然、と して低いままに置かれているの

であります。青年労働者は初任給抑制による賃金格差等労働条件の悪化のもとに置かれている

ということや農業後継者の滅少等々による農業破壊のもとで将来への希望が奪われるというこ

と、そして学生の就職難、あるいは勉学条件の劣悪化などということも直面している問題でも

あります。青年の平和への願いも危機にさらされていると言ってもし川、 ものでもございます。

日本の政府はすでに国際青年事業推進会議を発足させ取り組みを進めているわけでありますが、

各種の記念事業の計画はあっても青年のこうした状態を改善すると いう具体的な施策の実行計

画は明確にされていないままであります。

私はこの 19 8 5年を契機といたしまして、ただ一過性のキャンベーン ということで終わる

のではなくて、青年本当に独立した人格を持った主権者として尊重するという立場から施策の

改善や、また青年の未来を保障するさまざまな手厚い手当てを考え講ずるべきものと思うわけ

であります。たとえば 18歳選挙権の速やかな実施であるとか ILOの条約の中で青年労働者

にかかわる部門がございますが、この早期批准、それに伴う園内法の民主的な改正を進めると

いうこと、教育権の保障をさらに進めまして高等教育の機会均等と漸新的無償化をうたった国

際人権規約を速やかに批准するということでございます。さらにスポーツや文化の要求にこた

えて国の予算を大幅にふやし青年のスポーツへの活動参加、文化への活動参加を大幅に保障す

るというこ とが、今求められているものと思うわけであります。平和と国際交流という問題で

も、たとえば核兵器の増大等々がある中で一刻も早く核保有国を初め、すべての政府による核

兵器全面禁止国際協定の締結を行うことや青年の青年を戦場に駆り立てるというようなことな

ど徴兵制を実施するような策動を直ちにやめるという ζ と、あるいは自衛隊など、への不法介入を

やめるということ等、今日青年の平和や未来を保障する上で障害となるべきことなどを取り除

いていかなければなりません。青年の船、あるいは技術協力等、青年の国際活動が活発であり

ますけれども、こうした活動は平和と民族の自決、自主対等平等と いう友好関係を堅持して積

極的に進めていくことが必要であります。政府が今計画をしております記念事業も青年の職業

や教育、生活、権利な どに関する諸条件の改善、世界の平和の擁護などを基本として事業が進

められることを望むものであります。私はこう した国際的な、そして日本の政府が今行わなけ

ればならない課題を同時に取り組むという ことを行いつっこの地方自治体でどういう ことが、

この国際青年年にちなんだ施策と取り組みが展開されようとしているか市側の考えをお伺いし

たいわけであります。

国連が定めましたテーマは参加、開発、平和でございます。この三つのテーマは自治体のさ

まざまな施策を進める上で、各部門にまたがるものでもありますから区別することもないと思

うわけでありますが、このテーマに沿って考えをただ してみたいと思います。

一つは国際青年年にちなんだ市の取り組みや事業、今後の青年に対する市政の位置づけをど

のように考えているかということであります。現状はどうか、その一つのバ ロメーターとして

行政委員会、審議会、ある いは協議会等、こうした市の行政機構に匠年層がどの程度参加をし

ているかということが挙げられると思います。 青年のこういう市政に反映し、行政に生かし青

年の未来を切り開くためにも青年の声がどのように行政の中に生かされるか、この点は極めて

重要であります。まずこの点を質問をしたいと思います。

0副議長 (米沢照男君)

。教育次長(小山哲夫君)

ただきます。

本年が国際青年年に当たる年でございます。それに当たりましての行政の積極的な取り組み

板垣正男君の質問についての答弁を求めます。教育次長。

それでは私の方から御質問に対しましてお答えをさせてい

方はどうかという、こういう御提言でございます。これにつきましては質問者の方からも、い

ろいろと前段に倒可是案ございましたとおり教育委員会だけの行政という問題ではございません。

当然のことながら市全体の中の行政でこの問題をとらえ、さらには市民、民間団体、あるいは

各市町村、都道府県、国といった、そういった幅広い協力、そして参加、こういったものがあ

って初めてその所期の 目的が達成されるだろうと いうふうに考えております。

そこでただいまの御質問ございました、 いわゆる参加と いう 問題の中での、いわゆる青年た

ちの市への行政参加という中でのいわゆる審議会、ある いは行政、いろんな面での参加の中で

の御提言でございますけれども、確かに今までも何ていいますか、日本の社会を見ますといわ

ゆる成熟社会であると言われておりまして主として主人公たちが大人たちが大体今までの日本

の社会を仕切ってきたといいますか、そういった意味におきましでも青年たちの割合行政に対

する参加する機会が少なかったと思います。これからは次代を担っていくのは今の若者でござ

います。そ ういった意味におきましての青年たちの行政への参加と いいますか、行政への認識
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といいましょうか、こういったものを上程していく必要があるというふうに私どもは認識をい

たします。

そこで、ただいま御提言がありま した行政委員会、ある いは市に置かれていますいろんな審

議会、そういった面にいわゆる青年たちの委員さんを一応積極的に入れていく べきじゃなし、か

というふうな御提言だろうと思います。これらの委員会がこれは教育委員会のみならず各行政

にまたがっておりますけれども、御提言がございましたように確かに青年たちの委員と いうも

のを積極的に入れていくという必要性は痛感をいたしております。

ただ、これらの委員会の中にもいわゆる選出母体等も各委員会によって決まっておりますの

で必ずしも全部の青年たちを入れるということについては、そう いった組織の問題等から難し

さがあろうかと思いますけれども、できるだけそういった意見は反映できる よう な措置を講じ

ていく必要があるだろうというふうに私どもは理解を していると ころでございます。与しtです。

0副議長 (米沢照男君)

01 2番(板垣正男君)

板垣正男君。

行政への青年の参加、たとえば審議会、協議会、各行政委員

会等への参加の割合が一体どの程度になっているのか、ここからひとつ論議を出発 したいと思

うわけでありますが、明確な答弁がなかったようであります。もちろん参加を促すという提言

はやりたい、したし、と思いますけれど、現状は一体どの程度なのか、掌握もされてないという

こと なのかど うか。不明確なら不明確、後で調べて答弁するということであればそのように答

弁をしていただきたいと思うんです。

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。

青年こそ将来を担 う大切な世代とい うことで認識はされてお

るわけでありますけど、町づくり 、ある いは青年行政という形で特別その青年の分野に参加の

大き い機会、ある いは審議会への参加と いうことは極めて少なかったと言わざるを得ないと思

います。

青少年問題と いいますと現在ではむ しろきょうの御提言のよう な雄大な将来問題というこ と

より 、もっと現実的な青少年問題の取り組み、いわゆる取り組みと しての非行をなるべく起こ

さないがためにと いうよ うな消極的なことにどちらかと いうと力が、力を注げ、注がざるを得

ないような事情があるということも一つであります。それから国の行事と して、 ある いは国民

的祝日として成人式という機会がございます。そのときに私は青年よ大志を抱いて羽ばたけ、
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このような話を少しゃった、 やってきておるわけでありますが、それがどれだけ響いているか

これは伺とも言えません。

それで国連がいつも大きな人類的将来の展望の中で、障害者の年でありますとか婦人の年であ

りますとか青年の年でありますとかキャンベーンを行って、 そうして人類発展の呼びかけがあ

るわけでありますので、我々もそれを体しまして取り組んでいかなければならないという こと

をつ くづく感じておるところであります。当面、国際青年の年、日野市青年懇談会というよう

な青年を主体とする構成によ って意見交換の場をつくる、それらの提言の中で施策化する、施

策化に努めてし、く 、こ のような姿勢で今後取り組んでいったらし、かがなものだろうかというふ

うに考えております。

とりわけ、どちらかというと行政は今まで青年を疎んずる、ないがしろにしておくことはも

ちろんないんですが、教育と いう観点から青年問題を考えてきた。しかし、文化やスポーツ も

当然、青年のエネノレギーによるものでありますし、よ るところが大きいわけでありますし次代を

担う大切な年齢層、あるいは一番エネルギーの能力の高い、そういう年代層のことであります

からこの青年から生まれてくる発想、ある いは青年たちのいわゆる参加、参加連帯、なお言わ

れますところの開発や平和へとこういう大きな理想を掲げるというところに青年のまた青年ら

しい雄大さ 、つまり抱くべき大志の行き先が考えられますので、そのように発想を新たにして

分野にも一定の施策の 目を行き届かせてし、く、そうして大きい参加のできるそういう形をつく

っていくということに取り組んでまいりたい、こ のように考えておるところでございます。

O~1j議長(米沢照男君)

01 2番(板垣正男君)

板垣正男君。

私が第 1点目に質問いたしました点の明確なる答弁がなかっ

たようでございます。これは後で調べて報告をしていただきたいと思います。

なお市長から今後の取り組みなどについての考えが示されましたが、これは私もこれから質

問を行って いきますのでダブる点もあるかと思いますが、再度答弁をいただきたいと思いますユ

参加とは先ほど抽象的に申し上げました。また世界的な位置づけであるわけでございます抗

この日野市の行政の中で考えてし、く場合、具体的な施策の中に青年の声をどう生かすかという

ことに尽きてくるかと思うわけであります。青少年問題協議会に青年を参加させる、青年の意

見を取り入れることは当然でありましょう。しかし、市長が申し上げました、申しましたよう

にそのことだけで青年を規定する、ある いは限定する、媛小化するということであってはいけ
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ないと思います。だからこそ青年が社会に対して、あるいは政治に対してさまざまな不満を持

つということにも一つのつながるものが出てくるんではなし、かと思うわけであります。そして

青年にはまさに開発や平和を託してこれからの未来を切り 開いてし、く、こういう夢と エネ ノレギ

ーを発揮させるべきだと思うわけであります。

昨年末、政府・自民党がまとめた青少年白書がございますが、この白書の中に青年に希望を

与えていないということは一目瞭然に示されているという データがございます。各国の青年の

社会に対する満足度というものに比較いたしまして日本の青年の満足度というのは極めて低い

数値になっておりまして 2人に 1人が日本の社会に不満を表明し積極的に満足している青年と

いうのは、わずか 20人に 1人という 割合でございます。これは今日 までの長い自民党政治の

もとに対する日本の政治の明確な批判が反映しているというふうにも受け取れる わけであり ま

すが、先ほど申し上げましたように 18歳選挙権の認められてないということ を初めとするさ

まざまな歪みが青年層にかかってきているという ことの反映でもあると思うわけであります。

そうい う点で私は地方自治体のさまざまな分野における青年の声を行政に反映させると いうこ

とから審議会、協議会、ある いは行政委員会等に積極的に登用させる ということも重要な手段

の一つだと思うわけであります。どの程度の参加率か調査資料も十分ないようでありますが、

それほど低い割合にとどまっているというのが現状ではなし、かと思うわけであります。市民意

識調査の例を引く までもなく私は地方自治体で青年の参加の機会が得らるならば必ず青年は政治

にも社会にも希望を見出し自分の置かれている現状を直視しそれを変え、より発展させようと

いうこういう積極的なエネルギーを発揮するものと確信するものであります。すべての行政委

員会や協議会に参加させる ということにはならないと思うわけでありますが、しかし、できる

だけたくさんの分野に参加をさせ青年の若々しい意見、エネノレギー を取り入れていただきたい

と思うわけであります。これについては今市長から答弁もあ りま したように今後の施策に期待

をしていきたいと思います。

なお国際婦人年が先ごろ設けられま した。 それを境にしてかどうかはわかり ませんが、婦人

の行政への参加率の飛躍的に高まってきているということも今日 あるわけであります。革新市

政になって婦人の声を行政に反映させるべく各審議会協議会に登用させその意見を行政に反映

させる、こう いう成果を上げてきているわけでありますから青年の参加、これは大いに希望の

持てることだと思うわけであります。
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2点目に開発に関することでございますが、端的に言いまして青年会館をつくることも今後

の検討課題にのせていってはし、かがかと思うわけであります。公民館、図書館、あるいは地区

センタ一等々日野の行政区内にもたくさん青年が利用すべく施設や文化施設あるわけでありま

す。なお十分青年の気分、感情、意思等を反映した青年独自の、しかも自由に使える、あるい

はたまり場としての青年会館を建設することも青年の成長を助け、またみずからを鍛える場と

して行政が提供することも必要だと思うわけであります。 青年会館の名称はともかく として青

年の こうした要望こそ、これらを中心として互いに論議を行い互いに学び、そして成長を遂げ

ていく ものだと思うわけであ ります。公民館の一室に青年グループ、サークノレ等が自 由に使え

るべくコ ーナー を設ける ことも一つの案でもありますけれど、十二分にその役割をまだまだ果

たし得ないというのが今日の公民館活動の現状ではな~¥かと思うわけであります。例えば図書

館との併設で青年会館をつくる とか、 ある いはほかの施設との併設でつ くるとか独立したもの

をつくる ということ なども含めてさまざまな分野からの検討を加えて期待にこたえていくこと

が必要だと思うわけであります。 これ らの施設をつ くる場合、ある いは施設を利用する場合の

検討に青年の声を反映させなくして青年の声、期待にこたえることはできないと思うわけであ

ります。 この日野市内の公民館、ある いは図書館その他青年が主に利用すると思われる施設の

利用の内容等検討する際に青年の戸が直接反映されたという こと はまだ残念ながら聞いていな

いのであります。こう いうとこ ろに私は青年が社会にまだ満足しないとい うと ころにもつなが

る一つになるのではなし、かと思うわけであります。 スポーツの施設について も同じであります

し文化活動を行う上でも、まだまだ十分な施設や環境が整備されているとは申せないわけであ

ります。 こうしたことに もっともっと青年の戸を反映させて施設の充実、発展を図ってい くこ

とが重要であります。

これらのおくれといいますか、今日の到達線の低さは最大の、根本には国の予算の余りにも

少ない措置であるとか自民党政治そのものが青年を大切にしないとい うところに大きな原因が

あるわけでありますが、それを克服して革新の日野市政が青年の声を取り入れていくという、

こういう意義があるわけであります。この点の質問を行ってまいりたいと思います。

3点目に平和の使者を送る ということであります。国連のテーマは平和が三つ自のテーマ と

してあるわけでありますが、これは世界の平和、日本の平和を願う国民や世界人民の戸を代表

して青年がその役割を大いに果たすと いうことでございます。日野市は核兵器廃絶 ・平和都市
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宣言を行いました。こう した立派な宣言を行うに当たり賛成を しないという空気もあるようで

ございましたが、私は日野市のこうしたすぐれた平和を願う市民の声を代表して青年をその使

者として国内的、国際的な交流を図っ ていくということ が重要だと思うわけであります。核保

有国を初めすべての政府による核兵器全面禁止国際協定の締結が今叫ばれているときに日野市

が率先 してそう いう役割の一端を担って平和の積極的な役割を果た してし、く、こ のことは今極

めて重要なことではなし、かと思うわけであります。これまでの質問の中でも国際的な人材交流

云々というような こと でございましたが、はっきり としたテーマ を持つ、平和のテーマを持っ

て国際的な交流を図る、こういうことが重要だと思うわけであります。

以上 2点目と 3点目について答弁をお願いいたします。

0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。

0助役(赤松行雄君) 行政面における青年の参加という一つの日野の市政における青

年の参加でございますけれども、 いろいろと社会、教育面における参加等いろいろあるわけで、

ございますけれども、審議会、あるいは協議会、そういう段階での参加といいますとそう大き

な例はあるわけではございません。 11月の 3日に毎年実施しておりますところの自治功労で

すか、行政功労の要するに審査というものにつきましては 2名の青年の要するに審議員として

の参加を毎年お願いしているところでございます。その年の成人式を迎えた青年男女、こうい

う振り分けでございます。 こういう中での参加等をお願いして きているところでございます。

それから今後のあり方でございますけれども、やはり審議会だとか行政面という一つの成熟

した委員会の参加ということよりはそういう参加もあり得るわけでございますけれども、より

広範な運動、あるいは活動への参加というものを日常的な中から求めていくべきではないだろ

うか、こう思っておるわけでございます。いろいろと東京都の活動等も参考にいたしますと青

年の豊かな人間性の形成、こういうもの等も掲げられておるわけでございますので、これから

まだまだ成長する というのが青年でございます。これから完成し、それからいろんな危険なり

目標にアタックしていくということも青年の特色でございますのでその人間性を伸ばしてL、く、

あるいは社会的な貢献の中に役立てて いただくというふうな社会的な問題に目を向けていただ

くということ等も考えてまいりますと青年の社会参加の促進ということについては協議会とか

あるいは審議会への委員としての参加を図ると ともに広範な運動だとか実行委員会だとか成人

式の執行委員会等も教育委員会の方でお願いしているようでございますけれども、一応こうい
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う部面での文化面だとかスポーツ面での実行委員会的な参加というものをやはりこの際要する

に市の行政の中で幅広く考えていくべきではないだろうか、こう思うわけでございます。

それから青年会館の建設、こういうふうな面でございますけれども、田舎へ参りますと青年

団とか青年の活動というものは音ながら非常に盛んでございます。非常に地域性を含んだ特色

等がいろいろあるわけでございますので、やはりこういう都会地、あるいは勤労青少年を多く

抱えている日野市等におきましてはできるならば勤労会館等の東京都の勤労会館等の誘致をし

ていく必要があるんではないだろうか。昭島にもございます、立川にも八王子にもあるわけで

ございますけれども、勤労会館の誘致というふうなもの等を図り 、その中で日野市の広範な青

年が構成されておりますところの動労青少年の要するに活動をこれをキーステーションにして

やる必要があるんではないだろうか、そのように考えておるわけでございます。

青年の、青年年だというふうなことでキャンペーン的な発想ということではなくて地道在、や

はり 1年や 2年というふうな活動ではな しにやはり地道な活動として踏み固めていく必要があ

るんではないだろうか、こ う思っておるわけでございます。

そういう面で青年の活動ということにつきましては人間性の形成だとか、あるいは青年の交

流活動を促進していくとか社会活動を促進していくとか、最後には平和の使節のことにつきま

しては、おっしゃるとおりじゃなし、かと思います。この青年年の制定された根拠といいますの

は発展途上国におけるところの青年の人口、青年人口の爆発的な増加というのが根拠になって

おるわけでございますので必要なことではなし1かと考えてお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)

01 2番(板垣正男君)

板垣正男君。

青年会館に類する勤労福祉会館、結構であります。東京都が

最近三多摩市町村につくらなくなりました。それどころか現在ある施設を市町村に移管すると

いうような話も出ているくらいでありますが、積極的な働きかけによって日野市にも勤労福祉

会館ができるより強く要求しておきたいと思います。

またスポーツ施設、ある いは文化施設等々あわせて整備充実されるよう要求を行っておきた

いと思います。

なお 1点目の審議会、協議会に関する答弁で助役からも答弁があったわけでありますが、た

とえばこういう話も青年から伺っているわけであります。それぞれの町にはいろいろな特徴が
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当然、あるわけでございますが、日野市にも中央大学が行政境の八王子に移転してきたというよ

うなことだとか明星大学、あるいは実践女子大学等々学生が非常に多くなっているわけであり

ます。こうした学生層にも魅力のある町づくり ということ も、また一つの観点として重要なこ

とにもなってくるわけであります。 町づくりに関する審議会などで青年が参加し意見を述べる

ということと全然、参加しないで審議されるということも、そうした人たちの意見が反映される、

されないの違いが生じてくる ということもまた十分考えられるわけでありま して青年が直接関

係する分野だけの参加に限定してはいけないというところにも、こうしたところがいろいろと

指摘されてくるものであります。新宿ゃあるいは吉祥寺等々にぎやかな、いかにも都会的な町

づくりだけが青年が好む町づくりではありません。文化の香りのする、あるいは 4年間の学生

生活の中で強く文化的な行事や活動で印象の残る日野の町という印象を与えるならば、私はそ

れはそれなりの立派な青年にこたえた一つの町づくりの発展ではな l¥かと思うわけであります。

3点目の平和の使者の問題については全面的に理解を していただいたようであります。今後

の努力をまちまして、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 20の1、 「国際青年の年」にふさわしし、青年

の要求に応えた施策を前進させよに関する質問を終わります。

お諮りをいたします。 議事の都合によ り暫持休憩いたしたいと思います。これに御異議あり

。副議長(米沢照男君) 休憩前に引き続き会議を開きます。

い尽くされた感が強いわけでございますけれども、人がかわれば多少ニュアンスも違うかとい

うことがありますので、しばらくおつき合いをいただきたいところであります。

さて、自治体の行政は手続上は法律及び条例に基づいて進められるわけでありますけれども、

内容的には市民要望に基づいたものでなくてはならない、要するに住民自治であります。そし

て市民要望を吸い上げるために各種の公聴施策がとられております。市民相談、市長相談、対

話集会そ して請願の受理などが数えられるわけでありますが、こ れらはし、ずれも個別的、一面

的でありまして、なかなか市政全般にわたる トータノレな市民要望という形では把握しにくい面

があります。そ こで市民要望を全般的にとらえる方策としてある一定期間を置いて行われる市

民要望、あるいは意識調査、こういったものの必要性が出てまいります。そこで福島議員はも

とより私を含めまして何人かの議員から毎年のように 2回目の市民意識調査をしてください、

こういう強い要望が出されていたところであります。本来ならばもう少し早く調査をされて長

期計画策定に向かうべきであったと思うわけでありますが、それはともかく補正予算を組まれ

て今回の調査を実施された、このことについては高く評価をしたいと思います。

私どもの要望によって実施をされた調査の結果を見て市長を攻撃をする、これは本意ではご

ざし、ませんけれども、これも 15万市民のためによりよい日野市政を実現を目指す議員の務め

と考えていただきましてお聞きをいただきたいと思います。

なるべく公平に話を進めてまいりたいと思いますが、質問は大きく 3点ございます。第 1点

は調査項目の変更の問題。第 2点は市民の評価、特にマイナス評価の多さについてであります。

第 3点は今後の対応策はどうか、こ ういった問題。らL上3点をお伺いをいたします。

初めに第 1点、調査項目の変更でありますけれども、前回よりも項目がふえていることをよ

しとするものの一部の項目変更及びカットについて疑問があります。具体的に申し上げますと

一つ目としてはごみ処理及び下水道に関する質問がなぜなくなったのか。私はごみ処理の費用

や下水道の受益者負担、この問題などはぜひ残してほしかったと思うわけでありますが、し、か

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 2時 48分休憩

午後 3時 17分再開

一般質問 21の1、市民意識調査の結果を見てについての通告質問者、馬場弘融君の質問を

許します。

C 8番議員登壇〕

08番(馬場弘融君) 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

がでしょうか。

二つ目としては広報関係ですが、市民相談など、いわゆる公聴についての質問がなくなって

いるのはなぜか。今後の公聴施策の考え方ともあわせて伺いたいと思います。

それから市に必要な施設という質問がなくなったことについては先般福島議員が指摘をされ

ましたので触れませんo

たします。

すでに同じ内容の質問が福島議員並びに夏井議員によって行われておりまして、ほとんど冨
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三つ 目として新たにつけ加えられた質問として情報公開制度があります。これは非常にタイ

ムリーだと思うんですが、それならばなぜ行政改革、特に民間委託とかハート化などについて

の質問が加えられなかったのか、市民の関心も高まっておりぜひとも必要な質問であったと思

うわけでありますが、いかがでしょうかD 以上 3問、第 1点目として伺いたいと思います。

次に第 2点目、市民の評価についてであります。まず、よい方から申 し上げますと一つにこ

れか らも日野市に住んでいたい、こうお考えの方が 85. 9 %もいらっしゃいます。前回も 84 

%と高かったわけでありますが、さらに評価が高まっているということであります。それか ら

二つ 目、日野市は住みよい、こう考えている人が前回とほぼ同じで 84. 1婦もいらっしゃいま

す。 それか ら三つ自に個々の問題で前回の評価の点数よりも上がった項目としては緑の豊かさ 、

もう一つ集会施設、この二つであります。緑地保護の施策と地区センタ 一、ある いは婦人セン

ターなどの建築施策への正当な評価かなという感じがし、たします。ちなみに 日野市は住みよ い、

このよ うに考えている人の 7割は日野の自然環境のよさというものを理由として挙げておりま

して、この点で森田市長が大いに助けられていると思います。それか ら四つ目ですが、さらに

現在の日野市政への評価というのが末尾にございます。中立であるという人が 41. 2婦と最 も

高L、。森田市政に賛成であるという人が 32.5婦、反対だという人が8.9婦となっております。

中立が多いということを見ますと、これはどういうふうに解釈をするかということはなかなか

難しいところでございますが、賛成をする人が 3割を超えておって反対の人よりも大分多い、

こういうことを見ればそれなりに評価をされているのかなと いう感じも しないではありませんO

しかしながら、実は先般読売新聞が行いました内閣の支持率の調査によりますと最近の中曽根

内閣への支持率、これが昨年の9月以来 5カ月連続を して 50%を超えているわけでありまし

て全野党への支持率よりも常に高い、こういう状況があるわけであります。こういうことを考

えますと市長としても不安を感ずるところではないかなと いう感じがいたします。

さて評価のょ いとこ ろはこのくら いしかありませんから前回と比べて評価の下がった点に移

ります。実は随分多くの項目で評価が下がっております。生活環境について項目別平均評価点

の分布というのがあります。この中を見ますと空気の汚れ、保安、ある いは風紀、 交通安全、

騒音、震動などほとんどの項目で前回より下回った評価とな っておりますけれども、これらは

市政には直接結びつくものではありません。

特に問題とすべきはこれからであります。公園、遊び場、医療、そして下水排水、この 3項

自が最も問題でありまして、いずれも大幅に評価を下げているのであります。地域的な評価を

見ますと公園、遊び場については多摩平、旭が丘地区以外は極端に低い評価になっておりまし

て施策の偏りを改めて痛感させると ころであ ります。次の医療につきましては、 これはすでに

言われてきたこと でありますけれども、南部地域の特に低い評価を見ますと全般的な医療行政

への不熱心さとと もに南部地域への医療施策のおくれを如実に示すものだと思います。そして

何とも言いようのないのが下水排水への極端に低い評価であります。しかも前回よりもさらに

評価点が下がっているわけであります。 この辺は次の具体的な施策要望を見ますとさらに明確

になってまいります。

今回の施策要望のベストファイプ、これは 1.下水道、 2道路 ・交通、 3.保健医療、 4.区画整

理等、 5.スポーツ施設となっておりまして前回 と比較をしますと、下水道への要望はさらに強

まるとともに道路 ・交通や区画整理など大幅に上昇をしておりまして、 かわって自然保護への

要望がかなり滅ってきております。要する に前回よりも一層都市基盤整備への要望が強まって

いるということであります。それから地域医療についての要望、これを見ますと医療行政のお

くれがありますから大きな総合病院の建設とか市立病院の充実、こう いった問題が前回同様に

強く求められているのは当然だと思いますけれど、 トップにです、しかも 50%を超える要望

として夜間・休日の診療体制の充実という項目が挙げられております。私は日野市の休日 ・夜

間の診療体制はかなり進んでいると考えているところでありますが、この高い要望はどうして

なのか、ある いはPR不足ではなし、かと いう 感じがし、たします。それから、この点につき まし

ての最後は市政への苦情や要望についてであります。あなたは市政への要望や苦情を持ったこ

とがありますかという問いに対しまして、あると答えた方は前回は 44.29るであったものが今

回 49係とほぼ半数にまで増加をしております。これもこの間の市政が市民要望に対し十分こ

たえてこなかったということを示すものかと思います。

以上、 第2点目として市民の評価について述べてまいり ましたけれども、結論としては前回

の調査以来の 5年問、森田市政は一番重要な市民要望を無視してきたのではないか、こう言わ

ざるを得ないのであります。

そこで第 2点目の質問でありますが、この調査における数少ないプラス評価と数多くの項目

における前回以上にひどいマイナス評価、これらに対し市長はどのように反省をしているのか

伺いたいと思います。
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それと休日 ・夜間の診療については、この要望が トップであることはどう考えておられるか のか、これを伺いたいと思います。以上回つが 3点目の質問であります。

以上で私の質問を終わりま して、あとはお答えに応じて再質問をいたします。伺いたいと思います。

最後に第 3点目、こ の調査結果をもと に今後の対策について 4点ほど、四つほど伺います。

一つは福祉施策の経費負担につしての質問があります。受益者の一部負担もやむを得ないと

答えた人が 42.4婦、 負担はよくな いと答えた人が 36.9婦、 つまり負担もやむを得ないなと

いう人の方がふえてきているわけであります。実は前回の調査では一部負担賛成という方は

3 9.99るで負担は絶対反対だという人は 50.89るということでありま したから今回は全く逆転

をした結果とな っているわけであります。これについて市長は今後の施策にどう反映をしてい

。副議長(米沢照男君) 馬場弘融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(前田雅雄君) お答えをいたします。

くのかお答えをいただきたい。

まず 1点目の調査項目の関係でございます。これは調査項目のほかにごみ、下水、広報、公

聴、それから行革の問題、こういうものを どうして入れなかったかということでございます。

総括的にお答えをいたします。まず御説明のよ うに、この調査は前回は昭和 54年に行し、まし

て今回 5年目に行ったということでございます。そのためにやはり前回の調査と比較ができる

ようにということを大前提に調査をいたしましたけれども、この 5年間にかなりの市民の意識

の変化が出ていると いうことが一つ、 第 1点でございます。それから面接による調査というこ

とで一部とめ置きを したわけでございますけれども、こういう調査の方法からいきますとやは

り調査項目の限界が本間については約 33.、それからあとフェ ースシート というのが約 10ぐ

らい入っておりますけれども、やはりこの程度、こ の内容の調査になりますとこれらL上調査項

目がふやせない、ふやすことによって異常な調査段階での問題点が出るというような制約がご

ざし 1ました。そんな中で若干現時点におきまして調査しなくてもいいんじゃなし、かというよう

なことは一応除外いたしまして新たに項目を加えたということでございます。特別に個々にど

うということの理由はございません。以上でございます。

二つ 目は防災の問題であります。前回と比べまして市民の防災意識の高揚が伺われる結果が

出ておりまして市民の災害への備えは確実に進んでいることがはっきりしており ます。 しかし、

総体的にはよ いのですけれども、細部にわたって見ますと問題点があります。つまり民間木造

アパートにお住まいの方と公営住宅にお住まいの方、これらは防災対策を何にもしていない、

こういう答えが非常に多いのであります。これらに対しては至急に対応すべきだと思いますが、

特に市営住宅を中心にしてお答えをいただきたいと思います。

三つ 目として新しく加えられた設問に情報公開制度がありますが、今年度懇談会が予算化を

されておりますが、これについて市長はどのようにお考えになっているのか。個人情報の保護

とも関連をいたしま してお答えをいただきたし、

それから最後に私は報告書の末尾に書いてございます自由回答、これを重視すべきだと思い

ますo ブロック別、項目別に細か く記述してありますが、いずれも貴重な回答ばかりでありま

す。 ζ の自 由回答については前回は約回答者の 3割の方が書いてくれたわけですが、今回は少

しふえまして回答者の 4割の人が答えて、回答を寄せてなります。市政K対する具体的な意見、

要望が挙げられてなりますが、との中から私は 1点だけ取り上げてなきます。

都市ガスの完備の問題であります。すべてのブロックで都市ガスの完備を求める複数の回答

が出ております。実は私の家の周りにも都市ガスがなくてプロパンガスを使っているお宅がか

。副議長(米沢照男君)

O市長 (森田喜美男君)

市長。

今回の住民意識調査の結果に伴いまして、いろいろその読み

なりありますけれども、これはもちろん市政の担当ではないわけでありますが、現在市内で都

方並びに感想、が成り立つわけであります。私は専門的な意識の解析のできる方からも総括的な

意見を伺ったことがあるわけであります。大きくまとめますと日野市民の意識は物がはっきり

言える市民として極めて常識的、健全な意識である。もう一つは今行っている日野市政、つま

り急速な都市化の中で多数の新しい市民が日野市に居住されるようになって日野市が自分たち

の住む場所、ある いはふるさとという意味合いにおいて可能性というものがしっかりと評価さ

れている。あわせて今の市政の執行しているところは、おおむねそれらに対して正当に取 り組

んでおる、このような評価でござ います。

それで私どもも一応そう思っておりますけど、一応の裏づけができたと思っておりますが、

つまり今取り組んでおります仕事をますます積極的に励んでしえ、 そうして市民情報を正確に

市ガスが どの程度普及し、都市ガスが使えない地域はどのくら いあるかと いうことをしっかり

把隠しているのか。さらに今後都市ガスが全地域で使えるように市としての対策を持っている
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お答えをする、もっ ときめの細かい5ブロッ ク、五つのブロック の評価でありますから部分的

にはまた別の意識 もあり得るわけでありますからより敏密に地域地域の状況が私どもの頭の中

に描け るこんなような気持ちもするわけでありますので積極的に取り組んでし、かなければなら

ないとい うことを痛感すると いうこ とであります。

それで今御質問の中にあり ます市民の評価の中でプラス評価についてはお答えの必要な いと

思いますが、そのマイナス評価、たとえば医療の問題、これはいつに地域的な分布の、 医療機

関としての分布の適正配置になってないと いうことも一つにはありましょう が、広い地域に市

の面積ではありませんか ら交通手段を確保するという ことが一番大切だ、このこと をつく づく

読み取る わけであります。 それはまさに幹線としては都市計画道路の遂行であり 、それから市

内に橋もあるわけであ りますか らいずれはそれぞれのまた問に歩道橋でも南北をより 身近につ

ないでいくとい うことの重要さ があると思っております。それか ら何といいましで もやっぱり

市内パス、 それが循環になり、 ある いはパス網ができれば大変いいわけでありますが、このこ

とが市民に対して地域的に使、 不便を非常に分けている、このような読み取り方をいたしてお

ります。

その一つの例として休日 ・夜間のこと も一例になると思う んでありますが、休日と休日の夜、

ある いは夜間のある時間帯の診療ということは医師会の協力によってできておるわけでありま

すけど、必ず しもこれが科目別にまたある いは専門的に対応できる とい うふ うにはまだなりま

せんので特に病院に対する緊急、救急等に対 します不安がこのような形になっ て出ておると い

うふうに読むべきかと考えております。

あと、項 目の中で経費の負担、こ のことは特に取り立ててはいないわけでありますが、近ご

ろの住民の意識と して特に医療の無料化が一部負担になりま した り、政府の宣伝は自 助自立で

ありますとか、いろんな言い方で国民を指導 している、その効果が政府側から言えば一定の効

果が出ているというふうに言うべきかもしれませんが、自治体といた しましてはその裏詰めを

してし、く 、裏づけを、裏詰めをしていくと いうことが一層大切である、こう いう読み方をすべ

きではなかろうかと思っております。ただ、もちろん健全なと いいますか、能率的な行財政の

改革ということは絶えず市民の意識、ある いはニードとともに遅滞する ことなく進めていく べ

きことでありますので、今後の課題と してなるべく行政が直接関与すべきもの、それからある

程度民間の力をかりるべきもの、そう いう考え方は一応大切だと いうふうに思っております。

それか ら防災にかかわりまして民間の木造アパート、ある いは特に市営住宅とい うことで問

われておる わけでありますが、賃貸の住宅に住まれる方は防災施設は家主が行えとい うことか

もしれませんし、しかし、 一応事ある場合一番守っていただかなければならないのはみずから

の命でありますから、これはど う読むべきか。 もっといわゆる建物の管理者が防災の施設をす

べきという意識によるものから とい うふうには思っております。 このあたりもう少し解明をし、

それから他人任せではな くてやっぱり 自分で瞬間の本能的な動作と いいまし ょうか、こ ういう

ことについてはみんなが自分の問題として真剣に考えていただく とい うことが大切だと思いま

す。

情報公開はもうすでに取り組んでおりますからいずれ順序を経て今進めつつあると いうふう

に御理解をいただき たいと思います。

都市ガスにつきま しては確かに我々の直接の事業ではあり ませんが、たと えば区画整理を行

います際には一定の範囲において東京ガス と協定を結んで、 そうしてやるべきだと私は考えて

おります。 どちらかというとこれも都市ガス、 東京ガス も利益になる ことは人の負担において

やろう とする。それから余り利益が見込めない所は後回しにするという傾向がありますから、

そのあたりもまとめて地域的に行う 、そう いう範囲の決定をし協定を結びある程度市も関与し

て行う べき問題だろ う、このよ うに思っております。

一応お答えをいたしま した。

0冨Ij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 ) 私の方から都市ガスの点につきましてただいま市長

から基本的な考え方についてお答えを申し上げたところでございますが、さらに細か く御説明

を申し上げます。

1点目の地域の普及、普及されている地域の把握を しているかどうかと いう点でございます。

私ども東京ガスと連絡をとりながら開発事業等を行う場合にはそこの地域に都市ガスが入るか

どうかということについてからも検討してございます。市内全域で現在管が普及されておりま

すのは正確な数字ではございませんが、40 婦、地域の 40%ぐら いというふうに把握してお

ります。

そこの普及されている地域以外の地域では主にどう いった所があるかという点でございます

が、まず現在区画整理事業を進めております万願寺の 1期、それから 2期の地域でございます。
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その横の川辺堀之内、それから豊田一、二丁目、これは現在畑あるいは田んぽになっている段

丘の下の方でございます。それと西平山の三丁目、 二丁目あるいは四丁目という所がこれから

管を入れていかなければならない、本管その ものも入れていかなければならないような地域で

ございます。それと程久保の地域、それから栄町五丁目、三丁目、四丁目、それから新町の四

丁目、五丁目、主な点ではこういった所があるかと思います。

それで、これらの都市ガスの整備されている所の中で一部東京ガスではなくて台東ガスが単

独で ガス を供給している所がございます。 これは鹿島台、三井、 長銀の住宅地で ございます。

今後、 開発行為、あるいは開発行為の中で区画整理事業で私ども道路どんどんつくっておりま

すが、そういったと ころで道路ができたからすぐじゃあ管が入るかと いうと そう ではございま

せんで、東京ガスの考え方としてはやはり採算ベースに合って こないと管は入れてし、かないと

いう基本方針を持っております。それで都が、失礼しました。ガス会社の方で一定の率の負担

をしていただくというような点についても考えているようでございまして、したがし、ましで あ

る一定のまとまった住宅が張りつかないと、 その負担金が軒数が少ないと非常に高くなるとい

うよう なことで整備がおくれているという面がございます。

それと今後の方向といたしましてはでき るだけ全地域に、市内の全地域に普及していくとい

うことが望ま しいというふうに私ども考えてございます。したがいまして今後の管理の敷設に

ついては、できるだけ開発行為に整合させながら進めさせていっていただきたいと いうよ うな

要望も今後強力に進めていきたいというふうに考えておると ころでございます。以上でござい

それから病院の問題では、何ですか、 交通がうま くいけば何とかなるじゃなL、かという ふう

Kともとれるお答えで したけれども、とんでもな t)0 交通問題は交通問題で別でございます。

これをやる こと はやることでもちろんですが、それ以上に病院本体の問題としてこういう マイ

ナス評価が来ているわけですからぜひ前向きなお考えを持っていただきたいとい うふう に思い

ます。

それから最後のガスの問題ですけれども、伺いまして改めてびっく りしま した。こんなに多

くの場所でまだ都市ガスがヲ |かれてないのかなということで改めてびっく りをいたしました。

ぜひ この辺も今後町の開発を進める際には市の分野だけではな くて中に入れる ガス管、そう い

ったものも含めて前向きの対応をぜひ していただきたいと いうふうに思います。

余りやってると時間がなくなりますので、森田市長に申し上げておきますけれども、前回の

調査で も力を入れるべき施策の トップが下水道であり第 2位が保健医療施策という ことであっ

たわけですね。今回もほとんど変わってないですね。前回も日野に必要な施設のトップが病院

であった。実に 5年前と 今と全く同じものがさらに強い要望でもって市民が答えてきていると

ます。

O副議長 (米沢照男君)

08番(馬場弘融君 )

いうことは何かということですね。

またあえてここに持って きましたけれども、皆さんもお持ちですけれども、平均評価点の分

布を見ます と今回の評価と前回の評価を比べるとほとんど軒並み下がっているわけですね。市

政の評価が下がっている。こういうことを見ますと繰り返すようですけれども、こ の12年間

の森田市政というのは改めて強L、市民要望をかなり無視してきた市政だったということを言わ

ざるを得ない。このことを一応強く申し上げておきまして、この件の質問を終わります。

馬場弘融君。

順番に申 し上げますが、最初の項目の変更の件でですね、再質

。副議長 (米沢照男君 )

質問を終わります。

2 1の2、昭和 60年度予算の問題点についての通告質問者、馬場弘融君の質問を許します。

08番(馬場弘融君 ) 引き続きまして 2番目の質問に入ります。

これをもって 21のし 市民意識調査の結果を見てに関する

問は しませんが、ごみとか下水道についての項目 をなくした ということは非常におか しいなと

いうことをあえて指摘をしておきます。

それから市長のお答えの中にこれまでの市政運営がおおむね妥当であったというふうなお話

があったんですけれども、これも非常に不満ですねo 答えを私申し上げましたように非常に多

くの項目で市民からのマイナス評価が出ている、そう いう 答えが出ているということなんです

からおおむね正当であったと いうふうなお答えはちょっとおか しいんじゃ なし可かなと いう感じ

今年度予算の内容につきましてはすでに多くの議員からさまざまな分野にわたって質疑が行

われております。さらには予算委員会の審議も控えているわけですけれども、かなり気になる

ところが 4点見受けられますので、あえてこの場で御指摘を申し上け¥これに対する市長の考

え方並びに今後の対応策を伺いたいと思います。かいつまんで要点だけを初めに申し上げてお

きますと初めに行財政改革の観点からでありますが、給与体系及び職員手当是正の問題、これがいたします。
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が第 1点目。それから 2点目は職員体制の合理化及び定数維持の問題、次に具体的な施策の中

から 3点目として二番橋がなぜ消えたかという問題、さらに 4番目としてふるさと博物館、こ

れも建設費がカットをされているという問題、この以上 4点であり ます。

それでは 1点目、 2点目の行財政の改革の問題から話を進めてまいりますが、行革審が昨年

の7月、地方の行革をさらに進める ようにという意見書を首相に提出をいたしました。 これを

受けて政府はことし昭和 60年度を地方行革の年という位置づけをしております。去る1月22

日には地方公共団体における行政改革推進の方針、すなわち地方行革大綱を閣議決定 し、同 日

自治事務次官名で各自治体に通知をいたしております。この大綱によりますと重点項目として

七つの柱が挙げられております。一つ、事務事業の見直し。二つ、組織機構の簡素合理化。 三

つ、給与の適正化。 4.職員定数管理の適正化。 5.民間委託OA化など事務改善の推進。 6.公共

施設の設置及び管理運営の合理化。 7.地方議会議員の定数削減。以上 7項目であります。中で

も地方公務員給与の適正化が大きな柱となっておりまして、こ れについては自治体みずからが

取り組むべき課題であると ともに国としてもこれらの是正について強力に指導をしていくとさ

れております。実はこれより 先、自治省では昭和 57年の秋の段階で ラスパイレスの指数115

以上のいわゆる高給与自治体に対しま して給与是正の3カ年計画の提出を求めるなど個別指導

を強化をしておりました。

我が日野市の場合、昭和 57年度は国家公務員のベースアップが凍結をされたこともあって

是正は進まず 58年度も東京都が国よりも高いベア を決定したために結局国並みの 2.03婦の

ベアということで何ら是正の率を上げないまま 2年を経過をしたわけでありました。自治省で

は努力不足だということで新たに加えられた給与条項というものを昨年の 3月 31日付で 2億

650万円の起債枠の中から 5，000万円の起債をカットしてまいりました。しかも、この際、

5 9年度の是正策として 4項目にわたる強い要望が伝えられております。1.定昇延期 3カ月以

上。 2.58歳以上の昇給停止。 3.初任給の 1号俸ダウン。 4.通し号俸制による給料表の是正。

この四つであります。そして日野市としては、この 4項目のうち 1、2、 3についてはいずれ

実行いたしますと いう市長印つきの念書もとられているわけであります。この念書に初めに申

し上げました地方行革大綱による指導が追い打ちをかけております。 59年度の起債枠のうち

市民会館にかかわる 10億 600万円、この起債制限を持ち出されまして理事者としてはやむ

なく職員組合との合意もないままに昨年 12月 10日付で定昇の 6カ月延伸を強行するはめに

なったわけであり ます。以来 3カ月ストなど市庁内がまことににぎやかな状況に置かれたこと

は御承知のとおりでありますが、ようやくこの 6日職員組合との間で話し合いがつきまして是

正のための 3項目が妥結をされたわけであります。1. 4月1日から定昇を 6カ月延伸する。

2. 給料表を是正する。これは初任給の 1号俸切り下げとともに55歳ある し1は58歳での昇

給停止。 3. 5 9年度のベアを国並めの 3.37%とする。この 3項目であります。これらは日

野市が初めてとった給与是正策に対しまして自治省が起債制限をどの程度緩和してくれるか、

今月末の決定を見守りたいところであります。

さら に地方行革大綱に基づきまして自治省では著しい高給与自治体を第 2次個別指導団体と

して指定するとともに国の支給基準を上回って退職手当を支給している自治体を新たに特別の

個別指導団体に指定し指導助言をより一層強化するとの方針であります。この指定団体は 60 

年度早々にも決定をされる見込みでありますが、当然日野市も この中に含まれるものと思われ

ます。今回の是正策もかなり厳しいものであったわけでありますが、 60年度はより一層強い

規制が加えられるのではないか。昭和 60年度の予算はこのように厳しい財政環境に置かれて

いるわけでありまして、これらの厳しさを踏まえて第 1点目の質問に入ります。

一般会計予算書の末尾 442ペー ジのところですけれども、給与費明細書というのがありま

す。実はこの給与費明細書でありますが、昨年の 8月17日の自治省令によりまして大幅に改

正をされております。つまり最近の地方公務員給与に関する情勢にかんがみまして給与制度及

びその運用の実態を議会に対してさらに詳細に説明をする、そして給与費に関する議会の審議

がより十分かつ慎重に行われ適正な予算が決定されることを期待して改正をされた ものであり

ます。確かに随分わかりやすいものになっております。この改正給与費明細書をもとに質問を

いたします。

まず初めにこの 3月6日に組合との間で妥結をされた是正内容、是正された額の給与がこ の

予算に計上されているかということであります。実は先日即決をされました補正予算におき ま

しては組合との妥結以前であるにもかかわらずベアについては 3.37婦とすでに妥結の内容に

なっておりま したからもうすでに妥結後でありますから本予算においては当然初任給ダウンと

か6カ月延伸なども含めて妥結内容で計上をされているかなと思ったわけでありますが、どう

も違っているようであります。その辺のところが一体どうなっているかということ と新しい給

料表はどう いう内容であって通し号俸制の手直しがどの程度行われているのかということを教
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えていただきた L、
次に退職手当の是正の件でありますが、これも末尾の 448ページですか、 ここ を見ますと

最高限度額としては条例どおり 36年勤務で 89カ月分とされております。それから 444ペ

ージに戻りますと退職手当の制度改正に伴う減額分、増減分ですか、この欄を見ますと何ら書

かれていない。つまり昭和 60年度には退職手当是正のための条例改正とかを考えていないと

いうことなのか。これまでの助役の議会答弁等を振り返ってみますと国並みの 63.5 2 5カ月

までには時間がかかるとしても助役会のガイドラインである 63年に 75カ月、 これを目標に

当面は都並み 80カ月を目指して減額を してし、 く、こう言っておられるわけであります。そこ

で、この 60年度は退職手当是正へのどのような努力をされるのか伺わせていただきたい。 1

点としてはこの二つを伺います。

次に 2点目、職員体制の合理化の問題でありますが、地方自治経営学会と いうユニークな学

会が昨年の 5月に発足をいたしております。リ ーダ一役は東洋大学教授の坂田期雄氏でありま

すが、メンバー は知事、市町村長、 地方議員、 マスコミ、民間人等実にバラエテ ィーに富んで

おりましてその名のとおり地方自治を経営的観点からとらえていこうとする学会であります。

この会が昨年の 12月4日、公民コスト比較、公営の コスト高の要因分析、こういう報告書を

発表いたしました。内容に詳し く触れる時間はありませんけれども、学校用務員、学校給食、

児童館、市民会館、電話交換等実に多岐にわたって直営と民間委託との コスト 比較がなされて

おります。そして結論的には直営の方が平均 しても 2倍の コス ト高になっていると具体的な数

字を挙げて指摘をし調査対象と した事業を業種をすべて委託ある いはパート化などに切りかえ

た場合に人口 10万規模の都市では年間約 20億円ほども金額をふやすことができるのではな

いか、こう算定をしているのであります。

これらを踏まえ日野市の現状を予算面から考えてみたいと思います。日野市は事務系あるい

は技術系の職員面で、の合理化はかなり進んでおります。しかし、施設職員や現業職の面ではも

っと努力する必要があろうかと思いますo 具体的に 申し上げますと今年度からスター卜 する市

民会館、どうやら直営方式で運営をされるような予算が組んであります。それから先般来教育

長が川嶋議員や旗野議員の質問にお答えになっておりま したけれども、学校給食調理員の増、

これが予算面で見ますとことしは昨年より 16名ふえております。これは本当に直営のままで

ですね、パー トも雇わずに続けるおつもりなんでしょうか。昨年も議論がありましたけれども、
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小中学校の給食調理員の関連人件費を見ますと 57年度の決算では 5億 700万円であった。

昨年の予算では 5億 9，400万円、 そして 60年度予算では職員が 141名の体制で何と 6億

7，800万円。このよ うにどんどんふえてきているわけであります。先ほど申し上げた地方自

治経営学会の報告書によれば委託あるいはパート にすれば約 56.2%で済む。こう計算をされ

ております。確かに教育長がおっしゃられたように教育の一環だからぜひとも直営で頑張りた

いんだということもわからないではありませんが、社会情勢を踏まえまして検討 し直すべきだ

と思いますが、重ねてお伺い をしたいと思います。

そこで、ただいま申し上げましたように繰り返しになりますが、市民会館あるいは学校給食

等について、 あるいは他の分野についても委託、パート化、嘱託化、これらの推進について現

在どのようなお考えをお持ちか伺いたい。

さらに、もし現状のままの職員体制で直営のままでいくとするならば実はもう定数が目いっ

ぱいだと思います。 今年度の予算書を見ますと定数ぎりぎりの予算が組んであります。しかる

に今後つくられるいろんな施設というものは生活保健センタ一、 ふるさと博物館などメジロ押

しであります。定数を抑えようとすればどんどんふえる施設職員ばかりが膨らんでますます事

務職員に しわ寄せがくる。この辺を一体どのようにお考えになっているのか伺わせていただき

7こし 1。

以上2点目としては細かく二つの質問をいたしました。

次に 3点目は具体的な施策の問題であります。二番橋はなぜ消えてしまったのか。実は二番

橋の問題は昨年の第 4固定例会でも浅川利用計画との関連で取り上げております。これまでの

いきさつからいって今年度に当然、計上されるべき建設費がどこにも見当たらなし、。一体どうし

たかというわけで再度取り上げました。この二番橋は浅川利用計画という実に立派な計画には

もともとのっていなかった橋でありますが、新しい中学校の新設を断念したということに伴い

まして 58年の 6月の第 2固定例会に補正予算という形で突如出現してまいりました。当時の

提案説明を読んでみますと本来の理由であった学区の変更には余り触れずに万願寺と高幡南口

の二つの区画整理を結ぶためと いうような理由づけが中心になっております。とするならば両

区画整理が進行する中で当然当初予算として組まれるべきものであったというふうに思います。

要するに担当部課の意向とは全く関係なしに市長のツノレの一声で急建計上されたということだ

と思いますが、それはともかくとして設計の費用として 58年度 580万円が補正をされたわ
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けであります。そして、ここに持ってまいりましたけれども、 58年度の 12月には仮称二番

橋概要書という、つまり基本計画書でありますが、これが実にきれいな本としてでき上がって

おります。浅川利用計画からとき起としまして架橋の目的、架橋による効果、橋の形式の選定、

さらにいABCDと四つの案による、ごらんに入れますけれども、実にきれいな完成予想図ま

で入った見事な計画書でございます。 余談になりますけれども、森田市政の 12年間にはこの

ような非常にきれいでしかも実を結ばなかった計画書が随分あるように思われます。

それはともかくといたしまして中を見ますと架橋による効果として 5点挙げられております。

1. 町づくりの一環としての役割。 2. 緑のネットワ ークの一環としての役割。 3. 通勤、通

学路としての役割。 4. 日野市のシンボノレとしての役割。 5. 避難路としての役割。要するに

すばらしく効果のある橋である、こういうことであります。突然計画に割り込んできたことは

ともかくとして、こんなにすばらしい効果のある橋であるならばぜひっくっていただきたい、

このように思うんです。 58年度 58 0万円に続いて 59年には調査費及び実施設計費として

1，2 5 0万円が計上をされております。こうなれば当然 60年には建設という運びだと思いま

すし、それが当たり前の行政ステップだと思います。昨年の第 4固定例会での質問に対する答

弁でも市長は急、に思い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、必要な

橋である。こう明言をしておられます。

そこで質問をいたしますが、どう して昭和 60年度の予算から全額をカットし、しかも橋梁

新設改良費という項目まで廃自にしてしまったのか。それと二番橋づくりの理由説明が二転し

ているが、その説明変更のいきさつをじっくり教えていただきた ~ ~o これが 3 点目であります。

最後に第 4点目ふるさと博物館の問題であります。実は農林省の第 3桑園跡地は当初幼稚園

の予定地として考えられておりました。ところが、幼児数の減少に伴いまして計画を変更、昭

和 58年の 6月に郷土資料館として国との売り払l~交渉を開始しております。そして早くも

5 8年 9月第 3固定例会には郷土資料館用地取得のため 2億 8，000万円の補正予算を計上、

ちなみにこれも補正予算であります。直ちに国と売買契約を締結し 59年 12月 19日には売

買金 2億 7，70 0万円を支払っております。この辺の流れは実にスムーズでありまして翌 59 

年 1月からは遺跡の発掘調査を開始、 6月には完了、 5 9年の当初予算には設計委託料1，900

万円を計上、 59年 7月からは 3回にわたってふるさと博物館設計懇談会を開催、 59年 12 

月には基本設計も完了、現在は実施設計の完了を急いでいる、こういう段階であります。そし
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て年次計画を見てみますと 60年度は本体工事及び備品の購入、 61年度は展示室の工事、62

年 3月より供用開始と、実にきちっとした計画書ができております。この計画書のもと教育委

員会サイドでは昭和 60年度当初予算に工事関係 7億 4，000万円ほどを要求をしていたわけ

であります。ところが、この予算が全額カットをされてしまった。先般伺った本年度予算の編

成方針によれば財源事債と起債の観点から先送りをしましたということでありますが、さらに

詳しくこの辺の事情をお聞かせをいただきたい。以上が 4点目であります。

以上 4点についてお伺いをいたします。

。副議長 (米沢照男君) 馬場弘融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) それでは順次お答えしてまいりたいと思います。

まず人件費の予算の組み方でございますが、ページ数にしまして 444ベーグから 448ペ

ージにわたる上段から 2行自でございますが、普通昇給に伴う増加分、この中には延伸分が入

っているのかという御質問でございますが、私どもの方で新たにこの予算を編成する時点が 1

月1日あるいは、それに直近の形でこれへ予算を積み上げます。そういうことで先ほど御指摘

のように最終的には 3月に妥結した、こういうことで一応この分については入って、全額延伸

しないということの見込みで予算が計上されております。

それから退職手当の件でございますけれども、確かに 1億 5，000万の減額となっておりま

す。前年は、 7億計上してあったわけでございますが、ことしは 5億 5，0 0 0万、これは特殊

事情がございまして 60年 3月 31日で定年制が施行される、こういうことで対象人員が全面

大幅に上回った、こういう内容でございますので本年度は、60年度につきましてはそれは 2

年値でございますので対象人員が滅る、こういうことで滅という形になります。

それから退職手当のことにつきましては 58年の第 3固定例会でございましたか、退職手当

の減額を御提案申し上げまして 117カ月から 98.95、それから 60年につきましては 89、

こういうことで急激に率を下げてきたわけでございます。また、これらにつきましては、その

提案の時点でも説明したかと思いますけれども、これからもやはり下げる方向で努力をしてい

かざるを得ない、こういう判断をしております。

それからもう一つ、給料表の関係でございますが、これにつきましてはまだ給料表が最終的

に細かい微調整がございますのでまだはっきりは申し上げられませんが、給料の考え方といた

しましては今まではおわん型の給与体系で改定をしてまいりました。と申しますのは 18歳か
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ら35歳をピークにいたしまして、それから 55歳下げていきますとなだらかに下がっていく、

こういう給与の改定をしておりましたけれども、今回の考え方といたしましては一応 18歳か

らずっと何といいますかね、稜線方式とでもいいましょうか、一応パーセンテー夕、わか りや

すくするために申し上げますと、たとえば 18歳のときには 2.1%ぐ らいのアップですと 35 

歳につきま しては一応2.6ぐらいにと。それから 55歳になりますと 4.3婦ぐ らいになります

か、そういう計算でカープを上げまして給与の改正を図り たL、。こういう今現在素案をつ くっ

ておりまして明日御審議をしていただくわけでございます。

それから先般のこういうなぜ給与体系 ということ を考えたかと 申しますとやはり 55歳以上

頭打ち、ある いは 58歳以上昇給停止、こういうような絡みの中でこういう懸案をつ くってい

く、こ ういうこと が申し上げられると思います。 tl上です。

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) お答えをいたします。

2番目の定数関係で市民会館の関係で ございますけれども、ただし 1まお話がありま したよう

に市民会館の市の職員につきま しては6名の配置を現在考えているとこ ろでございます。市民

会館の業務につきま しては清掃を初めと いたしまして、かなりの種類の業務があるわけでござ

います。 現在私ども考えておりますのは民間に委託できる業務についてはすべて委託をする予

定になっ ております。

現在残フております 6名は何をするかということになりますけれども、やはり委託を した業

者の監督でありますとか、あるいは貸し出しの業務、それから審議会等がありますれば審議会

の準備運営、それから自主事業を行いますので自主事業の企画、こう いったものが主な仕事に

なるわけでございます。

ただいま市民会館の外部への委託と いうお話がございましたけれども、区内で 2区、それか

ら26市のうち 1市委託を しているところがございます。個別に区市の名前は差しさわりがあ

りますので御容赦いただきたいと思いますけれども、ある区におきま しては 17人で事業団を

っくりま して事業団の職員が 17名でございます。 しかし、 17名のうちの職員の構成を見ま

すと区、いわゆる区役所からの出向が 10名でございます。それから次の市につきましては事

業団で 12名の職員のうち 11名が区の職員の出向ということで事業団の形をとっております

けれども、内容的には区が運営をしているようなそ うい う人員の配置になっていると いうこと

でございます。 さらに 1市の状況を申し上げますと 12名でございます。そのうち出向が5名、

さらに市の担当といたしまして 2名ないし 3名ついているというようなお話を聞いております。

こうい うことから考えますと、その施設の管理の種類にもよ りますけれども、 市民会館がこう

いう事業団の委託に向く かどうか、 いま少 し検討を しない とどう もメリ ットも明白になってこ

ないという のが実情でございます。

それから、これか らの施設の増に伴う 定数の問題でございますけれども、やはり行政責任を

問われるといいますか、持った業務については本来的にはやっぱり市の職員がやる べきだろう

し、 そうでなく単純反復といいますか、そう いう業務については委託に向くんではなし、かと い

うよう な基本的な考え方を持っております。 今後そ ういう考え方の、考え方をもと に定数管理

をしていくべきだろう、 そうい う姿勢で現在もやっていると いうことでございます。定数の関

係で漏れた点についてはまた関係部長の方から御報告があるかと思います。

0副議長(米沢照男君 ) 教育長。

0教育長(長沢三郎君 )

します。

本議会の中でも非常に大勢の議員さんの方から指摘されている内容でございますけれど、こ

第 3点目の学校給食の合理化関係の問題についてお答えいた

の学校給食の合理化の内容につきましては確かに総務庁の方から打ち出されている内容と いう

のは民間委託それから給食センターの方法、さら にパート 職員の導入、 その三つの問題を提起

しながら学校給食の合理化関係の問題について打ち出されているわけで ございますけれど、今

教育委員会サイドで対応しております大きな委員会組織の中で一つは学校保健会という組織が

ございます。 もう一つが学校給食会と いう組織がございます。この学校保健会と学校給食会と

いう組織につきましては、これは確かに児童生徒のいわゆる健康管理と申しますか、そう いう

問題も含めての大きな組織でございまして、これから新し く始まる事業というよりもすでに日

野市の場合もこの前もお話ししましたけれど、28校のうち 24校が自校方式という形で学校

給食につきましては長い間取り組んできている、定着を している。そういう中でこの自校方式

を急逮民間委託ある いはセン タ一方式、こ ういうものに切りかえる ことによる混乱、これは相

当考えて対応しなくてはいけない性格のものではないか、こう考えています。

先ほど馬場議員さんの方から指摘がございましたように学校給食関係の定数が昨年度と本年

度の予算書を調べる と16名ふえている。確かに学校給食関係だけにつきますとこの 1年間に
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仲田小学校、 一中、 それか ら三沢中学と 3校の給食が同時に出発したと いう ような形の中で

1 6名の調理員の定数増と いうものが打ち出されているわけでございますけれど、 昨年も この

給食問題の調理員関係の定数で議会におかけした際にもお願いしたわけでございますけれど、

学校関連の学校派遣職員、この中には学童交通擁護員とか、あるいは幼稚園関係の用務員さん

とか、いろんな職種が含まれているわけでございますけれど、その枠の中でできるだけ内部努

力もしていきたL、。こ こで七生中学の給食が 60年度は出発するわけですけれど、それについ

ても定数増の問題をあえて打ち出していないということも、私たちの立場からいた しますと確

かに職員組合の方にしてみれば今までの労働条件と労働条件の変更という側面があるわけでご

ざいますけれど、できるだけ現在の学校派遣職員ですね、この定数の枠の中で対応したい。将

来的に見ますとせんだって古賀議員さんからも指摘されておりますように七生中だけでなくて

将来二中、三中、四中と次々に中学校給食が開始される時点の中では少なくとも 20数名のそ

ういう関連職員というものを、そのままにしておけば膨らんでし 1く。人件費の増というものが

やはり財政の硬直化その他財政そのものにかかってくる重圧、そういう問題につきましては十

分配慮、しながら一方では学校給食の今置かれている状態、こういうものをあらゆる角度から検

討し、私たちの立場といたしましては現在とられています自校方式の方法、これを何とか買い

て学校給食関係については対応したい。

ただ、その中で先ほどから指摘されておりますように単に、単に新しい施設がふえるから自

動的に定数を膨らましていくんだ、そういう形のことは避けながらたとえば臨時職員だとか、

それから再雇用関係の問題等も出ておりますけれど、いろいろな問題を十分検討しながらこの

自校方式という制度の上での問題だけは守っていきたい、こう考えているわけです。 ι人上です。

O副議長 (米沢照男君) 建設部長。

0建設部長(中村亮助君) それでは私の方から仮称二番橋の関係につきまして今まで

の若干の経緯を踏まえながらお答え申 し上げたいと思います。

細部的には三つほど御指摘をいただいて御質問があったわけでございますけれども、 60年

度の予算の中に予算計上科目の廃目を含めまして、この建設経費が 1銭も計上してないという

ふうな御指摘でございますけれども、当初の計画の中では両岸を結ぶ地域開発との関連という

ことでございましたけれども、御承知のように高幡地区の区画整理事業の問題がかなり変わっ

てきているというふうな状況がございます。そういう中で現在建設省と協議中でございまして
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橋梁の構造等については当然、許可権者であります建設省の許可が必要でございますので、それ

らの点について現在協議をいたしておる段階でございます。御質問の中にもございましたよう

に確かに 58年の補正で計上をお願いいたしまして資格設計であります基本調査につきまして

は一応でき上がっているわけでございますけれども、何分にも万願寺区画整理事業の関係の左

岸の関係につきましては、これからやはり計画が進む段階の中で当然取りつけ道路の問題が、

問題がないと思いますけれども、高幡地区の関係の右岸につきましては取りつけ道路の問題が

まず問題になるということで、この問題が現在事業推進をおくれさせている理由になっており

ます。 59 年度ですでにあの辺の現況~IJ量につきま しては測量に入っておるわけでございます

けれども、今後の進展状況を踏まえながらさ らに予算科目、予算の計上もお願いし事業を進め

ていきたいというふうに考えており ます。

公共施設整備計画の中では事務的には 61年度、 62年度ぐら いで計画を進めていきたいと

いうふうに思っておる次第でございます。

。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。

最後の博物館の建設の件でございますけれども、この件については先般も申し上げましたけ

れども、理由といたしましては二つございます。一つはやはり全般的にかなり財政が厳しいと

いうことでございます。国の昭和 60年度の地方財政計画によりますと市税の伸びが平均

1 0.3婦を見ております。本年、日野市の場合には 6.3婦でございます。金額にいたしまして

1 1億 4，0 0 0万円でござ います。この程度の伸びでございますと一般的な経常経費で全部費

されてしまうというのが実情でございます。この中には国の高率補助金のカット 3億数千万も

もちろん含まれるわけでございますけれども、そう いう財源的な問題が一つで、ございます。次

が博物館をつくりますとかなりの金額がかかりまして、その財源といたしましては特定財源と

いたしまして起債を予定をするわけでございます。起債につきましては 59年度から給与条項

というものが入りま して今まで大体ノレーノレに基づいて申請をすれば許可がおりたというものが、

なかなかそうもL、かなくなってきている状況でございます。理由ははっきりいたしませんけれ

ども、最近発表されました都下26市、市調書でございますけれども、その普通会計の予算の

内容を見ましでもやはり堅実といいますか起債を制限をした中で予算規模を余り伸ばしてない

というような組み方をやはりしているようでございます。そんなような状況を加味いたしまし
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て昭和 60年度の建設は不可能であろうということで一応予算計上を見送ったということでご

ざいます。現在、 6 3年、要するに 1年ずら して 61年に建設ということは、 やは り国の補助

金を獲得しなければなりませんので、そういうことからしますとやはりまたーから出直しをす

るわけでございます。現時点で関係方面との調整は昭和 63年度建設ということで今動いてい

る状況でございます。

している。ですから法人としては地方自治の財政運営がどうされているかというこ とを、もっ

と的確に見た方がいいだろうと いうふうな意味での提言なんですね。その中できちっと書いて

あるんですね。そっくり引用しである基準の行政を超えるサービスについては市民に対してで

すね、選択と負担を、何ていいましょう、選ばせなさいと、こういう こと を言っているんです

ねO

0副議長 (米沢照男君 )

08番(馬場弘融君)

馬場弘融君。

時間がないか ら十分に全部できないんですけれども、第 1点目

私は学校給食等も音のこと を考えれば各家庭のお母さん方が、それぞれ自分の子供さんのた

めにお弁当をつくっていれば今年度でいえば 6億 7，000万ですか、このお金は要らないわけ

ですよ、人件費だけで。そういうこと をこれだけ日野市は、あなた方のお子さんのために負担

をしているんですよということ をお母さん方によく説明を申し上げて、それとこの学校給食を

やる ということと をはかりにかけるといいますか、そういう姿勢がそろそろ必要ではなt¥かと

思うんですね。もうすべてをそうしろと言うんじゃありません。基準の行政はもちろん自治体

がやらなければいけないけれども、ある一定基準を超えたものについては住民に対して選択と

負担、こ のシステムをつくっていくべきであろうと いう ふうに思います。

これは改めて思いますのは昨年レッドランドに行きましたときに町の再開発ですか、再開発

についてやる場合にはこれだけ費用がかかるんです。それには皆さん方これだけ負担をしてい

ただかなければできませんよ、それでもいいですかと いうこと を問L、かけているんですね。そ

れで結構ですということで初めて町が再開発を始める。こういう段取りをきちっと組んでいる

んですねO ですから何も全部こうやれとは言いませんが、学校給食あたりもそろそろそういう

段階に来ているんじゃなし1かな、少なくともお母さん方に教える必要はあるだろう、こ のくら

いの負担が皆さんの税金でかかっているんですよということを教える必要があるだろうという

気はいたします。これだけは申し上げておきます。

それから 3番目、4番目を主にや りたかったんですけれども、なかなか時間がなくなっちゃ

ったんですが、どっかいっちゃった、二番橋の問題、どっかいっちゃった。( i橋がなくなっ

ちゃった」と呼ぶ者あり)橋がな くなっちゃったよ。

二番橋については廃目ということですね。道路新設、道路じゃない。橋梁新設改良費ですか、

これが廃自になっていると いうこ とですよね。今のお話だと建設省と協議中だからちょっとな

かなかできないんですというようなことを言っているんですが、協議中なんていうことを今さ

ら言うのは絶対おかしいんですよ。( iそのとおり」と呼ぶ者あり)先ほども言いましたよう

の今年度の予算書における給与費の計上の仕方ですけれども、前年度の給与改正率の見込みと

してね、妥結内容が 3.37、載っていて少なくなる分ですね、 6カ月延伸だとか初任給の 1号

ダウンだとか、そういう内容については載ってないということ、非常におかしいんですね。多

くなるところについては、きちっと見込みで載っかってい るんですよね。いつもですと、この

3.3 7なんていう細かい数字ではなく て、 ある いは2婦ある いは3婦、こう いう見込みで載っ

ているんですよ。ところが、こ こだけは 3.37ふえているんですね。減らすべきところについ

てはまだ妥結 してない段階でしたからとか、と いうことで載せてないということ は非常におか

しいなというふうに思いますが、これについてはお答えは結構です。

次に給食、給食の問題に入る前にいろんな施設の民間委託の関係で、この日野市でも OB職

員を有効に使った管理公社みたいなものをやってみたらどうかなと いうふうに思います。全国

の市の例を見ますと OBの職員の方を利用して、つまりたとえば給料等はいただく年金等を差

しヲ It、た額を差し上げる。ですからその分だけ人件費が浮くわけですけれども、事務の内容等

については役所のOBだからよくわかると いうふうなことで、なかなかいい例があるそうです

から、その辺もぜひ参考にしていただきたいというふうに思います。

それから学校給食の件なんですが、教育長のお話もよくわかるんですが、実は臨調が初めの

報告のときに地方財政の骨子と いう中で選択と負担のシステム をつ くらなければいけないとい

うことを言っているんですが、それを全 く引用しまして全国法人会総連合と いう要するに法人

の集まりですね、こう いうものが 58年の 12月に地方財政に関する提言と いうものを出して

いるんですね。これ、そっくり臨調の報告を受けて出しているんですけれども、どうしてこう

いうことを出すかといいますと当日野市の場合によくわかるんですが、地方自治体の財政負担

を法人が非常に負担をしている。財政的な援助、援助じゃないんですけれども、負担を法人が
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に初めは本当は学区変更によってできるというようなことなんだけれども、それは余り言いた

くなし、から区画整理の関連でということをおっしゃるんでしょうが、そうだったら、区画整理

の関連だったらば、きちっと計画ができているんだか ら( iそうだよ」と呼ぶ者あり)都市計

画の一種なんだから次はこうなるで しょう、ああなるで しょう ということ はだれだってわかる。

建設省とはもうきちっと話し合いをした上で設計だとか、そ ういう予算を組むべきなんですよ。

こんな立派なものまでこさえちゃってから実はお話し合いがまだでした、今やっているんです

よというんじゃ余り無責任だと私は思うんですね。( iそのと おり」と呼ぶ者あり〉これはも

う、ぜひ指摘を しておきたいと思うんですね。

それで、さら に申し上げますと、いいですか、取りつけの、取りつけの道路がないんですよ

ね、あそこの橋は。取りつけの道路がなくて歩道橋をつくりますと言っても建設省はまず許可

しませんよ、これ絶対に。だから両方の区画整理から道がきち っとできて、いかにもここに橋

がかかれば大丈夫ですよという態勢ができない限り国は絶対許可しませんよ、これ。さらに歩

道橋では国庫の補助金はっきません、これ。これは間違いないですよ。親水公園とかね、そう

いうー画で、いろんな町づくりの一環でそこにこう しづ歩道橋をつくりますというきちっとし

た段取りをとっていれば国庫補助はっきます。でも、 この計画では絶対国庫補助金つきません。

つまり国との十分な話 し合いもない、国庫補助だってつかな L、。じゃあこの見通しだったら恐

らく 61年、 62年にやる計画がありますなんていう御答弁ですが、絶対で きませんよ。その

証拠には先般、昭和 60年度予算の編成方針と事業についてとい うところに次のふるさと博物

館はきちんと 63年度にやるつもりですというふうに書いてあったでしょ。これ書いてないで

すよね。書けないですよ。だから、さらに先の方にいっちゃうだろう、あるいは、これは万願

寺の区画整理が全部終わるのは 10年から、そのぐらいかかるかと思うんですが、高幡の南口

がもっとかかるかもしれなL、。だからそれができるまではできないと私は思いますよ、きっと

できないと思います。それで、それをまず申し上げておきます。

それでーーまだ時間あるね。それで、これいろいろ問題聞きたかったんだけれども、 言うだ

けにしちゃいますが、それと次の、いいですか、ちょっとふるさと博物館、これも同じような

ことがあるんですよ。これね、 58年の 11月30日に一一よく聞いてください。国との売買

契約を締結しているんですね、あの用地の、博物館用地。そのときにこういう約束しているん

ですよ。よく聞いてく ださ し'06 1年 3月までに建物をつくります、こういう約束をしている
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んです。総務委員長、そうですね。 3月までに、来年の 3月までに絶対こさえますよという約

束をもとにして買っているわけですよ。ところが、もう間違いなくこれできなくなりましたね。

だから、これね恐らく 5，0 0 0万円だか6，000万円だか知りませんよ、間違いなく違約金取

られますよ、国に、違約金を。 61年 3月にできないんだから。それが 1点。

次に、去年の文教委員会の説明の際にちゃんと説明を私メ モしたんですよ。よく計画ができ

てま したからあと少しでできそうなと ころまで計画ができてたんですよ、工事費の中に 5，600

万円の国庫補助、いいですか、きちっと 5，600万円の国庫補助をと るようにしておりますと、

こういう ふうな説明があったんですね。それと残りの額の 3分の 1は今財政部長が言ったよう

に起債を見込んでます、こういうことです。つまりこの国庫補助をもうお願いしちゃってある

んですよ。 5，600万円ぜひお願いしますということで行っているわけですね、担当者が。じ

ゃあ、これどうするんですか、これ取り下げですよ、お断りにだれか行ったんでしょ、きッと

今年度予算に計上されなかったから。これは間違いな くペナノレティーがあるんですよ。だから

ペナルティーがあるからこの当初の 60年度予算の編成予算の事業についてという ところでわ

かるんです。 63年度事業に計画を延期したとはっきりここに書いてあるのはなぜかというと

1回こういうふうにお願いに行って約束をした国庫補助金を断ったりしますと 1年間ペナノレテ

ィーを受けちゃうんですよ。来年つかないんですね。だからもう 1年置かなければっかなl'か

ら、どんなに早く ったって 63年度になっちゃうんですね。でも、しょうがないの、これ。だ

からこう いうふうに市長ね、書きた くなかったんだけれど、書いたんですね。でも、どうして

書いたかということが私l¥ろいろ調べてみてよくわかったんですね。こういう事情があるんで

すよね。これで……

0副議長(米沢照男君) あと 3分。

08番(馬場弘融君) 質問に対して答えてもらいたいんだけれども、これ、お答えを

要求してるとまたそれで終わっちゃうから申し上げますけれども、要するに今回の問題を取り

上げたのは昨年来言ってますけれども、どうして一般受けするといいますか、選挙の前とは申

せあれもやりましょう、これもやりましようなんてことを 2年間言ってきちゃたんですか。過

去 2年、 3年の聞に。言ってもいいですよ、特にふるさと博物館や二番橋なんか絶対にっくり

ますよてなことをやっちゃってこんな計画つくったりなんかしちゃった。ところが、この段階

に来てだめでした、こういうものなんかが余りにも多過ぎます。幾ら選挙の前だから何だかん
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だやればいいんでしょうといったって市民会館は何とか補助金を断ってもできたかもしれない 3 月13日 水曜日 (第 8日)
けれども、こういういいかげんなあっち突っついたり、こっちを突っついたりという財政とい

うか行政の運営では非常に因ると思うんですね。 昭和 60 年

改めて私は、この日野の森田市政の計画性がないなということを今度の予算を見てもうつく 第 1固定例会
日野市議会会議録 (第 8号)

づく痛感をした次第でありまして、特にこの文教ですから教育委員会関係に対してはもう本当

にかわいそうでしょうがないんですね、これ。つくってあげますよという形でふるさと博物館

約束をした。私も実は地域の会合で言っちゃったんですPO昨年の文教委員会の後でいや、い

よいよできますよてなことを。今度私はどう言えばいいんですか。委員会の席で公式に言った

ことを私なんかもう正直に受けて言っちゃったわけですよね。訂正しなければいけない。これ 3月 13日 水曜 日 (第 8日)

くらいひどい話はな いですよ。いいですね。 出 席 議 員 ( 2 9名 )

そういうことをもう時間が、ぎりぎりになりま したから申し上げるだけ申し上げておきまし 1番 橋 本 文 子 君 2番 ネ亘 島 敏 雄 君

て、あとはその辺もひっくるめて予算委員会でじっり審議をしていただきたいということを申 3番 俣 昭 光 君 4番 山 良 '悟 ヨ三ト
ノロ

し上げまして、今回の質問を終わります。ありがとうございました。 5番 谷 長 君 6番 古 谷 太 虫E 君

0副議長(米沢照男君) これをもって 21の 2、昭和 60年度予算の問題点に関する 7番 ，罵 場 繁 夫 君 8番 ，罵 場 弘 融 君

質問を終わります。
9番 局 橋 :fJ司"五a、 次 君 1 0番 鎮 野 行 雄 君

本日の日程はすべて終わりました。
1 1番 一 ノ瀬 隆 君 1 2番 板 垣 正 男 君

本日はこれにて散会いたします。
1 3番 鈴 木 美奈子 君 1 4番 ) r I 向島 博 君

午後 4時 47分散会 1 5番 飯 山 茂 君 1 6番 夏 井 明 男 君

1 7番 黒 ) r I 重 憲 君 1 8番 古 賀 俊 昭 君

1 9番 市 ) r I 資 君 2 0番 藤 林 理 一 郎 君

2 1番 名 古 屋 史 直E 君 2 2番 竹ノ上 武 俊 君

2 3番 米 沢 照 男 君 2 4番 中 山 基 昭 君

2 5番 大 柄 保 君 2 6番 秦 正 君

2 7番 奥 住 芳 雄 君 2 8番 石 坂 勝 雄 君

3 0番 高 橋 通 夫 君
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説明のため会議に出席した者の職氏名 日程第 3 請願第 60 -4号 日野駅 一一豊田駅を結ぶ市内ノ〈スを速かに滝合橋経由平 山

市 長 森 田 喜 美男 君 城主t}公園駅まで延長し、私たちの南北交通の足を確保する

助 役 赤 松 行 雄 君 収 入 1:又九 力日 藤 虫E 君 ための請願
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議事日程

昭和 60年 3月 13日(水 )

午前 10 時開議

日程第 1 一般質問

(議案上程)

日程第2 議案第 2 9 号 日野市一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

の制定について

(請願上程)

q
L
 

F
h
d
 

F
H
U
 

円べ
U

に
d

-
h
d
 



午前 10時 9分断議

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22名であります。

一般質問を行います。

一般質問 22の1、幼保一元化について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。

C 1番議員登壇〕

01番(橋本文子君〉 おはよ うございます。通告に従いま して幼保一元化について質

問をさせていただきたいと思います。

昨年でしたか、幼児教育セ ンター問題をめぐりまして幼保一元化ということが浮き彫りにな

ってまいりま した。それを笑施するに当たって、 かなりの問題点がある ということでなかなか前進を

してないというのがいまの状態だと思うんですけれども、私は、先般大阪の交野というところへ行っ

て幼保一元化の実態を見てまいりました。それは、幼稚園という名前で、 幼稚園と保育所とが一緒

になった、一体化された施設だったわけですけれども、それを見て、 森田市長が一元化をしたい

とおっしゃっていたことがやや見えてきたような気がいた しまして、 それで、 私の気持ちとい

たしましては、これはぜひ早 く進めるべきではなし 1かとい う立場に立って、質問を今回させ

ていただこう と思います。

幼保一元化といいますのは、御存じのとおり幼稚園も保育所も、どちらも幼児を育てる場に

変わりがないんだから、一体化してやれないんだろうかというのがそもそもの発想のもとだと

思うんです。文部省だの厚生省だのとむずか しいことを言っているのは、結局大人の側の都合

であって、 主役である子供にとってみれば、親が共働きであれ、母子家庭であれ、父子家庭で

あれ、あるいは専業主婦のいる家庭であろうと子供の育て方に違いがあるはずはないわけです。

このような考えのもとにこれから質問を進めてまいります。

私が幼保一元化の言葉を耳にいた しましたのは、もう20年くらい前になりますっ日本の幼

児教育 ・保育制度が、幼稚園と保育所に分けられて 2元化されてきた過程にはいろんな理由が

ありま した。ですから、たてまえとして幼稚園と保育所の目的や機能が異なっているわけです。

ところが、現状の幼稚園と保育所とを比較してみますと、必ずしも本来の機能や目的がはっき

りしていない。む しろ同じような保育が行われているというのが、いまの幼稚園とか保育所で
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はなし 1かと いうふ うに見ています。も し違いがあるとすれば、長時間保育 と短時間保育という 、

保育時間の長さの違いではなし1かとい うふ うに考えます。

お昼を食べて、ほどなく幼稚園を出る短時間保育児には必要のない昼寝とかおやつの時間が、

夕方まで施設で暮らす長時間保育児にと っては、と ても大切な生活の一部にな ってくる。もう

流れとしては、そういうふうなことで保育園児と幼稚園児を違う理念で育てるという のは、も

うそろそろこの辺で終止符を打った方がいいんじゃないか。そんなふうな割 り切り方で、今後

幼児教育はすっきりさせていきたいというふ うに思います。そうすることによっ て、本当 に幼

児によ って、幼児教育の中で何が一番大事なのか。ど ういうことを一番大事に考えて子供たち

を育てたらいいのかということが見えてくるんじゃないかというふうに思います。

ざいます。

昨年の 3月、前の文部大臣である森文部大臣が、幼稚園、保育所、 これは設置 目的の違いは

あるけれども、一元化すべきである と思うと。どうい う形で一元化するかということについて

は臨教審の答申を踏まえて取り組みたいと、こ ういうふうな発言を文部大臣も しているという

ような状況でございます。ただ、この問題が長い間一元化ができ ないという状況のもとには、

先ほど申 し上げたような事情があるわけですけれども、 最近では保育所自体で幼児を教育して

いく中で、幼稚園の指導要領 一一これに基づいた教育を保育所の方でもしていると。一方、幼

稚園側に対しても父母の方で長時間保育をやっていただけなし 1かと 、こういうような要望が父

母の方からも出ていると。

確かに保育所の性格そのものも、当初児童福祉法でうたっ ています保育にかける状態と、こ

ういうものがいろいろ変化をしてきて いると。保育にかける状態というその状態の中に経済的

な余裕、こ ういう ものが一方では生まれてく る中で、保育にかける状態というものの変化が生

じてきていると。実際に保育所というものが本来あるべき児童福祉法に沿 って の保育にかける

子供と いう段階を超えて、幼稚園に入国をしても差し支えないような幼児も保育所の方で措置が

されていると。このよ うなもろもろの問題が現在の幼保の問題をめぐっ てはある ことは事実で

そこで、第 1の質問でございますが、幼稚園と保育所との聞に教育上の格差をつくらないた

めに幼保 一元化をするには、どのような問題点が考え られるのでしょうかということが一つ。

それから、 2点目といたしましては、幼保一元化の問題点を解決するに当たって考えられる

方法。ど ういうふうにしたら解決できるのか 一一で、一体化できるのかというその 2点を、ま

ずお伺いしたいと思います。

0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。教育長。

O教育長(長沢三郎君〉 お答えいたします。

先般夏井議員さんの質問の際にも、日野市の幼稚園並びに保育園に現在入園している児童の

数が、該当児の 9割近く入国していると。そう いう状況の中で、 確かに現在の幼稚園、 保育園

の教育とい う問題。 この問題は、ほとんどそういう該当 児を抱えている家庭全体の問題といっ

ても過言でないほど、幼児教育というものが浸透 して きているということが言える と思います。

いま幼児教育関係の問題につきまして、幼保の一元化と いう問題が叫ば‘れてから、 先ほ ど橋

本議員さんの方で御指摘のように、非常に長い年月を経過していると。どんなところにその問

題点があるのかと。端的に申し上げれば、これはやはり厚生省、文部省というような二元行政。

その中で、片方は児童福祉法に沿って制度が持たれ、一方では文部省と して学校教育法に基づ

いて幼稚園と いう ものができていると。 当然その中で児童を指導しております先生方一一 これ

も資格の面で幼稚園教諭、あるいは保育所保母と いうような資格のもとで対応していると。ほ

かにもいろいろ原因はあると思いますけれども、幼保一元化の問題につきましては、国段階で

も相当一一どうやったらいいのかとい うことについての模索が続けられて いることは事実でご

ございます。

そういう状況の中で解決方法はどうなのだという御質問でございますけれども、抜本的な解

決というのは、やはり森文部大臣も言われるように法改正ですか、この問題が施行されない限

り根本的な解決というものはむずかしいんではないかと、こう考えております。ただ対症療法

として、いま日野市の幼児教育センターでも いろいろ研究を積み上げていますけれども、その

中で幼稚園あるいは保育園、こういう一つのかきねというものを取り払って、 お互いに幼児と

いう立場におけるところの相互理解といいますか、ある いは共通的な行事、こういうものを幼

稚園、あるいは保育園ともどもに取り組んでいくような方法がとれないかどうかと。こういう

ような毎日毎 日の実践の過程の中で積み上げていくというような形での対応。 これは、幼稚園

ある いは保育園と いう制度が、それぞれ縦系列で文部省、厚生省という形の中であったとして

も、現実問題先ほど御指摘がありましたように、幼児という立場に立つては違いがないわけで、

たまたまそれがいま言った保育園に処置をされている。あるいは幼稚園に入国して いると。そ

ういう違いであるわけでございますので、その辺の問題が前向きに進められていくような状況

に
U

に
d

F
hu
 

ウ
i

F
H
U
 

F
h
d
 



が生まれてくれば、ある程度前進していくんではな ~ ¥かと。

それから、幼稚園の教諭、あるいは保育園の保母さんたちの理解といいますか、こういう問

題 も決してゆるがせにできないパノではなし 1かと。ただ、 観念的に幼保一元化 という形で呼びか

けていても、現実問題幼児の教育に当た って くださ っている幼稚園の先生、ある いは保育園の

保母さん、こういう方々の幼児教育をめぐる問題についての共通理解。 こうい うものが必要な

のではなし 1かと。その辺の問題がある程度解決されながら、最終的には国におけると ころの法

改正というもの。そうい うところへ結び、ついていけば幼保一元化というものは実現できるんで

はなし 1かと、こんなように考えています。

0議長(高橋通夫君)

01番(橋本文子君)

橋本文子君。

いまの御答弁では保母さんと幼稚園教諭の共通理解であるとか、

制度の中で非常にいい形で解決しているのを見てきまして、こ れなら 日野で もできるんじゃな

いかというふうに感じているわけです。だから、そうし 1う職員が両方の資格を持ってる職員を採

用するとか、あるいは建物をそれぞれが一つのと ころに置きつつやっていくというのは、日野

の場合ですと、いまの多摩平あるいは旭が丘で、早速にやろうと思えばできるんですけれども、

そのあたり教育長どう いうふうにお考えでしょうか込もう一度お尋ねいたします。

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。

職員採用時点における ところ の幼稚園教諭並びに保育園保母、この両方の資格を持って

いる方を採用するよ うにという交野市の例でございますけれども、日野市の場合でも、最近職

員採用につきま しては、できるだけ両方の資格を持っている職員を優先的に採用するような努

力一一これは職員課の方で採用時点にやっていただいております。

それから、なお幼保関係の一元化の問題につき ましては、公私立の幼稚園あるいは保育園、

こういうものがあるわけですけれど も、やはり その辺の先導的指向と申しますか、そういうも

のを取り組むには、公立の場の中において どういう対応があるのか ということを先導的に心が

けていくという、そういうことが必要であろうとこう考えております。たまたま多摩平の第一

幼稚園、ここに幼児教育センターをいま置いてありますし、すぐお隣には多摩平保育園がある

と。今回の第七幼稚園、これにつきましでも旭が丘の保育園がすぐ隣接していると。こういう

ような条件のそろっているところ。そういうところを一つの、やはり手がかりとして幼保の関

係の問題につきましては、さらに現行制度の枠の中で対応できる面につきましては、ぜひ幼稚

園、保育園両方の職員には呼びかけ、また、いま申し上げましたように行政段階では縦系列と

いう形がございますので、福祉部の方とも連絡をとりながら、お互いにその辺で対応できる問

題、そう いう問題につきましては、今後も引き続いて努力していきたいと、こう考えておりま

かきねを取り払った形での一緒に何か行事がやれなし 1かとか一というところで何とか一本化

できる んじ ゃな~¥かというお話ですが、もっとそれを具体的に私はこういうふうに考えるんで

す。まず、長い幼稚園と保育園の歴史の中で、お互いに保母の立場、あるいは幼稚園教諭の立

場で誤解し合っている部分があるということは私も感 じています し、それがかなりのかきねに

なってしまっているというふ うなこと。だから、それをどう いうふうに解決したら いいのかな

ぁと思っていま したら、交野市でやっていらっしゃる方法は本当にいいなぁと思ったんです。

交野の場合も公立です。三つの公立の幼児園という 名前で、幼児の保育施設があるわけで、すけ

れども、どの施設も職員を採用する際に、保母の資格と幼稚園教諭の資格と両方を持っている

人をまず採用するということで、共通理解を深めるというのは、もう理屈抜きにそれぞれが両

方持っているわけですから簡単に解決するわけです。それはとてもいいと思いました。

それと、厚生省と文部省の、いまのそれぞれが違う立場で運営が行われているわけですから、

それをどんなふ うに交野では解決しているかというと、 短時間保育の園児を育てる場と、それ

から、長時間保育の、いわゆる保育園児に当たる子供たちですが 一ー その建物を、ちょ うど日

野市でいいますと多摩平の第一幼稚園と保育園のような形で同じ場に建てて、そして、どちら

も職員は保母と教諭の資格があるわけですから、分けないでお互いに一つの部屋で、両方の作

業をしていく というふうに事務的な作業を行ってし 1く。だから、事務室は一つしかないわけで

す。それを行政側も、さらに機関を一本化しまして、教育委員会と福祉の方というふうに分け

ないで、また、別の一本化 した行政側でも受け入れ体制をつくってと い うことで、いまの

す。

以上です。

O議長(高橋通夫君〉 橋本文子君。

01番(橋本文子君) 今後そういう一体化の方向で努力をしていきたいという教育長

の御答弁でしたので、ぜひそれを早いうちに進めてほしいと思います。象牙の塔はそんなに入

らな いんですよo 象牙の塔をつくる一一幼児教育センターも結構ですが、もっと一一交野市で
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言いますと、幼児教育対策室とか何とかってい う、行政側の受け入れができておりま して、そ

こで一本化した考えをそれぞれの幼児園と一緒になってつく っていくと いう一一 わりあい現場

のことを知っている方が対応してこられたん じゃなし 1かなあっていうふうに思います。元教育

長だったという女性の方が、教育長をおやめになって、わざわざ対策室に 一 どちらかと言え

ば格下げのような形で、本当に献身的な努力をなさっ てでき上がったとい うふうに伺ってきま

したけれども、私は、月Ijにいまの長沢教育長にそうして くださ いということではなくて、進め

るに当たってはどの方向が一番いいのか。これからぜひ現場の声を大事にしながら、何とか早

いうちにやってほしいな・。

具体的なやり方については私もたくさん学んできたんですけれども、 ほんの簡単にさわり程

度にお話 しいたしますと、保育園児は当然、ゼロ歳児からいますから、あそこでは 4歳までが長

時間保育児です。そして、 1年保育だけ、いわゆる幼稚園児に当たる短時間保育児を採ってい

ます。で、4歳までは一つの棟で保育園のような保育を受けてきて、 5歳になったときに、今

度は新しく 1年保育で入ってきた短時間保育の子供と全部まぜまして、分けないで全部をまぜ

てそれぞれ短時間保育児と長時間保育児が、各クラス同じようにまざり合うような形でクラス

編成が再編成なされるD そこで、いわゆる 1時半くらいまでの、幼稚園児がいる時間帯までは

普通の幼稚園のような暮 し方を して、 1時半になったら長時間保育児もーたんかばんをかける

んです。もう帰ってし 1く子供たちと一緒に先生とさようならを して、 短時間保育児は、そこで

親たち と一緒に帰っていきます。残った長時間保育児は、月Ijのまた部屋に移りま して、そわぞ

れのクラスから集まってきた子が、またそこで名前の点呼などを先生からしていただいて、そ

こからが今度昼寝だ とか、 おやつだとか、 長時間いるからどうしても必要にな ってく る一一そ

ういういわゆる保育園でやっているような中身になっていくわけです。ですから、その流れが

非常にスム ーズに、子供たちもスムーズに受け入れているし、先生方も両方の資格を持ってい

らっしゃるものですから、とてもいい形 一一百聞は一見にしかずって、まさにこのことだなと

思いながら見てきたんですけれども……。具体的な面も理論的な面も含めて、かなり私ども勉

強させていただいてくる中で、これはすぐにでもで きる んじゃな~¥かという自 信を深めて戻っ

てまいりましたので、ぜひ教育長には先ほどの御答弁のようにがんは、っていただきたいと思い

ます。では、この質問について市長がも し何かお考えがありましたら、一言簡単で結構ですが

御答弁いただけますでしょうか。

0議長 (高橋通夫君) 市長。

0市長 (森 田喜美男君) 交野市の実践されており ますやり方については、私も数年前

に現場を拝見をし、関係者の方々の設明御意見も聞いてまいっております。幼保一元という か

たい言葉を言いますと、なかなか制度的にむずかしいということにぶつかるわけですが、幼保

一体に近づける一こういう考え方で臨むならば、む しろ関係者の意識の持ち方にかかわって

くる。やり方は直接保育にかかわる幼稚園教諭と、それから、保育園保母、この資格をともに

持つ人を併任をして、そうして共通の人事にすると。こういうことも可能でありますし、 要は

親の側にもあるかもしれませんが、かかわる ものの意識の持ち方。 これがはっきり確立できれ

ば、現場が近ければ近いほどそういう形を実際にっくり上げることはでき ると。こう 思って、

かねてそれを実施 したいということを目指し、いまはまだセンターの研究段階にゆだねておる

ということであります。も しそういう 状況に近づく ことができるならば、日野市は一つ新しい

幼児教育の先導的な指向として試みてみたい。このように考えており ます。

0議長(高橋通夫君〉 これをもって 22の1、幼保一元化について問う に関する質問

を終わります。

次に22の2、学校給食の今後の行方について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。

01番 (橋本文子君 ) それでは 2番目の給食問題の質問を続けてやらさせていただき

ます。

今議会まさに給食問題オンパレードといったと ころで、 トップでは川嶋議員でしたか、鈴木

議員、旗野議員、馬場弘融議員と、 きょう で5人目ということで大変教育長には 申しわけない

んですけれども、また私は私なりに質問をやらせていただきますのでよろしくお願いいたしま

す。

立場を大きく分けて、これまでの4人の皆さんのお考え、私も含めて 自校方式か、まずはセ

ンタ 一方式かというこつの考え方でくくれるんじゃなし、かと いうふうに思います。 私は、当然

自校方式という立場でお尋ねをしていくわけですけれども・ー…。 早速でございますが、この間

旗野議員とのやりとりをお伺いしていましたら、イ可か数学の上でかなりむずかしい話になって

おりましてよくわからなかったんです。ですから、その辺をまずは先にはっきりさせてほしい

というのがございます。

-560- -A 
F
O
 

F
同
U



1点目といたしまして、 単独校方式で行った場合の経費が、総務庁の調査によりますと 1食

当たり 147円。 日野の場合が、にもかかわらず 22 4円74銭ではないか。その内訳はどう

なんだということが一つの疑として出てきました。これを 1点お伺いしたい。

それから、 2番目としま して、 市役所の食堂の例が出されま した。食堂では 330円の定食

が出されているのに、にもかかわらず学校給食の場合には 412円10銭ですか。この開きは

どうして出てきたんだろうかと いう のが単純な 2番目の疑問でございます。これについての御

答弁をお伺いしたい と思います。

3番目といたしま して、日野市の場合の単価ですが 224円74銭。 これに対して、これは

ちょっといいなと思ったんですが、近隣の他市の場合、 たとえば八王子が 26 3円、三股が

298円、調布で 273円、東村山 290円等々 、日野よりもかなり高いとい う数字が出てい

ますが、日野市と他市との差の理由ですね。他市がなぜ高 いのか、その辺を知りたいと思いま

おきましては、全国平均の状況の中で 147円という数字が打ち出されてきていると思います。

当然全国的に農漁村等の学校でも、現在では学校給食というものが実施されておりますし、東

京とか大阪のような大都市周辺の学校給食とは、給食の内容も若干違いがあると思いますけれ

ども、そういう中で全国平均と いう形の 147円という数字が出ていると思うんです。

特に、 224円74銭。これの数字でございますけれども、この数字につきましては、主に、

この前鎮野議員さんにもお答えいたしま したように、人件費部分の経費 と、そ の他の部分一

この二つに分かれるわけです。その他の部分の中の一番大きな支出面は光熱水費です。この人

件費部分が 224円74銭のうち 16 8円58銭、これが 1食当たりの人件費相当分という形

ではじき出されております。ですから、その他の部分が 56円 16銭という ことで、ちょう ど

この人件費部分が全体の 75婦に相当していると。

確かに総務庁関係の問題につきましては、 いろいろな理由があると思いますけれども、たと

えば給食作業員の配置基準。これは、各者向董府県ある いは市町村段階でどのような配置基準に

なっているのかとか、ある いは年齢構成 一ーその作業場で働いている方々の年齢構成。その職

員の給与ベース、こういうものが総合的にからまり合って総務庁試算の約1.5倍近い公費が、

日野市の場合でに必要になっているという こと が言える と思います。

市役所の職員食堂、これが 330円で定食が一応実施できていると。それにもかかわ らず学

校給食の 1食当たりの経費が 412円10銭。こういう 1食当たりの経費がかかっていると。

これは一体どういうことなんだと。確かにこ の前策野議員も言われておりますように、 日野市

の職員食堂につきましては、光熱水費は市の方で負担しておりますので、内容的には材料費と

人件費。これが委託業者の方で負担しながら現在の食堂の運営というものが行われていると思

うわけでございますけれども、学校給食の場合はどういうことになるのかと。父母の方々に負

担をしていただいております材料費、これが 1食当たり 18 7円36銭という数字になってお

ります。材料費が 1食当たり 18 7円36銭。それに、先ほど申し上げました人件費一公費

でもっております人件費 168円58銭。 これを合算いたしますと、 ちょうど日野の市役所の

食堂で対応しているの と同じよ うな状況になるんではなし 1かということで、材料費と人件費、

これを合算しますと 355円94銭と。それでもまだ市役所の職員食堂よりか二十五.六円 1

食当たりの単価が高くなっていると。 355円94銭というのが学校給食の 1食当たりの単価

と、光熱水費とを除いた単価という形になるわけです。

す。

それから 4番目といたしま して、 総務庁の調査の 147円に対 して、 多摩地区が全般的に非

常に給食費が割り高になっていると。これについての理由がもしおわかりで したら教えていた

だきたいということです。

それと、さ に5番 目といたしまして、 給食の調理員の作業 日数が一般的に 180目前後とい

うふうに言われています。でもこれは、作業員が 18 0日で、あとはやりたくないと言ってい

るんじゃないというふう に思いますので、それは作業員の責任ではないなと考えます。学校の

授業日数の方との関係が非常に深いわけです。だから、このあたりとの職員との労働条件との

違いといいますか、これがどういうふうに考えられているのか。教育長からの御答弁をお願い

したいと思います。後の方は少し後回しにしましょう。とりあえずその数字の上でいろいろ疑

問が出てき ており ますので、それについての御答弁をよろしくお願いいたします。

0議長(高橋通夫君) 橋本文子君の御質問についての答弁を求めます。教育長。

O教育長(長沢三郎君 ) お答えいたします。

おとと い旗野議員さんの方との給食関係の問題についての討論といいますかーーお答えでは、

時間もなくて十分なことがお話しできませんでしたけれども 、いまの総務庁の 1食当たり

1 4 7円と。それが日野市の場合の 1食当たり単価が 224円74銭と。約総務庁試算の1.5

倍近い公費をかけていると。なぜこういうよ うな結果が出てきているのかと。総務庁の場合に
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こういう差が出てくるのはどういうところに原因があるのかと。これは、やはり給食回数の

問題。よく言われますよう に、 学校給食と いう のは年間 18 0目前後ですか。 これは、 確かに

学校の授業とのからみもございますので、 180目前後の給食を実施 していると。 そうします

と、各学校に一応雇用されておりますところの作業員の方。これは、 給食の回数が 180回で

あれ、ある l¥は 200回、 240回であれ、人件費と いう形で、は変わりがないわけです。です

から、 180回の給食回数で割りますと、いま申し上げたような 35 5円94銭程度の 1食当

たりの単価がは じき出されると。この給食回数を 200回なり二百四、五十回に引き上げるこ

とができますれば、 1食当た りの単価と いうも のは、恐らく市役所の職員食堂よ りか、さらに

低 く抑えられると、そう いうことになるんではなし1かと思います。

それから、 3番目に日野市と近隣市ですね。 学校給食をやっております周りの市。たとえば

八王子だとか調布だとか、三鷹だとか、こ ういうとこ ろの市と比べてみたときに、日野市は今

度は 1食当たりの単価がよその市の 1食当たりの単価よりか安い原因ですねっ これはどういう

ところにあるのかと。私、その中の一番やっぱり中心的な問題は、人件費関係に置かれている

と思います。と いうのは、日野市の場合には栄養士さん。 これも、とにかく いま24校で給食

をや っている わけですけれども、 12名の栄養士さん一都費の栄養士さんを一応学校には配

置さ れていると。都費支弁の栄養士さんですから、当然その給料等は東京都の方から支払われ

ていると。お 1人 500万と しても、 12名というと 6，000万からの人件費が、東京都がそ

の 12人の栄養士さんのめんど うを見てくださっていると。ちょうどこれは 50年ころ、栄養

士さんの身分都費移管の問題があった際に、 やはり非常に大きな問題になったわけですけれど

も、日野の場合にはいろいろな状況ありましたけれども、その時点で都費を希望される栄養士

さん方については、 都費支弁の栄養士さんに切りかえたと。ところが、いま申し上げました八

王子だとか調布だとか三鷹、ここ らでは全部各学校の栄養士さんが、全部市負担の栄養士さん

と。こういう形で処理をしているというところで、これまたいろいろ都費、市費と いう身分的

な、あるいは給与の出どころの違う栄養士さんが一緒にな って栄養献立問題等についてやって

いるんで、ある面ではむずかしい面もありますけれども、それにいたしましても、一応日野市

の場合には、いま申し上げたような状況の中で学校給食を運営 しているとい うところに、近隣

市と比較したときの、日野市の1食当たりの単価というものが、他市よりか低く抑えることがで

きている一番大きな原因があるんじゃなl¥かと思います。

-564-

それから、総務庁調査の 147円と多摩地区の各市の 1食当たりの公費負担の単価、これが

非常に割 り高になっていると。 このことは、 先ほど申 し上げま したよう に、職員の配置基準だ

とか、給与ベース だとか、あるいは年齢構成だとか、そういうものがいろいろ入り組んでそっ

し1う状況をつくっていると思いますけれども…… 。ただ東京都の場合に給食調理員さんの配当

基準 一 東京都が示している配当基準という のがあるわけです。これに基づきまして日野市で

も、あるいは多摩の 26市でも、何食から何食までは何人の調理員さんで調理をする と。こう

いうような形の一応の配当基準というものが東京都として示されていると。 ちょうど学校の

4 5人、あるし 1は40入学級の問題では ございませんけれども、 45人までは 1クラスと。 46

人に児童数がふえたときは、それを 2クラスに編成すると いう のと同じよう に、何食からイ可食

までは何人の調理員さんで調理する と。こういうことの基準が一応示されていると。

この基準につきま しては、これは、東京都の場合他府県と比較した場合に、学校の先生方の

配置基準もそ うなんですけれども、教育というものに関 して東京都は非常に手厚い対応をして

くださ っていると いうところで、学校の教員、あるいは学校教育の一環という形で取り扱われ

ております学校給食の職員の配置、こ ういうものにつきましての基準が、他府県よりか有利な

形、手厚い形で対応されているということ。そのことは言えると思います。

それから最後に作業日数は 180日との問題でございますけれども、これも給食問題が論議

されを時点で非常に毎回出る問題でございますけれども、 1年 36 5日と。じゃあ市の一般職

ある いはほかの、給食調理員さん以外の仕事についている方々の、年間出動日数というのはど

れくらいなのかと。これは、日曜とか祝祭日、 ある いは年休、週休その他夏季の厚生休暇等、

どの職員も同じように受けられるそういうものを差しヲ Il¥た出動日数というのは、大体 250

目前後というのが一般職員の出動日数という形になってくるわけです。 25 0日に対して、学

校給食調理員さんの場合には 180日あると。 70日ほどそこにむだがあるんじゃなl¥かとい

う問題。これが当然考えられるわけでございますけれども……。

御承知のように学校給食というのは、学校では月曜日から金曜日まで、土曜日は学校給食を

やっていないわけです。年間大体 35週という授業回数と いいますか一週が考えられており

ますので、 35週学校で授業をやってきた場合に、土曜 日が毎回給食をしていないということ

になりますと、それだけで 70日の開きのうちの半分、 35日は土曜 日に給食作業が行われな

いということで消えていくわけです。
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ただ、土曜日は、それじゃあ調理員さんたちは、給食がないんだから出てこ なくてもいいの

かという ことではなくて、学校の方には出てまいりま して、土曜 日は主として調理員さん方に

つきましては、給食調理用具の、いわゆる手入れだとか、あるいは次の週の献立の材料や何か

の一応の手だて、あるいは来週行われる調理関係の打ち合わせ。そういうことを土曜日の午前

中、学校の方には出動して、次の週に向けての準備をされているということが言えると思いま

す。

7 0日から 35日をヲ IL ¥た残りの 35日、ここのところが確かに一般職 と給食調理員の方々

との違いでございますけれども、それも よく出ま して、 夏体みの長期にわたる休業期間中の調

理員さんたちの取り扱いというものが、学校の授業との関係で夏休み期間は、ほとんど学校給

食というのは閉鎖されているのと同じような状況にある という ところで、残りの35日の問題

が出てくるわけですけれども・・・…。教育委員会サイドでは、 比較的学校関係に派遣 している職

員の研修問題とか、あるいは年休問題なども、できればなるべくこういう学校が長期にわたっ

て授業が行われないときにとるよ うにして ほしいとい う指導だとか、あるいはふだんできませ

ん研修、 こういう ものは ーこれは職員課の研修、教育委員会の研修含めま して、 夏季休業中

に7日くらいそうい う形での調理員さんたちの研修に充てております。

さらに、夏の休み期間と いうのは、 各学校ではほとんどふだんできません学校の営繕関係の

作業。これが各学校夏季休業中一斉に入って一一そういう仕事を しに入られる状況がございま

すので、どうしても学校自体が汚れると。用務員さんだけではなかなか一毎日毎日の校舎全

体、子供の清掃と いうのが行われておりませんので、大変だということで調理員さんたちも、

そういう学校営繕等で学校内外が汚れる とい うときのお手伝い等に従事して いると。そう い

うケースも各学校たくさん見受けられます。

以上、確かに給食問題関係につきましては、いろいろ私たち自身も検討し、また 、現場で

作業に従事してくださっている方々もよ く自覚をし、その辺の調整をとりながら対応してL¥か

なくてはならない問題点というのは、たくさんあると いうことは事実だと思いますけれども、

できるだけ何回もや答え しているように自校方式の線で、何とか日野の教育委員会と いたしま

しては、学校給食を維持して いきたいと、こう考えております。

0議長(高橋通夫君)

01番(橋本文子君〉

橋本文子君。

いろいろ私も疑問を持っておりましたが、いまの御答弁でよく
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わかり ました。たとえば 18 0日の問題にいたしましても、よく考えてみますと、学校の先生

方も夏休みがあったり、春休みがあったりしながら、だから公務員にするのはおかしいという

声は出てないわけで、やはり教育の一環としての給食だか ら同じじゃないかなって、いま御答

弁を伺いながら思いました。(iそれがおかしいんです。途中まではいいんですがね。最後こ

ろっと変わっちゃう」と呼ぶ者あり)いや、いまの御答弁伺っていたらよくわかりますよ。そ

して、他市よりは安い一ーその理由は、都の栄養士さんが 12名入っていら っしゃ ると。これ

でほぼ 6，00 0万円くらいの差が出るだろう という ふうなお話。都自身は、かなり教育に手厚

い対応をしてくださっているんじゃないかと、他府県よりも高 L¥。その中で日野は、都の御指

導のも とに 12名の都の栄養士さんが入ってきているから という、もう大変涙ぐましいね一一それ

はやりにくいと思うんです。市の栄養士さんと都の栄養士さんが同じ場所で働くとというのは、

いろんな意味でやりにくいところあるだろうと思うんですが、それを乗り越えた上で、少しで

も安くと いうことをやってくださってい るんですから。言っ てみれば三多摩の中では努力して

し、らっしゃるんだなあっていういま の感想です。(iまずいなあ Ji竜頭蛇尾」と呼ぶ者あり)

それと、 どうしても聞いておきたいのは、皆さんがお聞きになって きた ことですけれども、

七生の給食自校方式でやると思うんですが、これいつごろからやるんでしょうか。確かに自校

方式を貫いてくださるんで しょう ね。それは教育長にお伺いしたい。

それと、市長の方からぜひお答えいただきたいのは、市長も立候補表明していらっしゃいま

すし、一つの御判断の目安として、 私もぜひお伺いしておきたいと思うんですけれども、自校

方式は貫ぬく。ただ し、施設をそっくり業者かだれかに委託してしま って、 貸 してしまって、

中身は委託になるというふうなことになりはしなし 1かという危倶を大変しているものですから、

そのあたりをちょっと市長の方か ら御答弁いただきたし¥0

その 2点、よろしくお願いします。

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。

七生中学の給食関係の問題でございますけれども、現在工事中の工期が 5月末ということで、

5月いっぱいには一応でき上がると。その後、いろいろ給食開始するまでには準備もかかりま

すし、 1カ月 くらい調理室の備品の搬入とか、あるいは調理員さん方の対応とかそう いう もの

がかかりますので、 6月過ぎて 7月に入ってからですと、すぐ夏休みということが起きてまい

-567-



りますので、私たちの方では夏休み期間中に、そう いう給食開始に向けての諸準備を進めて い

くという ことで、できれば七生中学の給食開始というのを 2学期の9月、こんなよ うに想定 し

ております。

0議長(高橋通夫君〉 市長。

0市長(森田喜美男君〉 学校給食のことが急に行革審等の影響もあ って、各校方式あ

るいはセ ンタ一方式、あるいは委託方式いろいろ論議がなされております。それぞれ理由があ

るには違いないわけでありますが、 経費の節減と いうだけで考えるわけにもまいら ないと思い

ます。 日野市のこれまでの経過と して定着 しております自校方式と言われる方式。そうしてま

た、作業員は骨組みと しては職員を充て、補助的な作業については若干のパート なり何なりの導

入をするというふうな ことが、私は日野市の学校給食に臨みま しての基本的な姿勢だというふ

うに考えております。そして、センタ 一方式は、これは全く何校か仮にまとめるにいたしまし

ても、そういう場所を得ることもできませんし、すでに各校に設備がつくられ、一番いままで

はょいと言われる方法で進んでまいっております。あ と運用の面につきましては、なるべく 実

質的には教育的な効果に役立ち、また、 栄養なり何なり に欠ける とこ ろがないように、そして、

労働作業面では能率が上がるよ うに という ことで取り組むべき課題である 一一 問題であると。

そのよ うに思っておりますので、そう大き い変化 ということ は、急、角度に変えるという こと は

まずできません し、日野の方式がや っぱり標準的な方式ではなかろうかと、こ のよ うに考えて

おります。(i革新ならば新 しいものに挑戦しろ」と呼ぶ者あ り〉

0議長(高橋通夫君〉 橋本文子君。

01番(橋本文子君 〉 学校給食法が制定されたのは昭和 29年一 30年前のことに

なります。学校給食法の中では教育の一環と して位置づけられているわけです。小学校、中学

校、定時制高校など 1，650万人の子供たちが、いまこ の給食の恩恵を受けて います。ところ

が、昨年の 9月21日付で総務庁から文部省に対して、学校給食及び学校安全に関する行政監

察結果の報告とい うのが出されま して、 その中で「学校給食の食事内容について」という文部

省体育局長 125号通知の見直 し勧告が行われま した。その一つは、民間委託に して安上がり

給食をしなき いということ。これ、おかしいと思うんですけれども。それまでは、民問委託は

安全性や栄養面で非常に問題があると言い続けてきた当の文部省が、今度は逆に、委託を しな

さいってひっくり返るのは私はおかしいと思います。

もう一つは調理日数。先ほども教育長とのや りとりをいたしましたが、常勤で配置するのは

実態にそぐわないと いうような問題を指摘されているんですが、いまの私の感想といたしまし

ては、 先ほどの御答弁の中でよ くわかりま したけれども、実際の勤務状態は決して 180日だ

の 190日だのということではなくで、土曜日にもしっかり と働いてい らっしゃるようですし、

休みの期間も研修等でがんばっておられるというふうな状態を考えますと、やはり文部省の方

が事実の誤認をしているんじゃな~¥かとし 1うふうに考えます。学校給食法で定められた教育の一環と

しての学校給食につき ましては、 責任を放棄しよう としている文部省の姿勢にこそ大変重大な

問題があると いうふうに感じます。

日野市におきましては、これまでどうり自校方式を貫いていただく ことと同時に、安全と栄養に

責任の持てる職員によ っての直営方式で、いままで以上に子供の教育のため、給食の面からも

より一層の努力を惜しまないでやってほしいと希望いたしま して、この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 22の2、学校給食の今後の行方について問うに

関する質問を終わります。

次に22の 3、四中の校長室の会議用の机と いすを早急に適切なものと切りかえるべきでは

ないかについての通告質問者、橋本文子君の質問を許します。

( i委員会じゃないんだ Ji四中の校長が悩んでいるぞ」と呼ぶ者あり、その他発言する者あ

り〉

01番(橋本文子君) とても重大な問題なんです。会議をするのに子供の小さな机を

寄せ集めて、 それで しなきゃ いけないというふうなことでは、やっぱり本来の会議の方、重要

視しなきゃいけないのに、そんな机の方でがたがたするというのはお気の毒ですから、この質

問をさせていただくわけですが・・・…。

日野市に市立の中学校が 8校あります。本当にどういう理由があるのか知りませんが、なぜ

か四中の校長室だけが行ってみすぼらしいんです。他の中学校も見るんですけれども、みすぼ

らしいと。一説により ますと、学校を建てているときに大変物価が高騰いたしまして、どこか

手抜きをせざるを得なかったと いうふうな話も伺うんです。 しわ寄せが校長室に来たんではな

いかと いうふうに聞いてい るんですけれども……。たとえばこれまでにも、校長室に戸棚が置

いてあるんです、書類なんか入れてある。その戸棚が余りに悪かったし、どうしようもなくな
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ったので新しいの と取りかえようとして外したところが、そこ の部分だけ壁がなかったとか。

校長室の床がコンクリートのむき出 しのままで、板を張る費用が少 し節約されていたとかいう

ようなことで、それらはそれぞれ折に触れ手直しがされてきたというふうに伺っているんです。

ところが、会議のテ ープルはといいますと、先ほども申し上げま したように、先徒の 1人ず

つの机が並べて、本当並べて寄せ集めて、その上にビニ ールか何かをちょっとおおいまして、

それで会議をしろなんてーーやっぱりこれで、は他の学校に比べ、て余りにひどいので、何とか机

といすを、会議がしっかりできるようにやってもらえな~\かというのが今回の質問なんです。

これをするに当たりましで も、何回か出されていて、 なかなか届いてないという ふうな ことも

聞いておりますので、 それ早速やっていただけるものかどうか質問をさせていただきます。よ

ろしくお願いいたします。

0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。教育長。

O教育長(長沢三郎君) お答えいたします。

大変御心配かけでおりまして、四中の校長室会議用の机いす。 これは 59年度の予算で処置

をして、 現在品物の方、学校の方へ届いておりますので、 各学校とも、いろいろ古 くなった管

理備品等の入れかえ等も ございましたけれども、四中問題につきましては 59年度予算で処需

をしま したので、大変長 い間御迷惑かけました。

0議長 (高橋通夫君) 橋本文子君。

0 1番(橋本文子君 ) ありがとうございました。届いているというの、いま初めて伺

ったんですが、本当にありがと うございました。それでは終わります、この件。

0議長(高橋通夫君) これをもって 22の3、四中の校長室の会議用の机といすを早

急、に適切なものに切りかえるべきではないかに関する質問を終わります。

次に22の4、清掃行政について問う についての通告質問者、橋本文子君の質問を許します。

01番 (橋本文子君 ) それでは 4番目のごみ問題でございます。 昨年度の 「統計ひの」

によりますと、 58年度のごみの処理量が、市民 1人当たり 1日分と いたしまして 69 3グラ

ム。全体では 3万 7，880トンとな っています。これは、可燃物、不燃物合わせたもので、収

集してきたもの、ある いは持ち込まれたもの、すべてを合計した数字でございます。これを経

費の方から調べてみますと、市民 1人当たりの年間にかかる金額が 6，2 4 2円という単純計算

が成り立つわけです。そこで、たとえば夫婦子供 2人の4人家族の家庭で考え てみますと、

6，24 2円を4掛けしますと2万 4，968円、約2万 5，00 0円になるわけです。これが、納

めた税金の中から使われている と。としたら、 何 としてもこの辺でごみの量は少しでも減らさ

なければ 一一 ごみを減らすということは税金を節約すると いうこと になるわけですから、ごみ

減量に取り組まれている。も し、いま実態とか、あるいはどんなお考えがあるのかとか、ごみ

誠に対 して。これは清掃部長の方からお伺いしたいんです。 このことが 1点と。

2点 目といたしましては、 もうかなり騒がれてきておりますが、有害ごみ の処理についてで

す。現在使用済みの乾電池とか埜光燈は集められた上、 北海道の野村興産に送られ、そこで処

理をするという一一三多摩がほ とんどの市がその方法をと っているわけですけれども、 トラッ

クで違ぶ費用、あるいは処理費用など、大変貴重な市民の税金で賄われていることに対して矛

盾を感じています。 これらは、行政責任というより 、むしろ企業責任だというふうに私は考え

ておりますが、部長のお考えはいかがで しょうか。も し企業責任だとしたら、その解決の方法

について、 もしいい方策がございましたらお聞かせいただきたいと思います。

以上 2点、まずは質問いたします。

0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。清掃部長。

0清掃部長(大貫松雄君) まず、ごみ減量についてどのよ うな施策を考えているか

という御質問で ございまして、そのお答えを いたしたいと思います。

特にオイルショック以前のは消費者形態では、ごみは出すもの、捨てるものという面が、む

しろ美徳としてとらえたきらいがあると思います。オイノレショック以後では、それが見直され

て、ごみは出さないもの、捨てないものという発想の転換がありまして、資源問題、それから、

環境問題上で もその必要があると思います。

それではどうすればごみを減らすことができるかと いうこ とですけれども 、現在の家庭 ご

みは生活様式そのものもありま して非常に多様化 しております。先ほど言いましたように、使

い捨て時代の中でごみの減量化のかぎは、各家庭の、特に主婦の方が握っていると思いま す。

そういうことで、自治体の清掃担当者で、または専門家の問でも、幾ら ごみを減らしてくれと

いうよう な重要性を叫んでも、直接排出者である一般消費者の理解を示 してもら わなければ実

効性はないと思います。

そこ で、 まず市としては呼びかけの運動として、市民に訴える広報体制の充実ということが

まず第ーではなし、かと考えております。特に最近の調査によりますと、要する に容器の包装材、
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トレ一等のパックですけれども、 家庭ごみの全体の容積比の中の割合が 60.5%を占めており

ます。そういうことで、今後デパー トとかスーパ一等に対して、なるべくしないような方法と

して、 地元の自治会、それから、清費者団体等とタイアップをしまして、そういう ふうな関連活

動の推進を努めていきたいという考え方でございます。

それから、第2の方法としては、ごみの資源化等リサイクルでございます。現在 18 5の資源

回収団体がありますけれども、 58年度の実績としましては、こ の団体の活動しま した回収量

が88 7トンにも達 して おります。金額としては、 私 どもの方に御報告されている金額が 700

万以上でございます。そうい うふうな既設の団体の育成、それから、その団体のない地域に対

してはぜひそういう団体を拡充して、広く 資源ごみのサ イクルの方法をとっていきたいと思っ

ております。

それから、あとびん類。 要するに雑びん類一一カレッ 卜そう呼んでおりますけれども、こう

いうふうな分別収集。それから、 59年度の予算の中で、一応保管の倉庫を場内にっくりまし

たけれども、粗大ごみ、この中ではかなり利用できるものがございます。そういうふうな組大

ごみの再赤開、これを実行に移していきたいと考えております。

それから、 58年からお願いを しまして、市民サイド清掃問題協議会を設置 してあります。

まず 1点と して、 清掃行政に対する市民サイドの提言。 それから、 2番目として、ごみ減量と

資源化サイクルについての整理を、 4月の 6日土曜日ですけれども、そのとき に答申が市長に

対してされます。 その内容を検討した中で、効果あるごみの減量の施策を考えていきたいと考え

ております。

それから、 2点目ですけれども有害ごみ。廃乾電池、それから、盛光管、それから、体温計

等の水銀の有害廃棄物の最終処分は企業が行うべきと考える。また、その見解 と、企業側にあ

るとすれば、今後どう いうような方法で処理すべきと思うかの御質問でございます。

お答えをいた します。まず日の出最終処分地を、昨年 4月から投棄を しているわけでござい

ます。 日の出の最終処分地の地元との公害防止協定の中で、 要するに有害と言われるごみを搬

入してはいけないというふうな協定を結んでおります。当市でも 12 0庖の電気屋さんにお願

いしまして、庄頭に有害ごみの容器を設置しています。そ して、昨年の 9月から分別収集を行

っております。現在廃乾電池として約 13トン、 それから、佐光管については約7トンを場内

の場所に保管をしてございます。それのまず処分方法でございますけれども、これは、あくま

でも暫定処分としての方法ですけれども、25市 2町で構成してございます三多摩地域廃棄物

広域処分組合、これを窓口と して広域的に処分を しているところで ございます。 この間の私ち

ょっと NHKのテレビを見ておりましたけれども、三鷹市の消費者団体の中では、乾電池をメ

ーカー別に分別を しまして、 そして、 封筒に入れ、そのメ ーカーに送り返している。 こういう

運動もテレビで放映されておりま した。本来有害物は、法律にもありますように企業側の責任

でございます。そういうことの中で、適正処理困難物ということで、国に対して一一まず製造

業者に対しては早急に適正処理困難物というのを指定をして、そして、指導するように。また、

製造業者に対しては回収及び処理の早期実施の要請。これを、広域処分組合の管理者名によっ

て、文書に盛っ て要請要望を しているところでございます。

今後どのような処理の方が一番妥当かということでございますけれども、厚生省の中には、

5 9年度より 3カ年計画で調査に着手されています。生活環境審議会、廃棄物処理部会という

という ふうな部会を設置されまして、その中で適正処理専門委員会で検討をなされております。

その結果を見て、この有害ごみに対して今後対処していくということを考えてございます。

以上でございます。

0議長(高橋通夫君)

01番(橋本文子君)

橋本文子君。

かなり積極的にいまの有害ごみにつきましても、ごみ滅につき

ましでもやっ てい らっ しゃるということがわかったんですが、ちょっと 1点だけ再質問させて

いただきたいのは、東京区部の場合、ここにちょっと月刊の雑誌の「地域闘争」という消費者

問題取り扱ってい る雑誌に出ている数字ですが、1日1人当たりの東京区部の家庭ごみとなっ

ておりま して、 673 グラム ーーほぼ日野市のそれと同じ匹敵する数字だと思~¥ます。こ の中

で事業系のものも含まれているわけですから、たとえば事務所、商庖、パ一、スナック、ある

いは工場等のごみが、そのうち 35 6グラムを占めていると。残りの 31 7グラ ムが実際に一

般家庭からは出されているごみであるという数字が、これが 19 8 2年度のものとして出てい

るんです。そう いう見方をしていきますと、家庭から出されるごみよりも、むしろ事業系ごみ

の方が出されるごみの量が多いとい う数字なんです。このあたり日野市の場合、もし数字的に

把握をしていらっしゃるんでしたら教えていただきたいということが 1点と、もしこの割合が

日野市の場合もあてはまるんだとしたら、この事業系のところに対して出てくるごみを減量し

ない限り、家庭ごみだけではなかなか減量減量と叫んでも、できないであろうという感じがし
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ていますので、その二つ再質問として、おわかりならば御答弁いただきたいと思います。

O議長(高橋通夫君 ) 清掃部長。

0清掃部長 (大貫松雄君〉 お答えいたします。

まず1点の区部の場合には 1人 673グラムという ことで日野とやや同じなんですけれども、

日野の場合にも、これは全部家庭一一要する に一般ごみではございません。この中には、やは

り事業系のものも自己搬入として入ってございます。いまこの中に、では事業系の割合はどの

くらし 1かということですけれども、これは、いまその資料を持ち合わせておりませんので、後

日御報告いたしたいと思います。

それから、事業系のーそれでは一般家庭のみが減量ということを呼びかけても、事業系が

減らなければ同じという考えでございますけれども、これも、なるべく事業系に対しても同じ

方法で呼びかけを したいと思っ ております。

以上でございます。

01番(橋本文子君)

します。

この 5番目 の問題は、言ってみればまだまだ世の中男と女しかいないんですが、その中で女

最後の質問になりました。ど うぞ最後までよろしくお願いいた

性の方がやや差別を されながら、まだ余り声も出せないで暮している人が多いんではなし 1かと

いうふうに感じている立場があるものですから、市長に、これはぜひ市長のお気持ちを伺いた

いと思って質問をさせていただくわけで、す。

これは、 2月の 24日の新聞なんですが、「朝 日新聞」と「毎日新聞 」で、「 読売」も出た

かもしれませんが、あいにく私の自の触れるところになかったものですから、この二紙だけを

切り取ってきたんですけれども…・・・。 これでみますと、

男は仕事、女は家庭という考え方は、いまや少数意見である、女子にも職業教育をと

望 む女性が 3介の 2を超えている。 8年前に比べて男は仕事、女は家庭の考え方を肯

定する人が減り、女性にも将来職業人と して 役立つ教育が必要 と考える人がふえてい

0議長(高橋通夫君)

01番(橋本文子君〉

橋本文子君。

私も考えるのに、事業者に対して原則的には自分で出したごみ

る。
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これは、去る 2月の 24日総理府の発表した婦人に関する世論調査を見ての「朝日 Jr毎日」

の記事でございます。 この調査を、昨年の 9月、 20歳以上の女性3，00 0人を対象に行われた

もので、 回答率は 79.9係ということです。こ の記事をさらに見ていきますと 、

男女間の固定的な役割り意識を否定する傾向は教育の面でも見られ、 「高校の家庭科教育を

どう思うか」との問いには、男女とも「本人の選択に任せる」が 35%で一番多く、次は

「男女とも高校で学ぶ」の 33弼と「男女平等に扱うべきだ」とする意見が7割近くを占め

た。 と書かれております。

そして、「女子にも職業人として自立できる教育が必要かどうか」に関して、「必要」と答

えたのは 68. 7弾。「一般的な教養を身につける教育でよ い」というのは、わずか18.6婦にし

かすぎなかったと。学校教育が女性の自立を助けるよ うな内容になることを期待している女性

が大変多くなったという、これは総理府の発表でございます。

これらの女性の意識を踏まえた上で、市長がどういう感想を持たれるのか。感想、で結構でご

ざいます。お伺いしたいと思います。そして、それが市の行政の中で、何かこれからも意識的

にそのあたりを、女性の社会参加をしたいという意識を満足させるために、人間としてあたり

まえに生きていこうとしている女性が差別されないで生きていくために、行政の側から何かで
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は自分で処分するようにということを、 1点は要求していった方がいいと思うことと、やはりそ

ういう事業者に対して、できるだけリサイクルをしてほしいという、この 2点をぜひ強力に呼

びかけていただきたいと思います。

事業者が出す、いわゆる持ちごみのごみですね。 これは、時としてはほとんど分別さえもさ

れないで出されるという話を聞いたりーーですから、それがそのまま埋立地に直行してしまっ

たりというふうなことで、やはり問題は、かなり含まれているんじゃなl¥かと思います。事業

者の大量に出されるごみを、やはり一般の消費者はしりぬぐいをするという のも何かおか しな

話ですし、それが税金で安易に使われているということについても、もう少しきめ細かな配慮

のもとに、あらゆる方面に向けて御指導がなされていいんではないか。ぜひそうしてほしいと

いうことを、ここで強 く要望いたしまして、この4番目の質問も終わらせて いただきます。

0議長(高橋通夫君)

終わります。

次に 22の5、総理府発表の「婦人に関する世論調査」についての感想を求むについての通

告質問者、橋本文子君の質問を許 します。

これをもって 22の4、清掃行政について問う に関する質問を



きることがあればお伺いをしたいと思います。あと残された時間わずかでございます。市長に

御答弁をいただきたいと思います。

0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。市長。

0市長(森田喜美男君) 一口 に言いますならば、日本国の憲法にありますとおり、性

によ って差別がないと。人権上の差別はなし 1。あるいは社会における地位として差別はないと

いうことは基本であると思います。そ して、 教育が進み、それぞれの自主性、価値観の多様化

ということ が当然、生まれてまい りますので、一定の基準をもっ てこれをよし、これをよく ない

0議長(高橋通夫君〉

01番(橋本文子君)

橋本文子君。

ありがとうございました。以上で私の質問を終わります。

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 29号、日野市一般職の職員の給与に関する条例の制

定について提案の理由を申 し上げますっ

本議案は、 日野市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正するものであります。これ

は、国及び都の給与改定が行われた中で、 財政状況各市の給与改定状況を勘案し、職員組合と

交渉 した結果、合意を見ま したので改正するものであります。なお、実施時期につきましては、

昭和 59年 4月1日にいた したいと存じます。

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。助役。

0助役(赤松行雄君) 詳細につきま しては総務部長さんにお願いするわけでございま

すけれども、 29号議案の中での骨子となっており ます条件につきまして御説明申 し上げたい

と思います。

2 9号議案の御審議をお願いしておるわけでございますけれども、こ の中には 59年のベア

改定が入っておるわけでございます。内容的には国並みの 3.37という改定でございます。も

う1点につきましては、 都下 14市 4町の中で起債の保留というふうなことで、給与の是正が

強く求められておるわけでございます。給与の是正を行いまして、起債の保留の解除を図って

いくという指導がございますので、この件につきましては、昨年の暮れから組合交渉をしてき

ておるわけでございます。 1月 1日実施と いうふうなこ とで、強 く交渉を求めてきたわけでご

ざいますけれども、最終的に 60年の4月1日、 6カ月給与の延伸を実施すると 一 定昇の 6

ということもなかなかむずかしいことだ思います。

L ¥ま総理府の調査を基準に質問をさ れておるわけでありますが、そのこと自体は日本の、い

わゆる性によ っての社会的地位であり ますとか、 ある いは生活の権利でありますと か、こうい

うことにおいて男女の均衡がますます進んでいくと。特に分ける理由がなく なっていくという

ふ うi;:J惑じていますので、これも一つの文化の帰する方向である。それになるべ く沿って、地

方自治体は特に婦人の参加の機会が必要でありますし、いろいろな意味で男女差のない、 そう

いう地域社会が生まれること、あるいは行政にもそういう形で参加していただくこと。こうい

うことをやっぱり自治の発展というふうにとらえたいと考えております。

0議長(高橋通夫君) これを もって 22の 5、総理府発表の「婦人に関する世論調査」

についての感想を求む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 1"異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(高橋通夫君) 御異議ないものと認めます。よって暫時休憩いたします。

午前 11時 38分休憩

午後 4 時 8 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。

カ月延伸ということでございます。

それから、給料表の是正につきましては、 55歳の頭打ち。それから、 58歳における定期

昇給の停止と。それから、初任給の 1号俸の切り下げと。こういう給与の是正によりまして、

起債の保留の解除を図 っていくものでございます。

組合と 2カ月にわたる交渉した結果、 3月の初句に合意を見たものでございます。 6カ月の

定昇の延伸は4月 1日から実施すると。それから、ベアにつきましては 59年度実施でござい

ますので、4月にさかのぼって実施する。そういう内容のものでございます。よろし く御審議

これより議案第 29号、日野市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制

定の件を議題といたします。
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それから、 次に4ページでございますが、これは、別表第 2、これは医療職でございます。

これは号俸の切り下げ等はございませんので、 49年 4月 1日以降の表と いうことでございま

それから、 4項でございますが、昇給の基準特例と。こういうことで、 60年 3月31日現

在在職する職員にあっては、昭和 60年 4月 1日以降における最初の昇給に限り、条例第4条

第 4項中 112月」を 118月Jに、これから 6カ月延伸ということでございます。それから、

同条第 6項中 12 4月」を 13 0月」に、 これ も6カ月と 、 それから 118月」を 124

月Jこれも 6カ月と。それぞれ読み替える と、こういう 内容でございます。

それから、 5項につきましては給与の内払いというこ との規定でございます。

それから、 7ページでございますが、これは付則別表第 1と。こういうことで、この給料表

の適用を受ける期間は 59年の 4月 1日から 60年の3月 31日までの給料表でございます。

それから、次の 9ページでございますが、ここに付則別表第2と書いてございますけれども、

定期昇給につき ましては延伸も しくは昇給停止ということでございますけれども、給与改定は

別枠でございまして、 給与改定についてはその都度行っていくと。 こうい うことで この表をも

とに してやっていく わけでございますので、こ の表がもとになりま して、 また来年度に給与改

定等があります場合には、これらが参考になって基礎資料となっていくということでございま

す。それから、 4等級、 5等級につきましては、等級が変わったためにここに掲載してござい

ます。

それから、それ以降の 10ページ以降につきましては、新旧対照表でございますので、いま

申し上げた内容が新旧対照となっておりますので、これは省略をさせていただきます。

それから、議案第 29号、参考資料というのがお手元にお届けしてあると思いますけれども、

1ページから 5ページにつきましては、行政職の改定給料月額と、旧給料月額、引上額の額号

給の引き上げの内容でございます。

それから、6ページから 7ペーグ、 8ページにかけましては医療職の改定給料月額と旧給料

月額、引上額の内容がプリントされているわけでございます。

それから、 9ページでございますが、表上と実質ということで大きい区分けしてございます。

実質の方でございますけれども、ここに 1等級から 5等級の引上率が書いてございます。まず

5等級につきま しては平均 1人引上額が3，031円。 これが 2.32%の引上率と。そういうこ

とで、4等級につきま しては 3.10 %の 6，6 5 8円の引き上げ。それから、 3等級につきまし

ては 4.0 4婦の 1万 1，654円の引き上げ。それから、 2等級につきましては 4.40%の1万

4，469円。 1等級につきましては 4.50係の1万 5，6 3 3円と。こう いうこ とでございまし

いただきたいと思います。

給料表等の詳 しい説明につきま しては総務部長からいた します。よろしくお願いいたします。

O議長(高橋通夫君) 総務部長。

0総務部長(伊藤正吉君 ) それでは条例の一部を改正する条例の詳細につきまして

御説明申し上げます。

まず2ページでございますが、第 4条中に 1項を入れるという ことでございます。 7項を入

れまして、その後に 8項と、 こういうことで 1項を入れると いうことでございます。その内容

につきましては、 58歳に達 した直近の 3月 31日を超えて在職する場合は、 3月31日以後

は昇給しな いと 。 そういうことで、医療職適用されるものにつきましては 63歳、こういう

使いわけでございます。

それから、第 7条は扶養手当でございますが 11 2，3 0 0円」を 113，800円」に、それから

1 5，6 00円」を 16，20 0円」に改めると。

それから、 8条の3は-8条の 3の2項ですが、これは住宅手当 でご ざいますが、

1 5，8 00円」をi7，0 0 0円」にと。それから 12万 1，00 0円」を 121，000円」というこ

とでこの表示の中では「万Jを取ったとこう いうことでございま

それから、別表第 1でございますが、これにつきましては 60年 4月以降にこの給料表が適

用になる と、こういうことでございます。 5等級の 1をごらんになっていただきますと、9万

7，700円ということがここに加わってまいりました。

す。

それから、5ページでございますが、付則でございます。この条例は、公布の日から施行し

て、こ の条例の改正による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定は、昭和 60年 4

月 1日から適用すると。ただし、先ほど申し上げました扶養手当、それから、別表第 2、これ

は医療職の給料でございます。それから、付則別表第 1の規定というのは、これから御説明申

し上げますが、それらについては59年の4月1日か ら適用する と、こういうことでございま

す。それから、 2項、 3項につきま しては、給料表の切り替え措置に伴います不利益とならな

いよ うな文言の整備でございます。
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て、計といたしましては、平均の 3.26婦の 7，017円が引き上げられると、こういうことで

ございます。

この表(二)でもおわかりのように、 3等級、 2等級、 1等級につきましては、いままでの給与

改定と違う形で、いままではおわん型でございましたけれども、こういう形で順次 55歳をピ

ークにいたしまして斜めに上げてい くと。 こうい う方式をとったわけでございます。

それから、給料表の(二)につきましては、これは医療職でございますが、 3等級については

2. 7 6婦の 6，82 9円。 2等級、3等級、それから、計が 3.0 5婦の9，400円こういう引き

上げの額でございます。合計のト ータノレが 3.25係の 7，047円とこう いうことでございます。

これを 1人平均に直しますと、平均が本俸だけで 7，01 7円、扶養手当等を含めま して 1人当

たりの平均アッ プが 8，62 8円とこういう数字になります。引上率は 3.37%と、こ ういう内

容になっております。

雑駁な御説明でおわかりにくかったと思いますけれども、以上をもちまして説明を終わらせて

いただき ます。よろし く御審議をいただきます。

0議長(高橋通夫君)

01 8番(古賀俊昭君〉

これより 質疑に入ります。古賀俊昭君。

先ほど全協で細かいある程度のやりとりはありましたので、

それ以外のことをお聞きをいたします。

ちょうど 1年前に 58年度の給与改定の折に、私、給与改正条例案が提案されましたときに、

住宅手当一一住居手当ですか。その件づお尋ねをしたことがございます。今回は、こ としの4

月から 1，20 0円引き上げられて 7，000円になるということですが、前回 1年前のこの議場

で、いわゆる共働きの職員の方が、日野には大体当時の数で 69組いらっしゃるということで

ございましたが、世帯主の方にも、また、共働きでも、お一方お勤めの方も同じ額を受給され

ているということでこの件について是正を図るべきではなかろうかと いうことで、当時立川市

が、「世帯主と、これに準ずる人」ということで 300円差をつけたと いうことを例に引きま

して、検討をお願いしておりました。

当時助役等の答弁では、園都の状況等も調べて労使間で今後協議をしていくと。また、市長

は、同居する両者に同じ額の住居手当を支給する ということは、確かに考えなければならない

面もあるだろうと いう答弁がありましたが、一体その後どのような御検討をなさ って、 今回住

居手当の決定に際してその検討された事項が、結果的には生かされてないわけですが、そうい

-580ー

う検討の過程で、そうした質料等に基づく労使間の話し合いというものがあったかどうか。こ

の点についてお尋ねをいたします。

なお、現在いわゆるおしどり職員といいますか、お2人で御夫婦で日野市にお動めの職員の

方は何組いらっしゃるヵ、現時点でのその数も教えていただければと思います。

それから、福祉部長にお尋ねをいたしますが、私は前回の一般質問、また、今回も福祉事業

団の職員の給与ということでお聞きをいたしました。つまり、 給与の制度はどのようになるの

ですかということでの質問をしたわけでありますが、福祉部長は、厚生省の社会児童家庭局局

長の通知だったと思いますが、いわゆる厚生省の通知を根拠にして、日野市もその通知に基づ

いて事業団の職員の処遇については決定を していくという御答弁があります。私の質問をしま

した趣旨は、この事業団の職員の処遇に関しま しては、設立をしている地方公共団体の職員に

準ずる ということになっておりますので、 通 し号俸制になるのではということをお聞き したわ

けですが、こ の通知の後段にはただし書きがありまして、「各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と適切な配慮を加えるものとする」

と、こう いうふうにただし書き がありますので、 このただ し書きが生かされるものと判断をし

ておりま した。そういう ふうに受けとめていたわけでありますが、いろいろ今回具体的にスタ

ート をすると いうことで、 もう一度いただいた資料、通知というものをよ く読み直したんです

が、まず最初に、設立を している地方公共団体 一一つまり日野市の職員に準ずると いうふうに

これを読めば、福祉事業団の職員の方も通し号俸制の給与の制度で処遇されていくということ

ことになるわけで、できればこうした新しい事業団の設立を機に、いわゆる職務給的な内容の

ものを取り入れていくべきではなかろうかという意味で、私はお願い方々質問をしていたわけ

でありますが、実際には日野市の給与制度がそのまま適用されて通し号俸制の給与制度で行か

れるのではなかろうかというふうにまた思ったものですから、ここでもう一度一一 3度目にな

るんですが確認をさせていただきたいと思います。つまり福祉事業団の職員の給与一一退職金

等も含めてですが、日野市の現在の職員の給与条例、あるいは退職手当条例等の適用、いわゆる

それに準じた適用を行うのかどうか。つまりただし書き はこの事業団については考慮されてい

ないのかどうか。その点について 2点お尋ねをいたします。

0議長(高橋通夫君)

O助役(赤松行雄君)

助役。

住宅手当につきましての御意見、厳しい改正方向につきまして
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は、お説のとおり受けとめ、 厳 しく 対処していくと いう考え方には変わりな いわけでございま

すけれども、こ のたびの中心にな りま したところの6カ月 の定期昇給の延伸という、 言ってみ

ればち ょっと荒療治だったわけでございますので、御指摘いただいている一一要するに住居手

当の改正についての共稼ぎの職員についての改正方向につきましては、重々われわれの方とし

ては考えておるわけでございますけれども、組合の交渉の場の中には、さっき申 し上げま した

ように荒療治 というふうな交渉になった ものでございますので、今後の改正点と しまして努力

していくと、こうし 1うふうに考えておる わけでござし1ます。 その点、何分の御里解いただき た

いと思います。今後の改正点でいたします。

0福祉部長(高野 隆君 ) ただいま御質問のありま した内容については、私も、厚

ございますので、今後は今後の こととして一一 1年間たったわけでございます。 お調べになっ

た内容と、それか ら、現在の共働きの職員の方の数。 これをまだいま の御答弁ではございませ

んで した。再び質問をいた します。

それから、 福祉事業団の職員の給与の こ とでございますが、 いま7~祉部長は実質的には前言の答

弁を訂正されるー しぜ発言をされたと思しぜす。私も、一般質問でお聞きをしたときは、この通知

は生かされるということを一一この通知に基づいてということでありま したので、当然ただし書きの

内容も答弁の趣旨の中には含まれているというふうに考えておりましたが、やはり市の方に準ずる

というこ とであれば、市の給与制度がそのまま適用されていくわけでありますので、 その点は

はっきり ーーできるかできないか。もう間もなく 事業団スタ ート するわけでありますので、議

会で私お聞き何回も しているわけですから、はっきりお答えをいただきたいと思いますっ

ひとつ考慮、される点は、今回の給与の条例の改正案可決をされるか否決をされるかわかりま

せんが、その内容の中には、1号俸初任給の切り 下げということ も含まれておりますので、新

たに4月から採用される方については若干従来の方と比べて初任給が下がるとい うこと もあり

ますので、その点の配慮、と いうこともあるのかもわかりませんが、 給与の制度と しては、私はや

はり こうした新 しくスター卜 するものについてはできる だけ専門的な知識、また、資格をお持

ちの方もいらっしゃるわけですので、 市立病院のお医者さんのよ うに通 し号俸ではな くて、 職

務給的な給与体系を、ここで新たに私は提案をなさ って、 それを適用していかれるのがよ いの

ではないかと思っ ておりました。 もう一度一ーもうスタ ート間i丘 目前に来ているわけであり

ますので、この点努力する とか、担当者からこう いう回答が返ってきておりますと いうこ とで、

福祉部長御自身のいまお考えでも結構ですから、別にそれができな し1からと いって どう こう で

きるわけでもございません。はっさり した御回答がもう少 しできるものであればお願いをした

いと思います。

0議長 (高橋通夫君 ) 福祉部長。

生省、の局長通達に基づいて事業団の給与等は定めるべきであるとい うことで、 前からそ う考え

ておりましたし、 それで、ただし書きに書かれているよう な事情 も十分に反映 しながらこれを

実現したいと、 こう いう ぐあいに考えておったわけでございます。現在担当者等ともよ くこ の

点については詰めております。現在いろいろな論議を繰り返 してやっておると ころでございま

すけれども、基本的には市の給与に準ずるということになりますと、 なかなか職務給の導入と

いうのはむずか しいというこ とが担当者から返ってきている状況でございまして、 要するに市

の基準がaそのようにな っていないものですから、そういう点ではなかなかむずか しいと。こう

いう回答が返ってきているわけでございます。今後さらに詰めた論議を しながら、なおかつ協

議すべき問題もかなり残っておりますので、努力はしてみたいというぐあいに考えているとこ

ろでございます。

0議長(高橋通夫君〉 古賀俊昭君。

01 8番(古賀俊昭君) 私、助役にお聞き した点、いま非常に抽象的なお答えがあ っ

たんですが、ちょうど 1年前の給与条例の改正を審議 しましたこ の議会で、今後是正のための

検討をする という お話の中で、国や都の実情 も調べてみる ということでございました。国や都

はどうで したかとい うことをお聞き しましたが、その点の御回答がありませんので、 もう一度

お聞きをいたします。

なお、今後の改正点と して、 住居手当一一検討事項に挙げてい くと いうことでございますの

で、それはそれで結構でございますが、今回労使間で協議をなさったと いうことはないようで

0議長(高橋通夫君) 総務部長。

0総務部長(伊藤正吉君〉 住宅手当の件でございますけれども、日野市では共働き

の方が何組いるのかと、こういう御質問でございますが、こ としの8月に、ちょ っと古いんで

すけれども、調査 しました 45組でございます。

それから、住宅手当の関係でございますが、一律日野の場合は支給しているわけですけれど

も、国都につきましては、それぞれ借家とか、それから、自分の家とか、そう いうことで詳 し
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いあれを分けているようでございます。ちなみに 26市をちょ っと御参考に申 し上げますと、

やはり等ーに共働きでも住居手当が同額支払っているのが 26市中 8市でございます。

よろしくお願いします。

0議長(高橋通夫君 ) 福祉部長。

0福祉部長(高野 隆君〉 ただいまの御質問で、どのような私の考えを持っているか

ということも含めて答えろと いうことでございますので、申 し上げますと、基本的には管理職、

あるいは専門職、あるいは現業職、それぞれ給料を分けるべきだと いうことで、 私どもと して

は一一私の方からは先般指示をしたわけでございますけれども・・…-。しか しながら、現行の市

の給与体系に準ずるという状況の中では、単独に事業団だけそれを実施する というのはむずか

しいと。こ ういうことが担当の方からは返ってきていると。こういう状況でございますので、

今後職員課等の事務の流れの中でこの問題を、やはり遂行していくということになるわけでご

ざいますので、かなりこれについてはむずか しいという判断を私自身は持たざるを得ないと 、

こういうことでございます。

0議長(高橋通夫君〉 古賀俊明君。

01 8番(古賀俊昭君〉 福祉部長が、当初いわゆる事務系と現業については分けて考

えていきたいという ような指示をなさ ったという ことでありますので、その実現がなされれば

よかったんでしょうが、 実際には私の判断するところ、無理であろうというふうに思います。

こうした新しい施設について、すべてやはり市から委託と いう形で管理その他の費用というの

は全部出ていく わけでございますので、 一つの切りかえる チャンス を逸 してしまったのではな

いかと思いますが、引き続き努力をお願いしておきたいと思います。

それから住居手当のこと余り何回もお聞きするのはどうかと思うんですが、園都の状況、取

り扱いはどうなっ ているか調べるというふうにおっしゃっておりました。当然議会での答弁で

もありますので、はっきりした調査というものが、結果として出ているのではなl¥かと思います

が、何かいま総務部長のお話を聞いておりますと、借家とか持ち家等によっていろいろ複雑だ

というようなことで、抽象的なお答えでございました。官舎等も国家公務員の場合はあります

ので、その辺規定はかなり多岐にわたるのではないかと思いますが、住居手当の一一一つの家

に住んで、しかも御夫婦で日野市にお勤めの方が、同額の住居手当をもらっておられることに

ついて、いわゆるよく 言われる言葉ですが、市民的な感情から見ると 多少首をか しげたくなる
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面もあるので、私は検討していただければということでお話したわけです。

先ほども言いま したように、立川で、は差をつけるのと同時に、引き続き検討をするというこ

とで、さらに切り込むことも当時議決を したということを聞いております。それを受けて調査

を約束されたのでありますので、いま少し東京都はこうなっております。国は住居手当につい

てはこうですという ことをお答えいただきたいと思います。調べてなかったというのであれば、

その旨はっきりお答え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) いま手元にちょっと資料がございませんので、お許しい

ただけるならば、後日資料としてお届け したいと思いますが……。

O議長 (高橋通夫君) 古賀俊昭君。

01 8番(古賀俊昭君) もう一度確認をいたしますが、調査をなさって、労使間の協

議事項として提案をなさったわけですか。テーブルの向こうとこちら側で話題にされた事実は

あるわけですか。

。議長(高橋通夫君) 総務部長。

0総務部長(伊藤正吉君〉 組合の交渉の中で、住宅手当についての交渉があったの

かと 、こうい う御質問でございます。これにつきましては、特殊勤務手当等のからみもありま

す し、いろいろ住宅につきましても、改善の方向でやっていかなきゃいけないんだということ

では組合には話した経緯はございます。

以上です。

O議長 (高橋通夫君) 古賀俊昭君。

01 8番(古賀俊昭君〉 その件については結構でございます。助役も先ほど、今後改

正検討の事項として考えていくというお話でございますので、両者の話し合いが円満にまとま

るように期待をしておきたいと思います。

市長に、私最後に一つお伺いしたいことがございますが、今回の給与の改定については、昨

年末から大変いろいろストライキ等も行われる。労使間の交渉もいろいろな変節を経ながら、

やっと きょうこの提案ということになったわけですが、その過程で、ひとつ市役所の中で起

まま した事柄について、市長の考え方をここで私聞いておきたいと思いますが一…・。

実はこと しの1月の 28日に七生支所に、ある市民の方が印鑑証明をとりに行かれましfこ。こ
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れは男性の方ですが、奥さんの印鑑証明が必要だということで、奥さんの委任状を持って七生

支所の窓口に行かれたわけであります。そのときに七生支所の窓口で、印鑑証明を交付をする

際に、 本人以外の場合には市の方で用意しております代理人の選任届、これを用紙を使用 して

提出 して もらうか、ある いは委任状を出してもらう かどちらかだと いうことで、この方の場合

には央さんの委任状を持っていたわけでありますが、たまたまこの委任状には印紙税法で言う

ところの収入印紙が貼付されていなかったわけであります。そこで、こ の窓口の担当者石井窓

口係長。 この人が、委任状というものには収入印紙を張らなきゃだめなんだと。収入印紙を買

ってきて張りなさいということで、収入印紙の貼付を求めたわけです。 このこと自体は間違っては

いないわけでありますが、その方は、一方の代理人選人届には収入印紙を張る必要はないと。

しかし、みずからが用意をしてきた委任状には収入印紙を張らなければならないと。なぜ一方

は収入印紙が必要であ って、片方には収入印紙が必要でないのか。要らないのかという、その

法的な根拠を尋ねたわけであります。

ところが、この窓口の係長は、こ のことについてーーほかの一般の七生支所に見えている市

民の方もたくさんいらっしゃったんですが、大ぜいの市民の方の前で、収入印紙を張るという

のは極わめて常識的なことだということで、大変高圧的に印鑑証明の交付を望みたい人に対し

て、いたけだかな語句で、この市民の方に暴言的な言葉を浴びせたわけです。 しかも、このと

きちょうど給与問題の 6カ月昇給延伸のことも ございます。腕章をして、 給与を 6カ月昇給延

伸の当時は 1月の 28日でございますから、提案された後であり、闘争の真っ最中ということ

で腕章、ワッペン等しておられたと思います。こうした自分たちの要求を述べる一方で、みず

からが当然、果たさなくてはいけない職務。つまりこの方の場合には、収入印紙の貼付の必要、

または無用ということについての法的な根拠を説明するということ。こういう説明がこの方の

場合できなかったわけであります。したも、日野市 1，40 0名の職員の中で、毎日行われてい

る印鑑証明の交付という業務の、一市民からのこう した疑問に対してまともに回答できる職員

の方が 1人 もいなかったわけです。

つまり給料は上げろと。そして、自分たちの要求は争議行為をもって主張する。しか しなが

ら当然、果たしてし 1かなければいけないみずからの職務については、こうした現状にあったわけ

であります。つまり 、その段階において、窓口で責任を持って、本来であれば‘きちんとした説

明根拠を示していかなければならない係長にして、こ のざまであったわけです。こうした場合、

法的根拠がも し仮に説明できたに して も、つまり公務員の場合に言われている親切、またサー

ビス奉仕と いうこと は、一体こ うした時点ではどのようなことを具体的に指すのか。本来そう

したものがきちんと市民の納得のいくような形で示されて初めて、 私は係長さんとして職務を

遂行していると。また、給料を上げろという腕章を して も、それは納得できるかもわかりませ

ん。 しかし、その説明もできない。大変不愉快な思いを市民にさせて、みずからの不勉強は棚

に上げて要求だけをする。 こうしたことは、やはりゆゆしきことではなかろ うかと思います。

一体市長は、 こうした職員を配置して いることにも私は問題があると思いますが、こうした場

合の職員の公務員としての親切奉仕というのはどういうことであるのかと。この点についてお

考えをお聞きしたいと思います。

0議長(高橋通夫君) 市長。

0市長(森田喜美男君〉 窓口事務で市民の方に御不快をかけたということは申しわけ

ないと思っております。特に窓口は日野市のまさに表玄関でもございますし、職員の不適切な

応接によ って不愉快をかけるという ことはし 1かなる場も慎むべき場面だと、このように私は思

っております。今後内部指導も十分そのあたりに、なお注意を喚起いたしまして、そのような

ことのないように努めてまいりたいと、こ のよう に考えております。

0議長(高橋通夫君) 古賀俊昭君。

01 8番 (古賀俊昭君〉 私は、 この市民の方とたまたま面識がございましたので、そ

ういうお話をお聞きして、大変夜も眠れないほど立服しておられたわけです。 こうしたことが

果たして許されるのかと いうことでお話を聞きま した。議会でこうしたことを市長に直接お聞

きするという ことはどうかと思いますが、あえていまこの機会にお話をさしていただいたわけ

ですが・・・・・-。

5 8年度の印鑑証明の発行数というのは 8万 2，000通日野市の場合出しているんです。こ

の8万通以上も 出している印鑑証明を発行する際の手続について、一市民から一一方

には収入印紙が必要だと。一方の委任状、 自分で持ってきたものには収入印紙が必要で 、

市が用意している代理人選任届には要らないと。なぜ同じ効果を持つものについて、 こ

れだけの差があるのかと。その法的な根拠というのは何ですかということを聞かれて、窓

口の係長 、責任者が、六法全書か何かわかりませんが、 ひっくり返してみて 、だれもわ

からなかった。 しかも 、 この係長は 58年の 11月に窓口 の係長さんになっております。
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2年近くも係長を歴任をして、しかも、 毎日いま申 し上げま したように年間 8万通以上の印鑑 い。しかも、自分からの出している要求については断固それを通そうとする。やるべきことを

やっていなくて、自分たちのみずからの要求だけを実現しようとする。こうした体質というも

のは何も今回の事件で見られた七生支所の窓口だけではないのではないかと思うんです。

いま市長は非常に抽象的な言い方でーーまあ当然のことなんですが、少なくとも反省 しなけ

ればいけないことだというふうにおっしゃったんですが、単なる不親切または、そうした市民

の方が、やはり市の職員の方は親切に市民サービスということをよく考えておられる。実によ

く快く説明 して もら ったという感じを抱かなかったことも大変大きな問題ですが、こうした専

門的な知識を備えていなかったことについては、あわせて市長どういうふうにお考えになりま

すか。私がいま申し上げていることは、いまお確かめいただいても結構ですし、 私は寸分も誇

張 したり、また、創作をまじえてお話ししているわけではございませんので、そのまま受け取っ

ていただいて結構かと思います。もう一度市長の御回答をお願いしたいと思います。

証明が出される。この証明事務のイロハとでも言 うべきことだと思いますが、そうした市民の

素朴な疑問について、これはこういう理由で一方には収入印紙が必要ですと。片方には要らな

いんですよということが説明できなかったんです。しかも、その後この方がその回答を求める

ということで市の方にも連絡が 一一 たしか市民部の方に直接行ったのではな l¥かと思いますが、

約 1カ月近くたってもその回答が寄せられなかった。つまりいろいろな通達、また、いままで

の経過等があって、なかなか書類等では説明できませんというようなことで、この方は最初、

書類できちんと説明をしてくださいということをおっしゃったんですが、その説明がついにで‘

きなかったと。結果的にはこの方御自身でお調べになって 一一 私も、そういう機会に勉強にな

ると思って聞きましたので、その法的な根極理由というのはわかったわけですが……。しかし、

こういう場合の市の職員の対応とい うことに関しては、非常な大きな問題があると思います。

やはり要求をするという以上は、自分たちのやっている仕事については、しかも毎日やってい 0議長(高橋通夫君〉 お諮りをいたします。議事の都合によりあらかじめ会議時間の

る日常業務。しかも、膨大な数を処理している事務について、市民からの疑問について答えら 延長をしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

れない。即答できなかったばかりか、その後何日間も、結局まともな回答というのはできなか ( r異議なし」と呼ぶ者あり〕

勺たわけです。これが動かしがたい七生支所で起きた一つの事実ですから、大変大きな問題で 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

はなかろうかと思います。 に決定 しました。

地方公務員法の 30条の規定、つまり職務の遂行に当たっては全力を挙げて これに専念しな 市長。

0市長(森田喜美男君) 私も専門的な規定は正確には知りませんが、常識といたしまければならない。こういうこともございます。市長のおっしゃっております憲法にも 15条、

どもまざまざと人事配置の問題、職員研修の問題、こうい うことがいろいろ指摘できるのでは

して民法上に、必要な委任状には印紙が要ると。 それから、市の所定の用紙の場合はそれが免

ぜられる。そういうことだろうというふうに思っておりますので、なぜその程度の常識がその

場でわからないものだろうかということを少々疑問に思って伺いました。

いずれにしましても、役所の仕事は、これは法規によって明確にされるべきものであります

し、その知識は担当する事務に当たる職員として、当然よくその精神と、それから、法文につ

いて理解をしていなければならないものだと思います。たまたまそういうことが、そういう場

面として露呈したというきっかけはきわめて遺憾であります。それらのことも含めて責任義務

の履行、それに伴う権利の主張にあわせまして、その裏づけとなる責任義務の履行ということ

を均衡して考えると。こういう庁内の気風をつくってし 1かなきゃならないというふうに日ごろ

考えておるところでございます。大体そういうふうにはいっておりますけれども、われわれも

公務員を選定し、及びこれを罷免する こと は国民固有の権利であるというふうに書いてござい

ますo やはり市民に対して私はこの方は腕章しておられたんだろう と思うんです。 もちろん交

渉相手は市民でございますが、給料を上げろとおれたちの給与改定については、 いまの市の提

案で納得できんということで、その闘争心をむき出しにされるのは構わないと思うんですが、

そうした姿を市民の前に示す態度を表明しているならば、やはり自分が要求するだけではなく

て、あたりまえのこうした日常の事務についてきちんとした知識。また、研修を積むことによ

ってそう したみずからがやはり備えていなければならないその場所での専門的ないろいろな知

識というものもあろうと思います。そういうことが、今回はからずもこうして発生をして、私

なかろうかと思います。一市民から指摘をされて周章ろうばいをしてその場では答えもできな
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無理を強いた場合もあるとい うことが、今回の例でよくお互いが学んだと思っておりますので、

今後内部的な労使関係から、対市民に対するサ ーピスに影響するようなことはないと いうこと

は一番大切なことだと思っておりますので、そのように努力してまいります。

0議長(高橋通夫君) ほかに御質疑はありませんか。古谷太郎君。

06番(古谷太郎君〉

けであります。

そこでまず 1点として、 17万円から 18万円を平均してお払いするわけです。追加払いす

るわけでしょう。そうすると、相当の金額になる。これは予算の中でーこの間補正予算を組ん

この補正予算で大体平均 17万円程度職員の方に支払われるわ

0議長(高橋通夫君〉 総務部長。

0総務部長(伊藤正吉君) この給与改定に基づきます予算があるのかという御質問

でございますが、これにつきましては前回の補正予算でお願いしてございます。一応年度の給

与改定率見込みといたしまして、 3.37婦の補正予算をお願いしてございます。これは減額し

てありますのは、当初予算に 2婦の予算が組んでございましたので、総トータルからその 2%

をマイナス しましたものを(rそうじゃないよ」と呼ぶ者あり)補正をお願いしたということ

なんです。ですから、この予算につきましては、給与改定に伴う増減額といたしましては総額

で1億 60万1，000円必要なわけなんです。それで、当初予算に組んでございます 5，6 3 7万

はダブリますので、これを減額したと。こ ういうことで、 この改定分に見合います予算は、補

正予算でお願いして御決定をいただいておりますので、 この中で処理できると。こういうこと

が申し上げられると思います。

それから、 2点目でございますけれども、今回の改定でお願いいたしましたのは、表上で平均

で6，5 2 2円になる、こういうことでございます。そういたしますと、これの関係で新給料表

でまいりますと、給与改定額が一応 55歳の場合は 1万 5，400円、ここで引き上げられるわ

けでございますので、一応定昇をこのまま 6，50 0円ということで換算いたしますと、マイナ

スしますと約 9，000円の差が出てくるわけでございます。こう いう意味におきまして、この

給与改定分で定期昇給分をカバーしていこうというような考え方でこの表をつくっておると、こ

ういうことで御理解いただきたいと思います。

だばっかりだ。 この間議会で即決をしたばっかりですが、組まないで済むことができるのかど

うか。いま補正予算の提出がありません、ここに。しかし、このお金はいつ払うんです。 25 

日までに払うんでしょう一違うんですか。 20日に払う。一緒に。だったらもう大変だ。お

金があるかどうか。幾ら このベースアップで、扶養手当とかボーナスの追加払いとか、あるいは

住宅手当の増額とかいろいろあるわけです。幾ら必要なのか。これを第 1点お答え願いたい。

第 2点、 4等級の場合の資料、別表資料の4ページです。これずうっと上から改定給料月額

を足すと 1，008万 3，200円になります。これに勤務年限を掛けれが総収入になるということ

になるわけですが、ところが、いままで旧の方は 971万 8，100円です。そこでお聞きしたい

んですが、ことし 55歳になる方は 24ヵ月の給料ストップであります。 57になると、また

2 4カ月。ですから、 2回しか昇給できない。そうすると、本来ならば4等級 38号までいた

だける給料表でありますが、実際には 4等級 35号にしかならない。そうすると、私の計算で

は総額においてもとの給料表の方が余分にもらえるんじゃなし 1かと。改悪じゃなし 1かと、改正

じゃなくて。 三 ・何%上が勺たというのは、これはごまかしで、給料の延伸とストップによっ

て‘結局号俸は上がりませんから、総体的にはこの改正によってことし 55歳になられた方は、

総額においてはマイナスするんではなかろうかと思うが、この計算をやったかどうか。これが

普通に昇給していくならば 38号俸になるんです。ですから、 36万5，100円余分になる。こ

れは間違いありません。しかし、ストップしちゃうんですから、 35号俸でとまっちゃうわけ

です。ですから、総額においては、ことし 55歳になる方は損しちゃうんじゃなし 1かと。給料

改正がない方がいいんじゃなし 1かと。このような計算が成り立つようですが、こういう 55歳

以上の方について計算したことがあるかどうか。 この点 2点をお答え願いたt¥0 

0議長(高橋通夫君)

06番(古谷太郎君〉

古谷太郎君。

全然わからないけれども、伊藤さん人がいし、から余り聞きたく

はないんですけれどもいいですか……(発言する者あり)だれだよ。共産党というのはそうい

うテャチャを入れるのが好きだ。静かにしろ。ここはソビエトの会議場じゃない。

いいですか。 4等級の 33号俸だと 34万2，3 0 0円です。そうですねー伊藤さん。そう

して値上げが 36万2，300円に 60歳でなるわけです。そうですね一普通でいきますと。そうす

ると昇給分は、この差額は 2万円あるわけです。 2万円上がった給料を 1年間もらえるわけだ。

そうでしょう一一伊藤さん。ですから、私は 36万1，900円にしかならない。 36万6，100円は

最後の年の半年くらいでしょう。ここで半年延伸になり、さらに延伸になりますから。だから、

計算 してみると幾らか総額では減りゃしなし、かと、こういうふうに思うんですが一いいです。
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そ こまでお聞 き・・・ ・-。

そうすると、ここでベースアッ プで払う金額。実際に払 う金額は幾ら払 うんですか、 20日

の日に。総額で幾 らですか。役場じゅ うでいいです。病院も全部含めて幾ら払うの。それちょ

っと聞きます。

0議長 (高橋通夫君〉 総務部長。

0総務部長(伊藤正吉君) 御決定いただいた給与改定額あるいは扶養手当、その他

を総額をひっくるめま して、 総額で2億 521万円でございます。

0議長(高橋通夫君)

06番(古谷太郎君)

古谷太郎君。

実は補正予算のときの御説明ですと 、 3.37のベースアップで

は1億円以上プラ スしなき ゃできないんですと 、 1億 50 0万円。それはそうなんです。当初手

予算 2係見てある、ベ ースアップが。 いいですね。それから、 6カ月延伸の 3カ月介は、こ れ

は減額 しましたと 、こうい う説明だったんです。だか ら、これは伊藤部長さんが、あなたど忘

れする性格があるから、それはそれで結構ですけれども。 もちろん私は、こ れは当然だと思う

んです。部長がここ に12人並んでいる。 このうち 6人は、もう昇給ス トップで絶対上がらな

い， 3 5万 7，7 0 0円以上になるわけです。半分以上の人が、 11人なら 6人がストップです。

これ先ほどの御説明で した、部長は。教育長は、これはしょうがないですよ。そういうふうな

状態の中で 6割もの部長さん、課長さんが市長に意見を申 し入れている。それを十分勘案した

ので、部長さんや課長さんの御意見が入っているので、たまたま幾らか入れて高額の方々に対

するアップ分は若干です。少 しアップ多くしたと私は考えます。ですから、これからも大いに

部長さん、課長さんは市長に要求書を突きつけてくださし1。そう しませんと、これで1万6，400

円ずつ上がるようなことはないですよ。今度は、たまたま皆さん方が連名で 6割も、ここの半

分以上の人が突きつけたんですから。だから市長も、これは悪いなと思って高額者の方ふやし

たんです。そう いうことを十分ひとつ部長さんや課長さんは肝 に銘じておいていただきたいこ

とを申し上げておきます。いいです。

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

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、これに街l異議ありませんか。
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C 1"異議な し」と呼ぶ者あり〕

0議長(高橋通夫君) 御異議ないものと認めます。 よっ て本件については委員会付記

を省略する こと に決定いたします。

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〉 2 9号議案、反対の立場で申し上げます。

この議案の中で、先ほど申し上げましたように6割もの部長さんや課長さんが市長に意見書

を突きつけた。その結果、若干のベースアップにおいて手心が加えられている。いわゆる給料

の高 い方々 に対するアップ率を若干加えられたことについては大賛成であります。しかし、同

時にもう一つは、国と同じ 3.3 7婦のアップ、これも賛成であります。しかし、どうしても理

解で きな い点もある。先ほどの古賀君の質問にありましたような住宅手当の二重払~，。こう い

う市は幾つもない。全然、いままで問題に していなし 1。 しか し、 住宅手当を 7，000円にアップ

する ことは私は賛成であります。 また扶養手当。第 1一一 初めの人を 1万 3，800円にし、次

から 6，2 0 0円にすることも賛成であります。

しか しながら、今回のベースアップによっ て、 いわゆる通し号俸という世界にも類を見ない

ような、いわゆる共産主義が極度に達したときはそうなるんです。これはマルクスが言っている。

いまは社会主義世界である。だからソビエ トも中国も社会主義だと言っているんです。共産主

義の理想的なものは平等に支払われ、能力に応じて働くということなんです。これは理想社会

です。 これはわれわれだっていいと思います。しかし、そんなことは現実の世の中においては

なかなかむずか しい。

しか し、 その理想社会を日野市の給料表はや っているわけです。ですから、遊んでおっても

天国なんです。 いま石井係長はいい人ですよ。優秀な方です、あれ。そういう人でもたまには

逆上するような場面がでるんです。それは 3等級が問題なんです。 3等級でも 4等級、係長に

なっても給料がちっとも上がらな~'0頭へくるのはあたりまえでしょう。たまたま係長がーー

恐らく私は思うんです。本来は職員がやることなんです。窓口業務なんていうのは。だけどもス

トライキやっているから、昼休みに課長や部長や管理職は出ていけと。窓口に出よということ

で出ざるを得なかったパノだろうと思う。そう いうふうな問題で私は第一にこの通し号俸という

ものを絶対やめなきゃならない。そのために反対の第 1点であります。

次に反対する点は、第 2点。昇給額。昇給率であります。給料表の 4等級でも 2等級でもい
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に、 3等級でもいいんです。若い人ほど、 1番昇給率のいいのは驚くことに 8号俸か ら7号俸

に上がると きであり ます。はっきり 言えば二十七、八歳であります。そのときの昇給昇給率は

5. 2 5係、金額において 7，40 0円であります。また、昇給額、引き 上げの額が一番いいのは

8，6 0 0円。これは15号俸から 16号に上がるときであります。 15号 といいますと三十八、

九でしょう。 33歳から三十八、九の聞が昇給する額が一番いい。 8，000円を超えておりま

すよ。いいですか、よ く見なさ い。こういうもう 38を過ぎる と昇給額も昇給率も激減 してい

くわけです。ずーっ と下がってし 1く。それで、 55歳ではどうか。 33歳いわゆる 11号俸の

ときに 8，300円上がっている。ところが 54歳では 4，200円 しか上が らな い。率において

1.1 8 9るであります。しかも、それ以上はこの半分だ。 24カ月たたなきゃ上がらない。そう

いうことから勘案すれば 0.59るしか昇給率がな いということなんです。こんなばかげた給料表

を賛成できるわけがない。

特に私は申 し上げますが、 これからは高齢者社会であり ます。労働省は定年の延長をいろいろ

と財界と協議している。企業者側も 55歳から 60歳に延ばそうというふうな意向のよ うであ

ります。しかも、市役所の半分以上の職員はホ ワイ トカラ ーであり ます。行政職職員でありま

す。これらの方々の定年は、当然 60歳までというのが高齢者社会における常識ではありませ

んか。この高齢者社会に向かってし 1く常識と全く逆行してつくられたのが、この通し号俸によ

るむちゃくち ゃな給料制度であります。高齢者社会に反対するような給料の改正には絶対賛成

できません。ゆえに付則の第 3項に反対であります。また付則の4項。 55歳になったら 24 

カ月で延伸するんだと。こと しに限って 6カ月 も出すんだと。 こんなことは考えてはならない

ことであります。

取りまとめますと、第 1に高齢者虐待の給料表をつくられた。 このようなことは高齢者社会

に対して刃向かうものである。逆行するものである。第 2には、 33歳、 34歳を頂点として

昇給額も昇給率も激減 してしぺ。 これは、よう やく市役所の仕事になれ、仕事ができるように

なった人たちに対する残酷な扱いであります。働く人がいなくなる。 しかも、第 3点と しては、

いわゆるこのようなことをしなきゃならなかった 3年間なり 4年間の、昭和 49年からの市長

・理事者側の怠慢が、いま 30歳 33歳以上の方々におおいかぶさ ってきているとい う反省が

全くない。よ って反対意見を述べておきます。

終わり。
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0議長(高橋通夫君) 古賀俊昭君。

01 8番(古賀俊昭君) 私 も反対の立場で意見を申 し上げておきます。

いま古谷議員の方か らもありましたよう に、 今回の給与改正、つ まり 3.7婦のベアの実施に

伴う給与改正で ございますが、 もともと給与体系の抜本的な見直しを議会でも議決を している。

しかも、今回は部課長さんたちが決死の思いで給与制度の見直 しiこついての提言もあった。そうし

た中で、当然市長は給与の是正計画に基づく給与の引 き下げと同時に、抜本的な通し号俸制を

改めるための給与体系の見直 しというものを本来すべきであ った。しか し、 今回全く市民会館

の起債の保留を解除 して もらうためにだけ、その場 しのぎの緊急避難的な考え万で今回の給与

表の改定を行った。こういう点は私ども認めるわけにはし 1かないわけであります。

同時に、組合も職員の人たちも、こ の 3.7係の今回の決定について必ずしも賛意を示してい

ないのであります。組合ニ ュース3月 11日号、第 74号には 職場委員会や 一一これは 5日

に関かれておりますが、組合に諮らず、執行部段階で妥結 したことに対して厳しい批判意見が

5日、 6日ともに出された。また、 日野市の市職の執行部からの見解に対して、いろいろこう

した批判が行われた ことにつきま して小菊委員長は「職場討議の機会を保障しなかったことは

弁解の余地はなく陳謝する。今後こういう ことがないようにする」ということで、組合員の皆

さんからの批判について委員長ま で陳謝を しているわけでありますc 職員組合も こういうふう

に全面的には認めていない。みずからそのことを裏づけしているわけであります。しかも、先

ほど古谷議員もお話にありましたように、こ ういう通し号俸制と呼ばれる給与制度は、やはり

人間の持つ自然な感情、こ うしたものに逆らうものであります。職務に従って、やはり給与と

いうものは決めてし 1く。 こうした考え方が基本になければならないわけでありまして、いわゆ

るその能力に応じて働く。そして、 必、要に応じて取るという のは、これはマルクスも言ってお

るとおり共産主義の考え方なんです。つまり自治労が言っている同一年齢同一賃金、生活給の

考え方と いうのは、やはり 改めなければならない違法な制度であると思います。そう した違法

な制度で、今回その場しのぎの是正と いうことでベアが確定され、今回出されました給与改正

案でございます。私は反対の立場をここで意見として申し上げます。

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。本件は原案のとおり決するに賛成の諸君の挙手を求
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めます。

(賛成者挙手〕

。議長 (高橋通夫君〉 挙手多数であります。よって議案第 29号、日野市一般職の職

員の給与に関する条例の一昔E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。

請願第 60-4号、日野駅一 豊田駅を結ぶ市内パスを速かに滝合橋経由平山城祉公園駅ま

で延長 し、私たちの南北交通の足を確保する ための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 60-4号の常任委員会への付記は、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。

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 21分散会
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午後 1時 16分開議

0議長(高橋通夫君〉 とれよ b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。

b諮 Dいたします。大き左災害が懸念される都立高校用地造成工事の件Kっき、小山良悟君

から緊急質問の通告があります。所定の賛成者がありますので、との際、緊急質問を日程K追

加し発言を許すとと K街]異議ありませんか。

[1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。よって小山良悟君の緊急質問を日

程K追加し、発言を許すとと K決しました。小山良居君の発言を許します。

[4番議員登壇〕

04番(小山良悟君) 議長の合許しをいただきま して、 緊急質問をさせていただきま

す。今度の との緊急質問、実は私も随分悩みま した。時期が時期だけK、非常K苦慮したわけ

でありますが、，との問題の指摘によって、高校が誘致され、造成がされて、来春南平高校が開

設されるという運びK左つ てなbますので、そのヌクジュールK狂いが出てきでは、子供たち

Kとってはかわいそうだというとともあります。しかし、との問題は、あの校舎で学ぶ生徒の

身の安全とい うととと、それから、排水の工事が棚上げといいますか、暗礁K乗り上げたとい

うととで、その周辺の住民の安全というととを考えますと、市民の代表としての議会人として、

その安全性をやっぱりたださ左けれは・いけないということで、との緊急質問を取 b上げさせて

いただきました。

との高校用地の問題Kつきましては、昭和 57年の4月K用地買収されて以来、その高校誘

致をするというとと Kついては、何ら異議を挟んでと左いわけであ りますけれども、その事業

の執行の仕方Kつきまして、手続、手順いろん左ミスがあるととを私どもは指摘してまいった

わけであります口しかるに、最近の宣伝ピラ Kよりますと、自由民主党・新自由 クラブは、都

立高校誘致を妨害しているというととを、とれでもか、とれでもか、という感じで文書Kよっ

て、市民K宣伝をされているととろであります。そういう状態でありますから、また、 ζの問

題を指摘しますと、早速、今、宣伝カーもいろいろ回っているようでありまして、新自由 クラ

ブの小山良悟が、また都立高校の開設K妨害をした、とういう宣伝をされるんではないか、と

いうふう K、そういう体質の後援団体である左、というととを最近つくづく感じました。です
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から、私は、とのことはとの場Uてないて、恐らく 傍聴K来ている方 もなられます。それか ら、

庁舎のロ ビーでとのモニターテ レビを見られている市民の方 もあるか と思います。また、議事

録もあるわけですから、私どもが高校誘致を妨害したかどうかという とと は、私どものとと で

の論戦を把握していただければわかるわけであ bまして、いかに森田陣営が、事実と違うとと

を宣伝しているか、 というととをぜひ市民の皆さんtてわかっ ていただきたい、という こともつ

け加えてなきたいと思います。

さて、この都立高校の用地の問題であDますが、まず先Kちょ っと簡単K経過を触れますと、

5 6年の 5月 18日K、企画財政部長名で学校用地としてでは左くて、防災用地として、市の

開発公社K買収依頼が出されたわけであります。その後、 日野市K売却の意思を示していた鈴

木重信氏が 5 7年の 3月 2 3日K、突然新日本エンタ ープライズというえたいの知れ左い悪徳

会社VL1 2億円で売却をしたわけであタます。 との取引は.いわゆる国土利用計画法第 23条

K違反しているというととで、とれも私が緊急、質問をさせていただきました。その 2日後VL3

月の 2 5目、鈴木重信氏K宅地造成等規制法、都市計画法、砂利採取法違反左どで懲役 8カ月、

罰金 10万円の有罪判決が下ったわけであります。その犯罪人の鈴木重信氏から新日本エンタ

ープライズに売却されてからわずか 23日後K約 5億円の上乗せで、 1 7億近い価格で、日野

市がエンタープライズから買ったわけであ bます。 23日経過しただけで、左ぜ 5億円の差が

生じたのか、その 5億円の価格差の真相は一体何まのか、というととも市民として当然聞きた

いζ とでありましたから、そういうととを質問もいたしました。しかし、その真相Kついては、

いまだもって私どもわかつてなりません。その真実はどうだか解明し得左いわけでありますけ

れども、その後K、との新日本エンタープライズの社長国井洪氏が、東京女子医大同和関係幹

部射殺事件の関与の疑いで別件の傷害罪で、 1 0月 9日K逮捕されたわけであ bます。日野市

が用地を買った相手であタますとの新日本エンタープライズは、 59年の 10月 16日K、約

200億円の負債で倒産をいたしました。したがって、いろいろ左問題が発生しでも、相手に

当事者能力が左〈左った、という大変困った状態K左ったわけでありまして、私どもとしては、

今K左つては、いろいろ左問題が、結局指摘Kとどまらざるを得左い、というふう左状況K陥

ったわけでどざいます。との日野市と新日本エンターブライズは、昭和 57年 4月 15日K、

土地売買契約書を締結しているわけですが、次の契約違反をしているというととも、私どもは

指摘したわけであタます。第 1条K、土地の売買面積は実測面積とする。というふう Kなって

いるわけですが、とれは、墓地や公道は、 公簿で計算 したと市当局も答弁してなりまして、実

測面積での売買では左かった、というと とで、とれは双方 とも契約違反をしているわけであり

ます。さらK、第 5条の中で、道路等の公共用地、隣地所有者との境界の確認をし左きゃ左ら

左いとと Kなっているんですが、とれが左されて左かった、 という ととであります。それから、

第 6条で、測量の問題ですけれども、損Ij量は、エンタ ープライズの責任と費用負担Kないて行

うとと K在っている、というとと K左っているわけでありますが エンタープライス・が提出し

た七生測量の図面は、墓地や公道が実測されてい左い、というととであります。そして、その

後、株式会社日野測量社が検収した結果、 1 4 4. 0 1平米の面積差が出てきた、ということで

あります。 ζれは 34万 3，0 0 0円という貴重左税金を使っているわけですけれども、との検

収でも公道の誤買収、つま b大里 3号線 67.4 6平米の公道を日野市が誤ってそれも買収の価

格K入れてエンタープライズK支払ってしまった、という事実であります。とれも私ども議会

で指摘したわけであタます。との公道の誤買収の件は、発見されなかっ たわけであ ります。

結局、 540万という高額の税金を使って、日本技術開発が再測量した、という経過であるわ

けであります。免許のある測量士の完全左測量図を、相手K要求するととは当然であるわけで

あタますけれども、とのととも、日野市はしてと左かった。そういったよう左、もろもろの問

題を、指摘してきたわけであります。その結果が、新自由クラブ、あるいは自民党が、との高

校用地の誘致K妨害をしている、というわざわざ選挙の事前運動のピラ K書いて、宣伝してい

るわけでありますが、決して惑わされてはいけ左い、というふう に申し上げたいと思います。

さて、そういう状況の中で.きょうの緊急質問のテーマでどざいますけれども、乙の事業が、

最初から手)1買が狂っている。高校を誘致する という場合Kは、まず基本計画を立てて、そ して、

用地買収をし、用地を買収しましたら、まず受け入れ施設、排水路の整備とか、そういった受

け入れ体勢をつくってから 造成事業K取りかかるべきであります。そして、東京都K売り渡

す、というのが手順であろうと思うんですが、とにもかく Kも、まず土地がある、土地ありき.

というととろから始まっているわけです。計画は二の次であります。でありますから、その後

の事業の執行というものK、いろん左無理が生じてきている。その結果、きょうの緊急質問と

いう形での、その形があらわれてきているわけであ りまして、まず一番心配左のは、との緑豊

か左日野の自然、の用地を緑豊か左丘陵地帯を、強引Vてまさ Kダム建設の工事現場かと見間違う

よう左状況を呈して合りますけれども、強引ま造成事業を行い、その削った山を擁壁で崩れ左
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いよ うに工事を したわけであります。ととろが との擁壁が上の方から 20センチほど前面に

ずれて乗り出してきた。倒れかかってきたという大変ショ ッキン グ左 ととが生じてきているわ

けであります。とれはとの土地にとの場所K子供を送る親としては、 大変心配左 ととであbま

すので、との点をしっかり と私どもも安全を確認 しでかか左いと、子供たちを学校K送れ左い

というとと K左bますし、また、その辺のととろをただしてなか左いと、私どもの議会の責任

も果たせられ左いというととで、質問するわけでありますので、 正確な御答弁をな願いしたい

と思います。

まず質問の 1点としては、まぜ擁壁が傾斜し、危険左状態K左夕、工事のや り直しの事態K

左ったのか、その原因を詳しく説明 していただきたいと思います。 ζれが第 1点であタます。

第 2点は、造成工事の日程K無理があったのでは左いか。現場の技術担当者K大きな負担を

与えてい左いかどうか。選挙の目玉にしたいは。っか.!J(!L、まさに市長選挙もあと数日でとざい

ますけれども、目玉にしたいばっか.!J(!L都立高校を誘致 しました、という手柄を選挙公報の目

玉にしたいというばっかり K、生徒の安全に対する配慮、が二の次K左って、日程だけが先行し

てしまったんでは左いかという ふう K思いますが、その点ど う左のか。

3点としては、との擁壁の工事のやり直 しといいますか、その責任、どうしてそういうこと

K左ったのかの理由は、在ぜ在ったかは第 1点で質問をいたしますけれど も、 3点目としては、

その責任は、じゃあどこがとるのか、そして、その費用は. どうするのか。その費用負担、そ

れから費用の額も含めて御答弁をいただきたいと思います。

4点目は、今度の工事の場合でも、専門の設計士が設計して大丈夫であるということで、工

事をしたわけでありますが、 しかし、自然は人間の計算以上の力を出したという か、計算外の

作用を起こしまして、今回のよう左擁壁が倒れかかるという事態K左ったわけでありますけれ

ども、との今後の安全性を保障されるのかどうか、どうやって保障するのか。台風や地震、と

の発覚したのは、長雨が続いている 3月K発覚したという ζ とではなくて、 1月K発覚したら

しい、というととを聞いてなるんですが、その辺のととろも正確K答弁いただきたいんですが。

自然、の、月1j(!L台風とか地震が来たわけでも左いのK、そういう状況Kなったわけであ bますか

ら、まして多少の補強左久やり直しをしても、台風とか、地震左んかが来たら一体どうする

のか、そのときの安全は大丈夫在のかというととが非常K心配K在ってきたわけであります。

その辺のと とろの答弁をいただきたい。擁壁の傾斜Kついては.以上の 4点だけを質問して台
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きます。

それから、もう一つの質問項目 であ りま す南平用水改修が暗礁K乗b上げた問題であ bます

けれども、とれも周辺の住民の皆さんから大変左不安を寄せられていをわけであります。との

問題Vてついても住民が安心できる答弁をぜひ訟願いしたいと思うんですが。質問の第 1点とし

ては、 1キロメ ー トノレ改修する予定だそうですけれども 、そのうちの 480メータ 一分Kつい

て、 測量の立ち入りすらさせてもらえ左い、というととのようですけれども、地主が左ぜ応じ

てくれ左いのか、その理由を御答弁いただきたいと思います。左ぜそう いう状態、K立ち至った

のか。御答弁をいただきたいと思います。

2点目としては、現在、校地の造成中であ Dますけれども、現在、造成中氏もかかわらず、

排水路の整備予算を当初から組ま左いのは、周辺住民を災害から守る という当然の責務を忘れ、

無責任行政と指摘されてもやむを得左いでは左いか、 という とと であります。上の方の造成を

やっている以上は、下の方の排水対策というものは、とれは、もう当然、やら左きゃ いけないと

とで、極端左乙と を申し上げますと 、校地の部分の造成を中止してまでも、下の排水路の受け

入れ態勢とい うものをまず先Kつくる。とれが基本であろうかと思 うんです。当然し左ければ

左らないことであります。ましてやそういうと とまたしなきゃ左ら左い、という気持ちを市長

自身も強〈持ってい左きゃいけ左い。それをあらわすのが予算書なわけであ ります。その予算

書K当初予算Kそういったものが組まれてないというととは、大変左問題だというふう K私は、

思うわけであDます。住民軽視といいますか、まさに住民の安全を忘れた先ほども指摘したよ

うK、私は都立高校を誘致しました、という のを宣伝カーで言って歩きたいばっかり Kそうい

うことの配慮を怠っ て、まず先Kもう 建物だけ、仏をつくって魂入れずという行政をた くさん

あちとちでやっ ているわけでありますけれども、まさ Kその例の一つであ ります。 とん左無責

任左ととをやられて、私ども住民としては、市民としては大変心配であるわけです。との災害

の問題は、行政として、市民を安全K守ら左きゃいけない、というまず一番K考えなきゃなら

ない問題であるわけですけれども、それを当初予算Kも組んで左いというととは、その見通し

が厳しいというとともあろうかと思いますけれども、その取タ組み方がいかに安易であるか、

というあらわれでもあるわけです。こういった事実は、本当K市民の皆さんに私は知っていた

だきたい。個人的Kどうのとうの恨みつらみを申し上げるつも Dは左いんですけれども、現実

K日野市の行政としての現実の姿を知っていただきたい、と思うわけでありますけれども、と
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の南平用水改修の予算を、当初予算K組ま左かった。との件についても、左ぜそういうこと K

まっているのか。との場合でも台風左んかが続けて来たら一体どうするんですか。計算上では

大丈夫です 間K合いますという答弁をされるかもしれませんけれど も、私どもと いう か、専

門家が計算されても、計算外の ととがたくさん自然の現象 として起き てくるわけであります。

ですから、その辺のと とろの心配が擁壁の崩れとと もK、との排水の整備をし左いまま上の方

の造成をどんどん進めてい し とい うとと Uてついては、大変心配なわけであ bます。その点の

責任ある答弁をいただきたいというふうに思うわけであります。

それから、その排水路の事実が暗礁K乗 b上げているので、当座遊水池をつくって切り抜け

るという恐らく答弁をされるんだろうと思うんですけれども、との遊水池の問題も、いわばど

んぶりの底をグラウンドKするという形で、グラウンドをその遊水池にするという ζ とですけ

れども、とれは、例えば雨が降っ て実際K雨水が貯留されるというか、貯水されている状況が

出てくるわけですけれども、付近の子供たち幼児左どが遊びK来て、そとへ入り込むという危

険もあるわけですし.それから.グラワンドの使用Kも大き左制約が出てくるわけですね。雨

が上がればすぐグラウ ンドが使えるという状態では左くて、遊水池Kなっ ているわけですから、

それがはけなきゃ使え左いというそういう問題が出て〈 るわけ左んです。とういう例はほかK

一体あるのかどうか、という とと もな伺い したいですね。 とん左形でやっているととろが一体

あるのかどうか、というとともな伺いしたいんですが、 ζ ういう形でやろうとしている考え方

自体が、非常K疑問を持つわけであり ます。きちんとやっば り排水路の整備をして、グラク 。ン

ドはグラク ンドとして、常K快適左条件で使えるようにするのが行政の当然、の責任だろう、と

思うんです。したがって、 ζういう今までの結果を見ても、いかKζの事業が計画性の左い、

ずさん左事業であったか、その ととを議会から指摘されてもやむを得左い ととでは左いか、そ

のよう K私は思うわけであ bますけれども 、との私の質問K対する答弁は、 擁壁Kついても用

水Kついても用水路についても、大き左重大左問題でありますので、担当部長の答弁は結構で

す。当然市長、助役は把握されていると私は思ってjo-， kJますので、市長、助役の方から答弁を

いただきたい。担当部長からは答弁は結構です。以上質問いたします。

0議長(高橋通夫君 ) 小山良悟君の質問K対し、理事者の答弁を求めます。助役。

O助役 (赤松行雄君) 助役の方からまずな答え申 し上げたいと思います。

全部で 5点Kわたる御質問でどざいますけれども、まず第 1点でどざいます。御指摘がどざ
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いましたよう左状況K、南平高校の擁壁の状態というのが、擁壁相互の間で目違いが、 クラク

ンドの方の擁壁と、それから山の方K向かいまして、 左側が学校の校舎の建つ擁壁でどざいま

す。 それから、右の方がグラワンドが配置されてなりますと とろの擁壁が、山際にあるわけで

どざいますけれども、とのこつに分けて台話し申し上げたいと思いますけれども、グラワンド

の方の擁壁の状態というのが、前傾斜というふう左ものとか、あるいは擁壁ワンスパンどと K

擁壁があるわけでどざいますけれども、 5センチから 6センチの目違い、それか ら、前傾斜と

いいますか、たわみといいますか、 とれがグラウンド側Kなきましては 一番強いと とろで

2 0センチ、それから、 学校の校舎が建ちます方は、ほんのわずかでどざいます。前傾斜等は

とざいません。擁壁と擁壁の間の目違いというのが、 2センテ程度でどざいます。とういうふ

う左状況に左ったわけでどさ恥いますけれども、擁壁をつくりましてから裏K裏どめの土を埋め

ていったわけでどざいます。 ζの土の土圧Vてよりまして、それぞれ擁壁にかかる土庄の違いに

よりまして、さっき申し上げましたような目違い グランドの方になきましては、 5センテか

ら6センチの違いが出てきたわけでどざいます。それから、校舎の方Kなきましては、 2セン

チというふう左わずか左ものでどざいますけれども、裏K埋めましたととろの土が設計Kより

ますと、山砂でとれを埋めていくんだ、という設計K左っているものでどざいますけれども、

その山で発生しました土そのものを実際Kは埋めていった、とういうとと KよDまして、土炭

という泥炭層の泥岩という層の粘着度の非常K強い土でどざいます。そういうととろから、土

圧の違いが出てまい bまして、擁壁の自違い、あるいは前傾斜というもの等が出てきたわけで

どざいます。 ζれ らのたわみとか、目違いという状況でどざいますけれども、との程度の要す

るK現象というととは、通常あり得る現象でどざいます。あ b得る現象でどさ'いますけれども、

原因 としては、そ ういうととでどざいます。

それから、 2番目としては、日程K無理は左かったのか、とういうととでどざいます。そう

い うととは絶対Kどざいません。設計の面K台きま しでも、それから、設計は日本技術開発と

いうとれはコンサノレタン トでどざいます。との会社は恵那山トンネルだとか、あるいは中国自

動車道の吹田のインタチェンジの設計だとか、非常K優秀左設計会社コンサノレタントでどざい

ます。とう いう選択の過程でも我々誤っ ているとは思ってい左いわけでどざいます。上手の手

から水が漏れたのか、というふう左糾弾をしているわけでどざいますけれども、いろいろな会

社の経歴、今までの実績等を見まして、非常K幼稚左間違いを犯しているという ζ とが言える
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わけでどさ.いまして、との会社の今日までの実績とか経歴を見まして、まさかとういうととが、

というふう左とと等も考えられるよう左.幼稚左過ちでどざいます。とれが設計を担当した。

それから、工事中の要するK工事、設計監理一切もとれが担当しているわけでどざいます。そ

れから、現場施工は鹿島建設でどさーいます。とういう状況の中で、日程上、高校の開設K間K

合わせ左きゃ左らん、早くやれやれ、という無理在日程を組ませたというふう左状況はどさ引い

まぜん。当初、高校の要するK新しい高校の校舎がでーきまして、開校しますのは来春でどざい

ます。そういうふう左中で、無理左日程を組ませて早めさせた、とういうふう左 ζ とは左いわ

けでどさ'います。

それから、工事のやり直しの責任とか、費用の額でどさ'いますけれども、さっき申し上げま

したよう左工事の実態でどざいます。やはり設計左り工事施工の段階での責任というふう左と

とで、費用の金額Kつきましては、とれらの会社と今話を詰めているととろでどざいます。 工

事の方は進んであ、るわけでどさ'いますけれども、補強工事は進んでお、るわけでどさのいますけれ

ども、 責任の問題、費用の分担等Kつきましては、現在話を進めてなると ζろでどざいます。

それから、今後の安全性、どう保障するのか、 ζ ういうととでどさ'います。もちろん擁壁で

どざいますので、非常K長期の要するに擁壁の安全性保障、あるいは短期の擁壁の安全性保障

というととにつきましては、十分考えて止るととろのものでどざいます。そうでどざいますの

で、との擁壁Kつきまして、目違いが出た、たわみが出た、というふう左状況の中で、原因と

しましては、さっき申し上げましたよう K、裏どめの土圧Kよって、とういう現象が出たとい

うととが、はっきりしてなるわけでどざいますけれども、要するK長期の安全性、あるいは地

震、災害、瞬間的K大き左震度等が来るわけでどざいますので、そういう短期のなっしゃるよ

う左安全性、あるいは保障というとと Kつきましては、今後との擁壁Kついての要するK補強

工事を実施するわけでどざいます。大体擁壁の裏側Kコンクリートの補強工事を行う、とうい

うふう左技術指導を受けてなるわけでどざいます。そういうとと Kよって、沿っしゃるよう左

とれ以上の目違いまり、あるいはたわみの進みというものを食いとめると同時K、長期的左擁

壁の通常の安全性、それから、沿っしゃるととろの急激在震度だとか、地震だとか、いろん左

問題がどざいます。とういうものKついては、短期的な要するK安全性保障というものを十分

K果たしていくととろの要する K補強工事をとれから実施するわけでどさ'います。そういうと

とKよって、現状の中では通常あ b得る現象でどざいますけれども、御指摘がどざいましたよ

う左長期、短期という完全左安全性保障というととを果たすために補強工事を実施していし

とういうふう左ととでどさーいます。現在での裏どめの土は、大体擁壁の天端近ぐまで埋めてき

ておるわけでどさ拘います。その中での要するK現象としましては、さっき言ったよう左たわみ

左夕、目違いというふう左状況でどざいますけれども、その上Kまだ土が多少まだのり枠ブロ

ックという形の中で、地山K傾斜して土が盛られるわけでどさ"います。そう いうふう左状況等

もどざいますので、より一層の安全性を確保するというととで、さっき申し上げました生コン

のコンクリートを擁壁の裏側へ打ちまして、補強工事をする、ととういうととでどさ事います。

現状の検査の中では、たわみと前傾斜とか、目違いが出てなるわけでどざいますけれども、擁

壁の基礎部分と、それから立ち上がっ てな bます擁壁部分との接合部分だとか、あらゆる面K

亀裂も生じてなりませんし、無理左計数等もかかって左い、というのが鹿島建設の方の調査で

全部わかつてな bますので、さっき言ったよう左コンクリートの補強工事を行って安全性保障

をしていしとういう考え方で、東京都の多摩西部の建築指導を受けてなると ζろでどざいま

す。その指導Kのっとった方法で、補強工事を実施いたします。

それから、南平用水の工事でどざいます。これKつきましては、当初予算K盛って左いんじ

ゃ左いか、というととで.無責任では左いだろうか、あるいは非常K安易では左いか、とうい

うふう左きつい£、しかタでどざいますけれども、そういうふう左ととではなしK、現在のとと

ろ、必死K左りまして、地主さんの方から南平小学校の上の部分でどさ噴います、上流部分でど

ざいます。 ζ との地主さんの承諾を、必死K在っていただく努力をして合ると ζろでどざいま

す。いろいろと市の行政と直接との用水の測量部分Kついて御承諾をいただいて、測量させて

いただくというその部分は、極めてもうそう込み入った問題じゃないんですけれども、いろい

ろと行政面で深いかかわbを持つてなるわけでどざいますので、それらを一つ一つ解決し.正

常化してきて企るわけでどさ-いますので、その方はほとんど私の方で努力しまして、解決済み

でどざいますので、いよいよ用水その部分の測量を許可 していただいて、それが済めば、ある

いは場合Kよっては耕作していらっしゃる方の土地も、あるいは場合Kよっては買収させてい

ただしとういうととに在ろうかと思いますので、非常K慎重左取b扱いで£、願い申し上げて

いる。測量だけで済むわけじゃどざいませんので、そういうととで交渉を積み重ねてきてなる

ととろでどさ'います。本当K測量の承諾を得られま した、というような御報告ができればいい

わけでどざいますけれども、力足らずというととろが、何としても くやしいわけでどざいます

ハu
h
h
u
 

F
O
 



けれども、もう一段の努力をいたします。 それK絡むいろいろ左問題等は、ほとんど解決して

きてな bますので、 いよいよ測量の面だけ残っ ていますので、 快〈御承諾いただけるん じゃ左

いか、 とう期待 してなるわけでとざいます。それで、 何としましでも、南平一帯の公共下水道

が正式Kできるまでの間の用水でどざいます。 昔から流れている水左んだ、といいま しでも、

周りは非常K商庖(ζ走ったl?.うちKなった b、かつて水団地帯であったと ζ ろが、 住宅地K

ずっと変わってきて合Dますので、やは D用水機能というのは大事でどざいます。今までです

と、田んぼ等K一時水が流れていたというのが、 住宅地K左Dまして、水が、全体的な遊水機

能というのが低下してなりますので、そういう面では、私たち南平用水の重要性というととは、

十分考えてをるわけでどざいます。また、高校用地の中K、遊水機能を設けであるわけでどざ

います。とれも窮余の一策として、暫定的左機能として、大体 2メータ一近くの深さ、 1. 8メ

ーターですか、の深さの水を湛水していく機能を持っているわけでどざいます。ですから、少

し時間差を置きまして、水が引き始めたら、そこから水を流せるよう左機能を持たせているわ

けでどざいます。最近は、学校でもそうでどざいます。それから、公共用地、あるいは公園等、

非常K都市部の公共用地というのが、遊水機能を持つというふう左例が非常K多〈なってきて

台るものです。それから、都立の高校左んかでも、そういう機能のととろがあるようでどざい

ます。そういうものですから、我々の方から南平用水Kついては、暫定左んだけれども、湛水

機能を持たせて時間的K時間差をもって排水していくという遊水池を 深さ Kして1.8メータ

ー設けたい、という ζ とを東京都K願い出たととろ 非常K何らの抵抗左しK許可していただ

いて、今日の計画になったわけでどざいますけれども、公共用地内K遊水機能を持たせて、住

居地域の水害を少左くしていくというのは、非常K最近よくある例だ、というふう K思ってい

るわけでどざいます。南平一帯の用水Kつきましては、平山の方からの排水Kついては、南平

の方と分断した形の排水機能等の考慮もしていきたい、とう考えてなるわけでどざいます。い

ずれKしましでも、御質問いただきました南平用水の測量Kついては、懸命な努力をしてまい

りたいと思っているわけでどざいます。以上でどさ.います。

0議長(高橋通夫君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 市内の各地の開発事業を行います際K、治山治水、つまり丘

陵地Uてついては、擁壁等Kよって山を治める、それから、その宅地開発等をいたしますと、当

然水を治めるという大き左問題が伴って出てまい bます。たまたま、その南平の今日公共用地
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に左りま す地域、それか ら、 あわせて過去K山砂採取等で、 不法左防災上K懸念のあるという

状況が発生してなタま した状況から、ど うしても、 その持ち主から適切、妥当左方法で、 その

用地を後日の懸念を左〈するために、市がそれを公共用地として求めてい しまたその求めた

用地K、市民要望Kか左う事業を防災的左意味も含めて取 b図ってい〈というと とは、私は日

野市の市政上大き左事業であり 、また、その解決を図る ととが重要左仕事だ、と考えてまいっ

てな bます。開発指導要綱等Vてよりまして、また、どとの宅地造成等(tC:jo~きま しで も 、 そのよ

う左指導措置を行っ てまいってなります。

そとで、南平高校用地のとと Kつきましでも、いろいろと御懸念は指摘していただいたわけ

であ bますが、大き左仕事をします場合Kは、多少前後する問題もどざいますし、取りとほし

のととろもあるわけであります。全体といたしましては、今、南平の地域の全体的左治水の解

決、そして、高校用地は土木的左工事Kよbまして、専門の行政指導、あるいは専門の工事を

やる業者Vてよりまして、一応大き〈安全の得られる、そういうこ とができたと思つ てなbます。

若干の補強を要するということも今回生じてなりますが、それらもいずれ全体の安全策を全う

していきたい、とのよう K考えて冬、るととろであ bます。特K治水問題になりますと、 とれは

下流から水の流れをよくしていぐという仕事が、当然、の順序でどざいますし、また、それが順

序として、 ζの成b立た左い場合には、その地形の変化を与える地点にないて、水の適切な処

理をしていしつま b近どろの河川機能も大変弱って台りますから、建設省当局でも、左るべ

く内陸K、内陸といいますか、その河川外の地域医大き在雨が降った際Kは、貯水をできるよ

うな、そういう ととが特K都市開発、都市整備の場合Kは考えられつつ、また行われてなりま

す。高校の範囲K造成をいたしましても、雨量そのものが、そのためKふえるというとと じゃ

あbませんし、その地域K降る雨は、いっときはその地域で貯水装置をつくって、そして、時

間差をつく bながら、との水の排水処理をしていくという ζ とは、近代治水工法の大きな仕事

にな ってな bますから、それKか左つ てなるというふうに考えるわけであDます。南平のいわ

ゆる南平用水、かつてはこれはかんがい水路であったわけでありますけれども、今、ほとんど

全部が宅地化されてなbます。 ζれまでかさ上げ等で一応の補いをしてまいりましたけれども、

南平全体の治水を図るというととで、既K数年前から日野地域Kなきましては、あるいは根川

をつ くりましたよう K、南平用水の下流からその排水機能を高めてまいりまして、今、だんだ

んと上流K近づ、いている。今、持ち主の方と若干の理解不足があ bまして、交渉を進めてな b
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ますので、とれも必ず達成をし左ければ左ら左い大き左公共事業であbます。 一つKは、平山

側から流れて〈る水Kつきましては、直接浅)IIVC排水する管渠もどざいますので、若干のそれ

の工事をするとと Kよって、とにかく南平K大きま水がたまる状況は何としても避け左ければ

なら左い、そのよう左段階であ bますととを、私もあわせてな答えをさせていただきます。

0議長(高橋通夫君)

04番(小山良悟君)

小山良悟君。

助役、市長の答弁をいただいたわけであ bますけれども、 最初

というふう左ととでは、もうすべてやっぽりとういう問題K対する市の方の取b組みが非常に

甘い、何をやっているんだ、というふう左怒Dすら覚えるわけですね。もうわかっているんじ

ゃ左いですか、それもしわかって左いとするならば、との問題Vてついても、何というか、それ

とそ流れに押されて、と Kかく工事やb直ししようやと いうととで、もう費用の負担は、 どと

がするかわから左いけれど、と にか くやっちゃなうというふう左形で、あいまいさを残したま

までやっているんじゃ左いか、と思うんですね。そういうあいまいさを残したまんまで工事を

進めると、予測され左い災害とか、事故というのがまた起き でぐるんです。そういう取 b組み

が非常K甘いというか、でたらめというか、乙ういうととを強〈指摘したいんです。とういう

指摘をすれば、あ左た方は、助役はどうか知りませんが、市長サイドの方は、妨害したとか、

何とかというピラを一生懸命Kなって配 b、そして、宣伝カーで言って歩いている。そん左く

だら左いととをやる暇があったら、との問題Kもっと真剣K取 b組んだらいかがですか。市長

もとの ζ とが市長もな見かけどなタの紳士であるならば、ああいうでたらめ在高校誘致を妨害

しているなんでいう宣伝活動をすぐやめさせなさい。それが、あ左たの票がふえる手段ですよ。

そういう私どもが議会人として、当然のいろいろ左問題点を指摘したとと Kついて、それを妨

害 しているとか何とかというふ う左選挙の材料K使う左んて、とんでも左い話で‘すよ。それが

あなた方を支持する皆さんの考え方ですか。人格でしょうか、とれは。その辺のととろをよく

反省してもらいたい、という ζ とをつけ加えて会きたいと思うんですけれども 、助役、再答弁

ひとつ訟願いしたいんですが、もうとの原因とか、そういうととはもうわかっていいはずでし

ょう。もう少し明確な答弁を£、願いしたい。

の擁壁の傾斜の問題でありますけれども、との問題K関しての、 ζの高校用地の造成事業の最

高責任者たる日野市土地開発公社理事長の認識としては、は左はだ甘いというか、もう少し真

剣K受けとめるべきじゃ左いか、というふう Kまず思いました。との ζ ういう擁壁の傾斜とか、

とういったととはよくあるととだ というふう左答弁でありますけれども、こういうととはよ

くあっちゃ大変です。そういうととは安易K、よくあることだ、というふう左認識でいるとい

うととは、 ζの現場の責任者、あるいは現場Kいろいろ職員も、技術者もいろいろ携わってい

るわけでありまして、みんな真剣Kとの事業K取り組んでいるわけであタますが、最高責任者

が、そういうふう左甘い認識といいますか‘そういうふう左認識でいるというととは、市民と

して大変不満であるというととをまず申し上げてなきたいと思います。

それで、との原因は、設計上では、山砂を埋めるつもりであったけれども、山で発生したそ

の土をそのまま埋めたのが原因だ という ζ とですけれども、それで、その責任とか、その費

用のとと Kついては、今、話し合っているというふう左ととのようですけれども、 ζれ左んか

も助役が、とれはもう一体現場任せKしているんだか、助役自身が事の重大さに責任を持って、

みずから対処しているのかわから左いんですが、みずから対処している左 らば、もう少し明確

なといいますか、線がもう出していいはずだと思うんですね。山砂を埋めるというとと K在って

ているのK、その場Kある発生した土を埋めたという ζ とですけれども、じゃあ左ぜそういう

ふうにしたのかと いうととです。とれが設計の方で山砂をやる設計を書くべきととろを違った

のか。施工の方でそういう設計の指示がある K もかかわらず、鹿島建設の施工が、山砂を入れ

ないでそういうふう左とと K在ったのか、そういう ζ とは調べればすぐわかることですね。す

ぐわかるととだろうと思うんです。したがって、その辺の責任というものもすぐK明確K左っ

てくるわけでありますし、費用の負担だって明確Kなってくるわけ左んです。それが 1月早々

K発覚して今 3月末K在ってきたわけです。その今日の段階で、とういう今折衝中というか、

。議長(高橋通夫君)

O助役(赤松行雄君)

助役。

たびたびなしかりを受けるわけでどざいますけれども、懸命左

対処を行って治るわけでどざいます。 3月 3 1日K設計から、それから工事施工から完全Kで

き上がって受け取るというふうな形の中K左っているものが、とういう形で工期が延期する。

東京都K迷惑をかける。 ζ ういうふうま状況の中で、何を公いても、東京都K一番迷惑かけ左

い方法ということで、いろいろと私自身が先頭K立ちまして、いろいろと万策を講じて£、る状

況でどざいます。

まず原因Kついて申し上げますと、土の問題が大きな問題でどざいます。それから、それ以

外Kζ の土地の擁壁Kつきましては、一番安全性を高く見るととろのクーロ ン方式K よって設
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計がされてなるわけでどざいますけれども、そういう高い安全性を前提Kしてなり左がら、と

ういう現象が出たというとと Kついては、 土の問題先ほどから申し上げましたけれども、 1点

でどざいます。

それから、いろいろと施工時点で、どういう状態で擁壁が浮き上がったか.というふう左現

況等をとらえてな bませんので、その後の変化の状況というものKついては、さっき申し上げ

たよう左大まか左状態でしか申し上げられないわけですけれども、施工上の差位ミスというの

が、どの程度あったかというのは、今ではわからないわけですけれども、もう一つは、地山の

要するに山際です、山際のカッ トを垂直に切 り左さい とういう指導であったわけですけれど

も、現場Vてないては、それを六分K切っているというふう左直で切るものを六分で切っている

というふう左原因等も一つ土圧を増す原因K走って為、るわけでどざいますの設計会社の要する

K責任とか‘設計会社それ自体が設計から施工管理まで一切ヲ|き受けでなタますので、どの会

社の責任という ζ とではあ bませんけれども、いずれにしろ、設計、施工段階からの問題点と

して、との擁壁の問題が出てきたわけでどざいます。そういうふう左原因でどざいます。甘く

とっているわけじゃどざいませんけれども、現象的Kは、通常 ζのぐらいの造成地K沿いては、

擁壁が前かがみKまるとか、あるいは隣の擁壁との違いが 5、 6センチ出てくるとか、という

ととは通常あり得る例だ、というととを申し上げたわけでどさ明いまして、それだからいいんだ

というととでは左しK、安全性の上から、要するK重要左ととろでどざいますので、補強工事

を行っていきます、という厳しいとらえ方をしてなるわけでどざいますので、そのよう Kなと

タいただきたいと思います。

それから、責任については、今、申し上げたよう左ととで、会社側の責任というととを、日

本技術開発Kつきましでも、鹿島建設Kつきま しで も、それぞれ施工、設計段階での責任とい

うととでどざいますので、費用負担を今、求めているととろでどざいます。話のついた部分も

どざいますし、まだ難しいととろもちょっ と残つてなるようでどさ"います。そういう乙とで、

責任と、それから費用の問題は、不可分の問題でどざいますので、との問題の解決を責任、費

用という問題について両者と話を進めているという状況の中でどざいまして、一部まだ話し合

いのつかないものがどざいます。つかないものがどざいますけれども、早晩もうつくわけでど

ざいます。工事の方は、今進めてなるわけでどざいます。何としましでも、工期は一番大事で

どさ"いますので、学校の校舎の建築も始まります。それK影響左い、というととで進めてなる
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わけでどさ引いますので、そういうととで、厳しぐ当たっ てなるわけでどざいます。はたから見

ていただきまして、いろいろと御注意いただくととはあ Dがたい、と思って台るわけでどざい

ます。力不足でどざいますので、さらKむち打っていただいて努力していきたい、とう思って

いるわけでどざいます。

。議長(高橋通夫君〉 小山良悟君。

04番(小山良悟君〉 との今の助役の答弁でも非常K高い安全性を考慮した設計をし

てお、った、 Kもかかわらずとういう事態に左 った、というととでありまして、その砂と土の違

いだけで土圧がどのぐらい違うか、私専門家じゃ左いからわかりませんけれども、その辺のと

ころの、例えば擁壁そのものの厚みが足り左いんでは左いかとか、そういういろいろ素人左 b

kいろん左懸念をして〈るわけですけれども、そういう不安も非常K残 bますし、また、斜面

を削るのK設計上では、垂直Kカットするということにまっているものを、現場では六分Kカ

ットしたというよう左ととも今度の理由の一つだというととですので、そういう工事をされて

いたんでは、ほかKもいろん左設計上は ζ う左っているけれども 実際の施工の段階でこう左

っている、というふう左設計とは違う形の施工をされている懸念もとのこつの ζ とだけでも持

たれるわけです。非常K心配左わけです。 ζのやっているととが。 ζれはもう市民として当然

のととだろうと思いますので、私は ζの件氏関しては、本当K素直K子供たちの安全というと

とを考えて懸念しているわけでありますから、との将来ある子供たちの生命を預かるというか、

そういう子供たちがいる校舎の問題ですから、市民の安全を守るべき市長も、とれはもう現場

K乗り込んでいって、もう市長選挙左んかやっている暇があったら それ ζそ現場へ乗b込ん

でいって、との問題をとの責任ある施工をするよう氏、市民の子供たちを守るという意味で、

もっと真剣K対処しでもいいんじゃ左いか。市長選を全然やる左とは それ森田市長も大変苦

戦しているでしょうから、全然やる左とは言わ在いけれども、その一端を割いて、現場K市長

みずから足を振り向けて、もう少し厳しい監督といいますか、指示というものをする必要があ

るんじゃ左いか、というふうに私は思います。ですから、その辺をよくひとつ踏まえて、後々

もう二度とこういうふう左問題が起き左いよう K、ぜひ対処していただきたい、というふう K

思います。

それから、最後K用水の件ですけれども、私は、先ほど無責任じゃ左いかという指摘をしま

したけれども、つま b森田市長が、との高校用地を買ったときに、そのときには確かK東京都

可
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では、都立高校を建てる予定は左かったわけであります。 59年度中まではないというととを

言明してなったものですから、その前提で私は質問をしたわけですけれども、そのとき K森田

市長は、用地を用意し左いで、学校を誘致するという交渉ができますか、誠意が相手K伝わら

左いでしょう、というととを森田市長は申しましたね。それはそれで結構左 ζ とだと思います、

そういう とと は。そういう森田市長ですから、その持論からいえば、今度の ζの用水の改修の

用地買収も、予算を立ててなか左いで、 b金を用意してなか左いで、それで用地を買ってくだ

さいと交渉したっ て、相手K誠意が伝わら左いわけでしょ う。もし売ってくれたら、補正で組

んでやりま しょう、というふう左ととは、相手K対して誠意が左い。そういうととは、同じよ

うK言えるんじゃ 左いかと思うんで-すね。真剣K左って、との南平用水の改修K伴う用地買収

を、真剣K左っ て取b組みたい、懸命左努力をするという とと を、助役も言っ ているんですけ

れども、そう言っている以上は、当初の予算から予算を用意して、そして交渉K当たるとい う

のは、当然でしょうロまあ、 一度予算を用意しました、見込みが左いというととで、との 3月

議会で、もう減額で出て きました。減額で出てき ましたけれども、しかし、新年度当初予算で

も、また改めて最初から立てるべき ですよ、当初予算 として。予算も用意しであります。どう

ぞ売ってくださいというふう左交渉をし左ければいけ左いはずだと、私は思います。そ ういう

取り組みが真剣さに欠けると いうか、 誠意K欠ける という か、そ ういっ た点も強く指摘したい

わけであります。それで、近代工法があるから どうとかという ζ とで、 遊水池のあれも一つの

方法だと いう ζ とで言っていますけれども、しかし、 ζれは全く助役がみずから言っているよ

うK、窮余の一策であ bまして、 開発しまければ自然、の吸い込み というのはか左タあるわけな

んですが、開発行為をすれば吸い込まれないで流失される雨水というのは相当出てくるわけま

んです。ですから、下流から整備するという原則氏のっ とっての事業を推進するというととは、

あくまで貫き通してやら左きゃいけ左いととですから、と うい う何と いいますか、との当初予

算K用地買収の予算も計上してと左い一般会計予算というのは、非常に欠陥である、というふ

うK私は、強 〈指摘したいわけです し、 ひとつ ζの辺の対応については、早急、Kとにかく助役

がみずから乗b込んで取b組んでください、と いうととを申し上げたい。との最初の擁壁の問

題だっ て、 部課長任せK し左いで、助役、市長みずから乗り込んでいって、との問題を早〈解

決して、本当K安心して学べる校舎Kしていただきたい、ということを強〈要望して質問を終

わります。
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0議長(高橋通夫君〉 とれをも って大き左災害が懸念される都立高校用地造成工事の

件Kついての小山良悟君の緊急質問を終わります。

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

いますが、 ζれK街]異議あ bませんか。

(r異議左し」と呼ぶ者あタ〕

0議長(高橋通夫君〉 御異議左いものと認めます。よって暫時休憩いたします。

午後 2時 19分休憩

午後 4時 4 1分再開

0議長(高橋通夫君) 休憩前K引き続き会議を開きます。

j:，~諮り いたします。議事の都合K よ b 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K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) 御異議左いもの と認めます。よ って会議時間の延長をすること

K決定いたしました。

な諮D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、これK御異議ありませ

んか。(r議事進行 」と呼ぶ者あり) 秦 正一君。

026番(秦正一君) 議運でどのように、そのように決まったのかも知bませんけ

れど、きょうことK出ている議案人事案件、 ζれは特K対外的左問題があるんです。そういっ

た関係で、やはり ζ の問題だけでもちょっと 5時前K決めてほしいんですよ。そうし左いと向

こうへ通知でき左いんですよ。そういう人事案件がととKありますから、それだけでもちょっ

と決めてもらいたいと思うんです。その点、皆さんKな諮りして、それで進めてください。

。議長(高橋通夫君) な諮りいたします。ただいま、休憩、と申しましたが、議事の都

合Kよ夕日程 1、 2、 3の三つを上程したいと思いますが、御異議あDませんか。

( r異議左し」と呼ぶ者あtJJ

。議長(高橋通夫君〉 それでは、順序K従いまして、 日程 1. 2. 3を上程したいと

思います。

とれよ b日程第1.東京都四市競艇事業組合議会議員の選挙の件を議題といたします。

本件は、滝瀬敏朗君の東京都四市競艇事業組合議会議員の辞職Kよるものです。
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会諮りいたします。選挙の方法Kつきましては、 地方自治法第 118条の規定Kより、指名

推選といたしたいと思いますが、とれに御異議ありませんか。

( I異議左し 」と呼ぶ者あkJJ

0議長(高橋通夫君〉 御異議左いも のと認めます。よ って選挙の方法は、指名推選K

よるとと K決定いたしま した。

な諮りいた します。指名の方法Kついては、 議長Kないて指名するとと Kいたしたいと思い

ますが、とれK御異議あ Dませんか。

( 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。よって選挙の方法は指名推選Kよ

るζ とK決定いたしま した。

な諮bいたします。指名の方法については、議長Kないて指名する とと Kいたしたいと思い

ますが、とれK御異議ありませんか。

u異議左し 」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。よって議長Kないて指名するとと

K決定いたしました。

東京都四市競艇事業組合議会議員K石坂勝雄君を指名いたします。

な諮りいたします。ただいま、議長にないて指名いたしました石坂勝雄君を当選人と定める

こと K御異議あ bませんか。

u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。 よってただいま指名いたしました

石坂勝雄君が、東京都四市競艇事業組合議会議員K当選いたしました。

ただいま当選されました石坂勝雄君氏本席より会議規則第 28条第 2項の規定Kより、当選

の告知をいたします。

とれよ D日程第 2.東京都十一市競輪事業組合議会議員の選挙の件を議題といたします。

本件は、滝瀬敏朗君の東京都十一市競輪事業組合議会議員の辞職によるものです。

な諮タいたします。選挙の方法につきま しては、 地方自治法第 11 8条の規定によ b指名推

選といたしたい と思いますが、とれK御異議ありませんか。

u異議左し Jと呼ぶ者あり〕
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0議長(高橋通夫君)

るとと K決定いたしま した。

な諮りいたします。指名の方法については、議長にないて指名するととにいたしたい と思い

ますが、これに御異議あ Dませんか。

u異議左 し」と呼ぶ者あ kJJ

0議長 (高橋通夫君) 御異議左いものと認めます。 よって選挙の方法は指名推選Kよ

御異議ないものと認めます。よって選挙の方法は指名推選Kよ

るζ とK決定いたしました。

な諮りいたします。指名の方法Kついては、議長K砕いて指名するとと Kいたしたいと思い

ますが、 ζれK御異議あ bませんか。

u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 て議長Kないて指名するとと

に決定いたしました。

東京都十一市競輪事業組合議会議員K石坂勝雄君を指名いたします。

i;、諮bいたします。ただいま議長K沿いて指名いたしました石坂勝雄君を当選人と定めると

とに御異議あ bませんか。

( 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。よってただいま指名いたしました

石坂勝雄君が、 東京都十一市競輪事業組合議会議員K当選いたしました。

ただいま当選されました石坂勝雄君氏、本席より会議規則第 28条第 2項の規定K よ夕、当

選の告知をいたします。

これよ b日程第 3南多摩斎場組合議会議員の選挙の件を議題といた します。

な諮りいたします。選挙の方法Kついては、地方自治法第 118条第 2項の規定K より 、指

名推選といたしたいと思いますが、とれに御異議あ bませんか。

u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。よって選挙の方法は、指名推選に

よる ζ とK決定いたしました。

会諮りいたします。指名の方法Kついては、議長K沿いて指名するとと Kいたしたいと思い

ますが、とれに御異議あ bませんか。
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(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。よって議長K沿いて指名するとと

K決定いたしました。

南多摩斎場組合議会議員K馬場弘融君、飯山 茂君を指名いたします。

な諮りいたします。ただいま、議長にないて指名いたしました馬場弘融君、飯山 茂君を当

選人と定めるとと K街]異議あ Dませんか。

(1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 てただいま、指名いたしまし

た馬場弘融君、飯山 茂君が南多摩斎場組合議会議員K当選いたしました。

ただいま、当選されました馬場弘融君、飯山 茂君K本席より会議規則第 3 2条第 2項の規

定Kより、当選の告知をいたします。

;Jo~諮 b いたします。 議事の都合K より暫時休憩いた したいと思いますが、 ζ れK御異議あり

ませんか。

( 1異議左 し」と呼ぶ者あ.TJ

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

午後 4時 4 8分休憩

午後 9時 2 0分再開

0議長(高橋通夫君) 休憩前K引き続き会議を開きます。

ζれより議案第 1号、日野市市税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。

〔総務委員長登壇〕

。総務委員長(竹ノ上武俊君) 議案第 1号、日野市市税条例の一部を改正する条例

の制定Kついての総務委員会の審査結果を御報告申 し上げます。

去る 3月 15目、総務委員会では、 ζの条例改正Kついて審査を行いました。との条例は.

たばと関連 5法案の国会での可決K関連するものでどざいます。去年の夏、 8月3目、 最終的

Kは参議院で日本たばと産業株式会社法左どが可決をしたわけでどざいます。当時との問題K

ついては、民営化をめぐって論議が左 されましたが、去年の 8月、たばζ関連 5法案として、

国会Kないて可決をされました。その中身はたばと事業法案、あるいは日本たばと産業株式会
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社法案、たばと消費税法等々 5法案であったわけでどざいます。との法律の主たる内容は二つ

どざい ます。 その一つは、外国たばとの自由化、その二つは、政府が当面 3分の 2、事後 2

分の 1ということで、出資をする民間会社として、たばとが発足をしていしこういう点Kあ

ったわけでどざいます。

条例の主左改正点を申し上げます。その一つは、納税義務者が日本専売公社から日本たばと

産業株式会社、その他の販売業者と い うふうに民間組織に左 った点でどざいます。それから、

課税の仕方が、以前は値段当たり 、売り上げ当た bで課税をしたものでどさ'いますが、今回は

従価税、値段K基づぐものと従量税、重さ K基づぐものの両方を併用いた しまして、その合算

額Kよりまして課税をする、こういうものでどざいます。税率は、従価税の方が 22. 4 %、従

量税の方が 28.4 9るということに左つてな ります。そのほか民間企業が納税義務者と左るため

K、記帳義務、そのほかそれKふさわしい改正左どの措置をと ったものでどさ"います。

総務委員会では、民営化される こと Kよっ て、ど ういう特徴や意義があるのか左どの質疑、

審査左 どを行いました。慎重審査の結果、全会一致で本条例の制定Kついて可決としたもので

どざいます。よろしく御審議を台願いいたします。

0議長 (高橋通夫君 ) とれよ b質疑K入 ります。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。なければ ζれをもって意見を終結いたします。

ζれより本件に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 b決するに御異議ありませんか。

( 1異議左し 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 1号、日野市市税条

例の一部を改正する条例の制定の件は、原案のと;Jo~ .t可決されました。

ζれより議案第 6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

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) まず審査報告K先立ちまして、今文教委員会初日、委

員長並びK副委員長の選任が行われまして、引き続き向こう 1年問、文教委員長として務めさ
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せていただぐとと K左りました。在台、副委員長は従来どなb、公明党の夏井明男議員でどざ

います。との場を台かりして御報告申し上げるととも K、よろしくまた御指導のほ どな願いい

たします。

ただいま、議題と左 bました議案第 6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いて審査の報告を申 し上げます。

本委員会は議事日程どな!J. 3月 15日開催し 教育委員会及び議案の提出者である森田市

長氏、本件K関する提案理由並びにその内容Kついて説明を求め、慎重K審査を行ってまい D

ました。

本議案は、市内の公立幼稚園の保育料をととしの 4月から 25 %値上げをして、現行の月額

6， 0 0 0円を 7，5 0 0円Kしようとするものであります。昨年の 12月議会K提案をされ、賛

成者少数で否決された議案第 96号と全く同じ内容で、今回再提案されたものであります。

質疑の主なものKついて申 し上げますと 3カ月前に議会で否決されたものを再び提案する

のは、議会無視ではまいか。また、昨年の 12月議会以降、情勢の変化があったとして説明K

挙げられた、東京都及び日野市の昭和 60年度予算の中K盛られている父母負担軽減事業費補

助金の 50 0円ずつの増額ということは、その分だけ公私の格差が縮まったとと K左久 今回

の値上げの理由Kするのは会かしいのでは左いか、左どの質疑がどざいました。とれK対しま

して、再提案Kついては、不見識と言われでも仕方が左い、と答弁がどざいました。また、 情

勢の変化云々托ついても、質問者と異在る見解の答弁はございませんでした。これらのほか、

何点かの質疑が左されましたが、細部Kわたっ ては、との場では省略をさせていただきます。

質疑終了後、休憩を挟んで午後委員会を再開し、意見を求めました。 3人の委員の方からそ

れぞれ賛否の意見表明があり、採決の結果、賛成多数を もって原案どなり可決すべきものと決

した次第でどざいます。

在令、反対、賛成の内訳Kついて申し上げます。賛成は、日本共産党議員団鈴木美奈子議員、

新政会藤林理一郎議員、市民ク ラフ.飯山 茂議員、無会派橋本文子議員でどざいます。よって

反対は公明党の夏井明男議員、自由民主党・新自由クラブの小山良悟議員でどざいます。

それから、な台、反対委員の中で、修正案の提出を予定する旨の発言もどざいましたが、 3

カ月前と同じ内容のものである内容の今回の態度比ついては、一貫すべきだとの考えから、修

正案Kついては提出し左いとの連絡を受けてなりますととを申し添えまして、審査報告といた
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します。以上でどざいます。

0議長(高橋通夫君) とれより質疑K入 bます。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。黒川重憲君。

01 7番(黒川重憲君) 私ども公明党は、値上げ反対の立場で一言意見を申し上げて

なきたいと思います。

今、委員長から御報告がありましたとなり、昨年 12月議会で、私どもは反対をいたしまし

た。そのとなり K否決K左つわけでどざいますが、今回反対者が少数というととで、可決した

というととでどざいます。昨年の 11月K、陳情書が出されてなbます。提出先は日野市の教

育委員長森久保敏治様ですが、保育料の値上げに関する陳情書というものが出されました。と

れは、高幡幼児サークノレ、多摩平幼児教室、この文面をちょっと読んでみますに平素は私ど

も市民のため氏、な骨折りをいただきまこと Kありがとうどざいます。いよいよ来年度より、

日野市立幼稚園全園で、 2年保育が実施されるとと K左久私たちの長い聞の運動が実りつつ

あることを喜んでなります。しかし、保育料K関しては、広報Kよりますと、来年度より値上

げが予定されると のととですが、過去Kは、一挙K倍額K値上げされた ζ ともあ久諸物価上

昇の折から、保育料の家計に占める割合がとれ以上高〈左った場合、私ども若年家庭Kは、家

計を圧迫され、厳しい状況になります。つきましては納得のできない値上げは絶対せず、関係

する団体などと話し合いをし、値上げ幅を最小限KとどめていただきますようことK署名を添

えて陳情申し上げます。

たくさんの方たちからの陳情書が出されました。との陳情書Kも見られるとな夕、この保育

料の値上げに対しては、非常K問題があろうか と思 うわけです。そもそもこの公立たるゆえん

というのは、一体どと Kあるのか。公立の幼稚園を市がつくっていくということは、一体どの

よう左出発点から来ているのか。私は、そもそも、 ζの日野市が公立幼稚園を建設したその原

点というものは、 1年保育にあったろう、と私は考えてな bます。来年小学校K上がる子供た

ち、いろいろなもろもろの事由があって、私立Kは行けない。しかし、その私立K行けない子

供たちも公立で一年保育を面倒見ましょう。そ ζから ζの日野市の公立幼稚園の出発点があっ

たんではないでしょうか。私は、との公立幼稚園を建設した ζの時点K立ち返って、そして、

との公立をつくる、そのととは大変いいかも しれませんが、父兄K負担をさせるとの支出だけ
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は何としても避け左ければ左ら左いと思うわけであ bます。したがって、公立の公立たるゆえ

んとい うものは、 一体どこKあるのか。公立と私立の格差があって私は、当然では左かろうか、

とう思うわけです。私立は、公立Vては左いいろいろ左特徴を打ち出して一生懸命頑張つてなら

れる。いろいろ左園の施設についての公立との格差ももちろんあるで しょ う。あるいは送D迎

えをする等のこういったサービスの面、いろいろ左面、あるいは先生方の教え方の面等を含め

て、公立K左い大き左特徴を打ち出して、私立は頑張つてなられる。 ζ ういった中で、当然、公

立と私立との格差があって当然では左かろうかと思います。今年度の予算VL5 8 0名分 1，500

円の値上げ、月 Kしてわずか 87万円で、年聞に して も1，0 0 0万足らずの収入Kしかなら左

い。例えば第七幼稚園を今回建設することになってなります。 ζの建設費用は、すべて含めま

すと 1億 5，0 0 0万、人件費が 大体 3人の先生と用務員さんを入れると 2，60 0万年間かか

る。また、人件費を除いた運営費は、年比 600万ほどかかってくる。とれだけの多額のな金

を毎年毎年支出 し左 きゃ左 ら左い。何のためK公立をつくっているのか。ただ格差是正という

ととである左らば、保育料を縮めていくという格差というととで ある左らば、幼稚園をつぐら

左くて、私立の保護者の方たち氏、とれをつ〈るつもりで補助を出したらどうでしょうか。私

どもは、そう思うわけであ bますo そして、今一つは、先ほど委員長の報告Kもありましたと

なり、 1 2月議会K否決をされて、そして、それをすぐさまこの 3月議会K提出をしてきた。

一般の方たちは、 1 2月と 3月ですから、そと Kは 3カ月の開 きがあるのか とこう見ます。と

ζろが、現実は全く違うと思うわけです。 12月の最終日比否決をされて、 そして、 ζの予算

書ができ上がってくるというととは、当然、 1月の半ばとろKはほぼ骨格が決まってなる。わ

ずか 10日か 15日の聞に 議会で否決されたものを同じものを持ってくるということは、私

は、理事者側としては、ま ζ とK責任の左い所業である、このよう K言わざるを得左いわけで

あります。したがって、私どもは、今回のとの値上げに対しては時期尚早である、 ζ ういう意

味で反対の立場をとらせていただきます。以上です。

O議長(高橋通夫君) 次氏夏井明男君。

016番 (夏井明男君 ) 今の黒川議員からの反対の意見と重複する部分もありますけ

データであbますが、それによりますと、青梅と町田が独自 の体制をとっているので、 順位的

には厳し〈在るかと思いますが、それ托しでも、私どものデータでは、第 7位であります。委

員会の報告Kよりますと、 1 3番目ぐらいの位置Kあります。さらに、 幼稚園の保育料の補助

額を引いた公私の格差のデー夕、 昭和 58年、年額、園で4歳から 5歳児の対象を調べますと、

日野市では、年間市立の保育料が 7万 2，00 0円、私立の保育料の最低額が 16万 8，0 0 0円

そのうち私立保育料の保育K対する市の補助額が 3万、さらK東京都の補助が 10万 8，000円、

その格差が年間 3万 6，0 0 0円、今回、 都及び市の 1，0 0 0円上積みと いうととで年間 2万 4，

000円、月額K直します と2万 4，0 0 0円の差であります。 とのよう左データを見ますと、

か左りあえて 12月の議会K否決された議案を 3月の議会K提出される強い理由は、どとKあ

るのか、とい うことであります。また、公立幼稚園の保育料の実態、を見ますと、今回の文教委

員会になきます教育長の答弁ですと、東久留米市と武蔵野市が保育料を値上げいたします。そ

ういう立場からすると、日野市 もそのよう左趨勢にあって よいのでは左いか、とれが前回 12 

月議会K出したときと、 3月議会K出したときの事情が変わっ てなりますという話であ bます。

ところが、その上位Kは府中がまだあります。三鷹もどざいます。そのよう左中で、日野市K

なきましては、本年度の予算Kもありますと訟久老人福祉K対して、健康管理手当という と

とで、前回の議会でも 5，0 0 0円の上積みをしてなり 、 1人当た.!?1万円のアップをして 6，5 

o 0人の方氏出 して£、られる。ほかの市ではない老人理美容の対策もとられて合られる。理美容

だけでも.6，9 00万ですか、出してなられる、健康管理手当Kついても 6，5 0 0万出してなら

れる。 ζのよう左独自性を出されている我が市が、まぜあえて保育料の値上げをするのか、強

い理由が見当た ら左いわけであ bます。特Kそのよ う左中で、先ほどの陳情書の内容にありま

したとな久諸物価の値上がb等を考えると、極力抑えていただきたい、という 陳情が 59年

の 11月Kあって、 それを踏まえた中で、 1 2月の委員会で、企 1人の議員を除いた議員の方

が、 ζの市の案について反対という議決をしたわけであ ります。そういう点を今回踏まえてみ

ますと、市の対応Kついて非常K疑問がある。と申しますのは、 1 2月K値上げの案を出され

て4月 1日から というのが市長のな考えた、ったと思います。それが否決をされながら、さらK

本定例会K沿いて、その対策の予算を既K見込んだ予算を計上した中で、再度出されてきて訟

られる。とれもやはり 4月からの執行をねらって出されてきたわけであります。とれは非常K

私は、議会軽視の姿勢が強いと判断せざるを得左いわけであ bます。一事不再議という原則が

れども、かな D疑問な点がどざいますので、あえて述べさせていただく次第であります。

まず第 1点は、私立幼稚園児への補助金というととで、日野市が、 26市の中でどの〈らい

補助金を出しているかというデータ がどざいます。昭和 58年度の都の補助金を除いた月額の
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あるわけですけれども 、確かvc1 2月の定例会と 3月の定例会とでは、会期は違いますが、精

神K合いては、 一事不再議の原則氏反する。 御承知のと台夕、 一事不再議の原則というのは、

フランス革命当時の国王の権力と市民の代表の権力とがちょうどぶつかり合っ ている時代K生

れてきた原則、という ふう K理解 してなDます。議会が、特K市民の方K経済的左負担をかけ

る場合K、その防波堤と左って闘ったのが近代の政治議会であったと思います。一時不再議の

原則は、その中で国王の権力がまだ強いとき K、再度またその案を出した、通すまでその案を

出してきた、というそういう闘いの歴史の中Kかち取 られたものだ、と思います。現憲法Kな

きま しで も、確かに憲法の条文氏はあ bませんが、 当然、 憲法の精神と して、 一事不再議の原

則は、議会制民主主義の根本氏触れる問題として尊重されているわけであります。そういう立

場を考えますと、委員会で議決されたものを再度出されるという意味がわから左い。まさに議

会あっ てなきがどとしと言わざるを私は得左いのでありま す。特K個人的左 とと Kかかわると

とK左るかもしれませんが、私は、前田市長が、ある定例会の最終日比欠席をされました。聞

き及びますと、市長の親類の方の御不幸で行かれた、ということであ bます。しかし、 とれも

やはり市長反省をしていただきたい と思うわけです。私が、市長の立場でありましたならば、

どく身近在ところであったと しても、私は、 議会の最終日 K欠席をすると いうととは到底考え

られ左い。左ぜかと言えば、市議会の議決の中で、条例、また予算等の中では、市民の方K御

負担を合かけ し左きゃ左ら左いという案もあるわけであ ります。そのよう左延長線から考えま

すと、今回、 3月議会K値上げ幅が、たとえ 1カ月 1，5 0 0円とい う幅であったとしても、憲

法の精神からしても、議会の尊重と市長が言われますが、その よう左姿勢からいっても、とれ

は到底私は、納得でき左い と思 うわけであ bます。

以上、今回の保育料の内容Kつきまして、また、とれを出される経過Kつきましでも、非常

K疑問が残るというととで、反対の意見を述べさせていただきました。以上。

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

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 )

育料徴収条例の一部を改正する条例の制定の件は、原案のとなb可決されました。

とれよb議案第 3号、 日野市営火葬場使用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。

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(馬場弘融君 ) 厚生委員会K付託をされました議案第 3号、日野市営

火葬場使用条例の一部を改正する条例の制定Kつきまして、委員会K砕ける審査の経過並びに

結果を御報告申 し上げます。

本件は、市営火葬場使用料のうち、市外利用者の料金を実額K近づけ、もって適正左負担の

導入を図ろうとするものであります。具体的Kは、満 10歳以上の者については、現行 1万円

を2万円氏、満 10歳未満の者氏ついては、現行 5，0 0 0円を 1万円K改正をするものであり

ます。

質疑といたしましては、市外利用者の実績及び地域左どが問われたわけでありますが、数 と

いたしましては、昭和 56年度は 105件、昭和 57年は 106件、 5 8年が 14 8件であb、

地域としては、八王子市民が多いという説明がどざいました。左台、新し〈加入をいたします

南多摩斎場につきましでも、との使用料も同額K在っているという説明であ Dました。

格別意見 も左く 、採決の結果、全員異議なく原案のとなり可決すべきもの と決した次第であ

Dます。よろし く御審議のほ ど£、願いを申し上げます。

。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bます。左ければとれをもって意見を終結いたします。

これより質疑K入ります。左ければこれをもって質疑を終結い

挙手多数であります。 よって議案第 6号、日野市立幼稚園の保

とれより本件に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 b決するに御異議ありませんか。

(r異議左し」と呼ぶ者あ!?J

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 3号、 日野市営火葬

場使用条例の一部を改正する条例の制定の件は、原案のと :i，"!?可決されました。

ζれより議案第 5号、日野市立つばさ学園条例の制定の件を議題といたします。

厚生委員長の審査報告を求めます。
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0厚生委員長(馬場弘融君) 続きまして、厚生委員会K付託をされました議案第 5 限Kついては特K左いが、 6 5歳からは老人福祉法の対象と左るので別扱いと左るとと。事業

団Kついては施設長も含め職員体制が整いつつあるとと等の説明がどざいました。

以上で質疑を打ち切Dましたが、特民意見も左〈採決の結果、全員異議左〈原案のとなり可

決をすべきものと決した次第であ bます。よろしく御審議のほどお、願いを申 し上げます。

0議長 (高橋通夫君 ) とれよb質疑K入ります。 左ければζ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b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b決するに御異議あ bませんか。

[1異議なし」と呼ぶ者あり〕

。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 5号、 日野市立つば

さ学園条例の制定の件は、原案のとなり可決されま した。

ζれより議案第 4号、日野市地区計画の区域内氏砕ける建築物の制限K関する条例の制定の

件を議題といたします。

建設委員長の審査報告を求めま す。

〔建設委員長登壇〕

O建設委員長(高橋徳次君) それでは、建設委員会へ付託されました議案第 4号、

日野市地区計画の区域内になける建築物の制限K関する条例の制定Kついて、本委員会R j:，~け

る審査の経過並びにその結果を御報告申し上げます。

本条例は、建築基準法の規定に基づいて地区計画の区域内氏なける建造物の敷地、構造及び

用途K関する制限を定めるとと Kよb 適正かつ合理的な土地利用を図夕 、 もって健全な都市

環境を確保する ζ とを目的とするものであります。左台、適用区域Kついては、高幡鹿島台ガ

ーデ ン54R適用されるものであ bます。

本議案K関しましては、委員会では現地調査を実施、慎重審議を行いました。本議案K対す

る質疑の主左ものを概略申し上げます。

まず第 12条の罰則金が少ないのではないか、との聞いK対しては、地方自治法及び建築基

準法の規定K基づき決定された、との答弁がどざいました。また、左なとれらについては、悪

意が左かったKしても、違反は想定されるので、指導と監督を十分Kしてもらいたい、との要

号、日野市立つばさ学園条例の制定Kついて、委員会になける審査の経過並びK結果を御報告

申し上げます。

本条例は、精神薄弱者及び身体障害者の福祉増進のため、日野市立つばさ学園を設置 し、そ

の管理運営等を定めるものであります。学園名として使われるつばさ学園、精薄者の授産施設

ひばり学級及び身障者福祉セ ンターやまばと学級、 とれ らの名称は、心身K障害があって一般

の方よ Dもなくれていて も、大きく羽ばたいてほ しいとい う願いを込めてつけられたとい うと

とであ ります。建物の工事は既K完了をし、 4月の 1田氏職員配置、 5月 1日より開所の予定

であると伺いました。

本条例K定める内容であ bますが、さき K申し上げた施設名のほか、休業日、利用時間、入

園及び利用資格者、費用の徴収、福祉事業団への管理委託左 どでありますが、福祉部長並びK

福祉事務所長よ b詳細説明を受けた後、 質疑K入りました。

質疑の主左ものを申 し上げます。精薄施設ひばb学級Kつきま しては、入園対象者募集状況

左どが問われ、対象者としては愛の手帳 3度左い し4度の人、つまり訓練をすれば自活し得る

か在、という程度の人を対象とする ζ と、定員は、施行規則氏よ Dまして 4 0名であるが、現

在 18名の申し込みがあっ て、と bあえずそのくらいの数でスター 卜をし、年を追っ て 40名

までもっていく意向であること、との説明がありま した。次K身障者福祉センターやまばと学

級Kつきましては、身障者手帳が左く ても利用できるのか、熊本市の施設の場合は月曜日が休

館であるが、日曜休館でもよいのか、交通の便が悪いけれども、パス Kよる送迎を考えている

か等が問われ、手帳が左〈てもよい ζ と、近隣市は日曜休館でも不都合が左いこと、自立が建

前であって、プライパシーの問題もあって、本人通所を原則と したいことなどの説明がどざい

ました。施設全般にわたっての質問Kついては、ひの共同作業所との関連で、との共同作業所

が建て直して国の許可を受けた施設K在った場合、現在の仲間 2 0名のうち四、五名が入所で

き左〈在るのでは左かろうか。また、現在の市内の精薄者の数、身障者の数はどのくらいであ

るか、入園者及び利用者K年齢制限はあるのか、社会福祉法人日野市福祉事業団の管理、運営、

特K職員体制の見通 しはどうなっているか、などが問われ、共同作業所Kついては、国の補助

はつか左くても、市の枠外負担等で対応し、現在の 20名の仲間は何とか残れるようにしたい

というとと。それから、精薄者の数は 30 0名。身障者の数は 1，6 9 5名であるとと。年齢制
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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。 なければとれをもって意見を終結いたします。

とれよD質疑K入ります。左ければとれをもっ て質疑を終結い

本議案Kつきましては、み左みが丘 16号線、 1 7号線、 1 8号線、落J111 9号線Kつきま

しては、 開発行為完了Kよる帰属のためのもので、また、 三井台 18号線、程久保 9号線は道

路敷寄付の受領のため認定するものであタます。本委員会では、現地を調査を し、 慎重審査を

行った次第であ bます。質疑の主な ものは、道路台帳が公開でき るよう 整備されているかとの

質疑があ久道路台帳は整備されてい左いが、それKかわる調書はある、との答弁がどざいま

した。 ζれらのほか細部氏ついての質疑は、省略させていただきま す。以上氏より質疑を終結

し、採決の結果、全員異議左く原案可決と決しました。 よろしく御審議のほ ど台願いいたしま

望が左され、市当局の適切左る措置を求めたものであります。その他第 8条及び第 9条の特例

の起とる可能性、また別表第 1 (第 2条関係)のよう K、高幡鹿島台ガーデン54地区計画の

区域のうち、地区整備計画が定められた地域とする、とのとの名称は、誤解を招くでは左いか

等の各般Kわたり質疑がなされたのでありますが、細部Kついては省略さぜていただきます。

以上Kより質疑を終結し、採決の結果、本議案は、全員異議なく原案可決とした次第であり

ます。 よろ しく 御審議のほ どな願いいたします。

ート
50 

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に御異議ありませんか。

cr異議左し」と呼ぶ者あの

。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 4号、 日野市地区計

画の区域内氏なける建築物の制限K関する条例の制定の件は、原案の となD可決されました。

とれよタ議案第 2 5号、市道路線の一部廃止、 議案第 2 6号、市道路線の認定の件を一括議

題といたしたい と思いますが、 ζれに御異議ありませんか。

(，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(高橋徳次君) それでは、議案第 25号、市道路線の一部廃止Kつい

て建設委員会Kなける 審査の経過並びKその結果を御報告申 し上げます。

本議案は、道路法第 10条第 3項の規定Kよって、市道路線を一部廃止するもので、現況が

廃滅して公共の用K供されてい左いため、平山三丁目 4番地の 3より同 4番地の 8までの 42. 

2 1平米を廃止し、 新たK新設道路敷として、 44. 4 4平米を交換し、あわせて 6O. 8 3平米

を寄付Kよbつけかえ交換するものであります。本委員会では、現地調査を実施 し、 慎重審査

を行った次第であります。採決の結果、全員異議なく原案可決といたしました。

続きまして、 議案第 26号、市道路線の認定Kついての委員会の審査経過及びその結果を御

報告申し上げます。

。議長 (高橋通夫君 )

た します。

本 2件について御意見があれば承りま す。左ければ ζれをもっ て意見を終結いたします。

これよ D本 2件について採決いたします。本 2件K対する委員長報告は原案可決であ bます。

ζれより 質疑K入bます。 左ければとれをも って質疑を終結い

本 2件は、委員長報告の となり決するに御異議あ bませんか。

cr異議左し 」と呼ぶ者あり〕

。議長 (高橋通夫君) 御異議まいものと認めます。 よって議案第 25号、市道路線の

一部廃止、 議案第 26号、 市道路線の認定の件は、原案の となb可決されました。

これよ D議案第 27号、日野市営土地改良事業(豊田地区農業用河川工作物応急対策事業)

の施行の件を議題といたします。

建設委員長の審査報告を求めます。

。建設委員長(高橋徳次君) 議案第 27号の審査報告をさせていただきます。

議案第 27号、日野市営土地改良事業 (豊田地区農業用河川工作物応急対策事業)の施行に

ついてです。本議案は、土地改良法(昭和 24年法律第 195号)第 96条の 2第 1項の規定

Kよ久日野市営土地改良事業(豊田地区農業用河川工作物応急対策事業)を行うため、同条

第 2項の規定Kより 、議会の議決を求めるものであります。建設委員会K為、ける審査の経過並

びに結果を御報告申し上げます。

本議案は、農地防災事業計画K基づく農業用河川工作物応急対策事業で、樋門操作台かさ上

げ工事を行うものであります。集中豪雨の際K樋門の開閉操作を容易Kし、 もって未然K水害

を防止するのを目的とするも のであり 、平山橋下流の樋門 3門をかさ上げするものであります。
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本委員会では、現地調査を実施 し、 慎重審議を行った次第であります。採決の結果、全員異議

左〈原案可決と決定いた しました。よろ しく御審議のほ どな願いいたします。

とのととです。本委員会では、慎重審議を行い、採決の結果、全員異議左〈原案可決と決しま

した。よろしく 御審議のほ どな願いいたしま す。

0議長(高橋通夫君) とれより質疑K入ります。左ければζれをもっ て質疑を終結い 0議長(高橋通夫君)

たします。

本 2件Kついて御意見があれば承Dます。 なければ ζ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

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に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ます。 よって議案第 27号、 日野市営土

これより本 2件Kついて採決いたします。 本 2件K対する委員長報告は原案可決であ ります。

本 2件は、 委員長報告の となり決する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) 御異議な いものと認めます。 よって議案第 2号、日野市農業共

済条例の一部を改正する条例の制定、議案第 28号、日野市農業共済事業の事務費賦謀総額及

び賦課単価の件は、 原案の となり可決されま した。

とれよ b議案第 16号、昭和 60年度目野市一般会計予算の件を議題といたします。

一般会計予算特別委員長の審査報告を求めます。

〔一般会計予算特別委員長登壇〕

0一般会計予算特別委員長 (黒川重憲君 ) 昭和 60年度目野市一般会計予算特別

地改良事業(豊田地区農業用河川工作物応急対策事業)の施行の件は、原案のと なり可決され

ました。

これ よb議案第 2号、日野市農業共済条例の一部を改正する条例の制定、 議案第 2 8号、日

野市農業共済事業の事務費賦課総額及び賦課単価の件を一括議題といた したいと思いますが.

乙れK御異議ありませんか。

(f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。

O建設委員長 (高橋徳次君 ) それでは、 議案第 2号、日野市農業共済条例の一部を

委員会の審査報告を申 し上げます。

当委員会は、 3月 19日よ!:?3月 22日まで 3日間Kわたり、慎重審議をしてまい bました。

歳入関係 42件、歳出関係 174件、合計 216件K及ぶ活発左質疑が左されました。時間の

関係上、すべてを御報告申し上げるととができ左いのが.まζ とK残念ではどざいますが、い

ずれも日野市の将来をかんがみ、 1 5万市民の生活安定を願い、地域の諸問題解決のための提

起であったととを申し添えてなきたいと思います。

昭和 60年度日野市一般会計予算は歳入歳出合計 310億 5，5 4 4万 4，00 0円であbます。

採決の結果、賛成多数で原案可決と左 bました。 よろ しく 御審議をな願い申し上げます。

改正する条例の制定Kついての建設委員会Kなける審査の経過並びKその結果を御報告申 し上

げます。

本条例改正は、東京都の農作物加入基準の改正K伴う日野市農業共済条例第 20条第 1項第

1号中 r1 0アーノレ 」をr1 5アーノレ J(Il.改めるものであ ります。本委員会では慎重審議を行

い、採決の結果、全員異議左く原案可決と決しました。よ ろしく 御審議のほどあ、願いいたしま

続きまして、議案第 28号、日野市農業共済事業の事務費賦謀総額及び賦課単価Kついてで

どざいます。本委員会の審査並びKその経過を御報告申 し上げます。

本件Kつきま しては、昭和 60年度農業共済にかかわる事務費 と賦課総額及び賦課単価を決

定するものであ bます。左台、単位当た Dの賦課単価Kついては、昭和 55年よ b変更がない

。議長 (高橋通夫君)

01番(橋本文子君 )

とれより質疑K入ります。橋本文子君。

せっかく簡潔K述べていただきましたの氏、まこと K恐縮でど

す。

ざいます。 1点だけ予算Kは特別関係はどざいませんが、指紋押捺K関して、質疑、応答がど

ざいま したら、それKついてな伺いしたいと，思います。よろしく御答弁のほど台願いいたしま

す。
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0議長(高橋通夫君) 一般会計予算特別委員長。

。一般会計予算特別委員長(黒川重憲君) 総括の意見のとき に、指紋押捺のとと

で質疑が左されました。詳しいととは市民部長の方から御答弁をな願いしたいと思います。

0議長 (高橋通夫君) 市民部長。

0市民部長(藤浪竜徳、君) ただいまの御質問Kな答えいた したいと存じます。

一般会計の委員会の中では、市長が、一応、な答え したわけでどざいますけれども、指紋押捺

の現在の状況でどざいますけれども、事例はどさ輸いません。ただ し、 今後発生する恐れが考え

られますので、そのとき Kは慎重K対処したい。市長と しては、安易左告発はし左い、という

考えでどさ.います。以上でどざいます。

。議長(高橋通夫君) 橋本文子君。

沿いて新聞報道されているよう左状況がどざいます。我が市といたしましでも、法はあるわけ

でありますので、左るべく説得はいたしますが、安易左告発Kよってゆだねるという ζ とはし

左い、そのように明確VLj己、答えをいたしてな bますo 以上でーす。

O議長 (高橋通夫君) 小山良悟君。

04番 (小山良悟君 ) 2点だけ質問させていただきます。

01番(橋本文子君) ちょっと今のな答えですと、私も大変不安でどざいます。乙れ

社会福祉の方で、手書き電話の件左んですが、その件Kついてのとと在んですが、この質疑

がありましたかどうか。御報告が左ければまとめて質問いたしますけれども 、その件と、それ

から、保健衛生費の件左んですけれども、いわゆる胃がん検診とか、子宮がん検診とか、そう

いうふ うな問題ですけれども、との件Kついての質疑どさ蜘いましたかどうか、ちょっと委員長

比企伺いいたします。

0議長(高橋通夫君 ) 一般会計予算特別委員長。

。一般会計予算特別委員長(黒川重憲君) 今の 2点とも質疑が左かったよう K記

憶してなDますので・・

は、 3月 25日の婦人新聞でどざいますが、ことしの夏から秋Kかけて行われる登録証の大量

切りかえK向かつて外国人登録法の改正を求める声が高まっています。指紋押捺を拒否する人、

拒否を宣言する人も日を追ってふえ続けています。 ζ ういうことに対して、拒否者を告発し左

いとの伊藤三郎川崎市長の発言は、大変大き左波紋を投げかけている。外国人登録法の改正を

求める自治体決議も相次いでいます。日野市も議会では決議 してなりますが、しかし、法務省

は、混乱が起きょう と拒否者Kは法で対処する、と強行な姿勢を示してお、夕、自民党による自

治体決議への妨害が行われる左ど、状況は緊迫しています、というふう左記事が出ています。

そういうこと Kよって、拒否者を告発 し左いとい う伊藤三郎川崎市長のよう左御発言が、私は

森田市長からもぜひちょうだいしたいと思うんですが、委員長、いかがでしょうか。

0議長(高橋通夫 君 ) 一般会計予算特別委員長。

0一般会計予算特別委員長(黒川重憲君) 委員長、いかがですかと言われでも、

私は、市長じゃどざいませんので、それでは、森田市長の方から。

。 議長(高橋通夫君) 市長。

。議長 (高橋通夫君)

04番 (小山良悟君)

小山良悟君。

ちょっと質問いたしますが、手書き電話Kつきましては、 5 9 

0市長(森田喜美男君) 市民部長の報告よ久もう少し明確K答えたわけであ Dます。

年度が 67万 2.0 0 0円の予算で、 60年比 49万 2.0 0 0円ということで、減額K左ってい

るわけであ Dます。との減額Kなった理由と、との 59年度の予算の間も左〈年度末であ Dま

すので.執行率といいますか、というものを£、伺いします。

それから、との問題をかつて取り上げたとき氏、市長が、所得制限の制約ということで、対

象の人員K十分行き渡ら左いというふう左問題があったわけであ Dますが、都の施策K調整を

図りながら、市の御要請ができるものであれば、そのよう左考慮を当然行うべきだ、というふ

うな答弁されているんですが、市として、この都の施策を補うよう左形でのものを具体的K市

長が、考えたかどうか。

それから、私は、とのミ ニファックスの件Kついては、 とニファッ クスを設置を望む実態調

査といいますか、そういったものをすべきじゃないか左というふうに思うんですが、そ ういっ

たζ とをされたかどうか。その点を手書き電話Kついては質問いたします。

それから、保健衛生費の件ですが、健康は豊か走市民生活をする大切な基盤であるというと

とで、急激な高齢化社会の進展に備えて、行政の最重要課題という位置づけで取り組んでなる、

外国人登録K伴いま して、全国市長会でもこの人権KかかわDかねない、各自治体の窓口の問

題Kついて、 ζ ういう法律改正Kよって、そのよう左ととが起きまいよう K、という ζ とを既

K政府当局K申し入れをいたして公ります。あわせて最近、 川崎市K沿いて、また、町田市K
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0福祉部長(高 野 隆 君 ) ただいま御質問のあ bましたよう左手書き電話Kつきま し

独でやってほしい、とういうようま御要望でどさ-いま した。とれKついては、非常K困難であ

る、という ζ とをな話をして会別れをした、とういう状況でどざいます。現在、ちょっと手元

K執行率Kついての資料を持ち合わせてなDませんので、後ほどまたな調べをしてな答えをし

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) 胃がん検診と子宮がん検診について、前年度よりも

対象人員が減っている理由は何か円こういうi;、尋ねでどざいますけれども、減っている理由は、

前年度の実績Kよりまして、予算を積算をしてなります。したがいまして、 とのこつの点Kつ

きま しては、確かに人員減でどざいますが、その反対K需要の多い一般審査Kつきましては、

前年度Kプラスするとと 850人の増を見込んでどざいます。委託料全般で見ましでも、 1， 1 

3 4万 9，0 0 0円の増でございまして、先ほど申しましたとの胃がんと子宮がん検診、これが、

年度途中で需要が大変多くて応じ切れ左い、とういうような場合がまい bますれば、財政当局

とも相談いたしまして、年度途中氏積極的K補正などの手Kよbまして、対応してまい Dたい、

このよう K考えてな bます。

0議長(高橋通夫君) 小山良悟君。

04番(小山良悟君) 後の方の検診の件VLついては、市民から ζ ういう 声があったわ

けです。との検診を受ける期間をもう少し延長してほしいんだ。数字としては、確かにとの何

といいますか、考えたより少左いとか、そういうふう左 ζ とが出るかもしれませんけれども、

しかし、それは左ぜかとい うと、例えば、i;、医者さんの方も、一遍Kそれだけのものを、期間

を設けられて、 1カ月左ら 1カ月の期間の中で消化し切れ左い。 最終的Kは因る とか、そうい

うこと もあるらしいんですが、そうすると、受けるその市民の皆さんも、 もう少し期間の枠を

設けてもらえれば、活用できるんだ、利用できるんだ というととを言われてなるわけ左んで

すね。そういうふうな点での配慮を期間をもう少し長くしてやるよう左形で、ひとつ市民の皆

さんの健康を保持するためにも、それから、病気をできるだけ早期発見するためKも、そうい

ったこと をひとつ配慮していただきたい、 ということを申し上げてなきます。

それから、手書き電話促つきましては、この執行率は、細かい数字は結構ですけれど、大体

合会むね消化されているのかどう左のか、というある程度の ζ ともわから左いのかどうか、そ

の辺のととろぐらいは御返事をいただきたい在、と担当部長であれば ある程度わかるんじゃ

という市長の答弁であ りますけれど も、そういう中で、との 胃がん検診が.対象人員が昨年が

1， 3 0 0人であったのK乙としは 1，1 0 0人、それから、子宮がん検診が昨年 3，8 0 0人だっ

たのが、 ことしは 3，1 0 0人という ことで、 対象人員が減っているわけであ bますけれども、

保健医療対策の後退では左いか、 とい うふう K思うんですが、この減ら した理由 といいますか、

そういったものをちょ っと説明いただきたい、とい うふう K思います。

0議長(高橋通夫君) 福祉部長。

ては、昨年 と比較しますと、減額K左つてなるわけでどざいます。それKつきましては、昨年

度当初予算比計上いたしましたとき Kは、まだ、市の独自の施策として展開しよう 、とこうい

うζ とでどざいました。しかし、その後K東京都が政策として発表してまいりま した。それK

よりますと、所得制限を導入する、こういう形での施策の展開でどざいます。 ζれKつきまし

ては、ほかの身障用具等もやは b東京都の一定の施策の中で、市は活用してなDます し、そ う

いう所得制限のある東京都施策のものは、たくさんほかK もあります。例えば寝たきり老人の

ベッ トであるとか、そういうよう左ものもどざいます。そういうことで、この手書 き電話を単

独K市が展開するという ζ とは、ほかの施策との関係上、かな D困難がある、こういう判断で

どざいます。したがっ て、現在、東京都の施策の枠の中で実施せざるを得ない、こういう状況

に立ち至りましたので、若干、昨年の当初からいたしますと、枠が縮小した、こうい う状況で

どざいますけれども、その東京都の施策の周知徹底Kつきま しては、最大限努力をしていきた

い、とういう具合K考えてなるところでどざいます。所得制限の枠を拡大していく 、 ととうい

うとと Kついての可能性はいかん、というととでどざいますけれども、他の施策との関連で考

えますと、とれだけをやは b拡大するというわけKいきませんので、総体的K、東京都の施策

を市と して独自民枠を広げていくか、というよう左問題とも関連をいたしますので、 ζの手書

き電話だけで単独K済ませる、 ζ ういうととができませんので、そういう問題Kついての単独

の解決という状況は、現在では困難である、という判断をしてするととろでどざいます。また、

との手書 き電話の必要在方の調査、こういうととでどざいますけれども、 ζれKつきま しては、

先般、との手書き電話を利用される方々から、直接いろいろな御要望をいただきましたので、

また、とれKついては、今後必要左らば、またその文書等Kよって調査をしていく必要もあろ

うかと思いますけれど も、当面は、その方々の御要望と いう のは、東京都の枠をはず して市単
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左いか左、と思うんですが、その辺をひと つな伺いしたい。再質問 としてな願いしたいと思い

ます。

それから、確かKいろいろ左障害とか福祉の分野については、いろいろ在分野で皆さんが、

そういう福祉の手だてを待っているわけでありますけれども、 したがって、 限られた財源でそ

ういったとと K応じるという ζ とは、訟のずと制約があるζ とはよくわかるんですが、市長が、

都の施策氏調整を図りながら、その市としてもそのよう左考慮を当然行うべきだ、という答弁

しているんですが、との答弁は、全くその場しのぎの答弁なのかというふう氏、先ほどの福祉

部長の答弁を聞いていると、都の制約があるのでというととで それは 最初からわかD切 っ

ている ζ とです。それを踏まえて市長が答弁されているんですよ。そうすると、森田市政福祉

の後退、という ふう 左印象をことでまた強めざるを得左くなるわけですけれども、 その点の と

とろをひとつ市長の方から答弁いただきたいと，思います。

それから、もう一つは、私は この理美容券の問題、 ζれを出すと、とれもまた理美容券は、

ばらまき行政だというふう左ことで 非難しているという ふう左とらえ方で、ピ ラでまた攻撃

を受けているわけですけれども、実際氏、私は、とういうこと を申 し上げたいんですよ。 この

福祉のあり方というものKついて、ゃっばりよく考えていただきたいと思うんです。どういう

ことかというと、例えば聴覚の障害者の方は、そういうミニファックスとか、そういったもの

を借りなければ、あるいは例えば目が見え左い人は、盲導犬の力を借り左ければ歩けないとか、

そういうふう左実態であるわけです。そういった人たちには手を貸すべきじゃ左いか。光、けれ

ど、理美容券左んていうのは、行政が手助けし左きゃ床屋へ行け左いとか パーマ屋さんへ行

け左いとかというととじゃ左いと思うんです。私は、行政がやる守備範囲というか、正しいや

っばり福祉のあ D方、とらえ方というものを考えた場合氏、まず行政が手助けし左ければ自立

した生活ができない、あるいは困難左生活環境Kあるとか、そういう人たちK福祉の手を差し

伸べるべきである、それが先じゃないか、という ζ とを申し上げ.ているわけであって、それは

予算はあって、そういう施策をされた上で、左なかっ床屋さんにも、 じゃ、パーマ代も渡しま

しょう、床屋賃も出しましょうという ζ と左ら、それは結構ですけれども、その前Kやるべき

こと、例えばとういう不幸Kして耳が聞 ζえ左いとい う人民対 して、 ζの所得の制限の枠をあ

る程度緩和して福祉の手だてをしてやる、というととが大事じゃ左いか。床屋賃を行政の手助

けをしなければ、一定の年K左ったら皆さんがそういう手助けを受けなきゃいけ左いというわ
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けじゃないわけで、所得の面でいけ左い方Kは.生活保護とかいろん左手だてがあるわけです

から、そう い う意味で、理美容券のあ b方Kついて疑問を提示しているわけであっ て、それを

その場所だけとらえて、福祉を攻撃するのどうのこうの、云々左んていうふう左、ああいうと

らえ方は、全〈情け左い話だ左と思っているわけですが、そう い う意味で、そういうととを踏

まえて、市長は、ひとつ福祉のあ b方といいますか Kついて含めましてととのと ういう問題

児ついて、市長は、どのよう K長考えK左るか、簡単にひとつ£、願い したい、簡潔Kまとめて

御答弁を台願いしたいと思います。

。議長 (高橋通夫君) 市長。

0市長 (森田喜美男君) 障害者福祉は、左るべくきめ細かしまた高齢者全般Kは、

まず健康管理の施策は、私は重要だと思つてな bますので、今、言われるとな久障害者Kも

もっときめ細かい配慮、もし左ければ左 Dませんし、それから、老人の健康管理Kつきましでも、

手厚い裏づけをいた したい、そうい う考えからの福祉行政の展開でどざいますので、とれから

も十分その趣旨Kか左う手だてを進めていきたい、このよう K思つてなDます。

。議長 (高橋通夫君 ) 福祉部長。

0福祉部長(高野 隆君) 先ほどの手書き電話の執行率でどざいますけれども、現在

手元K資料がどさ*いませんので、正確Kはお、答えできませんが、昨年の予算K計上しました額

を 10 0 %執行した、という状況では左いと思います。とれにつきましては、昨年の実績を踏

まえて、本年度は、実績K基づいて計上してな bますので、そういう点で御理解をいただきた

いと思つてなDます。よろしくな願いいたします。

0議長(高橋通夫君)

04番(小山良悟君)

小山良悟君。

まあ、この問題は、本会議でも取 b上げられた問題ですので、

福祉の担当部長としては、もう少し把握してないてもいいんじゃ左いか。ち ょっと ζの森田市

政の福祉行政の姿勢の一端を、何か伺えるよう左気がして、ちょ っと、もう少し福祉部長、ゃ

っばb本会議で取り上げたよう左問題ぐらいは、関心を持つてないていただきたいな、とい う

ふう K思うんです。こういう調子じゃ、やっ ばDもう新市長K期待するしか左いかなあ、なん

ていうふう K思うんですが ひとつそういうことで、との福祉のあり方は、正しい認識をして

やっていただきたい。理美容券の云々、どうのとうの左んてピラをまいてやるよう左情け左い

ととは、ぜひなやめいただいて、ひとつ前向きに本当K行政の 一一余り後ろでぎゃあ、ぎゃあ
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言うものですから、との私も非常K内心いらっとするところもあるんですが、少し行政のあb

方について、よく反省をしていただいて、ひとつ取b組んでいただきたい、というふうに強く

要望して ζの質問を終わらせていただきます。

0議長(高橋通夫君)

0 14番(川嶋博君 )

川嶋博君。

常任委員会の研修氏関連しまして、所轄の部長も一緒K研修

K同行するというよう左審議が左されたかどうか。必要あらば・・・・・・。そ うい う審議が左された

かどうかな伺い したいんです。

O議長(高橋通夫君) 一般会計予算特別委員長。

0一般会計予算特別委員長(黒川重憲君) ただいまのような高次元の質問は、な

されませんで した。

0議長(高橋通夫君) 川嶋博君。

014番(川嶋 博君) 私としては、建設委員会で過目、高槻市K駅前自転車の問題

左んかで研修K行かれた ときKは、やはり所轄の部長も同行されて、実情を調査 して、 実際の

問題を市政K生かすというもので、必要あらば、同行してそう いう問題も研修してくる、とい

うことを行ったらいいんじゃないかとそう思いますけれど、と ういう問題について、どのよう

左考えがあるか、な聞かせ願いたいと思います。

0議長(高橋通夫君) 市長。

0市長 (森田喜美男君 ) 議会の常任委員会の研修は、それ自体Kいろいろと見識を高

めていただき、それをまた市政K反映していただしこういう趣旨があるわけでありますし、

それから、関係部、課の研修Kつきま しで も、な説の、との同行をさせていただいて、勉強さ

せていただく .ということも有意義かと思つてなりますが、本来、 執行機関、議決機関の性格

からいいますと、そういうととろKある程度の特別の意味がある、とのよう K思つてな bます

ので、今後の課題Kさせていただきたいと思います。

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。

本件Kついて御意見があれば承bます。古賀俊昭君。

(1 8番議員登壇〕

0 18番(古賀俊昭君 ) 私は、 日野市議会自由民主党 ・新自由クラブを代表 して、 議

つ
ム】

必
且
宝FO

 

案第 16号、昭和 60年度目野市一般会計予算比ついて、 反対の立場から討論を行いま す。

地方自治体の予算は、その自治体の行政が、いか左る形で進められるかを具体的に示した大

変重要な書類であ ります。市民の皆さんが納めた税金が、行政サービス陀よっ て、どのよう K

環元されるかを十分K説明できる内容と左ってい左くては左りません。もちろん今、市民の皆

さんが要望している事業や施策が、公正、 しかも適法左手段で芙現されるよう K組まれてい左

ければなら左いわけであ bます。私は、まずこの前提K立って 本予算を検討しようと試みま

した。ところが、との予算案は、検討の名比す ら値し左い欠陥予算であるととが、はっきりし

たのであ bます。

それでは、その理由児ついて、大きく 4点を挙げて意見を申し上げます。

まずその第 1は、かねてから森田市長のみずからの主張と違って、年間予算として編成され

ているということであタます。昭和 48年、今からちょうど 12年前の第 1回定例会 3月議会

の本会議で、現森田市長は 当時の森田喜美男市議会議員でどざいますが 当時の日野市長古

谷 栄氏民対して、市長の予算編成方針の中氏記されている、財源、の留保K意を用いつつ、あ

えて年間予算を編成した、この言葉をとらえまして、市長選挙の行われる年K、年間予算を古

谷 栄市長が組んだことは、大変大切な民主主義を侵す行為Kなるんでは左いかと質問し、ま

た、何か選挙の材料K使われるという ζ とK左つては左ら左い、これもやは b道義の問題であ

る、と尋ねているのでありますo ζの点で言えば、当然今回森田市長が提案をする本予算は、

骨格的な予算と在ってい左ければ左らないはずでとざいます。 ととろが、何と形は年間予算の

形を とっているわけでどざいま す。人氏は大変大切在民主主義を侵す行為だ、あるいは道義の

問題である、と難癖をつけでなきまがら、自分は、今度はいけしゃあしゃあとやってのける.

とても常人では考えられ左い、理解できない行為であります。森田市長は、今でも頻繁K民主

主義という言葉をよく使用されるわけであ bます。森田市長は、明治 44年 11月 28日のおも

生れでありますから との当時 6 1歳であ bます。 20代や 30代の市会議員の発言ならいざ

知らず、激動の戦前、戦中、戦後を生き抜き 、戦争体験もある森田市長の民主主義が、 ζれほ

どいいかげん左ものであるというととは、まさ K笑止であります。あ左たの言う ところの民主

主義も道義もとんだ噴飯物であったというととでありますO 私は、 との件を委員会Kむいても

指摘をいたしました。市長は、確かK反省の弁を述べられたわけであ bますが、事は民主主義

Kかかわる認識の問題であります。あえて本会議(f[j甘いて、反対の第 1の理由K挙げた次第で
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あります。

第 2は、この予算が、議会を完全K無視をした予算である、とい うとと であります。 先ほど

議題と左 bま した、公立の幼稚園の保育料の値上げKついて、この予算の中では既氏、 教育使

用料と して値上げを した形をもっ て、教育使用料 5，0 4 4万 7，0 0 0円が計上されてなります。

月額 6，0 0 0円であった公立の幼稚園の保育料が、 7，5 0 0円にもう既K計上されているわけ

であタます。確かに昨年の 12月議会で、つまり 予算編成の段階で、議会が多数 をもって否決

した内容と全く相反する予算計上は、 常識では考えられ左い暴挙であ ります。市長たび重左る

議会無視の市政も とと Kきわまった と言わ左ければ左りません。 先ほど、 議会軽視という 言葉

も使われま したが、私は、軽視どころか議会無視の市政である.と言わ左ければ左らないと思

います。予算書は、多分 1月の印刷であbましょ うから、予算編成の最終段階で議会が決めた

意思と全〈 別の行為を予算編成の中で示したとい う市長の姿勢は、明らか左議会無視であり、

議会の意思を とれほど踏みに じった予算の編成とい うこと も、前代未聞では左かろ うかと思い

ます。以上が第 2の理由であDます。

第 3は、御承知のとな久地方公共団体が予算を議会K提出する場合Kは、地方自治法 211

条Kよ久 一緒K予算K関する説明書を提出し左ければなら左い ζ とに左つてなります。その

一つ氏、予算を議会の審議K付する場合氏、予算K関する説明書として、同時比提出される職

員給与費の内訳をつまび らかに した表、つまり給与費明細書があ Dます。我々 K配られている

との予算書の中の給与明細書 444ページ以下を見てみます と、 との 6 0年度の予算案では、一

般会計、特別会計を通 してでどざいますが、人件費Kついて本年 4月から 6カ月の定期昇給の

延伸が左いものと して.編成、計上されているわけであります。つま b延伸分の給料の減額が

されてい左いわけであ bます。 この ζ とは、自治省を裏切る、自治省K対するどま か し予算で

ある、と もいえると思います。つま b、先ほど、私いろいろ資料を調べたりいたしました。つ

まり総額で ζ の給与明細書の中の普通昇給に伴う増加分という欄がどざいます。との中には、

7， 6 6 9万 9，0 0 0円予算が載ってなります。 とこ ろが、先ほど私どもが議会で議決 した給与

条例K よれば、その不足で職員組合との合意 もあって 6カ月間の昇給延伸を 4月か ら行 うと

いうことで、議会でも既に説明されてなbます。また、当初は 1月からとの方針で市長は臨ん

でいたわけでありますので、 予算編成が行われているその段階で、少左く とも給与の減額につ

いては、との予算書の中氏計上できたはずであ ります。 とζろが、備考欄K昇給期別職員数と

いうのがどさ"いま して、 4月か ら昇給をする人 539人、 1 0月昇給の人 204入、 7月昇給

の人 201入、来年 1月の昇給の方が 158名と載ってなタまして、 4月からの 6カ月昇給延

伸という条例で も決められた、また、 市が今回決定を した給与の是正措置の大変重要左柱であ

る、 との延伸K伴 う減額の措置が、全 くとられてい左い、大変不思議ま重大ま うそが隠されて

いる予算である、 と言わ左ければ左 bません。正しく 書 くとする左らば、 4月昇給の職員の人

民対 しては、 1 0月延伸、との記載が左く ては左りません。同様VC7月についても同じ、 1 0 

月比ついても 同様、 1月Kついて も来年度Kわたっての昇給の延伸Kついての減額措置が、 載

ってい左ければ左ら左いわけであります。 そして、給与の延伸分の減額と して、 8，6 0 1万4，

000円が、との給与明細書の中氏掲載されてい左ければ左ら左 いわけですが、 今回の この予

算書の中氏は、それを見出すことができません。少左 くとも、 3月の 4日比は、組合と の間で

妥結を したわけでありますから、その後、何らかの形で、市長は延伸介の減額を提案すべきで

あbました。このような自治省をどまかす予算、ま た延伸はや bませんよ、ととの予算書は、

物語っ ているわけであります。先般の一般質問の中でも、市長は、市長選挙の後K、今回の減

額分Kついては、救済措置を講じるという職員組合の ピラをも って、市長 と組合との聞に裏取

b引きがあるのでは左いか、 という議論がどざいました。市長は、そのよう左 ととはまいと言

つてなbますが、との予算書を見る限久延伸はし左いという ことを組合と約束している、そ

の証拠K左るわけであります。とうした架空の条例やまた規則等K背いた形で、予算の.今回

給与 とい う法律で定められている給与の説明書Kついて、 とまか しがある、との点は大変重要

な問題であります。 この点を指摘をしてお、きます。

な台、私どもが再三にわたっ て給与制度の適正化が求められている中で、との通し号俸制と

呼ばれる地方公務員法 24条氏違反 した給与の制度の是正を、私ども主張 してまい bました。

給与条例Kよって予算が計上されている ζ とも、大き左反対の理由の一つであbます。つまり

違法左給与条例、地方公務員法K違反を した通 し号俸制K基づく給与費の計上である、 とい う

ことも 理由Kつけ加えてなきます。特氏、 との件について申し上げたいζ とは、 自治体が都市

として発展 し、市民福祉の向上のためK、その機能を十分K発揮するためKは、そこK勤務す

る職員Kよって、 それ らは決すると言って も過言で左い と思います。組織や機構を幾らい じっ

てみても、 ひっ きょ うそれは人の問題K帰結するわけであ bますから、この意味からすれば、

自治体職員の質の向上のために、 とらなければなら左い対策、施策と い うものが特K重要にな
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ってくるわけであります。殊K給与の問題、との件は特段重要であ bます。給与制度、通 し号

俸制というと ζ ろの年齢給が、いかに職員の皆さんの士気の高揚を妨げているかを、市長は篤

と考えるべきであります。との機会K乙の件をつけ加えてなきます。

第 4の理由は、仮K年間予算を認めると しても、次の点Kついて、この予算は批判され左け

ればならないと考えます。

今1l1!、市長から提案された一般会計の予算の規模は、 3 10億 5，0 0 0万円で.昭和 59年

度対比でわずか 1.9 %の伸び率を示 してなります。そ して、 5億 8，0 0 0万の増加となってい

るわけであります。 60年度の税収は、 6.3婦の増が見込まれてなり 、また、国の予算が 3.7 

%、 東京都が 7.3婦の伸びを示 している ととからしても、さらに市の財政規模。割合から して、

まず非常民消極的左予算である、という ζ とが指摘できるのであ ります。

次K骨格予算に しろ、年間予算托しろ、いずれKしましでも 、市民の強い要望ーからして、優

先的K予算措置が行われるべき事業が、全くとの予算書Kは見当らない ζ とも、乙の予算が、

市民、住民の意思を酌んだもので左いことの証左であります。例えば、仮称ふるさと同物館の

着工が見送られたこ と、次に大成荘の改築Kついては、既K計画では設計費が今年度計ーしされ

るはずでありましたが、 この予算書のどとを探 しで も見当たりませんD 次氏第五ノj斗_.校の建て

かえのための措置がとられてい左いこと。 とのこと は、義務教育という大変大切在学校施設の

問題Kついて、市長が等閑視している ζ とであり 、とうした予算の計上を悩らなかった措置に

ついては、強い市民の抗議を受けるものと思います。左台、生活保健センターの建築事業のな

くれ、また、議会Kないても再三指摘のどざいます二番橋の建設Kついても廃自の扱いとなっ

てな夕 、影も形も霧消しているのであ bます。まさ K夢、まぼろしの二番橋というととであ D

ます。

次に第二中学校の給食施設Kついても、当初予算で計上が可能であるKもかかわらず、年度

途中での補正をあらかじめ当初予算編成の段階で、 予定をするということも .予算編成の常軌

を逸した手段であると思います。また、あくまで学校給食を直営、各校方式K固定しているこ

とも、 ζの予算の内容の中氏既K盛られている件でありま して、 同時K批判すべき点であると

考えます。また、南平用水改修K伴う用地買収費が計上されてb りません。 乙れでは、南平高

校建設K伴うこの地域の環境整備を進める意思は、市側Kは全く左いとしか考えられ左いので

あります。
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以上、主左ものを拾っ ただけでも、 とれだけあるわけであbます。市長の一貫性K欠けたま

さK思いつき 、場当たり 的ま市政運営が、との予算K女口実にあ らわれているのであります。本

来、 提案された予算K反対の場合Kは、修正案を提案するのが筋であると考えますが、今まで

述べましたよ うK、本予算は、修正案提出の対象Kすら左り得左いものであり ます。 一見、不

偏不党は装っ ているも のの、イデオロ ギ一過剰で、市政の現実を厳し〈 見つめる視点 も左い森

田市長が、単Kきれいどと を無責任K並べた欠陥予算であること を、重ねて申し上げ、反対の

討論を終わbます。

0議長 (高橋通夫君) 次氏竹ノ上武俊君。

C 2 2番議員登壇〕

0 22番 (竹ノ 上武俊君 ) 昭和 60年度一般会計予算案K対する日本共産党日野市議

団の態度表明をいたします。

私ど もは、原案を可決 とする立場であ bます。ま ずとの点を明 らかK してなきます。

第 l番目氏、市長の予算編成方針Kついての私ど もの考え方を述べて公き たい と思いま す。

市長は、予算編成方針の中で、 第 1VL 政府民よる 自治体財政の圧迫を指摘をいたしてなタ ま

す。今回の補助金一律カ ットを初め、この政府民よる地方自治体への締めつけが、市民生活の

圧迫K左る ζ とを指摘し、そ して 市民とと もに.このよう 左政府の冷酷な態度比対して、 対

決していく その市民生活を守る熱烈左姿勢とい うものを、感じるものでどさ.います。

第 2番目氏、予備費 3億円を置いたとい うこの配慮でどざいます。市長は、市長選を前K し、

3億円もの予備費を新 しい市長K采配権を与えた、とい うζの公正さとい うものも、評価して

なか左ければいけ左い と思います。

第 3点目 K、福祉、 教育、町づく bの市民本位の積極的な姿勢であります。 との考え方の中

氏は、緑と清流という ζの市長の思想、を貫徹をしている姿が伺えます。また、憲法、左かんず

く憲法の中の平和の精神を生かしてい く予算編成方針が、はっき bと出ているわけであbます。

次K、日野市は人口急増都市でどざいま した。 との人口急増都市を小中学校 10校を建設し

て、 りつばK克服を して きたわけでどざいます。現在、町づくi?VL本格的K予算の配分も しな

ければいけない時期と いう点があります。さらKはまた、先ほどの地方自治体K対する補助金

のカッ ト左どがあるわけでどざいます。とのよう 左困難左状況下氏もかかわらず、市長は、福

祉を後退させず、逆K前進させると い う意欲を予算編成の中K示 してなbます。
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次K、市民参加の点でどざいます。とれは、予算委員会の審議の中でも市長から答弁があり

ました。例えば市内循環パス路線の検討委員会を、市民参加で開ぐというととを示して合りま

す。そして、必要左とき Kは、第三セクターという言葉を用いられましたが、とのやり方はと

もかくとして、市独自 Kでも市内循環パスを動かすという決意まで表明をされたとの姿勢が、

私どもは、市民として評価し左ければいけ左い点だと思うわけでどさ・います。

今回の予算編成方針は.日野市の歴史を雄大K進めていしそういう森田喜美男市長の日野

市の歴史の発展K対するロマンさえ感じる方針でどざいます。 12年間の全国Kも誇る数々の

実績があります。このよ う左ととを土台として、市長の次期日野市政K対する力強い確信とい

うものを、私どもは感じた次第でどさ・います。

次氏、歳入K関係いたしまして、若干の意見を申し上げたいと思います。

本年度歳入歳出総額は、 310億 5，5 0 0万円でどざいます。歳入の点で最も重大左問題は、

先ほど触れました補助金のカット左どによる自民党政府民よる自治体への圧迫でどざいます。

どのよう左補助金カットをしたかというととが、予算審議で明らかK左りました。福祉、民生

関係だけでも、身体障害者福祉費、精神薄弱者の福祉費.福祉手当、老人保護措置費、児童の

措置費、生活保護費、こういったもの、そして、さらKは国民の命と健康を守る支えKなって

いる国民健康保険氏関する補助金制度、とういうものが、あわせまして昭和 60年度だけで 3

億 3，40 0万もカットをされてきているのでどさ。います。そして、教育関係では、義務教育で

ある教材費の補助金を 9 5 0万円以上も廃止をしてきているのでどさ・います。そして、また下

水道関係K至るまで 1，0 4 0万も補助率をヲ|き下げる ζ とによって、ダウンをさせてなります。

あわせまして、 3億 5，0 0 0万以上氏上る国庫支出金の削減が日野市K押しつけられてまいっ

て台 bます。私どもは、とのよう左政府の仕打ちK対して、市民ととも K今後断固対決をし、

闘っていくものであります。とのよう左補助金のカットは、ど ζK回されたかといえば、 7%

前後の増額をかち取った核戦争準備の軍事費K、すべて固されているわけであります。そ して、

またとのよう左補助金が削減されたため氏、福祉や教育が後退を し、国民生活は大変左ものK

左つてなります。そして、地方自治体の本来の仕事が次々 と政府民よって取り上げられてきて

いるわけでどざいます。ぜひ、市長を先頭K日野市としても、東京都ゃあるいは政府K対して、

とのよう左補助金カットが左いよう K力強く交渉を進めていただくよう期待するものでどざい

ます。
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第 2点は、人件費の問題でどさ・います。との点は、人件費の比率がいろいろの制度Kよって

予算に占める比率がふえているかどうか、との点を考えてみます。ととろが、決算対比でいけ

ば、昭和 47年、総決算額K対 して人件費は 26.7%でどざいました。 58年度は 24.59%で

どざいます。そして、 6 0年度の予算案では 2 2. 9 % /fC左ってきてな bます。とのよう左とと

は今後とも配慮し左がら、進めていっていただきたいと思う次第でどさ'います。

次氏、歳入氏関連してー・二追加して申し上げたいと思います。

それは電電公社の民営化、専売公社の民営化K伴つてのととでどざいます。私ども予算委員

会で電電公社が民営化する K当たっては、電柱の 1本 1本氏も道路使用料等、固定資産税等を

かけてちゃんと歳入K図るととを強調をいたしました。今回、電電公社が財界左どの要求Kよ

って、 一部財界の利益K左夕 、消費者や利用者Kは不利左点が見えるという中で、民営化が行

われま した。あわせて専売公社もそうでどざいます。専売公社が民営化された原因Kついては、

アメリカからの申 し出、財界の申 し出K よっ ているわけでどざいます。予算委員会でも審議を

いたしましたが、民営化をしてどとがいいのかということが、ど左たも納得でき左い状態でど

ざいま した。とのよう左民営化の関係によ bまして、日本たばこ株式会社は、発展途上国民粗

悪左たばと製品を輸出したb、あるいはまた喫煙を青少年比させ左いという運動でも、民間化

のために、そういう運動が しづらく左ってきたといわれてなbます。あわせて、たばと農民K

対する被害も大きいと言われ、専売公社の労働者K もさまざま左首切り等、締めつけが行われ

てきているわけでどざいます。本予算K関係しては、小売業の皆さんK対する問題でどざいま

す。民営化したために、小売業のたばこ販売業が大変困難左状態K走っていくことが予測され

ている、と言われてなタます。 ζのよう左点を配慮して、ひとつ今後運営をしていただきたい

と思います。

次氏、公立幼稚園の保育料の問題でどざいます。 ζの点Kついては、予算委員会でも指摘し

ましたよう氏、今回市長が、公立幼稚園、私立幼稚園等の調整懇談会を開き、市民参加で意見

を募り、との調整懇談会が私立幼稚園や父母の意見、自治会長等の意見を聞いて、値上げ万や

むを得左い、という方針K近いものを提出をされてな bます。しかし、まだまだとれだけの努

力では、私は、市民参加が徹底しているとは思いませんo そういう点で、 ζのよう左公共料金

のヲ|き上げK際しては、もっともっと充実した行き届いた市民参加によって、今後具体的な体

制左どをしていっていただきたい、というととを申し添えてb きたいと思う次第でどざいます。
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次氏、歳出Kついてでどざいます。とれは、既K予算編成方針でも 申し上げましたよう左、

精神K基づきま して、特氏、ことし評価したい点がどざいま す。ぞれは、平和予算を設置 した

ととでどざいます。そのほか、つばさ学園、あるいは福祉タ クシーの補助を 24枚から 36枚

比増額 した問題、市立病院にCTスキャナーを設置 した問題、ぞれから、教育の点では私立幼

稚園等の父母負担の軽減K大幅左努力をした点、また、市民会館がどざいます。とれも市民参

加で会館行事を予算化した点、とういう点等を評価してなきたいと思う次第でどざいます。ま

た、スポーツ公園の設置、あるいはまた町づく Dの点でも大き左力の入れ方が伺われてなbま

す。ぞれは、下水道への繰出金 10億円、あるいはまた区画整理VL6億円でどざいます。との

よう左繰出金氏力を入れるととも K区画整理K当たっ ては、市民参加でひとつ ζ とを進めてい

ただきたい、と 申し添えてなきたい と思います。また、今回は、中小業者K対する商工会等補

助金のアップ等が見られます。とのよう K して、時間の点で枚挙Kいとまがありませんので省

きますが、町づくり K力を入れる中でも、数々の施策を打ち出している点を評価するものでど

ざいます。

最後氏、若干の意見を付してなきたいと思います。平和予算は設置したものの.まだ芽が出

た程度でどざいます。さら氏、 一層 乙れを本格的左市民の待望する平和予算 として、今後っく

り上げていっ ていただきたい。ぞれから、予算委員会で、私ど もの会派でいろいろと要望を出

しました。その一、二を拾いますと、パート K対する退職金制度をつくれ.あるいは女性の市

役所あるいはいろいろの審議会等への登用をもっと拡大せよ。あるいは三中の校庭整備をせよ。

それから.チェアパスが運転手がい左い、とういう現況から運転手を充足するよう Kせんあ

るいはスポーツ開放するK当たっ ては、校庭の整備改善を して、同時K開放を強めていけ、 と

ういったよう左要望をたくさん行いましたが、これらのすべてをぜひ本年度の補正予算、また

は昭和 6 1年度予算編成K沿いて実現を していただきたい、と思う次第でどざいます。また、

予算委員会の中では、私ど も共産党K対 して、 あるいは革新市政K対 して、 いろいろ左論議が

ありました。例えば、清掃行政Kついて場当たり的である、左どということが言われました。

しかし、私どもはダストボックスの問題をとっても、清掃行政とそ試行錯誤、そういうととを

繰り返す中で、市民参加Kよって市民が納得する方向を今とっているわけでどざいます。 との

よう左市政とそ、住民参加の革新市政のよい点では在いか、 と思うわけであります。また、共

産党は、生意気である、というととをなっしゃった意見もどざいま した。とれは、予算の裏づ
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けが左い要求をするという点でどざいます。しかし、私どもは、日野市の市政の歴史を見ただ

けでも 、例えば財源、を確保するため、大企業の法人市民税Kついては、市としてできる 14. 7 

%の法人市民税のヲ|き上げをしたわけでどざいます。 とのζ とは、何ら大企業の労働者の皆さ

んK迷惑をかけたものではありません。日野市の財源を確保するための制度でどざいました。

そして、 ζれが今、大き左力K発展をしてきてなります。国政の点にないても、ちゃんと財源

の裏づけをもって、さまざま左要求を行ってきているのでどざいます。とのよう左一事から見

ましでも、私どもが具体的に革新市政の与党として、着実在政策提起をしているととが、;Jo-、認

めいただける と思うわけでどさψ います。また 人件費その他の問題Kついても触れたいと思い

ますが、今後労使協議の中で、本当に市民が合意できる、そういう努力をされ左がら、今後日

野市役所が、市長以下討っ手一丸と左っ て、市民の立場で市民民還元されるよう左方向で努力

されることを期待をいたしまして、本年度予算案K賛成の立場での態度表明を終わ bたいと思

います。

0議長(高橋通夫君) 発言中ですが、会期の件で議会運営委員会で協議したいと思い

ますので、暫時休憩いたしたい と思いますが、とれK御異議あ bませんか。 (1議事進行」と

呼ぶ者あり)竹ノ上武俊君。

022番(竹ノ 上武俊君) 議事進行で発言いた します。

今、自民党・新自由クラブと共産党市議団 2名指名をされまして、 そして、その後の議会運

営Kついて改めて検討ということ Kなりますと、不公平が生じることもあ bますので、この意

見と申 しますか、討論の場だけは続行されるととを希望いたします。

0議長 (高橋通夫君) 議長が心配するのは、討論がずっと時間がかかって、会期の延

長等ができ左かった場合は困るというよう左心配です。(1休憩 J1続行」と呼ぶ者あり)

な諮りいたします。議事の都合Kより暫時休憩いたしたいと思いますが、とれK御異議あり

ませんか。

u異議左し 」と呼ぶ者あkJJ

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

午後 11時 11分休憩

午後 11時 51分再開

0議長(高橋通夫君) 休憩前K引き続き会議を開きます。
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手伝諮りいた します。 この際会期の延長の件を日程K追加 し、議題といた したいと，思いま すが、 3 月28日 木曜日 (第10日)
これに御異議あ bませんか。

[r異議左 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 ってとの際、会期の延長の件を

日程K追加し、議題とすること K決しま した。

会期の延長の件を議題と いたします。 昭 和 6 0 年
日野市議会会議録

な諮りいたします。今期定例会の会期は、本日までと議決されてな bますが、議事の都合K 第 1回定例会
(第 10号)

よ久会期を 3月 28日まで 1日間延長をいたしたいと思いますが、とれK御異議ありません

か。 3月 28日木曜日 (第 10日〉

[ I異議左し 」と呼ぶ者あり〕 出 席議員 ( 2 8名〉

0議長(高橋通夫君) 御異議左い ものと認めます。よって会期は 3月 28日まで 1日 1番 橋 本 文 子 君 2番 ネ高 島 敏 雄 君

間延長するとと K決しました。 3番 {長 昭 光 君 4番 山 良 '悟 君

合諮りいたします。 3月 28日の開議は、議事の都合Kよb特に午前 0時比繰り上げて開く 5番 谷 長 君 7番 ，馬 場 繁 夫 君

ζ とKいたしたいと思います。 これK御異議あ bませんか。 8番 J罵 場 弘 融 君 9番 戸ロ司 橋 徳 次 君

[ I異議左し」と呼ぶ者あり〕 1 0番 旗 野 行 雄 君 1 1番 一 ノ 瀬 隆 君

0議長(高橋通夫君) 御異議左いものと認めます。よって 3月 28日の開議時間は午 1 2番 板 垣 正 男 君 1 3番 鈴 木 美 奈子 君

前 o時K繰り上げるとと K決定いた しました。 1 4番 )Ij 向島 博 君 1 5番 飯 山 茂 君

本日の未了日程は明日の日程といた します。 1 6番 官。に言 井 明 男 君 1 7番 黒 ) Ij 重 憲 君

本日は ζれKて延会いたします。 1 8番 古 賀 俊 昭 君 1 9番 市 )Ij 資 信 君

午後 11時 53分延会 2 0番 藤 林 理一郎 君 2 1番 名 古 屋 史 虫E 君

2 2番 竹 ノ上 武 俊 君 2 3番 米 沢 照、 男 君

2 4番 中 山 基 昭 君 2 5番 大 柄 保 君

2 6番 秦 正 君 2 7番 奥 住 芳 雄 君

2 8番 石 坂 勝 雄 君 3 0番 ロロ司 橋 通 夫 君

欠席議員 (2名 )

6番 古 谷太郎君 2 9番 滝瀬 敏朗 君
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説明のため会議に出席した者の職氏名

市 1更 森 田 喜美男 君

助 役 赤 松 イノ寸ー“ 雄 君 収 入 役 力日 藤 虫B

企画財政部長 ー目込IJ 田 雅 夫 君 総務部長 伊 藤 正 =Eとコ

市民部長 藤 浪 育匡 徳 君 生活環境部長 坂 本 ~ 雄

清掃部長 大 4貝ヨヨP 松 雄 君 都市整備部長 結 城 邦 夫

建設部長 中 村 ケ主主巴γ 助 君 福祉部長 f1ロヨヨ 野 隆

水道部長 永 原 田 雄 君 病院事務長 佐 藤 矢出口 春

教育次長 山 哲 夫 君

会議に出席した議会事務局職員の職氏名

局 長 Zιムヨ4 沢 代 =口と 君 次 長 ，馬 場 守

三匠ヨ主 記 栗 原 さフさロ 次 君 書 記 谷 野 省

書 記 串 田 平 赤口 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 60年 3月 28日(木〉

午前零時開会

(一議案審査報告) (一般会計予算特別委員会〉

日程第 1 議案第 16号 昭和 60年度 日野市一般会計予算について

(特別会計予算特別委員会)

日程第 2 議案第 17号 昭和 60年度日野市国民健康保険特別会計予算について

日程第 3 一議案第 18号 昭和 60年度日野市土地区画整理事業特別会計予算について
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君

君

君

君

君

君

君

君

君

日程第 4 議案第 19号 昭和 60年度 日野市下水道事業特別会計予算について

日程第 5 議案第 20号 昭和 60年度目野市立総合病院事業会計予算について

日程第 6 議案第 21号 昭和 60年度 日野市受託水道事業特別会計予算につ いて

日程第 7 議案第 22号 昭和 60年度目野市農業共済事業特別会計予算について

日程第 8 議案第 23号 昭和 60年度日野市老人保健特別会計予算について

日程第 9 議案第 24号 昭和 60年度日野市仲田緑地用地特別会計予算について

(請願審査報告) (文教委員会)

日程第 10 請願第 59 -2 5号 4 0入学級の早期実現を求める請願

日程第 11 請願第 60- 3号 東光寺小学校体育館ス ポーツ開放に関する請願

(建設委員会)

日程第 12 請願第 60 - 1号 日野台四丁目交差点への信号機設置に関する陳情

(総務委員会)

日程第 1.3 請願第 58-2 4号 循環ノてスに関する 請願

日程第 14 請願第 58-29号 循環パス市案に反対する請願

日程第 15 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

日程第 16 請願第 59-2 8号 世界連邦都市宣言に関する陳情

日程第 17 請願第 59 -2 9号 健康保険本人の 10割給付復帰、および国民健康保険への

国庫補助率引き上げの意見書を求める請願

日程第 18 請願第 60- 2号 学校法人東京朝鮮学園三多摩朝鮮第一初・中級学校の日野

市居住父兄に対する特別助成金補助に関する請願

日程第 19 請願第 60 - 4号 日野駅一豊田駅を結ぶ市内パスを速やかに滝合橋経由平山

城祉公園駅まで延長し、私たちの南北交通の足を確保する

ための請願

(文教委員会〉

日程第 20 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

(厚生委員会)

日程第 21 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請願
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(建設委員会)

日程第 22 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請願

日程第 23 請願第 57-5 1号高働也区区画整理に対する京王線高幡不動駅南側住民の反

対請願

日程第 24 請願第 57 -5 5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

日程第 25 請願第 57 -5 9号 土地区画整理事業策定にあ たって当該計画より第一豊田荘

住宅地域を除外に関する請願

日程第 26 請願第 57 -6 2号 程久保 66 2番地地域山林緑地保存に関する請願

日程第 27 請願第 58- 5号 高幡不動駅地区の区画整理 に対する反対請願

日程第 28 請願第 59- 8号 生活道路設置に関する請願

日程第 29 請願第 59- 9号 下水道設置に関する請願

午前 0時 1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。

これより議案第 16号、昭和 60年度目野市一般会計予算の件を議題といたします。

昨日にヲ |き続き御意見があれば承ります。馬場弘融君。

C 8番議員登壇〕

08番 (馬場弘融君) 先ほどの討論を思い出しながら、新政会を代表いたしまして、

日程第 31 

日程第 32 

下水道対策特別委員会の継続審査議決に関する件

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

高幡踏切対策特別委員会の継続審査議決に関する件

廃棄物対策特別委員会の継続審査議決に関する件

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

昭和 60年度一般会計予算案に反対をする、とし 1う立場から意見を申し上げたいと思います。

私ども新政会では、毎年、その年の予算に対しまして、要望を出しておりました。 しか し、

今年度につきましては、市長選を間近に控えているということもありま して、当然、骨格予算

になるであろうという見通しから、何ら要望を出さなかったのでございます。 しかるに、提案

をされた予算案を見ますと、申しわけ程度の予備費増はあるものの、ほとんど例年並みの予算

組みであります。さらに、例年の施政方針に該当をいたします昭和 60年度予算の編成方針と

事業について、と t¥う冊子を見ますと、骨格であるどころか、年度内補正の予定とか、 61年

着工の計画ありとか、 61年度事業化を目指すとか、 63年度事業に計画延期、こういった言

葉が多く使われておりまして、むしろ伊l岸以上に先のことを考えた予算案となっております。

まるで御自介が 4選されるであろう、と確信をしているかの予算組みであります。新しい市長

が選ばれた場合、その方の自由になる財源はほとんどないと言ってよい状況でございまして、

このような予算組みが、選挙を間近に控えた市長のお出しになる予算とは、とても思えないわ

けであります。このことをまず申し上げておきたいと思います。それはともかくといたしまし

て、ほぼ通常の予算であって、骨格予算ではない、そういうわけですから、このことを前提と

して反対意見を申し上げてまいります。論旨は 3点であります。

第 1点は、職員給与、退職手当等の是正努力が見られないということ、及び職員増に対する

見通しがない、ということであります。

第2点は、これまでのいきさつからして、当然計上されるべきであった二番橋の建設費がカ

ットをされていること、しかも、橋梁新設改良費という項目を、廃目ということにまでしてし

まっ たことであります。

第 3点は、教育費の大幅な減額、特にふるさと博物館の建設費が計上されていない、という

日程第 30 請願第 59-1 6号基盤整備に関する請願

(継続審査議決〉

日程第 33 

日程第 34

日程第 35 

(議案上程)

日程第 36 議案第 30 号 日野市監査委員の選任について

日程第 37 議員提出議案第 1号 中小企業専任(又は総合政策担当〉大臣の設置に関する意

見書

日程第 38 議員提出議案第 2号 オス トメイト の障害認定基準緩和を求める意見書

本日の会議に付した事件

日程第 1から第 38まで
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ことであります。 )1買を追って申し上げますが、初めに第 1点目、 職員給与、退職手当及び職員

数の問題であります。昭和 57年の秋以来、国は、 ラスパイレス指数の 115以上のいわゆる

高給与の自治体に対 して、給与の是正指導を強化をしておりますが、日野市は、全く努力をし

ていないということから、昨年は 5，00 0万円 の起債カッ トを受けました。こ と しは 10億

6 0 0万円のカットを持ち出されまして、 やむなく定昇の6カ月延伸及び給料表の一部手直 し

を行ったわけでございますが、まだ不十分であります。政府が昭和 60年を地方行革の年と位

置づけ、地方行革大綱に基づいて、高額給与及び手当の是正指導を、さらに強化をする方針で

あることを考えますと、今年度予算案の中で、通し号俸制による給料表を改めるとともに、退

職手当を下げる努力をすべきであったと思います。また、職員数については、総定数を抑える

中で、市民会館の職員や学校給食調理員など、いわゆる施設職員が当然のように増加をしてお

るわけでありまして、コスト削減のために、民問委託とか、パー ト化を推進する積極性が全く

感じられません。これら、抜本的な是正策が盛り込まれていないということは、来年度の起債

制限等をも含め、今後の市財政の上に、かなり悪影響を与えるのではないか、と危↑具をすると

ころであります。

第 2点は、二番橋の問題であります。昭和 58年 6月の補正予算で、突如調査費が出現をし

て以来、建設の理由は、猫の 自のように変わってまいりましたが、りっぱな建設概要書もつく

られました。市長も昨年来、必ずかけられるべき橋である、と議会で答弁をしておられますし、

昭和 59年には、 1，25 0万円の調査及び実施設計費が計上されていたのであります。行政の

ステップからすれば、 60年度には、当然建設とならなければおかしい。それなのに、予算書

にはどこにも二番橋が見当たらない。しかも、橋梁新設改良費という項目まで廃目にしてしま

った。これでは、一体いつ橋がかけられるのか見通しが立たない、ということであり、当初の

勢い込んだ建設理由からすれば、全く説明がつかないのであります。先般の予算委員会の席上

でも、市長みずからが、確かに廃目にまでにしたのはまずかった、とはっきり不手際を認める

発言をしておられます。これは、市民や議会に対する約束違反であり、とても承認をするわけ

にはし 1かないのであります。

第 3点は、教育費の大幅減額の問題であります。本予算では、教育費は、 48億 8，40 0万

円となっておりますが、これは昭和 57年以後の最も低い数字であります。もちろん学校建設

が、一段落をしたという理由づけもある程度理解をできるわけでありますが、学校関連の経費

が落ちついたら、教育費の重点を社会教育にシフトして全体としての教育費のレベルを下げな

いよう な計画的財政配慮、をすべきであったと思います。その意味からも当然、今年度計上され

るべきであったふるさと博物館の建設費が計上されなかったことは、全く承服できないのでご

ざいます。ふるさ と博物館のこれまでの経緯を見ますと、 58年の 6月、国からの用地買収交

渉開始以来、実にスム ーズに事が進行しておりまして、遺跡調査も済み、基本設計、実施設計

も完了し、今後についても 60年度は本体工事及び備品の講入、 61年度は展示室の工事、62

年 3月より供用開始など、具体的な年次計画までつくられていたのであります。ですから、教

育委員会としては、昭和 60年度当初予算に工事関連費用として 、国庫補助金を含む 7億

4，0 0 0万円ほどを要求をしていたところでありますが、これが起債の観点から、カットをさ

れてしまった。給与是正の手ぬるさが、思わぬ方向に波及をしてしまったわけでありまして、

これまで委員会等で行った説明と大いにそごを来してまいります。その上、国庫補助金をお願

いをし、予約を取りつけておきながら断ってしまったということ、用地買収の際に、 61年の

3月までには建物をつくります、という固との約束を破るということになってしまうこと、こ

れらの2点から、何らかの国からの制裁措置を受けることは必至であります。 これらいずれも

森田市長の努力不足であると同時に、計画性、先見性のない行政運営の結果からきた破綻であ

りまして、 市民に対して、二重三重の意味で迷惑をおかけすることになりますから、とても納

得をすることができなそわけであります。

以上申し上げましたとおり、私は、三つの理由から新政会を代表いたしまして、昭和 60年

度一般会計予算についての反対意見を申し上げました。

0議長(高橋通夫君)

C 2 4番議員登壇〕

024番(中山基昭君)

中山基昭君。

私ども市民クラプ議員団は、森田市長の誠実な政治姿勢、行

政への責任ある情熱と今日までの多くの実積、特に、今年度予算との関連におきまして、前年

度を振り返りますと、福祉事業団の設立、市民会館の建設、ごみ処理施設の新設、都立高校の

開放、障害者施設つは、さ学園の設立など、市民ニーズへの積極的な対応と、本年度予算編成方

針における 、その努力に理解を深め合うとともに、予算特別委員会における慎重な審議と、十

分なる論議等の経過を踏まえ、原案に賛成の立場から、さらに一層併7政施策の着実な発展に

期待を寄せ、今後の重点的な課題を含め、その努力を要請してまいりたい、と いうふうじ思い
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ます。

地域社会の変化、都市事業の広まり、市民意説価値観の多様化など、時代の要請ともいえ

る地方の時代が言われ、最先端生活に最 も身近な自治体行政の果たす役割に多くの期待が寄せ

られる中で、ちょうど 80年代の中間年としての折り返しを迎えましTこ。また、昭和 60年代

への新しいスタ ー 卜、発展への大きな節目になる大変重要な年でもあります。私どもは、こう

した受けとめの中で、予算編成に何けて重点的な施策といたしまして、その促進を特に要請を

してまいりました。何点かを申し上げますと、高齢者、障害者施策の充実、下水道事業の推進、

雨水、雑排施設の整備、道路交通綱等の整備、学校施設の整備と教育行政の充実、文化ス

ポーツ施設の整備と進行、健康づくりと救急医療体制の確立、産業経済の振興と勤労

者施策の充実等 20数件余りにわたり、市長への事前の申し入れを初め、特別委員会

等の審議を通しましても、限られた財源の効果的な、しかも計画的な運用の必要性を指摘をし、

その努力を促してまいりました。本年度の一般会計の予算規模は、先ほども特別委員長の方か

ら御報告のありましたように、 310億 5，00 0万円であります。これは対前年比では、1.9

%というふうな徴増でございますが、これらは先ほども触れましたように、 特に市民会館の建

設、あるいはごみ焼却施設等の大型事業の投資的な経費が大きく減少する、こういうふうな内

容になろうかと思います。中でも特に地方財政の根源、柱でありますこの市税の歳入構成比等

におきましては 61.9 %、こういうふうな内容でございまして、これはほぼ前年と同様に推移

をしております。しかし、この大変流動的な要素等も含まれる中で、今後の経済動向等に十分

注意をすることが必要だ、というふうに思いますけれども、これらは全国的にも大変好条件に

恵まれた財源状況にある、ということがまず言える と思います。一方では、国の深刻な財政状

況、こういう中で、現在国会で審議をされております本年度の政府案等を見ますと、累積をし

ておりますところの国債への償還が、いよいよ本格化するときを迎えた。こういう面で、一般

会計歳出における国債は、一兆 2，00 0億円、こういうふうな多額に達し、しかも、こ の歳出

の 20%前後を占める内容になってきておる、ということが言えると思います。こうした面か

ら、大変超緊縮型予算が言われ、地方自治体に対する補助金のヲ|き下げ、いわゆる高率補助金

の一律 1割、 10 %の削減とし 1う異例の措置によりまして、日野市におきましでもこの社会保

障、あるいは小中学校費等、それぞれ 20数件等になろうかと思いますけれども、これらの施

策にかなりの影響が出てきておると いうふうなことが、この委員会等の審議の中から、明 らか

になってきておるというふうな状況がございます。したがいまして、言l¥かえれば、国の財源

不足と財政の赤字を地方に転嫁をし、国民生活、市民生活に犠牲と負担の増大を余儀なくされ

ておる、こういうふうな状況にあろうかと思l¥ます。こうした中の財政環境は、これまでにな

い大変厳しい状況にございますが、すべての困難と盤路の克服を図り、市民生活における水準

の低下や不安の解消を図り、施策や諸事業の前進と発展が図られなくてはなりません。さらに

は市政の発展、日野市づくりの指針、指標といたしましての、全市民の命と暮らしを守り豊か

な生活環境をつくるための第 2次基本構想も、制定から 3年次を迎えました。その実現、実践

への積樹句な努力が必要とされているときであります。こうした位置づけと観点から、本年度

の主要施策や事業を見るときに、社会福祉施策としての老人、障害者福祉の充実、健康づくり

と健診事業の推進、教育施設の進行面からは、中学校給食の推進、小・中学校施設の整備、幼

児教育等の充実、さらには都市環境施設といたしましては、下水道事業の促進、生活道路の整

備、あ重安全対策の充実、区画整理事業の促進、市民生活施設におきましては、防災、消防施

設の整備、南多摩斎場組合への加入、市立病院の充実、あるいは浄化槽清掃費への助成等、大

変選択的な施行によって、着実なしかも堅実な財政の運営が図られておる、というふうに思い

ます。さらに、そうした面からも、これからも長潮的な展望等の中で、施策や事業が財政と離

れない、遊離のすることのないように、行財政方針の的確な確立を図り、市民からの期待と協

力にこたえるような、真剣な努力を改めて要請をしておきたいというふうに思います。

次に、これからの重点的な課題といたしまして、この場におきましては、特に次の4点に限

り付言をし、その対応への努力をお願いをしておきたいというふうに思います。

最初に、高齢者老人施策の推進についてでございます。急速、急激な高齢化社会への移行が

言われる中で、私たちの日野市には、時代を先取りしての立派な老人憲章がございます。だれ

でも迎える全市民の共通の課題として、この憲章を具体的な推進と実銭を図り、老人、高齢者

が安心をして健康な日常生活が営めるような保健医療、余暇、住宅、就労など、生活全般にわ

たり切実な個別ニーズにきめ細かく対応ができるような、ぜひ、総合的な体系づくり、あるい

は施策の発展等にひとつ努力と創造をするときではないか、ということでございます。

二つ目は、青少年の健全な育成についてでございます。次の時代を担う青少年が、広い視野

と豊かな情操を養い、心身 ともに健やかに成長をすることは、市民みんなの願いでございます。

親も先生も、子供の教育に大変力を入れておりますが、残念ながら、この青少年問題の構造や
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非行化等もいろいろの場で言われるような状況等も ございます。ぜひ、そう した面からも家庭、

学校、地域、行政が一体となって、さ らにこの協力と連携を深め合う、ぜひこの信頼に結ばれ

た青少年の育成、こういうことが大事なときだと思います。こうした観点からも現在のこの青

少年問題の協議会等の機能の強化、あるいは活用、さらには児童館活動等について も、これか

らますます育成をしてし 1く、こういう面から、施設等についても、ぜひ全市を網羅した計画的

な配置計画、こういうものの中で、 この充実等にも努力をしていただきたい、こういうふうに

思います。

次に、勤労者施策の充実と産業経済の振興についてでございます。御承知のように、日野市

は東京 26市の中で も有数の生産出荷額を持つ都市でもあります。市内には 4，00 0を超える

事業者、あるいは 4万 5，00 0人に近い方々が、それぞれ商業、工業、あるいはサービス業等

に働き就労しております勤労市民でございます。雇用や働くための不安が毎日の生活につなが

る大変重要な課題でもあります。動労者施策の一層の充実はもちろんのこと、地域の産業経済

活動の振興、特に中小規模経営における働く人の労働条件の引き上げ、 こういう面からも、そ

のfを営の安定、あるいは近代化、こういう面に今までのようなただ単に助成的な考え方でなく

て、根本的な抜本的な政策、施策の転換、こういう発想の中で、こつした点についてさらに一

層の努力を傾注を していただきたいということでございます。

次に四つ目でございますけれども、行財政の効率的な運営でございます。国や東京都のこの

財政との関連、さらには地方自治体としての財源調達、こういう厳しさなどから行政の簡素化、

あるいは滅量的な経営が強く言われ、また、避けて通ることのできない大事な課題ではなし 1か

と思います。しかし、大切なことは、直接この毎日の生活につながる身近な最先端の行政とし

て、市民ニーズ、あるいはサーピス、ここに力点を置いた行政の運営がなされるということが、

大変大事な問題だろうというふうに思います。予算の審議の中でも指摘をしてきたわけでござ

し1ますが、行政の施策や事業が当然相互に関連性を持つわけでございます。そうした面からは、

総合的な企画調整の機能を高める、こういう努力はぜひ内部的に必要だろうと思います。しか

も、この予算等を見ますと、特定部門への繁忙が大変偏りがちになる。こういう面からは、た

だ単に組織的な枠組みという面でなくて、いま少し機敏性、機能性を大事にした組織機能、こ

ういうあり方についても、研究と工夫をすることが必要だろうと思います。さらに、こ の予算

の執行以降の効果や便益、こういうものを的確に把握をしながら、さらに次の施策への発展に
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つなげる、こういう努力もやや不足をするような感もいたします。この点も一つの課題として

今後大いに改善、あるいは改革等をしていただきたい、ということ をひとつ申し上げておきた

いと思います。

最後になりますけれども、行政需要の大変高まる中で、身近な行政の果す役割に大きな責任

と期待が寄せられてきております。 15万市民の命と暮らしを守るために、参加と連帯、親切

な市政の発展に期待を寄せ、さらにはその推進に情熱と全力を傾注されることを付言いたしま

して、賛成への討論といたします。終わります。

0議長(高橋通夫君) 馬場繁夫君。

C 7番議員登壇〕

07番(馬場繁夫君) 昭和 60年度一般会計予算案につきまして、公明党を代表いた

しまして、意見、要望を述べたいと思います。

一般会計の総額は、 310億 5，00 0万円で、対前年度比1.9%の伸びとなっております。

都市基盤整備の立ちおくれの中で、本年度より下水道整備として 16億 4，00 0万円が計上さ

れ、ごみ焼却炉建設の 2年次を迎え、さらに、建設中の市民会館が 7月ごろ落成となるなど、

継続中の諸施策もあり、また、財政的に本年度は厳しさが加わり、その帝!酌の中で、本年度の

新規事業を見ますと、都市環境施策におきましては、仲田緑地造成、北川原公園用地買収、さ

らに公共下水道の本格的初年度を迎え、百草、落川地域の一部使用開始が予定されております。

教育文化施設では、生徒児童数の増加の安定したことによります学校緑化などの環境整備、

私立幼稚園の保護者補助の増額、さらに、青少年問題協議会地区委員会への活動助成の増額な

どがあります。社会福祉施策といたしましては、心身障害者生きがい作業所つばさ学園の建設

も完成の運びとなり、社会福祉法人日野市福祉事業団の事業活動も発足され、さらに、施設の

ひの共同作業所の改築の設計費が計上され、 61年着工の予定であります。

市民生活施策では、南多摩斎場組合加入に伴う施設の使用開始、懸案でありました無届け浄

化槽清掃費の一部助成の開始、さらに、向川原市営住宅建てかえの設計費の計上、市立病院に

CTスキャナーの設置などが新たに設けられております。商工会助成の引き上げ等に見られる

ように、各種の団体の一層の自立を図っているところでもあります。生活保健センタ一、ふる

さと博物館の建設、仮称二番橋等の諸施策につきましては、懸念もありますが、一応評価する

ところであります。
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人口構成の急速な高齢化は、生産年齢人口の減少などにより、経済の活力の低化を招く こと

は周知のとおりであります。今日のような、経済の先行きの見通しが、極めて難しい現状下に

おきましては、市民税、特に法人市民税の依存度が高い日野市におきましては、他地域への企業移

転材料も加わり、財政収入の将来を予測することは、なお困難であるとされております。さら

に、高度情報社会の移行等の社会環境の変化、影響も考えられ、日野市におきましては、今後

十分調査検討を行い、来るべき時代を備える必要があると思われます。

また、国の財政危機や地方行政に与える影響は、より深刻であり、主要財源への制約は、今

後とも、強まることはあっても緩和されることは期待できないとの意見もあり、厳しい環境下

においても、貴重な住民サーピス、福祉施策、住環境整備等の充実、向上するためのあらゆる

努力、工夫をしなければならない。 さらに、日野として今後手がけなければならないことは、

行政の効率化の推進であります。そのためには組織や機構の簡素化、職員定数につきましては、

深刻な対応をしておるところでありますが、今後における各種ニュ ーメディアの発達に伴う O

A化の推進、事務量の増大は、極力新しい事務機器の導入を図り、必要に応じてノミー卜の活用

も対応し、職員定数の増加は必要最小限度にとめることを努力、検討され、理事者並びに関係

部局のなお一層の努力を重ねられることを強く要望いたします。

一般会計予算につきましては、一部これに関連があります議案第 6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につきましては、本会議で可決されました。条例が可決さ

れた以上この条例に伴う予算につきましては、可決されたとみなすのが妥当であり、みなし決

議をされたと判断いたします。基本的には、予算に賛成する立場でありますので、本予算案に

賛成するのであります。以上意見といたします。

0議長(高橋通夫君) 橋本文子君。

01番 (橋本文子君 ) 昭和 60年度一般会計予算案につきましては、 多少細かいとこ

ろでは問題も残ると思いますけれども、賛成をなさった各会派の皆さんの御意見に賛同いたし

ます、ということで、無会派、市民クラブ、市民運動クラブは、全面的に賛成をいたします。

そこで、 1点、私は意見を述べさせていただいて簡単に引き上げたいと思いますが、昨日の

私の質問の中で、市長から指絞押捺に関しまして、説得はするけれど、安易な告発はしない、

と御答弁をいただきました。皆さん御存じのとおり、外国人登録法によりますと、その第 1条

で、一つは、外国人の居住関係及び身介関係を明確にするという ことがったわれ、あと一つは
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公正な管理に資することを目的とすると言われています。それにもかかわらず現実におきまし

ては、指絞押捺を強制し、登録をしなければならないとしづ、まさに犯罪人にしか許さ れない

行為が、公然と行われているのが事実としてあるわけです。さらに、外国人登録証明書を常時

携帯することが、義務づけられており、提示できなければ刑罰を受ける、とし 1う大変個人の人

権を無視するやり方で、この法律は、これまで守られてきたわけです。このように外国人であ

るという だけで、日常的に法律の名において、人権を侵害する外国人登録法は、直ちに改正さ

れるべきものだと思っています。

日野市におきましては、 1984年 1月1日の統計によ りますと、外国人登録を行っている

人が、 総数として 433名おられます。 このうち韓国及び朝鮮の方々が、 27 9名となってお

りまして、その占める割合から見ますと、 64.4 %にも及んでいます。したがいまして、同法

がつくられた目的が、在日朝鮮人を取り締まるためにつくられたものではないか、と言われて

いるのも、むベなるかなと思うわけです。皆様御存じのように、朝鮮、あるいは韓国から、今、

日本に来て移り住んでいる方々は、戦時中に、強制的に日本の国策によって連れてこられ、炭

鉱労働者等に従事させられたその子孫が、今、先ほど申し上げたような、まさに罪人扱いの法

律を適用されているわけです。一般外国人と異なる在日朝鮮人の歴史的特殊事情及びその生活

の実情に照らしまして、人権尊重の日本国憲法の精神、並びに内外人平等を基本原員!Jとする国

際人権等の国際法の理念に照らし、長期にわたって日本に在留する朝鮮人の基本的人権を保障

するというそのために、この日野市におきましては、ぜひとも指絞押捺の拒否が行われたとき

に、絶対に告発はしない、ということを市長に要望を強く出しておきたいと思います。この同

法は、 5年ごとに登録を更新する制度になっ ております。これが 5年ごとに行われるたびに、

大変人権を抑圧され、無視されていくであろう この法律に対して、はっきりと絶対にノンと市

長には言っていただきたい。憲法を市政に生かして、そして平和と民主主義を貫き、緑と清流

の美しい町づくりをしてこられた森田市政、市民参加の 1人 1人の市民の基本的人権を守るた

めにも、引 き続き向こう 4年間、四 たびの市政を担当していただくためにも、絶対に告発はし

ない、ということを肝に銘じていただきたい、そのことをお願いをいたしまして、私の意見を

終わらせていただきたいと思います。私は、この 60年度の予算には、 冒頭申し上げましたよ

うに、全面的に賛成をいたします。終わります。

0議長 (高橋通夫君) 福島敏雄君。
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C 2番議員登壇〕

02番(福島敏雄君 ) それでは、簡潔に革新クラフ・を代表して、昭和 60年度一般会

計予算案に賛成の立場で意見を申し上げます。

昭和 60年度予算案は、市長が予算編成方針で述べているとおり、年度の初めに市長選挙が

行われることを配慮、して、 経常的経費のほかは、既に事業化の方向づけが確定 しているもの及

び継続的事業を骨組みとして、 編成されており、そ の内容は、 多くの市民φ要望に沿った予算

である、とまず官頭申し上げたいと思います。

予算総額 310億 5，54 4万4，000円は、昭和 59年度当初予算比1.9%の伸びであり ま

すけれども、昭和 59年度に市民会館建設ほか大型事業が重な った、こういうことを考えてみ

ますと、昨年、こ としの両方のアップ率を 2で割れば、 10%を超える伸びでありますので、

多くの市民は、この1.9 %の伸びについても、理解 していただけ る内容だ、 とこういう ふう に

考えると ころでございます。

歳入面では、市内優良企業の市外転出によって、法人市民税が大幅に減少する こと、 また、

国庫補助金の削減の影響が、国民健康保険も含めると 3億 3，40 0万円に も及ぶという 厳しい

状況が、昭和 60年度の大きな特徴であろう、と思います。これから市民意識調査の中で、要

望の多い下水道、道路、 交通、区画整理など、財源を多く必要とする都市基盤の整備を進めて

L、く上で、歳入が伸びない、 こういう状況は、深刻に受けとめる必要があると考えます。行財

政の効率化を一層推進することは当然でありますが、歳入をふやすための努力も、また理事者、

議会が力をあわせて考え、行動していかなければならない、と思うわけであります。徴税率の

引き上げ、手持ち資金の有効運用などについては、引き続き担当部課での努力を要望する次第

であります。さらには、予算委員会の中でも論議になっておりましたけれども、収益性の高い

企業の誘致の可能性の模索、再び国庫補助金を削減させない運動など、それぞれの部署で推進

してし 1かなければならないことを ここ で訴えたい と思います。

一方、歳出におきましては、投資的経費比率をふやす努力をしながら、新規事業といたしま

して、都市環境施策では、道路新設改良費を対前年で 1億円、 20%も増加をしておる。都市

計画道路 2・2・5号線の用地買収、実施設計、 2.2・9号線の現況測量、 さらには、水路浄化

施設の設置など、高く評価をすると ころであります。

2番目に、社会福祉施策では、障害者の自立を目指すつばさ学園が、開設をされます。 この
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施設の経営に当たる福祉事業団 も発足をいたします。さら には、ひの共同作業所の改築設計等も

計上されており まして、これらは、これからの障害者福祉の前進に大きく貢献するものである、

というふうに考えます。特に、福祉事業団の運営には、大きな期待をしているところでござい

ますので、期待に沿 う運営をお願いをしておきたいと思います。

市民生活施設では、市民会館がいよいよオープンすることになりました。日野市民の文化の

拠点にけさわしい運営、市民が使いやすい運営を要望しておきます。無届け浄化槽の清掃費助

成、向川原市営住宅建てかえの基本計画作成は、私ども革新クラ ブが要望してきたことであ り

まして、これまた評価をするところであります。

4番目 、私立幼稚園児の保護者補助金が増設されましたことは、公私格差の是正の観点から

いたしましても、これまた評価するところであります。これとの関連で、公立幼稚園の保育料

が、 6，00 0円から 7，50 0円に引 き上げることが提案をされたわけでありますけれども、他

市の保育料の実態、さらには長年据え置かれているという 、こういうことを考えますと、市民、

父母も理解をしていただけるものと判断をするわけであります。

以上申し上げましたように、限られた財源の中で、市民要望にできるだけ沿った予算である、

と考えるわけであります。 しかしながら、財政的事情から、二中の給食施設、あるいはふるさ

と博物館の建設が見送られるという結果になりましたが、これは、大変残念に思うわけであり

ます。

そこで、今後に向けて幾つか要望、意見を申し述べたいと思います。多くの人が言われまし

た第 1点目は、行政の効率的な運営をさらに強力に推進してほしい、ということであります。

具体的には、多くあると思いますけれども、ここでは 2点を指摘させていただきたいと思いま

す。

1点は電算化による経費削減を追求してほしい、ということでございます。このことは、予

算委員会でも指摘をしておりますけれども、計算センターに委託している費用の削減、さらに

は、臨時職員の見直し、こ ういったよ うな ことによ る経費削減など、期待できると思います。

したがいまして、電算化によって、減らせるものは徹底的に追求をしていただいて、経費節減

に努力をしていただきた~ ¥0 

2番目は、細かい話になるかもしれませんけれども、節約できる代表的なものといたしまし

ては、光熱水費、消耗品費等の節約ではなし、かと思います。このことは、あえて指摘するまで
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もありませんが、日野市内には、多くの施設があります。それぞれの人がその気になれば、相

当の金額の節約につながる、と思うわけであります。ぜひ、一層の御努力をお願いしたいと思

います。

要望の 2点目は、これまた予算委員会で指摘をさせていただきましたけれども、市職員の政

策立案参加と、能力開発についてであります。地方自治の基本は、市民参加、市民と の対話に

よる政策立案、決定であると思いますが、多くの市民要望を整理し、優先順位をつけて予算化

するのは、職員であり、理事者であります。 そうした意味から見ましでも、職員の政策立案能

力は、市政の中でまことに重要であろうと思います。今まで、それぞれの部または諜で行う意

識調査や基本的な計画など、外部に委託することが多いように感じており ますが、考え る仕事

は、ぜひ、庁内でやっていただいて、職員のやりがいと能力開発、 資質の向上につなげていた

だきたい、ということを要望を申し上げまして、以上 2点の要望を申し述べまして、昭和 60 

年度一般会計予算案に賛成する立場での革新クラブの意見といたします。以上でございます。

O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 16号、昭和 60年度日野

市一般会計予算の件は、原案のとおり可決されました。

これより議案第 17号、昭和 60年度目野市国民健康保険特別会計予算、議案第 18号、昭

和 60年度日野市土地区画整理事業特別会計予算、 議案第 19号、昭和 60年度日野市下水道

事業特別会計予算、議案第 20号、昭和 60年度日野市立総合病院事業会計予算、議案第 21 

号、昭和 60年度目野市受託水道事業特別会計予算、議案第 22号、昭和 60年度日野市農業

共済事業特別会計予算、議案第 23号、昭和 60年度日野市老人保健特別会計予算、議案第

2 4号、昭和 60年度日野市仲田緑地用地特別会計予算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。
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特別会言十予算特別委員長の審査報告を求めます。

(特別会計予算特別委員長登壇〕

0特別会計予算特別委員長(鎌野行雄君) 先ほど、 一般会計の委員長の黒川委員

長から非常に簡明な審査報告がございまして、その後を受けて、私、ちょっと戸惑っているわ

けでございますけれども、何か 3日間にわたる一般会計の審査結果よりも 1日間の特別会計の

審査報告が長いというのは、いかにもつじつまが合わないわけでございますけれども、議会と

いうところは、非常に先例を尊重するところのようでありまして、先例に従いまして、私、多

少資料を準備いたしてまいりましたので、いましばらく御辛抱のほどお願いいたします。

去る 25日、特別会計予算委員会がございまして、議案第 17号から議案第 24号まで、慎

重に審査いたしました。その結果、全 8議案原案どおり全会一致可決したことを、まず御報告

申し上げておきます。

まず議案 17号、国民健康保険特別会計について審査報告を申し上げます。この特別会計は、

収支とも 30億 60万 6，00 0円、前年比フ。ラス 2億 8，07 7万 4，00 0円増、パーセンテー

ジにして 10.3 %増といつことになっております。内容につきましては、歳入面で国庫支出金

が大きく 3億 3，42 3万 9，00 0円、 22.4 %の減でございます。療養給付費交付金、これは

退職者医療の関係でございますけれども、この制度が昨年 10月から実施されたという関係上、

前年度の当初予算には載っておりません。一般会計からの繰入金です。これが 1億 4，01 7万

3，0 0 0円プラス、 88%の増ということになっております。都支出金が 3，20 9万5，00 0 

円プラス 20%増ということになっております。

歳出面では保険給付費、医療費です。これが 20億 5，50 3万 9，00 0円、プラス 9.7%の

伸び、老人保健費への処出金が8億 2，53 0万6，00 0円、プラス 11.8 %の伸びということ

になっております。

ちなみに歳入のうち保険税について申し上げますと 1人当たり 2万 9，85 0円ということだ

そうでございます。応能割、つまり所得割、資産税割がそのうちの 82.8 %、応益割、均等割、

人頭割が 17.2 %という率だそうでございます。

質疑のうちから主なるものを申し上げますと、歳入中に占める国民健康保険税の割合が昨年

は33%でございましたが、本年は31.2 %に下がっております。この辺をどう考えるかとい

うような質疑がございました。答弁といたしまして退職者医療制度あるいは老人医療の関係、
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まだ制度が固まっていないという ことで、将来考慮されなければならない課題であろう、とい

うような答弁がございました。ちなみに税法ではどうなっ ておるかと申 し上げます と、地方税

法の 70 3条に規定がございます。賦課率の規定でございますが、療養諸費保険者負担額、つ

まり自己負担額 3割を療養給付費からヲ Il¥た額でございますけれども、これで保険税を総額で

割ったものが 42.8 6 %が標準である、 こういうような規定があります。この規定でいきます

と、もちろん一般会計からの繰入金はないことになります。こういう説明でございまし 7らま

た、三多摩格差が言われておりますが、 23区との関係はどうなっているか、こういうような

質疑もございました。昨年、御存じかと思いますが、税制改正がございまして、限度額が 28 

万円から 35万円に引き上げられました。 23区では、限度額は 31万ということでございま

す。日野市においては御存じのとおり、 24万ということになっております。また、人頭割、

2 3区では 9，00 0円だそうでございます。日野市においては、ほかに世帯割があるにしても、

3，2 4 0円としづ数字が出ております。ということは、余り 23区と比べてこの点においては

相違はないのではないか、というような説明でございました。

次に、都の補助金が前年比さ っきも申し上げましたように 20%アップになっております。

この理由は、どういうことかというような質疑がありました。健康保険特別会計のさっ きも申

し上げましたように、退職者医療制度が入ってきたわけであります。昨年 10月1日から実施

されたわけでありますけれども、本来は国庫支出金のマイナスと、療養給付費負担金の増が、

バランスがとれていいわけでありますが、当初見込みよりも退職者医療の利用者が少ないとい

うことで、本年は赤字が出てまいります。その 2分の 1を東京都負担というようなことで、こ

の数字が出てきたそうでございます。

以上が主な質疑内容でございますけれども、審査の結果、全会一致原案可決という結論でご

ざいます。

続いて 18号の土地区画整理事業特別会計について審査報告を申し上げます。

予算額は収支とも 10億 5，772万 9，00 0円ということになっております。前年比プラス

3.1 %、 31 9 3万 5，00 0円増であります。

歳入について主な点を申し上げますと、繰入金が 5億 9，54 4万円、前年度比マイナス 2億

2，3 9 3万 1，00 0円ということです。このほか新たに本年度初めて保留地処分金が入ってま

いります。これは、万願寺区画整理事業において、初めて保留地の処分が本年度行われる、と

いうことであります。その枠が 1億626万円ということです。次に、国庫支出金、 これが 1

億円ふえております。 2億円になります。これは 1・3・1路線関係の負担金であります。

質疑といたしまして、委託料を高幡、豊田、西平山に分けて計上されておりますけれども、

その内容は、どういうことかというような質問がありました。高幡については、基本計画、都

市計画決定の準備、 4在来リ者調査をやるんだとし 1うこと。豊田については権利者、土質調査、 都

市計画決定の準備、事業計画への準備というような内容。西平山については基本計画案、都市

計画決定の準備というような内容になっておるそうであります。

次に、豊田，駅南側で再開発が行われようとしておりますが、その広場予定地に、今、ピルが

建ちつつある。これは昭和 58年に建築確認申請を取ったところ不許可になった、とし 1う事情

があるにもかかわらず、今回許可になったのはどういう理由か、こういうような質問もござい

ました。それについては法的に抑える手段がないというような答弁でありましたし、さらに

こういうような広場予定地に建物が建つということは、将来、当然、移転が行われなければなら

ない。移転費は膨大な額に達するんではないか、何とかこれを抑えるような努力がされるべき

ではなかったか。こういうような質問がございました。ちなみに移転費は、建築費の約 60%

から 80%必要だ、というようなことも答弁の中にありました。これについては、今後このよ

うな ことのないように対応すべきだ、また、 対応します、というような答弁でありました。

次に、万願寺区画整理の完成予定はいつごろになる のか、というような質問が出ました。当

初予定が 62年度とし 1うこと、これは着工後約 8年をめどに、というようなことが言われており

まして、 62年度を当初予定していたそうでございますが、工事のおくれ等の事情もありまし

て、 65年完成の予想ないし予定だ、というような答弁でありました。

以上の質疑を踏まえまして、審査の結果、この 18号議案につきましても、全会一致可決と

なった次第であります。

次に 19号、下水道事業特別会計について審査報告を申し上げます。

この会計は総額 21億 569万 2，00 0円、前年比 4億6，45 6万 9，00 0円プラス、 28 

%増となっております。歳入の内訳は、主なるものは、国の支出金増プラス 8，440万 2，000

円繰入金が 1億九612万 1，000円の増、市債が 1億8，15 0万円の増という内容になって

おります。

歳出面を見ますと下水道費がプラス 5億 250万 8，00 0円、都市下水路費がマイナスの
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6，8 0 9万 2，00 0円というような内容であります。歳出につきましては、さらに申し上げま

すと下水道建設費が 16億 4，52 0万 8，00 0円でありまして、前年比プラス 6億 1，767万

7，0 0 0円、プラス 60%増ということになっております。さらに委託料、これは浅川処理区

公共下水道管渠埋設関係でありますが、 1億2，000万、さらに、南多摩処理区の工事請負費が

6億 4，00 0万何がし、ということであります。下水道費につきまして、多摩平関係はマイナ

スの 1億 3，56 9万 9，00 0円ということでありますが、この減少理由は、昨年度多摩平処理

場の建設工事が完了したという関係であります。さらに、都市下水路につきましては、 6089

万 2，00 0円のマイナス、これは黒川都市下水路が、昨年完成したという事情にあります。

以上のことで、特に申し上げるような質疑もなしこの議案につきましても全会一致可決と

決定いたしました。

次に 20号議案、市立総合病院特別会計について、 審査報告を申し上げま す。

業務予定量につきましては、入院 4万 8，91 0人、外来が 15万 450人 ということで、前

年並みということです。収益的収支及び支出につきましては、 21億 5，42 2万 3，000円、

プラス 6.76号も、金額にしまして 1億 3，643万8，000円の増ということになっておりますが、

これは医療費増を見越してこういう金額になっております。繰入金は 5億 3，37 0万 5，00 0 

円、プラス 8，01 6万8，00 0円の増であります。特に目立ちますものは CT関係、皆さん待

望のCT関係が、ことし 10月から利用可能というようなことで、その賃借料のこれは半年分

でありますけれども、 1，2 2 4万 6，00 0円これがCTの賃借料であります。さらに、 CT関

係では、講堂の増築及び改修予算が組まれております。これが 3，88 1万5，00 0円というこ

とであります。主なる質疑としましては、 CT関係の運用について どうするのか。人員増は要

らないのか、こう いうような質問がありました。これに対してこの CTの利用の約 60%は脳

関係だということで、脳神経外科で対応できるんだ。他は非常勤職員で対応する、こういう説

明でありました。さらに、将来計画としまして、現在、市立病院は 16 0床あるわけでありま

すけれども、あの程度の病院では、ほぼ 300床あたりが最適規模ではないか、あの土地では

手狭でもあるし、 300床の施設をつくるのは不可能である。思い切って他へ移転したらどう

か、というような質問がございました。これにつきま しては、今のところあの施設をできる限

り将来充実する意向ではあるが、他への移転ということは、当面考えてはいないというような

市長の答弁がありました。そして、敷地としましては、現在の病院の北側 20 0坪ばかり空き

地がありますので、その借り入れ、あるいは買収を考えている。さらに、 駐車場も手狭であり

ますので、道路を挟んで西側にも空地があるので、その買収なりも将来考慮する、 こう いうよ

うな答弁でありました。以上のような質疑の後、全会一致この議案につきましても原案どおり

可決と決定した次第であります。

次に 21号の受託水道事業特別会計であります。総予算 11億 1，12 5万 1千円、これは前

年比マイナス 1億2，90 3万9，00 0円、パーセンテークにして 10.4 %減という数字であり

ます。

歳入については、もちろん申し上げるまでもありませんけれども、歳出につきましては、水

道管理費のうちの浄水費が 4，028万 8，00 0円の減でマイナス 16.6 o/Ch配水費が 2，51 4 

万 9，000円の減で 7.1%の減、給水費だけがプラス 1，29 2万 5，00 0円、 10%増という

ことでございます。さらに、水道改良費につきましては、マイナス 1億 408万円の減という

ことになってお ります。 このマイナス の理由として、こういうような説明でございました。近

い将来、基本的に水道事業全体について見直しが必要である。基本設計を 60年度に手をつけ

るんだ。そして、実施設計、あ るいは実施を 60年度から行いたい。そのため本年度は、必要

最小限な予算を組んだ。こういうような説明でありまし 7こ。以上のような説明の後、この議案

につきましでも、全会一致可決と決定いたしました。

さらに、 22号の農業共済事業特別会計であります。事業予定量が水稲が 100アール減、

陸稲プラス 20アール、 麦マイナス20アール、園芸施設プラスこれはビニールハワスであり

ますけれども、 24棟増という事業予定量だそうでございます。収益的収支につきましては

2，4 7 0万円、プラス前年比 106万、パーセンテークで 4.5%増ということであります。一

般会計の繰入金です。これが 911万 1，00 0円、前年比プラス 95万 5，00 0円、パーセン

テージにして 11. 7 ~備ということでございます。特にその 2 2号議案につきましては、報告

すべきような質擬も行われませんで、 審査の結果、全会一致原案可決と決定いたし ました。

2 3号議案、老人保健特別会計であり ます。 これは、御存じのとおり対象者は 65歳から 69

歳までの寝たきり老人、及び 70歳以上の老人ということになっております。予算総額は 28 

億 6，31 0万 7，00 0円、前年比プラス 3億 3，33 9万 8，000円、 1 3.2 %のアップ率であ

ります。

歳入につきましては、支払基金からの入ってくるのがプラス 2億 3，354万 3，000円、 13 
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%増、国庫支出金が 6，65 7万円、 20%増、都支出金が 1，66 4万 2，00 0円、 5%増、繰

入金が 1，664万 3，00 0円、 5%増という内容になっております。

歳出につきましては医療諸費増という ことの関係であります。 23号議案につきましても審

査の結果、全会一致可決と決定いたしました。

2 4号議案、仲田緑地用地特別会計でございます。予算規模が7億 2，3 1 2万 8，00 0円、

前年比プラス 1億 1，19 5万円、プラス 18.3 %。

歳入につきましては、不動産売払収入、これは一般財産への繰り入れということであり ます。

7億 2，31 2万8，00 0円。

歳出は公債費、元金償還分が 5億 9，54 5万円、利子分が 1億 2，76 7万 8，00 0円とい う

ことで、これも審査の結果、全会一致可決と決定したわけでございます。

以上のとおりでございますので、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 ) 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8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 8件について採決いたします。本 8件に対する委員長報告は原案可決であります。

本 8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」と呼ぷど者あり〕

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 17号、 昭和 60年

度目野市国民健康保険特別会計予算乞議案第 18号、昭和 60年度 日野市土地区画整理事業特

別会計予算、議案第 19号、昭和 60年度日野市下水道事業特別会計予算、議案第 20号、昭

和 60年度日野市立総合病院事業会計予算、議案第21号、昭和 60年度日野市受託水道事業特

別会計予算、議案第 22号、昭和 60年度日野市農業共済事業特別会計予算、議案第 23号、

昭和 60年度日野市老人保健特別会計予算、議案第 24号、昭和 60年度日野市仲田緑地用地

特別会計予算の件は、原案のとおり可決されました。

これより請願第 59ー 25号、 40入学級の早期実現を求める請願、請願第 60-3号、東

光寺小学校体育館スポーツ開放に関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 t¥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、文教委員会に付託されました二つの請願に

ついて審査報告を申し上げます。昨年の第 4固定例会で文教委員会に付託されました請願第

5 9 -2 5号、 40入学級の早期実現を求める請願につきまして、報告申し上げます。

請願者は、東京都教職員組合南多摩支部日野地区協議会議長の久保田俊司さん他8，58 0名

の方々であり ます。日野の子供たちに行き届いた教育を進める条件と して、 40入学級が早期

に実現されることを求めての請願でございます。 主な質疑について申し上げますと、日野市の

小中学校の 1クラスの人員は、現状でどうなっているか。また、文部省や東京都の計画の内容

は、 という点について質疑がございました。これに対 して、 教育委員会側より 、昭和 59年度

小中学校の学年別クラス分布表が資料として配付をされました。これによりますと小学校では

クラス総数 379クラスで、そのうち 41人から 45人のクラスが 10 7クラスあるものの、

4 0人以下のクラスが 272クラスで、 1クラス平均の児童数は 37.6人となっております。

中学校ではクラス総数 17 1クラスのうち 41人から 45人のクラスが 130クラスございま

す。 1クラス の平均生徒数は 42.1人となっているわけでございます。また、国及び東京都の

対応につきましては、いわゆる行革特例法に基づきまして、昭和 57年度から 59年度まで凍

結されていたものが、昭和 60年度の政府予算案では解除されたこと、また、都においても文

部省の方針に基づき、小学校では、昭和 55年度からスタートした地域では、昭和 60年度か

ら実施をしてt¥く、また、それ以外の例えば日野などもこれに含まれるわけでございますが、

それらの地域では、昭和 61年度から学年進行によってスタ ー卜 をさせる、という説明でござ

し1ました。なお、中学校につきましでも、昭和 64年度からスタ ート いたしまして、昭和 66 

年度には、小中学校において 40入学級が実現をする、という計画が説明されたわけでござい

ます。以上が審査の概要でございますが、文教委員会では、本件につきましては、全員異議な

く請願を採択すべきものと決定いたしました。なお、本請願につきましては、当初請願提出時

に請願者が、議会に対して具体的に何を求めているか不明な点もございましたので、各委員の

了解に基づき、正副委員長において、その真意を確かめましたところ、できれば意見書の提出

をお願いしたい、とt¥うことでございました。しかしながら、本請願が提出された時点では、
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いわゆる 40入学級については、 引き続き凍結をすると いう大蔵省の考え方もあったわけでご

ざし 1まして、意見書の提出も当然、と考えられたわけでございますが、その後、継続審査になり、

現在は既に今述べましたように、 国及び東京都の 40入学級についての方針及び計画が示され

ておりまじて、 正副委員長において協議いたしました結果、特に意見書の提出はあえて行わず、

市及び教育委員会において、今後とも熱心にこの件について取り組むよう求めた次第でござい

ます。以上御報告を申し上げます。よろしく御審議のほどお願いいたします。

それから、請願第 60- 3号、東光寺小学校体育館スポーツ開放に関する請願について御報

建設委員長の審査報告を求めます。

〔建設委員長答壇〕

O建設委員長 (高橋徳次君) それでは、請願第 60 - 1号の建設委員会の審査並び

にその結果について御報告申し上げます。

告を申し上げます。

請願者は、新坂下住宅にお住まいのバレーポール同好会代表、野村文子さん外 49名の方々

でございます。内容については、件名のとおり、バレーポールを初めとする各種スポーツの練

習場として、また、地域の自治会や子供会の活動のために東光寺小学校の体育館の施設開放を

求めたものでございます。教育委員会側からは、東光寺小では校庭の開放は、既に実施をして

おり、体育館についても、ことしの 4月 1日から既に学校施設の開放の一環として、体育館に

ついては施設開放が既に決定をしている、という説明がございました。委員会では、既にそつ

した請願の趣旨が、既に満たされる方針で教育委員会が決定をしていることもあり、お手元に

お配りしてございます審査報告書のとおり、全員異議なく、採択の上執行機関に送付すべきも

のと決した次第でございます。以上 2件御報告を申し上げました。

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。

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か。

C I異議なし」と呼ぶ者あり〕

まず件名は日野台四丁目交差点への信号機設置に関する陳情でございます。陳情者は、日野

市 日野台 4-27- 3、橋本輝夫さん外 119名の方でございます。陳情の要旨は、日野台四

丁目と五丁目、八王子市の石川町とが接する地点で、北側に八王子工業団地を控え、通行車両

の増加と交差点の変形による自動車事故及び人身事故の多発のため早急に信号機を設置するよ

う市が関係当局へ強く働きかけを求めた陳情でございます。本委員会は現地調査を実施し、慎

重審議いたしましTこ。質疑の主なものとして、まず過去 1年間のうちに日野市内に新しく設置

されたところがあるかとの問いに対しては、正確な数は把握していないが、日野警察署で年間

2本分ぐらいの予算と聞いている、との答弁がございました。また、設置場所等の確認、認定

は警察にあるのか。市の意見、要望などはどの程度受け入れられるのか。今、日野全域で何カ

所希望が出ているか。市から都への申請時間、設置までの期間はどれくらL、かかるのか。これ

らのほかに質疑がなされたのでありますが、細部については、省略させていただきます。なお、

危険箇所の全市的な見直しをすべきだ。また、都の予算を日野へふやすよう働きかけをし、日

野に多くの信号機を設置できるように、との意見がありました。以上により採決の結果、全員

異議なく採択と決定いたしました。よろしく御審議のほどお願いいたします。

0議長 (高橋通夫君) 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) 御異議ないものと認めます。よって請願第 59 -2 5号、 40 

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、

委員長報告のとお下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〕

入学級の早期実現を求める請願、請願第 60ー3号、東光寺小学校体育館スポーツ開放に関す

る詩願の件は、委員長報告のとおり採択と決しました。

これより請願第 60-1号、日野台四丁目交差点への信号機設置に関する陳情の件を議題と

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 60 - 1号、日野台

四丁目 交主点への信号機設置に関する陳情の件は、委員長報告のとおり採択と決しました。

いたします。

これより請願第 58ー 24号、循環パスに関する請願、請願第 58-29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
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-2 8号、世界連邦都市宣言に関する陳情、請願第 59-29号、健康保険本人の 10割給付

復帰、及び国民健康保険への国庫補助率引き上げの意見書を求める請願、請願第 60 -2号、

学校法人東京朝鮮学園三多摩朝鮮第一初・中級学校の日野市居住父兄に対する特別助成金補助

に関する請願、請願第 60-4号、日野駅一豊田駅を結ぶ市内ノξスを速やかに滝合橋経由平山

城社公園駅まで延長し、私たちの南北売量の足を確保するための請願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 7件については、総務委員長から目下委

員会において審査中の事件につき、閉会中の継続審査にされたいとの申し出 があります。あわ

せて、本委員会の所管事務を調査研究するため、閉会中の継続審査にされたいとの申し出があ

ります。

お諮りいた します。総務委員長の申し出のと おり閉会中の継続審査に付する ことに御異議あ

りませんか。

C I異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(高橋通夫君) 御異議ないものと認めます。よって総務委員長の申し出のとお

り、閉会中の継続審査に付することに決しました。

これより請願第 57-7号、遊休農地をテニスコート として利用することに関する請願の件

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。本件については、文教委員長から目下委員

会において審査中の事件につき、閉会中の継続審査にされたいとの申 し出があります。あわせ

て、本委員会の所管事務を調査研究するため、閉会中の継続審査にされたいとの申し出があり

ます。

お諮りいたします。文教委員長の申し出のとおり、閉会中の継続審査に付するこ とに御異議

ありませんか。

C I異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(高橋通夫君) 御異議ないものと認めます。よって交教委員長の申し出のとお

り、閉会中の継続審査に付することに決しました。

これより請願第 59-20号、産休明け保育の実施と低年齢児保育の定員増に関する請願の

件を議題といたします。

厚生委員長の審査報告はこれを省略いたします。本件については、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。

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請願、請願第57

-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請願、請願第 57-55

号、高幡不動駅南新井東刷玄の区画整理に対する反対請願、請願第 57-59号、土地区画整

理事業策定にあたって当該計画より第一豊田荘住宅地域を除外に関する請願、請願57-62号、

程久保 66 2番地地域山林緑地保存に関する請願、請願第 58 - 5号、高幡不動駅地区の区画

整理に対する反対請願、請願第 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。

お諮りいたします。建設委員長の申し出のとおり閉会中の継続審査に付することに御異議あ

りませんか。

C I異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長 (高橋通夫君) 御異議ないものと認めます。よって建設委員長の申し出のとお

り、閉会中の継続審査に付することに決しました。

次に日程第 44、下水道対策特別委員会の継続審査議決に関する件を議題といたします。

下水道対策特別委員長より下水道対策に関する事件の調査研究のため、閉会中の継続審査に

されたいとの申し出があります。
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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御異議なし」 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 45、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したいと 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l¥ものと認めます。よって委員長の申し出のと おり閉

会中の継続審査に付することに決しました。

次に日程第 46、高幡踏切対策侍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濯査に付することに御異議ありま

せんか。

〔異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長 (高橋通夫君) 御異議ないものと認めます。よって委員長の申し出のとおり、

閉会中の継続審査に付することに決しました。

次に日程第 47、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。

( I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48、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し1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。

( 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 議案第 3 0号、日野市監査委員の選任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 30号、日野市監査委員の選任について提案の理由を

申し上げます。

本議案は、日野市監査委員(議会選出 )の選任同意についてであります。地方自治法第 196

条第 1項の規定により、議会の同意を求めるものであります。空欄に住所、 日野市多摩平三丁

目1番地の 1、住宅 ・都市整備公団多摩平団地 229号棟 203号室、氏名、名古屋史郎、生

年月日 、昭和 3年 8月29日と御記入くださいますようお願いいたします。よろしく御承認の

ほどお願いいたします。以上です。

0議長 (高橋通夫君)

たします。

これより質疑に入ります。なければこれをもって質疑を終結い

本件について御意見があれば承ります。なければこれをもって意見を終結いたします。

これより本件について採決いたします。本件は、これに同意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。よって議案第 30号、日野市監査

委員の選任の件は、これに同意することに決しました。

これより議員提出議案第 1号、中小企業専任(又は総合政策担当)大臣の設置に関する意見
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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。夏井明男君。

地方自治法第 12 3条第 2項及び日野市議会会議規則第 81条の規定K

より署名する。

01 6番 (夏井明男君) 案文は、既にお手元に配付されておるとおりでございます。

よろしくお願いいたします。

0議長(高橋通夫君) 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。 日野市議会議長 局 橋 通 夫
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。 よって議員提出議案第 1号、中小 署 名 議 貝 夏 井 明 男
企業専任 (又は総合政策担当)大臣の設置に関する意見書の件は、原案のとお り可決されまし

7こ。 署 名 議 貝 里
) r I 重 憲

これより議員提出議案第 2号、オストメイ卜の障害認定基準緩和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。馬場弘融君。

08番(馬場弘融君 ) 本件は、今議会官頭に採択をされま した請願に基づく意見書で

ございます。 内容につきましては、お手元に配付をいたしま した議案書のとおりであります。

よろしく御審議のほど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 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 2号、オス

トメイ卜の障害認定基準緩和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わりました。

これをもって昭和 60年第 1回日野市議会定例会を閉会いたします。

午前 1時 43介閉会
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