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0副議長(米沢照男君)

に本日の会議を聞きます。

ただいまの出席議員 27名であります。

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

午後 4時 18分開会

これより昭和 60年第4回日野市議会定例会を開会し、直ち

長において

2 4番中山基昭君

2 5番 大柄 保君

を指名いたします。

次に日程第2、会期の決定の件を一議題といたしますo

議会運営委員長の報告を求めます。

〔議会運営委員長登壇〕

0議会運営委員長 (中山基昭君) 本日 12月9日よりの第4固定例会の運営につき

ましては先日 6日の日に議会運営委員会を開催いたしました。

この中で議案の取り扱い、通告質問者の確認、と発言の順位の決定、会期と日程の配置、請願

の付託等につきまして協議を行ってまいりました。その街職告を行い御確認と御協力をいただ

いてまいりたいというふうに思います。

お手元に配付をされておりますところの会期、日程の予定表、さらには通告質問の一覧表等

を参照をしていただきたいというふうに思います。

市長の方からの提案されます一議案のうち、すでに送付をされております 81号から 104号

までにつきましては、 104号を除き関係の委員会に付託をして審議を進めることにいたしま

す。なお、追加提案といたしまして 3議案が予定されておりますので、この関連により全員協

議会等も予定をしてまいりたいというふうに思います。

さらに一般質問の通告者は一覧表のように 23名、 59件が予定をされておりますので 5日

聞を設定をし、一日 4名ないし 5名の消化を予定をしてまいりたいというふうに思います。

したがいまして、会期は本日 12月の9日から 12月 24日までの 16日間を設定をいたして

まいりたいと思います。

なお、本日は代表者会議等の関連で大変時間が経過をしておりますので、未了日程等につき

5
 



ましては明日へ繰り延べをして実施をしてまいりたいというふうに思いますo

大変雑駁でございますが、よろしく審議と御確認を願いまして報告にかえさせていただきま

す。以上でございます。

0副議長(米沢照男君) ただいまの議会運営委員長の報告のとおり会期を決定するに

御異議ありませんか。

c r異議なしJと呼ぶ者あり〕

0副議長(米沢照男君) 街県議ないものと認めますo よって会期は本日から 12月24

日まで、期日 16日間に決定いたしました。

お諮りいたしますo 本日の会議はこの程度にとどめ延会いたしたいと思いますが、これに御

異議ありませんヵ、

c r異議なしJと呼ぶ者あり〕

0副議長(米沢照男君) 街環議ないものと認めます。よって本日はこれにて延会する

ことに決しました。

本自の未了日程は明日の日程といたします。

本日はこれにて延会いたします。

-6-

午後4時 27分延会
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国民のための公団住宅の建設促進を要望する意見書提出を

求める請願

日程第39請願第 60-1 7号母子保健法改定に関する陳情

本日の会議に付した事件
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0副議長(米沢照男君)

本日の会議を聞きます。

おはようございます。

ただいまの出席議員 25名であります。

午前 11時 3分開議

これより日程第1. 行政報告を行います。( i議事進行Jと呼ぶ者あり〉市川資信君。

019番(市川資信君) 昨日、開会の官頭に奥住芳雄議員の関連質問の中で、私も数

点質疑を行いたいと思っていたわけでございますけれども、休憩ということで、その質疑がな

されておりませんでした。したがいまして、それに関連して一、二質問をさせていただきたい

と思うのでございます。

まず私が質問をいたしたい第1点は、昨日も申し上げましたように、 9月定例議会の一般質

問の最中に、ここにコピーがございます週刊朝日の 60年 10月 11日付ですか、週刊朝日の

中の 1ページにデキゴトロジーという文面があるわけです。その中に現職の日野市議会議長高

橋通夫氏の記事が掲載されております。それによりますと「神のお告げがあっ7こ。私は議長に

ならねばならなし、。私を妨害する者は、必ずや不慮、の死を遂げるであろう」と各議員の家に出

向いてお告げを伝えた。この不気味な予言の効きめか、この選挙でT議長は無神論を旨とする

社会、共産両党の支持まで取りつけ、議長となったのであるo しかし、その後の評判は、神が

推した人とも思えなかった。というような記事があるわけでございますけれども、この各議員

の家に出向いてというのは、私は記憶にありません。聞くところによると、この件を副議長に

申されたということを聞いておりますが、その真意のほどをお尋ねいたします。

0副議長(米沢照男君〉 お答えをいたしますO その、今御指摘のあったいわゆる神の

お告げという部分については、これまで私は公式の席上で一切そのことに触れてきたことはあ

りませんo したがって、今ここの場でそのお告げになるものの内容について、ここで答弁する

のは差し控えたいと思いますo

0副議長(米沢照男君〉 市川|資信君。

019番(市川資信君) この席で答弁することは差し控えたいということでございま

すが、実は 9月定例議会においても、再三にわたって高橋議長の件につきましては、大変混乱

に陥った原因の原点であります。なおかつ、 1 2月定例議会においても、昨日 1日がほとんど

審議できなかったという事態の中で、 9月定例議会から、再三にわたって、当人から病気療養
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中のためとか、いろいろの何度も副議長あてに、事務局長あてに欠席届がなされておるわけで

ございます。私が一番この権成ある日野市議会の汚点というんでしょうか、傷つけるものの中

に、 9月定例議会の最終日、 10月9日に記憶に新しい混乱事態があったわけでございますが、

そのあたかも 1日前、 1 0月の 8日の日に、あのような病気療養中のための欠席届がしてあり

ながら、都内の国会に自分の息子を連れて堂々とある議員と接触をして、そのほか二、三歩い

ているという真実を私は突きとめたんでありますo

それをもとにして考えますと、今回きょう代表者会議に出されましたこの病気入院なるもの

が、果たして今までの経過、例えば 10月 8日、今申し上げたとおりでございますが、 1 0月

2 7日にもある葬儀で私は一緒になっておりますし、 1 1月 7日、私も一緒にやっております

保護司会でも一緒になっておりますし、 11月 25日には公式の都計審でも一緒に出席して公

の会議にも出席しておりますo まだ挙げれば枚挙にいとまがありません、程占句問題を挙げれば。

公式なものだけ私はチェックーそのほか用水組合で 10月に行った石和の旅行で、議長にあ

るまじき行為までしておる、ということも私は知っております。そういう行為の中で、また本

日こういう欠席届が出されて、これをうのみにして、このまま経過を進めて果たしていいのか

どうか、そこら辺のところが、まことに私には理解できなし 1。少なくとも、何らかの権威ある

日野市議会の結論といいますか、決着といいますか、その程度は少なくともあるものだ、と信

じていたわけでございますが、残念ながらそのような経過がないままに、今、議案の審議に入

ろうとしておりますが、それらについて副議長の見解はどうなのか、お尋ねしたいと思います。

O副議長(米沢照男君) お答えいたします。既にきのうからきょうにかけての経過は、

それぞれ各代表からお聞き及びかと思いますけれども、昨日、昼間のうちに高橋議長に対して、

代表者会議への出席と、進退についての態度表明を求める文書による要請をいたしました。本

人不在のために、夜、帰宅を待って連絡をとり、そして改めて口頭による代表者会議への出席

と進退に対する態度表明を求めましずゐそれに対して高橋議長から、実はあした一一きょうの

ことになります久朝から入院をする予定になっております己したがって、代表者会議への出席はできま

せんので、それにかえて一筆したためて皆さんに御了解を求めるつもりでおりますミとしづ返事でした。

けさ議会事務局長に議長の自宅に出向いていただきまして、その文書を受け取ってまいりま

し7こ0それが、既に代表を通じて各会派に報告されている内容であります。その内容は、きょ

う午前 9時半に慶応病院に入院をし、手術を受けるという内容であります。そして、入院中、
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あるいは通院中、静養中は議会を欠席させていただきます。こういう内容であります。なお、

進退についての態度表明については、健康回復を待って改めていたしたい、御了解をお願いを

いたします、こういう内容であります。

この文書に基づいてけさ 10時 10分から代表者会議が開かれました。種々これまでの経過

の中で、果たしてこのとおりかどうかという点で疑問視する発言もありました。しかし、最終

的には、きちっとした文書による回答といいますか、意思表示ですから、代表者会議としても

これを素直に事実として認めるしかないのではないか、こういうことから結果的にこの手紙を

了として開会に至った、こういうことであります。

副議長といたしましても、いろいろこれまでの経過の中で、御指摘のような首をかしげるよ

うなことも一、二確かにあったことは事実であります。しかし、きょうこの時点で、どう判断

をするかという点では、この文面どおりに素直に受けとめるしかないのではないか、こう副議

長としては判断をいたしております。御了承をお願いいたします。以上です。市川資信君。

019番(市川資信君) 副議長の立場になれば、今の答弁もわからないではないので

すが、私は、第 1回目に出された医師の診断書は、御存じのように低血圧から生じるもので、

目まいとか、そういった現象だったように記憶をしております。第 2回目からの診断書、ある

いは欠席届によると、前立腺の肥大だということでありまして、その聞のいわゆる経過を見ま

すと、また、今度も各新聞等でにぎわしておりますように病院が一つの隠れとりでといいます

か、隠れみのといいますか、そこへ逃避した何ものでもない、こう思わざるを得ないのであり

ますが、副議長のただいまの答弁をもってしてこれらは質疑を交わしても進展はないと思いま

すので、質問は終わらせていただきます。( r議事進行」と呼ぶ者あり〉

0副議長(米沢照男君) 古賀俊昭君。

018番(古賀俊昭君) 若干市川議員と関連をするわけでありますが、今回の高橋議

長の進退の問題については、代表者会議において高橋議長にその意思の表明を求めずもそして、

今議会までに態度をはっきりします、という文書を受け取って、それを了解したわけでありま

す。ところが、今回 12月議会が開会されるに至りまして、再び病気を理由にしばらく静養し

たいということで、態度の表明、意思の決定については、健康回復後ということになっており

ます。私は、高橋議長が健康になられてその意思を表明したい、という高橋議長なりのお考え

はそれで了といたしますが、代表者会議として、 一体この高橋議長の意思の表明を最終的に果

-15-



たして求めるつもりがあるのかどうか。

このままいきますと、高橋議長の進退の問題は、結局その意思の表明がなされないまま終結

する可能性もあるわけであります。今、代表者会議を召集しておられる副議長の立場で、この

意思の表明は最終的に求めるお考えが果たしてあるのかどうか、その点を確認をさせていただ

きたいと思います。

なお、病気療養中でもやめるかやめないか、今、市川議員のお話のように、いろんな会合に

も出ておられるようでありますし、本人が、むしろ病気で議会に対して、 2.回にわたって欠席

をするというような事態が続けば、本来であれば、辞職勧告決議云々というような問題がない

にしても、仮になくても、進退については普通の人であれば考慮する、ということもよくある

ことかと思いますが、今回は、辞職勧告決議も出され、そしてそれが可決され、そして今回は

れにまた重ねて病気におなりになって議会に出てこない、という二重の事態が発生をしてい

るわけです。議会の代表者会議として、高橋議長の意思の表明を本当に求めるおつもりがある

かどうか、お尋ねをいたします。

0副議長(米沢照男君) お答えをいたします。

既に各代表から、各会派の皆さんに報告が届いているかと思いますが、 4日の日付の私にあ

てた手紙が 5日の代表者会議でコピーをもってそれぞれ紹介をしたわけでありますけれども、

御質問ですので、改めてその 4日の日付の高橋議長の意思表示を紹介しておきたいと思います。

「昭和 60年第 3回日野市議会の運営につきましては、議員各位の御尽力を感謝いたしますo

第 4固定例会につきましてもよろしく御協力のほどをお願い申し上げます。なお、小生、日野

市政のため最後まで徴力をいたしたく存じますので、御理解のほどよろしくお願い申し上げま

す。」ということで、文書ではありますけれども、進退についてはかなりかたい決意がここで

表明されております。しかし、代表者会議では、これまでの経過の中で、 1 2月定例会までに

は明確に態度を表明する、という約束になっていたということから、文書ではなくて、直接代

表者会議に出席をして、態度表明をすべきではないかということでこれまで高橋議長に直接働

きかけてきたわけですけれども、残念ながら、けさの文書による手紙では、きょう既に今入院

してしまっているわけですけれども、入院先まで行って、なお一度文書ではありますけれども、

表明された態度を直接に態度表明を求めるのはどうか、とこう私は思います。代表者会議でも、

その点非常にこう不満は残るわけですけれども、やむを得ないのではないか、という判断から
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開会をした、こういうことであります。

今御指摘があったように、大変釈然としないものがあるわけですけれども、その辺の事情を

おくみ取りいただいて、御了解をいただければと思います。よろしくお願いいたします。古賀

俊昭君。

018番(古賀俊昭君〉 1 0月の 2日付で出されました高橋議長の文書により

ますと、遅くとも第 4固定例会までには、態度を明確に決したい、 とこう書いてある

んですねo 私はおやめになろうが、また議長職にとどまって引き続き議長の職をお務めになる

ことも、それは高橋議長の意思次第でありますから、どちらにすべきだということではありま

せんが、やはり議長が、 2回のこの定例会に議長としての職務を全うできない、ということが

続いているわけですから、本人も第4回定例会までに意思を決定をしたいということで、文書

もお出しになっていたわけですから、しかも代表者会議では、それを了解して、じゃあ、 1 2 

月議会前に高橋議長の進退については、その意思の表明を行ってもらうということで、理解を

しておられたと思うんです。

その主催者は米沢副議長でありますし、やはりここで釈然としないとか、いろいろおっしゃ

っておりますが、やはり高橋議長も物事のきちんとしたお考えもおできになるわけですし、特

に何か重体で会話もできないとか、思考が停止しているというような状態ではないわけですの

で、むしろこの際、積極的に進退についてはやめるのかやめないのか、はっきり求められるべ

きではないかと思いますが、今後どういうおつもりなのか、私先ほどお聞きしたんですが、よ

ろしく御協力と言われても、どうなさるのかのお答えがございませんでしたので、もう一度確

認をいたします。

それから、この 10月2日付の高橋議長の文書によりますと、静養中は公式行事への出席は

もちろん差し控えます、こうなっております。公式行事への出席は行わないということであり

ますので、もちろん日野市議会の議長がお約束されたことですから、実行なさっていると思う

んですが、今市川議員のお話を聞いておりますと、非常に超人的な活発な活動をなさっている

ようであります。

そこで、議長職については、どのように今取り扱いが行われているのか。いわゆる議長とし

ての職務については、どなたがどのような形で仕事を取り扱っておられるか。つまり議長の決

裁についてはどうなっているか、についてあわせてお尋ねをいたします。
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0副議長(米沢照男君) お答えをいたします。

先ほどの代表者会議でも確認されておりますけれども、慶応病院への入院、そして手術とい

うことが手紙で明らかにされているわけですけれども、議会事務局を通じて午後にでも決まっ

た病室、それから手術がいつ行われるのか、直ちに行われるのか、数日たってから行われるの

か、その点含めて確認をしよう、ということになっております。入院した後の経過については、

なお幾日か経過する中で縮忍するしかないんじゃないか、と思っております。その状況を見な

がら代表者会議としてどうするね直接に代表者の皆さんが病室へ行って態度の表明を求めるという

ことになる倒、その辺は相談しtJiJ1 ら対応するしか郎、のではな~，れとし、うふうに思っておりますh

それから、公式行事への出席、あるいは議長決裁はどのようになっているかということです

が、実は、 9月定例会が終わった 10月の 10日には、議長は既に議長室まで来ております。

そして、議長職として任務につくという意思表示がありまし7らしかし、議会終わってすぐ翌

日ということですから、代表者会議の経過も詳しく話をして、議会全体の空気といいますか、意

向は、高橋さんが考えられているほど甘くはないんだ、厳しL可んだ、ということを、篤と話を

しまして、それではということで、 1 0月、それから 11月については、副議長にお任せしま

すということで、その問私が決裁をしてきましfこ0 しかし、その間も何回か議長は登庁してき

まして、私はもう議長が来ているときはもちろん遠慮する、ということになりますo それは、

もちろん辞表が提出されているわけではありませんし、厳然とした現職の議長ですから、公式

行事も含めて、これは本人の意思で対応していただくしかないということで、多少その点でぎ

くしゃくしたこともあったわけですけれども、何とかその辺は調整しながら今日まできている

ということであります。その点は、ひとつそのように御了解いただきたいと思います。公式行

事への出席も、何回かこれは本人の意思でされた経過もあります。以上です。

O副議長(米沢照男君〉 古賀俊昭君。

01 8番(古賀俊昭君) 大体わかります。私は、高橋議長には大変知恵者がついてお

られるように思うんです。のれんに腕押しのような形で、時のたつのを、台風が通り過ぎるの

を待てばいい、という一つの作戦のようなものがあるのかもわかりませんが、私は、やめるべ

きだとも、そうでない立場をとるということでもありませんので、とにかく態度を求めるとい

うことが、議会の会派の代表者の間で決まり、その意思の表明をしてもらおうということで、

期限まで切って、高橋議長に対して態度の表明を求めたということですから、やはり今お聞き

-18ー



をしますと、公式行事も出ておられる。自分では出ないとおっしゃったんですけれど、出てお

られる。大変お元気のようでもありますし、決裁もやっぱり自分で出てきてやりたい、という

ことで、 1 0月の 11日には、病気で本来でしたら何か長期療養というようなことで、 1 2月

までお休みの予定だったんでしょうが、議会終了と同時に、突然出てこられて決裁もやるとい

うような大変お元気のようなことも今承ったわけです。その辺やはり私は代表者会議等に出て

おりませんし、また、細かい空気等についてはわかりませんが、少なくとも、各会派の代表者.

の皆さんが、それでいいということであれば、私とやかく言う筋合いじゃな~¥かもわかりませ

んが、議会の各会派の代表が、代表者会議において決定をして、文書までもって求めたことが

実行できないというのは、やはりどうかなと思うんで、すo 副議長が、私にはその仕事、つまり

代表者会議の決定に沿って努力をしています、ということをおっしゃりたいんだと思うんです

が、先ほど手紙が何か来たというので、お読みになりました。その手紙の文面をもって意思の

表明は既になされたと米沢副議長は、個人的にはお考えなのかどうか、もう一度最後に確認を

しておきたいと思います。

それから、引き続き進退についての意思の表示を求めた以上は、それをやはりきちんと守っ

ていただくように、再度議長に対しては働きかけを行うべきであろう、そういうふうに思いま

すので、その努力をお願いをしておきたいと思います。 1点だけ確認をしておきます。

0副議長(米沢照男君) お答えをいたします。

先ほど読み上げた文面ですけれども、これは文書による間接的な意思表示というふうに私は

受け取っております。しかし、代表者会議では、これを進退に対するきちっとした高橋議長の

意思表示、と~¥うふうには受けとめていません。なお、引き続き代表者会議への出席、そして、態度表明

を求めるとしづ立場でありますーそのように御理解いただきた~ '<~:思~'iす。(I関連jと呼ぶ者あり)

0副議長(米沢照男君)

01 9番(市川資信君)

市川資信君。

先ほど質問して、古賀議員の質問にちょっと関連するんです

けれども、事務局長に 1点お尋ねしたいんですけれども、何か今回の定例議会にも高橋議長は

出席するような態度表明をした、というようなことを聞き及んでおるんですけれども、それは

事実だったのかどうか。今、図らずも.副議長が事態はそれほど甘くないんだと言って、自分

で初めてその事態の厳しさというか、空気を察知して欠席届を出したんだ、というふうにもと

れるんですが、その点の事実経過というものがあったらば、ちょっと答弁してくださし 10

n
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。副議長(米沢照男君〉 議会事務局長。

0事務局長(岩沢代吉君〉 それでは、ただいまの御質問でござ~\ますけれども、特に

1 2月からの定例会ということに出席するということは、前もってそういうことはございませ

ん。したがいまして、私の方といたしましでも、先ほど副議長の方から文書を朗読いたしまし

たけれども、あの内容に基づきまして、今定例会までには何とか明確な回答が得られるんでは

なかろうか、こういうふうなことでおりました。特にくどいようでございますけれども、特に

出席云々ということにつきましてはございませんでしたので、お答えいたします。

O副議長(米沢照男君) これより日程第 1、行政報告を行います。

市長から行政報告を求めます。市長己

(市長登壇〕

0市長(森田喜美男君) 9月議会以降、今定例会の聞の行政事項につきまして、文書

をもって報告を行っておりますが、私より主要な 4点に関し、この際報告をいたします。

その 1は、高幡、豊田南の二つの区画整理事業に関する都市計画決定についてであります。

去る 10月 25日、東京都都市計画地方審議会において、両土地区画整理に関する事業案が

上程審議され、都市計画決定のための手続とその承認が得られました。これを受けて、東京都

及び日野市は、都市計画法第20条の規定に基づき土地区画整理事業の告示を 11月 12日に

行い、両事業の名物、施行区域、面積等が確定いたしました。なお、事業認可の予定としては、

高幡は明年 4月、豊田南は同じく 8月を目途として事業に着手してまいりますことを御報告い

たします。

今回そのために必要な施行規程を定める条例を提案しておりますので、よろしくお願いをい

たします。

次いで第 2は、公共下水道の一部(百草、落川地域〉供用開始についてであります。

既に公表したとおり、この 12月 1日から百草、落川の一部地域に公共下水道の供用開始を

行うことになりました。供用開始になりますのは、南多摩処理区に属する 11ヘクタールの面

積で、現在は約 300世帯であります。この処理区内は、下水道幹線の進捗に合わせ逐次供用

を開始し、 6 3年度末には整備を完了する予定でおりますo

なお、水洗化工事の普及につきましては、金融機関の協力を得て、 ‘トイレ改造に要する資金

の融資あっせん制度を設けて利子補給を行い、奨励の裏づけを行う考えであります。
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今後とも、下水道事業を促進して市民要望にこたえ、全市への普及に重点的な行政努力を払

う方針でありますことを報告し、街B里解、御協力をお願いいたします。

第 3といたしまして住民登録のコンピュータ化による事務開始について御報告いたします。

かねてより、行政事務の改善のため電算化計画を進めてまいりましたが、その準備が整い、

去る 11月 25日から窓口事務にコンピュータ処理を開始いたしました。このコンピュータ処

理により、住民登録に関する各種届出、証明が取り扱えるようになったのを初め、国保の資格

得喪処理、選挙人名簿等、 1 0謀 21の事務を電算処理することができるようになりました。

なお、戸籍関係につきましでも、明年 1月からファクシミリによるサービスをするよう準備

を進めております。

今後とも事務の活用にこの方式を積極的に取り入れ、利便化と能率化に努める考えでありま

すことを報告して御理解をお願いする次第であります。

第4は、千代田自工の転出と跡地3利用についてであります。かねて旭が丘四丁目に所在する

千代田自動車工業株式会社が業務拡張のため、埼玉県入間市へ移転する計画と跡地利用につい

て、関係機関と協議を重ねてきましたが、その方向が成立、確定いたしましたので御報告いた

します。

千代田自工の用地約 4.5ヘクタールは、工業地域の指定区域内にあり、土地利用計画上では

工場の立地が望ましく、エレクトロニクス分野のハイテク地帯に位置づけられる日野市域は、

良好な生活環境と生産の場を兼ね備えた職住近接の土地利用を図ることが最も適当であると考

えております。そこで、かかる土地7利用構想に基づいて都と協議を重ねた結果、当該跡地を工

場と住宅の一体的開発を行うことで方針づけたものであります。計画といたしましては、高度

の先端技術を持つ横]11メディカルシステム株式会社の本社と工場の立地と高度企業の一般従業

員に良質な住宅約 50 0戸を住宅 ・都市整備公団に建設提供させることを考えております。

財政確保のことも考え、跡地利用の行政指導に周到な配慮を行ったこともあわせ御報告をし

て御理解をお願いする次第でございます。以上ですo

O副議長(米沢照男君) 収入役以下については報告書のとおりですので、報告を省略

いたします。

これより行政報告全般について質疑に入ります。旗野行雄君。

01 0番(旗野行雄君〉 南平高校の開校に伴う事後処理について何点か質問したいと
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思いますo

まず排水路の件ですが、この件につきましては、 9月のたしか行政報告にも質問したわけで

す。現在境界確定の立ち会いが拒否されて工事がストップしているというのが現状であると思

います。関係地主さんとたしかこの春だったと思いますが、別の件でお会いしまして事情を伺

ったことがあるわけですけれども、そのときに地主さんが言われるのに、過去の道路用地買収

に絡んで非常に市に不手際があった、約束が守られていない、このことに強い不満を持ってお

りまして、境界の立ち会いを認めない、こういう事情のようでありました。私聞きまして、地

主さんの言い分にもっともな点が非常に多いように見受けられましたので、そのことについて

は、たしか助役にも話したわけであります。その後、全然この件については進展が見られなt¥0 

先日これもまたほかの件で会ってその後市との交渉はどうなっているかと聞きましたところ、

全然市からも交渉については何も来てない、 1回用地課長と水路清流課長が来ただけだ、こう

いうような経過のようでありますo 申し上げるまでもなくこの排水路というのは、南平高校開

校に伴う条件であると思います。地域の皆さんのお話を伺いましでも、このことは約束されて

いることですし、これが実現されないということについて、強い不満を持っているわけであり

ます。何か遊水池ができているから、当面浸水については不安はないんだ、というような 9月

議会では助役の答弁ではありましたけれども、とにかくあの関校に伴う約束であり、条件の一

つであるわけでありますO その後の経過はどうなっているか、この 1点をまず質問したいと思

います。

次に高校用地につきましては、追加買収がなされておるわけであります。関係地主さんは 2

人の方がおられますけれども、この買収について幾っか条件がついているわけであります。ま

ず第 1点は、未買収のこの都立高校の用地に隣接する土地について、一部市街化調整区域があ

るわけであります。条件がいろいろ変わってきて、確かにそのまま残しておくのは不適当だ、

むしろ市街化区域に変更すべきが客観的にみましても適当であるというふうにも思えるし、当

時契約について、これが一つの市でもこの区域変更に努力するということが条件の、口頭では

ありますが、ょうであったふうに聞いております。その後のこの件についての経過はどうなっ

ているのか、これが第 2点。

続いて今一つ、これは用地買収の契約が 58年の 11月 30日となっておりますから約 2年

経過しているわけです。この買収区域の西側に藤三郎線というのがあります。それの現状は、
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非常に 6尺道路でしょうかt 狭いわけです。図面で見ますと、ちょうど南平駅から川崎街道へ

出る、それを其っすぐ南へ行って、都立南平高校に一番最短ルートになるわけであります。開

校されますと、通学路として最も利用されるのではないか、と見られるわけでありますけれど

も、この道路を拡幅するというのがその契約についての条件の一つになっているようでありま

す。約 2年経過しているわけですが、この約束が全然、今まで手をつけられていなし 1。地主さん

から強い不満がありまして、私のところへ先日来まして、その後どうなっているのか、全然約

束が守られていないんではないか、こういうような強い意見があるわけであります。その辺の

経過がどうなっているか、これが 3点目。

4点目に、高校用地となった以外の市で買収した土地の中に皆様これはいつでしたでしょう

か、 2年前の議会で、大分用地買収について問題があって、論議されたことがありましたから御

記憶のことと思いますけれど、墓地があるわけであります、あと緑地で残っている中に。たし

か大里 2号線の市道路線の廃止について論議されたことがあるわけです。この春だったでしょ

うか、関係地主さんが 2人おられるわけですけれども、できたら地区外にほかの土地を求めて

墓地を移転したいんだ、というような意向のようでありましたけれども、この件も助役のとこ

ろへ話を一応は持っていったわけですが、市ではそういうことは考えてないんだ、緑地のまま

残すんだから当面墓地が中にあっても支障がないんだ、というようなそのときの助役の話だっ

たわけでありますが、現在その件についてどう考えているか、以上のことを質問いたします。

O副議;長(米沢照男君) 助役。

0助役(赤松行雄君〉 南平高校につきましては、 9月の議会で御報告申し上げまして、

東京都との関係につきましては、全般の造成工事というのが 7月の後半に完成しまして、 8月

の2日に東京都との金銭的なあるいは土地の引き渡しというものを完了して大詰めにまいって

おるわけでございます。現在のところはお話にございました藤三郎だとか、田中 32号線、 33

号線の要するに市ヘヲ|き渡す道路地積を確定すれば一切が完了、こういうことになるわけでご

ざいます。その中でおっしゃるとおり、お 2人の地主さん近隣の方でございますけれども、ち

ょうど高校の敷地に東西にお並び・になっていらっしゃるお 2人の地主さんからやはり大変な御

協力をいただいておるわけでございます。その中で、ちょうど庭先までが市街化区域、それか

ら、庭先から南の高校用地にかけては調整区域になっておるわけでございます。これにつきま

しては、確かに完成した後で、市街化区域にしてくれないだろうか、というふうな要訪がござ

-23ー



いました。非常に重要な事項でございますし、それから、都市整備の方で、やはり見直しの時

期に東京都の方針等と合致すれば変更していれというふうな事柄のものでございますので、

できるだけの努力ということは都市整備部長等と協力しましてというふうなことで、市街化区

域にいたします、というふうな約束等は到底でき得ないわけでございますので、そういう努力

をいたしていきたい、というふうなことで地主さんとは買収当時にお話をしておるわけでござ

います。これにつきましては、今後の市街化用途地域の要するに見直しの時期に担当部局と相

談してまいるつもりでございます。はっきりした市街化区域にするんだという約束はでき得な

いわけでございますので、できるだけの難しいものなんですよ、それから日野市の中におきま

しても調整区域という区割りがほとんど市街化区域が多うございまして、非常に残された区域

というふうなこと、それから申し上げましたのは、南平台との兼ね合い等いろいろございます。

ほかの地域との兼ね合いもございますので、そうそう軽々なお約束はできないものでございま

すので、その節にはまた御相談しますし、そういう努力を担当部局と相談してまいりたい、と

いうふうな約束をしておるわけでございます。その程度に御理解いただきたいと思いますし、

努力は努力として地主さん 買収の際に約束したといいますか、そういう努力の約束だけは果

たしたし、事柄は非常に、ですけれども、全般的な用途区域関係から考えますと難しいもので

ございますので、誠意を持って対応していきたい、こう思っておるわけでございますo

それから、排水路の件でございます。南平高校につきましては、現状はいろいろと学校の敷

地の中におきましでもいっさん水が出た場合でも相当調整できるような機能になっておるわけ

でございますけれども、前々からの例から見ますと、土砂が流れたり、一通に水が南平用水に

流れ込んだりというようなことがございますので、南平用水の改修を下からちょうど行ってお

りますので、その延長を上の部分についてちょうど南平台のみなみが丘というところのちょう

ど下にまで現状は来ているんですけれども、そこのところの測量を早くやりたいというような

ことで、その用水路に田んぼをお持ちの地主さんに前々から測量立ち入りを許可していただく

ようお願い申し上げてきたところでございますけれども、それに関連しまして、七生中学のち

ょうど市営住宅の前を南北に走るちょうど京王線沿いの道路でございますけれども、その中に

市で買収したつもりがまだ残っている地主さんの土地がございます。あわせて解決していきた

い。それから隅切りの問題もございます。いろいろございますので、全部解決したいというこ

とで、何回か直接私参りましてお願いしておるところでございますけれども、ちょっと条件の
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方をもう少しゆるやかにしていただきませんと、話ーが前へ進まないというふうな状況等もございます。

いろいろとことしは 4月だとか、あるいはその後の都議選というふうなこと等で、場所に行く

にしても相手側との時期がございましたので、ちょっと遠のいておるわけでございますけれど

も、私の方のお願いとしましては、もう少し条件を世間並みにしていただいて、それで用水の

方の立ち入りも許可していただき、それで残っておりますところの道路ですか、それから、道

路の周辺に市で持っている土地がございます、それとの交換がございます。交換条件について、

もう一度やはりできる相談をお願いしていきたい、こう思っておるわけでございます。それか

ら、排水路についてはもういいやというふうな考え方じゃございません。 7月の 14日でござ

L、ますか、御存じのように、大変な大雨が降りまして、多摩平の六丁目で大きな浸水があった

というふうなこと、こういうふうなことでございますけれども、そのときには、 30分であの

地域で 42ミリ、それから日野では 45ミリ降った、という 7月 14日でございます。このと

き私も現地に飛びまして、いろいろと水の流れを全部見たわけでございますけれども、大変な

豪雨でございましたけれども、南平の用水路は、何とか肩よりちょっと下ぐらいのところで十

分に飲み切れた、 とこういうふうな状況でございます。

それから、南平高校の中に設けました新たな遊水池、湛水池一一遊水池でございますけれど

も、そこは 42ミリの 30分の集中豪雨でございましたけれども、大体 15センチ、 1メータ

- 8 0まで水がためられるわけでございますけれども、 15センチ、大体 10分の l以下の42

ミリでもそれまでしか水位が上がらなかった、まだまだ遊水機能に十分な余裕があるというこ

とと、それよりも大里 1号線を通りまして、都道を通ってそれで南平用水へ流れるわけでご

ざいますけれども、アノレプスのところからの排水とかなんかを調整しまして、十分に南平の用

水の水の流れについては、まだ多少余裕がある、こういうふうなことで、ことしの計画は、地

主さんから早くお許しをいただいて、故本的なことをするのが 1点、それがなかなかというふ

うな状況でございますので、みなみが丘の下から上流ですね、かわら屋さんから。全体につい

て水路清流課でもってもっと流れをよくする、深くする、幅をとれるところは幅をとろう、と

こういうふうな手だても考えておるわけでございまして、これから工事に入るわけでございま

す。そういうふうな手だてを講じておるわけでございまして、地主さんの方には、なおここで

続けて御配慮いただくようにお願いしにいくつもりでおるわけでございます。水路清流課長と

か、それから、用地課長等がそのときそのときにお願いに上がっておることも事実でございま
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す。 2点目がそうでございますD

それから、大里 2号線、お話がございました、旗野議員さんからも御質疑がございました墓

地がございます。平さん名のお二人の要するに御先祖の墓地というふうなことでございます。

これにつきましては、あと残地が 2万平米ばかりございまして、市の緑のマスタープランとい

う位置づけの中で対応してまいるわけでございます。地主さんの方が墓地をいろいろ菩提寺の

方へ改葬するとかというふうな御計画があるようでございます。いろいろとそういう緑のマス

タープランの中で、お話し合いというものが十分につくものでございましたならば、私たちの

方では、それを拒むものではございません。基地の移転といいましでも、私たちの方で対応で

きますのは、緑地としての対応でございますので、それをはるかに上回るいろんな条件での交

渉ということは、ちょっと難しいんではないだろうか。いずれにしましても、話し合いは承る

という考え方でおります。よろしくお願いいたします。

あと 1点藤三郎をさっき申し上げました測量をしておるわけでございますけれども、この藤

三郎は学校の区域内の上の方は 4メーター 50 R::広げているわけでございます。平 駒吉さん

の下の玄関口まで 4メーター 50で広げていくということにつきましては、南平高校が終わり

ましでも土木の作業としまして、前々からいろいろと土木課の方で現地の地主さん方と交渉し

ているわけでございます。現地の平さんの方は広げてほしいということですけれども、反対側、

西側の地主さんの下には、現状でいいんだよ、広げると交通量が多くなる、自動車が入るとい

うようなことで、難渋しておるわけでございます。平 駒吉さんにはそのことはお話を伝えて

あるわけでございますし、開発公社が南平高校が終わったから土木に工事の進捗を全部お任せ

してあるわけでございますけれども、開発公社の理事長といい、助役といい、私でございます

ので、要するに解決していくということについては熱意は変わりません、というこうなことを

つい地主さんとこの閉会いましてお伝えしておるわけでございます。代々木のゼミの曲がり角、

これは 90度で 2回狭い道路を曲がるわけでございますけれども、代々木ゼミと話がつきまし

て、もっとゆるやかなカーブで代々木ゼミの方で協力してくれる、こういうことになっており

ます。大きな難関のところはそういうことで解決しておるわけでございますけれども、さっき

言いました平さんの方の上の方ですね。上の方については、西側、下の方についてもやっぱり

西側の方がこれ以上広くならなくてもかえって自動車が入ってきて大変なことになる、という

ふうな御意向の方もいるようでございますので、今のところ地主さんには自に見えた形で進み
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ませんけれども、とにかく用地買収から、それからそれらを前提にした土木の方で道路の形を

どうするか、というふうな形を今やっておるわけでございます。さっき言いましたように、開

発公社が南平高校を一応完了をしたという形ではございますけれども、私今同じ助役をしてお

るわけでございますので、同じ熱意でこのことを進めたい、こう思っておるわけでございます。

建設部の方につきましては、そのつもりで督励してまいりますので、よろしくお願いします。

0副議長(米沢照男君〉 旗野行雄君。

01 0番(旗野行雄君) 1点の調整区域から市街化区域へ区域変更をしてもらいたい、

という問題ですが、これは確かに前回 56年に区域変更があった、おおむね 5年ごとに見直す

んだ、ということで来年ないし再来年になるであろう、ということは担当者に聞いております

し、その際御配慮願いたい。その前には無理であろう、ということは理解しております。この

点は結構です。

排水路の件ですが、交渉しているという答弁ですが、事実は、この春以来ほとんど交渉はな

されていない、交渉は中断のままだ、実際は、というのが事実であろうと思います。これは別

に高校関係ばかりではなく、あの排水路については、上流、つまり南平駅周辺が非常に排水に

困っているわけです。そして、あの排水路が完成すれば、それにつなげてその辺の浸水の不安

も解消されるのではな~，かということで、大きな期待を持っているわけです。これがなかなか

今のような事態で解決しないということに強い不満を持っているわけです。その辺もあります

ので、遊水池ができているから当面不安はないんだ、ということではなしなるべく早い機会

にこれの排水路を完成してもらいたい。用水路を兼ねているわけですから、夏の期間は工事が

できないわけですよ。今しないと来年の秋以降でなければ工事ができないわけですから、ひと

つ誠意を持って地主さんとも交渉してもらいた~'0このことを要望しておきます。

藤三郎線の拡幅については、今助役の話を聞くと川崎街道から一番近い部分が地主との交渉

が難しいということのようなことも言われておりますけれども、既に契約が 58年の 11月 31

日ということですから、 2年以上経過しているわけです。別に地主さんとのその当時の約束で

は、川崎街道に近い部分が拡幅されなければ一一旧道ではございません。代々木ゼミの南側に、

そこまでの曲がりくねった藤三郎線があるわけですが、それの拡幅も一緒でなければだめだ、

ということでは話し合いはなかったようですね。ひとつそちら側だけでも約束は約束ですから、

まして関係地主さんが用地買収には拡幅には応ずるんだよ、ということを言っているんですか
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ら不可能ではないわけです。できれば開校すれば来年の春、当然通学路になるのは自に見えて

いるわけですから、もっと以前に拡幅しておくべきだった、約束を守って。その辺は残念です

が、今となってはそんなことを言っても仕方がないから、なるべく早い機会に地主さんとの約

束を守って、この場所だけでも拡幅してもらいたい、そのことを要望しておきます。

それから、墓地の件ですが、そのときに今助役の答弁でも、緑地の中ですから、当面市とし

ては移転しなくても障害はないんだ、というような感触の答弁でしたが、これは 58年の第 3

固定例会の議事録ですが、助役の答弁でこういうことを言われているわけです。この問題につ

きましては一ーということは、これは墓地ということですが、ほかにも申し上げておるわけで

ございますけれども、お二人の地主さん方もおっしゆっているわけなんですけれども、お墓を

お持ちの地主さんでございますけれども、山の央というふうなこと、それから周りを市が今度

買収しました土地に固まれているというふうな状況の中で、もっと里の方へお移りしたいとい

うふうな御意向を持っているようでございます。私たちの方は、今後そういう交渉等も進めて

いきたい、こう考えておるわけでございます。お二方の方もそのように考えているようでござ

いますので、その意に従いまして里の方へ移してLiく交渉もしてみたい、とこういうふうな議事録

に発言が残っているわけです。これも既に 2年経過しているわけです、その時点から。全然、交

渉はされていないわけです。この春、助役のところへ地主がこういう意向だ、と墓地の所有者

が話をしたときにも全然そういう話はなかったし、これもいわば約束不履行じゃないか、私は

思っているわけですけれど、どうですか、全然話し合いは今までしてないと思います。

0副議長(米沢照男君〉 助役。

0助役(赤松行雄君〉 里の方へお移りになる、それについては市の方で対応する、と

いうふうな約束等は行っておらないわけでございます。あそこには大里 2号線という旧道が、

墓地がございますので、 38年当時そのまま旧道を残し、もう一つの枝線があったわけですけ

れども、それも残しておるわけでございます。当時、問題になりましたのは、墓地の要するに

面積でございます。公簿上の面積が、実態はあそこにいろんな境界を示すような墓地の植栽が

ございまして、それを尊重しまして、あそこに大体墓地の面積を確定したというふうなことで、

公簿面積からいうと、大分広い墓地の面積になっておるわけでございます。当時はそういう交

渉の中で、この話は落着しておるわけでございまして、私たちの方から、要するにあそこの南

平の買収した用地の中から外へ出てほしい、というふうなこともありませんし、向こうの方か
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らもどうなんだ、この際に外へ出たいから、とこういうふうな話ではございませんo もっぱら

さっき言いましたように地積の確定が中心の考え方でございます。ここへ来て地主さん方の方

から皇の方ですか、あるいは菩提寺なりに改葬したい、こういうふうな御意向があるようでご

ざいます。これについても、一切お話に乗りませんということではございませんけれども、我

々の方としましては、あらゆる改葬費用を市が全部負担して、というふうなことではなかなか

話は成立しないんではないだろうか。あそこの要するに緑地帯、緑地あるいは緑のマスタープ

ランの中の緑地ということでの位置づけての買収なら、私は応じてもいいんじゃないだろうか、

とこう考えておるわけでございます。あらゆる費用をこの中から解消し、何かいろんなものを

負担するということについては、土地の要するに取り引きの一つの常識というものを踏まえて

の買収なら結構ではないだろうか、それを区画整理の中の移転、あるいは墓地の改葬というふ

うな評価ではちょっと無理ではないだろうか、こう思っておるだけでございます。その点だけ

が二の足を踏んでいるわけでございまして、御希望があって話が成立するというものでしたら、

十分おこたえできるんじゃないか、こう思います。

0副議長(米沢照男君〉 鎮野行雄君。

01 0番(鎮野行雄君〉 助役はそうし可う約束をしてない、確かに文書に書いた約束は

交わしてはないと思いますけれども、今の議事録を今少し読んでみますと、そうすることによ

って、今論議されているようなっけかえ一一これは市道廃止、路線の廃止についての論議です

けれども、まず一番先にそういう里の方にというふうな御意向もお持ちのようでございます。

そして、改葬していきたいというふうな御意向も伊藤部長に漏らしているようでございますの

で、その点について話を進めていきたいと。市の土地の中に、周りを囲まれた墓地がごぎいま

す。そういうふうな、市側にとっても利用上問題点もございますので、お墓に対して問題点と

申しちああれなんですけれども、そういう面もございますので、御意向を尊重して里の方への

お話を進めていきたい、こう考えておるわけなんですけれども……。これが助役の答弁なんで

す。今、地主の条件がどうのこうのという以前に、全然地主との話し合いがなされていなL、
過去もうこれ 2年以上たっているわけですが、そういうことを言っているわけです。私もたし

かこの春だと思いましたが、地主さんこういう意向なんだけれどどうなんだ、と助役に言 って

いったことがあるわけですが、そのときにも、助役は当面市ではあそこに墓地あったって問題

ないんだということで、交渉については全然、乗るような意向もなかったわけです。どうも話し
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合いもしないで、条件がどうのこうのということはおかしいんではないかと思うわけですが、

どうですか。

0副議長(米沢照男君) 助役。

0助役(赤松行雄君) 5 8年ですか、 58年のこの問題になりました 12月の暮れの

議会じゃないかと思うんですけれども、 58年の暮れ 12月で、やはり話があったわけですけ

れども、そのときはさっき申し上げましたように、暮地の全体の面積、墓地を持っていらっし

ゃる地主さん平さん方お 2人でございますけれども、要するに面積が主たる我々の方との話の

焦点それからそこへ要するに墓参に参ります大里 1号線ともう一つ枝線があるわけでございま

すけれども、それを残してくれ、というのが話の焦点でございます。ですから里の方に帰りた

いというふうな御意向は、確かに伊藤部長等が直接平さん等にお会いしておりますのでお聞き

しておるわけでございますけれども、それは約束とか、話とかというものではございませんで、

地主さんの内々の希望というか、あるいは将来そうしたいというか、願望でございます。です

けれど、そのときの御意向としては、あそこに墓地を置くんだ。それから道路はやっぱり通わ

なきゃならんからそのままにしてほしい。それから地積については、いろいろと四角に植栽し

であるわけですから、それを尊重しなさい。これが我々の墓地の境なんだということで、それ

を尊重しまして、墓地が確定し、現在に至っておるわけでございますので、先々の移転につい

ては、それは全然交渉とか、話とかになっているわけじゃございませんo 話の経過で、私議事

録の中で申し述べているだけでございます。

0副議長(米沢照男君〉

01 0番(旗野行雄君〉

鎮野行雄君。

余りくどく言うのも不本意ですから、 1点だけ今 1回お伺い

しますけれども、もし、この議事録に書いてあるとおり地主さんもそういう意向だし、市も意

向を尊重して里の方へのお話を進めていきたし¥こう議事録にはっきり書かれているわけです。

約束でないといえば、ないんですが、我々はその当時の交渉した経過は知りませんけれども、

議事録に書いてあるから、これを信用するよりほかないわけです。そのことで、もし地主がそ

ういう意向を持っているわけですけれども、話し合いに応ずる意向はあるかどうか、その辺だ

け確認して終わりたいと思います。

0副議長(米沢照男君) 助役。

0助役(赤松行雄君〉 先ほどから申し上げているとおり、やはり今後 2万平米ですか、
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2万平米また買収しまして、 4万 5，000平米東京都に譲りました。あと 2万残っているとこ

ろに、そういう墓地があるわけでございます。緑のマスタープランとして位置づけて、開発し

ていくわけでございます。墓地について、地主さん方そういう御意向があるということになれ

ば、やはり緑のマスタープランとして位置づけています禄地としての価格だとか、あるいは取

り扱いがあろうかと思います。区画整理する中で、要するに移転するとか、あるいは墓地を移

転して改葬するとか、というふうな同じ評価にはなかなかならんではないだろうか。緑のマス

タープランという緑地公園を前提にした中での、緑地の買収というものを基本にした取り扱い

になろうかと思います。そういう意味合いで地主さんの方との話はどの程度折り合えるか、そ

ういう用意はございます。

0副議長(米沢照男君〉 お諮りいたします。議事の都合により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lζ引き続き会議を開きます。

これより行政報告について質疑を再開いたします。藤林理一郎君。

020番(藤林理一郎君) 2点ばかりお聞きいたします。

午後 0時 24分休憩

午後 1時 34分再開

日野市新町二丁目 9の13番地でございますけれども、そのところにマンションが今から 7

年ぐらいになりますか、建築されております。場所は日野駅から日野坂を信号右にバイパス通

りの周辺でございます。そのところに擁壁というんですか、そのマンションの建っている側、

その擁壁のところから水が雑排水というんですか、それはどんな水かわかりませんけれど、擁

壁の穴抜きですね、つくってある、その場所から時間的にいって、午前、午後というふうに流

れているんです。それが道路に流れ込んでいるというところです。その流れている水が、浄化

槽の水じゃないということは、確かに調査した結果、職員の方で言っておりますけれども、そ

のほかといいますと、雑排水しか考えられないんです。わき水ともいえないと思います。わき

水ならいいんですけれども、その辺のところの調査していただきまして、ところがはっきりと

しないというところで、質問するわけなんですけれども、これが私 6月ごろから申し上げてお
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りましたけれども、窓口は公害ですか、ところが、なかなかその水が出ているのがとめられな

し、という状況でございまして、そして、それを再三にわたってこちらの方から申し上げており

ますけれども、全然工事に入らないということで、どうしてそれを水を出るのをとめられない

のか。夏場はいいと思いますけれども、これから先、道路に出ている水が凍りまして、それが、

自転車、歩行者が通って事故でも起きた場合に、当然、市側の方の責任になろうかと思いますね。

それを心配して、私、再三にわたって取り上げてはいるんですが、なかなからちが明かないと

いうことで、その辺のところをひとつ市長さんが聞いておられると思いますけれども、知って

おられたら、どのような形が教えていただきたいと思います。

それともう 1点、これも随分私長年申し上げているとおり、駅周辺のところに大衆の便所で

すね。これはもう七、八年になろうかと思いますけれども、これも全然その後取り上げている

のかいないのか。そして、また市長さんが、企業と話し合いの上で解決します、ということも

答弁いただいております。その後この件についてどのようになっておりますか、これもひとつ

教えていただきたいと思います。 2点でございます。

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〉 お答えをいたします。

ただいまの御質問のマンションは、国道 20号とバイパスの分かれ目、サンシャイン花沢と

いうマンションと私ども認識しておりますけれども、お申し出によりまして、公害防災課の職

員が参りまして、水抜きから出る水の成分について調査をいたしました。その結果浄化槽から

の汚水ではないことも確かでありますし、また、残留塩素も認められませんので、水道水でな

いことも確か、わき水でもないことは確かなんです、多少汚れておりますので。そうしますと

家庭などから出ます雑排水がそのマンションのどこかの弁が破損をしていまして、その破損を

しているところから浸透をして水抜きに水が出てくる。公害防災の立場から水抜きから水が出

るということは、かえってこれは奨励すべきことでありますけれども、その水の行き先がきち

っとしていませんで、道路をぬらす、そういうことで藤林議員さんの御指摘になったわけでご

ざいますけれども、原因は、升の破損による水の漏れである。このように私ども結論を下しま

した。そして、道路管理をしております管理課と話し合いをいたしまして、水抜きから出てく

る水を歩道の管に直結するようにお願いをいたしまして、 11日一一明日その管理課と公害防

災課立ち会いのもとで、工事を進めるように段取りをしてございます。大変おくれましたが、
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そういうような事情でございます。

0副議長(米沢照男君) 2点目、市長。

0市長(森田喜美男君〉 この公衆便所のことでありますが、これは公園には何カ所か

大きい公園にはできております。駅周辺というのは、日野市内の駅にはどこにもないわけであ

りまして、私は、本来、駅の便所はやっぱり駅でつくっていただくということが原則だろうと

思っております。いずれ駅の改造をこれから進めることになりますので、その際には、外から

も使えるようなそういう便所にぜひしていただきたいものだと、また、そのようなことをこれ

からも課題として駅の改造に取り組もうと、こう思っております。

0副議長(米沢照男君) 藤林理一郎君。

o 1 0番(藤林理一郎君) マンション側の方の水抜きの方から出ている、これは了解

いたします。ただし、了解はしますけれども、あすということですけれども、もう少し住民側

の方から要望があった場合に、スムースにもう少し対策を講じていただけるような方法ですね。

私は、 6月ごろ申し上げて、ちょうど今になったということになりますと、やっぱり何か事故

があってからやるというようなことがあっては、市の責任で、その賠償金を住民側の方からい

ただいている税金から支払うということになりますから、そういうようなところから、できる

だけ避けなきゃいけないということで、私の方で要望してまいったんですけれども、なかなか

その工事に着工できなかった、というところにもう少しこれから先、住民側の方から要望があ

った場合には、やっぱり予算化されてやらなきゃいけないということになりますと、多少なり

とおくれるかもわかりませんけれども、ああいうのは、先ほど部長さんが言われましたように、

花沢建設さんですか、向こうの側の方の工事屋さんがやるということですから、もう少しやっ

ぱり積極的に取り組んで早く解決するように、これから先お願いしたいと思います。この件に

ついてはこれで終わります。

今、市長さんが、公衆便所ということで、企業との話し合いということで、大分暇いってい

るようですけれども、なかなか企業との話し合いは私はつかないんじゃなt¥かなと思います。

そこで、駅のところにもと交番がございました、東側に。そのところに実は駅の構内にある便

所ですね、これは、今、閉鎖されておりますけれども、前々はそこで交番があった当時、かぎ

がかからず出入りできたわけです。その辺のところ、今すぐできないというなら、市の方から

交渉してその出入口を、何らかの形で使所を使えるような方法を講じていただければよろしい
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んじゃないか、このように考えております。その辺はどうでしょうか。

O副議長(米沢照男君〉 市長。

0市長(森田喜美男君) ちょっと具体的に現場を見てみないとわからないですが、も

との交番の跡地をあるいは考えられな~¥かということで、検討したことがございますけれども、

あの場所には既に用途が決まっておるということで、ヲ|っ込まざるを得なくなった、こういう

ことがございます。今のお話は、つまり非常に急ぐ場合は、何かそういう便法がなL、かという

ことのようにも伺えますので、具体的に当たってみたい、このように思います。( r了解」と

呼ぶ者あり〉

0副議長(米沢照男君〉 馬場弘融君。

08番(馬場弘融君〉 2点お伺いをします。

一つは、先月の 3日、日野市の功労者が表彰を受けた。これは例年やっているわけですけれ

ども、表彰を受けたわけですけれども、ちょっと私疑問に思ったのは、当然、今回の表彰を受

けるであろうと思われた人が入っていなかった、これが複数名でございます。具体的に名前を

申し上げませんけれども、そういうことがありましたので、何か違った基準が設けられたのか

どうか、これを伺いたいと思います。これが 1点。

次の点は、今月の 1日号の広報の中で、市長室からという市長の文章が載っているわけです

が、その中で一つだけお伺いをしますが、平和公園グラウンド(仮称・仲田緑地〉は 62年に

供用開始というのがあるんですね。この平和公園グラウンドという名前について、どういう経

過でこういう名前が出てきたのか、ということを少し前のことを踏まえて御説明をいただきた

L、と思います。以上 2点お願いします。

0副議長(米沢照男君〉 総務部長。

0総務部長(山崎 彰君〉 第 1点につきましてお答えL、たします。

過日 11月 3日、功労者 48名を表彰させていただきました口それで今御質問の何か違った

基準でというようなお話でございます。これにつきましては、既に表彰条例というのが、昭和

4 3年スター卜しましてから、ここで 17年になるわけでございますが、その間 54年ですか、

大幅な条例改正を行いまして、現在の条例がほとんどでき上がった、という経過がございます。

そして、ことしの 6月にまたお願いいたしまして、さらに補足的なものを入れていたというこ

とで、広報にも一番最初に出ております市民自治功労というような形の項目でございますが、
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前は地方自治功労という 1本でありましたのを、そういうふうに介けたというような一つの例

でございますが、そういうふうな中でやってまいりました。それで、この表彰につきましての

基準でございますが、条例、それから規則等に合わせましてそれぞれの経験年数、そうしたも

のを基準にしておるわけでございますが、今回審査会というのがございまして、表彰を決定す

る審査会、 これは 6名の方々の委任を受けましてやっておるわけでございますが、この審査会

が、最終的lζ表彰の決定権を持っておるわけでございます。その審査会を 10月の 11日に開

きましたんですが、それに一つの方向といたしまして、表彰の見直しではないんでございます

が、基準はそのままにしてきましたんですが、今まで当市のために貢献されたということも多

々あるんですが、より一層これが表彰の意義があり、有効ならしめるということで、ちょっと

具体的に申し上げますと、若くして一つの表彰を受けられますと、再度表彰ということがない

わけでございます。ある場合は、再度表彰というのは基準にもありますように人命救助、徳行

のところでございますが、善行とか人命救助、あるいは発明、発見をされた功労者というよう

な方でございまして、そうした中で行ってまいりましたので、どちらが優先するかということ

は、それぞれのときで判断されますが、若い方がもう少しやはり日野市の行政になお将来も有

意義な貢献をなさってほしい、というような願望も含めまして、一定の基準といたしまして今

回男の方 60歳、女性の方 50歳を基準にして、そしてここに 48名の方を表彰の基準にした

というような形でございます。そういう一定の基準をもちまして審査会にお諮りいたしまして、

そして、審査会の了を得まして、 11月 3日の表彰を行った、そういう経過でございます。

0副議長(米沢照男君) 市長。

。市長(森田喜美男君〉 ただいま、もとの農林省跡地に仲田緑地という仮称で公園グ

ラウンドを造成しつつあります。来年は完成を見ることになる予定であります。それでいずれ

公式名称もつける必要があると思っておりますが、日野市は平和都市宣言を行っておる市の立

場でもございますし、そのような名称が市民に理解をされて、そして、平和運動の一つの広場

となれば幸いではないか、こういう考え方を持っておるわけであります。今後、日野市のこの

公園造成を展望してみまして、恐らく一番大きい日野の玄関に相当する場所でもありますし、

仲田という地名ではちょっとイメージが出ないではなかろうか、こういうこともございまして、

そういう考え方を持っておる。そういう目標のもとにまた広場としての機能も持たせたいもの

だ、こういう考えを持っておるわけでございます。
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0副議長(米沢照男君) 馬場弘融君。

08番(馬場弘融君〉 逐次 1点目から再種聞いたしますが、ともかく条件と規則を見

ましても、これことしの 6月でしたかね、改正されたのが。そうですね。改正されたんですが、

その中には今おっしゃられた年齢基準といいますか、そういうものが全然載ってないわけです

ね。今、部長のお話ですと、ことしからそういう基準といいますか、男 60歳、女 50歳与し上

といいますか設けたというんですね、これかなり重要なことだと思うんですよ。これ条例ない

しは規則の中で、これからは市の表彰を受けられる方は、先ほど説明にもありました、徳行で

すか。人命救助等を除けば、このくらいの年齢以上の方に上げるんですよという規定をどこか

に設けて、 しかる後に今年度の表彰からこうなりました、というのであれば、納得ができるん

ですけれども、せっかくこの 6月に改正をした新しい条例規則があるにもかかわらず、そこに

は載っていな~¥，また新たな基準というものが今年度から設けられている。しかも、今のお話

のように、表彰審査会というのがあるんですけれども、その審査会の中で、一般のメンバーの

中からこういうふうにしたらどうか、というふうな議論があって、それでそういう決定を見た

というんであれば、またわかるんですけれども、そうではなくて、用意をされた方の事務局側、

理事者側の方で、あらかじめこういう基準でことしはやりたいと思うんだ、というふうにお諮

りをした上で、審査会の了承を得たという説明でございました。これちょっとおかしいんじゃ

ないかなあ、と思うんです。さらに申し上げますと、ちょっと前の広報に例年そうですけれど

も、功労者を推薦してくださいと市民に呼びかけているんです。ことしの場合は 7月 15日号

で、表彰候補者の推薦をしてほしいという呼びかけを市民に対して広報を使ってやっているわ

けですね。それを見ますと、まさに条例と規則に基づいていまして、年齢制限がありますよ、

なんていうことは書いてないわけです。ですから、もしそういうことを全然知らないで、いろ

んな形で各種団体の方が推薦をされたとすれば、これは実際あったかどうかわかりません。か

なりの方がカットされたのではなL、かな、という気がするわけです。実際、私もわかりません

けれども、それ以外にも一番初め私が申し上げましたけれども、少なくとも私は 2名の方を間

違いなく今回の表彰を受けられるであろう、その方が望むか望まないか別にしまして、出さな

ければいけないであろうという方が、年齢の関係でカッ卜されている、ということを知りまし

て、条例、規則との関連で大変まずいんじゃないかなと思うんですね、行政の進め方としてo

これ市長にこの辺のお考えをまず伺いたいと思います。

戸

oqa 



0副議長(米沢照男君〉

O市長(森田喜美男君〉

市長。

大切なことだと思います。この表彰条例、年齢制限という形

は今までとってなかったわけでありますが、たまたま 40代早々という若い方もまた対象にな

かったということでございましたロそれで国の表彰などを見てみましでも、やはり一つの人格

が完成されるある年齢というものがおのずからあるんではなかろうか、こういうこともござい

まして、特にことしは推薦の員数もたくさんおられたように思います。それで、やっぱり 1年

に30名とか、 40名台とか、余り偏るのもどうかということもあるように思いますし、こと

しは男女差ということも確かに指摘されることがあるかもしれませんが、そのような考え方を

持ちまして、これを慣例化し、また規則化もしていくことになると思っておりますが、そうい

う考え方でございます。

0副議長(米沢照男君〉 馬場弘融君。

08番(馬場弘融君〉 表彰を受ける方が、ある一定年齢以上であった方がいい、とい

うことはよくわかるんです。内容はよくわかるんです。ただ、条例とか規則に、そういうこと

が全然、ないんです。ないうちに先に実態としての表彰を実際問題としての表彰を条例、規則を

先取りするというか、先行しちゃってやる、というその行政の仕方に問題があるということを

私申し上げているんですロですから、今、市長がおっしゃったような意味合いのことはよく私

もわかります。ある一定年齢以上の方が、表彰iζ相当するであろうということはわかるけれど

も、だったら、ことしの 6月に改正したんでしょう、ほとんど改正しているんです、かなりの

部分を。だからそのときにもう既にわかっているんだったら、規則のどこかに年齢制限を設け

るとか、おおむね何歳以上にしますよ、ということを入れておけばよかったんじゃないですか。

そうすれば、一般市民の方が間違って推薦してというとおかしいですけれども、絶対これはだ

めだな、と思って推薦するような方はいないと思うんです。今回の場合は、恐らくそういうこ

とを知ないから、市長、今ちょっと違ったことをおっしゃったけれども、一昨年ですかね、 40

そこそこの方もこれを受けているんですよ。というのは、消防団で 20年やりますと、例えば

4 0歳でやめても受けられたんですよ、 今まで。実際いました。私の先輩にそういう方いま

したからね。ですから、そういうことになっていると市民は思っているわけです。それが、こ

としから条例の何も改正もなしに急に変わってくる、基準が設けられてくる、このやり方がお

かしいだろう、というふうに申し上げているわけでございます。それで、さらにちょっと申し
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土げておきますけれども、例えば若く今の条例では推薦を受けてもいい、という状況になった

とする。ところが、今年度からの新しい基準によれば、 60歳ですか、男の場合はならなけれ

ばいただけない。留保されるといいますか、そういうときに、例えばその方が若くしてお亡く

なりになったらどうなりますか。確かに死後表彰するということももちろんできますけれども、

結局、その方の今の条例に基づく表彰基準は、満たしているわけですよ。満たしているにもか

かわらず、まあ待ってくれ、あなたがいただくのはあと 10年先ですよ、というようなことに

実際なるわけです。ところが、その聞にお亡くなりになったというような場合に、全くその方

を救済するというとおかしいですけれども、そういう場がなくなってしまうという、そういう

ことも起こるわけで、やはり非常に重要な問題だと思うので、これは本当からいえば、条例を

改正し、規則を改正した後にやるべきであったけれども、ぜひ、そういったことが今後ほかの

分野で起きないように、市長はよく憲法を市政に生かすということをおっしゃっておるけれど

も、これは、まさにその条例とか規則lこないものを、理事者側の思惟で新たに加えたというわ

けですから、これは非常にまずい行政だと思いますので、その点だけ強く指摘を申し上げてお

きます。

2点目、平和公園ですね、これも核兵器廃絶・平和都市宣言ですか、これはいいことですよ

ね、平和ということは非常にすばらしいことで、いいことなんだけども、平和、平和と言って、

口でとなえるだけで、平和は守れるか、そんな簡単なものじゃないと思うんですね。ただ平和

という字を冠した公園をつくる、何とか塔をつくる、何々をつくる、ということだけで、これ

で私は平和市政を全面に出した市長でございます、というのはちょっといただけないと思うん

ですね。さらに申し上げれば、この公園は、初めの固から払い下げを受けた時点では、仮称仲

田公園になっているんですね。仮称仲田公園。市長の今度の広報の文章は、間違っているんで

すよ。仮称仲田緑地と書いてあるんですけれど、仲田緑地は仮称じゃありません。これは現に

仲田緑地でございます。これは。仮称仲田公園なんですね。それがことしの 2月 15日の広報

ですと、市長御存じだと思うんですね。日野スポーツ公園仮称となっているんですよね。また

変わったのかなと思っていると、今度は平和公園でしょう。仮称だからいいといえばいいんで

すけれども、この名前あの名前といろいろ変えたり、さらにとうとう地名はとってしまって平

和公園になる。これどうなんでしょうね、こういうやり方というのは。仮称仲田公園と初めに

つくったんだから、今いろいろ名前を募集しています、とかいうんならばともかく、仮称仲田
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公園は通した上で、できれば平和公園という必前もつけてみたいと思っていますとか、そうい

うことでいくべきだと思うんです。市長、~，かがですかこれ、もう 1 回ちょっと。先ほどの答

弁では余り流れが納得できなかったので、もう一度お伺いをしたいと思うんです。

0副議長(米沢照男君〉 市長。

0市長(森田喜美男君〉 仮称という段階で、確かに私も仲田スポーツ公園という言葉

も使ったことがあります。公園があってその中にグラウンドがある、こういう性格の日野市の

大変財政投資も行~"また、将来にも恐らく市民行事が多数行われる場所になるに違いありま

せん。そういう意味で、ひとつ日野市を象徴できるような名称にいずれ統ーできれば、とこう

思っておるわけであります。

0副議長(米沢照男君〉 馬場弘融君。

08番(馬場弘融君〉 もう一度だけ申し上げておきますけれども、とにかく私ども自

分の地域といいますか、近くなものですから、この問題いつも質問受けるんですよね。そのた

びに説明する内容が変わってくるわけです。ついこの間も実は集会をして、仲田公園のところ

はこうなります、なんていうことを言っているわけです。スポーツ公園ができますとか。まさ

か平和公園という名前がつくとは思わないので、そういう名前は言わないわけですけれどね、

いろいろ誤解を受けると思うんです。ですから仮称でもやっぱり正式な名前が決まるまでは通

すべきですよ。これこの公園に限りませんよ。ずっと通して、今度これになりますとか、ある

いは経過の中で新しいいい名前をつけてくださいと募集するとか、それはいいですけれども、

一応仮称とはいえ、ある段階まで物事が進んでいるときには、列車に例えれば、列車がスター

トするとき途中の駅へ行ったら列車の名前が変わった、終着駅へ来たらまた違う列車の名前だ

った、というようなもので、市民が戸惑います、これは。私どもでも説明lζ困りますので、今

後、こういうことがないようにぜひお願いをしたいということと、何か市長初めに仲田という

言葉ではちょっとというふうな余り自分の意にそぐわない、というようなことがあったんです

けれども、やはり公園のあそこだけしかで、きないんならいいですよ。日野の平和公園でいいか

もしれないけれども、まだまだ一番大きいのはあそこかもしれないけれども、緑のマスタープ

ラン等によれば、まだまだ大きい公園がつくられると思います。そうなりますと、やはり地域

名を打った公園の名前、地域の名前を持った公園、そういうふうにしておいた方がいいと思い

ますので、平和という字はあってもいいですから、やはり地域名もできればつけ加えるように
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検討いただければと思います。一応、以上で終わります。

O副議長(米沢照男君〉 古賀俊昭君。

01 8番(古賀俊昭君〉 5点ほどお尋ねをいたします。

まず最初に南平の都立高校の用地造成工事に伴います擁壁工事のミスについて、補修費 1億

6，869万円を必要としたわけであります。そして、 9月議会では発注をしました日野市土地

開発公社が 3分の 1、 5，660万円、工事を請負いました鹿島建設株式会社が 8，438万円、

設計をいたしまた日本技術開発株式会社、この会社が 2，7 7 1万円をそれぞれ負担をする、と

いう話し合いがついたという報告がございました。その後、今議会までに、この件に関しては、

それぞれ会計上の処理がきちんと行われたのかどうか、処理はどうなったか、についてお尋ね

をいたします。また、それぞれの負担をした三者の金額については、これが最終的に決着を見

たのか、数字の確認も金額の確認もあわせてお願いをいたします。なお、この市が負担をいた

しました 5，66 0万円だとすれば、その金額は日野市のどの会計から最終的には処理をして賄

ったことになるのか、その支出のもとをお尋ねをいたします。まず一つずつ聞いていきたいと

思いますが、よろしいでしょうか。全部聞きますか。

0副議長(米沢照男君〉 まとめてやってくだき t'0古賀俊昭君。

018番(古賀俊昭君) それでは、次に遺跡調査会の使途不明金事件のことについて

お尋ねをいたします。

人は忘れやすいもので、遺跡調査会に使途不明金、森田会長のもとで発生をしたというのも遠

い過去の出来事のようにとかく思ってしまうわけでありますが、これは、今なお裁判が続けら

れている。今、日野市政が抱えている大変ある面で暗い部分を象徴する事件であります。御承

知のように、柳下章氏がお亡くなりになりまして、刑事事件の方は不起訴処分となって、刑

事訴追というのは消えたわけであります。その後民事事件については、第 1、第 3相続人、ま

た、第 2、第 3相続人がそれぞれ相続の意思を明確にする期間 3カ月間というものを間ありま

すので、その間いろいろお考えになったんでしょう。財産の相続権を放棄するという手続が行

われたように今回の行政報告の中に、教育委員会のところに書いてございます。今後、それぞ

れの第 1、第 2、第 3相続人が相続権を放棄したわけでありますので、裁判の推移というのも

新たに展開をされるだろうと思います。この市長並びに遺跡調査会長が行っております民事の

この損害請求、今後どのような形で公判を維持していきたいと、この新しい局面を迎えてお考
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えになっているかどうか。現在なお進行中の問題でありますので、お答えをいただきたいと思

います。

それから、これも 9月議会でお聞きをした問題でありますが、先日 11月の 23日から 11 

月の 25日まで、地域ケアをめぐる全国学術交流集会というのが開かれました。 9月議会の説

明では、これを前例としないということで、市長の判断によって事業費の約 3分のし 10 0 

万円を補助をすることになったという報告がありました。馬場厚生委員長のもとでも、かなり

議論が行われたようでありますが、この事業、唐突にあらわれて実際行われたわけであります

が、私が取り上げました先般の福祉祭りの芸人さんといいますか、何かギターを鳴らすような

人を呼んで 75万円も払うというやり方はどうなのかということで、疑問を呈しました。市長

もそれにおおむね賛同されるような発言もあったかと思いますが、今回のこの同じく福祉協議

会がかかわっております今回の地域ケアの全国集会、これにも講師謝礼として作家の遠藤周作

さんをお願いしているわけであります。講師料 60万円ということであります。私、当日参加

をなさった方にどういうお話をなさったのですか、ということを聞いてみました。お話の内容

は、それぞれ皆さん受け取り方によって差異があると思いますので、内容にとやかく触れるこ

とはいかがかと思います。しかしながら、参加人員については、約市民会館大ホーノレ市長も御

出席なさったようですが、 200人ちょっとだったそうなんです。大変全国集会が 200人余

ということで、数の問題で大会の成否をはかることはできないと思いますが、やはり計画とい

うのは、十分に事前に年度初めから進めて~，かないと、急、に思いついて事業をやるとやはりこ

ういう結果にもなるのかなと思いましたが、この計画書を見てみますと、 200人以上の方は

見えたようでありますが、大変な宣伝費をまた同時に使っております。宣伝費に 56万円、私

どもの自宅にもこのチラシが新聞折り込みで入ってまいりました。ほぼ講師の謝礼と同じ金額

を使って、日野市内 5万枚のチラシを新聞折り込みで配る。また、ポスタ}、パンフレット等

も印刷をして、金や太鼓で集めた割りには、市民の皆さんの関心はいまひとつではなかったか

と思います。日野市の補助金の支出のあり方についても、いろいろ検討等なされておりますが、

市長は、今回のこの 60万円講師謝礼を出してお願いをしたこの地域ケアをめぐる全国大会の

ようなものですね、どのような御感想をお持ちになっているかロこの補助金の支出、また、こ

うした講師の選定のあり方について、行事が無事終わったようでありますので、御感想、をお聞

かせをいただきたいと思います。
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それから、先日一一今、市役所にもたくさん最近また違法なピラがあちこちに張られており

ます。一向になくならないわけでありますが、その書いてあります内容は、いわゆる人事院勧

告の実施とか、年末一時金、いわゆるボーナスのことに絡んでピラが張ってございます。この

市職とは別R:'東京都の職員組合、いわゆる都労連も 11月の 29日に 1時間ストライキを行い

ました。東京都ということで日野市には直接関係ないというふうにお考えになる方もあるかも

わかりませんが、私たちの子弟、つまり子供たちを預かっております小、中学校の先生たちも、

1時間職場放棄をしているわけであります。この職場放棄というのはいt，か悪いか、もちろん

違法な地方公務員法で禁止をされている争議行為でありますので、こうした職員組合によりま

す教職員の違法ス卜が行われる際に、教育委員会としては、どのような対応をなさっているの

か。また、こうした違法な行為を繰り返す教職員の氏名等についても掌握をしておられるかど

うか、その点を確認をいたします。つまり、ス卜の中止を求めるような対応は教育委員会とし

てなさっているかどうか、その点についてお尋ねをいたします。

それから、これは最後の質問になります。このストライキとも若干かかわってまいりますが、

先日、 11月の 29日に首都圏や関西などで、国電を麻捧させる 11月 29日の千葉動労のス

トライキ、破壊活動が行われたわけであります。これには中核派と呼ばれております日本共産

党から分かれた革命的共産主義者同盟、この新左翼の集団もかかわってたくさんの 46人に上

る逮捕者を出しております。ここで大変私たちが驚きますのは、この中に公務員、国鉄職員や

公務員が多数含まれていた、とL、うニュース報道であります。これらの逮捕者は逮捕されて初め

て職場の上司等がそのような活動家が自介の職場にいたのかということで、一様に驚いている

ということが出ております。日ごろはまじめに勤務をする。特にピラを配ったり、ストライキ

で旗を振って大声を上げるというようなことは一切しない。しかし、ーたん指令が出て動員が

かかると出かけていってデモに参加をする。今回は国電等のケーブノレを切るというような破壊

活動に加わっているわけであります。こうした活動を終えるとまた何食わぬ顔をして戻ってき

て職場に復帰をする。たまたま捕まってその管理者、また上司がそれを知るというようなこと

であるようであります。今回の都内の逮捕者の中には、まだ何か完全黙秘を続けている人も多

いようでありますが、これは念のために確認をするだけでありますが、日野市の職員の方の中

に、いわゆる長期欠勤者、もしかすると入っているんじゃなL、かというような対象者というよ

うな方がおられな t，かどうか。いるのか。もしあれば、念のため、それをお聞きしておきます
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ので、お答えをお願いしたいと思います。以上です。

O副議長(米沢照男君〉 助役。

0助役(赤松行雄君) 1点目と、最後の同時多発ですか、 1 1月の 29日の件に

つきましてお答え申し上げたいと思います。

まず第 1点目でございますけれども、擁壁の工事、思わないところのミスが生じまして、 1

億 6，876万というふうな工事費が新たに要するに擁壁の補強のために金がかかるわけでござ

いますけれども、これについての処理でございます。鹿島建設が 8，438万ということで、 2

分の lの負担がそれぞれ負担という支払い関係は終わっております。精算が終わっております白

それから、日本技術開発でございますけれども、現場の工事管理とか、設計とか、あるいは測

量、とこういう面を担当したわけでございます。これにつきましては、総額工事請負費、ある

いは委託金額含めて 8，3 0 0万ばかりでございますけれども、これの 3分の lの負担を求める

とt¥うことで、話はきちっとついております。ただ精算がまだされていませんのは、先ほど鎮野議員

さんの御質問の中で申し上げたとおり、 32号線、 33号線、それから藤三郎といいましても新し

く高校用地の造成地部介の藤三郎の道路でございます。この 3路線の市へ引き渡すところの今、

最終的な測量をしております。大体お金にしまして 150万ばかりの委託費用でございますけ

れども、この 12月の 15日で終わります。そうしますと、日本技術開発と日野市との中で 3

分の 1、 3分の 2の要するに負担関係が精算されるわけでございます。まだ日本技術開発につ

きましては、 3路線の最後の測量という最終の仕事が残っていますので、この 15日には測量

が終わります。そこで、両方 3分の 2、 3分の lの負担を日本技術開発から求めるということ

でございます。それで、鹿島と日本技術開発の負担の合計が 1億 1，209万4，000円とこうなるわけ

でございます。そうしますと、開発公社の負担は、おっしゃるとおり 5，6 6 6万 6，0 0 0円と

相なるわけでございます。これにつきましては、全額工事を担当し、あるいは設計を担当し、

工事管理を担当した面で負担させるべく、いろいろと努力したわけでございますけれども、な

かなか世聞にはそのような状態はないようでございます。例え開発公社で 5，0 0 0万負担しま

しても、処理の方法としては他市で処理している現状からみますと、現実的には、私、口はぱ

ったいですけれども努力した面も評価していただきたし¥こう思うわけでございます。 5，600

万円の負担につきましては、開発公社の中の当面は利益剰余金を取り崩しまして、これに充てて

まいるということ、それから開発公社の運営の中では、もう既iζ諸経費の節約もいろいろこれを
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やはり負担するという意味合いで諸経費の節減も努力しております。それから開発公社で持っ

ている土地のいろいろと市以外のところで臨時的に貸してほしいという需要が多うございます。

それらにつきましでも、今までは市と関係があるということで、地代等を徴収しておりません

でしたけれども、今後は応介の使用料を取るというふうな形で、開発公社の運営を緊縮化しま

した中で、これらの出費に充てていきた~ ¥0 当面は開発公社の中にも 10億程度の利益剰余金

がございます。その一部をこれに充てて市には御迷惑をかけな~ ¥0 長期的にはそういう運営を

合理化し、緊縮化しました中から要するにこのマイナスを生み出して~¥く、というふうに運営

を切りかえたわけでございます。以上でございます。

それから、一番最後にございました三里塚闘争等で、おっしゃるとおり、郵便局員が 2人い

たとか、地方公務員がいたとかいろいろでござしぜすロおっしゃるとおり、逮捕されて初めて手

ぬぐいというか、タオノレというか、はがしてみたらそういう教員がいた、とかいうふうなこと

でございます。自治省の方からもこれらについての注意、いろいろ来ています。市では、それ

らに沿ってあれしていますけれども、全然、それに該当する職員だとか、関係する職員はいな

~\そういう状況でございます。

0副議長(米沢照男君) 教育次長。

0教育次長(小山哲夫君〉 御質問の第 2点目のいわゆる遺跡調査会の使途不明金をめ

ぐる今後の民事裁判の対応は、どういうふうに遺跡調査会、あるいは市側は対応していくのか、

という御質問に対しましてのお答えをさせていただきます。

御存じのとおり、この使途不明金に関しましての民事裁判につきましては、遺跡調査会を原

告といたしまして、柳下章氏を被告人とし、昭和 58年 7月21日、地方裁判所八王子支部

に対しまして 2，1 2 2万 3，1 2 4円の損害賠償を求めてまいりました。柳下 章氏が本年 4月

3 0日の日に死亡いたしましたけれども、その問、 8回の公判を開いてまいりました。なお、

その中で、柳下章氏がいわゆる横領したと自認をし、供託をいたしました 169万 1，33 3 

円というお金につきましては、その問、いわゆる損害賠償金の一部という形の中で、これを払

い下げまして、遺跡調査会の弁償金の一部に充当した、という経緯がございます。しかるに 4

月30日の日花柳下章氏は亡くなられました。そこで、先ほども御質問がございましたとおり、

我々といたしましては、今後の裁判につきましては、その被告人の相続人でありますところの

第 1、第 3相続人、つまり妻子でございますけれども、これに対しましての裁判を継承するよ
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うに依頼をしてまいりましたけれども、これに対して第 1相続人は放棄をした、という経緯が

ございます。そこで、先般 11月 22日の日に第 11回目の公判が聞かれたわけでございますけ

れども、その際には、いわゆる第 2、第3相続人でありますところの兄、 妹に対しましての裁判

の継承をお願いしましたところ、これまた第 2、第 3相続人も放棄をするというふうな形で相

手側の弁護士から、それに対しての報告がなされ、これが受理されたわけでございます。なお、

その際に、結果的には被告人がいなくなり、そして、それを受ける相続人がいなくなってしま

ったということで、裁判を争う相手がいなくなってしまったわけでございますけれども、民法

951条の規定によりますと、これらの相続人がいなかった場合には、第三者がいわゆる法人

組織をつくって、その中に財産の相続管理人これを選定いたしまして、そして被告人並びに相

続人にかわって被告人の財産を処理する、処分する、そういう権限がある法人組織をつくるこ

とができる、という規定がございます。それに対しまして、原告側として、その第三者である

法人組織をつくって対応する意思があるかどうか、というそういうふうに裁判官から申し出が

あったわけでございます。我々といたしましては、遺跡調査会が、この損害賠償を提起してい

るわけでございます。私個人としても出席いたしましたけれども、私個人の意思では、決定い

たしかねます。当然、理事者並びに遺跡調査会の役員等の意見も必要でございます。また、弁護

士がおるわけでございますので、専門的な立場からの弁護士の意見も必要であろうかと思いま

す。そういった意味で、一応、これにつきましての回答は、しばらく時間を猶予してほしいと

いうことで、先般の第 11回目の公判につきましては、中断をされたということがございます。

そこで、我々といたしましては、今後のいわゆる第三者の法人組織をつくるかどうかというこ

とにつきまして、いろいろと検討を進めてきたところでございますけれども、先般 11月 25 

日というふうに記憶をしておりますけれども、地方裁判所八王子支部の裁判官から私どもの代

理弁護士であります 2人の弁護士に対しまして、被告人が死亡し、そしてまた第 1、第 2、第

3の相続人がいなくなってしまった現在において、結果的には裁判を継承することについては、

仮に争ったところで第三者法人をつくったとしたところで、究極の目的であるいわゆる損害賠

償を被告人から請求したところで、これが果たして現実問題として、受け取れるかどうか、と

いうふうな問題がありますので、できることならばこの裁判につきましては、原告側の方とし

て取り下げの方向で検討してまいりたいというふうな強い勧告を受けたわけでございます。我

々といたしましでも、弁護士と十分に相談をし、これに対する対応策をいろいろと検討してま
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いりましたけれども、やはりそういう柳下章氏が死亡し、相続人がいなくなってしまった。

しかも、柳下 章氏の財産等を勘案するところほとんど財産もないんじゃなかろうか。しかも、

これ以上争ったところで、究極の目的である、いわゆる損害賠償というものが実際に市側の方

に返ってくるのかどうか、大変これは危ぶまれる問題である。そういう意味で、やはり裁判官

の方の強い勧告を受けて、やはり取り消さざるを得ない状態に来ているんじゃなかろうか、と

いうことでございます。私どもといたしましては、遺跡調査会が一応告訴しているわけでござ

いますので、 11月 26日の日に急速遺跡調査会の役員会を開きまして、それぞれ役員等の御

意見を承ったわけでございますけれども、裁判官の方での強い勧告を受けて、取り下げをする

こともやむを得ないだろうというふうな結論に達しました。理事者の方にも顧問弁護士からそ

れらのお話が行っているかと思いますけれども、 12月 13日の日が第 12回目の公判でござ

います。その際、裁判管の方からその勧告があろうかと思いますけれども、その際には、これ

を受けざるを得ないではなかろうか、というふうに私どもは考えておるところでございます。

以上でございます。

0副議長(米沢照男君〉 福祉部長。

0福祉部長(高野 隆君) 第 3点目の地域ケア全国学術交流集会についての御質問が

ございました。この集会につきましては、日野市の難病検診が第20回、 10周年を迎えたとい

うことを記念いたしまして、地域ケア学術交流集会実行委員会を主体とする集会が、 11月23

日から 25日までの 3日間市民会館及び市の庁舎を使って交流集会が持たれました。これにつ

きましては、まだ詳細な報告を聞いておりませんけれども、参加者といたしましては、北海道

から沖縄まで多種多様な学術者、あるいは研究者等の集会として内容的にはかなり盛り上がっ

た熱のこもった集会であった。また、 24日の日におきましては、文学者の遠藤周作氏を呼び

まして、講師料 60万円をお払いしたわけでございますけれども、 「一患者の願Lリと題する

講演が行われたわけでございます。雨の中でございました関係もあろうかと思いますけれども、

約 25 0名程度の、あるいは 300名程度の参加者かと思いますけれども、参加いたしました。

その後報告はさらになされると思いますけれども、中間報告として、このような集会として一

応質ともに量的にはかなり宣伝を活発にいたしましたけれども、その割りには集まらなかった、

と御指摘がございましたが、そのようかもしれませんが、質的にはかなり内容のある集会が持

たれた、という報告を聞いております。
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0副議長(米沢照男君〉

O教育長(長沢三郎君)

答えをさせていただきます。

教育長。

第 4点目の教職員のスト関係の問題について、私の方からお

御指摘のように、 1 1月の 29日の目、都労連規模におきます人事院勧告の完全実施並びに

年末手当要求の実現とこういうことで 1時間規模のストライキが実施されたわけでございます。

教職員の場合には、一応、この問題につきまして、勤務時間終了 1時間前の職場集会、こうい

うことで各学校ごとにそれぞれ 3時 15分から 4時 15分までの 1時間の集会を持ったわけで

ございますけれど、時間が早朝であれ、午後であれその勤務時間内の行動でございますので、11月

26日の日に教職員の服務基準の確保についての通達、これを各学校長の方に流しまして、当日

の行動については、十分とにかく指導をして、そういう行動に入らないように、というような

通達は出してございます。なお、当日の状況でございますけれど、約4割の教職員 327名が

職場集会の方には参加しておりますけれど、この氏名等につきましては、当然これストライキ

という形で、東京都一本としてとらえられますので、 1時間の賃金カット等が個人に行われる、

という観点からいきまして、氏名の方については、全部調査し、それから挙がっております。

以上です。

O副議長(米沢照男君〉

O市長(森田喜美男君〉

市長。

私から 2点についてお答えをいたします。

遺跡調査関係の今日の刑事訴訟に関します状況、これは今、遺跡調査会長からお答えをした

とおりでございます。大変不幸なまた確かに暗い事件でございますことを、これまでも重々反

省をいたしておるところでございます。先日、代理弁護人の方の意見もお伺いいたしました。

おおむね会長がお答えをした状況でございますし、私もこれはもう不幸な事件でございました

けれど、終結を図るべきではなかろうか、このように考えております。それから、 9月議会で

御指摘をいただきました今福祉部長の一応の答弁を行っております地域ケア学術交流集会のこ

とにつきましては、当事者の主催者の報告というのはこれから出されると思っておりますが、

特殊な分野でもございますから、地域の活動、運動としては、成果があったというふうに聞い

ておるところでございます。そして、遠藤周作さん、確かに私どもも後援者としてほかの所用

がございましたものですから、聞くことができませんでしたが、なお、今後の日野市における

地域ケア研究所、ここにかかわっていろいろなアドバイスをされる。また、御本人もそのよう
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な計画を持っておられたということが今回一致できた、このように伺っております。何らかの

また活動並びに成果があるものだろうと期待をしたい、と思います。

O副議長(米沢照男君〉 古賀俊昭君。

01 8番〈古賀俊昭君) それでは再質問少しだけ行います。

都立南平高校の造成工事に伴いますいわゆるコンクリー卜の擁壁工事のミスについては、鹿

島建設については、工事の完了とともに話し合いがついた後精算を終えたということでござい

ますので、それはいいと思いますロ私どもが当初から市側、つまり土地開発公社では一切市は

負担するつもりはない、毛頭そのような考えはない、という発言を繰り返しておられましたか

ら、本来この土地開発公社で負担をいたします。 5，6 0 0万円についても、非常に不満であり

ますが、今、都立高校の建物が、姿を現実に我々見ることもできる状態になってまいりました。

一つの事態がここで決着を見るということで、承服せざるを得ないと思うんですが、今、聞き

ますと、日本技術開発、つまり工事の設計を行いました設計監理のこの会社については、話し

合いはついているけれども、まだお金の支払いは行われていな~¥，ということでございました。

理由は、まだ仕事をやっているからということでありますが、間違いなしその仕事が終われ

ばその話し合いの内容に従って、きちっとお金が支払われるかどうか、その負担をすることに

間違いはないのかどうか、まだ何かその平行線の部分が残っているのかどうか、その辺をもう

一度確認をいたします。それから、あとは土地開発公社の会計については、余剰j金で処理をす

るということで、内部努力をしながら、この損害については、厳しく受けとめていくというこ

とでございましたので、この点は結構でございますが、こういう事態を二度と繰り返さないよ

うに、再発を防ぐような意味からも、厳しく土地開発公社、市側においては対応していただき

たL、。このように思います。

それから遺跡調査会のこの使途不明金事件にかかわる訴訟問題、今いろいろ遺跡調査会長並

びに市長のお話を聞きますと、事態は非常に私どもどういう結論が出されるかなということで、

非常に注目をしておりましたが、思わぬもと事務局長の柳下さんの病死ということで、このよ

うなことになってきているのだと思います。だとすれば、市長は今終結を図りたいということ

をおっしゃっておりますが、それでは、この損害を受けました今訴訟を起こしておりますいろ

いろ金額については、見方はあるわけですが、とにかくこの告訴を行っております金額2，122

万 3，000円、この損害請求については、最終的にはだれが負担をすることで、今市長が言われ
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るような終結を図るのか、決着を見るのか、その点確認をしたいと思います。なお、次の公判

で、八王子表裁からの日野市の顧問弁護士あての取り下げの勧告を受けるかどうか、まだ決定

はしておられないようなんですが、しかし、その方向にあるような今御答弁でございました。

あわせてこの決定を受けて市長の前会長でございますから、もうこの辺でこの問題は終わりに

したいとおっしゃるのであれば、この損害金額については、具体的にどうされるのか、具体的

にもう一度お聞きをいたします。

それから、地域ケアのこの行事につきましては、今市長は市が取り組むべき事業の中に含ま

れるといいますか、考え方lζ沿ったものだというようなお考えだと思います。肯定的にとらえ

ておられましたが、少なくとも市の補助金を使って、しかも 3分の 1の高率高額補助を行うわ

けです。前例としないということでございましたが、やはり、ただ会はおおむね成功したから

いいということではなくて、まずは補助金のあり方についても、今回のこうした事態を二度と

繰り返さないようにお願いをしておきます。また、内容につきましても、先ほど申し上げまし

たが、講師とそれから宣伝費これだけで 100万以上のお金が使われているわけです。約120

万のお金が使われている。こうした事業にはお金はかかると思いますが、内容の点についても、

日野市が後援をしているわけでありますので、今回はまた 10周年でありますので、 1 5周年

があるか、 20周年があるかわかりませんが、十分にそうした点を生かして、こうした事業、

あらぬ批判を受けぬように十分注意をしていただきたい、このように思うわけであります。

それから、教職員のストライキについては、職員の服務基準ということを各学校に通達とし

て伝え、ストライキには参加をしないように、と~，う手続だけは一応教育委員会としてはされ

たようでありますが、実際には、私たちの日野市の子供たちを学校で預かっている先生たちが、

300人以上もこうした違法なストライキに参加をするということであります。いわゆる人を

教える立場にある教師が、こうした違法なストライキに公然と参加をするということは、やは

り異常なことだと思います。つまり正常ではない、いろいろな学校の問題もありますが、やは

り先生方がみずからやはり法律は守る、決まりはきちんと遵守する、そうした姿勢をこうした

ときにやっぱり見せなければ、教師の指導力というものも期待できないと思います。特lζ先日

2 0日だったと思いますが、日教組の統一ス卜、教職員組合の統一ストライキをあおったとし

まして、槙枝元文前日教組委員長、また都教組の前委員長に対する有罪の判決がありました。

懲役刑が言い渡されております。執行猶予 1年ということでありますが、一審の罰金刑を破棄
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をして、東京高裁でこうしたきちんとした控訴審の判決が出ております。特にこの判決理由の

中でも、教職員のストは児童生徒の徳育面などに悪影響をもたらすもの、ということが書かれ

て述べられております。厳しくつまり先生たちに反省を迫っているわけであります。そうした

中で行われた今回のストライキであります。東京都のこれは対応ということを待たなくてはい

けないわけですが、ストライキを禁止をした現行法が、現にきちんと存在をしている。そうし

た中で最高裁等の判決もストライキを禁止をした法律は合憲である、という判決の積み重ねは、

今まで行われ定着をしているわけですね。もう議論の余地はない、ということだと思います。

ですから、違法行為はきちんと罰せられなければならないと思います。学校現場でのこうした

違法行為が、今後放置されることのないように、教育委員会として厳正に対応していっていた

だきた~ '10 場合によっては、氏名の公表等も含めて、日野市広報へ載せてもいいと思うんです。

そうしたこと可能でございます。きちんと対応していただきたい。ただ通達を出しましたから

ということで済む問題ではないと思いますので、今後こうしたストライキが予告して行われる

わけですね。現に今 29日に行われたということでございまして、今後の取り組みをもう一度

ここで確認をしてみたいと思います。

それから、この 11月 29日の東京の国電、大阪の国電を破壊をいたしましたこの過激派の

行動については、これに加担をした日野市の職員の方はいない、ということでありますので、

これは大変幸いなことであります。民間会社よりも、こうした地方公務員、国家公務員の場合

もそのようですが、非常に職場管理がある面ではノレーズだということで、事態が初めて発生を

して管理者が気づく、というようなことも多いようでありますので、日野市にも過去の活動歴

がある方もいらっしゃるようでありますので、きちんとした対応をここでお願いをしておきた

いと思います。この過激派の破壊活動いろいろスローガンは挙がっておりましたが、一番の眼

目は、千葉動労が掲げておりました国鉄の分割民営化反対ということで行われたストで、破壊

活動であります白日野の日役所の中にも国鉄分割民営化反対というピラがたくさん張られてお

ります。日野市の職員の方と国鉄分割民営化がどうかかわってくるのかよくわかりませんが、

今市長の管理をしておられる人事管理の最高責任者として市長が見ておられる職員の人たちが、

現に市役所の中にピラをたくさん張っております。国鉄の分割民営化というのは、もはや議論

の余地のない、ここまで国鉄がくればこの方法しかないということで国鉄管理委員会等が今非

常に困難な状況の中で、取り組んでいるわけですね。今国鉄の赤字というのは、御承知かと思
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いますが、 58年度で年間赤字が 1兆 6，500億円、実質的な赤字はこれに補助も国から受け

ておりますので、 2兆 3，000億円、国鉄は毎日 65億円赤字を垂れ流しているわけです。こ

うしたことをどう打開するか。国鉄はあと 10年すればこのままなら死んでしまう、というこ

とも言われております。年間これだけ、 2兆円の赤字を抱えて、今瀕死の状態にある国鉄の改

革に反対をするという職員の方が、たくさん日野市役所の中にはいらっしゃるようです。その

ピラの撤去も行われていない。市長は国鉄の分割民営化に市長としてのお立場でもまた個人と

してでも結構でございますが、この国鉄分割民営化には賛成なのか反対なのか、参考までに伺

っておきたいと思います。

0副議長(米沢照男君〉 助役。

。助役(赤松行雄君〉 第 1点目の再質問、御質問の中にございますように、鹿島建設

とは擁壁の補強工事というものの半額というもので、要するに市側からの支払いを半額にした

という支払いで、精算が終わっております。それから、日本技術開発の方とは、 1 1月いっぱ

いということで'¥ 3分の 1の請負った総額の 8，400万ですか、 8，3 0 0万ですか、これの 3

分の lを要するに日本技術開発が持つという約束が、 10月の 31日、日本技術開発の幹部との

中に成立しておるわけでございます。ただ、今あと 15日までお待ちいただきたいといいます

のは、 3路線の最後の測量がまだ終わっておりません。 150万程度の工事でございますけれ

ども、はっきり確定してからその総額の 3分の 1を 10月31日の約束に沿いまして、日本技術

開発が支払t¥要するに市から 3分の 2を支払う、総額の確定を待って精算がされるわけでご

ざいますので、もう 1週間といいますか、 1 5日、月半ばまでお待ち願いたい、こう思うわけ

でございます。間違いなくそういう約束で精算がされるものでございます。それから、御注意

を受けましたように、再発の防止に十分気をつけまして、厳しく対応していきたいと思いますロ

5，600万の開発公社の負担というものが、図らずも出てまいったわけでございますけれども、

内部的な努力で穴埋めをしてまいりたい、という決心を固めておるわけでございまして、理事

の方にもいろいろといろんな不便をかけております。それから、いろんな公社の支出面におい

ても、とるべきものは徴収する、こういうふうなことで対処してまいる。当面は内部別益剰余

金を取り崩して 5，60 0万円に充ててまいる、こういうことでございます。

0副議長(米沢照男君〉

O市長(森田喜美男君〉

市長。

2点自につきましての御質問にお答えをいたしたいと思いま

F
h
d
 



す。遺跡調査会の使途不明金のことにつきましては、大変残念な経路をたどったわけでござい

ますが、結論といたしましては、不納欠損処分をすることではなかろうか、このような見解で

ございます。

それから、国鉄の民営化に対する私個人の見解ということでございますが、私の国鉄に対し

ます長い間旅行するためにもお世話になってもおるわけであります。やはり感情としては、国

鉄として健在に残っていただきたい、このように思う面もございますロ以上です。

0副議長(米沢照男君〉

O教育長〈長沢三郎君)

教育長。

第 4点目の教職員のス卜関係につきまして、今後の教育委員

会の取り組みも含めて、しっかりした意思を示せということでございますが、今回のストライ

キの場合もそうでございますけれど、一応、教職員組合といたしましては、児童生徒の授業に

支障がないように、ということを前提にしながら放課後 1時間のストライキを実施した。しか

し、放課後といっても、勤務時間の中にあることはこれは事実でございますから、先ほど申し

上げましたように、当然参加者については、氏名を教育委員会に報告し、都教委の方向での賃

金カット、こういうことが先に行って行われる、そういう順序を踏む形になるわけでございま

すけれど、いずれにいたしましでもこの賃金とか、勤務条件、こういうものに関しての交渉と、

これらの問題を今後どういう形で進めていくか。確かに教職員の今置かれている現状というこ

と、これは学校教育に対するさまざまな問題がいろんな角度から指摘され、新聞紙上等に連日

のように訴えられている。そういうさなかでもございますし、当然、今後組合運動を進めてい

く時点におきましても、世論の支持というもの、これを抜きにして、ただ、がむしゃらに自分

たちの主張だけを押し通していくということは、かえって組合運動そのものを、将来後退させ

て~"¥く、そういう観点にもなりますので、十分それらの点につきましては、今後教育委員会と

しても指導していくように努めてまいりたいと思います。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。

まず今の教職員のストライキにつきましては、厳しく対応し

ていただけるような今御答弁がありましたので、期待をしたいと思いますが、いずれにしまし

でも、日教組という組織は、今組織率が 50%を劃る。教師は聖職だという議論があるかと思

えば、いや労働者だという議論の平行な部分もあるということで、組識的lζはかなり、共産党

系、社会党系がかなり入り舌はして、いろいろな確執があるようであります。特に今校内暴力と
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か、いじめとか、そういう学校また教師、そうしたものに対する世間、父兄、父母の目という

のも、随分厳しくなってきている状況にありますので、大っぴらにはストライキはできないけ

れども、、放課後児童生徒が帰った後、こそっと隠れるようにやる、というのも先生方の今の

こういう世相を物語っていると思いますが、やはり子供たちに規則やまたノレールを教える、と

いう立場がやはり先生方には当然まずお手本を示す、そうした考えというものをきちんと持っ

ていただかなくては困るわけですので、そうした児童生徒'の徳育面に悪い影響を与えるような

先生の行為というものについては、厳しく教育委員会において今教育長がお話しになりました

ように、対応を行っていただきたl¥0 教職員のこうしたストが学校の現場で行われないように

お願いをしておきたい、と思います。

次に遺跡調査会の使途不明金の問題について、私も最近は余り議会でこの問題については議

論がされなくなりましたので、最初に申し上げましたように、いろいろ日常いろいろな問題に

かまける、また新たな問題に取り組んでいくということで、とかく過去のこととして忘れがち

なんですが、ここで非常に事態はまた新たな重大な局面を迎えた、というように思います。今、

市長は東京地裁の八王子支部の意見、勧告を受けて、遺跡調査会としては、告訴を取り下げる

といいますか、要するに裁判ではこれ以上争わない、ということを決めるという方向を今示唆

されました。それを受けて市長は不納欠損としてこの使途不明金については決着をつけたいと

いうことでありますが、金額が非常にでかい。しかも責任関係も明らかで、ある。百条調査委員

会まで議会に設置をして、この問題究明lζ努めたわけであります。不納欠損として済ませると

いうことで、果たしていいものかどうか。やはりだれかがきちんとした責任をとらなくてはな

らない。特にこうした組織機構の中にあっては、やはり職場もそうですが、一つの方針という

ものが発せられれば、きちんと下部までそれが伝わってL吋、そして市役所の中でその方針に

基づいてすべての皆さんが統ーした行動ができる、そうした職場でなくてはならないと思いま

す。同時に何か問題が起これば、責任はきちんと上の者がとる、責任をとるべき立場にある人

が、その責任についてはちゃんととって l¥く、その責任を果たすということがあって、初めて

組織の機構、また秩序そういったものが保たれると思うんですが、とにかく亡くなりましたか

ら、欠損、いわゆる損害金として、このお金はどうしようもありませんということで済ますこ

とによって、市役所の中に、ある意味ではまた悪l¥慣例lをつくってしまうのではないか、やは

り責任というものは、きちんとだれかとるべきだと思いますが、市長はあくまでやむを得ない、
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これで処理をする以外にないんだ、ということで、不納欠損というやり方で、この問題をうや

むやに終決を図ろうとしておられるのかどうか、もう一度確認をしたいと思います。お願いし

ます。

0副議長(米沢照男君〉 市長。

0市長(森田喜美男君〉 今までの経過で御承知のとおり、請求を法廷において求めて

まいったわけでありますが、相手が存在しなくなったという今日の状況でございます。そうな

りますと、公的な処理としては、お金がどこに帰結するか、ちょっとはっきり今わかりません

が、不納欠損という、つまり求めても求め得られない結果になりますと、不納欠損という処分

があるんではなかろうか、こういうふうに申し上げておるところでございます。それから、責

任者としてのいわゆる今までも申してまいっております道義的責任、これはまた私自身のこと

でもありますので、金額でどうこうということじゃもちろんありませんが、一定の市民に対す

る表現はしなきゃならない、このように思っております。

0副議長(米沢照男君〉

018番(古賀俊昭君〉

古賀俊昭君。

欠損金額としては、かなり高額のものだと思いますね。 2，000

万以上。柳下さんはもう病気でこの世にいらっしゃらなt¥0 裁判を通じてのの返還というのは

法的には困難な状況になったというのはわかります。しかし、当時の市長は、遺跡調査会の会

長として、やはり今道義的な面での責任は感じる、何か考えるというようなお話もありました

が、やはり物理的な損害を与えたことについても、きちんとした当時の会長としてのお立場と

いうのは鮮明にされるべきだと思います。あくまでこの 2，000万以上のお金については、や

むを得ない損害金だということで、そういうことも御自身のお考えとして決定しておられるか

どうか、もう一度確認をいたしますo tだいろいろ検討なさるかどうか、もう一度お願いをい

たします。

0副議長(米沢照男君〉

O市長(森田喜美男君〉

O副議長(米沢照男君)

市長。

今のところそう考えておるということでございます。

古賀俊昭君。

01 8番(古賀俊昭君) 遺跡調査会長にお尋ねをいたしますが、先ほど法律の一つの

手続として、民法の規定を述べられました。つまり第三者の法人組織をつくって、いわゆるそ

の被告人の財産を管理してt¥く、ということだと思いますが、現実にこれを放棄された理由と
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いうのは、この方法をとらないということであると思いますね。今、八王子支部の地裁の弁護

士あての取り下げの勧告を受けることを遺跡調査会の会合でも今決まったというような御報告

がございました。ということは、この民法の規定によるいわゆる弁償の方法については、これ

も同時に検討はしたけれども、放棄をしたということでございます。もう一度確認をいたしま

す。

0副議長(米沢照男君〉 教育次長。

0教育次長(小山哲夫君) 先ほどもちょっと私からお答えをいたしましたけれど、要

するに相続人がいなかった場合の法律的な措置としては、民法 951条の規定によりまして、

被告人並びに相続人にかわって第三者機関が法人をつくって、そして、そこに財産の処理をす

る管理人を定めて、そして、被告人の財産を管理、処分する権限があるということでございま

す。それをしからば原告側の方で、実際に実行するのかどうか、それに対しましての先般の11

月22日の日には裁判長の方からそれに対する質問を受けたわけでございます。それを受けま

して、我々といたしましては、遺跡調査会の方として、この問題につきましては、告訴をして

いるわけでございますので、当然のことながら遺跡調査会としての意思表示をしなきゃいけな

い、そういう意味で 11月 22日の裁判におきましては、中断をし、検討の期間を与えてもら

ったわけでございます。そこで、我々の方といたしましでも、さらに 11月の 25日の日に裁

判所の方から私どもの弁護士に対しまして、被告人がいなくなってしまった。相続人もいなく

なってしまった。しかし財産等の柳下氏の状況を見ますと、なかなか財産もほとんどないんじ

ゃなかろうか。したがって、そういう財産借款の法人組織は、法的には残されておるけれども、

現実問題として、損害賠償金を請求した場合に取れるかどうか、という問題がある。恐らく取

れないんじゃなかろうか。そういうことからするならば、むしろ裁判官の方としては、宣告は

できないものの、それを取り下げるための勧告はする権限がございますので、そういう強い勧

告をうちの方の弁護士に対して、裁判官がなされたわけでございます。それを受けて11月 26

日の日の遺跡調査会役員会を急速開きまして、各委員の意見を求めたところ、万やむを得ず遺

跡調査会の方としても、こちらから積極的に取り下げるんじゃなくて、裁判官の方の勧告、そ

れから現実問題として、法人組織をつくったところで、損害賠償金を求めることは現実の問題

として不可能じゃなかろうか、そういう認識に立ってやむを得ず、この問題については、裁判

官の勧告を受けて取り下げるのもやむを得んだろう、そういう見解に達したということでござ
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います。

0副議長(米沢照男君〉

01 8番(古賀俊昭君〉

古賀俊昭君。

第 1相続人である配偶者や子供さんですね。それから第 2相

続権者の兄弟、こうした皆さんが放棄をされたということは、現在、今相続が可能である財産

の価値と損害請求を受けている額とのやはり比較というものも、当然、専門家等においてお願

~ ¥されただろうと思うんです。比較を検討されたと思います。個人のいろいろプライパシーに

わたる問題ですので、どうかと思いますが、やはり取り下げもやむを得ないだろうということ

は、つまり現在仮に第三者の法人をつくって、被告人の財産を管理するという方法をとった場

合でも、実際 2，000万以上の損害金を取ることは不可能だ、というその辺のきちっとした詰

めも調査といいますか、代理の弁護士を通しておやりになったかどうか。それから遺跡調査会

の会合を開いて、取り下げも万やむを得ないだろう、という結論を得たということでございま

すが、その遺跡調査会の会合で、この請求しております 2，000万以上の請求金額については、

じゃあどのように処理をするかというお話はなかったのかどうか。その損害を受けている金額

については、どのような補てん、また回収の方法があるか、という議論はなかったかどうか、

もう一度お尋ねをいたします。

0副議長(米沢照男君〉 教育次長。

0教育次長(小山哲夫君) それでは私の方からお答えをいたします。

第 1点目のいわゆる損害賠償金に対して、柳下章氏に今後いわゆる第三者組織をつくって

損害賠償を求めた場合に、果たしてそれに対する柳下氏が持っている財産、それでもって賄え

るかどうか、という問題につきましては、一応、いろいろと弁護士の方にも相談をし、それに

対する見解も求めたわけです。柳下章氏につきましては、個人的な問題でございますので、

個々についての具体的な問題については、ちょっと答弁を避けますけれども、とにかく柳下

章氏は、家屋敷もすべて売り払っておる、という客観的事実もございます。それから、相当裁

判に関しましての経費も使っておるということもございます。それから、もう一つは、先ほど

ちょっと触れたんですけれども、柳下章氏が、いわゆる着服、横領したと称するお金につい

てのいわゆるこれを市の方に返したい、というふうな申し出があったんでございますけれども、

当時はいろいろと刑事事件が解決してない段階においての申し出があったわけでございますの

で、受け取らなかったんですが、それを供託したわけでございますが、その供託したお金も、
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一応、私どもとしましては、一応、これをおろして損害賠償金の一部に充当している、という現状

もございます。それから、もう一つは、やはり柳下章氏が亡くなって、そして第 2、第 3相続

人がすべての財産を放棄しているということは、恐らくマイナスになるだろうというそういう

考え方があって放棄したんじゃないだろうかというふうに受け取るわけです。そういうことを

客観的に総合的に考えた場合に、第三者機関の法人をつくって、対抗しても究極の目的である

損害賠償金をいただけることは、まず不可能だろうという、そういう見解でございます。それ

から、第 2点目の役員会におきまして、その損害賠償金の回収問題、遺跡調査会としてどうい

うふうな今後対応するか、という問題出てたかどうか、というような問題だと思いますけれど

も、これにつきましても、そういうふうな問題が提起されました。これに対しましての遺跡調

査会としての対応側の問題でございますけれども、遺跡調査会としては、一応、今回の事件に

つきましては、御承知のとおり、昭和 52年、 53年、 5 4年の過去 3カ年聞における遺跡調

査会の事務上における、いわゆる使途不明金という事件が起こったわけでございます。そして、

この使途不明金のお金の所有者はだれかといえば、ほかならぬ原因者から預かったお金でござ

います。したがって、原因者のお金を要するに本来の目的である遺跡調査以外の目的に使った

ということだと思います。この遺跡調査会の原因者からいただいていますお金につきましては、

個々の精算は既に終わっております。したがって一応形としては精算が終わった形になってお

ります。しかし、その精算が終わった後において、この事件が発覚したわけでございます。し

たがって、その原因者がこの事実を知り、そして、遺跡調査会の方に対して、いわゆる精算金

の損害賠償金の請求するという権限が法的にございます。この損害賠償金の精算金に対する請

求権というのは、事件が発生してから 10年間あるわけです。したがって、まだ原因者の方か

ら精算金に対する請求をする権限が残っております。したがって、我々といたしましては、そ

れに対して原因者が、具体的に遺跡調査会に対して請求をしてきた場合におきましては、その

客観的事実を認めた場合には、損害賠償として相手方に払わなければならない義務が生じてま

t ¥ります。その場合におきましては、遺跡調査会は、あくまでもいわゆるその資金を生み出す

能力のないいわゆる任意団体でございます。したがってお金はありません。その場合には、当

然のことながら遺跡調査会といたしましては、一般会計の方からお金をいただいて相手方にお

返ししなきゃならない、こういう義務が生じてくると思います。以上でございます。

0劃議長(米沢照男君〉 古賀俊昭君。
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01 8番(古賀俊昭君〉 本来、その原因者の方から仮に損害請求がなくても、市が行

った、遺跡調査会が行った精算という行為は、行政行為は間違っていた、ということははっき

りしているわけですね。本来は訂正しなくてはいけないわけですね。しかし、本人から別に伺

も言ってこなければ、それで済むという場合もあろうかと思いますが、やはりこれだけ問題が

大きくなった以上は、きちんとやはり精算のやり直しということも一つは考えられていいと思

います。しかし、その場合には、損害金というのが当然市の方に発生をするわけです。その場

合の金額については、今、先ほど今度は市長がおっしゃった不納欠損としての取り扱いという

考え方になってくるんだと思うんですが、この問題、今後そのようなケースが、つまり損害請

求を求める訴え、また、市の方iζ対する遺跡調査会に対する要求が原因者からあった場合に発

生をするというのが、現実の姿だろうと思いますが、本来はきちんと市の方で精算のやり直し

を行う、ということが行われるべきだと思うんです。しかし、時効の問題、また、原因者の方

でも、特にそのことについては市の方に求めない、という方もいらっしゃるでしょう。あとは

やはり市がどれだけ良心に従ってといいますか、行政組織として、こうした原因者の方、市民

lζ対して、誠意ある態度を示すかということが、この事件の決着を図るとすればそこにあるだ

ろうと思います白特に市長は、欠損扱いにして済ませるということで、御自分はお出しになる

ような考えは全くないようですが、今後、原因者の方から、もし精算について精算をやり直し

てもらいたい、自分は余分に支払っていたということで、その返還の請求が出た場合には、い

わゆる市長が先ほどおっしゃったような、回収することのできないお金、つまり不納欠損とし

て、その方にそれが妥当だとすれば支払うということなのか、具体的な事例がもし起これば、

そのように処理をするのか、お尋ねをいたします。

0副議長(米沢照男君〉 教育次長。

0教育次長(小山哲夫君〉 それでは、私の方からお答えをいたします。

先ほどもちょっと触れたとおりでございまして、あくまでも精算は終わっていますので、一

応、書類上の形としては、不納欠損というよりも、精算が終わってプラス・マイナス・ゼロに

なっているわけでございます。しかし、これを遺跡調査会の方から積極的に原因者に対してお

金を返すということが、あくまでも相手方の請求を待って返す、というのが原則でございます。

そのために原因者の方に請求権があるわけでございます。その場合iζ、原因者の方としては、

あくまでも具体的にいっ幾日、どの金をどういう形で損害を与えたか、ということを客観的に
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証明しなきゃなりません。それを果たして精算が終わった段階で、原因者が今後、遺跡調査会

に対して請求するかどうか、という問題が残るわけでございます。しかし、先ほど申し上げた

とおり、請求権はあるわけでございますので、その請求したことが、客観的に事実であるとい

うことになるならば‘、遺跡調査会としては、それに対しての損害をお返ししなきゃならん、こ

ういう義務が生じてくるわけでございます。ですから、その場合には遺跡調査会の方としては、

お金がないわけでございますから、当然しかるべきところからお金をいただいて返す、という

ような形になろうかと思います。

0副議長(米沢照男君〉

01 8番(古賀俊昭君〉

古賀俊昭君。

そのお金を返す場合に不納欠損としてお金を生み出してお返

しになるということなんですか。先ほどの市長の回答をもう一度確かめておきたいと思います。

0副議長(米沢照男君〉

O市長(森田喜美男君〉

市長。

法廷にまで出して請求を継続してきたわけでありますが、そ

の取り立てる相手がいなくなった、それから、その周辺にも取り立てに応ずる相手がないとい

うことでありますから、入るべき金があったとすれば、それは私は不納欠損というそういうこ

とになるんではなかろうか。こう思っておるわけであります。会計上の処理は、なお研究を要

すると思っておりますけれど、一般的な考え方として、そのように感じております。そういう

ことではないでしょうか、ということを今考えておる、このように申し上げたところでござい

ます。

0副議長(米沢照男君) 古谷太郎君。

06番(古谷太郎君〉 遺跡調査会の問題だけではないんですが、高幡の福祉センター

にしても違法建築をやって、それをすぐ取り壊した。壊し代を 20 0万取られている。建築費

1，800万が吹っ飛んじゃった。それも議会の決算が許 してくれたからいいんでしょうという

ことで、広報の片偶iζ簡単なわび状が出ていました。今回のこの問題について、警視庁の調査

は市長も御存じのように 4，20 0万円余のお金が使途不明であ る、こういうことです。原因者

はほとんどが日野市であります。日野市民のお金がどっかへ行っちゃったわけです。そのうち

5 0 0万円は原因者が東屯とか、供給公社であったから、 それは返した。これは遺跡調査会の

報告書の中Kも言われているのであります。今回、私は、非常に遺憾に思うのは、柳下君がい

かにも泥棒をしたかのごとくあなた方はこの会議場で言っている。私は、柳下君を信じます。
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1 6 9万円は確かに柳下君が何かの理由で使い込んだでしょう。しかし、その他の約 3千数百

万円というお金は、柳下君とは全く関係ないものと私は確信しております。しかるがゆえに、

倉又副会長は、遺跡調査会の席上で、本件についての責任は、私も応分lζ負います。お金も出

しますということをはっきり言っております。会長であるあなた、市長であるあなた全く違う

のであります。倉又さんは教育長という立場でなく、副会長という立場で応分の責任を負いま

す、ということを百条調査委員会ではっきりと述べておられました。お金においても、名誉に

おいても、道義的な問題においても負いますと言っている。会長であるあなたが、どうしてそ

の責任を全然負わないんですか。会長、副会長は最高の責任者です。市民の税金なんです。こ

の本件の最大の原因者は日野市なんです。そうですね。日野市からお金が出ている。 52年以

降は個人負担がほとんどなくなったわけです、公社とかそういうものは別にして。本事業のほ

とλノどは、日野市が原因者として、遺跡調査会の会長に委託したのであります。それをごまか

されてしまった、こういうことになるわけです。

本来、日野市長は、当然当時の遺跡調査会の会長である、森田会長に、 3千数百万円のお金

を返してくれ、柳下君と会長との問題は、調査会の内部の問題じゃありませんか。しかも私は、

柳下君、事務局長は 169万円余という使い込みは認めています。私は、それ以上一文もない

と信じております白その上に市民の税金で遺跡調査会内部の問題を 500万円も弁護士に払っ

ているじゃありませんか。これも会長、副会長と役員の責任なんですよ。税金を使っちゃいけ

ないんです、これは。全く日野市とは関係ないことなんです。いいですか。そういうけじめを

つけなL、からすべての問題が、金があるから、税金がたくさん集まるから、そういうことだけ

で甘く進められているということは、納税者の一員として、まことに残念なんです。いいです

か、けじめをちゃんとっけなきゃいけな~\。遺跡調査会というのは、今、申し上げましたよう

に、土地開発公社とは違うんです。日野の条例のどこにあるんです、調査会が、ないんです。

それは委託者なんです、別団体。森田建設株式会社に日野市が、事業を委託して、日野市が大

きな損害を負ったとき、やっぱり森田市長は、森田建設に損害賠償を要求するのが当たり前じ

ゃありませんか。森田会社の会計の人が使い込んだ。そういう訴訟については、内部の問題な

んです。会長、副会長が責任を負うのは当然、。だから、僕は、倉又副会長さんの百条委員会における

責任ある御答弁を、森田会長さんはもう一度お読みになってください。答弁はいいです、まだ結論が

出ていませんから。 13日lζ裁判長の方からお話があるということです。これは全く臭い黒い市とは全
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く関係のない市の委託会社の事件を、市民の税金で裁判を行い、市民の税金を浪費してその穴

埋めをする。それを堂々と平気でやられたら、今後の日野市民、哀れじゃありませんか。また、

市の職員にとっても、市長があれだから我々だって少しぐらいは、ということになるのは当然

なんです。森田市長は、かつて平井建築課長の部下が、 1 5万円のお金を電気業者から収賄し

たことがある。その職員は懲役刑に付されました。そのときあなたは、一建築課長である平井

君を平にしてしまったじゃありませんかD ここでようやく 8年自に課長に戻りました。それは

監督不十分ということだけだったのであります。あなたのやった行為、それをあなた市長自身

が、裁かなければなりませんo そのことを申し上げて、今後、この議会の終わる時期までに13

日の裁判があるでしょうから、結論をお願いいたします。答弁はきょうは結構です。

0副議長(米沢照男君〉 石坂勝雄君。

028番(石坂勝雄君) 3点ばかり聞きたいと思L、ます。

行政報告の一般会計なり、特別会計の執行状況なんですが、土地区画整理事業が、歳入が

5 8.5婦で、歳出が執行率が 13婦、それから、下水道の方は歳入の方の執行率が 29.9 %で、

歳出の方が 26. 2 %、これは多少バランス、非常に何というか、 1 0月 31日現在では、非常

に何というんですか、これで 3月まで消化し切れるのかなあ、という心配をしていることがー

っと、それの上へもってきて議案はまだ議会に上程されないんですが、今度の補正の議案書を

見ると、区画整理事業にも 6億円近い補正がなされている。それから、一般会計の方では、土

木費iζ約 5億 8，0 0 0万ですか、こういうのが上がっているんですが、実際にそのあとの短

期日の中で、執行ができるのかどうなのか、その辺のところを一つ 1点。

その次に市民会館がオープンをしまして、 8月、 9月、 1 0月のいろんな利用状況がいわゆ

る報告をされていますが、いわゆるその当初考えたような利用状況なのか。また、特iこここい

らにいわゆる何か陸路があるのか、非常に何か理想的に運営されているのか、その辺のところ

を聞きたい、それが 2点目。

それから、 3点目はいろいろな南平高校の問題が指摘なり、出たんですが、私が聞きたいの

は、直接の何というか責任者は、高校建設、仮住まいを潤徳小学校にやっていまして、 1年生

がいて、来年の 1年生の募集時期が来るんですが、都立高校の進捗状況ですね。進捗状況の中

で、私がなぜこういうことを聞くかというのは、先般来、ほかの議員さんからもいろんな指摘

が出ていて、特に造成工事等で、いわゆる市が遅延したことは多少おくれたことは、都立高校
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の建設に影響しているんではなかろうかというような心配は私あるんですね。もう開校して 2

年自に入るのに、生徒が、夢多くふくらんで、何か 2期生が入ってくるのに、 4月iζ間に合わ

なかったというようなことが、少なくとも市でも責任を感ずるんではなかろうかということで、

この辺のいわゆる工事等にまつわる問題の進捗状況を御報告願いたいと思います。以上 3点で

す。

0副議長(米沢照男君) 都市整備部長。

0都市整備部長(結城邦夫君〉 それでは 1点目の特別会計の中の歳入と歳出の執行

状況につきまして、区画整理事業、下水道事業について御説明申し上げます。

御指摘のとおり区画整理事業につきましては、歳入で執行率が 58. 5 0;6、歳出では 130;6非

常に差があるわけでございます。歳入の方で、今回の歳入関係で非常に 5億の収入があったわ

けでございますが、これは 1・3・1号線の国の交換金と申します管理者負担金が入ってきた

ところでございます。( r議事進行」と呼ぶ者あり〉

0副議長(米沢照男君〉 古谷太郎君。

06番(古谷太郎君〉 今、答弁されているのは補正予算の内容だよo これは補正予算

の説明のときにするのが当然ではなかろうかと思う。ですから、議長の方で、そのような質問

は後ほどやれ、というふうに御指示願いたL、。

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〉 そう~¥うことで執行率が非常に悪いわけでござL、ま

すが、しかし、一方で区画整理事業の工事発注等はすべてここで出しております。事業が進行

中でございますので、その点では、執行は年度末には九十数婦、約 10 0 0;6近い執行は可能で

ある、というふうに考えております。下水道事業につきましでも同じでございます。関連の工

事につきましては、すべて発注をいたしてございます。現在、執行中でございまして、事業完

了後、支払いが完予する予定になっております。以上でございます。

0副議長(米沢照男君) 建設部長。

0建設部長(伊藤正吉君) 御質問の 10月 31日現在の土木費関係の執行率でござい

ますが、 3 6.5 0;6となっております。これにつきましては、現在施工中のものは含んでおりま

せん。現在施工中のものを含みますと、約 70 0;6の執行率でございます。以上です。

O副議長(米沢照男君) 生活環境部長。
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0生活環境部長(坂本金雄君) 市民会館の使用の状況でございますが、事務報告書

にございますように、 8月、 9月、 1 0月、大ホーノレ、小ホーノレそれぞれの使用の回数は報告

書のとおりでございまして、市民会館の事務室の予定黒板を見ますと、ほとんど全部埋まって

ございます。 1カ月 30日のうち休館日の 4日ないし 5日を控除いたしますと、それをはるか

に上回る使用でございまして、当初見込んだ使用率は十分達成されている、とこのようにお答

えをさせていただきます。

0副議長(米沢照男君〉 助役。

0助役(赤松行雄君〉 では、私の方から南平高校今盛んに建築が進められておる状況

でございますけれども、 1 0月半ばでのおっしゃるとおり、市の方にも重大な責任がございま

す。来年の 4月には、どうしても本校舎で、今潤徳小学校でいろんなプーノレだとか、体育館だ

とか不便をしておる生徒に、来年の 4月からは本校舎で、新しし¥1年生、 2期目の 2年生も迎

えて開校してt¥かなきゃならん、こういう責任があるわけでございますロ 11月半ばでの状況

を申し上げますと、鉄骨が全部打ち終えまして、それで、 1回、 2回のコンクリー卜、鉄骨に

コンクリー卜を打ち込むという状況でございまして、その状況で 60%の完成度というもので

ございます。それから、今後の見通しでございますけれども、間違いなく 3月の半ばまでには

校舎、あるいは体育館、あるいはプーノレこういうものが完成いたしまして、 4月からの要する

に新しLリ年生を迎えての開校には支障ない、こういう状況でございます。ただ外構工事とい

L、ますのは、知事さんが大分緑化ということを強調されております。やはり高い緑化にもって

いきたいということで、周辺に対す植栽というのが、 4月、 5月にまたがるということで、全

部の完成は、 4月、 5月に入るわけでございますけれども、生徒さん、それから教員の方たち

が授業に供する校舎、体育館、それからプーノレ等につきましては、 3月の半ばまで完全にでき

上がるというのが、あそこの設計監理をしておりますところの建築を担当します相和技術研究

所ですか、そこの主任との打ち合わせでございます。それから、鹿島がジョイントベンチャー

で工事を担当しているというところで、市にも責任がございますので、打ち合わせを逐次やっ

ているわけでございます。そういうふうな状況の中で、間違いなく、 3月の半ばには供用開始

できる、外構が一部おくれる、こういう状況でございます。

0副議長(米沢照男君〉

026番 ( 秦 正一君〉

秦正一君。

2点ほど伺います。
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最初に 57ページ、市立病院の方の CTスキャナーの導入によって、どのような現在経過を

経ているか。 1日かなりの使う人もいるだろうし、また、内容としてどの程度の病気というの

か、その体の故障の人が、この機械にかかってやっているか、概略でいいですから、ちょと教

えてくださ t¥0 

それから、もう 1点、これは水路清流課になると思いますが、昭和 53年ごろから、地域の

方からお話がありまして、大和田用水路の改修工事、これは途中まで進められまして、その半

分から上流の方ですけれど、その後どのようになっているか、当時境界査定がなかなか難しい

ので、その辺の手間取りがありまして、思うように工事が進められないという経過があったん

ですけれど、あれからもう既に 8年ぐらいたっているんですが、毎年こう、ことしも本会議で

最後だし、一応、この状況を期待しているんですけれど、いまだに出てきませんもので、たま

りかねてもうことしも最後になるもので、この辺の状況を聞いておかないと、あの地域の人に

顔出しができないのでお伺いする次第です。誠意あるその態度を欲しいと思うんですけれど、

市の状況をお願いします。

0副議長(米沢照男君〉 病院事務長。

0病院事務長(大貫松雄君) C Tスキャナーの稼働状況でございますけれども、 11 

月の 1日から稼働を始めまして、 11月の実績と申しますと、 11月が 24日間のうち土曜日

が 4日あるわけですが、その中で頭部の撮影をされた方が 77名でございます。それから、腹

部等の撮影が 49名、 136名の方が 11月の 1カ月聞に行いました。 1日平均約 6名でござ

います。そして、 136名のうち院内の患者の方、現在市立病院に入院されている方が 13 0 

名、それから、各開業医さんにも受付の方法のチラシと、それから受付の文書をお願いをした

わけですけれども、院外の患者さんから 6名ということです。そういうふうな稼働状況でございます。

それから、このCTの要するに診断はどうなのかということなんですけれども、例えば頭部

の場合、脳腫蕩の場合これは診断が可能でございます。それから、あと脳卒中とか、そういう

ふうな脳の関係は、診断が非常lとよくできるということでございます。それから、腹部等でご

ざいますけれども、これは、例えば肝臓とか、その他の要するに腹部関係ですね。そういうふ

うな早期発見が期待されているということで、これは 9月 1日号の広報IcもCTを導入し診断

技術の向上ということで広報いたしましたけれども、そういうふうな診断が可能でございます。

以上でございます白
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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 2点目の大和田用水路のその後の工事につ

いてということでございます。確かに御指摘のとおり、約 7年ぐらい前から大和田地区の西平

山の地域を雨水管等で工事をやって、その際iζ水路の改修を一部ゃったわけでございますが、

その後確かに用地の確定が非常に難しいということで、現状まで来ているわけでございますが、

現在、建設省の京浜工事事務所で浅)11の河川を改修を行っております。その中の一環といたし

まして、この用水路が浅川に落ちている付近のところに樋門を建設をするということで、市の

方にもいろいろ照会があったわけでございます。本来ですと、用水路でございますので、市が

負担をして建設をするところ、国の方でこの工事費一切を負担していただくということになっ

たわけでございます。現在、設計もここで完了する予定でございまして、建設省の方で樋門を

つくる、あわせまして大和田用水の改修を行うことで、一部この工事に関連するところの境界

確定をここで完了したところでございますo したがいまして、今後これに沿って樋門と合わせ

て工事を行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。以上でございます。

0副議長(米沢照男君〉

026番(秦正 一君〉

秦正一君。

ただいまの大和田用水路の樋門と合わせて工事をするという

ことで、設計もでき、また用地の確定も済んだということですが、時期的にはいつごろと見て

いいんですか。 61年とか、 62年度になるのか、大体のめどはどうですか。一応その点をは

っきりとできればお願いしたいと思います。

0副議長(米沢照男君〉 都市整備部長。

0都市整備部長(結城邦夫君〉 用地買収当然境界の確定に伴いまして、用地を一部

買収しなきゃならない点が出てきているわけでございまして、そういった点については今年度

中に買収等も完了したい、というふうに考えております。樋門の本体等につきましては、今年

度から設計等に入っているわけでございますが、来年度にかけて実施をする予定でございます。

以上でございます。

0副議長(米沢照男君〉 谷長一君。

05番(谷 長一君〉 この生活健康センター、これは仮称ですけれども、このセンタ

ーもやっとおぜんの上に乗ってきたわけでありますけれども、この設施の設計内容等はどのよ

うな形態になるのか。さらには、その中に一時的ではあるであろうと思われるけれども、その
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準夜診療所等も一時置かなければならないというような話も伺っておりますけれども、その周

辺等について、わかる範囲内において説明をいただければ幸いだと思います。( 1"議事進行」

と呼ぶ者あり)

0副議長(米沢照男君〉 古谷太郎君。

06番(古谷太郎君〉 今、谷議員さんの質問大変いい質問なんですが、これは補正予

算iと出ている。この補正予算の 3千数百万のお金はどういうふうに使われるか、ということの

質問の中で、回答が当然行われるだろうと思うので、そのとき御回答していただくのが筋では

なかろうか。まだ補正予算は、議案として提案されておりません。そういう点で私はそう思い

ますが……。

0副議長(米沢照男君〉 谷長一君、今、そう~\う御指摘がありましたが、いががですか。

05番(谷 長一君) それはただいま申し上げたように、そのおぜんの上に上がって

いるというのは、補正予算に上がっているということをよく承知して言っているわけです。そ

れですから、それらの点については、答弁も概略、詳細ということではありませんので、わか

る範囲内で答えていただければ結構だと思いますロそういうことで今質問いたしたわけです。

以上ですD

O副議長(米沢照男君〉 それでは、補正予算の提案の際の説明と重複しない範囲で、

簡潔に御答弁願います。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。

設計の内容でございますけれども、 59年に予算計上いたしまして、年度内に調査が完了し

なかったわけでございます口繰越明許をしていただきまして、 60年の 9月に基本計画書がま

とまりました。この内容は、ごく大ざっぱに申し上げますと、延べ面積 5，0 0 0平方メートノレ

の生活保健センター複合施設ということでございます。建設年次につきましては、 61、 62 

年度ということでございます。

2番目の休日準夜の扱いでございますけれども、また、予算の中でも詳しく申し上げますけ

れども、保健センターの機能といたしまして、健康管理、いわゆる保健機能、この機能とそ

れから医療行為と分離しております。医療行為につきましては、将来、今現在旧消防署を使い

まして、休日準夜の診療等行っておりますけれども、そういう医療行為については、旧消防署

の現在の建物を建てかえまして、そこで行う。ですから、そういう順序でまいりますと、 61、

戸
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6 2年度で生活保健センターをつくり、一時約 1年聞になりますけれども、休日準夜の診療所

をそこに仮に移しまして、まだ名称は決まっておりませんけれども、休日準夜の施設をつくる、

そんな段取りで考えておりますロ以上でございます。

O副議長(米沢照男君〉 谷長一君。

05番(谷長 一君〉 そうしますと、この休日準夜の診療所につきましてですけれど、

現在の休日準夜の診療所というものは、建物等は老朽化して、既にただいま説明にありました

ように、 63年度iζは建てかえるんだ。しかし、その 1年間というのは、この生活健康センタ

ーの中に同居するというような形になるわけであります。そこで、この診療行為等について、

やはり、現在、事故等が起きたら、今でさえこの診療行為を行う上にお医者さん等の話を伺い

ますと、大変である。もし、その責任の帰趨ということを考えてみると、慎重の上にさらに慎

重を重ねて診療行為を行わなければならないというのが現状である、というふうに私は聞き及

んでいるわけです。そこで、この 1年間という聞この診察を行うわけですから、その期間は特

に診療行為を行う、または保健行為等について慎重を要するわけですから、それらの点につい

て、特に配慮をしていただきたいと思うのであります。それから、あと 1点は、その際、医師

会等からいろいろ話等もあると思いますけれども、この医師会の事務所等もこれはただでやれ

というわけではなくて、それらを併設する考えがあるかどうかロなければないということで、

そのあたりについては、政治的な問題でもありますので、市長に御答弁をお願いしたいと思い

ます。以上です。

O副議長(米沢照男君〉 市長。

0市長(森田喜美男君〉 行政と医療機関とは大変密接な関係がございまして、いろい

ろと協定、協議関係を結びまして、今日、市民の診療のニードに一応こたえておるところでご

ざいます。したがいまして、医師会の立場も十分地域に責任を持つということでございますの

で、後日、その休日準夜の施設ももっと拡大拡張いたしまして、休日のつまり準夜でない時聞

にもぜひやっていただきた~'0こういうことを考えております。したがいまして、医師会の事

務所等も使えるように会議室等もつくって、ひとつ本拠にしていただこう、こういう考えを持

っております。( r休憩」と呼ぶ者あり〉

0副議長(米沢照男君) ほかに御質疑はありませんか。古谷太郎君。

06番(古谷太郎君) 3点について行政報告について質問します。
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第 1点は、これは大変日野の広報です。 12月 1日号、ここに森田市長の記事が出ておる、

「町をつくる市長室から」、この中の 6の(ロ)に南部の医療機関として、民営病院の誘致が南

平地区に進行中である、こういうふうに書かれております。私どもは、先般ある民営の病院が

南平地区にできるということで、大変に期待しているんですが、それはだめになったという御

報告を受けたばかりであります。具体的に我々市民からこれ聞かれます。どのようなことにな

っているのか具体的にこれは市長から御説明願いたい。

第 2点は、企画財政部長に。これパス運行委員会、 5回の会議をやっております。同時にけ

さですか、きのうですか、読売新聞によると京王ノぐスが 15本ですか、通すようにしよう。現

に今までは京王が 3本、都ノぐスが 56本ですか、約 60本のパスが日野一一立川聞を運営され

ていたわけですが、 4分の 1Iこ減ってしまったわけで、 15本にしたというのは、前田部長の

御功績だろうとは思いますが、今後どのようになさるか、私どもが市民に聞かれたときに御説

明できるようにさせていただきたい。

第 3点は、これは都市計画部長になりますか、この報告では、どうもそうじゃなくて、総務

部になっているようですけれども、この百草の石坂義次さんが、 1，003平方メートルの土地

を日野に寄付された。これはどのような土地を寄付されてくださったのか。これは大変石坂さ

んという方は非常な人格者でいらっしゃいます。ひとつ具体的にこういういいことは説明した

いと思うので、行政報告の 13 ページにございます。ひとつ教えてもらいた~ ¥0 この 3点御回

答をお願いします。

0副議長(米沢照男君) 市長。

0市長(森田喜美男君) それでは 1点の先般発表いたしております南部の医療機関と

して、民営病院の誘致は、南平地区に進行中、これは、さきに実現できなかったのであります

が、医王病院とは関係のない別の医療機関であります。これが今ちょっと名前は出さない方が

よろしいと思いますけれど、市にも来られて私もお会いをいたしました。財政計画、あるいは

将来の経営計画を一応伺いまして、可能性ありというふうに見ております。私もできるだけ

c r具体的に」と呼ぶ者あり〉もとの医王病院が予定した場所そっくりであります。できるだ

け好意的に御支援をした~ ¥0 そして、また達成をいたしたいものだ、このように考えておりま

す。また、別の話もありますけれども、これはその順序がいると思っておりますので、今回は

もう少し具体性が出てくるまで控えておきたいと思います。
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0副議長(米沢照男君〉 企画財政部長。

0企画財政部長(前田雅夫君) 2点目の件につきまして御説明申し上げます口

都パスにつきましては、通称立 73と称しております。八王子一一立川間 28本、日野一

立川間 28本、合計日野一一立川|聞につきましては 56本、それから京王パスが、立川|駅一

日野を 3本合計 59本現在まで走っていたわけでございます。東京都は当初甲州街道八王子か

ら新宿までの通しのパスを京王帝都とそれから東京都でやっておりましたけれども、中央線の

輸送力の増強等に合わせまして、撤退をしていきまして、最後に残りましたのが、立 73とい

うことになるわけでございます。現在立 73につきましては、年間の赤字が約 7，500万円で

ございます。この 7，5 0 0万円の赤字が都の交通局として存続に耐えられないということで、

廃止の方向を打ち出したということでございます。しかしながら、この路線の利用者がかなり

多いわけでございますので、関係市が負担をして存続させようということで、 59年度につき

ましては、日野市、八王子、立川が赤字分の 3分の lを持ち、東京都が一般会計で 3分の 1を

持ち、事業者である交通局が 3分の lを持つ、ということで話し合いが 59年度のみつきまし

て、 60年度は再度協議、ということになっていたわけでございます。八王子、立川の内部事

情もございまして、負担ができないということになって、日野市は予算計上いたしましたけれ

ども、廃止にやむなきを至ったというのが現状でございます。それで、私ども都の交通局並び

に許可権を持っております運輸省の関東運輸局の方にホローアップをぜひともお願いをしたt'o

これは当然日野市がやることでありますけれども、今まで都の交通局が 58本やってきたわけ

でございますので、都の交通局も最大限の努力をしてほしい、という要請を強力に行ってきた

わけでございます。その結果、 4分の 1ではございますけれども、 15本の運行が確保される、

という見通しになったというものでございます。今後この本数の増便につきましては、関東運

輸局も状況を見ながら行政指導をしていきたい、というふうには言っております。何せ東京都

にありまして、 7，500万円の赤字を持った路線を京王帝都が肩がわりしても、しょせん利益

が出る路線じゃございませんので、見通しは非常に暗いわけでございますけれども、できる限

りの努力をいたしまして、沿線の住民の方に御不便をかけないようにそういう努力を重ねてい

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〉 総務部長。

0総務部長(山崎 彰君〉 第 3点の土地の寄付につきまして、お答え申し上げます。
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ここに書いてありますように百草 698番地先でございまして、これは場所的には東電学園の

南側の道路でございます。そして、その現状道路でございますが、その道路の中に細長く面積

的には 1，0 0 3平方メートノレがあるわけです。それをことしの 10月3日に石坂義次さんから

寄付を受けまして、登記を完了した、ということでございます。そして、これを寄付受領とし

て御報告させてもらいました。以上です。

O副議長(米沢照男君〉 古谷太郎君。

06番(古谷太郎君) 3番目にちょっとお聞きしたいんですが、今、道路がありますと

おっしゃったんですけれども、この道路は私道なんですか、それともどういう性質の道路なん

です。その道路の中iζ石坂義次さんの土地がございましてということ。

0副議長(米沢照男君〉 総務部長。

0総務部長(山崎 彰君) 図面は私見ましたんですが、認定道路には確認してありま

せんので、もう一度確かめます。

0副議長(米沢照男君〉 古谷太郎君。

06番(古谷太郎君〉 それではこの答弁は、行政報告の最後のところでお願いしたい

と思います。いいです。

0副議長(米沢照男君〉 竹ノ上武俊君。

022番(竹ノ上武俊君〉 議事進行上の発言が含まれますけれど、一言質問したいと

思います。古賀議員の質疑に関連いたしまして、一言発言と市長へ確認の意味で質問をしてお

きたいと思います。古賀議員から先日 11月29日の未明の公共交通機関に対する破壊事件に

関連して質疑がありました。私たち共産党が、このにせ左翼暴力集団の公共交通機関破壊行為

という反社会的な行為に、怒りを込めて糾弾の行動をとったのは、御承知のとおりでございま

す。また、政府に対しても、徹底的な追及によって犯人を厳正に処罰することも共産党の代表

が行ってきたわけでございます。もともとこの何とか社というにせ左翼は、その源は勉強した

皆さんがよく御存じのとおり、 1957の 1月に日本卜ロツキス卜連盟ということでスター卜

した団体のようでございます。これが四分五裂いたしましたり、あるいは連合赤軍ということ

で、世論の批判を浴びまして、凋落の一路をたどった団体の中の一部が、今回そういう行為を

したようでございます。私たち共産党が、国鉄の労働者の皆さんが、この公共輸送機関として

の国鉄を再建して、自分たちの職場と権利を守るために、国鉄の分割民営化に反対して進める、
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そういう正当な闘いは、当然、これは国民の多くも支持をしていくべきものというふうに考え

ております。それと今回のこの暴力破壊事件、これは全く無関係なわけでございます。国鉄の

例えば労働組合東京地本法対部長の方がマスコミに対してしゃべった内容でもそれは明らかで

す。一言で言えばこう言っておられます。通信ケーフソレなど施設の破壊行為などは、労働運動

とは全く無縁のもの、分劃民営化に反対する国民と連帯した闘いに水を差すもの、というふう

に厳しく指摘をしておられました。国鉄の介割民営化の問題については、国会でもやりとりが

されております。その中の一例を申し上げますと、例えば国会の先ほどの共産党の質問に対し

て、国鉄管理委員会が資料を出されております。それによりますと、民鉄協会の資料、管理委

員会の資料によりますと、東京の一部と大阪の一部は、私鉄の運賃が安いけれども、日本全体

の平均では、通常の運賃が 2倍、通勤定期など 3倍というところもありまして、平均では国鉄

よりも高いというような一事も明らかになっております。そういう意味から、国民が深い関心

を持つのは当然だし、また、国鉄の労働者の皆さんが、国民の足を守るための運動されるのも

当然だというふうに私たち考えているわけでございます。ところが、古賀議員の質問は、この

犯罪者の団体に対して、日本共産党から分かれた、というふうに表現をされております。私は、

このことについて、一言触れておかなければいけないと思うわけです。日本共産党が、一貫し

てこういう団体に対して、国民が徹底的に犯罪者として闘うべきだということを提唱してきた

のは、数々の事実が明らかにしてきているわけでございます。ですから、今回も冒頭申し上げ

ましたように、自民党政府に対しても、そのように徹底的な究明を申し入れたわけであります。

そういう点から古賀議員が左翼暴力集団について研究されるのは結構ですけれども、政党であ

る日本共産党に対して語解を生むような発言 ということをされないように、日本共産党につい

ては、正しい発言をされるように要求をしておく次第です。

重ねましてもう一言申し上げておきます。今度のこの公共交通機関破壊事件がなぜ起こった

かということが、マスコミ等でいろいろ論じられているわけです。私どもはその原因の一つに

政府と自民党がこういうにせ左翼を泳がせる政策を続けている。このことがこの原因の大きな

背景にある、というふうに思っております。その証拠を一つ明らかにしておきたいと思いますロ

このことも知っておいていただきた~ ¥0 例えば木村俊夫もと官房長官がこういうふうに言 って

おられた事実があります。羽田事件の対策には強行な処置をとらないことにした。日共対策と

そうした方がいいからだ。 1967年これは 10月 8日の記者会見の談話でございます。続い
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て保利 茂代議士が、やはり述べておられます。三派全学連は、泳がせておいた方がよ t¥。そ

うしないと全学連は日共系一本にまとまる、その方が危険だ。 19 6 7年 11月 12日のこれ

は発言でございます。次iζ中曽根康弘当時代議士も朝日新聞上に発表されております。佐藤内

閣を支えているのは、反日共系学生だという見方もある、彼らの暴走が反射的に市民層を反対に

回し、自民党の支持につながる作用を果たしている口これは 1969年 5月 3日付の朝日新聞

です。それから、最後に一例を挙げますと、浜田幸一代議士も最近おっしゃっております。こ

の責任はだれにあるかというと、泳がしていた我々にあると思いますよo 中核派を詠がしてい

た、やっぱり法律違反で破壊する者を泳がせた、そういう一つの政策の誤りがあるんじゃない

ですか。 1984年 9月 19日の中核派の自民党本部放火事件の翌日の 9月 20日の日本テレ

ビのワイドショーの語録でございます。こういうふうにいたしまして、政府自民党関係者がは

っきりと表明されておりますように、こういう泳がせ政策ということを我々国民は断固やめさ

せるようにしていかなければt¥けないと思うわけです。詠がせ政策ということについては、国

会や公判廷でもたくさん事実がありますが、本日はこの自民党の幹部の皆さんの発言だけにと

どめておきます。私ども共産党は、この詠がせ政策についても即刻中止しろ、ということを政

府に申し入れた次第でございます。

以上のような日本共産党や国民、正しい労働運動の姿があるわけでございますので、こうい

う点に関して発言をされる際には、正確な発言をするように要求をしておくものです。

最後に一言市長に質問をしておきます。

このような先日の公共交通機関を破壊するという反社会的な犯行に対して、先ほど市長から

答弁もございましたが、重ねて確認の意味で質問しておきます。市長自身は、こういう行為に対

しては、市民を代表してどういうふうにお考えであるか、一言お聞かせいただきたいと思いま

す。以上です。

O副議長(米沢照男君〉 市長。

0市長(森田喜美男君〉 どこに所属するを問わず、暴力集団は、反社会的な行為を行

うことについては、特に国民は怒りを持って、その正当な処理を行うべきである、このように

考えております。( r議事進行」と呼ぶ者あり)

0副議長(米沢照男君) 古賀俊昭君。

01 8番(古賀俊昭君) 今、私の発言をとらえていろいろ竹ノ上議員はおっしゃった
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んですが、私は特段その議論を挑んだわけでも何でもなく、ただ事実を申し上げたんです。い

わゆる 60年の安保闘争のときには、いわゆる反日共系全学連、いわゆる過激波、この左翼暴

力集団というのは、当時はいなかったんです。その 60年安保闘争の取り組みをめぐって、ま

ず全学連が二つに分裂をする。いわゆる日共系全学連とそうでない組織が生れるということで、

そこで新しい左翼ということで、新左翼という言葉がつけられたわけです。もとは共産党から

生れたというのは事実です。私はその事実を申し上げただけであります。こうした過激派の破

壊活動について、今、市長にどう思うかということで、さも日本共産党が、今は平和路線をと

っておりますから、議会主義のもとで、議会にできるだけたくさん議員を送り込んで、地方議

会からまず勢力をふやしていこうということで、今度も議員にもう 1人立てようということで、

その方針で臨んでいるわけです。つまり共産党のいわゆる敵の出方論というのがありまして、

敵がまず温厚な法治主義で臨むときは、まあそれに合わせていこう、ということが戦術として

とられるわけです。しかし、共産党の方は、そうでないということをおっしゃるかもわかりま

せんが、現に破壊活動防止法の適用団体に適用されるかもわからないということで、日本共産

党はきちんとその政党名が挙げられております。つまり固において公安調査庁という役所が、

日本共産党の動向については常に注視をして~¥く、調査をしていくということが、国会の法律

によってきちんと決められております。日本共産党は、そうした性格を持った政党であるとい

うことをこの場でつけ加えておきます。

0副議長(米沢照男君〉 竹ノ上武俊君。

022番(竹ノ上武俊君〉 私も今回この問題で、市政経過報告で質問する予定にはし

ていなかったんですが、事、政党iζ関する問題は重要な問題でありますので、先ほど議事進行

的な発言をさせていただいた次第でございます。今、古賀議員もおっしゃったように、 60年

代の話をされております。先ほど私がよく勉強してもらいたいと申し上げましたように、日本

共産党から分かれたということではなく、再度強調しておきますが、無関係な団体である、と

いうことです。そのことは、政府自民党の重立った方々がよく御存じで、さっき事実に基づい

て例を示しましたように泳がせ政策という形で3利用されている団体であるということであるわ

けです。この点を私は明確にしておきたいと思います。

それから、本来こういう点でやりとりするものではないんですけれども、 2回古賀議員が触

れましたので、あえてもう一言実例を挙げまして、ひとつ古賀議員の正しい認識をしておいて
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いただきたいし、議員の皆さんにもそういう正しい立場に立っていただきたいと思うんです。

日本卜ロツキス卜連合というのは、 1957年の 1月に結成をされたものであります。これ

は重ね重ね申し上げますが、日本共産党と関係のない組識であり、その当時から日本共産党が、

公式に関係がないことと、国民の世論の力でこういうものは徹底的に究明していくべき団体で

あるということを発表もいたしておりますので、きょうは市政経過報告ですから、そういう資

料は後ほど必要ならば古賀議員にお届けをしていいのでございますので、協力をいたします。

例えばこういうこともあったんです。その後、 19 6 8年の 10月の 6日に都内の新宿におき

まして、火炎瓶の爆破事件がございました。これの公判の記録があるわけです。その中で、警

察庁の柴田という警備局長が答弁を国会においてしております。ゲリラ活動を未然防止には情

報が必要と、間々田君の当時の協力者運営には誤りはなかったと今も信じております。こうい

う発言をされておりますが、この間々田君というのは、当時の警部補でございました。この警

部補が、公判廷でどういうことを言ったかといいますと、この背反者という事件のときに、共

産党本部だけでなく、自民党、公明党本部も襲撃したらどうかと支持した。こういうような事

実のやりとりが公判廷でもあったわけです。ですから、政府自民党並びに重ねていえば今一例

を挙げました警察当局までも泳がせという形でこういうものをして、そして、正しい国民の世

論や運動の離反を図るというねらいで行ってきているものであります。そこまで明らかでござ

いますので、古賀議員もひょっとしたら御承知なのかもしれませんけれども、自民党の幹部の

皆さんはよくそのあたりは御存じなわけです。そういう事実からも日本共産党と無関係な団体

というのは明らかなのでありますので、私は、あえて議事進行の発言をいたしておきます。今

後とも日本共産党は、このような反国民的、反市民的なにせ左翼に対しては、断固として国民

の皆さんとともに徹底的に究明をして~，く、という立場を明らかにいたしておきます。(r休

憩」と呼ぶ者あり〉

0副議長(米沢照男君〉 それでは、先ほどの答弁漏れがありますから、総務部長。

0総務部長(山崎彰君〉 それでは先ほどの御答弁を申し上げます。

百草 698番地先につきましては、 6月の議会で議案 45号の認定道路の中で、百草 4号線

として認定をお願いした経過があります。それでこのほとんどは石坂義次さんの土地でありま

す。これを今回登記を完了したということで、寄付をもらったわけです。

0副議長(米沢照男君〉 古谷太郎君。
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06番(古谷太郎君) こういうことですね。石坂義次さんが、道路を 1本市に保存寄

付していただく、こういうことですね。わかりました。ありがとうございました。

0副議長(米沢照男君〉 お諮りいたします。議事の都合により暫時休憩いたしたいと

思いますが、これに御異議ありませんか。

[ i異議なし」と呼ぶ者あり〕

0副議長(米沢照男君〉 御異議ないものと認めます。よって暫時休憩いたします。

0副議長(米沢照男君〉 休憩前に引き続き会議を開きます。

午後 4時 21分休憩

午後4時 53分再開

お諮りいたします。議事の都合によりあらかじめ会議時間の延長をいたしたいと思いますが、

これに御異議ありませんか。

[ r異議なし」と呼ぶ者あり〕

0冨u議長(米沢照男君〉 御異議ないものと認めます。よって会議時間を延長すること

に決しました。

次に日程第 2、諸般の報告を行います。

会務報告については、お手元iζ配付してあります報告書のとおりですので、事務局長の報告

は省略いたします。

諸般の報告全般についての質疑に入ります。なければこれをもって諸般の報告を終わります。

これより議案第 56号、昭和 59年度日野市一般会計決算の認定の件を議題といたします。

一般会計決算特別委員長の審査報告を求めます。

〔一般会計決算特別委員長登壇〕

0一般会計決算特別委員長(秦 正一君〉 それでは、議案第 56号、昭和 59年

度目野市一般会計決算の認定について、委員会における審査の経過並びにその結果を御報告申

し上げます。

本案は、 9月定例会で付託され、閉会中の継続審査になったもので、本委員会は、 10月 22

日、 23日、 24日と 3日聞にわたり開催され、慎重審査を行った次第であります。本件に対

する主な審査の概要を申し上げます。

昭和 59年度の予算現額 321億 230万円に対し、歳入総額 324億 5，497万 8，00 0 
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円で、歳出総額 314億 1，36 3万 9，000円であります。繰越明許費繰越額 270万円、実

質収支額 10億 3，863万 8，0 0 0円であります。

初めに、歳入全般につきましては、 11聞にわたる質疑がなされ、特に基金、預金の運用に

努力し、起債償還の中で、繰上げ償還について、利率の高いものから償還するように努めるべ

きである、このような意見も出され、また、法人市民税が当初の 2倍もの増額補正されている

が、どういうわけかの質問がなされ、税の調定は的確にして、当初の予算に反映すべきである

という意見も出されましたD 先ほど話のありました立日 73号線の都ノイスの運行については、

市としても都に対して存続を要望したとの答弁もなされました。

次に歳出の審査に入りまして、まず 1点といたしまして、議会費と総務費については、 7件

にわたる質疑がなされ、動く窓口車の運用の中で、市民相談業務を行うよう努力せよ。また職

員手当等の支出について、退職手当基金の活用を図れ、また電算機の活用については、十分な

配慮をして行っていくよう要望がなされました。

民生費の款では 16聞の質疑がなされ、その中で、かしのき荘の利用率を高めるよう努力し

てほしL、。また、老人(6 5 歳以上〉と身障者に対するホームヘノレパーをふやしてほし~'0さ

らに保育園の定数割れに対し、今後努力してほしい、等の意見も出された。

次いで衛生、労働費の款で南多摩医療計画策定のための基礎調査を今後どう生かすか等の21

件の質疑がなされ、その中で、健康診断の受診率を高めるよう努力してほし~，。また、環境衛

生について、空地等の草刈り対策を進め、蚊の駆除を行って環境整備に努力してほしい等要望

がなされた。

農業、商工費の歎で 6件の質疑がされて、商工振興の中で、小規模育成事業資金の貸し付け

制度を検討してほしL、。

土木、消防費については、橋梁新設改良費は、全額不用額とした理由は何か等の 15件の質

問がなされ、その中で特に予算化された橋梁新設費が、橋梁新設ができなくなった、二番橋が

できなくなった段階で、補正をすべきである、要するに年度末までに持ってL、かないで、市民

に期待をかけるようなことはしないで早自に補正しなさい。

放置自転車対策としては、積極的に自転車置き場をつくっていくという答弁がなされていま

す。

私道の舗装についても、積極的に取り組むよう努力せよ。
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体育施設、テニスコート等の使用の貸し出しは、体育課の所管にすべきではないか。

また、日野駅の公衆便所の設置に努力せよ等の意見が出されました。

次に教育費、公債費、予備費について申し上げます。

ふるさと博物館の建設の見通しについてを初めとして、 33件の質疑がなされ、特に図書館

の夜間利用ができるよう、また、小中学区の変更については、十分時間をかけ慎重に取り扱っ

てほしt'10 

また、地震による学校の窓ガラスの破損防止と安全対策に努力してほしい、等の意見が出さ

れました。

最後に総括質問として 14件質疑がされ、福祉まつりの収支報告に基づき、事業内容につい

て資料をもって説明されていますが、より研究した市民の納得し、く、参加団体の満足感を得ら

れる方向にやっていきたい、との答弁がなされました。また、予備費の充当や流用について、

その時期は補正の時点で処理できるのではないか、等の意見が出されました。細部にわたる質

疑については省略させていただきます。

以上により質疑を終結し、総括的意見については、本会議でそれぞれ行うこととして、採決

の結果、昭和 59年度一般会計決算については、全員一致で原案のとおり認定すべきものと決

した次第であります。よろしく御審議のほどをお願いします。以上。

O副議長(米沢照男君〉 これより質疑に入ります。なければこれをもって質疑を終結

いたします。

本件について御意見があれば承ります。中山基昭君。

C 2 4番議員登壇〕

024番(中山基昭君〉 私ども市民クラブ議員団は、昭和 59年度一般会計決算の認

定iζ当たり、決算特別委員会における慎重な審議と審査を通し、予算の職行における努力や、

やや遅滞の感も見られますが、施策や事業が着実に実施をされていることに理解を寄せ、原案

に賛成の立場からさらにさらに一層の施策や事業の充実と促進を図るためへの希望と意見を付

言をしてその努力を要請をしてまいりたいというふうに思います。

御承知のように、日野市は今市政が施行されてから二十有余年が経過をし、人口も当時の 5

万人の町が 15万人を超え、多摩丘陵には団地や住宅地が造成をされ、また、多くの事業所や

企業の進出等lとより、東京都における有数の生産経済都市に変貌し、かつての田園の町から活
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力にあふれる近代都市へと成長してきております。しかし、近年では、社会や経済環境の変化と、

土地条件などの制約により、人口の増加も鎮静化の方向にあります。こうした地域社会の移り

変わりと、さらには多様化が言われる価値観や市民意識、そのニーズの的確な把握に努める中

で、毎日の市民生活lζ最も身近かな自治体行政としてのきめ細かな親切な行政の運営と推進が

図られなくてはならないときではないか、というふうに思います。こうした受けとめと観点の

中から、 5 9年度における、特に特徴的な主な施策や事業について、大きく課題別に見るとき

に、ー番目は健康づくり事業の推進と高齢者あるいは児童、障害者への福祉施策の充実、二つ

目は教育、文化、スポーツ、余暇活動への施策や施設の整備の促進、三つ目は下水道、あるい

は道路等を初めとする都市環境、生活施設等の整備促進、四つ目は自然と緑、清流を守るそれ

ぞれの事業などについて、その充実と推進への努力に大きな理解と評価を深めているところで

ございます。

次に歳入に関連をして 2点だけについて触れておきたいというふうに思います。

1点目は低成長、不安定な経済環境と国の財政の再建を理由に、歳出規模を厳しく抑制し、

福祉や文教などの分野において国民生活と地方自治体に負担と忍耐を求める政府、行財政の運

営方針の中で、市民税を主体にする自主財源に大きく依存をし、期待を寄せるところでもあり

ますロこうした観点から、 59年度の市税収入を見るときに、前年度比 23億 5，0 0 0万円、

1 3.7 2 %の増加となり、中でも法人市民税においては、前年度の1.5倍、 14億 5，000万

円の増収が図られ、財源の調達にも特段の支障がなく、市民生活からの要請にこたえての着実

な施策や事業の推進が、図られているところであります。こうした納税者の努力をしっかりと

受けとめる中での行政施策の一層の推進が、必要だろうというふうに考えております。

二つ目は、依存財源としての起債についてであります。もちろん現在のその政府、国の行財

政の運営方針等の中で、一定の活用ということは、これはやむを得ない、あるいは避けられな

し1一つの状況にあるわけでございますけれど、当年度に 38億 4，300万円、歳入構成比では

2 6. 7 3 %と前年を大きく上回り、歳出における公債費においても 33億 1，400万円、 10.5

婦を償還をしておりますが、その償還残額は、 212億 2，900万円に増加をし、次年度以降

の負担の増加になることは避けられません。特に市債の運用等に当たっては、単i乙単年度だけ

でなく、長期的な明確な方針等を確立する中で、効率的な財政運用と執行に真剣な努力を要請

をし、お願いをしておきたい、というふうに思います。
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最後にこれからの重点的な課題といたしまして、特に 6点だけにわたりまして、その充実と

積極的な努力を要請をしておきたい、というふうに思います。 1点目は高齢者、高年者施策の

充実でございます。高齢化社会への急速な進行が言われますように、日野市におきましても 65

歳以上の人口が、人口比 6.2 %に増加をしてきております。だれでもが迎える問題として、世

代を超えて地域施策の重点課題として、その施策や事業の充実、発展が図られなくてはなりま

せん。特に委員会の審議等を通して、強く感じているところでございますが、関係の所管が福

祉部にあり、生活環境部にあり、さらに教育委員会というふうに、窓口が大変広く、しかもそ

の連携等が必ずしも十分ではないんではないか、というふうに思います。もっと福祉から健康

づくり、学習等までにわたり体系的に効果的な運用を初め、高齢者対策協議会の活用、あるい

は福祉事業団の充実発展、将来に備えての高齢者対策基金等の設立等についても、やはり努力

とその工夫をしていただきたい、というふうに思います。

2点目は、健康づくりと医療施設の整備についてでございます。乳幼児から老人まで、市民

のだれでもが健康な生活が送れるように、行政が保健所、医師会などと協力を得て、疾病の予

防と早期発見、早期治療、障害者の社会参加など健康づくりへの積極的な努力が必要とされる

ときであります。そのためにも、生活保健センターの早期設立、あるいは対域医療の基幹病院

としての市立病院の機能の整備、施設の整備、あるいは高幡南平地区への総合医療施設の配置、

救急医療搬送体制等についても、一層の努力を必要とするんではないか、というふう iζ思いま

す。さらには健康づくりの推進協議会、こういうものについても十分検討を進める必要がある

んではないか、というふうに考えております口

3点目は、青少年の健全な育成と社会教育の充実についてでございます。次の時代を担う青

少年が、広い視野と豊かな情操を養t¥心身ともに健やかに成長をすることは、地域社会にお

ける大切な役割でもあり、市民みんなの願いであります。学校教育における先生と児童生徒と

の信頼感の向上を初め、放課後における交流や生活の場としての児童館活動や、あるいは集団

交流の遊び場等の整備を図るとともに年代を超えて交流や学習などの拡充を図るために、各種

の学級や講座の充実、指導者の育成等に努めてほしいというふうに思います。

4点目は、教育、文化、体育施策の向上と振興についてでございます。地域社会における教

育や文化、体育への水準を質の面からも、あるいは量の面からも高めることは、市民生活から

の強い要請であり、近代都市として豊かな潤いのある環境をつくり出すためへの重要な課題で

Q
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あります。幼児から高齢者までの体系的な生涯にわたる教育条件の確立を初め、小中学校にお

ける 40入学級の早期実現、図書館の適正配置、体育や余暇活動の場としての森林や河川などの

自然環境の活用、学校施設等の対応についても一層の努力と理解をしてほしい、あるいは必要

があるんじゃないか、ということでございます。

5点目は、都市生活施設の整備についてでございます。市内の人口も 15万人と言われます

ように、市街地も広まり住宅化が進んできております。こうした市内の移り変わりと都市化が進行

する中で、都市生活施設としての道路交通網の整備、流域公共下水道の促進、(開地等におけ

る災害対策、さらには自然や日照が確保された快的な生活環境づくりに向けて、市内全域にわ

たりマクロからの整備が急がれなくてはなりません。道路整備については、安全で便利な広域

的な交通体系を骨格に、幹線通過交通と生活道路の機能分担を、明確に沿道の環境悪化の防止

を図るとともに、安全性を高めるために、歩道の新設とか、あるいは街路灯、防護さく、反射

鏡、区画線などの整備の促進を初め、公共広域交通として特に期待がされております多摩都市

モノレーノレ等の促進を図るための関連街路の整備、ある t¥はこれまでもお願いをしております

日野駅の改築、あるいは国鉄西平山地区への新駅の新設促進、さらにあわせて交通不便地域へ

のパス路線の拡大についても、既存路線の拡充を初め、市内循環パス等の導入促進への積極的

な努力をお願いをしてまいりたい、というふうに思います。

次に 6点目になりますが、行財政の効率的な運営についてでございます。政府の 60年度の

補助金の一律 10%のカットに続き、 61年度は総額 14兆円にのぼる地方公共団体への補助

金の削減が言われております。地方財政に一層の過酷なしわ寄せが余儀なくされるような状況

になってきております。こうした中で、国と地方の仕事や役割の分担を明確にする中で、地方

自治体の主体的な努力の中で、市民の健康を守り、サービス向上を図るためにも、機敏性と機

能性を高めるための行政組織のあり方、さらには事務処理等の簡素化、職員研修などの充実を

図り、納入された税金や限られる資金が市民生活の中にむだがなく役立つことを最重点にする

必要があるんじゃないか、というふうに考えております。

最後になりますが、今、日野市が成熟都市へ発展するときを迎え、すべての市民が健康で豊

かな市民生活を営める地域社会づくりを目指すことが、最大課題ではなt¥かというふうに思い

ます。全市民の健康や文化的生活基盤の安定を最重点に、都市の機能と利便が調和する快的な

生活環境づくりを目指し、市民の創意とさらには期待を大切に行政施策や事業の充実と促進が
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図られることを期待し、改めて要請をいたしまして、決算の認定に当たっての付言を終わりま

す。以上です。

O副議長(米沢照男君〉 次に夏井明男君。

( 1 6番議員登壇〕

01 6番(夏井明男君〉 それでは公明党を代表しまして、昭和 59年一般会計決算に

対し認定賛成の立場で意見を申し上げたいと思います。

昭和 59年の施策としましては、いわゆる南平の高校の用地確保及び建設がさまざまな問題

を抱えながら進んできております。また、清掃関係におきましても、いわゆる清掃処理場の建

設も近い着工の段階まで近づいてきているわけであります。また、中学校におきましでも、当

初どおり給食室の新築等が順調に行われてきております。また、大きな特色であります下水道

の事業が、日野市は最近まで非常におくれてきた問題でございましたけれども、東京都、さら

には担当の方の力により、また、議会の大きなノイックをいただきながら、ようやく処理場の建

設の準備も進んできているわけであります。また、来年以降から建築が始まりますでありま

しよう生活保健センターにつきましても、目途がついてきている段階であります。

そこで、今日の先ほどの御意見にもありましたとおり、今日の経済状況は、非常に不安定要

素を抱え、将来に何が起きるかわからない、という経済構造の中で進んでいると言われている

わけであります。このような中で、市の行政をどのように進めていくのか。ますます難しい段

階に入っているかと思うわけであります。このような立場で、今後さらに住みよい町づくり、

市民要望にこたえるためにどのような観点からが大事であるか、中心になってくるかというこ

とで、過日の決算委員会の審議を踏まえまして、若干の要望をしたい、と思うわけであります。

歳入面におきましては、決算委員長の秦委員長の方からも報告がございましたとおり、当初

の法人市民税の予算に見積もりました額の約 2倍程度の実質収支があったわけであります。こ

れは当初見込みました法人市民税の実質的な経済成長、収支のうれしい見込み違いということ

でございましたけれども、 58年のつい前年度におきましては、実は法人市民税は約 10億円

近い減収という実態があったわけであります。したがいまして、この法人市民税における市民

の方の見方、また、財政当局の見方というものもますます慎重にならざるを得ないであろう、

というふうに思うわけであります。さらに、一方固におきましでも、いわゆる行財政政策の厳し

し、姿勢が進みつつあるわけであります。具体的には教育の面、福祉の面、さまざまな角度から
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切り込みの報道も出ているわけであります。そういう観点から見ますと、日野市におきまして

も、将来の活力ある町づくりを具体的に念頭におきながら、市の財政の拡充と財源確保に一層

努力する必要がますます生じていると言ってよ~\かと思うわけでありますo

今日、日野市におきましても、近い時期にいわゆる行財政改革の流れに沿うかと思いますけ

れども、答申が出てくるゃに聞いております。そういう意味で日野市におきましても、先般の

市長の行政報告にもありましたとおり、職員の有効配置の問題、さらには職場のOA化の問題、

電算化を進めて~¥く問題、将来の行政需要の多様化に伴う人員増を極力抑えながら、適切な人

員配置を加えていこう、という一つの流れにあるわけですけれども、ぜひこの方向性をさらに

強めながら堅持をしていただきたいと思うわけであります。さらに、投資的経費の枠を維持し

ながら、いわゆる常に問題になります経常経費の増大化をともかくも抑え込んでいくという中

で、日野市も節約の方向をさまざまに打ち出しておりますけれども、ぜひ工夫をしていただき

たいと思うわけであります。特に高齢化社会に向けて来年以降の予算の中でも、さまざまな対

策が日野市におきましても講じられつつあるわけですけれども、ますますこの高齢化社会の時

代を迎えてくるわけであります。 1人の老人の方の生活をどうするか、という観点から、さま

ざまな問題が浮き彫りになっている現状であります。そういう意味から、将来に不幸な老後を

迎えることのないよう、そのような方がいないような社会を築いていくためにも、今から強力

な手を打っていただきたいわけであります。

今般の決算委員会で、さまざまな細かい問題もありましたけれども、個々、具体的には、予

算の執行に当たって、ごく少数の方の意見で事が進められたのではないか、と思われるような

ものも数点あったわけであります。したがいまして、この予算の執行に当たりましでも、職員

の数多くの方の意見を聞きながら予算の執行に当たっていただきたい、と思うわけであります。

これらさまざまな重要政策iごついて実施の手順のあり方等、また、その時期の問題等さまざ

まに重要な場面に差しかかっているわけでありますけれども、今後とも慎重かっ柔軟な行政執

行を要望して意見にかえさせていただきます。以上です。

O副議長(米沢照男君〉 次に一ノ瀬隆君。

[ 1 1番議員答壇〕

0 1  1番(一ノ瀬隆君〉 1 984年度、昭和 59年度の一般会計の決算に対して、
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革新クラブを代表し、認定iζ賛成であることを表明いたします。

この年は、革新市政 12年目で、その市民本位の市政が、ますます軌道に乗り、全国iζ範た

る数々の施策が実現されています。目 iζ 見えるものとして、まず市民の待望久しかった市民会

館ができ上がりました。

旭が丘二丁目に老人いこいの家、 「かしの木荘」と心身障害者施設「つばさ学園」が新設さ

れました。

第七幼稚園の新築、第二幼稚園の改築もなされました。

緑と清流を取り戻す施策として、学校などの公共施設、緑化や黒川公園流水整備など、多く

のものがなされました。

下水道事業については、多摩平以外で初めて落川地区で公共下水道の供用開始となるところ

まで前進しました。

区画整理事業も万願寺を初め、豊田なども前進させています白

このように、大きな成果を上げた、高く評価のできる 1年であったと思います。これらのこ

とは、この 1年が経過した 4月21日にも全市民によって結論づけられたものだと思います。

この内容を含んだ決算でありますので、認定は当然であります。多くの立派なこの 1年の市政

の中にただ一つ、かつて一度もなかった、そしてこれからも二度とあってはならない「よくな

t¥Jことがあったのを指摘しないわけにはいきません口市職員に対する昇給 6カ月延伸であり

ます。賃上げと違って、原資の要らない昇給をストップさせることは、実質的な賃下げです。

もちろん起債制限などの国の不当な圧力に起因するものですが、二度とあってはならないこと

だと考えます。

決算の認定l乙当たり、委員会でもただしたものですが、意見を三つだけ申し上げておきます。

第 1は、議会無視につながる早い時期の予備費からの充当、他の項目からの流用でありますロ

その後、補正予算の機会がありながら、緊急、を要するということなどで、予備費から充当する。

これはいいわけですが、その後の予算を審議する機会には、この説明が全くない。そして、こ

れより少額なあるいは重要でない補正予算を一生懸命審議して t¥る。翌年の 9月以降の決算に

初めて突如として「こんなものに予備費を充当して使ったのです。もう使ってしまったことだ

から認定してください」と言っているのです。これはどうも納得できないのです。法令どおり

やっていることはわかりますが、常識的に考えて、補正予算との関係で理解できな t¥0 こうい

-83 -



う場合、その後の補正予算の機会、すなわち定例会があるなら、何らかの形で議会に報告すべ

きだ、というのが私の主張であります。一つの具体例を申し上げておきます。今回の決算書

2 6 1ページにあります 10款 3項 2目の委託料ですが、この中に指導室経費として 2年生移

動教室付添医師 97万 6.000円があります。これは当初予算にはなく、 5月 11日予備費か

ら充当されたものです。 6月定例の補正を待てない緊急性があったものだと思い、これは理解

できます。しかし、その後、決算が議案として上程されるまで、 16カ月の間議会には一切知

らされないということは、どうしても納得ができないのであります。移動教室に付添医師が同

行するという事実について、その是非だけでなく、それに関しての議員の意見もあると思いま

す。それが 16カ月知らされないことはよくないと思います。何らかの報告をすべきだと思う

のです。

2番目の意見は、決算の時期であります。今回の決算の認定は、議会の都合で第 4回の定例

会になりました。市職員の大きな努力で、 9月定例会で決算が認定されるようになり、それが

定着してきています。その努力が今年も行われ、 9月の第 3固定例会に決算が上程されました

が、遺憾ながらその認定が今定例会になってしまいました。ちなみに私ども革新クラブは、 9

月定例会での認定を主張しています。この結果、認定されない繰越金が使用された補正予算が

可決されるような、望ましくない事態が発生しています。今後は、 9月定例会認定を強く望み、

ヲ|き続く市当局の努力をお願いしたいと思います。

最後に決算書の大幅改善について、その努力を高く評価しておきたいと思います。私は、た

かが決算書と軽視すべきではないと思っています。これがちゃんとしていなくて、何でほかの

仕事が立派にできるかと言いたいのです。予算書と決算書と比較もできないようなっくり方で

は困るわけですし、そのほか、幾つかの指摘に対して、真塾な態度でこれを受け、大幅に前進

させた収入役や、出納課職員の努力を高く評価するものです。

以上申し上げ、決算認定の意見とします。

0副議長(米沢照男君) 次に古谷太郎君。

( 6番議員登壇〕

06番(古谷太郎君〉 市議会自由民主党を代表しまして、決算に対して反対の意見を

申し上げます。

国会においてもどこでも同じですが、予算とか、決算は全体主義であります。 1円の反対、
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1点の疑問でもあれば、反対になるわけであります。ですから、国会では社会党、共産党さん

等大抵は反対いたします。そこで、私どもはやはり賛成の部分はもちろんあるんですが、 1点

でも 2点でも反対しなきゃならない問題がありますので反対するわけです。

まず第 1，こ歳入なんです。調定額が 204億円を超えております。ところが歳入済額は、 194

億円、約その聞に 10億円の滞納があるわけであります。こんなことは今度初めてです。まじ

めな納税者に対して、これでは相すまないのであります口やはり税金というのは、できるだけ

公平にいただかなきゃいけません。この原因というのは、市税を扱っている市民の職員が足り

ない、機械器具も足りなL可。いわゆる市税を課税し、納付していただくための機構が、全く不

備だからであります。ですから、このような歳入が大きな 10億円近い歳入が見込まれていな

がら、アウ卜してしまったわけであります。こういうことはひとつ改善していただいて、やは

り調定額K対して、あるいは課税額に対して、歳入額が 98%程度ぐらいまでは納入されるよ

うにしてもらいたい。

それから、次に歳出について一、二申し上げます。

森田市政の中で一番困るのは、政府と歩調を合わせないようにしよう、しよう、としている

んだと思うんですが、そういう点です。例えば今度この予算の中でも、政府はことしからは

国庫補助金を大幅に減らします。これは当然、国民の財政が非常に苦しい中において、やむを

得ざる措置だと思いますが、例えば、流域下水道建設 4分の 3国庫補助であります。ところが、

それが 3分の 2に滅ります。これは、例えば日野市の流域下水道の負担金額が 200億円、そ

れからいきますと、この差額は、 5 0億円にもなるわけであります。大変な損害が出るわけで

す。このように国の方針と昭和 51年から昭和 60年までの 10カ年の聞は、国は全力を尽し

て、地方の下水道の補助金を出してつくらせたわけです。ですから、ごらんなさい、日野市よ

りずっと後でスタ」卜した府中、調布、小金井、みんなもうでき上がちゃっている、 1 0 0 %0 

ところが、これからはもう下水道事業は、固にとっては最重点事業ではないのであります。も

う徐々に力を落として~，かなきゃならない。最重点事業はほかに発生しつつあります。そうい

う点でやはり私どもは、国の方針、東京都の方針と日野市の方針ができるだけ合致するように

進めて L、く、このことがなければ都市計画とか、あるいはまた、まちづくりはできません。ひ

とつ今後ともこの決算においては国の方針と全く歯車が合わない、このような状態については

改めてもらいたい。
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さらにまた、小学校、中学校の建設であります。これは義務教育なんです。今、日野市の義

務教育は大変困難な状態にあります。少なくとも我々は小学校においても、中学校においても、

600名以下の学校にし、かつまた文部省基準よりも l割程度市採用の教員を配属して、 1学

級40名程度にできることは十分なのであります、できるんです。なぜならば、日野市は富裕

都市でございます。三菱銀行に 60億円以上の預金が現在もあるわけですから、こういうふう

な余っているお金を教育にぶち込む、福祉にぶち込む、これは預金することは市長さんのお好

きのようですけれども、市民は、預金よりは我々の子供や年寄りに返ってくることを願うので

あります。不幸な人に返ってくることを願っております。そういう点で、今後基金、基金とエ

チオピアじャないんです、これは。豊か通ぎているわけです。これをひとつぜひこのような昨

年もたくさんのお金を基金に積み立てました。ぜひ国の方針に合わせて、そういうお金はどん

どん出して国庫補助をうんとふやしてもらいたい。大体歳入の 3倍というのが基準です。そう

なんですよ。我々は固に税金を市税の 4倍納めているんです。もらわなきゃ損です、これは。

だから当然そのうちの 2分の 1くらいは、各市町村に配られている。このことをお願いしたい

のであります。たくさん申し上げたいんですが、最後に私はどうしても今度の決算で賛成できな

いのは、法律にも日野市の条例にも全くない遺跡調査会の裁判の費用、あるいはまた調査会の

いろいろの問題についての費用を、税金から支出しているということであります。これは明ら

かに私は違法だと信じます。違法な支出のある決算には、賛成できません。以上が反対意見で

あります。

0副議長(米沢照男君) 次に小俣昭光君。

( 3番議員登壇〕

03番(小俣昭光君〉 日本共産党市議団を代表しまして、昭和 59年度一般会計決算

を認定賛成する立場から意見を申し上げます。

5 9年度は皆さんも御存じのように、政府自民党は国家財政が危機的な状況にあるとして、

臨調行政改革を押しつけ、福祉や教育を犠牲にして軍事費を突出させ、前年度iζ引き続き、国

民生活と地方自治体に多くの負担と忍耐を強いるものとなっています。軍事費の異常突出は、

5 9年度は 4年自になり、前年度対比でも 6.5 5 %増となり、中曽根内閣の超タカ派ぶりに国

民の怒りが渦巻いています。自民党政府の福祉、教育切り捨てにより、国庫支出金は前年度対

比で児童手当負担金は 367万 9，0 0 0円、義務教育教材費負担金で 169万 5，000円、交
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付金では地方譲与税 999万 5，000円の波少となっています。都支出金においても教育費で

3 7 8万 7，0 0 0円の減少であります。このような園、都の支出金の減額は、市民の生活に一

段と重くのしかかってきております。このように、市民生活の将来に不安が強まる中で、革新

市政が市民の期待にこたえて市民本位の施策を前進させることが特に重要となっています。 59

年度の主要施策は、公共流域下水道事業を初め、万願寺区画整理事業、第七幼稚園新築、第二

幼稚園の改築、障害者福祉施設のつばさ学園の新築や市民会館、老人いこいの家「かしの木荘」

第三中学校、三沢中学校の増築、仲田小学校の新築等市民要望に積極的にこたえたものであり

ます。歳出のうち、総務費では市民要望の強かった市民会館の建設と、それに伴う来客用駐車

場の増設、東京都の赤字路線を理由に、都パス立 73路線廃止の方針については、赤字額の 3

介の 1の地元負担により、市民の足を守り、また、新たに循環パス路線の先駆けとしての豊田

駅、市役所、日野駅を結ぶパス路線の実現など、市民から大変に喜ばれております。市民の平

和の願いにこたえての核兵器廃絶、非核平和都市宣言の啓発塔の増設などであります。民生費

では、 1 5年間の運動と 1円募金による 40 0万円の積み立てによるかしの木荘の建設、障害

者の強い願いにこたえてのつばさ学園の建設、障害者の緊急一時保護制度の実現、全市的にも

大変に喜ばれている老人理美容券の引き続いての実施、市内 18番目の三沢台小学童クラブの

実現などであります。衛生費では、 3カ年の工事初年度であるごみ焼却炉の新設、有害ごみの

集積容器購入、し尿処理場脱臭施設の新設などであります。土木費は都市計画道路 2 ・2 ・5

号線用地、仲田緑地、北川原公園用地の取得、水路用水改修工事では、南平、根川、黒川水路

等 20件の工事が進められてきています。教育費では、仲田小学校新築、三沢中学校の増築と

食堂の新築、第三中学校の増築、第七幼稚園の新築、第二幼稚園の防音改築、図書館費では反

核平和のフィノレム 5本の購入など、平和を求める市民要望にこたえたものとなっています。

以上 59年度施策を申し上げてきましたが、いずれも市民要望に積極的にこたえた施策とな

っています。

以上のことから、 59年度決算を認定いたします。

最後に、市立幼稚園の保育料値上げについては、それに見合う保育内容の改善と下水道料金

についても低所得者に対する考慮をあわせてお願いいたしまして、日本共産党市議団の 59年

度決算を認定する意見といたします。

0副議長(米沢照男君〉 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
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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lζ対する委員長報告は認定であります。本件は

委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

O副議長(米沢照男君) 挙手多数であります。よって議案第 56号、昭和 59年度日

野市一般会決算の認定の件は、認定されました。

これより議案第 57号、昭和 59年度目野市国民健康保険特別会計決算の認定、議案第 58 

号、昭和 59年度日野市都市計画事業特別会計決算の認定、議案第 59号、昭和 59年度日野

市下水道事業特別会計決算の認定、議案第 60号、昭和 59年度日野市立総合病院事業会計決

算の認定、議案第 61号、昭和 59年度目野市受託水道事業特別会計決算の認定、議案第 62 

号、昭和 59年度日野市農業共済事業特別会計決算の認定、議案第 63号、昭和 59年度目野

市老人保健特別会計決算の認定、議案第 64号、昭和 59年度日野市仲田緑地用地特別会計決

算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。

( i異議なし」と呼ぶ者あり〕

0副議長(米沢照男君〉 御異議ないものと認め一括議題といたします。

特別会計決算特別委員長の審査報告を求めます。

〔特別会計決算特別委員長登壇〕

0特別会計決算特別委員長(市川資信君) 昭和 59年度特別会計決算特別委員会

の本委員会に付託されました議案第 57号から議案第 64号までのあわせて 8議案につきまし

て、去る 10月 29日花開催されました本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。

初めに議案第 57号、昭和 59年度日野市国民健康保険特別会計決算の認定について御報告

申し上げます。

歳入につきましては予算現額 28億 2，18 2万円に対し、収入済額 27億 9，298万 242

円、不納欠損額 689万 580円、収入未済額 1億 5，679万 8，7 9 5円であります。

歳出については、支出済額 27億 2，990万 5，485円となっております。

本件iζ対する主なる質疑は退職者医療制度について当初の予想どおりにt¥かなかった理由は

何か。老人保健拠出金が増加しているがなぜか。また、保険税の収納率がよくないが原因は何
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か。不納欠損額が増加してきているが、その理由は何か、などの質疑が行われた次第でござい

ます。これらについては、案分率の関係によるものとか、普通徴収でありますとか、低所得階

層が多いなどの理由である、との答弁でありました。決算の内容については、別段異議なく、

全会一致原案認定と決した次第であります。

次lζ議案第 58号、昭和 59年度日野市都市計画事業特別会計決算の認定についてでありま

す。

歳入につきましては、予算現額 10億 3，714万 4，000円に対し、収入済額10億 3，757

万 4，11 0円であります。

歳出については支出済額 9億 3，616万 6，7 7 6円となっております。

本件に対する主なる質疑は、事業費の中の工事請負費について不用額が出ているがどういう

わけか。 60年度においてはどのような状況か。また、委託料について、豊田南口及び高幡地

区区画整理事業の住民意識などの現状はどうなっているのか。また、これらの見通しについて

どうなのかなどの質疑が交わされました。不用額につきましては、 13号通りの工事が遺跡調査の

関係で移転がおくれ、そのために生じたものである。 60年度は順調に進んでいるとのことで

あります。また、豊田南口、高幡区画整理ともに、 1 0月 25日東京都都市計画審議会におい

て計画決定され、今後事業認可を得るための説明会に入る予定である。高幡地区に関しては、

1 1月下句より豊田地区においては、 2ないし 3カ月おくれて説明会に入る予定である、との

答弁でありました。決算の内容につきましては、.!51J段異議はなく、採決の結果、全会一致原案

認定と決した次第でございます。

続きまして、昭和 59年度日野市下水道事業特別会計決算の認定について御報告申し上げま

す。

歳入につきましては、予算現額 15億 5，3 9 4万 6，000円、対しまして収入済額 15億

5， 0 7 2万 89 6円、歳出につきましては支出済額 14億 8，49 9万 4，1 7 9円となっており

ます。本件に対する主なる質疑は、南多摩処理区公共下水道管渠埋設について当初からの進捗

状況はどうなっているか。また、現状の道路の幅員を広げなくても埋設できるのか。工法はど

ういうものか。また各費自に不用額が多いが理由は何か、などの質疑が交わされました。これ

らについては管渠埋設は計画通り 10 0 %実施している。一の宮交差点先については、具体的

にまだ計画はな~，。工法については、小口径推進工法である。不用額についても 58年度分の
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遺跡調査による繰越明許分の残額であるなどの答弁をいただきました。決算の内容につきまし

ては別段異議なく採決の結果、全会一致認定と決した次第でございます。

議案第 60号、昭和 59年度日野市立総合病院事業会計決算の認定について御報告申し上げ

ます。

収益的収入及び支出につきましては、収入額 21億 383万 6，919円、支出額 20億 4，402

万 9，358円となっております。

資本的収入及び支出につきましては、収入額は 1億 2，707万 4，000円、支出額1億 7，683

万807円となっております。この不足額 4，975万 6，807円は過年度分及び当年度分損益勘

定留保資金で補てんしております。

本件に対する主なる質疑は、市立病院の人件費について正看護婦、准看護婦、助産婦はそれぞ

れ正当に評価されておるのか。報酬の面等はどうなっているか。また、採用時の資格条件はどうなの

か。病院の用地拡張、また、駐車場の拡張はどうか、などの質疑がなされやした。これらの答弁は、

看護婦の定着率の悪いので困っておる。また、正看護婦を全員そろえるのが本来望ましい姿で

あるが、なかなか難しい。給与体系も生活給与保障体系なので矛盾もある。病院用地、駐車場

とも拡張予定は持っている、などの答弁をいただきました。これらの質疑を踏まえ採決の結果、

本委員会は全員異議なく認定と決した次第であります白

続いて議案第 61号、昭和 59年度日野市受託水道事業特別会計決算の認定について御報告

申し上げます。

歳入につきましては、収入済額 10億 8，570万 15 7円、収入未済額 86 0万 9，843円。

歳出につきましては、支出済額 10億 8，57 0万 157円となっております。本件に対する

主なる質疑は、専用水道の都水道への移管取り組みについて、 59年度における経過はどうで

あったか。また出先機関である水道部の組合ストに対する市民への周知はだれの名前でやって

いるか。また、その対応策はどうか、などの質疑がなされました。

1につきましては、現在、庁内に推進本部を都一元化に向かつて設けて進めておる。 2につ

いては、出先機関であるので、出先機関命令において行っておる。今後その件については検討

いたす、とのことでありました。

決算の内容につきましては、別段異議なく採決の結果、全会一致認定と決した次第でござい

ます。
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続きまして議案第 62号、昭和 59年度日野市農業共済事業特別会計決算の認定についての

御報告を申し上げます。

あわせて四つの勘定を総合した決算額は収入で 2，212万 3，432円となっております。支

出では 2，204万 9，6 4 2円でございます。

本件についての質疑は、 59年度も繭の関係の引き受けがないが、今後はどのように考えて

いるか、などの質疑がありましたが、決算の内容については別段異議なく、採決の結果、全会

一致認定と決した次第でございます。

続いて議案第 63号、昭和 59年度日野市老人保健特別会計決算の認定について、本委員会

の審議並びにその結果を御報告申し上げます。

まず歳入では収入済額 25億 110万 3，278円、歳出ではは支出済額 24億 4，55 0万

2，258円となっております。本件につきましては、特段質疑はなく、決算の内容にも別段異

議はなく、採決の結果、全会一致認定と決した次第であります。

最後に議案第 64号、昭和 59年度目野市仲田緑地用地特別会計決算の認定について、本委

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。

本会計は昭和 58年度から仲田緑地用地取得に伴い、設置されたものでございますが、歳入、

歳出については、収入済額、支出済額ともに 6億 608万 5円となっております。本件につき

ましての質疑は、用地買収についての国からの補助金はどうなっているか、また、総合グラウ

ンド造成について施設に聖火台をつくる予定はあるのか、などの質疑がなされました。

国からの補助金については 29億 3，30 0万のうち 1億円であり、また、聖火台は競技場内

につくる予定である、などの答弁を得られました。

本委員会では質疑を終結し、採決の結果、全員異議なく認定すべきものと決した次第でござ

います。以上、 8件よろしく御審議のほどお願いいたしますD

0副議長(米沢照男君〉 これより質疑に入ります白橋本文子君。

01番(橋本文子君〉

ます。

委員長の御報告によりますと、調定額に対してその収入の未済額が大きい。 91. 6 8弼白こ

国民健康保険の歳入に関しまして、 1点お伺いをしたいと思い

れについて質問があったという御報告だったんですが、それに対する御答弁が余り詳しくなか

ったので、ぜひその点をお伺いしたいと思うわけです。ちなみに国の国民健康保険の収納率、
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ことしの推定が 93.5 6 %と昨日の新聞でも報道がございました。これに比べまして、やはり

市の収納率が1.88%と低いわけであります。その理由、原因というのが、例えば考えられる

のは、医療費が高くなってそういうことになっているのか、あるいは保険税が上がったために

払いにくくなったのか、またまたもう 1点、職員不足でそのあたりが十分でないのか、いろい

ろな原因が考えられるわけでありますけれども、それらの詳しい内容について伺えなかったも

のですから、ぜひその点をお伺いできればと思います。よろしく。

O副議長(米沢照男君〉 特別会計決算特別委員長。

0特別会計決算特別委員長(市川資信君〉 それらの点につきましては、今橋本議

員が質問されました件につきましても、相当細かい質疑はございました。

そして、その収納率の非常に低いのは何か、ということの根本の一番の原因は、やはり低所

得者層の増だということが主たる原因である、というような答弁でございました。

0副議長(米沢照男君〉 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 8件について御意見があれば承りますロなければこれをもって意見を終結いたします。

これより本 8件について採決いたします。本8件に対する委員長報告は認定であります。本

8件は、委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。

( i異議なし」と呼ぶ者あり〕

0副議長(米沢照男君〉 御異議ないものと認めます。よって議案第 57号、昭和 59 

年度目野市国民健康保険特別会計決算の認定、議案第 58号、昭和 59年度目野市都市計画事

業特別会計決算の認定、議案第 59号、昭和 59年度目野市下水道事業特別会計決算の認定、

議案第 60号、昭和 59年度日野市立総合病院事業会計決算の認定、議案第 61号、昭和 59 

年度日野市受託水道事業特別会計決算の認定、議案第 62号、昭和 59年度日野市農業共済事

業特別会計決算の認定、議案第 63号、昭和 59年度日野市老人保健特別会計決算の認定、議

案第 64号、昭和 59年度日野市仲田緑地用地特別会計決算の認定の件は認定されました。

これより請願第 60 -1 5号、日野本町四丁目のワンノレーム・マンション建築に反対し、市

の適切な指導を求める請願の件を議題といたします。

建設委員長の審査報告を求めます。

〔建設委員長登壇〕
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0建設委員長(高橋徳次君〉 それでは、去る 9月の定例議会におきまして、建設委

員会iζ付託されました請願第 60ー 15号の審査並びに経過とその結果の御報告を申し上げま

す。

本請願は去る 10月の 9日ですか、委員会に付託されましたんですけれど、件名は、日野本

町四丁目のワンノレーム・マンション建築に反対し、市の適切な指導を求めるという請願でござ

L¥ます。

請願者は日野本町四丁目 19番地の 3、芹沢直明さんほか 40名の方から提出されたもので

ございます。請願の要旨は、生活環境を破壊し、協定を守らぬタイトー建設に対して、市の適

切な指導を求めたものであります。

建設委員会では、 1 1月 21日、現地調査を実施した上、審議に入りました。委員会におけ

る質疑の主なものを申し上げますと、タイトー建設の日野における過去の実績はどうか。また

請願内容に都民と書かれているけれど、同じものが都の方へも提出されているのか。誇大広告

が今までにもあったのか。排水路及び通学路との関係は、今までの市の指導のあり方、また、

今後指道の可能性、市との協定の有無、協定のあり方、また、今目指導要綱に該当するのか。図

面等が市の方へ提出されているのか。タイトーが販売したとき、市へ協定書の提出があったの

か。協定なしで確認をおろしたのか。これら多くの質疑がございましたけれど、細部にわたっ

ては省略させていただきます。

また、本請願iζ対する意見としては、業者が建築であるということで、誇大広告及び違反広

告を出しているので、住民の意をくみ請願は採択すべきである。また、法的な面で問題もある

が、周囲の住民の意向を重視すべきである。また、法的拘束力がなくても、指導要綱は守らせ

るべきであり、また、住民の意思を反映した建築協定を結ばせるべきで、今のままでマンショ

ンの建設を進行させるべきではないロまた、同一業者が同一場所で違法建築をし、協定がある

がごとくだましたのは、悪質である。採択するだけでなく、執行部が業者に対して強く指導す

べきである。付帯意見を付すべきである。

品L上lζ より質疑、意見を終結し、採択の結果、住みよいまちづくり指導要綱に基づく指導を

行うことを付帯意見として、全員一致本請願は採択と決しました。よろしく御審議のほどお願

いいたします。

0副議長(米沢照男君〉 これより質疑に入ります。なければこれをもって質疑を終結

- 93ー



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。

( I異議なし」と呼ぶ者あり〕

0副議長(米沢照男君) 御意議ないものと認めます。よって請願第 60 -1 5号、日

野本町四丁目のワンノレーム・マンション建築に反対し、市の適切な指導を求める請願の件は、

委員長報告のとおり採択と決しました。

お諮りいたします。議事の都合により暫時休憩いたしたいと思いますが、これに御異議あり

ませんか。

( I異議なし」と呼ぶ者あり〕

0副議長(米沢照男君〉 御異議ないものと認めます。よって暫時休憩いたします。

0副議長(米沢照男君〉 休憩前に引き続き会議を開きます。

午後 6時 13分休憩

午後 7時 43分再開

これより議案第 81号、昭和 60年度日野市土地区画整理事業特別会計補正予算(第 1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(森田喜美馬君〉 議案第 81号、昭和 60年度日野市土地区画整理事業特別会

計補正予算(第 1号〉の専決処介の報告承認について提案の理由を申し上げます。

本議案は、昭和 60年度日野市土地区画整理事業特別会計補正予算第 1号で、地方自治法第

179条第 1項の規定に基づき、昭和 60年 11月7日付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 6，980万円を追加し、歳入歳出予算の総額を 12億 2，752

万 9，000円とするものであります。

詳細につきましては、担当部長に説明いたさせますので、よろしく御承認のほどお願いいた

します。

0副議長(米沢照男君) 関係部長から詳細説明を求めます。都市整備部長。
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0都市整備部長(結城邦夫君〉 それでは、私からただいま提案のございました議案

第 81号の昭和 60年度目野市土地区画整理事業特別会計補正予算第 1号の専決処分につきま

して、詳細について御説明申し上げます。

別途配付してございます補正予算の第 1号に基づきまして、御説明をさせていただきます。

今回補正いたします第 1号の額は、提案のありましたとおり、 1億 6，9 8 0万円で、歳入歳出

とも同額でございます。今回この予算を専決処分いたしましたのは、国庫負担金、国庫補助金、

並びに都の補助金が増額されたことに伴いまして、この執行を年度内に完全に執行するために

時間のいとまがなかったために、専決処分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。

まず歳入でございますが、 6ページ、 7ページをお開きいただきたいと思います。国庫負担

金でございますが、都市計画道路の 1・3・1号線の公共施設管理者負担金といたしまして、

国から負担金を用地の相当分として受けるものでございますが、これが 7，860万円追加補正

をいたしたものでございます。

次lと8ページ、 9ページでございますが、国庫補助金でございます。区画整理事業の国の補

助金といたしまして、通常の区画整理の補助金として、 10分の 6の補助率で額が 1，74 0万

円、それと補助率 10分の 4の地方道路整備臨時交付金、これも補助金でございますが、 1，800

万円が増額されたものでございます。

次に 10、 11ページでございますが、都の補助金でございますが、ただいま申し上げまし

た国の補助金の裏負担として、東京都が補助金を交付するものでございます。額は 5，580万

円でございます。

次lζ 歳出 iζ入らせていただきます。歳入花見合います額を歳出として計上いたしたもの

で、万願寺区画整理事業の補償、補てん及び賠償金に充てるものでございます。説明欄に記載

してございますように、建物の移転補償費等に執行をいたすものでございまして、建物につき

ましては、移転補償を当初予算では 38棟計画しておったわけでございますが、今回 10棟ふ

やしまして 48棟の移転を行うものでございます。以上で説明を終わらせていただきます。よ

ろしく御審議のほどお願い申し上げます。

0副議長(米沢照男君〉 これより質疑に入ります。なければこれをもって質疑を終結

いたします。
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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副議長(米沢照男君) 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。

( r異議なし」と呼ぶ者あり〕

0副議長(米沢照男君〉 御異議ないものと認めます。よって議案第 81号、昭和 60 

年度日野市土地区画整理事業特別会計補正予算(第 1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 82号、日野市議会議員及び市長選挙公報発行に関する条領の一部を改正す

る条例の制定、議案第 83号、日野市民会館建設資金積立金条例を廃止する条例の制定、議案

第 84号、日野市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定の件を一括議

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副議長(米沢照男君〉 御異議ないものと認め、一括議題と~，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 82号、日野市議会議員及び市長選挙公報発行Iζ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、公職選挙法の改正K伴い、選挙公報の取り扱いについて改めるため、日野市議会

議員及び市長選挙公報発行花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、選挙管理委員会事務局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。

次いで議案第 83号、日野市民会館建設資金積立基金条例を廃止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、日野市民会館が完成を見ましたので、市民会館を建設する目的でつくられたこの
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基金条例を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 84号、日野市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定につい

て提案の理由を申し上げます。

本議案は、日野市一般職の職員の期未及び勤勉手当の支給に際し、計算の基礎額に管理職手

当を算入するため、日野市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正するものであります。

詳細につきましては、担当部長に説明いたさせますので、よろしくお願いいたします。

0副議長(米沢照男君) 関係部長から詳細説明を求めます。選挙管理委員会事務局長。

O選挙管理委員会事務局長(土方正作君〉 議案第 82号について御説明申し上げ

ます。

この条例は、市議会議員の選挙並びに市長の選挙について、条例の定めるところにより選挙

公報を発行するわけでございます。それの条例の一部を改正をお願いするわけでございます。

内容としまして、昭和 58年に公職選挙法の一部改正により、選挙運動期間が市議会議員の

選挙並びに市長の選挙にあっては、 10日から 7日聞に短縮されました。また、立候補の届け

日が、公示または告示があった日から 2日間を公示または告示があった日に当該選挙長に届け

ねばならないというように 1日の短縮となりました。よって公職選挙法の改正により条例の整

備をするものであります。条例第 3条は、立候補しようとする予定者が、選挙公報へ掲載する

部分を載せるための条文であります。このように一部改正をするものであります。第 3条第 1

項中「委員会の指定する期日まで」を「法第 86条第 1項及び第 2項の規定による立候補の届

出の日」に改め、同条第 2項を削り、同条第 3項を同条第 2項とし、同条第 4項を同条第 3項

と順次繰り上げて改正するものであります。

次iと第 5条は、選挙公報の配布の条文であります。公職選挙法の一部改正により市議会議員

の選挙並びに市長の選挙の運動期間が 10日から 7日に短縮されました。よって選挙公報を配

布する期間が 7日から 5日聞に短縮となりました。選挙公報の印刷、新聞折り込み、各世帯へ

配布等をあわせますと、窮屈な回数となりましたので、 1日延ばしたわけでございます。第 5

条第 1項中「選挙の期日前 2日」を「選挙の期日の前日」に改めるものであります。

以上簡単ですが説明を終わらせていただきます。
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0副議長(米沢照男君〉 企画財政部長。

0企画財政部長(前田雅夫君) 議案第 83号、日野市民会館建設資金積立金条例を

廃止する条例につきまして御説明申し上げます。

この条例につきましては、昭和 55年 3月 31日付で条例制定をいたしました。その後積み

立てをいたしまして、市民会館の建設につきましては、 58年、 59年、 60年で事業が完了

したわけでございますロしたがいまして、 61年 3月 1日をもちましてこの基金条例を廃止を

するものでございます。 3月 31日の廃止といいますのは、会計運用上の関係がございまして、

日にちを逆にいいますと、 2月末日で終わるというものでございます。以上でございます。

0副議長(米沢照男君〉 総務部長。

0総務部長(山崎 彰君〉 それでは、議案第 84号について御説明申し上げます。

この条例は、管理職手当を明文化いたしまして、従来の管理職手当の中iζ係長を含めており

ましたのを管理職とは、課長補佐以上ということにいたしまして、それを改正したもので ござ

います。なお、係長職につきましては、そのまま係長職手当として、新しく挿入させてもらっ

たわけでございます。

それでは、御説明いたします。

6ページから入らせてもらいます。新旧対照表で御説明いたします。

給料表の第 2条でございますが、今申し上げましたように管理職手当の範囲を明確にいたし

ましたために、係長職というものを新たに設けましたので、管理職手当の中段にありますが、

その次に係長職手当を新設挿入いたしました。

それから、調整手当の項でございますが、そこに管理職手当、または係長職手当ということ

で、係長職手当を入れまして、調整手当と同じく 10 0分の 9でございますが、これに同じも

のでございます。

それから、 8条の 3から 10条の 2のところは略しましてその次に 10条の 3に新しく係長

職手当といたしまして、左の欄にありまするように係長職手当、これは現在係長職手当 100

分の 15でございますが、そのとおりのものをここに持ってきたということでございます。

それから、次が 8ページでございますが、ここに 16条、期末手当でございます。期末手当

におきまして、改正したのは中段のところでございますが、規則で定める管理または監督

の地位にある職員にあっては、その額に給料月額の 100分の 20を超えない範囲内で規則で
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定める割合を乗じて得た額を加算した額ということで、これは、先ほど管理職課長補佐以上か

ら部長まででございますが、これを明確にいたしました。そして、期末手当には今まで従来の

管理職手当、部長職 25、それから課長 20、謀長補佐 18というような段階がありましたん

ですが、これを期末手当におきましては、最高の 20ということで 20 % ~ζ抑えましてその率

をここに明文化したわけでございます。なお、これらにつきましての参考資料といたしまして、

8 4号関係の資料を規則を三つ新しくこしらえましたので1 御参考までに供しておきます。

以上で簡単ですが、説明にかえさせていただきます。

0副議長(米沢照男君〉 これより質疑に入ります。夏井明男君。

01 6番(夏井明男君〉 それでは、ちょっとお尋ねします。

8 4号の条例の件なんですけれども、今の部長の御答弁ですと、趣旨が明確でない、ただ条

文からこういうふうに条文になったというふうな説明だけなんですけれども、この条例のねら

いというんでしょうか、趣旨というのはどういうことなのか、その御説明をしていただきたい

ということと、それから、こういうふうな条例の改正によって、例えば係長職の方にどういう

ふうな具体的な影響となって出てくるのか、その辺の長所、短所といいますか、必ずそういう

両面があると思うんですけれども、その辺もう少しわかりやすく説明をしていただければあり

がたいと思います。

0副議長(米沢照男君) 総務部長。

0総務部長(山崎 彰君〉 趣旨説明が不徹底でまことに申しわけありませんでした。

日野市は御存じのように、管理職手当といたしまして、昭和 45年から独自の管理職手当と

いうものを設定して、今日に来ておるわけでございますが、その範囲はたびたび申し上げます

ように、係長まで含めたものが今まで管理職手当ということでございます。果たしてそれが管

理職としてなじむかというものは、非常に疑問は持っておられたと思いますが、そうした中で、

各市におきましでも、係長職の場合には、ほとんど管理職というものからはずしておりまして、

また、日野市の場合も、係長職は、管理職手当をもらっておりますが、組合員でもある、とい

うような明確なものが打ち出されてはいませんでした。そうした中で、係長はやはり組合員で

あるということで、その任は係長職としての仕事は十分でありますが、管理職としてこれがど

うか、ということでの今までの議論の中で、それでは課長補佐以上、係長これは当然そういう

ことは各市とも行っておりますので、そこで、この一つの線を引いたということが一つです。
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そして、その趣旨といいますか、そうした組合員でもあるし、また管理職手当をもらっている

という係長職については、そのままで手当の方は同じものを支給して少しも差をつけないとい

うことで係長職をそのまま今もらっておりまする係長職 100分の 15は、そのまま 100分

の 15として位置づけた、ということでございます。ちょっとわかりにくいですか。

それで、その次に管理職手当でございますが、これは先ほど申し上げましたように課長補佐

以上でございますので、各今までの都道府県そうした実例を見ますれば、ボーナス算入の場合、

そのままイコーノレに数字を持ってくるということはしておりません。最高が 20%ということ

でありますので、 20%を超えております部長職は現在 25%でございます。それではその最

高を 20 % ~ζ抑えるということで、この参考資料にもありますように部長で 2 0、課長で 15、

それから課長補佐で 10というような割合でボーナス算入をしていくということで、ここに提

案した次第でございます。

0副議長(米沢照男君〉 古谷太郎君。

06番(古谷太郎君〉 お聞きしたいんだが、 1点は、東京都の場合はどうなっている

か、これをまず教えてもらいたい。

それから、 2点ですが、係長さんは残業手当が確か出るんじゃなかろうか、いいですか、だ

から 15 %管理職手当が出て残業手当がほかに出るんじゃないか、と私は思うんですが、これ

は違うんですか。もし、違うんなら教えてもらいたL可。そうすると残業手当というのは案外多

いロ予算を見てもそうですね。そういう点では、若干この含みをどういうふうに均衡をとって

いるのか。課長補佐と係長との均衡をどのようにとろうとしているのか。いいですね。これを

ひとつ説明してもらいたい。というのはたった 3%しか違わないわけね。 15と18だから。

東京都は、いわゆるボーナスの場合花、 100分の 20でやっているのかどうかよくわかりま

せんけれども、説明をしてもらいたい。これは非常にいいことなんです。盛んに皆さんにお願

いしてきたんだが、やっと実現して、私もよかったなあと思って自分が主張していることが、

こういう形になるとうれしいもんなんです。だから、公平に不公平のないようにやっていただ

きたいと思って、今御説明を求めたわけです。以上です。

0副議長(米沢照男君〉 総務部長。

0総務部長(山崎 彰君) 1点目の東京都でございますが、東京都におきましては、

局長クラスにおきまして 100分の 20ということで、それ以下ちょっとそこまでは詳しくし
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ておりませんですが、 c r部課長はわからない、いいです」と呼ぶ者あり〉、それから係長で

ございますが、現在、係長職は残業はついておりません、日野市の場合。先ほど申し上げまし

たように、係長を含めまして管理職という制度で今まできておりましたので、管理職手当とし

て 10 0分の 15を支給していたわけです。それで、今回新しく係長職手当として 100分の

1 5は残しますけれど、残業というものは今のところ考えておりません。

0副議長(米沢照男君〉 古谷太郎君。

06番(古谷太郎君〉 そういうことならば、当然課長補佐との均衡上、 100分の 7

ぐらいは管理職手当を加えてというか、 1 0 0分の 7ぐらいを加えて、いわゆる課長補佐が

100分の 10なんですから、期末手当に対する割合がそういうふうな御意思は市長はないで

しょうか。だから係長は 100分の 8か、半分よりちょっと多いから 100分の 8、課長補佐

は 100分の 10、課長は 10 0分の 15、部長は 100分の 20、これは市長なんですが、

考え方をちょっとお聞きしたl'o

0冨u議長(米沢照男君〉 市長。

0市長(森田喜美男君〉 係長職iζ手当をつけることの妥当であるかどうか。これは我

々も多少考えるところがあるわけです。しかし、これまで手当をつけておりますので、その手

当は残すべきだ、という見解に立ちました。したがいまして、期末手当等のこの算入には係長

職は当たらない、こういうことでございます。提案のような状況でございます。

0副議長(米沢照男君〉 古谷太郎君。

06番(古谷太郎君〉 残業手当が支給されていない、係長職に。そうし 1うことならば、

しかも係長というのは一番仕事をやるんです。係長なしには絶対会社もそうだと思いますが、

係長が一番夜遅くまで勉強し、仕事もしているわけなんです。どこでもそうです。ですから、

課長さんはおっとりと係長を上手にお使いになると言っちゃへんですけれども、激励するよう

な立場でいれば、その謀は非常に仕事が進むわけです。そういう点で、今度の条例には出てい

ませんけれども、不平というか、希望が係長さん方になかったのかどうか。残業手当が私は出

ていると思ったんです、係長には。組合員ですから。出てないとなると、きょうも係長は残っ

ていると思うんです。課長さんよりはるかに知っているのは係長、仕事をやるのは実際的には。

そういう点で、あるいは残業手当を一部支給する意思が市長にあるのかどうか、この点もちょ

っとお聞きしたい。
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0副議長(米沢照男君〉 総務部長。

0総務部長(山崎 彰君〉 先ほど冒頭iζ御説明申し上げましたように、今まで管理職

として係長職でございますが、これは組合員でもあるし、それからまた組合員でなくてもいい

というそういうふうなスタートで始まっておりますので、現在 155名の係長職の人がおりま

すけれども、そのうち 46名ぐらいを除きまして、ほとんどの方が入っているという状況であ

りますので、今のところまだこの制度について、そこまで踏み込んだ考え方を持っておりませ

んo

0副議長(米沢照男君〉 古谷太郎君口

06番(古谷太郎君〉 その辺の廊下lζべたべた張つであるのを見ますと、管理職者に

プラスアノレファをすることには絶対反対、と書いてありますね。そういう点で、組合員である

係長さんとすると、心の中では、仕事を一緒にしているんだから、少しはもらってもいいんじ

ゃなかろうか、という気持ちはおありだろうと思いますけれども、我慢していらっしゃるとい

う点があると思います。こういう点で、これは今提案者の方で出してないんですから、後で申

し上げたいと思います。~¥いです。

0副議長(米沢照男君〉

01 8番(古賀俊昭君〉

尋ねをいたします。

古賀俊昭君。

ちょっと市民会館の建設資金積立基金条例の件について、あ3

この基金から、市民会館をっくります場合花、財源として 58年度から 60年度まで支出が

行われてきたわけですが、そのトータルは、最終的に幾らになるのか、また、全市民会館建設

費のうちで何掃を占めるのか、その他のいわゆる国の補助金、また地方債、一般財源等の割合

と金額をあわせて御答弁お願いしたいと思います。

それから、今の私どもがかねて主張しておりました期末手当に対する管理職手当の算入とい

うことが、通し号俸制のもとではぜひ必要だ、ということでお願いをしてまいりました。今回

それが実現をするということでありますが、もう一度確認をしておきたいと思いますが、今ま

では管理職というのは、管理職手当で、本来、労働基準法というようなことも聞いたことがあ

りますが、管理職というのは、課長補佐までということで、係長さんをそれに入れるのはおか

しかったんですが、しかし、管理職手当という名目で給料月額の 15%を支給していたという

ことで、超勤手当がつかない管理職の方に対する配慮だったと思うんですが、今回この期末手
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当については、 20掃を限度に算入をしていくということで、係長さんについては、算入はな

いということでございますね、管理職でないということで。ということは、従来ありました、

例えば一般職員の方と係長さんとのいわゆる逆転現象というのは、この措置をもっても解消でき

ないのではないかと思うんですが、今回の 12月の期末手当については、まだ管理職手当の算

入は、条例がまだ通っておりませんので、行われないわけですが、もし、これが管理職手当の

算入が行われるようになりましでも、いわゆる一般職員の方と係長さんのボーナスの、夏でも

冬でもそうなんですが、入れかわりというのがヲ|き続き残るのではな~，かと思いますが、その

辺の見解はどうなのか、お尋ねをいたします。

課長職の方については、期末手当は 20弼は部長職の方で、 15%ということになるわけで

すね。わかりました。今お尋ねしましたのは、要するに管理職手当を算入をするというのはい

いことなんですが、係長さんのいわゆる係長手当というものをボ」ナス時に見ないとなると、

まだボーナスの一般職の方の方が高位である、係長さんの方が下回る、というような結果も引

き続き残るのではなし 1かと思いますが、その辺の見解教えていただければと思います。&上で

す。

0副議長(米沢照男君〉 総務部長。

0総務部長(山崎 彰君〉 それでは 2点目の方からお答え申し上げます。失礼しまし

アこ。

係長職とそれから一般職とのボーナス算入してなかった場合、逆転が行われるか、というこ

との御質問の要旨ですが、今回先ほど全協にもお諮りいたしました 2.645カ月で見ますと、

係長職の一番最高で 109万円ばかりでございますが、一般職でやはり最高のこれは 4等職で

ございます。最高でこれは年齢違ってくると思いますが 109万 7，000円、若干の一般職の

方が今持っている手持ちの資料では上になる逆転もあり得る、ということでございます。

0副議長(米沢照男君〉 企画財政部長。

0企 画財政部長(前田雅夫君〉 市民会館の基金の支出のト}タノレと、それから建設

にかかる財源の構成比はどうか、という御質問でございます。ちょっと組っぽい数字で大変恐

縮でございますけれども、市民会館の建設費が総額 28億円、 28億約 5，000万円でござい

ます。そのうち国庫の補助金が 1億 3，50 0万円で約 4.75 %ぐらいでございますo それから、

地方債が 12億 1，250万円、これが 43%、その他一一このその他といいますのは基金でご
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ざいます。これが 14億 4，000万円でございます。それから、一般財源として 9，20 0万円

ということになるわけでございます。したがって、基金の充当は約 50%でございます。それ

から、基金の総額は今申し上げましたように、 14億 4，000万円ということでございます。

O副議長(米沢照男君〉 古賀俊昭君。

01 8番(古賀俊昭君〉 この市民会館の建設費については、いろいろな市民会館建設

の経過に従いまして、それぞれ各議会で財源等の話が出ておりましたが、最終的な精算の報告

というのはまだ受けてないような私気がいたしますが、もし、その最終精算の報告書のような

財源、きちんと内訳を記したものがあれば、後で資料としてちょうだいをしたい、このように

思っております口

それから、先ほどの今回の一般職の給与に関する条例の改正案、今申し上げましたように、

前の議会でも私申し上げましたが、一般職の方でボーナスの支給時に係長さんや謀長さんより

も高額の方がいらっしゃるということで、こういう状態を 1 日も早く解消しなければ~ ~けない

だろうということで、管理職手当を期末手当に算入をせよということで、当面通し号俸制が続

く聞は、そうした制度の創設を確立をお願いしてきたわけですが、その時点では、管理職じゃ

ございませんが、係長さんも入っていたということで 15%受けておられたということで、当

然、私が求めておりました 20弼程度を限度とする管理職手当の算入という場合には、係長さ

んもその対象に当然入ると思っておりましたんですが、今回は係長さんの手当というものは、

期末手当には算入されないということで、今の総務部長のお話を聞きますと、なおかっ今回の

1 2月の期末手当の支給に当たっても、係長の方よりも金額が多い一般職の方がいらっしゃる

ということでございますので、なお、この制度をせっかく改正されるならば、その点の解消も

ねらっておやりになるべきではなかったか、このように考えるわけですが、なぜ今回期末手当

に係長手当を算入するような改正案を議会に提出をなさらなかったのか。非常に竜頭蛇尾とい

いますが、不徹底な中途半端な改正案だと思いますが、その辺のお考えいろいろ経過もあろう

と思いますので、お答えをお願いしたいと思います。

0副議長(米沢照男君〉 総務部長。

0総務部長(山崎 彰君) お答えいたします。

先ほども申し上げておりますが、係長職というのが、組合にも入っておるというような状況

の中でやっておりましたので、管理職ということでの組合とのやりとりの中では、管理職は謀
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長補佐ということでの位置づけ以上、ということの位置づけでは、組合との問題は、そこで一

応あれされたんですが、組合員であります係長職については、これをボーナス算入の管理職手

当にするということについては、組合はさらに納得いたしません。そうした問題もありますの

で、今のところまだそういったところまで進んではおりません。それが現状でございます。

0副議長(米沢照男君〉

01 8番(古賀俊昭君〉

古賀俊昭君。

今回の期末手当 12月期の支給は、まだこの条例今から審査

をするわけですので、期末手当算入ということは、管理職手当については行われないわけですが、

今回、条例が通ればその後支給ということで、今回 13日には支給できないと思いますね。

それで、 6月期のボーナスの支給実例を見てみますと、一般職の方で、係長さんよりも、課

長さんよりも、部長さんよりも、たくさんボーナスを取っておられた方がいらっしゃったわけ

です。完全にひっくり返っている状態があったわけですが、今回この条例が通りまして、管理

職手当が期末手当に算入をされるようになれば、部長さん、課長さんについては、そうしたこ

とは解消すると思いますが、今は、組合がとても了解してくれなかった、了解しないだろうと

いうことで、係長手当の算入については、できないということが御答弁がありました。という

ことは、今、私何度も触れておりますように、係長の方も組合に入っておられるとは~¥え、や

はり中堅の管理職的な役劃は十介果たしておられるわけですねロにもかかわらず、自分の部下

の方がボーナスの支給においては高額だと、支給実額が多いということが、現に残るというこ

とであれば、やはりこれは何らかの対応をせざるを得ないのではないか白するべきではな~¥か

と思うんですが、ただ組合がそれを認めないということだけで、理事者の方はそれを了とされ

るのか、こうした状態を放置をするといいますか、黙視するということでこのまま通して~¥か

れるつもりなのか、できれば改善をしたいというようなお考えがあるのかどうか、理事者のお

考えをお聞きいたします。

0副議長(米沢照男君〉 助役。

0助役(赤松行雄君〉 職員組合がどうのこうのと t¥う問題ではございません。係長と

いいますのは、管理職ではございません。職場におきまして、職員を指揮するというだけの職

能でございます。労働基準法の上からも、そういう状況ということから見ますと、管理職では

ない。組合員である。ですから、本来からいえば、管理職手当を支給するのがおかしいわけな

んです。なぜそういうものが出てきたかというと、昭和 43年当時でございますけれども、係
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長を課長補佐と呼んでいたんですね、その当時。係長を課長補佐と呼んで、それで管理職手当

を出して、その後で課長補佐と呼んでいたのを、もとの係長に戻したものですから、管理職手

当だけが残ったわけでございます。そういうふうなことで、やはり法制上も職員組合の一員で

ございます。それから、人事的にいうと管理職手当を受けるべき係長という立場でないわけで

ございます。そういうものを支給しておりますので、古谷議員さんがおっしゃるとおり、それ

とさらに残業手当を支給するということも、これはできないわけでございますけれども、いず

れにしろ、総務部長が言いますのは、管理職手当を要するに課長補佐と見て、支給が続けられ

てきた第 1点があるわけです。さらに、その上にもう一つ、支給間違いといっちゃおかしいん

ですけれども、管理職手当をまた加給するわけにはいきませんので、ここでけじめをつけた、

こういうふうな問題でございます。

それで、古賀議員さんのおっしゃる基本的な問題よくわかるわけなんですけれども、これは

本来的な通し号俸制の改正をもって改正で根本的に改めて~¥かなければならない問題だ、とい

うふうに考えておるわけでございます。ただ、管理職手当を部課長さんに支給したことによっ

て、係長の逆転現象が新たに生じたということではなくて、今までの逆転が、是正されずにそ

のまま来るということでございますね。そういう点はよくわかります。やはり通し号俸制とい

うものを、職能給というものを、早急に確立する必要がそこにあるんじゃないだろうか、そう

思っておるわけでございます。基本的には、そういうふうな踏まえ方の理論の上ではそういう

構造の上に立っているわけでございます。

0副議長(米沢照男君〉

01 8番(古賀俊昭君〉

古賀俊昭君。

助役のおっしゃることはよくわかるんですね。ですから、通

し号俸制が確立されれば、もちろん私はこういうことを言うことはないわけですね。ただ今の

給与制度の中では、係長の方の給料というものの通常は、 1 5 %の手当が、これからも続けて、

今度は係長手当として出るわけですから、それが当然ボーナス期には算入されない、考慮に入

れられないということで、引き続き一般職の方との逆転もあり得るということですので、私は、

ですから通し号俸制がいつ改正されるかわかりません。市長がどの程度熱意を持って、これに

当たるかというのは、もう再三私言ってきておりますが、まだつかみ切れませんo ですから、

その聞は、通常支給をされている係長手当というものを、やはり期末手当の支給時期にはある

程度算入を考えて、それをもって通し号俸制の改正まではいくべきではないか、ということを
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今私はお願いしているわけです。そういうことはできないのですか、やろうとしなかったので

すか、ということを聞いているわけです。いかがですか。

0副議長(米沢照男君〉

O助役(赤松行雄君)

助役。

さっき言いましたように、 43年当時それなりの理由があって、

係長、当時は謀長補佐と呼んでいたわけでございますけれども、そういう形でスター卜したも

のが、後で職制上の問題でございますけれども、係長という名称に戻る。労働基準法上係長さ

んというのは一一管理監督に当たるというのは、部課長でございます。それで、管理監督じゃ

なく、直接自分の配下でございます係員を指揮するという面が、係長さんの役職でございます。

ですから、管理職には当たらない。それに歴史的な経過がありまして、今度係長手当という名

目に変わりますけれども、従来の管理職手当と呼んだものでございます。それがそういう歴史

的な経過で支給しておるわけでございますので、歴史的経過の方は、やはり長い実例の中にご

ざいますので、尊重して~¥かなきゃなりませんけれども、そういう理論的な矛盾のあるものに、

さらに管理職手当を加算するのは、もう少し考えさせてほしい、こういう考え方でおるわけで

ございます。

0副議長(米沢照男君〉

018番(古賀俊昭君〉

古賀俊昭君。

私がお聞きしているのは、よく助役のおっしゃることもわか

りますし、私の言 っていることもある程度理解していただいていると思うんですが、今回、せ

っかくこれだけかねて私どもが求めておりました管理職手当の期末手当算入ということが、実

現するわけですから、管理職でない係長さんについても、係長手当をもって支給時の逆転が

ないように考慮をすることを条例の改正に当たって考えるべきではなかったのか、当然、私は

そうすべきだった、と思う立場で今お聞きをしているんです。そうした提案は、組合が認めな

いだろうということは、何かそういうニュアンスのことが、今、御答弁ありましたが、実際は、

一応検討されたんですか。組合に対して提示をなさったんですか。どうなんでしょう。

O副議長(米沢照男君〉 助役。

0助役(赤松行雄君〉 先ほどからたびたび御答弁申し上げておるとおり、歴史的な経

過があって管理職手当、あるいは今度係長手当という名称になったわけでございます。管理職

と同じ待遇の扱いをするということになると、管理職じゃありませんので、二重の要するに誤

謬を犯すということになるわけでございますので、その点については、係長については加算は
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考えていなかった、こういうことでございます。

0副議長(米沢照男君〉

01 8番(古賀俊昭君〉

古賀俊昭君。

市長にあと委員会lζ付託されるものですので、あとは委員会

の審議に待ちたいと思いますが、市長は、今回のこの条例の改正によって、部長、課長につい

ては、管理職手当が組み入れられますから、一般職の方よりも課長さんや部長さんの方がボー

ナスが少ないという現像は、まずなくなるだろうと思います。しかし、係長について、やっぱ

り管理職ではないとはいえ、いわゆる中間的なそうした管理職と一般職の間で指揮する立場を

性格としては持っている係長について、やはり、一般職の方よりもボーナスが低くてもいいと

いう理由は、私はないと思うんです。市長は、これボーナスが例えば今お話がありましたよう

に、一般職の方よりも係長の方が低額であっても構わないということで、お考え今もお変わり

ないのか、お持ちになっているのか、確認をいたします。

0副議長(米沢照男君〉

O市長(森田喜美男君〉

市長。

本来の管理職に若干の優遇を配慮した、ということでありま

して、係長職は、これは今お答えをしておりますとおり、管理職ではありませんから、そうい

うことを重ねたらまさにまたおかしくなる、こういうふうに思っております。いずれ通し号俸

制につきましでも、改めることが日程に上ってくると思っておりますので、またその上に矛盾

をつくらないということも、一面の配慮だというふうに御承知をお願いします。(I議事進行」

と呼ぶ者あり〉

0副議長(米沢照男君) 古谷太郎君。

o 6番(古谷太郎君〉 先ほど全員協議会で 105号議案ですか、ボーナスの支給で

すね。これがボーナスに関連しているんですからこの 105号議案も追加提案してもらってす

ぐ、それでこのどうせ支払うなら、へんなふうに分けないで、この条例の改正も即決してもら

うようにすべきだと私思うんです。議事進行ですよ、これは反対の方もいらっしゃるかもしれ

ませんが、そうすりや係長、課長さんたちも、まとめてもらった方がいいんですよ、ちょっぴ

りずつもらうよりね、気分が。 15日&<:::0 だからこれは通るんですから、この条例は、だから

一括したらどうなんです。議長に議事進行でお願いしたいと思います。

0副議長(米沢照男君〉

01 8番(古賀俊昭君〉

古賀俊昭君。

今の古谷太郎議員の緊急動議にも当たる提言については、私

-108-



も賛成の意をこころであらわしておきたいと思います。ぜひそのようなお取り計らいをお願い

をしたいと思います。いずれにいたしましても、係長職の方に対する係長手当も、私は本来算

入を考えて、今回は条例の改正がされるべきだったと思いますが、まず大きな第一歩前進を図

ったということで、この条例Kついては、賛成をしていきたいと思っております。今後の取り

組みをお願いをしておきます。以上です。

O副議長(米沢照男君〉 今の提起は、当然のこととして、議会運営委員会での協議事

項ということになるわけですが、したがって、この時聞に休憩をとって議会運営委員会を開き、

そして一定の時間をとってまた再開ということになりますと、かなりの時間の経過が( r議事

進行」と呼ぶ者あり〉古谷太郎君。

06番(古谷太郎君〉 これは議運を開かないで、私やっていいと思うのは、緊急に、

まだ提案されてないんです。 105号というのは。ところが、もう全員協議会で十分御説明を

受けてこれはきょうやってもらわなきゃ困るんだ、助役から話があり、市長からお話があった

わけです。だから、こういう緊急の事態のときには、議長はやむを得ざる事情があるというこ

とで、これに追加してもひとつも差し支えないと思うんですが、順序を切りかえるだけです。

そうすると一緒にしてもらえば、払うのはやっぱり一遍に払うのが、もらう方だって気持ちい

いんですよ。私はそう思うんですが、議長の職権は、その程度は横暴ではないんじゃなかろう

か、こう思います。

0副議長(米沢照男君〉 お答えをいたします。

ただいまの提起は、つまり議会運営委員会では、委員会に付託するということが確認をされ、

そういう扱いで提案をされています。それを抱き合わせで即決という提起ですので、これは議

会運営委員会の確認、そして、その報告で議会全体で確認した経過もありますので、御意見と

してはわかりますけれども、ひとつ予定通りの取り扱いでいきたいと思います。よろしく御了

承をお願いいたします。

ほかに御質疑はありませんか。なければこれをもって質疑を終結いたします。

本 3件について御意見があれば承ります。なければこれをもって意見を終結いたします。

お諮りいたします。これをもって議案第 82号、日野市議会議員及び市長選挙公報発行iζ関

する条例の一部を改正する条例の制定、議案第 83号、日野市民会館建設資金積立基金条例を

廃止する条例の制定、議案第 84号、日野市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正す
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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副議長(米沢照男君〉 御異議ないものと認め、総務委員会に付託いたします。

これより議案第 85号、日野市地区広場設置条例の一部を改正する条例の制定の件を議題と

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 85号、日野市地区広場設置条例の一部を改正する条

例の制定について、提案の理由を申し上げます。

本議案は、市立もぐさ観音地区広場の開設に伴い、日野市地区広場設置条例の一部を改正す

るものであります。

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副議長(米沢照男君〉 関係部長から詳細説明を求めます。生活環境部長。

0生活環境部長(坂本金雄君〉 議案第 85号、日野市地区広場設置条例の一部を改

正する条例の制定について御説明申し上げます。

今回改正をお願いいたしますのは、別表第 2条関係でございます。 4ページをお開き願いた

いと思います。この一部改正条例は、第 8番目の地区広場といたしまして、従来の鹿島台地区

広場の下に市立もぐさ観音地区広場、 1の欄その右側に日野市百草 819番地の 4を加えるも

のでございます。規模は面積2，390.9 6平米、これは実測でございます。この土地に関しま

しては、昭和 45年 3月 31日に日野市と日本信販株式会社と百草 1001番地先の団地造成

に関する協定に基づくものでございます。よろしく御審議のほどお願い申し上げます白

0副議長(米沢照男君〉 これより質疑に入ります。なければこれをもって質疑を終結

いたします。

本件について御意見があれば承ります。なければこれをもって意見を終結いたします。

お諮りいたします。これをもって議案第 85号、日野市地区広場設置条例の一部を改正する

条例の制定の件は、厚生委員会に付託いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

( r異議なし」と呼ぶ者あり〕
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0副議長(米沢照男君〉 御異議ないものと認め、厚生委員会に付託いたします。

それから、ちょっと前に戻りますが、議案第 83号に関連して古賀俊昭君から資料の提出が

求められました。これは、後日、委員会審議までに資料の提出を求めておきたいと思います。

企画財政部長よろしいですね。( Iはt¥Jと呼ぶ者あり〉

これより議案第 86号、日野都市計画事業高幡土地区画整理事業施行規程を定める条例の制

定、議案第 87号、日野都市計画事業豊田南土地区画整理事業施行規程を定める条例の制定の

件を一括議題といたしたいと思t¥ますが、これに街]異議ありませんか口

( I異議なし」と呼ぶ者あり〕

0副議長(米沢照男君〉 御異議ないものと認め、一括議題といたします。

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 86号、日野都市計画事業高幡土地区画整理事業施行

規程を定め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、高幡土地区画整理事業の実施に伴い、日野都市計画事業高幡土地区画整理事業施

行規程を定めるものであります。

議案第 87号、日野都市計画事業豊田南土地区画整理事業施行規程を定める条例の制定につ

いて提案の理由を申し上げます。

本議案は、豊田南土地区画整理事業の実施に伴い、日野都市計画事業豊田南土地区画整理事

業施行規程を定めるものであります。

詳細につきましては、担当部長に説明いたさせますので、よろしく御審議のほどお願いいた

します。

0副議長(米沢照男君〉 関係部長から詳細説明を求めます。都市整備部長。

0都市整備部長(結城邦夫君〉 それでは、私から議案第 86号、日野都市計画事業

高幡土地区画整理事業施行規程を定める条例につきまして御説明申し上げます。

本事業は、土地区画整理法第 53条第 1項に基づきまして、条例を制定するものでございま

して、高幡地区の区画整理事業につきましては、 1 0月 25日、都の都言十審におきまして、承

認を得、 11月の12日におきまして告示を行ったところでございます。

内容について御説明申し上げます。第 1章から第 9章、第 40条でこの条文がなっておりま
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す。そのほかに付則がついております。現在、万願寺の区画整理事業を実施しておりますが、

これと相違している点を捨って御説明を申し上げます。

まず名称でございます。第 2条、これはここに記載しであるとおりの名称でございます。

第 3条でございます。地区の名称でございますが、高幡、三沢、新井の各一部が地区になり

ます。費用の負担でございますが、第 6条の第 3項で東京都の補助金及び助成金とございます

が、本来ですと、ここに国庫補助金が入ってくるところでございますが、高幡の区画整理事業

につきましては、国庫補助相当分を東京都が負担をするということで、話がついてございまし

て、したがいましてここには国庫補助金が記載してございません。そのほか第 3章におきまし

ては、特に変わった点はございません。

次iζ4ページの第 4章でございますが、土地区画整理審議会の設置でございます。事業ごと

に審議会を設置するということで、第 9条にここに記載してあります審議会を設置いたすもの

でございます。

第 10条でございますが、委員の定数でございますが、法l乙基づきまして 50ヘクターノレ未

満については 10名の委員を選定することになっております。したがいまして、ここの地区は

1 6ヘクターノレでございますので、 10人を委員として選定するものでございます。その下の

2項でございますが、そのうち学識経験者を選任することになっておりますが、これは 2名の

学識経験者を委員を選任いたすものでございます。

次に 8ページに移らせていただきます。第 5章でございますが、地積の決定の方法、これは

1 9条から 21条でございますが、現在の万願寺と変わった点はございません。

次に 11ぺ}ジでございます。 11ページの上の方の第 6章、評価でございますが、評価員

の定数につきましては、土地、あるいは建築物の評価について経験を有する者 3人以上を審議

会の同意を得て選任する、というふうに法律で位置づけられております。したがいまして、こ

の高幡におきましては、 3人の評価員を選定いたすことにいたしてございます。

次lζ第 7章でございますが、 25条から 27条につきましては、特に変わった点はございま

せん。

第 8章の清算でございます。 28条から 34条まで変わった点はございません。

次に 16ページをお聞きいただきたいと思います。 16ページ第 9章の雑則でございます。

3 5条から 40条まで変わった点はございません。
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1 8ページをお聞きいただきたいと思います。付則でございますが、日野都市計画事業高幡

土地区画整理事業の事業計画決定の公告の日から本条例は施行するというふうになっておりま

す。

次iζ議案 87号でございますが、本条例は日野都市計画事業豊田南土地区画整理事業の施行

規程を定めるものでございまして、ただいま申し上げた高幡、あるいは万願寺と相違している

点を御説明を申し上げます。

まず第 2条でございますが、名称はここに記載しであるとおりでございます。

第 3条の地区の名称でございますが、ここに記載しであるとおりでございます。

第 2章関係は変わった点はございませんが、この第 3号に国とありますが、これは国庫補助

金を受けるということで定めたものでございます。

次lζ4ページでございますが、 4ページの土地区画整理審議会でございますが、この次のペ

ージの 10条でございます。委員の定数これは 15名でございます。これも法律に基づいて定

数が決まっておりますので、 15名を選任するものでございます。その下の 2項の学織経験者

でございますが 3人を選任するというふうに規定をいたしたものでございます。

次が 11ページでございます。上の方の第 6章の評価でございます。第 22条、評価員の定

数でございますが、ここでは定員を 5名というふうに定めてございます白

次lζ18ページに移らせていただきます。 18ページの付則でございますが、本事業は事業

決定の告示の日から施行するということで定めてございます。

以上、説明を終わらせていただきます。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。

0副議長(米沢照男君) これより質疑lζ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 86号、日野都市計画事業高幡土地区画整理事業施

行規程を定める条例の制定、議案第 87号、日野都市計画事業豊田南土地区画整理事業施行規

程を定める条例の制定の件は、建設委員会に付託いたしたいと思いますが、これに御異議あり

ませんか。

[ 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、建設委員会に付託いたします。
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これより議案第 88号、日野市小規模事業者育成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 88号、日野市小規模事業者育成条例の制定について

提案の理由を申し上げます。

本議案は、市内の小規模事業者を育成し、その営業を振興するため、日野市小規模事業者育

成条例を制定するものであります。

詳細につきましては、担当部長に説明いたさせますので、よろしく御審議のほどお願いいた

します。

0副議長(米沢照男君) 関係部長からの詳細説明はこれを省略をしたいと思いますロ

これより質疑に入ります。夏井明男君。

01 6番(夏井明男君〉 ちょっと省略する意味が非常にわからないんですけれども、

まずお尋ねしたいのは、これはたしか産業祭りですか。そのとき市長もこういうふうな育成条

例が出てきますよ、ということをお話しなさっていました。それから今回の差しかえの件でも、

この条例について追加的な扱いにするか、そうでなL、かということで、かなり重要なものだと

いうことで、こういうふうな位置づけもされたというふうに聞いております。それで、これに

期待する小規模事業者の方は多いと思うんですけれども、非常に簡単な条文でして、内容的に

どういうふうな市の取り組みがなされるのか、従来の制度等もありますので、いま一歩わから

ない点があるわけです。そのわからない一つの理由としては、第 5条のところで、この条例lζ

定めるほか必要な事項は市長が別に定めるとあります。実は、ここには必要な事項についての

細則が載っておりません口通常ですと、この条例の運用の形態が、細則を見てまいりますと、

正確な実態がわかってくるわけですけれども、なぜこれができていないのか、これは 61年の

1月 1日から施行するというふうにあるわけです。今の時点で必要な事項がないということで、

非常に委員会の審議等にも私は十分な審議ができないんじゃないか、というふうに思いますが、

その辺は第 1点としてどういうふうにお考えになっているのか。第 1点お尋ねしたいと思いま

す。

第 2点としましては、特にここでは条例の適用範囲を、対象範囲を決めているわけですけれ

ども、この 3条で 5項lζ分けて内容を定めているわけであります。例えば 1項の資金調達の援
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助に関すること、というふうにございます。これは従来の市の方でできております、また東京

都、国等にできております既にある制度とどういうふうに違うのか。その辺の説明をしていた

だきたいというふうに思います。

それから、第 2項、第 3項はあれですけれども、特に私は疑問を持っておりませんが、 4項

の同業組合の奨励並びに受注及び下請等のあっせんに関すること、というふうにあります。こ

の受注体制とか下請等のあっせんというふうにございますけれど、どういう見通しで、どうい

う形で展開をされていくのか、当然条例が制定された以上は、それに見合う実態といいますか、

そういうものが恐らく条例の制定者の頭の中には私は、具体的な姿として描かれていると思う

わけです。その辺の説明をぜひしていただきたい、というふうに思います。とりあえずその 3

点お尋ねしたいと思います。

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〉 お答えをいたします。

第 5条関係の委任でございますけれども、この中には申し込みの手続でございますとか、そ

れから、実施調査、あるいは助成、助成の取り消し等、それから報告こういったような事柄に

つきまして、施行規則の中で弾力的にまとめてまいるつもりでおります。それから、適用、施

策事項 3条の 1項資金調達の援助に関するところでございますけれども、現在ございます中小

企業事業資金融資あっせん制度におきましても、刺用者の負担軽減を図るために、利子補給を

やっておりますけれども、この条例の対象になる方々にはさらにこの利子補給を強めてまいる

考えでおります。

それから、 3条の 4項、同業組合の奨励並びに受注及び下請等のあっせんに関すること、こ

こでは例えば文房具屋さんでありますとか、大工さんでありますとか、そういった同業の組合

をつくることを勧めまして、その大工さんの組合では、例えば私どもの地区センターの修理に

関してお願いをするとか、組合をつくってその組合にお願いするような方向で考えております。

以上でございます。

0副議長(米沢照男君〉 市長。

0市長(森田喜美男君〉 この条例につきましては、 61年 1月 1日から施行するとい

うことに考えておりますが、予算を一方に持たないと事業化には現実性がないわけであります

が、来年度の予算編成に向かつてあらかじめこの条例を制定し、予算化を図れるようにしてお
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きた~'0こういう考え方でございます。

0副議長(米沢照男君〉

01 6番(夏井明男君〉

夏井明男君。

今、市長の方から予算の裏づけのない法律ということで今お

話があったわけですけれとえ もう少しちょっとお尋ねしたいんですが、今、生活環境部長の方

から、資金調達の援助に関することの一つの具体的な内容として、利子補給を強めたいという

言葉があったんですけれども、その強める内容を実は関心のある人はきょうお聞きしたいわけ

です。詳しいその強める方途内容については、委員会で十分審議が尽されるでしょうけれども、

現在、本会議のこの中で、答弁できる範囲がありましたら教えていただきたL、。

さらに今 4項の受注及び下請等のあっせんに関するということで、例えば今地区センターの

補修という話が出てまいりました。日野市の 30 0億の収支の中で、仕事は非常に多いと思い

ますけれども、現在の仕事をもらう方との全体的な調和といいますか。その辺の体制が十分で

きているのかどうか、その辺問題がな~，かどうかということ、そういう点の心配といいますか、

そういうことについては、どうかということであります。それから、御答弁がなかったんです

が、今市長の御答弁ですと、 61年 1月 1日から施行するとあるけれども、実際には 4月以降

からの予算がついた時点というお話ですけれども、それまでの聞にこの必要な事項を定めれば

いい、というふうなお考えにも承ったわけですが、今部長さんのお話を通しますと、手続的な

話というふうな内容もありましたけれども、業者の取り消し事項とか、というお話も出てまい

りました。その辺もう少し具体的な必要事項の中でどういうものが考えられているのか、もう

少し御説明を願いたいと思うわけです。と申しますのは、 11月 1日の広報ひのにこれは 2面

でありますけれどもこういうふうに載っております。「大工さんを紹介します、家の増改築等に

御利用を」というふうなことで広報ひのにいわゆる紹介のあっせんということで出ているわけ

であります。この中iとは登録団体のあっせん、相談、見積もり、契約、業者iζ支払い、という

ふうなことで出てくるわけですけれども、この中で率直に疑問が出てきますのは、当然あっせ

んをしていきますと、そのあっせんをする市の立場というのが、どういう立場になるのか、例

えばあっせんをした業者とのトラブノレが起きた場合花、どういうふうな立場になるのか、さま

ざまな問題が考えられるわけですけれども、まさにその点も今回の小規模事業者育成条例の中

でも、私は受注及び下請等のあっせんに関するところで当然出てくると思うんですが、その辺

のおおわくといいますか、その辺の体制をこの場でお聞きできればありがたいと思います。
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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〉 お答えいたします。

他の業者と競合する部面につきましては、この下請あっせんに関しまして、十分そのほかの

業者を圧迫しないように慎重に配慮して進めてまいります。それから委任のところでございま

すけれども、申し込みの資格、この資格につきましては、第 4条、適用のところにうたってあ

る内容と同じでございます。それから、そのほかに申し込みの手続とございますけれども、助

成を受けようとするときは、申込書に所定の事項を記載し、事業計画書、その他の必要書類を

添えて市長に提出しなければならない、こういうことを考えております。それから、実地調査、

市長は前条に決める申し込みを受けたときは、前条というのは、先ほど申しました申し込みを

受けたときは、申込人及びその連帯保証人の信用、その他について必要な範囲内で実地調査を

行うことも考えております。さらに、融資制度、他の融資制度とのバランスでございますけれ

ども、現在、中小企業事業資金融資あっせん制度につきましては、公費で1.5婦の負担をして

おります。借りるときは銀行から 7.7 でございますので~ 1. 5を公費で負担しますと残り 6.2

が利用者の負担ということになります。この銀行から借りる金刺につきましては、毎年一度銀

行側と話し合いの機会を持ちまして、その金利について定めるわけでございますけれども、最

近、金利が上がるというような動きもございます。そういう動きの中で、急いで銀行側と協議

をいたしまして、その利率を定め、そしてこの小規模事業者に該当する方たちには、現在の融

資あっせん制度の1.5弼よりも多少有利な利子補給を考えております。以上です。

O副議長(米沢照男君〉 古賀俊昭君。

01 8番(古賀俊昭君〉 これは見方によっては大変いい制度ができるなあとも思うん

ですが、今、夏井議員とのやりとりを聞いておりましたら、非常にまだ不確定なものが多い、

一体どう t，う方にどのような形でこの事業が通用されていくのかというのが全くわかりません。

つまり小規模事業者のまず定義が全くないということが一つあります。それから、対象となり

ます小規模事業者の規模については、おおむねみずからの家族単位ということになっておりま

すが、このおおむねがついておりますので、全く家族単位でやっている事業者だけではないと

いうことが言えると思います。また、施策事項の中で、まず一番目に資金調達の援助というの

は、利子補給だということが、今説明をされましたが、中小企業の融資あっせん制度のお世話

になってない方は、この資金調達の援助に関することといういわゆる利子補給の強化の適用は
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受けられないのかどうか、ということが、また疑問として出てまいります。また、その上限に

ついては、一体どのくらいの金額というものが設定をされているのか、考えられているのかと

いうことがわかりません。私の疑問を少しでも解いていただければと思うんですが、こうした

事業については、当然、日野には公益法人で市内の中小企業の事業者の皆さんを守り育ててい

くということで、商工会があるわけですが、商工会において、いろいろ融資のお世話、近代化

の指導、また、さまざまな研修に関する事業等が既に行われているわけですが、この制度の発

足lζ当たって、商工会と何か協議をなさったのかどうか、その点を確認させていただきたいと

思います。

まずお聞きをしましたことは、この小規模事業者とは、どのような規模の業種の事業者をい

うのか、それから家族単位をおおむねということで規定してありますが、このおおむねという

意味について、この条例が意味するところについてお聞かせをいただきたいと思います。また、

資金調達の援助ということは、利子補給の強化だけなのか、つまり現在の融資制度の活用を行

っている事業者についてのみこの 3条の 1項は適用されるのかどうか。また、金額の上限につ

いてはどの程度なのか、その点お答えをいただきたいと思います。

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〉 おおむねと~'¥う意味は、家族単位がベースになりま

すが、特に仕事の忙しいときにパートを雇うとか、そういう方も含めております。したがいま

して、年聞を通して正規の雇用者を持たない、時期的にパートを雇うというような方は、この

小規模事業者育成条例の対象になる。ここのところは対象と定義を兼ねているような文面でご

ざいますけれども、家族単位でやっている、そして、年聞を通して正規の雇用者を持たない、

それがおおむねという意味でございます。

それから、 2番の営業近代化指導に関すること、それから、 3号の当該事業者の営業の研修

lζ関すること、この二つに関しましては、商工会と今後密接な連携を持ちましてやってし 1かな

ければならなじことでございますけれども、既にこの方向で商工会にお話し合いを持ちかけて

おります。

それから、融資制度につきましては、この対象、おおむねみずからの家族単位を営業単位と

する商工業者を対象といたしまして、資金の調達、援助に関することを行ってまいりたいと考

えでございます。
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0副議長(米沢照男君〉

01 8番(古賀俊昭君〉

古賀俊昭君ロ

今、私がお聞きをしましたまず第 1点の、小規模事業者の定

義についてどういう業種の方がまず考えられるのか。先ほど何か幾っか建設業とか何かおっし

ゃったようなんですが、あらゆるすべての事業者というのが含まれるのかどうか、業種に規定

が、範囲があるのかどうか、その点をもう一度確認をいたします。

それから、 3条の 1項の資金調達の援助に関すること、今御答弁あった部分に私また重ねて

聞くようになるかもわかりませんが、要するに現在あります中小企業融資制度のいわゆるあっ

せん事業のお世話になっている方のみに利子補給を行うという意味で、この 1項があるのかど

うか。要するに中小企業融資あっせん事業に今お世話になってない方でも、御厄介になってな

い方でも申請をして一定の基準を満たせば、資金調達の援助に関することということで何か資

金が与えられるのかどうか、その点を確認をいたします。それから、その金額の上限について

は、今お答えがありませんでしたが、少なくともこうした条例を議会に提案する場合には、ど

のくらいの金額を融資、つまり資金調達の援助の額として考えているか、その金額が全く 1回

も今までの御説明の中に出てこないですね。果たして 10万円か 20万円ぐらいなのか、数千

万円を考えているのか、全くわかりません。市長は、これは選挙のときに公約として何か中小

企業の振興条例のようなものをつくります、ということを選挙公約でたしか挙げておられたと

思います。広報にも今度今公約の実現に向かつてということで、次にはこういう条例を出しま

すという記事がございました。どうしてもこれを急がなければならない何かある団体とか、そ

ういうグループとの約束があるのかもわかりませんが、もう少し細かい直接市民の皆さんから

納めていただいた税金から直接援助といいますか、資金援助するような条例だと思いますので、

一体どの程度の金額をお考えになっているかどうか、もう一度お聞きをいたします。

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〉 お答えをいたします。

現在、ほかの融資制度のお世話になっているものにつきましてもこの条件を満たすものにつ

いては、施策の事項として援助してまいりたい、という考えでございます。

それから、さらに業種の問い合わせでございますが、第 4条の中にございます東京信用保証

協会の保証対象業種これに属する同一業種の営業を行っていることとございますので、キャバ

レーでございますとか、いわゆるその風俗営業はこの中に入れてございません。
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それから、金額につきましては、まだ十分煮詰めてその額に到達しておりません。結論を持

っておりません。大変申しわけございませんが・・…-。

0副議長(米沢照男君〉 古賀俊昭君。

01 8番(古賀俊昭君〉 市長は、この条例案を提案なさったんですが、金額について

は、どのようなお考えをお持ちですか。

0副議長(米沢照男君〉 市長。

0市長(森田喜美男君〉 一般に中小企業という言葉がよく使われるわけでありますが、

3 0 0人を雇用する事業主も中小企業、非常に幅が広過ぎます。そして、日野市内の我々は地

元の振興ということをしばしば考えるわけでありますけれど、今までやってきたことは、いろ

いろな営業の規模に対しまして、比較的銀行の一応の信用があって、金も借りられるというよ

うな階層以上、ということであります。その他にいわゆる零細、あるいは生業そういうつまり

家族単位で仕事をして一生懸命に頑張っておるという方も多数あるわけでありますから、施策

の対象をそのあたりに当てて、そして日野市の商工業の活力を振興したい、こういう考えでご

ざいます。したがいまして、この金額というのは、これから予算化をして定めるわけでありま

すが、大きい金額は考えておりません。むしろこの零細資金がこれこれあればここのところ非

常に助かるというふうな業者を対象にしたいと思いますので、したがって金額は今他の中小企

業対象の場合は、もっと額を拡大してということがいろいろ言われておりますけれど、私は、

この事業ではせいぜい 100万円程度が限度だろうと思います。それで金融機関は銀行に依存

するか、あるいは商工中金等K依存するか、そういうこともあり得ると思っておりますので、

需要がある限りは対応できる、こういうふうな目安をつけたい、このように考えております。

したがいまして、このよく言われます地元の商工業の振興ということ、また、商工会の会員に

いたしましても、いわゆるこの家族単位というふうな小規模事業者が数も多いわけであります

から、商工会に仕事を今後依頼をする場合にも、例えば近代化の指導でありますとか、あるい

はその営業者の研修でありますとか、そういうレベノレアップにも努めてまいりたい、そういう

ことを考えておるわけでございまして、金額といたしますれば、なるべく希望にはこたえたい、

このように考えております。これは実際にやりながらだんだんと実情がわかる、こういった問

題ではなかろうか、こう思っております。

0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〉 非常にあいまいなお答えだと思うんです。少なくとも条例と

して提出される以上は、 しかも先生ほどのお話にもありましたように、 6 1年 1月の 1日から

施行するということですので、当然、施行細則等ができていて当然だと思うんですが、その金

額の明示、また手続の細かい方法等についても全くわからないわけです。この 3の1の事業に

ついて、もう一度確認をいたしますが、今の市長のお話や部長の御説明では、利子補給という

ことを考えている旨の御答弁のようでありますが、つまり、金融機関、またはさまざまな融資

制度を活用して、資金を調達している方の返済の資金のうちの利子Kついて、補給を行うとい

う考え方だけなのか、もう一度それを確認をいたします。

それから、家族単位ということでありますが、例えば夫婦と子供 3人でやっている場合です白

これは家族単位ということになると思います。しかしながら、子供さんがいなくて夫婦と手が

足りなくて従業員を 2人ぐらい雇っている場合、要するにその事業所で働く人の数においては

従業員を雇っている夫婦と従業員 2人という方は 4人ですし、もし子供が 3人いて、おやじと

おふくろとやっていれば 5人、しかし、 5人でやっている事業の方が、普通に考えれば事業規

模が大きいわけですが、そちらの方が対象になって、 4人の方がだめかという問題も出てくる

んではなt，かと思います。その辺の対象の家族構成を営業単位とする考え方のもう少し細かい

説明をお願いをしたいと思います。

そから、家族単位で日野市内で一生懸命生活をされているという方は、小規模事業者の方も

もちろんそうですが、いわゆる給与所得者、サラリーマンの方の場合K も同じことがいえると

思います。また、農業所得者、この場合にも農業に従事しておられる方も、お父さん、お母さ

ん、いわゆるだんなさんと奥さんで一生懸命やっていらっしゃる方もおられると思います。こ

うしてそれぞれの方が社会というのは、おのずからさまざまな事業、仕事というものを分業し

て成り立つ、そして、それぞれが社会の応分の責任を果たして、この町なり、大きくいえば社

会、固というものが形づくられているわけですから、同じように社会に寄与し、社会の構成員

となっている人のうち、特定の業種の人にだけその行政が、こうした公金をもって恩典を与え

るという考え方は、いわゆる給与所得者や農業従事者等を見落とした私は考え方ではないか、

と思います。特に、私ここにも会社に籍を置いておられる方もいらっしゃいますので、当然お

わかりかと思いますが、給与所得者のうちに、税金を納めている方というのは大体約 90婦な

んです。しかしながら、自営業者、御自分でお仕事なさっている方の納税者割合というのは、
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大体 59年度の数字で 41%ぐらいというふうになっております。農業所得者の場合には、こ

れが少し低くなりまして、 25.6%程度だということになっております。こうしたことから考

えますと、むしろ給与所得者が圧倒的に多いわけですね、市民の中の構成割合はそうしたいわ

ゆる会社にお勤めになって社会の一員としてそれぞれの仕事を一生懸命なさっている、そして、

家族単位ということであれば、だんなさんと奥さん 2人だけで生活しておられる方もあるでし

ょう。この方も特に小規模事業者の方と何ら変わりないと私は思うんですが、その辺の市民に

等しくこうした思典を与えるということであれば片手落ちのないようにしなくてはならないと

思いますが、その点のお考えはどうなのかお聞かせをいただきたいと思います。

それから、もう一つは、いわゆる事業内容というのは、全く関係ないのかどうかです。つま

り、小さい規模でやっておられでも非常に何か例えば特許を取っているとか、さまざま営業、

また事業の工夫によって、すこぶる業績を上げておられる事業者の方もいらっしゃるかもわか

りません。そうした人とまたそうでない方、確かにお困りの方もいらっしゃると思いますが、

全くその辺は区別をしないで一定の申請を行って様式を整えていれば、条件を満たしていれば、

この条例の適用によって資金調達等の援助が受けられるのかどうか、さっぱりわかりませんの

で、お尋ねをいたします。

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〉 家族構成の御質問にお答えをいたします。夫婦に子

供 3人の場合は 5人、夫婦だけの場合は 2人、それを同じように小規模事業者というのは、あ

いまいな感じを受けるというような御趣旨の御質問でございますけれども、一応条例上では対

象をおおむねみずからの家族構成を営業単位とする商工業者、こういうことにしてございます

が、施行規則を 1月 1日までに間に合わせるべく目下作業をしております。その施行規則の中

に、商業及びサービス業、そういった業種に分けまして、それぞれ目安になる人数を施行規則

の中に入オLてまいりたい、と思っております。あとサラリーマン、それから農業この点につき

ましては、私からはちょっとお答えできませんので、御了解をいただきたいと思います。

0副議長(米沢照男君〉 市長。

0市長(米沢照男君〉 私どもがよく市内のこの活性化ということで、いわゆる経済行

政をもっとやれ、そして、日野市を景気のいいまちにした~'0これはだれしも考えることであ

りまして、農業にはもう大変長い歴史を持って例えば農業委員会というふうな建議機関もあり
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まして、農業行政というのはかなり整っておるわけであります。しかし、一応、規模を一定規

模に成長して、そして、信用もあり金融機関も十分相手にするというふうな方々は、これはも

う我々の経済行政とは、もう既に卒業した方というふうに思います。もっと弱小の方をやっぱ

り育てるこういう努力が地域社会には私は必要だと思っております。そういう意味での特に商

工会もあることでありますから、商工会の仕事を頼むにいたしましても、やはり一定のこの事

業、あるいは指導の対象というものがなければならない、とのように思っておりますo お金を

貸せることが主なる振興ではないわけでありまして、いろいろな手段をとりたい、研修もやっ

ていただしまた、何らかのこの同業組合を育てていってそして、でき得ベくば、日野市内の

受注は日野市内で間に合うようにいたしたt，。ですから、ちっとも私は不思議はないと思うの

でありますが、何もサラリーマンと比較をしたり、農家と比較をすることではなくて、そうい

う方を対象にして日野市のこの地域社会に一つの活力をつける、また一生懸命頑張っておられ

る方に支援をするということは、一つの行政としてあっていいんじゃないか、こう思っており

ます。

0副議長(米沢照男君〉 古賀俊昭君。

01 8番(古賀俊昭君〉 この制度で私今ちょっと思ったんですが、これは 1年に一度

申し込みができるものなのかどうか、いわゆる公庫、または商工中金等も含まれると思います

が、国金、そうしたところからお金を借りている場合の利子の補給を考えるというようなこと

ですが、毎年申請すれば上限百万円まで毎年もらえる方も現に出てくるということも考えられ

るわけです。その方の業績、事業の内容等については考えない、ということであれば、つまり、

優良な業種の方でも、業績が振るわない事業者の方でも、同じように百万円を限度として、市

から資金の援助が受けられる、ということになると思うんですが、そうしたことは、ちょっと

私どうかなと思うんですが、これは、年に 1回申請できるものなのか、その遍もう一つ今思い

出しましたので、お聞きをいたします。

それから、どういう事業者でもやはり借入金というのは必ずあるんです。ですから、ほとん

どの業種の方が市長が融資可能だと思えば、大低の場合は漏れることは、ほとんど申請した場

合ないと思うんですが、仮に刺子補給以外の何か形での申請というのもあり得るのかどうか。

利子補給を求めるのではなくて、市にこれだけの資金の援助をしてもらいたいという形で申請

が出ることもあり得るのかどうか。
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それから、もう一つは、市民というのは、やはり等しく行政のサービスを受ける権刺がある

わけですね。それで、だんなさんと奥さんで事業をなさっている方については、場合によって

1年に 100万円ぐらい市から何か援助が受けられる。しかし、動労者、給与所得者、サラリ

ーマンの方でも、今言いましたように大変苦しい中で、お互い助け合って一生懸命働き、そし

て、市民生活を送っておられる方もあるんですね。こうt，う方も、事業者ではありませんが、市民

としてこの市を構成する人たちでありますし、給与所得者といえども、やはりそこで会社なら会社

に行って仕事をする Q そして、その仕事を通して社会に貢献をしているということで、事業者

の方と、本質的には何ら私は変わらない存在だと思います。ですから、何か市民全体に、お金

がたくさんあるからおやりになるということでもないでしょうが、何かそうしたサービスをし

たいということであれば、やはり同じように働く人たち、勤労者、事業者も含めて、同じよう

にその恩恵が受けられるような制度であるべきではないかと思いますが、どうしてサラリ」マ

ンの方というのは全く考慮に入らないのか、もう一度お尋ねをいたします。

0副議長(米沢照男君) 答弁の前にちょっと古賀俊昭君に申し上げたいんですが、決

して質疑を打ち切る気はありませんが、本会議場での議案の提案の際の質疑、応答は、おのず

とそれなりの限界といいますか、 ( I発言制限か」と呼ぶ者あり)いえいえそういうつもりは

ありません。

そこで、いろいろ議案に対しての質疑や御議論もあろうかと思いますけれども、時間のあれ

もあります。したがって、議案に対してのいろいろな注文なり、あるいは委員会に対しての審

議上の御意見、注文なりあろうかとは思います。その点はきちっと付託に当たって意見を述べ

ていただいて、あとは委員会での十介な審議にゆだねる、こういうふうにしていただけたら、

というふうに思いますが、いかがでしょうか。( I説明してからにしろよ、質問しであるから」

と呼ぶ者あり)古賀俊昭君。

01 8番(古賀俊昭君〉 私は、今 3点再質問いたしてあります。特にこの条例を見た

だけでは、最初に、私夏井議員の質問を聞いたときも、なるほどなあと思いました。やはり非

常にはっきりしないものが多いんです。そういう条例の提案にもかかわらず、議長は、先ほど

も部長の詳催説明は省略します、ということをおっしゃったんですね。非常に奇異な感じをい

たしましたロ詳細説明もない中で、私八方ふさがりの中で、暗中模索、質問をしております。

最低知る樹リも議員としてあると思いますので、発言の機会は、議長において保障されたいと
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思います。私の再質問lζ対する回答をお願いいたします。

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) 3条の 1号の資金調達の援助に関すること、これは

申請は年 1回かという御質問でございますけれども、申請をしていただきまして、資金を貸し

出した場合に、その貸し出した資金の全額が返済されない限り、新しい申請は受けない、そう

いう考えでございます白

それから、刺子補給に限るのか、という御質問ですが、利子補給に限らせていただきます。

そして、さらにサラリーマンや農業従事者にも同じような恩恵を受けられないか、という御

質問でございますけれども、私ども行政に携わる者といたしまして、公平を期すことはもちろ

んでございますけれども、サラリーマンの方々にも、福祉部門で生活つなぎ資金というような

融資条例もございます。そういうことで、公平は不完全ではあるけれども、保たれているので

はないか、このように考えております。

0副議長(米沢照男君〉

018番(古賀俊昭君〉

古賀俊昭君。

融資の場合には返済ということがあるわけです。ところがこ

の資金調達の援助ということでは、これは融資ではありませんので、つまり返済しなくていい

んだと思うんですね。(r冗談じゃなl'Jと呼ぶ者あり〉わかりました( r議員が質問してい

るとき冗談じゃないとは何だい、そんな理事者が世界にいるかJr静かにしてくださしリと呼

ぶ者あり〉同じ言葉を市長に返しておきます。

0副議長(米沢照男君〉 市長。

0市長(森田喜美男君〉 不謹慎でありました。それで、貸し金に返済をしないでいい

貸し金というものは、私は存在しないと思います。特に公金をもって援助する際に、それは当

然返済されるべきものでありまして、私はそれは極めて常識的なことだ、こう思っております。

O副議長(米沢照男君〉 ちょっと途中ですがお諮りしたいと思うんですが、会議を再

開してちょうど 2時間近く経過しています。ここで休憩するか、今やりとりされているこの議

案だけ付託を決めてから休憩するか、それとも残された議案上程すべき議事進行でこのまま進

めるか、ちょっと御意見を・・・・・・( r議事進行」と呼ぶ者あり〉古谷太郎君。

06番(古谷太郎君〉 私もこの条例を見て非常に不思議に思った。 12月1日の広報iζ

市長室からというんで市長さんのこういうことをやりますというのが出ています、たくさん。
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大低は半年から数年先のことが出ている、ところがこの条例に限っては、 1月 1日施行となっ

ている。これは市議会の選挙対策、社共の勢力握輿をねらうように疑われでもやむを得ないん

じゃなかろうか。しかも、 1月 1日に施行するものの施行規則ができていなt'0施行規則なし

に条例をどうやって審議するのか。これはだれだってそうなんです。だから、いろんな施行規

則に当たるような事柄の質疑を徹底的に尽さなきゃ委員会に付託されても委員会でも因るんで

す、これ。ですからこういう点で、こういうふうな出し方、いいですか、 1月 1日施行ですよ、

これは、まだ規則もできてないものを 1月 1日、どうやってやるんだろと思って、だれだって

不思議に思うんです、これ。だから、それは与党の議員さんのためにお出しになるということ

も、それは温情として当然かもしれませんが、我々議員とすれば、こういう進行の仕方につい

て、やはり休憩して規則を出してもらう。それで規則とこの条例をもって委員会に付託する、

というのが礼儀であります。議会に対する礼儀なんだ、これ。休憩してよく相談してみてくだ

さL、。礼儀がなさ過ぎます。 1月 1日施行で、これから一生懸命規則をっくりたL、。これじゃ

無理ですよ。これ、どうやって審議するんだ、これ。まあ、いいんです。休憩するなら結構で

す。( I休憩」と呼ぶ者あり〉

0副議長(米沢照男君〉 ほかに議事進行についての御意見。市川資信君。

01 9番 (市川資信君〉 議事進行というよりも、私もちょっと二・三聞きたい点があ

るんですがね。この議案だけは審議して、それで休憩されたらどうかなと思うんです。

0副議長(米沢照男君〉 はい、わかりました。かなり時間が経過しています。この議

案の委員会付託を決めてから休憩に入りたいと思います。古賀俊昭君。

01 8番 (古賀俊昭君〉 私も施行細則というものをじゃあ市長がそこまで言われるな

ら出してもらいたいと思うんです。今の議事進行、古谷太郎議員の動議iζ当たると思いますが、

それに対して私は賛成をいたします。賛成があれば恐らくここで採決しなくちゃいけないと思

うんですね、議長はロその動議のとおりゃるかどうか。議会事務局長そうじゃございませんか。

0副議長(米沢照 男 君 〉 議会事務局長。

。 議会事務局長(岩沢代吉君〉 これは議長の裁量でお願いしたいと思います。

0副議長(米沢照男 君 〉 今二つの意見が出ています。ほかにどうでしょう。つまりこ

の議案の委員会付託を決めてから休憩という意見と、すぐに休憩という意見と二つ出ています。

( I議事進行」と呼ぶ者あり)竹ノ上武俊君。
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022番(竹ノ上武俊君〉 市川議員から問題提起があったような形で、議事進行して

いただきたいと思います。確かに細則、規則などがございませんことは、不十分な点だと思い

ます。しかし、今、長時間の審議の中で、担当部長の答弁なども詳細になされておりますので、

私は委員会付託に十分こたえ得るのではないか、というふうに考えます。

0副議長(米沢照男君〉 馬場弘融君。

08番(馬場弘融君) 私はちょっと反対なんですけれども、まだ、市川議員もこの間

題について質疑をしたいことがある、というようなお話もありましたし、古賀議員もまだかな

り続くんではないかなあ、という感じがするわけです。既に 2時間でしょう、これを考えます

と、やはり、ここで一度休憩をとって、理事者側の方の説明等の態勢もがっちりとつくってい

ただいた後で、この問題を再度審議した方がよろしいのではなt，かと思いますので、この時点

で休憩をとられた方がよろしいのではないか。それが、現時点での運営に対する私の意見でご

ざいます。( i休憩」と呼ぶ者あり〉

0副議長(米沢照男君〉 お諮りいたします。議事の都合により暫時休憩いたしたいと

思いますが、これに御異議ありませんか。

( i異議なし」と呼ぶ者あり〕

0副議長(米沢照男君〉 街県議ないものと認めます。よって暫時休憩いたします。

午後 9時 38分休憩

午後 10時 43分再開

休憩前に引き続き会議を開きます。0副議長(米沢照男君〉

先ほどの議案第 88号、日野市小規模事業者育成条例の制定の件の議題について、質疑・応

答がなされました。その経過の中で休憩に入ったわけですけれども、休憩前に引き続いて質疑

lζ入りたいと思います。その質疑、応答との関係で冒頭まず助役から発言していただきます。

O助役(赤松行雄君〉 議案第 88号、日野市小規模事業者育成条例の御審議に当たり

ましては、議案提出側でございます理事者側で規則の制定等の未制定というふうな不備という

面がございまして、御審議に大変時間を要した、そういう不備な点から時間を要したという点

で、心より陳謝申し上げる次第でございますけれども、規則あるいはその他の必要とする資料

を十分に備えまして、御審議を賜りたい、このように考えておるわけでございます。

1 7日までには十分なる規則の制定を終えまして、 17日には全議員さんのお手元にお配り
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する。もちろん資料についても同様取りそろえたい、こう思うわけでございます白議案の審議

は 19日の常任委員会から始まるというふうな状況でございますけれども、いろいろ議運等で

御審議いただいた経過がございますので、 12月 17日までに、全議員さんのお手元にこの規

則とその他必要とする資料を取りそろえまして提出いたしますので、よろしく御審議の資料に

していただきたい、そういうことで 88号の御審議を進めていただきたい、こう思う次第でご

ざいます。よろしくお願いいたします。

0副議長(米沢照男君〉 ただいまの助役の説明で御了解いただけますか。古谷太郎君ロ

06番(古谷太郎君〉 ちょっとよくわかりにくいのでお聞きしたいんですが、施行規

則を 17日までにつくって我々に配付してくださる。そうするとその施行規則を私どもはそれ

に基づいて 17日の日にこの議案の付託を行う、そういうふうな意味ですか。質疑を行って委

員会に付託するわけでしょう。ちょっとよくわからない。

0副議長〈米沢照男君) 助役。

0助役(赤松行雄君) 1 7日までに規則とその他必要な資料を取りそろえると tiうこ

とは、全議員さんに御配付申し上げる、というふうな建前がございますので、やはり全部の議

員さんがおそろいで議場にいらっしゃるというのは 17日でございますので、 1 7日までに取

りそろえて、お手元へ、議場の自席へ御配付申し上げます、こういうことでございます。それ

で、議案の審議につきましては、本日、先ほど議運の中での決定といいますか、方向づけでは、

本目、要するに建設委員会へ付託をしていただし 88号の条例は。そういうことでございま

す。

0副議長〈米沢照男君〉 古谷太郎君。

06番(古谷太郎君〉 施行規則とか、必要な資料を配付されてこそ、初めてまともな

質問ができるわけです。今、質問は雲をつかむような質問をせざるを得ないわけですね。付託

した後、質問ということは我々はできないわけなんです。それではどこで我々は質問したらよ

ろしいのか。例えば古賀議員が質問したい、市川議員が質問したいと言っておられますが、自

分の委員会に付託されるならまた別ですけれども、そうでない限り困るわけですね白そういう

点はどういうふうに議運の方でお決めになったんですか。

0副議長(米沢照男君〉 それではただいまの質問、議運の委員長から答弁していただ

きます。
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〔議会運営委員長登壇〕

0議会運営委員長(中山基昭君〉 ただいま古谷議員さんの方から議会運営のこの議

案の取り扱いに関する御質問がございました。実は、この 88号の先ほど休憩前までの大変貴

重な熱心な御審議等の経過を踏まえて、議会運営委員会を休憩中に開催をしてまいりました。

こうした中で、この条例提案にかかわるそれぞれの指摘をされた不備の点等のいわゆる補完を、

早急にしなければいけないんじゃないか、こういうふうな考え方の中で、これにかかわる先ほ

ど助役さんの方からもお話がございました一連の関係の施行にかかわる規則、あるいはこの規

程等を早期な整備を要請をしたということです。その中で、本日の会議の運営、あるいは議案

の取り扱い、こういうふうなものについての協議の中で、今ここまで審議が進んだ段階で、そ

うした背景等も踏まえて、この 88号については、さらにこの質問者等の質問を続行し、その

後関係の委員会に付託をして、この議案の処理をしてまいりたい、これが委員会としての結論

でございます。さらに、直接 88号ではございませんけれども、先ほど全協等の中で協議いた

しました議案等について、ひとつ本日お決めを願って、残りについては明日繰り延ベて審議を

進める、こういう議会運営の中での結論でございます。どうかひとつよろしく御理解と御協力

をいただきたい、というふうに思います。以上でございます。

0副議長(米沢照男君〉 古谷太郎君。

06番(古谷太郎君〉 議運でこの審議をして、委員会へ付託するんだと決めたという

んでは、それはやむを得ないでしような。ただ、質疑は一一実際問題とすると、議事進行上おか

しいと思うんです。やっぱりこれは施行規則が出て、初めて質問できるので、具体的に。何か

ぼうっとしているんです、これ本当に、おおむね自ら、一一おおむねってどういうことかな、

そうでしょう、これだって条例を必要な事項は市長が定める、もう本当にイ可だかちっともわか

らない。提案している坂本部長だって、何だかわからないでつくったんだろうと思うんですが、

だから、本来、規則が先できる、本来はそういうものです。ところが規則をつくらないで、漠

然たるものをつくっちゃったから、部長さんもこれ弱ったなあと思っているけれど、 12月 1

日の広報に市長さんが出しちゃったから出さないわけに~¥かないんじゃなかろうか、と私は思

うんです、市長命で。大変だろうと思うんですが、審議のしょうがないですけれども、議会運

営委員会が決めたということなら、これはやっぱり尊重しなきゃいけないんじゃなかろうかと

思うんですが一一 o
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0副議長(米沢照男君〉 ただいまの議会運営委員長の説明と、それから先ほどの助役

の補足的な発言がされました。その辺を踏まえて御了解いただきたいというふうに思うんです

けれども、なお質疑がございますでしょうか。古賀俊昭君。

01 8番(古賀俊昭君〉 非常に実態がこの育成条例の行おうとしている内容について、

よく理解できないわけですね。先ほど市長や関係の方にちょっと非公式に立ち話のような中で

聞いて、やっと事業のやろうとしておられることがおぼろげながらつかめるということであり

ます。私は、当然、議運で何か規則を出させることにした、というようなことをちょっと聞き

ましたので、当然これは質疑はこのまま中断をしまして、あと 17日に規則ができた段階で再

度審議を行ってtiく、というふうに決まったと思ったんですが、そうではないようで、規則は

なしでもこのまま委員会に付託してしまえ、というのが議会運営委員会のお考えのようであり

ます。随分乱暴な決め方をしたと思いますが、ここで、わからないながらもそれでは少し聞い

てtiかざるを得ないわけです。規則等に盛られる内容も、全然わかりません。少し質問を続け

てまいります。

現在、日野市で行っております中小企業融資あっせん事業、この事業の制度の改善といいま

すか、いわゆる市長の言われる小規模事業者を育成するために、また助成するために現在ある

制度を活用して改めるべき点は改め、対象を拡大するなり、そうした工夫をすることによって

できないのかどうか。新たにこういう私どもによく条例の条文を見ただけでは全くわからない

わけですね。まず、新たにこの育成条例を制定をする必要性というのは、いかなるところにあ

るのか。中小企業融資の現在行われておりますあっせん事業の制度の見直しをもって対応でき

ないのかどうか、その点をお尋ねをいたします。また、私は最初この 3条の 1項は、資金調達

の援助と書いてありましたので、特に返還を求めないで、市から返還を求めない資金を与える

のかというふうにとっておりましたら、そうでもないようであります。本来は、規則が出てく

ればそういうこともわかるんでしょうが、規則は見なくてもいい、という議員の方がたくさん

いらっしゃるようですので、ここで確かめざるを得ないので、その点をもう一度お尋ねをいた

します。

それから、この私が最初に何度もお聞きをいたしておりますが、この家族単位という営業単

位です。家族構成を営業単位とする商工業者ということになっておりますが、最近は商工業者

の方の中には、奥さん方の手を借りてアノレバイトやパートのような形で人を入れている方もた
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くさんいらっしゃるわけです。そういう人は全部この制度からはずされてしまうのかどうか。

その点、規則がありませんので、わからないわけですからお聞きをいたします。

なお、この 100万円程度という枠につきましでも、同様に最初に質問しております。市長

がおっしゃった限度額だと思いますが、同じように、中小企業の融資あっせん事業を活用とい

し可ますか、制度を若干手直しをしていく中で、行える事業ではなかろうかと思うんですが、も

う一度お尋ねをしたいと思います。とりあえずそれだけお尋ねをしておきます白

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〉 お答えいたします。

現在ございます融資制度につきましては、中身は融資に限られておりまして、運転資金でご

ざいますとか、設備資金、あるいは緊急資金、そういった資金の貸し付けを内容とするもので

ございます。今回新たに上程いたしますこの育成条例につきましては、融資だけではなく、営

業近代化の指導、あるいはアドバイス、それから営業の研修に関すること、それから同業組合

をつくってそこに受注及び下請等のあっせんをする、こういった小規模事業者の総合的な援助

施策が盛り込まれておりますので、現在ございます融資制度を拡大して考えるということは、

大変無理がある、そういうことで別建て条例をお願いしたわけでございます。さらに、 3条の

1項資金調達の援助に関することの御質問でございますけれども、先ほど市長答弁のとおり百

万円程度を限度といたしまして、資金をお貸しするわけです。お貸しするときに、普通銀行か

ら借りますと、 7.7%ぐらいの金利を取られるわけでございますけれども、その金剰の一部を

負担して利用者の負担を軽くする業者を援助して差し上げる、そういう意味でございます。

それから、もう一度家族のところをちょっと聞き取れなかったんでございますが、大変恐縮

でございますが、もう一度お願いしたいと思います口

0副議長(米沢照男君〉

018番(古賀俊昭君)

古賀俊昭君。

小規模事業者の方の中でもかなりいらっしゃると思うんです

が、アノレバイトの方を入れたり、お手伝いにパートのような形で人を入れておられる方もいら

っしゃると思うんですが、そういう方は対象からはずれてしまうのかど〉か。おおむね家族単

位、おおむねみずから家族構成を営業単位ということになると思いますので、そのような場合

にはどうなるのか。規則がありませんのでわからないんです。

0副議長(米沢照男君〉 生活環境部長。
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0生活環境部長(坂本金雄君〉 家族の場合、それから忙しい時期雇うアルバイトの

場合、経営者はお 1人だと思うんでございます。おおむねみずからの家族構成は、先ほど御説

明したとおり、年聞を通しまして正規の雇用者を持たない、そういう解釈で私どもおりますの

で、臨時的なパート、あるいは家族の者を手伝わせる、そういった営業の形態であっても、こ

の対象の中に含まれます白

0副議長(米沢照男君) 古賀俊昭君。

018番(古賀俊昭君〉 私は、この育成条件が眼目としているところは、やはり 1番

だろうと思うんです。営業の近代化の指導、また研修ということに関しましては、さまざまな

同業各種団体また商工会等でもそれぞれいろいろな事業相談等には応じているわけですので、

市がそうした機関に何らかの委託といいますか、指導をお願いして、さらにそうした事業の活

発化を図っていくということで、十分対応できると思いますので、改めてここに推進する事業

として載ってはおりますが、これは二次的なものではないかと思うわけであります。そこで、

やはり低利で資金の提供を行っていくということですので、銀行からお金を借りるその場合の

7. 7 %という利子の数字を挙げられましたが、そのうちの 3% ぐら~¥かなんかを見ていこう、

というようなお考えじゃないかと思うんですが、利子の補給ということでお考えならば、中小

企業の最初に申し上げました融資あっせん事業でも行っているわけでありますので、やはりこ

の目玉であります 3条の 1項ということをとらえてみれば、この現在ある制度の改善をもって

対応できるのではな~\かと思うんですが、やはり指導や研修もやらなくちゃいけな~¥から、こ

の条例が必要だというふうにお答えになるかもわかりませんが、この資金調達の援助というこ

とに関してだけ言えば、現在ある制度の改善をもって対応できないのかどうか、ひとつ見解を

お聞きをいたします。

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) 資金調達の援助という面iζ限ってだけ申し上げます

と、現在の融資条例を手直しすることも不可能ではなL、かと思いますけれども、先ほども申し

たとおり、総合的な振興策を 1本の条例にまとめるということでございますので、こういう形

になったわけでございます。 3条の 2項、営業近代化の指導に関すること、これは商工会の組

識の中でも現在やられていることでございますが、この条例の制定をてこ入れといたしまして、

さらに商工会K対する補助金の使途を特定いたしまして、こういう目的のために使ってくださ
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い、というふうに特定をいたしまして、商工会にお願いをするような形になろうかと思います。

御承知のとおり、経済活動につきましては、最近の経済活動は、いろいろな面で大きく進歩、

変貌を遂げております。カードで決裁をするような時期も、もう間もなくやってくるかと思い

ますけれども、そういった近代化に乗りおくれないように、 OA機器でございますとか、そう

し1った近代化へのアドバイス、指導、そういった面について、商工会にお願いをする形になり

ます。

それから、 3条の 3項、営業の研修に関すること、これは研修の機会をつくることももちろ

んでございますけれども、商工会に限らずいろいろな経済団体が催します研修の機会に小規模

事業者の希望者を派遣する、こういうこともこの考えの中にあるわけでございます。経費の一

部を負担をするというところまで考えております。以上です。

O副議長(米沢照男君〉 古賀俊昭君。

01 8番(古賀俊昭君〉 もう最後の質問にいたしますが、あとは委員会の方にお願い

をしたいと思います。

この制度の検討に当たって、私一番最初にお聞きしたんですが、日野市商工会と十分なる打

ち合わせといいますか、商工会の意向等も参考のために聴取されたか、ということを聞きまし

たら、今、話をしているところだ、というような御回答だったと思います。商工会の中にも、

たくさん小規模事業者の方はお入りになっている方はいらっしゃいます。当然、商工会の意見、

考え方というものを、やはり最初に聴取を行って、商工会の立場での考え方、商工会ではどう

いうふうな意見を持っているか、ということをやっぱり確認をされる作業は最初にあってよか

ったのではないかと思いますが、商工会と話を今行っているというような御答弁だったと思いま

すが、もう条例が出てきて、これからもう 17日には規則をつくってしまいますということで、

商工会とあと何をお話しになるのか、もう少し日野市商工会という組織、やはりいろいろ考え

方を打診をしてみる、という作業も必要ではなかったかと思うんですが、その点については、

特に商工会は関係ない、というようなお考えかどうか、最後に確認をしておきます。

0劃議長(米沢照男君) 生活環境部長。

0生活環境部長(坂本金雄君〉 商工会とは関係ないことはなくて、今後ますます密

接な協力関係のもとに、この事業の一部をお願いするような形になります。 61年度の商工会

の補助金につきましては、こんな構想で補助金をひとつお願いします、というような文書を商
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工会からいただいておりますけれども、その中にも、小規模事業者の研修ということがうたわ

れてございます。それから、さらに今月の 4日か 5日だったと，思いますけれども、商工会長以

下事務局も含めまして七、八人の方と、市長を含めまして産業経済課長、係長、担当の者たち

が会合を持っておりまして、その席でもこの小規模事業者育成条例の構想、につきましてお話を

し、会長からも承諾の返事をいただいております。

0副議長(米沢照男君〉 古賀俊昭君。

01 8番(古賀俊昭君) わかりました。念のために、これ本当に最後の質問ですが、

1 0 0万円仮に事業資金を借りたいといたします。これは、返済は大体どのくらいで行うもの

とお考えにいまなっているか。それぞれ事業によって違うのか、いろいろな条件等がまたここ

で検討されて、それぞれの事業、また形態等によって変わってくるのか、規則がありませんの

でわからないものですから、お聞きをいたします。

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〉 仮に 100万円の額になりますと、その返済の期間

は、余り短いとこれは借りた方iζ負担が大きくなりますし、かといって長い期聞になりますと、

途中でつまずくもとにもなりかねません白その辺を十分考慮いたしまして、適正な期間を施行

規則の中に定めてまいります。

0副議長(米沢照男君)

01 9番(市川資信君)

市川資信君。

今、古賀さんが大介細かく質問したんで、余りもうほとんど

質問することはないんですが、二、三ちょっとお尋ねしておきます。

まず、その第 1点でございますけれども、今生活環境部長の答弁ですと、日野市の商工会と

もある面ではタイアップし、ある面では独自の行政というんでしょうか、進めていくような、

ちょっとその辺のところが、やはり今言ったような細則がないのでわからないんですけれども、

その中で、ちょっと一、二お聞きしたいんです。まずこの一番の眼目、二っか、三つあると思

うんですけれども、 1 0 0万円を限度とした融資、これは、当然今までのいわゆる融資制度を

さらに発展的に拡大されたものだと思うんですが、現在でも、例えば日野市商工会を例にとり

ますと、生活環境部長などはよく御存じだと思うんですが、マノレ経常Ij度というのがあるわけで

すね。それから中小企業近代化資金というのもあるわけです。特iζマノレ経情Ij度というのは、個

人営業者を主体とした零細な国の制度でして、 300万円まで無担保、無保証人で借りられる
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制度で、その返済期間も個人の差によって最長 3年ですか、まであるような金利も非常に利子

補給をやはりしまして、すばらしいシステムが今あるわけです、現実に。それらと市独自との

この行政との矛盾とのいうのかな、ダブるような感じもするんですが、今、古賀君の質問の中

には、いや営業近代化のために指導等を助成をして商工会と一緒にやっていくんだ、というよ

うなことも言っている。どこで一線を画して、どこがジョイン卜するのか、そこのところがは

っきりしないんですね。特に中小企業近代化資金などというのは、もう返済期間が5年から 10

年、 1 5年、それも非常に安い利息で最高は七、八千万まで借りられる制度があるわけです。

また、片や営業近代化指導に関しても、今商工会ではどんどんいろんな角度で個別指導、ある

いは団体指導等、業種別指導もやっておるわけです。そこら辺のところがちょっと私には理解

できないんです。いわゆるマノレ経制度が現実にある中で、日野市との恐らく利息でいったらど

っちが、これ部長安いでしょう、恐らくマノレ経制度の方が私安いんじゃなかろうかと思うんで

すけれども、まずその点をお聞きしたいと思います。

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〉 マノレ経制度、それから商工会独自でもって、いろい

ろな研修の機会などを設けているという御質問でございます。この小規模事業者育成条例と重

なる部分が出てくるけれど、どこに一線を引くか、商工会の会員さんというのも現在 50%を

やや超えている、五十二、三%じゃな~'¥かと私は思いますけれども、その程度の結成率でござ

~ '¥まして、会員以外の事業者の方も、結構多くいるわけでございます。したがいまして、そう

いう方たち、会員以外にも門戸を開放した研修の機会、融資の制度、そういうものがあっても

いいんじゃな~'¥かと考えております。

0副議長(米沢照男君〉

01 9番(市川|資信君〉

市川資信君。

部長のおっしゃられるとおり、今、商工会の加盟率 50%前

後だと思うんですが、商工会は、加盟するのに何の条件もないんじゃなし、かと思うんです。加

盟したければ加盟できるんですね。阻止するものは何もない。そして、加盟してあれは 3カ月

ですか、営業成績というか、決算書か何か提示すれば、あれもやはり金融機関の調査でなくて、

いわゆる商工会長ですか、担当部長の審査でパスできる 一ーその審査会を通れば、だと思うん

です。それは結構です。商工会へ入るのが、何か大変なような感じがするんですが、商工会は

紙に住所、氏名、営業所を書いて、判こを押して出せば 1，000円か 2，000円出せばそれで
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加盟できるので、単独でも加盟できますし、また団体で商庖会なら商f吉会一括団体でも加盟で

きますし、自由なシステムで、私よりむしろ部長の方がよく御存じだろうと思うんですが、そ

ういう制度があるところに・・…-。それからもう一つ私はこの条例の中で魅力になるのかなあ、

条文だけ見ればですよ。 4番目の同業組合の奨励並びに受注及び下請等のあっせんに関するこ

と、と書いてあるんですね。これは私も決算委員会ゃなにか、予算委員会でも再々指摘するん

ですが、非常に例えば日野市小規模事業育成条例なんていうと、うたい文句はすごくいいんで

す。じゃあ、こういうものを今つくるなら、過去は今まで一体何をしてきたか、一体どういう

ことをしてきたんだ、私は言いたいんですよ。と申しますのは、私どもも本当に憎まれ口を聞

いて、再三、この理事者lと具申というんでしょうか、申し上げてきたけれども、一向に直らな

~ ¥。このごろはもうあきらめ果てていたんですが、こういうものが出てくると、やはりまた言

いたくなるもんなんです、人間というのは。私は過去にこういう指摘をしたことがあるんです。

大企業はいわゆる何千万とか何億という仕事は、きちっと相談で取れるんです、仕事が。何百

円、何千円、万なんていうのは、これはめちゃくちゃ、ハチの巣をつっついたような競争をし

ているんですね。この間も建設省ですか、パソコンかなにか、将来のために、あれはリコーが

75%引き、その後、富士通が 90%引きでやったなんて新聞に出ていたんですけれども、そ

れは大企業同士の過当競争ですから、一向に差し支えないんですけれども、今、市役所へ恐ら

く取りに来ている業者で、もうかっていいなんていう業者は 1社もないと思うんです。もう過

当競争に次ぐ過当競争の中で、私はこういうふうに言ったんです、部長。部長をいじめるわけ

じゃないんですよ。私は管財課長にこういうものは設備しであるんですか、と聞いたんです。

というのは、各業界ごとの卸し商法というのがあるんですよ。私どもに言わせれば、フィノレム

ならフィノレム、電気屋なら電気屋、その文房具屋なら文房具通の卸し商法というのがありまし

て、それで卸しが幾らか、というのは基本的なものがあるんです。それに分引きというものは

多少ございますけれども、そういうものをまず備えていられるんですか、と聞いたんですロそ

したら持ってないと言うんです。市民のためを思えば安ければ安いほどいいんですよ。なるほ

ど確かに税金をいかに有効に使うかは、これは理事者のやっぱり努めなければならないポイン

トだと思うんですが、片方で大企業だけはぱっちり話し合いでやっている仕事を、片方は徹底

的なつぶし合いでやっている、というその現実というものを、もし、こういうものをつくるん

ならば、少なくとも、今後はこの条例に恥じないような管財課なら管財課に各業界の卸し商法
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というものを全部取り寄せて、持っていて、適正基準価格というものは、一体どこがポイント

なのか、何%もうけさせてあげたらいいのか、というぐらいの配慮があったらこれは血が通っ

ていると思うんです。私は、残念ながらこれだけでは全く絵に書いたモチに終わるんじゃない

か、最後に救いがせめて同業組合の奨励、この辺のところで指導することは、ちょっとこれを

うまく持っていけば、あるいはその方向へ行けるかな、という気はするんです。その点につい

てはいかがでございますか。

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〉 いかに美文の条例案であっても、その実態がなけれ

ば、うまく機能しないということは、私どももよく認識をしております。先ほど例を出しまし

た、大工さんの組合をつくって、組合を通じて、地区センターなど公共施設の小破損などの修

善をやっていただく、こういうことも仕事を出す方の側の全面的な協力がなければ、これはで

きないことでありますので、条例iζ血を通わせ、温か味を通わせるためには、そういった仕事

の確保、そういう面も、十分、今後配慮してやっていかなければならない、と考えております。

O副議長(米沢照男君〉 市川|資信君。

01 9番(市川|資信君〉 私は、部長iζ別iζ嫌みを言 っているわけじゃありませんから、

ひとつ素直に聞いていただきたいと思うんですが、それはそれで結構です。

市長lζ最後にお尋ねしたいんですけれども、細則ができ上がってない中で、質疑、本当にや

りにくいんですけれども、先ほど市長の答弁ですと、この条例は 61年 1月 1日から施行する、

というふうになっているわけです口何か予算をまだ伴っていないということを言われたんです

けれども、これは専決処分iとしてやる可能性はあるんですか。それとも来年度予算できちっと

組んだ上でやろうとしているんですか、その点をまず・・・・・・。

0副議長(米沢照男君〉 市長。

0市長(森田喜美男君〉 いろいろと御審議をいただいておるわけでありますが、私は、

この小規模事業者の育成振興ということは、単なる金銭つまり融資ということだけではない、

むしろ 2、 3、 4、これらにかなりの力を注ぐ必要がある、こう思っております。また、この

条例を施行することによって、商工会と市の経済行政とがかなりまた血が通ってくる、こうし 1

うことも期待しておるわけでございまして、今の御質問は、つまりこれは施行日は来年の 1月

1日でありますが、早速、予算編成に間に合わせるという趣旨で、このような提案をいたして
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おります。したがって、当初予算に予算計上して、事業化する、こういうことにいたすわけで

あります。

0副議長(米沢照男君〉 市川資信君。

01 9番(市川資信君〉 じゃあ、今、市長からも、きちっと専決などしないで来年度

予算iζ組み入れた中で進んでL、く、ということでございます。今、私が申し上げた提言は、ひ

とつこれらの発足について、十分生かせるようにお願いして質問を終わります。

0副議長(米沢照男君〉

01 0番(旗野行雄君〉

旗野行雄君。

古賀議員と生活環境部長とのやりとりの中で、この条例の第

2条です。おおむねみずからの家族構成を営業単位とする商工業者である白その内容がパート

を忙しいときに使うならいいが、 1人でも常用者がいてはこの小規模事業者育成条例の対象と

はならないんだ、こういうようなたしか答弁がありました。私これ少しおかしいと思うんです

が、今、私の身の周りを見ても余り大工さんにしても、あるいは土建業者にしても、家族労働

だけで営業しているというのは、少ないわけです。むしろ 1人か 2人か常用の方を雇って営業

している例の方が、多いわけです。社会通念からいっても、果たして 1人の常用の方を雇って

いれば、小規模事業者じゃないというのは、どうも著しく社会通念と反すると思うんです。い

ろいろの事業をこの第 3条によってやるようですけれども、近代化の指導lとしても営業の研修

にしても、あるいは同業組合の研修とか受注及び下請等のあっせん等に関して、常用を 1人で

も使っているとこの小規模事業の対象からはずれるんだ、というのは、非常に不合理だと私思

うんですが、どうでしょうか。

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、この条例のもとを考えましたときに、企業と

いう言葉は使わないようにしよう。企業という言葉は、中小企業、小企業、そういうような言

葉の企業の中には、常iζ人を雇うというようなイメージがあるから、家族だけでもってやって

いる、家族構成をもって営業単位としている方たちを対象にしましよう、こういうことで出て

きたわけでございます。人を雇っていない事業者は、余り数がいらっしゃらないんじゃないか、

というような御質問でございますが、飲食業、商業、サービス業は、家族構成が営業単位にな

っている例が非常ι多いわけでございます。確かにその正規の人聞を雇わないというのは矛盾

があるんじゃないか、というお話もうなずけるわけでございますけれども、これは、先
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ほどの古賀議員の御質問の中にもお答えしましたとおり、施行規則の中で、業種別に、例えば

商業の中でもサービス業、販売業、そういった業種別に何人を目安lとするか、そういう目安の

数を入れたいと思っております。

0副議長(米沢照男君〉 鎮野行雄君。

01 0番(鎌野行雄君〉 それじゃあ、古賀議員の質問に関して、パートならいいんだ

が、 1人でも人を雇っているとどうもこの小規模事業とは認めないんだ、という最初の部長の答

弁は、あれは訂正するわけですか。

0副議長(米沢照男君〉 生活環境部長o r 

0生活環境部長(坂本金雄君〉 基本的には、忙しいときのバートはよろしい。しか

し、年聞を通して正規の人を雇う場合には、家族構成でないので対象からはずしたい、こう~，う

基本的な線は持っておりますけれども、それでははっきりした目安がつきませんので、業種別

にはっきり人数を規則の中に出したい、こういう考えでございます。

0副議長(米沢照男君〉

01 0番(鎌野行雄君〉

鎮野行雄君。

今 1回確認したいんだけれども、ある業種によっては常用の

人を雇っていてもこの対象となるということですか。

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) 業種によって人を雇う、雇わないと~，うような差別

はつけません。どの業種でも常に人を雇っている場合には、この対象からはずしたい考えでご

ざいます。

0副議長(米沢照男君〉

01 0番(鎌野行雄君〉

鎮野行雄君。

例えば 4の同業組合の奨励云々のところで、具体的に例えば

市の地区センタ}の補修とかいうのは、この小規模事業者を対象に請け負わせるんだ、という

ような発言がたしかあったわけで、すが、著しく非現実的だと思うんです。それじゃあ、常用の

方を 1人雇っている大工さんなり土建業者は、小規模業者でない。そこに差別をつけるという

のは、不穏当だと私思いますロ

社会通念からいって 1人、 2人雇っているからこれは/ト規模事業者ではないというのは、著

しく不適当な解釈だと私思うんですが、どうですか。これは市長さんに答弁いただいても結構

です。
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0副議長(米沢照男君〉

O市長(森田喜美男君〉

市長。

これまでもお答えしたわけでありますが、企業であるか、あ

るいは生業であるか、そのあたりのやっぱりけじめをつけたいと思っております。つまり育成

をするという対象は、弱者を対象とすることが発想のゆえんでありますから、人を雇って立派

に金融機関からも信用があって資金にも不自由しない、既に近代化もできておる、こういう方

は、私はこの条例においては対象にしない。むしろ努力はしたい気持ちがいっぱいだし、家族

も一生懸命に働いておるが、もう一歩踏み出したい、こういう方も多数おられますから、 した

がって、社会通念のこともございましょうけれども、人を雇って仕事をなさるのは小企業K属

する。数十人も雇っておるのは中企業に属する。生業とか、それから営業の第一歩をやってお

られる方に力添をする。そうして、その方の育成を図るということが、私は、地域の経済行

政の一つの大きな層に対する施策になる、このように考えております。したがいまして、なる

べく組合というか、同業組合もつくっていただしこれはその全部を網羅するということじゃ

ありませんが、相当数の同業組合をつくっていただく、そうして市が発注する、あるいは購入

する、これらのもの等につきましても、なるべくその紹介をやっていこう、というのが、経済

側の行政であります。もう一方の発注とか、物品の購入ということは、なるべく安いお金でい

いものを確実に買う、これが公金を使う使い方でありますけれど、その際でもなるべく市内か

ら求めてL、く、そして、 1人ひとりで発注はできないけれど、組合をつくれば発注の対象にな

れる。つまり今白紙を買うにも、ガソリンを買うにも、同業者に単価契約をして買っておる、

こういうことがあるわけでありますから、私は可能である、こういうふうに思っております。

また、よく地元の育成ということが言われておるわけでありますが、私は、地元の育成という

のはいろいろ段階があるわけでありますから、既lζ業界で信用もあり、金融的にも支障がない

という方は、それなりにまた別の層として頑張っていただくことになると思いますし、弱小の

方は一歩支援をするということが、私は経済行政の一番のもとではなかろうか、こういうふう

な考え方で、この条例の制定を思い立ったものであります。

omu議長(米沢照男君〉 旗野行雄君。

01 0番(鎮野行雄君〉 何かこれは水かけ論になりますけれども、 1人雇っていれば

企業だ、家族労働だけでやっていれば生業だというのは、これは社会常識からいって、私到底

うなずけません。それだけ言っておきます。そんなばかな話ないですよ。
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0副議長(米沢照男君) 橋本文子君。

01番(橋本文子君〉 もうこの問題、随分長時間皆さん御審議なさって尽されたよう

ですが、いま 1点疑問がありまして、質問をさせていただきたいと思います。助役の御説明で

は 17日までには施行規則を整えて出すので、また、それは委員会で十介やってほしい、それ

はよくわかります。信頼いたします。

古賀さんのお言葉をかりますと、社会の構成員に対して、.行政のサービスは、市民に等しく

あるべきだ、私もそのとおりだと思います。片手落ちのないように十分やってほしい、私もそ

う思います。そういうことでお伺いをしたいんですけれども、この 4条の例えば 1項、市内に

1年以上居住し、かっ市内、または市外で引き続き 1年以上の問、東京信用保証協会の保証対

象業種iζ属する同一業種の営業を行っていること。これを満たし、さらに 2項の市税の納税義

務者であって、区市町村税を完納していること。これも満たした上で、 3項でひっかかるんで

すけれども、選挙権を有しないという外国籍を持った方、こういう方がここで排除されるとい

うことに、大変私は疑問を持つわけです。例えば、私の知っている範囲で、 15年前に西ド

イツから来て喫茶庖を開いている方、あるいは戦争中に両親が強制連行されて日本K来られて、

その子女が日本で生まれて、この日野にささやかな家を持ち、ささやかな庖を出して、立派に

日野の市民の構成員として税金も納めて、しっかりとその義務を果たしておられる。それがす

べて満たしているK もかかわらず、外国籍であるというだけで、この 3項がある限り、私は排

除されるんじゃないか。それではこの 3項がある限り、私はすんなり認めるわけにはL可かない

な、というふうな気がしておりますが、これはどういう意図があって、この項が設けられたの

か、お伺いをしたいと思います。

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〉 この 3号、普通地方公共団体に属する選挙権を有す

ることというのは、満 20歳を過ぎた成人であるということと、禁治産者、準禁治産者でない

通常の能力を持った成人という意味で、これを入れたわけでございます。

0副議長(米沢照男君〉 橋本文子君。

01番(橋本文子君〉 それでは、私が心配している外国籍であるというだけで選挙権

がないという方は、この項から除かれるということで理解してよろしゅうございますね。

OiU議長(米沢照男君〉 生活環境部長。
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0生活環境部長(坂本金雄君〉 この小規模事業者育成条例というのが、いわゆる弱

者を対象としておりますロそういうことから弱い者に味方をするという考え方をケ」ス・パイ

.ケースで検討してまいりたいと思います。

0副議長(米沢照男君) 橋本文子君。

01番(橋本文子君〉 いま一つ何かすっきりしないんです。外国籍の方も対象になる

んだ、と言っていただかないと私はすっきりと落ちないんですが、そこのところをはっきりと

御答弁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〉

O副議長(米沢照男君〉

01番(橋本文子君〉

市長答弁ありますか。市長。

条例のとおりでございます。

橋本文子君。

この条例のとおりとなりますと、選挙権を有すること、という

のがどうしても生きるんですよ、外国籍ならば、選挙権を持たないわけですから。そういうあ

いまいな御答弁だと、私の心配していることは、全く解消されないわけです。ですから、選挙

権を有することという、この項目が生きている限り、私は、これは等しく市民K行政のサービ

スが行われる、というふうにはとても思えません。そして、弱者を育てるということからも、

妥当ではないと思いますので、この点は、例えばこの条例を生かすとすれば、細員uでもって、

きちんと外国籍ということで選挙権を有していないという方は除くんだ、ということがうたわ

れない限り、それが保証されない限り、私は、今ここで私の質問iζ対するしっかりとした御答

弁というふうには受けとめるわけにt¥かないんです。いま一度お答えをいただきたいと思いま

す。

0副議長(米沢照男君) 答弁ございますか。市長。

0市長(森田喜美男君〉 この条項を設け、またこう t¥う表現をしていますのは、先ほ

ど部長がお答えをしたとおり、成人であるということ、あるいは多少資格lζ欠けるということ

を対象にしたわけでありまして、御指摘の部分まではちょっと考えが至りませんでした。しか

し、条例はやっぱり条例に従わなきゃなりませんので、例外は何らか別の方法で考え得るか、

考えられないか、これは検討いたします。

OMU議長(米沢照男君〉 橋本文子君。

01番(橋本文子君〉 例外を考えるか、考えないかはそれを検討すると t¥うんだと、
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考えると言っていただかないと、私は質問に対しての御答弁に思えないんです。どうしても文

言できちんと入れていただく。 i外国籍の方はこの限りにあらず」という意味の文言が入らな

い限り、成人でなくてはならないとか、そういう問題ではないと私は思うんです。やっぱりこの選

挙権を有することというのは、しっかりと、もう外国籍の人を差別していることになりますので、

私は、その差別は、こういう小規模事業者育成条例というこの建前からいっても、大変片手落

ちのものになるんじゃないか、というふうに思いますロですから、 しっかりとそれは文言で入

れます、とお答えをいただきたいんです。

0副議長(米沢照男君) 市長。

0市長(森田喜美男君〉 条例は、やっぱりーたん判定をしていただくことが、一番大

切だと思っております。その上のこの考え方は、また実例に沿って検討することだと私は考え

ております。

0副議長(米沢照男君) 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〉 今までの審議を通じまして、非常にこれは大変な奥行きの深

い条例だろう、というふうに思います。といいますのは、先ほどもるる対象の話がございまし

た。どこまでの対象者が入るのか、という議論があったんですが、これは非常に直接に第 3条

の4項iζ結びついてくるわけです。同業組合の奨励、同業組合の受注、同業組合の下請け等の

あっせんということですから、非常にこれは、これから委員会でどういうふうになるかわかり

ませんけれども、もしもでき上がるとすれば、この同業組合に入るかどうかということが、大

変な経済的な利益に結びついてまいります。さらに、この要件を、こういうふうな条例で市の

方で定めたということは、一歩同業組合の中に権限的にといいますか、入ってきているわけで

す。そうしますと、この受注ができるかどうか、下請けとして入れるかどうか。先ほど市長の

答弁にありましたが、市から発注する仕事関係等というふうなお話もありました。一つ心配が

出てくるのは、 この同業組合のレベルといいますか、そのねらいということも、今るるお聞

きしたわけですけれども、将来的には、ある種の独占形態がとられてくる可能性もなきにしも

あらずだ、と思うわけです。さらにまた、これを実際に担当される部署の方が、大変な苦労を

されるんではないか。現在の生活環境部の係、課では、到底対応できないぐらい、一歩市の施
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策としては入った話だ、と私は思います。長期的にまた業種の問題さまざまなあれが出たわけ

ですけれども、そういうふうなことを考えますと、これは非常に急激に始まる仕事ではない、

というふうに思いますし、そういう意味から、今私が申し上げた観点からも、るる委員会で審

議をしていただきたいと思います。

0副議長(米沢照男君〉 ほかに御意見はありませんか。橋本文子君。

01番(橋本文子君〉 私の質問の中でも出しましたように、あらゆる弱者を育成し、

そして救済するという観点から、この選挙権を有することというこの項目に関しては、外国籍

の人はこの限りにあらず、という意味の文言を入れるか、もしくは、この項目をもっと別の選

挙権を有することという言葉ではなくて、その成人をしていることとか、直接わかりいい言葉

で表現をして、この項目がこのまま提案されるということに対しては、私は賛成をするわけには

~ \かな~¥，ということをここで申し上げておきます。

0副議長(米沢照男君) 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 88号、日野市小規模事業者育成条例の制定の件は、

建設委員会lζ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D

[ i異議なし」と呼ぶ者あり〕

0副議長(米沢照男君〉 御意議ないものと認め、建設委員会に付託いたします。

お諮りいたします。この際、日程の順序を変更し、日程第 37、議案第 105号、日野市一

般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定の件を先議いたしたいと思います

が、これに御異議ありませんか。

[ i異議なし」と呼ぶ者あり〕

0副議長(米沢照男君) 御異議ないものと認めます。よってこの際、日程の順序を変

更し、日程第 37、議案第 105号を先議することに決しました。

これより議案第 10 5号、日野市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の

制定の件を議題といたします。

理事者から提案理由の説明を求めます。市長。

〔市長登壇〕

O市長(森田喜美男君〉 議案第 105号、日野市一般職の職員の給与に関する条例の
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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

2 1 0を 100分の 20 4.5&ζ改めるものであります。詳細につきましては担当部長に説明い

たさせますので、よろしくお願いをいたします。

0副議長(米沢照男君〉 関係部長から詳細説明を求めます。総務部長。

O総務部長(山崎 彰君〉 それでは御説明申し上げます。

ただいま提案理由で説明いたしましたとおりでございまして、 4ページ、 5ページの新旧対

照表で御説明いたします。今申し上げましたように、旧条例におきましては、 100分の 210

というところでございますが、これが先ほどの全協でなりましたように、 100分の 20 4.5 

ということで改正いたすものです。よろしく御審議のほどお願いします。

0副議長(米沢照男君〉 これより質疑K入ります。古賀俊昭君。

01 8番(古賀俊昭君〉 12月期末勤勉手当の件が今議題となりました。少しだけお尋

ねをしておきたいと思います。

今回の職員の皆さんに対する昨年同期の 12月の期末手当、勤勉手当と対比をして、平均支

給額の差はどの程度になるのか、まず 1点お尋ねをいたします。

それから、支給総額について、総額幾らなのかお尋ねをいたします。

それから、職務別の支給額についてお尋ねをいたします。一般職の最高について支給額は幾

らになるのか、また係長職の医師を除く最高と最低、課長さんの医師を除きます最高、最低、

部長職の職務の方の最高、最低、これも医師を除いた方で結構でございます。簡単に質問して

おりますので、お答えをお願いいたします。

それから、今回の冬のボーナスの支給率の確定までさまざまな組合との交渉が行われたと思

~ ¥ますが、その閉また勤務時間内のテトライキ、座り込み等が行われているようであります。

組合交渉の経過について、いつストライキが行われたかロまた、座り込み等が行われたのか。

その日にち回数等についてお尋ねをいたします。以上です。

O副議長(米沢照男君) 総務部長。

0総務部長(山崎 彰君) 4点ほどあると思いますが、昨年度の支給額と今年度の支

給額でございますが、昨年度は 68万4，044円でございます。それから、今年度が先ほど申

し上げましたように 68万 9，7 1 3円で、 5.669円の差が出ております。本年度が多いとい
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うことです。

それから、総支給額、先ほど申し上げましたように 9億 6，973万 6，478円でございます。

それから、一般職の最高でございますが、これは 4等職になりますが、 109万 7，641円

です。それから係長職、医師を除きますと 109万 721円です。それから、課長職の最高は、

やはり医師を除きます 114万 9，536円です。それから部長職の最高、やはり医師を除きま

して、 116万 7，987円でございます。

それから、組合交渉の経過でございますが、これも助役の方から御説明ありましたんですが、

日にちのその状況を申し上げますと、 25日に 29介の職場集会をしております口それから、

1 2月 2日、座り込み、これは午後でございますが、 2割動員で座り込みをしております。それ

から 3日がやはり午後でございますが、 2割動員の座り込みということで、それ以外の特に 1

時間ストというものは、今回構えてありませんでした。以上です。

O副議長(米沢照男君〉 古賀俊明君。

01 8番(古賀俊昭君〉 私が先ほど質問をいたしました 2番目の、職務別の支給額最

高と最低をそれぞれお聞きをしたんですが、その御回答がありませんした。回答をお願いをし

たいと思います。一般職は、最高だけでも結構ですが、あと係長、課長、部長の皆さんの医師

を除く最高、最低、回答をお願いをいたします。

それから、やっぱり今回は少なかったようですが、やはり座り込み、また 29分のストライ

キというものが行われたということは、大変遺憾であります。理事者としていろんな状況はあ

るにしろ、先ほど私触れましたが、ストライキ、争議行為というのは禁止をされているという

ことは、明確であります。こうした違法行為について、理事者としてどのようなお考えをお持

ちなのか、回答を求めたいと思います。以上です。

0副議長(米沢照男君〉 総務部長。

0総務部長(山崎 彰君〉 失礼しました。それでは第 1点の方を御回答いたします。

係長の最低が 68万 2，481円です。それから課長の最低が 92万 1，7 7 5円、それから部長

の最低が 101万 1，437円。

0副議長(米沢照男君〉 助役。

0助役(赤松行雄君〉 ストライキとし 1うものにつきましては、公務員、地方公務員と

も37条で禁止されておるわけでございます。
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それから、一般企業におきましても、期末手当等につきましては、年間協定だとか、いうふ

うな平和的な秩序維持という努力がされておるわけでございます。それらも踏まえまして、市

長会の方で方向づけをしておりますのは、やはりこういう経済情勢のもとにおきましては、や

はり国並みの要するに支給率にもってし、く、ということ等も、期末手当ごとにス卜を繰り返す

というふうな面についての一つの反省になるんではないだろうか、そういう要するに結果的な

ものを考えておるわけでございます。

0副議長(米沢照男君〉 古賀俊昭君。

01 8番(古賀俊昭君〉 先ほど給与の条例の改正案が提案をされました。いわゆる管

理職手当の期末手当算入ということでありますが、この今御答弁いただし 1た内容は、管理職手

当を含まないものであります。これで見ますと、部長さんでも、やはり一般職の最高の方より

も低額の方がいらっしゃる。課長さんでも同じであります。同じように、係長でも同様な現象

が起きているということで、この管理職手当の算入を仮に行ったとしたら、最高、最低につい

ては、どのような金額が出るのか、もし今おわかりであれば、後でも結構なんですが、教えて

いただきたいと思いますが、御回答できればお願いをいたします口

0副議長(米沢照男君) 総務部長。

0総務部長(山崎 彰君〉 最高と最低は今持っておりませんですが、ここで今持って

おりますのは、 1人当たり管理職手当、部長、課長、それから課長補佐 91人を平均いたしま

した数字でございますが、今 12月期で平均で 13万 7，418円という数字でございます。

0副議長(米沢照男君〉 お諮りいたします。 12月 11日の会議は、議事の都合によ

り特に午前零時に繰り上げて開くことにいたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

( i異議なし」と呼ぶ者あり〕

0副議長(米沢照男君〉 御異議ないものと認めます。よって 12月 11日の開議時間

は、午前零時に繰り上げることに決定いたしました。

本日の未了日程は明日の日程といたします。

本日はこれにて延会いたします。

午後 11時 57分延会
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(第 1号)

日程第 7 議案第 9 5号 昭和 60年度日野市老人保健特別会計補正予算について(第

2号〉

日程第8 議案第 9 6号 昭和 60年度日野市仲田緑地用地特別会計補正予算について

(第 1号〉

日程第 9 議案第 9 7号 市道路線の廃止について

日程第 10 議案第 9 8号 市道路線の認定について

日程第 11 議案第 9 9号 日野市立日野第二中学校給食室建築工事請負契約の締結につ

いて

日程第 12 議案第 100号 日野市立日野第二中学校給食室給排水衛生空気調和設備工事

請負契約の締結について

日程第 13 議案第 101号 町区域の一設定について

日程第 14 議案第10 2号 万願寺土地区画整理事業施行地区内の土地区画整理事業用地

の権利放棄について

日程第 15 議案第 103号 農業共済無事戻金の交付について

日程第 16 議案第 104号 東京都市公平委員会を共同設置する地方公共団体の数の増加

及び東京都市公平委員会共同設置規約の変更について

(請願上程)

日程第17 訪願第 60-16号 住宅・都市整備公団の「縮小・民営化」の動向を抑止し、国

民のための公団住宅の建設促進を要望する意見書提出を求め
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る請願

日程第 18 請願第60ー 17号 母子保健法改定に関する陳情

日程第 19 一般質問

本日の会議に付した事件

日程第 1から第 18まで
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午前 O時 0分開議

0副議長(米沢照男君) 本日の会議を開きます。

ただいまの出席議員 26名であります。

議案第 105号、日野市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の情|胞の件

についての質疑に入ります。古賀俊昭君。

0 18番(古賀俊昭君〉 今回管理職手当が算入をされるだろうと思います。今回の給

与条例の改正によって部長、課長の皆さんに対する管理職手当の算入が行われ、いわゆるボー

ナスの逆転現象というのは解消すると思いますが、先ほどお話のありました現在の制度のまま

でいきますと、御承知のように最高、最低を見てまいりますと、まだ一般職の方よりも支給金

額が少ない部長さんもいらっしゃるということであります。根本的な解決には給与市|肢の改革、

つまり通し号俸制度を改めるということで対応していただきたいと思うわけでありますo なお、

支給率についてでありますが、今回はやはり条例よりも削られたといいますか、支給率が下が

っているということで、職員の皆さんのいわゆる心理的な不満というものは、かなりあるので

はないかと思いますo そこで、もちろん国や東京都並みに近づけていく努力は、私は当然なく

てはならないと思いますが、この期末手当の支給の条例のやはり見直しというものも同時にこ

うして特例によって 1回 1回改めるというやり方が果たしていいのかどうか、大変疑問に思い

ます。この 2.7カ月という 12月期の期末手当の支給の条例について、いわゆる恒久的に国並

みに近づけるためのやはり見直しということを行って、少なくとも心理的な何かこう値切られ

た、また低く抑えられたというような、そうした不満が残らないような工夫というものも理事

者において行うべきではなL可かと思います。もちろん東京都、園、こうしたいわゆる同じ公務

に携わる公務員、労働者と申しますか、働いていらっしゃる皆さんのやはり気持ちというのは、

非常に大切なことだと思いますので、今後のこういう期末手当の支給率の見直しについて理事

者のお考えを最後に聞いておきたいと思います。

0副議長(米沢照男君〉

O助役(赤松行雄君)

助役。

東京都、それから国におきましては、 12月期は 2.5カ月、

こういうふうなことになっておるわけでございます。これは昭和 54年からそういうふうな一

昭和 54年には、東京都が要するに財政再建ということで、各 26市等につきましても、財政

再建というふうなことで、強い指導があったわけでございます。そのときのやり方といいます
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のは、ちょうど東村山が熊木市長が市長会の会長をやっておりまして、東村山がチャンピオン

的なリーダーシップをとって条例を国並み都並みにする、ということをやったわけでございま

すけれども、大変な抵抗でございます。やはり条例だけを国並み都並みに一挙にするというこ

とについては、職員のやはり反発も多いわけでございます。これからの支給が一遍に 2.5にな

っちゃうのか、 2.9 7というふうな支給率が一遍に 2.5になっちゃうのか、というふうな不安

等もあるわけでございます。そういうふうな状況もございますので、ある程度、毎年実額を保

障して 3年なり 4年なりの軟着陸という手法で今日まできたわけでございます。今後のあり方

につきましては、やはり、そういう実際に引き下げる、あるいは国並みに軟着陸させるという

実態に応じて条例の方も要するに軟着陸していきたt'0一遍に 2.5に条例だけを先行させる、

それで支給率は、また特別支給率を設けてそれに多少プラスするというふうなことではなしに、

実態の支給に応じて支給率を 2.5に近づけてし 1く、 2.5に対する要するに数値も大分接近して

きておりますので、そういう状況で各市いしということになろうかと思います。

0 議長(米沢照男君〉 古賀俊昭君ゐ

01 8番(古賀俊昭君) 最後に私の個人の意見ですが、当然国並み都並みを私たちが

議会でこうやって議論をして求めるということであれば、当然議員の支給率についてはどうだ

ということが、反論といいますか、意見として当然職員の皆さん等からもあろうかとは思いま

す。やはり条例を定めてL、く議会の私一員として、議員の期末手当等につきましても、その支

給率はやはり国並みを目指すべきだ、このように私は強く個人としては考えているところであ

りますので、この場で意見を表明しておきたいと思います。以上ですo

0副議長(米沢照男君) 古谷太郎君o

06番(古谷太郎君) 全員協議会のとき、私は 84号議案、これが同時に 10 5号議

案と一緒に可決されるだろう、こういう想定でお聞きしておりました。ところが、これは分か

れてしまった。そこで、お聞きしたいんですが、 8 4号議案が制定されると、総額幾らのお金

が必要なのか。それは補正予算 3号に組まれているのか、いないのかこの点をお答え願います。

まずそれをお聞きします。

0副議長(米沢照男君) 総務部長。

0総務部長(山崎 彰君) お答えを申し上げます。

1点目のこの 84号議案が支給された場合、総額幾らですか、ということでございますが、
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先ほど申し上げましたように、部長職 17人、それから課長職 58人、課長補佐が 16人、 91

人が対象になります。それで 12月の総金額が、 1，25 0万 5，000円でございます。この数

字は予算に組まれているかどうかということでありますが、これは既に既決されております予

算の中でやっておりますので、補正ということは考えておりません。

0副議長(米沢照男君) 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o

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]異議ありませんカb

C i異議なし」と呼ぶ者あり〕

0副議長(米沢照男君〉 御異議ないものと認めますo よって本件については、委員会

付託を省略することに決しましナー

本件について御意見があれば承りますo 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o 本件は原案のとおり決するに御異議ありませんかb

C i異議なしJと呼ぶ者あり〕

0副議長(米沢照男君) 御異議ないものと認めます。よって議案第 10 5号、日野市

一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の情|淀の件は、原案のとおり可決され

ました。

お諮りいたします。議事の都合により午前 10時まで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、

C i異議なし」と呼ぶ者あり〕

0副議長(米沢照男君) 御異議ないものと認めます。よって午前 10時まで休憩いた

します。

0副議長 (米沢照男君〉

午前 0時 11分休憩

午前 10時24分再開

休憩前に引き続き会議を開きます。

これより議案第 89号、昭和 60年度日野市一般会計補正予算(第 3号)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。市え

Fhυ 
F
h
d
 

唱・A



〔市長登壇〕

O市長(森田喜美男君〉 議案第 89号、昭和 60年度日野市一般会計補正予算(第 3

号〉について提案の理由を申し上げます。

本議案は、昭和 60年度目野市一般会計補正予算第3号であります。補正額は、歳入歳出そ

れぞれ 17億 2，80 4万 6，000円を追加し、歳入歳出予算の総額を 332億 5，421万4，000

円とするものであります。

詳細につきましては、担当部長に説明いたさせますので、よろしく御審議のほどお願いいた

します。

0副議長(米沢照男君) 歳入歳出全般及び第2表債務負担行為補正の説明を関係部長

から求めます。企画財政部品

0企画財政部長(前田雅夫君) 御説明申し上げます。

毎度のことで大変恐縮をしておるわけでございますけれども、すでに机よ配付をしたように、

この予算書3号におきましてミスプリントがございました。大変恐縮でございますけれども、

御訂正をいただきたいと思います。

それでは議案第 89号、昭和 60年度日野市一般会計補正予算第 3号につきまして御説明を

申し上げますo

まず予算書の第 1条でごぎいますけれども、ただいま市長が申し上げましたように、歳入歳

出それぞれ 17億 2，80 4万 6，000円を追加いたしまして、歳入歳出予算の総額を歳入歳出

それぞれ332億 5，42 1万 4，000円とするものでございます。

第 1条の第 2項でございますけれども、「第 1表歳入歳出予算補正」、この内容につきまして

は、事項別明細書によりまして御説明を申し上げます。

第 2条、債務負担行為の補正でございますけれども、第 2表におきまして御説明を申し上げ

ます。

それでは順を追って御説明申し上げますo

まず 7ページをお開きをいただきたいと思います。

今回の補正の特徴をまず申し上げますと、まず歳入でございますけれども、市税のうち法人

市民税の伸びが大幅にあったことが一つ第 1番目でございます。 2番目といたしましては、 60

年度決算におきまして繰越金が決定をいたしました。その残りを全部この予算で開いたという
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ものでございます。 3番目には、財政調整基金でございますが、当初予算では 3億円を基金か

ら一般会計に繰り入れをする予算でごぎいましたが、先ほど申し上げましたように、税の増収

がございましたので、これにつきましては全額減額をするものでございます。

歳出におきましての特徴でございますが、補正額の金額を見ていただければおわかりのよう

に、第 1番目といたしましては、国及び都の補助金の歳入に関係するところの支出の増、 2番

目といたしましては、生活保健センターの設計費の計上、次が、高幡区画整理事業の進捗に伴

い、用地の先行取得をするための繰出金の計上、最後に 4番目といたしまして、公債費の繰り

上げ償還に 6億 7，00 0万円を計上した、というのが主なものでございます。

それでは次のページから御説明申し上げます。見やすいようにできるだけ説明欄を中心にい

たしまして御説明をしてまいりたいと思います。

まず 9ページでございますけれども、歳入のうち市税の市民税の個人でございますけれども、

均等割が 1，5 0 0円から 2‘000円に改正をされました。この差額分の計上でございます。

次が所得.割でございますけれども、これは、当初見込みより伸びがございましたので、その

伸びの計上ということでございます。

次が法人税の法人税割でございますが、総額では、ここに書いてございますように9億5，520

万円の伸びでございます。これは、市内の優良企業が昨年市外に転出をいたしました。本社、

工場でございますけれども転出をいたしまして、 60年度につきましては、かなりの減収が見

込まれるということで当初予算を計上いたしました。幸いに地方税法の規定によりまして、本

年度に限り大幅な減額が免れたということでございます。その補正でございますo 来年度につ

きましては減額はもちろん予想されるわけでございます。

次が 11ページでございますo 固定資産税の土地でございますけれども、これは、地目変更

等にかかる増収分でございます己平たく申し上げますと、水田あるいは畑から宅地に地目変更

いたしますと、当然評価が変わってまいりますので、そういうものでございます。

それから、家屋につきましては前から全棟調査を実施しておりまして、全棟調査の増並びに

市内の企業の設備投資、いわゆる建物の建設がございましたので、これらが対象になりまして

の増でございます。

次が 15ページでございます。これは都市計画税でございますけれども、土地家屋が補正さ

れておりますけれども、理由は固定資産税と同様なものでございますo
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次が 17ページ、分担金及び負担金でございますb民生費の負担金でございますが、老人措

置費負担金でございます。本人負担分として 490万円の計上でございますが、これは特養の

措置人数の増と、それから、徴収基準が改正されまして本人負担が上昇したわけでございます。

これらを含めた補正でございます。

次は 21ページでございます。国庫支出金の民生費国庫負担金でございます。老人保護措置

費でございます。これは、入所者の増による補正でございます。これは、支出の面では 57ペ

ージ、扶助費に関連をする補助金でございます。

次が 23ページでございます。総務費の国庫補助金、(仮称)生活・保健センタ一新築でご

ざいますo これは、保健センターを防衛庁の防音の補助金の対象にし、生活センターにつきま

しては、東京都のコミュニティーの補助金をもらうということで現在努力をしております。こ

の補助金につきましては、保健センターの防音補助でございます。歳出に設計費が出てまいり

ますけれども、この設計費に係る国の補助分でございます。

次のページ、 25ページでございますo これは、先ほどちょっとミスプリを申し上げました

けれども、説明欄の中段、 2の老人福祉補助金の中で、説明欄に「老人家庭奉仕員等派遣事業

費家事援助者」が、 「家事授助者」としてありますが、この「授」が「援Jに訂正をいただく

わけでございますo

それから、あと最後の東京都優良集団農地保全育成事業の関係でございますが、当初予算で

は7ヘクターノレの予算を計上しておりました。一応実施といたしましては 9.52になりました

ので、その差額の都の補助金を計上したというものでございます。

それから、次のページ 27ページでございますが、これもミスプリが一つございます。正誤

表にもございますけれども、最下段の 6の「教育費委託金Jとございまして、この行につきま

しては全部削除をお願いをするものでございます。よろしくお願いをいたします。それから、

その最下段の補正額の合計及び合計額が変更になるわけでございますh参考までに申し上げま

すと、補正額の合計が 57万 5，000円o それから、合計が 3億 6，008万 7，00 0円という

ことになりますo 大変恐縮でございます。

それから、 31ページでございます。寄附金でございますが、これは、まちづくりの要綱に

基づくところの公共公益施設の一般寄附金でございます。 7件分の寄附金を計上してございま

す。これは、 4 1ページの積立金に関連をするものでございますo
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次が 33ページでございますが、老人保健特別会計繰入金でございます。これは、特別会計

の中で詳細説明をいたしたいと思いますので省略をいたします。

それから、仲田緑地用地特別会計繰入金でございますが、これは 9万円でわずかではござい

ますが、これは、仲田緑地用地特別会計の中で、今度特別会計で起債を仰ぎまして土地を取得

して、これを 4カ年で毎年度一般会計で引き取るわけでございます。そのときに一般会計から

ヲ|き取った期日、それから、借金を返した期日、その差が若干生じまして 9万円の金利が特別

会計で生まれまして、その金利を一般会計に戻すというものでございます。

次が 35ページでございます。財政調整基金繰入金でございますが、先ほど申し上げました

ように、法人税の伸びがございましたので、今回の補正では繰り入れを取りやめるものでござ

います。

それから、次が市民会館建設基金繰入金でございますが、これも昨日の条例の廃止の中で申

し上げましたけれども、事業が完了をいたしましたので、この基金の全部を一般会計に繰り入

れるというものの補正でごぎいますo

次が 37ページでございま90繰越金でございますが、前年度繰越金といたしまして、これ

は決算書にもございますように総額 10億 3，86 3万 8，000円でございますが、この全額を

開いたわけでございます。

以上が歳入で、次に歳出でございます。

3 9ページの議会費でございますが、交際費の 20万円でございますが、人口急増過密都市

問題協議会副会長市に日野市が当たりまして、その経費の増ということで20万円追加補正を

したというものでございます。

次が 41ページでございます。 一般管理費のうち 8.報償費 18万円で、地域の教育力を考え

る懇談会。これは助言者の謝礼というふうに御理解をいただきたいと思います。すでに広報で

市民に参加を呼びかけまして、この懇談会をいま準備をしているわけでございますo その懇談

会に助言者として出席をしていただく方の謝礼というものでございます。

それから、財産管理費の 7.賃金でございます。わずかな金額ではございますが、用地課経費

ということで登記事務臨時職員雇上というものがございますo これは第二武蔵野台一一明星大

学の前の団地でございますo かねてから、いま私道になっておりますのを公道化するということ

で、市が一部経費を持ちまして準備を進めております。その道路用地を嘱託登記で市に所有権
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移転をするというものの事務費でございます。大体本年度完了する、ということの見通しでや

っているわけでございます。

次が 15の工事請負費の第二庁舎解体工事でございます。これは、生活保健センターを 61、

6 2年度建設をするということに際しまして、遺跡調査をやはりしなきゃいけないということ

で、現在の第二庁舎を今年度中に解体をいたしまして調査をしたいというものでございますo

そのための解体費でございます。いま高齢者事業団がこの中に入っておりますけれども、現在

事務所につきましては、休日準夜で使っております旧消防署の2階の一室に高齢者事業団の事

務所を移すということで、いま事務を進めております。

それから、次が 43ページでございます。企画調整費の行財政調査会委員謝礼の 200万円

でございますが、これは、第 1回目の補正予算で 12四分を計上いたしましたけれ芝も、審議

の内容からいたしまして、かなり回数がふえてまいりました。一部予備費を充当して、今回つ

ないできたわけでございますけれども、さらに、ここに書いてございますように、全体会議で

8回、それから、小委員会で 5回必要でございますので、この補正でございますo

それから、 13の委託料の(仮称)生活・保健センタ一設計でございます。これは歳入でも

申し上げましたけれども、国の補助金をいただきまして、当初は、 61年度に設計をし工事 2

分の 1を行い、 6 2年度に完成という予定を持っておりましたけれども、防衛庁等への折衝の

結果、設計期間かなり短いわけでございますけれども、設計を今年度にというような交渉がか

なり進んでまいりまして、今年度実施設計を行うという経費でごぎいます。建設は 61、 62 

年度でございます。現在計画しております面積は約 5，000平方メートルの床面積でございま

すo

次が 49ページでございます。市議会議員選挙費の需用費、委託料でございますが、これは

特に、初めに需用費の印刷製本費でございますけれども、電算化を住民基本台帳はしたわけで

ございます。それで、本文については普通の印刷をしまして、あて名はコンピューターで書く

わけでございます。その書く費用は下の委託料に一部入っておるわけでございます。その委託

料の 12 3万 1，00 0円は選挙人名簿ほか作成o その「ほか作成jの中にいわゆる入場券のあ

て名書きが入っているという意味でございます。ちょっとくどくなりましたけれども街理解い

ただきたいと思います。

次が 55ページでございます。社会福祉総務費の貸付金 200万円でございますけれども、
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住宅改良資金融資預託金。これは減額しておりますけれども、前年度の実績によりまして預託

をするということでございますので、当初 500万円を計上いたしましたけれども、 300万

円で足りるということで 200万円の滅額というものでございます。

次が 57ページでございますo 老人福祉費でございますが、特に20の扶助費 3，120万

3， 0 0 0円でございますが、これは、老人委託措置費、特養老人ホーム措置分でございます。

約 12人分を予定をしております。

それから、繰出金でございますが、老人保健特別会計に 1億 7，1 2 3万 6，00 0円を繰り出

すわけでございます。内容につきましては、この特別会計の中で御説明を申し上げます。

それから、この最下段の国民健康保険事業費でございますが、これも、国民健康保険特別会

計に繰り出しをするものでございます。これも、この特別会計予算の中で詳しく御説明を申し

上げますo

次に 59ページでございますo 4.保育園の 18節、備品購入費でございます。電子レンジ 4

台分ぽ十上がございますが、現在保育所で生後 6カ月の子供から保育を.いわゆる措置をして

おるわけでございますけれども、来年度からこれを生後 3カ月の子供から措置をしよう、とい

うことの準備の備品でございます。

次が 63ページでどどいます。環境衛生費の 19.負担金補助及び交付金の南多摩斎場組合負

担金でございます。このうち特に建設費の 1，2 5 9万9，0 0 0円でございますが、これは、市

が負担するところの待合棟の水道の工事費でございます。当初起債で賄うということで算定を

していたわけでございますけれども、起債に該当しないということで、本年度一括これを払う

というものでございます。当初予算の負担金といたしましては、すでに建設費の 7，95 6万

3，0 00円がございまして、これにこの 1，25 9万 9，0 0 0円が加わるわけでございます。

次が 65ページでございます。し尿処理費の工事請負費でございます。ここに書いてござい

ますように、撹伴プロアの取替、これは、原因は老朽化によるものでございます。

次が 67ページでございます。動労者福祉対策費でございます。需用費、役務費及び備品購

入費でございますが、(仮称)勤労・青年会館開設消耗品、電話架設料、それから、開設備品

ということでございます。これは、多摩平一丁目住宅一一都営住宅でございますけれども、現

在 82戸の建設がされております。それで、地域のいわゆる関連施設ということで、都の要綱

に基づきまして 351平方メートルの、いわゆる集会室のようなそういう形態でございますけ
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れども、いま施設を建設しております。上に 4戸住宅が乗っかるわけでございますけれども、

この 35 1平方メートルの施設を勤労・青年会館という位置づけにするその費用でございます。

次が 69ページでございますo 農業振興費でございますけれども、この最下段の優良集団農

地保全育成事業でございますが、これは歳入で申し上げましたとおり、 7ヘクタールから9.52

になったものでございます。 4分の 3の補助でございます。

次が 75ページでございますo 区画整理費、繰出金でございますが、 5億 6，91 7万4，000

円。これは歳入で申し上げましたけれども、高幡区画整理事業の用地の先行取得というもので

ございます。詳細につきましては特別会計の中で申し上げますo

次が 79ページ、消防施設整理費でございます。公有財産購入費で、消防機具置場及び団員

詰所用地と書いてございますが、これは第一分団第三部一一場所で言いますと東町の分団でど

ぎいますo この施設の建てかえをするのに、現位置での建てかえが不可能でございますので、

立日橋の南詰西側に市の公社が先行取得をしておきまして、大部分 2・2・10用地として東

京都に売った残りの残地が約 79平方メートルございますので、ここに移設しようということ

での用地の取得分でございますo

8 3ページでございます。教育振興費の備品購入費でどぎいますが、天体望遠鏡9台でござ

います。これは、当初から考えておけばよかったわけでございますけれども、ハレーすい星が

やってくるというようなことで、小学校の 9校分に天体望遠鏡が備えてないということで、急

逮未設置の学校に購入しようというものでございますo

それから、学校建設費でございますけれども、工事請負費で 91 7万ございますo これは、

第一小学校ほか 1校ノマスケットゴール設置ということで、第一小学校と滝合小学校でございま

す。

それから、 85ページでございますが、中学校の学校管理費の備品購入費でございます。こ

れは、生徒用机、椅子ということでございますが、来年度の新入生の増加に伴う補充でござい

ます。

次が 89ページでございます。社会教育費の図書館費でございますが、需用費で印刷製本費

9 5万 9，000円でございますが、これは、日野の文化と歴史ということで日野市絵図をつく

ったわけでございます。かなり好評で、在庫がもうすぐにないということでの増刷分でございま

すo
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9 3ページでございます。公債費でございますが、説明欄にございますように、教育債ほか

6億 7，22 9万9，000円でございます。これは繰り上げ償還の費用でございます。参考まで

に申し上げますと、当初予算並びに、それから、今回の補正を含めますと、繰り上げ償還分に

つきましては 10億吃， 700万円になるわけでございます。 59年度につきましては、参考ま

でに申し上げますと、繰り上げ償還 12億 4，80 0万円ということでございます。

大変恐縮ですが、またもとへ戻りまして 4ページでございます。債務負担行為の補正でござ

います。事項と liたしましては(仮称)東部会館新築事業。期間、 6 0年から 634=0限度額

といたしまして 12億 2，320万円ということでございます。これは、浅川流域の処理場が新

井地域にできるわけでございまして、その周辺の環境整備費でございます。この費用の内容と

いたしましては、用地買収費及び建物の建設費でございます。

どうしてここで債務負担をしなければならなし 1かということでございますけれども、 61年

度に関係する八王子、それから、東京都から負担をいただくわけでございますけれども、その

協定を本年度中に締結をしたいということでございますo その締結をするに当たっては、事業

を実施するとしづ、いわゆる担保がやはり必要でございますので、この債務負担行為を補正し

たわけでございます。

以上で説明を終わります。

O副議長(米沢照男君) これより質疑に入ります。中UJ基昭君O

024番(中山基昭君〉 それでは 1点だけひとつお聞きをしておきたいと思うんです

けれども、 6 7ページの勤労者福右ほす策費の関係でございます。いま大変りっぱな名前の勤労

・青年会館というような初めてお名前をお聞きしました。私も、従来から勤労者、あるいは青

年等のこういった施設の積極的な新設等を提唱、あるいは指摘もしてきておるところでござい

ます。ただ、先ほど説明ですと、多摩平の都営住宅と併設をした形で、この施設が、 一応、仮

称であるけれどもできると、こういうことですけれども、この活用運営という面からは、動労

者あるいは青年というふうな面を主体に考えるときに、たとえは勤務が終わった後の夜間であ

るとか、あるいは休日の余暇であるとか、こういう活用が大体中心になろうかというふうに思

l iますし、そういう面から、住宅と併設をしておるという関連で、騒音、そうした面の制約が

やっぱり出るんじゃないかという気がします。 したがって、これらの管理運営等について、や

はり勤労青年を中心にした施設という面の考え方と単なる住宅との関係、こういう面を含めて
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この管理運営についてどのような考え方を持たれているかということでございます。

O副議長(米沢照男君) 生活環境部元

0生活環境部長(坂本金雄君) お答えいたします。

多摩平一丁目に建設中の都営住宅の敷地の中に(仮称)勤労・青年会館がオープンを来年 3

月末ころの予定でいたします。この上に 4戸の住宅がついているということは、先ほどの企画

財政部長の説明のとおりでございまして、こういった集会施設の上には住宅を必ず乗っけなけ

ればいけないという東京都の住宅局の内規があるようでございます。それに従いまして、住宅

が上に乗っかっているわけでございますが、せんだって、月日まではちょっと覚えておりませ

んけれども、建設中の会館の中へ市長などとともに入ってみました。そのときに都の建設技術

担当の方からいろいろお話を伺いまして、上の住宅あるいは周辺に音であるとか光であるとか、

そういった迷惑が及ばないかどうか、そういうことを聞きただしたんでございますけれども、

音については全く心配がな t'0こういうお話でございました。勤労・青年会館でございますの

で、使用時間なども、従来の公共施設9時半という線から、さらにもう少し遅くまでというこ

とも現在考えておりますが、そういうことから近隣への迷惑については私どもも十分配慮、をい

たしまして、今後も地元の自治会、あるいは商庖街などとも話を詰めまして、迷惑施設になら

ないように努めてまいりたいと思います。

0副議長(米沢照男君) 夏井明男君o

01 6番(夏井明男君) それでは 2点ほどお尋ねいたします。

5 7ページの老人福祉費の扶助費の中で、老人委託措置費として特養関係で 12人分の確保

があったということで出されておりますけれども、私も、高齢化社会に向けて、特養の対象で、

しかし、その対応策がおくれていて入れない方の人数等お聞きしたことも再三あるわけですが、

新たに 12人分のベッド数を確保したといいますか、そういうふうな考え方でよろしいのかど

うか。さらに、来年、再来年に向けてどういうふうな考えがおありなのヵ、その辺第 1点とし

てお尋ねしたいと思います。

第 2点としては、いま中山議員からのお話の場所なんですが、いわゆる動労・青年会館のこ

とですけれども、これたしか私は、前の新政会の馬場弘融議員の地区センターの話の中で、ひ

ょっこり顔を出したような感じの印象を受けたわけですけれども、特に勤労・青年会館の必要

性といいますか、かなり行政の方の情報の中で必要性が高かったということで、こういうふう
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なものをつくられたんだろうと思いますけれども、一歩広げまして、一応勤労・青年会館とい

うふうな形ですけれども、一般的に窓口を広げて、たとえば御婦人の集まりでもいいでしょう

けれども、その辺の対象者を広げていくような考え方があってもいいんではな~，かと思います

が、あえてここで勤労・青年会館というふうに言われた趣旨、それから、さらにこういうふう

な具体的な動労・青年会館というふうなものですと、老人いこいの家でありませんけれども、

規則等もつくられるような特別なものかどうかを、お尋ねしたいと思います。

与L上ですo

O副議長(米沢照男君) 福祉部昆

0福祉部長(高野 隆君〉 それでは第 1点の 57ページの老人福祉費のうちの扶助費

の老人委託措置費の 12人分とはどういうものかということでございますが、これは、特養老

人ホームに入りたくて待機している御老人が、たまたま特養老人ホームが空きましたので、そ

こへ措置するというような内容のものでございます。新しく確保したということではございま

せん。

それで、御質問のありました今後に新しく特養老人ホームは当然確保しなきゃならん、とこ

ういうような状況にございますので、私どもも、いろいろ努力はいたしております。それで、

現在八王子のアザレア会の方との折衝を続けておりまして、これが順調にいきますと 20ベッ

ドほどの特養老人ホームの確保ができるんじゃないか。これに、今後新しくできる施設でござ

いますので、これは恐らく入れるのは 62年以降、こういうことになろうかと思いますけれど

も、現在、話を前向きに進めておるということで、御理解願いたいと思います。

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。

以前、馬場弘融議員さんから地区センターについての数々の御提言の中で、特色ある地区セ

ンターづくり、ということが言われまし7ごO私ども事務局といたしましても、画一的な地区セ

ンターの中に、いろいろな特徴を持った地区センターを建てる、こういう方向で検討してまい

りまし7こOたまたま多摩平一丁目の都営団地の中にできますこの集会施設は、面積も約 10 0 

坪、 3 0 0平米を超える規模でございまして、 一般の地区センターよりもかなり大規模なもの

でございます。そういう大規模な施設であると同時に、また、あそこの場庁柄が大きな工場を

控えて駅への途中にございますo 大工場などで働く勤労者、あるいは青年階層の方々に利用を
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願うべく、利用時間も従来のものよりも 1時間ほど繰り下げて遅くまで使えるような構想を持

っているわけでございますo 名前は、 「勤労」の次に r.Jが打つでありまして「青年会館J

でございますので、勤労者も青年も自由に使える、こういうものでございます。勤労青年とい

う幅の狭いものではありませんで、勤労者、そして青年もどうぞいらっしゃい、そういう意味

合いの仮称の施設でございます。もちろん余裕がございますれば、御婦人、お年寄りの使用に

も供したいと思います。そして、これは従来の地区センタ一条例の中にはめ込むものではなく

て、新しい規則なり条例なりを起こすべくただいま準備をしております。

0副議長(米沢照男君) 谷長一君o

05番(谷 長一君) 債務負担行為の補正についてお伺いしたいんですけれども、こ

の東部会館というのは、これはただいま部長が説明なさってたんですけれども、流域下水道関

係ということで、これは東部の地区にできる会館ではあるということはよくわかっているんで

す。それで、非常に用地買収または取得費等につきましては、 12億2，300万ということに

なりますと、非常にわれわれにとっては大きな額になるわけですけれども、これらの設置する

場所とか、または、その規模等はどのような規模と、さらに内容ですか、どのようになるのか、

それらがわかりましたら、ひとつ答えていただきたいと思います。

それで、いわゆるいま地区センターの話が出ましたけれども、東部会館とこういうふうにな

ると、非常に東部または日野市全体の上から使用できるというふうになるんじゃな t，かと思う

んです。従来の、たとえば例をとりますと市立谷仲山地区センターということになると、非常

に狭義で地区の中で使用するセンターというようになるんじゃなし、かと思うんです。そういう

ことを考えてみますると、やはり将来地区センタ一等建てる場合一ーただいま 51ありますけ

れども、この 51というのは、近くの地区センターが空いているということになって行っても、

うちの方で使う計画がないにもかかわらず、あるんだと言って排除される場合が往々にしてあ

るわけなんですo そうなると、これからのあと計画では 55ですから、残された 4館について

は、 もっと広域的な行政の中で、しかも日野市全体の人が使えるような、いわゆる部長がおっ

しゃられた特徴のあるセンターということになると、どうしても地区センターではあるけれど

も、地域の名称をつけてしまうと、非常に狭い利用範囲ということになるのではなt'かと思う

んで、す。そういうことになりますと当然一一何回となく神明上等にも地区センターをつくれと

いうような請願がなされ、または通告質問もなされておりました。そういうことを考えますと、
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やはりどうしてもこれからの地区センターということになると「東部会館Jとこういうような

ひとついい名称をつけてもらうとか一一これは仮称でありますけれども、やはりそのあたりに

つきましての配慮というのは必要じゃないか、ということもあわせまして、それらもお願いし

まして、東部会館の施設、さらには施設の規模、内容等について答えてもらいたいと、こうい

うことです。

0副議長(米沢照男君) 都市整備部長o

0都市整備部長(結城邦夫君〉 債務負担行為の東部会館の新築に絡みます御質問で

ございます。これは、御承知のとおり、浅川の処理場の周辺の環境整備の一環として、東京都、

八王子市、日野市がそれぞれ負担金を出しまして、周辺環境のためにつくる施設でございます。

場所といたしましては、高幡から立)11に抜ける 2・2・11号線の新井橋のたものでございま

す。面積として約 1，2 0 0平米程度の土地を、区画監盟事業の中で保留地として現在計画して

ございますが、それを買い取ってここに建てるというものでございます。規模としては鉄筋コ

ンクリート建ての地上 3階地下 1階の施設でございます。ここに入る内容でございますが、地

域の住民とこれまで十分協議してまいりました結果、温水プーノレ、あるいは図書館などがこの

中に含まれるものでございますo したがいまして、これは地域はもちろんのこと、日野市全域

の住民も利用できるような形で建設するものでございます。

らL上でございます。

0副議長(米沢照男君〉

O市長(森田喜美男君)

市長。

御承知のとおりでございますが、流域下水道浅川処理場をつ

くる際には、地域から当初は非常な反応運動並びに、それに対する説得のお願い、こういうこ

とがあったわけであります。これはどこでも同様で、あり得ることでございまして、それには

環境整備ということで地域の要望にこたえる、とこういうことで対応し、街理解を最終的にい

ただくということがどこでもその例でありますo 地域からグラウンドを求められる場合もある

と思いますし、あるいはこういう会館的なものを求められることもあるわけでありますが、今

回、地域の方は、対策協議会という組織も持たれまして、あちこちの視察もされたようであり

ますけれども、結論として、地域の多数の人聞が一一地域に限らなt，。もちろん東部会館とい

う名前も地域から、つまり自分たちは自分たちの狭い範囲にはこだわらないんだと、そういう寛

大な気持ちもございまして、地域からそういう名称を、あるいはこういう内容を、ということ
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を求められておるものであります。なるべくそれに誠意をもっておこたえをする、ということ

が地域に対する、また市全体の態度でもならなければならないということで、いま担当者が申

しております。たとえば温水プールでありますとか、図書館でありますかというのは、かなり管

理上にも問題があることではございますけれども、これからの課題として対応していこう、と

いうことでございます。したがって、債務負担という形で 3年間の事業をお願いをしよう、と

いうことでごぎいますo よろしくお願いいたします。

0副議長(米沢照男君)

018番(古賀俊昭君)

古賀俊昭君o

補正予算が提出をされました。私、当初から一一当初ιいい

ますか、補正予算が最初に出されましたときに、まず要求をしてお願いしておりましたことに、

今回給与の 6カ月延伸が行われたわけですo その延伸分を予算には全く出ておりまもんでした

ので、組み替えて補正予算として提出すべきではないか、ということをお願いをし、その考え

方を披涯してきたわけですが、今回もまた、延伸介全くこの補正予算には出ておりません。助

役は一度、多分 6月議会だったと思いますが、当然それは考えるという御答弁もあったんです

が、今回の補正予算には、人件費の補正がなされておりません。全く予算の中には延伸という

ものを、いわゆる計上して、その裏づけとなされることを放棄されたのかどうか、その点を確

認をいたします。お聞きをいたします。

それから、 41ページの繰出金、土地開発基金利子、この説明が、いま企画財政部長から全

くございませんでし7こ。 1，20 0万円のこの内容について、細かく街雇見明をお願いをいたしま

す。

以上です。

O副議長(米沢照男君) 総務部長。

0総務部長(山崎 彰君) お答えいたします。

1点目の件でございますが、給与の 6カ月延伸ということで 6月のときに、たしかお答えし

てあるんですが…・・。その数字は 6カ月延伸一一今年度の予算といたしましては 8，600万と

いうことで、これが 6カ月延伸の総額であるというふうに一般会計ですがやりましずゐしかし、

ここで補正を組んでないということ、それから、あるいはそれらの減額というものをどうした

か、ということでございますが、今回この 12月補正で給与費 3，46 1万円ばかり一一これは

9 4ページをお聞き願いたいと思いますが、 94ページで給与費の一番上の総括の欄のところ
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でA で出ております 3，46 1万、これでございますが、この数字を一応減額をいたしました。

そうしますと 5，139万円ばかり残りますが、これらにつきましては、御承知のように今後ベ

ア改定 5.74が実施されるであろうというようなときでございますので、これらを含めまして、

一応それに充てる、充当したいという見込みでいまおります。それで、現在 5.74が実施され

た場合、どのくらいの金額になるかと申しますと、総額一一これは一般、特別会計合わせまし

て 3億 1，8 0 0万ばかりの金額になる予定でおります。そうした中での対応の仕方を考えさせ

てもらいたいと思いまして、補正計上を見送ったわけでございます。

。副議長(米沢照男君〉 企画財政部元

0企画財政部長(前田雅夫君) 2点目の土地関発基金利子の件でございますけれど

も、この件につきましては、昭和 60年度の監査委員の報告の中で一一 49ページにございま

すけれども、土地開発基金の 59年度末の残高 5億 8，79 2万 3，000円ございますo このう

ち現金で運用している部分がもちろんあるわけでございます。その運用の利益が歳入で入って

きまして、その利子分をこの基金に、いわゆる繰り出しをするというものでござい

ます。

与しとでございます。

0副議長(米沢照男君〉 古賀俊昭君。

018番(古賀俊昭君) まず給与のことですが、今回減額をされております 3，400 

万の減額の補正については、延伸による減額分が考慮されているというふうに解釈していいの

かどうか、それをもう 一度確認をいたします。いまおっしゃいましたように、 6カ月昇給の延

伸に伴う全職員の皆さんの減額分というのは、前にお聞きをいたしましたが 9.500万くらい

になるということであります。そのうちに 60年度予算にかかわるものが、いまおっしゃいま

したように 8，60 0万o あとは 61年度にまたがる分もあるようでありますが、今回ベアの改

定も間もなく行われるでありましょうから、その財源といいますか、ベア分のことも考えて

3，400万の延伸に伴う給料の減額が行われた、というふうに解釈をしていいのかどうか、も

う一度確認をいたします。

なお、給与費の明細の説明を見てみますと、増減額の理由という説明の欄に「職員の変動に

よる増額」というのが多いように思うんですが、いまの御説明では昇給の延伸に伴うものだ、

という御説で矛盾しなし、かどうか、確認をここでしておきたいと思います。
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それから、繰出金。土地開発基金のうち現金で運用しておられるものの利子がここで入った

とのことだという御説明で、現金で運用されている基金は、 5億程度のうち幾らくらいなのか、

もう一度教えていただきたいと思います。

。副議長(米沢照男君) 総務部長。

0総務部長(山崎 彰君) お答えいたします。

先ほど申し上げましたように、 3，461万円というのは、この減額は給料の減額でございま

して、給料の中で減額ということは、 6月で申し上げました 6カ月延伸の8，600万を含めて

おりますので、そこから 3，4 6 1万を減額いたしましTこoそれで、その残り一一先ほど申し上

げました 5，13 9万円というのが 6カ月延伸分の残りというふうに御判断願いたいと思います。

それが 1点。

それから、説明欄で、これは「職員の変動による増減JということになっておりますO 総括

の一番上のところで、職員数におきましては補正前が 1，1 1 9で、現在この補正では 1，11 8 

ということでマイナス 1でございますが、この内訳は、その聞に採用あるいは退職等がありま

して、増減分で申しますと 12人の増加がありまして、さらに減員になりました一一退職等し

たものが減員になってマイナス 1という、結果的にはマイナス 1ですが、その内容たるものそ

ういうふうな増員が 12.減員が 13.というふうな形でございますので、この説明欄におきます

「職員の変動による増額」ということは、このようなことで御理解を願いたいと思います。

0副議長(米沢照男君) 収入役o

0収入役(加藤一郎君〉 それでは 2点目につきましてお答え申し上げます。

土地開発基金利子 1，20 0万円o これは当初予算におきまして 1，5 4 5万 1，00 0円o これ

は元金、いわゆる 4億 2，200万円一一これは現金でございます。これが 60年度へ繰り越さ

れた額でございますけれども、これを当初見込みまして一ーただし、ま申し上げた額を当初に見

込んだわけでございますけれども、その後、土地の取得等特にございませんで、この現金を有

効に活用といいますか、運用を行ったということでございまして、現在この見込みにおきまし

てえ 74 5万 1，00 0円o これが私どもが見込みました利子の合計になるだろうということで、

先ほど申し上げました 1，500万円をただいま申し上げた額から引きまして 1，200万円。こ

れをここで補正をお願いするということでございます。なお、この歳入につきましては、 41 

ページの繰出金一一これに見合う額が 29ページにございます。歳入です。これは基金条例に
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よりまして、これは必ず歳入として掲げ、その同額を歳出として計上すると、こういうことに

なっております。そのような条例に基づきまして、ここに計上したわけでございます。

以上です。

O副議長(米沢照男君) 古賀俊昭君。

018番(古賀俊昭君) 給与の関係なんですが、私いまの説明でよくー一皆さんおわ

かりになるのかもわかりませんが、ちょっとよくわかりませんO 減員と増員、つまり職員数の

変動があったということは、 1 2名と 13名ということで、その差 1人というのはわかるんで

すが、 8，60 0万円のうちの3，40 0万を今回の減額補正で削ったということになるわけです

が、残り 5，10 0万円についてはどのように考えればいいのか。

それから、給料の職員の変動による増額というところを見ますと、これまた 3，400万で、

その金額は、わずか 1人の増減でこれだけの大きな額になるのかと思うんですが、これはどう

いうふうに考えればいいのでしょうか。もう一度お尋ねいたします。

それから、繰出先土地開発基金の運用について、今回利子が入ってきたわけですが、それ

は大変いいことだと思います。どのような運用方法をおとりになったのか。いろいろいま証券

会社、銀行等自治体の資金の活用ということでさまざまなPRがなされておりますが、どうし

た資金運用をなさったのか、その種類のようなものがおわかりになれば教えていただきたいと

思います。

0副議長(米沢照男君) 総務部長。

0総務部長(山崎 彰君) お答えいたします。

残りの 5，10 0万につきましては、いま申し上げましたように、今後出てきます議会にお願

いする予定でおりまするベア関係、そうしたものも含めますので、先ほどベア関係一一いまま

だ決まっておりませんが、 5.74という人事院勧告がございます。これを想定いたしますと、

先ほど申しましたように 3億というような大きなお金が必要になってまいりますo そうした中

での一一言葉としては保留と言ってはちょっと失礼でございますが、そうしたものに充ててい

きたいというふうに思っております。それが 1点。

それから、職員の変動。これは説明不十分でもございますが、確かにプラス・マイナスの増

減においては 1ということになりますが、年間で二度の大きな異動をやっておりますo といた

しますと、同じ人でございますが、その人がほかの科目へ入りますと高い給料になる場合もあ
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りますし、現在も 4月1日の時点で給料をやっておりますから、たとえば失礼ですが 20万の

方がほかの課へ移ったといった場合に、そのときに相手の方が 18万で本俸持っておられます

と、 2万という差が出てまいります。そうした細かい数字も出てまいります。異動によります

る変動というのは、ただ人の数だけではありませんので、それらの給与の変動が出てまいりま

すので、御了承願いたいと思います。

0副議長(米沢照男君) 収入役。

0収入役(加藤一郎君) 資金の、活用どんな方法でやっておられるか、ということでご

ざいますけれども、土地開発基金の場合は譲渡性預金、いわゆる CDという方法で行っており

ます。御承知のとおり金融の自由化といいますか、こういうような中で最近の短期の金利、こ

ういったものが上昇しております。先ほどの当初予算よりも多くなったという理由は、そうい

う金利の上昇、こういうようなことに関係しているわけでございます。

0副議長(米沢照男君)

010番(鎌野行雄君)

旗野行雄君。

8ページの市税についてですが、市民税のうちの法人税。先

ほどの部長の説明によると、何か法人税法の規定によって、当初予定されたほどの減額はこと

しは免れたと。こういうことで 9億 5，52 0万の増額補正をしたんだということで、いまちょ

っとその辺の、どういう規定によってこういうふうになったのかということを説明願いたし、

これがまず第 1点ということ。

計算等が、ほぽほかの条件が同じだったら、これはことし限りの規定だということで、先ほ

ども、来年度は相当な減額になるんだということですが、他の条件が同じだったら来年度はど

のくらいの減額になるんであろうか。その辺がわかりましたら説明願いたいと思います。

0副議長(米沢照男君〉 市民部長も

0市民部長(佐藤智春君〉 それではただいまの御質問に対しまして私の方から御説明

をいたしますo

企画財政部長の説明のとおりでございまして、今回の市民税の法人税9億 5，52 0万円の補

正でございます。内容といたしましては、この補正額のほとんどが、先ほど申し上げました市

内企業の 1社の分がほとんどでございます。それで、法律の内容ということでございますけれ

ども、これは、地方税法の 321条の 13というところに規定がございまして、いわゆる二つ

らL上の市町村において事務所または事業所を有する法人の市町村税の申告という内容がござい
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ます。これは、簡単にこの内容を申し上げますと、事業の 1年間の期間中を通じて、かつ各月

末現在の従業員の数に著しい変動、要するに最も多い月と最も少ない月、このときの従業員の

数が倍以上になったときのことを云々ということなんです。ということで、今回の場合には従

業員の数が倍以上になった、こういうときには 1年間の月末の従業員の平均値を出せ、こうい

う規定になっておるわけです。ですから、仮に 1，000人のところが 50 0人でしたら半分で

すけれども、 500人以下になったときには毎月、月末の従業員の数の平均で計算せよ、こう

いう規定がございます。たまたま幸いにいたしまして半分以下になったということで、ことし

の場合には率直な話申し上げますと、月末の平均が 627名ということでございますので、半

数以下になりましたけれども、必ずしも半数以下の人数で計算するということではございませ

んので、これだけ収入があったということの、内容でございます。

それで、来年度につきましては、どうかということでございますけれども、来年度につきま

しては、恐らくこの半数以下という差が大きくなるということはまず考えられないだろうとい

うことで、実数の数でいくということが考えられますので、そういうことになった場合には、

今年度より 6億から 7億くらい減収になってくるだろう、とこのように私どもは見込んでおり

ます。

以上でございます。

O副議長(米沢照男君) 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

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 89号、昭和 60年度日野市一般会計補正予算(第

3号)の件は、歳入全般及び歳出のうち議会費、総務費、公債費、諸支出金、第二表債務負担

行為補正を総務委員会へ、歳出のうち民生費、衛生費、労働費、消防費を厚生委員会へ、歳出の

うち農業費、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。

( r異議なし」と呼ぶ者あり〕

0副議長(米沢照男君) 御異議ないものと認め、それぞれの委員会へ付託いたします。

お諮りいたします。議事の都合により暫時休憩いたしたいと思いますが、これに御異議あり

ませんか。
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( r異議なしJと呼ぶ者あり〕

0副議長(米沢照男君) 御異議ないものと認めます。よって暫時休憩いたします。

0副議長(米沢照男君〉 休憩前に引き続き会議を聞きます。

午前 11時 35分休憩

午後 1時 5分再開

これより議案第 90号、昭和 60年度日野市国民健康保険特別会計補正予算(第2号)の件

を議題といたします、

理事者から提案理由の説明を求めます。市長る

〔市長登壇〕

0市長(森田喜美男君) 議案第 90号、昭和 60年度日野市国民健康保険特別会計補

正予算第 2号について提案理由を申し上げます。

本議案は、昭和 60年度日野市国民健康保険特別会計補正予算第 2号であります。補正額は、

歳入歳出それぞれ388万 4，00 0円を追加し、歳入歳出予算の総額を30億4，666万1，000

円とするものでありますo

詳細につきましては担当部長に説明いたさせますので、よろしく御審議のほどお願いいたします。

O副議長(米沢照男君) 関係部長から詳細説明を求めます。市民部昆

0市民部長(佐藤智春君) それでは議案第 90号、国民健康保険特別会計補正予算第

2号につきまして御説明申し上げますo

今回の補正は、ただし 1ま提案の理由にもございましたように歳入歳出ともそれぞれ38 8万

4，000円お願いするものでございます。恐縮でございますけれども、特別会計の予算説明書

の6、 7ページをお聞きいただきたいと存じます。

まず歳入でございますo 国庫支出金の財政調整交付金 4，64 0万円の減でございますけれど

も、これは、御承知のとおり退職者の医療制度の実施に伴いまして、国庫補助率のヲ|き下げが

行われました関係で、減額となっておるわけでございます。

次のページの都の補助金でございますが、これも都の算定基準に基づきまして調整された額

の補助でございまして、 6，3 1 4万 4，0 0 0円の滅額となっております。なお、本年度の補助

といたしましては、東京都といたしましては前年度¢疾績の 70%の補助ということでございます。

次の繰入金の関係でございますけれども、これは財源不足分の補てんを、一般会計から9，452万
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5，000円国保会計といたしましてはお願いした川というものでござt，ま九次の 12、 1 3ページ

につきましては、 59年度から明呆越金¢残額を今巨E十上させてし 1ただし't.こ、とし 1うものでござし 1ま九

次に 14、 1 5ページの歳出でございます。まず総務費の一般管理費委託料の65万4，000

円につきましては、実態調査あるいは基礎調査の資料といたしまして、退職者の被保険者年齢

別のリスト等の打ち出しを行いたい、というものでございます。

次の運営協議会費の報酬でございますけれども、これは、条'WI政正に伴いましての協議会委

員の報酬の不足分を計上させていただいたものでございます。

次ページの保険給付費の負担金、補助及び交付金の 300万円でございますけれども、これ

は、 一般被保険者の療養費が実績により不足をしてまいりましたので、補正を今回お願いする

というものでございます。

次の高額療養費でございますけれども、退職者分に不足を生じてまいりました。 一般分につ

きましては、余裕があるような感じがいたしますので、今回項内での組みかえをお願いしたい

というものでございます。

次の疾病予防費の報償費でございますけれども、健康家庭への記念品代の追加分不足してま

いりましたので、 2万円でございますけれどもお願いをいたしたt'0 

それから、需用費、役務費の補正につきましては、ともに被保険者に対する医療費の通知を

行う費用でございまして、当初 6，0 0 0世帯を予定いたしましたけれども、今回全世帯を対象

といたしますので、その不足分の計上をさせていただいた、という内容でございます。

以上でございます。よろしくお願いを申し上げます。

。副議長(米沢照男君) これより質疑に入ります。鎮野行雄君。

010番(飯野行雄君〉 2点ばかりお伺いしたいと思います。

まず、最近の新聞報道なんですが、医療費の伸びということです。報道によりますと、被用

者保険については、相当医療費の抑制の効果があって減ってきずこ。昨年の 10月に健康保険法

の改正があったわけですが、それ以後の 11カ月をとってみますと、平均で前年比で 3.3争減

っているという数字が出ております。また、 支払人に限って言えば、約 10物医療費が減ってい

るそうであります。これに対して国保の医療費が急激に伸びているということが問題視されて

おります。平均で約 10%、 3月から 8月までをとってみますと仲びているそうであります。

日野市の国保関係で医療費の伸びはどうなっているかわかりましたらお知らせ願いたい、これ
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がまず第 1点でありますo

次に、一般会計からの繰入金が補正後3億 9，000万という数字になっております。 59年

度の決算を見てみますと、 1億 9，600万ですから、約繰入金が倍になっているわけです。こ

の辺が問題かと思いますo ということは、国保の加入者が低所得者が多いということで、いわ

ば福祉費とも言えないことはないわけです。そういう論拠から言えば、それはそれなりの理由

はあるわけですが、市民で全部が国保の加入者じゃもちろんないわけです。その率は私はよく

数字的にわかりませんけれども、被用者保険の加入者が相当いるわけで、それとの行政の公平

ということもあるわけです。果たして一般財源からの繰入金が、こんなに多くていいのかとい

う問題も当然、言われていいわけだと思いますO その辺のバランスですね。将来この繰入金を減

らすには、これは当然国保の保険税を上げるより仕方がないわけです、医療費が減らない以上。

また、多少今年度にl湿っていえば、退職者医療制度の見込み違いということはありますけれど

も、長期的に言えば、そういうことになると思います。その辺、基本的に市長どう考えていら

れるか、この2点を質問いたします。

0副議長(米沢照男君) 市民部長o

0市民部長(佐藤智春君) それじゃあ私から御説明を申し上げます。お答えいたしま

すo

確かに医療費の伸び、一般的には 9%ですか、 8%から 9%くらいということで言われてお

りますけれども、日野市の場合には、今回の行政報告にも昨年度との比較の医療費の伸びが出

ております。たとえば一般の医療費につきましては 3.7、老健につきましては昨年と比較しま

して 5.2と、どうも日野の場合には老健の方が少し若干多いような気がいたします。そんなよ

うなことで、医療費につきましては、やはり 7%から 8%常に伸びていくような感じでござい

ます。

それから、おっしゃるように今回退職者の医療制度というものが昨年の 10月に導入されま

して、補助金の関係一一国庫の補助金が医療費ベースから給付費ベースに切りかわった、いわ

ゆる補助金の仕組みが変わってきたというようなことで、いわゆる国保財政が非常に切迫して

きているということは各市共通の悩みでございます。そんなことで、一般会計からの補助金を

今回もお願いするわけでございますけれども、議員さんのおっしゃいますように、一般会計か

らの補助金をただいただいていりゃあいいのか、ということになりますと、私ども事務当局と
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いたしましても、その辺は慎重に考えてt¥かなきゃならないだろうと、このように考えており

ます。

それから、ちなみに申し上げますと、国の関係で退職者のいわゆる加入率の見込み違いとい

うことでございますけれども、国の場合には、約 65 ~の加入しかなかった、というようなこ

とを言われております。当市におきましては、比較的見積もりがよかったせいでございましょ

うか、わりと 85から 90 ~くらいの加入率が当初の考えからあった、というように私どもは

聞いております。そんなことで、国と比較いたしますと、日野市の場合には比較的退職者の関

係につきましては、そう大きな狂いはなかったんだろう、とこのように考えております。

お答えになりますかどうか、私の方からは以上でございます。

0副議長(米沢照男君)

O市長(森田喜美男君〉

市長。

特別会計になっております国保の財政環境と申しましょうか、

国の負担も後退をする。それから、見込み違いもあったというふうなことで、確かにバランス

から言いますと、少し変状を来しているというふうな認識でおります。いずオレト刻みにせよ、

何らかの是正措置は必要だ、とこのように考えております。

0副議長(米沢照男君) 石坂勝雄君o

028番(石坂勝雄君〉 いま関連のような感じがするんですが、一言だけ聞きたいと

思うんですが……。いまの市長の答弁なんですが、国が、いわゆる国保に対する国庫負担とい

うのを殺滅をしたという。また一面、近々の報道によると、これ以上国保を受益者の負担を余

り過重にするということは、国保の財政等のことを考えても問題があるんではなかろうか、と

いうようなことも多少出ている中で、いわゆる根本となすものは、いわゆる保険税を増加をし

ていって賄うのが筋なのか、さもなくば、財源さえ許すんなら、いわゆる旗野議員もおっしゃ

られたように、国保には全部を私、何て言うか、層が弱いということは申し上げませんが、そ

ういう居の多い、いわゆるバラエティーに宮んでいるというか、そういう層の多い人が国保に

加入されている立場から見れば、どの辺のところまでが、いわゆる一般財源から繰り入れてい

くことがどうなのか、ということを、長期の展望に立ってお立てになるべき時期に来ているん

ではなかろうかとこう思うんですが、恐らく率直に言えば保険税との兼ね合いの問題になると

思うんですが、そういう指導なり何か方針があったらひとつお答え願いたい、とこう思うんで

す。
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0副議長(米沢照男君) 市丸

。市長(森田喜美男君) 国保の財政環境と L、うことでちょっと考えを触れたわけでど

ざいますが、当市の場合、これまで過去数年間は被保険者 1人に対し 5，00 0円程度が妥当だ

ろう、とこういった考え方を持っておりましたが、その事情がずいぶん変わってまいっており

ます。それから、他市との比較も一つの参考になると思っておるわけでございますが、とりわ

けわが市の場合は、最高限度額がかなり低くなっておりますので、これらの点の是正を要する

ということは、東京都の当局からも多少のペナルティー的な手段も込めて指導を受けておる、

とこういうことがございます。

0副議長(米沢照男君〉

終結いたします。

ほかに御質疑はありませんか。なければこれをもって質疑を

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90，号、昭和 60年度日野市国民健康保険特別会計

補正予算(第 2号)の件は、厚生委員会に付託いたしたいと思いますが、これに街l異議ありま

せんか。

( r異議なしjと呼ぶ者あり〕

0副議長(米沢照男君) 御異議ないものと認め、厚生委員会に付託いたしますo

これより議案第91号、昭和 60年度日野市土地区画整理事業特別会計補正予算(第 2号)

の件を議題といたします。

理事者から提案理由の説明を求めます。市長

〔市長登壇〕

O市長(森田喜美男君〉 議案第 91号、昭和 60年度日野市土地区画整理事業特別会

計補正予算第 2号について提案の理由を申し上げます。

本議案は、昭和 60年度日野市土地区画整理事業特別会計補正予算第2号であります。補正

額は、歳入歳出それぞれ7億 8.495万 6，00 0円を追加し、歳入歳出予算の総額を 20億

1，248万 5，0 0 0円とするものでありますo

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副議長(米沢照男君〉 関係部長から詳細説明を求めます。都市整備部長。
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0都市整備部長(結城邦夫君) それでは私から議案第 91号の昭和 60年度日野市

土地区画整理事業特別会計補正予算第2号につきまして詳細を御説明を申し上げます。事項別

説明書に基づきまして御説明をいたしたいと思います。

今回の補正額は、ただし、ま提案がございましたように、歳入歳出とも 7億 8，495万6，000

円でございます。

3 0、 31ページをお聞きいただきたいと思いますo まず歳入関係でございますが、国庫負

担金でございます。万願寺区画整理事業の中の 1・3・1号線の建設省からの公共施設管理者

負担金といたしまして、当初予算計上いたしました額は 2憶であったわけですが、これが最終

的に 5億に増額をされてきたものでございます。この負担金は、用地相当分として管理者が負

担するものでございまして、今回のこの 5億に対します面積は 4，96 6.R 2平米が該当をいた

します。

次は 32、 3 3ページでございます。繰入金でございますが、まことに恐縮でございますけ

れども、一般会計の説明欄の上の欄、 一般会計の繰入金のところで補正後・補正前の数字にミ

スがございますので、御訂正をお願いしたいと思います。すでに配付してございますが、補正

後の数字でございますが、これを 7億 8，800万 1，000円でございますo 次の補正前でござ

いますが、 1億 8，915万円に御訂正をお願いしたいと思います。

この繰入金は、 一般会計からの区画整理事業に充てます事業費としての繰入金でございます。

次が 34、 35ページでございます。これは、前年度からの繰越金でございます。

次が 36、 3 7ページでございますが、諸収入のうちの保留地処分金でございます。万願寺

区画整理事業につきましては、事業が進捗いたしまして保留地の処分ができる状況が一部でき

てまいりました。 したがいまして、今年度当初に事業費に充てるために一部の保留地を売却す

る予定でございましたが、先ほど申し上げました国の負担金、あるいは東京者臥国の補助金が

大幅に増額されてまいりましたので、今年度は保留地の処分を行わず、次年度以降に回すため

にここで減額をいたすものでございます。

次が 38、 3 9ページの歳出に入らせていただきます。

まず一般管理費の委託料でございますが、 これは、高幡、豊田南の区画整理事業、来年度認

可を取るための測量あるいは調査を、新都市建設公社に委託いたすものでございますo

次の 2の用地取得費でございますが、高I幡の土地区画整理事業の事業用地に充てるために、
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ここに詰載してありますように 3，77 8平米をすでに開発公社において買収をしておりますも

のを、事業用地として事業費で買い入れるものでございます。当初予算では 508平米を計上

しでございましたが、 3，7 7 8平米を加えまして合計で 4，286平米を年度内で買収いたすも

ものでございます。

次が神明上でございますが、特に拝説明はございません。

4 2、 43ページをお開きいただきたいと思います。万願寺の区画整理事業の中の 3の事業

費でございます。

1 3の委託料は、これは万願寺の区画整理事業の中の工事を 1工事追加いたすものでござい

まして、上田樋管の上流の水路の設置を行うものでございます。新都市建設公社の方に委託を

して実施をいたします。

1 5の工事請負費でございますが、これは減になっておりますが、安養寺の付近の区画街路

1 4号工事が、家屋移転がややおくれたために、来年度にこの工事を回すということで、この

費用を落としたものでございます。

Jj_上説明を終わらせていただきます。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。

0副議長(米沢照男君) これより質疑に入ります。なければこれをもって質疑を終結

いたします。

本件について御意見があれば承りますo 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 91号、昭和 60年度目野市土地区画整理事業特別

会計補正予算(第 2号)の件は、建設委員会に付託いたしたいと思いますが、これに御異議あ

りません。

( r異議なしJと呼ぶ者あり〕

0副議長(米沢照男君) 御異議ないものと認め、建設委員会に付託いたします。

これより議案第92号、昭和 60年度目野市総合病院事業会計補正予算(第 3号)、議案第

9 3号、昭和 60年度日野市受託水道事業特別会計補正予算(第 2号〉の件を一括議題といた

したいと思いますが、これに御異議ありませんか。

( r異議なしJと呼ぶ者あり)

0副議長(米沢照男君) 御異議ないものと認め、 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。市長も

-180ー



(市長登壇〕

O市長(森田喜美男君) 議案第92号、昭和 60年度日野市立総合病院事業会計補正

予算第 3号について提案の理由を中し上げます。

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 3号であります。補正予算額

は収益的収入及び支出それぞれ 1，1 4 0万円を追加し、収益的収支及び資本的収支の予定額を

2 3億 2，76 4万 2，00 0円とするものであります。

次いで議案第 93号、昭和60年度日野市受託水道事業特別会計補正予算第 2号について提案

理由を申し上げます。

本議案は、昭和 60年度日野市受託水道事業特別会計補正予算第2号でありますo 補正額は、

歳入歳出それぞれ 1億 1，472万 7，00 0円を追加し、歳入歳出予算の総額を 12億 3，67 5 

万 2，000円とするものであります。

詳細につきましては、担当部長に説明いたさせますので、よろしく御審議のほどお願いいた

します。

0副議長(米沢照男君〉 関係部長から詳細説明を求めますo 病院事務長も

O病院事務長(大貫松雄君〉 まず御説明に入る前に、大変恐縮でございますけれども

予算書の 54ページ総括の中の区分の「堪定」という字を、 「勘定」というふうに、これは御

訂正をお願いしたいと思いますo 申しわけございませλめ

それでは議案第92号の、昭和 60年度日野市総合病院事業会計補正予算の第3号の御説明

をいたします。それでは予算書の 52、 53ページをお聞き願います。

収獅旬収入及び支出のうち、まず収入でございますけれども、 2項の医業外収益の中の預金

利息 33 0万でございます。それから、その 3目の都補助金の 810万でございますけれども、

これは、 1ベットに対して昨年まで 60万の都の補助でございました。それが、 6 0年度 5万

円、 1床当たり増額になりましたので、 5万円の 16 2床分。昨年 60万だったのが 65万円

になったわけです。そういうことで 1床当たり 5万円の増額でございますので、 16 2床分

810万円の補正をお願いするものでございます。

それから、支出でございます。 6月の議会に定数の改定をお願いいたしまして、医師の 3名

分をここでお願いをするものでございます。現在医師が 23名おります。それから、それに伴

って常勤医師が増員になりましたので、賃金の中の医師給 304万円の滅でございますけれど
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も、これはパート医師にいままで支払っていたものでございますけれども、常勤医師が増員に

なりましたので、これを減額するものでございます。

それから、 一番下段の報酬でございますけれども、委員報酬の中で病院運営委員報酬kこれ

が 7，00 0円のものが 7，7 0 0円ということで改定になりました。そういうことで 9人分の 3

回ということでお願いをするものでございます。

以上御説明を終わりにいたします。

0副議長(米沢照男君〉 水道部長も

。水道部長(永原照雄君〉 議案第 93号、昭和 60年度目野市受託水道事業特別会

計第2号の補正について御説明申し上げます。総額につきましては市長から御提案のときに説

明がございましたように、 60ページをお開き願いたいと思うわけでございますけれども、歳

入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ 1億 1，472万 7，0 0 0円を追加いたしまして、歳入

歳出の予算総額を 12億 3，675万 2.000円にいたすものでございますo

まず歳入でございますが、 64、 65ページをお聞き願いたいと思います。歳入総額が 1億

1，472万 7，000円で、このうち都からの委託金は 1億 1，34 9万 1，000円でございます。

静灰入でございますが、これは 66、 67ページをお願いしたいと思います0 123万6，000 

円の追加でございますが、これは説明にもございますように諸収入でございまして、下水道の

使用料の徴集事務の委託金でございまして、昭和 59年の決算の結果一一都の決算でございま

すけれども、 123万 6，000円の不足を生じましたので、これを補正を願うものでございま

す。

次に歳出でございますが 68、 69ページをお聞き願いたいと思います。目の配水費でござ

いますが、 1億 437万2，0 0 0円α直加でございます。

職員手当等 12 5万 8，00 0円でございますが、これは告!度なんかの改正がございましたの

で、追加をお願いするものでございます。

次に、委託料の 223万 5，00 0円でございますが、これは、都道の漏水が多く発生したこ

と。それと、都道改修に伴う私どもで専用さしていただいております空気弁、制水弁等の渠一

一「渠」といって箱がございます。あれの調整が必要になってまいりましたので、増加をお願

いするものでございますo

主なものといたしましては工事請負費でごぎいます。 1億 87万 9，00 0円の追加でござい
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まして、その内訳は道路関係といたしまして 2.8 3 6万 7，0 0 0円。それか、ら、下水関連とい

たしましては 3，84 7万 7，00 0円o それから、区画整理事業関連といたしまして 79 3万円。

それと、管種が一一多摩平の中が主でございますけれども、管種変更工事2， 5 1 0万円の請負

工事の追加の主な内訳でございます。

次に目 3の給水費でございますが、 1， 448万 5，000円の減額でございます。この理由は、

メーターをいままではすべて購入いたしておりましたけれども、修理をして使うということで

ございまして、引き揚げてまいりましたところが約 1，200個近いものが修理をしても使えな

いという状況でございまして、そのような理由で減額するものでございます。

目4の受託事業費でございますが、委託料、これも同じく都道における漏水が非常に多うご

ざいまして、 1 2万 5，00 0円の追加をお願いするものでございます。

目5の業務費でございますが、 38 5万 8.00 0円の追加でございます。これは役務費が

8 4万 9，000円。これは郵送料等が主なものでございます。それから、手数料 42万4，000

円の追加でございまして、これは、口座の振り替えの件数がだんだん上回ってまいりました。

その関係で追加をお願いするものでございます。それから、保険料でございますが7万5，000

円、これは自動車の強情u保険の改定がございましたので、それに伴って追加をお願いするもの

でございます。

それから、委託料の 300万 9，00 0円の追加でございますが、これは、検針の併教が増加

いたしましたので、これに対処するために委託検針の費用でございます。これは委託したいと

思っておりますo

次に 70、 7 1ページをお開き願いたいと思います。目 1の水道改良費は、 2，075万4，000

円の追加でございます。説明にもありましたように、前説明いたしたことがございますが、多

摩平のポンプ室並びに庁舎が老朽化いたしましたので、これの改造をいたす。正式の名称を多

摩平浄水場改造工事というぐあいに申しております。これに対しましての実施設計の費用でご

ざいます。 1，320万お願いするものでございます。

それから、備品購入でございますが、修理が不可能であったということもございまして、こ

こで改めて購入しなければなりません。それの費用が 755万4，00 0円でございます。

以上でございます。よろしく御審議のほどお願いします。

0副議長 (米沢照男君) これより質疑に入ります。なければこれをもって終結いた
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します。

本 2件について御意見があれば承りますo なければこれをもって終結いたします。

お諮りいたしますo これをもって議案第 92号、昭和 60年度目野市立総合病院事業会計補

正予算(第 3号〉、議案第 93号、昭和 60年度日野市受託水道事業特別会計補正予算(第 2

号)の件は、厚生委員会に付託いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんヵ、

( r異議なしJと呼ぶ者あり〕

0副議長(米沢照男君) 御異議ないものと認め、厚生委員会に付託いたします。

これより議案第94号、昭和 60年度日野市農業共済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。市長弘

〔市長登壇〕

0市長(森田喜美男君) 議案第 94号、昭和 60年度日野市農業共済事業特別会計補

正予算第 1号について提案理由を申し上げますo

本議案は、昭和 60年度日野市農業共済事業特別会計補正予算第1号であります。補正予定

額は、収益的収入及び支出それぞれ 14万 5，000円を追加し、収益的収入及び支出の総額を

2，484万 5，00 0円とするものでありますo

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副議長(米沢照男君) 関係部長から詳細説明を求めますo 生活環境部主主

O生活環境部長(坂本金雄君〉 議案第 94号、昭和 60年度日野市農業共済事業特別

会計補正予算第 1号について御説明を申し上げます。

恐れ入ります~ 8 0、 81ページをお聞き願いたいと思います。今回お願いいたします補正

の理由は、農作物共済勘定、園芸施設共済勘定ともに、この後に出てまいります 103号の無

事戻しをするための財源確保の予算措置でございます。

8 0ページの農作物共済勘定につきましては、上欄の収入、下段の収出それぞれ14万3，000 

円の補正をお願いするものでございますo

園芸施設共済勘定につきましては、 8 1ページにございますように、収入支出ともに 2，000

円の補正をお願いするものでございます。
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いずれも資本勘定から事業勘定への戻し入れでごぎいまして、一般会計とのかかわりはござ

いません。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。

0副議長(米沢照男君) これより質疑に入ります。なければこれをもって質疑を終結

いたします。

本件について御意見があれば承ります。なければこれをもって意見を終結いたします。

お諮りいたします。これをもって議案第 94号、昭和 6O年度日野市農業共済事業特別会計

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。

( r異議なし」と呼ぶ者あり〕

0副議長(米沢照男君〉 御異議ないものと認め、建設委員会に付託いたします。

これより議案第 95号、昭和 60年度日野市老人保健特別会計補正予算(第 2号)の件を議

題といたします。

理事者から提案理由を求めますo 市長。

〔市長登壇〕

O市長(森田喜美男君) 議案第 95号、昭和 60年度日野市老人保健特別会計補正予

算第 2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 2号であります。補正額は、歳

入歳出それぞれ977万 5，000円を追加し、歳入歳出予算の総額を 28億 7，459万7，000

円とするものであります。

詳細につきましては、担当部長に説明いたさせますので、よろしく御審議のほどお願いいた

します。

0副議長(米沢照男君〉 関係部長から詳細説明を求めます。福祉部長ら

0福祉部長(高野 隆 君 ) それでは昭和 60年度日野市老人保健特別会計補正予算第

2号について御説明申し上げます。

今回の補正予算についてでございますけれども、昭和 60年 3月から 7月までの実績が出て

おりますので、その実績に沿った補正を今回いたすという内容のものでございます。まず発生

主義に基づいての予算計上しておりますので、歳出から御説明申し上げたいと思います。

9 8、 9 9ページをお開き願いたいと思いますo 今回の補正の中身は 1款 1項 2目の医療費
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支給費、これは、現金給付をする内容のものでございますけれども、これは、現金給付をする

内容のものでございますけれども、これの医療費を 5，040万減額するということでございま

す。これにつきましては、昭和 60年 4月から 10月の平均 876万円の 12カ月分を積算い

たしまして 1億 512万円と計上いたしました。その当初予算との差をこの際5，040万減額

するという内容でございます。

また、 3目の審査支払手数料につきましてでございますけれども、これにつきましては 60 

年 4月 1日に支払手数料の単価が増額いたしました。それぞれ国保が 1件 72円 10銭から

7 5円 70銭、社保が 7.4円 70銭から 78円30銭、国鉄分が72円 10銭から 75円 70 

銭とそれぞれ単価アップしてありましたので、それに伴う増額のお願いでございますo 3 6万

1， 0 0 0円の補正をお願いするものでございます。

また、 2款 2項 1目の一般会計繰出金でございますけれども、これにつきましては、一般会

計繰出金を 5，981万 4，000円ということでお願いをするものでございますo これは、一般

会計への繰出金の中身といたしましては、国庫からの 59年度の精算が 337万 132円、都

からの 59年度精算分が 84万 3，0 3 2円.また、 59年度決算で繰越額として確定いたしま

したものが 5，56 0万 1，020円、合計いたしましてこの金額になるということでございますo

次に歳入について御説明申し上げます。

歳入につきましては、まず 88ページ、 89ページをお聞き願いたいと思います。医療費交

付金でございますが、これは基金から来るものでございます。基金の60年度分の医療費とし

て積算されたものが、今回 18億 3，803万 7，000円ということでございますので、補正前

との差額 1億 6，031万7，000円を減額するものでございますo

また、 2目の審査支払手数料の交付金でございますが、これも、先ほど申し上げました単価

アップの内容を補正するということでございますo それぞれ国保、社保、国鉄分を計上したも

のでございます。

また、 9 0ページ、 9 1ページの国庫支出金のうち医療費負担金でございますが、 1節の現

年度分といたしましては、 60年の 3月から 7月までの実績に基づきまして、今回はじき出し

ました 5億 2，222万2，000円と、当初予算額との差額を今回補正をいたしまして、 4，873

万 6，000円を波額いたすものでございますo また、過年度分といたしましでも、ここに差額

を計上いたしまして 336万 9，000円の増を、お願いするものでございます。
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また、 92、 93ページの民生費の都負担金でございますけれども、これは、先ほどの医療

費の 5場分をここに計上いたします関係上、当初予算との差額 1，08 6万 5，000円を減額す

る、という内容でございます。また、過年度分といたしましては、 84万2，000円の増額を

お願いをするという内容でございます。

9 4、 95ページには一般会計からの繰入金をお願いをするものでございますが、総体的に

1億 7，12 3万 6，000円をお願いをする、という内容でございます。

9 6、 97ページの繰越金でございますが、これにつきましては、前年度の繰越金が 5，560

万 1，000円と確定いたしましたので、補正前の額 171万 6，000円との差額 5，38 8万

5，000円をこの際増額をお願いするという内容になっております。

よろしく御審議のほどお願いいたしま九

0副議長(米沢照男君)

010番(鏡野行雄君)

これより質疑に入ります。鏡野行雄君。

ちょっとお伺いしたいんですけれども、国保のところでも聞

いたんですけれども、一般会計の繰入金が当初予算が 1億 4，3 0 0万、補正が 1億 7，10 0万

ですか、補正額の方が多いんですo 組み方としてはずいぶんおかしなような感じがしますが、

何が原因でこういうことになるんだか教えてもらいたいんですが。

0副議長(米沢照男君) 福祉部元

0福祉部長(高野 隆君) この問題につきましては、歳出との差額をここに計上して

いるものでございますから、若干この点では実質的にはふえておりますけれども、その中身と

いたしましては、かなりの額が、先ほど御説明しましたように 10 0ページ、 101ページに

一般会計の繰出金の中には国庫の立てかえ分、あるいは東京都の立てかえ分というよ

うなものもかなり出てきておりますので、この分が後ほどまた 61年度の際には入っ

てくる、とこういうことでの差し引き勘定もあろうかと思うんです。 実際には、 3 

憶というような額をさらに下回ってくる、ということになろうかと思っておりま

すo

。副議長(米沢照男君) 旗野行雄君。

01 0番(鎌野行雄君) もちろん部長の言われるように、これは歳入と歳出の差額がー

般会計の繰り入れというのは、これはあたりまえの話なんです。だから、どうしてその差額庁

出たかということなんです。
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0副議長(米沢照男君) 福祉部長。

0福祉部長(高野 隆君) 現実の市からの持ち出し分が、これは確かに御指摘のよ

うに老健法の仕組みでございますように、総医療費の 5%分が大体一般会計からの持ち出し、

とこういうような仕組みになっておりますけれども、実際には運用上ではやはり基金なり、あ

るいは固なり東京都なりが、年度のいまごろにおいては、それぞれの見通しの中での医療費の

積算をして、私どもの方に支出してまいります。その額の差額というのは、若干やはり市の当

初現実に立てました数字よりも下回った額が現実には積算されてくるO こういうようなものも

ありますので、現実に市の一時的な立てかえ分というようなものは、若干当初見込みました額

よりもふえてくる。こういうのが現実ではなし 1かというぐあいに考えておりますり

0副議長(米沢照男君) 旗野行雄君。

0 10番(旗野行雄君) いま、立てかえ分という言葉が出ましたが、そうすると最終

的な 59年度の決算見ますと、 1億 7，800万となっているわけです。そうしますと、最終的

には相当数字が動くであろうということが言えるわけですか。

0副議長(米沢照男君) 福祉部長。

0福祉部長(高野 隆君) 御案内のとおり、そのように承知しております。

0副議長(米沢照男君〉 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95号、昭和 60年度日野市老人保健特別会計補正

予算(第 2号)の件は、厚生委員会に付託いたしたいと思いますが、これに御異議ありません

か。

C i異議なし」と呼ぶ者あり〕

。副議長(米沢照男君) 御異議ないものと認め、厚生委員会に付託いたします。

これより議案第 96号、昭和 60年度日野市仲田緑地用地特別会計補正予算(第 1号)の件

を議題といたします。

理事者から提案理由の説明を求めます。市長も

(市長登壇〕

0市長(森田喜美男君) 議案第 96号、昭和 60年度日野市仲田緑地用地特別会計補
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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年度目野市仲田緑地用地特別会計補正予算第 1号であります。

本補正予算は、預金利子の9万円を追加補正するもので、歳入歳出予算の総額を7億2，321

万8，000円とするものであります。

詳細にっさましては、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副議長(米沢照男君) 関係部長から詳細説明を求めます。都市整備部品

0都市整備部長(結城邦夫君〉 それでは議案第 96号、昭和 60年度日野市仲田 緑

地用特別会計補正予算(第 1号〉につきまして御説明を申し上げます。

ただいま御提案がございましたとおり、今回の補正額は歳入歳出とも 9万円でございます。

この9万円は預金利子でございまして、仲田緑地の用地を買収するに当たりまして、起債を起

こしたわけでございます。この起債の償還に当たりまして、 3日間の預金利子分が発生したも

のでございまして、予算明細書の 10 9ページにもございますように、歳入で預金利子を受け

入れ、次の歳出で一般会計の方に繰り出すものでございますo

よろしく御審議のほどをお願い申し上げます。

0副議長 (米沢照男君) これより質疑に入ります。なければこれをもって質疑を終結

いたしま丸

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。

お諮りし 1たしま九これをもって議案第 96号、昭和 60年度日野市仲田緑地用地特別会計正予

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。

( r異議なしJと呼ぶ者あり〕

0副議長(米沢照男君) 御異議ないものと認め、建設委員会に付託いたします。

これより議案第 97号、市道路線の廃止、 議案第 98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副議長(米沢照男君) 御異議ないものと認め、一括議題といたします。

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)

げます。

議案第 97号、市道路線の廃止について提案の理由を申し上

本議案は、市道下河原線の現況が廃滅し、公共の用に供されていたいため、道路法第 10条

第 3項の規定に基づき廃止するものであります。

議案第 98号、市道路線の認定について提案の理由を申し上げますo

本議案は、落11129号線ほか 3路線を道路法第 8条第 2項の規定に基づき、新たに市道に認

定するものでありますo

以上の2議案につきまして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副議長(米沢照男君) 関係部長から詳細説明を求めます。建設部長。

0建設部長(伊藤正吉君) 議案第 97号の内容につきまして御説明申し上げます。

いま提案理由にもございましたように、この下河原線を廃止するわけでございますけれども、

2ページに議案の説明図がございます。そこにございます九例にございますように、四角に囲

った中で点線のところでございますが、これが、現状が廃滅しておりまして、今回道路の廃止

をお願いするものでございます。

次に、議案第 98号でございますけれども、市道路線の認定でございます。まず 1番の落川

2 9号線でございますが、これは、説明図の 1ページにございますように、落川の 15 2 7番

地の 6から 14 6 7番地の聞の市道の路線の認定でございます。

それから、 2、 3、 4につきましては、いずれも自転車歩行者専用道路の認定をお願いする

ものでございます。

まず整理番号の 2でございますけれども、これにつきましては 3ページに説明図がかいでご

ざいますけれども、浅川の新井橋のたもとから落川の堤防の終わりまでとO

それから、次に専用道路の 5号線でございますけれども、これは、 4ページにかいでござい

ますけれども、一番橋から平山橋に至る道路でございます。

それから、 4番の多摩川自転車歩行者専用道路 1号線でございますけれども、それは説明図

が 5ページに詳細にかいでございます。多摩市の行政界から程久保川の放流口まで、いずれも

市道路線で認定をお願いするものでございます。

よろしく御審議をいただきたいと思います。
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0副議長(米沢照男君) これより質疑に入ります。馬場繁夫君。

07番(馬場繁夫君) ちょっと 1点お聞き t，たします。

浅川自転車歩行者専用道路の 5号線でございますけれども、これは一番橋から平山橋に至る

までの件でございますけれども、特にこの分につきましては一般の住宅が数軒ありまして、建

設省より占用許可を受けまして、一部この道路を利用しているところでございますけれども、

今度市道といたしまして、自転車歩行者専用道路という形で認定されt::.場合は、この取り扱い

についてはどのような形になるのか、それについての御説明をよろしくお願いします。

0副議長(米沢照男君〉 建設部長も

0建設部長(伊藤正吉君) 御質問にお答えしたいと思います。浅川自転車歩行者専用

道路の5号線の件でございますけれども、これは認定をお願いしております。現在は途中まで

一応市道の形でやっているわけでございますけれども、それとの絡みにつきましては、並行し

てこれが運用できるということでございます。

以上で、すo

O副議長(米沢照男君〉 馬場繁夫君。

07番(馬場繁夫君) いまの答弁ですと、並行して利用できるということは、いまま

でどおりに居住者がその線を利用することに差し支えないということであるわけですね。現在

この浅川の左岸の道路につきまして、特に季節によりましては、浅川に利用される方が車で参

りまして、この部分に車を駐車して浅川で川遊びをするということで、地域の方が自動車を移

動する場合、なかなかそこで道路幅というヵ、土手の部分が狭い関係がありまして歩行が非常にむず

かしいということもありまして、時には非常にけんか的な部分もあると伺っておりますので、

市道としての認定をされたらuは、基本的には自転車並びに歩行者ということが優先される部

分がありますので、居住者は当然いままで現状どおりに利用させていただく中で、ほかの方が

利用するについては、何らかの基準になり、また、御遠慮をしていただくような趣旨の標識な

り、また、その旨を明確にしていただければ、非常に今後とも地域 方としてはありがたいと

いうことでありますので、この辺を特段の御配慮のほどをひとつよろしくお願いいたします。

O副議長(米沢照男君 ) 建設部長。

0建設部長(伊藤正吉君) 御質問の御趣旨をよく体しまして、これについての対応を

していきたいと考えます。
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0副議長(米沢照男君)

終結いたします。

ほかに街質疑はありませんか。なければこれをもって質疑を

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 97号、市道路線の廃止、議案第98号、市道路線

のの認定の件は、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カミョ

c r異議なしJと呼ぶ者あり〕

0副議長(米沢照男君〉 御異議ないものと認め、建設委員会に付託いたします。

これより議案第 99号、日野市立日野第二中学校給食室建築工事請負契約の締結、議案第

100号、日野市立日野第二中学校給食室給排水衛生空気調和設備工事請負契約の締結の件を

一括議題といたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

c r異議なし」と呼ぶ者ありJ

0副議長(米沢照男君) 御異議ないものと認め一括議題といたします。

理事者から提案理由の説明を求めます。市長o

〔市長登壇〕

O市長(森田喜美男君) 議案第 99号、日野市立日野第二中学校給食室建築工事請負

契約の締結について提案の理由を申し上げますo

本議案は、日野市立日野第二中学校給食室建築工事の請負契約を締結するもので、地方自治

法第 96条第 1項第 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をするものであります。入札の結果、 2億 5，200万円で大木

・桜建設共同体が落札t¥たしました。

なお議案第 100号、日野市立日野第二中学校給食室給排水衛生空気調和設備工事請負契約

の締結について提案の理由を申し上げます。

本議案は、日野市立日野第二中学校給食室給排水衛生空気調和設備工事の請負契約を締結す

るもので、地方自治法第 96条第 1項第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

3，95 0万円で八重洲工業株式会社が落札t¥たしております。

詳細につきましては担当部長に説明いたさせますので、よろしく御審議のほどお願いいたし

ますo
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0副議長(米沢照男君) 関係部長から詳細説明を求めます。総務部長。

O総務部長(山崎 彰君) 御説明申し上げます。

最初の議案第 99号、日野市立日野第二学校給食室建築工事請負契約締結につきまして、こ

の工事は給食棟を建設するもので、その後に図面も出ておりますが、鉄筋コンクリートづくり

の3階建て一部鉄骨造でございます。既存の校舎の一部を改修、さらに、既存の一部の校舎を

改修するものでございます。

工事概要につきましては 3ページに出ておりますo そのようなものでございます。敷地面積、

それから、建築面積、総タートルいたしまして延べ 1，08 3，6 9 2平米でございます。 1階部

分が調理室、休憩室、配謄室、ボイラ一室。 2階部分に食堂を持ってまいりましTこ。そして、

便所、機械室o 3階部分は配膳室というふうな構造でございます。

この契約につきましては、過日、共同企業体方式をとりまして、 1 0月 28日に指名委員会、

1 0月 30日に業者への予備指名の連絡をいたしまして、 1 0月30日、予備指名の説明会を

持ちましずらそして、 1 1月7日、 8建設共同企業体の提出がありまして、これに基づきまし

て11月 13日現場説明を行い、 1 1月 26日入札の結果、提案のとおり大木‘桜建設共同企

業体が 2億 5，200万円で落札した飾品でござし 1ます。落札につきましては、 2ページに出て

おりますので御参照願います。

以上、簡単ですが御説明にかえさせていただきます。

続きまして議案第 100号でございます。日野市立日野第二中学校給食室給排水衛生空気調

和設備工事請負契約の締結でございます。これにつきましては、次の 3ページに工事概要が出

ておりますように、給排水設備の工事でございます。給水設備、排水設備、消火栓設備、ガス

設備、空気調和設備、それから、既存校舎の一部改修というものでございますo

これらの契約につきましでも、同じ 一一一業者指名につきましては 10月28日の業者指名

委員会を聞きまして、 10社を指名決定いたし、 1 1月 26日入札を執行いたしたわけでござ

いますo 入札につきましては 2ページに入札の結果が出ておりますo そのような結果でござい

ます。そして、ここで表題のとおり契約の相手方、東京都立川市集崎町二丁目 25番地の 3の

八重洲工業株式会社が落札をいたしましたので、ここに締結を上程したわけでございます。

よろしく御審議のほどお願いいたします。

0副議長(米沢照男君) これより質疑に入ります。馬場弘融君。
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08番(馬場弘融君) 給食室の建築の関係をお伺いいたしますo 図面を見ますと食堂

方式といいますね食堂部分が2階にあるわけですでが、どの程度の生徒が一遍に食事をできる広さな

のか、ということを教えてもらいたい。たとえば 3年生だけが利用するとか、その辺の利用の

方法なんかどのようになっているのか、ということも含めて教えていただきたいと思います。

ιL上です。

教育長。O副議長(米沢照男君)

O教育長(長沢三郎君) お答えいたします。

2階部分が食堂ということで、いままでやってまいりました各中学校の場合と同じように、

大体学年単位で食事がとれるo こうl'うことで、二中の場合には 360程度の生徒が一斉に先生

と一緒に食事がとれるような規模でつくられております。

0副議長(米沢照男君) 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。

お諮りいたします。これをもって議案第99号、日野市立日野第二中学校給食室建築工事請

負契約の締結、議案第 10 0号、日野市立日野第二中学校給食室給排水衛生空気調和設備工事

請負契約の締結の件は、総務委員会に付託いたしたいと思いますが、これに御異議ありません

カ=。

C i異議なし」と呼ぶ者あり〕

0副議長(米沢照男君) 御異議ないものと認め、総務委員会に付託いたしますo
/ 

これより議案第 101号、町区域の設定、議案第 10 2号、万願寺土地区画整理事業施行地

区内の土地区画整理事業用地の権利放棄、議案第 10 3号、農業共済無事戻金の交付の件をー

括議題といたしたいと思いますが、これに街]異議ありませんか。

( r異議なしJと呼ぶ者あり〕

0副議長(米沢照男君) 御異議ないものと認め、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 101号、町区域の設定についての提案理由を申し上

げますo
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本議案は、町名地番整理事業計画に基づいて程久保地域の町名地番を整理し、新たに町区域

を設定するものであります。

議案第 10 2号、万願寺土地区画整理事業施行地区内の土地区画整理事業用地の権利放棄に

ついての提案理由を申し上げます。

本議案は、万願寺土地区画整理事業の換地計画に基づき取得した市有地の処分及び権利放棄

について「地方自治法第 96条第 1項の規定に基づき議会の議決を求めるものであります。

議案第 10 3号、農業共済無事戻金の交付についての提案理由を申し上げます。

本議案は、日野市農業共済条例第 36条第 1項第 1号及び第2号並びに第 88条の 23第 1

項第 1号及び第 2号の規定に基づく無事戻金の交付で、昭和 57年度から昭和 59年度の3カ

年にわたり農作物に被害がなかった共済加入者に支払うものであります。

本件も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冨u議長(米沢照男君) 関係部長から詳細説明を求めます。都市整備部長。

10都市整備部長(結城邦夫君) それではまず議案第 101号の町区域の設定につい

て街説明を申し上げますo

この町区域の設定は、程久保地区伊丁名地番の整理を行うものでございます。都道の2 ・2

・11号線に沿いました程久保地区を今回整理を行うものでございまして、面積は 19 9.2ヘ

クタールでございます。今回この地域を整理いたしますと、すでに整理を行っております面積

と合わせまして、全体で 64%の地域の整理が行われることになるわけでございますo

内容について御説明を申し上げますと、今回の町名地番の整理に伴いまして丁目を一丁目か

ら八丁目、地名を程久保といたしますo これの整理に当たりましては、すでに 60年のことし

の11月の 13日に町各地番審議会におきまして同意を得ておるところでございます。また、

今回議決をいただきました後は、来年の 2月に都知事あて届け出を行い、.6月に東京都の告示

をいただく予定でございまして、 61年の 7月1円から施行をする予定で現在諸作業を進めて

おるところでございます。 3ページに町区域設定調書がございますが、これは、新たに丁目を

ふります現在の町名と地番を記載し咋したものでございますo_j
以上で本議案の説明を終わらせていただきますo

次に議案第102号でございます。万願寺土地区画整理事業施行地区内の土地区画整理事業用
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地の権利放棄でござし 1ます。現在万願寺の区画整理事業を進めておるところでございますが、

すでに 95婦の仮換地の指定を行ったところでございます。この中で、市ですでに買収をして

おります事業用地のうち 3，29 6.91平方メートノレを区画整理法の 90条に基づきまして、換

地不交付の手続をとるものでございますo これは、小宅地等の減歩充当用地に充てる目的で換

地を不交付ということになるわけでございます。この土地の従前の土地につきましては次の 2

ページに詳細が記載しでございますので御参考にしていただきたいと思います。

以上、 2議案の御説明を終わりますo よろしく御審議のほどをお願い申し上げます。

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) 議案第 10 3号、農業共済無事戻金の交付について

御説明申し上げます。

昭和 57年度から 59年度にわたりまして農作物共済及び園芸施設共済の加入者であって、

3年間にわたりまして被害がなく、そして、 2年間無事戻金も支払われなかったものが該当に

なります。無事戻しの金額につきましては、 3年間市に納入いたしました掛金の合計額の 2分

の 1 を限度といたします。また、被害を受けて共済金の支払~\を受けたもの、さらには、無事

戻金の支払われなかったもののうち、その額が共済掛金合計額の 2分の 1に満たない場合にも、

その満たなかった額を該当者に無事戻金として交付するものでございますo 農作物共済 (水稲、

陸稲、麦 〉、それから、園芸施設共済それぞれの交付対象年度、交付対象者、交付金額、交付

の時期はここに記載をしてある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副議長(米沢照男君) これより質疑に入ります。夏井明男君。

016番(夏井明男君) 議案の 10 2号の権利放棄の件なんですけれども、いまの

部長のお話をもう少し詳しくお聞きしたいんですが、いま部長のお話ですと、区画整理法の90

条に基づいて市がすでに買収している土地を換地ですか、仮換地のために充当するというふう

なちょっとお話を聞いたんですけれども、もう少し詳しく御説明願いたいんですが。

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。

土地区画整理法の 90条で規定がございますが、 本来ですと、そこに土地を持っている場

合には必ず仮換地あるいは撫也でもって新たな土地を指定するわけでござし 1ますが、その仮換
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地処分をしなL、。したがいまして、土地がし 1かない、そういうことになるわけでございます。

消えてなくなるわけでございます。じゃあ、その土地はどこへ行くかということでございます

が、これは、区画整理事業を円滑に推進するために、市では現在小宅地につきましては減歩緩

和を行っているところでございます。この減歩緩和に充てるために市がこの土地を充当してい

くということになりまして、市が現在土地を持っているわけですが、市の名義で仮換地あるい

は換地の処分を行わない、ということでございます。

以上です。

O副議長(米沢照男君) 夏井明男君。

01 6番(夏井明男君) 全くその辺私はわからないんですけれども、ちょっと簡単

な言葉で言っても一ーその土地を市がすでに持っているo それを権利放棄をするということは、

単純に考えて権利を取得する人がいるだろう。ですから、買収したものを単に権利放棄をした

らもったいないじゃないか、ということになるんですが、要するに、もう一度、市が持ってい

るその土地について、減歩をするときに取り過ぎているということではなくて、すでに整理を

してきた段階で、この図面にあるところの土地をもう一回戻すということとは違うんですかb

O副議長(米沢照男君) 都市整備部長。

0都市整備部長(結城邦夫君) お答え申し上げます。

簡単に申し上げますと、小宅地と申しますのは、大体 30坪から 40坪くらいの土地でござ

いますが、そこに家が建っているわけです。それらの方から、減歩として皆さんと同じように

減歩でいただきますと、その土地に建っている家が、減歩によって面積が縮まることによって、

違法建築になる、という問題も生じてくるかと思います。そうし 1うのを避けるために、また、

小宅地の方々のそういう減歩というものを、ある程度救済していくという面から、市でその方

にかわって、この土地をその方に充当するということを行っているわけです。その方が本来出

すべきものを、市がかわって出す。それが最終的に清算の段階でそれを清算金としてお金でい

ただくという手続をとっているわけです。この土地に充てる、いわゆる減歩充当に充てる土地

をここで権利放棄をする、ということでございます。

0副議長(米沢照男君) 谷長一君。

05番(谷 長一君) これに関連しているんですけれども、この減歩緩和の件です。

減歩緩和の対象家屋一一宅地といいますか、家屋、これはどのくらいあるんでしょうか。それ
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と、あと一つは、いわゆる清算金で当然戻ってくるであろうと思われる 3，296平米ですね、

約。これは評価はどのくらいになっているか、ちょっとお尋ねいたします。 2点ですo

O副議長(米沢照男君) 都市整備部長。

0都市整備部長(結城邦夫君〉 対象家屋でございますが、対象家屋はいまちょっと

私は細かい資料持ち合わせないんですが、全体として減歩充当に必要な土地というのは、これ

だけでは足りないわけでございます。あと足りない分については、また、新都市建設公社の方

にもお願いして、万願寺と同じようにある程度の土地は提供していただくということで進めて

いきたいと思っております。詳しく調べまして、後で件数等については御連絡したいと思いま

すo

それから、この価格でございますけれども、この価格はそれぞれ従前の土地、あるいは整理

後の土地の評価というものを評価委員会において決定することになりますo まだその価格が幾

らになるかということは、評価委員会を開催しておりませんのでわかりません。

ιuです

O副議長(米沢照男君) 谷長一君。

06番(谷長 一君) これは、どうしても区画整理は過小宅地の方の球済というのは

私は非常に大切なことではなL、かと思うんです。区画整理をスムーズに進める上には、減歩緩

和ということがなされねばならぬことであると同時に、やはり土地区画整理法にも、これは

100平米以下の過小宅地はつくってはし、けない、というふうになっていると思うんです。そ

れですから、やはり市がこのような措置を講ずるということは当然のことであり、また、新都

市建設公社等にも、やはり土地の提供を願いまして、ぜひ万願寺区画整理がスムーズに進むよ

うにお願いしたいというふうに、ひとつ意見として申しておきます。

ιL上です。

O副議長(米沢照男君) 古賀俊昭君o

018番(古賀俊昭君) 町名地番整理のことについてあ等ねをいたします。今回の程

久保地域、特に多摩動物園駅、動物公園周辺は、これで大変程久保一丁目から八丁目までに整

理をされてわかりやすくなったわけでありますが、日野市内まだこの周辺では高幡、 三沢の方

にも町名地番未整理α也域がありますが、今後の日野市内の町名地番整理の計画等について、

御答弁をお願いしたいと思います。
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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。

今後の予定といたしましては、あと残っております面積が 978ヘクタールあるわけでござ

います。全体の 36婦でございますが、その中には高幡、三沢、百草、落川、万願寺、それか

ら、日野の一部でございますが残っておるわけでございます。程久保の町名地番、来年度の 7

月の 1日で施行するわけでございますが、その後の予定といたしましては高幡、あるいは三沢

の地区を考えておるわけでございまして、高幡については、また、三沢の一部については区画

整理事業がここで実施されることに決まってまいりました。したがいまして、区画整理事業の

終了前に合わせまして実施をしたい、というふうに考えております。そのほか百革、それから

落川の地区がどぎいます。百草を中心とした地区につきましては、自治会の方からも要望がこ

こで出てさておりますので、地元住民の方々と十分話し合いながら実施をしていきたい、とい

うふうに考えております。それから、日野の残っておる地域は、現在万願寺の区画整理事業あ

るいは今後予定をしております万願寺の区画整理の2期の事業実施に合わせまして、町名の整

理を行っていきたい、というふうに考えておりますo

以上でございますo

0副議長(米沢照男君〉

018番(古賀俊昭君)

古賀俊昭君。

残りが大体市内の面積の 36%。町名地番整理が今後必要だ

ということで、面積は 978ヘクタールということがいま御答弁ありましたが、大体見通しと

いたしまして、今後いろいろ地域の考え方、また、意見等も聴取しながら進められるわけです

が、完了の年度は大体どのくらし 1にあち考えになっているか。もし御答弁が可能でしたらお願い

をいたします。

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。

全部の整理がいつ終わるか、という点でございますが、先ほど申し上げましたように、区画

整理の関連がございます。区画整理の前に整理をいたしますと、また、終了の時点で整理を行

わなきゃならない、というような問題が出てまいりますので、区画整理事業と整合させてやっ

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、全体の今後予定しております区

画整理がいつ終了するかにかかってくるかと思います。いま何年ごろということは、はっきり

言えないと思いますo
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与しとですo

O副議長(米沢照男君〉

終結いたします。

ほかに御質疑はありませんか。なければこれをもって質疑を

本 3件について御意見があれば承ります。なければこれをもって意見を終結いたします。

お諮りいたします。これをもって議案第 10 1号、町区域の設定、議案第 10 2号、万願寺

土地区画整理事業施行地区内の土地区画整理事業用地の権利放棄、議案第 103号、農業共済

無事戻金の交付の件は、建設委員会に付託いたしたいと思いますが、これに御異議ありません

か。

( r異議なしJと呼ぶ者あり〕

0副議長(米沢照男君) 御異議ないものと認め、建設委員会に付託いたします。

これより議案第 10 4号、東京都市公平委員会を共同設置する地方公共団体の数の増加及び

東京都市公平委員会共同設置規約の変更の件を議題といたします。

理事者から提案理由の説明を求めます。市民

(市長登壇〕

0市長(森田喜美男君) 議案第 10 4号、東京都市公平委員会を共同設置する地方公

共団体の数の増加及び東京都市公平委員会共同設置規約の変更についての提案理由を申し上げ

ます。

本議案は、東京都市公平委員会に立川、昭島、国立火葬場組合を加入させるため、東京都市

公平委員会共同設置規約を変更するものであります。

よろしく御審議のほどお願いをいたします。

0副議長(米沢照男君) 関係部長から詳細説明を求めます。総務部元

O総務部長(山崎 彰君) 御説明申し上げます。

それでは、議案第 10 4号の 2ページにありますとおり、ただいま提案いたしましたように、

別表中の一番最後が南多摩斎場組合になっております。その後に、いま言われましたように、

立川、昭島、国立火葬場丑合、こ~iI.合を一一一部事務組合ですが、これを挿入するというもの

であります。

よろしく御審議のほどお願いいたします。

0副議長(米沢照男君) これより質疑に入ります。なければこれをもって質疑を終結
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いたします。

お諮りいたします。ただいま議題となっております本件については、委員会付託を省略いた

したいと思いますが、これに御異議ありませんか。

c r異議なしJと呼ぶ者あり〕

0副議長(米沢照男君) 御異議ないものと認めます。よって本件については、委員会

付託を省略することに決定いたしました。

本件について御意見があれば承ります。なければこれをもって意見を終結いたします。

これより本件について採決いたします。本件は原案のとおり決するに御異議ありませんか。

c r異議なしJと呼ぶ者あり〕

。副議長(米沢照男君) 御異議ないものと認めます。よって議案第 10 4号、東京都

市公平委員会を共同設置する地方公共団体の数の増加及び東京都市公平委員会共同設置規約の

変更の件は、原案のとおり可決されました。

これより請願第 60-1 6号、住宅・都市整備公団の「縮小・民営化」の動向を抑止し、国

民のための公団住宅の建設促進を要望する意見書提出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 60-1 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、議長にお

いて総務委員会に付託いたします。

これより請願第 60ー 17号( r議長、 議事進行」と呼ぶ者あり)飯山 茂君。

015番(飯山 茂君〉 いま中途で申しわけないんですけれども、この議会もきのう

から大変遅くまでやっていまして、あしたからすっきりしたところで一般質問をするようにや

りたV¥。そういうことで、議会運営委員会の日程の調整もございましょうから、ぜひともそう

いう配慮をお願いしたいということ。あしたから

0副議長(米沢照男君〉 わかりました。( r休憩」と呼ぶ者あり〉

これより請願第 60-1 7号、母子保健法改定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o

訪願第 60ー 17号の常任委員会への付託は、会議規則第 138条の規定により、議長にお

いて厚生委員会に付託いたします。

お諮りいたします。議事の都合により暫時休憩いたしたいと思いますが、これに御異議あり
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ませんか。

( r異議なし」と呼ぶ者あり〕

0副議長(米沢照男君〉 御異議ないものと認めます。よって暫時休憩いたします。

0副議長(米沢照男君〉 休憩、前に引き続き会議を開きます。

午後 2時 39分休憩

午後 3時 32分再開

休憩時間中に議会運営委員会が聞かれましたので、議会運営委員長の報告を求めます。

〔議会運営委員長登壇〕

0議会運営委員長(中山基昭君) ただいま議長さんの方からお話がございましたよ

うに、休憩中に議会運営委員会を開催をしてまいりました。その中で、特にこれからの日程等

につきまして協議を行ってまいりました。特に、本日は大変早朝から会議が続いておるところ

でございます。したがいまして、本日予定をされております一般質問につきましては、明日か

ら実施をしてまいりたい、というふうに変更を行いたいということでございます。

したがいまして、今後のこれからの明日以降の日程は、 1 2日、 1 3日、 1 6日、 1 7日、

さらに 18日というふうに一般質問を予定をしてまいりたい、ということでございますo 以降

につきましては、それぞれこれまでの日程を 1日ずつ繰り下げを行ってまいりたいと思います。

したがって、特に 23日につきましては、特別委員会等と、さらには、いろいろの各委員会等

の整理等もございますけれども、ぜひひとつ御協力をいただいてまいりたいというふうに思い

ます。

以上日程の変更につきまして御報告を行い、議員皆様の御協力をいただいてまいりたt，。よ

ろしくお願いをいたします。

以上でございますo

0副議長(米沢照男君) ただしぜ議会運営委員長から報告のあったとおりの日程で今

後進めたいと思いますので、御確認をいただきたいと思いますo

お諮りいたしますo 本日の会議はこの程度にとど詑延会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副議長(米沢照男君) 御異議ないものと認めます。よって本日は、これにて延会す

一 202-



ることに決しました。

本日の未了日程は、あすの日程といたします。

本日はこれにて延会いたします。
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午前 10時 12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 17名であります。

これより日程第 1、一般質問を行います。 1の1、身障学級の生徒の家族の身になって考え

ようについての通告質問者、一ノ瀬 隆君の質問を許します。

C 1 1番議員登壇〕

o 1 1番(一ノ瀬 隆君) おはようございます。 46回自の一般質問で、 3度目のト

ップバッターを当てていただきました。平素の怠慢に加えて、 トップということで、十分調査

する時間がありませんでした。簡単に質問することになりますが、十分時間をかけた丁寧な、

そして前向きな答弁をお願いします。

1 1月 27日に、大坂上中学校の身障学級の生徒の父母や、卒業生の父母が集まって、議員

に話を聞いてほしいという、懇談会が開かれました。各会派の代表に来てくれ、ということだ

ったようですが、出席した議員は、公明党の夏井議員と、私だけでした。

ここで、身障児を抱えた父母の悩みを聞くことができました。身障学級にいるときはいいが、

そこを出てからが大変なのです。市の力で何とかしてほしいと、家族は願っているということ

です。中学校の身障学級を卒業した場合、四つの方向があります。

一つは、養護高等学校、これは立川と八王子にあるようです。この身障学級の卒業生も、相

当数行っているようですけれども、受け入れ態制が十分でないようであります。

二つ目は、就職です。身障者が就職した場合、 90%はUターンをしてしまうとし 1う、非常

に問題があるわけですけれども、二つ目が、この就職。

三つ目は、施設入所。日野市には、昨年度、つばさ学園が開設されましたが、こういった施

設へ入る施設入所。これが三つ目です。

四つ目は、在宅。家にそのままいるということで、これは親にとって、父母にとって、 一番

不安に感じるものだと、把握しているところであります。

この四つのケースがあるということですが、いずれにしても、身障児を持った御両親の悩み

は、深刻であります。

このときの懇談会の話、父母の市に対する要求を、私なりにそしゃくいたしまして、この質

問を通告いたしました。通告質問書の要旨どおり、六つの質問をいたしますので、十分なお答
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えをお願いいたします。

まず、 1点目として、身障者向けの仕事を提供する企業が市外のみだが、市内でそのような

企業があらわれるよう、市で努力できないか、ということであります。現在、身障学級の卒業

生の何人かが働いていますが、小平とか、昭島とか、いずれも市外のみです。日野市内の南北

の交通網がまだまだの王晃伏では、場所によっては、市外に行くのはとても大変なのです。市内

に働かせてくれるところがあればいいのですが、と t¥う希望が強いようであります。

2番目として、市の清掃などの委託業者に、身障者を使うよう要請することはできると思う

が、どうか。かつて市役所の清掃を委託している業者が、身障者を働かせていたら、市の職員

からクレームがついたということを聞きました。とんでもないことだと思います。委託業者を

選択するときに、それを条件にすれば、身障者を雇ってもらえることができるのではないか、

と思うのですが、どうでしょうか。

3番目の質問は、つばさ学園を、限定された人だけでなく、多くの身障者に拡大して利用さ

せることはできないのか、ということであります。つばさ学園の身障者の定数は、 40人だと

思いますが、これがいっぱt¥になればそのまま動かなくなり、後から入れなくなる。それでは

不公平だ。交代するなり、配転するなりして、すべての希望する身障者が使えないか、という

ものであります。

4番目の質問といたしまして、一般の人が大学に行くことを考えれば、中学だけでなく、も

っと時間をかけて、仕事のできるような教育をするのがいいという考えが出されていますが、

これについてどう思うか。普通の人よりも、教育ないし訓練が余計に必要だとされる人なのだ

と、考えるべきだと思うのです。職業訓練学校と呼ばれているようなものも、考えられるわけ

でありますけれども、どうでしょうか。

5番目として、障害者の働く場として、市の補助によって小規模なものを、市内各所にっく

りたいという意向が出されていますが、これについてどう考えるヵ、いわゆる公設民営でもよ

いし、民間からの出資に市の補助が加わって、働く場所をつくり、これを自主的に運営するこ

となどが、考えられるところですが、どうでしょうか。

6番目として、働く場所としての機能を含めた身障学級の延長である、身障者技能養成所な

るものを建設していく考えはないか。話し合いの場で、身障者の働く場所が欲しいという願い

と、身障学級の延長が必要だという希望がありました。それを折衷して、このように考えたと
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ころでありますけれども、どうでしょうか。これが6点目の質問であります。

以上 6点、身障児の家族の悩みが吹き飛ぶような、いい答弁をお願いいたします。

0副議長(米沢照男君) 一ノ瀬 隆君の質問についての答弁を求めます。福祉部長。

O福祉部長(高野 隆君) それでは、お答えをいたします。

まず、御質問にありました、障害者の雇用の、就労の制度につきましては、労働省と、それ

から厚生省、両省にまたがっております。労働行政の方は、心身障害者雇用促進法、これは51

年に制定されたわけでございますけれども、これを中心として、雇用促進をしております。

一方、厚生省は、心身障害者福祉法、または精薄者福祉法一一精神薄弱者福祉法でございま

すが、この法に基づきまして、正規雇用以外の障害者就労の場を、通所授産施設、共同作業所

などを場として、拡大に努めていくということでございます。

まず、身体障害者の雇用促進法の関係でございますけれども、昭和 51年に全面改正されま

して、精薄者も含めて適用になる、ということになりましたが、これは事業主に雇用の法的な

義務が強要されて、雇用率が決定されたわけでございます。

行政機関においては、1.8%から1.9%、民間におきましては、1.5%、特殊法人において

は1.8%、このような雇用義務を課しておるわけでございますけれども、この雇用義務を怠っ

ているところには、不足数 1人について 3万円のペナノレティーが科せられる、こういうような

ことでございます。また、 100%雇用した事業主に対しては、雇用される障害者に対して、

資金的な援助もする、こういうことでございます。

これについては、市の直接管轄するところじゃございませんので、都道府県の勧奨する事務

ということで、直接私どもとしては、この問題に携わることができませんが、したがって、先

ほどの御質問のありましたような、市内の事業主に要請するようなことは、なかなかできませ

ん。

しかしながら、就労の状況につきましては、現在、この法律ができてから、 10年を経過す

るわけでございますけれども、民間企業にありましては、法定雇用率というのが1.5%に対し

て、実雇用率が1.11 %。それから、前年度で1.09%でございますので、大して伸びが示さ

れてない、上向きになっていない状況でございます。

そういう状況でございますので、私どもといたしましては、この辺のところをカバーすると

いうことでの、厚生行政の中での、我々福祉行政の中では、授産施設等をつくって、努力をし

-209-



ておるわけでございます。

私どもの福祉部におきましては、視覚障害、聴覚障害、肢体不自由、言語障害、その他、極

めて多岐にわたる障害のすべてを包括して、事業を進めておるわけでございますけれども、と

りわけ精神障害を持つ家族の立場は、大変なところであると、認識しているわけでございます。

親亡き後、どうする、あるいは、精神薄弱者自身の高齢化の問題、また、雇用対策、特に中

学校、養護学校の、これは義務化されたのは、東京都におきましては、昭和 54年でございま

すけれども、この卒業後の問題は、御指摘のとおりと痛感しております。

特殊学級の生徒が卒業後の進路は、先ほども御指摘のありましたように、就職、進学、施設

入所、在宅というような、さまざまな道に分かれるわけでございますけれども、この辺のとこ

ろにつきましては、大変現実的に厳しい実情にございます。各企業とも、競争に明け暮れると

いう状況でございます。私企業への障害者の就労は、大変困難がございます。

また、このような今日、こうした仕事を見つけ出すことが、困難な状況でございますけれど

も、実際には、先ほどの御指摘にもありましたように、教育や訓練による障害者の能力の開発、

また、労働条件の整備、これは、障害者が働きやすいような、やはり条件をつくるという努力、

また、企業自身が、正しし1障害者に対する理解を深めていただいて、要するに障害者の欠点が

主として目につくということではなくて、失われた、欠損した能力が比較的少ないと。障害者

の状態というのは、多くの残された部分がある ということでの認識に立っていただいて、そ

の残された能力をどう活用するか、という点での御理解を、積極的に進めていただきたい、と

いうぐあいに考えているところでございます。

続いて、第 2の御質問でございますけれども、市の清掃委託についてでございますが、これ

については、今までも市の清掃にどうか、という話もありましたけれども、今後、この辺のと

ころは、委託業者とも積極的に話し合って、障害者の立場に立って、このような方を雇用して

いただくように、十分に検討させていただきたいと考えております。

しかしながら、現実には、就職しでも定着率が低いということも事実でございますし、また、

その他高齢者事業団との仕事の競合の問題も、やはり出てこょうかと思いますけれども、我々

としては、積極的にこの点については改革をしていきたい。

また、 3点にわたりますけれども、第 3点の、つばさ学園の問題が御指摘がありましたけれ

ども、この点につきましては、つばさ学閣の定員が 40名、こういうことで、つばさ学園の精
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薄者授震を、私どもは抱えておるわけでございますが、これは厚生省の認可施設ということで

の40名でございます。その意味では、限定されているということでございますので、これを

さらに広げるという点については、かなり無理のある問題ではなt'かと思います。これは、措

置ということでの入所ということでございますので、これを広げるということについては、困

難がございます。

しかしながら、まだ現状では、人員に余裕がございますので、来年度以降につきましても、

積極的に市内の子弟の受け入れについては、考えていくつもりでございます。

また、来年度におきましては、日野の共同作菊賓の改築予定がございます。定員が 25名と

いうことで、厚生省の認可施設として、目下事務的に進めているところでございます。この施

設は、社会法人日野市福祉事業団が、二つ目の施設として、運営していくところでございます

けれども、この施設は、どちらかといえば、卒業後、重度のお子さんを中心とした生活指導を

しながら、そのお子さんの能力、適性に会った職業訓練をしてし 1く所存でございます。

つばさ学園につきましては、職業指導を中心に、生活指導をしているわけでございますが、

この両施設の力を合わせまして、当分の聞は受け入れ態勢としては十分ではないか、というぐ

あいに考えておるところでございます。

また、第 4点の、教育、または訓練が必要ではないか、こういう点での御指摘もございます

が、私ども所轄をしております福祉部といたしましては、単に技術的な教育というふうにとど

まらず、人間としての全人的な教育、社会人として立派に生活できるような教育、この辺のと

ころは必要ではないか。今後とも、やはり国の教育の中での全人教育の必要さを痛感しており

ます。

また、 5番目に御質問になりました、働く場所の、小規模の施設の御質問がございましたけ

れども、これにつきましては、共同作業所というふうな形で、全国で、いろいろな形でつくら

れてきているのも、承知しております。現在、民間の施設として、青い烏の作業所、これがで

きておりますし、その他、もう一つございます。二つございますが、さらに三つ目も、現在、

いろいろと努力されているようでございます心で、このような公的施設、受け入れ態勢とあわ

せまして、積極的に援助をしていきたい、こういうぐあいに考えております。

6番目の、障害者の技能養成所でございますけれども、これは、先ほどの 4点目の御質問と

も、若干絡むと思いますけれども、今後、検討してV'Iく必要があろうか、というぐあいに、考
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えているところでございます。

O副議長(米沢照男君)

0教育長(長沢三郎君)

教育長。

ただいま、一ノ瀬議員さんの方から御質問のありました問題

につきまして、特に、身障学級を持っております教育委員会の立場から、お答えしていきたい

と思います。

現在、中学校の身障学級の卒業生の大部分は、都立の養護学校高等部、こちらの方へ進学を

いたしまして、教育並びに機能訓練等を受けている、というのが現状でございます。ちなみlこ、

昨年度の大坂上中学、並びに七生中学に併設されております身障学級の卒業生 8名のうち、 7

名が養護学校の高等部へ進学している。 1名が各種学校、これは洋裁関係の、八王子にござい

ます大竹学園、こちらの方へ、一応進学しているわけでございますけれど、そういうような状

況で、ほとんどが都立養護学校の高等部の方へ進学をしている。

ヰ年度の卒業生、これも、大坂上中と七生中で合計9名いるわけでございますけれど、 9名

が全員、やはり都立の養護学校への進学を希望している、そうし 1うのが現状でございます。

確かに、都立の養護学校へ進学するという現状の中には、なかなか、今、福祉部長の方から

話がございましたように、就職が困難であると。特に、最近のように、手作業的な作業という

のが、だんだん機械に取ってかわられてきている、そういうような状況の中で、就職をする機

会というものが、さらに狭められていると。そんなような状況もあって、都立養護の高等部の

方へ、大部分の卒業生が進学しているというのが、現状ではないかと思います。

ちなみに、都立の養護学校の方とも連絡をとって、いわゆる身障学級から都立の養護学校へ

進んでいった子供たちが、都立養護学校の高等部を卒業した、その次の段階では、どういう状

況にあるのかということを、養護学校の方に問いただしてみますと、約、高等部の卒業生の35

%ぐらいが、いろいろ企業関係に就職をしていると。

と申しましても、例えば、食品製造関係の工場だとか、あるいは、ダンボーノレをつくってい

る工場、あるいは、板金のプレス工場、こんなようなところ、あるいは、食堂の調理のお手伝

いというふうな状況が、大部分でございますけれど、そういう関係の企業関係に就職している

のが、約 35%、 55%というのが、立川の福祉作業所とか、あるいは、先ほどもお話がござ

いました、日野の共同作業所とか、こういうところで一応訓練を受けているというのが、 5 5 

%、残りの 10%というのが、これは重度のお子さんで、施設へ入所しているというような、
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これは、都立の高等部を今度は卒業した、その後の身障者の状況というのが、都立学校から問

いただしてみますと、今申し上げたような状況でございまして、確かに就職関係の問題という

のは、年々厳しくなっていると。

五十四、五年当時は、都立養護学校の高等部を卒業した者の 40数%は、就職が張りついたわ

けですけれど、最近では、都立養護学校の高等部を卒業した者の 35%程度J今申し上げまし

たように、その程度が、企業の方に就職ができるような現状で、約 10%程度、ここ数年の聞

に、就職の状況というのがダウンしているということを、大変、やっぱり都立の養護学校の方

でも気にしている、そんなような状況でございます。

0副議長(米沢照男君) 一ノ瀬隆君。

01  1番(一ノ瀬隆君) どうもありがとうございました。期待したとおりの、懇切

丁寧な答弁であったと把握いたしました。

以上、福祉部長と、教育長にお答えいただきましたが、市長でなければ答えられないような、

前に出たお答え、 1歩進んだ答えを、市長に期待します。市長に答弁をいただければ、幸いで

あります。

0副議長(米沢照男君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 私も、障害を持つ方の、何らかの対応を、幾つか重ねてまい

っておるわけでありますが、なお期待されるところが大きいという認識は、同感でございます。

そして、 1歩 1歩、いろいろ対応を進めてきておるわけでありますけれど、なお、これらを

一つの足場といたしまして、例えば、つばさ学園、あるいは共同作業所方式、あるいは、もっ

とそれのプランチに属する地域地域の、小規模な集団の場、こういう形で、生きた社会に対応

できる、そのような能力開発と、それから具体的な事業を進めることではなかろうかと。また、

その方向が、今後取り組む道だというふうに、考えております。

そうして、今の、就職ももちろん重要でございますし、各事業にも理解を求めてまいらなけ

ればなりませんが、生産性とか、コスト性というふうなことが追求される分野では、なかなか

難しい。

そこで、千苛改のいろいろな仕事の中に、期してもらえるような分野を探しまして、そして、

とにかく生きがいというものを持たせるようにしてし 1く。こういうことは、かなり分野がある

ように思っておりますので、今後も、当事者の方々、あるいは当事者を取り巻く方々の、具体
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的な御意見を直に承りつつ、開発をし、満たしていきたい、このように考えております。

幸いに、福祉事業団が直接管理する障害者施策の分野と、それから、自主的にグループ、グ

ノレープがつくられて、努力を、自分らで広めていこうという傾向が、今、幾つも生まれつつあ

りますので、それらの方々を十分に活動できる、そういう場所でありますとか、あるいは方式

であります、システムでありますとか、そういうことを一層開発をしていき、障害者の方々の

生きる喜びを、地域社会でつくってし火、このように努力はいたしたいと、こう考えておりま

す。 以上です。

O副議長(米沢照男君) 一ノ瀬隆君。

01  1番(一ノ瀬隆君) ありがとうございました。よろしくお願いいたしまして、

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 1の1、身障学級α主徒の家族の身になって考

えように関する質問を終わります。

1の2、公図がない、地番がつけられない、これをどうして放置しているのかについての通

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) 続~\て質問をさせていただきまれこれも、同様に、簡単

にすることになります。

議案 10 1号で、程久保一丁目から程久保八丁目の設定が提案されています。 8年もかかっ

て、やっと程久保の町名地番整理ができることになるわけです。

しかし、この中の程久保一丁目は、地番が新しくつくれないということです。以前から、公

図がないのだ、と開いている一丁目の中の、金久団地というのが、そうであると思われます口

このほか、三沢の梅ケ丘団地も、これと同じような問題がつきまとっている、というふうに

聞いております。

このような地域が市内にあり、長年にわたってそのままになっていることは、大きな問題で

あると考え、この質問を取り上げました。

きのうの朝の読売新聞に、このことが載っていました。その記事に惑わされることなく、通

告書どおりの質問をいたしますので、答弁をよろしくお願いいたします。新聞よりも詳しし

丁寧にお答えいただきたいと思います。

1番目の質問は、こんな地域はどことどこなのか。住宅は何軒ぐらいあるのか。
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2番目は、この原因は何なのか。何がこの地域をそうさせたのかということです。

3番目、現状は、このことによってどんな支障を来たしているのか。

4番目の質問、この事態の解消の方法は、どうすればいいのか。

5番目、今まで市が手をつけなかった理由は、何なのか。

6番目、今後の解決をどう考えるか。いつから始めるか。いつまでに正常な状態に持ってい

けるのか。可能な限り、早く市民の希望する方向へ持っていってほしいと思いますが、どうで

しょうか。

7番目、これらの不良開発業者による造成された団地の、その他の結果について、どう考え

るか。多分、よくない開発会社がやったのではないかと考えるものですが、だとしたら、地番

以外にも欠陥があるのではないかと思います。私が把握しているものでは、金久団地、梅ケ丘

団地ともに、一方からの出入り口で、他方に抜ける道が満足にない。特に、梅ケ丘の場合は、

防災上も必要性は高いと思われるものです口

金久団地については、京王線の下のトンネノレがありますが、これが狭く、不自由である。こ

んな点を把握していますが、これらは、市として、今後どのように考えているのか。ぜひ改善

してほしいと思いますが、どうでしょかというのが、 7番目の質問であります。

以上、よろしくお願いいたします。

0副議長(米沢照男君) 一ノ瀬 隆君の質問についての答弁を求めます。都市整備部

長。

O都市整備部長(結城邦夫君) それでは、ただいまの御質問について、私からお答

えを申し上げます。

まず、第 1点の、いわゆる地図、公図が混乱しているという地域はどこなのか、という御質

問でございます。地図混乱を起こしておる区域は、法務局が公図閲覧を禁止しておるという個

所でございますが、市内では程久保地区、これは程久保地区の一部の 20 3ヘクターノレ、世帯

といたしましては、 121世帯が、一応該当いたします。( r 2.3 Jと呼ぶ者あり)失礼しま

した。 2.3ヘクターノレでございまして、世帯は 121世帯でございます。それと、梅ケ丘地区

3.3へクターノレ。世帯数としては、 220世帯が該当いたします。

2番目の御質問で、このような原因になったのは何か、とし、う御質問でございますが、一般

的に言っております地図混乱というのは、先ほど申し上げましたように、公図と現況が著しく
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違うと L、う状況が起きておるわけでございますが、このようになってきた原因として考えられ

ますのは、昭和 30年代におきまして、非常に宅地造成ブームというものが、起きてきたわけ

でございます。

当時、宅地造成等規制法が制定されておらなかったということから、その指導というものが、

十分でなかったということ、このことによりまして、道路、あるいは水路等の帰属手続が行わ

れないままに、開発が進んでいったということが、まず考えられます。

それと、造成後の区域に対応いたします土地の分合筆の登記が、 1筆ごとに順次行われてい

ったわけでございますが、形状的に公図と合わないものについては、分合筆の地番の表示のみ

を行ったということ。

また、登記上、分合筆がなされていたにもかかわらず、区画が現地で特定されておらなかっ

たということから、土地の取得者が希望をいたしますと、適宜区画を定めていったというよう

なことも、混乱の大きな原因である、というふうに考えております。

3番目の御質問でございますが、どんな支障がこのことによって起きているか、ということ

ですが、公図と現地が整合しないということから、土地の権利関係が明確にされておらないと

いうことが、非常に大きな問題であろうかと考えます。

4点目の、下程久保地区の区域でございますが、ここを解決するための、一つの手段といた

しまして、現在、この周辺に隣接した地域で、開発行為が行われております。これに基づきま

して、これに隣接するような地域については、その際、開発行為の指導を行いながら、部分的

な修正を行っていっている。

しかし、これは、あくまでも周辺の関連するとこでございまして、混乱地域の中心部分、中

心部におきましては、まだ手がつけられない状況にございます。非常に民民の境界の関係でご

ざいますので、今後も十分、お互いが理解をしながら、修正をしていくという方法も、とらえ

ていかなければならないというふうに考えます。

しかし、全体のこの区域を、一遍に整理をしていくという方法でございますが、土地所有者

の宅地境界に対する共同和解、これを前提といたしまして、国土調査法の活用を用いまして、

解決を図っていくというような方法もございます。

次の、 5点目の街噴苛でございますが、今まで、市がこれらの混乱している地域に手をつけなかった

のはどういうわけなのか、とし、う御質問でございますが、この地域のすべての住民の方々の権
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利関係にかかわる大きな問題でございます。したがいまして、地番設定や分合筆の関係につき

ましては、法務局の櫛艮に、現在、属しております。

したがいまして、市が、これを整理に当たって、指導的な立場で整理をするということは、

非常に難しかったという点がございます。そういうことで、放置をしておったというよりも、

むしろ法務局等の関係で、なかなか整理に入れなかった、というのが実態でございます。

6点目の、今後の解決の方法は、ということでございますが、この状況を放置しておるとい

うことは、必ずしも望ましいことではないということから、地図混乱地域の土地の所有者、事

態が、皆さんが自覚をしていただく一一混乱しているということを自覚していただいて、お互

いに理解をしていただかなければならない、これが一つの解決方法だというふうに考えます。

しかし、住民だけでは、なかなか難しいということから、法務局、あるいは市、都が指導を

行い、あるいは協力をしていって、初めて解決ができる、ということでございます。

したがいまして、現在、私ども市の方といたしましては、東京都の関連いたします局であり

ます、労働経済局の地籍調査係に出向きまして、国土調査法に基づいて整理をするということ

で、協議に入っております。

また、住民の方々にも、この点、市の方もこれからこの整理に当たって、積極的に乗り出し

ていくということを、意思を表明しておるところでございます。

7点目の、これらの地域において、現在、いろんな欠陥がある、これについてどう対応して

し、くのか、という点でございますが、確かに道路、水路の準公共施設でございますが、これら

を整理してL、く必要があるわけでございます。

例えば、水路が宅地内を走っていると。あるいは、公図上の水路、道路の位置が、現在の家

屋の下にあるというような、非常に大きな混乱が起きております。したがいまして、これらに

ついては、建設部と協力しながら、それらの整理に当たっていくということで、建設部の方に

おいても、演iJ量等を実施をする段階に至っておるわけでございます。

そのほかの防災上の問題、確かに、道路は抜けておらないというような点も、従来あったわ

けでございますが、特に金久団地につきましては、周辺の開発行為とあわせまして、この道路

が通行可能な状況にする。要するに、通り抜けができるような状況にしていきたいということ

で、開発行為の中で、現在、整理を行っているところでございます。

また、金久団地に入りますトンネノレについても、非常に狭いわけでございますが、これも開

可

t



発行為の中で整理をするということで、現在、業者と京王電鉄との間で、話が進んでおるとこ

ろでございます。その中に市も加わりまして、協議を進めているところでございます。

そのように、いろいろな問題点があるわけでございますが、一遍にはなかなか解決できない

問題が、非常に大きな問題として残っておるわけでございまして、逐次、開発行為等の中で、

整理をしていくことにいたしております。

以上でございます。

O副議長(米沢照男君) 一ノ瀬隆君。

01  1番(一ノ瀬隆君) 部長の今のお答えの中で、混乱地域はどことどこなのか、

1点目の質問ですけれども、新聞にも書いてありますように、金久団地と梅ケ丘団地のお答え

だったと思うんですけれども、それ以外に、ないのか。私は、小範囲ではあるけれども、ある

というふうに聞いているとこなんですけれども、その辺をはっきりお答えいただきたいと思い

ます。

それから、 3点自の質問で、どんな支障を来しているのか、ということに対するお答えは、

極めて抽象的だったと思うんですけれども、もう少し具体的にお答えいただけないものかと思

います。

例えば、自分で持っている土地を売って、ほかに行きたいというふうな希望だって、出てく

るわけですけれども、そういう場合に、売れないとしたら大きな問題、大きな支障であります

けれども、その辺はどうなのか。もう少し具体的にお答えいただければ、幸いであります。

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) お答え申し上げます。

先ほど申し上げました二つの地域以外に、あるのかどうかという点でございます。

一つは、これは、これほど大きな混乱ということではございません口南平一丁目のところに、

これは民民の境界で争っているところはございます。地図が混乱しているというよりも、むし

ろ民民の問題であろうというふうに考えております。

したがいまして、多くの権利者がいて、それが現地と公図とが合わないというようなところ

は、この 2カ所でございます。そのほか、小さいところはあるんですが、地図混乱といえるよ

うな状況ではない、というふうに考えます。

それから、 2点目の再質問でございますが、どんな支障があるかというのを、もっと具体的
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にということでございます。御指摘のように、ここに住んでおる方々が、現在住んでいる土地、

家屋を売却しようとする場合には、そこで支障が出てまいります。

具体的に申し上げますと、買い主が地図混乱のような地域が、買い取らないというふうな契

約が進んでおっても、それがはっきりした時点で、は、そういう問題が起きてこょうかと思いま

す。したがって、最終的には契約は不成立に終わる、というようなことも考えられます。

また、そのために土地の単価というものが、そのことによって落ちるということも、考えら

れることでございます。具体的にそういう事例が起きたということは、直接私どもは耳にして

おりませんけれども、やはり住んでいらっしゃる方々は、そういう危機感、危慎を持っており

ます。そういう支障があろうかと思います。

0副議長(米沢照男君) 一ノ瀬隆君。

0 1  1番(一ノ瀬 隆君) この地域に住む日野市民は、既に20数年ここに住み、住

民税も固定資産税も、市に納めています。長年の懸案を、一日でも早く解決してほしい。その

ために、市当局の最大限の努力をお願いしたいと考えます。このことに関し、市長からの発言

がありましたら、お願いします。

O副議長(米沢照男君) 市長。

。市長(森田喜美男君) 過去、舌L開発とも言うべき無法な、つまり行政指導のなし鳴司

間があったわけでありますが、その当時、今、挙げられていますような、下程久保の一部の地

域、金久もそうでありますし、それから、梅ケ丘がまさにそのとおりであります。

そのほかにも、まだ東南開発、鈴木某という人がやった、松風の自治会の地域、いろいろと、

その不法のために、私有財産が明確に立証できない、あるいは、法務局の閲覧が禁止されると、

非常な不利益をこうむっている、住民の居住地があるわけであります。ようやく、それぞれの

住民自治会の、自分たちで解決を図っていこう、後世にこの状況を送っていくということのな

いようにしたいという意欲が、生まれてまいりました。

私も、専門知識ということではありませんが、なにか通常で行う区画整理でありますとか、

方法はないものかと考えておりましたら、一つ、よりどころになる国土調査法、こういう法律

が適用できるということでありまして、今、そこの住民の、特に梅ケ丘では、その作業に住民

自身も入っておられます。そこで、我々の行政側からも支援をしようということで、取り組み

を進めつつあります。
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多分、町村合併前の、七生村当時の不幸な出来事かもしれませんが、要するに、法規制のな

いところに、都市化が進み、需要があるものですから、あるいは需用に当てて、無法な開発を

行なったと。この後始末を今日になって、住民自身、大変、不便ないし大きい損を持っておら

れたと思いますが、何とか市民全体の同情の中で、このことを解決をし、明朗な状態にやって

いきたい、このように考えております。

0副議長(米沢照男君) 一ノ瀬隆君。

01  1番(一ノ瀬 隆君) どうもありがとうござL、ました。

以上で終わります。

O副議長(米沢照男君) これをもって 1の2、公図がない、地番がつけられない、こ

れをどうして放置しているのかに関する質問を終わります。

2の1、市民とともに平和な日野市を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) 2の1、市民とともに平和な日野市を。通告質問に従いまして、

質問をさせていただきます。

首都に外国の軍事基地があるのは、先進国の中では日本だけという、恥ずべき状態に、東京

は置かれています。その根源が、日米安保条約です。しかも、東京にある米軍基地は9カ所、

1，58 5ヘクターノレ、ほぽ中野区の面積に匹敵いたします。

これが、自衛隊基地約 15カ所と結んで、アメリカの核戦争計画、中曽根内閣の浮沈空母路

線のもとで、ますます危険な役割を果たしていることは、横田基地が核戦争の指揮、管制通信

の中枢基地とされ、核センター緊急、戦争作戦EWOが設置されているなどの事実によって、一

層明瞭となっております。

米軍横田基地は、広さ 7.2平方キロ、都内最大の米軍基地であります。また、極東全域への

米軍の輸送、中継補給センタ一、核戦争の指揮、通信センターとして、強大な核戦争基地にな

っています。この横田基地が、東京を核戦争の戦場lこ、 1，20 0万都民を死滅させる、不法き

わまる存在であり、この点からも、核兵器廃絶への首都東京の取り組みは、重大です。

横田基地を不法なものと宣言し、撤去を図るとともに、これ以上の強化を阻止し、また、横

田基地を中継拠点にした米韓合同軍事演習、チームスピリッ卜、自衛隊立川基地でのC1離着

陸訓練、硫黄島のシーレーン防衛、軍事要塞化、超水平線OTHレーダー基地に、基地化を中
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止させることが重要となっております。横田基地、立川基地の現状について、どのように認識

しているか、まず、お聞きいたします。

今、日野市では、航空機騒音調査は、旭が丘の地区センターで行っております。これらは、

年間 35日間測定しております。これを、 1カ所でなく、日野市西の方は横田基地、東の方は

立川の基地がありますので、そういう点では、全域で測定するとか、実態を調査する必要があ

ると思います。その結果を市民に報告する。百草地域や万願寺地域、多摩平や旭が丘、平山地

域はこんなにうるさいのだと、日野広報でお知らせするとか、できないものかと思います。こ

こについては、具体的に、今の年間を通しての測定をするかどうかを、お聞きしたいと思いま

す。

それで、 2番目としては、測定個所をふやす、そして、その内容を日野広報などでお知らせ

する、この 3点をここではお聞きいたします。

ことしは、人類史上初めて広島、長崎に原爆を落とされて、ちょうど 40周年、終戦 40周

年の年であります。 NHKテレビでも、核戦争後の地球を見た人は、余りにも悲惨な光景に、

世界じゅうで大きな反響を呼びました。この映画の最後で、パーナピ一博士は、この 30年間、

核兵器の競争を終わらせようと、政治家はいろいろやってきたが失敗した、と言っております。

今、それをやめさせるためには、世界の人々が強く主張するしかありません、こう言っており

ます。

今、戦争を知らない世代が、国民の 50%以上になり、戦争の恐ろしさを若い人たちに知ら

せるためにも、今、市民団体が行っている戦争資料展を、恒常的に展示する資料館を、ぜひ実

現させていただきたい。この点を、まずお聞きいたします。

0副議長(米沢照男君) 小俣昭光君の質問についての答弁を求めます。企画財政部昆

O企画財政部長(前田雅夫君) お答えいたします。

まず、 1点目の、横田、立川基地の現状をということでございますけれども、公表された範

囲内での資料しか、持ち合わせないわけでございますけれども、その概要につきまして、申し

上げたいと思います。

まず、米軍の横田基地でございますけれども、所在地といたしましては、立川、昭島、福生、

武蔵村山、羽村、瑞穂町に属しております。土地面積といたしましては、 717ヘクターノレで

ございます。使用部隊は、在日米軍指令部、第 5空軍指令部、第 475航空団指令部、第 316
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戦術空輸軍指令部、第 34 5戦術空輸飛行隊でございます。

軍人及び軍属でございますが、軍人といたしましては約 4，00 0人、軍属が約 80' 0人でご

ざいます。

基地従業員でございますが、約 2，00 0人ということでございます。

施設といたしましては、滑走路、幅員 60メータ一、延長が 3，350メーターでございます。

それぞれオーバーランとして、南北に各 300メー卜 jレの滑走路があるということでございま

す。

その他の施設といたしまして、誘導路、格納庫、駐機場、整備工場、通信施設、住宅、病院、

学校、教会、レクリェーション等の施設ということになっております。

常駐機でございますけれども、 c-1 3 0ハーキュリーズ輸送機 17機、 C-21A輸送機

2機、それから UHl、ヘリコプターでございますけれども、 2機ということでございます。

飛来機につきましては、 C5外 21機種ということでございます。

次が、立川基地でございますけれども、立川基地につきましては、所在地は立川と、昭島に

一部またがっているのではなし、かと思いますけれども、正式な名称といたしましては、陸上自

衛隊立川駐屯地ということでございます。

基地の面積が 84.5ヘクターノレでございます。隊員数 60 0人。

飛行機の内容でございますけれども、固定翼機、いわゆる普通の飛行機でございますけれど

も、 3機でございます。それから、回転翼機、いわゆるヘリコブターでございますけれども、

3 0機、合計 33機が存在をしているということでございます。

機能といたしましては、当然のことながら、自衛隊法に基づく、いわゆる第 3条の任務とい

うことになるわけでございます。この第 3条の内容といいますのは、もう御承知かと思います

けれども、我が国叫坊衛を主たる任務、それから、必要に応じ公共の秩序の維持を図るという

ことで、立川基地につきましては、かなり第 2の、公共の秩序の維持を図るというところに、

重点が置かれているというものでございます。言~\かえますと、広域災害救助の機能を多く持

った謹地ということでございます。

そのほかに、御承知のように、 C1ジェッ卜輸送機の発着訓練が、月 1回行われているとい

う状況でございます。

それから、 3番目の平和資料館の件でございますけれども、これは、昨年のやはり第 4回の
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定例市議会でも、一ノ瀬一議員さんですか、提案があったわけでございますけれども、今、日野

市は、ふるさと博物館を計画をしておりまして、順調にまいりますれば、昭和 63年に建設を

したいということで、準備をしております。

博物館の内容につきましては、博物館法の内容で一一法律の内容では、歴史、芸術、民俗、

産業、自然科学等の収集、保管、展示ということでございまして、当面はこの博物館で対応で

きるのではないか、というふうに考えております。専用の平和!資料館の建設につきましては、

貴重な提言といたしまして、承っておきたし 1。今後の課題として、考えてLペ予定でございま

す口

私の方からは、以上でございます。

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) 2点目の、航空機騒音関係について、お答えをさせ

ていただきます。

航空機騒音につきましては、毎年の環境週間に合わせまして、御質問の中にもございました

ように、旭が丘地区センターを拠点にいたしまして、連続 35日間の測定を行っております。

最近、 3年間、 58年、 59年、 60年につきまして、それぞれ飛来回数 1日平均の機数につ

いて、お答えいたします。

5 8年度は、年聞を通しましてし26 6回、飛来回数がございまし fこ。 1日平均に直します

と、 36機でございます。

5 9年になりますと、それがし11 4回口 1日平均が 31.8機でございます。

6 0年、 1，10 6因。 31.6機の平均でございます。

そして、航空機が出します音の高さでございますが、 90ホン以上の音を出したのが、 3.2

機。それから、 80から 90までが 15.6機。 70ホンから 60ホンまでが、 1 2.8機で

あります。

さらに、これらのデータをもとにいたしまして、航空機騒音のWECPNLという騒音の単位

がございますけれども、これに換算をいたしますと、 58年度が 78.1という数値が出てまい

ります。 59年度が、 7 7.9でございます。 60年が 78.2という数値でございまして、この

3年間に限って申しますと、大体での数値も、横ぱL、の状態でございます。

その次に、騒音調査の地点をふやすことはできないか、こうし 1う御質問でございますけれど
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も、航空機騒音は、先ほども申しましたとおり、環境週間に合わせまして、公害防災課の専門

職員が直営でやっております。それらの職員は、そのほかの公害関係の測定などにも携わって

いる関係上、これを大幅にふやすことは、現状、困難でございますけれども、例えば、今年度

中に市立病院の裏手の住宅の方から、航空機騒音について測定をしてくれ、こうし 1う要望がご

ざいまして、これにこたえるべく、今、準備をしております。

航空機騒音の測定につきましては、短い期間の測定でございますと、かなり偶然性に左右さ

れますので、比較的ほかの調査よりも長期間にわたって、継続して測定をする必要がございま

す。そういうことから、市立病院の裏に拠点を設けまして、測定を行い、その測定の結果は、

防音工事対象区域の拡大の要望につけて、関係機関に提出をしたい、このように考えておりま

す口

したがいまして、防音地域の拡大ということを抜きにいたしまして、この地点をふやすこと

についても、 61年度以降、前向きに部内で考えさせていただきたいと思います。

なお、その結果につきましては、測定の数値を広報課へ提出したい、このように考えており

ます。

0副議長(米沢照男君) 小俣昭光君口

03番(小俣昭光君)

行いたいと思います。

3 5日間、環境週間のときだけやる、これは、職員が少ないから大変だということですけれ

ど、実際には、例えば、大韓航空機が墜落したとき、たまたま平山住宅自治会から、やはり調

簡単な方から、今の 2点目の実態調査ということについてから

査の依頼をしていたときであります。これが、偶然にその時期に当たりました。このときには、

明らかに、異常に飛行回数がふえたんです。今までの倍の飛行回数になっている。 8月 30日

までは、 30回ぐらし冶それが、 70回ぐらいにふえているとしヴ結果が出てきています。

また、 ミッドウェイが横須賀に入るD そうすると、厚木基地にふえるということが言われて

おります。横田基地でも、そういう関係は必ずありますので、そういう点では、通年測定がど

うしても必要と思~¥ます。ぜひ、その辺やっていただきたい。

もう一つは、先ほども言いましたように、日野の場合は、横田基地と立川基地、二つの基地

に飛来する、あるいは飛び立つ嫡ラ機が、日野市の上空を飛んでいるわけですので、ぜひそう

いう点では、数カ所で測定をしていただきたい、こういうことを強くお願い申し上げます。
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それと、それによって防音工事の拡大、防音工事をやれば飛んでいいということではありま

せんので、その辺ははっきり、当面の問題としてやっていただきたい、というように思います。

それで、この調査の結果を、やはり広報でお知らせすることは、どうしても必要と思います。

そういうことです。よろしくお願いしたい、というように思っております。

第 1点目の、横田基地の問題でありますが、横田基地などの航空機騒音や、墜落事故の危険

から、市民を守るため、横田基地を中継点とした米、韓、目、台、合同軍事演習や、立川基地

のC1離発着陸訓練の中止、早朝、深夜飛行の中止を求めるために、横田基地に出向いて、司

令官に、核兵器廃絶平和都市宣言を行っている、日野市の上空は飛ばないよう要求するなど、

積極的に働きかけていただきた~'0この点について、市長から積極的な答弁を求めたいと思い

ます。

0副議長(米沢照男君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 日野市が、横田基地、ないしは立川基地に、地理的に近くて、

そして航空機等の影響下にあるということは、一面には不幸な事実とも言えるわけであります。

測定でありますとか、あるいは、航空回数の記録でありますとか、こういうことは可能であ

りますが、これは、日野市だけでなくても、資料はたくさん、福生でも行われている住民運動

の記録もある。こういうことでありますから、なにか日野市だけに限局して行わなければ、資

料不足だということは、言えないというふうに思います。

今、積極的に日野市のよ空¢航空を停止せよとか、其駒としては言える村アでありますが、現実に

手の届く課題でもないと。特に、核戦略のバランス、いわゆるそのバランスによって戦争抑止

力になるということに、我々は全く迷惑を受けるわけでありますが、現実、やむを得ない面も

ある、こういう状況ではなかろうかと思います。

世の中は、決して同じ状況でとどまることはない、というふうに思いますので、やっぱりい

ろいろな国民的な努力、運動等によって、世界に平和を求めてし 1く。日本の大きな指導力がそ

こにあってよろしいと、このように考えます。

地域の自治体としてなし得る限度ということもございますので、しかも、市民の声をなるべ

く広く届けるようにいたしたい、そういう考えは持っておるところでございます。

以上です。

O副議長(米沢照男君) 小俣昭光君。
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03番(小俣昭光君) 最後に、 1点申し上げたいと思います。

昭和 57年 10月8日、日野市では、日野市核兵器廃絶平和都市宣言をした日でありますo

この平和都市宣言、今、日野市内にあちこちで立っておりますが、平和都市宣言の啓発塔、あ

るいはステッカ一、こういうのをもっとつくって、小さいのでもいいですから、各戸の家庭に

張れるように、そういうような希望のある家庭には、そういうのが配れるよう、あるいは、そ

れだけではなく、宣言文も刷り込んだ、このようなものを各家庭に、希望のある家庭には配れ

るよう、そういうような運動を、日野市全体で、市民がこぞ、って平和な日野市をつくるために、

ある L、は日本をつくるために、日野市でも積極的にそういう啓発をするために、できなL、かと

いうように思います。

以上のことを申し上げまして、この私の一般質問、市民とともに平和な日野市をの一般質問

を終わらせていただきます。

0副議長(米沢照男君)

質問を終わります口

これをもって 2のし市民とともに平和な日野市をに関する

2の2、落川都営住宅建て替えにともない環境整備をについての通告質問者、小俣昭光君の

質問を許します。

03番(小俣昭光君) 落川都営住宅建て替えにともない環境整備を。通告質問に従い

まして、質問させていただきたいと思います。

御存じのように、落川都営住宅の建てかえのための取り壊しゃ、整地まで、今、されており

ます。これから、この建設が始まりますと、大型車両も大量に出入りされますD この地域、区

画整理もされてなく、道路も大変狭くなっております。また、大型車両も通り抜けできない地

域でもあります。この地域の道路整備について、どのような計画があるか、お聞かせいただき

たいと思います口

また、第二関戸橋との関係も、あわせてお聞かせいただきたいと思います。

都営住宅建てかえにおいて、今度のこの落川の都営住宅の建てかえについて、関連施設は、

どのような施設が考えられているか。わかりましたら、この点もお聞かせいただきたいと思い

ます。

以上です。

O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。企画財政部長。
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。企画財政部長(前田雅夫君) お答えをいたします。

御質問の内容は、建設に当たりまして、このかかる道路の整備はどうなっているか、という

ことが第 1点のようでございます。

建設にかかわる車両の進入路といたしましては、現在、第二落川団地、仮称でございますけれ

ども、遺跡調査をしている部分がございます。これは、京王線と立体交差をしておりまして、

地下道で通ることになっております。その道路を使いまして、市道に突き当たるわけでござい

ますので、その市道をさらに北に曲がり、それから一部右折をし、建設現場に入るということ

になろうかと思います。地元の住民、市民の方につきましては、計画の概要を説明いたしまし

て、了解を得ているわけでございます。

特に、申し上げておきたいことは、この周辺の道路の整備ですが、今、話し合いがついて、

可能なところを申し上げますと、この団地の西側に、今、約 4メーターの道路がございますけ

れども、この 4メーターの部分を 6メーターに拡幅すると。それから、橋がございますけれど

も、この橋を 6メーターにかけかえるということでございます。

さらに、地元等から、多摩川の掛坊まで 6メーターで抜いてほしい、という要望もあったわ

けでございますけれども、関係地主の了解が得られず、現状のままということでございます。

それから、関連する公共施設がどうなっているか、ということでございますが、落川第二都

営住宅の建てかえにつきましては、既存の住宅が 48戸でございます。この 48戸を建てかえ

した後の戸数が、 50戸。 48が、総計 50になるわけでございますので、非常に環境として

はよくなるのではないか、というふうに考えております。

付帯施設といたしましては、集会所75平方メートノレ、それから児童の遊び場用地 370平

方メートノレ、それから緑地並びに植樹帯が、 1，9 5 2平方メートノレでございます。

以上でございます。

O副議長(米沢照男君) 小俣昭光君。

03番(小俣昭光君) 第 1点目の、道路の整備の問題ですが、地主と、先ほど言いま

した、多摩川に突き当たる、あの道ですが、東邦歯科がかかっていると思いますけれど、東邦

歯科では、住民がこの道を必要ならば協力しでもよい、という話も聞いておりますけれど、た

だ、住民が通り抜けできる道ができちゃうと困る、というようなことを言っている。どちらが

本当かわかりませんけれど、その辺を、ぜひ東邦歯科にも協力をしていただきまして、そして
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道を整備していただきたい、というように思います。

また、東邦歯科から東側、住宅があります。この住宅は、百草圏の駅に行くよりは、むしろ

桜ケ丘の駅に近いといわれております。ですが、この住宅については、東邦歯科のところまで

出てきて、そしてまた桜ケ丘の方へ行くというような道しかありません。ですから、あすこの、

今、少年野球などで使われているグラウンド、あるいはその近くを 1本、多摩市側に道路をつ

けていただきたい、という住民の要望があります。ぜひ、これらについても、実現をさせてい

ただきたいと思います。

それと、先ほど第二関戸橋の問題、関連が、お話しいただいていませんので、この問題につ

いてもお聞かせいただきたいと思います。

0副議長(米沢照男君) 企画財政部長。

。企画財政部長(前田雅夫君) お答えをいたします。

多摩市の方へ通ずる道路の要望でございますけれども、ちょっと、具体的に、今のあ話では

わかりませんので、後ほど伺いまして、都の方に交渉してみたい、そういうふうに考えており

ます。

今まで、地元から出てきた問題、それから、市の行政側から要望する問題、これらはすべて

まとめて東京都の方にお願いをし、努力をしてもらっているわけでございます。ですから、当

初からあれば、組上にのったわけでございますけれども、多摩市の方への新規道路につきまし

ては、ちょっと私も初耳でございますので、調べさせていただきたいというふうに思います。

それから、東邦歯科d苛題でございますけれども、東邦歯科の関係につきましては、東京都

の方から、東邦歯科並びにその反対側の住民の方に、協力要請を再三したわけでございますけ

れども、了解が得られないということでございます。

2番目の、第二関戸橋との問題でございますが、これは、一部東側が三角に出っ張っており

まして、この部分は、当然のことながら、できるだけ建物を西に寄せまして、建設をするよう

な配置になっております。

0副議長(米沢照男君) 小俣昭光君。

03番(小俣昭光君) ぜひ、住民要望を積極的に取り入れていただきまして、この質

聞を終わらせていただきます。

0副議長(米沢照男君) これをもって 2の2、落川都営住宅建て替えにともない環境
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整備をに関する質問を終わります。

2の3、浅川河川敷内でのスポーツサークノレの活動存続のためにについての通告質問者、小

俣昭光君の質問を許します。

03番(小俣昭光君) 浅川河)11敷内でのスポーツサークノレの活動の存続のためにを、

通告質問に従いまして、行いたいと思います。

浅川の長沼橋から滝合橋の聞を、建設省は、河床を下げる工事を 11月から行う、このよう

に言ってきております。

御承知のように、この区間は、河川敷を利用しての自主的スポーツ愛好者や、また、子供た

ちが野球やサッカーなど、子供たちの健全育成のためから、また、みずからの手で野球やサッ

カーなどが、不十分ながらも練習ができるように、整備をしてきております。

この場所が、今度の工事で大幅に削り取られるといわれております。どのような基準で、今

回の工事が進められるのか、また、多摩川の合流点まで、この問題、河床を下げることが進め

られていくのか、その辺をあ宵きしたいと思います。

0副議長(米沢照男君) 小側召光君の質問についての答弁を求めます。建設部長。

0建設部長(伊藤正吉君) 2点にわたります御質問につきまして、あ答え申し上げま

す。

まず、第 1点目でございますけれども、建設省の方では、長沼橋の 60メートノレ下流から、

約 50 0メートノレの下流まで、ここで工事を行いたい、こういうことでございます。

さらに、平山橋から下流 500メートノレ、これの河床を掘削したい、こういう計画がござい

ます。

工事の概要でございますけれども、今申し上げた個所で ζ ざいますが、現在は 50メートノレ

ほどの幅の土砂があるわけでございますけれども、これにつきまして、 1 0メートノレほど北側

のところを残しまして、あと1.5メートノレ掘削する、こういう計画でございます。掘削量とい

たしましては、約 3万立米ぐらい出るだろう、こういうことでございます。

それから、 60年度以降につきましては、今申し上げました平山橋から、河床を 500メー

卜ノレぐらい削ってし 1く、こういう計画がございます。そういう意味からいきまして、先ほど申

し上げましたサッカーとか、野球につきましては、水面になりますので、この場所ではできな

いことになるわけでございます。
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以上でございます。

O副議長(米沢照男君) 小俣昭光君。

03番(小俣昭光君) 再質問をさせていただきます。

このまま浅川の、多摩川の合流まで進めていくということになりますと、日野市が進めてい

る浅)11自然公園の問題など、大変に影響を受けることになります。

もちろん私は、今行われようとしている滝合橋の南側の河川敷を利用しての、スポーツ愛好

者や少年野球の人たち、そういう人たちが自主的に、ある人に言わせると、 10 0万円以上、

この整備のためにお金をつぎ込んできている。それが、たった一遍で崩されてしまう。どうし

ても納得できない。もちろん建設省に、使用の許可のお願いも行っておりますが、許可がどう

してもおりない。黙認という形で、今まで使わせていただいてきておりますが、何としても

( rサッカ一場とか野球場は、行政がつくらなくちゃいけない。河川敷を借りてやっていると

いうのは、仮の状態だ」と呼ぶ者あり)この場所、近いですので、どうしても守っていきたし¥

こういうような要望が寄せられております。

河床を下げるということであるならば、今の水が流れているところ、ここの河床を下げる、

あるいは、子供たちが使っている場所、ここを除いてやることはできないのか。そういう形で、

この整備をやっていただきたいと思いますが、ぜひ実現させていただきたいと思います口(r;こ

の発言の要旨を覚えておくぞ、水害があったときにJ r忘れるまいぞJ r河川の改修は必要だ

よ」と呼ぶ者あり)

0副議長(米沢照男君) 建設部長。

0建設部長(伊藤正吉君) 再質問でございますけれども、これにつきましては、河川

法の第 26条、並びに第 27条ということの制約の中で、政令で定める軽易な行為によっては

この限りでない、こういうことで、公文化されております。

その政令を調べますと、軽易なものとは、草刈りとか、障害物の除去とか、その他、これら

に類する小規模な移動については黙認されると。こういうことで、解釈をしているわけでござ

いますけれども、それに伴いまして、現在、河川敷について、御指摘のような場所につきまし

て、いろいろのクラフ、あるいは団体等でお使いになっているわけでございます。これは、あ

くまでも黙認というような形になるわけでございますけれども、市の方といたしましでも、や

はりここで、スポーツサークノレで使っている現状を、よく訴えたところでございますけれども、
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洪水、あすこの地域につきましては、非常';:.J11幅が狭くなっているということがございますし、

また、土砂が堆積していると。一番堆積している場所だそうでございます。

そういたしますと、それらの場合に、ーたん水がふえますと、民家等に影響が出るんではな

いか、というような国の計画もございますので、それらにつきましての考えをもとに、これに

つきまして、工事の担当の京浜事務所の方と、それから私どもの方の水路清流課長が、サッカ

ーの監督あるいは野球の監督をなさっている方に、いろいろこの実態を訴えて、御理解を賜る、

こういうことで進めておるところでございます。

以上でございます。

O副議長(米沢照男君) 小俣昭光君。

03番(小俣昭光君) スポーツサークノレの自主的な活動を、こういう形でなくすとい

うことは、( r市民の生命と財産を守るためには必要だJと呼ぶ者あり)どうしても私たちは

納得できないわけであります。ですので、ぜひスポーツサークノレの愛好者の人たちと積極的に

話し合いをしていただき、そして、場所をどこか一緒に探していただくことを、ぜひ要望いた

しまして、私の一般質問を終わらせていただきます。

ありがとうございました。

0高u議長(米沢照男君) これをもって 2の3、浅川河川敷内でのスポーツサークノレの

活動存続のために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」と呼ふ靖あり〕

0副議長(米沢照男君) 御異議ないものと認めます。よって暫時休憩いたします。

午前 11時 53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。0副議長(米沢照男君)

一般質問 3の1、京王線平山城祉公園駅、南平駅の自転車対策について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。

C 7番議員登壇〕

07番(馬場繁夫君) それでは、京王線平山城社公園駅、南平駅の自転車対策につきま
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して、一般質問をさせていただきます。

日本では、自転車利用は、推定保有台数約 5，000万台を超え、保有率にいたしましても、

国民 2.3人に 1台という数字になっております。国民生活に、極めて密着したものとなってい

るところでございます。

世界の国々と比較いたしましでも、保有台数では、アメリ力、中国に次ぎまして、保有率で

はオランダ、西ドイツに次ぐ位置にありますロしかも、年間 60 0万台を超える自転車の生産

台数は、アメリカに次ぎまして、世界 2位の実績を示しております。輸出産業としても、重要

な役割を果たしているところでござし、ます。今後も、都市の過密化、省エネノレギ一、さらに健

康的な日常生活の要求などからも、近隣交通手段としての自転車の重要性は、ますます増大し

ていくことであることは、周知のとおりでございます。

しかしながら、その一面では、駅周辺等におきましての無秩序な自転車の大量放置などの現

象が、社会問題化しておるところであります。放置自転車問題に対処するために、昭和 53年

1月に、自転車駐車場対策の推進についての、交通対策本部が決定され、関係省庁が中心とな

りまして、具体的な対策か糟ぜられるようになってまいりましむ

さらに、昭和 56年 5月、自転車の安全利用の促進及び自転車駐車場の整備に関する法律が、

施行されました。自転車問題の潜在化した、各地方自治体でも、問題解決のため、さまざまな

行政処置を講ぜられるようになってまいりましたが、駐車場不足の中で、規制強化をいたしま

しでも、利用者は混乱するばかりであります。

例えば、禁止区域の放置自転車の撤去と V¥う、罰則的な処置を用意しております横浜市では、

市営駐輪場の定期利用ステッカー購入のため、数百人の行列ができたり、ステッカーを盗んだ

高校生が補導される事件も発生したり、混乱も生じております。受け皿の不十分のままの規制

強化にも、問題が多いとされております。地方自治体では、駐輪場の確保に、四苦八苦の状況

であります。

当日野市におきましでも、昭和 58年 4月1日に、日野市自転車等の駐車秩序の確保に関す

る条例が、施行されました。市内 6駅の、放置禁止区域の指定がされておるところであります。

今回は、京王沿線の状況について、数点質問をさせていただきます。

平山城祉公園の駅につきましては、昭和 59年 7月 3日の午前 9時から午後 4時までの、自

転車とバイクの台数調査によりますと、総数で 752台、そのうち 444台、全体の 59%が
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放置されているというふうに、市のデータから言われます。特に、平山駅北口の状況といたし

ましては、現在、平山城牡公間七自転車駐車場がござL、ますけれど、利用者の皆さんの利用の

流れから外れている部分もありまして、利用には非常に厳しい部分もあります。その関係上、

現在、平山用水の上に一部を、歩行者用通路として確保されていますが、その部分に自転車が

放置されておりまして、通行が非常に難しい、困難な状況となっております。

さらに、京王線の地下道入り口付近におきましても、自転車が駐車されている状況の中で、

通勤、通学の人たちが通過するのに、支障が来すことも出ております。また、時には自転車と

接触したりしてのけがをされたというお話も、伺っておるところでございます。

また、平山城牡公園駅の南口につきましでも、南自転車駐車場がありまして、この部分につ

きましては、概ね 60ないし 70%、利用されているような感じを受ける次第でございます。

ところが、平山城牡公園の南側のところに、西側方面から来る方の自転車の駐車場の確保が

できておりませんので、平山駅のロータリー付近、特に平山の地区センタ一等の北側には、歩

道にたくさん自転車が駐車され、また、ロータリーにもはみ出している状況で、通行に非常に

支障が来しているところであります。

さらに、図書館の西側におきましても、自転車等が駐車されていまして、通行をしにくい、

また、非常に危険な部分もあります。

このような平山駅の状況につきまして、平山駅の自転車対策は、現在、どのように考えられ

ているか、また、今後どのようにされていくお考えがあるのか、第 1点の質問といたします。

さらに、南平駅の北口でございますけれど、現在、南平駅北自転車寄駐車場がありますが、こ

の駐車場につきましては、利用者の通行の流れから、大きく奥まった部分にありますので、ほ

とんど使われていない、全く使われていないといってもいいような状況になっております口そ

のために、駅の北口の料亭「天城」の南側の路上に、自転車が散乱されておりまして、通行上、

支障が出てきております。

さらに、南平南口につきましては、中央大学の北側の駐車場が設置されておりますが、駐車

場が狭いために、用水と中央大学の寮との間に、自転車も数多く駐車されて、非常に危険な状

態となっております。

また、南平駅の周辺の道路にも、数多くの自転車が駐車されております。日野市のデータに

よりますと、南平駅では、自転車の総数が 73 0台。そのうちに放置台数として、 552台、
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7 5.6 %の自転車が放置されている、という状況になっております。

そこで、質問といたしましては、南平駅北駐車場の利用がされていない状況でありますので、

そ¢攻善なり、利用できる何か方法をお考えになっておりますか、お伺いいたします。

3点目といたしましては、中央大学の寮の北側の駐車場でございますが、用水と中央大学

寮との聞に、自転車が駐車されている関係上、増水したときには、非常に危険なことも出てき

ますので、できればガードレール等の設置をすることによって、危険防止の対策をとれるよう

に、お願いいたします。

4点目といたしましては、基本的には南平駅周辺におきましても、土地を購入いたしまして、

駐車場をつくるしかありませんので、これにつきまして、どのような施策をお持ちになってお

りますか、お考えをお聞きいたします。

さらに、百草駅につきましでも、百草の周辺は、道路が極めて狭く、交通上も非常に危険な

地域でもありますし、この地域に自転車がかなり放置されておる状況であります。また、この

場所につきましでも、日野市の調査状況によりますと、 222台がありまして、そのうちの132

台、全体の 58.1 %が放置の割合とされているところでございます。この百軒駅の駐車場の整

備について、どのような施策で今後の対策をとられるか、これについての質問を 5点目といた

します。

それと、質問 6点目といたしましては、通勤、通学時間帯におきまして、各、平山城牡公園

を初め京王線沿線の駅における自転車の整備、並びに後片づけにつきまして、実際どのような

時間帯で、どのような人数の方が整備をされているか、その辺の状況と、今後、その辺につき

ましてさらに強化をしてし 1くお考えがあるかどうかについて、御質問をいたします。

以上、 6点について、答弁を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。建設部長。

O建設部長(伊藤正吉君) お答えしてまいり灯、と思います。

まず、 1点目の、平山の対策につきましてでございますけれど、現在、民営と市営におきま

して、三百何台の収容能力を持つ駐車場があるわけでございますけれども、今、御指摘のよう

な場所に、約、きょう現在は 320台程度の放置がされている、こういう実態でございます。

この実態を図面上で見てまいりますと、西側地域につきましては、駐車場があると。こうい

うことでございます。東側の方につきましては、現在のところ、市営の駐車場がありませんし、
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また、民営の方のあれもございませんo こういうことで、東側の方に重点を置きまして、駐輪

場の用地の確保に努めてまいりたい、かように考えます。

2点目の、南平の駅の関係でございますけれども、南平につきましても、市営では、 39 5 

台収容できる駐車場があるわけでございますけれども、この、やはりきょう調べてまいりまし

た放置状況によりますと、東側方面が多いわけでございます。約 330台ぐらいが放置されて

いると。こういう実態でございます。これらにつきましでも、やはり西側の方につきましては、

こういう市営の駐車場がありますので、東側の方について、これからは用地の確保を図ってい

きたい、かように考えるわけでございます。

それから、中大の寮の北側の、用水路のガードレーノレの設置の件でございますが、早速現地

を調べまして、善処してまいりたいと思います。

それから、百草の関係でございますけれども、百草園につきましては、現在、市営の駐車場

がございません。幸い、百草の一一失礼しました。京王線の、いわゆる線路が、今までカーブ

がきっかったところが、緩やかになるということで、そこに、約 70 0平米ぐらいの用地があ

るわけでございますけれども、これらにつきまして、京王当局に借用方の申し入れをいたしま

して、そこに駐車場を設置していきたいと、かように考えておるわけでございます。

それから、現在、放置自転車の整備員の関係でございますが、高齢者事業団等に委託しまし

て、整備をしているところでございますけれども、とても追いつかない実態でございます。こ

の辺につきましては、さらに私どもの方ではPRをして、やはり市民の皆さんのモラノレに訴え

てまいりたい、かように考えております。

なおまた、整備についても、実態を踏まえまして強化してまいりたい、かように考えており

ます。

以上でございます。

O副議長(米沢照男君) 馬場繁夫君。

07番(馬場繁夫君) 今の御答弁の中で、平山城枇公園の駅につきましては、東側に

ついての用地の確保に努めていきたいということでございますが、現在、平山城祉公閣の駅の

北口の地域は、非常に混雑の激しい部分がありまして、もう少し北自転車駐車場の利用できる

方法の、何か対策がとれれば、非常にありがたいと思うんですけれど。例えば、滝合橋からス

ロープで、北口自転車駐車場の近くに、直接下りていける、その流れの中で一一流れが、駅の
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流れの方向にとれるようにすることができれば、今まで与しとに利用がふえてくるんじゃないか

と。これについて、対策を講じられるように、お願いいたしたし、ところでございます。

さらに、用地の確保を、早急にやっていただきたいんですけれど、その中で、なかなか難し

い地域でもありますので、場合によれば、現在、平山用水がありまして、この平山用水を暗渠

にいたすれば、自転車の駐輪場の設置もかなり可能な部分もなってこようと思いますので、用

地の管理されている方とも十分打ち合わせ等を行い、その辺の部分ができるんであれば、早急

に対策をしていただきたい。

そして、南平につきましでも、南平の駅の整備を京王側がやっているところでありますので、

この時期に合わせて、付近の土地の確保を早急に進めていただきたい。

特に、また、百草駅につきましては、 70 0平米の用地に、駐車場を設置していくという御

答弁でございますが、利用者の利便性ということも、十分考えた上で設置をしていきませんと、

せっかくっくりましても、利用が非常に厳しいという結果にもなりますので、十分その辺の部

分につきましても、対策をとりながら、駐車場の設置をお願いしたいと思います。

南平駅と、平山につきましての、これは再質問ということで、ひとつよろしくおねがいしま

す。

0副議長(米沢照男君) 建設部長。

0建設部長(伊藤正吉君) 1点目の、滝合橋のところからスローフ。をつくって、北側

の市営の駐車場へ渡る、という案でございますけれども、これらにつきましては、橋のいろい

ろ構造上d苛題もあろうかと思いますけれども、技術的な見地で、検討を進めさせていただき

たいと思います。

平山用水の上のふたかけの件でございますが、既に西側については、半分ぐら~¥ふたかけを

しまして、その上に歩行者ということで、設置してございますので、これらの点につきまして

は、用水組合の方とも十分協議をいたしまして、進めてまいりたい、かように考えます。

南平の駅につきましては、いま現在改修中ということでございますので、この辺につきまし

でも、京王側の意向も踏まえまして、私の方からも要望してまいりたい、かように考えます。

以上です。

0副議長(米沢照男君) 馬場繁夫君。

07番(馬場繁夫君) それでは、市長にお尋ねいたしますD
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日野市自転車等の駐車秩序の確保に関する条例が、 5 8年 4月 1日から施行されているわけ

ですけれど、このうちに、 6駅につきまして、駐車の禁止地域を指定されております。それ

から 2年も経過しておりますけれど、京王線の平山城土止公園の駅、南平駅、百草駅等につきま

しては、その後、土地の確保等により、その地域の自転車が確保できる用地を確保できていな

いのが、現状であります。

その関係上、禁止地域に、さらに標識の設置等の対策もとれず、現在は混乱しておりますの

で、本当に市長が、この地域の自転車場の整備ということに、力を入れてやるという施策があ

るのか、非常に懸念もしておるところでございます。それの市長の決意なり、また、本当にや

る意思があるかについて、市長にお尋ねいたします。

0副議長(米沢照男君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 駅周辺の放置自転車のことにつきましては、なかなか解決に

至らないので、苦慮いたしております。自転車の秩序につきましての条例を定めて以来、もっ

と解決の方法をということを、常々考えておるわけであります。

一応成功し得ているのは、高幡のかいわいではなかろうかと、こんなふうに思っていますが、

他の駅につきましては、まだ、解決とかなりほど遠いという感がいたしております。

そこで、今お話のありました平山城祉駅の、浅)11沿い、浅川側ということになりますと、既

に建設省等にも一度お願いをして、だめだったということでありますが、もう一遍お願いをし

ようということが一つあります。それができれば、ほとんど解決ができる。

それは、ちょうどあの駅の用水を隔てて、堤防兼道路があるわけでありまして、あのガード

レーノレから河川側の聞に、相当のまだ用地があります。もし、あそこに駐輪設備をつくること

を許されますならば、ほとんどの台数を納めることができる、こんなふうに考えていまして、

部長も交代いたしましたので、またそれに先般指示を行って、もう一遍河川当局にお願いに行

こうということも、予定をいたしておるところであります。

それから、南平の駅周辺につきましては、確かに公設の置き場が、ちょっと距離が遠いと。

それから、台数を収容するだけの能力に至っていないということでありますので、今、部長が

お答えをいたしました、京王電鉄側の用地が、何とかお願いができそうだということもござい

ますので、このことに集中努力を払ってみたい、このようじ思いついたところでございます。

百草におきましても、確かに公設の置き場がないわけでございますから、多少、これまで、
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全くあてがないということでもございませんので、もう一遍交渉を新たに試みて、何か解決の

方途を具体化していきたい、このように考えておるところでございます。

その他の、例えば豊田の北口でありますとか、本当にこうすればと思って、歯がゆいばかり

の数面があるわけでございますけれど、もう少し、私も陣頭指揮をするつもりで、一つ当局、

並びに関係の方々にお願いをしていこうと、こう思っております。

以上です。

O副議長(米沢照男君) 馬場繁夫君。

07番(馬場繁夫君) 今、市長の方から答弁がありました、平山城社公園の駅につき

ましても、河川の利用ということは結構でございますが、十分利用者の交通の流れというもの

を考えていただき、その上でつくりませんと、せっかくつくっても利用の方が非常に難しいと

いうことにもなり得る可能性が大きいので、これは十分考慮に入れながら、設置を考えていた

だきたいと思います。

また、南平につきましても、現在あります駐輪場は、せっかく市でつくりましでも、利用さ

れていないと L'う、非常に厳しい部分がありますので、二度とこのようなことにならないよう

に、十分注意を払いながら、自転車の駐輪場の確保ということに、市長みずから、陣頭指揮を

するつもりで、ということじゃなく、陣頭指揮に立って、対策を立てていただきたいと思いま

す。

具体的に、いつまでにつくるんだとしヴ、その年次目標を明確にしてっくりませんと、やは

り時間の経過が先行してしまい、なかなか現実に沿わないということもありますので、いつま

でにつくるんだという目標年次を、みずから課して、取り組んでいただきたL'0 

また、自転車の安全利用の促進、及び自転車駐車場の整備に関する法律が、 55年 11月に

法制化されております。その中におきましでも、鉄道の用地の取得とか、貸し付けその他の処

置を講ずることにより、ともかく自転車、駐車場の設置に積極的に努力しなければならないと

いうことで、鉄道の事業者に対しての義務づけなり、努力ということを、ここで明確にうたわ

れていますので、当然、京王線につきましでも、より強力に用地の利用を、市側が強く要望を

出して、一日も早く駐輪場の確保をして、駅周辺が自転車公害から解放されるよう、鋭意努力

をしていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。

以上で質問を終わります。
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0副議長(米沢照男君) これをもって 3の1、京王線平山城祉公園駅、南平駅の自転

車対策について問うに関する質問を終わります。

3の2、南平五丁目の生活環境整備についての通告質問者、馬場繁夫君の質問を許します。

07番(馬場繁夫君) 5 5年 3月、浅川利用計画報告書が出されております。浅川の

現在及び将来にわたる位置づけと、浅川の保全と活用を基本方針といたしました、浅川利用計

画が制定しておるところでございますが、段丘、浅川丘陵を結ぶ縁と水のネットワーク、さら

に緑と水による歴史的、文化的要素を含んだネットワークは、景観的、郷土風景から見ても、

浅川水系の保全が必要であり、浅川周辺の保全も重要であり、その観点より、向川原市営住宅

の建てかえの計画の際、段丘、浅川丘陵を結ぶ緑のネットワーク上から、十分建物の高さ、デ

ザイン、緑化、桜並木等に関連いたしまして、 59年の一般質問をさせていただきました。

今回は、その別の観点から、若干、南平五丁目の生活環境整備についての御質問をいたしますh

向川原市営住宅の建設工事の計画につきまして、工事の計画、工程、規模、構造、階数、ま

た何世帯入られるか。さらに、計画人口等につきまして、まず第 1点の質問をいたします。

第 2点といたしましては、 59年の 9月の第 3固定例会上、南平 34号線の認定が行われま

した。これは、南平五丁目 16番地から、 16の25に至るまで、幅員 6メータ一、延長 64.41

メーターの道路の認定でございますが、この認定は、向川原市営住宅の建設に伴い、南平 20 

号線から市営住宅に至る道路をつくられたことによるものでございます。

質問 2点目といたしましては、南平 20号線の拡張計画、特に南平 34号線から都市計画道

路 2・2・5号線に至るまでの地域は、工事に伴いまして、工事車両が出入りする部分でありま

す。現在、道路幅も極めて狭く、非常に危険な状況もあります中で、工事車両が出入りするよ

うになりますれば、さらに危険が増大してくる部分でありますので、この周辺地域の道路の拡

幅、並びに整備計画はどのようにお考えになっているか、お聞きいたします。

さらに、南平 20号線の、先ほどとは方向が逆の、東側に至る部分でございますけれど、南

平 34号線から 20号線の交差点より約 190メーター東に、約 200メーターにわたりまし

て、水路が現在流れております。この水路の流れている部分は、道路幅がまた一段と狭くなっ

ておりますので、将来、市営住宅 9棟が完成した時点では、かなりの地域の人口の増加に伴い、

車両の通行が、現在以上多くなることは、当然予測できるところでございます。その関係上、

早急に水路を整備し、歩道ないし道路の拡幅ができないか、 3点目の質問といたします。
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4点目といたしましては、南平地域は平坦地でありまして、かつて水団地帯でありました関

係から、水路が大変発達してまいりました地域であります。その後、この地域の発展に伴いま

して、住宅地域として急速に変貌した関係上、生活排水等の諸問題も、大変大きい地域であり

ます。

今回の質問の範囲におきましては、北は浅川の右岸、南は市道南平 20号線、東は向川原市

営住宅の聞に固まれています地域は、非常に土地の部分が低t¥関係よ、また、排水施設があり

ませんので、各家庭ではシートマス卜を利用されながら使っておる状況で、常に水の利用につ

きましては関心を持ち、注意を払いながら生活しているとしヴ、大変な地域であります。

この地域は、雨が降りますと、従来は先に桑畑がありまして、桑畑が遊水池の役目をいたし

ておりましたが、最近、この桑畑を造成いたしまして、土砂、を排出することによりまして、か

なり従来よりも高くなりましたので、遊水池としての機能を果たさなくなりましたので、雨が

降りますと、地域に雨水がたまりまして、非常に地域の方が大変な思いをしている地域でござ

います。何か、この地域の雨水対策に、対策をとれる方法がないか、その辺の考え方をお聞き

いたします。

以上について、まず、御答弁をお願いいたします。

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。総務部長。

0総務部長(山崎 彰君) それでは、 1点目の、向川原市営住宅の計画につきまして、

総務部長の方から御説明しておきます白

この建てかえは、現在 133戸でございますが、前に 24戸空き家を解体しておりますので、

実際には、あすこには 157戸の建物でございます。これを、 5カ年計画に基づきまして、来

年度からでございますが、実施していきたいということで、その数は、 264戸ということに

なりまして、大体 107戸ふえる予定でございます。

それで、今、実施設計に入ったところでございまして、これは建築の方にお願いして、今や

っておりますが、第 1期目にいたしまして、 61年度に 2棟 48戸、それから 62年度に、や

はり 2棟で 64戸。それから、 63年度に2棟で 640それから 64年度で 88戸、 3棟です

が、こういうふうな計画で、今取り組みましfこ。そして、そのスケジューノレで動いております。

ここの建物は、御承知のように、一種住専でありますので、 40の80ということでござい

ますが、最大限度にとりまして、 4階建てを、今、一応計画しております。
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以上、雑駁ですが終わります。

0副議長(米沢照男君) 建設部長。

0建設部長(伊藤正吉君) 2点目以降につきましてのお答えをいたします。

今、総務部長の方から計画が発表されたわけでございますけれども、確かに、七生中の東側

の通りから東へ入りまして、市営住宅の工事のために道路を新設したところを通りまして、敷

地に入るわけでございますけれども、この間につきましては、非常に幅員が狭いところもござ

います。そういうことで、非常に心配なところもあるわけでございますけれども、家がいっぱ

いに立て込んでおりまして、拡張というのは非常に難しい個所もあるわけでございます。

そういう意味合いにおきまして、今度の市営住宅につきましては、 PC工法という工法を使

っていきたいと考えます。といいますのは、搬入車両を少しでも少なくしてやりたい、こうい

う工法でございます。

それから、この道が狭いわけで、その上に工事の車両が出入りするわけでございますので、

十分交通安全対策につきましては、地元の方にも御説明し、また協力していただき、また、施

工者としても万全な構えをもちまして、建築を進めてまいりたいと、かように考えているとこ

ろでございます。

それから、市営住宅の進入路、東側の方でございますが、水路のふたかけという御質問でござ

います。この水路につきましては、管理者が東京都でございますので、これにつきましでも、

今後、東京都と協議してまいりたいと思います。

4点目の、南平の排水の関係でございますが、これは下水道計画によりまして、南平排水区

の整備の一環といたしまして、市営住宅の東側一帯につきましては、排水を完備したわけでご

ざいますが、今御指摘の西側につきましては、まだ、いわゆる管は布設できるような形にはな

っているわけでございますけれども、その辺がまだ、排水の方が、布設が完備していない、こ

ういうことでございます。

南平の地区の五丁目の地区の、生活排水のことにつきましては、過去に何回か話題が出まし

て、 一応関係地主ともいろいろ協議をしたわけでございますけれども、権利者の方の意見が一

致いたしておりませんので、少し中断した形になっておりますけれども、今後、やはり機会を

持ちまして、この調整に向けて、排水施設ができるような実現方につきまして努力してまいり

たい、かように考えます。
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以上です。

O副議長(米沢照男君) 馬場繁夫君。

07番(馬場繁夫君) なかなか厳しい答弁の中で、特に、市営住宅の建設に伴いまし

て、非常に狭い道路状況でございますので、なかなかこの現状から見ますと、難しい部分もあ

りますけれど、鋭意努力をして、少しでも早く安全対策がとれるように、強く御要望をしてお

きます。

また、水路の整備につきましても、東京都と協議の上、実際、用水としての機能は、当時と

比べてほとんど皆無に近い状況になっておりますので、現在までは悪臭がしたり、また、交通

の障害等にもなっておるところでございますので、十分この現状を、東京都の方にも理解を深

めていただいて、早急にこの改善をお願いいたします。

さらに、五丁目の雨水の対策でございますけれど、現状としては、非常に厳しい部分があり

ますので、鋭意努力ということでは、なかなか納得しにくい部分でありまして、もう七、八年

前ですか、当時、佐々木議員、また、市川芳太郎議員も、この問題をいろんな角度から、市の

方に御要望なりしてきたというお話は、伺っているところではございますけれど、当時、市営

住宅から都道の2・2・5号線に至るまで、幅 5メートノレの土地を、一部地主さんが提供いたし

まして、私道とつなぎまして、道路をつくり、それを市に移管して、その中で雨水対策もして

いこう、というようなお話になっていたと伺っております。

なかなかそれも、市の条例上、市に道路を移管する場合、幅員が最低 4メーター未満で公道

から公道までつながっているとしヴ、一つの原則がある関係上、なかなかそれが進んでし 1かな

いという中で、延び延びになってきて、今は非常に厳しい、最悪に近い状況になってきておる

ところでございます。

そういうふうな状況の中で、何とかそういう一一条例を盾にいたしますと、この地域は、本

格的に雨水対策ができないのが現状であります。また、近い将来、下水道事業が進行していく

中で、道路整備がされていない地域でありますと、この地域も、新たに日野市が土地を買収し

て、道路をつくらなきゃいけないということも、出てくるのでありますので、地主さんが土地

を提供していただくと~\う、そのような部分を大いに活用しながら、確かに市長さんのあ芳え

でいきますと、それは日野市の利益にもつながるというお考えも、確かに一部であろうかと思

いますけれど、それを超越した形で、付近の皆さんが生活上、非常に苦慮をしているとし、う観
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点も踏まえながら、また、将来の下水道事業ということも踏まえて、地主さんが土地を提供し

ていただけるというものを、大いに活用しながら、現在の私道と、つなげることにより、十分

雨水対策をできますし、また、災害等におきまして、緊急車両の進入ということが、十分可能

なことになります。

また、市営住宅の建設に伴い、市営住宅の御利用の皆様が、南平の駅に至るコースの、非常

に最短距離にもなりますし、現在の南平の 34号線は、道路も狭い関係上、非常に道路、交通

事故の危険性もかなりありますので、そういう連帯感に立って、市長の英断を期待していると

ころでございますので、南平五丁目の排水対策、並びに道路問題について、市長のお考えをお

聞きしたいと思います。

0副議長 (米沢照男君)

O市長(森田喜美男君)

市長L

向川原市営住宅が、何とか建てかえをしたいということを、

いろいろな形で干鱈れ1たしました結果、ようやく 1本の道路を、幅の整ったということではご

ざいませんが、建物をつくることができる、という根拠ができまして、あの地域の表層を少し、

少しというよりも、大きく変えることになるわけであります。

そして、あのかいわいの、特に排水、雨水排水がほとんど不可能である。家庭の排水も、穴

を掘って、浸透式で、辛うじて過ごしておられるというようなことも、多少存じておるわけで

あります。

'前議員の市川芳太郎さんが、特にいろいろとあの地域のことにつきまして、御指導をいただ

いておりましたし、何か方途があれば、ということを考えたわけでありますが、当時、なかな

かうまくまいりませんでした。

今伺いますと、地主さんが開発と合わせて、一走の基準の道路を提供していただけるように

伺いますので、もし、そういうことが一つのきっかけになりますならば、英断といわれればな

おさらありがたいわけでありますが、それらのことは、ひとつ、何とか可能にさせていきたい

ものだというふうに伺いました。( I市長、開発は違います。提供だけ」と呼ぶ者あり)はい、

提供です。まあ、提供でございますから、有償か無償か、そのあたり、これからまた、よく状

況を教えていただきたいと思っております。

それで、一番橋通り、向川原側の以東の地域は、恐らく過去には浅川の洪水等で、河川敷に

なったり、あるいは外れたり、というようなことがあっただろうと思いますし、そういうこと
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に基づいて、地形も低いとし 1う、雨水、それから生活排水の排水が、極めて条件が悪いわけで

ございますけれど、いずれは下水道も敷き、また、雨水、排水に対します南平用水の下流から

の工事も進んでおるわけでございますので、何か落差をつくることによって、解決をしなけれ

ばならない。

なお、そのことが不可能であれば、ポンプアップの方法でも講じて、やっぱり解決はしなき

ゃならない。こういうことに、いずれなると思っておりますので、現地を十分私どもも頭の中

に入れて、そうして具体策を取り組んでしえ、地域の方々にも、御協力をいただし議員さん

にも御指導いただしこういうことで、ぜひ解決を図りたいと思っておりますので、何分とも、

ひとつ適切なお知恵、御支援をお願い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) 南平五丁目の排水対策につきましては、今後、前向きな行政の

施策で解決できるよう、ひとつよろしくお願いいたします。

続きまして、市営住宅の建設に伴いまして、 264世帯が、最終的には完成した時点では、

264世帯になるということでございます口

この地域は、すぐ自の前に南平小学校を臨みながら、一番橋を渡って二小に行くとし、う地域

でございます。現在、日野市の学区検討委員会の答申によりますと、日野の第二小学校は、今

後、 59年から 69年度を見ても、児童数の駒Pが見込まれなし、状況だということで、南平小

学校、平山小学校を含みながら、十分検討する必要があるというような趣旨で、答申がされて

いるところでございます。

その関係上、南平の市営住宅が建設しまして、小学生の児童数が増加することは、十分予測

できますので、将来のためにも、京王線を横断する地下道を建設をすることにより、将来、こ

の地域を南平小学校。学区変更ということも、十分考えていただきたいという、地域の方々の

多くの意見もあるところでございますので、教育長といたしましては、この学区問題を含み、

さらに京王線の地下道の建設と余分について、どのような施策をお持ちになっているか、お尋

ねいたします。

時間が余りありませんので、簡単に、ひとつよろしくお願いします。

O副議長(米沢照男君) 教育長。

0教育長(長沢三郎君) お答えいたします。
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今、御指摘のとおり、現在の南平五丁目の児童、日野二小へ一番橋を渡って通っている、線

路をまたげば、南平小学校があると。こういうことで、早くから、何とか南平小学校に学区区

域を変えていただけないかと。こういう要望は、地元から出ていたわけでございますけれど、

昨年度の学区検討委員会の中で、確かに浅川以南の第二小学校へ通っている児童生徒の措置、

これにつきましては、第二小学校が、現在、小学校の中で一番児童数の多~\小学校で、グラウ

ンドの保有面積、その他等からいきまして、できれば、将来、学区域の全面的な見直しの中で、

南平IJヰ校の方へ移したい、こう~\う考え方は持っております。

確かに、南平小学校の方は、この後、児童生徒数が相当落ちていきまして、 66年ごろにな

りますと、 50 0名前後の 14学級規模ぐらいの学校に、南平小学校はなっていくと。そうい

う状況等も絡んで、第二小学校の学区域の見直し、これをやってまいりたいと考えています。

ただ、御指摘のように、あの場所につきましては、京王線をまたいで、南平小学校に隣接し

ているという状況でございますので、児童生徒の通学路の問題、この問題については、何とか

知恵を絞って、そういう問題が解決できるような方向、こういうものもあわせて検討していき

fこし、。

まして、今お話がございましたように、現在の向川原市営住宅、その戸数が倍増するような

状況になってくれば、当然その地域の学童の数もふえてくるわけでございますので、その辺の

問題等ともあわせながら対応していきたい、こう考えています。

0副議長(米沢照男君) 馬場繁夫君。

07番(馬場繁夫君) 早急に、この学区問題についても、地下道の建設についても、

将来のことを踏まえながら、早い時点に決断し、対策がとれるように、強く要望をしておきま

す。

以上で終わります。

O副議長(米沢照男君)

聞を終わります。

これをもって 3の2、南平五丁目の生活環境整備に関する質

3の3、市民要望の草期実現についての通告質問者、馬場繁夫君の質問を許します。

07番(馬場繁夫君) 地域の皆さんより、常日ごろより、行政に対する強い御要望が

ありまして、今回、非常に細かい問題もありますが、数件質問をさせていただきます。

まず、 1点目は、信号機の設置でございます。これは、南平三丁目の 22番地の地域であり
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まして、都道北野街道に面する部分で、現在、工藤整形外科、福本小児科、また、セブンイレ

ブンができることにより、当時q主活環境が大きく変化することにより、多くの方が利用して

いくことが出てきていますので、非常に危険な地域とされております。

付近の皆様も、大変に信号機の設置については強い要望がありまして、 PTAの皆さん、ま

たは自治会の皆さんも、いろんな角度で働きかけをしている地域であります。なかなか信号設

置は、難しい部分もあるでしょうが、前向きの対策を講じられるように、お願いいたします。

第 2点目といたしましては、滝合小学校の北側の道路に、信号の設置ということでございま

す。これも、特に朝の通学の時間帯に、通勤の車両がかなり多く通過する関係よ、通学の生徒

も非常に危険であるということで、 PTAの方も、日野市の警察署にもお願いされていると口

また、 58年当時、私も当時の管理課長に、地域の住民の皆さんと要望をしておる経緯もあ

ります。また、日野警察署にもお願いをしているところでございますが、非常に危険も増大し

ているので、一日も早く信号の設置を、強く要望いたします。

それから、第 3点目でございますが、これは北野街道と、市道 7号線が交差する平山 6丁目

の交差点でございますが、これは、現在、信号か設置されておりますが、信号の交差点の部分

の長さが、通常よりも長い関係上、北野街道沿いで、八王子方面に至る方向で、滝合橋の方面

に行かれる方が、右折をしておると。その後に、八王子方面に行く方が、後ろに接しておりま

して、信号が変わりますと、右折する車が進行した後、その後ろの車が直進いたしますと、そ

のときには歩行者の信号が、既に青に変わってしまうということで、針子者との鞠虫というこ

とが、非常に危険であります。

また、最近の傾向として、信号が青から黄色に変化して車両が入ってくると、その車両が交

差点を抜けるまでの聞に、歩行者用の信号が青に変わってしまうという関係上、非常にこの交

差点は危険が伴うという状況であります。日野警察署にも要望を出しているところでございま

すが、日野市におきましても、強く警察に要望、または東京都に対して御要望を出して、一日

も早く交差点の危険防止の調整、並びに整備をお願いいたすところでございます。

さらに、質問 4点目といたしましては、これは東平はE丁目の、国鉄東平山アパートの南側

でございます。これは、市道平山 8号線でございますが、滝合橋から来ます市道 7号線と交差

する地域であります。これは、国鉄アパートないし東平山三丁目の小学生が通学する際、手押

し信号を渡りまして、さらに7号線の横断歩道を渡りまして、市道 8号線の既存のガードレー
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ルの整備されている通学路を歩行する場合、信号を渡りまして、 7号線を渡るときに、ちょう

ど朝の時間帯で、通勤の車両との交差いたしまして、渋帯する。非常にまた危険な地域で、 P

TAの方からも、いろんな要望が出されているところであります。

この地域に、現在の 8号線の既存のガードレーノレの反対側に、ガードレーノレを設置していた

だくことにより、信号を渡らず、 8号線を、学校に向かつて通学できるということであります。

そうすれば、 7号線と交差いたしませんので、安心して通学ができるということでありますの

で、ガードレーノレ設置については、前々から強く要望をしているところでございますので、そ

の後の進捗状況について、また、予定について、お聞きしたいと思います。

質問の 5点目といたしまして、西平山一丁目の、浅川の左岸で、滝合橋の上流の部分でござ

います。この場所につきましては、危険なこともありますので、 58年に赤色回転灯も設置し

ていただいたところでございますが、その後、事故もかなりあります。特に、夜間、滝合橋方

面から車が進行してきました場合、その反対、滝合橋に向かう車が、ヘッドライ卜に目がくら

みまして、歩行者と車道との分離帯でありますコンクリー卜のブロック塀に乗り上げてしまう

という事故が、多発しております。

また、非常にこの一部の部分は、カーブしている部分は、道路が狭くなっておりますので、

非常に危険である地域であります。この対策といたしましては、コンクリー卜ブロックに、ま

ず反射鏡を設置していただくという部分でございます。

さらに、この地域を大幅に拡幅するということが、基本的な交通対策、安全対策になろうか

と思います。特に、ここの部分は、新しく左岸の堤防が新設されたことにもよりますので、何

とか左岸の堤防沿いに、歩行者の専用道路として、御利用できれば、このコンクリー卜ブロッ

クも撤去することができますし、多少道幅も有利になる、そういう部分があります。

また、できれば、この部分を少し買収等によってでも、道路の一部拡幅することにより、安

全度がかなり増してまいりますので、交通安全対策も十分考えていただきたいところでござい

ます。

第 6点目といたしまして、これは、南平一丁目 39番地でございますが、これは高幡橋南交

差点でございます。この交差点から、鹿島団地に向かつての道路でございますユこれは、非常

に急カーブもありまして、また、上り勾配の関係上、民家に突っ込んだり、また、カープを曲

がり切れず、石垣等に接触する事故が、頻繁に起こっておるところでございます。
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1 2月に入りましでも、乗用車が 1台、民家に飛び込んだ事故も、起きております。標識も

設置しておるんですけれど、石垣等もありまして、なかなかドライパーの目にとまりにくい場

所でもありますので、この地域の安全対策の標識等も、現状に合わせて、 ドライパーの視覚に

十分入る位置に、標識等の設置、また安全対策を講じられるよう、強くお願いするものであり

ます。

質問 7点目といたしましては、南平二丁目の地域でございまして、これはみなみが丘住宅、

南平台団地のメイン通りの、整備ということでございます。これは、七生 142号線で、認定

が昭和 40年 4月 15日、供用開始が 40年 11月 4日、供用開始されておりまして、延長が

7 0 6メーター¢猶路でございます。

使用後、もう 20年もたっている関係上、路面もかなり傷んでおりまして、危険な部分もあ

るところであります。また、雨が降りますと、みなみが丘、または南平住宅等の道路の雨水が

流れまして、都道北野街道に流れていくという現象が起きていますので、この舗装の整備、並

びに雨水対策も、一緒に考えていただきたいということでございます。

それと、あとは 8点目としましては、南平周辺の用水の整備、これは前回旗野議員も、行政

報告の中で質問されているところでございます。非常にこの地域につきましては、住宅の皆さ

んが、雨が降るたびに大変な，思いをしておるところでございます。確かに、いろんな難しい問

題も数多くあるとは伺っておりますけれど、住民のことを十分踏まえて、市長みずから地主さ

ん等にも会いながら、早期解決を図っていただきたいことを、強くお願い申し上げます。

第 9点目といたしましては、地区センターのことでございます。地区センターの建設は、最

終目標数として、 55館とされている中で、平山六丁目の平山苑の住民の方々から、強く要望も

出されていることは、市の関係の皆様も御承知の部分でございます。その後の進捗状況並びに

いつごろこの予定をされているか、お聞きいたします。

さらに、地区センターの件につきまして、南平二丁目の地域に、現在、みなみが丘住宅と、

それから南平住宅の二つがありまして、今 1カ所地区センターがあるんですけれど、地域の形

態上、ここに生活の環境も著しく違う部分もありまして、なかなか両方の方がスムーズに使い

にくいという状況も、出ております。何とかこういう地域に当初 55館という目標でありま

すが、今後、十分この地域につきましでも、御検討をいただくよう、期待をしているところで

ございます。
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以上9点につきまして、御答弁をよろしくお願いいたします。

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。建設部長。

0建設部長(伊藤正吉君) 私どもの方の所管事項につきまして、お答えしてまいりた

いと思います。

まず、 1点目の、南平三丁目地番先の信号機の設置についてでございますけれども、これに

つきましては、日野警察署の方に、設置方の要望をしてまいりたいと思います。

2点目の、滝合小の入り口の信号の設置の御質問でございますが、これは先ほど質問者の方

から御説明がございましたように、既に日野警察署を経由しまして、上申はしてございます。

これは、今、上申しであるわけで ζ ざいますけれども、ちなみに、ことしの信号機の関係でご

ざいますが、市内では 16カ所要望しておるんですけれども、日野管内では 4カ所しか割り当

てが来ないというふうなことの、厳しい現状の中で、なお一層私どもの方では、設置方につい

て努力していきたい、かように考えます。

それから、平山六丁目の信号機の件でございますけれども、一時日野警察でも、実態を踏ま

えまして、改良について実際に現地に行きまして、いろいろ協議し式決績もございますので、

なおその御協議について進めていただくように、強く私の方から申し入れをしていきたいと思

います。

4点目でございますけれども、ガードレーノレの設置の件につきましては、私どもの方でも現

地を見ておりますので、再三の御要望等もあるということでございますので、何とか今年度予

算で実施していきたいと、かように考えます。

5点目の件につきましては、よく私どもの方で現地を調査させていただきまして、しかるべ

き対応をとりたいと、かように考えます。

6点目の、南平一丁目 39番地先の、交通標識の関係でございますけれども、あ直の専門家

でございます日野警察署員と同道いたしまして、実際に現地を見て、安全対策に万全を期して

いきたいと、かように考えます。

それから、南平の団地の進入路の、七生 14 2号線の関連でございますが、これにつきまし

ては、非常に舗装等がはげているというような形の中で、いろいろ舗装面についても、これか

ら取り組んでいきたい。それから、排水等につきましても、効率的な、よい工法を、土木予算

の方から検討しまして、何とか排水の効率を上げるように、努力してまいりたいと思います。
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8点目でございますけれども、南平用水の排水の関係でございますが、これは非常に厳しい

情勢なわけでございますけれども、やはりそういう情勢を踏まえまして、私の方でも積極的に

地主さんとも交渉いたしまして、何とか早く排水の関係ができますように、一段の努力をして

まいりたいと、かように考えております。

私どもの方の担当は、以上かと思います。

O副議長(米沢照男君) 生活環境部長。

0生活環境部長(坂本金雄君) 地区センター 2件についてのお尋ねでござしぜす。

初めは、平山苑の地区センターの件でございます。これは、あすこの分譲地は、恐らく、宅

造等規制法の施行以前の分譲地ではなし 1かι思っております。急、な傾斜の坂道で、カーブも多

く、道幅も狭い。後からできました宅地と比べますと、環境はやや劣る感じを受けます。そう

いう環境でございますので、私どもは、あそこに何とか地区センターを建てたいと、最も必要

なランクに位置づけているところでございます。

地元の方々も、大変熱心に土地探しの活動をしていただきまして、これまでに 2回ほど、土

地の候補を持ってまいりました。しかし、いずれも最終的にはそれが不調に終わっております。

しかし、今後とも、土地の解決がつきますれば建物を建てたい、このような考えでおります。

もう一つ、南平二丁目の地区センターでございますが、現在、この二丁目のほぼ中心に、み

なみが丘地区センターというセンターがございます。半径 30 0メートノレ崎E囲で、二丁目一

帯のほとんどをカバーしております。

さらに、周辺には、直線距離にして 40 0から 700メート jレ崎E囲になりますけれども、

田中地区センター、鹿島台地区センタ一、南平地区センタ一、南平西部地区センター、南平東

地区センターなどがございます。当面、こういった周辺の地区センターを、御使用いただきた

いと思います。近い将来の計画は、今のところ持っておりません。せっかく御質問ですが、よ

いあ答えでなくて恐縮に存じますが、御理解をいただきたいと思います。

0副議長(米沢照男君) 馬場繁夫君。

07番(馬場繁夫君) 大変厳しい御答弁でございましたが、確かに周辺には地区セン

ターが数館ありますけれど、地域の土地の利用上、また、土地の形態上を考えますと、半径

300メートノレという一つの基準のラインから見ますと、難しい部分もあろうかと思いますけ

れど、地域の生活状況から見ますと、 1館あってもおかしくないという地域と考えております
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し、地元の人々も、強い御要望をお持ちになっている地域でありますので、今後、その辺も踏

まえながら、検討をしていただきたいと思います。

それと、南平用水の整備の件でございますが、なかなか難しい部分もありますので、市長の

気持ちというか、市長がどのようなお考えを持って臨んでおりますか、市長にお聞きいたした

いと，思います。

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)

市長。

南平用水を、ずっと上流まで改修することによって、南平地

域に、一帯の治水対策を完成させたいという念願は、高校を建てましたことともあわせて、地

域とも了解事項になっておりますし、かっ必要であると。しかも、その緊要度は高い、こう認

識をし、予算計上等もやってまいっておるわけであります。全く地主さんの、ちょっと我々の

理解のできない、個人的立場で、了承が得られないというのが、今の現状でございます。

したがって、公共事業には積極的に協力をしていただくという崇高な精神を、ぜひ持ってい

ただきたいものだと、こう考えております。

行政というのは、何といいましょうか、業者が何かおっしゃる場合には、その事業の遂行の

ためには、多少の変則もやむを得ないというようなことが、私的立場ではあるかもしれません

が、公的立場ではあり得ないということが、一番陸路になっております口しかし、積極的にお

願いをして、立派な人格の方でもございますので、ぜひ了解をしていただこう、このように考

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) なかなか厳しいものでありまして、市長も大変なことだとは思

L ¥ますが、みずからまた足を運び、鋭意努力をしていただきたい。

また、市長の裁量から見ますれば、いろんな人を介しながらでも、できる部分もあろうかと

思いますので、十分、早く南平用水の整備ができるよう、ひとつよろしくお願いします。

以上で終わります。

O副議長(米沢照男君) これをもって 3の3、市民要望の早期実現に関する質問を終

わります0

4の1、市営火葬場の問題についての通告質問者、飯山 茂君の質問を許します。
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C 1 5番議員登壇〕

01 5番(飯山茂君) 議長のお許しが出ましたので、日野市市営火葬場の問題につ

いてということで、御質問をさせていただきます。

質問の内容といたしましては、まず、使用料金の問題、そして使用状況の問題、火葬場の将

来構想と跡地の利用、火葬場の敷地面積、そして、現在の設備の耐久年数、最後に、跡地の利

用の提言をいたして、質問にさせていただきます。

市営火葬場は、昭和 28年、有限会社マハヤナ協会から、日野町へ移管されて、現在に至っ

ております。移管当時の施設周辺は、山林でしたが、その後、都市化の進展に伴い、住宅地と

なりました。火葬場の敷地は、昭和 48年は都市計画法上、第 1種住宅専用士峨の指定を受け

ております。

しかし、建物基準法上の用途地域の指定がされていないため、不適当建物となっております。

今後の増改築に、もちろん新築は不可能となってまいります。このままの状態で推移すれば、

いかに施設設備に良好な設備を加えても、耐久年数が過ぎれば、火葬場のない市になる、将来

的に不安を抱えることになります。議会側でも、この点に注目をし、委員会などの場を通じて、

再三にわたって指摘したところであります。

しかしながら、市内に火葬場を建設することは、用捌司題、周辺住民の了解を得るなど、極

めて難しい問題が残されております。南多摩斎場組合への加入について、ニュータウン関連 4

市が、一つずつ不快謝需を引き受けておる状況でございます。

八王子市が墓地を、町田市が斎場を、多摩市がごみ焼却場を、稲城市が下水道処理施設を持

っている関係で、過去において、日野市の加入が断られた経過があり、これまた難しい問題で

ございます。

このような情勢のもとで、市側は、火葬場問題に積樹句に取り組み、 58年 10月、斎場組

合と折衝を持って以来、本年 4月1日、加入が実施することができ、 1年半の経過を経ました。

議員各位が御承知のとおり、こd苛題、特に前議長の石坂議長、そして高橋議長、お二方の、

各市の議会対策に熱意を持って当たられたことを、感謝いたします。

森田市政には、多くの却問施設がありますが、南多摩斎場組合加入により、火葬場問題の

基本的解決は、行政の、まず、私は、先取りだろうと思います。このことを高く評価するもの

であります。以下、火葬場にかかわる問題について、二、三質問をいたします。
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その第 1点は、料金の問題であります。私は、 4月から新政会の馬場弘融議員とともに、南

多摩斎場議員の一部組合の議員にさせていただきました。 7月 10日、 1 1日、両日、議員視

察研修会に、仙台市の葛岡火葬場を視察してまいりました。

仙台市の火葬場におきましては、市内、市外とも、料金を徴収しております。同行の馬場議

員さんも、全く( I同感」と呼ぶ者あり)同感であるということであります。原稿に書いてあ

るんですよ。一一徴収していいのではないかとのことでございます。私も、適正な料金である

ならば、応分の負担もやむを得ないのではないかと思っております。

市営火葬場の料金問題についてでございますが、さらに、市外の使用状況について、ただい

まの申し上げたことを、御答弁をいただきたいと思います。

0副議長(米沢照男君) 飯山 茂君の質問についての答弁を求めます。生活環境部長。

O生活環境部長(坂本金雄君) お答えいたします。

御質問の中にございました、仙台市の火葬場の使用料金は、当市と同じように、市民の場合

と、それから市外の利用者の場合と、二通りに分けられておりまして、市民の場合、 6歳未満

3，2 5 0円を徴収してございます。 6歳以上は、 6，50 0円を徴収しております。

さらに、市外の方の利用は、それぞれこの価格の 10割増し、倍になっておるわけでござい

ます。

私どもは、使用条例の第 5条によりまして、市民の利用については無料となっております。

さらに、市外のものにつきましては、本年第 1固定例会で、この料金の改正をお願いをいた

しまして、 10歳以上 1万円を 2万円、 1 0歳未満 5，00 0円を 1万円に、それから改葬につ

きましては、 5，000円を 1万円に、それぞれ引き上げてございます。

今後、市外の方の使用料金につきましては、南多摩斎場の加入市以外の料金に連動させまし

て、その都度、議会に御提案を申し上げたい、こういう方針でおるわけでございます。

市内の方を有料にできなし、かとし 1う、御提言でございます。近隣の八王子でございますとか、

青梅、立川、こういった火葬場を見てまいりますと、全部、日野と同じように、無料の扱いに

なっております。

御指摘の御意見、あるいは御趣旨につきましては、理解する面もございますが、こういった

現状の中で、当市だけが有料化することにつきましては、近隣市が無料扱いになっております

ので、アンバランスが生ずる。足並みがそろわないことは、余りよくないんじゃないか。
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こういうような観点から、しかもなお、日野市が加入をいたしております南多摩斎場につき

ましでも、加入市以外からは、有料で料金を取っております。加入市については無料でござい

ますので、均衡を失って、足並みが乱れる、こういうことから、ひとつ今後の検討課題とさせ

ていただきたいと思います。

5 9年度におきます市外の利用状況でございますけれども、 59年度は、総数で 53 2件、

市営火葬場で扱っております。そのうち、市民が 43 6件でございまして、 76%に当たりま

す。市外の利用者の方は 12 9件、 24%でございます。

それでは、市外はどこからたくさん来るのか、こういうことでございますけれども、昭島市

から 26件参っております。八王子から 25件、立川が 5件、国立 4件、多摩 2件、稲城 1件、

その他が 66件、こういう市外の利用の状況でございます。

0副議長(米沢照男君) 飯山茂君。

01 5番(飯山 茂君) ありがとうござし 1ましむ

それでは、第 2点目の火葬場の質問に入らせていただきます。

第2点といたしましては、将来構想、跡地利用であります。まず、現在の火葬場の敷地面積

は、どのくらいあるのかをお伺いいたします。

さらに、設備は、毎年良好な設備をしておりますが、何年ぐらい使用できるのか、このこと

をさらに質問をさせていただきます。

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) お答えし 1たします。

火葬場の敷地面積でございますが、 1，4 2 5.8 6平方メートノレであります。

既存の設備につきまして、これから先の耐用年数について、お話をいたします。この資料は、

南多摩斎場へ加入をさせていただくための、日野市営火葬場の耐用年数について、説明資料と

して、高砂炉材としヴ株式会社、現在、日野市営の火葬場炉の整備に当たっている会社でござ

いますが、この会社に、火葬場の施設の耐用年数について、科学的に集めておられた材料から、

お答えをさせていただきます。

火葬棟につきましては、これは昭和 24年の建設でございます。簡易耐火構造でありまして、

4 7年に一部増築をしながら、改修をいたしましたが、老朽化は避けられません。ホーノレの床

面は、亀裂が生じておりまして、作業室の床面も、全面補修を要するような状態でございます。
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待合棟につきましては、木造平家建てでございまして、昭和 43年に改修されました。これ

は、あと七、八年は大丈夫だろう、こういう診断でございます。

それから、もう 1棟待合棟がございます。プレハプづくりでございますけれども、昭和 51 

年に建設をいたしたものでございまして、この方は、あと四、五年ぐらいの耐用年数ではない

だろうか、こういうようなことでございます。

それから、火葬炉の設備でございますが、火葬炉本体は、昭和 75年ぐらいまでは保全でき

るo しかし、炉内の耐火材の補修は、毎年 1回必要であると。こういう条件が満たされれば、

7 5年ぐらいまでは保全できる、こういう診断であります。

再燃炉設備につきましては、昭和 65年ぐらいまで、毎年の保全、補修は必要だけれども、

昭和 6 5年ぐらいまでしか見通しがない、こういうことでございます。

それから、燃焼梯号類につきましては、常時点検部品の交換等の整備がなされていれば、炉

の耐用年度に対応できる。したがいまして、 75年ぐらいまでは何とか使えそうだ、こういう

ような診断が出ております。

以上でございます。

0冨Ij議長(米沢照男君) 飯山茂君。

01 5番(飯山 茂君) ありがとうございました。

ただいま、部長に、懇切丁寧な説明をいただきましTこ。

次に、日野市のように、第 1種専用住宅の密集地に火葬場施設があることは、まれであり、

これに増改築の計画が提案されても、地域住民の意向を得ることは、かなり私は、難しいんで

はないか、こう思います。

そこで、施設の維持管理に努め、部分的な補修による整備の保全を図り、寿命もそう長くは

ないんじゃないか。また、そのことによって、かなり市民の皆様にも支障があるんではないか

と。ただいまの、また部長の答弁によりますと、プレハブ、待合室で、あと四、五年と。燃料

の炉についても、 65年ぐらいまでだ、こういう答弁でございますが、保全のできる限りにも、

やっぱり限度があると私は思います。

相手が、やはり機械の器具でありますので、いかに良好な管理のもとにあっても、あるとき、

突然、また、機械ですから、故障をしないとも限りません。そのことが十分考えられますので、

考えなければいけないんじゃないかと、こう思います。
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使用不可能になれば、これまでの市営火葬場は、南多寧斎場の機能という形が崩れて、南多

摩斎場に一本化されなけりゃならないんじゃないか。そのような状況になれば、当然、市営火

葬場は廃止せざるを得ないのではなし、かと、私はそう思うわけであります。

その場合、跡地は、一体どのような活用をされるのか、ということでございます。このこと

につきましては、冒頭に私がおl喝きをしたいという跡地のことについて、市長からひとつお聞

きしたい、こういうことでございます。

0副議長(米沢照男君)

O市長(森田喜美男君)

市長。

火葬場は、これは一個の自治体の、必ず持たなければならな

い公共施設、あるいは、それが仮に民営で行われでも、とにかく解決のできる状態を、常に維

持しなければならない、という施設であります。

したがって、今日まで、日野市の場合、合併後、あるいは都市化の中で、一応従来の施設が

機能してきたということで、余り、政策的な検討が不十分だったというふうに、言わざるを得

ないと思っております。

そこで、辛うじて、南多摩斎場組合に加入することによって、将来の憂慮は一応回避できる、

こういう目安は持ち得ておるわけでありますが、今日の施設につきましては、なるべく現状維

持を長期に維持していきたい、このように考えてまいっておるところでございます。

今、予測を我々がなし得なかった、将来にわたる事柄につきましても、御提言をいただこう

としているような感じがするわけでございますが、今お答えができますのは、なるべく法規に

も一一用途地域の用途性にも違背しない形で、存続できる状態を、なるべく長期に維持してい

きたいと、やはりこういうふうにお答えをしておく以外には、ないように思います。

また、これは行政側だけの意思判断というわけにもまいりませんし、従来の住民感情のこと

もあると思いますが、ーたび、何か変化をつくります際には、もちろん地域でも、必ずしも歓迎

される施設ということは、言えないと思いますので、よほど慎重に取り組んだ上で、納得ので

きる方法をっくり出して~\く、ということではなかろうかと思っております。ぜひ、これから

の一つの自治体として、地域社会として、また、市民生活に不便を来さない、あらゆる施設の

中の大切な一つでございますので、十分検討させていただきたい、こう思っております。

0副議長(米沢照男君)

01 5番(飯山 茂君)

飯山茂君。

今、市長から御答弁をいただきましたけれども、跡地利用に
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ついては、私といたしましては、かなり先のこと一一先ほど部長から、お答えの中で、かなり

先のことでしょうけれども、この斎場の、南多摩斎場に入ったということは、私は森田市長の

行政の全く先取りであると、こう先ほど申し上げましたけれども、これもまた、私といたしま

しては、その跡地を市営斎場にしてほしいということを、強くここで提言をしておきますが、

住宅環境に恵まれない方が、たくさん今いるわけです。団地住まいの方とか、そういう方にも、

跡地を、ひとつ、お通夜や告別式ができるような施設をつくっていただいたら、非常にありが

たいんじゃないか、こういうことでございます。

この点に目をつけて、特に最近、市内の斎場があちこちに見えられます。そういうことで、

この跡地利用は、公設の斎場にぜひともお考えいただけたら、大変私はありがたい。また、市

民の要望でもあるんじゃないかと、こう思います。

南多摩斎場には、日野市加入による特別負担金で、現在、鉄筋 2階建てが、立派な待合室が

建てられているようでございます。そこで身内の方がお通夜ができるように、今、南多摩斎場

もやっておられるようですが、ぜひとも公設の斎場をつくっていただいて、そして、そこで安

心して日野市民の人たちができるような、こういう施設をつくっていただきたい。

いろいろと申し述べましたけれども、跡地利用につきましては、公設の斎場第一にお考えい

ただくことを提言いたしまして、私の一般質問を終わらせていただきます。

ありがとうございました。

0副議長(米沢照男君)

りますo

これをもって 4の1、市営火葬場の問題に関する質問を終わ

;to、諮りいたします。議事の都合により暫時体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。よって暫時体憩いたします。

0副議長(米沢照男君) 休憩前に引き続き会議を開きます。

午後 2時48分休憩

午後 3時 33分再開

一般質問 5のし養護老人ホーム(特養、軽費)の建設について、市としても努力してほし

いについての通告質問者、秦 正一君の質問を許します。
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( 2 6番議員登壇〕

02 6番(秦 正一君) 養護老人ホームの建設について、質問します。このことにつ

いては、過去何人かの議員さんが、質問して取りあげております。さらに促進をする意味で、

質問したいと思います。

現在、高齢化社会の進む中で、老人福祉の施策をさらに拡充していかなければならないとい

うことは、明らかであります。現行の老人福祉法に規定されております。老人の福祉施設とい

たしましては、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、老人福祉センターの

四つに分かれていますが、特に、今回は、二番目の特別養護老人ホームを取り上げてみたいと

思います。

臥床老人を対象とする特養老人ホームが少ないために、また、寝たきり老人がふえてきてい

るために、施設に入所できず、希望していながら、入所待機者が多くなっております。

私が知っている方でも、何人かおります。 1人は、病院に入っていて、適当な施設があれば

移りたいというようですが、たまたまお金も持っているので、今のところそのままな状態にし

ております。 1人は、府中の方の病院から退院して、長期になるので出されたのではなし、かと

思いますが、御主人が、おじいちゃんが下の始末までして、面倒を見ております。まだ、面倒

を見ている方がおられる方は、よい方であります。そうでない方は、大変なわけです。

そこで、お聞きしますが、現在、日野市で何人の臥床老人がいるのか。養護老人ホームに希

望されている方は何人か。入所している方、市として契約をしている至誠ホームは 22人と聞

いていますが、周辺の市のホームには、何人ぐらいあ世話になっているのか、その実態をお伺

いしたいと思います。

特養老人ホームに入所されている方は、寝たきり老人、要するに、病人でないけれども、欠

陥を持つ老人が対象になります。寝たきり老人がふえるに従って、待機者がふえるということ

で、市としても適当な場所に、何とか思い切って、老人ホーム建設をすべきではなL、かと思い

ますが、その点どうお考えですか、お聞きします。

また、経営希望者、民間人でもおられるなら、国や都としても援助をしてくださることは知

っていますが、市としても積極的何らかの手を差し伸べていただきたいと思います口都として

も、かなりの援助がなされております。

以上の点で、考えがあれば、お聞かせ願いたいと思います。
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0副議長(米沢照男君) 秦正一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) それでは、お答えをいたします。

現在、寝たきりなど、日常生活の介助が必要な老人のための、老人ホームとしましては、特

養老人ホームがございます。都内には 83カ所ほどございます。定員としては、約8，00 0人。

しかしながら、これでは不足しておりまして、約 1，85 0人の方が施設の空くのを、東京都で

は待っているということでございます。日野市におきましても、今日現在で、 28名の待機者

があるという状況でございます。

また、在宅で介護をしておられる、されている寝たきり老人は、 176人ということでござ

いまして、これらの方も、家族の介護の疲れなどから、老人ホームへの入所の潜在的な予定者

ということで、私どもは考えておるところでございます。

しかしながら、老人にとりましては、可能な限り、できるだけ家族の介護、または自宅で生

活されるということが、また本人の希望でもあるわけでございますので、こうしたホームへの

入所につきましては、必要最小限度の方を入れていくという状況でございます。

これにつきましては、入所につきましては、御本人の承諾が必要であり、例えば、家族の方

が入所を希望されても、御本人の承諾なしには入れない、こういうことでございます。また、

痴呆性老人の場合には、医師の診断書によって、入所措置をしております。

こうした状況でございますので、今後の特養老人ホームの建設については、日野市としても

真剣に考えなきゃならぬ、こういうことでございます。

そこで、今後日野市で特養老人ホームの建設についてはどうかと、こういう御質問でござい

ますので、まず、その解決策としては、私どもとしては、二通りのことを考えております。

まず、ーっとしては、民間資金の活用ということではございますけれども、民間の方が老人

ホームを建設する際に、その建設費の一部を市から助成するということによって、日野市民の

優先確保をしていくという仕組みでございます。

このことにつきましては、現実に、目下のところ、事務的な段階での打ち合わせを進めてお

るところでございます。来年度予算に、助成費の計上を予定しております。これによりまして、

約、新しく 20ベッドの確保が考えられております。その内訳といたしましては、一般の方が

1 5名、痴呆性の方が 5名ということでの内容で、話を進めている。これは、八王子にござい

ますアザレア会でございます。
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これに対する条例を、 3月議会に提案したいということで、準備を進めているところでござ

います。

もう一つの方策といたしましては、みずからの建設ということでございますけれども、まず、

この土地、面積、また設備、それから職員配置、それ等を考えまして、さらに運用効率を考え

ますと、約、定数としては 100名、または 11 0名ぐらいが適切ではないか、こういうぐあ

いに考えられます。

それに対しまして、需要一入所希望という方が、今後、どの程度日野市としては出てくる

だろう、この辺のところも、今後の問題でございます。 110名、つくって即座に埋まるかど

うか、この辺のところも問題でございますし、また、埋めるということになりますと、他市か

らの方が入ってくる。日野市としては、できるだけ日野市の御老人のための施設として対応し

ていきたい、こういうことでございます。今後とも、その辺のところも含めて、若干のやはり

空きベッドも考えながら、やはり対応していく必要もあろうかということでの、検討をしてお

るところでございます。

以上でございます。

0副議長(米沢照男君)

026番(秦正一君)

秦正一君。

ただいまの部長の答弁で、とりあえず来年度の予算で、 20 

ベッドということで計上されていると。まあ人員の不足はありますけれど、民間の特養老人ホ

ームを活用すれば、一時的には何とか間に合うにしても、将対句には、やはりみずから¢建設

を考えてL、かなければならないんじゃなL、かと思います。何とかその点を、積極的に取り組ん

でほしいと思います。都からの補助、園、あらゆる面の方策を講じてお願いしたい、こんなふ

うに思います。

最後に、市長に、この点について考えがあれば、お聞かせ願いたいと思います。

O副議長(米沢照男君) 市長。

0市長(森田喜美男君) いろいろと、老人問題に対しますニードが、ふえてまいるわ

けでございますから、それなりの対応を進めてまいらなければなりませλゐ

したがいまして、今、民間の社会福祉団体に依存する方法と、それから直営に近い方法と、

考えられるわけでありますので、とりあえず、民間団体が日野市の出資を受け入れてやってい

ただくという方に、事務的な準備を進めております。
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それから、市内の老人ホームを、法人格を持って経営しておられる団体にも、ひとつ日野市

が優先して使用させていただけるような経営のものを、増築といいますか、ー施設を、別の場

所だと聞いていますけれど、つくっていただけないかということを、おすすめ申し上げており

まして、いろいろ検討してみたいということでございますので、そちらの方にまた力をかけて

いこうと。このような状況がございます。

直接、市が経営をしていくということは、なかなか、いろいろな問題で、難しい面もござい

ますが、とにかく、またケースもいろいろありますので、なるべく現実に沿える方法をとって

いきたいと、このように考えておるところでございます。実現をするということにウエー卜を

置いて、取り組んでまいります。

0副議長(米沢照男君)

026番(秦正一君)

を終わります。

O副議長(米沢照男君)

秦正一君。

積極的な、この施策の推進をお願いいたしまして、この質問

これをもって 5の 1、養護老人ホーム(特養、軽費)の建設

について、市としても努力してほしいに関する質問を終わります。

5の2、旭が丘 64ブロックの残された最後の用地にコミュニティーセンターの建設をはか

れについての通告質問者、秦 正一君の質問を許します。

026番(秦正一君) 旭が丘 64ブロックにコミュニティーセンターの建設をはか

れ、についての質問をいたします。

申すまでもなく、 64ブロックは、市の区画整理事業で生んだ、貴重な公有地であります。

長山市営住宅の南、四中の裏側、水道部の浄水場とか、希望の家、また旭が丘保育園、それか

ら第七幼稚園、身体障害者の施設、老人のかしのポ荘等々設置され、さらに、これから児童館

の建設が予定されております。まさしく市長の言う、福祉ゾーンの名にふさわしい、幼児を初

め、身障者から老人というように、広範囲にわたって、利用されていますロ

ただ、それだけでは片手落ちだと思います。青少年の健全育成を図るためにも、特にまた、

御婦人の健康増進をする上にも、プーノレや体育施設等、建設を、地域の住民は強く要望してい

るのであります。

また、 64ブロックの中央部から、かなりの空き地が残されております。そこを活用して、

今言いました市民のコミュニティーセンターを建設すべきだと思うのですが、その点について、
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考えがあればお伺いします。

日野市の将来計画の中で、南は南平体育館、東は東部複合施設、日野の本町には、保健健康

センターなどが考えられますが、西部地区には、一般市民を対象とした施設は、今のところ予

定がないわけでございます。

特に、婦人層にとって、昼間、子供たちを幼稚園等に、学校に出して、その問、健康増進を

する上にも、施設が必要となってきているのであります。今はテニスをやったりしている方が、

かなり多いわけですが、さらにバスケットとか、バレーボーノレ、バドミントン、夏は水泳等の

運動を希望している方が多いことも、忘れてはならないと思います。

先ほど言いましたとおり、 64ブロックは幼児から身体障害者、御老人というように、利用

された施設になっているわけでございまして、一般市民の利用できることを、考えるべきだと

思うのでございます。

ただ一つ残された公有地を画期的に使うためにも、このようにコミュニティーセンタ一、名

称はともかくとして、市民が運動できる、また、集会ができる、このような施設をお願いする

ものでございます。これに対する市の考え方をお伺いしたいと思います。

0副議長(米沢照男君) 秦正一君の質問について答弁を求めます。企画財政部昆

O企画財政部長(前田雅夫君) お答えをいたします。

ただいま御質問のございました、 64ブロックの土地利用の件でございますけれども、今、

秦議員さんからもあ話がありましたように、既に第四中学校、それから旭が丘保育園、第七幼

稚園、それから身障者のための生きがい作業所、それから一番北側には市営住宅、西にまいり

まして、水道の浄水場、希望の家、そういったものが、今、できております。そのほか、老人

の憩いの家、それから、今後計画しております児童館、こういったものがあるわけでございま

す。

これらをつくるに当たりまして、昭和 54年でございますけれども、この土地利用について

の研究調査を、委託をしたわけでございます。その中で、この土地利用といたしまして、文化

福祉ゾーンという位置づけをして活用するのが一番望ましい、とし 1う報告がありまして、その

報告に基づきまして、市も施設の整備をしてきたわけでございます。

ただいまの質問の中で、未利用地がというお話がございましたが、議員さんがおっしゃった

未利用地といいますのは、 2，86 9平方メートノレでございます。この施設の真ん中に位置して
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いるわけでございます。

この未利用地につきましては、文化福祉ゾーンの位置づけといたしましては、いわゆる周辺

施設の空間領域として活用することが望ましいということで、多目的広場、言いかえれば、プ

ラザとして活用をすべきであろう、というふうな方向が出ているわけでございます。

現在、未整備ではございますけれども、今後、その方向に向かつて整備をしていきたいとい

うふうに考えております。

O副議長(米沢照男君) 秦正一君。

026番(秦 正一君) 部長からの答弁で、わからないことはないんですが、空間を

使っても、やはり広場ということになるでしょうがね。要するに、このような施設をつくる場

合においても、日照権とか、また、いろいろな騒音とか、いろんな目的が伴うとは思いますが、

例えば、外から見ても余り目立たない、要するに、地下方式でやれば、そういう体育館にして

も、プールにしても、文化福祉ゾーンにふさわしv，状態が生まれるんではなL、かと思うんです。

今、各所で、そのような施設が随所にできております。そのような、今、部長がおっしゃっ

たような計画というならば、やむを得ませんが、今後の検討課題としてお願いしたい、このよ

うに申し上げて、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 5の2、旭が丘 64ブロックの残された最後の

用地にコミュニティーセンターの建設をはかれに関する質問を終わります。

5の3、東光寺の河川敷に市営球場の建設について再度問うについての通告質問者、秦 正

一君の質問を許します。

026番(秦 正一君) 東光寺の河川敷を利用して、野球場の設置についての質問を

いたします。

日野市は、新興都市なので、文化、体育等の公共施設の建設は割におくれてまいっておりま

す。近年、ょうやっと整いつつあるわけで、七生公会堂を初め、南平体育館、市民会館、今や

っている総合グラウンド場となっております。

あとは、大きな施設といたしましては、野球場の建設が残されているわけでございます。昭

和 56年の第 3回の定例会で、東光寺の河川敷を利用して、野球場の専用の場としたらどうか

というふうに、質問しており、少なくても 3面ぐらいはできると。そこで、その中の一つを、

スタンドを設けて、公式の球場として使用できるようにし、また、プロの二軍や高校野球ぐら
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いの試合は開催できるようにして、もちろん軟式も兼ねたもので、議員の親善野球等もそこで

できるようにしたい。 一一この前、惜しくも破れましたが一一このような問題を提起した経過

がございます。

まず、第 1点として、河川敷の堤防の築造の計画は、どこまで進んだか。当時、 60年度ぐ

らいには見通しができ完了する、というふうには聞いておりますが、その状況をお聞かせ願い

たいと思います。

その堤防の工事が完了すると、面積といたしまして、約 8，00 0坪と予定されていますが、

要するに、廃川処分をした場合であって、河川敷のままで借りるということならば、大きな構

築物、こういったものを設けるのは無理であるにしても、事が進まない場合には、考え方を変

えざるを得ないんではないか、このようにも思うわけでございます。

今後の筋直について、また、過去の建設省との折衝、谷地川の関係、八王子との境界等の問

題、この点についてお伺いしたいと思います。

さらに、将来の見通しについても、わかればお聞かせ願いたいと思います。

大分、当初の予定よりもかなりおくれているもので、問題として取り上げた次第であります。

よろしくお願いします。

0副議長(米沢照男君) 秦正一君の質問についての答弁を求めます。企画財政部元

O企画財政部長(前田雅夫君) お答えをいたします。

まず、第 1点目の、堤防の計画でございますけれども、現在、建設省が施工する部分、それ

から東京都が施工する部分が残っております。この施工の区域につきましては、都と建設省が

協議をしまして、この区分が、ようやく確定をいたしました。

それで、この堤防の進捗状況でございますけれども、東京都の方につきましては、ちょっと

つかんでおりませんけれども、国の施工区についての計画を申し上げますと、昭和 60年度施

工分が 55メータ一、現在、着手をしてございますロ残るのは、 95メーターでございます。

今までの予算の内容からいきますと、まだ 2カ年はかかるのではないか、というふうに考え

ております。東京都も、それに整合するような形で、堤防の築造をされるというふうに、見て

おるわけでございます。

今までの経過でございますけれども、今まで、たびたび申し上げておりますけれども、この

土地の利用につきましては、旧谷地川の稼働の処理の問題、これは言いかえますと、下寝とし
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て用水を取水をしていたわけでございますから、その取水堰の処理の問題、それから旧地主の

存在の問題、 3番目が行政界、それから堤防の築造、こうしヴ、それ以外にも小さな問題がご

ざいますけれども、大きくは四つあるわけでございます。

そのうち、一番目の旧谷地川の問題につきましては、昨年、東京都の施工によりまして、上

堰から東光寺の成就院のわきを、旧下堰の用水路に落とすということで、解決をしたわけでご

ざいます。残る、旧地主との問題、行政界の問題、それから堤防等の問題があるわけでござい

ます。

これらの処理の方向でございますけれども、でき得れば、この問題を一挙に解決をして、全

部占用するという方法、それから、どうしてもこれが不可能な場合には、いわゆる旧地主の問

題は、時間をかけるような形で、占用できるところから、占用許可をいただき活用すると。そ

ういうこ段構えを、今考えまして、鋭意建設省と協議をしている段階でございます。

せんだっても、建設省に、京浜工事事務所から現地調査をしていただいたり、あるいは、京

浜工事事務所から関東地建への協議をしたり、そうし、う、今、動きをしている最中でございま

す。できる限り早い時点で、方向づけをしたいというふうに考えておるわけでございます。

0副議長(米沢照男君)

026番(秦正一君)

秦正一君。

この前取り上げてから、約 4年は経過しております。その後

においても、何人かの方は質問しているかもしれませんが、余り進捗はしていないというふう

に思います。

ただ、いろいろと廃川地にした場合の地主の所有権というのか、そういったものが浮上して

きている。なかなかやりにくい点もあるとは思いますが、今、部長がお

法があるということで、最悪の場合には、占用できるところから始めていきたいということな

らば、その方法でも結構だと思います。

いずれにしても、京浜工事事務所との接触を積極的にやって、当初の念願がかなうようにお

願いしたい、このように思っております。その点、市長の方から、特に考えがあれば、お聞か

せ願いたいと思います。

市長は、たひeたび京浜事務所には赴いて、お願いしていると思いますが、その点をお聞かせ

願いたいと思います。

0副議長(米沢照男君) 市元
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0市長(森田喜美男君) 東光寺、谷地川流末の、可能性のある約 2万 5，00 0平米ほ

どの用地のことにつきまして、長い期待を、今まで注いでまいっております。 10年ぐらいか

かるほど、いろんなことから進めているわけでございますが、今なお完成できていない。大変

私も遺憾にJ思っております。

最近では、 10日ほど前になりますけれど、京浜工事事務所に出向いて、所長にも直接日野

市内の河川に関することを、お願いをしてまいりました。谷地川の件につきましでも、御理解

を、今、進めつつあるところであります。多少、見通しが明るくなっておりますので、御指摘

のことも、これまで重々感じておるところでございますので、ぜひ市民の広場、野球場として

活用できることを期して取り組んでおる、こういう状況でございます。

堤防は、あと 2年ぐらし1かかるということでございますので、何とか日野市で、かわってで

もやりましょうかと言いましたけれど、とても経費がかかりますので、簡単には、そうはまい

りませんし、旧地主¢問題も、これは多少当たっているわけでありますが、そういう状況にな

ってこないと判断ができないとおっしゃいますと、もうそれ以上のことは言いにくいというこ

とになります。

むしろ、行政サイドから、市の責任において必ず処理をいたします、という約束も申し上げ

て、京浜の、特に所長、並びに河川管理の建設省当局に、英断をお願いをしておるというとこ

ろでございます。見通しは、悪くないと思っておりますので、よろしくお願いいたします。

0副議長(米沢照男君) 秦正一君。

026番(秦 正一君) 年々野球人口もふえて、また、野球のチーム、連盟、こうい

った面の数もふえましてーーチームもふえまして、本当に野球場を確保に大変なわけです。

要するに、数が少ないから、取りっこをしています。そういう中で、早く市営球場、この建

設を今後積極的に進めてもらって、実現できることを願っているわけでございます。その点の

積極的な努力をお願いして、質問を終わりますo

O副議長(米沢照男君) これをもって 5の3、東光寺の河川敷に市営球場の建設につ

いて再度問うに関する質問を終わります。

6の1、西平山五丁目地内に都市計画道路整備について問うについての通告質問者、藤林理

一郎君の質問を許します。

C 2 0番議員登壇〕
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020番(藤林理一郎君) 今、議長さんから一般質問のお許しをいただきましたので、

質問させていただきます。西平山五丁目地内に都市計画道路として、整備について問うという

題名でございます。

昭和 38年ごろに、現在の西平山五丁目、宅地開発が行われたようでございます。その時点

では、畑だったということでございました。その後、各自によって建設をなされて、昭和 40 

年ごろ入居され、その当時の世帯数 243世帯であったようでございます。最近、周辺に世帯

数が増加しつつあります。宅地内中央に、空地となっているところ、 1・3・1道路、河川道路

として、大和田 16， 1 7号線都市計画道路用地として、住宅内に、南北に道路用地として空

地となって、残されている現在でございます。

空地の整備をしてほしいとの、住民の要望でございます。その要望としては、空地の両側に

面している住民側の方々の要望でございます。住民側の話によりますと、都市計画道路として、

空地となっている場所に、土木工事の際、材料置き場として、そしてその中には飯場、使用す

る建築業者もあったように言われております。

その中で、砂利、砂、等を、工事のために置くわけでございますけれども、その砂、砂利につ

いて、非常に御迷惑をかけているとしヴ、住民側の要望でございます。

または、防犯関係についても、風紀上の問題、だれの車かわからないような車が、夜になる

と何台もふえ、車が駐車場がわりとして使用しているような実態でございます。夜になると、

車のエンジンをかけ、かけっ放しで若い男女のいかがわしい行為も行っている現状であるそう

でございます口場所としては、ふさわしくないようでございます。これからの、寒くなってく

ると、朝晩、早くから、駐車している車のエンジンの音、排気ガス等の悩みで、両側の住民が、

今申し上げましたことについて、毎日悩みと、不愉快に思い、暮らしている現状でございます。

そこで、質問いたします。住宅内の空地に対して、環境と基盤整備、都市計画道路として、

先ほど申し上げました問題に、空地の両側の住民の悩み、不愉快の解消に対して、市当局の考

え方をお尋ねいたしたいとJ思います。

この 1点について、お伺いいたします。

0副議長(米沢照男君) 藤林理一郎君の質問についての答弁を求めます。建設部長。

。建設部長(伊藤正吉君) お答えしたいと思います。

今御指摘の道路につきましては、西平山五丁目の豊田団地の自治会内にございます都計街路
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の 2・2・8号線の予定地だと思います。現況は計画道路で、幅員が 16メーター。中央に8メ

ーターの空地を残しまして、両側に 4メーターの舗装された道路になっているということでご

ざいます。

この道路につきましては、ことしの補正予算、 6月の補正で、この舗装工事につきましての、

補正予算を組んだわけでございます。それに基づきまして、関係課で試案をつくりまして、自

治会の方に説明に行ったわけでございますけれども、自治会側の内諾が得られなかった、こう

いう実態もございます。それで、逆に自治会側の案も、提案されてきているわけでございます。

そういうことで、今、御指摘のような形でございますけれども、そういう形の中で、自治会

が、意見がまだ統一されていないという段階になりましたので、私どもの方も、非常にこの対

応につきましては、苦慮しているところでございます。

それと同時に、工期も切迫してまいります。こう L、うことで、今の現段階では、少し冷却期

間を置きまして、それで改めてまた住民の皆さんと御相談をいたしまして、そしてこの道路の

ことにつきまして、計画舗装、あるいはそういうものにつきまして、着工していきたい、かよ

うに考えております。ただ、現段階では、ちょっと冷却期間を置かせていただきたい、こうい

うことでございます。

0副議長(米沢照男君) 藤林理一郎君。

020番(藤林理一郎君) 今、建設部長さんの方から答弁がございましたけれども、

なにか私が申し上げました 1・3・1の河川道路として、大和田 16号、 1 7号線じゃないかな

というふうに思うんですが、 2• 2・8路線とか、今、言っていましたですね。まあ、それは、

場所が違っているのが、私かもわかりませんですね。 2・2・8ですか、間違いないですか。

0副議長(米沢照男君) 建設部長。

0建設部長(伊藤正吉君) 今、私が、都市計画街路の 2・2・8号線の予定地というこ

とでございますけれども、現在の位置づけは、確かに大和田 16号、 17号線と、こういう形

で呼んでおります。

以上です。

O副議長(米沢照男君) 藤林理一郎君。

020番(藤林理一郎君) それと、今、部長さんが答弁なされた中で、その用地につ

いて、整備しようという考え方があるんだけれども、自治会内で統一されていない、住民側の
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方で。そういうことによって、この整備ができない、とし 1う答弁でございますけれども、これ

は私の方で、住民 24 3世帯のことを考えて、自治会の方たちは、逆にそのものはそのように

おっしゃっておられると思いますけれども、この道路に面した 16、 1 7号線の予定地、この

道路の両わきに住んでいる方たちが、一番空地に対して御迷惑をかかっているということが、

市の方でも、御存じだと思います口

そういうような、両サイドの方たちの要望を、なぜ市当局では、この要望にこたえていかれ

ないのか、ということです。それを、私は問うているわけですから、このことについて、市側

の考え方を答弁していただきたいということなんです。

自治会全体ということじゃなしに、この地域の両サイドの方たちの、住んでいる方たちの要

望について、私、質問しているんですから、それに答えていただければ結構じゃないか、とい

うことです。

0副議長(米沢照男君) 建設部長。

0建設部長(伊藤正吉君) お答えいたします。

確かに、道路サイドに住んでいる住民の方につきましては、現状については非常に御不満が

あろうと思います。

ただ、今、私の方で申し上げましたように、住民の方についての意見が、やはり道路を施工

するには十分協力していただかない面もございます。ですから、今申し上げておりますように、

少し冷却期間を置かせていただきまして、この工事を施工していきたい、こうし 1う基本的な考

え方を持っておるわけでございます。

そういう意味で、やめるということじゃございませんけれども、もう少し自治会と、道路サ

イドの住民の方々のやはりコンセンサスを得て、それで施工していきたいと、かように考えて

いるわけでございます。

0副議長(米沢照男君) 藤林理一郎君。

020番(藤林理一郎君) 今の答弁の中で、自治会の調節が必要だというように、私

は受け取っています。それでは、冷却期間を置いて、そしてできるだけ早く調節をして、そし

てやっていただくようにお願いしたいと思います。

もう一点だけ、これ、聞いておきますけれども、もしか、あの空地内で事故でもあった場合

に、それはどこの責任になるかということを、ひとつお伺いしておきます。
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例えば、空地内で車庫がわりにしている、そして、無断でそこを使用して、どこから来るか

わからない若者がたむろしている、夏場です。冬場でも同じことだと思うんですよ。車の中で、

いろいろな風紀上あってはいけないようなことをしてです。そういうときに、そこで事故があ

ったときに、その責任が市側にあるのか、都側にあるのか、それをはっきりとしておかないと、

時々、これは違いますけれども、裁判ざたになったりして、責任を問われて、市側で裁判し、

そしてそれにっし叱賠償金を払ったりなにかするというような、理事者が払ったりするとか、

こういうことがあった場合に、その責任がどちらの方で問われて、どのようになるかとしヴ、

その責任問題を住民側も心配しているようでございます。それも、ひとつお聞きしたいと思い

ます。

0副議長(米沢照男君) 建設部長。

0建設部長(伊藤正吉君) 市道上におきました問題、交通事故等につきましては、道

路管理者の責任があるわけでございますけれども、この場合については、現在のところ、空地

という形になっております。

なお、事故等の責任が懸念される、こういうことにつきましては、警察の方の所管にかかわ

る問題でもございますので、実態を警察の方に、もし連絡しまして、パトローノレを厳重にやっ

ていただくように、うちの方で手配したいと思います。

0副議長(米沢照男君) 藤林理一郎君。

020番(藤林理一郎君) これは了解いたしました。そのように、ひとつ積極的に取

り組んでいただきたいと思います。

もう 1点、この場所に、工事がなされる、その地域内で工事じゃなしに、ほかから工事がな

されるときに、その場所に機材とか、それから材料です、工事中の、そういうものがあそこに置

いてあるということなんですが、そういうものもついて、非常に目ざわりで困るというような

ことも、おっしゃっています。

そこで、住民側の言い分としては、できるだけそういうものも避けていただき、そして、仮

に駐車している人たちに、ある一定の人たちの利益のために、車の駐車場がわりにしていると

いうことを、できるだけ取り締まってもらいたい、というようなことです。( rそんな事実は

ないだろうねJと呼ぶ者あり)あるわけです。

そういうようなことも、やっぱり市側で積極的に取り組んであげて、駐車場にならないよう
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な、立て看板をするとかいうふうにして、やっぱり環境的に、みんなが住んでいても不愉快に

ならないようなことを、市側で積極的に取り組んで、私、いただいた方がよろしいんじゃない

か、こういうふうに考えます。その辺、最後の 1点だけ、駐車場に対してです。( r水道管だ

よ、あすこに置いてあるのはJ と呼ぶ者あり)-~，かがでしょうか、そういう取り組み方を。

O副議長(米沢照男君) 建設部長。

0建設部長 (伊藤正吉君) 今の御指摘の件につきましては、道路標識以外は道路管理

者、あるいは市長、市で、いろいろ看板は立てられるわけでございますので、その辺の意味を

踏まえまして、周知徹底を図っていきたい、かように考えますD

O副議長 (米沢照男君) 藤林理一郎君。

020番(藤林理一郎君) 今、建設部長が積極的に取り組んでまいる、というような

ことでございますから、これ以上、私は申し上げません。だから、できるだけ住民側に納得の

いくような方法を、市側の方でやっていただきたいと要望いたしまして、この質問を終わらせ

ていただきます。

0副議長(米沢照男君) これをもって 6の 1、西平山五丁目地内に都市計画道路整備

について問うに関する質問を終わります。

6の2、日野台二丁目自治会館を地区センター建設取扱いについて問うについて似通告質問

者、藤林理一郎君の質問を許します。

020番(藤林理一郎君) 日野台二丁目自治会館を地区センター取り扱いについての

質問でございます。

今現在、日野台二丁目に、自治会館として使用しております自治会館は、所在地は日野市日

野台二丁目緑ケ丘自治会館でございます。

昨年の 6月に、定例市議会議長あてに請願を提出いたしまして、そして、その後、総務委員

会より 9月ですか、委員会で全員一致の採択をいただいております。その後、自治会館として

使用しておりますけれども、雨が降れば雨漏りがするし、そして、自治会館は非常に地元の有

志の方たちが、使用率が非常に多いということでございます。

そういう中で、第三小学校の元陸軍高射砲部隊の兵舎の残廃というんですか、古材というん

ですか、それを利用して、自治会館をつくったものでございます。そういうようなことから、

非常にこの建物が、最近になって古びたし、そして、利用者も多くなり、そうして危険度がな
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にかあるように、住民が、私の家の方に、要望されております。そういうような中から、自治

会としても、今、修理することもできなく、ということでございます。

そういうような中かふことしの 6月から、飯山議員を窓口といたしまして、日野自動車株

式会社より、土地の、市に移管することを積極的に取り組んでいただきまして、そしてことし

の 8月ですか、飯山議員によって、市当局に土地の移管をなされたということでございます。

その後、この件について、どのようになっているのか、それを 1点お聞きしたい。

そして、この土地も市に移管された後、自治会館は地区センターにしていただけるのかどう

か、これもお尋ねしたいと思います。 2点目です。

3点目に入ります。この自治会館を、いつごろ地区センターに建設していただけるのか、こ

れを三点お聞きさせていただきたいと思います。

以上、三点。

O副議長(米沢照男君) 藤林理一郎君の質問についての答弁を求めます。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。

緑ケ丘自治会館につきまして、これを地区センターにしてほしいという請願は、昨年の 6月

2 2日に、中田栄松氏という方外905名から出されておりまして、それが 59年 9月13日

に採択になっております。

私ども事務局といたしましては、請願の趣旨に沿いまして、前向きに対処してまいったので

ございますけれども、何分にも既存の自治会館がそこにございまして、それを取り壊して新た

に施設をつくるという、特殊な状況でございます。したがいまして、他の地区センターの新設

計画がある場合は、そちらを優先させなければならない、こういう事情があるわけでございま

す。

この自治会館を取り壊した後、市で建てる建物は地区センターにするかどうか、という御質

問でございますけれども、自治会館を取り壊した後に建てる建物は、地区センターの位置づけ

で私どもは考えております。

建てる時期でございますけれども、今のところ、何年度という明言はできかねますので、御

了承いただきたいと思います。

0副議長(米沢照男君) 藤林理一郎君口

っ'un
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020番(藤林理一郎君) 今、部長さんの方から答弁がございましたけれども、 3点

目の、自治会館を取り壊しして地区センターにする場合には、時間がかかるというような、今、

答弁がございましたでしょうけれども、これは、やっぱり何ですか、壊して、その後、建てか

えしするときには、地区センターとして建てかえはしていただくわけですけれども、この日程

についてはわからないと。今のところは、予定はないという御返事のようでございますけれど

も、どうも私が聞いたものじゃございませんけれども、市長が、老人会なんかの、よく新年会、

そして健康祝賀会のように、年に大体 2固ないし 3回ぐらいは、老人会の席上に参りまして、

そして飯山議員が土地を日野自動車の方から市に移管してくれると。移管がなされた後、建て

かえいたしましょうと。こういうような口約束もしであるようには、聞いております。

そこで、老人会の会長さん、役員の方たち、実は私も、 12月の 5日だったと思います、実

は呼ばれまして、この自治会館をいつ建築一一地区センターに新築するのか、それを藤林に、

市長さんの方からとりあえず聞いていただきたい。それをはっきりできるものならしてもらい

たいと、こういうような要望もございましたものですから、私、急濯、地区センターのことに

ついて、質問させていただいたわけですけれども。

その窓口は、飯山議員が、土地の方についてはおれが責任持ってやるから、あとは市長と話

し合いの上で、地区センターにできるだけ早くやってもらうように話し合いを持てと。こうい

うような話、再三ございましたけれども、市長と会う機会がなかったものですから、今になっ

たんです。

そういうような中でございますから、どうやら市長さんと老人会の人たちと、口約束はして

あるような、ないようなことで、はっきり私がわからないものですから、この席で、はっきり

とひとつおっしゃっていただけるなら、おっしゃっていただいて、そして、老人会の方たちに

持ち帰ってみたL、。このように考えております。

それによって、市長さんの考え方をお聞かせしていただきたい。

0副議長(米沢照男君)

O市長(森田喜美男君)

市長。

今、日野台二丁目、緑ケ丘地区の自治会館を地区センターに

建てかえる、この地元の要望が極めて真塾に、冷静に行われてまいったことは、よく承知して

おります。

何分にも、日野自動車の用地の上に、自治会館として、つまり地元の財産として建物がある
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ということでございましたので、多少修理、あるいは改造の支援は、規定の範囲でやってきた

わけでありますが、老朽化し、また、近代的ではないということも、これも事実であります。

そこで、まず、用地を市の公有地に移管をしていただしこの手続が前提だということが、

当然ございますので、そのことにつきましては、飯山議員さんの御尽力によりまして、移管が

えカ前われましむしたがって、順序としては公有地になったとし 1う、一歩大きな前進がござ

いました。

そこで、建っている建物は、現状、まだ自治会館の慣例的な使用になっているわけでござい

まして、恐らく違法建築であり、無記名、つまり存在しない建物になっているかもしれませλゐ

そういうことをとやかく言うわけではありませんが、少なくとも、現在、とにかく使われてい

るということもございますので、なるべく早く建てるように努力をいたします。こういう地元

に対するお話は、いたしてまいっております。

なるべく早い機会に、建物を建てる際に撤去をするということにならざるを得ないと思って

おりますので、そういう順序でなるべく早く実現できるようにいたしたい、こう考えておりま

す。

毎年 1館ずつほど、地区センターの建設費を予算計上しておりまして、ことしの予算はどこ

にどういう形でということを、いろいろと検討をしておりましたが、多摩平七丁目に用地があ

りまして、使えることになりまして、当時、多摩平陸橋を建てる際に、地元との、用地を探し

て地区センターを建てるというような約束もございました。それが履行できたということに、

今、ほっとしておるところでございまして、決して緑ケ丘のことを忘れておるわけではござい

ませんので、できるだけ早く実現をいたしたい、このように考えております。

よろしくお願いいたします。

0副議長(米沢照男君) 藤林理一郎君。

020番(藤林理一郎君) 市長さんが、今、予算があったけれども、緑ケ丘にやって

みょうかな、という気持ちもあったようですね。ところが、急濯、建物がまだないところに建

てるのが先決じゃないか、というような気持ちで動いて、多摩平七丁目に地所があったから、

そこに建てていこうと。これは、私はよろしいと思います。ないところに建てていくというこ

とは、いいことだと思います。

ただし、老人会の人たちに、多少なりと喜ばせたようなところもあったように、私は聞いて
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おりますものですから、できれば一日も早く、できれば来年度の予算でも取っていただきまし

て、そして建てていただくように。年寄りを喜ばすということはいいことですからね。年寄り

にいやがられるということは、よくないことですから、できましたら、ひとつ喜ばしてもらえ

るように、よろしくお願いしたいと思います。

以上で終わります。ありがとうございまし Tこ。

0高u議長(米沢照男君) これをもって 6の2、日野台二丁目自治会館を地区センター

建設取扱いについて問うに関する質問を終わります。

本日の日程はすべて終わりました。

本日はこれにて散会いたします。

-275-

午後 4時 38分散会



po 
ヴ

49白



12月13日 金曜日 (第 5日)

昭和 6 0 年

第 4固定例会
日野市議会会議 録 (第38号)

1 2月 13日 金曜日 (第 5日)

出席議員 ( 2 7名〉

1番 橋 本 文 子 君 2番 ネ直 島 敏 雄

3番 俣 昭 光 君 5番 谷 長

6番 古 谷 太 良日 君 7番 J馬 場 繁 夫

8番 ，馬 場 ヲム 融 君 9番 局 橋 徳 次

1 0番 旗 野 行 雄 君 1 1番 一ノ瀬 隆

1 2番 板 垣 正 男 君 1 3番 鈴 木 美奈子

1 4番 )11 向島 博 君 1 5番 飯 山 茂

1 6番 夏 井 明 男 君 1 7番 黒 J 11 重 憲

1 8番 古 賀 俊 昭 君 1 9番 市 J 11 資 信

2 0番 藤 林 理一郎 君 2 1番 名古屋 史 良B

2 2番 竹ノ上 武 俊 君 2 3番 米 沢 照、 男

2 4番 中 山 基 昭 君 2 5番 大 柄 保

2 6番 秦 正 君 2 7番 奥 住 芳 雄

2 8番 石 坂 勝 雄 君

欠席議員 ( 1名〉

3 0番 高 橋 通 夫 君

欠 貝

4番 2 9番

- 277-

君

君

君

君

君

君

君

君

君

君

君

君

君



説明のため会議に出席した者の職氏名

市 長 森 田 喜美男 君

助 役 赤 松 行 雄 君 収 入 役 力日 藤 郎 君

企画財政部長 前 田 雅 夫 君 総務部長 山 崎 彰 君

市民部長 佐 藤 矢出口 春 君 生活環境部長 坂 本 金 雄 君

清掃部長 藤 浪 竜 徳、 君 都市整備部長 結 城 邦 夫 君

建設部長 伊 藤 正 =ロと 君 福祉 部長 『区司ヨ 野 隆 君

水道部長 永 原 照 雄 君 病院事務長 大 貰 松 雄 君

教 育 長 長 沢 一 良B 君 教育 次長 山 哲 夫 君

会議に出席した議会事務局職員の職氏名

局

書

書

長岩沢代吉君 長馬場 君守

記田中正美君

記串田平和君

次

書

書 記土方留春君

記 佐 々 木 茂 時 君

書 記小林章雄君

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

速記者保木シゲル君

議事日程

昭和 60年 12月 13日(金)

午前 10 時開議

日程第 1 一般質問

本日の会議に付した事件

日程第 1

-278ー



午前 10時 19分開議

0副議長(米沢照男君) おはようございます。

本日、助役所用のため午前中欠席したい旨、連絡を受けましたので報告いたします。

本日の会議を聞きます。

ただいまの出席議員 16名であります。

これより日程第 1、一般質問を行います。

7の1、第五小学校全面改築について防局告質問者、 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) それでは議長のお許しを得ましたので、第::WJ、学校全面改築につして

お尋ねをし 1たしますhこ¢第五小学校の全面改築につきましては、過目。→投質問でも、さらには前定例

会におきましても委員の方から質問のあったところであり、また詳しし澗]答弁もあったわけであります。

ここで取り上げます理由は、実は 12月 1日の「広報ひの」で、 「市長室からJということ

で、森田市長が、第五小学校の改築は 63年ごろより 着手の見込みということでお話しなさっ

ているわけであります。それを踏まえますと、 かなり急展開でこの問題が解決に向けて進行

しているのではないかというふうに、市民の方も期待をしておるところであります。したがい

まして、ここであえて、この問題について一歩突っ込んだ質問をしたいと思うわけであります。

まず第 1点目としましては、この第五小学校の全面改築については昔から取り上げられてき

たわけですけれども、この全面改築の運動の流れを概略お話をしていただければありがたいと

思います。

私の記憶ですと、前回の文教委員会でも全面改築についての請願が全会一致で採択をされた

経過があったと思いますけれども、その辺を中心にお話をしていただきたいと思います。さら

に、 63年より着手の見込みという市長の話の背景には、恐らく来年の予算の中にも何らかの

調査費等がつくやにお聞きしておりますけれども、その辺の財政的な裏づけ等あると思います

ので、お話を承りたいと思いますo さらに見通しについては、どういうふうなことになるのか、

市長のお話ですと改築とございますけれども、これは部分改築を意味するのか、または全面改

築を意味するのか、いま一歩不明な点もございますので、本会議で御答弁いただける範囲で結

構でございますので御答弁いただきたいと思います。

以上です。
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0副議長(米沢照男君)

O教育長(長沢三郎君)

夏井明男君の質問についての答弁を求めます。教育長。

お答え申し上げます。

第 1点目に、第五小学校の改築の流れと申しますか、この点についての御質問でございます

けれども、 6月議会の際にもちょっと申し上げましたけれども、第Eト学校につきましては昭和34年

に開校いたしまして 26年間経過している。で、開校当時¢第五小学校とし 1うのは11クラス、 535名規

模で出発したわけでございますけれども、多摩平地区の開発の中で児童生徒数が急増した学校でござい

まして、日百和46年には37クラス、 1，391名とし、うような非常に大規模な学校になっております。

そうし 1う関係で、第五イ学校につきましては毎年のように増築に次ぐ増築という形の中で経

過したわけでございますけれども、そういう状況の中で校舎の形態、これが非常に複雑になり

まして、現在ではほかの学校と異なりまして非常に児童の指導上、あるいは管理上、困難性を

増している学校である。例えば給食ーっとりましでも、 リフトもなければ 2階の方は運んで持

ち上げると、こういうような状況でございまして、非常に校舎としては管理しにくい学校にな

ってきておりますo ただ、鉄筋校舎という関係で、このままでいきますと現在の規則の上では

耐用年数 60年ということになっておりまして、その 60年を経過しなければ国の方の補助等

を受けながら改築することができないという状況でいきますと、昭和 94年にならなければ改

築できないと、こんなような状況になるわけで、すo

で、今までも第五小学校につきましては昭和 50年代に入って以降、部分的な改修工事、こ

れは教育委員会サイドでも毎年のように、相当の予算を第五小学校には、つけまして施工して

きたわけでございますけれども、これを修理予算関係だけでも累積しますと 1億数千万のお金

を第五小学校に注ぎ込んできた、そういう状況でございますけれども、相変わらず抜本的な解

決には至らないで、今まで 2回にわたりまして、この第五小学校の問題につきましては何とか

してほしいということでの議会への請願等も出されている、こういう状況でございますo

で、小学校の児童数が、ある程度、落ち着いてきているという状況の中で、特に昨年は再度、

第五小学校の父母の方からも新しい校舎を建ててほしいと、こういうことでの請願が出されま

して、昨年の 9月の文教委員会で採択をされ、本会議でも採択されたわけでごぎいますけれど

も、この第五小学校の問題につきましては現在、日野市の教育委員会が抱えている、やはり一

番大きな払鳴であることは当然でございまして、教育委員会としても何とか、この時点で、第

五小学校については全面的な改築を手だてしない限り、部分的な補修程度ではどうにもならな
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いんじゃな l'かと、こういうところに立ち至っているわけでございますo

で、市長の文教施策の中でも一つの大きな柱として、この第五小学校の改築問題が訴えられ

ておりまして、特にことしの5月以降、精力的な形で第五小学校の大規模改修という関係につ

きましては、関係官庁との折衝を詰めてきたわけでございます。 6月の 13日の日には都教委

の施設部の方から 5名ほどの関係職員が直接、第五小学校の方に参りまして、第五小学校の現

地調査を実施しているわけでございます。この辺のところまでは、流れとして前回の 6月の議

会の際にもお話をしてきたわけでございますけれども、特に 9月以降の点について、今、現在、

御報告できる範囲でお話ししておきたいと思いますo

9月以降は、今度は都教委と一緒に一一文部省の教育助成局というのがあるわけですけれど

も、その中の施設助成課に対しまして、何とか、この第五小学校につきまして補助事業として、

文部省の補助事業としての改築、これを実施していただきたいという形での協議を詰めてきて

いる次第でござt，ま丸で、文部省の方も一応、必要害類とし、うことで当時の建築の設計図面あるい

は五小の学校沿革史、こういうものを提出を求め、今の法規の中で取り得るぎりぎりの状況の

中で鉄筋校舎の 25年経過した建物、これにつきまして何とか、この補助事業の対象として検

討したいと、そういうような形の回答を得ているところでございます。

で、建築後25年経過した建物ということになりますと、第五小学校の場合、先ほど申し上

げましたように増築に次ぐ増築ということで5回ほどにわたって工事:をしている村アでございますけれど

も、その中で昭和 34年、いわゆる開校当時の建物、並びに、その後増築しました 35年、

3 6年の 1期工事から 3期工事、 H型の部分を中心とする 1期から 3期までの工事、これは現

在の第五小学校の建物の総面積が 5，284平米あるわけでございますけれども、そのうちの

3，1 4 7平米、これにつきましては既に 25年を総且している建物と l'う形で、補助対象事業

として今の制度の中で取り得るぎりぎりの内容として検討していきたいと、こういう回答を得

ているわけでございますo この回答に基づきまして 10月の24日の日に文部省の施設助成課、

それから都教委の施設計画謀、この関係担当者が集まりまして会議を開いて、まず、この第五

小学校を建てかえるには二つの方法があるわけでございますけれども、一つは、危険校舎一一

第五小学校を危険校舎として認定する場合と、それからもう一つが不適格の校舎という形で認

定する場合があるわけでございますけれども、とちあえず危険校舎という形での対応、このた

めには日野第五小学校の耐力度調査、これを実施してもらいたい。で、今、耐力度調査の結果
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5，000点与し上の数値が出ますと対象にならないのでございますけれども、第五小学校につい

ては耐力度調査の結果が 5，00 0点以上とし 1うような樹兄であっても一応、対象にしていこう

と、こういう状況でございまして、この際の改築に伴う補助としては、 3分の1補助という形

の制度がとられるような形になってくると、こんなことが言えるわけです。

で、ただ、補助事業という形で実施いたしましても、当然-相当の一般財源、これを要するわ

けでございまして、この辺の問題につきましては今後、財政当局とも内容をずって詰めていか

なくてはなら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先ほどの御質問のよう

に、 2番目の来年度予算につきまして教育委員会の方では、文部省、都教委の方からの指示も

あって、まず耐力度調査の調査費を計上するo それとあわせてでき得れば、その耐力度調査の

結果、対象校ということの結論が出る時点の中で、何とか基本設計費、こういうものを 61年

度に向けて手だてしていきたいという気持ちを持っておりまして、 その辺の一応、 61年度

に向けて予算要求をやっていく形で現在、財政の方に提出しであるというような状況でござい

ますo

それから、なお、見通しという形で今後、部分改築なのか、それとも全面改築なのか、これ

につきましでも教育委員会の事務局の方では、今、二つの案をつくりながら対応しているわけ

でございますけれども、文部省の補助を受けるという観点からいきますと、全面改築という形

でないと補助が受けられないという面もございまして、部分改築、全面改築、いずれをとりま

しでも予算上では、ほとんど相違がな~'0第五小学校の改築に伴う総予算の上では、そう、

とにかく市の一般財源の上では、そう大きな聞きがないという状況の中で、できれば国の方の

補助を取りつけて全面改築と、こういう方向に持っていきたいと、こんなように考えている次

第でございますo

以上ですo

O副議長(米沢照男君) 夏井明男君o

01 6番(夏井明男君) 今、急展開をしてきている内容を具体的な日付を追って、今、

御報告をいただいたわけですが、その中で危険校舎としての認定のためには耐力度調査という

のを行って 5，000点以下であれば、その対象になるというお話がありました。さらに部分改

築にしても全面改築にしても、それほど予算的な違いはないというお話もあったわけでありま

すo
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私も大勢の文教委員の方と一緒に、この第五小学校には具体的に校舎を視察させていただい

たわけですが、個人的な考え方としても部分改築では、今、第五小学校が抱えている問題は解

決がつかないのではなし、かという実感を持って、全面改築についての請願に賛成をしたわけで

すけれども、そこで最終的には、今、教育長の御答弁にありましたとおり、日野市の方でもか

なり大きな部分で財政的な備えをしなければ対応できない、財政当局とも交渉していきたいと

いうお話があったわけですけれども、恐らく 10億前後のお金がかかるんではなし1かというふ

うにお聞きしているわけですが、この辺、最後に市長に、この辺の財政的な裏づけをも踏まえ

て御答弁いただければありがたいと思います。

0副議長(米沢照男君)

O市長(森田喜美男君〉

市長。

第五小学校の、何といいますか、教育施設として校舎全体が

いろいろな支障がある、建てて、そう年次の経過したわけでもありませんので、どういうこと

であろうかと今まで考えあぐんでまいっております。

私も学校に出向いて、かなりいろいろと見せてもらい、ままた校長、教頭のお話なども聞きま

して、当初は非常にユニークな教育環境を特色としたわけでありますが、その後の急激な人口

増に対応して増築に増築を重ねた、その結果、非常に整然としない教育環境になってしまった、

このことを認めざるを得ないわけであります。

そこで、今、教育長がいろいろ努力をされまして都、あるいは文部省とだんだんと理解を広

げつつあるわけでございます。最大限の援助をいただきながら、しかも、こそくな手段では解

決できないということでありますし、教育現場でございますから学校を休んで取り組むという

わけにもまいりません。そうなりますと、グラウンド部分に新しい校舎をつくり、後で現在の校

舎部分をグラウンドにすると、 こういうような大きな入れかえで取り組む以外にはないと、この

ように今のところ判断をしております。できるだけ告Ij度に乗った園、都の援助も積極的にお願

いをし求めながら、とにかく子供のための教育の場でございますので、放任できないというこ

とは早くやった方がいいという考え方におるわけであります。

まず、調査から具体的に入っていこうと、こういうことで進んでおりますo 財政的に裏づけ

があるとか余裕があるとかということは一概には言えませんけれども、やっぱりやらなければ

ならない教育のことでございますから、それだけのまた、努力を裏づけていかなければならな

い、このように考えておりますo
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0副議長(米沢照男君)

016番(夏井明男君)

ますo

夏井明男君。

それでは、この問題について最後に要望しておきたいと思い

地方自治体の大きな仕事の内容としては、義務教育の環境整備というのが非常に大きな比重

を占めていると思います。

第五小学校周辺では、やはり、まだまだ就学されるお子さんの人口が、そのまま満杯といい

ますか、急激な減少を迎えるような地域ではないというふうにお聞きしておりますし、また親

御さんの立場としても安心して学校へ行かせるということが非常に大事でもありますし、また

教育に携わっている人たちも事故があってはならないということで、長期的に見ればこの問題

は重要な課題であると思いますので、今後とも精力的に進めて、よい結果を出していただきた

いと要望いたしたいと思います。

この問題については以上です。

0副議長(米沢照男君)

わります。

これをもって 7の1. 第五小学校全面改築に関する質問を終

7の2. 浄化槽の管理と清流問題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) 私も過去に下水道事業に関係しまして浄化槽のことについて

は質問は、してまいりませんでしたけれども、過去に将来の下水道計画のあり方、その裏づけ

になる財政計画の見通し、ほかの制度一一例えば高齢化社会に向けて、また教育制度の充実に

向けて福祉政策との兼ね合いはどうかという点もお尋ねしました。また、受益者負担金の導入

を考えているかどうか等もお尋ねをしたわけであります。

今回、この浄化槽の問題を取り上げますのは、日野市は下水道の対策が遅れていると言われ

て久しいわけですけれども、最近、下水処理場の用地買収も進んで急速に急展開を見るような

気配も一一気配といいますか、具体的に進んでいるわけですけれども、当分は、この浄化槽の

処理方式の利用が大半を占めていくであろうということは言えると思うわけであります。

過日の行政報告の中に 43ページにも、浄化槽の放流承認ということで 13 6件の承認事項

があったわけであります。

そこで第 1点としてお尋ねしたいのは.この下水処理の方式に、大きく分けて三つあるそう

ですけれども、最近の 3カ年の処理方式の構成比率を世帯数または人口数で、どういうふうに
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推移しているのか、その点、第 1点としてお尋ねをしたいと思います。

。副議長 (米沢照男君〉 夏井明男君の質問についての答弁を求めます。清掃部長。

0清掃部長(藤浪竜徳君)

と存じます。

清掃部長でございます。ただいまの御質問にお答えしたい

過去 3年間の下水処理方式の世帯構成比率ということでございますけれども、手持ちの資料

は人口比率でございますので人口比率でお答えしたいと存じます。

5 7年の4月ー一各年度とも 4月 1日の人口で押さえております。 57年でござL、ますけれ

ども、公共下水道は 11%、それから、 くみ取り家庭が 28%、それから浄化槽が 61%でご

ざいま昔、 58年につきましては、公共下水道が 11婦、くみ取りが 23%、浄化槽が 66%0

5 9年度の 4月1日でございますけれども、公共下水道は 11 %、くみ取り家庭が 22%、そ

れから浄化槽が 67%と、こうなっております。

以上です。

O副議長 (米沢照男君) 夏井明男君。

0 16番(夏井明男君) 今の部長の御答弁をいただいたわけですが、その答弁の中で

も明らかなように、浄化槽方式が年々、その比率を高めているということは統計的にも言える

かと思うわけであります。そうしますと、浄化槽のつくられた後の維持管理等が、いわゆる日

野市が、市長が掲げております清流という標語と結びついてくるわけであります。終末処理場

がきちっとできるまでは、恐らく 10年、 2 0年の歳月がかかるわけで、この浄化槽の管理が

うまくいくかどうかということが清流問題と密接にかかわってくるわけであります。それで、

この問題についてお尋ねをしたいわけであります。

最近におきましても一、二の一一二、 三の例ですけれども、近所で浄化槽が有効に機能して

いないんではないかというような苦情もあったわけですけれども、この辺、日野市の広報にお

きましても、清掃部の方より浄化槽の扱い、また定期点検につきましても、さまざまに広報で

お話が出ているわけですが、清掃部の担当の方に、いわゆる浄化槽をめぐる苦情相談と言いま

すか、そういうのが年間どのくらい来ているのか、また苦情の内容としては、どういうものが

挙げられているのか、その辺のお話を承りたいと思います。

さらに先般の決算委員会のときにも、私は市民の方から、東京都の民間の浄化槽の定期点検

を行っているあり方が適正なのかどうかということを財団法人で調べる調査の通知が来ている、
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その通知を見ると自分の費用で浄化槽が機能しているかどうかということを調べるんだという

ことでした。それで、過日の決算委員会でも私がお尋ねをしますと、民間業者が浄化槽の定期

点検をやっているのが適正かどうかという調査のために、いわゆる一般家庭が、その調査費を

出すというのは、少し筋として、いかがなものかということをお尋ねをしたわけであります。

その点を踏まえましてーー浄化槽の一般家庭利用者が多いわけですけれども、いざ、つくっ

た後でどういうことが必要になってくるのか、体系的にわからない点も出てきているわけであ

ります。そこで浄化槽の利用者という立場に立って考えたときに、いわゆる法令の体系上から

どういうふうに義務づけられてきているのか、国のレベノレの段階ではどうなのか、また東京都

の段階の指導としてはどうなのか、市ではどういうふうに指導しているのか、この辺の浄化槽

の維持管理をめぐる体系をわかりやすく教えていただきたいと思うわけであります、

その上で、先ほどの決算委員会でも私、質問しましたけれども、そういう民間業者の清掃管

理についての調査等の問題はどの辺に位置づけられるのか……。この間の課長さんの答弁です

と、それは義務づけられているものではない、応ずる方には応じていただきたいというお話

でし7こ。で、ちなみに稲城、多摩等での調査依頼に応じられたパーセンテージ郎、ただいたわ

けですけれども、私の記憶ですと 3割は満たなかったという状態であったかと思います。さらに

市の方でも、この問題については補助を出される態勢であるとか民間業者に対する指導等も行

っているわけですけれども、その辺の内容をお尋ねしたいと思うわけであります。

与L上ですo

O副議長(米沢照男君) 清掃部長。

0清掃部長(藤浪竜徳君) 清掃部長でございます。

それでは順次、お答えしたいと存じます。

まず、浄化槽をめぐる苦情相談でございます。清掃部に寄せられました苦情は、昨年の 8月

からことしの8月にかけてでございますけれども、 38件ございまし7こ0 このほとんどは、放

流水質、それから悪臭というものがほとんどでございます。特にひどい悪臭が 6件ということ

でごぎいますo

それから、その原因でございますけれども、清掃の未実施一一清掃してないというところで

ございます。それから保守点検の不徹底というものがほとんどでございます。

なお、清掃の未実施につきましては無届けの浄化槽が多かったということがございます。そ
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れは、ほとんど清掃するということを知らなかったというのもございまし7らこれの処置でご

ざいますけIれども、都の清掃局と連絡を取りまして清掃の実施、保守点検の徹底をお願いした

ところでございます。

それから、浄化槽の管理体系はどうなっているかという御質問でございますけれども、まず

法的な体系でございますけれども、浄化槽につきましては、昭和45年 12月に制定されてお

ります清掃関係全般の規定をしております廃棄物の処理及び清掃に関する法律というものがご

ざいます。この中の一部に規定されておりましたけれども、増加する浄化槽に的確に対応する

という必要があるということから、今回、新たに単独法といたしまして浄化槽法が本年 10月

1日から施行になっておりますh

この浄化槽法でございますけれども、浄化槽の製造から設置、それから維持管理に至るまで、

建築基温法による施設設置基準の規定を除いて一貫した規程、規則が設けられたものでござい

ます。主な、強化された点を申し上げますと、浄化槽の製造業者でございますけれども浄化槽

の形式、認定について建設大臣の認可を受けなければならないということになっております。

それから設置業者でございますけれども、これは事業者でございますけれども、今まで専門

家でない工事業者でも設置できたわけでございますけれども、これからは知事に登録し、しか

も国家資格でございます浄化槽設備技術士一一浄化槽設備士を置くことになっております。

それから保守点検業者につきましては、今まで、その業者については市では、ほとんど把握

しておりませんでしたけれども、今回の浄化槽法によりまして、浄化槽の、浄化槽管理士とい

う、これも国家資格でございますけれども、これを必要とし、 しかも知事に登録するという制

度が新たに設けられております。このように製造業者、それから工事業者、それから保守点検

業者、いずれも責任と義務の明確化、それから身分、資格の確立が図られたものでございます。

それから、設置者についての義務でございますけれども、清掃基準というものが、年に 1回の

清掃、この義務が明文化されてきたものでございます。

それから保守点検基治、これも厚生省の通知だったものが浄化槽の施行規則の中に明文化さ

れたというものがございますo

それで指導、監督というZ場から申し上げますと、浄化楢につきましては次のように指導監

督するようになっております。

まず、浄化槽の構造等の機種につきましては、建設大臣の指導監督にございます。それから
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浄化槽の改善命令等の設置上の指導監督は知事でございます。それから清掃業者の許可につい

ては市長となっております。

現在、市が直接、浄化槽にかかっておりますことは、いわゆる市の公共団体の責務として清

掃思想の普及ということがございます。この観点から浄化槽の知識、普及を図るということで

先ほど御質問がございましたけれども、広報にPR、それからパンフレットの配布ということ

を行っております。そのほか清掃費の約2分の1、平均家庭で 53%の補助等を行っております。

それから浄化槽のみではございませんけれども、家庭雑排水の放流などにつきましては清流

フィノレター等の設置指導を行っているところでございます。

以上でございます。

0副議長(米沢照男君)

016番(夏井明男君)

夏井明男君。

今、浄化槽法という単独法ができて、それが本年 10月 1日

から施行されたということでございますが、新聞の報道によりますと、かなり見出し的に出た

のは民間資格者のあり方が変わったというふうな大きい見出しであったわけであります。

先ほどの苦情処理の話につきましても、悪臭等が一番多かったということで、原因的には清

掃する義務を市民の方で知らなかった方もいらっしゃるというお話でもありました。で、市民

感情としましては早く下水処理場をつくってほしい、そのための過渡的なものとして浄化槽を

使っているんだという意識が、非常に、下水処理場が進捗しつつある状況を見ますと、そうい

う思いがしてくるわけですけれども、当面は、この状態が続くわけであります。

そこで最後に、お金の問題をお尋ねしたいんですが、これは比較として非常に、できるのか

どうか困難だと思いますけれども、例えば下水処理方式で普及しているところの標準世帯の年

間の下水道料金と、それから、いわゆる浄化槽をお使いの平均世帯の浄化槽を維持管理する費

用との比較なんですが、比較ができればそのデータを教えていただきたいと思います。

0副議長(米沢照男君) 清掃部昆

0清掃部長(藤浪竜徳君) 清掃部長でございます。

下水道と、それから単独浄化槽の料金の比較でございますけれども、一般家庭の平均で申し

上げたいと存じます。

まず、下水道でございますが、月 30立方の場合でございます。年間一一今度 12月 1日か

ら改正になっておりますけれども、それを含めますと 2万1， 840円、月額にいたしまして
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1， 8 2 0円でございます。

それから浄化槽でございますo これも一般家庭の1.5立米のものでございますけれども、清

掃費、それから保守点検、それから市の補助等を差っ引きまして年間 1万 8，600円、月額に

いたしまして 1，549円となっております。これにつきましては電気料、水道料は含んでおり

ませんけれども、以上の数字でございます。

以上です。

O副議長(米沢照男君〉 夏井明男君。

016番(夏井明男君) それでは、最後に要望して終わりたいと思います。

日野市の下水が遅れて久しいと言われておりますけれども、さらに 1日も早く下水道事業を

スムースに図られて市民の皆様の期待に沿えるようお願いをして、この質問を終わりたいと思

います。

0副議長(米沢照男君)

を終わります。

これをもって 7の2. 浄化槽の管理と清流問題に関する質問

7の3. 歳入予算に占める法人市民税の高比率のメリットについて問うについての通告質問

者、夏井明男君の質問を許します。

016番(夏井明男君) 歳入予算に占める法人市民税のあり方について、過日、 59 

年度の一般会計決算の認定の中で私も少し触れさせていただきましたけれども、私は高比率と

いうことを出したわけですが、実際にはどうかということであります。ここに資料をいただい

ておりますが、周辺各市の年度別法人市民税額等の推移、収入決算額の内容ですけれども、日

野市におきましては 56年に歳入予算に占める法人市民税のパーセンテージですけれども、こ

れが 56年には 14.04 %、 57年が 15. 1 5 %、 58年は一一例の問題になりましたけれど

も1o. 9 4 %、下がりましたが、 59年が 13.2 7婦という数字であります。これをちなみに

市税にかえてパーセンテージを出しますと、 5 6年が 21. 2 4婦、 57年が 23.1 8 %、 5 8 

年が 16.8 7 %、 5 9年が 22.1 0婦であります。平均しますと歳入予算の比率の中で 13%

から 14%台の比率を持っているわけであります。

ちなみに八王子におきましては、 58年の比較ですと、歳入予算に占める、総予算に占める

比率が 5.37%、日野市と比較しますと、その差は約 5.6 %ほど日野市が高いわけであります。

市税の割合を比較しましても、八王子の 58年の収支決算額のパーセンテージは 10.29 %で
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日野市は 16.8 7 %、その差は 6.6%ほど高いわけであります。立川においてもしかりであり

ます。

こう見てまいりますと、立川、町田、昭島、多摩、稲城等々を比較しましでも、日野市は法

人市民税の一般歳入予算に占める比率が高いということが言えるわけであります。

そこで当然、お尋ねをしたいのは、この豊かな法人市民税が、どのように日野市にお住まい

の具体的な市民の方に還元されているのか、潤っているのかという問題なのであります。当然

この前提には財政だけがひとり歩きするわけでもありませんし、その背後には、それの根拠にな

ります法令に基づくということが、当然必要なわけでありますから、裏を返せば地方自治体の

権限がどこまで持っているのかというι官富にも帰着するかと思いますけれども、その範囲の中

でどのように、この豊かさが反映をしているのか、お尋ねをしたいと思います。

0副議長(米沢照男君) 夏井明男君の質問についての答弁を求めます。企画財政部元

O企画財政部長(前田雅夫君〉 企画財政部長お答えをいたします。

大変、難しい問題で、かなり細かい面につきまして分析をしないと正確なお答えはできない

わけでございますけれども、大変、恐縮でございますけれども、ちょっと前段に、この法人市

民税がどういうものであるかという、どういう特性を持っているかということを、私どもの方

から前段でちょっと計算させていただきまして、法人市民税の市民への還元といいますか、反

映がどうなっているかということに触れていきたいというふうに考えます。

まず、税の配分といたしまして、国税、それから地方税があるわけでございます。

で、国税につきましては、おおむね所得税、法人税、それから間接税、この三つが主体にな

っておりまして、 おのおの約 3分の 1 ぐら~，を占めているわけでございま丸

所得税につきましては、御君主知のように個人の、いわゆる所得に対して課税をされる、いわ

ゆる、これは所得ですから個人の総収入に対しまして必要な経費を控除いたしまして、それに

対して一定の税率をかけるO

法人税につきましては、これは企業の活動に際して利益にかかる税でございます。赤字にな

ればかからないという、そういう性質でございます。

で、じゃ地方税についてはどうかということでございますけれども、市税には市民税、それ

から固定資産税、都市計画税等あるわけでございますけれども、税の国と都のいわゆる市町町

との配分の考え方があるわけでございます。端的に申し上げますと、末端の地方公共団体の業
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務といいますのは、御承知のように市民生活に密着した業務をやるというのが地方自治法上、

規定されているわけでございまして、その施策をやる。そうしますと財源といたしましては、

できるだけ安定的に入るような財源を充当しようというのが基本的な考え方でございます。

今、申し上げました地方税の中で、市税の中で、市民税、固定資産税、都市計画税、これは

総体的に言いますと安定的に入る税ではございますけれども、特にこの中で、いわゆる市民税

でございますが、市民税は個人の、いわゆる市民税と、それから法人の市民税に分かれるわけ

でございます。個人の市民税につきましては均等割と所得割といラことで課税されるわけでご

ざいますが、課税の考え方は大体、所得税に類似しているO 問題は法人税、法人割、いわゆる

法人税が納める、いわゆる市民税ということになるわけでございますが、これも均等割と法人

税割ということになっております。

で、この法人税割といいますのは、法人税でも同じですが、企業の利益に対して課税ができ

るものでございます。したがって企業の活動の状況によりまして、この法人市民税がかなり増

減をするという、安定税源の中では、ひとつ、かなり不安定な要素を持った財源が入っている

ということでございます。これは、税をいろいろ検討した中で問題になったようでございます

けれども、やはり法人が地方自治体の中で企業活動をする上で、やはり自治体とのかかわり合

い、いわゆる受益を受けるわけでございますので、その負担が必要であろうということで、不

安定ではありますけれども法人市民税の均等割、及び法人税割を認めているというものでごぎ

t，ます。

さらに、ちょっと申し上げますと、市民税の、いわゆる個人の市民税でございますけれども、

かなり大きな特性といたしましては総収入から、総所得から必要経費を除きまして、それに一

定の税率をかけるわけでございます。で、この税率が累進課税になっている、累進課税になっ

ているということは経済の変動に一一経済の成長より税収が伸びるような、そういう特性があ

るわけでございます。したがって地方自治体で財政運営をする場合に、法人より、いわゆる個

人の市民税がたくさんある方が計画句な財政運営ができる。所得水単が高ければ、さらにまた、

いいわけでございます。

そうし 1うことを考えますと、この法人市民税を財政の運用の中でどう考えていくかというこ

とになるわけでどぎいます。今まで夏井議員さんから日野市の現状、それから他市との比較が

出ましたけれども、今、申し上げましたような法人税の特性がございますので、いわゆる法人
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税がたくさん入ったから、その年度に執行してしまう、支出してしまうということは非常に危

険なわけでございます。やはり長期的な展望に立ちまして予算の執行をしなきゃいけなし 1。こ

れは使い方といたしましては一般の行政経費、これは事業も含めましてそういう使い方……。

あと 1つ、やはり配慮を要するところは財政調整基金に積み立てとか、あるいは起債の償還に

充てるとか、そういう使~ '1方をして~'1かないと円滑な、将来に向かつての行政運営はできない

のではなかろうかと、そういう基本姿勢に立っているわけでございます。

それを前提にいたしまして、ただいま夏井議員さんの方から市民への潤い、豊かさがどう反

映しているかということになりますと、なかなか端的に、この法人税がここにいっているとい

うことは言いにくいわけでございますけれども、強いて言いますれば、日野市が他市に比べて

行政的な水単が高いこと、こういったことが特徴になるんではな~'1かなというふうに考えます。

例えば、中学校の給食でございますけれども、単独方式を行っているo これに給食室をつけ

る、これはかなり先進的な事業でもございます。それから健康管理手当の支給でありますとか、

市立の幼稚園、 7園を保有しているとかあるいは今、都市基盤整備をやっておりますけれども、

区画整理法上からいきますと、組合施行の考え方からいけば、市の持ち出しがなくて区画整理

ができるようになっておりますけれども、実際にはそうもいきませんので、市がかなりの財政

負担をして都市基盤整備ができるという、そういうところに、やはりほかの市とかわって、こ

の法人税一一別に色がついているわけじゃ一一目的税じゃこ・ざいませんから、はっきり数字的には出

ませんけれども、そういう貢献がなされているというふうに考えているわけでございます。

で、今後の問題でございますけれども、やはり企業の収益に対するところの税でございます

ので、構造的な不況の問題、あるいは、その企業の経営の方針等によりまして、税収に大きく

変わるわけでございますので、この辺の問題につきましては慎重に、現状なり将来の見通しを

把握した中で財源を、いわゆる調整といいますか、歳出の面で配慮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) 夏井明男君。

016番(夏井明男君) 今、企画財政部長より詳しし、御答弁をいただいたわけですけ

れども、法人市民税は非常に変動の激しいもので、その辺のあり方を踏まえると経常的な経費

として使う、当てにするといいますか、そういう部分の幅が少ないというような御答弁もあっ

たかと思います。また、単年度の中でそれを使うのは、どうかというお話もありまし7こ0 した
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が~"\まして、それを起債を償還する部分に充てるとか、または積み立てて弾力的に運用すると

かというお話もあったわけでありますo

しかし、平均的なトータルを見てきますと確かに、 58年、 59年と約 2.3%も歳入総額予

算の中で変動がありますので、その御指摘もわかるわけでありますけれども、全般的な、平均

的な期待をしていい税の枠というものがおのずから財政の方でもお考えになっているんだろう

と思います。

今、財政部長のお話ですと、やはり財政的なものは長期的に考えなければいけないというお

話でありました。そうしますと、そこで、この豊かさという意味を非常にある意味で 乱暴な

いき方をしたわけですけれども、具体的に市民の方に、どういうふうに市税が展開をされてく

るのか、これは法人市民税だけの問題ではなくて、総合的な問題になるかと思いますけれども

……。そうしますと、やはり財政計画の必要が当然、これ、出てくるだろうと思うわけです。

で、各謀、部によりましても、例えば教育の方ですと、次の年度は学校給食をどこへつくろ

う、次の年度には計画をしてこうだということで、非常にその辺の計画性を具体的な例として

見るわけですけれども、各部、謀によって、おのおのそのような計画をお持ちだと思うわけで

す。その中で、法人市民税の具体的な枠の中で、どういうふうにそれを展開できるかというこ

とも、やはり長期的に立てば十分、可能になってくるだろうと思います。

それで、最後に市長にお尋ねをしたいんですけれども、この豊かさを効率よく、市民の方の

必要性の度合いに応じて、長期的に市民の方から厚く支持をされるような使い方ということが、

どうしても長期的には出てくるわけですので、それにはやはり、財政計画に基づく方途しか、

いい方法はないんではないかというふうに私は、今、結論を持っているわけですが、その辺、

市長のあ考えをお尋ねした~"\と思~"\iす。

0副議長(米沢照男君〉 市元

0市長(森田喜美男君〉 日野市の場合、歴史的な発展経過、それから地理的な環境条

件、これらにかなり恵まれたものがあったと思うわけでありますが、そのことによって戦中、

あるいは戦前から優良企業が進出をして来られた、大変な特色だと言えるわけであります。そ

して、その後も国の経済の伸長に伴って優良企業数社が立地をされるようになり、ますます日

野の特徴を高めた、こういうふうに言えると思っております。それも地域の社会性との相互持

ち合いといいましょうか、つまり、それが、いわゆる集積の利益という形で企業に利子、企業
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に有刺にする面、あるいは従業員の方々に対する教育、福祉、文化、環境、いろいろなサービ

スが、また還元されるということでありますから、日野市の場合は、ひとつのいい例として感

謝する面と、また評価する面とあってよろしいと、こう思っております。

私の考えの中で、特に日野市として特色的に考えますのは一一施策ができたというふうに考

えますのは、約 10年間、この農地課税を宅地並みにということを非常に強いられた時期にも、

それを行わないで農家に、あるいは農地として保持できるような還元を行った、それが大まか

に言って十数億円、それから、その財源が一一財源がといって特に結ぼれているということじ

ゃございませんが、不均一課税の課税政策をとらしていただきまして、プラスする財源が、ま

た相見合う関係になったように，思っております。つまり、町づくりに相互に有益な持ち合いが

できたということになるわけでありまして、これが考えようによりまして、農地が、時の情勢

に維持できないで宅地化という変貌を急激にやったならば、教育施設におきましても、その他

の住民の福祉事業におきましても、なかなか、そのバランスを維持することができなくなって

大変混乱をする可能性が考えられるわけでありますけれども、それらを適切に、その時期をく

ぐっていくことができた………。

なお、これからも区画整理事業が行えるとか、いい生活環境をつくることができる、そうい

う余裕を持ち得ておるということは日野市の発展のために大変、特色でもあり有益でもある、

そういう評価が成り立つものである、このように思っておりますo

両々相まって、いい町をつくる相互の努力、これは日野市を、また非常に特色をあらしめて

いる。勤労者の方々の企業に属される、つまり納税法人の属される従業員の方々も日野市の文

化、あるいは市民生活、地方自治に非常に貢献されるところも多かったと、このように思って

おりますから、この特色をますます発揮させることが日野市の発展のために大変、有益である、

こういう認識に立って将来の日野市の特色のある発展を期することができると、このように考

えております。

0副議長(米沢照男君) 夏井明男君。

016番(夏井明男君) ちょっと御答弁が抽象的に聞こえましたので、もう一度一一

もう一度といいますか、再度お尋ねをしたいと思いますが、御答弁がなかった点は後で御答弁

いただきたいと思いますが、ひとつ、財政計画的なものをつくった方がいいんではないかとい

うお話をしたわけですけれども、その辺のお話はちょっと聞けなかったわけです。と申します
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のは、これもやはり少々、乱暴な議論になるかもしれませんが、要するにほかの市に比べて財

政的に豊かであるということを言われるわけですが、その豊かな中身を見ますと、一つは法人

市民税の比率が高いということが指摘されるわけで、そうしますと、ほかの市で制度的に導入

してやっている制度がいろいろあります。しかし、 日野市においては、やっていないものがあ

ります。

例えば、この間も教育行制懇談会のときにも要望として出ていましたけれども、いわゆる義

務教育課程の小・中学校の、いわゆる移動教室の補助というものが要望として出ておりました

けれども、私は、この移動教室というのは、かなり必要だろう、義務教育課程の中で必要性が

増している以上、これに対しての父兄の負担は憲法上から見ても、やはり負担を軽くしていく

というのが主として大事なんではないか………。ほかの市を見ますと、かなり、この部分をや

っております。そうしますと、日野市は非常に豊かだけれども、どうしてこういうことをやら

ないのだろうかなというふうにも思うわけですo

また、これも少々 、舌l暴な議論になるかもしれませんが、国民健康保険d見金似曽税峨↓金の改定、

値上げの問題も出てきているo やはり市税が豊かであれば、その部分の手当てもほかの市と比

較をして軽くても別に問題はないんではないか。下水道料金しかりと、こういうふうな発想が

生まれてくるわけです。で、その辺がどの辺の程度なのか、限界なのかということが当然、問

題になってくるわけです。

ちょっと恐縮ですけれども、前にも市長に陳情で黒川地区広場をつくってくださいというこ

とで、かなりの方の署名があったわけですけれども、市長も御存じだと思います。で、企画財

政部長のお話によりますと、財政の法人市民税の使い方としては起債の償還に充てるとか、さ

らには例えば単年度で短期的に実施できるものをするとかというお話がありましたけれども、

その一つの工夫としては、今の地区広場の考え方としては土地を借りてそこに建てるという方

法ですけれども、それを買ってですね、土地を買って、やるo この買うというのが、やはり法

人市民税が予想以上に上がったときに、その財源を使って短期的に土地を購入するとか、そう

いうふうな方法を考えれば、こういう問題もいくんではな~¥かというふうに考えが発展してく

るわけですo

その辺を踏まえますと、やはり、こちらの提案につきましてもどの辺の程度の問題なのか、

市民の方の要望の強さ、強弱等、さまざま、ありますけれども、財政計画的なものがあれば、
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その辺でどの辺に導入できるのかということも、私にしても非常に質問もしやすいですし見通

しもつきやすいということでお尋ねしているわけですけれども、その辺は、いかがでしょうか。

0副議長(米沢照男君〉

O市長(森田喜美男君)

市長U

二つ、例を挙げられました。一つは小中学校の移動教室の負

担をもっと拡大できるのではな l'かという例、あるいは黒川に、住民要望があるわけだから地

区広場を用地を買って設けてあげることも可能ではなl'かという、 一つ一つは成り立ち得る論

理だと J思っております。

移動教室にも相当な援助もいたしております。それから吹上の地域の区画整理に当たりまし

て相当な支出もしてあるわけであります。都市計画的に必要な広場等は区画整理の際に何とか

取得可能なように公園でも結構ですし、あるいはほかの方法で取得可能なようになればいいん

ですが、そういうことがないわけでありますし、また、あわせて全市的に見ますと、全市的な

公平な施策ということになりますと、一つのところに、なお集中的にというわけには、 l'かな

いわけでありまして、やっぱり可能なところを全市的に、まんべんなく潤しながら水準を高め

ていくということが、私は財政的にも、とるべき負担だと思っております。

確かに財政計画を持ち、その財政計画を裏づけとする、中・長期計画もなるべくっくりたい

ということで今、努力もやっております。

しかし、今、先ほどの例に出すごとく第五小学校をどうしても建てかえなきゃならないんだ、

これはかなり優先度の高い事業でありますから、財政計画としては思いがけなくというふうに

も言えてしまうわけでありまして、それが可能ならしむるというところは、やっぱり財政力の

豊かさの、ひとつの運用の大きな可能性の問題だと、このように思いますので、そのあたりは、

ひとつ御理解をお願いしたいと思います。

0副議長(米沢照男君) 夏井明男君。

016番(夏井明男君〉 それでは、最後に要望して終わりたいと思いますo

今、第五小学校の全面改築の話というのは、財政的な計画の中では思わぬ話に入るのではな

いか、それに対応できるのも、やはり市の豊かさということで対応できるのではないかという

お話がありました。財政計画についても、これからつくっていきたいというお話もありました

けれども、そのさまざまな市民の方から出てくる要望をどういうふうに合理的に秩序づけて、

財政計画の中に入れていくか、その基準があれば、その揺れといいますか、合理性というのが
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より探訪されると思うわけですo

したがいまして、その基準になる財政計画を 1日も早くつくっていただいて、それを中心に

した議論の展開ができればありがたいと思うわけであります。

以上で終わりますo

0副議長(米沢照男君〉 これをもって 7の3.歳入予算に占める法人市民税の高比率の

メリットについて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、これに御異議ご

ざいませんか。

C I異議なしJと呼ぶ者あり〕

0副議長(米沢照男君〉 御異議ないものと認め、暫時休憩いたします。

0副議長(米沢照男君) 休憩前に引き続き会議を開きます。

午前 11時 34分休憩

午後 1時 5分再開

一般質問 8の1， 高齢化社会をむかえ、老人福祉の一層の発展のために緊急 5カ年計画をつ

くり、施策を前進させよ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〕

013番(鈴木美奈子君) それでは 一般質問をただいまより行わせていただきます。

高齢化社会を迎え、老人福祉の一層の発展のために緊急 5カ年計画をつくり、施策を前進さ

せよ、これがまず、第 1番目の質問でございますo

厚生省は医療や福祉に民間活力を導入する、そういう研究を、この8月から実施に踏み切り

ました。これは本来、国や自治体が責任を持って行うべき社会福祉を民間や企業にゆだねるも

のであり、国の福祉や医療の政策が非常に後退するo そしてさらには民間活力を導入すること

によって、社会保険制度の全般的な切り下げにつながることになると思います。今、いろんな

ところから、これに対する不安な声が出ておりますが、私は、この中で 1984年の10月 14 

日に赤旗に載っておりました「ある日、突然、親が寝たきりになったらJ-一老人保健法施行

1年半で病院ではどういうことが起こっているかということが、新聞記者がみずからの体験を

もとに取材したことが載っておりますO これを少し皆様にお伝えしたいと思いますが、全文は

省略させていただきまして、その一部だけ述べますと「一歩、病室に入ると、おむつの臭気が

-297-



漂い、ベットで老人患者たちは息をひそめて生きているo ほとんどの患者が一律におむつをあ

てがわれており定刻までそれをかえることができな V'，。そして人手不足のために、ベッドに多

くの患者は両足や両手を縛りつけられているo 落ちくぼんだ眼寓、だれ一人笑顔を見せなし可。

実際、入院患者の多くが短期間で死亡してv，く。人間は誇りと目標を見失うと急速に生への意

欲を喪失する。老人病院の多くが文字通り都会のうば捨て山であった」ーーでも、この後にも

触れられておりますけれども、その中でも良心的な病院がお年寄りの看護に当たっている医師

や看護婦の状況も述べられております。

そうL、う中で、渡辺美智雄元大蔵大臣の言葉が載っておりますが、これは岩佐恵美前衆議院

議員も何回か発言の中で取り上げ、私も聞いたことがありますけれども「牛は乳が出なくなっ

たら屠殺場へ送る。人間も働けなくなったら死んでいただくと大蔵省は大変、助かる、死んで

もらうか金を出すか、どっちかだよJ一一こういうことを言っております。事実、言っており

ます。国会の議事録を見ていただければおわかりかと思いますけれども、こういうことで本当

にお年寄りが切り捨てられる、これが今の自民党政治のあり方なんです。

そういう意味で私は、ぜひ日野市の中でも、こうした実態が起こらないように、きょうの質

問の中身としては、これからの日野市の老人施策を一層前進させていく立場から、私は何回も

老人問題を取り上げてまいりましたが、医療、文化、スポーッ、就労、住宅一一医療の問題で

は、老人医療費の無料化があります。文化では、今、お年寄りの健康な方がゲートボールなど

もやっておりますし一一これはスポーッになりますけれども……。文化でも、もっと生きがい

対策としてのいろんな文化の要求があります。また、仕事も高齢者事業団などにも参加してい

らっしゃる方もおりますし、また住宅問題では老人アパート制度、これは私が 4期目、初めて

出てきたときに取り上げた問題ですけれども、 4年たっても、まだ実現していない、こういう

問題もあります。

老人が安心して暮らせる施策を進めるために、具体的に申し上げますと老人医療費の無料化

制度をぜひ一一国がこれをやめたわけですから、日野市でも具体的にこの問題に取り組んでい

ただきたいと思います。さらには老人保育所、今、託老所とも言われておりますけれども、昔

は、かつてはポストの数ほど保育所をと、こういう声があって、私ども随分、保育所運動をや

りましたけれども、今では、ポストの数ほど老人保育所、こういうことが多くの皆さんから挙

がっております。
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さらには老人ホーム、老人アパート、老人憩いの家の増設、そういうことや、また訪問看護

制度などについても私は一般質問で取り上げて、初めて日野市でも訪問看護制度を実現いたし

ましたけれども、さらには、ホームヘルパーの増員、デイケアセンタ一、給食サービス、ゲー

トボールコートの増設など、まだ、たくさん老人福祉にかかわる問題はありますけれども、 5

カ年計画一一非常に長いですけれども、私は本来ならば森田喜美男市長の任期中にこれをやっ

ていただきたいと思いますが、 5カ年計画として緊急に確立して老人施策を進めよ、こういう

ことで質問してまいりますので、この点についての、具体的に今、申し上げましたけれども、

一つ一つでなくても結構ですけれども、 5カ年計画をつくるかどうかということをまず、お尋

ねいたしますo

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。福祉部長o

0福祉部長(高野 隆君) 福祉部長でございます。

それでは御質問にお答えいたします。

私どもも高齢化社会が確実にやってくるというぐあいに考えておりますし、我が国におきま

しでも厚生省の人口動態によりますと、 6 5歳以上の人口は現在、昭和 60年においては10.14

%、それが来たるべき西暦 20 0 0年では 15.5 7 %というような急速な高齢化が進むという

ことでございます。また、我が国におきましては、 1 947年から 49年度においてベビープ

ームの時期に出生した方が、現在 19 8 5年で 37歳から 39歳になっておられる。この方が

さらに西暦2020年、このころに高齢者のピークが来るということでございますので、この

ころには 70歳代になられるということでございます。したがって、高齢者のピーク時におけ

る問題というのは現実に、もう既に、ひしひしとやってきているということでございますので、

特に日本の場合の高齢化のテンポは早いということを言われております状況でございますし、

出生率、も急速に低迷してきている。こういう中でのいろいろな問題、これについて早急に取り

組まなきゃならん状況であるということについては、よく理解をしているつもりでございます。

しかしながら国も都も、高齢化社会に対する枠組みはできてきたけれども、中身はまだでき

ていない、こういう状況も若干ございますいまた試行錯誤の問題を私ども繰り返している状

況でございます。また日野市といたしましても高齢化施策の計画的執行ということを考える、

これも重要な問題だと，思っておりますo しかしながら、行政の末端機関としての日野市といた

しましては、市民に密着する、しのばれた福祉施策の実践というためには余り長い計画も、な
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かなか立てることが困難な状況にございます。

現在、日野市の福祉施策は緊急な課題から一つ一つ手をつけているという状況でございます。

日野市は施設面では、公共施設3カ年計画を立てて取り組んでおりますけれども、今度とも施

設の点につきましては 3カ年計画の中で計画的に進めていきたいというぐあいに考えておりま

すし、また必要なものは、この中で取り組んでいきたいというぐあいに考えておりますo

また、老人実態意識調査を実施いたしました中でも、これによりますと、御老人のニーズの

高いものは健康の問題、また、医療の問題、福祉施策の問題、また就労の問題というような幾

つかの問題が把握されてきております。私どもといたしましては、このようなニーズの高いも

のを逐次、取り組んでいきたL、。また、その中での計画も立てていきたいということでございます。

当面の問題といたしましては、来年度につきましては、まず老人給食、あるいは特養老人ホ

ームの契約、またはディホームに対する契約、このようなものを確実にいたしまして、特養老

人ホームのベッドの確保、またディホーム、これは先ほど御質問のありました一一私どもは、

老人保育所ですか、老人保育所というぐあいに内容を思っておりますが、このようなものをも

う少し拡充してし、く。このような施策も来年度からは具体的に進めていく所存でございますo

また、先ほど御指摘のありました具体的な老人アパートの問題、その問題についても、ある

いはその他d笥題につL可ても、ゲートボールコートの拡充につきましても、今後とも積極的に取り組

んでまいりたいと思っておりますので、今後とも、たゆまず前向きの努力を続けていく所存で

ございますのでよろしく御鞭撞のほどをお願いしたいと思います。

らL上でございます。

0副議長(米沢照男君〉 鈴木美奈子君。

013番(鈴木美奈子君) 今の部長の答弁をお聞きいたしまして、細かな点では非常

によくやっているということも言えるわけですけれども、長期の五ヶ年計画が無理であれば、

今、 3カ年計画で取り組んでいきたいということですけれども、この 3カ年計画の具体的な中

身が、もしも、お出になっているようでしたら、それをお尋ねしますo

それから、日野市高齢者対策協議会設置要綱というのがありまして、これは具体的に動き始

めておりますけれども、この方たちの審議した中身、どういうことを今までやってきたか、そ

れがおわかりかと思いますので、その点をお尋ねいたします。まず、そこから……。

0副議長(米沢照男君) 再質問についての答弁を求めますo 福祉部え
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0福祉部長(高野 隆君) 福祉部長でございます。

まず、計画立案の問題はどうかということでございますが、現在私どもは、先ほど申しまし

たような試行錯誤の中での高齢化社会に向けての施策を一つ一つ具体的に進めていくという観

点でやっておりますが、今後ともこれについては、長期的な計画については難しいと申し上げ

たわけでございますけれども、できるだけ公共施設整備計画等の関連の中で考えていきたいと

いうぐあいに考えております。

また、御質問の高齢者対策協議会でございますけれども、これは昭和 57年 12月1日に設

置いたしまして、現在まで何回かの会議を開いております。この委員の方につきましては 12 

名の方でお願いしております。どのような会議をやってきたかという御質問でございますけれ

ども、その内容といたしましては老人医療の無梓↓化の問題とか、あるいは健康管理手当の問題、

また、老人憩いの家の運営の問題、その他福祉予算等についての、市長からの諮問に対するい

ろいろな論議をしていただいているということでございます。

先般、開きました会議では、ひとり暮らし老人給食サービスについてということで、来年度か

ら実施する予定になっております老人給食について、いろいろな角度から御意見を賜った次第

でございますO

0副議長(米沢照男君) 鈴木美奈子君。

0 13番(鈴木美奈子君〉 それでは再質問いたします。

それでは、ぜひ、日野市の高齢者対策協議会の中では老人問題、特にお年寄りの方たちは医

療費の無料化、このことが今、非常に日野市の中のお年寄りの切実な願いでもあるわけです。

国が、せっかくやってきたこういう告肢を有料にしたために病院に入ってもすぐに出てこなけ

ればならなV¥。こういう中では非常にお年寄りの皆さんが、日野市がどういう方向を打ち出し

てくれるかということで期待を持っておりますので、来年度、特に 61年度の3月の議会では

何らかの新しい提案がされるように、私は、この点、要望したいと思います。

それから老人憩いの家の問題も、今、旭が丘にありますけれども、ぜひ南平の方向にも、こ

ういう老人憩いの家をつくっていただきたいと思います。

それから福祉の予算についても、もっとお年寄りの福祉を充実させるための予算もぜひ、国

がカットする方向の中では、もっとふやしていっていただきたいと思うわけです。

で、私は、ぜひ、今、新しい老人保育所ということで、ディホームのことですけれども、こ
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のことが脚光を浴びて、日野市でも、立川にあります至誠ディホーム、ここでも日野市の方た

ちが行っておりますけれども、非常に人数が少ないわけです九そういう中では、この施設に

通うお年寄りをもっと人数をふやす、この必要があると思います。質問としては、このディホ

ームに、 もっと日野市のお年寄りがたくさん行けるようにすることが、まず 1点と、それから、

さらには、ぜひこれを、今、ほかの市とも一緒にこれをやっているわけですけれども、日野市

の中でこれができる、そういう老人病院とも契約しながら、これがやれなl'かどうかというこ

とですo 中野区がやっておりますけれども、これは在宅の痴呆老人に、契約の病院が昼間お世

話をするということで、中野区でも御婦人の区へのお手紙、要望、それが発展いたしまして、

中野区でもできないかということの検討の中で、区の中の私的諮問機関、高齢者福祉調査会議、

この中で緊急提言を受けてやったわけです。

ですから私は、今の日野市の高齢者対策協議会の中で、こういう問題も、ひとつ、質問の項

の中に入れていただいて、これからの痴呆老人をどうするかということは非常に日野市民の、

これを抱える家庭は主婦が中心で、こういう痴呆老人をお世話するわけですから、ぜひ、この

ことを高齢者対策協議会の中で諮問できるような形で提案していただきたいと思います。その

質問が 2点目でございます。

小松市でもやっておりますし、それから中野区でもやっておりますので、日野市でも私は、

やれると思うんですo

それから訪問看護制度の中で、非常にこれも喜ばれている制度ですけれども、三鷹市では寝

たきり老人のこういうところに、今度はリハビリ専門家を派遣しているo 訪問看護制度の中で

今まで全く家庭の中で、今まで全く家庭の中で寝たきりだった方たちが、訪問看護をする中で

看護婦さんのいろんな指導で起きてトイレへ行けるとか、洗面所に通えるということで、かな

り生活ができるようになっておりますけれども、今度は家庭の中でリハビリの専門家が派遣さ

れて.いきますと、これがさらに発展するわけです。ですから、この点もぜひ、これからの日野

市の施策の中で考えていっていただきたいと思います。

その 3点について再質問いたします。

0副議長(米沢照男君〉 福祉部長も

。福祉部長(高野 隆君〉 まず、第 1点の老人医療の無料化の問題でございますけれ

ども、これにつきましては私どもも、たびたび御質問を受け、あるいは内部的な検討をいたし
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まして、現在、健康管理手当という形で御老人の年間の医療費に見合うものを予算計上いたし

まして差し上げている、こういうことでございますけれども、今後とも私どもとしては、国の

医療費の改正というような問題も目前にしておりますし、入院料というようなものを今後とも

十分に検討して、前向きに進めていきたいというように考えているところでございます。

また、 2番目の中野区での病院でのディホームサービスというようなことでございますけれ

ども、これは私どもは、現在、日野としてはそのような病院というのは、ちょっと考え当たり

ませんけれども、ともかく先々、老化し、あるいは不活発になってくる御老人のための 1つの

施策として、ディホームサービス、これも必要になってくるだろうと思いますし、これについ

てもいろんな角度から、今の、ある既存の施設なりを有効に活用するというようなことも考え

ながら前向きに進めていきたいというぐあいに考えております。

3番目については、生活環境部長、よろしいですか。

O副議長 (米沢照男君) 生活環境部昆

0生活環境部長(坂本金雄君〉 生活環境部長、お答えをいたします。

訪問看護制度につきましては本年 4月 1日から福祉部より生活環境部健康課に所管がえがし

てございます。これは老健法の、いわゆる六つの保健事業の中に位置づけられている関係上、

健康謀の仕事としていただいたわけでございます。

健康謀に、この訪問看護を持ってきて以来、チーフになりましたのがそれまで病院の総婦長

をやっておりました上野主幹がチーフになりまして、パートの保健婦、看護婦約 13名ほどに

よりまして訪問看護の仕事に当たっております。

健康課に移りましたのを機に、この帝|肢につきまして見直しをし、さらには今月の 10日か

ら17日にわたりまして日社協を通して東大医学部の御協力を得ながら、訪問看護制度、それ

から、その指導の内容、お年寄りのニーズ、そういったものを内容にした調査を行いまして、

1 7日に、その調査が終わる予定になっております。

で、私どもは、この調査がまとまりましたその結果を踏まえて年次計画を立てたいと思いま

すけれども、その年次計画の中に、ただいま御質問のありましたリハビリと訪問看護のドッキ

ングも十分考えて、年次計画のまとめに当たりたいと思います。

0冨u議長(米沢照男君〉 鈴木美奈子君。

013番(鈴木美奈子君) それでは市長にお尋ねしたいと思いますが、日野市では本
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当に、このノマンフレットも私たちもいただいたわけですけれども、この中に日野市民憲章、こ

れが 58年の 1月 1日にできて、子供からお年寄り、それから自然、文化、平和、こういうも

のも盛り込まれて、また老人憲章、立派なものができておりますし、毎年、敬老の集いには、

市長は、これを必ず、 もう読み上げるのではなくて頭の中に入っているのを一一私どもは見な

いと、まだ言えませんけれども、市長は、いつもこの 5項目にある老人憲章を市民の皆さんに

お話しなさるわけですけれども……。

こういう立派な老人憲章があり、そしてまた、 59年度には日社協によって高齢化社会に対

する市民の意識調査、こういう中で老人問題に対するこれからのいろんな要望なども出ており

ますし、また 59年の 12月には、市がやりました日野市市民意識調査、この中でも福祉の問

題、老人問題が非常に多く要望として出されているわけです。

このことなども踏まえながら私が先ほどから質問いたしました日野市の老人の施策の点で、

どうしても緊急にやらなければならない 5カ年計画、これを確立していくことが必要だという

ふうに私は考えておりますが、個々につなげれば、それは 5カ年計画にもなるかもしれません

けれども、やはり行政を進める上では、特に国がなかなか一一国も都も枠はできても中身がで

きないという、そういう中では、私は日野市独自のものでもつくって、その中に国がもし入っ

てきたら、そこの同じ中に国が入れてt¥く、そういう方向でもいいというふうに考えるわけで

すo ぜひ、これからの日野市の高齢化人口を迎える中では、子供たちの問題と同時に私は老人

問題も一一今まで本当に、この人生を長く生きていらっしゃったお年寄りが、この日野市の革

新市政の中で生きていてよかったという、そういうためにも私は緊急に 5カ年計画を一つにま

とめたものが必要だというふうに考えております。

そういう意味で市長のお考えをお聞かせいただきたし 1。よろしくお願いいたします。

0副議長(米沢照男君)

O市長(森田喜美男君)

市長。

人口の高齢化、あるいは構造の変化ということは、これはも

う、はっきりわかっているわけですが、未知の問題もたくさんあるわけでありまして、経験を

しながら正しくニーズにこたえるとともに、新しい老人福祉の構造を具体化してL、く、こういう

ことであると思います。

日野市は比較的これまで、数々の仕事を施策として実施してきておりますが、以前に質問に

お答えしたことがあると思うんですけれども、老人をすべて弱者として考えるということでは
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なくて、むしろ人格として立派な経験を持たれた、そしてまた、元気に生きたいという、その

意欲に激励という形でこたえられる、そういう面と、それからもう一つ、本当にひとり暮らしにな

られたとか、寝たきりになられたとか、あるいは痴呆になられたとか、健康がすぐれない、そ

ういう方との二面的老人施策がなければならない、こう思っております。

したがいまして、今そういう見解に立って、例えばひとり暮らしのお年寄りで、なかなか動静

は一々把握しがたし 10 栄養的にも心配だというような、いわゆる寝たきのひとり暮らしの方に

給食をしよう、 1日1回、お昼の相当栄養的な配慮をした、そういう給食をしてみたい、これ

は有料という考え方でいるわけでございますが、新しい、ひとつの施策になり得ると思ってお

ります。

それから居住に困っておられる、あるいは介助者が不十分だという方もあるわけでございま

すので、ホームのこと、あるいはヘノレバーのこと、そういうこともだんだんと現実に沿った拡

充をしていかなければならないと思っております。そういう一一日野市が老人憲章を持ってい

るというひとつの理念に立ちまして、そして今日、行うべきこと、またこれから必ずニードと

して持ち上がってくること、これらをいろんな英知を集めて体系づけていきたい、このように

考えます。そのことが、また言われるところの 5カ年計画という形に相応できるようにも思っ

ております。

高齢者対策協議会、あるいは地域保健協議会一一高齢者対策協議会には今、在宅老人の方の

日常的な健康管理、こういうことからホームドクタ一制が何とかっくり出せないだろうかとい

うことで、医師会の御意見も聞かなければなりませんので、意見を今、皆さんにお伺いをしよ

うとしております。

それから地域保健協議会には、 5 8年ですか、老健法の制定に伴いまして大急ぎで健康手帳

が配られてあります。 しかし、この健康手帳は、ほとんど引き出しにしまい込まれて役割を果

たしてないんではなし 1かとこのようにも考えられますので、この健康手帳を生かすにはどうす

ればいいかということを、これはむしろ、医師会に問し 1かけておる、こういう状況があります。

あわせて、かつて福祉の施策の 1つの大きな目玉とされておりました老人医療の無料化、つ

まり個人負担がなくても医療に、制度として十分な対応があり得Tらそれに一部負担という形

が今日の老健法相庭以来の国¢施策の変化になっておりますので、初診料は 400円、 1科目

400円、月々、初診料 400円。それから入院の個人負担分が 1日30 0円の 2カ月間と、
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こういうことが個人負担にもなっておるわけでありまして、我が市といたしましては一応、健

康管理手当を活用していただければ初診料の経費には対応できる、そういう考え方も持ってお

ります。

それから入院費につきましては、特に所得の少ない方に対しまして見舞金制度というものを

考案したら l¥かがだろうかということで、今、検討をやっております。

散漫的な施策というのは、確かに計画的に体系的に行う必要が当然、起こってまいりますの

で健康一一生活保健センターなどの機能もだんだん整うわけでございますから、それらを対象

の方に十分、均てんできるように、そういった配慮、のもとで、つまり背景には調査一一意識調

査、あるいは実態調査、これらの状況の上に組み上げていきたい、このように考えておるとこ

ろでございます。なるべく御趣旨に沿うように努力してまいりますo

以上です。

O副議長(米沢照男君) 鈴木美奈子君。

013番(鈴木美奈子君) どうもありがとうございました。

私が老人問題をいろいろと話をするときに、沢内村のことがよく話題になるわけです。長崎

の香焼と、岩手ですか、沢内村……。この二つが非常に対照的に一一両方とも非常に福祉、そ

れから医療の面でも全国に誇れる施策をやっているということで評価されるわけですけれども、

全国からもこの二つの自治体には多くの方たちが視察に行く。私たちも、まだ沢内村は行って

いませんけれども、香焼には行ってまいりましたけれども、本当に憲法をその中にしっかりと

根づかせているというのが精神なんですo で、太田村長は老人医療の無料化をやっていること

について「国の方針に盾突きたいわけではなL、ただ村長として村民たちの命と暮らしと意思

を尊重したいだけですJというふうに言っているわけですo

私、日野市も革新市政として憲法を市政に生かそうという、こういう垂れ幕が庁舎のところ

に流されていることは、非常に誇りに，思っておりますし、今、憲法改悪の動きなどもあります。

さらには軍事費をふやす中で、福祉の中にも民間活力を導入していこう、日本型社会福祉をつ

くっていこうという、そういう動きの中で、大企業などもこの福祉を今度は仕事としてやって

いしそういう方向も出ているわけです。

ぜひ、私は、老人福祉法第2条にあります「老人は多年にわたり社会の進展に寄与してきた

ものとして敬愛さ払かっ、健全で安らかな生活を保障されるものとするJという、これをぜ
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ひ生かしていただき、また老人保健法第 2条ーーこれは、それに真っ向から対決するものです

けれども、 「自助と連帯の精神に基づき」ということで、この方針をかえて政府の責務を具体

的な措置として、国庫負担を福祉、医療の分野で全面的に廃止や削除をしてし、く、こういう方

向が今、出されておりますけれども、私は、ぜひ、こういうことについては香焼や沢内村、こ

ういう所にも学びながら日野市の老人福祉が、ぜひ、前進していくように要望いたしまして、

この質問を終わりといたします。

0副議長(米沢照男君〉 これをもって 8の1. 高齢化社会をむかえ、老人福祉の一層

の発展のために緊急、 5カ年計画をつくり、施策を前進させよに関する質問を終わります。

8の2. 第一幼稚園の 4歳児クラスの増設についての通告質問者、鈴木美奈子君の質問を許

します。

013番(鈴木美奈子君) それでは、引き続き 2番目の質問に入らせていただきます。

第一幼稚園の 4歳児クラスの増設についてでございます。この質問は、私は初めて議会に出

していただいたのが昭和 45年ですけれども、 45年の第4回目に第一幼稚園の 2年保育につ

いて、この質問を行い、 4 9年の 4回議会では第一幼稚園のプレハプ園舎を改修しよう、こう

いう質問をやり、 50年の第 4回議会では幼稚園浪人を出さない対策について……。この質問

では多摩平地域にあります公立の幼稚園や保育園、ここに入れない子供たちが浪人になるとい

うことで非常に大きな問題となって議会で取り上げ、多くのお骨様方も傍聴に見えたわけです

けれども、これに引き続いて、今、幼児人口が減っている中でも多摩平の第一幼稚園では 4歳

児がなかなか入れない、こういう状況があるわけですo

第一幼稚園は昭和 40年の 4月 1日に設置されまして、当時は 7クラス、定員 280名でし

7こ0 それから、プレハプ園舎を 40年の 6月 1日に一一プレハプ園舎、ベランターなどを増設工

事に入り、 5 0年には、この新しいプレハブが改修されまして園舎が増築され、保育室が三つ

でき、いろんな付随した施設もできたわけです。 57年の 4月1日には幼児数の減少によって

5学級の編成となっております。そして、日野市では 5歳児を優先させるということで、今ま

で、 2年保育一一 4歳児の入園は、 させなかったわけですけれども、最近、いろんな、第ーか

ら第七まで 4歳児募集を行うようになり、それは非常に評価されるわけですけれども、多摩平

では、第一幼稚園と、それから団地の中にあります民間の幼稚園、さらには多摩平自治会が管

理して運営しております幼児教室、これがあるわけです。
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多摩平の第一幼稚園と幼児教室との関係は、非常に密接な関係があるわけですo この幼児教

室も、多摩平に 33年に初めて団地ができたときに、幼稚園も保育園もない、こういう中でお

母さんたち自治会が中心になりまして運動が起き、多摩平保育園、そしてまた第一幼稚園の開

園、こう L、う運動にと発展していったわけで九 40年には、多摩平自治会に保育の会という

ものがありまして、その意思を継いで 3歳児の幼児教室が誕生し、 3歳児の 80名が団地内の

集会施設で 2クラスから保育が始まりまし7弘そして 43年には、第一幼稚園の 4歳児に入園

を希望しでも入園できない子供たち 35名のお母さんが、自治会に協力を要請し、 4歳児の入

園希望者が全員入れるようにという、こういう交渉を市と行っております。そしてやむを得ず

4歳児の保育も、ここから始まっております。いつも東集会所であるとか、南集会所など、子

供たちが曜日によっては動く、そういう中では雨が降った中、風が吹いたり、いろいろと困難

な中でも、公立で入れない、そういう子供たちを幼児教室が教育をしてきたわけです。 44年

には、市立幼稚園に 4歳児が全員希望するまで、入れるようにということで、地区センターを

使用して、やることを市の方にも認めさせております。

また、いつも幼児教室のお母さんたちは市に対する要求運動を毎年、毎年、発展させてまい

りましたけれども、 45年には 4，5 2 9名の署名を持って市議会に請願を出しましTこ。 r市立

幼稚園で 2年保育を実施する運動を推進する会」こういうものができまして、ぜひ、 2年保育

をやってほしい、こういう請願が、もう既に 45年のときから始まっているわけです。そして

4 8年には、東京都に対して無認可の幼児教育施設として認めさせ、幼児教室の父母にも補助

金が出るようになりましTるまた、 49年には第一幼稚園のプレハプ園舎を改修をするように

ということで運動する中で、 3月の議会では、プレハプ教室を本建築の教室に予算化すること

が承認され、非常にお母さんたちも喜んだわけで、す。また、長い間のいろんな運動、なかなか

2年保育はできないという中では、常時、 「市立幼稚園で 2年保育を実施する運動を推進する

会」こういうものを 52年からずっと行い現在まで続いているわけで、す。

特に最近一一ことしは募集が終わりましたけれども、この募集の中では入れない子供たちが、

6 0年の 4月には第一幼稚園では定員が 60名に対して応募人口が 134人、 7 4人が入れな

かったわけですo で、ことしはどうかといいますと、 3歳児が受けたわけですけれども、第一

幼稚園 39名応募に対して合格は 18名、不合格が 21名ですo 第七幼稚園もできましたので、

ことしは少しは不合格の方が減るのではな~¥かしらと思ったわけですけれども、第七幼稚園で
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も10名の応募に対して合格者が 6名で不合格が 4名、両方に多摩平の幼児教室からも行って

いるわけですので、不合格の方が 25名も出てしまったわけです。

こういう状況の中では、ぜひ、 1クラス増設し、入園希望の幼児が全員ここに入れること、

そして団地内にあります私立幼稚園の入所状況なども調べてみますと、ある程度、私立にも団

地や、また近辺の子供たちが入っているという中では、私は、ぜひ、公立の幼稚園で心配しな

いで増設をしてもいいんじゃないかというふうに思いますので、 4歳児クラスの増設を行い、

入国希望者の幼児の全員入国を図ること、こういうことで、まず最初に質問をいたします。

。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。教育長。

0教育長(長沢三郎君〉 教育長でございます。

ただいまの鈴木議員さんからの御質問に対してお答えさせていただきます。

ちょっと私、今、歯のぐあいが悪くて歯医者に通っているものでお聞き取りにくいと思いま

すけれども、御勘弁願いたいと思います。

今、鈴木議員さんの方から第一幼稚園の今までの長い年月にわたっての歴史、おっしゃられ

たとおりでございまして、昨年からまだ、第一幼稚園も 4--5歳児の 2年保育ということで再

出発するということで、ことし 7月から 4歳児の方も受け入れるような方向をとったわけでご

ざいますけれども、今、お話が出ましたように昨年度、 6 0名、 2クラス募集したのに対して

1 3 4名の応募者があった。ことしの場合も同じように 60名の募集に対しまして第一幼稚園

では 135名ですか、応募があるということで競争率が約 2.2倍になっている。で、この傾向

は第一幼稚園だけでなくて第七幼稚園についても同じような状況でございまして、第七幼稚園

も30名、ことし募集したわけでございますけれども、それに対しまして 73名の応募者とい

うようなことで、第七幼稚園では 2.4倍の競争率になっているo ただ、公立幼稚園の場合、 こ

れは今、鈴木議員さんの方からお話がありましたように、幼児教室で 3歳の子女大変、努力さ

れてきたお子さん、そういう方を優先入園するという形であれば当然、今の 60名、 3 0名で

十分、収容可能なんですけれども、これは、当然、公立幼稚園ですから、公募という形をとり

ます。公募という形をとれば私立の幼稚園を希望している御父兄の方も一緒に応募されてくる

と‘こういうことで、なかなか 1クラスふやして 4歳児の完全就園というもの、これを果たす

ことができるかどうかということになりますと、これは公立幼稚園で 5歳児については責任を

持ちます、という方向を打ち出しているわけでございますけれども、 4歳児全員手完全に公立
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幼稚園で受け入れる態勢をつくるという状況になりますと、とてもとても、 1クラスや2クラ

スの、クラスの増設で賄い切れる状況ではなV'o

一方、私立の幼稚園の状況はどうかということになりますと、日野市に 11圏、私立の幼稚

園があるんですけれども、ことし、程喧の幼稚園の方では 4歳児を約 1，000名募集している

わけです。それに対して応募者が日野市全体で約 67 0名ほど、私立の幼稚園の4歳児の応募

者が出ているo したがって、私立の場合ですと、なおかつ 30 0名を超える収容能力はあるわ

けでございますけれども、一応、公立の幼稚園の場合には、今、鈴木議員さんの方からお話が

あったように第一幼稚園でも第七幼稚園でも 2倍以上の競争率が出てくる、こういうことで、

なかなかその辺の状況については難しい問題を含んでいるわけでごぎいますけれども、今回の

議会で市長の方から千代田自動車の跡地の問題等をめぐって、ハイテクノロジーの工場と住宅

建設が、あの場所に考えられているというお話もございまし7こ。

で、もし、あの場所に相当、大規模な住宅建設が行われるということになりますと、入居さ

れる方の年齢層にもよると思いますけれども、旭が丘地区の幼児数というのは、さらに激増す

る可能性というのは出てくるわけです。そういう問題で京王線沿線と、それから多摩平地区と

は若干、児童、生徒数の推移や何かにも違いがございますので、この辺の問題につきましては

第七幼稚園の問題等とも絡めながら、十分、教育委員会としても検討していきた~ ¥0 

さらに、先ほども申し上げましたけれども、私立の幼稚園も、やはり、同じ幼児教育という

ものを取り組んでいるわけですから、その辺の問題については、日野市の状況、 こういうもの

をお互いにしっかり把握した上で京王線沿線の対応、多摩平地区の対応、そういうものを的確

に判断しながら、今、議員さんの御要望のあるような方向も含めて検討していきたし、。ただ、

全員入園、 4歳児を全部、責任を持って公立の幼稚園で受け入れてほしいという、この問題に

関しては、ちょっと今の時点では 5歳児と違いまして問題が大きくて、なかなかそういう方向

には進んでいくのが難しいんじゃないか'0 .ただ、 4歳児の定数を多摩平地区についてふやして

いく方向ですね、この方向については地域幼稚園協会等とも十分、話し合いながら問題解決に

努めてまいりたい、こう考えておりますo

0副議長(米沢照男君) 鈴木美奈子君u

01 3番(鈴木美奈子君) それでは再質問いたしますo

教育長の答弁の中で、幼児教室の子供だちをすべて最優先させれば、優先の入国をさせれば
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いいんだということでしたけれども、私はそういう意味でなくて、そういう、全部が、必ず入

れるというそういう意味じゃないんです。その点、ちょっと誤解のないようにしていただきた

いと思います。そうでないと、ほかから受ける子供もいるわけですから、幼児教室のお母さん

たちは自分の子供だけが全部入ればいいという、そういう思いで受けているわけではないです

から、その点は、ぜひ、誤解のないようにお願いしたいと思います。

幼児教室でも、先生方も必らず、公立の方を受けたり、そして落ちたら私立にということは、

本当に口を酸っぱくするほど指導していますし、それでもなお、落ちた子供たちが幼児教室が

いいから幼児教室に残りたいという、そういう切実な願いがあるわけです。

私は今、いろいろと答弁を聞く中で第七幼稚園、これは増設する必要はあるというふうに思

っているわけです。それは第七幼稚園が建設されるときに文教委員会の中の審議の中で、千代

田自動車の跡に住宅が建てられるので人口がふえるから、第七幼稚園を建てさせてほしいとい

うそうL、う説明がありましTらそれが最近、非常に具体的になってきましたので第七幼稚園を

増設することは必要であるので、これをぜひ、進めていただきたいというふうに思うわけです。

それと同時に、じゃ第一幼稚園が一一第七ができたから、それでい~¥かというと、そうは、い

かないわけですね。第一幼稚園の中には幼児教育センターというものがあります。これが 2ク

ラス、この中でいろんな事情があって、議会のいろんな事情があって、なかなか、これが旭が

丘に建てられなかったという、こういうことがあるわけですから、今度は、この幼児教育セン

ターもいろいろと広報を通じたり、また、いろんな中身、審議したことなども 1冊の本にまと

めて、私も手元に持っておりますけれども、実践記録があるわけですo ですから私は、これを

自信を持って旭が丘の地域に幼児教育センターを移すという、特に 64ブロック公共施設があ

るわけですから、本来、そこに建てるべき施設を第一幼稚園にということだったわけですから、

ぜひ、これは、私は英断を持って幼児教育センターを旭が丘に移してもらいたいと思うわけで

す。その質問が第 1点……。

それから第七幼稚園の増設も非常に大事なことですので、それもやっていただきたい、その

二つの質問、そのことを質問いたします。

0副議長(米沢照男君) 教育長石

0教育長(長沢三郎君) お答え申し上げます。

今、鈴木議員さんの方からお話がありましたように、本年度も多摩平地区のお母さんが大勢、
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署名をされて、 9月中匂に教育委員会の方に、ぜひ来年度の募集に対しては第一幼稚園を 1ク

ラス、クラスをふやしてほしいと、こういう陳情に見えられましTゐ教育委員会でもいろいろ

検討したわけですけれども、今、鈴木議員さんの方でおっしゃられるように、あの第一幼稚園

には現在、日野市の幼児教育センターという形で幼児教育の研究をしていただいている機関が、

2クラス相当分の部屋を使って、地道な研究を進めている、そういう状況の中で、物理的にも

来年 4月に入園される第一幼稚園の園児の方をふやすということはできないという状況の中で、

教育委員会では本年どおりの募集ということで、来年入園するお子さんの定数についても第一

幼稚園は 4歳児60名という形で決定してきたわけです。で、確かにおっしゃられるように今

の研究施設そのものも手狭な面もありますし、将来、教育センターを第七幼稚園の方へ移した

いという構想、これは当初から持っていたわけでございますし、実際問題として、まだ具体的

な形で、いつ、どんな手順でというところまでは至っておりませんけれども、いずれにしても

第一幼稚園の今の状況の中で、さらに 4歳児のクラス、 1クラスなり何なりふやすということ

を目指すなら・ぱ、今の幼児教育センターの移設ということ、これも考えてし 1かなけれJまならな

先ほど申し上げました第七幼稚園の問題ですね、この第七幼稚園の問題と絡めながら、この

問題については、やはり当然、いろんな形で組上に上がってくる問題でございますし、先ほど

申し上げました七幼の幼児数の激増、こういう問題と絡めながら、この問題等についても十分、

検討しながら方向づけをやってまいりたいと、こう考えております。

それから、 2番目の第七幼稚園の問題につきましては、これは今、 1クラス 30名という応

募の状況でございますけれども、本年度募集した中では、一番応募者の多い地区である、あの

地区に公立も、私立も幼稚園が現在ないという、そういう状況とも絡みながら、その問題の中

で何とか解決の方向を見出していきたいと、こう考えております。

0副議長(米沢照男君) 鈴木美奈子君。

013番(鈴木美奈子君〉 私は、:to'ifJ:さんたちが夏休みも返上してーー多分、生まれ

て初めてだと思うんです、署名を集めたのは……。日野市長あてに、 7，642名、教育委員会

あてに 7，59 4名、こういう署名を集めまして、本当に、若いお母さんたちが多いわけですか

ら、赤ちゃんを連れたり、いろいろと苦労しながら、また、先生もそれを指導しながら議員の

皆さんのところもお伺いして、ぜひ、協力をお願いしたいということで、この署名の重みを本
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当にわかっていただきたいというふうに思います。で、教育委員会も傍聴もしたり、今までな

かったような運動をやって、日野の市議会でも 7，000を超える署名というのは最近、非常に

少ないのではないかというふうに思います。

そういう意味で私は、ぜひ、この7，00 0を超える署名の背後にある熱意、こういうものを

ぜひ、酌み取っていただきたいと思うんです。

それから、私立と公立との関係が、いつも言われるわけですけれども、 54年の日野市の統

計を見ますと、 54年に公立が総数で 74 0名だったものが今では 48 1名というふうになっ

ておりますし、非常に減っているo それから私立の方は総数が 2，746名に対して 2，248名

ということで、その学校によって、学校法人、 宗教法人、個人、この 三つに分かれてふえてい

るところもありますし、少ししか減ってないところもあるという中では、これを数で比べてみ

ますと、その滅り方については、そんなにも、公立の方がうんと減っているんじゃな t¥かなと

いうふうに思うわけです。ですから私は、ぜひ、何か公立がやろうと思うわけです。ですから

私は、ぜひ、何か公立がやろうと思いますと、私立幼稚園との関係が出てきて、そこでネック

になると思いますので、ぜひ、日野市の子供たち、どの子も私はみんなかわいいと思うんです。

そういう意味では、ぜひ公立と私立と、それから幼児教室、この存続も含めながら進めていっ

ていただきたいと思うんです。

で、もう一つだけ質問いたしますけれども、ことしも先ほど言いましたように、多摩平で第

一と第七幼稚園 25名、入れなかった子供たちが出て、それから私立に申し込んだ方もt¥らっ

しゃるわけです。そういう中では、もし、万一、幼児教室が存続するようなことがあった場合

には今までどおりーー東京都が無認可施設として補助金を出しておりましたけれども、この補

助金を今までどおり市としても存続をしていくかどうか、特に 4歳児の場合……。 3歳児は、

もう継続してやっておりますけれども、 4歳児の場合、存続してやっていくかどうか、その点

をお尋ねいたします。

0副議長(米沢照男君) 総務部長b

0総務部長(山崎 彰君〉 総務部長でござし 1ます。

ただいまの御質問にお答えいたします。

この施設は、御承知のように類似施設でございます。それで現在、 3歳児と 4歳児が入国さ

れておるわけでございます。それでそのまま、これも東京都から、 3歳児につきましては
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2， 5 0 0円、それから 4歳児につきましては 3，00 0円という補助を受けまして、総計、市が

5 0 0円を持ち出しまして、 3歳児が 3，00 0円、それから 4歳児が 6，000円というような

補助でやっておりますので、そのまま存続は、なればそのまま補助していきたいというふうに

思っております。

よろしくお願いします。

0副議長(米沢照男君) 鈴木美奈子君。

013番(鈴木美奈子君) それでは最後に、ぜひ、市長に、私が今まで質問いたしま

した第一幼稚園の 4歳児クラスの増設について、これに関して幼児教育センターのことやら第

七幼稚園のこと、幼児教室のこと、いろいろと関連して出してまいりましたけれども、総括的

に、この質問に対して御答弁をお願いしたいと思います。

0副議長(米沢照男君〉

O市長(森田喜美男君)

市長。

幼児教育に、これまで取り組んでまいりました日野市の情熱

は、これは御本知のとおりでありますo 公立、全く、なるべく格差のないようにということを

願いつつ、恐らく、すべての適齢幼児には幼稚園教育を、あるいは幼児教育を適用することが

できる、そういう意味では問題は解決済みである、このように言えると思います。

そしてまた、地域的に、なお、特に近ごろ公立幼稚園におきまして、 2歳、つまり 4歳、 5

歳の2年保育を実施することになりましたから、また新しい問題が少い吹き出してきている、

こうL、う事実がございます。これも、今、教育長からも答えましたとおり七幼を増築したり、

それから特に幼保一元という大きなもくろみ、目標を抱いております。幼児教育センタ一、こ

れも拡充をしていきたいと、こう考えております。

それらの中で、日野市の幼児教育を、ともすれば幼稚園の公、私立のみならず、 保育園の

幼児たちもあわせて、人間形成の大切な時期に十分、対応ができるように、今、子供のために

日夜、苦心をされております家庭の方々の安心ができるように、我々は十分やってまいるつも

りでございます。どうぞ安心してくださし 10

0副議長(米沢照男君) 鈴木美奈子君。

01 3番(鈴木美奈子君) ただいま、市長の方から安心してくださいと t'¥う最後の締

めの言葉がありましたので、私は本当に幼児教育一一一番大事な、これから人間が形成されて

いく大事な時期の子供たちを、やっぱり日野の行政ー一私がさっき言いましたように、お年寄
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りと一緒に大事にして t¥かなければならないと思いますので、ぜひ、多くの方々の希望にかな

うようなそういう方向をお願いいたしまして、この質問を終わりといたします。

0副議長(米沢照男君) これをもって 8の2. 第一幼稚園の 4歳児クラスの増設に関

する質問を終わります。

次に、 8の3. 多摩平に住民要求に基づく総合文化、福祉施設をつくれ~についての通告質

問者、鈴木美奈子君の質問を許します。

013番(鈴木美奈子君) 多摩平に住民要求に基づく総合文化、福祉施設をつくれと

いうことで、これは題のとおりでありますが、多摩平の地域には、いろんな団体があります。

特に、ことしの 9月 29日に多摩平団地の中だけのお年寄りの皆さん 70歳以上の方を自治会

が御招待して、 1 0 0名を超える方々が集まって敬老の集いが開かれましTこ0そして、このと

きに社会教育センターの御協力をも得たり、それから、そこの若い人たちと御一緒に運営して

いったわけですけれども、お年寄りの皆さんから、この若いお孫さんのような方たちのおもて

なしが非常に喜ばれまして、またお会いしたいという、そういう中から自主的な運営として、

これが発展いたしまして、 「多摩平憩いの会Jというものができて、ここでも憩いの会が体操

したり、それから、おしゃべりをしたりという、そして、また、落ち葉を取ってきてそれをは

がきに押し葉をする。そういうところまで、非常に楽しい趣味のサークルにまで発展している

わけです。

そういうものや、また幼児教室もありますし、学童クラブ、それから図書館が、子供の図書

館ですけれども、図書館がある。それから子供会もありますけれども、集まるところがないと

いうことで地区センターを使ったりということで、それから八千代会というお年寄りの老人ク

ラブは社会教育センターを使っておりますけれども、さまざまな、こういう子供からお年寄り

までの集まりがあるわけです。そういう意味で、ぜひ、私は多摩平地域に、こういう子供から

お年寄りまで集まれる文化、ネ説止施設、こういうものができたら非常にいいんじゃなL、かとい

うふうに思うわけです。

それでぜひ、このことを要望するわけですけれども、お考えをぜひ、お聞かせいただきたい

と思います。

0副議長(米沢照男君)

長。

鈴木美奈子君の質問についての答弁を求めます。企画財政部

に
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0企画財政部長(前田雄夫君) 企画財政部長、お答えをいたします。

率直に言わせてもらいますと、多摩平の団地につきましては昭和 33年ごろから区画整理事

業を行いまして、道路、公園、その他下水を含めまして都市基盤整備が完了しております。で、

生活基盤といたしましては、私立病院でありますとか、民間ではございますけれども社会教育

センタ一、それから多摩平地区内には図書館が 2館、豊田ギャラリー、それから今回の議会で

も補正をお願いしておりますけれども、勤労青年会館が予定をされているわけでございますo

他の地域に比較いたしますと、大げさに言いますれば社会資本がかなり充実した地域というふ

うに私ども理解をしている次第でございます。

市民要望につきましては、もちろん私ども理解をするわけでございます。

将来の課題として、現在、支所がございますけれども、これは多摩平支所と称しております

けれども、事務の内容といたしましては住民基本台帳、それから印鑑証明、それから収納事務、

その他の取り次ぎというようなことで、法律上は出張所のような形態のものでございます。

1・3・2の開通の問題、それからパス路線の開通、それから現在、税金等につきましては、

郵便局をも含めまして各種金融機関が収納事務を代理しておりますし、また市からの給付につ

きましては口座振替というような方法もとられているわけでございます。その辺を含めまして

多摩平支所の存廃を考慮しながら、あの地域の何か市民施設を検討したらどうかなと、そうい

う内部構想は、ございます。まだ具体的なものに固まっておりませんけれども、いずれはそう

いう課題の提起になるんではなし 1かなというふうに考えております。

0副議長(米沢照男君) 鈴木美奈子君。

013番(鈴木美奈子君) それでは最後に市長から一企画財政部長から御答弁をし 1

ただきましたけれども、市長の最後のあ考えをお聞かせいただきたいと思いますo

0副議長(米沢照男君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 私は最近、多摩平の第五小学校、第六小学校、本来、それに付

設されるべき学童クラブ、さくら学童、第一、第二と言われていますが、つまり五小関係の側

の方がことし一一現在も支所の2階を使って相当過密な状態でやっておるわけでありますが、

なお、ことしは収容し切れないと、こうし、うことを情報として伺いました。

それで社会教育センターの付随施設として老人室、それから学童クラブ室、それぞれの多少

のスペースがあるわけでありますが、あれらのことをもう一辺検討し直して、第六小学校に相
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当、空き教宅がありますので、あるいは学童クラブを六小の生徒に対しては、新設をするとい

う必要が生じてくるのではなかろうかと、こんなふうに思っていたり考えをめぐらしておりま

す。

で、本来の今の支所の存在します場所というのは、多摩平団地の開発に伴って地域施設をつ

くる場所として用意されたと、こういうふうに思うわけであります。したがいまして今、企画

財政部長が、いつのことかは別といたしまして、一応のあの地域におきます児童施設が、やっ

ぱりほしいというふうに一一私も地域としては、そういうことではなかろうかと思います。そ

のほかの福祉、文化、それらに関しましては社会教育センターがかなりの役割も果たしてもら

ってありますから、地域として、だんだんと児童施設、こうし 1うことが考えるべき課題ではな

いだろうかということを考えておりますことだけをお答えの一部にいたしておきます。

0副議長(米沢照男君〉 鈴木美奈子君。

01 3番(鈴木美奈子君〉 それでは、ぜひ、そうし 1う方向でやる場合には、地域住民

の方たちの御意見も聞きながら進めていっていただきたいと思います。

これで私の質問は終わります。

。副議長(米沢照男君〉 これをもって 8の3. 多摩平に住民要求に基づく総合文化、

福祉施設をつくれ命に関する質問を終わります。

お諮りをいたしますO 議事の都合により暫時休憩いたしたいと思いますが、これに御異議あ

りませんか。

( I異議なし」と呼ぶ者あり〕

0副議長(米沢照男君〉 御異議ないものと認めます。よって暫時休憩いたします。

。副議長(米沢照男君) 休憩、前に引き続き会議を開きます。

午後 2時 24分休憩、

午後 3時 6分再開

一般質問9の1. いつまで続く、革新・森田市長の反「行革J姿勢についての通告質問者、

古賀俊昭君の質問を許します。

( 1 8番議員登壇〕

018番(古賀俊昭君〉 一般質問を行います。

去る 9月議会、私の質問時間終了直前に質問を終えまして、森田市長の答弁が所要の質問時
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間内に終わらなかったために大変、混乱をいたしまし7ら今回は冷静に市長にもお答えをいた

だきまして副議長にまで類が及ばないように御注意をいただきたいと思います。

ことしの夏の 8月の 28日、自治省は昭和 61年度地方行財政重点施策を発表いたしました。

この重点施策に基づいて予算概算要求も編成をされており、明年度に実施を行おうとする、

特に重要な施策の基本的な方向と内容を明示したものであります。

昭和 61年度地方行財政重点施策は五つの柱から成っております。

まず最初に、地方行政刷新の行政改革の推進、これを挙げ、 2番目に地方財政の健全化、 3 

番目が地域社会の活性化、 4番目に住民生活の安全確保、そして最後 5番目に選挙制度の改革

という構成になっております。

市長もおわかりのように、この重点施策のトップに書かれているのが、いわゆる行革であり

まして、さらに内容を見てみますと次のように書かれておりますo r地方公共団体において、

これまで国に先駆けて行政改革の推進に努めてきているものの、さらに強力に行革に取り組む

必要があることから、当面、地方公共団体における行政改革大綱の策定を指導するとともに、

さらに各地方公共団体が、その策定した行政改革大綱に基づいて積極的に行政改革を進めるよ

う指導するなど、地方行革大綱に即した地方公共団体の自主的総合的な行革を一層推進してい

くこと」と述べているわけであります。

また、この重点施策が出される約 1カ月前の 7月の 22日、臨時行政改革推進審議会の行政

改革の推進方策に関する答申が土光会長より中曾根総理大臣に提出をされておりますo 答申は、

その序論で、行政改革の現状と課題について活力ある福祉社会の建設と国際社会に対する積極

的な貢献を今後の行政の二大目標とする今回の行政改革は、国民の大きな支持を得て今日まで

推移している、しかし、臨時行政調査会答申の指摘した具体的改革の進行は、ようやく、その

道の半ばに達したところであり、今後、なお、改革方策の着実な努力が必要、と現状を述べ、

今後、残された課題として、財政再建、国鉄の改革、民間活力の活用など、国と、車の両輪の

関係にある地方行財政¢敬革を進めることであるo 我が国全体としての行政改革の実効を上げ

るためには地方行革の推進が不可決である、と指摘をして、そして地方行革は、地方公共団体

の行政を時代の変化に即し、簡素、効率的なものにすること、と地方公共団体の自主性、自立

性を強化することの両面から進めることの必要性が強張されております。

こうした国民世論を背景とした自治省を初めとする国の方針や指導とは、日野市はかかわり
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がありませんというのが森田市長の意向のようであります。しかしながら肝要なことは、大切

なことは、少なくとも市政に、また市の機構などに、市民の非難や批判を浴びるような問題が

あれば、これを速やかに解消する、そして市民の多様な行政需要にも迅速に、柔軟に対応でき

る、市民に真に信頼される市役所であることに絶えず努力を払い続ける意思が森田市長にある

か否かでありますから、行革は市民に向かつて行うという、格好をおつけになるのも結構であ

りますが、まず、論よりも実効を上げていただきたいと思うわけであります。

以下、今まで一般質問を通して、私が市長、理事者当局に是正を働きかけてまいりました、

市民の、また批判もあります幾つかの事項について 7点ほど質問をいたします。

まず、その第1は、いわゆる有給夏休み、ことしは 9.5日が労使問によって約束をされ実施

をされたようであります。昭和 60年度の、国等にはございません有給夏休み、この消化状況

はどうなっているか、まず、お尋ねをいたしますo

次に、この有給休暇の一一夏休みの休暇と関連をいたしますが、年次休暇、この消化状況も

あわせて、 6 0年度の資料を持ってお答えをいただきたいと思います。

3つ目は、いわゆる組合活動休暇、有給職免を適用されて組合活動に当たり、休暇をとった

にもかかわらず給与が支給されている。こうした休暇については昭和 59年度、どういう数字

がまとめられているのか、延べ人数、時間数等を街]答弁願います。

4点目は、給与退職金の是正計画の内容についてでありますo ことしの 7月の 25日付、自

治省は通知を各自治体に出しまし九「地方公務員の給与に関する個別の指導、助言についてJ

というものでありますo 特に是正を要する 253の団体が指定をされ、第 2次の個別指導を受

けたわけであります。日野市は、もちろん、第 1次の個別指導も受けておりました。この253

団体の中で、給与、退職金両方にわたって是正の指摘を受けたのが、この日野市であります。

ちなみに給与、退職手当両面の要指導団体というのは、全国で 37市、全自治体の 5.6%にし

か過ぎないわけですが、その中に日野市も名を連ねているわけであります。この給与、退職金

の是正計画、これが先月の 22日、 26市の中では 1番最後に提出をされたようでありますが、

その内容について御答弁をお願いをいたします。また、遅れた理由等についても、あわせて御

回答をお願いしたいと思います。

次に、行財政調査会、この開催状況、また、どのような内容が現在、検討をされているのヵ、

その点についてお尋ねをいたします。
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なお、 9月議会では、 1 2月中、年内には答申を一一中問答申ですか、 1次答申に当たるよ

うなものを得て来年度の予算編成に反映をさせたいというような意向が述べられておりました

が、いまだに私どもの手元には 1次答申が出されたという報告書なり通知というものは来てお

りませんo 現在、どのような段階にあるのか、あわせて御回答をお願いいたします。

次に、定年退職等の昭和 60年の支給月数についてお聞きをいたします。御家知のように昭

和 59年度は、 89カ月の支給を行ったわけであります。定年退職等、つまり勧奨長期動続を

入れた、いわゆる勧奨的扱いの退職者に支払われます支給月数について、現在、どのくらいの

月数を考えて当局は作業を詩吉めておられるのか、その点もお尋ねをいたします。

あわせて、昭和 60年の定年退職等の退職予定者、どのくらいの数の方が、今、いらっしゃ

るのか、御回答をお願いいたします。

次に、この定年退職とも関係をしてまいりますが、定年条例が施行されまして、 6 0歳で一

般職員の方はおやめになるわけでありますが、引き続き特別な理由がある場合には、勤務を続

けるということができるようになっております。何人かの方が、 1 0人ほど昭和 59年度はい

らっしゃったと思いますが、来年度については、どのような取り扱いになるのか、予定の人数

等わかりましたら、あわせて教えていただきたいと思います。

もう一つは、昭和 60年度のベアについてであります。

御承知のように、今、職員組合と当局の間で話し合いが詰つめられていると思いますが、市

役所の庁舎内には、いつものことながら違法なビラが、また数をなして張り出されております。

これもベアの実施をめぐっての労使聞の底から、こういうものが出てきているものと思います

が、日野市では、現在、当局はどのような考えをもって市側は交渉を行っているのか、このベ

アの問題についてお尋ねをいたします。

以上、御回答をいただいて後は、再質問を行います。お願いいたしますo

O副議長(米沢照男君) 古賀俊昭君の質問についての答弁を求めます。総務部元

。総務部長(山崎 彰君) それでは、 5点目を除きまして順序を追いまして御説明を

していきます。

1点目の有給休暇の消化状況でございますが、これは昭和 60年度で、先ほど古賀議員さん

からも言われていますように、 6 0年度におきましては 9.5日ということでございますo そし

て、それの消化率は、 95.7が全体の消化率でございまして、 1人当たり、大体、 9.1日を消
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化したということでございます。

それから、 2番目の年休消化状況でございますが、御承知のように年休は、 1人 20日であ

ります。これにつきまして 1人平均、 13.8日で消化率は 69. 3婦でございます。

それから、 3，番目の職員組合の職免件数等でございますが、これは御指定の 1年間の人数と

時間数でございます。これにつきましては 3項目ばかりございますが、まず、大きく分けまし

て組合交渉等の職免ということで、職免及び給与減額条例の別表によりまする 13項のところ

を適用いたしまして、職免付与回数は 86の延べ時間にいたしまして 3，214.3ということで

ございます。

それから共済組合関係、これは 17条関係でございます。付与回数が 18回で延べ時間数が

1，2 2 8.5時間ということでございます。

それから、さらに 15号関係、これは福利厚生の方でございますが、互助会関係でございま

す。互助会関係の職免につきましては 34日で、延べ時間数が 1，1 2 6.5時間というような数

字でございます。

次に、給与退職金の是正計画内容でございますが、御承知のように 12月末までの是正計画

ということでございました。それで、私ども日野市におきましては、御君主知のように 60年 4

月から 6カ月延伸というような給与是正をやりまして、それに基づく給与の是正ということで

なく、みずから、先ほども古賀議員さんが言っておりますように、自主的な積極的な改定とい

うものは、国が行うから、都が行うからでなくして、やはり任せられました地方団体において

みずから襟を正していくというような形から改定計画というような形で、是正ではなく、みず

からの日野市の独自の改定計画というような形で提出をさせてもらっています。

そうした中で、 2番目に、遅れた理由ということでございますが、これらにつきまして内部

で検討、それから対組合ともありまして、そうした中で独自計画を打ち出すために時間もとり

まして、最終的に最後のときに間に合ったというような形でございます。

それでは、内容につきましてでございますが、まず、給与関係におきましては、既に 6カ月

延伸をやっておりますのでこれらのラス効果というものがどのくらいあるかりそれから初任給

基準、これもことしの4月より 1号俸下げております。これらの効果はどのくらいあかという

ような形……。それから高齢者対策といたしまして、 58歳に達したものに対しましての昇給

停止、これらの昇給停止の効果。
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それから、その次に、さらにその他の給与制度ということで給与制度の中に 3カ年で一一こ

れは計画でございますが、等級の新設をやっていきたいというような計画を持っております。

そして後は特殊勤務手当、これは毎回、議会でも指摘を受けております 33項目の特殊勤務

手当につきましての見直しということで、その中には、使われてない特殊勤務手当もあります

ので、それらの是正をこれからやっていきたいというような形の給与計画を出しまし t~

それから退職金の方でございますが、これもやはり独自の退職金制度ということで、現在、

8 9カ月でございますが、これらも園、都というものをにらんでの、それらの、今後、下げる

努力というものを年次計画的に計画を立てました。

それから、特別昇給、そうしたものがありますが、それらの、 20年以上、今まで 2号俸と

いうものがありました。そういうものを改めていくというようなことです。

あと、普通退職につきましては現在、 37年で 65カ月でありますので、これらについての

国の基準に基づきますと、 6 3年で大体、 60カ月に持っていくというような形でこれらの努

力を一応、のせてあります。これが、給与退職金にかかわる是正計画の内容でございます。

一つ、とびまして、 6の、 60年度は退職手当は、これはどうなっているかという御質問で

ございますが、御承知のように退職手当につきましては、今、申し上げましたように 89カ月

ということでありますので、今年度は、さらに折衝を重ねて、徐々に下げて~¥く方向で、今、

取り組みつつあります。勧奨につきましでもこれらのま、がまだ定まっておりませんが、早急に

決定を見て勧奨を実施していきたいというふうに、これも近々、そうしたものを行っていきた

いと思っております。

次に、 7番目の再任用の件でございますが、その前に本年度の退職者数は、今、どのくらい

かということでございますが、一応、定年退職では 8人を予定しております。それから勧奨は

さらに 59、 5 8歳の人ということで 7人ばかりを一応予定はしております。そして、この定

年制度に基づきまして再任用の制度が発足したわけでございます。

それでことしから、 6 0年の4月から 10人の方の再任用をお願いして現在、行っておるわ

けでございますが、これらの来年度の再任用というものにつきましては、このうち、再任用す

る方が 10人のうち 5人ほど退職いたしますので、 5人の方のさらに延長が見込まれまして、

さらに 1人新しく再任用というような形で 6人になる可能性でございます。これの、御承知の

ように再任用制度も 3カ年を限度として行っておりますo そういう制度でございますo
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それから最後に、もう 1点でございますが、ベアの交渉につきましては現在、積極的に、今、

行っておりますが、今議会の 18日に議案上程をお願いしてありますそのところで、ベアの条

例を何とかまとめて上程できるよう、今、努力をしております。そういう状況でございます。

雑駁でございますが、以上でございます。

O副議長(米沢照男君〉 企画財政部長。

0企画財政部長(前田雅夫君〉 企画財政部長、 5点目の行財政調査会の開催状況等

についてお答え申し上げます。

全体会といたしまして 14回、小委員会が 4回でございます。それで全体会では現状の把握

が主たる業務でござし 1ました。特に申し上げますと、財政、組織、機構、給与制度 ーーこれは、

退職金あるいはその他の手当を含むものでございますu それから教育委員会関係の事務、それ

から給食関係の現状、福祉関係の現状、それから国民健康保険事業、電算化の問題、それから、

現在行っております事務事業の外部委託状況、こういったものについての現状を把握をしたわ

けでございます。

で、現在、今年末を目途に中問答申をすべく、小委員会を開催をしているという状況でござ

います。今年末を目途に中問答申をするように、今、小委員会等を開いている状況でございま

す。本答申につきましては予定通り来年度末を予定しております。

以上でございますり

0副議長(米沢照男君〉

018番(古賀俊昭君〉

古賀俊昭君。

再質問いたしますU

まず最初の、夏休みと年休のことに関してですが、今、消化状況をお聞きしますと、問題の

夏休みの場合、ことしも昨年同様 9.5日でし7ら昨年が消化率が 98.3婦でしたが、ことし

9 5.7%、ほとんど横ばいであります。 1人当たりの平均日数も昨年と同様9.1日ということ

になっておりますので、夏休みは比較的、皆さん方、多くおとりになっているということがわ

かります。しかし、これもFJ唱の多い、いろいろ指摘の、今まで数、重ねてされてきておるの

でありますので、あわせて今後の来年の日数等については、今まで私がお聞きした段階では東

京都並みに近づけていきたいと、助役の御回答が過去にあったわけですが、今は、どういうお

つもりで臨まれるつもりなのか、お尋ねをいたします。

また、年休につきましては 20日間、ことしの 1月 1日からことしの11月 30日までの数
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字だと思いますが、全体の消化率が 69.3婦、昨年が 7o. 3婦でありますから 1%ダウンをし

ております。全体では大体、 1婦の消化率はダウンですが、私が先に資料をいただきましたも

のによれば、部長職の方、前回、昨年が 55.5%、ことしが 49. 5婦という数字になっており

ますo 日数で 9.9日、約 10日……。それから課長職の方は 47.5%、昨年が 52.0婦ですか

ら、これも 4.5%ほどダウンをしております。全体は約 70 婦、 しかしながら管理職の方につ

いては、年休の消化が非常に率が低いということがわかります。昨年は何とか半分は、 50%

以上の消化率がございましたが、ことしについては 20日のうちの半分もいっておりません

管理職については……。

こういうことを考えますと、一つの考え方として、いろいろ批判もあります夏休み、これは

やはり、国はないわけですから、東京都並みに、まず近づける。それと同時に年休の消化の輩、

を上げていしそうした努力をやはり市としても職員の方に指導していくべきではなかろうか

と思います。その点についてのあ考えをお聞きをいたします。

次に、組合活動に伴います有給職免の実態についてであります。

これは私が以前、 5 8年 1年間の組合活動休暇について、さきに質問したことがありました

ので、 59年度一一前年度の分と比較をして、この組合活動休暇の状況について細かく少し見

て、また、再質問を行います。

職免規定の適用を受ける、そしてなおかつ、給与条例によって給与の減額は受けないという

形で、二つの休暇が大きく分けてございます。

1つは、職員の給与に関する条例施行規則の13に該当する、いわゆる適法な労使交渉を行

う場合の、市長からその都度、必要と認められる時間について与えられているものであります。

これは御意知のように、ながら条例を根拠としております。これが一体、どのくらいあったの

か、細かく、その内容等について念のため申し上げますと、四つほどあります。一つは自治労

等の上部団体の定期大会、及び臨時大会に出席する場合、また同じように自治労の会議等に組

合代表として出席する場合、また、自治労の研修等に組合代表として参加する場合、もう一つ

は、庁内で行われる執行委員会及び各種部会に出席する場合となっております。こうしたこと

に、どのくらい職免規定が適用されて有給で付与されているかということであります。

昭和 58年延べ人数で 67 6人であります。ところが昭和 59年度になりますと、今、お話

がありましたように 918人、時間にいたしまして 2，85 9.7時間から 3，21 4時間にふえて
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おります。率にして、人数で 35.8喝の増加、時間数にして 12.4婦の増加となっております。

次に給与に関する条例の施行規則、この 25に該当するものとして市長が承認を したもの、

具体的には組合の選挙、会計監査等……。

次に、組合主体による行事の単備、総会とか納涼祭り、こういったものも、これに該当する

ことに約束が取り交わされております。

もう一つは、メーデーに参加をする場合……。最後に原水禁大会に参加の場合……。

これらは、いずれも職免が与えられた上に給与もカットをしないということで取り扱いがな

されております。

これに関しては、昭和 58年が人数で延べが 27 4人、 59年度は 311人、 1 3.5%増加

をしております。時間数にして 58年が 1，874.2 5時間、 5 9年度が 2，0 1 5.1時間、 7.5 

%ふえております。特にこのうち、 25と、この 13を給与に関する施行規則の双方を足して

みますと、人数においては 350，{，増加をし、時間につきましても 22.70，{，増加をしております。

トータルの時間数は 5，06 1時間になるわけであります。大体、 1人の職員の方が 3年間、全

く仕事に、職務に携わらずに組合活動だけを行って給与を受けていたという計算になろうかと

思います。大幅にふえてきているわけであります。この実態について市長は、どのようにお考

えになるのか、この程度は仕方ないだろうというふうにお考えなのか、見直しをおやりになる

あ考えはなL、かどうか、お尋ねをいたします。

次に、給与退職金の是正計画の内容についてであります。

御承知のようにラスパイレス指数が今回の指導では 11 2以上の自治体、退職金につきまし

ては 76カ月以上の公共団体、これらが指導を受け、 日野市は、その両方に今、顔を出したわ

けでありますo 今、御回答をお聞きしますと、ラスを下げるために、いろいろ市は、既に取り

組んでいるということで 6カ月延伸から、いろいろお話がございました。等級の新設、また、

特殊勤務手当の見直しというのも、この中に含まれているようであります。細かいことは組合

との間で、何か公にはしないということになっているようであります。職員組合のピラには、

そう書いてありますので、もし一一いろいろ触れることがあるのかもわかりませんが、差し支

えなければ等級の新設というのは、現在の等級表のどこに入ってくるのか、特殊勤務手当につ

いては、現在のものの、いかなるものが該当するというふうに是正計画には舎かれているのか、

お尋ねをいたします。
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次に、退職金についてであります。

私どもに先般ー一先般と~，いましても、かなり前になりますが、配付をされた「退職手当て

の改正計画」というものがあります。市長から議会に対して配付をされました。これによりま

すと、昭和 60年には勤続 35年で 80カ月とする、とこういうふうに書かれております。今

のお話ですと、徐々に下げるということで非常に抽象的なお話でありました。具体的には、こ

としは、この 80カ月については放棄をするのか、この線でなおかつ、交渉を進めようとなさ

っているのか、いずれかをお尋ねをいたします。

次に、行財政調査会の開催状況であります。

年内に中問答申が出されるということでございますが、ことしも年の瀬を樫えて、日数等も

余り、ないわけであります。中問答申の提出が、企画財政部長は、年内、大丈夫だというよう

なお話でございましたが、間違いなく、来年に年を越すことなく、提出可能な状況に来ている

のかどうか、その点もう一度、確認をいたしますo

なお、この中問答申の予想される内容については、私どもいろいろ考えられるわけでありま

すが、今、企画財政部長がおっしゃいました、いろいろ、制度、機構等、見直しているという

ことで、全般的に電算化、外部委託、福祉、給食、いろいろお挙げになりました。

この中で一つ、お聞きをいたしますが、給与の制度の改正、是正、見直し、つまり通し号俸

制について改めていくという考え方で、現在、この行財政調査会、来年度に向けて、この中問

答申で盛り込んで、まず着手をしようということは、この中問答申に入るのかどうヵ、もしーー

まだ出ておりませんが、答弁が可能でしたら、この給与制度、大変、大切な問題ですのでお聞

かせをいただきたいと思います。

次に、定年退職、この予定者の方の数が大体、 8人というふうにお聞きをいたしました。も

し、退職金の是正が 89カ月のまま、 80カ月に是正をされないとすれば、最高の方は、 もし、

幾らになるかおわかりになれば、お聞かせをいただきたいと思います。

それから次に、再任用についてお聞きをいたします。

これは私、ある方から聞いたんですが、 3月の 31日で退職になるということで、全員で職，

場を挙げて送別会をやった、そしたら、 1日、間を置いて翌日からまた職場に来ておられる、

一件、どうなっているんだということをおっしゃっておられる方がおられました。職場の内部

においても、その点の意思の確認といいますか、統一、理解というものが得られていなし 1から、
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こうした疑問が出てくるのだろうと思いますO 年金の支給について、いろいろ配慮するという

ことで再任用の制度は活用されるということだと思いますが、こうした職場の中にお互いが不

信を持つようなことが現に一一今年度、初めての定年制の実施でございましたが、あったとい

うことが事実のようであります。こういう点について、いま少し配慮をされた方がいいと思い

ますが、御承知をなさっておればお考えをお聞きをしたい、このように思います。

最後にベアのことですが、国は、御承知のように 5.74、これを人事院が勧告をし、東京都

は前年度に、たしか昭和 58年だったと思いますが、国を大幅に上回って給与のヲ|き上げを行

いましTら給料のヲ|き上げです。で、今年度は人事委員会が、 3.8 8婚をヲ|き上げを勧告して

いるようであります。具体的には日野市の場合、どの辺の数値をお考えになっているのか、い

ろいろ交渉の途中で微妙な段階かと思いますが、もし、数字等が、また、実施時期等が御回答

になれるのであれば、お聞かせをいただきたl'と思います。

以上です。

0副議長(米沢照男君〉

0助役(赤松行雄君)

助役。

私の方から、お答えできる範囲の中でお答えをし、詳細な面に

つきましては総務部長に補足をしていただきたいと、こう思うわけでありますO

まず第 1点の夏休みでございます。 9.5という現状でございます、それで御意見があったよ

うな形の中で、我々も 60年度、さらに都並みに向けまして、年を追って夏休みという制度を

縮少していきたいと、こういうふうな考え方を持っておりまして交渉等も始めたわけでござい

ますけれども、 2 6市の他市で、数カ所の市が夏休みの件につきまして積極的な交渉を展開し

たわけでございますけれども、前年並みというふうなことで他市が収束している、こういう状

況でございまして、日野の場合にも 9.5を、 6 0年度において、さらに切り込むということは、

ちょっと難しい状態になってきたわけでございまして、 9. 5の現状のままでおるわけでござい

ます。 61年、あるいは 62年に向けまして、給与制度の一端とも言えるものでございますの

で改革していきたl'。都並みに、従来どおり、やはり議会を経た中で、あるいは、おっしゃる

とおり年休の方は 6割程度の、毎年、消化率でございます。そちらの方に、やはり消化を振り

向けるというふうな方向づけ等も、おっしゃるとおりの一つの大きな解決点かと思います。こ

れらの各市の状況が進展しない背景には、日本の労働時間というのは、 2，01 5時間だとか、

あるいは 2，0 2 0時間というふうな、先進国の労働事情と比較しますと、先進国は 2，000時

ヴ

4
9
h
 

qo 



聞をみんな切っておるわけでございます。それから夏休みのレジャーだとかいうふうなことで、

海外旅行をするとか、そうL、う労働条件の問題、あるいは、要するに貿易一一外貨を使うとい

うふうな意味では、やはりひとつの、貿易面の問題としても、西ドイツ等は海外へ出て、要す

るに、ある程度のレジャーを楽しむと、こういう問題があるわけでございます。日本の場合に

は、まだまだ、労働時間が非常に長い、こういうふうな世界的な批判等もあるわけでございま

して、それらのものが背景にありましてなかなか、コンセンサスを得られないと、こういうふ

うな状況でございますので、その状況を御報告申し上げ、おっしゃるとおり年休の方へーーま

だ、 4割が末消化でございますので、振り向けるような方向づけで組合交渉を要するに進めて

いきたいと、こう思うわけでございます。

それから 2点目の、組合活動でございますけれども、組合とじかに接して、職員謀、総務部

というものが大変な苦労をしながら、ある程度の範囲内で、要するに組合活動に対する職免と

いうものをなるべく、要するに広範囲に及ばない、あるいは多人数に及ばない、こういうふう

な努力をしておるわけでございますけれども、一方において民主的な労働組合を育成するとい

う面から、ある程度の、こういう取り計らいというものが民間においても広く行われていると

ころでございます。

それから東京都におきましては、はっきり、都議会の超党派で、 「ながら条例」というもの

をつくっております。給与を受けながら組合活動ができるo これは、あくまでも平和的な組合

活動でございまして、自治労大会だとか、都労連だとか、中央委員会だとか、それから執行委

員会だとか、あるいは、いろんな分科会、そういうものの、正規の会議時間、これは日野市は、

職免という形で有給になっておるわけでございますけれども、東京都の場合には形は同じです

けれども、 「ながら条例」というもので許可している、こういうふうなことでございます。東

京都の「ながら条例」というものは非常に広範なものでございます。大変な人数を抱えていま

すので、ある程度のものを許していきませんと、途中からエスケープすると、こういう底抜け

のところがあるわけでございますので、ある程度、大きな網で、要するに規制を保っていると、

そういう面の作用も我々の組合の方にございますので、現状の方向で組合との、要するに良好

な関係は保っていきた~'oおっしゃるとおり、これ以上ふやさないという形の中で努力してい

きたいと、こう思っておるわけでございます。

それから給与の是正の中で等級をふやそうと、こういうことについては国家公務員の、今度
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の人事院勧告の中でも、要するに大学卒が非常に多くなってきているということで、中間管理

職の等級をふやすようでございます。それから、東京都も同様に 1号俸ふやすようでございま

す。そういうふうなことで日野市におきましでも、できたら補佐、新たに中間管理職の、要す

るに管理職として日野市の事務を指揮していくという面で補佐というものを重要視しているわ

けでございます。そのような人事異動も 11月の 1日、行ったわけでございます。その補佐の

ところの等級をふやしていくという考え方を一応、持っておるわけでございます。

それから、退職金の考え方でございますけれども、これにつきましては、国の方では 3年内

に、昭和 62年までに 62. 7カ月、国並みにしなさいと、こういうことでございますけれども、

現状、どこの市を見ましても 3年間でこれをクリアするということは非常に無理でございます。

東京都の 6f3カ月でございますか、それを第一目標として各市、現在、協議を進めておるとこ

ろでございます。その中から日野市の今後の退職金に対する対応、あるし、は目的とする月数、

最終的には 62. 7カ月という、大体 5年間ぐらいのうちに国並みにしていくという方向づけは、

各市、同じでございますけれども、各年度をどういうふうにしていくかということは、現在、

各市の総務部長さんがお集まりになって、方向づけ、月数をガードラインを決めていくという

ふうな過程にございますので、そういう点で御理解いただきたいと、こう思うわけでございま

す。

それから、行財政調査会のことは、企画財政部長の方からお答えしていただくとしまして、

通し号俸についてはどうなんだと、こういうことでございます。これにつきましては、給与是

正の考え方の骨子というものがございま丸その骨子といいますのは、まず給与水準でござい

ます。これはラスを尺度にしまして、ラス 100が国並みでございますけれども、東京都下の

対応としては 110にしていこう、都並みにしていこうと、こういう考え方、給与の水準の問

題がございます。

それから是正の一一一つはそれでございます。 二つ目は給与の形態、形態もかえなさいと、

こういうふうな考え方が地方課等の指導でございます。その形態というのは、どうなのかとい

うと、一つは渡りという制度もございます、形態の中には……。通し号俸制という形態もある

わけでございます。そういうふうな是正の、要するに形態という中で、通し号俸、是正しなさ

いという形態の問題として浮かび上がってまいるわけでございますので、そういうつもりで我

々の方も対応していると、こういうふうにお考えいただきたいと思います。
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それから再任用でございますけれども、これは、ちょうど 20年に満たない方が何人かおり

ます。去年だと 10人ぐらいいたんですか、 1 3人いたか、そうし、う人の、 20年に一一一生

懸命、仕事をやれる方なんですけれども、なおかつ、 1 9年だとか 18年だとかということで、

年金の取り扱いが 20年を境にして大きく違うもんですから、国の方からも再任用という制度

を許されておるものでございますので、ーたん、退職しでも、再任用でまた次の白から出てく

るo 1年か 2年ですね、 2年ぐらいでございますけれども、そういう人が出てくるわけでござ

いまして、それはそれとして御認識を、御理解をいただきたt¥0 

ベアにつきましては、 5.7 4というふうなことについての、各市、いろいろな考え方があろ

うかと思いますけれども、日野市におきましては、ことしの 4月から 6カ月延伸ということで

大きな手術なりあるいは組合との間での協調というか、譲り合いというか、要するに給与是正

の大なたを振るっておりますので、方向としては、ことしはベアの率という面については、今

のところ、そのままでいきたいという考え方を、 59年の給与是正の事実の上に立って、その

ように考えておるわけでございます。

0副議長(米沢照男君) 企画財政部長も

0企画財政部長(前田雅夫君) 行財政調査会の関係につきまして御答弁申し上げま

す。

年内の答申はどうかということでございますけれども、現在、成際大学の教授でございます

肥後教授が座長になりまして、鋭意、取りまとめに努力をしているということでございます。

それから 2点目は、その中問答申の内容はどうかということでございますが、何せ、まだ理

事者の中で審議をしているものでございますので、答弁は控えさせていただきたt'o御容赦の

ほどをお願いいたしますo

以上でございます。

0副議長(米沢照男君〉 古賀俊昭君。

018番(古賀俊昭君〉 私がお聞きした中で、ちょっと御回答がなかったものが一つ、

あるんですが、要するに退職金の支給の月数について 80カ月が、私どもの議会に渡された計

画書の中には書かれているわけですが、いろいろ今、事情をお話しになりましたu それを目指

すという大局の方向というのは、わかりますが、具体的に今年度、この 80カ月については、

もう当局では、こだわっていないのかどうか……。もっと厳しく言えば放棄をしたのかという
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ことで、もう 1点、お尋ねをいたしますU

それから、これは市長にお聞きをしたいのですが、今の助役のお話では、通し号俸、この問

題の多い……。現に市役所で働いておられる職員の方の中でも、この通し号俸については、い

ろいろ批判が強いわけです。見直しの再考をしていくという考え方は、もちろん私ども承知を

しておりますし、また、それをやらざるを得ない状況に来てしまっている。よその、他の自治

体等では既に給与表を改めて通し号俸を廃したところもあるわけです。この中問答申に、例え

ば、これが含まれるかどうかは別にいたしまして、 もはや、緊急の課題として市長は、この制

度の見直し、これに来年度、着手をするような考えはないのかどうか……。助役から、ひとつ

の方向性については、もう何度もお聞きをしておりますので、ここで市長に、この点はお尋ね

をいたします。つまり、一般行政職、単純労務職、こういう職務の違いをきちんと、適用すべ

き給与表を別にして、仕事の内容とか責任に応じて等級を分けてし、く、そうした根本的な是正

に、来年度、取り組む意思があるかどうか、この点、市長にお尋ねをいたします。

それから、組合の活動休暇なんですが、これは、もちろん、それぞれ根拠があって、規則な

り条例があって与えられております。ところが、大変、今回 59年度はふえているということ

なんですオ司。献血とか、市との共済事業、合成洗剤追放と、こういうものを除いても 25とい

う、市長が認めれば、どんなことでもまかり通るという事項については、時間数についても、

先ほど申しましたように 20%以上、 2割以上ふえてきているo 対象人員については 35婦、

大幅にふえてきております。細かい内容については先ほど申し上げましたが、これほどたくさ

ん与えるということが果たして適切なのかどうか、他市の状況等がよくわからないものですか

ら、私も断言はできませんが、これだけ大きく時間数が延びてきているということについては、

やはり厳しく、ある程度対応する、見直しを行っていくことも必要ではなかろうかと思います。

例えば、ことし一一前回も私、質問をいたしましたが、市長とソ連旅行する職員についても突

然、有給職免でこれが一一他の海外旅行をする方については、そういう扱いはなされないのに、

とられたというようなことがあって、全く市長の指示によって、いかようにも、この 25とい

う項目を使えば休みが与えられる。しかも、要するに職免で給料は支払われているということ

であります。この点について、これも市長から考え方についてお答えをいただきたいと思いま

す。

それから行財政調査会は、今、中問答申一一努力を、各大学の先生方が、していただいて、
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年内の提出は大丈夫だというようなお話でありますが、本来であれば、行財政調査会は独自の

一つの組織でありますから、別に議会等の動きを考慮する必要はないわけですが、少なくとも

年内に答申ということであれば、やはり 12月の中匂ぐらいまでには、本来出すのが、私は妥

当ではなかろうかと思うわけであります。

ちなみに、これもさきの議会で私が言いましたが、学者を代表して入っておられる委員の方

が 4人いらっしゃる。しかしながら、そのうちの3人の方は、いわゆる行革反対の学者さんで

あります。こういったことで、取りまとめが難航しているのではないかということも考えられ

るわけですが、そうした事実はないのか、改めてお聞きをしておきます。

それから再任用のことについては、これは私は再任用の是否を言っているのではなくて、職

場の中の職員の方が退職なさるということで、全員で送別会をやって、 1日置いて 4月の 2日

から、また来ておられるo びっくりしたということをおっしゃっておりました。こうした面で、

やはり、職場の中の融和ということもあるわけですから、やはり市当局としては、そうした趣

旨のきちんとした徹底というのも図っておかれた方がいいのではなl'かと思います。ことしも

また、 5人、延長の方がお 1人いらっしゃるそうですから、再び、びっくりする方が出ないよ

うに、そうした面の配慮をしていただきたいということで、これは答弁は結構でございます。

以上です。

0副議長(米沢照男君〉 助役。

0助役(赤松役雄君) 御指摘のように、 57年から退職金の問題が武蔵野をピークに

しまして、いろいろと是正の努力をしてきておるわけでございます。その結果、 6 0年の 3月、

8 9カ月でございます。それから、東京都を目指しておりますので、おっしゃるとおり、 6 1 

年の来年の春、 3月には市のめどとしましては、 35年動続で 80カ月と、こういうふうな方

向づけでおるわけでございます。

それで第 1次給与是正が 59年で終わりまして、 6 0年から第 2次給与是正というものに移

ったわけでございます。これは 7月の25日の自治省の事務次官の通達等でスタートしておる

わけでございますけれども、第 2次の給与是正の中には退職金も是正の対象に入ったわけでご

ざいます。そういうふうなことで 26市で一一それから 26市の中に 9市が、退職手当組合と

いうのを一部事務組合で組織しております。こういう中で、要するに対応を今、検討中でござ

いますu
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それで、助役会の中でガイドラインを生み出して、それで最終的な一一当面は東京都の 6R 

カ月というものを施行しますけれども、最終的には 62. 7カ月という国並みに持っていくとい

うことで、 26市の中で総務部長が集まりまして協議中でございます。日野でもって 80カ月

を放棄したわけではございません。来年の 3月に向けて、暦がめくりますれば組合と交渉して

いきまして、 6 1年の 3月の定年退職の、要するに新しい退職金の率を定めるというふうなこ

とになっております。日野市が目指しました 80カ月ということは、かわりはございません。

それに向かつて努力するわけでございますし、それから 26市全体としてのガイドライン、そ

れから横並びというものが新しく出てまいります。これについては、やはり組合の方も自治労

ということで 23市で横断的な結合をしていますので、やはり、それも、要するに大きな交渉

上の参考になるわけでございますので、そのつもりで総務部長が参加もしておりますし、これ

からの交渉にも対応していきたいと、こういうふうなことで、前に御報告申し上げました 80 

カ月を放棄したわけではございませんo

そういうことでございます。

0副議長(米沢照男君)

O市長(森田喜美男君〉

市長。

質問の中で、特に私からお答えをする部分について見解、そ

れから現況を報告いたしたいと思います。

いわゆる通し号俸制度、このことについて、かねがね、今日、矛盾をはらんでおるというこ

とについては、一定の見解を申し述べてさております。先ほどのお答えの中に申しております

日野市独自の給与改定計画というものをつくり、それから組合にも提示をいたしております。

その中で、この通し号俸制、すなわち通し号俸制の見直し、すなわち給料表の分離という事柄

につきましては、 6 0年、 61年、 6 2年、今回の 3年計画の 3年時に具体的にそういう状況

を目指す、こういう内容を持っております。既に、その内容も提示してございますし、話題と

して検討課題に鉛意、真剣に努めておる、こういう状況がございますので、漸次、そういう状

態に入っていると、このようにお答えをしておきたいと思っております。

それから、職免に関しまして、市長が怒意的に許せば幾らでも拡大できるのかということで

ございますが、もちろん、これは法規に基づき限界もあるわけであります13できるだけ指摘を

されるようなことに誤解がないような、そういう取り組みで、その限度をおのずからわきまえ

たいと、このように考えております。
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0副議長(米沢照男君) 企画財政部元

0企画財政部長(前田雅夫君) 企画財政部長、お答えをいたします。

中問答申が遅れている、本来なら 12月半ばぐらいには出すべきだろうというお話でござい

ます。確かに私ども、当初は 11月ぐらいには中問答申をいただきたいということで、お願い

をしたわけでございますけれども、審議期間が、やはり、ちょっと短いのではなL、かというこ

とで、当初から年内を目標にしたというようなことでございます。

一般論でございますけれども、審査会、いわゆる調査会なりその他の附属機関につきまして

は、いゆる各委員の理念とか立場とか、そういうものが、おのおの、みんな違うわけでござい

ます。また違うものが、いろんな意見を出すことによって、より完全なといいますか、まとま

ったものになるわけでございまして、その委員会の中では、いろんな意見が出ているというこ

とは事実でございます。ただ、今、御指摘がありましたような理由で遅れているというわけで

は全くございません。

0副議長(米沢照男君) 古賀俊昭君。

01 8番(古賀俊昭君〉 もう一度、ちょっと確認をしておきますが、今度 11月の

2 2日に東京都から自治省の方に提出をしました給与の是正計画の中に、今、市長のおっしゃ

った 63年度には、この通し号俸制を改めていこうという考えが、計画として、是正計画の中

には含まれているのか、 それと是正計画には、全く給与体系には触れてないのか、 た

だ、先ほどのお話じゃありませんが、ラスの水準を、ただ下げるだけのさまざまな工

夫、努力というものをうたっているだけなのか、この点をもう一度確認をしておきま

す。

なお、中間管理職の課長補佐として等級を一つふやしていくということは、これは、いいこ

とだと思いますが、通し号俸のままであれば、また、これも逆に不満を引き続き残すという結

果にもなってくるわけです。議会で通し号俸是正の年度が示されたというのは初めてだと思い

ますが、 6 3年度を目指すという市長のお考え、これは是正計画とは別に組合に提示している

ものの中に入っているのか、それとも 3カ年計画で今回、 11月の 22日に提出をした、いわ

ゆる是正計画の中に含まれているのか、いずれかをもう一度、御答弁をお願いいたします。

。副議長(米沢照男君〉

O市長(森田喜美男君)

市長。

私どもは、ひとつの見解といたしまして、行政改革というも
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のは、もちろん、絶えず真剣に対応していかなければならないという認識の中で今日の行政の

中から、そのような計画を、改定計画を定めてまいっております。

したがって、その計画の中に内容として込めておるということでございます。

0副議長(米沢照男君〉

01 8番(古賀俊昭君〉

古賀俊昭君。

わかりました。市職ニュースを見ますと是正計画の内容は、

何か外に発表しないなどということが書いてありましたものですから、もう一度、念のためと

思いましてお聞きをしました。アウトラインについて、今、差し支えない範囲ということで答

弁があったのだと思いますが、 しかし、一番、諸悪の元凶とも言われる通し号俸制の見直しを

6 3年度を目標にやるということが表明されたのは、大変、大きな前進ではなt¥かと思います。

しかしながら、現在、非常にラスを下げるためのいろいろな荒療治のために、特にまた、部

長、課長職の管理職の方については他市の水準から、 26市の状況を見ると、かなり低t¥とい

うこともあります。ひとつ、できれば今度、行財政推進本部も設置をされ、市長が本部長とし

て来年からは日野市の行政大綱を定めて、本格的にさまざまな事務事業の見直し、また、こう

いう制度の改革、多方面にわたって取り組んでいくわけでありますので、できれば 63年とい

う年度にこだわらず繰り上げて実施をされても、だれも文句を言う人はいなし 10 むしろ、そう

することによって、今まで市長に対して不信、また、いろいろな不満というものが増幅してき

たそのことを清算する道でもなかろうヵ、今まで行革に取り組む姿勢として、欠落をしていた、

ひとつの取り組みの姿勢が、ここで表明をされたということは、一応、評価をしていいのでは

ないかと、このように思いますU

いずれにしましでも、今回の私がお開きをしました点については、いろいろ、市民、また世

論等の批判、厳しい世論が寄せられているものばかりでありまして、そうした取り組みの動向

は常に注目をされているわけでありますO このまま、夏休みの問題も含めて、いろいろ、退職

金、給与についても、やはり、職員の皆さんが、まず納得をする、そして市民からも理解をさ

れる、そうした、ある面では難しし 1作業かもわかりませんが、やはり、市の、あるべき責任を

果たしてし 1く、そうしたことから今回、いろいろ取り組みの姿勢も示されました。すべての自

治体が、退職金や給与、また制度でノレーズな運営をしているわけではないんで‘す。ごく一部の

公共団体において見られるルーズな行政の運営、こういうものが市民に、すべての自治体があ

たかも、そのような実態にあるのではないかという印象を与えて、本当にまじめに、日夜、動

FD 
qo 

qo 



務に励んでおられる、住民のために働いておられる地方公務員の方にまで迷惑をかけていると

いう実態があるわけでありますので、どうか一生懸命、そうして働いておられる皆さんに迷惑

がかからないような取り組みというものを、ひとつ、心がけていただきたいと思いますu

そして最終的に、これらの改革の成否、つまり成功するか、不成功に終わるかということは、

これは議会にも、またひとつ、責任があると思います。議会が十分にその機能を発揮すること

を今、市民は求めている、こういう面もあるわけですu 議会側の責任の重さも強く自覚すると

同時に、私は市長の熱心な、そしてまじめな取り組みをお願いをして、この質問を終わりにい

たします。

以上です。

O副議長(米沢照男君) これをもって 9の1. いつまで続く革新・森田市長の反「行

革」姿勢に関する質問を終わります。

9の2. 市立総合病院の機能強化に積極的に取り組め、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〉 市立総合病院、これは昭和 36年に町立国民健康保険病院と

してスタートしておりますO ベッド数は当時、 20床という大変、小さな病院で、診療科目も

5科目だったそうでありますが、今は 16 2床を持つ大きな病院となりました。開設以来、や

がて四半世紀が経過をしようとしているわけであります。

先般、新政会のお2人の議員の方からも現在の市立病院について、いろいろな多角的な検討

がなされておりましTこ。先般の議会では、公立病院比較経営診断の方法という手法で、病院事

業の経営状況を示す手法を駆使をいたしまして、市立総合病院の現状を総合的に細かく分析を

し、現在、市立病院が抱えている非常に難しい問題を指摘されたわけであります。

しかしながら、開設以来、歴代の市長、または関係者の方が、大変努力をされて今日まで来

た。そして近代的な病院としての一面は、確かに備えてきた、このことは評価をしてもいいと

思います。しかしながら、今日、市立病院が日野市の地域の中核病院として、本来、果たすべ

き役割を十分に担っているかどうか、この点については、いろいろ議論があると思います。

で、私は最近、身近に聞きました一つの事例を持って市立病院の機能を強化するために、近

代化のために一生懸命、熱心に取り組んでもらいたいということで、これを市長にお願いをし

たいと思いまして、この質問を行いますo
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それは、まずーっは、市立病院に今回、今年度、多年の懸案でありました、議会でも再三に

わたって多くの議員から要望が出ておりました、市民の熱い願望もあったわけですが、いわゆ

るCTスキャナ、コンビュータ断層撮影装置が入りました。こういうことで、徐々にではあり

ますが、優秀な医療器械というものが導入されてきております。しかしながら、まだまだ、市

立病院が本格的な中核一日野市の病院として、その責を全うするには、今後、多くの医療機

器の導入を図って~\かなければならないと思うわけであります。

そこで、今後、市立病院が導入を予定しておられる高度医療機器、こうし、うものには、どう

いうものがあるのか、幾つか病院の方で、現在、病院長もかわられて、いろいろな検討もなさ

れてきていると思いますo 来年度、また再来年、何年度にわたるかわかりませんが、現在、導

入を予定しておられる高度な医療機器、こういうものにはどうしたものが予定をされているか、

お答えをいただきたいと思います。

なお、一つ例をとってみますと、先般、脳死についての厚生省の見解が示されました。脳死

の判定指針及び判定基君主という大変難しい題になっております。いわゆる臓器の人工移植、こ

れに道を開くかどうかということで注目をされていたわけであります。日本人の死生観、また、

医の倫理というような面からも、今後、まだ煮詰めていかなければならない問題がたくさんあ

ろうかと思いますが、こうした脳死の判定のひとつの基準を心待ちにしておられる人たちがい

らっしゃるわけでありますo それは腎臓の疾患で、現在、人工透析を受けておられる患者の皆

さんだろうと思います。新聞を見ますと、全国に、人工透析を受けておられる方は約 6万人、

そのうちの半数の約 3万八が腎臓の移植を希望しておられるという記事が出ておりました。こ

の臓器の移植問題は別にしまして、この人工透析の患者さんが，[A寺ちにしておられるのが、市

主病院に人工透析装置を導入をするということでありますO

現在、日野市内にどのくらし¥Q¥腎臓の疾患によって、人工透析を行っておられる患者さんが

し1らっしゃるのか、もし、おわかりになったら教えていただきたいと思いますが、聞くところ

によりますと、立川まで行ったり八王子まで出かけたり、難儀をしておられるようであります。

市立病院に人工透析の器械は入らないのですか、ということを先般、聞かれました。もし、導

入を予定をされております高度医療機器の中に腎臓の人工透析の装置が入っているかどうか、

気になるところでありますが、予定があれば、お考えがあれば、あわせてこの点に触れていた

だきたいと思います。
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次に、市立病院の、病院としての機能を充実させるために、前から言われておりますノマート

の医師の解消ということであります。幸い、 6月議会で定数の是正が行われて、 4名の方がさ

らに増員をされました。現在、パートの医師の方は減ってきているとは思いますが、耳鼻科に

通っておられる患者の方から、いつも行くたびに担当の医師の方が違うと、そういうお話を聞

いたことがあります。できるだけ正規の医師の方に見ていただけるように、こうした面の今後

のパートの医師をできるだけ減らしていくということで、お考えを示していただきたいと思い

ます

今の、三田院長にかわりまして、さまざまな努力をされているというのは、先般の新政会の

議員の方の一般質問等でもよくわかりました。こうした医師のやりくりというのも大変だろう

と思いますが、以上、医療機器の導入計画並びにパート医師の問題について質問をいたします。

O副議長(米沢照男君) 古賀俊昭君の質問についての答弁を求めます。

古賀俊昭君の質問時間は 4時 37分までですので、念頭に置きながら要領よく答弁を願いま

す。病院事務長L

O病院事務長(大貫松雄君) 病院事務長でござし 1ますり

それでは 1番の、今後の機器導入の計画ということでございます。

まず、公立病院として、市内の中核的病院の存在として民間では設備が困難であるものは、

ある程度、市立病院として整備が必要だというふうに考えています。

それでは、来年度の、病院として機種を考えていますのが糖尿病性の網膜症、それから急性

緑内症、発作等による……。有効と言われておりますレーザ一光凝固装置、これは増大しつつ

ある高齢化社会の治療用の眼科の器械でございます。そういうことで、この機種を計画しでご

ざいます。

それから将来的には、現在、病院そのものの施設が問題がありますけれども、問題が解決さ

れれば人工透析の装置の導入をお願いをしたいということでございます。それから今後は、や

はり、 1 . C. U、C・C.U一般的には集中治療室でございます。こういうふうなものの確保

に力を入れていきたいという考えでございます。

それから、ちなみに市内の人工透析の患者の方は 78名でございます。

それから 2について、パートの解消でございますけれども、現在、パート医師による耳鼻科

等の一部の診療を行っていますが、これらの解消については院長が日ごろ、努力している次第
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でございます。その他の診療科においては前々回の定例会で定数の改定をお認めをいただきま

して、現在、正規医師が 4名増員をされてございます。このため、 5 9年 10月には 54名の

ノマート医師をお願いしてございましたけれども、ことしの 10月には 37名と大幅に減少しで

ございます。特に患者サイドからも常勤医師の診察の希望が強l¥ものでありまして正規医師の確

保については医師の待遇等の面を考慮しながら、有能な医師を採用することによって病院の経営上

からも、よい面が出ると思いますので、そういうふうな努力を一層、図っていきたいと思います。

反面、当院の医師の技術の向上、それから新しい技術導入のために不定期的なパートの医師

も、あわせて進めるべきだというふうに考えられます。

以上でございます。

0副議長(米沢照男君)

01 8番(古賀俊昭君)

古賀俊昭君o

今、来年、まとめておられる病院としての高度医療機器があ

りました。レーザ光凝固何とかという難しい名前だったんですが、何か、目の治療だというこ

とで、市立病院の中で内部検討されて、どうしてもこれを入れようという結論に達したものだ

と思いますo 来年度、この導入について、市長の方から高度医療機器の導入について、どうい

うあ気持ちでお取り組みになるのか、来年度に限ってでも結構ですので御答弁をお願いしたい

と思いますo

なお、人工透析のことにつきましては、場所が今、足りないということでございまし7こ。や

はり建てかえ、いろいろ工夫をして、こうした要望も大変強いように聞いております。ぜひ、

導入に努力をしていただきたいと思います。

ノマートの医師の方については、いろいろ、別の見方もあるようでありますが、とにかく、今、

不足をしておられる医・師の確保にも務めていただければと思います。

市長にお願いいたします。

0副議長(米沢照男君〉

O市長(森田喜美男君〉

ます。

O副議長(米沢照男君〉

01 8番(古賀俊昭君〉

市長答弁。残り 2分です。

病院長の要請を極力支持し、可能ならしめたいと思っており

古賀俊昭君。

地域の中核病院として、その機能を十分に果たしていないと

いうのが先般の御指摘でありました。こういう医療機器が導入を、次々されますと、日野市に、
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いつでもだれでも最高の医療が受けられるということに道を開くものだと思います。

ぜひ、市長の取り組みを、理解をお願いをして、この質問を終わりにいたします。

0副議長(米沢照男君) これをもって 9の2. 市立総合病院の機能強化に積極的に取

り組め、に関する質問を終わります。

本日の日程は、すべて終わりました。

本日は、これにて散会いたします。

午後 4時 36分散会
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午前 10時 16分開議

0副議長(米沢照男君) 本日の会議を開きます。

ただいまの出席議員 20名であ bます。

これよ b日程第 1..一般質問を行いますo

1 0の1..市税収入 200億円突破を記念して、市民民感謝の意を示せについての通告質問

者、古谷太郎君の質問を許します。

( 6番議員登壇〕

0 6番(古谷太郎君〉 質問K入 Dます前K一言皆様方氏御礼を申し上げることをな許

し願いたいと思います。

先日.愚妻光子の葬儀の際児は日野市からも生花を賜bました。また、議会からも御丁重左

御香料を賜Dました。あ bがとうどざいます。また、議員の皆様方、そして、理事者の皆様方

には冷雨の非常K激しい中を御焼香を賜久御厚情のほど深〈感謝を申し上げます。との場を

なかbいたしまして皆様K厚〈御礼申し上げます。あ bがとうどざいます。

それでは 10の1から質問K入らしていただきます。

先般の補正予算の中で、 60年度の歳入予定額が 205億 3.884万円となったのであ bま

す。との 20 5億円という非常に大きい大台民乗ることができました。とれを考えてみますと.

私ども市民の皆様方の非常な努力が、このよう左大きい収入として市役所K入ってくるという

というととを感謝せざるを得左いのであ bます。

ち左みVC1 0年間の市税の状況、日野市の財政を見ますとーーとれは「統計日野」からとっ

たのであ bます。昭和 51年代は人口が 12万 6.45 6人。そのときの市税収入は 71億 2，5

1 8万6.000円であ bます。そして、そのときの決算VC:Jo、ける収入は 69億 3，888万 7，0

o 0円であ Dました。当時の市の積立金は 7億 1，024万円、財政力指数は 0.890 いわゆる

交付団体であったのであ Dます。 5年後の昭和 55年、市税の決算比砕ける収入済み額は 12 

9億 2，352万 6.000円と左 bました。とれは、財政力指数でいきますと 0.99。いわゆる

不交付団体へのすれすれの線まで昭和 56年比とぎつけたのであDます。当時の積立金は 29 

億 2，519万 2，00 0円であbました。とれを、人口が 14万 2，24 4人ですから、 1人当た

Dの税金の納付額は 9万円であ Dます。ところが、昭和 59年人口が 15万 266人。そのと

きの市税の収入済み額、いわゆる決算額は 194億 8，81 6万となったのであ Dます。とれは.
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財政力指数は1.16。非常K豊か在日野市の状態をこの決算は示してな bます。 59年度末の

積立金は 65億 5，81 6万円であ bます。

とれを考えてみるとき、昭和 51年の税収にないては 2倍半、積立金氏沿いては約 10倍。

しかも.ことしはさらK財政状況がよく左つてなbます。予算Kなきまして歳入予定額、調定

額が約 210億円.予定額が 205億 3.88 4万円。財政力指数は驚〈左かれ1.1 8。全国 6

5 1の市の中でも、これだけの豊か左収入を持ち、財政力を持っている市はほとんど左いので

あDます。 ζれは、ひとえK市民各位の努力の結晶なのであbます。一生懸命働き、そして、

利益を上げ.日野市へ税金を納めているのであDます。このよう左状況を見るとき、私は今回

の200億円突破という大き左目安の中で.何らかの形で市民の努力氏、市民の納税意欲、納

税者の方々に感謝の意を表すべきでは左かろうかと思うのであbます。

私は町長のとき氏、昭和33年一4年比動労者の方々の税金を 1割減額いたしました。非常

K うるさかったんですが、当時日野市は交付団体であbました。減額するならば交付税を削減

するというあ、どしがどざいました。やむ左<3 5年から勤労者への税金の減額はやめたのであ

bますけれども、しかし、現在昭和 56年以降、日野市は不交付団体であDます。市は自治体

であbます。税を減額しようとしまいと自由であ bます。しかし、減額という措置は左か左か

むづかしいかもしれ左い。しからば、何らかの形で過去 5年間K完全氏、いわゆる 56年、 7

年、 8年、 9年. ・・・・・との 5年間氏税金を完納している市民各位K対して感謝状を贈るとか、

あるいはまた、何らかの記念品を差し上げる。そして、感謝の意を示すというのは当然ではな

かろうかと思うのであDます。この点、市長の御意見をな聞きしたいとともに、 5年関連続完

納している市民の方々民対して、どのように市長は台考えに左っていらっしゃるか御説明願い

たい。

。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。

日野市の財政が.納税者の努力Kよbまして、年々という刻

み方では左いにいたしましても、たんたんと市の力をつけていただいてお、るということにつき

ましては、申すまでも左いあDがたいことだと思つてなbます。自治体の経営といたしまして、

いろいろとそれ左 Dの努力もあるわけであbますが、日野市の場合も、過去あるいは現在民わ

たbまして、市の置かれたいろいろな条件一一これKは経済成長の中で特に恵まれた事情もど

ざいまして、また、今後も大きい発展の見通しを持てると。とういうことでございますので、
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自治の立場といたしまして、われわれの町の発展Kな互いが貢献をし合い、努力をし合つてな

るという ζ とだというふう民感謝をいたしてj，--.!?ます。

さればといいまして、いまの制度の中で訟のなの財源のもと K左Dます税を分担をしていた

だいてなるわけでどざいますので、 ζれを直接的に還元をするというととでは左〈、むしろ町

づく bの実績の上で生活条件をよくしていく。あるいは福祉や教育の環境を整えていくと。大

きくまた当市が取b組んでなDます都市基盤の整備というととが、何よ D将来の発展のために

大切でどざいますので、それらを着実に実現をさしていくということで、それぞれの努力にま

た還元ができると。このよう K理解をいたしてなると ζろでどざいます。

何かもっとそれを具体的に表明をする手段が考えられるとするならば、検討してそのよう左

ことも市民の共通の喜びという方法で表現をすることもよろしいんでは左いかと、とう思つて

な Dますo

0副議長(米沢照男君)

06番(古谷太郎君)

古谷太郎君。

ただいま市長から、何らかの形でその手段方法Kついては検討

したい。こういう意見がどざいました。ぜひひとつ、台金のかかる ζ とじゃないーー感謝状 1

枚でもいいんです。それこそわずかな費用で、市民の方々 K謝意を伝えるととができるわけで

すから、いま市長が検討されるという御意見がどざいましたので、ぜひひとつな願いしたいと

思います。

0副議長(米沢照男君) これをもって 10のし市税収入 20 0億円突破を記念して.

市民民感謝の意を示せに関する質問を終わDます。

1 0の2，生活保健センターの建設促進と温水プールの併設Kついての通告質問者、古谷太

郎君の質問を許します。

06番(古谷太郎君〉 この 2の問題は、また死んだ女房のことに在るんですが、昨年

9月比骨を折ったわけです。パキスタンのギノレギッ卜の央地でo それで、 1月から医者。訟勧

めでプールK行って泳ぎ左さいと。 リハビリはプールが一番いいんだ。それで、いわゆる東京

都の昭島氏あるプールへ通い始めましたロそうしましたら、日野からずいぶん行っている人が

多いんです.泳ぎに。そとで私は、車でもある人は別ですが、何とか日野氏も温水プールをつ

くるわけKいかないのか左と。幸い生活保健センターの設計費が 3，80 0万今回の予算K計上

されました。当然 3，800万という設計費は生活保健センターの坪数、また、保健センターの
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設備等が、もうすでK明らかvl..3-年間氏わたるプロジェクトチーム陀よってつくられていると

私は信じてなbます。その点で、ひとつ生活保健センターの具体的左内容一一今度設計する、

及び面積、機能、それKついて部長の説明を合願いしたいのであ bます。

0副議長(米沢照男君) 古谷太郎君の説明についての答弁を求めます。市長。

0市長(森田喜美男君) ちょうどきょう行財政調査会をやっていまして、企画財政部

長がち zっとこの議場氏失礼してなDました。ただいま出向いてまいbましたので、御質問の

趣旨K沿ってな答えをするよう Kさしていただきます。

0副議長(米沢照男君) 企画財政部長。

。企画財政部長(前田雅夫君) 大変なくれて恐縮でどざいます。生活保健センター

のプーノレの必要性という ζ とだろうと思いますけれども……(Iじゃあ、もう一度言います」

と呼ぶ者あ9) 

0副議長(米沢照男君) 古谷太郎君。

06番(古谷太郎君) 実は企画部長がいらっしゃると思って申し上げてなDました。

ゃっばb後ろへ目が左いので大変申しわけ左いことをしました。

じゃあ言いますが、今度3，800万円予算が一一設計費が計上された。そういうことは、す

でに保健センターの具体的左内容一一面積とか設備とか、具体的左内容があるからこそ 3，80 

0万という数字が出たんだと私は思うんです。だから.その具体的左状態。いわゆるプロジェ

クトチームで 3年間も検討されたんですから、具体的左内容をひとつ御説明願いたい。 ζ うい

う質問したわけです。

0副議長(米沢照男君) 古谷太郎君の質聞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) な答えをいたしますo

生活保健センターにつきましては、まず位置でどざいますけれども.旧庁舎の跡地を利用し

て建設をしたいということでどざいます。土地面積は 3，640平方メートノレでどざいます。現

在この土地の用途地域は近隣商業地域という位置づけがされて訟Dます。この土地K生活セン

ター.保健センタ一、 ζの二つの機能を持った施設を建設したいということで考えてなDます。

いわゆる複合施設というととでどざいます。

まず保健センターでどざいますけれども、保健センターの基本的左考え方といたしましては

診療行為、それから、総合健康審査一ーいわゆる人間ドックでどざいます。こういったものに
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ついて、との施設外で行うと。要する K人間ドックにつきましては、市内の総合病院、それか

ら.私立の病院で将来対応してもらうと。それから、現在休日準夜の診療を旧消防署の庁舎の

建物を使いまして運営をして企bますけれども.とういった機能Kつきましては、将来この施

設を建てかえをして、そこで事業を継続をしていきたいというふう K考えて壮Dます。したが

って、保健センタ-vcつきましては健康管理、それから、健康機能の維持増進。こういったも

のK重点を置くセンターというふうに考えて沿Dます。それから、生活センターでどざいます

けれども、とれは、区内ではほとんどできてなbますけれども、いわゆる市民生活K係る諸問

題の、いわゆる研修とか啓発とか、そういったものを行うという場としての位置づけを考えて

なbます。

それから、ちょっと申しむくれましたけれども、保健センターの機能の中氏、機能回復訓練

施設、それから、さらには温水プーノレを計画してなbます。特K温水プールの考え方でどざい

ますけれども、一般的陀プーノレといいますと、まず両極でな話をしますと.総合体育館の中氏

温水プールをつく Dまして、一般の刺用者の方氏使ってもらう。そういう使い方のプーノレと、

それから、医療的左見地氏立って行うと ζ ろの、いわゆるリハビリを行うプール、こういうも

のK両極K分かれるわけでどざいます。今回考えてなDます保健センターのプーノレは、その中

間的左施設というふう K考えてなbます。現在老健法が制定され、いわゆる中高齢者の健康の

保持等が重要視されているわけでどざ~ます。要する氏、できるだけ病気比左ら左いで健康の

保持を継続をさせるというのが大き左ねらいでどざいますので、特K中高齢者を中心にして自

主的民健康を維持増進ができるよう左使い方をする。そういうプール氏いまポイン卜を置いて

いると。ただ、 リハビリという観点もとのプールには含んでなDますので、 1)ハピリ専用の施

設という設備はいたしませんけれども、可能左施設もそういう整備は中氏組み込むという考え

でなDます。

ζの建物の規模でどざいますけれども、現在考えてなDますのは地上4階建てでどざいます。

真ん中氏玄関、エレベータ一、それから、踊D場等を設けまして.両サイドK生活保健センタ

ーと健康センターを別棟といいますか、両サイト.vc分けるよう左そういう建物の構造でどざい

ます。延べ床面積が現時点では約 5.000平方メートノレ前後というふうに考えてなbます。

建設の年次でどざいますけれども.当初予算ではちょっと申し上げましたけれども、本年度

比実施設計を終えまして.. 6 1年、 62年 2カ年で完成をさせたいというふう陀考えてなDま
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すo

この財源、といたしましては.保健センターについては防衛庁の補助金。それから.生活セン

タ-VL:l甘いては東京都の補助金を充てたいと。そのほかKつきましては起債その他一般財源と

いうとと K在るわけでどざいます。

さら氏、先ほど温水プーノレの件で触れましたけれども、できるだけ将来のメンテナンスがか

から左いように設備面での考慮をしたいということで、いま通産省でソーラシステムの施設補

助をーーとれは 2分の lでどざいますけれどもやってを Dますので、そういったものを活用し

て、将来の維持管理がスムーズ氏いくように考えている次第でどざいます。

か左 D大ざっばでどざいますけれども.以上でどざいます。

O副議長(米沢照男君) 古谷太郎君。

06番(古谷太郎君) いま.さすがK前田部長であ Dます。私がとの質問をし左くて

済むように、もう温水プールはつく bますと。とういうふうなな答えであ bました。大変あb

がたいと思います。

0副議長(米沢照男君) これをもって 10の2、生活保健センターの建設促進と温水

プールの併設に関する質問を終わDます。

1 0の3、工事用大型トラックの激増K対し、児童・生徒(特K仲田小学校)の安全対策を

強化せょについての通告質問者、古谷太郎君の質問を許します。

06番(古谷太郎君) これは、質問は実はもう余Dし左くて済むよう左状態K左って

きたわけです。東京都の建設局が非常K骨を折られた。地元の方々が陳情K行かれ.いま工事

をやってなDますが、一つ非常に私心配左のは.いわゆる 2・2・11号線といいますか、普

門寺のな寺のととろから仲田小学校へ向かう道路、あの道路と 2・2・11号線が交差するわ

けです。先般雨水管の埋設をしてなDましたが、子供と一緒K仲田小学校へ私も行きましたが、

左か左か子供平気なんですね。プノレドーザーのそば通っても何でもそこで、いわゆる都道一

一一昔の甲州街道の方は、とにかく東京都のあ、力で何とか交通安全はできそう左感じがするん

ですけれども.日野市道の方は、とれはやっばD日野市がやらざるを得左いんじゃ左かろうか。

そこで~ 2・2・11号線と、いま日野市道との交差点について、今後工事が大きく左 Dます

と、もうちょっと見当ができ左いんじゃないかと思うんですが、この点、教育長さんの方で何

らかの検討されたととがあるかどうか。私は、孫と一緒Kあそこ行くんですが、私の孫だけじ
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ゃ左くて、ちょこちょこちょ ζ ちょと小学校 1年というのはしまして、機械のそばへ行くのが

楽しいみたい陀行くので危左〈でしょうが左lr¥o あの 2・2・11号線の工事が本格的K左b

ますと、市道との交差の状況は非常Kむずかしいんじゃ左いかと思いますんで、ひとつ台答え

を願いたいと思います。

0副議長(米沢照男君) 古谷太郎君の質聞についての答弁を求めます。教育次長。

O教育次長(小山哲夫君) それでは私の方から台答えをさしていただきます。

ただいまの御質問でどざいますけれども、いわゆる立日橋の工事K伴いましての、仲田小学

校のいわゆる通学の安全対策の問題でどざいますけれども、この工事Kつきましては、すでに

1 1月25日から工事が始まっているやK伺つてなbます。私どもといたしましては、学校当

局、 PTA、並びK先ほども出ましたけれども、直接工事を担当してなbます南多摩西部建設

事務所と十分K連絡をと b左がら、児童の安全対策を講じているととろでどざいます。

一応対策といたしまして、大き左問題点といたしましては、まず第 1点目といたしましては

通学路の変更でどざいます。特民高木歯医者から、いわゆる多摩川の方の堤防へ移bます道路

でどざいますけれども、そこは多いときですとダンプカ一、あるいはコンクリートミキサ一車

が70台も往復するやK聞いてお、 bます。そういった意味で通学路のまず第 1点目の変更をさ

せていただきました。つま b今朝ク島あるいは東町下、あるいは下町下河原の児童につきまし

ては、特K通学路を若干迂固いたしまして、遠回.!JVL.左 bますけれども、仲田小学校の方へ通

学できるような形で一部通学路の変更を行って合bます。それから、特K車の運行でどざいま

すけれども、児童が登校する後、つまi?8時半以降K車の運行するように、南多摩西部建設事

務所の方vr.j，....願いをしてどざいます。それから、各要所要所Kは西部建設事務所の方のガード

マンを 4名ほど登下校中氏立たせまして、児童の安全対策を行ってお、 bます。また、車のスピ

ード制限Kつきましでも、特に交通事故が起こら左いよう左形の中で、その辺の配慮をしてい

るところでどざいます。いろいろと PTAの方K も.それから、西部建設事務所の方氏も、そ

して、父母の方vr.~..学校の方からも校長から直接通知を出してな b ますし、学校通信等によ

bまして、とれらの事故が起こら左いよう左万全の措置を講じているととろでどざいます。

以上でどざいます。

0副議長(米沢照男君)

06番(古谷太郎君〉

古谷太郎君。

いま次長の方から、十分とれからもやるというな話でどざいま
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した。ひとつけがが出左いよう VC:j:，-，願いしたいと思います。

以上で質問を終わbます。

O副議長(米沢照男君) これをもって 10の3、工事用大型トラックの激増K対し、

児童・生徒(特K仲田小学校)の安全対策を強化せょに関する質問を終わbます。

1 1のし消防車両氏ついての通告質問者、大柄保君の質問を許します。

( 2 5番議員登壇〕

02 5番(大柄保君) ただいま議長から御指名があbまして、市民クラブの大柄で

どざいますが.. 1 1の1番、消防車両氏ついてということで質問をさせていただきますが、と

の問、教育長もちょっと歯の修理というようなことでな話どざいましたけれども、私もいま歯

の修理中でございますから、ぜひその点を皆さんで御理解をいただきまして、昔から言うよう

K話し下手の聞き上手というふう左ところでひとつ聞いていただきたいと思いますので、どう

かよろしくな願いいたします。

皆さんも御案内のとな久当日野市民は消防団一一これは、字K書いてしまうと 6文字でな

しまいK左ってしまう文字であbますけれども、との陰Kは大変常備消防は常備消防として、

とれはもう当然の ζ とであbますけれども、消防団一一非常備消防。この団員の皆さん方は、

固に入るときには消防規約Kよbまして、いろいろな厳しい宣誓書を書き、判乙を押して、そ

して消防団の団員として任務をつかさどっているところであDますけれども、この消防団の皆

さん方は.それぞれ自分の生業を持ち、家業のかたわら訓練氏、あるいは出動氏、それぞれ家

の中の皆さんの御協力も当然、あることとは存じますけれども、生業の余暇K消防団活動を行っ

ているわけであ bます。 ζのととについては皆さん方も当然御案内のと:j:，-，.!?だと思います。そ

とで水害、あるいはまた火災、これらに備えているのであ Dますが、消防団の皆さん方の合か

げをもちまして、私"ども市民は当然安全左日常生活を送れるというふうに私は考えて合bます
J 

ので、今後消防団ヂ皆さんにも一層精を出して犠牲的精神を払って、 14万市民の安全確保の

ために、 ζれからも尽力をしていただきたいということを切にな願いをするわけであbます。

本当民団員の皆さん方Kは、ど苦労さま、あbがとうございますということで頭の下がる思い

であ Dます。

そこで、当然消防を充実していく Kは、それぞれいろいろ左装備その他をもって一一健全左

る日野市消防団の装備その他民ついても、市側としては当然考えてはなられると。このように
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私は考えてなDますけれども、そとで何点か質問をさせていただきますと、まず装備Kついて

ですが、装備の中でも私は消防車両氏ついてということで何点か質問をさせていただきたいと

思います。

まず第 1点といたしましては、ただいま各分団K消防車両が当然、配置されて、いざとしぺうと

きの備えは当然できていると思いますけれども、消防車両の耐用の年限、とれらKついてなわ

かbだと思いますので、どのくらいの耐用年限で消防車両の取bかえを行っているのか、とれ

が第 1点であ Dますo

次氏、第2点としては、それぞれ日野市内氏各分団が配置をしてな bますけれども、いろい

ろ消防団の車両氏は当然燃料の補給給油というよう左 ζ とも、とれは当然、左ととであDますけ

れども、燃料を補給の場合の給油その他民ついては、日野市内氏何カ所くらいの業者といいま

すか、給油場所があるのか。これKついて第2点としてb伺いをいたしてなきたいと思います。

次氏第3点目といたしましては、消防車両が当然市内の各消防団K配置をされてお、 Dますけ

れども、この聞の決算委員会での私は質問で、消防団本部氏指揮車がどうして左いのか。これ

はまた、と Kかく日野市消防団本部というふうな銘を打つての消防団車両が、どうしてないの

か左あというふうなことを常々に思つてなDましたので、過日の決算委員会でな聞きをいたし

まして資料を提出していただきましたけれども、 ζ の資料については、後で皆さん比企自民入

れたい。とのよう K考えてなbます。当然消防団の各車両分団は、とれは当然あ Dますけれど

も、そこK とぞってやは b消防団の日野消防団本部車というふう左ものがあれば、在合さらに

消防団の皆さんも意気比燃え、当然「ゃあ、やっと日野市民も消防団本部の車が入ったよ」と

いうふう左ことで、各 26 市の中の方がそろうんでは左いか左あと、とん左ふうに感じて:;J:，~ .!? 

ますので、消防本部車を今後購入していく考えがあるかどうかというふう左ととを率直に質問

をさせていただきます。

以上3点であ Dますが、私の質問をぜひb答えいただきたい。とのよう K思つてな Dます。

以上です。

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) な答え申し上げます。

第 1点目の消防車両の耐用年数でどざいますが、現在骨骨むね 10年で新しい新車Kかえる

べく予算化をいたして台bますo 耐用年数は骨骨むね 10年、一つの目安として持つてな bま
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す。御承知のよう氏、日野市の消防団は8分団 24部どざいまして、それぞれの部氏車両が配

属してどざいます。したがいまして、 2台ずっとれを更新してまい Dますと 12年聞かかDま

すし、 1年 3台ずつの更新でどざいますと 8年を要するわけでどざいますo 私どもは、 3点の

御質問とちょっと関連どざいますけれども、確かK消防団の指揮車一一本部車払とれが大切

左ことでどざhますけれども、優先順位から申し上げますと直接火を消すポンプ自動車、ある

いはポンプ、あるいは積載車、とういったものに優先順位を与えて沿bます。

さら氏、これらの車両の給油ガソリンスタンドの数でどざいますけれども、スタンドは現在

管財課が指定をしてなbます業者 11社で給油をして訟bまして、各分団とも複数、あるいは

特定のスタンドで給油を行つてなDます。

さらに、 3点目。消防団指揮車・本部車の購入の考えでどざいますけれども、第 1点目とか

らめてb答えを申し上げたとな9..優先的には実際K火を消すポンプ自動車を優先させる。し

かし、御質問の中氏どざいましたよう氏、 26市形がそろうというよう左御質問もどざいまし

た。将来的Kはポンプ車と同じようにそろえ左ければいけ左いものと思って恥Dますが.とと

二、三年の間氏とれを購入するという考えは、その他のポンプ車左どの更新もどざいまして.

ちょっと無理でどざいます。現在は防災行政で専用的K使つてなDます公害車両を緊急時の出

動、それから、連絡、とういった ζ とK並行して使つてなbますけれども.この車につきまし

ては、天井氏赤ランプもどざいません。したがいまして、いわゆる緊急時の緊急自動車の指定

も受けられません。こういうよう左現状でどざいますけれども、無線氏よる情報伝達、そうい

った必要性もどざいます。

今後の課題として十分K考えてまい Dたい。 ζのようにな答えをさせていただきます。

以上です。

0副議長〈米沢照男君) 大柄保君。

025番(大柄保君) ただいま担当の生活環境部長の方から私K対する 1点、 2点.

3点というふうなととで答弁があDましたんですけれども、第 1点の消防車両の耐用年数、 ζ

れについてはわかbました。第2点として、各分団K配置されている燃料補給の場、とれは 1

1社というふう左ととで了解をいたしました。第3点として、消防本部車を今後購入していく

考えがあるかというふうなととで、大体2年間程度は買え左いというふうなとと左のか左あと、

こういうふうに思ったわけですけれども、過日の決算委員会の中でとの質問をいたし、また、
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その資料を提出をさせていただきました。各 26市の中の状況を皆さんに聞いていただいて沿

いたらよろしいのか左と、こん在ふうに考えますので、ちょっと聞いてないていただきたいと

思いますが、八王子市の場合は本部車・指揮車があ Dます。立川市もあ Dゐ武蔵野市民もあ D、

三鷹市民もあ b、青梅市民もあ b、府中市民あb、昭島市民あ D、調布市民あ b、町田市が左

し、小金井市があD、小平市があ b、日野市が左し、東村山市があ b、国分寺市があ久国立

市があb、田無市があb、保谷市があ D、福生市があ D、狛江市があ b、東大和市があ b、清

瀬市があb、東久留米市があ D、武蔵村山市があ b、多摩市あD、各防災としてあDますが、

稲城市民左し、秋川市があ b、羽村町あ D、瑞穂町あ D、日の出町があ久五日市町があ久

櫓原村がまし、奥多摩町民あb、このよう左決算委員会での資料を出していただいてあDます

ので、先ほど私が申しましたけれども一一申しましたというととは、とん在比 26市の中で各

消防団本部氏指揮車左るもの、「消防団本部」というふう左銘を打った車があるんだから、当

然左~方が肩身の狭い思いを消防団の皆さんもするんじゃ左いかなあと、とんなふうに考えま

して、私もぜひともとれは、必要な直接火を消す車じゃ左いけれども、ぜひやは b大日野市の

組織の中としては、やは bこのくらいの配置をして凶くのが、消防団民対する励ましとなるん

ではないか左にこんなふうに、また考えてな bます。との中で町田が左くて、日野がなくて、

稲城がないというととは、各部門別K見てみると、俗K南消連一一南多摩消防の連合といいま

すか、との南消連の市民だけに左いというふう左、ととへ数字が出てきてなるんですけれども、

いままで各市の消防団とこれらの問題等比ついてな話し合いが左された ζ とがあるのかどうな

のか。 ζの点Kついて質問をさせていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。

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) i>"答えを申し上げます。

ただいま御質問者から、 26市の中では町田と日野市が指揮車がないと。稲城は消防庁K、

これは常備消防を委託をしておりまぜんo 自前で自治体消防でやっております。そう L、う関係

もございまして、ちょっと日野と事情を異忙するわけでございますけれども、南消連の団長会

議その他の会議では、指揮車の件忙つきまして積極的な議題としてでなく、話題K出たことは

ございます。ただ、日野の属しております南消連、町田、日野、稲城3市が持ってないので、

指揮車の購入Kついて積極的な考えがなかったのではないかと思います。そういうことも一つ

の理由として挙げられますが、もう一つ、来年度予算の編成Kつきましても、すでVC50年度
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K購入いたしまして耐周年数が参っている車が 5台ございまして、この 5台の更新について予

算要求をするべく手続を進めております。 5台とL、う数は、大変 1年度では大きい数でござい

ますので、 61年度陀つきましては指揮車陀ついて見送りをきしていただきたL、。こういうこ

とでお願いしたL、と思います。

。副議長(米沢照男君)

025番(大柄保君)

大柄保君。

最後要望忙なりますけれども、こうし、う本当K火災現場K行

って、やはり直接K水を放水し、そして、直接K消火作業陀当たるというふうな車の方が、当

然大事なのかどうかということは私にもわかっておりますけれども、そのことはそのことで当

然やらなきゃならないことであり、また、消防指揮車というものも、あればあったでもって、

やはり消防団の皆さんの士気にも当然影響をしてくるというふうなことでありますので、何千

万の予算では当然ございませんので、ぜひ理事者の皆さん方でこのこと等についても検討をな

されまして、やはり消防団としての同じような他の市町村との肩のレベノレを、やはり同じ忙し

てやらないこと忙は士気陀も影響してくるだろうと、このように考えまして質問をし、また、

要望を最後にするわけですけれども、ぜひこれら等忙ついても消防団関係、当然消防委員会も

日野市の中忙はございますし、また、議員の中からも消防委員会の中陀出ております行政委員

会もございますので、これら等忙つきまして、今後とも検討をしていただL、て、ぜ、ひ消防団の

士気をこれからも高めていっていただくというふうなことを最後陀要望いたしまして終わりま

す。

。副議長(米沢照男君) これをもって 11の1、消防車両に関する質問を終わります。

1 1の2、中央公民館施設の整備についての通告質問者、大柄 保君の質問を許します。

025番(大柄 保君) 引き続きまして 11の2番ということで、タイトノレは中央公

民館施設の整備についてということであります。

御案内のとおり中央公民館は昭和 41年の 7月K開館をいたしまして、現在まで数々の市民

の皆さん方の集会集まり陀利用されておって、聞くところ忙よりますと、来年は開館 20周年

の記念式典等をも計画をされているやに聞いておるところでありますが、この中でいろいろな

集会をしておりますけれども、調理室の利用一一これ忙しぼって私は質問をしたいと思います

けれども、質問は2点あります。

調理室の利用は年間どのくらいの数値をもって利用されているのか。これが第 1点でありま
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す。

第 2点として具体的にお聞きをいたしますが、公民館の玄関を入り階段を上がる 2階に、右

側のところに調理講習実習室がありますけれども、この調理講習室を、数々の料理の講習など

のとき陀大ぜいの皆さん方が使用し、あるいは特定の講師の方を呼んで受講されておりますけ

れども、余り男性の方はどのくらいというあれにはございませんけれども、当然主婦の皆さん

方を対象として、あるいは女性の方を対象としてというふうに私は考えておりますが、受講を

なさるときにかなり大ぜいの人数で受講をされると、講師の先生の手元が後ろの方にいる受講

者には、どうも見えないというふうな不便があるそうであります。このこと陀ついては、前々

からもお話がありましたけれども、きょうは、このこと陀ついて取り上げたわけであります。

この設備については、日野保健所の調理室を参考忙していただければすぐ陀わかると思いま

すけれども、御婦人の皆さんならおわかりかなと思うんだけれども、何か天井陀鏡がついてお

るそうです。そして、講師の方が向こうでやっているo 受講者の大ぜいの方は後ろの方でもっ

て先生の手元が見えないので、この鏡を見て一目瞭然にやっていることがわかるというふうな

ことが一一私は行ったことがないんですけれども、料理の講習でもって参加したことがな L、か

らわかりませんけれども、大変御無礼ですが、また聞きでお伝えをいたしますけれども、そう

いうことの設備があるそうですが一一これを第2点の質問といたしまして、今後そういうふう

な設備を備えていくお考えがあるかどうか質問します。

0副議長(米沢照男君) 大柄保君の質問忙ついての答弁を求めます。教育次長。

0教育次長(小山哲夫君)

きます。

それでは御質問の 2点につきましてお答えをさせていただ

第 1点目の料理実習室の年間の刺用状況はどうかとし、う御質問でございますけれども、料理

実習室の平米は 81平米。定員数につきましては 35名でございます。利用状況でございます

けれども、毎月 1回は公民館の主催によります、いわゆる料理実習教室を 1回毎月開いており

ます。そのほかの自におきましては、料理実習室で学んだ方々が、自主グループというもので

料理実習室で料理を行っております。ある L、はまた、 PTA、消費者団体の婦人グループ、そ

うした方たちがこの料理実習室を使っておるわけでございます。昭和 59年度の実績を申し上

げますと一一料理実習室の利用回数でございますけれども、 170回でございます。利用者K

つきましては 2，862名でございます。公民館の年間の 59年度の利用数が 3万9，000名で
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ございますので、料理実習室の利用の率でございますけれども、 15.9婦ということでござい

ます。第1点目の質問は以上でございます。

それから、第 2点目の、いわゆる料理実習室の調理を行う場合虻、天井忙鏡をつけたら後ろ

の方の方々がよく見えるんじゃなかろうかとしづ御質問K対するお答えでございます。料理実

習室陀つきましては、御承知のとおり前後忙黒板が設置されております。前方Kは講師のため

の机が用意されてございます。そして、料理実習室陀は4台の料理実習のための机が配置され

ております。大体使う場合には 35名程度の方々が利用されるわけでございますけれども、御

指摘のとおり後ろの方で立っている方々、あるいは、そこで実習される方々陀つきましては、

確か陀前の方の講師の方々がお話ししている状況、あるいは実習の状況、そういったものが見え

ないというふうなことも伺っております。したがし、まして、鏡を講師の上の天井のところへ設

置することによって、料理実習の効果が上がるということであれば、講師あるいはそこで実際

K使っております婦人の方々一一そういった方々の御意見、あるいは御要望等も伺った中で、

より効果が上がるということであれば、昭和 60年度の予算の中陀、たまたま料理実習室の天

井の張りかえ、あるいは両壁の塗装工事等の予算が約 350万ほど予算計上されておりますの

で、これから工事Kかかるわけでどぎいますので、講師の方々、あるいは利用者の方々の御意

見等を伺い、また、建築専門の方々の御意見等も伺いながら、もし効果が上がり、予算の範囲

でそれができることならば、 60年度予算で実施をしたし、と思っておりますし、また、 60年

度予算で仮Kこれが施行できなければ一一効果が上がるということであれば、 61年度予算の

中で設置の方向で検討してまいりたL、というふう K考えております。

以上でごぎいます。

。副議長(米沢照男君)

0 25番〈大柄保君)

大柄保君。

中央公民館施設の整備についてということ、第 1点、第2点

ともよく了解をいたしましたし、また、今後検討をしていただけるというふうなことでござい

ますので、私の一般質問はこれで終わらせていただきたいと思います。

。副議長(米沢照男君) これをもって 11の2、中央公民館施設の整備陀関する質問

を終わります。

1 2の1、社会ニード陀沿った高齢者への真の福祉事業を(特K弱い立場の高齢者)陀つい

ての通告質問者、高橋徳次君の質問を許します。
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C 9番議員登壇〕

09番(高橋徳次君) それでは通告K従いまして、社会ニード陀沿った高齢者への真

の福祉事業を(特K弱い立場の高齢者)κっき質問させていただきます。

制度というものは、つくることは比較的期間的に短期間でつくることができます。しかし、

施設となるとなかなかいろいろな問題が出てきまして長い月日と、また、資本的なものも勘案

されてまいります。高齢化社会陀伴って増加する寝たきり老人のお年寄りなど陀、どのような

施設で受け入れていくかということを検討している厚生省の「中間施設に関する懇談会の中間

報告書JKよると、介護を必要とする老人の対策として、地域陀根ざした在宅型中間施設と、

入所型中間施設の整備を求め、将来的陀は養護老人ホーム、入所型中間施設、それK、老人病

院の三つの施設を体系化して、一元化を図るべきだと提言しています。との報告書の題名は

「要介護老人対策の基本的な考え方と中間施設のあり方Kついて」というものでございます。

報告書は、家庭内で看護介護できるような在宅サーピスを用意し、そこで処置し切れない場合、

安心して入所できる施設をつくってほしいとしづ国民的の要望K対応していくかが、高齢化社

会のこれからの政治行政の最大の課題だと規定しています。中間施設を、医療と福祉の中間的

な役割りを果たす施設、あるいは医療福祉と家庭の中間Kある施設陀と位置づけています。在

宅老人K対して、 1日のうち一定時間介護の必要なお年寄りを受け入れ、入浴や食事など日常

生活援助やリハピリ、生活訓練などサーピスを中心とするo また、家族の病気、休養の必要な

ど、家庭機能が低下した場合、短期間入所させるショート・スティも行う。すでに特養ホーム

も実施はしていますが、この拡充を図るとともに、病院や老人福祉センターなどで既存施設を

活用し、きめ細かな体制をっくり上げていくことが求められています。

私が今回この問題を取り上げましたのも、私の知っている一、二の例を申し上げますと、 8

0歳の老人の方と 75歳のおばあさん。これが6年もとも K寝たきりというような状態で、め

んどうを見るのはお嫁さんo そして、孫が男の子が2人いらっしゃるというような中で、とう

とうお嫁さんも倒れて 2回の切開手術を受けるため陀入院してしまって、そのまんま現在も完

全K回復していないというような状態もございます。現在は、病院へ2人とも入って生活して

おりますけれども、今度はそのお嫁さんが、またそこへ行ってめんどうを見なければならない

というふうな非常K悲惨な例もございます。また、ボランティアの側としても、一生懸命ボラ

ンティアを老人の方たちを 3人も 4人も引き取ってめんどう見たためK、自分自身が倒れてし
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まって現在入院しているというようなことでございます。

そういうことを考えまして、今回この問題を取り上げてみたんですけれども、前回特養ホー

ムを日野市内K、そして、在宅介護の方々のため陀中間サーピスシステムをということをお願

いいたしました。あれから 1年以上経過しておりますけれども、日を追うごとに高齢化社会の

老人福祉の問題が、こと陀臥床老人ですか一一これの問題が現在目まぐるしく飛び交わってお

ります。

いままでどちらかと言いますと、健康な方、恵まれた方、丈夫な方、こういった高齢者陀対

する福祉の制度、これは次々と打ち出されておりますo その結果、いL、か悪L、かわかりません

けれども、福祉のばらまきと L、う言葉まで生まれています。そんな中で、自分の意思K反し、

どうしても人の手を借りなくてはならい、 生活できないという方々のため陀、固または自治

体、また、各分野の市民グノレープですか一一これらの方々が各方面から臥床問題K対し、また、

それ陀対する制度面を検討し、いままで老人ホームの種別さえ知らなかった人も、特養ホーム

とか等の存在を知り、また、その運営活用が、現況では社会の必要に立ちおくれているという

問題点も、一般の人でも知るようになっておりますし、また、これを勉強をされています。

もう御存じのとおり、臥床老人の施設が、いままでは施設中心型から最近は非常陀在宅型福

祉、それととも K受益者負担へと動向が変わってまいっております。また、地域コミュニティー

中心型へと方向を転換してまいっております。そこでお伺いしたL、んですけれども、ぜひこの

地域内一一日野市内ですね。ここ陀特養ホームの成立ということでお願いしたいと思います。

各市の老人ホームの施設関係者、また、施設のボランティアの活動家の方々よりも次の 3点が

強く指摘されております。

まずその第 1点は、要するに適正配置ということです。老人の願望は、生まれて、そして、

育って、そして老いたその場所において晩年を快適K過ごしたいと。そのため陀は地域の中K

病院や学校、保育園等があるよう陀、地域の中K もまた老人ホームのようなものがあってよろ

しいんではないかということでございます。

次花、その適正規模です、 これら陀対するo 大きな老人ホームですと施設の運営が官僚的

陀ともするとなりがちでございます。職員と老人方が親しく触れ合うことによって、心の通っ

た仕事で老人に安らぎが得られるような規模であってほしいというものでございます。

3番目としては、それの総合機能でございます。これなら安心して生活できるところだと思
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って入所してみたら、病気忙なれば入院一一それも 3カ月以上忙なりますとホームには籍がな

くなってしまう。また病気でなくても体の変化、たとえばぽけ等Kよって違う施設陀移される

と。絶えずそこ Kいても不安な気持ちがぬぐし、去れないということでございます。日野市の日

赤の高齢者の意識調査ですか一一これにおいて見ましても、年金の増額等で、年齢の増加とと

もに年金恩給K頼る人が多くなっている昨今でございます。それでまた、子供たちの仕送りに

は頼らないで、なるべく生きていきた¥，、というような要望が多い現在でございます。しかし、

健康なうちなら、それはそれでよいと思います。しかし、ーたび臥床になりまして、長期臥床

ということ陀なりますと、どうしても現在施設の不足ということで最終的には家族や子供に頼

らざるを得ないというのが現状です。また、養護老人ホーム、老人専門病院、リハピリ施設、

在宅福祉サーピス、低額のつき添いのボランティアがほしいというような要望も多く出ており

ます。

東京都の生活環境一一 58年度のこれは調査ですけれども、寝たきり老人の介護者の実態調

査。この中から 25 4件ですか、これを拾ってみますと、臥床年比を見ますと、 1年未満の臥

床の方が 42件、 1年ないし 2年未満が 29件、 2年ないし 3年未満の方が 35件、 3年ない

し5年の方が 64件、 4年ないし 5年臥床されている方が 76件と、高齢化する陀したがって

その数はふえております。寝ておられる方の状態ですけれども、ほとんどが半分以上が入浴排

せつがほとんど自由陀できないということと、また、寝ていられる方の本人の希望としては、

一応在宅が希望だというのが約4割ございます。

また、一方今度は介護するめんどう見る方の方の希望とし刈、ますと、気軽陀入退院できる施

設を望むと。介護者の病気(めんどう見る方です)その他のとき陀入れる施設。また、買い物

あるいは自分の時間もとれない等の要望が出ております。

厚生省の情報部の調査Kよりましても、昭和 45年から 58年の聞の推移を見ますと、 65歳

ないし 69歳が 3.1倍とふえております。また、 70歳ないし 74歳が約2倍、 75歳ないし

7 9歳が約4倍、 80歳以上は約6倍というふう Kふえております。

そういうような状態の中で、せんだって秦議員ないしは鈴木議員からも同じような質問がご

ざいましたけれども、重複する点があるかもしれませんけれども、その点は御容赦いただくと

して、いずれ陀しましても、そういったどう Kもならない臥床老人の方、これらを入所させる

ということは福祉事務所の方でも非常K大変だということでございます。私も、現実Kお願い

-359 -



してみたけれども、なかなか空きがないということでございます。このように急速K高齢化が

伸びている時代K、いま老人K限らず介護する世代にも、やがては高齢化の社会K入っていく

人たちでございます。ともにこれは、これから先非常に重要な課題となっていくということで、

福祉のあり方も時代の要望陀沿ったあり方でなければならないと思います。

次K、質問の 2番目としては中間サービスのシステム化の必要性です。臥床している方のみ

ならず高齢化の対策としては、市では老人医療でも老化K向けて努力をされているということ

もございます。また、臥床老人K対する訪問看護の指導、また、生活保健センターも計画等、

複合施設で日常生活花関係する内容のものを、老齢化陀伴う機能障害K対し、機能回復訓練を

行う等の施設も入れることが必要ではないかと、このよう K思うわけでございます。また、ホ

ームヘノレバーの無料派遣制度の現状と、今後これらの制度の実行、また、これらが検討されて

いるか。現在地域クアとして中間サーピスシステムが非常陀重要視されています。これからの

特養ホーム入所は、どうしても入所しなくては生活できない人だけが利用して、在宅介護の老

人は、中間サーピスシステムがしっかり組み込まれた地域クアの中陀よって施設の専門サーピ

スを受け、家族が老人の生活の世話をしても、お互い陀安心して介護生活が続けられる中間サ

ーピスシステムo これは地域サーピスの中心であります。また、地域を結ぶ接点でもあります。

現在日野市では立川陀一一至誠ホーム陀委託して、デイ・クアセンターのサーピス事業を受け

ています。この利用者も、いまこれを利用している老人の中では一一平均をとりますと 2，60 

9人ですか。ところが、日野市の場合は 4，630人とし、う数字が出ております。 49年度都の

調査資料陀よりましても、三多摩の各市の中でノご一セントは上位を占めています。

次K、 3番目として在宅看護陀対する福祉サーピスの充実ということでごぎいます。特養ホ

ームの必要性はどの自治体も認めているところでございますが、土地の問題等で一朝一夕Kは

むずかしいとは思われます。今日あすにも確実K臥床の数はふえている現在、まず先K述べた

よう K、どうしても入所必要な方以外の方は、在宅介護が安心してできるような地域クア施設

等が必要忙なってくると思います。こういう意味におきましでも、ぜひ日野市内陀中間施設の

必要性があると思います。これは、要する K考慮中ということではなくて、早急K実施K向け

て検討していただきたいということでございます。また、そのこと忙よって地域の中でボラン

ティア活動も受ける側と奉仕する側一一これは、同じ市民として心の交流をもって地域への愛

情が進み、何よりも市民としてリハピリ、また、介助を受ける老人たちKも生きがし、が助長さ
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れることではないかと思います。

次陀、有料ホームへノレパー制度についてでございますけれども、これもまた、新しい在宅福

祉サーピスということ Kつながってまいりますけれども、幸い托して臥床忙ならなくてもひと b

暮らし老人の家庭のふえている現在でございます。一様K不安K思っているのが軽度の老齢化

Kよる機能障害、または病気陀よる日常生活の介助を必要とすることであります。デイ・クア

サーピスを含めた中間サーピスシステムととも K必要度の迫られている事業まで、現在各市の

民間団体が、行政の実施を待たずしてボランティア事業として活動を始めているのも現状です。

経済企画庁国民生活局実態調査概要陀よります。これは 59年 7月のものでございますけれ

ども、その定義としては一一地域住民の自主的参加陀よるグループで、メンバ-tt[より食事、

洗濯、掃除、買い物、育児、介護等の有料サーピスを提供する団体の必要怯また、行政の対

応を見ますと、現段階ではどちらとも言えないというのが 59.2婦ですか、積極的K賛成して

取り入れていきた¥，、と L、うのは少なくて 4.8婦、前向きに取り組みたL、とし、うのが 15.3 %で

すか、特陀賛成する気はないというのが 20.6としづ結果になっております。

この有料ホ ームへノレパー制度ですが、この発足の時期は昭和 48年ころからぽつぽつ発足し

出しました。そして、 56年、 57年と急増して、いま全国では約 40以上の数の団体がござ

います。これらの発足の契機Kついては、任意の団体など個人や小規模のグノレープが自発的に

やっているのが、約3分の 2を占めています。社協、地域婦人団体等の民間団体及び行政の呼

びかけでやっているのもございます。また、これらの行政とのつながりは、ほとんどが市から

補助金を支給されていると。これも事務費等の二、三割ということになっております。それで、

有料制の内容をちょっと申し上げてみますと、ほとんどが会員制で、サーピスをする方も受け

る方も会員制ということでございます。これのサーピスを一応金額としますと、入会金が 1，0

o 0円ないし 2，000円。会費が 500円以下という形のものが多いようでございます。

以上申し述べてまいりましたけれども、これらに伴って当然、必要が生じてきますのがボラン

ティアの活動でございます。高齢者の福祉事業を行うことによって、今後ますます地域のボラ

ンティアの必要性は増加をたどってくると思います。現在、こういった活動をしていられる方

々の中陀は、個人で目立たず陀自分の良i[J'tt[従って活動を続けていっておられる方々も非常に

多いということでございます。先ほどもお話ししましたとお b、その結果、自分の体も壊してし

まうというような例もなくはありませんo しかし、福祉クア、在宅クアが進みますと、どうし
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てもボランティアの必要度はふえてまいります。このボランティアをし、かK強化するかという

ことも今後の課題忙なってくると思います。

いま、日野の日社協K登録されているボランティアの活動家は 160名ばかりと伺っており

ます。しかし、この中、本当に実働できる方というと 1割強の方で、ほとんどの方が登録きれ

て、そのまま陀なってしまうというような状態でございます。地道陀隠れてみずからの良心K

従って活動をしていられる方々を中心として、今後ボランティア活動を幅広く広げていく必要

があるのではないかと思います。

以上申し述べましたよう陀、これからの高齢化社会K向けての一般質問でございますけれど

も、以上の 5点を御回答をお願¥，，¥，、たします。

。副議長(米沢照男君) 高橋徳次君の質問陀ついての答弁を求めます。福祉部長。

O福祉部長(高野 隆君) それでは御質問陀お答えいたします。

御質問にありましたよう K、日野市陀おきましても、高齢者の増加率は年々ふえてきており

ますし、また、御指摘陀ありましたように高年齢のもの、たとえば 65から 69と比較しまし

て80歳以上の増加率も、日野でも同様ttL5倍を超える増加率でふえてきている。高齢化の中

身というのは、御指摘のような次第だと理解しております。そういう中で、高齢化についての

御質問でございますが、先般秦議員の方陀もお答えをいたしました内容と重複しないよう陀お

答えを申し上げたいと思います。

現在日野市におきましては、特養老人ホームの入所待機者が 12月1日現在で28名となっ

ております。きら K、今後急速な高齢化社会への移行ということに伴いまして、寝たきり老人

の数がますますふえてくると。また、老人ホーム入所希望者もふえてくるということが予想さ

れる次第でございます。また、痴呆性の老人も増加してまいりますので、この対策もあわせて

考えてし、かなきゃならんということでございます。先般NHKの放送でも、やはり安心してぽ

けられる、または安心して寝たきり忙なれる地域社会というようなことも言っておりましたけ

れども、日野市Kおきましては、できるだけ可能な限り長く家庭κおいて安心した老後が暮ら

せるような状況が大切ではないか。また、福祉施設クアにつきましても、最小限度のものは今

後はつくっていく必要があろうかというぐあいに考えておる次第でございます。こうした中で、

現在所管の福祉事務所陀おきましては、老人ホームの空きベッドが少ないので、それを探す業

務がかなりの重要な課題Kなってきていると。それについては並々ならぬ努力をいたしており
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ます。やむを得ず遠隔市町の施設に入所をされると。また、老人の地元から離れたところでの

生活を余儀なくされるということ陀つきましては御指摘のとおりでございます。 したがし、まし

て、私ども Kおきましては、地域の中陀老人ホームの必要は理解しているつもりでございます。

今後の考え方といたしましては、民間の法人が地元K建設する場合K市が協力する方法と、ま

た、みずから建設する方法とが考えられるということで検討している次第でございます。

次κ、適正規模Kついてでございますけれども、一般的陀は定員は 100名ないし 11 0名

ということが適正な経営規模だと。また、効率がいいと言われております。もとより老人ホー

ム陀つきましては、収容というような場所ではなくて生活の場でありますので、経営効率等も

重要なこと陀は違いありませんが、御指摘のように生き生きと豊かな老後生活を送れる施設と

しての建設が重要なことであろうと思っておりますし、また、その中κ働く職員の取り組み方、

また、積極的な姿勢、こういうようなものが大切であるというぐあいに考えております。

次κ、施設が転々とする点についての不安感があるという点でございますけれども、確か陀

老人の健康が変わるにしたがって施設が変わるということは事実でございます。養護老人ホー

ムの 75婦のものが民間K依存すると。また、その行き先は特別養護老人ホームであり、また、

老人病院であると。こういうような状況でございますので、老人ホームの特養老人ホーム化と

いうことが現在総合的に言われている、 養護老人ホーム、軽費老人ホ ームを特養ホーム化し

てきている. 寝たきり老人の対応を迫られている. こういうようなことで、転々とやはり

施設を歩くということが老人の実態として報告されております。この問題Kついても今後慢性

病の老人の治療、また、精神障害の老人の対応、 これがそれぞれホームの中での職員確保の

問題、また、その中での課題と対応すべき問題として残されているところでございます。

次K中間サーピスシステム陀ついての御質問でございますけれども、この必要については、

私ども強く感じているところでございます。つまり都市型特別養護老人ホームと申しますと、

やはりそのようなクアサービスを伴う施設としての機能が必要であると。クアサービスの中身

といたしましては、ショ ー ト・スティ、デイ・ホームサーピス、入浴サーピス等があるわけで

ございますけれども、このようなものができる附属施設を完備した施設の建設が、今後は重要

な課題Kなろうかというぐあい陀考えておりますし、また、東京都陀おきましても特養老人ホ

ー ム Kついては、クアセンタ-~補助金を出すとし、う制度を発足させておりますので、これκ

ついては同時にやはり考えていくことが必要かと思っております。
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次陀 3番目忙なりますが、在宅介護K対する福祉サーピスのことでございますけれども、老

人福祉サーピス陀つきましては、大別して在宅の老人と、それから、収容施設サーピスと二つ

に分かれると思いますけれども、御質問の在宅について申し上げますと、現在日野市で行って

います事業は老人の健康診査、また、家庭奉仕員事業、訪問看護制度、ひと D暮らし老人陀対す

るサーピスとショート・スティ、デイ・ホーム事業、そして、入浴サーピス等が挙げられるわ

けでごぎいます。それらの事業が進められているわけでございますし、きら K、最近はつばさ

学園陀おきましても機能訓練室が設けられまして、この中Kは理学療法士がおりまして、ほと

んど老人の方ですけれども、さまざまなリハピリテーション指導、また、アドバイスをしてお

り、大い陀効果を上げてきております。今後、御指摘陀ありましたように、在宅福祉等対応と

してのホームヘノレパーの制度も強化していく必要があるo これについても努力をしてまいりた

いと思っております。

4 番目陀、有料福祉についてはどうか。また、へノレパ-~ついてもどうかというようなこと

を御質問ございましたけれども、遂次最近は有償福祉、あるいは有料福祉陀ついての問題も議

論きれ、または実施されているか陀伺っておりますけれども、武蔵野市Kおける福祉公社活動

Kついてもその一環でございますけれども、そのようなもの陀ついては今後検討していく必要

があろうかと思いますが、ボランティア陀つきましては全社協から一一これはボランティア制

度の基本は無料であるということが出ております。つまり、ボランティアとは、1.自発性、 2.

奉仕性、 3.無報酬性と、こういうことが出ておりますので、この点陀ついては基本的Kはどう

かと思いますけれども、最近は若干実費弁償はやむを得ないというような考え方も、一般的κ

定着してきているよう K伺っております。今後については十分K検討していきたいと考えてお

るところでございます。

最後K、日野のボランティア活動についての御質問がございました。ボランティア活動Kつ

きましては、昭和 45年K日本Kおける先導的なボランティア活動が行われたということでご

ざいますし、また、先導したのは青年層であったと。また、この底辺を広げたのは婦人層であ

るとこう言われております。 1981年国際障害者年陀は、障害者もボランティアとして参加

をいたしましたし、また、昭和 58年総理府の統計陀よりますと、老人のボランティア活動へ

の参加率が最近高まってきていると、こういうことでごぎいます。また、最近新しく注目され

ておりますのは、青少年の社会参加ということでございます。青少年のボランティア活動への
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参加というものも目立ってきております。日野市陀おきましても、ボランティアセンターの中

で青少年のボランティア参加が最近は関心をもって見られておるところでございます。

現在、御指摘のよう K日野市のボランティアは 169名。グノレープといたしましては 14グ

ノレープ。グノレープ参加者は 1，842人でございますので、今後、日野市ボランティアセンター

の強化の問題もかなり大きな問題として考えております。 61年度の事業といたしまして、東

京都もボランティア町づくり推進事業陀積極的陀取り組むつもりでおりますし、これにつきま

しては、ボランティア活動を地域活動で永続的かつ自主的に展開されるよう陀、人的物的に両

面の条件整備を図り、また、国・都の補助事業としても積極的陀御支援いただきたいと、こう

いうぐあい陀考えているところでございます。

今後の課題といたしましては、ボランティアのネットワーク化、また、福祉教育の普及。こ

れにつきましては学校における福祉教育は大分進んできたようでございますけれども、地域陀

おける福祉教育の普及の問題。また、 3番目陀は青少年の参加の問題をどう受けとめるか。ボ

ランティア・プログラム化の問題とあわせて考えていく必要があろうと思っております。先ほ

ど申し上げましたよう陀、最終的にはボランティアセンターの強化が、今後の課題であろうか

というぐあいに考えているところでございます。

以上でございます。

0副議長(米沢照男君) 高橋徳次君。

09番(高橋徳次君) いま福祉部長の方からつぶさにいろいろと御回答いただきまし

た。いずれ陀つきましても福祉社会陀おいて老人の高齢化は非常な重要な問題として急速に進

んでいるということで、いろいろ事務所の方でも苦労もされ、また、将来K向けて考えられて

検討しているということでございますけれども、これは、検討をするだけではなくて、ぜひそ

れぞれを早期実現K向けてお願いしたL、ということでございます。また、ボランティア陀関し

ては青少年も活用したし、と。これは非常K結構なことだと思いますけれども、それと同時陀丈

夫な御老人方、とれも、お互いに自分たちのお年寄りをめんどうを見るというーーザートポー

ノレも結構、また、慰安のための旅行も結構。しかし、そういう面の指導と申しますか、そうい

ったことも必要じゃないかとこのよう陀思います。そういったことで、最後K全部総括して市

長の御意見を伺いたいと思います。

0副議長(米沢照男君) 市長。
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0市長(森田喜美男君) 今議会陀おきましては、何名かの議員の方から、高齢化社会

陀向かう地域の対応と L、う観点から質問をいただL、ております。

これまでも考え方としてお答えしてまいりましたのは、健康増進、それから、生きがし、をよ

り高くするための施策と、それから、健康が表えて寝たきり忙なりましたり、あるいは事情に

よって独居の状態Uてあるo この方々陀対する、また別の観点からの福祉施策と。なおもっと積

極的面では、再び社会参加をしていただく手だて一一つまり高齢者事業団のような活動の、よ

り高度な展開と。こういう多方面Kわたる取り組みが大切だと、このよう K考えます。そして、

それらを体系づける基本的な考え方も持ちたL、と、このよう陀考えておるところでございます。

老人K対します特養、あるいは中間システム、あるいはそれK、より内容を高めるためのボ

ランティア活動。並び陀ボランティアのシステム化ということも大切だと、このように思って

おります。ただ、ポランティアの場合、一定の行政システムの上陀ボランティア活動をするこ

と陀よって精神面並びK充実面について手の行き届く一一そういうことはなお必要だと思いま

すいまた、地域社会Kそうしづ風土ができるということは大変ありがたいことでございます

が、ポランティアの方K無理な期待を持つてはいけないと。こういう感じもいたすわけであり

ます。より一種の啓発等も大切だと思っておりますので、あわせて今後の福祉事業の大きな課

題ということで、すでに行っておるもの、あるし、はこれから行うべきもの体系化を図っていき

たいと、このように考えております。

0副議長(米沢照男君) 高橋徳次君。

09番(高橋徳次君) それでは最後陀要望しまして、先ほども申し上げましたとおり、

厚生省の中間施設に関する懇談会でも、国民の要望VLI，、かK対応していくかが今後の行政の最

大の課題であるというふう κ指摘しております。この問題陀関しては行政も、また病院も、地

域も、家族も全体で考えるべきことであるとは思いますけれども、やはりその核になるのは行

政であると思います。今後の行政の積極的な対応を期待してこの質問を終わらせていただきま

す。

0副議長(米沢照男君) これをもって 12の1、社会ニードK沿った高齢者への真の

福祉事業を(特に弱い立場の高齢者)VL関する質問を終わります。

お諮りいたします。 議事の都合Kより暫時休憩いたしたし、と思いますが、これ陀御異議あ

Dませんか。
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C i異議なし」と呼ぶ者あり〕

。副議長(米沢照男君) 御異議ないものと認めます。よって暫時休憩U、たします。

。副議長(米沢照男君) 休憩前陀引き続き会議を開きます。

午前 11時 58分休憩

午後 1時 11分再開

1 2の2、西平山地区の区画整理と豊田一八王子聞の西平山地区陀中央線新駅誘致の推進を

についての通告質問者、高橋徳次君の質問を許します。

C 9番議員登壇〕

09番(高橋徳次君) それでは通告陀従いまして 12の2の西平山地区の区画整理と

豊田 一八王子聞の西平山地区に中央線の新駅誘致の推進をということで質問さ喧ていただきま

す。

これは、前陀一ノ瀬議員からも質問がございました。その後を受け継いでやるわけでござい

ますけれども、西平山一一特K一丁目から四丁目までですか。これは、前κも申し上げました

よう陀、市民の日常生活を営む上において基礎的な生活環境条件である下水道、道路、交通等

整備されぬまま、現在でも至るところK昔のままの1.8メートノレとしづ農道が残っております。

区画整理の話も過去陀おいて 3回ほど、この 10年間のうち陀出ております。そういう中 Kお

いて、この地域は家庭の雑排水の流れる側溝すらなく、穴を掘って吸い込みのままで過ごして

いるという状態のところが多々あります。また、狭い道路という道路には、どんどんうちが新

築されていってしまっている現状でございます。また、交通陀至ってもパス路線は 1本もござ

いません。また、鉄道はそばを通りながら駅がなし、。 駅に行くの陀は20分以上かかるという

ようなことで、毎回この定例会の一般質問の中で、多くの議員の方から強く指摘されていると

おり、結局駅前の違法駐車、違法駐輪ということにつながっていきます。この地域の狭い道路

とし、う道路は、朝晩平山工業団地へ向かつてL、く他市からの乗用車一一これが非常陀通行が激

しいということで、路上陀おいてのトラフツレ、また、交通事故、そういった危険性を多分Kは

らんでいます。また一方、家庭の雑排水は吸い込みが多いので、これは、結局地下水の汚染陀

もつながっていくと。また、周囲Kはまだ簡易水道を利用しているところもございます。そう

いった状態Uてあります。日野市は、 9月定例議会においても、下水道の条例の全面改正をして、

これから本格的な下水道時代K入っていくわけでございますけれども、下水道を埋設するとい
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っても、道路が整わない以上はなかなか順調Kは進みませんo

こういうへんぴなところですから、やはり女のお子さんをお持ちの家庭の方では、夜ですか

帰宅される場合陀は家族の方がそこまで迎えにし、かなければならないというような状態で、

ついせんだっても、この地域を重点的K日野警察の方からも、痴漢対策ということで特別の回

覧を各自治会へ依頼されております。また、道路がそのような状態なので、市役所へ行くとり

っぱな市民会館もでき、病院もでき、もろもろの施設ができてまいります。しかし、ここへ行

くのKも、なかなかこの地域の方々は足がないので、車を利用できる方はよろしいんですけれ

ども、お年寄りは歩いてu、かなければならないというのが、この地域の現実でございます。そ

の方が健康のため陀よろしいんだということ陀なれば、それはそうかもしれませんけれども、

お年寄りが頻繁陀行かれるところというと、やはり市立病院ということ忙なると思います。

最近Kなって用水路の改修、側溝の整備、また、防犯の整備等はされてまいりましたが、け

れども生活環境整備の基礎的な点は十年一日で、まだまだとても解決はされていませんo 非常

κむずかしい地域で、先ほども申し上げましたとおり、過去3回区画整理の話が出ましたけれ

ども壊れております。しかし、この地域を何とかするの陀は区画整理以外忙ないと思います。

市の方でも、毎年当初予算で調査費として予算化はしてもらっていますけれども、区画整理に

対するその後の状態と、進展があるのかどうか。まずこの点を伺いたL、と思います。そして、

いつごろの大体目安κされているか。この点もお伺いします。

また、もう 1点。区画整理ということはなかなか時間と金のかかることでございます。そう

いったことで、一朝一夕陀区画整理ができるわけのものではありませんo 区画整理ができるま

で、そこ K居住する人たち一一この人たちに現状のままがまんせいということなのかどうか。

その点もお伺いします。お願いします。

O副議長(米沢照男君) 高橋徳次君の質問Kついての答弁を求めます。都市整備部長。

O都市整備部長(結城邦夫君) それではただいまの御質問陀ついてお答え申し上げ

ます。

西平山の区画整理事業陀つきましては、 48年K東京都の住宅局、それと、 56年から住宅

都市整備公団がそれぞれこの地域を開発して、区画整理を実施しようということで手がけたわ

けでございますが、地元の権利者の方々とのお話し合ぃ等も行った結果としては御同意が得ら

れなかったということで、事業陀踏み込むことができなかったわけでございます。もし、これ
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陀ついては市の方も共同して実施をしようということで、それらの説明会等Kもお話し合い陀

入ったわけでございますが、結果的Kは成立をしなかったという経過がございます。その後、

5 9年の 7月陀市施行でこの地域を区画整理するということで、地元の権利者の方々 K通知を

申し上げたところでございます。これを受けまして、 59年一 60年の今年度Kかけまして、

地域の現況測量をもと忙して事業計画書を作成をいたしました。これをもって関係機関と協議

をこれまで行ってきたところでございますけれども、基本的陀この内容について関係機関との

間で合意ができております。したがし、まして、現在は地元権利者の方々 K、この内容κついて

御説明をするという資料を作成を行っているところでございます。 61年・来年度のもし 4月

か5月陀かけまして、説明会を地元陀行いたいという考え方でございます。説明会が一応終わ

りますと、その後で東京都の環境影響評価条例κ基づきましたアセスメントの調査を 2カ年か

けて実施をする予定でございます。 63年度K都市計画の決定を取っていきたいというふう陀

いま計画を進めているところでございます。これK基づきまして、 61年度はこの関連の経費

も一応計上させていただくようなことになろうかと思います。

以上、現状と今後の見通しKつきましてはb、ま申し上げたとおりでございますが、 3点目の、

区画整理事業が完了するまでどのようにこの地域を対応していくかという点でございますが、

この点陀ついては建設部の方で今後道路関係、あるいは水路関係の整備を必要な個所から行っ

ていく必要があろうか考えております。したがし、まして、今後建設部と共同しながら、ここら

の地域の整備を行っていきたいと考えております。

以上でございます。

O副議長(米沢照男君) 高橋徳次君。

09番(高橋徳、次君) この問題κつきましては、この地域の、ことに 3点目の地域の

生活基準の環境整備ですか。これは、再三担当部の方へもお願いし、やっては¥，、ただU、てはお

りますけれども、まだまだなかなか十分というわけにはまいりませんo 非常K住んでいる周辺

の方たちは困っていますので、その点を今後鋭意進めていただきたいと思います。

それでは、引き続き国鉄駅の件でお伺いしたU、と思います。さっきなぜ区画整理をお伺いし

たかと申しますと、国鉄の駅、これは、先ほども申し上げましたとおり一ノ瀬議員からも話が

出ておりますとおり、これは地元としても、もう 20年前からの要望でございまして、ことに

豊田団地が開発されましたときに、日本住宅公団が駅ができるからというふうなことで販売し
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た。また、帝人の中央研究所があそこ陀できましたときにも、当時の帝人の社長の大屋晋三き

んですか、この方が政府の方へかなり働きかけたと u、う経過がございますけれども、まず何と

申しましても駅をつくるということは大変ですし、また、第一番K大変なのは用地の確保でご

ざいます。これが非常陀むずかしいと。そこに駅ができるということになると、どうしても将

来値上がりするであろうということで、駅の用地だけを買収するということは非常陀困難だと

思います。そういった面では前回の市長の方からの答弁も、区画整理の中から進めていきたい

というふうな話がございました。いまここで私どもの方の地域で中央線の浅)11の鉄橋ですか

一一これが、国鉄の方としては老朽化している、 100年近くたって老朽化しているという

ことと、建設省の方では、浅川の中K橋脚が 5本もあるというのは治水上まずいというような

ことで、ここでかけかえたいというふうな申し入れが、市の方から自治会の方へ話がございま

した。これ陀よりまして、国鉄陀、説明会を開いて十分K地域の対策を立てた上で工事にかか

ってほしいということで、再三国鉄の方へは説明会を開くよう K申し入れてございました。そ

の要望K従って国鉄もようやくここで中込と、豊田団地と大和田と、この 3自治会K対して合

同の説明会を行いましたけれども、そのときに、いずれKしても中央線をとめるわけKはL、か

ないというようなことで、新た陀現在通っている路線の南側ですか、ここ陀新た陀 1本線を別

陀通したいということで、用地買収を始めております。この用地買収も、現在ほぼ終わったよ

うでございます。それで、一部工事Kも着工し出しましたが、説明会のときにも一番問題忙な

って出てきましたのは、やはり駅をつくってほしいという住民の要望が強くございまして、と

りあえずと Kかく国鉄の上層部の方へ、駅設置の要望が強いんだということを具申してほしい

ということで、強くこれは申し入れてあります。

いずれにしましても、駅をつくるということはなかなか大変なことですし、また、区画整理

をするということも、これもなかなか年月のかかることでごぎいます。そういった中で、しか

し要望は日一日と強くなってまいりますので、いまから区画整理と国鉄の駅の誘致と、この両

方を兼ね合わせて具体的陀進めていきたいというふう陀考えて一般質問をいたします。この点

陀関して御答弁をお願いします。

。副議長〈米沢照男君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 私から、西平山川北地域医関します都市整備構想κつきまし

てお答えをしておきたいと思います。
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過去、西平山方面の都市整備陀つきましては、早期陀は東京都住宅局陀よる都営住宅を建て

る計画とあわせて区画整理をしたいと。そのことが相当具体的K地元陀進んだわけであります

が、遺感ながら都の事情等もございまして、そのときは成就いたしませんでした。次いで、日

野市といたしましては、神明上区画整理κ次いで万願寺区画整理、また、高幡の区画整理、豊

田南の区画整理と立て続けK幾つかの事業を進めるわけでございますので、西平山に取りつけ

る時期は相当先K送らざるを得ないと、こうし、う判断陀立ちまして、住宅都市整備公団が一一

これも同様ですが、やはり住宅をつくること陀よって地域の開発ができなし、かということを積

極的にゆだねた、また、要請もしてみた時期がございます。この際Kも、地元の地主層の協力

が得られませんでした。したがって、そういうよそに依存をした一一ある程度の住宅を建てる

ことにあわせての地域の環境整備ということは、いずれもついえ去った経過があります。

そこで、やはり放置はできませんので、市施行でもやらなければなるまいという決意K立ち

至ったわけであ bますが、これもなかなかそう簡単陀はまいりませんo 地域の事情は、いま

までの調査の中で、むしろ住居しておられる小宅地の方々は進んで環境整備をやってほしいe

地主さんは必ずしもまたーーもう土地がそう十分ありませんから、できるだけ自分の土地も保

有しながら区画整理陀は応じていこうとこう考えたわけでありますが、相当な量の面積を住宅

政策のため陀進んで提供しようというところにはならなかったというのが、事の成就しなかっ

た大きな理由であります。

重なる部分もあるわけでありますけれども、そこで、市が施行するにいたしましても、やは

り相当な時期が先にあることを、これもまたやむを得ない事情があり、また、理由があるわけ

であります。新たに市施行で事を組みます場合に、従来どおりの都市計画は、ないしは環境整

備とし、う範囲では、あの地域に新たな魅力をつけることがなかなかできないということ Kなり

ますので、そこで、私は今回の市長選挙K当たりまして、大きな地域κ対する政策として西豊

田駅の建設構想とあわせて区画整理ができないものだろうかということをいま考え、また、進

めつつある状況であります。

過去陀もそういう話もあった次第もよく承知していますし、いま国鉄当局K正式κ協議を申

し入れていると一一こうしろ段階でございます。このことの対応が国鉄の方でどのよう K応じ

てもらえるかと。請願駅という駅のっくり方は本来あるわけでありますから、地域で相当な駅

前広場でありますとか、あるいは駅に関する施設等も含めて用地を提供する、ないしは資金を
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もって積極的陀要請をするということがかなうなということの確認のもとで話は進むだろうと、

このよう陀思っております。したがって、駅前広場等の用地を含めた区画整理の中の、また、

換地計画も定めていかなければならなし、と。こういうことでございますので、なかなか一気か

せい陀というわけにはまいりませんo 時間をかけて十分な対応も進めなければなりませんが、

区画整理事業がずいぶん重なりますので、やっぱり大きな問題だなという感は避けられないわ

けであります。しかし、いずれはやらなければ 1・3・1関係のバイパスにいたしましても、

あるいは下水道の布設陀いたしましても完了できないことでありますから、やはりある程度の

時間はかかりますが、積極的K取り組んでいくということ陀ならざるを得ないと。これが現在

のわれわれの立場でありますし、また、そう Lづ決意をだんだん具体化しつつあると、このよ

うに御理解をいただL、ておきたb、と，思います。

以上です。

O副議長(米沢照男君) 高橋徳次君。

09番(高橋徳次君) いずれ陀いたしましても、区画整理とし川、、国鉄の駅誘致と申

しましても、どちらもいま市長のおっしゃられたとおり一朝一夕vL¥.、かないということはよく

承知しております。しかし、現状でよろしいんだということでいつまでもほうっておかれます

と、やはりまた 20年後陀、何だ 20年前と同じだったと L、う結論のないよう陀、やはりそこ

陀住んでおられる方一一これは八王子の市民でなく、また、立川市民でなく日野市民でごぎい

ます。そういった意味で、ぜひ今後これを積極的陀進めていただきたいというふう陀強く要望

しましてこの質問を終わらせていただきます。

0副議長(米沢照男君) これをもって 12の2、西平山地区の区画整理と豊田~八王

子聞の西平山地区忙中央線新駅誘致の推進を陀関する質問を終わります。

1 3の1、中曽根内閣の臨調「行革」攻撃から市民のくらしを守り、市財政を確保せよ陀つ

いての通告質問者、板垣正男君の質問を許します。

C 1 2番議員登壇〕

012番(板垣正男君) 質問を行います。

けさの新聞陀来年度の国家予算一般会計が 54兆円程度陀なると L、う記事が伝えられており

ます。伸び率は 2.9%0記事陀よりますと「一般歳出をマイナスゼロ陀するのは 58年度以来

4年連続陀なる」こういうふう陀述べております。来年度の予算が相当窺屈なもの陀なってく
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るということは、こうしたことからもうかがb、知ることができるわけでありますけれども、地

方自治体・住民陀対するさまざまなしわ寄せが一段と強まるものと私たちは判断せざるを得な

いのであります。全国の市議会旬報が配られておりますけれども、全国の議長会陀おいても来

年度の予算の確保、特陀、国の地方自治体陀対する補助金の削減の回避を中心といたしまして、

さまざまな運動を展開していることを伝えております。第878号陀は「補助率一律カット陀

反対を」という見出しで、政府の地方自治体陀対する補助率のカットに反対する動きを伝えて

おりますし、さら陀は、議長会での各分野、各専門部会での負担の転嫁を回避するよう陀、要

望書をまとめて政府陀提出しております。また、国民健康保険の財政危機を打開するため陀も、

国の負担増補てんを求める決議や運動が紹介されております。そして、 11月の 26日聞かれ

ました第 39回の全国市議会議長会評議員会では、国庫補助金負担率の一律引き下げ陀よる地

方への負担転嫁の回避に関する決議を決めております。あわせて国民健康保険財政の健全化陀

関する決議も決めまして、全国の市議会一丸となって財政確保、国の地方自治体への補助金の

カット陀反対する意思をあらわしてまいっているものであります。私は、こうした国の動き陀

対する地方自治体の運動とあわせまして、来年度どのよう陀地方自治体陀対する補助金がカッ

トされ、特陀日野市陀おける財政へのしわ寄せがあらわれてくるのか、明らかにしてまいりた

いと思うわけであります。

先ほど新聞記事でも御紹介いたしましたよう陀、連続4年間一般歳出のマイナスゼロという

こと陀なってまいりまして、福祉や教育、生活環境κかかわる財政の切り詰め、補助金の削減

などが行われてまいりまして、直接地方自治体の財政陀も大きなしわ寄せがかけられてまいっ

てきているわけでありますが、臨調路線の方向が敷かれましてからことしで4年目、来年で5

年目を迎えるわけであります。

中曽根内閣が臨調路線K基づきまして、年々国民生活陀直接関係する部門の歳出の削減を行

ってまいりましたが、この臨調路線がどのような性格を持っているものか。これまで議会でも

繰り返して共産党市議団が明らか陀し、指摘してまいりました。もう一回この点を明らか陀し

ておく必要があろうかと思うわけでありますが一一この臨調路線は、自民党政府が財政危機の

中で大企業の利益の擁護と軍備の拡大という二つの大きな目標を進める上で、これまで長期κ

わたる国民的な運動や闘いκよってかち取られた、あるいは、それによって再現された各分野

の民主的なさまざまな諸制度を、一挙K覆してしまうというそういうものであります。そして、
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反動的な計画を安心して遂行できるような財政上行政上の基盤をっくり上げようとしづ、こう

いう意図を持ったものだということを指摘してまいりました。

一般歳出のマイナスゼロということをもっと詳しく見てまいりますと、たとえば 1981年

を基点といたしまして主要な経費の伸びのぐあいを見てまいりますと、軍事費では今年度 85 

年まで陀 30.7婦の増加、経済協力費では 37.8婦、エネノレギ一対策費などは 26.4婦と大幅

陀突出しているのであります。これは、一般会計の総額の伸びが 12.2 otでありますから、い

か陀大きな伸びを見ぜているかということがうかがえると思うわけであります。その一方で社

会保障費は8.3婦、文教関係が 2.1婦の微増陀とどめられている上陀、食糧管理費の 30.1冊

減、中小企業関係費には 23.5 otとu、う大幅な減少が進められてまいったわけであります。そ

して、この間老人医療の有料化が行われました。健康保険の本人負担制度が導入されてまいり

ました。さら κは、電電・専売両公社の民営化が進んでまいりましたし、国鉄の分割民営化も、

多くの国民の反対を押し切って強行されつつあるわけであります。こうしたことが来年度の予

算の中陀も、具体的陀一層厳しくあらわれてくるものと思うわけであります。

最近の新聞の伝えるところ陀よりますと、予算編成を進める大蔵省が、地方向けの補助率削

減案を発表してまいりました。この中で、生活保護は 3分の 2陀すると」、う国庫の負担割合を

大幅陀削ってまいることも明らか陀してまいりました。保育所の運営費補助、これも 2分の 1

陀するというこういうものであります。さら陀、失対事業の補助割合を、これもまた切り込ん

でくるということでございまして、今年度の国家予算の中で、補助率が2分の lを超える高率

の補助金が削減の対象となりました。 1年限りの措置として原則 10 弼カットをされたという

こと陀なっていたのでありますけれども、今回の大蔵省の発表では、削減率を今年度以上陀厳

しくすることととも陀、削減の範囲を、これまで手をつけていなかった補助率2分の 1の補助

金にまで広げているのが特徴だと伝えているのであります。物価高や、その他生活苦が進む中

で、生活保護世帯K対する国の補助金割合を大幅陀削り込んでくる、こういうことが進められ

ようとしているわけであります。

さら陀、厚生省は来年度の概算要求の中で、すで陀老人保健制度の再改悪を行うというもと

陀、国庫負担の 1，900億円の削減を行いまして、患者の自己負担を 950億円ふやすという、

こうし、う前提のもとで予算の要求を行っております。現在外来 1カ月 400円を 1，00 0円陀

引き上げます。入院は 1日300円を 500円陀引き上げまして、入院時の自己負担2カ月間
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とする制限を取り払うというこういう内容陀なっておりますo これらの内容が、今年度内、国

家予算の案が決まる段階て...___.層明確Uてなってくるでありましょうし、補助金の削減によるさま

ざまな分野でのしわ寄せなどが、一層明確陀なってくるものと思うわけであります。

地方自治体陀対する補助金の削減は、一体どういうふう陀進んでまいるでありましょうか。

まだ明確ではないのでありますけれども、たとえば時事通信社の発行しております「官庁速報J

陀よりますと、 1年限りの今年度の 10婦カットの補助金は、来年復活するとし、う見通しは何

の保障もないということもすで陀明らかでありますが、この補助金カットが継続されるという

恐れを伝えております。大蔵省は、カットの措置をただ単陀継続するというだけではなくて、

その他あらゆる補助金陀も手をつけるととも K、自治体や財政力κ応じた補助率に差をつける

などの制度改悪まで検討しているというふう陀伝えております。先ほどの新聞の記事とほぼ同

じような内容でございますだけに、 61年度の地方自治体への補助金、その切り込み、一層厳

しくなることは、こうしたことなど陀も裏打ちされてくるんではなし、かと考えるわけでござい

ます。

そこで、まだ確定と u、う段階陀は至ってはいないでしょうけれども、新聞等で伝えられるこ

うした補助金のカット切り込みが、どういう影響を日野市の財政の中陀あらわしてくるのか。

現在までの推測できる範囲での状況をひとつ教えていただきたいと思うわけであります。でき

るだけ各分野、そして、累計、今年度との比較等を明らかK していただきたいと思います。

2点目の質問K入りますが、これは、先般国民健康保険の特別会計の補正予算提案がござい

ました。これから委員会でも審議されていくわけでありますが、国民健康保険の財政が全国的

な規模で大変な悪化をたどっているということが伝えられております。新聞でも全国の国民健

康保険財政の危機が叫ばれておりますし、先ほど紹介いたしましたよう K、全国の市議会議長

会決議を挙げて国の負担の増額を要望してまいっているわけであります。これは、財政が厳し

いために国保料の値上げが行われるということが、相次いで行われているわけであります。そ

のため、住民の負担が大幅陀ふえて滞納が増加する。こうし、う悪循環を生んでまいるわけであ

ります。 59年度と 60年度合わせまして政府が見込んだ退職者数等の見込み違い陀よって、

その影響額 2，080億円陀達しているものであります。地方自治体の強い要望Kよりまして、

政府もようやくその財政補てんを行ったのでありますけれども、それは 1，36 7億円を計上し

たというふう陀伝えられております。しかし、これも厚生省試算陀よる影響額との比較では 3
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分の 2陀すぎないために、十分な補てんが行われたというふう陀は言えないと思うわけであり

ます。一層の努力が望まれるわけでありますし、政府の一方的なこうした見込み違い陀よる地

方自治体K対する国保財政の危機を、政府の責任陀おいて解決していかなければならないと思

うわけであります。

加えて、東京都が今年度補助金の大幅なカットを行ってきたということも重大な問題であり

ます。先ほど提案いたされました国民健康保険の特別会計補正予算。当初計上いたしました国

の補助金は1億 3，000万円余りであります。ところが、補正ではマイナス 4，600万円余り

となりましたo 都の補助金も、当初予算では 1億 7，700万円余りを計上したものの、 6，30 

0万円余りの補助金のカットが行われまして、国・東京都合わせて 1億円以上の補助金が減額

されたわけであります。そのため陀市の一般会計からの繰出金が累計で今年度3億 9，000万

円余り、 4億円にも達しようという額陀上ってまいりました。東京都が補助金を削減したその

理由は一体どういうところ陀あるのか。補助金等の交付要綱をつくりまして、調整という名の

もと陀補助金の減額を行ってまいりました。この東京都の理由。そして、それに対する三多摩

市町村の対応、日野市の対応はどう展開されてまいってきているか。御答弁をいただきたいと

思います。

3点自に、起債のカットの動きがあるというふう陀も聞いているわけでありますけれども、

この動きの具体的な内容、そして、市側の対応等お聞かせいただきたいと思います。

4点目 K、日野市は下水道事業をいま進めております。そして、これまで森田市長たびたび

議会でも説明されておりますよう陀、受益者負担なしの下水道事業を進めるという方向を明ら

か陀いたしまして、現在事業が進められております。とれなどは、考えよう陀よっては国のこ

うした臨調行革路線から住民の暮らしを守る、あるいは一層の負担を最低限陀食いとどめる。

課税強化の方向がとられていること陀対する日野市独自の一つの施策として、住民の暮らしを

守る観点からの措置を講じたというふう陀も考えられるわけでございます。表題陀もあります

よう陀「市民の暮らしを守り、市財政を確保せよ」というそういうところ陀もこの施策が及ぶ

というふうにも考えられるわけであります。こういう観点から、私も受益者負担なしの下水道

事業の促進には同調するものではありますし、一層この方向を強めていっていただきたいと考

えるわけであります。

そこで、 4点目の質問でございますが、受益者負担なしの下水道事業の促進が、三多摩の 2
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6市の中で日野市以外どこが行っているのかということと、仮陀、受益者負担が行われた場合、

どの程度の負担陀なるのか。一例を示していただきたし、と思います。

きて、 5点目陀入りたU、と思いますが、先ほどもちょっと触れましたよう陀、電信電話公社

が民営化されました。それ陀伴う日野市の財政面でのかかわりも当然出てまいるわけでありま

す。民営化陀なれば施設に対する固定資産税等の徴収、電話柱の道路占用料というものが当然

話題になってまいりますし、これは、数年前から国家、地方議会問わず論議が行われてまいりま

した。ことしの初めからでございますが、建設省は電電の民営化K伴って経過措置なるものを

通達出しまして、地方自治体の徴収一一道路占用料その他課税の徴収を滞憎する措置を講じる

とL、う意味の指導を行ってまいってきているようであります。これは、正しい行政指導陀基づ

くものかどうか疑問の点があるのでありますけれども、現在どういう課税の仕方、占用料の徴

収の仕方が行われているか、 また、今後の見通し、どのような方法κなっているか明らか陀

していただきたいと思うわけであります。電電の民営化K伴うこうした税の徴収が行われ、市

財政を確保するという点でも重要な課題であり、また、問題点でもあると思うわけであります。

市側の考え、そして、現在の徴収方法ひとつお聞かせしていただきたいと思います。

以上。

O副議長(米沢照男君) 板垣正男君の質問K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。

まず第 1点目の、来年度陀おきますところの国・都の補助金の削減額は幾らか。また、今年

度との比較で項目別陀資料をもとに説明をせよということでございます。

まず総論的陀申し上げますと、昭和60年度κつきましては、国の補助金の一律カッ トとい

うことで、時限立法でされたわけでございます。今後どうするかということ陀つきましては、

現在国の段階で補助金問題検討委員会を設置されまして検討しているというということでござ

います。いま議員さんからのお話もありましたよう κ、国の予算編成はかなり進んできており

ます。その編成の中での情報から推察をいたしますと、いわゆる補助率2分の lを超えるもの

陀ついては2分の 1VLしたい、 それから、生活保護費Kついては、 59年度は8割補助だっ

たものが 7割陀なり、それをさら陀 3分の 2陀する、 そういう内容でございます。これらを

考慮いたしまして、昭和 60年度の当初予算をペース陀考えますと、来年度で1億 6，600万

円の補助金が減額されるということになるわけでございます。また、東京都の問題でございま
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すけれども、東京都陀つきましては、現在一般会計の中では削減の情報はつかんでおりませんo

それから、最後陀これらの国の動き陀対しまして、私ども市長会・全国市長会を通じまして、

国陀対してこの削減の反対の申し入れ等の運動を行っていると」、う状況でございます。

それでは具体的な内容κついて御説明申し上げますと、特陀福祉関係を中心Uていたしまして

御説明申し上げます。国庫支出金の削減の対象となるものが生活保護費、それから、児童措置

費一一この中κは保育所と助産施設というものが含んでおります。 3番目といたしまして老人

保護措置費、 4番目が身体障害者福祉費一一この中Kは施設の委託費、厚生医療費、補装具給

付費と三つに分かれております。 5番目が精神薄弱者福祉費、 6番目が福祉手当ということ K

なるわけでございます。これを、 60年度の一般会計の予算を基本額陀して 59年度の制度

一一これは、いま申し上げました費目全部国の負担は 10分の 8でどぎいます。 60年度につ

きましては、生活保護費が 10分の 7で、すべて 10分の 8が10分の 7陀変わったというこ

とでごぎいます。それから、 61年度陀つきましては、先ほど概括的に申し上げましたよう陀、

生活保護費につきましては 3分の 2、それから、児童措置費以下福祉手当まで、これが 2分の

1陀なるということでございます。

それで、じゃあどうし、う各年度減額陀なるかということを申し上げますと、項目別陀申し上

げますとかなり複雑陀なりますので、いま申し上げました 1の生活保護費から 6番目の福祉手

当の総額で申し上げますと、本来なら 60年度の基本額をもと陀いたしますと、 59年度の補

助率 10分の 8で申し上げますと、総額 15億 1，70 0万円が市陀補助される、 これが、 6

0年度陀つきましては、すべて 10分の 7陀なっておりますので、これが 13億 2，700万円

でございます。さら陀、 61年度はさっき申し上げましたよう陀、生活保護費が3分の 2陀な

り、児童福祉費以下全部が 10分の 7から 2分の 1vcなるわけでございます。それで試算をい

たしますと 11億 6，000万円ということになるわけでございます。それで、 59年度の制度

で60年度の当初予算を基本額陀して補助金をもらうと幾ら陀なるかということなんですが

一一失礼しました。まず 60年度の基本額κ比べて、 60年度が幾ら減ったかと。 10分の 8

から 10分の 7VC減ったというその総額が 1億 8，900万円でございます。それから、さら K

6 0年度の 10分の 7から、生活保護費 3分の 2、その他2分の l陀減りますと、 60年度K

比較して 1億 6，600万円の減忙なるo 合計で、 2カ年で3億 5，600万円の減収κなる、

そういうことでございます。
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それから、 3番目の起債カットの問題でございますけれども、これは、前々から申し上げて

おりますよう陀、給与が国より高いということは市の財源陀余裕がある、 そういう観点K立

ちまして、 58年度から起債制限が、いわゆる加わってきたわけでございます。今年度の一般

会計の予算陀おきましては 38億 1，51 0万円の起債を予定しております。現時点で許可され

ておりますのは 12億 1，00 0万円でございます。残りはどうかということ陀なるわけでござ

いますけれども、これは例年のとおり事業陀対する起債でございますので、事業の進捗状況陀

合わせまして起債の割り当て許可が来るよう陀なっております。おおむね年度末κ来るという

のが常識でございます。本年度は、じゃあどうかということでございますけれども、昨年同様

私どもの市は一一先般の一般の質疑の中 Kございましたよう陀、給与是正勧告団体κなってお

りますので、その辺の是正の内容によりまして国といいますか、都の方からの動きがあるんで

はなし、かなと、そういう感じを持っている状況でございます。

0副議長(米沢照男君) 市民部長。

0市民部長(佐藤智春君) それでは、私の方陀対しまする御質問は 2点であっただろ

うと J思います。

まず 1点目の国保陀対する国・都の削減額と、これらの対応と L、う内容でございますけれど

も、ただL、ま御質問Uてございましたよう陀、国民健康保険の国・都の支出陀つきましては、本

年度非常陀厳しいものがございます。おっしゃるよう陀昨年の 10月の退職者の医療制度の実

施陀伴いまして、従来の医療費ベース一一これは 100分の 40でございましたけれども、こ

れが給付費のベース陀変わりまして、現実陀は 100分の 30.8ということでございます。要

する K補助率が大幅陀減額されたということでございまして、これらはたびたび新聞紙上等陀

報道されております。この要因といたしましては、先ほど御質問にございましたよう陀、国の

退職者の数の見込み違いというようなことが大きな原因だということ陀言われております。き

らκ、老人医療費の上昇と、これらの要因が重なりまして、非常陀国保財政が苦しくなってい

るということでございます。

さら K加えまして、先ほどもお話がございましたよう陀、東京都陀おきましても従来は財源

不足額の半額を補助をするということ陀なっておりましたけれども、今秋陀至りまして都の補

助金陀つきましては、 23区の国保税を基準といたしまして、補助金を調整して交付するとい

う方針を示してまいりました。したがu、まして、都の補助金陀つきましても削減の方向という
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ことで、今年度は昨年度の実績の 70%を補助するという形忙なっておりますo

それで、削減額でございますけれども、国の財政調整交付金でございますけれども、本年度

不足額は一一あくまでもこれは、現時点での概算でござし、ますけれども、約 1億 8，000万円

程度見込んでおります。このうちの 3分の lの6，000万円陀つきましては都の調整交付金で

補助がされるとし、う予定でございますので、実質 1億 2，000万円程度が削減されるであろう

と。それから、東京都の削減額陀つきましては、約6，800万円程度ではなかろうかと。この

よう陀私ども事務的陀見込んでございます。以上が現時点でおきますところの削誠額の見込み

でございます。

それで、市の対応でございますけれども、先ほども議員の方からお話がございましたよう陀、

予算的陀はすで陀補正予算でお願いを申し上げるところでございます。この財源といたしまし

ては、一般会計からの繰り入れをお願U、しているというところでございます。市といたしまし

でも、 26市の都の市長会もちろんでございますけれども、現在全国市長会を初めといたしま

して国保団体、各保険者全組織を結集いたしまして一本イヒいたしまして、国保財政危機突破対

策本部というものを設けまして、当面する国保の財政危機を打開するということで、国あるい

は都に強力な運動を展開しているという状況でございます。

先ほども議員から話がどぎいましたけれども、一部新聞紙上陀一一これ 12月4日でごぎい

ましたか、国保財政危機のため陀 1，360万円ばかりの市町村の負担軽減のため陀、厚生省が

大蔵省の方との関係で補正予算を見込んだと」、う話がどぎいますけれども、これも報道の限り

でございます。まだ私どもの方へは正式陀は通知が来ておりまぜんので、念のためK申し添え

ておきます。

以上が国保の関係でございます。

それから、 2点目の電電の関係でごぎいますけれども、電電の関係陀つきましては、本年の

4月1日から電信電話公社一一これが会社組織になりまして、当然固定資産陀つきましては通

常の課税方式によりまして課税をすること陀なるわけでございますけれども、これは、来年の

4月 1日からということ陀なっております。今年度陀つきましては、従来どおり納付金といた

しまして 6，55 9万円、すで陀納付されておりまして、課税κつきましては来年新年度の 4月

1日からの課税ということ陀なると、こういうことでございます。以上でございます。

0副議長〈米沢照男君) 都市整備部長。
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0都市整備部長(結城邦夫君)

質問Kお答え申し上げます。

それでは4点目の下水道の受益者負担陀関連する御

まず 1点目でございますが、 26市中、負担制度をとっておらない市はどこかという御質問

でございます。日野市のほか陀立川、東久留米、多摩市が徴収をしておりません。そのほか陀

町といたしましては羽村町、それと、東京都の区部全域Kわたる整備陀ついても徴収をしてお

らない現状でございます。

それから、もし徴収をした場合陀どのくらいの負担額κなるかと u、う御質問でございます。

この徴収の方法には、考え方として二通りございます。まず建設省方式と呼ばれるものでござ

いますが、汚水の総事業費の 3分の 1から 5分の 1を徴収する。また、 2点目の方式としては、

下水道財政調査会が提言 しております方式でございまして、管の末端管渠一一いわゆる枝管の

一番細b、管陀当たるものでございますが、末端管渠の整備費相当額というふう κ提言がされて

おります。これ陀基づきまして計算をしてまいりますと、建設省方式陀おきましては 1平米当

たり 460円、それから、財政調査会の方でいきますと、平米当たり 1，00 0円でございます。

これを、 50坪の平均家庭κ置きかえてまいりますと、建設省方式の場合は 7万 6，00 0円、

財政調査会の方でいきますと 16万 5，00 0円が負担金としてかかってまいります。

以上でございます。

O副議長(米沢照男君) 建設部長。

。建設部長(伊藤正吉君) 5点目の道路占用料K関します御質問陀お答えしたいと思

います。

確か陀 60年の 4月1日陀電電公社の経営形態が民間の会社陀なったと、こういうことでご

ざいます。これ陀伴U、まして、国あるいは都Kつきましては経過措置が講じられております。

2 6市でも、そういう形の中で、やはり経過措置陀準じた形で各市とも対応しているのが実態

でございます。それの内容でございますけれども、 60年度を初年度といたしまして、 5カ年

間で100%陀いこうしこういうことで、本年度につきましては 50%徴収し、 61年度κ

は60%と、こういう形で漸次5カ年陀向かいまして 100%を徴収していこうと、こういう

内容でございます。

こう u、う意味で占用料の総額を御参考までに申し上げますと、 4月1日現在で占用料の徴収

の、これが額を 100婦といたしますと、 910万円程度陀なりますo 今回の補正をお願いし
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てございますのは、その 50%分でございまして、 45 5万円を今回の補正でお願いして御審

議をお願いしたb、と、こう u、う内容で補正予算を組んでございますo それから、これ陀つきま

しては、あくまでも 60年の 4月1日以前のものでございますo 6 0年の 4月1日以降の新規

分陀つきましては、全額占用料を取ると、こういう内容でございます。

以上です。

O副議長(米沢照男君) 板垣正男君。

0 12番〈板垣正男君) 国の補助金の 1割カット、それで、来年度61年度まで見込

まれるという、こういう情勢陀入ってきているわけでありますが、ただいまの部長の説明K よ

りますと、 60年度、 61年度合計いたしまして 3億 5，600万円陀上る補助金がカットされ

るということ陀なるわけでありますo しかも、これらは生活保護、児童関係、老人関係、ある

いは身障関係等福祉陀対するカットであるだけ花、一層私たちは納得できる内容ではないわけ

であります。国の財政危機を理由陀いたしまして、地方自治体への、また、住民へのしわ寄せ

を、こう u、う形で連続して来年度も行ってくるということは、私たちは強く反対の意を表明し

ておきたいと思いますo 今後市側陀も一層の努力を行って、この補助金カットが継続きれない

ように御奮闘いただきたいと思うわけでありますo

国民健康保険の問題でありますけれども、国の退職者医療制度の見込み違いもろ K地方自治

体の国保財政にかかってまいりました。十分な補てんがなされないまま Kきておりますし、ま

た、来年度を迎えようとしているわけであります。それ陀加えて、東京都の補助金の方式が変

わって、 23区の保険料を基準忙して、そして、補助金の額を調整すると u、う、 こういう方

法をとってまいったわけであります。市長も御承知のよう陀、 三多摩の国民健康保険の財政は、

決して楽な内容ではなかった経過をたどってまいりました。私が議員陀なって今日まで、国民

健康保険の財政一一特に、以前は 23区内の保険料より三多摩の 26市各市町村の保険料の方

が高いことがございました。その際陀は、 23区との比較Kおいて東京都の補助金を」、か陀多

く引き出すかという論議が議会でも行われてまいったわけでありますo ところが、最近陀なっ

て東京都の保険料がどんどん値上げされて、来年度さら陀限度額を 35万円陀引き上げるとい

う、 こういう提案まで都議会陀提出されております。高い 23区の保険料を基準陀して、そ

れより低、、三多摩の各市町村の保険料を引き上げなさいとし、う意味の補助金のカットが行われ

るということは、どうしても承服できない措置ではな」、かと思うわけであります。補助金をカ
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ットするということは、結局は保険料の引き上げ陀つながっていくということ陀もなっていく

わけでありますから、一層の都側への働きかけを強めていただきたいと強く要望したいわけで

あります。

新聞で都の市長会の動きが伝えられておりますが、国保の補助金の増額修正を求め、東京都

へ申し入れを決めるというものであります。市長会での動き、論議、東京都への要望など詳し

く市長も知っておることと思うわけでありますけれども、東京都の新しい補助金要綱に基づく

補助の仕方を、市長会で了承するというようなことは、よもやなかっただろうと思うわけであ

りますけれども、市長会の一定の受けとめ方というのは、どういう内容であったかということ

を市長陀お伺いしておきたいと思いますo

きら陀、起債カットの動きなどもまだ予想されるような説明でございました。もともと一方

的な国の基準陀基づ、いて、地方自治体陀至るこうした一種の制裁とも思える起債のカットを、

いつまでも続けさせるということは、とうてい承服できないものであるわけでございます。今

後あらゆる機会を通じて、こうした起債カットをしないよう要望を行っていく必要があろうか

と思うわけであります。こう uづ国や東京都の動きに対しまして、日野市の一つの住民負担軽

減の施策としての下水道事業の促進は、市民から一定の評価を受けているものと判断するもの

であります。部長の説明陀よりますと二通りあるというわけであります。 50坪の宅地の場合、

近くに下水道工事が行われるということ Kなりますと、そのための負担を 7万6，000円、な

いしは 16万5，000円徴収されるということ陀なるわけであります。この多額の負担金を徴

収しないで下水道事業を進めようとするわけでありますから、森田市長の決断、あるいは下水

道事業陀対する市民の負担の軽減、こういうことが行われているものと考えるものであります。

三多摩でも日野を含めて五つの市町が実施している陀すぎないそうでありますけれども、これ

らの施策が、下水道事業がより前進するという方向で一層努力を行っていただきたいと思うわ

けであります。

電電の民営化陀伴う固定資産税の徴収説明がありました。来年度からということになってお

るようであります。道路占用料の問題でありますが、部長の説明ありましたように、 5年間の

経過措置をとるよう陀との国・東京都の指導があったようであります。しかし、これも地方自

治体の課税権といいますか、 占用料の徴収権陀対する一つの国の干渉ではないかと疑いが持

たれているわけであります。これは、自治省の方の書L、たもの陀よってもその点などが明らか
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陀されているのでありますけれども、国会でこの問題が取り上げられまして、国務大臣の答弁

陀よっても、占用料の徴収は地方自治体の自主的な判断陀よって徴収できるo こう u、う答弁が

なされております。日本共産党の神谷参議院議員が国会で質問を行っておりますけれども、こ

ういうやりとりがございます。神谷議員がこういうふう陀質問を行ったのでありますが、建設

省の通達陀よる指導は自治の条例制定権、ひいては自治権陀かかわる大事な問題であり、自治

体陀不当な介入をしないよう陀すべきであるというふう陀質問を行U、ました。そして、国務大

臣が答弁している陀は「地方団体陀おいて自主的陀決定して徴収することができるo 国の措置

は参考程度と、こんな方向で進みたいと思っております」こういうふうに答弁しているんです。

ですから、国陀おいて 5年間陀わたる経過措置を講じられたとしても、地方公共団体は必ずし

もこのとおりの経過措置でなければならないものではなく、従来からの当該地方公共団体陀お

ける経過措置等を勘案の上、自主的かつ適正陀決定すべきものであるo こういうふう陀述べて

おるものであります。

東電の電柱は年間 1本陀っき 820円徴収されておりますが、電話柱の場合は 1本陀ついて

310円徴収できること陀なっております。 100%徴収すれば、部長の説明のあったよう κ

9，000万円以上、 1億円近い収入陀なるわけであります。しかし、今年度 4，55 0万円陀と

どまるo いわゆる 50%の徴収陀なっているものであります。この徴収の方法陀ついて三多摩

の市長会で統一的陀徴収を申し合わせ等を行ったものか。それとも、日野市独自の判断でこの

ような徴収方法陀なったのか。このところをお聞かせいただきたb、と思います。

以上、先ほどの国保の問題、いまの電電の占用料経過措置の問題陀ついて市長からお伺U、し

ておきたいと思います。

0副議長(米沢照男君)

O市長(森田喜美男君)

市長。

近ごろ国の財政逼迫からだんだんと行政改革の姿が地方自治

体陀しわ寄せの形で押し寄せてくるということは大変不本意であり、承認しがたいということ

でございます。そこで、全国市長会、あるいは地方団体、また都陀対しましては東京都市長会

というふうな立場から、それぞれ国陀対して施策の適当でないことを唱え、再考きれることを

求める、そういう運動を、いろいろな手だてを用いて行ってまいっております。

それで、いま具体的κ質問をされました事柄でございますが、要する陀国の考え方は多少牽

強付会というべきことだと，思いますけれども、地方財政富有論と u、う観点陀立って、たとえば
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給与の是正指導でありますとか、あるいは、このような福祉や教育、具体的な本来の国の施策

であるべきもの陀対してまで、事務事業の見直しを行わないままで行ってきておるというとこ

ろ陀不当性があると、 こういうふう陀反論の根拠があると思っております。そこで、国保陀

対しましての部分はお答えをしたとおりでございますが、特陀日野市の場合は、最高限度額が

基準からかなり開きがあるということで、何て言いましょうか、手直しを求められ、また、私

も先般の質問陀その必要があるということをお答えをしたところでございます。しかしながら、

全体から言いますと、すで陀東京都の 60年度一一本年度の予算は市町村陀対しまして 62億

円と u、う予算が計上されておりますので、それの適正な配分ということから、その予算を全額

使えばそういうことでなくていいはずでありますので、そのようなことを具体的κ反論をいた

しておる これが市長会の態度でございます。

それから、起債のカット、あるいはその他の補助金の減額。それぞれ地方自治の財政計画と

」、たしましてはきわめて困ることでございますので、できるだけそういうことのないよう陀と

いうことが、今後の運動の骨子でなければならないとこのよう陀考えております。わが市の独

自の施策として、下水道の受益者負担を徴収しないとo これは、もちろん市民生活を守るとい

う重要な面もございますいまた、受益者負担を課することの根拠がかなり薄弱陀なり、あわ

せて不公平を生み出す、 そのようなことも一つございまして、英断と言われる陀値すること

だとは思っておりますが、日野市の下水道は、これまで都市計画税、あるいは競争事業等の財

政収入を本来充てたU、という考え方を持っておりますので、そのような措置をとっておると、

こういうことでございます。

道路占用料。電電が民営化κ対します道路占用料の問題は、確か陀課税自主権ということは

あるわけでありますが、何事K も、また激変緩和というような措置もとらなければならない一

般的な情勢もあるわけでございますので、本市の場合も国から特陀指導されたということでは

ありません。議論をすれば、課税自主権は自治体陀属するわけでありますが、先ほど述べまし

たような激変緩和措置一一つまり 5カ年間で限度額を徴収すると、こう u、う方向で行きたいと

考えておる、 これがお答えのできる内容でごぎいます。

0副議長(米沢照男君) 板垣正男君。

012番(板垣正男君) 最後陀ーっつけ加えてこの質問を終わりたいと思いますが、

先般御承知のよう陀、建設省は、水源税流水占用料なるものを新たに設けようとしております。
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農林水産省、林野庁は、水源税を設けて新たな税収を図る、こう u、う動きが出てまいっている

わけであります。いずれも、これらの目的は、荒廃した山林等の確保陀努め、治水事業の財源

κ充てる、こういう名目陀なっております。しかし、これは余り陀も国民陀対する無責任な言

U、分ではなu、かと思うわけであります。近年わが国の森林の荒廃というのは、際立って深刻に

なっているわけであります。毎年のよう κ死傷者を出すような水害や災害が発生しております

いあるいは水飢鍾も深刻陀なっているわけであります。このよう陀国民の生活を脅かす事態

が進んでいるわけでありますけれども、こういうことを逆手にとって、国民陀対する水使用へ

課税をかけるというのは本末転倒ではな b、かと考えるわけであります。長年の自民党政府の林

業林政陀対する政策の怠慢、あるいは後退、こういうことから今日の山林の荒廃がもたらされ

てまいっていることは、多くを言うまでもないことでございます。国民陀等しく、しかもすべ

ての国民が飲料水として利用する等、水を利用している実態陀かんがみ、課税を設けるなどと

いうこと陀なってまいりますと、一層国民の生活陀対するしわ寄せとなってくるものでありま

す。

三鷹市が試算を行った例が新聞で伝えられておりますが、三鷹市の場合、水道原水の 40婦

を都からの河川水κ頼っているというわけであります。この新しい税が実施されますと、一般

家庭では年平均 348円の負担増陀なると、こういうふう陀試算を行っております。いまでも

東京都の水道料金が高いと言われているの陀、さら陀大幅な負担増というふう Kなってまいり

ますと、私たちの暮らし陀直撃する新しい税の強化と、こういうこと陀なっていくと思います。

この水源税設置陀きっぱりとした反対の態度をとって、市民生活を守るため陀も今後も努力

していただきたいことを最後陀申し上げまして、この質問を終わりたU、と思います。

。副議長(米沢照男君) これをもって 13の1、中曽根内閣の臨調「行革」攻撃から

市民の暮らしを守り、市財政を確保せよ陀関する質問を終わります。

1 3の2、次の住民要求陀は早期陀こたえよ。 1)新町地区センターを設置せよ。 2)大久

保団地西側の空地の利用を図れ。 3)神明上都市下水路の建設促進を図れ陀ついての通告質問

者、板垣正男君の質問を許します。

01 2番(板垣正男君) 地域の住民要望陀つきまして質問を行います。いずれもそう

むずかしくない質問というふう陀私は考えておりますので、ぜひ前向きの姿勢で答弁を行って

」、ただきたいと思います。質問は簡潔陀行うよう陀していきたいと，思います。
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1点目、新町地区陀地区センターを設置してほしいと u、う要望は、住民から久しく出されて

おりました。特陀新町一丁目、三丁目地区陀該当する住民からでございます。この地域陀ぜひ

地区センターを設置してほしいと u、うわけでございますので、市側の今後の計画等陀ついてお

聞かせいただきたいと思います。

2点目でございますが、大久保団地西側陀新都市建設公社が持っております用地がございま

す。この用地を地域の住民の皆きんの御要望陀こたえて、市側で公社と協議を行って、借り受

けその他方法を講じて、住民の利用陀供すると u、う、 こう L、う要望を実現していただきたい

というわけでございます。

3点目は、神明上都市下水路の建設の促進陀かかわることでありますが、今年度2・2 ・1

1の桑園跡地の部分の下水路の建設が行われました。東京都の 2・2・10陀かかわる計画道

路の用地買収もかなり進んでいるんではないかと思われるものでごぎいます。この用地買収、

道路の建設陀あわせて下水路の建設を進めて、排水をよくして水害をなくしてし、く、こういう

こと κなってくるものでごぎいます。神明上からの建設の促進などとあわせまして、来年度以

降どう u、う見通しを持っておられるのかお聞きをしておきたいと思います。

以上3点陀ついての答弁をお願いします。

0副議長(米沢照男君) 板垣正男君の質問陀ついての答弁を求めます。生活環境部長。

O生活環境部長(坂本金雄君) お答え申し上げます。

新町地区陀地区センターを設置せょとし、う御質問でございます。御案内のとおり、新町は一

丁目から五丁目までございまして、四丁目と五丁目陀つきましては、優良集団農地の広がりが

ございまして住宅の数はほとんどございませんo 特陀四丁目陀つきましては 1軒もどぎいませ

んo 御質問の中陀ございましたよう陀、問題は一丁目と三丁目の地域κぜひともほしいと私ど

もも、このよう陀考えておるところでござu、ます。現在どあ、ます西ク丘の地区センタ一一一

これは、三小の南側運動場のところから急な坂道をおりてきまして、おり切ったところ陀ござ

います。これも、二丁目から申しますと、地理的陀大分西の端の方陀位置しております。した

がu、まして、一丁目、二丁目、三丁目どこからも等間隔で行けるような地点陀土地を物色u、た

しまして、私どももぜひほしい地域でございますので、御質問の趣旨の沿って努力をしてまい

りたb、と思います。

0副議長(米沢照男君) 企画財政部長。
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0企画財政部長(前田雅夫君) お答えをいたします。

住宅都市整備公団が持っております大久保団地の西側陀、新都市建設公社の土地がございま

して、その土地を住民利用陀供するよう陀ということの御質問でございます。住民の利用陀供

すると」、う意味は、公園とか、あるいは地区広場、遊び場と、 そういうもの陀開放しろとい

うことだろうと思います。

御承知のよう陀区画整理区域内でございまして、公園等陀つきましては近隣公園、あるいは

児童公園等が一応整備されております。現在日野市が公園、地区広場、遊び場の整備を進めて

いるわけでございますけれども、かなり全市的陀見ますと区画整理の区域外陀おきましては整

備がおくれているわけでございます。そういう地点から整備を進めてまいりたb、と」、う基本方

針で現在おる次第でございます。

0副議長(米沢照男君) 都市整備部長。

0都市整備部長(結城邦夫君) 神明上都市下水路の件陀ついてお答え申し上げます。

本年度実施設計を行っておりまして、これが完了次第、 61年度κ事業の認可を受ける予定で

ございます。 2・2・10号線の用地買収、工事陀先行U、たしまして管の埋設を行っていきた

いというふう κ考えております。 61年度では下流部分約 100メートノレを実施する予定でご

ざいまして、 64年度陀おいて完了させる計画でございます。

以上です。

O副議長〈米沢照男君) 板垣正男君。

01 2番(板垣正男君) 2点目の大久保団地西側の空き地の利用でありますけれども、

住民の方や私も伺ったことがありますけれども、公社は、市から話があれば協議陀応じてもよ

いと、とういうふう κ申しております。利用の方法は、住民の要望などよく踏まえて市側でも

協議を行ってもよろしいんではないかとこのよう陀考えておりますので、ぜひそう u、う方向で

一度公社とも話し合っていただきたU、と，思います。

そのことを最後陀要望いたしまして、私の質問を終わります。

0副議長(米沢照男君) これをもって 13の2、次の住民要求陀は早期陀こたえよ。

1 )新町地区陀地区センターを設置せよo 2 )大久保団地西側の空地の利用を図れ。 3)神明

上都市下水路の建設促進を図れ陀関する質問を終わります。

お諮りいたします。議事の都合陀より暫時休憩u、たしたいと，思いますが、これ陀御異議ぁ D
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ませんか。

( r異議なし」と呼ぶ者あり〕

。副議長(米沢照男君) 御異議ないものと認めます。よって暫時休憩いたします。

0副議長(米沢照男君) 休憩前陀引き続き会議を開きます。

午後2時 50分休憩

午後3時 19分再開

一般質問 14の1、立ち退きを求められている七小学童クラブの用地取得と神明地区、地区

センター用地取得をあわせ考えよ陀ついての通告質問者、谷 長一君の質問を許します。

( 5番議員登壇〕

05番(谷 長一君) それでは通告陀基づきまして質問をさせていただきます。第 l

点よりさせていただきます。この「立ち退きを求められている」という「立ち退き」は、 「立

ち退き」ではなくて「更新Jということでひとつお願いしたb、と思いますので、よろしくお願

いいたします。

いま更新を求められている土地というのは、これは児童館なんですo児童館の設置というの

を、どのような形で児童館はつくられているかということを考えてみますると同時に、また、

条例陀よりますと、児童館の設置の目的は、児童の健全育成を図るとし、う児童福祉法陀基づき

まして「すべての児童はこれを放任してはならな u、」というふう κなっているのであります。

また、児童憲章を見ましても、すべての児童はこれを放任しないで、親の、または親権者の手

厚い保護のもと陀養育されなければならないというふう陀なっておるのであります。児童の健

全育成は、現在小中学校の生徒等非行、すなわちいじめ等の問題陀も大きく影響し、かつまた

重要視されていまいる現在であるということは申すまでもないのであります。

そこで、児童館の事業というものを見てみますると、児童福祉関係の資料等を収集して展示

をしたりするo

こつとして、視聴覚活動。 3として、各種児童クラブ等の開設、活動陀関すること。四つと

して、児童の絵画等の展示、健全な遊び等の指導、その他各種の活動を行うため一般児童陀公

開するということ陀なっているのであります。また、休館日は、日曜、国民の祝日 1月の 2日、

3日、 12月 29日一一一31日というふう陀なっておりまして、料金は徴収しないというふう

陀なっております。
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また、地区センター陀関しましては、市民及び市民の関係する各種団体、社会福祉活動、文

化教養の向上等の諸活動を行うことであると。また、手近な活動とは一体何かということを考

えてみますると、自治会、子供会、婦人会、老人会、その他の趣味等を同じくする各種の団体

等が諸活動を行う場所であるというふう陀なっておるのであります。

現在日野市陀は、よく多くの議員が申されるよう陀 51館各地陀設置されているということ

は周知の事実であり、また、自治会館を地区センターを使用する場合陀は、使用許可申請書を

出せば、まず貸し出しを受けることができるというふう κなっており、多くの諸活動の場とし

て市民陀貢献をしているというふう陀私は考えております。

そこで、現在の児童館を見ますと一一これは 7小児童館です。これはプレハプ建築であり、

耐周年数等も、これは非常陀少ないのではなu、かと考えております。また、耐用年数と申しま

しても、やはり児童を収容して多くの活動を、養育をする場所ということ陀なりますと、先生

たるものは徳育というのを旨としていなければいけないというふう陀なりますと、やはり安全

度というのも、これは非常陀重要なこと Kなり、耐用年数もわりあい陀プレハプというのは、

これは少ないではなu、かと。または、建築等陀よれば、プレハブというのは建築ではないとい

うふうに言われており、建築確認等は取らなくともつくれるというようなのが、プレハプ建築

の簡単なものでありますけれども…一-。七小学童クラブを見ますと、これはかなりのものであ

るけれども、私陀はよくわかりませんので、この耐用年数等比ついてお伺いするわけでありま

す。

ますこ、市民と児童とのコミュニクーションを図るというような場合陀も、施設というのを考

えてみますると、地区センターと児童館を併設してつくる、 いわゆる複合施設というのが私

は望まれるのではなu、かと考えております。どうしてかと申し上げますと、複合施設というこ

と陀なりますと、予算上経費の節減というのが図られるということは確実であります。何回か

前陀も建築課の方へ行きまして職員陀伺L、ましたら、必ず 10婦から 15婦の経費の節減はで

きるということを申しておりましたので、これは確実ではな」、かと思うので、ここで児童館と

地区センターとの複合施設をつくれということで市当局陀お願いするわけであります。そこで、

次の 7点陀ついてお伺いいたすわけであります。

第 1点としまして、七小学童クラフ.敷地の契約の更新は一体いつなのか。

二つ目としまして、現在の構造はプレハフ・づくりであります。使用K耐える年数はあと何年
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くらいなのか。

三つとして、将来建設が予定されている神明地区センターを他の施設一一これは、七小学童

クラブと併設設置することを考えているかどうかということであります。

さら陀は、地区センターが併設使用となっている例が、日野市に幾つくらいあるかどうかと

いうことであります。

それから、先ほど申しました複合施設ということ陀なると、 建築課の職員の言い分

陀よりますと、確か陀安くなるということは言っておりましたけれども、単独施設を併用した

としてのメリットとデメリッ卜の差はどのよう陀なるものなのかについてお伺U川、たすわけで

あります。

それから、神明上陀地区センターを建てるという要求は、多くの方々から出され、また、地

区住民も要望されていたわけであります。住民全部ができるような地区センターというのは、

これは、確か陀行政上多くの問題で、また、できない場合もあろうかと，思いますけれども、一

部の住民が利用できるということがなされても U川、のじゃな」、かと。また、そのようなことが

できるということになると、適地ということ陀なると、過日の答弁ではよくわかりませんでし

たけれども、場所がどこなのかなということ陀私はひとりで考えておったわけであります。こ

れは、 12月 12日の本会議κ市長が答弁をなされておりました。多摩平七丁目地区センター

の構想はどのようなもので、使用者の範囲というのはどの範囲陀なるかということをお伺いい

たします。

それから、このようなことを発表なされた以上は、建設のスクジューノレ等はどのよう陀なっ

ているのか。これは、もうすで陀決定されているのではなし、かと思いますので、その点陀つき

ましてもお伺u、いたすわけであります。

それですから、第 1点から第 7点までj慣を追って説明していただければ、また、答えていた

だければ幸」、であると思いますので、よろしくお願u、いたします。以上です。

0副議長(米沢照男君) 谷長一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)

す。

それでは、 1点、 2点及び 3点についてお答えをいたしま

まず第 1点の敷地の契約更新時はいつかということでございますけれども、七Ij，の学童クラ

ブは、東京都新都市建設公社の所有地 506平米を借用して現在陀至っております。この敷地
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を借りましたのは昭和 56年 10月1日から 5カ年ということで借用しておりますが、昭和 6

1年 9月30日で借用期限が切れるため、東京都新都市建設公社から、取得してもらえるか、

借用期限を延ばすか態度を明らか陀してほしい旨の申し入れがございました。市として現

在検討しておりますけれども、当面は借用延期ということで交渉を進めておりますo

また、プレハプの耐用年数は何年かということでございましたが、これにつきましては、プ

レハプでございますので、建ててから 10年間ということでございます。建てましたのが昭和

5 7年 4月1日でございますので、それから、 10年間ということは、あと 5年間の耐周年数

があるわけでございます。

また、併設のところがあるかということでございますけれども、児童館が他の施設と併設と

いうことでは一一現在 4館ございますけれども、現在のところは一つもないと L、う状態でござ

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) お答えをいたします。

神明上地区センタ一一一将来建てるであろう地区センターと他の施設との複合施設陀ついて、

どのような考えを持っているか。 3点目の後段の御質問でございますけれども、私ども基本的

陀は単独の施設として考えております。

それから、 4点目の複合施設は幾つあるかというお話でございますが、地区センターとの複

合施設は 3館ございます。一つは大久保地区センターでございまして、 1階陀保育園を構えて

2階が地区センター陀なっております。それから、二つ目が吹上の区画整理地内陀建てました

吹上地区センターでございますけれども、これは 1階陀庖舗が入っておりまして、 2階陀住宅

がございます。 3階が地区センター陀なっている複合の施設でごぎいます。それから、三つ目

陀七生台の地区センターがございます。これは、 1階陀児童館が入っておりまして、 2階陀地

区センターが入っております。この 3館の複合施設がございますけれども、単独施設と複合施

設のメリット、デメリットと u、うお尋ね陀つきましては、音の問題が解決いたしますると、確

か陀複合施設の方がu、ろいろなむだな面が省けますし、費用の面でかなり節約ができる面もあ

ろうかと思います。しかし、音の問題が何とも困る問題でございまして、たとえば大久保の保

育園で午睡の時間κ、上の地区センターで民謡踊りなどをやるとか、 そういったことで大変

使う方も気がねして使わなければならないいまた、目的の違った使U、方をして、その音が漏
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れて大変迷惑をするということがあって、お互い陀うまく u、かなu、。こういう点が一つ問題点

でごぎいます。

その次、 6点目。神明上一部住民の利用陀供する七丁目地区センターの構想とはどういうも

のかと u、う御質問でございますけれども、神明上K地区センターを建設してほしいと L、う要望

は、すで陀 58年の 3月ころから出されまして、高山の自治会から署名請願が出されまして、

また、多くの議員さん方から建設促進陀対する一般質問もいただいております。私どもも、こ

の地区陀地区センターの必要性は認めてはいたものの、かっこうの土地がないということで、

市役所1階の 101会議室などを一般開放してこれ陀対応してきたところでございます。

今般市長答弁のございました多摩平七丁目の地区センターの構想というのは、敷地は正確陀

申し上げますと東豊田三丁目 30の 18でございます。 1・3・2の道路が中央線をまたぎま

して延長されまして、あの道路の延長陀ついて地元の住民との約束事でもございましたし、あ

の地区陀神明上の住民の一部の方が御使用いただける地区センターがあれば何婦かは問題が解

決される、 このよう K私どもは思っております。木造モルタノレづくりでございまして、付近

の緑地帯との景観陀よくマッチいたしますよう陀平屋建てを考えております。延べ床面積が 4

9.576平米でございまして、集会室のほか陀トイレ、湯沸かし室、こういったものも備えて

ございます。利用の範囲は私ども、多摩平七丁目、神明二丁目、きら陀は東豊田三丁目、東豊

田四丁目、こういったところを利用の範囲として考えてございます。この範囲陀 1，95 3世帯

がございまして、 3，11 3人の方がお住まい陀なっております。きら陀、建設のスクジューノレ

でございますけれども、 1月中旬陀工事陀着工いたしまして、完成は 3月末日をめど陀いたし

ております。使用の開始は 4月。こういうスケジューノレ陀沿いまして、現在建設陀努力してい

るところでございます。

以上でございます。

0副議長(米沢照男君)

05番(谷長一君)

谷長一君。

そうしますと、この問題一一七小学童クラブと地区センターの

併設は、いまのところ考えていないというようなことであります。がしかし、経費の節減等陀

つきましてはお認め願っているようであります。それと同時陀、確か陀複合施設ということ陀

なりますと、認めている以上は、これからもしそのような建物を建てるというような場合陀は、

ぜひとも経費の節減を図る。または、先ほども古谷議員の質問K も市長が答えていられたよう
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陀、いか陀して多くの市民陀、税金というのは公平陀還元しなければならなu、かというような

こともおっしゃっておりましたので、そのようなことも考慮陀入れて、これから複合施設とい

うのも考えていただければ、非常陀幸U、ではなu、かと私は考えております。また、建設の場所

とかスクジューノレ等陀つきましては、確か陀いろいろ行政上の及ぼす範囲、または地区センタ

ーを使用する範囲等ということ陀なりますと、この所在は東豊田三丁目の 30の180 それか

ら、使用範囲ということ陀なると東豊田の三丁目、四丁目、多摩平の七丁目、神明上の二丁目

ということになりまして、この世帯は 1，953、使用人員ということ陀なると、その世帯陀含

まれた人員、 これがみ 113人。平屋建て木造だということですね。それで、 1月の中旬陀

工事陀かかって、 3月の末陀完成。使用は 61年 4月ということ陀なっております。

話陀よりますと、 先ほど部長の答弁陀よって記憶がよみがえったのでありますけれども約

束ということ陀なりますと、東豊田三丁目もいたし方ないというふう陀私は理解しております。

そのようなことを考えてみますると、確か陀一部住民とはいえ、神明上の住民が使用できる地

区センターということ陀なりますと、私は非常陀よかったと喜んでおります。

複合施設もこれから考えて、柔軟な姿勢でひとついろいろな面陀おきまして検討していただ

くと同時陀、これからぜひ神明上の中心地陀早期陀地区センターを建設されるよう要望をいた

しまして、この質問は終わります。

0副議長〈米沢照男君) これをもって 14のし更新を求められている七小学童クラ

プの用地取得と神明地区、地区センター用地取得をあわせ考えよ陀関する質問を終わります。

1 4の2、万願寺区画整理第2期事業はu、つごろ陀なるか、事業開始前の調査費は 61年予

算計上する考えはあるか陀ついての通告質問者、谷 長一君の質問を許します。

05番(谷 長一君) 問題の 2C 1，、たしまして質問をさせていただきます。

都市基盤整備を行う陀は、どうしても区画整理事業を避けて通ることはできないといっても

私は過言ではなu、かと思うのであります。がしかし、区画整理を行う陀当たって大きな問題点

ということ陀なりますと、現在の宅地から、きら陀その先の宅地K換地がなされるというよう

なこと。または、公共減歩を中心陀多くの問題点というのがあるのであります。所有権者の移

転先、土地面積の減少、これらはきわめて重大な苦痛であるということを、私は身をもって体

験してまいったのであります。それでありますので、区画整理の区域内の所有権者は施行者陀

対しまして、すなわち市長陀対しまして、公共減歩を少しでも減ぜよと u、う要求を強くいたす
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と同時陀、また、その反面、この要求が入れられないような場合陀は、反対も出るというよう

陀なるのであります。それで、土地区画整理法陀も、これは問題は私はあると，思いますけれど

も、従前の土地と事後の土地との評価ということ陀なりますと、環境の向上等陀対する地価の

上昇陀よって、これは償われるであろうというふう陀考え、すなわち現在の社会と同じよう陀

量から質の問題ということで、環境の質の向上と理解すれば納得できないものでもないのでは

ないかと考えますけれども、これはおのおのの所有権者陀よって、非常陀大きな差があるとい

うことはu、たし方ないと私は考えております。しかし、公共減歩を少しでも緩和する方策一一

これは私は特陀大切ではな L、かと J思いますので、これから区画整理を行う施行者、特陀市長は

この点陀留意しなければならないと一一私は神明上の区画整理の審議委員をしていまして感じ

た次第でありますので、まずもってこれらを市長陀おD¥、しまして質問をさせていただくわけ

であります。

そこで、第 1点として万願寺区画整理事業第 2期工事陀着手する事前調査はu、っ行うのか。

6 1年度予算陀計上されるかどうかを、これは部長で結構ですからお伺b川、たします。

それから、第 2点といたしまして、万願寺区画整理内を通過する 1・3・1路線と 1・3・

2一一これは、神明上の区画整理の地区境までの 1・3・2です。この 900メートルの工事

はいつごろ行えるかどうか。または、もし行えないとしたならば、その考え方を示してほしい

のであります。

以上の 2点です、質問は。

0副議長(米沢照男君) 谷 長一君の質問Uてついての答弁を求めます。都市整備部長。

0都市整備部長(結城邦夫君)

げます。

それではただいまの 2点陀つきましてお答え申し上

まず万願寺の区画整理事業、 2期の事業でございますが、いつごろ着手をするかという点で

ございます。御承知のよう陀万願寺の区画整理事業については、昭和 40年陀都市計画決定を

U、たしまして、そのときの面積としては 256ヘクタールでございます。このうちの 127ヘ

クターノレを第 1期工事として現在事業を進めているところでございます。しかし、 1期工事だ

けでは幹線主要道路というものが、すべて行きどまり陀なってしまうという一一都市計画上、

また、その機能上から見て、必ずしもいい効果が生まれないということで、 2期分の残りの工

事をできるだけ早く着手をするという必要性陀、いま迫られてきているわけでございます。こ
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のことから、 60年度・今年度陀おきまして、図上の調査等をいま実施しておりまして、 61 

年度から事業認可を受けるための調査関係陀入ってまいりたいというふう陀考えております。

そのための予算も来年度計上させていただきたいというふう陀私ども考えておるわけでござい

ます。

それから、 2点目の 1・3・1、 1・3・2の開通はいつごろ陀なるかという御質問でござ

いますが、万願寺の区画整理事業陀つきましては、現在国の交換金を得まして用地を空けてい

るところでどぎいます。また、万願寺の 2期が着手されれば同じよう陀国の方の交換金を得ま

して用地を空けること陀なります。すで陀事業が完了しております神明上陀つきましては一一一

1・3・2号線でございますが、この点陀ついては建設省の相武国道の方で、事業実施陀でき

るだけ早く入りたいということで、用地の測量等陀ついて地元の住民の方々陀お話を申し上げ

たわけでございますが、いまだ陀まだ御理解は得られておらない状況でどぎいます。今後、万

願寺の 1期・ 2期の事業陀整合させながら、 1・3・2の900メートノレの未施行分陀ついて

は、国の方で直接事業を実施したいということで、国の方は計画を立てております。したがu、

まして、今後万願寺の 2期の事業陀着手し、その進捗状況陀合わせて整備がされるということ

でございます。

以上でございます。

O副議長(米沢照男君)

05番(谷長一君)

谷長一君。

ただいまの部長の答弁陀よりますと、第 1期の万願寺区画整理

の事業では、この主要幹線は行きどまり陀なってしまうと。 2期の工事は早期陀着工しなけれ

ばならないということで、 60年度は図上の調査がなされ、 61年度陀事業認可陀向けての調

査費を取るということでありますけれども、この点陀つきましては、どのくらい取れというこ

とは私はわかりませんので言いませんけれども、必ず取っていただくよう陀お願U、U、たします。

それから、 1・3・1と1・3・2の900メートノレの工事陀ついては、国の交換金が万願

寺の区画整理の場合はもらえると。また、もらえたと。第 2期工事陀入れば、当然これもまた

もらえるということであります。また、神明上の 1・3・2の路線陀ついては、事業陀入った

んだけれども一一事業というのは測量か何かですか一一入ったんだけれども、地元との話し合

いがつかなかったということで、いま留保されているということでありますけれども、ぜひこ

れらの点陀つきましても鋭意努力をして早期陀着工するなり、または事業陀入るということを
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要望して、この点陀ついても終わりたh、と思いますけれども、第 2期万願寺区画整理におきま

して、特陀留意する点ということ陀なりますと、万願寺の区画整理陀おきましても、不換地と

いうことで3，296平米が過日の議案陀ものってありまして、提出されたわけです。特陀市長

陀、第 2期区画整理事業陀おきまして、不換地なる土地等は、必ず市が買収をしまして持って

いまして、宅地等の特別宅地の滅歩緩和陀充ててもら U、たu、ということでありますけれども、

これらのことを、実際陀市長が現在やる気があるかどうか陀ついて、市長陀お答えをD'"、たい

と思います。

以上です。

O副議長(米沢照男君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 日野市では、いま区画整理ラッシュとも言える一一次々と事

業K取り組んでおることは、よく御承知のとおりでございます。そして、万願寺区画整理は昭

和 40年陀 250ヘクターノレという広U、面積で認可を得ておるわけでありますが、とりあえず

中央道を境として南北の 2地区陀分けたと。いまやっていますのが南の方の地域 127ヘクタ

ーノレ一一こう u、うこと陀なっております。その一方の、つまり中央道から北側陀位置します範

囲は、課題ではございますが、そういつ着手するかということは、まだはっきりさせておりま

せんでした。万願寺区画整理の進行陀伴'"' ;tして一一中央道陀、いわゆる道路用の穴るけがし

てあるわけでありますが、その道路を道路としてそれぞれ機能を果たすκは、やはり第 2期と

U、うべき万願寺区画整理の実施が必要となってまいりました。とりわけモノレーノレのために区

画整理をするということでは、ちょっと本末転倒だと思い、ますけれども、モノレーノレのことも

大変緊要性がある課題でございますので、あわせて一一同時施行といいましょうか。そういう

形をとるということが、 u、ま今日の課題陀なってまいっております。

いま御指摘の、区画整理をやる必要があると。こういうことは、もう申すまでもないわけで

ありますが、かなり住宅も混在をしているところでもありますし、新しい道を聞いていく κは

区画整理方式以外にはないというところから、いろいろな難題もあるわけでありますけれども、

一方、取り組みを進めていこうと、こういうのが今日の日野市の置かれておる大きな事業上の

立場でございます。区画整理をやるとなりますと、 'いま御指摘のとおり、ある程度の事業を実

施しょくするための手持ちの土地が必要だということ陀なるわけでございますので、それら陀

ついても今後できるだけ努力をして、一定の確保は図ってu、かなければならないというふう陀
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感じておるところでございます。

以上でござu、ます。

0副 議長(米沢照男君)

05番(谷長一君)

谷長一君。

いま市長の答弁陀よりますと、不換地一一市が買収しましてー

定の努力はしなければならないと一一これは減歩緩和ですね。これは、私は当然だと思うので

あります。どうしてかと申しますと、これは、いわゆる市が、 U、か陀道路の整備、街区の整備

をしようと思っても、区画整理以外陀はできないとなると、市が相当の財政投資をしても、こ

れはよろしいんじゃな、、かというような点陀つきましてお伺u、したのであります。特陀万願寺

区画整理区域等におきましては現在区画整理が進行しておりまして、将来この土地の人口とい

うのは 2万人以上というふう陀想定されているわけであります。特陀、この地域陀はモノレー

ノレも通る市内で最も良好な最良の住宅地陀変更されるということが明らかであります。このよ

うな観点陀立って考えてみますると、どうしても区画整理はやらなければならないという点κ

つきまして、私は力点を置きまして、これらをまた要望してこの質問は終わります。

0副議長(米沢照男君) これをもって 14の2、万願寺区画整理第 2期事業はいつど

ろ陀なるか。事業開始前の調査費は 61年予算計上する考えはあるか陀関する質問を終わりま

す。

1 4の3、高幡不動駅への近道二番橋はu、っ架橋するのか。住民要望、交通安全の上からも

必要だ陀ついての通告質問者、谷 長一君の質問を許します。

05番(谷長一君)

す。

それでは第 3番目の通告質問陀従って質問をさせていただきま

実は、二番橋ということ陀つきましては、昭和 58年の 6月、突然補正予算κ560万円の

調査費が計上されたということであります。そして、昭和 59年 1，26 0万の実施設計費が計

上されたけれども、不用額一一これは流れてしまったと。使わなかったということであります。

この点陀つきましては、私は非常陀強U、不満を持っているものの 1人であります。そのような

観点陀立ってこの質問をさせていただくわけでありますけれども、これは、いわゆる道路網の

上からいきましても、ぜひとも必要ではな u、かと考えております。先ほど申しましたよう陀、

万願寺の区画整理区域の中の人口は 2万陀もなるということが計画では想定されているのであ

ります。そのような観点陀立ちまして、この道路網の整備一一日野市の道路網を考えてみます
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ると、非常陀甲州街道が渋滞している。また、川崎街道もそうであり、交通の問題等を解決す

ることができないんだったならば、 u、かκ市長さんが多くのことを語っても、これはむだ陀な

るのじゃなu、かというような考えを私はいたします。このような観点陀立って、どのよう陀し

て橋をつくられるかということでありますけれども、私は、万願寺区画整理一一これが完成し

ますと、再三申し上げますけれども、 2万人の人口が住むわけであります。生活陀最も必要な

橋一一これは、現在の宮、上回、万願寺、さら Kは、その周辺陀住んでいらっしゃる住民の方

々も、できてくださればよいということを強く要望すると同時陀、高幡不動駅陀近い二番橋の

完成を願っているわけです。また、通勤通学の上からも非常陀至近距離であるというのと同時

陀、車の通らない橋一一約 4メートノレくらいじゃないですか。これができれば交通安全の上か

らも非常陀必要であるということを皆さんがおっしゃっておるわけであります。そのような観

点陀立ちまして、二番橋というのは、いまでは予算の上からもついには消え去ったということ

陀なっておりますけれども、 61年度陀は、ぜひ予算陀一一調査費は、もうすでに 56 0万は

使ってありますので、実施設計費を組んでいただきたいことを要望するわけであります。

以上の点陀つきまして質問をいたします。

0副議長(米沢照男君) 谷長一君の質問陀ついての答弁を求めます。建設部長。

O建設部長(伊藤正吉君) 御質問陀つきましてお答えしたいと思います。

確か陀調査費 580万円を 58年 6月陀てお願U、したわけでございます。その場合の位置づ

けといたしましては、自転車、歩行者専用橋と、こういうことの位置づけでございます。その

考えをもと陀いたしまして、浅川利用計画との関連とか、あるいは万願寺・高幡地区の将来陀

向けての都市整備の面、あるいは市民生活の条件整備の面、あるいは交通の利便性の面、ある

U、は高幡橋と新井橋は 1，23 0メートノレあるそうでございますけれども、その辺の利便性の面

とか、こういうことを考えていきますと、ぜひとも必要であると、こう u、う認識の中陀立ちま

して現在検討をしている段階でございます。

以上です。

O副議長(米沢照男君) 谷長一君。

05番(谷長一君) 現在検討しているということでありますけれども、 59年の決

算委員会のとき陀、委員が質問をしておったのを私は聞u、ておりました。そのとき陀市長は、

必ずこの橋は日の目を見る橋であるということを申されていたと私は記'1意U、たしております。
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その点陀つきまして市長陀お伺いしたいのであります。

0副議長(米沢照男君)

O市長(森田喜美男君)

市長。

日野市の東部の将来像を描きます場合陀、私が提唱した二番

橋の必要性ということは揺るぎない必要性があると、このよう陀思っております。当時の意気

込みといたしましては、歩道橋と u、う形でぜひ早期陀完成させたU、と思っていたわけでござい

ますが、高幡側の区画整理範囲が一一範囲といいましょうか、高幡側でなかなか地域の賛成が

得られず、つまり高幡側と、それから、万願寺側一一万願寺側では、これはもうもちろん異存

がないことだと思っております。したがu、まして、車を通さない歩道橋として実現を図りた¥""

こういうふう陀考えております。( r車も通せJと呼ぶ者あり)車も通せと u、う意見もあるわ

けでございますが、そのあたりの調整もしなければならないわけであります。

当時、京浜事務所陀は私も出向きまして御指導をいただき、当時の状況でごぎいますが、約

4億円の財源があれば可能だというところまではこぎ着けておりました。資料もりっぱ陀ござ

いますし、なるべく近い機会陀、それこそ日の目を見たいものだと u、う気持ちは私も切なるも

のがございます。多少時聞がかかるかもしれませんが、橋台一つでも着手できるようなそうい

う気持ちで事業陀着手したいものだとこう考えております。

0副議長(米沢照男君) 谷長一君。

05番(谷長一君) 確か陀これは市長の心境もわからないわけではありませんけれ

ども、これは一つの契約であると思うんです。契約は、これは破ってはいけないということは

どなたもよく承知していると思いますので、ぜひとも日の目を見るよう陀早h、機会陀やってい

ただければ私はいたし方ないとここで考えておりますけれども、やはり実施ということ陀つい

てはなさねばならぬ事業であると，思いますので、実施を強く要望して終わります。

。副議長(米沢照男君) これをもって 14の3、高幡不動駅への近道二番橋は、いつ

架橋するのか。住民要望、交通安全の上からも必要だ陀関する質問を終わります。

1 5の1、生活保健センター(旧庁舎)陀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ましたので、通告陀従b、まして質問

をνたします。先ほどの古谷議員の質問とも大U、陀ダブるわけでごぎいますけれども、しばら
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くおつき合いをいただきたb、と思います。

私どもが議員陀なりましたころから歌陀歌われておりました生活保健センタ一、ょうやく実

現の運び陀なったということをまず喜びたいと，思います。これまでの経緯をたどってみますと、

この計画が最初陀日の目を見ましたのが昭和 56年 3月の日野市地域保健協議会の答申の中で、

日野市総合保健センターを設ける必要があると、こう u、う構想が打ち上げられております。し

かしながら、その後u、ろいろ旧庁舎の違法性といいますか一一いろんなもの陀使う陀ついて問

題がある等のことがありまして旧庁舎が取り壊しをされ、それ以後、旧庁舎跡地検討委員会な

るものがつくられて、少し内容の違う保健センター構想、陀変わってきております。

つまり当初の総合保健センターというものではなくて、複合施設化をして生活センター・保

健センターをあわせ持つ生活保健センターとしてつくろうという案になってきているわけでご

ざいまして、旧庁舎跡地利用検討委員会の内部の資料でございましょうけれども一一案が 59 

年の 8月陀出されております。さらに、この案を踏まえまして、昨年度、昭和 59年度の予算

の中陀~ 7 0万円の予算一一つまり基本調査費と U川、ますか、調査費が計上されておったわけ

でどぎいますけれども、これは、さきの決算委員会でも出されておりましたけれども、そっく

り60年度陀繰越明許をされまして、実はつい先ごろ、その 270万円を多分使ったものだと

思うんですけれども、内容の 2次案といいますか、原案がつくられております。それを私ちょ

っとよそからお借りをしてきたんですけれども、 r (仮称)日野市生活保健センター基本計画

書」とありまして、昭和 60年の 9月陀なっているわけです一一この案ができております。さ

ら陀、今回の補正予算の中でも実施設計の委託料として 3，780万円の補正額が計上をされて

おりまして、先日の提案理由の説明、あるいは先ほどの質疑陀よりましても、 61年、 62年

の2カ年で建設をし、内容的陀は 4階建て、温水プーノレっきということでございました。なる

たけダブらないように質問いたしますけれども、よりよいものをつくってもら」、たいという意

味から施設の面、それから、事業費の面、 3番目陀運営面、この三つ陀ついてそれぞれ伺いた

いと思います。

まず初め陀施設の面なんですけれども、この点陀ついて最初のといいますか、検討委員会が

おっくり陀なった第 1案と1.'1.、ますか、それでは生活センターと保健センターの複合施設だと

いうことはありますけれども、 1階 2階を健康センタ一、 3階 4階の部分を生活センター。つ

まり縦割り構想、の一一階層割りと b、u、ますか一一案であったんですけれども、この 9月陀つく
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られました内部資料ですね、第 2案といいますか、それ陀よりますと左側の部分を健康センタ

一、右側の部分を生活センターというふうな形陀左右陀分ける構造陀なっております。この構

造変更が、あとほかの部分陀もいろいろあるわけですけれども、どう u、う理由で、こういうふ

うな構造陀なったかということも含めて、さらに詳しく構造及び内容についてお伺u、をしたu、。

これが第 1点目。

次U亡、 2点目として温水プーノレがあるということなんですけれども、先ほどの企画財政部長

の御説明陀よりますと、リハピリ用、あるいはスポーツ用といいますか、両方の中間的なもの

として温水プーノレを考えた h、というふうな御説明でございましたが、私ちょっと中途半端な感

じがするわけです。つまり医療用とスポーツ用の中間ということ陀なりますと、両方の方が、

お使b、陀なれるわけです。そうすると、その管理運営上危険なことがありはしな u、かというこ

とです。やっとおふろ陀入れる。あるいはだれかの介助を得て初めておふろといいますか、機

能回復訓練ができるような人と一般の方と一緒陀プーノレを利用するといいますか、そういうこ

とが起きはしなu、かと u、う意味で一一多分医師会等からでも、かなりこの辺は問題があるんじ

ゃなu、かなというふうな意向が伝えられているのではなu、かと，思いますので、その辺の医師会

等の意向も踏まえて温水プールの考え方一一危険性はなu、かということ陀ついてお伺、、をした

いと，思U、ます。これが施設面の質問。

二つ目の事業費ですけれども、検討委員会の第 1次案と h川、ますか、それ陀よりますと、総

額 12億 5，000万円となっておりますけれども、ことしの 9月陀つくられた 2次案では、私

の手元陀お借りしましたものの中陀は、費用面のところはカットされているんですけれども、

実際どの程度の費用がかかるとお考えでしょうか。さら陀、具体的な費用の財源の内訳です。

先ほどの説明でも、国の防衛庁の補助金とか、都のコミュニティー施設の補助金、あるいは、

もう一つ何かありましたね。各種の補助金を考えているというふうなお話もありましたけれど

も、さら陀具体的陀それらの金額等、あるいは自己財源をどのくら'"..起債をどのくらい使わ

れるのかということを教えていただきたいと思います。

それから、第 3点目の大きな三つ目ですけれども、運営の面ですけれども、この 2次案を見

ますと、 1階部分陀、それぞれ生活センタ一部分陀も保健センタ一部分κも事務室があるんで

す。かなり広めの事務室が設置をされる予定陀なっているんです。ということは、この建物は

市の職員が運営をしていくのかなるという気もするわけです。つまり公設公営と u、う形でやる
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おつもりなのか。あるいは事務室を使って一般の方と b川、ますか、 公設民営のような形でど

なたかお願U、をして運営を頼むのかということです。その辺をお伺u、をしたu、と思います。も

し公設民営と u、う形をとるのならば、いまの庁内の機構でいきますと、生活課・健康課は全機

能を本庁舎からセンターの方陀移動する考えがあるのかどうかということ、これが二つ目。

それから、 3点目として、施設陀かかわる 1年間一一年間の運営維持費、これがどのくらい

だとお考え陀なっているか。

以上をお伺u、したU、と思います。大きく施設面、事業費の面、運営面、さら陀細かく伺u、ま

した。一応以上で質問を終わりまして、あとはお答え陀応じて再質問をいたします。

。副議長(米沢照男君) 馬場弘融君の質問陀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点目の施設の内容でございますけれども、建物が横割りから縦割り陀変わった理由と

いうことでございます。当初の職員が中心陀なりま したプロジェクトチームの報告は、 1'"'-'2 

階が保健センタ一、 3"-'4階が生活センターということでございました。 59年 60年陀かけ

まして、基本調査を業者陀依頼をいたしまして、専門的な面からさら κ検討をしていただ U、た

わけでございます。その結果、やはり中心陀玄関入口を設けまして、階段、エレベーターを配

置しまして、左右陀一一左側陀主活センタ一、それから、右側陀保健センターを配置すること

が望ましいであろうと。それから、二つ陀分けた理由は、 ν ま申し上げました機能的な面と、

それから、一つは防衛補助を保健センターでもらうと uづ、そう u、う施工上の面、こういった

ものも関係をしているわけでございます。

それから、プーノレの問題でございますけれども、利用上問題があるのではな u、かということ

でございますが、先ほども私申し上げましたけれども、普通の総合体育館の中陀ある温水プー

ノレ、それから、 リハピリ専用のプーノレ。 リハビリ専用のプーノレといいますのは、 リハビリの目

的。てよりまして水温を上げたり下げたり、それから、その他附属施設が必要だと。ハードな面

ではそういうことでござu、ます。それから、今度は使う面陀おきましては、医師の処方陀基づ

きまして、理学療養士がその処方陀基づいて指導をすると。そういうこと Kなるわけでござい

ます。したがって、保健センターの目的は、これからーーさっきも申し上げましたけれども、

中高齢者の健康の保持増進ということを考えますと、余りリハピリ中心ということ陀な

ってしまいますと、その目的が薄れるのではな h、かと。いわゆる医者の指導がなくても、たと
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えば 40歳以上の方であれば、泳ぎた b、と u、う人であればプーノレ教室を開くなり、一定の日時

を定めて開放するなにそういう使U、方ができるのではないかと。さら陀、リハビリで使う場

合陀は完全なリハビリができないまでも、このプーノレ陀適合するようなリハビりができないだ

ろうかと。その最小限度の施設を設け、ソフト面の対応をしていきたいというふう陀考えてお

ります。現在考えておりますプールの長さは 15メートノレでございます。敷地構造その他の関

係で、いま少し長くした h、と u、う気持ちではおりますけれども、基本計画の内容ではそういう

状況でございます。

それから、事業費の関係でごぎいます。当初内部のプロジェク卜で考えていたときの面積は

もっと少なかったわけでごぎu、ます。それで、単価もちょっと低く抑えておりましたので、 1

2億 5，00 0万と u、う数字が出たわけでございます。基本計画の結果では、約 5，000平米ど

うしても必要だということ陀なりまして、いろんな設備面を考えますと、やはり平米 33万円

くら u、かかるということ陀なるわけでございます。そうすると、直接の工事費だけでも、建物

の建設の建物の建設費だけでも約 16億 8，000万くら u、かかると。それ以外陀設計管理その

他備品が加わるということ陀なるわけでごぎいます。

財源でごぎu、ますけれども、現在国の補助金でございますが、これは防衛庁の関係で1億 6，

500万、それから、生活保健センターの補助一一コミュニティーの補助ということで都の補

助金を 5，000万予定をしております。したがって、国・都の補助金が約 2億 1，50 0万円で

どぎいます。それから、あとの残りの財源でごぎいますけれども、地方債を 7億 6，900万、

一般財源を 7億 6，900万、それぞれ大体同じ金額陀なりますけれども予定をしてνる次第で

ございます。地方債が比較的少ないというのは、地方債の対象基準額というのがどぎいまして、

充当率 75%なんですが、基準額が下がるため陀こう u、う数字陀なるというものでございます。

その他といたしまして、温水プーノレ陀つきましては、やはり建設後の維持管理の経費の低減と

いいますか、 そういうものが必要でございますので、さっきも申し上げましたよう陀、通産

省が行っておりますソーラーシステムの補助金、 これは建設費の約 2分の lの補助金でござ

いますけれども、それをいただきまして経費の節減陀努めていきたいというふう陀考えており

ます。

それから、大きな 3ですが運営上の問題でございます。プロジェクトチームの報告書と、そ

れから、基本調査の報告書の図面の中で事務所が変わっているではなu、かと。当初計画陀は事
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務所があり、基本調査陀は事務所がなくなっているというその辺の理由でございますけれども、

この辺の問題陀ついては今後さら陀詰めなきゃいけないわけでございますけれども、本来の行

政の立場からしますと、やはり健康課は本庁の中陀あって、いわゆる保健行政の中枢をなさな

ければいけないというふう陀考えております。他方、たとえば近隣の市でいいますと、府中で

ありますとか、立川であDますとか、八王子等の例を見ますと、庁舎のスペースの問題もあろ

うかと思いますけれども、保健センターの中陀入って行政と、それから、管理運営を行ってい

るというそういう例があるわけでございます。ちょっとくどいようでございますけれども、筋

としては、健康謀がこの中陀入るというのはおかしいわけでございます。この辺の問題陀つき

ましては、いま少し広く深く検討した上で、結論づけをいたしたu、というふう陀考えてお bま

す。

維持費でございますけれども、いま生活課及び健康課で具体的な事業の内容κついて、さら

陀詰めているわけでございます。ですから、この建物を維持管理する、いわゆる最小限度の経

費と、それから、この施設を使って運営する事業費、 この二通bあるわけでございます。後

者の方は、まだこれからでございますけれども、最低の維持管理費陀つきましては、先ほど申

し上げましたよう陀、できるだけランニングコストが少くて済むような、そう u、う建物の設計

を考える予定でございます。やはD建設費の 5婦くらいは出るんではなu、かというふう陀考え

てお bます。

。副議長(米沢照男君) 市長。

。市長(森田喜美男君) 旧庁舎の跡陀、だんだんと具体化をしてまいっておbます生

活保健センターの建物の施設であDますが、これは、もちろん行政施設ではあ bますけれども、

むしろ市民施設として、行政と住民との健康あるいは生活運動等の出会U、の場にしたいとこう

考えてお bます。したがu、まして、行政の現場ではなu、と o 運営はなるべく職員が一一職員が

かかわらないわけ陀はいきませんが、そのための人員をふやすとかb、うことでなくて、運営の

可能な方法をこれから検討していきたu、と、こう考えてお Dます。

0副議長(米沢照男君) 馬場弘融君。

08番(馬場弘融君) 温水プーノレの考え方なんですが、多分施設の運営の際陀医師会

の方々ともかな D相談をしなければ、うまくできない面が出てくると思うんで、そういう点で

医師会の方々の意向がどのような意向であるかというととを聞きたいと同時陀、それを踏まえ
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てのいまの企画財政部長のお考えといいますか、お答えなのかということを再度質問をいたし

たh、のと、もう一つ、市長が最後陀お答えいただきましたけれども、市の職員が行かないわけ

陀はh、かんけれども、職員をふやして職員だけで運営をするというのではなくて、住民主体と

いいますか、多少公設民営的な意味合いを持たせた運営をしていくということかと思うんです

けれども、その辺をもう少しはっき bとお答えいただければと思うんですけれども、以上2点

お願U、します。

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) お答えします。答弁漏れをいたしまして大変恐縮で

ございます。

1番目の医師会側の意見でございますけれども、医師会とは、市の、いわゆる庁内の課長を

中心陀したプロジェクトチームをつくった段階で、その報告書をもちまして医師会と協議をし

てございます。そのときの内容陀つきましては、さっき出ましたけれども、建物は約 4，50 0 

くらいだったと思います。それから、いわゆる 1""""2階陀保健センター、 3""""4階陀生活セン

ターということでございます。プーノレの計画も、もちろんお話ししてございます。基本事項陀つ

いては了解をいただきまして、基本調査陀入ったということでごぎいます。

先般、基本調査陀つきまして医師会と協議をいたしました。医師会が、このプーノレ陀対する

ところの意見は、使U、方陀よっては非常陀危険ですよと。要する陀、お年寄bをここで泳がせ

るのは、かな b気をつけないと危なνんだと。そういう注告をいただきました。このプーノレ陀

ついては否定的な意見というわけではございませんo 管理運営陀十分注意をして、事故が起き

ないようなそう u、う設備な b方策、いわゆるソフト面の配慮をすべきだと、そういうことでご

ざいます。

0副議長(米沢照男君) 市長。

。市長(森田喜美男君) 内容が明確忙なって資料的陀答えると u、う段階ではございま

せんが、医師会の従来の 地域の保健行政陀対しましては自分たちが責任を大きく持つんだ

とu、う、そういう御意向が当然あるわけであ bまして、この建物の中陀医師会も事業としてか

かわ Dたいといいますか、参加した"，t、これは当然でござb、ます。医師会陀は一ーいまの道

路を隔てた、もと消防庁舎だったところですが、あそこを改造をして、そうして、医師会とし

ての医療の本拠をあそこ陀つくっていただくと o いまの休日準夜のみならず、もっと広げた仕
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事をしていただくということはお願h、しようと思っています。そしてまた、この保健センター

で、たとえば集団検診であ bますとか、あるいは健康教育であ bますとか、それから、小児あ

るいは学童それぞれ対象した衛生の仕事をやる際陀は、もちろん医師会としてかかわっていた

だき、また、大b、陀お役をお願U、をしたいとこう思ってお bます。

その他の一般運営であ bますが、これは、 ν まの情勢でもございますから、公設民営という

ふうなことではあ Dませんが、何か一切市の行政がやるということではなくて、部分部分の行

事あるいは事業陀対しまして、それぞれ専門の契約陀おいての参加をしていただくというよう

な方法が成D立つだろうと、こう思ってお bますo

O副議長(米沢照男君) 馬場弘融君。

08番(馬場弘融君) まだこれからつく b始めようと h、う段階でございますので、こ

れ以上お聞きしましても、具体的なお話陀はならなu、かと思いますが、いずれ陀せよ関係をさ

れるであろう医師会を初めとする各種団体といいますか、関係者と十分協議をされて、よ b運

営のしやすU、市民陀とって役陀立つ施設陀なるよう陀お願U、をいたしまして、この件の質問を

終わ bます。

。副議長(米沢照男君) これをもって 15の1、生活保健センター(旧庁舎跡)陀関

する質問を終わDます。

1 5の2、万願寺地域の複合施設(仮称東部会館〉陀ついての通告質問者、馬場弘融君の質

問を許します。

08番(馬場弘融君) 今回の補正予算の中陀、債務負担行為補正が追加をされ、(仮

称〉東部会館新築陀伴う 63年度までの、 12億円を超える額が計上をされてお bます。議案

上程の際の説明では、流域下水道浅川処理場の周辺住民の対策、つま b迷惑料がわ Dといいま

すか、こういった意味でつくられる施設だということであ bます。前から申し上げてお bます

けれども、長期計画を持たないわが市陀おきましては、こういった新規施策が突然公陀される

という場合が非常陀多u、わけでございまして、しかも、今回のよう κ補正予算の中で新規なも

のが飛び出してくるということが非常陀多u、わけでございまして、われわれ陀とっては一一地

域の方々陀とりましては、前からわかって入、たことだよと 言われるかもしれないけれども、客

観的に見まして突然出てきたなという感じは否めないわけでございまして、まだ具体的な、あ

るいは明確な図面は引かれていなu、かもしれまぜんけれども、ぜひよくわかるよう陀教えてい
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ただきたいと，思います。 4点陀分けて伺h、ます。

1点目は、この建物の建設陀当たっての、これまでの地元との話し合h、の経過及び東部会館

(仮称〉がついてお bますけれども、東部会館と h、う名前がつけられたいきさつを教えて

いただきたu、と，思います。

2点目。建設場所及び敷地の面積を教えていただきたu、。具体的K、さら陀駐車場等のスペ

ースもあるような敷地なのかどうかということも含めて教えていただきたU、と思います。

3点目。建築規模及び施設の具体的な内容。どう νった内容が盛られているかということも

教えていただきたいと思います。

4点目が財源計画。東京都や八王子市も応分の負担をするというふうなことでございますけ

れども、具体的陀お教えをいただきたh、と思、、ます。

以上 4点よろしくお願いします。

。副議長(米沢照男君) 馬場弘融君の質問陀ついての答弁を求めます。都市整備部長。

O都市整備部長(結城邦夫君) それではただいま御質問の(仮称)東部会館の御質

問陀ついてお答えを申し上げます。

東部会館は、御指摘のよう陀浅川処理場の周辺の環境整備の一環として建設を行うものでご

ざいまして、建設を行うということ陀つきましては、当初浅川処理場の計画の時点から、私ど

も地元の住民の方々、あるいは内部で検討をしてきたものでございます。この根拠とな bます

のは、処理場建設陀当たbまして、周辺の環境整備を行うための環境整備要綱というものを東

京都で持っておるわけでございます。この要綱陀基づいて処理場の設置費陀、関連市または東

京都が費用を負担して、住民のための環境整備の建物、あるいは道路整備等の事業を行うとい

うものでございます。これ陀基づきまして、日野市陀おきましても、浅川処理場の周辺の環境

を整備しようということで、地元の 5自治会の方々一一これは、地域といたしましては石田、

新井、下回、万願寺、下回住宅の各自治会、 5自治会と協議を行U、まして、浅川処理場周辺環

境整備連絡協議会というものを、 59年の 6月陀この協議会を発足させたところでごぎいます。

これ陀基づいて、これまで計画の内容等陀つきまして十数回陀わたる会合、あるいはアンク

ー卜調査、または周辺の処理場の見学会等を行いまして、内容陀ついて話し合いを行う中で、

(仮称〉東部会館というものを建設してほしいと u、う地元の強h、要望が出てきたわけでござ、、

ます。それ陀基づいて、市の方としては東京都、あるいは関連市でございます八王子市と、こ
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の内容陀ついて協議を行h、まして、 7解を関係機関としては得たものでございます。同時陀、

地元陀おきましでも、この内容Uてついては地元の切なる要望陀基づいて内容をつくっていった

ということから、地元もこの内容陀ついては賛同をしておるところでございます。名称陀つき

ましては、これも地区の 5自治会のアンクート調査の結果、東部会館というのが最も望ましい

とu、う結論が出てきたわけでございまして、現在(仮称)として東部会館と u、う名称を使わせ

ていただいているところでございますo

それから、 2点目でございますが、この場所でございます。場所は、万願寺の区画整理区域

内で、高幡陀向かいます2・2・11号線の新井橋の北詰でございます。北詰の東側と、それ

から、西側陀一部を計画をしてお bます。東部会館は東側でございますが、全体の整備計画の

中では、西側陀消防団の詰め所というものをこちらの方陀移築していきた1，'t。これも地元の

強い要望でございますので、この事業の一環として整備をしていこうと u、う計画でございます。

場所としては以上でございます。

面積でございますが、(仮称)東部会館の方は 1，22 3平米でございます。それと、詰め所

の方でございますが、これは、詰め所だけじゃなくて、将来そこを一部公園化もしていきたい

とh、う計画でございますが、面積は<t9 7平米でございます。

東部会館の方陀駐車場の施設はということでございますが、建物等の構造からいきまして、

駐車場のスペースを大きくとることは不可能でございますo 現在区画整理事業の中の保留地と

して、この面積を確保しであるわけでごぎいますが、これを、この事業の中で買収を図ってい

こうということで、面積陀制限がございますので、なかなか大きな駐車場を取るということは

不可能かと，思います。しかし、連絡用等の駐車場スペースは一部この中で考えてu、く予定でご

ざいます。

それから、 3点目の建設の建物の規模内容でございます。(仮称)東部会館陀つきましては、

建築面積としては 72 0平米、延べ床面積で2，4 0 0平米でございます。この内容でございま

すが、地下陀温水プール、これは、 25メートノレのものを予定しでございます。コースとして

は5コースないし6コース、可能な範囲内で取bたいというふう陀考えております。そのほか

図書館、あるいはホーノレ、会議室、音楽室、あるνはコミュ ニティー施設としての機能を果た

すためのいろいろなこ、三のそういった内容の部屋も考えておるところでございます。消防施

設陀つきましては、 2階建ての建物で72平米のものを計画をしているところでございます。
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それから、 4点目の財政計画でございますが、この資金は、まず先ほど申し上げました東京

都の整備要綱陀基づきまして、処理場予定地の民地の買収価格の 10%をこれ陀充てるという

こと陀なってお bます。日野市の浅川処理場の用地の中で、民地が現在買収陀入っているとこ

ろでございますが、それを換算していきますと、総額で 105億円陀なります。それの 10%

が対象陀な bますので、総額として負担金の総額は 10億 5，000万円でございます。 10億

5，000万円では、やは bこれらの施設というものは完全な施設はできない面もござu、ます。

一部日野市の方で持ち出しまして、総額で 12億 2，320万を予定しておるところでございま

す。たとえば八王子市陀おきましでも、こういった施設を検討してお bますが、八王子市は約

1 5億を予定してお bますが、そのほか陀八王子市で約 5億以上持ち出すと。それで環境整備

陀当たっていこうと u、う計画は八王子市で持ってお bます。これ陀ついても日野市は負担分陀

ついては一応支払U、をしているところでございます。

以上でございます。

0副議長(米沢照男君) 馬場弘融君。

08番(馬場弘融君) 後ほど黒川議員も同じ質問があるそうでごぎいますので、私は

この程度で終わ bます。

0副議長(米沢照男君) これをもって 15の2、万願寺地域の複合施設(仮称、東部

会館〉陀関する質問を終わbます。

1 5の3、 4年間の任期を振b返b、市政全般陀ついて要望する陀ついての通告質問者、馬

場弘融君の質問を許します。

08番(馬場弘融君) いまから 4年前陀初めてこの議会陀出させていただいたころは、

日野市政陀ついて全く知らない議員であったわけでございますけれども、先輩及び同期の議員

各位、並び陀市長以下の理事者各位の御指導陀よ bまして、何とか 4年間の任期を全うするこ

とができました。初め陀お礼を申し上げておきたいと思u、ます。

この問、私は 15回質問の通告をいたしまして、合わせて 25件。きょうの質問を加えます

と、 26件の質問を取b上げてまいbました。任期の最後ということ陀な Dますので、 4年前

の市川先輩の例Uてならいまして、私の 1期目の任期を振D返bまして、かつて一般質問陀取D

上げた題材を中心陀して、 9点陀わたっての要望をしてまい Dたいと，思います。それぞれかつ

て申し上げたことばかbかと思いますけれども、現状及び今後陀対する考え方、取b組み姿勢
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陀ついて丁寧なお答えをいただければと，思います。

第 1点目です。長期計画が日野市陀はないということです。これは、前々から申し上げてお

るところでございますけれども、現在の行政というのは非常陀複雑多岐陀わたってお bます。

また、財政的陀もあれもやろう、これもやろうということができない状況陀あDますので、ど

うしても計画は必要だなという感じがするわけです。先般も、鈴木議員がある施策陀ついて、

緊急 5カ年計画をおっく bなさいと u、う要望まで出されている状況でございまして、確か陀い

ま日野市陀は、内部で公共施設整備 3カ年計画でしょうか、 そういうものをお持ちだと伺h、

ますが、それはそれで結構ですが、それらの根本陀ある土台としての、町はこう u、う方向を今

後 10年間くらいは目指すんですよというものがほしいなあというふう陀、私はいまでも思っ

てお bます。

市長も恐らくこの 3年間の任期で御引退ではなu、かと思いますので、そう u、う状況の市長陀

対していま計画をつくれというところまで要求するのはどうかと，思いますけれども、前段で、

かつて昭和 54年陀、長期計画基本計画資料集ですかーーというものをおっく bκなられたこ

とがあDます。やはb計画をつくる陀は、まず現状がどうなっているかということをトータノレ

陀把握する資料が必要ですから、ひとまず市長、新しい現況を知らせる資料集ですね一一この辺

から着手をされて、次のステップとして新たな長期計画がつくれるような下地づく Dを、ぜひ

この 3年間の任期の問陀やっていただきたh、。そうしませんと、私ども議員はもとよ D、市民

も日野市の方向がわかbませんし、さら陀申し上げれば多くの職員ですら、次陀一体日野市長

は何をやろうとしているのかということが明確になってこないと思うんです。多少のローリン

グはもちろんあっていいわけですけれども、根本的な町づく bの計画一一これは、いまの日野

市陀と bましては絶対必要かと思いますので、その前段階の資料集でもいいですから着手陀か

かっていただきたu、。これがまず第 1点目でございます。

それから、第 2点目は、これは、さき陀古賀議員の質問で具体的な質疑がなされたわけでご

ざいますけれども、給与制度の改善ということであ bます。私は、たとえばラスパイレスの指

数、これは、よく私も明確陀は把握できませんけれども、この指数で市町村の職員の給与の指

数が 100以下陀なってはu、けないと思うんです。はっき b申し上げまして私は、市町村の職

員の給与というのは、ラスで言えば 10 6から 108あってU川、と思うんです。つま b国家公

務員陀はステータスとしての社会的な評価があDます。ですから、給料は多少安くても私は優
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秀な人材を集めるのが何とかできると思うんです。実際地方公務員といいますのは、国家公務

員ほどのステータスはなu、。さら陀は地域の住民と日々接しなければνけない非常陀大変な仕

事です。そういう意味で、たとえばラスで言えば 106から 108くらいの給与指数ですね。

このくらいは常陀あってもいいと思うんです。しかしながら、現況はやはbまだ高過ぎるわけ

です。高過ぎる給与を何とかu、ま私が申し上げたような 108、あるいは 106、この程度陀

下げる陀は、古賀議員もおっしゃってお bましたけれども、通し号俸制と u、う現在の給与制度

を、これを何とか改善をしなければいけな h、。職務給、能率給陀かえてu、かなければいけない

という感じがするわけでござb、まして、さきの質問とダブるかもしれませんけれども、この給

与制度の根本を一体U、つお変え陀なるつも bか、あるいはその気がないのか、どちらかをお答

えいただきたいと思います。

それから、次陀、やは b高過ぎると言われてお bます退職手当でございます。これも、さき

の、 一昨年でしたか、助役会等のガイドラインがあるわけです。このガイドライン陀沿った

減額といいますか、 これができるかどうか。都並み国並みへの今後の段取Dを、さら陀教え

ていただきたいと，思います。これが 2点目。給与制度の改善Uてついての実施といいますか、

要望でございます。

それから、 3点目。これも給与も関連をしてきますけれども、もう少し行政自体をスリム陀

しなければいけないということなんです。つま b行政の守備範囲を明確陀する。これ以上のこ

とは、市民の皆さん幾ら市陀要望されても無理でござνますよということを、はっき D物を申

すことのできる行政である必要があると思うんです。そう u、う意味で、スリムな行政を目指す

ため陀、まずその一番手として学校給食の問題があるわけです。学校給食一一いまはu、ろいろ

財政等の税収等もよくて、余D大きな問題陀はならないようであ bますが、いずれ私は大きな

問題陀なってくるだろうなあということを危慎します。ですから、早目陀いいときのうち陀、

財政状態がよいときのうち陀学校給食等陀ついてのパート化、これは、全面パートとは私まだ

申し上げませんo 少しでもいいです。パートをだんだん入れていくと。こう u、う施策をそろそ

ろおと b陀なった方が1，'1，、と思いますし、さら陀、学校給食を離れましでも、いわゆる現業職

といいますか、こういうものは今後余Dおふやし陀ならないで、現在の情勢のままで推移して

いくと。そして、そういった具体的な現業職陀値するものは、市の職員が上で監督をしている

中で民間の方々陀おやbいただくと、そう h、う制度をだんだん確立していく必要があるだろう
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というふう陀思うわけでございます。さら陀、先ほどの生活保健センター陀も関係をいたしま

すが、今後の市がおっく D陀なる施設陀つきましては、市がおっく b陀なってもいh、から、な

るたけ民間の人の活力と U川、ますか いろんな団体陀お願いをして、余b市の公の経費がか

からないで運営ができるような方法を考えていただきたu、。大体この辺が今後のスリムな行政

を求めたいと h、う面での要望でございます。これが第 3点目。

それから、第 4点目は、これも姉妹都市の関連でございますけれども、これまで陀も再三申

し上げてまいbました。自治体ももっと国際交流という面陀積極的陀なってもいいのではない

かというふう陀感じておDまして、前々から申し上げてお Dますよう陀、せっかく姉妹都市と

いうものがあるわけでございますから、特陀若u、人の交流を制度化してほしいと思うんです。

近隣の各市でも、立川、青梅等やってお Dます。学生の交流、生徒の交流、この辺はぜひやっ

ていただきた b、というふう陀思いますし、さら陀、そこまでの第 1段階として、いま図書館等

は二つくらい サンスフィーノレドというミシガン州の図書館と、あるいは中国のどことかの

図書館とも交流を始めようかというような話もあ Dますし、レッドランズ陀も非常陀 bっぱな

図書館もございました。交流計画もあ bますけれども、たとえばそういった本の交換ですとか、

いま学校で使っている教科書の交換とか、これは非常陀おもしろいと思うんです。

先般、実は私ども昨年レッドランズ陀行きましたけれども、その後、向こうから教科書を

一一向こうで使っている最近の歴史の教科書です一ーを贈っていただいたんですけれども、日

本の教科書と全く扱u、方が違うんです。日本の教科書は、どちらかというとわbと暗h、面を強

調しています。人類がとても悪いことしてきたんですよ。日本人も悪いことをしてきたんです

よと hづ面を、とみ陀強調する社会科の教科書が多h、ょう陀思います一一歴史の教科書陀そう

です。ところがアメリカの教科書を見ますと、とても明るいというとおかしいですけれども、

人間と ν うのは、こんな陀すばらしいことをかつてやってきたんですよという面を強調してい

ます。いい面ばかDを多く強調するような形でーーもちろん原爆のことも書U、てあ Dます

書いであるけれども、ナチスのことも書u、てあるけれども、とてもいい面、人聞が持っている

すばらしい面を子供たち陀教えようと hづ面ですぐれている教科書だなと思u、ました。さら陀

子供たち陀、この問題陀ついてよく考えてみまし主うね、というふうな設聞がその都度出ている

んです。日本の教科書とは大分違ってお bまして、大ぃ陀私見まして、こういうふうな教育と

いうものが、いろんな国の教育を比べてみないとなかなかわからんなあと ν うことを感じたわ
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けでどぎいますけれども、そう u、う意味で、そういった本の交換、いろんな教科書の交換、そ

ういうものもぜひやっていただきた h、し、さら陀は、子供陀関連をすれば絵画の交流とか、そ

ういうものもできるかと思うんです。ぜひそういった姉妹都市を中心とした国際的な交流、特

陀子供たち一一児童生徒の交流、学生の交流。そういうもの陀積極的陀第一歩を踏み出してほ

しいというふう陀思います。これが第 4点目の要望であ bます。

それから、 5点目。これは、市立病院の充実oむしろ私は建てかえと申し上げたh、んですけ

れども、先般も、やはb古賀議員の質問陀対するお答えの中では、人工透析とか、あるいは何

かむずかしい名前の自の方の検査をする施設が、今後入れる予定だというようなお話があ Dま

したけれども、恐らくその辺のものを入れる陀は、いまの病院施設では狭くてしょうがないと

思うんです。全面的な僕は建てかえをするべき時期陀市立病院は来ている。全面的建てかえと

同時陀、さら陀高度医療化を図るべきだと思います。その可能性がどうかということも、ちょ

っとお答えをいただきたいと思います。

それから、第 6点目。これは、すべていろんな方の質問陀関連をしてくるんですが、都市計

画道路の促進と ν うことなんです。これも、いまの谷議員の質問とも関連をいたしますが、市

内が非常陀数多くの都市計画道路が号|かれてお bます。ところがu、ずれもなかなか、なかなか

進まなu、。ようやく立日橋とか 2・2・10、2・2・11の一部が少し具体化をしたとか、

先般 1・3・2の中央線の橋かけができた。ある u、は 2・2・6の平山橋改修及び京王線の上

のオーバーブリッジができたと。こういったものができてお bますけれども、全体としての都

市計画図を見ますと、まだまだ全然手つかずのところが非常陀多u、んです。森田市長陀なって、

すで陀 13年目陀なっているわけでございますので、そろそろ根本的陀道路をつく bませんと、

どうしようもないんです。

先ほども谷議員がおっしゃってお bましたけれども、私、一番のネックカ九、まの甲州街道だ

と思うんです。甲州街道一一市長ずっと東京の方から八王子までずっと走ってみればわか

bます。日野だけです、片側 1車線というのは。日野橋もあDますけれども、あとの部分は全

部片側 2車線陀なっています。日野部分だけが狭u、わけです。それ陀かわるべき道路がどこか

と言えば、先ほど言った 1・3・1、 1・3・2です。これが多摩平までは一一多摩平から中

央線の橋かけが終わってそこまでは来ているわけですけれども、それから先が全く進まないと

u、う状況です。甲州街道のバイパス陀もなる 1・3・1、 1・3・2ですね。この辺を中心陀、
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さら陀はまた、一番橋、南平陀つながbます 2・2・5、この辺がどうなるかということを、

この辺を中心陀しまして都市計画道路全般陀ついて、今後日野市はどのよう陀積極的陀取 b組

んでいくのか、どのような可能性があるのかということを、ここでひとつお答えをいただきた

h、と J思います。

それから第 7点目。公民館を中心陀社会教育というものを充実をさせてほしいと uづ要望で

ございます。これも、ずっと申し上げてきてお bますけれども、学校建設が一段落をしてい

ると o 教育費を学校教育の方から社会教育の方陀シフトするといいますか、 移す。社会教育

ある νは社会体育です。そう u、う面をもっと充実をさせてほしいということでございまして、

公民館一一先ほどの大柄議員の質問ですと 20周年を来年迎えると」づ。すで陀 20年たった

わけです。中央公民館と u、う名前はあ Dますけれども、あれも中央という名前がある陀は少し

お組末過ぎる。内容的陀もかな bもう古くもなってお Dますし、これも大幅改修の必要がある

かと思u、ます。

さら陀ソフト面でU川、ますと、最近公民館事業がようやく具体化をしまして、社会教育から

ようやく公民館というものが独立をして、自分な bの事業をやD始めました。まだまだ弱、、と

思います。もっともっと公民館事業を充実をさしてーーたとえば学校教育の施設と u、u、ますか、

運営する現場は学校だと。それを後ろで支える事務局が教育委員会の庶務課であったD学務課

であった b、指導室であると。そういう形陀社会教育課が後ろ陀下がって事務局というような

形になって、公民館自体が表陀出て、もっと内容のある事業をするような、そう h、う公民館で

あってほしいと思うんです。施設面、ソフト面、両方からそろそろ公民館というものを根本的

陀考え直して、 U、u、公民館陀してほしいという願いでございます。

それから、いま社会体育のことを言わなかったんですけれども、体育施設も全く同様でござ

U、ます。

それから、 8点目、 9点目は、今度はいよいよ市長の姿勢の問題陀なるんですけれども、こ

れも前々から申し上げてお Dますが、市長は、たったひと Dの市長だと。 15万4，00 0市民

の中の、たったひと Dの市長ですと。御自分の主義主張はともかくとして、行政を進める際、

市民陀いろんな文書を発表する際陀は公正中立な立場をもってやっていただきたh、。政治的な

偏向性をぜひなくしてほしいということでございます。たとえば各種講演会の講師の選定の仕

方。 いろいろな市長の各種団体といいますか、いろんな場での発言が常陀自由民主党批判、中
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曽根内閣批判というふう陀なるわけです。結局それでいいと uづ方が非常陀多u、わけでしょう。

そういう市民全体の意向といいますか、そういうものを踏まえた御発言でなければいけないと

思うんです。共産党の方々、社会党の方々が、そういった批判をどんどん申し述べると。これ

は自由でごぎいまして、それはいいんですけれども、市長陀な bましたら、そういう気持ちが

心の中陀あろうとも一歩抑えて、やはb公正な市民の立場で行政を進めていただきたいという

こと、これが第8点目。

9点目。これは役所の内部の問題なんです。

0副議長(米沢照男君) お諮bいたします。議事の都合陀よ Dあらかじめ会議時間の

延長をいたしたh、と思h、ますが、これ陀御異議ぁ bませんか。

( i異議なしJと呼ぶ者ぁJ?) 

。副議長(米沢照男君) 御異議ないものと認めます。よって会議時間を延長すること

陀決しました。馬場弘融君。

08番(馬場弘融君) 市政を内部的陀活性化するため陀、私は職員の自主性といいま

すか一一私はこれをやbたu、。市長、私はこれをやbたU、んですよ。こうしたらどうですかと

いう職員の自主的な行為をぜひ大U、陀尊重していただきたいと思うんです。そして、有能な職

員がたくさんいらっしゃいます。ですから、適在適所をお願b、をした h、と思¥"iす。具体的陀

余b申し上げるとあれ陀なるんですけれども、ともかく優秀だな、よくやっているなという職

員であ bながら、なかなかしかるべき役職陀っけない方ヵヘ、らっしゃいます。そういうことが

ないよう陀、有能な職員はどんな陀市長陀とって厳しい言葉を言う職員であろうとも、 15万

4，00 0日野市民のため陀は必要だと思われるならば、十分陀登用して、よく意見を聞いて、

自主的陀職員を使っていただきたいというふう陀思います。

大体権力者というものは、自分ではガラス張bの部屋陀いるつも Dなんです。ガラス張bの

部屋陀 ν るということは周 Dが見えるつも Dなんです。ところがu、つの間陀か周 bは鏡陀なっ

てしまうんです。周 bじゅうが鏡陀なる。自分がu、ぃ顔をしていれば、おれはいいことをやっ

ているんだという陀な bがちでございます。市長も、あと 3年間の任期の中でもう一回一「い

まガラスだかな鏡かな私よくわかDませんが、どうも半分曇 bガラスだか鏡のような気がu、た

しますので、よくかえていただいて、きれいなガラス張bの素通しのガラス張bの行政ができ

るよう陀やっていただきたいというふう陀思います。

-416ー



以上、 9点陀わたって要望やら質問やら申し上げました。おおむねこれまでの私の取b上げ

てきた質問陀重なることでございますけれども、今期の私の最後の質問ということで、簡単で

結構でごぎいますけれども、それぞれお答えをいただければと，思います。よろしくおo..、u、た

します。

0副議長(米沢照男君) 馬場弘融君の質問陀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点目の基本計画の問題でございますけれども、 61年度の予算の編成方針の中陀、具

体的な項目といたしまして、来年度取D組みたh、というふう陀文言化しでござ"'l:す。実際陀

どう u、う形で予算化されるかわか bませんけれども、いま前向きに取b組んでいる最中でござ

います。

それから、 4番目の、いわゆる若u、人の外国との交流の問題でござh、ますけれども、これは、

学校関係陀つきましては、後ほど教育長からあろうかと，思いますけれども、私ども交換学生ま

でh、かなくても、まず日野市の小中学生、それから、向こうの小中学生、高校生等が、ある作

品な D資料を交換して、お互いの、いわゆる相互理解を深めようと u、う立場陀立って、いまい

ろいろ検討してお Dます。 60年度の予算陀おきましては、わずかではござu、ますけれども 1

3万2，000円ですか。市内の、いわゆる状況をビデオ陀撮bまして、向こう陀送ろうという

計画もいま進めている最中でございます。さらに、来年度陀向けても、何か実効性のあるもの

を考えていきたいというふう陀考えてお Dます。

私どもの方からは以上でございます。

。副議長(米沢照男君) 総務部長。

0総務部長(山崎 彰君) それでは 2点目の件陀つきまして私の方からお答えいたし

ます。

2点目は給与制度の改善ということで、ラスパイレスが 106から 108というような御提

言がござh、ました。その中で、やは b通し号俸制陀ついての根本の制度を見直す考えというよ

うなことでござu、ますが、これは、過日古賀議員さんの質問陀あ bましたよう陀、市長がお答

えしてお bますので、 63年度を目安陀ひとつ改善をやっていきたいと uづ気持ちでございま

す。そして、さら陀退職金制度陀つきましては、これも助役会の方で検討しているというよう

なことで、助役の方でお答えしておDますが、いまのガイドラインといたしまして、 64年度
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陀68カ月の予定、これは東京都でございますが、それ陀近づけるようどういうふう陀していくか

とν うことで、いま人事担当部長会でも、これを諮問を受けまして検討しているというような

状況でございます。

以上でごぎいます。

0副議長(米沢照男君) 病院事務長。

0病院事務長(大貫松雄君) それでは私の方から 5点目の病院の充実ということでお

答えいたします。

先日、古賀議員さんからの御質問もあ bましたよう陀公立病院のあD方として、市民のニー

ズ陀こたえた診療を心がけるということで、ある程度の採算診療、または高度医療の導入を心

がけています。それから、計画しでも必ず施設の問題陀ぶつかDますけれども、佐藤前事務長

時代から建設の方法を検討してまい Dましたので、それらを踏襲して今後行きたいと思ってお

Dます。

。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) それでは都市計画道路陀つきまして私の方からお答

え申し上げます。

お話がございました 1・3・1、 1・3・2号線陀つきましては国の建設いたします道路で

ございますけれども、万願寺区画整理事業 1期・ 2期の中、あるいは豊田南の区画整理事業、

さら陀西平山を予定しておDます区画整理事業の中で整備を行ってu、く予定でございます。そ

れとあわせまして、まだここの中では区画整理事業陀入っておらない一部地域がございます。

川辺堀之内地域でござu、ますが、ここ陀つきましては国の方は、もし区画整理事業が実施され

ない場合陀は、単独でも実施をしたいということで計画を立ててお bます。

次は 2 ・2・5号線でございますけれども、現在用地買収を進めてお bまして、こちらの方

も順調陀いま進んでいるところでござu、ます。したがh、まして、来年度から工事陀入ってまい

bた¥" e。来年度工事といたしましては、橋台部分を実施した¥"e。次年度陀おきまして橋梁

部分をやって実施いたしまして、計画どお bの執行を行っていきたU、というふう陀考えていま

す。この点も現在は順調陀進んでいるところでございます。

そのほかの事業といたしまして今後予定してお Dますのは、豊田南の区画整理事業の中の1・

3・1号線 1，40 0メートノレ、 2・1・2号線が 410メートノレ、 2・2・3号線 1，29 0メ
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ートノレなどがございます。そのほか陀、高幡の区画整理事業としては 2・2・11号線 570

メートノレ。この中陀は高幡の踏み切bの立体化も含めてお bます。そのほかでは 2・2・12 

号線 180メートノレ、あるいは駅前の広場から 2・2・12号線陀抜けます新たな道路 2・2・

1 3号線でございますが、これを 14 0メートノレなど、これから区画整理とあわせまして施行

をしていきたu、というふう陀考えてお bます。これらの事業を実施u、たしますと、全体の日野

市の中の整備率、いわゆる道路の整理率は 53 %陀な bます。これらの事業のほか陀、今後は

区画整理事業、あるいは単独事業一一都の単独、あるいは国の単独、そういう中で都市計画道

路を整備していきたu、というふう陀考えてお bます。

以上でごぎいます。

O副議長(米沢照男君) 教育次長。

0教育次長(小山哲夫君) 第 7点目の公民館の施設設備の充実、事業内容の充実、体

育施設の整備充実陀つきましての御質問陀対しましてお答えをいたします。

まず公民館の施設の充実の点でございますけれども、御承知のとお b公民館は昭和 41年 7

月陀開館U、たしました。開館U、たしまして来年は 20年を迎えるわけでございますけれども、

2 0年を経過した今日、非常陀公民館の施設が傷んでお bます。老朽化が進んでお bます。そ

こで、ここ数年来は公民館の施設の改修補修一一そういった面陀予算を計上いたしまして、公

民館の補修等の面、あるいはまた施設設備の現在の施設陀そぐわない備品等の買u、かえ等を行

っているところでござu、ます。今後ともできるだけ公民館の施設陀つきましては、内容充実陀

努めてまいbたいというふう陀考えてお Dます。

それから、公民館の事業の内容のこと陀ついての充実の問題でございます。公民館陀つきま

しては、 41年の開館以来、主として公民館の事業陀つきましては社会教育課で担当してまい

Dました。公民館の事業の内容といたしましては、書道、ある u、はまたベン習字、あるいは着

つけ教室、料理教室等、社会教育課で行えない事業の補習的な機能のところでやってまい Dま

したけれども、特陀これからの社会構造の変化する中陀おきましての公民館の事業は、非常陀

重要な事業であるというふう陀私どもは認識をν たしてお Dます。

そこで、昭和 58年度陀公民館と社会教育行政のあ b方陀つきまして社会教育委員会の方陀

諮問νたしまして、やはb公民館というのは、本来の公民館の事業陀基づく事業を起こすべき

じゃなかろうかというふうな答申を h、ただu、てお Dますので、 59年度からは従来社会教育課
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で担当してまい bました公民館の事業を公民館の方陀移してまい Dます。なお、公民館の館長

でございますけれども、従来は社会教育課長が兼務してまい bましたけれども、昭和 58年 5

月からは専用の公民館長を配してお bます。また、 59年度陀公民館の事業を社会教育から移

してまい bましたので、公民館の主事も 1名配置をいたしております。さら陀また、本年60 

年 6月 1日でございますけれども、公民館陀副館長を一応配しておbます。なお専門職等陀つ

きましては、今後あらゆる面陀公民館の事業を拡充してu、く意味から、それらの配置陀つきま

しでも考慮してまい DたU、というふう陀考えてお Dます。

それから、体育施設の充実の問題でございますけれども、御指摘のとおb、確か陀現在日野

市陀おきますところの体育施設は必ずしも十分とは言えませんo そういった意味陀おきまして、

御案内のとおD現在仲田緑地陀おきましての総合陸上競技場の建設、あるいは将来陀向かつて

の問題でございますけれども、総合体育館の建設の問題等が控えてお bます。なお、現在こう

いう体育施設のない現状を踏まえまして、昭和 46年度から一番住民の身近な施設であ bます

学校施設の開放等を行っておりますけれども、今後できるだけそう νった施設の開放等を含め

まして、体育の振興、市民スポーツの振興を図ってまいbたいというふう陀考えているところ

でごぎいます。

以上でござu、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) 一つ 3番目の問題を落としましたので、私の方から

御説明申し上げます。

3番目の件陀つきましては、スリムな行政ということで、学校給食の将来陀かかる財政負担

が心配されると。いわゆるパート化がどうか、それから、現業職員の定数のあ b方、それから、

3番目は施設管理の民営化といいますか、いわゆる公設民営化の問題、この 3点陀つきまして

は、現在行財政調査会で検討をしているものでござU、ます。調査会の報告を踏まえて取b組み

たu、というふう陀考えておbます。

0副議長(米沢照男君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 私の行政姿勢は、すで陀御理解をいただu、てお bますとお b、

公正で清潔で機能的な仕事をすること陀よって、市民の信頼をいただくと uづ考え方陀尽きる

わけであbます。幸い陀今回もその任務を託されてお bますので、誠心誠意、アドバイス陀ご

-420 -



ざいますような政治姿勢でお務めをしたいとこう考えてお Dます。

O副議長(米沢照男君) 馬場弘融君。

08番(馬場弘融君) 最後陀、男の美学ということで申し上げますけれども、男の美

学は何かと言って、別れの美学であると言った男ヵヘ、るんですけれども、なすべき仕事をその

男な D陀やって、何も言わないで静か陀去っていくと、それが男の美学だと、こう ν うことな

んですけれども……。西部劇とかu、ろいろな芝居の最後陀、よくこういう場面が出てくるわけ

でござu、ますが、私は、別れの美学というのは一一男の美学というのはこれだけでは完成をし

ないと思うんです。やはbまた出会うと、t 再会するということが、また男の美学の完成陀は必

要であろうというふう陀思うんです。

私どもの前陀は、これから非常陀厳しν冬将軍が待っているわけでございますけれども、こ

れまでもいろいろ御指導をいただきましたけれども、皆さんそれぞれ努力をされて、ぜひまた

この場で再会をしたいということを申し上げまして、私の任期の最後の質問を終わ Dます。

0副議長(米沢照男君) これをもって 15の3、 4年間の任期を振b返久市政全般

陀つνて要望する陀関する質問を終わDます。

本日の日程はすべて終わ bました。

本日はこれ陀て散会U、たします。
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午前 10時 13分開議

0副議長(米沢照男君) 本日の会議を聞きます。

ただいまの出席議員 21名であります。

これより日程第 1、一般質問を行います。

1 6の 1、南部東部地域の基盤整備と公共施設の建設計画を問うについての通告質問者、石

坂勝雄君の質問を許します。

C 2 8番議員登壇〕

028番(石坂勝雄君) 議長のお許しが出ましたので、南部東部地域の基盤整備と公

共施設の建設計画を問うについて、通告質問をいたしたいと思います。本題に入る前に、思い

をはせるというか、回顧したいと思います。

私も、はからずも 49年に議席の末席を汚させていただいて、 1 2年間を終わろうとしてお

ります。その間に、改選のたびごとの 52年、 56年、こういう第 4回の必ずの定伊|陰には、

市長に対する明年度の予算について問うという形で、質問をしてまいりました。

しかし、私も、はからずも皆さんの御支持によって、 5 7年、 5 8年に議長という重職につ

けさせていただいて、自分の市民サイドに立つての考え方でなく、非常に至らなかった点を、

深く反省している次第であります。その点を踏まえまして、私も、今回、こういう市民生活に

即した質問にさせていただく、こういう考えに至った次第であります。

現在の森田市長は、 48年に、前の市長であられた、大物市長であられる古谷栄市長と争

われまして、見事当選をされて、はや、私もその明くる年の 49年に、議席の末席を汚したん

でありますが、森田革新市政は、 4期目に入っていると。

こういう中で、私は、思えば旧庁舎で、あの議場の中で、そして特に控室というのは、いわ

ゆる与野党呉越同舟の中でやっていたことを思えば、この立派な庁舎が 52年に完成して、私

も1期生のときでありましたが、そのときにこの庁舎に移っていただいて、議場の完備してい

る姿、そして、控室の完備しているものの中で、恐らくだれしも一番喜んだのは、市の職員で

あるとともに、議員ではなかろうかと思います。

本当は、市民が願望の庁舎でなければならないと思うけですが、その点では、庁舎が、動く

ときのその条件には、交通の利便を図るパス計画の問題、いわゆる下の地帯に対する排水の問

題、こういう問題が、庁舎をここに移すのを条件だということを、 1 2年前の私は、思いをは
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せているのであります。

そういう点を踏まえると、ょうやく日野も人口が 15万4，000にもなりまして、いわゆる

昭和 40年代の人口急増の時代に、終わりを告げたいといいますか、人口は、伸びるのは沈静

化しております。

こういう中で、 40年代から 50年代の中ごろまでは、理事者としては学校建設、こういう

ことの、いわゆる教育事業。学校建設に忙殺された、というのが現状だと思います。そういう

中で、この庁舎がその前につくられたり、特に、今年の7月には、市民待望の市民会館ができ

たということは、 15万市民の願望であったと、私は思います。

ただ、思いをいたすときに、まだまだ日野は新しい町のために、基盤の整備というのがおく

れているのではなかろうか。これは、一面によれば、理事者の長期計画、いわゆる短期計画が

ないという点も申し上げられると思いますが、時代は時代の仕事をしなければならぬというこ

とであれば、私は、私なりに見れば、いわゆる外見的な整備は、森田市長の 3期の間でできた

と評価をいたさざるを得ないというのが、私の実感であります。

表面は、しかし、今後に残されている問題が、下水道の問題であり、基盤整備の問題ではな

かろうかと思います。

ただ、よく言われますが、基盤整備とは、そういうものをやると、案外、政治家としての票

には結びつかない、いわゆるネ副tの「物くれ政策」というんですか、ばらまき福祉というよう

な言葉が、一時使われたんですが、そういうことの方が云々ということを言われますが、しか

し、日野の老人に対する理美容券の問題、夏行われる市民プーノレに行く渡し舟の問題、福祉タ

クシ-~問題、難病対策の問題というのは、これは他市に見て、私は功罪云々ということは申

し上げませんが、やはり先駆けた、森田市政の中の顕著な市政ではなかったかということを、

今つくづく私は振り返っております。

ただ、私が思うのは、市の基盤整備、日野の基盤整備ができているのは、町名で

言えば、旭が丘、多摩平、神明上、そして日野駅の甲州街道の南側の地帯、これだけが基盤整

備が完備しているとし 1う。あとは、特に浅川以南の地帯というのは、民間の開発なり、公団、

公社の開発以外には、平山の組合施行の区画整理、金田の小規模の、いわゆる組合施行の区画

整理以外は、いまだ全く手をつけられていない。

また、この地帯には、旧者噛以外には、都市計画路線も、最初から設定されていなかったと。
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こういう中で、今後、本当の意味の、全市にわたっての基盤整備をすることこそ、最重点課題

であるとともに、市民要望ではなかろうかと、私は考えるのであります。

そういう点を踏まえて、今回の質問、私もはっきり申し上げます。来年の改選を控えての、

意識をしている御質問でありますので、率直な意見で、できないことはできない、それから、

計画をこれからするということは、計画されるということで、私は結構だと思います。

それでは、前段はこのくらいにいたしまして、質問に入らせていただきたいと思います。

一番先に、日野市の下水道は全市に何年に、一部、多摩ニュータウンの 11ヘクターノレ分は、

供用開始になったということでございますが、日野全体の下水道の供用開始が始まるのは、例

えば、浅川処理区なり、秋川紅白聖区の供用が開始になるのはいつなのか。それで、全体から見

れば、全施設に言われていますが、 30年もかかるんではなかろうか。そうなると、ことし供

用開始になった人と、 30年後だというのは、余りにも差が大きいので、大まかでいいんです

が、何年ごろに終了のめどをされているのかを、お聞きしたいと思います。それが第 1点であ

ります。

そうでないと、例えば、南多摩処理場に行くところの、八小のあの道路を境にして、余りに

も西側と東側が、供用開始が差ができるようなことがあると、非常に市民感情としても、よろ

しくないんではなかろうかと。こういうことで、開始の時期なり、最終の年度をお知らせ願い

たいと思います。

次に、 2番目が、杉野学園、東電学園付近の水路、下水道、道路及び杉野学閣の今後の計画

と、整備計画についてでございますが、御存じのように、杉野学園の約 2万坪、 2万坪以上あ

るかもしれませんが、現在できているのは、幼稚園、それから 1棟のマンションですか、それ

とプーノレができている以外に、あと約 1万 8，00 0坪ぐらいの学圃用地が、 3 9年「一 38年

ですね、買収されて、整備されたのが 43年、 4年だったと思います。造成をされて以後、ず

っとあの現状のままで置かれているんで、聞き及ぶところによると、大学の急増年度は、いわ

ゆる新増設年度は昭和 66年だと。 66年までが大学の新設なり、増設を、いわゆる今の小学

校 5年生以上が、大体高校生なり、大学に入るころまでの年代が、大学のいわゆる新設なり、

急増の時代というので、もうそろそろ杉野学園でも、そういう計画がなされているんで、市に

そういうことが、どういう計画が示されているのか、どうなのか。

それから、この地帯一一あの杉野の地帯を、恐らく外周の道路にしても、杉野敷地内の、も
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との赤道といいますか、山道の、公道のいわゆる廃止なり、つけかえ道路をまだ決定されてい

ないんではなかろうかと思うんですが、そういう指導はどうされるのか。

それから、いま一つは、多摩市に、あの地帯は万蔵院平を通りますとすぐ多摩市の十二社と

いうお宮がありまして、和田の区画整理地帯に接続されます。こういう点の道路をつくること

が、住民の生活基盤からいっても、最重要ではなかろうかと思うんですが、万蔵院平は、遺跡、

の室庫といわれていますが、こういうものを勘案の中で、市が、杉野の外周道路とは、杉野の

計画と合わせて、こういう考え方もお持ちになるかどうか、ひとつお答え願いたいと思います。

次が、東電学園の問題は、東電学園の北側に水路があります。いわゆる百草圏から行く雨水

が、その北側の水路を通って、大栗川に放流されているんですが、その水路を改修されるお考

え方があるかどうか。また、日野市の下水道一一南多摩へ行く下水道計画の中で、その水道の

そばへ道路をつくるなり、また、道路をつくらないで下水道を布設するやに開いておるんです

が、その辺のところをお示し願いたいと思います。

先般、 9月の議会で、東電の入り口の道路が、いわゆるつけかえのための公道に移管になっ

たのが一部分でありますが、いま少し東電学園の中まで入って、市が東電のっけかえ道路に基

づく、何と言うか、東電から市が私有地をいただいた地点あたりに対する道路計画というもの

を、お考えになるかどうか。

いわゆる、通称百草の道路というのは、狭かったり、水路のそばを通っておって、非常に学

童の通学等にも危険だということを聞いているんで、東電学園の進入道路も利用して、百草圏

等に入ってくる、いわゆる下水道計画を加味した中の道路計画が考えられるかどうか、その点

をお伺いしたいと思います。

次の 3点目は、南百草自治会、通称日本信販の住宅地でございますが、ここは恐らく市に、

昨年の 6月か何かに、あ、今年の6月か何か、臨時総会の中で、信販の中に、先般 9月の議会

の質問の方がおられましたが、特に、今議会に、百草観音堂地区広場とし 1う、この整備計画を

どのような点でお考えになっているかが 1点。

L ¥ま一つは、百草団地の東側の通称 16メーターとし 1う道路は、コミュニティー道路という

か、遊歩道路的なものにして、車道の幅員が 7メートノレ 50ですか、このぐらい狭まって、遊

歩道的な道路が整備されたので、それに接続している日本信販の道路の方が、歩道も狭く、車

道が 9メートノレぐらいある。こういうことは、なにか理に合わないというか、美観上からいっ
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ても、景観的にいっても思わしくないということの中で、この遊歩道の道路をやってもらいた

い、という要望が出ていると思うんですが、その辺の、市にお考えがあるかどうか。

その次は、西武団地も含むんですが、いわゆる町名地番の問題なんですが、非常に百草とい

う一一特に百草と L¥うところは、いわゆる百草団地、日本信販にしても百草、百草駅倒七側に

行っても百草という、非常に広範囲なところが、名所古跡、のせいかもしれませんが、実際問題

に、百草の 1番というのは、落川の 1番から接しているような感じで、どうしても町名地番を

早くやってもらいたい、こういう要望が強うございます。

そういう点で、ただ、私は、程久保の町名地番の点で、地名というか、町名の問題で、大変

時間がかかりました。そういう点では、百草なり、三沢なり、落川なりの町名地番をつくるに

は、どうしでもある程度市民との、特に古くからいた人のコンセンサスが必要ではなかろうか

と思うんで、その地域の大別する町名を、あらかじめ早く自治会長さんなり、そういうリーダ

ーのような人に、市民感情を考えての、示していくことが必要ではなかろうか。

こういう中で、百草地域の町名地番はいつごろおやりになる考えか口また、程久保が終わっ

たら、この間のお話では、順次高幡なり、三沢だというようなお考えもあるようですが、広範

囲から見ると、百草の町名地番というのは、急務ではなかろうかと、こう思いますので、その

辺のお答えをお願いしたいと思います。

次は、百草圏付近の整備計画と公共建設についてでありますが、百草の駅周辺の地域は、 2

年ほど前に、百草駅の都道寄りのところを、商業地域に変更してもらいたいという請願が、採

択になっております。今までは、都でもそうし 1う、国勢調査の明くる年というんですか、明年

に、目的地域の変更ですか、そういう商業地域にするとか、調整区域を市街化区域にするとい

うのは、国勢調査年の明くる年に行われたということでありますが、先般、私も、市の部長さ

んに御足労いただきまして、都の都市計画局の用地計画課という課長さんにお会いしましたと

ころ、かなり、やはり具体的な整備計画というんで、すか、そういう計画を示さないと、用途地

域の変更というのが難しいと。

こういうことの中で、特に百草駅周辺というのは、北側を含んで、公園もなければ、何とい

うか、道路条件も非常に悪うございます。こういう中で、市が市施行の区画整理を考えるのカミコ

あの周辺だけを何かの形で、民間に指導をしておやりになる計画があるのか。

それから、いま一つは、程久保川の利用計画の中で、公園とか、いろんな遊歩道的な、廃河
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川を利用しての計画を、この前見たんですが、現実に廃河川を利用するのは可能だと思うんで

すが、土地単価の高騰の中で、なかなか私有地を買収するというのは、難しいんではなかろう

か。こういう中で、むしろそういう点では、電源開発等の線下の下を、いわゆる家が建たない

線下の下等を、市が所有権者と話し合ったり、指導して、何かそういうお考えがあるかどうか、

その辺のことをお聞きしたいと思います。

次に、 5番目として、仮称第二関戸橋建設と、市道の接続と整備計画についてですが、第二

関戸橋というのが、ここで急激に関戸橋の交通渋滞、日野橋のあ盈渋滞、こういう中で、ニュ

ータウン言植の中で、急、に建設が浮上しております。

しかし、この問、環境アセスメン卜の説明会が、 11月の 5日にあったんですが、実際、今

後の実施計画を見ると、 62年から買収に入って、いろんなことをやって、完成するのは、早

期にいっても七、八年、約 10年かかるんではなかろうかという計画なんですが、ただ、日野

市としても、この 1・3・4、通称第二関戸橋に通ずる道路なり、これにどう接続する道路とい

うことを、今、恐らく森田市長のもとで、一つの計画を示しておかないと、なかなか、後で、

なにか接続させるというのは、大変ではなかろうか、こういうような感じもするんで、少し私

の思い上がりかもしれませんが、その辺の、市にお考えなり、特にまだこの地帯も一一百草駅

の北側から、いわゆる聖蹟桜ケ丘に行くという生活道路というのは、重要の度をきわめており

ます。

先般、小俣議員もいろんなことを申されていた、全く私も同感なので、ぜひ、少なくとも東

邦歯科学園の、今、東邦女子高校ですか、使っている運動場の辺から、一の宮を通って、聖蹟

桜ケ丘へ抜ける生活道路というのは、落川の 330番、 338番、農協の組合長朝倉巌氏の自

宅の辺から、一の宮用水を通っていけば、そう今でも人家の移転等はしなくても、できるんで

はないかD 今、計画を建てることが必要ではなかろうヵ、こういうことで、そういう踏まえた

計画ができるかどうか、ひとつお聞きしたいと思います。

次に、 6番目に、百草圏付近というのは、公園に指定されておりまして、当然、私もその近

くに住んでおりますので、あの地帯の緑地を保全するというのは、我々に課せられた使命感だ

と思います。

そういう点で、あの地帯の緑地を、市が、いわゆる日野の庁舎の付近のように、斜面を市の

緑地として買収されているような形の中で、あの緑地を市が、今後、年次計画の中で買収をし
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て保存するのか、地主に、一応市街化区域に設定されているんですが、地主の良識にまって縁

の保全をされるのか、その辺をお聞きしたいと思います。

それから、緑のj、公園と建設と緑化、いわゆる下の地帯の、百草園の地帯のことですが、先

ほど申し上げたように、私、金田の区画整理は非常に感謝をして、また、あの掌に当たられた

組合施行の方々に対しては、深く感謝をしているんですが、非常に、ああいう地帯になると、

共同住宅と申しますか、アパー卜というんですか、こういうものが多くでき上がって、よほど

緑化を市が責任を持って進めないと、家だけできて緑が消えてし、く。

こういうことで、なにかやっぱり市が道路計画のもとの中で、いわゆる道路に木を植えると

か、何かそういうことを考えないと、日野の緑と清流というんですか、緑の、いわゆる緑化の

推進には、大変ではなかろうかと思うんで、その辺のお考えがあるかどうか、お聞きしたいと

思います。

7番目に、浅J11と程久保川の合流点に、先般、 9月議会だったと思うんですが、お年寄りの

ゲートボーjレなり、地域の皆さんの運動の場といいますか、ソフトボーノレぐらいできる、河川

敷を利用しての運動計画の中で、市で測量調査費というものを 122万計上されたんですが、

あとのこれを、建設省に対して、正式な許可というんですか、お願いをして、よろしいという

ことになった点で、地域から持ち上がった問題なので、あくまでも地域のボランティアという

んですか、奉仕によって、ある程度句整備をして、市は地域に任せるのか、ある程度の予算を

お考えになっていただけるのか、その点をあ宵きしたいと思し、ます。

8番目が、児童数の減少によって、非常に学校にゆとりが出てきたといっては申しわけない

んですが、その反面、非常にお動めの人にしても、日本人は働き過ぎるということで、週休 2

日制だと。こういう中で、子供ばかりでなくて、いわゆる働きになるお父さん、お母さん方も、

ス卜レスの解消、そういう中で、どうしても運動をする施設が必要ではなかろうか、こう思う

んで、積極的な、特に私、土曜日、日曜日の積極的な校庭開放と、それから、特に住宅地内の

学校の教室も、人口の減少の中で、空き教室になるんで、先般市長も、コミュニティー、いわ

ゆる学校を地域住民のコミュニティーの場にするんだ、こういうようなことを申されておりま

したが、そういう具体的な学校の利用計画というんですか、校庭も含んだ、教室も一一多少学

校管理上の問題があると思うんですが、そういう御計画があればお示し願いたい、こう思いま

す。
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9番目が、これは特に名を挙げれば、私の近くに住んでいる日本信販なり、西武田也の住宅

の御年輩の人が申されるには、これからは非常に高齢の社会に行くと。また、こういう地帯は、

道路なり、いろいろな生活環境というのは、下水道が流域下水道になれば、そう、市のお手を

煩わすことがないんで、一番心配なのは、自分が勤めなり、高齢、いわゆる 70歳ぐらいにな

ったときの、そういう憩いの場というんですか、例えば、一例を挙げれば、碁なり、将棋をや

ったり、マージャンをやったりするような、そういう娯楽、いわゆる憩いと、それからある程

度手先を使ったそういう場が、この地帯に、旭が丘にかしの木荘なり、そういうお年寄りの憩

いの場ができているんですが、あれだけでなくて、なにか、いま少しあの上に複合したような

施設をつくってもらいたい、こういうことを、私も申し上げております。

そういう点で、これはまあ計画があるかないか、今後どうお考えになるか、ということで結

構なので、この点の担当者なり、市長のお考えをお聞きしたいと，思います。

それから 10番目として、最後なんですが、高幡の区画整理以外の、新井、 三、沢地区の、こ

の区画整理に入らない時代の道路というのは、非常にまだ、特に南北道路がありません。こう

いうところの道路は、市が区画整理以外の地帯は、年次計画の中で、お考えになるのかどうか。

その点が、御計画なり、実施の予算化の考えがありましたらあ示し願いたい、こう思います。

以上、 10点でございます。簡単にお答えをいただければ、結構だと思います。

以上です。

O副議長(米沢照男君) 石坂勝雄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) ただt'まの御質問について、順次お答えを申し上げ

ていきます。

まず、 1点目の、下水道の全市に普及する時期はいつか、という点でございますが、現在、

私どもの方としては、下水道の整備に当たって、最重点事業として進めているところでござい

まして、当初の目標では、最終年度目標年次を、昭和 70年度に置いておったところでござい

ます。

しかし、その後の流域下水道の整合性、あるいは国の財政の悪化といった問題、あるいは、

浅川処理場、秋川処理場の着工のおくれという点と、それに加えまして、現在、私どもの方で

進めております区画整理事業との整合性を図っていくということから、これらの関係で、 70 

年度の目標年次を見直さなければならない時期に来ております。
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これを見直すためには、やはりその前段として、全市の施設設計が完了をしておかなければ

ならない。この施設設計につきましては、今年度いっぱいで実施が終了いたします。

したがいまして、来年度におきまして、全市の事業実施計画、それと、財政計画を策定をし

てまいります。その中で、最終目標年次をはっきりと定めていきたい、というふうに考えてお

ります。できることなら、私どもとしては、 15年後の 75年までに何とか整備をしていきた

い、という考え方を持っております。

2点目の、杉野学園、あるいは東電学園の周辺の下水道関係でございますが、南多摩処理区

につきましては、公共下水道の整備が完了いたしますのは、倉沢、あるいは百草を含めまして、

昭和 63年度末までに全域を供用開始していくことで、現在、事業を進めているところでござ

し1ます。この地区の中で、日本信販、あるいは百草団地の 45ヘクターノレにつきましては、既

にコミプラとして整備が済んでおります。

したがいまして、これらの地域のところに迎えに行く公共下水道の幹線としての後堂幹線の

整備を行うことによりまして、これらの地区は、幹線が完了し次第、供用の開始が可能になっ

てまいります。これも、 63年までには実施をする予定でございます。

それと、日本信販の下から、多摩市の和田区画整理区域内に至ります後堂幹線、これは延長

として 510メーターございますが、この現地と公図に大きな差がありまして、非常に、その

整合性を図るということが困難であったわけでございますが、関係地主さんの御理解が得られ

まして、大部分の公共用地の確定が、今年度中に終わるという見込みが立ってございます。

したがいまして、本年度中に建設部と連携を図りながら、道路、水路、あるいは下水道の抜

本的な工事を行っていくというようなことで、実施設計に入る準備が、もう既にできておりま

すので、これに基づきまして整備を行っていきたいというふうに考えております。

また、東電学園の入り口から百草圏に歪ります百草圏幹線でございますが、延長として 400

メーターございます。これにつきましては、一部の地域で、幹線より、幹線になかなか取れな

し、低い地域がございます。

したがいまして、それらの地域を、公共下水道として整備するためには、また新たなノレート

を検討しなきゃならないということで、現在、測量を行っているところでございます。それに

基づきまして、道路整備等もあわせまして下水道の整備を図っていきたい、というふうに考え

ております。
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3点目の、日本信販の、いろいろ市の方に要望が出ている内容でございますが、その中で、

日本信販が開発を行った時点で、市の方に緑地を寄付をすることになっておったわけでござい

ます。そのA緑地、最初に残ったA緑地につきましては、ここで移管を正式に受けました。こ

のA緑地につきましては、市の地区広場として使用をしていきたい。広場として、幼児から老

年に至る方々の、幅広い利用がされるような広場として、御使用をいただきたいというふうに

考えておるわけでございます。

それから、幹線道路と申しますか、この地域の中で一番広い道路、いわゆるコミュニティー

道路へという希望も、地域の方々から出されております。このコミュニティー道路にするため

には、建設部の方と、十分協議をしていかなけりゃならない。また、建設部の、場合によって

は所管になる事項でございますので、今後、十分検討をしていきたい。また、地元の方とも話

し合いをしていきたいというふうに考えております。

それから、町名地番の関係でございますが、町名地番につきましては、現在、程久保を来年

の7月に完了をさせる予定でございまして、その後、どこを整備をするかということで、百草

地区、あるいは三沢地区を現在検討をしておりまして、来年度にこれらの地域をどこにするか

を決めていきたい。その中で、日本信販の周辺の町名地番をできるだけ早くやりたいというこ

とで、現在、区域の区域割りを検討を行っているところでございます。

その点については、今後、地元の方々と、この区域割りが完了した時点で、直ちに協議に入

ってまいりたい、というふうに考えております。

4点目の、百草駅周辺の整備でございます。御指摘のございましたように、地元の方々から

5 8年 5月 16日に、用途地域の一部変更ということで、請願が出されております。同年の 9

月16日に、これは採択されております。これに基づきまして、私ども、都の方と、用途地域

の変更について、協議に入ったわけでございますが、都としては、そのところだけじゃなくて、

周辺も含めた地区計画というものを策定して、その中で、ここの地域をどう位置づけるか、商

業地域、あるいは近隣商業地域というような形で、その中で位置づけてもらいたいというよう

な要望も、都の方から出されております。

したがいまして、私どもは、現在、地区計画というものをまず検討をしているところでござ

し、まして、この計画は、ある程度まとまってきた時点で、地元の方々と協議に入り、あるいは

東京都とも十分協議をして、実現を図ってまいりたいというふうに考えております。
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5点目の、第二関戸橋の関係で、 1・3・4号線の説明会が、東京都におきまして 12月 5日、

市の方もこれに参画いたしましたが、環境影響評価の説明会が持たれました。この、今後の予

定としては、 61年に現況調査、あるいは調Ij量、それから道路の実施設計というふうな順序で

入ってまいりますが、この実施計画に当たりまして、 1・3・4号線と市道との取りつけの関係、

あるいはその周辺の市道の整備というものについて、当然、、東京都の方と協議をする必要があ

るわけでございます。

この協議に入るということは、既に東京都と確認、確約済みでございまして、やはり市道の

関係では、建設部の方ともよく連絡を取りながら、整合性を図ってし 1く。また、新たな市道の

ノレー卜というものが検討されるんであれば、その中で整備を図っていきたい、かように考えて

いるわけでございます。

それから、 6点目の、百草園周辺の緑地の保全でございます。百草園の周辺は、現在、非常

にいい樹林があるわけでございますが、これは、できるだけ、私どもとしては残していきたい、

というふうに考えているわけでございますが、この土地はほとんどが、全部といっていいほど、

個人の所有地でございます。

したがいまして、緑の保全を図るということには、この所有者の方々の協力が、ぜひ必要な

わけでございます。市の方では、縁の保護、育成に関する条例に基づきます要綱によって、樹

林の登録などの対策が講じられているところでございますが、今後、この地域に、開発事業と

して事業が起きた場合には、できるだけ樹林を残すということで、指導をしていきたいという

ふうに考えております。これによって、できるだけ多くの緑地を残し確保していきたい、とい

うふうに考えているわけでございます。

それから、百草園の北側の一帯でございますが、道路整備等によりまして、できるだけ緑化

を図っていくということと、今後、この地域に開発が行われるようなことがあれば、その中で、

小公園等も設置をし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。

以上、私の関係では、ただいま御説明を申し上げたとおりでございます。

以上でございます。

0副議長(米沢照男君) 建設部長。

0建設部長(伊藤正吉君) 御質問に、順次お答えしてまいりたいと思います。

まず、第 1点目の、東電学園、あるいは杉野学園内の水路、あるいは道路の関連でございま

-435-



すけれども、これにつきましては、杉野学園につきましては、まだ道路部については、財産処

理がしてございません。一部、公道の未査定の個所がございまして、それがちょっと時間を食

っていると。こういうことで、これにつきましても早急に着手していきたい、かように考えま

すロ

水路の関係につきましては、今、都市整備の方からもお話がございましたように、これにつ

きましては、公共下水道の南多摩処理区に入っていると。こういうことで、水路を汚水幹線に

使用するという計画でございますので、都市整備の方で改修していくような計画があるわけで

ございます。

それから、 1 0点目に入ると思いますけれども、高幡区画整理区域以外の三沢、新井地区の

地域の整備という御質問でございます。これにつきましては、確かにおっしゃるとおり、都市

計画が区画整理の対象外になっております。

まず、新井 1号線でございますが、通称、中島通り、中島道といっておりますけれども、あれ

の北部と南部につきましては、今申し上げたように、区画整理外となっておりますので、来年

度あたりから拡幅整備も十分に着手していきたい、かように考えます。

それから、三沢地区と新井地区を結びます新しい道路といたしまして、新井 71号線の名称

で、第八小学校の東側から浅川沿いまで、延長約 400メートノレ、幅、幅員の8メートノレの計

画をいたしまして、現在、地主さんと買収交渉を進めている、こういう段階でございます。

以上が下建設部所管の関係の、御質問に対しますお答えといたします。終わります口

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) お答えをいたします。

まず、 2点目でございますが、杉野学園の土地利用計画はどうなっているかということでご

ざいます。杉野学園の用地につきましては、約 7万九000平方メートノレでございます。

現在、土地利用といたしましては、幼稚園、アパート、それからリトルリーグへの貸してい

る土地、それからグラウンド、プール、陶芸施設、その他道路ということになっております。

私ども、この土地につきまして、本年でございますけれども、文書をもちまして、この土地

の利用計画、それから当面、あいているわけでございますので、市へスポーツ施設として開放

してほしい、という申し入れを文書でいたしまして、再三交渉しております。現時点では、利

用計画の年次、並び同軍動場としての開放の計画の回答をもらえない、という状況でございま
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す。

今後、一層、かなりあの地域での土地利用ーーまちづくりから見まして、土地利用が重要で

ございますので、強く、土地利用計画についての杉野側の意向を確認したい、というふうに考

えております。

次が、 4番目の百草圏付近の整備の中で、河川敷の整備ということがございました。これは、

落川周辺では、また後で出ますけれども、浅川では一部ございますけれども、多摩川につきま

しては、ちょうど多摩川の流れの瀬が、何といいますか、多摩市と日野市の行政界の部分にぶ

つかっておりまして、洪水のごとに河川敷が縮小されている、そんな状況でございますので、

現時点での整備は不可能というふうに考えております。

7番目の、浅川の下流、河口でございますけれども、占用の状況はどうかということでござ

いますけれども、 9月の補正で予算計上いたしまして、近日中に占用の許可申請を提出する予

定でございます。当面、整備につきましては、地元でやってもらう計画であります。

それから、 9番目でございますが、高齢者に対応する複合施設の建設についてということで

ございますが、現在、通称第二落川と称しておりますけれども、遺跡調査をしております。こ

の土地につきましては、総戸数 192戸の都営住宅を建設するわけでございまして、基本的な

協定は既に結んでおりますけれども、かなり日時を経ておりますので、内容の見直しをいたし

たいということで、考えております。できるだけ地元周辺の皆さんの使えるような施設も含め

るような、そういう姿勢で、今後も交渉してまいりたいというふうに考えております。

以上でございます。

O副議長(米沢照男君) 教育次長。

0教育次長(小山哲夫君) それでは、御質問の第 8点目の、児童数の滅少に伴いまし

ての、学校開放につきましての御質問につきまして、私の方からお答えをさせていただきます。

御質問は、 2点あったと思いますけれども、第 1点目の、いわゆる校庭等のスポーツ開放に

ついての、御質問に対してのお替えでございますけれども、日野市の場合は、他市に先駆けま

して、昭和46年度から校庭、体育館、テニスコート、プーノレ等を、学校の行事に支障のない

範囲内におきまして、積極的に開放しているのが現状でございます。

現在、校庭開放につきましては、小中合わせまして 19校、そして体育館につきましては、

1 6校、テニスコートにつきましては、 3校、ナイターにつきましては、 2校を開放いたして
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おります。

特に、東部、南部地域におきましては、小学校が 6校、中学校は 4校該当すると思いますけ

れども、本年 4月から 10月までの利用状況は、約4万人に達しております。地域住民の要望

に、ほぼこたえているというふうに、私どもは理解をいたしております。

この中で、特に触れておきたい点は、三沢台小学校の校庭開放でございますけれども、これ

につきましては、現在、御承知のとおり開放いたしておりません。地域住民からの要望等がご

ざいますので、ぜひこれにつきましては支障がないような形で、学校を開放してもらいたいと

いうふうな要望がございますので、これにつきましては、今後の課題といたしまして、住民の

了解を得ながら、できるだけ開放に向かつて努力してまいりたいというふうに考えております。

高幡台小学校につきましては、現在、体育館は開放されておりませんけれども、この点につ

きましでも、今後、開放に向けて努力してまいりたいと考えております。

第八小学校につきましても、校庭は開放していますけれども、体育館は開放しておりません。

現在、これらの点につきまして、開放に向かつて、鋭意検討中でございます。

それから、ナイター施設につきましては、東部地域には、現在、設定されておりません。今

後、東部計画の中では、第三中学校にナイター施設を建設するように、現在、教育委員会とい

たしまして、検討をしているところでございます。

2点目の質問は、いわゆる児童数の減少に伴いましての、空き教室の住民への開放について

でございます。

御承知のとおり、日野市内の児童につきましては、昭和 54年度をピークといたしまして、

5 5年度から減少の傾向にございます。中学校につきましては、 61年度までふえ、 62年度

から減っていくというような傾向でございます。

そういった意味で、特に小学校の場合には、空き教室がふえております。この空き教室の利

用につきましては、普通教室はあいておりますけれども、いわゆる特別教室が、現在、不足し

ております。文部省並びに東京都の教育庁の方の指導によりますと、できるだけ教育財産であ

りますので、特別教室に利用するように、というふうな指導も来ておりますので、現在は、特

に特別教室が足らない学校におきましては、第二特別教室という形の中で、転用を図っており

ます。

あわせまして、昭和 61年度から小学校の 45入学級を 40入学級にするという計画がござ
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います。また、中学校につきましては、 54年度から、学年方式によります 40入学級の移行

等もございます。そういった面での、空き教室の利用も考えなければなりません。

したがって、これらほす策を講じながら、なおかっ空き教室があいており、地域住民からの

空き教室の利用等が、強い要望がございますならば、教育委員会といたしましては、これらの

開放に向けて、今後とも努力をしてまいりたいというふうに考えております。

らL上でございます。

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) 3点目の、南百草自治会の要望のうち、地区広場に

関して、お答えを申し上げます。

百草観音地区広場につきましては、今議会におきまして、議案 85号といたしまして上程さ

れ、厚生委員会に付託をされてございます口

所在は、百草 819番地の 4でございまして、実測面積 2，390.96平米でございます。こ

の土地は、かつて分譲業者が、分譲のための事務所として、プレハブを建ててございましたけ

れども、これが老朽化して、大変危険な状態でございまして、これを撤去いたし、さらにごみ

捨て場のような形になっておりました土地を、一部整地し、草を刈り、使用にたえるような状

況にしてございます。

本格的な工事につきましては、 61年度当初予算に、具体化をする予定でございます。広場

の整備計画につきましては、ついせんだって、ここの自治会長さん、土屋さんという方とお話

を交わしまして、市の方の植栽の計画、ある~¥はフェンスの整備、そういうものにつきまして

お話をし、自治会長さん相人としては、了解をしていただいておるわけでございます。

以上でございます。

0副議長(米沢照男君)

028番(石坂勝雄君)

申し上げます。

石坂勝雄君。

1 0点に及ぶお答え、丁寧なお答えをいただきまして、感謝

1点、最後に市長に、基盤整備に必要なのは、やはり早くから計画をされることと、それか

ら、この計画を実施するというのは、特に土地の買収というものが伴うには、どうしても所有

権者の理解が必要だということで、先般来、南平の用水路の整備等が云々されておりますが、

私は、少なくとも公共用地の確保というのは、用地確保というのは非常に大変ではなかろうか
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とL、う、いわゆる土地の、今、高騰しているわけじゃない。現実に、もう高い土地単価になっ

て、限られた土地になっておるので、そういう点を踏まえた場合には、どこのところを一番先

に、重要度、最重点的な利用度なり、市民からのニーズにこたえるかということの設定をする、

順位を設定することも大事であるが、その次に来るものは、用地買収に、ある程度地域なりーー

その地域の議員なり、そういう有識者が協力体制ができるということで、初めて可能ではなか

ろうか。こういう中で、今後というのはやらなければならないんじゃなl¥かと思います口

次に、馬場議員からも出たんですが、 4年に一度の市長選、こういうものの中の論戦という

のは、このときで、やむを得ない事情があると思うんですが、少なくとも戦いが終われば、恐

らく市長は全市民的、全市を考えての施策に移られているんだと思うんですが、そういう点で

は、やはり議員も、私も深く、先ほど申し上げたように深く反省しているというのは、やはり

是は是、非は非という形の中で、ある程度理事者の方をパックアップしていかないと、地域の

問題解決というのはなかなか難しいんではなかろうか、こういうふうに考えております。

それからいま一つは、私、振り返っている問題は、私が議長のときに出た、遺跡苦庸査にまつ

わる不明金問題が、相手方の、告訴した柳下氏が亡くなられたこと。こういう中の報告が、先

般の行政報告でありましたんですが、この問題は、私は、少なくとも市長は、きちっとした処

理の仕方を議会に、きちっとした形の中で、全協なり、そういう形の中に報告されることは必

要だし、私もそれを強く要望しておきますD

それから、最後に要望なんですが、立派な、先ほど申し上げたように、庁舎なり、市民会館

なり、こういうものができても、まだまだこういうものを利用したくもできなかったり、これ

に来ることもできないという市民も、いられると思うんです。そういう人をどう、日の当たら

ないところにいる者をどう救っていくかというか、救うという言葉はいけないんです、どう市

の施策の中でカバーしていくということが、これからの、特に今の日本のひずみの中で、解決

してやらなきゃならぬし、また、国なり、都ができないことを、末端の市政がやっておられる

し、今後、さらにやるべきではなかろうかと思います。

そういう点を踏まえて、何か私の、今、最後の申し上げる点として、再質問ではないんです

が、市長が何か御感想があったら、一言お願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。

質問をしていただきました各項目に対しまして、感じますこ
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とは、特に七生地域の浅川以南は、確たる都市計画を持たないままに、いろいろな開発が民間

の企業によって行われ、あるいは、百草の地域には、住宅公団、あるいは日本信販、それから

杉野学園の校地の設定等が行われてしまって、その後の、いわゆる本来の部落との関連におい

て、なお整合を要するいろいろな問題がある、ということを感じるわけであります。

地域としましては、いろいろとお感じがあると思っておりますので、それらを具体的に御意

見を聞き、御協議を申し上げながら、今後の整理と整備に努めていきたい、このように考える

次第でございます。

それから、基盤整備に当たりまして、特に土地の確保が大切なので、地域の指導者の御協力

を得たい。これにつきましでも、全く同感でございますので、具体的に今後もまた御指導をお

願いしたい、このように思っております。

私の、日野市政に臨んでおります気持ちは、全く全市民的に、みずからを持し仕えるかとい

うこと、あるいは、まあ全市民をなるべく公平に、大事にしていくということに尽きるわけで

ございます。そのようなつもりで、今後も大任を果たしていきたいと考えております。

遺跡調査会にかかわりまして、この問、当事者の方が亡くなられて、刑事事件としても存在

しなくなる、ある~\は、損失補償の民事におし 1ても、樹リを完全に放棄されて、お願~\をする

手だてがないということになりましたので、裁判所の勧告に沿って、それらの請刺程の提起を

辞退しよう、こういうことになると思っております。なるべく近い機会に御報告を申し上げ、

また、みずからの立場についても、心境を報告させていただきたい、このように思っておりま

す。今後とも、よろしくお願いいたします。

0副議長(米沢照男若) これをもって 16の 1、南部東部地域の基盤整備と公共施設

の建設計画を問うに関する質問を終わります。

1 6の2、市税納税者に不公平課税はないか、市の行財政改革の答申はいつされるのかにつ

いての通告質問者、石坂勝雄君の質問を許します。

028番(石坂勝雄君) 1 6の2の問題は、市税納税者に不公平課税はないか、市の

行財政改革の答申はいつされるのかですが、私が、決して、今、市税の、例えば市民税なり、

固定資産税なり、都市計画税が、不公平に行われているということを、言っているんではござ

いません。あくまでも私がそう考えているという、そういうことがあるんではなかろうかなと

いうことを、強く感じたのは、 1 1月 12日からの読売新聞の、ずっと 5日間にわたる「これ
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でいいのか地方税」というのを読んで、なるほど、私は、矛盾があるなあということで、まだ

私もなかなか、個人の住民税、それから法人市民税、それから固定資産税、それから都市計画

税、こういうものの、なかなか税の仕組みというのは、取り方によっては、非常なとらえ方が

あるんで、なかなか私なんかの頭の判断だけではできないことが多い。

ただ、言えることは、所得税は大蔵省が管轄だと。地方税である住民税とか、固定資産税と

いうのは、自治省の管轄だと。そういう中で、標準課税の限度額というのは、むしろ住民税の

方は、いわゆる地域の問題を解決するというために行われている税金だということで、所得税

が低いんです。そういう点では、見方によれば、取りやすいところから取れるということの中

なので、特にまた都市計画税というのは目的税なんだと。こういうことで、きちっと使い道を

そろそろ明記すべきではなかろうか。

ただ、一概に、じゃ都市計画税を取らないというと、起債等に、いわゆるペナノレティーを科

すと。こういう自治省なり、上の方はやってくるというふうに、非常に矛盾点があるんですが、

そういう中で、私、特に感ずるのは、前段の一番の方は何かと、簡単に申し上げますが、 1点

だけお聞きしたいのは、固定資産税を見た場合に、一例を挙げると、昔から、親の代から持っ

てきている土地を、造成協力で、例えば日本信販なら日本信販なんかも取得している固定資産

の評価価格と、例えば、昭和 47年なり、 48年、日本信販から取得した人の評価価格と、私

は違うんではなかろうか、こういうふうな、評価が、いわゆる違うんではなかろうかとも思い

ます。

それから、一つ、民間業者を、私、決してカバーする気はないんですが、例えば、日本信販

なり、西武不動産が 1回取得すると、その評価が、斜面であろうと公園であろうと、市は非常

に、現実とかけ離れた固定資産税等が課税されているやに、私は見るんですが、そういう点の

現実に即し f課税方法は、できないものかどうなのか。

それからまた、いま一つ、今の取得税とまつわる申告納税制度の中で、自由業の人が、いわ

ゆる青色申告なり、それから、法人の人でいけば、会社組織なり、有限にしておけば、交際費

というのが、必要経費が認められると。我々というか、一般勤労者という人は、なかなか経費

というものは、教育経費を見るとか、いろんな問題は出ているが、そういう経費の見方という

のはされていないが、なにか住民税の中で、そういうことの、何というか、住民税を取るのは

いいけれど、何か還元するような、特に日野のような、今の財政のいいときに、こういうもの
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を、どこかへ蓄えるということも必要かも知らぬけれど、どう有効に市民に還元するかという

ようなことの、お考えがあれば、示してもらいたい。

その 2点をお聞きして、特に、この 5日間にわたるのを読んでみますと、実に地方税という、

市民税、いわゆる固定資産税、都市計画税を含むんですが、こういうものが取りやすい体制に、

今、法律ができていて、取れるから地方公務員の給与なり、退職金が高くていられるんだとい

うような、これは私が言っているんじゃないんですが、こういうふうな説が出ているんですが、

先般来、助役さんの今年度の退職金が 89で、年次計画の中で、日野の行革というのは、市長

も言われているように、日野独自な、労使を交えた中の行政改草をおやりになるんだと。

こういう中で、負放の質疑の中でも、企画財政部長からも、この答申の出てくるところが重

複するんで、お答えは結構なんですが、そうし 1う、少しでも矛盾点を直していくことを、これ

は法律で決まっているんですが、固なり税制調査会であり、上の方だけで何かやるんでなくて、

下から市長会なり、また、我々議員の意見書等で、上に何か上げていくことを市長会等がリー

ドすべきではなかろうかと思うんですが、その辺に対するお答えをお願いしたいと思います。

以上です。

0副議長(米沢照男君) 石坂勝雄君の質問についての答弁を求めます。市民部長。

0市民部長(佐藤智春君) それでは、大変難しい問題でございますけれども、私ども

の事務的な話になろうかと思いますけれども、御回答申し上げたいと思います。

まず、市民税の、いわゆる不公平の課税の件でございますけれども、御承知のとおり、最近、

給与所得者の場合の納税者、最も多いといわれておりますのが、収入金額が 400万円から

7 0 0万円、このあたりの方々の層が非常に厚いんだということでございます。それで、この

方々の重税感が非常に強いというようなことは、不公平であろうというような不満が生じるこ

とは、一騎命として言われております。

また、その反面、逆に給与所得額に対する不公平感を述べる自営、自由業者の方たちも多い

ということでございまして、いわゆる税の感覚につきましては、その人の置かれている立場で、

考え方がいろいろと千差万別あるようなことでございます。

なお、法人市民税につきましては、法人税が課税標準額となる関係で、法人税の内容を無視

して考えるわけにはいきません。法312条、法人等の均等割り額の税率及び法 314条の 6

と。法人税額の税率の規定するところによりまして、資本力、従業員数、及び法人税額により
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まして課税されておりますので、現在、公平であろうというふうに、私どもは考えておるわけ

でございます。

それから、固定資産税の評価が適正かということでございますけれども、固定資産税の評価

につきましては、地方税法の第 388条の規定、これは自治大臣が定めました評価湛準によっ

て行われておるということでございまして、日野市の場合におきましでも、当然のことでござ

いますけれども、評価基準によりまして、課税を行っておるということでございます。

それから、議員さんがおっしゃいます、いわゆる土地の評価、いろいろな関係がございます

けれども、この関係につきまして、ちょっと御説明を申し上げたいと思います。

宅地の評価方法につきましては、市街地宅地評価法、いわゆる通常、路線化方式と申してお

るわけでございますけれども、そういう場合 1点と。それから、その他の宅地評価法、これは

通祈基準評価方式といっているわけでございますD この二つの方法によりまして、土地の評価

をしておるわけでございます。

つまり、宅地造成地域内の宅地につきましては、市街地宅地評価法を適用し、これに隣接す

る宅地造成地以外の宅地につきましては、宅地評価法を適用しているということでございます。

そういうようなことでございまして、一般的な評価方法でございますけれども、評価方法と

いたしましては、いずれも標準値を選定して、取り引き事例を収集し、地価公示価格、あるい

は土地精通者の調査などから、適正な時価を求めるということになっております。

このようにして求めました標準値の価格をもとに、それぞれの方法を、法別に定められた方

式によりまして、宅地の評価額を求めるわけでございます。実際の取り引き事例の価格は、道

路が整備され、あるいは区画造成され、生活に必要な各種設備が整った区域と、そうでない区

域とでは、いろいろな要素が異なってまいってくる、ということになっております。

したがいまして、宅地区域内と区域外では、取り引き事例等から評価いたしまして、両者間

では、実勢に差異が生じてくるということになっております。

最後になりますけれども、先ほども議員さんのおっしゃいましたように、税制の不公平につ

いて、最近、税制改革につきましては、論議が非常に活発になっております。国におきまして

も、調査会等の設置を行いまして、この検討を進めているというような中でございまして、改

革の主な内容といたしましては、所得税、住民税の累進との緩和策、税負担の軽減、あるいは

法人税も、最高税率の引き下げ、これらの検討をしているということでございます。
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現行法制上の不公平、不均衡法なことは、専門家の考えているところでございますけれども、

政府におきましでも、今申し上げましたよう心税制調査会等を行いまして、行く行くは税法

の改正もあろうかと思います。現在は、市といたしましても、地方税法を受けますところの市

条例に基づきまして、適正、公平な課税を行っているということが実情でございます。

以上でございます。

0副議長(米沢照男君)

028番(石坂勝雄君)

石坂勝雄君。

1点、市長にお考えをお聞きしたいことで、再質問させてい

ただきたいんですが、固定資産の評価というのは、今、市民部長がおっしゃられたように、評

価がえの年の 2年前までの 3年間、今回で、例えば、やれば、 56年、 57年、 58年の3年間を対

照して、その値上がりをしたものに、 3年間、見直ししていくということだと。今みたいな、

いわゆる土地の上昇が沈静化しているときには、実際にはそんなに上がっていない。もっと前

の、一番土地が上がっていた時代の比較を見て、されるというふうに、矛盾点があるんではな

かろうか、こういう指摘が、読売新聞のここに出ているんですが、そういう中。

それからいま一つ、過小住宅地に対しては、多少あれなんですが、住宅用地と市街化への農

地の、農地は宅地並みの課税、市街化区域内での農地に対しては、なにか保護されているとい

うんですが、そういう住宅地で、例えば、住宅地だけきりに使用していない、住宅用地にだけ

している宅地というのは、いま少し何か考えてもいいんではないか、こういう論議が出ている

んですが、市長、その点で何かお考えがあれば、一言お聞きしたいと思います。

0副議長(米沢照男君)

O市長(森田喜美男君)

市長。

私も、税制上の知識を、何といいますか、十分に持っている

ということではございませんが、御質問に対して、感じた点をお答えをしたいと思います。

固定資産税の税制と申しますのは、究極は時価に近づける、こういうことで、見直しが絶え

ず行われておるように思います。

そして、非常に、いわゆる地価の上がった時期、それから、今日のような地価の余り上がら

ない時期、余りそれの差別なしに、つまり、余りまた無理はできないということから、毎年非

常な価額が上がったときにも、せいぜい 20%以内というような抑え方だったと思うんであり

ます。

そうしてまた、今日も、 3年 1回の見直しの都度、やはり 20%近〈評価の見直しが抑えら
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れている。こんな感じがするわけであります。

これは、一自治体独自の評価とか、あるいは評価員の考えとかいうことよりも、やはりこれ

は調整機関があるわけでありまして、東京とか、そのような東京都の税を指導する当局が、そ

のような指導をなされておる。

したがって、すべて拠点拠点を抑えながら、その整合性の中で、また、近隣市同士も、何と

か整合するようにでき上がっておる、こういう感じでございます。

私は、日野市の場合、余り急激な評価の見直しということも、望ましいということには思い

ませんので、いつでも 5%程度低い形で、原案を作成し、それの指導にも、それをなるべく主

張するように挙げておる、こんな感じでございまして、その意味では、多少近隣市よりは評価

は安いといってもよろしいんではなかろうか、このようには思っております。

0副議長(米沢照男君)

028番(石坂勝雄君)

とうございました。

石坂勝雄君。

以上で、私の質問を終わらせていただきます。街脇力ありが

O副議長(米沢照男君) これをもって 16の2、市税納税者に不公平課税はないか、

市の行財政改革の答申はいつされるのかに関する質問を終わります。

1 7のし下水道事業の推進に全力を尽くせについての通告質問者、福島敏雄君の質問を許

します。

C 2番議員登壇〕

02番(福島敏雄君) それでは、通告の 1点目の質問でございます。下水道事業の推

進に全力を尽くせといっ題で、質問をいたします。

私は、議員として、 1期 4年間が過ぎようとしているわけでございまして、この問、市民の

皆さんから寄せられました要望で、一番多かったものが、何といっても排水にかかわるもので

はなかったかな、というふうに感じております。

一つは、やはり吸い込みの穴を幾つも掘っても、 もう掘るスペースがありませんよと。この

吸い込みをどうにかしてくださいよ、というような話。

二つ目は、側溝に排水を流しているんですけれども、勾配がなくて、もう雑排水が流れない、

どうにか流すようにしていただけないでしょうか、というような要望。

さらには、側憶あるいは用水路に汚物が流れ出ているんで、この対策を何とかしてくださ
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いよ、というような内容が、この排水にかかわる話でございました。

このことは、昨年の市民意識調査の結果からも、明らかでありまして、日野に住んでよかっ

た、これからも日野に住みたいと、こう 85%の人が答えているわけでありますが、改善して

ほしい内容の 1位は、こういった排水対策、特に下水道の建設と答えているわけであります。

それで、布改側、議会側とも、認識は一致をしておりまして、予算も年々増額しているとい

うようなことで、一定の評価をしているわけでありますけれども、市民の毎日の生活から見ま

すと、さらに一層の努力を、住民の皆さんは望んでいるということを忘れてはならない、とい

うふうに感じるわけであります。

私は、下水道対策特別委員会の委員長という立場で、 1 1月 13日には建設省のお役人、そ

れから、 1 1月 21日には、東京都に対しまして、三多摩各市町村の同じような立場の議員さ

んと一緒に、三多摩地域の下水道事業促進に対する要望を、夏にしてありまして、その回答を

聞くという機会を得たわけでございまして、日野市民を、倦越でございますけれども、代表を

する立場で、代弁をさせていただいてまいりましTこ。

園、及び東京都の御説明によれば、国の公共下水道の普及率は、今 36%でありますと。三

多摩地域は 61%普及をしている、こういうことでございまして、うち、流域下水道は 57%

の普及率だそうでございます。御存じのように、日野市の普及率 11 %の実情から見ますと、

日野市民が要望することは、よく理解できるわけでございます。

この 11 %の普及率を引き上げる、このことがどうしても必要なわけでありますけれども、

何といいましても、二つの終末処理場を早く建設するということ、それから、流域下水道幹線

を早く埋設する、こういうことがどうしても必要だと、私は思うわけであります。

先ほどの石坂議員の質問に対しまして、まあ来年度に施設設計を完了後一一あ、今年度施設

設計が完了するんですか一それで、 61年度以降、財政計画も含めて、全市内のその計画に

ついて煮詰めていきたいと Lヴ、市側の答弁がございまして、目標といたしましては、 75年

までに何とか日野市全域の下水道を普及させたい、こうし 1う答弁がございました。

そういうことからいきますと、やはり終末処理場、二つの終末処理場、あるいは下水道幹線、

あるいは公共下水道の管渠埋設、こういったようなものが、かなり急ピッチで進まなければ、

7 5年に対しても、非常に難しいような感じがいたしますので、そういった観点から、質問を

させていただきたいと思うわけです。
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東京都からの回答を聞きましたところ、特に、浅川、秋川処理場とも、昭和 59年度から用

地買収に入っていると。浅川処理場は、 5 9年 3.4ヘクターノレ買収、昭和 60年度は、 3.5ヘ

クターノレの予定であると。秋川処理場は、 5 9年 4.2ヘクターノレ買収したと。両終末処理場と

も、工事の着工は昭和 62年以降になるであろうと。こういうのが、東京都の流域下水道課長

さんの話でございました。

そして、さらに工事着工は、土木工事から始まりますので、供用開始になるには、最近、国

からの財政も厳しいので、四、五年かかるのではないか、というような話でございまし7こ。し

たがって、 62年から始まったとしても、六十六、七年に供用開始ができるのかな、という感

じの答弁でございまし fこ。

そういうことで、質問でございますけれども、浅川処理場につきまして、日野市として、ど

ういうように把握をしておられるのか。特に、用地全体の面積と、買収した面積、それに着工

の年次について、あるいは供用開始の年次について、東京都とどのような詰めた話がされてい

るのか、この辺について、 1点目をお聞かせをいただきたいと思t，ます。

2点目は、秋川処理場の用地買収計画と建設計画に対する、これまた東京都の話し合いの内

容を教えてほしい、ということでございます。

3点目が、処理場建設が昭和 66年ないし 67年とすれば、この五、六年の間に、流域幹線、

あるいは公共下水道の管渠埋設、これを積極的に進める必要があると思うわけですけれども、

これについては、先ほどの答弁ですと、来年計画をつくるということになるのかも知れません

けれども、特に、考え方の基本的なことでもあれば、お聞かせをいただきたいと思います。

4点目は、若干質問の性格が変わりますけれども、今回の議会でも、夏井議員の質問があり

ましたけれども、下水道ができるまでの聞の、浄化槽の管理についてでございます。先ほど、

用水、あるいは側溝に汚物が流れ出るという話がたびたびあります、ということとの関連でご

ざいますけれども、清掃部長は、答弁の中で、大体その話はわかったんですけれども、質問を

したいのは、要するに設置者の義務として、個人が設置をしているわけです、設置者の義務と

して年 1回清掃することになるが、指導、監督、改善命令は知事の権限であり、日野市として

は、清掃費補助と、清掃の必要性をPRすることぐらいだというような意味の答弁を、行った

と思うんでありますけれども、これでは大変消極的な感じがいたしますので、市は、もう少し

前向きに、チェック機能というものについて、強化していかなければならないと思うんですけ
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れども、その辺についてのみ、このことは夏井議員がよく聞いておりますので、このところだ

け質問をいたします。

以上、 4点について御回答いただきたいと思います。

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。都市整備部長。

O都市整備部長(結城邦夫君) それでは、私の方から、下水道関係につきましてお

答え申し上げます。

まず、 1点目の、浅川処理場の、都と現在どのような話し合いになっておるか、こういう点

でございます。

まず、浅川処理場につきましては、この処理場の面積は、現在 16ヘクターノレが計画されて

おるわけでございますが、そのうち買収をいたします民地が、 12.2ヘクターノレございます。

5 9年度から東京都で買収に入りまして、 3カ年計画で買収を完了させる予定で、現在、進め

ているところでございます。

今年度につきましても、買収計画約 3.5ヘクターノレを目標に進めておりますが、現在は順調

にいっているというふうに聞いております。

このように、処理場の用地買収関係については、地元の周辺の 5自治会の方々、あるいは、

直接の権利者の方々の御理解を得ておりまして、むしろ現在では、早く買収を進めて、処理場

の建設に一日も早くかかってほしいという、強い地元の要望もあるわけでございます。

それとあわせまして、私どもの方で、周辺の環境整備で、仮称の東部会館を建築するという

ことで、この方からも協力をお願いしているわけでございます。，現在、浅川処理場につきまし

ては、用地買収等については、順調に進んでおるところでございます。買収計画としては、来

年度をもって買収を完了させる予定になっておりますっ

施設の藤設につきましては、まず、処理場の中で、本管、あるいは第 1系列の必要とする面

積が買収できますと、直ちに、買収が完了する前であっても着工をするということで、この点

については、東京都と確認をしております。

ここの第 1系列につきましては、現在、前田道路という企業があるわけでございますが、こ

ちらの企業は、既に移転先ということも決まっております。移転先で、プラントを持っている

八王子市内の中で、国鉄用地の買収があるわけでございますが、この買収については、国鉄の

方とも了解済みでございまして、移転をする企業についても、そこに行くということで、既に
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了解を取りつけてございます。

それから、もう一つは、この企業が持っております機械部門でございますが、機械部門約 1

ヘクターノレの土地が必要であるわけですが、それについては、瑞穂町の方に、既に用地を会社

の方で確保してございます。プラン卜の移設と同時に、機械部門も移設をするということで、

こちら側の方の企業関係も、現在は順調に進んでおるところでございます。

それで、工事が、一応予定としては、 62年から施設の建設に入っていくと。

処理場の建設については、大体 4年から 5年かかるということがございますが、最近の国の

方の財政悪化という観点から、非常に予算的には、東京都の流域下水道においても、非常にき

つくなってきております。そういう関係で、予定どおり進めるためには、やはり市、あるいは

東京都と協力しながら、国の方に、この予算カッ卜分についてのアピーノレをしていかなきゃな

らな~'0また、陳情、請願等も行っていかなきゃならない、という点もございます。

こういうことで、東京都と一体になりながら、浅川処理場の建設に当たってし 1く。年次計画

どおりに進めるように、市としても努力をしているということで、臨んでおります。

また、次の八王子処理場、当初は秋川処理場といっておりましたが、現在、八王子処理場と

いうことで、名称を変えております。ここについても、八王子市と東京都で協力しながら、地

元の住民の方々の協力を得るためのいろいろな話し合いが持たれているわけでございますが、

八王子処週場の方は、住民関係では日野とはちょっと違いまして、一歩おくれているような状

況にございます。

まだ、具体的な用地買収等の事務折衝には入っておらないんですが、今、その前段の、権利

者の方々、あるいは周辺の住民の方との話し合いカ特たれているところでございます。

建設としては、日野の浅川処理場と大体同じ 62年に建設をしたいということで、それに向

かつて、今、都と八王子市が努力をしているところでございます。

次は、流域幹線の建設と、市が行います公共下水道の建設でございますが、八王子の方の関

係につきましては、 59年から秋川幹線の着工に、一部入っております。

浅川処理場の関連についての幹線でございますが、用地買収が順調に進んでまいりましたの

で、来年度、 61年から浅川の横断の部分から着手をしていきたい。処理場が稼働する時点ま

でには、北野街道を通りまして、八王子の境まで、すべて完了させるということで、この点に

ついても、確認をしております。
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それから、市が施工します公共下水道関係でございますが、この幹線の計画に合わせまして、

また、処理場の稼働時期に合わせまして、整備を行ってし 1く必要があるわけでございまして、

来年度から、浅川右岸の地域全般についての事業認可を、来年度、取る予定でございます。

したがいまして、来年度からは重点的に浅川右岸の地域、高幡、百草を中心にして、南平の

方を重点的に整備を図っていきた~'0 

あわせまして、万願寺区画整理区域内の整備も図っていきたい、というふうに考えておるわ

けでございます。

以上でございます。

O副議長(米沢照男君) 清帰部長。

0清掃部長(藤浪竜徳、君) 4点目の御質問にお答えいたします。

浄化槽のこと、市の取り組みが非常に消極的ではないか、という御指摘をいただきました。

これにつきましては、浄化槽の維持管理ということが、非常に用水等、それから河川等の汚れ

に、非常に影響を与えているということは、私ども認識しております。

そこで、浄化槽の管理でございますけれども、これはあくまでも専門家による保守点検と、

清掃の実施が、まず不可欠であろう、このように考えております。

浄化槽の維持管理につきましては、指導、監督は都知事にございますけれども、市といたし

ましでも、東京都と密接な関係をとりながら、市民に対しましては、浄化槽に対する知識の普

及を図るということでございます。まず、関心を持っていただくということで、広報などのP

Rのほか、パンフレッ卜の各戸配布などを行っているところでございます。

さらに、清掃の実施につきましては、現在、電算の処理で行っております。その関係で、個

別に把握しておりますので、清掃の時期に回りますときは、個別に実施を呼びかけていきたい、

このように考えております。

それから、保守点検でございますけれども、新たに制定されました浄化槽法によりまして、

保守点検業者も、都知事に登録するということになっております。都知事から市の方へ、登録

業者の連絡がございます。これは、 10月施行されましたので、 1 2 月いっぱ~，までに登録す

ることになっております。

したがいまして、市では、登録業者を把握することができますので、これらの業者と連絡を、

資料を取り寄せながら、保守点検につきましても、各戸に実施を呼びかけていきたい、このよ

に
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うに考えているところでございます。

以上でございます。よろしくお願いをいたします。

O副議長(米沢照男君) 福島敏雄君。

02番(福島敏雄君) ありがとうございました。若干の要望をして、この質問を終わ

りにしたいと思いますが、一つは、何といいましでも秋川処理場、あるいは浅川処理場建設に

つきまして、国の方の予算もだんだん減ってきているという状況の中で、やっぱり大きな声を

出すということが、建設促進につながるというふうに感じましたので、ぜひ市側からも、今ま

でやってこられたとは思いますけれども、東京都なり、国なりに、実情をよく説明しながら、

陳情のほどお願いを申し上げたいと思います口

2点目は、処理場建設の予定が、六十六、七年ということのようでございますけれども、そ

れにあわせて、都市整備部長から答弁もありましたけれども、要するに、それまでに必要な幹

線、あるいは公共下水道の管渠、こういったものが、できるだけ最大限に、事前に工事をして

いくというようなことについて、関係各方面の御努力をお願いしたい、ということが 2点目で

す。

3点目が、ただいまの浄化槽の管理でございますけれども、市の意欲的な見解からいたしま

しても、昭和 75年ということになりますと、恐らく栄町の方が、その後ろの方に来るような

感じがしてならないわけでありまして、そういうことになりますと、やはり用水をきれいに保

ってし、く、というようなことから考えますと、浄化槽の管理は、まだここ当分、相当続けなけ

ればいけない、という感じがするわけでございます。

清掃部長の方からは、電算処理をしておりますので、各家庭の浄化槽は把握をしています、

ということでございますので、ぜひ年 1回の清掃について、補助金も出すということでござい

ますので、市側で浄化槽の維持管理についてのチェックもできると思いますので、その辺につ

いて、できるだけの努力をお願いをいたしまして、この質問を終わりにいたします。

0副議長(米沢照男君) これをもって 17の1、下水道事業の推進に全力を尽くせに

関する質問を終わります。( r休憩J と呼ぶ者あり)

1 7の2、豊田南口の( r議事進行」と呼ぶ者あり) 黒川重憲君。

01 7番(黒川重憲君) 何ゆえに、この時間帯に急いで 2聞をするのか、議長のお考

えをお伺いしたいと，思います。
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0副議長(米沢照男君) お答えをいたします。

実は、あと 6入残っています。あすのこと、それから、あした全員協議会も、ちょっと追加

議案の関係で、セットしなければなりませんので、そういう点でいきますと、できればきょう、

これは皆さんとの御相談ですが、( r今ゃったって、同じでしょう。何でお昼過ぎてやる必要

があるの'J rあした 3問残しゃいいんだよ、議長」と呼ぶ者あり) わかりまし Tこ。

お諮りいたします。議事の都合により暫時休憩いたしたいと思いますが、これに御異議あり

ませんか。

C r異議なしJと呼ぶ者あり〕

0副議長(米沢照男君) 御異議ないものと認めます。よって暫時休憩いたします。

午前 11時 51分休憩

午後 1時 10分再開

休憩前に引き続き会議を開きます。0副議長(米沢照男君)

一般質問 17の2、豊田南口の区画整理は住民と一緒に行えについてq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、 2点目の質問をさせていただきます。

本定伊リ会冒頭の行政報告で、市長から 10月 25日の東京者時B市計画審議会で、高幡と豊田

南口の区画整理について、 11月 12日、都市計画の決定がなされたと。さらに、事業認可に

ついては、高幡が 61年 4月、豊田南口は 61年 8月に取れるように進めたい、と t¥う報告を

受けたところであります。

日野市内の面的整備といたしまして、これまで区画整理が幾つか行われておりました、高幡、

豊田南口の区画整理は、住宅が既に密集しているということ。特心豊田南口につきましては、

駅前再開発を並行して検討が進められているということから、地域の住民の理解と協力を最大

限得ることが必要な要素であるというふうに、私は考えるわけでございます。

そこで、過日の特別会計決算特別委員会で、特に豊田南口について、住民の皆さんの理解度

について、市側の見解を求めましたところ、回答といたしましては、特に問題がないという趣

旨の回答を、いただいているわけでございます。特用問題があるというふうに、私も認識して

いるわけではありませんけれども、最近、南口の人の、何人かの人に接触をいたしますと、区
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画整理はどういうふうになっているんだろうか、とし、うような質問が、幾っか出るわけでございます口

そこで、何点か質問をいたしますので、お答えをいただきたいと思います。

質問の 1点目は、豊田南口の区画整理につきまして、来年の 8月に向けて事業認可を取って

いしという報告を受けているわけでありますけれども、おおよその日程につきまして、その

計画を示していただきたいというふうに思います。これが、第 1点目でございます。

2点目は、区画整理と並行いたします、駅前の再開発についてでありますが、昨年、再開発

の構想が打ち出されておりますけれども、その後、再開発について、進展しているところがあ

れば、お聞かせをしていただきたいということふさらには、再開発については、地元の商庖

街の皆さパノとの話し合いというものが、必要なふうに感じられますけれども、これらについて、

今までどのような会合、あるいは話し合いが持たれてきたのか、この辺について、 2点目にお

聞きをいたします口

それから、質問の 3点目ですけれども、事業認可を取るという予定が、 61年 8月に向けて

進んでいるわけですけれども、この問、地域住民への説明、あるいは理解を得る方法として、

どのような手段を考えておられるか、お聞かせをいただきたいと思います。

4点目でございますけれども、特に、住民に対しますPRといたしまして、ニュースの発行、

あるいは、あそこに地区センターがあるわけですけれども、地区センターに、毎日というわけ

にはいかないでしょうけれども、定期的な相談日を決めて、こちらから担当の人が出向いて、

質問を受け付けるというようなことも、これからの進展によっては、必要なように感じますけ

れども、そうしたものについて、今どう L、うようなあ考えがあるか、お聞かせをいただきたい

と思います。

以上、 4点について御答弁をいただきたいと思います。

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。都市整備部長。

O都市整備部長(結城邦夫君) それでは、ただいまの4点の御質問について、お答

えを申し上げます。

まず、 1点目でございますけれども、豊田南の区画整理事業、今後の日程についてというこ

とでございます。 10月 25目、都の審議会の議決を経て、 11月 12日に、都市計画事業と

して、正式に告示がなされたところでございます。その後、市としては、この決定に基づきま

して、事業認可を取るための作業に、着手をしております。すなわち、地区界の測量、権利調
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査の補足等を行っているところでございます。

今後の予定といたしましては、 61年の 3月から 6月にかけまして、地元で説明会を開催し

ていく予定でございまして、 8月には、事業認可まで持っていきたいというふうに、計画を立

て、進めているところでございます。

次に、南口の再開発の点でございますが、その後、どのように進展しているかという御質問

でございます。再開発につきましては、区画整理と同時に行うことが最も望ましい。また、再

開発としては、非常にやりやすくなってくるわけでございます。

区画整理事業の仮換地の処分の時期までに、再開発の方の組合の設立まで持っていきたいと

いう計画で、地元には既に商庖会、あるいは商工会に、その内容についてパンフレッ卜を配り、

あるいは説明を行って、理解を得るための努力をしてきているところでございます。

ことしになりましても、特に商庖会の方々に、 2回にわたって、この内容について説明をい

たしました。今月の上匂に、商庖会の方々と、商工会の担当の方々とで、今後の進め方につい

て説明をし、協議を行ったところでございます。

その内容としては、私どもの方から、区画整理と並行して進めていきたいので、組合の設立

準備をしていただきたいと。それで、将来はこの組合を法人格を持たせて、組合施行で実施を

していっていただしすなわち、商庖会、あるいは住民の方々が主体となった再開発事業を行

っていただきたい。

また、これについては、市なり都が、積極的に協力を図ってし 1く。そのための検討会をここ

で持っていただきたい、という要請を行いました。今後、商庖会を中心として、私どもと準備

の作業に入っていきたい、というふうに考えておるところでございます。

次は、来年の 8月の事業の認可に向けて、地域の住民の方々にどのような説明会を持っか、

また、理解を深めるための方法ということで、どのようなことが考えられるかという点でござ

~ ¥ます。

区画整理事業の説明会というのは、権利者が一番知りたがっております換地の位置だとか、

形状、それらのことについて、具体的に説明ができないとし寸、現時点では、問題があるわけ

でございます。そのために、なかなか区画整理事業の理解が得にくい、という面があるわけで

ございますが、今後、私どもがやってまいります説明会をできるだけ地区、あるいは自治会ご

との小単位で行っていく必要があるということで、細分化した説明会を行う予定でございます。
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さらに、理解を深めるために、個別の面談を行いながら、懇談形式で、事業の内容を十分説

明をしていきたい、それによって理解を得たい、というふうに考えているところでございます。

4点目の、ニュース等の発行、あるいは定期相談日の開催という点でございますが、ニュー

スについては、もう既に「豊田南区画整理だより」というものを、定期的に発行をしてきてお

ります。今後、状況の変化、あるいは説明一一区画整理事業の内容等の説明について、引き続

きこのニュースを発行していきたい、というふうに考えております。

定期的な相談日でございますが、先ほど申し上げましたように、一番理解を得るのは、個月11

個々にいろいろと御相談をしてし 1く、懇談をしていくということが、非常に大事であるわけで

ございます。それによって、御理解が非常に得られるという面がございますので、この点を、

私ども今後の事業の重点として進めていきたい口

そのためには、来年の 6月まで行う説明会の中でも、こういった懇談会形式のものを開催し、

また、常時、個別に窓口にいらしていただいても、私どもその御説明をその都度行いますし、

あるいは、来てほしいという御要望があれば、戸別にでも、御報告しながら理解を得ていきた

い、かように考えているわけでございます。

以上でございます。

O副議長(米沢照男君) 福島敏雄君。

02番(福島敏雄君) ありがとうござし 1ましむ

えてして、何と申しましょうか、市側の担当の方から言わせれば、よく説明をしております、

こういうことになるんでしょうけれども、地域の住民からしてみますと、それほど聞いていな

い、こういうような感じじゃないかなというふうに思います。

したがいまして、ぜひ地域の住民の皆さんに理解をしていただくということについて、最大

限の努力をするということが、事業をスムーズに進める基本だというふうに考えますので、御

努力をお願いしたいと思います。

特に、説明の方法といたしまして、今、部長の方から小単位、あるいは細分化をして説明を

していきます、あるいは、個別の面談を中心にしていきます、こういう話でございますけれど

も、このことは非常に重要だと思いますので、できる限りそうした、ひざを交える形で、相談

をしていただきたいというふうに思います口

区画整理の進展によって、質問の内容も違うんですよと。住民は今思っていることを質問し
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しても、市側は答えられないんですよ、というような話が多いんでしょうけれども、そういう

話になりますと、なかなか理解ができにくいという話があります。

例えば、換地をするときに、今、外からは見えませんけれども、私の家には庭に大きな井戸

があって、それがふたをしただけであるんですよと。そういったようなのは、換地先にも全部、

例えばあるかもしれないと。黙って行っちゃって、その上へ家が建つようなことがあったらど

うなんでしょうね、とか、非常に細かい話なんですけれども、言ってみれば細かい話なんです

けれども、そういったようなことが、当事者からしてみれば、かなり大きな課題、宿題みたい

に見えているわけです。

ですから、非常にオーソドックスなやりとりですと、大ぜい集まってやる相談では、なかな

か声が出にくいような話を、実は市の担当の方に聞きたいというのが、住民の、私は、かなり

の希望じゃなし、かなというふうに思いますので、ぜひ細かい相談をしてもらいたい。

定期相談日の開催などについては、やらないような御返事だったんですけれども、できれば

時期を見て、何曜日のいつは、あすこに行けば市の担当の人がいてくれる、というふうなこと

があってもいいんじゃなし、かな。わかんないことがあったら、市役所の窓口に来いというのが、

やっぱりサービスとして、非常に欠ける面があるんではないかなと。

都市計画の中の、特に区画整理については、これは住んでいる地域の人たちがよくなるんで

すょとしヴ、むしろ、住民がよくなるんですよというふうに、行政側は進めるところがありま

すけれども、住民から見ても、そのことはよく理解できるんですけれども、たとえ 10%でも、

土地を減歩をして出すということは、金額に換算すれば、かなりの負担になるわけでして、必

ずしも市側が、住民がよくなりますよということのほかに、住民もかなり負担をしていただく

事業なんだということは、頭にありませんと、そこの地域住民との皆さんとの理解の中で、若

干食い違いが生じてくるんではないかな、という気がしますので、私といたしましては、出向

いて l¥く、それで相談を待つ、何かわかんないことがあったら役所の窓口に来い、ということ

を、一歩変えて、前へ出ていくと l¥う意味で、私は、地区センターに定期的な相談日でも設け

た方がいいんではないか、とし、う提言をさせていただきますので、今後、御検討をしていただ

きたいと思います。

以上、要望を申し上げまして、この質問を終わります。

0副議長(米沢照男君) これをもって 17の2、豊田南口の区画整理は住民と一緒に
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行えに関する質問を終わります。

1 7の3、市内循環パスの拡充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点目は、市内循環ノイスの拡充につきまして、要望をし、御見

解を賜りたいと思います。

既に、市内循環パスの充実ということにつきましては、行政側、議会側とも、これまた共通

の認識でありますので、早速、具体的質問に入りたいと思います。質問は、 4点用意してあり

ますので、御回答いただきたいと思います。

1点目は、 1 2月1日の広報ひのの中で、 「市政の歩み、公約実現に向かつて」の欄で、市

内パス計画は一部に実現が進みます、というふうに記載がされておりますが、その内容につい

て教えていただきたいと思います口これが 1点目です。

2点目は、これも 12月 15日、行政報告の中で話題にもなりましたけれども、立 73が廃

止されると。今まで、都パス、京王を合わせて 59本だったものが、市側の努力にもかかわら

ず、京王の 15本に減少する、ということのようであります。

これにつきまして、住民の反応をどういうふうな形で予測をしているのか。私自身、その住

民のところへ入って聞けばいいんでしょうけれども、そうし 1う準備もできませんでしたので、

お聞かせをいただきたいと思います。

そういうことになりますと、これに対する対策を聞きたい。企画財政部長からは、今後、状

況を見て、さらに対応したいという答弁もありましたので、この辺のところにつきまして、 2 

点目の質問をさせていただきたいと思います。

3点目は、これも藤林議員が前々から指摘をしておりますし、その他の議員さんからも出て

おりますけれども、実際に歩いてみますと、日野台二丁目の方々のところの交通事情は、かな

り悪いわけでございまして、あそこにパスを通すという地域住民、二丁目の皆さん方の要望は、

相当強いわけでありますけれども、パス克直対策検討委員会の中で、いろいろ議論はあったと

思いますけれども、この中での、この地域へのパスの開通の計画と、論議内容と、展望をお聞

かせをいただきたいと思います。

4点目は、これも秦議員さん初め、多くの議員さんから提言されている内容でありますけれ

ども、特に旭が丘五丁目、六丁目、それから西平山の一部になりましょうか、の人たちは、せ

めて旭が丘小学校ぐらいまでのところまで、パスが来てくれないか、こういうふうに前々から
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言われているわけでありますけれども、これにつきまして、今までの検討経過と、開通の展望

についてお聞きをしたいと思います。

以上でございます。

O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) お答え申し上げます。

まず、第 1番目の、市の広報におきますところの、市内パス計画の一部実現ということでご

ざし、ますけれども、これは、現在、パスあ盈対策検討委員会を設置いたしまして、検討してい

るということで、市長が表明をされたというふうに、理解をしております。

2番目の、立 73でございますけれども、今お話にありましたように、 59本から 15本に、

約4分の 1に減回されたわけでございます。事実、サービスの低下は、いなめないことでござ

います。

この 15本でございますけれども、立 73が走っている中で、今申し上げておりますけれど

も、利用者が、立川市域が42、日野市域が40、八王子が 18と、そういう割合で利用され

ていたわけでございます。この京王の 15という数字につきましては、かなり自力での運行も、

マキシムではなし 1かというふうに、理解をしております。

御質問の趣旨は、住民の反応といいますか、利用状況、その他どういう把握をするか、とい

うことでございますけれども、都パスの廃止につきましては、この沿線、特に日野警察から日

野橋南詰の周辺の自治会長さんに、経過報告をしておるわけでございます。いずれ、この自治

会長さんを通じて、何か反応があるのではないか、というふうに考えております。

さっき申し上げましたように、東京都は、年間 7，500万円の赤字を抱えての廃止でござい

まして、それに京王帝都が 15本の増発ということになったわけでございますので、今後、対

応は積極的にいたしたい、というふうには考えておりますけれども、かなり難しい問題を抱え

ているというのは、事実でございます。

3番目の、日野台二丁目の関係でございますが、パス交通対策検討委員会での論議内容はど

うか、ということでございますが、これも、やはり市長の諮問機関といたしまして設置いたし

まして、現在、諮問中でございます。答申の内容がまとまれば、公表するわけでございますけ

れども、何せまだ審議の途中でございますので、内容については控えさせていただきたいとい

うふうに考えております。
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ごく骨組みだけ申し上げますと、循環パスの問題、それから現在ございます市内の路線パス

の問題、大きくはこの二つがあるわけでございまして、循環パスの問題について深く、今、突

っ込んでやっている、そのような状況でございます。

4番目の、旭が丘の問題でございますが、これは、いろいろ旭が丘小学校からの折り返しの

問題、それから、八王子駅の方への延伸の件、それから、第四中学校、それから八王子東高校、

その辺の周辺を迂回する問題、いろいろあるわけでございます。その他、川崎街道の問題とか、

百草地区の問題とか、路線パス併問題はかなり多く抱えておりまして、今、総括的に京王帝都

と協議をしている。今、御質問のございました旭が丘の問題については、まだ具体的なめどは

ついていないという状況でございます。

0副議長(米沢照男君) 福島敏雄君。

02番(福島敏雄君) 特に市内循環パスにつきましては、パス交通対策検討委員会と

いうようなところで検討中、その結果を報告をいたします、こういう大綱的な御答弁でござい

ますけれども、そういう答弁でありますれば、ぜひ、市内各所にいろんな要望事項があると思

いますけれども、お金の問題もあろうかと思いますけれども、特に市内交通という面で、路線

パス、あるいは循環パス、いろいろな組み合わせの方法があるんでしょうけれども、この辺に

つきましての、市民の要望をぜひ理解をしていただきまして、市内ノイスの一層の拡充を図って

いただきますように、これは要望するよりほかありませんので、要望をいたしまして、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 17の3、市内循環パスの拡充を問うに関する

質問を終わります。

1 7の 4、新町、栄町地区の住民要望について再び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) それでは、新町、栄町地区の住民要望について再び問うという

ことで、質問をさせていただきたいと思います。

午前中の石坂議員の質疑の中でも、ありましたけれども、私は、やはり公平といいますか、

あるいは公正というか、言葉をかえて言えば、アンバランスの解消と、こういうことになるん

でしょうか、こういう理念というか、考え方は、行政に携わる者、さらには、議会を構成する

者にとっては、非常に大事なものであろう、というふうに思うわけであります。
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幼児からお年寄りの公共施設の配置計画などは、まさに公平で、バランスのとれたものを、

市民は望んでいるはずであります。

市内には、幾つかの地域に、これからこうした公共施設の建設を必要としている地域がある

と思いますけれども、ここでは新町、栄町地域について、住民の要望を再度お伝えをし、御回

答をいただきたいと存じます。

質問の1点目は、さきの議会でも、板垣議員の方から質問がされておりますけれども、若干

情勢の変化もあったようじ思いますので、再度お聞かせをいただきたいのは、日野駅及びその

周辺に対する要望でございます。今回、新町、栄町地区の住民の皆さん方との話をする中でも、

やはり駅に関する要望がかなりあったので、お伝えをしたいわけであります。

一つは、やはり、前にも提言をさせていただきましたけれども、西口の改札口といいますか、

要するに新町、栄町寄りに、どうしても国鉄の改札口を開設してほしいという話。それから、

これも大ぜいの人が、もう既に言い尽くしているわけですけれども、ガード下の歩道が何とい

っても狭し'0これを、どうにか向こうへ抜ける、歩くための道、これが欲しい。これが 2点目

であります。

それから、これも藤林議員さん初め、いろんな方から話が出ておりますけれども、駅の向こ

う側に回らなければ、 トイレがないということで、 トイレに関する設置の話。

最近では、特に日野駅のトイレが一一日野市の正面玄関の、日野駅のトイレが悪臭がして、

どうも非常に日野市としてのイメージダウンにつながっている、というような話も、細かい話

ですけれども、含めて、あの辺のトイレの話などであります。

こういった、これらに対する御回答を再度いただきたいということと、このたびの行政報告

でしたか、市長の方からでしたか、お聞きをいたしましたけれども、社員を配置されて、日野

駅と西豊田駅ですか、ここのところの検討を始めるというんですか、そういった責任体制を持

たせて、新たに社員という人を配置した、こういう報告もいただいているわけでございますけ

れども、そうしたことになりますと、日野』駅の将来的な構想、についても、かなり、市長の方に

は構想があるんではないか、という感じもいたしますので、この辺につきましては、市長の方

からも御答弁をいただきたいというふうに思います。

2点目は、新町、知T地区に、集会所、それから児童館、遊び場、こういったものを備えた、

いわゆる複合的な施設、文化施設が欲しいというのが、住民の、もう何年来の要望でございま
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す。東光寺小、三小脳茎に文化施設をとし 1う、住民の要望する会ができて、もう久しいわけで

ございますけれども、これらの要望に対して、市側で、どのように取り組んでこられたか。

特に、ことしの夏、あの地域で、特に街購入のサークノレ活動を中心にいたしまして、細かい

ことはちょっとわかりませんけれど、パッチワークとか、パンフラワーといったような、さら

にいろんな趣味の発表の催し物が、豊田市民ギ、ャラリーで開催をされまし fこ。

私も、その反省会なるものに出させていただいたんですけれども、何といっても、豊田市民

ギ、ャラリー、豊田の駅からは近いんですけれども、新町、栄町地区の人に来てもらうには、大

変遠いという指摘でございましTこ。そこでも、身近なところに、こういった展示ができる場所、

あるいは会合ができる場所、こういったようなものがぜひ欲しいという話を、再度聞いたわけ

でございます。

したがいまして、こうした住民要望について、具体的な用地が問題になっているわけであり

ますけれども、今、市の遺跡調査の方の御努力によりまして、遺跡調査がなにか順調に進んで

いるように伝えられております。神鋼電機社宅跡地、これについて、ここにそうした施設をつ

くるのが、一番用地的にも早いんではないか、という感じがいたしますので、多摩平一丁目に

勤労青年会館ができるというお話で、もうできつつあるわけですけれども、これに、さらに児

童館的な要素も含めた、あるいは、お年寄りも使えるような施設、こういったような施設を、

都営住宅と併設していただきたいというのが、近隣自治会の要望でもありますので、この辺に

ついて、展望をぜひ聞かせてほしいというのが、 2点目の質問であります。

それから、質問の 3点目は、今議会におきましでも、秦議員の方から取り上げられました、

東光寺グラウンドの早期建設でございます。

さきの秦議員の質問にお答えになって、市長は、京浜工事事務所に出向いた結果、多少見通

しが明るくなってきている、こういうお話がありましfこ。占用できるところから、できるだけ

早い時期に実施をしたいと。堤防工事は、日野市で肩がわりしてもやりたいと思ったが、どう

も費用が高いということで、それも難しい、という答弁のように、私は理解をいたしました。

これは、市長にお聞きをいたしますけれども、建設省の受け持つ堤防工事は、あと残り 95 

メートノレというのが、企画財政部長からの答弁でございまして、あと 2年はかかるでしょう、

というお話でございました。

そこで、お金がかかって非常に大変だという話ですけれども、聞くところによりますと、な
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にか八王子の方の堤防は、八王子市が負担したんですか、あるいは、かなりお金を出したとい

う話も聞いておりますけれども、あと残っているところを、市がかなり負担をして 1年で完成

させる、というようなお考え方はないかどうかを、お聞きをしたいと思います。

さらに、あの地域への進入路、あるいは、八王子市との境界の話し合い、こういったような

ことにつきまして、決意のほどをお聞かせをいただきたいというふうに思います。これが、 3

点目でございます。

それから、質問の 4点目は、用水路の活性化ということで、お聞きをいたします。特に、下

堰の活性化について、要望をいたしまして、見解をお聞きをしたいと思います。

御存じのように、谷地川の改修、あるいは東京都の用水の取水の仕方の変更によりまして、

下堰の下の方を流れます用水路の水量も、大変減少いたしました。数年前、用水の改修を、わ

きだけやっていただきましたが、中の方が水がないということで、非常に草が繁茂しておる状

況でございます。

私は、過日といいますか、ことしの 2月ごろになると思いますけれども、下水道特別委員会

で、野火止用水を視察をし Tこ。そのときに、野火止用水は、昭島の多摩川上流処理場から、そ

の処理水を 10キロ以上ヲI~ "¥て、野火止用水に、清流を復活させたという現場を、市長も同行さ

れて、一緒に見てきたわけであります。そして、その後の新聞報道によりますと、そこには、

魚を放流して、子供の遊び場として、清流復活と同時に、非常に市民に喜ばれているという記

事があったわけでございます。

そうした話と関連をいたしまして、谷地川との立体交差も完了をいたしまして、日野用水に

は、上流から非常に清流が流れ込んできております。したがいまして、改修をしていただきま

した下堰の河床、川底を一部改修をいたしますと、市民の憩いの場として、非常に生まれ変わ

るというか、一変するというような可能性があるような気がいたします。

したがいまして、この辺にそうした用水の活性化、子供のための施設、清流、あるいは、魚

もそこに来るというようなことを考えますと、非常に価値のあることじゃなし、かなと、考えま

すけれども、これについての市側の見解をお聞きいたしたいと思います。

新町、栄町地区の住民要望について、細かいことを言えば、さらにあるわけですけれども、

以上、 4点を質問をさせていただきたいと思います。

以上でございます。
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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。

まず、 1点目の、日野駅及びその周辺に対する要望の中の、西口改札口の開設でございます。

これは、もうかなり以前から、市民から要望されていたことでございます。

ただ、国鉄は、一つ改札口を別につくることによりまして、相当の職員数の増加が見込まれ

ると。職員数の増につながる施設の改良といいますか、改善はできないということで、現在に

至っているということでございます。

現在は、区画整理をいたしまして、周辺もあのように変わってきております。前々から市長

が言いますように、周辺を、いわゆる森町の一部を含めた再開発等を考えて、抜本的な駅の改

良をする以外に、方法はないんではないか、というふうに考えております。

これは、先ほどお話がありましたように、現在、五、六名の部長クラスの参与を置きまして、

今後、重点的に進めていこう、というものの一つにもなっているわけでございます。

ガード下の歩道の件でございますけれども、この件につきましでも、国鉄及び建設省の相武

国道事務所に、拡幅の改善方の要請をしております。現在、事務的な、いわゆる協議を持とう

というような段階に来ているわけでございます。

3番目の、 トイレの設置と悪臭でございますけれども、 トイレは確かに外から使えるもの、

それから、今、中から使えるトイレでございますけれども、外から使うトイレは別問題とい

たしまして、現在のトイレが非常に悪臭があるということでございます。これは、国鉄当局の

方に早急に改善するよう、私の方から要望する予定でございます。

2番目の、新町、栄町地区の、いわゆるコミュニティー施設の要望でございますロこれは、

栄町都営といたしまして、土地の面積が、実測で 2万 2，00 0平米、 1 8 9戸の都営を建設し

ようという計画がございます。現在、遺跡調査に着手しておりまして、これが順調にいけば2

年、ずれれば2年少々かかるわけでございます。そうしますと、建物の着工が 62年の終わり

ないし 63年になるということでございます。

この件につきましては、既に基本的な事項として、東京都と交わした文書では、用地 400

平方メートノレを確保するようになっております。これは、地域の市民の利便施設という目的で

ございます。

しかしながら、これをベースにいたしまして、かなり年月も経過しておりますし、それから、
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現在、東京都が持っております都営住宅に関しますところの地域関発要綱、この辺を、私ども

よく研究いたしまして、協議をし直したいというふうに考えております。どこまで住民の皆さ

んの御期待に沿えるか、現時点では申し上げられませんけれども、努力をいたしたいというふ

うに考えております。

3番目の、東光寺のグラウンドの件でございますけれども、市が堤防の工事を、一部負担を

して、いわゆる占用の促進を図ったらどうか、ということが第 1点でございます。

私ども、八王子でやったからということではございませんけれども、市が負担できる金額で

あれば、負担をして、占用したいということで、検討してみました。試算の結果、約、 95メ

ーターで 6億円かかるということでございます。

それでは、どうして八王子はあれだけのことをやったかといいますと、八王子がやったとき

の、あの堤防の構造と、現在、東光寺に施工しております建設省の堤防、この堤防の構造は、

もう全く違います。そういうことで、現在、東光寺で延伸をしている堤防の内容からすると、

そういう金額がかかるということで、とても市では負担できない、という結論に達したわけで

ございます。

そのほかに、このグラウンドを進める上で、八王子市との境界の問題、それから進入路の問

題、あるわけでございます。

進入路の件につきましては、あの地域が占有できるということになりますれば、東西から入

ることを考えております。谷地川の方面からの進入は、側道の4メーターございます。 4メー

ターが使えれば、それが一番いいわけでございますけれども、それが不可能であれば、民地を

買収して、進入路をつけると。

それから、東からの進入路でございますけれども、現在、 1本は、東光寺の市営住宅の裏側

に、ちょうど新堤防と、いわゆる旧河川との間に、少し土地があいておりまして、そこから出

入りがまず可能でございます。さらには、下堰を、昨年閉鎖をいたしましたので、下堰の用水

路の、いわゆる跡地があるわけでございます。これを、一部排水機能を地下に持たせ、埋め立

てをして、進入路に使えるのではないか、というふうに考えております口

それから、}八王子との境界の問題でございますけれども、これは、地方自治法の 244条の

3の3項でございますけれども、公の施設を他の地方自治体につくる場合には、議会の同意が

必要だということで、その同意をとる場合には、前から言っておりますところの旧地主の区域
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が決まらないと、同意がとれないということでございます。

現在、先般も、二つの方法とし 1いましたけれども、 4新リ者も、全部了解をとって、全面積占

有する方法、それから、当面、それを、問題を先に送りまして、そうし、う権利者のいないとこ

ろの河川敷を、まず占用して利用する方法、二つあるわけでございますので、その辺のめどを

早急に立てたい、そういうことでございます。

市長が、京浜工事事務所に行って云々というのは、そういうものを指しての意味だろうとい

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)

O市長(森田喜美男君)

市長。

日野駅の改良につきましては、東京西鉄道管理局企画室に、

文書をもって協議を申し入れ、当局の意見も伺っておるところであります。日野市の熱意によ

って、可能性があるというふうに受けとめております。

そのことに伴いまして、付随する駅の入り口のこと、あるいは、周辺の都市整備のことが、

前進することによって、その中に、新町や栄町方面の方々に対する公共サービスの場も可能に

なる、こうし 1う、今のところは構想でございますけれど、当然、それらの考えを申したい、こ

う思っております。

それから、東光寺の、いわゆる河川敷グラウンド、もうこれは、多年にわたって、本当にら

ちの明かない状況でございますけれど、ある程度の具体性は、今、企画部長がお答えをいたし

ております。

私は、もっと積極的に、ひとつ当局を動かして、使用可能な部分から、地域の、グラウンド

のような使用を、ぜひ具体化していこう、このように考えておりますので、その意味で、所長

にもお会いしまして、所長は、事務的な検討を経た上で回答すると。日野市の意思は承知して

いる、このように答えられておりますので、やや明るいというふうに感じておるところでござ

し1ます。

もう一つ、これは、下堰の使用開始、いわゆる水を上堰から落としまして、随分状況が変わ

ってまいっております。水路清流課長と同行して、私もあのあたりを見ておりますが、おっし

ゃるような、この水路をもっと活用した、魚も住むし、子供も喜ぶというような構造を、既に

予定をしておりますので、なるべく早く実施をするということで、御了解をいただきたいと思
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います。

0副議長(米沢照男君) 福島敏雄君。

02番(福島敏雄君) 大綱的な答弁をいただいて、いろんな方からも質問を受けて、

答弁をされている内容でございますので、私といたしましては、これ以上申し上げるあれはあ

りませんけれども、特に日野駅につきましては、当局の方に文書で申し入れをしてある、可能

性がある、こういうことでございますので、後は、いかに早くそういった事業を進めていくか、

というところにかかるんではなt¥かな、という気がいたしますので、市側の精いっぱいの努力

をお願いをしたいと思います。

特に、あの駅のところがよくなれば、縛丁、新町だけじゃなく、日野台の地域の方々も、大

変利便性がよくなるということになろうと思いますので、日野の表玄関といったらおかしいで

すけれども、立川の方から来て、まずーっ自の駅、周辺の環境整備について、絶大なる御努力

を、精いっぱt¥の御努力を、重ねて要請をしておきたいと思います。

それから、神鋼電機の社宅跡地に対する、公共施設の建設ですけれども、話の様子ですと、

なにか既に 40 0平米については、確保しであるような当初の話があるけれども、もう 1回再

確認をしたい、というような答弁でございました。できるだけそういった再確認ということ、

文章も残っているんだと思いますので、ぜひ、あの地域に、地元向けの施設の用地を確保して

いただいて、遺跡調査をやっている方に聞いてみますと、かなり順調です、というような答弁

も聞こえますので、お話も伺えますので、準備は進めていただく方が一一一日も早く進めてい

ただくのがよろしし 1かと思いますので、ぜひこの辺につきましても、東京都との話し合いを前

向きに進めていただくように、要望をしておきたいと思います。

さらに、東光寺グラウンドの建設につきましでも、いろいろ難しい状況のあることはわかり

ますけれども、堤防工事、残り 95メートノレが 6億円かかるとは、ちょっとわかりませんでし

たけれども、それにいたしましでも、そのくらいの、まあ試算をしていただいたということだ

けでも、かなりの熱意だというふうに感じますので、今までとさらに違うなという感じもいた

しますので、一層のこれに対する進展を、期待をしておきたいと思います。

さらに、用水路の活性化につきましては、既に計画に入っているというような、市長からの

お話がありました。ぜひ一日も早い実現を期待をいたしまして、以上をもちまして、この質問

を終わりにさせていただきたいと思います。
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0副議長(米沢照男君) これをもって 17の4、新町、栄町地区の住民要望について

再び問うに関する質問を終わります。

1 8の 1、地域の諸問題についての通告質問者、策野行雄君の質問を許します。

C 1 0番議員登壇〕

010番(鎌野行雄君) それでは、通告に従いまして、地域の諸問題についてという

ことで、一般質問に入らせていただきます。

私、考えるんですが、議員の仕事として、一つは、日野行政の全般について責任を持つとい

うこと。言わば、議会なり、議員としてチェック機能という責任があると思います。これが、

まず第 1点。

いま一つは、市民なり、あるいは地域と行政とのパイプ役を果たす、これが一つの仕事であ

ると思うわけであります。今回の一般質問を出した皆さん、この二つの立場から、いろいろ質

問をなされておるわけであります。

私も、過去一般質問で、市政全般について、いろいろ、過去質問をしてまいりましむ今回

は、二つ自の観点から、地域の問題について、質問させていただきたいと思います。実は、昭

和 57年 3月議会で、これは当選直後ですが、地域の問題について、幾っか質問させていただ

いております。

まず、取り上げました問題が、平山小の校地提援の問題でありましむこれは、二幼の移転

問題と関連しまして、下耕地区画整理によって二幼の移転も実現しましたし、校地の拡張もな

されたわけで、他校並みの運動場が確保されました。一応の目標は、達成されたわけでありま

す。校地の整備という、運動場の整備という問題は、まだ残っておりますが、解決済みと見て

いいわけであります。

次に、 2・2・6号線の早期実現という観点から、質問したわけでありますけれども、これも、

御存じのように、計画よりも早く実現し、既に京王帝都の手で、豊田の駅からニュータウンま

でということで、路線パスも通っております。

いま一つ、問題として取り上げましたのは、たしか西平山の区画整理の問題であります。こ

れは、昨日、高橋議員からも質問が出たわけでありますけれども、 57年の 3月議会の時点で

は、住宅都市整備公団による区画整理という話が、進展していた最中でありました。

昨日、都市整備部長からの答弁の中にもありましたように、西平山の区画整理の問題は、か
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なり前から話題になっていたわけであります。昭和 48年には、都営住宅関連の区画整理の話

がありました。これは、都の財政の問題も関連しまして、話は消えてしまったわけであります

が、今申し上げましたように、 57年の時点では、住宅公団による区画整理というような案が、

進行していたわけであります。

もちろん、住宅都市整備公団というのは、区画整理が目標でなくて、住宅公団でみずから用

地を取得して、住宅を建てるというのが、目標なわけであります。かなりの時間を費やしまし

て、権矛l盾、これは、その区域にお住まいの方を含めまして、意向調査を実施したわけであり

ます。

まず、権利者の皆さん、区画整理についてはどう思うか、というような調査がなされたわけ

でありますけれども、調査結果は、約 93%の人が、区画整理を実施してもらいたいというよ

うな結論になっております。

いま一つの問題は、用地取得の問題でありますけれども、この点につきましては、住宅公団

は、たしか区域の面積の約 40%ぐらいを取得したいんだというような意向で、調査をしてみ

たわけであります。減歩率 35%、用地取得が 40%という目標で、話を進めたわけでありま

すけれども、これは至難のわざでありまして、結果的には、用地取得の目標を切り下げたわけ

でありますけれども、なお公団の希望するような用地の見通しは立たなかったということで、

この話も取りやめになっております。

昨年、たしか市長名で、住宅公団の話は、一応取りやめたということと、今後は、市施行で

区画整理を将来樹子しますと、こういうような案内が、地主あてになされたわけでございます。

その当時の調査によりますと、あの中にどのぐらいの住宅が、今、現にあるかというような

調査もあったわけでありますけれども、 1ヘクターjレ当たり約 8戸というのが、現状だそうで

あります。

通常、区画整理をするには、どのぐらいまで無理なくできるだろうといいますと、約 4戸が

標準だそうであります。既に 4戸の場合、 1ヘクターjレ当たり 8戸の住宅が、既に存在するわ

けであります。

それ以後も、周辺地区、開発可能なところに、一時ほどではないにしても、宅地化が進行し

ております。将来、先に行けば先に行くほど、区画整理は難しくなることは、目に見えている

わけであります。

-469ー



市施行の、しからばどんな予定がなされているかという問題でありますけれども、きのうも

部長の答弁では、たしか 63年に都市計画決定にこぎつけたいんだ、こういうような答弁があ

りましTこ。

振り返って、過去に日野市の区画整理の状況を考えてみますと、神明上の区画整理がありま

した。たしか昭和39年の時点で、都市計百決定をとっております。そして、 2年たって、 41

年に事業認可がおり、換地が終わりましたのが、 57年であります。実に 18年の期間がかか

っておるわけであります。万願寺も、都市計画決定が 40年、事業認可が 11年ふえて、 5 1 

年にとられて、工事に入ったわけであります。

非常に市施行の場合には、時間が経過、かかるわけであります。幸い、今後予定されており

ます高幡、あるいは豊田に関しては、この秋 11月都市計画決定がなされた。続いて、事業認

可は、来年春、 4月、あるいは、それぞれ8月の予定だと。非常にスピーディーにはなってお

りますけれども、非常に時間がかかることは、明らかであります。これと同時に、万願寺 2期

工事の計画もあるわけであります。

まず、私問題にしたいのは、高幡地区あり、豊田南口あり、あるいは、万願寺の 2期計画

があり、行政の処理能力からいって、果たして、いま一つ、財政負担という問題もあります。

市施行の場合には、神明上にしてもそうですけれども、総工事費 76億ですか、そのうちの日

野市カ漢に 27億の負担をしているわけであります。万願寺にしても、恐らく同じような事情

であると思います。高幡にしても、豊田南口にしても、相当な一般財源の持ち出しに頼らざる

を得ない状況であると思います。

今言った、行政の処理能力、あるいは財政的な問題で、果たして、高幡、豊田が相当の年数

を経過するでありましょうけれども、それと同時に、西平山について施行できるのか、という

心配があるわけであります。その辺の見通しなりについて、まずお伺いしたいと思います。

0副議長(米沢照男君) 旗野行雄君の質問についての答弁を求めます。都市整備部長

。都市整備部長(結城邦夫君) お答え申し上げます。

西平山の区画整理事業について、果たして市施行でできるのか、という御質問でございます。

現在、万願寺の区画整理事業を推進しているほかに、来年度は、二つの地区の区画整理事業

を推進しているほかに、来年度は、二つの地区の区画整理事業の認可をとって進める予定でご

ざいます。また、万願寺の2期の計画を進めております。
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それとあわせまして、西平山につきましても、公団施行が挫折した以降、市施行でというこ

とで、既に市の施行という前提のもとに、調査もここで相当やってきております。

そういう中で、果たして、西平山地区までの市施行で施行できるか、という御懸案でござい

ますけれども、私どもといたしましては、今後の万願寺の 2期、それと西平山につきましては、

どうしても市施行でやりたい。そのための財政負担、あるいは、処理能力といったものの調整

を図りながら、進めていきたいというふうに考えておるところでございます。

以上です。

O副議長(米沢照男君) 旗野行雄君。

010番(鎌野行雄君) さっき言ったように、あの地区については、既に相当数の住

宅が張りついているという事情もあります。また、宅地化も、周辺の可能な地域から進行して

いるわけであります。その辺の事情を踏まえて、財政負担なり、あるいは事務処理能力につい

て問題がないとすれば、早期の実現を図ってもらいたい。まず、これを希望しておきます。

ただ、私、常々疑問に思っているんですが、公共滅歩は市施行にしても、組合施行にしても、

ほとんど違わな~\と。保留地処分の負担につきましでも、最近、下耕地なり、あるいは金団地

区の区画整理がなされたわけでありますが、調べてみますと、ほとんど違わないわけでありま

す。

しかも、一方においては、市から、一般財源から、相当な持ち出しを必要とするわけであり

ます。神明上については、日野市が 27億円の負担をしているわけであります。どうしてそう

いうことになるのか。支出の内容を検討してみますと、非常に調査設計費、あるいは事務費が

非常に多いということ。

いま一つは、事業が長期にわたりますたびに、これはやむを得ないことかと思いますけれど

も、利子負担が非常に多い、こういうことが言えるわけであります。

もちろん、そ舗t提として、組合施行ではやりにくし 1ような、難しい問題を、市施行の場合

にははらんでいるという事情は、あるとは思いますが、それにしても、多少、市施行の場合に

は、これは施行は新都市建設公社に頼るわけでありますけれども、ちょっと言葉は言い過ぎか

もしれませんけれども、お役人仕事が多いんではないか、このような印象がしてならないわけ

であります。

ちなみに、下耕地区画整理組合が、ここで約5年の短期間の聞に、終了したわけであります
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けれども、その調査設言十費と利子分を合わせても、約 15%にすぎないわけであります。神明

上の場合には、工事費の約 30%以上が、利子、あるいは調査設計費に食われているというの

が、現実のわけであります。

そこで、私、考えたいのは、どうしても区画整理というものは、とにかく余り長期間をかけ

てやることは、非常にむだが多いということが言えると思っております。

平山地区で、下耕地区画整理組合が、いろいろ条件はあるにしても、非常に短期間で完了し

たという例が、身近にあります。

西平山についても、総体を組合施行だったということは、到底無理な話でありますけれども、

部分的にでも、組合施行でやろうではなL、かというような機塞が、相当強いわけであります。

総体計画に合わせて、もし市で総体計画ができるものなら、それに合わせて組合施行のよう

な形で、部分的にでも、早期に着工すべきであるし、また、施工すべきではないか、こういう

ような要望が強いわけでありますけれども、この辺について、可能性なりについて、どう市では

考えているか、この辺の答弁をお願いしたいと思います。

0副議長(米沢照男君) 都市整備部長。

0都市整備部長(結城邦夫君) お答え申し上げます。

西平山地区、現在、計画しておりますのは、 5 6ヘクターjレを計画してございます。

市施行で、立体的に開発することが、都市計画上非常に望ましいわけでございます。それを、

今後、その中の一部を、部分的にでも組合施行で施行するという場合、確かに、御指摘のよう

な総体計画をっくり、それに合わせて実施をするということが、確かに望ましい手法かもわか

りません。

しかし、東部地域については、現在、 56ヘクターノレを計画中でございますが、それ以外に

も、まだ 2・2・6号線寄りの方も、あわせ検討を行っているところでございまして、西平山全

体の地域を、やはり全体としての開発が必要になってくるわけでございます。そういう中で、

部分的に組合施行で、家の少ないところだけをやられてしまいますと、全体としての大きな、

減歩の問題等にもかかわってくるわけでございます。

そういう観点から見ますと、やはり市の計画の中に入っていただき、その中で、同時樹ヲを

するということが望ましいというふうに、私どもは考えております。

長期間をかけますと、確かにそれだけ経費の増加というものが出てくることになるわけで
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ございますが、私ども、今後、事業化するに当たっては、最短距離で事業化を図り、事業実施

に入りましたら、精力的に、集中的に工事等も施工していくということで、臨んでいきたいと

いうふうに考えております。

短期間の間に、できるだけ期間を短くしながら進めていくという方向で、今、計画を立てて

いるところでございます。よろしくお願いします。

。副議長(米沢照男君)

01 0番(鎌野行雄君)

待していないわけであります。

旗野行雄君。

もちろん、それでいいでしょう、なんていう返事は、私は期

ただ、将来の課題として、今の区画整理のあり方として、よく民間活力の利用というような

ことが、新聞紙上でも言われております。非常に考えるべき問題があると思います。確かに、

都合のいいことばかりやって、周りの宅地化されているとこはオミットしていいんだというこ

とについては、問題があるかと思います。

しかしながら、先ほどから申し上げておりますように、組合施行のメリットというものも、

非常に多いわけであります。その辺の調整、これからの、私、課題ではないかと思うわけであ

ります。

よく、今までも言われているわけですが、市施行については、これだけの投資をしていると。

組合施行については、特別な事情がない限り、補助はしないんだというのが、日野の現状であ

りますけれども、その辺が調整できないか。調整して、早期の区画整理の実現を目指すべきで

はないか。このことを、私、要望して、このことについては、一応地域の諸問題についてのー

っとして、終わりたいと思います。

次に、福島議員も取り上げました、循環パスの問題があるわけであります。これは、区画整

理も関連するわけでありますけれども、多少交通一一道路問題は、確かに多少問題があるわけ

でありますけれども、御承知のとおり、現在、市役所、豊田駅、あるいは市立病院を結んで、

一部循環パスが運行されておりますけれども、よく私、申し上げるんですけれども、行政とい

うのは、第一、市民に公平でなければいけないとしゅ、前提があると思います。

これが、あの路線パスが、将来の循環パスの出発点だと。まず、第 1歩だということなら、

私、うなづけないわけではないんですけれども、それでないと、非常に行政の公平を欠くんで

はないか。便利なことだけ便利になってしまう、不使なとこはいつまでも取り残されてしまう
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んではないか、そういう気がして、ならないわけであります。

9月議会でしたか、市立病院の問題を取り上げてみましたけれども、市立病院の利用者を見

ましでも、旧七生地区といいますか、浅川以南の方の利用者が非常に少ないという結果が出て

おります。これは、何といっても足がない。これが最大の原因であると思うわけであります。

西平山地区に関しましては、既に長期間にわたって、市にいろいろの形で、あすこへパス路

線を通してくれなし、かというような要望が、重ねられているわけであります。最近も、現在運

行されております路線パスを、せめて西平山、滝合橋経由で、平山駅まで延長してくれないか

と、こういうような強い要望も出ているわけであります。

確かに、住民からすれば、市役所へ行くにしても、市立病院へ行くにしても、足がない。非

常に問題のわけであります。こういうことを運動している住民の気持ちは、非常に、痛いほど

私もわかるわけであります。

市長選においても、たしか市長は、早期に実現しますということを、アンケー卜で回答され

ているわけであります。なにか、さきの福島議員のこの問題についての質問について、パス交

通問題調査検討委員会ですか、その結論待ちだというような答弁があったようですが、どうも、

こういう各種委員会が責任回避の場になるんではないか、隠れみのになるんではないか、そう

し1う気がしてならないわけであります。

これは、市長、その辺どう考えているか。現在の循環パスを延長して、西平山の住民の方の

足を、早期に確保する意向があるかどうか、そのことを質問したいと思います。

0副議長(米沢照男君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 循環パスのことにつきましては、今、全体的には、パス検討

委員会に、いろいろな検討をお願いをしておるということであります。

それから、現在、日野駅、豊田駅聞を軸として運行いたしております、まだ不十分ながらの

路線でございます。これの延長を図りたいというふうには考えておりますが、滝合橋の向詰で、

ちょっと、何か運行に支障があるというふうなことも聞いておりますので、もう一遍よく確か

めて、可能な方向を、ぜひ実現の方向で、検討させていただきたいと思っております。

0副議長(米沢照男君) 旗野行雄君。

01 0番(鎌野行雄君) 今の市長の答弁を聞いておりますと、ほとんど問題はないん

だけれど、ある一点に何かヲ|っかかっているんだ、というような答弁のように、私には聞こえ
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たんですが、その辺、いま 1回確認したいと思います。

O副議長(米沢照男君) 市長。

0市長(森田喜美男君) パス運行には、運行のできる道路条件が、一番大切の一つで

あります。そういう意味で、国鉄の官舎の前の道路、あるいは滝合橋通り、一応できたと思っ

ておりますけれど、なお、現実的な問題が少し残っているというふうに聞いております。

0冨Ij議長(米沢照男君)

01 0番(鎮野行雄君)

旗野行雄君。

そう聞いておりますではなくて、これは、たしか市長選の公

約でもあります。早期実現に向かつて、開いていました、ということではなく、聞いていたら

早急に、それじゃ対応はどうしたらいいか、どうすれば循環ノイスが通れるように、平山駅まで

の循環パスが通れるようになるか、手を打つべきだと。そして、早期に循環パスを実現させる

べきだと。これが市長の責任ではなし、かと、私、思います。

これ以上言っても、何も事態、の進展は望めませんから、強くそのことを要望しておきます。

次に、これも長年の課題でありますけれども、平山苑の地区センター¢問題があります。こ

れは、市長も本会議において、あのような地区、あのような地区というのはどういう地区かと

申しますと、これは、あの地区の丘陵地帯が、最初に手をつけられた、開発された団地であり

ます。まだ、規制の網も何もなかった。規制の法律もできていなかったということで、非常に

無秩序な開発が進行した地域であります。

したがって、現在、公園もない、あるいは集会所の用地も確保されていない、道路も、非常

に道路事情も悪いと。道路に関しましては、市道補助何カ年計画といいますか、それが進行中

でありまして、市の助成もいただいて、ある程度整備はできたわけでありますが、公園もない、

あるいは集会施設をつくるにも、用地もない、用地を見つけるのに大変だという地域であります。

あの地域に関しましては、具体的に市長は、たしか今までは用地は地元提供で、という原則

であったわけであるが、これからはこのような地域では、用地費までも市で負担してまでも、

地区センターを建てなければならないんではないか、こういうようなことを、何回か発言され

ております。現在でも、その考え方は違わないと，思うわけであります。

私、地域の自治会の皆さんと、過去一、二年、それを前提にして地区センター用地を、あの

地区であちこち候補地を探してみました。何カ所か当たってみたわけでありますけれども、い

ろいろな思わぬ障害がありまして、今のところまだ決定を見ていないわけであります。現在、
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ある場所について、交渉中でありますが、これも一つの障害がありまして、話がなかなか進行

しないわけであります。

過去の用地探しの過程を振り返ってみますと、あるいは境界の確認が、隣地との境界の確認

がはっきりしない、公図と違っているというようなケースもありました。

また、せっかしここを市に譲ってもいいですよ、というような場所も、 1回はあったわけ

でありますし、事実、市で、用地課で地価評価まで持っていったことはもありましたけれども、

どうもやはりこれは、お役所仕事というんですか、長い期間を経過して、そのうちに建て売り

業者に転売されてしまったというようなケースもござし、ました。

また、いま一つのケースは、これも市長に話を持っていきましたところ、安くなきゃだめで

すよと、こういうお話で、もちろん他に売却できるところを、これは税制面の特典ぐらいは、

これは市で安く買いたいのは当然でありましょうし、地主も売れるはずであると思いますが、

格安なものでなければだめですよと、こういうことでは、用地の探しようはないわけで、実際

問題として、困ります。

ぜひ、これも市長選の公約である以上一一こんな話もありましTこ。私、自治会長とともに、

一緒に、この運動をやってきたわけでありますけれども、市長選に、市長があの地域へ来て、

センターをつくりますと、宣伝カーで言って行かれたので、こりゃあ間違いなくできますなと、

地域の皆さんは、それを前提にして、市長選も投票をされたようであります。

そのような事情もありますので、ぜひ今後、市長選のときの公約もありますし、議会の場の

公約でもあるわけであります。今後とも、理事者として、ぜひ前向きの姿勢で取り組んで、早

期に地区センターの実現を果たしていただきたい。

現在、どのように市長はこの点について考えていられるのか、市長に質問したいと思います。

O副議長(米沢照男君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 平山苑住宅の地域の方々が、開発企業の後始末ということが、

自治会に残って、道路の管理、まあ水道は解決いたしましたけれど、以前には水道の管理、大

変御苦労をされております。

そして、もう 20年以上も、市民としてお住まいでもございますから、もし、今後、用地を

買ってでも建てるという場所を探すならば、平山苑が第ーではないかというふうに、議場でも

お答えをいたしております。そのまた気持ちに、いささかも変化はございません。適当な場所
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を得て、なるべく早く、地域のコミュニティー活動のために提供をするのが、地区センターの

使命だと、このように考えております。

ただ、用地は、これは的確に建物が建つ可能性があるということと、やはり場所も大切だと

思っております。

一つには、京王の所有地ということもございますので、何か早く、特に地元のいろいろな情

報をいただいて、実現のために努力をいたしたい、こう思っております。

0副議長(米沢照男君)

o 1 0番(鎌野行雄君)

たいと思います。

旗野行雄君。

ぜひ、今言った言葉をお忘れなく、今後も努力していただき

よく、市民憲章にも、参加と連帯という言葉があります。これから、地方の時代ということ

も言われております。生産よりも生活、身近な問題に、これからは市民の皆さんの関心も強く

なることと思うわけです。

参加と連帯といいましたところが、参加意識、あるいは連帯意識を高める、強めるためには、

地域の一一行政の原点は地域でありますから、地域の皆さんが、お互いに顔も知らないよ、話

もしたことがないよでは、これは参加も連帯も、何もないわけであります。

ぜひ、そのためにも、今はお年寄りの方が、あの急、な坂道を上がり下りして、平山地区セン

ターを利用されているわけであります。非常に難渋しているわけであります。まして、小住宅

の方がほとんどでありまして、集会をするにも個人のお宅を借りてやるということは、不可能

なわけであります。市民憲章の目指すところを実現するためにも、集会施設は最優先されるべ

き課題であると、私は思っております。このことを申し上げ、この点については一応終わりま

して、次の質問を続けたいと思います。

さっき、平山小の校地¢問題を申し上げましたけれども、下耕地の区画整理事業の進行に伴

って、平山中が新設されたわけであります。平山台小、平山中、平山小、一応ハード面では、

お陰様で、私、前任者のいろいろのお骨折り、あるいは理事者のお骨折りで、まず、平山地区

に関しましては、心配のないところへ来ておるわけであります。非常に感謝しているわけであ

りますけれども、最近、平山中に関しましては、新設校でもあるし、さほど問題がなかったわ

けでありますけれども、校内暴力、あるいは非行化の問題が、出てきているようであります。

こd問題は、非常に根深いわけでありますロよく臨教審でも言われておりますように、日本
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社会の、根本的には学歴偏重の問題以来なんだと。あるいは、それに対応して、教育の場では、

偏差値の重視、あるいは、これに伴って落ちこぼれの現象もあるわけであります。

言わば、これは学校側の単独の責任に帰するわけにもし、かない。あるいは、家庭だけの責任

でもなし、。あるいは、社会だけの責任でもない。全体で、この教育問題は解決すべき問題では

ないかと、こういうことが言われております。

確かに、そのとおりだと思うわけであります。私らの時代には、たしか校内暴力なんていう

のは、経験したことがありませんo 少数の方が進学するだけで、大多数の方は小学校、あるい

は高等小学校を卒業して、職場へ旅立たれたわけであります。そんなことで、おまえ、無理に

勉強しろよ、勉強をしろよというようなことも、言われなくて用が足りたから、学校内でも、

いやいや学校へ行かされるようなことは、なかったわけであります。

今言ったような事情で学歴偏重社会、あるいは偏差値偏重の教育姿勢が、基本的には問題で

あり、原因であると思うんですが、これはどの学校でも共通なわけであります。

七中で、最近そういう校内暴力の問題が発生して、最近やや沈静化したということは聞いて

おりますけれども、一般の父兄なり、あるいは生徒が迷惑しているんだ、こういうような経過

があるようであります。そういうことで、私、父兄なりに実情を聞いたこともありますし、原

因はどういうことにあるんだろうかなと。管理者として、何か対応を誤ったんではないか、そ

のような気がしてならないわけであります。その辺の事情なりが、どう、まず教育長さんにお

伺いしたいと思います。

0副議長(米沢照男君)

O教育長(長沢三郎君)

教育長。

お答え申し上げます。

今、旗野議員さんの方から御指摘がありましたように、 2学期に入ってから、平山中学校で、

何名かのグルーフ。の子供たちが、なかなか先生の言うことを聞かない、親の言うことも聞けな

い、そういうような形で、大分問題行動を起こしている、こういう状況があったことは、事実

でございます。

管理者か対応を誤ったのではないか、とし、う御質問でございますけれど、先ほど、鎌野議員

さんの方からも申されましたように、現在の教育を取り巻く状況、これが、ゃれ先生の責任な

のか、家庭の責任なのか、あるいは地域社会の責任なのかと。そういう形で、簡単に割り切れ

ない側面というのが、非常に問題行動を起こす時点の中で、多くあらわれている。
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率直に申し上げまして、今、問題行動を起こしております子供さんの家庭の中には、確かに

家庭としての教育機能というものが失われている、そういうような家庭も、確かにございます。

それから、先生方も、指導力というもの、この問題に関しましでも、単に教科の指導をこな

せれば、それで教師としての役目が済むのだ、という時代ではなくなってきている。いわゆる

子供たちの生活全般にわたっての、生活指導面、こういう面での教育の内容というものが、非

常にウエー卜を高めてきている。

それぞれ専門教科の授業さえきちっと指導できれば、それで事足りるというような状態でな

くなってきているので、その辺での、先生方の戸惑いといいますか、指導力というもの、これ

の向上についても、当然対応していかなくてはならない。

それから、教育条件の整備という問題、この問題につきましても、平山中学校については、

京王線の騒音等で、大分授業が中断される状況もありました。幸い、今回、防音壁の完成に伴

L ~まして、先日も、私、平山中学へ行ったんですけれど、以前と比べまして、教室内で子供た

ちが授業を受けている状況等を通しましては、大分そういう面では落ち着いてきている、こう

し1うような状況も、見受けられるわけです。当然、そういう教育条件の整備という問題、これ

は教育委員会そのものの責任でもありますし、さらにそういう面での手だてを講じて L吋必要

がある。

最後に、地域¢教育力の養成といいますか、単に学校と父母、あるいは学校と教育委員会と

いう観点でなくて、いわゆる教育委員会も、先生も、父母も、あるいは地域社会も、子供会と

か、青少協とか、自治会とか、いろいろ、地域に子供の面倒を見ている組織というのがあるわ

けですから、そういうものとの懇談、こういうものを通して、地域全体の教育力を高めていく

必要がある。

そういうことで、今回の平山中学の問題につきまして、特に学校長の責任と申しますか、そ

の点での問題が、平山中学の事件を引き起こした、という形ではないのではないか。ただ、学

校という形ですから、当然校長さんのリーダーシップ、組織的に、組織としてその学校の機能

が働くような、そういう指導、あるいは手だて、これらの問題については、十分また学校側と

も連絡を取りながら進めてまいりたい、こんなように考えております。

0副議長(米沢照男君) 鎌野行雄君。

01 0番(旗野行雄君) 教育現場の問題については、私は門外漢でありますので、あ
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えてこれ以上、いろいろ申し上げることはありませんo 現場では、現場なりのいろいろ御苦労

があるかと思います。

ただ、言えることは、私、地域の青少協の役員さんと、よくお会いすることがあるんですが、

非常に心配しておるわけであります。一部、最近は状況がある程度よくなった、というような

ことは聞いておりますので、これ以上問題が起こらないよう、また、卒業式を控えておるわけ

であります。他の、一般の生徒たちに影響しないように、ひとつ検討して、考慮してもらいた

い、このことを要望しておきます。

いろいろ、この時期に、お互いに忙しい時期でありまして、私も準備不足で、雑な質問に終

わりましたことをおわび申し上げておきます。これが、恐らくは改選前の、最後の私の演壇に

上がる機会かと思います。長い間、いろいろ御指導ありがとうございました。

また、理事の皆さん、いろいろお世話になり、ありがとうございました。

来年の選挙選を、無事に皆さんが切り抜けられて、 3月議会で、また再び顔を合わせること

を期待いたしまして、終わりのあいさつといたします。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 18の 1、地域の諸問題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。

( 1"異議なし」と呼ぶ者あり〕

0副議長(米沢照男君) 御異議ないものと認めます。よって暫時休憩いたします。

0副議長(米沢照男君) 休憩前に引き続き会議を開きます。

午後 2時49分休憩

午後 3時 23分再開

一般質問 19のし市立老人病院を設立させたいについての通告質問者、川嶋 博君の質問

を許します。

( 1 4番議員登壇〕

01 4番(川嶋博君) 一般質問に入る前に、私が過去 2回の一般質問で、豊田駅北

口の自転車置き場についての質問をいたしました。その結果、多摩平第七公園の一部に、一時、

緊急的な自転車置き場が完成しております。これは、非常に市民の方が利用し、非常に喜んで
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~\る。こういうことを、市民の皆さんに報告したいと思います。

それでは、通告質問に従いまして、市立老人病院を設立させたい、この問題を取り上げて、

市の考え方を問いたいと思います。

市民の中の大ぜいの方々が、今、老人の方々の病院が少ない、病人の方を家庭で抱えて、非

常に苦労をされている。しかし、市立病院がな~ ¥0 こういう意見の方々が、非常に多くありま

す。

そして、森田市政も、福祉の充実、老齢化社会へ向かつて、この問題を力を入れている、こ

のように市民の方々も、信じております。この問題を通告してありますので、 4点ほど質問

をさせていただきます口

最初に、 26市のうちの公立病院がある自治体は、幾つの市があるか。

2番として、医療に対する国の方針、今後の日野市の取り組み方についての問題を、お伺い

したいと思います。

3点目には、高齢化社会に向かつて、老人病対策を、どのような、行政として考えているか、

この問題を問いたいと思います。

4点目といたしまして、老人病院を設立する計画があるかについての、市の考えを問いたい

と思います。

0副議長(米沢照男君) 川嶋博君の質問についての答弁を求めます。病院事務長。

O病院事務長(大貫松雄君) それでは、第 1点の御質問に対して、お答えいたしま

す。

2 6市中、公立病院がある自治体ということで、市立が町田市、青梅市、稲城市、日野市、

この四つの市でございます。

それから、一部事務組合で組織している病院でございますけれども、これは、九つの市で構

成しています昭和病院です。これは小平にございますけれども、昭和病院。それから、 1市2

町 1村、秋川にあります阿伎留病院です。これが一部事務組合の病院でございます。

以上でございます。

O副議長(米沢照男君) 字酌t部長。

0福祉部長(高野 隆君) それでは、第 2点の、医療に対する国の方針、今後、日野

市の取り組み方について、お答えいたします。
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国の老人医療につきましては、昭和58年 2月 1日に実施されました老人保健法に、すべて

包含されるわけでございます。それまでは、高齢者に対する福祉施策として、低所得者に対す

る無料であったものは、老健法の施行後は、すべての老人を対象として、それまで分離してい

ました老人の医療と、それから保健サービスとを、総合的かつ一貫して行うことを目標にして、

実施されまし 7こ。

まず、老人保健の医療保健に加入している 70歳以上のもの、及び 65歳以上 70歳未満の

寝たきり老人に対して、一部負担金制度を導入することによって、増高する医療費抑制の措置

をとったこと。

なお、財源としては、国と都と市とで 30%、残りの 70%は、各保健所問で案分で、保健

所が供出するということになりました。

老人医療につきましては、老人の心身の特性を踏まえた基本的な考え方から、特例病院 一一

特例許可病院という制度をつくりました。この性格は、老人の慢性患者を収容する病院、病棟

には、知事の特例許可を受けることによって特例許可病院となる、ということでございます。

一般病院と同様の配置基準でなくて、 一般病院と比べると、少ない医師と看護婦で対応でき

る。その不足している部分については、介護のための職員を充足するというものでございます。

寝たきり老人を、これは収容するという制度でございます口これにつきましては、東京都下で、

都知事の特例許可を受けたものは、 53病院。うち 26市に 31、日野市には二つございます。

以上が、特例許可老人病院の内容でございます。

日野市としての、今後の老人医療対策といたしましては、これまで一定の、一部自己負担金

であった入院料が、今後、来年度の 6月に改正の運びとなっておりますので、それに対応いた

しまして、できるだけ老人の個人負担はふやさないように、福祉的な配慮をしていきたいと思

っております。

今後、期限が、期間限度の 2カ月が撤廃されて、入院料の負担が増高することにつきまして

の対応といたしましては、老人見舞金というような制度で、現在、検討しているところでござ

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) 3点目の、高齢化社会に向かつて老人病対策につい

て、お答えをいたします。
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厚生省が出しております、国民衛生の動向という調査を見ますと、年齢を 10歳ごとに刻み

まして、その刻まれた年齢の中で、 1，000人当たりどのくらいの者が病気を持っているか、

有病率が発表されております。

この調査によりますと、 15歳から 24歳の若年者は、 1，00 0人当たり 35人の方が、病

気を持っていらっしゃる。それが65歳から 74歳になりますと、 1，00 0人当たり 42 4.1 

人の方が、何らかの病気を持っていらっしゃる。さらに、 75歳以上になりますと、 55 6.8 

人と、非常に高い結果になっているわけでございます。

こういった病気の予防対策ということは、壮年時代からの成人病対策、成人病予防対策、そ

して、ある程度お年をとってからの老人病対策、この 2面が考えられますけれども、二つの対

策とも、欠くことのできない課題だと考えております。

私ども健康課につきましては、ある程度のあ事寄りになってから、それと 35歳からと、二

通りの一般市民健慶審査を行っておりまして、壮年の方は 35歳から、老健法の規定では 40 

歳からとなっておりますが、日野市は 5歳それを落としまして、 35歳から対象にいたしまし

て、集団方式の健診をやっております。

一方、お年寄りの方につきましては、法律の規定どおり 65歳以上の方を対象にいたしまし

て、時期の前に、それぞれ各人あて郵送でお送りいたしまして、 PRを完全にいたしてござい

ます。

その結果、 65歳以上の個別健診の方、これは自宅近くの医院、病院へ行って健診を受ける

方式でございますが、 58年には、 3，32 0人の方が受診されました。該当人口の 38.9 %で

ございます。

それが、 59年度になりますと 4，18 2人、 46.4 %に伸びております。

さらに、 60年度になりますと 4，70 5人、率にいたしまして、 49.8 %の伸びを示してお

りまして、お年寄りの方の、保健に対する意識、関心の深さを物語るものでございます。

一方、これらのお年寄りに対する日常的な生活指導、保健指導につきましては、お年寄りが

この審査を受けに行った先の医院、病院のドクターによりまして、生活上必要な指導なりが行

われているわけでございます。

さらに、健康課は、毎月、日を持定いたしまして相談日を設けて、保健婦、看護婦などがそ

の相談指導に当たっております。そういうところにも、多くの方が相談に見えております。
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これら健康審査、生活指導ともども、今議会で御質問いただいております生活保健センタ一、

これがオープンいたしますのが 63年の4月からでございますけれども、それまでの期間、内

部体制の充実を図りまして、センターの完成を待ち、さらに飛躍的な保健活動を期待し、また、

それに向かつて務めていく所存でございます。

以上です。

O副議長(米沢照男君) 企画財政部長。

0企画財政部長(前田雅夫君) 最後の、老人病院を設置する計画はあるかを問うと

いうことにつきまして、御答弁申し上げます。

ただいま、福祉部長及び生活環境部長が御説明したように、これからの老人対策をどう考え

るかということを、各論で、今おっしゃったわけでございます。

私は、考え方によっては、いろいろあり方があろうかと思いますけれども、やはり二つぐら

いに、基礎的には考えられるんじゃないか。言うなれば、今後の老人対策のインフラ部分の二

本柱ということで、あえて申し上げますと、 1番目は、何といいましでも、老人の生活の安定、

いわゆる生命を守る、こういう施策が必要ではないか。

これらにつきましては、今も話が出ておりますけれども、一部話が出てはおりますけれども、

年金とか、あるいは住宅、一時保護、特養、それから家事の援助の問題、給食サービス、それ

から、老人が普通の健常者と同じように生活できるようなまちづくり、そういった、その他相

談、こういったものが、まず必要ではないかと思います。

柱の 2番目といたしましては、やはり保健医療の問題だろうというふうに考えます。

保健医療をさらに分けますと、健康の保持、いわゆる病気にならない、できるだけ病院なり、

医師の御厄介にならないような、いわゆるそういう健康の保持をするような施策が必要ではな

いか。それで、生命には限界がございますので、当然いつかは病院なり、特養のような施設に、

収容されるわけでございますけれども、最後は、その医療施設ということになるわけでござい

ます。

そう考えていきまして、その医療施設を、終局的にどこで責任を持っか、ということになる

わけでございます。これは、財源に余裕がありまして、地方自治体が、市民の皆さんの最後の

面倒を見るということが、これは理想ではございますけれども、現時点では、まず不可能であ

ろう、というふうに考えております。当面は、民間の病院に依存せざるを得ないというふうに
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考えております。

以上でございます。

0副議長(米沢照男君)

014番(川嶋博君)

川嶋博君。

ただいまの答弁をいただきましたが、ネ融t部長の答弁では、

今後、改正によって入院料の助成を行っていきたい、このような考えでいるということをいた

だきました。

また、生活環境部長からのお話では、生活保健センターをフノレに活用されて、予防健診、生

活指導を行っていきたい、このように答弁をいただきました。

ただいまの企画財政部長からの答弁では、当面はできない、このようなことを、まあ民間を

活用したいというお話でしたが、ぜひ老人病院の設立をさせていただきたいと思います。

森田市政は、医療行政におきましても、 CTというような高度の医療設備も整えたい市民

の健康と命を守る施策には前向きである。このような施策を、さらに前進させていただいて、

大ぜいの方々が、困っている方々の市立病院をぜひともつくっていただきたい。

このように要望いたしまして、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 19の 1、市立老人病院を設立させたいに関す

る質問を終わります。

1 9の 2、多摩平七丁目地区に地区センターを設立させたいについての通告質問者、)11嶋

博君の質問を許します。

014番(川嶋 博君) この質習の本題に入る前に、今の地区センターは、日野市に

各地にできております。そして、多くの市民の方が、非常にコミュニケーションを含めた、利

用して思いますが、地区センターの利用について、現在、数年前との利用率はどのぐらいであ

るカ=。

2番目には、市民がすっかり定着されている地区センターであるが、担当側から見た、市民

の方々が、その利用に対するマナーはどのぐらいであるか、これもひとつお知らせ願いたいと

思います。

三つ目には、現状、地区センターであるが、まだまだ足らない地域がございます。地区セン

ターという名のとおり、地域の方々が自由に使えるような配置をしていただくんですが、これ

の市の対応について、どのように考えているか、ただしたいと思います。
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最後の質問には、多寧平七丁目に地区センタ一計画をどのような形で持っているか、市の考

えをただしたいと思います。

以上です。

O副議長(米沢照男君) 川嶋博君の質問についての答弁を求めます。生活環境部昆

O生活環境部長(坂本金雄君) お答え申し上げます。

1点目の、数年前との利用率の変化でございますが、 56年度と 59年度との比較にさせて

いただきます。

5 6年度は、 46館ございました。申し込み件数が、 1万 2，09 7件でありました。それに

対して、実際の利用人員は、 24万 6，77 6人であります。

3年たちました59年度、地区センターの数は三つふえまして、 49館になりました。申し

込み件数が、 1万4，37 1件。利用人数が、 28万2，06 8人でございます。

館別の平均利用者数は、 56年度が年間 5，36 5人、 59年度は 5，75 6人でございまして、

館別の平均利用人数も着実に増加の傾向にございます。利用が、多様に利用されている、そう

し、うことがうかがえるわけでございます。

2点目、管理上から見たマナーについてでございますが、私どもが回っていきまして、点検

したときの状況について、お答えをいたします。

やはり一番問題になるのは、使用者が使用した後、清掃をきちんとしていない場合が、大変

多く目につきます。後の片づけは利用者がやるようになっておりますけれども、それが完全に

行われていない場合が多いというケース。

さらに、清掃はしたんだけれども、出たごみについて、持ち帰ることをしないで、地区セン

ターの玄関先に置いていってしまうようなケースも、比較的多く目立ちます。

清掃とごみでございますけれども、この問題に限って、多少、もう一歩マナーがあればな、

というようなことも感じます。

しかし、概して、各地区センターの管理に当たられている方の、わが家と同じような、献身

的な御努力によりまして、概して良好な管理がなされていると、このように考えております。

3点目の、現状、地区センタ一、地区の人たちがなかなか利用できないが、この対応につい

て、ということでございますけれども、地区センター構想につきましては、半径 300メート

ノレ。しかし、相当な利用者が見込まれる、こうし可った明確な基準がございまして、その基準に
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基づいて、順次ネッ卜ワークづくりに努めておるところでございますけれども、周辺にこうい

った集会施設のないところ、そういうところを優先順位を高くして、今までどおりの積極的な

姿勢で、地区センターのネットワークづくりの完成に向かつて、進んでまいりたいと思います。

最後の、多摩平七丁目の地区センターの計画でございますが、正式な地番は、東豊田三丁目

3 0番地の 18でございますo 緑地、がけの、 「やまびこ」というかつぼうのがけ地のところ

に連つ、集会施設でございまして、 12月の初めから樹木の移植をいたしまして、そこの遺跡

の調査に入っております。私有地の遺跡、の地域にございますので、遺跡の発掘調査を、今月い

っぱいで上げますと、来年 1月の中ごろに建築にかかり、 3月末に完成の予定でございます。

5 0平米足らずの、比較的小規模な地区センターでございますが、付近の緑地帯とうまくマ

ッチするように、平家建てといたした結果でございます。

以上、お答えしまし fこ。

0副議長(米沢照男君)

014番(川嶋博君)

川嶋博君。

非常に前向きな行敬の姿勢で、今後も、こういう地区センタ

ーのない地域にも、積極的に働きかけていただいて、よりよい市民生活、コミュニケーション

の発展に努めていただきたいと思います。

これをもって一般質問を終わります。

0副議長(米沢照男君) これをもって 19の2、多摩平七丁目地区に地区センターを

設立させたいに関する質問を終わります。

2 0の1、万願寺区画整理事業の進捗状況を問うについての通告質問者、黒川重憲君の質問

を許します。

C 1 7番議員登壇〕

01 7番(黒川重憲君) 万願寺区画整理事業の進捗状況につきまして、質問させてい

ただきたいと思います。

昭和 40年、万願寺の土地区画整理事業が、 2 5 0ヘクターノレをもって計画決定をされまし

た。 46年には、中央道を境といたしまして、 127ヘクターノレが変更決定をされたわけであ

ります。

そして、同年の 11月より、全所有権者四百六十数名を含めて、地元の方たちへの説明会、

あるいは懇談会、アンケー卜調査を実施してまいりましTらそのアンケー卜調査の結果は、実
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に、万願寺区画整理賛成が、 83%の多きに至りました。そして、 2年以内に実行してほしL¥， 

こういう要望が、実に87%の多きに至ったわけであります。

こういった地元の意識を踏まえて、 52年 1月に一一当時、既に 12年有余を経た 52年 1

月に、この問題を取り上げた経緯がございます。

事業計画によりますれば、 6 3年度を完成めどにして、総事業費 17 7億円を予定をいたし

ております。人口計画は、 1万 3，00 0人が想定をされているわけでありますが、御承知のと

おり、あの万願寺の地域は、下水処理場の建設計画の予定地でもあり、また、 1・3・1、ある

いはモノレーノレの通過路でもあります。非常に重大な地域であろうと思います。

しかし、現状をちょっと見てみますと、どう見ても 5年から 6年のおくれは出るんではなか

ろうか、このように考えられるわけでございますが、現状の区画整理の進捗状況と、あわせて、

完成¢卑度はいつになるか、この点をお尋ねをしたいと思います。

0副議長(米沢照男君) 黒川重憲君の質問についての答弁を求めます。者附整備部元

O都市整備部長(結城邦夫君) それでは、私からお答えを申し上げます。

万願寺区画整理事業につきましては、現在、鋭意努力をして、事業の進捗を図っているとこ

ろでございます。

現在の状況でございますが、区画整理事業の中で、最も難しい、また重要である、仮換地の

指定でございますが、これが今年度で既に 95 %に達しております。来年度からは、建物の移

転につきまして、最重点を置きまして進めていきますとともに、移転を完了したところに、道

路の築造を図っていきたい、というふうに考えているわけでございます。

建物の移転につきましては、今年度は、今回の補正予算でもお願いしてございますが、 1 0 

戸ふやしまして、 48戸を予定しております口

また、来年度におきましては、これを大幅にふやしまして、約 150戸を現在計画してござ

L、まして、ここ数日来、夜間を通しまして、この移転計画を地域別に御説明し、今年度のうち

から準備をしておこうということで、今、説明を行ってし 1る関皆でござL、ます。

このような状況で、今、順調に工事が進んでおるところでございますが、現在の状況で工事

が進んでまいりますと、最終年度といたしまして、家屋の移転、あるいは道路の築造等が概ね

完了いたしますのは、 68年になる予定でございます。できるだけ早く完成するよう、努力を

してまいりたいと思っております。

-488-



以上でございます。

O副議長(米沢照男君)

01 7番(黒川重憲君)

O副議長(米沢照男君)

うに関する質問を終わります口

黒川重憲君。

以上で質問を終わります。

これをもって 20のし万願寺区画整理事業の進捗状況を問

2 0の2、(仮称)東部会館の早期実現に向けての諸問題を問うについての通告質問者、黒

川重憲君の質問を許します。

o 1 7番(黒川重憲君) 仮称東部会館の早期実現の問題につきまして、質問させてい

ただきます。

この問題につきましては、昨日、馬場弘融議員から、同様の質問がされました。問題の組み

立て方、あるいは質問の内容の濃さは、到底私の及ばぬところでございますが、どうも入手し

ている資料は、同ーのようなものでありまして、また、早期に東部会館を建設してほしい、こ

の真意は、ほぽ同じように見受けられました。

下回、新井、石田、万願寺、下回住宅の 5自治会の代表が、市長にも陳情をいたしまして、

また、今議会にも請願が提出をされております。地域住民の要望どおり f~ 温水プー jレ、ある

いは舞台っきのホーノレ、図書室、音楽室等の、 こういった要望がかなえられる仮称東部会館の

建設が、予定どおりに実現できるかどうか、この点をお伺いして、質問を終わりたいと思いま

す。

0副議長(米沢照男君) 都市整備部長。

0都市整備部長(結城邦夫君) それでは、ただいまの仮称東部会館の御質問につき

まして、お答えを申し上げます。

東部会館の建設に当たりましては、 61年度に用地買収を行いまして、 62年、 63年で建

物の建設を行うことで、現在、計画を建てております。この点については、東京都、または関

連市でございます八王子市とも、既に内容について了解を取りつけてございます。

また、地域の住民の方々の御要望も、すべてこの中に含めてございますので、 3年間におい

て完全にでき上がるよう、私ども努力してまいります。

以上でございます。

0副議長(米沢照男君) 黒川重憲君。
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0 1  7番(黒川重憲君) 以上で質問を終わります。

0副議長(米沢照男君) これをもって 20の2、(仮称)東部会館の早期実現に向け

ての諸問題を問うに関する質問を終わります。

2 1の 1、 「東京大改造計画Jから日野市の緑と清流を守れと問うについての通告質問者、

竹ノ上武俊の質問を許します。

C 2 2番議員登壇〕

022番(竹ノ上武俊君) 一般質問の発言許可をいただきましたので、 J願を追って質

聞をさせていただきたいと思います。

最初に、 21の1の、東京大改造計画から日野市の緑と清流を守れということで、質問を申

し上げます。

日野市の住環境等につきましては、意識調査等におきまして、圧倒的多数の市民が、日野市

は住みよい、あるいは住みたい、長く住みたいというような表明をされております。先般ぽ月

査では、 85%の市民の方々が、肯定的な立場を表明されているのが、御承知のような現実で

あります。

この、縁と清流に恵まれ、また、今後さらに一層、緑や清流を復活をさせていくという方向

が打ち出されている、当市におきまして、さらに一層の市としての、あるいは市民の努力が、

期待をされているところでございます。市民の皆さんも、この点では、自然を守るサークノレな

どを種々っくりまして、さまざまな市民運動、研究活動などをしておられるわけであります。

また、日野市といたしましても、要綱をつくったりいたしまして、日野市の緑と清流を守っ

ていくために、努力をされているのは、御承知のとおりでございます。

しかし、本日、私が質問を提起いたしましたように、この日野市という自治体に対して、さ

まざまな、まちづくりの形での悪い影響が出るのではないかという動きが、起こってきている

わけであります。それは、今、首都改造計画等と呼ばれている動きでございます。なぜ首都改

造計画が、今、急ピッチで起こってきているのかということについて、その経過を見てみたい

と思います。

日本の国におきまして、 60年代の末、 70年代の初めから、公害問題や、環境問題につい

ての世論が、大きく高まってまいりました。これは、 19 7 2年の田中角栄による日本列島改

造計画、これらが日本の国土を、乱開発という方向で、開発を進めていったということがござ
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いました。

また、第 1次の石油ショックのころでありました、 1973年、 74年、こういうころ、財

界が千載一遇の機会だということで、物隠しなどをして、国民の批判を浴びるような形で、特

に大企業でございますけれど、企業活動を行ってきたという経過がございます。

こういう中で、一時、国民の世論を気にいたしまして、財界や大企業の動きが、いろいろの

方向をたどってきております。言うなれば、当時は、財界は悪であるというような、そういう

ムードがございまし Tこ。

したがいまして、この時期から、財界の皆さんが財界悪論というものを払拭して、財界の復

権をねらうとしヴ、そういう日本の独占資本の熱望が、いろいろな形で動いてきたのは、事実

でございます。

私が、このように経過を述べており、もう少し述べますけれども、これは、この動きが、さ

さやかな我々の希望である、緑と清流を守るというものを破壊する、大きな根源、であるからで

ございます。この点を、広く市民の皆さんが知っていただくことが、今後の日野市を済みよい

町にして~¥く努力にとって、大変重要なかかわりを持つ、と思うからでございます。

こういう中で、大企業は、労働者の犠牲の上に、世界の経済競争の中で、大きな資金を蓄え

てきております。そして、海外に余り過ぎた資金を、 15兆円とも言えるような形で、投資を

してきたわけでございます。これらが経済摩擦とか、いろいろな形で、国際的な摩擦を起こし

てきております。

そこで、 80年代に入りまして、財界等がさまざまな形で大企業の利益を上げる道を、さま

ざま探してまいりました。しかし、日本国民のいろいろの世論がございますので、その方針は、

いかにも国民が望むような状況を、逆手に取りまして、やってくるというのが、私は特徴だと

いうふうに考えております。

例えば、鈴木内閣のときに始まったのが、あの 80年 11月、臨調の会を組織した問題でご

ざいます。これは、国民の行政改革をしてくれという願いを逆手にとって、臨時行政改革の調

査会等を設置し、そしてこれを 81年の 3月に、第 2次臨調として進められてまいりました。

そして、この中心になった人は、行政改革の真の姿を求める国民ではなく、財界の土光敏夫

氏、あるいはまた、私たち国民にうそをつき通してきた、元大本営の参謀である瀬島龍三とい

う財界人などで構成されていることを見ても、はっきりとしております。
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そして、これらがさらに進んでまいりまして、 1 983年の4月ごろになりますと、社団法

人のJAPICというのが、出現をしてまいりましfこ。これは、日本プロジェクト産業協議会と

いう団体でございます。そして、さらにこういう財界の後押しを受けまして、同じ年の夏には、

新経済計画というものが発表されるに至っております。

そして、はやってきた言葉が、民活という言葉でございます。いよいよこの民活という方向

を、大きく仕上げていくために、ことしの 2月には、行革審というのができてまいりました。

そして、この中に、民間活力の推進の方策を研究する会などができてきたわけであります。

この中で、強くうたわれているのが、首都改造計画でございます。この首都改造計画という

のは、御承知のとおり、幾つかの大型フロジェク卜を組みまして、大きく道路などをつくって

いこうという計画でございます。マイタウン東京などという言葉で進めている、東京都の姿勢

もあるわけです。その中には、東京外郭環状道路、また、圏央道と呼ばれる首都圏中央連絡道

の計画、それから、東京湾環状道路等でございます。

これらの計画が急浮上したことについて、マスコミ等、あるいは政府官庁の方々が、マスコ

ミ等で話をされております。それは、神風が吹いてきたような形で、この事業は急、に起こって

きたというふうに、発言をされている記事などを見ましても、なぜこれが急に出てきたかとい

うことが、我々国民としてうなずけるわけであります。

最初に申し上げましたような、海外の投資をしていたお金を、どういうふうに日本の国で使

おうか、日本の国であり余ったお金を投資しても、外国で使うよりも多くの利潤を上げるため

には、どういう仕事をすればいいだろうか、こういうことから、この首都改温計画は、急に起

こってきたものであります。

したがいまして、私が言わんとするところは、国民の交通問題、国民の生活、日野市と緑と

清流、こういったものを守るために、日本の財政をどうするかという問題ではなく、あくまで

も一部財界大企業の要望からのみ発した計画が先走っている、こういうところに、国民として

許すことができない計画であるということが、あるわけでございます。これらの道路計画がで

きるに至った背景は、いろいろございます。

しかし、その第一は、今、東京都を国際的な都市だという位置づけで、情報産業等を中心と

した、中枢産業の都市としてっくりかえようという動き、これが顕著になってきているところ

がございます。このために、御承知のように、きのうも、きょうも新聞等をにぎわしておりま
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すように、都心部では底地買いなどといわれて、弱小の都民の皆さんが、いろいろ暴力的な方

法も含めて、立ち退きを余儀なくされ、方々に空地がでているということが、例えば、ゅうべ

の夕刊の、毎日などにも出ておりました。こういう人間性を損なってまで、まちづくりをする

という動きが進んでおります。

この首都の中枢化、これをさらに一層進めようとする動き、そして、東京がそういう形で、

国際的にもいろいろの利潤を上げる都市として発展するために、外国人向けの、一般庶民が入

れない、 1カ月何十万円もするような、家賃のマンションなどの乱立になり、あるいは、超高

層ビノレなどの乱立として、あらわれてきております。

そして、さらに許すことができないのは、行革審の諸文章の中に、住民自治、あるいは住民

運動、地方自治体の動きに対して、これを規制しようとする動きが、諸々に見受けられる点で

ございます。

文章を読めば、非常にきれいなふうに書いてございます。環境と生産活動、ネ副tと財政負担

に調和を求める考え方が軽視さ才いそれが企業活力の軽視につながってきた、などと書いてあ

ります。

あるいはまた、こういうことも書いております。企業が本来の機能を十分発揮するような条

件を整え、必要な利潤を確保する機会があらわれるようにしてほしい、などというふうに書い

ております。

こういう形で、文章上は、国民に理解しにくい、いかにもいいようなふうに、一般的には感

じる表現で、この行革審、あるいは首都改造計百が進んできております。具体的には、開発行

為に対しての規制の緩和、また、そういう開発行為に対するさまざまな助成措置、補助金を大

企業に渡す制度をつくってほしいというような要望を、露骨にしております。

またセクタ一方式等を用いる中で、自治体に対する負担を大きく強めようとする体制づくり

も、要求をしております。

あるいはまた、資金の調達についても、きのう、きょうと、国会等でも論議されておるよう

な、免税債の発行を、この新しい日本列島改造計画とも言うべきものに、適合しようとする動

きも、活発でございます。

( ( r日野の大企業はどうだ。具体的に言ってみろ。富士電機、日野自動車、東芝、小西六、 どう

だ、それらは」と呼ぶ者あり)これらの動きが、 三多摩にもさまざまな形であらわれてきております五

- 493-



先般の一般質問におきまして、私が取り上げた、いわゆる圏央道の問題も、その一つのあら

われです。

そして、このたびは、また、多摩川沿いにハイテク産業が集積をしているという背景をもと

にして、東京都や財界は、多摩ハイテクリバーという構想を、具体化してきております。これ

らが、もちろん国民の生活と調和を保たれて進む場合を、私は否定するものではありません。

ところが、現実には、民活論というのが、私ども国民に活性を与えるのではなくて、先ほど

の国際、国内的な経済事情から、一昔日財界大企業の利益をあらわに追求するためだけの民活論

である、こういうところに、許すことのできない背景があるわけでございます。

以上の前置きをいたしまして、具体的な質問を二、三、申し上げたいと思います。

第 1点は、今申し上げました多摩ハイテクリバーという計画などに基づいて、市としては、

現在の工場進出の現状、あるいはまた、今後の進出の状況をつかんでいるかどうか。

そして、その工場進出に伴って、公害の問題については、発生を規制するために、ちゃんと

準備をしているかどうか。

また、そういうことと関連をいたしまして、ダイクマ等の大型庖出庖の動きは、今後どうい

うふうにふえようとしているか、いないか。こういう点をつかんでいるか、お答えいただきた

いと思います。

また、立川が第二の副都心となるという中で、日野市を、居住環境を変えていくようなマン

ション計画等は、どういうふうに見通しをしているか、という点でございます。

そして、さらには圏央道、これらのハイテク産業を結ぶ道路、あるいは、今までも市議会で

共産党市議団が取り上げました、厚木基地や、横田基地などを結ぶ軍用道路の可能性がある道

路計画は、ないのかどうか。それらの動きをどういうふうにとらえているか、お答えいただき

たいと思います。

次に、第 1のもう一つでございますが、現在の日野自動車の工場の公害の問題でございます。

他の議員も取り上げられましたけれども、今に至るも、日野自動車の雨水排水等が、甲州街道

方向に流れてきて、住民の苦情がございます。

聞くところによりますと、日野自動車の工場の窓などをあけているために、いまだにぱたー

ん、ぱたーんという金属音の、こういう公害も解決されていないということでございます。あ

るいは、振動の問題も、ずっと続いております。
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日野自動車も、住民の世論の中で、さまざまな公害排除の努力をされてきたと思いますけれ

ども、最も古い歴史を持つ日野自動車でも、今に至るも、これらの問題が解決されていない。

こういう点を考えるときに、私が今質問しましたことについて、 5年先、 10年先のことを考

えた、認識を持っていただかなければ、日野市の緑と清流、住民自治の町、日野市は、守り抜

いていくことができないのではないかと思うわけでございます。

第 2は、これらの首都改造計画、私は、東京大改造計画と呼んでおりますけれども、この日

野市へのあらわれが、日野市の緑と清流、自然環境をどう変化させていくか、研究をされてい

るかどうか、この点を質問申し上げます。

そして、第 3に、市としてどのような対策を今まで講じていらっしゃったか、お答えいただ

きたいと思います。できれば、先般私が質問を申し上げました圏央道計画について、市として

何らかの調査、行動があったかどうか、つけ加えて御答弁いただければ、ありがたいと思いま

す。

以上、お願いします。

0副議長(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。都市整備部

長。

O都市整備部長(結城邦夫君)

し上げます。

まず、 1点目でございますけれども、多摩ハイテクリバーの計画に基づきます、工場の進出

それでは、ただいまの御質問について、お答えを申

等について、市でどう把握しているかという点でございます。

市の場合は、現在、先端企業が多く立地をしておるところでございます。また、最近におい

ては、新たな高度先端技術を抱えます、企業の誘致を行うということで、計画も進めていると

ころでございます。

市として、これらの先端技術を要する企業を、現在の工場地域の中で、誘致あるいは対応し

てし、く、ということで考えておりまして、さらに、工業地域、あるいは準工地域をさらに拡大

していくとしヴ計画は、持っておりません。したがいまして、その範囲内での誘致を検討して

いるところでございます。

また、これらの公害対策につきましては、できるだけ公害のない企業ということで、これか

ら私どもの方で誘致をしていく予定の企業につきましても、無公害の工場ということを前提に

に
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誘致を行うことで、公害対策、特にそれらについての準備ということは、これで対応をしてい

るところでございます。

大型庖舗につきましては、将来、豊田の南口の再開発事業に伴いまして、ここにどういう庖

舗を持ってくるか、誘致するか、という点はございます。しかし、それ以外の地域については、

現在、ダイクマ等の問題があろうかと思いますが、特に都市計画上、地域を定めて誘致をして

~\くという地域は、ほかにはございませんo

それから、マンション計画でございますけれども、マンションは、現在、工場地域、あるい

は準工業地域に、集中的に立地する傾向にございます。これらの工場地域は、私どもの計画と

いたしましては、できるだけ工場は工場、工場地域は工場を誘致してし、く、という方向でござ

います。マンションについては、可能な限り抑えてし 1く。また、どうしてもやむを得ず立地を

するような場合には、それなりの規制等も行っていきたい、というふうに考えております。

それから、次の圏央道の計画でございますが、圏央道につきましては、直接日野市とは、か

かわり合いのあるものではございませんが、圏央道については、市の方としても重大な関心を

持っているところでございます。この道路が通ることによりまして、日野市の道路体系はどう

なってくるのだろうか、現在、計画にございます道路との整合性はどうなるかといった点は、

今後の問題として、十分関J心を持って見定めてし、かなきゃならない。また、その時点で、計画

が具体化される時点では、さらに市と、または東京都、国とも十分協議をして~¥かなきゃなら

ないというふうに考えております。

圏央道以外の道路については、現在、全く計画は、東京都からも聞いておりませλぉ一時期、

日野市の中を40メータ一道路で抜くという話があったわけでございますが、この辺について

も、あくまでも立川の 1市の計画であって、日野市にはこの計画について、具体的な内容の説

明は受けておりません。

この計画は、私どもとしては、やはり現在の区画整理事業で整理をした地域を通過する、と

いうふうな形になっておりますが、そういった点については、今後も十分関心を持って、見定

めて~\かなきゃなりませんし、また、そういう計画が具体的に東京都から出た場合には、東京

都の方とも十分な協議を行っていきたい、というふうに考えております。

それから、日野自動車の雨水排水でございますが、 7月の集中豪雨、未曽有の集中豪雨であ

ったわけでございますが、多摩平六丁目に、黒川都市下水路が完備したにもかかわらず、一部
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浸水を来したという点がございます。この点から、いろいろと周辺地域の調査等を行ってきた

わけでございます。過日、日野自動車工場敷地の中から、そして多摩平六丁目の方向に向かつ

て海水があるのかどうなのかということで、調査をさせていただきました。

それによりますと、日野自動車の工場の敷地内の雨水排水は、完壁に処理をされております。

一部、正門付近が、やや南傾斜になっておりますが、ここの正門付近の雨水は、一部甲州街道

に流出をする面がございますけれども、それが多摩平の浸水に異常な関係を及ぼすということ

は、全くないということは、現地の踏査によりまして、はっきりしております。

したがいまして、今後、こういった異常降雨があった場合に、どのような影響が具体的にあ

るのか、その辺は、その時点でさらに調査をしてみたいというふうに考えております。

それから、 3番目の、首都改造計画と日野市との関係でございます。

首都改造計画は、これは御指摘のように、国土庁で、昭和 54年に首都改造計画策定調査を

行いまして、 58年の 5月に、首都改造基本構想を発表したものでございます。これが、東京

大都市改造計画といわれるものでございます。

これについて、この事業が具体的に進められていった場合、日野市との関係はどうなってく

るのか。特に、日野市の緑と清流については、どうなってくるのかということについては、ま

だこの計画そのものが、細かい、具体的な内容で発表をされておりません。

したがいまして、今後、これらの計画が具体化される時点で、日野市の緑、あるいは清流と、

どう関係が出てくるか。あるいは、都市計画上どうかかわってくるのか、その辺は、はっきり

見定めていきたい。また、問題があれば、その都度、都、あるいは国とも、協議をしてまいり

たいというふうに考えております。

以上でございます。

O副議長(米沢照男君) 竹ノ上武俊君。

022番(竹ノ上武俊君) 今、概略、都市整備部長から答弁がございました。抽象的

ではありますけれども、日野市も、この首都改造計画、並びに多摩ハイテクリバーの計画の進

行状況をにらみながら、注目して、住民生活に支障がないよう対処して~¥く、という趣旨の答

弁であったかと思います。

しかし、私が強調したいのは、尋常、普通の形での対応の仕方では間に合わないほど、今度

の計画は、急速に進めようとしているという点でございます。これに歯どめをかけるべき東京
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都政を見ましでも、先日の都議会の知事答弁などを見ておりますと、まちづくり計画について

は、計画決定の遅延は無理である、どんどん進めるという立場を、いろいろの具体例について、

答弁をされております。

また、三宅島の軍事基地等についても、当初から態度が変わりまして、国に同情的な態度、

村民を犠牲にするかのごとき答弁に、その姿勢が変わってきている。これらは、深く深く考え

ていけば、財界が、今、全く利品祖求のためにだけ考えている首都改造計画、この背景がもの

すごい圧力で、私ども都民、日野市民の上に覆いかぶさろうとしていることだというふうに思

L悼す。

それで、念のため、確認の意味で、質問をいたしておきたいと思います。

関係部長の皆さんは、今、東京都が出している印刷物がございますが、この中に日野市の名

前なども出て、指摘をされております。御研究されているかどうか、聞いてみたいと思います。

例えば、日野市などを含む、東京の産業活動の現状と課題、あるいは、東京都市圏の物流交

通体系のあり方、この中に、先ほどありましたいろいろの、日野市に関するイメージが浮かび

上がってくる数字なども、出されているわけでございます。

そうしますと、必然的に、日野市、八王子、秋川の秋留台、あるいは神奈川県の相模台、こ

ういうハイテク産業をつなぐ道路計画が必要になってまいります。あるいは、中央高速道との

連絡も必要になってまいります。あるいはまた、圏央道から派生する道路のさまざまな問題が、

出てくるわけでございます。

ですから、単に東京都がいろいろ都市計画を進めてし、く、それを見守りつつ対応するという

程度では、私は、日野市の緑と清流は守り抜けなL、。また、住環境も守り抜けないと見ている

わけですD

そこで、今言いました、ことし東京都が 3月に出しました、東京都市圏の物流交通体系のあ

り方、と~，う冊子がございます。それから、続 L 、て 6 0年 10月には、東京都企画審議室が出

しました、地域経済調査プロジェクトチーム報告、東京における地域経済施策調査、こういう

厚い冊子もございます。

また、最近では、 12月2日に出されました、新聞でも報道されましたが、東京の産業活動

の現状と課題というものがございます。こういう資料は、御研究でしょうか、どうか。この点

で質問をいたします。
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0副議長(米沢照男君) 企画財政部長。

0企画財政部長(前田雅夫君) お答えし、たします。

今、 3点の、東京都から出た資料について、研究しているかということでございますけれど

も、最初の、物流関係の調査については、私、全部見ております。

2番目の、東京都における地域総合云々ですか、以下、 3番目の資料については、内容につ

いては精読しておりません。

0副議長(米沢照男君) 竹ノ上武俊君。

022番(竹ノ上武俊君) ひとつ、東京都の具体的な計画が、日野市にも関連して、

数字も明確にいたしまして、示されております。これらを入手されまして、日野職員の皆さん

が先取りで、首都改造計画の真の内容というものをつかんでいただき、今後、対処していただ

くことを要望をしておきたいと思います。

もし、一言、市長に、ただいまの質問についてお替えがありますれば、答弁をいただきたい

と思います。

OiU議長(米沢照男君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 余り広範な、最近の情報とし 1うものを、精通しているわけで

はありませんが、経済活動は、これは人間尊重のために優先されるべきであって、人間性を破

壊するような方向で進むとすれば、これは問題と言わなければならないと思います。

経済成長が、非常に急速な形で、ーめぐりしたわけでありますが、なお、国民総生産といわ

れる生産性を、ある程度、毎年高めるために、今、いわゆる道路計画でありますとか、あるい

は、東京湾を横断する道路でありますとか、本州、四国をつなぐ架橋でありますとか、いろい

ろな大プロジェク卜によって、圏内の景気、あるいは生産性の維持のために、大プロジェク卜

が先導的な役割をしている。

このことは、我々もおぼろげながらわかる村7でありまして、つまり、ーたλ高水準一一高い生活水

準を経験しますと、そのことが、維持とか、後退とかし、うことではなくて、どうしても自転車操業の

ごとく前向きに進まざるを得ない。これが、場合によりますと人間性を大きく破壊して~¥く、

こういうことも考えられるべき今の反省点は、確かにある、というふうに思っております。

日野市の場合に、周辺の、東京の大改造計画でありますとか、あるいは首都圏の、大きく生

産基盤を高めるための動向というものは、確かに取り巻かれておるわけでありますが、これに
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押しつぶされるようなことが、もちろんあってはならないわけでありますので、緑と清流を取

り戻そうという我が市のまちづくりのスローガン、まちづくりのスローガンは、私は誤りでは

なく、なお今後も高らかに維持されていくべき、すべての政策の根源である、このように言え

ると思っております。御指摘の点につきましては、十分配慮いたしまして、対応してまいりた

いと思います。

特に、日野市の一つの特徴として、ハイテク産業の、言うなれば川に例えますと、上流に位

置する、そういう感じがいたします。

したがいまして、広い、日野市は余り広い地積ではないわけでありますけれど、おいでにな

る企業、産業は、公害性を持たない、しかも地域経済に大きく潤していただしこういう企業

こそ、日野市においでになるに値する、このように考えております。

そのようなことで、これからも十分状況を正しく把握しながら、まちづくりに誤りのないこ

とを期していきたい、このように考えております。

以上です。

O副議長(米沢照男君) 竹ノ上武俊君。

022番(竹ノ上武俊君) ありがとうございました。御努力を期待いたします。

本日は、具体的な数字や、いろいろの動きについて、やりとりしたいところでございますが、

時間の点もござし 1ますので、私もまた次回の機会を得るように頑張りまして、そこで具備句な

問題については、一般質問などをさせていただきたいと思います。

現在の首都改造計画等については、良識ある方々は、その危険性を非常に指摘をされており

ます。

例えば、 2 3区だけで、超高層ビノレをあと 25 0棟、要求を、 JAPIC等がしているわけで

ございます。こういう中で、今、国公有地の売却などが、反都民的な方向で、売り買いされて

おります。このことに対して、高山という国土審議会委員は、国公有地の売却はすぐにやめる

べきだろう。中枢化、東京都がして、各種業務機能が一局集中すると、東京は防災面での危険

が大きくなってL、く、というような点を指摘されております。

日野市も、公有地などがあるわけでございますが、今、こういうものに対して、小さなとこ

ろについても、 JAPIC等がt'¥ろいろの目をつけておりますので、市民本位に、日野市は今後

とも、こういう土地も活用できるように、私どもも市側とともに全力を挙げて頑張っていきた
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いと思う次第です。

そして、私は、先ほど民活ということを申し上げました。しかし、真の民活という点につい

ては、やはり本当の意味での内需の拡大を図る。そのためには、国民の個人消費を拡大する方

向があります。あるいは、現在、福祉の拡充、労働時間の短縮と賃上げ、こういうことこそ、

民活の緊急課題であります。

また、公共投資につきましでも、先進資本主義国の中でも、低水準の住宅、下水道、公園な

どへの急速な、手厚い投資や、教育、福祉、医療、交通などの施設の拡充のための投資など、

国民生活密着型のプロジェクトへの投資の流れの転換、こういう方向が、本当の意味の民活な

のでありますので、こういう方向で発展するために、力を尽くすことを申し上げまして、この

件に関する質問を終わります。

0副議長(米沢照男君) これをもって 21のし 「東京大改造計画」から日野市の緑

と清流を守れと問うに関する質問を終わります。

2 1の2、三中、 三沢中及び第六幼稚園の教育環境整備を更に充実せよと問うについての通

告質問者、竹ノ上武俊君の質問を許します。

022番(竹ノ上武俊君) それでは、残り質問につきまして、なるべく簡潔に質問を

続けたいと思います。 21の2の、 三中、 三沢中及び第六幼稚園の教育環境整備を更に充実せ

よ、と~¥う質問でございます。

御承知のように、三中はマンモス校ということで、経過をいたしてまいりまし fこ。これにつ

いては、森田市長を初め、市の職員の皆さん、また、市議会超党派で、さまざまな努力をして

きた結果、今、 三中の教育内容については、着実にいい教育として、全都的にも評価されるよ

うな方向で、前進をしつつございます。これには、もちろん三中の先生たちの、大変な努力が

あったことは、申すまでもないわけでございます。

また、日野市が財政措置をとって、さまざまな教育環境の整備に、予算をつぎ込んでいただ

いたという点も、評価しなければなりません。そういう状況下ですが、まだ、全然マンモス校

の後遺症が残っていないわけではありません。

そういう点で、これからも三中に対して、いろいろの予算を使っていただき、教育環境を向

上させていただきたいと思います。

第 1には、この三中の件につきまして、市側でも、市議会の中で、しばしば私を初め、他の
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議員も取り上げてこられておりますけれども、二、三確認をする意味で、質問をしておきたい

と思います。

一つは、校庭の改善でございます。三中につきましては、御承知のとおり山に固まれて、排

水が大変不十分な形に、現状なっております。抜本的な改善が必要であります。この点につい

ての、一刻も早い解決を、どう市としては考えていらっしゃるか、お願いをいたします。

また、今まで三中の学校給食につきまして、父母の皆さんが最も早く、日野市では、このテ

ーマを取り上げた学校の一つでございます。

しかし、先ほど申し上げました経過の中で、完全給食が実施されておりません。これも、や

はり急ぐべき課題であると思いますけれども、これは、いつまでに実現をする予定であるか、

お聞かせいただきたいと思います。

次に、今までしばしば申し上げてまいりましたが、三中の校庭の夜間照明の問題がございま

す。これも、環境的に、設備をしても問題のない中学校であろうかと思いますので、こういう

点でも、急いでいただく必要があるのではないか、こう思っております。これについても、計

画をお聞かせください。

また、もう一つは、三中のクラブ活動が活発でございます。いずれも活発でございますが、

その中で、一例だけ申し上げますと、ブラスパンドがございます。多くの市民の皆さんも、広

く聞かれているように、大変ブラスパンドの活動が活発になって、大部隊になってきておりま

す。

関係者の方々の御要望を聞きますと、全都的にも表彰を受けたりしてまいっておりますけれ

ども、大きな部隊になればなったで、また、低音部分の楽器が不十分であるとか、いろいろの

改善強化が待たれているようでございますので、こういう点まで含めて、今までの経過との勘

案の中で、改善をしていただくべきではないかと思いますので、この点についても、担当の方

より御答弁をいただきたいと思います。

三沢中の点についても、御承知のとおり、多額の予算を執行いたしまして、環境攻善がなさ

れてまいりました。三沢中についても、教育水準が向上をして、父母の皆さんが、今、以前に

比べて大変安心した状況の中で、子供たちとともに通学などをされているわけでございます。

三沢中につきましでも、学校当局等から要望が出ている点については、校庭がなかなか広げ

られない。細長くは広げていただきましたけれども、そういう難点などが残されておりますの
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で、ぜひ学校当局の要望については、積極的に解決をしていただくよう、この点について、要

望をいたしておきます。

第 2点は、第六幼稚園の点でございます。第六幼稚園のことにつきましでも、しばしば私も

取り上げてまいりました。しかし、どうしても改善されないのが、園庭の問題でございます。

園庭の問題については、現在も職員を初め父母の皆さんが強く要望されております。何とかし

て、できれば土地を買収してでも、圏庭を広げていただきたい。

次善の策としては、今ある園庭の中の水飲み場、その他がございます。こういうものを改善

するだけでも、 5メートノレでも直線コースがたくさん取れて、子供たちがよく走れるようにな

る。こういう問題などがありますので、そういう点についても、ぜひ今回は思い切った改善策

を施してもらいたいと思うわけであります。

また、さらに、人員の問題がございます。今、 2年保育になりまして、 3年、 30人の保育

をしております。そういう中で、職員が、もちろん園長は高幡台小の校長先生が兼務をされて

おります。そして、職員が 1クラス 1人という形で、 1人でも欠けると、子供たちの統率、保

育に不十分さ、あるいは、危険性すらある状態もございます。

これも、父母の皆さんが強く要望されているとおりでございますので、できれば正職員、あ

るいは園長を正職化するとか、さまざまなやり方があると思います。正職員の増員を目指しつ

つも、当面、パート的な形ででも、職員をふやすなどして、今の保育に欠ける点を十分にして

いただくことを、急いでいただきたいというふうに思うわけです。この点について、要望をい

たしておきます。

また、募集人員の点については、今後の応募者の動きなどを見ていただきまして、よき方向

で改善をしていただきたいことを、望んでおきたいと思います。

以上、主として 2点にわたっての御答弁をお願いいたします。

0副議長(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。教育長。

0教育長(長沢三郎君) ただいまの三中、 三沢中、六幼関係の問題について、お答え

させていただきます。

御承知のように、 三中のグラウンド¢改修、この問題につきましては、長い間の懸案でござ

いますけれど、日野市の方としては、毎年、年次計画で、 1年に 1校程度ずつ、グラウンドの

改修を手がけてきたわけで、本年度、程久保小学校のグラウンドの改修をさせていただいたわ
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けです。

順序としては、程久保小学校の次に三中のグラウンドという形で、考えているわけでござい

まして、ただ、先ほど御質問の中にもありましたよう lこ、三中の場合、周囲が山に固まれてい

るということで、排水関係の問題等をめぐって、一般のグラウンド改修よりか若干経費の面で

はかさむと思いますけれど、できるだけ早く三中のグラウンド改修については、何とか手がけ

たい。こういうことで、財政当局と十分打ち合わせをしてまいりたいと思います。

それから、 2番目に、学校給食関係でございますけれど、確かに三中の場合、中学校給食と

しては一番最後になってしまった。ここで、日野二中の給食の工事、これが現在議案として、

工事費の内容がかけられているわけでございますけれど、 60年度、 61年度の 2年間にわた

って、二中の給食関係の施設は完成したい。 62年の4月からは、第二中学の給食を実施したい口

ヲ|き続いて、第四中学、旭が丘の第四中学の給食という、その手順からいきますと、三中の

給食というのが、どこに給食の施設を持ってくるかと Lウ、難しい問題も、三中の場合には絡

んでくるわけでございますけれど、最短距離でこの問題を取り組んでいって、 64年の給食開

始、こういう方向で、教育委員会としてはできるだけ努力していきたい、こういうふうに考え

ております。

次に、ナイタ一関係でございますけれど、ナイタ一関係につきましては、これは将来計画の

中では、確かにー中、七生中、それから今度二中のナイター設備という手順からいきますと、

東西南北という形で、もう一つ三中のナイター設備を、何とか、手順からいったら仕上げてい

きたい、こういう気持ちは持っておりますけれど、現在、教育委員会自体が抱えている五小の

改築、ふるさと博物館、たくさんの教育委員会関係の事業を抱えている中で、予算の年次的な

配当等も絡めながら、この問題については取り組んでいきたい、こう考えています。

それから、プラスパンド関係等につきましては、これは各学校とも、配当予算の中で、年次

計画で次々と器材をそろえていると。そういう状況でもありますので、学校当局とも十分打ち

合わせをしながら、さらに不足している部品等については、各学校への配当予算等を通しなが

ら、備えつけていきたい、こう考えます。

三沢中学関係につきましては、これは三中との絡みの中で、いわゆる給食棟似定成、特別教

室の増築、ある~¥はグラウンドの拡張、第二グラウンドの完成等、次々と手を打ってきたわけ

でございますけれど、現在、学校の教育環境を整備するということで、植樹関係等についても、
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三沢中については、それなりの手だてをとっております。

ただ、置かれている位置からいきまして、東西には非常に、十分な距離を持っているわけで

すけれど、南北については、程久保川と京王線というようなものに挟まれた中で対応するのは、

非常に困難な学校であって、当初、グラウンド拡張の問題が、三中との絡みの中で出たときに

も、それなりの努力をしたわけですけれど、程久保川へのふたがけとか、あるいは、京王線側

の道路を、地下をくぐって抜けられるような方向で、ぎりぎりに、京王線との境目までグラウ

ンドが広げられないかとか、いろんな検討もしたんですけれど、現実的にはそういうことが無

理で、さらにこの辺のグラウンドの問題については、また学校当局で、今のグラウンドをどう

有効に活用するかということも絡めながら、対応していきたいと思います。

六幼関係でございますけれど、確かに第六幼稚園、ことしから 2年保育ということで、四、

五歳児の教育が始まったわけでございますけれど、グラウンドの問題につきましては、置かれ

ている地理的条件からいって、なかなかグラウンドをさらに拡張するということは、難しい。

今、議員さんの方からも話がございましたように、砂場だとか、あるいはプランコ、滑り台、

そういうものの配置や何かを十分検討して、もっとグラウンドが有効に活用できるような方法、

こういうものに配置がえをしていきた~ ¥0 

さらに、できれば、これは幼稚園の先生とも十分話をしていきたいと思~¥ますけれど、六幼

の置かれている自然環境、そういうものを十分やはり活用して、圏外保育といいますか、周辺

の自然、この中で、やはり体育的な行事等をどんなぐあいに組めるか、というような問題等に

ついても、検討していく必要のある園ではないか、こう思っております。

さらに、職員増の関係でございますけれど、この問題につきましては、現在の厳しい定数上

の状況からいって、正規の職員という形での、第六幼稚園の増員ということは、ほとんどこれ

は困難である。ただ、現在の幼稚園というのが、第一幼稚園を抜かしましては、ほとんど 2ク

ラスないし 3クラス O)!J、規模園で、担任の先生も、副園長の先生を入れて、 2ないし 3という

ような形で配置されている。そういう状況で、 1人の先生が休暇をとなれたり、お休みをとっ

たりしたときに、もろにもう 1人の先生のところに、全部の負担がかかってくる。

こういうふうな状況等は、十分わかりますし、 1 0名とか 15名の職員が配置されている状

況であれば、 1 0分の 1とか、 1 5分の 1の負担で済むのが、 2人しか担任の先生がいないと、

片っ方が休暇をとったとき、もう 1人の先生のところに全部の負担がかかってくるとしヴ、そ
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ういう問題等を十分配慮しながら、小中学校で東京都がとっております、時間講師制度的なも

のがとれないかどうか口少なくとも、幼稚園児が来園している午前中の時間帯ぐらい、幼稚園

の教員の免許証を持っている時間講師のような方に、お手伝いしてもらえるような方法がとれ

るかどうか、この辺を検討しながら、内容的には、また財政当局とも詰めてまいりたいと思い

ます。

以上です。

O副議長(米沢照男君) お諮りいたします。議事の都合によりあらかじめ会議時間の

延長をいたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

C I異議なし」と呼ぶ者あり〕

0副議長(米沢照男君) 御異議ないものと認めます。よって会議時間を延長すること

に決しました。竹ノ上武俊君。

022番(竹ノ上武俊君) ありがとうございました。一言要望を申し上げまして、こ

の件は質問を終わります。

三中の給食の問題でございますけれども、 64年が最も短距離というふうには、父母の皆さ

んも、地域の皆さんも思っておりません。

したがいまして、私がしばしば、奇抜ではございますけれども、提起いたしましたこともあ

ります。体育館を 2階建てにするとか、抜本的な形で、工夫、創意を生かしていただいて、 63

年度実施ぐらいには努力をしていただくように、お願いをしていただきたいと思います。

また、第六幼稚園の庭の問題ですけれども、これも私が、奇抜ではありますけれども、あの

下の都道に屋根をつくるような形で、鉄筋を伸ばしてでも園庭を広げてみないか、という提起

をしたこともございます。いろいろ考えれば、やることがあるかと思いますので、ひとつ、こ

れについても全力を尽くしていただくように、来年度の予算化では、そういうことが実現する

ように期待をいたしまして、終わります。

O副議長(米沢照男君) これをもって 21の2、三中、三沢中及び第六幼稚園の教育

環境整備を更に充実せよと問うに関する質問を終わります。

2 1の3( I議事進行Jと呼ぶ者あり) 飯山茂君。

01 5番(飯山 茂君) これから、一般質問を続けようというような、議長のようで

すけれども、きょうもかなりの議員の、昨日あたりも黒川議員さんで終わりにするんじゃない
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か、というようなこともありました。

この間も、 1 3日ですか、古谷議員もきょうは見えていますけれども、 4時半に終わった経

過もありますし、まだまだ、そんなに詰めなくてもできると思うんですよ。

この 3聞を残して、あしたまだ時間的な問題もありますから、あした 10時からやっていた

だきたい、こう思うんです。

0副議長(米沢照男君) ただいま、議事進行で発言がありましfこ。質問の途中ですけ

れども、あすに回したいと思いますが、いかがでしょうか。

C r異議なしJと呼ぶ者あり〕

0副議長(米沢照男君) それでは、お諮りいたします。本日は( r議事進行」と呼ぶ

者あり) 鎮野行雄君。

01 0番(鎌野行雄君) 手元に、日野市小規模事業者育成条例施行規則というのが、

配付されております。これは、前回の約束によってですが、この条例 2条に、こういうことが

書いてあるんですよ。

条例第 2条に規定する商工業者とは、次の各号に掲げるものとする。商業、サービス業にあ

っては従業員を含めて 2人以下、製造業その他の事業にあっては従業員を含めて 5人以下と、

こう書いてあるわけです。

これは、私、この提案説明のときに、質疑を重ねたわけですが、( rまだ壇上にいますから、

ちょっとこっちから発言させてくださしリと呼』渚あり)

0副議長(米沢照男君) 発言中ですが、こちら、まだ、けじめをつけていませんので。

竹ノ上武俊君。

022番(竹ノ上武俊君) 今の議事進行に、私も賛成でございますので、ひとつ、よ

ろしくお取り計らいいただきたいと思います。

0副議長(米沢照男君)

01 0番(旗野行雄君)

旗野行雄君。

続けます。

提案理由の説明のときに、私、再三これは少しおかしいから、社会通念にもゆゆしくかけ離

れているし、この条例の運用上も問題がある。また、市民に対する公平を欠くんではないかと

いう見方から、再三質疑を重ねたんですが、この条例案の 2条の、概ね規定する小規模事業者

というものは、 1人でも常用者がいては該当外だ、こういうふうな生活環境部長の説明があっ
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たわけです。

それは、私、再三確認したわけですが、この施行規則を見ると、サービス業にあっては 2人

以下ならいいと。製造業にあっては 5人以下ならいいと。これは、条例の実質的な内容の変更

だと思われるわけです。

このようなことを、ぬけぬけとやるということは、議会軽視も甚だしいと、私、思います。

議会の権威を守るために、適切な処置をとられたい、このことを要望して、議事進行の発言と

いたします。

0副議長(米沢照男君) 先ほど配付された揃ラ規則案についての、今、御意見が出さ

れましTこ。一応この場では、要望意見ということで承っておきたいと思います。

お諮りいたします口本日はこれにて散会いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。

C i異議なしJと呼ぶ者あり〕

0副議長(米沢照男君) 御異議ないものと認めます。よって本日はこれにて散会いた

します。

午後 5時 1分散会
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0副議長(米沢照男君〉

午前 10時 43分開議

おはようございます。本日の会議を聞きます。

ただいまの出席議員 20名であります。

これより日程第 1、一般質問を行います。

2 1の3、非行、いじめ、体罰をなくすためについての通告質問者、竹/上武俊君の質問を

許します。なお質問の残り時間は 29分であります。

[ 2 2番議員登壇〕

022番(竹ノ上武俊君) おはようございます。きのう1<:::51き続きまして残りの一般

質問をさせていただきたいと思います。

最初に 21の3、非行、いじめ、体罰をなくするためにという質問でございます。

この質問については 1点に絞りまして、市当局なり教育委員会の回答をお願いいたしたいと

思います。私は、きのうの一般質問におきまして首都改造計画なるものが財界等の利潤追求を

第ーとした計画であるために、例えば圏央道等にいたしましても危険きわまりない調査と計画

であるというようなことを明らかにしてまいりました。教育の世界においても、最近財界が考

えて、いま、ことは全く国民の立場を抜きにしたものであることが明らかでございます。日本

共産党は去る 7月 25日に民主教育を根本的に破壊する臨教審構想に反対し国民の期待する教

育改革を実現するためにということで提言を行った次第でございます。本日はこの内容につい

て御紹介する時間がございません。しかし、 1点だけ指摘をしておきたいと思います。

それは、この臨教審構想、の内容が実は教育基本法の教育目的を改変して学校教育を支配体制

により忠実な国民育成の道具に変えようとしているということがだんだん明らかになったとい

う点でございます。以前、期待される人間像という言葉がございました。今回の臨教審も、いろ

いろの論議を聞いてまいりますと結局現在の先端技術の開発というような産業界の変化の中で

独占資本の期待をする労働者の人権を無視して配転や出向でもはいはいと聞くような、そうい

う今の企業の状況に合った期待される青少年をつくろうというような内容であることが明らか

になってきているわけでございます。そしてまたさらに人類不変の価値が欠落をした内容とな

っております。

社会の主人公となる国民の育成という民主主義の見地を欠落させた、こういう臨教審の方向

では教育改革が期待できるはずはございません。
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今、日野市におきまして地域の教育力ということが叫ばれ始めました。森田市長もいろいろ

の点を考えてこういうことをひの広報等通じて提唱されております。また日野市の教育委員の

方々も、地域の教育力というものを強める必要があるということを主張されております。私も

大方こういう方向での考え方に賛成をするものでございます。(r具体的に」と呼ぶ者あり〉

現にこういう方向で今小中学校の先生たちが大変な努力をされております。また青少協とも一

部こういうことにかかわって努力が始まっているわけでございます。市も今回の補正予算など

計上しであるようでございますが、そういう立場からの努力が始まろうといたしているわけで

ございます。

いじめ、非行、体罰の問題についても私ども共産党は 1983年の 3月にやはり提言を行い

ました。暴力否定の姿勢を明確にして、学校、家庭、地域の総力で子供の教育を守る話し合い

と行動をと、こういう方向の提言でございます。この中で体罰の点についても問題提起を行っ

ております。説得を省略し肉体的苦痛と恐怖で理性を麻揮させ、自発的な反省や自主的思考の

機会を奪い、人間としての自覚を弱めていくもので、人間としての諸能力を発達させるべき教

育とは正反対のものです。こういう立場から体罰の一掃を提起したわけでございます。生徒た

ちの聞にも暴力否定、相互の人格と権利の尊重の意識を呼び起こす重要な契機となる、そうい

う方向を提起し教職員集団の自覚的な取り組みを重視したわけでございます。

このような立場から考えますと臨教審の方向ではなく、日野市長や日野市の教育委員のメン

ノイーの方が提起されているような方向でこそ私は本当に行き届いた教育が実現できるのであり、

ひいては非行、いじめ、体罰が一掃されてL、く方向に発展すると思うわけです。

ただ、問題は教育の内容というものは大変複雑であるということでございます。今の教育課

程、小中学校等の教育の内容というものはなかなか一般市民にわからないようなところで発展

をいたしてきております。それは例えばすべての子供を発達させようとしても差別教育でラン

クをつけていかざるを得ないというような文部省等からの指導の方向などが強まっているわけ

でございます。そういう実態、複雑の中身をお互いに知った上で足並みをそろえて地域の教育

力も強めていかなければならないと思います。そのためには市が予算を組んで上から命令する

ような形でいろいろの会合を開いても成功するはずはございませんD 市が積極的に呼びかける

とともに、そういう集まりや組織などをつくっていく際には学校当局、教職員組合そして父母、

また地域の自治会、各種サークノレ、こういうものに呼びかけて事前から話し合いを積み重ねて
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いってこそ地域の教育力も育つというふうに思うわけでございます。

私はそういう立場であり、また日野市もそういう立場で進むとは思いますけれども、この点

で確認の意味で質問をしたいと思います。

市が考えている教育力というのは今私が申し上げたような点を配慮して進めていただく方向

であるかどうか、簡潔に市教育委員会等の考え方をお示しいただき、御答弁をいただきたいと

思います。

0副議長(米沢照男君〉

O教育長(長沢三郎君〉

竹ノ上武俊君の質問についての答弁を求めます。教育長。

教育委員会は教育基本法に沿った形での教育を現在やってお

ります。今、竹ノ上議員の方から話されましたように教育基本法の第 1条に教育の目的という

ものが明示されている。教育は、人格の完成を期し、平和的な国家並びに社会の形成者として、

真理と正義を愛し、個人の価値をとうとび、勤労と責任を重んじ、自主的精神に充ちた心身と

もに健康な国民の育成を期して行われねばならない。これが教育基本法の第 1条の目的にはっ

きりと示されている口この目的に沿って教育が展開されていけば、私はいじめとか非行とか、

そういうものが起きない方向での教育というものが完成されてきたのではないか。

現在、いろいろ非行あるいはいじめの問題が大きく社会的な問題として取り上げられており

ますけれど、教育委員会といたしましては来年 4月以降、中学校プロックを単位とした教育問

題の懇談会を開いていきたい。その中では当然学校、父母、地域、さらに教育委員会、これが

一体となった形の中での融れ合いの場を通して現在の教育の抱えている問題、こういう問題を

率直に地域の方々からも聞きながら教育の方向を見定めていきたい。こう考えております。以

上です。

0副議長(米沢照男君〉 竹ノ上武俊君。

022番(竹ノ上武俊君〉 ぜひ、ただいまの答弁の方向で頑張っていただきたいと思

~ ¥ます。

東京都教職員組合等におきましでも全都的な呼びかけをして、これに都の教育委員会また公

的団体等も含めてすでに全都的な段階でその実践がスター卜をいたしております。ひとつ教育

の点でも日野市が全都、全国に先駆けた模範的なそういう方向での実績を上げられるよう期待

し、また私も頑張ることをお約束いたしまして、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 21の3、非行、いじめ、体罰をなくするため
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にに関する質問を終わります。

2 1の4、専用水道の切換えを住民本位についての通告質問者、竹ノ上武俊君の質問を許し

ます。

022番(竹ノ上武俊君〉 専用水道の切りかえについて一言質問を申し上げます。

日野市内には市内全域に専用水道がございます。しかし、この専用水道の場合、いい点もご

ざいますけれども、夏、水圧が下がるとか、さまざまな問題があったわけでございます。やは

り都の水道に切りかえて十分な水の供給をする中で水道問題を解決していく必要があると思い

ます。日野市もそういう方向で努力をされていることを私も承知いたしております。

今回、質問したい点は三恵設備等が行っている地域の専用水道の問題でございます。

質問といたしましては、第 1点は現状ですでに専用水道が公水道に切りかわった地域がどれ

だけになっているかという点でございます。

第 2点は、すでに市が切りかえに当たっての住民負担を軽減するためのさまざまな努力をさ

れております。そういう点で今後ともそういう住民負担軽減のため努力をするお気持ちを強め

ていただきたいと思いますけれども、その点はどうかという点でございます。

第 3に、今後、住民からさまざまな小さな問題で切りかえに当たって要望が出ると思います。

その要望には広い、温かい心でひとつ、一つ一つを解決していっていただきたい。こういうふう

に思いますが、そういう心構えで進めていただけるかどうか質問をしたいと思います。以上で

す。

0副議長(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。水道部長。

O水道部長(永原照雄君〉 御質問にお答えいたします。

第 1点といたしまして、まず市内ですでに専用水道に切りかえた所があるかという御質問で

ございます。これにつきましては 1カ所、私が就任いたしましてから 1カ所、昭和 58年に長

銀団地、これは鹿島団地の東南に当たる 79世帯の団地でございます。これを切りかえをいた

しております。

次に住民iζ対してより今までも軽減といいますか、措置をとっているけれども、今後もその

考えはあるのかということでございます。当然、水道におきましでも下水道がとっております

ところの資金融資あっせん制度、これ等を市長からも検討しろという御指示がございましたの

で検討してまいりたいと思っております。
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なお、 5団地の三恵がやっておるところの件につきましては住民とも十分に話し合いをいた

しまして納得のいく線でこれは進めなきゃならな~'0都でも三つの柱を私なんかに常に言って

おります。安定給水並びに安心して飲める水、そして市民サービスの向上。この中には親切、

迅速、正確ということを要望いたしておりますので、その線で進めてまいりたいと考えており

ます。以上です。

O副議長(米沢照男君) 竹ノ上武俊君。

022番(竹ノ上武俊君〉 ありがとうございました。長銀団地におきましても小さな

いろいろの困難な点についても市がよく理解をして協力していただいたという話でございます。

今後の計画実施に当たりましても私道等含む地域が多いわけでございますので、柔軟なる態

度でひとつこの計画を促進していただくようお願いを申し上げておきたいと思います。

0副議長(米沢照男君〉

する質問を終わります。

これをもって 21の4、専用水道の切換えを住民本位にに関

2 1の5、七生支所にも総合相談の窓口設置をについての通告質問者、竹ノ上武俊君の質問

を許します。

022番(竹ノ上武俊君〉 七生支所にも総合相談の窓口設置をという質問をさせてい

ただきます。

七生支所がコンピェータ}が導入をされました。コンピェーターが導入されましたために今

までありました戸籍の名簿等がその場所から除去されまして支所の面積もやや緩やかに広くな

ったような感じがしているわけでございます。このコンピェーター導入によりまして一定の市

民サービスも行われたというふうに考えております。しかし、市の職員数の点を見ますとこの

導入の中でやはりまだなれない点もあるかとは思いますけれども、人手不足という状態なども

出てきております。

そういう中で市民の方からは七生支所においても福祉などの相談、簡単な手続などができる

ようにしてほしいという要望が強いわけでございます。七生支所は対象人口が極めて大きい支

所でもございます。

そういう意味から、当然新しい施策を実現するには人員増の問題を考慮していただかなけれ

ば事の達成ができないのはもちろんでございます。こういうことを前提といたしまして七生支

所に今申し上げましたような窓口設置の努力をしていただき、そして早急に実現していただき
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たい。こういうことでお願いをするものでございます。市当局の考え方をひとつお答えいただ

きたいと思います。

0副議長(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。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。

市民相談につきましては市民の方が問題意識を持ちまして市に相談に来るわけでございます。

その対応といたしましてはやはりその専問的な知識それから業務、こういったものを持ってい

る方が対応しないと問題の解決には至らないというわけでございます。今、本庁でやっており

ますのは行政相談、法律その他いろいろ相談をやっておりますけれども、弁護士等を初めとし

て専門のスタッフをそろえてやっている。それから一般の市政全般につきましては市民相談が

窓口になりまして関係各部課が、いわゆるパックアップするような形で問題の処理に当たる。

そういう形になっておるわけでございます。

現在、七生支所にコンピューター等の導入によって事務改善がされ若干のスペースがあき、

さらに支所の機能の拡充をというようなお話でございますけれども、現時点では市民相談につ

きましては今申し上げましたような関係もございますのでやはり本庁の窓口で一本でやるべき

であろうというふうに考えております。そのほかに窓口は今現在本庁でやっておりますけれど

も、文書での照会とか、あるいは電話での照会、これらに対しましては市が直接出向きまして、

解決できるものは解決をしておりますし、さらには市長みずから、土曜日でございますけれど

も、市長相談で市民と対応したり、あるいは各地域に対話集会ということで出向きまして市民

の意見を直接聞き、また回答しているわけでございます。当面そういう形で進めていきたいと

いうふうに考えております。

0副議長(米沢照男君) 竹ノ上武俊君。

022番(竹ノ上武俊君〉 真の意味での行政改革ということを考える場合に今の部長

の考え方の程度では積極的な住民本位の行政改革の前進はないと思います。

そこで要望だけ述べておきたいと思います。現在の、この発達したコンピューター等の、い

わゆる機械も活用いたしまして、そして人員増というものを、そういう最も市民が望む先端の

窓口の所に重視をするということなどを考えていただければあらゆる手だてがとれるものとい

うふうに思います。七生支所で法律相談までしてくれというわけではございません。週 1回で
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もいL、から例えば福祉関係の職員が出張する日、あるいは市民相談室も職員が出張する日、あ

るいはまた市長が 1カ月に 1固なり 2カ月に l固なり七生支所で市長相談をされるのもいt¥か

と思います。さまざまな形で市民の要望にこたえる手だてはありますので、あとは決意の問題

だと思います。

来春あたりにはそういう、市民があっと感じるような市民サービスの改善をしていただくこ

とを期待いたしまして、この質問を終わりたいと思います。(拍手)

O副議長(米沢照男君〉 これをもって 21の5、七生支所にも総合相談の窓口設置を

に関する質問を終わります。

2 2の 1、明星、鹿島、三井、電建住宅地区の専用水道都一元化 60年度移管の情況につい

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〉 おはようございます。ただいま議長から通告質問のお許しを

いただきましたので、明星、鹿島、三井、電建各住居地区の専用水道都一元化に伴う 60年度

移管の状況について質問させていただきます。

ただいま竹ノ上議員がこの同じテーマについて質問されましたので、できる限り簡潔に重複

しないように質問させていただきたいと存じます。

御存じのように、これらの住宅団地は居住以来、地域によっては 20年の歳月を経ておるわ

けであります。かつては市水道の一元化、そして都移管後は都水道の一元化に向かつて私を初

め多くの議員がこれらの問題に再三にわたって指摘されてきた長い間の懸案でございます。

かつて私は消防団員であったころ鹿島住宅地域で火災が発生したときに、消防自動車が行っ

て消火栓に吸管を接続しようとしたらインチが合わなくて、いわゆる接続不能であった。それ

から、それを直した後、やはり夜間火災が発生して行って今度は出るだろうと思って、インチ

は合ったんですが、吸管の接続はできたんですけれども、水圧がなくて、見る前で 1軒ただ註

然と燃えてしまった。こういう非常に厳しい経験を持っているわけであります。また現在でも

夕方の一斉使用時になりますと水圧が下がるために湯沸かし器の火が消えてしまう。いわゆる

火がつかない。また、今竹ノ上議員もおっしゃられましたけれども、家庭によっては夕方一斉

使うときにはちょろちょろ水で困るということも住民から私どもの耳に届いております。

市当局もこれまで各議員の質問に対し 60年度都水道一元化に向けて庁内に推進本部を設け
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て精力的に取り組んでおるとの答弁をいただいておるわけでございますが、 60年度は間もな

く終わろうとしているわけであります。

そこで、これまでの経過及び今後の見通しについてお聞かせいただきたいと思います。

これらの今申し上げました 4団地のほかに緑坂を含めて私どもは 5団地と申しておりますが、

この地域の世帯数は約 2，500世帯、人口 8，000人と見ております。

これらに対する、いわゆる市の給水能力が現状で果たしてあるのかどうか、この点につきま

して 1点お尋ね申し上げます。

その次に推進本部を設けて都と積極的に交渉しているということを先般もお話を承りました

が、今もってすっきりしない答弁を踏まえ、東京都は何らかの条件をこの一元化に向かつて出

されているのかどうか。もし、あったならばお答えいただきたい。

以上、まず 1問自の質問として部長の答弁をいただきます。

0副議長(米沢照男君〉 市川資信君の質問についての答弁を求めます。市長。

0市長(森田喜美男君〉 大きく内容をとらえまして私からお答えをし、細部にわたり

ましてはそれぞれの担当からお答えをさせていただきます。

いわゆる三恵水道が給水の代行をやってまいりました 5団地、これは電建は 2団地ありますか

から私は 5団地と言ってよろしいと思うんですが、これに対します、つまり三恵の任務という

のは、共同井戸の管理者であった、管理員であった。その見解が正しいということになってお

ります。そうして東京都と交渉の結果、 6 0年度移管ということを前提といたしまして、その

実施は 61年度の年度末までに完成させる。 62年から都水に切りかえる、こういうことが大

原則になっております。その条件といたしまして、施設は今の所を使うといたしましても三つ

の給水池が、つまり池でありますが、給水の池が必要だということでございますので、それに

関しましては市が用意をする。そうして東京都に移管をする。こういう大きい原則で了解が今

成り立っております。それに準じまして今後 1年間の聞に各戸の都水によりますメータ}をや

っぱりつけかえなければなりません。それから全部の方の意見の一致が必要であります。ある

部分は公営水道で、ある部分は市営水道というわけにはまいりませんので、切りかえる際は完

全に一どきにやる。こういう了解事項が必要であります。それから住民に理解をお願いしなけ

ればなりませんのは、つまり表の公道にあります排水管それから個人の、宅地内の、宅地内に

届くまで、あるいはメーターまでの部分は、これは私的経費に属しますのでそれに対する経費
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の負担のこと、それから当然都水道になりますと都水道並みの料金に統一される、こういうこ

とが必然的になるわけであります。そのところをよく了解をしていただいて完全な理解、了解

の上に 62年の 4月 1日より公共水道に置きかえる。こういうことが大きく原則になってこれ

からの事務処理並びに現地処理を進めてまいります。

そういうことで都との関係では、あるいは三恵も含めて、三恵とは今話し中でございますが、

了解を完成させることによって実施できる、こういうことになっております。そういう状況に

ありますということを、まず私からお答えをしておきたいとおもいます。以上です。

0副議長(米沢照男君〉 水道部長。

0水道部長(永原照雄君〉 御答弁申し上げます。

今までの経過並びに今後の見通しということにつきましては市長の方から今御説明ございま

したので御了承賜りたいと思います。

もう 1点、給水能力があるのかという点でございます。私どもは、結論から先に申しますと

あるというぐあいに判断をいたしております。その理由といたしましては、ことしの 7月から

1 1月にかけまして都水からが、程久保給水場から東電学園前を通りましてT字路にぶつかって

都道 15 4号、都道に入りまして動物園の前を通り明星団地になり、入り口をすでに経て鹿島

台、三井団地の方に行く程久保川にかかっている中程久保橋という所がございますが、そこま

で 1，58 0メートノレ、これを 500ミリで新設、布設をいたしましたので、 しかも通水も 11 

月 29日に終わっておりますので能力があるというぐあいに考えております。

なお、何か条件があるのかということでございますが、大きく分けまして三つ、それについ

ても市長の方から御答弁ございましたけれども、三つございます。まず都が必要と認める専用

水道施設の需要、それと公道化一一私道の公道化、それと住民の同意ということでございます。

以上でございます。

0副議長(米沢照男君)

o 1 9番(市川資信君〉

市川資信君。

ただいま質問いたしました私の件につきまして、市長並びlζ

部長から御答弁をいただいたわけですが、さらに、それについて再質問をさせていただきたい

と思います。

東京都から何らかの条件提示をされておるのかということに対して、今御答弁をいただいた

わけでございますが、まず給水能力はあるということで安心いたしました。それから、もう 1
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点に 3カ所の給水池を市が用意をするということでございますが、これは給水池は用意できる

見通しがあるのかどうか。もしお答えいただければ御答弁いただきたL'0それから、もう一つ

は、これは住民の意思統一と理解。経費負担の住民の理解ということでございますが、これら

については先ほど竹ノ上議員も言われておりましたように、住民の負担する、かかる負担割合

をできる限り市の方で援助と申しますか、積極的な方策を何らかの形で整えていただきたい白

したがって 1点だけ、この給水池が確保できるということに対して見通しはあるのかどうか、

その点について質問させていただきます。

それから、もう-っつけ加えて質問させていただきますが、来年度一一 61年度に向かつて、

6 0年度はもう間もなく終わるわけで不可能だろうと私も物理的に思うんですが、 61年に延

びたと仮定いたしまして 60年度移管だということに対して、この切りかえを一挙にしていく

のかどうか、年次計画を持って進めていくのかどうか。その点についてもお答えいただきたい

と思います。

それから、もう 1点つけ加えて質問するんですが、万が一何らかの住民の意思が統ーできな

い、あるいは先ほど質問いたしました三つの貯留池というんでしょうか、用地というんでしょ

うか、場所等が確保できないで延び延びになっていったときに一元化がいわゆる今後何年かお

くれる可能性が出てきたときに、今の聞くところによると地下水が年々相当低下しておる中で

新しい井戸を掘って緊急にそれを聞に合わせるようなことが可能、新しい井戸を掘ることがで

きるのかどうか。その点についても質問させていただきます。

0副議長(米沢照男君〉

O市長(森田喜美男君〉

市長。

水道の切りかえ事業は、これは東京都の受託水道を業務とし

ている水道部だけの任務では成り立たないわけでございまして、水道部が技術的なこと、ある

いは実務的なことは担当をいたしますが、方針でありますとか財政的を裏づけてありますとか

ということは都とは関係なしに日野市で行わなければなりません。

そこで今の御質問ですが、これは今まで実施できなかったのは、いわゆる公共水道一一都水

道では給水能力がないということで延び延びになっていたわけでありますけれど、今日は利根

の、利根分水が完全に多摩地区まで行われておりますので水源の懸念は全くない、十分能力は

できたということで行えるわけであります。それから、今のつまり給水の 2地点、これにはポ

ンプ場も入る、 lポンプ場に給水池になりましょうか、それは市が用意をするということにい
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たしておりますので、これの用地の確保はこれはぜひ行いますし、またその方向で今三恵と話

し合っております。これは可能であります。また相手の方もそのつもりであります。

それから住民の方の説明をまだ十分いたしておりませんが、これは公共水道に切りかえるに

は当然のこととして全部が一度に行えるということ。それからもう一つは、料金は都の料金に

なる。これは当たり前のことなんですけど、つまりそういうことを完全に理解をしてもらわな

ければなりません。

したがって、段階的にということは地域的には多少工事の都合でということがあるいはある

かもしれませんが、今の考え方といたしましては 60年にそういう約束事を完全に整え、 6 1 

年の聞に必要な工事を行い、 62年の 4月 1日より一気に全域を、つまり都水に切りかえると

いうことでありまして、新たに井戸を掘るということも、これは必要ないと思いますし、それ

から多分今までの三恵の水源を使うということも、これもない。つまり都の水に全部入れかわ

る。このように今考えられて進みつつあります。

0副議長(米沢照男君) 市川資信君。

01 9番(市川資信君〉 今市長から私が質問いたしました件については丁寧な御答弁

をいただきましたので、それらの方向に向かつて進んでおるということで安心いたしました。

これをもって 1問目の質問を終わります。

0副議長(米沢照男君〉 これをもって 22の 1、明星、鹿島、三井、電建住宅地区の

専用水道都一元化 60年度移管の情況に関する質問を終わります。

2 2の2、ノマートタイマーの雇用安定と退職金制度の確立をせょについての通告質問者、市

川資信君の質問を許します。

01 9番(市川資信君〉 続きましてパートタイマ}の雇用の安定と退職金制度の確立

をせよというテーマで質問させていただきます。

この春、行われました市長選挙におきまして 4選を果たしました現職の森田市長、また一方

の対立候補でありました人も数々の公約をスローガンに掲げまして市民にその真意を問うたわけ

であります。今回、私が提言いたしました一般質問のパートタイマーの退職金制度の確立につ

きましては図らずもこの両候補が公約に掲げられておったわけであります。以来、半年の期日

が過ぎ去ろうとしている 12月定例議会にもこの件の行政報告、議案上程もされていないわけ

でありまして、 1 2月 1日発行の市広報によりますと、市政の歩み、公約実現に向かつて日野
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市長・森田喜美男名で次のような記事が掲載されておりました。 4月の市長選挙から半年余り

が経過し、本年も半ばを超えた時期を迎えておりますロこの問、 6月と 9月の 2会期の議会を

経たわけでありますが、提出議案はすべて可決され、本年度事業も確実に進んでいるところで

ありますロ申すまでもなく選挙公約を実現する努力は公職者の政治生命であるとともに、その

取り組みを報告する義務があると考えております。こう市の広報には掲載されてあるわけです。

ーっとして平和運動に関する事項、広島、長崎に平和行進参加 40名支援。それから 2番目に

市民自治、市民参加に関する事項、日野市行財政調査会審議中、コンピューターシステムの導

入、情報公開条例の制定が進行中。 3番目に産業の振興、消費者・動労者福祉に関する事項、

それには勤労青年会館、 61年 4月、豊田。小規模事業振興条例の制定。そして 4番目に都市

計画に関する事項、豊田南、高幡両地区の区画整理計画決定と来年 4月事業施行開始。最後に

5番目が教育、福祉、スポーツに関する事項で地域の教育力懇談会の発足予定、 40入学級、

6 1年度、学年進行、 5小の 63年ごろより。また平和公園グラウンド、 62年度より。また

南部地域の医療機関誘致等が掲載されていたわけでありますが、森田市長、市長選における公

約をある程度これらは網羅しているのではなし、かと思うのであります。その中に本日のテーマ

でありますノマートタイマーの退職金制度確立については中間報告がされていないわけでありま

す。なぜ掲載されていなかったのかどうかを、まず 1点目としてお尋ねいたします。

恐らくこの企画の計画立案のヒントは大阪府の摂津市の、いわゆる摂津市が音頭をとって制

度化したノマートタイマー等退職金制度からのヒントで取り上げられたものではな~'\かと想像す

るのでありますけれども、大阪府の摂津市のこの制度を私なりに調査してみますと、市当局の

出資金と申しますか、出資額というものは 500万円で事務運用経費基金をつくって制度化さ

れてるわけであります。あとは事業主が毎月掛金をしてパートが退職したときに退職金を支給す

る共済制度でありまして、従業員を加入させることのできるのは岡市内のある事業所に限られ

ている。そして加入できるパートは 1週労働時間が 22時間以上であること、仕事が反復継続

して就労する者が条件だ。それで掛金は現在のところ 1人月額 2，000円。退職者は加入期聞

によって金額が異なり 1年で 2万 4，6 0 0円、 5年で 13万 8，2 0 0円、 10年で 32万 5，800

円だそうであります。死亡退職する場合は退職金に 1万円を加算支給する。大まかな制度の粗

筋でありますけれども、この制度をつくる過程で 2，000円の掛金では少ないのではないか。

また実際にこの制度ができても事業主が入ってくれないのではな~'¥か等の危慎の声もあったそ
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うでありますが、摂津市では国の中小企業退職金共済制度を参考にして決めたとのことであり

ます。

摂津市の市内パート雇用する事業所は現在 1，50 0カ所だそうです。 6，000人のパ」卜が

働いているそうですが、摂津市の人口が約 8，50 0人であります。これを日野市と単純比較い

たしますと恐らく日野市の大体半数でありますので、日野市では約 2倍、つまり 1万 2，00 0 

人ぐらいのパートタイマーがいるのではなL、かと推定するんですが、もし担当課で、もしこの

ノマート人口等を消化されておりましたらこの数値もお答えいただきたいと思います。

それから摂津市において当初この制度の導入に当たって 1劃の事業所、つまり 1，50 0カ所

ある 1割ですから 150カ所の事業所、そして 6，000人のパートタイマーの 600人の加入

者を目標に 5カ年計画を立てて発足したそうでございます。ところが、実際には発足して 3カ

月後の 8月 1日までに 42事業所の 20 0人が加入いたしまして、初年度の目標 30事業所、

1 5 0人を軽くオーバーして当初予想を大幅に上回ったと報告されております。

摂津市がこの制度をつくるきっかけは市長の市民対話集会の際lζ 、ノマー卜は~'\つ解雇される

かわからない、との不安を訴えた主婦の声がこの情|肢の発足の原点であったと言われておりま

す。昨年 7月、摂津市が労働事情の実態調査をしたところ、パートに退職金を出している企業

は 13.4 %、その中身は慰労金、功労金のたぐL、でありまして 5年で5万円程度のものであったそう

であります。また掛金を積み立てるだけでしたら事業主が独自に積み立てても同じではな~'¥か

という声もあったそうでありますけれども、それでは税の対象になるわけでありまして、市が

事業主にかわって退職金制度の事業を行えば全額免税となる特典も出るということがわかった

そうであります。しかも事務経費はすべて市が 50 0万円の基金をつくって運用しているわけ

でありますから、事業所側から見ましても大変メリットがありますし、いろいろとあるわけで

ありますが、これら摂津市のパートの退職金制度の概要を今申し上げたのでありますが、この

制度の内容程度ではスズメの涙と申しますか、あってもなくても同じではな L可か等の声も摂津

市内においても出されたそうであります。摂津市としては、これはあくまでもステップだと考

えてのスタートだというようなことも申されておりました。今後、この積立金をさらに増額を

図って、あるいは本人にも多少の積立金をさせ、また市としてもある程度の考慮に入れて事業

者と 3者負担を図って、この制度の運営を積極的lζ今後とも発展的に遂行していきたい。この

ようなことも申されております。現在はまだ不備な点が、まだ不満な点も数多く指摘されてる
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かもしれませんけれども、いつの日かさらに充実したパートタイマーの退職金制度の確立が達

成できるという夢を持ってスター卜したものと思います。

そういう今まで私が申し上げました諸点を考慮に入れまして森田市長も日ごろから申してお

られる地元業者の育成、また今議会lとも提案されております日野市小規模事業者育成条例等に

見られますように市内中小企業の雇用の安定、また雇用者の身分の安定、ひいては中小業者の

育成にもつながるこの制度に早期に実施すべきではなかろうかと思うのでございますが、これ

ら質問、また口実等踏まえて市長のお考えをお尋ねいたします。

0副議長(米沢照男君〉 市川資信君の質問についての答弁を求めます。市長。

0市長(森田喜美男君〉 ちょっと私からちょっと大まかな、ここで公約ということで

言われておりますので考え方をお答えいたしまして、担当からまた詳細にお答えをするように

させていただきます。

いわゆるノマートタイマーという比較的安易なといいましょうか、労働法規が予測しない、あ

るいは労働法規が完全に機能できない、そういう雇用形態が非常に今広がっておるということ

は現実の事実であります。そうして聞くところによりますと、摂津市がこの条例を制定をし、

事業として始めました動機はグリコ・森永事件という御承知のとおりの事件がございまして、

そして摂津市にその生産工場が相当の規模で存在する。事業縮小、企業の方が事業縮小するた

めにパートを大量に解雇といいますか、外した。パートの部分をつまり縮小した。こういうこ

とから特に施策として重要性が必要となった。こういう背景があるようでございます。

そして我々も日野市でわずかながら労働行政の仕事を今始めておるわけでありますが、一定

の労働法規が機能する範囲は、これはよろしいわけですけど、なかなかノマートという部分にま

で機能しない部分がある。しかもそれが多数のまた労働力を調達といいましょうか、労働力を

確保する、そういう関係にございますのでやはり地域社会として不安定をつくらないためにあ

る程度の対応が必要である。こういうことからこの政策は実施すべきものと、こう考えておる

わけであります。

まだ検討が十分行き届かないものですから制度化というところまで~¥かないわけであります

けど、考え方といたしましてはすでに行っております勤労者互助会の一つの事業として可能で

はなかろうか、やれるんではなかろうか、こう思っております。

これには市が一定の基金的な出資ももちろん大切でございますが、雇用されておる側のまた
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責任任務を分担をしていただくという部分でなかなか決定がしにくい面もあるわけであります。

そういう考え方に立ちまして今後一層内容を詰めまして実効のあるものに図っていきたい、こ

う考えております。

ノマー卜が労働法規がなかなか機能しない、とりわけ短期のものであってはまたこれはパート

の需要供給の関係のいい面もあるわけでありますから、そう窮屈なものにしてはいけないと思

っておりますけど、少なくとも 5年以上ぐらい勤務して、そうして一定のもう契約関係にある

状態の者につきましては何か掛金も掛けていただかなければなりませんが、また雇用の側の安

定ということも意識して、ぜひ制度化がなれば幸いだと思っております。

今、鋭意この事業化をいかにすべきかという点で検討の詰めを行っておりますことをお答え

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) 1点目のパート人口についてのお尋ねにお答えをい

たします。

パート労働者の正確な数の把握というのは大変難しゅうございますけれども、私どもは総理

府で行いました就業構造基本調査という調査がございまして、その調査を参考にしてございま

す。この調査にはパートの比率が年度ごと記されておりまして昭和 37年では全労働者のパー

ト労働者の占める比率が 2.4 1{6でございました。それが 10年たちまして 46年になりますと

6. 2婦に増加をいたしました。さら l乙57年には 10.9 1{6にふえております。 57年は 10.9 

1{6 0 5 6年の市内の事業所の数は 4，098事業所ございまして、そこで働いていらっしゃる労

働者の数が 4万 5，250人でございます。

したがいまして、この総理府の調査の 1O. 9を単純に掛けてみますと大体 4，500から 600

の数ではなし 1かということが推定されるわけですが、私どもから見ますとこの数はやや少な過

ぎるのではないか、このように考えております。

もう一つ、 5年ごとに繰り返されます国勢調査の項目の中に家事のほかに仕事を持っている

人という欄がございました。その欄に記された数の合計を当たってみますと、 45年の園調で

は4，1 6 8人の方がいらっしゃいます。ちなみに男女別を申し上げますと男が 71名、 女が

4， 0 9 7名でございます。圧倒的に女性の方が多いわけでございます。 5年たちまして 50年

の国調になりますと 5，411人に増加をいたします。 5年間で 1，243人ふえているわけでご

- 527ー



ざいます。さらに 55年の国調の数を見ますと 7，8 3 4人であります。前回 50年から見まし

て 2，423人ふえております。したがいまして前々回のふえ方の倍になっているわけでござい

ます。 60年国調につきましてはまだ正確な、正式な発表はございませんが、前回、前々回の

ふえ方を勘案いたしますと 55年から 60年の聞におよそ 4，000人ぐらいはふえていらっし

ゃるんじゃないか。こうなりますと御質問の中にございました 1万 2，000人の数にぴったり

一致するわけでございます。

以上がノマート労働者の数でございます。

その次にパート条例の制定でございますけれども、 6月議会に同様の御提言が鈴木議員から

なされまして、そのときに私から研究をしてみますとお答えを申し上げました。摂津の条例な

ども取り寄せましてこの制度の研究をいたしました。市川|議員が御調査になられましたとおり

に理解をいたし、そして、この制度の必要性を認識しております。

どのように研究をしてきたかと申しますと、一つは先ほど市長答弁の中にもございましたが、

現在ございます日野市勤労者互助会、この互助会の中で各種の給付金を差し上げてございます。

例えば死亡弔慰金でございますとか廃疾見舞い金、住宅災害見舞い金、あるいは会員の結婚祝

い金、出生、小学校入学、中学校入学あるいは銀婚。こういった祝い金、さらに交通事故によ

る療養見舞い金などを給付してございますけれども、この動労者互助会の共済給付の中lζパー

トの退職金もリンクできないか。こういう方向を第ーに考えておるわけでございます。

さらに国の制度で中小企業退職者共済制度というのがございます。私ども中退金、中退金と

申しておりますけれども、この共済制度は国の財政的な援助を仰ぎまして中小企業にあっても

大企業に近い退職金の支払いということをねらってこの共済制度ができておるわけでございま

すけれども、現在、日野でこの中退金に加入をしていらっしゃる方、 7月9日現在で 139の

事業所、人数にいたしまして 1，0 6 7人の方がこの中退金に加入していらっしゃいます。

この中退金の支払われる退職金の額と摂津市の退職金条例、これを比較をしてみました。そ

うしますと 1年から 3年までの問、比較的短期間のパートの退職金につきましては摂津市の方

が若干上回っておりますけれども、 3年以降になりますと中退金の退職金の方が摂津市を上回

るようになります。雇用の安定という面から考えますと 1年、 2年でパートを転々とするより

もなるべく長い期間お勤め願う方がこれは有利、望ましいわけでございまして、そういう意味

で 3年以上の退職金が摂津市よりも多い中退金、これに加入をしていただくためにこの中退金
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の情報の提供、加入の促進、こういう方面でも努力をしてまいらなければならない、このよう

に考えております。

したがいまして、現在の研究の過程では退職金制度については摂津のような別立ての退職金

条例よりも、現在ございます互助会の共済給付の中に入れる方向、そしてさらには中小企業退

職金共済制度への御加入を事業者の方にもお勧めする。こういう二つの方向で考えております

けれども、今後さらにこの研究を努めまして制度として実現を図ってまいる所存でございます。

O副議長(米沢照男君〉 市川資信君。

01 9番(市川|資信君〉 ただいま市長と部長からある程度の御答弁をいただきました。

市長にあっては 12月の 1日の、いわゆる日野市の広報になぜ選挙公約に向かつて諸事業、諸

公約のスローガンの解説をしていながら、このパートタイマーの退職金制度は公約に掲げてい

ながら中間報告すらされていないのはどういうことなんだということを申しましたところが、

現在検討中だという答弁をいただきました。そして部長からは今後この問題については勤労者

互助会、いわゆる今商工会を窓口としたいろいろとお世話になっておる、そういった勤労者互

助会等を通じてこういった制度を導入していきたいという答弁をいただいたわけであります。

なぜ私が今回のようなテーマを申し上げましたかというと、御存じのように中小企業にあっ

てはこれらのパートタイマーという身分不安定な方のできる限りの行政サイドの援助すること

によって少しでも雇用の安定と身分の保障という制度化を伴うことはお互いにそれぞれのメリ

ッ卜があるということと同時に、さらに最近の中小企業のパートタイマーの退職金制度の確立

を訴えておるというのは中小企業のみならず各地方自治体においても行財政の改革を唱える昨

今、職員の増員を求めることは大変厳しい状況の中にあるわけであります。臨時職員の数が各

自治体においてもふえているとよく聞く話でございます。大方自治体は要綱で臨時職員の取り

扱いを規定すると思うのでありますが、これらも人事担当者の手で統一的に運用されておると

は思われませんし、また雇用期間の長短、また嘱託、非常勤、日々雇用などさまざまな対応形

態であると思うのであります。

行革の中で減員職員の部分を機構改革あるいは機械化等で合理化を進める一方で、さらに行

政需要の高まりで人手不足が生ずる場合も多々あろうと思います。それらを臨時職員、または

非常勤職員の補強という事態で各自治体ともある程度補強していくということも予想されるわ

けであります。賃金においても各地方自治体においてまちまちの上に期末手当も退職金制度も
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ほとんどなく、中小業者のみならず各地方自治体にとっても今までの臨時職員採用制度も今後

根本的な見直しを迫られるときが来ておると思うのであります。と同時にパートタイマー退職

金共済制度の確立を対岸の火事と、お役所的な発想ではなく我が身の上に降りかかった火の粉

であるととらえ、自治労の 1984年版組織基本調査によりますと臨時職員は全国で約 9万人

という数値を打ち出しておりますが、実態はその倍の 18万人近くの数値になるのではないか、

こう発表されております。さらに、この数値は行革の進行する今日さらに増加の一途をたどる

ことであろうと推定するわけであります。

これらをあわせ、この問題を真検にひとつ一日も早い制度化を確立いたしまして市内の中小

業者並びに今後市の行政に携わる臨時職員等の身分の安定という方向に進めていっていただき

たいということを申し上げて、 2問自の質問を終わります。

0副議長(米沢照男君〉 これをもって 22の2、パ}トタイ マーの雇用安定と退職金

制度の確立をせょに関する質問を終わります。

2 2の 3、南平五丁目水路整備と今後の見通しについての通告質問者、市川資信君の質問を

許します。

01 9番(市川資信君〉 ただいま議長から申されました質問 3点目として南平五丁目

水路整備と今後の見通しについて質問をさせていただきます。

御存じのようにこの付近一帯は南平の最北東に位置し地形も最も低い低床地であります。現

在は住民の密集地域化が進み多くの市民が居住されておるわけでありますが、かつてはこの地

域は浅川の増水時に遊水池としてその役割を果たしてきた地域でもございます。現在浅川河川

提防の完成により浸水問題はまず心配ないものと思われるのでありますが、住民の心配される

点は南平一丁目から九丁目までほとんど広範囲の雨水の集中する地形だからでございます。も

ちろん現在進んでおる都立南平高校の用水路側溝整備の進捗状況にも大きな関心を持って見守

っているところでございますが、現在南平高校校庭そのものが遊水池的設計を施して逸散水の

流水防止を果たしていると私どもは聞いておるわけでありますが、いずれ水路整備も進んで、

完成後はこの用水路に接続され集中的にこの南平五丁目、いわゆる柴山医院前の水門に集まる

のだろうと思うのであります。

市当局は一体このよらな住民の心配される点についてどのような考えを持っていられるか、

お答えいただきたいと思います。
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さらに、これに関連するこの付近の問題点について質問させていただきます。

その 2点目といたしまして、この水門は立体的設計で流出流入が同時に図られる複雑な構造

になっていることは周知のとおりであります。そのためかもわかりませんけれども、ヘドロの

堆積が自に余ります。夏にでもなると流水量の減少に伴ってこの水門付近一帯に悪臭が漂うこ

ともしばしばございます。用水路水門でありますので年 1度ぐらい夏季においてヘドロの回収

等を考えてもよいのではな~¥かと思うのでありますが、その点、どのようにお考えになってい

られるか、お答えをいただきたいと思います。

あわせて、これらの水門にあります雑木材、粗大ごみ等も散乱しているわけでありますが、

これらもあわせて整備を図るべきだろうと思います。

3点目といたしまして用水路整備の進捗状況について質問いたします。

先ほど申し上げましたように都立南平高校建設に伴う水路整備について再三にわたって当議

会におきましでもその進捗状況について質疑されている問題でございますけれども、現在、下

流部分より完成部分 850メートノレとのことでありますが、それ以遠、いわゆる上流部分、都

立南平高校までの 95 0メートルの整備については一向に進展が見られないのであります。一

体何が原因でこの進行が阻まれておるのか、その原因は←体何なのかお答えいただきたいと思

います。

また、この水路が完成いたしますと先ほどの 1問自の質問で申し上げましたように下流の増

水が心配であると指摘したわけでありますが、その水路が完成後の増水の量がもし計算されて

おりましたら、それも兼ね備えてお答えいただきたいと思います。

4点目、最近の浅川の砂利採取の禁止と河川河床の増床傾向があると思います。それが原因

であるのか、この水門の流水流出流入ともに本来の設計より、流入、流出ですね、水の流れが

本来の設計より緩慢のように見受けられます。したがって異常なヘドロの堆積現象と浅川の増

水時の逆流現象の原因にもなっているのではないかと思うのでありますが、これらは浅川河川

河床の床上げの現象を下げる作業と申しますか、砂利の撤収を施さなければこの南平五丁目問

題のみならず浅川全域の増水時に非常に危険度を増す問題だと思われます。その点についても

お答えをいただきたL可。

また現在の河床の上昇は一体どのぐらい、何メートノレぐらい上がっておるのかどうか、おわ

りでしたらお答えをいただきたいと思います。
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最後に、この五丁目に隣接いたします南平駅周辺の水路整備につきまして質問いたします。

この件につきましては他の議員も過去指摘されているわけであります。たしか鎌野議員がこ

の件につきまして質問された記憶があるわけでありますが、この件につきましてこの付近一体

は御存じのように毎回降雨時に水路整備もさることながら、平山方面、都営住宅からの流水が

集中して一面が水流地帯となっておるということは御存じのとおりであります。この付近一帯

の水路整備の計画と緊急、業務手当てとして少なくともこの付近のどこかに放出する、放出とは

浅川に向かつて放出する場所の建設が急務であると思うのであります。水路計画とあわせ、急

務工事に関してお答えをいただきたいと思います。

以上、 5点であります。

0副議長(米沢照男君) 市川資信君の質問についての答弁を求めます。建設部長。

0建設部長(伊藤正吉君〉 お答え申し上げます。順次お答えしていきたいと思います。

まず南平五丁目の水路関係につきましては都市整備とも密接な関係がございます。そういう

意味で都市整備部の分野も含めましてお答えしていきたいと思います。

まず 1点目の南平用水の整備の関係でございますが、これにつきましては南平地区の排水計

画をつくっております。それで、それに基づきまして南平の一丁目から八丁目まで排水面積は

1 5 5.2ヘクタールの雨水排除のための南平用水の雨水管にしまして下流部分に高幡樋管を設

置したわけでございます。

樋管の構造計算といたしましては計画雨水量が 5強度、時聞にしまして 50ミリ、流出係数

が0.45で総流出量がメータ}当たり、 1立米当たりですか、秒当たりですね、 14. 1 2立米

ということでございますので、非常に流下能力というのは現在でも支障がないんじゃないか、

こういうふうに考えております。

それから 2番目の樋管の裏側のヘドロの集積につきましてでございますけれども、これにつ

きましては本年度分についてはまだ実施してございませんけれども、近々のうちにしゅんせつ

する予定でございまして、これにつきまして浮遊物等もあわせて回収していきたい、かように

考えております。

それから 3点目の南平用水関係の進捗状況でございますけれども、再三議会等で御指摘をい

ただいております。地主さんとの過去のいろいろな経緯がございまして今だにその解決がして

いないわけでございますけれども、私どもの方の担当部課といたしましでもやはりこういう排
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水等の関係もあるわけでございますので積極的にこれから取り組んでまいりたい、今までも積

極的に取り組んでいたわけでございますけれども、これからもなお精力を持って積極的に取り

組んでまいりたい、かように考えております。

それから 4点目の浅川の河川掘削でございますけれども、これにつきましてl討可川法によりまして

樋管の設置については建設省の許可条件になっているわけでございます白そういうことでござ

いまして、その樋管につきましでも種々建設省と協議して樋管の位置を決定しておる、こうい

うことでございます。

浅川の土砂の堆積がどのくらいあるのかというようなことでございますけれども、現時点で

は現状で1.5メートノレぐらいの土砂が高くなっているんではないか、こういうことでございま

す。この解消、河床の改修計画につきましては浅川全体で約 40万立米ぐらいしゅんせつして

L、きたい国の方針があるようでございますけれども、具体的には先ほど 60年度と 61年度に

つきましては長沼橋の下流と、それから平山橋の下流が今年次計画にのっておりますけれども、

それ以後についてはまだ年次計画がのっておりませんけれども、これらは今申し上げたような

実態を踏まえまして建設省の方にお願いをしてまいりたいと思います。

それから南平駅周辺の水路整備でございますけれども、この南平の南側の地域につきまして

は先ほど申し上げました南平用水の改修工事が完了すれば問題ないわけでございますけれども、

これらの課題の中でやはりこの排水路の測量の立ち会いの了解を今後早くお願いいたしまして、

御理解をいただきましてそれに着工していきたい、かように考えております。それから駅の北

側につきましては現況の水路が霞堤まで出ているわけでございます。この水路につきましては

下水道の雨水計画で、南平西幹線の区域に入っております。こういうことでこの地域の枝線等

につきましでも都市整備部とも十分連絡をとりながら整備し検討してまいりたい、かように考

えております。以上です。

O副議長(米沢照男君〉 市川資信君。

01 9番(市川資信君) 今、 5点お尋ねしたわけですけれども、 2点ばかり再質問さ

せていただきます。

水門近い浸水問題については大体、時間当たり 50ミリ程度の降雨量には耐えられるという

ことでございますので、まずひとまずそれは置きまして、ヘドロ並びに雑木についても冬夏と

もに撤去をするという御答弁をいただきました。それも結構だと思います。

qo 
qo 

F
H
U
 



3点目、水路整備の立ちおくれの原因は一体何なのかということは再三指摘されておるにも

かかわらず、前回のやはり中村建設部長当時の答弁と何らかわっていないわけです。積極的に

やると言うけれども、その積極的の中に、じゃあ具体的に何が原因でおくれているのかという

答弁がなされておりません。その件についてもう 1点さらにお答えいただきたPo

それから増水量の件も結構です。

それから浅川河川の上床解消作業をという件につきましては大体堆積状態が1.5メートノレ増

床されている。河床の増床ですね。されておる。これはやはり大変な問題だと思うんですね。

恐らく私が見た目には1.5メートノレ以上あろうと思います。恐らく控え目な数値であろうと、

私は 2メートノレぐらいあるんではなかろうかと思っております。高幡橋のあの橋脚を見ても非

常にもう、かつては砂刺採掘をしていた当時は基礎部分まで出ていたものがもうぐうんと上が

ってきているわけですね。それは逸散水、いわゆる増水時におけるいろんな意味の危険度を増

す諸原因ではなL、かと思いますので、これらの建設省との連絡を持って行うということでござ

いますが、これらはある意味においてやはり緊急を要する問題ではなかろうかと思います。そ

の点についても積極的に進められることを要望しておきます。それはお答えは結構です。

南平駅周辺の浸水問題、いわゆる南側に関しては確かに都立南平高校の用水路が完成すれば

それは解消できていくだろうということは想像できますが、北に関しては何らまだ手を打って

いない現状の中で、あの現実に 20ミリ、 30ミリ程度の降雨にかかわって南平、いやいや、

平山方面から流れてくる水があそこの所に池のような状態になって、いつまでたっても排水が

ないために、排水路がないために、その抜け道がないために自然、何というんですか、吸水と

いうんでしょうか、地下へもぐるのを待つような状態の所もしばしばあるわけであります。こ

れらについてもやはりある意味で緊急、完全整備のものではなく、緊急事態の避難的な工事が

必要ではなかろうかと思うんですけれども、それらに対する具体的に今答弁いただきませんで

した。

したがって 2点だけさらに御答弁いただきたい、かように思います。

0副議長(米沢照男君〉 再質問についての答弁を求めます。建設部長。

0建設部長(伊藤正吉君) 1点目の件でございますけれども、再三の議会の方の御指

摘もあるをけでございます。いろいろ交渉の過程ではプライパシーに関するようなこともござ

いますし、また私どもの方の、市の方ですね、未処理案件等の処理も懸案となっておりまする、
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その辺につきましては逐一私どもの方では解決していきまして御理解を賜るようにこれからも

努力していきたいというふうに考えます。

それから南平の北口につきましても緊急排水というような面の御質問でございますけれども、

これにつきましても最終的には排水計画に入るわけでございますけれども、その前段といたし

ましてよく現地を調査させていただきたいと思います。以上です。

O副議長(米沢照男君) 市川資信君。

01 9番(市川|資信君〉 余り部長にこれ以上強い指摘してもかわったばかりでまだ完

全な知識等お持ちでないと思いますので(rそんなことないよ」と呼ぶ者あり)(笑声〉知識

があっても答弁できない苦しみもわかりますが、これはですね、これは部長初め市長にも聞い

ていただきたいんですけれども、いわゆる都立高校誘致に起因した、いわゆる無計画な行政の

しわ寄せというんでしょうか、市民からの大きなツケというものがこの用水路に、私は日野市

の行政のある一つの縮図として象徴的に出ているんではないか、こう思われる部分が多いわけ

であります。市民要望を再三指摘されていながらそれを放置してきたそのツケがこの用水路に

きておるo

これは部長も答弁できないと思うんですが、これ以上追及しても部長もかわいそうですし、

これらを踏まえて市長も積極的にその諸問題を解決して、一日も早い南平の用水の完成と、そ

して南平五丁目の住民並びに南平駅北側の市民が安心して住めるまちづくりを積極的に図られ

ることを要望いたしまして、私の質問を終わります。ありがとうございました。

0副議長(米沢照男君〉 これをもって 22の3、南平五丁目水路整備と今後の見通し

に関する質問を終わります。

お諮りいたします。議事の都合により暫時休憩いたしたいと思いますが、これに御異議あり

ませんか。

( r-異議なし」と呼ぶ者あり〕

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 O時 10分休憩

午後 1時 20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。

2 3の1、市内の交通路整備についての通告質問者、名古屋史郎君の質問を許します。
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[ 2 1番議員登壇〕

02 1番(名古屋史郎君〉 それでは市内の交通路整備についてということで質問をいた

します。

これまで市政の中で特に交通路整備については大変な御努力を払われてきたことに高く評価

をいたしたいと思います。特に者!シfスの立ー 73ですか、路線存続などに日野市の払った努力

には大変高いものがあると思います。特に日野市の場合に交通路整備と申しますとどうしても

南北問題ということがあると思います。これまでいろいろな方の質問の中にたびたび出ており

ますが、道路あるいは橋あるいは循環パスの問題、いろいろ質問がされておりますけれども、

先ほど申し上げましたように、市のこれまでの市内の交通路整備についていろいろな御努力が

され、一方では都ノイスの路線が廃止をされるというようなまことに市民にとっては残念な事態

が起こっておりますが、一方、豊田駅一多摩センターというパス路線が非常な好評で迎えられ

ておりまして大変な利用率が上がっていることも事実であります。

そこで伺いたいのは市長の 12月 1日の広報にも掲載されておりますようにパス路線の計画

が進んでいるといったところの問題でありますけれども、今申し上げましたように市民は大変

切実に南北といわず、自分の生活上、例えば市立病院に行くとか、いろいろな用を足す場合に

これまであったパスがなくなる、あるいは、なかった路線ができるということで大変な利便と

いうか、不便も含めて直接的に市民は感じているところであります。そこで広報に出ておりま

したパス路練の検討が進んでいるというのは現実、先ほど申し上げましたように豊田一多摩セ

ンター聞のような、ああいうクリーンヒットといいますか、市民のためには大変な利便になっ

たその後で掲載された広報なものですから市民の目はまた新しい路線がすぐにでも何ていいま

すか、実現するのかなというような希望を持っと思います。

そういう点で先ほど来の一般質問の中でパス路線の検討委員会といったような答申が出ない

前の委員会の結論は差し控えますといったような答弁もあったように思いますけれども、ああ

いうふうに出ている以上、どんなふうな審議といいますか、検討委員会の中の結論をどうこう

ということも踏まえなきゃならないと思いますけれども、行政としては今全体的に南北に限ら

ず道路や、あるいは橋、パス路線、そんなことをどういうふうな方向で検討されているかとい

うことを伺いたいと思います。

先ほど来から申し上げてますように、例えば市民病院に、大変立派な市立病院に医療機器が
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入ったということは、これは大変な市民にとって朗報ですけれども、どうやって行くんですか

という質問が大変南平あたりから、いわゆる南北ということから絡めて言いますと声が市民か

ら上がっております。

もちろん踏切の問題にしても道路の問題にしても橋の問題にしても一朝一夕ででき上がると

いうふうには思っておりませんけれ，ども、市民の期待というものは大変大きなものですから、

今全体的に市の交通路整備の、全体的な方向というか、まとまりのある方向といいますか、こ

の概略についてお聞かせをいただきたいと思います。以上です。

0副議長(米沢照男君〉 名古屋史郎君の質問についての答弁を求めます。企画財政部

長。

0企画財政部長(前田雅夫君〉 お答えをいたします。

先般の一般質問の中でもパス検討委員会の内容についての御質問がございました。審議の過

程でございますので内容については御容赦いただきたいというふうな答弁をしたわけでござい

ます。その中でも若干は申し上げましたけれども、審議の内容といたしましては循環パスの問

題、それから京王が行っておりますところの路線パスの問題、それからその二つ以外の問題。

分類をいたしますとそのくらい、三つになるわけでございます。

特に突っ込んだ検討しているというのは循環パスを中心にしたことでございます。既存パス

路綜それから国鉄、京王線、こういったものの駅から利用券を出しまして市内に不便地域がど

こに存在をするか、その不便地域の今後の救済をどういう形でやったらいいか。その辺、そう

いう形の検討を今しているという状況でございます。

0副議長(米沢照男君〉 名古屋史郎君。

021番(名古屋史郎君〉 パス検討委員会云々ということのほかに道路や橋や高幡の

歩道橋ですか、そう t¥った質問もいろいろ出ておりますけれども、 2・2・5ですとか関戸橋

ですとか、新しいいろいろな計画があるでしょうし、その進行ぐあいがどんなふうになってい

るかということもあわせて伺っているんですが、パス検討委員会のことだけじゃなくて、お答

えをいただきたいと思います。

0副議長(米沢照男君) 都市整備部長。

0都市整備部長(結城邦夫君〉 それでは私の方から現在整備を行っております道路

の関係についてお答え申し上げます。
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現在、南北交通として一番関心があり、また必要な路線としては 2・2・5がございます。

この 2・2・5&ζつきましては 58年に事業の認可をとりまして直ちに用地買収に入ってきた

わけでございまして、今年度は 3年自に当たっております。今年度中にできるだけ全用地を買

収したいということで現在精力的に地主さん方と折衝を行っているところでございます。あと、

工事の関係につきましては来年度から 2年聞にかけて事業の認可の中では決定をしておるとこ

ろでございます。したがいまして来年度もすでに用地買収ができております所に橋脚部分を施

工したいということで、来年度はまず橋脚をつくって 62年度に橋梁部分の工事に入ると同時

に道路の整備も行って~¥く口 62年度末で完成をすることで現在精力的に事業を推進している

ところでございます。以上でございます。

もう一つは 2・2・10でございますが、 2 • 2・10 につきましては用地買収が現在東京

都で進められているところでございますが、この用地買収については予定としては 62年まで

かかる予定だということを聞いております。しかし、橋梁部分についてはすでにこの 11月か

ら着工をしておりまして橋梁部分は先に工事に入ったわけでございますが、道路の日野側の 2

・2・10号線につきましては用地買収が完了次第工事に入っていくという計画でございます。

6 3年には片側の通行を行うという計画で東京都の方で現在進めているところでございます。

以上でございます。

0副議長(米沢照男君〉 名古屋史郎君。

02 1番(名古屋史郎君〉 最初のパス検討委員会の方向ですけれども、先ほどから申

し上げましたように広報で公約の実現の問題が掲載されておりまして、先ほど申し上げました

ように市民は非常に厳しい目で自分たちの利便ということをもちろんあわせて非常に期待をし

ているわけです。ああいうふうに出て検討の段階が今どの程度で、いつごろ結論を出して、そ

して実際の手を打つのかという、その辺の見通しというか、お願いをしている側の考え方を若

干伺っておきたいと思います。

あと、道路、橋、その他の問題で鋭意市民の利便のために御努力いただきたいことを前もっ

てお願いをしておきます。

その検討委員会のおよその目安といいますか、それを伺いたいと思います。

0副議長(米沢照男君〉 再質問についての答弁を求めます。企画財政部長。

0企画財政部長(前田雅夫君〉 お答えをいたします。
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パス検討委員会の答申につきましては年内にいただくということで進めております。答申を

いただきまして答申の内容を検討し可能なとこから着手をしたいというふうに考えております

けれども、実施する場合になりますと陸運局の問題、事業主体の問題、そういったことがあり

ますので早急にそういうものを詰めまして来年度の予算編成の中で検討をいたしたいというふ

うに考えております。

0副議長(米沢照男君〉 名古屋史郎君。

02 1番(名古屋史郎君〉 それでは精力的lζ進めていただいて、市民の利便のために

御活躍いただくことをお願いをいたしまして、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 23のし市内の交通路整備に関する質問を終

わります。

2 3の2、ノマー卜で働く人に施策をについての通告質問者、名古屋史郎君の質問を許します白

02 1番(名古屋史郎君〉 先ほどの市川議員の質問で大略理解はできました。特に婦

人のノマートで働く人々が多いということ、あるいは市長の答弁や生活環境部長の答弁で動労者

互助会という組織の中で実効あるものを今目指して鋭意検討中だというのも伺いました。聞く

ことはもうこの点についてはございません。

ただ 1点だけ勤労者互助会云々、それから市内の労働人口、パートの人の数の予測、そうい

ったやりとりの中でちょっと心配なのは、不勉強で申しわけないんですが、日野市民でパート

に働いていて、日野以外の事業所、これあたりはどんなふうに救済といいますか、吸収できる

のか。当然、立川が事業所であろうと市民でありますから何らかの証明という形はとれるはず

ですから、この辺はどんなふうにされるのか。摂津の角財工合い条例などをよく検討すればすぐ

わかることかと思いますが、その辺が一つ、お答えいただきたいと思います。

それから行政の立場で市の職員の仕事を補うという意味でいろいろな形の採用のパートとい

う形があると思います。これもそれらの中で繰り入れられることだろうと，思います。

伺いたいのは、いわゆる日野市が採用という形をとっているパートの仕事の種類あるいは人

数、勤務対応ですね。これをひとつ伺いたいと思います。

あわせてお答えいただきたいと思います白

0副議長(米沢照男君〉 名古屋史郎君の質問についての答弁を求めます。生活環境部

長。
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0生活環境部長(坂本金雄君〉 お答え申し上げます。

勤労者互助会へ加入する仕方は二通りございまして、事業所ごとの団体加入の方法と個人加

入の二通りに分かれます。この個人加入の方につきましては市内に居住し市外の小規模事業所

に勤務する勤労者または事業主、そういうことになっておりますので、御本人に加入の意思が

ありさえすれば門戸は開いております。

さらに市のパートでございますけれども、勤労者互助会には 100人以下というような制限

がございますので、市のパートについてはこれに入れないことになっております。

0副議長(米沢照男君〉 名古屋史郎君。

02 1番(名古屋史郎君) 1 0 0人と tiうのはパートさんの数が 100人ということ

ですか。事業所のいわゆる就業人員が 100人ということですか。そうすると簡単にいえばこ

れの予測のその中では何というんですか、救済といいますか適応できないという、市に働いて

いるパー卜の方は救済できないということですか。大変不勉強で申しわけないんですが・. . 0 

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〉 お答えいたします。

100人以下の従業員の数の中には正規の従業員と、それからパートの従業員合わせた数で

100人以下を目安にいたしまして 100人以下の小規模事業所に勤める方は団体加入できる

ということでございます。

0副議長(米沢照男君〉 名古屋史郎君。

02 1番(名古屋史郎君〉 わかりました。それから、まだ御返事がないんですが、市

の数と、勤務対応その他・. . 0 

0副議長(米沢照男君〉 総務部長。

0総務部長(山崎 彰君) 2点目の行政職員のパートの勤務の採用でございますが、

それの職種それから人数、勤務形態について、お問い合わせになりましたことに御答弁いたし

ます。

日野市の臨時ノマー卜につきましては非常に職種的に一般事務から始まりまして特例保護、そ

うしたものを合わせまして約 30種類のものがあります。そして現在 60年 11月現在でまと

めております人数でございますが、 22 3人ということでございます。そして、この勤務形態

につきましては短いものは 2時間ぐらし¥それからあとは 7時間というような形のものがござ
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います。それは職種によって皆さん違いますけれども、そういうふうな状況でございます。

O副議長(米沢照男君〉 名古屋史郎君。

02 1番(名古屋史郎君〉 市の採用のパート労働者の問題ですが、退職金ということ

もありますけれども、行政機関でいろいろお手伝いいただいている方に対して労働基準法とい

いますか、かた苦しい意味でどんなふうな待遇.をされているのか。賃金といいますか、そうい

ったものでなく、休暇の問題などは労働基準法どおりにされているのか。一般のパー卜さんが

非常に悩んでいるように何か言えば首になってしまうといったような形と同じように、市の採

用のノマ』卜さんについて例えば有給休暇などはどんなふうになっているかをちょっと伺いたい

と思います。

0副議長(米沢照男君) 総務部長。

0総務部長(山崎 彰君) お答えいたします。

年次有給休暇、これは御承知のように労基法一一労働基準法におきまして 39条で臨時職員

についても二つの条件がございまして、 1年間継続勤務した場合で全労働日数の 8割以上出動

した方については与えなさいということでございます。

それで現実には日野市におきましてはそうした方もおりますけれども、これの解釈で、法的

解釈で労働基準局の方は週 5日以上、 5日ですね、 5日以上出動されている方には与える。あ

と3日、 4日については有給をやはり与えるのが望ましいというところまで今解釈がされてお

ります。そうした中で各市の状況も踏まえますが、立川、調布、田無でもそうしたものにつき

まして多少の休暇を与えているという状況でございます。ほかの市におきましてはまだ未整備

でございます。

当市におきましでもこれらにつきましては組合からの要求もございまして、今後これらを検

討し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〉 名古屋史郎君。

02 1番(名古屋史郎君〉 そうすると今のお話だと二、三の市では週 5 日と~¥ったよ

うなこと、あるいは三、四日ということでも与えた方がということで与えているところもある

が、日野市ではまだ与えていない。検討したいということですが、退職金の問題もそうですけ

れども、ノマ}卜で働く方というのは余暇を刺用して生活の足しにしようという方もいらっしゃ

るでしょうし、もっと深刻な方もいらっしゃると思います。
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そういう意味で、この市の採用のパートの方に限らず、退職金の問題あるいは休暇の問題と

いうのは相当切実な人もいると思います。余暇を単純に利用というだけの方ももちろんいると

思いますけれども、ぜひ要求があれば行政の府ですから、そこでいわゆる法律的な線に沿って

積極的にこれの説明をして与える方向でひとつ御努力いただくことをお願いいたしまして、こ

の質問を終わります。

0劃議長(米沢照男君) これをもって 23の2、パートで働く人に施策をに関する質

聞を終わります。

2 3の3、市営老人ホームはできないかについての通告質問者、名古屋史郎君の質問を許し

ます。

02 1番(名古屋史郎君) この問題についても高橋徳次議員、秦正一議員、川嶋博

議員、老人ホームといいますか、そういう形あるいは老人病院といった形でそれぞれ御質問が

ありました。もう伺うことはありませんが、高橋議員が表題に載せているように、最も弱い者

へ光を当てるということこそが政治の要諦だろうと思います。もちろん国や都の責任がない、

そういう立場ではございませんけれども、大変、今高齢化社会で国の施策あるいは東京都の施

策を待っていられないという切実な家庭が多いと思います。私はあえて家庭と申し上げますの

は説明申し上げるまでもなく、家族崩壊といいますか、御本人の苦しみはもちろんのことです

けれども、家族の中の、高橋議員のお話にもありましたように大変な負担、こういったことか

ら日野市がやれる方向ということは大体御答弁で伺いました。それから日野市自体がこういう

ホームを持つということはちょっとなかなか難しt¥，こういうお答えもありました。

私は、ちょっと伺いたいのは八王子なりその他に民間のそれにいろいろお願いをするとか援

助という形をとるとかということ、その方向と、これから 5年、 10年先のそういう対象の方

のふえるであろう予想と、それから市外のそういう施設で吸収していただけるであろうという

予測ですね。そこのところがどういうふうになっていくのか。需要と供給といいますか、そう

いう関係が心配ないのか。言t¥かえれば市内に何とか設設を誘致するといいますか民間施設を

誘致するというか、そういう方向は考えられていないのか。場所的にもそうたくさんあるわけ

じゃないと思いますけれども、ああいう施設ならば建てられるという地域はあるんじゃないか

と思います。そういう方の民間からのお話があるとか可能性があるとか、そういったあたりで

すね、ひとつ伺いたいと思います。
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要するにこれから当面民間の方にいろいろ御協力をいただいて確保するという御答弁は承知

しました。しかし、その方向で他市へお願いをするという形だけで 10年といいませんけど、

5年後あたりにそういう形で十分何ていうんですか、対象者の増加と、そういう形で吸収して

いただける可能性といいますか、その辺をちょっと伺いたいと思います。

それから、いわゆる市内にそういう場所はないのか。あるいは、そういう動きというか、何

ていうんですか、計画といいますか、そういったことをお持ちであるといったような情報とい

いますか、その方向はあるのかどうかですね。仮にそういう場所があり、そういう意向があれ

ば当然市内へ誘致という形が一番よかろうと思いますので、その辺についても御答弁をいただ

きたいと思います。以上です。

0副議長(米沢照男君〉 名古屋史郎君の質問についての答弁を求めます。福祉部長。

0福祉部長(高野 隆君) ただいまの御質問にお答えを申し上げます。

先ほどの御質問にありましたように日野市の今の方向は、結論から申しますと一時的に他市

にお願いをするという現在の過程といたしましてはそのような方向をとっているけれども、い

ずれかは市内にそのような施設が必要だろうという方向で考えているわけでございます。

そして御質問にありましたように特養老人ホームの需要というのはますます高まってくる。

この特養老人ホームと申しますのは寝たきりなど日常生活の介護が必要な老人のための施設で

ございますので、このような方がどのように今後ふえてくるか、こういうことに関連があろう

かと思います。

それで現在私どものいろんな資料で見ておりますところでは 65歳以上の老人の方の中で寝

たきり老人の発生率というのは大体 3.8%ぐらいというぐあいに見込んでおります。現在日野

市で 300人と申しますと大体 9，5 0 0人が 65歳以上の人口でございますので、それでいき

ますと大体 360人ぐらい。したがって日野の場合には寝たきり老人は比較的まだ少ないとい

うか、そういう状況でございます。この寝たきり老人の発生の原因というのは高血圧症なり脳

血管疾患の、例えば中風のために下半身不随あるいは半身不随になって寝たきりになるという

ケースが非常に多いものですから、そういうような点で特に日本の場合はこういう方が多いと

いうことで特養老人ホームの必要性が年々高まってきておるわけでございます。

したがって今後 65歳の人口がふえますとやはり必然的にそのような発生、発現率で計算い

たしますと必要度は高まってくるだろう、こういうぐあいに考えられるところでございます。
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現在、委託の方向で来年度早々にお願いをする委託の方向での特養老人ホームのベッドの確

保の問題とあわせまして現在市で誘致した場合にはどうだろうか、こういう論議をしておりま

す。市営でということは、これはちっと東京都の補助金等は民間の福祉法人に対する助成とい

う形に限っておりますので、民間の、民力の導入といいますか、そういう活用という方向でや

はり考えるべきじゃないか、こう思いますし、そういう中で今後誘致については積極的に考え

ていきた~ iO 現在、市内にあります博泉会ともお話しを申し上げているわけですし、場所等も

まだはっきりあるわけでございませんけれども、今後、鋭意その辺のところは積極的に話を進

めてまいりたい。いずれかは、やはりその方向で努力を結実、実らせていきたいというぐあい

に今考えているところでございます。

0副議長(米沢照男君〉 名古屋史郎君。

02 1番(名古屋史郎君〉 表題の市営ということはあえてこだわっているわけじゃな

く、表現として市営ということで、どんなふうな形になって、運営の場合ですね、かというこ

ともわかっているわけで、冒頭申し上げましたように大変な高齢化社会でそれぞれの御家庭の

苦衷というものは大変なものがあるので、ぜひひとつ市内へ誘致の方向を強めて頑張っていっ

ていただきたL、。このことをお願いいたしまして、質問を終わります。ありがとうございまし

7こ。

0副議長(米沢照男君)

る質問を終わります。

これをもって 23の3、市営老人ホームはできないかに関す

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。

( r異議なし」と呼ぶ者あり〕

0副議長(米沢照男君〉 御異議ないものと認め、暫時休憩いたします。

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 1時 50分休憩

午後 4時 4分再開

これより議案第 106号、日野市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の

制定の件を議題といたします。

理事者から提案理由の説明を求めます。市長。
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〔市長登壇〕

O市長(森田喜美男君〉 議案第 106号、日野市一般職の職員の給与に関する条例の

制定についての提案理由を申し上げます。

本議案は、日野市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正するものであります。これ

は国の給与改定が行われた中で職員組合と交渉した結果、合意を見たものであります。

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副議長(米沢照男君〉 関係部長から詳細説明を求めます。総務部長。

0総務部長(山崎 彰君) それでは御説明申し上げます。

最初に特別に追加議案で御審議いただきまして感謝いたします。

それでは議案第 106号でございます。これの 2ページでございますが、給与改定 5.7 4で

ございまして、これの一部改正。先ほど申し上げました第 7条第 3項、扶養手当につきまして

は、このような数字で 1万 4，600円。 800円のアップの改正でございます。そのほか各扶

養につきましては 300円アップの 6，500円に改める。

それから第 8条の第 2項につきましては調整手当 100分の 10という数字でございます。

あと別表が新給料表でございますo 1が一般職でございまして、次のページが給料表、これ

は医療職でございます。

付則にいきまして昭和 60年 6月 1日から適用ということでございます。

あと付属しておりますのは新旧対照表でございます。

よろしく御審議のほどをお願いいたします。

0副議長(米沢照男君〉 これより質疑lζ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。

[ r異議なし」と呼ぶ者あり〕

0副議長(米沢照男君〉 御異議ないものと認めます。よって本件については委員会付

託を省略することに決定いたしました。

本件について御意見があれば承ります。古賀俊昭君。
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01 8番(古賀俊昭君〉 市議会の自由民主党の立場で反対の意見を申し上げます。

日野市の給与条例は御承知のように私どもが再三指摘をしてまいりましたように、地方公務

員法の 24条の職務給の定めを守らない違法な給与制度であります。

今回提出をされた給与条例の改正案につきましても同様に通し号俸制に基づく改正というこ

とで、ベアの改定については異論はないところでありますが、本条例、給与条例としてははな

はだ不適確なものであります。このことは先般職員の皆さんからの申し入れ等によっても指

摘をされ、国会また地方議会等でも通して市長が最近とみに強く行われているものであります。

よって私どもはこの条例改正案に反対をいたします。

0副議長(米沢照男君〉 ほかに御意見はありませんか。なければこれをもって意見を

終結いたします。

これより本件について採決いたします。本件は原案のとおり決するに賛成の諸君の挙手を求

めます。

〔賛成者挙手〕

O副議長(米沢照男君〉 挙手多数であります。よって議案第 106号、日野市一般職

の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定の件は、原案のとおり可決されました。

これより請願第 60 -1 8号、仮称東部会館早期建設実現の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 -1 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

て建設委員会に付託いたします。

これより請願第 60 -1 9号、都ノイス廃止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。

請願第 60 - 1 9号の常任委員会への付託は会議規則第 13 8条の規定により、議長におい

て総務委員会に付託いたします口

これより請願第 60ー 20号、日野市の犬(ネコ〉の不任・去勢手術料金に対する市の一部

負担iζ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iζ配付しました印刷物のとおりです。

請願第 60ー 20号の常任委員会への付託は会議規則第 138条の規定により、議長におい

て厚生委員会に付託いたします。
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これより請願第 60ー 21号、老人医療費の自己負担金引き上げ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 -2 1号の常任委員会への付託は会議規則第 13 8条の規定により、議長におい

て厚生委員会に付託いたします。

本日の日程はすべて終わりました。

本日はこれにて散会いたします。

午後 4時 15分散会
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日程第 34 請願第 60 -1 8号 仮称東部会館早期建設実現の請願

(総務委員会)

日程第 35 請願第 59 - 2 8号 世界連邦都市宣言K関する陳情

(文教委員会)

日程第 36 請願第 57一 7号 遊休農地をテニスコートとして利用すること K関する請

願

(建設委員会)

日程第 37 請願第 57 - 3 7号 高幡不動駅北側地区の区画整理K対する反対請願
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下水道対策特別委員会の継続審査議決K関する件

農林水産省跡地利用対策特別委員会の継続審査議決K関

する件

高幡踏切対策特別委員会の継続審査議決K関する件
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民のための公団住宅の建設促進を要望する意見書
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日程第 51 議員提出議案第 15号 母子保健法改定K関する意見書

日程第 52 議員提出議案第 13号 日野市議会の議員の定数を滅少する条例の一部を改正

する条例の制定Kついて

本日の会議K付した事件

日程第 1から第 52まで
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午後 4時 55分開議

0副議長(米沢照男君) 本日の会議を開きます。

ただいまの出席議員 24名であります。

お諮りいたします。議事の都合K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K御異議ありませんか。

( I異議なし」と呼ぶ者あり〕

0副議長(米沢照男君) 御異議ないものと認めます。よって会議時間を延長するこ

とK決しました。

お諮りいたします。議事の都合Kより暫時休憩いたしたいと思いますが、これK御異議あ

りませんか。

( I異議なし」と呼ぶ者あり〕

0副議長(米沢照男君) 御異議ないものと認めます。よって暫時休憩いたします。

午後 4時 56分休憩

午後 8時 17分再開

。副議長(米沢照 男君) 休憩前K引き続き会議を聞きます。

これより議案第 82号、日野市議会議員及び市長選挙公報発行K関する条例の一部を改正

する条例の制定、議案第 83号、日野市民会館建設資金積立基金条例を廃止する条例の制定

の件を一括議題といたしたL、と思いますが、これK御異議ありませんか。

( I異議なし」と呼ぶ者あり〕

0副議長(米沢照男君) 御異議ないものと認め、一括議題といたします。

総務委員長の審査報告を求めます。

〔総務委員長登壇〕

O総務委員長(竹ノ上武俊君) 総務委員会の審査の経過と結果Kついて御報告を

申し上げます。

議案第 82号でございます。日野市議会議員及び市長選挙公報発行K関する条例の一部を

改正する条例の制定Kついてでございます。これは市議会議員選挙が 10日聞から 7日間K

短縮されること Kよって公報掲載原稿の締め切り等を変更する条例改正でございます。

総務委員会では審議の結果、全会一致原案どおり可決と決しました。よろしく御審議をお
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願L、L、たします。

続きまして議案第 83号でどぎいます。日野市民会館建設資金積立基金条例を廃止する条

例の制定Kついてでございます。これは市民会館の完成Kより、およそ 28億円余の公費が

かかったものでございます。それらの基金Kついて今定例会の補正予算等得まして、すべて

手続が終了いたしましたので、この条例を廃止するという内容のものでございます。

総務委員会は慎重審議の結果、原案どおり全会一致可決と決した次第でございます。よろ

しく御審議をお願L叫、たします。

0副議長(米沢照男君) これより質疑K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 K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Kついて採決いたします。本 2件K対する委員長報告は、原案可決であり

ます。本 2件は委員長報告のと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副議長(米沢照男君) 御異議ないものと認めます。よって議案第 8 2号、日野市

議会議員及び市長選挙公報発行K関する条例の一部を改正する条例の制定、議案第 83号、

日野市民会館建設資金積立基金条例を廃止する条例の制定の件は、原案のとおり可決されま

し7こo

これより議案第 84号、日野市一般職の職員の給与K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。

O総務委員長(竹ノ上武俊君) 議案第 84号Kついての総務委員会審査結果Kつ

いて御報告を申し上げます。

日野市一般職の職員の給与K関する条例の一部を改正する条例の制定についてでございま

す。先般の本会議席上Kおいて提案理由が説明があったとおりでございます。管理職の範囲

忙ついての確定、また管理職手当の期末手当への算入K関する条例改正でございます。

総務委員会は、この議案Kついて慎重審議を行いました。質疑があった主な点は、管理職

の範囲というものをどういうふう K考えたらよいか、というような内容でございました。質

疑の中で出された意見といたしましては、管理職の日野市役所Kおける賃金水準は他市等K
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比べても、あるいは東京都、国K比べても、数万円の差がある人もあるということで、低い

状況Kある。こうしづ中で、管理職の役割を評価して、この条例を制定するの K積極的K賛

成する、と L、う意見などが出されております。また、もう一方、管理職手当といえども、賃

金体系の中の一部である。そういう点から、賃金は労使交渉で決めるということが必要であ

るo まだ完全な労使の納得というものがないのではないかと思う。また、通し号俸制Kつい

ては賛否両論あるけれども、通し号俸制が労働者にとってはいいんだ、と L、う立場の意見も

あるo そういう点から今回の議案Kついては反対である。保留である、等の意見が質疑の中

で交わされたわけでございます。

そのような審議の結果、採決を行いました。多数決Kよりまして、原案のとおり可決すべ

しというふう K総務委員会は結論を下した次第でございます。よろしく御審議をお願L、L、た

します。

0副議長(米沢照男君)

0 18番(古賀俊昭君)

これより質疑K入ります。古賀俊昭君。

ただいまの委員長の御報告では、賛否意見が分かれたとい

うことでございました。その具体的な内訳 Kついて、もう少し詳しくお聞かせをいただけ

ればと思います。

0副議長(米沢照男君) 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。

賛否の意見の内容Kついては、主として先ほど述べたとおりでございます。採決の内容K

つきましては、賛成をされた会派は新政会、それから市民クラブ、そして公明党でございま

す。反対をされたのは革新クラブでございました。また保留の立場をとられたのは共産党で

ございました。以上のとおりの内容でございます。(rはい、了解」と呼ぶ者あり)

0副議長(米沢照男君 )

を終結いたします。

本件Kついて御意見があれば承ります。名古屋史郎君。

021番(名古屋史郎君) 日本社会党の市会議員として、本案K反対の立場で意見

ほかK御質疑はありませんか。なければこれをもって質疑

を申し述べます。

低い賃金、そして厳しい労働条件のもとで、日夜地道K働いている一般職員の支えがあっ

てこそ、市政も市民の負託Kこたえ得るものだということは、私が申し上げるまでもない、
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どなたも異論のないことであると思います。

本案は管理職手当を一時金K算入するというものであり、委員長報告Kもありましたよう

K、一般職の職員の給与体系の一角を成すものであり、十分な労使関係での合意、こういう

ものがあってしかるべきだ、というふう K考えております。そういう点で、当局側の説明で

も、十分な合意がなされたという説明が聞き取れない問題であります。そして他市と比較し

て、管理職の給与が低L、。これは管理職の給与が低いというだけKとどまらず、他の一般職

の職員の給与も低いのでありまして、職員全体の給与ということから根本的K考え、対策を

して L、かなければならない問題だと私は思います。そして、その管理職手当というものはパ

ーセンテージ、その賃金というものの低さということのほかK管理職手当のいわゆる率、こ

のことは非常K他市K比べて高額な、高い率の管理職手当が支給されていると L、う事実もご

ざいます。また、ほかのことでもよく出ることですが、他市ではどうかということ Kついて

て、三多摩では保谷市がこのことが行われている、こういった報告もどぎいました。

こういうことをいろいろ考えあわせますと、この時期K変則的な形で、労使合意もないま

まKこのことを実施するということは、私どもは大変不適当だというふう K考えております。

以上の理由で、日本社会党の市会議員として、この件K反対をいたします。以上です。

0副議長(米沢照男君) ほかK御意見はありませんか。古賀俊昭君。

01 8番(古賀俊昭君) 簡単K賛成の立場で意見を申し上げたいと思います。

提案理由の、提案されましたとき Kも申し上げましたが、現在、日野市は通し号俸制とい

う違法な給与制度をとっているわけであります。つまり、年齢給としづ給与制度をとってい

るわけでありまして、地方公務員法K定められた職務給の原則を逸脱し、違法状態Kあると

いうことは、すでK多くの指摘が、多くの皆さんから指摘があるところであります。この給

与制度が続く以上、今まで支給をされてまいりました、いわゆるボーナスでは一般職員の方

よりも低額の部長さんがし、たり、課長さんがし、たり、係長さんがL、たりしておりました。つ

まり、ボーナスの逆転現象が起きていたわけであります。ちなみ忙、今回 12月K支給をさ

れましたボーナスを見ましても、現に一般職の最高の方は 109万円の支給を受けておられ

ます。しかしながら、現K部長さんでも 101万円の方がL、らっしゃるo また課長きんでも

9 0万円台の方がL、らっしゃる。こういうことで、引き続きボーナスの逆転した姿というも

のがございました。
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こうした給与制度をとる以上、当然このようなことは起こるわけで、私どもは以前から管

理職手当の期末手当K対する算入を主張いたしてまいりました。今回、部長 20%、課長15

%、課長補佐 10%ということで、この算入が実現をすれば、こうした今までございました

逆転した姿というのは、おおむね解消するのではないかと思います。職場の正しい秩序を確

立していくためにも、ぜひこうした条例の改正は、通し号俸制が続く以上、早急Kとられな

ければならない施策であったと思います。よって、この条例の改正Kは賛成をするものであ

ります。

また私は、先般提案理由の説明の際K、係長の手当Kついてもどうだろうか、ということ

を触れておきました。しかしながら、これは私の一つの思い違いと L九、ますか、とり方の違

いがございました。係長さんは、現K組合K加入をしておられる。組合は係長手当の算入K

反対をしている、ということでありますから、反対をしている人たちK算入をするというの

は、まこと Kおかしなことになるわけであります。そのよう K、前回提案の際K私が主張し

ました点Kついては、若干訂正をしておきたL、と思います。

以上、賛成の意見を簡単K申し述べました。

0副議長(米沢照男君) ほかK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。(1"議長」と呼ぶ者あり) 板垣正男君。

01  2番(板垣正男君) 採決を前忙して、一言、共産党市議団の態度を明らかKし

ておきたL、と思いますのでよろしくお願いしたし、と思います。

本議案第 84号は、管理職手当 Kかかわる問題でもあるわけでありますけれど、この管理

職手当 Kついては、労使の交渉忙なじまないという、そう Lヴ意見もございます。しかし、

管理職手当は、広く賃金体系の一部を成すものでもあります。したがって、労使交渉の場で

協議が成り立たなくてはならないものと考えますD 現状では、まだ十分労使の合意がなされ

ていない事情Kありますので、共産党市議団は、総務委員会でも態度を保留の立場をとりま

した。

採決を前にいたしまして棄権いたしますので、若干の時間の猶予をいただきたいと思いま

す。(1"副議長は何党だJ1"共産党分裂」と呼ぶ者あり)

〔共産党議員退席〕

O高Ij議長(米沢照男君) これより本件Kついて採決いたします。本件K対する委員
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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K賛成の諸君の挙手を求

めます。

〔賛成者挙手〕

O副議長(米沢照男君) 挙手多数であります。よって議案第 84号、日野市一般職

の職員の給与K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o

(共産党議員着席〕

O副議長(米沢照男君) これより議案第 99号、日野市立日野第二中学校給食室建

築工事請負契約の締結、議案第 100号、日野市立日野第二中学校給食室給排水衛生空気調

和設備工事請負契約の締結の件を一括議題といたしたいと思いますが、これK御異議ありま

せんか。

( r異議なし」と呼ぶ者あり〕

0副議長(米沢照男君) 御異議ないものと認め、一括議題といたします。

総務委員長の審査報告を求めます。

〔総務委員長登壇〕

0総務委員長(竹ノ上武俊君) 議案第 99号並びK第 10 0号Kついての総務委

員会審査結果Kついて御報告を申し上げます。

議案第 99号は、日野市立日野第二中学校給食室建築工事請負契約の締結Kついてでござ

います。契約金額は 2億 5，20 0万円、契約の相手方は大木・桜建設共同企業体K入札の結

果、決定をいたしました。工事概要等Kついては、議案の説明書のとおりでございます。

総務委員会は慎重審議を行いましたo その中で、今回、指名入札が 8社だけ発表されてい

るという点Kついて、質疑が行われました。これK対しては、指名は 10社ということで行

いましたけれども、共同企業体を組むことができないとしづ理由で、入札を自然な形で辞退

した会社が出たので、 8社で入札したということ Kなった次第である、とし、う答弁でござい

ます。また、これは何も共同企業体でやらなくても、地元業者がリーダーとなって入札K参

加する規模ではないか。地元の業者でも、その程度の工事はできるのではないか、という質

疑や要望等が出されました。その点Kついては、市当局も今後積極的K検討していく、とい

うことでございました。
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総務委員会は慎重審議の結果、全会一致原案どおり可決と決しました。よろしく御審議を

お願L丸、たします。

議案第 100号の日野市立日野第二中学校給食室給排水衛生空気調和設備工事請負契約の

締結Kついてでございます。この件は、契約金額が 1億 3，95 0万円でございます。落札し

た相手方は、八重洲工業株式会社でございます。これは説明書のとおり 10社が入札K参加

いたしまして、落札決定したものでございます。

この件Kついては、市内の関連業者、中小業者を共同企業体Kセットすべきではなかった

のか、と L、う質疑などがなされましたが、今回は見送った。しかし、今後地元企業を育てる

意味で、そういう方面も研究し対策を立てたい、という市当局の答弁などがございました。

総務委員会では慎重審議の結果、全会一致原案どおり可決と決定をした次第でございます。

よろしく御審議をお願いします。

0副議長(米沢照男君) これより質疑K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K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Kついて採決いたします。本 2件 K対する委員長報告は、原案可決であり

ます。本 2件は委員長報告のとおり決する K御異議ありませんか。

( i異議なし」と呼ぶ者あり〕

0副議長 (米沢照男君) 御異議ないものと認めます。よって議案第 99号、日野市

立日野第二中学校給食室建築工事請負契約の締結、議案第 100号、日野市立日野第二中学

校給食室給排水衛生空気調和設備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 89号、昭和 60年度日野市一般会計補正予算(第 3号)の件を議題とい

たします。

本件Kついては、 4常任委員会K分割付託いたしておりますので、順次審査報告を願いま

す。

総務委員長の審査報告を求めます。

O総務委員長(竹ノ上武俊君)

ます。

総務委員会Kは議案第 89号、昭和 60年度日野市一般会計補正予算のうち歳入また債務

総務委員会の審査結果Kついて御報告を申し上げ
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負担行為補正、歳出は、議会費、総務費、そして公債費等でございました。詳しくは提案時

理事者より説明があったとおりでございます。

歳入補正額は 17億 2，804万 6，000円でございます。歳入合計は 332億 5，421万

4，0 0 0円となった次第でございます。歳入Kつきましては総務委員会でそれぞれの質疑が

なされました。また議会費Kつきましても質疑を行った次第でございます。総務費Kつきま

しても慎重なる質疑を行いました。

この中で主なるものだけ御紹介をしておきたいと思います。その一つは地域の教育力を考

える懇談会、このため1'C1人当たり 2万円の費用を弁償いたしまして、 3回Kわたって懇談

会を開く、都合 18万円の予算がございます。この問題Kついて質疑がなされました。理事

者よりは、この懇談会のメンバーについては、公募を行って進行していく。現在のところ 11

名の応募者があったので、これをなるべく全部採用して、懇談会等の助言者として御協力を

願っていく、という趣旨の答弁などがあったわけでございます。

また明昼前の住宅K関しまして、用地課の経費が計上をされております。これは明星前の

住宅地の私道Kつきまして、これを市へ移管する K当たっての諸経費を市が負担して行うた

めの予算である、という説明があったわけでございます。また総務費の中で、行財政調査会

委員の謝礼Kついても質疑が行われました。この点Kついては行財政調査会がかなり長時間

十てわたって論議をしているが、どう L、う審議内容かということでございました。これも 1人

当たり 2万円の費用弁償的なものを支出いたしまして続けております。 1日最低 4時間以上

ということで、熱心な審議をして日野市の行財政のあり方Kついて活発な意見交換が行われ、

現在進行中である、と L、う答弁でどぎいます。主なる質疑は、以上のようなものでございま

し7こo

その中で意見として出されたものが 1件ございました。それは固定資産税と関係のある都

市計画税Kついてでございます。この税率を市の権限で低めることができるはずであるので、

最高額よりも少しでも税率を下げるという形で税の滅免と申しますか、そうし、うための制度

をつくるためK市が努力していただきたい、という見解でございました。以上のような審議

をいたしたわけでございます。

あとは公債費K関しての繰り上げ償還の問題、そして債務負担行為等Kついては、お手元

K配付されております東部会館新築事業Kついての質疑などがなされたわけでございます。
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東部会館の新築事業Kつきましては、現在の試算でございますけれども、約 12億かかるう

ち東京都が 5億 2，00 0万円負担、八王子市が 2億 7，0 0 0万円負担、日野市が 4億円負担

というような割合が明らかとなった次第でございます。

以上のような総務委員会質疑を交わしました中、全会一致原案どおり可決と決しましたの

で、よろしく御審議をお願い申し上げます。

0副議長(米沢照男君) これより質疑K入ります。谷長一君。

05番(谷 長一君) 委員長Kお尋ねいたします。

ただいま行財政調査検討委員会で検討中ということでありますけれども、どのようなこと

を検討していられ、その検討中は、その過程というのはどのよう忙なっており、さら Kは恐

らく答申が出されるのではないかと思うんですけれども、そのあたり Kつきまして、あと少

し詳しく教えていただきたL、。以上でございます。

0副議長(米沢照男君) 総務委員長。

。総務委員長(竹ノ上武俊君) 総務委員会では質疑の重点はこの行財政調査委員

会の審議がかなり長期間Kわたっているという点Kついて質疑を行ったわけでございます。

行財政調査会がどのようなテンポで結論が出るか、そしてどうしづ内容を主として結論を出

そうとしているか、その内容Kついては若干の審議はいたしましたが、詳細な点Kつきまし

ては理事者より答弁をお願いしたいと思いますので、よろしくお願L刈、たします。

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) お答えをいたします。

行財政調査会Kつきましては、審議の内容忙ついて先般一般質問でお答えをしたとおりで

ございます。それ以降、若干かわっている点だけを申し上げますと、年内K中問答申をとい

うことで進めておりました。過日、 12月 21日でございますが、本年最後の全体会議を持

ったわけでございますけれども、中問答申の完全なまとまりができなかった、という状況で

ございます。

0副議長(米沢照男君)

05番(谷長一君)

谷長一君。

中問答申の完全な答申、検討ができなかったから答申ができ

なかった、ということなんですけれども、これは非常Kそれでは難しいようなことだと思う

んですけれども、その答申ができなかったo 年内 K出すということだったんですけれど、答



申ができなかった理由が何かあるんじゃないか、と思うんですけれども、そのあたりですね、

委員長はよく知っていらっしゃるんじゃないかと思うんですけれども、(笑声)委員長であ

りますから。その点、どうお考え Kなるか。企画財政部長がお答え Kなったのを聞いて、そ

の感想でも L、し、です。そのあたりをどのよう忙お考えKなっているか。(rそんなこと答え

ちゃだめだよ」と呼ぶ者あり)

0副議長(米沢照男君) 総務委員長。

0総務委員長(竹ノ上武俊君) ただいま谷議員より感想ということでございます

けれども、委員長単独の感想ということは述べる権限がございませんので、省略をいたした

いと思います。

総務委員会では、この質疑の状態を聞きましたところ、先ほど言いましたよう K、 3時間、

4時間、長い時間は 13時間、そして小委員会も 4人で構成をいたしまして審議をしている

ということで、その結論を急げとか、あるいはどういうふう Kしろ、というような質疑は突

っ込んでは行われておりませんo また早く出してくれとかし、うような意見も、まとまったも

のは出ておりませんo

なお、これは審議会のような性格のものでございますので、総務委員長としても、その中

K立ち入るわけKはまいりませんので、ひとつ答申が出た結果、総務委員会でも審議する機

会があれば審議させていただきたし、というふう K考えております。(rはい、結構です」と

呼ぶ者あり)

0副議長(米沢照男君) 石坂勝雄君。

028番(石坂勝雄君) 2点ばかり聞きたい。

1点は、地域教育力を考える懇談会のその 11名の応募者があったということなんですが、

その人の氏名が総務委員会で発表Kなったかどうか。なったとすれば私の、ほかの議員Kも

お教え願えるような措置をとっていただきたいということをひとつ、 1点。

いま一つ、それからさっき委員長の報告で、私は間違いではなかろうかなと思うんですが、

都市計画税を滅免するというか、税率を軽減すると言うなら話はわかるけど、減免というの

はそれはどういうことを審議されたんだか、ちょっとそれをお答え願いたL、。

0副議長(米沢照男君) 総務委員長。

0総務委員長(竹ノ上武俊君) 総務委員会Kおきまして御質問の、懇談会の助言
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者の応募者の氏名、これKついては教えてくれ、とし、う質疑はなく、かつ総務委員会K対し

て市当局からも説明がございませんでした。

また都市計画税の点Kついては、先ほど私も軽減と申しますかというふう K言葉を表現い

たしましたよう K、正しくは今指摘されたよう K、税率の軽減、税率を低くする。そういう

形での意見でございましたので、そういう意見でございましたので、改めて補足しておきた

いと思います。

。副議長(米沢照男君)

028番(石坂勝雄君)

石坂勝雄君。

じゃあ委員長は、今総務委員会では教育力を考える会のメ

ンバーのお名前は出なかったと。理事者の方では何か差し支え、まだそこの段階までいって

いるのかどうなのか。さもなきゃ、こういうことで委嘱をするという言葉が発表されても何

か差し支えがないんじゃなかろうかと、こう思うんですが、し、かがですか。

0副議長(米沢照男君)

O市長(森田喜美男君)

市長。

教育のことは極めて重要でございますし、また今日の課題

でもあるわけであります。いろいろ政府におきましては臨教審が持たれ、それから、いろん

な議論の場が今我々も必要である、このよう K考えております。そこで 10月 1日、再掲と

いう形で 11月 1日、 2団地域の教育力を高めるためKと、こう L、う題目で、小さな意見発表

を私の名前で行っております。それK伴いまして期待よりはるかK少ないんですが、多少の

参加したい、つまり教育、地域の教育力を考える懇談会K参加をしたい、こういう申し出が

あった、というのが今言われておる 10人余りの数だ、こういうことでございます。

それで、その方々を1.J1j(tL委嘱をするとかそうしづ形ではなくて、開かれた形で懇談会を教

育関係の市内の学識経験の高い方を数名一一 3名を予定しておりますが、コーディネーター

とL、う形で、そうして市民K呼びかけて参加をしていただいて、教育論議をしていただこう、

こういうことを考えております。まだ委嘱もいたしておりませんが、来年Kなりましたら、

なるべく機会を見て、ぜひそういうことを行って、日野市内K教育K関する市民一般の高い

関心を集めていきたい、このよう K考えております。

0副議長(米沢照男君) 石坂勝雄君。

028番(石坂勝雄君) 今市長の言うのは大体私わかるんですが、やっぱり予算措

置で 2万円掛ける 3人の 3四分としてあるんですから、一応、助言者Kしても、そういう地
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域の何かテーマを持ってやるにしても、こういう大小Kかかわらず公金が支払われるんだか

ら、委嘱すると Lづか講師料というか、謝礼というか、何かの形でその人Kきちっと差し上

げる形は、名前を発表してされることは事実なんでしょ。どうなんでしょう。

0副議長(米沢照男君)

O市長(森田喜美男君)

市長。

どなたでも参加できる公開の懇談会Kいたしたい、と思つ

ております。しかし、その中の助言者K当たっていただく方 3名Kは、費用弁償させていた

だく、こういうことであります。

0副議長(米沢照男君) 総務委員長。

0総務委員長(竹ノ上武俊君) 再度ちょっと補足発言をしておきたいと思います。

先ほどの都市計画税の税率の軽減ということで、最終的K補足いたしましたが、当初、滅

免という言葉を使ったかもしれませんけれども、論議の中でいろんな言葉が出ましたけれど

も、最終的忙は補足したとおりの意見ということ Kまとまりましたので、御承知おきいただ

きたいと思います。

0副議長(米沢照男君)

01 8番(古賀俊昭君)

古賀俊昭君。

行財政調査会の件で、今質疑が先Kありましたが、私が今

議会で一般質問をいたしましたときに、行財政調査会の中問答申は年内K提出されるのか、

という聞いK対して、おくれているけれども、 1カ月以上おくれているけれども、年内K答

申を受ける予定である。年内答申を考えておられる見解が理事者並びK部長の方から答弁が

あったと思し、ます。今のお話をお聞きいたしますと、ことしの最後の会議がもう開かれて、

年内K開会される予定はな L、。つまり中問答申は出なかったということであります。私は 9

月議会でもお聞きをいたしましたが、そのときKこの行財政調査会Kよる検討結果、これは

中問答申として秋口までKは提出をされ、それは昭和 61年度の予算編成K生かしてL、く、

とL、う見解が答弁がございました。

しかしながら、今のお話を聞いていますと、中問答申とし刈、ますか、 1次答申はなかった

ということでありますので、来年度予算Kできるものから中問答申を受けて盛り込んでいく、

とL、う当初の市側の考え方はここで大きく後退せざるを得ないのではないかと思いますが、

今後、中問答申、小委員会等開かれて、近いうち忙はまとめられる。つまり来年早々 Kはま

とめられる可能性もあるかと思いますが、予算編成とこの行財政調査会の進行の兼ね合いK
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ついて、お尋ねをしたいと思います。御回答をお願L、L、たします。

0副議長(米沢照男君)

O市長(森田喜美男君)

市長。

行財政調査会は、 10名の委員の方K極めて熱心K御審議

をいただいております。年内忙中問答申をとしづ期待をお願いをしておりましたわけですが、

1名の小委員の先生がお正月まで外遊をなさる、ということがございまして最終の仕上げと

いうふう Kなっておりませんo しかし、年を明ければ多分早々 K成文化したものでいただけ

る、こう思っております。

それから今までの審議Kかかわりました、また、その立場あるいはその審議の中から、予

算編成K反映さすべきものはほぼ出そろっておりますので、来年の予算編成にはできる限り

活用させていただきたい、こう思っております。

0副議長(米沢照男君)

01 8番(古賀俊昭君)

古賀俊昭君。

市長がおっしゃるように、活用できればもちろんそれはそ

れKこしたことはないわけでありますが、当初はたしか 9月か 10月、 1 0月ですか、答申

をもらいたい、受けたいということが委員委嘱の際の市側の要望であった、というふう K聞

いております。外遊云々というのは、ここのところKきて初めて出てきた問題だろうと思い

ます。いずれKしろ外遊される云々は別K して、かなり作業がおくれているということは事

実だと思いますが、一般質問でも指摘をいたしましたよう K、この委嘱をされております10

人の委員の方のうち、半数近くはいわゆる臨調はけしからん、行革Kは反対だという立場の

意見を鮮明忙いろんな場でなさっている方々がお入り Kなっているわけであります。学者と

申しますか、大学の先生方の中Kもいわゆる臨調行革路線は、福祉・教育の切り捨てだとい

う看板を掲げて論陣を張っておられる方も何人も入っていらっしゃる。そういったことが今

回の中問答申がおくれた理由忙なっていないのか。この場でもう一度市側の考え方を聞いて

おきたいと思います。

0副議長(米沢照男君)

O市長(森田喜美男君)

市長。

私の伺います範囲では、議論は極めて和やかではあります

が、また厳しい論調もある、このよう K受けとめております。しかし、ほぼ意見はまとめら

れた、まとめられると Lづ方向で進んでおります。学者もいらっしゃいますので、それぞれ

の学説の立場ということもおありでございますけど、我々は十分にその方々の御意見を市の
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行財政の 1段階の調査、つまり現状認識それから将来K対するピジョン、それKは具体的K

はさしあたりどのようなことができるか、ということは十分指摘をしていただいております

ので、そのような扱いで、扱いでというよりも、そのような我々も認識K立ちまして活用さ

せていただきたい、こう思っております。近くできるだけ、でき次第ひとつ議員さんKも御

配付、お送りするというつもりでおります。

0副議長(米沢照男君) 古賀俊昭君。

01 8番(古賀俊昭君) 最後K確かめておきたいと思いますが、この行財政調査会、

他市では例を見ない、日野では職員組合の代表も送り込まれると L、う、非常K私が指摘して

おりますよう K、変則的な、また、よその自治体では見られない委員の構成Kなっているわ

けです。そうしたことが影響していないと Lづ市長のお考えが、正しければそれKこしたこ

とはないわけでありますが、来年早々忙は 1次答申が受けられるというふう K今お答えにな

りました。来年早々とは 1月中というふう K理解をしていL、かどうか、市長Kもう一度お尋

ねをいたします。

0副議長(米沢照男君 )

O市長(森田喜美男君)

O副議長(米沢照男君)

01 9番(市川資信君)

市長。

そのよう K御理解していただいて結構だと思っております。

市川資信君。

私は総務委員会でございますので質問ではなくて、先ほど

石坂議員が指摘してくださいましたので、今改めて質問することはございませんo ただ、都

市計画税の軽減措置ということは、日野市の財政が大変豊かで、今年度また 10億近い繰り

越しをするという中で、減免ができれば一番望ましいが、できることならば、今日野市の都

市計画税が 10 0分の 0.3とLづ最高限度額を掛けておる。こうL、う財政豊かな中で、市民K

この豊かさを還元してあげたらし、かがですか。ただ減免する Kは、いわゆる万願寺区画整理

を初め、これから大きな事業があるので、軽減措置をとられたいということを意見を述べま

した。そのよう Kまた委員長も報告されましたので、質問は結構です。取り消します。

0副議長(米沢照男君) ほかK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。

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K文教委員長の審査報告を求めます。
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〔文教委員長登壇〕

O文教委員長(古賀俊昭君) きょうは深夜でございますが、学校の先生方もたく

さん傍聴Kお見え忙なっております。文教委員会の審査報告お聞きいただくということで、

大変ありがたいことだと思います。

文教委員会K付託をされました昭和 60年度日野市一般会計補正予算(第 3号)の歳出の

うち、教育費忙ついて審査報告を申し上げます。

今回の補正は教育費を 4，7 0 7万 8，000円を増額いたしまして、教育費の総額を合計50

億 8，7 5 0万 7，0 0 0円とするものであります。増額補正される主なもの Kついて申し上げ

ます。

小学校費で天体観測に使用いたします天体望遠鏡を未設置校K設置をする備品購入費の

1 1 7万円と工事請負費では第一小学校と滝合小学校Kバスクットポーノレの正式のゴーノレを

設置するための費用 917万円であります。

中学校費では七生中学校がことしの 9月から学校給食を開始したこと K伴い、新たK採用

されました給食調理員と栄養士の方 7名分の給料及び職員手当等の追加、これが 2，2 1 0万

円であります。

次K社会教育費では、委託料の埋蔵文化財発掘調査 VL2，0 0 0万円が補正されております。

これは主K落川遺跡調査にかかわるものでありまして、下排水管の埋設工事K先立って行わ

れる市道部分、市道部分の調査を行う際、人や車の通行を確保しながら行う必要があること

から、通常の発掘調査よりも手聞がかかったためK、単価がアップをしたこと忙よるもので

あります。また人件費関係の減額分は、高年齢の退職職員の方の退職K伴って補充をされま

した職員の方が、若年齢であることを理由 K、滅額されるものであります。

次K質疑の主なものを申し上げます。

埋蔵文化財の発掘調査の単価アップの理由と、調査完了しているのか。また天体望遠鏡は、

今回の措置で全校K行き渡るのか。また学校施設の開放の状況は。続いて大成荘の建てかえ

の計画。また図書館で今回売り出しております日野市絵図の増刷の部数は、などの質問がそ

れぞれの委員からなされたわけであります。

埋蔵文化財の発掘調査Kつきましては、今申し上げましたよう K市道部分であったこと。

そこで十分な配慮をしながら調査を行わざるを得なかった。そのことが理由である。なお、
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現在は調査はすでK完了している、との答弁でございました。

2番目の天体望遠鏡Kつきましては、中学校は全校Kすでに完備をしております。今回の

措置で、小学校も全校K天体望遠鏡の設置がなされる、というお答えがありました。なお中

学校の学校の施設の開放Kつきましては、中学校は全校現在開放されておりますが、未開放

校があることの理由Kつきましては、トイレ等が併設をされていないなどの理由Kよる、そ

うしたネックがあると Lづ理由が挙げられておりました。

大成荘の建てかえ計画忙つきましては、小中学校がどの程度利用するのか。また体育館は

併設すべきなのか。建てかえの場所Kついては現在の大成荘のある位置が適切か。こうした

点を今後検討し、昭和 6 3年度K基本設計費を計上したい、と L、う考え方を教育委員会では

持っているとの見解が示されましたo

なお日野市絵図Kつきましては当初 2，000部印刷をし、 1部 400円で販売したそうで

ありますが、部数が不足をしてきたためK、今回 3，00 0部を増刷するとの回答がございま

した。以上が質疑K対する主な答弁の概要であります。

以上、慎重審査の後、採決を行いました。各委員それぞれ異議を唱える方はなく、委員会

として原案どおり可決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副議長(米沢照男君) これより質疑K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K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 89号、昭和 60年度日野市一般会計補正予算第 3号、歳出のうち、民生費、衛生

費、労働費、消防費Kつきまして、去る 12月 20日K開催をされました厚生委員会Kおけ

る審査の経過並びK結果を御報告申し上げます。

今回の補正の主なものは、民生費では特養老人ホームへの老人委託措置費の増、老人保健

特別会計及び国保特別会計への繰出金の増額など合わせて 2億 7，82 9万円の増額、衛生費

では南多摩斎場組合負担金増などを含む 2，1 0 0万 4，000円の増額、労働費では勤労青年
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会館開設に伴う 896万 1，00 0円の増額、消防費では第 1介団第 3部の器具置き場用地購

入費など 640万 4，0 0 0円の増額となっております。

質疑といたしましては、民生費では住宅改良資金減額の理由。ひの共同作業所改築のスク

ヅューノレ。老人保健及び国民健康保険両特別会計への大幅繰り出し増の理由。学童クラブの

理念及び指導員、パート指導員への報酬増、賃金増の理由などが問われました。

説明といたしましては住宅改良資金は前年実績K伴うものである。共同作業所は周辺住民

及び工場対策として厚生省の補助金K基づく防音工事を追加するもので、いずれ面積増も検

討をいたしたL、。老人保健については、支払い基金、園、都、市それぞれ負担額が決められ

ているが、それぞれの基準の違い、額の決定時期のずれがあるため、当面市の一般会計から

繰り出しておくものであるo 国保忙ついては、国庫及び都の負担滅忙伴うものである。

学童クラプは、緊急避難所ではなく健全育成の場であるo 指導員の報酬増は、保母などへ

の異動K伴う 2名の不足分を補充するものo パート指導員の賃金増は定員オーバーの 5クラ

フ.へパートを配属するためである、と伺いました。

労働費では、勤労青年会館の管理、運営が問われましたが、いわゆる大地区センタ-~該

当し、この管理は委託方式となる。利用時間は夜間を延ばし夜 10時までとしたL、。使用料

をとりたい等の説明がありました。

消防費では、東町の器具置き場の関連が問われ、敷地面積は約 97平米、いずれつくられ

るであろう建物は 2階建てとなり延べ 60平米、その費用は約 800万円となるo また、も

との場所は隣接する地区センターの物置Kなる見通しであると伺いました。

意見、要望としては、 1住宅改良資金滅Kついて融資実績が少ないのは市の PR不足では

ないか。よい制度であり求めている人も多いはずなので、もっと制度を知らせる努力をして

ほしし、。 2.乳がん自己検診用K利用される乳房模型Kついては、年 1回の検診の際だけでは

なく、婦人の多く集まる際など有効利用を図ってほし L、。 3.学童クラブKついて、全般的K

は定員割れの中で少数の留保者がL、るのは何とかできないか。地域性を踏まえ、過密、過疎

対策を検討されたL、。 4.勤労青年会館Kついては、夜間の刺用時間をさら K延長するよう K

考えていただきたし、。 5.消防器具置き場詰所Kついては、団員の士気KこたえるためK も、

十分な設備を整えてほしい等が述べられたところであります。

当委員会では、以上申し上げましたような審査を踏まえ、採決K移りましたが、民生費、
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衛生費、労働費、消防費、いずれも補正内容K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副議長(米沢照男君) これより質疑K入ります。なければこれをもって質疑を終

結いたします。

これをもって厚生委員会関係の審査報告を終わります。

次K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K付託されました議案第 89号、

昭和 60年度日野市一般会計補正予算(第 3号)の歳出のうち、農業費、土木費 Kついて、

建設委員会の審査を御報告申し上げます。

まず農業費でございますけれども、補正額は 437万 5，0 0 0円、補正後の金額を 1億

1，2 6 5万円とするものであります。補正の主な内容は、農業費のうち農業振興費でござい

ます。内容は東京都優良集団農地保全育成事業が 33 6万 3，000円の増額であります。理

由は対象面積が 7ヘクターノレから 10.6 2ヘクターノレKふえたため増額されたものでありま

す。事業費の負担割合は都が 4分の 2、市が 4分の l、事業者が 4分の lとなっております。

続きまして土木費でございます。土木費は総額 5億 8，2 9 4万 5，0 0 0円の補正でごぎい

ます。補正後の金額は 59億 1，82 9万円とするものであります。まず土木費のうち道路橋

りょう費の道路維持費が 30 6万円の補正増でございます。内容を申し上げますと街路樹の

枝の整枝 119万円。これは当初 800本から 900本予定しておりましたが、これを 2，100

本行うためと、高齢者事業団から業者へかえるためのものであります。道路補修費が 187

万円。これは夏の集中豪雨Kよる道路の陥没等の補修費でございます。

次K土木費のうち河川の改良、河川の維持費でございます。補正額は 112万 8，000円

でございます。内容は約 1，2 0 0個の清流フィノレターの購入費であります。

次K土木費のうち都市計画費であります。補正額は 5億 7，83 9万 4，000円でございま

す。補正の主なものは区画整理でございます。内容は土地区画事業特別会計への繰出金が 5

億 6，9 1 7万 4，000円でございます。

主な質疑は、街路樹の整枝について高齢者事業団から業者にかわったということでござい

ますけれど、地域的K高齢者の範囲の中でできれば地域の中で連帯ができるのではないか。
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街路樹の種類はどんなものがよいか。柳等は雨が降って非常K歩きづらし、。また街路樹の整

枝の仕事の内容を申し上げますと、高齢者事業団は枝を切るだけで業者の場合はその後片づ

けまで行うということと、高さが 3メートノレないし 4メートノレもあるので危険なことo 高齢

者事業団Kは他の仕事がある。また事業団自体も余りやりたがらなし、。しかし、そのような

申し出があれば検討したL、。柳等は枝の伸びがよいので年 1回はやらなければならなし、。街

路樹は景観Kも注意しなければならないので、手入れを怠ってはいけないとの説明がありま

した。

慎重審議の結果、全会一致原案のとおり可決と決定いたしました。よろしく御審議のほど

お願L叫、たします。

。副議長(米沢照男君)

結いたします。

これをもって建設委員会関係の審査報告を終わります。

これより質疑K入ります。なければこれをもって質疑を終

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K対する委員長報告は、原案可決であります。

本件は委員長報告のとおり決する K御異議ありませんか。

C I異議なし」と呼ぶ者あり〕

0副議長(米沢照男君) 御異議ないものと認めます。よって議案第 89号、昭和60

年度日野市一般会計補正予算(第 3号)の件は、原案のとおり可決されました。

これより議案第 85号、日野市地区広場設置条例の一部を改正する条例の制定の件を議題

といたします。

厚生委員長の審査報告を求めます。

〔厚生委員長登壇〕

O厚生委員長(馬場弘融君) 厚生委員会K付託をされました議案第 85号、日野

市地区広場設置条例の一部を改正する条例Kつきまして、委員会Kおける審査の経過並びK

結果を御報告申し上げます。

本件は、市内 8番目の地区広場として開設をされた市立もぐさ観音地区広場を条例別表K

追加するものであります。所在地は百草 819番地の 4、敷地面積 2，39 0平米、日本信販

句
、

υ
ヴ
d

p
h
d
 



と日野市との協定K基づきこの 11月K市有地となったものであります。

当委員会では慎重審査を進めた後、採決K移りましたが、全員異議なく可決すべきものと

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副議長(米沢照男君) これより質疑K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K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。

これより本件忙ついて採決いたします。本件に対する委員長報告は、原案可決であります。

本件は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。

C i異議なし」と呼ぶ者あり〕

0副議長(米沢照男君) 御異議ないものと認めます。よって議案第 85号、日野市

地区広場設置条例の一部を改正する条例の制定の件は、原案のとおり可決されました。

これより議案第 90号、昭和 60年度日野市国民健康保険特別会計補正予算(第 2号)、

議案第 92号、昭和 60年度日野市立総合病院事業会計補正予算(第 3号)、議案第 93号、

昭和 60年度日野市受託水道事業特別会計補正予算(第 2号)、議案第 95号、昭和 60年

度日野市老人保健特別会計補正予算(第 2号)の件を一括議題といたしたいと思いますが、

これK御異議ありませんか。

C i異議なし」と呼ぶ者あり)

0副議長(米沢照男君) 御異議ないものと認め、一括議題といたします。

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) 引き続きまして厚生委員会K付託されました議案第

9 0号、 92号、 93号、 95号Kつきまして、順次御報告をいたします。

初めK議案第 90号、昭和 60年度日野市国民健康保険特別会計補正予算第 2号Kつきま

して審査の経過並びK結果を御報告申し上げます。

本件は退職者医療制度実施K伴う国からの交付金及び国保事業K対する都からの交付金が

大幅K減額されたものを一般会計からの繰り入れ増で補うための補正であります。歳入のう

ち、款相互の増誠は大きな額となりますが、予算の総枠につきましては 388万 4，000円

の増Kとどまり、歳入歳出予算の総額を 30億 4，6 6 6万 1，0 0 0円とするものであります。

質疑の主なものを申し上げますと一般会計からの繰入額の目安はどのくらいか。レセプト
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の目的及び現状はどうなっているか。国保財政困窮であるが、国及び都の交付滅はすなわち

加入者及び市民の負担増Kつながる。これK対する国や都への市の働きかけの現状を伺いた

し、等が問われました。

答弁としては、繰入額の目安は先般市長より被保険者 1人当たり 5，0 0 0円との説明があ

ったところであるが、今回の補正後では、 1人当たり約 1万円を超えること忙なり放置でき

ない現状かと思う。

レセプトの目的は、適正な医療費が支払われているかを示すものであり、昨年は総件数の

半数であったが、本年度から 9月中K受診をされた全世帯K通知をしているo 間違い等の問

い合わせはなかったo

国や都への働きかけKついては市長会あるいは担当課長会等で補助、減額をしないよう強

く求めているところである。国も、ここで 1，3 6 7億円の追加補正を決定しており、当市K

も幾分かの配分が期待できょうと伺ったところであります。

意見といたしましては、国及び都の交付金減額Kより国保会計が苦しくなっており、本来

なら反対をしたいところだが、市も努力をしているし、国も補てんをする見通しなので賛成

をする。しかし、今後も減額分を取り戻すべく努力をされたい、との強い意見が出されたと

ころであります。

以上申し上げましたような審査を踏まえ、採決K移りましたが、補正内容K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K議案第 92号、昭和 60年度日野市立総合病院事業会計補正予算第 3号Kつきまして

御報告申し上げます。

本件は当初予算第 3条K定めた収益的収入及び支出の予定額Kそれぞれ 1，1 4 0万円を追

加するものであります。収入の主なものは都の補助金の増であり、支出の主なものは常勤医

師 3名増K伴う給与費の増額であります。

当委員会では慎重審査を進めた後、採決K移りましたが、本件Kつきましても全員異議な

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。

次K議案第 93号、昭和 60年度日野市受託水道事業特別会計補正予算第 2号につきまし

て御報告申し上げます。

本件は歳入歳出予算Kそれぞれ l億 1，472万 7，0 0 0円を追加し、歳入歳出予算の総額
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をそれぞれ 12億 3，675万 2，000円とするものであります。歳出の主なものは配水管移

設K伴う工事請負費と多摩平浄水場並びK事務室の改造実施設計K伴う委託料であります。

当委員会では、慎重審査の後、採決K移りましたが、本件Kつきましても、全員異議なく

可決すべきものと決した次第であります。

最後K議案第 95号、昭和 60年度日野市老人保健特別会計補正予算第 2号Kつきまして

御報告申し上げます。

本件は歳入歳出予算にそれぞれ 977万 5，000円を追加し、歳入歳出予算の総額を 28 

億 7，459万 7，000円とするもので、総額忙は大きな変化はありませんが、歳入歳出とも

款相互の増減は大きくなっております。すなわち、本補正は 本年の実績K伴い減額をされ

ました支払い基金交付金、国及び都の支出金を埋め合わせるため、一般会計繰入金を一時増

額するとしづ補正であります。

質疑といたしましては、支払い基金及び国庫負担金の滅が余り Kも多 L、。そのためK一般

会計からの繰り入れも当初予算の倍以上となっている。この理由は何か。基金、国庫、都、

市の負担割合Kは変化はないのか。予算組みをうまくすれば、このような大きな変動はなく

せるのか、等が問われたところであります。

答弁としては、支払い基金及び国庫等負担金算定K当たっては、 3月から 7月までの医療

費実績が基準とされている。しかも、この時期は医療費が少ない時期である。当初予算は、

1 0月以降の医療費がふえる時期も考慮して編成をされているが、支払い基金や国はその辺

を考慮してくれないのでこの時期Kは一時的K市が立てかえをしなければならなくなるo し

かしながら、最終的な決済Kついては、実績K応じた負担をしてもらえること Kなっているo

それぞれの負担割合は支払い基金 70%、国庫 20%、都 5%、市 59らとなっており、この

数値K変化はな L、。支払い基金や園、都の支出の仕組みがかわらない限りこのような補正は

なくならないと思う等の説明を受けました。

当委員会では、以上のような審査を踏まえ採決K移りましたが、本件Kつきましても、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、 4議案かし、つまんで審査結果を報告いたしました。よろしく御審議のほどお願いを

申し上げます。

0副議長(米沢照男君) これより質疑K入ります。なければこれをもって質疑を終
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結いたします。

本 4件K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 4件Kついて採決いたします。本 4件K対する委員長報告は、原案可決であり

ます。本 4件は委員長報告のとおり決するK御異議ありませんか。

( I異議なし」と呼ぶ者あり〕

0副議長(米沢照男君) 御異議ないものと認めます。よって議案第 90号、昭和 60

年度日野市国民健康保険特別会計補正予算(第 2号)、議案第 92号、昭和 60年度日野市

立総合病院事業会計補正予算(第 3号)、議案第 93号、昭和 60年度日野市受託水道事業

特別会計補正予算(第 2号)、議案第 95号、昭和 60年度日野市老人保健特別会計補正予

算(第 2号)の件は、原案のとおり可決されました。

これより議案第 86号、日野都市計画事業高幡土地区画整理事業施行規程を定める条例の

制定、議案第 87号、日野都市計画事業豊田南土地区画整理事業施行規程を定める条例の制

定の件を一括議題といたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

( I異議なし」と呼ぶ者あり〕

0副議長(米沢照男君) 御異議ないものと認め、一括議題といたします。

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K付託されました議案第 86号、

日野都市計画事業高幡土地区画整理事業施行規程を定める条例の制定Kついての建設委員会

の審査並びKその結果を御報告申し上げます。

この条例は、土地区画整理法第 3条第 3項の規定Kより、日野市が施行する高幡土地区画

整理事業の施行K関し、法第 53条第 2項K規定する事項、その他必要な事項を定めること

を目的とするものであり、 9章 40条から成り、事業の施行地域は高幡、三沢、大字新井の

各一部であります。

この件の質疑K関しましては、なぜ国からの補助をもらわないのかとの質疑がございまし

たが、区画整理を行う場合、国の補助はつくが、今後事業が増幅する可能性もあり、その場

合、国の補助金がすべての事業Kつかない可能性もあり、高幡は 16ヘクターノレということ

もあり、国の補助なしで行うが、国の補助の負担分は都の方で行う旨の答弁がありました。
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採決の結果、全会一致原案可決と決しました。

続きまして議案第 87号、日野都市計画事業豊田南土地区画整理事業施行規程を定める条

例の制定Kついての建設委員会の審査及びその結果を御報告申し上げます。

この条例はさきの 86号同様 9章 40条より成り、事業施行の対象地域は日野市豊田一丁

目より四丁目の各一部、同東豊田一丁目、二丁目の各一部、日野市東平山一丁目、二丁目の

各一部であります。

この件Kつきましては特K質疑はございませんでした。

採決の結果、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L市、たしま

す。

0副議長(米沢照男君) これより質疑K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 K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Kついて採決いたします。本 2件K対する委員長報告は、原案可決であり

ます。本 2件は委員長報告のとおり決する K御異議ありませんか。

( I異議なし」と呼ぶ者あり〕

0副議長(米沢照男君) 御異議ないものと認めます。よって議案第 86号、日野都

市計画事業高幡土地区画整理事業施行規程を定める条例の制定、議案第 87号、日野都市計

画事業豊田南土地区画整理事業施行規程を定める条例の制定の件は、原案のとおり可決され

ましアこo

お諮りいたします。議事の都合Kより暫時休憩いたしたいと思いますが、これK御異議あ

りませんか。

( I異議なし」と呼ぶ者あり〕

0副議長(米沢照男君、) 御異議ないものと認めます。よって暫時休憩いたします。

午後 9時 33分休憩

午後 9時 53分再開

休憩前K引き続き会議を開きます。0副議長(米沢照男君)

これより議案第 88号、日野市小規模事業者育成条例の制定の件を議題といたします。

建設委員長の審査報告を求めます。
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〔建設委員長登壇〕

O建設委員長(高橋徳次君) それでは議案第 88号、日野市小規模事業者育成条

例の制定についての建設委員会の審査報告を申し上げます。

本条例は市内の小規模事業者の育成をし、その営業の振興を促すためのものでございます。

1 2月 20日の建設委員会では結論K至りませんでした。それで、再度本日の午前 9時半か

ら行いました。

建設委員会Kおけます質疑の主なものを申し上げますと、本条例は、条例とその後K提出

されました施行規則案ですか、これK非常Kあいまいな文章も多く、また条例と施行規則の

食い違いが多 L、。例えば条例の方のときの本会議での説明ですと 10 0万まで融資と言いな

がら、委員会では利子補給のみというようなことでございます。また条例では対象者、家族

構成の小規模業者としながら、規則ではサービス業Kあっては従業員 2人、その他の業種に

あっては 5人以下となっているo また 4条の 3項、これ、条例の方ですけれど、選挙権を有

することということがうたわれておりますが、この意味と必要性、また規則 17条の市長の

必要事項ですか、これがどういう必要事項があるのか、ということでございます。この必要

事項K、聞きましたところが、刺子補給、研修、経営の近代化であるというふうな答弁がご

ざいましたけれど、それは条例の方の第 3条の 1項、 2項、 3項でうたわれているというよ

うなことで、委員会Kおける答弁も各所で非常K歯切れが悪く、あいまいな答弁が多く見ら

れ、各委員の方々も質問K戸惑うというような状態でございます。

6 1年 1月 1日施行と言いながら予算措置は全くなく、実際は 61年 4月以降の実施忙な

るのではないかということで、それら K対する予算はどの程度あるのかというような質問も

ございました。それに対しては 2，70 0万ぐらいを見ておる。また何ゆえK条例のみを急い

で先行させるのか、等の質疑もなされましたo

また、この条例は条例そのものはよろしいけれども、少し急ぎ過ぎて出した、急ぎ過ぎて

いるのではないか。 4月からの執行ですから、それまでK十分条例、規則、また細則等を準

備してから 3月の定例会でやってもよろしいのではないかというふうな、そのほかK多くの

意見が出されました。また、まだ実施要綱ですか、これも出ていなL、。これK関しては事務

局の方では今準備中ということの返答でございます。

各委員とも、この条例そのものに関しては非常に結構なことであるけれど、余りにも急ぎ
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過ぎたためK、非常K矛盾点が多いということで、それぞれ多く質疑が出されましたけれど

も、まず条例を十分検討された上で、実施まで忙はまだ聞があるのだから、その上で立派K

通るような条例できちんと整理して出してほしい、というような意見でございました。

採決の結果、要する K継続ということ K決しました。よろしく御審議のほどお願L刈、たし

ます。

0副議長(米沢照男君) これより質疑K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Kついて御意見があれば承ります。小俣昭光君。

03番(小俣昭光君) 私は共産党議員団を代表して、日野市小規模事業者育成条例

Kついての一言意見を申し上げます。

この条例は、市内の小規模事業者が、今の社会状況の中で待ち望まれているものでありま

す。(rそうだ」と呼ぶ者あり)今、景気の落ち込みは、小規模事業者忙大きく影響を与え

ています。小規模事業者は、資金の調達も相談もする所もなく、資金のやりくりもできず、

サラ金K手を出すなど、小規模事業者の経営は大変な状況が続いております。この条例は、

こう L、う状態K置かれている事業者経営K、幾らかでも役K立ちたい、こう L、う立場から提

出されたものと思います。

との条例を見ますと、小規模の事業者の資金調達の援助、営業近代化の指導、営業研修、

同業組合の奨励、受注と下請のあっせんなど、どれも小規模事業者が待ち望んでいるもので

あります。また市内Kは、 5.0 0 0の商工業者がありますが、そのうち約半分、 2千五、六

百が対象Kなると言われております。

そこで私は小規模事業者育成条例Kついて、強く採択を求めます。この条例を継続の主張

Kついては、今議会は私たち議員は最後の議会でありますロよって継続の主張は、事実上廃

案Kなるものであります。(rそうだ」と呼ぶ者あり)その継続Kついては強く反対し、採

択を重ねて強く主張いたしまして、共産党議員団の意見といたします。(拍手)

O副議長(米沢照男君) ほかK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K対する委員長報告は、閉会中の継続審査で

あります。本件は委員長報告のとおり決する K賛成の諸君の挙手を求めます。
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〔賛成者挙手〕

O副議長(米沢照男君) 挙手多数であります。よって議案第 88号、日野市小規模

事業者育成条例の制定の件は、委員長報告のとおり閉会中の継続審査K付すること K決しま

しTこo

これより議案第 91号、昭和 60年度日野市土地区画整理事業特別会計補正予算(第2号)、

議案第 94号、昭和 60年度日野市農業共済事業特別会計補正予算(第 1号)、議案第 96 

号、昭和 60年度日野市仲田緑地用地特別会計補正予算(第 1号)の件を一括議題といたし

たし、と思いますが、これK御異議ありませんか。

( i異議なし」と呼ぶ者あり〕

0副議長(米沢照男君) 御異議ないものと認め、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) それでは建設委員会K付託されました議案第 91号、

昭和 60年度目野市土地区画整理事業特別会計補正予算Kついて(第 2号)の建設委員会の

審査報告を申し上げます。

議案第 91号、昭和 60年度日野市土地区画整理事業特別会計補正予算、補正額は歳入歳

出とも/fC7億 8，495万 6，0 0 0円を追加し、補正後の額を歳入歳出とも 20億 1，24 8万

5，0 0 0円とするものであります。

この内容Kついては、歳入は国庫負担金、繰入金、繰越金の増と国の補助金等がふえたた

め保留地処分を行わないで諸収入が威額されたものであります。歳出Kつきまして主なるも

のは高幡土地区画整理事業用地 3，7 7 8平米の取得費 6億 768万 9，0 0 0円と万願寺土地

区画整理事業業務を新都市建設公社へ委託するための 1億 7，8 6 0万 4，0 0 0円であります。

質疑といたしましては、保留地の処分はいつごろ忙なるか。こういうような質疑がなされ

ました。保留地Kついては、今売れる所は何ヵ所かあるが、周りが整備されてから、また資

金が不足してから売却しずの、 とL、う説明がございました。

慎重審議の結果、全会一致原案のとおり可決すべきものと決しました。よろしく御審議の

ほどお願L、し、たします。

次K議案第 94号、昭和 60年度日野市農業共済事業特別会計補正予算Kついて(御 1号〉

の建設委員会忙おける審査の報告を申し上げます。
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農作物共済勘定の事業収益及び事業費用Kそれぞれ 14万 3，000円を追加し、補正後の

額をそれぞれ 213万 8，0 0 0円とするものであります。園芸施設共済勘定の事業収益及び

事業費用Kそれぞれ 2，000円を追加し、補正後の額をそれぞれ 169万 4，000円とする

ものであります。

これKつきましては議案第 10 3号、農業共済無事戻金の交付KついてK関連しておりま

す。

採決の結果、全会一致原案のとおり可決すべきものと決しました。よろしく御審議のほど

お願L市、たします。

次K議案第 96号、昭和 60年度日野市仲田緑地用地特別会計補正予算Kついて(第1号)

の建設委員会の審査報告を御報告申し上げます。

補正額は歳入歳出とも 9万円を追加し、補正後の額を 7億 2，32 1万 8，0 0 0円とするも

のであります。

この内容は預金の利子であります。

慎重審議の結果、原案のとおり可決すべきものと決しました。よろしく御審議のほどお願

いいたします。

0副議長(米沢照男君)

結いたします。

本 3件 Kついて御意見があれば承ります。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K入ります。なければこれをもって質疑を終

これより本 3件Kついて採決いたします。本 3件K対する委員長報告は、原案可決であり

ます。本 3件は委員長報告のとおり決する K御異議ありませんか。

( I異議なし」と呼ぶ者あり〕

0副議長(米沢照男君) 御異議ないものと認めます。よって議案第 91号、昭和60

年度日野市土地区画整理事業特別会計補正予算(第 2号)、議案第 94号、昭和 60年度日

野市農業共済事業特別会計補正予算(第 1号)、議案第 96号、昭和 60年度日野市仲田緑

地用地特別会計補正予算(第 1号)の件は、原案のとおり可決されました。

これより議案第 97号、市道路線の廃止、議案第 98号、市道路線の認定の件を一括議題

といたしたいと思L、ますが、これK御異議ありまぜんか。

( I異議なし」と呼ぶ者あり〕
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0副議長(米沢照男君) 御異議ないものと認め、一括議題といたします。

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 97号、市道路線の廃止Kついて、

議案第 98号、市道路線の認定についての建設委員会の審査報告を申し上げます。

まず議案第 97号、市道路線の廃止Kついては、南平五丁目の市道下河原線の廃止であり

ます。理由は、現況廃滅して公共の用K供されないためであります。

議案第 97号Kつきましては、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。

続いて議案第 98号、市道路線の認定についてでございます。落)1129号線、浅)11自転車

歩行者専用道路 1号線、浅)11自転車歩行者専用道路 5号線、多摩川自転車歩行者専用道路 1

号線の 4路線でございます。

建設委員会では、現地調査を実施の上、審議K入りました。主な質疑は、落)1129号線の

大きなカーブは今後改良されるのか、自転車歩行者専用道路は今までのを合わせて何メート

ノレぐらいあるのか、今後どのくらいKなるのか、などの質疑がありました。

落川 29号線Kついては、下水道の工事が当分続き、路面整備はされるであろうが、拡幅

等の整備は考えていなL、。自転車歩行者専用道路は、今回の認定は 2，8 0 0メートノレぐらい

であるo その後、多摩川の右岸は栄町あたりまで、浅川の左岸も順次やっていきたL、。その

結果、 1万 6，0 0 0メートノレないし 1万 7，0 0 0メートノレぐらいKはなるo いつなるかはま

だ不確定である、との説明がありました。

議案第 98号Kつきましては、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。よ

ろしく御審議のほどお願L叫、たします。

0副議長(米沢照男君) これより質疑K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K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K対する委員長報告は、原案可決であり

ます。本 2件は委員長報告のとおり決する K御異議ありませんか。

( I異議なし」と呼ぶ者あり〕

0副議長(米沢照男君) 御異議ないものと認めます。よって議案第 97号、市道路

線の廃止、議案第 98号、市道路線の認定の件は、原案のとおり可決されました。
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これより議案第 101号、町区域の設定、議案第 102号、万願寺土地区画整理事業施行

地区内の土地区画整理事業用地の権刺放棄、議案第 10 3号、農業共済無事戻金の交付の件

を一括議題といたしたいと思いますが、これK御異議ありませんか。

( i異議なし」と呼ぶ者あり〕

0副議長(米沢照男君) 御異議ないものと認め、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 10 1号、町区域の設定Kついての

建設委員会の審査報告を申し上げます。

本議案は、地方自治法第 26 0条第 1項の規定K基づき、別紙設定書のとおり町区域を設

定し、昭和 61年 7月 1日から施行するものであります。

建設委員会における審査内容を申し上げますと、程久保の番地整理は 19 2ヘクターノレ、

64%の完了でございます。また今後の市の番地整理はどうなるのかとの問いに対しては、

次Kは高幡、三沢があるが、これは区画整理とあわせてやりたL、。また落川、百草はすでK

要望が出ている。日野の残りは万願寺の区画整理とあわせてやりたL、。見通しとしての時期

はいつかという問いK対しては、区画整理とあわせてやっていくので、やりたL、のではっき

りとは今言えない等の質疑がございました。

以上で質疑を打ち切り、採決の結果、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L、L、たします。

次に議案第 10 2号、万願寺土地区画整理事業施行地区内の土地区画整理事業用地の権利

放棄Kついて、の建設委員会の審査報告を申し上げます。

本議案は、万願寺土地区画整理事業施行地域内の過小宅地の戚歩緩和を図るための 3，296.

9 1平米の土地の権刺放棄をするものであります。

主な質疑といたしましては、過小宅地はどのくらいあるのか。本議案の方法は今まで日野

市でやってきたかなどの質疑がありました。過小宅地は 421軒あり、減歩緩和Kついては

今までこの方式でやってきていますとの説明がありました。

慎重審議の結果、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。よろしく御審議

のほどお願L九、たします。

次K議案第 103号、農業共済無事戻金の交付Kついての建設委員会の審査報告を申し上
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げます。

本議案は日野市農業共済条例第 36条第 1項第 1号及び第 2号並びK第 88条の 23第 l

項第 1号及び第 2号により、議会の議決を求めるものでございます。

内容を申し上げますと、 3年間無事故の者K対して無事戻金を交付するものであります。

水稲Kつきましては 14万 3，9 0 5円、陸稲Kつきましては 14円、麦Kつきましては 210

円、園芸施設共済Kつきましては 1，08 4円となっております。

審議の結果、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。よろしく御審議のほ

どお願L叫、たします。

0副議長(米沢照男君)

結いたします。

本 3件Kついて御意見があれば承ります。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K入ります。なければこれをもって質疑を終

これより本 3件 Kついて採決いたします。本 3件K対する委員長報告は、原案可決であり

ます。本 3件は委員長報告のとおり決する K御異議ありませんか。

( I異議なし」と呼ぶ者あり〕

0副議長(米沢照男君) 御異議ないものと認めます。よって議案第 101号、町区

域の設定、議案第 102号、万願寺土地区画整理事業施行地区内の土地区画整理事業用地の

権刺放棄、議案第 103号、農業共済無事戻金の交付の件は、原案のとおり可決されました。

これより請願第 60ー 7号、下町下河原地区 K所在する(旧)日東精密時計株式会社跡地

取得K関する請願、請願第 60 - 1 6号、住宅・都市整備公団の「縮小・民営化」の動向を

抑止し、国民のための公団住宅の建設促進を要望する意見書提出を求める請願、請願第 60 

-1 9号、都パス廃止K関する請願の件を一括議題といたしたし、と思いますが、これK御異

議ありませんか。

( I異議なし」と呼ぶ者あり〕

0副議長(米沢照男君) 御異議ないものと認め、一括議題といたします。

総務委員長の審査報告を求めます。

(総務委員長登壇〕

O総務委員長(竹ノ上武俊君) 総務委員会の審査経過とその結果Kつきまして御

報告申し上げます。
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まず請願第 60ー 7号でございます。これは去る 6月 17日提出された請願でございます。

件名は下町下河原地区K所在する(旧)日東精密時計株式会社跡地取得K関する請願でござ

います。請願者の代表は日野市日野 602の2、其貝さんとお読みするんでしょうか、ほか

692名から提出されたものでございます。

これは請願者の住宅の近所K長谷川工務庄並びK長谷工不動産等がグリーンパーク日野マ

ンションとしづ計画を持ち込んだこと K対して、地域住民の皆さんが生活権及び環境保全に

ついて不安があるという点で、請願を提出されたものでございます。

請願の要旨といたしましては、当地域は、マン γ ョン計画ではなく、公的用途のため日野

市が都市計画を推進されるようにというものでございます。

総務委員会は、現地調査また慎重なる審議をいたしました結果、全会一致で採択と決しま

した。よろしく御審議をお願L丸、たします。

続きまして請願 60 -1 6号でございます。件名は住宅・都市整備公団の「縮小・民営化」

の動向を抑止し、国民のための公団住宅の建設促進を要望する意見書提出を求める請願でご

ざいます。請願代表者は日野市多摩平 4- 2の多摩平自治会の代表尾立さん、ほか百草団地、

高幡台団地の自治会代表の方々から提出されたものでございます。

請願の要旨は、現在、臨時行政改革推進審議会が特殊法人問題小委員会というのをつくり

まして住宅・都市整備公団のあり方K対し業務の縮小をすべきである、利子補給金を削減す

べきである、経営形態を民営化せよなどという方向で審議をしていること Kかんがみまして、

居住者住民が不安を示している状況忙なっている、ということでございます。現在、 1，2 5 0 

万世帯の住宅困窮者がL、ると言われている中で、わけても国の使命として公共住宅政策を強

め、そのためKは公団が活動をしてもらわなければならないということ Kなっております。

そのような状況から、結論といたしまして、公団の縮小・民営化K強く反対するとともに、

公団が今後とも所期の使命を持って健全な発展をぜよ、という意見書を日野市議会の名Kお

いて提出してほしい、ということでございます。

総務委員会はこの請願K対し慎重なる態度で臨みまして全会一致採択と決しました。

後ほどの日程の中で請願趣旨 K沿いまして意見書を提案をいたし、内閣総理大臣、建設省、

公団当局と関係当局K送付するようお願いしたいと思っているところでございますので、慎

重なる御審議をお願L、L、たしたL、と思います。
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次は請願の第 60 - 1 9号でございます。これは都パスの廃止K関する請願とし、う件名で

ございます。請願代表者は日野市日野 10 8 5、万願荘自治会長の飯野さんほか 1，0 6 5名

から提出をされております。

請願の要旨は、今回東京都が都ノミスを立川一八王子間路線廃止K決定をいたしました。こ

のこと K関しまして、お年寄りなどを中心忙して立川への交通の便が閉ざされているo 何と

か代替パスを運行していただきたい、とし、う請願でございます。これK対し、市当局も東京

都Kたび重なる要請をしたし、きさつ、また京王ノ〈ス Kも強い要請をしたL、きさつ等が、審査

の中で明らかとなりました。

それらの結果、現在若干ではございますが、京王バスが増発をしていると Lづ状況の中で、

総務委員会は本請願について全会一致採択と決した次第でございます。よろしく御審議をお

願いします。

0副議長(米沢照男君)

01 8番(古賀俊昭君)

これより質疑K入ります。古賀俊昭君。

請願の第 60 - 1 6号、住宅・都市整備公団の「縮小・民

営化」の動向を抑止し云々という要望意見書の提出を求める請願Kついてでありますが、全

会一致委員会で採択をされた、と L、う委員長の御報告でございました。この市議会の中でも、

と忙かく臨調とか行革というのは、頭からいけないというような議論がよく革新政党一共

産党や社会党の皆さん、おやり忙なるんですが、御承知のよう K、臨調、行革が目標として

おりますのは、活力ある福祉社会の建設ということで、よく言われるところの福祉や教育、

また社会保障等を財源難を理由K切り捨てるというものではないわけであります。この請願

提出者の言わんとするところも、そのような誤解K基づいているような気がするんですが、

臨調、行革の具体的な実施をするための方針を絶えず検討しております行革審の中K小委員

会ができて特殊法人問題小委員会というものだと思いますが、今後、この住宅・都市整備公

団の問題Kついても、来年 4月をめどに結論を出すということで、報告書を出すということ

で、今作業K入っているようであります。

そのまだ結論が出る前K、あえてその結論をどうやって先取りしておわかり忙なったかわ

かりませんが、これらの内容Kついて疑問視するような意見は、委員会では全く出されなか

ったのかどうか。臨調、行政改革、土光さんのやっていることは全くいけない、と L、う立場

の意見のみだったのかどうか、委員長 Kお伺いをいたします。
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0副議長(米沢照男君) 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。

ただいまの御指摘のような質疑、意見は一切ございませんでした。全員一致採択という戸

が強くて、採決K運びましたところ、全会一致採択された次第でごぎいます。

0副議長(米沢照男君) 古賀俊昭君。

018番(古賀俊昭君) 後の意見の場で申し上げても L丸、んですが、あえて私もこ

の請願採択K反対はいたしませんが、住宅政策、今度の、きのう内示をされました国の住宅

政策でも、特K後退をしているという面はないのではないかと思います。臨調の趣旨という

ものを、やはり私ども一方的な見地からだけではなく、十分K理解するという、そういう内

容、また見地というものをやっぱり持つべきだろうと思いますので、採択Kは反対はいたし

ませんが、強い疑念を表明しておきた¥，、と思います。

0副議長(米沢照男君)

を終結いたします。

本 3件について御意見があれば承ります。なければこれをもって意見を終結いたします。

ほかK御質疑はありませんか。なければこれをもって質疑

これより本 3件忙ついて採決いたします。本 3件 K対する委員長報告は、採択であります。

本 3件は委員長報告のとおり決する K御異議ありませんか。

C I異議なし」と呼ぶ者あり)

0副議長(米沢照男君) 御異議ないものと認めます。よって請願第60ー 7号、下

町下河原地区K所在する(旧)日東精密時計株式会社跡地取得K関する請願、請願第 60-

1 6号、住宅・都市整備公団の「縮小・民営化」の動向を抑止し、国民のための公団住宅の

建設促進を要望する意見書提出を求める請願、請願第 60 -1 9号、都パス廃止K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 60-9号、無認可保育室の助成K関する陳情、請願第 60 -1 1号、(仮

称)神明地区センター建設に関する請願、請願第 60ー 12号、静閑な住宅地の真ん中への

駐車場建設反対K関する請願、請願第 60ー 20号、日野市の犬(ネコ)の不妊・去勢手術

料金K対する市の一部負担K関する請願の件を一括議題といたしたいと思いますが、これに

御異議ありませんか。

C I異議なし」と呼ぶ者あり〕
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0副議長(米沢照男君) 御異議ないものと認め、一括議題といたします。

厚生委員長の審査報告を求めます。

〔厚生委員長登壇〕

O厚生委員長(馬場弘融君) 厚生委員会K付託をされました請願第 60 -9号、

6 0ー 11号、 60 - 1 2号、 60 - 2 0号、合わせて 4件 Kつきまして順次御報告をいた

します。

初めK請願第 60 -9号、無認可保育室の助成K関する陳情Kつきまして、審査の経過並

び忙結果を御報告申し上げます。

本陳情は、東京都田無市本町 4-11-9、東京都無認可保育所連絡協議会三多摩連絡会

代表者、後山和子さんから提出をされ、本年 9月 17日当委員会K付託をされております。

要旨は無認可保育室忙かかわる各種助成を増額し、できれば都区内並み忙してほしし、。ま

た事務手続を簡素化してほしいというものであります。

当委員会では、陳情者並びK市側の資料をもと vc2回Kわたって審査を行ってまいりまし

fこ一口

採決の結果、市としても前向き K努力をしていることでもあり、本陳情は全員異議なく採

択すべきものと決した次第であります。

次K請願第 60ー 11号、(仮称)神明地区センター建設K関する詩願Kつきまして御報

告申し上げます。

本請願は、日野市神明 4-17-24、松川修次郎さんほか 72 8名の方から提出され、

本年 9月 17日当委員会K付託をされております。

要旨は、神明地区の各種自治活動活性化のため、神明自治会地区 K地区センターを建設し

てほしいというものであります。

本請願もやはり 2回の審査を行ってまいりました。特K請願文の中で、自治会の備品及び

道具置き場にしたいと L、う部分と、市の緑政課所管の市有地Kつくってほしい、と L、う場所

の指定Kついては、難点があるとする意見が強く出されたところでありますが、以前 K、高

山地区K地区センターをという詰願も採択されており、趣旨は了とするということで、採決

の結果、全員異議なく採択すべきものと決した次第であります。

次K請願第 60 -1 2号、静閑な住宅地の其ん中への駐車場建設反対K関する訪願Kっき
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まして御報告申し上げます。

本請願は、日野市多摩平 3-17-4、石原 康さんほか 18 1名の方から提出をされ、

本年 10月 2日当委員会K付託をされております。

要旨は、交通量の少ない通学路でもある裏通り K、駐車場をつくらせないよう指導してほ

しい、というものであります。

当委員会では、現地調査を踏まえ、 3回の審査を行ってまいりました。この中で、担当課

長より、近隣住民の了解なし忙は着手しない、という地主の意向も伝えられました。

意見としては、請願者の気持ちもわかるが、地主の私権の侵害という面も考えなくてはい

けなL、。近隣住民も何から何まで反対というのではなく、担当課が聞に入って、双方で話し

合い、温和な解決が図られるよう希望する口地域の環境は、住民が話し合って形成をすべき

ものである、等、全委員よりほぼ同様の意見が述べられたところであります。

これら意見を踏まえ、採決の結果、全員異議なく採択すべきものと決した次第であります。

最後K請願第 60 - 2 0号、日野市の犬(ネコ)の不妊・去勢手術料金K対する市の一部

負担K関する請願Kつきまして御報告申し上げます。

本請願は、日野市新町 3-34-2、レナーテ・へロノレドさんほか 199名の方から提出

をされ、去る 12月 11日当委員会K付託をされております。

要旨は、市が現在行っている犬の手術料金の一部負担Kついて、指定獣医の枠を広げてほ

しし、。さら K猫Kも適用を拡大してほしい、というものであります。

担当課の説明Kよれば、現状の指定医は獣医師会等保健所単位であること。猫は、都のい

わゆるベット条例Kは規定されていないことなど問題点はあるが、市長相談Kおいて、市長

も継続して話し合いをしており、担当課としても市民の意向をくむ方向であるo

これら説明を踏まえ、採決の結果、要望Kすべて沿えるものではないが、願意を前向き K

検討されたしと L、う意味で、本件Kつきましても、全員異議なく採択すべきものと決した次

第であります。

以上 4件、かいつまんで御報告を申し上げました。よろしく御審議のほどお願いを申し上

げます。

0副議長(米沢照男君) これより質疑K入ります。なければこれをもって質疑を終

結いたします。
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本 4件K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 4件Kついて採決いたします。本 4件K対する委員長報告は、採択であります。

本 4件は委員長報告のとおり決する K御異議ありませんか。

( I異議なし」と呼ぶ者あり〕

0副議長(米沢照男君) 御異議ないものと認めます。よって請願第 60 -9号、無

認可保育室の助成K関する陳情、請願第 60 - 1 1号、(仮称)神明地区センター建設に関

‘する請願、請願第 60 - 1 2号、静閑な住宅地の真ん中への駐車場建設反対忙関する請願、

請願第 60ー20号、日野市の犬(ネコ)の不妊・去勢手術料金K対する市の一部負担K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 60ー17号、母子保健法改定K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を求めます。

0厚生委員長(馬場弘融君) 請願第 60 -1 7号、母子保健法改定K関する陳情

Kつきまして、厚生委員会忙おける審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。

本陳情は、東京都千代田区丸の内 3ー 5- 1、衛生局内東京都区職員労働組合保健所支部

支部長竹下一雄さんから提出をされ、去る 12月 11日当委員会K付託をされております。

要旨は、母子保健法改定案Kよれば、妊婦及び乳幼児の健康診断など、都の保健所事業を

市町村へ委譲する見通しであるが、市町村の受け入れ態勢は不十分であるo 母子保健水準後

退のおそれ大なので、現行法どおり都道府県知事を実施主体とするととも K、母子保健対策、

保健所機能が拡充強化されるよう関係機関K意見書の提出を求めるものであります。

担当課の説明 Kよれば、財源や保健婦活動の点などから、市長会でも問題となっており、

各委員もおおむね願意を了承したものの、今回結論を出すか否かで意見が分かれました。

当委員会では、慎重審査の後、採決K移りましたが、本件は、賛成多数Kより採択すべき

ものと決した次第であります。なお、少数意見は、反対ではなく継続忙したい、というもの

であったことを申し添えておきます。よろしく御審議のほどお願いを申し上げます。

0副議長(米沢照男君) これより質疑K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K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Kついて採決いたします。本件K対する委員長報告は、採択であります。本



件は委員長報告のとおり決する K御異議ありませんか。

( i異議なし」と呼ぶ者あり〕

0副議長(米沢照男君) 御異議ないものと認めます。よって請願第 60 -1 7号、

母子保健法改定K関する陳情の件は、委員長報告のとおり採択と決しました。

これより請願第 60 -2 1号、老人医療費の自己負担金引き上げK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を求めます。

0厚生委員長(馬場弘融君) 引き続きまして厚生委員会K付託をされました請願

第 60ー 21号、老人医療費の自己負担金引き上げK関する陳情Kつきまして委員会におけ

る審査の経過並びK結果を御報告申し上げます。

本陳情は、東京都文京区湯島 1-3 -1、富久ピノレ 5階東京保険医協会内健保制度大改悪

阻止東京連絡会事務局長、桜木早苗さんより提出をされ、去る 12月 18日当委員会K付託

をされております。

要旨は、老人医療費無料制度が廃止され、来年度からは自己負担金がさらK引き上げられ

る見通しである。これが実施となれば、老人の健康と生命K大きな障害となろう。それゆえ、

自己負担金を引き上げないよう関係機関K意見書を提出してほしい、というものであります。

陳情の趣旨については全員が了承したわけでありますが、審議の中で議論をされましたの

は、実は前回の定例会で、全く同じ趣旨でさらK詳しい内容の意見書が、この事情を先取り

をして上程、可決をされ、すでVC1 0月 15日付で関係機関あて K発送されているという事

実であります。そこで、陳情は採択とするとしても、意見書を重ねて提出をする必要はなか

ろうという意見と、全く同じ内容でダブっても、意見書は提出をすべきである、と L、う意見

K分かれ、結論をけさの委員会まで保留をしたところであります。

この問、陳情者の意向を確認をさせましたところ、陳情者も、すでVC1 0月K同様の意見

書が提出をされているならば、重ねて意見書は求めないとの返答であったと伺いましたo

これら状況を踏まえ、陳情は採択とするが、重ねて意見書は提出をしないという内容をも

って採決をいたしました。その結果、本陳情自体は、全会一致採択と決しましたが、意見書

忙ついては、提出を求める少数意見があったことを申し添えておきます。以上、よろしく御

審議のほどお願いを申し上げます。
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0副議長(米沢照男君) これより質疑K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Kついて御意見があれば承ります。板垣正男君。

01  2番(板垣正男君) 請願第 60 - 2 1号、老人医療費の自己負担金引き上げK

関する陳情、これは今委員長も報告がありましたよう K、委員会での審議の結果、 9月の定

例議会で同趣旨の意見書をすでに上げているから、請願K明記されていることはあるものの、

意見書を上げなし、。こう Lづ多数意見で決まりました。

私は、委員会の審議の際Kもいろいろ御意見を申し上げたわけでございますが、陳情書そ

のものが意見書を上げてほしいという内容のものでありますだけK、その方向 K沿って採択

するものであるならば、当然意見書を上げるというのが筋だ、ということを強調してまいり

ました。けさの新聞でも、国家予算がL、ろいろと報道されておりますが、老人医療の値上げ

が行われるということを前提K、予算が計上されているということなどもございます。事は

むしろ急を要するわけでございますし、 9月議会K日野の議会が(r陳情者が出さなくてい

いと言っているんだよ」と呼ぶ者あり)意見書を上げたこと Kついては、何ら国の方で考慮

されてない、こういうこともあるわけでありますから、再度 12月議会で意見書を提出する、

こういうことが私は必要なことではないか、と思うわけであります。

このことを一言意見として申し上げておきたいと思います。(rそのとおり」と呼ぶ者あ

り)

0副議長(米沢照男君) ほかK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K対する委員長報告は、採択であります。本

件は委員長報告のとおり決する K御異議ありませんか。

( r異議なし」と呼ぶ者あり〕

0副議長(米沢照男君) 御異議ないものと認めます。よって請願第 60ー 21号、

老人医療費の自己負担金引き上げK関する陳情の件は、委員長報告のとおり採択と決しまし

fこ。

これより詩願第 59ー 8号、生活道路設置K関する詰願、詰願第 59 -1 6号、基盤整備

K関する請願(1項、 3項〉、詩願第 60-1 8号、仮称東部会館早期建設実現の諾願の件

に
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を一括議題といたしたし、と思いますが、これに御異議ありませんか。

( I異議なし」と呼ぶ者あり〕

0副議長(米沢照男君) 御異議ないものと認め、一括議題といたします。

建設委員長の審査報告を求めます。

〔建設委員長登壇〕

O建設委員長(高橋徳次君) それでは建設委員会K付託されました請願第 59一

8号、生活道路設置K関する請願の件の建設委員会Kおける審査の経過とその結果を御報告

申し上げます。

本請願は、昭和 59年 6月 12日K提出されたものでありまして、請願者は日野市日野

1444-6、平野雄大さんほか 120名の方より出されたものであります。

要旨は、市の道路の設置K反対し、住民の要望の生活道路の新設を願ったものであります。

委員会としては、現地調査の上、委員会の都度長い間審議してまいりましたけれど、請願

者の方の要望の意K沿うような動きが全くございませんでして、継続となっておりました。

しかし、最近忙なりまして、市の旧道との交換Kより、鈴木自動車から1.8 5メートノレの道

路は可能だ、というような話がございましたo これK対して、市としては 2メートノレ忙して

ほしい、と鈴木自動車の方K要望し、住民の意K沿うよう K努力しているということで、そ

の進展が見られてきました。

採決の結果、市の指導K従うよう K努力するよう K、との付帯意見をつけることで、全会

一致、本請願は採択と決しました。

次K請願第 59 -1 6号、基盤整備K関する請願の建設委員会Kおける審査の経過とその

結果を御報告申し上げます。

本請願は、昭和 59年 9月 12日K提出されましたもので、請願者は日野市南平 2-3 7 

-8、南平台自治会長松下和良さんほか 9名の方より出されたものであります。

まずその 1項としては、早急K市の管理道路として道路整備を求めております。また 2項

として、医王病院の建設K伴う雑排水の処理の対策として下水道の整備を求めたものであり

ます。さら VC3として進入道路の土砂崩れの早急な対策を求めたものであります。

委員会では現地調査の上、慎重審議してまいりましたが、医王病院建設中止とその後の動

きがなく、現在まで継続になっておりましたけれど、 1VC関しては 61年度より 3ヵ年計画

- 594一



で進入路の整備を市の方で行う、ということでございます。 2!tL関してはU字溝等の整備は

多少しておりますけれど、下水道の整備は手をつけておりませんo また 3項Kつきましては、

株式会社国土企業と東京都及び日野市と三者の負担で 59年 9月K工事が完了しております。

審議の中で 1と3!tLついては採択、 2!tLついては継続としてはと意見が出され、採決の結

果、全会一致 1項と 3項は採択、 2!tLついては継続と決しました。

請願第 60 -1 8号、仮称東部会館早期建設実現の請願 K関する建設委員会の審査並びK

その結果を御報告申し上げます。

本請願は昭和 60年 12月 9日提出されたもので、請願者は日野市日野 7760-18、

中西 功さんほか 47 7名の方より出されたもので、焼却場や汚水処理場が建設されており、

また、これからも建設されるo そのためK周囲住民のためK会館を建設してほしい、との要

望でございます。本会館は、地上 3階、地下 1階の複合施設として、流域下水道処理場周辺

の住民の方々の要望K沿って建てるもので、都及び八王子もこの件K関しては了解し、協定

書もつくるというものであります。

質疑の主なものは、地域が下回、新井、石田、万願寺となっていながら、代表者の住所は

日野市日野 7760-18とあるが、これはどうなのか。また会館建設で処理場建設がスム

ーズKいくのか、等の質疑がありましたが、採決の結果、全員異議なく本請願は採択と決し

ました。よろしく御審議のほどお願L、し、たします。

0副議長(米沢照男君) これより質疑K入ります。中山基昭君。

024番(中山基陥君) ただいまの委員長からの 59 - 8号の生活道路設置K関す

る訪願、これKついて、委員長としての詰願を付託された以降の考え方、取り組みKついて

でございますけれども、先ほどの御説明ですと、請願の付託以降、執行側というか、行政の

動きが余り見られなかった。しかし、最近Kなって、具体的な一つの状況が見られてきた。

こういうふうな観点から採択、こういうお話がございました。

私は、これはかなり違った観点からの受けとめだろう、というふう K感じておるわけでご

ざいます。言L、かえれば、請願は本当 Kそれぞれの関係市民の切実な課題であるわけですね。

したがって付託されたと L、う前提の中では、むしろ行政を、あるいは執行を督励する、促進

する、こう L、う立場からの審議が大変大事だろうと思いますね。したがって、本当の意味で

は、むしろ行政側をそのこと Kよって事業や施策を促進させる、こうし、う面からの受けとめ



でなければいけないんだろうと思いますね。

したがって、行政が動いたから採択をしても L刈、んだろう、というふうなこと Kついては、

少し受けとめ方が異なるんではないか、というふう K思いますけれども、委員長はこの辺の

見解をどのよう Kお持ちか、ちょっとお聞きをしておきたい、こう思います。

O副議長(米沢照男君) 建設委員長。

0建設委員長(高橋徳次君) これは、委員会としては、委員会の都度、行政の方

Kは督促してまいりました。しかし、ここ K鈴木自動車という私有地があります。その関係

でどうしても前進しなかった、というのが実情でございます。

0副議長(米沢照男君)

024番(中山基昭君)

中山基昭君。

委員長ね、実態的Kはそういうふうな一つの陸路、要因等

があって、なかなか結論づけが難しかったということは理解をある程度するわけですけれど

も、ただ、請願というふうな一つの大変切実な市民からの一つの課題として受けとめるなら

ば、やはりただ単K、現状がこうだからその結論なり審議を延ばすということでなくて、や

はり委員が、審議の過程の中でその必要性を感じたならば、むしろそのことを早く結論づけ

をすることによって、言われている趣旨の一つの事業なり施策が進むだろう、こうしづ意味

の大きなワエートを持つものが請願だ、ということをひとつ申し上げておきたいと思L、ます。

以上です。結構です。

O副議長(米沢照男君) ほかK御質疑はありませんか。なければこれをもって質疑

を終結いたします。

本 3件K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 3件 Kついて採決いたします。本 3件 K対する委員長報告は、採択であります。

本 3件は委員長報告のとおり決するK御異議ありませんか。

( 1"異議なし」と呼ぶ者あり〕

0副議長(米沢照男君) 御異議ないものと認めます。よって請願第 59 - 8号、生

活道路設置K関する請願、請願第 59 - 1 6号、基盤整備 K関する請願( 1項、 3項)、詩

願第 60ー 18号、仮称東部会館早期建設実現の請願の件は、委員長報告のとおり採択と決

しました。

これより請願第 59ー 28号、世界連邦都市宣言K関する陳情の件を議題といたします。
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総務委員長の審査報告はこれを省略いたします。本件Kついては、総務委員長から目下委

員会Kおいて審査中の事件Kっき、閉会中の継続審査K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K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K付すること K御異

議ありませんか。

( I異議なし」と呼ぶ者あり〕

0副議長(米沢照男君) 御異議ないものと認めます。よって総務委員長の申し出の

とおり、閉会中の継続審査K付すること K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刺用すること K関する請願の

件を議題といたします。

文教委員長の審査報告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Kおいて審査中の事件Kっき、閉会中の継続審査K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K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、閉会中の継続審査忙付すること K御異

議ありませんか。

( I異議なし」と呼ぶ者あり)

0副議長(米沢照男君〉 御異議ないものと認めます。よって文教委員長の申し出の

とおり、閉会中の継続審査K付すること K決しました。

これより請願第 57 - 3 7号、高幡不動l駅北側地区の区画整理K対する反対請願、請願第

5 7ー 51号、高幡地区区画整理K対する京王線高幡不動駅南側住民の反対請願、請願第57

- 5 5号、高幡不動駅南新井東地区の区画整理K対する反対請願、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K関する請願、請願

第 57 - 6 2号、程久保 66 2番地地域山林緑地保存K関する請願、詩願第 58 - 5号、高

幡不動駅地区の区画整理K対する反対話願、請願第 59 -9号、下水道設置K関する請願、

詩願第 59 - 1 6号、基盤整備K関する請願(2項)の件を一括議題といたしたいと思いま

すが、これK御異議ありませんか。
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( i異議なし」と呼ぶ者あり〕

0副議長(米沢照男君) 御異議ないものと認め、一括議題といたします。

建設委員長の審査報告はこれを省略いたします。本 8件 Kついては、建設委員長から目下

委員会Kおいて審査中の事件Kっき、閉会中の継続審査K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K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 K御異

議ありませんか。

C i異議なし」と呼ぶ者あり〕

0副議長(米沢照男君) 御異議ないものと認めます。よって建設委員長の申し出の

とおり、閉会中の継続審査K付することK決しました。

これより日程第 45、特別委員会中間報告の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 K関する委員会の中間報告をしたい旨申し出がありま

したので、委員長の報告を求めます。

〔下水道対策特別委員長登壇〕

0下水道対策特別委員長(福島敏雄君) それでは下水道対策特別委員会の中間報

告をいたします。

下水道対策特別委員会は、日野市民の要望のトップであります公共下水道の普及率早期

1 00%を達成するために、理事者側との連携をとりながら精力的な調査、研究と園、都K

対する流域下水道事業の推進を要望してまいりました。本年 12月 1日から南多摩処理区の

うち、大栗 2号処理分区の 11ヘクターノレが供用開始忙なるなど、日野市下水道事業の中で

見れば、ことしは歴史的な年である と後世の人々は位置づけをしてくれるかもしれません。

ここでは、流域下水道及び公共下水道の現状と今後の計画 Kつきまして報告をし、中間報

告KかえさせていただきたL、と思l¥，、ます。

初めK南多摩処理区の現状と今後の計画でございます。

流域下水道事業といたしましては 大栗幹線が本年度中 Kは一の宮交差点K到達をいたし

ます。これKより、公共下水道幹線はすべて流入可能の状態Kなります。公共下水道利用と

いたしましては、 11ヘクターノレが供用開始がなされ、現在水洗化の切りかえが進んでおり
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ます。さらに 60年度末の整備面積は、約 60ヘクターノレとなるわけでございまして、全地

域 232ヘクターノレの整備が完了するのは、昭和 63年度末の予定であります。来年以降、

来年 4月以降、整備された区域より逐次供用の開始を実施していく方針で進んでおります。

次K、浅川処理区の現状と今後の計画Kついて報告をいたします。

処理場用地 16ヘクターノレKつきましては、昭和 59年より 3ヵ年計画で買収すること忙

なっておりまして、 5 9年度Kは 3.4ヘクターノレの買収が完了しております。したがって、

処理場施設の建設は、昭和 62年度着工、昭和 66年度稼動が期待できるところまできてい

るわけでございますロこうした状況の中で、昭和 61年度より幹線工事が着工される予定で

あります。日野市の受け持つ公共下水道事業では、万願寺区画整理地内 160ヘクターノレK

つきまして 59年 5月K事業認可を受け、管渠布設を実施してきておりまして、本年度末K

は4，8 0 0メートノレ、 1 6ヘクターノレが整備されること Kなりました。さら K来年度事業と

いたしましては 4，00 0メートノレを予定しておりまして、さらに浅川右岸全域 638ヘクタ

ーノレの事業認可を受け、一部管渠布設工事K着手する予定でございます。

次K、秋川処理区の現状と今後の計画Kつきまして御報告をいたします。

処理場用地 32ヘクターノレKつきましては、現在調1]量は完了し、買収を進めるべく地主と

の交渉K入っているところであります。処理場の建設Kつきましては、昭和 62年着工、 66

年稼動が見込まれております。日野市K関連する流域幹線一石川|幹線、大和田幹線Kつき

ましても、近々着工が見込めるところまで進んでおります。日野市の受け持つ公共下水道事

業といたしましては、多摩平処理区 132ヘクターノレを除く 273ヘクターノレKついて、今

年 5月K事業認可を受け日野台四丁目の工事K着手をしております。さらに昭和 61年度事

業といたしましては、日野台二丁目地区の管渠布設約 3，00 0メートノレを予定しているとこ

ろでございます。

以上、報告をいたしましたよう K、三つの処理区とも流域が受け持つ事業、日野市が推進

する事業とも、確実K進展をしているわけでありますが、私の家はいつ水洗化できるのか、

という市民の質問K、必ずしも 100%答えられる状況忙なっておりません。理事者側、議

会側とも、こうした市民の質問K早く回答できるよう Kするための一層の努力が必要である

ことを指摘をいたしまして、中間報告とさせていただきます。

0副議長(米沢照男君) これをもって下水道対策特別委員会の中間報告を終わりま



す。

次K、農林水産省跡地利用対策特別委員長より、農林水産省跡地刺用K関する委員会の中

間報告をしたい旨申し出がありましたので、委員長の報告を求めます。

〔農林水産省跡地利用対策特別委員長登壇〕

0農林水産省跡地利用対策特別委員長(小俣昭光君) 農林水産省跡地利用対

策特別委員会の中間報告をいたします。

第 1桑園 9.4ヘクターノレのうち1.2ヘクターノレが仲田小学校が建設され、 3. 9ヘクターノレ

が仲田緑地公園として 59年度仲田緑地造成工事を終え、 60年度Kは築造工事を現在進め

ております。 61年度Kは、陸上競技場など 400メートノレトラックなどが工事を進め、 61

年度Kは完成を目指しています。 2.2.1 0号線道路予定地にも一部かかり、立日橋の工事と

2.2.1 0号線道路建設工事も進められています。残りの 3.4ヘクターノレの利用方法も、市民

要望を積極的K受け入れて利用されることを望みます。また第 3桑園Kついては、ふるさと

博物館を 62年度から 2年間で建設する予定で準備が進められています。

以上、簡単でありますが、中間報告といたします。

0副議長(米沢照男君) これをもって農林水産省跡地利用対策特別委員会の中間報

告を終わります。

次K高幡踏切対策特別委員長より、高幡踏切K関する委員会の中間報告をしたい旨申し出

がありましたので、委員長の報告を求めます。

〔高幡踏切対策特別委員長登壇〕

0高幡踏切対策特別委員長(藤林理一郎君) 高幡踏切対策特別委員会の中間報

告を申し上げます。

当委員会は、昭和 59年 3月 30日、第 1回目の高幡踏切対策特別委員会開催より、今日

までVC7回の委員会が開催されてまいりました。

その経過を報告申し上げます。昭和 59年 6月の 27自には、理事者側より東京都の考え

方は区画整理事業K合わせて進行させて単独で立体化を行った場合Kは、優先順位があり大

幅Kおくれるとのことでございます。京王帝都電鉄株式会社は、東京都が実施K踏み切った

場合Kは協力する、とのことであるなど、説明がございました。委員会といたしまして、今

後単独で踏切の立体化を行うか、区画整理事業の中K入れて行っていくのか、はっきりとし
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た方向づけをし、それKより次回から審議をし、最終的Kは東京都へ強力K申し入れを都議

会で高幡踏切立体化の件が話題忙なるよう進めていくべきである、など質疑がございましTこ。

また昭和 59年 10月の 2日忙は、理事者側より高幡踏切立体化と区画整理事業のその後

の経過説明を受け、組合施行で行う予定の保健所の裏側地区が、そのままの状態で 2年半が

経過され、将来K向けてのモノレーノレ構想、下水本管の埋設などを急がなければならないと

いう点Kもあり、理事者側としても、はっきりした方向づけをする時期K来ているとの報告

を受け、委員会といたしまして、区画整理事業と高幡踏切立体化をセットで推進していって

いく方向づけが決まった、と報告がございました。

昭和 59年 12月の 21日Kは、区画整理事業面積を当初の約束、約 40ヘクターノレより

1 6ヘクターノレ忙縮小し、新しい案での地元説明会を行った結果、機構的K協力的であり、

区画整理事業の除外地域Kついては、京王などから、煮詰めていきたいとのことでございま

す。理事者側の説明があり、今後の区画整理事業の日程等Kつきましては、昭和 60年 6月

K都市計画決定するととも K、除外された地域Kつレては、今後説明会を行い、同年 9月ご

ろには都市計画審議会K諮り、昭和 61年度Kは認可を行っていくとの報告を受け、委員会

といたしまして、全面的K協力をしていきたいとの結論を出した次第でございます。

また最近の新聞報道等Kよりますと、都道を地下忙し立体交差するとのことで、昭和 66 

年ごろ着工予定し、工費は東京都と京王帝都で負担することになっております。

いずれKいたしましても、住民の長年の要望であった高幡踏切立体化が、一日も早く実現

するよう念願いたしまして、高幡踏切対策特別委員会の中間報告といたします。

最後K、この 4年間各議員の皆様方K協力をいただきまして、市長以下理事者側、事務職

員の御協力をいただき感謝申し上げて終わりといたします。ありがとうございました。

0副議長(米沢照男君) これをもって高幡踏切対策特別委員会の中間報告を終わり

ます。

次K廃棄物対策特別委員長より、廃棄物K関する委員会の中間報告をしたい旨申し出があ

りましたので、委員長の報告を求めます。

〔廃棄物対策特別委員長登壇〕

0廃棄物対策特別委員長(飯山 茂君) 日野市の今日清掃行政の一環として、

昭和 59年度から 3ヵ年事業として約 60億円を投じて近代的なごみ焼却工場の建設を進め



ているところでございます。

そこで当委員会といたしまして、先進市のごみ焼却工場の視察を市長部局K計画をさせ、

昭和 59年度は、建設いたしました茨城県水戸市、昭和 60年度は、 59年度K完成いたし

ました静岡県伊東市の施設を専門的な立場から視察をしてまいりました。そして、この視察

Kよって得た知識をもと K、本市の清掃工場の建設状況を見守ってまいる次第であります。

御承知のよう忙、当市の事業は 2ヵ年目を迎えて、来年度は完成する予定でございます。

ごみ問題は、今後一層ごみ質とごみ量との見地Kより、対策が、対応、がますます複雑化し

てまいります。そこで、常K議会といたしまして、清掃行政を理解し、協力するためKも、

来年度も廃棄物対策特別委員会を継続いたしたく議員各位の御理解を賜り、委員長報告とい

たします。ありがとうございました。(拍手)

O副議長(米沢照男君) これをもって廃棄物対策特別委員会の中間報告を終わりま

す。

次忙日程第 46、下水道対策特別委員会の継続審査議決K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K関する事件の調査研究のため、閉会中の継続審

査K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K付すること K御異議あ

りませんか。

( i異議なし」と呼ぶ者あり〕

0副議長(米沢照男君) 御異議ないものと認めます。よって委員長の申し出のとお

り、閉会中の継続審査K付することに決しました。

次K日程第 47、農林水産省跡地利用対策特別委員会の継続審査議決K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、農林水産省跡地刑用K関する事件の調査研究の

ため、閉会中の継続審査K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K付すること K御異議あ

りませんか。

( i異議なし」と呼ぶ者あり)

0副議長(米沢照男君) 御異議ないものと認めます。よって委員長の申し出のとお
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り、閉会中の継続審査K付すること K決しましたo

次K日程第 48、高幡踏切対策特別委員会の継続審査議決K関する件を議題といたします。

高幡踏切対策特別委員長より、高幡踏切K関する事件の調査研究のため、閉会中の継続審

査K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 K付することに御異議あ

りませんか。

( I異議なし」と呼ぶ者あり〕

0副議長(米沢照男君) 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K付することに決しました。

次K日程第 49、廃棄物対策特別委員会の継続審査議決K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K関する事件の調査研究のため、閉会中の継続審査K

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K付すること K御異議あ

りませんか。

( I異議なし」と呼ぶ者あり〕

0副議長(米沢照男君) 御異議ないものと認めます。よって委員長の申し出のとお

り、閉会中の継続審査K付すること K決しました。

これより議員提出議案第 14号、住宅・都市整備公団の「縮小・民営化J~反対し、国民

のための公団住宅の建設促進を要望する意見書の件を議題といたします。

提案者から提案理由の説明を求めます。竹ノ上武俊君。

022番(竹ノ上武俊君) 住宅・都市整備公団の「縮小・民営化J~反対し、国民

のための公団住宅の建設促進を要望する意見書Kついて御提案申し上げます。

慣例Kよりまして、提案理由はお手元K配付いたしました文書を通じて御理解をいただき

たいと思います。

全会一致で採択をしていただくようお願いを申しょげまして、提案理由といたします。

0副議長(米沢照男君) 質疑、討論を省略し、直ち忙採決を行います。本件は原案

のとおり決する K御異議ありませんか。

( I異議なし」と呼ぶ者あり〕
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0副議長(米沢照男君) 御異議ないものと認めます。よって議員提出議案第 14号、

住宅・都市整備公団の「縮小・民営化JK反対し、国民のための公団住宅の建設促進を要望

する意見書の件は、原案のとおり可決されました。

0副議長(米沢照男君) これより議員提出議案第 15号、母子保健法改定K関する

意見書の件を議題といたします。

提案者から提案理由の説明を求めます。馬場弘融君。

08番(馬場弘融君) 本件は先ほど採択をされました請願第 60 -1 7号K基づく

意見書でございます。内容Kつきましては、お手元K配付をいたしました議案書のとおりで

あります。よろしく御審議のほどお願いをいたします。

0副議長(米沢照男君) 質疑、討論を省略し、直ち忙採決を行います。本件は原案

のとおり決するK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) 御異議ないものと認めます。よって議員提出議案第 15号、

母子保健法改定忙関する意見書の件は、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Kより暫時休憩いたしたいと思いますが、これK御異議あ

りませんか。

c r異議なし」と呼ぶ者あり〕

0冨Ij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。
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午後 11時 23分休憩

後、再開K至らず閉会
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