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0議長(高橋通夫君)

本日の会議を開きます。

午前 10時 9分開会

とれよD昭和 60年第 2回日野市議会定例会を開会し、直ち K

ただいまの出席議員 28名であ ります。石坂勝雄議員よ b少 し遅れる という申し出がどざい

ました。

次に日程第 1.会議録署名議員の指名の件Kついては、会議規則第 8 1条の規定K よ久議

長Kないて

1 8番古賀俊昭君

1 9番市川資信君

を指名いた します。

次氏日程第 2、会期の決定の件を議題といたします。

議会運営委員長の報告を求めます。

〔議会運営委員長登壇〕

。議会運営委員長(中山基昭君) 訟はょうどざいます。本日 6月 10日よりの第 2

固定例会の運営(につきましては.先日 7日K議会運営委員会を開催をし、協議を行ってまい b

ました。その内容は、な手元K配布をされてなります会期日程等の予定表のとな bでどさ。いま

すので、ぜひ、ひとつ御参照をいたた、きたいというふう K思います。

特に要点のみK限 b触れてまい bますが.市長から提案されます議案は既K送付をされてお、

りますところの議案 3 1号から 46号までと、追加が予定をされます 47号、 48号等の 2議

案を含めまして 18議案K左ります。議案の 31号から 33号までの専決処分の報告と、追加

予定がされてなります 48号の 4議案を除きま して、 関係の委員会K付託をし、審議を進める

とと Kいたします。また、一般質問の通告者は 2 1名、 4 0件が予定をされてな bますので、

1日最少 4名の消化を目途VL1 2日から 18日までの 5日間を設定をいたしました。

したがいまして、今定例会の会期は本日 6月 10日より 6月 25日までの 16日間を設定し

てまい bたいと思います。

以上、大変雑駁でどざいますが よろしく御審議と御確認を合願いをいたしまして、報告K

かえさせていただきます。よろしくな願いいたします。

0議長(高橋通夫君) ただいまの議会運営委員長の報告のとな久会期を決定するに
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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。よって会期は、本日から 6月 25 

日まで、期日 16日間と決定いたしました。

日程第 3、 日野市議会議員の辞職報告の件を議題といたします。

昭和 6 0年 4月 2 1自民行われた日野市長選挙K 日野市議会議員滝瀬敏朗君が 4月 14日比

立候補したため、同日付をもって日野市議会議員を辞職されましたので報告いたします。

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〕

O市長(森田喜美男君) 行政報告K先立ちまして、一言どあいさつを申し上げます。

本日より昭和 60年第 2回定例市議会をな願いをいたします。私は、去る 4月 21日執行の

日野市長選挙の後、 2 4日比初登庁をいたしまして、職員に対する就任のあいさつ一一一別K

御配付を申し上げてなる資料でどざいます。そのあいさつを行い、 4月 27日から新しい任期

K就任いたして台ります。今後ともよろしく御指導をいただきますような願いを申し上げまし

て.どあいさつKかえる次第でどざいます。

ついで、ただいま議長から御指名をいただきました 3月議会以降の行政報告を資料をもって

御報告をし、私から 3件Kついて特K報告をさせていただきます。

その一つは、市民会館の開館についてであります。

市制施行 20周年を記念する事業として、昭和 58年以来.庁舎敷地K建設を進めてまいり

ました日野市民会館が完成し、来たる 7月 20自には落成の記念式典を挙行する運びと左りま

した。乙れまで、 ζの市民会館の建設Kは、議会を初め市民多くの方々の御協力K よって、こ

とに完成を見るととができたととを感概深〈感謝する次第であります。

先般、広報K御案内してなりますよう氏、落成を祝う記念式典氏続き、 NHK交響楽団の演

奏ほか、歌舞伎、寄席、演芸、児童摩IJ左ど、市主催行事のほか.記念祝賀の文化行事を約 1カ

月間Kわたって行う予定K左つてなります。

左宏、市民会館運営審議会及び会館主催の文化事業を運営いたします任意団体の設立左どK

つきましでも、鋭意その準備を進めてなりますととを御報告し、今後の御理解と御指導をな願
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いするととろでどさ.います。

御報告の第 2、特別職報酬等審議会の諮問についてであ bます。

日野市特別職報酬等審議会は、必要の都度、組織すると定められた諮問機関であ bますが、

3月 23目、£、手元K配付した委員名簿のとなり委嘱をしたと ζ ろであ bます。

去る 5月 25日Kは、審議会の開会をな願いをして諮問をいたしてなります。審議会は 10 

名の委員K よって構成され、会長Kは大貫 武さんが選ばれてなります。現在、審議が進めら

れてなります ζ とを、との際、御報告を申し上げます。

ついで、第 3、姉妹都市レッドランス也市への「核兵器廃絶・平和都市宣言 JVC関する呼びか

けKついての御報告をいたします。

198 2年 10月、昭和 57年 10月 8日でありますが、日野市は「核兵器廃絶・平和都市

宣言」を行って志、るわけでありますが、 3年目を、今、迎えようとしてなります。 ζの問、国

内はもとより世界各地Kないても核兵器廃絶K向けて、市民運動ととも K同じ趣旨の宣言都市

が広がり、既VC4 0 0の自治体を数えてなbます。このよう左中で、 ζのたび、本市と姉妹都

市関係KあDますアメリカ国レッドランズ市K対しても、平和が市民生活の基本であるという

理念K基づきまして、同じ自治体として国境を越えて、平和運動K対する連帯を呼びかけるメ

ッセージを送 b ました。そして、その反応の高〈在ることを期待をいたして;t~ _I?ます。そのメ

ッセージの内容も資料をもって御紹介をし、議会K報告をさせていただくととろでどざいます。

以上、 3点を私から行政報告として報告をさせていただきました。

0議長(高橋通夫君) 次氏、助役から報告を求めます。

〔助役登壇〕

O助役(赤松行雄君) 助役からの行政報告としまして 1点だけ御報告申し上げます。

日野市組織規則の一部変更でどざいます。去る 5月 21日付をもって‘日野市組織規則の一

部を改正しましたので御報告いたします。

とのたびの主左改正点は. 9月からの住民記録の電算化稼動K伴い、企画財政部氏電算管理

課を設置し、また市民会館の開館K伴い、従前の公会堂事務もあわせ所管するため、生活環境

部氏市民会館の 2課を設置するものであります。左台、職員異動も 6月 1日付をもって、それ

ぞれ配属いたしました。今後とも行政組織の簡素化と機能化を明確K して、よ b行政サービス

の向上氏資する所存でありますので、よろし〈な願いいたします。
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0議長(高橋通夫君)

たします。

収入役以下Kついては報告書のと合り ですので、報告を省略い

ζれより行政報告全般民ついての質疑K入ります。

藤林理一郎君。

020番(藤林理一郎君) 新聞‘それからテレビ等で教育問題Kつきまして、東京都

教職員組合、その中で、いじめ、また暴力、そ ういう よう左こ とについて報道されてなります

けれ ども、その中で、 大体、 3校の中の 1校が、そうい うよう左行いをされていると いうよう

左報道がされて訟りますけれども、日野の場合Kは、 そういうよう左関係というんですか、あ

る小学校、中学校.あるのか左いのか、それを 1点台尋ねいた します。

0議長(高橋通夫君) 教育長。

。教育長(長沢三郎君) な答えいた します。

東京都の方で発表K左bました.いじめの問題、とれは校内暴力が鎮静化 している中で、確

か氏、いじめという形で、形を変えた子供たちの間の状況が出ている。日野市も東京都が調査

をした時点で協力をいた しまして、 参加の小中学校全校にわた bまして、 調査をいた しました

とζろ.大体、 1校平均1.3人ぐらいの、そういう現象があらわれているという ζ とで、東京

都の方K報告を してどざいます。

内容的Kは、問題として大きく社会を騒がせるよう左状況Kは立ち至っ て;j:，"!Jませんけれど

も、そういう現象がある、というととだけKつきま しては、御指摘のとなbでどさ'いまして、

今後も引き続いて学校と連絡をとり左がら対処 していきたいと、こう考えて台ります。

0議長(高橋通夫君) 藤林理一郎君。

020番(藤林理一郎君) 今の答弁、ありがとうどざいま した。

その中で、私、ちょっと聞いた ζ とがあるんですけれど も、との小学校の中、また中学校の

中で、先生の方から女の子氏対 して、 男の子はいたずらとか、やってはいけ左いという 、すど

し男の子氏対しての厳しさがあるよう K聞いて金りますけれども、そ ういう中から、今の女

子の子供さんが非常K男性よ bもきつく在ったというんですか、そして行動が激しく在ったと

いうふうに聞いてなりますけれども、その学校一一校長、また教頭さん、学校の先生左んかK、

そういうよう左申 し合わせのよう左ととがあるのか左いのか、それを 1点聞かせていただきま

す。
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。議長(高橋通夫君) 教育長。

0教育長(長沢三郎君) な答え申し上げます。

女子生徒K対するいたずらということで、性K関するいろいろ、いやがらせ、いたずら、そ

ういうクースKつきましては、 日野市ではほとんど、 クースと しては学校側からは挙がってき

てい左いわけでどさ。いま して、 確かK最近の状況といた しまして、 単民男子生徒のいたずら と

かいやがらせだけでは左く て.そ ういうケースの3分の 1程度は女子生徒自体がほかの女子の

生徒K対 して、いやがらせとか、 あるいはいじめ、こ ういうクース をもつよう左現象K左って

きている。ですから単K男子生徒だけが対象では左〈左 って きている、ということは事実でご

ざいます。ただ、校長さんの方K対 しまして、 特K男子生徒を対象K女子生徒K対するいたず

らというものを、やは b各学校では十分、指導をしていたfどきたいというよう左形で、女子の

生徒だけを、と bたてての指導、そういうよう左ととは行ってどさ-いません。

0議長(高橋通夫君) 藤林理一郎君。

020番(藤林理一郎君) じゃあ、もう 1点だけ・・・・ ・・。

私、 3月の定例会でしたか、一般質問の中で、しつけという ζ とで質問さぜていただきまし

たけれども 、その中で、割りばし左んか考えていただか左ければいけ左いんじゃ左いか左、と

いうよう左ことで質問させていただきましたけれども、その後、各学校児教育委員会の方から

何かの対応というんですか、対策というんですか、講じているのか左いのか、それをな尋ねい

た します。

0議長(高橋通夫君) 教育長。

0教育長(長沢三郎君) な答えいたします。

現在、給食K使つてなbます割Dばしという問題Kつきましては、確かK、その資源、の活用

といいますか、あるいはどみを出すよう左状況というものを極力避けるという形で.学校単位

Kは既K割bばしで左くて、普通の竹ば し等をそろえて対応している学校等もどさ"いますけれ

ども、栄養士会、その他、現在の状況の中で、まだ割Dばしを給食K使っているという状況の

学校も現にどさ・いまして、 既にス トックされてなDます割bばしが、一応、消化される時点の

中では、できるだけ竹ばし左 b何左久ある程度、割bばしという形で 1回使ったら、そのま

ま消耗品のよう K捨ててしまうという方向で在い取 D扱いができるよう左方向の話を、給食部

会等を含め左がら指導している、という現状でどざいます。
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。議長(高橋通夫君)

025番〈大柄 保君 )

次、大柄保君。

3点ほど質問をさせていただきますが、まず第 1点としては、

都営パスの立の 7 3 VCついて、その後どういうふう在、八王子と、あるいは立川市、 ζれらの

関係者日市との話し合いが進んでーな られるかどう左のか.ζれが 1点…-。

それか ら2番目ですけれども、福祉の関係K左Dますが、かしの木荘、 ζれは、かつての一

般質問でもって、たしか川嶋議員が、案内板をつけたらどうか左というふう左提案があって、

なかげさまで案内板がついたんですけれども、確かに格好が、もっとデ ラック ス左 ものがで き

左かったのかいという ふうに、私は個人的民感じました。 実vc/j、さいも のでもって、上の方氏

ちょぽんと「か しの木荘」 と書いである だけ というふうまんですから、とれら等のあ、考えはど

う左のか左、というふう左ととですね。

それからチャイ ム、 チャイムと愛の鐘と いう ふう左ととで、役所の屋上でも って朝一一夜じゃ

ない左、 8時と 12時と、午後 6時と、この 3回、チャイムが鳴らされてなbます。遠くの方

の住民の皆さんには、ちょっとな耳K入ら左いのか左と、とういうふう K私も感じますけれど

も、左ぜ夜の 9時Kチャイムを鳴ら していただけ左いか、とれをどういうふう左台考え左のか、

ちょっと聞きたいと思います。愛の鐘ですから、やは D夜の 9時Kチンコンテンコ ン鳴らして、

もうそろそろうちK帰る時間だよと いう ふう氏、青少年の育成対策といいますか、とれら等比

も反映させたらいいのか在と、 ζ ういう ふう K考えます。

以上 3点、簡単Kさせていただきます。

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) 企画財政部長、合答えをいたします。

まず‘第 1点目の都営パス Kかかる立 73の存続の件でどざいますけれども、 ζ の件Kつき

ましては、 3月の市議会でも理事者の方から御説明したとなりでどざいます。

日野市としては予算計上いたしま して存続Kついての努力をいたしました。具体的Kは事務

段階、あるいは助役、あるいは市長が八王子並びK立川市K出向きま して、 存続の要請を した

次第でどさ.います。この立 7 3の利用状況は.利用者の数のシェアを見ますと.立川市が 4 2 

係、日野が 40 %、八王子が 18%でどざいます。とういったととも、もと Kいたしまして、

特K立川市の方氏存続Kついてのな願いを している段階でどざいます。現時点では、市として

の手詰ま bでもどざいますので、都の交通局の方氏、関係市の説得といいますか、理解を得る
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ょう比企願いをしている段階でどざいます。

以上でどざいます。

0議長(高橋通夫君) 福祉部長。

0福祉部長(高野隆君) 福祉部長でどさ*います。

第 2点のかしの木荘の案内板の件でどざいますけれども、ついた案内板Kついては、確かK、

ささやか左ものでどさ'いますので、若干、私も個人的Kは、小さいんじゃ左いか左、と いうよ

う左気も若干いたしますけれども、つけてまだ、それほど日がたってなDませんが、御指摘の

点Kつきましては、担当課とよく相談をいたしまして、今後、もう少し大きいよう左ものを必

要かどうかという点Kついては、検討して対処してま いDたいと思つ てなbます。

。議長(高橋通夫君) 総務部長。

0総務部長(伊藤正吉君) チャイムの件でな答えしたいと思います。チャイム Kっき

ましては御指摘のとやD、 8時と 12時と 6時と、 ζ ういうととで吹鳴しているわけでどさ'い

ます。とれKつきま しては、 ζ の地域が 1種住専地域と、ζ ういう ζ との騒音の規制がどざい

ます。その時点では騒音の規制 40ホーンだと思いますけれども、そういう規制があるわけで

とさーいます。 1日比 3回以上は吹鳴してはいけ左いという、そういう公害防止上の規制がどざ

いまして、確かに愛の鐘という形の中では 9時というのも望ましいわけでどざいますけれども、

今、現在では 8時と 12時と 6時比吹鳴していると、 ζ ういう ζ とで、左争、との時間Kつき

ましては検討させていただきたいと思います。

。議長(高橋通夫君) 次、市川資信君。

019番(市川資信君) まず、市長の御就任、なめでと うどざいます。

行政報告の中で、市民会館等比ついては一般質問等でな尋ねいたしますので、とタあえず、

去る 5月の 11日の新聞K よDますと、日野市遺跡調査会の使途不明金、もと事務局長が病死

という記事が載ってなbました。 ζれを読みますと、検察庁では本人が病死したので起訴は無

理であろう 、という 見解であ bます。左台、民事Kついて原告側は、もと柳下社会課長のさら

に損害賠償の裁判を続けていくんだ、というよう左記事K左って企Dます。

私どもが単純K考えるには、柳下さんがどれほどの罪を負って若〈して他界されたか、恐ら

く心痛余bあまって不治の病Kかかって倒れられたんでは左かろうか。恐らくこの事件が本人

の生命を縮めたととは疑い左い事実だろうと思うのであ bます。そういう中氏あって、私は決
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して柳下さんひとりが一身K責任を負わ左ければ左ら左い問題では左い、というふう K思うの

であ bます。

とういう中で原告が、在なかっ、裁判を今後とも続ける、本人のい左い、請求しでも時間の

浪費のみで取 b返すことのでき左い使途不明金氏ついて、一体、との新聞のとな久今後も続

けるのかどうか、 ζの点Kついてお、答えいただきたいと思います。

0議長(高橋通夫君) 教育次長。

0教育次長(小山哲夫君) ただいまの市川|議員さんの御質問K対しま して、私の方か

らな答えをさせていただきます。

ただいま御指摘がどざいましたとなD、遺跡調査会の使途不明金の当事者でどざいます柳下

章氏が、去る 4月の 30日比亡く左られま した。とれK対しましての扱いの問題Kついての御

質問でどざいますけれども、第 1点目の、いわゆる刑事事件Kつきましては、当事者が亡く在

ったとと Kよりまして、刑事訴訟法の関係K よDまして、不起訴処分というふう氏、必然的K

左ります。

第 2点目の、いわゆる民事裁判の問題Kついてで どざいますけれども、これにつきましては、

今議会になきまして、行政報告の中でも書面をもって御報告してあ Dますとなb、一応、第 9

回目の遺跡調査会の民事裁判が、去る 5月 10日の自民開かれたわけでどざいます。その際、

相手方の代理弁護士の方から御当人が亡く左られたというとと K関しまして、 一応、亡く在っ

てから 3カ月間というものは本人民かわって遺族が、財産の継承とあわせまして.裁判の権限

Kつきましでも継承するかどうかという、そういうふう在意思表示をする期聞に当た bます。

そういうととを含めまして、裁判長K対しまして中断をしてもらいたいというふう左要請がど

ざいました。それを受けまして、裁判長Kつきましでも、その事情をしんしゃくいたしまして、

当面、 5月 10日の裁判Kつきましては、一応中断するというよう左形K左りました。 したが

って今後の裁判Kつきましては、 8月 30日の日比第 10回目の遺跡裁判が行われる予定K左

つてな bます。その際K御本人の遺族がかわって、との裁判を継承するかどうかという意思表

示が判明する時期でどざいますので、その関係K よDまして、遺跡調査会の方で告訴している

わけでどざいますので、その辺を踏まえまして、対応してまい Dたいと考えてなbますけれど

も、基本的Kは、いろいろと私どもといたしましては、市の顧問弁護士、代理人弁護士とも篤

と相談いたしてなります。いろいろと、との扱いKつきましては御意見があるかと思いますけ
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れども、とれだけ大き左不祥事件を起ζ してなりますし、まだ真相も解明されてなら左い状況

でどざいます。

そういうととで、死者Kむちうつわけじゃどざいませんけれども、市民を騒がせ、かつまた

市議会の方K も大変、御心配を合かけしてなbます大き左事件でどざいますので、私どもとし

ましては、左会かつ、との究明氏つきましては、遺跡調査会といたしましでも、遺族がかわっ

て裁判をするというととである左らば、ぜひ継続いたしまして、との真相の解明氏努めてまい

bたい.というふう K考えてbるのが現状でとさ輸います。

以上でどざいます。

O議長(高橋通夫君) 市川|資信君。

019番(市川資信君) 大体、経緯はわか Dましたけれども、いずれ比されましでも、

残された遺族K とっても、奥様、骨子様が本当K残 D少左い財産、それを 3カ月以内氏財産相

続Kついての意思表示を待って、さらKそれを継続するかどうかというととを判断するんだと、

その問の、いわゆる中断をしているんだ、という ζ とでどさ"いますけれど も、いずれKいたし

ましても、本人は刑事事件にないて 126万ですか、それに利息をつけて 160万何がしのも

のを、一応は市の方へ弁済してお、Dます。 ζ ういった、死人Kむちをう つよう左、 追い打ちを

かけるよう左 ζ とが左いよう氏、左なかっ、その後の、 じゃあ一体、処置はどう するのか、と

いうことは、今、御答弁いただけ左かったんですけれども、それらKついても、とれからも私

どもは質問してまい bますので、私どもにきちんとした答弁ができる ζ とを求めてなきます。

もう 1点、去る 4月だったと思うんですが、元教育長でどさ'います永野林弘さんが合亡く在

.!:Jvc左った、という ζ とを私ども聞きました。また、新聞K も載ってあ、Dました。それKつい

て、 ζの葬儀氏は、市長は御列席されたのかどうか、その点Kついてな尋ねいたします。

0議長(高橋通夫君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 永野元教育長が療養をして合られる ζ とは、よく承知して会

bましたし、な見舞いもしたとともあるわけであ Dますが、な亡く左.!:Jvc左られ、葬儀等の行

われます際氏、ちょうどほかの公務が重左ったというふうに思つてな bます。私はまいDませ

んでしたが、教育長Kその代理をな願いをいたしまして、市からのお、供え、あるいは弔辞、と

れらKついては、十分、 誠意を尽くして£、るというふうに思つてな bます。

0議長(高橋通夫君) 市川資信君。
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019番(市川資信君) 公務で御出席で き左かったというととでどざいます。私は、

当然、.名教育長でどざいました永野林弘さんの葬儀氏、市長が出席するべきが当然であろう と

思つてなった中ですが、 御出席され左かった。何か意図的K御出席され左かったのかどうか、

その点をちょっと知Dたかったもんですから御質問いたしました。

少左くとも、日野市の今日の教育長の地位のあD方等は、しょせん永野林弘さんの功績とい

うものは、非常民高い位置づけに左っていると思うんです。そういった ζ とを踏まえた左らば、

例えその当時の市長で左くとも当然、のとと、市長が葬儀氏列席するのは当た D前だと、私ども

常識的K考えて、思いましたので、質問したものです。

以上です。

0議長(高橋通夫君)

016番(夏井明男君)

次、夏井明男君。

それでは、 1点台尋ねいたします。

それは市長の行政報告の中氏あ Dました姉妹都市レッドランズ市への「核兵器廃絶・平和都

市宣言 JI/[関する呼びかけというとと Kついてであ Dます。

まず、手伝尋ねいたしたいのは、との配付された資料K よDますと、そこ K趣旨が大体、なよ

そ、わかるわけであ bますが、いま一歩わから左い点がある。さらK外国との関係の問題です

から、国内、さらKは日野市議会の考慮以外の、さまざま左考慮の判断のもとで配慮される必

要があるだろう、そうしますとその配慮された点を吟味すると とは当然必要では左いかと思い

ますので、志、尋ねするわけであ bます。

第 1点は、このよう左呼びかけをされた動機、 それから相手の、姉妹市でありますレッドラ

ンズ市K対する、アピールK対する受け入れの状況、そういう経過等、台聞きをしたいと思い

ます。

0議長(高橋通夫君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 姉妹都市レッドランズ市への平和都市宣言の呼びかけKつい

てであDますが、かつて、以前の議会K も、とのよう左ととを行いたいというととも申し上げ

てまいってな Dます。それから宣言都市の聞の協議組織ができてな Dますが、広く国内外氏、

との趣旨を呼びかけようというととで、それぞれの市が取タ組んでおきるというふう K承知して

なbます。

また、 ヨーロッパ、特K ロンドンでも日本氏対して、日本の自治体K対しま して呼びかけが
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あbました。我が市にも呼びかけもあ bましたが、中野区長が当時の状況の中で代表したとい

う意味ではあ Dませんけれども、日本から参加をいたしてなタます。とういう国際的氏自治体

問の核兵器に対します廃絶の交流が発展するという ζ とは、私は固と固との国際関係を越えて

有意義左ととである。市民の交流、あるいは自治体の交流、とういう中で理解が広〈進んでい

くという ζ とは、世界の平和K寄与するものであろうと、とのように思つてな bます。

今後、例えば中国であ Dますとか、ソ連であDますとか、我々の友好関係の相手があれば、

積極的Kやっていきたい課題であると、このよう K思つ てな bます。

。議長(高橋通夫君)

01  6番(夏井明男君)

す。

夏井明男君。

大事左問題ですので、しばらく沿っき合い願いたいと思いま

ロンド ンの市から日本の国の各市民呼びかけがあったというととですが、 その内容はどうい

うふう左内容だったのか、合教え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) 手元K持つ てなDませんが、資料を直接どらんいただくよう

民いたします。

0議長(高橋通夫君)

01  6番(夏井明男君)

夏井明男君。

当然、乙ういう大事左呼びかけを外国の市Kされるわけです

から、十分左資料があった上で対応されている、というふう K思います。で、との点、特K内

容Kついてな聞きしましたのは、 ζのレッドランズ市長Kあてた内容のポイント K左っている

部分は、「レッド ランズ市民なかれま しでも、平和共存の姉妹都市として、世界の恒久平和氏

向け核兵器が地球上から姿を消す日まで、その廃絶を叫び、平和が市民生活の基本であるとい

う理念氏賛同されて、広〈レッドランズ市民Kアピールし、レッドランズ市が日野市と連帯し

て、平和都市の宣言K努力されますよう希望いたします jということで、第 1点は、乙の理念

氏賛成をしてもらいたい、 賛同してもらいたいと、そ ういう意志表示をしてもらいたいという

のが第 1点在んです。

第 2点は、為、宅の市も市民民アピールをして、平和都市の宣言をしてもらいたい、という踏

み込んだ内容K在っているわけであ Dます。

とのこつが、主在、大き左理由だと思うんですが、ロンドンの市の方から、また日本の国の

-15一



市から、とういうふう左呼びかけの中で、との辺の呼びかけの内容について、 どういうふう左

呼びかけの内容左のか、その辺、把握されていれば教えていただきたい と思います。

。議長(高橋通夫君) 市長。

0市長(森田喜美男君) ロンドン市からの要請は、同趣旨の国際都市聞のシンポジク

ムを開きたい、それK参加をしてほ しいと、こういう趣旨の ものであったと思つてなbます。

。議 長 (高橋通夫君)

016番(夏井明男君)

夏井明男君。

そうしますと、ロンドン市からの内容 というのは、ぜひそう

いうふう左会議をやるので参加をしてほしい、というふう左内容であるとすれば、今回、日野

市の市長名で出されたアピールの内容と いうのは、大綱Kついてはそうでしょうけれども、少

し、 1歩入った内容では左いか という ふう K思うんですが、 その辺、全 く勉強不足ですので、

その辺で日本のほかの市一一一例えば広島市ですとか、ほかの市のととろで、どういうふう左アピ

ーノレ内容K在っているのか、 その辺、把握されていれば教えていただきたい と思いま すが一-

0議長(高橋通夫君)

。市長(森田喜美男君)

市長。

広島市K近い府中町が提案をいたしまして、日野市もその協

議体K入って台るわけであDますが、そこからの呼びかけも、その後、国内促進められて、既

K知っているだけでも 400市、 40 0自治体、 ζ ういう 宣言がされてなると、と ういう笑情

でどざいます。

また、 その協議会の場VLi>"きま しで も海外K呼びかけよう という、一つの約束があDます。

そういうとと K基づいて、それぞれK一一一ーとれは独自の判断ではありますが、姉妹都市提携

等があれば、ひとつのチャンスといいますか.そういうとと を呼びかける、そういう 関係が、

また、左ければ左ら左いといいますか、ある方がよ b望ま しい、という ふう K も言えるのでは

左いかと、とのよう K思つ てなタます。

。議長(高橋通夫君)

016番(夏井明男君)

夏井明男君。

そうしますと、とのよう在、今、 資料でいただいているよう

左内容のアピールを.日野市以外の日本の市でも姉妹都市民対 しては、こういうふう左内容の

アピールといいますか、そういうものをやっていると、それにのっとった、ということでよろ

しいんでしょうか。

0議長(高橋通夫君) 市長。
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0市長(森田喜美男君) 必ずしも 、そ ういう約束というととではありませんが、それ

ぞれが内外K呼びかけようと、こういう意思をまとめてなることは、あるわけであ bます。私

もそういう考え方で、との議会でも一、二回、今後そのよう 左呼びかけをしてみたい、という

ととは申し上げてなるわけであ bまして、それを実施した。むしろ、議会で公約束をしている

ととを実施する ζ とは、この際とるべき ζ とだと、 ζのよう K思いました。

0議長(高橋通夫君)

01  6番(夏井明男君)

夏井明男君。

私の質問の趣旨が、ちょっと鮮明氏理解いただいて左いよう

左んですが、要する K原則として核廃絶とか平和の呼びかけというのは.これは当然の ζ とで

す し、ま た、やっていか左ければいけ左いだろう、と い う基本的左認識は、私も持っているわ

けですけれども、 その上での質問在んですが、それは左ぜかといいますと、一つはこの当た b

前在、世界の恒久平和K向けてとか、核廃絶のこ とと かと言われましても、どうして もそれが

素直K 素直Kといいますか、立場、立場氏よっては非常K誤解をされてしまう、極端K言

えば、平和の問題も政治の世界ではそれが道具と して使われてしまう、という危険が往々 K し

てあるわけ左んで、す。日本の圏内氏砕いですら立場氏よっては、か左タ違う議論があるわけで

あDます。外国との関係の話促左ってくれば.レッドランズ市のアメリカの立場から見れば、

ζの問題が、また違った様相で十分、見られるということは予測がつく わけであ bます。とれ

は感情的左問題も随分入ってきますし、その辺の.呼びかけられる市の立場といいますか、状

況、そういうものを十分、配慮して受け入れられる、誤解が左いという .十分、 1 0 0 %です

ね、とのアピールが賛同していただけるというふう左状況があって、要する K成功するととが、

か左 b角度が高い上でのもので左ければ左ら左いんではないか、 というふうに思うわけです。

と申しますのは、例えば、乙の理念K賛同されて、平和都市の宣言をするよう K努力をしてく

ださ いという ふう氏、 1歩踏み込んだ内容K在って合Dます。 ζれがスムーズ K理解をいただ

ければよろしいわけですけれども、その結果が、とちらの考え方K必ずしも、うまくいか左か

ったというふう左 ζ とK左Dますと、日野の市民の方が、レッドランズ市民対して誤解を生む

んでは左いか、例えば、要する K平和の問題K対して熱心では左いんでは左いか、というふう

在最気持ちを持つ方L 私は、あD得るかと思うんです。そういうふう左危険性といいますか、

心配事がある左らば、むしろアピールとして呼びかけた後の問題Kついて も、十分、配慮され

ませんと、話も善意が一一善意と いいますか、当然、左内容かと思いますけれども、それがスム
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ーズKいか左 いという後の とと が十分考えられるんで、との辺どのよう Kな考えに在 っている

か、私がな話 ししている内容が、杷憂であればよろしいわけですけれど も、その辺、いかが在

ものでどざいましょ う。

。議長(高橋通夫君)

0 16番 (夏井明男君)

夏井明男君。

市長の、そのな話もわかるわけであ bますけれど も、積極的

はb、そ ζ まで、平和都市宣言 し左さいよと、してく ださ いよとい うととですけれども、そと

まで入ると と自体がち ょっと、 ゃっばb性急では左いか、呼びかけ としてはも う一歩手前とい

いますか、手順があって、そζ まで達成するものじ ゃ左いかと思うわけです。

趣旨は、市長、わかっていただけた と思いま すけれど も、左ぜ、との問題を しっとく、今、

な尋ねを したかと いいますじ今般、 5月の 21自民衆議院で、自民党、公明党、社会党、民

社党、 4党共同提案で「米ソ軍縮交渉促関する決議」という議案が出されまして、とれが可決

されました。文面を見る限b、とれKついては全く異論が左い内容だろうと いうふう K私ども

は当初から思つ てなDます。 小さ左文面ですのでち ょっと読みますと、 米ソ軍縮交渉促関する

決議の全文は次のとなタ。「核兵器の廃絶を目指す軍縮の促進は、現在の世界にとっ て、 緊急

かつ最重要の課題であ久折 bから被爆 4 0周年を迎え、改めて世界の平和 と安全を希求する

我が国民の強い念願である。 しか し、 近年の国際情勢Kは極めて厳しいものがあ b、無制限の

軍備競争、及び国際関係の緊張がとのまま継続し、ーたび核戦争が勃発するよう左 ζ とK在れ

ば、人類全体が滅亡の危機K瀕する ととは不可避である。 ζのような国際情勢の中で本年 3月

1 2日よ b米ソ両国間で核兵器及び宇宙兵器K関する新た左軍縮交渉が開始された ζ とは、ま

ζ とK意義深いものがあ久本交渉の成果を強〈期待するものである。よって本院は一一衆議

院ですが、本院は、米ン両国が核大国と しての重大左責任を白覚するととも氏、核兵器不拡散

条約第 6条の約束を遵守し、真剣左態度で交渉を積極的K展開し、米メ共同声明一一1985 

年 1月 8目、にないて言及されているすべての領域になける核兵器の究極的左完全廃絶をもた

らす ととを強く要望する。政府はζの際、軍縮促進のため、あらゆる努力を続けるべきである。

右、決議する 」ζれが全文であ Dます。

とれは、全く私ども日野市が非核の宣言をされた文面と、人間の感情と して疑いの余地の左

い内容だろうと思うんですが、残念左がら、 ζの 4党共同提案が全会一致Kは左ら左かったと

いう状況が、ζ の日本の国の中でもあるわけ在んです。ですから、先ほど、言葉が重左 bます

けれども、平和の問題すら、核兵器の廃絶の当然の問題すら、いろいろ左立場氏よっ て、 すん

なDいか左い状況が現実にあるという ζ とは、市長も立場上、さまざま左状況を見られている

わけですから、十分、理解していただけるかと思うわけ左んです。 日本の国内氏沿いですらそ

うであ Dます。ですから、 よかれといいますか、当然の道理としても相手国のある市との訴え

かけに しましでも、 この辺の十分左配慮を しませんと友好関係をさらK深めるものに左ら左〈

0議長(高橋通夫君)

0市 長 (森田喜美男君)

市長。

今後の反応、民主つ以外vc左いと恩つてなbます し、イ司かその

とと によっ て誤解が生ま れるとい うととは一一私は、内容が国際的K、しかも人類の共通の願

いと して、 む しろ政治を離れた自治体 レベルの理解 という ζ とが望ま しいと、 ζのようK思つ

てなDます。

余談であ bますけれども、 日野市の市民のー婦人か ら先般、ニュー ジーランドの首相Kあて

て手紙が送 られ、それK回答があった.というニュ ースがあったこ とを私も聞いてなDまして、

つま b国際間の反応というも のは、か左D鋭敏左ものであると、とのよ うK思いますので期待

をしてよろ しいと思つ てなbます。

在行動を展開 していか左ければ左ら左い、 という ζ とのな気持ちだと思いますけれど も、私は、

その前にやる ととがあるのでは左いか、手順としては少 し'性急では左いか‘とい う感じを持ち

ます。それはレッドラ ンズ市との交流が一一議会からのj訟話もあ 久そ れK市長が積極的民対

応されて、最近Kわかにー-vcわかKといいますか、交流の太さが太 く左Dつつある状況だろ

うと思うんです。そ うしますと、 レッドランズ市の市長さん初め、さまざま 左指導的左立場K

立たれている方との腹蔵ない話 し合い、 さまざま 左階層の方との話 し合いがあっ て生ま れて く

る状況が望ま しいんでは左いか。 そうで左ければ、単在る一つのアピーノレとしてあったと して

も、そのすそ野が、な互いの相互理解が深くあ bませんと、 当初の主眼とされているものが達

成ができ左いんでは左いか、というふうに思うわけです。そうい うすそ野と いいますか、人間

的左交流、意見の率直左話 し合い、そ うい うものが積み重在った上で、とう い うととが出てく

るんだろうと い うふう K思うわけです。その辺が、私はちょ っと欠落 しているので、これはち

ょっと性急ではないか、趣旨Kは賛同ですが一.......。

第 2点としては、内容的K も少 し相手方の市民対して配慮が左いんでは左いか、後段の、要

する K平和都市宣言をしていただきたい、 というととですけれど も、この問題Kついても、や
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て、 むしろ亀裂させていく危険性も 十分あり得る、 というとと を私は訴えたいわけであ bます。

との辺、十分とれからも配慮 して進めていただければあ bがたいと思うわけです。 以上です。

0議長(高橋通夫君)

018番(古賀俊昭君)

古賀俊昭君。

私は先般、 3月の定例議会で一般質問いた しました、いわゆ

る旧小笠原機械跡地の取得Kついてのその後の市側の対応Kついて、 簡単Kな聞きを してなき

たいと思います。

市長選挙の際中氏、日野市 27平方キ口、 大変広い区域であDますが、市長候補の森田さん

は、わざわざ小笠原機械跡地の前Kやっ ていらっ しゃいまして、 街頭演説を左さつてな bまし

た。との地域Kついては、住民の皆さんの納得が得られるよう K努力をする、 というのがその

趣旨であったわけであ bます。

先般、 4月 29自民日野台の一丁目 K どざいます地区センターで、建設業者の東洋建設株式

会社、それから市の方からも御担当いただ、いている方Kないでをいただき、また関係住民、自

治会長等も出席をして話し合いが持たれました。とれは先K住民の皆さんから出されてなbま

した、とのマン ショ ン建設一一予定をされてなります、マ ンション建設K伴う要望書Kついて、

具体的K回答を建設会社の方がするという ζ とで、その話が持たれたわけであ Dます。

その中心は、 やは b隣接をする、 特K北側の住民の皆さんで、いろいろ風害とか眺望の問題、

またプライパシ一、電波障害等の問題もあ bますが、つまるととろは、日照の問題であるわけ

です。いわゆる冬場、冬至の日照時聞について、何とか 3時間程度は確保 して もらいたい、と

いうのが、 その趣旨であるわけですが、業者の方もいろいろ検討 して、 工業地域であ bますが、

第 2種住専地域の条件K見合うよう左形で、見直し、設計変更等を行ったという ζ とで、ある

面では最後通牒的左回答であ bました。

そとで台尋ねをいた しますが.その後、 業者と市が問K入っていただいてなDます話 し合い

Kついては、どのよう在進展を見ているのか、全尋ねをいた します。特氏、日野市の住みよい

町づく b指導要綱K基づきます市と事業者の話し合い、いわゆる協議は現在、行われているの

か、また協議K伴います、いわゆる協定の締結というのは間近K迫っている、というふう K私

どもはとらえていいのかどうか、その点、いわゆる事務上の進展のぐあいをな尋ねをいた しま

すo また、市長Kは、住民の暮らしを守るということを主張ーーとれは、だれしも当たb前の

ことであ Dますが.みずからの行政K取D組む姿勢の、ひとつの中心K据えてなられる考え方
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だと思います。 ζの暮らしを守るという点からいたしますと、住民の皆さんが、たとえ工業地

域とはいえ、今まで生活を してとられた、現在、享受 してなられる、少左〈とも生活条件とい

うのは、最低確保していくという ζ とKついては‘御支援があっ て、私はいいものだと思いま

すが、との点Kついて市長は、現在、 もう市長選挙も終わbましたので、あそとで街頭演説左

さった内容K従って、いろいろ手を打っ ていただいていると思いますが、市長のお、考え方、現

在での取b組みの内容Kついてな尋ねをいたします。ほかKも質問項目がどざいますが、まず

ζ の点をな聞き して、後を続けていきます。

0議長(高橋通夫君) 都市整備部長。

0都市整備部長(結城邦夫君) 都市整備部長でどざいます。

それでは私から、ただいまの御質問の小笠原機械跡地の状況Kついて御説明を申し上げます。

小笠原機械跡地のマンショ ン建設Kつきま しては、現在、東洋建設と地元の住民の方々とが

中心と左 bまして、その建設の問題等Kついての話し合いが行われていると ζろでどさ。います。

市の、いわゆる指導要綱K基づきます開発行為の協議、いわゆる事前協議につきま しては、ま

だ私どもと しては、正式左受理行為を行ってどさ'いません。したがいまして私どもの方として

は、現在、直接の指導は行って£、ら左いわけでどざいますが、住民の方々、あるいは建設会社

の一一 ζの東洋建設の方からいろん左相談がある場合Kは、一応その範囲内Kないて御相談K

応じている段階でどざいます。したがいまして、それ以外の、いろいろ左開発行為K伴います

協議Kついては、正式左受理後K行う予定をしてな bます。私どもの条件として、協議K入る

前K住民の方々の同意を、ぜひとつてほしいという ζ とを、ひとつの条件比してどさ'います。

住民の方々の御同意が左ければ、協議Kは入ら左い予定でなります。

したがいまして.その点Kついて、今、住民と建設会社との問でいろいろ左話し合いが持た

れてなる。その中で大き左問題としては、 日照の問題でどざいまして、私どもの希望としては、

3時間以上の日照を確保するよう、話し合いの中では一応の指導は行つてなる段階でどざいま

す。

以上でどざいます。

0議長(高橋通夫君)

0市長(森田喜美男君)

市長。

日野市住みよい町づく b指導要綱、 ζの精神は町づく bの大

き左柱を一一柱であ Dますととも氏、そのとと自体が市民生活を守っていし今後ともまた、
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守れるよう K指導すると、 ζ ういう趣旨でどさ・いますので、その趣旨K沿って行政指導の範囲、

あるいはそれ以上の指導も行っていか左ければ左ら左いと、とのように考えてな bます。

。議長(高橋通夫君)

018番(古賀俊昭君〉

古賀俊昭君。

行政指導の範囲以外の分野といいますか、とと Kついても、

市長は、今、やっていくというな話でどざいましたが、行政指導というだけでも大変難しい面

があるんですが、そ ζ まで具体的K心づもりを左さっているのであれば、もう少し具体的氏、

その内容Kついてな話をな聞き したいと思うんですが、その後、業者との間で住民の同意とい

うものが、との指導要綱K基づく協議の前提であるということを市の方はなっしゃっているわ

けです。業者の方もそれK従いたいという意向だと思うんですが、最終的氏、前回の話し合い

でもそうであ Dますが、第 2種とはいえ、住宅地域K適合する形で設計の見直しを行ったとい

うζ とで、ある面では、限界K近い状態K話し合いも来ているのでは左いか、という感触が私

はいたしました。との上、市の方で市の裁量の範囲内で、権限の枠内で具体的Kどうした対応

が現実Kは可能左のか、話 し合いを続けていしまた、 業者の同意が得られるよう K説得はす

るということで、その気持ちはよくわかるんですが、市の立場で具体的氏、 ζ ういう対応をし

ていくという、ある程度、具体性を持った内容で、な話を、私は、していただ‘きたいと思うん

です。請願も昨年、 1 2月の議会で採択をされまして、と Kかしあの跡地Kついては住民も、

また議会も住民の意向K沿っ て、で きるだけ有効民活用 していとうという ζ とで、 請願の願意

は議会でも認められているわけです。ですから、その請願の趣旨を、もちろん、市側執行部は

尊重 し左ければいけませんし、本来であれば、乙の請願の趣旨Kのっとって市がとの用地を購

入していただければ、 ζ うした問題は発生をしてい左いという ζ とに在 bます。業者という相

手がある K しろ利潤を目的托している ζ うした法人、 会社の場合Kは損益が左ければ、損害、

つま b会社民とっ てマイナスが左ければ、別K無理氏、いろいろ面倒左手続きや、住民との話

し合いを繰り返していか左 くて も、そと K用地を取得 した意味合いがあれば手放すととも可能

だと思うんですが、市長の方では、との土地Kついては住民の意向K沿って在か左か買って く

ださら左い。そこでマンショ ンをつくられる左らば、とういう点だけは何とかいたしてもらい

たいというととで、一歩も二歩も下がった形で市側VC:;Jo、願いを繰 b返してきているわけです。

ですから、今、都市整備部長、また市長の沿っしゃったことは話としては、よくわかbます

が、今後、事前の協議は正式K受理をして行うというととでどざいますので、その事前協議K
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臨む、つま b受理K向かつての具体的左市の、 ζの問題K対する対処の什方というものをもう

少し具体的VCto-，話しいただければ幸いでどざいますo

また、もう 1点、 ζれは何度も確認をしてなbますので蛇足K在るかもわか bませんが、市

長代な尋ねをして金きますが、今後、 との土地については、関係住民が骨願いしま した、市で

買っ てもらいたいという要望Kついては市の方では、購入促ついては全く 意思がまいという ζ

とでな変わDが左いのかどうか、その 2点Kついて、もう一度御回答をな願いしたいと，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) それでは私から、とれから事前協議K入る段階での

市の方の心がまえと申 しますか、考え方Kついて若干、 御説明申 し上げたいと思います。

従来から、との土地で住民との間で問題児左 つてな bましたのは、広場が左いというとと、

それともう一つは、 ζ ういった大き左マンションをつくると日照に非常民問題が出てくるとい

うふう左、絞タますと、との 2点であろうかと思います。

したがいま して、 私どもとしては、ま ず日照の確保と しては3時間以上の日照を確保すると

いうととが、一つの大き左考え方だと思います。そのためKは、どうしても現在の構造上で ζ

の3時間が確保できまい場合Kは、場合によっては、とれは住民の北側の方の同意が必要かと

思いますが、マンシ ョンの用地の一部と して、 会社でその土地を購入して、敷地の中の一部氏

充てる、またはその部分を裏側の道路の拡張部分K充てるとか、少なくともそういった方法が

必要であろう。ただ、これは住民の方と、それから建設会社との聞の合意というものが必要と

思いますが、できること左らばそういった点で、日照の確保を少左くともやっていきたいと、

そういうふう K考えてな bます。

それから、もう 1点の広場の点Kつき ましては、近くの広場、空き地を建設会社の方で事前

K取得してもらい、それを負担金のかわbとして扱っていくというよう左ととも検討を行って

いる段階でどさ'います。できればそういう方向で広場を確保していきたい、というふう K考え

てなDます。

以上でどざいます。

0議長(高橋通夫君〉 市長。

0市長(森田喜美男君) 住民の方と先般、企約束をいたして合Dますのは、住民との
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了解が左いというととがわかっていて、 しかも、 その事前協議をする、あるいは協議の成立を

するというととはあ D得左いという ふうにな答え をして、 一応安心をしていただいてなる と、

とういう状況であbます。それから、今後、日野市で もマ ンション企業が用地を求めて、 周辺

とのト ラブノレが起きる というととは予測されます。 したがいまして、その際K収拾方式を一一

用地を買収 してというとと は、別の公共的左目標が左い限 D一々は応じ られ左いと、 ζのよ う

K考えてお、タます。

。議長(高橋通夫君)

018番 (古賀俊昭君)

古賀俊昭君。

市長K もう一度確認をいた しますが、特K公共用地 として、

その必要性が認めちれ左ければ、購入促は一々応じられ左い という ととで、それK応じられ左

い箇所氏、 との箇所は、この小笠原の跡地は該当しているとと K解 して よろ しいわけで司すね。

な願い します。

0議長(高橋通夫君)

0市長 (森田喜美男君)

O議長 (高橋通夫君)

0 18番 (古賀俊昭君)

市長。

そのようにな考えいただき たいと思います。

古賀俊昭君。

住民の同意というものが現在まで得られてなbません。マ ン

ショ ンが仮.!?vc.建設をされると いうとと K左れば、関係住民の合意、同意というものが得られ

るように、引 き続き市の立場で努力とい うものを続けていただきたい と思います。 との件Kつ

いては、その点台願いを して終わ.!?vc.いたします。

それから、去る 3月議会で、都立高校の用地の造成工事Kコンクリー ト壁Kゆがみが出て、

工事K ミスがあるという ととが緊急質問で指摘をされ.その事実を市側でも、いわゆる土地開

発公社の赤松助役理事長もむ認めK在ったわけです。その段階では、 ζの工事のミスKついて

の責任、 また費用負担については、明快在御答弁はどざいませんで した。その後、との土どめ

がせ b出して きている、約 20センチほ ど、 多分、 出て きて、 大変危険左状態K在っ ていると

いうととだったと思いますが、その後、とのコ ンクリー ト壁のゆがみ、 工事 ミスKついては、

どのよう K対応左さったのか、また、その責任の所在と い うのは、ど うした形で決着を見てい

るのか、い左いのか、その点について、いわゆる責任の問題Kついてな尋ねを してなきたいと

思います。

まず、今の点Kついて御回答をな願い したいと思います。
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0議長(高橋通夫君) 助役。

0助役 (赤松行雄君) 3月議会で も、ただいま 御質問があったとな.!?指摘があった

と長b、御質問を受けてお、るわけでどさ'います。

その後の経過でどざいますけれども、 その後、立川の多摩建築指導事務所の指導を受けま し

て、 擁壁の裏側K、高さK しまして、 基礎部分から6メーターぐらいの高さに在るわけでどざ

いますけれど も、 コンク リー トで補強する と、 ζ うい うふ う左技術指導を受けでなるわけでど

さいます。いろん在方法があるわけで どさ'いますけれど も、そう いう方法の中から、今、 申し

上げま した裏側の基礎か ら打ち込みま して、 6メーターほどコンクリートで補強する、 そうい

うふ う左工事を現在、行つてなるわけでどざいます。

工事の現状Kつきま しては、イ可といいま しで も校舎の、要するK完成というのが第一義でど

さ・います。そ ういう わけでどさーいますので、向かつ て左側の校舎部分の擁壁の、要するK補強

工事が一番先K手をつけられているわけでどざいます。 大体、コンクリ ート の裏打ちは、校舎

部分Kついてはとっく K終わっ てなります。それから右側の校庭部分、 一一校庭といいますか、

運動場といいますか、 ζの部分Kつきま しては、その後、手をつけまして、 現在で大体コンク

リは終わる段階に来ているんでは左いかと、 ζ う思つてなDますロ今、報告申し上げてなbま

すのは、 5月ですか、 5月の 22日どろの現況でどさ噴います。

それで校舎部分Kつきま しては、コ ンクりを打ち終わタましたので、その上K土砂を埋めま

して、その上氏型枠といいますか、コンク リ枠で上からずっとやってき てなDますので、それ

と同じよう左土どめをすると、とういうとと K左つ てなDまして、 その工事K入つてなDます。

グラワンドの方Kつきましては、さっき言いましたよう Kちょっ と遅れて会bますので、現

在そこまでは、 いってなbませんけれども、 コンク リ打ちが終了する段階、それが終わDます

れば、さっき 言いましたよう氏、さらKその上K土砂でもっ て型枠の土どめをすると、とうい

うふう左とと、それが終わbますれば、さらKその間K低木、あるいはツ夕、そういうものを

植えま して緑化 していくと、 ζ ういう ζ とでそれらの工事は大体 6月中氏完成すると、とうい

うふう左とと K左つ てなるわけでどざいます。大体、予定どなb進んで 6月中氏は、 6月末ま

でKは全部完了すると、こう いうふう左ととでどさ・います。

さっき 言いましたよう氏、責任の所在等Kつきま しては、大体とう い うふう左擁壁が前傾一

一 前かがみに左ったというふう左とと Kつきま しては、要するK山際の、要するK切 b土とい
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工事は、都立高校の校舎建設が急がれている中で、とにかく

話が左かったんですが、その金額と、その費用負担の件Kついて、もう一度恥尋ねいたします。

O議長(高橋通夫君) 助役。

0助役(赤松行雄君) 費用負担と責任の問題児つきましては、鹿島ともいろいろと交

渉もしてきてなbます。それから日本技術開発とも、少左〈とも金額を掲げて、私たちの方か

ら、責任左 b費用負担というふう左ととで要求もしてきてなるわけでどざいます。

それで、擁壁の工事Kつきましては、 1億 6，5 0 0万程度かかるわけでどざいます。 ζれK

つきましては工法だとか、性質だとか、いろいろ安く上げる方法等を、いろいろと方法等Kつ

きましでも考えたわけでどさ'いますけれども、十分左補強というふう左とと等で、やは b、き

ちっとした補強工事というふう左 ζ とで、 1億 6，5 0 0万程度という金額がかかるわけでどざ

います。 ζれKつきましては、鹿島の、要するK壊庇があったという場合は別Kしまして、普

通の大メーカーとして、やはタ工事を担当したからには暇庇とか、あるいは過ちとかいうもの

が左い比しても、大メーカーとしてのやは D責任があるんじゃ左いのか.それから設計図等も

来ているわけ左んで、一切のてんまつも承知左んだからと.いろいろ論議をしたわけでどさ-い

ますけれども、やは b大メーカーといえども、今までの中では、やつは。D設計監理担当の業者

というものの指示を中心Kやってきている、一々大メーカーとして、いろん左技術力を持って

いるというよう左 ζ とで、余分左、いろん左介入というととを、いろいろ批判された一時期も

大メ ーカ一一般にあるわけでどざいますので、そういうふう左介入というものは、その後、業

界全体として、やは Dやって左いんだと、 ζ ういうふう左ととで責任は左いけれども、やはb、

そう 言っても、大メーカーとしての、やは D責任はあるんじゃないのかと、あるいは事態の収

拾というものK関連して、やは b鹿島としての、とるべき道があるだろうと、こういうよう左

ζ と等でまいbまして、 1億 6，5 0 0万円の工費でどざいますけれども、鹿島それ自体は‘ 1 

億 3，0 0 0万円で、要する K工事の続き でとざいますので、担当させてほしいということで、

1億 3，0 0 0万円で今のととろ工事を して為、るわけでどざいます。 ζれKつきましては、現場

一一本社から'のコストというものを考えて、こちらで、現場の方でいろいろと考慮するコスト

Kついては、コスト面で努力するというととで、本社のコンピュータ一等K入 b込んでいるコ

スト Kつきましては、何としても努力しがたいけれども、現場氏任された中での努力というふ

う左 ζ とで、 1億 3，0 0 0万円で、そういうふう左限度で ζの工事を、鹿島は現在執行してな

るわけでどざいます。

う問題が一つどさ引います。 6分で切った。垂直で切る指導があったのを 6分で切ったと、とう

いう問題、それから裏どめの土砂の要する K性質の問題がとざいます。 ζれから申し上げまし

て、この前はやは b、工事K当たった鹿島建設だとか、それから工事設計から.要するK設計

監理一一現場での設計監理を してな bます日本技術開発、とれらの責任というふ う左 ζ とK究

極左るんではないだろうか、というふう在 ζ とで、それら Kついての責任というものにつきま

しては、今後、明確托してい〈という ζ とでどさ'います。というのは、校舎を早〈完成させる

というのが、東京都のととでもどざいます し、 市の目的でもどさゃいます。それらについて、要

する Kそれらを言い争っているというふう左状況の中では、工事が進みませんので、工事の着

工というものを第一義K しまして、責任の問題、負担の問題Kついては、当初から、乙の問題

が起きた 2月の時点から日本技術開発等とは論議してなるわけでどさ"いますけれども 、左か左

か決着し左いと、 ζ ういうふう左状況で経過して£、るわけでどさ.います。

今のと ζろは、そういうととでどざいます。

0議長(高橋通夫君〉

018番〈古賀俊昭君)

古賀俊昭君。

遅滞は許され左いというととで、既K東京都の多摩建築指導事務所の指導を受けて、 擁壁の補

強を行っているというととでどざいます。

それはそれでいいと思いますが、今後の責任の問題Kついては、大変、多額の費用を要する

補修の工事でもあ Dます。どとが、それを負担をするかというのは、大変、責任の問題が明ら

かに左ら左ければ、はっき Dし在い ζ とでどざいますので、今後、明確托していきたい、とい

う助役のな考えはわか bますが、市は、こう考えるんだということが、やは b、左くちゃいけ

左いと思うんですね。

新聞の報道氏よれば、技術開発の方では.ζ ちらの設計のミスは左いと、補修の費用を負担

する考えは左いと言っています。鹿島建設Kついては、直接、記事等では出てな Dませんが、

特氏、工事K重大左ミスがあったというよう左ととも恐らく認めないのではないかと思います。

そうしますと、 ζの費用負担の問題、市としてはどう考えるか、今後、明確にしていくという

ζ とであれば、もう 6月中氏は完成をするという ζ とですので、土地開発公社理事長と して、

乙の工事を#願いしてなられる当事者としては、こう思うということをbっしゃっていいと思

うんです。また、この工事は補修費では一体、幾らかかるのか、その金額Kついては、今、草子

po 
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それから日本技術開発につきましては、さっき言いましたいろん左理由がどさ恥いますので、

どう左んだろうというふう左ことで、少左〈とも 1億を超える工事 というふう左考え方を私た

ちの方で持つてな bますので、日本技術開発と して、少左くとも設計という段階、あるいは設

計監理という現場での責任の問題、毎日、毎日の工事の運びを見てなるわけでどざいますので、

相当、多額の責任金額を要求したわけでどざいます。そういうふう左要求の、今、過程Kある

わけでどざいま して、向 ζ うからは非常K一一 1億ぐらいの会社でどざいます。設計会社とし

ては大きい会社のようでどさ'いますけれども、資本金が 1億と、 ζ ういうふう左状況の中です

ので、非常K多額左負担の要求を受けても難しいんだと、 ζ ういうふう左乙との中で、いま折

衝過程にあるわけでどざいます。我々の方としま しで も‘顧問弁護士と相談をし左がら現在、

日本技術開発と対処しているわけでどざいます。

それから鹿島氏対する対処Kつきま しで も、顧問弁護士との相談の中でやってお、るわけでど

さ'います。そういう中で、校舎の建築というものK遅れが出ますと、大変でどざいますので、

折衝は折衝と切b離して、 本当は工事をスト ップさせた中で、短い期間内氏責任追及 というこ

とをやりたいわけでどざいますけれども、そうもいきませんのでそういう経過の中で、顧問弁

護士の指導等で鹿島との対応、それから日本技術開発との対応という ζ とで折衝を している.

とういう状況でどざいます。

0議長(高橋通夫君) 古賀俊昭君。

か、 その中でできるだけの努力というふう左 ζ とで、対応して契約してどざいますので.契約

面から見る限 !H亡診いては、市が最終的Kは 1億 3，0 0 0万せ左きゃ左 bませんけれども、そ

の中氏は、前提として日本技術開発と交渉していく。日本技術開発と契約したわけではどざい

ませんので、日本技術開発と契約すれば総務の契約ですから、日本技術開発からの問題は、要

するに問題提起が左〈左っちゃうわけ左んですけれども、我々の方は日本技術開発からそれK

見合うものの要求は、しているわけですからー…....。

そうい うととでどざいます。

0議長(高橋通夫君) 古賀俊昭君。

018番(古賀俊昭君) 要する(![1億 3，0 0 0万円は工事費、つまり補修費として市

が鹿島建設氏支払久しかし本来の補修工事費は 1億 6，5 0 0万円程度はかかるというととで、

鹿島氏ついては、工事はもちろん請け負って、赤字覚悟でやるという ζ とに在るんでしょうが.

1億 3，0 0 0万円は日野市が負担をするというとと K左るわけですね。技術開発については 1

億円程度の資本金の会社で、責任は追及するけれども余 b期待はでき左いということで、そう

いう内容の、今な話があったと思うんですが、つまJ)1億 6，5 0 0万円の補修費、当初考えも

し左かったな金が、 ζの都立高校造成Kついては、かかるよう K在ったわけですね。ととろが、

その補修費のうちの、 1億 3，0 0 0万円は、日野市が負担をする‘残J)3， 5 0 0万円程度は、

工事をやっている会社民ひとつ見てもらb うというととで、現在現状があるということであれ

ば、 ζの造成ミスの責任は 9分 9厘日野市K責任がある、だから日野市が.その大半の 9割以

上の工事費Kついては、負担をするんだ.という ζ とK結果的Kは、在ると思うんです。とい

うととは、確かに都立高校の建設という ζ とは時間的左、ひとつの制約もあろうかと思います

が.しかし、とうした工事ミスが発生した場合の責任のあ b方というのは、やはタ軽々氏、市

が一方的K負担をするとか、また相手K一一と Kかくな金がかかるととはいやだから相手K責

任を負わすというととじゃ済ま左いと思うんですね。やはタ冷静K、技術的左とと、また契約

時のいろん在約束事が双方氏、きちんと守られているかどうか、それに背反する双方の何か頭

庇があって、結果的Kζ ういう事態を生 じた、だから、その壊庇の度合いK見合う£、互いの負

担が、ととで行われるということであれば、その 1億 3，0 0 0万円を認めた一一市が負担をす

るととを現状で認めているという.その市側の責任の重さというのは、一体、何でどざいます

か。何か市の方氏、それだけの責任を負わ左ければいけ左い理由、原因というのがあるという

018番(古賀俊昭君) ちょ っと確認をいたしますが.補修費は 1億 6，5 0 0万円程

度かかるということでどさ・います。現在、補修の工事を鹿島建設が 1億 3，0 0 0万円というと

とでやっているというととは、市が 1億 3，0 0 0万円は負担をする.つまJ)1億 6，5 0 0万円

かかるんだけれども、鹿島氏 1億 3，00 0万円でやれということで、契約が成立をして鹿島建

設が今、工事をやっているということですか。じゃあ、市は、 1億 3，0 0 0万円Kついては負

担をするというととを決めているわけですね。どう左んですか。

0議長(高橋通夫君) 助役。

0助役(赤松行雄君) 鹿島と契約を結んでどざいます。鹿島と工事契約を結んでな b

ますので、工事契約を読む限J)(![沿いては、そう だと、そのよう K左Dます。ただ、今後の交

渉K沿いて、 1億 6，50 0万円のうち、要する K鹿島が 1億 3，00 0万円でとれをとったら、

話 し合いの中で要する K本社対応じゃ左〈て、現場対応といいますか、土木部対応といいます
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とと K在る と思いますが・・・・・・…。

助役。0議長(高橋通夫君)

O助役(赤松行雄君) 日野市の責任じゃどざいません。開発公社の責任として今後も

やっ ていくと、 ζ ういうこ とでどざいます。

それから、開発公社が 1億 3，0 0 0万円を認めたと、 ζ ういうととではどざいません。ただ、

校舎の建築を早くし左きゃ左らん、こういう ζ とですね。左もんですから、要するに鹿島との

契約を. 1億 3，0 0 0万円で開発公社が、開発公社の名前で鹿島と契約をする、そうすると古

賀先生の方からそういう追及が来るから、来左いためKは契約をずっと日本技術開発との話が

落着するまで待っていられ左いんですよ.だもんですから、一応開発公社の理事長の私の名前

で、 1億 3，00 0万円、鹿島と契約していますけれども、日本技術開発とは前々から要する K

多額の残余の金額を負担し左さい、約 1億を要求 してなタます。 1億を負担し左さい。 1億 3，

000万か 4，0 0 0万くらいで工事ができるというふう K途中、踏んでなタましたので、大体、

鹿島と、それから日本技術開発というふう左ことで、 1億を要求してなるわけですけれども、

さっき、日本技術開発の方からは、その 1億が大体うちの会社の資本左んだ、というふう在と

とで負担し切れ左いんだというふう左話等はありますけれども、と Kかく我々の方では、と K

かくでき上がった結果というものが、責任左 b金額というのがとういうこと K左っ ているんだ

から、鹿島だって、要する Kζれだけの犠牲を払ったんだ、というふう左ととで交渉してなる

わけでどざいます。本当は、その交渉の決着がついてから鹿島と契約すればいいわけ左んです

けれども、それでは工期、来春K備えての高校の工期というものがどさ快います。そういうとと

でどざいますので、さっき言いました仕事の段取 bの方もそうですけれども、やは D、その非

が起きた擁壁の結果、高校の建築、東京都の建築Kさらに累を及ぼすということは忍びがたい

わけでどざいますので、日本技術開発と交渉し左がら工事を進めていくためKは、やは D開発

公社と鹿島建設の中で、とういう契約をせざるを得左いという過程の中で、一応契約の中では、

1億 3，0 0 0万円は鹿島氏対して補修費として、開発公社が支払うということ Kは、在ってお

bます。そうしませんと、進みません。一方vl.jo'"いて、さらK 日本技術開発と交渉を進めてい

くと、とういうこと K左つてなるわけでどざいます。

0議長(高橋通夫君) 古賀俊昭君。

018番(古賀俊昭君) 乙の用地は、たしか昭和 5 7年の 4月K市が南平の用地を防
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災用地と して 6.8ヘクタールほど買ったと とろから端を発しているわけですね。当時いろいろ

用地の購入K際 しては、不法業者の介在があったb、さまざま左議会でも指摘があ bました。

また、市道用地を過って誤買収しているというよう左と ともあっ て.その後‘面積の確認をす

るための測量、また高校用地としてさらに用地が必要であるということで-買い足し、また測量

のやb直し、検修というととを繰D返し、繰 D返し、やってきました。当初、予定をしていた

予算をもうはるかK現在オーパーを して、開発公社が銀行等から借b入れを して予算オーパ一、

極端左オーバーの状態が、今、あるわけです。さらKととで、 1億 3，0 0 0万円の費用を公社

が負担をしたという ζ とでる bますと、残bの 要する K市が 1億 3，0 0 0万円をと Kかく

肩がわbしたわけですから、あと責任を追及できる対象としては、技術開発しか左いわけです。

しかし、そこは資本金が 1億円程度で、とても多額の要求を損害請求されても払え左いという

ζ とであれば、結果的Kは 1億 3，0 0 0万円、市が、さら氏、この高校予定用地氏、本来つぎ

込ま左くてもいいな金を投入をするということ氏、結果的Kは、もう左るんじゃあ Dませんか。

鹿島建設と契約をしているということですが、当初、 60年の 3月比造成工事は完成をすると

いう ζ とで契約をしています。今回の造成工事のミスで、新た氏、その補修工事Kついては、

工事契約を結んだのか、もとの契約Kついて、さらK契約の変更をと ζ で行ったのか、この点、

責任の問題と大変、絡んでくる ζ とだと思うんですが、その契約の問題は、どういうふう K形

式は、左っているかですね、技術開発は払え左いんじゃ左いですか、 1億円要求された比して

も一-一一一。技術開発Vl.l億円要求するというととは、あ左たの設計K ミスがあったから今回の

よう左事態が発生をしました。責任の大半は設計を行った日本技術開発株式会社K あるという

ζ とで、とれから、その損害の請求を、補償を求めていかれるつも b左んですか。責任は、日

本技術開発K大方の責任があるというふうに、今、助役は土地開発公社理事長として、 ζの工

事をな願いした責任者として、£、考えK在っているんですか。その点、もう一度訟聞きします。

O議長(高橋通夫君) 助役。

0助役(赤松行雄君) 契約Kつきましては、当初の 7億幾らですかーーの契約とは別

個K締結してなDますo

それから工事の設計、との設計等につきましでも、いろいろと設計それ自体の駆体というの

が非常K貧弱じゃ左かったのか、要する氏擁壁の厚みですね、高さに対しての厚み、そういう

ふう在追及促対しては、一番経済的在、ぎbぎタの厚みというか、駆体ですか、駆体として設
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計したんだと、確かK日本技術開発は技術的左ミスというものは認めてはなら左いわけでどざ

いますけれども、山の方の、要するに多摩建築指導事務所からの指導では、擁壁の裏側の地山

の切り方でどざいますけれども、とれは垂直K切 b左さいという指導であったわけでどさ.いま

す。これについて、実際には、垂直K切らずに 6介で切っていると、こういう問題等もどざい

ます。それから裏どめの土でどざいますけれども、こ才l.VCつきましでも 35トンの土砂と砂と

いうふう左ととでどさ・いますけれども、実際氏、 そういう設計の砂というものは、現場からは

出左かった。現場からは、そういう砂は出左いわけ左んですけれども、要するに現場からのも

う一つは、設計の中では現場からの発生材ということで、現場での砂とか土砂とかというふう

左ととで、埋めてきたと、こういうふう左ととろ氏、要するK地山を 6分で切った、あるいは

土砂との土質の関係で、要する氏、土圧が設計よ bも大きくかかるというふう左結果、擁壁の

前傾的左前のめ bといいますか、 2 0センチぐらいの前のめりが、ひどいところでは出て きた

と、とういう ふ う左 ζ とでどざいますので.ζれらの経過の中から日本技術開発K負担を求め

てきたわけでどざいます。 ζれは何回K もわたって折衝を続けでなるわけでどざいますけれど

も、その折衝が終わbま してから契約すれば一番いいわけですけれども、 さっき何回も言っ て

いるよう K、そういうわけKはいきませんので、鹿島建設との契約、同時K一方、日本技術開

発というものとも交渉していくと、とういうふう在、今のところ両方の対応という中から、事

態を収拾 していとうと、 ζ ういうふうに考えているわけでどざいます。

0議長(高橋通夫君) 古賀俊昭君。

018番(古賀俊昭君) ちょっと、土地開発公社理事長K確認をいたしますが、今、

再三世話K左つてなります設計上の問題、つま D当初、設計では垂直氏擁壁を削るというふう

に設計されていた、左っていたということですが、実際Kは斜めに削って建設をされた、とい

うととをなっしゃって台Dます。というととは、設計どな PVC工事が左されていれば.今回の

よう左造成の工事ミ スというのは起とら左かったんじゃ在いかと、私は素人左 .!?VC判断するん

ですが、設計どな .!?VCやら左かった工事Kついて、設計業者が左ぜ責任があるんですか。ちょ

っと、わかるよう K説明していただきたいんですが…一-。日本技術開発株式会社の設計の中身

は、擁壁を垂直に削って建設するよう K左っていたんだと助役もなっ しゃっていますし、私も

そういうふう K聞いて台 Dました。と ζ ろが実際の造成工事は、擁壁の工事は斜めに削って工

事が左されている。そういうことがどうして設計業者の責任という ζ とK在るんですか。垂直
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に設計されているものが斜めK工事をされたというととであれば一一逆ですね、垂直K設計が

されていて、その設計どな PVCされ左かったということであれば、当然、設計をした会社は責

任は左いんじゃ左いですか。設計K ミスがあったということは言え左いと思うんですけれども

ね.........。

0議長(高橋通夫君) 助役。

0助役(赤松行雄君) 垂直K地山を切b左さいというのは、後で判明したわけでどざ

いますけれども、多摩建築指導事務所の日本技術開発K対する指導でどざいます。それで許可

児左っているわけ左んです。その指導のとなb日本技術開発が設計し左かった、とういうこと

左んです。わかDましたか。多摩建築指導事務所の指導が垂直で許可K左つてなるわけ左んで

す。垂直で設計し左かったと、 6分で切ったと、 6分の斜めで切ったと。だから、 多摩建築指

導事務所の指導は、日本技術開発が受けたわけですから、事故が起きてから向とうとや bとb

したら、向こうの指導のとな PVCやって左かったと、こういうこと左んです。

古賀俊昭君。。議長(高橋通夫君)

018番(古賀俊昭君) 私は別K誤解をしているとか、間違って何か台聞きしている

というととは左いと思うんですね白助役がそういうふうにお、っしゃったから.それじゃちょっ

となかしい左と思って会聞きしているんで、 最初Kきちっと、その辺わかるよう VCi;、っしゃっ

ていただければいいんですがー・・・ 。

新聞の報道では、日本技術開発の担当者は、斜面を垂直K削って建設するよう K設計された

が、実際は斜めK削って建設されたと、こう書いであるんですね。つま b設計の段階では垂直

K削るように設計したというふう K技術開発の担当者がコメン卜を述べているんですが、これ

は、 じゃ、うそK左Dますか。 設計図は斜めK設計されているんですが、削るように・・…・。

そういう ζ とですかD

。議長(高橋通夫君) な諮りいたします。議事の都合K よD暫時休憩いたしたいと思

いますが、 ζれK御異議あbませんか。

C r異議左し」と呼ぶ者あ.!?J 

。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。
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午後 0時 4分休憩、

午後 1時 15分再開



。議長(高橋通夫君) 休憩前K引き続き会議を開きます。先ほどの質問の答弁を求め

ます。助役。

O助役(赤松行雄君) 私の方から、午前中御質問のあったとと Kつきまして、調べて

まいりましたので、な答え申し上げてまいりたいと思います。

午前中、古賀議員さんVL:;j:，-，答えしたとなりでどざいます。

内容を申し上げますと.日本技術開発が、都の多摩建築指導事務所から建築基準法上の確認

申請と して許可を受けま したのが、地山を直切_l?VLする. それで擁壁工事を行う と、こういう

ととであったわけでどざいますけれども、こういうととで、土庄の計算の軽減を受けたわけで

どざいますけれども.その後、実施設計として設計されました日本技術開発からの実施設計図

は、地山を 6分K切ると、要する VL6メータ ーの一一 1メーターの高さ民対 して奥行きの傾斜

が 60センチメ ート ノレ行ったというよう左、 こういう 対角線Kなるわけですけれども、そうい

う切D方で来たと、こういうととでどさ"います。こういう ζ とでどざいますので、これらの問

題も含めまして、先ほどから問題K在つてな bます責任、あるいは費用負担というとと Kつい

ては、今、日本技術開発と懸命に在って交渉中でどざいます。懸命K努力してまいDますので

御理解を賜わDたいと思いますo

0議長(高橋通夫君) 古賀俊昭君。

018番(古賀俊昭君)

気がいた しますo

今の助役の御答弁で、大体、全容が少しわかってきたよう左

昭和 58年の 12月 1日から 59年の 3月 31日まで、 南平八丁目の、いわゆる都立高校用

地の防災の実施設計を土地開発公社は、日本技術開発株式会社K業務委託をしたわけですね。

との実施設計の業務委託をして、そして 59年の 3月 31日までに市の方氏、開発公社の方K‘

その業務が完了をして‘提出をされたその内容は、今、助役が合っしゃったように、本来は都

の方の指導では、いわゆる垂直K し左さいというものであったが、との契約書民基づく業務を

終えた段階で出された技術開発の報告書は、斜め氏、 6分の傾斜のものK在っていたというと

とですか。

0議長(高橋通夫君) 助役。

。助役(赤松行雄君) 業務報告ではどざいませんで、仕事にかかる実施設計ですね、

設計図ー…・…。そういうととです。
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0議長(高橋通夫君) 古賀俊昭君。

018番(古賀俊昭君) つまり、 58年の 12月 1日K契約を、土地開発公社と日本

技術株式会社の間で左さ つてなりますね、つまり防災工事の実施設計の委託契約です。 ζの契

約民基づいて出された実施設計の設計図というものK ミスがあった、という判断でどざいます

が、私、ちょっと常識的K考えまして確認をしてなきたい.よくわかbませんので確かめてな

きたいんですが、普通、都の開発指導課左 b建築確認等の業務を行つてな bます都民問い合わ

せをしまして、都の指導と全く違う形で設計を行久また建築等を行うということは、普通は、

ちょ っと考えられ在いんですね。ですから東京都は、いわゆる地山を直切 bといいますか、直

角氏し左さいという指導をしたK もかかわらず、日本技術株式会社は、それを 6分の傾斜のも

の托 して市の方K実施設計図を提出したということでよろしいんですか。その契約金額は 3，4

5 0万円の契約です。間違いどざいませんか。

。議長(高橋通夫君)

O助役(赤松行雄君)

助役。

私たちの方も東京都から許可を受けた、その許可の経過も、い

ろいろ技術者K聞いてみますと、現場は泥岩層だから直切_l?VLしでも地山が崩れ7まいとか、と

いう地質であるからというふう左ことで、直切 bを都民要請して、日本技術開発が要請した中

で、それが許可K在ったと こういうふう左内容のようでどざいますo ですので、沿っしゃる

とな b、やは D指導が簡単Kかえられるというのは、非常民不可解左わけ左んですけれども、

現場の見方、それ自体Kも大き左違いが、日本技術開発Kあったんじゃ左いか.とこう思うわ

けですけれども、指導のとな_l?VLやってい左かった指導のとな_l?VL一一要する K現場で工事

をする実施設計図が 6分の斜め切りですかーーの設計図で、設計図ができ上がってきた.とう

いうととですね。

それから、 3，0 0 0幾らの業務委託契約ですか、それ氏は間違いどざいません。

O議長(高橋通夫君) 古賀俊昭君。

018番(古賀俊昭君) ちょっともう一度、 くどく左るんですが、つま b設計は本来

一一本来も何も左いんですけれども、設計図は要するK斜めに在っていたわけで‘すね、 6分の

傾斜の斜めK設計図は、左っていた。しかし、東京都は市からの問い合わせ、また業者も都と

打ち合わせをすると思うんです、 ζれだけ大規模左防災工事だと・・…・。その段階では多分、都

は垂直K し左さいという指導をしていたというととでどさーいますね。都の指導とは違う設計を、
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結果的には設計業者がしてしまったというととでどざいますか。資料として、ひとつ一一大変、

複雑左設計図だろうと思うんですが、垂直か傾斜しているかは私どもも、こ ζがとの部分だと

いうととで御説明いただければ‘多分、専門的左知識が左くてもわかると思いますので、日本

技術開発が市の方VC.土地開発公社民委託契約K基づいて提出をした設計図を、ひとつ見せて

もらいたいと思います。とれはな願いをしてなきます。とれ、議長K後で確認をしてもらいた

いと思いますが…......。

そうであれば‘しかし.もう一つわから左いのは、私が先ほど引用しました新聞記事は、明

らか氏、そうすると技術開発の方が新聞記者民事実で左いことをなっしゃっているということ

に左ってしまうと思うんです。設計では垂直氏やっている、垂直K削って建設するように設計

した.しかし実際は斜めK削って擁壁の工事を したんだというととで、設計会社Kは責任が左

いというととを、技術開発の担当者は新聞社の方K語っているんです。ですから、乙れは ζ ち

らの方が、助役のお、話からすれば、間違っているということ K在ると思いますo その設計図を

見ればわかることですので..一....。しかし左がら、現場氏行ってみますとわかるんですが、企

業者は土地開発公社、工事をやっ ているのは鹿島建設株式会社、設計監理は日本技術開発株式

会社というふうに大きく出て合Dます。東京都の指導を、東京都の方針というものを市の方で

も.ある程度つかんでなられたと思うんです。であれば、本来、東京都は.垂直で左く てはい

けませんよ、という指導があったと思うんです。ですから、工事現場で 6分の傾斜の擁壁の工

事が行われていれば、当然、設計監理をしている技術開発等氏、土地開発、左いしは日野市の

技術担当者、左いしは鹿島の方からでもいいんですが、都の指導と違っているけれども大丈夫

か、というよう左指摘が、当然あってもよかったのでは左いかと思うんですが、そう いう ζ と

は一切、との、ずれ、つま b、たわみが発生をして大変左 ζ とK左ったというまで、全しな

やJ?vc在ら左かったんですか、いかがで しょうか。

0議長(高橋通夫君)

O助役(赤松行雄君)

助役。

市の方も、確認申請のときの許可というふう左条件の段階から

知っていれば、 ζ ういう ζ とKは左ら左かったと思うんですけれども、現場で擁壁が目違いを

起こした、 ζ ういうふう左事態が起きてから、いろいろ多摩建築指導事務所の方へ行って、一

番最初の確認申請段階で、とういう条件で許可K在ったんだ、というのを初めて知ったわけ左

んです。初めから知っていれば.出てきている設計図が違っているというととと、すぐわかる
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わけ左んですけれども、現場で目違いが起きた後で、その対応策の中で多摩建築指導事務所の

方へ伺った際氏、実際は.日本技術開発への指導は、建築確認の段階では直切Dだった、とい

うのがわかったわけ左んです。それ以前からわかっていれば、 設計図から何か ら違っています

んで、すぐわかるわけ左んですけれども、後でわかった、 ζ ういう ζ とです。

。議長(高橋通夫君) 古賀俊昭君。

018番(古賀俊昭君〉 そうであれば、 責任の所在というのは、非常にはっき bして

くると思います。乙の 1億 6，0 0 0万円以上のな金が、当初、考えもし左い、とれだけの多額

の費用が今回、費やされるわけですね。既K 日野市は、 1億 3，0 0 0万円で鹿島氏名、願いを し

て、 改めてそのほ ζ ろびを、今、縫ってなられる、取 b繕つてなられるという ζ とですから、

日本技術開発K対して、その請求の権利というのを法的氏、やはり留保してなかれる必要があ

ると思うんです。と Kかく高校を一一ー急いで校舎を建て左くちゃいかんのだ、というととから、

そういう措置をとられたんだと思いますが、別氏、 とのお、金を助役が個人的K負担されるわけ

でもあ Dません し、 市長が、もちろん出されるわけでもないし、当然、我々市民の方氏、これ

ははね返っ てくるわけです。いわゆる公金で払うわけです。ですから、これだけ多額の£、金が、

余計K市の方K損害として支払うこと Kよって、発生をしてくるということは、何としても、

やは b、避け左くちゃ いけ左いと思うんです。そのために有効左法的左手段というのを、乙 ζ

でなと bになっ て、 きちんと、その辺の対応ができてから、鹿島の方には 1億 3，0 0 0万円で

やるならやると いう契約を左さるべきでは左かったかと思うんですが・…"0 1億 3，0 0 0万円、

市の方が最終的Kは負担をするよう左結果K在ってしまうのでは左いかと、私、危倶を します

が、そのよう左ことはあ Dません、 ζれから、とういう手だてを講じて、きちんと責任関係を

明確にして、市の方の負担Kは左ら左いよう比するという、はっき bした見通しというのはど

ざいますか。

それから議長氏、先ほどの設計図の資料と しての提出を確認 していただきたいと思う んです。

O議長(高橋通夫君) 助役。設計図は・…-。 提出してく ださい。

0助役(赤松行雄君) 設計図Kつきま しては、 技術者の方か ら設計図についての提出

やら御説明やら、していきたい、とう 思つ てなbます。

それから、鹿島建設と締結をしましたとと K よって.確か比中では.当事者は土地開発公社

が契約の当事者、あるいは債権者ということ K在るわけでどざいますので、確か民放棄したわ
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けではどざいません.支払うからということで・・・・・…・。支払う義務は鹿島建設は負うわけでど

ざいますけれども、日本技術開発K対して.それを放棄したわけではどざいません。日本技術

開発とは続けて、この事件が起きた ときか ら交渉K入つてなるわけでどざいます。左か左か渋

い状態ですけれども、続けて弁護士と相談し左がら対応していしという状況でどざいます。

いずれにしましでも、先ほど解明されたよう氏、やは D指導Kのら左い 6分切b、あるいは

現場監理をし左がら十介氏、設計どな Dの 35度ですか、 3 5度でお、さまる土砂というふう左

条件K欠けているわけでどざいますので、その面については、責任と.それから費用負担とい

うものは今後一一先ほど申し上げま したよう 氏、日本技術開発K責任と費用負担として交渉 し

ていく、 ζ ういうととでどざいます。鹿島と契約したからといって.それを放棄したわけでは

どざいません。さっき古賀さんがなっしゃると 冬、久 これは.学校校舎の建築 というのが、一

切それの片づくまでという ζ とK左bますと大変でどさ噴いますので、 一応、鹿島との問でそれ

を円滑民進めてお、しその中で日本技術開発とやっ ていく、 交渉 していしとういう考え方で

なDます。問題左いよう左、要する K打開策を講じていきたい、 ζのよう K思つ てなDます。

よろしく ~ . • • . • • . .。

0議長(高橋通夫君) 古賀俊昭君。

018番(古賀俊昭君) 問題のないようにすると いうことは、技術開発か ら、ち ゃん

と責任K応じた応分の負担は して もらう、というとと を意味する と思 うんですが、結果が、 じ

ゃあ.果た してそう 在るかというと とは、非常K今、私は危倶を持つ てなDます。

先ほど資本金の問題云々も挙げられましたが.やは b、こうした公共の仕事をする業者氏対

して、いい仕事をやってもらう、 そして、それK応じた.ちゃんと、代金というのを税金から

支払うわけですから、やは D、こう した事態が発生 した場合には.市と しては、とう いう形で

臨むというものを、やは D具体的K示 していただ くのが普通じゃ左かろうか、と思います。問

題在いよう K というととで抽象的vc:;};>答えに左っ ているんですが、その結果を私.見守ってい

きたいと思います。

要する氏、この用地は、まず 17億円で最初取得した.その後、損IJ量のやり直し.検修とい

うととで、また測量を繰り返す、そして学校用地として足D左い分を、また買い足す、造成工

事を行う、そして ミスが起とっ て、 また 1億 6，0 0 0万円以上のな金が余分Kかかるというこ

とで、 ζの補修の費用のことを除きましでも、私は、技術開発や鹿島について業者のサイドか
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ら別K ものを見るわけじゃあbませんが、いろいろ、 ζの問題も取D上げて議会で議論がどざ

いました。高校の開設の時期的左問題もある、費用が非常Kかさんでいるというととで、 b金、

設計料等代ついては、左か左か十分に業者の求める一一一求めるとなD出す必要は左いんですが、

そうした面で、経費の面でいろいろあったのでは左いか左とい う勘ぐりにも似た疑問も、また

出てくるわけです。また非常に急がせたのでは左 いか.工期が、非常VC4月の開校が迫ってい

るという中で、小学校の校舎を借bてまでオープンしたわけですから、と Kかく早〈都立高校

の校舎を形あるもの比 したいというととで、時間的K非常Kせいた背景もあったのでは左いか、

ということも思います。男Ij氏、それが直接このとと K影響したとは思えませんが、そういう感

じがいたします。そこで、土地使用Kついての貸借契約というのが、この問、第 3回の去年の

定例会の最終日、全協で配付されたんです。その条文を見てまい bますと、いわゆる土地の引

き渡し、東京都民対する土地の引き渡しは、売買契約締結と同時氏、乙から甲K対しー一一乙は

土地開発公社日野市で、甲は東京都の教育委員会です。乙から甲K対し引き渡しがあったもの

とする。 そして第 5条というところで、「前項の規定にかかわらず乙は一一乙というのは、日

野市土地開発公社です。乙は現在施工中の土地の造成工事を引き続き行うものとし、本工事K

起因するすべての責任は乙が負うものとする」。要するK引き渡しが東京都K対して行われ、

売買契約が締結された後の、いろいろ在、 ζの工事K関するトラフソレが発生した場合でも、 責

任は日野市が負う、という内容K左っているんです。ですから、都の予算は既に決定をして台

bます。 25億だったと思いますが、いろいろ物入 bがζれだけ重在ってきて、市長は日野市

でかかった介氏ついては東京都K見てもらうんだ、というよう左ととを前の議会等でもなっし

ゃっ てなbました。 しか し、 この契約書からすると‘こうした補修の費用というものを仮_l?vc

日本技術開発が一一一仮_l?vc払って〈れればいいんです。要求していますから. もちろん払って

もらわなくちゃ困ると思います、 責任がはっき bあるのであれば・・…-。しかし、最終的K市が.

結果的K負担するよう左とと K在っても、それを東京都が、また肩がわbしてくれるという ζ

とはあ b得左いわけです。そ ζ で資料として、またな願いをしてなきたいんで‘すが、今、もし

わかればな聞きをいた します。この都立高校の購入以後、つまり設計、今の実施設計一一防災

の実施設計、それから検修等の、いわゆる測量のやD直し、それから用地の買い足し等でかか

った経費というのは 17億以外K幾らK左るのか、ひとつ、な聞きをして参考Kしたいと思い

ますので、御回答をな願いします。また設計図等を見て.後、続けたいと思いますが、一応、
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その御回答をおー願い したいと思います。

O議長(高橋通夫君〉 助役。

0助役(赤松行雄君) もともとの土地の購入以外氏、いろいろ と造成費だとか、それ

から平たん部分の民有地も含めて.学校用地 というふう左ととに左つてなDます。 そのよう左

ととでどさ'いますので、 1 7億以外の費用につきま しては、資料として要求でどざいますので、

後刻、事務段階か ら提出させたいと思います。それでよろしいでしょうか。

0議長(高橋通夫君) 古賀俊昭君。

018番(古賀俊昭君) じゃあ、先ほどの実施設計の該当箇所だけで結構ですので、

その資料の提出はな約束K左bましたので、あわせて、その後、との都立高校用地K費やされ

た費用促ついて資料を提出していただくよう にな願いを してなきます。

助役が、 ζの土地開発公社の責任者ですので、助役がそういう技術開発の責任は、これから

責任をもっ て問う ていくということですので、いいと思うんですが、土地開発公社民は、あ と

監事さん、それから理事さん等もたくさんいらっしゃいます。ひとつ誤b左きょう対応してい

ただきたいと思います。 ζ の件は一応促 してなきますが、要する氏、助役が家を一一 家でも何

でもいいんです。自分のうちを建てようと思っ て業者Kな願いしたら、大変左設計の ミスで家

が傾いた、さあ、 どうするかというとき氏、助役は、はい、 やb直 しの費用を私、出しますと

いうととで、普通企出しに左ら左いと思うんです。ですから私、との 1億 3，0 0 0万すぐK市

が、まず肩がわbして出したということは、大変、疑問を感じますが、また市の対応を見左が

ら、いろいろ研究をしてなきたいと思いますので、との件はとれで終わ !?VLしてなきます。

(1関連」と呼ぶ者あ!?)

0議長(高橋通夫君) 馬場繁夫君。

07番(馬場繁夫君) 今の、先ほどの古賀議員の都立高校の擁壁の件Kつきまして、

いろいろ質問が出ましたけれども、それKついて.若干、関連事項Kつきま して御質問いた し

ます。

当初の設計よ bも非常K残土が一一設計のミス等もあ bまして、 予定よ!?2万立米の土砂が

設計ミスで多 く在った、そして、それの搬出比かかる費用が当初よりもオーパーしてなるとい

う話も聞いてなbますので、その件Kつきま してどのよう左対応をされているか、それの御説

明をな願いいたします。
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0議長(高橋通夫君)

O助役(赤松行雄君)

助役。

残土民つきま しで も当初の設計といいますのは、切 b盛 bパラ

ンスというふう左 ζ とで、現場か ら地山 を切 bまして発生しますと ζろの残土民つきま しては、

学校の一一学校用地、あるいは、それよ!?5メータ ー下でどざいますところのグラワント¥そ

れらのレベノレを、出た残土の量K よっ て想定 しまして、切り盛bバラ ンスするという設計でど

さ・いま した。と ζ ろが、なっ しゃるよう左形の中で、余計左残土が出ます。それじゃ‘後から

切 b盛 bバラ ンス をするよう VL2万立米をかさ上げするというふう左簡単左わけKはいきませ

んので、残土一一 あくまでも搬出し左ければ左ら左い残土ということに左ったわけでどざいま

す。 ζれにつきましでも.当初の残土の出る土質から何から、ポーリングまでして調査 してい

ますんで、土質の見込みを過った左んていうことは、簡単Kは日本技術開発も言え左いわけな

んですけれども、そういう ととで、との残土Kつきましでも、やは b責任の一端として請求し

てなるわけでどざいます。費用促ついては請求してい〈 、 ζ ういうことでどざいます。

(1関連」と呼ぶ者あ!?)

。議長(高橋通夫君) 夏井明男君。

01  6番(夏井明男君〉 ζの問題は、すどく大事左問題だと思いますので.別氏、今

の森田市長さんと反対の立場で市長選を戦って、負けて反対の立場ということで、これは話を

するわけじゃあ Dませんで.実は、 ζの問題は一番初め、小山議員が取b上げられた問題だと

思うんです。実は、か左 D前K との情報を、実は私ども得ていまして、担当の方氏も事前氏、

いろいろ冬、話を伺いました。そのときの話の、一番初めのとっかかDの部分は、切 b下げる設

計 ミスがあって、当初と違う形民在ったんだ、という話があったんですが、その担当の方の台

話を聞きま したと き氏、最終的左費用の負担というのは、東京都の方と連絡をと って、か左タ

詰めてなbます、最終的Kは日野市民負担がない形でできるであろう、というな話を、実は受

けていたわけです。それ左らば、多少、ああいうふう左大き在土木工事ですと、実際K予算を

計上して、 実際K始ま ったと きK さまざま左対応があ bますから.その辺で、日本の商慣習と

して、その辺の兼ね合いといいますか.そうい うものが実際、事実上としてあるだろうという

ととで、了解したわけですけれども、今回の、今、古賀議員からの質問の中からも出てきてい

るわけですが、その擁壁Kついても .実は東京都の方の指導K反した形でなっているというこ

とが.二重托して出てきたんでは在いかというふう氏、今、認識しているわけですが、今.助
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役の御答弁ですと、 最終的Kは設計会社のミスというととで、賠償を請求 していく 形をと って

いるんだ.という な話左んですが、そうしますと、一番危慎されますのは、 南建の指導があっ

て、 指導どなDやら左かったというとと K左bますと東京都の南建の方Kも責任がある、見落

としているといいますか、それが指導として変更K左れば、当然そういうふう左書類として上

がっ てく るのではないかと思うんです。そうしますと、 東京都の方の責任も そこ K出て〈 るん

じゃ左いか という ふ うK思うわけです。その辺はどういうふう左連絡をとられてなや_1?(![在っ

ているのか、というこ とです。

それから、担当の方K大分前民金話を聞いた中では、今の南平のあそ乙の造成地の地質、土

地が非常民問題があるとい うか、難 しい地質左ので、その辺の指導が、いわゆる日野市の方と

の知恵と設計事務所との知恵を出 し合 う形のよう左、共同的左作業的左色彩があるんだ、です

から一概に設計事務所が、とうだとい うととは言い切れ左い部分が笑はあるのでは左いか。推

測ができる というよう左な話があったわけです。そう しますと、その推論を進めていきますと、

それでは最終的KそれKかかわる一一設計ミ スKかかわるさまざま在、かかっ てく る費用の負

担が、どういう 形で負わ左 きゃ いけ左いのかというとと Kついては、明快左話は、実は、はっ

きD左かったわけです。今回、今の助役の御答弁ですと、 それは市の方と しては責任は左い、

責任は左いと いうととで、 設計事務所等K対する賠償と してなさめてい きたいという御答弁左

んですが、もう大分前氏、乙の問題は、ずっと来ているわけです。まだ決着がつか左いといい

ますか、設計事務所の方も非をな認めK左ら左いというか、その辺の話が煮詰まっ てい左いと

いうととは、か左 bこれは尾を引いて、むしろ裁判の中で決着するよう左形もあ b得るんでは

左いか、というふうに思うわけですけれど も、その辺、助役のな考え、今のな考えを一一何点

かな聞き しましたけれども、な聞かせ願いたいと思うんです。

。議長(高橋通夫君)

O助役(赤松行雄君)

助役。

むろん、技術開発との対応でどさ・いますけれども、 2カ月ほど

前までは日本技術開発と相当左頻度で詰めを行っ てきたわけでどざいますけれど も、 4月へ入

タまして年度がわ_1?(![左りましてから、早急、氏擁壁の補修を し左 きゃ左らん、早いととろ学校

建築の方と一ーさらに御迷惑をかけるというととは大変左 ζ とでどざいますので、早急、在、要

する氏擁壁工事の補修という工事の完遂に力を注いでいる、こういうふう左ととでどざいます。

それから日本技術開発Kは、新年度氏左っ てからの現場での設計監理指導という ζ とKつい
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ては、契約どな_1?(![3月 3 1日までK完成 してなbませんので、一応、中断という形でどざい

ます。現場での、要するに施工監理というものについては、鹿島が自分の努力で問題左くやっ

ていくと、こういう ふ う左乙とで今の現場は動いているわけでどざいます。現在では、先ほど

も申 し上げま したけれど も、学校側の 6メーターの補修工事も終わりま した。それからグラワ

ンドの方氏つ きましでも、要する民生コンを注入 しての 6メータ一、 基礎か ら6メーターの補

修工事が終わDまして、その上Vととれから枠組み一一残土を入れまして、それから枠組み工事

ということで予定どなb促進んでなるようでどざいますので、日本技術開発との交渉をととで

再開し、早いと ζ ろ‘めどをつけたいと、とう思つてなDます。

0議長(高橋通夫君) 夏井明男君。

01  6番 (夏井明男君) もう 1点だけ、 もう1回質問させてもらいますが、最終的左

詰めの話は、これから再開をするというな話左んですけれども、設計事務所の方 としても、 言

い分が相当あるんだろうというふう K思いますけれども、この時期を一一ーその話のまとまる可

能性といいますか、裁判j(![発展 し左い段階でまとまる可能性というのは.十分一一 7割、 8割

といいますか、そういう 形であ Dますか。どうでしょう。

O議長(高橋通夫君) 助役。

0助役 (赤松行雄君) 3月いっ ばいまで顧問弁護士さんと相談し在がら対応してきた

わけでどざいます。多額の一一 日本技術開発Kつきましては、事の成b行きから多額左要求K

在っ ているわけでどざいますけれど も. 3月いっ ぽいまで精力的Kやる、それから 4. 5と続

きま して、 擁壁を早〈完成しようというところK主力を置いて鹿島とやっ てきてなるわけ左ん

ですけれども.顧問弁護士さんと相談し左がら対応 して きた中では、裁判K左る可能性という

ふう左段階までは、ま だそういう測を踏むよう左話Kは.まだ左つてな Dません。どう左 bま

すか.向ζ うも弁護士を間K入れた話 し合いK左タますか、どうですか、相当、 話 し合う 必要

があるんじゃ左いだろうかと思います。見通しとしては、ま だそこまで見通してなDません。

O議長(高橋通夫君) 古賀俊昭君。

0 18番(古賀俊昭君) では、次の質問K移 bます。

市長の報告の中氏、 3番目、「姉妹都市への核兵器廃絶・平和都市宣言K関する呼びかけに

ついて」というのがどさ'いま した。 3月の予算議会でも多少.市長の、いろいろ こうした問題

K対する取b組みKついて議論を したと思います。また、以前にも平行線で終わってなDます
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が、幾っか市長の考え方を聞きただ して きた経緯があ bます。今回のレッドランズ市民対する

呼びかけKついて、市長のな考えをな聞きしたいんですが、御承知のよう K 日野市議会では、

確かK核兵器廃絶・平和都市宣言の採択を行つ てなbます。もちろん最終的氏、こう した核兵

器の左い世の中を目指すということで異論が左いわけですが、市長が との宣言を受けて今やっ

ていらっしゃる、とう した行動というものが、 どうも一方的K偏 bがあるのでは左いかと思い

ます。やは b公正.公平、中立とまではいか左く ても、ある程度、 ζ ういった平和の問題を追

及する以上は、それぞれ核保有国K対するこう した呼びかけを行う際児は、同じよう左、やは

b趣旨のものは一一けんかというのは一人じゃでき左いんで・す。相手がいて初めてけんかK在

るんで‘両方K対して、米ソの 2大大国が、やはり仲ょく して もらわ左くちゃいけ左いと思わ

れる左ら、やは D一方にだけでは左〈 て.双方K呼びかけをするのが、私は当然では左かろう

かと思うんです。じゃあ、そういう機会があるかどうかというととですが.先日.東京都で

「大都市サミット」というのがあ bました。 ζのときは御承知のように、た しかモスクワの市

長さんもな見えK在っ ていたと思うんです。北京の方からもいら してなbました。東京都内氏、

左か左か会沿うと思っても会え左い‘そうした都市の代表者が集うとい うことで、市長が本当

K、平和都市宣言を各自治体が世界中でやってもらいたいと真剣比企考えに左 っているのであ

れば‘日帰 bができるわけです。行つてな願いをして帰っ て来られる距離の、同じ東京都内氏

見えていたわけですが、モスクワの市長さんにも、ぜひモスクワ K沿いて平和都市宣言、核兵

器廃絶の都市宣言をするよう Kというととを呼びかけようという会気持ちKは、全く左ら左か

ったのかどうか、それをひとつ、令聞きをいたします。

それから.もう一つは、またこれも機会があったと思うんですが.市長さんはなや.!?vc.左っ

てい左いととについて、もう 一度確認をいた したいんで‘すが、昨年、中国民行かれました。中

華人民共和国も同じく日本と一衣帯水同じアジアK位置する核保有国です。との中国K行かれ

たときも、まさK中国本土に一一 本土というか中国の圏内K行っていらっしゃるわけですから、

いくらでも担当の方とな会いK左って、我が日野市では、とうした宣言を行っている.な宅で

もぜひ、なや.!?vc.在ったらどうですか、また、私を支持してくれている一一ー例えば、ある政党、

社会党というよう左政党は.一切、武器左どは持た左いで国の安全存立を図っていとうという

ととで非武装をうたっている政党も私を一生懸命応援をしてくれている。今回は応援されたか

どうか知Dませんが…・・・。要する氏、本当 K平和の問題K取 b組もうという左らば、そうした.
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あらゆる機会をとらえて、現K核を持っている園児行っていらっしゃる.また‘その国の大都

市の責任者が来ているという機会代呼びかけを行われでもいいのでは左いか、左ぜアメリカの、

乙のレッドランズ市の市長さんK対してだけしか呼びかけを左さら左いのかどうか、その点を

ひとつ、冬、聞かせをいただきたいと思います。

0議長 (高橋通夫君) 市長。

。市長(森田喜美男君) たまたま友好関係KあDますレッドランズ市のととを.問い

かけの心安さを感じたととろであ bます。今後、片手落ちとか.あるいは偏bということが左

いよう氏、機会を見て努力したいと思つてなります。

0議長(高橋通夫君) 古賀俊昭君。

01 8番(古賀俊昭君〉 鈴木知事が、大変熱心K努力をされまして、「大都市サ 4ッ

ト」の事務局を東京都民置いていくというととが決定をされて jo-..!?ます。今後、東京が世界平

和、文化都市として、 ζれから東京都が進んでいくということを、ひとつの大き左眼目 K据え

ているわけですので、今度はそうした機会を一一モス クワからいらっしゃる、また.中園、北

京からいらっしゃる場合Kは、そう した機会を逸することの左いよう氏、日野市長として、せ

っかしとういう問題K熱心K取 b組んでなられるんですから.市民の方から疑問を持たれる

よう在、パランスを欠いた、こう した行為というのは、やは b今後、自粛をしていただいて、

同じよう K呼びかけを行っていただきたいと思いますが.結局.私たちの立場からいえば、ア

メリカと日本は、今.日米安全保障相互条約というのを結んで、その条約K よって国の安全と

か平和というものを具体的氏、現実の国際社会の中で維持していとう、ということを国策とし

てとっているわけで‘す。

先日、 日野市の防衛協会の総会がありまして、参加をいたしましたら、そのときに配付をさ

れた「防衛ピジョアノレ」という防衛読本があ Dました。それを見てみますと、我が国の平和と

安全を守る方法として、アメリカと協力し合って日本の平和を守っていこう‘というとと K賛

成をしてなられる方が.国民の 8割以上いらっしゃる。そして、アメリカと仲ょくするとと K

よって、自由主義国の結束を固め、日本の平和を維持していこう、 ζの方向を支持してなられ

る方が国民の 8割以上いらっしゃるわけです。そのアメリカの一一不幸左ことかもわかbませ

んが、核の力氏依存をしている。核の傘という ー言葉を使つてなDますが.日本を守っている核

の傘というのは現実に存在するわけです。と ζ ろが、日本を守っている核については、左くす
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ょう K し左さい.日本をねらって据えられている一一例えばソ連の SS 2 0とか、そうしたソ

連や共産国、社会主義国の核兵器Kついては、一向にそのととを市長はなっしゃら左い。今.

たまたま.そういう努力は今後、していくということは沿っしゃったんですが、何年も前民平

和都市宣言をやっていて.今どろ K左って、これからは.じゃ、そういうふう Kいたしますと

いうととでは、ちょっと遅き K失したのでは左いかと思うんです。 日本を守る核Kは反対を し

て.日本を攻撃する核Kは、賛成は し左いまでも撤去は求め左い、廃絶を求め左い. というと

とは、非常K私は市長の姿勢としてはなかしいと思います。結局、こういう核の問題は、ソ連

の核について.市長は.ど う.i:;、考えK左るか、日野市が自治体でやる場合Kは. そのととが非

常K重要左柱花、と思います。反核平和運動というのは、言論の自由が左いソ連Kないては一一

著しく制限をされているソ連にないては、左いんです。ソ連Vてないて反核デモというのは.モ

スクワ放送左んかでは、やってな bます左んて言っていますけれども、全部名、役所がなぜん立

てをして.プラカードの文字まで全部書いて、な役所制でやっているわけです。ですか らメ連

の核について、今日まで、そうした機会がある Kもかかわらず何にもなや _!?R左ら左いという

のは、私、納得でき左いんです。今後駒一一今、市長は台っしゃいましたが.そうした機会をと

らえていくという ζ とですが、もう少し踏み込んだ具体的在、やはb回答をしていただか左い

と.市長というのは.ただ反米闘争のための、とうした平和都市宣言というものを利用して行

政が市長中心R_ そのと とK加担を しているということに左 Dかね左いと思うんです。今まで

のや b方が不十分であったとな考えに左るのか、いま少し、きちんとした御回答をな願いした

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。

国内の各自治体K呼びかけますととも氏、でき得る左らば友

多分これは市民部長の守備範囲かと思うんですが、聞いてみると.まだ着任後.幾日もたって

左い.また通告質問で左いんで、乙れをいき左 b答弁しろと言われでも無理だと思いますので、

答弁は結構ですから指摘するだけK とどめてなきます。

これを見ますと_ 5 9年度の市税の調定のうち.市民税のうちの法人市民税が 43億何がし

という数字K左つてなbますo 調べてみますと、当初の調定額が 31億何がしですから_ 1 2 

億、約 4割も最終的托はふえているわけです。いま一つ資料があるんですけれども、ζれは 5

月 1日の広報ですが.市の財政状況を公表するという欄があ bます。そのうちの一般会計の法

人市民税Vについては、 トップ企業の部分的転出の影響もあって、やや減収と在っていますと.

こういう ふう K市民Kは説明されているわけであ bます。確かR 5 9年の当初、調定額が 31 

億_ 6 0年当初が 30億 3.0 0 0万何がしですから、とれを見ると.やや減収という説明でも

いいわけですが.実は、実際はそうでは左い、調定額一一最終的左調定額が、ほぼ、この段階

でわかっているわけですから‘その調定額から見ると、約 3割.調定額が減っているこういう

のが真相であるわけであ bます。何か、乙の広報を見ると、非常K市民K誤解を招く心配があ

る、こういうふう K思うわけであ bますので、その辺を指摘してなきます。

私.ことしの予算委員会では特別会計であDましたので、この辺氏ついて、どん左論議が左

されたか承知して台Dまぜんけれども.また去年みたい氏、当初予算が 3 1億ですか、それが

最終的Kは 43億何がし、実R4割も増収K左った、こういう状況があるわけであります。本

年度もこれは.法人市民税というのは.景気の動向K左右される面が非常K大きいので見通

しが難しいという面は確かKあるわけですけれども、何か.幾ら何でも、ととしももし、その

よう左結果K在るとすると 非常になかしいんでは左いか、考えよう K よっては隠し財源をと

しらえて公くため氏、とういうととをするんでは左いか、といわれでも仕方がないとも思われ

ますので、もし、そういうよう左とと K左Dますれば 議会軽視も甚だしいのではないか.ζ

ういうふうに私は考えるわけであ Dます。当初.申し上げましたとなb氏、市民部長K答弁を

な願いするのは無理であ bますので、もし何かその辺、市長から答弁があ Dましたらな願いし

たいと思います。

次K最終ページ、 64ページですけれども、先ほど市川議員から質問があ Dました遺跡調査

会の刑事、民事事件KついてであDます。これを見ますと. 4月 30日比柳下氏が死亡した.

ζれK伴い刑事Kむいては不起訴処分K在ったと書いてあDます。たしか、一応検察庁では不

好関係のある、そういうノレートを通じてな互いが理解を し合うというとと が、私は適切左こと

かと、こういうふう K思つてなタますが、左台、それが片手落ちであるということをなっしゃ

る左らば、多分、そういうととにも配慮すべきことだと思つ てなりますので、これからの努力

をしたい、このよう Kな答えを したところでどざいます。

0議長(高橋通夫君)

010番(鎌野行雄君〉

鎮野行雄君。

何点か質問をしたいと思います。

まず、との報告書の 24ページです。昭和 59年度の市税の調定及び収入状況ということで、
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起訴処分とした.それで検察審査会K異議申し立てをし.検察審査会があのよう左結論を出し

て検察庁へ送致した.それK よって検察庁では起訴にするか不起訴比するかを判断する、とう

いうよう左経過が今までの経過だと思いますけれども、現在、検察庁の判断は出ているのか出

てい左かったのか、この辺を、まず刑事事件Kついてはな伺いしたいと思います。も ちろん被

告発人が死亡すれば.とれは裁判は終結するわけであ bますから、 不起訴処分一一不起訴とい

う事実上、結論で終ったということについては間違い左いわけだと思います。

いま一つ、民事Kついて財産の相続人が相続権を放棄すれば、とれは当然、.争うべき対象が

左〈左ってしまうわけで.今後の公判の維持ができ左〈左る、とれは間違いないわけであ bま

すけれども、恐ら〈見通 しとして、相続人が相続放棄をするということがほぼ間違い左いと思

われるわけであbます。その期間は 3カ月ですから、 7月 3 0日比は結論が出るわけであDま

す。そうしますと.民事Kついての裁判も結論が出左いまま終結されること K在るわけです。

たしか、 3月議会だったかと思いますが、市長は、 ζの問題Kついて、まだ刑事左り民事Kつ

いて結論が出てい左い、責任問題については、その結論が出た段階で対処したい.ζ ういうふ

う左答弁があったわけであbます。もちろん、減俸 3カ月で間K合わせようとは思ってい左い、

こういうふう K感じられていると思いますけれども、その辺、近々、民事についても一一刑事

Kついては一応、最終的左結論が出た。民事代ついても、一応、ほぼ、こういう結論が出ると

いうことはわかつてなりますので、その点で市長は一一どん左形とは言わず、何らかの形で責

任をとるんだというととを、いま一遍、ひとつ再確認できれば.してもらいたい、とう思いま

すo

次氏南平高校の排水路の問題です。排水路については予定どなl?，なか左か工事が進行して

い左いというととを聞いてな Dますけれども、現状は.どう左っているのか、また見通しはど

う在っているのか.もし予定どな b工事が進行し左いと左ると、これから梅雨期、あるいは台

風の時期が来ます。浸水事故が心配されるわけであ bます。とういう経過で、もし、浸水家屋

でも発生すると.とれは‘まさに天災で左くて人災といえるわけで、命と暮らしを守る市の行

政責任が問われるわけであ bます。その辺、どういう対応を考えているのか、との 3点を、ま

ず質問したいと思います。

0議長(高橋通夫君)

0市長(森田喜美男君〉

市長。

法人市民税の調定額のことと、それから財政状況の公表とい
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うことでの時期といいますか、そういう差があるということも一つの.今、御指摘の、つま b、

わかl?vcくいということの理由だと、こう思つてな bます。そして隠し財源云々左んていうと

とは、全く、とれは無関係左.また.そういうととがあるはずも左い ζ とでありますから、そ

のように御理解をお、願いを してなきます。

それから、遺跡調査会関係の柳下元事務局長の死亡に伴う責任の、法的左追及の仕方で刑事

訴訟法は当事者の死亡K よって消滅をする‘民事のとと Kつきましては、左あe'， 3カ月間とい

う余裕の期間が一一判断期間があるそうでとざいますので、それに依存をする.そういう経過

だというととを報告をして£、るものであります。そこで責任云々のととにつきまして.道義的

責任というとと Kつきましては.とれまで感じてなるというととは、はっき D申し上げてなb

ますしその責任のと b方氏ついても考慮中である、というふう Kな答えをいたしてなDます。

また¥それらの結論を得てなDませんので、出た時点で何らかの心境の表明をしたいと、この

よう K思います。

それから、南平高校のととは、これは気比左る問題ではどざいますが.グラウンドの造成を

遊水池氏も当てられる設計K在つてなbますので、これは技術的K言って、異常在雨量のこと

は、ちょっと何とも言えないかもしれませんけれども.時間差を機能させつつ、そのよう左事

件が、まず起き左いというふうに考えてよろしいんでは左いかと思つてなDます。

。議長(高橋通夫君) 教育次長。

0教育次長(小山哲夫君) 教育次長でどざいます。

御質問の遺跡、裁判Kまつわる関係の第 1点目の御質問の中で、刑事事件K関する問題の経過

につきましての御質問がどさ.いました。とれKつきましては.御承知のとなl?， 5 9年 9月 2

1日付をもちまして日野警察署で書類送検いたしました地検八王子支部の方での捜査Kつきま

しては.捜査の結果が不起訴処分托するという形で通知がなされました。そとで私どもといた

しましては、との不起訴処分K対しましては、大変、不服がどさ.います。そういうことで、先

ほど質問者からも御指摘がどざいましたとなl?， 5 9年 11月の 13 B_の日をもちまして.市

長並びに遺跡調査会長名をもちまして、検察審査会の方K対しましての再審査を求める訴えを

起 ζ しました。そこで、八王子検察審査会民なきましては、数回Kわた bまして、 ζの不起訴

処分K対する問題Kつきまして捜査を進めてまい Dました。その調査の結果が一応まとま bま

して、本年 1月 30日付をもちまして、市長並びK遺跡調査会長あて氏、 審査会の審査結果K
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つきましては、検察庁で下した判断K問題点がある.したがって、との件Kつきましては、再

度、地検八王子支部氏対しまして再捜査をするようにという、そういう通告をした旨の通知を

いただきました。そこで地検八王子支部の方といたしましでも、今度は検事さんを一一担当者

をかえま して再度.その捜査を したわけでどざいます。それKつきま しては.一応、本年の 4

月 17日付をもちま して地検八王子支部と しての.いわゆる再捜査が終わDました。左台、乙

の件につきましての最終的左意思決定は東京地方検察庁が左さるわけでどざいます。そういう

意味Kなきま して、 八王子地検の方の捜査を終わった段階で 4月 17日付をもって、その捜査

結果を東京地方検察庁の方氏書類送付を したという、 ζ ういう形で通知をいただいてなります。

在台、その後の経過につきましては.先ほど御指摘があ bましたとな D氏、 4月 3 0日の自民

当事者が死亡 したわけでどざいますので、刑事訴訟法第 399条をもちま して控訴の棄却さた定

というふう K左ったわけでどさ恥います。経過はそういう ζ とでどざいます。

。議長(高橋通夫君) 助役。

0助役(赤松行雄君) 市長の方から南平用水について台答えがあったわけでどざいま

すけれども、多少、補足させていただきたいと思います。

まず、市長の答弁K もどざいました遊水機能を備えてなるんだ、とれKつきましては、前の

議会でも残土が置いであるぞ、というふう左御指摘を得たわけでどざいます。私たちも大変、

気比左っていると ζ ろ左んですけれども、現状は、さっき擁壁でな答え申 し上げたとなb、ほ

とんど生コンの補強工事を終わって.上の、要する陀コンクリ枠というふう左工事まで来てい

ますので、ほとんどの土砂はグラウンドから全部一一嘆するに残土と して外へ出た分もどざい

ますし、いい土Kついては裏どめの土として、もとへ戻 した.とういう状況の中で、 多少.残

っているようでどさ.いますけれども.湛水機能.遊水機能と しての支障は左く左っ てきて£、る

わけでどざいます。

それから考えてなDますのは、南平用水でネック K左つてなbますのは.いろいろな願いし

てなるわけでどざいますけれども.設計の立ち入Dをお2許しいただか左いという面で、かわら

やといいますか、南平の地点でどざいますけれども.あそとの下流でどざいますけれども、そ

こを除きましでも、上流についての.要するK拡幅とか、あるいは流水機能を高めるという溝

を深くしていくとかという工事が、まだどざいますので、それを今後.続けてやっていく.そ

ういうとと K よって私たちの方では測量の立ち入bを続けでな願いしていしそれに付随する

-50ー

いろいろ左条件Kついては、ほとんど仰せのとな b解決してなるわけでどさーいますので、あと

は御承諾を得るだけでどざいますので続けてやっていく。同時氏、その上流の南平用水の改修

は続けて、工事、着工してまいる.こういうことでどざいます。

それから、もう 1点としては、平山からの水が大分.南平氏.そのまま延々と流れてきてい

るという状況をーーやは b平山橋下流の樋門がどざいます。これへ平山の京王団地からの排水

をさわがわ地区広場‘これは平山の五丁目で通称な祭D広場といっているんですけれども、あ

そとの地点で、御指摘が、鎮野議員さんからあったわけでどざいますけれども、御指摘のとな

D、平山橋左岸の下流K設けてどさ・いますと ζろの樋門K落としてい ζ う.そうするとと K よ

って、平山の水が南平氏行く ζ とを幾分でも少左〈していと久そういう工事等も考えて公る

わけでどざいます。湛水機能と.それから南平用水の上流も、もともとの計画でどざいますけ

れども続けてやっていしその中で測量の立ち入bをな許ししていただしそれから.今、言

ったな祭り広場のところで平山の水を南平へ行か左いよう K樋門K落としていく、そういう考

え方で対処していこう、という考え方でどさ・います。

0議長(高橋通夫君) 旗野行雄君。

010番(旗野行雄君) 法人税の点Kついては、私は ζ ういうととを言っているんで

す。 ζの「広報ひの」の 5月 1日号では.一般会計の歳入面で、「法人市民税は、やや減収と

在っています」ということが書いてあるわけです。ところが事実は、ややでは左いわけであb

ます。約 7割、減収ということで、す。とれでは少し、市民K誤解を招くんでは左いか、とうい

うふう K言っているわけです。いや、そうじゃ左いんだ.また、 59年度みたいK一一当初見

積も bよbも最終的Kは 4割も増収K左ったんです。 59年度は一.......。だから 60年も相当

低〈見積もりを抑えているんで、結果的Kはそういうととになるだろう .ζ ういうととでは.

それは意図するとせざる Kかかわらず、どうも予算の立て方がなかしいんでは左いか、それは

2億や 3億の違い左ら何とも言いませんけれども、 4割も結果的民は.最初の見通しょ Dも増

収K左ったというんでは.予算の立て方がそもそも、 会かしいんでは左いかと、 ζ ういうとと

を言っているわけです。その辺、誤解のないように台願い したいと思います。

それから.今の雨水排水の問題Kついては.いろいろ一つの ζ とをやっていると問題が起き

てきます。当事者はそれな Dの苦労をされていることは、私はわかるんです、いろん左ととを

やってみまして私もそうですから。ただ.言われる ζ とは、宅地開発が、水田Kついても非常
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促進んでいるわけです。区画整理もあ bますし、今まで、そういう遊水池的左機能を果たして

いた水田が左〈在ってしまったわけです。一遍K雨水が、一時的に集中する という可能性は.

十分Kあるわけです。その辺を考慮されて、万が一K も‘とういう 浸水事故の左いよう児、ひ

とつ考えてもらいたい.処置してもらいたい、とういう ζ とです。

以上です。

O議長(高橋通夫君) 馬場弘融君。

08番(馬場弘融君) 皆さん、大分台疲れのようですけれども、もうしばらくなっき

合いをいただきたいと思います。

2点、姉妹都市への呼び、かけの問題と、先般行われた憲法記念行事のこと Kつきまして、な

伺いをいた します。

その前氏、森田市長が今回の市長選比ないて一一私どもは反対の立場をとって戦ったわけで

どざいますけれども、残念左がら私どもが敗北を しまして、 市民が厳粛左判断のも とK森田市

長を選ばれた、これはこれで素直氏、森田新市長K対 してな祝いを申 し上げてなきたいという

ふう K思います。しか し左がら、反対の.森田市長では困るという市民の方々の票を集めれば.

森田市長でいいんだ、といった方々の票よ Dも多かったという ζ とは、冷静Vとみつめていただい

て、これからの市政運営を謙虚にやっていただきたい. というとと を申 し上げてなきたい と思

います。

それでは質問K入 Dますが、姉妹都市への核兵器廃絶平和都市宣言をしましょう、してくだ

さいという呼びかけです。これKついて、 実は先ほど夏井議員の質問を伺つ てなbまして.全

く、夏井議員と同感でどざいます。ですから重左るととろは申 し上げませんけれど も、実は私

がとれまで、姉妹都市の交流促ついて市長氏、一般質問等で再三、申 し上げてきた、それに対

する市長のな答えの中で「とういった姉妹都市の交流のよう左ものは、行政体が主導でやるも

のでは左く て、 市民が自主的に交流を していくのが望ましいんだ、そういう市民の自主的左交

流を行政が後押しをする、そういうものが望ま しい交流の仕方では左いかというふう K思う 」

たしか、とういう発言を再三再四言つてなられたというふう K私は記憶しているんです。とこ

ろが.今回の、との呼びかけというのは、まさにそういうふう左市民本位の交流が第ーだとい

ってなられた市長が、突然.最も高度左政治レベルの話 し合いK も入っていとうとしていると

いう ζ とで.とれまで市長がお、話しK在っていた姉妹都市交流のあ b方とは.全然、一致を し
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左いよう左気がするんです。さらK申し上げますと、私ども、昨年.レッドランズの方K行き

ました方々 を中心比 して、日野レッド ランズ友好協会というのが市民の自主的左団体と してつ

くられてなbます。そういった自主的左友好団体の方々とも、よく相談をされた上で、との呼

びかけを左されたのかどうか、それを冬、伺いを したいと思います。それが 1点自の質問であ D

ます。

それから第 2点目は.例年のどと<5月の 3日、 憲法記念日比日野市が主催を して、 憲法記

念行事というものをやってな Dます。とれは、前K私の一般質問の中で、大分、講師の選定等

氏、最近とみK偏 bが出てき ているそ¥というととは申 し上げたととがどさ.います。今回も全

く同様でして.メーンと左つてな話をされました講師の講演内容が、私ども、かな D公平氏見

ましで も、一方の政治的左立場氏偏っ ている左という感じを持ちました。具体的K申しますと

永井憲ーさんという法政大学の憲法学の先生がお、話をされたわけでどざいますけれども、一体.

この講師は ど左たがな決めK左ったのかというととが 1点と、永井さんのな話を伺っていて、

日野市という公共の自治体が主催をする講演会の‘ただ 1人の講師として、こういった、か在

D政治的K偏Dのある方のな話を聞かせるといいますか、市民民対してな聞かせをするという

ととが、 ζれでいいと、市長があの講演を伺った後、あれでいいんだというふう Kな考えでし

ょうか。それを.まずな伺いをしたいと思います。

0議長(高橋通夫君)

。市長(森田喜美男君)

市長。

姉妹都市への友好的立場からの市の宣言を紹介をし、御同調

を呼びかける、とれは市民 レベノレの行動で‘あるのか、あるいは友好協会K相談をしたかという

ζ とであ Dますが.とれは私も、かねて考え、議会でも 2回ぐらい.そのととを表明したと思

って合るわけであ Dまして、都市聞の友好提携.市民レベノレとともに自治体レベノレの文書の交

換も一一文書と いうよりも向こう からの市長の手紙左 どもいただいてなるわけであDますから、

どういう 反応があるか、あんま D御迷惑をかけてはいけ左いこと はもちろんであbますが、そ

の反応を伺った上で、御迷惑である左らばそういう措置は、余b後追いは、し左いというとと

でよろしいのでは左いかと思つてな bます。

それから、 憲法記念行事の講演者、永井憲一法政大学教授、著書もどざいますし、私は適当

在方だというふう K思つてな Dます。護憲の立場であることは、これは我々と同様であDます

し、日野市民も護憲の立場は多くの方がな持ちでどざいますので、そう、 偏 Dがあるというふ
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うV亡は思って台bません。

0議長(高橋通夫君) 馬場弘融君。

08番(馬場弘融君) 第 1点のレッドランズへの呼びかけの関係ですけれども、夏井

議員の話とも多少、重左 bますけれど も、私は、こういった.非常民高度左政治レベノレの話と

そ、市民の時間をかけた市民同士の、民間の積み重ねがあって、初めて.ζ とまでいって しか

るべきだと思います。そういう点で今、市長は、何か.しbつぼみに終わるんじゃ在いか左.

というよう在感じも しているというよう左 な話もあ bましたけれども、そうじゃ左くて‘との

ζ と自体は.いいととだと思うんです。だから、うまいぐあいにいくように、それKは、きち

っとした積み重ねが必要である.そういうととをぜひ考えた上で一一突然こういう乙とを、何

か、乙久アドバノレーンをぽんと上げるよう左形でなやl?vc在ら左い方がいいんじゃ左いか、

ということだけを.まず申 し上げてなきたい と思いま す。

それから、憲法記念行事の関係ですけれども、市長は護憲といいますか、現在の憲法を守る

んだという立場から見れば、いいんじゃ左いかというふう左ことですね。私は個人的左立場と

しては、現在の憲法を守る、これは非常Kいい こと だと，思います。私も現在の憲法でいいと思

っています。しかし左がら、それとは全然別個氏、 憲法記念行事K名をかbて、私から申し上

げますと.現在の日本の政治のあり方全般に対する強い批判の講演会左んです。 それが気K入

ら左いんです。憲法の問題だけを議論を している、討論をする という場では左 〈て‘ むしろ

憲法は、そ ζK置いてないて、 憲法は材料K使っただけであって、現在の政治のあり方氏対す

る、特K国政のあ b方氏対する強い批判を込めた講演会である、こういう点で私は偏Dがある

というととを申 し上げているわけであります。それで幾っか広報比一一6月 1日号の広報の中

氏、か左り具体的に内容が書かれてな bますので、これをもと K申し上げていきますけれども 、

例えば先生のな話の中vc，最近の若い者が非常K ノンポ リ・ 付和雷同型の遊び人が多いと、と

ういうととを言っているんです。 どういう根拠で ζ ういうことを言っているかといいますと、

1 0年前Kは軍備が必要かどうかと ωう問いK対して、必要左いと答えるものが半数以上で、

今では必要があると答えるものが半数を越えちゃう。 ということはノンポリがふえた、遊び人

がふえたという ζ と左んです、その先生氏よりますと。さらvc1 0年前Kは.軍備を持つこと

に賛成の者でも、自分の判断で、僕は逃げるんだ、逃げちゃうんだという人が多かったけれど

も、今では、いやだけれども行かざるを得左いだろうと答える人がふえた.こう いう人がふえ
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たという ζ とを、との先生はノンポリで付和雷同型の遊び人がふえたからこう左った、という

ふう左結論を しているんです口私は認識が全然、逆だと思うんです。 だんだん物事がわかっ て

きたんですよね、わかってきたか らとそ、みん左が一一特氏、大手の新聞左んかは全然逆のと

とを書 くけれども、 ζれがどうも実際の政治の状況では左い左と.自分たちで自主的K判断を

すれば、 ζ う左る在、というととを答え始めてきたんだと、私は思うんです。この辺が、まず

第一の疑問点。

次氏、日本の教育は一一一日本の教育は.というふうに限定しているんです。国力を強化する

ととが出発点であった、とれは明治以後の教育児ついて、そう言っているんです。と ζ ろが私

左bの判断では、近代国家をつくった国というものは、まず第-vc自分の国の国力を上げるた

めの教育を、みん左、していま す。これはアメ リカであろうと、ソ連であろう と、中国であろ

うと何であろうと、いわゆる近代国家をつくろうとする Kは、まず自分の国というものをしっ

かbさせ左ければいけ左い。そのためKは教育が必要だ、そういう教育制度のもと Kあって近

代国家をつくってきたという歴史が厳然とあるわけで司す。今は、その時期を通b越しましたか

ら、もう少 し余裕のある教育を進めていますけれども、当初、近代国家をつくるとき Kは、日

本だけでは左く て、 世界のすべての国が国力の強化、 ζ ういう ものを第 1目標K掲げて教育を

進めてきたわけです。何もこれは日本だけの ζ とでは左いんです。ですから日本の教育は.伝

統的氏、こういう国家目的Kのみやってきたというととは.非常氏、とう、なかしな論理でし

て、ほかの国でもそうですよ.というな話が左ければいけない。これが全然あ bませんでした。

さらK封建支配の問、支配者は被支配者K対 して知識を与えませんで した。これも日本だけじ

ゃ左いんです。どとの国だって、歴史を調べれば封建時代があった。そのとき Kは、こういっ

たζ とが行われていたわけです。日本だけの教育の欠陥ではないわけで-すね。 このよう氏、言

えばき bが左いんです。富国強兵という言葉もそうです。戦前の義務教育、強制教育というの

もそうです。ある一定の時期比は.みん左富国強兵をしたし、こういうことをやってきたわけ

です。決 して 日本だけでは左い。こういうことを考えれば、どうして自分の国だけを悪〈言っ

て、今の日本の国のや夕方というものは非常K合かしい.とこういう論理だけをな話K在る。

ζ ういう先生と.講演を市が主催 して市民K聞かせるということは、どうしても私は納得がで

き左いんです。私は.ζ ういう 議論があっ てもいいと思うんです、民主主義の世の中ですから。

とういう議論をする方がいてもいいと思うけれども.もう一方では、全く違った議論をする先
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生をな呼びをして、両方の議論を市民の方々 Kな聞かせをする。そういう中で、皆さん、どう

いう判断をしますか、という討論をするとか、それが、市長たる者の主催する講演会のあり方

では左いか‘というふう陀思うんです。市長、いかがですか。

0議長(高橋通夫君)

0市長(森田喜美男君)

市長。

今後、そのよう左な考えも十分、考慮して、 憲法記念行事を

日野市の永久の行事K していく ζ とを願つてなDますo

。議長(高橋通夫君) 馬場弘融君。

08番(馬場弘融君) 私は、憲法記念行事をやめろ左んて言っていませんよ。誤解し

左いでください。私も先ほど申し上げたとな IJ. 今の憲法はいいと思っていますから.いいん

ですよ。さらに申し上げてなきます。後の討論会のとき氏、この永井先生という方は恐ろしい

ことを言っているんです。いいですか.乙れに書いであるととで読みます。「今までは何でも

国会や内閣で決めて、下氏押 しつけるという形式的左民主主義がとられてきま した」という ζ

とを永井先生が言っているんで-す。よく考えてください。国会というのは独裁者がやっている

んじゃ左いですよ。私どもが、きちんと した法律K基づく選挙を通じて代表を選んでいる。 そ

の代表がつくっているのが国会ですね。国会が決めたことというのは.形式的在民主主義でも

在いし、押 しつけでも何でもあ bませんよね。私は、どうもとの永井先生のな話というのは、

地方自治体.革新の自治体は非常民民主的で.いい行政が行われているけれども.国の自民党

主導の国政というものは全くなかしい.戦前K回帰しているんだ、というよう左ことを言って

いるんだと思うんですo とζろが前の発言でも.私、申し上げたととがあ Dますけれども、世

論調査左んかを しますと、今の日本の国の政治のあ D方というのは、非常K多くの国民氏支持

をされているでしょう。それが大多数のといいますか、過半数を超える国民の考え方であるわ

けです。そういうものを除いて、 一部の、こういった偏った方々 Kのみ通用するな話をさせる

というととは.絶対.避けるべきだというふう K思います。私は.との憲法記念行事Kは限D

ませんけれども、市が主催をする講演会等の講師の選定Kついては、絶対、今後も厳しい目で

みつめていきたいというふう K思います。

以上で終わDますo

O議長(高橋通夫君) ほかK御質疑はあ Dませんか。石坂勝雄君。

028番(石坂勝雄君) けさ.第 2回の定例会が行われて、議長の非常民伺というか、
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スムース左運営のためK定刻K開始されたということは.私も、高橋議長だからとそ、さすが

だ左というととで、 30分遅刻したことを深くなわび申し上げます。

それで、いわゆる質問の手を挙げてい左かったので、再度、 あbませんかという中で質問K

入るんですが.まず最初氏、うちの方の市川議員さん、馬場議員さんからも出ているように、

市長が四たび日野の市政を担当すること K対して、立場を、反対した立場であ Dますが、しっ

かりやっていただきたい。しかも最初の定例会K質問もし左かったというのでは、非常K失礼

氏当た bますので、数点、為、伺いしたいと思います。

まず、私、な伺いしたいんですが.就任のあいさつというのが、日野市長森田喜美男という

ことで議員K配付をされてな bます。 ζれは 5月の 1日のひの広報VL. r職員K訓示、 4月 24 

日初登庁」ということで、訓示ということと、私.比較対照は.して左いんですが、大体、同

じだと いう形で、これはそれのかわり一一片方は訓示、 言葉のあやを取b上げるようなんです

が、議員K対する就任のあいさつということであるの左ら、やは D堂々と、初めての、 4回目

の本会議場で、市長のやる行政報告を、市長の今後 4年間の抱負K踏まえて、堂々とやってい

ただきたかったというとと、そういうことがあるというの左ら、私も.実を言うと、どうして

も万やむを得左くて 30分遅刻することを前もって通告してないたんですが、そういう点でい

くと、いささか、市長の行政報告の 1番目が市民会館の開館Kついて.乙れも決まっているよ

う在感じ、 2番目の特別職報酬審議会の諮問をしたという、 ζれも予算措置の中氏 10人で、

いわゆる 1人費用弁償何ぼで何回開ぐという予算措置は.議決してあ bます。そういう中で見

て、 三つ自の、いわゆる、今、数人の議員の方からレッドランズ市民対する核兵器の廃絶と平

和宣言の問題を、何というか、呼びかける.こういう点が私は. 3点だけは、これは、ひとつ

聞いてみたい左という感じで来たんですが、 j贋を追って、数点ダブるような点は、御容認、いた

だきたいと思うんですが、まず一番先氏、 2番目の報酬審議会の一一市長が行政報告で余Dと

ういうととまで一一代表者会議左 D全協で、私.聞いて左いから、市長はどういう報告をされ

たか定かで左い。私もわから左いんですが、もし、何というか、そういうととが報告しである

んだということだったら失礼左んですが、非常氏、圏在 D都在 Dが財政の厳しい、しかも職員

も期末手当を踏まえて.いろん左ととの組合の交渉等を行われた中で、特別職の報酬を恐らく

私は値上げをするととを委員の人VL;j:，'"願いをした、こういう程度だというとと K察するんです

が、その程度の ζ とをあえて一一予算も決めてあるし、市長が報告するというのだから、よほ
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ど何か、例えば行政改革が厳しいから、議員の報酬は、いわゆる何というか、 1割は減ずる、

市長みずからも、そういう襟を正すんだとか、さも左ければ今度は議員の年間の期末手当はど

うするんだとか、何か新しいととがあったのか、さも左ければ増額するの左ら.とういう形で

か左 bの細かいデータを委員の皆さんに出して‘議員の‘いわゆる報酬左り期末手当の位置づ

けというのは、いわゆる市の市職でいえば係長の上位の相当給托するとか、課長の一番下の相

当給にするとか、何か、そういう具体的左報告が左されたのか左ということを、ちょっと前の

古賀議員さん左 b市川議員さんK聞いたんで、そう質問するわけKはいか左いんで、私は、そ

ういう ζ とを左されたのかどう左のかというととが、ただ、いわゆる諮問をしましたよという

ことであるのかどうか、その辺のとと K対して、まず確認を含んだ形で 1点。

その次の‘レッドランズK対する核兵器の問題、 ζれは、いろん左、数人の議員の人から出

ているんで、私は.とういうふう左ものの考え方氏いるんですが、市長が、そのとき K反対左

のか賛成左のか.市長の、いわゆる所見をな聞きしたいと思うんですが.このレッドランズの、

いわゆる姉妹都市を結ぼれたのは、月Ijvc森田市長さんが結ぼれたんでは左くて、前の市長さん

が結ぼれたんで、市長の、今の ζ ういう気持ちでいけば、必ず しもレッドランズとの姉妹都市

を結んでいる というのは‘市民サイドから盛D上げてい くとい う日どろの姿勢からいえば、私

は納得するけれども、あえて.積極的にレッドランズへ行って何かしてという、たまたま私が

議長のときに.向とうのレッドランズの市長が非公式ではあるが来られて、たまたま日野の市

内の中学校左!;，多摩テック左り、多摩動物圏在 bを見られた、こういうととの中で市長も、

非常比一層の友好感を持たれて、左台一層.政府レベノレでやるよう な仕事まで、いわゆる小さ

い行政の一つがやってもいいんでは左かろうかと.とういうととでなや !;VC在ったのか、私は

もし.とういう.いわゆるアプローチをするの左ら森田市長さんが、やは b好き左ーーどこの

国が好きだか.私は定かではあ bません。アメリカと比較対照して逆左国か.さもなければ東

南アジア左りヨーロッパ等で永世中立国を願っているよう左都市と姉妹都市を結んで‘そうい

うととろの第三勢力を盛D上げる.とういうよう左形で、とういう運動を盛D上げていくとい

うのも、いいんでは左かろうか左というととで、ただアメリカさんのレッドランズだけにやって.

とれはどういう 確かK市民サイドで、いい民間外交だ左という‘すばらしい発想だという

ととであるとすれば、少左くともとれだけの大き左問題をやろうとするのなら.全協等で前も

って議会K も、いろんを ζ とを議決を一一いわゆる平和都市宣言にしても核兵器廃絶にしても.

いろん左議論は左されたけれども、日野市議会と して議決が左されている。とういう形から見

れば、いわゆる議員の我々に.とういうことを してアプ ローテしたいんだがどう左んだろうと、

ζ ういう ζ とをされてもいいんでは左かろうかという私は考えを持っているんで.これK対す

る市長の所感をな聞きしたい。とういう ζ とが 2点目です。

その次氏、先ほど来もいろん左な話が出ているんで.私も言いにくいんですが、三つ目は柳

下さんが遺跡調査会の件で亡く左られるというととで、との問題、いろん左ととを聞かれてい

るんですが、 ζれも実をいうと 100条委員会というのを私の議長のとき氏、余b名誉では左

いんですが、議会の、何というんですか、少数の差K よって 100条委員会を議決している.

長期比わたって奥住委員長.中山副委員長等の、いわゆる精力的左な骨折 bで、そういう形の

中で伺というか審議をされたので、私も責任の一端は一ーとの前の通告質問K もあるんですが.

責任を感じてなDます。そういう中で検察審査会氏、何というんですか、不服審査までやって

刑事問題というのは相手が亡 く左っちゃったからだめなんだということは、理の当然というこ

とです。それと、乙の問題K関連するのが、 最初からいろんな文章を突 きつけた夕、いろん左

ことをするのも日野市の顧問弁護士さんと相談を して数度にやられた。とういう中で先ほどの

南平の造成工事、いわゆる擁壁の工事K対しでも、今度は、また顧問弁護士さんと相談する。

日野の場合、いわゆる顧問弁護士さんという入札いろんな問題でなか左か大変だ在、という

ζ とを思うんですが‘どうも私は.何というか、弁護士さんがいいとか悪いとかということ K

触れる気も左いし.そういう人の人権K対して言う気は左いんですが.行政の.いま少し理事

者左久先ほどの南平の擁壁の問題でいえば担当である開発公社の理事長である助役さんが.

何か、いま少しきちっとしたものの考え方を持って対処する左久我々の方、いわゆる議会の

方へ何ぼ審議事項で司ないにしても一一私、その点で何でこういうととを言うかといいますと、

助役さんの報告事項氏、日野市の組織の規則の改正.一部改正の ζ とについての報告だという

とと左んです=私の情報というのは.あんま b正確で左くて、私左んかK伝わってくるという

のは.議員の中で一番遅く伝わってくる立場氏いるんで申し上げるんですが.普通左ら、私、

何というか、どうもいろん左ととを聞いてなって、執行部氏も南平の高校の擁壁の問題では御

苦労なさっているんだ、それから雨水排水の問題K対しでも、御苦労左さっているんだ、こう

いうとと左んで、当然遺跡の報告は文書でも出されていますが.遺跡調査会の問題K対しては

文書で左されていますが、少左くとも南平高校の問題は.擁壁の問題は助役の報告事項氏、伺
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ぼ審議事項で左いに しても.少左くとも、あるんでは左かろうか、 さも左ければ.さっき言っ

たように全協等でやられるんでは左かろうかと思ったら.全くナシのつぶてだ、それで、通告

質問者がえんえんと.何というか恐らく数時間にわたっ て聞かれている.とういう ことで私は、

我々議員というのは選挙で戦えば、後は終われば、いいことは賛成、まずいととは反対だ、 ζ

れのチェック下にいるのが我々議員では左かろうかと思います。そうい今点では、少左くとも.

いわゆる市民がいろん左関心を持った b、過去に問題が出たよう左問題は.もっと謙虚VL_ も

っと虚心坦懐K議会K報告した!?_議会のいろん左考え方を聞くべきでは左かろうか、少左く

とも.との用地を取得するときに.私は、少左くとも議長K左ったとき氏、何でもっと、そう

いう 事前民話し合える機会な bが左かったかという ζ とを、指摘 して あったつもりです。 どう

もそういう点で.これもイ司の感想も左いんだというの左ら.そういうことに対する助役さんの

開発公社の理事長としての、私の、今、述べたこと K対する考え方をな聞かせ願えれば幸いだ

と思います。

最後VL4点目在んですが、直接、いろん左こと Kは出てないんですが.恐らく、との 4月の

市長選挙の三つどもえの壮烈な選挙をやって、当選された市長を初め.各候補もいろん左公約

をされたということもありますが、私が支持した滝瀬敏朗市長候補も、もちろん河川敷の利用

というよう左ととは申し上げてきました。しかし私は 1回、ーたん戦いやんで日が暮れれば‘

当然、次の理事者が、ゃっばb先頭K立って‘いろん左ことを見てもらわ左ければ左らんので

は左かろうか.とういうことで、私も地元のいろん左要望を得て相談KあずかつてなDます。

ひとつ.場所を申し上げますが、浅)11と多摩川と、通称あぶらめんというところです。それ民

程久保川が流れてくると自然K中割引のととろ氏、見方によれば 3，0 0 0平米ぐらいの利用し得

る用地があ bます。 実をいうと.市長さんも、何か、イ司かの形で使わせてやりたい左.という

ことを市民相談というんですか、いろん左乙との市民対話の中で言われたときにも、申された。

私もその前K数度、企画財政部長左久教育委員会の小山次長等も現地を見てもらっていろん

左ことをしてなbます。しかし、との問、実際、地元の有志というか、みんなボランティアで.

一番、私、恐れ入ったというのは、老人会の人が大多数で.子供会左久いわゆるソフトポー

ルの人左 b若い人が出て.草刈 bをして、少しでもな年寄bのーーゲートポーノレ札あの地帯

でやるところがないので、金田の中の公園用地を、そっと借bているという一一ー子供たちが遊

ぶ前の時間VL_ そっと午前中使っているという、こういう事情の中でたとえ 2 0メートノレ四方

でも使いたいというととでや Dました。ところが、いざ少し何としても整地をする左 b、何か

をし左ければ使用Kたえられません。そ したら建設省から.きちっと市を通じていわゆる許可

申請を出 し左 さい、許可申請を出せば.建設省では一番長くかかっても 1カ月半〈らいで許可

を出すから.む しろ市の方でいろん左ととを協議をされて、いろん左準備をして出された方が

時間がかかると思うんですが、たまたま、今、雨期の時期で‘ 6月から 9月いっばいだけは洪

水期で、そういうととろをいじってはいけ左い時期左ので、 ζの時期比出してもらってやれば、

前向きの姿勢で許可するが.そういう ζ とをな願いしたらどうだというととで、地元の数人と

私、稲城にある多摩川の出張所、管理事務所というんですか.京浜事務所の出先機関左んです

が.そとへ行って所長さんと話をして、しかられることはほんの少しで、むしろ、皆さんの市

長さんな b、担当 Kな願い して.早〈出 して き左さいよと、こういう ζ とを言われたんで、私、

こういう問題はデスクで言うべきだと思うんですが、どうも議事録K残してなか左いと、何も

石坂は言わ在いんじゃないかと ζ ういうよう左こともとのどろ危慎してきているんで、あえ

て、きょう. この場で質問 します。以上 4点です。

。議長(高橋通夫君)

。市長(森田喜美男君)

市長。

きょう、昭和 60年第 2固定例市議会をな願いをしたわけで

あbまして、極めて簡単ではどざいますが_ 4月 27日から新しい任期比就任してな bます。

今後もよろしく御指導をな願い申し上げます.というどあいさつは出しました。抱負、経論を、

施政方針という形で行うや b方もあると思いますけれども、もう間接的ではあ bますが、職員

氏、こういう形で今回の選挙期間、いろいろの政策を訴えをしている、これを消化し実行する

ζ とが.と bもな j己、さず市民の方々の今目的要望Kこたえる内容であるという意味Kなきまし

て.あいさつという意味での訓示を行つてな bます。そのことを議会でもまた御報告をして、

ζのよう左公約をしたということは、いろん左資料で御承知のとなりではどざいますが.その

ζ とVL_ あいさつの中でちょっと触れさせていただいたと、とういうことでどさ・います。

それで、報酬審議会は報告の第 1項Kあるわけでありますが、この 3月K新たKという形に

なるわけであ bますけれども、との都度、委嘱をするとと K左つてなDますので、その委嘱を

行って、伺か今後、諮問をする ζ とがどざいますという姿勢を打ち出したところでどざいます。

それから、 5月の 2 5日でどざいますが、これは、ここに、との田氏、つま D諮問をいたした、

そういう経過を報告をしたという ζ とであ b ます。御指摘のとな!?~今日の情勢の中で、特別
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職の報酬Kついて多少のアップの諮問をするということは、これは時極的Kはか左 b重要左と

とだと、とのように思います。また、関心の高まる ζ とだという ふう Kも思います。前氏、 5

6年 10月の時期比改定を して以来、ほほ 4年近 く、それらの措置を行つ てなりません。 それ

から、 ζれは議員の方からの要請、あるいは議会からの要請という公式7I:形は. もちろん、左

いわけでありますが、議長からは特氏、そういう要請がどざいましたとともあわせまして.そ

の必要を認め、そのような取b組みをしてなると中間報告をした、こういうととでとざいます。

それから.レッ ドラ ンスぜへの呼びかけKつきま して、いろいろ議論を拝聴いた しまして、 在

な今後も大事の上K も大事をとっていかなければ左ら左い、その よう Kは思つ てなるわけであ

bま して.市民レベルの外交といいま しょう か、友好関係、あわせて自治体レベノレということ

にも、私は意味左 しとは し左い、 むしろ、 だんだん親 しく左 るKつれて. そうい うことである

べきだと、 ζのよう K思いますから、片手落ちとか、何といいましょうか、手落ちのない、 あ

るいは一方氏偏ら左い形を踏み左がら.国民の、一番平和を求める日本人の立場、それから感

情を広く訴えてい きたい、ととういう ζ とにほか左ら左いつも Dでどざいますので、御理解を

な願いを して公きたいと思います。

4番自民なっしゃいました合流点Kなきましてのあぶらめんというんでしょうか、ととの場

所の利用Kつきま しては、 今後、十分、実現ができるよう氏、特VC.そういう下工作を地元で

していただいた、という ζ とである左らば、ななさら推進を してまいbたい、この ようK感じ

ましたので、そのよう Kな答えをいたしました。

以上でどさ合います。

0議長(高橋通夫君) 助役。

0助役(赤松行雄君) 南平高校関係でどざいます。ちょうど南平高校が日野氏設置 し

てい ζ うというと とに決ま りま したのは、ちょうど 1年前でどざいます。いろいろ左 曲折を経

左がら、第 7学区、 7 1グノレーブの中でも.八王子氏も土地を踏まえまして.いろいろ誘致が

あったわけですけれども.日野氏決定K左bました。それらの経過、その当時は議会の皆さん

の大変左誘致の御支援をいただきました。当時、議長でどざいました石坂議員さんK も大変な

御指導を得て、今日を得たわけでどさaいます。それ らのと とを忘れたわけじゃどざいませんけ

れども、どうも南平高校関係につきまして.いろいろ、次々と報告する上で、苦しいことが起

きるものでどざいますので、大変、失礼申 し上げてなるわけでどざいます。沿っ しゃるとな !J.
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今後は報告すべき 事項 とい うふ うK考えてなbますので‘そのよう 左配慮を してい きたい、 ζ

う思つてなるわけで どざいます。

その後Kつきま して も、南平用水のあ b方氏ついて も、いろいろ御支援をいた7ぞきま した。

本当 Kあbがとうどざいました。そうい うよう左感謝の気持ちを忘れてなるわけじゃどざいま

せん。今日.南平高校ができたという ととは‘議会の総力、その当時の議長さんの采配をあず

かつての.今日あるわけで どざいます。御礼を申 し上げるととも K失礼に当たった点、なわび

申し上げる次第でどざいますo 今後は、そのよう左配慮を してい きたい と思いますので、何分

K も今まで と変わらざる御支援をいただきたいと思います。

。議長 (高橋通夫君) 石坂勝雄君。

0 28番(石坂勝雄君) 非常氏、何というか、逆Kほめられると私も弱い方左んで、

恐縮するんですが、市長K報酬の ζ とに対 して、 要望というか、手伝願いを してい きたいと思 う

んです。

非常K厳 しい今の市民左 D、いろん在世の中というのは、見方を しているんです。私は.今

回、議事録K載るか らあえてきょう、 言 うんですが、 4年間も上げ左いでいれば、職員の方弘

いわゆる定期昇給だけだっ て左されていくんですから.当然.バランスがとD切れなく在る と

いう のは当然左んです。伺かの位置づけをきちっ とし左いといけ左いんでは左かろ うか、 そう

いう 点では報酬審議会の委員児、こうい うふう K幾らに して くださいとは言え左いです。いろ

ん左データをきちっと、恐らく 、担当の職員課長を指揮されて、 恐ら く総務部長が万遺漏左い

よう托されているんだと思うんですが、資料をいろん左角度からやっ て、 納得いくような形氏

報告 していただか左いと、いわゆるあえて決まれば、私は どん左批判を市民から受けて も甘ん

ずるものであbますが.いわゆる伺と い うか、正確な話が通じ左いで伺かを受けると いうとと

は、非常民我々も迷惑する し、 私なんか特Kいろん左形を持っているんで、それ左らというよ

う左逆が出てくるんで、それから議会も、あんま b自分の会派左 ク党派のスタ ンドプレーのな

いよう K と申 し上げてなきます。要望 してお、きます。

0議長(高橋通夫君) ほかK御質疑はあ Dませんか。左ければとれをもって行政報告

を終わbますD

次、 日程第 5，諸般の報告を行います。

会務報告Kついては、訟手元K配付 してあ bます報告書のとなりであ Dますので、事務局長
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の報告は省略いた します。

諸般の報告全般Kついての質疑K入 bます。

左ければこれをも って諸般の報告を終わ bます。

本日の日程は、すべて終わbま した。

本日は ζれ比て散会いた します。

午後 3時 10分散会
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説明のため会議に出席した者の職氏名
(議案上程)

市 長 森 田 喜美夫 君
日程第 3 議案第 31号 日野市市税条例の一部を改正する条例の専決処分の報告承認に

助 役 赤 松 行 雄 君 収 入 役 力日 藤 良B 君 ついて

企画財政部長 前 田 雅 夫 君 総 務部長 伊 牒 正 τEt 3 君 日程第 4 議案第 32号 昭和 59年度目野市一般会計補正予算 (第 5号)の専決処分の

市民部長 佐 藤 タ同ロ 春 君 生活環境部長 坂 本 金 雄 君 報告承認について

清掃部長 藤 浪 コ月金Z二 徳、 君 都市整備部長 結 城 邦 夫 君 日程第 5 議案第 33号 昭和 59年度日野市都市計画事業特別会計補正予算(第 4号)

建設部長 中 村 7宅主E・ 助 君 福祉部長 局 野 隆 君 の専決処分の報告承認、について

水道部長 氷 原 照 雄 君 病院事務長 大 貫 松 雄 君 日程第 6 議案第 34号 日野市表彰条例の一部を改正する条例の制定について

教 育 長 長 沢 一一 良E 君 教 育 次 長 山 哲 夫 君 日程第 7 議案第 35号 日野市職員定数条例の一部を改正する条例の制定について

日程第 8 議案第 36号 日野市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例α〉一部を改

会議に出席した議会事務職員の職氏名
正する条例の制定

局 長 孝ιよ三J 沢 代 =口と 君 次 長 ，馬 場 て.-J.了『 君 日程第 9 議案第 37号 日野市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について

書 記 田 中 正 美 君 書 記 土 方 留 春 君 日程第 10 議案第 38号 日野市立地区センター条例の一部を改正する条例の制定につい

書 記 谷 野 省 一 君 書 記 串 回 平 赤日 君 て

書 記 佐々木 茂 時 君
日程第 11 議案第 39号 日野市立学校設置条例の一部を改正する条例の制定について

日程第 12 議案第 40号 昭和 60年度日野市一般会計補正予算について(第 1号)

滋己委託先 住所 東京都立川市曙町一丁目 10の3
日程第 13 議案第 41号 昭和 60年度目野市下水道事業特別会計補正予算について(第

立川速記者養成所 所長 関根福次
l号)

速記者 石 井 幸子君
日程第 14 議案第 42号 昭和 60年度目野市立総合病院事業会計補正予算について(第

速記者 川久保友子君
1号)

日程第 15 議案第 43号 昭和 60年度目野市老人保健特別会計補正予算について(第 1

議事日程
号)

昭和 60年 6月 11日(火)
日程第 16 議案第 44号 市道路線の一部廃止について

午 前 10 時 開 議
日程第 17 議案第 45号 市道路線の認定について

日程第 18 議案第 46号 昭和 60年度日野市公共下水道事業(事業のー苦l業務)に関す

(請願審査報告) (厚生委員会 )
る事務委託契約について

日程第 1 請願第 59-20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
日程第 19 議案第 47号 大栗四号処理分区(6 0 -1 )工事請負契約の締結について

日程第 2 下水道対策特別委員会委員の欠員に伴う委員の選任について
日程第 20 議案第 48号 日野市一般職の職員の昭和 60年度 6月期における期末手当の

- 66-
- 67-



特例に関する条例の制定について 午後 1時 35分開議

(報告事項)

日程第 21 報告第 2号 昭和 59年度日野市繰越明許費繰越計算書の報告について

日程第 22 報告第 3号 昭和 60年度日野市土地開発公社事業計画の報告について

日程第 23 報告第 4号 交通事故 (日 野市神明一丁目 13番地市役所駐車場内の市の義

務に属する事故)の専決処分の報告について

0議長 (高橋通夫君) 本日の会議を開きます。

(請願上程 )

日程第 24 請願第 60-5号 老人医療定率負担の導入に関する陳情

日程第 25 請願第 60-6号 アフリカの飢餓救援に関する陳情

ただいまの出席議員28名であり ます。

これより、 請願第 59-20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

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 ) 厚生委員会に付託をされました、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につきまして、審査の経過、並びに

結果を御報告申し上げます。

本請願は 日野市旭が丘 5-10-14、新日本婦人の会日野支部長浜中勝子さんほか、 1，93 9 

名の方から提出をされ、昨年の 10月5日、 当委員会に付託されております。請願の趣旨は、働

く婦人がふえている中で、保育の充実を求める声は一層強くなっている。そこで、産休あけ保

育の実施と、低年齢児、つまりゼロ歳から 3歳までの入園が可能となるよう、定員増の対策を

講じていただき たい というものであります。

厚生委員会におきましては、 これまで 6回の委員会を開催し、担当音隈の資料に基づく説明

を受け、慎重に審査を進めてまいりました。ほとんどの委員が、請願の趣旨は良とするものの、

特に産休あけからの保育について、行政側の対応が可能なのか、とし 1う点に質疑が集中をいた

しました。質疑の要点をまとめて申し上げますと、安全性の問題、現場で働く保母など専門職

の対応の問題、施設の改良、改修の問題、他市の実施状況、医師の費用など、経費的な問題、

今後の保育行政プラ ンの問題等であります。

なお、日野市の現状を申し上げますと、ゼロ歳児については、昭和 49年以来6カ月経過時

から措置をしておりますけれども、現在園長会で措置開始時期の見直し作業を進めており 、職

員、施設、医師との関連、及び保育の安全面等を検討し、今年度中に結論を出す予定でありま

す。具体的には、 61年度からは措置時期を早める方向で努力をしていると伺いました。

また低年齢児保育の定員増につきま しては、すでに手ι立の 2保育園で実施ないしは計画中で

あるなど、民間では着実に進行中であり、公立についても私立と協力をする形で改築の際に対

応する、そういう方向である、ということであります。

本日の会議に付した事件

日程第 1から第 25まで

Q
U
 

C
U
 

- 69ー



これらの説明を踏まえ、意見を求めましたが、各委員とも採択には賛成であるが、理事者側

に対し、次のような強い意見が出されました。 一つ、 3歳までは子は親元で育てるというのが、

育児の大原則である、 このことを十分認識をした上で、実施を してほしし ¥0 二つ、ゼロ歳児保育

に伴う事故の例もあることなので、安全性を十分踏まえた対応をしてほしし、。必ずしも直ちに

産休あけ直後から措置をせよというものではな l¥。三つ、ゼ ロ歳児の月齢差の大きさや、申 し

込み時期のむずかしさなどがあり、すべてを大規模な公立の施設で措置するのではなくて、民

間の保育所にやってもらうとしづ方法も考えよ。 四つ、行財政改革の観点からゼ ロ歳児保育に

かかる経費の多さを考えれば、イ可から何まで行政でやるものでもなかろう 、実施はよいことだ

が、いろいろ手段を考えた上で行うべき である。このような意見が出されたわけであります。

これらを踏まえて採決に入りましたが、全員一致、本請願は採択すべきものと決した次第であ

ります。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。

0議長(高橋通夫君) これより質疑に入ります。なければこれをもって質疑を終結い

たします。

本件について御意見があれば承ります。なければこれをもって意見を終結いたします。

これより本件について採決いたします。本件に対する委員長報告は採択であります。本件は

委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか口

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。よって請願第 59ー 20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 2、下水道対策特別委員会委員の欠員に伴う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、i>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、直ちに採決いたします。

本件は原案のとおりに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、下水道対策特別委員会委員の欠員に伴う委員の選任の件は、原案のとおり選任する
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こと に決しました。

お諮りいたします。この際、 日程の順序を変更 し、日程第 20を先議いたしたいと思います。

これに御異議ありませんか。

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。よって日程第 20を先議すること

に決しました。

これより、議案第 48号、日野市一般職の職員の昭和 60年度 6月期における期末手当の特

例に関する条例の制定の件を議題といたします。

理事者から提案理由の説明を求めます。 市長。

(市長登壇〕

O市長(森田喜美男君) 議案第 48号、日野市一般職の職員の昭和 60年度 6月期に

おける期末手当の特例に関する条例の制定について、提案の理由を申し上げます。

本議案は日野市一般職の職員の給与に関する条例第 16条に定める期末手当 100分の 140 

を、昭和60年度 6月期に限り、 100分の 14 1. 5とする特例条例であり ます。

この支給率につきましては、職員組合と交渉の結果、 6月 7日、妥結したものであり ます。

詳細につきましては、担当部長に説明いたさせますので、よろしく御審議のほどお願いいた

します。

0議長 (高橋通夫君) 関係部長から詳細説明を求めます。総務部長。

。総務部長(伊藤正吉君) 総務部長でございます。議案の取り扱いにつきまして、

特段の御配慮、いただきました。ありがとうございました。

それではただいまから、日野市一般職の職員の昭和 60年度 6月期における期末手当の特例

に関する条例の内容を御説明申し上げたいと思います。

まず第 1条、趣旨でございますが、これにつきましては 60年 6月 1日現在に在職する職員

と、こういうことでございます。それから期末手当に関する特例第 2条でございますけれども、

これにつきましては、 2条の後段から 4行目ですが、 100分の 141. 5を乗じた額とする、こ

ついつことでございます。これは本条例につきましては、 100分の 14 0と、こういうこと

で、条例をですね、 100分の1.5上回るわけでございます。そういう意味合いにおきまして、

この特例に関する条例をお願いするものでございます。
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それから付則につきましては、時限条例でございまして、 60年 6月30日限り効力を失う

と、こういうことでございます。それから付則の 2でございますが、この条例は市長等の給与

に関する条例、あるいは教育委員会の教育長の給与に関する条例は、この特例条例は適用しな

いと、こういうことでございますので、もとの条例にございますように 100分の 14 0と、

こういうことと動勉を含みまして 100分の 200と、こういう内容になろうかと思います。

それから御参考までに、ことしの平均支給額を申し上げますと、率にしまして前年より

0.0 6 5カ月減っております。金額につきましては、 4，55 9円、端数まで入れますけれども、

これだけ前年より上回っていると、こういうことで平均支給額は 52万 2，54 4円となります。

以上よろしく御審議をいただきたいと思います。

0議長 (高橋通夫君) これより質疑に入ります。古賀俊昭君。

018番 (古賀俊昭君 ) 何点か質問をいたします。今回の 60年度 6月期期末勤勉手

当の今回妥結を見たということで、条例の特例が今回提案されたわけでありますが、今回も労

使聞の交渉の過程でス トライキ等がまた行われたようであります。この期末動勉手当の妥結に

至るまでの交渉の経過をここで教えていただきたいと思います。

また、今、平均支給額 50数万ということが出ましたが、 1つ例をとって教えていただきた

いと思いますが、いわゆる一般職 4等級の方の最高の方の志給額はお幾らなのか。金額につい

ては、その1点だけで結構でございますので、御答弁をお願いいたします。

また市長にお尋ねをいたしますが、今回の提案をされております妥結額、見てみますと、三

多摩の 26市、日野市を除きまして、 2.01カ月ですべて決着を見ております。日野市のみが

プラス 0.00 5カ月、ここでオーバーをしている、上回っている状況があるわけです。この点

について市長は、この妥結の額が市民の理解または支持を得られるものと考えておられるかど

うか、 市長に対してこの点お尋ねをいたします。以上です。

O議長(高橋通夫君 ) 関係理事者の答弁を求めます。総務部長。

0総務部長 (伊藤正吉君 ) 総務部長でございます。交渉の経過についての御質問で

ございます。まず、 5月 22日に 2.5カ月という統一要求が市側に出されました。それ以降、

交渉を重ねたわけでございます。その結果、平行線と、こういう形で 28日に窓口の拒否と、

こういうこと、それから 30日と 31日につきましては、座わり込みと、こういうことで、 2

割の動員でございますが、こういうことで座わり込みました。それから 6月 3日に 2.0カ月を
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回答 した。それを不満としまして 4日の日には 1時間スト をやった。それからさらに 5日の深

夜、明け方に渡 りました交渉の結果、6日でございますけれど も2.01 5カ月 を回答して、 こ

れにつきま しては、組合側もこれを了としまして、妥結につぎつけた、こういう交渉経過でご

ざし 1ます。

それから 4等級の最高給の額ということの示しということでございますけれども、ちょっと

今、手元にございませんので、後ほど、資料でお答えしたいと思いますけれども、御了解いた

だきたいと思い ます。

0議長 (高橋通夫君 ) 市長。

0市長(森田喜美男君) 質問についてお答えをいたします。今回の期末勤勉手当が、

多摩 26市、つまり他市に比較して日野市のみ、 0.00 5突出をいたしておる。 この理由につ

きましては、御承知のとおり 4月以降、職員の定期昇給6カ月延伸ということを、合意の上で

実施をしつつあるところであります。 これは自治省、園、 当局の、市民会館の建造費に伴いま

す起債計画に対しまして、高給与と、給与に基づく高給与団体ということで、指導を受け、起

債の制限をされており ましたところ、職員組合と の、先ほど言いました合意によりまして、定

期昇給の延伸という非常措置を行い、国の理解を得て、起債制限を回避する結果となりまし7こ。

このことは、私ども の市といたしましては、 全国と言いましょうか、多摩各地に先がけてとっ

た特別の措置でありまして、そのことがまた評価もされた、というふうに承知をいたしており

ます。したがいまして、このことは市民に御理解がいただけるに違いない、とこのように考え

ておるところでございます。

0議長(高橋通夫君) 古賀俊昭君。

018番(古賀俊昭君 ) ここは議案を審議する場ですので、一応提案をされるからに

は、ある程度、資料も担当部長さんは用意しておるのではなし 1かと思っておりましたが、例え

ば 1等級、 2等級、 3等級、 4等級、等級によって最高、最低の数値ぐらいは、やはり本会議

で問われればお答えをしていただくのが至当ではなし 1かと思います。私は本会議の場で、ここ

で質問をいたしておりますので、職員課の方からここまで担当の方いらっしゃっても、そう時

間かからないと思いますので、一応、私が質問をいたしました 2番目の質問について、回答を

お願いしておきたいと思います。

それから再質問の形で質問をいたします。組合との交渉の経過、 5月の22日に統一の要求
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が 2.5 カ月で出さ才~ 6月の 7日妥結にいたるまでの大まかな経過はわかりました。労使間に

おいて、一定のノレールの中で、期末勤勉手当の額の交渉というものが行われることは、これは

もちろん結構なことでありますが、その過程に、再三指摘をしておりますが、やはり違法なス

トライキというものが打たれているという現状は、我々見過すことはできないと思います。少

なくともルールを確立した中でこう した問題は労使間において話し合いが行われるべきであり

ますので、こうした事態は今後回避をしていただきたいと思いますが、 6月の 6日については、

2時間のストライキが予定をされていたということですが、 6日はどうであったのか今、 6月

の 6日については何もおっしゃらなかったのですが、 たとえば報告集会等があったのかなかっ

たのか、妥結直前のいわゆる前日でありますので、ちょっとその点をお尋ねをいたします。

また職場放棄以外にステッカ一、庁舎内に張られて おります違法なピラがまた急速にふえて

おりました。それから職員の方が着用 しておられた腕章、そういったものについては今、 言及

がなかったわけですが、こうした戦術もいわゆる争議行為の中に含まれておりますので、その

点の御報告もお願いをいたします。

それから市長は今、市民の納得が得られるものだというふうに今答弁がありました。市民の

サイドから私どもこれを見まして率直に、市民の感覚に合ったものだとはなかなか言えない状

況にあるのではなかろっかと思います。先般 6カ月の定期昇給の延伸が決まりましたときに、

市長は市長選挙後において、この 6カ月昇給延伸に伴う実損については、修復を行っていくと

いうことで、組合との聞に約束がなされていた。 60年度の当初予算には 6カ月昇給延伸の内

容は予算書の中には含まれておりませんでした。今後、徐々に修復措置をとっていくというお

考えであるならば、結局、 6カ月間の昇給延伸ということが全く意味をなさなくなるのではな

いかと思います。こういった市長の態度というものを、私たち後の意見の場で申し上げてもい

いんですが、市長のお考えと市民の感覚、意向というものはかなり隔たりがあるのではなt¥か

と思いますが、今後とも、また 12月には同じように手当の支給が、期末手当等の支給が行わ

れるわけです。引き続き、この修復措置をおとりになっていくのかどうか、市長にもう一度お

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。

最後の 1点を除きまして、総務部長の答弁に補足してまいりた

いと思いますし、議員さんからの再質問の中で本会議でのデータの要求、当然かと思います。
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それでまず申し上げるわけでございますけれども、 1等級部長のこれはお医者さんを除きます。

( I 4等級の最高級だけで結構です」と呼ぶ者あり)4等級、あるいは 5等級としヴ、区分け

をしておりませんので、先ほどそう申し上げたわけなんですけれども、係長は 3等級でござい

ますけれども、 4等級、 5等級、これについての最高というのが 83万 6，19 9円、最低が

2 3万7，69 3円、このような状況でございます。これでよろしいでしょうか。

それから 2点目としまして、 6月6日でございます。 6月6日は夜が明けまして 8時ですか、

各市報告しましたような形で、 2.01という形で大方が収拾という段階を迎えました。日野市

におきましでも 2.01 5という回答をしまして、収束というか、職場委員会にかけて妥決する

ということですので、執行委員会の責任でス卜を回避し 29分の集会という形で報告がなされ

たと、これが6日の日の朝の 2時間ストを回避したところの状況でございます。

それから ピラ も、多少市長とそれから助役室の前に張られました。そういうふうな状況。そ

れから鉢巻だとか、腕章だとか、それから安全ヒ。ンで止めるものだとか、いろんな示威行為が

ございました。これはいつものとおりでございます。それらも解釈によりまして、違法ス卜の

一環、あるいは示威行為の一環というふうな関連等もあるわけでございます。これら全体につ

いて市長会の中でも 3日の夜の市長会の中でも、個々の市の中で改めるというのは非常に現況

として難しいという経過をたどってきているという中で 26市、やはり軌をーにしてというふ

うな話等もございましTらそれが一方の現実的な対応でございます。我々としても、 26市の

軌をーにした対応ということも一つの範例というか、実例的な形で、必要ではなかろうかと思

います。

一方、やはりいつも申し上げるわけでございますけれども、人勧等の値切りというふうな環

境の中で、いろんな労使関係が非常にギクシャクするというような状況の中からかもされる問

題もございますので、これらも考えて t¥かなきゃならないんじゃなし 1かと、やたらに処罰する、

処介をする、対決をするというふうなことでまし 1るとし 1うことについては、労簡謁併、d司滑化とはほど遠い

結果が生まれるんじゃないだろうか、という反面の考え方もあるわけでございます。両方の考

えを断つというよりは、円滑な労使関係を築いていくんだという考えが、日野市の場合には、

よそよりも現在のところそういう反省が強いわけでございます。 6カ月延伸という大変な試練

を経た結果として、そういうものを学んだわけでございます。なるべく違法スト、あるいはピ

ラ、ステッカーいろんな問題を減らしてし 1く、やらないでいくようにする、という努力を組合
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との話し合いの中で積み重ねたいと、こう思っておるわけでございます。

O議長 (高橋通夫君) 市長。

0市長 (森田喜美男君 ) この昇給延伸措置とし 1う、市の財政運用の大きな背景がある

とは言え、異例な措置をとり、しかもそれを、少なくも職員にも合意を得たということは、こ

れは広く 市民の方にも街理解がいただけたと思っております。 そして特別の約束と いうことは

ありませんが、今後長期にわたって、この是正、給与の是正措置ないしは、合理化等も当然、

今後自主的な立場で、行ってまいるつもりでありますし、それに合わせて、先ほどもちょっと言

いましたよう に少数精鋭また、適正給与という ことは、私は妥当なことだ というふう に思って

おりますので、 市民の御理解も得られる、とこのように判断をいたしておるところでございま

す。

0議長(高橋通夫君 ) 古賀俊昭君。

018番(古賀俊昭君) ちょっと今の市長がお答になったことは最初の私の質問に対

する回答ということで、再質問は、こうした他市を上回る妥結という 今回 のようなやり方を今

後もたとえば次の 12月の期末手当等の交渉の際にも、このような、今回のような方法をおと

りになるのかどうかという、今後の市長の考え方をお聞きしたわけですので、いわゆる修復措

置というのは、今後引き続き、何カ月、何年になるかわかりませんが、こうしたポーナスの支

給時期に合わせてとってし 1くお考えなのかどっか、今後に臨む考え方をお尋ねしましたので、

その点の御回答をお願いいたします。

それからいろいろな背景はあるにしろ、やはり私再三申し上げておりますように、一つのル

ール というものがあって、きちんと法律でも決められている交渉事項ということもあります。

その決まりにのっとった市民に迷惑をかけないス トライキ等の戦術をとらなくても、円滑な交

渉が行われ、そして双方がそれに基づく積み上げた話し合いの中で結論が導かれるように、引

き続き努力をお願いしておきたいと思います。やはりその都度申し上げて おきませんと、すぐ

にまたもとのもくあみということになっても議会の責任ということもまた出てこょうかと，思い

ますので、指摘をしておきます。

それから市長にお答えいただく前に、もう一つ参考のために私、聞いておきますが、6月の

4日に労使間の交渉が行われているときに、午前 2時ごろということですから未明ですが、ち

ょうどこのときは市長は郷里の方にお帰りになっていたということで、組合の方から助役に対
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して、市長の意向を確認してもらいたいということで申し出があ りましたと きに、助役は電話

番号がわからないので市長に連絡がつかない、こうお答えになったそうです。少なくとも、こ

れ、私、見ましたときに非常に不思議な気がいたしました。市長が数日間、こうした交渉を助

役に任せて郷里にお帰りになっている、よんどころない用事であろうと思いますので、それは

いいと思いますが、その市長に対して、留守を預かる助役さんが、電話番号もわからないとい

うのは、私はちょっと理解できないんですが、 いつもこうした、もし市長がいらっしゃらない

場合、どこに行ってらっしゃるか、 何か急用があった場合にはどうするかというようなことは、

まったく 日野市では市役所の中ではお考えになっていないのかどうか、その点、ちょっと奇異

な感じがいたしましたので、 御回答を合わせてお願いいたします。

0議長(高橋通夫君)

0市長(森 田喜美男君 )

市長。

質問の順序によってお答えをいたします。

今後、こういう措置をつなげていくかとしづ御質問だと思いますが、これは特に今回のこと

でございまして、今後にどうするということはまだ決定をもっておりません。またそういう予

約もございません。

それから、私、この 6月1日から 4日まで仏事に伴う郷里の家の所用のために私事旅行をい

たしました。その不在中は助役にもちろん企権を委任するということも確実に申し渡しておき

ました。 それから連絡事項は、これはもちろん可能であり ますし、それを不明にして旅立つよ

うなことはもちろんございません。それはひとつの、その場における一応の判断だというふう

に思っております。長は常に責任の逃れる場所はないわけでありまして、そのことはひとつ御

理解をしておいていただきたいと思います。

0議長(高橋通夫君) 古賀俊昭君。

018番 (古賀俊昭君) 助役がそうおっしゃったというので、留守を預かつておられ

る責任者の方が、電話番号がわからないので市長に連絡がつかないと、こう発言をされたとい

つことが出てるんですね。ずいぶん、本当に何か急用があったときに市長と連絡がとれない、

ということでいいのかと思いましたので、ちょ っと参考のためにお聞きをいたしました。

今回の他市を上回る上乗せの件について、いわゆる修復については、今後はまだ白紙だとい

う御回答ですが、市長のお考えでは、回復と修復は違うと いうようなことを、組合と の交渉の

中でおっしゃったというようなことも聞いておりますが、修復すべき金額、額というのは一体
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幾らなのか、どの程度の額を、修復すべき額だとお考えになっているのか、今回で済んだとい

うことでもなさそうですし、しかし今後のことはわからないともおっしゃっておられる。今回

の6カ月定期昇給の延伸によって、職員の方が受けた実損については、選挙後、修復をしてい

きたいという市長の意向は、すでに今まで議会でも明らかになっておりますし、私どもも指摘

をいたしております。であるならば、すでに実施をされている今回の 6カ月の昇給延伸に伴う、

いわゆる修復しなければならない額というのは、それぞれ事情もありますので平均をすれば職

員の方お 1人当たりどのくらいだというお考えをもっていらっしゃるか、その点を教えていた

t:きfこい口

0議長(高橋通夫君) 市長。

0市長(森田喜美男君) そうしづ措置は多分に精神的なものでありまして、信頼関係

を樹立するには努力目標ということはなければならないと、こう思っております。相対的な関

係にあるわけでありまして、つまり是正措置でありますとか、その他の措置を十分、襟を正し

て行いながら、一方はまた優遇措置もなければならないということが、私の申し上げる修復と

いう意味であります。額をどうこうということは、相対的な中で判断をすべきものだと思って

おります。

0議長(高橋通夫君) 古賀俊昭君。

018番(古賀俊昭君) いずれにしましても、日野市民の関心というのは、今行政改

革という大きなうねりの中で、こうした給与、また退職金等を含めた問題にも強い関心が注が

れているわけです。市民の理解、納得というものが得られるような対応をお願いをして質問を

終わります。

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 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7こ。

本件について御意見があれば承ります。古谷太郎君。
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06番(古谷太郎君) 反対の立場から意見を申し上げておきます。これはもう毎回、

申し上げてる。 3年半ばかり 申し上げてるんですが、いわゆる給与制度が不当である、条例が

不当にできている。いわゆる職務の責任、職務内容その他について、あるいはまたその仕事の

重要度等について、全く考慮されてない条例となっているからであります。このような条例を

直しなさい。それが地方公務員法の精神であり、地方自治法の精神にあるのでありますから、

直さなきゃならなt¥。しかし、やはり選挙等も控えた関係があるかもしれません。いろいろの

立場を考えられたのでしょう。直さない。今、直そうという提案をしていない市は、 26市の

中で日野と町田だけであります。町田も直そうとしております。いわゆる法律にのっとり給与

条例をつくりかえたt¥。それを全くしないできた今日の結果が、いわゆる昇給延伸という非常

に安易な方法であります。この結果、被害をこうむるのは重要な職務にあり、過激な職務にあ

る係長、課長、部長の諸君であります。柳下君も、先日なぶり殺されたような状態になりまし

むこのような、それはその職務が重要にもかかわらず、それに対する対応がされていなかっ

たことに起因するからであります。今回の提案は、そのような配慮が全くなされていない。

第 2点として、全国 651の市の中で、管理職手当を、期末手当の中に加算しない市は、わ

ずかに 50であります。今日、そのような状況の市というのは非常に少なくなっている。しか

し26市の中のほとんどは、三多摩の市は給与条例の改正を行おうという努力を、今、積み重

ねております。日野市は給与条例の改正を行おうという努力は全くしていない。このような中

で、この不合理を解決するために、三多摩 26市の中で最も高い期末手当を支給しようとして

いるのであります。矛盾だらけのことを、ある特定の利益の中で、これを実施しようとしてい

る。このような ことは、人間的にも、また公務員の生活の上からも、さらにまた今後市民に対

する公務員のサービスの上からも、好ましくないことは当然であります。係長、課長、部長、

その他、むずかしい技術にかかわっている方々に対応しないで、単なる、いかなる人も、いか

なる怠慢な状態にあろうと、仕事がやさしい状態であろうと、全く同じにしているような中で

給与、ボーナスが支給される。ですから、係長より以上の人は、新聞に 2カ月と出ている。家

庭に持って帰ったら、 「お父さん、これ 2カ月入っておりません。ピンハネしたでしょう。J

と言われるのは当然であります。ですから部課長は、恐らく女房や子供に説明するのに大変で

しょう。こういう訳で、俺の場合には先月の1.5しか入ってないんだと、このような郊合の仕

方は士気にも影響し、市民サービスにも大きくマイナスすることを懸念するとき賛成できませ
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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

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 48号、日野市一般職の職

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

を説明させていただきたいと存じます。

まず、 16、 1 7ページをお開きいただきたいと存じます。第 30条でございますけれども、

これは市民税の均等割の税率を年額 1，50 0円を 2，00 0円に、 500円アップするもので ご

ざいます。これは 55年度以降、据え置きとな っていたもので、見直しが行われたものでござ

し1ます。

んO 以上、意見だけ申し上げておきます。

員の昭和 60年度 6月期における期末手当の特例に関する条例の制定の件は、原案のとおり可

決されました。

これより議案第 31号、日野市市税条例の一部を改正する条例の専決処分の報告承認の件を

議題といたします。

理事者から提案理由の説明を求めます。 市長。

〔市長登壇〕

O市長(森田喜美男君) 議案第 31号、日野市市税条例の一部を改正する条例の専決

処分の報告承認について、提案の理由を申し上げます。

本議案は、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、地方自治法第

1 7 9条第 1項の規定に基づき、昭和 60年 3月 30日付けで専決処分したものであります。

詳細につきましては、担当部長に説明いたさせますので、よろし く御承認のほどお願いいた

します。

0議長(高橋通夫君) 関係部長から詳細説明を求めます。市民部長。

O市民部長(佐藤智春君) 市民部長でござし 1ます。

それでは議案第 31号、日野市市税条例の一部改正する条例につきまして説明をさせていた

だきます。御承知のとおり、 3月末の国会で地方税法の一部を改正をする法律が可決されまし

た。 30日に交付をされました。市税条例につきましては、従来から、各市とも共通の条例準

則によりまして改正を行っているもので、この度も東京都から条例準則が示されましたので、

その準則に従って条文の整備をさせていただいたというものでございます。

改正の内容につきましては、去る 3月の定例市議会におきまして、資料によりまして改正の

内容を御説明をいたしたところでございますけれども、新旧対照表によりまして、主な改正点

次に28、 29ページの下段の 66条第 3項の改正は、従来固定資産税、都市計画税の免税

額が 400円以下の場合は 4期に分けず、 1期のみで徴収をしていたものを、今回の改正で、

これを 2，40 0円とするという ものでございます。

次に 30、31ペークをお願いいたします。第 81条の軽自害J車税の税率の改正でございま

す。 30ページ下段の三輪以上で、 0.02リットル、いわゆる 20 c c以上 50 c c以下のノミ

イク、いわゆるミニカーでございますけれども、これの普及を見込んでの改正で年額 2，50 0 

円に引き上げら れましfこ。前の基準では 1，00 0円でございました。

次に 34、 35ページ下段の付則第 12条でございますけれども、これは御承知のとおり、

本年度は固定資産の評価替えが行われましたが、前回 57年度から 59年度まで適用されまし

た負担調整率を、引き続き 60年から62年まで適用するもので、第 12条は宅地、次のペー

ジの第 13条は農地の負担調整率でございます。

次に 60、 61ページをお開きいただきたいと存じます。 60、 61ペークでございます。

第 20条と、次の 62、 6 3ペークの 21条につきましては、都市計画税にかかわる宅地及び

農地の負担調整率でございまして、これは前の固定資産税と全く同 じ適用 となっております。

以上が大きな改正点でございます。こ のほかには文言の整理の条項も合わせまして、改正をさ

せていただいたというものでございます。

簡単でございますが専決処分をいたしました内容の報告をさせていただきました。よろ しく

お願いを申し上げます。

。議長 (高橋通夫君) これより質疑に入ります。なければこれをもって質疑を終結い

たします。

お諮りいたします。ただいま議題となっております本件については、委員会付託を省略いた

したいと思いますが、これに御異議ありませんか。

C i異議なし」と呼ぶ者あり〕

ハU0
0
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0議長(高橋通夫君) 御異議ないものと認めます。よって本件については、委員会付

託を省略することに決定いたしました。

本件について御意見があれば承ります。 なければこれをもって意見を終結いたします。

これより本件について採決いたします。本件は原案のとおり決するに御異議ありませんか。

C r異議なし」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 31号、日野市市

税条例の一部を改正する条例の専決処分の報告承認の件は原案のと おり承認されました。

これより議案第 32号、昭和 59年度目野市一般会計補正予算(第 5号)の専決処分の報告

承認の件を議題といたします。

理事者から提案理由の説明を求めます。市長。

〔市長登壇〕

O市長(森田喜美男君) 議案第32号、昭和 59年度日野市一般会計補正予算(第 5

号)の専決処分の報告承認について提案の理由を申し上げます。

本議案は、昭和 59年度日野市一般会計補正予算第 5号で、地方自治法第 179条第 1項の

規定に基づき、 昭和 60年 3月 30日付けで専決処分したも のであります。

補正額は、歳入歳出それぞれ1億 5，100万 1，000円を追加し、歳入歳出予算の総額を 319

億 3，26 0万円 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 御承認のほどお願いいたし

ます。

0議長(高橋通夫君) 関係部長から詳細説明を求めます。企画財政部長。

0企画財政部長 (前田雅夫君) 御説明申し上げます。議案第 32号、昭和 59年度

日野市一般会計補正予算(第 5号 )につきまして御説明を申し上げます。

まず第 1条でございますけれども、 1億 5，10 0万 1，00 0円を追加し1たしまして、歳入歳

出予算の総額319億 3，26 0万円といたします。さらに歳入歳出予算の補正の款項の区分及

び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、第1表、歳入歳出予算補正によ

ります。後ほど詳細を説明いたします。

第 2条につきましては起債の補正でございます。内容につきましては、第 2表のとおりでご

ざいます。
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それでは9ページの歳入から御説明を申し上げます。この補正予算の特徴を申し上げますと、

伊降、 年度末におきまして譲与税あるいは交付金、 交付税、園、都の補助金等の決定に伴う歳

入並びに関係する歳出の専決処分をさせていただいてるものでございます。まず、 9ページで

ございますけれども、歳入の道路譲与税でございます。これは税額の決定に伴う補正でござい

ます。当初より 120万7，000円の滅でございます。

次の 10， 1 1ペークでございますが、自動車重量譲与税でございます。これは道路譲与税

と同じ く決定に伴うもので 1，15 2万 8，00 0円の増の補正でございます。

次の 12、 1 3ページの自動車取得税交付金でございますけれども、これも前段と同様、交

付決定に伴う補正でございます。

次が 14、 1 5ページの地方交付税でございます。説明欄にもございますように、特別地方

交付税で ございますが、補正前はし000円課目存置をしておきましたが、決定がここにござ

いますように、 2，80 2万円でございます。この補正をいたすものでございます。

次の 16、 1 7ペークについては記載のとおりでございます。

次が 18、 1 9ページの国庫支出金でございますが、これは節及び説明欄に書いてございま

すよう に、民生福祉関係の、国の負担金でございます。予算に比較しまして、実績が少なかっ

たものでございますので、それに伴いまして国の負担金が減ったものでございます。詳細につ

きましては、説明欄のとおり でございます。

次が少し飛ばしまして、 26、 27ページで ございます。都の支出金でございますが、これ

も国の支出金と同様、市の実績が下回ったために、都の負担金及。精助金が減額されたも ので

ございます。 内容的には説明欄にございますとおり、身体障害者でありますとか、老人保護措

置費等でございます。

次が 28、 29ベータでございます。都支出金のうちの総務費都補助金でございます。 ここ

で特に申し上げますのは、市町村調整交付金でございます。これは総額で 4億4，223万4，000

円ということでございます。大きなものを申し上げますと、常備消防の市負担の補てん、都パ

スの負担、そういったものが主なものでございます。その次の振興交付金でございますけれど

も、これは一般財源の補完ということで 1億 390万 1，00 0円の増ということでございます。

次がこの民生費の都の補助金でございますけれども、これも先ほど申し上げました。園都の負

担金と同じ理由でございます。
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次の 30、 31ページでございますけれども、説明欄の3行目でございますけれども、心身

障害者通所訓練事業、手をつなぐ親の会、これが補正をいたしまして、今回減額をしているわ

けでございますけれども、これは当初、市を通じて補助ということを考えていたわけでござい

ますけれども、この補助金につきましては、都の連合会に一括、都から直接補助をいたしまし

て、その連合会からこの団体に補助するということで、都の補助分をここで減額をしたわけで

ございます。この補助金につきましては、都の補助金の 2分の 1を市費でさらに上乗せをして

おります。これは支出の中で当然支出をしているというわけでございます。

次が 34、 35ページでございます。中段の 4、農業費都補助金でございますが、農業施設

災害復旧事業でございます。 3，69 1万 2，00 0円の補助金の増の補正でございますけれども、

これは 57年、 58年にかけまして平山用水の頭首口あるいは水路、日野用水の頭首口の、災

害復旧工事にかかる補助金でございます。

次が40、 41ペーグでございます。寄附金でございますが、公共公益施設費ということで

5，9 3 3万4，00 0円の増の補正でございます。これは開発行為に伴う寄附金でございます。

個人が 2件、法人が 1件にかかるものでございます。

次が 4 2、4 3ページでございます。市債でございますが、説明欄にもございますように仲

田小学校屋内運動場新築にかかる起債の滅でございます。これは起債対象の事業費が当初見込

んでいたより少なくなりまして、当然のことながら、起債の金額が 130万円減少したという

ものでございます。

次が歳出でございます。 44、 45ページでございます。 6自の財産管理費でございますが、

積立金で 5億 3，82 4万 7，00 0円の計上でございますが、これは説明欄にございますように、

公共施設建設基金、財政調整基金、並びに環境緑化基金に積み立てをするものでございます。

次が 46， 4 7ページでございます。民生費の社会宇部止費、身体障害者福祉費でございます。

失礼しました。民生費 1本で御説明申し上げます。民生費で 2億 692万 1，00 0円の滅にな

るわけでございますけれども、これは歳入の中で国都の支出金で申し上げましたように、 実績

が下回ったため、その歳出の方も減額をするものでございます。

次が 54、 55ページでございます。土木費、都市計画費、区画整理費でございます。これ

は説明欄にもございますように2億 1，128万 3，00 0円の繰り出しの滅でございますけれど

も、これは次の議案の中で、都市計画会計の中で御説明申し上げましたけれども、当初予定し
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ていたより、国都補助金が増額いたしました。そのために一般会計からの繰り出しをやめたも

のでございます。歳入歳出につきましては以上でございます。

次に4ページ第 2表、地方債の補正でございます。これは歳入の中で一部触れたわけでござ

いますけれども、起債の目的にもございますように、仲田小学校屋内運動場新築事業というこ

とで、起債対象事業費が減少したために、起債額が減少したものでございます。決定額に整合

させる補正でございます。以上でございます。

0議長(高橋通夫君) これより質疑に入ります。古谷太郎君。

06番(古谷太郎君) まず、本質的な問題として、市長にお聞きしたい。私はかつて、

平山台区画整理の、市長のいや森田喜美男君の土地の問題について、市長に説明を求めた。そ

うしましたらば、 あれは 日野市がやってるんじゃなくて、平山台区画整理事業としてやってる。

だから市長の直接的な問題ではないというふうなお話がありました。しかしきょうのこの

補正予算を拝見するとき、あなたは都市計画事業に対する、先ほど部長は国庫補助金と言いま

した。それは国庫補助金はし200万円です。国庫負担金です、これは。いわゆる保留地を国

へ売り渡すお金であります。 1・3・1道路のための費用、国庫負担金です、これは。補助金は

わずかですが、これを一般会計に繰り入れてる。市長と全く関係のない、直接的な関係のない

区画整理事業、金が余ったから国の補助金がふえた、国 の保留地処分負担金がふえたから一般

会計へ繰り込んで、自分のポッポへ入れてし まう。 これは、旭が丘におけるあなたの土地の処

分の問題と逆に行っているわけであります。区画整理事業に出されているお金は、この補助金

というのは2・2・11号線、すなわちモノレールをつくるための道路の補助金、それから 2・2

・2号線です。これは高幡橋から日野橋へ抜ける新しい都道の都市計画道路であります。この

一つのために、国は 1，200万の補助金を区画整理事業を行っている万願寺区画整理事業に補

助金として入れてます。 1，20 0万円。 もう一つ入ってるのはこの保留地処介金です。 一種の。

国道 1・3・1路線への補助金を、いわゆる買収金をふやしてまいりまして、2億 9，00 0万円

にしているわけです。これらは当然、万願寺区画整理の繰越金として温存すべき性格のもので

はなかろうかと思う。そこで私が今、市長にお聞きするのは、かつて平山台区画整理事業にお

いては、 「あの事業は市長の直接的なものじゃなしリ、と言われたあなたが、万願寺区画整理事

業においては、そこへもたらされた 2億近いお金を、こ れをなぜ自分の一般会計へ振り込んで

しまったのか、専決で振り込んでるからもうどうにもならなL、。こういうことが許されていい
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0議長(高橋通夫君)

06番(古谷太郎君)

古谷太郎君。

そういうへ理屈は通用しないんです。我々、万願寺区画整理組

には全く関係のないことです。この資金計画に基づいて事業が行われる。だからあなた方は区

画整理に賛成してくださいと言って、賛成していただいたわけです。もし今のような考えなら

ば、市が出したお金を取り戻すんです、余れば。余ってるんじゃないんです。事業は翌年度、翌々年度

で回ってし 1くわけです。そうでしょ。今、 2・2・2号線ができてますか。 2・2・11号線がで

きてますか。もう補助金は相当来てます。管理者負担金は、 1・3・1号線はどの辺まで国へ移

管されてるか。そうじゃないんです。この計画に基づいて、昭和 56年 1月 17日から 60年

3月 31日、それでつくるという約束したから、万願寺の諸君は、賛成したんです。もしこの

ように予算が余ったからと言って、一般会計へ振り戻してしまう、そういうことを繰り返すな

らば、森田喜美男君がもらったように、何百万という清算金は、権利者の懐に入らないのであ

ります。なぜなら最後の清算が、これとは全く違ってしまうからです。国から来たお金 800

万円、都から補助金 400万、合わせてし200万、そのほかに国の管理者負担金、 1・3・1

道路の負担金、土地の代金、これをなぜ、一般会計に戻したか。事業の性格が違うんです。だ

から、私は日野市長は、森田喜美男君から土地を返していただいたらし 1かがですかと、言った

わけです。性格が違うからです。しかし、組合長にあたる人は市長なんです、この場合には。

市が行っている区画整理。そうしていきますと、恐らく万願寺区画整理の組合員の人々は、 最

後の清算金がないんですから、毎年、毎年この調子で残金を繰り入れる、まだ市は 18億円、

出してなし 1。だが、本来の会計のあり方は繰越金にすべきなんです。都市計画事業、区画整理

事業の繰越金です、これは。にすべき性格のもので繰入金というのは、市長の自分の一一今

度その金を何に使おうがいいんですから、一般会計へ繰り入れてしまう。そういうやり方はお

かしいと思う。しかし、これからそういう方針でやるんだということになれば、これは 18 0 

度の転換どころじゃなl¥0 2 7 0度ぐらいの転換をしている。正面向いている人がお尻をむけ

るのなら、まだ 180度です。だけどその考え方が私はおかしいと思う 、だから。前は市長は

平山台区画整理のやってることは、市長とは直接関係ないんだと、そりゃ、市長とは直接関係

ないという面がある、若干あるのです。だけど、管理者は日野市長なんです。今度の場合も日

野市長が管理者なんです。同じなんです。万願寺区画整理も、平山台区画整理も。金の取り扱

いが逆になっている。いまだかつて我々はこのような取り扱いを区画整理事業と一般会計の中

で行ったことはありません。恐らく日野市政の中でもないでしょう。神明上区画整理もこうい

つことは行つてないと思う。国の補助金や国の負担金が来たから、それを一般会計へ戻しまし

のかどうか、まずお答え願いたい。

。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) 企画財政部長、お答えいたします。確かに私、国の

補助金と申し上げましたが、確かに御指摘のように国の負担金でございます。訂正いたします。

ちょっと補足説明いたしますと、この積立金の内容でございますけれども、公共施設建設基金

に3億 2，83 1万 2，00 0円の積み立てをしたわけでございますけれども、この内容は都市計

画事業特別会計のいわゆる繰り出しをやめたものが、 2億 1，12 8万 3，00 0円でございます。

それからさらに、ちょっと関係なl¥かもしれませんが、申し上げますと、生きがい作業所の不

用額 6，32 0万 7，00 0円、それから、行政協力費の公益分でございますけれども、 5，88 2 

万 2，00 0円でございます。これらの、都市計画 2億 1，00 0万、それから生きがい作業所の

6，3 0 0万につきましては、当初から公共施設建設基金を取り崩して、この事業費に充ててい

たものでございます。したがって国の負担金がふえましたので、この一般会計から出していた

ものの金の性質が基金から取り崩したものでございますので、その基金に戻したというのが、

内容でございます。

合の組合員はこのような書類を示されている。総事業費は 16 2億 6，00 0万円ですよ、そし

てあなた方の土地を売りますよ、保留地として取りますよ、そして売りますよ、というお金が

102億円であります。そして、しかもです、そのほかに日野市へ、いいですか、無償で土地

を出しなさいよ、 20万 4，00 0平方メートルと 1万平方メートル、そのほかに公園 5万平方

メートル、合わせて 26万 3，00 0平方メートルの土地を、あなた方万願寺区画整理組合の組

合員は無償で日野市へ出しなさい、こう言われてる。しかも、国の補助金は 25億 8，38 0万

円来ますよ、東京都は 15億 5，280万円来ます。これはなぜかと言うと先ほど申し上げまし

た、高幡橋から日野橋への道路の建設費であります。土地代であります。それから 2・2・11 

号線、いわゆるモノレールを敷くための道路であり、その土地代である。そこで市は 18億円、

出しますよと書いてあります。これが資金計画で今事業が行われているのであります。この市

から出す 18億円が、公共事業の建設基金、どういう基金でもいいです、基金から取り崩され

ようが、都市計画税、固定資産税から繰り入れられようが、そんなことは万願寺区画整理事業

円

b口。
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たと。こういうことあり得な~¥。というのは、この最初の計画は市長が出した。そうでしょう。

都市計画部長に聞くが、これ、間違いないね。間違いないでしょう。このような、市は 18億

円出すと書いである、だから出してきたんだと思うんです。で、市は早く出さなきゃいけない。

なぜならば、保留地の処分というのは後になるんです。保留地の処分は。だからどうしてもこ

の18億円という市の負担金は先に出すようです。しかも、 18億円出せば、市は 26万平方

メー トル以上の土地を、ただでもらえる。いいですね。 園、建設省は 1平方メ ート ルあたり 8

万 6，00 0円で買収してくれる、保留地を。東京都も 5万円程度で買収してくれます。 5万じ

やし 1かないですが、 3分の 1以上、 1平方メートル 3万円。 1平方メ ー トル当たり 3万円で東

京都は買収する。日野市はそれじゃいくらだというと、 1平方メートル当たり 5，00 0円にも

ならないようなわずかなお金で、万願寺区画整理組合の組合員、いわゆるあそこの権利者の土

地を、臼野市の所有地とすることができる。 これほど有利なことをやっていながら、なぜ、組

合員の土地を、組合員のお金を一般会計に振り込んでしまうんです。その点、市長はどう考え

てます。そんなことやったことないでしょう。清算金があんまり余って振り込んだというのは

あるんです。神明上の場合。あれ土地が急上昇した。平山台の場合も清算金がたくさ人余りま

した。かと言って市の一般会計へ入れたことはなし 1。そんなことをしたら恐らく森田喜美男議

員は、気が狂うほど怒るでしょう。ところが今度は入れてる、最初から、事業の最初の年から。

恐らく滝瀬敏朗君がここにおるならば、非常に怒るに違いないと思う。私は滝瀬君にかわって

も、これおか しい と思う、 この繰り入れの方法は。万願寺笠画整理事業に、東京都、建設省、

大蔵省等からきたお金をなぜ一般会計へ取り戻すんですか。その点をひとつ、繰り越すのが当

然、だと思うけれども、 市長の考えを聞かしてもらいたい。

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) 企画財政部長。お答えいたします。確かに万願寺の

全体の事業計画の中では、市の一般会計の方から 18億円、繰り入れをするということの新計

画がなっております。計画どおりもちろんいきますれば、 1 8億円の繰り入は事業年度内に行

うということでございます。

予算の組み方といたしましては、換地の問題等もございまして、なかなか計画年度、均ーに

はいかないわけでございます。それから今、古谷議員さんの方からも御指摘がありましたょっ

に、事業の年度の最初、中盤、後半、それぞれその事業によりましての、いわゆる管理者負担
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金でありますとか、補助金でありますとか、保留地の処分金でありますとか、そういうものが、

その時期によって、その会計に入るものが違うわけでございます。したがって私どもの予算の

やり方といたしましては、万願寺区画整理事業の進捗に合わせて、一般財源をその会計の内容

に合わせながら、支出していくということでございます。したがって、最終的には計画どおり

にいけば 18億円の一般財源からの繰り入れをするということになるわけでございます。

さらに本来でありますれば、都市計画会計の中で繰り越し金にすべきだという御説でござい

ますけれども、確かにそういう方法もあろうかと思いますけれども、やはり区画整理事業の特

別会計というのは、一般会計で、いわゆるやってもいい事業ではございますけれども、経理の

明確化ということで、自治法の中で特別会計を設けてやるように道が開かれて、そういう趣旨

に沿って行っているわけでございますので、当然、一般会計から繰り入れたものが、その繰り

入れた会計で、剰余金として明らかに出るものについては、一応今までのやり方と しては、親

の会計であります一般会計の方に戻しておくと、こういう考えで行っているわけでございます。

0議長(高橋通夫君)

06番(古谷太郎君)

しょうけれども。

古谷太郎君。

部長なり市長に・・一一。市長は答えてく れない、答えにくいんで

親の会計じゃないんだ、これ。 162億円の仕事のうち、土地所有者、万願寺地域に土地を

持っている人から土地を取り上げて、そして 10 2億円というお金をつくるんです。これが親

会計だ、これが主たる会計です。あと国庫補助金と都の補助金が 41億 3，66 0万円。わずか

に12%程度が日野市からの持ち出しなんですよ。いいですね。ですからこの数字でいけば、

1 8億円をいつ出すかというと、早く出すのがいいんです。しかもその国庫補助金や国の負担

金は、もしこれが区画整理組合がやっている場合には、定期預金に積みます。三菱銀行に積む

んです。積んで預金しておく。預金にすれば利息が付くんです。農協でもいい。本来、万願寺

の権利者に大き刷新リ、権利者にとっての金なんです、これ、ほとんどは。だから定期預金に

積んどけば、あるいは普通預金でもいいんですけども、相当 の利息が付くんです。また回転も

きくんです。これを本会計に戻したことが幾つかありますか、一体、万願寺以外に。平山台で

I円だって戻したことないでしょう。大変な繰り越し金を出しましfこ。しかも市は先ほど申し

上げたように、一平方メートル 5，00 0円にも ならないお金で 26万平方メートル以上の土地

を市で確得できる、だから市は大変な利益を得る。その上にこういうふうな操作をなさる。平
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山台や神明上が終わっちゃ ったから、あとは下の方は大いにいじめつけてやれというお考えは

ないと思う。なぜなら、そういうことであるならば、下水道はできません、そ うで しょう。 1・

3・1の道路もできない。そういうことはないと思うけれども、なぜそんなつまんない操作を

しなきゃならないのか。どうして繰越金にしなかったのか。納得できないと思いますよ、万願

寺区画整理の組合員の方々は。本来、あの人たちのお金ですよ、これは。あの人たちが出した

お金に対する国の負担金じゃありませんか。あの人たちが出 したお金に対する東京都や国の補

助金じゃありませんか。だから私はほかの会計 とはわけが違うと見てる。 しかも ことしから、

区画整理事業は、特別会計になってる。私は二つにしろ と言ったんですよ、特別会計に都市計

画と区画整理と二つ残しておきなさい、 と言ったんです。でも何だかしらないけど一つにした

方が都合いいということで、したんでしょう。本来ならこれは、都市計画会計というのは、 2・

2・2号線、 2・2・11号線の費用は都市計画会計でやるべきなんです。 1・3・1の費用及び

その他の万願寺区画整理事業は、区画整理会計でやるべきなんです。それらの会計へ東京都や

国が金を出してきた、補助金を。余ったんじゃないんだ、その金、ちっとも、土地代金なんで

すからそれをなぜ一般会計に入れなきゃいけないのか。会計法もおかしいと思う、財政法上

も。こういうのどんぶり勘定というんですよ、わかります、どんぶり勘定。なんの会計でも構

わず残れば集めてしまう。そうし 1うことはおかしいじゃありませんか。ちゃんと補助金なり負

担金は、万願寺の土地代に来てる、土地に。その土地を出したのは組合員なんです。それをポ

ッポへ市長さんがお入れになっちゃった。一般会計へ。だからおかしいじゃありませんかと申

し上げてる。もう一度説明してください。

0議長(高橋通夫君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 大分、区画整理等に対します、我々の考え方と違うようであ

ります。

区画整理事業は、もちろん法に基づきまして、市が施行者になる場合もありますし、また組

合施行の場合もあるわけであります。ですから、その公共用地、つまりその地域を価値の高い

ものにっくり直す、そういう事業でありますし、またその意味は、道路を整え、公園をつくり、

それから下排水をよくすることによってその評価が上がる、これが換地の根拠であります。つ

まり、評価額によって換地が行われるわけでありまして、何か、その土地を市が買って、買っ

てと言いますか、つまり収奪をして、そしてそれで何か矛i肢を追求の立場で仕事をするような
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ことは全く意味が違うわけでありまして、 住民の利益のために、住民の合意によって、 住民の

また参加によ って、ゃるのが区画整理の方式でありますから、 まるで、もうける側と、そのも

うけにいやいやながら寄与する側と、こういう関係では私は全くないとこう思っております。

またそれであればこそ、公共的な区画整理事業は成り立つわけであります。そこで確かに減歩

率というひとつの基準をつけまして、そして評価によっ て換地をする。それが 25%だとか、

その中にはまた公共減歩、それから保留地減歩、こういうものが合算をされております。保留

地減歩はこれは確かに区画整理事業の、つまり施行者であります、 市ではありますけれども、

その範囲の財産でありまして、あなたのおっしゃるその区画整理の保留地を市有地だとおっし

ゃるから、私は市有地ではありません、区画整理保留地であります、その事業会計の中の財源

であります、ということは申し上げたことはあります。それから役所の一般会計というのは確

かにどんぶり勘定と言っても一一 そうしづ性格を持っております。つまり単年度主義でありま

す。それで全体の事業の中でありますから、もちろ八r一般会計に繰り入れる会計運用の仕方も

あると思いますし、またいずれは、段々と支出は当初予算どおりにならないわけでありますか

ら、またこれも繰り出す、そういうその貸借関係と言いますか、貸借の勘定というものは、こ

れは後には精算し得るものだと思います。また清算事務もそういうことを根拠にしていわゆる

清算がなされる、こういうことでありますので、質問のあ考えの理由でいきますと、何か地域

を大変いじめてそして苛数珠求をして、何か一般会計が利益を得ている、こういうことは全く

ないことでありますから、そのことはひとつ誤解を正しておいていただきたいと、こう思いま

す。

あと、具体的な金額の出し入れにつきましては、担当の方からお答えいたします。

O議長(高橋通夫君) 古谷太郎君。

06番 (古谷太郎君) 何か、どんぶり勘定はどんぶり勘定だとおっしゃる、そんなこ

とはない。だから会計別ということで、ちゃんとさしてるわけ、使途別。これはあれと同じな

んです。今の給料の号俸と、条例と。日野の給与条例はどんぶり勘定なんです。いいも悪いも

ない。ガチャガチャガチャとしてみんな同じにしてる。そうでしょう。どんぶり勘定というの

はそんなもんです。それでは地方自治が成りたたなし、。だから特別会計としづ制度も設けて企

業会計という制度も設け、一般会計という制度も設けてるわけであります。私は何も苛数諒求

をしているとは言っていない。本来このお金は、あれは万願寺区画整理事業組合にきてるんです。
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だからあの事業においとくべきではなし 1かと申し上げてる。あなたは貯金をしたいんでしょう。

一般会計の基金に 5億円も繰り入れる。 60億円も貯金をしておいて、さらにやりたい、わか

るんです、それは。多い方が豊かでいいでしょうね。しかし、お金の性格が全く違う。このお

金は、いいですか、保留地を国が買い取ってるこのお金の一部なんです。あるいは東京都が買

い取ってるお金の一部なんです。道路をつくるため、将来都道になる道路をつくり、将来、都

道としても使える、者随と同じ用途でもいいです、それなら。だから東京都が全額出 し、国が

全額出して、 2・2・2号線、 2・2・11号線をつくろうとしている。道路をつくるには土地がし、

るんです。だから保留地の代金も出しましょうと言って、 1億 9，000何万か来たわけです、

このお金が。だから性格が違うということを申し上げてる。どんぶり勘定にやったっていいん

です。ただ 18億円を出すということになってますから、非常に会計が毎年、去年は1億9，920

何万繰り入れたと、おととしは 3，25 3万繰り出したと、そんなことやってたんじゃ、これ、

頭が変になりますよ、組合員の方も、我々の方も。だからすっきりと した会計をする、それが

当然じゃないか。どんぶり勘定でやるもんですと、こうおっしゃるんだから、これは違法一一

私は違法だと思うんだけど、これはなかなかむずかしし 1問題だと思うんです。だから、そうい

う点では、こいつは十分ひとつ、部長と市長は一一少なくとも法務省なり一一、八王子がいい

や、八王子の警察庁へ行って想談すりや一番早い。いつか私が検事によく教えておきました。

保留地というのは市有地なんです、市がやってるO その法律的根拠があるんです、区画整理法

第 10 0条にあります。そういう言葉の問題をここでやろうとしているんじゃないんです。こ

のお金は都市計画部に来たお金ではなくて、万願寺区画整理組合に来たお金で、事業主体は区

画整理部及び、一一いいですか、万願寺区画整理の人たちも関係してるんですよ、審議会の委

員になったり一一 そうでしょ、みんなで共同で使ってるお金ですよ、これ。市長の懐へ持って

いくような性格のお金ではない、いうことだけ申し上げておきます。そういう意味で、私は二

つの特別会計の専決は疑問に思う。今後、区画整理事業に重大な会計d習題として、影響する

要素を持ってる。あるいは疑いを持たれる可能性がある。この調子でいって、区画整理保留地

の処分金が上がった場合には、 1 8億円は出さなくて済んでしまうという可能性も出るわけで

す。当然なんですこの可能性は十分出る。もし、ですよ、今までのように土地が値上がりすれ

ば、毎年毎年、余った金は一般会計に繰り入れてしまう、という計算でいけば、市は 18億円

出さなくても、この事業は終わるでしょう。しかしそのときには、万願寺の区画整理組合の権
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利者の方々には、清算金というのは 1銭もいかないということになります。以上、 一応申し上

げておきます。この問題は、非常に、考え方が根本的に違う、どんぶり勘定でいいんだと言う。

私はそういうことは好ましくない。金が余ってるから言ってるんです。このお金、基金に貯金

しちゃってるんですよ、これで。どうしても金がないっていうなら、借りてもいいでしょう、

区画整理組合の会計から。あるいは都市計画事業の会計から、一般会計が今度借り入

れるっていう形をとってもいいと思うけど、この場合には金があり余って貯金してる。非常

に誤解を招く会計処理だと思う。以上で、専決には反対しますが、専決終わったものは反対し

てもしょうがないんで、としづ意見もあります。しかし、 一応根拠として反対しておきます。

0議長(高橋通夫君) ほかに御質疑はありませんか。なければ、これをもって質疑を

終結いたします。

お諮りいたします。ただいま議題となっております本件については、委員会付託を省略いた

したいと思いますが、これに御異議ありませんか。

( r異議なし」と呼ぶ者あり〕

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) 反対の立場から集約して意見を申し上げておきます。

今回一般会計において、基金積み立て金に使用されている 2億 1，12 8万3，00 0円という

お金は、本来、万願寺区画整理事業に対して、土地の保留地の買い入れ金として、東京都、建

設省等から支出された国の負担金、補助金及び管理者負担金であります。それゆえに、これら

のこのお金を総務費の繰入金に入れて、そうして、ここに書いてありますが、これはどの程度

入れたかは別にして、公共施設建設基金だけに入れたんですか、ーの貯金に振り込んでしまう。

これは会計処理上違法で、あり不当と考えられる、ゆえにこの一般会計の万願寺区画整理組合に

関する 2億円余の金を一般会計へ繰り入れて、という措置については賛成できません。本来、

この 2億 1，00 0万円というお金は、万願寺区画整理事業会計に、区画整理事業会計に繰り入

れるべき性格のものであると思うからです。以上の理由で賛成できない。以上です。

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。
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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〕

0議長(高橋通夫君 ) 挙手多数であります。よって議案 32号、昭和 59年度目野市

一般会計補正予算(第 5号)の専決処分の報告承認の件は、原案のとおり承認 されま した。

これより議案第 33号、昭和 59年度目野市都市計画事業特別会計補正予算(第 4号)の専

決処分の報告承認の件を議題といたします。

理事者から提案理由の説明を求めます。市長己

〔市長登壇〕

0市長(森田喜美男君) 議案第 33号、昭和 59年度目野市都市計画事業特別会計補

正予算(第4号)の専決処分の報告承認について、提案の理由を申し上げます。

本議案は、昭和 59年度日野市都市計画事業特別会計補正予算第 4号で、地方自治法第 179

条第 1項の規定に基づき、昭和 60年 3月 30日付けで専決処分したものであります。

歳入歳出とも増減はありませんが、 ただ、国庫都支出金の増額に伴い、繰入金を減額する款

の組み替えをするもので、歳入歳出の予算総額は、 1 0億 3，714万 4，00 0円 と変わりあり

ません。

詳細につきま しては、担当部長に説明いたさせますので、よろしく御承認のほどお願いいた

します。

O議長(高橋通夫君) 関係部長から詳細説明を求めます。都市整備部品

。都市整備部長(結城邦夫君 ) 都市整備部長でござし 1ます。

それでは私から昭和 59年度日野市都市計画事業特別会計補正予算 (第 4号 )につきまして、

御説明を申し上げます。ただいま提案理由にもございましたとおり、 今回の補正は歳入の中の

操作のみでございます。歳出には関係ないという補正でございます。歳入で国庫支出金、都支

出金が増額されたことに伴いまして、これに伴う金額を繰入金の滅といたしたものでございま

す。内容について御説明申し上げます。

6、7ページでございます。歳入関係でございますが、国庫負担金でございます。この国庫

負担金は、都市計画道路の 1・3・1号線の用地といたしまして管理者負担金、建設省から公共

資設管理者負担金をいただいておるものでございます。 59年度、当初予算としては 1億であ
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ったものの、増額の要求を国の方にいたしまして、その要求が認められま して、 増額と相なっ

たものでございます。

次が 8、 9ページでございます。国庫補助金でございます。万願寺区画整理事業の中の家屋

の補償、これ 1棟分と、これに伴います事務費の国庫補助が増額されたものでございまして、

補助率は 3分の 2でございます。

次が 10、 1 1ページの都の補助金でございますが、これは国庫補助の裏負担として都が負

担をいたしておるものでございまして、負担率は 3分の 1でございます。

次は 12、 13ペークでございますが、一般会計からの繰入金これは 2億 1，128万3，000 

円の減といたしておるわけでございますが、先ほども申し上げました、園、都の負担金、補助

金等によります同額の予算をここで減にいたしまして、一般会計に戻してる額でございます。

以上で説明を終わります。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。

0議長(高橋通夫君) これより質疑に入ります。古谷太郎君。

06番(古谷太郎君) 第 1点の質問をします。国の方は、 1・3・1の国道、いわゆる

甲州街道のっけ替えのために、この区画整理事業に対して 31億 7，340万円を出します、と

いう約束をしてるわけです。そこで、今までに幾ら入ったのか、この 59年の 5月 31日まで

に幾ら入ったのか。これから 62年度事業で終わるわけです。この予定は。我々の説明は 62 

年度で終わる。残額は、ことし、来年、さ来年でどのくらいの割合で交付されるのか、この二

つをまず第 1点。

第 2点、国及び東京都が 1，20 0万円 の負担金というか補助金を出してきた。これは 2・2・2

号線のいわゆる高幡から日野橋へ渡る道路の家屋移転であるか、あるいはまた、いわゆるモノ

レールがとおる 2・2・11号線の家屋移転であるのか。この説明がなされていない。と同時に

この2・2・2号線と 2・2・11号線に対して園、東京都は、今年の 5月 31日までに、 3月31

日でもいいんですが幾らだした。同時に 60年、 61年、 62年度であと 3年しかありません。

幾らず、つ出す予定になっているのか。国が増額したんじゃなくて、国の金の都合もあるんでし

ょうけども、しかし我々への説明は、皆さんの土地を処分して 74億円をつくりますよ、とい

つんです。

それから 1・3・1の道路の用地、 3万 7，00 0平方メートルを建設省に買却して、 31億

7，3 4 0万円もらいますよと、こういう説明を受けてるわけです。それから、この都市計画の
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道路は、全額、東京都と国でもらいますよ、 用地費も工事費も。その合計が 41億 3，66 0万

円です。そうですね。そのうちまだ本当にわずかしか来てないわけだ。そうですね。もう始ま

って 3年たってる。 57年度、 58年度、 59年度ですから 3年だな。ちょうど半分たったわ

けだ。そうすると、今質問しているのは、今言ったように、国がいわゆる保留地の買収として、

甲州街道のために使う、バイパスに使う 31億九340万円のうち幾ら来たのか、今まで。そ

れからあと 3年で幾らずつ来るのか。これが当然分からなきゃならない、事業を遂行するため

iこは。

それから国と東京都の補助金だ。この補助金というのは道路の築造費も入ってる。道路の用

地買収費だけじゃないこれは。 1・3・1の国道は築造費はありません。 これは、建設省が直接

施工するわけです。そこのところ説明してもらいたし ¥0

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) 都市整備部長でござし 1ます。それではただいまの御

質問につきまして、お答え申し上げます。 1・3・1号線の管理者負担金でございますけれども、

管理者負担金は今まで、幾ら入ったか、その額についての御質問でございます。 58年度と 59

年度、この 2カ年で入ってるわけでございますが、合計で、 3億 9，92 8万九000円でござ

います。内訳といたしましては一一( I去年 1億か」と呼ぶ者あり)はし、去年 1億で、ことし

が2億 9，000万です。

それから、国と都の補助金、今回の補正で 1億 2，00 0万の事業費に対し ましての補助が3

分の 1と3分の 2になってるわけでございますが、これの対象事業としては、先ほど申し上げ

ましたように、家屋の移転、それに伴う事務費でございます。この 1棟介でございますけれど

も、それバ路線といたしましては、 2・2・11号線でございます。

それと今まで幾ら入ったのかという御質問でございますが、私、今、その資料、持ち合わせ

ておりませんので、後ほど提出させていただきたいと思いますが、よろしゅうございましょう

か。

0議長(高橋通夫君)

06番(古谷太郎君)

古谷太郎君。

こういう質問は当然、出るわけです。そうすると、非常に簡単に

言って、いわゆる国道 1・3・1号線の管理者負担金、いわゆる国の負担金は、平均してみると、

あと 27億円残ってるんですから、毎年 9億円ずつ入ると いうことを考えても差 し支えないわ
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けですね。 これは事業が進みますから。

それから残りの国庫補助金、都の補助金は、今、どのくらい入ってるかというと、恐らく 2

億円程度でしょう。ですから、今後用地買収費として、恐らくこれは 30億円程度は見込まれ

てると思う。保留地の買収費ですね。そのほかにあるわけです、工事費が、あなたの計算だと

7億 6，85 0万円という工事費の計算が出てるわけです。だから、こういう点からいくとあと

国の補助金も東京都の補助金も一一国の補助金は恐らくこれから 7億ぐらいくる、毎年。それ

から都の補助金は毎年 4億円ぐらいくる。もう 3年ですから、事業計画が。それぐらいみてい

いわけですね。そうすると毎年金が残る。初めは残りますよ、ことしも、これだけきますと。

そうすると、また一般会計へ入れて、三菱銀行へ貯金しようと いう ことになるわけです。 最後

に清算金になったとき、この貯金保リ息は一般会計へもちろ八成るわけです。そういうことや

ったことな~¥から聞いてるんです。平山台区画整理事業でこんなことやったら、森田審議会委

員は青くなって怒ったでしょう、きっと。 1，00 0坪もある大地主さんが特別分譲と特別減歩

を該当させてるんですから。だからそれは自分には寛大で人には厳しくやるという立場は、 き

っと市長はおとりにならないと，思う。まあ市長のうわさは、比較的、いわゆる男気があるとい

う市民の評判が高いですよ。男気のある人がやっぱりあんまりいじめちゃいけないですよねσ

そういう点で、私は 60年度も相当残るんじゃなかろうか。 61年、 2年にかけて残ったお金

を使わなきゃならな l¥0 だから繰越金でいくのが筋だと申し上げた。これは論議は同じですけ

れども、ひとつ今、数字がわかりませんということですから、部長の方から後に数字を出して

くださし、。まだ、これから約 70億円に近いお金がくるわけです。国からほとんど。大変なお

金ですよ、これ 70億というのは。まだ、全部で 80億来るんですよ。そのうち 10億円がま

だ来てないんだ。そこのところ頭に入れておいてくださ~ ¥0 だからこのお金をうま く有名 な証

券会社でもお願いすりや大変もうけるかもしれませパノよ。 しかし、そういうことはあまり好ま

しいと思わない、どんぶり勘定と いう のは。以上、質問 と意見にしておきます。意見は反対意

見。

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、これに御意議ありませんか。
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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賛成の諸君の挙手を求

めます。

〔賛成者挙手〕

0議長 ( 高 橋 通 夫君) 挙手多数であります。よって議案第 33号、昭和 59年度日野

市都市計画事業特別会計補正予算(第 4号)の専決処分の報告承認の件は、原案のとおり承認

されました。

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) 御意議ないものと認めます。よって暫時、休憩いたします。

0議長(高橋通夫君) 休憩前に引き続き会議を開きます。

午後 3時 28分休憩

午後 4時 4分再開

これより議案第 34号、日野市表彰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 34号、日野市表彰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、表彰条例の表彰区分をより明確にするため、日野市表彰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 ) 総務部長です。表彰条例の一部改正の内容につきまして御
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説明申し上げたいと思います。

現行条例は地方自治の発達に関するものの中で、自治功労と料税功労と防災功労という項目

でございました。それを五つに区分したわけでございます。まず地方自治功労と市民自治功労、

防災功労はそのままでございます。防災功労の中にはあ通安全の関係も、この中に入ってると

いうことで、これが非常に適当じゃないんじゃなし、かという、審査会の中の御意見もございま

したし、また現状に合わせるためにあ通安全功労という項目をおこしたわけでございます。そ

れからなお、 5としまして、生活文化功労、これを新しく入れたのでございますが、これは消

費者対策とか生活向上に尽力したもの、あるいは郷土文化の保存、普及、振興に尽力したもの

と、こんなようなことで生活文化功労という項目をもうけたわけでございます。

それから 2の生活安定と環境の保全に関するもの、それにつきましては字句の整理でござい

ます。以上、内容につきまして御説明申し上げました。よろしく御審議いただきたいと思いま

す。

。 議長(高橋通夫君) これより質疑に入ります。夏井明男君。

01 6番(夏井明男君 ) ちょっとお尋ねいたします。新旧の 4ページ、 5ページを見

ますと、自治功労というのが、これ地方というふうな名前が入って、字句の単なる訂正と言い

ますか、明確化というふうにとらえていいのかなと思いますし、そのあとのイの方の市民自治

功労のところと、それから先ほどのお話の防災功労の中には、交通安全功労が入っていたので

より明確化するために、字句の中の不適当ということで、分けたというお話ですけれども、ここ

こでは全く新しい生活文化功労という項目を設けたというお話なんですが、この、表彰条例は

とかくいろいろな条例の中味についてもそうですし、また表彰の過程についてもお話を聞きま

すと、明治以来からいろいろあるというお話も聞いてるわけですが、特にここで分けた、また

範囲を拡大した、範囲を広げた理由というのが、十介あるんだろうというふうに思うんですが、

その辺の説明をしていただきたいということと、必ずしも他市と比較することが一概にいいと

は思いませんけれども、ほかの市との関係はどうなのか、ということも合わせて御説明願いた

いと思いますが。

0議長(高橋通夫君) 総務部長L

0総務部長(伊藤正吉君) 先ほどちょっと御説明の中で触れましたけども、表彰審査

会という審査会組織がございます。この中には、議員さんと、市民とそれから職員が各 2名ず
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つ入りまして、毎年審査会を招集しまして、表彰の内容につきまして、いろいろ審議をするわ

けでございますけれども、その中でも一応現在の条例におきまして、非常に隠れた、いわゆる

市民の表彰に該当するような人が、この範囲 に入りにくいと、こ ういう声 もございました。こ

ういうことで、それのあれにつきまして、拾捨選択したような形で、こういう形に改正したと、

こういうことでございます。

それから、先ほど申し落としましたけれども、市民自治功労の中には納税功労も含まれてる

と、こ ういうこ とを申し上げておきたいと思います。

それから表彰条例の他市との比較というのは、私どもの方では、これは本市でつくりまして

6年余経過してございます。そういうことで、この字句の、現状に即したということで他市と

の比較はしておりません。以上であります。

O議長 (高橋通夫君 ) 夏井明男君。

o 1 6番(夏井明男君) 自治功労のなかに地方と市民の自治ということで、これは今

までの表彰された方の、対象の方の立場とか活躍をされてきた分野ということで、 おのずから

対象の方が明確になると思うわけですが、生活文化功労 という中身を先ほど何項目かに分けて、

御説明いただいたわけですが、そうしますと、全体のいわゆる、地方自治功労、市民自治功労、

防災功労、交通安全以外のすべての方を対象とするというふうに読めるわけです。 表彰の根本

的な意義付けと言いますか、そういうふうな対象から言って、表彰の審議会の方の戸が強かっ

たので、こういうふうな場面を設けたという語ですけれども、第 1点として、さらにあ閣きしたいの

は、生活文化功労に該当するような方を、今までの旧来の自治功労等に含めて、そち らの方で

表彰されてきた例が、過去にあったのかどうか、それをお聞きしたいと思います。

さらに、生活文化功労というものを新たに設けますと、先ほどの考えのように、それ以外の

具体的な特定の方以外のものを生活文化功労と含めて、そこで、選定をしてし 1く、というふつ

に解釈していいのかどうか。

また生活文化功労というこの表彰の対象者の方を決めることによって、どのぐらいの方を対

象者として、今、日野の市内にいらっしゃる方を大体予測できるのか。その辺の 3点をお尋ね

したいと思います。

0議長 (高橋通夫君) 理事者答弁。総務部長。

0総務部長 (伊藤正吉君) 総務部長です。皆さんのお手元に、日野市表彰条例施行規
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則の一部を改正する規則と、こういうことでお手元にお配りしてあると思いますが、それの地方自治現坊に

つきましては、大体、行政サイドがこの中に主体として入ってると。それから市民自治功労につきまし

ては、自治会とか納税貯蓄とかそれから、多年にわたり地域の振興と発展に貢献したものと、

こういつことで、この範轄に入りますのが、市民自治功労です。こういうことで区分けしたと、

そういうこ とでございます。それから生活文化功労につきま しては、ここに書いてございます

ように、消費者対策等市民生活の向上安定に尽力した団体の長、その他市民生活の安定に特に

功労のあった者、郷土文化の保存及び普及、振興に尽力した団体の長、または功労のあった者

と、こ ういうこ とで、ここに決めたわけでございます。こういう形でなるべく 、いわゆる こう

いう表現につきましては、抽象的な表現になっているわけでございます。 一応、 審議会等もこ

の条例につきま して内容で、 どう いう項 目で該当するんだと いうことで、 元の規則でいきます

と、 相当細かに書いてございます。ですから生活文化功労に該当する範囲のものについて、旧

条例でいきますと、こことここというような形の断言がちょっとできかねますので、その辺に

ついてはお許しをいただきたいと思います。

それから、対象の人員でございますけれども、現在のと ころはまだその実態はつかみ切って

おりません。 以上でご ざいます。

O議長(高橋通夫君) 藤林理一郎君。

020番 (藤林理一郎君 ) 今、夏井議員さんの方からいろいろと、開いておりました

けれども、こ ういうのは、私はひとつ対象に加えていただいたらどうかなということなんです

が、その理由は、長年家庭の中で寝た切りの方、身体障害者、施設にも入れない し、家族の中

でいっしょに長年の間苦労なさっている方、このような方を対象にしていただけるなら、よろ

しいんじゃなし、かと思うんですけど、その辺のあれはどうでしょうか。

0議長(高橋通夫君) 総務部長。

0総務部長 (伊藤正吉君 ) この表彰につきましては、毎年 7月だと思いますけれども、

広報に PRをいたしまして、希望者というより 、該当者を募るわけでございます。これは一般

に市民に呼びかけるわけでございますので、推薦がございますれば、その表彰審査会で、どの

項目に当たるんだと、こういうことで、審査の対象者になると、こういうことを申し上げられ

ます。以上です。

O議長 (高橋通夫君 ) 大柄保君。
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025番(大 柄保君) 私はこの自治会の団体の長を 15年以上というふうなことと、 選の機会はあった方がいいというふうにも言えるかと思っております。 したがって、表彰には

一定の権威もなければいけませんし、したがって余りまた乱発することもどうかということも

あるわけでございまして、そういうことを総合いたしまして、これから考えていくべき課題だ

と思っております。なかなか完全なものはっくり がたいわけでありますが、少なくとも市民に

あのような方を表彰すべきではなし 1かという、それが捨える、それがこれに適合していただし

そして市民の方々の情報により皆さんにもまた納得がいくと言いますか、そういうことが大切

だと思っております。今後も改正には街}意見を聞きながら努力をしていくべき、そういう性格

の事業というふうに考えております。

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。

本件について御意見があれば承ります。夏井明男君。

01 6番(夏井明男君 ) 特に、今、市長の質疑の中の答弁で、危慎と言いますか、そ

の点が、表彰の乱発というお話もあったわけですけれども、厳に戒しめていきたいと、市民の

方からいろんな情報を得ながら適正な運用を計っていきたいというところに問題点が浮かび上

がってると思います。

と言いますのは、この規則の中の生活文化功労以外の表彰の対象者の方については、字句の

文言から言えば一つの限定が、かなり一つ一つ、枠がきちっとはまっております。 ところが生

活文化功労につきましては、非常に文字が、性格的にそうせざるを得なかったという面もあ

るかと思いますけれども、消費者対策等、市民生活の向上安定に尽力したというふうな文字の

中にも、またそのほか市民生活の向上安定に特に功労のあったものとしづ、特に(イ)の項目に

ついては、かなり漠然としたと言いますか、限定が非常に緩いわけであります。これの押さえ

になっているのが、 15年以上というふ うな言葉になってますが、(ウ)の方はもっと厳格に郷

土文化の保存及び普及ということで、(イ)のところにおきましては、特に運用のところで、か

なり表彰の重さに、そういうものを十分踏まえた、むしろ運用の方に適切さを要請をしていく

ような形になるだろうと思います。特に、なんであの人が表彰されて、私が表彰されなかった

のかというふうな場面も、この生活文化功労の中の(イ)の項目については、十分危慎があるわ

けです。この1項目はほかの功労の対象とは性格も違いますし、運用の方に比重がかかってきま

すんで、この辺の配慮を十分していただかないと、この表彰条例の利点と言いますか、いい面

それからその下にある 「副会長及び会計等を 20年以上j というふうな項目がうたってあるん

ですけれども、私はどうしても騎に落ちないことが 1点あるんでお聞きをしたいんですが、恐

らく市内にある自治会は、 26 0 くらいあるんじゃな~¥かなと、こんなふうに名簿を見ても考

えられるわけなんですけれども、この長を 15年やり、また副会長を 20年もやりというふう

なことが、表彰の条例の中に入ってるというふうなことなんですけれども、たまたま聞くとこ

ろによりますと、 「自治会長なんか、回って来ない方がいいや、めんどうく さくでしょうがな

いや」という人もあるし、また「どうしても自治会長引き受けちゃって、ことし 1年は忙がし

い思いもしなくちゃならなしリというふうな、声もくるわけです。それでなかなか 10年やり、

あるいはまた 15年、 20年やり というふうな人は、これは恐らくいないような感じがするわ

けなんですけれども、今までどうなんですか、 10年なり、 15年なり、あるし 1は20年なり

で表彰された自治会長さんがおいでになるのかどうか、その点を 1点お聞きしておきたいと思

うんですが、いかがでしょうか。

それと同時に、またこの条例に市長、どういうふうなお考えを持っているか、これでいいん

だよというふうな考えなのか、いや自治会長は大変だなというふうなことで、もっとこの次に

は年数を短かくして、表彰対象に入れてやろう、というふうなお考えあるのかどうか、これを

2点お聞きしておきたいと思います。

0議長(高橋通夫君) 総務部長。

0総務部長(伊藤正吉君) 市民自治功労の中の(ア)の項目でございますけれども、自

治会長あるいは連合自治会長、こういうことで 15年以上と。そうするとこれは厳しいんじゃ

なし 1かというふうな、ことでございますけれども、今までの例につ きましても私の記憶ではこ

の項目に該当する表彰の方もいらしたと記憶 しております。以上です。

O議長(高橋通夫君) 市長。

0市長(森田喜美男君) この表彰行為とし、うのは、かつてこの行政関係に厚いという

形の条例を改めまして、この市民の生活と文化、いわゆる地域社会に広く該当者を探そう、該

当者を適用させていこう、という発想がこの改正の理由にございました。それである意味では、

例えば今御指摘の自治会長さんが 10数年もおやりになるということは、一面は大変御苦労さ

んでございますけれども、 一面は、活力を失うというふうなこともありますから、なるべく改
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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

が日午年の 10月から発足しております。そういうことで、事務量の増大に伴います 1人の増と。

それから都市計画の町名地番に 1名、それから下水道謀、これは流域下水道関係でございます

けれども 1人。それから管理課 これは境界査定事務の関係で 1人と。 トータルで 6人。こう

いうことで増員をお願いするものでございます。

それから病院部門でございますけれども、医師の関係が外科、整形外科、小児科、耳鼻科、

産婦人科の各医師を 5人増と。それから看護婦でございますけれども、これは脳外科と CT関

係で 2人、それから技師、これはCT関係でございますが 1人と。計 8人。こういう増員の内

容でございます。よろしく御審議をいただきたいと思います。

0議長(高橋通夫君) これより質疑に入ります。石坂勝雄君。

028番(石坂勝雄君) 吏員、その他とある、吏員その他の職員 r7 8 6名」が今度

は r7 9 2名」に変わったんですが、その中、職員のどの部門とどの音[円というのは、非常に

何というか、分類別をさっきちょっと私~，ただいたんですが、我々素人が見るとなかなかっか

みにくいですね。例えば徴税職員も一般職員だと私は見るし、児童館にいる人も、あれですか

一般職と見るんですか。この辺のところ、いま少し、詳細をちょっとお願いしたいんです。

の運用が長期的には崩れていく危険性があるのではないかというふうに思いますので、その辺、

十分御配慮をいただきたいと思います。

結いたします。

お諮りいたします。これをもって議案第 34号、 日野市表彰条例の一部を改正する条例の制

定の件は、総務委員会に付託いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

C r異議なし」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。

これより一議案第 35号、日野市職員定数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 35号、日野市職員定数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、日野市職員の定数をし425名に改めるため、日野市職員定数条例の一部を改正

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。総務部長。

0総務部長(伊藤正吉君) それでは、日野市職員定数条例の一部を改正する条例の

内容につきまして、御説明申し上げます。

まず第 2条第 1項第 1号中 r7 8 6名」を r7 9 2名」にということでございます。これら

の改正職員は行政部門の職員の中の吏員その他の職員、これを 6名増iこ。それから次に r181 

名」を r1 8 9名」に。この内容につきましては、病院部門の職員、こういうことで病院部門

の職員につきましては 8名。で、 1，030名をし044名、 14名増に改め総トータ ルは 1，411 

名を 1，42 5名に改めると、こういう内容でございます。

行政部門の職員の増の内容でございますけれども、市民会館が新設されました。それでこれ

につきまして、 2人ほど増員を計っていきたい。それから保険年金課、これは退職者医療制度

0議長(高橋通夫君) 総務部長。

0総務部長(伊藤正吉君) 792名の主な部署でございますけれども、職員数調べと

いうことで、いま皆さま方に資料があ官己りしてあると思いますけれども、このうちの税務職員、

それから保育所職員、児童館、学童等、それから清掃関係職員、それと一番後にございますそ

の他の職員と、こういうことでございます。これが今申し上げた行政部門の職員と、こういう

内容でございます。( r人数合わないんじゃないの。人数が合わないでしょうよ。これは職員

総ト ータルはじ386のあれだよ。去年の 4月 1日だよ、これは。これは足したって 729名

にはならない。ちゃんとしなきゃ困るよ」、 「この資料は去年の 4月 1日のだから今のこれ足

したって 729名にはならんよ」、 「おかしいなJ r直し」と呼ぶ者あり)

0議長 (高橋通夫君) 助役。

0助役 (赤松行雄君 ) 助役でございます。古い資料を差し上げてあるわけでございま

すけれども、 他市とのデー ターの照合ということになりますと、どう しても御批判を仰ぐよう

な遅いものになるわけで、それで全体的に御説明申し上げていきたい、こう思うわけで、多少

遅れた点は街理解いただきたいと思います。
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それから今総務部長が申し上げました市長部局の一般職員と言いますのは、ここに486名

のその他の職員というのがございます。これに税務職員も市長部局でございます。それから保

育所も同様でございますし、児童館も同様、清掃部もそのとおりでございます。 ここまでは大

体、石坂議員さんのおっしゃる部門別の市長部局というふうなことが言えるかと思います。そ

れ以下につきましては、学校だとか給食だとか、図書館、これらにつきましては、教育委員会

の定数の中へ入るわけでございます。病院も同様でございます。そういうわけで改めて 792

名という数字の部門別ということを務総部長の方で、説明申し上げましたのは、税務職員以下

清掃関係までの部門と、それから全体的に他市と合わせるために抱括的に 48 6人と、去年の

4月1日の数字で申しわけございませんけれども、それを合わしたものが、 792名というも

のになるわけでございます。部門別の質問がございましたので、そのようなお答えを、総務部

長の方でしたわけでございます。

0議長 (高橋通夫君 ) 黒川重憲君。

実数がし389名でございます。そうしますとそこに 22名という差が出てまいります。これ

が欠員ということで、この内訳は議会事務局が 1、それから農業委員会が 1、それから教育委

員会が 10、それから市長部局が 10と、こういうことで市長部局の内容は土木、建築が各 1、

保育園が 6、これは給食調理員と保母でございます。 そうしますと、 トータルで 8になると思

います。ということで市長部局のいわゆる欠員分は、 10人あるわけですけれども補充しなき

ゃいけない分が 8人ございますので、定数枠としては 2名しか余裕がないと、こういうことが

申し上げられると思います。よろし くお願いします。

0議長(高橋通夫君) 石坂勝雄君。

028番(石坂勝雄君) さっきのいわゆる期末手当はじ388名だと言って一私の

記憶違L、かもしれませんよ一一今、また今度 6月 1日現在 1，389名と。 1名くらいいいじゃ

なl¥かと言われでも、 1名となると大変なもんで。私の聞き間違l¥かしら。

0議長(高橋通夫君) 総務郁長。

01 7番(黒川重憲君) 私は総務委員なので議事進行の立場でちょっとだけ、一言だ 0総務部長 (伊藤正吉君) それでは先ほどのように、御要望のような形で各市のやっ

0議長(高橋通夫君)

O助役(赤松行雄君)

助役。

はい、よくわかりました。資料として大分、不足して ると言い

は59年の 4月 1日ということで一番下段の日野市につきましては、一番近い職員数の内訳を

改めてプリントしましてお配りしたいと思います。よろしくお願いします。

0議長(高橋通夫君) 資料は正確なものを配布してください。

ほかに御質疑はありませんか。馬場弘融君。

08番 (馬場弘融君 ) 先ほど全協で職員の 6月期期末手当のお話を伺った際に、市長

が少数精鋭でいくんだからというふうなことで、お認めをいただきたいというふうな発言があ

ったわけですが、それを基にこの議案を見ますと私は、じゃあ減員をされるのかなと、職員数

が減るのかなという考えでいたわけですが、今、お話のようにふえてるわけですね。ふえたと

ころの説明を伺えば、それぞれの部門、病院等を含めてなるほどなという感じはするわけです

けれども、例えばほかの部門で切り詰めるべきものは切り詰めて、現在の定数の中でやってい

こうとする努力は、どの程度されたんでしょうか、それを伺いたいと思います。

0議長(高橋通夫君 ) 助役。

0助役 (赤松行雄君 ) 非常に定数に対しまして、厳しし 1環境にあるわけでござし 1ます。

それは十分承知し、努力をしてきての上での、なおかつお願いでございますので、説明しなが

ら御理解を賜りたいと思います。

け言わせてもらいますが、今の石坂議員さんの質問から端を発したわけですが、要するに助役

の言わんとしていることは、わからないでもないですが、ここに資料として出すからには、少

なく とも他市は 59年 4月 1日の資料で結構です。しかしながら、私どもに、ここに議案とし

て出しである以上は、この下には少なくともトータル 1，41 1名の資料がなければおかしいん

だろう、こういう ことを言ってるわけですよ。その点だけ一言。

ますか、十分に補完してないと、いう点についてはまことに申し訳ないと思います。早速、資

料として補充申し上げたい。このように思うわけでございます。

早速そのような手はずをとりたいと思いますので、街審議の方はよろしくお願いしたいと思

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) 確かに定数条例上はし41 1とl¥う定数枠があるわけでご

ざいます。そういうことで、 6月 1日現在の、ここで私どもでちょっと、現員ですか、そうい

う数字がございますので、ちょっと申し上げたいと思います。定数は じ411名でございます。

-106-
門

inu 



どうしても先ほど、 1年前の資料を例にとってまことに申し訳ないわけでございますけれど

も先ほど職員の期末手当の全協の中でも、 石坂議員さんの方から御指摘があったわけでござい

ますけれども、 日野市の職員は 80%、8割という形での、ほかの市からみると、職員の配置

状況というふう なことも開いてるんだけれども、というふうな御質問もご ざいました。この数

値で見ますと、 1年前のでま ことに恐縮なわけでございますけれども、数字と しての一応の傾

向を御承知していただけるかと思います。平均というものを見ますと、 この一番最後の、そ の

他¢職員の職員数と、これを見ますと平均では26市の中で、一一 26市じゃ ありませんか一一 大体

日野に近い市でございますけれども 605名が平均でございます。で平均の人口が、 15万4，000

というこ とで日野よりも多少多いと、 5，00 0ほど多いという状況でございます、平均値は。

それで日野の職員の行政一般職というのは 486人。これを比較してみますと、御指摘のよう

に大体 8割配属というふうなことも一応言えるなと。それから小平が日野に一番近い人口のと

ころでございます。 これを比較しますと、日野の職員、要するに行政職の配置 というのが 9割

見当と、こういうことも言えるわけでございます。

それから少数精鋭主義というふうなことで、鈴木平三郎市長当時からの歴史をもってます三

鷹、 日野と比べますとやはり 日野より人口がちょっと多いわけですけれども、 550人 という

ことで 9割、日野の方が 1割、三鷹よりも少な い、 というふう な状況でございます。あと立

川、武蔵野等とも比べてみても、 8割に近い、あるいは 8割を切るような日野の職員の配置状

況ということで、前々から非常に施設職員の方に職員を取られてるので、窮屈な状況だという

ことがおわかりになると思います。なおかっそういう中で、職員の配置、あるいは、課の中の

仕事にしましても、事務量に しましでも、いろいろと変遷がございます。それらを考えまして、

中で切り詰めの努力をしておるわけでございますけれども、新し く市民会館ができたと いうこ

とについては、今までの職員の中から 6名を配置しておるわけでございます。なおかつ 8名で、

それから舞台、照明、あ るいは音響という面については委託するとしましても、 8人でなけれ

ばやっていけないんだと、これは七生公開堂を含めての運営という努力をしても、なおかつあ

と2名、どうしても必要なんだと、その 2名が、現在の職員の中から生み出せないということ

で、なおかつ 2名をどうしてもお願いせざるを得ない、とこういうことでございます。

それから保険年金課につきま しては、いろいろと保険年金の方の徴収体制の強化ということ

等も御指摘がございまして、やってきておるわけでございますけれども、現体制の中で強化し

てきておりますけれども、新たに退職者医療というものが始ま ると、煩演な事務というふうな

中で、内部努力 をしたいけれども、現状の中ではむずかしいということで、ぜひ 1名をお願い

しようと、こういうことでございます。

町名地番については、もつかのところは、程久保の町名地番を手がけなき ゃな りませんけれ

ども、それについての技術職等もどうしてもお願いしてし 1かなきゃな らん。

それから流域下水道、これは技術系統でございますけれども、大丸の要するに稲城の方に処

理場ができ、そ こに三沢、落川、程久保地域がこの秋から開通すると、こ ういうことについて

の対応としての技術職の必要ということもございます。これにつきましてもぜひ、現状の中で

は、なかなか生み出しにくいと こう いうことでございます。

それから境界の査定につきましては、従来東京都が境界確定謀ということで、ずっとや って

きてるわけでございますけれども、各市に事務を降ろしてきていると。民民の確定については、

市に降ろ してきているという状況の中で、どうしても技術者を 1名配置しなきゃならん、こ う

いうことでお願いをするわけでございます。その前に我々の考え方としましては行革という厳

しい状態の中でございますので、中で、企画財政部長がよく言うわけですけれども、 「スクラ

ップアンドピルド」だとかいろいろと、中で入れ替えだとか、あるいは「サンシャイン計画」

だとか、いろんな入れ替え等も考えた中で、それで これを生み出そうかという考え方を持った

わけですけれども、ここでの要するに定数の埋め合わせのために、急激には間に合わないと、

こういう状況があるわけでございます。まだまだ市の中ではいろいろと、配車関係だとかある

いは動く窓口だとか、支所の配置だとか、それからいろいろとございます。民間委託にすべき

ところ、どうもいろいろあるわけでございます。それは十分承知でございます。それを先にや

ってそれでこの定数を生み出そうかという計画等もいろいろと立案したわけですけれども、急

激には間に合わない、とこういう状況でございますので、これを先にお願いしますけれども、

この後に続く、要するにいろんな合理化は、十分考えとるわけでございます。 ここの時間差が

あって申し訳ないわけですけれども、ひとつ何分御理解をいただきたいと。

それから病院につきま しては五つのお医者さんをお願い してるわけでございますけれども、

ハー トのお医者さんというよりは、お医者さんの数が大分確保できる状況になってきましたの

で、パート 医者じゃなくて正職のお医者さんで対応し、信用を深めていこうという考え方の一

環でございますので、看護婦、あるいは技師を含めまして、8名でございます。そういうふう
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すが、いつも定数をふやすときには一生懸命努力をしていますと言いますけれども、一体、ど

のような努力が具体的に行われているかということが、全然我々にわかりませんねですから

ただ今回はふやしていただいて、また後で努力をいたします、お話はよくわかるんですけれど

も、それを続けますと、現在の職員の体制のあり方、特に施設の職員ですとか、現行職員の数、

それと事務職員の数との割合とか、そういうものをよく検討した上で、そういうものをよく横

に振ってみて、これでいいのかと現状の職員の体制のあり方が、これでいいのかということを

十分踏まえた上で、やっぱりどういうふうに揺すぶってみても、これは出せな l¥からこれだけ

お願いをするんですよという形の提案が必要であるというふうに私は思うんですね。ですから

今後もいろんな考え方があると思うんですね。例えばよく機動部隊方式ですとか、事業部情Ijで

すとかね、その時々で、ある部門が急激に忙しくなったら、そこにさっと職員をシフトして配

置をするやり方ですとか、いろんなやり方が考えられると思うんですね、そういうものを十分

対応して民間委託等の問題も考えて、じっくり考えた上でやっていただきたい、その辺も踏ま

えて委員会ではじっくりこれを審議をしてもらいたい、というふうに思います。以上で終わり

ます。

0議長(高橋通夫君) 夏井昭男君。

ないということで、過去からの職員定数の増と、謀、部、係の増の推移をお尋ねをしました。

最終的にこれからどういうふうに職員定数の大枠をもっていくのかということをお尋ねしまし

たときに、たしか助役もそうだと思いますが、企画財政部長の方からも、前の企画財政部長か

らもそうでしたけれども、様々な先端の機械を取り入れながら、増になるものを極力そういう

もので対応しながら押さえ込んで行きたいと、まさに少数精鋭でいきたいというお話がありま

した。それで前の定例会でも何回かそのやりとりがあったわけですけれども、最終的にはこれ

は、きょう配られた議事録ですが、 3月の 11日の私の一般質問でも助役が、こういうふうに

お話をなすっているわけです。 r大きな定数減を考えているわけではない。大枠としては、現

状の定員数をふやさない方向でやっていきたし 1。しかし施設の管理運営等については、若干増

員がある可能性が出てくる」というお話がありました。その最後のところの方で基本的には職

員の定数問題についての大枠について、様々な部門の方向性を成案を得たいというふうな御答

弁があったわけであります。それで今回、特に事務職の方の 6名ですか、ふやされる件につき

ましては、個々に確かに理由が、それなりの理由があることはわかっているわけですけれども、

前にお話ししたとおり、将来、基本的職員定数をどういうふうに持っていくかという基本的な

考え方、実施の考え方がきちっとしてませんと、最終的には、場当たり的な職員の増ぽす応の

仕方しかできないという批判が出てくると思うわけです。職員定数の一般質問のときにも、急

激な都市化現象の中で行政需要に対応するために部をふやし、課をふやし対応をしてきたけれ

ども、そう Lづ対応、の仕方では今後十介あり得ないというお話で、基本的にあったかと思うん

です。さらに今回の60年度の一般会計補正予算の中にも、行財政研究会というところの項目

がありまして、報告書の作成ということが出ております。たしかこの研究は 2年越しの研究で

はなかったかと思うんです。この行財政研究は、以前、大介前にも、やはり報告書が出ており

まして、その中でも将来の出てくるであろう行政需要に対応して、むだを省きなさいというふ

うな形の弾力的な財政運営ができるような形にしておきなさい、というふうな指摘がありまし

た。例えばその中で、具体的な提言としては、補助金、負担金の問題等についてもメスを入れ

てやるべきであるというふうな、一つの例ですが、そういうこともあったわけです。当然こ の

行財政研究報告書ができてくる過程にもありますし、そこには市の職員の幹部の方もお入りに

なっていらっしゃ ると思います。 この報告書の中にも、恐らくその問題は避けて通れな L、問題

ですから当然、これにぶち当たってると思うわけです。その辺の基本的な考え方がどの程度ある

な市立病院の強化ということで、 正職に転換していこう、それから医局の方とも話し合いのつ

いてるものでございますので、一挙に充実ということではございませんけれども、短かい期間

の中で正規のお医者さんにしていくと、こういう計画でございますので、何分御審議をいただ

きたいと思います。市の市長部局の定数につきましては、ふやすということを今日の厳しい状

況の中で唯々として考えるわけじゃございません。この後、やはり市職員の一般的な定数に対

する考え方は、厳しく対応して実現してし 1く、という考え方を持ってるわけでございます。

0議長(高橋通夫君)

08番(馬場弘融君)

馬場弘融君。

特に病院等の関係については、よくわかるんですね。わかりま

01 6番(夏井昭男君) この問題につきましては、市民の関心の方も強いことですの

で、また私も職員定数ということで一般質問もさせていただきました。その中で基本的な考え

方としては、この定数問題については国の制度の問題、さらには東京都の関係とか、そういう

ふうなところの大枠にそもそも一つの大きな問題があるんだということを、自治省ですらそう

いうことを言っているので一概に短兵急に職員が多いとか少ないとかいう議論はなかなかでき
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のか、その辺が不鮮明ですと、やはり従来どおりのような批判もあたるかと思うんですが、そ

の辺成案と言いますか計画というか、そういうものがあったら、今お話をしていただければあ

りがたいと思います。

ですけれども、先ほどの、今、これ市民の方に説明する場合にも我々は非常に十分な理解があ

りませんと困りますので今お尋ねしているわけですけれども、 1人の職員の方に入っていただ

いて一生涯勤めていただく人件費の計算みたいなものを、例えば給信用理員の方の実例で前に

お話を受けたことがあるわけですけれども、かなり、そういう方が 1人ふえるだけでも市の財

政的なものが増してくる。

人件費のほかの トータルの中でもかな りなパーセンテージを高くあるわけですけれども、そ

の大枠の話については全体的に推移すればそれでト ータル的に間に合うんだというお話もある

かと思いますけれども、 日野市では下水道事業をこれから進めなきゃいけないということは再

三指摘されておりますし、高齢化社会も昭和 75年、 80年代にかけては大きく前進しなけり

ゃならないというふうな過程を考えていきますと今の基本的な、今、助役のお話ですと、今、

鋭意計画を練っているというお話でいいのかどうかということなんです。

0議長(高橋通夫君) 助役。

0助役(赤松行雄君) お答え申し上げたいと思います。

現状の中ではいろいろと他市の平均と比べましでも市長部局の一般行政職の配置が他市平均

に比べて 8割というふうな状況でございます。その時期、時期によって応援隊だとか主査制だ

とか、要するに係だとか課というものを外したその時晃正時期のピークの事務に職員を投入す

るという柔軟性というもの等も発揮した~'0あるいは、それぞれの将来の計画に向かつてスタ

ップだとか調査部門の職員というものを弾力的に強化していきたい、というふうな意欲を持ち

ましでも現状を他市と比較して平均的に見ても 8割というふうな状況の中では、そういう弾力

的な配置なり機能性を発揮できないというのが現状の一般行政職の状況なわけでございます。

そういう中で最低のお願いをしたわけでございまして、将来の定数のあり方としましてはき

ちんとした考え方を、地方行革という形でございますので、いろいろと考えておるわけでござ

し1ます。

今後の行財政、要するに検討会だとか、あるいは地方行革の推進本部というものの設定等の

中では、そういう将来を見通した場当たり的でない定数の、我々が今考えている問題がより公

的な形で御報告できるんじゃないだろうか。現状の中では( 1"議長、時間延長」と呼ぶ者あり )

そういう考え方を含んで克服していきたいというふうに考えておるわけでございます。

長をいたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

C 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。よって会議時間を延長をすること

に決しました。 夏井明男君。

01 6番(夏井明男君) 職員の晃牒手当について 1人頭、 1人の方 1，30 0円という

もう少し具体的に一一抽象的な質問ですので具体的にお尋ねしますと、まず、この職員定数

のこの枠が出てきておりますけれども、これは当初の予定のコ ースであったのかどうか。それ

が第 1点であります。

予定どおり、これは初めから必要だということで、当初から私が質問をするところから出て

きたものなのかどうか。そのときの助役の御答弁ですと新しい施設ができたそこの管理部門に

ついてのことは考えるけれども、後はやりくりをする。特に民間委託等も考えながらその中で

対応していきたい。さらに日野市では一般事務職員がほかの市よりも低いということは重々わ

かっている口しかし、それでやっていきたいんだというお話がありましTこOそれが現在の職員

定数のあれが、その助役がお話しなさっている当時からの当初の予定コースの案であったのか

どうか。第 1点であります。

それから市民会館の方で民間委託ということも私どもはできるだけ進めるべきだ、というこ

とで御提言申し上げてきましたけれども、助役のお話ですと、市民会館ができたらその民問委

託を考えても先ほどのお話ですと正の職員の方がたしか 8人必要だというお話がありました。

その8人という数字が少し甘いのではないか、というふうな疑問を持っております。

実はついせんだって 5月の 14日から 16日まで文数委員会で鳥栖市へ行政視察に行ってま

いりましTこ。鳥栖市は文化会館という名称ですけれども、日野の市民会館に当たりますが、座

席の数が 1，51 8席。 これと並列しまして建物の、同じ接続をしているわけですけれど、その

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

お話もあったわけです。その中で他市との比較ではありませんけれども、市の独自性、 イ教精

鋭的なことでまた生活があるわけですから、それを集め増しながらやっていきたいということ

は当然、地方自治の原則からいってもそれは十分成り立ち得ることですし、それで私も賛成なん
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0議長(高橋通夫君)

O助役(赤松行雄君)

理事者答弁。助役。

第 1点でございますけれども、夏井議員さんにお答えした当初

公民館が 408席。日野市におきましでも市民会館とそれから七生公会堂というふうなものを

両方運営してし 1かなきゃならん、こういうふうなものを踏まえ、なおかつ周辺の立川とか福生

だとかいろいろと文化会館なり市民会館なりを運営している実際の周辺市のあり方、あるいは

自主事業の運営、それらを踏まえた中での人数でございまして、七生公会堂を運営していくと

いう中での 8人では大変じゃないだろうか。

それから、さっきもお話がございましたけれども、 9時 30分まで運営していくと、こ うい

うふうなことになりますと、連続した中での対応というものが相当厳しいんではないだろ うか。

このように他市との、近隣他市との比較の中で非常に厳しいというふうなことで受けとめ、 2

名についてはそういう前提でお願いしておるわけでございます。

それから、ことしは、第 3点目としまして御指摘がございました 60年度の、 60年の 3月

というのは初めての定年制が発効した年でございます。 60歳以上の人間の、要するに 60歳

以上の方もここで一挙にやめていかれるという状況の中での市長部局としましては、その退職

者の、要するに後任の補充ということは万全にやっておるわけでございます。ただ、その仕事

につきましては、さっき言いましたように、いろいろとやりくりといいますか、重要度のある

所に人を回しているというやりくりはしているわけですけれども、退職者の、補充については

正規職員で補充しておりますし、それから新しい制度としては再任用といいますか、まだ 20 

年にならない、 60歳でやめてし 1かなきゃならんけれど弘 20年にな らない。共済の年金の問題が

あるということで、再任用ということで一、二年正規職員として再任用しているという人間も

おりますけれども、それは定数に入っているわけでございます。ですから、やめていく人間の

定数いっぱl¥の手当てはしている。仕事面では緩急に応じた配属をしている、こういうことで

ございます。

隣に中央公民館 408席の施設でありました。これを正の職員で対応しているのが、これ、ち

ょっと私の今の記憶ですので正確には出ないと思いますが、たしか私の記憶では 3名から 5名

の範囲だったと思います。それで、説明をされた方は係長さんですけれども、あとは民問委託

でおやりになっているという数字が出ました。

この正の職員の 3名から 5名の方というのは当然、この中央公民館の方の 408席の方の建物

についても同じ管理としてやっておられます。ですから日野の市民会館が 1，100席ぐらいの

かなりいろいろな付属的な施設もありますので、その辺少し違うのかと思いますけれども、正

の職員が 8名ということなんですね。これはやはり職員の、助役の話ですとなるべく抑え込ん

でし 1くんだというお話からすれば、一つの例としては考え方が甘いんじゃなし 1かというふつに

思いますが、その点どうでしょうか。

それから 3点目は、これ非常に不思議なんですが、不思議なことなんですけれども、第 1点

目と関連しますが、今の職員の定数の 6名、事務員の方を 6名ふやすことの中と関連しますが、

ことし 1年でおやめになった方が、前年度ですか、おやめになった方がいらっしゃるわけです

ね。その方の補充等はいろいろあるわけですけれども、その工夫の中でさらに 6名ふやすとい

うところが基本的にはよくわからないんです。去年の 1年間でおやめになった方の人数のトー

タルとその配置的なZ天ということがどの辺まで詰められた結果なったのか、その辺がちょっ

とわかりませんので第 3点目として具体的にお尋ねします。

の考えから、大きく後退しているわけではございません。当初の考え方でまいっておるわけで

ございますけれども、今日においては、現実の問題としまして御提案申し上げておるわけでご

ざいます。今後のあり方としま しては、さらに下水道の公共下水道部分の、要するに管理運営

なり工事なりというものがなお盛んになっていくというふうな仕事についての事務の移り変わり

等がございます。

それらにつきましては、さらに人員増を要求していくというようなことじゃなくて、当初の

考え方のとおり今の定数の中でのやりくりの中で、民問委託等も踏まえた中でやはり充足して

いくという基本的な考え方には変わりはございません。

それから、市民会館の問題でございますけれども、文化会館が 1，51 8席で、それから中央

それから市民会館については担当の責任者でございました企画財政部長の方から補充いたし

ますので、よろしく説明をお聞き願いたいと思います。

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) 現在の担当は生活環境部でございますけれども、今

までの経過もございますので私の方から若干説明をさせていただきたいと思います。

職員d笥題につきましては議会からもいわゆる法人の事業団を設立して委託したらどうかと

いう提言も確かにございました。私ども、都下のケース、 26市内、全国的にもいろいろ調査
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をいたしました。その結果、事業団で行うという場合の、かなりメリットももちろんございま

すけれども、デメリットもあるわけでございます。前の議会でもちょ っと申し上げましたけれ

ども、事業団をつくりましても事業団の職員のほとんどがいわゆる自治体からの出向職員であ

りますとか、あるいは事業団をつくっても市の担当者を置くとか、そういうような状況もかな

りあるわけでございます。

日野市の場合、そうしたら何人が適正かということで、直営ということで考えたわけでござ

いますけれども、先ほど助役が言いましたように、委託できるものにつきましてはほとんど委

託をする。ただ管理部門についてはやはり市の職員が行わないといけないんではないかという

ことで、職員数を出したわけでございます。

現在、市民会館の職員が何をするかということになるわけでございますれども、いわゆる施

設¢総合的な管理運営、それから、この施設を貸しホールだけ にするのではなく て、 やはり主

として自主事業をやらなきゃいけないんだ、ということを考えているわけでございます。そう

いうことを考えますと最低8人ぐらいは必要ではなし 1かという数字になってくるわけでござい

ます。いろいろ内部で検討した結果、市民会館 6名、それから七生公会堂を管理運営を一緒に

すること によってその人員を有効活用できるんではなし可かということで、 6名の 2名の合計8

名ということを考えたわけでございます。

鳥栖市の 3人ないし 5人というお話がございましたけれども、私ども、市民会館を貸しホー

ルに徹することであればかなりのまだ減員はできるというふうに考えております。ただ、かな

りの莫大な金額を投資いたしま して市民に文化の提供といいますか、そういうことを市が考え

るときに、やはりあいているところはできるだけ自主事業を行って市民に提供をしたい、と い

う趣旨でございます。そういう中で、最小限度の 6名という数字が出ているわけでございます。

以上でございます。

0議長 (高橋通夫君 ) 夏井明男君。

01  6番(夏井明男君) 大枠として了解しましたけれども、この問題は私も市民の方

に十分説明ができませんといけませんからお聞きしましたけれどお、先ほども助役の方から民

間委託ということもかなり進めているというお話もありました。この辺もぜひ総務委員会の方

でその実態も質疑していただきたし 1と思います。

また、鳥栖市の例とは日野市はちょっと若干違うというお話も今ございましたので、その辺
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もわかりました。

今、前からそうですけれども、日野市は少数精鋭でやっていくんだということです。市民の

方も賛成でしょうし我々も異論はないところであります。ですから、その少数精鋭のあり 方の

将来的な見取り図をぜひ、難しいことだろうとは思いますけれども、できるだけ鮮明な形で行

財政の報告書の出る時期でもありますから、大枠だけでも示される範囲があればありがたいと

いうふうに要望したいと思います。以上です。

0議長(高橋通夫君) ほかに御質疑はありませんか。なければこれをもって質疑を終

結いたします。

本件について御意見があれば承ります。石坂勝雄君。

028番(石坂勝雄君) 意見ということじゃございませんが、いろんな意見の中で総

務委員会に十分審議をお願いしたいんですが、ただ 1点、こう資料を出されるときに、余り、

私、特に数字に弱いもので、わかりやすくて、 ぴたっと我々が足し算を しても出 る、わかるよ

うな形で出てもらわないと何回やっても出ないんじゃ一一それで、さきにもう私ちょっと質疑

の中で申し上げましたが、先ほどの何か給与のときにはじ38 8人と言われて、今度 6月 1日

現在では 89人になっていて 1人や 2人はどっちでもいいんだというが、そういうものでもな

いんではなかろうかと思うんで、資料というのはなるたけ、なるたけというよりぴっ たり合う

ようなことに、部長 さんなんかも大変だと思うけれども、ひとつ議員というのはやっぱり資料

が一番よくわかるんですね、後でも勉強もできますし。

そういうふうに強く意見というより要望しておきます。よろしくお願いします。

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。

お諮りいたします。これをもって議案第 35号、日野市職員定数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。

( 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、総務委員会に付託いたします。

これより議案第 36号、日野市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正す

る条例の一部を改正する条例の制定の件を議題といたします。

理事者から提案理由の説明を求めます。市長。 (市長登壇〕
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0市長 (森田 喜美男君 ) 議案第 36号、日野市職員の勤務時間、休日、休暇等に関す を申し上げます。本議案は、市立南平地区センタ ーの開設に伴い、日野市立地区センタ 一条例

の一部を改正するものであります。

以上、 2議案につきましては、それぞれ担当部長に説明いたさせますので、よろしく御審議

る条例の一部を改正する条例の制定について提案の理由を申しあげます。

本議案は、女子職員の産前及び産後の休養期間を改めるため、日野市職員の勤務時間、休日、

休暇等に関する条例の一部を改正するものであります。詳細につきましては、担当部長に説明

いたさせますので、よろしく御審議のほどお願いいたします。

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。

のほどお願いいたします。

0総務部長(伊藤正吉君) それでは議案第 36号の内容につきまして御説明申し上げます。

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(佐藤智春君) それでは議案第 3 7号、日野市国民健康保険条例の一部を

改正する条例につきまして御説明申し上げます。

この条例改正は、地方税伝並びに同法施行令の一部改正によるものでございまして、国民健

康保険条例付則第 9項及び第]0項を削除しようとするものでございます。 この削除となりま

す付則の 2項につきましては国民健康保険税の算定と減額に関する規定でございまして、昭和

5 9年度に限りまして適用された時限期定でございます。今回、地方税法等の改正によりまし

て条例上の特例的な定めが不要となりましたために当該条文を削除する ものでございます。

なお、本年度以降の国民健康保険税の算定並びに同税の減額につきましては、地方税法の改

正規定がそのまま適用されることになりますので、前年度と同様の措置となりますので、よろ

しく御審議のほどお願t¥申し上げます。

0議長(高橋通夫君) 生活環境部長。

。生活環境部長 (坂本金雄君) 議案第 38号、日野市立地区センター条例の一部を

改正する条例の制定について御説明申し上げますD

昭和 59年度予算で建築を進めてまいりました地区センタ ーが峻工を見ま したので別表の改

正をお願いするものでございます。

4ページをお開きください。別表第 1、 2、小地区センタ一、名称の欄、市立百草地区セン

ターの下に市立南平東地区センターを加えます。そして、その右の設置場所の欄に日野市南平

156 4番地の 44 3を加えるものでございます。

地区センターの敷地の面積は30 6.6 8平米でございまして、建築面積は 63.4 0 5平米で

あります。構造は、本造モルタノレ平屋建てでございまして、この地区センターの至近な自治会

は三井台、鹿島台、長銀、 みど り坂、武蔵野台、この自治会およそし284世帯でございます。

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。なければこれをもって質疑を終結い

たします。

1 2条第 1項中ということでございますが、これは産前及び産後の休養という項目でござい

まして、妊娠中の女子職員は医師または助産婦の証明書または母子健康手帳を示して、その出

産前後を通じ 15週間以内休養することができる、こういうことで規定されております。

さらに 2項には、前項に規定する休養は、 出産予定日の7週間前から、これを請求すること

ができる、こういう文言が現在の条例でございます。それを、産前、産後とも 8週間、こうい

うことで 16週間、こういうことに改めていきたい、 こういう内容でございます。よろしく御

審議いただきたいと思います。

なお、これにつけ加えますと、これは、こうし寸条例を改正するにつきましては母体の保護、

こういうことが大目的でございます。よろしくお願いします。

0議 長 (高橋通夫君) これより質疑に入ります五なけ加工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 36号、日野市職員の勤務時間、休日、休暇等に関

する条例の一部を改正する条例の制定の件は、総務委員会に付託いたしたいと思いますが、こ

れに御異議ありませんか。 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 37号、日野市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定、議案第 38 

号、日野市立地区センタ一条例の一部を改正する条例の制定の件を一括議題といたしたいと思

いますが、これに御異議ありませんか。 CI異議なし」と呼ぶ者あり 〕

0議長(高橋通夫君 ) 御異議ないものと認め、一括議題といたします。

理事者から提案理由の説明を求めます。市長。 C市長登壇)

O市長(森田喜美男君) 議案第 37号、日野市国民健康保険条例の一部を改正する条

例の制定について提案の理由を申し上げます。

本議案は、地方税法の改正に伴い、日野市国民健康保険条例の一部を改正するものであります。

議案第 38号、日野市立地区センタ一条例の一部を改正する条例の制定について提案の理由

本 2件について御意見があれば承ります。なければこれをもって意見を終結いたします。

お諮りいたします。これをもって議案第 3 7号、日野市国民健康保険条例の一部を改正する

口。
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条例の布Ij定、議案第 38号、日野市立地区センタ 一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 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 39号、 日野市立学校設置条例の一部を改正する条例の制定の件を議題とい

たします。理事者から提案理由の説明を求めます。市長。 C市長登壇 〕

O市長(森田喜美男君) 議案第 39号、日野市立学校設置条例の一部を改正する条例

の制定について提案の理由を申しあげます。

本議案は、平山下耕地土地区画整理事業区域の地番整理に伴い、市立平山中学校及び市立第

二幼稚園の設置場所を変更するため、日野市立学校設置条例の一部を改正するものであります。

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。教育次長。

0教育次長(小山哲夫君) それでは議案第 39号につきましての提案理由の詳細説

明をさせていただきます。

ただいま市長から提案理由の御説明がございましたとおり、本議案につきましては平山下耕

地の区画整理の完了に伴いまして地番整理が行われました関係上、日野市立平山中学校並びに

市立第二幼稚園の設置場所の変更が生じますので条例改正をお願いするものでございます。

議案書の 2ペーヅを御参照願いたいと思います。月Ij表の第 2表につきましては、日野市立平

山中学校の項中 「日野市平山四丁目 21番地の 2Jを「日野市平山四丁目 21番地の 3Jに改

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、文数委員会に付託いたします口

これより議案第 40号、昭和 60年度日野市一般会計補正予算(第 1号)の件を議題といた

します。

理事者から提案理由の説明を求めます。市長。

(市長登壇〕

O市長(森田喜美男君) 議案第40号、昭和 60年度日野市一般会計補正予算第 1号

についての提案理由を申しあげます。

本議案は、昭和 60年度目野市一般会計補正予算第 1号であり ます。

補正額は、歳入歳出それぞれ 645万円を追加し、歳入歳出予算の総額を 310億 6，18 9 

万 4，00 0円とするものであります。

詳細につきましては、担当部長に説明いたさせますので、よろしく御審議のほどお願いいた

します。

0議長(高橋通夫君) 歳入歳出全般及び第 2表債務負担行為補正の説明を求めます。

企画財政部長。

O企画財政部長(前田雅夫君) 議案第 40号、昭和 60年度日野市一般会計補正予

0議長(高橋通夫君)

たします。

本件について御意見があれば承ります。なければこれをもって意見を終結いたします。

これより質疑に入ります。なければこれをもって質疑を終結い

算第 1号につきま して御説明を申し上げます。

第 1条でございますけれども、歳入歳出予算の総額にそれぞれ 645万円を追加いたしまし

て歳入歳出予算の総額を 310億 6，18 9万 4，00 0円とするものでございます。第 2項につ

きま しては第 1表で御説明をいたします。

第 2条でございますが、債務負担行為の補正でございます。第 2表のとおりでございます。

それでは 7ペークをまずお開きいただきたいと思います。今回の予算は 60年度の当初予算

の際に 3億円の予備費を計上しておきました。一部予備費に残しましてその差額を各科目に組

み替えをするものでございます。 7ページの歳出の補正額の欄を見ていただくと全体の数字の

めるものでございます。

別表の第 3表につきましては、日野市立第二幼稚園の項中「日野市平山四丁目 27番地の 12J

を「日野市平山四丁目 5番地の 4J に改めるものでございます。

なお、この適用につきましては昭和 60年の8月1日から施行をお願いするものでございます。

よろしく御審議の上、御承認賜りますようお願いいたします。以上でございます。

バランスがわかるわけでございます。

お諮りいたします。これをもって議案第 39号、日野市立学校設置条例 の一部を改正する条

例の制定の件は、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。

それでは歳入でございますが、 8、 9ペークをごらんいただきたいと思います。土木費の補

助金でございますけれども、交通安全施設整備費補助金といたしまして、東京都から 645万

円の内定がございましたので、今回補正をするものでございます。

nu 
q
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次は 22、 23ページで ございます。土木費の道路新設改良費でございます。 22、 23ぺ

ージでございます。まず工事費でございますけれども、仮称百草4号線舗装新設という のがご

ざいます。これは倉沢から多摩市にCiく、現在砂利道の道路がございます。土地の権矛l堵等の

整備ができましたので今回舗装等の整備をするというものでございます。次の大和田 16. 1 7 

号線道路改良でございますが、これは豊田団地内の道路の改修でございます。次が 17番の公

有財産購入費でございます。 1億円でございます。これは道路用地、新井 309番地先と書 い

てございますけれども、浅川流域死盟場から流域の幹線が浅川の下を通りま して川崎街道に出

るわけでございますけれども、そのルー トを現在第八小学校の東側を通すことで計画を進めて

おります。第八小学校の東側まで川崎街道から道路ございますけれども、それから浅川までの

区間がございません。この道路買収を進めまして、下に流域幹線を入れていくというものでご

ざいます。その道路用地買収費、 この 1億円はおおよそ用地買収費の 3分の lぐらいに相当す

るものでございます。次が交通安全対策費でございますけれども、報酬、報償費並びに需要費

でございますが、これは、この秋に行われるところのあ重安全運動の事業費でございます。安

全標語の募集でありますとか、あるいは横断幕の設置、ステッカーの作製等の費用でございま

す。 15の工事請負費でございますけれども、これは歳入の中で申し上げました都の補助金に

絡むものでございます。当初予算では 7，46 9万 9，00 0円の計上して おきましたんですが、

今回、さらにし375万 3，00 0円を加えるものでございます。内容につきましては記載のと

おりでございます。

次が 24、 25ページ、都市計画費 の町名地番整理費でございます。現在、程久保地域の町

名地番整理の事務を準備をしております。 この臨時職員の雇い上げの費用でございます。

次が 26， 2 7ペー ジでございます。 教育費の小学校管理費で ございますけれども、薬品検

査処理とございますけれども、これは薬品の適正な保管ということで、現在、小学校で保管し

ております劇毒物 の調査並びに姐週をする費用で ございます。これは中学校費も同様計上しで

ございます。 次が学校建設費でございますが、滝合小学校環境整備と いうことでございますが、

これは、こ の内容につきましてはプレハフ・の解体あるいは倉庫の新築、一部周辺の舗装、 U字

溝の改修等が含まれております。次の程久保小学校校庭整地、これはこのとおりでございます。

第二小学校防球フェンス設置、これは南側の、いわゆる校庭のフ ェンスの設置でございます。

延長が 140メーターの予定でございます。

次が 28、 29ページでござし 1ます。 中学校費の学校管理費の薬品検査につきましては/上学

次が歳出でございます。 10、 1 1ページでございます。まず総務費の一般管理費でござい

ますが、説明欄をごらんいただきたいと思います。まず需用費でございますが、アフリカ飢餓

救援事業のPR関係の費用といたしまして 30万 5，00 0円でございます。次の負担金、補助

及び交付金でございますが、平和祈念行事参加費補助金、これは広島・長崎原爆記念行事等へ

の市民参加の補助でございます。次が企画調整費でございますけれども、当初予算で行財政研

究会諸市謝礼と いうのがございました。これを今回発展的に解消いたしま して、市の行財政の

見直しをするための委員会の設置ということで、行財政研究会委員謝礼という ことで 19 2万

円でございます。その他、下にございます2万 5，00 0円は報告書の作成費ということでござ

います。次が車両管理費でございますけれども、マイクロパスの運行の委託でございます。現

在、教育委員会で障害者の通学用のパス 2台がございます。それから希望の家の通園用が 1台

あるわけでございます。 これは福祉関係でございますけれども、合計 3台を民間に委託を しよ

うという経費でございます。委託の内容といたしましては今ある車を貸与いたしまして 2台分

委託をする というものでございます。 3台を 2台で運行 という 内容でございます。

次のページ、 12、 1 3ページでございます。老人福祉施設費につきましては説明のとおり

でございます。コミュニティ費でございますけれども、説明欄にございますように、青年の声

を市政に反映をさせようということで、本年が国際青年年でもございますので、この費用を計

上したものでございます。需用費につきましてはその事務費でございます。

次のペー夕、 1 4、 15ペークでございます。 児童館費でございますけれども、旭が丘に現

在学童保育のみをやっておりますけれども、この土地に本格的な児童館を建設しよう、という

ことで基本設計費を計上しようとするものでございます。

次が 16、 17ページでございます。じんかい処理費の中で、 委託料でございますけれども、

清掃パ トロール というのがございます。これはごみの集積場所の、いわゆるパ トロールをする

ものでございます。さらに、その下の事業ごみ排出量調査というのがございますけれども、こ

れは事業所から出る有料ごみの調査をするものでございます。次は省略いたします。

1 8、 19ページ、病院費でございます。投資及び出資金でございますが、総合病院のボイ

ラーが老朽化いたしまして、この整備をするというものでございます。その出資金でございま

す。
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それから、いま一つは 33ページのこの日野マラ ソン、仮称日野マラソンということですが、

これは白野市の中で一体マラソ ンをどこでやるんだろうという気がします。いわゆる、これを

考えられた方は青梅マラソンのことを考えたんじゃな l¥かと思いますが、交通事情、道路事情

が全 く違うわけです。したがって、この日野の中で、市内の中でたくさんの方が走るような場

所が一体どこにあるのか、この辺のひとつ考えられた理由をひとつお聞きしたいと思います。

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、ただいま御質問のございました第 1点目 の点

につきまして私の方からお答え申 し上げます。

2 3ページの一番下の欄でございます。反射鏡設置、 126万円の滅でございますけれども、

これは今御質問の中にもございましたように東京都の補助金の分でございます。したがって当

初予算では 40、いや、 失礼しました。 57基というこ とで申請をいた しま した。ところが、

全体の補助金の振り合いの中での 49基という ことで今回内示がございましたので、したがっ

て数としては 8基滅少すると いうことでございます。 しかし、こ れは都の補助金の対象の分だ

けでございます。

したがって、当初予算でお願いしましたのは 100基ほどの予算が計上されてございますの

で、その辺の中で十分カバーをいたしまして、必要な箇所には設置していきたいというふうに

思っておりますので、御理解をいただきたいと思います。( I了解」と呼ぶ者あり)

。議長 (高橋通夫君 ) 教育次長。

0教育次長 (小山哲夫君 ) それでは第 2点目の日野マラ ソンにつきま しての御質問に

対しまして私の方からお答えをさせていただきます。

先ほど企画財政部長から提案理由の中で説明がありましたとおり、本年度に日野中央公園の

中に、いわゆるモニュメントができます。そういうことを記念いたしまして日野マラソンを行

うわけでございますけれども、かつて、こ の日野中央公園を利用いたしまして 日野市の陸上ロ

ードレース という レースを、これは日野市陸上協議連盟の方に毎年委託して、実施を現在もし

ております。昭和 55、 6、?と3カ年間にわたりま して、 大体毎年 2月ごろですね、日野市

の委託事業の中で、こ れは主として一般の市民の方々、小中学校の生徒児童を対象といたしま

して、これはロードレースをやっております。これにつきましてはいろいろと交通事情あるい

はまた、こ れに対しま してはマラソンを行いますと交通整理が必要になって くるわけでござい

ますが、警察の方にお願いいたしまして、協力依頼をしてまいりましたけれども、いろいろと

校と同様でございます。学校建設費の委託料でございますが、第四中学校給食室新築設計、そ

れから載荷試験、これは地盤の試験の委託料でございます。それから次の負担金、補助及び交

付金でございますが、平山中学校防音壁設置負担金でございますが、これは京王線の騒音防止

の防音壁の設置を京王帝都電鉄に委託をする、負担をする費用でございます。延長といたしま

しては 138メーター、高さが 3メーターのものでございます。

次が 30、 3 1ページでございます。幼稚園費でございますが、これは平山下耕地の清算を

ここで行うわけでございますけれども、当初予算に計上はしておきましたけれども、若干不足を

しまして 12万 8，00 0円をここで計上するものでございます。総額が 3，97 5万 4，47 9円

でございます。

次が 32、 33ページでございます。体育費の総務費でございますが、この市役所前に、前

の公園、日野中央公園でございますけれども、モニ ュメントを制作しております。このモニュ

メントを使いまして日野マラソンの検討委員会を発足させるというものでございます。

予備費は当初申し上げましたけれども、 3億円から今回 の2億 7，13 3万 1，00 0円を組み

替えまして、予備費の現額を 2，86 6万 9，00 0円とするものでございます。

大変恐縮ですが、 3ページに戻っていただきます。第 2表の債務負担行為の補正でございま

す。これは第二中学校給食室食堂新築事業ということで、期間といたしましては 60年から 61

年。限度額が4億 9，08 2万 5，00 0円ということで御承認をいただきたいわけでございます。

以上で説明を終わり ます。

0議長 (高橋通夫君 ) これより質疑に入ります。( I委員会付託」と呼ぶ者あり)黒

川重憲君。

o 1 7番 (黒 川重憲君 ) 2 3ページの土木費の 15の工事請負費でございますが、反

射鏡設置。歳入の中での都の支出金が 42万円であり ます。 ここでも12 6万の滅でございま

すがこの減の理由と、これはいわゆ る東京都の補助事業の中での恐らく事業と思いますが、 い

わゆる、この反射鏡一一カーブミラーの要望はかなり年間多いと思います。したがって、こう

しヴところを減額するという ような、 こういう姿勢は森田4期目の市政としては非常に恥ずか

しい、こう断ぜざるを得ない。したがって、この辺はもっとふやすことができなし 1かというこ

とを、まず第 l点お尋ね申し上げます。
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警察の方の職員の動員等の問題の中で、 5 8年度から現在の平山中学校の手前を浅川の提防伝

いにロードレースをやってきたという経緯がございますけれども、これはあくまでも、いわゆ

る日野市民のマラソンといいますか、競技本位といいましょうかね、記録更新とか、そういっ

た意味でのレースでございましたけれども、今回企画しております、いわゆる日野マラソンと

いうのは競技とか選手の育成ということではなくして、日野市民の老若男女だれでも気軽に参

加できる、体力の増進あるいは親睦を図るという、そうし 1う新しい考え方のマラソンでござい

2 0人分を予定しております。ですから 5万円掛ける 20人分ということでございます。これ

は旅費の補助というような形で、一部補助というような形になろうかと思います。今、式典と

の絡みの関係で開催市と今いろいろ電話連絡等とりまして、連絡をとっているところでござい

ます。

式典参加が第一難句に考えられるわけでございますけれども、御指摘のような形で、相当祈

念式典が大幅な形で開催される、こういう中では当日、あるいは時間がずれた形でそちらの方

に参加する、そんなような方法もあわせて考えまして、今、関係市と連絡をとっている、こう

いう実態でございます。以上です。

ます。

そういった意味におきましての検討委員会をこれからどういう方法で実施をするか、どうい

う方法で運営するか、こういう問題につきましての検討をさせてもらうための委員会というこ

とで予算計上したものでございます。

体育協会の役員の方々、あるいは陸上競技連盟の方々、市の職員等交えましてこの具体的な

実紘運営等方法につきまして検討してまいりたいということでございます。以上でございま

0議長(高橋通夫君) 古賀俊昭君。

す。

01 8番(古賀俊昭君) それでは市と連絡をとっているということですので広島、長

崎両市と連絡をとっておられるということでよろしいんですか。今、申し上げましたように主

催団体、主催者はどこなのか。いろんな各種行事がたくさんあると思いますので、もう一度そ

の点を確認をいたします。行われる行事名と、それから主催ですね。

それで、市長の意気込みをここに感じるわけでございますが、世界の平和を祈念し、また世

界の恒久平和を願ういろんな行事というのは各地で行われているわけです。今後、例えば広島、

長崎に限らずいろいろな団体等、また有志によってこうした世界の平和を願う各種の集まりが

ある場合には市の方で今後こうした補助を続けていこうというお考えなのか。あくまでことし

が、先ほど申し上げましたように一つの区切りにもなる年だろうと思いますので、ことしだけ

の措置というふうにお考えになっているのかどうか。

そしてまた、どういった方々をメンバーとして市民の中から選ぼうと今お考えになってい る

か。すでにメンバーが決まっているのであればそのメンバーについて教えていただきたいと思

0議長(高橋通夫君) 黒川重憲君。

01 7番(黒川重憲君) 3 3ページの方だけ一言申し上げます。

どうも、この仮称日野マラソン、私どもすっきりいたしません。したがって文教委員会で慎

重に審議をしていただきたい、かように考えております。

0議長(高橋通夫君) ほかに御質疑はありませんか。古賀俊昭君。

018番(古賀俊昭君) 1 1ページの負担金、補助及び交付金 100万円、平和祈念

行事参加費補助金ということについてお尋ねをいたします。

100万円ということですが、その内訳をまず教えていただきたいと思います。

それから、広島・長崎の原爆忌といいますか、平和式典を指しているのかなとも思いますが、

この時期には、ことしは被爆 40周年ということもあります。終戦から 40年ということで各

種のいろんな団体また政党、そうしたグループによる行事というのもたくさんあろうかと思い

ますが、一体その平和祈念行事というのはどういう内容の式典、行事なのか、その具体的な内

容についてお尋ねをいたします。以上です。

います。

たしか昨年は長沢教育長と庶務課の鈴木係長が日野市から派遣をされて広島の原爆忌に参加

をされたと思いますが、ことしはこのお二方はどのような扱い、つまり、市の方からの参加と

いうのはどうなっているか、その点についてもお尋ねをいたします。

0総務部長(伊藤正吉君) 1 9の負担金の 100万円の内容でございますけれども、

0議長(高橋通夫君)

。市長(森田喜美男君)

います。

市長。

0議長(高橋通夫君) 総務部長。 ちょっと私からその考え方についてお答えをいたしたいと思

に
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ことしは、広島・長崎原爆忌の 40周年に当たる年であ ります。そして、 この平和祈念行事

は両市がそれぞれ主催をいた しますその祈念式典を目指してはおりますが、確かに全国的な集

中も多いようでありますから、要するにそれに関係をするそういう平和祈念行事だという考え

方を持ちたいと思っております。

それから、どういう人かということですが、 これは広報紙に公表いたしまして市民の希望者

を募る。団体あるいは個人、これは個人の方が補助対象でありますから、それがまた組んで団

体をつ くられる ということも結構だと思います。

それから、平和祈念行事は広島、長崎のみには限らないことかもしれませんが、今のところ

広島、長崎の原爆忌を指しておるというふうにお考えいただきたいと思います。

それから、ことしのみかどうかということは、ことし成功し、それから市民の方の今後の意

思が継続 しようということでありますならば、規模のことは別といたしまして、継続すること

も適当ではないか、とこのように思っております。以上です。

0議長 (高橋通夫君 ) 古賀俊昭君。

018番(古賀俊昭君) 広島、長崎両市が主催をする平和祈念式典に参加をされると

いうことで、市民の方が 20人公募によって参加をすると いうことの説明がございま した口

もう 1点、お聞き しました市の方か ら市長ほか、いわゆる公務として公式に派遣される方に

ついては、今回この行事には市民の方とは別にですね、どういうお考えなのか、その点をお尋

ねをいたします。

それからもう一つ、きのうお聞きをしてもよかったんですが、市長も大変今回こうした新た

な予算措置を補正予算でお取りになるということで以前からの平和都市宣言一一核兵器廃絶・

平和都市宣言の一つの市長のあ考えの線上にあるものだと思いますが、 きのう私どもいただき

ました参考資料の、姉妹都市であり ますアメ リカ のレッドランズ市長にお出しになりました市

長個人の手紙の写しをち ょうだいしました。これは日本語で書かれておりました。また市長の

お名前の後には別に公印も押されており ません。これと全く 同じものを資料という印刷箇所だ

けないものを、抜けているものをこれと全く同じものをレッドランズの市長さんに送られたの

かどうか、その点、あわせてあ号a ねをします。

。議長(高橋通夫君 ) 市昆

0市長(森田喜美男君) 市の職員の公式参加ということも考えられるわけであります
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が、昨年参力日l¥たしましたのは府中市の、つまり我々の協議会の、 宣言都市の協議会の会長を

されておる市でありますが、ここの行事に参加をし、あわせてその当日参列をする、こういう

順序だった というふうに思っております。 ことしもでき得ベく ば別途の方法で参加をしたいも

のだ、というふうに考えております。

それから、レッドランズ市にメッセージを送りましたのは日本文が正文だと思っております。

参考のためにあるいは英訳も付 したかも しれませんが、な るべ く日 本文をもって正文としたい、

こう考えております。その公印云 と々 いう こと は私も詳しくは存じません。当然、署名をしたも

のが公文だというふう に思っております。

0議長(高橋通夫君) 古賀俊昭君。

0 18番 (古賀俊昭君 ) 私は最初の質問をしまして 2番目にレッドランズの市長さん

あてにお出しになった市長の手紙のことを聞いたのは、これは非常に関係があると思うんです

ね口といいますのは、 市長は多分ことしも広島の近くにあります府中町で開かれる非核都市宣

言をした自治体のシンポジウ ムか何かにお出になるんだろうと思うんですが、多分そこで私は

ことし姉妹都市の市長さんに非核宣言を同じようにす るように、その宣言を勧める、宣言の実

施を勧める手紙を出しましたということを、そこで華々しく自分の、御自身の実績として多分

報告をされるだろうと思うんです。

この手紙が私はレッドランズの市長さんのところに間違いなく届くだろうと思います。しか

し、本当に姉妹都市の市長さんに世界の平和を願う、同じ自治体の長の立場で、私は、こうい

う考えでやっておりますからあなたもどうぞいかがでしょうか、ということをおっしゃるなら、

よりみずからの意思を正確に伝えるためには日本語以外に英文の、英文で書かれた ものを、英

語訳されたものを私は添付 されるのが本当だろうと思うんです。レッ ドランズの市長さんは多

介日本語はお読みになれないと私は思うんですね。

ですから、市長、私は勘ぐって言っているのかもわかりませんが、市長の目的は、この手紙

を出したということ を府中町の反核平和都市か何かやった自治体のその集まりで、みずからの

手柄として、実績としてアピールする必要からお出しになったのではなl¥かな、という考えも

出て きて当然ではなかろうかと思うんです。もし英訳の手紙が添えて出しておられれば、私の

今申し上げたことについては取り消しをいたします。

普通、条約文でなければ母国語で、日本の場合であれば日本語で手紙を出すと いうことでも
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0市長(森田喜美男君) 平和を願う気持ちは微力ではありますが、いっぱtiでありま

ぐにお調べになればわかると思いますが、いかがでしょうか。

O議長 (高橋通夫君) 総務部え

0総務部長(伊藤正吉君) 英訳の件でございますけれども、市の職員に英語に堪能な

職員がおりまして、英訳して送ってございます。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) じゃあ、私、別に疑うわけじゃないんですが、私どもに配ら

れた文面というものは、これはあくまで日本語で書かれたもので、英語の文章の手紙も添えて

出したということはどこにもありませんし、日付もございません。ですから、私はもしかす る

と日本語だけのものをお出しになったのではなし、かなと思いまして、今回のこの予算措置と何

か関係があるのではなし 1かと思ってお聞きをした次第です。もし、そういうことであれば、私、

先ほど危倶したようなことはなかったわけでまことにこれ幸いだと思います。

英訳のものも資料として後でちょうだいをしたいと思いますので、お願いをしておきますo

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 40号、昭和 60年度日野市一般会計補正予算(第

1号)の件は、歳入全般及び歳出のうち総務費、予備費、第 2表債務負打行為補正を総務委員

会へ、歳出のうち民生費、衛生費を厚生委員会へ、歳出のうち商工費、土木費を建設委員会へ、

歳出のうち教育費を文教委員会へそれぞれ付託いたしたいと思いますが、これに御異議ありま

せんか。

( (異議なし〕と呼ぶ者あり〕

0議長(高橋通夫君) 御異議ないものと認め、それぞれの委員会へ付託いたします。

これより議案第 41号、昭和 60年度目野市下水道事業特別会計補正予算(第 1号)の件を

議題といたします。

理事者から提案理由の説明を求めます。市長。

〔市長登壇〕

O市長(森田喜美男君) 議案第 41号、昭和 60年度日野市下水道事業特別会計補正

予算第 I号について提案の理由を申し上げます。

ちろん用は足りるわけです。それで失礼にも別にならないと思います。

しかし、過去、日野市から何か出した文書等で、レッドランズへ出したもので英語の添え書

きがしてあるものがあればやはりそれに従ってやるのが当然だ、というふうに思います。過去

のことはわかりませんが、市長が本当にレッドランズの市長さんにみずからの意思を伝えたい

なら、私は市長さんが、先方の市長さんがよくおわかりになるように英語の文章も私は添えら

れてしかるべきではなかったかと思うんですが、その点をもう一度、日本語だけの手紙なのか。

市長名でお出しになったものですから、その点、はっきりしていただきたいと思います。

例えば、インド一一インドネシアでもいいんですね、そうした国に市長がもし手紙を出そう

となされば日本語で書く。そして相手のインドネシアの言葉で添えたものを、手紙をあわせて

出す。そして、もう一つ、より確実を期すためにお互いの国で共通の国際語として有効な英語

の文面ももう 1通つけるというのが、いろいろ聞いてみますと普通のやり方のようなんです。

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) 市丸

す。ただし、何かもくろみを持って特別の行為をしておるというふうなことはございません。

それから、レッドランズ市長にあてたメッセージは、決裁はこれは日本文で役所の決裁を行

っておりますが、英文も添付して出したというふうに思っております。

0議長(高橋通夫君) 古賀俊昭君。

o 1 8番(古賀俊昭君) この手紙には日付がないんですが、日付はいつでございます

か。

0議長(高橋通夫君) 総務部長。

0総務部長(伊藤正吉君) 6月の 7日の日付で出していると思tiます。

O議長(高橋通夫君) 古賀俊昭君。

018番(古賀俊昭君) 決裁は市長がおやりになったということですが、じゃあ実際

に決裁を受けて投函をされた方はおわかりだと思いますが、市長は英語の文章も、文面もあわ

せてつけたと思うとおっしゃっていますが、実際はどうなんですか。 6月 7日付のレッドラン

ズ市長にあてた、この市長の手紙について今お聞きしております。姉妹都市の関係にあるお互

いの都市が文章をやりとりする場合には、当然保管されて一一機会もあると思いますので、す
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本議案は、昭和60年度目野市下水道事業特別会計補正予算第 1号であ ります。

補正額は、歳入歳出それぞれ2，13 0万円を減額し、歳入歳出予算の総額を 20億 8，43 9 

万 2，00 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。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 41号の昭和 60年度日野市下

水道事業特別会計補正予算第一号につきまして御説明を申し上げます。

今回の補正予算は、歳入歳出ともに 2，13 0万円の減額でございます。

内容につきまして御説明を申し上げます。

まず8、9ページでごございますh歳入予算でございますが、 市債で ございます。今回補正をいた

しますのは減額の 2，13 0万円でございます。これは落川排水区の雨水幹線、 落)11幹線と申し

ておりますが、それと同時施工いたします汚水管 345メータ ーの工事が 2カ年にまたがって

施工されることがここで実施設計の段階で決まってまいりました。それに伴います起債の対象

額を翌年度に執行するためにここで今年度から滅をいたしたものでございます。

次に 10、 1 1ページの歳出の方に入らせていただきます。下水道総務費でございます。こ

こでは特に御説明申し上げる点はございませんO

次の 12、 13ページをお開きいただきたいと思います。下水道建設費でございます。補正

予算では 5，798万円 の滅でございます。内訳といたしましては 13の委託料でございますが、

5，0 0 0万円 の増でございます。これは京王 に委託をいたします百草駅の踏切の所の工事の分

でございますが、先ほど申し上げました雨水管の落川幹線の施工に伴います委託料でございま

す。総額といたしまして 1億 4，97 0万円必要でございますが、年度内に執行いたします額が

5，000万円。残りが 61年度の、後ほど御説明申し上げますが、債務負担を組ませていただ

き、両年度にまたがり まして施工をいたしたいと考えておるわけでございます。

次に 15の工事請負費でございますが、 1億 968万円の滅でご ざいます。これも先ほど申

し上げました京王線の踏切の所から程久保川の所までの雨水管と汚水管を埋設するものでござ

いますが、ここの道路は非常に狭院でございまして、しかも地下埋設物としてのガス管、水道

管が道いっぱいに広がっておるわけでございます。そういうのを移設しながら管の埋設を行っ

ていかなきゃならないということから、これにつきましでも債務負担行為といたしまして 61 

年度の事業の一部を送ることになったわけでございます。 60年度の執行が 1億 782万円で

ございました。翌年度-61年度に債務負担行為として計上いたします額は 8，60 0万円。

合計 1億 9，38 2万円で執行いたすものでございます。債務負担については後ほど御説明を申

し上げます。

1 9、負担金、補助金及び交付金でございます。 170万円につきましては八王子市が施行い

たします管の一部に、日野市の地域の汚水を取り込んでいただく、それにかかります費用の負

担金でございます。

次が 14、 1 5ペークでございますが、多摩平の処理場費でございますむ 15の工事請負費

2，9 0 0万円でございますが、最終沈澱池の改修でございまして、これが設置いたしまして20

年を経過しておることから機械の摩耗が非常に進んでおります。 このために騒音が発生をいた

しまして御近所に御迷惑をおかけしている、その騒音対策といたしまして汚泥のかき寄せ機の

改修を行うものでございます。

次が 16" 1 7ページの都市下水路費でございますが、神明上の都市下水路の実施設計費で

2・2・10号線、立日橋の所の 2・2・10号線が近々用地買収等も行われまして実際の施工に

入ってまいります。その前に神明上の下水路を設置をするということで、それに先駆けまして

実施設計を行うものでございます。

次が 18、 19の公債費、それと、その次のべークの予備費でございますが、特に御説明す

ることはございません。

忍縮でございますけれども、 3ページへ戻っていただきたいと思います。 3ページの上の欄

の第 2表債務負担行為補正でございます。先ほど申し上げました雨水管、落川排水区落川幹線、

それと、これに接続いたします幹線並びに大栗 4号処理区分の中の汚水管、この二つの事業を

6 0年から 61年度継続して施工するための債務負担行為でございます。限度額はこ こに記載

したとおりでご ざいます。

よろしく御審議のほどをお願い申し上げます。

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。
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お諮りいたします。これをもって議案第 41号、和年 60年度 日野市下水道事業特別会計補

正予算(第 1号)の件は建設委員会に付託いたしたいと思いますが、これに御異議ありません

か。

特別会計補正予算書の実施計画書 26ページ、 27ページをごらんいただきたいと思います。

まず収入でございますけれども、企画財政部長の説明にもありましたように一般会計よりの出

資金 930万円をも って充てるものでございます。

次に支出でございますが、建設改良費のうち工事請負費をお願いするものであります。現在、

2台のポイラ ーを年間を通じて交互に運転を し、院内の暖房及び手術室等に供していますが、

このうちの 1台が故障し修理が不可能な状態で、かっ耐用年数も大幅に経過いたしております

ので、この取り替えを行うものとした次第でございます。

よろしく街]審議のほどお願い申し上げます。

0議長(高橋通夫君) 福祉部長。

0福祉部長(高野 隆君 ) それでは、次に議案第 43号、昭和 60年度日野市老人保

健特別会計補正予算(第 1号)について御説明を申し上げます。

ただいま市長から提案のありましたように歳入歳出それぞれに 17 1万 5，00 0円を追加す

るものでございます。

詳細につきましては 34ページ、 35ペークをお開き願いたいと思います。ここに掲げまし

たように、歳入につきましては繰越金を 171万 5，00 0円追加し、 171万 6，00 0円とす

るということでございます。

歳出につきましては 36ページ、 37ペークに掲げましたように償還金、これは昭和 59年

度の老人保健支払基金からの交付金の精算返還金でございますけれども、 59年度に支払基金

交付金を余計にいただいておりましたので 17 1万 5，00 0円返還するものでございます。

以上、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) これより質疑に入ります。なければこれをもって質疑を終結い

たします。

本 2件について御意見があれば承ります。なければこれをもって意見を終結いたします。

お諮りいたします。これをもって議案第 42号、昭和 60年度日野市立総合病院事業会計補

正予算(第 1号)、議案第 43号、昭和 60年度日野市老人保健特別会計補正予算(第 1号)

の件は、厚生委員会に付託いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

( 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。

( 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、建設委員会に付託いたします。

これより議案 42号、昭和 60年度日野市立総合病院事業会計補正予算(第 1号)、議案第

4 3号、昭和 60年度目野市老人保健特別会計補正予算 (第 1号)の件を一括議題といたした

いと思いますが、これに御異議ありませんか。

( 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 42号、昭和 60年度日野市立総合病院事業会計補正

予算第 1号について提案の理由を申し上げますc

本議案は、昭和 60年度日野市立総合病院事業会計補正予算第 1号であります。

補正予定額は、資本的収入支出それぞれ 930万円を追加し、収益的収支及び資本的収支の

予定額を 23億 59 1万 2，00 0円とするものであります。

議案第 43号、昭和 60年度目野市老人保健特別会計補正予算第 1号について提案理由を申

し上げます。

本議案は、昭和 60年度日野市老人保健特別会計補正予算第 1号であります。

補正額は、歳入歳出それぞれ 17 1万 5，00 0円を追加し、歳入歳出予算の総額を 28億

6，4 8 2万 2，00 0円とするものであります。

以上、 2議案につきましては、担当部長にそれぞれ説明をいたさせますので、よろしくお願

いを、御審議のほどをお願いいたします。

0議長(高橋通夫君) 関係部長から詳細説明を求めます。病院事務長。

0病院事務長(大貫松雄君) それでは、議案第 24号、昭和 60年度目野市立総合

病院事業会計補正予算第 1号につきまして御説明いたします。

資本的収入及び支出についてそれぞれ930万円を補正をお願いをするものでございます。
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これより議案第 44号、市道路線の一部廃止、議案第 45号、市道路線の認定の件を一括議

題といたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

C I異議なし」と呼ぶ者あり 〕

0議長(高橋通夫君) 御異議ないものと認め、一括議題とし、たします。

理事者から提案理由の説明を求めます。助役。

〔助役登壇〕

O助役(赤松行雄君) 助役がかわりまして提案理由の説明を申し上げます。よろしく

お願いいたします。

議案第 44号、市道路線の一部廃止についてO 提案理由。本議案は、奥原 1号線の一部が現

況廃滅して公共の用に供されていないため、道路法第 10号第 3項の規定に基づき、一部廃止

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。

議案第 45号、市道路線の認定について提案理由を申 し上げます。

本議案は、百草 3号線ほか 3路線を道路法第 8条第 2項の規定に基づき新たに市道認定する

ものであります。

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。建設部長。

ございます。

0建設部長(中村亮助君)

て御説明申し上げます。

まず議案第 44号でございますけれども、これは市道路線の一部を廃止するものでございま

それでは、ただいま上程されました二つの議案につきまし

それから百草4号線につきましては現況道路として使用されております道路敷が寄付受領さ

れましたので、これを御認定いただくものでございます。

それから栄町の 6号線につきましては、谷地川の改修に伴いまして地元要望によりましてつ

けかえ道路として確保されているものを今回御認定をいただくというものでございます。

それから浅)11自転車歩行者専用道路 2号線につきましては、浅川河川の提防敷を建設省の占

用許可を受けまして自転車並びに歩行者の専用道路として設置するものでございます。

以上、二つの議案について御説明申し上げました。

よろしく御審議を賜りますよう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 2件について御意見があれば承ります。なければこれをもって意見を終結いたします。

お諮りいたします。これをもって議案第 44号、市道路線の一部廃止、議案第 4 5号、市道

路線の認定の件は、建設委員会に付託いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

C I異議なしJと呼ぶ者あり 〕

0議長(高橋通夫君) 御異議ないものと認め、建設委員会に付託いたします。

これより議案第 46号、昭和 60年度目野市公共下水道事業(事業の一部業務)に関する業

務委託契約の件を一議題といたします。

理事者から提案理由の説明を求めます。助役。

〔助役登壇〕

O助役 (赤松行雄君 ) 市長にかわりまして提案理由の説明を申し上げます。よろし く

お願いいたします。

議案第 46号、昭和 60年度日野市公共下水道事業(事業の一部業務)に関する業務委託契

約の締結について提案理由の説明を申し上げます。

本一議案は、昭和 60年度目野市公共下水道事業(事業の一部業務)にかかる業務委託契約に

ついて 1億 2，00 0万円で、財団法人東京都新都市建設公社と締結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申し

上げます。

して、ただいま提案説明の中にもございましたように日野台公園の区域を中央に横断しており

ます奥原 1号線の一部がすでに現況を廃滅しておりますので、これを廃止するものでございま

す。

それから、議案の第 45号でございますけれども、これは市道路線を新たに 4路線御認定を

いただくものでございます。

まず百草 3号線につきましては、開発行為の完了によりまして、市に帰属がなされるもので
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0議長(高橋通夫君) 関係部長から詳細説明を求めます。都市整備部長。

。都市整備部長(結城邦夫君) それでは私から議案 46号の昭和 60年度日野市公

共下水道事業(事業の一部業務)に関する業務委託契約の締結についての内容について御説明

を申し上げます。

現在、公共下水道は万願寺の区画整理区域内の街築とあわせまして、公共下水道の埋設を行

っているところでございます。この万願寺区画整理区域内に限りまして現在の段階では新都市

建設公社の方に事業を一部委託して実施を進めているところでございます。

昭和 60年度におきましての契約金額は 1億 2，00 0万円。契約の方法といたしましては随

意契約でございます。工期といたしましては契約の翌日から昭和 61年 3月 31日まででござ

いまして、契約の相手方は八王子市高倉町 49番地の 3、財団法人、東京都新都市建設公社、

理事長横田政次でございます。内容につきましては次の 2ページに記載しであるとおりでご

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。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。

お諮りいたします二これをもって議案第 46号、昭和 60年度目野市公共下水道事業(事業

の一部業務)に関する業務委託契約の締結の件は、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 47号、大栗四号処理分区(6 0ー 1)工事請負契約の締結の件を議題とい

たします。

理事者から提案理由の説明を求めます。助役。

〔助役登壇〕

O助役(赤松行雄君) 市長にかわりまして提案理由の説明を申し上げますので、よろ

しくお願い申し上げます。

議案第 47号、大栗四号処理分区( 6 0 -1 )工事請負契約の締結について提案理由を申し

上げます。

本議案は、大栗四号処理分区(6 0 - 1 )工事の請負契約を締結するもので、地方自治法第

9 6条第 1項第 5号の規定及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条

例第 2条の規定により提案するものであります。

入札の結果、 1億 7，J0 0万円で株式会社清水組が落札いたしました。

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。総務部長。

0総務部長(伊藤正吉君)

ます。

工事件名でございますけれども、今提案理由にございましたように大栗四号処理分区(6 0 

-1 )工事でございます。

それでは議案第47号の内容につきまして御説明申し上げ

工事の概要でございますが、直径 80 0ミリの雨水管を 36 0メート Jレ、約 360メー トル

でございますけれども、それを地下の5メーターから 6メーター 50の間に推進で工事を施工

する。それから直径 250ミリの汚水管を 416メートルでございますが、これを地下の1.2

メートルから 3.5メートルの間に開削法で施工する、こういうことでございます。そのほかに

900ミリのマンホール 16カ所、 1，2 0 0ミリ のマンホールを 8カ所、 1，5 0 0ミリのマン

ホールを2カ所、計26カ所の工事を施工するものでございます。

詳細につきましては、次の図面が添付してございますけれども、この実線部分が今回施工す

るものでございます。

それから、今申し上げました推進と開閉Ijの工事d盟面でございますけれども、右端の、右の

上の方に書 いてございますが、 800ミリと、それから 250ミリ、こういう形で施工 してい

くということでございます。

また 1ページに戻っ ていただきま して、契約金額は 1億九 100万円。契約の方法につきま

しては指名競争入札。 5月 22日に指名委員会を開催いたしまして 10社を指名いたしました。

6月5日、入札を執行しました結果、別紙入札書のとおり、 2ページにございます株式会社清

水組が落札をしております。工期につきましては契約の翌日から 61年 3月25日まで。それ

から契約の相手方につきましては、東京都日野市大字石田 410番地の 6、株式会社清水組、
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tt表取締役、清水保雄。

以上でございます。 よろしく御審議をいただきたいと思います。

0議長 (高橋通夫君) 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。秦 正一君。

026番(秦 正 一 君) 議案第 47号の大栗四号処週介区の工事請負契約。この件に

ついて総務委員会に付託されると思うわけですが、その中で特に慎重に審議してもらいたいの

は、 この落札された業者は日野の業者ですね。それで、ほかに入札に参加しているのは大手も

ありますけど、市外の業者ということで、どうしてこのような指名参加の仕方をしているのか。

清水組についてはちょっと前にもすでに工事をやった経緯があるんですよね、 まあ終 わっては

いますけど。やはり仕事のそういう請負契約にしでもある程度公平なやり方をしてもらう必要

があると思うんです。特に、こういうことはないと思いますけど、市長の選挙に協力しなかっ

た業者は全部外される、というふうなことはないと思いますけど、往々にしてそういうふうな

見方をされる嫌いもあるわけです。その点を慎重に審議してほしいということです。

それから、要約すれば、 要する にほかの業者をどう して入れなかったか、日野の業者、ほか

にもできる業者、いると思います。

それから、この清水組については、すでに仕事をやって間もないですよね。 5月に終わって

いるはずですけど、引き続きやるというふうな経過になったと思うんです。その点の配慮がも

うちょっとなされてもいいんじゃないか。要するにほかの業者を指名参加に入れるとか何とか

とl'う方法を、とったらよいんじゃないか、という ふうにも思うわけです。

そういった面で、一応総務委員会ではその点を審議してはしい、このように意見を述べたい

と思います。

0議長 (高橋通夫君 )

結いたします。

お諮りいたします。 これをもって議案第 47号、 大栗四号処理分区(60-1 )工事請負契

ほかに御意見はありませんか。なければこれをもって意見を終

これより報告第 2号、昭和 59年度日野市繰越明許費繰越計算書の報告の件を議題といたし

ます。

理事者から提案理由の説明を求めます。助役。

(助役登壇〕

O助役(赤松行雄君) 報告第 2号、昭和 59年度日野市繰越明許費繰越計算書の報告

についてO 本報告は、一般会計の(仮称)生活保健センタ ー基本設計作戒事業にかかる繰越明

許費の繰越額を、地方自治施行令第 14 6条第 2項の規定により報告するものであります。

詳細につきましては、担当部長に説明いたさせます。 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。企画財政部長。

O企画財政部長(前田雅夫君) 御説明申し上げます。

2ページをお開きいただきたいと思います。 昭和 59年度目 野市繰越明許費繰越計算書でご

ざいます。事業名は、 (仮称)生活保健セ ンタ ー基本計画作成でございます。議決をいただき

ました金額は 300万円でございます。事業の執行の結果、 270万円翌年度に繰り越すとい

うものでございます。以上でございます。

0議長(高橋通夫君) これより質疑に入ります。なければこれをもって報告第 2号、

昭和 59年度日野市繰越明許費繰越計算書の報告の件を終わります。

これより報告第 3号 昭和 60年度目野市土地開発公社事業計画の報告の件を議題といたし

ます。

理事者から提案理由の説明を求めます。助役。

(助役登壇〕

O助役(赤松行雄君) 報告事項の提案を申し上げます。

報告第 3号、昭和 60年度日野市土地開発公社事業計画の報告について御提案申し上げます。

本報告は、地方自治法第 24 3条の 3第 2項の規定により、昭和 60年度日野土地開発公社

事業計画を報告するものであります。

詳細につきましては、担当部長に説明いたきせますので、よ ろしく御承認のほどお願い申し

上げます。

。議長 (高橋通夫君 ) 関係部長から詳細説明を求めます。総務部長。

約の締結の件は、総務委員会に付託いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

C 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、総務委員会に付託いたします。
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0総務部長(伊藤正吉君) それでは昭和 60年度目野市土地開発公社事業計画の内容 項及び第 2項の規定により報告するものであります。

詳細につきましては、担当部長に説明いたさせますので、よろしく御承認のほどお願いいた

します。

0議長(高橋通夫君) 関係部長から詳細説明を求めます。総務部長。

0総務部長(伊藤正吉君) 報告第 4号の内容につきまして御説明申し上げます。

事故名でございますが、日野市神明一丁目 13番地市役所駐車場内の交通事故、こういうこ

とでございます。

2月の 15日でございますが、午後 1時 7分ごろ、市民部の市民課窓口係の職員が、市役所

東側の駐車場より、午後の業務に出発しようとしてノ〈ックで発進したわけでございますけれど

も、その際、後方に方向転換をする車と接触をした、こういうことで方向転換をしている和解

の相手方の車の前部に損傷を与えた、こういう内容でございます。和解の相手方といたしまし

ては、日野市大字石田 60番地、土方陽子さん。損害賠償額でございますが、 5万 2，86 0円、

これは車の修理費用でございます。

以上、報告にかえさせていただきます。

0議長(高橋通夫君) これより質疑に入ります。なければこれをもって報告第 4号、

交通事故(日野市神明一丁目 13番地市役所駐車場内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。

これより請願第 60-5号、老人医療定率負担の導入に関する陳情の件を議題といたします。

請願の要旨は、お手元に配付しました印刷物のとおりです。

請願第 60-5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

て厚生委員会に付託いたします。

これより請願第 60-6号、アフリカの飢餓救援に関する陳情の件を議題といたします。

請願の要旨は、お手元に配付しました印刷物のとおりです。

請願第 60-6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、 一議長におい

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。

でございますが、用地取得事業といた しましてはここに書いてございますように 2万 2，40 9 

平米を買収していきたい。金額にいた しまして28億 4，44 8万 3，00 0円ということでござ

し1ます。

その内訳は、公共用地につきましては 1万 40 9平米、これは主に道路用地の買収の計画で

ございます。

それから 2番 目に土地区画整理事業区域内公共用地でございますが、これは豊田南区画整理

用地公共用地の買収の計画 8，00 0平米でございます。

それから公拡法による先行取得用地、これは見込み計上でございますが、 4，00 0平米。そ

れから補償金につきましては、第一番最初にございます公共用地取得の際に、いろいろ物件補

償等のあれが出てまいりますので、ここに計上したわけでございます。 3，00 0万円でござい

ます。

それから用地造成事業でございますが、南平高校用地の分の債務負担をしておりますんで、

ここに再計上、こういうことでございます。

それから、その他の事業については上記に関連いたします事業費、こういう内訳でございま

す。

よろしく御審議をいただきたいと思います。

0議長(高橋通夫君) これより質疑に入ります。なければこれをもって報告第 3号、

昭和 60年度日野市土地開発公社事業計画の報告の件を終わります。

これより報告第 4号、あ盈事故(日野市神明一丁目 13番地市役所駐車場内の市の義務に属

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。

〔助役登壇〕

O助役(赤松行雄君) 報告事項の提案を申し上げます。

報告第 4号、交通事故(日野市神明一丁目 13番地市役所駐車場内の市の義務に属する事故)

の専決処分の報告について御提案申し上げます。

本報告は、日野市神明一丁目 13番地市役所駐車場内における交通事故について、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 180条第 1 午後 6時 44介散会
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午前 10時 12分開議

0議長(高橋通夫君〉 本日の会議を開きます。

郎君 ただいまの出席議員 25名であります。

日程第 1、一般質問を行います。

1の1、浅川親水公園計画、多摩川|自然公園計画の促進についての通告質問者、米沢照男君

の質問を許 します。

C 2 3番議員登壇 〕

正吉君

君

君

君

君

君

雄

夫

隆

雄

夫

金

邦

松

哲

023番(米沢照男君〉

をいたします。

浅川の河川敷を利用 した市民の憩いの場づ くりについて、私はこれまでにも 3回一般質問を

浅川親水公園計画、多摩川自然公園計画の促進について質問

守 君

通じて、 その計画の促進を強 く要望 してまいりました。御承知のよう に 55年の 3月に、 浅川

利用計画調査報告書がまとめられました。 以来 9年が経過しておりますけれども、具体的な取

り組みは これからという実態であろうと思います。 この河川敷を利用した市民の憩いの場づく

りについては、多くの市民がこれに期待を寄せ、 計画の促進を願 っているところであり ます。

私は、この時点で改めて浅川の親水公園計画が、その実現に向けて具体的にどういう取 り組

みになっているのか。 その点をまず 1点明らかにしていただき たいと思います。また、 2点目

として浅川自然公園計画が、年次計画としてどういう段取り 、手順で進抄が図 られようとして

いるのか。年次計画としてどういう実施計画が策定されているのか。こ の点について もお尋ね

をしたいと思います。 3点目は、 多摩川の自然公園計画←これからのもちろん課題でありま

すけれども、これについての構想、今後の計画に向けての取り組み、どういう方針でいるのか。

この点についてお伺いしたいと思います。

記土方留春君

記串田平 和君

速記委託先 住所 東京都立川市曙町一丁目 10の3

立川速記者養成所 所長 関根福次

速記者 田辺雅子君

議 事 日程

日程第 1 一般質問

本日の会議に付した事件

日程第 1
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以上 3点まず質問をいたします。

0議長 (高橋通夫君〉 米沢照男君の質問についての答弁をを求めます。建設部長。

0建設部長 (中村亮助君〉 それではただいま御質問のございました1点と 2点の二つ

の御質問につきま して、 私の方からお答え申し上げます。

御指摘のように 55年の 3月に、 浅川利用計画の調査委託によ りますところの報告書が完成

をいたしており まして、 この報告書の目的という のは、浅川利用に対 します基本理念、あるい

は基本方針を決めたものでございます。その後、御承知のよ うに 58年の 3月に、 浅川利用の

昭和 60年 6月 12日(水〉

午 前 10 時開 議

ゥ
，

d
uτ
 

噌
，
A



基本計画の報告書が完成をいたしております。これが、今後実施していく上での具体的な計画

の指針でございます。

これに基づきまして私どもの方も、できるだけ具体的な計画の中で、できるものから取り組

んでいこうという姿勢は終始一貫持ってまいりました。そして、特に河川管理の関係は建設省

でございますので、河川|の治水、そういうものをまず主体とした河川の管理が問題がございま

すので、それらとの関連の中で、特に河川敷内の永久構造物という問題につきましてはかなり

の制限がございまして、 したがって難点もございます。そういう点で、計画の指針が示されま

したけれども、具体的にそれを実現するということにつきましてはかなり問題がございます。

そういう中で一応取り組めるものからまず取り組んでいこうというふうに考えたわけでござい

ます。

そして、過去の浅川利用の状況なども調査ができておりまして、それによりますと浅川の利

用の一番多いものは、やはり魚釣りが多いというふうな結果が出ております。その次に散策利

用というふうなことが挙げられておりますし、それから、さらにはその後の調査によりますと、

利用者の約 70%が、やはり河川敷を利用したところのスポーツ活動、あるいはジョギング、

こういうものも挙げられておったわけでございます。

これらの点を踏まえながら、まずできるところからということで、 5 9年度におきましては

1，692メートノレー浅川の右岸でございますけれども、 ジョギングと、それから、自転車

専用道路をカラー舗装いたしまして整備をいたしました。今回、きのう上程をいたしました45

号の議案の中にも、この市道としての認定をお願いしておるものでございます。さらに、 60 

年度では当初予算で予算をお認めいただきま したので、これに引き続きま して、 さらに下流の

部分約 1，10 0メートルでございますけれども、高幡橋の下流から多摩川の合流点までの一

これも浅川の右岸でございますけれども、これをまず第 1次的に整備していこうというふうな

具体的な計画を持っております。そして、これの浅川|の右岸と左岸の全長が約 6，30 0メー ト

ノレございますので、これを年次計画で 59年度から 5カ年計画くらいで取り組んでいこうとい

うことで、まず堤防敷を活用いたしましたジョギング、あるいは散策道、自転車道、これら

を具体的に調ベていきたいというふうに思っております。

それから、もう一つは堤防そのものが、特に浅川左岸の場合 5カ所ほど、いわゆるかすみ堤

になっております。つい最近では新井橋の上流の左岸のところの上田樋門につきましては、都
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市下水路との関係でつながりましたので、残りが 5カ所ございます。この 5カ所につきまして

はブリッジでつなぎまして、散策道の連櫓性を図っていきたいというふうに考えておるわけで

ございます。そういう具体的な計画を徐々に進めていきたいというふうに現在の段階では思っ

ております。

そして、先ほど申し上げましたように、河川管理者であります建設省等の関係機関、あるい

は浅川の自然保護という問題もございますので、市内の自然保護の関係の団体、あるいは浅川

の遊水を利用しました濯概水の問題もございますので、用水組合などの関係機関とも十分連携

をとりながら河川の治水利用、そして、環境機能等につきましては十分連絡調整を行いながら、

今後の利用計画も進めていき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〉 お答えをいたします。

第 3番目の、多摩川の利用計画はどうかということでございます。御承知のように、多摩川

につきましては現在都市計画法に基づく緑地の指定がなされております。それから、あと一つ

は昭末日 55年でございますけれども、建設省が多摩川河川環境管理計画という ものを設定をし

ております。そういったものを踏まえまして、市としてどういう活用がいいかということを、

今後検討してみたいというふうに考えております。当面の問題といたしましては、東光寺の河

川敷を最優先に占用の努力をしていきたいというふうに考えております。

0議長(高橋通夫君 〉 米沢照男君。

023番 (米沢照男君 ) 再質問いたします。

浅川の利用計画については、いま部長の方から当面の取り組みの状況、そして、今後の見通

しも答弁されました。そこでお聞きしたいんですが、いわゆる堤防道を利用して自転車や、あ

るいはジョギングに、市民に広く利用してもらうということでの計画が一つ具体的に進めら

れつつあるわけですけれども、河川敷を利用した、いわゆる当初の構想にあった親水、あるい

は散策、釣りなどができるような、そういう構想について建設省側とどういう協議がこれまで

されてきているのか。この点について伺いたいと思います。

後で触れますけれども、私は、先日建設省の京浜工事事務所へ出向いてまいりました。率直

に言って私の受けた印象では、この浅川利用計画に治って建設省を動かしていくといいますか、

建設省の協力のもとで実施に移していくという、その働きかけがほとんどされてないんじゃな
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ょっと伺って…… crこの市長がいいというんで自分で選んでおいて、なんでいばっているん

可能ー許可もいただけませんので、 その点につきましては今後も努力をしていきたいという

ふうに思います。 crしてないんでしょ、いままで」と呼ぶ者あり〉

0議長 (高橋通夫君〉 米沢照男君。

023番(米沢照男君〉 私は、この 6日の自に建設省関東地方建設局京浜工事事務所

に出向いてまいりました。所長がおりませんでしたので、木下という副所長に会って浅川の改

修工事の計画、この点について伺ってまいりました。その説明によりますと、浅川の改修工事

計画は、 60年度iζ長沼橋から滝合橋までの問、河道断面掘削工事が予定されていると。 61 

年度では滝合橋から平山橋の問、同じく河道断面掘削工事を予定していると。正式な工事名は、

東平山護岸工事、東平山河道掘削工事というのが正式な工事件名なようであ りますけれども、

この計画が年次計画で進められよう としております。つまり、 この段階で市としての浅川利用

計画が建設省の方に事前にきちっと示され、必要なすり合わせが行われなければ、建設省サイ

ドで河川を管理するという立場だけで、どんどん掘削工事が進められてしまう。構想や計画は

全く度外視されてしまうということになる と思う んです。急いで私は建設省側との詰めた協議

が必要 じゃないかと思う んです。その点、私も副所長に、仮に こういう計画が市側から示され

た場合花、検討の余地があるのかどうかということで突っ込んで聞いてみました。それは、市

の方から きちっとした計画案が示されれは¥それとの整合性を考慮しながら河道断面工事を進

めることになるでしょうと、こういうことです。少なくとも 6日に京浜工事事務所に伺ったと

ころでは、そういう市側の構想なり計画は全く聞いてないと、こういうふうに伺ってきたわけ

であります。この点について私は、このまま経過すると掘削工事だけが進められるという こと

で、この構想計画は全くもう無意味に近いものになってしまうだろうと。少な くとも河川敷を

利用した計画、もう少し積極的に建設省側と協議をすべきじゃないかと私はこう思います。そ

の点について伺いたいと思います。

いかという印象を受けました。 crそのとおりだよJrよく言ったぞ」と呼ぶ者あり〉これは、

私は本当に市民の期待と要求にこたえて、構想あるいは計画を具体化するという点では、もう

少し積極的な取り組みがされていいんじゃなt¥かと思うんです。なぜそういうあたりまえなこ

とといいますか、建設省が管理しているところを利用しようということですから、まず建設省

との話し合いなり協議が整わなければ、一歩も進まないというのはあたりまえなんです。その

点私は、どうも取り組みが余りにも消極的過ぎゃしないかというふうに思うんです。その点ち

だ」と呼ぶ者あり、その他発言する者あり〉

O議長(高橋通夫君〉 建設部長。

0建設部長(中村亮助君〉 お答え申し上げます。

確かに御指摘のように管理者であります建設省のやはり意見なりに相当左右されます。この

親水都市調査会のメンバーの中にも、実は管理者でございます建設省の京浜工事事務所の所長

もメンバー として入っておるわけでございます。そういう中で御理解をいただいておるわけで

ございますけれども、個々には、やはり具体的な計画をつくった上で建設省と折衝をしていく

というふうな方向をとっておりまして、これまでも全体計画の中では、いろいろお話し合いを

してまいりました。

そういう中で、先ほ ども 申し上げましたように、堤防敷の活用ということにつきましては、

当然これは手続上の問題もございますので、占用許可というふうな手続をとるわけでございま

すし、それから、浅川!の実際の河川敷の活用 ということになりますと、やはりーたん水が出ま

すと、半永久的な工作物の関係でいろいろ治水上の問題があるというふうなこともございます

ので、具体的な計画の中で、た とえば釣り場のデッキをつくるということも、次の段階で考え

ていきたいとは思っております。これは、浅川利用計画の中でも示されておりまして、先ほど

も申し上げましたように、釣りの利用という のはかな り多いわけでございます。したがって、

浅川の流域が約 7キロ ございますので、現在釣り場のかっこうな所も幾っかございます。 そう

いう所に釣り専用のデッキをつくると。これは、浮き橋みたいな形によりまして、水の増水iζ

対応できるような流動性のあるものでございますけれども、それらの計画も具体的になった時

0議長(高橋通夫君〉 建設部長。

点で、それぞれその時点で建設省と協議をしていきたい というふうに思っています。

確かに御指摘のように、もう少 し建設省と具体的な点で煮詰めていきませんと、やは り実現

0建設部長(中村亮助君〉 ただいまお話がございました内容につきましても、私ども

の方も、 6月 6日に聞かれました多摩川改修促進協議会という組織がございまして、これの定

期総会の中で建設省の方からその話も伺いました。つまり 、東平山の地域を主体にいたしまし

て、河床整備をするというようなものでございます。これらの整合性の問題につきましては、

当然考えていかなければならない問題でございますロ積極的にやはり今後私どもの方の具体的
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な計画を建設省の方にお示ししまして、協議をしていきたいというふうに思います。

0議長(高橋通夫君〉

0市長(森田喜美男君〉

市長。

日野市内の都市化進行の中で、最後に自然、が残るのはまさに

ただ、いわゆる河川敷内の、いままでの計画にものせてあります親水計画というのは、これ

はなかなか洪水も出ることでありますので、なかなか実現に踏み切りがたいといいますか、や

ってもごく簡単なものだということになるわけであります。それで、浅川計画をもっと浅川流

域計画というような考え方に立ちまして、黒川周辺まで包含をした形で、たとえば清流であり

ますとか、散策路でありますとか、そういうことをいま進めておるのが中間の現状であります。

それで、発想そのものは、私は日野市にとって大変将来のためになるというふうに思ってお

りますば、なかなか現実の問題として、特に河川管理は建設省の中でも一番かたい部門であり

ますし、幸いに京浜工事事務所の前所長、この方も日野市のこういった研究会に参画をしてい

ただきまして、いわゆる都市河川に対する国の考え方というものを、大さく変更した一つのき

っかけはできたと思っております。つまり河川|は洪水意識としてなるべく護岸をする程度で、

それ以上のことはしない方がいいといういままでの考え方があったと思っておりますけれども、

やはり都市には空間がぐっと狭められておるから、やはり人閣の生活に寄与するーそういう

連携を持たせるべきであると。こういう考え方が最近の都市河川の考え方として、建設省自身

でも用いられるように進みました。

それで、今後こういった環境条件の中で、われわれの守備いたします日野市という範囲で、

浅川あるいは多摩川、これをなるべく市民生活に貢献をさせる。こういう施策をやっていくと。

こういうことにはなすべきだと考えております。施策につきましては、いま周辺の一つまり

黒川系統の親水、あ るいは清流公園、あるいは堤防敷の利用による健康増進の散策路や、ある

いはジョギングコース、このようなものを整備を進めております。なお、いままで用水に魚

を放しておりましたが、結局は子供の楽しみになるか、あるいは川に入ってしまうということ

になるわけでありますので、むしろ川にそういった魚を放すような施策を行うべきではなかろ

うかと。これは、漁業組合がやってくださっておるわけでありますけれども、なお、漁業組合

とも連携をして、中学生くらいまでは釣りの無料にしてもらえるような、そういうやり方が一一

一話はしておるわけでありますが、もっとこれを一歩前進させたいとこう思っております。

多摩川につきまして、多摩川も日野市の流域を持ちます大切な環境でございますから、たと

えばスポーツ公園等にもっと使わしてもらいたいわけでありますが、これは、国の管理がかな

りまだまだかたい状況にございますので、いま許されておるのは多摩川の河川敷グラウンド、

それから、いずれ堤防を仕切ることによって発生いたします東光寺の地域。それから、むしろ

。議長(高橋通夫君〉 米沢照男君o

023番(米沢照男君〉 それから、かすみ堤iζ歩道橋をかけるという計画構想、が前々

から話として出ておりました。ついでに、このかすみ堤の歩道橋について建設省側の見解も伺

ってきました。これは、建設省が河川を管理するD あるいは堤防を管理するとい う立場を十分

者慮した上で求められた計画なら、これは同意せざるを得ないといいますか、協力せざるを得

ないでしょうという意思表示がありました。これも前もって長期計画を示しながら、そして、

一つ一つ具体的な設計に基づいて協議されるということになるかと思いますけれども、その点

もいま積極的に建設省側と折衝といいますか、協議するというお答えでありました。そのこと

も含めて積極的に取り組んでいただきたいと思うんです。その点について市長の方から、この

計画の促進について伺っておきたいと思います。

それから、もう 1点。これは市長から伺いたいんですけれども、長沼橋から滝合橋までの聞

の河道断面工事によって、約 3万立米の砂利が出るそうですけれども、これを何とか日野市の

方で利用できないだろうかという、逆の相談も実は受けたわけです。もちろん公共施設という

ことになるかと思いますけれども、今後の市の土木事業その他、造成工事等にこの 3万立米が

利用できなし 1かどうか。そういう予定が今後ないかどうか伺っておきたいと思います。

それから、もう一つ市長からの答弁で、多摩川の自然公園計画。これについて企画財政部長

からちょっと答弁ありましたけれども、市長からもこの点について、いまのこの時点でのお考

えがあれば伺っておきたいと思います。

河川であると。幸いに日野市内にある河川形態をなるべく市民生活と結びつけて、自然に親し

む生活空間をつくりたいと。こういう発想によりまして浅川計画、あるいは多摩川計画、この

ことを考えてまいっております。河川専門家の東大の高橋教授、ある ~ ，は日野市内に在住の都

立大学谷教授、これらの方々の知恵を煩わしまして日野の親水計画、あるいは市民と水との関

係の思想を今後とも打ち立てていきたいという事業に取り組んでおります。それらの一環にな

るわけでありますが、専門の業者に依頼をして、ある程度の調査、また、ある程度の施策の立

案というものは得ておるわけであります。
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を得たいものだと、このように考えておるところでございます。したがいまして、多摩川も今

のように思います。また、内部にもきちんとした事務分掌を定めて、より積極的に取り組んで

まいりたいと思っておりますD

本町の接しますあのあたりにも、イ可か今度多摩川架橋等もあるわけでありますし、可能な部分

いま御質問の中の発生砂利を、つまり河床整備による発生砂利の利用ということにつきまし

0議長(高橋通夫君 〉 米沢照男君。

02 3番(米沢照男君〉 今後の積極的な取り組みを期待してこの質問を終わりますo

O議長(高橋通夫君〉 これをもって lの し 浅川親水公園計画、多摩川自然公園計画

の促進に関する質問を終わります。

次iζ、 1の2、市内循環パス路線実現に向けての取り組みについての通告質問者、米沢照男

君の質問を許します。米沢照男君。

度もっと積極的にやろうと。あるいは、きのうお話に出ておりました落川地域のあぶら面、も

うこれは早速ひとつ交渉してみようと思っております。それで、気の長い仕事であることは、

これは間違いないわけでございまして、今後もより積極的にこの事業の進め方を図っていきた

いと思っております。

ては、約 3万立米ということでございますので、これは利用ができるかどうか検討したいと思

それから、 3番目の多摩川の自然公園計画につきましては、国の計画にもあわせまして、ま

た、その間にも細かい子供の遊び場等も、あるいはその他のことも含めて具体的に計画を進めて

023番(米沢照男君)

たします。

市内循環パス路線実現に向けての取り組みについて質問をいっております。

0市長(森田喜美男君〉 確かに従来の市の行政組織の土木というだけの分野では、新

この 10年ほ どの期聞に、市内循環ノイス路線にかかわる請願は 8件議会に提出をされており

ますD そ して、 議会でも毎年のように一般質問を通じてその実現が叫ばれてまいりました。き

わめて切実な要求でありますD しかし、これまで事務当局の答弁によりますと、実現に向けて

幾つかの問題点があると。一つは、交通事情との関係で計画時間どおりに定時運行が困難な側

面があると。 2点目として、経費負担がかなり大きなものになるだろうと。 3点目は、安全性

の確保という点で、大手の企業に委託という形で運行をゆだねるか、あるいは企業そのものに

新しい路線を設定してもらうかどちらかというこ とになるわけですけれども、なかなか安全性

の確保という点で長期的に見れば問題があると。それから、 4点目 は、既存のパス路線への影

響も考慮に入れなければならないということで、大まかに言ってこの 4点が実現に向けて大変

困難な問題として指摘をされてきております。市長は、そういう現状の中で市民参加による交通委

員会を設置して、何とか実現に向けての糸口を探り出したいと、こ ういう意向がかつて示され

ました。いまこの時点で市長として、こ ういう考えのもとで具体的にはどういう取り組みを予

定されているのか。この点について伺いたいと思います。

0議長(高橋通夫君〉 米沢照男君の質問についての答弁を求めます口市長。

0市長(森田喜美男君〉 市内の日常的市民生活、並びに公共施設の平均的な主要の使。

こっいうことにつきまして、いわゆる市内交通の足としてのパスがきわめて望ましいと。何と

かパスを走らせたl¥0 こういうことを市民もお考えになり、われわれも考えておるところであ

りますが、なかなか一気に打開できない。こういうことをここ数年来経験をしておるわけであ

~ ¥きたいと思っております。東光寺河川敷につきましては、いま内部lζチー ムをつくっ て、 よ

り促進をしていこうと。こういう状況にございますことをつけ加えておきたいと思います。

以上です。( r順位だって一つも変わってないじゃないか」と呼ぶ者あり〉

0議長(高橋通夫君〉 米沢照男君。

023番(米沢照男君〉 それでは、最後に多摩川の自然公園計画については、きちっ

とした体制とってやっていこうという市長の答弁がありました。いわゆる浅川の親水公園計画

は通常の体制で、できるところからやっていくとい うことの取り組み しかできないのかどうか。

やっぱりもっと計画的に意欲的に事業を進めるとなれば、それな りの専門に取り組めるプロジ

ェクトチームといいますか、そういう組織的な保障といいますか、体制といいますかーこの

ことがやはり必要じゃな~¥かと思うんです。その点最後に伺っておきたいと思います。

0議長(高橋通夫君〉 市長。

しい河川関係の仕事が盲点になっていたという感じはしております。 水路清流課というのを定

めまして、本来はその事務分掌に属するわけでありますけれども、これもまだ微力の段階にあ

るわけであります。したがって、政治的に推進する面と、それから、 事務的に取り組む面と、

両様の今後の進め方が必要だと思っておりますので、私も、京浜工事事務所には新しい所長が

来られて面識はございますが、なお引き続いて少し足を運んで市のお願いをしてみたいと、こ
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そこで、昨年、 1昨年、いまの庁舎を中心といたします豊田 日野駅路線パスが一応走ってい

るわけでありますけれども、これまた回数が少なくて、必ずしも市民の足というには不十分で

あるんできれば当初考えました循環パス ー 8の字型の往復コ ースのようなのができれば、

かなり解決ができると、このように思っております。 ところが、一方には御承知のとおりパス

運行につきましては当局の免許制度があり、日野市の場合は京王パス会社が全面免許を持って

おる唯一のパス会社であります。そのもとに、最近西東京パスが一部を担当する ことにな った

ことは御承知だと思います。その京王パスと交渉する範囲でなかなからちの明かない面もあり

ますし、それから、パス会社にしても赤字を冒してサービスのみに徹するというわけにもいか

ないわけでありますから、 これら のことを打開するために、あるいは新しい方法を何らかの形

で得るために市内パス検討委員会 一これを、こと しの当初予算で一応の予算化をいたしてお

ります。間もな くそれを発足させよう と思っておりますが、利用者側、あるいはいろいろな御

意見をお持ちの方、それから、パス会社もあるいは別の委員として入って もらう。そのような

ことでだんだんと詰めていって、可能なところをなるべく早く実施に持ち込みたいと。このよ

うにいま用意中であります。いまのとこ ろ、それ以上のことは言えないわけでありますけれど

も、私は、場合によったらイ可か市内の関係の協力で当局の認可等が得られるものであるならば、

第 3セクタ一方式も、これも一つの方法ではなかろうかと思っておりますので、なお追求 して

と、その辺を現在考慮を しております。それから、時期でございますけれども、いま人選を行

っている最中でございます。早急に発足をさしたいというふうに考えております。

0議長 (高橋通夫君〉 米沢照男君。

t ¥まのところ以上でございます。

02 3番(米沢照男君〉 いま市長、それから、企画財政部長から答弁をいただきまし

た。この問題大変長期にわたる検討がこれまでされ、そして、その実現に向けて努力が払われ

てきたわけですけれども、御承知のようなさまざまな困難な条件があるということから、なか

なかそれが具体化しないというのが現状であろうかと思います。道路事情の問題やら陸運局と

の関連の問題、その他さまざまな問題があって実現されない。その辺の事情は十分わかってお

ります。いまの構想一市内パス検討委員会を設置して、より具体的な検討を進めるというこ

とであります。ぜひ一日も早く市内循環パス路線が実現できるように、一層の取り組みを強め

ていただくよう要望して、私の質問は終わります。

0議長 (高橋通夫君〉 これをもって 1の2、市内循環パス路線実現に向けての取り組

みに関する質問を終わります。

次iζ、 1の3、地方行革大綱に対する対応についての通告質問者、米沢照男君の質問を許し

ます。米沢照男君。

023番(米沢照男君〉 地方行革大綱にたいする対応について質問をいたします。

1月 22日、自治省が地方公共団体における行革推進の方針 一いわゆる地方行革大綱に基

づいて都道府県、指定都市あてに、いわゆる事務次官通達を出しました。ことしの 8月までに、

各自治体が行革大綱を策定 して報告するように指示をしてきております。その地方行革大綱見

てみますと、かなり市民サイドから見て、あるいは行政側から見ても大きな問題を含んでいる

ように私は考えております。

一つは、民間有識者を中心とした行革委員会。そして、首長を本部長とする行革推進本部。

この二つの行革推進機関を設置するように指示をしてきております。地方行革を推進する事実

上の最高決定機関としての役割りを果たさせようとねらってきております。これは、議会の形

骸化、地方自治の破壊に通ずるやり方だと私は言わざるを得ないと思いますD この点が 1点大

きな問題であります。

2点目は、コスト主義、効率主義を徹底させるという立場から、ーっとして、事務事業の徹

底した整理合理化、地方単独事業の整理、地方単独補助金の全面的な洗い直し。 2点目は、局

いってみたいとこう思っております。

0議長 (高橋通夫君〉 米沢照男君。

02 3番(米沢照男君〉 市内パス検討委員会の構成はどういう内容になるでしょうか。

もし大体の構想がま とまっていればお聞かせいただきたいと思います。

それから、くどいようですけれども、大体いつごろ発足させる予定か。そのことも含めて再

質問いた します。

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。

パスコース検討委員会の構成でございますけれども、現在考えております人選のジャンノレと

いたしましては学識経験者、それから、いわゆるパス交通の事業者関係、それから、市民代表
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部の整理縮減、出先機関の統廃合など、組織機構の整理合理化が強調されております。 3点目

は、公共施設の民営化、民間委託の推進、 パート タイマーや住民のボ ランティ アの積極的な活

用がう たわれております口地方自治体の自主権、首長の裁量権を一方的に無視して押 しつけら

れよう としております。

それから、 3点目としては、地方公務員を国の言いなりに仕向けてし1く。こういうねらいを

持って、一つは不適正な給与制度の是正。二つには、国基準を上回る期末勤勉手当や退職金制

度の是正。 3点目は、定員適正化計画の策定と、その実施。 4点目は、能力開発、研修の充実、

小集団活動、提案制度の活用と、職場における事務能力向上運動の推進の実施などが強調され

ております。つまり大企業並みの労務管理の徹底強化を自治体に強要する内容になっておりま

によりま して財政収入がやはり左右をされるというこ とでございます。 60年度の予算におき

ましでも、市税の収入が全国平均でいきますと、 10%以上のものが六点数婦というよう な状

況でございます。

0議長(高橋通夫君〉 米沢照男君の質問についての答弁を求めます。企画財政部長。

一方、日野市における行財政需要というものを見たときに、公共下水道を筆頭にいたしまし

て一千憶以上の行財政需要が現在見込まれるわけでございます。そういうことを考えますと、

過去か ら行 っておりま した行財政の見直 し努力にあわせまして、今後 も、さ らにこういった行

財政の改善を していかないと、市民の行財政需要に対するところの要望をかなえることができ

ないんではないかというふう に考えております。国が閣議決定なり、 あるいは次官通達で、 地

方の行革の要請をしておりますけれど も、これがなくて も日野市はそういったー 先ほ ど言い

ました状況から考えますと、やはり検討委員会等をつく り、 日野市なりの独自の改善を してい

かなき ゃいけないというふ うに考えている わけでございます。今後検討委員会を設置し、内部

の推進組織を設置 しまして、精力的iζ進めてまいりたいとい うふうに考えております。

0議長 (高橋通夫君〉 米沢照男君。

023番(米沢照男君〉 今後の検討委員会で検討する というのは、これは何のための

検討委員会でし ょうか。 ちょっと確認。

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 しますロ

まだ具体的に どの項目とい うこと ではございませんo 行財政全般についての見直しをしたい

ということでございます。

す。

なお、中身についてはまだ細かい点がありますけれども、大まかに言ってこの 3点が地方行

革大綱による強制的な指導といいますか、干渉といいますかーがされようとしております。

私は、これをそのまま受け入れたのでは、これまで 12年間、革新森田市政のもとで進められ

てきた市民本位の民主的な行政は吹っ飛んでしまうと。この危倶をせざるを得ないわけであり

ます。断固反対する立場からの質問でもちろんあるわけですけれども、まず事務当局として、

こういう地方自治権を破壊をしたり、本来の議会を形骸化したりするーこういう危険な中身

を持った、こういう自治省の押しつけに対して、どう対応しようとされているのか。この点を

伺いたいと思います。

0企画財政部長(前田雅夫君〉 お答えをいたします。

現在国で行革という言い方をしておりますけれども、本市におきましでも従前から事務改善

といいますか、行財政の合理化は努力をしているわけでございます。ちなみに申し上げますと、

過去におきまして補助金検討委員会を設置して、補助金等の見直しをやったり、あるいは委託

できる事務事業の委託。それから、事務事業のいわゆる OA化でありますとか、電算の導入で

ありますとか、そういう事業を過去に引き続き現在も努力をしているわけでございます。市と

いたしまして、現在 一前の議会でもいろいろ財政の中で論議されているわけで ござ いますけ

れども、国の財政のいわゆる破綻といいますか厳し さ、これがやはり地方にかなり大きく 影響

するわけでございます。それから、地方自治体は、もちろん国の財政、それから、経済の動向

0議長 (高橋通夫君 〉 米沢照男君。

02 3番 (米沢照男君 〉 これは、自治省が各都道府県、ある いは指定都市に指示をし

た ー いわゆる行革委員会、ある いは行革推進本部の設置を、 いわゆる強要してきている実態

があるわけですけれども、それとは全く別個の市独自のものだということで、そういう理解で

よろしし可かど うか確認したいと思います。

。議長 (高橋通夫君 〉 企画財政部長。

。企画財政部長 (前田雅夫君 〉 先ほど申し上げましたように、いままでの市の努力、

それから、現在抱えております膨大な行政需要。こういうものを考えますと、当然のことなが

らいまの時点でこうい う見直 しをしないといけな いということで、いわゆるレーノレとしては、
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国が言い出す前から敷かれていたものというふうに考えております。

O議長(高橋通夫君〉 米沢照男君。

023番(米沢照男君〉 それでは市長に最後伺っておきたいと思います。

今後もさまざまな形で、こうした地方行革大綱に基づく地方自治体への干渉や、いわゆる括

弧っきの指導がされるだろうと思うんです。この行革大綱について 3月 26日の参議院地方行

政委員会で、わが党の神谷信之助参議院議員が自治大臣にこの大綱について質問をしておりま

す。こういう回答を引き出しております。 I自治体が、行革案を自主的にそれぞれの特色を生

かしてつくっていただきたい」こう述べて、 「法的にも拘束力はなく、また、やらなくても制

裁措置はない」ということを、国会の場で確認をしてきております。したがって、いま部長か

らも市独自の立場で検討を進めていくということであります。私も、ぜひそうあるべきだと思

います。より効率的な、そして、民主的な行政を進めるということから、極力むだを省いてい

くということで、意欲的に市民本位の、いわゆる行政改革を進めていくという点では必要だと

いうふうに考えております。今度のこうした地方行革大綱に基づく地方自治体への委員会、あ

るいは推進本部の設置。そして、その内容として、先ほど私が触れたような、これまで革新森

田市政が進めてきた民主的な行政とは相入れない内容のものが、押しつけられようとしてきて

いるわけですけれども、こうした動きに対して、森田市長としてどういう見解か伺っておきた

いと思いますD

0議長(高橋通夫君〉 市長。

0市長(森田喜美男君) 近ごろ国の財政不如意といいますか、国債等の膨大な圧力の

ために、いわゆる行革審一行政改革審議会を起こしまして、そして、それを中心に、要する

に財界主張型の行政改革を標携していると。このことは国民の知るところであります。それで、

近年地方富裕論という誤った認識が大蔵省、あるいはし 1まの自民党政府にあるわけでありまし

て、そのことから地方にいろいろと注文をつけようと、こういう圧力が生まれつつあります。

そこで、今回の具体的ないわゆる行政指導が、閣議決定に基づく自治省事務次官通達一こう

いうような形で示されてまいっております。

先ほど部長がお答えをしましたとおり、これはわれわれの、特にみずからに襟を正しながら

戒めてまいった事柄でもありますので、特段iζよそからの指導なり圧力なりを受けるべきもの

でもないとは思っておりますが、今後も自主的に主体性を保ちながら一個の完全自治体として、
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市民の御理解と、それから、支持を得ながら進めてまいりたいと、取り組みを進めていきたい

と、こう思っておるわけであります。

それを、いま押しつけと見るかどうかでありますが、いわゆる自治体を侵害をしましたり、

自治体に、本来の憲法に由来しております地方自治権一これの侵害をされるようなことがあ

ってはならないという、大きな柱を持たなければならないということは論をまたないところで

あります。それから、今回の異常措置として高額補助金の l割カットというふうな措置がとら

れておりますが、これまた今後こういうことが継続されてはならないと、これは地方 6団体の

強い意思であります。

結論といたしまして、主体性を持ち、自主的ないわゆる民主的かっ効率的な行財政の運営と

いうことは、これは当然だと思っておりますので、そのことにつきましては常に努力をいたす

べき課題であると、こういう考え方に立ちまして、今後の市政を担当させていただきたいと、

こう思っております。

0議長(高橋通夫君) 米沢照男君o

02 3番(米沢照男君〉 最後に一言要望申し上げて この質問を終わりたいと思います。

先般の市長選挙では圧倒的多数の支持を得て -4選をかち取りました。これまでの

森田革新市政の進めてきた民主的な行政が支持をされたわけでありますから、今後

も一層確信と勇断を持って民主的な行政を進められるよう強く要望して、私の質問を終わ

ります。

0議長(高橋通夫君 ) これをもって 1の3、地方行革大綱にたいする対応に関する質

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〕

。議長(高橋通夫君) 御異議ないものと認めます。よって暫時休憩いたします。

0議長(高橋通夫君〉 休憩、前に引き続き会議を聞きます。

午前 11時 19分休憩

午後 1時 8分再開

一般質問、 2の1、水道料金のヲ|き下げを要求し、水道管の検査と赤水対策を急げについて
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01 2番(板垣正男君〉 都水道料金の引き下げを要求し、 市内の水道管の検査を急い

ミリ、 25ミリと いう大体この三つが一般家庭に入っている 口径であろうと思っております。

基本料金は 13ミリが 800円でございますo 2 0ミリが1， 0 7 0円でございます。それから、

2 5ミリ が 1.3 2 0円でございます。これは基本料金でございますので、 10立方メートル以

下は同一料金でございます。ですから、仮に 1立方メートノレ使われても同じ料金ということで

ございます。それから、 1 1立方メートルを越えまして 20立方メートノレまでは、 1立方メー

トルにつきまして 120円でございます。ですから、もし仮に 13ミリで 20立方メ 」 卜ノレお

使いになったと仮定いたしますと、 1カ月 iζ2.000円でございます。それから、 21から 30

まで 1立方メートノレについて 160円。 31立方メ ート ルから 100立方メートルまでは、 1 

立方メートノレについて 195円でございます。まだずっとございますけれども、大体お使いに

なるのは 1カ月に一般家庭で大体 30立方メートルでございますので、 この程度で説明は・・…・。

それか ら、いつ上げたかと。これは、去年のことでございます。 大体幾ら くらい上げたかと

いうことでございますが、平均いたしましてー私がいま記憶しておるところでは 10 %ちょ

っと口+点ゼロ何%か、約 1割のアップということであったと記憶いたしております。

以上です。

O議長 (高橋通夫君) 板垣正男君。

の通告質問者、板垣正男君の質問を許します。

( 1 2番議員登壇〕

で、市内各地で発生しております赤水の対策を早急に立てるよう一般質問を行っ てまいりたい

と思います。

市民だれでもが安心して豊富に水が飲める。こういう状況を望んでいるものでありますけれ

ども、これが、何かの原因で飲めないという状況にな ってまいりますと大変困るわけでござい

ます。その上、料金が高くなっているというようなこ とが 2重にかかってまいりますと、一層

市民生活を脅かすということにもなりかねないわけでございます。すでに日野の議会でも 6年

前、赤水対策の問題で米沢議員が質問を行いましたし、 2年ほど前にも鈴木議員が取り上げま

して、その対策を急ぐよ う市側に要求を行ってきたところでございますロその後、部分的には

改善もされてまいりましたし、現在その対策も進んでいる個所も多いわけでございますが、し

かし、なお赤水が依然として発する ←こういう実態があるわけでございます。そこで、私は

一般質問にあえて取り上げ、市内全域にわたっての水道管の検査、赤水の発生する原因等を早

急に突きとめて対策を講じるよう強くお願い、要求を したいところでございます。

私は、この問題に入ってい く前に、まず私たちの毎日毎日飲んでおり ます水道料金について

触れてまいりたいと思います。現在東京都の水道料金は、大都市では日本の中で一番高い料金

を徴収されていると言われております。 2カ月&C1回の徴収ですから、なかなか毎月の水道料

金を支払う実感が薄くなっているという点もあるようでありますけれども、現実に徴収されて

おります料金表をつぶさに検討してまいりますと、確かに一時期より非常に値上がりした料金

0水道部長(永原照雄君) 御答弁申し上げます。

01 2番(板垣正男君 〉 東京都の水道局が発表しております水道使用のモデルケース

として、月に 22立方メートノレを使用する家庭を、標準的な家庭の使用量と定めております。

いま部長の御説明ありましたように、一般家庭 30前後を利用するんではなし 1かという話でご

ざいま したが、 標準的な家庭で 22立方を使う、こういうことになっているようでございます。

そこで、東京都の資料等を拝見いたします と、 22立方を使用の場合一般家庭 13ミリですね。

月 2.320円の料金を徴収されております。他の都市との比較では札幌で 2.310円、川崎が

2. 0 0 0円、横浜が 2司 175円、以下大都市の料金 1.60 0円から 2.000円前後のところを

料金が定められておるわけでありますが、東京都が最も高い料金を徴収しているということが

わかるわけであります。( r金国平均を下回っているぞ」と呼ぶ者あり 、その他発言する者あ

り)

そして、この水道料金のヲ|き上げによって、過分な負担だと思われるような料金が徴収され

ているわけでありますけれども、東京都の水道会計は一体どうなっているか。このことを私は

見てまいりたいと思うわけであります。先ほど部長より、昨年の水道料金の引き上げの説明あ

を徴収されているということがわかるわけでございます。

そこで、担当部長にお伺いするわけでありますが、現在の水道料金は一体幾らになっている

のか。また、最近東京都が水道料金の引き上げを行いましたけれども、これは、何年度どの程

度の引き上げ率であったか。そして、現在私たちはどの程度の料金の徴収が行われているか。

まずそのことから質問を行ってまいりたいと思います。

0議長 (高橋通夫君) 板垣正男君の質問についての答弁を求めます。水道部長。

まず料金は幾らになっているかということでございます。おのおのの 13ミリ、それから、 20
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りました。 1981年にもヲ|き上げが行われたわけでありますから、この 4年間に 2回引き上

げが行われました。そして、大幅な黒字を生み出しているということも事実でございます。

都の水道会計は、昨年度見込みは 484億円、 1昨年が 473億円、さらに、その前年が

472億円と、料金の引き上げが行われた翌年から大幅な黒字を積み重ねてまいってきている

わけであります。これだけの黒字を生み出しているにもかかわらず、なお料金の改定を 3年ご

とに見直すという基本的な考えを鈴木都知事は持っているわけでありますけれども、昨年度の

料金の引き上げを行っていきますと、今後どういう黒字を生み出すかということを東京都の資

料によって申し上げますと、会計操作による自己資本造成費という名目の予算が計上されてお

りますが、これは一つの利益を隠すのではなし 1かというふうにも論議されているわけでありま

す。昨年度で 439億円。今年度で 412億円、来年度は 229億円黒字を生み出すと見込ま

れているわけであります。しかも、この自己資本造成費というのは、会計上不当なものである

と、このように指摘されているわけでありますが、都議会で東京都の監査事務局長が、現行会

計処理上として妥当性を欠いていると、このように説明を行っているのであります。

なぜこういう黒字を生み出しているにもかかわらず、大都市の中での日本一高い水道料を徴

収するようになったのでありましょうか。これは、将来の水需要を見越して、さまざまな設備

投資を見込んでいるとも言われているわけでありますけれども、水の需要は最近横ばいを続け

ているということも、また記録によって明らかでございます。昨年の 1日当たりの水は 600

万トン前後を横ばいを続けている。こういうようなことが言われているわけでありますが、そ

れを過大に見積もって、料金の引き上げによる黒字を生み出し、将来の水道事業に充てるとい

う考えのようでございます。鈴木都政は、水不足によるダムや浄水場などをふやすというふう

に説明しておりますけれども、しかし、これはいま申し上げましたように、水の需要は横ばい

であり、十分賄えるというふうに見られているわけであります。知事の進めているマイタウン

計画によりますと、 2 3区内は、今後 20年後には霞ヶ関ピル相当のビノレが 300棟分も建設

される。こういうふうに見込んでいるそうでございます。したがって、この黒字の水道会計一一

将来の大企業を中心とする都内の再開発にそっくりつぎ込もうという、こういう考えにほかな

らないのであります。( I違 うJI飛躍だ」と呼ぶ者あり)

ですからこそ私は、今日の市民の水を安定して供給するということとあわせて、料金の特別

高い徴収を……( I高くないぞJIしっかり調ベてこい」と呼ぶ者あり〉一刻も早く値下げを

させる。こういう要求を行いまして、不当な過大な黒字を生み出さないような料金体系に改め

る必要があるかと思うわけであります。そういう考えに基づいて、都水道料金の引き下げを日

野市の立場から都側にも要求するo このことがいま重要ではな~¥かと思うわけであります。水

道部長の考えひとつお伺いしておきたいと思うわけであります。

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。

私どもが東京都の水道と統合いたしましたのが、昭和 49年の 6月 1日でございます。この

ときに基本協定を結んでおります。この中に、日野市の水道料金は都の水道料金と同じにしま

すよということを明確に書いております。それと、私どもといたしましては、都の水道の運営

に関しましてとか、その内容に立ち入るという立場にございませんo と申しますのは、細自に

よりまして日野にこういう仕事を委託しますよという内容をちょっと申し上げてみたいと思い

ます。

水道施設その他水道事業に必要な資産の維持管理及び運営に関する事務。これが一番目でご

ざいます。それから 2番目といたしまして、小規模な水道施設の建設改良工事に関すること。

その次に、給水装置に関すること。その次に、水道料金、手数料等の徴収に関する事務。その

他水道の管理に関し住民に直接関係のある事務ということでございまして、これについては、

一般質問の中でこのような質問があったということは、都の方にお伝えをいたしたいと思いま

す。

以上です。

O議長(高橋通夫君) 板垣正男君。

01 2番(板垣正男君〉 さて、この問題については後で市長にも基本的な考えをお伺

いしておきたいと思いますが、質問を続けてまいりたいと思います。

赤水の問題でございますけれども、これまで議会で論議されたことを、私は市内の各地にお

いてこういう問題が発生しているという実態を把握してまいりました。水道部にもかなりいろ

んな地域から苦情やら相談やらが来ているようでもございます。初めに申し上げましたように、

水道水は飲料水として使うものは基本的にあるわけでありますから、安心して飲めるーこう

いう水でなければならないことは言うまでもありません。

たとえば水道法でもはっきりと水の水質についても規定を行っているのでありますが、たと
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えば外観はほとんど無色透明であること。このように水道法の第 4条には規定されているわけ

であります。ところが、水道栓をひねりますと出てくる水が赤い色をしている。洗たくすると

白いものが色がついて着れなくなる。こういう水道水であっては因るわけであります。コップ

1ぱいの飲料水を水道水からとろうとするときに、相当長時間蛇口をひねって水を出さなけれ

ば飲めな~'0こういうことでもまた困るわけであります。現に私も目撃いたしました水道水は、

相当赤くなっているものでございまして、飲料水として利用する場合、子供、女性、だれしも

がちゅうちょするのではな~，かと思うわけであります。これまで議会で論議された際にも、こ

の原因は一体どういうことかいろいろ と質疑あったわけでありますが、これといった明快なる

答弁もなかったようでございますし、しかし、その後水道部の方でも努力を行って、検査や調

査を行ってきたのではなし可かと思うわけであります。

そこで部長にお伺いしたいわけでありますが、現在のそうした発生状況、相談の頻度、それ

から、いわゆる赤水と言われるその原因、飲料水として適する のかどうか等について質問を行

いたいと思います。

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。

給水栓における、いわゆる赤水の件でございますけれども、この原因は、主といたしまして

布設管の鉄管等の中にさびが生じると一この増加。それと、給水区域内の水使用量の増加に

伴 う流れが早くなる D それとか、流れの方向が逆方向に号|っ張られるというようなことに起因

しているというぐあいに私どもは判定いたしております。といいますのも、赤水が出ますと、

それを持って多摩水道対策本部の方に水質を見てもらっております。そうすると、やはり水道

法第 20条及び施行規則の第 14条水道の水質の基準に関する省令等に照らしまして、水質そ

のものは一応選準をクリアいたしておりますけれども、住民の御使用を願っております方々に

対しまして、御不便と不快感を与えるという点において、これはやはり対策を練っていかなけ

りゃならん。原因は大体そういうことでございます。

なおつけ加えますならば、私ども水道部といたしましでも、管が腐っていくということは非

常にその管の耐用年数等にも影響を及ぼすので、非常に重要な問題であろうというぐあいに考

えております。

苦情でございますが、ないときは 1週間、 1カ月全くございません。じゃあ、どういうとき
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多~，かという点になりますと、 3日も 4日も雨が降り続きまして、急に天気になった日。これ

等になりますと、やはり 1週間に 1件、あるいは 10日に 2件というような状況でございます。

それから、 じゃあ日野市ではどの方面に多いのかと。これは、どうしても高幡方面に多く、旧

七生村方面に多く出てまいります。

ここ で、 非常に私も興味はあるといいますか、非常に不思議に思っておりますのは、東京都

で水を直接輸送している ところがあります。ここでは出ませんD 赤水がほとんど出ておりませ

んD そういうことでございます。

0議長(高橋通夫君〉 板垣正男君。

01 2番(板垣正男君〉 旧七生地域を中心とするーあるいは高幡地域を中心として

発生している ということでございますが、私が聞いた範囲では百草の地域、あるいは三沢、さ

らには栄町、新町、こういう地域に も発生しております口たとえばこういう問題が出たと、赤

い水が出たという苦情が行った場合、どういうふうに市の水道部が対応したかということにつ

いては、私は事情を伺っているわけでありますが、十分市民が納得するような、また、安心す

るよ うな対応がなされなかった場合もあるようでございます。現在、かなり努力を行って、素

早い対応態勢などもとりつつあるようでございますが、昨年からことしにかけまして、電話で、

仕方がないんだ。あるいは、市内のあちこちで発生しているために手が回らないんだというよ

うなことで済ました例もあるゃに聞いております。

水質の検査を行うというなどが現在行われているようでありますから、そういう市民の安心

するような対応。それを私たちは望むわけでありますから、今後の対策を立てる上でも、当面

するそうした問題に対する対応も、もっと丁寧に市民が安心してその水を飲めるような、利用

できるような、そういうこともあわせて対応していくことが大切ではなし 1かと思うわけであり

ます。

そこで、水道部長もう 1点お伺いしたいわけでありますけれども、先ほど赤水の出る原因を

三つほど挙げられました。それは、さびによる赤い水が出る。流れが逆方向になった場合出て

くる。さらには、逆方向に流れる一大体同じようなことじゃないかと思いますけれども、 そ

ういうことを理由として挙げたわけでありますけれども、どちらにしても水道管がさび、て、そ

のさびが出てくるということには、どうも間違いないようでございます。古い水道管を取りか

える。これは、ごくあたりまえなことであります。古くなったものを新しいものに取りかえて、
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そして、清潔な安心して飲める水が供給できるようにしていかなければならないわけでありま

すが、こういう市内の実態を見るならば一先ほど部長が、日野市と東京都が業務協約を行っ

た、その中にも水道業務の推進ということがあるわけであります口さらには、この基本協定の

第 9条にも、地域の健全な発展と水道サービスの向上を図る、そのためにこの業務を契約する、

締結する。こういうことも述べているわけであります。しかも、一方では東京都の水道事業は

大幅な黒字を生み出しているということがあるわけでありますから、もっと日野市内の水導管

の按本的な古いところの布設替え等を初めとした抜本的な対策を示して、東京都と一体となっ

た事業の推進を図っていくということが重要ではないかと思うわけであります。いま部長の説

明では、今後の対応策どういうふうにして対応を行い、安心した水が飲めるようにするか、こ

の点を最後に部長にお伺いしておきたいと思うわけであります。

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。

今後の対策をどうするかという問題でございます。私どもといたしましては、 5月の初めか

ら、どうも七生が例年赤水が出る。これに対して何とか手を打たなきゃならんということで、

検討に検討を重ねてまいりました。まず、どうい う検討をしたかといいますと、鉄管の中を洗

おうじゃなし可かということでございます。そのためには非常に問題が多いわけでございます。

単に洗うということだけではございませんで、洗うということは、赤水をわざわざ発生させる

わけでございますから、昼間にはできません。真夜中にやっていきます。この件をどのように

PRするか、住民の皆 さんに「きょ う管を洗いますので赤水の出る可能性があります」という

PRをどうするか。またそれと、受水槽をお持ちのところ、これ等につきましては、ほうって

おきますと自然に受水槽の中に赤水が入ってしまいますので、この栓ー取水栓といいますけ

れども、全部栓を締めようと。どことどこにそういうものがあるかという点。それと、浄水場

との打ち合わせo 浄水場に無断にやりますと減圧ー急に圧力が下がりますと非常に問題にな

りますので、こういう打ち合わせを行いまして、まず行いましたのが三沢、落川、百草地区を

対象にいたしまして 5月の 29日火曜日、それから、 5月 30日の木曜日、 夜間の 11時から

朝の 6時まで、職員が 7名交代で徹夜をいたしまして管の中を洗浄いたしました。引き続きま

して、いまお話の出ております- 5月 29、 300 これを三沢、 落川、百草地区に実施いた

しております。それから、 6月 5日と 6月 6日、高幡台団地を行っております。それから、新

井、下団地区これを、きのうときょうで、この次にいまお話の出ております新町、栄町、これ

等を管の中を洗浄していきたい。

この洗浄でなおかつだめな場合の対策といたしましては、まず管をワッシング←ブラッシ

ングしてみたいと思っております。管の中を光るくらいに磨いてしまいます。こういう工法が

いまございます。これは、管径を変更しようとか、布設替えのところはそれで済ましていきた

い。まだこの管は使えるんだと いうところにおきましては内面塗装←内面を水と鉄が直接接

しないように内面塗装をしていきます。この作業を、もちろんこれは都の了解を得ながら強力

に都とも折衝いたしまして、そういう更生工事を行いたい。それでもなおだめな場合というこ

とは、ブラッシングも内面塗装もできないような経年管の場合。これは、いま議員さんもおっ

しゃいましたように、当然布設替えという対策をとらざるを得ない。その例といたしまして、

多摩平は 93 %くらいが非常に悪いー悪いという表現は悪いんでございますが、経年管でご

ざし 1ましたのを現在は 70%以下に落ちておりますO すべてダクタイノレ、鋳鉄管に切りかえを

行っております。そういうことで対処していきたいというぐあいに考えております。

以上でございます。

0議長 (高橋通夫君) 板垣正男君。

01 2番(板垣正男君〉 ちょっと確認しておき たいんですが、ブラッシンクーすると、

内面塗装する。こういうことをやった場合、どのくらいの耐用年数があると、こういうふうに

見ておるんですかD

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。

これは非常にむずかしい問題でございます。原水を上水にして持ってし、くわけでございます

けれども、この中の水質によっても相当耐用年数は変わってまいります。都なんかでは、一番

古い管は80年以上使っているということを言っております。で、すから、ブラッ シングとか内

面塗装すれば 10年や 20年は耐え得る というぐあいに考えております。

。議長 (高橋通夫君) 板垣正男君。

01 2番(板垣正男君〉 担当部門で早急に対策を進めていただきたいと思うわけであ

ります。

最後に市長にお伺いしておきたいんですが、赤水の発生は、昨年からことしにかけて急に発
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生したものでもありません。かなり以前から地域によっては発生しておりました。多摩平住宅内、

あるいは公社平山住宅。こういうところの原因などは容易に突きとめることができるわけであ

りますから、布設替え等の工事を行って、赤水対策を解消させるということはできるでありま

しょう。しかし、古くからの地域や、原因がなかなかっかみにくいという場合もあるはずであ

ります。もっとこうした市民生活の基本にかかわる水の対策は継続して、しかも抜本的に対策

を立てる。あるいは対応する。こういうことが日常的に必要ではな~，かと思うわけであります。

それを進める上で十分な人数、あるいは機材等の配置による態勢が整っていなければならない

わけであります。しかし、今日の行革推進方行の強い自民党政府の圧力のもとで、十分な人員

も確保されないというのが各分野の実態ではないかと思うわけであります。しかしながら、そ

うした中でも市民の安全、あるいは安心して飲める水の供給。このことを進めていかなければ

ならないわけであります。料金の問題にしても、不当な黒字を積み重ねるような料金体系を改

める。こういうことも同時に行っていかなければならないと思うわけであります。( I赤字が

いいのか」と呼ぶ者あり〉市長は、これまでの質問、部長の答弁踏まえまして、現在考えてお

C 1 1番議員登壇 〕

01 1番(一ノ瀬 隆君〉 まず 1通の手紙を朗読をさせていただきます。

東京町田市長大下勝正先生、 1 6 歳を迎える町田朝鮮人少年少女のお願~，。

私たちは、日ごろから三多摩朝鮮第二幼小中級学校に対し、フ。」ル建設、外壁修理など温

かい御支援を寄せてくださる町田市及び市長さんに心から感謝いたします。私たちは、市長

さんに直接お会いできたこの席で、指紋をなくして 16歳のお願いを申し上げたいと思いま

す。

られることについて、ひとつ御答弁いただきたいと思います。

私たちは 16歳になり、何日か後には中学校を卒業 し、希望にあふれ高校へ進学します。

ただ一つ、私たちの心を痛めるものがあります。それは、外国人登録証iζ指紋を押さなけれ

ばならな~，からです。市役所に来て、みんなの見ている中で左手人さし指に黒々と墨をつけ

られ、指紋を押さなければなりませんO そのことを 16歳になるすべての私たち朝鮮の少年

少女が同じ憤りを感じていますo 人聞は、たとえどこに住んでいようとも、すべて平等でな

ければならないはずです。平等で平和で幸福でなければならないはずです。平等で平和で幸

福であるべき人聞に、指紋をとられる人と、とられない人がいるということは間違っている

と思います。それは差別です。私たちは差別というものを憎みます。どうかやめてください。

それから、もう一つお願いがあります。 16歳になると、私たちはいつでも、どんなとき

でも外国人登録証というものを持たなければなりません。これに違反すると処罰されます。

この制度をぜひなくしてくださし'0学校の近くをマラソンするときでも、父母と買い物に行

くときでも、いつでも必ず外国人登録証を持たされるのは本当に苦痛です。考えると、とて

も嫌な気持ちになります。私たちは、指紋は悪いことをした人からとるということを知って

います。辞書にはこう書いてあります。 I指先の内側にある多くの線からできている模様。

人によって異なり、 しかも一生変わらないので犯人捜査などの個人識別に利用される」一体

私たちが 16歳になるまでどんな悪いことをしてきたというのでしょうか。私たちは学校の

先生やら両親から、よその人や社会に迷惑をかけたり、悪いことをしてはいけないというこ

とをいつも教えられています。なのに、なぜ犯罪人と同じ扱いを受けなければならないので

しょうかo 本当にくやしくてなりませんo しかも、指紋は l回だけとられるのではありませ

んo 5年iζl度という決まりがあって、一生ついて回るのです。私たちは本当にくやしい憤

りを感じています。どうか差別はやめてくださ~ '0 そして、指紋をとることをやめてくださ~'0 

0議長(高橋通夫君〉 市長。

0市長(森田喜美男君〉 専門的とは言えな~，かもしれませんが、日野の市民生活を守

り、あるいは市の受託をしておる水道行政を前向きに行う立場から、感想ということになるか

もしれませんが、これからの取り組み姿勢を考えていきたいと思います。東京都の水道行政に

市水道を一元化~，たしましたのが、先ほど 49年と申しておりました一私が市長に就任して

1年後くらいな時期だったと思っております。その当時の判断といたしましては、日野市の人

口増iζ合わせて水道の需要に今後不足を生ずるということ。すでに当時 1日5，000トン程度

都水を受け入れておったと、こういう事情がありました。つまり将来に安定供給を確保するた

めに、やはり広域水道行政に依存をしていこうと、こういうことであります。それから、もう

一つは、当時の料金体系の事情もあ ったかと思いますが、一時的にせよ、日野市の水道料金の

方が都水道にあわせて高い。こういう事情もありまして、市民の水道料金を下げることができ

ると、こういうこつの事情がありました。議会でもわりあい理解をされて、スムーズiζ移管が

できたと思 っております。つまり市の持っております水道に関する行政財産、これらをそっく

り都に移譲をし、あわせて職員までということが一つの隆路になっておりましたが、それはー
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それから、もう一つお願いがあります。 16歳になると、私たちはいつでも外国人登録証

を家に置き忘れたりすると、派出所に連れていったり、また、私たちの、お兄さんやお姉さ

ん、お父さんやお母さんを、すぐ近くに家族がいるのに連絡もさせずに取り調べたり、手錠

をかけたり、写真を撮ったり、指紋をとったりするのでしょうか。こんなひどいことは絶対

やめてください。いまから 61年前、関東一円に大地震が起きたとき、朝鮮人が井戸に毒を

投げ込んだといううそやデマで、イ可の罪もない私たちのアボジやオモニが、朝鮮人というこ

とだけで 7，000人近くも殺されたということを学校で習いました。指紋のことを考えると、

なぜかそのことが思い浮かびます。人を殺すのがいけないと同じように、指紋をとったりす

ることもいけないことだと思います。日本は、朝鮮の最も近い古くから仲のよい国です。私

たちは日本の友だちと仲よくしていきたいと願っています。そのためにも間違ったことはや

めてほしいと思います。

どうか指紋をなくしてくださ~ ¥0 1 6歳を迎える私たちの願いをぜひかなえてください。

また、私たちの父母は、外国人登録法の抜本的改正を求める署名運動をしています。御協力

をお願いします。

198 5年 3月 16日 1 6歳を迎える町田朝鮮人少年少女を代表して、洪潤玉

これが、町田の大下市長にあてられた、町田市で育った 16歳の在日朝鮮人少女の手紙であ

ります。私は、大下市長にお願いして、この手紙のコピーを昨日速達で送っていただきま した。

この少女の訴えを読んで大下市長は胸がじーんと熱くなったということです。そして、外国人

の人権が侵害されている実態を改めて教えられ、指紋押捺制度は絶対に廃止すべきだと決意し

たのでした。この決意が 6月 7日夕刊各紙の一面に報じられた「指紋押捺法務省通達に町田市

は従わず」のニュースとなったのです。テレビ各社も一斉に報じていたようです。

いま、外国人登録法による指紋押捺制度が大きな社会政治問題になっています。私の購読し

ている「朝日新聞」も「読売新聞」も、そして「社会新報」にも連目指紋押捺に関する記事が

載せられています。(11産経新聞」にも書いてある」と呼ぶ者あり) 1朝日新聞」には 6月6

日から「指紋押捺」と題して連載記事も続けられています。地方自治体ー特に市がこのよう

に直接関係している政治問題で、こんなにマスコミに取り上げられた例は余りないのではない

かと感じているところです。

元化の上、そのままで水道行政また受託すると、こういう形でそのことの問題をしのいでいっ

たと、こういうことがあります。

その後、異状なくといいましょうか、わりあい安定供給の中でそう問題もなく水道の供給は

維持できているわけでありますが、これは、東京都の努力ももちろんありますし、それから、

広域に依存をする各市の共通の問題がー当時 13市くらいだったと思っておりますけれども、

基本協定を結びまして、それが確実に守られていると。こういうことも言えるというふうに思

っております。それで、その後確かに人口の急増にあわせまして、都水道は公営企業会計とし

て、都民の水の需要に不足を来さないという一面と、そのための貯水池、あるいは水源の酒養、

これらが積極的に進められ、他県にまで水源を求めて、まだ取り組みが進められておるとo こ

ついうことだと思っております。

いま料金のことで、一つには黒字会計であると。したがって、水道料金を低減させる要件が

あるではないかと。こういう指摘だと思っておりますが、これは確かめてみないと、私どもま

だ知る範囲では果たしてそれだけの将来見通しての条件が整えられてあるかどうか。これか明

らかにしないといけないだろうと、こう思っております。もちろん市民に供給される水が、な

るべく廉価であるということは市政としても望ましいことでありますから、今後もそういう分

野にも十分意を向けて、言うべきことは主張していくということでなければならないと、この

ように思います。

わが国に 1年以上在留する 16歳以上の外国人は、新規の外国人登録の際と、 5年ごとの更

それから、赤水対策のことでありますが、確かに水道を使用している限り赤水の問題、ある

いは水温の問題、あるいは圧力のー水圧の公平といいましょうか。水圧の強い弱いの問題い

ろいろ確かに問題はあると言えると思います。ただ、日野市内だけの問題でもありませんし、

確かに赤水は地域地域のわりあい極限をされた現象かもしれませんけれでも、これは、至ると

ころにあるに違いないと、このように思います。もちろん専門技術的な立場からも、都水道の

管理者は努力をされているに違いな いとは患いますが、かつての日野市の水道管布設が、日野

市自身が多摩平から始まって開始したことから考えますと、当時の材質がよくないとか、ある

いは施行が老朽化したとか、そのようなことはあり得ることだと思いますので、それの布設替

えは、これは積極的にやってもらわなければならないと。また、そういうことによって防げる

ことであれば、これは、あるいは簡単なことのはずでありますから一つまり黒字であれば財

源の供給はもっともいいと思いますので、そういうお願いは積極的にしてまいりたいと思って
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おります。

いまの受託水道が、もちろん料金体制にまで口を差し挟むということではあり得なし、かもし

れませんけれども、これはやはり日野市の職員として、日野市民に供給をする水道行政の分野

を担当しておるわけでありますから、正当な判断はもちろん持っていいわけであります。その

あたりの勉強も担当部に十分いたさせたいと、こう思っております。

日野市の都水道とのかかわりの中で、いま一番私どもの積極的に取り組みたいと思っており

ますのは、専用水道地域が日野市には相当あるわけであります。約 6，000、あるいは 7，000、

それらの世帯を対象にする地域。ここに専用水道を公共水道化すると。こういう事業が必要で

ありますので、順序を詰めながら都水道当局にも理解をいただいて順次やっていきたいとo こ

の仕事にいま具体的に取り組んでおる面もございますD

要するに安定供給を得て、そうして、低廉な水を市民生活に供給するということが、また私

どもの市民の生活を守る立場、あるいは水道行政にかかわる立場でありますので、具体的な条

項をとらえつつ今後も努力をしてまいりた ~ ，。このようにお話を伺っておるところでございま

す。何か落ちていることがあるかもしれませんが、お答えにいた します。

0議長 (高橋通夫君〉 板垣正男君。

01 2番(板垣正男君〉 ぜひ市長初め担当部課におきましては、努力を重ねていって

いただきたいと思うわけでありますO 赤水の問題、取り組めば改修できる問題でございます。

多摩平の例にありますように、古い管を取りかえる。こういうことも行っていけば赤水の問題

は解決していくわけでありますから、それは、広範囲に広がっているということであるならば、

それはそれでまた対策を立て、年次的な計画を立て、調査あるいは洗浄、そして、塗装、ある

いは布設替え等、状況に応じて対策を進めていっていただきたいと思うわけであります。

これをもちまして、都水道の料金を引き下げて、赤7.K対策を急げという趣旨の質問を行って

まいりました。

これで終わります。

O議長 (高橋通夫君) これをもって 2の1、水道料金の号|き下げを要求し、水道管の

検査と赤水対策を急げに関する質問を終わります。

次に一般質問 3の 1、市民の人権を守るため指紋押捺問題をたたかえについての通告質問者、

一ノ瀬隆君の質問を許します。

新時に左手人さし指に指紋を押捺しなければならな~'0外国人登録法にこう定められています。

この指紋押捺は、同じ人であるということを確認するために絶対必要であるというのが政府の

見解ですが、外国人の間では「人権侵害だ。外国人を犯罪人と同じように見ている」などと反

発が強いのであります。

町田市の 16歳の少女の話を聞いて、私も改めて「指紋」という言葉を辞書でヲI~百てみまし

たロすぐ手元にあった三省堂の国語辞典によりますと、こう書いてありました。 r手の指先の

内側にある多くの線から成る紋様。人によって異なり、しかも一生変わらないので犯人の識別

に用いられる」広辞苑には指紋法の説明が加わっていて 「指紋の特性による個人の異同 一 具

っているか同じであるかの異同←の識別法。主として犯罪人識別に応用する。すなわち犯罪

人の指紋を検証して捜査・発見、前科の発見、犯人の確定などを行う」 こんなふうに記されて

いました。このように一般に認識されている指紋の押捺。それも、犯人識別と全く同 じように、

指を 18 0度回転さして幅広くとられるというものに、抵抗のないはずはないと思います。そ

れも、 皆がやる一 全市民がやるというならとにかく、一部の人だけがやらせられるというも

のです。日野市民の指紋押捺の担当の 1階の市民課に聞きましたら、この作業はカウンタ ーの

窓口ではやらないで、中に入ってやるのだそうです。担当自体が窓口でやってもらうには忍び

ないものだと考えているからでしょう。恐らく市民課の担当職員も、こんなことは早くやめて

ほしいと思っているに違いないと考えます。

日野市議会に、この指紋押捺制度の廃止を中心とした外国人登録法の改正を求める請願が出

され、 198 3年 10月 8日全会一致で採択され、それに沿った意見書が政府に提出されてい

ます。同じころ、森田市長も外国人登録法の改正を政府に要望したと聞いています。

ことしの夏だけで、在日外国人約 21万人の登録証一斉切り替えがあり、 多数指紋押捺の拒

否者が予想されていますが、この事態を前にして、こ としになって指紋押捺問題に新たな状況

がもたらされました。 2月 23日、伊藤三郎川崎市長は、指紋拒否者に対する告発義務を行わ

ないと発言したのです。外国人登録法は指紋押捺拒否が犯罪であることを定めており、この事

実が生じたときには市長が告発をするということになっているのです。これを伊藤市長は、在

日外国人の人権を守る立場から告発せずと決断したのでした。大下町田市長も、川崎に引き続

き告発せずと公表し、わが森田市長も、ことしの 3月の一般会計予算特別委員会の中で、わが

党の名古屋委員の質問に答えて、告発せずを明言したのであります。
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この指紋押捺に対する在日韓国人などの反対運動の盛り上がりに加え、川崎、町田、日野市

のように告発拒否を表明する地方自治体があらわれ、政府は対応、に苦慮したようであります。

そこで、 5月 14日、政府は外国人登録法の指紋に関する政令の一部を改正、法務省が通達を

いたしてきたのであります。政令は、指紋の方法を改めるというだけで、指紋を押捺するとい

うことには変わりがないのであります。 180度回転式が平面式になり、黒インクが無色の薬

品になるので、心理的抵抗感が少ないというのであります。押捺の方法を変えるということで

ごまかして、法務省通達はまさに改悪であり、指紋押捺拒否者に対する制裁であります。

この通告は、具体的には L 市長は指紋押捺拒否者に対してまず説得。 2. 説得に応じない

場合、外国人登録証を交付せず、 1カ月以内に再度出頭するように求めて説得を続ける。 3.こ

うした説得方法を 3回繰り返しても応じない場合、同一市町村に居住する保証人 2人から同一

人物だという確認を得た上で「指紋不押捺と朱書き」一赤で書いた、朱書き した登録証を交

付する。 4 同一人性が確認されない場合、職権により調査するとの段取りで対応することを

求めています。そして、説得に応じないため指紋不押捺のまま登録証明書を交付したときは、

その時点で直ちに告発するとなっています。

この通達での大きな改悪、すなわち制裁は、押捺拒否者に登録済み証明を出さ ないというこ

とです。この通達を伝えた 5月 14日の夕刊は、 「朝日」も「読売」もトップ記事で、大見出

しはともに「登録済み証出さず」であります。外国人登録証は小さな手帳になっているのに対

して、この登録済み証明書は一片の紙です。 ここにありますけれども、こういった一枚の紙で

ありますが、一般市民の戸籍謄本と住民票の写しを兼ねたものに相当する重要な書類なのです。

商取り引きや結婚などの際欠かせず、年間約 10 0万枚が交付されているというものです。い

ままでは押捺拒否者でももらえたのが、交付されなくなるという大きな圧力がかかってきたの

であります。

外国人の人権を無視して指紋押捺するような外国人登録事務は機関委任事務であり、国に返

却することも考えると川崎市長は言っておりますが、登録済み証明書の交付事務は機関委任事

務ではなく、自治体の固有事務に属するものであり、一般の住民票の交付などに相当するもの

であることから考えても当然のことでありますし、法務省も通達でそれを認めているところで

す。日野市の固有事務に属する登録済み証明書の交付事務は、日野市長の裁量権に基づいて判

断すればよく、法務省からの交付制限は単なるお願いくらいのことで、何ら拘束を受けるもの

ではないのであります。

このほか、この 5・14通達は自治体での指紋照合を義務化していますが、これまで自治体

に対して指紋照合義務に関しての法務省からの指示指導は全くなく、経験 も知識もな い自治体

での短時間での指紋照合は不可能であります。自治体職員への問い合わせに対しての答えは、

照合はすべ、て写真でやっており、指紋は全く見ていないというのがほとんどのようです。この

ように、法務省の5・14通達は、市としてとても受け入れられるものではないと私は思います。

5・14通達を伝える 5月 14日「朝日新聞」夕刊は、 1面、 2面、 11面と、これに関し

た記事を多く掲載され問題としています。見出しだけを列挙しますと、 「指紋押捺拒否者に制

裁、登録済み証明出さずJI説得期間 C3カ月〉後は告発JI簡単な平面式に押捺方法は 7月

から変更JI反発強める恐れ、自治体J I安倍外相、余地あれば改善も。対韓協議へ柔軟姿勢」

「本人の確認法ほかになく必要、公安委員長強調JI韓国が強く反発、共同声明とはほど遠い」

「取り締まりの筋は通すべきことを、後藤田長官閣議で発言。さらに混乱に拍車JI外国人か

らは猛反発、自治体も戸惑い本質を覆い隠すJこんなぐあいに多くの記事ーこれは見出しだ

けですけれども、こういうものが「朝日新聞」 に載っておりま した。これらの記事を読んで、

韓国を気遣う安倍外務大臣は、明らかにこの通達に不満反対であることがわかりました。

去る 6月 7日、町田市議会の一般質問で、わが社会党の今村 直議員が指紋押捺の問題を取

り上げ、この 5・14法務省通達をどう考えるかを大下市長にただしました。これについて、

「朝日」も「読売」も、その日の夕刊の 1面に取り上げました。翌朝の多摩版にも載っていま

した。 r朝日」と「読売」では記事の内容に隔たりがあり、同じ「読売」でも夕刊の全国版と

朝刊の多摩版とでは違っているのに気がつきました。 I読売」の全国版が体制側にいいように

書かれていることを発見いたしました。

冒頭御紹介いたしました 16歳の少女の手紙に感動 し駆り立てられた大下市長は英断をふる

った。 さすが革新市長であります。 5・14指紋押捺法務省通達は、外国人の人権と地方自治

を侵害するとして、この通達を事実上返上する方針を表明したのであります。大下市長は今村

議員の質問に答え、市としては押捺を拒否 した場合でも、外国人登録証を朱書きをせずに交付

する。登録済み証明書は在日外国人の死活にかかわる書類であり、交付しないわけにはし 1かな

いと述べ、法務省の通達には全面的に応じない姿勢を明らかにしました。さらに、大下市長は

記者会見で、 3月の拒否者を告発せずから一歩踏み出し、関係機関の拒否に対する任意捜査や
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照会の依頼には、外国人の人権とプライパシーを守るため絶対に応じないと強調しました。そ

して、今後は固に対 して外国人登録法の改正を引き続き要求していくと述ベています。日野市

も町田市に続いて、 5・14通達返上を森田市長によっ てぜひ表明していただきたいと考えま

す。森田市長は、告発しないことはすでに表明されていますが、これだけでは弱しま してや

5・14通達以後は問題の解決にはなっていません。

告発しないことを最初に宣言した川崎市ですが、これを手離しで礼賛できなかったのです。

5月 8日朝、川崎臨港警察署は、市内在住の指紋押捺拒否者、李相鏑さんの逮捕に踏み切った

のです。川崎市は、市長の宣言と同時に李相鏑さんの捜査関係書類を警察に提出しています。

これは、任意捜査に応じたということだと思いますが、これでは結果として、市が住民の人権

擁護義務をみずから放棄して、拒否者の人権を警察当局に渡してしまったと受ま取られても仕

方がないというのです。押捺拒否者を告発しないだけでなく、人権、プライパ、ンーを守り、警

察による拒否者の捜査照会に一切応じないことが必要であり、 登録済み証明書を発行し、あら

ゆる機会に外国人登録法改正を要求していく必要があると考えます。

具体的な質問はもう少し後にして、さらに続けます。この指紋押捺問題を報じる新聞や雑誌

には「外国人の人権を守る」という表現が多く 、私が件名につけた「市民」という 文字は出て

きませんo しか し、私は日野市に住む外国人はすべて日野市民であると考え、これを協調し、

市に対する質問ですので、あえて「市民の人権」といたしま した。地方自治法第 10条により

外国人も住民であり、日野市の住民は日野市民であることは間違いないと考えます。参政権は

ありませんが、市に税金も納めていますし、りっぱな日野市民であります。日本人ではありま

せんから日本国の国会議員選挙は別としても、日野市民として日野市の公職選挙、東京都民と

して東京都の公職選挙には選挙権が与えられてもいいのではないかと私は考えています。(I全

然、おかしいよ、それはJIナンセンスだよJI続けろ続けろ」と呼ぶ者あり、その他発言する

ものあり〉

今定例会の行政報告によると、日野市の登録外国人数 474人となっています。市民全体の

約 O.3 %に当たりますが、人数が少なし 1からいいということであってはならず、これらの市民

の人権を守るため、生活を守るため努力しなければならないと思います。日野市民というだけ

でなく、外国人といえどもそれぞれ地方自治体の住民であるのですから、市の職員 として、こ

れらの方々を採用してもいいし、市内の学校の教師としても活動してもらっていいのではない
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かと考えます。残念ながら文部省の指導が強まる中で、外国籍の教員免許取得者を排除すると

ころがふえていますが、昨年夏の採用試験では 15都府県がその門戸を外国人にも開放してい

ますD

最近の指紋押捺問題で市民である外国人がクローズアップされていますが、果たして自治体

は、日野市は、常日ごろ市民である外国人への対応が十分なされているでしょうか。市民にお

ける内外人平等の実現のために若干触れておきたいと考えます。

一般には「便利帳」と言っている と思いますが、 日野市では I8 5年市民読本」というのが

つくられ、自治会を通じて市民に配布されています。 これです。(資料提示 )こ の中に外国人

市民のための事項が 一 いや、文章がどれだけあるかを調べてみました。窓口ガイドの中iζ、

住民登録のページiζ 「外国人登録関係及び外国人の印鑑登録証明は本庁市民課になります」 と

いうのと、 「外国人登録済み証明の手数料 1枚 100円」というのがありました。ほかに印鑑

登録のページに 2カ所の記載があっただけで、それ以上は見当たりませんでした。恐らく窓口

ガイド、生活ガイドなど、外国人のことを本当に考えるなら掲載の必要があるのではないでし

ょうか。

たとえば教育のページなど、その配慮が必要だと思う のですが、どうでしょうか。港区や太

田区、板橋区、台東区、北区の便利帳には、外国籍の人の区立小中学校への就学手続について

説明があります。また、江東区、隅田区の便利帳には外国人学校へ通学する者への補助制度の

説明がありました。外国籍を持つ日野市民の就学はどうなっているのでしょうか。

最後にあと一言。私の知人が朝鮮人の方と結婚しました。先租代々何百年もこの日野市に住

んでいる跡取り息子が朝鮮人のお嫁さんをもらったのです。私は、本当に心から祝福したので

した。近代都市日野市とはいえ、 一面では古い面もあります。私のように心から祝福した人だ

けではなかったようです。彼にとっても、彼女にとっても辛いこともあると思います。その上

に指紋押捺とはイ可だ。登録証を常時携帯とは何だと私は真心から叫びたいのであります。品L上

申し上げて質問に入ります。

まず担当部長からお答えいただくことになると考えられるものを質問いたします。

質問 1、日野市民である外国人 474人のうち、指紋押捺を行っている市民は何人か。また、

今年度 5年目の切りかえによって指紋押捺を要求される人は何人か。そして、いままで指紋押

捺が拒否された事実はあったか。
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質問 2、外国人である市民が同一人である ことを確かめるのに、 日野市では指紋によってな

されているか。それとも写真でなされているのか。

質問 3、 「市民読本」広報での連絡など、外国人である市民への配慮を、さらに前進させる

考えはないか。

質問 4、就学通知など外国人である市民への配慮はいかになされているか。今後さらに前進

させることはないのか。

そして、質問 5、問題の 5・14法務省通達について都を通じて受け取 った担当部署として、

理解した範囲で改めて簡単に御説明願いたいと思います。

以上に対する回答を踏まえて、次に市長にお答えいただく質問であります。 5・14法務省

通達を踏まえた上での回答をお願いいたします。

質問 6、指紋押捺の拒否者iζ対する告発は行わない考えは続けてお持ちでしょうか。

質問 7、指紋押捺の拒否者を告発せず、さらに、警察など関係機関の協力要請にも応じない

考えをお持ちでしょうか。

質問 8、指紋押捺の拒否者に対しても、登録済み証明書を発行する考えをお持ちで しょうか。

質問 9、外国人である日野市民の人権を守り、生活を守るために、以上の 3点を含め法務省

の通達には従えない決意をお持ちでしょうか。 5・14法務省通達に対する見解をお聞かせい

ただきたいと思います。

質問 10、指紋押捺を初め、多くの欠陥を持つ外国人登録法の改正に向けての決意を伺わせ

てくださ~ ¥0 

さらに質問 11として、市長は、日野市に住む外国人を日野の市民とお考えですか。これら

の方々の生活と権利を守るための包負をお聞かせいただければ幸いです。もう 1件の質問を通

告しておりますが、それは後回しにして、以上の質問にお答えいただきたいと考えます。

以上です。

O議長(高橋通夫君〉 一ノ瀬隆君の質問についての答弁を求めます。市民部長。

0市民部長(佐藤智春君) お答えを申し上げます。

ただいま御質問ございました何点かにつきまして、まず御説明申し上げたいと思います。

まず 1点目の外国人の数でございますけれども、先ほどお話がございましたように、 5月 1

日現在全員で 474名でございます。さらに、本年度の切りかえの予定者数と申しますと、こ
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のうち 177名が切りかえの予定者とい うことでございます。それから、御質問の大量切りか

え期間の対象者数と申 しますのは 137名というこ とに相なります。 以上が第 1点の質問のお

答えでございます。

さらに、第 2点目の、同一人の確認についてはどうかとい う御質問でございますけれども、

現在市で行っ ております確認の方法でございますけれども、第 1段階といたしましては、本人

作成の登録事項を確認申請と登録原票とをまず照合いたしまして、記載事項を確認ということ

で、本人と同一性の確認をまずさしていただくということでございます。

それから、第 2段階といたしまして、写真と実際の人物との比較ということになるわけでご

ざいますけれども、同一人であるかという確認につきましては、登録原票に張られている以前

の写真とも照合比較すること。要するに、いまで申しますと 5年前でございますね。この辺の

写真とも確認をするということでございます。

それから、第 3段階といたしまして、登録原票に押されている指紋と、今回押捺をしていた

だいた指紋とを比較しで確認をするということでございますけれども、これは、現実的には形

式的なものになるということは私は否めない事実であろうと、このように考えております。と

申しますのは、同一人性の確認ということでございますけれども、指紋の確認の場合につきま

しては、職員が常に専門的な研修を指紋につきまして受けておるという実情もないわけでござ

いますので、非常に確認は正直言って大変な困難な作業であろうと、このように考えておりま

す。要するに、窓口といたしましては、実際の現場では写真照合、あるいはその他のケースも

ございますけれども一写真の照合、それらのものを考えまして本人であるという確認をして

いるということが実情でございます。それが 2点目の回答でございます。

それから、 3点目、 4点目、いわゆる「市民読本」あるいは市民への外国人としての考え方

というのは、担当がちょっと私どもとずれますので担当の方から説明をさしていただきたいと、

かように思っております。

それから、 5問自の御質問でございます、 5月 14日付法務省の入国管理局長から参ってお

ります通達の内容でございます。都道府県知事を通じてー 14日付でございますけれども、

私どもの方へ通達は参っております。この内容につきましては、先ほど議員さんから御質問の

中で概要の説明がございましたとおりでございます。

まず l点目につきましては、主な内容申し上げますと、指紋の押捺の方法につきましてとい
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うことでございます。これは、従来の黒インクによる回転指紋方式を無色の薬液を指につけて、

平面指紋方式に改めるという内容でございます。これは、 7月 1日から実施したいという予定

でございます。

さらに、いろいろございますけれども、大きな問題といたしましては、指紋の押捺を不押捺

の意向の表明者に対する措置といたしまして、まず説得に努めるんだということでございます。

この説得に努めまして、これを拒否されたという方には、 1カ月以内にさらにまた説得をする

ということでございますD この場合には、予定期間指定書という書類を発行いたしまして、 1

カ月ごとに説得を続けると。これを 3カ月続けて説明をしていくという内容のものでございま

す。

そこで、 3カ月、いわゆる 3回目の期日に押捺をしない場合には、写真等の内容で同一人と

確認できたときには、指紋不押捺という赤字で記入した登録証明書を交付するということでご

ざし 1ます。この際の交付の方法は、先ほど議員から話がありましたように、その確認について

は市内の居住者 2名の証明人が必要だと、このような内容もうたってございます。

それから、先ほども話がございましたように、指紋押捺拒否者の告発についてということで

ございますけれども、これにつきましては、 3カ月の説得期間は告発をしないんだ。 3カ月を

過ぎて、経過をいたしまして指紋の不押捺をそのまま登録証明書を交付した場合のときは、そ

の時点で告発をするという内容のものが主な骨子でございます。

申しおくれました。何人か拒否者がいたかという御質問を忘れました。現在日野市におきま

しては、現在まで拒否者はございませんo

以上でございます。

O議長(高橋通夫君〉 教育長。

0教育長(長沢三郎君〉 第 4点目の就学通知関係の御質問に対して御回答申し上げま

す。

日野市に籍のあります外国籍の児童生徒の取り扱~'0これにつきましては、学齢児童全員に

対して入学通知を学区域に応じて発送しておりまして、外国籍であるからということでの特別

な取り扱いはしておりません。

以上です。

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〉 お答えいたします。

第 3点目の「市民読本」広報の関係でございますけれども、この関係につきましては、市民

と同じレペソレで市の方は対応をしております。ただ、内容につきましては、いま少し各市の関

係も調べさしていただきたいというふうに考えております。

0議長(高橋通夫君〉 市長。

0市長(森田喜美男君〉 最近外国人登録法の自治体の窓口におきまして、特に指紋押

捺の問題が注目をされております。私は、日野市の長という立場で、もちろん人権は尊重すべ

き立場にございます。それから、 5月 14日付で法務省通達「外国人登録事務の適正な運用に

ついて」としづ文書が出されておりますが、この件につきましては、この 17日に東京都にお

いて通達の説明会が行われるということになっております。したがいまして、この説明会で正

確にこのことの認識を持ち得た後の態度が望ましいわけでありますが、現在の考え方といたし

まして、すでに安易な一つまり指紋押紋を拒否する方にも安易な、何ていいますか、告発は

しないというふうに答えておることには相違ありませんo それから、その先のことにつきまし

ては、いま質問にありました「告発はしないか」ということについては、告発はしなL可。

それから、協力に一つまりこの通牒に示す意味に協力をするかということにつきましては、

協力のできない内容ではな~，かと、こう思っております。

それから、登録がなされましたならば、指紋の押捺に拒否されても証明はやっぱり発行すべ

きであると、こう考えております。

それから、質問にありました人権の尊重ということは、外国人あ るいは本国人を問わず最も

鋭敏に行政として対応すべき課題であると、このように考えております。また、こういうこと

が現在の一応固に対します指導の一致できない面があるわけでありますが、こ のことが法改正

のきっかけに役立つことを期待をいたしております。

与L上です。

0議長(高橋通夫君〉 一ノ瀬隆君。

01 1番(一ノ瀬 隆君〉 最 も重要な答弁を最後に市長にしていただいたわけであり

ますけれども、 1 7日に都の説明があるので、それを聞いた上でなければはっき り言明できな

いというふうに受け取りました。ただ、基本的には人権を守るために、 ほぼ町田の大下市長が

答えたと同じように対処をするというふうに聞いたわけでありますけれども、確かi乙17日に
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事務の説明を受けなければ、細かいことはわからないわけでありますけれども、基本的なこと

はわかると思うのであります。その基本的な面における外国人である日野市民の人権と生活を

守るために、 5. 1 4通達は納得できないんだ。日野市長として、お返しするしかないという

ふうにとってよろしl¥かどうか、重ねてお答えを願いたいと思います。

0議長(高橋通夫君〉

0市長(森田喜美男君)

市長。

お聞き取りのとおりで結構でありますが、そう荒立てて云々

するよりも、信念に基づいて、また任務に基づいて行うという考え方でございます。他市の例

もありますけれども、日野市は日野市の独自の見解で対応していきたし 1。なお、これで地方自

治一機関委任事務、あるいは個有事務にかかわる明確な判断が大切だと思っておりますし、

地方自治の侵害に当たるような指導があるとすれば、機関委員事務のことについても触れて考

えなければならないと、このように思っておりますD

0議長(高橋通夫君〉 一ノ瀬隆君。

01  1番(一ノ瀬 隆君) 私が、同じ社会党の出身である大下市長ということもあり

まして、大下市長を余りにも強調した嫌いはあるかもしれませんけれども、私は、たまたま町

田の今村市議会議員の質問が、私の質問よりもさきであったから町田が第 l号になったんだと

いうことで受けとめて、偶然町田市長と森田市長との、指紋押捺に対する見解は同じであった

というふうに理解したいと思います。差別と抑圧のシンボノレ指紋押捺、これと闘う森田市長に

期待したいと思います。指紋押捺制度とも闘い、市民の人権を守ることこそ革新市政の真骨頂

であります。みごと第 4期自に入った革新市政は、 5期目への継続を目指し、いままで以上の

努力を期待いたします。市民との対話はもちろん、実質的な市政の担い手である市の職員と一

体となってがんばっていただきたいと思います。

市長は、市職員に対する就任のあいさつで、日野市の発展を目指して情熱をもって取り組め、

日野市職員である誇りと信念に立ってがんばれと言っています。もちろん私もそうしてほしい

と思います。しかし、職員にそうしてもらうために、まず第 1に必要なことは、職員の意見を、

言い分を市長が十分間くということだと思うし、その雰囲気を市長がつくらなければならない

ことだと思います。 4期目に入って、さらに強くそれを望んでいるところです。

職員の最大公約数は職員組合だと思います口組合とも十分話し合い、いやしくも職員の労働

条件に係る議案を、組合に相該なく提案するようなことがあってはならないと思います。私は、
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市長以上に職員のやる気を期待し、日野市の発展を願っています。これらについて市長の決意

をお聞かせいただきたいと思います。 Ci指紋がどっかへ行っちゃったぞ」と呼ぶ者あり)

0議長(高橋通夫君〉 市長。

0市長(森田喜美男君〉 そういう理解で今後もやってまいりたいと思っております。

。議長(高橋通夫君〉 これをもって 3のし市民の人権を守るため指紋押捺問題をた

たかえに関する質問を紙わります。

次に 3の2、市民の健康を守るための施策をさらに充実せよについての通告質問者、一ノ瀬

隆君の質問を許します。

01  1番(一ノ瀬 隆君〉 引き続きもう 1件簡単に質問さしていただきます。

3月の今年度第 1回の定例会に通告しておきながら、都合で取りやめてしまった質問であり

ます。せっかく十分な準備をしていただいた担当部長に申しわけないと思いながら、今回スラ

イドして通告させていただきました。

健康は人生最大の幸せであり、すべての幸せの土台であるとデカルトは述べているそうです。

5月 19日、多摩平の社会教育センターで、日野市地域ケア研究所設立記念行事が行われまし

た。その中で記念講演があり、東大医学部名誉教授で医学博士の田中恒男先生の話を聞く機会

を得ました。冒頭「健康とは人間としての生き様を達成する手段だJと言われました。むずか

しいことは私にはわかりませんが、とにかく健康は人間にとって一番大切なことであることは

間違いありませんo

ここで、健康行政アラカノレトとして 10項目を質問いたします。いずれについても前進が可

能なものについて、いますぐにそれができるか。あるいは長期的なビジョンとして考えて進め

なければならないのか。これを分けて考えていただき、お答えいただければ幸いであります。

まず 1点目は、充実した健康センターの早期の完成を求めてと題しまして質問いたします。

健康センタ」一保健センターとも呼ばれているようです。生活センターと複合で考えられて

いるようですが、旧庁舎跡地に考えられているようですけれども、それについての今後の具体

的な施策を教えていただきたL、。年次計画、利用計画、施設規模、その内容を示していただき

たいと思います。

2点目として、一般市民の健康診断の充実についての質問であります。 1983年、 1昨年

の第 3 回定例会で、私は特に、たばこを吸う人のために肺ガンと口頭ガンの検診をやらな~¥か
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とただし、検討を約されました。これらの検診は、その後いかに検討され、実現する方向iζ行

っているのでしょうか。現在、日野市で行っている検診は、胃ガン検診、子宮ガン検診、一般

健康診査として循環器検診、結核検診などがあるようですけれども、さらにこれを広げて充実

した健康診断を実施するようにお願いしたいところであります。市民のアンケー卜による他の

検診の希望は、乳ガン検診、肝臓病検診などがあるようでありますけれども、今後の健康診断

についての施策はどうなっているのでしょうか。積極的に市民の要求を検討し、実施してほし

いと思いますけれども、この点について質問いたします。

3番目として、市立総合病院の保健予防面での活用について取り上げました。 1981年 3

月、日野市地域保健協議会の市民生活と健康づくりに関する答申によりますと、このことが書

かれております。読み上げますと、日野市立総合病院という項目がありまして「日野市立病院

は、日野市民のための病院であり、私的医療機関との機能的連携のもとに地域中核病院として

の性格を持たなければならなし可。そのためには、南多摩医療圏における医療機能の配分の中で、

収容を主体とした 2次的医療と、一部特殊医療を分担し、あわせて救急機能、教育機能も整備

しなければならな~ ¥0 さらに、市民に対する健康教育や公衆衛生活動を担当する地域医療部、

(在宅診療チームなど〉も必要となるであろう。市民の健康づくりに対しては、市民のヘノレス

チェックの部門で医師会と連携の上事業の開始が求められている」と記されておりますD 現状

ではスペースもなく、総合病院としての治療面だけでいっぱし、であるようですが、これは将来

ということになると思いますけれども、保健予防面で活躍するべきだと思いますけれども、い

かに考えるかを御質問いたします。

4番目として、終生健康手帳の実現についてをお聞きいたします。聞くところによりますと、

この終生健康手帳一三鷹市や武蔵野市が三多摩では出しているようですけれども、市独自の

健康手帳を交付しているようですけれども、日野市では発行しておりませんが、この発行をす

る予定があるかどうか。現在発行されていないのは、いかなる理由によ るのかをお聞き したい

と思います。いま市民は幼いとき一小学校までは母子手帳、 40歳を過ぎると老人保健法に

よる健康手帳が希望者には交付されますが、市民 1人 1人が終生生活できるような記録として、

この健康手帳を実現してほしいと思いますけれども、いかがでしょうか。

5問目の質問として、市職員の専門職。これは保健婦とか歯科衛生士などでありますけれど

も、これの不足について触れておきたいと思います。市民の健康を守るためには、何よりも日
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ごろの予防が必要であります。そのためには専門職が少な過ぎるということをよく聞きます。

組合のビラにも「もっと専門職をふやす」というビラを見かけるところです。この専門職の数

が他市iζ比較してどうか。今後ふやしていく考えはないかをお聞きしておきます。現状は、保

健婦が 2人で、あとはパ)卜。歯科衛生士は 1人だと聞いております。年々核家族化が進む中

で、ベテランあるいは高度の知識を持った専門職が絶対に必要だと考えています。相談内容も

かなり多面的で複雑な問い合わせも多いということを聞いていますし、現状ではその面非常に

不足しているというふうに聞いております。これをぜひ充実 してほしいと思います。保健婦な

ど専門職がなかなか集まらないと聞きますけれども、積極的に広く募集してほしいと思います

けれどもいかがでしょうか。

6番目として、たばこの害から健康を守るための施策についてお聞きしておきます。 83年

第 3固定例会で、私は、たばこの好きな人からは憎まれながら、たばこの害から健康を守ろう

という質問を しましたD その後、ますます嫌煙権が主張され、禁煙が拡大しています。この状

況の中で、これについての市の施策はいかに進められているかをお聞きしたいのです。たばこの

害の広報での PR、市の施設での喫煙室の設置。特に市立病院でのガラス張りの喫煙室の新設

を望むものですが、市の施設での喫煙室の設置、また、市役所内での禁煙状況ーたとえば食

堂などでありますけれども、これらについてお話し願いたいと思います。

7番目として、健康を増進するためのスポーツ施設の充実について触れておきたいと思いま

す。地域保健協議会の市民生活と健康づくりに関する答申の中でも触れており ますけれども、

これに関したところを読んでみます。 rスポーツ・運動」の項があり、

市民は、個人同好会、団体でのスポーツ・ 運動を盛んに行っている。毎月の広報のスポー

ツ欄からもうかがえるところである。ハイキング、ジョギン ク¥マラソン、テニス、野球、

バレーボールなど多彩である。体力テスト関連させての健康の維持増進のための、市民の自主

的なスポーツ・運動を促進することが必要であろう。市としての健康デーを定め、体育の日

でもか、自主的な運動の契機をつくることができればよ~¥。 歩 く会、健康体操の会などが考

えられよう。

「施設」という項があり、

市民のスポーツ・運動に対して、市として体育館、野球グラウ ン ド、テニスコート、 プー

ルなどの施設を提供し、あわせて小中学校の校庭、体育館を開放して きている。個々には民
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間の会社、企業の運動施設の利用も見られるところである。しかしながら、市民にとって野

球場、テニスコートなどの確保はきわめて困難であり、スポーツ施設の整備が強く望まれて

し1る。野球グラウント¥テニスコートの増設、総合グラウンドの設置などはもちろんのこと

であるが、ジョギングコース、サイクリングロードの設置など、個人が手軽に運動する施設

として、このほか卓球、パトミントン、バレーボーノレ、体操など屋内での運動ができる施設。

また、屋内温水プールも必要であろう。これからのスポーツ施設は体力テスト、運動処方、

栄養処方、健康管理などの機能もあわせ持っ たものとして企画開発していく必要がある。

とあります。三多摩の中でスポーツ施設は少ないと思いますし、テニスコートなど非常に不足

しているということをよく耳にします。現状の把握、今役の方針について改めて簡単にお答え

いただきたいと思います。

8番目として、中間施設についての考え方をお聞きしておきたいと思います。 1昨年の地域

保健協議会の答申では、この中間施設についてこう書かれております。

在宅医療と病院医療の聞に立って、長期慢性疾患者に対し看護や介護を主体とした病院の

必要性が急速に高まってきた。難病や身障者に対する地域ケア事業か推進するに当たっても、

さまざまな機能を持つ中間施設の要望がきわめて高いため、特に行政的な配慮が望まれてい

る。

こう書かれております。私ども社会党は、地域での小規模な中間施設づくりを進めていく方針

ですが、私たちが考えている中間施設を簡単に言いますと、

中間施設とは、病院、特別養護老人ホームなどによる施設ケアを在宅ケアの中聞に位置づ

けられる。その目的は、 1、危性期を過ぎて集中的な治療を必要としない患者に対してリハ

ビリテーション、生活訓練、情報提供などを行い、家庭への復帰を容易にする こと。 2、在

宅の患者が可能な限り家庭生活を維持できるよう、患者及びその家族に対して援助を与える

こと。

というように書かれております。市として、このような中間施設への取り組みをどう考えてい

るかをお聞きしておきます。

9番目として、南部地域の医療施設についてはどうなったかの質問であります。 1昨年の 6

月、日野市地域保健協議会の日野市南部地域の医療体制に関する答申が出ています。南平二丁

目に医王病院が来ると聞いてから久しく、その実現が待たれたと思いますが、急速医王病院が
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来られなくなったと聞きます。その後、南部の医療体制をどう考えているのかをお答えいただ

きたいと思います。

1 0番目は、民間の保健医療への活動に対しての市からの助成についてであります。 5月19

日、日野市地域ケア研究所が設立され、 活動iζ入っているようです。この研究所は、病気や障

害、あるいは老齢化などのために、長期にケアを必要とする人々に対する地域的なケアの体制

をどうつくるかを研究し、可能なことから実践していくことを目的としています。私も賛助会

員になりました。日野の難病運動という金字塔を打ち立てた方々が、この運動をさらに一歩進

めるこの研究所に、大きな期待がかけられていると思います。この価値ある仕事に対して、当

然市からの助成、補助金が出されてしかるべきだと私は考えますが、どうでしょうか。お答え

いただきたいと思います。あわせて保健医療に関する民間の活動についての市からの補助金の

現状。現在幾らこれらの団体などに市から出されているかをお聞かせいただければ幸いであり

ます。

以上、 1 0項目挙げ質問いたしましたので、よろしくお願いいたします。

最後に、 85年度・今年度予算の中での健康行政と、把握できるものは幾らになっているか。

全体の中での比率は幾らか。他市との比較がわかったら出していただきたい。今年度が無理だ

としたら、昨年度でも結構ですのでお願いいたします。

以上です。

O議長(高橋通夫君〉 一ノ瀬 隆君の質問についての答弁を求めます。企画財政部長。

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、旧庁舎跡地の利用計画の問題でございます。現在市が考えておりますのは、

健康と生活センターの複合施設ということで現在計画を進めております。予算でも出ておりま

すように、 5 9年度基本計画ということで、先日も繰り越しの報告をさしていただいたわけで

ございます。今後の日程といたしましては、防衛庁の一応ヒアリングは済みました。 61年度

設計、工事 2分の l、 6 2年度工事残を行うと。それから、東京都の補助金も出るようないま

努力をしているわけでございます。その辺の財源の見通しがつきますれば予定どおり進むわけ

でございます。規模といたしましては、いま計画中でございますのでまだ固まっておりません0

4，000平方メートノレを若干超えるのではなt¥かというふうに考えております。内容につきま

しては、当初申し上げましたように、保健生活センターの併設ということでございます。
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次が 7番目のスポーツ施設の関係でございますけれども、現在市民からの要望につきまして

は、体育施設についての要望がかなり高いわけでございますけれども、 26市の陸上競技場、

あるいは野球場、テニスコート、 バレーボーノレ、体育館、 プーノレ、それから、運動場、こうい

った整備状況を見ますと、おおよそ日野市の場合には中庸にきているわけでございます。しか

しながら、当初申し上げましたように、市民の意識調査でもございますように、ス ポーツ施設

の要望というものは市民からかなり強いわけでございます。現在仲田の運動公園、それから、

いろいろ御指摘ございますけれども、東光寺の河川敷の利用、 こういったことを中心にさらに

努力を進めていきたいというふうに考えており ます。

それから、 9番目の南部地域の医療施設の関係でございますけれども、確かにこの本会議で

も、府中市の医王病院が南平二丁目に進出をするということを報告をしたわけでございますけ

れども、宅地造成規制法、あるいは建築基準法に基づく一部の手続まで進みまして、本年度一一

本年早々に着工し、ことしの暮れまでにはできる ということで、ことしの 1月までは進んでき

たわけでございますけれども、親病院の経営が悪化をいたしま守して、建設が白紙に戻ったわけ

日野市の特徴について申し上げますと、日野市では、老健法で 40歳からの健診が義務づけ

られておりますけれども、それをさらに 5歳若返らせまして、 35歳から行 っていると いうこ

とが一つの特徴であります。また、二つ自の特徴といたしましては、国保特別会計からお金を

ちょうだいいたしまして、そのお金をもって健康診査、ある いはガンの検診事業を行っている。

これも一つの特徴ではなし 1かと言えるわけでございます。

3 5歳から 64歳までの健康診査につきましては、 1カ所lζ 日にちを決めて集まっていただ

くーいわゆる集団方式をとっております。 65歳以上の方につきましては、個別の方式をと

っており まして、各自郵送で問診表と、それから、健康手帳を一緒にお送りしているわけでご

ざいます。

受診率 も、 59年度につきましては、 58年度よりもふえておりまして、個別方式につきま

しては46 %0 これは従来の受診率よりも 10%近く高まっております。ただし、若い方-

3 5歳から64歳までの方でございますが、市の一般健康診査を受ける方は 4.8%にとどまっ

ており ます。今後、この集団方式の受診率をいかに高めるか。 これは今後の課題でございます。

御質問の中にございました肺ガン、口頭ガンについての検診を新設できないか。こういう御

質問でございますけれども、現在やっております子宮ガンのほかに、増加の傾向にございます

肝臓ガン、乳ガン、 これにつきまして早急に検診を行いたい。こういう希望を持っております。

先ほど企画財政部長が答弁申し上げたと おり、生活保健センタ ーが最近に完成を見ますので、

健診の中核となる場が設定できましたときを一つの機会にとらえまして、その折iζ肝臓ガン、

乳ガン、それから、 さらには御質問の口頭ガンについても、体制整備の中で考慮 してまいりた

いと思っております。

そ して、さらに、 最初に申し上げたとおり、老健法に沿って行う健診事業でございます日野

市独自で歩むというほかに、近隣の各自治体との連携連絡、そうい ったこ とも非常に大事にな

ってまいりますので、その聞に自治体と十分な連携をとって健診の充実に向けて努力をしてま

いりたいと思います。

4点目の終生健康手帳の実現でございます。おっ しゃると おり健康手帳は老健法によりまし

て各市町村にその配付が義務づけられております。母子健康手帳につきましても、母子保護法

によりまして、これは都道府県に義務づけられております。母子健康手帳は、母親の胎内にい

るときから就学までの予防注射を中心とした記録でございます。健康手帳につきましては、御

案内のとおり成人病の記録でございます。成人病検診の記録、そういったことをつけるわけで

ございます。 したがいまして、小学校に入ってから 40歳になるまでの空白がございます。こ

の空白を埋めるべく自治体独自の終生健康手帳を実現せよという御質問だと思います。同様の

趣旨のアイデアの提供が、市の職員によります行政実務研究グノレープ、このクール}フ。によって

も、こういう手帳を発行したらどうかーこういう提案がございましたロ私どもも、関心をも

でございます。

現在、市としてこの予定地に新たな病院を設置するよう、いま関係機関に働きかけをしてい

る段階でございます。いま少 し具体的な内容の固まった段階でお話をしたというふうに考えて

おります。

以上でございます。

O議長(高橋通夫君〉 生活環境部長。

0生活環境部長 (坂本金雄君 ) 2点目 の、市の行う一般健康診査についてお答えを

申し上げます。現在多摩 26市各市は、いわゆる老健法の六つの保健事業の線に沿いまして、

各種の健診事業を行っております。したがいまして、各市ともそれほどの大きな差はございま

せんO
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って検討をいたしました。

しかしながら、現在の健康手帳につきま して も問題点がございます。どうい う問題点がある

かと言いますと、まず健康手帳をいろいろな場所に持ち込みまして ー 持っていただくどです

けれども、健康手帳を持ってし 1く方が非常に少ない。対象の市民の方の 1割程度 しか現在この

健康手帳持っておりませんo そして、果たして持っていかれた方が、手帳の中に十分な記入を

していただいているかどうか口これも、追跡調査をしたわけではございませんけれども、余り

期待はできないような感じを受けます。

したがいまして、私どもまず第 1番に手をつけますことは、記入していただかなければ、現

在の手帳むだになるわけでございますので、当面健康教育、あるいは健康相談などの場をとら

えまして、機会をとらえまして、健康の維持増進に関する関心、あるいは認識を高めてまいり

たい。これを第 1段階として考えております。

第 2段階として、この終生健康手帳の内容どんな内容にするかも非常にむずかしいことでζ

ざいますので、そういう内容面につきましても検討を して、将来の課題とさせていただきたい

と。

まず第 1段階は、現在の手帳を十二分に活用していただく一そういう方向に持っていきた

~ ¥0 こういう考えでございます。

それから、 5番目の専門職の数の現状でございます。保健婦は、住民の保健相談指導に当た

る専門的な職員でございまして、母子保健の中心の業務からーいままでは母子保健が大体中

心になっておりましたけれども、老健法の成立以来成人全般、広い範囲を担当することになっ

ております。病気に対する予防的な保健指導、あるいは健康診断の事後指導、こういったこと

が主たる業務になります。特に、健康診断の後の事後指導、これは、今後の保健行政で最も力

を入れていかなければならない問題ではなし 1かと思っております。市でも、この専門職の重要

性に自を向けまして、昨年秋の人事異動では、病院の総婦長をやっておりましたものを、健康

課iζ主幹として配置いたしまして、さらに、今年春の人事異動では、保健婦を l人採用いたし

ました。

いままでの専門職体制からは充実をいたしておりますけれども、国で決めました保健婦の設

置基準というのがございます。この基準は、人口 3万人当たり保健婦を 1名配置しなさいとい

うものでございます。こういうことから考えますと、人口 15万のわが市におきましては、 5
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人の保健婦が必要という ことになりますけれども、現在常勤の保健婦は 2名。さらに必要に応

じて保健婦の資格を持つパート を雇っておりますけれども、常勤の保健婦 1人当たりの人口は

3万 8，473人であります。 これは、 3万 8，473人というのは、多摩 26市の平均でありま

す。 日野市につきましては、これが 7万 5，629人という数になっておりますので、健康行政、

保健行政を進める上では、保健婦の増員ということがどうしても必要になってまいります。最

近、財政部局、人事部局に対しまして専門職の増員につきまして要請をしているところでござ

し1ます。

なお、専門職に歯科衛生士という職がございまして、歯科衛生士につきましては、公立、私

立幼稚園、保育園児を対象にいたしまして、年聞にわたりまして巡回指導に当たっております。

口座衛生につきましては、これは実は出産前の妊婦の段階からの指導助言というものが大変重

要になって くるわけですけれども、いま 1人おります歯科衛生士は、公立私立の幼保育園児を

巡回指導に当たっておりますので、ここまで手が回ってまいりません。また、あらかじめ日程

を決めまして巡回指導をする予定を立てましても、突発的な事故のために行けないこともござ

いまして、そういうときには大変行く先に御迷惑をかけると。そういうことも ございますので、

歯科衛生士につきましても、保健婦同様に充実に向けて今後とも努力が必要だと、このように

考えております。

それから、たばこの害でございますけれども、 5 8年第 3回の定例会におきまして、同じ一

ノ瀬議員さんから「たばこの害から健康を守ろう」こういう通告質問をいただきました。たば

こにつきましては、肺ガンなどの発生が非常に高くなる。そして、肝硬変や心臓病などの呼吸

器疾患、さらには循環器系の疾患、そして、喫煙を行っている妊婦からは異常に体重の少ない

子供が出産する例が非常に多い。こういうような喫煙の健康に対する悪い影響が最近は皆さん

に行き渡っております。こういうことから、喫煙者の数は横ばいないしは減少の傾向でござい

まして、市としては、喫煙の害についての情報を豊富に市民の皆さんに提供した~¥。こういう

線で進んでまいりました。御質問をいただいた翌年の当初予算には「禁煙の進め」というパン

フレットを 1，00 0部購入代を計上いたしまして、これを昨年 1年間すでに全部を配布済みで

ございます。今後も、これまでの取り組みをさらに強化し 1たしまして、 「禁煙の進め」を市民

の皆さんに提供してまいりたいと思います。

以上です。
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0議長(高橋通夫君〉 病院事務長。

0病院事務長(大貫松雄君〉 それでは 3点目の「市立総合病院の保健予防面について

のj活用についてJという御質問をお答えいたします。

御質問のありましたように、これからの医療は予防医療に重点が移行されるものと言われて

おりますが、さきの市民意識調査でも、保健衛生サービスについての要望がトップにありまし

て、成人病の健康診断や相談に関する要望が挙げられているところを見ても、十介理解でき る

ところでありますD 現在市立総合病院が行っている公衆衛生活動としては、集団健康診断、そ

れから、個人予防接種、老人健康診断、子宮ガン検診等行われていますけれども、現状として

は、外来 500人前後の診察、また、入院患者の診療等に従事して、当院は総合病院上これま

で医療中心として歩んできた嫌いもあります。それが、物的人的整備の現状が、これらの事業

に取り組む状態に至っていなかったというふうに考えられます。

老齢化の進む時代、これからの医療は、従来の診断治療のみにとまることなく、市立総合病

院として市部局、その他関連する機関と協議検討の中で、将来は住民健診のうち特に精密検査、

あるいは保健予防面における市立総合病院としての対応を、検討すベく時期に来ているものと

考えられます。

それから、 6点目の病院内の喫煙室の設置についてでございますけれども、現在玄関を入り

まして売庖がございます。こ の売庖を、西側の玄関付近に移転をいたしまして、現在の売庖跡、

に、喫煙室的な形のものをつくる計画を、今年の工事ー別の工事とあわせて行う計画を持つ

ています。

以上でございます。

0議長(高橋通夫君〉 福祉部長。

0福祉部長(高野 隆君 〉 それでは 7点目の中間施設について どう考えるかというこ

とと、地域ケア研究所に対する補助について ということの御質問がございましたので、それに

ついて概略お答えをしたいと思います。

まず中間施設についてでございますが、これについては地域保健協議会での答申と いうこと

でございましたけれども、その後花、 60年の 1月 24日には首相の諮問機関であります社会

保障制度審議会から一会長は隅谷三喜男東京女子大の学長でございますけれども、そこから

「高齢化社会に対応した老人福祉のその後のあり方」として答申が出ております。ここについ
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て言っております中間施設論の中では、要するに、先ほど御指摘のありましたような病院と、

それから、特養との中間施設のようなものを今後つくったらどうかと。こういうような建議で

ございます。この中で言っておりますのは重介護、要するに施設に入って重介護を要する老人

のための現行施設を十介に検討しろと。また、その施設を不足のないように、老人の希望する

ーー家族の希望する老人についても入所ができるようにと、こう l¥うような形での設置の問題

と、それから、入所手続や費用負担の問題では、それぞれ医療施設である病院と、それから、

福祉施設である特養老人ホーム と二分されているけれども、これについては、利用者側から見

ると非常に不都合が多いか ら、これは統合すべきであると、こういうような意見であろうかと

思っております。

このような論議が現在行われておりますし、いろいろと中間施設については老人病院側から

も、また、戦後の長い歴史の中で培われてきました特養ホームの側からも、それぞれ自分の存

在価値を主張するような論議が現在なされておるところでございます。 これについては、日野

市といたしましては、現在特養老人ホームの設置等についての御要望等も出ております中で、

国の出方等を重大な関心を持ちながら見詰めていきたL可。これについては、それぞれの大変結

構な内容を持っておるというぐあいに考えておりますので、これについての国の見解を持ちつ

つ、対処していきたいというぐあいに考えておるところでございます。

また、地域ケア研究所についての補助でございますけれども、石川左門氏の個人の所有にな

るわけでございますので、これに対する補助につきましては、今後いろいろと問題がまだ残っ

ておりますので、市の補助として提供するということはなかなかむずかしい面もございますの

で、これについては今後十分に検討 していきたい と。花輪会長からもいろいろな御意見を伺っ

ておりますので、そういう面からも検討しながらまいりたいというぐあいに考えております。

与仁上でございます。

。議長 (高橋通夫君〉 総務部長。

0総務部長(伊藤正吉君〉 市庁舎関係の禁煙室の関係でございますけれども、これに

つきましては禁煙室はつくっておりませんo 喫煙場所と いたしましては、 l階フロアに 1カ所

と、それから、 2階のフロアに 2カ所とo こういうことで喫煙所は設けてございますo それか

ら、食堂につきましては禁煙と。こういうことでそれが徹底しております。

それから、そのほかに庁舎の管理上では、一応年 6回室内の環境測定、これをやっておりま
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す。それで、これは各階にわたりまして環境を測定しているわけでございます。 1日3回と、

こういうことで、その測定記録の内容につきましては、炭酸ガスとか一酸化炭素、それから、

浮遊粉じん量、このようなものを調査いた しました。いずれも基準量を下回 っております。

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 〉 健康行政に関する予算という御質問でございますが、

その健康をどの辺までとるかということによっ て大分違ってまいります。うちの方では清掃費

も入っておりますし、また、広く下水の整備なども、これは健康に大いに関係のある ことです

し、社会体育の面でも、 これは大いに健康に関係のあることでございますので、どの辺までと

らえるかお申しつけし 1ただければ用意をさしていただきます。

0議長 (高橋通夫 君〉 一ノ瀬隆君。

0 1 1番(一ノ瀬 隆君) いま最後に生活環境部長が答えていただいたことですけれ

ども、執行部の方で自主的iζ考えていただいて、健康とはということで、このくらいのことを

限定して、それを比較して、他市とどうかということを自主的にや ってもら いたかったわけで

すけれども、そう簡単な作業でないことは承知の上でお願いしたことですけれども、できてな

いということで、これは仕方のないことであきらめます。

保健婦が 5人いなければならないのに、 2人しかいないというようなこと。相当おくれてい

るわけですけれども、このことを初め、市長からわずかな時間ですけれども一言お答えいただ

ければ幸いなんですけれども・・…・。

0議長(高橋通夫君〉

0市長(森田喜美男君〉

市長。

日野市では大変大きい特色といたしまして、病院を相当な規

模で保持しておるということがあります。それから、引き続きまして生活保健センタ ーの構想、

も進めつつ、これも間もなく実現いたします。これらの総合的な保健行政、医療行政の中で日

野市民の健康を守っていけるものと、このように考えております。

0議長(高橋通夫君〉 一ノ瀬隆君。

0 1 1番(一ノ瀬隆君〉 今回は健康に関するものを多項目を挙げてお聞きいたしま

した。それぞれ前進発展を期待しながら、この答弁を踏まえて特に深く掘り下げたいものに集

中して、次の機会を期したいと考えます。
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終わります。

O議長(高橋通夫君〉 これかもって 3の2、市民の健康を守るための施策をさらに充

実させょ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 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。

0議長 (高橋通夫君〉 休憩前iζ引き続き会議を聞きます。

午後 3時 26分休憩

午後 4時 5分再開

一般質問、 4の 1、 4期目森田市政への要望についての通告質問者、市川資信君の質問を許

します。

C 1 9番議員登壇〕

01 9番(市川資信君〉 ただいま議長のお許しをいただきましたので、通告に従いま

して 14期日森田市政への要望」こういった件について一般質問をさしていただきます。

去る 4月の 21日に施行されました日野市長選挙の結果、森田市長はかつてない 4期目の日

野市長に就任されたわけでございます。まことにおめでとうございます。 心からお喜びを申し

上げます。

今回の選挙を振り返ってみますのに、まことに蛾烈な選挙であり、かっ森田市長得票 2万

5，080票、滝瀬敏朗候補 2万 3，7 9 4票、山口たつお氏 1万 2，216票。 3期目の、いわゆ

る古谷太郎氏との対比で 2万 9，7 0 2票の獲得票から見れば、森田さん自身が 4，622票の大

幅な減票となっておるのでございます。特に今回の選挙の候補者の顔ぶれ、あるいは支援団体

等の人脈から見れば漁夫の利を得たと申しましょうか、あるいは薄氷を踏む思いの勝利ではな

かったかと思うのは、私一人の考えではないと思うのでございます。

自由主義社会、あるいは民主主義社会の中にあって、長期間にわたって人気を、あるいは高

い支持率を維持するということは大変なことではございますけれども、今回の選挙結果を冷

静に顧みますのに、あながち長期にわたって市長の座にあったから、あるいは人気、あるいは

支持率の低下とではなく、基本的な問題一いわゆる 12年聞にわたりました革新市政の問題
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点というものが、今回の大幅な滅票に連鎖されたのではなし 1かと思うのでございます。 4，622

票、この減票がそれを如実に物語っているのではなL、かと思うのでございます。

されど、 4期自に当選された森田市長は、 1 5万市民の先頭lζ立って、今後 4年間日野市の

行政運営の指揮をとっていただかなければならないわけでございますが、過去 3期 12年間の、

そして、今後 4年間の計 16年間。長い市政運営の責任と重要さを、改めてこの際再認識して

いただきたいのでございます。科学技術の進歩する今日、今日の 1年は過去の 10年、あるい

はそれ以上に匹敵するであろうと言われている中で、これからの 4年間というものは、過去12

年間の単なる延長であっては因るのでございます。いわゆる場当たり行政、人気取り行政、 継

ぎはぎ行政では困ると申し上げたいのでございます。

6月の 10日、日野市定例市議会において、森田市長は 4期目就任のあいさつの文書を配付

され、かっ私はそれを読ませていただきました。 12年間の経験と実績が、自信のほどがこの

文面の中にほとばしっておりますが、しかし、自信も過剰になりますと勇み足となって、他の

人の迷惑を及ぼすことも、ままあるのではなt¥かと思います。したがいまして、十分に御自重

いただきながら今後の行政運営に当たっていただきた t¥0 

たとえば先般の 10日の行政報告の中で、姉妹都市レッドランズに送った核兵器廃絶平和都

市宣言のメッセージ。夏井議員、また、馬場弘融議員の議会冒頭の行政報告の中で指摘されま

したように、思慮深い発言といい、あるいは市民会館建設に伴う給与制度の見直しの、自治省

から指導を無視し続けて受けた起債制限措置、それから波及した職員の混乱。特に今回の就任

のあいさつの中に、政策には園、都との摩擦をしかねない問題点もままあるわけでございます。

教育委員の準公選制、あるいは先ほど一般質問で行われました一ノ瀬 隆議員の指紋押捺の問

題等もそうでありましょう。また、事業の遂行に当たっても、多摩川、浅川の自然公園の建設、

循環パス、モノレール計画の促進等、国、都との連携なくして実現できる見通しはまずないわ

けでございます。これを実行iζ移すためには園、都とのノマイプをより一層緊密化して、第 1次

基本構想、第 2次基本構想、それらにのっとり長期計画、中期計画、あるいは実施計画を早く

作成していただいて市民の前に、議会の前に、それらを披漉していただきたいと思うのでござ

います。

以上申し上げた点、市長のお考えをお聞かせいただくと同時に、これらに基づいた質問をさ

せていただきたいと思います。
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まず l点目は道路行政でございます。 1• 3・1、 l・3・2いわゆる国道 20号のバイパスの

道路建設促進についてこれからの見通し、さらには都道 154号の拡幅計画の見通し、さらに

は2・2・10、2・2・11の建設の見通し、そして、 2・2・5、 2・2・6の建設の見通し。日野

市の都市計画道路と相まって、これらの見通しというもの、今後の展望についてのお考えをお

聞きいたします。

いずれも先ほど申し上げましたように、園、都との密接な連携、あるいは積極的な働きかけ

をしなければ、 事業の遂行を図る ことができないわけでございますが、 2.2・6が示しますよ

うに、先般開通した平山橋の京王線との立体化完成と同時に、多摩平・豊田駅と多摩センター

聞に京王ノ可、スが運行開通されましたように、市民要望の強い市内循環パスの運行は、先ほど申

した道路整備網が完成されない限りには、その完全なる市内循環ノイスの運行はおぼつかないの

ではないか。特に 2・2・11については、マイタウン東京構想の一環であり、モノレール建設

事業と相まって、その促進は急務でございます。

先般の一般質問でも申し上げましたが、諮問委員会が知事に提出した答申では、御存じのよ

うに当初立川・高幡間であったものが、その検討委員会では、逆に立川|・玉川上水間lζ当初 5

キロの建設工事が決定したといういきさっと想定するのに、今後諸事業を遂行する上で、積極

的に園、都とのバイプを強めて、行政運営を図って し、かなければならないものと思うのでござ

います。市長選の選挙公約でもある市内循環パス、モノレーノレ建設促進のための道路建設の見

通しについてお聞かせいただきたt¥0 

いま申し上げた点、 5点ほどあると思うんですけれども、まず園、都と のパイプロ 2点目が

1・3・1、 l・3・2あるいは都道 2・2・10、2・2・11を 2点目として、 そして、 3点目がモ

ノレーノレの開通見通し。 4点目を市内循環パスの見通 Goそして、 5点目 の高幡踏み切りの立

体化と、このような順でお答えいただければ幸いだと思います。

2番目でございます。公共下水道の建設について御質問さしていただきます。今回の市長選

挙の政策に、どの候補者も最も高い位置づけとして争われた争点の一つでございました。昭和

6 0年度下水道事業特別会計予算によれば、総額 21億 569万 2.000円でございますが、

肝心の浅川処理区については、公共下水道管渠埋設費 1億 2.026万 6，0 0 0円と、万願寺地

域の 3.120メートルの事業費でございます。東京都事業の浅川終末処理場は、日野市の大勢

の下水を処理する位置づけにあり 、浅川処理区の事業の進抄状況、また、用地取得の経過等、
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遅滞している現状を勘案しても、市内全体の完成予測を図るとき、いま少 し積極予算を組めな

かったのか。あるいは予算を組めなか ったほど絡末処理場建設事業がおくれている ということ

なのか。

この件については、今回の議会に古谷太郎議員も、一般質問の中で 2番目に、公共下水道汚

水管の実現年次計画を市民に明快に発表せよと提出されておりますが、冒頭に申し上げま した

ように、下水道年次計画がきちんと市民の前に提示されて、それに伴って事業が遂行されてお

るものならば、目標がきちんと提示されておるならば、市民もそれほどの動揺を来さなかった

であろうと想定するのでございますが、これらについて、いつごろ市民の前に年次計画を示さ

れるのか。古谷議員もこの件については単独質問されておりますので、簡単で結構ですから御

答弁をいただきたいと思います。

また、下水道建設に受益者負担な しと公約されておりますが、先行き財政負担の見通しにつ

いてもお答えいただきたいと思います。これが 6、 ?とさしていただきます。

次に、行財政の改革でございます。 i市職ニュス 85 J - 8 5年の 1月 28日、ナンバー

5 0によりますと、 「起債制限の責任は職員にはなし ¥0 われわれは市民会館の人柱か」と。こ

ういう見出しで、選挙も終わり、いまさら市民会館がまさにオープンする前に、私はあえてイ

チャモンをつけるつもりは毛頭ございませんが、しかし、依然としてラスが 115を上回る中

で、通し号俸制を改善されてない現在、あえて引用さしていただくわけでございます。そのニ

ュースによれば、 「森田市長が私たちに対して昇給延伸を強行してきたことは、そうしないと

市民会館にかかわる起債 10億 600万円は不許可とされるからです。 しかし、昨年 2億

5，000万円起債申請して 5，000万円がカッ卜された上に給与条項が新設さわたので、こと

しの起債留保は自に見えていました。森田市長は、これに対して 1年間何ら策をとることなし

市民会館完成直前になって私たちに犠牲を強いてきました。市民会館建設資金iζ 見込み違いが

あったことは市長自身に責任があります。自治省が悪いとは言えても、職員の責任とは言えな

いはずです。職員を犠牲にして建てた市民会館で市長選挙のポイントを稼ごうとは言語道断で

す"J 

とこうあるわけでございます。まださらに続いておるわけでございますけれども、定昇 6カ月

延伸に伴う長期ス卜、また、部課長の申し入れ書等に発展して、いろいろと物議を醸したこれ

らの点。その後、部課長との話し合い、職組との関係について何かその後特別の変化、あるい
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はそうい った点がございま したらお聞かせいただきたい。

それと、通し号俸制度の改善について、私は前回にも何回も質問しておりますが、いずれの

機会に取り組む発言をされております。 4期 自に就任された今日、直ちに改善に取り組む姿勢

があるのかどうかお答えいただきたいと思います。

その次iζ、教育委員の準公選帝Ijについてお尋ねいたします。今回の市長選挙に初めて教育委

員の準公選制度の導入が政策として掲げられておりました。先般中野区で第 2回目の準公選制

の実施時、大きな問題を提起され、投票率もきわめて低調であったと聞き及ぶ中で、また、教

育の中立性が特に叫ばれている今回、あえて政策を打ち出した意図と、今後の取り組む姿勢に

ついてお答えいただきたいと思います。

次lζ、南部地域病院の制策についてお尋ねいたします。これも、今回の市長選挙に南部地区

に病院建設が政策にうたわれておりました。その具体的説明を求めます。先ほど市民の健康の

管理について一ノ瀬議員の質疑の中で、医王病院の後の問題等ございましたが、それらを指し

て言っておるのか、あるいはマイタウン東京構想の中の、南多摩地域の都立総合病院建設につ

いて言っておるのか、あるいは、そのほかのものであるのかどうかについても、具体的にお答

えいただきたいと思います。

最後でございますけれども、パート タイマーの退職金制度、今回の市長選挙の中で、各候補

者がいろいろと知恵を出し合って、市民にその真意を問うたわけであります。森田候補の政策の

中で、パートタイマーの退職金制度の確立がうたわれておりました。日本の 99 %が中小企業

という中で、特iζ 日野市内でもバー卜労働力の占める割合は、あるいは依存度は大きなウエー

卜を占めております。なかなか中小企業でできない、やりたくても現実に中小企業の力では、

それまでの余力がなl¥0 これらの制度を、市長は今回の政策にあえて掲げたわけでございます

が、どのような運営システムを行うのかどうか。

以上でございます口答弁をいただいて、さらに再質問をさしていただきます。

0議長(高橋通夫君 ) 市川資信君の質問についての答弁を求めます。市長。

0市長(森田喜美男君〉 質問者の選挙に関する論評は御自由でございますから、私は、

あえてそれに対応することもないと思いますが、十分御指摘の教訓にわたる部分もございまし

たので、心を謙虚にして、また、市民の支持を新たにお願いをする姿勢によって、任期をぜひ

りっぱにやらせていただきたいと、こういう気持ちでおりますことを、まぜお答えをしておき
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たいと思います。

あと具体的に政策につきまして、それぞれ取り組み姿勢もございますから、まず道路行政等

花つきましては、担当部長からお答えを始めさしていただきます。

0議長 (高橋通夫君〉 都市整備部長。

0都市整備部長(結城邦夫君〉 それでは私から 1点目の道路行政と、 2点目の公共

下水道の計画等について御説明を、お答えを申し上げます。

まず第 1点の御質問の、道路をつくるに当たっては、園、都と十分な連携を深めていかなけ

ればならないだろう。そのためにはノマイプを太くする必要があるという御指摘でございます。

全くそのとおりでございまして、私ども、これら都市計画事業を進めるに当たりましては国、

都に出向き、また、必要に応じて市長にも出向いていただきまして、園、都の主要の職員の方

々とお話しをすると同時に、お願いをいままでも重ねてきたところでございます。特に国につ

きましては、直接担当でございます相武国道事務所には、もうすでに市長にも何度となく出向

いていただきまして、負担金あるいは補助金の増額をお願いし、これが実現をしてきたところ

でございます。今後も園、都との折衝につきましては、私ども第 1線でもって十分やっていく

つもりではございますが、なお市長にも、あるいは助役にも、その都度お願いいたしまして、

積極的に出ていただくように、またお願いするところでございます口

それから、次の 1・3・1、 1・3・2号線の道路計画の見通しでございます。 現在 1・3・1に

つきましては、万願寺の区画整理区域内で現在国から交換金をいただきま して用地の確保を行

っている段階でございます。当初 31億の国の予算であったものを、昨年これを約 40増に増

額をしていただきました。これも、やはり国の方の方々といろいろお話をする中で増額をして

いただいたものでございます。そういう中で 1・3・1号線については、現在まず万願寺の区域

を用地をあけ、あいた段階で国が直接施行をいたしまして、道路の築造を部分的に行う。あわ

せまして、対岸の国立市、ここも最近住民との道路計画についての一部合意がなされたという

ふうに聞いております。したがいまして、国の方としても、この 1・3・1号線の多摩川架橋を

中心として、その前後を早く手がけたいということで、計画を現在詰めておる段階でございま

では直接買収に現在入っております。したがいまして、万願寺の地域を中心として対岸の国立

のインターまで、これを第 1期工事として、早く実現していただくよう私どもも積極的に区画

整理の中で努力してまいりますし、また、国の方にもその点を強く働きかけていきたいと、か

ように考えているわけでございます。

1 • 3・1の、それ以外の日野市内の地区については、豊田の南の区画整理、あるいは西平山

の区画整理 ー現在計画をしておりますが、そういう中で道路の築造、万願寺と同じように進

めてまいりたいと、かように考えているわけでございます。

それから、 1・3・2号線は、現在述明上の区画整理の中で用地をあけた部介は、大部分は道

路として供用の開始を行っているところでございますが、 1 .3・1号線の見通しとあわせまし

て残り部分をー約 900メー トノレでございますが、直接買収で進めていきたいという相武国

道の考え方でございます。

それと、都道の 2・2・12号線の、いわゆる川崎街道かと思いますが、この点につきましても

道路の拡幅につきましては、先ほど来一これは 5月の下旬 30日でしたか、第 12回の南多

摩開発計画会議一これは知事を中心としました関係団体の市がこれに加わっているわけでご

ざいますが、その中で市長から、この拡幅についての要望も直接行ったところでございます。

そういう中で担当の建設局の道路官が、この辺については区画整理一現在高幡の区画整理を

進めておりますが、そういう中の一環としても考慮していきたいというお答えをちょうだいし

ております。

日野市lζ入ってまいります最初のところは、これは、処理場と北川原公園に挟まれた部分で

ございまして、区画整理の区域から外れている部分でございますが、ここについては、 国の方

あと 2・2・10号線については、現在東京都の方で用地買収に入ってございますが、きょうの

報道によりますと、今年 11月に、 多摩川の橋脚 6基のうち 3基を着工していきたい。 65 

年には開通するという報道がなされている段階でございまして、それに治って、いま用地買収

が日野側で行われている段階でございます。

2・1・1号線については、万願寺の区画整理区域内、それと、現在万願寺の 2期を調査にこ

こで入りましたが、万願寺の 2期の中、あるいは仲田緑地の中では今年度から工事に一部入る

ということで、現在計画が東京都においてなされております。

以上、道路関係につきましては、計画としては現在このように進んでいるわけでございます。

市の直接の 2・2・5号線でございますが、用地買収を現在進めておる段階でございまして、

できれば早い時期にすべてを、用地買収を完了さしたいということで、鋭意努力している段階

す。
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でございます。

それと、 2番目の公共下水道関係でございますが、浅川処理区一確かに現在浅川処理区の

中で手をつけておりますのは、万願寺の区画整理区域内のみでございます。処理場関係におき

ましては、昨年約 400ヘクタールの用地を都において買収をいたしてございます。今年度も

引き続きまして約 400ヘク タールを買収に入りまして、約 3カ年間で全域を買収をしたいと

いうのが都の計画でございますD なお、第 1期工事として、処理場の工事に入る場所を先行し

て用地買収を行っていただきたいということで、東京都の方にも市長から直接要望をしておる

ところでございます。東京都の方も、それを受けまして現在処理場の予定地の中の第 1期工事

部分としての、前田道路のプラン 卜の跡を、第 l期として工事を着工するための用地を買収を

するということで、今年度そこの用地の買収に入ってし 1く予定でございます。

浅川処理場の、処理場の建設計画というのは用地買収から始まりまして、徐々に進行中でご

ざいます。したがいまして、着工を、 62年に着工をして、 6 5年iζ一部第 1期工事を完了さ

せ、稼働をさせたいという計画で、現在東京都と市の方で協力しながら、地主さんも含めまし

て、この事業はスムーズに今後進行するように、協力しながら進めている段階でございます。

それと、年次計画でございますが、年次計画につきましては全体の管の設計、いわゆる実施

設計というものが、今年度で全域にわたって完了いたします。この実施設計が完全に行われま

せんと、今後の具体的な年次計画というものが立たないわけでございまして、今年度完了する

と同時に、来年度一早ければ今年度から、または来年度を中心として、全体の年次計画を策

定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。

それと、受益者負担でございますが、受益者負担金については私ども内部で長年検討を重ね

てきたところでございますが、これについては種々問題がございます。たとえば、すでに多摩

平の処理区については供用の開始をして、すでに処理を行っております。こういったところか

ら過去にさかのぼって受益者負担金を徴収するということは非常にむずかしいと。東京都ある

いは立川の例をとっても、受益者負担金を取っておらないのが現状でございます。したがいま

して、して、受益者負担金は非常に取るのは困難であるということで、現在の段階では負担金

を取らずに実施をしていきたいと、かように考えているところでございます。

確かに財政の問題につきましては、今後非常に多額の経費が必要になってまいりますが、受

益者負担金はその中の非常に少ない部分を占めるものでございまして、主体としては、やはり
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起債、国の補助、都の補助というものが中心となってまいります。したがいまして、今後、冒

頭に申し上げました国、都とのパイプを太くしながら、これらの補助金の増額を図っていくと

いうことが、第一義的に考えなければならないこと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〉 助役。

0助役 (赤松行雄君〉 私の方から通し号俸の改善、こう l)う問題と、パートタイムの

退職金制度につきまして御回答申し上げたいと思います。南部の病院計画、これにつきまして

は企画財政部長の方からお答えを申し上げたいと思います。そういうことで御理解を賜りたい

と思います。

まず、 ことしの 1月、 2月、 3月という中で、 4月 1日で実施しました職員の 6カ月の昇給

の延伸、ある l)は 55歳、あるいは 58歳時点で昇給の頭打ちストップと、こういうふうな問

題。それから、新しく入ります職員の 1号俸の引き下げとo こういうふうな処置についてでご

ざし 1ますけれども、これに対する御理解でございますけれども、 57年に是正計画というもの

が、それぞれ各市東京都を介しての自治省との間で是正計画というものが、そのときの強い要

請という形で出さざるを得なかったということでスター卜したわけでございますけれども・・… o

御承知のよう iζ57年はベア凍結と、あるいは 58年、 59年については強い率の、要する

にベアについての人勧の値切りというふうな経過でございましたので、職員の給与の是正計画

というものについては各市ともなかなか手をつけられなかったと。 59年につきましでも、 58

年につきましでもー 59年ですか、どうしても市民会館の起債の一部についてカットを受け

たわけでございます。そういう形の中で苦汁をなめて、職員の要するに値切り人勧の中では手

をつけられなかったと、こういうふうな情勢でございます。

それで、ベア、要するに昇給の延伸でございますけれども、これについては一面一 57年

から言われてまいりましたところの高給与という一面からの是正処置というものが一つでござ

います。それから、急に 59年度にわたって実施されましたところの、要するに起債の許可条

件等をからませたところの給与条項という強硬手段、これによって市民会館の 10億 600万

円の起債というものについて、どうしてもそれを切り抜けるところの組合との、あるいは市の

職員との聞の実質 2カ月にわたるところの話し合い、協議と。それで、譲り合いという形の二

面があったわけでございますので、起債だけ、あるいは市民会館だけのためにやられたわけで
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はございません。

その結果と しまして、かつて 11 6 - 5 7年是正計画されたときは 11 7. 3でございまし

た、日野市のラスは。それが、 59年が 115.4でございましたけれども、 60年度は 112.80

ということで、東京都のラスに近づいたということで、ラス問題については大きな峠を越えた

と。なおかつ給与是正については、自治省は 60年度も、 61年度も、 62年度も 3カ年計画

でというふうなことでございますので、ラス問題については、日野.市においては職員にいろい

ろと苦汁というか、いろいろ と大変なお願いをしてきたところでございますけれども、 それだ

けの効果があ ったのではないだろうかと。この二面性がある ということを御理解いただきたい

と思いますし、職員の方も、この二面性については今日では十分理解してくれていると思うわ

けでございます。

うようなことでやってきておるわけでございます。そういうふうなことでございますので、今

後の努力もあるわけでございます。

それから、通し号俸につきましては、たびたび申し上げておりますように、生活給の保障と

いうふうな ことで四十七、八年のころ、葛西助役のときに大分され、ある程度の約束がされ、

それから、森田市政iζ受け継がれたという ふうな時代的な要請があって経過している わけでご

ざいますけれども、通し号俸についての、その当時の生活給的な評価というものも大分変わっ

てきているようでございます。それらのことは、ある程度われわれも認識しておるわけでござ

し1ますので、これについては、やはり改善というふうな計画の手を打っていく必要があると、

このように考えているわけでございます。

それから、申し入れ書でございます。これらについても 一 市職もそうでございますけれど

も、 70名からの申し入れ書でございますけれども、その後の経過でございます。申し入れに

つきましては、そのときの状況がございました。それから、さ っき言いましたように 55歳頭

打ち、 58歳で昇給が完全ストップ。こういう ふうな、言ってみれば最近どこ の市でも定年対

策としてこういうことをやっておるわけでございますので、私考えるに、よそ並みのこういう

ことを改めてや ったというふうに考えておるわけでございますけれども、職員の方には 6カ月

の延伸とからめて急激に出てきたものですから、強く感じたのじゃなtiかと思います。それら

の背景として申し入れ書が出てきたわけでございます。もちろん反面、理事者は市職と非常に

接近しているんじゃなL可かというふうな観測等もあるわけでございますけれども、今日におい

ては革新市政であろうと、保守市政であろうと、なかなか厳しい状況の中では、やはり誠心誠

意をもって職員一労使関係の問題を処理 していくというのは立場でございまして、距離感と

いうものはないんじゃないかと思います。

今後、地方行革の推進の本部だとか、あるいは研究検討会とか、そういうもの等が今後持た

れるわけでございますけれども、学者先生等の指導も得て、実際iζ具体的に取り組める方法。

それから、抵抗なしにうまい形で職員の理解というものが得られる方法等を研究してまいりた

し1と。いろいろ越谷とか先進市もあるわけでございます。どこをとっても大問題というふうな

形で取り組んでいるようでございます。いい方法等を研究しながらじみちに取り組んでいくと、

こういうふうに考えているわけでございます。

それから、通し号俸についても管理職の間では不満があるわけでございまして、これからの

問題を背景にしまして申し入れ書という問題が、そのときの時間的な背景もありまして出てき

たわけでございます。その後、部課長会というふうなものを、重要な時期には持つというふう

なことで過ごしてきておりますし、大分時間的な経過の中で落ちついてきておりますので、こ

れらの経過につきましては、なお一層部課長会との、要するにお互いの管理職、あるいは理事

者としての同じ立場でございますので、お互いに信頼でき得るところの関係を高めていくとい

それから、選挙中にいろいろと言われてまいりましたノ守一ト タイムの退職金の制度でござい

ますけれども、パートタイムー一時のような一部の婦人がお働きになるという時代じゃござ

いませんO 核家族というか、子供の数も少ない、早く結婚すると。早くお子さんを小学校へ上

げるというような時代になりました。 2人くらいしか生みませんO そういうところで、その後

は十分働いてというふうな時代にな りまして、パート タイムで労働を提供されるというか、働

いているお母さん、女性の方非常に多くなってきているわけでございます。政府の方でもだん

だんとこの制度について、やはり休暇制度をとってくるとか、いろんなある程度正規職員に近

t ¥ような一大変な数でございますので、やはり労働政策を持つ時代になってきているわけで

ございます。

そういうようなことで、退職金制度といいますのは、それらの時代的な背景の上から当然考

えて いかなきゃならない問題としまして、雇っている雇用者だけの負担ということだけではご

ざいませんo やはり国とか、あるいは地方公共団体だとか、そういうものが参画した共済制度。

もちろん雇用者も負担すると、本人も負担すると。要するに共済制度としてパートタ イムの退
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職金制度を確立していくときに来ているんじゃないだろうかと。 こういうふうな考え方に立脚

したものでございます。

雑駁でございますけれども、南部の病院計画につきましては企画財政部長でございます。よ

ろしく。

0議長(高橋通夫君〉 お諮りいたします。議事の都合により、あらかじめ会議時間の

延長をいたしたいと思いますが、これに御意議ありませんか。

c r異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(高橋通夫君〉 御異議ないものと認めます。よって会議時間を延長することに

決しました。

企画財政部長。

0企画財政部長(前田雅夫君〉 お答えいたします。

まず、前段のモノレーノレ、循環パス関係から御説明申し上げたいと思います。モノレーノレに

つきましては、 3月の議会でも申し上げたわけでございますけれども、多摩都市モノレール等

計画委員会というのが、昭和 58年に東京都に発足をいたしました。この計画委員会で主な検

討項目を申し上げますと、ノレート、駅、それから、第 1期の着工区間、それから、運営、車両

基地の位置及び規模、それから、経営主体、こういったものを検討したわけでございます。

ノレートにつきましては、もうすでに御承知のとおり多摩センターから高幡・日野を経由いた

しまして、立川・新青梅街道までということで、 1 6キロメートルでございます。駅の問題に

つきましては、駅設置の基本的な考え方を答申をしているわけでございます。それから、第 1

期着工区聞につきましては、基地の設置の問題、それから、第 1期の着工後の、いわゆる供用

開始の問題等も含めまして、立川駅以北という方向打ち出しております。車両基地につきまし

ては、約 5ヘクターノレの面積が必要ということで、立川基地跡地を予定したらどうか。最後の

経営主体につきましては、第 3セクターをつくって運営をということでございます。

それで、当初の計画からいきますと、この答申を受けまして、 4月の下旬ないしは 5月に入

りまして都知事の決定を行うということでございましたけれども、いまその決定が少し延びて

いるような状況でございます。今後の予定でございますけれども、昭和 60年度中に第 3セク

ターの設立を行いまして、さらには 60年、 61年にかけまして環境アセスの実施。それから、

関連道路の都市計画決定の手続を 60年度末。それから、いわゆる鉄道でございますので、特
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許をとるわけでございますので、これが 61年度の末。それから、着工につきましては、昭和

6 2年から着工と。 16キロの全線開通が 72年というこ とになっております。

それから、循環パスの件でございますけれども、これは、先ほど米沢議員さんの質問の中で

も市長から申し上げましたけれども、本年の当初予算でも、パス交通検討委員会を設置をする

ということになっております。現在この設置に向けまして、いま準備中であると。この答申を

受けまして取り組んでいきたいというふうに考えております。

次が南部地域の医療関係でございますけれども、南平二丁目、通称南平台と言っております

けれども、その東南の部分の土地でございます。先ほど申し上げましたけれども、いままで計

画をしておりました医療機関が、経営の悪化によりまして白紙撤回をいたしました。いま次の

いわゆる設置者を、いま探しているところでございます。そういうふうに現時点では御理解を

いただきたいというふうに考えております。

0議長(高橋通夫君〉 ほかの回答を関係部長から願います。市長。

0市長(森田喜美男君〉 事務的に、いまそれぞれの主管部長が現在の取り組み状況を

お答えをいたしました。すでに着手しておる道路計画、あるいは下水道計画、これらにつきま

しては、ほぼお答えができていると思っておりますが、要するに日野市の町づくりの社会資本

の基本的な事業でございますし、都道あり国道あり、あるいは流域下水道におきましては都の

主管する部分、市の主管する部分、それぞれ整合か図りつつ、今後の積極的な取り組みによっ

て、実現を少しでも早くしていくということが、われわれのいま直面しておる課題でございま

す。

受益者負担、これは一つの政策でありまして、いろいろな検討の結果、受益者負担をなしに

実施することが、早期実施にかえってとるべき方策だという結論に到達しておりますので、こ

の制策は実行できると、このように考えております。

行財政改革におきましても、いろいろ順序はございますが、組合報道の材料に問われておる

という面もございますけれども、いま助役がお答えをしたほぼそのとおりでありまして、通し

号俸制につきましては手順を得て、やっぱり時代の変化には応じていかなきゃならないという

ふうに考えておりますので、これも行財政検討を進める中で、その問題にまた触れていかなけ

ればならないと、このように予測をいたしております。

ノマートタイマーの件は、これはすでに実施をしているところもあるわけでありますし、つま
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り不安定な雇用条件下にあるパー トタイマーの、特に婦人労働が多いわけでありますが、これ

を安定したものにするために、また、これからますますこう いう分野が労働行政の中でふえて

し1くということが予測されますので、企業者、それか ら、市のある程度の支援、あるいは指導

も必要だと思っておりますが、これも方策はあり得ると、このように考えております。いま主

管部に指示をいたしまして、取り組みを進めつつあります。

最後に残るのが教育委員の準公選告Ijの問題だと思います。今日教育の論議が非常に国から地

方、あるいは地域社会にわたりまして大変盛んなわけでありますo 教育こそ、また民族の将来

を決めるほどの大きな問題であります。とりもなおさずこれはみんなが関心をより深くして、

そうして、教育現場は教育現場として、また、家庭は家庭として、地域社会は地域社会として、

これらの関心の度合いを高める。そういう施策をとるべきだと。その施策の一つに教育委員の

準公選制があると、 こういう認識でおります。

これは、市民の広範な運動とともに成り立つ性格のものでありますから、前にもお答えをい

たしましたとおり、行政側から特に打ち出してということでは本来的な形になりませんが、少

なくも市民に意見を問うとか、あるいは希望者に対しますーっの論文論説でも求めるとか、そ

ういうことが私は手順としてなし得る方策ではなかろうかと、このように思っております。

以上のようにお答えをいたしまして、政策は、これはビジョンにわたるものもあるわけであ

りますが、なるべくこれを実施できるように、 この 4年聞に最大限の努力を注いでまいりたい

と、このように思っております。

のかどうかD

0議長(高橋通夫君〉 市川資信君。

0 1 9番(市川資信君〉 広範にわたりました御答弁をいただいて、時間も余りないん

で細かな再質はできないかもしれませんけれども、二、三さらに再質をさしていただきたいと、

かように思います。どれから再質していいか、いっぱいあり過ぎてちょっと因 っち ゃうんです

けれども、大切なところですので、行財政のことでちょっと再質にまず入ら していただきます。

通 し号俸の改正については、時代の変化等踏まえてこれから取り組んでいくということでこ

ざいますが、私がさっき質問 した中に、職員組合との、いわゆる長期ス卜にまつわるその後の

変化、あるいは部課長との話 し合いのその後の変化というようなこと。何か変化あったらお答

えいただきたいということだったんですけれど も、その点についてお答えがなかったんですが、

それはやはり変化はなかったんだ、従前どおりなんだというふうに理解さしていただいていい

それから、通 し号俸について具体的なーいま市長も、時代の変化について取り組む姿勢で

あるということを言われたんですが、何か助役の答弁の中で、昭和 47年葛西助役ですかー

の時代から入っているとO たしかそれは私はよく存じておりませんけれども、私どもが聞き得

た情報によりますと、昭和 48年 11月の 17日に、当時の企画財政部長であった篠崎さんが、

これを通したらとんだことになりますよ。将来取り返しのつかないことになりますよというこ

とを、市長が就任されて間もなくそういったことを提起されてやったことは間違いないと011

月の 17日であったか、 1 2日であったかの差くらいで、私の記憶がそれほど間違いないと思

うんですが、私は本人からそのことは確認しておりますので、今回の選挙においても、前市長

がつくったものを、あたかも森田市長がつくったように見せかけておるということで、そうい

う情報得たんで私はわざわざ行って尋ねてきた。間違いないということを本人から聞いており

ますo そして、議会においてもこの採決には大変混乱があったと。 1票差で可決したんだとい

うようなことまでも聞いておりますし、その点が私の聞いている、いわゆる情報といいますか、

知識といいますかーただいまの答弁とで多少食い違った点があるので、その点について、や

はりこういった歴史的な大きな問題というのはきちんとした位置づけをとらなければならない

と思います。篠崎当時の企画財政部長は、これが通ったら日野市にとっても今後取り返しのつ

かない問題になる。特に当時からの篠崎企画財政部長は、やがてはこのままの高額退職金等を

放置したならば、日野市はそれだけでパンクするであろうということを直言しておったという

ことも私は聞いております。その点について、なお時間があればお聞かせいただきたいと思う

んですが・・・・・・。

それからもう l点は、南部地域への病院の件でございます。みなみが丘に、いわゆるいまま

で、医王病院を設置しようとしておったものが、医王病院が財政のためにこれを断念したと。

あの地域で、いままでなぜできなかったかということは、企画財政部長が一番よく御存じのは

ずであります。地域住民の反対で最後に折り合いがつかなかった。では、ほかの病院が来たら、

あの地域に許可になるのかどうか、その見通し。しかし、それらと同時に、私は冒頭申し上げ

ましたように、マイタウン東京構想の中にはっきりと都立総合病院が計画の中にうたわれてお

ります。

御存じのようにマイタウン東京構想は、年次を待たずして完了するであろうと言われるほど
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順調に進んでいる中で、やはり南部といいますと多摩、日野、稲城でございまして、恐らく南

部の稲城の外れたところに都立総合病院が行く予定はない。しからば、多摩か日野ということ

になると思うんです。多摩には御存じのように日本医大ですかーりっぱな病院もありますし、

そういった大学病院もあること等を踏まえたならば、当然医療から一無医村とは言わなくて

も、総合医療体制から過疎になっておる南部地域に、旧いわゆる七生地域につくるということ

は当然の地の利になってくるんではなかろうか。そういうことを考え合わせると、これらに対

するいわゆる日野市の東京都に一冒頭申し上げた国、都とのパイプの強化等をうたう中で、

このモノレール構想、あるいは立日橋等もそうでございますが、この医療制度についても十分

なる検討を加える必要があるんではなかろうか。

東京都のやることにすべからく、なぜこれほどりっぱな計画があるものに対するこちらから

の積極的な働きかけを持っていかないかということと同時に、私はそれにからめるわけではな

いんですけれども、今回の人事異動の件についても、一言市長に申し上げておきたいんです。

ということは、今回 70数名からなる大異動で、森田市長の選挙にかかわる人事異動であった

のかどうかは別といたしまして、少なくとも北部という一南部といった場合北部になる。日

野市の市立病院の医療体系が、 CTスキャナーの導入、稼働も間もなく目前に迫っている中で、

就任して間もない前病院事務長の佐藤さんが、今度は市民部長に移転された。三田院長がよう

やく就任して、時あたかも、あの停滞した市立病院の建て直しに、情熱を振り向けて取り組も

うとしている先先に、出ばなをくじくような人事異動というものは、恐らく CTスキャナーの

稼働を佐藤部長も一私は何ら打ち合わせも話し合いもしておりませんけれども、見たかった

であろう。それを、完成を自分の目で確かめたかったであろう。それを自分の、いわゆる出ば

なをくじくような人事というものが一人事権は市長にあるんですから、私はそれにあえて苦

言とか、あるいは問題はありませんけれども、議会人として、やはり明らかにこれは行き過ぎ

であったということに対する苦言を呈するのは、私ども議会の議員としての責務でもあります。

なおかつ今度病院に行かれた大貫さんにしてみても、いわゆる病院の事務長になって、あの

会計、特別会計を覚えるだけでも 1年かかると言われております。私も病院の、いわゆる厚生

委員長のときに、病院のいわゆる会計がむずかしくて勉強に行きました。これはどうなんだ、

どうなんだと質問しても質問しても答えられな~ ¥0 それほどむずかしい会計になっておるわけ

です。それを、 2年足らずのうちにまた異動して、お互いにーいわゆる清掃部にあっては、

御存じのよう iζ60億からなる日野市の、かつてない大規模の焼却処理場の建設途中にあり、

恐らく大貫部長にしても、その完成を待って、祝いを待って異動したかったであろう。それら

をお互いにくじくがどとしまた、手近にあってはこの議会事務局の人事異動にしても、私は

一言申し添えておきます。

ベテランが次々と行ってしまって、新しい人たちだけでウエー卜を占めて混乱しておる。古

いことを聞いてもわからなくなるというような事態も発生しかねない人事異動に対しても、私

は、やはりきちっとした位置づけをもって系統的な人事異動。いわゆる企業は人なりというこ

とと同時花、人事は、やはり適在適所とい うものがあ って、しかるべき行政の運営というもの

が図られるんではないかと思うんであります。

いろいろとまだ時間があれば質問したいんですけれども、私はこの件について数十点チェッ

クしておりますので、また次の機会iζ再質は~¥たします。次の問題もありますので、以上の点

について、いま二つ再質をいたしました。人事権についても、人事異動の問題についても、ひ

とつ簡単で結構ですからお答えいただきたいと思います。

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D

部課長さんだとか、それから、市の職員組合。 6カ月延伸という問題等を踏まえての、 2月

の1日でしょうかー 70名近くの部課長さんから申し入れ書をいただし 1たと。 これは、先ほ

ど申し上げましたように、 5 5歳で頭打ちにするとか、 58歳で完全に昇給をストッ プすると。

こういう問題等も背後にはあるわけでございます。いろいろと背後がございますし、それから、

庁議の報告がそれぞれ部長さんの膝下の課長さん方花、やはりまんべんなく血の通った形で報

告されてなかったという面等もございますので、その後のあり方につきましては、きちっとし

た形で御報告願えるようなことにもなっておりますし、それから、必要の都度課長会そのもの

を招集する という手だてをやっております。 2月の 1日以降 4月の段階までで、 2回ほど開い

ておるわけでございます。今後もこれを恒例化していくと、こういう考え方でございます。

それから、市職につきましても、 6カ月延伸されたのは、さっき言いましたように二つの理

由なんだと。要するに市民会館だけというふうなこと等が「市職ニュ」ス」等iζ書かれていま

すけれども、今日では、やはり給与が高いというラスの一面から発生していることでございま

すし、さっき言ったようにラスそのものも東京都に近い 112、 1 1 3を割りまして 112の
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半ばに達しておるわけでございます。今後の自治省の給与指導につきましても、ある程度是正

の実績というものの上に立てば、胸を張って対応できるというふうな、要するに実績を踏まえ

たわけでございますので、職員一般にも、市職においても今日ではそういう評価ー要するに

市民会館については給与条項で、やはりどうしてもやらざるを得なかった。当然の指導でござ

いますけれども、やらざるを得なかったと。その反面においてはラスがやはり根拠になってい

ると。ラスそのものもだけど、犠牲のかわりに下げられたと、 こういう反面というのは理解され

ていると思います。

そういうわけで部課長さん、あるいは市職との関係につきましては、 2月 1日に申し入れと

いう形で起きたわけでございますけれども、時間の経過とともにわれわれの理事者の方からも、

管理職との聞の溝を埋めるというふうな努力を今後も払っ てまいりますので正常化していくと、

このように考えておるわけでございます。

それから、 48年の 11月に、おっしゃるとおり通し号俸制というのが、要するに議会なら

議会の中で、いずれいろいろ論議されて決定されたということは、私もそのとおりだと思いま

すけれども、その前の前段の市職との労使交渉、団体交渉。こういう形で葛西助役さんが大分

御苦労されたと。 47年当時からこの問題については石井委員長と何回も話し合いが持たれ、

それで、 48年の春に団体交渉の席上で、ある程度の今後通し号俸制というものを取り入れる

という前提に立った話し合いを煮詰めていきましょうと。こういうような団体交渉の中で 1歩

踏み出したと言えればそういうことでございます。労働組合との関係というのは、ちょっとし

た糸口というものの強い力で手繰られると。そういう評価から私は 47年その当時から、要す

るに通し号俸制実施への糸口というのが、その段階にあって強い力で手繰られてきたと。そう

いうふうな経過でございます。団交の圧力というものを経験してまいりますと、そういう解釈

が成り立つわけでございますけれども、そういう経過でございます。

それから、人事異動につきましては、部長の人事異動につきましては私たちの方も、いろい

ろと人事異動した中での経験でございます。市民部というのが七つも課がございます。大変な

ところでございます。それなりに応じた経歴、経験と年数。そういうものも必要だというふう

なことも考えてやってきておるわけでございます。病院につきましては、十分考えた上で優秀

な前もって経理的な面、経営的な面で優秀な次長を配しておるわけでございますので、どうか

新しい部長と力を合わして院長を補佐していけるというふうな評価でやったわけでございます。

それなりの人事異動をせざるを得ない理由があったわけでございますので、そのように評価い

ただきたいと思います。

0議長 (高橋通夫君〉 市長。

0市長(森田喜美男君〉 一つだけお答えいたします。

南部地域の病院の建設という政策をうたっております。ぜひ実現をしたいと考えております。

その手段でありますが、医王病院は、これはもう後退いたしましたので、その跡地が何かうま

く医療機関の誘致ができなし 1かということが一つあります。いま東京都のマイ タウン計画の南

部地域に病院をということも広く承知しておりますが、ガンの検診センターは南大沢、つまり

八王子市に決まったという情報もあります。それから、もう一つ公設民営の病院というのが南

部地域という表現で構想されておるわけでありますが、これは、相当な規模のものはーベッ

ド数も相当な規模でございますから、いまの医王病院の跡地がすぐ、運動すれば適用できると

いうふうなことでは私はないと思います。より日野市の南部地域にというのがどこを目される

か。もっと具体的に調べてみて、もしあそこでいいとおっしゃるならば、これは大変結構なこ

とだと思いますので、積極的な運動もよろしいと思います。

いずれにしましでも公設民営でありますから、民営側の取り組みということもまた大切だと

思っております。

以上、特に人事のことは、ひとつぜひ最善を期して考えておるということで御理解をお願い

いたします。

0議長 (高橋通夫君 〉 市川資信君。

01 9番(市川資信君〉 時間がないので簡単に申し上げておきます。

まず 1点の、いわゆる通し号俸の件については、葛西さんが昭和 47年当時からの糸口にな

っていたことは事実だそうです。けれども、 48年に組合がー森田さんが市長になられて、

この通し号俸を提示したときに、あっさりのんだときには組合がびっくりしたということも、

その際はっきり言っておりました。なおかつ篠崎さんが再三この問題について、命を張っても

これは回止すべきであるという苦言を呈したら、おまえはうるさ L、から企画財政部長をおりて

いただきたいということまで言われたということも私に言われましたので、そのことも申し添

えておきます。

さらに、ぜひひとつ、先ほどからも私は園、都とのパイプを強くするということを、再三口
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がうるさくなるほど言っているんですけれども、やはり日野市の限られた予算内で行政を進め

るといっても、これは限りがあります。特に、都立総合病院一鈴木都知事さんが、前回選挙

中にお見えになったときに、ぜひ日野市の南の方へっくりたいというようなことも言っており

ますので、こういったものに対しても積極的なアプローチを、ひとつ思想信条を越えて 15万

一一官頭申し上げた、私が、 4期目だ。いままでの 12 年間の継続であ ってはならな~ ¥0 この

4年間は、いわゆる 15万市民の上に立った、すべてを越越した上の行政を進めていただきた

いということを申し添えましたのは、そこにあったゆえんであります。ぜひひとつ森田市長、

この 4期目は、いま私が申し上げたことを単なる苦言ではなくて、 1 5万市民を代表する意見

だと心の中に刻んでいただいて、行政運営を していただきたいと思います。

が現在ならばできる可能性があるんではなかろうかと。こういう問題を幾つか拾い上げて質問

さしていただきたいんでございます。

私は、昭和 53年に、その 1例なんでございますが、初めて市議会議員に当選さしていただ

いて、ここでその 3月、初めての一般質問をさしていただいたんです。そのときは、ここへ立

ちますと上がってしまって、心臓がどきどき して、 前回亡くなられた田中鯛ーさんと、 精神安

定剤というんですか。そういうものを 2人で内緒で飲んで、それで出たものでございました。

それほど度胸がないんでございますけれども、そのときに、いま質問をここでちょっと振り返

ってみたいと思うんですが……。

01 9番(市川|資信君〉 大変最終バッタ」は時間が遅くなって申しわけないと思うん

私がほやほやのときに、高幡の市営住宅の側溝が一市営住宅もたれ流しておるんですが、

溝が実際は吸い込み式で市営住宅が許可になっているんですが、現実には、もう吸い込みは目

詰まり してすぐ使えなくなってしまって、用水にそのまま低いところを流れて、たれ流しにな

っておる。用水組合の方も、それを見て見ぬふりをしておる、市の方も知って知らぬふりをし

てーそういうことはどうでもいいんです。問題は、その工事を していただきたいと言ったら、

みごとにそれがわかりましたということで、設計もある程度でき、予算もつけられて、いよい

よ工事にかかろうとしたわけです。時の総務部長は、その交渉に当たってくれたのは、いまの

助役さんの赤松さんだった。赤松さんも一新井第二用水組合、鬼の用水組合と言われるんで

すが、交渉の任に当たっていただきまして、私も出て、もう市民からいつごろできるんだと。

予算も通っているんだから来年はできますと言ったんですけれども、 8年経過しようとしてい

る今日なおかつまだできない。

それで、ところがあの地域はその後一いま都市南平高校が仮設校舎として、なおかつ違法

建築は別にして、高幡福祉センターのりっぱなものも建っておる。その前に依然としてヘドロ

たれ流しのままきておる。ところが、新井第二用水組合は鬼の組合と言われました。がんとし

て当時間かなかった。ところが年次が変わると鬼の組合も、私は相当変わってきたという事実

を私はつかんでおります。当時強硬に突っぱねてきた用水組合も、やがては自分で家作をつく

ったり、あるいは分譲住宅をつくって、それらのどうしても下水をその用水に流さなきゃなら

ない羽自になって、四苦八苦して何とかそれを乗り越えてきているという事実もつかんでおる。

これは、市長もよく知っておるとおりであります。 だとしたならば、当然この地域の問題も付

随して何らかの対応処置はとれるんではなかろうかということが第 l点でございます。

以上で第 1問目は終わります。

0議長 (高橋通夫君 〉

終わります。

それでは次の 4の 2、地域の小さな問題点を積極的に取り上げる行政をについての通告質問

これをもって 4のし 4期目森田市政への要望に関する質問を

者、市川質信君の質問を許します。

です。 1時間半大切な時間でございますので有効に使わしていただき ます。

「地域の小さな問題点を積極的に取り上げる行政を」こういう問題で 2問自のテーマとして

通告質問をさしていただきました。行政というものは、とか く大きな問題という のはだれ しも

心の中にあり、また、だれも会話の中iζ交わされる。また、常日ごろ脳裏から離れるものでな

いので、これは比較的完成年月、あるいは着工年月等は別としましても、いつかはできるとい

う見通しがあるわけでございます。しかし、私が今回申し上げたいのは、いわゆるそれらから

見捨てられたような問題。たとえば各議員が毎回一般質問し、あるいは請願が出されておる。

そういう中で請願も採択された。あるいは一般質問で部課長のいい了解をとられた。あるいは

予算づけされた。そうレうものは、振り返ってみますと多く実行されないまま今日を待ってお

るという、こういう忘れ去られた問題をーそれには忘れ去られたというより、行政に何も責

任があるとか何かじゃなくて、いわゆる担当者が、その工事を踏み入れようとして地域に行く

と、地域の反対、あるいは組合の阻止等いろいろの複雑な要件が重なってできなかった問題等

があるわけです。しかし、時間が経過するとともに、また条件等が変わってきて十分にそれら
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その 2は、明星住宅の中央道路歩道の拡幅について口昭和 56年だったと思うんですが、そ

れも、確かにあそこは明星の通学路であり、また、 600世帯が通勤する往来。あの 1本きり

ない道のために非常に混乱をとかくする。それで、私の記憶では、当時拡幅計画の 2.000万

円の、たしか予算が計上されたことも記憶 しておりますが、ところが七、八人おった地主さん

の1人だけがごねた、ごね得というんでしょうか。伺か不相応の要求等があったために、つい

に担当者は頭へきてそのままになってしまったと。ついに予算 も流れ、その工事も着工されな

いままに今日を迎えておるわけなんですが・・・・・・。

どんなものなんでしょうか。それらの今後の、あの地域のことを思えば、再度そういったこ

とを検討してみる。もうあれは、 1人の地主が反対したんだからだめじゃなくて、その地主さ

んを説得させる。場合によったらば職員のみでなく一 職員も苦労しております。この問題に

ついては。苦労しておるんですが、場合によったら助役さんも出て、あるいは地域担当してい

る議員も出ていくとか、いろいろと骨を折って進めるような方法もとれないだろうか。

それと同時に私が申し上げたのは、もっと以前花、あの明星住宅地域には公園というものが

ありませんD あの地域の公園をひとつできないものでしょうかということで、塀内さんが相続

税のために物納 した用地がーあれで 300坪くらいでしょうか。あの住宅地の一番真ん中辺

のいいところに、いまも下の方ですがあるわけですが・…・。当時それを公園として使わしてい

ただけないもので しョうかと言 ったと ころが、進入路が恐らくとれないといってできなかった

わけです。私は、だからあそ こへは建物建てられないんだなあと思っていたら、あそこのとこ

ろに例の、その後、保育園ですねo 私設保育園がみごとにできているわけです。あの保育園の

すぐ裏側になるわけでありますから、当然あそこの 一当時、じゃあ私に答弁したことはどう

だったんだろうかと。私は気が弱いものですからその後質問してないわけでありますがい・・ ・。

それと同時に、何か先般市長が市民対話集会のときに一私はま た聞きですから知りません

けれども、あの明星住宅は 1本道です。特に下の多摩動物園。 2・2・11が、コアラが来て混雑、

あるいは動物園花、日祭日等が混雑すると逃げ道がありません。災害始でも逃げ道がない。そ

れで、上の、いわゆる通学路として使っている A段階を、車が通れるような 4メートノレく らい

の道路をつくってみたらいかがでしょうかというようなことを、市民対話集会のとき出された

そうですが、私はその後それをまた聞きしたんですが、その後そういったことはできるのかど

うか。可能なのかどうか。そこら辺ができれば中央道路がふさがれても上から逃げ道があるか
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ら、あるいは外出するにも何にしても、車でまた出られるであろうという ことも思うんですが、

それらを含めて、ひとつお答えいただきたL、
それから、粗大ごみなんですが、粗大ごみは御存じのように個別収集方式ということで 一

清掃部長さん初めてねo 私は、当然大貫さんがそこいるもんだと思ったから質問しようと思っ

たんですが、かわっちゃって、恐らく答えできるかどうかわかりませんけれども・・・・・・0 いわゆ

る私どもの近くに危険物置き場が設置されてある。大変いつも清掃部の方が神経使ってきちっ

とされておるんですが、粗大ごみが危険物のと ころに余りにも多く置き過ぎであります。とこ

ろが、いつの間iζかそれがきちっと整理されております。そして、私どもはまじめくさって家

の前へ置いて、いつ幾日取りに来る。きちっとやっているんですが、そうい った ものは、現在

の粗大ごみの個別収集方式というものが、きちっといま運営されているのかどうかo あるいは

もとのような状態に戻りつつあるのかどうかということを御質問いたします。まだ言いたいこ

とはあるんですが、時間がないんでこれ以上言う と答弁の時間がありませんのでこれでやめま

す。

以上、簡単で結構ですから、一通り答弁をいただいて、時間がなければ次の一般質問でまた

質問 します。

。議長(高橋通夫君〉 市川資信君の質問についての答弁を求めます。助役。

O助役(赤松行雄君〉 私の方からお答え申し上げたいと思います。

5 3年当時議員さんになられて、ちょうど私も記憶にございますo 向島新井用水の幹部の方

と御一緒iζ交渉に議員さんにも出席していただいたと。この問題でございますけれども、石の

上にも 3年以上たっ たわけでございますけれども、調布の先に野川という のがございます口多

摩川へ汚水がおりてt¥くわけなんですけれども、そこで、建設省が去年、おととし実施しまし

た礁問浄化法と。こういうふうな方法があるわけなんですけれども、水路清流の方で、その実

験的なものをここでやりたいと。こういうふうなことでございますので、長い時間をかけての

御希望でございますけれども、解決iζ1歩進むんじゃないかと思います。

それから、明星の問題も先ほど申しましたように、時間的な経過がございますけれども、さ

らに努力をしてまいりたいと思います。

それから、粗大ごみの問題でございますけれども、今度の予算の中に清掃パトローノレという

制度等の導入の予算もございます。ここらで早く現状把握して、要するに御迷惑にならないよ
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うに、あるいは不法投棄を早く押さえられるようにと、そういうようなねらいで設置するもの 6月13日 木曜日 (第 4日)
でございますので、御質問の趣旨はよく胸におさめておきまして、それで対応してまいりたい

と思いますので、御理解賜りたいと思います。

0議長(高橋通夫君〉 これをもって 4の2、地域の小さな問題点を積極的に取り上げ

る行政を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 14号)
本 日はこれをもって散会いたします。 第 2固定例会

午後 5時 33分散会

6月 13日木曜日 (第 4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 UJ 良 悟 君

5番 谷 長 君 6番 古 谷 太 虫E 君

7番 ，馬 場 繁 夫 君 8番 ，馬 場 ヲム 融 君
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11番 一ノ瀬 隆 君 12番 板 指 正 男 君
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19番 市 JII 資 君 20番 藤 林 理一郎 君

21番 名古屋 史 良E 君 22番 竹ノ上 武 俊 君

23番 米 沢 照 男 君 24番 中 山 基 昭 君
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27番 奥 住 芳 雄 君 28番 石 坂 勝 雄 君
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30番 局 橋 通 夫 君
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29番
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日程第 1
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昭和 60年 6月 13日(木〉

午前 10 時開議

午前]0時6分開議

。副議長(米沢照男君) 本日の会議を開きま す。

ただいまの出席議員 21名であります。

本日、議長公用のため不在となりますので、 副議長が、 本 日議長を務めます。特段の御

協力をお願いいたします。

日程第 1、一般質問を行います。

5の1 交通問題の懸案事項、現状と今後の展望につ いての通告質問者、竹ノ 上武俊君の質

問を許します。

C 2 2番議員登壇〕

022番(竹ノ上武俊君) それでは、議長のお許 しを得まして、交通問題の懸案事項、

現状と今後の展望について、ということで、 質問をさせていただきます。

日野市の道路事情などにつきましで も、細かい住民要望について、次々と解決 してい忍点な

ども見受けられます。

交通問題を考えるとき、特に、 道路をたくさんつくればいいと いうような考え方もございま

す。しかし、現在の東京都の道路事情を見てみますと、大変深刻な点もあるわけでございます。

夜、は、先日、 新宿まで甲州街道を 2往復ほどしてみました。 55 0 ccのライ トパンで走っ

たわけですけれども、そのものすごい車の洪水、私は久々に走りまして、非常に驚いた次第で

ございます。これが、 果たして 日本の経済の発展として、いいのであろうかど うか、という疑

問を感 じた次第でございます。

そういう道路を通りま して、 日野市に帰ってまいりますと、非常に空気もよくなるし、ほっ

とする 、こ ういうこと を感じるのが現実でございます。ですから、やはり交通問題を解決する

には、調和のとれた交通問題の解決、道路計画と いうものがなくてはならないと思います。

前置きとして、大きなことを申し上げましたけれども、本日の質問は、やや具体的な、小さ

な事項について、質問を して まいりたいというふうに思います。

第 1点は、百草団地、高幡台団地の外周道路の市移管に関する質問でございます。御承知の

とおり、この外周道路につきましては、数年前、既に市議会におきまして審議して、市に移管

が完了している道路でございます。にもかかわらず、非常に長期にわたりまして、市への正式

移管がなされていない。 その問，住民要望が数々あったわけでございます。その中で、例えば
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多摩更生園や、障害者の方々から出ていた、歩道と車道の段差、これを削ってほしいというよ

うな要望などがございました。

こういう点については、日野市が早速公団と協力して削りまして、障害者の方々が喜んでい

ただいております。

あるいは、街路灯についても、公団所有の道路ではございますけれども、市が水銀灯をつけ

ていただいて、明るくしていただいた、などというふうに、次々改善もなされてきてはおりま

す。

しかし、依然として湯沢橋の付近の水はけの問題、あるいは歩道の陥穿、あるいは分譲住宅

等の駐車場問題の末解決、あるいは植樹の問題等が残されているわけでございます。

こういう点につきまして、今回、市移管が正式になされるに当りまして、市当局として、公

団に対し、今申し上げましたような具体的な要望解決という立場で努力をしていただきたい、

こういう質問でございます。早急なる解決ができるかどうか、この点について御答弁をいただ

きたいと思います。

また、あわせまして、若干他市などに見られるものでございますけれども、この地域には障

害者の施設があることから、障害者の方が、多数道路を利用されております。 1カ所ぐらいは、

車いすのまま使える公衆電話、こういうようなものも設置してみたらどうかというふうに思い

ますが、いかがでしょうか。これが第 1点でございます。

第2点は、高幡不動尊前の都道の拡幅の問題でございます。この点につきましても、 市議

会、あるいは私ども党といたしましでも、さまざまな働きかけを東京都に行ってまいりました。

しかし、依然として不動尊前の都道の道幅が狭い。このために、通勤の人たち、通行人が、大

変不安な状態で歩行をいたしております。もちろん、パスの運転手さんも、大変悩みながら運

転をされております。 トラックも同様でございます。

この点について、最近、市としては東京都にどのような働きかけをしているか。また、今後

これが解決する展望はあるのかどうかa この点で、質問をいたしたいと思います。

また、都道をめぐりまして、抜け道をつくってほしいというような要望 もあるわけですけれ

ども、 果たしてそういうことが可能なことであるかどうか。あるいはまた、そのほか市として

考えている方途があるとすれば、そういう点についてあ答えをいただきたい。

余り、前置きもいたしましたように、道路事情がよくなり過ぎて、あの付近の住民の方々に
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御迷惑をかけるような状況になっては、まずいわけでございます。その辺はもちろん考えた上

でございますけれども、あの拡幅というものを、ぜひ急いでいただきたい。こういうことで質

問をいたします。

第3点は、通告の中で、具体的に指摘しておりませんけれども、懸案事項ということで、市当

局も考えていらっしゃると思いますので、質問をいたします。

一つは、下程久保地域の京王線のガードの下の、狭さの問題でございます。下程久保につい

ては、登記上の問題、こういう問題も、今、経過中でございます。

しかし、あの一帯にありました樹林を、開発が許可される状態になりまして、その中の一部

分の道路は広がったわけでございます。このために、あすこの自然林も、わずかな面積であり

ますが、全部なくなってしまいました。

しかし、この開発を兼ねて、あの付近の道路事情もよくなるやに思ってもいたわけですけれど

も、依然としてあの出入り口が狭い。また、高幡台団地方向に抜ける道路についても、まだ解

決策がとられていない。こういう点で、市としては、この地域についてはどういうふうにお考

えなのか、御答弁をいただきたいと思います。また、促進をしてもらいたいと思います。

きのうまでに、若干関連して質問があった問題でもございますが、再度、もう 1点、 3番目

として聞いておきたいと思います。

それは、明星大学下の住宅地帯の、避難路についてでございます。これが、 ーたん計画をさ

れてまいりましたけれども、なかなかうまい解決方法が進行をいたしておりません。ここに、

やはり何らかの形で、もう 1本避難路というものを研究すべきではなし、かと考えております。

そういう点で、この避難路計画について、今後の展望はどういうことになっているか、これも

促進をしていただきたい点でございます。

できれば、 3点目の中に、程久保各地域の、雪が降ったときの対策、これは梅ケ丘団地も同様

でございますけれども、この辺についても、もし今後御配慮をいただけるものがあるとすれば、

御答弁をしていただきたいと思います。

4番目は、これも、きのうまで出されている質問とダブりますけれども、高幡不動の駅の踏

切の立体化についてでございます。この立体化についての現状と、展望について、 簡潔で結構

ですから、お答えをいただきたいと思います。もちろん、促進をしていただ きたいという立場

からの質問でございます。
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あわせまして、この立体化が実現するまでの問、多摩動物園に至る道路付近の自転車置き場、

あのあたりの交通安全対策ということについて、お願いをしたいと思います。いかがお考えか、

御答弁をいただきたいと思います。

第 5点目は、多摩動物園のコア ラに関係する道路混雑の問題でございます。これも 1回、私、

取り上げてまいりました。その後、この議場でもたしか発言を したと 思いますが、東京都や日

野市の、あるし可は日野警察などの努力がございました。掲示板の増設、あるいは七生交差点の

交差の仕方の改善、 こういうことがな されまして、 若干の解決はできて いるわけでございます。

しかし、既に 100万人がコアラ見物にいら っしゃったということで、まだ今後とも続々と

いらっしゃると思います。特に自動車のお客さんもふえてきている現在でございますので、こ

の混雑対策について、もう一度市当局として努力をされているかどうか、お答えをいただきた

いと思います。

次は、第 6点目でございます。 これも、きのう までの質疑の中に出されておりますので、ダ

ブりますが、簡潔にお答えいただきたいと思います。

しかし、簡潔とは申しましても、先般の生活環境部長の答弁では、ちょっと心もとない感じ

がいたしました。市民会館に当たりまして、特に七生方面からの行き帰りが不便でございます。

これを解決するパス路線、あるいは市独自の輸送のあり方、そういうものについて、 もう少し

市民が安心するような形での御答弁を、お願じしたいと思います。

次は、第 7点目でございます。七生公会堂を中心とする、付近の、交通問題といえば交通問

題に関連して、 質問を申し上げます。

具体的に申し上げますと、 一つは七生公会堂の利用率が高ま ってきているために生じている

ことでございます。特に七生公会堂は、非常に使い方、あるいは中身、設備がいいということ

で、市外の方も大分利用されております。京王線を利用してくる市民の方も、たくさんおられ

ます。

高幡不動駅をおりま して、七生公会堂まで行 くに当たりま して、初めて来た方には、なかな

かその所在がわからないそうでございます。そのため、駅前の商庄街は、毎日七、八件は、七

生公会堂の所在場所を聞くお客さんが絶えない、という話でございます。

こういう点で、もう少しわかりやすい案内板、あるいは道順の掲示、こ ういうこ とをしてい

ただきたい、こういうふうに考えております。いかがか、御答弁をいただきたいと思います。
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また、七生公会堂入り口が、多少、夜になりますと暗い感じがいたします。あすこの入り口

にガソリンスタン ドがありますが、営業が終わりますと、あすこの水銀灯も消灯されるわけで

ございます。そういうわけで、あの入り口付近に、もう少し明るい照明ということをしていた

だくべきではないか、こういうふうに思うわけですが、この点について、担当の部長より御答

弁をいただきたいと思います。

次は、第 8点目でございます。これは、やはり市民会館に も関係がございますが、現状でも

市役所への往来で、若干の不自由を感じている点がございます。

それは、 川崎街道から左折する入り口が、何本かございます。これが通学、通園の子供たち

のことを考えまして、 9時までは左折禁止となっているわけでございます。住民の要望がある

わけでございますから、これを勝手に変えるわけにはまいりません。 しかし、タクシーの運転

手さん、あるいは、あそこを利用されているいろいろ業者の方等に聞いてみますと、何とかも

う少し改善 して、 9時前に、 1本でいL可から左折できる方法というものが配慮できないだろう

か、という要望があるわけでございます。

あわせまして、市役所から出ていく際、川崎街道に出る、 谷戸坂ですか、 あの交差点が、押

しボタン式になっております。 ここで、 非常に川崎街道への出入り が危険であ るとい う声も多

いわけでございます。

いま申 し上げましたような方式になっておりますけれども、これが自動方式がよいのかどう

か、ひとつ専門家で研究をしていただきまして、もう少しあそこを滑らかに、安全に出ていけ

るように、信号機の改善を していただくわけにはまいらなし可かどうか、こ の点について質問す

る次第でございます。

最後は、簡潔な答弁で結構でございま す。 これも今まで他の議員さんなどが質疑をされてお

ります。そういうわけで、立日橋の着工に関連して、 1つ質問をしておきます。

立日橋が開通するのは、数年先、昭和 65年という こと になっております。 これが甲州街道

とダブ リました際の、甲州街道の交通混雑と いうこと も予測されます。それに対する対策とい

うものを、 もちろん、今からとっていらっしゃると思いますけれども、他の道路建設などとも

関連して、交通混雑については、甲州街道沿 いの住民の皆さんに迷惑がかからないように、あ

るいはそこを通る市民や都民の人たちに迷惑がかからないようなことを、重々研究しておいて

いただきたいと思いますけれども、その点についての考え方を質問をいたします。
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あわせまして、日野駅の国鉄線の下の国道、歩道の拡幅の問題でございます。この件も、も

う何十回も取り上げられておりますけれども、今後どういう方向で解決の展望があるのか、お

答えをいただきたいと思います。

以上、 9点にわたりまして、御答弁をお願いいたします。

0冨Jj議長(米沢照男君) 竹ノ上武俊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、まず私の方から、最初に、第 1点目の百革、

高幡台の両団地におきますところの、道路の移管の問題につきまして、お答え申し上げます。

これにつきましては、住宅都市整備公団が道路を設置しまして、その後、御質問の中にもご

ざいましたように、 53年の 10月に市道認定がなされておるわけでございます。

ところが、周辺の関係の境界査定の問題などが、まだ未解決のものがございまして、それら

の理由によりまして、底地権の移転が、まだ行われていないのが現状でございます。

今般、これらの道路の引継ぎを前提といたしまして、現在、住宅都市整備公団、あるいは交

通対策上の問題等につきましては、日野警察署と、るる協議を現在進めております。そしてそ

の中で、道路改良、あるいは安全施設等の設置の協議が進んでおるわけでございまして、中を

貫通しております幹線の高幡台 1号線、百草台 1号線、あるいは 2号線の引き継ぎにつきまし

ては、本年度いっぱい、つまり 61年の4月までには完了をしたいという予定で.現在作業を

進めております。

これに伴いますところの、いろんな具体的な改良の問題でございますけれども、改良につき

ましては、協議の中でいろいろ御指摘をいただいたところにつきましては、公団が引き継ぎの

時点までに完全にこれを改良していただしというお約束を取りつけてございます。

御質問の中にもございましたように、道路の路面の排水の問題の改良だとか、あるいはr;;，'ス

停の中での、バス停がございます地域の安全施設ということで、道路に中央介離帯を設けると

いうふうな、構造上の配慮の問題とか、そういうような具体的な改良、あるいは、歩道の関係

につきましては、平板舗装がしてございまして、かなり傷んでいるところもございます。そう

いうものを普通の舗装に打ちかえる改良をするというふ うなこと も、改良の中では考えていく

予定でございます。

そういうふうなことで、逐次整備を進めながら、今申し上げましたように、本年度いっぱし、
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に引き継ぎを完了したいというふうに思っております。

なお、そのほかの支線の道路等につきましては、具体的な協議もこれから進めなければなり

ません。そういうような多少の支線道路もございますので、それらにつきましては、 6 2年の

4月ごろまでには引き継ぎを完了して、 一切終わりたいというふうに考えております。

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、私から 2点目、 3点目につきまして、 4

点目もそうでございますが、お答え申し上げます。

まず、 2点目の、高幡不動駅前の歩道の拡幅について、都とどのような協議、また、市の方か

ら都に働きかけを行っているのか、という御質問でございます。

この点につきましては、従来から非常に交通渋滞が激しいと。また、狭陸な道路に、最近で

は、台数として 1日1万 1，52 0台の車両が通過する。あるいは、その中で大型車の混入率の

1 5労というように、非常に大型車の混入率も、近年ふえてきております。

そういう関係上、特に高幡不動尊前の道路、都市計画道路で 2・2・12号線でございます

が、これは緊急に拡幅する、整備する必要がある、というふうに私どもも考え、東京都も同様

に考えているところでございます。

過日、 5月 30日でございますが、昨日 もお答えを申してございますが、第 12回の東京都

南多摩開発計画会議におきまして、市長から都知事に、直接、これらの道路の拡幅整備をして

ほしい、という要望を行ってございます。この会議に出席をしておりました建設局の道路官も、

日野市の区画整理事業等と相まって拡幅整備をしていきたい、というお答えをいただいてとる

ところでございます。

それから、この道路は非常に狭陸でございますから、拡幅整備されるまで抜け道は可能か、

という御質問でございます。抜け道としては、七生農協から動物園の方に向かいます 2・2・

1 1号線、これを動物園の方向に向かいまして、動物園の前を通り、さらに多摩テックのとこ

ろから京王団地を通って、 2・2・6号線に入る道路が、現在、東京都の方であと一部、 峠

の部分を除きまして、何とか完成しております。

これは、将来、完全にでき上がりますと、 2・2・12号線の、いわゆるバイパス的な役割

も果たしてこょうかと思います。そういう中で、交通体系を一方通行等で対策を立てれば、相

当の車両の通行の緩和が図れるものというふうに考えております。今後、警察の方、あるいは
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東京都の方とも、こういった点について協議をしてし可かなきゃならない、というふうに考えて

おります。

それから、 3点目の、下程久保-地区の京王線ガードの拡幅ということで、御指摘の点は、金

久団地に入るガードのことだと思います。金久団地の西側の山林につきましては、現在、開発

業者において宅地造成が行われているところでございます。この造成が完了しますと、さらに

また現在よりも人口が張りついてまいります。

将来は、現在のガードでは、 これらの住宅が、安易に人口が張りついてまいりますと、消防

車、ある いは救急車の進入も当然予想されるわけでございま して、ガードの拡幅につき まして

は、開発業者の方にも、開発に当たっての一つの対策として、このガードを拡幅するよう要望

をいたしておりますと同時に、 私どもも京王の方に、このガードについて拡幅するよう、 要望

を行っておりまして、現在、協議を進めている段階でございます。

それから、 4点目の、高幡の踏切の立体化でございます。 高幡の踏切につきましては、かね

てから立体化について、いろいろと地元、あるいは議会の中におきましでも、議論され、ある

いは要望 されてきたところでございまして、これを立体化するためには、周辺の道路、あるい

は函開発を行う必要があったわけでございます。市として、 高幡の地域の区画整理事業を実施

するということで、その中でこの立体化もあわせ考えるというようなことから、区画整理の事

業化を計画をしたわけでございます。

最近、区画整理の面積の一部を縮小いたしまして、これは 6月の 6日でございますけれども、

最終的に地元の方々と、ある程度の合意を得られたところでございます。

したがし 1まして、今後、区画整理事業を、こ の 10月に都市計画決定をとり、さらに 61年

には事業の認可をとる一応の目安ができてまいりました。その中で、立体化もあわせ検討する

という ことで、 東京都も、現在区画整理がそのように進行してきました関係上、現在の段階で

は、調査、設計に入っている段階でございます。できるだけ早く立体化を促進していきたい、

というふうに考えており ます。

それと 、9点目の、立日橋が完成した段階で、甲州街道 20号線の交通対策、非常に道路が

渋滞等を起こしてくる可能性もあるわけでございます。そ ういう中で、 今後の対策と しては、

国道の関係でございますので、相武道路建設事務所ある いは警察と 、こ の点についての交通対

策を十分検討しなければならないとい うこ とも、現在協議は行っている段階でございます。
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以上でございます。

0副議長(米沢照男君〉 生活環境部長。

。生活環境部長(坂本金雄君) 3点について、お答えをいたします。

最初に、避難路の問題でございますが、土地の所有者、地主さんとの交渉が暗礁に乗り上げ

ておりました。その中にあって、課長の交代がございました。

しかし、 最重点懸案事項 として、新しし 1課長に引き継ぎ、なお新旧の課長そろって地主さん

のもとを訪れまして、今後とも交渉を続けていくとい うこと を、お話 しいたしました。今まで

以上に強力、かつ積極的に交渉を続けてまいりたいと思います。

2点目の、コアラ 見物客による交通混雑でございますが、先般の議会でもお話 しいたしまし

たとおり、関係機関の連絡会におきまして、 車での来園は極力避けていただきたいということ

で、御協力をお願いしているわけでございます。

なお、その折にお約束いたしました、 60年度予算で発行いたします観光パンフレットの中

には、車の来園を控えてほしいということを入れるように、目下準備中でございます。

七生公会堂の掲示板につきまして は、54年の秋に落成いたしました公会堂でございますが、

その翌年に、現在壁面に取りつけられております大きい看板を取りつけました。さらに、その

後、入り口のところに、七生公会堂、七生支所の立て看板を立てておりますけれども、御指摘

のように、駅からの道が比鞠旬複雑でございますので、道に迷う方もいらっしゃる。そういう

方のために、 高幡不動の駅に印をつけるとか、あるいは途中の案内板を立てるとか、そういっ

たことにつきまして、来場者の意見なども徴 し、さらに具体的な検討に入ってまいりたい と思

し可ます。

以上です。

O副議長(米沢照男君〉 企画財政部長。

。企画財政部長(前田雅夫君) お答えいたします。

市民会館が 7月 20日にオー プンするわけでございますけれども、それに関係するところの、

パスの輸送の問題でございます。

現在、路線パスで抱えている問題は、路線の新設、それから運行回数の増発。 この中には、

深夜、いわゆる終バスの時間延長、こ ういう問題も含まれているわけでございます。

それから、パスの系統の延長と いいますか、いわゆる現在のパスの一つの路線の長さが、非
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常に短く切れているわけでございます。利用者からとりますと、その系統の延長をすることに

よって、非常に利用しやすくなるわけでございます。

こういった問題につきまして、現在、京王帝都と協議を進めております。なかなか具体的に

は前進をしないわけでございますけれども、その中で、ただいまの御質問の市民会館の関係で

はございますけれど も、終バスの時刻の延長につきましては、基本的には、現在同意しており

ます。いつやるか、それから本数等については、これから完全に詰めたいというふうに考えて

おります。

次が、最後の日野駅のガード下の、甲州街道の歩道の関係でございますけれども、この件に

つきましても、たびたび議会の中で申し上げておりますけれども、やはり今の時点では、建設

省の方に、独自で拡幅をして歩道設置するように要望する以外にない、というふうに考えてお

ります。今後、さらに要望を続けたいと考えております。

0副議長(米沢照男君) 建設部長。

0建設部長(中村亮助君)

にお答えします。

それでは、あと私の方から、まだ残っております御質問

まず、坂道の雪害対策でございますけれども、梅ケ丘団地とか、あるいは第二武蔵台幹線道

路につきましては、御存じのように、非常に勾配のきつい道路がございます。

これらの道路につきましては、確かに雪が降りますと、路面がスリップするということで、

車両の通行にいろいろ支障があるわけでごぎいますけれども、まず、やはり原因を取り除くと

いうことで、道路構造とは別に、雪が降りましたら、できるだけ早く除雪をするということが

第一義であると思いますけれども、構造上、チェーンを巻かないであれだけの勾配の道路を上

がれるということは、ちょっと不可能でございますので、そういう点については、十分私の方

も、そういう事態の発生のときには事前に警告の看板を出すとかして、対策を立てております

けれども、構造上の問題につきましては、今後やはり検討をしてみたいと思っています。

それから、自転車置き場の問題でございますけれども、 多摩動物公園の駅付近という御質問

だったと思いますけれども、現在、あの周辺の関係の自転車置き場につきましては、幸いまだ

需要の発生がないわけでございます。休祭日、休みの日などの車の利用と いうのは、相当ある

わけですけれども、自転車の利用という形の、いわゆる定着した通勤者の置き場の必要性とい

うものは、まだないわけでございますけれども、発生があれば、当然ほかの駅と同じような形
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で考えていきたいと思います。

それから、 8点目の、信号機の改良の問題でございますけれども、これもやはり交通の流れ

そのものが、 川崎街道はかなり多いわけでございます。そういう中で、現在、規制が行われて

いるわけですから、当然道路交通管理者としての考え方もあろうと思いますので、毎回申し上

げて恐縮でございますけれども、やはり日野警察署との協議などによりまして、改善できると

ころは改善をしていきたいというふうに思います。

。副議長(米沢照男君) 竹ノ上武俊君。

022番(竹ノ上武俊君) 再質問を、若干だけさせていただきます。

その前に、 1点ちょっと確認したいと思います。

建設部長の答弁の中で、百草、高幡両団地の外周道路の認定は、 57年とおっしゃいました

か。その辺は、 もう一度お答えいただきたいと思います。

。高u議長(米沢照男君)

。建設部長(中村亮助君)

建設部長。

認定につきましては、全団地の道路そのものが、 53年の

1 0月に議会の御認定をいただいておるわけでございます。その後、先ほど申し上げましたよ

うに、底地の所有権移転等の問題がございまして、今日まで底地 も移らないという形の中でき

ているということは、現状でございます。

5 3年の10月に、 市道認定はなされているということでございます。

O副議長(米沢照男君) 竹ノ上武俊君。

022番(竹ノ上武俊君) 1点目の、 百草団地、 高幡台団地外周道路の市移管に関す

るという項目について、再質問いたします。

私が、今指摘しました点で、車いす用公衆電話という件については、御答弁はなかったよう

ですけれども、後で答えていただきたいと思います。

その他については、住民の意向も酌んで、公団と の折衝の中で実現をさせていくという答弁

でございました。結構だと思います。今、両団地の自治会も、公団と細かい交渉などをしてい

る段階で、おおむね公団と市の考え方に同意をする方向で、協力をいたしているところでござ

います。

そういうわけでございますので、期限内に何としても湯沢橋の問題、あるいは歩道の問題、

そういったことを細々と、すべて実現を、促進をしていただきたいというふうに思います。
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関連いたしまして、 一、二要望を しておきたいと思います。この点で、答弁があればお願い

をいたします。

一つは、高幡台団地のバス停から下ったところに、 ロー タリーのような空き地がございます戸

ここが、やはり道路用地として、市に移管される予定になっております。ここを中心として、

少し美観も考えた植樹とか、さまざまな手入れを、ぜひ住民と協議をして、立派なものにして

いただきたいというのが一つでございます。

それからもう 1点は、高幡台の分譲住宅の皆さんの要望に関連してでございます。これは、

既に市にも以前いらっしゃったことがある件です。分譲住宅の外周道路というのも、現在では

私道に一応なっているわけです。あすこの場合、駐車場用地が、これは賃貸住宅も同じでござ

いますが、非常に少ないわけであります。

しかし、 賃貸住宅の方は、住宅公団が管理をいた しておりますので、住民要望があれば、か

なりの要望を認めて、駐車場を増設していくということができるわけです。

しかし、介譲住宅の場合には、既に分譲されておりますので、住宅公団が何とかするという

ことができません。

それからまた、あの地域には土地が一切ない、空き地がない状態でございます。そういうと

ころで、現在、私道ということで、暗黙のうちに路上駐車をかなりされているわけでございま

す。

現在の介譲住宅が約 600世帯、駐車場の保有台数は 65台なんです。ですから、 当然現代

社会には合わない、こういうことになるわけです。現在、現存の駐車場を申し込んでいる方が、

大体 16 0台ぐらいあるわけです。これが路上駐車をせざるを得ないとい う状態になります。

t)t可か悪t)かは別といたしまして、今後さらにマイカーがふえていくというふうに見なけれ

ばなりません。そうすると、 300台から 350台の駐車場が、分譲住宅だけでも必要な時代

が、もうそこまで来ているわけであります。

分譲の管理組合の皆さんは、 しばしば公団に交渉しまして、今度市に移管さ れる中央の道路

の横に、公団用地があります。これが空き地となっているわけです。ここが 50台ぐらいは駐

車できるんではなし可かということで、公団にここを、分譲住宅に譲ってほしい、あるいは貸し

てほしいという交渉を、何回もされておられますc

公団の考え方としては、一応公団の公有地でございますので、これを個人に分譲することは
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できない。しかし、 「案 としては、今、団地サービスという公団の下請会社がありますが、そ

こを通じて貸すという、仮説を立てることはできるというあたりまでは、 話し合いが進んでい

るようです。

今回、その空き地の一部分が、歩道がないということで、歩道として市に移管されると思い

ます。若干、ですからその空き地は削られることになります。

今度の市への移管に際しまして、今戸ったような駐車場不足という状態がありますので、ひ

とつ公団と住民との直接の関係にはありますけれども、市としても、交通対策あるいは駐車場

対策として、この空き地の利用について、公団側に、住民サイドに立った側面援助 という形で

の折衝をしていただくことが必要ではないか、こういうふうに思います。

もちろん、あそこは公有地ですから、分譲住宅地内にあるとはいえ、いろいろの利用の仕方

は、高幡台の賃貸住宅の皆さんもお考えではございますけれども、今言ったように、高幡台の

管理組合全体の意向として、そういう動きをされておりますので、この点の努力方をお願いし

ておきたいと思うわけです。この点について、ひとつ御答弁をお願いをしたいと思います。

それから、 もう一つは、次の質問でやろうと思いましたが、ここで一言言っておきたいと思

いますので、もし一言あれば、御答弁申していただきたいと思います。

5 3年の第 3回定例会、本会議の会議録を見てみました。ところが、そこには市当局の道路

移管に当たっての答弁が出ているんです。四、五人の議員さんが、私も含めて、質問をしてお

ります。

市側の答弁といたしましては、既に 53年度において、即刻、あしたに も移管が完了してい

くというふうに、当時の部長さんが答弁になっているんです。それで、何人かの議員さんが質

問をされたんです。ところが、それに対して、今言ったような答弁がある。

ところが、実態は、当時の委員長さんも審査報告でおっしゃっておりますけれども、道路移

管に当たって、視察に行ったと。視察に行ったら、道路周辺に草がぼうぼう生えていたという

んです。視察に行った翌日かなにか、公団がそれを刈り取ったというんです。

そういうようないきさつなどがありまして、いかにもやはり住民とか、議会の要望を、 これ

は公団に責任があるか、市に責任があるか、わかりませんけれども、スピードアップで取り上

げていくということがなかったのではないか、というふうに思うんです。今回は、信頼してお

きたいと思います。
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当時の部長さんは、住民の意見を聞かないで( r市長の責任じゃないか。市長がやるんだろj

と呼ぶ者あり)、市と、そして公団とで話し合いを進めていくという答弁もありました。これ

にはまた一、二の議員の皆さんが、それは何事だということで、地元住民の意見を取り入れて、

公団と交渉すべきだということを、質疑もなされております。

ところが、その後の、この道路を見てまいりました。当時は七、八千台の車輔の通行でした。

現在では、 2万台ぐらいが通っているんです。ですから、この道路は私道とか何とかいう位置

づけではなく、本来なら今私が申し上げましたような要望は、公団の所有の道路であろうと、

市の道路であろうと、やはり球の投げ合いをするんじゃなくて、公団と市が話し合って、だれ

が所有者であっても、毎日 2万台ぐらい通るという、公道以上の公道になっているわけですの

で、そういう点はもう少し住民の意向というものを酌み上げて、私は、スピードアップの処理

をしていただきたかったというふうに思っているわけですっ

この点は、ぜひ参考にしていただいて、今後の公団との折衝、あるいは解決を していただき

たいと思います。

車いす用公衆電話の件についても、 答弁漏れだっ たように思いますので、答弁があれば、こ

の点でお願いをいたします3

それから、 2点目、 3点目については、促進方を要望いたしておきます。

それから、 4点目の、高幡不動駅の立体化に関 して、 質問を先ほどいたしました。そのとき

に、現在ある自転車置き場と、多摩動物園通りと申 しますか、あの付近一帯の交通安全が、な

かなか今厳しい伏態にあります。自転車置き場から 出てまいりまして、駅に行く間とか、 自転車

置き場に行くときです、歩道などが不十分と申しますか、 車の通過が多いという ことで、非常

に不安なんです。

ここのところのことを、私、質問したつもりですので、ここの交通安全対策を、何らかの形

で、ひとつ工夫を していただきたいと思うわけです。この点について も、御答弁をお願いをし

たいと思います。

それから、 5点目についても、こ れは促進方を要望いたしておきます。

6点目の、市民会館のパスの件でございます。 これは、終バスについては、京王の方も同意

をしている方向であるという答弁でございま した。ぜひ9時半以後、なるべく 10時ぐらいま

で、終バスが運行されることを望みたいと思います
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しかし、今後の課題としては、本数が問題になると思いますっ 1時間 1本とかいうよう なこ

とでは、 1，000人の会場を持つ市民会館のパス路線としては、 非常に不安でございます。多

摩平方向にお帰りの方が半分としても、高幡方面に帰る人が半分、こういうふうに見ますと、

かなりの頻度になるということが予測されますので、たとえ市民会館で( r日野本町 もあるj

と呼ぶ者あり)一一ええ、そのと おりです。全市の皆さんのことを配慮、 して、今発言、質問を

してい るつ もりなんですが、 あらゆる方向にお帰りの方がいらっしゃるわけでございます。

そうし可う点で、市民会館の大ホールが、異桁がされていない日は、営業上それはお客さんは乗

らないかも しれま せん。しかし、毎日 という形で、 やはり安定した運行をされる ことによって、

逆に市民会館の利用率も高まるわけでございますので、この点は特に力を込めて、京王帝都と

交渉していただしこういうふうにお願いをしたいと思います。

そして、市独自の催し物などがある際には、マイクロパス等、市の保有の車を、やはり市民

サービスに向けるという形で、 ピストン輸送などができるような、 何らかの解決策というもの

を、職員の皆さんともよく話し合っていただいて、実現方をお願いしておきたいと思いますの

で、もし答弁があれば、こ の点についてもお願いを申 し上げます。

7点目の質問についても、促進方をひとつお願いを申し上げます。

あと、 8点目、 9点目についても、答弁の方向で促進をお願い申し上げておきます。

O副議長(米沢照男君) 市長ヲ

0市長(森田喜美男君) 高幡、百草台、住宅公団にかかわります一団地開発地域の公

道の移管と いうこ とについて、考え方を申し述べておきたいと思います。

一団地開発でありまして、区画整理事業で行った開発整備とは、つまり多摩平とは、事情が

違うわけであります。

もう一つは、住民の方には、日常生活その他支障のないようにすべきはもちろんであります

が、移管の促進については、私も確かにまどろしく思っておるわけでありますけれど、これは

あくまで、本来的には、公団の整備において完了したときに受け取る、というのが原則だと思

います。

したがし可まして、 3者協議会、つまり市、それから住民、公団、この協議体があるわけであ

りまして、そこで調整をしながら、とにかく住民生活には、公団の管理であ ろうが、市に委譲

されていようが、関係はない、支障はない、という形で推移されるべきものだと思っておりま
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すが、 したがって、住民の方から市の方に促進を要望と いうのは、つまり、公団のしりをたた

け、という意味では成り立つわけでありますが、市がなにかまだ手続等がおくれているという

ことであるとすれば これは考え方を少し変えなければならな いと思っております。

もちろん市の責任に帰属することも、なしとは言いませんが、やはりそれらは公団がきちん

と、市に早く移管のできる条件づくり、体制づくりをするということでなければならないはず

でありまして、そのことのつまり双方の密接な協議、連絡ということは、これは必要だと思い

ます。

しかし、住民の方々から、市に、直接促進をしてほしいということは、とりもなおさずこれ

はある部分におきましては、住民と公団の直接の部分もあろ うかと思いますが、そういう 3者

関係ということの立場を明確にしておかなきゃならない。それが市の立場であり、余計な、公

団に責任を持ってもらうべきところを市が持つということであっても行き過ぎだ、こう思って

おります。

むしろ公団に、責任を転嫁するつもりではありませんが、ちょっと公団の方の対応にもたつ

きがあるんではなかろ うか、 ということを感じております。

趣旨はよくわかりますので、住民に支障がない、また、将来に問題を残さないと いうこと で、

促進はいたしますと、このようにお答えをし、もう住民の生活が 10年以上、 20年近くにわ

たって行われているわけでありますから、あたかも感情としては、道路は市の管理する道路で

あり、公園、その他、のり 面なども市が管理をするというふうにとられがちかもしれませんけ

れど、あとまだ災害要因もなしといたしません。そういうことを十分、誠意を持って双方が協

議を しながら促進をしてし可く、こういうふうに進めてまいるべき問題だと思っておりますので、

そのように御理解をしていただきたいと思います。

。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、再質問のございました点の中で、御要望とい

うことでございましたけれども、空き地の植栽につきましては、御趣旨に沿うような形で、公

団と接触をしていきたいと思います。植栽は可能でございますので、御要望におこたえできる

範囲内で、植栽を今後計画していくことはできるわけでございます。

それから、多摩動物公園付近の、特に自転車利用者に対する安全確保の問題でございますけ

れども、あの辺の道路そのものの形態からいきますと、 ( I踏切ですよ、踏切のJと呼ぶ者あ
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り)失礼しました。高幡付近ですね。道路規制の問題でございますので、速度制限の問題とか

を含めまして、安全確保ができるような、当然考え方を持ってし可かなくちゃなりません。一番

交通も多いわけですけれども、あの辺の交通渋滞というふうなことからいきますと、速度制限

をして、それが効果があるかどうかは、ちょっとまだはっきりしませんけれども、例えば、速

度制限をすることによって、自転車の出入りに安全が図れるというふうなことも、 当然湾えら

れるわけでございますので、そういう方向の中で、警察署の方とも道路規制の問題につきまし

て、協議をしていきたいというふうに思います。

それから、先ほど答弁漏れをいたしましたけれども、障害者が電話ボックスを利用できる、

車いすのままでの電話ボックスの利用ということの御質問がございま したけれども、これは私

の方でお答えするということかどうかは、ちょっと別にいたしまして、電話ボックスを設置す

るということになりますと、やはり便利のいいところに設置するということになりますと、通

常、 一部道路の歩道などを占有をいたしまして、設置をするというケースが多いわけでござい

ますから、そういう点で、当然、申請が出てまいりますと、道路占用許可という問題がござい

ます。

そういう立場で、私の方からお答えをいたしますと、御利用のある、そういう需要の市民要

望の中での電話ボックスの設置については、当然考えられるわけでございますので、電報電話

局で、すか、関係の機関と、やはりその辺のと ころにつきましでも、道路の管理上の問題も含め

ました中での折衝を進めて、御要望にこたえるような形の設置ができるかどうか、考えてみた

いと思います。

。副議長(米沢照男君) 竹ノ上武俊君。

022番(竹ノ上武俊君) それでは、若干の要望を申し上げまして、今回の通告いた

しました一般質問を終わらせていただきたいと思います。

ただいま、市長から答弁がありました。そのとおりだと思います。確かに百草団地、・高幡台

団地の外周道路の問題については、その整備については、公団側に主たる責任があると思いま

す。

しかし、私が言っ ているのは、長く住民が住んでいれば、当然道路というのは市や都が管理

するものだという、そういう感覚的、感情的な問題で発想しているわけではございません。既

に、昭和 53年度の議会で も論議されま したように、 そのときも 7年ないし 10年の期間がた
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っておりまして、余り長いという論議などがなされているわけです。それは、この外周道路が

公道として、車が非常に多数通っている都道並み、国道並みであるというような現実的な問題

から、さまぎまな要望が出されているわけであります。

ですから、そういうことについては、どこに責任があるかは別として、市として素早い対応

をしていくということが必要だということを、私は指摘したわけでございます。今後ともその

点については、そういう例がほかにありましたら、御配慮、をしていただきたいと思います。

重ねまして、先ほど議場からも声がありました。第二百草というのがございます。これも、

1 0年前後にわたりまして、空き家として放置されてきたものでございます。これも公団に責

任がある問題です。その付近の安全対策、あるいは衛生対策、草を刈る、こういうことについ

ても、私どもも指摘はしておりますけれども、市側からも公団に要望はしていただきたい。

間もなく、やっとこれが問題が解決いたしまして、分譲されることになっております。 これ

も、地元優先という方向で、分譲を開始するようですけれども、市からも、この問、随分日野

市民に迷惑をかけてきた建物でございますので、地元優先で、迷惑料も考えたさまざまな配慮

をするようなことを、 一言公団側に言っていただくのもいいのではないか、というふうに思う

わけでございます。

きょう、私、建設部長に、若干苦情も呈しました。しかし、最近の建設部の働きぶりを見て

おりますと、ガードレーノレとか、反射鏡とか、こういうのがすぐ立てていただくというような

努力も見られます。

また、例えば、私が何回かここでも取り上げました、百草台自然公園にホタルを飛ばすとい

う提案がどぎいました。これについても、建設部の方が積極的に御協力をいただきました結果、

地元自治会や住民の方々が努力されまして、きょうこのごろホタルが発生をするに至ったわけ

でございます。感謝を申し上げておきたいと思います。

最後になりま したけれども、 革新市政第 4期目が誕生したわけであります。きのうは、選挙

戦の結果については、いろいろの見方をおっしゃった方がおられます。しかし、これはそのと

きのいろいろの組み合わせによって、票というのは出 るわけでございます。

私はむしろ今回は、例えば、共産党と社会党が 4期日の森田市長さんを、政党として推薦を

した。しかし、その持たれているこつの政党さんの票を合わせますと、とてもこんなにたくさ

んの支持が生まれるはずはなかったわけでございます。そういう見方をいたしますと、やはり
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私は、森田市長の3期 12年間の実績がすばらしかったということも言えるし、また、森田市

長の、革新市長らしい人格がすばらしかった、そういうことが言えるのではないかと思います。

また、市の職員の皆さんにも問題はありませんけれども、さっき建設部の例を挙げましたよ

うに、革新市政らしい市民サービスも、やはり徐々に向上してきているということも、評価さ

れたのではなし可かと思うわけでございます。

第4期目森田市長の誕生をお祝い申し上げるとともに、ますます一層民主的、効率的な行政

が発展されることを念願いたしまして、本日の質問を終わります。

どうもありがとうございました。

0副議長(米沢照男君) これをもって 5の1、交通問題の懸案事項、現状と今後の展

望についてに関する質問を終わります。

6の1、簡易汚水処理施設を地区別に設置せよと、 6の2、公共下水道汚水管の実現年次計

画を市民に明快に発表せよの通告質問の内容が関連があるため、一括して質問したいとの通告

質問者、古谷太郎君からの申し入れがありましたので、これを許します。

6の1、簡易汚水処理施設を地区別に設置せよ(1，00 0 戸~ 2，0 0 0戸単位)、 6の2、

公共下水道汚水管の実現年次計画を市民に明快に発表せよについての通告質問者、古谷太郎君

の質問を許します。

C 6番議員登壇〕

06番(古谷太郎君) 質問を許されましたので、 6の1と2に関連いたしまして、

まず質問したいと思います。

きのう、市川議員から質問がありました。簡易汚水処理施設、第 1号が、ありがたいことに、

市川君の 53年の 3月の御質問によって、高幡地区に、高幡市営住宅及び高幡の潤徳小学校と

の聞に設置された。それが、ことしの 3月の予算書に出ています。私は、初め、どこへつくる

んだろうと。これは、本当にそう思った。どこへつくるんだろうと。 2，80 0万円。 301ペ

ージです、河川改良費。これは、私は、橋本君が清流課長になったんで、橋本君が非常に偉い

なと、口では言わなかったんですが、そう思った。

ところが、あに図らんや、やはり市川議員が 53年 3月に、時の、赤松助役、総務部長に約

束させて いた。こういう話をきのう聞きまして、やはりいちずの気持ちというのは、いつかは

実現するものだなと、感心したわけであります。赤松君が助役でなければ、きっとこの2，800
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万円とい う、 市川浄水場はできなかった、こうい うことになるわけです。

ですから、やはり最初に質問 した人が、 その名称をとる こと は当然、だと思います。高l幡市川

浄水場の建設が決まりましたことを まずもってお祝い申し上げたい。

私が昭和 32年に、 33年ですか、町長になっ たこ ろ、まだ川の水が きれいだった。日野の

至ると ころに、ハナショ ウブ、 カキ ツパ夕、それから アヤメ の花も咲いておりました。ところ

が、 だんだんとカキツパタやアヤメが、用水のふちから姿を消していっ たのであ ります。

しかし、 ここ2、 3年、美 しいアヤメ の花が d 議会で 6月に見られるよ うになりま したり事

務局の前に行きますと 、きれいな、やさしい、温かい感じの白い、紫の花が、大輪が咲いてお

ります。 この本会議場と 、その後ろの議員図書室との間にも、いつも、毎日きれいな花、アヤ

メの花が咲いております。これは、議会事務局に土方君がおいでになったおかげであります。

私も、たまたま今から十数年前から、 アヤメとかショ ウプの栽培をやろうと思いましたっ昔

懐かしい花を、土方君から株分けを していただいて、田んぼのふちに植えております。と ころ

が、同じ百であっても、 とても土方君のような見事な大きい花は咲かないっこれは、 心がけも

あるんです。第一、アヤメの花やショウブの花は、一番大切なのは水の質なんです。

きのう、私は、新井第二用水組合の方々の非常な熱意を、市川議員から聞きました。土方君

の住まいは、向島、新北中島であります。なるほど水のきれいさ 、これがもう根本的な問題の

違いだっ私の家へ入ってくる水は、下堰用水であります。日野用水の、下‘堰用水。

ところが、土方君の周辺には、新井第二用水の水が行っているわけでります。新井第二用水

組合の組合員の方々が、水を守ろうという気持ち、そして市川議員の、新井第二用水組合員の

皆さん方に対して、高幡からは汚い水はあげませんよという情熱、これが市川簡易浄水場が予

算化された根本なのであります。

私は、このような中で、御質問を申し上げたいと思うのであります。

実は、先日、約 2週間ほど前、私の家の裏に、農林省の日野桑園がございます。それが仲田

緑地として、今、模様がえをしております。毎朝、毎夕方、犬の散歩に参ります。ですから、

議会が遅くなりますと 、犬がかわいそうだなと、いつも思っているわけです。

それで、 2週間ほど前、水が非常にきれいになりました。私の家の方におりてくる水が。こ

れ、どうしたんだろうと思いましたらば、川に魚が入る。コイとか、フナが。それであすこに、

仲田緑地の中を通っている小川は、橋本水路清流課長が大変苦労されたと思うんですが、沈殿
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池があるんです。

コイ やフ ナというのは、魚は夜寝るんです。ですから、たまりがないと寝られな L可。ですか

ら、寝る場所のない、例えば日野用水に、よく日野市で夏たくさん魚を入れるんですっものす

ごく入れます。それが、もう 10月ごろになりますと、 1匹もいなくなるんです。死んじゃう

んです。 2カ月も 3カ月も寝る場所がなければ、人間だって死ぬかもしれません。

ところが、幸い橋本水路、小川には、魚を入れ、沈殿を、たまりができた。それで、その周

りを遊歩道をつくった。 日野の川がいろんな形で、簡易浄水されていく 。 この姿は、大変いい

ことだと思います。

実は、もっと明快に質問したいんですが、月曜日の朝、大切に大切にしていた私の前の犬歯

が抜けちゃった。聞きましたらば、定年が来たから抜けたんでしょう、そういうことでした。

そうでし ょう。 55年以上も私のために働いた歯なんです。そのため、入れ歯ががたがたして

いるわけです。その点は、ひとつ速記の人に申しわけないと思っているんです。ですから、ひ

とゥお許しを願いたいと思います。

さて、私がなぜこう市川君のような簡易浄水施設、あるいは橋本課長さんがつくられた、い

わゆる橋本水路方式、こういうふうな形をとって、少しでも水をきれいにする、日野市の清流

を取り戻していく努力をしなきゃならない、ということを申し上げているのは、結論的に言い

ますと、下水道を全くつくらなかったからです。つくっていれば、この施設は要らないんです。

これは、市長会が出している書類で、これは皆さ んよく御存じです。「東京としとうけLつだ、

市長会で出しているつ昭和49年、昭和 50年、これは 49年です。下水道の ことは、全く書

いてありません。 49年も 50年も。公共下水道のこの字も出ていませんo ところが、いつか

らあらわれると言ったら、 51年度から、やっと上下水道という欄で、下水道、面積による普

及率とが書いてあります。このときは、普及率は、日野市は全 26市の中で 4番目であります。

それで、今度は非常にはっきりしてきたのは、 55年からであります。これは、大変はっき

りしてきました。公共下水道、面積による普及状況及び普及率と 書いてあります。これにより

ますと、 51年に 14.7%だった普及率は、 5 5年度では 6.5%と出ております。 この 55年

度では、三多摩 26市の中で、 下から 4番目であります。秋川、稲城がまだ発足していません。

それを含めてです。 24市の中では、下から2番目。たった四、 五年の間に、上位 4番目から、

しりから 4番になったわけです。
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そうすると、 これはことしいただいた 59年度の版であります。これを拝見しますと、 この

普及率は、稲城、多摩を除きますと、一番びりであります。稲城、多摩じゃありませんO 稲城

と秋川市、 これはゼロなんです。やってないんです。ですから、やっている 24市の中では、

一番下に下がった。そういう ことが言えるわけです。 これは、都市統計協議会が、ずっと出 し

ているものです。

このような惨状の中で、わずかに光を見出すことができるのが、市川浄水場、あるいは橋本

清流設備、施設、こういう ことになるわけです。同時に、助役の大変な努力を買わざるを得な

いわけであります。

この両方で、約 6，000万円の予算が投じられております。 6，000万より多いんです。橋

本水路は、 建設部長、あれは工事が 4，500万程度だったね、清水組がやったのは、それから、

水路に対する施設が 2，000万ぐらいだったね、たしか。( rそうです」と呼ぶ者あり)もう

工事が終わりましたから。

そうすると、橋本水路については 6，500万円。これ、とてもいいです。ああいう施設をと

ころどころにつくっていただくと、川は大変きれいになるでしょうO 大変と いう言葉は変です

が、まあまあアヤメが成長できる程度にはなるんではなかろうか。そ うすると、水清き ところ

には美人も生まれるよ うになるんじゃないか。 ミス日本に、日野市の女性がなる可能性を生ず

るんじゃないか、こう思うんです。

そこで、簡易施設もつくらなきゃいけない。いけなくないんです。本当はですね、公共下水

道がどんどん普及していきゃ、あんな施設はもったいないんです。市川浄水場が要らな くなる

ことが望ましいわけですから。だけれども、あの 2，800万円をかけなければ、あのきれいな、

議場に咲いている アヤメは咲かないんです。も し、入れてしまうと。今のままだと。

今、吸い込みなんですよね。だから、夏、臭くでしょうがないでしょう。東風に乗って、き

っと市営住宅の人たちは、もう臭くて臭く でしょうがないと思 うんです。だから、 今度は臭く

なくなるわけです。

以上は、質問 1の問題、 2の問題についての前段ですが、そこで、私が質問する相手である

下水道課長、及び水路清流課長を、御出席を依頼してあります。先ほどから、おいでになって

いるんだろうと思って、時々見て、いささか市川君の御努力を申し上げてみたり、 してたんで

す。こういうことは、やはり議長としては、いつになったら回答者がいらっしゃるのか、見て
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いるわけですから、少し、まあ議長が副議長さんだからやむを得ないと思いますけれども

( r見えましたよJrモニターで聞いてたんだ。早く来なきゃだめだよJと呼ぶ者あり)

いや、やはり非常に忙しいんです。下水道課長、非常に忙しい。水路清流課長も非常に忙し

い。こういう課長さんが暇になることが望ま しいんです。日野じゅうが完備すれば、仕事がな

くなれば、 一番いいわけです。だけれども非常に忙しし、から、自席を離れられな いD

そこで、まず最初に、公共下水道汚水管の実現年次計画を市民に明快に発表せよという こと

で、下水道課長さんに聞きたいんです。

実は、昭和 54年 3月に、日野市の下水道基本計画が決定されております。ところが、それ

以来、いわゆる施設計画の設計が、一つもされていない。施設設計がされなければ、事業決定

ができないんです。基本計画を、 54年 3月にしました。そして、南多摩処理区と浅川処理区

は、 5 6年の 6月に計画決定をしております。この決定をしたら、すぐに施設設計に入らなき

ゃいけないんです。幸い、坂口課長の大変な努力で、昭和 60年度予算の中に、施設設計の予

算が計上されております。計画決定してから、丸 4年放置されたわけです。

この施設設計が、本年度終わります。そう いたしますと、その次に事業認可をとらなきゃい

けないんですから、どうしても必要なのは、財政計画と事業実施計画であります。これを出さ

ないと、事業認可がおりません。それによって、初めて、古谷太郎の住んでいるところは、大

体昭和 90年ごろはできるんではなかろうかというふうな、数字が出て くるわけです。あるい

はまた、日野台の方は、 21世紀まで、未来がありますから待っていてくれとか、こういう数

字が出てくるわけです。

ところが、坂口課長は非常に努力家です。そこで、坂口課長にお聞きしたいんですが、今私

が申し上げたと おり 、事業実施計画は昭和 63年 3月 31日までにつくれますか。あるいは、

っくりますか。見通 しをはっ きりと教えていただきたい。これは、坂口下水道課長がおっくり

になるものですから。決して結城部長さんがおっくりになるわけじゃないんです。

もう一つは、この計画をつくれという命令を、市長及び部長から受けているかどうか。

この 2点を、まず回答願いたい。

O副議長(米沢照男君 ) 古谷太郎君の質問についての答弁を求めます。下水道課長。

O下水道課長 (坂口泰雄君〉 御答弁いたします。

ただいま御質問の件でございますが、昭和 54年 3月に基本計画を策定したわけでございま
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すが、これの目標年次は一応昭和 70年と設定しております。そして、 57年から一部、南

多摩処理区 におきまして、事業に着手してきたわけですが、折からの国の財政圧迫から、非常

に厳しい状況下にあるわけでございます。

このため、 5 6年から第 5次下水道整備5カ年計画と いうものが、国の方で策定されており

ますが、この状況を見ますと、 5 9年度末で、達成率が 62，4 %にとどまっておりまして、こ

の結果、目標を大きく下回る達成率に終わる公算が大きいと思います。

また、最近では、この 5次5カ年計画が 60年度をもち まして終了いたしますので、 61年

から、さらに第 6次の下水道整備計画 5カ年計画の策定に入るわけですが、厳しい財政の折か

ら、大蔵省あたりでは、この策定を中止せよというような声も出ているわけで、ございます。

こういうような中から、非常に不確定な要素の多い中で、財政計画なり、 事業計画をつくる

ことは非常に厳しいんですが、今、古谷議員の方からお話ありま したとおり、 本年度をもって

全市の施設設計が終わりますので、基本計画に策定いたしました事業費は、大ざっぱな事業費

でございますので、今年度をもちまして、かなりシビアな事業費が積み上げができるわけでご

ざいますので、 これを待ちまして、 もとになります、まず財政計画を立てていきたい。

この財政計画に基づきまして、より現実性のある事業計画、どこの区域からどのように、 毎

年どのぐらいの事業費でやったらいいのかというような、長期の事業計画を策定 していきたい

というふ うに考えております。

0副議長(米沢照男君) 古谷太郎君。

06番(古谷太郎君) 今の質問にちょっとお聞き したいんですが、市長からなり 、部

長から、その作成の命令を受けているかどうかという御答弁がなかった。

それから、もう 1つ聞きたいのは、昭和 70年に完成する、いわゆる第 1期の、当初の日野

市の計画は、 1 5年で全域の汚水管を布設、公共下水道を汚水管を布設する、こういう計画で

すね。昭和 70年に完成ですから。

あなたは、これを、今度つくる昭和 63年、 2年ですか、に計画をっくり上げると きに、 日

野市全体は財政増のにらみから、どのく らいの年月 で計画をつくる気ですか。この 2つを答え

てください。

前の計画は、 1 5年で全部仕上げよ うと。今度、今、財政等のにらみでおっしゃいました。

また、 もう第 5次が終わって、全国平均が 62，4労も、もうでき上がっている。 日野市は 5第
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ですが、( r今のは違うんじゃないか。 5カ年計画の達成率から見て-一"Jと呼ぶ者あり 〉い

やいや、 5カ年計画じゃないんですよ、第5次計画の59年に達成されたわけです。それが

6 4.4第、こういう意味ですよ。

それで、あなた 15年、昭和 70年ですと、もう昭和 62年から始めると、 8年しかないわ

けだ。だから、何年間で達成する計画をおっくり になる予定ですか。これ、 命令を受けてない

じゃ、勝手なことはできないですけれど、どうですか。その点、答えてください。

0副議長(米沢照男君) 下水道課長。

0下水道課長(坂口泰雄君〉 御答弁申し上げます。

財政言十画、事業計画の策定についての指示は、以前から受けております。そんなことで、南

多摩処理区、あるいは秋川処理区については、これ全部施設設計を終わってございます。残っ

ているのは、浅川処理区の、万願寺の16 0ヘクタールを除いた、浅川の右岸処理区、あ るい

は左岸の処理区でございますっ

これを、昨年は浅川の左岸の施設設計をいたしました。今年度、右岸の施設設計をやりまし

て、全市が全部終わるということでございますので、それをもって財政計画なり 、事業計画を

つくっていきたいということでご ざいます。

それから、基本計画におきましては、昭和 70年度が一応目標でございます。あくまでもこ

れは目 標でございますが、先ほど申し上げました国の財政状況、特に公共下水道におきまして

は1 国費の状況によりまして、非常に事業年度が左右されます。そういうようなことで、国費

の長期展望を見ながら、また、施設設計によりますところの建設費の積み上げ、また、 一般財

源がどのぐらい投入できるか、そういうようなところを見て、事業計画を策定してし可かなけり

ゃならないと思っておりますが、一応、私、現在、試算でございますが、 59年度単価で全市

を、全普及する場合には約 500億かかるというふうな試算が出しております。

そんなことで、これを単純に 30年で実施した場合、この 500億の うち、国費は約 30%、

起債は 65第、一般財源が 13 $ぢというよう な比率になろ うかと思いますが、これも試算でご

ざいますが、地方債を見ま しでも、約300億百大体、全事業に対する割合として、 300億

ほど倒主債を受けていかなきゃならないというふうに考えております。

それで、試算でございますが、 一応30年ということで試算いたしますと、 事業費 50 0億

を30年間で均等 にした場合、年間 1億 6，700万円 の一般財源がかかる( r 1 6億だろう」
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と呼ぶ者あり)失礼し可たしました。 16億 7，000万の事業をやって L、かなきゃならないわけ

でございます。

この内訳といたしましては、毎年国費を 4億、起債を 10億、市費を 2億 7，000万円、こ

ういうト ータノレ、 1 6億 7，000万でやるわけでございますが、特に問題になりますのが、起

債の償還でございます。これは、現在の金利約 7.1%で試算いたしますと、 30年間借りてい

くわけですから、最終には、償還金は 60年でございますから、最終年度には 75 0億ほど返

さなくちゃならないというようなことになります。

特に、事業を始めまして 5年後には、事業に要する一般財源と、償還に充てる一般財源、こ

れが約 5億 5，000万、 1 0年後には 10億、 1 5 年後には 14 億、 20~可愛には 18 億3β00 万、

最終年度の30年が最高のピークになります。このときには、 一般財源 として 27億 7，000

万円、このような高額に達するわけでございます。その後につきましては、漸次起債の償還は

逓減していきます。いずれにしても、起債の償還は 60年かかるということでございます。

そのほかに、まだ流域下水道の負担金、これがやはり計画年次の当初の試算では、約 54億

円、これはほとんど起債で賄うわけでございますから、当然プラスこの起債償還が出てくるわ

けですので、そのようなことで、市の財政関係、十分検討しながら、整備年次を決めてし、かな

きゃならないというふ うに考えております。( r市長の方からも命令を受けてやっているのか

どうか。勝手にやっているのかどうか」と呼ぶ者あり)受けております。

0副議長(米沢照男君) 古谷太郎君。

06番(古谷太郎君) 市長からの命令を受け、一応、ようやく基本財政計画をつくる

ための準備に入ったと。

財政計画ができると、今度は事業実施計画をつくるようになるわけで、今の坂口課長さんが

いる限りは、異動がなければ、今後 32年後ぐらいまでには、何とか全市にわたって公共下水

道ができるだろうという、大きな希望が出たわけです。

これは、私は、今のような情勢では、 500年、 1，0 0 0年かかってもできないでしょうと、

前にも申し上げたんですが、しかし、今、坂口課長さんのような優秀な下水道課長がおられる

ならば、昭和何年になるか、 92年、 もう昭和はなくなるだろうと思いますけれども、これは

2 1世紀という言葉が当てはまるんだろうと思うんですが、まあ 21世紀の半ばごろには、何

とか形がつくんではなかろうかと、このようなお話がございました。
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しかし、それには坂口下水道課長のような俊才がこ α也位を占め、多くの人材が課長を助け

るという前提条件があるわけです。この条件なしには、達成不可能だろうと思う。そ こで、私

は、まず坂口課長を信頼いたしましたので、イ可とか、いよいよ始まるかもしれな L、。そのよう

に願いたいのであります。

次に、質問といたしましては、それでは、日野市民の中でも大変公共下水道で利益を受けよ

うとしているところがあるんです。すぐ受ける。来年から一一ことしからだ、 60年の 12月

から供用開始に入れるところがあります。これは、面積は非常に小さいのですが、百草園都営

住宅及び、それから東の地域です。いわゆる程久保川の北側地域、大栗 2号幹線という線が、

既に多摩市では稼働しております。多摩市で使われております。ですから、それに大栗 2号幹

線に接続を行っておりますので、 1 1ヘクタールですが、 3万坪ほどです。供用は開始されま

す。

同時に、南多摩処理区、要するに多摩市の方へ行く管がつくられる形になりますが、この点

で、もう 12月に始まりますから、まず第 1点をお聞きしたし、

この下水道事栓は、部長に聞きたい、これ。あるいは助役でもいいです。現在の多摩平料金

と同じでやっていただけるかどうか。もし、できなければ、 多摩平も 2倍、 3倍に値上げしな

きゃならないという可能性が出てくる。

なぜならば、その点、 9月議会に出さなければ間に合いません、これは。どうなさる気であ

るか。

第 2点としては、いいですか、家庭用の生活排水は、供用開始して以来の6カ月以内に、管

につながなきゃいけないんです。そうですね。相当の各家庭がお金がかかるわけです。配管設

備をしなきゃならなL、排水管の。これは、市が持ってやるのかどうか。あるいは、各世帯は

幾らかかるのか。及び、使所、 し尿関係を一緒にやれば、幾らぐらし可かかるのか、標準家庭で。

平均でいいです。

都市整備部長の答弁、及び料金についての条例改正を行うなら、市長の御答弁をお願いしま

す。

0副議長 (米沢照男君) 都市整備部長。

0都市整備部長(結城邦夫君) 私から、 2点の御質問についてお答え申し上げます。

まず、料金でございますが、今回、落川処理区の一部、 1 1ヘクターノレの供用開始を一応年
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度内に行う予定で、今作業を進めているところでございますが、供用開始になりますと、当然

その処理費として、料金が付加される ことになるわけでございます。料金につきましては、現

在、流域下水道の関連として、東京都の料金の体系にできるだけ合わせてしぺ、という方針を

持っております。

したがいまして、この料金を幾らにするか、現在、その額について検討を重ねているところ

でございます。

ただ、現在使用を開始をしております。供用開始をしております多摩平の処理場の料金体系、

これは都内におきましても、非常に低い料金体系になっております。将来を考えてみた場合、

多摩平は流域下水道の中に包括されてまいりますと、 当然流域下水道としての、東京都の料金

体系に近いものを付加していかなければならないことになろうかと思います。その時点で一遍

に上げるということは、これは非常に負担が大きくなるということで、 やはり現在の段階から、

供用開始をここで行います落川の処理区と同額で設定をしていく必要があろうかと思います。

したがいまして、 落川の地域の料金体系 と同額の付加を行っていくことで、 検討を今してい

ると ころでございます。

それと、 2番目の、供用開始がなされますと、御指摘のように 6カ月以内に家庭雑排水の接

続を行っていかなければならない義務が、使用者の聞に生じてくるわけでございます。 この辺

については、当然、公共升までは、市の方で設置をいたします。それから先、例えばお風呂場、

あるいは流し場までの管の設置については、各御家庭で、個人で負担をしていただくことにな

ります。

また、水洗トイレ に、現在くみ取りで水洗 トイレに切りかえるような場合に、水洗化が必要

になってくるわけでございまして、その状況によって、どのくらし、かかるかは、各御家庭によ

って違うわけでございますが、大体平均で考えて いった場合に、 20万ないし 30万の費用の

負担が出てくるかと思います。

以上でございます。

0副議長(米沢照男君)

06番(古谷太郎君 〉

古谷太郎君。

今、市長にお聞き したんで、 もう一度申し上げます。

今、部長から、下水道料金の大幅値上げをしなきゃならない。ところが、 多摩平が、 1万

3，0 0 0人の方々が住んでいらっしゃる。 この方々の料金を、 1，0 0 0人の方々が供用開始す
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るために 2倍にするとか、何十銘上げるとか、い うこと をすべきかどうか。

また、そうするんだと。 9月に御提案するんだと、今、都市整備部長おっしゃったんですが、

市長は 9月に提案なさいますか。大幅値上げを提案するか。

。副議長(米沢照男君〉

O市長 (森田喜美男君)

ることになります。

市長。

いよいよ公共下水道の新たな使用範囲が、 百草地域から始ま

下水道には、当然使用料が、公共下水道には使用料が伴うわけでありまして、その使用料の

計算基準、積算基準、これをどこに置くかと いうこ とも、検討をいたしております。

日野市の場合、特に、将来 3系統の流域下水道になるわけでありますから、 これも均一に体

系を組むべきものだ、こ のように考えております。流域下水道の形で、既に北多摩方面の各市

でも、料金体系が設定されておるわけであります。それらのことを十分比較検討もいたしまし

て、地方独自ではありましょうけれど、都の料金体系に沿うことを基準として、新たな使用料

の制定をするということになっていくと考えております。そのことにつきましては、 9月の議

会に、下水道使用条例、こういう形で改正案を提案することになろうと思います。

あわせて、今 日の多摩平下水道処理場の使用料金というものは、過去のいろいろないきさつ

もありまして、比較的低位に維持をしてきております。

また、一方に処理場が、つくった当時は余り迷惑のない地域であったかもしれませんが、現

在では周辺に相当な迷惑がかかっておるO つまり、臭気の発生であります。施設が古い、 ある

いは機能が不十分である、いろいろな設備としての老朽化があるわけでありまして、いずれは、

しかしこれも廃止すべき施設でありますから、現状にある程度の手を加えながら、維持管理を

していくというふうに考えております。

特に、汚臭につきましては、何らかの施策を早急に打たなければならないということで、今、

技術的な検討も進めております。そういう一面のサービスも合わせまして、料金の新しい設定

をなるべく早い時期に、 事前の説明もしながら進めていこう、 このように考えております。

以上です。

。副議長〈米沢照男君)

06番(古谷太郎君)

こうおっしゃい ました。

古谷太郎君。

市長は、今、大幅な値上げをする、条例を 9月に出しますと、
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そこで、私は市長に申し上げておきますが、十分で丈多摩平の皆さん方の御了解を得るよ

うに、住民集会を行わないと、 2倍、 3倍の値上げになる可能性があるわけですから、また 9

月の議会へ出されても、がたがたがたがたして、議会が通らなかったというふうなことが、も

しあれば、今度は落川、百草の供用開始ができないわけであります。料金が決まらなければ、

供用開始ができません。

しかも、落川、百草の方々は、個人で 20万円、 30万円という施設、いわゆる技管に自分

の御家庭から管を布設しているわけですから、これも大変なことになってしまう。今後の下水

道行政に影響する可能性が出てきますんで、ぜひひとつ多摩平の皆さん方が、夏休みを返上さ

れて、十分御理解をとられることを希望 しておきます。

下水道課長の説明の中で、私はもうちょっとお聞きしたいんですが、あなたは 62年に事業

実施計画をつくりたい、こういうお話でした。そうすると、私の家はいつ、あるいは奥住芳雄

君のところはいつ、ということがはっきり数字で、年月があらわすことができれば幸いだと思

う。私の質問要旨は、それですから。ある いは、谷 長一君のところはいつになるD これをひ

とつ、できるのかできないのか、教えていただきたい。

万願寺区画整理区域内は、これはもう決まったわけです。 これじゃないと、市民から、おれ

のところはいつできるんですか、と聞かれるんです。そうすると、いや、どうもよくわからな

いんですよと。そうしますと、市民の人は、私にこう言うんですよ、 「もう少し、だめだよ先

生、勉強 しなきゃ。ぼけてきちゃったJと。それはそうだと思うんだよ。( rそんなこと言 つ

人いるかねJと呼ぶ者あり)ええ。そのくらいのことがわかんなくちゃ、下水道がいつできる

んだかわかんないような議員じゃ、 しょうがないでしょう、これ。一番大事なんですから、こ

れ。

。 副議 長( 米沢照男君 ) 下水道課長。

0下水道課長 (坂口泰雄君) お答えいた します。

現在、実施しております南多摩処理区につきましては、 63年当時の事業認可をとりました

年次どおり、ほぼ完了を見ることができると思います。

それから、秋川処理区につきましても、 65年度末には秋川の処理場ができる予定でござい

ますので、 65年に完了は無理かもしれませんけれども、さして問題のある箇所はございませ

ん。
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一番問題がありますのは、浅川処理区の左岸処理分区でございます。浅)11から以北の地域で

ございます。この地域には‘多摩川中央幹線、いわゆる 2・2・11を通る幹線、並びに 1・

3・1を通る浅川左岸幹線、この二つの大きい幹線がございますが、御掌知のとおり、都市計

画道路ができておりません。私ども、 一応計画の段階では 都市計画道路に貫通を設定してお

りますので、この辺の進捗が一番問題ではなし可かと思っておりますので、その辺が解決されれ

ば、必然的に下流から整備が進んでいけるんじゃないか、というふうに考えております。

0副議長(米沢照男君〉 古谷太郎君。

06番(古谷太郎君) もう一度聞きたいんですが、例えば 30年後にはできるんだと。

昭和 92年までにはっくりたいという計画でやるんだと。

こういうふうになりますと、では昭和 85年度につくると ころはどこになるのかということ

は、事業実施計画ができたときにわかるわけで、すか。そ このところを、もう一度言っ てくださ

し、。

事業実施計画はできるというお話ですから、それでお聞きしているわけです。

O副議長(米沢照男君) 下水道課長。

。下水道課長(坂口泰雄君) お答えいたします。

一応施設設計が終われば、ある程度の事業計画ができるわけでございます。特に下水道の場

合には、幹線、もちろん画整備も下流から整備をするのが原則でございますので、ある程度の

プロック割りを考えまして、 一応年次割りの事業計画をつくりたいというふうに考えておりますo

O副議長 (米沢照男君) 古谷太郎君。

06番(古谷太郎君) 非常に、 62年、私はまだ、 夏になれば事業実施計画ができて、

恥をかかなくて済む、こういう、市民の方に聞かれたら、いつですよと。これは信頼する以外

にないんで、できるということを受けて、大変ありがたL、。

しかし、これに大きい前提条件をつけられてしまった。幹線道路及び枝管等を入れる日野市

の市道、生活道路ができていることを前提とすると、今、下水道課長から言われましたが、幹

線道路をつくるべき都市整備部長は、これの自信があるかどうか。この点はどうなんです。

。副議長 (米沢照男君) 都市整備部長。

都 市 整 備 部 長 ( 結 城 邦 夫君) ただいま下水道課長から御説明申し上げましたよう

に、浅川の左岸につきましては、下水道管を埋設するためには、どうしても計画道路、いわゆ
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る 2・2・11号線と 1・3・1号線、これの整備が必要になってまいります。

2・2・11号線につきましては、現在、万願寺の 1期の工事の中で、事業を進めていると

ころでございます。さらにこれを甲州街道に延ばすためには、どうしても万願寺の 2期の工事

を行っていく必要があろうかというふうに考えておりまして、万願寺の 2期についての区画整

理事業としての調査関係を、今年度から実施をするようにいたしてございます。

さらに、それを甲州街道を越えて 2・2・10号線までの問、いわゆる東町でございますが、

東町一帯については、現在区画整理事業等の面開発の計画はないわけでございます。しかし、

ここはモノレー jレの計画で、 2・2・10号線の中にモノレールが入ってくるということで、

現在の道路、計画道路のさらに変更を行ってし可かなきゃならないという、これからの都市計画

の問題がございます。

そういう中で、現在、東町の住民の方々と、東町の地域をどうするかということで、話し合

いを、 1年前から入っております。できることならば、そちらの方も組合施行、あるいはそれ

以外の施行で、区画整理事業をできれば施行していったらどうだろうかということは、今、 話

題になっていると ころでございます。その点についても、今後検討していく必要があろうかと

思います。

それの条例になってまいりますと、ことしから仲田緑地の中は、 一部事業を実施するとい

うことで考えておりますので、問題点としては、 2・2・11号線は東町をどうするかと いう

ことが、これからの課題になろうかと思います。

それと、 1・3・1号線については 万願寺の 1期の中で、同じく施行を、現在、用地をあ

けておるわけでございますが、さらに万願寺の 2期、これもできるだけ早く区画整理事業に入

っていく必要があろうかと思います。そ ういう中で、万願寺の 2期の中に入る 1・3・1号線、

これは区画整理と同時に、整備をしていくということになろうかと思います。

しかし、区画整理をこれから実施するとしても、非常に多くの金額、あるいは長期間のスタ

ンパイを要 します。

したがいまして、 1・3・1号線の現在の計画の中に下水道管を入れていくということは、

非常に将来に向かつては時間がかかり過ぎるんではなかろうかというふうに考えております。

したがいまして、万願寺の 2期の中をどうするかという問題があるわけでございまして、で

きることならば、一部現在の幹線のjレート 変更を してでも、 上流方向に向かつて管を延ば して
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いくという計画変更が、当然必要になってこょうかと思います。それについても、現在、下水

道課の中で検討は行われているところでございます。

以上でございます。

O副議長(米沢照男君) 古谷太郎君。

06番(古谷太郎君) 今の回答で、私はちょっと驚いたんですが、流域下水道は高幡

の2・2・11号線、今の都道です、あれを通って、ずっと処理場に行くように、かつてはな

っておりました。

ととろが、今度補正予算第 1号が、私の手元へ参りました、先日。それを見ましたらば、そ

の流域下水道の幹線を入れるために、日野市が用地の先行取得費を、用地費を計上され、予算

化されて出ております。 これは非常に大きい変更なんです。

これは、恐らく、私はこう思ったんです。高幡の区画整理をやって、うまくやろうとしたと

ころが、なかなかうまくいかなし可から、それでは昭和 65年の浅川処理場の稼働に間に合わな

い。 65年には汚水が浅川処理場に入らなきゃならな L可。だから、当然、あなたの説明のよう

に、 浅川の南側の方が先に行きます、 というんで・すから、もちろん八王子の方から来るんです

から、その汚水を何とかしなきゃしょうがない。

そこで、日野市は先行取得を、入れる場所の先行取得のための予算を、補正第 1号に出して

きたわけです。 これは間違いであるかどうか、都市整備部長にお聞きしたい 1点です。

もうーーつ、僕は申し上げたい。

それならば、これは八王子市民のためにつくるわけです。いずれは日野市民のためにもなり

ます。さ しあたっては。

それならば、もう 1点、日野市民のために、甲州街道からいわゆる今の仲田の 2・2・10 

号線まで、仲田緑地のとこまでの 2・2・11号線の用地の先行買収も、この予算に出して く

るのが当然じゃないか、こう思うんですが、どう なんでしょうか。

この2点について 回答してください。

。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、ただいまの2点についてお答え申し上げ

ます。

まず、流域幹線については、従来の計画、現在の計画では、御指摘のように、 2・2・11 
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号線の高幡の、今度計画をしております踏切立体化の地点を通過して、 2・2・12号線に入

っていく計画であったわけでございます。

しかし、この計画でいきますと、問題点が 1カ所あるわけでございます。というのは、処理

場から管が出ま して、ちょうど現在の計画では、日野高校の正門から対岸の中島の方に、浅川

の下を横断することになっておるわけでございます。この横断箇所を、流域下水道本部と京浜

工事事務所の間で、協議がずっと行われてきたわけでございますが、 横断道路については、川

を直角に渡らなきゃならぬという、一つの制約があるわけでございます。

それについて、日野高の正門から対岸に渡ってし可く現在のルートでいきますと、直角に渡し

た場合には、対岸の中島の方の受け入れのところで、どうしても民地に相当大きく処理施設が

変わっていくというような問題がある。それを解決するためには、相当の時間がかかる し、ま

た、ルートとしても、今後 2・2・11号線の拡幅の問題、あるいはモノレールとの関係、そ

ういった整合性から考えて L可く場合に、やはり時間が、幹線の埋設としての時間がかかってい

く。

そういうことよりも、日野高の正門の前ではなくて、現在、少々下流の方にテニスコートが

あるわけでございますが、そのテニスコートから対岸に流域幹線を渡 した場合、非常に工事と

してもスムーズに行く。ただ、問題と しては、そこに現在道路がないわけでご ざいます。

したがいまして、道路が設定があれば、その下に下水道管を埋設できるとしづ、東京都の方

とのいろいろの協議の中で、できるだけ早く幹線を施行するという ことで、この道路を市の方

として何とか考えてもらえないだろ うか、というお話もあったわけでございます。

地域の住民の方々といろいろお話をした結果、道路と しては 1本欲しいという地域でご ざい

ますので、それについて地主の方々が努力を していただいたという経過でございます。これに

よって道路をつくり、その下に下水道の流域幹線を布設するということで、非常に早く、また、

日野市の負担としても、従来のルー トよりも幾らか安い負担で、この幹線ができるということ

もどぎいますので、そういう変更をいたしたいというふうに考えているわけでございます。

それから、 2点目の、甲州街道 20号線から仲田の、いわゆる東町の地域の用地買収という

ことでございます。これにつきましでも、できるだけ早く幹線を延ばすためには、市の方、あ

るいは東京都の方で、道路用地の先行買収が当然必要になってまいります。

その辺について、東京都の方の、そういう用地買収ができる段階では、進めていきたいとい
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う希望を持っ ておりますし、 東京都の方でできない場合には、市の方がかわって一部先行買収

するという こともあり得るかと思います。

しかし、その前提としては、やは り地域の住民の方々 と十分協議を行っていく必要があろう

と思いますので、現在、私どもが地域の住民の方々とお話し合いをしております中で、こうい

った問題についても、今後話し合っていきたいというふうに考えます。

以上でございます。

0副議長(米沢照男君) 古谷太郎君。

06番(古谷太郎君 ) 私が、今、市長にもおわかりになるでしょう。

この道路は、補助金がつきます。東京都がやれば。流域下水道の用地で、すから。布設するた

めの用地です。 しかも、 東京都がやるべき性格のものです。これを日野市が買って、日野市道

としてつくって、どうぞ、東京都に、お使いくださいとして出す。

私は、これは悪いとは言いませんD これは森田市政の大きな転換なんです。今までは、大抵

の場合は、東京都が平山橋をまだできないから、パスはだめなんです。高幡橋ができないうち

はどうだとか。

今、建設省が 1・3・1をつくらなし、から、公共下水道は難しいんだと。国や、東京都や、

他の個人の責任にしてきたのが、森田市政の姿勢なんですよ。全部そうでした。

ですから、今度、病院のこともそうなんです。医王病院の跡地が残っているから、だれかあ

っせんしてもらう。だれかにやってもらうんだと。そういう答弁がなされております。

しかし、今度の流域下水道の買収は、東京都に優先して日野がつくってやろうという姿勢を

示 して きたのです。これは大きな変化なんです。根本的な変化がここにあらわれた。私は、大

変うれしいと思う。やは り森田市長も 12年間やっているうちには、何もしなかったか ら、こ

れじゃまずいなとお思いはなり始めたと私は信じて、 喜んでおります。

そこで、その姿勢の中から行けば、 2・2・11号線の先行買収、こ れは東京から金をもら

えます。あとでもらえます。

今度、第八小学校のとこへつくる道路は、東京都からは 1円ももらません。しかも、補助金

ももらえません。日野市が。それはそうなんです。 8メートルじゃ、補助金対象にならなし、

で、すから、そういう犠牲をも払って、積極的に姿勢を転換されたということは、高く評価した

し、と思います。
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その姿勢の中で、ぜひ私は、御質問申し上げたいのは、 30年、 40年先になりやできます

よというお話も結構なんですが、その間に、市川浄水場のような施設、あるいはまた橋本水路

のような施設を、各所につくるようにすべきではなかろうか。いずれは、枝管は市の負却であり

ます。幹線、いわゆる 25センチ以上の管になりますと、国庫補助金がつきます。東京都の補

助金がつきますけれど、 25センチ以下はっきませんから、当然これは市でやるわけです。

目、五丁目の汚水を第 1次浄化して、まず仕方がないから、大栗川へ流しておく o こういうふ

つにしておいたらどうかと。

そこで私は、ここに書いてありますように、これは 1，0.00戸ないし 2，00 0戸じ ゃなくて、

1，0 0 0人ないし 2，000人単位というふ うに、これは間違ったんです。まあ 3，000人以下

というふうに考えたんです。 3，00 0人以下の地域を 1ブロックに して、非常に汚れているよ

うなとこ、簡単に言えば、日野台第 4、日野台四丁目、五丁目、あるし 1は日野台二丁目、一丁

目、これを一つのブロックにするわけです。そこに市川浄水場のような処理施設をつくる。こ

この点は、考え方、あるいは市長でもいいです。せっかく市長、第 1歩を踏み出したんです

から、市川君のおかげなんです。やっと市川議員の願いが、 8年目に実現しているんですから

だからそういう点で、その実現を市川さんだけが願っているんじゃないんです。恐らくすべて

の議員、すべての市民が願っていると、私は思うので、この点については、市長はどのように

お考えになるか、御説明願いたい。

れ、非常に今進められている施設のようです。

建設省の第 6次計画には、大いにこの施設を、要するに小単位でいこう、全部一遍に集めな

いで、第 3次処理だけは終末処理場でやろうと。少なくとも第 1次処理は、生活雑排水は市川

処理場でいいんですから。浄水場で。これは一つの大きなテストで、たくさんつくれば値段も

安くなるわけです。非常に簡単に言えば、あすこの団地、姥久保団地なら姥久保団地で、あす

あるいは、それが不可能か可能かは、下水道課長ある いは清流課長、両者からお願いしたし、0

0副議長(米沢照男君〉 市長。

。市長 (森田喜美男君〉 一つには、浅川処理区の流域下水道幹線、これの位置の変更

になるわけでありますが、今回の補正予算 の、つまり 予備費を事業化した、その一番中心の事

業として、用地費という、 そういう表現ではありますけれど、下水道の大・きな前進のために踏

み出しているというふうに、私自身も考えておるところでありまして、最高に必要な施策の一

つだと、こう思っております。

こで処理しているわけです。だからあの程度のものをつくればいいんですが、当然、いずれは、

市のお金でつくらなきゃならない枝管を入れなきゃならない。

今、日野台四丁目へ枝管を入れます、ことし。これは、起債でも何でもないんです。御承知

のように、市の単独事業で♂市がお金を出してつくるわけです。せっかくつくるんだから、日

それから、いわゆる流れの浄化装置、この一つの形が、今回高幡の市営住宅の排水を合わせ

て、あの地域の用水とともに、何らか浄化をひとつやってみよう、こういう実験であります。

このことを、他の、例えば日野台の四丁目、五丁目でありますとか、あるいは姥久保の 一

団地でありますとか、適用できるかどうか、これはやはり~つの流れがないと、流末 との関係

において流れが必要だ、こう思います。

あわせて、また、そういう用地が取れるだろうか、こういうことも伴っております。

高I幡市営住宅の排水の場所には、一応流れがあるわけでありまして、ここ にどの程度の成果

が上げられるか、この評価をしながら、今後の可能な範囲で検討はしていきたい、このように

思います。

野台四丁目、五丁目に簡易浄化槽設備を布設しておけば、将来、本管、幹線が迎えに来たとき

に、すぐつないじゃえばいいわけです。すぐつなげられる。もう基本計画、施設計画ができる

んですから、施設設計ができ上がった段階で、枝管が集まる場所ごとに、簡易浄化施設を設置

すべきだと思うが、この点について、水路清流課長、これは水路清流に非常に関係があるんで

す。あるいは、下水道課長の御返事をいただきたし、

私は、 当然やるべきだと思う。そうすれば、今の向島の水を、向島用水をなぜ入れなかった。

入れさせなかったんです。断ったわけです。だから、どうしてもしょうがなし、から、市川浄水

場ができたわけです。 こういうふうなやり方じゃなくて、むしろ積極的に、市が積極的に日野

台四丁目、 五丁目、 今、枝管を入れている。せっかく入れるなら、それを生かすように、四丁

0副議長(米沢照男君) 古谷太郎君。

06番(古谷太郎君) 下水道課長、どうだL、。あるいは清流課長。どっちでもいいよ。

これ、清流課長だろう、市川浄水場は。そう思うから聞いていたんですが、違うんですか。

もうちょっと言いますよ、いいですか、清流課長。

今度、市川浄水場は一つの方法です、これ、野川のD このほかにも幾つかの方法があ る白 あ
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れだけが、あれは一番いい方法で、市川浄水場の第 1号ですから、このほかの方法で、例えば

姥久保都営のとこの臭みをなくすことも、僕は可能じゃないかと。あなたは非常に勉強されて

いる。

そこで、今市長の方は検討してからというお話ですが、課長はもう検討を十分しているから、

橋本課長のホープというか、意見、計画、希望をもっとお聞きしたいのであります。専門家か

ら意見を聞きたい。

以上です。

O副議長(米沢照男君) 水路清流課長。

0水路清流課長(橋本栄寓君) お答えいたします。

基本的には、今、市長が回答 したとおりでございます、私の考え方も。

ただ、今お話を聞いている中で、高幡の市営住宅という中の浄化装置という問題がございま

すけれども、これはあくまでも、市長の今の回答の中とは重複いたしますけれども、水路に流

れてきて、その水路の浄化のためにこういう施設をつくるということでございます。

ですから、今、古谷議員さんの御質問しているような形の場合ですと、こういう技術的な考

え方じゃなくて、あくまでも管を入れて、それでそれを修正してきて処理場をつくる、という

ことでございますから、これはもう事業費が相当、今古谷議員さんがおっしゃっているような

考え方でいきますと、かかるわけでございます。

ですから、私の方の浄化というのは、あくまでも水路の中に放流された、その水路をきれい

にする、という形のものでやっているわけでございますから、こういうものでしたら、今後、

先ほど市長が申しましたように、第1回の実験を重ねていって、必要であれば、またその都度

検討をしていきたいという考えでございます。

0副議長(米沢照男君)

06番(古谷太郎君)

古谷太郎君。

下水道課長にお聞きしますが、今、各団地ありますね、高l幡団

地でも百草団地でもいいんですけれども、あれは 2，00 0人、 3，000人なんていうもんじゃ

ない、ものすごく大きいですが、 2，000人程度の浄化槽をつくるには、どのぐらいで大体で

きているんですカ〉。

非常に簡単に言えば、私は、中学校における浄化槽程度でいいんじゃなかろうかと。中学校

の浄化槽、これはどのぐらいのお金をかけているか。それ、何億なんでかけているわけがない
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んです。

そういうことで、わかりませんね。では結構です。それ以上お聞きしても無理ですが、全般

として私は、ぜひ市長の積極的な変化を、清流を取り戻そうということで、少なくとも市長は

今回の予算に関する限りは、非常に積極的な姿をあらわしています。昭和 60年度は、もう既

に橋本君がつくった仲田の清流浄化装置、及び小)11です、あれは小)11です、川ですが。それか

ら市川君の提案による高幡浄水場、こういうのを積極的に進めている。

あるいはまた、第八小学校のわきを通る流域下水道の大幅な事業変更、それも市費 1億円も

投じているわけです。だから、少なくとも今までとは全く変わった、少しは浄化したいという

気持ちのあらわれが、予算の中にあらわれてきた。 これは非常に結構なことです。 12年間お

やりにならなかった結果が今日なんですから、やはりみずからまいた災いは取り除いていただ

きませんと、私ども市民は大変困るわけです。

特に、それで最後に申し上げておきますが、これも新聞ですからあれですが、もう 5月 17 

日の、これは朝日ですか、府中市も下水道 100%完成。 20年です、 20年で完成です。

ですから、そういう意味で、下水道課長は 30年ということを、 計画で、おっしゃっていまし

た。しかし、市長の方から、 「よし、 わかった。金を出してやるか らやれ。毎年 3億 5，000

万円から 4億円は間違いなく 一般会計から出してやる」と、こう言 えばいいんです。そうすれ

ば、 20年になる。

私は、もっと言いたし可。 10年か 15年にしてもらいたい。第一、もうこれを見ますと、た

くさんの市が 100%なんですよ。武蔵野、 三鷹、小金井、狛江、これ 100労です。府中も

100猪口

しかも、府中市は、これを見りやおわかりになりますが、最初は何もなかったんです、 最初

のときには。だから、日野市はちゃんとあった。ずっと抜かれちゃったわけです。いろんな理

由もあると思いますが、ぜひひとつこの点は、発想の大転換が今度行われていますから、この

転換を忘れないでいただきた L、これを希望 しておきます。

。副議長(米沢照男君) これをもって 6の1、簡易汚水処理施設を地区別に設置せよ。

( 1，0 0 0 戸~2，0 00戸単位)、 6の2、公共下水道汚水管 の実現年次計画を市民に明快に発

表せよに関する質問を終わります。

6の3、京王線を高架にせよについての通告質問者、古谷太郎君の質問を許 します。

-261-



06番(古谷太郎君) これは、よく 覚えているんです、 昭和 44年、東京都と営団地

下鉄¢涯伸計画ができた。そのとき、私鉄との聞をどうするかということになる。それで、京

王線、小田急、こ れを全部高架にする。そのことが決定されたんです。

そこで、 23区の中をまず高架にする。それからだんだんと高架で延ばして くる。それで、

高架希望の都市の申し出を受けつけました。皆さんも御承知のよう に、既に京王線は、聖蹟桜

ケ丘まで高架になります。着々と工事が進んでおります。

また、同時に、 日野の平山を過ぎてから高架になります。八王子市分は高架であ ります。日

野だけが高架にならない。これは、やはり昭和 52年か、もう 東京都内は終わったんです。そ

れ以後は、今度は三多摩に入る。あるいは神奈川県に入っ てい くわけです、小田急ですから。

日野市だけはならない。不思議ではありませんか。

そこで、ぜひ市長に、少な くとも、大事な ことがあ る。多摩か ら大栗川、 落)11から真っすぐ、

国立と府中の四谷に橋がかかります。この問、都市計画決定を日野市でやったわけです。日野

市の都市計画委員会で。この橋は、京王線の上を通るようになっている。これを、京王線の下

を通るようにしておかないと、将来日野市だけが、京王線沿線の中で、日野の部介だけが高架

でないということが、はっきりするわけです。できなくなるわけです。

もう既に、高幡橋から平山までの間はできません。あれが、最近は八王子がやっています、

今、盛んに。高架に。 だから、八王子の北野の方は高架になります。日野だけ高架にならな い。

これは私は、やはり市長としては、後世に大きな汚点を残すんじゃなかろうかと。

特に、今度の流域下水道の道路をつくっても、 やは り第八小学校のと こへ新たな大きな踏切

をつくるよ うに なるに違いない。つくらなきゃ、 8メートル、あの道路は 8メー トノレありませ

んから、今。ですから、それを高架にする運動を猛烈に起こすべきだと思う。

高架にするというのは、市町村が幾らか負担するんです。どのくらい負担するかというと、

高幡から聖蹟桜ケ丘までを高架にした場合の工事費、これを 30 0億円 と仮定するならば、そ

のうちの 1労ないし 2必負担すれば、高架になります。あとは補助金とか、負担金等でできる

んです。

だから、なぜしないのかわからないんですが、市長のお考えをお聞きしたいのであります。

以上。

O副議長(米沢照男君) 古谷太郎君の質問についての答弁を求めます。市長。
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。市長(森田喜美男君 ) 京王線の立体高架化ということは、私も望ましいことだとい

つふうに、かねがね考えてまいりましたが、高幡橋の設計において、あ るいは平山橋の設計に

おいて、滝合橋はど うなっていますか、 要する に、 橋の設計で頭が押さえられている。高幡駅

の、例の待避線、つまり車庫を置いてあ りますが、あれをつくる際に、なぜ立体化と いう こと

を求めなかったのであろうかとい うことを、いろいろと調べてみますと、やはり 高幡橋の頭が、

設計上、既に押さえられであるということに起因をする、というふうに聞きました。

これからでも、立体化できるものはなるべく立体化するO 特に、今御指摘の第二関戸橋の通

り、 1・3・4ですか、これらにつき ましては、そのことの施工 もぜひしなければいけない、

このように感じておったところであります。百草の駅もやれるはずでありますから、これから

求めてまいりたいと。( rl・3・4は違っているんじゃないかJと呼ぶ者あり)

ただ、今回の改造もそうなんですが、ただ、今言われる よう に、立体高架化が、地元市の負

担が 15ぢか 2猪で済むということは、今日はあり得ない、こういう状況でありますo 現在、八

王子、あるいは府中でも、都との関伐で懸案になっておりますが、地元負担ということがかな

り強く求められるとo なるべくそれを都に、少なくも都に、いわゆる地域で負担する介は、都

道であればなおさら都において負担をしてほしい、そういう主張を、市長会の立場では一致し

て行っ ておる、 こういう状況であります。

今後の課題として、できるだけ努力をいたしたい、 このように考えております。

O副議長(米沢照男君) 古谷太郎君。

06番(古谷太郎君) 企画財政部長にちょっと聞くけれども、この負担は、八王子は

幾らしているの、何猪口決まっていると思うんです。あるいは府中市でもいいですよ、事業を

どんどんやっていますから。

。副議長(米沢照男君) 都市整備部長。

。都市整備部長(結城邦夫君 ) それでは、私からお答え申し上げます。

先ほど、 1・3・4号線、第二関戸橋の公道について、せんだって計画変更を行わせていた

だいたわけでございますが、その中で、京王線の交差部分については、アンダーパスというこ

とで、決定をしてございます。したがいまして、先生のおっしゃるところは、ここで充足され

ているかと思います。

それから、八王子あるいは府中市で、どのくらいの負担をしているかと。その額については、
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私、つぶさには知らないところでございますが、考え方として、立体化、高架化を行っていく

場合、 1キロメートル当たり約、現在の段階で、 115億円が必要となってまいります。

その費用の負担でございますけれども、鉄道関係、例えば京王線の方では 20第、それ以外

の80猪については、都市計画事業者の負担 ということで、国、都、市、それぞれが負担をす

するという、このような割合になっておるというふうに、私どもは聞いております。

以上でございます。

0副議長 (米沢照男君) 古谷太郎君。

06番(古谷太郎君) これは、昭和 44年に発足した当時は、 1. 7 %ぐらいでした。

区の負担は。これは、もちろんいろんな状況によって若干の差はあります。ですから、今のよ

うな御説明です と、恐らく 109ぢぐらい負担しなきゃいけなし可かもしれなL可。

しかし、そうなっても、 百草から高幡の間は 2キロちょっとであります。ですから、 2 5 0 

億円程度あればできる。だから 25億円負担すれば、でき上がるという形になるわけです。非

常に楽になります。踏切がなくなりますから。この点は十分検討していただきたい。また、検

討されるというお話ですから、お願いします。

最後に、 4点ですが、先ほど申し上げましたように、私は医王病院の跡地をどうしろとかと

いうことを言つてなL可。旧七生村に、総合病院、医療センターをつくれと言ってし唱。

。副議長(米沢照男君〉 古谷議員、まだ終わっていませんので。

これをもって 6の3、京王線を高架にせよに関する質問を終わります。

6の4、旧七生村地区に総合病院医療センターの建設実現は何時になるのか、明らかにせよ

についての通告質問者、古谷太郎君の質問を許します。

06番(古谷太郎君) 簡単に言います。

昭和 55年に市長は、花輪医師会長、その他の方々にお願いして、旧七生村地区の医療体制

をどうするか、ということをお諮りし、答申をいただいております。

これによれば、保健所の手前、西側のあすこの地に、総合病院及び医療センターをつくる。

それで、その医療担当は、日野市医師会に任せてもらう、こういう申請が出ています。

私は、なぜこの御申請を、即座に実施するように、あの用地買収は今すぐ、ここに高橋通夫

さんがいないからあれですが、須崎さんや高橋さんは、あすこの用地は、よく頼めば売ってく

れますよ。だからそのように、なぜ実現を促進しないのか。

一筋4-

それは私立の医王病院だとか、だれだとかいうこと、これは論外です。これ~ うんとつく っ

ていいんですけれども、まず、市が責任を持ってつくる。それは答申をいただいたんです。し

かも答申を出した人たちも、つくるという前提で答申をしているわけです。場所までしているo

ひとつ、その点、市長はいつつくるのか。あるいは、つくる気がないのか。民間医療で、 医

師会に任せていいじゃありませんか。この点、率直に答えてください。あと 4分ありますから、

ゆっくりでいいです。

0副議長(米沢照男君〉

O市長(森田喜美男君〉

古谷太郎君の質問についての答弁を求めます。市長。

日野市には、既に市立病院がありますので、これを中心とし

て、交通体系の整備によって、全市民に共通の利用をしていただしこういうことが私は基本

だと思っております。

当時、医師会立病院ということの、医師会側の要望はございましたけれど、これは実現不可

能でありました。

それにあわせまして、南部の医療体制は、今後のもちろん課題でもございますし、それから、

当面考えられるのが、やはり誘致という手段、多少の心当たりもあるということでありますか

ら、促進をしてみたいと思っております。

0副議長(米沢照男君〉

06番(古谷太郎君)

古谷太郎君。

もう一度市長に聞きますが、旧七生村地区は、ベッドが鰍す的

に少ないんです。だから、つくらなきゃまずい。

交通手段をいかに発達させても、多摩平の病院は、あれ以上大きくならなL、。だから、どん

なに交通がよくなったって、多摩平に今の 2倍も 3倍もの患者を受け入れることは不可能だと

思うから、高幡駅周辺におっくりになるようにすべきだと思うんですが、も う一度、お答えを

願います。

。副議長(米沢照男君)

O市長(森田喜美男君〉

市長。

南部の医療体制は、もちろん考えなければなりませんが、市

立病院を分院とか、あ るいはそういうような形でつくるということは、これは私は財政的にも、

それから政策的にも、不可能であり、また、無益なことだと思います。

医師会病院という考え方が、当時、主張されておりましたが、このことは既になくなってお

るというふうにお答えいたしました。
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0副議長 (米沢照男君) 古谷太郎君。

06番(古谷太郎君) もう一度、つく るのか、つく らないのかという ことを、ちょっ

とはっきり教えて くださ t'0 

0副議長(米沢照男君)

O市長(森田喜美男君)

市長。

医療体制の整備はすると 言っております叶その体制のやに、

つくるという、誘致という形でのつくるということを考えておる、こういうことであります。

0副議長(米沢照男君〉 古谷太郎君。

06番(古谷太郎君〉 時間が、あと 2分しかありませんから。

本当に、今度の質問にはいろいろ積極的に御回答いただいて、大変楽 しい質問でした。アヤ

メの花が、またカキツパタが日野じゅうに、各所に見られる日を楽しみにしております。

同時に、医療施設、あるいは京王線の高架も実現する夢を見ながら、この質問を終わります。

ありがとうございました。

0副議長(米沢照男君) これをもって 6の4、旧七生村地区に総合病院医療センター

の建設実現は何時になるのか、明らかにせよに関する質問を終わります。

お諮りいたします。議事の都合により暫時休憩いたしたいと思いますが、これに御異議あり

ませんか。

c r異議な し」と呼ぶ者あり〕

0副議長(米沢照男君〉

0副議長 (米沢照男君)

御異議ないものと認めます。よって暫時休憩いたします。

休憩前に引き続き会議を開き ます。

午後 O時 37分休憩

午後 1時44分再開

一般質問、 7の1、思いやりのある歩道の設置について問うについての通告質問者、小俣昭

光君の質問を許 します。

C 3番議員登壇〕

03番(小俣昭光君)

いただきます。

7の1、思いやりのあり 歩道の設置について問うを質問させて

障害者の中には、仕事や学校へ行くために、毎日外出している人もいます。そうでなくても、

毎日暮らして いく上でも、市役所や病院に行く必要が生じたり、買い物に出かけ ることもあり
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ます。重度の障害者も、文化やスポーツ、レクリェー ションを楽しみたいという、人間として

の当たり前の要求もあります。

その際生じてくるさまざまな困難について、それを障害者個人の問題にしたり、その解決を

家族や周りの人だけに求める人も多くありますが、それは正しくありません。

それは、皆さんも御存じのように、障害者が安心して自由に外出したり、自由に暮らしてい

くためには、どうしても行政の力で、よりよい市民の生活環境の整備が進められなければなら

ないのでありま す。生活環境を充実する ことと結びついて、障害者や家族、周りの人たちの努

力が発揮されるのであります。これまでに、障害者や、日常的な生活経験から出された要求や、

関係者の研究の成果などから、道路や建物について、どこをどのように改めたらよいか、かな

り明らかにされてきているのであります。

もっとも、環境整備の基準といっても、利用する障害者の障害の程度や状態に、かなりの違

いがあり、一律には言い切れない のであります。 この分野での建築工学、土木工学、人間工学、

機械工学などの専門家と、障害者問題にかかわる人たちとの共同研究により、今後、一層中身

を確かなものとしてし、かなければならないのであります。

町田市では、 10年前に、町田市の建築物等に関する福祉環境整備要綱を制定し、福祉の町

づくりに積極的に取り組んでいるといわれています。この要綱は、 百貨底、食堂、美容院など

民間も含む建築物や、道路、公風公営駐車場などが対象となっていて、整備箇所は、構内通

路を初め玄関、出入り口、 トイレ、公衆電話など、建築物関係だけでも 17項目の整備箇所が

あるのであります。

このような障害者のための設計基準を、日野市でもつくる必要があると思いますが、まず、

この点をお聞きしてから、具体的に質問いたします。

。副議長(米沢照男君) 小俣昭光君の質問についての答弁を求めます。福祉部長。

。福祉部長(高野 隆君) それでは、ただいまの福祉の環境整備要綱について、つく

る用意があるか、という御質問にお答えいたします。

近年、すべての市民が安心して住める町づくりを目指す、特に老人や障害者、妊産婦等の、

身体に何らかのハンディキャップを持つ市民の立場に立った町づくりの問題が、提起されてお

ります。高齢化社会の中での高齢者の増加、また、昭和 56年の国際障害者年を契機とした、

障害者に対する諸施策の展開等も、背景となっております。全国で、現在、 6 5自治体、また
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都下でも 7市が、御指摘の福祉の町づくりのための環境整備要綱を設置しているところでござ

います。

日野市におきましても、昭和 59年 11月に、市長の諮問機関として、障害者福祉協議会が

設置されましたけれども、現在、この障害者ネ読止協議会において、障害者も安心して住める町

づくりを目指す、その基準となるべき福祉環境整備要綱の検討を行っておるところでございま

す。

0副議長(米沢照男君)

03番(小俣昭光君)

小俣昭光君。

今、要綱の策定の研究が進んでいるというようなことが言われ

ておりますので、ぜひ、これはまた最後にお願いすることになると思いますので、お願いした

いと思います。

具体的に、第 1点目として 歩道のスロープの点でありますが、私は、歩道は人が安全に歩

くための歩行者優先の道と思われるが、この歩道がそうなっていなくて、狭い歩道なのに、車

を乗り入れやすくするためにしているところがあります。しかも、点字ブロックが、そのため

に、以前はあったと思われますが、はぎ取られたり、あるいは斜めに設置されています。

この場所は、西友ストア前など、また、富士電機の正門前などの歩道を、歩行者優先の歩道

として、平らにしていただけないでしょうか。この歩道は、光の家の人たちも通る場所であり

ます。

2点目として、 1・3・2号線の泉塚から市役所に寄った歩道についているスロープに、こ

れは本当に形式的なスロープがついています。あれでは、乳母車も利用できないほどス ロープ

が狭く、傾斜が強くて、自転車に乗ったまま乗り入れると、転倒もしかねないようなところで

あります。ここの階段、これは鈴木議員も 2年ぐらい前に指摘しているところであります。こ

こをぜひ、こういう場所は、また日野市ではかなりのところに見受けられますので、検討して

いただき、早期に改修をお願いしたいと思います。

3点目は、歩道のスロープ工事の際、車道の形態によりできると思われる水たまりが、あち

こちに見られます。特に、横断歩道に面したところでも見られるo

先日も、多摩平交番のところの交差点、スロープと点字ブロックの工事をしたばかりであり

ますが、豊田駅方向から紀の国屋、お菓子屋さんの前の、あの横断歩道に水がたまって、通る

車、左折する車が、その水をはねて通る。あるいは、歩行者がそこの水たまりをよけて通る。
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このような事態が行われております。

ここは都道だそうでありますが、私も早速南多摩建設事務所日 野工区に電話をいたしまして、

せっかく改修していただいたのに、これではありがたみがない、このようなことで、改修をお

願いいたしました。 1週間ぐらいでここは改修され、横断歩道も白線も引き直されましたが、

このような場所が、市内のあちこちで見られます。

平山 7号線においても、 3カ所ぐらい見られております。

また、 2・2・3、神明上の消防署のところの横断歩道、ち ょうど公園のわきでありますが、

そちらの方で、あるいはその下の東豊田四丁目のところにも、そういう箇所が見られます。

そのような箇所があちこちに見られておりますので、横断歩道を渡りやすくするためにも、

ぜひ水たまりをなくすために、対策を立てていただきたいと思います。雨が降っていれば、一

目瞭然でわかるのでありますので、ぜひこの実現もしていただきたいと思います。

また、都道の豊田陸橋などでも、両側に、ちょうど富士電機側のところに、陸橋を渡り切る

ところに、水たまりができております。ここは、前からずっとあったわけですが、ここでまた

陸橋の改修をいたしましたが、やはり水がたまっている。ここはかなりのスピードで車が通り

ますので、歩道にその水をはね上げるというような状況であります。近く にも民家があります

ので、民家の人たちも大変因っておりますので、ここをぜひ改修していただきたい。

4点目は、点字ブロックの誘導表示と警告表示が、日野市内に統一されていないと思います

が、見えない人たちは戸惑うのではなし可かと思います。点字プロックの統ーをするために も、

先ほどの福祉環境整備要綱を早期に実現していただきたい、というように思います。

ここについては、先ほどの多摩平の第一勧業銀行前の交差点、あそこに立ってみますと、 1 

カ所だけが点字が、ちょうど第一勧銀の前でありますが、ここの角には、点字ブロックが敷き

詰められておりますD

ところが、先ほど改修した多摩平商庄街、新しくカラー舗装をさ れているところ、ここは点

字がー列に、確かにありますというような形で置かれております。本当に必要な縁石と、車道

の境として、敷かれていないのであります。このようなところも、ぜひ早期に要綱を作成して

いただき、その中で改修するなり、あるいはこの部分では、光の家の人たちも大変通っており

ますので、改修をぜひお願いしたいと思います。

5点目は、豊田駅の南北通路階段にスロープの設置をということで、ここでは豊田駅の南口
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から北口に自転車を担いで、あの階段を上がってし 1く、あるいはおりてくる人たちが多数見受

けられます。八王子側の踏切は、踏切の遮断機がおりっ放しということもあります。また、遠

回りすると大変遠くなりますので、そういう点で、あすこを若い人たちは自転車を担ぎ上げて

おります。

ですから、ここの部分に階段を平らに一部だけでもしていただき、あるいは乳母車が通れる

よう、スロープを設置していただくだけでも、大変に助かるといわれております。どうか、こ

この部分について、ここは国鉄と話し合いをしていただきまして、協議していただきまして、

ここの部分についても早期に改修していただきますよう、お願いいたします。

以上、 5点について、積極的な御回答をいただきたいと思います。

おかつ、先ほど福祉部長の方からお答えがございましたように、福祉環境整備要綱ができます

と、 さらに細かい点で御配慮をしなければならない、構造上の問題も出てまいると思います。

そういう点につきましても、当然、改良をしていくという姿勢で臨みたいと思います。

以上でございます。

障のないような、そういう改善の指導をしてし可かなければならないというふうに思っています。

一般的に申し上げて、大変恐縮でございますけれども、幾つかの御指摘の中で、改良せざる

を得ないというようなところも、確かにございます。都道の関係などにつきましては、それぞ

れ私の方からも、都の方に申し出をしていきたいというふうに思っておりますけれども、市道

の関係の改良、歩道を切り下げたことによって、水たまりができるというふうなこともあろう

かと思います。

そうい う点につきましては、水たまりが発生 して、確かに歩行者の迷惑があるわけでござい

ます。水たまりの解消も含めまして、改良には努めていきたいというふうに思います。

一般的に申し上げたわけでございますけれども、歩道のスロープの改良につきましては、な

0副議長(米沢照男君) 企画財政部長。

。企画財政部長 (前田雅夫君) お答えいたします。

最後の、豊田駅の南北通路のスロープの設置の件でございますけれども、匡鉄の西局に協議

の申し入れを、現在してございます。今後、打ち合わせをしていきたいというふうに考えてお

ります。

。副議長(米沢照男君) 小俣昭光君。

03番(小俣昭光君) 歩道のスロープの問題でありますが、先ほどの西友前、それと

富士電機の正前前、ここについては、西友前歩道は 50センチぐらいの狭い歩道だと思います。

ここに、ちょうど西友の商品を運び込むために、 トラックが乗り入れます。そのために、その

狭い歩道を斜めに切り落としておるわけでありますが、ここについては、私は、逆にあの部分

については、違法駐車がされております。違法駐車を認めるわけじゃありませんが、 車道側に

違法駐車をされておりますので、むしろ逆にスロープを車道側に出す、そういう形で歩行者の

安全を守る、こういうことも検討はできないのか。

また、富士電機の正門前については、何年か前に富士電機の正門、門のと ころは後ろへパッ

クいたしました。ですから、あすこの部分については、歩道そのものを車道と同じように下げ

て、それから歩道を越えたところから、 富士電機の敷地の中からスロープをつけるなど、 歩行

者を優先にしたやり方はできると思います。ぜひこの辺、特に光の家の人たちが通う場所であ

ります。健常者でも斜めになっている、あるいは暗いときなどは、大変危険ですので、そうい

う点でも、ぜひこの 2カ所は早期に改修をしていただきますよう、お願い申し上げます。

また、豊田駅の階段のスロープの問題でありますが、これも大分前から要求を出しておりま

す。地元の人たちからも、市の方に要望が出されている問題であります。この問題でも早期に

話し合いをしていただき、そしてスロープをつけていただきたい、こ のように思います。

また、豊田の駅、南口階段につきましては、 屋根がないのであります。ですから、夏の日に

は、あの手すり、金属でできておりますので、夏の暑い日には手すりがさわれないほど暑くな

0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、歩道のスロープの改良の問題につ

きまして、まずお答え申し上げたいと思います。

都道を含めまして、多摩平地域、その他の地域の市道の関係なども含めまして、何カ所か具

体的に御指摘をいただきながら、歩道のス ロープの改良につきま して、御質問があったわけで

ございますけれども、一般的には、歩道の改良につきましては、道路構造の関係で、ほとんど

市内の市道は終わっておりますけれども、道路が築造された後に、いわゆる建物が道路沿いに

できますと、当然そこの建物の出入りのための、 車両の出入りなどによりまして、自主工事願

いというのが出まして、歩道の切り下げの申請があるわけでございます。これは、 許可をせざ

るを得ませんので、そういう点で、今後御指摘のないように、歩行、特に身障者用の歩行に支
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ります。

また、逆に冬の日は氷のように冷たくなりますので、とりあえずあの部分については木製に

していただくなど、あるいは屋根を設置していただき、そして利用者の利便を図るためにやっ

ていただきたい、そのように思います。

ここで、新たに 2点ばかりお願い申し上げます。

西平山五丁目の豊田団地内の都市計画道路予定地に、真ん中に、今使われていないところが

あります。ここは、その南側については、資材置き場などとして一部の利用されているみたい

でありますが、ここについて、ぜひ整備をしていただき、そ して中央の方に花などを植えて、

花壇あるいは植樹帯を設けていただきたし可。地元の人たちからも要望が出されていると思いま

すので、ぜひ積極的にこの問題、図っていただきたいと思います。

また、 2点目としては、新井橋の右岸の道路についてであります。この道は、高幡不動の踏

切、ここの交通が渋滞するために、近道として百草園の駅の方に行く車が大変多くなっ ており

ます。

ところが、新井橋から下のところ、坂のと ころは舗装されておりますが、おり切ったところ、

縁石からガードレーノレのところについては、舗装されておりません。ここについて、ぜひ舗装

していただき、すれ違いが安心してできるようにしていただきたし'0これも、早期に実現して

いただきたいと思います。

以上、新たな 2点について、あるいは先ほどの西友前、ある いは豊田駅についての問題、あ

れば、再度お答えいただきたいと思います。

0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、ただいま御質問のございました 2点につきまし

て、お答え申し上げます。

まず、第 1点目の、豊田団地内の道路の改良の問題でございますけれども、これは、御存じ

のように、都市計画街路2・2・8号線の予定地になっておりまして、既に用地が確保されて

いるところでございます。

現況は、市道大和田 16号線と 17号線というのが、南側と北側に走っております。これは、

もちろん、今申し上げた幅員 16メーターの用地内でございまして、現況では南側と北側に 4

メーターずつの舗装をした道路が取りつけられてございまして、したがって、 真ん中があいて

-272-

おるわけでございます。そこを、今御質問がございました、整備をして植栽をとい う御希望で

ございます。

御存じのように、 これも、今般お願いいたしました一般会計の補正予算第 1号の中で、土木

費で予算要求をしてございます。これから建設委員会で御審議をいただくわけでございますけ

れども、予算の確保措置ができ次第、整備をしていくという考え方でおります。

4メーターの車道がございますけれども、これを 1メータ一広げまして、 具体的には両側 5

メーターずつ、 10メーターにいたします。そして、残りの真ん中が 6メーターになりますの

で、その 6メーターを、道路との区別は、ガー ドパイプなどではっきり区別し、たしまして、そ

の中に植栽をしていきたいというふうに考えております。

ただ、公的な有効利用という面で、現在あすこは動く窓口車が駐車をいたしております。

それからもう 一つは、移動図書館の車が、定期的に駐車をしております。この場所がござい

ますので、これはやはりスペースを確保しておきませんと、支障がございますので、そういう

配慮をしながら、中込踏切に寄った方の部分については、道路が北側にございませんから、そ

の北側の部分も、 さっき申し上げたように 5メータ ーの幅で道路を整備いたしまして、ちょっ

と通過できるような、そういう整備をしながら、環境整備に努めていきたいというふうに思っ

ておりますので、今後、先ほど申し上げましたように、予算の措置ができ次第、早速取り組ん

でいく予定でございます。

延長にしましては、大体 550メーターぐらいでございますけれども、それを両側整備いた

しましていきたい、こういうふうに思います。

それから、もう 1点の新井橋の右岸の、いわゆる堤防兼用道路でございますけれども、これ

は建設省からの占用道路として市が整備したものでございまして、確かにあすこを通ると、車

両のすれ違いができないわけです。

さらに、水路が南側を走っておりますので、その辺の関係もございまして、占用している道

路との間に、多少の余地がございます。その余地が、道路として現況使われていないというこ

とで、舗装はされておりませんけれども、舗装をすることによって、 さらに車両の通行なり、

あるいはすれ違いなりがうまく、スムーズにいくわけですから、つまり滑らかに車が走れる、

こういうふうな事態が当然出てくるわけですから、そういう点も含めまして、この点につきま

しても、建設省の占用の関係もございますので、早速これを建設省の方とも協議の必要性がど
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ざいますけれども、舗装につきましては、整備をしていくということで取り組みたいと思いま

す。

0副議長(米沢照男君) 小俣昭光君。

03番(小俣昭光君) 最後に、市長にお願いいたします。

点字ブロックの不統ーや、スロープの問題などが起こらないためにも、環境整備基準を設け

るなど、検討はされているみたいですが、早期に検討していただき、環境整備基準を設けてい

ただきたL、。

そして、障害者のための町づくりは、障害者のためだけではなく、老人や、子供や、妊産婦

の人、あるいは弱い者の町づくりのために、どうしても必要であります。福祉の町、人間の町

にふさわしい要綱を早期に実現できるよう、お願いいたします。

また、最後になりますが、苦言でありますが、都道の問題、あるいは市に直接関係ない、例

えば建設省の土地、こういうところでの樹木の害虫の発生、あるいは都道の改修の問題など、

市民が市に、あすこは直してほしい、あるいは消毒してほしい、というような要望を電話でお

願いすることがあります。そう すると、 私も経験ありますが、あすこは都道だから、あるいは

建設省の土地だから、ということで、まず最初にそういう言葉が返ってきます。

そうではなく、最初に、わかりました。対策を立てますと。そして、都にお願いしますと。

あるいは、建設省にお願いします、やらなければ、早速市でやります、というような返事をい

ただきたいと思います。 このこともあわせて、皆さんよくやっているとは思いますが、忙しい

中で、ついそういう言葉が見られると思いますが、ぜひこの辺についても検討していただきた

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。

市内の障害者、あるいはお年寄り 、子供、いわゆる社会的弱

者の立場にある方々が、町の中で危険なく、あるいは心楽 しく生活ができる、このことは極め

て大切なことでありますので、緑の環境整備とあわせまして、福祉環境整備要綱、これを内部

にも指示をいたしております。

そういった総論の体制づくりの中で、それぞれの地域地域の細かい具体的な問題につき まし

でも、積極的に、見落としのないように、これから詰めていくべきだと、このように日ごろ考

えております。
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市の管理しない道路、その他におきましでも、市民生活の立場から、同様な考え方で臨んで

し、く、そういう行政をやっていくつもりでございますので、またいろいろと御指摘もお願いし

ておきたいと思います。

以上です。

0副議長(米沢照男君) これをもって 7の1、思川、やりのあ る歩道の設置について問

うに関する質問を終わります。

8の1、地区センターに電話設置は出来なし、かについての通告質問者、大柄 保君の質問を

許します。

C 2 5番議員登壇〕

025番 ( 大 柄 保 君 )

fこ口

ただいま、議長さんから一般質問の発言のお許しがありまし

そこで、 8の 1、地区センターに電話の設置は出来ないかについての質問をいたしたいと思

し可ます。

'85市民読本が市民に配布されておりますけれども、こ の市民読本の40ページ、 施設ガイ

ド、教育、文化、コミュニティーのところでも、市民の皆さんに わかりやすし非常によく掲

載をされており 、また、施設の所在地等についても、電話機が設置をされて、非常に利用の皆

さん方には便利になっておると思いますが、なぜか地区センターにだけ電話がなく、センター

を利用する市民の皆さんよりも、何らかの方法でセンターに電話機を設置してほしいという声

が、たくさんあるわけであります。

連絡事だとか、あ るいはまた、これは例になりますけれども、日野坂の、たしか 49年のと

きのがけ崩れなどの場合には、緊急の宿泊設備にもなった大坂西地区センタ一等の例もありま

して、災害時などに、本庁との連絡などに必要なことは、当然おわかりだと思います。

今議会の条例改正において、 1館の追加になり、地区センターの数 も50館となって、今後

ますます地域の コミュニティーセンターとして、 多数の市民の皆さんが利用することは明らか

でありますが、センターの数が多く 、全館に市の費用で一度に設置をする ことは、 予算的に大

変無理があるかとは思いますが、現在の情報化時代、センターに電話設置はぜひ必要であると

思います。

これは、 要する にわれわれ家庭にある黒電話ではなくて、やはり皆さんがお使いになるんで
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ありますから、 1 0円を入れて利用する公衆電話方式のも ので結構ではなし 1かと思いますが、

そこで、質問の第1点といたしまして、現在使用している、この間開館をいたしましたセンタ

ーを含めて、電話が設置をしてあるセンターがあるかどうか。

これについては、センターの付近に公衆電話ボックスのあ るところを含んでおりますが、イ可

館くらいあるのか、 ここを教えていただきたし、これが第 1点であります。

お願いいたします。

0副議長 (米沢照男君) 大柄保君の質問についての答弁を求めます。生活環境部長。

O生活環境部 長 (坂本金雄君) お答えを申し上げます。

市内の地区センターは 50館でございますが、そのうち屋内用の赤電話を設置しである地区

センターは、 条例別表の中に、大地区センターの位置づけがございます。平山、新井、この 2

つの地区センターに、屋内用の赤電話が設置してございます。

さらに、地区セ ンターの敷地内、またはごく至近な、セン ターから至近な距離に設置をいた

しておりますボックス型のもの、これは 22カ所でございます。

0副議長(米沢照男君) 大柄保君。

02 5番(大柄保君) 2 2カ所ということで、 私も、今まで一体市内のセ ンターに

電話が、そばに電話ボックスがあると ころを含めて、ど のくらいあるのかなというふうな考え

がありまして、御質問をいたしたわけですが、できましたらば、この電話ボックスが至近距離

にあるセンターの 22館の所在地というか、どこのセンターにそういうふうな電話が近くにあ

るのか、これを教えていただきたいと思います。

それと同時に、今後、センターのそばに電話ボ ック スがあるところならば、緊急な連絡もい

ろいろとれると思いますけれども、至近距離に電話機がなくて、利用者の皆さんが希望をして

L可る公衆電話式のものでもよいから、つけてもらいたいな、というふうな希望があることにつ

いては、今後どういうふうな、市として対応を考えておられるか、再質問をしておきたいと思

います。

0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) お答え申し上げます。

冒頭お答えしましたように、新井と平山につきましては、 屋内用の赤電話をそれぞれ 1台ず

つ設置 してございます。
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さらに ボックス用の電話につきましては、 豊田、旭が丘、七生台、万願荘、第一日野台、

第二武蔵台、南平、新川辺、 日野台、新東光寺、川北、鹿島台、宮、西平山、三沢台、南平西

部、南が丘、滝合、南百草、旭が丘東、先ほど申し上げましたとおり、ボックス式が 22カ所、

屋内用赤電話が 2カ所、合計L可たしまして、 2 4カ所の地区センターに、電話が設置されてお

ります。

御質問の第 2点目、今後の市の方針がどうか、という御質問でございますが、地区センター

の建物の中、屋内用の赤電話は、設置をする考えは、今のところ持っておりません。理由は、

一つございます。

第 1点目の理由は、料金等の管理が、常時管理が難しいということでございます。七生の公

会堂には、屋内用赤電話が確かに 3台ございましたけれども、あすこでは公会堂の職員が管理

をいたしております。

さらに、 ギャラリーでは、ピンクの加入電話を持っております。

それから、大地区センターにございます 2台の赤電話につきましては、大地区センターには、

現在、嘱託の身分で管理人がおりますので、その管理人が月に一度料金を徴収して、市の会計

に入れる、こういうことをやっておるわけでございますが、地区センターには、常時管理をす

る方がありませんので、管理の面から非常に難しさがあるということでございます。

さらに、もう 1点、電電公社が、御存じのように日本電信電話株式会社に改組されまして、

今まで以上に収益性ということを重要に考えるようになってまいります。そうしますと、今ま

で赤電話を設置する場合には、 1カ月最低 3，000円の料金収入がないと、 電電公社もなかな

かっけてくれなかったわけでございます。

しかし、今設置されております平山、新井の二つの地区センターにつきましては、 1カ月の

料金が 3，000円に満たないんです。 2，300円ぐらいでございまして、この利用状況では、

日本電信電話株式会社もなかなかうんとは言わないんじ ゃないか。

そうしますと、 残る方式で、ボックス型の赤電話ということになりますけれとも、ボックス型の電話を

地区センター外につけまして、センタ一利用者以外にも、町の方々に利用していただしこういうこと

ならは 電信電話株式会社もOKを出すかもしれません。需要の多いところにつきましてiえ 私どもの

方から、 電信電話株式会社に対しまして、 設置の要請をしてましゅたl¥ このように考えております。

O副議長 (米沢照男君) 大柄保君。
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0 25番(大柄保君) ただいま至近距離に公衆電話ボックスがある数と、それから

大地区センターというか、赤電話が館内 に設置される所が 2カ所、合計 24カ所というところ

で、センターの名前まで発表していただいて、よくわかりましたけれども、それ以外にあるセ

ンターの、例えばすぐそばに公衆電話、例えば黄色でも、赤でも、センター外にボックス式の

電話を取りつけても らえるかどうか、ということをお願いをじておきたいところなんです。

いずれにいたしましでも、センターに管理人がいな~)から、金銭等の取り扱いについて無理

があるから、館内にはつけられないんだというふうな、ただいま御答弁がありまして、 電信電

話会社の方と してもそういう意向なんだという ことだそうですが、 私は、センターを設置をす

るときに、電話が設置ができるような設計になっているわけなんですけれども、これら等につ

いては、今後どういうふうな、設計の時点で、理事者側はお考えになっているのか。

なにか電話をつけてもよろしいんだというふうな、 コンセントといいますか、何という のか、

差 し込みがちゃんとできているわけなんですけれども、私は、そういうものは必要がないのか

なと、こういうふうに考えるわけなんです。

それと、公共施設であるから、だれもセンターに管理人がいなし可からといっても、やはり先

ほども申し上げましたとおり、いざ災害というふうなときには、当然 50館の中で、いざ災害

一一火災だとか、そういうふうな場合には、恐らく拠点になるんじゃないかなと、こういうふ

うに考えるわけなんですが、今後、センターが、ことしも予算化をされておりますし、何館で

きるか、恐らく 1年に 1館というふうなことで、予算化をしてやっていくと思うんですが、利

用者に思わせるような、電話が設置ができるというふうな設計を、これからも進めていくのか

どうか。

いずれにいたしましても、利用者としてみれば、ここに電話をつけるところがあるじゃない

か、というふうなことになってきますが、この点について、再度質問をしておきたいと思いま

す。

。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〉 構造上、電話が設置できるんじゃないか、というよ

うなあち考えを利用者の方に与える面も、多々あると思いますけれども、今それをすぐ取り外すとい

うような考えもございませんし、また、将来にわたっては、災害時の非常用の仮設の電話を、

そこへ引くというようなことも考えられますので、現在の設備はそのままにしておきたいと思
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います。

0副議長(米沢照男君)

02 5番 ( 大 柄 保 君 )

大柄保君。

私も、防災面上、各地区センターに電話機が設置されればよ

ろしいし、あるし可はまた、どうしても管理人がいなくてだめなものならば、 22館のように、

至近距離なところに空き地等があった場合には、公衆電話方式なものをつけてもらえるかどう

か、というふうなことも今お尋ねをしたんですけれども、いずれにいたしまして も、そうなれ

ば電信電話の方の、会社の方の方式でやるんであるから、市の方としては、別に予算化をしな

くてもよろしいのか、こんなふうに考えますが、 もし、どうしても防災的にも必要なんだとい

つことで、自主的に、例えば自治会の予算の中から、赤電話、あるいはまたピンク、育、これ

らの電話の設置の、何というか、維持費じゃないのかな、あれ、 申し込み金というのか、これ

らを出して自主的に設置しでも、市側として見逃す、見逃すというものなんだけれども、差し

支えなし可かどうか、この点をお伺いをしておきたいと思います。

0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〉 お答え申し上げます。

加入料金を自治会側で負担をして電話を設置したい、そういう御質問だと思いますけれども、

地区センタ ーは公共施設でございます。特定の自治会等による設置は、大変申しわけございま

せんが、不適当と私、考えておりますので、その線に沿って対応していただきたいと思います。

。副議長(米沢照男君)

025番(大柄保君)

大柄保君。

今、生活環境部長のお話ですと、申しわけないけれども、公

共施設だからだめなんですよ、というふうなお答えと、私は受け取ったわけなんですけれども、

これら等についても、公共施設だからこそ必要なんだというふうな、私ども市民の考え方にな

るわけなんですけれども、この点等について、どういうふうな、永久的にそういうふうな考え

方なのか、あるし 1はまたこれから先、考えを変えて、市ではつけられないけれども、地元でつ

けるんならばつけていただこう、というふうな考えがあるかどうか、将来的な展望について、

ひとつお答えをいただきたいと思います。

市長。0副議長(米沢照男君 )

O市長 (森田喜美男君) 今、質問と、それから部長のお答えを聞いておりまして、原

則的にはそういうものだと思います。
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日野市の地区センターというのは、地域に非常に、容易に役立つ施設として、施策としても

成功しておるわけでありますが、なおまた今後も、場所のある限りといいましょうか、条件が

整えばなるべくつくっていきたい、 このようにも考えております。

ところで、 電話は、青電話といいますか、料金電話というのは、外からは受けられないわけ

であります。つまり、発信はできるけれど、受信はできない。発信だけでい~)かどうかという

ことも伴うと思います。

それから、コンセント云々の話がありまして、電話線が入っていて、コンセントに受話器を

つなげば発信も、応信もできるというふうな装置がありとしますならば、これはつまり臨時電

話として、その都度許可をとって架設をする、こういう便利さがあるように、今、伺ったとこ

ろでございます。

地区センターは公共施設ですから、私物的なものは持ち込まないということの、私はやはり

大原員Ijは守っておかないと困難が生ずると。 こう 思いますので、できるだけ公共施設として、

その施設が皆さんに利便よく活用できるようにしてしぺ、その方策を考えるべきだと思います

ので、また今後いろいろな知恵を絞って、ひとつ、もし電話が要るということでありますなら

ば、私は、むしろ電話を敷設するということも結構だと思っていますので、そのように御理解

をお願いしたいと思います。

0副議長(米沢照男君)

025番(大柄保君)

大柄保君。

ただいま市長の方から、今後の行き方についてのお話があり

ましたんですけれども、いずれにしても、セ ンターを利用する皆さんにとっては、センターに

来ていろいろな話し合いをし、あるいはまた集まりを開いている中で、家の方から、家の方に

どんな災害事故が起きているかということだとか、あるいはまた、こちらから連絡事だとか、

いろいろすることもありますし、一番私は防災的な見地から見て、ぜひ何らかの方法で地区セ

ンターに電話を設置をしたらよろしいのかなと、こういうふうな考えと同時に、利用者の声を

集めて、この議会で質問をいたしておるところであります。

通知によりますと、 6月の 15日ですか、地区センターの管理人のお集まりがあるやに開い

ております。これら等の折についても、センターに電話の要望が大変あると思いますけれども、

実はこれこれこういうわけで、どうしても残念ながらセンターには今のところ電話の設置はで

きないんでありますよということを、管理人の皆さんにもお話をしていただけたら、本当にな
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るほどこういうものか、それで電話がつかないのか、というふうに皆さんが御理解をするんで

はな~)かと思います。

これら等を最後にお願いをいたしまして、 8の1の、地区センターに電話が設置はできない

か、についての質問を終わらせてもらいます。

。副議長(米沢照男君〉

に関する質問を終わります。

これをもって 8の1、地区センターに電話設置は出来なL可か

8の2、広報についての通告質問者、大柄 保君の質問を許します。

02 5 (大柄 保君〉 では、引き続いて、 8の2番、広報についてというふうなこと

で、 一般質問をさせていただきます。

高齢化時代を迎えた我が国日本でありますけれども、 日野市長の森田さんも、 70を過ぎて、

かくしゃくとして選挙を終わらせて、ただいま 4期目を務めることになり、 大変結構なことと

思いますが、なんというか、人間 100歳まで生のある人は、本当にまれでありますね、皆さ

ん体力の衰えは、 かならずあるものと考えております。

昔から、人一一人間は老いと同時に、まず、私もそうでありますけれども、歯Iがだめになり、

その次は目がだめになるんだそうでありますが、の次にだめになるものは、皆さんの想像にお

任せすることにいたしますが、きょうは目について、それと、広報とのつながりについて、質

問をいたしたいと思います。

議会だよりは、大変活字が大きくなって、本当に読みやすくなったとの、大ぜいの市民の皆

さんの言葉が伝・わってまいります。議会運営委員会の委員長を先頭にして、委員の皆さん方の

御配慮のお力と、本当に、本席をおかりいたしまして、感謝をいたすところであります。

そこで、今度は広報でありますが、どうも活字が小さくて、年寄りには本当に読みずらいと

の声が、またこれたくさん耳に入ってくるわけであります。せっかくの市民の市とのつながり

を報道する広報であります。公の広報であります。

まず、第 1点として、広報の活字を大きくする考えがあるかどうか。

また、当然活字が大きくなると、ページを増すことにも相なると思いますが、この点を第 2

点としてお伺いをしておきたいと思います。

次に、新聞の折り込みですが、毎月 1日、 1 5日と決められて、折り込みになっております

けれども、このごろ一般の商業広告が、最近多く折り込まれておるわけであります。ここに、
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二つばかり持ってまいりましたけれども、これは、 60年の 5月15日の広報と一諸に折り込

まれたものであります、いろいろな、商業の皆さん方の広告が、 1冊の本みたいになって、折

り込まれているわけであります。これが、 6月1日の折り込みであります。

この15日の広報の、新聞の中に折り込まれた数より、 6月1日の方が 2枚ばかり 多くなって、 18

枚の中に、我が日野市の大切な広報がちょこんと、入っているわけなんです。そうなると、な

かなかこの中から広報を探し出して読む市民の皆さんが、 一体どのくらいいるのかなというふ

うに、私は考えたわけであります。

以前の議会の中で、たしか鈴木議員だと思いますけれども、やはりそのような質問をなされ

ていたと、このように私は考えておりますが、これら等について、 日野市でも、新聞販売庖と

折り込みの契約をいたしておりますが、でき得るものならば、新聞の折り込みの少ない日に折

り込んでもらうか、あるいはまた、 1日、 1 5日には、こういうわけで市の広報に折り込み日

でありますから、ぜひひとつ 1日ず らしてもらいたいというふうな交渉が、新聞販売庖等との

間でできるのかどうか、この点についてもお伺いをいたしておきたいと思います。

次に、 第 4点目 といたしましては、秋川市、あるいは報道によりますと、 23区の中のある

区では、来月から企業の広告を広報に掲載をしていくと。も う既に秋川ではやっているそうで

ありますが、これら等について、企業等の広告を我が日野市でも取り入れていくつもりがある

かどう か、 これを 4点目と して、 お伺いをしておき たいと思います。

0副議長(米沢照男君〉 大柄 保君の質問についての答弁を求めます。企画財政部長。

0企画財政部長(前田雅夫君) お答えをいたします。

まず、日野市で出しております広報ひのと、それから日野の市議会だよりの関係でございま

すけれども、活字につきましては、現在全く同じでございます。

ただ、段の間隔が、若干広報ひのの方が狭いという違いでございます。

あと一つは、紙質が、議会だよりの方は、少し単価の高い上質な紙を使っておりまして、広

報ひのは、いわゆる普通の新聞紙と同等のものを使っている、というのが実情でございます。

それでは、御質問の第 1番目の、活字の大きさの問題でございます。

広報紙は、従来より新聞活字を使用しております。現在、市で使っております新聞活字には、

大別いたしまして、 1倍文字、 J文字、 S文字の3種類があるわけでござ います。広報紙は、

従来 1倍文字、これは日経新聞の字を想像 していただければ結構でございます、使用しており
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ましたけれども、より見やすい紙面にするために、昨年の4月から一番大きな S文字、これは

朝日新聞と大体同じでございます。若干、活字の製作によりまして違いがございまして、市の

広報の方が大き目でございます。その S文字を使用しております。

なお、 最終のページでございますけれども、みんなのメモ帳という欄がございまして、この

欄には、市民の方の情報を掲載をしているわけでございます。少しでも多く掲載をするために、

従来の 1倍文字を使用 しているのが現状でございます。

活字を大きくいたしますと、ページ数をふやすか、あるいは情報量を減らすか、そういう問

題も出てまいりますし、それから、現在、普通の新聞と同じような印刷方法をとっておりまし

て、これ以上字を今度大きく しますと、 写植の印刷の方式をとるということになるわけでござい

ます。広報の作成の、いわゆる準備と いいますか、編集日数にも影響が出てくるということで

ございます。

いろんな問題を含んでおりますので、今後、 検討課題とさせていただきたいというふうに考

えております。

2番目の、ページをふやせないかという問題でございますが、現在、 52年から広報係では

5名の職員で、取材、編集、校正、それから編集印刷後の処理を しているわけでございます。

処理といいますのは、新聞を取っていない方への郵送でありますとか、あるいは点字広報の作

成、それからテープの作成、駅等への配布、こういった仕事をしているわけでございます。

今度、ページ数をふやすことになりますと、さらに事務量がかなりの増大をするわけでござ

います。さらには、情報量も必要になるということでございます。現在のスタッフの内容から

考えますと、すぐに増ページというのは難しいんではなし可かな、というふうに考えております。

3番目の、新聞の折り込みの関係でございますけれども、広報の使命といたしまして、やは

り決まった期日に配布をするというのが、かなり重要なポイントでございます。配布の期日に

よりましては、特には木、金、土でございますけれども、 一般商業の広告と一致 してしまうわ

けでございます。

だからといいまして、発行期日を毎月、木、金、土を外すということになりますと、やはり

今度市民の側から、定期発行というものが崩れるわけで、 若干問題も起こるんではないか、と

いうふうに考えております。

でき るだけ現在努力しておりますのは、広告の中に入 らないよう、一番上にのるような指導
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といいますか、お願いを、新聞販売業者の方に依頼をしているわけでございます。この点につ

いては、さらに強くお願いをいたしまして、中に入らないような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、 4番目の、企業広告でございますけれども、現在、 26市の中で、秋川市が行っ

ております。それから、 本年の6月には品川区が掲載を始めたわけでございます。

品川区の例で申し上げますと、日野市のタブロイド版でいきますと、ちょうど下に、 1欄で

ございますけれども、掲載をしております。縦が 4.7センチ、横が 24センチ、これを 1つの

枠として使う場合、それを区切って使う場合をやっているわけでございますけれども、全部使

L、ましても、大体 10万円ぐらいの広告料を取っているよ うでございます。

そのために、市の情報量をカットするとい うのも、また問題もございますし、それから、掲

載をする広告の内容につきましても、非常に難しいものがあるようでございます。今後、いろ

んな問題もございますので、さらに検討をさせていただきたいというふうに考えております。

以上でございます。

0副議長(米 沢照男君)

02 5番(大柄保君)

大柄保君。

広報についてということで、私もこのことについて初めて、

十何年の間で、 お聞きしたわけなんですけれども、活字の大きさ、これら等も大変、さっきも

お年寄りの皆さん方の見よいような広報をつくってもらえたら、というふうなことが、市民の

皆さんの中から話が出てまいりますので、それを質問したわけなんですけれども、ただいま企

画財政部長の方からのお話で、ちょっと無理なのかなというふうに ことがわかりました。

それと同時に、大きくすればページも当然ふやさなきゃならな いし、ページをふやせば職員

増もということもわかりましたし、 1点、 2点については、了解をいたしました。

3点の、新聞の折り込みにつきましてですけれども、何せ膨大な、これだけの数の中に、広

報がちょこんと 1枚、真ん中の方に折り込まれているとい うことは、これは大変、広告を一生

懸命見て、安いとこでもどこかないかなということで、主婦の皆さん方が夢中でやればいいけ

れども、あるいはまた、また広告かということで放られた場合には、これはもうどうしようも

なくなっちゃうわけだと私は思うんで、できたらば、 これら等の一番上に折り込んでくれとい

うふうなことをこれからも、今までもお願いしたり、あるいはこれから要求をしていくといっ

ふうなことなんですけれども、いま 1歩そこで突っ込んで、ぜひ広報を折り込む 1日と 15日
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には、悪いけれども、一般の広告を 1日ずらして、御遠慮していただけなL、かというふうなこ

とが、市として、これはできないものかな と、こんなふうに考えるわけなんですが、それら等

については、どうなんでしょうか。

いま 1点、これ質問をしておきたいと思うんですが。

O副議長(米沢照男君) 企画財政部長。

0企 画財政部長(前田雅夫君) ちょっと難しい問題のように感じますけれども…・ 。

現在、新聞に折り込んである広告は、従来は広告会社がばらで販売所へ持ち込みまして、販

売所で広告を組んでいたようでございます。

最近は、広告会社が一括それを全部、各個人ごとといいますか、各紙、 1部に入れるだけの

量を整理をいたしまして、配布をしているようでございます。ですから、かなり無理な、新聞

社なり、広告を扱っている業者だけの問題じゃなくて、広告を出している業者の問題になりま

すので、一応お話はしてみょうかとは思いますけれども、かなり難易性があるんではなL、かな

と、そんな感じをしております。

。 副 議 長 ( 米 沢 照 男 君 )

025番(大柄保君)

大柄保君。

どうも無理なような、他社との相手ですからね、やはり無理

なのかなと、こんなふうに考えておりますが、 今、きょうでなくてもいL功=ら、あるいはお隣

の立川、 あるいはお隣の八王子というふうなところの、広報の配布方法等についても、今後ち

ょっとお調べいただいて、教えてもらいたいなと、こんな気がいたします。

企業の問題等については、大変、市が広告を取って広報を発行するというふうなこともやっ

ておるところもあるし、あるいはまた、広告の、分けて、これは載せる、これは載せないとい

うふうなことじゃ、また大変困るのかなというふうな感じがいたします。

いずれにしても、 3点目の、他市の状況、折り込み方法をちょっとお知らせをしてもらえた

ら幸いと、このように考えて、こ の一般質問は終わらせていただきたいと思います。

以上です。

0副議長(米沢照男君) これをもって、 8の2、広報に関する質問を終わります。

8のに みどりの保護と育成についての通告質問者、大柄保君の質問を許します。

025番(大柄 保君) それでは、副議長当時、 1回も質問をしていなかったので、

重ねて 8の3番というふうなことで、 質問をさせていただきたいと思います。
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緑の保護と育成についてということに入らせていただきます。

緑と清流は、音の日野には当たり前のことでありましたが、 しかし、ごらんのとおりの現在

では、昔のようなわけにはいかなくなっておるわけであります。宅造、あるいはまた開発など

によって、だんだん緑が失われていく感じがいたしております。

そこで、緑と清流をとの森田市長も、昔のような、日野に緑を取り戻すためにも、 一生懸命、

今度 4期目を務めてもらわなければなりません。

そこで、自然の緑は、 もうこれから幾ら種をまいたり、あるいは苗木を植えたりしても、そ

うそう一朝一タにはできないのかなという感じがありますけれども、緑の増殖ということにな

るのではないでしょうか。

そこで、まず街路樹等について、国道の 20号線が日野市内を通過しておりますけれども、

街路樹のことについて、国道の両サイドには一つも街路樹が見当たらないわけであります。日

野坂を上がって、日野自動車、通り過ぎて小西六、八王子市に入る、立派に両サイドにイチョ

ウ並木というふうなものが、大和田を通り、八王子市内を通り、高尾方面までずっと街路樹と

して植樹がされておるわけでありますけれども、なぜ日野は国道 20号については植樹がなさ

れていないのでしょうか。

これは、当然、これから植えてというふうなことも、もうあの大きさになるには大変だと思い

ます。これら等について、大変な、国会の先生方も、 1 1区の中から出ておられるようなこと

等を考えてみても、これら等に対して、いろいろ関係の議員さん、皆さん方の中から進言をし

ていってもらいたいと、こういうふうに思うわけであります。

次に、都道についても、ほぽ同じような感じがいたしております。 川崎街道等についてもし

かり、あるいはまた多摩動物公園に行く都道については、サクラ並木というふうなことで、立

派に植樹がされておりますが、まだまだ都道についても、両サイドに街路樹としての植樹がな

されていないようなところが、日野市内にはまだまだたくさん見受けられるわけであります。

幸いに して、 今期、都議会の選挙が 27日から行われますけれども、この都議会の選挙に辿

選した都会議員の日野市の代表となっておられる議員に、これから九心がけていってもらいた

いものだと、私は個人的に考えております。

次に、市道でありますが、現在、市道に植え込みはどのくらいの数があるのか、これを第 1

点として、お伺いをしておきたいと思います。
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次に、今後計画されている万願寺の区画整理などでできる市道などについて、計画はどうい

うふうな計画が進められているのか、これを第 2点として、お伺いをしておきたいと思います。

緑をふやすために、また、垣根、 擁壁などに ツタなどの植物を植えることについて、市民に

奨励できなし可かということであります。宅造が進んで、これに伴って周辺が一見きれいになる

との考えもあって、ブロック塀のお宅等が多く見られますが、これは防災関係からいっても、

この間の新聞報道等によりますと、八王子市で調査したところ、震度 5の地震があれば、市内

のブロック塀は 5割方倒壊をしてしまうというふうな調査の結果が、新聞報道をされておりま

した。

日野市内のプロック塀も、 業者の方には一生懸命やっていてくれると思いますけれども、 震

度 5の揺れ方に対して、倒壊しないというふうな保証は、ないわけであります。

このことについて、今後、垣根だと か、あるいは境界などに、緑の生け垣などを植えてもら

うように、市民の皆さんに対して、災害に備えても必要だと奨励できるかどうか、このことに

ついてお伺いをしておきます。

それには、今度は日野駅前の擁壁等でありますけれども、おかげさまで上部の方はツタが植

わりまして、緑がかなりありますけれども、まだまだ下の方は、本当に コンクリートの擁壁に

なっているわけでありますが、これら等についても、なるべく早くツタなどをはわせてもらえ

たら、かなり緑も多くなり、潤えるのかなと、こういうふうに考えております。

それから、この間もいろいろ論議にありましたけれども、我々の控室からも見られる南平高

校の用地の擁壁等についても、あのままでおくのか、それともどういうふうな緑をつけていく

のか、これら等も含めて、お伺いをしておきたいと思います。

それから、これは通告はしてございませんでしたけれども、大変申しわけありませんが、現

在、埼玉県の深谷市で奨励しているツルマサキという植物を、担当部長の中村部長、御存じか

どうか、これも最後にお伺いをしておきたいと思います。

以上です。

O副議長 (米沢照男君) 大柄 保君の質問についての答弁を求めます。建設部長。

0建設部長 (中村亮助君) それでは、私の方から 1点目 、それから 2点目につきまし

ては、都市整備部長さんの方か らお答えをいただくはずでございますけれども、概略的なこと

につきましてお答えをいたしておきます。
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まず、第 1点目の関係でございますけれども、現在、私ども市道として市が管理しておりま

す街路樹につきましては、本数で申し上げますと、 2，231本ございます。これはいろんな植

種がございますけれども、主としてイ チ ョウなどが一番多いものでございます。

それから、 2，231本の市道につきましては、路線数でいきますと、 2 3路線でございます。

延長が 1万 2，954メータ一、約 1万 3，00 0メーターございます。もちろんこれは延長でご

ざいますから、道路の中央分離帯のところにあるものもございますし、それから道路の両側に

あるものもございます。そういうもので、延長として約 1万 3，000メーターでございます。

全体の市道の延長からいきますと、延長の数というのは大変少ないわけでございます。 3労程

度でございます。

そのほかに、例えば本庁舎のすぐ北側にございますような、いわゆる道路の緑地というもの

がございます。そういう余裕を持った道路もございますけれども、道路緑地としては、大体

8，000平方メーターの緑地帯を持っております。

そして、今後の計画につきましては、イ可分にもやはり道路の幅員が広くないと、植栽も十分

できないということでございまして、特に歩道の場合ですと、植栽ヲ千を設けるというようなこ

ともございまして、余り狭いところでは植栽が不可能でございます。

したがって、一般的に申し上げて、大体道路幅員というのは、少なくとも 12メーター&上

ないと、やはり植栽が可能でないというふうに考えておりまして、今後のそういう中での取り

組みとしては、やはり都市計画街路、基幹道路というものができる時点で、植栽は積極的にそ

の中で考えてし、く、というふうに思っておりますけれども、とりあえず、当面私どもの方で取

り組んで設置したいというのは、例の旭が丘の 4号線のところでございます。

4号線の、約 54 3メーター、都道 154号線でしたか、あれから永山市営団地のところへ

抜ける南北道路でございます。これに植栽をするということで、計画をいたしております。こ

れは、ただ植栽ということが主体でございません。いわゆる歩道の設置という一連の身障施設

等の関係の中での歩道設置という計画がございま して、 その中でこの幅員が 20メーターござ

いますので、一部、 1メーターぐらいの幅を植栽の植樹帯にしたいという計画を持っております。

それから、次の御質問につきましては、いわゆる生け垣の問題でございます。

この問題につきましては、私ども内部的には一応検討をいたしました。まだ予算的な措置と

いうところまでは行っておりませんけれども、防災上の問題も含めまして、たしか昨年の 12 

月 14日の一般質問の中でもございま したけれども、そういう見地からも、やはり緑をふやして
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し、く。そして、生け垣を奨励していくというふうな意味を含めました、やはり助成制度という

ものは、内部的には検討をいたしておりますけれども、まだ早期実現の段階には至っておりま

せん。

それから、もう 1点の、壁面の緑化の問題でございますけれども、これは御質問の中に御指

摘がございましたように、日野駅の西側の上部壁面などにつきましでも、コンクリの立ち上が

りのかなり大きな面がございます。

そういう点では、中段に犬走りがございまして、植栽の余地がございますので、現在、ナツ

ヅタなどを植えておりますけれども、やはりつる性の植物が、やはりああいうところにはもち

ろん適正がございますので、そういう点では、やはり下から、擁壁の下に見えまして、下から

擁壁にはわせていくというのが常道ですけれども、構造上の問題として、やはり擁壁の下に植

栽するスペースがないというふうなこともございまして、そういう難点もございます。

そういう場所についてはどうするかといいますと、上から、いわゆる懸垂型で、上に植えま

して、下に垂れ下がるというふうな植えつけになるわけですけれども、この場合に、やはり 風

などで、小さいですから揺れます。

そういう防止のためには、やはりネットをかぶせまして、それを施行していくというふうな

方法もあろうかと思いますけれども、そういう点を今後思考しながら、できるだけ壁面の緑化

という点については、考えていきたいと思います。

それから、 最後の御質問の、いわゆるツルマサキというツタ類ですけれども、これほマサキ

によく似た、ニシキギ科の植物のようでございます。

おとといでしたか、 NHKの850のニュースで、なにか報道があったようでございますけ

れども、御存じのように埼玉県の安行というのは、 日本でも有数の百木の産地でございまして、

そこでツルマサキというツタの苗木の育成をして、それを大幅に奨励する意味で、販売してい

こうというふうなニュースだったようでございます。

この点につきましては、私は、たまたまニュースは見ておりませんけれども、ツノレマサキと

いうこのツタ類を、資料につきましては存じております。

以上でございます。

0副議長(米沢照男君) 都市整備部長。

。都市整備部長(結城邦夫君) それでは、私から、御質問の万願寺区画整理区域内
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の植樹をどう考えているのか、といった点について、お答えを申し上げます。

区画整理事業に伴いまして、新たに区画街路、あるいは幹線街路を築造してまいります。

緑化につきま しては、 幹線街路と、緑道と して指定をして築造してL、く道路には植樹帯を設

け、植樹をしていくことになっております。

それ以外の区画街路等につきましては、区画整理を実施いたしますと、今後、その地域を用

途地域として指定を変更して~¥かなきゃならないわけでございますが、その前段として、必ず

地区計画の網をかぶせるということが、 最近、園、都の強い指導がございます。

したがいまして、万願寺区画整理事業につきましでも、現在、地区計画制度というものを導

入いたしまして、地区計画条例を制定し、今後の町づくりについて条例化をしてし可く、という

ふうに考えておるわけでございます。

その中で、垣根をブロック、従来はブロックが主でございますが、できるだけ緑化を図って

いくということで、今後、地区計画の中では、その地域の方々の同意が当然必要であるわけで

ございますが、樹木による垣根を義務づけていくという方向で、私どもは考えております。

したがいまして、今後区画整理事業を実施する段階では、必ず地区計画を設定いたしますの

で、その段階で緑化を図るように、地域の方々と十分相談しながら図っていきたいというふう

に考えております。

それと、南平の都立高校の擁壁でございます。

35度で斜めに カットした部分、これにつきましては、土砂等が崩壊しないように、枠の中

には芝の植えつけを行ってございます。

それ以外に通路があるわけでございますが、その通路には低木を植えるということで対応し

ていきたいと考えているわけでございます。

ここの斜面地は、私どもの方で、緑のマスタープラント上、緑地あるいは総合公園として位

置づけてある部分でございますので、今後、緑化につきましては、緑地指定をのり面について

はかけていきたいというふうにも考えておるわけでございます。今後、都の方と十分そういっ

た点につきましても、緑化に協力していただけるよう、努力を図 っていきたいというふうに考

えております。

らはでございます。

0副議長(米沢照男君) 大柄保君。

-290-

02 5番(大柄保君) 何点かの質問に対して、的確な御答弁をいただきました。

いずれにいたしましても、ここの緑を支えてし、 く、守っていくと いうこと は、非常に大事な

ことだろうと、こう考えております。

特に、日野駅前の擁壁等につきましては、冬は非常に寒々 とした感じを与え、あるいはまた

夏は非常に日光の反射等で、暑いように感じられます。これらの擁壁等についても、先ほど言

った、上から下がる、下から上に上がるものが必要なんで、植物としては。たまたま下に歩道

があって、全部コンクリートだから、それが植えられないんだというふうなことじゃな~¥かと

思うんです。

これら等についても、将来な考えをして、あの擁壁等を打つときにも、よく計画をしてやっ

ておいてくれればよかったんじゃなし可かなと、今になって悔やまれるとこなんですけれども、

現在の皆さん方の非常な技術も持っておいでになるスタッフでありますので、何とかそれら等

についても、下の歩道等を少 し植え られる ようなスペースを取ってでも、なるべく 1日も早く

あの擁壁を緑で覆っていただきたいというふうな要望が、地元としてはあるわけなんでありま

すので、どうかこれら等を御懸案の上、今後市政を進めていただきたいということを最後にお

願いをいたしまして、 一般質問を終わらせてもらいます。

0副議長(米沢照男君 )

質問を終わります。

これを もって 8のにみど りの保護と育成についてに関す

お諮りいたします。議事の都合により暫時休憩いたしたいと思いますが、これに御異議あり

ませんか。

c r異議な しJと呼ぶ者あり 〕

。副議長(米沢照男君) 御異議ないものと認めます。よって暫時休憩いたします。

0副議長(米沢照男君) 休憩前に引き続き会議を開きます。

午後 3時 19介休憩、

午後 3時 50分再開

一般質問 9の1、老人福祉前進のために問うについての通告質問者、福島敏雄君の質問を許

します。

C 2番議員登壇〕

02番(福島敏雄君) それでは、老人福祉前進のために問うということで、市側の見
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解をお聞きをしたいと思います。

私は、今定例会におきまして、 3つの質問を通告をしておりますけれども、これらの質問は、

第 1回定例会終了後に、市民の皆さんから相談を受けたにもかかわらず、市民、相談者の意向

に沿った解決を見ることができなかった、こういう内容につきまして、市側の見解を求めるも

のでございます。

したがいまして、前向きの見解をぜひお願いを申し上げる次第でございます。

私は、 5月にスりまして、親と同居をしております 3人の方々から、相次いで相談を受けま

した。 1人は、共働きの御夫婦からで、 7 9歳になるおばあちゃんが、最近、いわゆるぼけ老

人になってしまい、御近所に迷惑をかけたり、子供とうまくし可かなくなったりするので、病院

に入れて少しでも治したいということでありました。

早速福祉事務所に連絡をいたしまして、 ケースワーカーに相談に乗っていただきまして、そ

の相談の結果は、直接おばあちゃんの意向を聞いてし1るということで、現在は福祉事務所の指

導待ちという状況でございます。

したがいまして、ここでは福祉事務所の指導そのものを云々するということではなくて、ぼ

け老人というものについて、どういう対策を持って進めていくのか、この辺をお開きするわけ

でございます。

ぽけ老人が全国で約 60万人というふうな推定されているというようなことでございますの

で、日野市におきましでも、相当数いらっしゃるかと思われます。

ある雑誌に、横浜市で、 65歳以上の在宅老人の実態調査をしたことが載っておりましたけ

れども、いわゆるぼけ老人の出現率というのは、 4.8労であ ったという調査結果でございます。

特に年齢が上がるにつれて、その率も上昇をいたしまして、 80歳を超えますと、急激に上昇

をするというデーターが出ております。

いわゆるぽけ老人の原因でございますけれども、脳血管性痴呆、こういうのがあるそうで、

これが約 35第、それから老年痴呆と呼ばれるものが 22銘であったそうでございます。残 り

が、鑑別困難な痴呆ということで、これが 43 ~ぢであったそうであります。

したがいまして、老年期に見られます、要するに痴呆の 2大原因の一つであります老年痴呆、

このことの解説もあるわけですけれども、そのものの原因は、まだ明確でないようであります。

しかしながら、もう 一方の脳血管性痴呆につきましては、原因が脳梗塞、あるいは脳出血で
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あることがわかっているそうでございますので、対策を立てる余地が残されているということ

のようでございます。

医師の診断と治療、それに適切な生活指導、さらにより一層きめの細かい看護婦や保健婦の

助言、指導が、次の悪化に対して何らかの歯どめとして、役割を果たす可能性があるというふ

うに、実態調査を指導いたしました大学の先生も言われております。

しかしながら、 日本の現実、痴呆老人対策についての現実は、家庭における介護ということ

で、ほとんどが終わっているのが実態である、こういうことのようでございます。

そして、その介護は、老人が男性の場合には、妻、娘、嫁、これを合わせると 97 ~ぢになっ

たそうでございます。一方、老人が女性の場合の主たる介護者は、男性が多 L可かといいますと、

そうではなくて、ここでも女性が多く、嫁、娘、合わせて 84%で、介護者全体について見る

と、想像はできるわけですけれども、実に女性が 94 ~ぢを占めているという調査結果でござい

ます。

そして、現在、こうした介護をしている女性に聞いた中で、困難を感じている人の訴えの中

で、多い順に並べたものがあるわけですけれども、その中では、 1番目に、やはり心身の疲労

ということ。 2番目に、時間の余裕がない。 3番目が、 異常な行動への対処が非常に難しL、0

4番目が、睡眠不足。 5番目が、家庭、家族問、あるいは他家とのトラブノレ。 6番目が経済的

負担、というのが、介護をしている人で、困っている状況の中身のようでございます。

そして、介護をしておりますこうした方々が、今後期待をいたします福祉サービスについて

の内容を、順にこれまた御紹介をさせていただきますと、 1番目が、ホームヘノレバーの派遣。

2番目が、 一時入所。 3番目が入浴サービス。 4番目が訪問看護、指導。 5番目がデイサービ

ス。 6番目が往診。 7番目が経済的援助。 8番目がケースワーカーの訪問、相談というふうに、

実態調査ではなっております。

さらに、この実態調査を直接参加をいたしました横浜市立大学講師、金子善彦氏は、行政と

医療がドッキングして、地域との連携プレーが円滑になされることが、ぼけ老人対策として大

変重要だ、こういう前置きを置きまして、二つほど具体的な提言をしてお ります。

つは、かなりの痴呆の人も受け入れられる老人ホームと、痴呆老人に対処し得る専門的な

病院の併設、きのう も議論があったように思いますけれども、こういったようなものが、地域

としてぜひ必要だと、こういうことでございます。
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2番目が、デイケアの施設。デイケア、解説が書いてありましたけれども、週に何回か病院

に通い、朝から晩までの 1日を一定のプログラムに沿って、そこで過ごす。 レクリェーション、

リハビリテーション、検査、治療などが行われる。こういったデイケアの施設が必要だと。

以上、横浜市の調査結果、並びに一緒に調査をいたしました大学講師の提言そ披露をいたし

たわけでございますけれども、日野市の痴呆老人対策につきまして、どのような考え方で進め

られてい るのか。市民からの、例えば、先ほど冒頭申し上げま した相談のようなものがあった

際に、どのような指導を今までしてこ られてきたのか、この辺につきま して、 質問の第 1点目

とさせていただきたいと思います。

それから、質問の第 2点目でございますけれども、これも具体的な相談があったわけであり

ますけれども、狭い住宅で、 高齢の親の面倒を見ている人からの相談でございましたけれども、

6畳、 4畳半、 4畳半に、 二十を過ぎた男の子、女の子のお子さんを持つ夫婦でございまして、

御主人の親と同居をしているという状況でございますが、 76歳になる親が、大変気性が激し

いということで、特にお嫁さんとうまくし 1かない、ということだと思いますけれども、何らか

の施設に入れたい、 こういう相談であります。

議員をやっていますと、こ の種のあれはかなりあるんだと思いますけれども、私は初めに、

相当辛く困難な ことがあっても、親と同居する ことが望ましいのではなし、かと、こういうふう

に話をしたわけでございますけれども、お年寄りも、老人ホームがあいているんならば入り た

い、ということのようでございました。

そういうこ とでございま したので、軽費老人ホー ムという のの、福祉事務所から一覧表をい

ただきま して、端から私が電話を して、 あいている状況を聞いたんでありますけれども、大半

開いたわけですけれど、どの軽費老人ホー ムも、順番待ちでございますと。定員が 50名のと

ころは、大体 20名ぐら いが待っていますと。ほとんど出る人がおいでにならないので、どの

ぐらい待っていただければ入れるかとい うこ とは、お約束できかねます、 しかし、少なくとも

1年や 1年半は待っていただくよ うになるでしょうねと、こういう回答が、ほぽ同じ形で、軽

費老人ホームの窓口の方から私の方に、電話の中であったわけでございます。

高齢化と核家族化の進行で、これか らますますこ ういった軽費老人ホーム、 さらには特別養

護老人ホーム等の希望者がふえてくることが、確実に見通せる現在だと思うわけであります。

こうした老人ホームの収容能力でいいのか、不安に感じたわけでございます。
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ちょっと言い過ぎになる かも しれませんけれども、昨年秋、老人憩いの家「かしの木荘Jが、

オープンをいたしたわけでございますが、こういう実態を経験を してみますと、順序として、

軽費老人ホー ムな り、あるいは特別養護老人ホームなり、 こういったよう なものが先に必要で

はなかったのかななどと、きょう今日考える心境でございます。

そこで、こうした状況の中で、軽費老人ホームなり、老人アパートなり、こういったものに

ついて、市は真剣に取り組んでほしいと、改めて申し上げるわけでございますけれども、こ れ

につきま して、 過去にもいろんな議会での論議の経過がありますけれど も、今、どのように考

えているか、お聞きをいたしたいと思います。

それから、質問の 3点目は、老人世帯相談日の設置についてであります。

これも、ある 人から相談を受けたんですけれども、相談の内容と いうのは、おふくろさんが

お風呂に入り たが らないと。軽い脳障害だったんでしょ うか、 お風目が怖がってしょ うがな い、

こういう相談でございましたので、入浴サービスに行けばいいじゃないか、こういうのをやっ

ていますよと、こういう話をしましたら、それほどじゃないんだと。何とかしてお風呂をうま

く入れる方法はないものかなと、そんなような相談でございました。

私に相談をしてくれる人は、そんな程度の相談でございますけれども、実はこういったこと

で、ちょっとなにか老人……あるいは老人御本人、老人を見ているそういう老人世帯の方が、

老人のことはここに行きゃ大体教えてくれる、というようなことがあればいいのかなと。その

人も、そういうのが市のどこかのとこ ろでやっていただければいいなと。福祉センタ一、その

他行きゃいろいろ教えてくれるんでしょうけれども、 もう少し PRといいますか、たしか 6月

1日の広報で、 3月議会に指摘をさせていただきました市民ダイヤル 110番、 85-2000

番がつながったというこ とで、評価をするわけで、そういったようなものを使えばいいんでし

ょうけれども、なにかもう少し、そういった、これからの高齢化社会の中で、御老人、あるい

はその家族がち ょっと何か開きたいというような、老人世帯相談日と いいますか、あ るいは相

談コーナーといいますか、こういったよ うなものが必要ではなし 1かなというふうに感じている

わけです。

先日配布されました市民読本によりましでも、老人問題につきましての相談の項目を見まし

たら、特にはなくて、するとすれば一般相談のところでやるのかなという感じがいたしました

ので、この辺につ きまして、前向きにこういったものの市民の相談を、こうやっていきたい、
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というような御見解がありましたら賜りたい、というのが、第3点目でございます。

それから、質問の4点目でございますけれども、表現は適切でなL、かもしれませんけれども、

老人のための保育園でございます。

現在、立川の至誠老人ホームで、 老人の保育園といわれる、 デイホームサービスが行われて

いるというふうに聞いておりますけれども、日野市の利用状況はどのようになっているのか、

最近の利用の実態を教えていただきたいと思います。このことにつきましては、答弁をお聞き

して、さらに再質問するかもしれませんので、よろしくお願い したいと思います。

さらに、ひとり暮らし老人、あるいは、最近共働きのと ころにお年寄りがいらっ しゃるとい

うケースがありまして、日中だけ 1人になるお年寄りも多いということ を、想像するわけでご

ざいます。

前、本会議に二度ほど問題を提起をさせていただきましたけれども、ヤクノレト を配布しながら

の一声運動、こういったようなものは、御老人を持った世帯でこういうことを、私、提案して

いるんですけれど、市の方はなかなか実際にやっていただけないんですよo というと、まあい

いことですね、と必ず言っていただけるんで、再度ここで、どのような検討がなされて いるか、

デイホームのこととあわせてお聞きをしたいと思います。

それから、質問の 5点目は、これは若干市の人事権にかかわることで、イ替越なことになるか

もしれませんけれども、私も市の方に参りまして、御老人の方々についての要望について、福

祉事務所に行ったり、社会課に行ったり、健康課ですか、あるいは年金のこととか、いろいろ

お年寄りに関する行政というものが、きめ細かく行われているんでしょ うけれども、どうも私

の考えでは、老人のいろいろな福祉なり、あるいは手続なり、 サービスなり、こういったよう

なことは、その一つの老人課というようなと ころへ行きゃ、大体終わるということであれば、

非常に市民の皆さんもいいし、それから、特に老人問題、これからいろいろな形で総合的に考

えていかなければいけない時期に来ていると思いますけれども、それぞれの仕事が分散をして

いるがゆえに、総合的な老人対策が庁内においてなかなか確立しないんではないか、 しにくい

んではないか、ということを最近考えておりますので、そういった意味で、老人問題を統括す

る老人謀の新設、といいましても、これ人をシフ トしていけばいいことだと思いますので、そう

いう意味での、専門に老人問題を考える、あるいはサービスを提供する老人課が必要ではない
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かというふうに考えますので、 この辺の御見解を賜りたいと思います。

特に、福祉部に児童課というのがあるわけですけれども、既にこれからの世の中の人員構成、

あるいは問題の大きさ、こういったようなものを考えれば、むしろ児童課に劣らない力を老人

対策に振り向ける、 こういった行政の意気込みも必要だと思いますので、ぜひ御見解を賜りた

いと思います。

らL上でございます。

0副議長(米沢照男君 ) 福島敏雄君の質問についての答弁を求めます。福祉部長。

0福祉部長(高野 隆君) 大変切実な、しかも切迫した問題についての御質問でござ

いますので、きちっとやはりお答えしなきゃならぬと思いますけれども、お答えになるかどう

か、できるだけの努力をしていきたいと思います。

まず、ぼけ老人の問題でございますが、老人のぼけの原因は、御指摘のように、脳血管性の

痴呆と老人性の痴呆ということであると思います。したがって、それに対するそれぞれの対応

も異なってくるわけでございまして、脳血管性の痴呆につきましては、先ほど御指摘のように、

保健婦なり、あるいは栄養士なりの食事指導、あるいは低塩指導というようなものが有効であ

るといわれております。

また、老人性の痴呆につきましては、心身の老化に伴う脳細胞の破壊というものによると推

定されるというようなことでございますので、慢性的な能力低下が見られてくる、こういうよ

うなことでございます。

予防といたしましては、本人の自助努力、それから現在 40歳以上の者を対象とした老健法

による保健事業の一環として予防は行われておりますけれども、このようなものを今後最大限

に発揮しながら、老人の健康管理に努めてL、かなきゃならぬというぐあいに考えておるところ

でございます。

また、これに対する対策として、現在、市が行っておりますのは、寝たきり者への介護者の

派遣、あるいは入浴サービス、また、老人家庭奉仕員等の派遣事業、先ほど御指摘がありまし

たような、至誠老人ホームのデイホーム事業、また、在宅老人に対する機能回復訓練、痴呆老

のショートスティ、これは八王子の山水圏で 1週間程度のショートスティを実施しておりま

すが、このようなことを現状としては実施しておるとこでございます。

しかしながら、先ほどのような特養老人ホームへの、または老人病院への入院を希望される
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場合に、これの収容能力の関係で入り切れない、こういうような現状も多々あるわけでござい

ますので、今後は特養老人ホーム、あるいは軽費老人ホーム等の設置も、あわせて努力してい

く必要があると考えているところでございます。

また、特養老人ホームを、キーステーションとしての福祉サービスを展開していくというこ

とが、今後ますます必要になってきておると考えておるところでございます。

2点目の、特養老人ホーム、また、軽費老人ホームの建設をどのように考えているかという

ことでございますけれども、本市議会においても、たびたびこの点については要求がなされて

おるとこでございますし、また、市長も公約を掲げているところでございますので、また、市

内の待機中の老人の数も 40名を超えるという状況でございますので、今後、市内への特養老

人ホーム、または軽費老人ホーム、また老人アパートというような、いわゆる老人の住宅政策

を今後考えていく必要がある、と考えているとこでございます。

幸い、 東京都が特養老人ホームの設置については、これ民間に対して、民間の法人に対して

でございますが、特段の補助金制度を今設置をし、努力をしている状況でございますので、こ

れの活用も今後十分に考えていく必要があろうか、というぐあいに考えておるところでござい

ます。

これの問題につきましては、今後の大きな課題として受けとめているところでございます。

3の、老人世帯の相談日の御提案がございましたが、現在は、相談内容によって、福祉事務

所または社会謀、健康課で、それぞれ随時対応していくという状況でございますけれども、高

齢者の相談、特に家庭での悩み事相談というようなものについては、今後さらに真剣に考えて

いかなきゃならないだろうと考えておりまして、専門医等の設置等を考えながら、これの対応

について、 さら に努力をしていく必要があると考えているところでございます。

4番目の、老人のための保育園につきましては、先ほど御指摘のありましたようなデイホー

ムサービス、至誠老人ホームで実施しているわけでございますが、ここでの老人のデイホーム

事業が、現在実施されております。これは、御指摘のように、不活発になってくる御老人、ぼ

けかかってきている老人の活発化をねらうものでございますが、現在、市内では、 13名の方

がこの利用をされているということでございます。

これにつきましては、 1カ月単位で、週に 2日、カリキュラムとしては 10時から 3時半ま

で、送迎つきで毎日習字やマッサージ、ペーバークラフ ト、給食、 おやつ、 1日600円で、
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生保の方は無料でございますけれども、実施しているという状況でございます。これにつきま

しては、今後さらに希望者を暗い、さらにもっと多くの場所で、多くの方を実施できるように

していきたいと考えておりますO

また、たびたび指摘しているが実施していないじゃないか、とおしかりのあります一声運動

でございますけれども、これは、たびたび指摘をいただいて恐縮しておりますけれども、ひと

り暮らし老人対策としては、要するにヤクルトの方法をとるか、あるいは給食の方法をとるか、

電話をとるか、というようなことで、現在、課の中で、この実施につきましては検討しており

ます。

牛乳をやるか、ヤクルトをやるか、こういう 業者を依頼 しての一声運動と いうことも、確か

に実施の方法としてはあるわけですけれども、できれば、直接その御老人の身の回りの細かい

ところまで手の届くボランティアの方によって、食事なり、あるいは電話なりの一声運動をぜ

ひ実施していきたい、こういうぐあいに考えているところでございます。

最後に、5点目の、老人課の新設でございますが、これにつきましては、時代の要請等も十

分に考えられるわけでございまして、これは私は個人的には賛成でございますけれども、現在、

仮でやっているわけでございます。市全体の行政改革が行われる中で、ともに考えていきたい

というぐあいに考えているところでございます。

0副議長(米沢照男君) 福島敏雄君。

02番(福島敏雄君) 大体、前向きにという検討で、御答弁はそれで結構だと思うん

ですけれども、特に具体的なところでお聞きをしたいんですが、例えばぼ け老人について言え

ば、そういった御家族なりが、福祉事務所に相談に来るといったようなときに、 実際どのよう

な指導をされた事例があるか、ということをお聞きをしたいということと、いま一つ、横浜市

立大学講師金子さんという人が、行政と医療がドッキングして、先ほど言いましたように、老

人ホームと専門的な病院が併設された施設と、それからデイケアの施設といったようなものを、

地域の中でこれからやってしぺ必要があるよと、こう言っておりますけれども、 具体的に日野

市でこういったようなものを受けるとすれば¥どんなような方法をとれば受けることができる

のか、お聞きをしたいと思います。これが、ぽけ老人に対してお聞きをいたします。

それから、軽費老人ホーム、あるいは老人アパートにつきましては、市長の公約でもあるし、

これは前向きに取り組んでL、く、こういうことでございますので、これは後ほど市長の方から
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御決意を賜りたいというふうに思います。

それから、老人世帯相談日につきましては、専門医の設置など考えていくということでござ

いますけれども、具体的に私がお聞きしたいのは、市民読本の中に、いろいろな相談の種類が

ありますけれども、あの中に老人相談目、老人世帯相談日というようなものも、実際に入れて

いくというような考え方があるかどうか、それをお聞きをしたいと思います。

それから、デイホームについては、 13名の人しか利用していないということで、こういっ

たようなものが必要だと、こういうふうに言っているのが、なにか実態を承知しないで、頭で

考えて物を言っているんじゃなし、かな、というようにとられてしまう可能性もあるかもしれま

せんけれど、やはり 1カ月単位で週 2日、送迎パスっき、 1日600円、こういうことですけ

れども、これであれば、かなりもう少しいるんじゃなし、かなと、こういうふうに思うわけです。

ぜひデイホームの PRもするべきではなし、かというふうに考えますけれども、これについての

御見解を賜りたL可。

さらには、一声運動につきましては、実施の検討を していくということで、それはヤクルト

にするか、牛乳にするかというような御答弁がありましたけれど、私はヤクルトでも牛乳でも

いいんです。要するに、だれかが行くということが必要なんで、そういうことをすべきだと思

うんです。

いろいろなことを考えてみますと、その中で、部長の答弁の中に、ボランティアの人で食事

サービスも含めていろいろ考えたいと、こういう話が、これ毎度出てくるんですけれど、私、

ボランティアというものについて、これは見解の相違があるかもしれませんけれども、余り多

くを期待しない。これはボランティアの人が手伝ってくれれば、これはプラスアルファ、事業

が拡大する、このくらいの考え方でないと、今の世の中で、継続して事業ができないんじゃな

いか。今、家庭の主婦がパートタイマーで働いている。働いているわけです。実際にこうした

ような人たちをボランティアに持ってくるということは非常に不可能だと思います。しTこがって、ある程

度ボランティアで充実できれJ都、いですけれども、これは私が間違いだと思ったら、いろんなところで

反論してもらえばいし、んですけれども、そうしづ発想が武蔵野の福祉分士、有料サービス、こういっ

たようなものにつながって、事業を拡大している村ナで、本当に困っているー握りの人に対してのみ恩恵

を与えていくんだり、うことであれJま、ボランティアて十分だと，郎、ますけれ左も、本当にそうし可ったニー

ズにこれから大きな対応をしていこうというときにボランティアで、食事サービ司ス、これ、雨OJtlった日
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もあるし、雪の降った日もあるし、風¢吹く日もあるし、ただで長続きがするとは、私は思えな凡それ

t:Jj~阜、意識のある人が、日野市の中にたくさんいれ北大変結構なことだと思いますけれども、(rし可るJ

と呼ぶ者あり 1そういう、いるということがありましたけれども、私としては、長続きをしな

い。むしろ継続的にやるんであれば、武蔵野の福祉公社、こういったような制度を、よく見習

っていくべきだという考え方でございます。

そういうボテンティアの人が見つからなし可から食事サービスもできない。それで、ヤクルト

や牛乳を配るだけじゃ脳がなし可から、 もっとほかのことを考えると。何もやらないというより

は、私は何かやった方がいい。こういうふうに考えますので、その辺の御見解は、特にこの再

質問につきましては、市長の方からお聞きをしたいと思います。

それから、老人課のことにつきまして、福祉部長、個人的には賛成ということでございます。

ですから、実務の面から見たら、これは十分そういう方が対応がしやすいんではないか、とい

うふうに私も理解をするわけでございます。

ただ、福祉部長の言葉じりをとらえて話をするわけじゃありませんけれども、行政改革絡み

の話とあわせてというのが、いかにも気になるところでございます。私も行政の効率化、ある

いは定員は少ない方が結構、こういう考え方を堅持するわけですけれども、必要な市民サービ

ス、これについて人をシフトをしてしぺ、この考え方がなければ、 1 0年たっても 20年たっ

ても、行政のレベルは全然変わってし、かなL、。世の中のニーズはどんどん動いている。それに

ついて、役所の機構は旧態依然、こういうことでは市民のニーズにくっついていけないわけで、

総トータルの人員は固定をいたしましても、今必要な事業、特に老人福祉事業、あるいは下水

道事業、都市整備の事業、こういったようなものは、かなり前よりももっと今、必要なわけで

すから、人を必要なところにシフ トをしていくという考え方がなければ、新しい事業に力が入

ってし可かない。

こういうふうに考えますので、そういう意味で福祉部長はおっしゃったんじゃないと思いま

すけれども、行政改革絡みで考えたいということについきましては、かなり私としては反発を

したいと思いますので、必要なことはやっていくんだと。そのかわり事業が減ってきた ところ、

そういったようなところから、これからやるべきところへ人を移していくんだ、こういうよう

な発想をぜひお持ちをいただきたい。( rそうだ、向感。いいこと言うぞJと呼び者あり〉

そういう意味で、老人課は新設をしていくべきだ、こういうふうに考えますので、ちょっと
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偉ぶった発言かもしれませんけれども、市長の方からの御見解を賜りたいと思います。

O副議長(米沢照男君〉 市長。

0市長 (森田喜美男君) 高齢化社会の進行に伴いまして、状況はどんどん進行してい

る。それに行政がなかなか対応しかねていると。こういうことは、確かに今日の状況だと思っ

ております。

老人相談日、老人世帯相談日ということを、専門家を頼んで、特にお願いするということは、

可能だというふうに思いますいそういうことが一 つの入り口ではなかろうか、こういう感じ

もいたします。

それから、ボ ランティア依存型も、確かに限度があるわけでありまして、大変望ましいこと

ではありますけれど、やはりまだボランティアに多くを依存するということも、今日の経済情

勢の中では、難しいわけであります。私は、むしろ福祉事業団をつくった意味は、そのあたり

をカバーするために役立てるべきだと、このように思っておりますので、そういう考え方でひ

とつやっていきたいと思います。

それから、独居老人と痴呆老人は、おのずから違うわけでありまして、今まで老人ホーム、

あるいは老人のアパート、これは独居老人の医療に向かうという面の仕事だと思いますし、痴

呆は、これは至誠のような、あるいはもっと進んだ、至誠にかなり独居老人のことも、あるい

は寝たきり老人のことも依存はしておりますが、一遍そのあたりのところを、所長さんとひと

つ具体的な御相談をしてみたい、このように思います。

総合的な老人問題に取り組むために体制を強化すべきだ、ということも、確かにそのとおり

でございますので、これから大きい課題として、なるべく迅速に対応していきたい、このよう

にきょうのところは考えて、お答えはいたしたいと思います。

0副議長(米沢照男君) 福島敏雄君。

02番(福島敏雄君) いずれにいたしましても、表題で言っていますとおり、老人

福祉前進のために問うということで、老人福祉を前進させるために、今、いろいろな具体的な

事例も述べましたけれども、ありとあらゆるところを考えまして、どういった方向をとれば 1

歩でも 2歩でも前へ進むのか、というような論議をぜひしていただきまして、私がきょう具体

的な話をした内容につきましては、ほんの一部だと思いますので、ぜひ総合的な老人福祉対策

の前進のためにも努力をしていただきたいということを申し上げまして、こ の質問を終わりま
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す。

0~1j 議長 (米沢 j照男君)

問を終わります。

これをもって 9の1、老人福祉前進のために問うに関する質

9の2、消費者農闘をもっ とふゃそうについての通告質問者、福島敏雄君の質問を許します。

02番(福島敏雄君) 質問の 2点目ですけれども、消費者農園をもっとふゃそ う、と

いうことでございます。

これも、ゴーノレデンウィ ーク中に 3人の方々から、農地を貸してくれる農家の人はし可ないで

しょうか、こういう問い合わせを受けたわけでございます。早速市の生活課に尋ねましたら、

般向けの貸し農園、すなわち消費者農園は、 2月に募集をして、広報で、 3月から 1年間の

契約で貸し出しをしているということだそうでございます。 5月になってからでは、市の管理

している消費者農園は、あいているところはありませんと百こういう回答でございました。

3人の市民というのは、 多摩平、神明、東豊田にお住いの人でございまして、私もその辺を

通ったときに、耕作をしている農家の人に二、三話を したわけですけれども、まあ、すぐ貸し

ましょう、という人はいらっし ゃら なかったというわけでございます。頼む人も悪かったんで

しょうけれども。よくよく考えてみれば、地主としては、よく知ってい る人ならともかく 、初

めての人にいい返事などできないのは当然、だ、 というふうに感じたわけでございます。

そこで、現在、市が管理を しております消費者農園について、生活課にお聞きをいたしまし

たらば、次のような内容になっておるそうでございます。

四つ農闘がありまして、稲毛通り農園1 西平山 2の11、 1，000平米、 80区画。 2番目

が、金子屋敷農園、程久程 891の2、 990平米で、 6 8区画。 3番目が、居栃農園、上回

の439の 1外 1，880平米、 86区画。4番目が、奥原農園、日野台五丁目 11番地、 1，700

平米で、 83区画。 トータルをいたしますと、 5，5 7 0平米で 317区画ということでありま

す。

そして、 2月に広報で募集したところ、農園によって若干の倍率の違いがあるそうですけれ

ども、平均では 2倍程度というのが、申し込みの実態であったそうでございます。

私が先ほど聞いた 3人は、広報の募集を知らなかった、というふうに言 っておりますので、

潜在的な希望者はもっと多いのかなという感じがしますし、さらには、これは、もっと住まい

の近くにあれば申し込もう、という人もいるんではないかなというふうに考えます。
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そこで、質問ですけれども、現在のこの四つの農園というものについて、先ほど 2倍という

程度の申 し込み状況だったというのがありますので、できれば農園の数も、区画数も、 2倍程

度を考えていく必要があるんではないか、というふうに考えますけれども、担当課としての御

見解を賜りたいと思います。これが質問でございます。

0副議長 ( 米沢照男君) 福島敏雄君の質問についての答弁を求めます。生活環境部長。

0生活環境部 長 (坂本金雄君 ) お答えいたします。

御質問の表題の、消費者農園をもっとふゃそう、担当課としては、全くこれと同じ気持ちで

取り組んでおります。

先ほどの四つの農園の名前を挙げられましたけれども、 59年度につきましては、稲毛道と

金子屋敷、 この二つの農園について、抽選をいたしまして、 3.3倍になっております。 60年

度は、農園の数が二つふえまして、 倍率が1.93に落ちております。

したがいまして、現在この四つの農園のおよそ倍、 8カ所程度をつくれば、抽選に落ちる人

もなく 、大体行き渡るんじゃないか、 こういう考えを持って おりますけれども、適当な土地が

うまく市内に 8カ所ばらまかれるかどうか、この辺のところが一番心配でございます。

土地の条件としては、車の進入路があって、そして、割合、付近に住宅地が立て込んでいて、

しかも農園の周りは余りないところ。と申しますのは、住宅地のすぐ近所で農園をやりますと、

うるさいというような苦情が必ず入ってまいりますので、ある程度の住宅の密集地で、 しかも

農園の周りは余り住宅がないところと、非常に難しい条件でございます。

冒頭申し上げたとおり、御質問者のお考えと同 じ気持ちでやっておりますが、 60年度につ

きましては、約 1，000平米程度の格好な候補地がございます。この候補地につ きま して、 農

園を新設してまいりたい、このように考えておるところであります。

以上です。

O副議長(米沢照男君) 福島敏雄君。

02番(福島 敏雄君) 生活環境部長の基本的な考え方は、全く質問の趣旨と同じであ

るということでございますし、それに期待をするわけですけれども、 60年度に、何ですか、

1力所ふえるという話があったんですけれど、 61年度からということでよろしいんでしょっ

か。

さらに、例えば、では 61年度を見通した場合には、 1農園程度しか今見込めないと いう実
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態、というふうに今の答弁をお聞きすればいいのか、その辺、ちょっとお聞かせいただきたL可。

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) お答えいたします。

6 0年度に 1カ所増設をしたいという考えでございます。

0副議長 (米沢照男君)

02番(福島敏雄君)

福島敏雄君。

生活環境部長、非常に慎重な方でございますので、でき ないこ

とはできないと、こう言うんでしょうけれども、私の方の期待、希望といたしまして、ぜひ、

農業委員会も生活環境部長の管轄下にあるわけでございまして、できればそういった農業関係

者の中にも、 農園を貸 していただけるような人のお願い、こういったようなものも含めまして、

先ほど基本的な見解がありました。 8農園、区画も倍程度にしていきたいという考え方が、 1

日も早く実現するように要望をいたしまして、ここでは、この質問を終りにしたいと思います。

0副議長 (米沢照男君)

質問を終わります。

これをもって 9の2、消費者農園をもっとふゃそうに関する

9の3、豊田駅北口前の都営住宅入居状況並びに自転車対策を問うについての通告質問者、

福島敏雄君の質問を許 します。

02番(福島敏雄君) 3点目の質問でございますが、私は 3月の定例会の一般会計予

算特別委員会におきましでも、多摩平一丁目都営住宅の空き家について、質問をしております。

この都営住宅は、たしか去年の7月から入居が始まっておりまして、もうすぐ 1年を過ぎよ

うとしております。

しかしながら、まだかなりの戸数の空き家が見られると思います。あそこの土地は、駅前で

ございますので、多くの人が近くを通って、見ておるわけでございまして、新規募集はしない、

ある いは、建てかえのために壊される都営住宅の入居者が移ってくるのだ、というふうに承知

をしていても、住宅に困っている人 さらに民間アパー トで高い家賃を支払っている人から見

ますと、大変もったいないというふうに感じるわけでございまして、私のところにも、どうな

っているのだという問い合せがあるわけであります。

これも、 3月の特別委員会でも聞いていた内容ですけれども、都営住宅、今 82戸あるんで

しょうか、あの都営住宅について、私が窓の方から見てみると、 30ぐらいあいているんじゃ

ないかなという感じがしておりますけれども、一体、東京都に聞きゃいいんでしょうけれども、
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日野市が調べた中で、幾つ今あいているのか。そして、あきがいつごろ埋まる予定であるのか、

このことについて 1点お聞きをしたいと思います。

それから、 1点目の答弁にも関係するわけですけれども、当分あいているというような状況

であるとすれば、私は新規募集をしてもいいんじゃないか、というふうに考えるわけでありま

す。これは、本来、先ほど言いましたように、東京都に聞いてくれ、こういうふうなお答えに

なるかもしれませんけれども、今議会を通じまして、園、都、こういったようなとことのパイ

プを太くして、という決意表明もたびたび聞いておりますので、そういった観点で、日野市民

の要望でありますので、ぜひ東京都住宅局にかわって、前向きな御見解を示していただきたい

と思います。これが 1点目であります。

さらに、この都営住宅周辺の自転車対策について、質問をいたします。

豊田駅北口が、他の駅と違って、市営の無料の駐車場がない、こういう、場所の制約があっ

て、そういう状況のために駅前の自転車対策が難しいということについては、理解はできるわ

けでありますけれども、それにいたしましでも、都営住宅周辺の放置自転車は、目に余るもの

がある、こういうことであります。

私は、昭和 58年の 6月議会での一般質問で、この質問を しているわけですけれど、私の質

問に答えて、都営住宅の外周の道路の周囲 2.5メートノレの幅は、 東京都から借用することが決

まっているということで、そこのところは自転車置き場にしていきたいんだという答弁が、 2 

年前あったわけですけれども、現在、都営住宅の入居が始まって 1年たっていますが、その方

針に変更はないのか。

変更がないとすれば、今までなぜあいていたのかと いうことと、どのような方式で、いつつ

くろうとしているか、この辺についての御答弁をいただきたいと思います。

それから、質問の4点目になるわけですけれども、大変細かい質問になって恐縮なんですけ

れども、都営住宅東側道路について、朝の 1時間程度の時間帯、 自動車の進入禁止にすること

はできなし、かどうか。あるいは、すべきかどうか。 していただ きたいという市民要望があるわ

けですけれども、これについての見解をいただきたいと思うわけです。

この道路は、豊田駅北口の真ん前の都道の 1本、立正佼成会側の道路でございまして、西友

ストアの角から駅前広場に抜ける、一方通行の道路であります。この道路は、 7時 30分ごろ

から 8時過ぎにかけて、旭が丘、多摩平方面から駅に向かう人、それから駅から小西六、富士
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電機などに通勤する人が、多く利用をしているわけであります。

まだ、大きな事故があったという話は聞きませんが、車が通ると、歩行者は隅に押しつけら

れるということで、ここの場所だけを指定して一般質問するのはどうか、というふうに考えた

わけですけれども、人間優先、人間尊重というのを行政の基本とする森田市政の中で、こうし

た場所を改善 していくのだという、いろいろそのほかにもあると思いますけれども、こういっ

たようなところは改善をしていくんだ、という決意表明を含めまして、御見解を賜りたいと思

し、ます。

以上。

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、問題の都営住宅につきましては、 多摩平一丁目団地と称しております。これは木造住宅

で、 4 1戸あったものを、老朽化したことと、それから土地の効率が悪いという こと で、建て

かえをしたわけでございます。 41戸を 82戸に建てかえをいたしました。現在、こ の82戸

のうち、入居戸数は 62戸でございます。 20戸空き家になっているという ことでございます。

これは、今、福島議員さんからもお話がございま したけれども、こ の住宅の目的は、当面都

営住宅の建てかえの仮住まいといいますか、そういう施設として使いた いということでござい

ます。現在入っている中には、前から一丁目に住んでいた入居者、それからその他の方が、現

在入っているわけでございます。

さらに、この 20戸につきましては、昭和 61年の 2月までに入居させる予定だというお話

でございます。

0副議長(米沢照男君) 建設部長。

。建設部長(中村亮助君) それでは、私の方から 3点目と 4点目の御質問にお答え申

し上げます。

まず、 3点目の、豊田駅北口周辺の、都営住宅の建設に絡みますところの、自転車駐輪場の

整備の問題でございますけれども、確かに御指摘のように、私どもも北口の周辺の駐輪場の確

保につきましては、大変苦慮をいたしておりますけれども、何とか突破口を開きたいというふ

うに、努力をいたしておるわけでごぎいます。

幸い、都営住宅の外構工事との関連の中で、御質問の中にもございましたように、計画を進
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めておりました。ただ、都営住宅の建設の関連の中での、 コミュニティーセ ンターの関係の建

設に伴いますところの、調整の問題がございまして、それが理由で、多少おくれてしまったと

いうのが現状でございます。

したがいまして、今後は都営住宅の周辺道路の外構工事の進行に合わせまして整備をしてい

きたい、というふうに現在考えております。

この場所につきましては、特に駅に最も近い場所でどぎいますので、大いにその活用を期待

しながら整備に取り組んでいくということで、現在、計画を進めております。

都営住宅の側につきましては、外構工事 の完了を待ってやりませんと、工事ができませんの

で、多少おくれますけれども、来年の 4月以降に着工をするという計画でございます。

なお、それに対面いたしますと ころの国鉄の用地の関係でございますけれども、国鉄用地に

つきましては、既に自転車の関係の、いわゆる条例を施行する前から、国鉄の用地として、一

部自転車駐輪場にお借りした土地がございます。 この土地も、今後整理をしながら活用してい

こうということで、整備をする予定にしております。

こちらの方につきましては、国鉄との既に了解が得てございますので、 10月ごろには工事

が終わるということで、現在進めております。

この駐輪場の規模でございますけれども、これは、京王線の高幡不動駅に設置いたしました

ノマーキングポスト方式を探用していきたいということで、財団法人の自転車駐車場の整備セン

ターの方に委託をする予定で計画を進めておりまして、きょう、実はこれの設計も上がってき

ております。

そして、都営住宅側につきましては、幅が、奥行きが約 2メーターでございます。これは道

路の一部という形の中で、道路が完成しますと、市にすべて無償譲渡になる予定でございまし

て、あの道路が市営住宅側に食い込みまして、整備をされるということでございまして、その

道路の状況を申し上げますと、車道が 4メーターございます。それに接続しまして、 2メータ

ーの奥行きを持ちましたパーキングポストを設置したいと。

さらに、住宅側に寄りまして、内側に 0.5メーターの幅で植栽がなされまして、そしてさら

に住宅側に 2メーターの歩道が設置されるというのが、全体の道路計画でございます。その道

路計画の一部の中で、奥行き 2メーターをもちまして、延長の距離は余りないんですけれども、

約 70メーターの範囲内で整備をしていきたい、というふうに考えておるわけでございます。
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それから、国鉄側の用地につきましては、現在お借りしておりますのは、奥行きが1.5メー

ターでございますO これを、さらに鉄道側に余地がございますので、 1メーター奥行をさらに

占用させていただくということで、これも御了解を得てございますので、 トータルいたしまし

て2.5メーターの奥行きで、延長が約 103.8メーター。この両側の整備をいたしますと、収

容台数は、自転車で約 254台、それからバイクにいたしますと、 122台、合計で 376台

の収容能力を持ちますところの駐輪場が完成できるわけでございます。

そういう計画の中で、今後進めてl)く予定にいたしております。

それから、 4点目の御質問の、規制の問題でごぎいますけれども、これにつきましては、御

存じのように、あの道路は現在一方通行になっております。交通管理者でございます日野警察

署の所管の中で、あ邑規制が行われておるわけでございまして、日野警察署と協議をいたした

わけでございますけれども、現在のところ時間帯によるところの規制をするということにつき

ましては、難しいというような見解が示されているのが現状でございます。

。副議長(米沢照男君) 福島敏雄君。

02番(福島敏雄君) それでは、最後の質問からお聞きをいたしますけれども、一方

通行のところを時間帯で規制するというのは難しい、というお話、そういう警察の方のお答え

ということのようですけれども、その話 し合いの中で、私も説明するのに難しいというふうな、

これは、 言い方があるんですけれど、何で難しいのか。こういうわけで難しいんだよと、こう

いうふうに話をしたいもんですから、そこいら、もう少し教えていただきたいと思います。

それから、都営住宅の入居の状況で、 2 0戸あいていますということで、ちょうど1年間たつ

わけです。 これは東京都の都営住宅ですから、どうこうここで言 うのは、あれなのかもしれま

せんけれども、 一般の民間の人が家を建てて、 1年間、 4分の 1も遊ばせていくということは、

普通の場合では、ないと思うんです。

さらに、これが 61、来年の 2月までには入る予定という答弁でございますけれども、 1年

半、建ててあけておしそういうことになると思うんです。

特に、日野市、勤労市民が多い。特に住宅費にかける、かかる割合が、収入の中で相当多 L可。

こういう状況の中で、来月 2月まで、さらにこの 20戸近くあいてい くと いうことにつきまし

ては、大変説明がしにくいわけであります。

そうかといって、一般募集もできないという東京都の見解だそうですから、東京都の方に行
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って直接お願いをするより仕方がないのかなと、こういう感じはしているわけですけれども、

それにしても、やはり日野市が窓口になっていただくと。用地のあれを建てるについては、市

の企画が相当窓口になってきた経過もあるわけでございましょうから、見解はそういうことで、

何としても、 早く あすこふさがってもらった方がいいわけですけれど、当初、予定では、いろ

んな都営住宅を建てかえるために壊して きて、もっと早く埋まる、とい うような説明を聞いた

ことあ るんですけれども、 20戸あいて、来年 2月まで残っちまうという、そのこと は、どこ

の、どこのというか、何が原因なのか。もし、それを東京都の方から聞いていましたら、教え

ていただきたい、こういうふうに思l)ます。

それから、自転車対策につきましては、特に国鉄側は、 10月には完了するだろう、あとの

ところは来年 4月から、という ことでございますので、このことにつきましては、あの近くの

人といいますか、通行者には何らかのわかるような方式で、私の方から伝えたいとは思います

けれども、できるだけ早くやっていただく ことを、要望を しておき たいと思います。

それでは、都営住宅の入居に関することと、 一方通行につきまして、もう少し教えていただ

きfこい口

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〉 答弁をいたします。

2 0戸につきましては、その内容について、どういう形かという説明でございますけれども、

現時点で、その内容まで突っ込んだ照会をしてございませんので、また新たに住宅局の方に照

会をしていきたい、というふうに考えて おります。

0副議長(米沢照男君) 建設部長。

0建設部長 (中村亮助君) それでは、交通規制の問題につきまして、再質問がござい

ましたので、あ答え申し上げます。

難しい、という警察署の見解の理由でございますけれども、お尋ねの時間帯と いうのは、 朝

の時間帯をいわゆる進入禁止にできないか、という お尋ねでございます。

御存じのように、あすこの地域につきましては、商l苫街も多少張りついておりまして、商業

活動との関連なども一応考慮に入れなければならない、そういうふうな問題もあろうかと思い

ます。

それから、都営住宅の建設に伴いまして、 御指摘のございました規制の道路の約3分の 2、
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つまり西友ストアの方から入ってまいりまして、曲がり角のところまでの約 3分の 2の距離に

つきましては、都営住宅側の方ですけれども、これは現況全部 6メーターの幅員でございます。

そのうち、都営住宅側につきましては、都営住宅側の用地の方に寄せまして、先ほど申し上

げた外構工事の中で、 2メーターの歩道ができる予定になっております。そういうことで、歩

行者の安全確保とい う面につきましては、北側に既にできております市道 78号線への接続も

できるわけでございます。

そういう一連の関係もございますので、 警察署の方は難しいということで、私どもの方にそ

の見解を示しておるわけでございますけれども、全体の都営住宅の外構工事の完成などをにら

み合わせながら、さらに検討をさせていただきたいというふうに思います。

0副議長(米沢照男君) 福島敏雄君。

02番(福島敏雄君) それでは、以上をも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 9の 3、豊田駅北口前の都営住宅入居状況並び

に自転車対策を問うに関する質問を終わります。

本日の日程はすべて終わりました。

本日 はこれにて散会いたします。
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午後 4時 58分散会
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議事日程

日程第 1

本日の会議lζ付した事件

日程第 1

0副議長(米沢照男君〉

午前 10時 11分開議

おはようございます。本日の会議を開き ます。

藤 ただいまの出席議員 21名であります。郎君

藤正吉君 昨日に引き続き議長公用のため、副議長が議長を務めます。昨日同様御協力をお願いいたし

ます。

日程第 l、一般質問を行います。

1 0の 1、 「日野市行政改革大鋼」の策定を急げ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〕

本金雄君

城邦夫君

野 隆君

貫松雄君

山哲夫君

01 8番 (古賀俊昭君〉 一般質問を行います。

私は 3月議会の官頭で、市長選挙を間近に控えて森田市長に質問をするのも恐らくこれが最

後であろ う。ひとつ、虚心坦懐、率直な答弁をいただきたいとお願いをいたしました。そして、

そのときは森田市長の答弁をここで聞くのももうなt¥かと思いますと感慨深く 、市長の回答も

特に印象に残ったのでありますが、市長選挙ではわずか有権者の 4分の lの支持しか得ていな

い日野市長が誕生し、あろうことか今定例会でまたしても森田市長に対して一般質問を行うわ

けであります。

きょうは、日野市行政改革大綱の策定を急げと題し質問をするわけでありますが、本来、私

どもの推薦をする市長候補が当選をしておれば別段策定を急げなどと私や議会がここで言わな

くても行革は市長選挙最大の争点でありましたから、当然、速やかに大綱策定のための作業に着

手をしていたはずであります。

私は今定例会でこのテーマを取り上げてやはりよかったなと思っております。案の定、行政改

革に反対をする共産党は一般質問を行われます初日から、この地方行革大綱をやり玉に上げて

1 2年間の革新市政と相入れないものだなどと横やりを入れているのであります。森田市長も

先日終わったばかりの市長選挙の結果をお忘れになったのか、森田批判票というものが森田市

昭和 60年 6月 14日(金〉

午前 10 時開議

一般質問

-314-

長を l万票与はも上回っていたことなどもすっかりお忘れになったのか、これにすぐさま同調

されて、自民党・政府に誤った考え方があり云々と答弁をしている始末でありますo 日野市の

行政改革を進めるための処方せんとなるべき行政改革大綱の策定を促す立場をまず申し上げて、

質問iζ入っていきたいと思います。
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自治省は、ことしの 1月の 22日、地方公共団体における行政改革推進の方針いわゆる「地

方行革大綱」についてという地方自治体の行政改革の指針となる大綱を発表し、同時に事務次

官通達をもって全国の地方自治体iζ対してその趣旨に沿った地方自治体の減量、効率化、こう

いったものを図るための努力を要請したわけであります。この地方行革大綱は昨年 12月 29 

日の閣議で決定された行政改革の推進に関する当面の実施方針についてという、いわゆる言う

ところの 60年度行革大綱、これに基づいて定められたものであります。現在の内政の、我が

圏内政の最大の課題の一つであります地方行革を地方自治体みずからが自主的に推進をしてい

くための手引き書ともいうべきものであります。

この行革大綱の中身を見てみますと大きく八つの項目を、七つの項目を挙げて具体的に是正

すべき事柄を列挙しているわけであります。その項目だけ申し上げてみます。一つ、事務事業

の見直しロ 2番目、組織・機構の簡素合理化。 3番目、給与の適正化。 4番目が定員管理の適

正化。 5番目に民間委託、 O A化等事務改革の推進。 6番目が会館等公共施設の設置及び管理

運営の合理化。そして最後に 7番目に地方議会の合理化。こういうことが挙げられているわけ

であります。また、この行革、地方行革大綱の中では自治体の中に民間の有識者から成る委員

会をつくること、また推進をしていくための本部を設置をしよう。こういうことが具体的に述

べられております。策定期間はおおむね 3カ年度を目途につくるようにという指導もあるわけ

であります。

そこで、市長にこれから質問をしていきますが、市長は昨年、昨日ですね、地方行革大綱に

ついて、一昨日の一般質問の答弁で、自治省や政府に非常に批判的な発言をしておられました。

果たして日野市行政改革大綱を策定する意思があるのかどうか。また、あるとすれば国の指導

では策定の目途を、めどを 8月の末としているわけであります。策定をするとすればいつまで

にこれをつくりになるつもりか、まずお尋ねをいたします。これが 1問目です。

2番目は、手続として日野市の行政改革大綱を策定するのは行政改革推進本部になると思う

わけであります。いつごろまでにこの行革推進本部を設置するのか。また、その組織の構成に

ついてはどのように構想を持っておられるか、回答をお願いをいたします。これが 2番目ですD

3番目は、地方行革大綱では地方行革を住民の理解と協力のもとに推進するため、今申し上

げましたように民間有識者等から成る委員会の設置を求めているわけであります。今定例会に

提出をされております補正予算、この中iζ行財政研究会がございます。報償費で総務管理費だ

ったと思いますが、出ております。これが、この地方行革大綱で求めている委員会の役割を果

たすものなのか、その点をお尋ねをいたします。

そして、これは条例による設置ではなくて市長の私的諮問機関として要綱による設置として

あるのはなぜか。構成メンバー、また、今名前がもし発表可能であれば、この私的諮問機関要

綱によっ て設置をされる行財政研究会のメンバーについても御答弁をお願いいたします。

まず、そこまで御回答をお願いしたいと思います。

0副議長(米沢照男君〉 古賀俊昭君の質問についての答弁を求めます。市長。

0市長(森田喜美男君〉 この地方行革大綱ということが求められておる最近の中央政

府といいますか、自治省からの要請はあるわけでありますが、日野市は独自に常にこれまでも

やってまいりましたし今後もその考えでおりますので、特にこれに合わせてどうこうというこ

とは考えておりません。日野市独自のやり方でやるということであります。

0副議長(米沢照男君) 企画財政部長。

0企画財政部長(前田雅夫君〉 お答えいたします。 2番、 3番目につきまして御答

弁申し上げます。

2番目は推進本部の設置の関係でございますけれども、推進組織といたしまして本年の7月

発足をさせる予定でございます。構成につきましては現在構想の段階でございますけれども、

市長を本部長にいたしまして助役、収入役、教育長を副本部長、それから本部員には部長を充

てるというふうに考えております。

それから 3番目は委員会の問題でございますけれども、日野市におきましては行財政研究会

という形で進める予定でございます。構成につきましては現在検討中でございます。

それから条例化の問題がございましたけれども、これは、いわゆる委員会をつくりまして、

いわゆる有識者の意見を聞くというところにポイントがあるわけでございます。条例化という

ことになりますと自治法に基づくところの市長の公的な付属機関、それから要綱で設置と いう

ことになりますと私的ないわゆる諮問機関ということになるわけでございます。要は行政側が

一方的に計画をつくるということのチェックといいますか、その辺に問題があるわけでござい

ますので、条例であろうが要綱であろうが委員会を設置をして民意を聞くということであれば

いいんではないかというふうに考えております。

。副議長(米沢照男君〉 古賀俊昭君。
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01 8番(古賀俊昭君〉 市長は一昨日の答弁と大体また同じようなことをおっしゃっ ひとつお忘れにならずにその職を全うしていただきたい、こういうふうに思います。

すでに 3月の 5日だと思いますが、東京都が各市の坦当者を集めて説明会も開かれているよ

うでありますので、この検討委員会の要綱による設置、 これも急がれなければならないと思い

ます。行財政研究会という名称だそうですが、絶えず、国のいわゆる行革審に当たるものだろ

と思いますので、そうした機能を十分に備えるような、 8人のメンバ」だと予算書には出てお

りますのが、人選をお願いをしておきたいと思います。

次に、この行政革大綱の中の重点 7項目、これに関連をして幾つかお尋ねをいたします。

この重点事項の中の 3番目に給与の適正化ということがうたわれております。簡単に述ベて

みますと、地方公務員の給与については地方公共団体において適正化のための努力が払われて

きたところであるが、地方公共団体のうちにはその給与及び退職手当のあり方についてなお厳

しい批判が寄せられているものがあり、その速やかな適正化は緊急の課題となっている。まさ

に日野市はこれに当たるわけであります。そして不適正な給料表、標準職務に適合しない等級

への格づけ、いわゆる渡り。日野の場合には不適正な給与、給料表というのがこれに当たるわ

けです。こういった不適正な初任給基準等の違法または不適正な制度運用については所用の是

正措置を講ずること。こういうことがうたわれております。

そこで、昨日も通し号俸制のことが取り上げられておりましたが、この通し号俸制の是正に

ついて行政改革大綱の中に盛り込む考えがあるかどうか。また、そのほかに特に日野市ではこ

の点を盛り込んでいきたいという事項がありましたら御答弁をお願いしたいと思います。

特に通し号俸制については、ことしの 2月、ほとんど全員の管理職の皆さんが署名をされた、

いわゆる申し入れ書にも職務と責任に応じた給与制度の確立を図るべきだ。このように書かれ

ております。助役はきのうですね、この給与に関する質疑の中で、 55歳からの頭打ち、 58歳

ストップというようなことが今回打ち出されて、それによる不満だというようなとんでもない

私は見当違いだと思いますが、この申し入れ書についてそういう見方をしておられるというお

話でございました。私はもう少し謙虚に、やはりこの給与の問題が大きな問題 1個はらんで今

なお市の行政運営の中に一つの阻害要因として市の円滑な業務推進を妨げている、こ のことに

ぜひ率直にお気づきいただいて、この申し入れ書にも述べられております給与制度を見直す、

この点についてぜひ私は取り組みをお願いしたい、このように思っておりますが、行革大綱の

中にこの給与の適正化というものが盛り込まれるかどうか、この点、お尋ねをしておきます。

たわけでありますが、日野市独自でやってし 1く、別に自治省からの指導云々ということは意に

介さないというような旨の御答弁だったと思います。

この 1月の 22自に策定をされました地方行革大綱の中には地方公共団体においてはこれま

で固に先駆けて行政改革の推進に努めてきたところである、こういうふうに書かれている箇所

もあります。 国やまた多くの自治体に先駆けて現にそれぞれ減量化、効率化に向けて独自の取

り組みをしている自治体は多いわけでありまして、市長をして、ある面では日野市はこういう

面ではやっている、だから特に上からの指示は受けないんだという気持ちがあることはわから

ないではありませんが、いたずらにそうした国の方針また自治省等からの助言等にただ反発す

るだけでこうした行革というのは進められていくわけではありません。お互いに明確な指針を

持って協力し合う、そして地方、国が一体となって整備を図っていくというところにこの効果

が期待できると思いますので、余り意地を張らずにお進めいただきたいと思います。

7月iζは市長を本部長とする行革推進本部が設置されるということであります。多くの自治

体でも連日のように新聞の速報を見ますと推進本部や推進委員会が設置をされているというこ

とがたくさん報道されております。東大和、国立また秋川、多摩、東久留米、こういったとこ

ろではすでに設置がなされております。福生等もまたこういう提案を現に議会の方にしてきて

いるようであります。町田市、大変、市長が気脈を通じておられると思うんですが、町田市に

おいても行革推進本部、これを設置する、 7月 1自に早々には設置をする、ということがすで

に決められております。ひとつおくれをとらないように、本部長さんになられるわけでありま

すので具体的な行革大綱の、日野市の独自の行革大綱の策定iζ当たって十分盛り込まれる内容

に、漏れのないようにひとつ取り組みをお願いしていきたいと思います。

3月の議会で赤松助役は私が給与制度の検討委員会を設置したらどうかという質問に対しま

して、地方行革大綱の送付があった。推進本部をつくりなさ~ ~o 市民の有識者が参加した推進

委員会をつくりなさい云々。これに照合する内部的な組織というものを考えざるを得ないだろ

う。こういうふうに答弁をされております。比較的素直にお答えになったわけであります。国

からの一方的な指導ということではなくて、別にこの地方行革大綱に沿わなし 1から財政上のペ

ナノレティーを科すということも別iζないということも国会等の答弁で明らかになってきており

ますので、ひとつ助役も副本部長におなりになるわけですから、 3月答弁、 3月議会の答弁を
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それからラスパイレス指数、このことについてお尋ねをいたじます。

きのう助役は 60年、ことしの 4月多分これは試算だと思いますが、 112.8に下がる、だ

から自治省の指導はクリアしたんだということで胸を張っておられたわけでありますが、日野

の場合、いろいろ調べてみますと初任給というのはまだラス計算をいたしますと 116程度あ

るようであります。係長さんあたりで 106と、がたんと落ちるわけであります。ここにいら

っしゃる部長さんたちは多分 100にやっと届くかどうかというところにいらっしゃるのでは

ないかと患うんです。ただ機械的にラスが下がればいいという考え方では給与の見直しは必要

ない、また制度の見直しは終わったというような考え方は大きな誤りだと思います。特に今実

施をされております 6カ月の昇給延伸によって一律に機械的に 112.8と試算される数字まで

下げたわけでありますので、本来職務、責任に応じた給与制度をもってすればやはり部長さん

や課長さん、係長さんあたりでも 11 5をちょっと切るかなという程度に、本来はそういう姿

に持っていくべきではなかろうかと思います。ただ一律に払って足切りをしてしまうようなや

り方で事足りるというのは私はどうかな、このように思います。

特に東京都のラス指数は 11 2.1ですので新しt¥方以外はほとんど東京都以下の給与水準に

なってしまっているのではないかと思いますが、この辺の私の見方、誤っていれば御指摘をい

ただきたい、このように思うわけであります。

それから、きのう、きのうじゃないです。先般可決をされました 6月期の期末勤勉手当の条

例の特例について関連をしてお尋ねをいたしますが、あしたボーナスが支給をされるわけであ

ります。( rきょう」と呼ぶ者あり〉きょうですか。 14日、そうですか。このボーナスの支

給例を見て一つお尋ねをいたします。

私は本会議でお聞きしましたら、一般職、つまり 4等級、 5等級の一般職の方の最高は 83 

万 6，199円という答弁がありました。ところが、係長さんで最もたくさんもらっておられる

方、係長職の最高の方は 81万 1，1 6 0円であります。つまり係長さんでトッフ。の方が一般職

の最高の方より低いわけであります。また課長さん、ある課長さんは 73万 7，3 6 3円という

方がいらっしゃいます。また部長さんでも 78万台の方がいらっしゃいます。

つまり部長さんや課長さんやすべての係長さんよりもボーナスを上回って支給を受けておら

れる一般職の方がいらっしゃるわけであります。再三議論されておりますようにやはりこれは

不自然な形だと私は思います。当然何回か私も求めてまいりましたが、管理職手当というもの

をボーナス支給の際lζ算入することをぜひ具体的に検討すべきではなし 1かと思います。これは

何度もお願いをしているわけでありますが、一度は検討するという御答弁もありましたが、最

近はこれが大きく後退をしております。やはりそれぞれの職務、責任に応じである程度のでこ

ぼこはあるにしろ、係長さんの最高の方よりも一般職の万の方が高いというこの現実は管理

職手当等の算入をもって対応する以外に是正の方法はなかろうか、ないのではないかと私は思

います。

この点について、この現実を当たり前だと、こういうことがあっていいのだと市長は当然の

ことだとお考えになるのかどうか、市長にこの点はお尋ねをいたします。

次に退職手当のことについてお尋ねをいたします。

5 9年度は 89カ月、最高の支給率で定年、長期勤続そして勧奨退職というものが行われま

した。最高の方は 4，000万円以上上回った退職手当をお受け取りになった方もt¥らっしゃt¥まし

た。是正計画、改正計画によりますと、ことしは、今年度は80カ月になることになっております。

これは計画どおりに提案をなさるおつもりか。今年度の、いわゆる定年等長期勤続、勧奨退職

は手当の支給率はどの程度になるのか、お考えをお聞かせをいただきたいと思います。

6番目は、 6番目じゃございませんD 次は、ことしの夏の有給休暇とは別iζ毎年労使閣の交

渉によって決めております、やみ夏休みなどという表現もされたりしておりますが、有給の夏

休み、つまり 20日間の年休有給休暇とは別に職員の皆さんがおとりになる夏休みは何か妥結

を見たようでありますが、昨年と比ベてことしは何日なのか、ふえたのか、減ったのか、同じ

なのか、日数についてお尋ねをいたします。

次iζ、定年制がことしの 3月 31日から実施をされました。地方公務員法の 28条、定年退

職後の再任用についての規定があります。退職した者についてその者の能力及び経験を考慮し、

公務の能率的運営を確保するため特に必要があると認める場合に限って採用することになって

おります口条例にもその旨の規定がされております。ことし定年退職をなさった退職者の方で

再任用された方の数とその職種についてお尋ねをいたします。

以上、再質問を終わります。

0副議長(米沢照男君〉 再質問についての答弁を求めます。助役。

O助役(赤松行雄君〉 助役からお答え申し上げたいと思います。

一番最後の定年制における新しい形態でございます再任用の数と職種につきましては調べた
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上でお答え申し上げたいと思います。( [""すぐわかるだろう」と呼ぶ者あり )

それから通し号俸制の改正ですね、 3番目、行革大綱の中での例として挙げられているもの

でございます。行革大綱をどういうふうな書き方するんだという例の中で書かれているもので

ございまして、ああいう形で固定化されたものではない、こういうふうに考えておるわけでご

ざいます。お答え、御質問と答えがちょうど重複するわけでございますけれども、大きな賃金

総量を決めるという面ではラスパイレスという面において大きな努力を払ってきている、この

ように考えておるわけでございます。

あと給与表の要する に問題といいますのは多少その分配という ふうな形での問題になろうか

と思います。この問題につきましては今後行財政研究会と~¥う有識者、ある いは学者、市民代

表、そういう方たちの要するに研究なり答申なりというものを得た上で、それらの上に立ちま

して、今後行革大綱の中で明らかになるものと、このように考えておるわけでございます。日

野市におきましては前々から行革大綱の中に盛られておりますと乙ろの補助金だとか負担金だ

とか交付金だとかというものにつきましては、昭和 53年以来委員会を設けて補助金等検討委

員会、こういう行革的な積み重ねをしてきておるわけでございます。

職員の定数につきま してもいろいろ御指摘があるような状態の中で窮屈だと言われるまでの

やはり全体的な合理化を果たしてきておるわけでございます。それらの上に立って不足するも

のを補完していこうとい う独自の行革的な対応を考えておるわけでございます。そ ういう行財

政研究委員会等の研究の上に立って、この問題を先ほど御指摘がございました通し号俸制の問

題等を要するに問題化していこう、このような考え方でおるわけでございます。

その中でも賃金総量を決めるところのラスパイレスということによって大きく努力をしてい

ることも大きな要するに日野市における特色ではな ~ ¥かと思います。計画的な形の中で矢継ぎ

早というふうなわけにもまいらないわけでございます。そう いう ふうなラスパイレスの大きな

引き下げという、あとさらに矢継ぎ早というふうな状態等もまいらないような状況でございま

すので、年次的な計画の中で通し号俸制の問題は行財政研究会の答申等に従って対応してまい

りたいと思います。

それからボーナスの支給例でございます。非常に職階における給与制ということを非常に強

く求められているようでございます。けれども、市町村の職員配置あるいは年齢の配置あるい

は学歴のあり方等から考えますと、東京都あるいは国並みのきちっと したものを求められまし

ても非常に無理じゃないかと思います。同じ部長の中でもついこの閉までは非常にラスの低い

人と、 10 0以下の部長の中におきましでも 10 0を創るラスパイレスの人と、あるいは 160

というふうなラスパイレスの方もおったわけでございます。これは学歴の違いによるものでご

ざいます。市町村の部長といいますのはその人それ自体が高い能力を持って、学歴は低くても

高い見識と能力を持ってという経験の上に立って部長花なられた方も多いわけでございます。

国家とか東京都の場合におきましては学歴による登用制度というものが長い歴史の積み重ねの

中できちっとしておるわけでございます。市町村の場合には最近そういう形にやっとなってき

た、あるいは大学卒が最近になって市町村の方に現在人材が振り向けられてきたというふうな

段階でございますので、多少のおっしゃる面できちっといかない点もあるわけでございます。

そういう面で、そういう面はひとつ御容赦いただきたい。そういう多少の行き違いはあるん

だ。その中でいいこととは思っておりません。 最高の者は係長の最高よりも高いということ等

につきましてはやはり 直 して~¥かなきゃならないんだというふうに踏まえております。それは

そのとおり、おっしゃるとおり考えているわけでございますけれども、現状の中ではラスパイ

レスをきちっと当てはめてやっていくにしては、つい最近そういう学歴の形になってきたもの

でございますので、その点、御理解いただきたいと思います。

管理職手当を算入しなきゃならんということについてのお説もよくわかりますO 最近、後退

したじゃないか、これも後退したわけじゃございませんけれども、 6カ月延伸というふうな職

員に対して、これは部長も同じでございますけれども、一般職だけじゃなかったんですけれど

も、部長も同じですけれども、 6カ月延伸というものを職員に強く求めた中でその返す万で管

理職花、管理職の管理職手当をボーナスに振り込むということにつきましては、ちょっと今の

ところもうちょっと時間を置きたい、こういう配慮の中から後退したわけではございませんけ

れども、そういう考え方がございますので、 6カ月延伸、大体 1月 6，300円ぐ らいの給与が

上がるべきものが上がらなかったというふうな職員の状態でございますので、もう少し聞を置

かしていただきたいという考え方でございます。

退職金につきましては現在 89カ月、 それでだんだん東京都並みにしていきましょうという

考え方でございます。 80カ月ということを公約したわけじゃございませんけれ ども、東京都

並みにもっていくという状態の中での 80カ月でございます。これに向かつて努力してまいり

たいと思います。
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各市助役会の、助役会の中での、 5年後の、昭和 63年の 3月l乙75カ月にもってし、くんだ

というのが助役会のガイドラインでございます。これらとの間で各市との問題もございますけ

れども、今後、組合とこれを 80カ月を目途に交渉してまいりたい、このように思っておるわ

けでございます。

有給休暇につきましては昨年 O.5日というふうなことで、現状では 9.5自になっているわけ

でございます。これにつきましても東京都が現状では 5日でございます。この 5日というもの

を目標にしまして切り下げてまいりたいというふうな努力をこれからしなきゃならんわけでご

ざt¥ますけれども、ことしの状態を申し上げますと、今度のボーナスの中で幾つかの市の中で

有給休暇の交渉が得られておって、現状が要するに固定というふうな、ことしだけは固定とい

うふうなことで、昨年並みというふうな状況のようでございますD そういうふうな状況の中で

ことしはちょっと有給休暇の引き下げということについては労働時閣の短縮、全体的な短縮の

問題と絡んで難しいんじゃないだろうか、このような情勢の中にあることを御報告として、回

答ではなく御報告として、答弁ではなくて御報告として申し上げたいと思います。

それから再任用と数と職種については総務部長の方からお答え申し上げます。

0副議長(米沢照男君〉 総務部長。

0総務部長(伊藤正吉君〉 昨年の第 3回の定例会におきまして日野市職員の定年等iζ

関する条例を御決定いただきました。それで第 1回目が 3月 31日でその該当が出たわけでご

ざいます。

定年退職者は 31名でございます。そのうちに 10名が再任用、こういう形でございます。

これは同条例の中の勤務成績の良好あるいは職務の遂行に必要な知識または技能を有する。こ

ういういずれかの条項に該当する職員でございます。これにつきましては 10人が 10人とも

現業職員です。こういう内容でございます。以上です。

0総務部長(伊藤正吉君〉 再任用、 10名の内訳でございますが、当直員、ボイラー

技師それから看護助手、給食調理員、用務員。以上でございます。

0副議長(米沢照男君〉 古賀俊昭君。

01 8番(古賀俊昭君) ありがとうございます。

0副議長(米沢照男君〉 総務部長。

1 0人の再任用の方がt¥らっしゃったということがわかりました。一番最後の質問について

ちょっと私の感ずるところを言っておきますが、初めて今固定年退職でおやめになる方が出て、

まだお元気でこれからまだ働く意欲もある、高齢化社会ということがいろいろ言われる中で、

一つの社会政策として再任用の問題というのはこれから試行錯誤を繰り返しながら定着をして

し1くものだと思います。働く意欲とそして能力のお持ちの方はこういう制度によって日野市で

また引き続き 3年を限度としてということになっていたと思いますが、働いていただくという

ことですので、ぜひ、そうした一つの雇用政策の面も持つと思いますので、ひとつ着実な定着、

また有効な運用というものをお願いをしておきたいと思います。

通し号俸のことについて申し上げます。

再三私発言しておりますように、今回の 6カ月昇給延伸というのは非常に安直な方法だった

と思うんです。一律に皆下げてしまうわけですから確かにラスを下げるという面では効果があ

ったというのは事実でしょう。現に昨年 115.4だったのが 112.8まで試算では下がるとい

うことですので、努力をしたといえばまさに努力をしたわけですが、非常に、しかし、逆に東

京都の水準よりも低くなってしまった方も、特に管理職等の皆さんの中にはし 1らっしゃるとい

うような話です。やはり初任給の見直し等をやはり行う。またこの現在の給与表、給料表、こ

の見直し、是正をやらない限りは給与の見直しというのは私はまだまだ緒にもつかない段階だ

と思います。

行財政研究会の答申を得て、この問題をどうするか決めていくということですので、まだ今

の森田市長のもとではこの通し号俸制について見直しをしてt¥く、検討をしていくというはっ

きりした姿勢というのはまだ明らかになってないわけであります。ぜひ、多くの自治体がすで

にこの問題については前向きに取り組んでいるという現状もあるわけです。ひ占つ、答申を得

てからということも方法としてはあり得てもいいとは思いますが、 かねていろ いろな物議を醸

した問題でもあります。積極的にひとつ取り上げて、市の方でも独自にやっていくとおっしゃ

るならば余計のことこの諸悪の根源ともいえる給与制度の問題については意を振るって取り組

0副議長 (米沢照男君〉

01 8番(古賀俊昭君〉

古賀俊昭君。

現業職の方だというのはわかりますが、例えば現業の中にも

いろんな職種といいますか、お仕事の内容が違うんですが、抑えられる範囲で例えば用務員さ

んとか給食調理員とかあると思うんですね。その点、もしおわかりになれば先にちょっと答弁

をいただきたいと思います。
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んでいただきたい、このように思います。

それからボーナス、管理職手当をこれに算入することについては検討してし 1く、考えなくて

はいけない問題だと、課題だというようなお答えでもありました。しかし、すでに東京都、固

においても、また 26市では完全通し号俸制をとっている保谷市でも管理職手当というものを

算入 しております。現に きょ う支給をされるボーナスが、助役も今これでいいとはおっし ゃら

なかったわけです。何とかしなくてはなら ないものを含んでいる ということ はお認めになりま

した。何とかしようと思えばやはりこの管理職手当というものをストレートに 25 %、 20%、

15%を算入するかどうかは別に して、ある程度この期末動勉手当の中に反映をさせていく と

いう考え方を少しでも前進をさせていただいて、少なく とも係長さんの最高の方の方が、一般

職の最高の方よりも低いというようなこ とはないように、 やはりすべきではないかと思います

ので、引き続いての取り組みをお願いを しておきます。

それから有給夏休み、昨年は、一昨年は 10日であったものが昨年は 9.5日になり東京都は

5日ですので都並みを目指すということを去年もおと とし も助役はおっ しゃっておりま したが、

ことしは従来どおり昨年と同様の 9.5日ということで、こ の面では見直しが行われませんで し

た。私は、この有給夏休み、いろいろな自治体でも問題になっておりますが、この根拠という

ものが非常にあいまいだと思うんですね白この有給の夏休みについては日野市の職務に専念す

る義務の特例に関する条例、この 2条の 2項によって与えられております。 2項は、厚生に関

する計画の実施に参加する場合ということで、この有給夏休みが誕生してきているわけです。

しかも、労使聞のそのときのいろいろ力関係、また、そのときどきの政治的な背景、政治情勢

の背景、そうい ったものがあって多分に採用されているようであります。

私は、このあいまいな規定を有給夏休みに規定するのではなくて、はっきりと条例化をすべ

きではな~¥かと思います。有給の夏休みについては何回ということをきちんとうたって堂々と

おとりになるように、しかも毎年労使聞において何回にするか押しくら、お互いの力関係で押

し合うようなことは避けるべきだと思いますが、条例化のお考えがないかどうか〈もう一度こ

の問題についてお尋ねをいたします。

なお退職手当、今年度は私どもに配られております改正計画では 80カ月にするということ

になっているわけですが、これに向かつて努力をする、交渉をするということでございますの

で、計画どおりに改正計画、これが実現するようにさらにお願いをしておきたいと思います。

-326-

この夏休みの条例化については検討する考えはな ~ ¥かどうか、もう一度お尋ねをいたします。

O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〉 助役からお答え申し上げたいと思います。

有給の夏の休暇でございます。 これにつきましては公務員でございますので暦を会社あるい

は工場みたいな形である程度夏休みだとか、あるいは会社の生産計画だとか、あるいは電気の

供給の需要だとか、そういうものと職員の夏のバカンスですか、そういうものとの整合をとっ

て長期の休みをとるというふうな手段等がとれないものでございますので、日本においてこう

いう特殊な有給休暇というふうな制度が反面生まれてきたわけでございますけれども、いろい

ろと行き過ぎが指摘されているところでございます。

市長の職免と言 う形でこれを与えておるわけでございますけれども、職員のいろんな休暇の

取り扱いの中には、職免という形で与えておるものも幾つか同じ性質のものがあるわけでござ

います。そういうものとの関係もございますので条例化についてはもう少し研究させていただ

きたし¥こう思います。といいますのは、有給休暇そのものを条例で、夏休みというものを条

例で固定化するのはいいのかどうなのか。自治省あたりからですと年休というものがあるんだ

から要するに夏休みそのものを全面的に承知してなかなか理解できないというふうな観点に立

つ指導等もあるわけでございます。もう少し研究させていただきたい。また日野市だけの問題

じゃございません。 26市全体の問題としても持ち上げた形の中で研究したい、こう思ってお

ります。それでよろしいでしょうか。

0副議長(米沢照男君〉

01 8番(古賀俊昭君〉

古賀俊昭君。

やはり与える以上は、実際制度として実施をされているわけ

ですので、何日にするかそのときどきによって違うというのもまたこれ困ったものだと思うん

です。やるならばやるで、やはり条例で物事はきちんと決めて市民のいろいろな批判を受ける

ことのないように、やはり研究をするということでございますので、ひとつ、まずは東京都の

数字に近づけるという努力もお願いしておきたいと思います。

ことしは残念ながら全く短縮できなかったということで、口でおっしゃっているようには実

際は運んでいないわけで、その点は非常に残念であります。

今、しかし、助役の発言のように日野市の職員の皆さんの年休の消化状況を見ますと全体で

大体 70 %ぐらいの消化率になっております。 1人平均 13. 3日、部長さんは 55. 5 %、課長
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さんでも 52%ぐらいの消化率ということで、もう少し年休を有効に活用するという方法を研

究をすればこの夏休みの問題もおのずから一つの解決、是正の方向というのがはっきりしてく

ると思うんです。年休の活用ということもあわせて指導をしていただくようにお願いをしてお

きます。

それから、大きな質問はこれで一応終わりにしたいと思いますが、最後に市長iζ私はぜひ確認を

しておきたいことがあります。それは市長選挙の真っ最中にですね、ピラがまかれました。こ

れは職員の皆さんの、日野市の職員の皆さんの給与についてのものであります。この中で、こ

れは日本共産党日野市議委員会が発行しております。明るい日野の号外であります。選挙の真

っ最中にまかれました。これによりますと、日野市の人件費を高くしたのは自民党だと書いて

あります。人件費を引き上げたのは自民党、是正したのは革新市政です。こうはっきり書いて

あります口いろいろ自民党サイドに対して選挙中また行革に絡んでもそうでありますが、我々が

ただ公務員攻撃をしているとか職員攻撃をしているとか、私たちの行革の訴えに対しては常に

そうした、まあ、ためにする批判でありますが、攻撃があるわけであります。しかし、我々は

真にやはり職員の皆さんの生活や、またお仕事をやっていただく上での生きがい、そうした問

題ももちろん考えているつもりです。そして、できるだけそうした提供いただいた労働に対し

てはそれに報いてt，く、そのことについては全く異論もないし積極的に考えているつもりです。

これを証明したのがこのピラだと思うんです。

職員の皆さんの人件費を今日の水準そして職員の皆さんがかち取ったと言っておられた額に

したのは自民党である。つまり、かねがね職員の味方である、労働者の味方は革新政党である

といった、そうした考え方が一つの神話であったということを共産党みずからが、この市長選

挙の最も人件費や退職金の問題について関心が高まっているときにみずから共産党がそれを認

めた。私はやはり共産党といえども現実を否定することはできなかったんだな、こういうふう

に思います。そして、それを不当にもです、是正という名をもってきたけど、これは革新市政

がやったことだ、こういうふうに書いてあります。

やはり物の真実というのはやはり何かの拍子につい出るものでありまして、私は今まで職員

の皆さんの真の味方、職員の皆さんの立場に立って市政の中で私どもが議会活動、議会の内外

の活動をやってきたことは決して間違ってなかった。つまり職員の皆さんの生活を向上させ、

そして賃金の問題等についても決して単なる攻撃ではなかった。我々の批判というのは決して
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攻撃ではなかったということを認めてもらった。大変ありがたいというんですか、当たり前の

こととはいえ意外な気が私はしたわけでありますが、市民もこの点については異論がなかった

のではないかと思います。

この日本共産党日野市議委員会の見解について、日野市長・森田喜美男氏はどのようにお考

えになるのか、最後の質問として市長に御答弁をお願いいたします。

0副議長(米沢照男君〉 答弁を求めます。市長。

0市長(森田喜美男君〉 選挙期間中には双方の陣営は、それぞれ工夫を凝らしていろ

いろ市民iζ訴える資料が出されておるように見受けました。私が一々点検をし、これでいいと

か、悪いとかということで指示したわけでもありませんし、当たっている部分もあるし、ある

いは当たってない部分もある。

しかし、今のあなたの逆説的理解は、これは私はまさに当たってない方の一つの典型ではな

かろうか、こう思います。以上です。

0副議長(米沢照男君〉

01 8番(古賀俊昭君〉

古賀俊昭君。

これは私は議論をするつもりはありませんが、多分職員組合

の皆さんもこれをお読みになった方は非常に心中複雑であったろうと思います。今まで一生懸

命団体交渉やストライキ、また遅くまで、朝方まで夜中から未明まで当局と交渉をして、そし

て獲得してきたものが、それをやってくれたのが自民党であったということを共産党がお認め

になった。非常に私は組合の小菊委員長以下、どのようにお考えになって私はこれをお読みに

なったかなということが非常に興味がありましたので、当事者である市長にこの問題をお聞き

したわけであります。

私はきょう地方行革大綱のことをお尋ねをいたしました。一々国や東京都から指導を受ける

までもなく、私が今申し上げました給与また定員、そして民間委託の問題など是正してt，かな

ければならない課題というのは市長選挙を通しても明らかになったように、多くの市民が指摘

をしているところであります。

日野市の行革の指針となります日野市の独自の行革大綱を早急に策定するために市長の奮起

を促しまして、この質問を終わります。

0副議長(米沢照男君〉 これをもって 10のし 「日野市行政改革大綱」の策定を急

げに関する質問を終わります。

-329ー



1 0 の 2 、市内小中学校に於ける所謂 I~\ じめ」とその対応についての通告質問者、古賀俊

昭君の質問を許します。

01 8番(古賀俊昭君〉 この議会の初日にも若干いじめについてのやりとりがありま

したので、やはり多くの議員の皆さんも関心をお持ちだなと思いました。通告をしておりまし

たので、この点について質問をしていきます。

最近、学校内での児童生徒の間でいじめが深刻な社会問題になっているわけです。私のこと

を申し上げて恐縮ですが、 1年ほど前にある中学生をお持ちの父兄の方から、自分の家の子供

がかなり長期間にわたって、いわゆる無視をされるとか仲間外れ、悪口を言われるとしづ、いわ

ゆるいじめを、いじめの被害に遭ってし唱。相手の母親、父親等にも談判をした、また学校の先生

にもいろいろ相談をしたけれども、一向に改まらな~¥。そういうお話、相談があったことがあ

ります。私もその生徒に会ったり双方の御両親と会ったりしたんですが、子供というのはわか

らないと思いましたが、ある時期から特に具体的なこれといった対応を特にやったということ

はないんですが、一応解決をじて今は表面的に落ち着いているように思います。しかし、 一時

は学校を転校しようとか長期間休むとかいってかなり深刻な事態にあったわけです。その時期

iζ、実際学校の先生方にお話しをしでもなかなか効果がなかったということで、このいじめの

問題というのはやはり難しいなと思っております。

特iζ最近また連日テレビや新聞等でも報道されるようになりましたので、日野市の今つかん

でおられます現状、そして今後の対応を含めてそれらの例えばいじめの訴えがあった場合には

どういうふうに対処をしておられるか、対応しておられるか、これから質問をしていきたいと

思います。

新聞も、私、いじめに関するものを全部、全部とはいいませんが、ほとんど集めていろいろ

読んでみました。 6月の 6日、 6月の 5日には法務省の中で全国の中央法務局人権擁護部長会

議というのが開かれて、法務省でもこの問題を取り上げております。いじめは子供の人権を侵

害する行為だということで地域にいじめ問題に対応する機関の設置というものをこれから進め

ていこうという確認もここでされております。また 6月の 1日、これは三多摩で人権擁護委員

の協議会のシンポジウムがやはりこのいじめについて開かれておりまして、これには八王子や

日野、町田、多摩、稲城 5市の人権擁護委員の方また児童委員の方などが参加をしておられま

す。

いじめの原因というのはいろいろつかみにくい面があろうかと思いますが、ここではじめの

原因のーっとして親と子、家庭と学校との聞の意思の疎通、親と子の話し合いが不足している

ことだというような指摘も行われておりますが、参加した人たちの中にはいじめによって登校

拒否になった子供をどう立ち直らせるか具体策がなくて不満であるというようなことも載って

おります。

また文部省でも同様に 4月の 15日に検討会議、児童生徒の問題行動に関する検討会議とい

うのを、心理学者また小中高の現場の先生方を含めて 11人で構成する会議を設けて、校内の

いじめの問題に対応しようとしております口

日野市の現状は後でわかっている範囲で結構ですのでお聞きいたしますが、全国のいじめと

いうのは昨年 1年間のいじめの件数というのが警察庁で調査したものが新聞に大きく出ており

ました。いじめ白書とでも言っていいのではないかと思いますが、 全国で補導された人が

1，920人、件数で 531件ということになっておりますが、これはごく氷山の一角だろうと

いうことになっておりまして、その実数はなかなかっかめないということのようです。しかも

中学生がその 8割を占めているということで、中学校iζ特にこの問題が顕著だということがこ

の調査からもわかります。一つ、際立った特徴といいますか、女子が全体の 3割を占めている

ということもこの中で書かれております。自殺をした人が小中学生で 7人も去年はこのいじめ

が原因でみずから命を絶ってしまった児童生徒の方がいるということもここに出ております。

これを細かく読んでみますと、陰湿で残酷なこうした行為もここまできたのかという気がす

るわけですが、これは全国の数字でございますので、日野はこういうことはないのかもわかり

ませんが、非常に'陳然とせざるを得ないわけです。

東京都の公立学校についても昨年度やはりこのいじめの問題の現状を把握しようということ

で、都教委が実態調査を行っております。東京都の昨年 4月からの 1年間、 公立の小中高

2.327校のうちの 8割近い学校で発生をしているということが東京都の調査でわかっており

ます。大体延べ 1万件の件数がございます。しかも 3件に 1件は未解決ということで、なかな

か、こうした問題が起こるとすっきりした解決というのは難しいということが明らかになって

おります。先生方も研修に全力を挙げて、また地域、父母の協力も得て対応しなくてはいけな

いということで抽象的な対応策が述べられておりますが、これといった決め手になるものは今

のところいろいろ問題が複雑、 しかもケースごとによってその背景が違うということもあって、
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0副議長(米沢照男君)

O教育長(長沢三郎君〉

ます。

まず第 1点の昭和 59年度日野市のいじめの実態、こういうものがどうであったのか。確か

古賀俊昭君の質問についての答弁を求めます。教育長。

場合も小中学校ともに力の弱い者あるいは動作の鈍い者、こういう者をおもしろ半介にいじめ

ている。こういうケースが小中学校ともにトップである、一番数が多いわけなんです。さらに

小学校の場合ですとそれに引き続いて生意気な者あるいはぷりつ子といって、いわゆるいい子

ぶる子、そういう子供に対する反発、反感といいますか、そんなようなケースが小学校では第

2番目にきているわけです。中学の方では逆に自分たちの仲間に引き入れるために力の弱い子

だとか、あるいは意志の弱そうな子だとか、そういう子供たちをいじめて自分たちの仲間に引

き入れるためにいじめている。そんなようなケースなんです。

おどしといいますか、いじめの内容としては小中学校ともに言葉でおどす、あるいはいやが

らせをする、今議員さんもおっしゃいましたように仲間舛れにする、あるいは無視をする、その子供の

行為を。あるいは冷やかす、からかうというような精神的な圧迫をその子供に加えるというケ」スとか、

あるいはこずる、 こずくとか、けるとか、つねるとか、そういうような身体的な苦痛を与えるよ

うないじめ方。それから場合花よりますと全品を強要する、お金を巻き上げるとか、あるいは

お庖へ行ってあの品物を盗んでこいというような、そういうような犯罪的な行為に発展する危

険のある、そういうようないじめ方というような非常に内容的にはさまざまなケースを抱えて

いるというのが実態です。

昨年度の中で先ほど申し上げました 49件のうちで学校としてそういう子供さんたちの指導

に当たって一応解決している、今の時点ではそういう兆候から全く離れたというようにとらえ

ているのが小学校で 31件、中学校で 15件ということで、問題がまだ残っている、引き続き

その子供さんについて家庭とも連絡をとりながら指導に当たっているというケースが小学校で

1 8件、それから中学校で 5件、これが問題がまだ残っているという状態で学校の方ではとら

えている、こんなようなケースでございます。

それから、 2番目の市民の方々からそういうような相談等が教育委員会に寄せられたときに

教育委員会としてはどうしているのかという状態でございますけれど、教育委員会では指導室

の中iζ教育相談関係の非常勤の専門の先生方を昨年度までは 5名、ことしは予算でさらに 1名

ふやしていただきまして、 6名の方がその専門委員というような形でこういうものの対応に当

たっているわけでございますけれど、ことしから、ただそういうケースの相談に当たるという

だけでなくて電話相談、父兄の方々も直接市役所の方にお見えになってお話しをするとか、そ

ういうことがしにくい場合もございますし、電話の方が逆iζ 自分で思っていることをいろいろ

その原因や対応というのは非常に難しいなという気がいたしました。

そこで日野市の場合についてお尋ねをしたいと思いますが、 59年度一昨年度の分につい

ては多分掌握をしておられるだろうと思いますので、 59年度、日野市教育委員会で把握をし

ておられる小中学校別の、いわゆる小中学校別というのは各学校ごとじゃなくて、小中の別で

結構です。いわゆる、いじめの件数とその内容、様子、これについてお尋ねをします。また解

決を見ていないケースはどのくらいあるのか、日野市の実態について掌握しておられる範囲を

ひとつお答えをいただきたいと思います。

次iζ、現在いじめlとついての市民からの相談や問い合わせについては l)かに市教委として対

応しておられるのか。現在の市教委のこの問題に対する対応について 2番目はお尋ねをいた し

ます。

それから今後特に深刻ないじめと取り組むために、例えば先ほど法務省でも指摘をしたとい

うことを私言いましたが、地域にいじめの問題に対する対策懇談会のようなものをつくったら

どうかという提言もあるようですが、これも一つの具体的な解決策になろうかと思いますが、

そうした解決を、こういう問題の解決を図っていくために、何か特に研究をしていきたいとい

うお考えがあるかどうか。その点についてお尋ねをいたします。

最後に、これは少し難しし 1かもわかりませんが、いじめっ子を生み出す根本原因を私は知り

たいと思いますが、教育長はし 1かがお考えになっているか。いじめっ子を生み出す原因の根本

は一体何なのか、もしお考えがありましたら、この点についてお尋ねをいたします。以上です。

古賀議員さんからのいじめの問題について御回答を申し上げ

にこのいじめの問題というのは校内暴力等とは違いまして、先生方の自に見えないところ、あ

るいはその受けとめ方の個人差、そういうようなものがございまして数的な把握をきちっとす

るということはなかなか困難な問題なんです。ただ昨年度、小中学校で学校として、いわゆる

担任としてでなくて学校全体として学校として指導に当たったケースというのは小学校で 49 

件、中学校で 20件、そういうケースが教育委員会の方に報告されております。

このいじめの内容でございますけれど、これは全都の場合もそうなんですけれど、日野市の
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訴える、そういうこともできるというケースもありますし、また、子供さん自身からの相談も

受けられる、 こういうことで学校でい じめられて学校へ行くのがいやになっちゃ ってるんだけ

れどね、どうしたらいいだろうかというような、そういうような相談、子供さん自 身からの相

談も受けられるということで、 ことしから電話による相談、 これ も受け付ける体制をっくりま

して、月曜日から土曜日まで今 6人の方に非常勤専任の方をふやしていただいたという内容も

そこにあるわけでございますけれど、電話相談を受け付けるような、そういう体制もつくって

おります口

また、この方々とそれから学校の方から相談員とい う形で出ている先生方ですね、そ ういう

方が 10名ほどいらっしゃるんですけど、ケース会議といいますか、いろんなそういうケース

について打ち合わせ会議とか、あるいは自分が抱えている問題とか、そういう問題を常時交流

したり連絡し合うような会議等を教育相談室の方で持ちながら対応している。こういうのが現

状でございます。

それから、 3番目の深刻ないじめに文寸する対応、こうl¥うものについて、対策懇談会等をつくって

研究してみる必要があるんではなl¥かという御質問でございますけれど、確かにいじめが高じ

てまいりますと今議員さんの方からもお話が出ました登校拒否といいますか、学校に行くのが

いじめられるからいやになるということで、登校拒否というような現象が出てだんだん学校か

ら離れていくようなケ}ス、あるいは中学生ぐらいになりますと家にまでそういう仲間が誘い

に来たりなんかするんで家出をする。極端になりますと新聞紙上でも出ておりますような自殺

というようなケース、そういうようなケースに発展して l¥く、そういう問題も確かに心配され

ますので、こうい う内容につきましてはやはり家庭との緊密な連絡、これはどう しても図って

いかなくてはいけないということで、これも議員さんの投函箱の方にも入れておきましたけれ

ども、昨年度は我が校の中学生、こと しは小学校版の「健やかに育て小学生」 という のをカラ

ー版で父兄の方々に現在の子供たちの心といいますか、そういうようなものをまぜながら比較

的読みやすいような一問一答形式みたいな形でつくりまして、学校に入学する父兄の方々にも

お配りをしながら家庭での協力をお願いしている。

それから青少協の地区委員あるいは民生児童委員、それから青少年委員、これらの方々の協

力も得まして青少年の健全育成に対する会合、懇談会、これ等もときどき持ちまして、先日も、

つい最近もこれらの懇談会をやっている。

中学校につきましては生徒会、各学校に生徒会があるわけでござしぜすけれど、これの合同交

流会、自分の学校ではこういう形で生徒会を運営しているというような、生徒会の役員の方々

に、 8校ですね、一緒に学校の生活指導の先生方と一緒に集まっ ていただいて合同の交流会を

持つ。そういうよ うな形ででき るだけ学校、家庭それから地域、これらの交流に努めている。

そういう中で今申し上げました交流会等は持っているわけですけれど、さらに対策懇談会と

いうような形でその問題をまとめていくということであれば、 これまた教育委員会としても対

応していくように努力してみたいと思います。

それから最後花、いじめを出す根本原因はどんなところにあるのかということでございます

けれども、これは非常に難しい問題で、今臨時教育審議会等の中でもいろいろな意見が確かに

出ております。

一つは学校の閉鎖性といいますか、学校というお城の中にこもっちゃって、なるべく聖域と

いう形で地域とのつながりがややもすると離れがちである。何と申しますか、学校自体が学校

の中で起きたいろいろなそう いう問題についてはできるだけ学校の中で解決をしようというよ

うな、これは学校の立場にしてみますと余り学校の名誉にならないような ことについては極力

学校内で解決をしたいという気持ち、わからなくはないんですけれど、いわゆる教育の閉鎖性

と申しますか、そういうところでやはり問題が大きくなってから初めてあわて出す、こういう

傾向があるんじゃないか。それから教育の画一性と申しますか、一応学校で預かっている、こ

れは子供さん自身ですね、いろいろの性格の子供さんもおります し能力も千差万別、そういう

中でこれも臨時教育審議会等の中でもいろんな角度からとらえられておりますけど、教育の指

導面での画一性、こういうような問題、確かにこ のいじめの内容ーっとっても千差万別、その

子供、その子供の状況に応じながら対応してし、かなくてはならない、そういう問題があるわけ

ですけれど、そんなところにも大きな原因があるんじゃないかD

それから今度子供たちの立場で見ますと、確かに最近の子供さんたちが大勢に欠けるといい

ますか、いわゆる自己中心的な要素が非常に強くて集団の中で場合によっては我慢しな くては

いけないんだという、 そう いう ような形での指導あるいはそういう弱い立場の子供たちに対す

る思いやり、こういうものを指導していく面で若干やはり欠けている面があるんではないか、

そんなことを含めながら校長会とか、教頭会ある いは生活指導主任会、いろんな場を通しなが

ら、こういうものの実態把抵とか、あるいは学級経営の見直しとか、そんなものにつきまして
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相談している、そんなような現状でございます。以上です。

0副議長(米沢照男君〉

01 8番(古賀俊昭君〉

と思います。

いろいろ、あと続けたい面もあるんですが、夏井議員も同じ問題やっていただけるよう でご

古賀俊昭君。

これ、非常に私は施策として、市が行わなければならないことを端的にこの答申はこの箇所

で述べていると思うんですが、実際の日野市の雇用状況について、まず日野市ではどのように

把握をしておられるか。

それから、この答申を受けて具体的にはこの答申の内容はどの程度実現をされてきているの

か。もう答申をされて 5年たつわけです。 5年近くなってくるわけです。この答申がどれだけ

今日野市の中で実現をしてきているか、その点についてお尋ねをいたします。

0副議長(米沢照男君〉 古賀俊昭君の質問についての答弁を求めます。福祉部長。

0福祉部長(高野 隆君〉 それでは日野市内の福祉部の対応ということの前に、日野

市の全体の障害者の雇用状況について御報告申し上げます。

0副議長 (米沢照男君〉 古賀俊昭君の残り時間 5分ですので簡潔に要領よくお願いし

ます。

O福祉部長(高野 隆君〉 日野市の対象になりました企業は 27社でございます。労

大変御丁寧に答弁いただいて、日野の現状ある程度つかめた

ざいますので、私は教育委員会の後は迅速な、そして十分な取り組みをお願いをして、この質

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 10の 2、市内小中学校に於ける所謂 rt ¥じめ」

とその対応に関する質問を終わります。

1 0の 3、身体障害者の雇用促進について市の理解度と理念を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。

01 8番(古賀俊昭君〉 よく言われることでありますが、時間がありませんので質問

に入っていきますが、心身障害者の方の幸福を考えて自立を図っていくためには教育、医療、

福祉、雇用の各方面から総合的な対策が講じられなければならないということであります。

私は、雇用の問題について日野市の理解度また理念について質問をしたいと思います。

実は昭和 57年に、 56年が国際障害者年でございましたので、 57年に皆さんもごらんに

なっていると思いますが、ともに生きる町づくりのためにという、日野市国際障害者年推進事

業の報告というのが出ております。この中の日野市国際障害者年日野市対策協議会の市長に対

する答申がございます。日野市における心身障害者(児)の福祉の向上のための基本的考え方

と施策の基本的方向(長期構想〉について、こうなっております。これは 56年 10月 13日

に出されております。この中の雇用の箇所、つまり就業についての施策というところを見てみ

ますと、市がこれから行わなければならない施策というものがいろいろうたわれているわけで

あります。

私が特に重要だと思いましたのは、要するに雇用を促進するために雇用促進法に基づくいろ

いろな施策はありますが、日野市として雇用促進を図っていくための実効的に実施するために

は市の福祉部内に心身障害者担当係を配置し、障害者の就労につき職業安定所、企業、作業所、

障害者家庭などとの連絡訪問をするなど本人の希望に沿った就労の道を聞くこと、こうなって

おります。

働者数 l万 3，5 4 0名、基本となる労働者 1万 1，957名、身体障害者一雇用された身体障

害者数 176名。雇用率1.4 7 %でございます。ちなみに雇用促進法で言います雇用率は官公

庁が1.9%、官公庁に準ずるのも1.8婦、民間1.5%でございます。日野市役所の場合には、

5 9年 6月 1日現在で 15名採用しております。パーセンテージでいきますと1.85%でござ

います口参考として東京都全体の場合には1.02%という数字が出ております。

日野市におきます福祉部内の心身障害者係を置き家庭訪問等の指導を行えということにつき

ましては、現在これについては検討事項ということでございます。

0副議長(米沢照男君) 古賀俊昭君。

01 8番(古賀俊昭君〉 決定雇用率の達成というところまでは全体を見ますといって

ないんですが、今、私がお尋ねをした点は雇用率から見てわかりますように、日野市では非常

に具体的にこの就労に対する施策について答申がもう出ておりまして、これに基づいて、市が

具体的に施策を進めていけばかなりの雇用率の向上が図られるのではなt¥かと思います。

もう一度お尋ねをいたしますが、日野市内の心身障害者の方のために要するに雇用促進のた

めに分担をすべき、日野市の分野というのはどういう分野かというふうに、分野だとお考えに

なっているか、もう一度福祉部長にお尋ねをいたします。

0副議長(米沢照男君〉 再質問についての答弁を求めます。福祉部長。
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0福祉部長(高野 隆君) 現在、 日野市の所管事項としての民間企業に対する雇用の 0副議長(米沢照男君〉 御異議ないものと認め、暫時休憩いたします。

午前 11時 42分休憩

午後 1時 5分再開

休憩前に引き続き会議を開きます。

指導ということではございません。 したがって、これにつきましては東京都なり固なりの指導

ということになっておりますけれども、 市としては個々 の家庭への援助 ということは今後の問

題だというぐあいに考えておるところでございます。

市役所としては最大限の努力をしているというぐあいに理解しておりまして国の基準に近い

状態までな っているということでございます。

0副議長(米沢照男君〉

0副議長(米沢照男君〉

01 8番(古賀俊昭君〉

古賀俊昭君。

市が、市独自の雇用率ということはほぼ達成されているとい

一般質問、 1 1の1、これからのコミュニティ施設(地区センター等)のあり方について提

言する ーあたらしし、コミュニティ活動のため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地区センタ ーを中心にコ ミうことで、それはいいんですが、日野市内にお住まいになっております心身障害者の方のため

に、雇用の機会をできるだけ確保して雇用促進をしていくということでの具体的な日野市の対

応というのが、ちょっとこの答申どおりやっていただければかなりの実績が私は上がっている

のではなt¥かと思いますが、具体的な指導はないということでございます。

答申が出されて久しく時間もたっております。ぜひ、雇用率というのは数字をにらみながら

の仕事でなかなか実態をつかみながら雇用の確保を図ってし 1く、雇用の機会を確保していくと

いうのは難しいと思いますが、やはり具体的に市としてできるサービスは必ずあるはずであり

ますので、その点を検討をお願いをしておきたいと思います。

先日、国際航業株式会社が今度 51弼出資をして、東京都が 49弼出資、資本金 1億円で株

式会社東京都データシステムズというのが日野市内に設立されるわけです。こう した情報産業

の分野での身障者の方の雇用というのは東京都では初めてだそうですので、こういうものも日

野市では東京都の方と力を入れているわけでありますので市では一体何ができるかということ

をもう少し具体的に見摺えて、そうした種類のサービスの充実、これを図っていっていただき

たいと思います。

また機会を別に見まして、この問題はまた質問させていただきたいと思います。

ュニティー施設の現状と今後のあり方について伺い、かっささやかな提言を申し上げたいと思

t ¥ます。

0副議長(米沢照男君〉 これをもって 10のし身体障害者の雇用促進についての市

スモーノレ ・イズ・ビ ューテ ィフノレという言葉がありますけれども、日野市のコ ミュ ニティー

行政につきましては地区センターの数の多さなど末端の小さな施設を大切にする姿勢が伺われ、

比較的評価できるところであります。しかし、画一的な建築がほとんどでありまして、スポー

ツ、音楽、演劇など市民の多様なコミュニティー活動には十分対応できていないように思われ

ます。さらに利用の時間帯など管理運営面でもしゃくし定規のような気がいたします。

具体的に市民の声を申し上げてみますと、 1、広さの問題では 150人くらいが集まれるも

う少し大きな集会施設が地域ごとに欲しt¥な。 2、音楽演習等の問題では音楽練習のできる場

所が少なくて因っている。防音設備のある小施設が欲しい。あるいは舞台のある施設が欲しい。

3、スポーツ使用の問題では、ごく一部に卓球台があるものの構造上あるいは広さの点からも

体操教室やダンスなど軽スポーツの利用に耐える施設が足りない。 4、夜間の使用の問題では、

私もそうでありますけれども、商人など夜 8時過ぎまで働く人々が仕事の後、会合をするため

にもっと深夜まで使用できる施設が欲しい。こういった市民の声を聞くところであります。そ

こで勢い広くて使いやすい福祉センター等の奪い合いになったり、代金を払って民間の施設を

お借りする場合が非常に多いと思われます。

他方、社会教育法iζ基づく教育施設であります公民館もほぼ同じ目的を持って設置をされて

おりますが、 しか しながら、教育施設ということから酒類が出せないとか、政治的、宗教的な

会合には使用できないなどかなり使用目的が限定をされてしまいます。その上、市内には公民

の理解度と理念を問うに関する質問を終わります。

お諮りいたします。議事の都合により暫時休憩いたしたいと思いますが、これに御異議あ

りませんか。

c r異議なし」と呼ぶ者あり〕
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館は 1館だけしかありませんし、体育室も音楽室も、また舞台もなl¥0 また館長以下の職員が

配置をされておりまして何となく辛気臭いという欠点もある。

このように地域住民が気軽にどんな目的にも使用できる施設として、住民が自主的iζ運営で

きる地区センタ一、これをさらに充実をさせて、いわゆるコミュ ニテ ィーセ ンタ ー的なものが

欲しl¥0 こういう要求が高まっている現状かと思います。

そこで、かような現状を踏まえまして質問をいたします。質問は大きく分けて 3点になりま

す。 1点目は地区センターの現状がどうなっているか、建築と運営の両面から伺いたいと思い

ますo 2点目は今後の設置計画。 3点目としてささやかな提言を申し上げますから、それに対

する理事者側のお考えを伺いたいと思います。

まず 1点目、現状については細かく 9問に分けて伺います。

初めに建設についてo 1、条例、規則iζ基づいて土地、建物の広さ、構造、部屋の割りよう

など画一的なものが多いと思いますが、地区センタ ーの一般的な内容を伺うと ともに、例外的

なものがあればその具体例をお聞かせいただきたL、
2.、どのような地域割、人口割を設置基準として建てられているのか。

3、音楽、スポーツ等iζ対応し得る施設はあるのか。

4、なぜ大地区センターを建てないのか。

それから、これからは運営についての質問でありますが、 5、管理運営は具体的にどうなっ

ているのか。

6、使用時間帯はどうなっているのか。例外はあるのか。

7、夜間の管理はど うなっているのか。

8、条例、規則以外lζ使用についての制限はあるのか。例えば葬儀の使用などであります。

9、現状の中でどのような問題点があらわれているか。建設上、運営上両面からお伺いをし

たいと思います。

以上、 9問が 1点目の質問であ ります。

次iζ質問の 2点目は今後の設置計画について 2問伺います。

1、すでに 50館の地区センタ ーとなっておりますが、あと何館で地区セン ター綱が完成を

するのか。企画財政部でおっくりの公共施設整備実施 3カ年計画ですか、これではどのような

地区セン ター計画あるいはコミュニティーセンター構想を持っているのかお教えいただきたい。
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さらに具体的にここ二、三年で建設予定の地区センターについて、その場所、大きさ、内容等

を教えていただきたい。

2、すでに建てかえ時期に来ているものもあろうかと思いますが、建てかえの際にはまた同

じようなものをおっくりになるのか。それとも新しい計画でもできているのかお教えいただき

Tこし¥口

以上が 2点目の質問であります。

最後に3点目として提言を少し申し上げたいと思います。

1、公民館、市民会館、福祉センターなど市内に散在する広義の、広い意味のコミュニティ

」施設をトータルに把握するとともに、今後予定される生活保健センタ ーなどもその中に入れ

てコミュニティー施設のネットワーク綱をっくり直す必要があると思いますが、いかがでしょ

うか。本来ならば市政全般についての長期計画が必要でございますけれども、例えば緑のマス

タープランですとか浅川利用計画のように日野市コミュニティーセンタープランあるいは構想、

こういった個別の長期計画をつくるべき時期ではなL、かと思うけれども、どうでしょうか。

2、具体的な建物の建設についてに当たっては利用者層の拡大のためにももっと大地区セン

タ」、例えば 200名から 250名が集まれるような施設、あるいは中地区センタ ー、 15 0 

名ぐらいが集まれる施設をつくり、多目的iζ利用できる施設をふやすべきだと思いますが、い

かがでしょうか。また小地区セン ターについても同じものばかりでなく、それぞれの地域に合

った個性を持たせてみたらどうでしょうか。

3、特に体育室や音楽などのための防音室あるいは舞台っきのセンターもつくる必要がある

と思いますが、いかがでしょうか。

4、建設に当たっては国や都のコミュニティー施設の誘致に努力をするとともに公団あるい

は民間デベ、 ロッパ」等の協力により個性的な施設をつ くるべきだと思いますが、いかがでしょ

うか。

5、運営については さらに市民の自主性に任せるようにして、利用時聞については具体的に

は夜 11時ごろ まで使用できるセンターも幾つかはあっ てもよいのではなし 1かと思いますが、

いかがでしょうか。

この 5項目が 3点目の提言でございます。これについては理事者側のお考えをぜひお聞かせ

をいただきたいと思います。
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以上、提言を含めまして大きく 3点を質問いたしましたけれども、後はお答えに応じまして

再質問いたします。よろしくお願いをいたします。

0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。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。

l点目の小さな 1でございますけれども、規則では 82. 5平米の規模でございます。近隣の

迷惑も考えまして平屋建てを標準としておりまして、この敷地の広さは 231平米以上となっ

ております。構造につきましては現在木造が 44館ございます。鉄筋が 6館、合わせて 50館

でございます。規則のこの平屋建てという建築のあり方につきましては、その後敷地の狭さな

どもございまして 2階建てにする、したものもございまして、 2階建てが 13館現在ございま

す。それから建物の広さ 200平米以上が 5館あ ります。それから 10 0平米から 200平米

未満が 15館、それから 100平米に満たない ものが 30館ございます。

せんだって竣工いたしました南平東地区センターにつきましては敷地の関係で 64平米とな

っております。

小さな 2点目ですが、地域別、人口別の設置基準。地域別と申しましょうか、半径 300メ

ートルに l館ということを目安にしております。これは 43年のマスタープランの基準でござ

いましてそれがそのまま踏襲されているわけでございます。

それから具体的な人口割の基準というのはございません。センターを建築予定地の人口密度

なども考慮してという表現になっておりまして、具体的な基準はございません。

3点目、音楽、スポーツ等に対応する施設はあるか。音楽、スポーツに対応する施設は胸を

張って言える施設は現在のところございません。ただし一部の地区センターにおきましては卓

球台を備品として備えて卓球ができるようになっておりますし、さらに 10カ所ほどの地区セ

ンターでは畳の上に敷物を敷きましてそこでジャズダンス、軽体操、そういったものも行われ

ております。

それから 4 点目、大地区センターをなぜ建てな~，かということでございますが、大地区セン

タ}になりますと建築の面積が約 330平米ぐらいから上のものになりますので、それに見合

った敷地の広さが必要になります。主にこの敷地の問題からくる制約で大地区センターをその

後建てておりません。

それから小さい 5点目、運営ですが、管理運営は直営が 2館でございます。この直営は大地

区センターに位置づけております新井と平山の地区センター、ここに管理人が住み込んでおり

ます。それから準直営と申しまして、かぎだけは付近の方に預かっていただいて、センターの

管理責任は生活課が直接当たる、そういう準直営が 4館ございます。残りの 44館につきまし

ては地元の自治会に管理を委託をしております。

小さい 6点目ですが、使用時間帯は条例iζ定めますように 9時から午後 9時半になっており

ます。しかし、弾力条項がございまして市長が特に認めるときはという項目によりまして、こ

の時間を延長したり短縮したりすることができるようになっております。私どもも許可をする

ときに地元の合意がなされたとき、そして特別の事情があるときはなるべ く柔軟な対応をして

いるのが現状であります。

それから夜間の管理はどうなっているか。使用が終わりますとその使用者が原状に回復をし

ていただきましてかぎをかけていただいて無人となります。

それから 8点目、条例、規則以外の使用についての制限でございますが、原則として葬儀に

ついては禁止の立場をとっております。ただし、この地区センタ ーの使用目的が、地域の福祉

の増進ということもございますのでやむを得ない場合には近隣の許可、近隣の方々に了解を求

めまして、そして時間も 10時くらいまでは延長いたしまして使っている例もございます。

現状の中の問題点でございますが、建築上の問題点は用地難でございます。特iζ 目標が達成

寸前の現段階におきましては建てられる所はほとんど建ててしまいましたので、後は土地がな

いという問題の場所が残ったわけでございます。こういった用地難が一つございます。それか

ら貸し出し業務それから管理を委託しております自治会の御協力が得られないという地域も出

てまいります。そういうことも問題点になります。それから 50館になりますと地区センタ}

を回るだけでもこれは大変な時間を要します。 1日に地区センタ ーを一回りするということは

無理でございまして、 25館、 2 0館から 25館が 1日に回れる地区センタ ーの数であ ります。

5 0館になりますと2日ないし 3日かかるとしづ、そういった管理上の問題も出てまいります。

それから施設につきましては保険に入っておりますけれども、委託と責任の関係なども大き

な問題でございます。

さらに大きい二つ目の御質問に対してでございますが、その 1点目、あと何館で地区センタ

ーができ上がるか。どのような計画を持っているか。こういうお尋ねで ございますけれども、

現在 50館で最終目標は一応の目安として 55館を考えております。したがいまして、あと 5
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館ということになります。その 5館について半径 300メートノレ方式で日野の地図に落として

みますと、地域で申し上げますと、この神明上それから金子橋の周辺それから四谷下、東光寺、

新町の台、それから南部の丘陵地帯で八王子地境平山苑付近、それから西平山五丁目で八王子

市の舌状に突き出している地帯、そういう所があとどうしても欲しい地域であります。

それから小さい 2点目、すでに建てかえの時期に来ているものもある。建てかえの場合にも

また同じようなものをつくるのかどうか。新しい計画でもあるかというお尋ねですが、いまご

ざし 1ます地区センターの中で一番古いのが新川辺の地区センタ ーでありまして、これの建設が

3 7年でございます。すでに 23年経過しておりますので、木造の耐用年数を超えております

ので、したがいましてこの最終目標数 55館を達成すると同時に今度は新たに建てかえの計画

に着手しなければならないわけです。建てかえのときには今までの建物よりもさらに時代の進

展に伴いまして進んだものを建てかえるのは、これは当然でございますけれども、大きさなど

につきましては現在のところ具体的な計画を持っておりません。土地条件により、土地の条件

などにもよりますけれども、充実した機能を持った地区センタ ー、 そういう配慮はどうしても

必要だろうと思っております。

ここ二、三年で建設予定の地区センターについてその場所、大きさは先ほどちょっと申し上

げましたけれども、多摩平の都営住宅の中に多摩平一丁目地区セン タ}とい うセン ターが現在

着工 してございます。これはかなりの大きさのものになりますけれども、これが完成いたしま

すのが 60年、本年の 11月末が工事期間となっております。 1階iζ集会施設、それから 2階、

3階は都営住宅、いわゆるげた履きの施設になるわけでございます。これにつきましては集会

機能それから展示機能、多目的ホール、音や振動にも十分耐えられるようなものを考えて現在

0生活環境部長(坂本金雄君〉 3点自についてもお答えをいたしますD

文化の向上、学習の場、自治会関係の寄り合い場所それから市民運動の拠点、そういった総合

的な施設として考えるべきだと思います。したがいまして御提言にありましたような施設をも

う一度ネットワークにっくり直して考えてみるということの必要性は十分感じております。新

しい構想を持ってネットワークを考えてみたいと思います。

それから大地区センター、 200名程度の大地区センター、それから 150名程度の中地区

センタ ーをつくったらどうか。それぞれの規模で充実した建物を私どもはっくりたいと望んで

おりますけれども、今のところ先ほど申し上げました用地難のためにこれが計画がスムーズに

進んでないのが実情でございます。新しい住民のニーズも、 この地区センタ ーを最初に建てた

ころと比べますと大分変わってきております。新体操がやってみたいとかヨガをやってみたい

とか飛んだりはねたりする施設、できる施設。それから学習につきましても音のような話し合

いの学習とか読書会とか、そういうものに限らず、いろんな機械なども持ち込んでその操作に

ついて勉強したいというようなことも出てきております。そうい った新しいニーズに十分対応

できる施設を今後建ててまいりたいと思います。

4点目、民間デンてロッパーの協力と申しますか、民間活力の導入と私ども解してお答えいた し

ますけれども、全く御提言iζ同感でございましてこういうことについても十分目を向けてまい

りたいと思っております。

それから運営について市民の自主性に任せたらどうかという御提言でございますけれども、

広島の方に非常におもしろい施設がございまして、広島からパスで二、 三十分行ったところに

ある町だそうですけれども、そこの町にことしの 5月にできました施設は今様若衆宿のような

施設でありまして、若者たちがそこへ勝手に集まって夜を徹して話し合うこともできるし、酒

を飲むこともできる。そのかわりその管理は若者たちに全面的に任して責任を持ってもらう。

こういう施設ができたという話を聞いております白青年たち自身による管理運営がどんな問題

点をはらんでいるか、その後のことについてはまだ把握しておりませんけれども、これも一つ

のおもしろい試みであるし、それから三鷹市でつくりましたコミュニティーセンタ一、各地域

の特性を生かしましてそれぞれの地域にマッチした施設でございますけれども、これも住民の

方に管理をしていただいております。

管理委託の面で参考になることがたくさんあるわけですけれども、管理委託にもやはり限界

があります。使用する側と日常管理する側との調整が必要になってきますし、今後の研究課題

つくっているところでございます。

以上、 1点、 2点自についてお答え申し上げました。(r提言を申 し上げたんですけれども

• • Jと呼ぶ者あり〉

O副議長 (米沢照男君〉 市長でしょうね。生活環境部長。

市内に散在しますこういった集会施設、具体的には公民館ですとか福祉センターですとか地

区センター、体育館なども入れてよろしt¥かと思いますけれども、そういったものにつきまし

ては特に体育館以外の集会施設につきましてはもう福祉であろうと教育であろうと福祉の増進、
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となる部分もたくさんあるわけでございます。先ほど具体的な例を挙げまして商庖で働く方た

ちが集まれるのは 8時ごろだ、こういうお話でございますけれども、私どもも実験的に二、三

の施設に限りまして、閉館時間、現在の 9時半を 10時半ないしは 11時ぐらいまであけてみ

たいものだ、こういう構想を内部で持っております。その具体的な構想はなるべく交通の便の

いいところ、駅に至近な施設、そういった施設でもって閉館時間の延長を実験的にやってみた

い、そういう構想を持っております。以上です。

0副議長(米沢照男君〉

08番(馬場弘融君〉

馬場弘融君。

再質問をする前にこのコミュ ニテ ィーという言葉あるいはコミ

と私は思います。一つは社会教育法に基づく公民館のありょうへの批判であります。つまりコ

ミュ ニティ」センタ ーも生涯教育構想、の一環から出てきているわけで、従来その仕事を担って

いた公民館には何となく上からの押しつけ的な雰囲気があって都会では人間のたまる場にはな

り得なかったという反省があります。どうも公民館というのは一定の目的意識を持った特定の

地域住民が利用する施設としてしか機能してこなかったという面があったと思います。こうし

た背景の中で地域住民がぶらっと行けるような自 主的な施設としてのコミュニティーセ ンタ ー

がうまく波に乗ったと言えるかと思います。

もう一つの流れは都市化によってチェーン組織が崩れてきて、旧来の町内会、自治会の活力

がなくなり全体意識も薄れていく中で、もう一度住民の自主的な意向を踏まえて地域社会をっ

くり直していこうとする発想であります。これは住民主導型の発想でありまして、今も部長の

お話にもありましたように武蔵野市、三鷹市あたりで成功した方式であります。

要約をすれば公民館から啓蒙的な雰囲気をなくしてコミュニティーセン ターへという流れと、

自治会館、町内会館をちょ っと スマートにしてコミュニティーセンターへという流れ、この二

つの流れの接点で生まれてきているということかと思います。

このように見てみますと、地区センターを含めたコミュニティーセンターがあるべき姿がお

のずと浮かび上がってまいると思います。それは、 l、行政は補助するが、介入をしないとい

う住民自治の原則。 2、お互いの声が聞こえ合うような小さな地域社会を大切にという地域性。

3、住民の自発的共同体意識の存在。この 3原員Ijを基礎に住民の生涯教育の場であり、福祉活

動の場であり 、地域文化創造の場であり、 そして地域住民の活動を反面的に発揮すべき施設と

してつくられている、これがコミュニティーセンターであるというこ とであります。

それでは、日野市の場合、これがどういうふうになっていたかということでありますo 日野

市の福祉センターの経緯をたどってみたいというふうに思います。

日野市に初めて地区センターがつくられましたのは昭和 30年代の後半から 40年にかけて

でありまして古谷太郎市長の時代でございます。以前から申し上げておりますけれども、現在

残された日野市の施策でなかなかいいなと思うものはほとんど保守市政のときに始められてお

ります。しかも、最初に申し上げましたような時代の流れを先取りしております。それはとも

かくといたしまして、初年度の昭和 40年ごろにすでに 5館の地区センタ」がつくられており

まして、いずれも約 80平米の木造平屋建てのものであります。実はこの 40年の 9月から有

ュニティーセン ターと いう言葉、この辺の持つ意味といいますか、どういう流れがあってこう

いうものが出てきたのかということについて少 し考えてみたいと思います。

日野市でも昭和 56年以来コミュニティー係が設置をされておりまして、今でこそかなりこ

の言葉は一般的になってまいりましたが、地方行政の介野iζ この言葉が使われ始めましたのが

昭和 44年の国民生活審議会コミュニティー問題小委員会の報告あたりからではないかと思い

ます。要旨を申し上げますと、自治行政を推進するに当たっては、各種の生活要求を持つ住民

と行政をつなぐフィードパックの仕組みが必要である。そして聞かれた新しいタイプの住民組

織にその機能を持たせるべきである。そして、その機能を持つ組織をコミュニティ ーと規定を

したらどうか、こういった内容でありました。また同じころ社会福祉の分野でも東京都の社会

福祉審議会がコミュニティーケアということを提起しておりまして、これ以降は社会福祉の分

野においてもコミュニティーづくりを事業の重要な核にするという考え方が高まってきたので

ございます。さらに昭和 46年になり ますと自治省から全国にモデルコミュニティーをつくる、

こういう方針が出されまして 3カ年計画で全国iζ83カ所のモデルコミュニティー地区が指定

をされ、このあたりからコミュニティーづくりが本格的に地方行政に定着をしてまいります。

さて、コミュニティーづくりを進めるとして行政はどういう手助けができるか。当然、のこと

ではございますが、上から住民の組織化を進めることはできませんし、すべきでもな l¥。行政

が手助けをできるのは住民の組織化の手がかりになるような施設づくりに資金を出すという形

をとらざるを得なl¥0 そこでコミュニティーセンターという名の施設がつくられてきたわけで

あります。

このようにしてコミュニティーセンターが登場してきた背景には二つの違った流れがあった
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山 桜市長iζかわっておりますが、以来お亡くなりになるまでの 4カ年間有山市長は古谷市長

のお考えを受け、さらに進展をさせ、しっかりした理論づけのもとにほかの コミュニテ ィー施

設をも含めた地区センター構想を完成させております。

古谷太郎市長から有山市長時代にかけて建設をされた広義のコミュ ニティ ー施設を申し上げ

ますと、昭和 40年、図書館それから 5館の地区センターがスタート。昭和 41年の 6月には

中央公民館がオーフ。ンo 4 1年 10月iζは福祉センターがオープンD そして 44年には社会教

育センターがオーフ。ン O おわかりのように図書館から社会教育センタ ーまで住民の幅広い自主

的活動に使用される、いわゆるコミュニティ ー施設はほとんどこの古谷・有山時代に建設をさ

れているのでありまして改めて両先輩の慧眼に感服をする次第でございますD

それでは、有山市長はどのような地区センターあるいはコミュニティ ーセンター構想を持っ

ていたのかということであります。たびたびこれまでも申し上げてまいりましたが、ここでも

長期計画というものに触れないわけにはまいりません。有山市長は就任して 2年後の昭和 42 

年の 10月iζ市政の現状把握のために日野市の推移と現況というこの大務の報告書をつくって

おります。これは次に予定をする長期計画の基礎となる現状を調べた資料でございます、資料

集でございます。そして、この分析を踏まえまして翌昭和 43年から長期計画づくりに着手を

いたしまして、昭和 44年の 3月、御自身がお亡くなりになる直前にこの日野市基本的総合計

画を完成させております。個人的なことになりますけれども、私どもが日野市の今後のありょ

うを考える際花、また現状を考える際にいつも原点となりますのがこの計画書でございます。

市政のあらゆる分野にわたりまして的確な指針を与えられる実に貴重な計画書でございます。

前から申し上げておりますけれども、長期計画がいかに重要かということがよくわかるところ

であります。

この中iζ地区センターを含めた地域施設の基本的な考え方もはっきりと述ベられております。

多少長くなりますけれども、重要なところだけ引用をいたします。

第 1章、基本構想、第 1節、目指す都市像の中で住みよい都市・日野の姿として市内にくま

なく設置された集会施設では日夜目的を同じくする者、親しい者向土が学び合い、語り合い、

地域福祉は充実し、都市的文化は広く市民iζ享受されるとされ、地域の小さな集会施設を重視

する考えが述べられております。さらに第 3節、計画の課題と施策の概要の中でも次のように

書かれております。市民の文化活動への参加は市民社会の大きな特色をなすものであり、公民
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館、図書館、地区センタ 一等諸施設の充実を特に重点的に行い、地域の市民文化の創造を図っ

てし 1く。

また市民福祉については社会福祉協議会を初め各種団体を対象に市民福祉の向上を図るため

地区センタ ー等地域施設を活用し、積極的な援助指導を行うと述べられております。また図書

館との関連では介館綱の一部は地区センターとの併設を考慮に入れるという考え方も示され、

市民福祉施設の項では、日常活動の場となる施設が少ないと現状を述べた後、具体的な地区セ

ンタ一計画として次のように述べられております。市内を数地区に分け大地区センタ ーを設置

し、これを取り巻く各地区ごとに小地区センターをつくり、さらに市の中心部にこれらを統括

し調整する機関として中央センターを置く。各地区のセンターは市民の日常生活におまる福祉、

文化、教育等の社会活動の場として総合的機能を持った施設とする D したがって、だれでも気

軽に利用できるように配慮し、その機能を老人には憩いの場となり、子供たちには学習、保育

を初め体育や遊びの場となり、また地域の婦人や一般の人々には地域自治体活動や講習会等に

も利用される。いわゆる公民館、図書館、福祉会館的な役割を果たし、地域住民の親睦と連帯

意識の高揚が図られ相互扶助の精神を養うとともに自由な市民運動の場ともなる。このように

述べられておりまして、地域の市民生活を多面的にとらえるとともに各種施設のネ ットワーク

など、理論的にも充実をした計画案であります。改めて有山元市長の、特にこの地域施策の重

要性への的確な把握を思わざるを得ないのであります。

さて、これらを踏まえまして現状のコミ ュニテ ィ」施設を眺めますとどうも古谷・有山ライ

ンで形成をされましたコミュニティー施策及びその理論が森田市長になってからというもの十

分進展していないように思われるのであります。大地区センターは全く忘れ去られております。

そして地区センターばかりしゃくし定規につくられている現状を見ますとコミュニティーセン

タ」のネットワークといった考え方が雲散霧消してしまったという感すらいたすわけでござい

ます。

大変長くなりましたけれども、以上申し上げましたことが今回の質問に際しましての私の基

本的な認識でございますので、あえて述べさせていただきました。

それで再質問に移りますけれども、初めに 1点目の現状ですが、人口割に、人口割といいま

すか、施設をつくっていくという計画はほとんどなくて、半径 300メートノレということだけ

だというお話でありましたけれども、どうなんでしょうね、人口密度が非常に高いところも
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ございますし、広く ても余り 人口がないな という ふうなとこ ろもあるわけで、今後の地区セン

ター等の配備計画の中では人口割等も加えていく 考え方はないのかどうかということがーっと、

それから小地区センタ ーばかり、同じようなものばかりがつくられたという こと の背景には東

京都の補助金等の問題もあるのかどうか、この辺をちょっ とお伺いをしたいと思います。お願

いします。

0生活環境部長(坂 本金雄君〉 お答えいたします。

5 5館構想は日野市の地図の中で河川敷、それか ら動物園敷地、そういう所を除きまして

300メー トルの円をえがいていきますと 55になるんです。そういう作業を通しまして 55 

館の目安をつくりました。

0副議長(米沢照男君〉 再質問についての答弁を求めますD 生活環境部長。

0副議長(米沢照男君)

08番 (馬場弘 融君〉

馬場弘融君。

そうしますと、私は最後の 3点目でもう一度申し上げますけれ

0生活環境部 長(坂本金雄君 ) お答えいた します。 ども、大中小といいますか、中央、それから大き目のもの、小さなものといった、そういうネ

ットワ ークの中での地区センタ ー綱といった考え方は当初はあったわけですけれども、今の建

設においてはほとんど配慮されていないというふうに判断してよろしいんでしょうか。お願い

現在は一応 300メートノレを一つの目安としての新しく建てる場合には十分参考にしており

ますけれども、そのほか人口密度につきましても全く考慮しないわけではありませんで、考慮

しておりますD

それから小さいものばっかり建てるのは都の補助の関係かというお話ですが、東京都のコ

ミュニティ ー施設の補助はかえって大きいものにつけております。現在 330平米以上のコミ

ュニティ」施設について補助をつけているわけです。しかし、日野市の地区センタ ーについて

は毎年補助をいただいております。これは東京都が日野市の地区センタ ー構想、に大変関心を持

ち、こういった身近な施設を今後どんどん建ててほしいということによりまして東京都が規則

を曲げまして、小さい 100平米程度のものにも補助をいただいているのが現状であります。

したがいまして大きいのを建てないのは補助との関係かという御質問でございますけれども、

関係はございません。

0副議長(米沢 照男君 〉 馬場弘融君。

08番(馬場弘 融君〉 むしろ大きいのをつくって、つくった方が補助が得やすいとい

うことだろうと思いますが、その問題はいいといたしまして、次に 2点目の今後の計画であり

ますけれども、あと 5館、つまり 55館を一応の目安としているというふうなお話だったんで

すが、まず、大体地区センターあるいはコミュニティーセンタ ー構想といいますか、そういっ

た構想、当初の構想がきちっと生かされた上での 55館なのか、それとも今申し上げましたよ

うに、もう小さい地区センターばっかりで、 2館大地区センターというのはありますけれども、

小さいものばっかりでの 55館、これで一通りでき上がったんだというお考えなんでしょうか。

まずお聞かせ願います。

します。

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〉 当初の地区センター構想につきましては大地区セン

タ」と地区センター構想がございまして、たしか大地区センターは 11館建てるような計画だ

ったと思います。その周りに地区センタ」を配して大小の地区センターのネットワー クの完成

ということを目指したわけですけれども、現在は大きいもの、小さいものという区別は当初ほ

ど強く持っ ておりません。

ただし、先ほど申し上げましたとおり閉館時間を少し試験的に延ばしてみたい、モデルケー

スとして延ばしてみたL、。そういう地区センタ ーは駅の近所の比較的大規模な交通の便のいい

地区センタ」に限ってやってみた~'0こういう構想を持っておりますけれども、これからは都

市型といいますか、一般の住宅街の中にあるような地区センターと、さらに勤労者などがたく

さん集まる駅に近い所の地区センター、こういう地区センターは例えば例を申し上げますと京

王線平山城社公園の駅前に平山地区セ ンターがございます。これは大地区センターですけれど

も、敷地の面積もかなりございます。こういう地区セン ターは改築のときには今以上に規模を

大きくして青少年のニーズにも十分こたえられるような、そういう地区センターにしていきた

L 、。せんだっても市長と意見を交換したところであります。

。副議長(米沢照男君〉 馬場弘融君。

08番(馬場弘融君〉 それから、この計画の関係で小地区センターばかりになってし

0副議長(米沢照男君〉 生活環境部長。 まったのは主に用地難、土地がなかったということからそうなったということなんですが、じ
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0副議長(米沢照男君〉 馬場弘融君。

あり〉

この構造は鉄筋コンクリートでございますんで床の構造はかなりしっかりしたものになりま

すので体育館的な使い方も十分耐えられます。備品といたしまして、ここには卓球台なども置

く予定でおります。

0副議長(米沢照男君〉 馬場弘融君。

08番(馬場弘融君〉 それから、これまで議会が通した請願に関連をして、古い請願

で金子橋の地区センタ ーをつくってくださいというのが通っているんですね。それから私ども

が議員になってからでは高山地区の地区センタ ーもつくってく ださいとい うような請願が通っ

ているわけですね。いずれもですね、これ通っているということは全然、土地もない、何もない

という状況ではなく て何らかの可能性がありそうだと いうこと を審議の中でわかったから通っ

ているんだと思うんですが、その辺がどういうふうになっているのかということも含めて、先

ほど幾つかの地域を挙げられましたね、四谷地区だとか平山苑だとか西平山だとかね、その辺

をもう少しどういう状況で、ある程度できそうな雰囲気があるのか、それともどうもちょっと

この辺は難しいんじゃなl)かというふうなことがあるのか、もう少し詳しく幾つか挙げられた

地区についてお教えをいただきたいと思います。市長かな、市長、全然答えないね。

ゃあ土地がまともにあれば、用地があれば当初の計画どおり大きな地区センターを聞に入れて

つくっていくということは今でもそういうお考えでいるわけですか。どうでしょう。

0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 〉 お答えl)たします口

大地区センタ ーと普通の地区センター、土地が確かにこれ原因 していることは確かなんです

けれども、そのほかにはっきりした配置計画を持たずに大地区セ ンタ ーをある地点に建てます

とその後から希望する地域の人たちが、私の所Kも大地区センターを建ててほしい、ただの地

区セン ターじゃ困るんだというような要求が恐らく出てくるんじゃないかと思います。そうい

うことを考慮してどの地域にも公平にそれを配置する、そういう考えのもとに大地区センター

構想はなくなったんではないか。それも一つの原因じゃないか、そのように思っております。

08番(馬場弘融君〉 その理由もよくわかるんですが、それに対する考え方、また 3

点目の方でお話をしますが、 2点目の今後の計画の中で多摩平一丁目の都営、都営の中の集

会施設ですね、かなり大きなものがつくられつつある。 60年の 11月末ごろの完成の予定で

あるというふうなお話で したが、こ こが 3点目の提言の方にも少し入ってきますけれども、地

域的にも繁華街の中といいますか、大勢の人が寄る所に近いわけでして、例えば夜少し遅自の

利用ができるような考え方があるかどうかということと、さらに小体育室といいますか、そう

いったものも含めた構造に、これは多目的ホーノレですか、そういう説明がありましたけれども、

なっているんでしょうか。その辺をお伺い したいと思います。

0副議長 (米沢照男君〉

O市長 (森田喜美男君 〉

市長。

大分その考え方が違いますので私の答えたんでは出鼻を折る

0副議長 (米沢照男君〉 生活環境部長。

。生活環境部長(坂本金雄君〉 お答えいたします。

閉館時間を延ばすというこ とは、その前提と して管理人がいる施設に限 られるように思いま

す。この多摩平一丁目地区センターにつきましては建物の規模が 33 0平米程度の非常に大型

のものでありますので、今のところ私どもは管理人をここへ置きた い、そういう考えでありま

ように思いますので、ちょっと遠慮していました。

つまりあなたのお話のことと、それから私どもが最近考えております、いわゆるコミュニテ

ィーづくり、教育施設である学校というものを大きくとらえております。近ごろあき教室も随

分できてまいりました し中学校給食の場合には地域に教育的用途に提供しようと思っておりま

す、いわゆる食堂もできつつあるわけでありましてそれらを総合してネットワークというもの

は考えたい、こういうことでありまして、また、この庁舎の敷地に今建ち上がりました市民会

館もまずそれらのネットワークの集大成に当たるものだ、このように位置づけて考えておりま

す。 す。

したがいまして平山とか新井とか現在の大地区センターの管理人と同じよう にここに置いて、

それで 10時半から 11時までの時間の範囲で閉館時間を延長 したl)0 内部では今のところそ

ういう構想を持っております。(rあともう一つ、小体育室的なものはどうするか」と呼ぶ者

地区センターというのは平和的に建ったといえばそういう面もあるわけでありますけど、今

まではほとんど開発企業のアフターサービスとして将来にその地域に住む地域の方々のコミュ

ニティーづくりに役立てる。こういう意味で開発指導の結果、できたものがたくさんあるわけ
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うふうに思っております。

この過去の部落共同体的コミュニティー、これはまさにもうすっかり新しい地域社会の人口

の増加、別の発展ということで再編を要します。そういうことで物を考えつつあるというふう

に、大変計画的ということじゃありませんが、世の中の変動iζ合わせて絶えぜ焦点を合わせな

がらやっていくというふうに御理解をいただいておきたいと思います。

それで例えば、豊田駅前のいずれ都営住宅のそれこそ地域に残していただく共同施設と して

の、これも地区センタ ーという名前にはなるわけでありますが、私は交通の利便がいいだけに、

つまり中央線側あるいは京王線側というふうな位置づけで考えたい、このように思います。

今回、私どもの政策として掲げております動労者福祉一動福センター、動福会館といいま

すかね、動労者福祉センタ一、こういうものに適応できる、こういうふうに考えたらよろしい

んではなかろうかと思っております。

また、落川の方になりますかね、三沢になります。三沢の中学校の、三沢中学の入り口の用

地、ここには鉄道沿線のこともありますので、むしろ展示的施設も持つ、つまりギャラリーの

役に立つようなそういう地区センターを、これもまた開発企業に依存をして建てていただこう、

その話もございますロ

今後、学校開放ということとあわせましてこの地域のコミュニティーづくり、あるいはコミ

ュニティーセンター、学校こそまさに地域のあらゆる意味でのコミュニティーセンターである

べきだ、このように思いますし、また、それらを総括、総合いたしますと市民会館の役割が生

まれてくる、このように考えておりますので、必ずしも図面に書いたようなネッ トワー クとい

うことにならなし、かもしれませんが、考え方としてはむしろ立体的にそういうふうなものを考

えるべきではなかろうか、こう思っております。

O副議長 (米沢照男君〉 馬場弘融君。

08番(馬場弘融君〉 非常に不満ですね。いかにも不勉強のくせに余計なことを言う

なというふうな、そうとれるんですよね。あなたの考えとは全然違うんですよといって、私は一

生懸命提言をしているんですね、いろんな声をもとに。市長と私と比べれば勉強は浅いですよ、

経験も浅い。でも、勉強が浅い、経験が浅い者が何を言うかというような姿勢では市民のため

の市政ができるんですか。非常に不満ですね。私はもう次を本当にやる気がないですよ、これ

では。一つも答えてないじゃないですか。

私は学校教育の小学校と中学校の開放の問題も言いたいですよ。でも、それを言ったらあれ

もこれもになるでしょ。あえてカットしているんじゃないですか。地区センターだけ、コミュ

ニティーセンターだけを問いますよ。それを、その問題を置いといて学校が中心ですとは何事

ですか。違いますか、市長。

であります。

したがって土地を買って今まではつくっておりませんが、いよいよ土地がなくても土地を求

めてつくる時期に入ったというふうに これまでも申し上げております。そういう、絶えず時代

の変化の中で、また町の発展の中で、ある場合iζ考え方の調整なり、調整なりは これは大変必

要なことでありました。 100年、 10 0年じゃありませんが、百年一日のごとく同じことを

繰り返していくということではそれこそまさに画一性になる嫌いがある、こういうふうに言え

るんではないかと思います。近ごろは地区センターのまた発展的な考え方に建物のみならず広

場までも入れよう、広場こそまた地区センターに十分役立つ、こういう考え方も成り立つとい

0副議長(米沢照男君〉

O市長(森田喜美男君〉

市長。

コミュニティ ーという理解を申し上げておるわけでありまし

て、センターもまたそれのための役割を果たさせる、こういう施設だというふうに思っており

ますので、学校抜きにして今日のコミュニティーは私は語れない、こういうふうに申し上げた

わけであります。

0副議長 (米沢照男君) 馬場弘融君。

08番(馬場弘融君〉 全くひどいね、これ。( i頑張れ」と呼ぶ者あり〉しばらくー

( i怒ったら負け、 じっくり、馬場さんやりなさ t'Jと呼ぶ者あり〉

市長ね、一般質問というものをどうお考えですか、どうお考えですか。わざわざ学校教育あ

るいは教育施設を除外したところで問題を組んで提言をし、いろいろ議論をしましょうとして

やっているわけでしょ。これまでも私は学校開放をやりましょう、余った教室は市民の方々に

開放しましようということはもう何度も言ってきましたよ。それはそれで当たり前のことです

よo それで、きょうはそういうことは横に置いた上で市長が一生懸命おっくりになっておられ

る小地区センター、それが今のままでいいのかという提言なんですよ。それを少し考え方を変

えたらし 1かがですかという提言なんですね。私は学校の関連で物を申しているんじゃないです

。
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今、私は初めて聞きましたけれども、いわゆる コミュニティ 」センタ ー構想の中心が学校で

ある、あるいは コミュニティーの中心が学校である。そう ならばそ ういう計画をきち っと議員

にも市民にもお示しになっ たらどう ですか。私どもにはないわけですよD なl¥から こそずっと

さかのぼって前の前の有山市長さんのころのこ ういう計画を持ち出さざるを得ないわけで しょ。

これ以降にこういうものがないんですから、だ って。我々が持っているのは緑のマスタ }プラ

ンとか浅川利用計画だとか、そういった個々のものですよ。( rそれだって実施計画じゃない

よ」と呼ぶ者あり〉

実際ね、じっくりいろいろ申し上げようと思ったんですけれど、本当に余り気乗りがしなく

なりまして、まあ、でも一応申し上げるだけ申し上げておきます。もう市長にお答えは求めま

うと思ったらそれは一つは言いませんけ ども、この町は、市は町村合併で市の地域が非常に広

いんですね。そんな関係で市内に 20の出張所が、 出張所ごとにA、B、Cという大きさにラ

ンキングをつけましてその地区の人口割あるいは地域割に応じて大地区センタ ー、大市民セン

ター、中市民センタ ー、小市民センタ ーを配置をするという長期計画を持っていました。すで

に六つの地区センタ ーができておりました。こういう例もあります。

さらに、よその例ばっかりじゃないんですね。市長は不満かもしれません。不満だったら耳

をふさいどいてくださいねo (笑声)日野市だって例があるんですね。図書館、前々から言っ

てますけどもね、図書館がやっぱり一番地域の末端のところのブックモービノレといいますけど、

移動図書館からスター卜をして分館綱をつくり最後に中央館へという、こういう見事なネット

ワーク持っているんですね。ばらばらに小さいものをわあっ とつくればいいというものではな

いですよねO これは十年一日一つの理論体系でや ってきたから日本ーになったんですよ。そう

でなくてばらばらにあっちにもつくれ、こっちにもつくればいいというものであれば今のよう

な立派な図書館にはならなかったと私は思います。つまり日野市にもそういった例があるとい

うことなんですね。

さらに、先ほど来申し上げてますけども、日野市でもやっぱり例があるのは緑のマスタープ

ラン、これは一時期問題になりましたけれども、これを見ますと一番小さいところの児童公園、

これが今 50カ所ぐらいありますかね。将来計画では 12 0カ所ぐらいになりますかね。それ

から中くらいの規模で近隣公園、これが約 2ヘクターノレぐらいですねo これを 19つくってい

こう。さらに、その上に地区公園を 4から 7ヘクターノレの規模で、五つつくっていこう。そして、

南北二つずつの運動公園あるいは総合公園をつくっていこう。こういうふう i乙ですね、細かい

地域からそれを幾っか集まったところに少し大き目のもの、それが幾っか集まったところにさ

らに大きなものという、きちっとしたネットワークが計画としてあるわけですね。こういうも

のがあるからこそ次々と段階を追って行政が進められると思うし市民も次はこういうふうにな

るんだなということがわかってL、く。そういうもんだと私は行政、行政はそういうものだと思

うんですね。

ところが、今市長がおっしゃられたように、今私が地区センターで言ったことというのはも

うそれこそ 100年も昔のことだ。そんなことを今やっていたんじゃ時代に合わん。全然違う

ことをやっているんだ。今は学校が中心ですよ。それは確かにそうかもしれないけども、それ

せんo

全般的な長期計画をつくれなんていうことはもう私は申 し上げませんがね、どうか各担当部

署でのコミュニティーの問題について今後の施設のあり方について少し長自の、市長は百年一

日というようなお話でしたけれども、そんなことではなくてもいいんですよ、 5年、 10年の

計画をぜひおっくりいただきたいというふうに思います。近隣では三鷹や武蔵野が非常にいい

例を持ってますね。日野市の場合には一番末端の小地区センターからスタートしているんです

よね。三鷹や武蔵野はそうじゃないです。大体中学校区ぐらいですね、そのくらいの我々でい

えば大地区センターくらいのクラスのところにコミュニティーセンタ ーをつくる、こういう発

想でやってます。それぞれ利点があります。もちろん欠点もあります。ですから、そういうと

ころをぜひよく検討されていいものをつくってもらいたいというふうに思うんですね。

具体例を申しますと三鷹の場合は七つの住区ですかね、住民地区ですね、住区iζ分けてそれ

ぞれにコミュニティーセンターをつくっているんですけれども、プーノレあるいは体育館が必ず

ついてますね。それから武蔵野市では夜の 11時まで利用ができる地区センターもあります。

さらにパフーあるいはスナック形式の市民がボトルを置いておけるというふうな地区センターも

一つあります。実際にあるんです。こういうユニークなことをやっているわけです。それは何

も全部そうやれとは私申し上げませんが、そういったものがいろいろございますので、そうい

うものを踏まえて、これだけ 50館になろうとするんですから多少は個性的なその地に合った

内容のものも加えていくべきでは、なかろうかというふうに思います。

それから先般私ども厚生委員会で三重県の松坂市という所に行きました。ここで申し上げよ
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ならば立波なこういう何かノマンフレットなり、理論の裏づけとなる報告書なりをおっくりをい

ただいて、今後の地区センタ」は学校を中心にやりますよというようなことを市民に発表する

なり何なりをやってくださいよ。そうでないと、議会でちょっと気に入らないことを言われた

から全然違うことをばあんと言って、私は今こういうことを考えているんですよ。あなたの考

えとは全然違うんですよというような答弁では、とても市民に対して何ていうのかな、失礼だ

なというふうに思うんですね。今の市長の答弁なんかはもし傍聴人が大勢いらっしゃったら恐

らくおかしいなと思われると思いますよ。(rそうだ」と呼ぶ者あり)全然ま ともに私どもが

伺っていることに対 して反応してくれてないということであ ります。その辺はもういいです、

愚痴になりますから。

要するに最後に私が申 し上げたいのは地区センタ ーを中心としたコミュ ニテ ィー施設の構想

の中で、今まさに緑のマスタープランと申し上げましたけれども、そういった形の大きなネッ

トワー クをつくるべきなんですね。市長がおっし ゃられる とおり に市民会館が一つの核になり

ますD それから、もう一つの核は、やはり、ど っかにスポーツのできる施設として もう少し大

きなものが欲しいな というふうに思いますねo そういう核をまずも とにして、私は大地区セン

ターを現在社協センタ ーとか福祉センター並びに公民館、さらに七生公会堂、もうこの辺の規

模が今ある大地区センタ ーと言える内容のものかと思うんですが、それ以外iζ中に中学校区に

一つぐらいは大地区センターと言われるべきもの、つまり武蔵野や三鷹のー住区に一つあると

いうふうなコミ止ニティ ーセンターですね、 コミセン といいますが、そう いう ものを中学校区

lζ一つは必要ではなかろうかなとい う気がいたします。これは用地難云々の問題ではなく て、

そういうものが計画をされれば用地難はいずれ解消されると思います。ですから、ぜひそうい

う計画をおっくりをいただきたいというふうに思いますo

特iζ今のところ地区センタ ーについては建て直しの計画がないというふうなお話でありま し

たが、建て直しの際Kはどうかその地域ごとの全体的な兼ね合いを見まして、建て直すときに

はうまくいったら大きなものをかわりにつくってほしl¥0 それをあちこちに点在させる形で一

級館にもっていってほしいなという感じがいたします。そういう方向性をぜひっくっていただ

きたいということ。

区センタ ーもあっていいんじゃなかろうかなという気がいたします。全く同じような形のもの

をどんどんどんどんつくるというのじゃなくて、建てかえになるときにはその地域の特性を多

少加味した、違った内容をちょっと加えた地区センターもつくってl¥く 必要がある と思います。

もう、お答えを要求をいたしますとまた少し気まずい思いをいたしますのでお答えをも う要

求をいた しませんo 市長にとりま しては非常に生意気な不勉強な若造がいやなことばっかり申

し上げたと思いますけれども、これも市民の広範な コミュニテ ィー活動が盛んになるための一

つのステップとして申し上げているわけでありまして、 ぜひ新しい今後の市民の コミュニティ

ー活動の初点として中央及び大、中、小、 こういった地区センタ ーの綱を持つコミュニティー

センタ ー、こういう あり方を検討していただきたl¥0 

繰り返 しになり ますけれども、生涯教育の場であり 、福祉活動の場であり、ひいては地域文

化創造の場としてのコミ ュニティーセンタ ーであるわけでございます。さらには行政機構の宿

命ともいえる縦割り 、機構の縦割ちですね、こ の縦割りの弊害を見事に補完をする横割りの施

設といいますか、地域社会に見事に合った施設であるというふうに思いますので、ぜひよりよ

いコ ミュニティーフランを担当部局の方でおっくりをいただきたいというふうに思います。

そして、そのプランに基づきまして、いつでも、だれでも、どこでも使える市民本位の地区

センタ ーがこれからは建設をされるようにお願いをいたしまして、大変ったない私の質問を終

わりたいと思います。ありがとうございました。

0副議長(米沢照男君〉 これをもっ て 11のしこれからのコミュニティ」施設(地

区センタ ー等 〉のあり方について提言する ー あたらしいコミュニティ ー活動のために関する

質問を終わります。( r休憩」と呼ぶ者あり)

1 2の1、都市緑化と斜面地の開発規制についての通告質問者、馬場繁夫君の質問を許しま

す。

C 7番議員登壇 〕

07番 (馬場繁夫君 〉 それでは通告に従いまして一般質問をさせていただきます。

それから、さらに武蔵野の例で夜 11時とかノマブ・スナック方式とか申し上げましたけれど

も、そこまではやれとは申し上げませんけれども、やはり多少ですね、違った内容のある小地

地球を一個の生命体との観点から見たときに、地球の砂漠化や公害の発生による水や大気の

汚染、環境破壊は深刻なものとなりつつあり、生存的危機感とも言われ始めております。しか

も、こ の解決となりますと 1国のみならず、地球的規模の対策が必要とされることは周知のと

おりであります。
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FAO -国際食糧農業機構 一理事会は昭和 59年 11月に 60年を国際森林年と決める

ことを宣言いたしました。理事会の決議によりますと、森林の保全は、今日最も重大な環境問

題の一つであり、世界の森林資源の荒廃を人間社会はこれ以上許すことはできないとされてお

ります。さらに将来とも今のような森林破壊が続くならば、世界の森林資源が失われるばかり

ではなく、農業、食糧あるいは水質に対しても悪い影響を与えることになり野生生物や魚類な

どの存在する場所さえなくなり、そればかりでなく社会や経済、環境面でも重大な危機が訪れ

ることになり、そのために政治的認識が特に求められる段階となってきていると訴えられてお

ります。

これを受けて農林水産省を中心として、森林に対する認識を国民lζ深めてもらう。さらに各

国の森林資源の保全について協力を行うためのプログラムを進めること。さらに青年たちが森

林保全lζ参加し体験する機会を与えるプログラムを実施するなど積極的な対策を推進に当たる

ことを約束されております。

1 984年、国際植生学会の緑宣言におきまして 21世紀に向かつて都市化と工業化の中で

自然と調和し共存するため現在以上の強力な環境への対応が求められております。特&c残存す

る自然域、中でも森林や湿地性の植生は厳重に保護されなければならな~ )0 さらに、すでに開

発が進んだ都市では必要とあらば自治体などが緑地を買収する努力を積極的に行うべきである。

さらに、大気、水、土壌などを住宅地域でも回復するために計画的な緑地を広く形成されなけ

ればならないと指摘されておる ところでございます。

5 9年の第 4回定例会におきま して緑化推進と浅川利用計画の今後の課題につきまして一般

質問を行いました。そのときの都市整備部長の答弁iとよりますと、日野緑地は、昭和 36年10

月 5日に都市計画決定をいたしました。その区域面積は、 2O. 2ヘクターノレでございます。東

京都が買収しました面積が 8，38 8平方メートルでございます。日野市が買収しましたのは 6

万 2，409平米でございます。東京都と市が買収しました面積の総合計は、 7万 797平方メ

ートノレでございます。割合で申しますと約 35 %を買収したことになります。残りの 65%1ζ

当たります 13万1， 2 0 2平米につきましては今後の財政事情もございますが、そういった点

も勘案しながら積極的に買収していきたいと考えておりますというような答弁がありました。

さらに市長の答弁でありますが、緑地関係で当面確保できる手はずになっております個々につ

きまして御報告いたします。日野緑地内にあります前田さんという方が居住され、かっ農園風
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な樹林を持っておられたわけでありますが、亡くなりまして、それの帰属が処分の手続を進め

ておりましたところ、東京都がこれを買収していただく 。 1，7 0 0平方メートノレばかりだと思

っております云々というふうな答弁がありました。

第 1点の質問といたしまして、以上のような都市計画決定されております緑地、斜面地につ

いては行政当局も努力しておるところでございますが、都市計画決定されてない斜面緑地は多

摩丘陵、日野台地の段五崖等まだ数多く残されております。特に斜面緑地は、緑地景観上最も

重要であり、さらに都市防災、生態系の保全上も重要な拠点であります。斜面緑地や樹林地の

開発規制は今後大きな課題でもあります。現行の都市計画造成法、条例等の中で開発規制は大

変難しい点も多いことは十分周知しているところでありますo 現状におきましてどう指導され、

さらに斜面緑地保全の立場から今後どのような対策をお考えになっているか、まずお聞かせく

ださ~ )0 

それと第 2点目といたしましては、過去十数年の聞に日野市内におきましでも無秩序な宅地

開発と人口急増の変化が自然破壊と環境悪化を誘発していたことは否めない事実でありますが、

この破壊の修復しやすい環境を開発させる運動が必要となってまいります。自然を守る会iζ 日

野市の植生調査を委託し 2年聞にわたる調査により、 51年 3月 31日、日野市の植生を発行

しております。そこで、今日の森林破壊、自然破壊が続くならばエコロジーの危機であるとも

言われておりますが、今後、植生調査等のときにおきましてエコロジカノレ・マップ一生態学

的環境評価地図の作成もあわせて作成し、自然と調和し共存するため、生態学的な見地からの

考え方によ って土地の利用計画を立てることに十分活用していただきたく考えておりますが、

お考えをお聞きいたします。

質問 3点目といたしましては、臨時行政改革推進審議会の規制緩和分科会の報告によると、

宅地指導要綱の行き過ぎの見直 しを求めております。建設省におきましでもすでに 15 2市町

村が緩和しておりますが、大都市周辺では依然と高額の負担金の例があるため、指導の徹底を

図る方針とされ、さらに開発手続の簡素化等も指摘しております。町田市におきましては宅地

開発指導要綱と集合住宅建設指導要綱の見直しを進めております。 26市中、ぱらぱらの指導

要綱を統一指導する動きがあると聞き及んでおりますが、日野市の現状を踏まえ節度ある対応

を望みたいと考えておりますが、日野市の基本的な考えはどうお考えになっておりますか。さ

らに指導要綱の統一整備方針の状況についてお聞きいたします。
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以上、 3点について答弁よろしくお願いします。

0副議長(米沢照男君〉 馬場繁夫君の質問についての答弁を求めます。都市整備部長。

O都市整備部長(結城邦夫君〉 それでは未ムから 1点目、 3点目につきましてお答え

を申し上げます。

まず斜面緑地、樹林地の開発規制等対策につきましてでございますが、南部の、南部地域の

多摩丘陵、現存いたします斜面緑地につきましては、現在緑地保全の立場から開発行為に当た

っては行政指導の中でその開発をできるだけ行わないように指導をしておる、お願いをしてお

るところでございます。しかしながら、やむを得ず開発行為を認めざる を得ない場合もありま

して、そういう場合には平面開発ではなくて自然樹林に、自然、樹林をできるだけ多く残すよう

な意味合l¥から区域面積の 45%を現存のまま残していただく。残る 55%の敷地内で急斜面

地の崩壊防止を兼ねました鉄筋コンクリー卜づくりの建造物をつくっていただくというような

指導を行っているところでございます。

また、これらの緑地あるいは樹林地、そういったところの公有地化という お話もあ ったわけ

でございますが、現在の日野市の状況といたしましては、お話にございました日野都市計画で

定められております日野緑地あるいは仲田緑地等の事業化を行っているところでございまして、

そういう事業の中で非常に多くの財源が必要となっております。そう いう状況でございますの

で、財政的iζ非常にこれらを直ちに公有地化 していくことは非常に困難な状況であるというこ

とが言えるかと思います。しかしながら、斜面緑地の保全につきましては都市緑地保全法第14

条で定められております緑化協定などの活用を図りましてその開発等の規制を検討すると とも

に、保全すべき箇所の位置づけを明確にいたしま して土地所有者の方々の協力を得たい、かよ

2 6市で構成しております建設行政協議会でこの措置方針について検討するよう東京都市長会

から指示を受けまして、昭和 58年の 8月の 30日以降本年の 1月まで約 1年 5カ月をかけま

して各市の実情を調査し、措置方針で指摘されておる項目を介析し検討した結果、各市で大き

く分けまして大体 3点にわたって相違点があるということを市長会に対しまして報告をしたと

ころでございます。

この相違点の 3点は、まず公園等の確保を求める開発規模がさまざまであるということ。そ

れから 2点目では学校施設、特に用地の提供を求めるということでございますが、その規模が

文部省基準をほとんど超えておるわけでございますが、その規模がまちまちである。また 3点

目では工業地域内の開発行為の制限というようなことで建築制限がそれぞれ違った形で行われ

ているO この報告を市長会に行ったわけでございますが、市長会からはさらに 60年の 2月の

2 8日付をもって宅地開発等指導要綱に関する統一基準を策定するように要請が建設行政協議

会にあったところでございます。

現在、 26市を各ブロック iζ分けましてそのブロッ クごとで現在ブ ロッ ク別にこの内容を検

討をし、さらにこれを統括してまた市長会の方に報告するように現在その作業を進めていると

ころでございます。以上でございます。

うに考えているわけでございます。

0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第 2点目のエ コロジカノレ・マップ、生

態学的の環境評価地図の作成につきましてお答え申し上げます。

このマップにつきましては開発や公害の影響による自然環境の変化を見るものといたしまし

て、市内の植物群の把握に加えまして、それをさらに支配している土壌あるいは地形、そうい

う環境全体を含めまして生態系を地図にとらえていくということで理解をしておるわけでござ

いまして、私どもの市でも昭和 50年に、当時他市iζ先駆けまして御質問の中にもございまし

たような日野市の植生というふうな図書を作成をいたしました。ちょうど今日まで 10年経過

をいたしましたので、この間の変化をさらに記録的に比べる上からもこの作成を現在近い将来

に考えたいというふうに思っております。

そこで、現在環境庁とか、あるいは建設省などでも検討中の生態表マッ プの作成の方向づけ

がございますので、これらのものも参考にしながら早期に作成を着手しまして今後の地域開発

の際、その事前の環境アセス評価資料にも役立てたい、役立てていきたいというふうに考えて

それと 3点目の宅地開発等指導要綱につきましての基本的な考え方、それ と各市の動向等ど

のような統一していくかという点についてのお答えでございますが、現在、各市で宅地開発指

導要綱を持っておるわけでございますが、この要綱は良好な生活環境の整備あるいは乱開発の

防止、財政負担の軽減を図るという、そういった目的統一してございまして、これまで一定の

役割を果たしてきたところでございます。この要綱も各自治体の都市環境の相違からさまざま

な、行政指導がなされてくるようになりまして、昭和 58年 8月の 2日付で建設省から宅地開

発等指導要綱に関する措置方針が打ち出されたところでございます。これに対しまして、都下
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保全の政策はいろいろと積極的に進められております。相続の際に宅地が再分割、再分割をさ

れてその緑を要するに保有するだけの面積がますます狭くなっていくという、こういう現実の

問題もあるわけでありますD 後の御質問にも出てまいるようでありますが、ナショナノレトラス

ト的な考え方もまた( I後で質問します。先やらないでください」と呼ぶ者あり〉それの対策

になり得るということもあろうかと思っておりますので、あわせて勉強させていただき、また

御指導もお願いをしたいと思います口

おります。

O副議長(米沢照男君〉 馬場繁夫君。

07番(馬場繁夫君〉 ただいまの答弁の第 1点目の質問につきましては、非常に現行

法の中では大変に難しい状況でありますので現況の法律の中で最大限に努力をしていただきた

さらに斜面緑地、緑地の保存を図るためにグリ ーン減税、すなわち固定資産税とか都市計画

税の減免の措置をしながら保存する方式がとれないもので しょうか。これについての質問いた

します。

さらに私有地が相続される場合、相続税を納めるために土地を分割したりして売却をするo

これによりましてミニ開発を招き私有地の緑地化が減っていくということがあります。そこで

私有地に 50%以上の録地がある場合には原則的iζ物納として、固有地となった斜面緑地等を

市に払い下げを受けるか、または、半永久的iζ市の方で管理を認めてもらい市で管理をする。

このような方法がなかなか現状では難しいでしょうけど、固に積極的に市長会等を通じながら

働きかけ実施できるように最大限の努力を払っていただきたいと思いますけど、この 2点につ

いて質問いたします。

0副議長(米沢照男君〉

07番(馬場繁夫君〉

馬壊繁夫君。

固定資産税、都市計画税の減免処置につきましては、武蔵野市

0副議長(米沢照男君〉 再質問についての答弁を求めますD 市長。

で現在実施されておりまして 12万 7，000平方メートルの緑地が保たれているということに

なっているそうでございますので、日野市も積極的にこの制度を活用しながら緑の保全に努め

ていただきたいと思いますo ( Iそうだ」と呼ぶ者あり〉

相続税につきましでも相続税のうちの、国税のうちの相続税は約1.6%強だというふうに伺

っていますので、財政的にもそんなに大きな数字ではありませんので、富の再分配という観点か

らも国に積極的に働きかけ、近い将来実現できるように市長の格段の努力をよろしくお願いし

ます。( Iそうだ」と呼ぶ者あり)(拍手〉

それと、ナショナノレトラスト運動は 19世紀末、イギリスでスタートし都市化や野放しな開

発から自然や歴史的環境を守るため国民の自主的な寄付金をもとに民間団体を設立し、土地や

建物などを買い入れて保存管理公開している制度でございます口日本におきましても昭和 39 

年、鎌倉の谷戸が民間デベ、ロッパーの手で宅地化されようとしたときに市民らが鎌倉風致保存

会をつくり反対し、募金運動で土地を買い入れ、開発を中止された例が最初と聞いております。

ナショナノレ運動が活発的な広がりのきっかけは昭和 52年、斜里町、藤谷 豊町長が知床 100

平方メートノレ運動公布の構想を発表をいたしまして、知床で夢を買いませんかのキャッチフレ

ーズでマスコミの協力も得まして大変な反響で運動が開始され、 3年半、昭和 55年 10月に

当初の目標であります 12 0ヘクターノレ分の資金 9，600万円は達成されました。 59年 12 

月付で参加者数が 2万 1，675名、寄せられました金額が 2億 2.3 0 0万円、取得しました土

地が 320へクターノレ。全対象面積の 68%であります。これによりまして、全国各地iζ運動

の輪が広がり全国の主なナショナノレトラスト運動が準備中も含み 16にも及ぶと言われており

ます。

0市長(森田喜美男君〉 緑の保全のために可能なあらゆる施策を追究をするというこ

とは、今日の重要な課題だと思っております。

そのーっといたしまして税制の減免措置でありますとか、あるいはもっと積極的な奨励措置

でありますとか、いろいろ考えられるわけでありますが、今いわゆる樹林地につきましては若

干の補助施策をやっておるわけでありますが、もう一方の農地、つまりこれも生産緑地であり

ますが、これは宅地並み課税の廃止、引き続きまして意欲のある方にはそのまま農地としての

税制の適用だというふうになっております。

具体的に、じゃあそのグリーン減税というのは何ができるかということは、これから十分そ

の効果の測定とあわせて検討をいたしたい、こう思いますo ( I相続税の減税はどうですか。

それと国への働きかけはどうでしょう」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〉 幸いに今固におきましでも環境庁を初め緑地に対します国土
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日野市の自然を守る会が提唱した 0.1平方メ ー トノレずつ買い上げて緑を守るというナショナ

ノレトラスト運動は守る会前会長の詐欺事件で宙に浮いておりましたが、何とか継続されるよう

な動きもあるようであります。昨年 11月24日、市民ぐるみで緑を守ろう、市民緑化会議が

発足し、市長は 0.1平方メ」卜ノレ運動について日野市で生まれた運動でもあり何らかの手段を

講じて、講じる必要があると述べております。

ナショナルトラスト制度には相続税減免取得財産の永久保存等に今後の課題もありますが、

純粋に日野市の緑と自然環境を守る官民一体となったナショナノレ制度を導入することにより、，

都市計画決定会議の斜面緑地、緑地等の公有化のために市長はこの制度についてどう思われる

か。また、この制度により残された緑を取得するお考えがあるのかについてお聞きいたします。

以上、お願いします。

0副議長(米沢照男君〉

O市長(森田喜美男君〉

再質問についての答弁を求めます。市長。

ナショナノレトラスト運動は文化財でありますとか町並みであり

さらに不信感をなくした中で全市民が安心して信頼できる組織づくりにすることが非常に重要

なことと思われます。

知床 100平方メートノレ運動視察報告書を見ますと、特Ic知床 10 0平方メートル運動が成

功したポイントは斜里町の自治体が行うことに対する住民の信頼感があった ということが成功

の秘訣だというような趣旨の報告書が出ております。このような組織づくりをした上で、さら

に長期計画プランを立てまして、 やはり行政側が本気になっ て、いわゆる緑地、緑化の問題を

取り組んでいくならば、特に長である市長が腰を据えて本気になって取り組んでいくならば組

織も強化し、東京都も国も動く気を増してくるだろうし、それによって緑化にする、ナショナ

ル運動も、さらに日野市のナショナノレ運動も発展をし、緑地保全iζ大きく前進することは間違

いないと思います。( Iそうだ」と呼ぶ者あり〉

そういう意味からも市長にありましては十分市民の人たちが、特iζ緑地を持っている方々の

信頼をかち取れるような方向でこのことを十分踏まえて運動をですね、展開していただきたい

ことをくれぐれも市長に要望するとともに、市長のその決意というか、また市民iζ対する信頼

感を得らわるような分Kつきましての市長のお考えをさらにお聞きいたします。

ますとか、あるいは市民の関心の的になっている緑等の保存を地域社会で、 市民の力で守って

いこう、こういう歴史もあるわけでありますけど、新しい発想とも言えると思います。

それで日野市でかつてそういった発想が表明されて、いろいろと動かす、つまり当局を動か

したり、あるいは市民の方々の共感を得る運動に成長させたかったわけでありますが、事故に

よってその運動が今停止状況になっております。市民緑化会議、ひいては緑化協会、日野市緑

化協会あるいは環境緑化協会、こういうような意味合いの組織に発展をさせまして、そうして、

この緑に関します市民運動の拠点として、また行政もそれと提携をして独自なものをつくり出

していきたい、こ のような考えは持っておるわけでございまして、ことしは、またそれの前進

0副議長 (米沢照男君〉

O市長(森田喜美男君〉

市長。

極めて私どもと共感の持てる提言でございます し、それから

施策をど う組織し展開をし発展をさせていくか、こういう課題こそ重要だと思っております。

今、公園緑政課がいろいろな事業をかなり前進、定着をさせてまいっております。行政目的の

ある程度は到達できたと思っておりますが、なお今後とも一層努力する決意でございますので、

何とぞ御鞭撞、御支援をお願いしたいと思います。( I終わります」と呼ぶ者あり〉

も図りたい、このように考えておるところでございます。

いろいろな知恵を集めまして、そうして、この日野市の将来の一つの環境の手法になるよう

な緑の保全事業をやっていきたい、このように考えております。そのことについてのまた取り

組みをこれから発展をさせていこうというふうに考えておりますので、よろ しくお願いをいた

。副議長(米沢照男君〉 これをもって 12のし都市緑化と斜面地の開発規制に関す

る質問を終わります。( I休憩JI続行」と呼ぶ者あり)

1 2の2、障害者と高齢者の快適な街作り(福祉環境整備要綱)について再び問うについて

の通告質問者、馬場繁夫君の質問を許します。

します。

O副議長(米沢照男君〉

07番(馬場繁夫君〉

07番(馬場繁夫君〉 5 9年第 3回定例会におきま して新しい都市づくりへの一つ

馬場繁夫君。

ナショナノレトラス卜運動につきましては、官民一体となって特

の試みについて質問いたしました。不特定多数の市民が利用する建物等は障害を持った人々も

安心 して利用できる都市環境整備が必要となってきます。

そこで公共施設、不特定多数の市民が利用する施設整備等を基本とした福祉環境整備要綱のに行政、住民、場合によれば市議会も積極的に参加しながら政治的なまたイデオロギー的な、
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制定を早急にしていただきたいというような質問をいたしまして、それに対しての福祉部長の

答弁は日野市におきましては、 81年iζ国際障害者年の答申を障害者団体からいただいておる

わけであります。伺うところによりますと町田市におきましても福祉環境整備要綱を設置いた

しまして、福祉事務所に専門の担当者を置いて建築確認申請の際に建築指導とあわせて福祉環

境整備を取 り組み、努力してし 1く。こういったことになっていると伺っておるところでござい

ますので、先ほども市長が申しましたように、日野市においても日ごろから市長が言ってます

ように福祉の平等づくりということを申し上げているところでございますので、それとあわせ

まして今後他の部局と建築あるいは建設部あるいは都市整備部とも十分協力いたしましてi福

祉の環境整備に一層努力をしていきたいというふうな答弁があります。

さらに市長につきましても、福祉のための環境整備力をつくる、これからは当然、重要な謀題

でございますので、もうすでに取り組んでおる一面もございますけど、これをより明確なもの

にして市民参加のいろいろな御希望を取り入れながら、 しかもその可能性を十分、追究しなが

らやっていくべき課題である、このように考えておりますとの答弁がありました。

そこで、これに基づきましての質問をいたします。

まず、 59年 3月定例会におきましての一般質問の福祉環境整備要綱設置に対する質問

をいたしま した。その後、どのような調査、努力をされて、重ねて、その現状はどうなってい

るのか。さらにいつごろ要綱制定となる予定にな っているか、お聞き いたします。

第 2点目としまして、市庁舎を初め市民会館等の公共建設物におきまして、それぞれの担当

者の配慮により障害者の利用しやすい心配りがありますが、どのような基準で各部局との調査、

打ち合わせを行い、行ってきているのか。さらに農林省跡地に建設中の仮称日野スポーツ公園

におきましても高齢者、障害 への配慮がされておりますか。そわについてお聞きいた します。

第 3点目といたしまして、障害者の自立、生活圏の拡大の意味からも公共施設におきまして、

すでに障害者を配慮した庁舎、市民会館等の設置においても駐車場、スロープ、エレベータ一、

便所等、設備を各施設への表示板を設置するとともに地図を作成して利便を図ることを考えて

いただきたいのであります。

第 4点目といたしましては、特に障害者の立場に立った公園の設置、健常者とともに自の不

自由な措置も、四季を通じて花や木の香りを楽しんでもらったり圏内を散策する。体の不自由

な人たちも車いす等で安心して公園を散歩できる公園も今後公園計画の中で十分検討していた

だきたいと思いますが、お考えをお聞きいたします。

質問 5点目といたしまして、東京都は重度障害者の雇用促進のために第 3セクタ一方式によ

り東京都データシステムが旭が丘三丁目に資本金 1億円で 6月下句に操業予定しているそうで

ございますが、 30人の従業員のうち重度障害者を 10名雇用する予定となっております。 26

日より八王子職業安定所を通じて重度障害者の社員を募集を行うとされております。市内の重

度障害者は何人ぐ らいの定数枠がある のか。行政として東京都データシステムズと具体的な打

ち合わせ等行い、市内の障害者が数多く勤めることができるような処置を行っているのか。そ

れについてお聞きいたします。

以上、 5点につきましてお願いいたします。

0副議長(米沢照男君〉 馬場繁夫君の質問についての答弁を求めますロ福祉部長。

O福祉部長(高野 隆君〉 第 1点の御質問にお答えをいたします。

5 9年の第 3固定例市議会での発言以後、この福祉環境整備要綱の整備はどのような進展を

しているかという御質問でございますが、これにつきましては先般もお答えを若干したのでダ

ブる、重複するかもしれませんが、日野市におきましては日野市障害者福祉協議会を 59年の

1 1月に設置いたしまして 13名の委員さんに意見を求める機会を持つことになりました。こ

こにおきま して市長からの諮問といたしまして障害者のための環境整備要綱、こ ういうような

もの花ついての御検討をお願いをする、こういうことをしております。すでに 2回の会議をし

ておりますが、 3回目は会議を 7月iζ予定をしている、予定でございます。

現在のところは具体的にまだ資料を提出している程度とい うことで、具体的に どのようなも

のができるかということについては具体的なことを申 し上げる状況にはなっておりませんけれ

ども、御提言のありましたようなものを具体化すると 、努力はしておると ころでございます。

それから 5点目の東京都の第 3セクタ 一方式によりますデー タシステムズ、ここに重度心身

障害者、身体障害者が市内から何名入ったかというこ とでございますけれども、現在伺ってお

りますところでは市内からは 1名採用になったと伺っております。これは 4月、本年度の、こ

としの 26日、 25日以降八王子の職案を通しまして応募が行われました。ここで東京都の労

働経済局におきまして採用決定したということを聞いております。いずれかは全体的に 50名、

現在は 24名の定員でございますけれども、いずれかは 50名という定員に膨れるということ

を伺っておりますので、さらに可能性は若干出てきているだろうと思っております。与しとでご
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ざいます。 置できるような、そういう 6席の配慮がございます。それからあとは一般的な話にもなります

けれども、市民会館の例で申し上げますと、 1階ないしは 2階に身障者用の、いわゆる トイレ

がございますけれども、これもやはり万が一の場合を考慮いたしまして警報の表示がしてござ

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〉 私から 2点目の日野スポーツ公園における障害者の

対策はどうなっているのかという点についてお答え申し上げます。

この公園は仲田公園でございまして現在住区の基幹公園として運動機能を兼ね備えた公園を

築造するということで現在工事ι入っているところでございます。ここの公園は基本的には幼

児から老人まで、また身体iζ何らかのハンデのある方々を含めましてあらゆる階層の方々が御

利用できるように設計を行って施工K入っているところでございます。

特に障害者対策といたしましては園路の、園路あるいは駐車場等の出入り口はすべてスロー

プ化を行ってございますo それと公園の管理棟でございますが、この管理棟K外からも使える

ような身障者トイレを設置することになっております。また、この管理棟からグラウンド側に

行くための通路を設けているところでございますが、この通路もスロー プ化を行ってございま

すのそれとグラウンドへ入ります周辺の園路やエン ドランスから入れるように通路が設けてご

ざいますが、これらもすべてスロー プ化を図っておるところでございますD 以上でございます。

t ¥ます。

0副議長(米沢照男君〉 建設部長。

0建設部長(中村亮助君〉 それでは私の方から 2点目の関係Kつきましてお答え申し

上げます。

2点目の関係の中で御質問にございました、いわゆる市民会館あるいは庁舎、そういう公共

施設の中での身障者に対しますところの使用上の配慮でございますけれども、特iζ設計面から

は、例えば具体的に一つ申し上げますと外構工事などの中ではやはり入り口のスロープ化、こ

れがございます。それから建物の内外につきましては建物まで御利用いただくための、いわゆる

誘導ブロックの設置でございますo これが周辺も含めま して誘導式ブロックの設置というよう

なことをいたしてございます。それから出入り口には特に視力障害者用の誘導チャイムの設置

などもしてございます。それから車いすで御利用いただけるようなエレベーターの設置と同時

に、それの操作板、エ レベーターが操作できる位置が、車に乗った位置ということで特に下の

方に設けるというふうな装置でございます。

それから、あるいは特に市民会館の場合、今回前列の方iζ 6席、車でごらんいただけるよう

なスペースをとってございます。移動席といいますか、そこには固定席がなくて車がそこに配

以上のような配慮が、共通的な面も含めまして各施設には当然、施設を設置するときに配慮を

いたしておる次第でございます。

0副議長(米沢照男君〉 建設部長。

0建設部長(中村亮助君〉 失礼しました。あとお尋ねのございました駐車壊の図題な

どもございますけれども、できるだけ至近な距離に駐車場を設けるというような問題も当然ご

ざいますけれども、やはり位置的な問題もございますので、その辺につきましては配慮はした

いというふうに思っております。

特iζ車でおいでになる場合ですと、本庁舎の場合ですと特にこの西側の所にはそういう方た

ちの障害者用の特にスペースなどを配置して表示がしてあるというふうな現状でございます。

それから、あと案内板等の御質問があったようでございますけれども、これにつきましては

当然案内、見やすいような、また感覚的iとそれが十介察知できるようなそういう案内板などを

設置しておるわけでございます。

それから、もう 1点、公園の設置、特に身障者用の公園の設置という御質問がございました

けれども、これは私どもの方の所管としては用地を求めまして特に公園を設置するというよう

な、そう いう業務といいますか、あれはないわけでございます。開発行為等によると ころの公

園の帰属あるいは都市計画の中で設置された公園の移管管理ということをしているわけでござ

いますけれども、特に考えらわますのは視力障害者に対しましては、いわゆる臭覚、香りでそ

の樹木がわかるというふうな、そういう配慮も当然樹木を植栽する中でいろいろ考慮していく

施策、そういうものが当然今後考えられるわけでございまして、そういう点の配慮も当然考え

ていきたいというふうに思っております。

。副議長(米沢照男君〉

07番(馬場繁夫君〉

馬場繁夫君。

第 5点目の質問におきまして現在日野市の身障者が 1名、東京

都データシステムズに入るようになっているというようでありますが、日野市内にこの施設が

ありますので、もう少し日野市のそういう障害者の方が入れるような方向は出来ないものか。
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また、先ほど質問の中で若干申したと思うんですけれども、具体的iとその東京データシステ

ムズに お伺いをしまして、その辺の詰めを、またお願いを、部長さん、また場合iζ よわば市長

さんが行っているのかD それについて再度またお聞きいたします。

0副議長 (米沢照男君〉

O市長 (森田喜美男君〉

市長。

御質問の国際航業が取得しました、もとの健康増進センター

ての、上がってきてくるのか。

さらに今計画中の生活保健センター、市営住宅はそういうような建設の中でどのような基準

の中で上がっていくのか。

また、今回この要綱がこれには適用されないと思いますけど、その辺についてのどのよ うな

配慮の中で行うのかについて再度質問いたします。

0副議長(米沢照男君〉 福祉部長。

0福祉部長 (高野 隆君〉 まず要綱がいつごろできるかというこ とでございますけれ

ども、まだ日程等については論議されておりませんのではっきりしたことは申し上げられませ

んが、そう長いこ とかけて論議する内容でもないと思っておりますので、 1年なり 1年半なり

の間には何とかまとまった形のものをつくり上げて cr長いな」と呼ぶ者あり〉いきたい、こ

ういうぐあいに考えておるところでございます。

それなりにやはり形のあるものをつくるだけでなくて、私どもだけではできませんので建設

部なり都市計画部なりそれぞれの専門の知恵を集め、また、それなりのコンセンサスを庁内iと

っくり上げる。また、要綱そのものもやはりできましでも障害者の方が安全に安心して利用で

きると いうことは不可能でございますので、例えば自のいい、視力の悪い方につくった施設が

耳の悪い方には不都合だというようなこともございますので、あるいは階段をすべて

スロ ープというわけには いき ませんので、市民 の方の御協力もやはり得なければなら

でありますが、こ この 3階に全く新しい発想で障害者を従業員とする高度な製図の作業をする

というふうな新しい仕組みをつ くる、つまり第 3セクタ ーと言われておりますo 東京都の労働

経済局から 日野市K も部長がおいでにな りまして、日野市にこういう施設ができるので市内の、

つまり福祉環境と申しましょ っか、道路なり 、その他建物なりいろんな意味で御協力をお願い

をすることになるからよろししこういう ことでございました。その際にぜひ地域の障害者の

人たちを、希望する 方が恐らくあ ると思うから採用していただきたいということは一般論とし

てお願いをいたしております。

情報が必ずしも徹底できてない面もあるんではなl¥かと思っ ておりますので、募集の際の公

募等について積極的に周知ができるような、そういう機会ある いは方法をと りたい、こう思っ

ております。必ずしもまだ内容が我々も必ず、よくわかったというふうにはなってないわけで

ありますが、近く開設式が行われ 、案内もちょうだいしているということでございますので、

ぜひ見せていただきたい、こ のように思 っております。

0副議長(米沢照男君 〉 馬場繁夫君。

07番(馬場繁夫君〉 積極的な対応をひとつお願いいたします。

先ほどの質問の 2点目の市民会館等の中におきまして障害者の人が利用するよ うな心配りの

ーっといたしまして案内版ですか、設置ということがありますけれども、この件Kつきまして

も障害者の方が、 どこに、どのような障害者用のいろんな配慮があるのかを一目でわかる よう

な本当の配慮を十分踏まえた掲示板等を行っていただきたいと思います。

また場合によりましたら、そのようなものを配付物にいたしまして公共の主な所に配付をし

て、その状況がすぐにわかるようなことの配慮も検討していただきたいと思います。

それと第 1点目の質問でありますけど、福祉環境整備要綱の設置の中で昨年の 11月 9日に

日野市障害者福祉協議会が設置されまして、 こちらに今要綱制定のことについてお願いしてい

るというような趣旨の答弁がありましたけど、大体いつごろですね、これが具体的に要綱とし

んo

こういう意味では広く市民の御理解も賜りたい。こういうぐあいに考えますので、そういう

点もやはり考慮しながらこの要綱づくりには努力してまいりたいと思っております。

また、その他の計画中の施設もすでに町田市なりその他の市の要綱等を参考にされていると

いうことも伺っておりますので、ぜひ、そこら辺のところについても他の部との連携等も今後

とっていきたいと考えております。

0副議長 (米沢照男君 ) 馬場繁夫君。

07番 (馬場繁夫君 ) 東京都におきましては 51年に障害者向けの建設指針をまとめ

まして、決めまして、特iζ東京都の施設のみを対象として実施してきているわけでございます

が、まず、その要綱作成の検討委員会が福祉の専門家、 さらに建設業務また運輸省などの関係

者の代表また市、区、町村の関係者、こ のような方が要綱の作成の検討委員になられまして検
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討を行ってし可く。そして、その方向を踏まえた上で広範囲な関係者の意見を取り入れる。場合

によりましては障害者が実際どのような点で不便を感じているのか、その実態調査等も行って

いきたい。その中でその要綱の市案をまとめて、これをたたき台として要綱づくりを行ってい

くというような方向の中で行っているそうでありますが、 日野市につきましてはもう少し行政

の中で具体的にどのような要綱をつく ってい くんだという一つの方向性を、また、いろんな関

係の部局の中で検討した上で福祉協議会等に諮問するのがよろしいと思うんですけれども、ど

うも、その辺がよくわかりませんし、さらに最初の時点にいつごろまで要綱をつくっていくん

だという具体的な日程が、当然決めた上で行うのが当然と思うんですけど、その辺が非常に不

明瞭でありますし、その辺の本当に市長がこの要綱をつくって市内に住む、また市外の方が日

野市iζ来て安心して障害者が公共の施設を利用したり、また数、不特定多数の方が利用する民

間の施設に安心して出入りできるような、そういう環境整備を本当に市長がやる気があるのか、

非常に疑う部分もあるんですけど、市長は本当にやる気があるのか、その辺について市長の考

えをお聞きいたします。

者の方が安心してできるような方向にしていきたいというような趣旨のお話がありましたけど、

具体的にどのよのな基準の中で生活保健センター、市営住宅等を設計の段階で考えていくのか。

それについての再度お考えをお伺いいたします。

0副議長 (米沢照男君〉 建設部長。

0建設部長(中村亮助君〉 ただいまの御質問でございますけれども、私の方はやはり

そういう管理運営していく立場の中でいろいろ詳細な問題があろうかと思います。そういう問

題を十分詰めないと設計上の反映もできませんし、したがってそれが建物に完成できないとい

うふうなことがございます。

やることが大変多いわけでありますが、ハードの面では公共

そういう面で今どのようなというふうな点のお尋ねでございますけれども、細かくここをこ

つしたいというふうなことはちょっと今思い浮かばないわけで ございますけれども、いずれに

いたしましても地区センターの建設あるいはまた市営住宅の建てかえの中で、の、具体的には向

河原の計画の、 51年、失礼しました。 61年度からの計画の中で地区 セン ターのセッ トなど

もあるわけでございますから、そういう面へのお尋ねの配慮につきま しては主管部局とも十分

調整をしながら、そわを反映した当然また建物忙していきたいというふうに思っております。

O副議長 (米沢照男君〉 馬場繁夫君。

0副議長(米沢照男君〉

O市長(森田喜美男君〉

市長。

下水道の推進ということを大きく取り組む時期になりましたし、それから基盤整備事業もまだ

まだ多くあるわけでございます。それらとあわせてソフトな面の仕事ももちろん進めて~¥かな

ければなりません。

幸いに日野市では障害者関係の運動の先覚者もおられますし、よそでもようやく福祉環境に

ついての具体的な取り組みの事例もかなり得られる、そういう状況もございますので、一定の

方向をなるべく早く要綱等の作成をいたしまして、それを基準に行政関係の建築はもちろんで

ありますし、それから開発指導要綱等にもそれらのことも要件を内容に入れまして、御指摘の

ようないわゆる福祉の地域社会に貢献をしたい、こう考えております。

07番(馬場繁夫君〉 東京都の要綱作成は 61年度早々にも要綱を決めていく という

考えることが多過ぎてといいましょうか、多くてなかなか足のついていかない面もございま

ような中で今検討しておるところでございます。日野市もそういう東京都が要綱を作成した後、

市区町村に協力を求めるというような方針と伺っております。そういう意味からも日野市は東

京都のそのような方向の中で検討していかないと、東京都と相違したものができても余り意味

がありませんので、その辺も十分今後は考えていただきたいと思います。

そうしますと、やはり 61年以降、場合には 62年、 63年になる可能性も出てく るわけで

す。その聞に種々の公共施設が建設されていきますので、現在、東京都が東京都の施設のみを

対象といたしてます障害者向け建設指針をもとにいたしまして日野市で要綱が制定されるまで、

この東京都の要綱を基準といたしまして生活保健センタ一、市営住宅の建設等々を行っていた

だきたいと思います。

さらに、将来要綱ができる前提としてのある一定規模の市内の、市内に建設する建物につき

まして設計者並びに施主の方に、障害者のための建設上の配慮という趣旨のパンフレッ卜を作

成をいたしまして、都市整備部に備えておきまして開発行為のときにそれを手渡して、やはり

すが、これも切にいろんな御意見を拝聴しながら可能なことをきちんと進めてまいりたい、こ

う思っておりますので、よろしくお願いをいたします。

0副議長(米沢照男君〉 馬場繁夫君。

07番(馬場繁夫君〉 先ほどの福祉部長の答弁の中で生活センター、市営住宅の障害
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要綱が制定するまで協力していただく。また、日野市は東京都の障害者向け建設指針iζ基づい

て設計をしていくという方向をとれないものかについてお聞きいたします。

0副議長(米沢照男君〉 都市整備部長。

0都市整備部長(結城邦夫君〉 お答え申し上げます。

東京都で 61年度に要綱ができたら、それに基づきまして私ども当分の聞はそれに従ってい

ろいろ指導を申し上げるということになろうかと思います。当然のことながら開発行為におき

ましてもその要綱を基準として整備を行うよう指導もいたしますし、また、市独自の要綱がで

きた段階ではやはりこわに基づいて指導を行っていくということも当然かと思L、ます。

今後の都市づくり、町づくりの中でそういう要綱を活用して進めていきたいというふうに考

えます。以上でございます。

0副議長(米沢照男君〉 馬場繁夫君。

くなることは当然であると思うんですけど、もう少し誠意ある障害者のために立った答弁を期

待しているわけでございますけど・・・(rそうだ」 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〉 車いす生活の方あるいは視力障害者の方あるいは聴覚障害の

方、肢体不自由、いろいろ該当の方がいらっしゃるわけでありまして、今までもそれぞれに応

じましてスロープでありますとか、手すりでありますとか、エレベーターでありますとかトイ

レでありますとか、これらは皆今の新しい公共施設には相当の配慮、を行って一応支障なくやっ

てきておる、このように思っております。

したがいまして要綱ができなければ欠陥だらけだということは、これはあり得ないわけであ

りまして、すでに一定の基準には私は到達をしていると思っております。それをなお、より撤

密iζ、それから横の広がりといいましょうか、町の中lζ広げていくということだと思っており

ますので、イ可か基準がなければ文意の終わるということではないというふうに御理解をお願い

をしておきたいと思います。

一層勉強いたしまして、特に障害者の方々の意見を聞くというこ とが極めて大切でございま

すので、そのようにいたしたいと思います。

0副議長(米沢照男君〉 馬場繁夫君。

07番(馬場繁夫君〉 大変な不満の答弁であります。先ほど以上な不満が込み上げて

きます。

現在、今の、確かにいろいろ施設が多少障害者のために配慮がありますけど、非常にばらば

らな配慮で統一性がないわけです。そういう分が今後要綱ができるまでの問、一つの都の基準

なりに従っていくならば多少改善されることは自に見えているわけですけど、今のこのままの

状況の中で要綱ができないうちに担当者さらに、その設計事務所の中の個々のレベノレの中に任

せてしまうならば統一性がない、障害者にとって本当に使いにくい施設が建設されるというこ

とになるわけです。

その辺について市長は非常に冷たい反応であり、もう少しその辺を今後配慮した行政をひと

つよろしくお願いします。

以上で終わります。(拍手)

0副議長 (米沢照男君〉 これをもって 12の2、障害者と高齢者の快適な街作り(福

07番(馬場繁夫君〉 それでは最後に市長iζですね、要綱を制定する考えはあるとい

うことでありますが、要綱を制定する聞に、閉までに東京都の建設指針を日野市におきまして

やって~，く考えがあるのかどうか。市長のお考えをお聞きいたします。

0冨Jj議長(米沢照男君〉 市長。

0市長(森田喜美男君〉 東京都がおっくりになるのはやっぱり都政のレベルでのこと

は比較的、つまり目が、きめが荒いといいますか、それを補完する意味で、また私どもの市の行政

のきめの細かさということが相まって成功することKなるというふうに思われますので、そう

いう関係で有機的な、この連携の中で、いわゆる当事者の方々の目から充足ができる、そういう

やり方でやっていくべきだと思っておりますので、そのことをひとつこれから勉強いたしたい

と思います。

0副議長 (米沢照男君〉

07番(馬場繁夫君〉

馬場繁夫君。

非常に不満な答弁でございますけど、 (笑声〉本当に市長が障

害者の側iζ立ってやるという考えがあ るならば、もう少しそれにつきまして配慮というか、建

設的な方向性が出てきてもいいんではな t'かというふうに考えてますけど、日野市の要綱が制

定できるまではかなり時間がかかります。その聞は現実的には何の基準もなく公共施設が建っ

ていくというふうに考えざるを得ないというのが状況じゃなし、かと思います。

そういう意味からも何らかの一つの基準をもとに公共施設を建設するならば現在以上の、よ

円

b
門

iqa 

円

i
司

in
d
 



祉環境整備要綱〉について再び問う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が、 これに御異議あ

01 3番(鈴木美奈子君〉 日野市婦人lζ関する意識調査をもとに、婦人施策を前進さ

反対を押 し切っ て男女雇用機会均等法案、これを成立させたことは私は本当に残念に思います

が、私ども共産党も実効ある男女雇用機会均等法を制定しろということ と、また労基法の改悪

反対というこ とで頑張ってきたわけでございますが、日野市の中でも婦人団体の方がこれに対

する反対の決議一実効ある男女雇用機会均等法制定せょとし 1う、こういうことで日野市議会

でも全会一致、意見書が政府の方に上げられているわけでございます。

特化、ことし、こういう意味では婦人年の最終年ということで各自治体で婦人に対するいろ

んな行動計画、こわが報告されて 1冊の本にまとめらわている。その中身もいろいろとありま

すけれども、これから日野市が婦人に関する意識調査をもとにして行動計画が決められるわけ

でございますので、私はぜひ審議会の委員の皆様の本当に熱意ある協力のもとで、また生活謀

の担当の職員の方々の協力を得てぜひいい日野市の婦人行動計画が私どものところに示される

よう期待したいと思います。

そして、その中で今婦人のこの意識調査、九つに分けられておりますが、私はこの中で四つ

のことだけに触れまして、あとまた次の機会iζ譲りたいと思います。

最初は婦人の健康についてでございます。

この結果を見ましでもやはり健康に対する皆さんの関心は非常に高く 、健康診断を受けた方

が49.9%ありますし、また乳がん検診なども 23.4 %ということでたくさんの方が一応この

検診を受けている。しかし、どの検診も受けなかったとしづ方が29.8%ありまして、 20代、 30代

の若い婦人がこの受診をしていない。こういう中で私は特に若い婦人の方は小さな赤ちゃんを

抱えている方も多いわけですから、ぜひ、この若い婦人の方たちがどういうふうにしてこの検

診を受けられるようにしたらいいのか。その問いかけの中では検診する場所が身近にないとか、

あるいは、どこでやっているのか知らないとかという、このパーセントが非常に高いわけです。

ですから私はぜひその婦人の健康をどういうふうに受診させるか。このことを 1間目としてお

聞かせいただきたいと思います。

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、暫時休憩いたします。

午後 3時 34分休憩

午後 4時 10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。

一般質問 13のし日野市婦人に関する意識調査をもとに、婦人施策を前進させるために問

うについての通告質問者、鈴木美奈子君の質問を許します。

C 1 3番議員登壇 〕

せるために問うということで 5間質問させていただきます。

日野市婦人iζ関する意識調査が行われまして、その結果が 5月の 1日付の広報また 1冊の本

にまとめられまして広く市民にそわが示されております。そして多くの関心のある婦人からも、

また男性からもこれからの行政の中でこわが生かされる、こういうことで期待が寄せらわてい

るわけでございます。

5 7年の 11月に市立婦人センタ }が開設されてから婦人の活動が幅広く、また市の団体登

録名簿をみましてもいろんな婦人団体サークノレなどがございますが、そういう活動も私は非常

に活発になってきたのではないかというふうに思いますo そして、そういう中で婦人問題懇談

会が設置されまして、この会合が何回か持たれておりますが、この委員会の中でも日野市婦人

行動計画が今審議されているところでございます。ここまではかなり評価できますが、私はや

はりこれから もっと積極的に婦人の活動を生か していくためにも新しい問題提起をしていきた

いというふうに考えております。

ことしは国連婦人の 10年の最終年を迎え、世界の婦人の人たちがケニア共和国のナイロピ

に 7月に集まりまして、 10年前iζ決めらわました男女平等の推進であると、経済、社会、文

化の発展への婦人の参加の問題などを成果を持と寄る、こういう会議が開かれます。こういう、

ことしは大変重要な時期を迎える年でございますが、こういう中で政府が多くの婦人や団体の

それから子宮がんの検診はかなり定着してたくさんの婦人がこれは受けられるようになって

おりますが、まだ乳がんの検診がされておりません。乳がん検診も非常にがんの問題では、今

まで何ともなかった人がつい私の身近でもがんだということが発見されまして、そのことで私

もショックを受けているわけですが、ぜひ乳がん検診もやっていただきたL、。このことで今婦

人の健康についてはお尋ねいたします。
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それから二つ目の問題では婦人の社会参加の問題です。

婦人の社会参加もかなりのたくさんの方たちが参加も しておりますけれども、 一 日の自由時間

二、三時間程度あるという方が 37. 9 %、 4時間以 上 あるという方が、 3 0.1%という

ことでかなり自由な時間を持てる方が多くいら っしゃるわけですけれども、この方たちが市主

催の学級とか講座への参加状況、こういうものにもっ とたくさん参加 していただいたらいいな

というふうに思うわけですけれども、この市主催の講座などに参加したことがあるという方が

2 6. 8 %で、参加したことのないという方が 67.6%ということです。

私はぜひこの地域の中でも婦人が婦人センターもできたわけで、すし、この婦人センターを活用した

り、また公民館やいろんな地域のセンタ ーを利用しての婦人の参加、これがも っと望ましいの

ではないかというふうに思いますが、この婦人たちをどういうふうにして、強制するわけには

いきませんけれども、参加しない理由の中では、参加したかったけれども、子供がいるので子

供連れでは行けないという、こういうことがあるわけです。国立の公民館の活動、かなりあの

活動は積極的にいろいろのところで知らされておりますが、ちゃんと保育所もありますし、私は

前iとも指摘したことがありますけれども、今でも日野市でもやっている場合もありますが、ぜ

ひ、その子供の問題、このことが非常に解決していくことが必要ではないかというふうに思い

ます。それから会場が遠いということがやはりあるわけです。 25. 2 %の方が会場が遠い。公

民館のある地域の方は近いから行けるということにもなるかと思いますけれども、こういう講

座を持っときにはやはり地域を配分しながらぜひやっていただきたいと思いますが、この参加

させる、こういう意味についてどういうふうに考えていらっしゃるか。

また二つ自については婦人センタ}ができましでもう 2年半近くたち、そして婦人問題懇談

会ができまして、今その審議会の中で 59年の 12月 10日、昨年の 12月 10日になります

けれども、日野市婦人行動計画審議事項ということで男女平等間K立った教育の推進。 2、婦

人の社会参加の推進。 3、働く婦人の社会的環境の整備。 4、家庭生活の安定。 5、婦人福祉

の充実。 6、婦人の健康保持増進と母性保護。 7、その他。こういうふうになって非常に中身

の濃いこれからの婦人の行動計画は出されるのではな l'かということで期待しているわけ

でございますが、この行動計画、大体今どの辺まで進んでいるのか、その点をまずお尋ねした

いと思います。

それから 3番目にノマートタイマーの身分保証についてお尋ねいたします。
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パー トタイマーの問題は本当に今大きな社会的な問題にもなっております。特に婦人労働者

の1.48 6万人、このうち婦人のパートタイムの方々が 306万人。労働者全体の 21. 1 %を

占めて、この 10年間だけでも婦人労働者が 27%伸びたのに比べてパートが 66%ふえてい

る。こういう中で、しかし、その身分がきちっと保証されない、こういうことがあります。働

く理由としてもこの市の意識調査の、婦人に関する意識調査の中でも働く理由はやはり私ども

の調べたのと大体同じですけれども、生活費、 1番が生活費を得るためであるとか、あと 2番

目が社会や他人とのつながりが欲し l'から。こういうことになっておりますが、パートの方が

日野市でも 30%、常勤の方が 36. 8 %ということでパートの占める割合も多いですし、そし

て、このパー トの方たちのお給料、月収が非常に少ないんです。 5万円未満という方が 23. 9 

弼占めて、 15万未満という方が 18. 2ということになっておりますけれども、本当にパー ト

の方たちの賃金が低L、そしてパー卜している理由としては家庭で、家事iζ影響が少なl'oほか

に、適当な仕事がなし'0こういうことが理由になっておりますけれども、これは全国的iζ同じ

ような調査が出ているわけです。

ぜひ、そのパートの方たちが本当に安心して労働条件をきちっと労基法では示さなければな

らないというふうに規定されておりますけれども、こういうものが示されていないということ

で企業に就業実態がわかるパート手帳を交付させるとか、また低賃金の改善をもっとやるとか、

いろいろと休暇もなくて産前産後、生理休暇もとれないで働いているパートも多いとか、そう

いういろいろありますので、ノマー卜の方たちの身分-を守るためにぜひいろいろと企業に対して

も働きかけをやっていただきたいと思うわけです。

それで、私はいろいろ調べてきたときに横浜市で「パートタイマー」ということで‘パートで

働く人のためにという、この横浜市のパンフレットがありましたので日野市でもこれをつくっ

ていただきたいと思いまして担当の所に行きましたら、実は、日野市でもできていたんだとい

うことを初めて知ったわけです。生活労政係でパー卜労働者の権利、この小さなパンフレット

が 59年の 3月、約 200冊出たけれども、大変好評で全部出てしまったということで、私も

手元忙なかったわけです。

私はぜひこういう意味で課長に聞きましたら、 6 0年度の予算で予算要求出したんだけれど

も、削られたということなんで、ぜひ、パートで働く人のためにという、こういうリーフです

ね、これをぜひつくっていただいてバー卜婦人のいろんな保障の問題、働きにはどうしたらい
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~ ¥かとか、それからパー トタイマーの賃金が普通どれくらいであるとかという 、それから産休、

育児時間、生理休暇は とれるのですかとか、また解雇さわても仕方がないのかとか、いろいろ

と就業に対する働くためのいろんな資料が載 っかつておりますので、ぜひ、 このパート労働者

の権利、日野市の発行のものをぜひ次の補正予算でも組んでいただいて、金額はそんなに高く

ないはずです。ですから、これをぜひやっていただきたし¥。このことが一つ。

それから、パート 11 0番、これをぜひ婦人センタ ーがあるわけですから、ここ でバー ト

110番というものを設置していただきたいと思います。バー トに対するいろんな要求、苦情、

悩み、こういうものがありますけれども、ノマー卜の方たちはどこにそれを持っていつでいいか

わからないということなので、婦人センターを大いに活用してパート 110番を設置していた

だきたいと思います。それが、まず 2間目。

それから、このパートタイマーの中に一緒に私は含みたいと思いますけれども、内職の問題

した り、また家内労働手帳の交付、 これも前に提案いた しましたけれども、こういうことをや

ったりして適切な工賃の支払い、こういうものをやはり自治体としても内職をやっている方々

にもっとわからせる必要があるんではな t¥かというふうに思いますので、この点をお尋ねいた

したい と思います。

それから 4番 目に婦人のパー トタイマーに退職金制度を実施せよ。このことで質問いたしま

す。

で‘すo

この内職の問題も今非常に安い賃金でやっている内職。私も 54年、 54年になりますか、

もう-2年ほど前の議会で内職事業団をつくれという提案をいたしました。そのときはまだ

なかなか難しい状況があったわけですけれども、ことしの憲法記念実行委員会の中で日野で働

く婦人の集いということで、婦人のいろんな方たちの発言の中で内職の方たちの発言があった

わけです。それを聞いてみますと本当に今私たちのところではもう 1銭なんていうお金は通用

しないわけですけれども、内職のところでは 1個 40銭、これは電気のスイッチのネジ入れ。

1個 40銭なんていうのがあるんですね。私は 2年前iと内職事業団をつくわと質問したときに

はこの 1銭ということはなかったわけです。調べてみますとやっぱり 1円単位だったわけです

けれども、今回は 1個 40銭であるとか、カメラの部品などのハンダづけなどは 1個 80銭。

1時間 300個で 1日頑張っても1.5 0 0個としづ、こういうまだ銭単位の、こういうことが

あるわけですね。それから、よくても学生服の園児服のズボンを縫うときにズボンのひもが 1

本 280円。でも、これも自分の電気代とかミシンの材料すべて持って、そしてもし失敗した

らその失敗した物は全部不良品を 700円で買い取らなければならないということで何のため

にやっているのか。これはノマートにも出られない本当に小さなお子さんを持っていらっしゃる

方が内職をおうちでやっているわけです。

こういう意味では私は内職の人々に対してもう少し内職ガイドブック、こういうものを発行

ノマー トの問題は先ほど述べましたけれども、私は、このパー トタイマーの退職金制度、これ

は60年の、ことしの 3月の定例会のときに予算審議のところで触れておきましたけれども、

市長も市長選挙前にして明確な回答も出せないのではなし 1かなという私もそういう配慮があっ

たものですから、積極的にどうしてもやりなさいという質問はやらなかったわけですけれども、

ノマー 卜労働者の中ではいろいろと労働契約がないとか労働基準法にきちっと労働条件が決めら

れていても、そわを実施していないところもあるのではないかというふうに思います。

それで摂津市で、大阪の摂津市でパートタイマー退職金制度等の、この制度ができまして、

私も摂津市の方からこれを取り寄せました。ノマートタイマ一等退職金共済条例、そして事務取

扱要綱、こういう要綱もきちっとできております。この制度、そんなに私は難しい中身ではな

t ¥というふうに思うんです。本当 lζ 日野市がやるお気持ちがあればこのことはやれる制度であ

りますし、市内事業所に働くパートタイマー及び一般従業員についての退資金共済制度を確立

することによりパートタイマー等従業員の福祉の増進と雇用の安定を図り、ひいては産業の振

興に役立てることを目的とするということで非常に働く人も、また企業側も非常にいい中身で

はな t¥かというふうに思います。

そして、この要綱などを見ますと月額 2.00 0円の共済掛金をやることとか、それから共済、

被共済者の退職が死亡などによるものであったときにはその遺族にも遺族金を支給することが

できるということで、きちっと位置づけられて 1年末満でも、 1年与しと2年未満では2万4，600

円。これがずうっと 15年、 20年近くまでも数字が出されているんです。 1カ月、加入月数

1カ月で退職金が 1万 2.000円。それがずうっと摂津の場合はもう出てまして、 25、 26、

2 7カ月とかずうっと出てます。

非常にこれは働く 婦人にとってもパートで働く婦人が非常に多いわけですから、こ の制度を

ぜひ実施していただきたいというふうに思います。この資料は担当の方にもコ ピーしていただ
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いて目を通していただいていると思いますので、これについてぜひやるという立場で回答をい

ただきたいと思います。

最後には婦人の施策の充実についてであります。

いろいろと最後のところで充実すべき婦人のための施策ということが出されていて、この中

で 1位から 5位まで働く環境の改善、これが 47. 2弾。それから 2位が病気緊急時の人材派遣

3 8.9 %0 3位が相談窓口の充実 26.8%0 4位が健康対策、母性保護の推進 25. 5弼。 5位

が施設整備 21. 6 %ということで本当に働く、婦人が働くためにも、そしてまた家庭の中にお

いても本当Kいい状況のもとで、この日野市で暮らしていくためにこの五つのことが、まだた

くさんあるわけですけれども、一番必要なものは上位 5位までがこういうことです。

ですから私はぜひこの五つのことを緊急にやっていただきたいということと、あと、つけ加

えますと婦人センターができて 2年半になりますけれども、その婦人センターの活用の点でい

ろいろと会合などには婦人センタ ーが利用されているようでございますけれども、ぜひ、この

婦人センタ ーを中心忙して婦人の活動をもっと高めていくこと。そして婦人が今いろいろと地

域の中でも悩み、苦しみながら、だれに相談していいかわからない、こういうことがあります

ので、相談窓口の充実ということで、また、これも同じになりますけれども、婦人 110番。

このごろ本当に 11 0番という電話がいろいろのところでいろんな分野でつくられております

けれども、婦人 110番ということで専門の方がこのと ころに詰めていただいて婦人のいろん

な悩み、子育てのこと、そわからいじめのことなどを、私の身近でもいじめの問題が発生して

本当に悩んで、八王子から越してきた方ですけれども、もうどうしようもなくてまたほかのと

ころに転校させたという身につまされる、泣きながら話をみんなで聞いたわけですけれども、

そういうことがあるわけです。

ですから婦人 110番、これもぜひ婦人センターの中につくっていただいて、ぜひ婦人のい

ろんな要求にこたえていただきたいと思います。

以上、 1問目としてこの質問を行いまして、また回答をいただきながら第 2問自の質問をさ

せていただきます。

0生活環境部長(坂本金雄〉 お答えいたします。

第 1点目の婦人の健康の問題でございます。三大成人病と言われておりますがん、脳卒中、

心臓病。これを年齢別、性別で見ますと年齢が進むにつれてその病気発病は増加する傾向にあ

ります。全体的に見ますと女性は脳卒中、がん、心臓病、この順で発病が多いわけです。さら

に、これをがんに限定してみますと 40歳代で 胃がん、乳がん、子宮がん、肺がんの順でござ

いますが、 60歳代になりますと胃がん、肺がん、子宮がん、肝臓がん、乳がんの順に変わっ

てまいります。したがいまして、比較的若い女性では子宮がんよりも乳がんの割合が高くなっ

ております。年齢が高齢化するに連れまして子宮がんが乳がんを追い越す、こういう傾向が見

られております。

乳がんにつきましては 47年の第 4回定例会で鈴木議員さんががん検診について一般質問を

されました。その折の答弁にもございましたけわども、自分自身でちょっと気をつけるとわか

るわけです。比較的皮膚からすぐ近い所にがんが発生します。しこりが指先で感じられるわけ

ですけれども、そういうことで自分自身で早期に簡単に発見できる、こういうふうに言われて

いるわけです。しかし、それとても知識が全くないのでは早期発見が難しいわけでございます。

健康謀では現在乳がんの検診はやっておりませんo そのかわり自分でもってこの乳がんが早

期に発見できるよう iと60年度は婦人の集まりなどに健康謀が積極的に出向いていきまして自

己検診の方法を広げたt¥，そういうことで現在準備中であります。それから、すでに自己検診

法のビデオテープを購入いたしましてグループなんかで利用していただくように用意してござ

います。そして健康センターができましたときには、ハードの面が整備されたわけでございま

すからソフトの面も整備いたして専門職員の充実も図って乳がんの検診もそこで行えるように

心がけてまいりたいと思います。

子宮がんの検診につきましては 59年度では 3，5 6 4人の女性が検診を受けております。こ

れは 30歳以上の女性でございまして、本年度-6 0年度につきましてはその実績を踏まえ

まして計画数を 3，8 0 0にふやしまして、来年 1月から 2月にかけまして検診をいたす予定に

なっております。

それから数字を挙げて女性の 49.9 %が健康診断を受けているということでございますけれ

ども、ここは男性の 80.3 %と非常に大きな聞きがございます。企業などで男性は組織的な健

康診断を受けられるわけですけれども、若い子育ての最中の女性は確かにおっしゃるとおり忙

しい、それから身近に場所がない。それから知らなかったとか、それから検診を受けるのが恐

0副議長(米沢照男君〉 鈴木美奈子君の質問についての答弁を求めます。生活環境部

長o
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し¥0 受けようとも思わないという方も結構いら っしゃいますけれども、こういうような理由で

受けておりません。今後は検診の場所をふやすとか、そういう手だてをとりま して受診率を高

める方向で努力をしてまいりたいと思います。

なお、市民の健康管理の事業として、この検診事業のほかに講座、相談指導を行っており ま

す。そういった面でも今後十分充実、力を入れてまいりたいと思っております。

2点目の婦人の社会参加でございますけれども、女の方の半数強が趣味、スポーツ、教養、

サークノレ、消費者運動でありますとか PTA活動、町内の役員な ど何らかのグノレーフ。に大体加

入をしております。市主催の講座等への参加状況では 67. 6 %が参加をしてないんですが、そ

の理由としましては時間がとれなt¥0 会場が遠い。 1人では行きにくい。子連れで行けないな

どが挙がっております。したがいまして、婦人の社会参加、特に学習面への参加につきまして

は若いお母さん方の子供からの解放、これが決め手になろうかと思います。国立の公民館の例

を挙げられましたが、我が日野市の中央公民館におきましても 45年から保育室をっくりまし

て保育つきの婦人の学習をやっております口婦人センタ - ~C おきましでもセンタ ー主催事業の

講演会などにおきましては保育室を設置いたしまして小さいお子さんを預かつて安心して勉強

ができるような側面的な支援を行っております。

それから、できるだけたくさんの御婦人をそういった学習の機会に出ていただく。これは、

何といっても魅力のある番組内容をつくることが一番だと思います。そうすれば多少時間がか

かっても、距離が遠くてもいらっしゃるわけですけれども、限られた予算の中でどういう講師

を呼ぶか非常に難しい面もございますけれども、あきらめませんで粘り強く魅力ある番組づく

りに力を入れてまいりたいと思います。

それから、社会参加のところで婦人の行動計画策定がどのくらい進んでいるかというお話で

ございますけれども、 59年 11月 6日に婦人問題懇談会、新しいメンバーで再出発をいたし

てございますo このメンバーには婦人行動計画策定の基本的方向と調査、これを主として審議

していただくことになっておりまして、現在、月 1回ほどのペースでもって順調に作業は進ん

でおります。家庭生活の安定、婦人福祉の充実、働く婦人の社会的環境の整備、婦人の健康保

持増進と母性保護、男女平等聞に立った教育の推進、婦人の社会参加の推進。こういったこと

につきまして調査、 審議をいたしております。今年中には何とかまとまったものができ上がる

予定でございますD なお、 その中には御質問の中にありました働く環境の整備、病気、相談、

健康、施設整備。こうい った問題も当然入ってまいりますので、あわせて審議をしていただし

こうい う面につきましでも審議を していただくことになります。

それから 3点目、婦人のバー トタイマーの身分保障でございますが、女性の半数は何らかの

収入を得ている仕事をなさっています。そのうちのまた 30%はノマー トタイマーとして働いて

いら っしゃいます。扶養控除対象の年収 90万未満、これが笑iζ40婦に上っておりまして賃

金が安い、そういう不満それから雇用関係、労働条件、こういった不満が大きいものでありま

す、不満の大きいものがあります。パートタイマ」は労働基準法との適用がされるんですが、

契約がしっかりしていないことから常に誤解が起きましたり紛争がふえているわけです。

5 9年 12月iζ労働省からパートタイマー労働対策要綱が出されましたけれど、そういった

ものを踏まえ、当市としてもこれらバー ト労働者を支えるために啓発事業を二、三やっており

ます。企業側に対する啓発事業は今のところございませんが、ノマー卜で働 く人の側に立ったノマ

ー卜労働講座それから御質問の中にございましたパート労働者の権利を守るパン フレッ卜、こ

ういったものを発行してまいりました。特に昨年度は東京都の労政事務所それから職業安定所、

そういった機関の協力、応援も得ましてパートの就労あっせん、そういったことにまで手を伸

ばしております。

それから 4点目の婦人のパー トタイマーに退職金制度を実施せよという御質問でございます。

お話のとおりに大阪の摂津市で全国でただ一つの自治体としてこの退職金制度を始めておりま

す。これは特別な社会的な背景がございまして例の森永・グリコ事件で大量のパートタイマー

が首を切られたわけでございます。その解雇さわたノマー トタイマ」が自治体にかけ合いまして

実現したものであります。そういった特別な背景がありますけれども、弱い立場のバートタイ

マーをこういう制度によって安心して働いていただく。また企業側には雇用の安定にもなりま

しょうし、それからバー卜側には安心して働ける。そういったメリットがございます。しか し、

何介にも大変大きい問題でございますので、しばらく研究をさせていただきたいと思います。

以上、御報告、お答えいたしました。

。副議長(米沢照男君〉 鈴木美捺子君。

01 3番(鈴木美奈子君) 5番目 の婦人の施策、 最後の婦人の施策の充実についてと

いうことで、婦人の 11 0番のこととか、それか らパ」卜 11 0番とか、 それが漏れているん

ですけど・ -。

円

bQ
u
 

qu 
-387-



0副議長 (米沢照男君〉 生活環境部長。

。生活環境部長(坂本金雄君〉 先ほど婦人問題懇談会のところで御質問で出 まし

た働く環境の整備、病気、相談、健康、施設整備、これらの項目についても懇談会とあわせて

方向づけをしていただき、それを施策に生かしたいと思います。

0副議長(米沢照男君〉 鈴木美奈子君。

0 1 3番(鈴木美奈子君〉 じゃあ再質問いたしますO

時間の関係上、やるという ものは全部省きま して詰めて質問したいと思います。

私は市の職員の管理職のことでちょっと触れたいと思いますけれども、国連婦人の 10年の

歩み というものが総理府の方から出されておりまして、この政府の出した ものでは 22年ぶり

に、女性大臣が誕生したということで非常にこのことが強調されているわけです。これくらい

婦人がまだなかなか政府でさえ積極的に登用させないという中で、ぜひ日野市でも管理職は81

人いらっしゃいますけれども、 3人しか女性職員がいないわけですね。係長は 145人の中で

3 3人いらっしゃいますけれども、その女性係長職の 33人の中身は事務職が 7人で、 保母さ

ん 12人、保健婦さん l人、看護婦さん 6人、栄養士さん l人、幼稚園教諭 7人ということで

婦人がどうしてもその場で働かなければならないとい う職場で係長というこ となんです。私は

ぜひこの本庁の中で婦人の係長や課長、ぜひたくさん抜てき してほしいと思う んです。こ この

ひな壇にも男の方ばかりです。この中でも私と橋本議員 2人しかいないわけですから、ぜひも

っと婦人を積極的に登用させることが必要ではないかというふうに思います。( r賛成」 と呼

ぶ者あり〉

それで生活係の問題にも触れますけれども、これから婦人の問題を答申が出されてやってい

くには私は生活係という 、その生活文化係と いうその中でなくて、婦人係というものが必要だ

というふうに思います。生活文化係は住民の余暇活動等生活、文化の振興に関すること。消費

生活iζ関すること。婦人の社会生活に関すること。その他市民生活の文化的向上に関すること

ということで非常にたくさんの仕事をしなければならないわけですけれども、やはり、これか

らのいろんな婦人問題をやっていくには婦人係というのがどうしても必要なんです。( rそり

ゃそうだよ」と呼ぶ者あり〉そういう意味で婦人の係長、課長そしてそれを支えるたくさんの

市の婦人の職員、ここで一つの係をつくっていただきたいと思いますが、これは市長でなけれ

ば答弁できないと思いますので、このことは市長にお尋ねいたします。
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それから、これからことしの、ことしじゅうには婦人問題懇談会から婦人の行動計画が発表

されるということでございますが、これを進めていくには生活文化係だけではとてもできない

仕事なので、多目的にわたるいろんな分野の担当の職員、特に私は婦人もたくさん入れていた

だいて、ここでこれをどういうふうにやっていく のか。具体的に行動を起こすための庁内のプ

ロジェクトチームが必要であるわけですけれども、それをここで私は確認したいと思うわけで

す。これも市長にぜひ生活文化係だけでなくて教育も総務も福祉もいろんなところでの担当、

ここを 1Aずつ出していただいて一つの委員会をつくるD このことをぜひやっていただきたい

と思いますが、こ れも市長にお尋ねいたしたいと思います。

それから摂津市では、きょう問い合わせいたしましたところ摂津市 25社 125人がこの退

職金制度を利用しているということで、非常に先ほど部長は森永牛乳のこ とをおっしゃ いまし

た。私もそれは知っておりましたけれども、それはそれとして森永のことが背景にあるかもし

れないけれども、本当iζノマー卜婦人が今たくさんいる中で労働者の 21 %を占めていく中では

どうしてもこの退職金制度というものは必要なわけです。

日野市は企業がたくさんあります。ここの統計にも、ひの統計にも出ておりますけれども、

大企業もあわは小さな企業もあるわけです。そこで両方が本当に安心して働けるその場をつく

るためにも退職金制度というものは私は必要ではないかというふ うに思いますので、これにつ

いても市長の答弁をお願いしたいと思います。(r簡単にね」と呼ぶ者あり〉

これで、あとはもう結構ですので、この三つの点で質問、答弁をお願いいたします。

O副議長(米沢照男君 〉 再質問iζついての答弁を求めます。市長。

。市長(森田喜美男君〉 婦人、婦人問題、社会地位の向上につきましては今婦人問題

懇談会の場におきまして、国連の、この国際婦人年ということも一つの契機といたしまして行

動計画の策定をお願いをいたしております。恐らく間もなくその日野版が御報告いただけると

いうふうに思っておりますので、なるべくそれを、それに準拠して今後の婦人問題の施策の展

開を進めていきたい、こう考えます。

あわせて婦人の登用、特に婦人職員の庁内での登用ということにつきましては、今人材が続

々と育ちつつありますので必ず相当な地位まで担当することになるものだと、一つには期待も

し、一つにはまたそのようなことを目指したい、こう考えます。(r部長、 しっかりしないと

取らわちまうぞ」と呼ぶ者あり)
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それから婦人のパ」ト退職金共済条例といいますか、こわは確かに摂津市ですでに実施され

たということも承知しております。それらの資料を今研究させていただいておりますが、これ

も、この間どなたかの質問にお答えをして積極的に取り組みたいというふうにお答えをいたし

ておるところでございます。

婦人文化に関係いたしまして、 婦人の生活文化にかかわりまして、また婦人委員会とい うこ

とも考えられますが、当面懇談会でひとつこの御意見の統ーをしていただく、あるいは、より

我々も勉強していく ということで取り組んでまいりたいと思います。 以上です。

0副議長 (米沢照男君 〉

0 1 3番 (鈴木美奈子君〉

鈴木美奈子君。

それ では私は今回新しい提案をいろいろやりま したけれど

も、ぜひこれを積極的にこれからの婦人の中に生かしていただきたいと思います。

私は今回の市長選挙でも婦人の、 日野市の婦人の投票率が男性よりも上回ったわけでござい

ますが、衆議院の選挙、 22回の衆議院、 1回目からずっと調ベてまいりますと 32回から 37

回、 83年の、つい最近の 32固から 37回目、 69年から 83年までですけれども、この間

でも婦人の投票率が高くなっ ているんです。全部 1.2%とか 1.5%、 1.3という形で婦人の投

票率がここでずっと国でも上がっている、 この日野市でも上がっている ということ で、やはり

婦人のいろんなところでの意識が高まっている という ことを本当にひ しひ しと感じるわけなん

です。

そうい う意味で、今私どもは長い間本当に共産党の場合は戦前からいろいろと婦人参政権の

運動などもやってまいりました し、 そして、今私たちが本当に先輩のこう したいろんな困難な

状況の中で私たち婦人も参政権が与えられて、 そ して投票できるという、こう いうことが今の

政治にも反映 して くるわけで、そのためにもぜひ婦人が多くの中で、社会の中で活動 していく

ことが必要であります。

今、本当に人口の半数を占める婦人がその能力を本当に生かしていけば社会の発展にも大き

な役割を果たすということを私は実感としても受けとめることもできます。今、ぜひこの婦人

のこの願い、そしてその芽を摘むことのないように、特に男女雇用機会均等法ができたことも

残念ですし、また男性も含めてですけれども、目や耳や口を封じ込める国家機密法が今上程さ

れたということ、このことも本当に残念ですけれども、何としてでも私たち婦人の力でこうい

う今の社会を変えていく一つの力にもなっていきたいというふうに思います。
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ぜひ婦人の、 日野市の婦人の行動計画、これが私どもに示されて一緒に婦人センタ ーを中心

にして活動できる、このことをぜひ期待いたしまして、 きょうの質問を終わります。ありがと

うございました。 cr御苦労さまでした」と呼ぶ者あり)C拍手〉

0副議長(米沢照男君 〉 これをもって 13のし日野市婦人に関する意識調査をもと

花、婦人施策を前進させるために問うに関する質問を紙わります。

本日の日程はすべて終わりました。

本日はこれにて散会いたします。

午後 4時 56介散会
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0議長 (高橋通夫君 )

午前 11時 29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 25名であります。

日程第 1、一般質問を行います。

1 4の 1、森田市長の重点公約の具体的な実現に向けてについての通告質問者、中山基昭君

の質問を許します。

C 2 4番議員登壇〕

024番(中山基昭君) ただいま一議長さんの方から紹介をいただきました。事前の通

告に従いまして質問をし、さらには、その課題への対応を指摘をしてまいりたいというように

思います。

多くの市民の方々からの評価と期待を担いながら、森田市長の 4期 4選への継続は、日野市

政の中に勇姿を飾るものとして大変、注目がされてきております。こ のことは地方行政の最高

の責任者として市長の特定な政治的な立場を超えた、市民か主役の、そして公平な政治姿勢と、

さら には選挙を通しての政策、公約に大きな期待が寄せられたものではなl¥かというふうに思

います。私も市長の誠実な政治姿勢と、その政策に理解を寄せ、共感と共鳴をする1人でござ

います。しかし、残念ながら全国的な各種の調査資料や、あ るいは低t¥投票率などに見られま

すように、選挙に関心がないとか、あるいは選挙における政策や発言に信頼ができないなど、

政治行政への不信が常に最大の課題になってきております。もちろん、こうした不信や不満を

払拭一一取り除くためには、市民の 1人 1人が主権者としての自覚を高め、市政や行政への積

極的な注文や指摘をすることも重要な課題でありますが、少なくとも政治や行政に直接参加す

る立場からは、その主体性と主張を大切に自分の発言に責任を持つ、こうしたことによって不

信を取り除き、信頼と協力を高めるための第 1歩ではなt¥かというふうに考えております。 市

長も選挙後の報道などを通し公約の実現への努力と、さらには、これまでの仕事の仕上げなど

を強調、表明をされてきておりますが、 12年にわたる立派な実績と経験を持つ立場からは、

私は、今日までの努力と成果を、さらには実現への責任と展望を持つての公約ではないかとい

うふうに受け止めております。そのためには、この公約が単なるピジョンや宣伝の言葉に終わ

ることのないように市民に対する最も大切な約束として、迅速な実銭と実行が図られなければ

なりません。
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0議長(高橋通夫君)

024番(中山基昭君)

中山基昭君。

ただいま市長の方から公約の実現、実践に向けて真剣かっ積

面的な課題を抱えております。こうした中で成績の悩みなどから自信の喪失、落ちこぼれ、ある

いは学校嫌い、非行化など心身の不健康化が大変、深刻になってきております。

私は、こうした多くを抱える課題が、決して教育行政だけでは解決をできるとは思いません

が、住宅参加の形成、自治意識の高揚等を図る中で幼児から高齢者まで、いわゆる生涯教育か

らの観点を重視しての家庭も学校も、そして行政も相互の連携と協力態勢の中での充実を図る

ことが、最も重要ではなl¥かというふうに考えております。一般行政と比較をして、教育行政

への住民参加、市民参加の遅れが言われる中で、教育行政をより身近なものにするためにも市

民参加による英知と総意を集め、教育環境の充実、教育行政の発展への努力が大切ではなし 1か

というふうに思います。

具体的な質問に移りますが、市長の公約で言われる準公選制は中野区で実施をしているよう

に、現行の任命制を前提に、その任命に先立って教育委員候補者の選定をするための住民投票

方式をやられるのかどうかということが 1点目でございます。

2点目は、中野区の委員の選定条例については文部省でもこの条例には違法性が強いと、こ

ういうふうな見解を示しているところでございます。こうした問題の整理、こういうものをや

はり、やる必要があるんじゃなし可かと思いますけれども、この点の対応をどのように考えられ

るかということでございます。

最初に、こう した受け止めと観点から公約の実行を、 実現を図るためへの包括的な決意を、

まずお伺いして まいり たいというふうに思います。

よろしくお願いいたします。

0議長(高橋通夫君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 日野市では去る4月、市長選挙の機会がありました。いわゆ

る市民自治の原点に立って投票という市民参加の機会、それから公約という市民に対します今

後の任期期間においての取り組みについての政策、あるいは政治姿勢、これらを示したことで

ありました。私もそういう立場に立ちまして、 支援をしていただく 、 また志を同じ くする多く

の市民の方々 の支持をいただき、あるいは政策の提言もいただき、これらをもって公約をいた

しております。その公約につきましては、もちろん実現に最大の努力をいたす所存であります。

最近、言われておりますと ころの地方選挙の投票率が低い、 これは期間が短くなったような

ことも影響があるかもしれませんが、とにかく地方自治にもっと活力が望ましいということは

現実の課題だと思っておりますので、そういう意味におきましでも市民参加、 あるいは市民の

大きなエネルギーを引き出す、こういうことによって市政の正確な運営と、それから進展を図

っていきたい、このように考えております。

極的な努力への決意が披涯をされたわけでありますが、その努力と、あるいは、この決意をベ

ースに、本来的には公約全体にわたって具体的にお聞きをしなくてはならないわけですけれど

も、この場におきましては重点的な公約を中心にハードな面からと、あるいはソフトな面から

と4問だけに限り私なりの受け止めの中でお伺いと指摘をし、その実現への努力を要請をして

まいりたいと思います。既に、市長の公約に関連をしまして、多くの議員の方々からも指摘等

が行われてきております。そうした面では再確認の意味も含め、順次、お伺いしてまいりたい

というふうに思います。

最初に教育委員の準公選についてであります。今、教育問題に目を向けるとき、さまざまな

課題を抱え、その対応への真剣な努力が促されております。大きくは臨教審等における論議や、

あるいは討議を見習うことも必要かと思いますが、学歴社会と受験体制だけが先行し、受験が

学習の主要な目標になったり、あるいは学歴社会といわれるように、大変、この学校問題も多

3点目は、 40入学級に関連をしてでございますけれども、議会におきましでも、さきの 3

月定例会の中で、早期実現を求める請願等を採択をしているところでございます。この中での

委員長からの報告等を引用しますと、 「小学校が 379クラス、 1クラス平均では 37.6人、

中学校が 17 1クラス、 42.1人、こういうふうな内容であるけれども、それぞれ学校、あ る

いはクラスごとに大変、幅広い分布等になっておる」というふうな報告がありました。また、

さきの、配付されました 66年度までの予測推計等を見ますと、小学校におきましては実 に

2，0 0 0名近い児童が減少する、こういうふうな報告もなされております。こうした状況等を

考えるときに、教室などを主体にした、いわゆる物理的な条件、こういう面からは、この 40 

入学級の実現が可能なような気をいたしております。しかし、現行の国や、あるいは都の方針、

こういうものとの整合性も一方に考えざるを得ない、こういう現実面があると思います。この

点の対応を、市長はどのように考え られているかということが、こ の教育委員の準公選に関連

した質問でございます。
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次に 2問目に入りますけれども、産業経済活動の振興と発展についてでございます。

市長の公約では、中小企業の振興と発展を図るための条例制定をすることにしております。

御承知のように市内には、工業、商業、あるいはサービス業等に働き就労をしている動労市民

は、実に4万 5，00 0名を超えております。雇用や働くための不安が、直接の市民生活にかか

わる大変重要な課題でもあります。こうした市内の移り変わり、背景等を含め、第 2次の基本

構想、の中でも主要の柱のーっといたしまして、活気ある産業と豊かな・消費の町づくり、これを

思考しておるところでもございます。中でも経済活動に大きなウエートを持つ産業活動につい

ては、中小規模経営の改善と振興が言われております。私も、こうした認識と受け止めの中か

ら、これまでも経済的、財政的な基盤の沈下を防ぎ、働くところ、住むところ、つまり居住地

域と都市型産業との調和、発展への抜本的な対応への努力を要請をしてきておるところでもご

ざいます。

市長の言われる公約については、こうした観点からも一定の理解と評価を寄せる中で、本日

は特に住環境との調和、あるいは雇用と労働条件の面から指摘をし、お伺いをしながら、条例

の制定等の中に十分、活用をしていただきたい、こう いうように思います。指摘するまで もな

く経済や産業活動は、コーポレートエコノミーの名で呼ばれる ように動労者の多くの生活は、

企業動向の盛衰に大きく依存をしております。産業や経済の振興、発展がなければ、雇用 の安

定や労働条件の改善を図ることも困難であると言われております。こうした現実面から市内の

中小規模経営の活性化と振興を考えるときに、大手と言われる企業との関連、関係を度外視す

ることは決してできません。両者が適切な分業体制と協力関係を保持する中で、共存共栄への

基盤の確立が望まれております。しかし一方では、生産性や労働条件を主体にする比較等を見

ますと、生産性が 46.5%、人件費が 59%というふうに、大手との格差も指摘をされている

ところでございます。こうした不安定要素や、働くための条件の異なりを縮少し、改善を図る

ためには経営の責任における自助の努力、これは当然でありますが、あわせて地域経済、産業

振興と発展への観点からも行政施策の充実と適切な対応が大きく期待をされるところでありま

す。

まず 1点目は、住環境と産業経済の調和を図るためには、やはり土地の用途別利用が根本の

課題になってくるんではな~\かというふうに思います。これまで、その取り組みがやや甘く、

後日に問題の発生や、あるいは支障等が見受けられております。できる限り住、あるいは工等
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の混在を防ぎ、利用の用途別目的に沿うような純化を図るための努力がされなくてはいけ ない

んじゃないか、あるし 1はされるべきだ、この辺をどのよっに考え、また対応をされているかと

いう ことが 1点目です。

2点目は、中小企業の振興のための条例の制定であ ります。 これは現在、融資制度等が中心

になっているわけでございますけれども、特に人材の育成、あるいは公害防止などのための設

備の近代化、技術開発等を重点に現在の矛~子補給、利子補助ですか、1. 5 %だと思い ま したけ

れども、これらの大幅な改定、見直し、さらには単なるあっせん事業ということだけではなく

て、できるならば振興基金、こう いつ ものの導入等についても悌守して、その振興対策を図る

べきだというように思いますけれども、この点についてもあわせてお伺いしておきたいと思い

ます。

この 2問自の最後の質問になり ますけれども、就労の面から特に婿人層を中心にするパー ト

タイマーについてであります。先日、鈴木議員さんからも指摘がなされてきたわけですけれど

も、退職金制度については、ぜひ積極的に研究を進めるということですから、そうしていただ

きたい。この中であえて入れておきたいのは、現在の互助会制度、この中への併設なり、ある

いは整合性、 こ ういうものを考えて研究をすると、なお導入がしやすいんじゃな~¥かと いうふ

うな考え方も持っておるということも付言しておきたいと思います。そのほかの労働条件等の

課題については、少し私は、論点が異なる角度から申し上げておきたいというように思います

けれども、特にパート タイマーが大変、増加をしておるというふうなお話もございます。確か

にそのとおりでございます。しかし、これはやはり、供給側と需要側の希望が合致をした就労

形態、こういう中で、かなりふえてきているということ が、まず言えると思います。その中で

賃金等について見るならば、やはり法的な、地域最低賃金、これは東京都 の場合は、日額

3，4 5 6円ですか、時給で 452円、こうし 1う最賃制が確立されているわけですけれども、現

状のパートの雇用状況を見ますと、やはり 510円、あるいは 550円と、こういうふうな賃

金形態になろうかということも、ひとつ参考にしてし 1かなきゃし 1かんのじゃなし、かと思うんで

す。さらに、労働省の雇用動向調査等の発表を見ますと、パート タイマーのうち 78.1 %の方

がパートのままを希望をしておる、ある いはそれを選んだ理由といたしましては、通勤が大変

便利だから、あるいは勤務時間が、いや出動日数が生活の都合に合わせることができるからと

いうふうなことが言われております。さらに、日野市の婦人問題の意識調査等を見ますと、現

- 399-



在、就労をしてない方の 5人に 1人が求職を希望しておると、こういうふうな実態等もござい

ます。こうした中にしっかりと目を向け、あるいは大事にしながら、まず就労の機会の拡大、

あるいは就労の安定施策、その後に働くための条件の引き上げ、施行等を図るべきだというよ

うじ思いますけれども、先日の論点と少し違った立場からお伺いしておきたいというふうに思

います。

3問目は、区画整理事業の促進と道路整備、あるいは交通網等でございます。この質問につ

いては多くを触れる必要はないとは思いますが、既に 36年には都市づくりへの方向を示す都

市計画が設定をさオk その後の都市化の進行や居住地の広まりなどから、社会的な必然性に伴

い、一部用途地域の見直し、変更なども行われてきております。しかし区画整理事業は都市機

能、あるいは市民生活、こう~¥う面から多様な役割を果たす大変重要な事業でもあります。市

長からも、これまで道路、あるいは下水道、公園などの都市施設、生活環境の整備については、

土地区画整理事業や再開発など多面的な手法によって適切に行うことも言われてきております。

しかし、計画予定の豊田南地区、あるいは高幡地区、これは先日、やや前進をしておるという

ような報告がございましfこ。西平山地区、こうした地区などは数年来にわたり、進展、進捗が

見られておりません。こうした事業は、直接の利害や便益などからも陸路となる要因も多く、

まだまだ、かなりの期間等が必要とされるのではな ~ ¥かと思います。こうした前提の中で区画

整理事業の促進を図り、あるいは下水道事業などとの整合を図る、こういう面から計画される

区画整理に先行して、主要道路なり、あるいは公園、広場、こうした都市施設を整備をしたら

どうだろう、あるいは、そうしてもらいたいと、こんなふうに思いますけれども、この点のお

考えを改めて指摘をしておきたいと思います。

次は、 2点目は要望になろうかと思いますけれども、市内のあ盈網、あるいは交通体系の整

備についてであります。都市形成の面からも、あるいは日常生活の面からも大変、切実な課題

になって きております。大き くは、多摩都市モノレールの導入、あ るいは高幡踏切の立体化、

立日橋の建設などの促進に期待をするわけでありますけれども、あわせてパス路線の拡大、あ

るいは循環ノミスの運行などにも強く望まれているということが実態ではなし 1かと思います。こ

れまでの質疑でも交通検討対策委員会、路線パスの運行への、さらに努力、こういうことも言

われておりますけれども、ぜひ、そうした努力を成果あるものにしていただきたいというよう

に思います。
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特に路線パスの運行について、具体的に幾つか申し上げておきたいと思いますけれども、豊

田駅から旭が丘小等を経て八王子の 2・2・5号を経由して甲州街道一一国道に経由する路線、

これは前からも指摘をしておるわけですけれども、かなり道路整備等もできておる、こういう

観点からは実現可能かなというふうな強い期待も寄せております。さらに平山台の工業団地の

循環パス、これは朝夕の運行時間、これらの延長等について、ひとつ再度の努力をお願いをし

ておきたいと思います。この 2点目は要望ということにとどめてまいりたいと思います。

質問の4問目、最後になりますけれども、仮称、西豊田駅、あるいは西平山駅か、どちらで

もいいんですけれども一ー の新設と日野駅の改造についてであります。

国鉄線の豊田 と八王子間への駅の新設については既に 10数年来にわたる大変、古くて新し

い課題でもあります。中央線の電車区間の中で、豊田、八王子聞が 4.2キロで最長の区間であ

るというふうに言われております。立川、国立問が 3.2キロだけれども、この複々線との関連

で新設駅等の要望といいますか、計画といいますか、こういう問題が進められているというよ

うなことも聞いております。市長は、この周辺の区画整理事業との整合性等を言われておりま

すけれども、国鉄では本年から 4カ年計画で、現在の浅川橋梁の改築を進めると、こういうふ

うな計画が進められてきております。先日、管理局の方からも、このような概況の説明を受け

たわけでございますけれども、橋梁の 50 0メートル東京寄りから下流方向に4メートルぐら

いの位置に新線を設ける、こうし 1う、かなり大規模な計画等のようでございます。こうした中

で新駅の問題等についてもお話をし、あるいは要望も申し上げたわけでございますけれども、

なかなか、余り進みにくい、あるいは余り市長サイドの方から、直接的なお話も聞いてない、

こういうふうな事情等もございました。ぜひ、こうした改良工事との関連の中で、新駅の新設

こういつものへも積極的に努力をしてほしいというふうに思います。

次に、日野駅の改造等についてでございますけれども、これは駅周辺の区画整理事業との関

連の中で線下駅とか、あるいは駅ピル構想とか、こういうことが言われてきました。私どもの

先輩の大柄議員さん等にお聞きをしますと、 48年当時、議会においても日野駅対策特別委員

会が設けられ、さらには、その改築のためへの庁内プロジェクトチーム、こういうのも設けら

れて、積極的な努力がされてきておるようでございます。ぜひ、そうしたことを振り返りなが

ら、この日野駅の問題等についても取り組みをお願いをしてまいりたいと思います。いずれに

いたしましでも、西豊田駅の新設、あるいは日野駅の改造、その促進等についての大きな要素、
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要因は、やはり資金面の調達、ここに到達するのではなし 1かι思います。 市長は、この辺の資

金面の関係を含めて、どのような対応を考えられておりますか、それをお伺いをしてま いり た

いと思いますが、ひとつ、よろしくお願いをしたいと思い ます。

0議長(高橋通夫君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 地方自治の振興ということ、とりもなおさず、地域社会の、

あらゆる面での将来を展望した活性化である、その手順をどういうふうに運ぶか、また市民の

意識をどのように受け入れていくか、こういうことがこれからの地方行政の大きな発展への要

件だと、このように思います。そういう観点から今回の、今、質問に供せられております大き

い具体的な施策、政策、これらを揚げておるというふうに考えております。具体的に、比較的、 今後

の努力によって、つまり行政側の努力で、既に路線上にある推進達成のこと、あるいは、より

広い市民意識の高揚、あるいは市民参加の手段をシステム化することによって事業の前進が大

変影響を受ける、このように考えるわけであります。今、取り上げております今回の市長選挙

に当たりましての公約の中の、また大きい4項目、これを取り上げて特に質問をいただし 1たも

のと考えております。

教育委員の準公選を目指すという課題であります口これは、教育こそ中央の政府、中央の政

治ももちろんでありましょうが、地方の政治におきましても最高の課題である。絶えず将来の

市民、あるいは国民の発展を期するためには教育が一番大切だということは、申すまでもない

と思います。そうして日本の憲法、あるいは教育基本法、ある いは地方教育の管理と運営に関

する法律、このような基礎になる、こういう制度が既にしかれてあります。それを目指す、よ

り生き生きとした、この内容が進んで~~かなければならない。そのためには、ひとつ施策とし

て教育委員の準公選制、これらも有意義である、このように考えております。

たまたま、この教育委員は、かつて公選制でありました。戦後数年間だったと思いますが、

その後、多少の弊害があったのかもしれませんが、現在では長の任命制、議会の同意を得ての

任命制という形式になっております。それを、より活力をつけるために、例えば中野区では、

市民の広範な要望が背景となって、区議会に条例制定の、つまり準公選に関する条例の制定の

直接請求が行われ、これがまた、議会でも採択をされて、だんだんと特色のある、区の教育行

政のひとつの節目をなしておると、このように感じております。準公選という制度そのものは、

法の解釈によりまして違法性があるといっ方もありますし、また東京都の都知事の判定では違
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法でないという裁定が行われて、そして今日、中野区では公式に条例化、あるいは予算化、そ

れらのもとに進められております。日野市の場合は、即それが市長提案によってなされるべき

ものだというふうには考えられませんが、 市民の力を借りまして、広範な市民運動とあわせて、

あるいは教育に関する地域社会の大きな関心事となるように、そのように展開をしていくべき

であろうと、このように考えております。

具体的にその方法が一一このような方法があるというふうにまでは到達をしておるわけでは

ありませんが、これから十分、市民参加の形式を整えて、なるべく近い方法で実現を一一 内容

的に意味のある、こういう方式を打ち立てていきたい、このように考えております。

4 0入学級のことも同様でありまして、これも我々の学校の配置、あるいは今日の児童生徒

との配分関係といいましょうか、 30人、 30数名で 1クラスというのも、たくさんあるわけ

でありますし、それから中学校で、 40人を超えている、 45.6人のところも ある、このよう

に承知をしております。できるだけ行き届いた教育をするためには、 1人の先生が受け持つ学

級の生徒数が 30人であるとか、あるいは 40人前後である、このようなことは望ましいとい

うことに考えますので、これは都の教育委員会の関係されます教師の配置、このことと関係が

あるわけでありますけれども、できるだけ 40入学級とし 1う、標携する、そういう状況に近い、

そのことの、多くの市民、国民の要望にもなっておりますし、教育事情の改善、現状の改善の

ために極めて有益な措置だというふうに考えられますので、直接的な行政措置は必ずしも可能

ではありませんが、間接的な、いろいろな手段で、これもまた、その方針に近い方向を打ち立

てていきたい、このように考えております。

産業振興にかかわりまして地域社会が、やっぱりこれも生産と消費、この活力のあるバラン

スが望ましいわけであります。そこで大企業のことは、なかなか面倒を見るとか、行政指導を

するとかという問題になりますと、また別途の問題だというふうに思いますが、少なくも中小

企業、よりまた零細な生業、生業でありますような、職人さんのような方々の生活の確立をさ

せる、このような努力をいたしたいと思っております。中小企業に関しましては、今、振興条

例の制定の用意をいたしております。その内容となるべきものは、地域社会におきましての中

小企業の位置づけということを明確にいたしまして、融資の面で、あるいはその他の施策の面

で、また、この自治体の調達がなるべく地元で賄うことができる、このような基本的な仕組み

を条例化していこうと、こういうことで考えております。今、担当主管部課に指示いたしまし
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て制定の用意をしておるという状況でございます。御質問の中にいろいろと、大企業と中小企

業との関係、あるいは、いわゆる都市計画上の用途地域等の条件づくり、こういうことも大切

だと思いますので、あわせて取り組んでいきたいと、こう考えます。

特に就労関係の婦人のパートタイマーにつきましては、先日、お答えもいたしておりますとお

り互助会との整合性を尊重する形で、この不安定な労働条件を安定化するための措置、これを、

例えば退職金制度の制定、これは、もちろん資金を要することになるわけでありますので、そ

れらの振興基金の制度をつくるということとあわせて行うべきものと考えております。また、

それに先立ちまして、就労の拡大、いわゆる就職の機会の拡大でありますが、このことにつき

ましでも労政当局とも十分、連携をいたしまして、希望される方がなるべく就職の機会、ある

いは所得を得る、そういう機会を設けていきたい、こう考えます。

区画整理の事業の促進を中心といたしまして、日野都市計画の、要するに実現、発展であり

ますが、日野市の場合は特に区画整理事業を施行しながら都市計画事業を達成をしてし火、こ

ういう手法をとっております。特に交通のための道路の関係、それからモノレール、 あるいは

パス路線の拡大、あるいは循環パスの運行、これは、すべて道路とかかわりがありますので、

また幹線道路は都市計画事業の区画整理によって、だんだんと進めてし 1く、このことを積極的

に今後も取り組む考えであります。

なかんずし下水道は当面する、いわゆるハードな面の日野市の一番中心課題、都市生活基

盤整備の中心課題でありますので、最も中心の事業に据えて取り組んでいく考えであります。

そのために、今、施行中の万願寺区画整理第 1期分第 1次の区画整理でありますが、これを第

2次、つまり中央道の南が第 1期に当たっておりますが、今度は中央道の北側の区域、甲州街

道とに挟まれた区域、これを区画整理区域として調査を進めようという考えであります。これ

は2・2・11の関係の路線をっくり出すためでもありますし、またモノレールを受け入れるた

め、あるいは下水道事業の具体的な促進のために極めて大切な事業に、今度、位置づけられる、

こういう性格であります。

西豊田駅一一中央線西豊田駅の建設ということを公約にのせております。これは過去にも地

域で課題になっておる理由もありますし、それから西平山地域の区画整理事業を構想いたしま

す際に駅のために必要な駅前広場でありますとか、ある程度の位置、それらを想定をしておく

必要がございますので、直ちにというわけには、~\かなし 1かもしれませんが、区画整理事業の
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中にそれを組み込んでおきたい、こういうことであります。たまたま、今、浅川鉄橋の改良工

事の機会がありますので、これと整合できる、このことをなるべく早く当局に申し出、可能な

設計にも配慮をしてもらうような協議を進めたいと考えております。

日野駅の改造のことにつきま しては懸案でも ございますが、線下駅、あるいは駅ピル構想と

いうことで、日野の、ひとつの玄関を整備いたしたい、こういう政策を持っております。この

ことは薪担Tの再開発と、また、あわせて関連が生まれますので、駅に近い、あるいは駅そのも

のであるという事情を最大限に活用する、そういうことで多少の高層化を図っていこうと、こ

ういっ考えを持っております。地元にもそのようなことを示して御相談をしておる、こういう

状況であります。資金面のことは、これは日野市が全部これらを負担するというわけにもまい

りませんので、適正な負担はする。また、信用のできる、例えば住宅都市整備公団、これらの

導入を図った事業化によって日野市の行政指導のもと、可能な負担を限度として、しかも、そ

の事業が成り立つ、このような構想を進めていこう、このように思っております。

いずれも、私は可能な課題だというふうに考えておりますので、今後の努力を市民の皆さん

とともに図っていきたい、このように思います。大変大まかで、具体的な部分に欠けている部

分が多々あろうかと思っておりますけれども、一応の回答としてお答えをいたします。

0議長(高橋通夫君)

024番(中山基昭君)

ていただきたいと思います。

中山基昭君。

それでは何点かにわたりまして、要望も含めて再質問をさせ

まず 1問目の、教育委員の準公選制についてであります。市長の言われる市民的な合意の形

成、あるいは市民要望の背景、確かに大変、重要な要素ではなし、かというふうに私も考えます。

であるからこそ、そのためにも、例えば公聴活動、あるいは調査研究を進める、こういうふう

な形の中で促進を図る、そのための懇話会なり 、あるいは準備会、こういうふうなものを設け

ることが、より公約に対する、 1歩近づいた積極的な取り組み姿勢ではなし、かというふうに思

いますけれども、この点について、ひとつ、再度、お伺いしてまいりたいと思います。

次に、 2問目ですけれども、産業経済の振興と発展にかかわる問題でございますけれども、

これは現在、都立工科短期大学と市内の企業等が中心になりまして、少し西部地域というふう

な形ですから、少し広域的になりますけれども、地域産業の振興を図るための産学の協同によ

る地域産業振興協会が設けられております。この中で相互の交流、あるいは技術開発の普及、
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経営や管理などの助言等が行われてきております。こうした期間、協会に積極的な連携、ある

いは活用を図る、こういうふうなことも大切なときではな~¥かと思いますけれども、この点も

あわせてお聞きをしておきたいと思います。

次に 3問目に関連をして、幾つかの要望になるわけでございますけれども、特に、駅周辺の

整備、あるいは交通安全対策でございます。先日も小俣議員、あるいは福島議員さ人等から豊

田駅問題、さらには川嶋議員からも、これから質問がされると、こういうふうな予定になって

おりますので、私は要望だけをひとつ申し上げておきたいと思し、ます。

特に交通量の増加等に伴って、駅前広場等が大変準々j、になってきておるということは否定を

できないんではないか、そのためには北口等について、もっと緩和をする、あるいは対策をす

るということが、かなり条件的に無理なような現状にあるんじゃなし 1かと思うんです。したが

って南口等を含めた豊田駅の整備計画、これを考える必要があると思います。そのためには南

口に予定をしております 2・2・3号線の計画路線、さらにはこれを経た 2・2・6に連動する、

こういう路線がありますけれども、これらを、やはり区画整理だ、ということだけでなくて、

こうした駅整備というふうな面からも先行して、このパス路線等の活用、あるいは交通安全対

策、こういう工夫をする必要があるんじゃな ~ ¥かと思いますけれども、この点は、ぜひ、都市

整備部長等の方にも含めて、要望を強くしてまいりたいと思~¥ます。

2点目は、既に数回にわたって指摘をしてきたわけでございますけれども、西友通りから多

摩平の緑地公園沿いの 2・3・1号線、これは立派な 2輪車専用レーンですね、いつも車の駐車

で、 2輪車レーンを走っていると、途中で行きづまる、あるいは後ろから車が来る、車に狭ま

れる、 こういう実態は何遍となく申し上げているんですけれども、数年来、全然変化がないと

いうことで、大変残念に思っております。ぜひ、こうした中の実態を見ながら、何らかの工夫

ができるんじゃないか、工夫の、ひとつの課題も申し上げておりますから多 くを申し上げませ

ん。ぜひ、そうした面の真剣な努力をひとつ、お願いをしてまいりたいと思います。

3点目は、自転車置き場の整備でございます。これもこれまでの質疑の中で一定の理解をし

ておるわけですけれども、特に 58年の条例の制定以降、私も大変注意をして、この駅周辺の

自転車問題等を見守ってきておるわけですけれども、豊田駅につきましては、大変、現在の指

定置き場が遠い、あるいは自転車という簡便性等の中から、なかなか整理がつきにくい、ある

いは警告の札等をつけでも効果が上がらない、こういう実態ではな~¥かと思います。こうした

- 406-

中で、ただ単に規制に依存をする、あるいは規制をしたから、それでいいんだということだけ

でなくて、もう 1歩、自転車というものの利便性等を考慮した、ひとつの対策、これが必要だ

と思います。

こういう面から、都営団地の外周、あるいは国鉄用地の借用というふうなことで、特に有料

化した置き場が先行しているやに伺っておるわけですけれども、あわせて単に有料化するから

いいんだということだけでなくて、例えば、立正佼成会と都営団地との間の一方通行道路、こ

ついうところは、かなり自転車置き場を設けられるような、整備ができるような、私も気もす

るわけです。この辺を活用した置き場、こういうものも、ひとつ考えてみる必要があるんじゃ

ないか、この辺も、ひとつ、この関係の部長に強くお願いをしておきたい。

質問は 2点だけに限って、再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) 市長。

0市長 (森田喜美男君) 教育委員の準公選と~¥う課題につきましては、今、御提案の

ございました、それを目指すまでの審議機関を設けたらどうかということでありますので、私

もそのような考えを持っておりますということと、その審議機関の内容そのものが教育論議に

かかわり得るだろう、こう考えますので、非常にいいきっかけになると、このように思ってお

ります。また、そのような取り組みで進みたいと思います。

それから、この産業振興にかかわりまして、都立工科短大が現在、地域産業のひとつの将来

展望のリーダーとして役割を果たしていただいておるということには感謝をいたしております。

また、日野市の特徴、日野市の既に立地しである企業の特徴、 まさに高度技術の先端を~¥く、

そういう分野がございますので、これをなお、発展をしていただく 、これは、日野、八王子、

あるいは相模原あたりにかけて、日本の産業技術の大きな流れをー一 流れの源になるだろう 、

このように考えられますので、そのような取り組みが割合、可能であるというふうに思ってお

ります。

それから、駅周辺のことにつきましては、現在の要するに、克直事情の改善、あるいは放置

自転車の処理、これらにつきまして一定の考え方を、今、実施に移そうとしておりますので、

後で担当部長からお答えをする機会があると、こう思いますのでよろしくお願いいたします。

O議長 (高橋通夫君) 中山基昭君。
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024番(中山基昭君) それでは最後になりますけれども、公約の実現、施策の促進

等を図るためには、市長も答弁されておりましたように、多くの臨路や、あるいは制約的な条

件等もあることは承知をしております。特に本日は、関係の部長さんには質問をしておりませ

んけれども、 ぜひ各部長さん、課長さ人等においても、市長からの指示、あるいは督励等に積

極的に対応され、真剣な努力をされることをお願いと期待をしまして質問を終わります。

ありがとうございました。

0議長(高橋通夫君) これを もって 14の1、森田市長の重点公約の具体的な実現に

向けてに関する 質問を終わります。

お諮りいたします。議事の都合により暫時休憩いたしたいと思いますが、これに御異議あり

ませんか。

C r異議な し」と呼ぶ者あり〕

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

0議長(高橋通夫君) 休憩前に引き続き会議を開きます。

午後 0時 27分休憩

午後 1時 35分再開

1 5の 1、外国人登録法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) それでは通告に従いま して一般質問を行ってまし 1ります。

先ほど部屋の方に新聞のコピーが来ておりまして、拒否者全国で40 0名指紋押捺のことが、

これは朝日新聞ですか。この中少し見ますと押捺を拒否する人は、通達後も各地でふえており、

全国で 400人近くに達している。二つ目が通達後に拒否者が出た自治体の中には、通達に従

わず拒否者に新しく登録証を出すなど従来どおりの対応しているところが多い。三番目は通達

後の拒否者の告発は 1件もない。通達が直ちに告発をしている拒否後 1年以上の人に対しても

自治体は慎重に構えてし唱。こういう記事ですね。一番多いのはやはり大阪、それから神奈川、

東京と続いて、東京都では 51人の拒否者がここで数字として出されています。

世界第二次大戦のさなか炭鉱で働く労働者として、また、軍事産業の末端の労働者として多

くの朝鮮人が、あるいは台湾からも強制的に連行されて我が国にやってきました。明けても暮

れても石炭掘りで重労働を強いられ、石炭の粉じんを吸い込んで肺を侵されて、動けなくなっ
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た朝鮮人であるとか、あ るいはそういう人に対して食料 も与えられないで栄養失調のために次

次と死んでいったという話を聞かされています。まさに人間の使い捨てが戦時下の日本の国策

として堂々と行われていたわけであります。祖国を強制的に捨てさせられて、おまえたちは日

本国民なんだ。 日本の戦争のために命を捨てて働くのは当たり前である。ふるさとの土を踏む

こともなく寂しく死んでいった多くの外国人、と りわけ朝鮮人のことを思いますと、いまでも

胸をえぐられるような心の痛み と日本人としての恥しさを覚える次第です。その上、天皇の赤

子とおだてられて朝鮮人だけで組織をされた特殊部隊は、日本の軍隊として、日本軍の弾除け

のために最前線に送り出されてたくさんの戦死者を出しました。そして、さらには朝鮮の町か

ら村からいい就職口があるからとだまして若い女性たちをかり立て時には樹昏式の式場からさ

え親や兄弟の見ている前で花嫁を連れ去り、九州のとある町に集めてきたという歴史がござい

ます。そ して、これらの若い朝鮮の女性たちは、船に乗せられ再び南方の島々の戦場に送られ

ていきました。いやだと言えば殺されてしまう戦時下の狂気としかいえない過去の歴史でござ

います。このような背景を背負いながらいまもなお、アジアの南方の島々で息をひそめるよう

にただひたすらはるか北方の祖国をしのびながら涙を流している年老いたおもにたちのいるこ

とを私たちは知っています。五、六年前になると思いますけれども、山谷哲夫さんという人が、

この沈黙の彼女たちの口を聞かせて映画を製作し、そのことが新聞などでも大変高い評価を受

けたことがありますので、 御記憶の方もおありではないでしょうか。このような歴史的な背景

を踏まえた上で外国人登録法、指紋押捺について一般質問を行ってまいりたいと思います。

この問題につきましては、 3月議会以来何回かの質問が何人かの議員から出されております

ので、かなり御答弁をいただいている経過がございますが、今回はそれらと重複しないように

留意しながら質問をいたしますので、どうぞよろしくお願いをいたします。

指紋押捺問題は、まさに基本的な人権そのものが今市民の間で大きく問われているのだとい

うふうに私は思っています。日本の国の憲法で保障されている人間の尊厳は何人といえども侵

されるものではありませλノ。また、侵すこともできないはずです。 5月 14日法務省から都道

府県知事にあてて出された通達は、外国人の管理強化につながる人権無視の色彩が一層鮮明に

されたと言っても過言ではないと思います。指紋押捺は絶対いやだとその中止を求めていた外

国人のすべての人々にとって受け入れることのできない屈辱的な通達であろうかと推察して余

りあるものがございます。昨年の 11月の 6日現在で洪大杓(ホン・テピョ)さんという人で
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すが、指紋押捺拒否予定者代表となっておられます。この方が朝日新聞の論壇の中で次のよう

な発言をしておられます。少々これを読ませていただきたいと思いますが、私たちは、きのう

きょっ日本に来たのではない、七十万余に及ぶ在日韓国朝鮮人及び中国人の形成の歴史につい

てここではあえて言及すまい、が、日本に生を受け、この地に育った私たちが 5年に一度ずつ

当局に呼び出され、指紋押捺を強制される、まるで家畜に対する熔印ではないか。私は関東の

一地方都市に生れ、新聞配達をしながら、小・中学校を終え、定時制高校に学んで現在に至っ

ている名もないー在日朝鮮人である。思えば指紋押捺制度、外国人登録証の常時携帯義務等の

ために受けてきた精神的苦痛、物理的不利益ははかり知れなt¥。中学生のとき区役所口乎び出

されて初めて回転指紋を取られたときの屈辱と怒 りは、 1人私だけのものではある まい。また

こういうこともあった、やむなく日本名で会社勤めをするようになったある日、遅くまで残業

をした後、同僚を車で送ろうとした、一斉検問があって免許証の提示を求められた。警察官は

免許証を見て外国人であると知ると、必ず外国人登録証の提示を要求する。私は外登証を向僚

に見られまいと車の外へ出て背を向けるようにしてポクッ卜から取り出し警官に渡した。警官

が無線連絡して犯罪者ではないと確認して戻るまで冷い雨にぬれそぼって待つ私の胸をよぎっ

た思いは言葉であらわすべくもない。多くの日本の人々は知っているだろうか。外登証は片時

も手放してはならず、警察官等に提示を求められたときに持っていなければ逮捕され、 20万

以下の罰金刑なのだ。実際に銭湯の前で刑事に待ち伏せされ、不携滞罪で漸子された同胞がい

た。たしか学校では権利と義務は一体のものであると教えられたと記憶しているのだが、私た

ちは納税等の義務は課せられるのに基本的な市民と しての権利は十分に付与されていない。 5

年に一度ずつ回転指紋を取られる屈辱の儀式はこの不条理をおとなしく承認せよとの無言の圧

迫であり、指紋制度は私たちから見れば差別、抑圧の象徴としてあるものと言わざるを得ない。

直ちに撤発すべきである。私たちは過度の要求をしているのではない。この社会のー構成員と

して、人間としての当然の樹リを生活人としての平穏を求めているに過ぎな t¥。戦前の亡霊の

ような治安当局の論理を盾にとって在日韓国人の人権、人間としての尊厳を無視しでもよいの

だろうか。私はこうした制度を次代に引き継がせてはならないと思い、自分を縛っている自に

見えない鎖をみずから断ち切るべく次の切りかえ時には指紋押捺を拒否しようと決意した。そ

して、同じ思いの生い立ちも心情も異な る者たちが、口伝えで集まり、指紋押捺拒否予定者会

議を結成した。この文書には前後にまだあるわけですけれども、この指紋押捺制度を拒否をし

ょうということで、集まった代表の洪大杓(ホン・テピョ)さんのこれは発言です。この指紋

押捺制度を差別の象徴として撤廃を求めておられる洪大杓(ホン・テピョ)さんの戸は、すべ

ての在日外国人、その中でもとりわけ朝鮮、韓国の人たちの腹の底から込み上げてくる怒りであ

り、訴えであると私は理解しています。在日外国人の人権を大切にするということは、結局は

私たち自身の人権についても大切にすることになるのではないでしょうか。

そこで、以下 6点についてまず市民部長に対してお尋ねをいたします。

第 1点です。外国人の同一人性の確認をするための方法として法務省の通達の中で、強く要

求されている指紋による照合と、従来慣習的に行ってきた写真照合とを比較した場合、どちら

の方法を実務的だとお考えでしょうか。

第 2点は指紋不押捺者に対して、不押捺です、強制的に説得をなさいますか。

第 3点は指紋不押捺者が 3カ月後もなお拒否したとき、法務省への指示を求めたり、報告を

なさるのでしょうか。

第 4点登録済み証明書の不交付の問題についてですが、この交付事務は、自治体の固有の事

務であって機関委任事務でないことは明らかです。この証明書は日々暮らしていく上で、生活

に大変密着するものであって、運転免許証、国民年金、健康保険、結婚、土地登記、就職、学

校の入学試験、事業の営業許可などに必要なものでございます。これらを交付しないことは、

市民生活の上で大変大きな支障を来すことになります。外国人といえどもその生活権利を奪 う

ことになる登録済証明書の不交付は、非人道的な制裁措置と考えますが、これについてのお考

えをお聞かせくださ t¥0 

第 5点です、登録済み証明書は、主としてどんな使用目的で求められているのか。昭和 59 

年度においての日野市の実情を教えてください。

第 6点は外国人が日野市役所に就職を希望してきた場合、差別なく取り扱われるのでしょう

か。以上6点が担当部長に対しての質問でございます。

そして、その後市長に対してお答えをいただきたい質問をさせていただいておきます。

市長には第 1点目といたしまして、外国人登録法似玄正に向けて市長みずから政治生命をか

けて闘っていただきたいと思います。この布|肢の改廃こそが本当の意味での問題の解決である

ことを法務省及び関係諸機関に強く働きかけをしていただきたいと願っておるものですが、こ

の点についてはいかがでしょうか。国際社会にふさわしく人権尊重の精神をしっかりと踏ま え
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た上で指紋押捺問題のみでなく、外国籍住民が、日野市の住民として同等の権利を持ちながら

生きていけることこそ、自治と民主主義の発展にとって大切であるということを私たちは、運

動の中で考えてきました。この点について市長は、どのようにお考えでしょうか。以上を市長

に後でお答えをいただきたいと思います。それではよろしくお願いをいたします。

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。市民部長。

0市民部長(佐藤智春君) それでは、私に質問のございました何点かにつきまして、

お答えを申し上げたいと思います。

まず第 1点の外国人の指紋照会を写真照会と比較してどちらの方法が実務的なのかというこ

とでございますけれども、先日も一ノ瀬議員さんのときにお答え申し上げましたとおり、現在

の照合の仕方と申しますのは、第 1段階本人作成の登録申請と登録原簿とを比較して同一人で

あるということを確認をするんだ。第 2段階におきましては、写真でもって以前の写真とも照

合するということでございます。なおかつ、第 3段階といたしまして、指紋で確認をするとい

うことになっております。したがし、まして、御質問の内容でございますけれども、以上の過程

を経て同一人性の確認を行うということでございますけれども、指紋確認につきましては、先

日も申し上げましたように、特に職員が専門的な研修を受けているわけでもございませんので、

実際の面では写真照会によって確認を行うというクースがほとんどでございます。したがいま

して、どちらが実務的かとし 1うことになりますれば、私どもといたしましては、写真照会が実

務的であろうと、このように御回答申し上げたいと存じます。

それから、二番目の指紋押捺の拒否の場合に対応でございます。説得の強制をするのかとい

うことでございます。これは御承知のとおり、 5、 1 4の通達ということは出ております。 3

ヵ月の問、説得を続けなさいという内容でございますけれども、現状、実はきょう東京都にお

きまして、東京都からこの件につきましての説明を午後 2時から行っ ております。私どもの方

から課長と課長補佐がその説明を現在受けに行っております。その内容が私どもにまだはっき

りしたどのような説明がなされるかということが届いておりませんので、その時点でまたいろ

いろと検討を我々事務的にもしなければならないとは思っておりますけれども、現在のところ

は既に申し上げておりますように押捺の拒否があった場合には一応趣旨の説明はさせていただ

きたいと考えております。しかしながら、本人の意思がその説明によりまして変わらないとい

うときには、強制をそれ以上するという考え方は、現在のところは持っておりません。 したが

いまして、告発をするかしないかという問題になってくるわけでございますけれども、これに

つきましても、市長から申し上げておりますように安易な告発はしないということでございま

す。

それから、 2番、 3番目がし 1ま申し上げましたお答えでなると思います。

それから、次の4番目でございますか、指紋押捺拒否者に対して登録証の交付は、外国人の

生活権利を奪う ことになると思う が、その見解はどうかということでございます。おっしゃる

ように登録証明書、住民票の戸籍謄抄本に相当するようなものでございまして、入学、就職、

あるいは各種免許取得の際に必要になるものであろうと、私ども考えております。したがいま

して、日常生活には当然欠かせないものであろう、このように私は考えております。このたび

の通達によりまして、説得期間中その聞の登録済み証明書が交付されないということになりま

すれば、おっしゃるように影響は大きいものであろう、このように考えておるわけでございま

す。

それから、 5番目になりますでしょうか、登録証明書は、主としてどんな使用目的で求めら

れておったのかということでございます。 これは申し上げますと、 59年度iこ567枚の登録

証明書を発給してございます。しかし、都の発給に当たりまして、申請書にその使用目的を何

に使うかということの記入はしておりませんので、現実の問題といたしまして、どのよ うな目

的にどのくらいの数が使用されたかということは、私どもとしては、いまわかりかねるという

ことでございます。しかし、一般的には先ほど申し上げましたように入学、就職、あるいは運

転免許を初めといたしますところの各種の免許取得に使用されておるのではなかろうか、かよ

うに考えておる次第でございます。

それから、最後になりますけれども、永住権の外国人が日野市の市役所に就職を希望した場

合どうなのかということでございます。これは地方公務員法の 13条の規定がございます。 こ

れを見てみますと、市の職員に採用するに当たっては必ずしも日本人でなければならないとい

うことはないわけでございますけれども、職種によっては公権力の行使、あるいは地方公共団

体の意思の形成に参画するものというものもございますので、日本人と全く同じ条件というこ

とには必ずし もならないのではなかろうか、このように考えております。過去におきまして、

日野市では市立総合病院の医師につきましては数人の外国の方が常勤医師として就職されたと

いう経緯もございます。以上でございます。

つhd
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0議長(高橋通夫君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 最近、国の機関委任事務となっております外国人登録法に由

来いたします、いわゆる登録の問題がその手続の中の指紋の押捺という問題を挟んで人権問題

に相当するんではな~¥かという見解から論議をつくっておる、この状況の中で、我が日野市で

はどのような対応をすべきであろうかということをいま検討中という状況であります。きょう、

ちょうど東京都が区市の戸籍関係の担当職員を招集をして説明会をする、統一認識を説明する、

そういう機会の日になっております。それを正確に杷握した上でということになるわけであり

ますが、一般論といたしましてのこの人楢司題、それから、既に新聞報道等で具体的に各市、

各自治体の対応もある程度出ていますので、原則的な考え方は一応持っておる、そういう状況

であります。この法律改正ということが最も望ましく、それによって差別感をつくらないとい

うことがねらいである、目標であるというふうに思っておりますので、それに対しまして自治

体の固有事務の立場から対応せよ。それが闘えという言葉でありますならば、私も闘ってよろ

しい課題である、このように思っております。それから、日野市の場合まだいわゆる当事者が

窓口に来られて、そして指紋の押捺のことについて拒否をするという具体的な事例にまで遭遇

していませんので、この緊急的なその考え方は、まだまだ勉強を要する、あるいは状況判断を

要する、このように思っております。 市民運動としては、最近そのような申し入れを受けてお

ります。それから、他市において、あるいはいろいろな団体において、我が市にも例えば議会

で法改正の意見書が議決されたこと。あるいは当事者の特に朝鮮人の方の関係の大韓民国系の

婦人会でありますとか、あるいは分けてどうかとは思いますけれども、 朝鮮総連系のそのよう

な運動も固まっております。したがいまして、それらの運動に対しましては支持できる、また、

支持して人権の尊重の対応をしなければならない。このように基本的に考えております。以上

です。

0議長(高橋通夫君)

01番(橋本文子君)

でも必ず しも日本人でなく てもよい、地方公務員法の 13条にあるというお話でしたし、事実

過去において医師という形でこの日野市の職員として働かれたことも数人おられたというふう

なお話もございましたし、医師ならばよくてほかの職種ならばいけない、という解釈も大変お

かしいんじゃな~¥かというふうにいま伺いながらいまひとつすっきりしないものですから、市

長からは、その職員の採用に対してどう思われるか、明確な御答弁がちょうだいできたらと思

います。

市民部長と市長の方から御答弁をいただいたわけですが、もう

それと、ほぼお答えは予測したような中でされたわけですけれども、どんな使用目的でその

登録済みの証明書が求められているのかな、他市ではいろいろと使用目的まで記入して、それ

がデータ ーとなって出たりしているのがあったものですから、この市でも当然やっている のか

なと思っていましたが、でも、逆に考えてみますと、どんなことに使おうとむしろそこまでせ

んさくしない方が私は、それぞれのプライパシーという意味でもいいのかなとむしろ当市のや

り方の方がいいんじゃなし 1かというふうにいまお伺いしながら考えたわけです。ですから、そ

れについてもあえてお伺いはしませんが、かなりの数で 567枚という証明書が発行されてい

るというのは、これらに対してもしだめだよということになったら、それぞれ生活する上で大

変不便であろうと思われるので、その点についても出すということですから、私はそのまま幾

ら法務省が何と言ってこようといまのままでやっていっていただきたいというふうに考えます。

一番問題なのは、やはり市長にお答えいただきたいという、その具体的なところで差別をする

のかしないのかということを実は私は聞きたいわけで、きょう都の説明会があるということで

すけれども、去る 6月 8日土曜日の 11時ごろ私たちのこの差別に対する運動をしている仲間

が十二、三名で都の方へこのことについてお話を聞きに伺っております。そのとき奈良さんと

いう行政部指導課長ですか、多分きょうの説明会もこの方が出て説明をしておられると思うん

ですが、この奈良さんが私たちの質問に答えるというよりもぼやかれたと言った方が正しし 1か

もしれませんが、こういう質問をしたわけです。法律を越えてまで自治体固有の事務事業に口

出しをしているのが今回の通達ではなし 1かという質問をしたところ、そうだと空洞化するのが

一番し¥~ ¥と思っています。形骸化させていきたいんです。ここだけの話ですがね、とつけ加え

ておられるんですけれども、本音をそう言って出されているんです。で、きょう 17日に市区

町村皆さん担当者に説明会を開きます。皆さんがだまって聞いていかれたんじゃ法務省のその

ままになってしまうから因るんだ。むしろ通達どおりにならないように積極的な質問が疑問が

橋本文子君。

少し伺いたいところが出てきましたので、再度質問をさせていただきたいと思います。

市長に対しては、先ほど市民部長にお伺いをした市の職員になりたいという、就職をしたい

という、そういう外国人が来られたときに、市長御自身それにどう対応しようとなさるのか、

この 1点はぜひお答えをいただきたいというふつに思っています。先ほどの部長のお答えの中
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どんどんそれぞれの自治体の職員から出されたらいい、出してほしいというふうなことをその

ときの対応でおっしゃっておられるわけです。それほどつまり法務省の委託を受けて各市区町

村の担当の皆さんに説明をしなければいけない都の職員ですら、そういう お考えを持ってい ら

っしゃる。もう答えは明確ではなし 1かと思います。それでは、先ほどの 1点市長にお答えをち

ょうだいしたいと思います。よろしくお願いします。

0議長 (高橋通夫君)

O助役(赤松行雄君 )

助役。

市長にかわりまして、永住する外国系の住民といいますか、日

野市の職員に日野市として採用するかどうか、こういう点でございます。先ほど市民部長がお

答え申し上げました考え方と同一でございます。地方公務員法の中で、外務公務員ですか、外

務公務員につきましては、日本国籍を持たないものにつきましては、外務公務員にはなれない、

こういうふうなはっきりしたものがございますけれども、その他一般公務員につきましては、

そういう制限規定はございません。それならなれるのか、こ ういう問題でございますけれども、

反対解釈としましであるわけでございますけれども、公権力の行使といいますか、日野市の住

民事務というものを執行して~¥く、ある程度権力的な行使になる場合もあるわけでございます。

いろんな問題等も職務上出てくるわけでございます。法律の解釈の方向としまして、国籍のな

い方の日野市の公務員、日野市職員としての採用は適当でない、このよう に考えておるわけで

ございます。また、国によりま しては、採用されましでも 31条の宣誓がございます。日本国

憲法を守ってやるというふうな宣誓するこ とによって、もともとの国籍から自然、に離脱してい

く、こういうふうな国もあるわけでございます。日野市の職員にやはり日本国籍を持たないと

いう場合におきましては、採用は適当ではないんじゃないだろうか、このように今のところ考

えておるわけでございます。お医者さんの例があったということでございますけれども、これ

は医師法上の公権力の行使でもなんでもございません。お医者さんとしての医師法で一緒に免

許を取られた方が医師法上の行為をされるわけでございますので、何らその間には矛盾がない

わけでございますけれども、一般公務員につきましては、今のところ解釈として適当でないと

いう考え方を法律上持っておるわけでございます。この件につきましては、お医者さんを除い

て日野市の中でこういう事例というものがございません。踏み固めたものがございません。そ

れならば一般現業員ならいいんじゃなし、かというふうな御質問等も反対に出てこょうかと思い

ますけれども、これとの事務のかかり合いというものにつきましても、きちっとした解釈なり、
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調査なりをしようとするわけでございますので、いまのところ解釈として適当でないというよ

うなことを申し上げてお答えにしたいと思います。いままでこういう事例に遭遇したことがご

ざいませんので、ここにわたっての解釈につきましては、やはりその事例が起きたと き、やは

り踏み固めていくという考え方を持っておるわけでございます。

0議長 (高橋通夫君)

01番 (橋本文子君)

橋本文子君。

今の助役の答弁には非常に不満であります。一つ痴習を感じま

したのでこの点問うつもりはなかった問題ですが、揚げ足を取るわけでもありません。ただ非

常にちょっと憤慨をしておりますので、お伺いをしますが、その問題といいますのは、その市

の職員は公権力の行使になる、権力的な行使をするんだ、そのお言葉どう解釈していいか、ど

う理解していいか、いまちょっと伺いながらこう怒りとともに考え方がよくわからないので、

つつうっとする状況なんです。このことをもう少し説明をしていただきたい。それとその踏み

固めたものがない、 事例がな~¥。だから、今は適当ではない、職員として採用するのは医師以

外は適当ではない。その辺もどうも地公法ではないけれど医師は別だと、確かに別のものはあ

るかもしれない、でもその人間として基本的な人権をどうとらえていくのか、そういう点から

私はやっぱり医師だけはいいけれども、その他はだめだというその辺が今ひとつすっきりしま

せんので、しかし終わりの辺で事例が起きたときには対応するというお言葉もちょっとあった

わけで、事例が起きたときじゃどんな対応をしてくださるのか、その 2点、公権力の行使とい

うことのもう少し詳しい解釈と事例が起きたときにどう対応してくださるのかその 2点質問を

させていただきます。

。議長 (高橋通夫君 )

O助役 (赤松行雄君 )

助役。

先ほど公権力の行使を職務として伴うので適当でない、こ うい

うふうなお答えの中で、またもう一つの表現としまして、市の事務というふうな表現もしてお

るわけでございます、市の職員の事務の中には補助職員がございます、市長の補助職員でござ

いますけれども、やはり税務上でいろんな評価なり、評定なりを伴う事務もございます。ある

いは福祉におきましては、福祉としましてのやはり一定の福祉上の裁量行為、評価等も行う 、

あるいは財政なり、財政におきましては、補助、負担金それぞれのやはり補助職員としての裁

量を行う。それから、総務関係におきましでも、財産管理とか、あるいは事務機構の管理、こ

ういう面につきましでも補助職員としましての一定の裁量なり、評価なりを伴う事務を行って
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おるわけでございますので、 要するに公正さというものが要求されるわけでございますので、

そういう意味での公権力の行使といいますのは、いま言いましたように市長の補助職員として

の評価、評定なり裁量なり、そういうものが伴う仕事をしておるという面では、職務上要する

に日本国籍のない方について採用する のは無理じゃないのか、こういうふうなことで差別感か

ら申 し上げておるわけではご ざいません。それから、踏み固めたものがなし 1からとこう申し上

げておるわけでございますけれども、その面につきましては、いろんな現業職員、公権力なら

公権力の行使とは異なった業務と言われておりますところの現業でございます。これにつきま

しては、先ほど言いましたように踏み固めたものがないといいますのは、こういう職種につい

てまでなおかつ適当でないというふうな形で排除するのは無理じゃないだろうか、だけれども、

その面についてはさらに要するに我々の方で解釈なり、 それから道理なり、あるいは行政指導

なりという形の中で踏み固めていきたい、こういう考え方でございます。

0議長(高橋通夫君 )

01番(橋本文子君)

橋本文子君。

助役の御答弁伺っているとすっきりするところじゃなくて、さ

らに怒りが込み上げてくるわけです。市長の補助職員だから、その公正さが必要なんだ、税務

上の評価もあれば福祉の面ではその裁量行為が伴う、補助金だの分担金などについて、あるい

は財産管理について、どうして外国人だったらそれができないんですか。やっぱりそこには差

別感はないとおっしゃったけれども、まさ に差別そのものじゃないで しょうか。どうもいま伺

いながら、言葉の上ではあれこれこう逃げていらっ しゃるようなところが見受けられつつ、ま

すますこう差別感ではないと言われれば言われるほどなおこんなに差別をなさる人だったのか、

私は本当に思いたくないんですが、この御答弁からは思わざるを得ないと思うほど今大変怒り

を感じています。やっぱり、外国人の逆の立場に立ってみてください。一世たちは植民地支配

の結果として、日本に生活の根拠を置かざるを得なくなったんです。そ して、 日本の政府も日

韓法的地位協定で永住を保障しているわけです。それなのに日本で生れた、自分の国のこと全

く知らない、日本に生れた二世、三世は日本 しか知らないんです。日本に生れて日本に育って

いる、全く日本人と同じ感覚でむしろ生きている。私はそういう言い方をするとむしろ差別が

その裏で働きますから言いたくはないんだけれども、そういう実態があるわけでしょう。それ

なのにいつまでも指紋をさせて差別をして、さらに職員としても採用できない、公正さを外国

人だから欠くような今の御答弁ですよ。もうこれ以上いま助役に伺ってもしょうがなL、かなと

-418.-

いう気もします。市長にいまの助役の御答弁も含めて私が伺いたいと思っているところをすぱ

っとお答えいただけませんか。私、市長だったらおわかりになると思うんですよ。戦争中に中

国で綿花のその指導に当たってこられて、大変中国の当時の支那と言った中国から感謝をされ

て、いい質の綿花を育てることで苦労をされた、気候風土のよくない状況の中で、 そう いう仕

事等を してこられた日 本だけじゃなくて、中国 という広い大地まで出かけていって幅広い国際

的な視野を持って暮らして こられた市長ならば、多分私は外国人の ことをおわかりになると思

うんですよ。どうぞ明確に御答弁いただき たいと思います。

0議長(高橋通夫君) 市長。

0市長(森田喜美男君 ) 質問の範囲が確かに歴史のいろし 1ろないきさつのある朝鮮人

という範囲であるならば、これは大分また意見を持つことができると思うんですが、いわゆる

一般外国人と して、 やっぱり法はあるわけでありまして、その例えば日本人でも地方自治体の

長は他市の在住でも立候補できる、しかし、議員は本市の市民でなければ立候補できない、こ

ついったことが現にあるわけでありま して、これは差別というふうには言われてない、こう思

います。つまり、おっしゃる意味の人種差別という差別は特に朝鮮籍の方という範囲で考えま

すと、もちろんこの情の上で我々日本人は、特別なこの戦争中のことも通 じて申し分けないこ

とが多々あるわけでありますから、そういう情の上に立たなければな らないものが必ずある、

このように思います。そこで、由来をいたします法の改正が一番望ましいわけでありますから、

これに向けて我々自治体としても努力をするということでなければならないと思います。その

職員の採用の際に、その具体的な事例に遭ったこともないわけでありますが、法規の上では今

部長でありますとか、助役がお答えをしたそういうことのようでありますが、私は、それをま

た法規を拡大解釈するそういう裁量 もあっていいと思いますから、これは具体的な事例のある

際にひとつ判断をいたしたい。このように考えております。

0議長(高橋通夫君)

01番 (橋本文子君 )

橋本文子君。

今、市長が法規の拡大解釈という事例があってもいいとおっし

やってくださ ったので、何か事が起きたときにはきっと差別なく いい対応がしていただけるも

のと信頼したいと思います。私たちは、この間ずっと外国人の差別問題についていろんな人た

ちと話し合ったり、運動をしてきたり何年かの経過がございます。そして、昨年度は例の川崎

で保育園の仕事をしておられる主事の季相錆(イ・サンホ)さんが逮捕されましたけれども、

-419-



あの季相室高(イ・サンホ)さんをお呼びいたしまして、この指紋押捺の問題について集会を持

ったこともございます。それ以来本当にこの問題は、大変私たち日本人が避けて通れない重大

な問題を歴史的にも含んでいるのではなし 1かということで、これからもますます力を強めてい

ろいろと行動したり、発言をしたりしていきたいと，思います。そのときにはぜひともこの市の

長として、森田市長にもできるだけお力を出していただきたいというふつに思います。日本に

在留する外国人の総数は 80万人ちょっと少ないというところで、そのうち 69万人が在日韓

国朝鮮の人々だということです。この人たちは、戦前の日本帝国主義による植民地支配の結果、

日本に移住させら才k 強制的に連行されてきた人々でございます。戦後の本当に苦しいあの混

乱の中を一生懸命に生きて、そして、祖国も分断されるという悲しい民族的な悲劇を背負いな

がら在留を余儀なくされている人たちであります。この人々にとって指紋押捺制度は本当に差

別と抑圧のシンボル以外の何ものでもありません。外国人登録法の制度の抜本的な改正が一日

も早く行われることを切に希望いたしまして、私のこの質問を終わらせていただきたいと思い

ます。

0議長(高橋通夫君) これをもって 15の1、外国人登録法について問うに関する質

問を終わります。

次に 1 5の2、動物の保護及び管理に関する法律に基づき、飼い犬の不娃・去勢手術料金

の補助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、二つ自の一般質問を行ってまいります。

動物の保護及び管理に関する法律というのがございます。そして、これに基づいていま日野

市では、飼い犬の不責任、去勢の手術その料金に対して補助が出されているわけですが、この質

問する前に、ちょっと予算書で、私が見逃したのか、聞き逃したのかわかりませんが、 60年

度の予算書なんですがね。野犬防止対策事業という委託料のところがこうし 1う数字になってい

るんですよ。雄の去勢に対して 4，25 0円、 3 0頭、そして雌の不責任に対して 7，200円 50 

頭分と予算があるわけです。これは当然認められたものですが、この雄の去勢 4，250円掛け

る30頭が 12万九000円となっていますが、この数字は正しくないんですよ、計算上。ち

ょっとここ企画財政部長 ちょっとこの数字私が訂正するのを忘れているのか、それとも見逃

されてしまっているのか、この数字ちょっと計算してみてください。合わないんです。予算書

なんです。私いまごろになってこれ、それとこの数字質問する前にちょっと伺っておきたいん
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です。これ訂正されていますか。

0議長(高橋通夫君) 企画財政部長。

。企画財政部長 (前田雅夫君) お答えいたします。説明欄につきましては、 1，000

円単位で記載がしてございます。 1，000円未満を繰り上げて12万 8，00 0円だという数字

だと思います。

0議長 (高橋通夫君) 橋本文子君。

01番(橋本文子君 ) そういうことですか、それなら了解いたしました。

それでは質問を始めさせていただきます。ずばり伺っていきます。明確にお答えください。

第 1番目、当補助金制度は、いつ、いかなる経過のもとにつくられたものでしょうか。また、

そのねらいについてもお聞かせください口

二つ目飼い犬の不妊・去勢手術を受ける際、南多摩獣医師会会員でなければ補助金が出ない

とお伺いをしておりますけれど、その理由はどういうことですか。教えてくださ L'0 

3番目の質問といたしまして、獣医師の手術証明書があれば、すべての場合補助金制度の適

用が受けられるとするのが、法的にも妥当だと考えますが、御見解をお聞かせくださ L'0 

4番目、飼い犬の登録数が 4，00 0頭を上回る実情の中で、当補助金の 60年度分予算とし

て、雄がたったの 30頭分、雌が 50頭分ということでは、この制度のねらいを達成するには

不十分と思われます。 いかなる視点からこの数字が出されたのか、説明をしてください。

5番目といたしまして、佼傷事故や捨て犬防止のため、当補助金制度をすべての飼い主に徹

底して知らせる必要があると思いますが、それの御見解を伺いたいと思います。広く知らせる

ためには何らかの手だてがあるのではないでしょうか。以上 5点についての御答弁をお願いい

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。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。

話は昭和 48年のころにさかのぼります。そのころ、現在は立派な都市の形態整えておりま

すこの神明上台につきまして、野良犬と野良猫が異常に繁殖をいたしまして、横行をしていた

ということがございます。その野良犬が鳥小屋を襲いましたり、あるいは歩いている方にかみ

ついたり佼傷事故、そういう心配もありましたし、事実そういう事故があったそうであります。

その当時、この付近の住民からの要請もございまして、何とかこの野良犬、野良猫を一掃して
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ほしい、こういう要請がございました。市としましては、保健所と協議いたしまして、その当

時の法令でございます狂犬病予防法という法律の 18条を受けまして、係留されていない犬の

薬殺に踏み切ったわけでございます。その後、御質問の中にございます動物の保護及び管理に

関する法律が49年 4月1日に施行されました。その新しい法律の施行に伴いまして、同法を

貫いております動物愛護の精神を受けまして、同法の 9条、犬及び猫の繁殖制限の規定を重視

いたしまして、南多摩獣医師会と協議、そして、医師会の協力を得まして、不妊・去勢事業の

委託契約をこれは市の政策として、委託事業として 49年度から実施した経過がございます。

したがって、当初のねらいは、野良犬、野良猫の駆逐、こういった観点から事故防止の観点か

ら一掃したわけでございますが、新しい法律の施行に伴いまして、動物愛護の精神、動物を大

切にする立場での市の政策の事業、こういうふうにいえるかと存じます。

御質問の 2点目でございますが、当初のスタ ー トがそういう関係で発足をいたしました。南

多摩獣医師会にこの事業を委託している方式で始まったわけです。したがいまして、この委託

料の精算の根拠でございますけれども、獣医師会に賠償責任保険に入っていただし動物が手

術の途中で亡くなったりなんかした場合には、その賠償責任保険に入っていただいて、保険会

社から補償をしてもらう。この賠償責任保険に手術に要する関係経費の約 25%分を足しまし

て、それに手術の頭数を乗じた額を委託料として支払うことになっております。したがいまし

て、その手術代の 4分の lの経費を飼い主の負担の軽減、いわゆる補助的な制度のようにお考

えの向きもありますけれども、しかし、予算上もこの補助金ではなくて委託料として計上して

ございます。南多摩医師会の委託契約になっている関係上、現在では同医師会に所属をしてお

ります獣医師に手術をお願いしている、こういう結果になっているわけでございます。

第 3点目の御質問でございますけれども、動物の保護及び管理に関する法律の趣旨は、先ほ

どもちょっと触れましたけれども、市の考え方としては、飼い主の経済的な負担の軽減ではな

くて、この法の趣旨に沿った動物愛護の精神で事業を委託しているものであります。事故防止

上この山野に捨てられたこの不要の小犬の出生を抑制することが目的で実施をされているわけ

でございます。何回も申し上げるようですけれども、飼 L注の負担軽減制度の実施ではないと

いうことです。したがいまして、獣医師会、あるいは飼い主の理解、協力の上で実施されてお

ります現在の制度は、法的にも第 9条犬及び猫の繁殖制限の規定に矛盾するものではない、こ

のような見解をとっているわけでございます。

4点目の予算上の金額の算出の根拠というお尋ねでございます。本議会の冒頭におきまして、

行政報告でもいたしてございますが、 60年 3月の登録頭数は 4，27 9頭でございます。これ

は、昨年 4月から 1年間に登録された頭数でございます。 59年度では、雄雌あわせて 70頭

の手術頭数を予算化してございます。 57年以降少しさかのぼりまして、 57年、 58年の手

術頭数を調べてみますと、大体 70頭前後で推移をしてございます。本年度も多少余裕を見ま

して、雄雌合計で 80頭、すなわち 59年度よりも 10頭プラスをいたしまして予算化に踏み

切ったわけでございます。特に本年度は、野良犬、野良猫が急増するような要因は考えられま

せんので、いままでどおりの予算、多少アップをしてございますこの予算で十分賄えるのでは

ないか、このように判断をしております。

それから、お尋ねの5点目、 最後のお尋ねは、飼い主への趣旨徹底でございますけれども、

これは捨て犬防止とか、それから、不妊・去勢手術制度だけではなくて、動物全般に対する愛

護の精神、それから、飼育上のマナー、こういうものも含めて常時 PRをしているところであ

ります。最近犬に関する苦情は減少ぎみでございまして、こういった PRが多少なりとも効果

をあらわしているものではないだろうか。このような見方をとっております。 PRの方法とい

たしましては、市の広報を使いますとか、畜犬登録手続の際、既に 4月には畜犬登録をやって

おりますけれども、 3，00 0頭余りの犬が登録をされていますが、そういう手続の際、それか

ら説明書やノミンフレッ トなどをその際配付をいたしております。それから、いつぞや大柄議員

さんから御質問がございましたけれども飼い主のマナーの問題、ふんの問題などにつきまして

も、相当がっちり.したプラスチック製の標示板を用意いたしまして、各自治会などから要請が

あった場合には差し上げるように用意をしてございますし、さらに、この不妊それから去勢の

趣旨徹底につきましでもやはりプラスチック製の相当期間掲示に耐えるものを用意して、自治

会などの要請をお待ちし、また、要請があった場合には、そこへお届けをすることになってお

ります。そのほか保健所などでは、保健所発行の保健所だよりという広報紙がございまして、

それに独自に PRの場を持っているのが現状でございます。以上お答え申し上げました。

0議長(高橋通夫君)

01番(橋本文子君)

橋本文子君。

どうもありがとうございました。再度質問を行ってまいりたい

と思います。

1点は、 1番目の御答弁の中 にありました 18条に基づいてその係留していない犬の薬殺に
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踏み切った。この 48年から踏み切ったというふうに私は受けとめたんですが、その年からず

うっと毎年いまもその薬殺をしていらっしゃると思うんですが、どのくらい対象になっている

んでしょうか、それをひとつお伺いしたいと思います。

それと、もう 1点 2番目の御答弁です。 25%分4分のlがほぼ委託料に対して出されてい

る。それがここに予算化されている金額であるというふうにいま伺ったんですが、そうすると

例えば雌の場合 7，20 0円ここに予算化されています。これの 4倍は 2万 8，80 0円、 7，200

円を引いても 2万 1，600円という個人負担、飼い主負担が出てくるわけです。 70頭ぐらい

でいいだろう、これまでずっとそれでやってきた口それが実績である、今年度は 10頭ふやし

て80頭にしたとおっしゃるんですが、この 2万 1，600円という数字はやっぱり飼い主にと

っては大変な金額なんです。この南多摩獣医師会との何ですか、協議した上での御援助をいた

だいているということで、こことの契約があるので、この獣医師会に入っている医者でなけれ

ば対象にならない。じゃ、一般に例えば 5，00 0円ぐらいでもやりますよという獣医師がいた

として、現実にいるんです、そこでやっていただくというのは飼い主にとっては大変経済的に

さっきの 2万 1，60 0円に比べれば総額を負担したってそういうことで、どうしてその 2万

8，8 0 0円という数字が出てくるのかなということと、どうして、その契約した獣医師会でな

ければこの対象にならないのか。つまり、このねらいは補助ではなくて、その小犬の出生を抑

制するためだとおっしゃん小犬をこれ以上飼いたくない犬の数をふやしたくないんだという

のがねらいだとおっしゃったわけですね。それはこの第 9条に基づいている。犬または猫の所

有者は、これらの動物がみだりに繁殖してこれに適正な飼養を受ける機会を与えることが困難

となるような恐れがあると認める場合には、その繁殖を防止するため生殖を不能にする手術そ

の他の措置をするように努めなければならないという動物の保護及び管理に関する法律で定め

られている。この法律に基づいてしかもそれを踏まえて小犬の出生を抑制するというんであれ

ば、必ずしもその南多摩獣医師会でなくたっていいんじゃなし、かという結論がおのずと出てく

るんです、その辺もう少し、だから私が先ほど 3番目で伺っている法に合うように考えていけ

ば、やっぱりどんな獣医師から手術を受けようとそれは対象にされるべきであるという見解が

出てくるんですが、そこのところをもう一度お伺いをしていきたいと思います。

0議長(高橋通夫君) 生活環境部長。

0生活環境部長(坂本金雄君 ) お答えいたします。

第 1点目の薬殺の頭数でございますが、動物の保護及び管理に関する法律の第7条に犬及び

猫の引き取りという条文がございます。この条文は、都道府県政令都市の規模の自治体は、住

民からそっいった要請があれば引き取らなければいけない、こういう 1項がございます。東京

都の場合には、清掃部の敷地のすぐ隣に犬管という施設がございまして、引き取った犬は全部

そこに集めまして、ある程度の日にちをおいて処分をされているわけですけれども、 1日平均

のその薬殺の頭数というのは、今不明でございます。後で問い合わせてお知らせをしたいと思

います。

それから、第 2点目の不妊・去勢の手術をするについて獣医師会に入っている入っていない

の問題は、とりたてて大きく取り上げる問題でもないし、獣医師会に入っているお医者さんだ

けと委託契約を結ぶのは不自然ではなl¥かという御質問でございます。おっしゃられるとおり、

確かに不自然な面もございます。しかし、今までこの獣医師会とだけ委託契約を結んでおりま

したわけもございまして、そのわけは獣医師会に所属しているお医者さん方は、先ほども申し

上げました保険に入っている方でございます。手術の途中で不幸にして愛犬、愛猫が亡くなっ

た場合にその補償を保険からもらえるわけですけれども、こういう制度に入っている。そして、

さらに、医師会で複数のお医者さんが手術の方法などについてしっかりした話し合いを持ちま

して、余り出っ張り、引っ込みのないようにして手術をやっていただく、手術のやり方にもい

ろいろなやり方があるそうですけれども、こういうやり方でやろうというふうに医師会で決め

ていただいている。そういうような関係から従来医師会と 1本で委託契約をしてまいりまし Tこ。

しかし、街質問のようにそういうこつの条件が満たされれば、医師会に入っていない獣医師さ

ん等も委託契約を結んで何ら不都合がないと思います。残る問題は獣医師会との話し合いが私

どもに謀せられた問題ですけれども、獣医師会の方々の了解を得て差別のない方向で複数の方

との委託契約を結ぶべきではないか、このように考えております。

0議長(高橋通夫君)

01番 (橋本文子君 )

橋本文子君。

いまのその賠償責任保険ですか、それに入っているから補償が

できるから万が一何かあったとき補償ができるから、そういうこともあるんだというそのお話

もわからないわけでもありません。いま契約している医師とのみでなく今後考えていくとおっ

しゃいましたので、それはぜひ実行に移していただきたいというふうに私は思います。例えば

こういう例がありました。ごくごく最近です。この春のことでしたけれども、やはりある飼い
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主の方がおられまして手術をしたいけれども、高額な雌犬を飼っておられるわけです。お金が

かかるから大変だからついつい手術しないでいた。そしたら、いつの間にか 6匹も子供を生ん

でいた。この 6匹あちこち引き取ってもらおうと思ったけれども、雑種の悲しさでだれもなか

なか引き取ってくれない、アパートでは飼えない、公団住宅では飼えない。いろんなところに

声はかけたが飼ってもらえなかった。仕方なく一匹のかわいい犬だけを残して 5匹はどこか捨

ててきた。わかりますか、 5匹はまたこれで野良犬がふえたわけです、たった 1軒のつちから。

それと薬殺されているその犬が今不明だ、どのくらし 1かわからないとおっしゃる。だから、 薬

殺に回るように係留されてない犬がどんどんふえるということは、結局そういうことなんです。

手術をしたいけれども、お金がお金がと思っているうちにとうとう生れてしまった、どうしよ

うもな~，から捨ててきた。これもかなりの社会的に地位の高い方がそういうふうに平然とおっ

しゃるの。やっぱりこれはもっともっと幅広くどこででも手術してください。それに対しては

ある程度面倒見ましょうというこのやっぱり野良犬や野良猫をふやしたくないんだというそう

いうことでしたら、もっともっとゆるやかにどこで手術しでも手術した証明書があれば何とか

しましょうということでないとこのねらいを達成できないわけですよ。ここに昭和 49年 6月

1日の立派な広報があります。このときに飼い犬の不妊・去勢手術料金を補助、いま補助じゃ

ないとおっしゃったけれど補助となっているんです。補助とはっきりとうたわれているんです

が、これは当初の発足はそうだった、いまは違うと おっしゃるのかどっか知りませんが、どっ

ちでもいいことです。この法律は、動物の虐待の防止、動物の適正な取り扱い、その他動物の

保護に関する事項を定めて国民の聞に動物を愛護する気風を招来し、生命の尊重、友愛及び平

和の情操の酒養に資するとともに動物の管理に関する事項を定めて動物による人の生命、人体

及び財産に対する侵害を防止することを目的としていますが、とても立派でしょう。こういう

ことでつくられたこれは予算なんです。ずうっと、だからずうっと今おっしゃった 4 8年から

継続されて行われている。いいことなんですよ。野良犬をふやさない。犬だって薬殺されたく

ないんですよ。薬殺されるために生れてきたんじゃないでしょう。私は、ものを言わない犬だ

から薬でどんどん殺してもいい、殺して処分してしまえば、それで野良犬や野良猫が減るそん

なことじゃなくてやっぱり飼えない犬や猫だったら生む前に抑制すべきだ、それも徹底してす

べきだ、そうしない限りいつまでたっても当初のねらったこのねらいが達成できないんですよ。

非常に立派なねらいなんです。このもちろん動物の保護及び管理に関する法律ということにも
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しっかり照らし合わせたこの日野市の施策ですから、私はこの施策がもっともっと徹底して行

われることを望んでいます。こういうさっき 30頭と 50頭これは別に数の違いを云々 してい

るんじゃなくて 4千幾らもいる、さっきおっしゃった幾らでしたかね、 4，72 9頭も登銀され

ているにもかかわらず、たった対象が 80というのでは、余りに数としてお粗末ではないか、

ねらいを達成しようと本気で考えていらっしゃるのかどうか。それを今感じています。

もう 1回市長にその一つだけ。いま部長はあんなふうにおっしゃってくださった。南多摩獣

医師会でなければいまできない状況のこのことについてどう思われるかということと、今後こ

の枠を取っ払っていただいてどこで手術してきてもその野良犬をふやさなし 1。あっ、そうだ、

猫についても何でこれは対象になってないんです。私さっきから野良猫、野良犬、本当だ猫も

ね、( r猫忘れてたよ」と呼ぶ者あり )そうですね。これについてはどう して当時はずされた

んですか。その辺部長御存じですか。もう一回そこのところだけちょっと教えてください。非

常に多いんですよ、野良猫が入ってきて魚かっぱらったりいろいろしていくんですがね。これ

はどうして対象からはずされたのか御存じでしょうか。もし、御存じでしたら当時かかわって

なかったからちょっとわからないというのならそれも仕方ないでしょうし、もし聞いていらっ

しゃれば教えてくださし、

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) お答えをいたします。

野良犬の場合には狂犬病という恐ろしい病気と直接つながりがございます。野良猫の場合に

はそういったことがございませんので、はずされたものと推測をいたしますが、また確かめて

みます。

0議長(高橋通夫君) 橋本文子君。

01番 (橋本文子君 ) その猫が対象からはずされたことは、私はこれこそ本当に野良

猫がし 1まどんどんふえているのは、そのせいがあるかな、多少なりとも 80頭でもこうやって

犬の方は対象になっているけれども、猫が全く対象になっていないというところで、野良猫が

いまふえている原因があるかなといま感じました。しっかりしたこのあたりは調べて後で結構

ですから教えてくださ~，。

最後に市長にお伺いをいたします。

南多摩獣医師会でなければどうしてもだめなのかどうか。できるだけいろんなところで安い
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ところ安いところ、消費者というのは大変なんです。もうもろもろのお金はかかる、入るもの

はなかなか上がってくれないということで、生活はだんだん苦しくなっているのが現実です。

だから、そういう意味で少しでも安いところへ消費者は行って、しかもそれが医者としっかり

信頼関係が結ぼれた上で行われるんだったら、それは医者とその飼い主との間柄の関係で別に

市がどうこうということじゃな いんです。市に補償しろとは決して言わないでしょう。飼い主

が自分の意思で医者を選んで手術をお願いした場合には決して市には持ち込まないと思います。

その辺は御心配なさらなくていいと思います。そういう意味で市長にぜひそのあたりの御回答

をいただきたいと思うのでよろしくお願いいたします。

0議長(高橋通夫君) 市長与

0市長(森田喜美男君) 東京都でもペット条例が定められまして、一定の社会生活と

ペットとの関係の指針が定められております。人類の生活や文化の発展はまさに家畜とともに

ある。そういうことは、もう申すまでもないことでありまして、今日特に都市生活におきまし

て、ペット、特に犬、猫、こういう一面の愛情関係がありながら、一面には非常に残酷な関係

がある。こういう関係で行政は、それに対します一定の指針を持たなければならないというこ

とになっておると思います。日野市の施策として行っております、いわゆる畜犬にかかわりま

す不妊手術、つまりこの愛情の伴わない繁殖はしないという一つのコントロールではあります

が、まことにこれもまた人間勝手のやり方と言われでもこれも仕方がないかもしれません。そ

こで、質問の結論でありますが、私は、やっぱり獣医師会と正規な委託契約関係を保つという

意味は、獣医師会の方々は、専門家としてその動物に対します社会的な役割をよく理解されて

おる方でありますから、なるべく行政の目的によく沿っていただくということと、あるいは動

物を愛護するそういう運動の中で、いい飼育者もまた探される、こういう関係が成り立つわけ

でありまして、一方にほとんどすべてのこの公衆律性、あるいは公衆医療に関します診断であ

りますとか、予防注射でありますとか、これは、やっぱり地域医師会と協定を結んで行ってお

る、こういう関係があります。獣医師会の場合もおよそ同様の意味がある、このようにいえる

と思います。御提案の趣旨は、この事業をなるべく機能を持って普及するように、役割を果た

すようにということだと思いますので、もしこの予算計上が不足であれば必要な計上は、もち

ろんしなきゃなりません。それから、獣医師会というその組織と、それから、それに属さない

方があるとは思いませんけれど、あるとするならばなるべく会員になって獣医師会に所属され
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て、そして、そうしヴ論議の中で、このことのまた機能化といいますか、役割についてもよく話し合っ

ていただく、こういうことがよろしいんではなし 1かというふうに思います。したがいまして、

今飼い犬であろうが、飼い犬でなかろうかとか、あるいは南多摩でなくよその医師会でもいい

ではないか、こうし 1う提案は、一見普遍性をもつようでありますけれど、私は、やっぱり具体

的に行政の目的が達せられる、そういう方策をとるという意味では、きちっとした交渉の団体

があっていいわけでありますし、また、それに地域のペットの処遇をよく指導していただくと

いう責任も担っていただくべきものだ、このように思っております。以上です。

0議長(高橋通夫君) 橋本文子君。

01番(橋本文子君) 私とちょっとずれがあるのは、私は、この予算計上が不足とい

うんじゃなくて、不足になるような金額を出さなきゃいけないという消費者の側の実態がある

んだといつことなんです。高いのでなかなかできない、だから申し入れが少ないという堂々め

ぐりになっているわけです。

私は、森田革新第 4期の市政が誕生するために全力投球をしました。だから私は、森田市政

に対して大変責任を感じています。ですから、これからもしっかりと森田市長がこの市政の中

で頑張ってほしいというので、あるいは厳しいことを言うかもしれませんが、それは、私は森

田市長のなさることが大変大事だと思うからです。そ して、それは市民にとってもとても大事

な問題であろうというふうに理解しているからです。以上もって質問を終わります。

0議長 (高橋通夫君) これをもって 15の2、動物の保護及び管理に関する法律に基

づき飼い犬の不妊・去勢手術料金の補助について問うに関する質問を終わります。( i休憩」

と呼ぶ者あり)

お諮りいたします。議事の都合により暫時休憩いたしたいと思いますが、これに御異議あり

ませんか。

C i異議なし」と呼ぶ者あり〕

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

0議長(高橋通夫君) 休憩前に引き続き会議を開きます。

午後 3時 7分休憩

午後 3時 45介再開

1 6のし納税者の怒りを知れ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 〕
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021番(名古屋史郎君)

ただきます。

多くの市民は、日常まじめに働いて、そして納税という義務を着実に履行しております。そ

それでは、紺税者の怒りを知れという題で質問をさせてい いきたいと思います。

職員は、それぞれの部署で一生懸命働いています。市の職員の皆さんは、いろいろな意味で

小さいことでも大きいことでも一生懸命になって働いています。そして、遺跡調査会の問題が

ら例をとってみますと、問題が発生して、そして、現状こういうふうなその裁判であるとか、

あるいは議会でいえば百条委員会であるとか、いろいろな形で大変な騒ぎになっておるわけで

すけれども、私は先ほど申し上げましたように市の職員の方向といいますか、一生懸命やって

いる姿勢に叱陀激励するというような形の姿勢が、議会の責任はもちろんでありますけれども、

市の理事者に厳しく持たれなければ~¥けない、こういう意味で私は、特に先般の行政報告です

か、そういう形の中で、南平の高校の擁壁の問題が取り上げられたのを聞いておりました。大

方助役と質問者との間にいろいろなやりとりがされているのを聞いております。しかし、市の

この擁壁問題に対する基本的な姿勢が結論が出たような答弁は聞かれておりません。今業者と

こういう話をしているという段階の答弁に終わっておりました。そこで、答弁の中で弁護士と

相談をして対応しているんだというお話を聞きました。 これは、も う弁護士と相談するという

ことは裁判もいとわないんだ、世間常識でいわゆる世の中の常識だけでいこうとはしていない

んだ、顧問弁護士と相談してやっていこうというからには、時には裁判もやるんだという厳し

い姿勢が示されたものと私は解釈しているわけです。それであるならば、私が伺いたいのは、

そういう顧苛弁護士とより協議をしながら、どういう対応をされようとしているのか、官頭申

し上げましたようにまだ結論が出ていないというお話のやりとりで終わっておりますので、私

は、先ほどから申し上げているように、厳しい態度で対処してほしいという願~¥から伺うわけ

ですけれども、まずそういう経過の中で、まだ解明されていなかった、あのやりとりで解明さ

れていなかった点を二、三伺いたいと思います。

その第 1は、日本技術開発ですか、そういう設計の剣士、これがどんな会社であるのか、資

本金が 1億円というようなことは言われました聞くところによると、設計事務所の資本金 1

億円というのは、いわゆる大手に属するというふうにも聞いております。まずどんな設計会社

であるのか。日野市へのこれまでの実績、あるいは近隣の市町村といいますか、三多摩、東京

段階でどんな仕事をしている、どんな会社であるのかということをまず伺いたいと思います。

そして、 2点目としてどういう契約を結んでいるのかということです。最初は何か聞くとこ

ろによると、いわゆる随意契約という形で防災計画の設計を委託といいますか、任された。そ

れがもとになっていわゆる市政が運営されていくということは、あえて申し上げることではあ

りませんけれども、そういう納税者の厳しさということは、法律にある納税の義務ということ

からしても当然、のことですけれども、納入は怠れば延滞金という厳しさこれにも耐えて納税者

は、納税の義務を履行しているわけであります。そういう点から、私は先般行われた市長選で

見事四選を果たされた森田市長がこれからの行政の姿勢の中で厳しさこれをもってしっかりと

やっていただきたい、こういう観点から二、三質習をさせていただきたいと思います。

先ほども一般質問の中でやりとりがありましたが、市長選の投票率は 50%、あるいは 60 

%ということで、いわゆる棄権をした人も多くいるわけであります。この人も納税者でありま

す。最高の意味でのいわゆる市民意識といいますか、その表現が選挙という形であらわれると

はいうものの、いわゆる投票に参加しなかった人も先ほど冒頭申し上げましたように、いわゆ

る大事な納税者であることは間違いない、私は思います。そういう点で先ほど申し上げたよう

に、我々議会人もあるいは市長、理事者も厳しい姿勢でこれからの 4年間、あるいはこれから

先 4年間と言わずやってし 1かなければならない。こういう観点から先ほど申し上げたように質

問をさせていただきたいと思います。

それで、予算の中に見られる委託料、あるいは工事費そういった形で支払われる金額という

ものは大変大きい金額があります。そして、大変悲しいことですけれども、遺跡調査会の例で

もわかるように、いわゆる委託料こういう形で大変な不祥事が起こって、それが未解決といい

ますか、完全に解決されていない形が今もこの日野市に残っているということを私は大変悲し

むものであります。これは先ほど申し上げましたように、どこのだれが悪いのかという問題に

突き当たってまいりますけれども、我々議会人もいろいろな意味でこれらの厳しさをもってい

かなければならないんじゃなし 1かという反省も含めて主として理事者の方に伺いたいと思いま

す。私はー罰百戒と~¥う言葉があるかどうかは知りませんけれども、悪い事をする人は、どう

いう手だてをとっても悪い事をする人がいるんだから、仕方がないんだということでは済まな

し1。何か事があった場合にはその真相を究明し、その責任を負わせるべき人にきちんと責任を

負わせる、こういう姿勢を持たなければいけない、こういう点に力点を置いてこれから伺って
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れから、この問題のいわゆる設計監理を入札なんでしょう か、その辺ですね。どういう契約の

もとに行われたものなのか。それから、 3点目として何か無理があったから事故が起こったん

だろうと推定します。私は、いわゆる天変地異による全く不可抗力なのか、何か原因があった

んではないか。それは崖の切り方が 6介であるとか、垂直であるとかいう議論は若干伺いまし

アこ。しかし、私が一番気になるのは、どういう注文をしたのかということです、こちら側が、

そして、どういうものを入れたんだろうかというそこのところを聞きたいわけです。土ですね、

問題は。この点 3点をまず伺いたいと思います。

それから、まずそれを伺ってから質問を続行したいと思います。よろしくお願いします。

O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。助役。

0助役(赤松行雄君) 私と総務部長とでお答えいたしますので、よろしくお願いいた

します。

日本技術開発という会社はどういう会社か、こういうことでございます。おっしゃるとおり

設計のコンサルタントとしては大手ではなかろうかと思います。資本金が 1億 1，00 0万円、

それから、職員数 35 6人、それから、営業の経歴は 30年、それで、日本全国の北陸自動車

道のトンネルだとか、恵、那山のトンネル自体じゃございませんけれども空調設備的なものの設

計だとか、それから、九州の横断道の自動車道の設計、あるいは高架橋の設計とか、大きいも

のとしてはこういう設計をしておるわけでございます。それから、建築面では撹町的に土木建

設関係の技術には相当秀でた会社でございます。建築部門もございますけれども、比較します

と、建築部門の方がどちらかというと後発部門、こういうふうな多少の差があるようでござい

ます。それで、土木建築関係では、コンサルタン卜としまして、東京都へ常駐的な出入りをし

ている、こういう会社でございます。こういうふうな経歴を評価しまして、この会社と契約と

いうふうなことに相なったわけでございます。それから、この会社と契約しておりますのが、

南平高校の造成工事の造成実施設計、それから、造成している工事中の工事管理の委託契約、

それから、土壌の汚染調査、こう(，¥うものもここと契約しておるわけでございます。と言いま

すのは、一部において東京競馬場へ土砂を持ち出しアこ。その跡、埋め戻ししておりますので、

その埋め戻しした土壌に二価クロームだとか、そういうものがあっては大変だというふうなこ

とで調査しています。結果的には、汚染物資は何らなかったというふうな結果になっておりま

すけれども、そういう調査の委託もこの剣士と行っているわけでございます。それから、契約

につきまして無理をさせたから、無理があるから、ああいう擁壁の現象が出たんだ、こういう

お考えかと思うんですけれども、発注するにしましても、こちらから持陸の厚みを幾らにしろ

とか、金をどうしろとか、そういうふうな注文は一切いたしておりません。したがって、こち

らから無理な注文はいたしておりません。そういうことでございます。

0議長(高橋通夫君) 名古屋史郎君。

021番(名古屋史郎君) 私は、今助役の答弁ですけれども、無理をしたんじゃない

かとは全然言ってないんです。無理をしたことがあるんなら会社の方も気の毒だなあというこ

とは思っていますけれども、無理をさせたんじゃなし 1かなというふうに思ってはt¥ません、私

は。それだけ申し上げておきたいと思います。今お答えがなかったんですが、契約の内容です

ね。 これについては私は詳しいことは知らないんですけれども、一生懸命やります、こ ういう

設計で、こういう管理でこういうものをつくりますというのは、もちろん入っていると思うん

です。その先を聞きたいんです、その先を。責任ですね、施工者というか、設計をする者、管

理をするものの責任というのは常識的にあるのか、契約書の中にちゃんとうたってあるのかど

うかということです、これをお聞きしたいわけなんです。これのお答えをちょっとお願いした

いわけです。いずれにしても何というんですか、不良工事というか、おかしな結果が出たこと

はもう事実なわけですから、直したんですから、これは事実なわけです。私は、市の施設で、

ある施設をちょっと見せてもらいました。鉄の扉が新しく、建物全体が新しいんですから、鉄

の扉も新しいわけです。それを、パンとあけると下にコンクリーで打った何というんですかね、

この専門的にはわかりませんけれど、あるんです。重い鉄の扉ですからあければここへぷっつ

くわけですよ。もうすごい傷になっているんです、塗料も、 ドアそのものも傷になっている。

これは設計ミスだろうと素人は思うんです。で、そういうことに甘さはあったんじゃないかな、

これは設計屋が悪いのか、注文する方も注文する方だなという感じがしました。最近できた市

の施設の例です。鉄の扉を、ガンとあけた、あけたらばそれにぶつつくようになっている。こ

れじゃ傷になる。これは全くつまらないことといえばつまらないことですけれども、そんな感

じを持ちました。

それから、土の問題について何か汚染の調査もしたと言いますが、説明によりますと大手一

流の設計屋であると、その設計屋さんが汚染調査までした。 しかし、起こった事実は全くお話

にならない。納税者が聞いたらまず驚く。それから、真相を知ったら怒ると思うんです。その
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点で私は一生懸命まじめに聞いているわけですから、その点安くたたいたから仕事がしにくか

ったんじゃなし 1かと思っているというふうなことはありませんので、誤解のないようにお願い

したいと思います。それから、土のことに関しまして、もうかなり前の話ですけれども、たし

か建設省の役人かなんかが、これと同じようなケースの傾斜面の土砂の何というんですか、性

質検査かなんかしたことがあるんです口新聞記者もそれから建設省の役人も都の役人もいたか

どうかわかりませんが、やっている目の前で建設省の役人が死んだという例があるんです。百

合が丘とどことかの聞に、どれほどの威力があるだろうかというのを実験してたらその実験で

死んじゃったという事故があるんです。で、それらのことを大手一流のこの封土が、どんな土

を入れたらどんなふうになってくるかということもわからないで起こった事故だろうと私は思

います。これは、はっきりそう思います。その辺ですね、官頭申し上げたようにまだ弁護士を

入れて対応をあれしているというんですから、厳しい姿勢で臨むということは、もう十分わか

りました。しかし、不可抗力だなんていうことは、出てこないでしょうね。不可抗力、天変地

異、何もないところへおっこちてきた空から、これが不可抗力というんですね。その辺のとら

え方がどんなふうになっているか。それと、工事については、今度いわゆる施工というんです

か、いわゆる土木業者の方ですね。 1社が引き受けて、 1社が仕事が十分でき切れないで倒産

したとか、何かのときには、もう 1社が連帯保証するといったようなことになっているんだそ

うです。工事の方では。さっきから私が知りたいのは、会社の方は不可抗力説なんでしょうか。

何か資本金が 1億だから過酷な請求には応じられないみたいなことを言っているのを是認され

ているような節もあるんですけれど、弁護士を擁して闘おうとしていらっしゃるんですから、

余計な心配は要らないかもしれませんけれど、私はその辺が非常に心配なので、先ほどから繰

り返して伺っているわけです。設計屋さんに対して、特に甘くしているというのは、さっきの

一市の施設で申し上げたようにあんな単純なことも何というんですか、市が見逃しているのか、

設計屋さんというのはあんな程度のものなのかなという感じがしたので、一つ例を申し上げて

伺っているわけです。

それで、この質問に際して私は、ちょっと独自で調べさせていただいたんですけれども、市

の職員は、先ほど言いましたように小さいことでも大きいことでも一生懸命自分の責任といつ

ことを果たそうとして頑張っていらっ しゃるんです。もう一、二年前ですけれども、百草園の

頂上で市の土木課の車が脱輪事故を起こしているんです、大雪のときに。そのときのことをち

ょっと調べるというんじゃないですけれど聞いてみましたら、もう不可抗力に近いんですよ、

あの大雪で百草圏の頂上ですから、そこで脱輪事故を起こした。ちゃんと担当課に事故のてん

まつ書、始末書、もちろん保険で直しているようですけれども、非常に厳ししぴし っとや ら

れているんですね。市の職員の方はそんな小さなまず不可抗力に近いと思うんです。それは大

雪の見回りに行かれた土木の車です。脱輪をしちゃったまことに申しわけなし 1。これから十分

気をつけ るという反省も含めてちゃんと書類が出ているんです。 こういうふうに職員は身を削

るようにして責任を感じて一生懸命やっている。ところが、設計業者の方は、どういうふうに

言っ ているかどうかは聞かないとわかりませんけれど、大変厚くもてなされているよう な気が

するので、その辺のことをさっきの答弁漏れを含めてちょっとお答えをいただきたいと思いま

す。

0議長(高橋通夫君)

O助役 (赤松行雄君 )

助役。

弁護士と相談して経過に対応しているということにつきまして

は、先々裁判も辞さないというふうな解釈をされている ようでございますけれども、先行きで

ございますけれども、この間夏井議員さんへのお答えの中で、現在の中で裁判をするというふ

うな淵を踏む考え方を持ってはおりませんとお答えしているわけでございます。日野市の中で

の行政の進め方の慣例としま して、いろいろと難しい対外的な運びになります場合に、顧笥弁

護士の行政指導というものを受けながら進めていくというふうな慣例といいますか、自分たち

の知識なりの不足を補完して~¥く、あるいは事前に万全の要するに対応を考えてい くというた

めに弁護士が交渉の前面に出るということではございませパゐ顧問弁護士の知恵を拝借して法

律的な補完等も していただいて、それで対処しているという一散的な対外業務に対する補完の

あり方と同じように、この場合も弁護士さんの知恵を借りながらやっている、こういうふうな

ことでございます。

それから、契約につきましては、契約の 12条に暇庇担保というのがございます。設計の上

で暇庇が出てきた、設計の中にミスなり、 傷なりというのが法律用語ですけれども、最庇が出

てきたという場合の担保責任というのが 12条にございます。これは、工事が完成した後での

瑠抗担保ということでございます。それでは工事中の責任については業務の検査、こういうこ

とでございます。一応でき上がりました。設計の段階じゃございませんけれども、設計を実施

した。あるいは工事の毎日毎日の工事管理の段階で今度のような問題が出てきたわけでござい
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ますので、検査に合格しないというふうなことについての責任が、 5条にうたわれておるわけ

でございます。これらを背景にしまして、事務的な段階で事前に弁護士と相談しながら、お知

恵を拝借し、交渉してし 1く、こういうふうなことでございます。

それから、不可抗力という問題が出てこないだろうね、こういうことでございますけれども、

我々の方としては、さっき言いました業務上の責任としての検査段階で、こういう問題が検査

が合格しておれば、東京都で早いところ引き継ぎができるわけでございますけれども、擁壁に

目違いが出たこういうふうな歴然たる事実でございますので、これらについてのやはり責任等

話し合って追求していしこれが現状でございます。こういう中で、不可抗力の問題が出てく

るか出てこないか、今のところ不可抗力でございましたなんて言ったら交渉にはならんわけで

ございます。私たちはどこまでも暇庇担保の責任なり、業務上の要するに検査責任なりという

ようなことで話を進めていくわけでございます。後で御質問があろうかと思いますけれども、

同様な擁壁の要するに目違いというのが多摩市でもございました。あるいは町田でも同じぐら

い10メーター高さの擁壁が小田急の造成地で発生した、こういうふうな状況もあるわけでこ

ざいます。我々の方としては、 日本技術開発だとか、あるいは鹿島と要するに話し合いを進め

まして修理費の負担、あるいは責任というものを求めていくという努力をこれから重ねていく

覚悟でおるわけでございます。そういうことでございます。

ろの何というんですか、御答弁を願い。それから、町田で起こった、多摩で起こったというの

は、私の聞いている限りでは、崩落事故だと思うんです。崩れ落ちたんだと思うんです。崩れ

落ちる前のことと同じだということじゃないんじゃな l¥かと思うんです。崩れ落ちるには崩れ

落ちる後からの要因、そのときの要因とそれはあると思いますが、ちょっとこれは違うと思う

んです。崩落しそうになったわけですから、その設計ミスによって、ですからち ょっと違うん

じゃなl¥かと思いますが、これについては別に御答弁要らないです。ちょっと 12条、 5条の

ところだけお答えをいただきたいと思います。

0議長(高橋通夫君)

O助役(赤松行雄君)

助役。

1 2条にしろ、 5条にしろ、やはり責任を求めていくというこ

とについては、頭庇担保の暇庇の立証だとか、いろんな問題があろうかと思います。そういう

問題等もありますので、先ほどの弁護士の話が出ますけれども、何回も申し上げますけれども、

市役所の中では対外的なこうし 1う場合難しい問題等踏まえますと、庶務というか、 事務関係に

しろ、あるいは工事なり、現場関係にしろ、参考ですか、あるいは自分たちの知識の補完とい

いますか、そういう意味でいろいろと相談している、こういうことでございます。

0議長(高橋通夫君) 名古屋史郎君。

0議長(高橋通夫君) 名古屋史郎君。

021番(名古屋史郎君) 行政の一般的に弁護士さんと相談しているんです、それの

延長ですといったようななるべくその裁判に云々という私のそれについて明言すると、やはり

いろいろせっかくその気になっているのを怒らしちゃし、かんというそれもそれはわかります。

わかりますからそれ以上のことは伺いませんが、 12条、 5条の内容をもう少し知りたいんで

す。今、ゴルフのホールインワン保険というのがあるんだそうですね。さっきの連帯保証の問

題とはちょっと違いますけれども、業者は資本金が 1億円だか ら、とてもその賠償に応じられ

ないんだなんていうことは言ってないようですけれども、要するに不可抗力についてはあるの

かどうか知りませんが、こういうケースについて暇庇担保の内容というのは、その業者は業者

なりの何というんですか、保険といいますか、安心というか、それをあれして、 1億円の会社

が 10億円の仕事をすることもあるわけですから、もし失敗した場合はというふうな業者の方

に心配して聞いているわけです、私は。ただ、今までのもうけから吐き出せということだけを

冷た く迫っているわけじゃなくて、業者の方は何かをパックに璃庇担保の条項にちゃんと署名

して、そしてやられたものかどうかというそこのところを聞きたいんです。もう 1回そこをお

021番(名古屋史郎君) 公の場ですから裁判も辞さないといったことを公言するの

は、私は必ずしも得策だとは思いません市の立場として、それはわかります。しかし、弁護士

に相談するということは、世間常識を聞くということじゃないんですよ。世間常識を聞くんな

ら庁議でも開けばいいんですよ。私は、弁護士に相談するということは、相当の意気込みが持

たなくちゃ、またそれでいいというふうに私は思います。このことについて余りやりとりして

も、いやそうじゃないんだと言えばあれですからそれ以上のことは言いませんが、それともう

一つ安心したことは、不勉強でまことに申しわけないんですが、暇庇担保ということで、 1 2 

条、 5条でばっちりと補償が取れる契約内容になっているんだというふうにとれる答弁があり

ましたが、これは、そのように理解していいかどうか、預庇担保の5条、 1 2条というおっし

ゃり方の中にぴしっと入っているんですよということであるなら、弁護士と相談した、取庇担

保の条項もある、そしたら余計な心配は要らないわけです、私どもは。ですから、ここのとこ

-436- 司

t
刊

ω



答え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) 5条を御説明申し上げたいと思います。

これは日本技術開発と開発公社が結んだものでございます。それから保証人としまして千代

田コンサルタント、さっき言いました日本技術開発側の保証人としまして、千代田区飯田橋の

株式会社千代田コンサルタントという同系の会社でございます。これが保証人でございます。

その中の 5条に業務の検査というのがございます。 5条、乙は委託業務を完了したときは速や

かに、甲というのは日野市でございます。乙が日本技術開発でございます。甲に報告し、職員

の検査を受けなければならな~ ¥0 2としまして、乙は前項の検査に合格しないときは、速やか

にその部分を手直しして、甲の再検査を受けなければならな~ ¥0 これにかかる費用はすべて乙

の負担とする。これが業務の検査段階でございます。それから、一応無事に検査が終わった後

で6カ月以内に最庇が発見された場合でございます。乙は、第 5条の検査終了の日から起算し

て6カ月以内に発見された目的物の璃庇を甲の指定する期限までに補修するものとする。 2と

しまして、甲は前項の璃庇の補修にかえ、損害賠償の請求をすることができる。これが 12条

の暇抗担保、さっき述べましたのが、 5条の業務の検査でございます。これが大体御質問によ

るところの関係条項でございます。

0議長(高橋通夫君) 名古屋史郎君。

で既に型枠で傾斜部分の土どめがされてございます。それの延長のさらにその延長 2段延長し

まして、コンクリ型枠の土どめをしまして、それが要するに擁壁の一番上まで土どめをして、

それで完成するわけなんですけれども、その途中ですね。ですから、工事の検査段階まで ~ ¥か

ない、要するに 5条の検査段階までし 1かない現象として目 で見て もわかるような 5センチから

7センチの目違いが出てきた、こういうことでございます。検査前ということです。

0議長(高橋通夫君) 名古屋史郎君。

021番(名古屋史郎君) 今のあれを聞いても大変安心しましむいわゆる、工事中

なんですね。わかりました。先ほど申し上げたように大分昔の例ですけれども、 建設省の役人

もその実験をやっている聞にそのいわゆるすべってきた土で、水を含んだ土で亡くなったとい

うことは百合が丘とどことかの問であるそうです。私行ってみたわけじゃないですが、そ のこ

とを考えるとこれはもう全然心配要らないんですね。工事中の全く の処理は残土処理という こ

とになっているんですよ。残土を入れなさいということになっちゃってるわけです、それは、

設計がなっているのか、指導がなっているのか、あの土を 1回堀っ たものを入れたら大変なこ

とになるわけですよ。そんなこともわからないために起こったと私は思うんです0'入れた土が

問題だというふうに私は思うんです。それは、あるその施設のドアじゃないけれど、大変甘い

それを設計屋さんに許しているのは、あれかなという気がしているわけです。よくわかり まし

Tこ。

021番(名古屋史郎君) そうしますと、ちょっと不勉強ですが、これは要するに何 それでは、質問そろそろおしまいにしたいと思いますが、先ほど申し上げましたように、遺

跡調査会の日野市の問題は、残念ながら未解決という段階でまだおります。先ほど申し上げた

ように、悪いことをする人がいるから仕方がないんだという理論では私どもは、納税者に対し

て責任負えないと思います。それを取り巻く組織、そして、機構、それに対処する意識、これ

がぴしっとしてないと、ああ大変なことが起こちゃったという結果が出ちゃうわけですね。で

すから、私は相当一生懸命我々議会も含めてやってし 1かなければならないというふうに心から

思います。

そこで、大変抽象的に伺いますが、業者なり、あるいは施工者というんですか、それから宅

造、マンシ ョン の建設、そういったことで納入金という んですか、納付金というんですか、い

ただくことが多いんですね。宝マ ンショ ンの例が現物でいただいたというああいうことがあり

ます。丹野マンジョンですか、宝マ ンシ ョンはもう少しこっちですね、失礼しましアこ。そこで、

というんですか、おかしいという状況が今の契約の中の頭庇担保の 5条 のところに絡んで言い

ますと、あれですか、いわゆる設計をした、工事ができ止こがった、そこのでき上がりました見

てくださいという検査で起こったんですか、そこの検査は通ったけれど、それから見たらおか

しくなっちゃったということなんですか、そこのところ大変大事だと思うんです。もし、前者

であれば、 5条で全然心配要らないわけですよね、前者であれば。ちょっとそこのところちょ

っと不勉強なので、もう 1回お答え願いたいと思います。

0議長(高橋通夫君)

O助役 (赤松行雄君)

助役。

工事といいますのは、一番基礎になります 10メーターの擁壁

が完成し、さらにその後に事"6めの土を埋め戻ししました過程で擁壁の目違いというのが出た

わけでございます。その目違いが起きなければ順調にさらに土砂を完全に埋め戻しして、今ま
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これは、今はお金がちゃんと払わなければオークーしないよ、こういうシステムになっていま

す。これは武蔵野の裁判d苛題じゃありませんけれども、税金じゃありません。負担金という

こと、それがマンションの値段にはね返るとか、いろいろ問題はあるにしても要網に従って業

者なり、個人からきちっと教育負担金というんですか、そういう形でちゃんと取っているわけ

ですよね、日野市で。今はそれを払わないとオークーは出ない、こういう形になっています。

ところが、その昔はそうでなかったんです。それは一歩前進だと思います。私の知っている範

囲で間違いないと思 l¥ます。もし間違っていたら、間違っているとおっしゃっていただきたい

んですが、あるマンションを建てた人が昔のそれでですよ、 1年 7カ月もそれを払わないのを

見過ごした市の責任といいますか、これは、ほかの業者はちゃんと払っているわけですから、

ほかの個人は払っているわけですから、そこらどんなふうな指導をしたのか。先ほどから言っ

ているように、いや見逃したんじゃない、そういうことをする人がいるんだということなのか。

1年 7カ月後に払われたという例があると思いますが、それについてどういう指導をしたり、

お願いをしたりして、行政の公平を図られたかということを、マンションのクースでわかって

いたらお答え願いたいと思います。

それから、委託料ということで、先ほど犬の問題で若干委託料の中身、獣医師会の問題につ

いて触れられましTこ。部長の答弁と市長の答弁と若干食い違っていたように感じます。私は、

その是非は橋本議員にお譲りして委託料というものは大変広範にわたって低い金額から高い金

額大変多いと思います。見直しと言っちゃおかしいんですけれど、見直し、ないしは厳しさが

足りない点がありはしなし、かということで、伺いたいんですが、委託料の形の中で、犬の問題

は別にしまして、その遺跡調査会のそれも委託料ですよ、大体、補助金とか、東京都とか、国

とか、市の持ち出しとか、いろいろ複雑だったことは承知しています。で、ああいうことが起

こちゃったんですね。これも委託料だと思います。かなりの部分ね。私は伺いたいのは、これ

も抽象的に伺いますが、民間の団体に委託をした、そしたら、その業務は、表面的といいます

か、とにかく委託業務は遂行されている。これでいいんだということでいらっしゃるのかどう

か、全般的に言って、抽象的に言って、委託料というものは厳しい目で見なくていいんだ。も

う犬の例で言えば前年の実績がこうです、ちょっと考えて 10頭増やしました、というその程

度の認識でいいんで しょか、で、 ここに監査の 53年だかの遺跡調査会に関する監査の資料が

あります。監査できるとしてますね。書類を出させたり、 委託料は、委託先である日野市遺跡、
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調査会に適正に支出されたかどうかについて、監査の対象とすることができるというんで監査

しています。私は、その監査が、どうだったということを今言っているんじゃ ないんです。監

査が甘かったとか、どうとかということを言っているんじゃない、 5 3年のことですからね。

私は、このような姿勢ですね、監査ができるかどうかは、委託先のそれによって違うと思いま

す。例えば民間団体に多額のそれで委託をしたときに、きちっと使っているかということで、

毎日書類を出してこい。月の終わりにはこうし 1う報告をしろということは、私はできないと思

います。しかし、マンネリといいますか、こういう請求でこういうふうに払うものなんだとい

うことで、言ったりあるいは教育委員会といいますか、そういうところは もうぴしっとやられ

ているんだろうということで言ったんでは、これも言葉で言えばし 1わゆる厳しさということを

理事者に求めるための質問なので、この辺についてどんなふうにすべての委託料といってはあ

れですけれど、どんなあれで対処されているのか、総務部長さんなり、助役さんなりに伺いた

いと思います。全般の納付金といいますか、分担金というか、これについては都市整備部長さ

んが一番詳しいんじゃなし 1かと思いますので、その辺抽象的で結構ですからお答えをいただき

たいと思います。らL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、私の方か ら1点目の開発行為に伴います

負担金の御質問についてお答え申し上げます。

御承知のとおり、開発行為を業者が行うような場合、現在私どもの方では、日野市の住みよ

い町づくり指導要綱に基づきまして、御指導を申し上げているところでございます。御指摘の

ように現在では納付金が発生するような場合、協定締結と同時に納入をしていただくというこ

とで、この要綱の中で定めてございます。したがいまして、現在では相当多くの件数を現在扱

ってございますけれども、未納等は全くございません。御指摘がございました現在の指導要綱

以前に、 47年の 6月に制定をいたしま した 日野市の中高層建築物建設事業指導基準というこ

の基準に基づきまして、開発行為等を指導しておった当時がございます。このときは現在のよ

うに協定締結時に納入するという定めはなかった関係上一部お話もございましたような納期を

おくれたものがございます。しかしながら、この納期がおくれたことを私どもの方で放置して

おるわけでございませんで、当時におきましでも開発された業者の方、あるいは、それの建主

の方等と十分協議は継続的に行ってございます。そういう中で御納得をいただき、街理解をい
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ただいてその負担金というものは全額お支払いをいただいてございます。たまたま現在のよう

に開発行為と同時に行います協定締結という定めがなかった関係上そういう一部トラブルがあ

ったことは事実でございますb現在ではそういうことは全くございません。以上でございます。

O議長(高橋通夫君) 総務部長。

0総務部長(伊藤正吉君) 委託の関係でござし 1ますが、各費目にわたりまして、それ

ぞれの関係部課で委託の予算を取るわけでございますが、契約につきましては、管財課の方で

集中的に契約をしております。この委託の契約につきましでも、一般的な例えば対業者の関係

につきましては、 競争入札を原則としております。それから、そのほかに特に役所対役所のよ

うな委託もございます。それから、高齢者事業団とか、そういうような形の契約につきまして

は、やはりこれは伺といいますか、競争に適さない、こういう形で契約をしております。以上

です。

0議長(高橋通夫君) 名古屋史郎君。

021番(名古屋史郎君) 納付金というか分担金の点についてはよくわかりました。

職員の皆さんも一生懸命ゃった、それに呼応して理事者も厳しい姿勢で臨んだであろう、とい

うふうに理解をしたいと思います。これからもぜひその姿勢をもっていただきたい。委託料に

ついてですね、今お答えですけれども、私が伺っているのは見直しと言っちゃおかしいんです

けれど、これこれの内容でということで、支払われた多額の委託料が、本来のその委託契約に

なじまない介で使われているようなこともあるんじゃないですかというその辺に厳しい目を持

たれないと遺跡調査会のようなことも起こりますよ、そういう意味なんです。監査できるかで

きなt¥かは別として、厳しい目で見ておかないと犬の例じゃないけれど、委託料だと、前年実

績だ、増やした、これでつつがなくあれされていれば監査する必要もないし、そんな寝ずに心

配することなんかないんだという姿勢じゃいけないんじゃないんですかということを言ってい

るんですが、それについてはどうですか、一般的な議命として実例でなく伺っているんですけ

れども、もう 1回お答え願えればありがたいです。

0議長(高橋通夫君) 助役。

0助役(赤松行雄君) 遺跡調査会につきましては異例といいますか、例外といいます

か、不幸な大変な乱脈的なことになったわけでございます。それ必L外の委託料につきましでも、

目をきちっと向けなさいという御説ごも っと もかと思います。市の委託料の中には、さっき総
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務部長が言いましたように、入札というふうな手続等で競争入札をするというふうな部分もご

ざいますけれども、それ以外のものにつきましては、慣{fl的な取り扱いというふうなことでは、

おっしゃるようなことに相なるというふうな御注意でございます。重々意を用いまして、委託

料の経理なり、あるいは毎年報告書というもの等も来るわけでございますけれども、検査とい

いますか、監査といいますか、に徹しまして、所期の目的、あるいは目的外に使用されないよ

うに目的に十分合致した効果が上げられるような委託料の使い方に徹するような十分徹底した

対応をしてまいりたいと思います。

0議長(高橋通夫君) 名古屋史郎君。

02 1番(名古屋史郎君) 以上で終わりたいと思いますが、蛇足でありますけれども、

ある新聞のこれは読売新聞ですか、多摩の行革ということで補助金という欄がありまして、近

くでは何年前ですか、八王子の浄化槽の水増し請求だとか、立川の養豚何とかかんとか、たば

こ祭り云々とか、この補助金についてのそれが出ているわけです。大変蛇足ですけれども、厳

しさという面で、市民の貴重な税金を圧力団体に求めるままに交付しないとし 1う、これは全く

抽象どころか、全く蛇足ですから、補助金の内容におかしな点があるということじゃ ないんで

すよ。最後のところですね。厳しい姿勢が必要だろう、新聞屋さんがこう書いているんです。

ここを言いたいんです。ここをね、そういうことです。以上質問申し上げましたが、これにつ

いて何か市長の御感想でもあれば伺いたいと思います。

0議長(高橋通夫君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 行政執行を予算に基づいて進めるに当たりまして、今御指摘

のまず自らが襟を正すとともにその事業の効果これをまた最大限に上げるために、厳正でかつ

公正な事業執行を求めなければならない。補助金においても委託金においてもまさに同様と思

っております。多分にマンネリ化ということの加わりがちな事例もありますので、厳しくして

取り組んでいきたい。そして、御迷惑をかけたり、また、納税者の方に不審を抱かせるような

ことがあってはならないということを強く内部にも戒め、また、その気持ちで全員が行政に当

たるというふうにいたしたいと思っております。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) 大変ありがとうござL、ました。これで質問を終わります。

O議長(高橋通夫君) これをもって 16の1、納税者の怒りを知れに関する質問を終
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わります。

お諮りいたします。議事明日合によりあらかじめ会議時間の延長をいたしたいと思いますが、

これに御異議ありませんか。

C r異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(高橋通夫君) 御異議ないものと認めます。よって会議時間を延長することに

決定しました。

次に、 17の1、 5月 15日発行日野広報に掲載の日野市長初登庁職員に訓示の内容につい

て問うについての通告質問者、石坂勝雄君の質問を許します。

C 2 8番議員登壇〕

028番 (石坂勝雄君) 表題について議長より許可がありましたので、何点かについ

て質問をしたいと思います。

質問に入る前に、私 5月 15日発行の日野広報局載の日野市長登庁に訓|示の内容というのが

小さく出ているんですが、いわゆるちゃんとそういうような訓示の内容と書いてあるので、あ

えて訓示の内容というタイトルをつけさせていただきました。先に広報の私も不勉強であった

ので、広報の発行の目的が余りよく知らなかったんですが、広報発行規程には、本市 の行政に

関する事項を一般に周知し、市民の理解により、市政の円滑な運営を図るため、日野市広報を

発行する、こういうことになっております。

次に、日野市広報発行の細則には、日野市広報の編集及び発行に関する事項は、企画財政部

の広報課広報係が担当するということで、第 2条に市長部局から各支所なり、議会事務局なり、

教育委員会の事務局なり、各課の選挙管理委員会、監査事務局、農業委員会、こういう病院等

のところに広報の連絡員を置くとなっております。それで、 5条に広報の資料を受けた広報係

は、広報発行20日前までに原稿を編集し、決裁を受けて印刷所に回すんだ、こういうことが

記されているので、恐らく市長さんもこの何というか、我々 議員に対しては、あいさつという

形で今定例会に出されているので、御存じだという観点に立って過去の点を振り返りながらこ

の質問に入りたいと思います。

今回市長には、任期満了に伴う市長選挙において、 4たび当選をされて、戦後というか、戦

前も含んでも日野の歴史の中には数少ない当選をされて、実に私は反対の立場で何というか、

いるものでありますが、市長の何というんですか、幸運の強さといいますか、そして、非常に
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見通しのよさというか、こういう点は、ああさすがに明治生れの気骨だなという感じを受けた

次第であります。

さて、その本題に入るんですが、市長が、第 1回目の昭和 48年の5月15日の発行の広報

ひのに掲載になっている、初当選のときの市民の皆様へということであいさつが述べられてお

ります。そのときのあれは、市民参加の民主的市政をやるんだ。こういう内容のもとに何とい

うか、市長が 11万市民に対して、公平に誠意をもって市民の幸福を守るために奉仕するんだ

と述べられております。そして、次の第 2回目の昭和 52年の 5月 1日の発行のひの広報の掲

載の記事は、森田氏再選、 19日初登庁でごあいさつ、日野市長のそのときの内容の当選のと

きの第 1回の当選と同様にいわゆる述べられている言葉の中で、そのときは恐らく 52年のと

きは、 3人で争われたと思います。そういう点で市長の言葉が他の候補から出された御意見に

も謙虚に耳を傾け、反省すべきはきちんと取り入れる、反省して取り入れるつもりです。それ

から、実りのない誹誘は争うことなく私は取り入れないんだ、こういう非常に謙虚な言葉で申

されております。次に第 3回の 56年、きょう残念で古谷太郎議員さんがいられないんですが、

3回目は太郎議員さんと恐らく一騎打ちの 3選目だったんですが、このときのいわゆる広報、

昭和 56年の 5月 1日「広報ひの」の掲載には、 森田氏 3選という中で、ごあいさつの市長森

田喜美男という表題の中で、三たび市政を担当させていただくことになりました。光栄である

と同時に深い感銘を受け、その責任の重大さをかみしめております。市民本位の市政を推進す

るための参加と連帯を基本に御協力をお願いしますと述べられている。非常に簡単な文章なん

ですが、実に謙虚そのもので、ああ、 1 5万市民の先頭に立つ市長では、 全 くふさわ しい市長

だ、こういう私もやっぱり反対の立場に立ってきたんですが、今回のそういう点では 4回目の

当選をなされた 5月 15日発行のひの広報に掲載の市職員にさっきも言ったように訓示という

ものは小さく出ているんですが、市長のあいさつを拝見したときに、過去の 3回のあいさつと

比較すると、市長自身は恐らく精神的にも、いろいろなお考え的にも私は変化はないんではな

かろうかと思うんですが、周囲がそういうふうな表現をさせたのか、さもなければ市長自身も、

もうおれには、そんなことは私ないと思うが、後がなし 1から言うべきことは選挙公約に基づい

てきちっと言おうというような形で述べられたのか、非常に選挙中の公約が、恐らく第 1回の

ときから同じではなかろうかと思うんですが、述べられている掲載も我々第 2回の定例会の 6

月議会にも送付されたあいさつの中にもそれとほとんど近いものが配付されております。しか
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し、私は見方の問題なんですが、今回の選挙の結果は、いろんな分析とか、とり方の問題もあ

ると思うんですが、 3人の候補が争われてその得票の結果から見えば必ずしも、むしろ前回の

5 6年なり、 52年の方が市長にとっては、恐らく市民の信任は厚く受けられたんではなかろ

うか、こういうふうな私は解釈に立っているので、もし私の見解が間違っていれば、私のきょ

う議員の権利という立場で申し上げているので御容認いただきたいと思うんですが、そういう

中で今度の広報で特にいろんな点が申されておりますが、市長は、常日ごろ憲法を市政に生か

し、市民の命と暮らしを守る。それから、緑と清流を取り戻し、快適で文化的な生活環境をつ

くる、こういう基本姿勢で市政運営をなされているという ことは、私も何回もお聞きしている

し、いろんなところで述べられているので、よく存じております。そういう点で我が国は法治

国家であります。これはもう私が述べるまでもなく、法治国家でありますので、地方自治体の

自治権というものが、あると思うし、また、市長に課せられた権能というのは、全く議員と違

いまして、非常に権能が強うございます。しかし、現在の日野の状況を見たときに、自己財源

がかなりあるから上部官庁の固なり、都のそ う何か言うなりにならなくてもいいとこう いうこ

とももちろん地方自治体の自治権というものの尊重されるということは、私も賛成であります。

しかし、日野の一面を見た場合に、道路なり、下水道なり、こういう基盤整備のおくれている

現状を見たときに、どうしてもこういうものを何というか、やり遂げる、というにはいかに自

己財源があっても膨大なる起債も必要と思われます。そして、しかも、かつ先般来多くの議員

からいろんな問題、給与d苛題、遺跡調査の問題、こういう問題が述べられておりますが、そ

ういう中で、自治省なり、東京都の給与に対する問題なり退職金の改善の問題が、指導されて

おります。市長は、この問題に対しても、日野方式で独自におやりになるんだ、こういう考え

方がちらちら見えているということでこれも私決して悪いということを申し上げません。ただ

し、先ほども言ったように基盤整備なり、下水道を入れるには、どうしても都なり、国の協力、

特に国等の起債はなければやり遂げられんではなかろうか。いかに数少なくなった 26市の中

の革新市政の首長でいられるとしても、あえてしかも市長にとっては、これから述べることが

目玉商品だと申されるかもしれませんが、そういうことによって上部官庁とぎくしゃくするこ

とが果たして 15万 3，00 0の市民の全体の幸福につながるかどうかということを、私は、こ

れは私が疑念を抱くのであります。特にその中で、先般来中山議員なり、市川議員さん、古賀

議員さん等からもう出ているので、あえて私は深く申し上げませんが、教育委員の準公選制の
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問題、こういう問題を行政のサイドでやるというようなことは、非常に何というか、あのころ

の美濃部都政のときでは合法だと言われたが、現下の東京鈴木都政の中では違法性だとこうい

うことが私も過日数日前に東京都の調査部へ行きまして、仁木という自民党の都議会議員の人

が、いわゆる中野の準公選問題で質疑をされた議事録もきょうここに持ってきております。 そ

れから、今一つは、これは福祉似笥題なんですが、福祉政策に対しては、非常に何というか、

お金をたくさん出す、いわゆる日野自治体で、老人医療費なり、母子家庭の無料制度、こうい

うことも非常に私は結構であると思うんですが、法の制約の中で、どうなっていくのか、こう

いう疑念を持っております。こういう中で私はせっか く市長自身も浅川、多摩川の利用計画な

り、旧程久保川の旧河川敷の利用の問題、第 2次の基本計画、緑のマスタープラン、こういう

ものを専門家なり、そういうまた専門的な学者の助言を得て立派なものはつくられているのに、

むしろこういうものを強く緊急課題から推し進めていく方がおそらく 4選された市長の何とい

うか、歴史に残る名声にもなるんではなかろうか、こういうふうに考えております。もちろん

市長も訓示の中にもそういう問題も述べられております。ただし、こういう問題をやるときに

は、どうしても市長非常に何というか、過去の 12年間の中で、市民の対話ということを非常

に大切にされております。私も市民の対話ということも非常に大切であ りますが、 道路 1本つ

くるにしても所有者である地主さんというんですか、こういう人の理解、それから、何をやる

にしてもその地域の協力、特に部課長初め職員の仕事に対する意欲がなければ、なかなか計画

なり、プランはできても実施の計画が、なかなか移せないんではなかろうか、私は思うのであ

ります。そういう中で、むしろ市長が、失礼になるかもしれませんが、いわゆる最後の 4年間

であるとするなら、市長の時代にこの庁舎をはじめ建物の問題は、おそらく健康管理センター

にしても、資料館ですか、こういうものにしても、おそらく今後 4年間の市長の任期の中に、

私は、用地さえ確保できているんですから、でき るんではなかろうかと思います。 一番問題な

のは、先ほども申し上げましたように面的整備の道路の問題、下水道の問題、こういう問題が

非常に大変ではなかろうかと思います。 それから、私は、市長がいままで何というか、多少市

長の発想、でやってこられました特に私もそ の規模に対したり、方法に対しては反対をした立場

でありますが、幼児教育センターの問題、いわゆる幼保を一元化するんだという次代を担う幼

児の健やかな成長のために幼児教育センターというものをつくるんだという構想で、現在はほ

そぼそに委託の制度の中で重松さんという人が中心になってやられておる。 この問題をいわゆ
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る市長は、もっともっと推し進めるのか、ここらでいわゆる大転換するのか、こういう点を市

長のやっぱり任期の中で、やはり結末をつけることも私、必要ではなかろうかと感じておりま

す。 そして、過日の緑のマスタープランの中には出ておるんですが、地区センタ -Qt問題で、

私の会派の馬場議員が、コミュニケーションの場として地区センターの問題をいろいろな取り

上げられておりましたが、確かに特に今の小学校、この間配置された小学校、中学校の昭和66

年までの推定統計によると、非常 I:"j、学校の生徒は、昭和 65年までにもう約 2，00 0人が減

少します。こういう中で、私の考えとしては、幼児教育センターを存続されて重松先生なり、

学者の人がやるんなら、今後の学校の利用の問題なり、学童クラブのあり方なり、こういうも

のも何というか、 小学校の空き教室を考えて何かお考えになっているようなことが進められて

いるかということも、私なりに考えているんですが、市長、こういう問題も市長が始められた

ことだから、結末をつけられるのがいいんではなかろうかなというような感じを持っておりま

す。

次に、私、先ほどもちょっと申し上げたんですが、いろいろな面で、日野市の基本計画なり、

多摩川、浅川の利用計画が出ているんだが、実施計画というのが年次ごとにできてないんです

ね。( I見直しをしなきゃだめだよ」と呼ぶ者あり)今、見直しをしなければだめだという今

お声もかかっている んですが、私も具体的な実施計画をそういう現実を踏まえた、いわゆるそ

れこそ絵に書いたぽたもちでなくやるべきではなかろうか、こういう中で、特に私が感ずるの

は先ほど言った何か革新市政の中では、教育委員会の準公選制なり、何かを無償で与えるとい

う私は、これは決して悪いことじゃありません。そういうことよりむしろ過去の時代の 30年

代の安保闘争の時代や 40年代の学生運動の中の学園闘争だとか、 50年初期の石油ショック

の時代ならいざ知らず、これだけ落ちついてハイテク産業が高くなって、しかも情報化の時代

に入っている中で、そんな余りそう新しくもないことを取り入れてやるということは、私はむ

しろ全体市民のよく市民サイドから出てくる要望ならどうか知 らないんですが、行政サイドか

らやられるとしたら、ある程度慎重を期した方がいいんではなかろうかと思います。社会党さ

んの議員団の人には叱かられるかもしれませんが、けさも私読売新聞の社説を見ても、今まま

で社会党さんといえば非武装中立とか、いわゆる原子力とつくものも平和利用でもしないと言

われた社会党さんが、ニュー石橋さんになられて、いわゆる原子力の問題をある程度現在使わ

れているものは、容認しようではなかろうかというような問題、それから、きょう全国の書記
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長会議で議論されるそうですが、結党 40年にして初めて国民政党として脱皮 していこうじゃ

なかろうか、こういうような変化の兆しがあるとき に、何かいつまでも革新の旗印が何かこと

今まで言い古されたと言っては失礼かも しれませんが、そう いう ことばかりをお考えになるの

がどうかと思うということを私は申し上げたいんです。そういう点でそう かといって我々議会

としても私も選挙の結果が出れば、当然日野の市長は 1人でございます。私は、あえてその反

対の立場に立ったものでありますが、いい問題に対しては、賛成をするし、いわゆるある問題

に対しては、当然議決機関でチェックしなきゃならんものは、堂々とチェックしてし 1く、先ほ

どの名古屋議員さんの都立高校の造成地の擁壁の問題の質問を聞いて、ああやっぱり名古屋先

輩は、さすがに先輩だなという感を私は受けました。そういう中で私も今後の残された半年間

の期間は、市長の提案に対していいことには賛成、まずかったときには遠慮なくいわゆるチェ

ックしてし 1く、そういうことをしなくては、おそらく今後の日野の下水道の問題、基盤整備の問

題というような問題は、解決できないんではなかろうか、こう思うのであります。そういう点

でいたずらに行政官庁とのいがみ合い、こういうことを避けることが必要ではなし、かというこ

とを踏まえて、今回のこの質問をした次第であります。

それで、 1 0点ばかりの質問に入りたいと思います。

もう今まで何回も御答弁されてい るので、まず担当者から何というか、お答えをいただいて、

それから、市長の何というか、考えというか、感想で全体的な問題を簡単で結構でございます

ので、お答えを願えれば幸いだと思うのであります。

それでは、 1点の教育委員の準公選制は、行政指導で日野では、実施の方向に進めるのかど

うなのか、こういうことを教育長さんに伺いたいと思います。

それから 2点目として委託事業を実施されている幼児教育センターを今後どう進めていくの

か。現伏程度に置くのか、さもなければ先ほども申し上げたように、幼児、小学校児童減少の

中で、空き教室を利用してどういうようなことをこの期間に調査研究をするのか。あくまでほ

かの機関でこういうものを検討されるのか、幼児教育センターの委託の位置づけと、学校¢空

き教室の出た場合の対応、をお聞 きしたい、こ う思います。

次に老人、母子家庭の医療費の無料化を実施する問題なんですが、この問題は、実施しても

何というんですか、東京都なり、国に対して私は無料化になるということは、おそらく市民受

けはすると思います。私もだから決してこれは反対ではございません。そういう中でただほか
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の問題で何か上部官庁なり、ほかの機関と何か出るのか、出ないのか、その点とお聞きしたい

と思います。この福祉の問題で今少しこの中で市長のあいさつなり、訓示の中で、南部地区医

療施設を建設されると言いますが、これは、民間の病院を何というか、医王病院がつくられる

というところへ何か物色しているのか、いろんな都議会議員の選挙が間近かになっているので、

各候補から都立病院を場合によれば誘致するんだというようなノミンフレットも入っておるので、

そういうことの従前の話し合いができているのかどうなのか。こういうことの2点をお聞きし

たいと思います。老人保健の外来は 1カ月何ぽだとか、そういうことは、私なりに知っており

ますので、あえて基本だけにお答え願えれば結構だと思います。

次に 4点目は、老人いこいの家側用状況ですね。老人のいこいの家が、 1円募金の中でで

きてすばらしい日野の構想で 65歳以上のお年寄りの方々にえらい期待と希望を持たせておる

んですが、私のせっかちと言われるかも知らんけれど、どうも私も昨年のあの開所したときに

厚生委員していましたので、一泊体験宿泊をしていろんなことを見ております。しかし、余り

そのときに申したんですが、規則なり、いろんな何か難しいことで、いわゆる明治なり、大正

の宅珠司の生れの人に何といつか窮屈な思いをさせると利用が少なくなるんではなかろうかなと

し1うことを市川厚生委員長なり、私なんかも意見としては申し上げたものです。ところが、こ

の利用状況はどうかということのお答えの中で、これをですね、今一番何というか、ベターの

中の利用方法をなされているのか、うわさに聞くと、非常に何か少ないんではなかろうか、こ

ういうことも灰聞しております。また、 一遍に聞いてしまうんですが、これを先般も福島議員

も申されたわけです。老人のもっと老人ホーム的なり、もっと何か対話の場なり、もっと使い

やすい場に利用目的を広げるというようなことが考えていられるのかどうか。これもあわせて

いわゆる担当の抱負があればお答え願いたいと思います。

次に、これもまだ発足して間もないことをこういうことを言っちゃ申しわけないんですが、

すばらし~~身体障害者のつばさ学園というのが、いわゆる医療法人方式で発足して、園生もお

いでになります。私は、このネ説t事業、特にこの障害的な福祉事業の何か運営というのが、な

かなか何というか、直営でも大変だ、こういうように聞いている中で、今年度の委託管理運営

費というのが、 6，68 5万2，00 0円計上されていますが、おそらくこれから園生の方が、あ

そこで何か物をつくられた りするんですが、この販路の問題、こ ういう問題は、行政がよほ ど

理解をして、販路を探してやったり、それから、その何 というか、福祉法人であるが、行政の
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立場から援助をしないとやりにくいんではなかろうか、余計なおせっかいになるかもしれませ

んが、そういう感じがするので、これの見通しなり、何かもしまだ発足間もないので、臨路は

ないと思うんですが、何かあればこういう私の生意気な疑念かもしれませんが、お答えを願い

たいと思います。

次に、市長も訓示の中で、下水道の負担金は、受益者から負担金は取らない。これは、私も

多摩平の現状を見たり、現在のその何というか、各市の状況を見て負担金を取るということは、

もう時期を逸している。それよりも何というか、いかに早く実施するんだ、こういうことが必

要ではないか。こういう中で、過日もほかの議員さんが、質問されておりましたが、落川、百

草の一部 11ヘクタール介が今年度中に供用が開始になるということだけど、いわゆるいろん

な工事等の関係で、間違いなく供用が開始になるのかどうなのかということが 1点、それから、

今一つは、供用が開始になると当然この前もほかの議員さんもお聞きになっておりましたが、

いわゆる使用料金、使用料d苛題、こういう問題も早く何というか、その地域の市民に知らせ

てやるということが必要ではないか。こう思います。そういうことで、そういうことのいわゆ

る整備ができているのか。できていな~~とするんならいつごろまでにできるのか、こういうこ

とを聞きたい。それから、この中で今一つ、これはすぐすぐ出てくる問題ではないんですが、

私が住んでいるそばには日本信販の集中浄化をやっている何というか住宅街、そういう面でい

けば住宅公団の百草団地は、見方の問題になれば、違う形になるかもしれませんが、西武の団

地こういうものがあるんですが、こういう人に公共升という のは、おそ らく集中今まで浄化

をやっていた人は、いわゆる共益費という形の中で納めておったんですが、おそらく公共升が

つくられるんではなかろうかと思うんですが、こういう人は、もう面的整備というのが全部終

わっているんですね。公園もあれば道路も整備されている。しかし、都市計画道路という のは、

何というか、都市計画税というのは、あらゆる問題に使ってもいいんだという中だから取って

いるんだ、こういう論もありますが、ただ し、まだ 4メーターの道路もできてない、こういう

ところから見れば、こ ういうところはでき上がったものを求められておる、こういう点から見

ると、こういう公共升というものをつく らされるときに、私費でこういうものは負担するのか、

あくまでも個人が負担するのか、その辺をお聞きしたいと思います。それから、あわせてこれ

からのその下水道を何というか、引くのに多摩市の場合を見ていると、おそらくかなりのとこ

ろをもっともそういう道路がないのかもしれないんですが、 4メーター以下のところは全部 4
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メーター以上の道路に抱偏して、いわゆる下水道を布設する、こういう点の中で、赤道と称す

る市道の中で、 1.8メーターなら日野の下水道の要綱の中では入れるんだ、こういうようなこ

とがされているようなんですが、いわゆる面的整備もあわせて年次計画の中で、こういう道路

の整備も先にやってやれるのかどうか、この辺も私道も含んで、私道の場合には、もっと違う

拘束力があるようなんですが、私道も含んでお答えがいただければ幸いだと思います。

次が程久保川の旧河川敷を利用して、遊歩道というか、公園というか、こういうものをつく

られることがまだ我々建設委員会にも提示をされていませんが、去年の予算の中で、その調査

のための委託料が取られているので、恐らくでき上がっているんではなかろうかと思うんです

がこういうものは、区画整理、いわゆる公園なり、遊歩道、程久保の河川敷だけならいいんで

すが、公園をつくる場合にはおそらく近隣の民地をも買収しての計画ゃに聞いております。そ

うt'う場合にそういう計画は、立派な計画をつくられるのはいいが、実際問題実施が可能なの

かどうなのか。いわゆる区画整理をしないでも周辺の用地確保ができるのかどうなのか。この

へんの見通しを少し早t'かもしれませんが、お聞きしたいと思います。

次に、これは通告にはしてなかったんですが、 3点ばかりお聞きしたいと思うんですが、や

はり百草雄三に杉野学園の用地が約公簿で 2万坪ぐらい、昭和 38年に買収されて、 43年に

造成されて以後幼稚園だけつくられてそのままの現伏になっております。こういうところの何

というか、赤道の問題、いわゆるもとの何というんですか、山へくず掃きに行ったり、その何

か農地に行った農道というんですか、こういう赤道の問題の処理、それから、つけかえの外周

の道路があるんですが、こういう移管やその手続は、もう 20年近くなっているんだがどうな

っているのか。また、杉野学園の何というのか、学園の建設計画というんですか、そういうこ

とは、どう、いわゆる執行部の方へ報告がなされているのかどうなのか。こういう点をお聞き

したいと思います。それから、これがどうしてもできないと、その続き にある埋蔵文化財の宝

庫でありますが、万年平の農業をやっていくにしても、何というか主幹道路なり、それから、

いわゆる市街化区域でございますので、道路にしてもできませ八ぉ全く何というか、どうにも

ならない地帯です。そういう点をどうしても杉野のそういう問題の処理と同時に何かお考えが

あるのかどうなのか。一つ何というか山を下って多摩市に行ってみてもらいたいと思うんです。

多摩市は、区画整理の中で、すっかりもう面的な整備は、いわゆる付近はできております。こ

備官も市長に申し上げたんですが、倉沢というところを出ていって、多摩市のいわゆる和田

というところの多摩市へ行くとびっくりするほどの差が出ております。こういう点を何か、

この杉野学園を取り巻く問題の今申し上げたことをお答え願いたいと思います。

それから、先般古谷議員さんから、京王線の立体の問題が提起されたんですが、私も非常に

何というか、自分が住んでいる所と近いので、京王線の何というか、必ずしも上を通るという

ことだけじゃございませんが、立体化ということは、いわゆる関心を持っております。特に浅

川以南で、特に高幡以東は、合併以来旧都道は都市計画道路がございますが、いわゆる都市計

画道路というものは、百草団地に行く湯沢を入ってくる道路にしても、三沢の地区から入って

多摩市へ抜ける道路にしても、程久程のいわゆる七生公会堂の先から行っている高幡団地、百

草団地に通ずる道路も都市計画の道路という認定はなされていないようです。こういう中で非

常に聖蹟桜ク丘を中心にする多摩市の何か発展というんですか、商業圏としての伸びぐあいは

すばらしいものがあります。そういう点では我々 の商業圏 というのは、日野の豊田な り、日野

も非常に大切です。しかし、市民から見れば、他市であろうともサービスがよくて便利ならそ

こへ行くのは、理の当然ではなかろうか、こういうふうに考える中で、こういうところに向か

う百草駅の北側の道路計画というのが 1本もない、いわゆる下水道を市がっくりながら、徐々

に足している、こういう現状の中で、 少なくと も何というか、新井橋から入ってきた聖蹟桜ケ

丘駅の裏へ通ずる道路ぐらし 1の1本の計画があるのかどうなのか。それから、百草の駅が、私

何か来年度に向かつて今ホームが直されております。 このホームは 9月で何か 10両編成の輸

送力増強という形で 10両編成ということになるようなんですが、いわゆるカーブとホームの

拡張をやっております口来年度におそらく、駅舎の踏切を通らないで、地下にもぐっていくと

し1うような構想であるやに聞いておりますが、ただ非常に私は残念に思うんですが、きょうの

中山議員なり、特にいろんな日野の駅舎の問題等で、よく御質問される大杯議員の質問等では、

日野の駅というのは、森町のその何というか、市長は、区画整理の中で駅舎を何というんです

か、直していくんだ、改札口を直すんだとか、駅ピル方式にするんだ、こういうようなお答え

が出ておりますが、私鉄といえども南平もそうなんですが、百草もハイヤ一一つ止まれません。

ただし、私は残念だと思うのは、私がここにおいでになる古谷議員さんが町長のときたしか36

年だと私が農業委員をやっているときに、朝倉キンさんという自宅がありました。その自宅を

今の七生農協の組合長の朝倉厳さんと協力しまして、朝倉キンさんという人を動いていただい

てあの前を買収しております。少なくともそれが利用されれば駅前広場、こういうものなり、
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少なくとも何というんですか、百草の駅がここにあるんだなということぐらいは、都道を通っ

てもわかるような姿になると思うんですが、市は、こういう問題に対して、 1回も京王電鉄の

管理の方の担当と交渉をされたことがあるのかないのか。営利会社ですからよほど働きかけを

しないとそういうことに乗ってこないというのがわかりますが、少なくともそういうことをお

やりになったかどうなのか。それから、今一つ申し上げますが、そのすぐ今度は隣を今私はど

この所有かわかりませんが、私もそのところを持っておったんで、電源開発、いわゆる電発と

いう高圧線が通っている線下が多数あります、その近く。そういうものを含めると J駅前広場な

り、公園というものができます。ある権利者に言うと、そういうものを受けて立つというか、

そういうことに特にその地帯もいわゆる都市計画の用途地域を商業地域に変更してくれ、こう

いう請願も採択されております。そういう中で、こういう対処をどう担当の企画財政部等でお

やりになっているかどうかをお答え願いたいと思います。

最後に 10点目 なんですが、給与の問題とか、退職金の問題というのは、しばしばいわゆる各

議員の人から御指摘であります。私も 9月の議会、 12月議会にも申し上げたんですが、私は

2 6市の全部の確かに見渡した場合に、日野の手当と称されるものは、確かに 38種類だと思

って必ずしも少ない方ではございません。それから、 今一つ管理職の非常に何というか。部長

が 25%、課長が 20%、係長が 15%、それ以外に調整金というのが 9%ですか、ついてい

るということも知っております。ただ し、私は何というか、他市との比較を見た場合に、今の

通し号俸制が、組合との合意の中で、 6カ月の延伸等が行われた中で、初任給の据置とか、例

えば 53歳ですか、昇給のストップ二こういうものがなされた中で、いろんな点でなかなかスムー

スにはいかないかと思うんですが、私は、これだけ日野の決して管理職の手当は少ない方じゃ

ありません。私の資料から見ると、見方に よれば高い方だ、多く出ている方だ、ただし、現実

の問題の本給が安ければし 1わゆる課長さんなり、部長さんが退職されるのに決していい結果で

はないんではなかろうか。こういうことを少なくとも手直しのできるところから、こういう伺

というか管理職の一部手当を本給に繰り入れて期末手当に充当する。こういう形を少なくとも

今度は市長前向きの形でおやりになる考えはあるのかどうなのか。以上 10点をお聞きしたい

と思います。よろしくお願いします。

0議長(高橋通夫君) 石返勝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) 御質問に対しまして主管部長からなるべくお答をするように

いたしたいと思いますが、総括的な御趣旨に沿いまして私からお答えすべき部分を取り上げさ

せていただきたいと思います。

大変御指導的な立場から課題を与えていただいたように受けとめております。私もこの決し

て今気負った感情とか、あるいは思い上がった気持ちは毛頭ございません。今までの政治理念、

あるいは政治姿勢これらのことは、市民の方々にもまた議会の方々にも基本的に街理解をいた

だいておるというふうに思っておりますので、 余り その表現の仕方が、この紋切り型にな らな

いようにしたl¥。こう思っております。そこで、就任いたしまして、特に広報の 5月 1日号と

いうのは、選挙後至近距離にありますので、むしろ間に合わないといいますか、要するに公表

の仕方としては、客観的に選挙管理委員会の処置として、どなたが当選をした、こういうこと

になっております。やや時間を置き まして、たしか 5月15日号、 あるいは 6月 1日号という

ふうな形で今日の私が就任しました以後の経過を御報告を兼ねてこのようなことを内部に指示

いたしました。こういう表現を行っております。特に今回は職員内部の幹部職員に対しまして、

政策というものの重みをよく理解してもらわなきゃなりません。選挙公約は、選挙の外でやっ

た約束ごとだ、内部の行政 とは、また一線を画すというふうに思われる、これは適切でありま

せんので、公約そのものがこれからの行政課題である、こういう意味合いでそのような表現をと

っております。特に今までのこの今最後に御指摘になり ました給与の問題等まだ市民の方々 iこ、

あるいはまた時代の背景が相当厳しい状況がありますので、自らの襟を正すとともにこれまで

もそうでありましたが、これからも自らの襟を正すとともに市民の理解を行政の施策展開とと

もに信頼を回復していこう、信頼を得ていこう、こうしづ気持ちであります。

それから、今までいろいろと施策を進めておりますから、これまで号 Il'たレールをますます

延ばす、そういうことが主でありますので、特に取り上げましたのは、新しく施策になるも の、

あるいは政治姿勢、あるいは行政目的になるものというふうなことをヒ・ックアップし、それを

歯周した。こういうふうに訓示の内容を構成いたしております。そこで、これからの各部長か

らそれぞれの機関関係につきましては、お答えをするわけでありますが、非常に大きな範囲の

御質問でありますので、 4期自の期間中に完成し得るものもありますし、また、し得ないがよ

り基盤をつくるという性格のものもあるわけであります。私は、特に都市整備関係、下水道、

これらの仕事に下水道市長と言われるほどに事業の布石を進めていきたい、このように考えて

おります。あと福祉や教育、文化、これは時代の推移に合わせて日野市の独自性を発揮しなが
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らやっていきたい、このように考えております。そのような内容でおりますことをあらかじめ

御承知いただきたい、こう思います。あと必要の都度答弁をさせていただきます。

0議長(高橋通夫君) 関係部長より答弁。教育長。

0教育長(長沢三郎君) 御指名でござし 1ますので、私の方から第 1点目の数育委員の

準公選の問題、並びに第 2点目の幼児教育センターの問題について回答させていただきたいと

思います。

第 1点目の教育委員θ準公選制の問題につきましては、私自身が任命されているその教育委員の

1人ということでございますので、果たして任命されている教育委員の 1人が回答するという

ことが妥当であるかどうか、いろいろ考えさせられるわけでございますけれど、現在の教育委

員の選出これにつきましては、御承知のように地方教育行政の組織並びに運営に関する法律、

これに基づいてこれは教育委員というものについては、市長の地方公共団体の長が固有の権限

を持っている。この任命に当たってですね。議会の同意を得て任命をしている。ただその際に、

教育の中立性というものを堅持する意味から 5人の教育委員さんのうち 3人以上の者が、同ー

の政党に所属することがあってはならない、こういうようなこともその中に触れられているわ

けです。今回のこの準公選の問題につきましては、市長もおそらく慎重の上にも慎重を期して

おられると思うわけでございますけれど、今石坂議員さんからもお話がございましたように、

行政主導型という形の対応、これはかえって市民全体の総意に基づかない中で、問題が先行し

ていくということについては、十分配慮していただきたい、こういうように感じております。

それから、 2番目の幼児教育センタ一関係の問題でございますけれど、もこの問題につきまし

ては、一昨年の 10月第一幼稚園の空き教室を使いまして、一応幼児教育センターが出発いた

しまして、 1年半ほどの経過を見ているわけでございますけれど、この中では先ほどお話がご

ざいました重松先生を中心として、明星大学の岡田先生とか、岸失生、あるいは岩城先生とい

うような幼児教育関係については第一人者的な方たちが、協力をしながらやってくださってい

る。それみl外に都立研究所だとか、あるいはポランティアのような形で幼児教育に時心をお持

ちになっている先生方も参加しながら、第一幼稚園のあの場所で研究を進めてくださっている

わけでございますけれど、今までその中で取り扱ってきている内容というのは、大きくわけて

四つほどあるんじゃないか。一つは、父母の方たちを中心とした幼児教育の講座、こういうもの

を伊回か計画しながら、父母の方々に幼児というものの見方、そういうものについて講座を持
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っておられる。それから、 2点目は、幼児の遊びというものをこれを中心とした観察記録とい

うものを何とかまとめたい、こういう方向で今の先生方がいろんな角度から協力してくださっ

ている。それから、 3番目は、よく重松先生がおっしゃるわけですけれど、三つ子の魂百まで

という中で、伝記とか、あるいは記録をもとにした自我の芽生え、その子供のこの自我という

ものの芽生え、これが将来その子供たちが大人になってし 1く過程の中で、どのように発展して

いくか、そういう面での研究。最後に、幼児の保育状況、特に日野市の子供たちがどんな保育

状況のもとに現在保育を受けているか、そういう面での把握、さらに、それらの幼児の保育と

の絡みの中での発達記録の整理、これらを主に幼児教育センターの中で行われている。ただ反

省点といたしましては、確かに今石坂議員さんの方からもお話がございましたけれど、委託の

位置づけというもの、こういうものにつきまして、おそらく重松先生は、ある程度不安をお持

ちになっている面もあるんじゃないか。例えば正式に幼児教育というものは、今後日野市の大

きな一つの柱として進めていくのであれば、幼児教育センターの条例ですね。こういうものが、

やはり議会の中できちっと承認され、それに基づきながら運営されてし 1く、また、その面で確

かに現在日野の第一幼稚園、あるいは多摩平の保育園、これを中心にしながら、第一幼稚園の

空き教室を利用しながらやっておりますけれど、先生自身のお気持ちとしても、小学校や中学

校の空き教室というよりも現実に子供たちがその場にいる立証的な形で子供たちの姿そのもの

を見詰めながら研究をしたい、こういう気持ちがありますので、小・中学校の空き教室よりも

現在の第一幼稚園の現在おります教室の空き、そういう中で研究を続けられる方がより有意義

なんではないか、こんなように感じております。以上です。

0議長(高橋通夫君) 石坂勝雄君。

028番(石坂勝雄君) 政策的なことは、私何というか、むしろやるとかやらないと

か、どうだということは、担当は何というか、その法の解釈というか、そういうことですと、

むしろこうしますか、しないとかいうことは、むしろ市長に感想を求めるというか、述べても

らいたいということですから、誤解のないようにひとつ……。

0議長(高橋通夫君) 福祉部長。

0福祉部長(高野 隆君 ) それでは、第 3点の老人、母子医療費の無料化については

どうかという御質問でございますので端的なところだけお答えいたします。

まず市長から政策として提起されましたのは、老人、母子医療の無料化を目指すということ

円

i
H
同

υ
d
せ



になっておりますので、私どもとしましては、これを受け取っております。まず老人の医療費

の無料化ということになりますと、これは、国からは老人保健法ができた段階で、一部負担金

の導入がありましたので、この一部負担金の導入までを無料化するということについては、強

いペナルティーが科せられておりますので、これは禁止事項でございますので、これは非常に

難しいということでございます。また、母子医療費の方でございますけれども、これについて

ははっきり申しますと、ペナルティーはございません。これは、既に全国では 41県で実施し

ておりまして、そこの市町村実施が 40県でございます。そこでは母子医療の無料化という形

で一部負担、または全額という形で実施しておるのが実情でございます。

それから、第5点の老人いこいの家の利用状況についてということでございますので、数字

だけでございますけれども申し上げたいと思~'¥ます。まず月別に申し上げますと、昭和 59年

の10月、これは開所時でございますけれども、宿泊者が6名、日帰りが 29名、合計 35名。

1 1月が宿泊 7名の日帰りが 40名の 47名。 12月が宿泊が 19名の日帰りが 54名、合計

7 3名。 60年の1月が宿泊が 16名の日帰りが 46名で合計で 62名。 2月が宿泊が 8名の

日帰りが 12 1名、合計で 12 9名。 3月が宿泊が 23名の日帰りが 11 1名で合計して 134

名。 60年の4月には宿泊が 20名 日帰 りが 11 2名の 132名、現在 5月は集計中でござい

まけれども、宿泊が6名の日帰りが 13 2名で合計して 13 8名という状況でございます。

それから、老人ホーム、または利用を広げる方法についての考えはということでございます

が、現在は、これの規則をできるだけ利用する方の気持ちに沿って運営をしていったらどうか。

できるだけそのような御希望に沿った運用にしていきたい。こういうぐあいに考えておるとこ

ろでございます。これを老人ホームなり、あるいはその他の施設の方に転換するという考えは

現在ございません。

6番のつばさ学園似軍営の中で、つくられてきている製品、作品の販売方々についてという

ことでございますが、これについては、まだ作品らしいものは、はっきりしてまだできており

ませんので、今後d司題ですが、これはできている品物はなかなかきれいなものでございます

ので、できるだけいいものを販売に頼るようなものをたくさんためまして、市の方のいろいろ

な行事等、あるいはバザー等にも利用して、できるだけ販路を拡張していきたし 1。できるだけ

市の方でこれは法人でございますけれども、市の方でできるだけ販路については協力していき

たい、こういうぐあいに考えているところでございます。
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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。

3番目のそのうちの2でございますけれども、南部地域の医療施設の誘致の関係でございま

す。今現在努力しておりますのは、南平二丁目、いわゆる府中市 の医王病院が進出をしようと

していた土地に対しまして、努力をしているということでございます。それから、都立病院の

関係でございますけれども、私ども現在東京都が考えております公立、民営のいわゆる多摩地

域への病院につきましては、かなり大規模な病院の規模を考えているように理解をしていたわ

けでございます。そんな関係で具体的に日野市に適当な立地条件を有するようなところがある

かどうか、そういう検討はしなかったわけでございますけれども、今後今少しきちんとし た詰

めをいたしたいというふうに考えております。

次が8番 目の杉野学園の関係でございますが、道路の赤道の処理とか、あるいは周辺の開発

計画につきましては、担当部長の方からまた御説明があろうかと思いますけれども、杉野学園

のその土地に対する利用計画でございますが、文部省の方には、杉野学園のいわゆる学校施設

の用地として、いわゆる設置基準に基づく土地としてのカウントは現在しているようでござい

ます。ただ具体的に杉野学園と して短大なり、あるし 1はドレスメ ーカー を持ってくるというと

ころまでの計画は、現時点ではまだ詰まっていない、決まっていないという状況でございます。

ちょっと質問からはずれますけれども、この土地につきましては、現在一部リトルリーグで有

料で使っております。そのほかにもまだグラウンド等土地があるわけでございますので、杉野

学園に対しまして、日野市に開放するように、これは、日野市が借りまして一般の市民に貸し

出すという方法を考えまして、その申し入れをしておりますけれども、なかなか内容について

進展をしないというふうな状況でございます。何か杉野学園に対する交渉の方法といいますか、

対応の仕方の転換をする時期ではなt'¥かなというような状況でございます。

それから、 9番目の百草駅の関係でございますけれども、これは、ちょっと年月は、はっき

りしておりませんけれども、 7、 8年前でございました。駅舎を南側の少し東に寄せるという

構想を京王帝都が持ったわけでございます。 しかしながら、思うように用地買収ができないと

いうことで挫折をしまして今日に至ったということでございます。

それから、 9の2の鉄塔の関係でございます。これは、確かに落川地域にはかなり鉄塔もご

ざいますし、また高圧線が通っております。この線は 2種類ございまして、いま議員さんもお
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っしゃっておりましたけれども、電源開発のいわゆる高圧線と、それから東京電力の高圧線が

あるわけでございます。過去に話題として、いま少し続合整備できないだろうかという話題が

出ましたけれども、さっき申し上げましたように、ちょっと会社が違う関係でなかなか簡単に

いかないような話は聞いております。この問題も正式ないわゆる姐上に上げまして交渉してみ

たいというふうに考えております。

0議長(高橋通夫君) 都市整備部長。

0都市整備部長(結城邦夫君) それでは、私の方から下水道の御質問と程久保川の

旧河川l敷の利用についての御質問についてお答え申し上げます。

まず下水道でございますけれども、御指摘がございましたように、受益者負担金は徴収しな

いようにということで私どもは現在詰めを行っ ておるところでございます。この点につきまし

ては、過日もお答えをしておったところでございます。負担金につきましては、徴収するとな

ると、現在の日野市の伏況では、非常に難しい問題がございます。そういう関係で負担金を徴

収しないで実施をしていこうということを基本的に考えてございます。

それから、同じく下水道の中で、落川処理区の 11ヘクタールの供用後の開始の問題でござ

います。現在下水道管を 11ヘクタールを中心に埋設をしておる段階でございます。既に 11 

ヘクタール大部分が公共下水道管が埋設してございます。それで、本年の 12月までには供用

の開始を図るために現在最終的な詰めを行っておる段階でございます。この詰めは、 2番目の

御質問でございましたように、使用料金の設定の問題でございます。この料金を供用開始の前

に決めておかなければならないということで、私ども今この使用料金の算定に最終的に整備に

入っている段階でございまして、この料金問題につきましては、次の議会、 9月の定例会に議

案として案件を提出していきたいというふうに考えております。したがいまして、 1 2月の供

用開始にはどうしても間に合わせたいというけうに考えております。

それから、公供升の問題でございます。公共升につきましては、市で設置するのか、あるい

は個人で負担をするのかということで、事例として日本信販、西武団対弘こういったところが

お話があったわけでございますが、この日本信販あるいは西武団地というところは、もう既に

コミプラで処理がなされておるところでございます。また、処理をされておらないようなとこ

ろにおきましても、公共升につきましては、市費負担で設置をいたします。したがいまして、

升までは市の方が責任を持って設置をすることになります。それと 4メーター未満の道路につ
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きましては、多摩市などでは、拡幅しながら下水道管の埋設を行っているという御指摘もあっ

たわけでございますが、日野市におきましでも、公道で 4メートル未満の道路、これは 11ヘ

クタールの中にもございます。そういうものにつきましては、 4メーター以上に拡幅するよう

に用地買収を行い、ここで整備を行うことで計画を進めておるところでございます。したがい

まして、できるだけ公道は 4メーター以上になるように、下水道管を埋設する段階で支障のな

いようにしていきたいというふうに考えておるわけでございます。その場合には買収、あるい

は寄付というようなこともあろうかと思いますが、その都度地権者の方々と御相談をしていき

たいと思います。 また、私道におきましでも、下水道管が入らないような細い私道もございま

す。そういったところにつきましては、やはり拡幅をお願いするというようなことになろうか

と思t¥ます。拡幅をいたしまして 4メートル以上の道路になった場合には、また市 の方にその

道路を市道として寄付をしていただくということにもなろうかと思いますが、できるだけ 4メ

ーター以上の道路が整備されるように私どもの方も務力してまいりたいというふうに考えてお

ります。それから、程久保川|の旧河川敷は、御指摘のございま したように 59年に予算をいた

だきまして、この河川敷の利用につきまして、計画書をつくるための調査を行ったところでご

ざいます。これについては成果品として、ここでやっとま とまったものが印刷ができ上がりま

した。したがいまして、今回の定例会の中の建設委員会にまずその内容について街報告をした

いということで、現在準備をしている段階でございます。この河川敷利用の中で、面積といた

しましては、旧河川敷を利用するその周辺の民地の買収という ことも考えております。全体の

面積といたしましては、旧河川敷として 1万 6，06 0平米、それから、民地の買収を予定して

おりますが、それが 1万 6，35 0平米合計で 3万2，41 0平米の土地が必要というふうに考え

ております。 しかし、民地の買収につきましては、非常に困難が伴うことが予想されます。し

たがいまして、現在東京都の方と協議をしておりますのは、とりあえずは旧河川敷を活用して

し1く、そういう整備の中で、民地が買えるところは、計画に合わせて買収して整備を行ってい

くという 2段階に踏まえてこれからの整備を行っていきたいというふうに考えているところで

ございます。

それともう 1点京王線の百草園駅の付近の用途の変更の点でございます。用途の変更につき

ましては、委員会に請願が出まして、これが採択をされているところでございます。用途の見

直し、これは 5年に 1回見直しを東京都で行うということになっております。 60年がその年
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度に当たるわけでございますが、東京都の方では、 60年度は見直しを行わない方針を持って

おります。したがいまして、東京都と現在話を詰めてございますが、東京都で用途地域の見直

しを行うという時期にここの百草園駅の都道が現在第二種住居専用地域を近隣商業にという御

要望でございますが、その辺については東京都の方とも十分詰めてまいりたいというふうに考

えております。既に東京都の方にはそういう要望があるということは申し添えてございます。

以上でございます口

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、第 9点目になりましょうか。学校法人杉野学

園の敷士納の赤道の処理の問題でございますけれども、これにつきましては、まだ現在のとこ

ろ財産上の事務的な処理がなされておりません。敷地内には 4本の赤道がございます。事実上

4 3年にいわゆる宅地造成等規制法によりまして、あそこが開発されたその後、杉野学園の東

側に沿いまして、既に道路が設置されております。これは今申し上げた 4本の赤道のいわゆる

つけかえ道路というふうに解釈をされるわけでございますので、今後一日も早く財産処理をす

るように交渉を進めて処理をいたしたいというふうに思います。

0議長(高橋通夫君) 総務部長。

0総務部長(伊藤正吉君 ) 給与の問題でございますが、特動手当につきましては、確

かに 33件ということでこれは市立病院の関係が相当多いわけでございますけれど、病院を抱

えておりますので、特動手当が多いということが申し上げられると思います。それから、他市

との給料の比較ですが、これは非常に難しい面がございます。と申しますのは、経験年数、あ

るいは学歴そういったものがやはり加味してし 1かないと本当の厳密な比較はでき ないわけでご

ざいますけれども、一樹句に申し上げられるのは、やはり古い市、 市制が古い市につきまして

は、やはり比較的給料が高い、こういうことは申し上げられると思います。日野市の場合は、

押しなべて平均ということで、先ほど申し上げたこともございますけれども、申し上げますと、

大体平均値をやや下回っておる、こういうことが申し上げられると思います。 26市ですね。

それから、管理職手当の期末手当の関係でございますけれども、これは、ここで一般職につき

ましては、 6カ月延伸というような形の中でいろいろ是正計画をしたわけでございますが、こ

れもやはりラスパイレスということの指数を下げるということでございますので、こういう是

正をしたわけでございますけれども、管理職手当を本俸に組み入れるということになりますと、
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またラスの方が心配になる、こういうのが実態でございます。以上です。

O議長(高橋通夫君) 石坂勝雄君。

028番(石坂勝雄君) 大変ありがとうございました。数点一番最初の単純に教育委

員の準公選制は、行政指導で実施の方向に進めるのかどうなのかということなんですから、こ

れは、市長が今までのほかの議員さんの答弁で私も大体理解はしているんですが、市長の方か

ら一言お願いしたいと思います。

それから、幼児教育センターの問題なんですが、これは、私が一言申し上げたいのは、非常

に何というか、メンバーとしては、重松先生を初め、先ほど教育長も答弁に岡田先生、岸先生、

岩城先生、すばらしいその何というか、幼児教育の権威の人がおやりになっているんですが、

いま非常に何というか、どこの幼稚園でも幼児の減少の中で、例えば音楽リズムにしても、学

芸大の助教授クラスが大学院生を連れてきて、現地に来て実際に子供の発生の仕方からいろん

な遊びの中でどういうものを口ずさんでいるのかというようなかなり 2年ぐらい長期にわたっ

て調べてきたり、あらゆるそういう調査は厳重なんです。だから、私が申し上げたいのは、こ

の2点目のこ d旬題は、市長にお答え願いたいんですが、重松先生の子供の何というか、いわ

ゆるいろいろな観察というか、の点に第一幼稚園のそばにいてやっていくのを主眼にするのか。

そして、特にお母さん教育というんですが、そっちの方に重点を置いて、むしろ市長が最初言

われていた幼保の関連だとか、公立、私立の先生の教育というんですか、こういうことは、従

に考えるのか、市長の今後の構想なり、ものはどういうお考えでいるのか、その辺を市長から

承りたいと思います。

それから、今 1点、ほかの問題もあるんですが、京王線の問題にちょっと触れたいと思うん

ですが、既に都営住宅のいま遺跡調査の発掘調査をやっている落川の通称 19 2世帯つくると

かいうあそこのところも京王線路の下を道路が通って立体化ができております。それで、その

向こうの 1・3・4というi酬:第二関戸橋も先般の質問の中で、都市整備部長の答えでいわゆる

当初は何というか、上を通るということであったんですが、実際にはいまは、その地下のア ン

ダーで通る、 こういうことに計画が是正されているというか、地域の住民の要望にこたえてお

ります。そういう中で私が何か一番心配するのは百草駅を中心にした、何とし 1うんですか、都

市整備部長にもちょっとこれはお話を私個人的に聞いたんですが、五、六百メートルだけが、

どうその立体化に線路を上げた方がいいのか、逆に言えばどうするかという問題になるんでは
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なかろうかと思うんですが、これも私大事だと思うんですが、少なくとも何というか、前田部

長も担当で大変だと思うんですが、ただ用地が確保できなかったということの私何か意味がわ

からないんですが、百草の駅を高幡の駅を見ても南平の駅を見ても、そう何というか、私鉄の

駅で駅前広場を多く確保できるというのはなかなか高幡の駅みたいにメイン的な要素を持って

おってもあの程度なので、百草の駅にただ私が言うのは、車を何というか、御主人を送ってい

ったり、だれかを迎えに行ったときにも、少なくとも車の 2台や3台とまれるような配慮が市

が何かの形でできないのかということを聞いているんで、そういうことの前向きな姿勢で交渉

されたことがあるのかどうか、今後ともされる意思があるのかどうか、再度お聞きしたいと思

います。

いま一つ杉野学園のいろんな問題は、私何か軽率なことを言うとその何というか、問題にな

るんではなかろうかということで、多くは申し上げませんが、あそこのあれだけの面積の位置

づけというのは、あの地域にとっては、かなりあそこのものがどうなるかということが、将来

展望の中で特に万年平の何というんですか、私の言う開発というのは農地のままに置くにして

も面的な道路の整備は、しなきゃなりません。 一例を下水道にお答えは結構なんですが、下水

道を考えてみる場合に、石坂明紫さんといううちから白木武寿さんといううちに行くには、最

低に見ても直線で 200メートルぐらいはあるわけです。その両わきには何もないわけですよ。

こういうところへ水道なり、何か下水道を1.8メートルで持っていった場合、今後の問題がど

うなるのかということを、私もあの地域の近くに住んでいるという立場で憂慮するわけなんで

す。そういうことをほかの面と総括的に開発計画というか、道路の面的整備をすることが市の

ためではなかろうかということで思うんですが、意見として申し上げておきます。今申し上げ

た点だけお答えを願いたいと思います。

0議長(高橋通夫君) 市長。

。市長(森田喜美男君) 御質問の私の政治姿勢の問題、あるいはその政治姿勢からい

ままで取り組んでおります施策のことについて御質問がありますので、そのことに少し触れさ

せていただきます。

革新の旗印にこだわるなという御意見もその意味は理解するわけでありますが、私は、やは

り革新の市長という立場で、いままで市民から信任をいただいておるということもあるわけで

ありますので、その革新というのは、要するに現状をある意味で打破をする、つまりマンネリ
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化に対しては生々発展の施策を広げてし、く、こういうふうに考えております。また、その施策

のために国ゃあるいは関係行政機関といがみ合いをしよう、あるいはその意識の格差を広げよ

う、そういうふうには考えていないわけでありまして、穀を破るということに施策の意味を持

ちたいこのように思っております。多分に試行錯誤的なものも伴いますので、全部が全部成功

するというふうには思っておりませんが、少なくとも自治の意識の絶えず緊張状態は保ってい

きたい、このように思っております。そういう意味におきまして、教育委員の準公選の問題も

そういう発想に基づくものでありますが、御質問のような行政指導型でということにつきまし

ては、これはそういう形にはなじまないものと思っておりますから、市民の方々の意識運動と

ともにその趣旨に近い方策を進めてし可く、こういうふうに御理解をいただきたいと思っており

ます。

それから、教育セン タ一、幼児教育セ ンター、これにつきましでも、こ の地方自治の範囲で

取り組むことが、私は、むしろ先鞭をつける方法ではないか、そういうことに立ち ましていま

お願いをしております幼児教育センターには、幼児教育を中心とした研究の課題、あるいは相

談を受けていわゆる市民の相談を受けていただく課題、それか ら、 もう一つは、保母や幼稚園

教師の保育者の研修ということを当面の委託内容にしていきたい、このように考えております。

いまのような行政改革が強調される時期でもありますから、その行政改革は、まさに時代の要

請にきちんと方向が向かい標準に合う、こういう意味合いであるべきものだと思っております

ので、単に行政の減量化でありますとか、あるいは施策の簡易化でありますとか、そういうこ

とではないというふうに取り組んでいきたいと思います。

その老人医療の無料化、あるいは母子医療の無料化という課題は、これは福祉行政の当面の

大きな目標であるべきだと思っております。それが、この制度の内部的な多少の乱用、あるい

は矛盾等をっくり出して、個人の負担という形がいまとられておりますけれど、やはり究極す

るところは無事KL そして、しかもその健康行政とともに合わせて行うべきものだ、このよう

に考えております。その道を探求していきたいというのが、私の政治姿勢であります。このい

ま日野市が発展過程にあります、つまり都市整備上の社会資本でありますとか、教育文化施設

でありますとか、福祉の施策でありますとか、これはもう特別革新?あるが設にということは

ないと思っ ておつま F の で、それは共通の明題として.大き な太いレース'を敷きながら准 .~うて

いくべきものだ、こう考えております。 できる範囲のことを意欲を持って取り組んで参りたい
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と思っておりますので、よろしく御支援をお願いしたいと思います。

O議長(高橋通夫君) 企画財政部長。

0企画財政部長(前田雅夫君) 御答弁申し上げます。

私鉄の駅の広場の整備の件でございますけれども、現在、駅の広場につきましては、京王帝

都は、整備をするということは全く考えておりませんo これは、地元自治体が駅前の広場の整

備として事業化してほしいというのが、基本的な立場でございます。それでは、市内の駅前広

場をどうしたかということでございますけれども、平山城土止公園駅の関係で申し上げますと、

この駅の改良につきましては、京王平山台の開発を京王帝都がやったわけでございます。この

開発に絡みまして、市の条件として域社公園駅を改良せよという条件を付しました。その結果

京王帝都といたしましては、現在の2・2・6の西側でございますけれども、いま、市が地区広

場として使っている土地がございます。その付近に土地を取得をしまして、周辺の区画整理を

して、いわゆる駅並びにその駅前広場も含めた施設の改良をする、設置をするというととを考

えたわけでございます。この件につきましては、駅が現駅より東に寄るわけでございますので、

利用者の同意が得られなかったという状況でございます。その結果現在の駅の場所が平山小学

校の跡地でございましたので、その一部を提供し、整備をしたということでございます。そん

なことで高幡不動の駅にいたしましても、動物園ができ、利用者のいわゆる輸送が必要だとい

うことで、京王が独自で整備をしたというものでございます。百草駅につきましては、若干そ

ういう計画がございましたけれど，も、全く進展はしていなし'0つくるとすれば市の施工でやる

以外にないという状況でございます。

0議 長 (高橋通夫君 ) 石坂勝雄君。

028番(石坂勝雄君 ) ありがとうございました。 もう時間がないよう なんですが、

一言要望を申し上げておき ます。さすがに市長も革新のという立場で出ているので、その基本

というような考えは貫 く、これは当然だと思います。ただ 15万の市民の上ということ もお考

えのように拝察される ので、 どうかそう いう意味を含めて一言申し上げますのは、過日、江戸

川競艇の30周年に町田の大下市長があいさつされましたが、競艇事業と いうことが、 非常に

地方自治体のその進行策に寄与 した、こういうこ とを申されているので、必ずしもやっぱり筋

だけでは現実は通らないという こと を申し上げて私の質問を終わり ます。 ありがとうございま

した。
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0議長 (高橋通夫君 ) これをもっ て 17のし 5月 15日発行、 ひの広報に掲載の日

野市長初登庁職員に訓示の内容について問うに関する質問を終わります。

このたび、小山良悟君から議員の辞職願が提出 されております。

お諮り いたします。この際、小山良悟君の議員辞職の件を日程に追加し、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ます。よってこの際、小山良悟君の議員

辞職の件を日程に追加し、議題といたします。

本件については、小山良悟君の一身上に関する事件につき、地方自治法第 117条の規定に

より、小山良悟君の退席を求めます。

C 4番議員退席)

O議長(高橋通夫君) 辞職願を朗読いたさせます。議会事務局次長。

O議会事務局次長(馬場 守君) 朗読いたします。

昭和 60年 6月 17日

日野市議会議長

高橋通夫殿

日野市議会議員

小山良悟

辞 職 願

私儀、今般の東京都議会議員選挙に立候補のため、議員を辞職したいので許可されるよ

う会議規則第 144条の規定により願い出ます。

以上で朗読を終わります。

。議長(高橋通夫君 ) お諮りいたします。小山良悟君の辞職を許可することに御異議

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。よって小山良悟君の議員辞職を許

可することに決しました。

小山良悟君の除斥を解きます。
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〔小山良悟君着席)
6 月18日 火曜日 (第 7日)

0議長(高橋通夫君) 小山良悟君よりあいさつをお願いいたします。

〔小山良悟君登壇〕

0小山良悟君 皆様お疲れのところ、ごあいさつの機会をいただきましてまことにありが

とうございます。

私、このたびの東京都議会議員選挙立候補のため、本日 6月 17日付をもって日野市議会議 昭和 60年
日野市議会会議録 (第 17号〉

員を辞職することになりました。もとより浅学非才な私が、この 3年 4カ月の問、大過なく過 第 2回定例会

ごせたのはひとえに皆様方の御指導、御鞭撞のたまものと心から感謝し、厚く御礼申し上げま

す。 6月 18日火曜日 (第 7日〉

今回の東京都議会議員選挙の挑戦は、無知なるがゆえに怖さを知らず、という感がなきにし 出 席 議員(2 8名)

もあらずですけれども、しかしながら、私が今住んでいるこの日野市は、私自身骨を埋めよう 1番 橋 本 文 子 君 2番 福 島 敏 雄 君

として決意をしているわけでありますが、私の大事なふるさとであります。この日野市のため 3番 {美 昭 光 君 5番 谷 長 君

に何らかの形で地域の皆さんに貢献したい、そういう情熱のあらわれから立候補したというふ 6番 古 谷 太 虫E 君 7番 ，馬 場 繁 夫 君

うに御理解をいただきたいと思います。今後の政治活動につきましては、是々非々の立場を貫 8番 ，馬 場 ヲム 融 君 9番 主R主ヨrヨ 橋 徳 次 君

き通し、超党派の皆さんの御理解と御支援をいただきながら、奮闘努力する決意でございます。 10番 鎮 野 行 雄 君 1 1番 一ノ瀬 隆 君

これまで以上に御指導、御鞭撞をいただき、末永くおつき合いいただきますことを心か らお願 1 2番 板 垣 正 男 君 1 3番 鈴 木 美奈子 君

いをする次第でございます。 1 4番 ) 11 向島 博 君 1 5番 飯 山 茂 君

最後に先輩議員の皆さん、同僚議員の皆さん、そして、森田市長、部長、課長、職員の皆さ 1 6番 夏 井 明 男 君 1 7番 里 )11 重 憲 君

んの御健康と御多幸を心から念じまして、ごあいさつといたします。お世話になりました。重 1 8番 古 賀 俊 昭 君 1 9番 市 )11 資 信 君

ねて御礼申し上げます。 20番 藤 林 理一郎 君 2 1番 名古屋 史 良E 君

0議長(高橋通夫君) これをもって小山良悟君の議員辞職の件を終わります。 22番 竹ノ上 武 俊 君 23番 米 沢 回 男 君

小山良悟君には長い間御苦労さまでした。 24番 中 山 基 昭 君 25番 大 柄 保 君

本日の日程は、すべて終わりました。 26番 秦 正 君 27番 奥 住 芳 雄 君

本日はこれにて散会いたします。 28番 石 坂 勝 雄 君 30番 I奇 橋 通 夫 君

午後 6時 20分散会

欠席議員 (左し)

欠 貝

4番 29番
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詳明のため会議に出席した者の職氏名 (議案上程〉

市 長 森 田 喜美男 君 追加日程第 1 議案第 49号 日野市議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を

助 役 赤 松 行 雄 君 収 入 役 力日 藤 良B 君 改正する条例の制定について

企画財政部長 前 田 雅 夫 君 総 務 部 長 伊 藤 正 =ロと 君 追加日程第 2 議案第 50号 日野市長等の給与に関する条例の一部を改正する条例の制

市民部長 佐 藤 矢同口 春 君 生活環境部長 坂 本 金 雄 君 定について

清掃部長 藤 浪 z屯""- 徳、 君 都市整備部長 結 城 邦 夫 君 追加日程第 3 議案第 51号 日野市教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部を改

建設部長 中 村 ケ1主ロー 助 君 福 祉 部 長 I笥 野 隆 君 正する条例の制定について

水道部長 万て 原 照 雄 君 病院事務長 大 貫 松 雄 君 追加日程第 4 議案第 52号 日野市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に

教 =円函 長 長 沢 虫E 君 教 育 次 長 山 哲 夫 君 関する条例の一部を改正する条例の制定について

長岩沢代吉君 長馬場 守君

本日の会議iζ付した事件

日程第 1及び追加日程第 lから第 4まで

会議に出席した議会事務局職員の職氏名

局

書

書 記田中正美君

記谷野省三君

次

書

書 記土方留春君

記串田平和君

書 記佐々木茂時君

速記委託先 住所 東京都立川市曙町一丁目 10の 3

立川速記者養成所 所長 関根福次

速記者 田辺雅子君

速記者 小 野口純子君

議事日程

昭和 60年 6月 18日(火〉

午前 10 時開議

日程第 一般質問
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午前 11時 3分開議

0議長 (高橋通夫君〉 本日の会議を開きます。

ただいまの出席議員 25名であります。

日程第 l、一般質問を行います。

1 8の1、環境問題現況と対策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〉 皆さんおはようございます。

~ ¥ま議長さんより御指名をいただきました一般質問をさせていただきます。題名といたしま

して、環境問題現況と対策について問う、ということでございます。公害問題を取り上げさし

ていただきたいと、こういうことで一般質問さしていただくわけでございます。

わが国の近代産業の生産と発展とともに発生したーーすでに明治中期以降、製糸紡績会社、

鉄鋼業界、精銅業界などの拡充とともに、大阪、八幡等の工業都市では、石炭の燃焼による大

気汚染現象が見られた。しか し、林立する煙突からの排出される黒煙、繁栄のシンボノレと見ら

れ、それを社会問題とするような意識は一般市民にはなかった。明治 20年ごろから足尾鉱山

公害事件、明治 30年ころからは別子鉱山の公害事件がございます。地域住民は、重大な被害

を受けて大きな社会問題まで発展はしたものの、これという地域的な鉱山特有の問題として認

識されたにすぎない。

第 1次大戦後から、わが国産業活動はまず活発化し、同時に生活環境も悪化してきたわけで

ございます。工場などにおける生産活動に伴って発生するばい煙、排水、汚染、騒音、悪臭な

どの公害は、ほとんどがこの時期までに発生したということでございます。しかし、生産力、

国防力の増強を最優先する体制が次第に強化されようとしてきた当時において、これらの産業、

特別の問題として取り上げることなく、個々の被害について住民からの苦情があった場合に、

必要な処理を行う程度であったわけでございます。そのような実情が続いてまいってきたわけ

でございます。

第 2次大戦後の昭和 20年前半には、敗戦後の国家復興の旗印のもとに産業復興が至上の要

請とされ、生産施設などの整備に電力が提供され、環境問題はほぼ戦前からの延長と見られる

状態で推移した。 20年代の後半になると、産業活動が活発となり、それに伴い各種の公害現
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象も増大の兆しを見せ、公害問題に対する住民及び地方公共団体の認識も徐々に高まりを見せ

てまいりました。

わが国の経済は、昭和 30年代に入ると急激な成長発展期を迎え、技術革新、エネノレギ一転

換産業構造の変化など、生産活動が著しい高度化、大規模化で進行してまいりま した。このた

め、鉄鋼業、生産業等エネノレギー消費量は急激に高まり、これに伴い工場からのばし 1煙や排水

量が増大し、全地域iζ大気の汚染、水質の問題を発生させ、特iζエネノレギー源の石炭から石油

系燃料への転換、臣大なコンビナートの造成に伴って火力発電所や石油化学の工場などから排

出されるばい煙のうちに含まれている有機炭酸ガス等による広範囲にわたる大気汚染が新たな

問題として生じてきたわけでございます。

また、高度成長期における公害問題の代表例といたしまして、三重県四日市の大気汚染、海

水汚染等が挙げられるわけでございます。しかし、このような問題は四日市に限らず京阪神地

域にも、その他の主要な工業地帯においても問題となったところでございます。または工場や

鉱山における事業活動に伴って排水された重金属における熊本県水俣市を中心とする水俣事件、

新潟県阿賀野川流域における有機水銀中毒事件、富山県のイタイイタイ病事件など悲惨な事件

が発生した。また、最近であります昭和 40年代に入ると、私企業における公害対策は相当な

進展を見せるようになったことでございますが、これと対象的に自動車工業、航空機、新幹線

などの交通公害が大きくクローズアップされるようになったわけでございます。

まず公害問題は、地域住民と生活に密着した問題として、地方公共団体により行政対象とし

て取り上げられる。すなわち大工業地帯の有する都道府県などで、地域住民の要望に基づいて

条例制定が動き始め、活発になったわけでございます。 24年東京都の工場公害防止条例が初

めてできたわけでございます。大阪、神奈川、福岡と、次々に条例の制定が行われ、昭和 29 

年には、工場騒音または一般騒音を規制する騒音の防止条例ができ、また 30年には工場周辺

の地域住民に最も密着した立場から、条例の制定や公害の苦情を調査相談をして、問題の解決

に当たっておられたことでございますが一-

そこで、自然、と人間のかかわりあいは、人間の祖先が誕生したときから始まるわけでござい

ます。人間が最初に自然、に働きかけたのが、動物及び採集の生活をしていたころでございます。

このときは野性の動植物の採集して何ら問題は生じなかった時代でもあったことでございます

けれども、人間は自分の手で食糧を生産する農業、畜産を初めとして、自然と人間の生活上iζ

おいて、食糧の安定、定住確保するために森林や草原の耕地開発が進み、自然を征服すること

が人聞にとっ て豊かな生活につながってくると思った考え方に依存してきたわけでございます。

これが自然破壊の始まりであった。

もっと言いますと、人間はこれらの農業から、エネノレギ」を使って物を生産する工業の時代

に入ってきたわけでございます。人口の増加に伴い、それだけの人聞の生活を支えていくため

には、自然の中からさらに必要な資源を取り出すことが必要とされております。工業化、都市

化、拍車がかかった高度成長に伴う人口の都市集中化により都市周辺の農耕地、自然、緑地帯

の危速な破壊をもたらすに至っております。現在、また生活が豊かになったことから、レクリ

エ」ションなんかの重要性が高まり、コーノレフ場造成、観光道路の開発における自然破壊も進ん

でまいりました中でございます。

このような自然破壊が物理的に形式的に行われる。そこで、昭和 49年ころと記憶しており

ますが工場内の職場の改良と整備を行うことを前提として、ここで飯山議員の名前を出して申

しわけございませんけれども、いまから約 10年前花、私と、それから、緑ケ丘、日野台二丁

目でございます。一丁目、四丁目、この地域の中から飯山議員、そして、自治会、そして、日

野自動車工場の方たちと交渉に入ったわけです。そういうような中から、一度は労働省の方か

ら副参事として石黒辰吉先生が見えられまして、そして、医師側の方から菩林大学の三鷹にあ

る耳鼻咽喉科ですが、堤昌巳先生、そして、工場の内容、そして、地域住民の方たちの苦情、

こういうものの話し合いを続けてまいりましたD そういうような中から急激に日野自動車さん

の方で約 8億一一これは私の推測でございますけれども、 8億ぐらいのお金を投資して、そし

て、会社の中の公害について、住民側に迷惑のかからない脱臭装置を多額な金を用いまして、

やっていただいたわけでございますけれども、何せその機械が故障はないようなことは言って

おりましたけれども、二、三度か故障があり、そして、その故障のあった時点においては、地

域住民の方たちにばい煙、悪臭、そういうようなものを地域住民にまき散らかしたわけでござ

います。そして、そのたびにわれわれは会社側と交渉し、また、飯山議員をパイプ役として現

在まで参ってきておりますけれども、 10 0 %は私たちもこの悪臭、ばい煙は取り除くという

ことは考えておりません。考えておりませんけれども、地域住民の方たちに幾ら迷惑をかけて

も、産業はなくして国の発展はないということは私も承知しております。だけども地域住民の苦

情を無視してまで、日野自動車の方でばい煙、粉じん、騒音、こういうようなものをまき散ら
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かしていいのか悪いのかということでございます。 ますo これは、イ可か蕉げたようなにおいがするんだけれども、人聞には影響がないんだろうか

なと、こういうようなこともたびたび言われるわけでございます。そして、日野市の行政の中

から絶えず日野自動車さんに対しての、悪臭、ばい煙については気を使っていただいているよ

うでございますけれども、私たちにしてみれば、こういうようなにおい、そして、毎日の生活

の中で、 1回この中で全然関係のない方が住んでいただければわかると思いますけれども、足

の裏が黒くなる、畳が黒くなる。これがばい煙だと思います。脱臭装置がついておりますけれ

ども、十分に機能が果たされてないように私は考えております。また、地域住民全員の方がそ

のように考えております。

そこで、ひとつ日野自動車の中から、ばい煙の濃度基準がどのくらいの基準にいまなってい

るのか。そして政府から定められた濃度の基準はどのくらいの基準であるのか。これをひとつ

お尋ねいたしたいと思います。

次に騒音でございますけれども、騒音も、これは規制されております。にもかかわらず 1週

間のうちに 5日間、必ず小さい音、また、大きい音が出るわけでございます。たとえば神棚と

か、そして、棚のあたりに私も 1回やってみたことはございますけれども、人形を置きまして、

そして、それがいつの間にか二つ一緒に寄るというような振動も出ております。そういうよう

な中から、こういうようなことは本当にあっていいのか一ーないにこしたことはございません

けれども、こういうようなことが私は人体に影響があるんじゃないかと、夜も寝られないと数

人の方から聞いております。だから、この辺の基準ですね。騒音の基準。これについても、ひ

とつできましたら、どのくらいの基準があるのか、ということをお知らせ一一いますぐにわか

れば、すぐに回答していただくようにお願いしたいと思います。

それから、日野市の中でいま問題にはなっておりませんけれども、地下水の問題についてで

すけれども、地下水は、日野市全体におきまして沈下があるのかないのか。私は水のこともも

ちろんでございますけれども、沈下がどの くらいあるのかということが心配で聞くわけでござ

いますから、その辺のところを理解していただきたいと思います。各工場企業の中には、これ

は、水が必要でありますから、ある程度の水には私は触れませんけれども、それによって沈下

がどのくらいして、年間通じているのか。それを聞かしていただければよろしいんじゃなL、か

と、こういうように考えて質問さしていただいたわけでございます。

6点ですか。よろしくひとつお願いいたします。

そこで私は、特に日野自動車のことについて取り上げてまいったわけでございますけれども、

国の方といたしましては、公害防止を直接の目的とする一般的な公害規制法として最初に立法

化されたのは昭和 33年、これは制定されております。それについて、工業用水の地域として、

用水路の水、これの保全に関する法律も、実は国の方で制定されております。その中から、工

場なんかから出てくる排水などの規制に関する法律、 工場排水規制法というものも法律化され

まして、制定されたわけでございます。そういうようなことから河川の一一いまよく用水路の

濁り、そして、悪臭、そういうようなものをたくさんの議員さんが取り上げております。そう

いうようなこともあって、これのよどんでいる調査を日野市の中でどのようにして調査を現在

までに行ってきたか。この質問について 1点を御回答いただきたいと思います。

それから、カドミウムについて非常に農村地帯一一日野市の末端ですか。万願寺、石田、新

井地域にはカドミウム汚染がされて、約もう 10年近くになろうかと思います。そういうよう

な中で、いまこの地域についてのカドミウムに対してどのような対策、対応、または、いま現

在土質ですか一一土地の質ですねO どのようになっているのかを 1点お尋ねいたします。

次iζ、工業の方から一一各会社ですか、この方から出てくる有害な作業を しているとこ ろは、

周辺住民に有害なる影響を与える数はどのくらいあるのか。その部分的な状況、特に最近 1種

住居地域、そういうようなところでハンダづけ、そして、家内工業としていろいろな作業が行

われておるわけでございます。こういうようなことについて、人体iζ影響があるのかないのかD

また、大変な近所迷惑になっている排気の中から、悪臭を分散しているような、不愉快なこと

を平気でやっておられるようなところも見受けられます。そういうことについて、ひとついま

市の方でどのような対策を行っているのだろうか。それをひとつお聞きをさしていただきたい

と思います。

次にでございますけれども、日野自動車、日野自動車と言って申しわけございませんけれど

も、私の方はこの地域が一番日野自動車さんについて迷惑をこうむっているところでございま

す。これはばい煙なんですけれども一一悪臭。こわは、先ほど申し上げましたように、耳鼻咽

喉科の先生方から人体には影響がないんだと、こういうようなことを調査をされて言われてお

りますけれども、たまたま日野台二丁目の地域以外の方が、たまたま私たちの町内に参ったわ

けで、そのときには 10人寄れば 8人までが、これは何のにおいなんですかというふうに聞き
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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。生活環境部長。

0生活環境部長(坂本金雄君〉 お答えいたします。

御質問の中に出てまいりました各市の騒音、いわゆる大気汚染ですとか水質汚濁、土壌汚染、

騒音、振動、地盤沈下、さらには悪臭などの問題につきましては、それぞれ国の大気汚染防止法

でございますとか、水質汚濁防止法、悪臭防止法などによりまして規制の基準が設けられてお

ります。さらに、東京都におきましても東京都の公害防止条例がございます。そして、より広

範囲により厳しい独自の規制基準が設定されておりまして、この都条例をクリ了すれば、おの

ずと法律もクリアできると、こういう厳しいものがあるわけでございます。条例では、公害発

生の恐れのある業種を、工場と指定作業所に二つに分けておりまして、そのほか動力を必要と

するものについては、都条例によりまして、電気供給通知がないと電気が受けられないような

仕組みになっております。公害防災課では、事業の設置計画に対しましては、これらの法令に

よりまして都市計画上の用途地域と照合し指導を行っております。

さらに、御質問の中にございました 1種住専地域の悪臭などにつきましては、家内工業や規

制を受けない業種については、日常生活等iζ対応する規制の基準を適用して指導をしていると

ころであります。さらに、カドミウムの汚染の問題につきましては一時騒がれましたが、その

後問題になっておりません。

それから、そのほかに日野自動車に特定した御質問がございましたけれども、 6月の 14日

でしたか、この通告質問をいただきましたので、日野自動車の生産技術部の次長さんと、環境

技術課長さんの 2人に直接お会いをいたしまして、日野自動車における公害防止の取り組みに

つきまして、直接お話を伺う機会を得ました。

それによりますと、御質問の中にもございましたよ うに、四十七、八年ころには産業公害と

いいますか、悪臭、振動、騒音、そういった公害が地域の住民から指摘を受けたところでござ

いまして、そのために、そういった公害の防止策として、日野自動車は 8億から 10億ほどの

予算をもって公害防止の取り組みに熱心に当たったと、こういうようなお話でございます。

環境技術課というのは、主として公害の防止に関する仕事をやるセクションだそうで、日野

自動車は、地域の住民あっての企業の発展がある。こういうお考えのもとに付近住民からのア

ピーノレにつきましては誠意をもっておこたえしているo そういう姿勢がお話を伺った折にも伝

わってきたわけでございます。
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まず、日野自動車の公害に関する概況からお答えを申し上げますと、臭気濃度の立入り検査

は、昭和 57年 7月 12日と 14日の両日に行われました。測定の結果は適合でありました。

しかし、その後周辺住民より悪臭苦情の訴えがございまして、敷地の境界に隣接する住民から

3軒のお宅を抽出いたしまして、 57年 10月 14自に測定をいたしました。そうしましたら、

基準値を越えた結果が出たわけでございます。 57年 10月 14日に基準値を越えた結果が出

ました。

早速日野自動車工業に対しまして、改善措置を講ずる勧告書を出しました。この悪臭の減少

の計画を提出するように要請をいたしました。これを受けまして、日野自動車側より昭和 58 

年の 10月 28日に減少の計画書が提出されました。その計画書の内容を検討しまして、若干

の計画変更の後に脱臭装置の効率を高める措置を講ずるように指導いたしました。この減少計

画に基づいて改善措置が講ぜられた後、昭和 58年 10月 13自に再び敷地の境にございます

l軒のおうちで臭気の測定を行っております。その結果は基準値以下で適合でありました。な

お、日野自動車から発する臭気の主な原因は、鋳物をつくる際に原料にシェノレ砂を混合する。

シェノレ一一貝がらですね。シェノレ砂を混合するため、それが蕉げて悪臭が出るんだ。こういう

理由でございます。

そのほか騒音でございますとか振動につきましでも、付近住民から以前はアピーノレがござい

ました口工場の西南部敷地境界付近にはプレス工場がございます。過去、振動の苦情が寄せら

れたんですが、この振動につきましても、防振対策を実施していただきまして解決した経緯が

ございます。現在、プレス工場は 24時間稼働しておりますが、規制基準はクリアしておりま

す。そして、付近住民からの騒音、振動の苦情は、最近においては私ども把握をしておりませ

ん。

それから、水質につきましての当工場の排水量は、 1日当たり 4，4 0 0立米でございます。

規制の項目ー一一PHですか。 BOD、 COD、ss、 CN、Cr
6+、 こういった規制の項目は、

すべて基準値を下回っておりまして、過去においても問題は起こしていないようであります。

それから、先ほど概況のところでも申し上げました悪臭ですが、鋳物工場から悪臭が出ます。

過去においては 2直やっておりましたものを 1直にいたしまして、午前 8時から午後 5時まで、

土曜、日曜は除きます。夜間においては現在作業は中止されております。鋳造工程の規模の 3

分の lは、群馬県にあります新田工場へ移転をしておりまして、現在 7基の脱臭器が日野にご
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ざいます。鋳造工場における臭気の濃度は、その排気口においては基準値を下回っております。

デジタノレ標示式の測定器具を使いますと、この臭気の濃度というのは数字であらわれないそう

ですけれども、その排気口においてはそういう状態なんですけれども、敷地の地境になります

と他の要因、たとえば自動車の排気ガスでございますとか、そういったもろもろの要因が複雑

にからみ合いまして、時としてはこの基準値を上回ることがあります。したがいまして、市と

いたしましても、今年の 7月、 8月、窓をあけ放す時期になりましたならは、調査をいたしたl)0 

そういう準備を進めているところであります。

さらに、地下水につきま しては、当工場の地下水の揚水量は、昭和 48年一一いまから 12 

年ほど前には 8，300トンでございました。これが、公害防止の措置、地盤沈下の防止のため

に行政指導を行った結果、昨年 59年には、およそ半減をいたしまして、現在 1日4，384ト

ンをくみ上げております。

以上のような工場側の取り組み、そして、私どもの対応を概略お答えを申し上げましたけれ

ども、今後とも産業公害と言われます工場、事業所、あるいは建築工事の公害につきま しては

十分測定と、それから、監視態勢を強めまして、公害の未然防止に努めてまいりたいと思いま

す。なお、産業公害につきましては、企業の自己責任において発生を防ぐようにして心がけて

いただく、これも、もちろんのことであります。

以上お答えをいたしました。

0議長(高橋通夫君 〉 藤林理一郎君。

020番(藤林理一郎君〉 答弁ありがとうございます。

いま部長さんの方から、日野自動車さんの、鋳造からのばい煙については貝がらのようなこ

とを答弁の中で言っておりますけれども、この貝がらというのは、普通の海からあがる貝の貝

がらですか・・・・・・。私は、これは初めて貝がら ということは言葉の中で聞いたんですけれども、

私のいままでのなにから見てますと、鋳造の中には必ずコ ークスを使っていると思うんですよo

そのコークスから一酸化炭素というんですか、そういうゅうなものが出るわけです。それが出

て、そして、その中で職場の作業している方たちが苦しくなるから、当然脱臭装置に吸い上げ

るものが間に合わなくて窓をあける。これは南方の方に一一北側に実は窓がついておりますけ

ども、これは閉鎖しております。あけられないようになっておるようでございますけれども、

南方の方に、われわれの自に見えないところに窓があるわけです。その窓をあけると同時に、
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そこから、そういうようなばい煙とかそういうものが出て、それからわわわれの北側の住民地

域にまき散らかされると。におい、ばい煙ですね、粉じんo この三つが非常にいま、これから

夏になる と南風によって、われわれの住民がばい煙、粉じん、悪臭、こういうものについて本

当に住民に迷惑かける。そういうことで、私この 10年近く飯山議員とパイプ役として、会社

側とは十分に話し合いをさしてもらってここまでは来たんですけれども、これ与L上、住民がが

まんできないということから、きょうこれ一般質問さしていただいたわけです。

そこで、ばい煙とかそういうものが実際に出ないようにできないものなのか。これは私、工

場の構造によってはこういうものが防げられると思うんです一一脱臭装置がついているもので

すから。 10 0 %まではいがなくても、 70から 80くらいまでは何とかしていただけたら、

住民側の方もそのような騒ぎはしないんじゃなし 1かと、こういうふうに思いますo それについ

て、窓についての改修ですか、そして、いま高価な電気装置なんかで鋳物の作業ができるとい

うことですから、でき得るならばコークスなんか使わないような形で、できるならばそのよう

な対策、対応していただければ、住民側の方も助かるんじゃなし 1かと、こういうことです。そ

れについて、市側として行政の中でそれを指導が可能か可能じゃないか。それひとつ答弁を願

いたいと思います。

0議長(高橋通夫君〉 生活環境部長。

0生活環境部長(坂本金雄君〉 お答えいたします。

夏場になりますと窓をあけ放しますので、どうしても臭気が鼻につくという結果になると思

います。したがいまして、その時期を選びまして調査をいたせ準備をしてございます。日野自

動車につきましては、東京都におきましては留保工場という扱いを受けておりまして、都が扱

っております。したがいまして、東京都とも十分連携をとりまして、この調査結果を会社側に

示し、会社側にも完全な防止に向けて努力をしていただくと、こういうことになります。

( Iここは工業地域ですよ」と呼ぶ者あり)

0議長(高橋通夫君〉 藤林理一郎君。

020番(藤林理一郎君〉 いま、工業地域だからどんなことをしてもいいというよう

なやじがありましたけれども、そういうものじゃないと思います。私は人間が住む以上は、人

間を優先せなきゃいけないと思います。幾ら大事な国民のために車をつくり、外国へ輸出する。

これはよくわかっております。そうせなければ日本の国は、経済は持ちこたえられない、という
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020番(藤林理一郎君〉 t ¥ま横田基地についての防音装置にも、積極的に部長さん

でいていいところだなあと言えるようなところに、ぜひしていただきたいと思うんですが、そ

の辺のとこ ろの考え方が市長さんあるのかないのか、積極的にやってし 1く気持ちがあるのかな

いのか、ひとつお聞きさしていただきたいと思うんですが…ぃ・。

0議長(高橋通夫君〉 市長。

0市長(森田喜美男君〉 いま藤林議員さんから、公害と市民生活にかかわります一応

鎮静したかに思っておりました状況を再び提起されまして、なるほどと、やはり終わってない

ということを感じた次第であります。

日本の公害史、特にまた、日野市内の公害史とも言える幾多の事件が確かにありました。そ

うして、当時公害対策課を設け、いま公害防災課という形で、なお、公害行政を維持存続して

おるわけであります。市民生活の安全と安寧を期するために公害を皆無にしたいと、また、し

なければならないと、このことは一面に企業、あるいは行政の重い責任だと思っております。

かつて日野台二丁目の地域が、日野自動車のキュ ーポラの位置する場所と隣接をしています

ために、紛じんあるいは悪臭、それから、徴振動。このようなことが地域からも伝えられまし

て、私どもも何回かこのことについての住民対話、それに伴う工場iζ対します要請ということ

を行いまして、相当な規模の改善がなされた。あるいは一部他の地域に発生の部分が移された。

こういうことで、ますます過密化する住民と工場の関係。なおひとつ企業にも努力をしていた

だくと、このような要請を重ねていたしたいと伺ったところであります。申すまでもなく、公

害あるいは災害のないこれは住民生活の平和の問題とともに基本だと考えておりますので、今

後とも厳しく対応していきたいと、そして、市民生活を守っていきたいと、このように考えて

おります。

地下水のこともございましたが、現在はかなり改善をされておりますし、その他、中央道か

ら発生します車の騒音、あるいは生活排水の汚濁を一一一生活排水による低い地域に流れておる

水の汚濁という問題もあるわけでありますので、引き続き対策を立てていきたいと、このよう

に考えております。

以上のようにお答えをして、この問題に決してクリアができてないということで臨みたいと

思っております。

0議長(高橋通夫君〉 藤林理一郎君。

020番(藤林理一郎君〉 答弁ありがとうございます。

ことはよくわかりますけれども、そうかとい って、住民に迷惑かけていいのか悪いのか。そう

いうようなことから再三にわた って私は申し上げておるんです。ですから、いま部長さんが、

東京都の指導によって、そして、行政の中でや っているんだと、こういうことでございますか

ら、人体に影響がないということも申されておりますけれども、私は、これは人体に影響がな

いということは言っておるものの、人体には影響があると思います。必ず全然ないということ

は申されないと思います。そういうようなところから、この夏場に入って部長さんの方から、

行政指導の形から調査をしてみたい、また、するんだということでございますから、この件に

ついては、ばい煙、悪臭については、これで結構でございます。

そこでもう 1点、厳しいようでございますけれども、横田基地におりる飛行機の問題のこと

について、ここで日野台四丁目、旭が丘、多摩平、西平山、この辺のところが防音装置がなさ

れました。その中で日野台の二丁目、四丁目がまだその地域に入っておらないということでご

ざL、ますから、この公害の問題を兼ねて、こういう装置をつけていただけるかいただけないか。

それを最後に質問さしていただきます。可能かどうでしょう。

0議長(高橋通夫君) 生活環境部長。

0生活環境部長(坂本金雄君〉 お答えいたします。

横田基地の騒音対策といたしまして、現在日野市は平山の住宅供給公社の一帯、コースの下

に当たる一帯について、地域を設定いたしまして、その地域内につきましては防音工事が行え

るようにしてございます。この地域も、当初防衛庁側が設定した地域よりも、日野市の意見と

して二、三百メートル広くとってあります。したがいまして、この地域の中に入っておりませ

んと防音工事の対象になりません。日野台二丁目、三丁目につきましても、今後この地域の中

に入れるように、防衛庁側と接触をしていきたいと思います。

0議長(高橋通夫君) 藤林利一郎君。

の方から考えてやっていくような体制づくりは持っているというような答弁がございました。

これは、ぜひ日野台一丁目、二丁目の、そして、多摩平七丁目の区域を積極的に取り組んでい

ただきますようお願いいたします。

それと、もう 1点。東京都、国から定められた行政指導。これについて、ぜひ市長または関

係の部長さんなりが積極的に取り組んでいただきまして、地域住民の、公害のない本当に住ん
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市長さんにも前向きにこれから取り組んでやっていただけるという答弁がございましたから、

ζれ以上申し上げません。そこで、市長さん、最後の私の言葉となると思いますけれども、あ

くまでも人間が優先するということですねo ( I人間の町です」と呼ぶ者あり)はt¥。あくま

でも市長は、それをいつも口にしているんですから、それを必ず守っていただくようにお願い

したいと思います。

以上をもちまして私の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〉

する質問を終わります。

これをもって 18のし環境問題現況と対策について問うに関

お諮りいたします。議事の都合により暫時休憩いたしたいと思いますが、これに御異議あり

ませんか。

C I異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(高橋通夫君〉 御異議ないものと認めます。よって暫時休憩いたします。

0議長(高橋通夫君〉 休憩前iζ引き続き会議を開きます。

午前 11時 55分休憩

午後 2時 48分再開

一般質問 19の 1、昭和 60年 4月執行日野市長選挙戦の諸問題点を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 〕

01 6番(夏井明男君〉 議長のお許しを得ましたので、第 1間の、過日行われました

昭和 60年 4月執行の市長選挙における諸問題点を問うということで質問をさせていただきま

す。

すでに終わったことでございますが、将来の展望を聞くという意味でこの質問をさしていた

だくわけであります。それで、この問題につきましては、若干すでにほかの二、三の議員の方

からお話もありましたので、市長の基本的な考え方も若干わかるわけですけれども、どうかひ

とつかみ合う議論をぜひお願いしたいと思うわけであります。

過日の行政報告のときに資料としていただきました「就任のあいさつ」というところで、森

田市長が市の職員の方にお話しした内容のあいさつの記事がございますが、その 3ページのと

ころにこういうふうに書いてあります。 Iこのたびの市長選挙でも、庁内の行政改革と給与の
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批判が事実でないことを含めて強調されていたことは皆さんも知っていると思います」という

ふうな内容でございます。ここに、市長も候補者として立たれて、このような考えを持たれた

ということは十分推察もされますし、わかるわけですけれども、私は、今回市長とは反対の立

場からこの問題についてお話をさしていただきたいと思います。当然一方の立場からお話しす

ることでございますので、市長の側からの点につきましては、また、どなたかこの問題につい

て触れていただいて、公平を保っていただきたいと思うわけであります。私は、質問通告の中

にもお話ししましたとおり、豊かな革新日野をつくる市民の会というところで、今回の選挙戦

におきましでも、かなりの部数のチラシが配られました。これを踏まえて質問をさしていただ

きたいと思います。

まずこの内容ですけれども、豊かな革新日野をつくる市民の会一一これは日野市多摩平 2の

4の大坪さんという方が代表でございますが、この方を中心にして書かれたビラであります。

私の手元には 4号から 14号までございます。問題点を述べさしていただきたいと思います。

まず 4号ビラの問題点でありますけれども、ここには政策的なことも述べられております。

この 4面でございますけれども、ここには、市長とは反対の立場の方に対してどういう ふうな

発言をしているかと申しますと「市民敵視で何でも反対。市民の命と暮らしを守る革新市政の

施策に対し、ことごとく反対し妨害してきました」ということであります。政策欄では「こん

な人が市長になったら、革新市政の築いた福祉、教育、医療などばっさり削られ、 1 5万市民

はひどい自に遭わされてしまいますJI学校建設を一貫して妨害。南平高校誘致のときも、自

民、新自由クの議員は、革新市政の用地取得にあたかも黒い霧でもあるかのような難癖をつけ

妨害しました」一一一これは、御承知のとおり越党派で進めてきたことは議事録からも明瞭であ

ります。また、自民党の議員の方も積極的にさまざまな角度から応援をされて成ったというい

きさつがあったと思います。

次lζ、 5号ビラであります。 5号ビラの裏面ですけれども、ここには「自民時代の不合理直

す革新市政」一一給与問題で取り上げております。 Iこれらの制度、すなわち市職員の給与制

度、退職金手当などのこれらの制度は、いずれも自民党市政時代につくられたもの。革新市政

はこれらの不合理な面を正してきました」とあります。また、同じ面に「市民犠牲の行革は御

免。鈴木都政の行革では、 6年間で 162種類もの公共料金値上げ、老人医療無料制度を初め

とする福祉は軒並みばっさり。さらに、医療、学校、福祉など、都民サービスの部門の職員が
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大轄に削減されました」とあります。この、鈴木都政の進めております「福祉は軒並みばっさ

り」ということは異論があります。すなわち、東京都の鈴木都政は、日本でもーの高い水準の

福祉制度をやっていることは周知の事実であります。

次花、 6号ビラであ ります。 6号 ピラの 1面には i3校目の南平高校を実現。自民 ・新自由

クラブの妨害を排して」とあ ります。ここに「自民党・新自由クラブの議員は、 3年以内に都

立高校ができたら、責任をと って議員をやめる とたんかを切って、用地取得に難癖をつけるな

ど、高校誘致を妨害しただけでした」とありますo 私の記憶ですと、自民党の議員の方がこの

ようなたんかを切った という記憶は私は持っておりません。

7号ピラであります。ここでは一一 7号ピラの 1面でありますが「森田市長、市民の平和の

願いにこたえて核兵器廃絶、平和都市宣言」とあります。次に「核兵器を好む中曽根内閣と直

結、自民党滝瀬氏」とあります。この「滝瀬氏が行政改革推進ばかり 言っているのも、中曽根

内閣の補助金カットを受け入れやすくし、軍拡iζ協力するのがねらいです。こんな人が市長に

なったら核兵器廃絶、平和都市に向けた市民運動も抑えられてしまいます」とあ ります。 これ

も、かなり事実と違うきめつけ的な典型的な文言が並んでいるわけであります。

「非核都市宣言決議に反対した新自由クラブの推す山口氏」、同じ面であります。 i平和の

願いに背を向ける新自由クラブの推す山口氏では市民の平和と安全を守るこ とはできません」

とあります。これもやはり「平和の願いに背を向ける新自由クラブ」というふうにきめつけて

おります。同じく 7号ピラの裏面には「新自由クラブの推す山口氏、市政に関する実績何もな

し」というところで「山口氏を推す新自由クラブは大臣のポスト欲しさに戦後最悪の中曽根内

閣のしつぼにくっついた無節操な政党です」というふうに論断をいたしております。

次iζ、 8号ビラであります。 8号ビラの 1面ですが 「革新つぶしの 2人には市政を任せられ

ません」というと ころで「下水道計画反対の請願書にただ 1人紹介議員に。こんな人では下水

道事業もたちまちストップされてしまいます」一一当選すれば下水道事業計画もストップされ

てしまいます、というふうに断言をいたしております。

次に、 11号ピラであります。この 1面にこうあります。 i自民党は革新市政をつぶそうと

公明党抱き込みをねらい、残念ながら公明党はこの策謀に乗り、自民党と手を組んだのです」

というふうに述べております。また同じ面で「自民党市政が復活すれば福祉も緑も対話もおし

まい」ということであります。内容を見ますと理美容券が廃止をされる。集団難病検診も廃止
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される。訪問看護制度も廃止をされる。他市iζ例を見ない市政図書室も廃止をされる。食堂方

式の学校給食もスク ラッ プになる。婦人行政の問題についてもスクラップになる。消費者行政

もスクラップになる」というふうに断言をいたしております。

同じく 12号の 1面にはこのようにあります。 i自民・公明陣営のデマ・中傷は市民への挑

戦。自民・公明連合は革新市政の実現をまともに評価することができず、もっぱらデマ、中傷

を浴びせるだけです。このことは 15万市民に対する挑戦です」とあります。同じく 12号ピ

ラの裏でございます。これはかなりきついわけですが「政策能力ゼ、ロ・ 無責任さ 100%の自

民・公明陣営」という見出しであります。 iきれいな言葉で市民だま しがねらいの政策。自民

に公明が連合して卑劣さ陰険さ 2倍に」ということであります。自民党と公明党が連合すると

卑劣、陰険さも 2倍になる見本のデマ宣伝です、ということであります。

1 3号は持っておりませんので 14号を読ましていただきます。 この裏面には「政策も盗み

取り自民・公明連合。政策も盗み取りとは何ともあいた口がふさがりません」、理由づけとし

ましては「下水道、循環パス、モノレーノレ、南部に病院等々を掲げていますが、これらは現市

長がすでに市民とともに取り組んでいる政策ばかりです」とあります。 1点批判しますと、モ

ノレール構想というのは東京都で強力に進めてきた制度でありますし、むしろ市長がこれに乗

っていると言った方が客観的真実に近いと思います。

次lζ法定ピラであります。これもやはり豊かな革新日野をつくる市民の会というところで出

されたピラであります。この法定 1号ビラであります。 4面iζ、こういうふうにあります。「日

野を住みにくくする行政改革は御免です」とあります。 i自民・公明党の候補者や新自由クラ

ブの候補者は、日野市民が革新市長とともにつくってきた住みよい日野を、根こそぎひっくり

返そうとするとんでもない行革を企てています」さらに「緑と清流が破壊されます」とありま

す。 i1 0数年前の自民党市政当時と同様に、もうけ本意の乱開発によ って、日野の緑と清流

は再び破壊されてしまうでし ょう」とあ ります。これは、現在の情勢を無視 したき めつけだと

思いますo さらに「全国に誇る教育・福祉はズタズタになる」とあります。 iもし臨調行革派

の市政になったら、人件費を浮かせることだけの市政となり、子供もお年寄りも障害者も、み

んな犠牲にされて、全国に誇る日野の福祉・教育はズタズタにされてしまいます」。さらに同

じこの法定ビラの 4面ですが「市民サービスは低下、消費者施策切り捨て、婦人差別も助長。

寝たきり老人看護手当、老人理美容券、難病集団検診、図書館行政、これらの市民サービスも、
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行革派の市長となれば片っ端から切り捨てられます。三多摩のトップの婦人センタ」や、消費

者相談窓口などの消費者行政も同様。女のくせに、女は家庭にの差別や偏見が市政に横行する

のも自に見えている」とあります。私は、婦人の問題につきましては、さきに一般質問で憲法

の保障されている男女平等が実際の実社会では帯離していると、それを努力すべきであるとい

うことを真検に訴えております。こういう立場を考えますと、こういう断言は、やはりきめつ

けではないかと思うわけであります。さらに「市民との対話は断絶するであろう」とあります。

すなわち、行革派の市政になったら、市長と市民の交流は断絶すると言われております。これ

は法定ビラ 1号であります。

次iζ、やはり法定 2号ビラでありますが、この 2ページ、 3ページに、自民党など反市民派

の市政になるとこんなに悪くなるということが書いてあります。 i自民党などの推す人は何も

できない議員として知られています。その人の応援に某政党がついたのは、金が動いたからと

新自由クラブの代議士が言っているように、まさに金権政治家」とあります(発言する者あり〉

これは、政治家であれば何でも許されるということではないと思いますけれども、これは刑事

事件としての名誉棄損罪、さらには侮辱罪に該当する要件をかなり満たしております。政治家

には、最低道徳、を守ればいいということでは私はないと思います。法に触れなければこのよう

なことを書いても事足れりとする傾向があるとすれば、やはりこれは厳しい市民の指弾を浴び

てもやむを得ないと私は思います。刑事事件として一つの要件が欠けるから告訴を免れるとい

うような文面をつくるべきではないと私は思います口それから、同じところに「自民党などの

推す人の実績は、革新市政の市民本位の施策にすべて反対したことぐらいで、市民のための実

績は文字どおりゼロ」あります。また「自民党などの推す人の公約は事実上、行政改革だけ。

彼らが実際にやろうとしているのは公共料金の値上げ、福祉と住民サービスの切り捨て、部長、

課長の手当をふやすことo こんな人が市長にな ったのでは日野市がだめになってしまいます」

とあります。

さらに類似のピラが、やはり豊かな革新日野をつくる市民の会から発行をされております。

これは、ダ・カーポさんの来園で、 2月 24日午後 1時からの市立第一小学校体育館の森田市

政 12周年記念、1， 0 0 0人集会のチラシであります。これの裏面でありますけれども、やは

り都立高校 3校誘致という実績の中で、 「自民・新自由クラブの妨害を排し、南平高校、日野

台高校、八王子東高校を誘致実現」と三つの高校が挙がっております。さらに、「市民1人0.5
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平方メ」トノレの緑地確保」と実績として挙がっております。この中に、 8万 3，0 0 0平方メー

トノレを購入して市民の財産を守る。これに副弧して(都有地を含む〉とあります。やはり正確

な報告をされるんであれば、都有地がどのくらいあるのかを、やはり書かれるのが信用を増す

のではないかと私は思います。

それから、 やはり号外の中で一一号外号が出ておりますが、それの1面であります。 i革新市

政は核兵器廃絶・平和都市宣言を行いま した。このとき自民、公明、新自由 クラブはこの決議

に反対や退場し」とあります。公明党は、この決議iζ反対をしていませんし、退場もいたして

おりません。それで、核兵器廃絶・平和都市宣言の問題については正確に書いていただきたい

と思います。なぜかと言えば、このちらしが 15万市民に配られているというふうに推定がつ

くわけでありますD ですから、こういう重要な問題については、正確を期していただきたい。

公明党は賛成をいたしました。今回も衆議院の決議を踏まえた決議案の意見書も提出を してい

るところであります。

また、同じところで「もし自民、公明、新自クの市政になれば、子供たちに喜ばれている自

校方式の学校給食を、行革の名のもとにセンタ一方式や民間委託にされてしまいますJとあり

ます。ちらしの紙面の都合もあるんでしょうけれども、公明党は昔から、奏議員の当初の時代

から学校給食については何遍も何遍も議会で取り上げてまいりました。自校方式も賛成であり

ます。それも申し上げてまいりました。ただ、調理員の方を臨時で雇いながらやったらどうか、

という提案はさしていただきました。しかし、セ ンタ ー方式でやれとか、民間委託でやれとか

いうことは、一言もわれわれは提言しておりません。 この点も正確を期 していただきたいと思

うわけであります。

さらに、 「旭が丘に老人憩いの家の新設、理美容券の発行、老人農園の増設、さらに寝たき

り老人訪問看護など、手厚い援助を市政は差し伸べております。これをばらきき福祉だ、市長

のお遊び行政、と攻撃している自民や新自由クラブの市政は御免です」とあります。ばらまき

福祉だ、市長のお遊び行政、ということは、私の短い議会活動の中でも老人憩いの家、老人農

園の増設の問題、寝たきり老人訪問看護の問題について、そういうふうな主張がなされたか、

私は全く記憶にないわけであります。

さらにこれは、市長もあいさつで投稿されている一一豊かな革新日野をつくる団地住民の会、

百草団地 26 2 -2 0 6の宮井さんの責任発行だと思いますが、その中でも 5ページのと ころ
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の政策の欄ですが、ここで 自民党を押す人は国や東京都からの補助金 10億円の削減を賛成

をしている。教育、福祉の切り捨てを推進しているo こんな人が市長になったら喜ぶのは政府、

市民は大変」と、こういうふうにありますo 御承知のとおり国の段階と地方公共団体の連合体

の中では、かなり党波を越えて物を申しているのが実際の実態であります。このように論断を

すること自体が、私は市民の方に報告をするという条件からは反しているのではないかと思う

わけであります。

さらに、これは日本共産党日野市委員会の「明かるい日野」という号外、 4月発行がござい

ますD この裏面にこのようにあります。 I人権費高くしたのは自民党。職員の退職金を 117

カ月にしたのは自民党市長。それには自民党市議も賛成しま した」。これは、自民党の市会議

員が賛成しただけでなくて、ほかの議員さんも賛成をいたしている と思います。反対の立場の

方もいらっしゃると思います。ですから、やはり載せるべきであろうと思います。それから、

「これを 89カ月に是正したのは革新市政」。この 89カ月に是正の条例案を、たしか私の記

憶では圧倒的多数、むしろ全会一致で、この本会議場で決議をいたしております。この中には、

自民党の議員さんも、もちろんいらっしゃる。やはりこれに書くべきだと思います。

「下水道をおくらせたのは自民党」こういう大きなちらしもあります。さらに「自民党・公

明党連合の行き着く先は福祉、教育切り捨ての都政を見ればよくわかる」と。これは、東京都

が大変な赤字を引き継ぎながら、国のさまざまな要求、圧力の中で福祉を必死に守ってやって

きているのは、都民周知の事実であります。さまざまなデータから言ってそうであります。そ

の福祉の、東京都の都政を見れば行き着く先は福祉、教育の切り捨てだ、ということを、 1 5 

万市民の方iζ、大量にばらまかれたわけであります。これは、大変に問題のあるところだと私

は思います。

次iζ、これは日野市版の「社会新報」、日本社会党中央本部機関紙局、 19 8 5年 4月 10 

日の「社会新報」のちらしがございます。社会党さんは、かなりやはり野党の第一政党として

の力量がおありでございますので、見出しはニュー社会党は「森田喜美男の必勝を期します」

と森田市長のあいさつ文を載せまして、裏iζ 「実績豊かな森田市政の発展を期する」というこ

とで実績を掲げております。いま私が述べましたような言葉は入っておりません。

以上、 めているというよりも真実を申し上げております。このような以外のちらしがあれ

ば、私はここで話をさしていただくつもりで参っております。
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以上のような内容であります。市長、いまお聞きいただいて、市長の施政方針、さらには基

本構想等の文面の中には、日野の市民の方のさまざまな思想、信条等を越えてやっていくのが

行政的な立場なんだということをおっしゃっておりますけれども、残念ながらこういうふうな

選挙の場面にな ってきますと、感情的に余り気持ちのさわやかでない話の言葉がぶつかり合っ

てまいります。

私も、今回の市長選で運動さしていただいて、さらに、話をさしていただいた中では、とか

くすると市民の方の感情的な部分に働きかけてしまうという衝動に駆られることは、正直言っ

てあったわけであります。これが激化してくればくるほど、どうしても市民の方の感情的な部

分一一特に嫌悪感をもよおすような部分に入っていくわけでありますo やはり選挙のたびにこ

ういうことが行われたんでは私はならないという立場から、話をさしていただいているわけで

すけれども、この辺の市長の御見解を、先ほどの就任あいさつの「事実でないことを含めて」

という言葉の中に、さまざまな思いがあると思いますので、その辺の話をぜひお聞きしたいと

思うわけでありますo

御承知のとおり、議会制民主主議というものの中で一番罪悪一一これを根本から崩壊をさし

ていくものは何かということがさまざま議論されておりますけれども、それを集約いたします

と、一つは、政治がうそで固められること。政治が金で汚れること。この二つが大きな要因で

あろうということは、さまざまな方から指摘をされている点であります。また、選挙における

市民の方に感情iζ訴える。市民の方の理性に訴えるということのないことが状況が続くと、現

代のいわゆる大衆社会化状況と言われている中で、政治の民主主義の空洞化が進む。さらには、

その延長線には独裁政治とい う方向の条件が積み重なっていくということが言われております。

私は、先ほど述べましたデマといいますか、かなり真実の部分から反する部分があると私は

思いますが、こういうふうな言葉の投げ合いをいたしておりますと、市民の方から最終的には

そっぽを向かれてしまうと思うわけでありますが、 この辺の基本的な考え方をお聞きしたいと

思うわけであります。

さらに、名 誉棄損侮辱罪にはならないけれども、かなり候補者にとってはきつい言葉が飛び

かつておりましたけれども、やはり日本の憲法では基本的人権を尊重するというふうに高らか

にうたっておるわけでありますから、憲法の土台を根本から揺り動かすのが政治の世界であっ

てはならないと私は思うわけであります。その辺市長は一一これは皮肉ではありません。憲法
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の根本的な精神というものを理解する。また、政治家としてはさまざまな条件をいい方に持っ

ていくと。見解が違う人iζ対してはかなり話 し合っていくというふうな状況づくりをしていく

のが、やはり政治家としての大きな課題であろうと思いますので、その辺の決意のほどをお尋

ねしたいわけでありますo

以上、よろしくお願いいたします。

0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。市長。

0市長(森田喜美男君〉 選挙制度は民主主義の根幹を定めたものだと思っております。

したがいまして選挙を通じて政策宣伝が行われ、また、その当事者の人格や識見、そのことを

強調することによって選挙民の判断を得るということが、いわゆる選挙運動だと思っておりま

す。そのために、それぞれ選挙母体が編成されまして、それぞれの政党の主張、あるいは市民

団体の主張、いろいろの主張がからみ合 うものだと思います。その選挙のいわゆる主張が、あ

るいは行動がなるべくフェアであり、そうして清潔で行われるということは一番望むべき姿だ

と思っております。私は、そのような状況のもとに日野市長選挙も行われたというふうに信じ

ております。

いろいろの宣伝手段があるわけでありまして、それが言葉少なでありましたり、あるいは強

調のために誤解を与えるというようなことがあってはいけないと思いますo いずれにいたしま

しても、そのような、もし言われるような意味の投げ合いがあ ったんで、は、これは民主主義の

発展には決してよろしいことではないと、このように思っております。私は、少なくも他人を

誹議するというふうな主張は行わないで、自分の政策宣伝を行って市民から信任を受けたとこ

う思っております。したがいまして、その政策をこれから実行さしていただこうと、こういう

決意でおります。

与L上のような見解でございます。

0議長(高橋通夫君〉 夏井明男君。

01 6番(夏井明男君〉 市長には質問要頃の中で、このチラシを中心にお聞きします

ということで予告しておりましたので、この問題については、さまざまな角度からもう少し御

見解をお聞きしたかったわけです。けれども、ぜひいま短い言葉でありますけれども、信念を

貫ぬいていただきたいと思います。

これからの政治状況というのは厳しいものがあるというふうに言われております。精鋭化さ
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していくような方法をとるのか、そうでないのかということはさまざまな政党によ って基本的

に考えが異なるわけですけれども、私は、核兵器の戦争の臨月の時代を迎えているというふう

な状況が大前提にあることを踏まえますと、やはりこれからの政治のあり方一一行政のあり方

もそうでしょうけれども、急進主義の立場ではなくて、やはり穏健主義の立場を目指すべきで

はないか。意図的な穏健主義の道を歩むべきではないか。むしろ闘う穏健主義の立場ではない

かというふうに思うわけでありますo それ以外これからの政治状況を変えていくような展開は

あり得ないだろうというふうに私は思っております。そういう意味で市長は核兵器廃絶に向か

つて平和運動を力強く進めていくというふうなお話でもございますけれども、それと同じ重さ

でこの問題については重要な課題であると思いますので、ぜひ意図的な闘う穏健主義というも

のをお考えいただいて、これからの市政を担っていただきたいと思います。

以上です。

O議 長 ( 高 橋 通 夫 君 〉 これをもって 19のし昭和 60年 4月執行日野市長選挙戦の

諸問題点を問うに関する質問を終わります。

次に 19の2、福祉、教育等諸制度の現行水準維持と市財政の今後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番(夏井明男君〉 この 2問自につきましては、やはり 4月の執行の選挙のとき

iζ、私は政策的な問題として市民の方に訴えた問題であります。すなわち、現在の日野市の行

政のあり方であれば、 1 0年 20年先、福祉の水準を維持しながら、また、福祉教育等の代表

される制度を現行水準を維持しながら、将来的に市のさまざまな問題を対応していくことが果

たして可能なのかどうか。市の財政的な問題を中心iζ市民の方iζ訴えてまいったわけでありま

す。

したがいまして、この問題について、やはり市長のあいさつの中で一一中山議員の一般質問

のときの御答弁だったと思いますけれども、選挙のときの対外的に公約をしたものを、市の幹

部の方、職員の方に周知してもらう。単なる選挙公約ではないということを周知してもらう意

味で、この就任のあいさつの中で、あえてこれを入れたという お話が確かあ ったかと思いますo

それを踏まえて御質問をさしていただくわけであります。

日野市は、御承知のとおり下水道事業をこれから700億、 800億をかけて進めるという

段階であります。さらに、これも一般質問で、また過日の福島議員から高齢化社会に対する質問
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でも出てましたけれども、 10年先 20年先の福祉の制度をどういうふうにあらねばならない

かロ 急速な数でお年寄りがふえて~ ~く。 国 ・東京都の施策が 日 野市iζ打ち出されてきたときに、

迅速に対応し切れるのかどうか。その問題がぶらさがっております。さらに、自治省からの、

いわゆる行政改革大綱、これについての助役の答弁もございました。大綱の 3項の給与の是正

ということでも若干お話もありました。また、行財政研究会の話もあ りま した@企画部長のお

話ですと、日野市としては独自にこの問題について以前より取り組んでいるという話もござい

ました。そういう中で、選挙公約一一市長が掲げられている公約と、現在日野市が打ち出して

おりますさまざまな施設を兼ね合わせて、その辺の基本的な考え方をお尋ねしたいと思います。

まず、これも老人憩いの家で、 1年間の経費がどのくらt~かかるかということを私は質問さし

ていただきましたけれども、私が議員にな ってから思いつ くままに、できていくものについて

項目を取り上げさしていただいて、その具体的な数値を教えていただきたいと思います。

まず第 1点は市民会館。これは、これから始まるわけですが、年間どのくらいの赤字を見込

んでいるのか。一般財源として、どのくらい投入をし続けなければいけないのか。第 1点であ

ります。

さらに、郷土資料館。これも建つわけですが、ふるさと博物館ですね、別名。これが建つわ

けですけれども、これは年間どのような維持費がかかっていくのか。人件費等を踏まえてどの

くらい予測をしているのかお尋ねをしたいと思います。

さらに、生活保健センター。これも具体的に姐上に上っておりますが、同じ質問であります。

さらに、学校給食。中学校で給食がかなり進んでおりますが、 トータノレしてどのくらい財政

的な負担が年にあるのか。

それから、仲田緑地における陸上グラウンドができます。こわも、年間どのくらい財政的な

負担はかかってくるのか。まずその点をお尋ねいたしたいと思います。

0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。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。

市民会館を初めとする年間の維持管理費はどのくらいかかるかということでございますが、

まず市民会館でございますけれども、 60年度の予算で申し上げますと、使用料を差し引きま

して持ち出しの運営経費が、人件費を含めまして 10 0万単位で申し上げますと 1億 100万

円でございます。このほかに起債の償還が当然出てきますので、起債の償還が 1億 1，600万

円でございます。それから、博物館でございますが、運営費が 3，000万円でございます。そ

のほかに起債の償還が 4，400万出てまいります。それから、 生活保健センタ ーでございます

が、維持管理費といたしまして 5，1 0 0万円。将来起債の償還が 9，3 0 0万円予定されるとい

うことでございます。中学校の給食でございますが、これはトータノレということではございま

すけれども、 1校で申し上げますと運営費が 4，50 0万円でございます。これは、中学生 1人

当たり年間 4万 9，0 0 0円の経費がかかるとい うことの基礎でございます。起債の償還が800

万円ということでございます。それから、仲田緑地でございますけれども、仲田緑地につきま

しては維持管理費が年間 2.20 0万円程度でございます。将来起債の償還が年間 5，6 0 0万円

程度発生をするというものでございます。

以上でございます。

0議長(高橋通夫君〉 夏井明男君。

01 6番(夏井明男君〉 いまざっとお聞きいたしましたけれども、さらに市長の公約

の中では温水プールという話も入っております。さまざまな市民の方の需要にこたえて施策が

打たれて t~ くわけですけれども、イ可通も言いますけれども、下水道事業が本格的に始まって、

それに投入される資金、また、それが償還時期の山のピーク、それが公債比率で言うと 17%

から 20%近く t~く可能性もあるというふうに過去の予算委員会でも聞いているわけでありま

す。そういうふうにしますと、現在はいいけれども、後で 10年 20年先になったときに、こ

のツケが回るということが十分あるんじゃな t~かということを心配 t ~たしております。

そこで、市長の公約に入らしていただきますけれども、たとえば、母子家庭の医療費無料化

を目指すとあります。また、これは高齢化社会iζ向かつての対策だと思うんですが、在宅福祉、

給食サービスの充実を目指す、それから、野球場をつくる、流れるプーノレをつくる、大成荘の

改築、循環パスを行うとあります。また、西豊田の駅をつくる。かなりメジロ押しにお金のか

かることが出ているわけですけれども、お聞きしますと将来的な日野市の基本計画については、

まだ策定されていないということは、福島議員のたびたびの質問の中からもお聞きしているわ

けですけれども、この基本計画、実施計画の大枠をつくった上で取り組んでし 1かなければ、庁

内のいわゆる市の職の幹部の方、職員の方の協力も得られないだろうと私は思います一一見通

しが立たないわけですから。

私どもも、たとえば水族館をつくるという提案も前花開いたことがあるわけですけれど も、
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われわれの立場とすれば、あれをつくってくれ、これをつくってくれと言い放しであれば一番

楽なんですけわども、そういうことを言っていていいのかどうかということを、その辺の判断

がなかなかできかねるわけであります。そういう意味で基本計画がきちっとしてありますと、

市民の方の一面的な要望を、ある意味で説得をしなければならない場面もあ ります。そういう

パックボーンになる基本的なものを、市長はどういうふうにお考えになっているのか。どうい

うふうにしようとしているのか。その辺をぜひお聞きしたい点であります。

なぜかと申しますと、その例としては、たとえば循環パス。さまざまな要求の中で、どれを

取り上げて、どれを見送るかということは絶えずあるわけですけれども、どれがぜいたくで、

どれが緊急性かあるわけであります。一般質問のときに私は福祉部長に、現在特養老護ホーム

iζ待機待ちの方、もうすぐ入れなきゃいけない方が 40人くらいいるという御答弁もいただい

ております。こういう方iζ対する福祉の施策というのは、国が都がやるということを待つんで

はなくて、 一刻も猶予なりませんから、むしろこういうところに手を打つべきであろうと、緊

急性が高いであろうというふうに思います。こういうところのひずみが、私の予算の見る中で

はかなり出ていると思うわけであります。この辺、福島議員が何遍も言われておりますけれど

も、私も将来の市政のあり方とすれば、この辺ぜひ早急に決定をしてt¥かなければならないと

思いますが、その辺どのようにお考えでしょうか。お尋ねしたいと思います。

0議長(高橋通夫君〉 市長。

0市長(森田喜美男君〉 事業を、今後を見通して長期計画を持ち、そわのまた消化す

る中期計画を持ち、それに合わせた単年度予算を編成するということが事業の一番骨組みでも

ありますし、また、そうありたいと願うわけであります。いわゆるマスタープラン一一財政計

画を持った中長期の計画は私も立てたいというふうには考えておりますが、特にいま下水道事業を

町づくりの中心に据えまして、この事業年度、このことがまだ必ずしも明確でもありません。

それから、用地費その他目下交渉中のものもあるわけであります。これを、いわゆる骨組みと

してはローリングしながら、中期的な計画、あるいは中期といいますか、 3年計画、この程度

のものは持っておるわけでありますが、ローリングのぐあいといいけすか、 一番金のかかるパ

ードな事業、あるいは用地の取得、特に固有地を急iζ買わなきゃならないというふうなことも

ときどきはまってまいりますo そういう意味でなかなか見通しがたいという一方の現実がある

わけでありまして、方眼紙にかいた形のマスタープランがっくりがたいと、こういう恨みはあ
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ります。しかし、今後もっと密度を詰めまして取り組んでいこうというのが、いま私どもの内

部の基本姿勢でございます。

0議長 (高橋通夫君〉 夏井明男君。

01 6番(夏井明男君〉 いまのお話で、できるだけ早い時期にということで、功罪の

面を両面からおっしゃったわけですけれども、ぜひこれはつくっていただかないと、 最終的に

は破綻が来るだろう ということ が、十分私のしろうと判断ですが推測をされます。

若干この問題を角度を変えて質問さしていただきますと、たとえば今回職員の定数条例が出

ております。この中で一一こわは総務部長の御答弁だったかと思いますが， 31名の退職のうち

1 0名再任用したというお話がありました。数字が若干一、二違うかもしれませんが、約この

1 0名の内訳の方として、当直の方一一 技師の方ですか。ボイラー技師の方、看護補助の方、

給食調理員の方、用務員の方というお話でありました。この再任用の根拠条文を照らし合わせ

てみますと、非常に考え方がゆるやかなんじゃなt¥かというふうに思うんですが・ー

たとえは、再任用する場合の要件というのが、具体的に条例でかなり厳しい条件として入って

ますけれども、この現業職員の方の再任用が、この条例のどこに当たる のかという議論が、か

なり市の中で行われたのかどうかなんであります。それで、これは助役も市長も再三答弁され

ている点でありますが、なるべく現行の職員の定数の方の枠を維持しながら、将来定数がふえ

るであ ろうところについては、さまざまな事務機器等、最近の新しいものを導入しながら抑え

ていくんだと。しかし、必要なところは、やはりやむを得ない若干ふやす部分があるだろうと。

しかし、大枠においてはやっていくんだというお話でありました。

そうしますと、今回の定数条例で何名かの方の定数の枠をふやしてくれということが出てい

ますが、そうしますと 31名の中の 10名の方を、再任用しないで、たとえば現業の方ですか

ら臨時職員としての身分扱いをする。その 10名の枠があるわけですから、それを今回の定数

条例の中の方iζ振り向ければ、定数枠としてはふえないんではなt¥かというふうに、 私は、し

ろうと考えですが思うわけです。この辺の苦心工夫というのがどの辺悩みながらおやりになっ

ているのか。当然現場の職員の方にすれば、仕事はふえる。人はいないということであれば、

かなりなさまざまな異論が出ると思います。しかし、それを説得し、さらに進めるということ

であれば、やはり先ほどに戻りますが、日野市の基本的な構想はこうなんだということを庁内

でも説明されなければいけませんでしょうし、それが具体的に不明確であれば、市の職員の方
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も安心してついこれないということも出てくるかと思います。この辺どのくらい悩みながら知

恵をしぼってやられたことなのか。その辺の甘さはないのかということをお尋ねしたいわけで

あります。

こわ は、職員の定数条例でも私は過去 10年以上さかのぼってその推移をお尋ねしま したけ

れども、従来の人員のふやし方、配置の仕方ではもう限界があるんだということは確か御答弁

なすっていると思うんですo この発想、の転換をしなければ、これから将来の財政的問題ですけ

れども、対応しきわないということがありますから、この辺が非常に明確ではないというふう

に私は感じておりますので、たとえばの例として、いま職員の定数の問題で取り上げさしても

らいましたけれども、この辺議会にも十分な説得ある話をしなければならないと思いますが、

その辺いかがでしょうか。

0議長(高橋通夫君 〉 総務部長。

0総務部長(伊藤正吉君〉 いま職員の再任用の問題でございますが、これにつきまし

ては、いま御指摘のような内容の人数でございます。このほかに教育委員会の関係でございま

すけれども、 3月いっぱいで定年退職をしました職員につきまして、これにつきましては、い

わゆる再雇用ですか一一こ の再雇用もしております。定年退職者が 31名いるわけでございま

すけれども、そのうちの再任用が 10名。そわ以外に臨時的iζ腰用いたしますのは一応学校関

係も含めまして現在 16名いるわけでございます。ですから退職者の中から臨時職員として11

人を身分を切り替えまして、臨時職員でそわに充当しております。そういうことで内部努力を

私どもの方は相当したつもりでございます。

以上です。

O議長(高橋通夫君 〉 夏井明男君。

01 6番(夏井明男君〉 質問通告を しませんで、いきなり質問さしていただきました

んで、少しその点はおわびしたいと思います。

次iζ、市長が公約をされております教育委員の準公選制、この問題については、さきの一般

質問でも何人かの議員の方が質問されております。私は、この問題については選挙前に、市長

は共産党の鈴木議員の方から、教育委員の準公選告Ijはぜひ実施すべきではな l¥かという提案を

受けた御答弁をされておりますが、選挙後におけるこの準公選制の問題につきましての答弁は、

若干ニュアンスが違うというふうに思います。
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過日の市長の御答弁ですと、大枠としては以前に準公選制がしかれていて、それが任命制に

変わったと。準公選制は民主主義の大枠のノレーノレとしては、民主主義の発展の過程としては、

あり得ベき姿としてよろしいんではな l¥かと口大枠として賛成であると、しかし、選挙公約と

しては掲げているけれども、自分の方からは積極的な提案をするという性格のものではなくて、

市民の方の盛り上がりを見て、その上で対応すべき問働ではなし 1かというふうに私はお聞きし

たわけですけれども、この問題について、かなり中野区でこの問題をめぐってかなりいろいろ

な論争がございました。

私お聞きしたいのは、準公選情Ijを導入しなければならない大枠としては理念としてはわかる

けれども、現実にこれを入れていったときの、さまざまな利害得失があると思います。その点

をどういうふうに判断をされて公約をされたのか。公約をされた以上、時期としてはいつごろ

にめどをつけているのか等々のお考えがあると思います。かなりこれは重要な問題ですので、

この点のお考えを伺いたいと思うわけであります。

さらに、第 2点として下水道の受益者負担について、 「しない」ということで公約をされて

きました。受益者負担の問題につきましては、谷議員と私が一般質問でも取り上げさしていた

だきましたけれども、そのときの市長の御答弁ですと、受益者に負担をさせてくる一一お願い

をしてくるということが制度として原則としてあると D 各都市でも行われてきたしというお話

でありました。しかし、その辺国の方の建設省、さらには大蔵省との下水道の兼ね合いにおい

てどういうふうに詰めるか。その辺の詰めの問題があるのでという、含みのある御答弁であり

ました。これは、対外的な重要な問題でございますので、私もそれ以上はお聞きしませんでし

たし、むしろ一般質問で取り上げること自体が、ある意味で軽率であったのかなあというふう

なことも思ったわけですけれども、率直に申し上げて、これが大きな選挙のビラの中で、そう

l ¥う時期の中で、日野市では下水道は受益者負担をせずということを公約として打ち出された

と。この点は私はやはり配慮的にどうであったかという疑問を持っておりますが、その辺市

長はどういうふうにお考えになるのか。ついさきの稲城市では、受益者の負担をお願いすると

いうことで進んでいる状況もありますので、その辺これからの下水道事業の折衝に当たって自

信がおありなのかどうか。その点をお尋ねをしたいと思うわけであります。

それから、私は清掃工場の余熱を使って温水プーノレをやるならばいいけれども、わざわざ余

熱を使わないところで温水プ、リレをやるのは反対だというふうに私は話しました。それで、生
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活保健センターの中に温水プールをつくるという話があ ったものですから、やはり私一般質問

で市長に温水プーノレの話をしたところでありますが、市長のそのときの御答弁iとよりますと、

温水プールではないと。温水プーノレ的なリハビリ的なものとして考えていただきたいという、

そういう御答弁であったかと思います。ところが、やはり公約の中では温水プーノレというふう

にぽんと打ち出されておりますo その辺市長の考え方に変更があって、生活保健センタ ーの設

計の段階に入っていると思いますけれども、その辺手直しされて温水プーノレとしてつくられて

いるのかどうか。その辺の話であります口

それから、やはり似た問題として大成荘の改築の問題があります。これは、私もやはり一般

質問で取り上げさしていただいて、ぜひ改築をすべきだという ことで、るるさまざまな理由を

申し上げました。このときの最大のねらいとしましては、小学校、中学校の方が林問、さらに

は移動教室として使う、そういうふうな大きな大量的な予測がつくんであればということを前

提で大成荘の話をいたしました。市長のお話ですと、やはりこれは市の小学校、中学校の学校

の先生の方の考え方もあるし、その辺手順を踏みながら、また、建物の規程にもよるけれども、

また、東京都でその辺の周辺に持っている土地もあるので、その辺の兼ね合いをしながらとい

う御答弁でありました。そのときの付随的な理由として、日野市ではさまざまな計画を抱えて

おります、あれも これもというふうにはいきません、というお話でありました。私も、もっと

もなお話であろうというふうに承ったわけですけれども、これから 4年間の中で大成荘の改築

をするということは一一あれは全面改築であります。ですから、その辺にまた考え方が変わら

れたのかどうか。 3年間であれば実施計画の中iζ入りますが、その中に組み込ます公約として

お入れになったのかどうか。その点お尋ねをしたいと思います。

0議長(高橋通夫君〉

0市長(森田喜美男君〉

夏井明男君の質問についての答弁を求めます。市長臼

いわゆる選挙公約の中で質問を受けておるわけであります。

特に下水道のごときは、こわは 1任期で完成し終えるものではありませんから、そういう事業

に取り組んで、そのレーノレを延ばし具体化をすると、こういう部分の問題も公約として挙げて

おる、また、挙げるべきであると、このように考えております。

教育委員の準公選の問題は、教育の地域化、あるいは活性化といいますか、いろいろな意味

で今日の問題の多い教育の課題を、より広い市民参加によって克服をしてtiく、関心を高めて

L可く、この手段に住民参加、あるいは意見の提言、そういうことを取り入わたい、そういうこ
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とに共通するというふうに考えております。完全な制度としての準公選は、これはもちろん市

民運動を受けるという形で成立すべきものだと思っておりますが、なるべく準公選に近い施策

を図る。これはいろいろあるというふうに考えておりますo 要するに、今日の教育問題をより

地域化し、そして、みんなの関心を高めてし 1く、この手段に訴えようというのが、この政策の

提案をしておる理由であります。

それから、受益者負担をなしに下水道事業に取り組もう、これは具体的な公約であります。

御承知のとおり都市計画税という目的税を、日野市は町づくりのために市民に限度額いっぱい

の負担をお願いをしております。そして、これまでも下水道事業は都市計画税を充てるには最

もふさわしい事業だとこのように考えておるわけでありまして、 一方の受益者負担制度という

のは、公認はされておりますけれども、よく「二重課税ではないか」という訴訟等も、よそで

はあるわけであります。

それから、日野市のこれからの下水道事業の行方を考えます場合に、すでに市民生活には水

洗トイレが利用されて、そして、 一見、家の中では下水道化ができておるような受け取り方も

あろうかと思います。それから、団地あるいは多摩平の過去の経緯、それらを含めまして、な

かなか受益者負担を公平に課するということは困難であるし、また別の論議の火種になる。む

しろ都市計画税の使途ということもありますし、それから、この処理のために相当事務量がふ

えて、しかも職員を多数要する、長期にわたって多くの事務量がふえるというふうなことも一

応試算をいたしました。国としては、 決して受益者負担なしで奨励するということではないと

思っておりますけれども、日野市の場合は、そういう事情によって、むしろ力強く推進するた

めに、集中的にこの事業に取り組むちょうど時期に達しております。そういう意味合いをもち

まして受益者負担をしないでやっていこう、とこういう政策の選択だと、このように考えてお

ります。

それから、温水プーノレ、生活保健センターに温水プ←ルをつける、これは、当初から申し述

べておりますとおり、 リハビリ用の施設の温水プールを考えております。 25メートノレとか、

あるいは何コースとか、そういう規格にこだわらずに、むしろ水泳といういろんな意味での運

動の効果、あるいはリハビリにも使用できる。そのようなプールを考えております。

それから、大成荘の改築につきましては、確かにこれはなかなか政策決定をしがたい部分も

あると思います。ただし、請願採択をされたり、あるいは議会の要望も強いということから、
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いずれ取り組むべき課題である。その用途といいましょうか。市民のレジャー施設としてつく

るか、あるいは学校児童生徒の移動教室のようなためにつくるか、これを決定しなければなり

ませんが、地積の関係、あるいは環境からいいまして、かなり生徒数のふえておる今日では、

なかなか教育の用には無理ではなかろうかと。むしろ市民施設として考えるべきものではなか

ろうかと、このような見解もあるわけでありまして、これは、いま教育委員会の方iζ、そのよ

うな考え方の結論をお願いをしておりますので、いずれ補助制度、あるいは起債の問題、規模

やその他の問題もあわせて基本計画を立てて取り組むと、こういう考えでございます。

0議長(高橋通夫君〉 夏井明男君。

01 6番(夏井明男君〉 市長が就任のあいさつの中で選挙公約をこのように文面にさ

れ、市の幹部の方、初め職員の方にお話しなすっている基本的な考え方は私は賛成であります。

この公約を合理的にむずかしい中で運営していくためにも、基本構想、基本計画、実施計画と

いう連らなる中で、その裏づけの財政計画等の大枠をぜひ早い時期にわれわれにも見していた

だきた t¥。その一刻も早い時期を待ってこの問題については質問を終わります。

0議長(高橋通夫君 〉 これをもって 19の2、福祉、教育等諸制度の現行水準維持と

市財政の今後に関する質問を終わります。

次、 19の 3、日野市における引いじめ H の現況と対策如何についての通告質問者、夏井明

男君の質問を許します。

016番(夏井明男君〉 日野市におけるいわゆる nいじめ H の現状と対策ということで

すが、これは、過日、 一般質問で文教委員長の古賀議員の方から質問がなされ、詳しい答弁が

教育長の方からお話がありましたので、それを踏まえて 1点だけ質問をさしていただきます。

そのときの教育長の御答弁ですと、日野市内の小学校では 49件あると。 31件が解決、ま

た指導に当たっている。中学校では 21件で、そのうち 15件が解決し、指導iζ当たっている

というお話でありました。また、古賀議員からの it ¥じめの原因はどこにあるか」という質問

の中で、臨教審の検討の内容を踏まえて 2点答弁がありました。第 1点は、一つは学校の閉鎖

性というところから来るのではなt¥かというお話がありました。第 2点としては、子供の耐久

性といいますか、また、耐久性がない、また、思いやりがないと、いう子供の主観的な要件と

してお話ありました。

それで、私はこの第 l点の臨教審を踏まえての学校の閉鎖性ということでお尋ねをしたいわ
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けであります。ある意味では準公選制は教育界におけるある種の閉鎖性を解決するという長所

的なものを持っているわけですけれども、私のお尋ねしたいのは、たとえば学校の uいじめH

の中に閉鎖性があるならば、その閉鎖性を風通りがよくしなければいけないということが当然

議論になるわけですが、たとえば一つの小学校のクラス一一40人、 50人クラスの中で、そ

の1人、 1人の生徒を担任の先生が見ております。学年主任の方が、また同じくかぶさるよう

にその生徒さんを見ていらゃしゃる。その上に校長先生がその l人の生徒さんを見ていらっし

ゃるという、この機能が十分に果たせてくれば、たとえば担任の教師の先生が見落とす場面が

あったとしても、学年の方が見落とさなし、さらに学年の先生が見落とす場面があったとして

も校長先生が見落とさないでカバーできるという面が私はあると思うんです。学校によっては、

新聞にも報道されましたけれども、小学校でしたか中学校でしたか忘れましたが、校長先生が

校門のところにいて登校する生徒心 1人 1人全部あいさつをする。それで、顔色の悪い人、そ

れから、めいって登校する人、さまざまな生徒の様子を見て対応されているということです。

そういう点が日野市の学校の教育の中で、やはりそこまでの執念といいますか、そういうもの

が子供の人権のためにも必要ではないかというふうに思うんですが、その辺一一非常にあと 3

介しかございませんので、大変失礼で申しわけないんですが、その辺の対応の仕方をお考えが

あったらお聞きしたいと思います。

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〉 ただいまの御質問の、学校の閉鎖性という問題についてだけ

お答えをいたしたいと思います。

古賀議員さんの御質問のときにも、学校としづ職場が、どちらかというと学校内で起きたい

ろいろな事故とか事件、こういうものをできるだけオブラートにくるんだような形で表に出し

たくないと。これは確かにいい問題ならば別ですけれども、そうでない余り名誉でないような

性格のものは、できるだけ校内で処理していきたい、とこういう傾向がどこの学校にも大なり

小なりある。その辺が最近のいじめの問題、あるいは校内暴力の問題という形で非常に大きく

子供たちの学校での生活とあわせながら爆発した現象ではな L、かと、こういうよ うにとらえて

いるわけです。確かに、いま夏井議員さんの方からもお話がありましたように、いわゆる学校

長、あるいは学年主任、それから、担任と、そういうような形での対応、これは、いま学校の
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体制そのものを組織的に機能させなくてはいけないと。単に個人で対応するという形でない方

向で、組織的に対応するという方向での取り組み、これを各学校ともいろんな角度から検討し

進めているというその辺も、十分な答えにならないと思いますけれども、確かに閉鎖性という

か、学級王国というか、そういうものを打開していく非常に大切な点ということで、教育委員

会の方でもとらえながら学校の指導に当たっていると、こういう状況でございます。

一般質問 20のし豊田駅北口自転車置き場早期実現を問うについての通告質問者、川嶋

博君の質問を許します。

C 1 4番議員登壇 〕

01 4番(川嶋博君) それでは、豊田駅北口自転車置き場早期実現に問う、これか

なってしまう。ぜひ市民の立場に立って、早期実現に努力していただきたいと思います。

そこで、原因が何であるかをただしたいと思います。

0議長 (高橋通夫君〉 川嶋博君の質問についての答弁を求めますo 建設部長。

O建設部長(中村亮助君〉 それでは、ただいまの御質問にお答え申し上げます。

再三、おしかりを受けておるわけでございますけれども、その原因をということになります

と、 やはり何といっても、特に豊田北口の関係につきましては、既に市街化が促進をされた地

域であるということから、なかなか用地が求められないというのが王見状であります。

私どもの方も、過去 58年の 9月 5日に、あの地域の自転車規制を実施いたしましてから今

日まで、できるだけ無料の駐車場を設置したいということで、遊休地心借用、あるいはまた、

現在 4輪の車の駐車場に使われております土地を、何とかお借りできないだろうか、という努

力をしてきたわけでございますけれども、まだ、おしかり のとおり余り前進がされてないという

ことで、いろいろ御迷惑をおかけしているのが実情で ございます。

特iζ、北側の旭が丘方面、あるいは東側の泉塚、ないしは東豊田方面、これから豊田駅を御

利用なさるために、自転車で来る市民の方の無料の，駐輪場につきましては、確かに不足をいた

しております。

そういう面で、先般も福島議員さんの御質問にお答えいたしましたように、都営住宅の関連、

あるいはまた、国鉄用地をお借りしております関連の中で、早急に整備してt¥く、これだけの

関係につきましては、具体的に今設計を進めておる段階でございます。

何分にもそういうことで、抜本的な自転車対策ということになりますと、財政投資、大きな

費用というものがかかります。それから、時間もかなりかかるわけでございますから、今後と

もそういう面を含めながら、段階的iζ対処していくように、努力はいたしておるわけでござい

ます。

ノマーキングポストの問題等につきましては、具体的に近々手がけられるということでござい

ます。

そのほか、市有地の利用ということになりますと、若干離れておりますけれども、多摩平の

第七公園の一部活用という点も、検討はいたしております。なかなか難しい面もございますけ

れども、できるだけ駐輪場の用地の確保という点につきましては、今後努力をいたし、そして

御期待に沿えるような施行を早くしていきたい、というふうに思う次第でございます。

0議長(高橋通夫君〉 これをもって 19の3、日野市における引いじめ H の現状と対

策如何に関する質問を終わります。

お諮りいたします。議事の都合により暫時休憩したいと思いますが、これに御異議ありませ

んか。

c r異議なし」と呼ぶ者あり〕

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

午後 4時 20分休憩

午後 4時 44分再開

0議長(高橋通夫君 〉 休憩前iζ引き続き会議を開きますD

ら一般質問をさせていただきます。

私は、この一般質問は 1年前に取り上げ、早期完成させたいと、このように答弁がなされた

ので、前置きは抜きにして、質問iζ入りたいと思います。

まだ実現していない豊田駅北口自転車置き場について、多くの市民の方々より、どのように

なっているか、まだできないのか、おしかりを受けております。

豊田駅北口都営住宅地の一部を、自転車置き場用地としてあるが、まだそのままになってい

る。一方、駐車禁止の標識はあるが、実際上守られていなし、これ以上、交通安全からも問題

であり、行政として早期解決のため、東京都iζ未解決の問題があるなら、都庁へ出向してでも

早期に交渉を進めるべきだと思います。

1年与L上もそのままになっているなど、市民から見ればお役所仕事、このように信頼がなく
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0議長(高橋通夫君〉 お諮りいたします。議事の都合iとよりあらかじめ会議時間の延

長をいたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

( I異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(高橋通夫君〉 御異議ないものと認めます。よって会議時間を延長すること

K決しました。

川嶋博君。

01 4番(川|嶋博君〉 ただいま部長からの答弁がありましたけれども、早急に実現

せ、やはり市民の立場に立って自転車置き場の行政を進めていただきたt'0 

このようなことを指摘いたしまして、この問題を終わります。

0議長(高橋通夫君〉 これをもって 20の 1、豊田駅北口自転車置き場早期実現を問

うに関する質問を終わります。

次iζ20の2、市道、日野 90号線、利用されていない理由を問うについての通告質問者、

川島 博君の質問を許します。

01 4番(川嶋 博君) 2番目の質問ですが、具体的に申しますと、日野 90号線、

これは都道 41号線、オリエント時計のfjiJの都道と昼中央高速の交差している下り線の下です、

南側のところに市道 9U号線というのが、 59年 4月完成いたしまして、道路認定もされてお

ります。しかし、この道路は、まだ使われていませんつ ( Iなぜだ。人がいない」と呼ぶ者あ

り〉この問題をただしたいと思います。

この道路は、幅 ιメートノレミ長さ 75メートノレですが、一方方向として建設されたものであ

りますが、 1年たってもまだ利用されてなl¥，この問題について、 多くの市民より、どうなっ

ているんだ、なぜ使用ができないのか、このまま放置すると、市道を駐車場として使用される、

日野市でも問題iとなる「このほか、この 90号線を使用すると交通事故の危険性がある、とか

言われておりますが、その理由を教えていただきた t'0 

また、この工事には幾ら工事費がかかったか、二つの質問にお答え願いたいと思います。

O議長(高橋通夫君〉 川嶋博君の質問に可いての答弁を求めます。建設部長。

0建設部長(中村亮助君〉 それでは、ただいまの御質問にお答え申し上げます。

御指摘のございました市道 90号線につきましては、御質問の中にもございましたように、

内容的には 4メーターで、 約 80メーターの新設道路でございまして、都道に接触をするよう

な形で、中央道の北側に設置をされております。

この設置をされた理由というのは、御存じのように、 58年度にいわゆる利根分水を日野iζ

持ってこようという計画の中で、日野ポンプ場ができました。それからさらに、程久保に配水

池ができました。これらの関連の中で、配管敷として東京都が買収をいたしまして、それを市

の協議の中で 2分の l折半ということで、地益権は市iζ帰属をいたしまして、 5 8年度で道路

を築造したわけでございます。

御質問の内容は、前後になりますけれども、工事費としては 765万円でございました。

したい、進めていきたい、このようにお返事があ り立 したけれど、実際問題、土地につきまし

ては、まだ東京都からの都営住宅の関連の、まだ済んでないようですし、そういう日程の問題、

それから、いつごろまでにできるか、このような日程を市民の皆様に公約 していただきたt'0 

お願いいたします。

O議長(高橋通夫君〉 建設部長。

0建設部長(中村亮助君〉 さっき申し上げましたお答えの中で、都営住宅の建設に絡

みますところの外構工事につきましては、外構工事が周辺の道路の築造でございますけれども、

来年の 4月にならないと着工できない、というお話がございます。

私どもの方も、鋭意、これはもう少し早く進めてほしいという要望を出 しておき ましたし、

過日の 2月には、建設担当の都の住宅局の方からも来ていただいて、いろいろ説明をいただき、

要望をしたわけでございますけれども、都営住宅関連の関係につきましては、具体的には 61 

年の 4月以降でないと、仕事にかかれないというものでございます。

それから、国鉄用地につきましては、先般も申し上げましたように、大体 2メーター 50ぐ

らいの奥行きがございます。これは、 1メ」ターほど余計にお借りするということで、近々交

渉をいたしまして、既に内諾が得られていることでございますけれども、早急の手続をとりな

がら進めていきたいということで、ことしの秋ごろまでには、これはぜひとも完了したいとい

うふうに思っております。

0議長(高橋通夫君〉 川嶋博君。

0 1 4番(川嶋 博君〉 市民サイドから、この自転車置き場、このまま放置されてい

る日野市の自転車置き場について、 1年以上もそのままになっている。やはり行政側としても、

その問題点を追求し、なぜそういう問題のためにおくれているか、こういう問題を市民K知ら

-506- 円

iハU
F
同
u



そして、これの供用開始につきましては、事実上まだなされておりません。その理由という

のは、信号機が設置されないということでございます。

では、なぜ信号機が設置されなし、かといいますと、なかなか、東京都全体の予算の中で非常

に厳し~ ，ものがございまして、東京都の公安委員会には、信号機の設置ということで、再三要

望をいたしておるわけでございますけれども、 59年度の実績を見ますと、日野署管内の割り

当てが 6基しかございませんで、 ( rそれは少ないや」と呼ぶ者あり〉そのうち多摩第ニュー

タウン関係で 5基設置されまして、残念ながら日野市内には l基しか設置されてないというの

が現状でございます。

今、私どもの方も、ざっと見ましても、市民要望の中で信号機が設置をしなければならない

箇所は、 16カ所ほどございます。この点につきましては、今後鉛意努力をしてし 1かなくては

なりませんし、早速また、直接日野警察署でなくて、本庁の方iζ設置要望をしていきたいとい

うふうに思っております。交通管理課の運用係が担当いたしておりますので、直接事情を説明

しながら、早期設置につきまして、努力をしていきたいというふうに思います。

当初、これは都道に接しますので、あすこから出てくる車が当然一時停止をして、右折ない

しは左折をするわけでございますけれども、一時停止の赤信号の点被だけで対応していこうと

いうふうに、日野警察署と協議をしたわけでございますけれども、交通量が多いために、赤信

号によるところの一時停止の措置だけでは、交通安全の対策上、不備があるんではないか、も

し、交通事故につながるという点では、あるといたしますと非常に因るということで、信号機

の設置に切りかえたわけでございます。

そういう中で、今申し上げたように、信号機の設置の予算というものが、非常に厳しいもの

がございますので、今日まで 1年近くそのままになっているというのが現状でございます。

先般も、 6月 11日に職員を動員いたしまして、あの辺の交通の状況を調べました。朝の 7

時半から 8時半までの時間帯と、夕方の 4時半から 5時半までの時間帯を調べてみました。

現在、あすこから出てまいりまして都道へ出る車、つまり北側の方から参りまして、都道へ出て

いく車、これの左折の車が 191台、朝の時間帯でございました。それから、同じ左折の車が、

夕方では 107台という状況で、 最も多いものでございます。

これが、あの道路が開通しますと、直進ができて、神明上の方に上がって来られるという刺

便がございます。そういう点で、早く信号機の設置につきましては、今後も努力をしていきた
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い、というふうに思いますので、何分の御理解を賜りたいと思います。

O議長(高橋通夫君〉 川嶋博君。

01 4番(川嶋 博君〉 市民サイドからこの問題を考えますと、やはり 1年間も、 道

路が認定されている中で、このままになっているということについては、計画性にも問題があ

ったんじゃないか、こういうふうに思います。

また、信号についても、これは警視庁の関係ですか、公安委員会の予算ですか、この問題に

も絡んできますし、こわができなければできない、使えない、こういうことで、やはりこれも

いつになってできるかわからな t'0こういう問題がありますので、やはり行政としても、一刻

も早く信号機を設置するように、努力をしていただいて、やはりできた道路、せっかくの予算

で利便を考えてつくったものですから、むだのないよう、こわこそ市民サイドの立場iιζ立つて、

行政として進めていただきた L

このよう iにζ指摘をいたしまして、 2番目の質問を終わります。

0議長 (高橋通夫君〉 これをもって 20の2、市道、日野 90号線、利用されていな

い理由を問うに関する質問を終わります。

一般質問 20の し 電算化に伴うプライパ、ンー保護について市の考え方を問うについての通

告質問者、川嶋博君の質問を許します。

01 4番(川嶋 博君〉 それでは、 3番目の質問に入ります。

日野市では、現在、 9月を目途として電算化を、今、進めております。昭和 56年には、日

野市電子計算組織にかかわる個人情報保護に関する条例が、施行されております。コンピュー

ターによる情報化社会の進展に伴い、社会、経済、文化の面で、日 常生活に深く入り込んで、

便刺さ、効率化をもたらすのが、電算化の社会でございます。

行政として、市民の個人情報は常に正確で、市民の基本的人権を尊重し、市民の個人的秘密

を保護することは基本であるが、今後はさらにプライパ、ンー保護に関する課題が、社会問題に

なっております。

現状では、個人のプライパ、ンーを保護しなければならないといわれているが、一方では、住

民基本台帳が、住民基本台帳法で閲覧できる。所定の手続さえすれば、合法的にプライパ、ンー

の情報を集めることができるのであります。

全く心当たりのない販売企業などから、住所、氏名、ナンバーなどがコ ンビュー ターで打ち
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この法律は、市町村において、住民の居住関係の公査、選挙人名簿の登録その他の住民に関

する事務の処理の基礎とするとともに、住民の住所iζ関する届出等の簡素化を図るため、住民

iζ関する記録を正確かつ統一的iζ行う住民基本台帳の制度を定め、もって住民の利便を増進し、

あわせて国及び地方公共団体の行政の合理化iζ資することを目的とする。 一一こういうことでご

ざいまして、 要するに地方公共団体住民の居住関係を公に証明するということだろうと、私は

考えます。

それで、おっしゃるように、住民基本台帳は、住民基本台帳法の第 11条第 1項によ りまし

て、何人でも市町村長iζ対 し住民基本台帳の閲覧を請求することができるんだ、と このように

1 1条では、閲覧の規定をされてございます。

1 1条第 2項では、ただし市町村長は執務に支障がある場合その他正当な理由がある場合に

限り前項の請求を拒むことができる、 ということも規定され ております。

したがいまして、無条件ι請求に応じるのではなくて、一定の制限を設けることができると

いう ことになっております。

この内容につきましては、正当な理由がある場合というのは、天災等によ って住民基本台帳

が亡失し、またはき損したとき、あるいは、閲覧請求者が手数料を納付しないとき、また、多

数の者が一時に閲覧を請求を して、その使用が競合したと き、という ような こと が付されてお

ります。

それから、プライパ、ンーの侵害、または差別的事象につながる恐れがあるときは市町村長は

これを拒むことができる、ということでございますo

したがいまして、当市では、住民基本台帳の閲覧に当たりまして、近年のプライパ、ンー意識

の高揚や、人権擁護の観点から、適正な管理をするという ことで、昭和 59年 1月 1日、日野

市住民基本台帳等の閲覧等に関する事務取扱要領というものを作成いたしまして、その適正な

運用に現在は努めておるとい うことでございます。

内容につきましては、なかなか議員さんのおっしゃるように、プライパ、ンーの内容というも

のは非常に難しいことがございまして、本人に請求をさせまして、内容のどういうものに目的

をするかというような誓約書等も、もちろん取るわけでございますけれども、おっしゃるよう

に、なかなかこの内容が難しいだろうと、私どもも解釈をしております。

ただ、問題は、ここで一つ申し上げておきますけれども、固におきましても、プライパ、ンー

の保護という観点から、現在、住民基本台帳法の改正をするということで、国会にも提出中で

あるということを聞いております。近々、議決をされるのではなかろうか、というような見通

しもあるようでございます。

雑駁でござ いましたけれども、住民基本台帳の内容につきまして、御説明申し上げ

ました。

出されたダイレ ク トメ ーノレが迷い込み、どこで調べたのか、個人データとして、既に情報が集

められているのが実態であると思います。

今、社会問題になっているのが、個人情報をもとにリスト をつく って、商品販売会社などに、

第三者に情報を提供するコンピュー ター時代になって、新たな商売、名簿屋さんができるなど、

個人の情報が商品化しているのが現状であります。プライパシーは、ーたび侵害されたら枝か

ら枝へ流れ出し、もとに戻すことはできない性質を持っております。

しかし、住民基本台帳法では、市民部の窓口で合法的な手続をすれば、住民票など、本籍が

記入された家族全員を閲覧できる。いわゆるプライパ、ンーに触れる個人情報を集める ことがで

きる。このような制度を、我が日野市でも、市民の立場に立ったプライバ'シー保護のため、固

に先駆けて条例で強く規制すべきだと思うが、市の考え方をただしたい。

続いて、住民基本台帳法について、あわせて説明をお願いした l¥。

また、情報公開制度には、プライパ、ンー保護と相反する問題があるが、市民としては知る権

利、保護する権利を どう考えているか、具体的な、日野市で進めている電算化を、市民に対し

わかりやすく説明をしていただきたl¥0 

また、電算化を進めているのにあわせまして、本庁とか、多摩平とか、七生支所とか、支所

のコン ピュ ーターは何で結ばれるか、この点についての答弁をお願いしたいと思います。

0議長(高橋通夫君〉 川嶋博君の質問についての答弁を求めます。市民部長。

0市民部長(佐藤智春君〉 それでは、私の方からは、住民基本台帳の説明をという こ

とでございますので、この件につきまして、説明を申し上げたいと存じます。

議員さんのおっ しゃ るように、住民基本台帳、窓口に来れば、一応閲覧をさせると いうこと

でございます。この基本になりますものは、住民基本台帳法の第 1条にございます目的でござ

いますけれども、ちょっと恐縮でございますけれども、ここで読ませていただきたいと思いま

す。

一 510ー
噌

i
1
A
 

p
h
u
 



。議長 (高橋通夫君) 企画財政部長。

0企画財政部長 (前田雅夫君) お答えいたします。

現在、日野市が電算化を考えております事務の内容を申し上げますと、行政計画支援システ

ムといたしまして、住民情報のシステム、それから地域情報、内部情報と、この三つに分けら

れるわけでございます。

具体的に申し上げますと、住民情報につきま しては、住民基本情報、選挙、教育、税、福祉、

衛生、これらの情報でございます。

地域情報につきましては、地域環境基本情報、交通、防災、都市計画、生活基盤、教育、そ

の他というものでございます。

内部情報といたしましては、人事給与情報、財務会計、統計、その他ということになるわけ

でございます。

現在進めておりますのは、住民情報で、住民基本台帳を中心にいたしまして、選挙、教育、

税、福祉、衛生関係を進めているというものでございます。

その次に来るものは内部情報でも人事給与、これは現在、一部バッ ジで委託をしております

けれども、その他財務会計の事務になろうというふうに考えております。

これ以上の細かい内容につきましては、省略をいたします。

個人情報、住民記録を進める上で、やはり大事なことは、今議員さんもおっしゃいましたよ

うに、プライパシーの保護でございます。

私ども、昭和 56年に条例を制定いたしまして、 電算化を図る上での個人情報の保護の基本

原則を定めております。概略申し上げますと、目的に、市民の個人情報的秘密を保護する こと

を目的とするということで電子計算組織の運営を当たれ、ということが目的でございます。

さらには、審議会を置きまして、その審議会に市民の個人情報の保護に関する事項、ある い

は電子計算組織の管理運営に関する基本的事項、その他ということで、この大きな 2点につき

まして、市長は審議会の意見を聞いて事務を進めよ、というものでございます。

さらに、第 7条で、記録の制限をうたっております。これは条例の中で、これは絶対に入れ

てはt'かんというものでございます。 この内容といたしましては、個人の思想、 信条、宗教、

身体的特徴、人種、犯罪歴、門地、その他特別に社会的差別の原因となる事項及び個人の秘密

を不当に侵害する恐れがあると認められる事項は記録してはならない、ということを明記をし
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ているわけでございます。

さらに、第 11条では、電子計算組織による事務処理の状況について、適時市民に公表する

ものとする。要するに、一方的に市が審議会の意見を聞いて、事務処理を電算化をするんでは

なくて、その組織の事務処理につきまして、市民に公表せよと。この点につきましては、私ど

も、方法といたしまして、広報を使って、 9月の運用以前にはもちろん公表する、という考え

でおります。こういった、かなり基本的な事項を、条例でまずうたっているというものでござ

います。

さらには、プライパシーの保護であるとか、あるいは電子計算組織の事故を防ぐために、シ

ステムによる保護というものを行っております。これは、電算室を見ていただけばわかります

けれども、入室する場合にはカードを差し込みまして、いわゆる暗証番号といいますか、秘密

の番号を打ち込まないとドアがあかないというようなシステムでありますとか、端末機を操作

するときには、やはりその使う人の識別カード、暗証番号、こういったものを打って、使った

人の記録が出るとか、それから、質問の中にございましたけれども、庁内はインラインで、専

用回線を使いまして、 本体と端末機とを結ぶという ことでございます。

本庁と支所につきましては、やはり電話回線ではございますけれども、専用回線を使って接

続をするということを考えております。

一般的に言われております、いわゆる第三者が コンピューターの悪用をするような事件があ

るわけでございますけれども、これは公衆回線を使って端末機をつないであるという場合には、

そういう可能性があるわけでございますけれども、日野市の場合には、いわゆる通常の公衆用

の電話の電話線、及び交換機を通さない、そういう専用回線を使うということでございます。

さらに、この専用回線を使って送る場合、さらに信号を随時変えまして、悪用できないよう

な形も考えているところでございます。

それから、 最後には、やはり使うのは職員でございますので、職員のモラノレの向上でありま

すとか、研修の実施をさらに深め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。

O議長(高橋通夫君) 川嶋博君。

01 4番(川嶋 博君) ただいま、何点かの答弁がありました。

住民基本台帳法について、やはり現状では所定の手続をとれば、閲覧はできるということが
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あります。しかし、その中でも、抽象的であるが、個人のプライパシーを、例えば商品化する

ようなやたらの調査については、やはり職員がその問題については、正しく判断をしていただ

いて、情報にならないような対策をとっていただきたいと思います。

第 2点目につきましては、やはりコンビューターを扱う立場の人が、個人の秘密を保護する

一層この状況をつまびらかにいたしまして、法の解釈はもちろんでありますし、それから法

のまた時代に伴つての変化ということについての関心を高めて L可かなければならないと、こう

考えております。その関係の、学識経験、学者の方等に参加をしていただきまして、この問題

の解明、あるいは明確化ということを進めてし、く、そういう考え方でおるわけであります。

今回の御指摘をきっかけに、私どももう一度状況を点検してみたい、このように考えます。

O議長(高橋通夫君) 川嶋 博君。

014番(川嶋 博君) 日野市もいよいよ コンピューター の時代に入る。やはり コン

ヒ。ューターを導入して、市民サービスに徹し、よりよい市民サービ、ス、また、効率的な行政を

進めていただきたいと思います。その時代に入る前に、きょうはこの質問をいたしまして、市

民のプライパシーを守るということをお願いいたしまして、この質問を終わります。

という立場で、扱っていただきたいと思います。

それからあと、支所との回線ではございますが、やはり電話回線、専用線を使うと。中には、

電話線を使ったコンビューターマニアがいろいろと暗号、信ー号を出して、コンピューターを動

かしてしまう。割り込んでしまって、データをコピーしてしまうと。このように、非常に怖い

操作もできるというようなことが話題にもなりましたけれど、やはり専用線を使うということ

で、この問題は防げると思います。

最後に、ちょっと市長にお尋ねしたいと思 うんですけれど、やはりこういうプライパシーの

問題を、閲覧というような問題も含めて、市民の個人情報、プライパシーを守るという意味で、

国に先駆けてそういう強い規制をする考えがあるかないか、市長にお尋ねしたいと思います。

それから、これから情報公開制度というようなものに発展をすると思いますけれど、この問

題について、市長の考えをただしたいと思います。

0議長(高橋通夫君) これをもって 20の に 電算化に伴うプライパシ一保護につい

す。

て市の考え方を問うに関する質問を終わります。

次に、 21の1、市長は職員の意識の改革、職員の能力の積極利用を計れについての通告質

問者、谷 長一君の質問を許します。

C 5番議員登壇〕

05番(谷 長一君) それでは、通告に従いまして質問をさせていただきます。

昭和 50年以降から始まりました、深刻な財源不足による財政危機、その直接原因というの

は、石油ショックを契機とする不況の長期化ではないか、と考えられております。その結果、

税収入の軽減、その他いろいろの原因が重なりまして、恒常的かつ硬直的に増加が、自治体に

おきましでもなされたということは、 事実のとおり であります。

そこで、長年、高度成長時代の豊かな自然増収、それを背景に行政サービスが膨れ上がりま

して、財政体質も非常に大きく肥大したということが言われております。

昭和 50年以降の低成長、不況の深刻化で、国を初め地方自治体はもとよ り、いずれにおき

ましても、厳しい環境に適応してし 1かなければならなくなり、まず第一に何をせねばならぬか

ということになりますと、おのずからの滅量、ぜい肉を落とし、体質を改善しなければならな

い。それで、今後大きな課題に、また立ち向かってし可かなければならないということになるわ

けでございます。

そこで、昭和 58年度の各議員に配られました行政白書等を見ますると、決算規模の伸び

0議長(高橋通夫君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 最近、ダイレクトメールが非常に目立つわけでありまして、

今伺うような、いろいろな手段による名簿の商品化、これが懸念をされる質問だと思っており

ます。

電算化に伴います個人のいわゆるプライパシ一保護は、なるべく確実に、いわゆる商品化等

があってはならないという一面と、それから、これから取り組みます、既に取り組んでおりま

す情報公開制度の行政情報は、個人のプライパシーに侵害しない範囲で、なるべく公開を広げ

る、こういう 2つの、二律背反ということになるかもしれませんが、そういう問題に当面直面

をいたします。

私も、二つの条例、これから施行しますいわゆる情報公開条例と、同じプライパシーに関し

ます審議会を重ねて持つということが、 一体どういうことになるだろうか、とのことを懸念を

いたしておりますし、何かこれの整合を図ってし 1かなきゃならない、このように考えておりま
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率は、 53年以降、 6年関連続して低下しております。昭和 30年以来の低い伸び率になって

いるわけであります。これらは、歳入において主な財源である地方税が伸びない、交付税の減

少、国庫支出金の滅少等であります。

また、地方公共団体の歳出の節減を図ったその結果、合理化が行われ、さらには増加が抑制

された結果とも言われております。

そのような中におきまして、日野市の予算を見てみますると、 59年は前年度に比較しまし

て、市税収入を見ますと、個人においては 7.2%、それから法人におきましては、マイナス

2.3%というふうになっており、また、 60年度は総予算は 310億であり、 10億 5，500

万でありますから、 59年度と比較すると、全体において 5億 8，500万円、これだけきり伸

びていないわけです。

また、個人市民税におきましては、 59年度に比較しまして 8.8第、法人におきましては、

富士通ファナックの関係もありますので、 10.9第マイナスというふうに相なっているわけで

あります。

税収入は、経済基調が低成長であるということによって伸びは鈍化する ということは当た

り前であり、その中にあって、市は都市計画、すなわち区画整理です、下水道、ごみ処理施設、

福祉施設、コミュニティーの施設、体育施設等の整備が急がれている。役所は、これにこたえ

ていかなければならな~ ~o 

また、人件費、管理運営費等は、一度計上してしまえば、今後毎年計上せねばならない。財

政負担になるということは、よくわかるわけであります。特に前述の、前に申しました施設の

建設、整備等は、起債に依存する度合いは大きいのであります。これは借金であり、次の世代、

後世代にわたり、長期に償還を要するということにつきましては、先ほど議員が、夏井議員で

したか、質問をされていたときに、部長が答弁していたとおりであります。

後世代の償還、それからの見通し、その負担の大きさを常に正常に把握して、これを広報等

で、市民によくわかる状況にしておくということが、私は大切ではな L、かと考えております。

昭和 60年度の公債費の元利償還は幾らかということになりますと、 2 6億 2，500万円で

あり、地方債の本年度の見込み残高は 115億 2，50 0万円でありまして、歳入の市債の占め

る割合は 12.35ぢ、 これは歳出、公債費、これはその占める割合は 8.5労であるわけです。

日野市の下水道の総事業費は、この前発表されたのを見ますと、これは 500億であると。

さらに、それに付帯する事業を行うということになりますと、 75 0億も 80 0億もかかると

いうふうになるわけです。

それで、この前、坂口課長が議会で答弁したのを聞いておりまして、 起債というのは 300

億にもなるということです。それで 5年据え置きまして、 30年で償還するということになり

ますと、 6年目にはどのぐらい返すかということになりますと、 1 0億を返すようになると。

1 0年目には、 14億。 20年たちますと、 1 8億 3，00 0万。 30年で 27億 7，000万に

もなりまして、元利合計は全部で大変になるわけです、これは。我々は数えることができない。

3 0 0億借りて、 751億 7，85 0万も払うようになるわけです。

それで、先ほど夏井議員が質問 したときにも、企画財政部長が答弁しておりました。市民会

館、それから生活健康センタ一、郷土博物館、それから仲田緑地等々を見ましても、管理費、そ

れから起債の償還、この起債額をトータルしただけでも、 3億数千万になるわけであります。

そのようなことを考えてみると、やはり下水道を含めまして、これから区画整理、道路の建

設、市街地の再開発等、その他多くの起債対象事業というのが控えておるわけです。長年の高

度成長時代は過ぎ、豊かな自然、増収も期待できなく なっている現在であります。

一方、行政サービスを低下させてはいけない。また、絶対に行政サービスを低下させるとい

うことは、やってはいけない。市民の負託に こたえることができなくなるからであります。市

民のニーズにこたえる、どうしても、それには何をしたらいし 1かということになりますと、市

長を初め職員の意識の改革、職員の能力を開発して、積極的にこれを運用する、利用する。そ

うして体質を改善して、先ほど申しましたように、ぜい肉を落として、効果的な経営改善を行

う。これ以外に方策はないと、私は考えております。

そのようなことを考えながら、次の 7点につきまして、質問をさせていただくわけです。

まず第 1点としまして、通し号俸制の問題であります。通し号俸制度を改革せよ、というこ

とであります。通し号俸制度というのは、 多くの議員、または各議会ごとに論じられている問

題でありますけれども、私は単純にこれを考えてみますると、同一勤務年数、同一給与という

平等主義、これを私は早期に改善するということが大切ではなし、かと考えております。職員の

給与が、管理職の給与と同額、またはそれを上回る事例も出ているのであります。

そのようなことになりますと、職員の給与差は、全く年齢による差のみで、係長、課長、部

長、役職と一般職との聞に差がなくなって、不平等感ができてくる。職務責任と、給与のパラ
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ンスがとれなくなってきてしまう。

そうなると、当然給与体系、給与表というのはありますけれども、高卒、短大卒、大卒とい

うふうになっておりますけれども、ゆがみと、給与表はなく てもいいんじゃないか、という感

さえ抱くようになるわけであります。そうなると、当然勤務意欲にも影響を与える。そこで、

私は通し号俸制度を改革するように、ここで質問をするわけであります。

それから、第 2点といたしまして、これは人事の評価についてであります。これは勤務評定

です。

聞くと ころによりますと、配置転換を希望する方は、 9月に職員課に対 して、 課長を通じて

でしょう、申し込むと。または、課長が勤務評定は 9月に行っている、というように聞いてお

ります。自己申告が 9月です。昇任、採用ということは、非常に職員にとっても大切なことで

ありますので、どのような勤務評定をしているかについて、お伺いいたすわけであります。

それから、第 3点としまして、採用年次を重視した、これは前のにも関係ありますけれども、

形式的な人事を改め、能力ある者が報われる人事を行い、市民要望にこたえてもらいたい、と

いうことで質問するわけです。

市長は、今議会でも、職員の能力を活用して、少数精鋭主義でいくんだと言っておられまし

た。私は、終身雇用制度である日本の現在というのを見まして、市役所は年功序列、採用年次

によってエスカレート式に上昇してし可く形式人事であり、能力ある者は報われていないような

感があるのでございます。勤務意欲に影響が出るという感すら、なきにしもあらずであります。

能力ある職員が報われる人事をしてこそ、市長がいつも申している少数精鋭、高能率主義への

変身という ことに相なるわけだと、私は考えて おります。その点についてもお伺いいたします。

それから、第 4点といたしまして、職員の異動、役職の決定過程に、部課長、職員の参加を

させているかどうか ということについて、お伺いいたします。

先ほど申しましたように、勤務評定、人事の評価は、課長がしているようであります。課長

は、各職員の個性、能力を十分に把握しているわけであります。決定までとは言わないけれど

も、決定過程に課長職員の参加が、私は望ましいのではなし、かと考えております。

そうすることによって、市長と役職員 とのコミュニケも図られる。これは、案外大切なこと

ではないかと思うと同時に、体質を改善するためには、職員の十介杷握が可能になるわけです

から、大切ではな L、かと思って、このようなことを言 うわけであります。
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市役所の中というのを見ますと、案外、中を歩いてみますと、行政というのはやはり御多分

に漏れず縦割り、それから縄張り、それから先例の踏襲、排他性、その他種々の意識とい うの

が残っているように、私は見受けられるわけであります。今後、行動する市の職員、それから

住民の中に飛び込んでいく職員と、これらは市長以下職員の体質改善をやらなければ、到底求

めることはできないのではなし可かと考えております。

これはどうしてかと申しますと、生活、考え方の思考、経済その他あらゆる面におきまして

多様化している。また、先は非常に不透明な激動の時代といわれているわけです。企業等にお

きましても、 10年が一区切りだ、 15年も 20年も先の見通 しはできない、というのが、 現

在の企業であるということが言われておるわけです。また、本なんかに も書いてあるわけです。

そのようなことを考えてみますると、どうしても多くの問題点というのを、早く把握しなけ

ればならない。そのために、勉強もしなければならなし可。ふだんの努力もしなければならない。

さらに、おのおの職員が人よりも 1歩でも前に出るという積極性、その多くの変化の中から、

変動を感じ取って問題点を発見する ことが、私は大切ではなし、かと思うのであります。

前にも中山議員が、行政の先取り、ということを申しておったのでございます。時代の変革

を発見し、これを計画にのせ、 実行していくことが、私は非常に大切であり 、そのことを実行

することによって、行政が時代を先取りするというふうになるのではなし可かと考えております。

第 6点の質問としまして、能率的な市役所を市民は求めている。市長と職員とのコミュニケ

ーションは図られているか、という点についてであ ります。

これは、どうしてこのようなことを質問いたすかと申しますと、市長は 15万市民の長であ

り、顔であります。市長は市民の信託により、市政をあずかっている、行政の最高責任者であ

ります。市民に対しては全責任を持って いる、といってもいいんじゃなし可かと考えております。

その市長の取り組む姿勢、 リーダーシップ、 変化を見る洞察力、新子力等の有無によって、都

市行政、都市像というのは変化をするといわれております。将来の都市像、市民生活、市民の

町への愛着、意識を出させる。市長はL、かに大切である かとい うことが、よく わかるわけです。

市長に人を得なければ、市民は、私は不作であると考えております。正しい都市、自治の確立

を目指して職務に精励していくためにも、市長と職員とのコミュニケーションは、欠くべから

ざるものであるという観点に立って、質問をするわけです。

それから、あと 6点目、行政と市民との役割分担の必要性の時代ということなんですけれど
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も、いわゆる日野市におきましでも、高度成長の豊かな時代、税の自然、増収を背景に、行政サ

ービス等が膨れ上がったという こと は、前にも述べたとおりでありますけれども、 これか らは

低成長の厳しい環境に適応していく上で、役割の分担ということは、必要かつ非常に大きな課

題ではなし可かと考えております。

行政が公費で受け持つ部分と、市民が自治の領域で受け持たなければならない部介、これは

過日、馬場弘融議員が、コミュ ニテ ィーというところでちょっと質問をしたようですけれども、

その点につきましての見解をお伺いいたします。

それから、 これは一番最後に回したんですけれども、 4月の市長選挙の前に、部課長の、こ

れは意見書というか、申し入れ書というか、私は見ておりませんけれども、 77名がやったと

いう話を、議会でも聞いております。市長のただいまの心境というのはどうかという点につい

て、お伺いするわけです。

以上、 7点につきまして、質問をさせていただきます。

0議長(高橋通夫君) 谷 長一君の質問についての答弁を求めます。総務部長。

0総務部長(伊藤正吉君) それでは、 7点にわたります御質問につきまして、順次お

答え してまいりたいと思います。

まず、通し号俸制度を改革せよ、こういう御質問でございます。この質問につきましては、

今議会でも、他の議員さんからも御指摘がございました。そういうことで、準通し号俸制とい

う制度をとっているわけでございます。この制度は、都下でも 26市中 11市が採用している

給料表でございまして、主に生活給にウエートを置いている、こういう方法でございます。こ

れらにつきましでも、議会の議員さんのたびたびの御指摘等もございますし、これにつきまし

ては、地公法の第 55条に基づきます組合との交渉事項でもございますので、これらにつきま

しては、交渉のテーフ。ルにのせまして、これから今後とも交渉を続けてまいりたい、とかよう

に考えます。

それから、人事評価はどのように行っているか、こういう御質問でございますけれども、毎

年 9月 1日現在で、事務の方は勤務評定を実施しております。その勤務評定につきましては、

1 0項目あるわけでございますが、その中で主なものを申し上げますと、規律とか、研究心、

あるいは責任感、職務知識、あるいは強調性、あるいは積極性等々、 10項目を書いて、それ

ぞれの所管部の部課長が勤務評定をするわけでございます。
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さらに、係長職以上につきましては、また別の設問で、勤務評定を実施しております。その

主なものを申し上げますと、指導統率力、あるいは仕事の管理、企画とか、決断、責任感、職

務知識、あるいは積極性、あるいは信頼性、このような ことで、 10項目にわたってそれぞれ

勤務評定を実施いたしております。これにつきましては、これからの御質問の中にも、それら

を参考にして進めているわけでございます。

3点目でございますけれども、採用年次を重視した形式的な人事を改める、 こういう御質問

でございますが、確かに御指摘のように、ある年度につきましては、 60人近くが職員として

採用されているO こういう形の中では、やはり年功序列型という形は、これは崩れていくんじ

ゃないか、こういうことで、これからはやはり専門職制度の導入、あるいは一部弊害があると

いうふうな声もございますけれども、いわゆる能力の実証に基づくものの制度を、やはり採用

してし 1かなきゃいけないんじゃないか。 こういうことで、それらに基づきまして人材の発掘、

こういうことで進めていきたい、 とかように考えます。

4番目の、職員の異動、役職の決定でございますが、これにつきましては、 職員課サイドで

いろいろ、先ほど申し上げました勤務評定、その他を参考にいたしまして、候補者を絞って理

事者の方に進言する、こういう制度でございます。そういう意味合いにおきましては、職員の

参加ということが言われるかと思いますけれども、それはあくまでも担当職員、そう いうこと

で御理解していただきたいと思います。

それから、異動につきましては、昇格等につきましては、先ほど申し上げた勤務評定を主に

参考にいたします。

それから、一般の異動等につきましては、一応自分で自己申告という制度があるわけでござ

いますけれども、これらにつきましても、毎年 9月 1日に自己申告を受け付けております。そ

こで、各人の、これをや ってみたい、こういう仕事については特にあるんだと、こういうよう

な形で、自己申告をしていただきまして、それぞれの職に合った形で異動の際はそれを参考に

している、こういうことでございます。

それから、 5点目でございますが、能率的な市役所、こうい うことで、これも先ほども申し

上げました、いろいろな問題の複雑な絡みでございますけれども、常に私どもの方は、適正な

人員配置を心がけているところでございます。

それから、行政と市民との役割分担の時代ということでごぎいます。これにつきましては、
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職員の資質の問題が相当問題になるわけでございますけれども、これらにつきましては、日野

市に研修規程、こういうものがあるわけでございます。職員については 職員研修を受けなき

ゃいけないんだ、それか ら行政サイドでは、研修をさせなきゃ いけないんだ、こういう形で義

務づけもございます。

こういうことで、それぞれ自治会館とか、その他いろいろな委託研修、ある いは庁内で行い

ます一般研修とか、管理監督者研修、こういうものを実施いたしまして、資質の向上に努めて

L、く、こういうことが申し上げられるわけでございますけれども、これらにつきましで も、や

はり職員が自己研修を積みま して、それから意欲を出すような形の動機づけ、こういうことで

とらえているところでございます。

最後の、 7点目でございますけれども、部課長によります意見書、この問題につきま しては、

確かに( rこれは市長に聞いているんです」 と呼ぶ者あり)失礼しました。

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) 昨年の歳末の、特に私どもが遭遇いたしました内部の事件と

いたしまして、昇給延伸を行うことによって、当面の給与是正の指導を受け入れて、そうして

財政上の将来の影響する起債制限を回避しようという、 一面には肯定され、 一面には非難され

る、こういう措置を行う ことから、かなりの内部的な組合との対立が継続をいた しました。

これを大きく背景的に言いますと、本来、人事院勧告は完全に実施されるということが、 極

めて我々としては望ましいわけでありますが、そのことが凍結でありますとか、あるいは減額

とかいうことで、地方の公務員にまで余波が影響いたしました。そういうことが一つの背景で

はありますが、いずれにいたしましても、 職員に大きな波乱を巻き起こしたと。いろいろな戦

術も用いられたわけでありますが、いわゆる管理職という幹部職員に、また不安を醸し出した

ということの反省もいたしており ます。( r市長も反省することあ るのかJr気にするな、そ

んなことない」と呼ぶ者あり〉

今、財政問題、ある いは行政の体質改善、あわせて公務員と しての綱紀の確立、これらを通

じて、市民サービスにこれ努めなければならないということと、それからもっと 積極的な施策

の消化、あるいは地方自治の発展を期する、その責任は、まさに市の職員が負うところが極め

て多いわけであります。
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また、その責任者として、市長の置かれておる立場は極めて重い、この一つ一つの御意見に

は、全く同感でございます。御指摘を十分かみしめ、今後も積極的に善処していきたい、この

ように考えております。

管理職から市長に要求をされたという意見書につきましては、私は文面につきましてはつぶ

さに知っておりますが、一々人の名前までは承知していないわけでありまして、一面の理はあ

るけれど、やっぱり人間としての弱さもある。私自身に期することも多いと思いますけれど、

根本的に直さなければ、いわゆる意識、気風の改革をなさなければならない、こういうこと も

感じたと ころでございます。

給与制度ということの、 本当に難 しさ といいましょうか、私は、信頼の制度であるべき通し

号俸が、悪い面の影響をつくり 出して、 そうしてそのことが能率の低下につながるんだという

ことは、 実験的には、実験的にはといいますか、笑際的にはどうもあるようであります。本来

は、そうではなくて、信頼の制度そのものが正しい役割を果たして、そうして、人間性をより

高める ということに役立ってほしいわけでありますが、なかなかそのようにまいりません。

したがいまして、必要悪、何といいますか、改善を要すると いうことの論拠もあり得ると思

っておりますので、これからむしろ積僅的に取り組むべき問題だと、このように感じておりま

す。なるべく人を信頼を し、職員が喜 々として 自分の職務に精励をする、こういう気風をつく

っいきたいという ことを考えております。( rそのとおり。本当にやってくれJr期待する方

が無理だよJと呼ぶ者あり)

以上であります。

お答えは、 もっとたくさんあると思っておりますけれど、現在の心境を、そ のように思って

おりますことを、お答えと いたします。

0議長(高橋通夫君〉 谷長一君。

05番 (谷 長一君) それでは、何点かにわたりまして、再質問をさせていただきま

す。

ただいま総務部長の答弁によりますと、 第 1点の質問ですけれども、 準通し号俸制は、 26 

市中 11市が行っ ていると。 これは、あくまでも生活給であるということを言っております。

それから、組合交渉事項ということ も言っておられ、これから交渉するということですけれ

ども、交渉ということは、いつごろから交渉するんですか、その点です。
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それから、どうしてこれを伺うかと申しますと、ただし可ま市長が、能率低下は実際的にはあ

るように思われる、と言っておるんです。そうしますと、当然通し号俸制を改革するには、組

合との交渉事項でもある関係上、どうしてもこれは組合という壁に突き当たるわけです。そう

なると、交渉をするということですから、いつごろから交渉を始めるんですか、具体的にお聞

かせいただければ幸いだと思 います。

0議長 (高橋通夫君〉

O助役(赤松行雄君)

助役。

早い時期に、組合と体系的な交渉に入りたい、とこのように考

えておるわけでございます。早い時期といいますと、今年度中にはどうしても体系的な組合交

渉に入りたい口

今まで何も していないかといいますと、やはり 市長が答えま したように、それから議会の中

でたびたび問題にな っております。

それから、 2月 1日には、 7 0名かの管理職からの意見というふうな問題がございます。 こ

の意見の中には、いろんな問題を抱えております。いろんな問題に影響され、いろんな問題に

触発された面もあるわけでございますけれども、やはり通し号俸制だとか、そういう問題等も

踏まえておるわけでございますので、 3月の、 59年のベアの決定の際には、 3.37の改定を

行っておるわけでございますけれども、従来の改定と違いまして、 管理職と いいますか、上と

いいますか、 1等級、 2等級、こういう上部のベア改定の賃金の配分につきましては、今まで

のような配分という ことではなしに、 2等級、 1等級に重点を置いた改定を行っていると。

もちろんこれは組合との交渉の上で、組合も今日における矛盾と いう ものは、あ る程度理解

してもらっていると。こういうふうな状況で、手をつけておるわけでございますけれども、体

系的な交渉につきましては、行革の問題等で、これから行財政研究会の先生方等から、答申も得

られるかと思います。

我々の方で、問題の先取りという ことじ ゃなくて、相連携 しまして、 具体的な、前にもお答

え申し上げましたけれども、能率的な、要するに組合とどういう形でやっていくか、効果的な、

現在ある給料をすべて職務給に引き下げると いう ふうなわけにはし可かない。現給は保障しなが

ら、将来に向かつて、あるべき給与告11度に是正 してし、く、こういうふうなせきどめ方式をとら

なきゃならぬわけでございますので、その効果的な方法等は十分考えていきたい、 そう考えて

いるわけでございます。
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都下 11市、あるいはその 1市の中には、完全通し号俸告iJ度 という市も、 1市あるわけでご

ざいます。 これらとの連携も十分考えなきゃならぬ、このように考えておる わけで ございます。

生活給というようなことで、非常に高齢者ということじゃなくて、中年者というものを探用

した一時期がございます。これらの問題も含んでの、 この制度でございます。要するに、一概

に非難すべきものでもないわけでございます。そういう背景がだんだんなくなってきておりま

すので、そういう点の理解から進めていきたい、このように考えておるわけでございます。

。議長 (高橋通夫君)

05番 (谷長一君)

谷長一君。

第 1点の質問に関 しましては、こ れは非常に難しい問題でもあ

り、生活設計というのは、各職員、各人とも、恐らく入ると、何年か勤めれば、できると思い

ます。

そうしますと、当然現在の給与の保障というのがなされるのは、当然じゃな l'かと思います。

それらの点をよく考慮されまして、やっていただくというのは、私は重要な ことであると考え

ております。

今年度中にそのような交渉に着手するとい うことな らば、そうしたり、 また、ただいまの助

役の発言だと、行財政研究委員会の方の答申も、また恐らくあるんじゃなし可かと思うんです、

この点について も。そうなると、当然、やはり大々的とは言わなくても、徐々に通し号俸制につ

いては手をつけると いうのが、時代の変化に対応するということにな るのではなし可かと、私は

考えております。 これで、 第 1点の質問は終わります。

第 2点目です。勤務評定は、 10項目という形で、部課長が評定をしているという ことであ

り、係長級与L上は、また別にやっているんだということでありますけれども、この問題につき

ましては、やはり評価というのは、 非常に難しいと思うんです。

いわゆる昇任試験や何かを行ってやるところもありますけれども、日野市におきましては、

ただいまの答弁だと、やはりそのようなことには触れてないんですけれども、評価と、これは

職場の適正なる人事配置と いうのにもヲ!っかかるわけですけれども、これからいきまして、職

員は研修規程に基づいて、 自治会館、そう したりまた委託、一般研修、それから管理職研修、

それから自己研修というような形でなされているということは、よくわかりますけれど も、そ

れ以外の方法で、人事の評価、勤務評定と いうのをやる考えはあるかどうか、その点について、

再度質問いたします。
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0議長(高橋通夫君) 助役。

。助役(赤松行雄君) 御質問の中に、第 4点でしょうか、 4点とも絡むわけでござい

ますけれども、 職員の異動とか、 役職決定過程に、部長さん方の意向と いうか、 そういうもの

の参加、こういうふうな御意見もあるわけでございますけれども、それと絡めてお話 し申し上

げたいと思います。

日野市におきまして、昇任試験というのも実施してきた経過もあるわけでございますけれど

も、東京都におきましでも、昭和 48年ですか、昇任試験というのを、いろんな弊害がござい

ますので、中止しておるわけでございます。

それと同じように、日野市でも中止したわけでございますけれども、物事を必ず、 ーたん、

一つの事柄につきましての長短なり、陰ひなたというものがあると同じように、いいところも

あるわけでございますけれども、どちらかといいますと、仕事よりは試験勉強に偏る、あるい

は、勉強できるようなと ころについては非常に有利とかという、非常に不満が出てきたりとい

うふうなことで、中止しておるわけでございます。これにかわるべきものも、ある程度考えな

きゃならないんじゃないだろうかと、このように考えておるわけでございますO

それから、役職、異動だとか、職員の昇格をさせるという機会に、管理職の決定というもの、

参加というもの等につきまして、考えるわけでございますけれども、これにつきましても、い

い、悪いが、いろいろあるんではないだろうか、 このように考えております。こ ういう こと を

実施している市もあるわけでございますけれども、やはり一つの派関形成の糸口になるという

ふうなことでございます。

かつて日野市におきましても、部長派関等があったとか、あるいはないとかいう論議があ っ

た時代も、あるわけでございますけれども、そういう派関形成の一つの契機になるというふう

なこと等も、憂慮、されるわけでございます。それから、必ずしも万全、あるいは公平、あるい

は自分の部局というふうな、身びいきというふうな反面等があるわけでございます。

これらを考えまして、やはり 勤務評定だとか、あるいは自 己申告だとか、こういう もの以外

に、やはり部長さん、あるいは課長さん方に御提案がございましたように、じかに、職員課な

ら職員課というものも、 1人 1人の人間についての性質だとか、 積極性だとか、あるいは指揮

能力だとか、 職務知識だとか、いろんな面においての知識、 要するにデータ を持っておるわけ

でございますけれども、 直接管理監督 しているところの部長さん、あるいは課長さんの最新の
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情報も聞き取る方法、要するに、先ほど総務部長が言っている、能力の実証に応じた、こう い

うふうな答弁をしておるわけでございますけれども、こういうふうな方法等で、より完全なも

のにしていきたいという 考え方を持っておると同時に、御指摘いただいた積極的な人材登用、

あるいは、活気ある職場をつくっていくという面における、一つの大きな足がかりにしていき

たいと、こう考えておるわけでございます。

0議長 (高橋通夫君)

05番(谷長一君)

谷長一君。

ただいま助役が答弁された、東京都においても昇任試験を中止

したというようなこと は、確かに昇任試験というのを行 うと、試験に強い人と、弱い人という

ことになりますけれども、やはりある程度は私は必要じゃな l)かと思うんです。

これは、どうしてかと 申しますと、 部長も先ほど答弁されておりましたけれども、年功序列

が崩れる、また、専門職の導入とか、または、ただいま助役も、先ほど総務部長も申されたよ

うに、能力の実証に基づく人材を発掘するんだということになりますと、やはりある程度の多

様な職種別の試験 とい うのが必要ーじゃないか。

もちろん これは、 一般教養というのは必要でありますけれども、私は、競争試験というのは、

やはり地方公務員法にもあるわけです 1 7条に。そ うなると、当然、法に基づいても、すべ

てを行えというのではなく て、その結果をどのように能力の実証というのに結びつけるか、と

いうことが大切なのではなし、かと 思うんです。 これは、 確かに試験の成績の良好な人が、仕事

をさせて、必ずしも勤務の成績が良好であるかという、相関関係の形ではないということは、

私もよく知っております。

そのよう なこと を考えてみますると、能力の実証というのがいかに難しし 1かという ことが問

われる。この点につきましては、慎重に これらの点についても考慮をして、やはりどのように

して職員の能力の向上を図るか。それは、やはり能力の実証というのは、はっきり把握できな

ければ、できないのでありますので、そのような点にも十分考慮 して、人材の発掘を行っ て、

市役所の職員の意識の改革、または能力積極利用というものに努めてもらいたいというふうに、

私は思っております。

その他、多くの質問がありますけれども、大体私なりにわかったので、意見をちょっと述べ

させていただきます。

6 0年の 6月 12日の、読売新聞を見ますと、非常に社会党新宣言の原案がまとまる、とい
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うのを見てみましでも、意識の向上が、 変革がなされているというふうに、私は考えてもよろ

しいんじゃなし可かと思いまして、この新聞を切り抜いてきたわけです。

これを見ますると、 「連合に積極的対応、政権担当の決意強調」というふうになっているわ

けです。この連合というのは、どこだか私はわかっておりますけれども、皆様方の判断にお任

せいたします。

それから、 「社会主義像大きく転換」 というふうになっておるわけです。どうか、このよう

な時代の変化に、やはり市の、市長を初め職員も対応してし可かなければいけないんじゃなし可か

と考えております。私は、なにも革新が革新政党ではなくて、保守こそ私は革新なされなけれ

ばならない政党であるというふうに、いつも考えておるのであります。

世界というのを見ますと、両極、二極端に分かれておりますけれども、その中におきまして、

アセアン諸国等を見ますると、いわゆるその両方を見ていっておりますね。貿易政治等は。そ

のようにしていて、どうやって自己の存在意識を高めて、経済の発展を図って、国民に寄与す

るかということを考えているじゃなし可かと、私は考えております。

どうか、日野市もそのような観点に立ちま して、ぜひとも市民本位の市政を前進するために

は、保守、革新を超越して政治を行ってもらいたい、ということを心からお願いいたしまして、

質問を終わります。

C議 長(高橋通夫君) これをもって 21の1、市長は職員の意識似改革、職員の能力

の積極利用を計れに関する質問を終わります。

お諮りいたします。議事の都合により暫時休憩いたしたいと思いますが、これに御異議あり

ませんか。

( r異議なしj と呼ぶ者あり〕

0議長(高橋通夫君) 御異議ないものと認めます。よって暫時休憩いたします。

0議長 (高橋通夫君) 休憩前に引き続き会議を開きます。

午後6時 21分休憩

午後7時 46分再開

お諮りいたします。ただいま議案第 49号、日野市議会議員の報酬及び費用弁償に関する条

例の一昔日を改正する条例の制定、議案第 50号、日野市長等の給与に関する条例の一部を改正

する条例の制定、議案第 51号、日野市教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部を改正
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する条例の制定が提出されました。

この際、 これを日程に追加 し、議題といたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

( r異議な しjと呼ぶ者あり〕

0議長(高橋通夫君) 御異議ないものと認めます。よって、本 3件を日程に追加し、

議題とすることに決 しました。

これより議案第 49号、日野市議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条

例の市!庭、議案第50号、日野市長等の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定、 議案

第51号、日野市教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例の制定の件を

一括議題といたしたいと思いますが、これに御異議あり ませんか。

( r異議な し」と呼ぶ者あり〕

0議長(高橋通夫君〉 御異議ないものと認め、一括議題といたします。

理事者から提案理由の説明を求めます。市長凸

(市長登壇〕

O市長(森田喜美男君) 議案第49号、日野市議会議員の報酬及び費用弁償に関する

条例の一部を改正する条例の制定について、提案の理由を申し上げます。

本議案は、日野市議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定に

ついてであります。

去る 6月15日、日野市特別耳鯨民酬等審議会から 旧野市特別職報酬等の額について改定するこ

とが望ま しい」との答申がありましたので、その答申どおり報酬の引き上げを行いた く、 条例

の一部改正をお願いするものであります。

改正内容は、議長が現行月額 37万円を 41万円に、副議長が現行月額 33万 5，000円を

3 7万 5，000円に、 議員が現行月額 32万円を 36万円に、それぞれ改定するものでありま

す。

議案第 50号、日野市長等の給与に関す る条例の一部を改正する条例の情|淀について、提案

の理由を申し上げます。

本議案は、日 野市長等の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定につ l'てでありますD

議案第 49号同様、日野市特別職報酬等審議会の答申どおり、報酬の引き上げを行いたので、

条例の一部を改正するものであります。
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0議 長 ( 高 橋通夫君) 本 3件につ いては質疑、討論を省略いたします。

これよ り議案第 52号、日野市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条

例の一部を改正する条例の制定の件を議題といたします。

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52号、日野市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び

費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定について、提案の理由を申し上げます。

本議案は、日野市特別職の職員の うち、教育委員会委員、選挙管理委員会委員など、 非常勤

のものの報酬及び費用弁償の額を改定するため、日野市特別職の職員で非常勤のものの報酬及

び費用弁償に関する条例の一部を改正するものであります。

よろしく御承認のほどお願いいたします。

改正内容は、市長が現行月額 67万円を 71万円に、 助役が現行月額 56万 7，000円を60

万円に、収入役が現行月額 53万円を 56万円に改定するものであります。

議案第 51号、日野市教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例の制定

について、 提案の理由を申 し上げます。

本議案は、日野市教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例の制定につ

いてであります。

改正内容は、教育長現行月額53万円を 56万円に改定するものであ ります。

以上、 3議案の改定議案をお願いいたします。よろしく御承認のほどお願いいたします。

お諮り いたします。ただいま議題となっております本 3件については、委員会付託を省略い

たしたいと思いますが、これに御異議あ りませんか。

c r異議な し」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 3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。

これより 本 3件について採決いたします。本 3件は原案の とおり決するに御異議ありません

0議長(高橋通夫君〉 本件については、質疑討論を省略いたします。

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]異議ありませんか。

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。

これより 本件について採決いたします。

本件は原案のとおり決するに御異議ありませんか。

c r異議な しjと呼ぶ者あり)

。議長(高橋通夫君) 御異議ないものと認めます。よって議案第52号、日野市特別

職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定の件は

原案のと おり可決されました。

本日の日程はすべて終わりました。

本日はこれにて散会いたします。

「異議な しJと呼ぶ者あり〕

0議 長 (高 橋通夫君) 御異議ないものと認めます。よ って議案第 49号、日野市議会

議員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定、 議案第 50号、 日野市長

等の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定、 議案第 51号、日野市教育委員会教育長

の給与等に関する条例の一部を改正する条例の制定の件は、原案のとおり可決されました。

お諮りいたします。ただいま 議案第 52号、 日野市特別職の職員で非常勤のものの

報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定の件が提 出 されま

した。

この際、これを日程に追加し、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ます。よって本件を日程に追加し、議題

とすることに決 しました。

午後 7時 54介散会
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教 コ月担 長 長 沢 良B 君 教育次長 山 哲 夫 君 て

日程第 8 議案第 38号 日野市立地区センタ 一条例の一部を改正する条例の制定につ

会議に出席した議会事務局職員 の職氏名 いて
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議事日程 日程第 14 議案第 46号 昭和 60年度日野市公共下水道事業(事業の一部業務)に関

昭和 60年 6月 25日(火 ) する業務委託契約について

午前 1 0 時開 議 (請願審査報告) (総務委員会)
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日程第 18 請願第 59-21号 市内循環パス路線の早期実現を求める請願

日程第 19 請願第 59 -2 8号 世界連邦都市宣言に関する陳情

日程第 20 請願第 59-29号健康保険本人の 10割給付復帰、および国民健康保険への

国庫補助率引き上げの意見書を求める請願

日程第 21 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

日程第 22 請願第 60- 6号 アフリカの飢餓救援に関する陳情

(文教委員会)

日程第 23 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)
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(建設委員会)

日程第 25 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 26 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

日程第 27 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 28 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 29 請願第 57-62号程 久保 662番地地域山林緑地保存に関する請願

日程第 30 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
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(継続審査議決〉

日程第 34 下水道対策特別委員会の継続審査議決に関する件

日程第 35 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
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日程第 37 
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日程第 40 請願第 60- 8号 「国家秘密に係るスパイ行為等の防止に関する法律案」に

対する日野市議会の反対決議を求める請願

(議案上程)

日程第 41 議員提出議案第 3号 衆議院における米ソ軍縮交渉決議を政府は遵守することを

要望する意見書

日程第 42 議員提出議案第 4号 国鉄の「分割・民営化Jに対する意見書

日程第 43 議員提出議案第 5号 外国人登録法の抜本的改正を求める意見書
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本日 の会議に付した事件

日程第 1から第 40まで
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午後 1時 4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 27名であります。

これより議案第 34号、日野市表彰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〕

0総務委員長(竹ノ上武俊君) 総務委員会の審査報告を申し上げます。

6月19日、総務委員会は全員出席のもとに開催されました。

議案第 34号、日野市表彰条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。

この条例は、自治功労を地方自治功労というふうに項目を改め、納税功労は市民自治功労の

中に包含するという改正でございます。

また、社会福祉事業功労、保健衛生事業功労についても、項目を、 言葉を整理して改めると

し可うものでございます。 表彰の現在の実態に合わせて、内容を発展させたものでございます。

全会一致で可決と決しましたので、よろしく御審議をお願いいたします。

0議長 (高橋通夫君) これより質疑に入ります。なければこれをもって質疑を終結い

たします。

本件について御意見があれば承ります。な ければこれをもって意見を終結いたします。

これより本件について採決いたします。本件に対する委員長報告は原案可決であります。本

件は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。

「異議な しJと呼ぶ者あり〕

0議長 (高橋通夫君) 御異議ないものと認めます。よって議案第 34号、日野市表彰

条例の一部を改正する条例の制定の件は原案のとおり可決されました。

これより 議案第 35号、日野市職員定数条例の一部を改正する条例の制定の件を議題といた

します。

総務委員長の審査報告を求めます。

O総務委員長(竹ノ上武俊君) 総務委員会の審査報告を申し上げます。

議案第 35号、日野市職員定数条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。
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現在の日野市職員定数条例の定員 1，41 1名を、 1，4 2 5名に改めるものでございます。こ

の定員増になる職場については、提案のとき説明のあったとおりでございます。市民会館、あ

るいは年金、都市計画、下水道、管理、こういう職場と、病院関係でございます。

定員増については、市側に対して、質疑の中で、なるべく市民本位の立場で、安易に定員増

をしないで適正な定数を常に維持してほしい、などの意見なども出されておりますし

審議の結果は、全会一致で可決と決しました。よろしく御審議をお願いいたします。

O議長 (高橋通夫君) これより 質疑に入ります。石坂勝雄君。

028番(石坂勝雄君) 過日の 11日ですか、上程された日に配られた資料の、なに

か私の計算がよくないのか、 さもなきゃ執行部で、出された資料があれなのか、それから、期末

手当等といった人員とも 1人違う点があったけれども、その後、私の手元へまだ来ないので、

ここで言 うべき大それたことでもないんですが、その辺のところはどうなんでしょう。御審議

されたかどうなのか。

0議長(高橋通夫君) 総務委員長。

0総務委員長 (竹ノ上武俊君) 総務委員会でも、本会議に続きまして、再度職員数の

実態 について、 質疑を行いました。

それらの結果、政府、東京都等から来る職員数の基準のあり方、また、市が独自に定めてい

る職員の職場の内訳等々に、若干の考え方の違いがあるということが、明らかになりました。

そのような結果、数字につきましては、それぞれそういう考え方q章い等がありますので、

数字は、市が発表したものが一応適正なものである、という審議結果になりました。

しかし、委員の質疑要望 としては、非常に区分けの仕方が市民にはわかりにくい、今後わか

りやすい区分けの仕方をするように努めてほしい、とこういう要望で それを要望した次第で

ございます。

0議長 (高橋通夫君)

028番(石坂勝雄君)

石坂勝雄君。

どうなんですか、確認なんですが、この間の資料を発表され

たことが、そういうもろもろの事情があるから、合わなくてもよろしいんだというふうに、総

務委員会で了承されたのか。

さもなければ、今後はどうするんだと、こういう何かあるなら、特に委員長でなくて、いわ

ゆる執行部の方から。私も、何か資料で示されるというようなことですが、まだ手元に来てい
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ない感じなんで、その辺のところをひとつお答え願いたいと思います。

0議長(高橋通夫君) 総務委員長。

0総務委員長(竹ノ上武俊君) 理事者の方からも、説明してもらし可たいと思います。

総務委員会におきましては、種々質疑をしました結果、先ほど言いましたように、職員数と

いう呼び方、職務別、職場別の呼び方、 行政職、事務職、現場職員の区介けの仕方、それから

調査の時期、こういうものが非常に入り組んでいるわけです。その結果、こういう数字になっ

ているということは、一応了解を したわけです。

しかし、市議会なり市民に提示する場合に は、わかりやすい統ーした形で出してほしいとい

うことを、総務委員会としては、強い要望が各委員から出されております。

なおまた、条例に言う定数と、職員数の実態に差がある点についても、るる質疑を行いまし

て、定員数と職場数が一致するような状況で、なるべく維持してほしい等の要望なども、委員

からは出されておりました。

その他については、担当者より、説明があればしていただきたいと思います。

石坂勝雄君。0議長(高橋通夫君 )

028番(石坂勝雄君) 私、総務委員会でそういう、されてないのを特段どうだと

いうことじゃないんですが、資料という形で出るんなら、さもなきゃきちっと注釈がつくなり、

そういうことが望ましいだけに、今後どういうふうなことで臨まれるかということだけお答え

になって、ここで別に私、どうしろということでございませんから、その辺を含んでお答え願

えれば結構だと思います。

0議長(高橋通夫君) 助役。

0助役(赤松行雄君) 私の方から、補足申し上げたいと思います。

期末手当の際にも、各市との比較ということで、資料として御提示申し上げたわけでござい

ます。

これは、各市との比較ということでございますので、ここで自治省の方から指定されました、

統計的なものを資料としまして、基礎資料としまして提出したものでございますので、国の取

り扱いと同じような形になっておるわけです。税務職員が、市の場合には一般職になっており

ますけれども、国の場合には税務職は税務職として独立しております。そういう形で収集され

ました資料を参考として、御提出申し上げたわけでございます。
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その結果、実際の定数と違うんじゃないだろうかと、こういうふうな、 5 9年の 4月 1日の

実数と、 6名の違いがあるわけでございます。この 6名の違いといいますのは、非常に期末手

当の際にも、あるいは総務委員会の御審議の際にも、 資料は提出しましたけれども、説明不足

というふうなことで、大変御審議の上に御不便をおかけしたわけですけれども、 1，380名と

いうのが、 5 9年 4月 1日の実数でございます。

ところが、 資料として 職員数調べとして御提出申し上げました資料は、 1，38 6名となっ

ておるわけでございます。

この6名の違いでございますけれども、これにつきましては、付司哉者が 2名ございます。そ

れから、長期臨時、これは保母だとか、それから助産婦だとか、単純労務の職員とかというふ

うな、各 1名でございまして、これが 3名ございました。それから、教育長を入れて 6名と い

うふうなものを含めまして、 1，3 8 6となっておるわけでございます。

今、申し上げました 6名というのは、休職者にしましても、日野市の職員でございますけれ

ども、一応定数外として扱っているものでございますので、この6名を除いたものが、 59年

4月 1日の 1，380名でございます。定数申し上げました職員数調べというのは、 1，386に

なっておるわけでございます。

同じ時点で 6名の差というのは、今申し上げました定数外の職員として、暫定的に取り扱っ

ておりますところの、病気で休職するとか、そういう人問、それから教育長さん、それから長

期臨時の3名、この6名が、国から求められた範囲内での資料でございますので、約束でござ

し1ますので、それが入っておりますので、違いが出たわけでございます。

こういうふうな説明を申し上げまして、御理解を得たわけでございます。( I資料提出だよJ

と呼ぶ者あり)はい。資料を早速提出いたします。よろしいでしょうか。( I了解j 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。古賀俊昭君。

018番(古賀俊昭君) 1点だけお尋ねをいたします。

今回、 14名、市の職員の方の定数がふえるということで、それぞれ内容を見てまいります

と、市立病院であったり、また市民会館、都市計画謀、下水道、管財といった、なるほどこう

いうところにはさらに人員の配置が必要かなということで、納得はできるわけでありますが、

今、地方行革の推進に当たって、定員管理とい うことが、一つ大きなテーマと して上がって き
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ているわけです。

そうした中で、日野市の場合には毎年確実に条例の改正を行って、定員が増加をしている。

一つの流れがある中で、日野市のみ、またそれと逆の方向で定員の増加が行われているという

ことは、やはりひとつ、現状組織機構を見直すことによって、削減等ができる部署があれば、

そうしたところから回っていただくというような工夫も、あっていいのではなし 1かと思います。

今後の定員管理のあり方について、総務委員会において、市側は今回 14名増員をするとい

うことに当たって、どのような考え方が述べられたかe もし示されておれば、この機会にお聞

かせいただきたいと思います。

0議長 (高橋通夫君) 総務委員長。

0総務委員長 (竹ノ上武俊君) ただいまの質問の件につきましでも、総務委員会で

も質疑が行われ、審議を行った次第でございます。

今回、 1，425名に、定員増がなりました。これを、安易に定員増したのではないかという

質疑が、総務委員会において行われたわけでございます。

しかし、市側の詳細なる説明を聞いてみますと、 本来は 1，42 5名以上に増員しなければ、

各部を守り切れない実態にある。

しかし、例えば七生公会堂の窓口の職員を 2人から 1名にしたり、用品の発注の部門から 1

名人員を削減したり、というようなことを努力して、絞りに絞った結果、 1，4 2 5名に定員増

をとどめたのであるというような答弁が、市当局からありました。

そういう説明を聞きまして、総務委員会は各委員が、さらにそういう点の努力をして行政の

効率化を図ってほしい、とこういう要望をして、審議を終えた次第でございます。

0議長 (高橋通夫君) 古賀俊昭君。

018番(古賀俊昭君) 委員の皆さんから、定員の管理のあり方について、 要望、意

見が述べられたということは、よくわかります。

それに対して、私がお聞きしましたのは、市側の方で、理事者の方から、今後の市の職員の

皆さんの定員のpJ鳴 について、今後の取り組みについては何か意見が出されたか、考え方がそ

こで示されたかどうかをお聞きしたのでありまして、もし、その場で市側から、かくかくしか

じかという明確な今後の方向というものが示されていなければ、この機会にお尋ねをしておき

たいと思います。
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0議長(高橋通夫君) 総務委員長。

。総務委員長(竹ノ上武俊君 〉 理事者の方で補足があれば、後でお願いしたいと思

います。

総務委員会におきましでも、その他質疑がたくさん行われました。

例えば、コンビューターの導入によって、どういうふうに人員を減らしていくことができる

のか、というような質疑もなされましたe

これに対しては、 コンビューターが直接関係する課が、八つの課に及ぶ。そこで、理論的に

は15%の省力化ができる。こういう点での努力、それから、市職員の教育、研修等によって

の能力向上、こういうようなことに努めるという、説明などはあったわけでございます.

その他にも、もし総務委員会でも説明あったかと思いますが、漏れている点があれば、御答

弁、理事者の方で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。

補足御説明申し上げたいと思います。

非常に、おっ しゃるとおり、厳 しい情勢下でお願いする定数でございます。それだけの厳し

い踏まえをした中で、お願い申し上げておるつもりでございます。

現状の定数の中で、各部削減としま しては、企画財政部 5名の、要するに現状の職員の中で

新しい部門の方へ、現状の職員を配置がえというふうな形で、削減をしておるわけでございま

す。

それから、総務部でございますけれども、職員課等につきましては、 2名のやはり削減。

それから市民部、清掃部、建設部、福祉部、出納謀、それぞれ、これらを申し上げますと、

総勢で 19名のそれぞれ現状の担当 している仕事の中から、見直し等を しまして、 電算の企画

の方に 4名、あるいは、市民部の中では、保険年金の徴収部門というものが、非常に保険税の

徴収部門が手薄だというふうな、決算委員会での御指摘に沿いまして、この増強等を行ってお

るわけでございます。

それから、生活環境部に おき ましては、市民会館が新しくここに移行しましたので、 6名が

増員をしておるわけでございます。これは、内部的な配置がえによる増員でございます。

健康課におきまして、やはり健康課の老健法というもののスタートということで、 1名の増

貝。
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清掃部におきましては、 新しい新炉の増設というふうなことで、作業員 1名。

各部、そういうようなことで、内部的には 25名の増員と いう 苦しいやりくりをしまして、

現状の仕事の強化というものに努力しておるわけでございます。これが、一つでございます。

それから、 2番目としましては、日野市の職員の市長部局の定数というのは、ほかの市から

見まして、施設面を入れると、よその市の定数と括抗するわけでございますけれども、一般職

の職員と、行政職の職員というものだけ取り上げてまいりますと、 8割というふうな、非常に、

今まで改革というか、職員の定数を抑制してきた、という一面がございますので、なかなかこ

こで増員をお願いしなきゃならぬというふうな面が、一面あるわけでございますので、お願い

したわけでございます。

今後のやりくりにつきましては、いろいろな省力化は、委員長さんの方か ら御報告がござい

ましたような努力を重ねるわけでございますけれども、 一つの定数のあり方としましては、今

後、事務事業を見直してまいります中で、大介事務事業の形態も変わってきておりますので、

その中からより季節的な忙しさだとか、ふだんはそれほどでもないというふうな部門、あるい

は、民問委託に適する仕事というもの等も、いろいろ出てきておるわけでございます。

そういう見直しの中から、定数というものを、今後、まだまだ施設がふえるところもござい

ます。それから、高齢者時代を踏まえまして、いろいろと仕事を充実してし可かなきゃな らぬ、

あるいは、事務事業が、人口増につれてふえていく面もあるわけでございます。

そういう面に対応するため、あるいは現在の定数をふやさないというふうな面では、さっき

申し上げましたように、 季節施行的な仕事、あるいは民問委託に適する仕事、そういうもの等

は、やはり事務事業の見直しの一端として、民間委託に握り向ける。そのことによって浮いた

定数を、今申し上げました、今後ふえてまいります事務事業、あるいは施設面での職員の要求

というものに充てていしこういう考え方でおるわけでございます。

今後は、おっしゃるとおり厳しい定数事情にございますので、現在の定数を守るというふう

な、要するに日野は 8割というふうな状況でございますので、 定数を減らすとい うことじゃご

ざいませんけれども、現在の定数を新 しい事務部門に向けて、 定数はキープしていきたい、そ

ういう考え方を持っておるわけでございます。

以上でございます。
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。議長(高橋通夫君) 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。古賀俊昭君。

01 8番(古賀俊昭君) 今回の定員増については、特段異を唱えるものではありま

せんが、今、私、質問の中でも申し上げましたように、日野の場合には、当市の場合は定員抑

制の実績というのは、全くないわけです。学童クラブの長期臨時職員の方の、正職員化等によ

って、毎年確実に定員が増加してきている。

また、他の自治体、国等におきましでも、 5年間で 55ぢ削減の目 標を立てて、国の方でも削

減に努めております。

そうした中にあって、やはり一般職員の皆さんの数は、確かに他市等に比べて、非常に努力

が払われているという実績は認めるわけでありますが、市長が言われる少数精鋭主義というこ

とを、やはり常に念頭に置いていただいて、引き続き定員管理の適正化については、絶えず見

直しをやっ ていただきたいという こと を、意見として申 し上げて おきます。

0議長 (高橋通夫君) 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御異議ありませんか。

c r異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(高橋通夫君 ) 御異議ないものと認めます。よって議案第 35号、日野市職員

定数条例の一部を改正する条例の制定の件は原案のとおり可決さ れました。

これより議案第 36号、日野市職員の勤務時間、休日 休暇等に関する条例の一部を改正す

る条例の制定の件を議題といたします。

総務委員長の審査報告を求めます。

0総務委員長 (竹ノ上武俊君) 議案第 36号の、総務委員会審査報告を申し上げま

す。

日野市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の告i庭 についてで

ございます。

この内容は、提案説明のとおり、市職員の産前産後の有給休暇期間を改正するものでござい
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ます。今まで、産前産後合計いたしまして、 1 5週間の休暇が保障をされておりましたが、こ

れを 16週間に改めるものでございます。

質疑の中で、関係諸団体の休暇状況などを明らかにいたしました。その結果、東京都が 16 

週間を保障をしているということでございます。

また、 2 6市でも 10市が、今、 1 6週間になっているということでございました。

また、市内の民間との比較はどうかという ことでございますが、この点も審議いたしました。

その結果は、大手を中心といたしますと、 1 6週間が 42社、 17週間というのも 1社以上

あるという ことが明らかとなりました。

また、労働基準法どおり、 1 2週間だけを保障していると ころも、 103社ある ということ

でございます。

これらの点をるる審議いたしました結果、総務委員会は全会一致で可決といたした次第でご

ざいます。よろしく御審議をお願いいたします。

0議長(高橋通夫君)

01 6番(夏井明男君〉

これよ り質疑に入ります。夏井明男君。

お尋ねいたします。

これは、直接には職員の方の身分の問題ですけれども、実質的な仕事の内容からして、先ほ

ども長期の臨時職員の方の話が出ていましたけれども、その方の扱いの実態がどうなのか。そ

ういう方にも、この女子職員のような対応のものが、対応として考えられるのかどうかが、第

1点であります。

そういうことが審議をされてきたのかどうか。臨時職員の身分の問題について、議論があっ

たかどうかということですが、それが第 1点であります。

それから、今の委員長報告の中でも、民間企業との関係の比較の話がありましたけれども、

やはり臨時職員の方の給与の問題ですが、たしか今回の本会議の官頭のところでも、東京都の

賃金、 さらには民間の東京における 賃金 と、 日野市における臨時職員の方の 1時間の賃金の

話が出ましたけれども、そこら辺の話、いわゆる臨時職員の給与の問題をどうするか、という

話も出たかどうか、第 2点であります。

さらに、長期職員の方の市における各部署の実態把握はどういうふうな形で、 現在進められ

ているのか。いわゆる、正の職員の方を補助する、補佐するということが、職員の定数条例と

の密接な絡みもありますので、そういう方の仕事の補佐を受けながら進めているわけですが、
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そういうふうな形の議論があったかどうか、その辺をお尋ねしたいと思います。

O議長(高橋通夫君〉 総務委員長。

0総務委員長(竹ノ上武俊君) 総務委員会では、長期臨時職員、あるいは長期に働

いている、臨時の身分での職員の労働条件については、論議をいたしませんでした。

この条例改正に直接関係のある市職員の、婦人労働者の皆さんの母体保護という点について、

今の社会ではどのように必要かということを中心として、審議をしたということでございま

す。

そういう意味で、一般的に質疑の中では、昔の農業をされた婦人の方などは、産後数日間で

働いているけれども、現在ではどういうふうに社会が変化して、母体保護が必要なのかとか、

こういう点などをしたわけでございます。

したがいまして、婦人の職員の皆さん全般という立場で審議 したんですけれども、今指摘さ

れました、長期臨時の方の産前産後の扱いにつじては、論議をいたしておりません。

また、給与については、ちょっとこの審議と直接関係がなかったので、 しておりませんので、

必要であれば、市側の方から説明をしていただきたいと思います。

よろしくお願いします。

0議長 (高橋通夫君) 総務部長。

0総務部長 (伊藤正吉君〉 長期臨時の女子職員の問題でございますけれども、これ

につきましては、相当な職種があるわけでございます。健康課の例をとりますと、 看護婦さん

の予防接種の際のパート、あるいは保育園の早期の勤務の場合のパート、こういうようなもの

が、相当多種類にわたっております。そういうことで、これにつきましては、この条例は適用

されません。

それから、民間企業の給与との問題でございますが、これにつきましては、毎年度、職員謀

の方で、いろいろ調査をいたしまして、その年間の業種別の賃金を決めております。それに倣

いまして、各部課では臨時職員を採用したり、給与等を根拠に基づきましてお払いしている、

とこういうことでごぎいます。

それから、 長期臨時の定数の把握でございますけれども、これにつきましては 先ほど申し

上げま したように、相当多種類にわたっておりますので、もう少しお時間をいただければ、 資

料としてお出しできるんじゃなL、かと思います。
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以上です。

O議長(高橋通夫君) ほかに御質疑はあ りませんか。なければこれをもって質疑を終

結いたします。

本件について御意見があれば承ります。夏井明男君。

01 6番(夏井明男君) 今、臨時職員の方について御質問したわけですけれども、臨

時職員の方の身分については、代弁する方が実際にはL王らっしゃらなし、。正の職員の方につい

ては、組合等でその権利は細かに主張もされますし、それを保障していくということも、機能

的には働いているわけですが、とかくしますと、臨時職員、特に実態においては正の職員の方

と同じような仕事をされている長期職員については、問題があるのではないか。

その第 1点としては 今、質疑の中でも明らかになりましたように、妊娠中の女子臨時職員

については、これは適用がありません、そういう御答弁でありました。そこに身介の格差とい

いますか、保障の格差が開いているわけであります。

したがいまして、こういう方についても、やはり正の職員の方と、臨時の方とは違 う、それ

はもう十分わかります。どの辺で線を引くか、その辺のことも十介考えなければL、けないと思

L、ます。

ただ、長期的に職員の定数をかなり抑制をしなが ら対応 していこうという場合には、 その一

つの対応策として、臨時職員の方に働いていただくという場面も、私は出てくるかと思います。

そういう意味から考えますと、長期的には、 短期、長期を含めて、臨時職員の方の身分の問

題が、当然これからも出てくるわけですから、十分その点を、あらゆる角度から御検討いただ

きfこいということ。

もう一つ、端的な例としては、臨時職員の 1時間のバートの給与が、 520円か、 530円

というお話でもあります。民間から比べても、 決 してこれは高 くない。むしろ安自のものであ

ります。そういう意味からも、市の職員の方の仕事を補佐するという意味では、有能な方に来

ていただくという意味の給与の支払いとしては、 将来的には問題があるだろうと。

そういう意味で、十分この問題は大切な問題だと思いますので、慎重に、さらには積極的に

取り組んでいただきたいと思います。

以上です。

O議長 (高橋通夫君) ほかに御意見はありませんか。なければこれをもって意見を終
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結いたします。

これより本件について採決いたします。本件に対する委員長報告は原案可決であります。本

件は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。

「異議な しj と呼ぶ者あり〕

0議長(高橋通夫君 ) 御異議ないものと認めます。よって議案・第36号、日野市職員

の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定の件は原案のとおり可決

されました。

これより 議案第47号、 大栗四号処理分区 (60-1)工事請負契約の締結の件を議題とい

たします。

総務委員長の審査報告を求めます。

0総務委員長(竹ノ上武俊君) 議案第47号、総務委員会の審査報告を申し上げま

す。

大栗四号処理分区 (60-1)工事請負契約の締結についてでございます。

これは、提案時、説明がありましたとおり、大栗四号処理介区の工事でございます。推進工

法を中心にして、工事を進めるものでございます。 1億 7，10 0万円で、 株式会社清水組が入

落札をいた しました。

総務委員会では、るる審議いたしました結果、全会一致可決とし た次第でございます。よろ

しく御審議をお願いいたします。

0議長 (高橋通夫君) これより質疑に入り ます。なければ これをもって質疑を終結い

たします。

本件について御意見があれば承ります。なければこれをもって意見を終結いたします。

これより本件について探決いたします。本件に対する委員長報告は原案可決であります。本

件は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。

c r異議なしjと呼ぶ者あり)

0議長(高橋通夫君) 御異議ないものと認めます。よって議案第47号、大栗四号処

理分区 (60-1)工事請負契約の締結の件は原案のとおり可決されました。

これより議案第40号、昭和 60年度日野市一般会計補正予算(第1号)の件を議題といた

します。
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本件については4常任委員会に介割付託いたしておりますので、順次審査報告を願います。

総務委員長の審査報告を求めます。

0総務委員長(竹 ノ上武俊君) 総務委員会の審査報告を申し上げます。

議案第 40号のうち、昭和 60年度目野市一般会計補正予算について、 第 1号でございます

が、このうち歳入全般、歳出のうち総務費、予備費、第 2表債務負担行為補正等について、審

査報告をいたします。

歳入補正額は、 645万円でございます。歳入歳出合計が 310億 6，189万 4，00 0円と

なるわけでございます。

歳入部分につきましては、提案時、説明がありましたとおり、都の補助金が、土木費として

645万入ってくるものでございます。

歳出総務費でございます。今回、アフリカ飢餓救援事業関係といたしまして、 30万 5，000

円の補正予算が組まれました。 これは、アフリカ飢餓救援事業を、市側が援助してい くといい

ますか、そういうための補正予算であることがわかりました。

また、平和祈念行事参加費補助金でございます。これについては、 1 0 0万円でございます

が、一般市民 20名を公募いた しまして、 広島の 8月6日平和祈念式典を中心とする行事に参

加していただく補助を中心とする。そして、 この明細については、るる総務委員会でも審議を

いたしました。

その結果、この予算が可決次第、委員会等の要望も受け、さらに明確な要綱をもって市民を

公募してし、く、ということでございました。

また、次は、企画調整費の中の、行財政研究会委員謝礼でございます。 これは 205万円の

補正予算でございました。

この点につきましても、いろいろ審議をいたしまして、以前にもこういうものをつくったこ

とがあるけれども、効果があったかどうかなども審議した次第でございます。

なおまた、この委員のメンバーには、市の専門的な職員なども加えるべきである、あるいは、

市の職員が中心にやってもよいのではないか、等の意見なども、質疑の中で出た次第でござい

ます。

あと、補正予算 3億円が当初予算で、留保予算となっておりましたが、それを今回取り崩し

て、補正予算化した問題、また、債務負担行為等について、審議をいたしました。
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そのような結果、総務委員会では全会一致この補正予算を可決と決定した次第でございます。

よろしく御審議をお願いいたします。

0議長(高橋通夫君)

ます。助役。

O助役(赤松行雄君)

理事者から発言したいとの申し出がありますので、これを許し

総務委員長さんの御報告に次ぎまして、理事者の方から御説明

申し上げたいことがございます。

本当は、 6月11日の、本日ただいま委員長さんの方から御報告ございますところの議案40

号、昭和 60年度一般会計補正のこの予算案に関連しまして、 6月 11日当初、御説明、ある

いは御理解を得ておくべき事柄でございましたけれども、おくればせながらここで御説明申し

上げ、御理解をいただきたいと思います。

3月議会の中で、日野市が職員の給与を 6カ月延伸した。このことによって、 8，6 0 0万の

人件費というものが、 6カ月延伸によりまして、人件費の中から補正すべきじゃないだろうか

と、こういう御意見を 3月議会でいただいておるわけでございます。

3月議会の中では、 1 2月から組合と協議しまして、大体 6カ月延伸が正式に決まりました

のは、 3月の初句でございます。そういうふうなことで、当初予算の中からは、そういう補正

の作業が困難だったわけでございまして、そのまま御審議をいただいたわけでございます。

6月のただいまの補正予算でございますけれども、この中で、そういう作業と いうふうなこ

とをいろいろ御指摘をいただいていますので、考えたわけでございますけれども、 6月の時点

になりましてから、職員の期末勤勉手当というふうな形、あるいはそれ以外の形で、増額すべ

き案件等 もいろいろ出てきておるわけでございますので、 8，6 0 0万の職員人件費の削減につ

きましては、年度内で今後増額されるという見合いのものも相当ございますので、年度内の中

で調整させていただきたい、このような考え方を持っておるわけでございます。

本当は、 6月 11日、 当初、お話し申し上げるべきことでございましたけれども、おくれば

せながら、きょう御説明申し上げる次第でございます。

0議長(高橋通夫君) これより質疑に入ります。 夏井明男君。

0 16番(夏井明男君) 平和祈念行事参加の補助金の問題について、委員長の方か

ら、るるいろいろな質疑が行われたということなんですが、その、るるの内容をこの本会議の

席上で御報告願いたいと思うんです。
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0議長(高橋通夫君) 総務委員長。

0総務委員長(竹ノ上武俊君) 平和祈念行事参加費補助金が 100万円、今回補正

予算として計上をされております。

この点について出た質疑は、市側の説明がいろいろあったものですから、それに関連して、

るる質疑が出されたわけでございます。

と申しますのは、 8月 6日の広島市主催の祈念式典がございます。 これに市民が行くに当た

って、総費用のうちの 5万円を、交通費という考え方だと思いますけれど、補助するというこ

とでございました。

ところが、市当局の説明 によりますと、 当日は広島市の旅館等が、全部満席になっている状

態であるO こういうことが、広島、その近辺の市町村を調査したところが、現状として明らか

だというわけでございます。

そういう中で、核兵器廃絶の宣言をしている全国の市町村の協議会があるそうでございます。

その中心というのか、会長というのか、広島県府中町がそういうことになっているそうでござ

し可ます。

したがいまして、 8月 6日に参加できない方は、その市町村が集まる式典が、 8月 3日、 4

日に府中町を中心にして、広島近辺で行われるということでございます。それに参加するとい

う形に対しても、この補助金を適用したいというような考えを、市側が示しておりました。

これについては、総務委員会の中では、なるべく 8月 6日という祈念式典、これを中心にし

て補助すべきではないか、と いう質疑などがなされたわけでございます。

なお、さらに、 2 0名行くということになると、市の職員もちゃんと、例えば付き添っ て行

くような形、あるいは現地での参加 した状況などの確認と いいますか、こういったようなこと

を保証すべきではないか、というような質疑などもなされました。

また、市側からも、まだ明細は決まっていないようですけれど、参加者に感想文を寄せてい

ただくとか、そういうことなどを考えているという説明などもあったわけでございます。

そのほか、 8月6日というのは、既に決まっている、日程が。そういう意味で、 3月の予算

にこういう問題をのせてもよかったのではないか、という質疑もなされました。これに対して

は、 3月、 3億円の留保をした財源があ ったわけでございます。これを 6月補正で取り崩すの

が適切だということで、補正として提案をした、こういうような説明がございました。
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総務費、総務管理費のうちの一般管理費、 1 9の負担金、補助及び交付金に関する質疑は、

詳細に申し上げますと、以上のとおりでございます。

0議長(高橋通夫君) 夏井明男君。

016番(夏井明男君〉 今のお話で、大体わかったんですが、一つお尋ねしたいのは、

このような、私はこの問題は非常に大事な問題ですし、こういうふうな運動展開というのは、

基本的に進めてし功=なければいけない、というふうに思っております。その基本的な立場から、

今お尋ねしているわけですが、この平和祈念行事参加費ということに補助金が出されています

けれども、このような種類のものは、日野市の中で、ほかにも私はあると思っていますけれど

も、この補助金の位置づけ等の位搭的な話があ っナこかどうか、それが第 1点であります。

第 2点目は、ここに、こういうふうな補正予算として組んでいるわけですけれども、これは

継続してやってし可かなければ意味がないというふうに、私、思っていますので、当然これは継

続して、これから長期的にこの補助金を出しておやりになるんだろうと思うんですが、その辺

の見通しというか、 基本的なものの話が出ているかどうか。

それに関連して、第 2点目としては、将来これをどういうふうな展望を開いてもっていこう

とされているのか。 当初、民間人20名ということのお話ですけれども、これをどういうふう

に開いていくのか、その辺の基本的な展望像といいますか、そういうものの話があったかどう

か。

さらに、少し細かくなりますが、民間人 20名の方が行かれるということですけれども、こ

れはどういうふうな形で選ばれるのか。特に 8月の 6日ということですから、もう時期も迫っ

ていますけれども、その辺の対応は、告I度的にどういうふうにおやりになるのか、その辺のお

話を、あったかどう か、お尋ねしたいと思います。

0議長(高橋通夫君) 総務委員長。

0総務委員長(竹ノ上武俊君) 第 1点目からお答えいたします。

補助金の性格については、 余り深い審議はいたしておりません。確かに他の市町村自治体に

おきましても、パスなどで、この祈念式典に行く自治体があるという、ほかの例では、という

ことでございました。

なおまた、 補助金については、市の職員等の研修等の派遣の、これは補助金でありませんけ

れど、そういう性格のものもございますし、老人クラブ等そのほかに対する補助金等があるわ
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けでございます。

しかし、今回の平和祈念行事参加費の補助金というものは、そういう意味での分類で、どう

いう性格の補助金かという点での審議は、 しなかったというふうに記憶しております。 しかし、

補助金の中身が、例えばどういうものなのかということは、さっき申し上げましたように、 論

議、審議 したわけでございます。

つまり、広島まで行くには、大体 1泊、 2泊というようなことがあるのではないか。そうい

う中で、全額補助できないので、交通費補助という形で出すものであると。そして、祈念行事

に参加した前後のことなどについて、どう拘束するかとか、そういうことまでは論議をしてお

りませんし、また、 委員 の中での要望等 も出ていないわけでございます。

第 1点目については、そういう形でお答えを したいと思います。

それから、第 2点目の、今後ともやるかという問題は、本会議でも論議があったかと思いま

すが、 総務委員会でも質疑がいろいろございました。

市当局の考え方としては、ことしが被爆 40周年に当たるということで、この制度を発足さ

せたということでございます。そして、ことしの公募 の状況、この行事の成功のL可かんを、そ

の結果を見た上で、 来年度からは考えるということで、 確定的な意味で、今後 とも続けるとい

うような答弁はございませんでした。

しかし、今後とも続けたいような意向があるなということ は、総務委員会では感じ取った気

持ちがいたすわけでごぎいます。

次に、展望でございますが、これも今申し上げましたとおりに、今後、どう人数をするかと

か、あるいはどういう規模にするかとか、どういう性格のものにするかということ は、第 2点

目の御答弁の内容のとおりでございますので、 詳 しい論議はなされておりません。

また、 意見というようなものも、 特に強 くは出ておりません。ゃれ、やらないということも、

確定的な意見というものは出ておりません。

それから、選考の基準について、これも質疑がございました。市側の答弁は、先ほど申し上

げましたとおり、公募によって、市民から募集をすると いうこ とでございます。そして、 選考

の基準については、 詳細はまだ決めていない、とこうし 1うことでございました。この補正予算が可

決次第、明確な応募要領というものを決めて、 日野市広報等で募集をする、とこういうよう な

ことでございます。
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以上でございます。

O議長(高橋通夫君)

俊昭君。

01 8番(古賀俊明君)

ほかに御質疑はありませんか。( r関連j と呼ぶ者あり)古賀

私、この平和祈念行事参加費補助金については、この議案が

上程されたときにも、ちょっとお聞きしたんですが、そのときには、長崎に行く、要するに長

崎市で行われる平和祈念式典の参加者にも補助をするというように、私、ちょっと聞いた記憶

があるんですが、( rそのと おり。良心を疑うJrおかしし、。差別だ」と呼ぶ者あり)今の委

員長の報告では、広島しか話が出てまいりません。原爆は、同じように 40年前に長崎も被爆

を受けておりまして、長崎に対して参加される市民の方には、日野市は知らぬ顔されるのかど

うか、その点、 もう一度お尋ねをいたします。

それから、府中町で何か開かれるらしいんですが、 8月の 3日か 4日ですか、平和祈念式典

とは別の集会にも参加する場合に、何か旅費の補助が出るというようなことですが、そのお話

はなかったような気がするんです。補助の目的から、これは外れないのかどうか、その点、も

う一度、委員長が御存じでございましたら、教えていただきたいと思います。

。議長(高橋通夫君) 総務委員長。

0総務委員長(竹ノ上武俊君) ただいまの質問にお答えしたいと思います。

確かに本会議の席上では、広島、長崎と、両方の市名を言われておりました。

それで、総務委員会の席では、担当の課長が広島ということを繰り返し言って、説明をした

のでございます。長崎ということは、委員長としては、その中に包含された形での説明だった

かとは、判断をいたしておりましたけれども、もし本会議と違うとあれでございますので、市

側責任者より、この件については統ーした答弁を、もう一度私の方でも確認をいたしたいと思

いますので、理事者からお願いしたいと思います。

それから、府中町の核兵器廃絶の自治体の協議会の行事についてでございます。これも、ち

ょっと本会議 と直接関係ないような形で、総務委員会においては、若干こちらに詳細な説明が

あったものですから、私の方で本会議においても御報告をした次第でございます。

ただ、市側の担当の課長の説明としては、府中町その他にも全部調査を依頼しであるそうで

すけれど、宿泊の関係で、日野市民の皆さん参加された際に、 8月 6日もし参加できない場合

は、というような気持ちで、代替というとおかしいですけれども、府中町を中心とする協議会
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の行事に参加する場合も、この補助金が適用されるような説明であったというふうに記憶いた

しておりますので、この点についても、理事者の方から補足があれば、説明していただきたい

と思います。

0議長 (高橋通夫君) 市長。

0市長(森田喜美男君〉 ちょっと、では私の方からまとめて、補正予算で計上し、お

願いをした考え方を御理解をいただきたいと思います。

日野市が、核廃絶平和都市宣言をしておる事実は、申すまでもないことでございますし、ま

た、そのことは広く関係の自治体、あるいは市民の意説こういうことに訴えて、そうして、

願わくば核兵器の廃絶がなるべく速やかに実現をできるということが、一番目指すところでな

ければなりません。

それで、 ことしは原爆忌 40周年でもございますし、あわせて新しい事業として、これか ら

の平和、日野市の、日野市民の平和行事として、何か定着できるものが望ましい、このように

は考えております。

それから、ちょうど広島、長崎の 6日でありますとか、 9日でありますとか、これはいろい

ろ主催団体等はあるわけでありますけれど、両市が、それぞれその当日主催をして、そうして

平和祈念の儀式をいたすわけであります。これには、国からも、国を代表される方が参加をさ

れております。

できれば、この行事に列席する ことが、一番望ましいわけでありますけれど、この時期を中

心といたしまして、全国各地から平和大行進というような形で、この地域に参加をされる、こ

ういうやり方も現実にあるわけであります。

それらを通じまして、平和祈念の前後の時期に、つまり核兵器廃絶を目指す、そういう市民

的な、自分で参加をしよう、この意識の誘導、あるいは助成という、そういう意味合いを持っ

て、なるべく、少なくも相当数の方が日野市民を代表して行かれる、こういう条件の整備をで

きれば、ということを目指しておるわけであります。

当初予算から云々 ということも、これまた一つのことしの政策の一つだという街理解も、お

願いしたいわけでありますし、それから、今後の定着は、これから実施してみて、そうして成

功できる、こういう見通しを持って、できるだけ実施を継続をいたしたい、このように考えて

おります。
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広島、長崎は、これは時期をほぼ同じくし、方向も同じでありますから、一つの行動として、

L、ずれも包含をする、このように考えたいと思います。

それから、市民へのPRは、これは 7月 15日号の広報によって、具体的な説明を し、公募

をする。こういう手順によって、希望 される方を、できれば団体行動によってまとまって行動

していただしこれが望ましいというふうには思づております。

それから、旅費の助成というふうに考えているわけでありますけれど、では広島と長崎と距

離割りでという、そういう厳密なことではなくて、とにかくそのような行動にみずから、意識

的に参加をされる方を対象にいたしたい、このように考えております。

府中町云々は、これはたまたま時を同じくして行われる行事でございますから、日野市民と

して参加をされたいという方は、それもまた包含すべきだというふうに思いますけれど、こち

らの方は、どちらかといいますと、自治体問の協議会機関でもございます。明確に分けること

もないと思っておりますけれど、主として広島、長崎の、市が主催をする行事が望ましい、と

このように考えております。

まだ、実施してみて、そうして反省すべき点もあろうかと思いますけれど、今回を契機とし

て、このような努力をいたしたいというのが趣旨でございます。

らL上です。

O議長 (高橋通夫君) 古賀俊昭君。

0 18番(古賀俊明君) やはり予算を計上して、その使途についてはある程度幅を持

たせるということは、行政の妙として、執行する側には多少あってもいいと思いますが、当初、

議会で上程の ときに説明された内容 というのが、非常に幅があり過ぎて、今お聞きをしており

ますと、広島、長崎のいわゆる平和祈念式典もいいし、また、その前後に行われる同趣旨のも

のに参加する場合にも、この助成をするんだというふうに、今、市長はおっしゃったんです。

ということになりますと、例えば、広島と長崎でも同じですが、平和祈念式典が行われる前

後に、いろいろな各種団体、例えば共産党の方なんかはトロキス トとい っておられるヘルメッ

トをかぶって、 暑いさなかでもマスクしたような人たちも、平和祈念式典に参加をして、行事

をやるわけです。

しかし、それが本当に平和を求める正しい運動である、平和運動はこれだ、と思う人がいれ
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ば、その人にも助成をしなければならないということになります。

また、いろいろな考え方がありますが、広島市の周辺で、また異なる信条、立場を持つ方々

がも同じように被爆40周年を記念して、やはり世界の平和を考える集いを持とう、そうした

行事が行われる場合に参加したい、ということであれば、どのようなものでも一応市の方に申

し出れば、その助成の可能性がある、ということになってしまいます。

予算に計上して、こういう行事に使いますとしづ以上は、やはりもう少し絞った、これこれ

しかじかの行事 に対して参加する人に助成をする、というふうに、私は、決めて御提案なさる

べきではなかろうかと思うんですが、そうしたさまざまな、いわゆる広島、長崎市主催以外の

例えば府中町で行われる、自治体等を中心とした集会、それ以外の集会、行事等にも、申し出

れば助成の可能性がある、ということでございますか。

確認をいたします。

0議長(高橋通夫君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 何名希望者が出るという、まだ予測も立てられないわけであ

りますから 日野市の核兵器廃絶平和都市宣言は、これは統ーした共通の認識が、その基本に

はあるわけであります。

したがいまして、そういう趣旨の範囲に添った方を対象とする、ということにな るわけであ

りまして、特別、無条件でありますとか、あるいは無原則とか、そういうことはないというこ

とに、御理解をお願いしておきます。

。議長(高橋通夫君) 古賀俊昭君。

01 8番(古賀俊明君) もちろん、税金を無原則に使われてはかなわないわけですの

で、当然それは当たり前のこととして、私は受けとめておりますが、少なくとも予算を執行す

る場合には、こういう目的に添って市は予算を、お金を使います、だからこれに参加される方は

応募してくださいということで、かなり具体的なものを市民に示すべきではなし、かと思うんで

す。

長崎市、広島市主催のものもいい、また、自治体を中心とした行事もいし可と。また、先ほど

市長の言葉をかりれば、平和祈念の一連の行事に前後 して行われる、この時期の行事も含む、

ということをおっしゃいました。非常に幅があるんです。

それぞれ平和運動というのも、大変悲 しいことに、分裂をしているのは現実です。ですから、
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全く相異なる立場、例えば、政党によってもいろんな考え方が分かれております。おれたちは

これに行きたい、これが本当の平和祈念行事だということで、市に申し出れば、そち らに対す

る、いわゆるあらゆる方向の支出も、市の方はとりあえず検討せざるを得なくなるわけです。

その場合の基準というのは、 一体それじゃどこに置かれるわけで、すか。

私は、やはり広島、長崎市、この両市が主催する平和祈念行事に参加をする市民の方に、交

通費の助成をするというのが、 一番形としては、私は、 当を得た市民に対する提起ではなかろ

うかなと思 うんですが、いろんな行事がありますが、市長はどういう基準を持って判断をなさ

るか、もう一度確認をいたします。

0議長(高橋通夫君〉 市長。

0市長(森田喜美男君 )

平和祈念行事と。

申し上げており ますとおり、 広島、長崎、両市が主催をする

これは、 しかし、その式典のみを指すんではなくて、その前後の、いわゆる式典の式場があ

ります。また、記念碑があります。そこに行くということであれば、私は日野市民として、そ

の願いも込められていると。

非常に、その式典というのは、短い期間に一一短い期閉じゃなく 、単一の日に、時間を借り

切ったということですから、そこに必ずしも列席できない場合もある。ですから、前後の1週

間程度は包含されていい、そのような行事である、このように私は考えておりますO

それから、なにかその運動に参加するのに、目的を相反する、そういう人等も参加 し得る、

このように言われておりますけれど、もちろんこれから応募する、それの応募内容もお示しす

るはずでありますし、そういう、また、 団体もつくってほしいという ふ うに言っているわけで

すから、特別な例外はあり得ない。また、例外は考えないということであります。

0議長(高橋通夫君) 古賀俊昭君。

0 1 8番(古賀俊明君) 平行線に終わるのかもわかりませんが、 私は、最初の、この

議案が提案されたときも申し上げましたが、広島、長崎両市の祈念式典に絞ると、市長は府中

町の反核、非核都市宣言をしている自治体の集まりに、お 1人で参加をされる可能性が強くな

るわけです。

今回、姉妹都市であるレッドランズに も反核宣言を呼びかける手紙を出したということで、

日野市民の代表も引き連れて、これだけ日野市は熱心に取り組んでやっておりますという こと
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を、 2 0名の方を引き連れて、府中町に大名行列よろしくお入りになりたいとい うこ とで、あ

えて広島、長崎両市の祈念式典以外で も助成をするんだ、という ことに、 含みを持たされたの

ではなし、かと思うんですが、 そのよう な議論はございませんでしょうか。

0議長(高橋通夫君) 総務委員長。

0総務委員長(竹ノ上武俊君) 総務委員会の審査結果を申し上げます。

結論的には、常識的なといいますか、立場で、総務委員長よりという形で、総務委員会とま

では言わなかったんですが、市の担当課長、部長に要望しておきました。

それは、この補正予算第 1号の 11ページに印刷をされているような趣旨で、この補助金を

使ってほしいと。具体的に言いますと、ここ に書いてある字が、説明欄が平和祈念行事、常識

的には 8月6日と 8月9日の、広島市と長崎市主催の祈念式典、 というふうな感じがいたしま

したので、それを中心として参加する市民を対象として、補助金を出していただくようにとい

う趣旨の要望は しておきましたので、そういうことを酌み取った上で、ひとつ御審議をいただ

きたいと思います白

以上です。

O議長(高橋通夫君) 夏井明男君。

016番(夏井明男君) 今、市長の方から、るる諸問題点についてのお話があったん

で、これは非常に重要な ことですので、 もう少しお聞きしたいと思うんです。

一つは、非常に気がかりなのは、市長のお話ですと、これが成功するならば、 1回これをや

ってみて成功するならば、という意味が入っているわけですけれども、その成功するな らばと

いう 中身をよく検討すれば、一つは、広島市の方へ行ったときに、皆さんの、何といいますか、

大きなこれからの運動の希望的なあれを強めるという意味も、一つは成功の要素としてありま

す。

あともう 一つは、日野の市民の方が、やはり圧倒的な、よかったと賛辞を贈る、という意味

のものも、私は入って いると思うんです。

そのどちらが今大事かと いえば、やはり日野の市民の方が、こうい うふうな補助金を出され

るという ことについて、 大きな賛同がなければ、やはり私は成功したとは言えないと思う。

ですから、それがそうなるかどうかというのは、やはり総務委員会、また、本会議で議論す

るのが第一歩ですし、そこら辺のことをもう少 しお聞きしたいわけですけれども、そういう考
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え方からしますと、第2点目の心配とするのは、要するにこれを被爆40周年ということで意

義づけて、これは当初出されたというふうに、私は理解しております。その意味の交通費全部

支給という意味はわかるんですが、これを将来展開するについて、将来的にはこれを続行して

いきたいということなんですねO

そうしますと、さらにやはり補助金につきましては、さまざまな性格の補助金が出ておりま

す。補助金をなるべく整理するようにということも、 1 0年前ですか、 1 5年前ですか、行財

政検討委員会の研究でも出ておりました。

そうし可う意味で、あらゆる角度から市民の方の支持を得られるには、 1回の補助金と、 長期

的な展望を開く補助金では、根本的にこれ違ってまいります。

そういう観点から考えますと、例えば先ほどの委員長報告では、他市でもそういうふうな形

のものはあります、ということなんですね。それはパスをチャーターで借り切って、それで市

の方へお邪魔するというふうな制度のものはある、というお話だったんです。

そうしますと、この一つの案が出てきたことを十分検討されたかどうかということ、 今、非

常に心配なんです。今のお話ですと、ノマスでチャーターしてやったとし 1うのは、広島市周辺なのか、か

なり遠い、例えば東京周辺のところからの、そういうふうな形態のものもあったのかどうか。

それから、民間で 20名という枠で、予算的なこともあるんでしょうけれども、そういうふ

うに絞りをかけて、交通費 5万円という、支給といいますか、補助の性格的なものが、他市に

どのぐらい展開をされてきたのか。

さらに、 日野市の中で、不幸にして被爆にかかられた方もいらっしゃるでしょうが、日野市

から、自介の費用で広島のそういうとこへ参加をされている方が、今までどれぐらいあったの

か。

市長のお話ですと、この参加については、意識的に、みずから参加したいという方を対象に

してますと、これは当然のことだと思いますが、こういうふうな方が、実際に市の中で、呼び

かけたときにどのぐらいいらっしゃるのか、その辺の資料といいますか、そういうものをどの

ぐら いお持ちでこれを出されているのか、その辺の話を市長に、これ、お尋ね したいと思いま

す。

0議 長(高橋通夫君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 平和行進とか、平和行事に向けて、 全国各地から集まってく
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る。これは、別の言葉で言えば、巡礼という言葉も、近い意味があろうかと思います。

したがいまして、日野市民の願いが、そういう形で市民に広く伝播し、ますます意識が高く

なり、外へ向けての行動力になってし 1く、こういうことが目指すねらいであるべきだと思いま

す。

したがいまして、 確かに、実施 してみないとわからない部分もあるわけでありますので、 20

名ぐらいは参加して もら えるであろう、また、これまでも単独なり何なりで、団体なりで行か

れる方もあるはずでありますし、それから--1Yi昨、一昨々年でしょうれ 国連の軍縮総会にも、日野市

民から約 4万名の署名も集めて行かれたという、こういった実績もあるわけであります。

日野市民は、格別そういうことに関心の高い方も相当数おられますので、そういう方々に、

なお継続をしていっていただくという、また、新しい人ももちろん参加してもらわなきゃなり

ませんが、一つのきっかけ、そのきっかけはまた成功しないと、後は続かないわけであります

から、できるだけ成功させたい。

また、成功の意味の内容は、御指摘にあったよ うなことだと、こういう ふう に思っておりま

す。

平和の願いというのは、 一時のことであ ってもいけませんし、やはり核兵器が廃絶されるま

でと、こういう強い願いを込めて、こ の行事を行いたい、こういうことでございます。

0議 長(高橋通夫君) 石坂勝雄君。

028番(石坂勝雄君) 今、い ろんな質疑があったんですが、確認の意味というか、

意見でもいいんですが、 私、お聞きしたいと思うんです。

補助金を、平和祈念に対する、広島、長崎への補助金を出されたということ、市長、当然、何

というか、 予備費の中の政策的な ことだという ことで、こ れもまあ私は了とします。

ただ、今ここに、いかに行政の中で非核三原則の、日野は核兵器の廃絶の都市宣言をしている

んで、そういう中で、行政の立場でこういう補助金をつけられるということ、これもしますけ

れど、現実には、いわゆるこういう形は市民の要望というんですか、こちら側からほうふつし

て上がってきたものを取り上げるというのが、私、 望ま しいんではなかろ うかと思うんで、そ

れには起爆剤として、恐らくこういう措置を考えられた、こういうふうに思うんで、 恐らく

100万円の、人数にしてもこれを上回るものが出るのか、こ れを下回るものが出るのかわか

らないんで、 交付要綱というような形は、恐らく 1、 2年やられてから見る というような、私
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は理解を持っているんですが、一つのなにか市長、日野の意識の高い、だれしも核兵器だとか、

平和を願わない者はないんですが、そういうことの中で、市民運動の一環というような形で設

けられたというような、私、素直な理解で、そういうふうなお考えで始められたのか、その辺

の確認だけしていきたいと思うんです。

0議長(高橋通夫君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 特に市民運動から要請があったということではございません。

しかし、これからこういう行事を一つ加えて、将来の継続発展の道を探すべきではなかろう

か、このように一つは考えます。

それから、確かに継続をしてし、かなければ、意味が少なし、かもしれませんが、私は、本来行

政の一つのきっかけということはつくるべきだと思いますが、そのことが本来は市民という主

体性に立つてなされるべきものであって、いつまでも補助金がなければ事業ができないという

ようなことでは、本来目指すものではないと。

しかし、経費もかかることでありますから、若干の助成はこれまた必要だ、こういう意味で

のスタートでございますので、今後の推移を期待したいというのは、また、成功させたいとい

うのは、そういう意味の趣旨を含めたものだというふうに御理解をいただきたいと思います。

( r関連Jと呼ぶ者あり)

0議長(高橋通夫君) 古賀俊昭君。

018番(古賀俊明君) 一つだけ、簡単な ことですが、お聞きをいたします。

アフリカ飢餓救援事業関係の需用費ですが、アフリカ大陸というのは大変広いわけですが、

日野市で考えておられるアフリカの飢餓救援事業というのは、具体的には、アフリカもたくさ

ん国があるんですが、どのような国々をお考えになっているのか。国によっては、大変豊かな

国もありますし、その辺の考え方、いろいろ新聞紙上等、テレビ等でも見るんですが、どのよ

うな国を、地域をお考えになって、この事業をおやりになろうとしておられるのか、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) 総務委員長。

0総務委員長(竹ノ上武俊君) アフリカの飢餓救援事業の関係の総務委員会の審

議に関 して、お答えをしておきます。

飢餓の厳しい地域ということについての審議という点は、 いたしておりませんので、市当局
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の方に、特定の地域というものがあるのかどうか、あるいは、今言われる、マスコミや国民の

運動で取り上げられている、全般的な地域を指すのか、ひとつ担当者の方から、お考えを説明

していただきたいと思川、ます。

0議長(高橋通夫君) 総務部長。

0総務部長(伊藤正吉君) アフリカ飢餓救援事業関係の、 事業費の内容でございま

すけれども、これにつきましては、 「三多摩アジア、アフリカ、ラテン・アメリカ連帯委員会」

というふうな( r内容じゃなしどこの地域かとJと呼ぶ者あり)はい。できまして、そこが

いろいろの飢餓の募金活動等を進めているわけでございます。

これは、集まった募金につきましては、 「飢餓救援三多摩の会」と して、エチオピア復興救

援委員会と、 モザンピーク友好連帯協会にお送りする とこういう内容でございます。

0議 長(高橋通夫君) 古賀俊昭君。

01 8番(古賀俊明君) エチオピアとモザンピークが、このアフリカ飢餓救援事業の

対象の国だという ことでございまして、私どもエチオピアはよく聞くんです。新聞なんかによ

く載っております。社会主義の国家で、エチオピアもモザンピークも、もともとはそうでなか

ったんですが、社会主義義国家になって、急に農業生産が落ちる等によって、飢餓を招来して

いる国々なんですが、エチオピアなんかというのは、国民総生産の 50猪近く 軍事費につぎ込

んでいる。日本は1労で大騒ぎをしているんですが、そういう軍事大国でもあるわけです。

この問、 AP通信の記事が、各新聞社それぞれ流れておりまして、写真が出ておりました。

西側諸国からの救援物資が野ぎらしになって、使いものにならなくなっているとか、また、ソ

連等から輸入をした武器代金に、西側諸国の物資等が使われて、港から陸揚げされる前に、直

接ソ連の貨物船に積みかえられて、ソ連邦の方に行っている事実もある、というようなことが

出ておりましたが、日野市がこうした事業をおやりになる以上、 確実に日野市民の善意が、こ

れらの国々に届くかと、うか、その辺の確認は、どういう方法でお取りになるようなお考えがあ

るかどうか。

ただ、送りっ放しでいいというふうにあ号えをどうか。

もし、市側の方で御答弁あれば、お願いをしたいと思います。( r議長j と呼ぶ者あり)

O議長 (高橋通夫君) 総務委員長。

0総務委員長 (竹ノ上武俊君 ) 一言、市側の答弁の前に、お答えしておきたいと思
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L、ます。

総務委員会でも、地域については、きょう初めて聞きましたんです。

しかし、いずれにしても飢餓で大変困っている国民がいるという点については、総務委員会

も心配をいたしまして、これを可決したわけです。

その際に、 質疑をした点は、今言われましたように、途中で盗賊などに遭って、救援物資や

金品が届かないというようなことがないように、ちゃんとした、政府なり、そういうところを

通じてL可く行為というようなものを、質疑の中で要望はしてございますので、よろしくお願い

したいと思います。

0議長 (高橋通夫君〉 総務部長。

0総務部長(伊藤正吉君〉 この委員会から募金が集められまして、送り先の確認で

ございますけれども、これらにつきましては、現地の公的機関を通じてお届けする、こういう

ことでございます。

与L上でございます。

0議長 (高橋通夫君)

0市長(森田喜美男君)

市長。

アフリカ飢餓救援の手段もいろいろありますし、今お話のよ

うなうわさも、聞かされるわけであります。

しかし、日野市民の、何とか救援をしたい、つまり、飽食をしている我が日 本人が、同じ地

球上に飢えている人間があるということはたまらないことだ、こういう人道的な気持ちがある

ことは、もう間違いないんです。それの手段として、品物を集めて送る、あるいは金品を集め

て送るという、日野市が直接するわけではありません。日野市は、そういう届けられるバンフ

をお配りしたり、それから、写真等の展示をする、そのパネルを買うとか、そういう経費を計

上しておるわけでありまして、人道に基づくものだというふうに、解釈をしていただきたいと

思います。

0議長 (高橋通夫君) 古賀俊昭君。

018番(古賀俊明君) 私も、今、暖衣飽食といいますか、非常に今我々は恵まれて

いるわけですが、同じ地球上に、飢餓で苦 しむ方が大勢いらっしゃるということ、大変悲 しい

現実だと思います。

そうした人たちに、我々の愛とか、善意というものが、着実にやはり届けられるように、た
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だあるパートだけを受け持って事業をやっていれば、それで日野市の善行が証明されたという

ことではなくて、やはり 確実に困っておられる方に届いて、初めてこれらの事業というのは完

成をしたと見ることができると思いますので、おやりになる以上は、そうした国際的な背景と

いうものもありますので、そうした点にも配慮を していただきたいと思います。

以前、国連の何かの報告だったと思いますが、アフリカの中でも、エチオピアというのは一

番恵まれた農業国と して、 一番繁栄をするであろうといわれていた国なんです。それが今、 飢

餓で苦しんでいるという事実は、大変私ども考えさせられるわけですが、私、今の救援事業に

ついて、指摘もいろいろな角度からあるものですから、今、確認をさせていただきました。

以上です。

0議長(高橋通夫君) これをもっ て質疑を終結いたします。

これをもって総務委員会関係の審査報告を終わります。

次に、文教委員長の審査報告を求めます。

〔文教委員長登壇〕

0文教委員長(古賀俊明君〉 文文教委員会に付託をされました議案第40号、昭和 60

年度日野市一般会計補正予算について、(第 1号)の中で、歳出のうち教育費についての審査

報告を申し上げます。

今回の補正は、教育費を 9，028万 7，000円増額いたしまして、教育費の総額を 49億

7，4 7 7万 3，000円とするも のであります。本件に対します質疑の主なものを、概略申し上

げておきます。

まず、小中学校にございます理科関係の薬品で、未処理の毒物にはどんなものがあるのか。

また、処理業者勾翠定は、どのように予定されているのか。また、第二小学校の防球フェンス、

現在 3メートノレのものがございますが、これを 8メートルにして、この高さでボールが外に飛

び出すことを防ぐことができるかどうか。また、平山中学校の防音壁設置工事の工期は、どの

程度予定されているか。また、負担金は、京王側も拠出をするのかどうか。

さらに、第四中学校は、現在、教室から体育館に行く場合に、 一度外に出なければならない

構造になっております。このことによって、雨の日には大変困っておられるわけですが、今回

の設計が計上されております給食施設整備と同時に改善ができなし可かどうか、などについて、

質疑が行われました。
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これに対しまして、教育委員会側から、まず、理科関係の薬品につきましては、小中学校合

わせて 11校、小学校が 8校、中学校が 3校、調査の結果、処理を必要としている学校が、判

明をしております。

また、具体的な楽品名については、たくさん挙げられましたが、幾つか申し上げますと、ク

エン酸カリウム、硫酸、硝酸、沃素などがあると。

また、そのほかにも、ラベルが張ってない薬品が、一番始末に困る というようなことで、 答

弁がありました。

業者については、いまだ未定でございますが、東京都が指定をした処理業者、いずれも都内

の業者であります、これに委託をするという説明がございました。

また、このことに関しましては、信頼できる業者に、ぜひ委託をするようにという意見も、

委員から出されておりま した。

二小の防球フェンスにつきましては、これは主にサッカーボール対策として、今回フェンス

を高くするもので、七生中学校も、現在 8メートルで対応しているので大丈夫ではないか、と

いう答弁でございました。

平山中の防音壁につきましては、着工の日は現在未定でございますが、 予算が今回通りまし

て、京王に前途金を渡して 12 0日間で、工事を進めるという説明がございました。

また、拠出金の問題につきましては、京王は、新設校の場合は別といたしまして、既設校に

ついては、京王側は負担をしないということで、今回、話し合いが市との間で進められたとい

うことでございます。

最後に、四中の給食施設に関連しての設備の改善でございますが、 査定の段階では、なにか

漏れたようなお話でごぎいましたが、ぜひ指摘を受けるまでもなく、あわせてやるべきことだ

と教育委員会も考えている、手だてをしていきたい、という答弁がございました。

以上が主な質疑でございます。

なお、本議案上程の際に、黒川重憲議員より、体育総務費、(仮称)日野マラソン検討委員

謝礼 14万 7，000円について、 くれぐれも十二分に文教委員会において審査を、という御意

見でございました。この件につきましては、他の委員の方から御質問、お話がございませんで

したので、 最後に委員長から、教育委員会に説明を求めて質問をいたしました。

説明によりますと、(仮称)日野マラソンというのは、現在、体協に委託をして行っており
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ます駅伝、またロードレースのように、いわゆる競技本位のものではなくて、日野市民の老若

男女、そうした方々が隔でなく参加をして、レクリェーション本位といいますか、親睦を深め

るような意味でやっていくことを目的とするものである、というような説明がありました。

交通事情等のこともあり まして、今後さらに具体的な詰めが必要だそうでございますが、 60

年度中には実施をしたいということで、今回、検討委員会 10名、内訳は、 一般市民の方から

7名、教育委員会から 3名で構成をしたい、ということでの回答がございました。

以上、質疑、 意見等が出されまして、採決をいたしました結果、全員異議なく原案どおり可

決すべきものと決 したわけでございます。よろしく御審議をお願いいたします。

0議長 (高橋通夫君) これより質疑に入ります。なければこれをもって質疑を終結

いたします。

これをもって文教委員会関係の審査報告を終わります。

次に、厚生委員長の審査報告を求めま す。

〔厚生委員長登壇〕

O厚生委員長 (馬場弘融君) 厚生委員会の審査報告を申し上げます。

議案第 40号、昭和 60年度日野市一般会計補正予算第 1号歳出のう ち、民生費、衛生費に

つきまして、去る 6月 20日に開催されました厚生委員会における審査の紐昼、並びに結果を

御報告申し上げます。

今回の補正の主なものは、民生費の中では、湯沢福祉センターへの 16ミリ映写機購入、国

際青年年にちなんだ、青年の声懇談会の設置、(仮称〉旭が丘児童館の基本設計。

衛生費では、新規事業として、清掃パトロールの実施。それと、市立病院事業会計への出資

金の増額などでありまして、合わせて、民生費では 210万 7，000円、衛生費では 1，92 8 

万 8，000円の増額補正となっております。

質疑の主なものを申し上げます。民生費の中では、 1 6ミリ映写機の設置は、採択をされた

請願に対応するものと思うが、出張サービスも検討をされているか。青年の声懇談会について

は、出席者及び助言者の人選はどうなっているか。まとめられた意見を、どのように市政に反

映をさせていくのか。市長や助役なども出席をして、直接青年の声を聞くことを考えているか。

また、旭が丘児童館につきましては、児童館建設の優先順位が逆転をしているのではないか、

今後の事業予定はどうなっているか、用地がない地域も含め、児童館建設の将来展望を持って
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いるか、建設費、人件費などの増加を踏まえ、将来的には複合施設化等を考えているかもなど

が問われました。

理事者側の答弁としては、 1 6ミリ 映写機については、湯沢セン ターに映写技師の資格を持

つ職員がおって、福祉分野での出張サービスは可能である。

青年の戸懇談会については、人選は、公募と地区委員会からの推薦を考えてL喝。年齢的に

は、 18歳から 30歳ぐらいまでとし、各層の青年が集まるよう、バランスをとりたい。懇談

会の内容は、まとめて報告を受け、今後の行政の中で反映をさせたい。 2人の助言者は、女性

を含めた若手大学教師を考えてし喝。市長、助役等 もできるだけ会に出席し、ともに話し合い

fこし、。

旭が丘児童館につきましては、 3カ年計画にはなかったけれども、請願の採択もあり、担当

課として強 く要望をしたものである。鉄筋コンクリート 2階建てで、 61年度実施設計、 6 2 

年度建設を考えている。用地買収等難しい問題もあるが、児童館全体の将来計画としては、 1

中学校区に 1館を目標としている。当館は 5館目だが、近隣に各種施設があるので、単独館と

する。しかし、将来は複合施設も出てこよう等の説明がございました。

また、民生費全般につき ましては、日社協へ運営費、補助金の件で、市の当初予算額より多く日社

協が予算諒且みをしており、その分の増額補正が今回出されなかっか里由と、今後の対応が問われました

けれども、理事者側からは国のボラントヒマ計画へ協力するとd苦もあって、日制協が独自に職員を1人

ふやしてし唱。その分もし、ずれ市が補助するであろうとの買込みから、日社協の判断で組んだ予算と思う。

しかし、市の予算か先決であり、行き過ぎだと思うので指導をしたい、 との説明がありま した。

次に、衛生費のうち清掃費の中では、有料の事業ごみ収集の現状と、今後の見通しがどうか。

清掃パトロールについては、どのような車で、どのようにパトロールをするのか。市民にわか

りやすく PRできるか。パ トロール即清掃もするのか。ごみの収集は費用がかかるけれども、

行政と市民の分担を考えているか。ごみの出 し方の悪い企業等への指導も含め、広く清掃指導

面を伺いたい。清掃パト ローノレは、新規事業であるが、従来のごみ収集委託料の値上げがしに

くし、から、こういう形で、実質委託料のかさ上げを考えているのではないか、 などが問われ、

また、取水ポンプ盤設置に関連をし、処理水の再利用がどうなっているのか、が問われました。

これらに対する理事者側の答弁は、有料ごみについては、 1日10キログラム、 1カ月およ

そ300キログラム以上のごみは有料とさ才い現在、レス トラン、 食堂など 120軒が該当を
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している。その判定は、年 4回、お互いの合意に基づいて行ってし唱。

清掃パトロールについては、ごみ集積所、駅周辺、道路わき、不法投嘆場所などを重点に行

う。ボックス配置の見直しも考えてし 1る。パ トロール車は、軽自動車を購入させ、市民にわか

りやすく PRするとともに、地区割りをして、 3日で市内全域を巡回するようにしたし、。少量

のごみは、パトロール即改修をするつもりである。高速道路の側道等大量不法投棄については、

管理者に注意をしているが、今後もチェックを強化していきたい。現在、ごみ集積所の約 4割

が汚くなっているので、パトロール車を有効に使って、地域のごみの捨て方、 及び美化のPR

を図るなど、よ りよい コミュニテ ィーづくりの一環としてこの施策を進めていきたL)。

委託料の問題では、こ のパ トローノレは従来の収集とは全く別個の事業であって、絡めてから

の委託料増額ではない。 61年度からは単独事業として、他の委託料とは別に予算組みをする

予定である、等の説明がありました。

また、汚水処理水の再利用については、地下水は現在 1日1，30 0トン のくみ上げに抑えて

おるo そして、くみ上げ水の約 3，分の 1、 600ないし 700トンが再利用水を利用している、

ということの説明がございました。

次に、病院費の関連では、長期入院患者の入浴状況が問われまして、医師の許可を得た者は、

週 1回程度の入浴をしているが、風呂場が狭いこと、あるいは構造上のこと から、車椅子利用

者等障害者の入浴には困難さがある。いずれ改修を考えたい、との説明がありました。

最後に、総括的な質問として、 青年の声懇談会、児童館の新築設計、清掃パ トロール等、新

規事業が多く 、いかに市長選挙があったとはいえ、これ らは本来当初予算として計上されるべ

きものであったと思う。余りにつけ焼き刃のようだがどうか、との質問がありましたが、理事

者側からは、今回の補正は、当初予算にあった 3億円の予備費を具体化したものであり 、検討

を踏まえた上、計上したものであるとの説明がありました。

以上で質疑を集結し、意見を求めましたが、 意見としては、ほぼ 4点ほどごぎいました。

1 児童館については、土地があって建てやすいと ころから建設をするというのでは、行政

のバランス上問題がある 必要なところは、土地を買収しても積極的に建設をしていくべきで

ある。

2. 3カ年計画に当初なかった旭が丘児童館が、つくられるというわけだが、余りに計画性

がないと思う。今後の財政の厳しさを踏まえて、複合施設化を考えるなど、計画性のある施策、
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市民に納得の~)く施策を進めてほしい。

3. 空き缶の散在など相変らずであり、市民の清掃モラルの向上を図るべきである。自販機

設置者、販売者などへの指導も進めてほしL、。

4. 清掃パトロールは、 本来ならば当初予算 として組むべき事業だったと思う。今後、注意

をされたい、 等の意見が出されました。

以上の審査を踏まえ、採決に移りましたが、民生費、衛生費とも、補正内容には全員異議な

く、原案のとおり可決をすべきものと決した次第であります。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) これより質疑に入ります。石坂勝雄君。

028番(石坂勝雄君) 特に今委員長の報告で、 補正予算には関係のない、社会福祉

協議会の問題の報告がなされたようなんですが、 1，600何ぼですが、市の補助金が出ている

中で、先般来からの市の職員、社会課の職員ですか、ネ読止事務所職員、福祉部の職員が1名云

々というような こと の中で、市が社協の自主性というんですか、社会福祉協議会というのは、

別に 会長なり 、理事制度なり、評議員制度の中で運営されているんですが、その辺の人員の

増とか、職員の増加した云々と いうような問題、いま少 しその辺の何かが出たとすれば、いわ

ゆるいま少し何か詳細な、この予算には関係ないけれど、今言われたんで、お開き したいと思

うんです。

0議長(高橋通夫君) 厚生委員長。

0厚生委員長 (馬場弘融君) お答えをいたします。

ただいまの日社協への市の補助金の関係なんですが、これは当初予算に組まれていた金額よ

りも多くの金額が、自社協の方の当初予算に組まれている、そういうことの質問でありまして、

具体的な金額の問題での議論がございまして、そのことについては日社協に指導をする、と い

うふうな説明がございましたけれども、 職員配置等の問題については、 具体的な議論はござい

ませんでした。

つまり、議論がありましたのは、市の予算では 1，679万7000円という当初予算の日社

協補助金であるのに、日社協における市の補助金をいただけるという金額として計上されてい

るのが、 2，37 1万 8，00 0円にな っておると。その金額の差がどうしてか、ということ の質

疑でございまして、職員体制等については、質疑がなされませんで したので、 その件について
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は担当部局の方で、御説明をいただきたいと思います。

O議長 (高橋通夫君) 福祉部長。

0福祉部長(高野 隆君) 社協の人事につきましては、社協の独自の体制の中で実

施しております問題でございますので、私どもとしては社協の人事についてとやかく申し上げ

るということはございません。

しかしながら、今回 60年度の補助金としては、人件費見合いというものは、市から補助い

たしましょう、とこういうようなお話をした経緯もございますので、そこ の点につきま しての

若干のそごが出て まいりま した。

と申しますのは、今年度の4月 1日現在で、今まで長期臨時でありました職員が採用になり

ました。しかし、私どもが予算 に組みましたのは、 59年の 10月、 11月ご ろの正職員の数

で職員数を組んでおりますので、そこら辺のと ころの 1名の職員化の問題についての若干のそ

ごがございましたので、これについては、基本的に市の方との整合性をきちんとしていただく

ということでのお話を今後してし可 く、 ということを申し上げた次第でございます。

0議長(高橋通夫君) 石坂勝雄君。

028番(石坂勝雄君) 私、あえて、この補正予算にのっている問題じゃないのを委

員長が言われたから、お聞きするんですが、普通なら補助をする、市から、 一般会計から社協

に補助金を 1，600何が しという のは、社協の方が 2，300何ぼだか、いや、人件費を組んで

のっていたと。将来と して は、補助金ですから、当然市が補てんしなき ゃならぬものだ、とい

う含みだとすれば、市がいずれ補正予算か何かしなきゃならぬ問題が出てくるんじゃなかろう

かと、こう思うんです。そういう点が、できないで組んだとなれば、いわゆる社協といえども、

補正を組めないわけはないと思うんです。いわゆる団体をなせば。

そういう点で、なにか好ましいことではないけれど、ただ、社協という機関を行政の側がど

の程度まで介入していいのか、また、しでもどうなのかということを、私、今聞いているわけ

です。

そのことはまた後日の問題に、何かそういう予算措置を組んだということに対しては、また、

月iJに ここに資料を持たないうちに云々という問題じゃなし 1から、い わゆる行政の側がどういう

ことに立ち入っていいのか、また、立ち入るべきでないのか、その辺のとこ ろを、 もし部長で

あれなら市長でも結構だし、そういうことをお聞きしている。
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委員長報告が、なにか補正予算でないものを報告されたんで、聞いているわけなんですがね。

O議長 (高橋通夫君) 福祉部長。

0福祉部長(高野 隆君) ただいま御質問のありました内容につきましては、かね

がね私どもも日社協の独自性といいますか、日社協の法人格を持った人格を尊重するというこ

とでの立場での、市の立場を買いてまいりました。今後とも、法人の立場を尊重 していきたい、

というぐあいに考えておりますけれども、しかしながら、補助金につきましては、若干これは

市の立場もございますので、また、市と余り整合性のない補助金を組まれでも困りますので、

これについては、今後かなりきちんとした話し合いをしていきたいというぐあいに考えており

ます。

0議長(高橋通夫君〉

0議長(高橋通夫君)

028番(石坂勝雄君)

石坂勝雄君。

確かに社協が市の福祉事業の補完的な、やればやるほど、仕

事 も多くできれば予算も必要だ、ということはわかるけれども、ただ、私なにか、あすことこ

この間で、いろんな関係がかなり密になっているのに、向こうでも事務局もいられるだろうし、

正式な組紙上からいけば会長もいられれば、理事告iJ度であられる中で、補助金を先に見越して

組んでいくなんていうのは、一つの法人格を持った機関としては、ちょっと私、考えられない

ということで、今後そういうことは、むしろ市でも、そういうことを傍観しておったというこ

とになれば、笑われるというか、怠慢ではなかろ うかと、こう思うので、そういうことのない

ように、ひとつ要望 しておきます。

石坂勝雄君。 0議長(高橋通夫君)

01 6番(夏井明男君)

夏井明男君。

市立総合病院のことで、今、委員長の方から、この質疑の中028番(石坂勝雄君) ちょっと市長にお聞きしたいんですが、そういう別に違法で

はないけれど、私はどうも今のような、社協で組み方をしたことが、好ましい姿ではないんで

はなかろうかと。

さっきも言ったように、補正を、市と話がついてから、では 500万、 700万増額します

よ、ということになってから、市の方も補正するし、その後に補正してもできるんではなかろ

うかと、こう思う。この場合、なぜそういうことをしなきゃならなかったか、市長のその見解

を聞きたいです。どうお考えになっておられるか。

0議長(高橋通夫君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 日社協、日野市社会福祉協議会でありますが、これは日野市

の行政の補完的役割をやっていただくという関係もありまして、全く別々の独立機関という考

え方では、うまくいかないと思います。

したがいまして、独立性の尊重もしなきゃならぬことではありますけれど、できるだけ行政

側と協議を密にして、そうしてすっかり双方が信頼をし、また、理解を整えて、そして予算等

の措置はなされるべきものだと思っております。

したがって、そのあたりに少しそごがあったということにつきましては、もう一遍話をきち

んと整えまして、そごのない形にしていきたい、そうあるべきものだと思っております。

事業につきましでも、今後円滑な仕事、特に地域福祉をやってもらう関係がありますので、

円滑な関係で協力関係をつくっていきたい、とこのように考えております。

で、お風呂に入れる話があったわけですけれども、さらにちょっとお聞きしたいのは、今のお

話ですと、医者の許可を得た人であれば、 1週間に 1回入れます、ただし、車椅子等を街E利用

なすっている障害者等の方の利用については、病院の風呂場が狭いという状況もあって、なか

なかスムーズには対応できていない現状があります。これについては、いずれ改修を考えてい

きたいというお話があったんですけれども、もう少しその内容、例えば、障害者等の方には不

如意な点がありますというお話なんですが、現状をもう少し教えていただきたいということ。

あともう一つは、これは学校の給食の調理員の方の労働のこと等も関連したんですが、例え

ば給食の調理員の方には、大きなおなべに移しかえたりするときに、大変な重労働だ、これは

仕事の中でも一番重労働ですというお話がありまして、例えばそこにお 1人の男の方がいらっ

しゃると、そういう方にお願いをして、かなり助かる部分があるんです、という話を聞いたこ

とがあるわけです。

それで、市立総合病院にお勤めの看護婦の方が、身障者の方にかかわらず、例えば大の男の

方を移動させるような作業とヵ、かなり重いものを持つといいますか、中腰でやるということ

で、それが長期的にはある種の職業病的なものが結びついてあるという話もあるわけですけれ

ども、その辺の、お風呂場に運ぶということに関連して聞いているわけですけれども、そうし

ますと、やはり看護婦さんだけでなくて、看護士の方を、病院の総合的な、長期的な計画の中

に、比率をおふやしになっていくというふうな、そういうふうな話が関連として出ていれば、
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お話を願いたいと思います。

0議長 (高橋通夫君) 厚生委員長。

0厚生委員長 (馬場弘融君) 2点でございますね。

病院のお風呂場の現状につきましては、先ほども申し上げま したけれど も、狭さの問題と、

中に段差があるそうでございまして、車椅子のままで入っていくのに大変さがあるということ

がありました。さらに詳しくは、ぜひ担当の病院事務長の方から御説明をいただきたい、とい

うふうに思います。

さら に、 第 2点目の、重労働、看護婦さんが重労働になるんではないかな、というようなお

話でございましたけれども、まさに同じ議論がございまして、 看護士一一男の方の看護婦さん

といいますか、 看護士さんですーーの探用も含めて考えてみたらどうか、というふうな議論も

ございました。

さらに、この点につきましても、市側が今どういうふ うなことを考えておるかということに

つきましては、病院事務長の方から、お考えを聞いていただきたいとい うふうに思います。

0議長(高橋通夫君) 病院事務長。

0病院事務長(大貫松雄君) まず 1点の、現在の設置状況でございますけれども、

これは各階ごとに風呂が設置してございます。

それから、先ほど委員長さんの御回答にもありましたように、遇、水曜日を風目に入る日に

決めてございます。それから、現在は、病室等に看護婦さんの助手的な役割をする方がござい

ます。 この方とと もに、患者の方を入浴 している状態でございます。

それから 2点目の、看護士さんの関係でございますけれども、看護士さんも、現在、専門学

校等ございまして、男性の看護士さんが卒業してございますけれども、何せまだ実際には数が

少のうございます。やはりこれからそういう入浴等の力仕事もございますし、全体の中で、こ

れから看護士の採用の方も、早急に検討していきたい、という段階に来てございます。

らL上でございます。

0議長 (高橋通夫君 ) ほかに御質疑はありませんか。なければこれをもって質疑を終

〔建設委員長登壇〕

O建設委員長(高橋徳次君〉 それでは、 6月 20日に建設委員会を開きま した。

そこで、付託されました議案第 40号、昭和 60年度目野市一殻会計補正予算第 1号のうち、

建設委員会に付託されました商工費、土木費につきまして、建設委員会における審査の経過並

びにその結果を御報告申し上げます。

まず、商工費につきましては、 53万 7，000円の補正であります。その内容は、中小企業

事業資金損失補償の3件のためのものであります。

土木費につきましては、 1億 5，206万の補正であります。主な補正の内容は、 (仮称)百

草4号線、及び大和田 16号、及び 17号線の工事請負費の 3，50 0万、公有財産購入費の 1

億円は、新井の 309番地先の 2，90 0平米の 3分の 1を購入するものです。

また、交通安全対策費の 112万は、交通安全都市宣言に基づく横断幕等の費用です。

また、工事請負費 1，37 5万3，000円 これは防護柵設置、及び障害者誘導ブロック 2，800

枚の設置、道路標識の設置等、また、反射涜設置費 126万円の減額が、その内容でございま

す。

都市計画費賃金 195万は、町名地番の整理に基づく臨時職員の雇い上げのものでございま

す。

本件に対する主な質疑は、中小企業事業資金の貸し付けの件数は、との質疑に対しては、昭

和 50年から 59年ま で 13 2件ご ざいましたが、 59年度で 5件の回収不能が出ております。

全くの回収不能、これが 3件ございます。他の 2件は、保証人の立てかえ等で回収見通しがご

ざいます、との答弁がございました。

また、百草 4号線の舗装面積の総面積はどのくらいあるのか、との質疑に対しては、 3.500

平米前後との答弁がありま した。

また、町名地番整理は、早 く全市を終わらせることができないのか、の質疑に対しては、地

元とよく話し合いながら、早くそのようにしたいというような答弁がございました。

その他、細部については、省略させていただきます。

なお、本件については、新井 30 9番地先の用地買収単価については、住民への配慮が必要

であり、また、処理場へ通ずる橋をつ くった方がよい、というような意見がございました。

また、駅の点字ブロックは統ーできるようにした方がよ ろしい、という意見もございました。

結いたします。

これをもって厚生委員会関係の審査報告を終わります。

次に、建設委員長の審査報告を求めます。
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以上により採決の結果、本議案は全員異議なく原案可決と決しました。よろしく御審議のほ

どお願いいたします。

0議長(高橋通夫君)

たします。

これよ り質疑に入ります。なければこれをもって質疑を終結い

これをもって建設委員会関係の審査報告を終わります。

各委員長報告について御意見があれば承ります。なければこれをもって意見を終結いたしま

す。

これより本件について採決いた します。本件に対する委員長報告は原案可決であります。 本

件は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。

( I異議なしJと呼ぶ者あり〕

0議長 (高橋通夫君) 御異議ないものと認めます。よって議案第40号、昭和 60年

度目野市一般会計補正予算(第 1号)の件は原案のとおり可決さ れました。

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

ませんヵ、

( 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開きます。

午後 3時 12分休憩

午後 4時 14分再開

これより議案第39号、日野市立学校設置条例の一部を改正する条例の告i淀の件を議題とい

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) 議案第 39号、日野市立学校設置条例の一部を改正す

る条例の制定について、審査報告を申 し上げます。

委員会は、 6月 19日水曜日に開催をいたしました。

本議案は、平山下耕地区画整理事業の完了 に伴いまして、平山四丁目一部の地番変更が行わ

れるために、この地区内に所在をしております市立平山中学校と、市立第二幼稚園の、当条例

-578-

別表中の設置場所を変更するものであります。

なお、この平山下耕地区整理事業区域内の新番地について は、こと しの 8月1日から施行さ

れる予定になっております。この場で特段触れておくべき質疑、意見もございませんでした。

全員異議なく、全員と申 しまして も、 2名、今おやめになっ た方がいらっしゃいます。 6名で

審査をいたしまして、 ( I全員だよ、 それはJと呼ぶ者あり)原案のとおり可決すべきも

のと決定をした次第でございます。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)

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原案可決であります。本

件は委員長報告のとおり 決するに御異議ありませんか。

( I異議なしJと呼ぶ者あり〕

0議長(高橋通夫君) 御異議ないものと認めます。よって議案第 39号、日野市立学

校設置条例の一部を改正する条例の制定の件は原案のとおり可決されました。

これより議案第 37号、日野市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定、議案第 38 

号、日野市立地区セン タ一条例の一部を改正する条例の制定の件を一括議題といたしたいと思

いますが、これに御異議ありませんか。

( I異議なしJと呼ぶ者あり〕

0議長 (高橋通夫君 ) 御異議ないものと認め一括議題と いたします。

厚生委員長の審査報告を求約ます。

(厚生委員長登壇〕

O厚生委員長(馬場弘融君) 厚生委員会に付託をされま した議案第 37号、日野市

国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定につきまして、去る 6月20日に開催をされま

した委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。

本件は、地方税法の一部改正に伴うものでありまして、昭和 59年度分の税額算定の特例、

及び税の減額の特例を定める、付員Ij第9号、第 10号を削除するものであります。つまり、 本

2項は、 59年度に限り適用されるものであって、 既に条例上に特に定める必要がなくなった

ためであります。
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本委員会では、慎重審査を進めた後、採決に移りま したが、全員異議なく原案のとおり可決

すべきものと決した次第であ ります。

次に、議案第 38号、日野市立地区センタ 一条例の一部を改正する条例の制定につきまして、

審査の経過並びに結果を御報告申 し上げます。

本件は、市内 50番目の地区センタ ーとして、市立南平東地区センターが完成 したため、 当

該地区センターを条例に追加するものであります。

所在地は、南平 15 6 4番地の 443で、要財也面積は306.68平米、 建築面積は 63.4平米、

構造は、木造モノレタル平家づくり と、やや小さ目 の地区センタ ーであります。

使用対象地域は、三井台、鹿島台、長銀、みどり坂、及び武蔵野台の 1，38 4世帯とな って

おります。

質疑といたしましては、南平東という名称がわかりにくく、親しみがないのではないか、な

ど問われましたが、 管理委託は三井台自治会にお願いをするが、例えば三井台地区センタ ーな

どとするとも利用について、一部地域住民に限定するような印象を与えるので、広自の地域と

方向を規定する南平東という名称にした、との説明がございました。

慎重審査を進めた後、採決に移りましたが、本件も全員異議なく原案のとおり可決すべき も

のと決した次第であります。

以上 2議案、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。石坂勝雄君。

028番(石坂勝雄君) ちょっと委員長にお聞きしたいと思うんですが、 この南平東

地区セ ンターという のは、町名地番の改正になられれば、 程久保地区になるんではなかろうか。

また、程久保地区にならないのか。その辺の、月iJに南平東地区と 書いていけないわけではない

が、そういう点のことの審議はなされたかと、うか。

0議長 (高橋通夫君 ) 厚生委員長。

0厚生委員長(馬場弘融君〉 ただいま御質問の点につきましては、審議がなされて

おりませんD ただいまの内容につきましては、理事者側から お答えをいただきたいと思います。

O議長 (高橋通夫君) 生活環境部長。

0生活環境部長(坂本金雄君) お答え申し上げます。

南平地区センターの所在地が、町名地番整理で名前が変更になるのではないか、とい う御質
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問でございますが、 来年の 7月をめどに町名地番整理が行われる予定でご ざいます。

今のと ころ、南平という地名がそのまま残るか、あるいは程久保になるか、あるいはその他

の名称になるか、ちょっと予測がつきかねますので、町名地番整理ではっきりと決まりました

ときに、もう一度この名称について考えさせていただしこのように考えております。 ( i了

解Jと呼ぶ者あり)

0議長 (高橋通夫君) 市川資信君。

01 9番 (市川 資信君 ) 1点、ちょっとお尋ね したいんです。

いわゆる三井住宅地区のこの用地は、従来から地区センタ ーを建設してくれとい うこ とを言

われながら、現実に用地が、擁壁が危険というんでしょうか、狭い用地が高い ところにある、

というようなこと等を踏まえて、なかなか建設できなかった用地なんですが、そこへ今回つく

られたということで、 それは同慶の至りなんですが、近所、近隣から、高いところへつくられ

るんで、プライパシーの侵害になるという云々を、私ど も耳にしておったんですが、委員会で

は近隣の、こ の条例審議に伴って、いわゆる窓であるとか、そういった点についての御審議を

されたのかどう か。あるいは、同意を得られているのかど うか。もしあったら ……。( i見て

きたのか、現地をj と呼ぶ者あり)

0議長(高橋通夫君) 厚生委員長。

0厚生委員長(馬場弘融君) その点につきましでも、 本件の議案の審議については

なされませんでしたので、重ねて理事者側から御答弁をいただきたいと思います。

。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) お答えを申し上げます。

道路面から数メー トノレの高さが、地区センタ ーの敷地でござい ます。おっしゃるとおりプラ

イパシーの侵害にも通じかねませんので、私どもは平家建てにいたしまして、なるべく近隣へ

の悪い影響を排除することに努めました。

0議長(高橋通夫君) ほかに御質疑はありませんか。なければ これをもって質疑を終

結いたします。

本 2件について御意見があれば承ります。橋本文子君。

01番(橋本文子君) 今の南平東地区センタ ーの件でございますが、部長の御答弁に

もありましたように、町名地番整理がはっきりとついたときに考えたい、という御答弁がござ
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いました。

そのことにつきまして、地域住民の御意見をしっかりと伺いながら決めていただきたい。ぜ

ひそのことを要望しておきたいと思います。よろしくお願いいたします。

ιι上です。

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 2件について採決いたします。本 2件に対する委員長報告は原案可決であります。

本 2件は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。

c r異議なしJと呼ぶ者あり〕

0議長(高橋通夫君) 御異議ないものと認めます。よって議案第 37号、日野市国民

健康保険条例の一部を改正する条例の制定、議案第 38号、日野市立地区センタ ー条例の一部

を改正する条例の制定の件は原案のとおり可決されました。

これより 議案第 42号、昭和 60年度日野市立総合病院事業会計補正予算(第 1号)、議案

第 43号、昭和 60年度日野市老人保健特別会計補正予算(第 1号〉の件を一括議題といたし

たいと思いますが、これに御異議ありませんか。

c r異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(高橋通夫君) 御異議ないものと認め一括議題といたします。

厚生委員長の審査報告を求めます。

0厚生委員長(馬場弘融君) 続きまして、厚生委員会に付託をされました議案第42

号、昭和 60年度日野市立総合病院事業会計補正予算(第 1号)につきまして、審査の経過並

びに結果を報告申し上げます。

本件は、市立総合病院事業会計予算第 4条に定める資本的収入及び支出の予定額を、それぞ

れ 93 0万円増額補正するものであります。

収入は、一般会計からの出資金増により充当し、支出内容は工事請負費で、現在、交互に稼

働中の 2基のボイラーのうち 1基が故障し、耐用年数も過ぎているので、新しいものに交換す

るためであります。

質疑といたしましては、交換するボイラーは何年ぐらい使用しているのか、新しいボイラー

にして、ボイラーマンの資格等問題はないのかなど、具体的な問題から、今回の人事異動に関
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連をし、病院の将来構想がどうなっているのか等、大きく市立病院のあり方が問われました。

説明といたしましては、現在のボイラーは昭和 49年秋に設置され、既に 11年経過をして

いること、現在 2人いるボイラ ーマンは資格を持っており問題はないこと、さらに、新しいボ

イラーは、技術の進歩等から能力はほぼ同じであるが、現在のものより小型のものが取りつけ

られ、これは資格のない人でも運転が可能であることなど、伺いました。

また、市立病院の今後のあり方については、病院長、前事務長などで検討を始めていたこと、

問題点は、七生地区への病院の誘致と、市立病院そのものの建てかえの 2点があるが、市立病

院の現状は老朽化し、継ぎはぎで、病棟の単位のあり方が不経済であるなど、効率がよくな L、。

院長としては大幅な増床を望んでいるようであるが、現に入院している患者の問題もあり、一

部改築、一部解体を繰り返すような形で、最終的に大きなものにしていく方法しかとれないの

ではなかろうか、との説明がございました。

意見と しては、市長が、南部地域の病院については誘致をするという考えを明確にした以上、

市立病院は現在地のままということになろう。とすれば、事務局サイドで駐車場の確保なども

含め、将来構想を立て、計画的な改築案をつくる必要がある。既に図面を引くべき時期に来て

いると思うので、積極的な対応を求めるとの発言がありました。

らL上で質疑、意見を終結し、採決に入りましたが、補正内容につきましては全員異議なく、

原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。

次に、議案第43号、昭和 60年度目野市老人保健特別補正予算第 1号につきまして、審査

の経過並びに結果を御報告いたします。

本件は、当初予算の金額を、歳入歳出とも 171万 5，000円増額をするものであります。

内容的には、前年度の支払い基金交付金が、 実績よりも超過をしたので、超過額の 171万

5，000円を支払い基金へ返還するための補正であります。担当者の説明では、 8月半ばまで

に返還をしなければならないと伺いました。

当委員会では慎重審査を進めた後、採決に移りましたが、本件については全員異議なく、原

案のとおり可決すべきものと決した次第であります。

以上、 2議案の御報告をいたしました。よろしく御審議のほどお願いを申し上げます。

O議長 (高橋通夫君) これより質疑に入ります。飯山 茂君。

01 5番(飯山茂君) 今、病院のことについて、厚生委員長からお話がありました
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けれども、小山教育次長が病院事務長の時代に、市立病院の拡大化を図るということで、現在

の市立病院の西側の大橋商事、それから小)11さんというところ、ここを買収を したいというこ

とがーっ と、それから、今の市立病院の北側の駐車場のところ、これをひとつ買収をして、病

院の拡張を図りたいというような こと も、再々お聞き していたんですが、今、お話を伺います

と、市立病院がそのままであると。したがって、今のような市立病院の増築、改築も延びれば、

当然そう いうことが説明、こなければならないと思うんですが、その後、どのような状態に、

どう進んでおられるのか、お話が出ましたでしょうか。

。議長(高橋通夫君) 厚生委員長。

0厚生委員長(馬場弘融君) 先ほどもちょっと報告の中で申し上げましたけれども、

北側の駐車場の確保等については見通しがついているというようなことで、それも含めて、現

在の場所の中で、 現在の病院の充実化を図り たいというふうな御説明があ ったかと思いますが、

さらに詳しくは担当の病院事務長よりお聞きをいただきたいと思います。

0議長(高橋通夫君〉 病院事務長。

0病院事務長(大貫松雄君) 今、委員長さんの御回答にもありましたように、北側

の駐車場は、これは民地でご ざいますけれども、現在、何台か、 一般の人がお借りをしていま

す。それを順次、病院の方で契約が済みま したらお借りをするということで、北側の駐車場に

ついては、これ、時間がちょ っとかかり ますけれども、全面をお借りするというふうな見通し

はついてございます。

ただ、西側としては、 御質問にありま したように、 1軒の方は譲ってもいいというふうなお

話があるように、私もお聞きしてございますけれども、まだ全部が、ほかの方がまだ意思表示

をはっきりしてございませんし、西側については、まだこれから詰める必要があると思います。

それと、病院は、先ほど委員長さんが言われた事務サイドとしては、そういうふうな考え方

を持っているという こと でございます。

&上でございます。

0議長 (高橋通夫君) 古賀俊昭君。

01 8番(古賀俊 昭君 ) 先ほど、一般会計の補正予算、 60年度の分ですが、その委

員長報告の際に、突如助役が挙手されまして、よく、皆どういうふうにお聞きになったかわか

りませんが、今回の補正予算については、本来であれば当初にお話になっておくべき重大な報
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告漏れがあっ たのではなし、かと、私は思いました。

今、委員長から報告なさっております議案第 42号、 43号につ きま しで も、助役の御報告

からしますと、 当然人件費を本来含むべき特別会計であり ますので、ことしの4月から行われ

ております職員の皆さんに対する、過酷な 6カ月昇給延伸に伴う給与の減額措置が、 この特別

会計についても、本来計上されていなければならないと思います。委員会の中で、本来補正さ

れなければならない人件費の組みかえが、全く出ていないということでの委員会の指摘、発言、

御審議があったかどうか、お尋ねをいたします。

0議長(高橋通夫君) 厚生委員長。

0厚生委員長(馬場弘融君) この議案についてということでは、ごぎいませんが、

厚生委員会全体の中で、まさに御指摘の議論がございました。恐ら くその議論を踏まえて、 先

ほど助役の官頭の御説明があったのではないか、というふうに判断をしておりますけれども、

一応審議はどぎいました。

0議長(高橋通夫君) 古賀俊昭君。

0 18番(古賀俊昭君) 助役のお話を聞きますと、 当然これから人件費についても物

入りだと、 6カ月昇給延伸に伴って減額されるべき金額を、ここ で減額補正しな くて も、必要

になるものだからいいんじゃないか、というような主張だ ったと思うんです。

市側から、委員会の審査の途中で、今の助役と同じであれば結構なんですが、どのような見

解が示されたのか、 具体的にもう一度お聞かせをいただ きたいと思います。

0議長(高橋通夫君〉 厚生委員長。

0厚生委員長(馬場弘融君) 先ほど助役が、総務委員長の報告の後だったと思いま

すが、御報告をされたとおりなんでございますが、 3月議会の予算委員会でしたか、のときにE

およそ 9，00 0万の減額の補正を、一般会計、特別会計すべてを含めてしなければならないで

あろうと。いずれ減額補正をしなければならないであろう、というふうな説明があったと。そ

れが、今回の補正に出ていないけれどもどうだ、という質疑に対しまして、まさに先ほど助役

がお答えになりま した、 本来ならばそういう形のものを考えていたのだけれども、 1年間、年

度をたどってみれば、増額分もかなりあるし、最終的には滅額を して、またその分与L上に増額

をするような形もあり得ると いうこ とで、そこで、今回は事務手続の煩雑さ等もあって補正を

していない、というふう な説明ではなかったかなと、私は聞いております。
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さらに詳しくは、助役にもう一度お話を伺っていただきたいと思います。( iそのとおり」

「必要なLリ 「名答弁Jと呼ぶ者あり)

0議長(高橋通夫君〉 古賀俊昭君。

0 18番(古賀俊昭君) 委員会の中でのやりとりでは、格段このことについて紛糾と

いいますか、殊さらに言及なさった方はいなかったようでありますが、 ( í~ 可や、質疑したん

です。ばっちりしたんですよ」と呼ぶ者あり)本来、 3月議会で条例を改正をして、 6カ月昇

給延伸は現在の給与表に盛り込まれているわけですね。( iええ、そうですJと呼ぶ者あり)

この条例のとおりの、やはり予算編成をしなくち ゃいけなL、条例に反する予算の編成は、や

はりどんぶり勘定といわれでも仕方ないわけです。

当然、 3月の初匂に、正式に 4月からの 6カ月延伸が決まったということであれば、これは

当初予算に間に合わなかったということは、 一つ納得しなくちゃいけな L、。

しかし、 6月のこの補正予算が提出される際に、条例どおり、やはり 6カ月昇給延伸を行う

ということになっているのであれば、人件費を組みかえて、きちんと本来提出するのが当たり

前なんです。

ところが、将来のことをいろいろ予測をして、 予算を組むということは、全くないとは言え

ませんが、人件費が足らなくなれば、従来はきちんと補正を行って、不足分を計上してきた。

だから、 多分これくらい要るだろうから、まあいいじゃないですかということは、市みずから

が条例の規定を踏みにじって予算の編成を行っているわけでありまして、当然このような重大

なことは、当初御報告なさるか、または報告をして理解を求めるか、または、当然組みかえを

行って、いろいろ煩雑な計算があるのかもわかりませんが、 4月昇給の方、 7月昇給の方、 10

月昇給の方、 1月昇給の方、来年度にわたる難しい作業かもわかりませんが、 条例まで決めて、

この 6カ月昇給を延伸する以上、 予算をき ちんとそれに従って、 本来補正で整えるべきであっ

ただろう、そうすべきではなし、かと私は思うんですが、私の考え方は間違っているのかどうか、

助役でも市長でも、また担当の部長さんでも結構でございますが、ひとつその点をはっきりお

答えを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) 先ほど総務委員長さんの審査経過報告に続きま して、私の方か

ら御報告を申 し上げ、釈明申し上げた次第でございます。
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そのとき申し上げましたとおり、会期が始まりましたのは、 6月 10日でございます。 6月

1 1日に議案の上程をお願いしたわけでございま す。その際に、 40号議案だけではなしに、

ほかの特別会計もございますけれども、特別会計全般にわたって、 8，6 00万の 6カ月 延伸に

より減額補正すべき金額が出てまい ったわけでございますけれど も、それについて 6月の 11 

日、議案上程の際に御説明申 し上げるべきと ころを、先ほど申し上げました、非常に失念いた

しましたけれど も、おくればせながら改めて御報告申 し上げ、御了解を得たい、こういうふう

なことで御説明申し上げた次第でございます。

古賀議員さんのおっ しゃるとおり 、3月議会で8，60 0万という数字が、6カ月延伸という

ものの実施によって、出てくるわけでございますけれども、理論上は、すぐにそのとおり即応

するというふうなこと等、できればいいわけでございますけれども、審議の過程の中で、 3月

の大体決まりましたのが 10日ちょっ と前という ふうなことでご ざいます。

初めは、 1月 1日実施というふうなことで、ずっと組合交渉を重ねてきたわけですけれども、

多摩との関連がございまして、 4月1日の実施、とこういうふうなことに相なったわけでござ

います。そ ういう複雑な経過のものでございますので、 即応できなかった点につきましては、

ひとつ街盟解得たいと思うわけでございます。

それから、厚生委員長さんからも、今、私の答弁について、重ねて のお話があったわけでご

ざいますけれども、 予算でございますので、ここ で改めて補正として減額すべきものと、それ

から補正と して増額すべき、要するに期末勤勉手当ですか、1.9というふうな見込みであった

予算の ものが、 2.015という ふうな形の増額の補正すべき案件等が、この 6月になりましで

も予算上、出ておるわけでございます。

そういうふうなこともございますので、それをどんぶり勘定で相殺というふうなことじゃご

ざいませんけれども、なかなか企画財政の方でも、全会計についてのおっしゃるとおりの追跡

というのは、なかなか煩雑な、はっきり申し上げて、手数がかかるというふうなこともござい

ますので、そこは御理解をいただきまして、後々、補正、調整させていただきたい、こういう

ふうなこ とで、 御説明申 し上げたわけでございます。

おっしゃることは、正確な対応、計数的な対応という面では、おっしゃるとおりでございま

す。それは重々わかっているわけでございますけれども、 現実の問題としても、対応としては

なかなか難しし、。 6月議会の中 で、やはり現実にプラスとしての補正すべき案件等もいろいろ
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出てきているわけでございます。

途中で補正予算を、既に御審議をいただいている過程の中で、また言十数を変えるということ

は、なかなかできないものでございますので、そのようなお願いになったわけでございます。

今後の9月議会で、早急に対応したい、全体的に対応したい、とこう考えるわけでございます。

O議長 (高橋通夫君〉 古賀俊昭君。

0 18番(古賀俊昭君) 助役は、この議案の上程の際に、大切なことを失念をしてい

た、うっかりしていたんだと、おっしゃったわけです。大変なうっかりミスだと思うんですが、

要するに、 9月議会ではきちんと対応しますというお話でございましたが、昭和 60年度のこ

の予算で、現在計上されております人件費については、 6カ月昇給延伸が行われている今似畳

程で、昭和 60年度分については、人件費の組みかえ等を行って、 9月に補正予算として提出

をする、ということであるのかどうか、もう一度お尋ねをいたします。

その点は、ちょっと確認をしたいと思います。

0議長 (高橋通夫君) 企画財務部長。

0企画財務部長(前田雅夫君) お答えいたします。

条例と予算と整合しないんではないか、ということでございますけれども、考え方といたし

ましては、やはり条例と予算が一致したものが、確かに望ましいわけでございます。

ただ、実際問題としては、予算が先行して後に条例が整備され、あるいは、予算がないけれ

ども、 条例が制定をされて予算が後から補完をされる、そういうケースもあるわけでございま

す。

ただ、一番最後のケースは、予算がなくて条例が先行するわけでございますから、当然のこ

とながら、こういった条例を出すときには、財源の手当てをある程度の将来補正ができるとい

う確信のもとに条例を訂正し、御審議をいただくということで、処理をするわけでございます。

今、問題になっております延伸介の 8，600万でございますけれども、これは、先ほど助役

の方から申し上げましたように、予算の編成過程で、 6カ月延伸が完全に決まり、予算の計数

整理ができ得る時間があれば、もちろん延伸と予算等を整合させたものにするわけでございま

すけれども、やはり予算が確定する時点と、それから議案の審議、これらを考えますと、必ず

しも今回の場合には、一致をされなかったわけでございます。

したがって、 60年度の予算につきましては、予算の中では延伸をしない予算を計上したと
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いうものでございます。

それでは、今後全会計の中で、約 8，600万円でございますけれども、これがどうなるかと

いうことでございますが、まず、 職員の給与の改定の問題、それから、御承知のように、 6 0 

年度の予算の中には、期末勤勉の年間の予算計上が 4.9カ月、国並みの計上がしてあるわけで

ございます。

これは、昨年度の例から いきますと、仮に昨年度の実施という ことになりますと、その差額

の補正が必要になるわけでございます。それから、その他人件費の若干の増高もございますの

でv これらを含めますと、 8，600万円では不足する金額であるということでございます。

そうしますと、今度補正の時期の問題になりますけれども、今申し上げましたように、給与

の改定につきましては、人勧の問題が一つはございます。それから、期末勤勉手当の問題につ

きましては、やはり 12月の支給額、いわゆる月 数との問題が、大きく左右をするわけでござ

います。

したがって、これらの補正につき ましては、 冒頭は助役の方から年度内でという 説明をしま

して、今、 9月ということをおっし ゃいましたけれども、 私の方から、大変恐縮でございます

けれども、あくまでも全体のやり くりの問題もございますので、 60年度予算の中で補正をさ

せていただきたい、というふうに考えております。

0議長 (高橋通夫君〉 古賀俊昭君。

01 8番(古賀俊昭君 ) 説明をお開きしまして、おっしゃることはわかる。理解でき

ます。しかし、納得できるかということになりますと、また別なんです。

部長がおっしゃいましたように、これ、どなたもお感じだと思いますが、要するに 60年度

の日野市の予算は、 6カ月昇給延伸はない、という予算の組み方になっているわけです。

ところが、条例では、 6カ月昇給延伸をいたします、 しかも、市長もやりますということで、

これから、 次は 7月昇給の方、 1 0月昇給の方、来年 1月の方が、それぞれこの適用を受けて

し、かれるわけです。

しかし、これからのことは、この予算が昇給延伸はありませんよ、という形になっている以

上、今後のことはわからないとも言えるわけです。きちんと、やはり予算をもって裏づけさせ

たものが行政でありますから、本来、計算が大変だとか、作業が困難だというのはわかります

が、予算というものによって、初めて行政が裏づけられる以上、予算の組み方というのは、き
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ちんとやはり正確を期した方がいいと思うんです。

将来、給与改定や、期末勤勉手当の率の確定によっては、これでも足りないんだという話は、

実務的な立場にいらっしゃる方のお話としては、わからないでもないんですが、将来のことを

今から見通して、このくらい要るだろうからということでは、ちょっと自治体の予算の組み方

として はどうかなと思うんです。

個人の場合に例えまして も、あいつは結婚するかもわからなし、から、お祝いを考えておこう

とか、亡くなるかもわからなし、からお香典を取っておこうとか、そういう先のことはわからな

いわけです。そのときに初めて決まって、対応しなくちゃいけないわけです。まあこのくらい

要るんじゃないかなというような考え方で、自治体の予算 というのは組まれるべきじゃ私はな

いと思うんです。

6 0年度の予算の中で補正を していくというお考えを、今、部長がおっしゃいました。助役

は、 9月にきちん としたいというお考えを述べられました。一体どちらが日野市の方針なのか、

市長に伺います。

0議長 (高橋通夫君) 市長。

0市長 (森田喜美男君 ) 予算は、決算の場合に余裕があれば、余剰があれば、不用額

でありますとか、そういう形で翌年に引き継ぐわけであります。もちろん正確を期するという

ことは、 望ましいことではありますが、既に延伸につきましては、条例化によって明確になっ

ております。

したが って、 現有の予算を執行するわけでありますから、これは必要ないものは余分と して

残る。また、その残るべきものを、別の組みかえによ って予算の形を整えていくということ は、

私は、 1年間、年度問の予算として、 既に議会ですよく御理解をいただいておることでありま

すから、そのことの数字的な是正を、必ずしも強調されなくてもよろしいんではないか。

つまり、年度間で調整を し、 予算化するということで、 予算の立て方といたしましでも、 執

行の面からいっても支障がない、とこのように思っており ます。

0議長(高橋通夫君) 古賀俊昭君。

01 8番(古賀俊昭君) 市長は、事の重大性と いいますか、 私から見れば、おわかり

になっていないのではなし、かと思いますが、人件費というのは、きちんと条例等に基づいて計

上しなくちゃいけないんです。条例にのっていないものを出す、また、 支給すると いうことで、
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やるというような言葉をつけられて、行政を指摘されるようになるんです。

条例に基づいて、きちんと人件費、あらゆる施策もそうでございますが、予算化してし、かな

くちゃし、けなし可。年度末には何とかつじつまが合えばいいやというよう なこと で、今まで行政

を担ってこられたとすれば、大変な私は大きな間違いではなかっ たかと思 うんです。

最終的に、この 6カ月昇給延伸に伴う人件費については、 6カ月延伸を行うという予算の裏

づけを持った 60年度予算に、形を整えてし 1かれる のかどうか。最終的に、何とか支出と収入

のつじつまが合えばいいというけうに、軽くお考えになっているのか、もう一度確認をいたし

ます。

O議長(高橋通夫君〉 市長。

0市長(森田喜美男君) ことしの異例な措置であります、定期昇給の6カ月延伸とい

うことにつきましては、既に職員組合との合意ができ、議会にもそのことを提案として、 御承

認をいただいておる、こういう巌然たる事実があります。

したがいまして、それに基づいて給与の予算の執行は行 うわけでありますから、 しかもそれ

は年度問で、また調整をするという ふう に申し上げておるわけでありますから、私 はあいまい

な予算執行をしておるというふうに、あるはずもありませんし、また、そのような理解は、当

然、執行機関、議決権の関係で容認されるべきものだと、このように思っております。

C議長(高橋通夫君) お諮り いたします。議事の都合により らかじめ会議時間の延

長をいたしたいと思いますが、これに御異議あ りませんか。

c c r異議なしJと呼ぶ者あり〕

0議長 (高橋通夫君〉 御異議ないものと認めます。よって会議時間を延長をすること

に決 しました。

古賀俊昭君。

01 8番(古賀俊昭君) 私は、今、 日野市の予算がいいかげんに、あいまいに執行さ

れているとは思っておりません。

ですけれど、最終的に、私、先ほどから申し上げておりますように、予算はきちんと法例、

条例等に基づいて組まれなくちゃいけなし、。そ こに恭離したものがあれば、当然それは調整し

ていかなくちゃ いけないことです。

人件費に限って言えば、ベアが確定する、給与が改定される、また、期末勤勉手当の率が決
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定をするというその時点でt 初めて補正をして、その予算措置をしていくというのが、これが

正道なんですよ O

ただ、今たまたま計上して、 8，60 0万円ほど、減額分に当たるものを組みかえていないけ

れども、どっちみち要る金だから、積んでおいていいじゃなL、かというのでは、大方のやはり

私、理解が得られるところではないと思います。

市長は、ですから最終的に決算の段階で、これは不足を生じる場合には、かえって人件費も

是らなくなるんだからこのままでもいい、とお考えになっているのか、やはり条例どおり予算

の補正というものを年度内で考えるというお考えなのか、もう一度はっきりお答えをいただき

たいと思うんです。

私は、いいかけ・んに使われているとか、あいまいな使途があるというふうには申し上げてお

りません。それが正しい予算の組み方ではないか、ということ を申 し上げているのでありまし

て、 9月で補正をする、また、それ以降の補正も考える、という御答弁もあったわけですが、

もう一度、市長のはっきりした姿勢を、明らかにしていただきたいと思うわけです。

。議長 (高橋通夫君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 年度問予算で調整をし補正をする、と申し上げておるわけで

ありますから、そのとおりにお聞き取りいただきたいと思います。

。議長 (高橋通夫君)

結いたします。

ほかに御質疑はありませんか。なければこれをもって質疑を終

本 2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) 私は、先ほど助役から、総務委員長の報告の時点でお話があ

りました点について、当然一般会計の補正予算に、まずかかわってくる問題でありましたので、

本来であれば、当然 3月議会で給与条例も改正をされて、 6カ月昇給延伸というのが決まって

しまったわけです。

ですから、それに基づいて補正の措置が今回とられるべきものだ、それが正しい今回の補正

予算のあり方だろ う、また、それが抜けていれば、画竜点晴を欠くといいますか、補正予算と

してまず体をなしていないのではなし、かと思っておりました。

しかし、今の私お聞きした答弁の中で、今後、年度内において補正も考えるということでご

ざいましたので、でき るだけやはりきちんとした人件費の計上とい うものを組みかえていただ
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いて、どこに出してもどんぶり劃定などと言われる ことのないように、まあつじつまが合えば

いいなんという予算の執行じゃなくて、きちんとした予算措置をとっていただきたい。

また、そのことが期待できると思いましたので、それがなければ反対すべきだと思いました

が、そのことを求めて、賛成をしておきたいと思います。

0議長 (高橋通夫君〉 ほかに御意見はありませんか。なければこれをもって意見を終

結いたしますo

これより本 2件について採決いたします。本2件に対する委員長報告は原案可決であります。本

2件は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。

( r異議なしJと呼ぶ者あり 〕

0議長(高橋通夫君) 御異議ないものと認めます。よって議案第 42号、昭和 60年

度目野市立総合病院事業会計補正予算(第 1号)、議案第 43号、昭和 60年度日野市老人保

健特別会計補正予算(第 1号)の件は原案のとおり可決されました。

これよ り議案第 41号、昭和 60年度目野市下水道事業特別会計補正予算(第 1号〉の件を

議題といたします。

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、建設委員会に付託されました議案第 41号、

昭和 60年度日野市下水道事業特別会計補正予算第1号につきまして、建設委員会における審

査の経過並びにその結果を御報告申し上げます。

このたびの補正は、歳入歳出それぞれ 2，13 0万を減額し、予算の総額を歳入歳出ともそれ

ぞれ20億 8，439万 2，00 0円とするものであります。

歳入につきましては、市債、下水道債の南多摩処理区公共下水道管渠埋設等 2，13 0万を減

額するものです。一

歳出の主なものは、下水道建設費のうち落川排水区落川幹線管渠埋設委託料 5，000万円、

それと工事費、南多摩処理区公共下水道落川幹線管渠埋設費 1億 968万円の減額が、主なも

のであります。

本件に対する主な質疑としては、落川駅周辺の雨水対策はどうなるのかとの質疑に対し、落

川幹線工事完了後、対処するという説明がございました。
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また、雨水管と汚水管は一緒に工事はできないのか、との質疑に対しては、同時に行うとの

説明がございました。

以上に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いたしました。よろ

しく御審議のほどお願いいたします。

0議長(高橋通夫君)

たします。

これより質疑に入ります。なければこれをもって質疑を終結い

本件について御意見があれば承ります。なければこれをもって意見を終結いたします。

これより本件について採決いたします。本件に対する委員長報告は原案可決であります。本

件は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。

( r異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(高橋通夫君〉 御異議ないものと認めます。よって議案第 41号、昭和 60年

度目野市下水道事業特別会計補正予算 (第 1号)の件は原案のとおり可決されました。

これより 議案第44号、市道路線の一部廃止、議案第 45号、市道路線の認定の件を一括議

題といたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

( r異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長 (高橋通夫君〉 御異議ないものと認め一括議題といたします。

建設委員長の審査報告を求めます。

0建設委員長(高橋徳次君) それでは、 議案第 44号、市道路線の一部廃止、 議案

第 45号、市道路線の認定についての 2議案を一括して、建設委員会における審査の経過並び

にその結果を御報告申し上げます。

議案第 44号につきましては、奥原 1号線は、現況廃滅のため市道路糠の一部を廃止するも

のです。

また、 議案第 45号につきましては、 百草 3号線は、開発行為完了によるものです。百草4

号線は、寄附により 受領したものです。栄町 6号線は、谷地川の改修に伴うつけかえの道路で

す。浅)11自転車歩行者専用道路 2号線はu 延長 2，49 3.7 8メートノレを道路整備により認定す

るものです。

本委員会では、 現地調査を実施いたしました 。本件の質疑の主なものは、自転車専用道路の

入り口は何カ所あるのか等の質疑がありましたが、細部については省略させていただきます。
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以上により採決の結果、本 2議案は全員異議なく原案可決となりました。よろしく御審議の

ほどをお願いいたします。

0議長(高橋通夫君) これより質疑に入ります。石坂勝雄君。

028番(石坂勝雄君) 委員長に、私、建設委員で非常に申しわけないんですが、 百

草の567の開発行為の認定に伴う、もう恐らく入っているんだろうと思うんですが、 行政負

担金というんですか、公益負担金ですか、そういう負担金は何ぼ入ったか、いつ入ったのか、

まだ入っていないのか、何ぼ入ったか、ひとつ教えてくださL可。

0議長(高橋通夫君) 建設委員長。

0建設委員長(高橋徳次君) その点では、委員会では詳 しく質疑ございませんでした

ので、担当の方から説明していただきます。

0議長(高橋通夫君) 都市整備部長。

0都市整備部長(結城邦夫君) それでは、私からお答え申し上げます。

百草の 56 7の 16の、この一帯の開発行為につきましての御質問でございます。

協定といたしましては、 55年 12月 5日に協定を行いまして、 区画 19区画、そのうち公

園を 433平米設置いたし、開発行為を実施したものでございまして、 59年 11月 16日に

竣工検査を行い、引き継ぎを行ってございます。

この開発行為に伴いましての公共公益の負担金でございますけれども、 474万 9，000円

を収入いたしてございます。

以上でございます。

0議長(高橋通夫君〉 ほかに御質疑はありませんか。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原案可決であ ります。

本 2件は委員長報告のとおり 決するに御異議ありませんか。

( r異議なしJと呼ぶ者あり 〕

0議長(高橋通夫君) 御異議ないものと認めます。よって議案第 44号、市道路線の

一部廃止、議案第 45号、市道路線の認定の件は原案のとおり可決されました。

これより議案第 46号、昭和 60年度日野市公共下水道事業 (事業の一部業務)に関する業
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務委託契約の締結の件を議題といたします。

建設委員長の審査報告を求めます。

0建設委員長(高橋徳次君) それでは、 議案第 46号、昭和 60年度目野市公共下

請願の審査でございます。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でございます。

この請願は、 本年 2月22日付で提出をされております。立川市在住の三多摩朝鮮第一初・

中級学校父兄代表、李さんから提出をされたものでございます。

請願の趣旨は、 立川にある三多摩朝鮮第一初・中級学校についてでございます。この学校は、

町田を除く 三多摩より、朝鮮人家庭の子供たちが通学を している学校ということでございます。

この学校の子供たちの教育に関して、地方自治体より補助などをしていただきたいという趣

旨でございます。朝鮮人の日本居住の皆さんも、日本に対する納税義務を担っ ているという点

と、また、この初・中級学校が日本の義務教育 と同じ教育課程である、というような趣旨とな

水道事業 (事業の一部業務)に関する業務委託契約についての決定についての、建設委員会の

審査の経過並びにその結果を御報告申し上げます。

本件は、財団法人新都市建設公社と 、契約金額 1億 2，000万で、万願寺区画整理事業地区

内の市の基本計画に基づく、公共下水道事業建設工事及び設計、並びに監督業務を委託契約す

るものであります。

本件に対する主な質疑は、市の単独工事と国庫分は別々にするのれ雨水工事も同時にする

のか等の質疑に対し、 400メートル分が国庫であり、また、同時に行う汚水工事は、新都市

建設公社が行うが、雨水工事は区画整理の中で、街路築造業者が行うとの答弁がありました。

以上により採決の結果、本議案は全員異議なく原案可決と決定いたしました。よろしく御審

議のほどお願いいたします。

0議長(高橋通夫君 )

たします。

本件につ いて御意見があれば承ります。なければこれをもって意見を終結いた します。

これより本件について採決いたします。本件に対する委員長報告は原案可決であります。本

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 l'異議な しJと呼ぶ者あり〕

。議長(高橋通夫君) 御異議ないものと認めます。よって議案第 46号、昭和 60年

度目野市公共下水道事業(事業の一部業務)に関する業務委託契約の締結の件は原案のとおり

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

っているわけでございます。

総務委員会では、これについて審議を行いました。その中身といたしましては、こ の学校は、

学校法人としてちゃんと運営がなされているかどうか。北朝鮮系 というお話である けれども、

南朝鮮、韓国系の子弟の場合も入学をさせているかどうか。また、日本人の外国滞在者に対す

る義務教育等は、果たしてどうなっているものであるか、などを審議したわけでございます。

市当局にも調査などをしていただきました。

その結果、この学校は、 学校法人として立派に運営を されているということが、 確認をされ

たわけでございます。

また、子供たちについても、北朝鮮のみな らず、南朝鮮の出身者についても、入学をさせて

可決されました。

これより請願第 60ー 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の件を議題といたします。

総務委員長の審査報告を求めます。

(総務委員長登壇〕

0総務委員長(竹ノ上武俊君) 総務委員会の審査結果について、御報告を申し上げ

ます。

し可る、こういうことでございました。

また、日本人の子4主たちが、外国でどういう教育を受けているか という点についてでござい

ます。 この点については、日本の政府からは、 14 7億円の予算で、さまざまな教育に対する

援助を、政府自身が行っているということでございました。残念ながら外国の政府が、日本人

の子弟に対してどういうことをしているかは、市当局の方では調査していただけなかったわけ

でございます。

しかし、総務委員会慎重審議の結果、全会一致 この請願は採択すべきものと決した次第でご

ざいます。よろしく御審議お願いいたします。

0議 長 ( 高 橋 通 夫 君 )

028番(石坂勝雄君)

これより 質疑に入ります。石坂勝雄君。

6 0 -2号の請願を採択されたようなんですが、 総務委員会

po 
Q
J
 

5
 

一 597-



で、日野市にいわゆる居住の父兄に対する教育助成補助金というんですから、市費を助成をし

てくれということだろうと思うんで、こういうことが他市に事例があるのか、ないのかが、第

1.点。

それから、こういう助成金を、それはまあ私、広い世界も狭くなって、一つだというような

考え方、非常に結構だと思うんですが、いわゆる他市の例ということを先に聞いているのは、

そういうことを意味しているんですが、いろんな、他に、いわゆるほかの義務教育なり私立学

校に対して、何か影響が出ないのかどうなのか、その辺のところの 2点の審議がなされたかと、

うか、その辺をお聞きしたいと思います。

特別と いうのが出ているだけに、特別という解釈が、どういうことを意味しているのかを、

いま少しつまびらかに御報告願いたいと思います。

。議長(高橋通夫君) 総務委員長。

0総務委員長(竹ノ上武俊君) お答えいたします。

総務委員会の審査の中で、明らかになった事柄に限りま して、お答えしたいと思います。

東京都の例からいきますと、 2 3区中 18区におきまして、区の中より、父母なり子弟なり

に対して、月額 5，00 0円の補助金を出しているということでございます。 三多摩では、町田

がここ数年間補助制度について、交付を始めているということでございました。

また、第 2点目の質問についてお答えいたします。この件については、日本国内にある、ア

メリカ人などを初めとする外国人学校に対する補助をどうするか、あるいはまた、学校法人、

各種学校等に対して、補助金をどうするかということも、 種々論議はしたわけでございます。

しかし、総務委員会では、この請願に限って採択ということを決定をしたのみであります。

その他の外国人学校並びに各種学校に対する補助金については、総務委員会では、意見交換は

いたしましたけれども、決定、あるいは市に対する要望というものは、行っておりません。

それから、特別という字句が、請願の文書にも入っております。また、請願の趣旨には、朝

鮮人の皆さんが、納税義務を日本人並みに担っている、あるいは、ここの学校の教育内容等に

ついても、そういう請願の趣旨が述べられているわけでございます。

しかし、総務委員会では、特別という点について、特別に配慮をしろとか、するなというよ

うなことについては、審議をいたしておりません。

以上でございます。
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0議長(高橋通夫君 ) 石坂勝雄君。

028番(石坂勝雄君) 今、委員長の、わかったような、わからないようなとこがあ

るんですけれど、日本の、小学校、中学というのは義務教育なので、全部とは言わないが、ほ

とんど公費で賄われているにもかかわらず、いわゆる日本に在留している朝鮮の方々の子弟の、

恐らく第一初等とし、うのは、日本の小学校に該当するんではなかろうか、中級学校とし可うのは、

日本の中学に該当するんではなかろうかという中を、 日本でもいういう、なにか、いわゆる義

務教育を公費でやっているから特別なのか、ほかの学校法人というのは、何というか、 書いて

あるんです。ほかの私学というか、そういうものにしていくから云々というなのか、その辺の

ところは、私、普通でいけば、日野市に居住父兄に対する助成金補助に関するというのがいい

んではないか。特別と書いてある、何かそこになければというような気がするんで、やはり何

かの法なり、助成法に何か準拠されてお書きになっているんだろうか、そういう審議がな され

たかどうか、 ということを聞いているんです。

0議長(高橋通夫君 ) 総務委員長。

0総務委員長(竹ノ上武俊君) 先ほどお答えいたしましたように、特別の意味につ

いては、論じ合っておりません。

ただ、外国人の子弟に対する教育補助というようなところから、特別という認識のもとに、

総務委員会では審議されたものというふうに、委員長としては理解しております。

以上でございます。

0議長(高橋通夫君)

06番(古谷太郎君)

古谷太郎君。

2点にわたって、 ちょっとお聞きしたいんで、すが、まず第 1点

は、それでは日本の小中学校へ通っている方が多いわけです。外国人の方で、義務教育を日本

でお受けになっている。こういう方々等に対しては、これはやらないと。そういう意味で特別

という意味があるんじゃなかろうかと思うんですが、その点はどうですか。

第 2点、日本の私立の学校へ通っている、小中学校へ通っていらっしゃる外国人の子弟の方

に対しては、やはり同様に補助を出すべきだというわ号え方になったかどうか。あるいは、そ

ういう議論が行われたかどうか。

その点について、 2点ちょっとお聞きします。

0議長(高橋通夫君) 総務委員長。
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。総務委員長(竹ノ上武俊君) 日野市在住の朝鮮人の子弟の方について、市側が知

っている人数につきましては、市側からの答弁がございました。

6歳から 15歳で、 17人ほどではなし可かということでございます口これは昭和 59年 12 

月の時点の人数でございます。このうちの 11名が、この朝鮮第一初・中級学校に通学をして

いるという実態のようでございます。これは、市が調べた範囲でございます。

したがいまして、残った 6名なりの方に対してはどうするのか、ということも審議をいたし

ました。

また、外国人で、日本の公立学校に入っているものに対することはどうするのか、あるいは

私立に入っているのはどうするのか、という審議もしたわけでございます。

しかし、委員会として意見を述べたということではございませんけれども、こういう方々に

は差別なくいろいろ考えることになるな、というような質疑は、行われております。

以上でございます。

0議長(高橋通夫君)

06番(古谷太郎君)

古谷太郎君。

たくさんの外国人の方が、日野市にも在住されていられると思

います。中園、あるいはアメ リカ、これらの方々のお子様が、義務教育の日野の学校へ来られ

ている方もいらっしゃるでしょう。あるいはまた、明星とか、国立とかいう、いわゆる日本の

私立の学校へ行っている方もおられる。

私は、朝鮮の方だけを特別扱いにするということは、大変朝鮮の方に対して、申しわけない

んじゃなし、かと。そういう議論はなされませんでしたか。

なぜ朝鮮の方だけ特別扱いにしなければーーするということは、大変に相手の方に申しわけ

ないような気がするんですが、そういう議論はありませんでしたか。

0議長(高橋通夫君) 総務委員長。

0総務委員長(竹ノ上武俊君) 総務委員会は、 3月 15日と 6月 19日の 2回、審

査をしたわけでございます。

この中で、種々審議はしたんですが、今質問がありました点については、触れた質疑という

ものは行われておりませんO

0議長(高橋通夫君)

結いたします。

ほかに御質疑はありませんか。なければこれをもって質疑を終

-600ー

本件について御意見があれば承ります。古谷太郎君。

06番(古谷太郎君) 今申し上げましたが、韓国の方々、中国の方々、あるいはまた

ソビエ卜の方、あるいはアメリカの方、 いろいろな方が、これからは国際の時代ですから、日

野へお住みになっていらっしゃると思います。

そういう点で、この案件については慎重な取り扱いを、公平な取り扱いを、少なくとも行 っ

ていただきたい、ということだけ意見で申し上げておきます。

。議長(高橋通夫君)

結いたします。

ほかに御意見はありませんか。なければこれをもって意見を終

これより本件について採決いたします。本件に対する委員長報告は探択であります。本件は

委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。

c r異議なし」と呼ぶ者あり 〕

。議長 (高橋通夫君) 街]異議ないものと認めます。よって請願第 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

る請願の件は委員長報告のとおり採択と決しました。

これより 請願第 58 -2 4号、循環パスに関する請願、請願第 58 -2 9号、循環パス市案

に反対する請願、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

-28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、および国民健康保険への国庫補助率ヲ |き上げの意見書を求める請願、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域社公園駅まで延長し、私たちの南

北交通の足を確保するための請願、請願第60-6号、アフリカの飢餓救援に関する陳情の件

を議題といたします。

総務委員長の審査報告はこれを省略いたします。本 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 r異議なし」 と呼ぶ者あり〕
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。議長 (高橋通夫君) 御異議ないものと認めますD 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街]異議あ

りませんか。

( r異議な し」と呼ぶ者あり)

0議長 (高橋通夫君) 御異議ないものと認めます。よって文教委員長の申し出のとお

り閉会中の継続審査に付することに決しました。

これより請願第 60-5号、老人医療定率負担の導入に関する陳情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。

( 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 57-37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、請願第57-55

号、高幡不動駅南新井東地区の区画整理に対する反対請願、請願第 57 -5 9号、土地区画整

理事業策定にあたって当該計画より第一豊田荘住宅地域を除外に関する請願、請願第57-62

号、程久保 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 
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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。

( 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 34、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建設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。

「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 35、農林水産省跡地利用対策特別委員会の継続審査議央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。

「異議なしJと呼ぶ者あり〕

0議長(高橋通夫君) 御異議ないものと認めます。よって委員長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。
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次に日程第 36、高幡踏切対策特別委員会の継続審査議決に関する件を議題といたします。

高幡踏切対策特月iJ委員長より高幡踏切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。

「異議な しJと呼ぶ者あり〕

0議 長(高橋通夫君) 御異議ないものと認めます。よって委員長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 37、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。

「異議なしJと呼ぶ者あり〕

0議長(高橋通夫君 ) 御異議ないものと認めます。よって委員長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 38、市民会館建設対策特別委員会の継続審査議決に関する件を議題といたしま

す。

市民会館建設対策特別委員長より市民会館建設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。

「異議なしJと呼ぶ者あり 〕

0議長(高橋通夫君) 御異議ないものと認めます。よって委員長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60 -7号、下町下河原地区に所在する(旧)日東精密時計株式会社跡地取

得に関する請願の件を議題といたします。

請願の要旨は、お手元に配付しました印刷物のとおりです。
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請願第 60 -7号の常任委員会への付託は、会議規則第 13 8条の規定により議長において

総務委員会に付託いたします。

お諮りいたします。請願第 60 -7号は閉会中の継続審査にいたしたいと思いますが、これ

に御異議ありませんか。

C i異議なしJと呼ぶ者あり〕

0議 長(高橋通夫君) 御異議ないものと認め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 60-8号、 「国家秘密に係るスパイ行為等の防止に関する法律案」に対す

る日野市議会の反対決議を求める請願の件を議題といたします。

請願の要旨は、お手元に配付しました印刷物のとおりです。

請願第60-8号の常任委員会への付託は、会議規則第 138条の規定により議長において

総務委員会に付託いたします。( i議長」と呼ぶ者あり)

お諮りいたします。請願第 60-8号は閉会中の継続審査にいたしたいと思いますが、これ

に御異議ありませんか。

C i異議なしJと呼ぶ者あり〕

0議長(高橋通夫君 ) 街l異議ないものと認め閉会中の継続審査に付することに決しま

した。( i議長、 さっきから手を挙げているでしょう Ji緊急質問と言えばいいじゃなし可か」

と呼ぶ者あり〉 米沢照男君。

023番(米沢照男君) 60-8、 「国家秘密に係るスパイ行為等の防止に関する法

律案」に対する日野市議会の反対決議を求める請願、これは、御承知のように、後刻、議員提

出議案として、同じ内容のものでありますけれども、国民の目・口・耳をふさぐ国家機密法に

反対する決議、こ の上程が既に予定をされております。

内容は、既に御承知のように、こ の請願文の中でも詳しくこの内容が、問題点が触れられて

おります。

一つは、法案が成立すると、国民の知る権利に重大な制限が加えられる、あるいは、言論

( i何を言ってるんだJ iおかしい、 議長」等呼ぶ者あり〉出版、表現の自由が侵害される等

々、いろいろ問題が指摘をされているO 私は、既に同じ内容の決議案の上程が予定されており

ますので、委員会の付託を省略をして、ここで採決すべきだ、こういう意見を持っております。
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( rイ可を言ってるんだ。も う付託が決まったんだよ」と呼ぶ者あり)

先ほど、付託を決める前に、私は手を挙げております。議長もそれを確認をしていながら、

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条の規定に

より署名する。

棒読みで付託を強行してしまった。その点について、議長に、そのやり方について、私は大変

不満です。( r議長は原稿読んでいるとき、わかりゃしないや。手を挙げたって」と呼ぶ者あ

り)手を挙げているということを確認していながら棒読みをした。議会の運営上、問題ありと

日野市議会議長 Eコ
[1司 橋 通 夫

私は言わざるを得ないんです。

議長、どう思いますか。 ( r議運だ議運だJ r議運 じゃない、これは。関係な ~\o 2人でし
署 名 議 貝 古 賀 俊 昭

ろO 議長室へ帰ってからやれよJと呼ぶ者あり)

0議長(高橋通夫君) このような場合は、 議事進行と言って手を挙け.てくれればよか 署 名 議 貝 市 ) [ I 資 信

ったんです。( rそうだ、そのとおり」と呼ぶ者あり)

お諮りいたします。議事の都合により暫時休憩いたしたいと思いますが、これに御異議あり

ませんか。

c r異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(高橋通夫君) 御異議ないものと認めます。よって暫時休憩いたします。

午後 5時38分休憩

後、再開に至らず閉会
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