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昭和62年12月 7日(月)

午 前 10 時開会

午前10時22分 開会

0議長(黒川重憲君) おはよう ございます。 これより昭和62年第4回日野市議会定例

会を開会し、直ちに本日の会議を開きます。

ただいまの出席議員28名であります。

これより日程第 l、会議録署名議員の指名を行います。

会議録署名議員については会議規則第81条の規定により、議長において

26番 市 川資信君

27番 石 坂 勝雄君

を指名いたします。

次に日程第 2、会期の決定の件を議題といたします。

議会運営委員長の報告を求めます。

〔議会運営委員長登壇〕

0議会運営委員長(市川資信君) おはようございます。議会運営委員会の御報告を申

し上げます。昭和62年第4回定例会の運営につきましては、去る12月4日午後 2時より

議会運営委員会を開催し、議案の取り扱い、また会期などについて協議いたしましたの

で、その内容について御報告させていただきます。

初めに、議案の取り扱いでございますが、今回の市長提出議案は21件でございます。

このうち議案第109号の専決処分と議案第123号から129号までの市町村総合事務組合の

設立にかかわる 7件、合わせまして 8件を即決でお願いし、そのほかの13件につきまし

てはおのおのの関係委員会へ付託することとなりました。

また請願につきましては受け付けされたもの 2件でございますが、やはり関係委員会

へ付託することとなりました。なお、閉会中の委員会で結論が出されました 3件の審査

報告もお願いする ことになっております。

次に、一般質問でございますが、 23名の方から44件の通告がなされておりますので、

1日4名程度の消化ということで、 6日間でお願いすることになりました。

以上のほか、常任委員会、特別委員会の設定、さらに追加議案の予想を考慮いたしま

して慎重に協議いたしました結果、会期はお手元に御配付されておりますとおり、本定

例会の日程表のとおりでございまして、本日から12月の22日までの16日間といたしまし

たので、御確認をいただきまして報告とさせていただきます。

0議長 (黒川重憲君) お諮りいたします。ただいまの議会運営委員長の報告のとおり

会期を決定するに御異議ありませんか。
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C 1"異議な し」と呼ぶ者あり〕

0議長(黒川重憲君) 御異議ないものと認めます。 よって会期は、本日から12月22日

まで、期日 16日間と決定いた しました。

次に日程第 3、行政報告を行います。

市長から行政報告を求めます。市長。

〔市長登壇〕

O市長(森田喜美男君) 本日より昭和62年第4固定例会をお願いすることになり ます。

よろしく御指導をお願いを申し上げる次第であります。

そこで、 9月議会以降、今定例会の間の主要な行政事項について、私より 3点の報告

を行い、他は提出資料をもって報告にかえさせていただきます。

その第 1は、土地取引届出対象荷積の引き下げについてであります。

著しい地価高騰への抑制対策として規制の強化を盛り込んだ国土利用計画法の改正法

令が本年 8月施行されました。これに伴い、本市でも10月1日から土地取引監視区域に

指定され、 500平方メートル以上、 2，000平方メートル未満の土地取引について届出受付

業務を都から委任され、その価格及び土地利用目的の審査、指導を行ってきたところで

あります。

さらに、先月 1日から、地価の抑制効果を一層高めるため、届出対象面積が100平方

メートル以上と引き下げられております。

その届出受付等の業務につきましては、都市整備部都市計画課と総務部用地課で担当

しておりますが、今後、 1年間で予想される届出件数は約1，200件を超えるものと見込

まれます。

そこで、このたびの措置に伴う事務量の増大及び土地高騰を起因として極めて困難な

状況に直面している市町村の諸施策の円滑な実現を図るため、都市長会を通じ、東京都

に対し積極的な措置を要望しておるところであります。

報告の第 2、西平山土地区画整理事業の事前説明会について御報告をいたします。

かねてより、土地区画整理の手法による基盤整備を検討してまいりました西平山周辺

地区のまちづくりについて、このたび、その計画概要がまとまりましたので、去る10月

27日、 28日の両日、滝合小学校において地元権利者へ事前説明会を行いました。

本事業は、区域としては都道2・2・6号線の西側、 JR中央線の南側の浅川までの

西平山地区を中心とする約91ヘクタールを予定し、市の施行による土地区画整理事業と

してまちづくりを行おうとするものであります。
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また、まちづくりのテーマを 「ゆとりと快適性のあるまちづくり」と定め、都市計画

道路 1・3・1号線を主要幹線に、また既定の 2路線に 3路線を加え、公園の配置、西

豊田駅の新設、小学校用地の確保を要素としたまちづくりを計画しております。

なお、 64年度を本事業の都市計画決定の目途として、今後、地元に説明を行い、御意

見等を伺いながら事業計画を進めてまいる所存でありますので、よろしく御理解、御協

力をお願いする次第であります。

報告の第 3は、在宅老人ケア事業についてであります。

高齢化社会の到来に備えて、日常生活に支障のある老人に対し、なるべく地域におい

て生活援護できるよう、そのシステムの開発に努めていることは御承知のとおりであり

ます。

本市では、市福祉事業団を事業母体として、その実施を考え、既に老人給食を開始し

ているところでありますが、次いで、在宅老人を対象とするケア事業を目下追加申請中

であります。

この在宅老人ケア事業は、日常生活に支障のある在宅のお年寄りに対しケアワーカー

を派遣して、その家事及び介護の援護サービスを行うものであります。既に広報等を通

じ在宅ケア事業の参加希望者を募集し、第 1回目の説明会を行ったところ・であります。

今後、本事業の推進に万全を期し、在宅福祉に寄与させたいと考えておりますので、よ

ろしく御理解のほどをお願いする次第であります。

以上 3件をもって、私より報告をし、その他につきましては資料によって報告にかえ

たいと思いますので、よろしくお願いをいたします。あり がとうございました。

0議長(黒川重憲君) 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。中山基昭君。

021番(中山基昭君) 報告書の63ページ、教育委員会からの40人学級の実施について

であります。

この40入学級への移行、早期への実現は教育条件や内容の充実のためへの時代の要請

ではないかというふうに思います。こうした観点からも、昨年の 6月議会におきまして

40入学級への早期完全実施の意見書等も提出をしてきておるところでございます。

文部省では66年度を目途に準備が進められているというように聞いておりますが、日

野市では既に昨年から小学校におきましては学年進行、こういうような形の中で40入学

級が実施をされております。こうした状況等を考えますと、来年度からという面で見る
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と、 4年生、 5年生、 6年生において40人を超える学級が出てくる、発生をしてくるん

じゃないかというふうに思います。

そこで、何校で、何クラスぐらいが予定をされるのか。あるいはまた、学校一一中学

校ですね一一ーではどのような対応をされるのか。こうした点について検討をどのように

進められておるかということが一つですね。

それから 2点目は、現行の法令あるいは制度等の中で、多くの臨路、制約的な条件等

もあるんではないかというふうに思いますが、特段の支障がなく、 63年度、いわゆる来

年度から40入学級への移行がで、きるのかどうか。こういうことを期待してよろしいかと。

この辺を確認をしてまいりたし、と思います。以上です。

O議長(黒川重憲君) 教育長。

0教育長(長沢三郎君) ただし、まの中山議員さんからの御質問の来年度4年、 5年、

6年の40人を超える学級に対しての対応をとるとしたらば、どれくらいの小学校がその

該当校として対象になるのか。また、学級数としてはどれくらい学級を用意したらし巾、

のかというような御質問だと思います。小学校につきましては 9校、 12学級というもの

が対象になるという状態で現在把握しております。

それからなお、中学校についてはどのように対応するのかという御質問でございます

けれど、中学校につきましては、現在まだ40入学級という形での進行が行われていない

と。文部省の計画では64年度から66年度にかけて中学校も40入学級の対応をしたし、と、

そういう考え方である様子ですけれど、現状では中学の生徒数も減少傾向には入りまし

たけれど、小学校ほどまだ生徒数が落ちていなくて、例えば保有教室等につきましても、

小学校では全校、どの学校で実施しても保有教室等の面での支障というものは考えられ

ないわけですけれど、中学校の場合につきましては、まだ保有教室に十分なゆとりがな

し、と。

なお、全体的に学校の中で、ある学年は40入学級になっておって、他の学年は45入学

級のままだというようなア γパラソスがございませんので、中学校については対象から

外して、さらに都並びに国に対して 1年も早く 40入学級を実施していただけるよう請願

していきたいと、こう考えております。

それから 2番目の現行の法令、制約等で特段の支障がないのかとし、う御質問でござい

ますけれど、昨年度の請願あるいは議会の意見書をもとにしまして、都教委に対しまし

ては、再三、この40入学級の見通し、あるいは単独実施を行った場合で、の支障、そうい

うものにつきまして都教委との交渉を続けてまいりました。
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都教委自体は、確かに学級編制基準というものは各都道府県教育委員会の所管事項で

あるけれど、この問題につきましては義務教育費国庫負担法という法律があるわけでご

ざいますけれど、これと連動するという関係からL東京都で独自に実施するということ

は非常に困難であるのだという話を伺っております。

したがって、それでは日野市自体でこの問題に取 り組んだ場合にどういう支障が出て

くるのかと。まず、当面の問題としては予算措置並びに予算の議決が伴わない限り、と

の問題については実施が不可能でございます。それからさらに、現在の法律からまいり

ますと、一応学級編制の認可とか、あるいは先生というか、学級担任の任命、こういう

ものにつきましては任命権者が都道府県の教育委員会になっているという状況から、単

独に市町村の教育委員会で勝手に先生を採用して、学級担任という形で任命するとし、ぅ、

こういう行為は現在の法律の上からは許されていないとし、ぅ、そうし、う状況になってい

るわけでございます。

したがし、まして、今、ここに40入学級の実施についてという形で日野市教育委員会が

法令に違反しない範囲でという内容でございますけれど、 40入学級を抱えている学年に

対しまして時間講師を日野市単独に採用し、措置してあげて、学級担任の方を助ける方

向での対応をとりたいと、こういうような趣旨に基づいて11月の19日の教育委員会でそ

の方向を決定したという内容でございますので、よろしくお願し、いたしたいと思います。

以上です。

O議長(黒)11重憲君) 中山基昭君。

021番(中山基昭君) それでは、基本構想、基本計画との関連において、要望だけを

ひとつ申し上げてまいりたいと思います。

この基本計画の性格等の中にも基本構想をわかりやすく、その実現に必要な施策や課

題を体系的に整理をして、目標を明らかにしておくと、こういうふうな性格づけがされ

ております。こうした面で、この40入学級等を考えてみますと、かなり基本計画等の中

での教育問題等については、特に施設の商ではかなり具体的にそれぞれ明示がされてお

ります。しかし、小中学校教育における内容、こういうのを見ると大変乏しい、こんな

感じがしております。そういう面から、少なくとも先ほど指摘しました40入学級という

ふうな大変重要な課題、こういうようなものについては、この計画等の中に明らかにす

べきじゃないかというような感じで受けとめております。

こうした面から、ほかに類似する今までの日野市のそれぞれのマスタープラソなり計

画等を見ますと、かなりこれらに類似した形の基本計画ではないかというふうに思いま
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す。したがって、そうした両を十分配慮、しながら、立派な基本計画をっくり上げていた

だきたいということを要望して終わりたいと思います。以上です。

O議長(黒川重憲君) 夏井明男君。

013番(夏井明男君) お尋ねいたします。

一つは、今、中山議員の方からお話があった点ですけれども、まさに、これは行政報

告の中で文書でもってかえるという報告の内容では私はないと思うんですが、非常に心

配もあるわけで、それをもう少しお尋ねをしたし、と思うわけです。

教育長の御答弁を伺っておりますと、後で議事録になりますと非常に丁寧に答弁され

ているんだなということがわかるんですけれども、この点についてもう少し教えていた

だきたし、と思うんです。

一つは、この見通 しですけれども、 40入学級ということは請願にもありますし、 7こび、

たびのさまざまな角度から議論もされていますので、その中の工夫ということで進めら

れたんだと思うんですが。実際に、この40人学級を運営していく中の見通しとし、し、ます

か、計画とし、し、ますか、そういうものをもう少し鮮明にしていただきたい。東京都の方

も国の方も、私はし、ずれ40入学級という問題は実施の段階に入ってくるというふうに、

そういうふうに考えていますけれども、それをどの辺までにお考えになっておやりになっ

ているか、その辺も 1点伺っていきたし、と思います。

それから 2点目は、東京都が何か施策をしようとし、う場合に、国からああだこうだと

言われるわけですけれども、その中で工夫しながらやっていることもあるわけですが、

新聞報道によりますと、東京都の方も何か渋い顔をされていたというふうな報道もあっ

たんですが。現行の制度の中で、地方自治体の日野市の方で任されている権限の中で、

いろいろな制度の工夫をされておやりになったんだと思うんですが、制度の欠陥を、す

きをついてやったというふうな表現の仕方もあるんですが。そうではなくて、日野市の

与えられた権限の中で、あとは予算的なものに工夫ができれば日野市さんどうぞおやり

くださいというふうに、全体の制度の中では、当然、できることなんだと。その中でで

きたというふうに考えた方がし、し、のか。まさか、そういうふうな方法があり得るとは思

わなかったというふうに考えた方がし北、のかですね。その辺、どういうふうに理解をし

たらいいのかお尋ねをしたいと思います。

それから 2点目が、やはり教育の方ですが、私、前回もお尋ねしていますが、今回も

さまざまな角度の中から小中学校のいじめを中心にした校内暴力といし、ますか、ありま

すし、また、新聞報道によりますと、最近は先生の体罰の問題が報道もされていますけ
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れども、日野市内において、 9月以降の議会からこの12月までの間にどういうふうな状

況になっているのか。一番新しい情報があれば、この本会議で発表していただきたいと

いうふうに思います。

3点目が、これも私はきちんとしたお話としてまだ伺っていないんですが、福祉の方

の問題ですが、高幡不動の地域の方に50床の特別養護老人ホームの土地がやっと確保で

きたとかできないとかということでお話を聞いているんですけれども、その辺、どうい

うふうになっているのか、現状の報告をぜひしていただきたし、というふうに思います。

以上です。

O議長(黒川重憲君) 教育長。

0教育長(長沢三郎君) 第 1点目の40人学級に対する運営上の見通しはどうなんだと

いうお話でございますけれど、先ほども申し上げましたように、日野市で、仮に非常勤

講師の方々を、そういう40人学級になっていない学年に送り込んだとしても、その方に

学級担任を直接責任を持ってやらせるということは、現行法令上、認められないという

ことは、これははっきりしているわけです。したがって、教育委員会サイドとしては、

学級担任につきましては、これはあくまでも東京都から派遣されております正規の先生

に学級担任をしていただくと。

ただ、授業をやっていく中におきましては、これは非常に多伎な授業形態というもの

は考えられるわけです。例えば場合によれば合併授業とか、あるいは分割授業とか、あ

るいはグループ学習とか、いろんな創意工夫する中での授業形態というものはとれるわ

けでございまして、そういう授業を実際に行ってし、く中で、担任の先生を助け、より子

供たちが理解できるような方向での対応、この問題につきまして、これからもさらに来

年の実施に向けまして学校当局とも十分内容の打ち合わせをし、法令に抵触しない方向

で、の、あらゆる角度からの対応を考えていきたいと。特に、個性化教育あるいはオープ

ンスペースの活用、こういうものが新しい教育の手法として幅広く検討されている中で

ございますので、よい機会であるという考え方も通しながら、対応を間違いないように

していきたいと、こう考えております。

それから 2番目の渋い顔を都教委の方でされているんではないかと。確かに日野市が、

例えば財政上、何とかやりくりがつくとしヴ状況の中で、単独実施でこの方法をとった

場合に、他の区市町村も同じような形の行為をとるような方向で影響が出はしないかと

いう点について、都教委の方でもいろんな角度から心配はされております。

確かに義務教育とし、う段階ですから、ある意味での均衡論という商からですね、単独
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に、ある市がそういう方向で実施をしたというときに、義務教育段階での不均衡という

問題が生じはしないかという商での心配は都教委の方ではされておりますけれど、私た

ちの立場で今度申しますと、既に40入学級になっている地区も一方ではあるという中で、

極力、その辺での都教委との調整につし、ては誠意、を持って都教委と対応をし、できるだ

け問題のない方向で努力していきたし、と、こんなように考えております。内容的には、

大きな商についてはやはりきちっと教育委員会としてもおさえて、違法のない方向での

対応、これに沿って学校を指導してまいりたいと、こう考えております。

なお、 2番目のいじめを中心とした問題でどうかと。確かに夏休み明け以降、中学校

の中で幾つか問題行動に走る生徒がふえているという傾向とか、あるいはそのために一

般の生徒が授業を受けられないというのか、授業の妨害を受けるというような状況にあ

るとかというようなことにつきましても話は開いておりますけれど、まだどの程度のケー

スでどうとしヴ形での内容についてまとめ切れておりませんし、今回の通告質問でも鈴

木美奈子議員の方から、この体罰の問題、あるいは学校内の生徒非行の問題等について

の質問が出されておりますので、それまでに指導室の方とも十分連絡をとって、まとめ

てお答えのできるような正確なデータを用意したいと、こう考えておりますので、よろ

しくお願いしたいと思うんです。以上です。

O議長(黒川重憲君) 福祉部長。

0福祉部長(高野 隆君) 第 3点目の特別養護老人ホームの敷地についてお答えをい

たします。

ここにつきましては、これまで特別養護老人ホームを市内につくるべく、いろいろと

敷地を探してまいりましたが、最終的には市の土地を使って特別養護老人ホームを建設

しようと、こういうことを決定いたしまして取り組むことになりました。

ここにつきましては、地番は日野市高幡864番地の 4、高幡住宅の東側の土地でござ

います。約3，080平方メーターございます。ここを使いまして50人の特別養護老人ホー

ムと、それに併設で地域の在宅ケアサービスができるような老人サービスセソターを建

設してし、く計画で、現在検討を進めております。

0議長(黒川重憲君) 夏井明男君。

013番(夏井明男君) それではもう一度、 40人学級について大体のお話はわかったわ

けですが、新しいことを始めますので、関係の方は非常に苦労も心労も多いと思うんで

すが、実際に、日野市で始まっていくとすれば、やはり最終的にこの判断というのは御

父兄の方、都民の方、国民の方が判断するということになるわけですが、ここに臨時応

急、の措置としてということも入っていますので、その辺の、どの辺までの大体時期を見

ておられるのかということもぜひお聞きしておきたいという点なんです。

それからもう一つは、日野市で独自に始めて、それは非常に言葉は悪いですが、ヒッ

ト商品として全国に普及してし、く、波及していくということもありますから、東京都の

こういうふうな東京都下の中の市町村として非常に日野市さんの知恵は非常にすばらし

いものだったと。制度を前向きにひとつ、東京都また国になれば制度が大きいですから、

やはり小回りが効きませんので、そういう意味で市町村段階からそういうものが実際に

実施をされてくるというととも当然、あることなので、一雨の制度のあり方としては、当

然だろうと思うんですが、将来的にはほかの市町村でも、やはりこれは普及していくん

ではないかなというふうに私は思っているわけですけれども、その辺、やはり教育委員

会の委員の方の中でお決めになったことですから、さまざまな角度から議論をされてい

ると思いますが、その辺、教育長としては、日野市としてこの制度を打ち上げて、やは

り日野市と同じようなことを当然制度として、やはり考えていくべきだというふうな時

流になっていくのかどうか。臨時応急の措置としてということで、むしろ、これは今特

異な例として評価されてしまうのか。それは非常に難しい判断だと思いますが。先ほど

の質問とも絡むんですが、制度の地方自治体としては当然の権限の中で、当然、それは

もうすばらしいというふうな流れになっていくのかどうかですね。その辺のことを感想、

で結構ですけれども、お聞かせをしていただきたいと思います。

それからいじめのことについて私は毎回質問させていただいておりますが、恐らく教

育長の方にも教育委員会の方にも、各小中学校の正確な事例報告が、私はなされている

と思うんです。本会議で具体的な、余り細部にわたる具体的なことということで報告す

るということは、適、不適がありますから、その辺、私は心配ないと思うんですが。そ

の辺、議会に報告をされるのは、ある程度抽象的で構いませんが、ぜひ 1件、 1事件 1

人というふうな事故についても、やはり正確にぜひ把握をしておいていただきたし、とい

うふうに要望しておきます。

その点、前の方についての御感想をお開きしたいと思います。

O議長(黒川重憲君) 教育長。

0教育長(長沢三郎君) お答えいたします。

確かに新しい制度を取り入れて、担任と講師の先生の密接な連携フレ一、こういうも

のが整わない時点では、かえって学校現場に混乱を巻き起こすというような形にしてし

まったら、これは責任問題であると、私は自身、そういうように痛切に責任を感じてお

ハU
1
Bム

噌
Z
A

噌

i



ります。したがって、この問題を実施するに際しましては、どこまでも、今以上の精力

を担任の先生並びに講師で送り込んだ先生との間で、十分とっていただきながら対応を

していかなくてはならないと。できれば「日野さん、よくやった」と言われるような評

価を文部省からも東京者防斗らも受けられるような形での対応が実を結べたらと、そんな

ぐあいに感じております。

先ほど「臨時応急の措置として」というような表現がこの文書の中に載っているとい

うことでございますけれど、これはあくまでも現在の学年進行で進めた場合ですね、来

年4年生の子供、それからその次の年は 5年生、最終年度が 6年生という形で、学年進

行では66年度までには全部小学校は40人学級に落ち着くはずですから、その期間の臨時

応急の措置としてとしづ、その考え方に基づいて対応しているので、各学年が全体的に

40入学級に落ち着くときには、今回、日野市が学年に送り込んだ時間講師という形での

制度は必要なくなるわけで、その中で取り組んできた、どちらかとし、し、ますと小学校段

階での学級王国的な対応、こういうような形で、担任の先生がその教室へ入ってしまう

と全くその教室の中の様子というものがわきからは十分把握できないというような難点

もあるわけでございまして、そういうものが将来に開かれた教育ということで、何とか

もっと学級担任同士、あるいは学校全体として子供を預かつてし、く、そういう形で開か

れた学校という形の、あるいは学級、そういうものが展望できたらばもう幸せではない

かと、そんなように考えている、そういうところから、臨時応急、の措置としてという形

の表現を使っておりますけれど、これは、今、申し上げたような状況で66年度までには

解消する内容であるということを前提においての措置でございます。

なお、この新しい制度について父兄の方が御不安を感じられないような方向で、ぜひ

3月までにはさらにきちっとしたものをまとめて、学校を通して家庭の方々にもお話し

できるような場両をつくっていきたいと、こう考えております。

0議長(黒川重憲君) 宮沢清子君。

02番(宮沢清子君) 3点にわたりお伺いするというか、教えていただきたし、と思い

ます。

今年度の12月の補正予算の中にも生活保健センターの開設に伴う引っ越しという予算

が計上しておりますし、また、外郭もでき上がって完成間近になってきておりますが、

その生活保健セソターについての使用目的、また管理運営について明確に表示されたも

のがあると思いますので、その点についての御説明をいただきたいと思います。それが

1点です。

それから福祉タクシーが大変好評を得ておりますけれど、その利用状況と現在の対応

の状況について教えていただければと思っております。

それから理美容券なんですけれども、いただいている方の中で大変喜んでおりますけ

れども、寝たきりの方がその理美容券をいただいておりまして、なかなかそれを持って

床屋さんや一一美容師ですか一一行かれなくて、男性の場合は理容師が来て、自宅でやっ

ていただけるということを伺っておりますが、寝たきりの御婦人の方も美容券を使って、

そして自宅に来てカットというんでしょうかね、やっていただけないかとしヴ、そういっ

た二、三声も伺っておりますので、その辺の現状について、私もわからない範囲であり

ますので教えていただければありがたいと思っておりますので、その 3点についてお伺

いしたいと思います。よろしくお願し北、たします。

0議長(黒川重憲君) 生活環境部長。

0生活環境部長(坂本金雄君) お答え申し上げます。

生活保健センターの管理運営についての 1点目のお尋ねでございますけれども、生活

環境部内に生活保健セソターの開設準備委員会というものをつくりました。この構成メ

γバーは、部内の係長以上で生活保健セγターにかかわる職についている者が構成メソ

パーでございます。そのほかに部内から企画の課長、それから総務部の庶務課長、そう

いったメンバーを入れまして、座長は生活環境部長でございます。既に、この開設準備

委員会は11月の20日に第 1回目の会合を持ちまして、今後必要に応じて随時開催をして

いくことになります。

この開設準備委員会につきましては、御質問の中にございましたセンターの管理運営

事項、それからヲ|っ越しとか、来年度あちらへ移ってからの事務について、それがスムー

ズにいくような体制づくりを目的としているものでございます。

引っ越しにつきましては、今回の補正予算の中にもお願いをしてございます。 1月30

日が工期でございますので、 62年度内の 3月中にヲ|っ越しをいたしたい、このように考

えております。新年度早々の63年4月 1日には開所式を行いまして、それから 4月中の

適当な時期に披露の式典を行う、式典と披露を行う、こういう大まかな構想ができ上がっ

ております。

管理運営の具体的な商につきましては、その人員についていろいろ要望などをまとめ

まして人事部局にもその構想を示してございます。

生活セ γターにつきましては、文字どおり市民生活の拠点となるようなセγターを目

指しておりますし、保健セソターにつきましては老健法でいわれております、いわゆる
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保健の 6事業の充実に向けて各種検診などの充実、それから相談、健康教育、そういっ

た雨の充実に向けて十分活用してまいりたし、と思っております。

0議長(黒)11重憲君) 福祉部長。

0福祉部長(高野 隆君) それでは福祉タクシーの補助事業についての御質問がござ

し、ましたので、これについてお答えをしたし、と思います。

福祉タクシーにつきましては、重度の障害者が、あるいは重度の障害を持つ御老人が

市と協定したタクシーを利用するということでの基本料金を助成するものでございます。

月4枚利用券を発行しております。身体障害者の 3級以上の者、また愛の手帳 3度以上

の者を対象にして利用券をお渡ししております。現在約500名ぐらいの方が御利用なさっ

ておられると思いますけれども、実際にはそれ以上の方にお渡しをしておりますが、実

際に利用率は六、七十%だというぐあいに聞いております。 100%ということではない

ということでございます。

そういうことで、今後ともこの利用につきましては車いすタクシーの活用とあわせま

して発展的に考えていきたいというぐあいに考えております。

それから、第 2点の理美容券でございますけれども、寝たきり者の利用について御質

問がございました。特に御婦人の方の利用ということになりますと、やはりパーマネソ

ト代ということで年に 2回の利用が健常者の場合にはできるようになっておりますが、

男性の場合は、それを 1回分を 2回分に計算をしてお宅に伺って理髪がで、きるようになっ

ておりますけれども、御婦人の方については、現在そのような形では実施しておりませ

んけれども、今後とも、また来年度に向けまして、このような御要望があれば考えてい

きたいと思います。

02番(宮沢清子君) どうもありがとうございました。生活保健相談センターなんで

すけれども一一相談は抜けたと言っております一一生活保健セγターなんですけれども、

一部聞き及んでいる中の使用目的に関してなんですけれど、今、部長からも種々御説明

をいただきまして、その旨に関しては私もよく理解をしておるんですが、先般の日商連

の市長さんとの懇談会の折にもいろいろと使用目的に関しての御質疑もあったようなん

ですけれども、その中でいろいろと検討されるべきことだと思いますけれども、そういっ

た中で、利潤を生むようなやり方も一方では考えていると。営利を目的とする人たちに

も広く市民であれば開放していくというようなお話というか、趣旨説明もあったような

んですけれども、その辺は広く市民が利用するということに関しては理解の及ぶところ

ですけれども、営利を目的となるといろいろな方たちがし、ろいろな考え方を持って、そ

こで使われるようになりますので、ある程度の規制とし、し、ますか、きちっとした秩序を

持って利用していただけるような方法を、今後さらに御検討していただきたいなという

ことを感じておる次第でございますので、そういった点もお含みになりながら、関所す

るまで、また利用者に広くオープソされるまでに検討していただきたし、と思います。

それから福祉タクシーの件なんですけれども、車いすタクシーということで非常に、

今、御説明のありました愛の手帳を持っている方とか、また身障者手帳を持っている方

ということで、そういった方たちが優先的に使われておりますが、緊急、を要するお年寄

りとか、また急、を要して入院をしなければならないけれども、なかなかそれがうまく自

宅に車がなかったりとか、いろんなことで利用できない方たちがおるようなんです。

そういった中で、予約をしますと大体 1カ月先まで予約が目いっぱいであるというよ

うなことで、再三お断りを受けているとし、うような実情も伺っておりますので、何とか

そういった範囲の緩和も御検討していただきながら、広く多くの方に利用していただき、

またその福祉タクシーが、また車いすタクシーが 1台でもし足りないときには 2台にふ

やすか、それは今後の検討課題でございますけれども、そういった点も十分に踏まえて

いただいて、市民の声があったということで御検討していただければと思います。

また、先ほども前向きに御検討していただくということで、理美容券のこともありま

したが、確かに寝たきりの御婦人が、なかなかいただいても活用できない、せっかくの

ものを十分有効に活用したいという思いでおりますし、できますれば自宅に来て、男性

の理容券と同じような使用の仕方を御検討していただきたいと思いますので、よろしく

お願し、し、たします。以上です。

O議長(黒川重憲君) 小山良悟君。

014番(小山良悟君) 40入学級については質問が何人かから出まして、この後も出る

ょうでございますので、これについてはちょっと意見だけ先に申し上げておきますが。

今度のこの準40人学級でありますけれども、東京都や国との行政問の連携のバラソス

を欠く懸念というか、というものは否めないわけでありますけれども、しかし、政策そ

のものは素直に申し上げれば市民サイドにとっては歓迎される政策だろうというふうに

私は感ずるわけでありますが、これも市民の税金とし、し、ますか、自主財源が 7割近い日

野市であればこそ考えられる案だろうというふうにも同時に思うわけであります。

したがって、この成果については非常にまた注目される政策でありますから、大きな

責任を持たされることだろうというふうにも思いますので、 1年後、 2年後に、その今

度の政策一ーまだ決まったわけじゃありませんけれども一一実施するとなれば大きな成
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果、発展をできるように、ぜひこれは教育関係の皆さんに頑張っていただかなきゃなら

ないというふうに強く申し入れておきたし、と思います。し、し、成果が報告できるように期

待していきたし、というふうに考えます。

それから生活保健セソターの話が今出ましたけれども、なかなかいい政策もおおむけ

の、何というか、関心を買うというか、そういう政策を、おおむけをうならせるような

政策を、上手なあれをやるなというふうにも思う反商、また、この生活保健セソターの

例で申し上げますと、詰めの甘さを感ずるような行政の展開もしていくというふうに、

一方では指摘をしたいわけであります。

この生活保健センターについて、これは質問でありますけれども、歯科医師会との連

携がどうもうまくいっていないというふうに聞いております。事前の計画の段階から相

談もないという形の中で、完成間近になっての事後相談というふうなことで、歯科医師

会としても対応しにくいというふうなことで大きな不満を持っているように聞いており

ますけれども、その辺のところをどのような経過で、そしてどのような方向づけをする

ことになっているのか御答弁をいただきたいと思います。

それから市長の行政報告の中で、狂乱地価の問題、社会問題として大きくクローズアッ

プされているわけでありますが、その狂乱地価抑制を目的として国土法の改正、日野市

も監視区域に指定されているわけですが、さらに国土法の改正があって、土地取引届出

対象面積の引き下げがされたというわけでありますけれども、この改正に伴つての一定

期間の成果とし、し、ますか、というものについてお伺いしたし、というふうに思うわけであ

ります。例えば届出数がどうなっているか。それから届け出たものについての是正指導

がその中でどのくらい、何割程度、何%あったのか。あるいは違反者とし、し、ますか、届

け出をされていないというか、そういったようなものがどの程度把握しているかという

ことですね。そしてまた、それに対するペナルティーというものがどのように科せられ

ているのか。そして、今度の全体の国土法の改正の成果ですね、日野市としての実態で

の成果をどのように出ているというふうに考えるか。そしてまた、今後のこの地価の傾

向、特に日野市を中心とした地価の傾向について、今度のこ の改正に伴つての方向づけ

とし巾、ますか、傾向をどのように日野市では考えているのか。その点についての御答弁

をいただきたいと思います。以上です。

O議長(黒川重憲君) 生活環境部長。

0生活環境部長(坂本金雄君) 生活保健セソターと歯科医会との関係でございますけ

れども、 60年に基本構想、ができまして、当時の担当部課が歯科医会並びに日野医師会と

話し合いをしております。その話し合いのもとで建築が進められまして、今年 9月に歯

科医会の代表の先生もお入りになっております地域保健協議会におきまして、その構想、

を御報告いたしまして、すべて了解をいただいております。したがし、まして、御質問の

ようなことはないのではないかと、私どもはそのように思っております。

なお、来年の 4月以降、セソターを使いまして歯科医会の先生方にも大変大きな協力

をいただく事業を予定しておりますけれども、今年 5月以降、その準備会に歯科医会の

代表の方お 2人も積極的に参加いただきまして、私どもと協議をいたしまして、積極的

に参加の姿勢をとっていただいております。

0議長(黒)11重憲君) 都市整備部長。

0都市整備部長(前田雅夫君) 監視区域に関連いたします御質問の回答をいたします。

まず、届出数の推移でございますが、参考までにちょっと昨年どの程度取引があった

かということを申し上げますと、 61年度の取引で100平方メートル以上、これが1，155件

でございます。これを月平均に直しますと96件ということになります。 62年の 7月、 8

月、 9月でございますけれども、この 3カ月におきますところの月平均の取引件数は月

平均75件でございます。さらに10月に500平方メートル以上の届け出、それから11月に

はこの面積が引き下げられまして100平方メートル以上になったわけで、ございます。 11

月の 1カ月の、いわゆる100平方メートル以上の届出の件数は63件になります。 11月分

が63件でございます。このような数字を見ますと、昨年からことしの夏、さらには本年

の11月にかけまして、月当たりの100平方メートル以上の取引は減少しているというふ

うに言えると思います。

2点目の届け出をした物件に対しましての処理の内容でございます。さっき、私が申

し上げましたのは11月が63件と申し上げましたけれども、 10月は500平方メート ル以上

になるわけでござし、ます。 10月、 11月を合わせますと66件ござし、ます。このうち一一こ

れは11月末現在の事務処理の内容でございますけれども、価格の行政指導した件数が 6

件でございます。それから届け出に対しまして勧告をしない旨の通知を出したのが 1件

でございます。取り下げが 2件、審査中が57件ということになります。

3点目は、届け出をしない取引の実態、それからペナルテ ィーということでございま

す。この件につきましては市の広報でもお知らせをいたしましたし、マスコミを通じま

してかなりのPRが行き届いておるというふうに見ております。私どもは該当する取引

につきましては届け出をしているというふうに考えております。この実態につきまして

は、今後また調査をしてみたいというふうに考えております。
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それから 4点目の市の成果でございますけれども、御承知のように、監視区域の指定

でありますとか、規制区域の指定ということでございますけれども、特に監視区域の指

定で届出事務を行うということの目的は、直接的ないわゆる効果と、それから心理的な

効果をねらっているわけでございます。まだ具体的にこの成果がどうかということは出

ませんけれども、この届出制度を実施したことによって、この効果は出ているというふ

うに見ております。

今後の見通しでございますけれども、これは今まで、の実態を調べた上で、評価しないと、

今の時点では何とも言えないというふうに考えております。以上です。

O議長(黒川重憲君) 小山良悟君。

014番(小山良悟君) 生活保健セγターの件については、部長の答弁によれば何ら問

題ないということでありますけれども、しかし、それは問われればそういう答えになる

だろうと思うんですが、その経過からいろいろ聞きますと、かなりの御不満を持ってい

らっしゃるようでありまして、ある時点から参加していただいて、あるいは事前から相

談しているというようなことを申し上げているようですけれども、その受けとめ方には

かなりのずれを感じているわけでございます。あえてこのことについて、これ以上の言

及はしませんけれども、今後のこの生活保健センターの運営については、関係機関との

スムーズな協力関係をとって行政を進めていただきたいというふうに望んでおきます。

それから、一つだけ再質問したいんですが、都市整備部長にお伺いしますが、 62年、

ことしの10月、 11月の中で、届け出されたうち57件が審査中というふうな御報告をいた

だきましたけれども、ちょっと私の個人的なとらえ方では、ちょっと随分多いなという

ふうに感ずるわけです。これは事務手続上、こ のような滞留とし、し、ますか、という形に

なっているのか、あるいは何らかの問題を抱えて、その指導のためにこれだけのものを

審査中という形で抱えているのか、その辺のところをちょっとお伺い したし、と思います。

O議長(黒川重憲君) 都市整備部長。

0都市整備部長(前田雅夫君) お答えをいたします。審査中の57件につきましては11

月に受付した分で、ございます。御承知のように、この監視区域の届け出につき ましては

法律によりまして審査期間が 6週間と定められております。そのうち行政指導に従わな

い場合には東京都に送付いたしまして、東京都の土地取引審査会に諮りまして、法律に

基づく勧告をすると、そういうことになるわけでございます。その東京都の事務手続を

含めて6週間ということでございます。

それで、この57件でございますが、ほとんどの物件につきまして鑑定評価をしないと

市の指導価格が出ないという実態でございます。したがし、まして、これは事務のおくれ

ということじゃなくて、 57件につきましては11月の 1日から30日までに出てきたものと

いう ことで、さっき申し上げました4週間ないし 6週間の範囲内で処理をするというこ

とになるわけでございます。

O議長(黒川重憲君) 小山良悟君。

014番(小山良悟君) 結構です。

0議長(黒川重憲君) 馬場繁夫君。

012番(馬場繁夫君) 小山議員の方から土地の取引について質問がありまして、若干

関連で教えていただきたし、と思うんですけれども。先ほどの市長の御説明によりますと、

63年度は1，300件の土地の取引の件数があるんじゃないかということを予想をされてお

りました。今、都市整備部長の御説明の中でも61年度としては1，155件の土地の取引の

件数があったということで、また62年度の 7、8、9月におきまして平均75件というこ

とで、特に11月分につきましては63件というような趣旨の御説明でありましたけれども、

なかなかいろんな他の行政機関におきましても、なかなか実際に事務担当者は大変な混

雑をして、本来の業務内容になかなか支障が出ているというような部分もあるようでご

ざいますし、特に来年度につきましては1，200件の予想の中で、今の中では受付は都市

整備部関係で受付をし、用地課で具体的にその審査をしていくというような日野市の構

成になっておるかと思うんですけれども。特に、今後のこの辺の体制づくりですかね、

今後、どういうふうに体制をしながら、よりスムーズにまたこの業務を行っていくか、

それの見通しなり、今後につきましての対応をどう考えているか、ちょっと教えていた

だきたいと思います。

0議長(黒川重憲君) 総務部長。

0総務部長(山崎 彰君) 今、お話しいたしましたように、受付の窓口事務の方まで

は都市整備部で、そして鑑定評価につきましては、私、総務部の用地課で、そして、そ

れが決定されますと、また本人にお知らせするのは都市整備部というような形で対応し

てきました。

それで、この件数につきましては昨年度の件数、そうしたものから非常に多いという

ことで、説明や何かのときには十二、三名の人が必要ではないかというようなお話も受

けました。しかし、今年度もう既に11月でございましたので、それらを見ながら、ほか

の市もそうでございましたんで、すが、二つの課で、ともかく対応して 3月まで頑張って

みましょうということで、それでスタートしました。
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そして、今御質問の件でございますが、今後の問題といたしまして、それらを踏まえ

ながら一本化あるいは分離して、さらに人をふやしていくというような形をとるのかど

うかということで、今、検討しております。

その中で、現在対応の仕方といたしましては、既にこのような件数がふえてまいりま

したので、パートの人を入れましてやっております。それは都市整備部もそうです。そ

れから私どもの方の用地課でもそうです。そしてさらに、まだ決定にはなっておりませ

んが、大体決定しておりますが、東京都が非常に心配されまして、各26市に対しまして

それぞれの再雇用とし、し、ますか、定年でやめられた方で、非常にそれらのものに事務的

に精通していると、あるいは研修させて、そういうものをしていくということで、 3人

ほど御紹介を受けました。その中で、今、 1名の方をお願いしているというような形で

人数をふやしながら、そして対応していくというのが 3月まででございます。その 3月

までの聞に、また組織とかそういうものがありますので、企画と打ち合わせしながら何

とかはっきりしたものに、 3年間でこれを対応をしていきたいというふうに思っており

ます。

0議長(黒川重憲君) 馬場繁夫君。

012番(馬場繁夫君) ありがとうございました。特に63年度につきましては十分事務

内容がスムーズに、また非常に簡素化に対応で、きるように、再度御検討をいただきなが

らそういう体制づくりをしていただきたいと思います。

それと同時に、土地の取引につきましては非常に内容的にも秘密的な要素の部分もた

くさんあろうかと思いますし、部外に漏れますと大変な行政に対しての責任も間われる

ことになってまいりますし、特に土地の評価につきましても非常に難しい部分もありま

すので、その辺の部分を踏まえながら十分対応できる体制づくりをひとつよろしくお願

いいたします。以上でございます。

0議長(黒川!重憲君) 土方尚功君。

04番(土方尚功君) 質問が重複している部分は省略いたしまして、 2点ばかり伺い

たいと思います。

日野市基本計画施策の方向について、これについては広く市民の意見を求めたようで

ございますし、我々にも示されたと ころですけれども、取りまとめ、どんな状況が出て

きたか、そうした状況がわかりましたら御報告をお願いしたいと思います。

もう 1点につきましては、 6月に一度出まして、また11月にもう一度マスコミのある

新聞紙上で出ておりました、万願寺の区画整理区域内で一里塚というような塚があるわ
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けですけれども。私の方は 6月の時点で若干伺っておきましたから理解しているつもり

なんですが、今回、 「区画整理事業で大幅取り崩しへ」というような大きなタイトルで

文化財に対する市の認識の甘さというようなことで話題の追跡がございました。これに

ついて、一応市の方はどういう考え方でいるか、そこら辺の意見だけをちょっと伺って

おきたいということでございますので、 2点についてよろしくお願いします。

0議長(黒川重憲君) 企画財政部長。

0企画財政部長(長谷川暢男君) お答えいたします。 1点目の基本計画ということと、

その後の経過という御質問でございます。御承知のとおり、 9月議会の全協の中で施策

の方向の説明をさせていただきました。その後、 10月に入りまして各種協議会あるいは

審議会の委員等を含めまして82団体に、関係者にこの施策の方向を送付させていただき

ました。なお、 10月15日号では、市報におきまして全文を市民に掲載させてもらったと

いう経緯でございます。よって、各団体、市民の方からの意見としては51件、私の方に

意見をいただきました。これを企画財政部の中で精査しまして、各部に51件の内容を現

在再度検討するようにお願いをしている経過がございます。大半は施策の方向の中で示

しておりますので、意見の考え方は多少まちまちでございますが、すべてを51件各部に

おろしたということでございます。

現在、私の方ではその調整と、既に新年度予算編成に当たっての問題を含んで、 一つ

は実施計画を各部の方にも示しております。ただ、まだ完成されたものではございせん

ので、この意見等を踏まえながら、今後12月中には精査して完全なものに仕上げ、 3月

には御報告したいという経緯でございます。以上です。

O議長(黒川重憲君) 教育次長。

0教育次長(砂川雄一君) 万願寺の一里塚の問題でございますが、これは御承知のと

おり、現在個人所有の敷地内に位置をしているわけですが、市内では唯一の残っている

一里塚でございますので、昭和36年に市の史跡として指定をしております。新聞報道に

もございましたように、都市計画道路の 2・2・11号線がモノレールの建設のために16

メートル幅から22メートル幅に拡幅をされることになりまして、ちょうど一里塚の部分

に道路がかかるような形になったわけで、ございます。一里塚の中心部分である小高く盛

り土になっている部分にはかかっておりませんけれども、そのすそ野の部分とし、し、ます

か、のりの部分が削られる形になったわけでございます。

この件については区画整理課の方から口頭で打診があって、昭和59年の 6月に開かれ

た文化財保護審議会で御意見をいただいた結果、現状保存でいきたいというのが委員会
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での一致した意見で、ありましたので、その旨をお伝えをしてあるわけでございます。

市の条例で見ますと、市が指定した文化財、史跡などの現状変更に関しては、日野市

文化財保護条例に定めている手続というのは、条例第 7条に、指定した文化財、史跡の

所有者が変更されたときは、新所有者がその旨を教育委員会に届け出るという規定が一

つございます。それからまた第14条に、文化財、史跡等の現状を変更し、またはその保

存に影響を及ぼす行為をしようとするときは教育委員会の許可を受けなければならない

というふうに規定をしているわけでございます。

都市計画道路が確定をして、これからそういう意味では正規の手続がとられるものだ

というふうに私どもは考えているわけでございます。教育委員会としては、文化財を保

護する立場にございますので、できるだけ現状に近い形で、そういったものが保存され

ることが望ましいわけでございますので、そういった方向で今後要望はしていきたし、と

いうふうに思っております。

ただ、文化財保護条例の第 3条にもあるんですが、文化財の保護と他の公益との調整

にも憂慮、しなければならないという規定もございますので、そういった点についても十

分に検討しながら、今後、進めていきたし、というふうに思っております。以上です。

O議長(黒川重憲君) 土方尚功君。

04番(土方尚功君) わかりました。 2点目につきましてはわかりました。

1点目の方につきましでも、我々見る範囲では非常に望ましいという点については十

分のっているようですが、今後の長期的な問題、財政的な問題、そういった目標の達成

年度、こういったものがどちらかというと我々中心にとらえたいなと思っておりますの

で、ぜひそこら辺のことで今後やっていきたし、。了解いたしました。ありがとうござい

まし7こO

0議長(黒川i重憲君) お諮りいたします。議事の都合により暫時休憩いたしたいと思

いますが、これに御異議ありませんか。

C 1"異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長 (黒川重憲君)

0議長(黒川重憲君)

06番(天野輝男君)

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42分休憩

午後 1時08分再開

休憩前に引き続き会議を開きます。天野輝男君。

数点ございますが、日野市基本計画の策定の方向づけ、この件

について、まず質問させていただきます。
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こうして日野市の長期計画を伴った基本計画が作成されたということは大変喜ばしい

ことと私は思います。特に森田市長14年目にしてできたということは、これまた喜ばし

し、と思っておりますけれども、やはり私はこの14年間の、 14年目の作業の進め方として、

日野市の財政商、そういう商からも、やはり大幅に見直すべきときが来ているのではな

いかということを私自身感じているわけであります。そういう両で、もう日野市の財源

は、こうして法人市税が大幅に減収になっているわけですから、これにかわるべきもの

を考えなきゃならない。

そういう雨で、まず 1点としては、やはり内部をどう機構改革して、内部の方からど

のような形でこの財政を生み出していくかということが、私、一番大きなポイソトでは

ないかなと考えているわけであります。各市町村の都市計画事業の進め方を考えてみて

も、やはり20年、 30年かかって、ょうやく 60%、70%の完成に至っているわけでありま

すが、日野市においてもまだ大体大まかに32%台が現実であり、この土地が大幅に値上

がりをしたり、都市近郊の物の考え方、価値観というものが大幅に変わってきているこ

の現実を踏まえながら、 7年間一一これは 7年間の計画ですが一一7年間で解決すると

いうととはとてもとてもできない問題であります。しかしながら、 7年の一応長期的な

目安を立てて事が実施できるとい今ことは、これは大変各部署で計画を練って、作業を

進めるということについては、ある商では目安になるのではないかなあと。そういう面

では、私たちもまちづくりの点についてはいろいろと頭を痛めているわけであります。

その中で、何かいい方法はないかということを、私自身も考えているわけですが、し

かしながら、ここに至っては市民が何を一番要望しておるのか。そ して、市民の要望に

こたえるためには、どうしたらそういう都市計画事業をこの基本計画の中に埋め込んで

作業を進めることができるかということを考えてみるときに、幾つかの点について、こ

れから質問させていただきます。

私、これを読んでみまして、国や都に要望しますなんて、要望しただけでものがもら

えたら、私、本当に苦労はないと思うんですよね。だから、いかにそれを財政商として、

日野市の財政として位置づけをしていくか。また、これをいかにして予算化していただ

くかということは文書やそんなもので頼んだだけで、これは通る話じゃないわけですね。

だから、そうしみ、何というか、 責任逃れに、私は見て聞こえるんですね。だから、そ

ういうことは、実際言ったことは実施するとし、うことで、今後、努力していただきたい

と思うわけであります。

特に市民の要望の高い問題とし、し、ますと、先ほど夏井議員だったですよね、から説明
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がありました特別養護老人ホームの件であります。この件で少し質問いたします。

この特殊老人ホームというのは、これは本当に寝たきり老人を持った方で、あるならば

本当に困り果てているということは実感であります。そういう商で、私も前に説明を聞

いたときには、市営住宅の建て替え時に、そのところに一部枠をつくって、そこにつく

るということですよね。これは50ベッドということですよね。そして、特に50ベッドと

いうのは特殊老人ホームでも大変経営が困難であります。そういう面で50ベッドの特別

老人ホームをつくって市民にサービスする、これは大変し、し、ことだと思うんですが。ま

ず、こういう箱物をつくるということになりますと、日野市の財源だけでは限りがある

わけです。この限りのある財源の中で、そして建てるというんですから、建てたいとい

う気持ちはあるんですから、建てるにはどのくらいの建設費がかかるのか、まずこの 1

点をお聞きしたいと思います。

そして、特にこの中の職員ですね、職員の場合には、特別養護老人ホームの認可をい

ただいてつくって、民間の人がどなたかっくりますと、これは全額中の職員の給与につ

いては、これは都や国で負担してくださるわけですね。日野市では一銭も要らないわけ

です。ところが、日野市で独自につくった場合には、これは当然、職員の給与もここにか

かってくるわけであります。このあたり、職員の給与は何名でどのくらいの予算を考え

ているのか。このあたりをまずお答え願いたいと思います。

0議長(黒川重憲君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 今回、かねてあちこちからの御要望の強かった、また議会で

も厳しく指摘をいただいております、いわゆる高齢化社会に向かつての一つの施設となっ

てまいります特別養護老人ホーム、この設立のことをいろいろ検討してまいりました結

果、やはり市内で市の所有地によって計画を進めるということが最も具体性があるわけ

でありますから、その決意をしたということを申し上けやたい、このように感じておりま

す。

特養老人ホームと申しますと、国の一つの制度としてはかなり しっかりした根拠づ、け

がされておりまして、大体50人を 1単位とする、そういった施策が全国に大きく進めら

れると。聞くところによりますと1，500ぐらいっくりたし、と、このような計画もあるわ

けであります。東京都と今交渉をしておるさなかでございますから、余り具体的なとこ

ろまで発表できる段階ではございませんが、 1単位という50人方式、それに若干の地域

ケアのセソターとなり得る機能、こういうことが考えられるわけであります。

そして、一般に言いますと、社会福祉法人の法人格を有する施設が、今までこの事業

の行っている例が多いわけであります。我々も隣にあります、立川市にあります至誠老

人ホームでありますとか、八王子市にありますアゼリヤ会とか、そういうところに今ま

で委託をする形で事業を一部やってまいりました。市が直営するということではないわ

けでありまして、市有地に市が責任を持って建てる。それを民営の法人格に委託をして

経営していただくと、こういう考え方が、今、進みつつある考え方でございます。

したがし、まして、その福祉法人というのは、先ほど言いました日野市福祉事業団でよ

ろしいのか、あるいは別の法人格を求める必要があるのか、そのあたりもだんだんと明

らかにし得ると、このように考えております。

直接お聞きになりました、確かに財政需要の非常に厳しい今日でございますので、な

るべく制度資金を求めまして、そして、それに大部分のことは依存をする、それが基本

であります。その際に、大体4分の 3程度の建設費、原則としてですが、あるいは経営

の中の財政援助、こういうことが制度として定められておりますので、そういう方式に

依存をしたい、このように考えております。あとの 4分の lを法人格の場合は寄附金で

ありますとか、自己努力による財源で補うということになっておりますが、日野市の場

合もそういった努力をしながら、若干の市からの公費の援助も必要になるだろうと、こ

のように考えておるわけであります。

御指摘の財政に対します厳しい中の、しかも地域社会に必要な施設でございますから、

制度資金をなるべく幅広に導入をすることによって、この事業の将来の誤りのない運営

に取り組んでいきたし、と、こういう考え方でございます。以上です。

0議長(黒川重憲君) 天野輝男君。

06番(天野輝男君) 大まかのところはわかったわけで、ありますが、実際問題として、

市でつくって民間、社会福祉法人ですか、民間の方に委託するという形ですよね。結局、

それの受け皿がはっきり、これからも当然、考えていくことと思いますけれども、やはり

ある程度親方日の丸的な考え方で経営されたのでは、やはり当然、先ほど市長から説明

がありました建設費の 4分の 3、経営費の 4分の 3を希望しておるということでありま

すけれども、やはりこの場合ですね、この建設資金、また経営する運営資金が少なくな

ることも、当然私はこのような形ですね、始める限り、やはり難しい商もあるのではな

し、かなということはわかるわけですね。特に、日野市の所有地を使うわけであります。

その日野市の限られているところの、要するに土地を利用するわけですから、やはりど

の程度一一今後、私はこの日野市のまちづくりを進めるについては、一番必要なのはや

はり用地の私は確保だろうと思うんですね。この間もちょっと話をしていたら、いや、
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その中からつくっていただくということが原則なんですということを言っておりますけ

れども、それじゃあおさまらないからできないんです、今まで。再開発も何もできない。

だから、そういう両から見ましたら、やはりそういうところにいきなり、確かに市民が

要望しておりますところの特別養護老人ホームですから、このことについては私たち何

の異存もないところですけれども、やはり日野市の大きく変わり行くまちづくりを考え

た場合に、やはり市長のサイドでものはできます、できますけれども、もっと慎重に、

日野市でどなたか遺産とかそういう関係で、この土地を提供してくださり、協力してく

ださる人がし、るならば、これは可能なんですよ、できるわけですから。やはり こういう

形で進めていくとしヴ方法もあると思いますが、やはり日野市内に在住して、また遺産、

その他でそういう仕事を将来してもし、し、なんていう考え方がある人がし、るかもわかりま

せんしね、そうし、う 2本立てで話を決定一ーさっきは決定したということを言っており

ますが、決定じゃなく、用地を探しながら、一番し、し、方法で建設していただきたいと思

うわけであります。そのあたりで市長の意見がございましたらもう一回お願し巾、たしま

す。

手を挙げましたが、議長から指名もございませんでしたので、この際、そのことを議場

に御報告させていただきたし、と思います。場所は高幡の、かつて四十七、八年ごろ市営

住宅用地として日野市が取得をした土地で、あります。現在は、その一部が福祉セソター

に仮設の形で使われております。その福祉センターは多少これまで不手際なこともござ

いましたが、今回は、その建物の中に別の要素として包含をする形で二つの事業が達成

できれば幸いであると、このような考え方でございます。

0議長(黒川重憲君) 天野輝男君。

06番(天野輝男君) じゃあもう少し質問します。ということは、あの場所はわかり

ました。じゃあ、この場所は坪数はどのくらいあるわけでしょうか。

O議長(黒川重憲君) 福祉部長。

0福祉部長(高野 隆君) 大きさでございますけれども、 3，080平方メートルでござ

います。

0議長(黒川重憲君)

06番(天野輝男君)

天野輝男君。

そうしますと、 3，080平米であるなら、まあまあ大丈夫だと思

0議長(黒川重憲君) 市長。

0市長(森田喜美男君) これまでいろいろな市民からの質問に対しましても、用地の

段階で明確な答弁ができない、期待に沿えないとし、う状況がかなりの期間にわたってお

るわけでありました。

そこで、お説のとおりの市民の方で経営をやっていただけるような方はないだろうか

と、こういうことに当たりましてもいろいろと当たってまいりました。それから市内の

先ほどお話のありました相続のような場合にも、何かそういう方法で運営をやっていた

だくような手がないだろうかということも相談をしてまいりました。それらの結果、今

までのところ、特に現在の土地事情の中では、法人格を持つためには用地が必要であり、

また用地を取得するためには莫大な資金が必要である。東京都から 1園5億円程度の用

地費が用意されているというふうには言われておりますけれども、それで達成した事業

体はまだなし、くやらい厳しい状況でございます。

この際、何と申しましても急ぐためには市有地を使うことによって、それで事業を進

めたいと、こうし、ぅ結論に到達したということでございます。何とぞ御理解によりまし

て、ひとつ正常な推進ができるように御理解をお願いしたし、と思っております。

先ほどの午前中の議場におきまして、そのことに触れられました。また、初めての場

所の発表と公表ということになりますので、私から表明をするのが適当だろうと思って

うんですね。そういう面から見ましてはいいでしょう。しかしながら、やはり、私は確

かに市民が要望しておる、これはよくわかるわけです。しかしながら、やはり今まで森

田市長も先ほど相続の人にもお願いしたということを聞いておるんですが、私の知って

いる範囲ではそういう声は一度も聞いていないわけであります。そういう面で、今急い

でつくりたし、としヴ気持ちも、なんかわかるような気がしますけれども。やはり私はも

う少し一一確かに用地を買収して、そして用地がなければ確かに法人はできません、医

療法人をつくることはできない。そうすれば、当然融資を請求する、建設費、そして中

の施設の面についても予算化させていただくことはできないと思うことは、これは当然、

ですけれども。やはりこのような福祉一一多分これは50ベッドだと恐らく手狭で、また

どこかにという形になると思うんですね。将来は、やはり日野市においても老人が大体

300人から400人近い人が寝たきり老人が出てくるであろ うということが可能なわけです

ね。そういう中で、ただ50ベッドで、そして、この箇所ではほかに増築して広げたし、と

思っても、これはできないわけですよね。そうし、うときのことも考えていらっしゃるの

かどうか、ちょっとお聞きしたいんですが。

0議長(黒川|重憲君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 考えておるわけであります。これまで市内に 4カ所ぐらい設

ける必要があるだろうということを議場でも申し上げております。今後、それらのこと
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を想定した中で、つまり、市営住宅の建て替えということがある際に、立体化すること

によって戸数を維持しながら一部の用地を捻出していくと、こういうことを申し上げて

おります。そのことを住宅行政の当局にも問い合わせてみておるわけでありますが、そ

れは一応可能であると、こういう回答もいただいております。

そういうことで、今回考えますのは 1単位の規模ではございますが、将来はそういう

ことを見通して適切な可能性を用意しておくというふうに考えたし、と、このように考え

ております。

天野輝男君。0議長(黒川重憲君)

06番(天野輝男君) 大まかなところはわかりました。そういう商で、私が市長に要

望したいことは、やはり私は日野市の所有する財産をそういう商で一部を使うというこ

とは必要であるかもわかりませんけれども、そういう箇所が 4カ所も 5カ所もできてし

まった場合に、やはり駅前の再開発とか、そうしづ問題には実際用地の代替地が必要な

んですよね。そういう代替地がない限り、もうどうしたってこの話し合いに応ずるとい

うことは困難なわけなんですね。だから、このままでいいのかと。福祉ばっかりそうし

てばらばらまいて、そういう形でやってまちづくりが進まない。そして、地域差がます

ます出てくる。こういう形であったら、やはり私は市民として、やはり財政を有効に使

うという商においてはもう少し今後慎重に御審議していただきたいと、このように思い

ます。この件についての質問は終わります。

また、今、私はこの 7年計画の中に織り込んでもらいたいということは、やはり日野

市においては体育施設がございません、整った総合体育館なるものはないわけでありま

す。やはりこれを早期につくるということが日野市民の健康増進と、そして健康管理の

ために最も必要なものではないかなということを日ごろから考えています。

ここら辺だと、近いところはもう百草や落川|の人たちはみんな多摩に行きます。そし

て本町周辺、栄町の人たちは自転車に乗って昭島の総合体育館に行って、そしていろい

ろ競技を練習し、そして健康に努めているというのが現実であります。そういう商から、

私はこの日野市においても、やはり早期に、この 7年計画の中にしっかりと予算化して

盛り込んでし、くべきが必要じゃないかと思っているわけでありますが、この点について

お答え願いたいと思います。

0議長(黒川|重憲君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 日野市としてメイソになる総合体育館、これはっくりたい、

あるいはつくるという計画がございます。南平体育館をつくった当時に、これはサブの
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体育館であるということも市民に説明をいたしております。メイソの体育館は、いずれ

桑園跡地の留保地を位置として考えてきたわけでありまして、財政的な、土地を取得し、

その上に体育館を建てるということを、しかも 2年間に実現するということは財政負担

の上でかなり難しい技でございますので、いろいろ工夫して、ある程度は他力本願の手

段も取り入れて、そして財政的な克服を図りたいと、こういうことを一つの試案として

議会にも申し上げ、たことがございます。したがって、その計画は動いているわけではご

ざいません。つまり、留保地は区画整理事業の範囲に入ることになっておりますけれど、

いずれ、それはより有効な方法で体育館用地も確保する、そういうことをもくろんで進

めておると、こういうことでございますので、特養ホームとのバラソスというようなこ

とではなくて、特養ホームは特養ホームとして必要な施設は当然つくらなければならな

い、これは地域社会の大きな責務であると、このように考えております。大きな計画で、

今後とも地方自治は十分可能性を私は持つものであると、このように信じておりますの

で御理解をお願いしたし、と思っております。

0議長(黒川!重憲君) 天野輝男君。

06番(天野輝男君) そうしますと、 3年間の中には入らないけれども、 7年間のう

ちにはどうにか考えてみたいという市長の考え方でしょうか。

0議長(黒川重憲君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 従来の事業計画、財政も含めて一応 3年計画、短期の 3年計

画というのを持ちながら、それの優先順位、あるいはローリソグを図りながら単年度予

算を組んだと、こういうことでありました。今回は、それをやや足伸ばしして、前期 3

年、後期4年、つまり、第 2次基本構想の目指す期間、その間になるべく可能性の状況

をつくっておきたい、これが中期計画でございます。したがし、まして、 7年計画では入

れて、そして、なるべく実現が可能なように進めてまいりたい、こういうことになろう

と思っております。以上です。

O議長(黒川重憲君) 天野輝男君。

06番(天野輝男君) 大体わかりました。ひとつ市民の要望の高いものですから、真

剣に考えていただきたい、このように思います。

これから道路の商が、まだこれを見ますと、まだ国道、都道、このあたりのことも明

らかでないわけですが、この道路の部分はどのような形で、特に 1・3・1、1・3・

2、都道の 2・2・12、2・2・11、この件はどのようなことを考えて、ここに織り込

んでくるのか、そのあたりを説明してください。
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0議長(黒川重憲君) 都市整備部長。

0都市整備部長(前田雅夫君) お答えいたします。私の方からは都市計画街路につき

ましてお答えするわけでございますけれども、現在の都市計画道路につきましては、昭

和36年にほとんどが計画決定をしたものでございます。計画決定以降、市におきまして

は区画整理事業、それから 2・2・5につきましては単独の市の道路事業ということで

取り組んでいるわけでございます。そのほかには東京都が都道として整備をしてきてい

るわけでございます。

今後、残りの未整備の区域につきましては区画整理区域を除きまして、東京都あるい

は国と協議を重ねながら、道路管理者を定め推進をしていくという考えでございます。

O議長(黒川重憲君) 天野輝男君。

06番(天野輝男君) 36年に都市計画道路として決定されているわけですから、大分

おくれているわけですよね。このあたりをいかに早く促進するかということが日野市民

にとりましても大切なことではないかと思うわけです。そのために、私は、こういう基

本構想の中に、都道だから国道だからという ことで、余り関与しないということでなく

て、やはり意欲的にこの作業を進めていくととが、私は日野市民にとりましても意義の

あることじゃないかと思うわけであります。その点、もう少し意欲的に、 36年ですから

もうちょっと早くピッチを上げて作業を進めていただけるのかどうか、このあたりをお

答え願いたいと思います。

0議長(黒川重憲君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 今日、よく申し上げておりますとおり、一応学校づくり等の

緊急な財政指数の時期は一応終わりましたので、今、一番大きく取り組むのがハードな

面、いわゆる道路網で、幹線道路網でありますとか、あるいは下水道でございますとか、

またその手法を区画整理事業に依存をしながらやっていこう。これは買収じゃ、到底で

きることがまた一層長期化いたします。そこで、もし市民の方の地域地域の理解を得な

がら区画整理方式を取り上げていこうと、これが今現実に認可されている事業が三つご

ざいます。これから来年、再来年にわたって認可をいただくべく進めておるのが 3事業

になります。このように、大わらわで、言うなればこの時期こそということで取り組ん

でおることは、もう議員各位のよく御承知のとおりでございます。ますます意欲を高め

て、やれという御指摘には全く同感でございますので、そのように取り組んでまいりま

す。よろしくお願いをいたします。

0議長(黒川重憲君) 天野輝男君。

06番(天野輝男君) 市長からそう聞きましたもので、私も少し安心したようなわけ

ですが、市長みずから大変とは思いますけれども、陣頭指揮をとりながら、こういう道

路の問題についても取り組んでいただきたいと思います。

今度は下水のことなんですけれども、私は下水の両につきまして、処理場が日野市は

三つ使えると。この中で、特に浅川処理区、また南多摩処理区、秋川処理区と、この前

で実際、に稼働になりますと、使えない地域は明らかになってくるわけであります。そう

いう面で、私は地域差があってはならんと、この問題でですね。そういう面で私は先ほ

ど申し上げましたこのことを解決するには、国道や都道の開発をしながら下部を接続し

てくるとしヴ方法が私は一番し、し、と思うわけであります。そう いう商で、私は市長にこ

の道路の問題で意欲的に取り組んでほしいということは、こういう面も実際絡んでいる

わけでありますが、ぜ、ひ私はこうし、う地域差がある、この地域差を縮めるには、やはり

地域の住民の住んでいる方々の理解も当然、必要ですし、そして、その地域の方々がどう

いうことを考えていらっしゃるか。やはり市長は一部の人から耳を傾けて聞いているよ

うですけれども、やはり日野市民全員から、何としてもこの下水道だけは早くつくって

ほしいというのが地域に住む、私たちの住む地域はいつになるかわからないということ

で一番心配しております。そういう商で、この事業に絡んでいる道路の問題ですから、

私は市長に陣頭指揮をとって、この問題も解決していただきたいと要望いたします。

こんなようなわけで、私は、今、何点かについて質問いたしましたけれども、特に日

野駅前の再開発ということにつきまして、これはもう大変難しいんですね。最近、日野

市の駅前の駐輪場が私の裏にあります。その裏の駐輪場を貸している方が、要するに隣

の土地が高く地上げされて、 73坪を 1億8，000万円 ぐらいで売りに出したものだから、

駐輪場を返してくれと、実際に来ているわけですね。それで、その場所はかつてはもう

20年も家が建たなかったんで、すね。それを私は確認していたものですから、実際、私の

裏に家が 1軒できたんで、す、ぽつっとね。家ができましたものだから、調べてみました

ら、これは確認申請はとっていないわけですよね。そういう家でそこにできたから、も

う隣の人も売って、その隣の人は日野市内のどこかに移ったら しいんですけれども。そ

の土地が実際に高く 1億8，000万で売りに出して、そういう売買になったか知りません

けれども、実際にそうしヴ土地があるわけです。むしろ、私は、こういうところは、日

野市で、今、土地の売買については国土法に基づいて指導できるわけですから、こうい

う場所は日野市において、将来まちづくりに必要だということで、やはり言い含みなが

ら確保できるような方法がとれないものかどうか、このあたりお答え願いたいと思いま
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す。

O議長(黒川重憲君) 市長。

0市長(森田喜美男君) せんだって、広報の記事といたしまして多摩川沿いの地域が

これから都市計画時代に入ると、このような予告を掲載して、関心をお願いをしておる

わけであります。そのことが、例えば2・2・11という路線を東に延ばすことがモノレー

ルの導入に欠くべからざる条件でありますし、それからまた、西の方に、つまり、中央

線までは、これはできている部分、あるいは都がこれから着手する部分、これによって

届きますので、その線路をくぐって西に渡る部分、 これがどのように今後の実現に向かつ

て取り組めるかということにつきましては、特に先般、都庁に出向いて、そして、都営

住宅の今朝ヶ島においては建て替え問題、それから神鋼跡地においては新築問題、これ

らの事業とあわせて、つまり、東京都庁の中の道路担当の建設局と、 それから住宅担当

の住宅局が、ぜひ合意を、調整をしていただいて、そうして一日も早く着手していただ

くようにということを申し立てておるということも御報告をしたとおりでございまして、

それらによって下水道問題も幹線として、つまり、多摩川中央幹線のためには、ぜひそ

のことも実現しなければいけませんし、それからモノレールコースを東の方に、 2・2・

11路線を延長する意味でもそのことが必要でございますので、まずそれらのことを中心

として取り組み、それらのまた行程の中で日野駅の改造でありますとか、あわせて森町

の再開発でありますとか、こういう課題がもう間もなく日程にあがってまいります、と

いうふうにお伝えいたしております。地域の御意見も十分拝聴しながら、そういった、

何とし、し、ましょうか、前段の取り組み、あるいは具体的なその後の取り組み、これらの

ことを、まさに地域の方々に本気になってひとつ御理解を願うと。こういうことに、そ

うしヴ時期に到達しておりますので、これからその大きな課題として取り組んでいくと、

こういうことを申し上げた次第でございます。

御指摘のことは、多少時間がかかっておりますけれども、今後、日野市の将来の発展

のためにぜひ解決をして図っていかなければならない大きな課題でございます。そうい

う認識で取り組んでおるということを御理解をお願し巾、たします。

0議長(黒川重憲君) 天野輝男君。

06番(天野輝男君) あの地域の中で実際に土地売買ができると、売って出て行って

しまう人がたくさんいるように思うんですよね。そのあたりの見解をお聞きしたかった

んです。ちょっと難しいでしょうか。まあ、し、し、ゃ。

そういう商で、実際、あの地域は今まで本当に認められなかったというか、本当に困

り果てて、道路のことでいつもごたごたごたごたしてし、たというようなのが現実であり

ます。そういう両で、こうして調査地ができて、方向づけができたということは、大変

私は喜ばしいことであると思っております。そういう雨では、私は、この基本計画を見

まして、やはり私は短期間、要するに 7年間におけるところのやはりしっかりした事業

をしっかり定めるとともに、そして、この事業認可をいただきながら、そして日野市の

長期的展望に立てられるような建物でもしっかりしたものをつくっていただきたいと思

うわけであります。そういう商で、今後、日野市民にと って最もよいとしヴ、そして今、

こうして建物を建てられた計画が実施されたということは、将来の財産になるような、

そうしヴ立派なものをぜ、ひ進めていただきたいと思いまして要望といたします。

0議長(黒川重憲君) 馬場弘融君。

015番(馬場弘融君) 2点、お伺いします。

1点目は18ページの国民健康保険税の収入状況ですが、税の改定が行われたというこ

ともあってなのか、あるいはその事務手続上の問題なのかわかりませんが、 61年度の収

納率66%に比べ、今年度の収納率が42.3%というふうに、かなり普通では考えられない

ような低下を見ているわけですが、これは何かあくまでも事務手続上の問題なのか、そ

れともあるいは税金が上がっちゃったというんで滞納する人がふえたとかとし、うような

状況があるのかどうかですね。それを 1点お伺いしたいと思います。

次の 2点目は、先ほど来、休憩前の質疑の中でも中山議員、夏井議員、あるいは私ど

もの小山議員からも質疑ないしは指摘があった40入学級の実施の問題でございますが、

多少重複するかもしれませんけれども、さらに質問したいわけです。

先ほどの教育長の御答弁を伺っておりますと、 法令と市民からの強い要望の間の間隙

を縫ってとし、し、ますか、事務手続上はそういった形で苦しい施策ではあるけれども、内

容としてはバラ色とし、し、ますか、オープソスペースでどうのこうのとか、いろいろ将来

的に新しい形の教育がそれによって実施できる可能性もあるのだというふうな形の御説

明であったというふうに私は聞きました。ただ、新聞の報道、あるいは私がこれを実際

どういう形になるのかなという自分なりに判断をいたしますと、例えば現在45人なら45

人で二つのクラスがあると、そうい学校があるとしますね。それがホームルームはその

まま二つのクラスで行われて、例えば国語だとか算数だとかとし、う実質的な授業になる

と、その二つのクラスが 3クラスになるわけですね。実態として、じゃあ子供たちは、

児童が、うちの担任の先生はだれかというふうなことを考えるときに、ホームルームだ

けを受け持つ先生を担任の先生として把握するだろうかと。大学の講義のように、各講
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座別に違う先生のところに行くような授業の受け方であれば別ですけれども、多分そう

ではないと思うんですよ。 3クラスになった場合の組み分けによって、算数であろうが

国語であろうが社会であろうが、すべてある先生のもとで授業が行われるという形にな

ると思うんですね。実質的には、だから、 3人の担任がし、るような実態にはなろうかと

思うんですね。その辺で児童の不安とし、し、ますかね、子供の教育にとって、特に小学校

の児童にとって担任の教師というのは非常に大きなウエートを持っていますね。その辺

で児童がかえって混乱をしないだろうかと。こういった完全な形の40入学級へ市がお金

を出すことによってすぐ移行できるんだというんであれば問題ないと思うんですが、そ

うじゃなくて、非常に変則的な形での40入学級なので、私は非常に不安を感じるんです

ね。恐らく、これは要望したお母さん方もその辺の具体的な実施内容については、まだ

理解をしないで、余りよく知らないままで、いいことですねというふうな反応をするか

もしれない。それが非常に心配なんで・・ー・・。

とりあえず、まず私が第 1点目として伺いたいのは、 11月19日の教育委員会でこのこ

とが、実施が決定ということになったということでございますけれども、その教育委員

会の中でこういった児童とか父母の不安というようなものを踏まえての討論があったの

かどうかということをぜひ伺いたし、と思うんですね。できれば、そのときの教育委員会

の議事録とし、いますか、ありますればいただきたいというふうに思うわけです。それが

1点目ですね、今の問題の。

それから次に、先ほど教育長のお話の中で63年度から 4年生以上、 4年生、 5年生、

6年生を対象として該当するところは 9校、 63年度は 9校で12学級としろ御説明があり

ました。これを具体的に言いますと、 63年から64年、 65年まで実施されるわけですね。

64年は 5年生、 6年生、 65年は 6年生だけと。この間の該当校が何校あって、該当クラ

スが何学級あって、それぞれの年度ごとに臨時として日野市がお雇いになる非常勤講師

が何名必要で、それぞれ幾らぐらいそれについてお金を出さなければいけないのかとい

うことを年度を追って、少し表みたいになれば一番いいんですけれども、わかりやすく

説明をいただきたし、と思います。以上、よろしくお願いします。

0議長(黒川重憲君) 市民部長。

0市民部長(大貫松雄君) まず 1点目の国民健康保険税の収納率が61年度、 62年度と

大きく差があるということの御質問に対してお答えいたします。

まず61年度は本決定を10月にいたしました。それから今年度、 62年度は本決定を 8月

ということでいたしまして、主なこの収納率の差は、今申し上げたようなものが主な内

容でございます。

なお、この表は 9月末現在の表でございます。年度おしまいでは前年と同じような収

納率になろうかと思います。以上でございます。

0議長(黒川i重憲君) 教育長。

0教育長(長沢三郎君) お答えいたします。 11月の19日の教育委員会では、子供たち

がこうしヴ制度を取り入れることによって起きる混乱とか不安ですね、そういうものに

ついて、どの程度の審議が行われたのかという御質問ですけれど、教育委員会の各委員

さん方の意見というのは、一つは、請願とか議会の意見書の趣旨からいって、方向づけ

として市がそうしヴ方法であれ対応していくとしヴ、その考え方には賛成であると。た

だ、制度を運用してし、く時点の上で、学校当局に迷惑をかけぬような手立て、これにつ

いては万全を期してほしいという意見と、それから、かつて50人、 60入学級を対応して

いた当時とは異なって、 40人学級といっても現実的にはもう既に30人あるいは30人を割っ

ているような小規模の学級もあるわけですから、かつてのような50人、 60人で対応して

いたときと全く授業内容が変わらないようなあり方というのは一考を要するんではない

かと。学校当局とも十分研究して、新しい教育の取り組み、特に個性尊重の教育等が大

きくクローズアップされている中で、そういう小規模集団に対応する教育のあり方とい

うものをぜひ突き詰めていってほしいと、こんなような意見等がございました。

それで、今の馬場議員さんの方からの質問の、私もこの学級担任制度とし、ぅ、このよ

いところはあくまでも残しておきたし、と、こうし、う 気持ちは非常に強く持っております。

それと同時に4年、5年、 6年という、小学校でいえば、どちらかとし、し、ますと高学

年の児童がその対象ですから、小中との関連で、中学に行きますと教科主任制度が非常

に大きくウエートを持ってくると。そういう商からもぜひこうしヴ機会に学年主任の方

を中心としての学級担任と、それから日野市で送る講師の先生、これの連携プレー、こ

のものについて、ぜ、ひやっぱり学級自体がもう少し聞かれた学級として、新しい角度に

向かつての挑戦をしていきたし、と、こんな気持ちでいるんです。

現実的には教育委員さんも非常にその辺のことに関心を持っておりまして、実は、 11

月の25日の日にも、これは愛知県の知多半島のつけ根のところに東浦町というのがある

んですけれども、そこの緒川|小学校と、これは全国的にも10年来、そういう関係での学

級の枠を越えた取り組みを進めている非常に有名な小学校があるんですけれども、その

学校の視察等もしてまいってきておりますし、できれば年を越してから、その学校で全

国規模的な形での個性尊重教育に向けての研究発表等も行われますので、各学校の先生
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方も行けたら行けるような手立て等もとってみたいと、一つの参考事例として取り上げ

てみたいと、こんな気持ちでおります。

それから議事録というようなお話なんですけれど、実は、教育委員会の議事録という

のは要点記載というような状態で、議会のように速記者がし、て、そのやりとりを全両的

に記録に残すというような形でなくて、要点記載というような形のまとめをしておりま

すので、今の私の方で口頭でお話をした程度のまとめしかまとめとしてはできてないん

じゃないかと、そう思います。以上です。

0議長(黒川重憲君) 馬場弘融君。

015番(馬場弘融君) 1点目の国民健康保険税の、これは確認しますが、あくまでも

事務手続的な問題でこういうふうになったとすれば、最終的には昨年度、前年度並みの

収納率になるであろうということを大体言えるわけですね。ちょっと確認します。

0議長(黒)11重憲君) 市民部長。

0市民部長(大貫松雄君) はい、そのとおりでございます。

O議長(黒川重憲君) 馬場広融君。

015番(馬場弘融君) それでは、教育長の方のお話なんですが、教育長の言われる前

向きな教育の将来というふうなものに向かつての取り組み姿勢はよくわかりますし、そ

れもぜひ必要なことだなということは私も重々感じております。全くその点では同感な

んですけれども、ただ、この変則40人学級とし、し、ますかね、そういった形のものの中で、

そこまでのことが言えるものだろうかという気がするわけですね。どうも今の教育長の

お話だけですが、教育委員会の中の議論を自分なりに想像いたしましでも、やはり現場

の先生が教育委員の中に少ないせいかもしれないけれども、どうもこれをやって大丈夫

なのかいというふうな、そういう議論がほとんど行われなかったような感じがするんで

すね。

それで、私ね、 40入学級完全にすぐできるんであれば、全く諸手を挙げて賛成なんだ

けれども、こういう形で変則的にやって、それを知らなかった父母あるいは子供の中に、

今度こんなふうになっちゃうのか、というふうな混乱が起きゃしないかなということを

非常に心配するわけです。

一方では、もうぜひぜひやってもらいたし、とし、うふうな声があるわけですけれども、

まさかこういうふうな変則的な形で実施されるとは思ってもみなかったというふうな声

が、もし後から出てくるんだと、これは大変なことになると思うんですね。

それで、私、教育長に強く申し上げておきたいのは、これからまだ恐らく 3月の新し

い年度の予算の中で出てくる問題かと思うので、それまでの段階で該当するであろう 9

校ですか、その辺の PTAないしは職員、校長先生と十分詰めていただし、て、こういっ

た形で、やっても問題は出ないというふうな自信とし、し、ますかね、ある程度の根拠を持っ

た上で、この予算を提案をされる際にはやってもらいたいなというふうに思うんです。

先ほど、教育長の答弁の中で答えていないんだけれども、 63年度は 9校12学級で、先

生が何人で幾らでと、 64年度は何校で何学級で、何人先生が必要で幾らの予算と、 65年

もですね、それをもう一度御答弁いただきたいと思います。

0議長(黒川重憲君) 教育長。

0教育長(長沢三郎君) 申しわけありませんでした、落としてしまいまして。

最初の方の問題につきましては、確かに 3月議会で予算を検討していただく時点まで

には、さらに学校あるいは父母、そういう該当される直接の関係者とも、その内容につ

いて十分詰めて、議会で御答弁できるようにしていきたし、と思っております。

それから 2番目の方の、 63年度は 9校12学級と、学級数で12学級ですね、今申し上げ

ました40人学級に対応できていない学級があるわけですから、そういうところに時間講

師の方を 1名ずつ配置していきたし、という考え方ですので、当然採用される時間講師の

方は12名ということで、予算としては約4，800万を考えております。それから64年度、

その次の年になりますと 5年生と 6年生だけが対象になりまして、 4年までは学年進行

で40入学級になってきていますから、 5年、 6年だけを対象にしますと、今のところで

は8校 9学級ということで3，600万の予算を64年度には必要とするであろうと想定され

ております。それから最終年度の65年度、 65年度は 6年生だけが対象ですので、 4校4

学級、予算では1，600万を一応考えていると、そういう状況でございます。

0議長(黒川重憲君) 馬場弘融君。

015番(馬場弘融君) よくわかりました。

それからもう一つ申し上げておきますが、今回の変則的な40入学級を市が導入するきっ

かけとなったのは、請願が59年から61年2本と、合計 3本出ているんですね。この請願

に基づいて一生懸命努力をしてこうなったんだという説明だと思うんですよね。

念のために申し上げておきますが、たまたま私も最後の請願については紹介議員にも

なっております関係で、非常に責任を感じるわけですね。初めの59年と61年の最初の方

の請願は教職員組合から出きれているんですね。私どもが紹介議員になったのは、四小

のPTAが請願の代表者とし、し、ますか、なっているわけですね。こういった形で、教職員

の側からの、要するに教職員組合側からのかなりのプレッシャーがあった上で、の施策だ
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なという感じが半分以上するわけですね。

これは、実は、子供の数がだんだん減ってし、く中で、こういった形で、の要望を出して

おかないと教職員の数がどんどん減らされていくぞと。それに対する一つの牽制球とい

いますかね、そういう意味合いでの請願というかな、そういうことも十分あるわけです

る状況との中に起きるアンパラ、そういうような問題等も含めながら、問題が特に極端

にクローズアップされたという内容が、既に40入学級が実施されております、東京都で

し、し、ますと、 10区3市それから 4町村ですか、ここでは10の区と三つの市、四つの町村

では既に40入学級ができている、そういう状況とのアソバラ問題等がいろいろふくそう

して、こうしヴ問題が生じてきているとし、う特殊的な条件があると思います。

それで、私も64年以降、中学も今の状況でいきますと、学年進行というような形で対

応するという考え方を今のところは持ってし、るわけなんで、先日も 3年、 2年、 1年と

し、う、もし学年進行で教員の需給関係から問題があるならば、 3年、 2年、 1年という

学年進行のあり方、こういうものも場合によっては考えてほしいと。結局、 1、2年の

生徒は必ず3年を通過して卒業してし、くわけですから、今回の場合も、今になってそん

なことを言っても始まりませんけれども、 6年、 5年、 4年というような形で学年進行

が行われていけば、その学年はみんな新しく入ってきた子供たちは通過して中学に行く

んですから、それは後の祭りで何とも言えませんけれど。いろいろな対応の方法がある

だろうということで、そんな意見等も都教委の方には言っておりますし、いろいろある

と思いますけれど、単独で40入学級が完結した暁、さらに35入学級に向かつて日野市が

独自の形で問題に対応していくということは、現実的に財政的な側商からいっても無理

であると、こういうふうに思っております。

0議長(黒川重憲君) 馬場弘融君。

ね。

そうしますと、私は、将来の問題ですけれども、先々、 65年になれば4校4学級だけ

で、あとはこれでおしまいになりますよという簡単に教育長は答弁されるけれども、ー

たんこういう形のものを市が自前の予算でやったという実績をっくりますと、しかも 3

年間っくりますと、その次にはじゃあどういうものが出てくるかと。例えば全国的な規

模で35人学級に何とかしろとかというふうな運動が出てこないとも限らない。日野市は

かつて40人学級のときにこういったことができたではないかと、またそういった教職員

組合側に立った議論が盛り上がるおそれが多分にあると私は考えるんですね。ですから、

もし実施をされるにしても、これはあくまでもこの問題だけですよというふうな区切っ

た対応の仕方、明白な対応の仕方がぜひ必要だろうというふうに考えます。その辺でちょ っ

と教育長のお考えを伺いたし、と思うんですが。

0議長(黒川重憲君) 教育長。

0教育長(長沢三郎君) ただし、まの御質問でございますけれど、将来40入学級が完結

した暁に、さらに35入学級をというような教職員組合等からの要請等が出されてくるで

あろうと。これは義務教育でございますから、義務教育である以上、やはり国の制度と

してお入学級という問題が進められてし、く、そうし、う過程においては、当然東京都もそ

れから日野市も対応していくのが当然であると思いますけれど、それじゃあ今回と同じ

ような形で、もしそれが要求が出れば、日野市単独で対応できるのかというような問題

になってまいりますと、今回のケースとは若干ケースが違って、財政負担、その他の問

題等も含めて、そう簡単なものではないと私も思っております。というのは、今回のこ

の40入学級の問題等につきましても、東京都との話を進める過程の中で、かつて50入学

級から45人学級に 1学級の学級定員を落としてくる時点の中で、そのときは全体的に49

入学級、 48入学級、 47入学級という最高の、いわゆる学級定数というものの上限を抑え

ながら45入学級に落としてきたとしヴ、比較的その面では矛盾が少なかったのが、今回

は、たまたま保有教室、その他児童生徒数の減少問題、いろんな問題がかかわったと思

いますけれど、学年進行という形で小学校 1年生から順次やっていくというような形の

過程の中で、高学年の子供を学校に預けている父兄と、それから新しく 1年生に入学す

015番(馬場弘融君) 最後にちょっと要望をしておきます。今回の議案の中には、こ

の関連のものは出てこないかと思うんですが、できましたら文教委員会の中で、これは

予算が出てきたときに初めて議論をするのではなくて、その前の段階でもう少し詰めて、

教育委員会の中での議論がどうであったのかということも踏まえて御議論をいただけれ

ばありがたいと思いますし、先ほども申し上げましたけれども、この変則40入学級それ

自体の問題点に重ねて、将来にわたって一回こういうことを始めると歯どめがきかなく

なるというふうな、そのことも踏まえてし、ろんな御議論をできますれば文教委員会の中

でやっていだければありがたいというふうに要望しておきます。以上で結構です。

0議長(黒川重憲君) 古賀俊昭君。

024番(古賀俊昭君) 今いろいろ変則40人学級、準40入学級というんでしょうか、そ

のことで御意見、質疑が出されております。今、馬場議員の方からは、いろんな制度に

は光の部分、陰の部分というのが必ずどんなし、し、制度でも伴うわけで、若干、現時点で、

やはり検討しておいた方がいいのではないかという点について絞ってお話がございまし

。。
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Tこ。

私、十分なる知識を持っておりませんが、現在の小学校は機械的に国の計画では昭和

66年度には40人学級が実現すると。しかし、そこまで、待たずにこうしたアイデアを出し

て、変則的ながら40人学級を日野市が工夫をしながら制度として確立していこうという

ことは、それなりに興味深いものを覚えるわけです。

私の考え方からすれば、国のいろんな厳しい財政状況の中で、着実に昭和66年度に向

けて小中学校全体で全国的に40入学級が実現されるようにという願いを持っておりまし

たので、こうしたものが突然、出てきたということで、知恵はいろいろ絞れば出てくるも

のだなという気はいたしております。

しかし、今ちょっと思い出してみますと、このことをこの議会で一度出した方がし、らっ

しゃるんですね。今、ちょっと休憩なさっておりますが、古谷太郎議員が、たしか予算

か決算のときに、日野市は十分財政的な裏づけがあるから、市で独自に教員を雇って40

人学級はすぐにでもできるというようなことを、 たしか、言われたような気が今してお

ります。そのことをちゃんと忘れす7こ覚えておかれた方がどこかにいらっしゃったんだ

なあと、こう思うわけですが、今の質疑の中で、私が若干気になりますのは、クラスの

担任はそのままに置くということですから、クラス編制はあくまで現状のまま、しかし、

授業を行う際に科目ごとに40人を切る40人以下の学級に編制がえをして授業をするとい

うことですから、生徒の方に多少自分の担任の先生というものに対する理解の仕方、今、

お話にもありましたが、この成長過程にある精神的に非常に真っ白な状態の小学校の時

期に、先生がいろいろ指導する、生活や学習の商で助言や指導をされる先生が何本立て

かになるということについては、やはり十分専門家の意見を聞く必要があるなというふ

うに思いました。その点について、もし市の方の教育委員会の方で、 何かお話が出てい

るのであれば、その点を教えていただきたし、と思いますが、ここで私がお聞きしたし、と

思いますのは、新聞の報道の内容をちょっと見てみますと、 40入学級の市の制度での実

施については、児童の習熟度に応じて教科ごとに学級編制をするというふうに書いてあ

るんですね。つまり、クラスを現在 1クラスあるものを二つに分ける際に、どういう基

準でこれを二つに生徒を分けるのか。こう いう習熟度に応じて分けるということは、つ

まり、能力的な商を重視をしてクラス編制をするというふうにとれるわけですが、果た

してそういうお考えをお持ちなのかどうかということをお尋ねをいたします。

それからもう 1点、機会均等ということがよく言われるわけですね。つまり、義務教

育ではどこの市町村にいても、どこの町にいても、同じような教育条件、教育環境のも
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とで行き届いた児童や生徒の能力や適性に応じた教育が受けられるようにということが

大きな原則としてあるわけですが。例えば41人現在 1クラスいるとすれば、これを二つ

に分ければ20人と21人のクラスに分かれるということになります。ほかの現在2学年ま

では、小学校はもう全部40人学級が実現しております。また、現在の 3学年以上につい

ても、小学校の場合にはことしの 4月現在、 1クラスの平均が36人ですから、 40人そこ

そこのクラスが現にたくさん存在をする。そうしますと、非常勤の講師にお願いをして、

この変則40人学級を実行した学校は、 20人のクラス、 21人の学級ができるけれども、既

に40入学級を実行しているところにおいては39人もあれば40人もあるということで、逆

のバラ γスとし、し、ますか、機会均等上の問題というものが発生をしないかということが

懸念をされるわけですが、その点については教育委員会としてはどのようなお考えをお

持ちなのか、この点についてお聞きをいたしたいと思います。

それからもう 1点、これからスタートを本格的にするわけですが、初任者研修制度と

いうものが制度化されてきているわけです。つまり、先生方もある一定の期間、教職に

ついていただいた後は、免許の更新でもないんでし ょうが、も う一度よく一定期間振り

返って、さらに先生としての力量を高めてもらうということで、この制度がスタートし

ているわけですが。この日野市で採用した非常勤の先生という のは、こういった制度の

適用外に置かれるのか。法令上のことは、私よくわかり ませんが、先生の質を高めてい

こうということが今叫ばれている折に、こうした制度の適用にちょっと初任者研修を受

けられるような体制として問題はないのかどうか、その点お聞きをいたしたいと思いま

す。

あと、まだちょっとお聞きしたいことがあるんですが、とりあえずそれをお答えいた

だきたいと思うんですが。

O議長(黒川重憲君) 教育長。

0教育長(長沢三郎君) まだ全体的にこういうあり方でというところまで行っていな

い部分もあるかと思いますけれど、 3月に向けてさらに詰めていきたいという部分もご

ざいますけれど。今、私自身こういう方向で時間講師の先生を学校に入れた場合に、大

原則、二つの大原則だけはおさえておきたいというのは、一つは、その時間講師の先生

を学校に入れることによって、 40入学級になっていない学年の子供たちを機械的に三つ

のクラス一一一先ほどのお話の 2学級の場合ですね、 2学級の場合で言えば2学級を三つ

のクラスに分けちゃって、それで一つのクラスを時間講師の先生に雨倒を見てもらうと。

こうしヴ方法をとりますと、これは先ほど中山議員さんの質問にも答えましたように、
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いわゆる任命権者である東京都の教育委員会の所管事項ですから、法に触れる形をとっ

てくると。したがって、そういうような形で、入れた時間講師をもって、その学年を 2学

級を 3学級に分割して対応するということだけはとらないで、学級担任はあくまでも都

から派遣された担任が、例え45入学級であっても45人学級として受け持ってもらいたい

と、このことはきちっとおさえていきたいと思います。

それからもう一つは、入れた時間講師の先生を、し、し、先生が来てくれたと。ひとつ40

人とか45人に関係なしに、例えば小学校の五、六年生の理科の専科の先生かなにかに仕

立てちゃって、理科か何かの授業はその来てくれた時間講師の先生にやってもらおうと。

あとの授業は担任がやると。ですから、理科の授業をやってくれるときだけは担任は職

員室に帰って採点をするとか、事務の仕事を処理するとか、そうし、う担任としてのゆと

りができたと。だけれども、 子供の方にとってみれば、全く 45人学級のときと、ただ、

たまたま理科の時間なら理科の時間だけが講師の先生によって指導されたと。それでは

せっかく入れた意味がないわけですから、そうし、う40人とか45人に関係ない形での活用、

これは何としても避けていただきたし、と。その二つをやはりきちっとおさえた上で、先

ほどから申し上げましたように、一応学級王国的な現在の状況、その中に、確かに学級

担任としての制度上のよい面もありますから、それはそれとして、やはり学年全体とし

て活用してほしいと。

習熟度別学級をやるのかというような御質問がございましたけれど、別に能力別の学

習とか、あるいは習熟度別の学習とか、そういう形で機械的に子供たちを分けるのでは

なくて、確かに授業の形態の中で、例えば算数なんかで分数の通分がどうしてもわから

ないために、その先へ算数が理解できないというような子供たちがあったときに、そう

いう子供たちを、例えば機械的に30、30、30というような形で分けるのではなくて、例

えば10名なら10名ぐらいの小集団の中で授業が展開されるようなケースもあるでしょう

し、いろんな形態というのは当然、その中で考えられると思うんです。その辺の問題を、

やっぱり現に学校で、子供たちの指導に当たっている先生方と内容をずっと詰めて、 3月

までに父兄の方の不安ゃなにかがないような方向で対応していきたいと、そんなような

考え方を持っているわけです。

それから逆のパラ γスというお話がございましたけれど、これは確かに45入学級であっ

ても、 40入学級であっても、そのボーダーのところに来ている学年とし、し、ますか、これ

は常に問題がどんな形にもっていっても起きてくるわけです。 1名転校生が出ていった

んで、去年までは41名いた 2クラスが40名になってしまって、 1クラスになっちゃった

と。あるいは逆に40人の子供がいたところへわきから 1人入ってきたんで、 2年生にな

るときにはクラスを二つに分けて 2学級になったと。こういうケースは、これは40入学

級であれ、 45人であれ、ボーダーのところには常につきまとってくる問題であって、そ

の問題を今の制度の上ではなかなかすっきりした形で、回答が出し切れていないという荷

もありますけれど。今回の時間講師の問題につきましては、単に45人の学級を、今行っ

たように機械的な形で46人になったから云々かんぬんというよりも、時間講師の先生も

含めて、学年主任のリーダーシップ等も重要な要素になってくると思いますけれど、学

年全体という形の中で対応できる方向、これをいろんな角度から調整してみたいと、率

直に言って、そんな気持ちでいるわけなんです。

ですから、まだ 3月ほど時間もありますし、 3月の予算議会までにはもう少しすっき

りした形の答弁ができるように、学校と十分連絡をとって研究してみたいと、こう思っ

ております。

まだあったかもしれませんけれど、もし一一初任者研修の問題でございますけれど、

これは東京都の方もあれですけれど、新規採用の方を勝手に日野市で採用するというこ

とは、恐らく制度の上から無理だろうと。ですから、かつて教職経験を持っていて、例

えば育児の都合でおやめになったとか、あるいは既に十分学校の子供たちの対応等につ

いて熟知している先生の中から、父兄の方が安心して受けていただけるような方を物色

して時間講師としてはめていきたし、と、このように考えております。

0議長(黒川重憲君) 古賀俊昭君。

024番(古賀俊昭君) わかりました。いろいろまだ検討されなければならない、議論

を煮詰めていかなければならない問題がまだ大分残されているようでありますので、少

なくとも児童生徒を持つ父兄や関係者に不安を与えないような諸準備を整えてもらいた

いと思います。

Tこだ、今私がお聞きした中で、 40入学級にするために機械的に 2つに分けるんじゃな

くて、ある場合にはなかなか学習の内容に十分ついてくることができなかった人には、

特に小人数、例えば10名程度のクラスもつくって、クラスの編制もしたいというような

まだ検討段階かと思いますけれども、そういうお話もあったわけですね。父兄の立場に

しますと、 10人の中に選ばれて喜ぶ人もおられるかもわからないし、逆にそうでない場

合もあるかもわからないですね。小学校とし、う義務教育の前段の教育期間の中で、理解

度とか、それから学習の到達度をもとに分けるということが、果たして適切かどうかと

いう問題も残ると思うんですね。そういった点、ひとつ新聞には習熟度に応じたクラス

。白
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編制を行うということが出ておりましたので、市がこういう考え方を示されたんだろう

と思うんですが、若干問題も含んでいると思いますので、その点についてはさらに御検

討をお願いしておきたし、と思います。

それから、この40人学級は全国で実施するには大体 8万人の先生をふやさなくちゃい

けないということが言われておりまして、大変な財政負担を伴うということがあるわけ

です。いろんな考え方の方があるにしろ、 40入学級を計画どおりに達成してもらいたい

ということを私ども思っていたわけで、すが、先般、そうした40人学級のクラス編制の実

現を求めるということで、この40入学級実現の願し、に悪乗りとし、し、ますか、悪便乗した

行為が学校で、行われたように、私は事実をとらえております。これはことし 9月の22日

から11月21日の 2カ月間ですね、 「東京都公立小中学校の40入学級編制実施計画におけ

る格差の是正を求める東京都事務監査請求」としヴ監査請求が出され、署名が集められ

ました。署名活動が活発に行われたわけであります。このことは、特に法律できちんと

認められております行為でありますし、署名運動を自由に活発におやりになることは一

向に差し支えないわけですが、これが各学校等で学校の現場で行われるということに関

しては非常に問題があるというふうに思うわけです。

教育長は、この40入学級の事務監査請求の署名活動が日野市の小中学校を問いません

が、実際に、いわゆる教育公務員法等の法令に触れる形で、行われた事実を掌握しておら

れるかどうか、この点についてお聞きをいたします。

0議長(黒川重憲君) 教育長。

0教育長(長沢三郎君) 今回の日野市が実施したし、という方向で対応している問題と、

今、古賀議員さんの方からおっしゃられた監査請求とし、う形で都教組が都教委を対象に

して対応しているこの問題と、次元的には全く別次元の問題でございますけれど、一応

そういう問題が起きてきた時点の中で、いわゆる教職員自体が受任者という形で署名を

集めるいわゆる当事者になっては、これは公務員法に抵触すると。そういう点について

の指導等は都教委からもございましたし、校長会等も通しながら、各学校へも徹底して

おき ました。

それから、私、学校とし北、ますか、都教組あたりで出しております新聞等を見まして

も、都教組自体もその辺の法的な問題については新聞の中に触れて、一応組合員に、先

生自身が受任者になるということはできません、というようなことも書かれております

ので、法令に抵触するような形での行動は行われていないんじゃなし、かと、そういうよ

うに私自身としてはとらえているわけなんです。

0議長(黒川重憲君)

024番(古賀俊昭君)

古貨俊昭君。

教育長は非常にのんびりしておられたということになるかと思

うんですが、現に大坂上中学校で10月の半ば過ぎに、あるクラスで担任の先生がこの40

入学級の事務監査請求の署名を父母が集まっている席で、現に求めております。そこで、

ある父母から、そういう行為は公務員法等に触れる政治行為にあたるので、やってはい

けないんじゃないですかという指摘を受けて、その署名を取りやめたという経過がござ

います。しかも、その先生は、居直ってそう言ったのかどうかわかりませんが、 「やた

らこういう場で署名を皆さんにお願いしてはし、けないということが勉強できて、皆さん

本当によかったで、すねJとし、う言葉を残してこの署名を取り下げております。

こうした行為は、今はっきり教育長の方からもおっしゃったんで、すが、東京都教育委

員会の方からも教職員に対して、違法な行為にあたるのでやらないようにという注意が

促されて、校長会等を通して、そうした働きかけもしているというお話がございました

が、そういう指導があろうがなかろうがお構いなしに父母に対して、学校に来てもらっ

た、その席でみんなにお願いをして署名を集めようとした、こういうことがありました。

はっきりと法に触れる行為である、地方公務員法の36条、または教育公務員の特例法

21条3項、こういったものから政治的行為の制限ということで、はっきり署名活動は地

方自治法に基づく事務の監査請求の署名を成立させることは政治目的だから、こういう

行為をやってはいけないということが、はっきりと書かれてし、るにもかかわらず、学校

の先生が現に日野市内ではそうした行為を行ったという事実があります。

やはり先生方が、今いろんなととが問題になって、子供たちにルールや校則、社会の

ノレール、こういうものを守りなさい、ということを口やかましく指導をしておられるよ

うなんですが、そういった子供たちに決まりを教える立場にある先生みずからが、違法

行為を平然とやる、こうし、う体質が日野の教育現場には色濃くあるということは、この

ことを見てもよくわかると思うんです。形式的な指導とか、それから通知を出すことに

よって、そのことをおざなりにしておられるわけじゃないと思いますが、事足れりとさ

れる点は、非常に私不満でございます。やはり生徒たちを指導する、そうであれば、ま

ず法律ゃそうした公務員として守らなければならない、みずからに課せられたルールと

いうものを守ってし、く、尊重してし、く、そういう姿勢が先生方になくてはならないと思

うんですが、この事務監査請求の署名集めについても、日野市の中学校の中で、私が承

知しているだけでも確実にそうした件がございました。十分御調査をいただきたいと思

います。
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024番(古賀俊昭君) 私は教職員のストライキ、公務員を含むわけですが、違法なス

いているわけです。今、学校現場ではいろんな問題があります。中学校や小学校等を含

めて、先生方も大変苦労をしておられることはわかるんですが。ストライキをやっては

いけませんよという現行法が、憲法にも違反をしない、合法だとし、う判例も確立をして、

法律は、やっぱり一つの国民の意思でもあるわけですから、先生がまずストは禁止され

ているにもかかわらず授業を放棄してストライキに参加する、こういうことが毎年当た

り前のように行われているということに関しては、やはり教育委員会が教職員すべて日

野市内の場合にはきちんと掌握をして、都教委と連絡をとっていただく中で、違法な法

を犯す行為が行われないように対応していかなくちゃいけないわけですから、いま少し

毅然とした対処をしていただくように、心を少し入れかえて対応していただきたし、と思

います。

そうして事態を、やはり改悟するという努力を、形式的ではなくて、きちんと実態の

ある対応で示していただきたと思うわけです。

40人学級の事務監査請求については、後で調査をして対応するということですので、

その点は答弁されたことに違背をしないように、きちんとやっていただくことをお願い

をしておきたいと思います。

それから、これは特にもうお聞きはし、たしませんが、私がやっぱり気になりますのは、

質問させていただこうかと思ったんですが、ことし出されております、教育委員会で発

行しております「日野の教育まどベ」とし、ぅ小冊子がございます。この67号に日野市教

育委員の岸 俊彦さんが「メ γタルディスタソス」という題で小文を寄せておられます。

これは、つまり、ことしの 3月から 4月にかけて、入学式、卒業式に教育委員として参

加をして感じたことを感想として述べておられるんですが。この中に、非常に私、気に

なることが書いてございました。それは、 「入・卒業式の運営について、こどもをさし

おいて校長と教師とが対立する種を持ち込む人がし、るそうですが、そういう種で校内の

エネルギーをつかうことはおろかなことです。この種はあらかじめ排除しておくことが

学校運営者の賢いやりかたです。」と、こう断定的に書いてあります。この岸教育委員

がおっしゃりたいことは、入学式、卒業式における君が代の演奏、斉唱、また国旗の掲

揚のことを指しているということは文雨から明らかであります。

学校の管理運営の責任者である校長や教頭先生は、卒業式、入学式シーズソになると

非常に頭を痛める。つまり、国歌、君が代の取り扱い、それから国旗、日の丸の取り扱

いについて、教職員との間にいろいろな意見の対立があって苦労をしておられるという

ことは、高橋 徹議員もこの間一般質問で、前回取り上げておられましたが、私も再三

それから、この間、都労連が、いわゆるベアの年内実施と、それからボーナスの増額

などを求めてストライキをやりました。この都労連の中には、当然日教組も都教組も含

まれているわけですね。日野市の小中学校の中で、この違法なストライキに先生方はど

の程度参加をしているのか。少なくとも各学校からの報告等は求めて受けておられると

思います。それがきちんと掌握しておられたらお話しをいただきたし、と思いますし、事

務監査請求の署名集めに関する教職員の違法行為、政治的な活動についてどのようにお

考えになっているか。現にあったということを私は事実を承知しておりますので、教育

長はまだ御存じなかったようですが、そのことを今お聞きになって、どのようなお気持

ちなのか、お考えか、あわせてお答えをいただきたいと思います。

0議長(黒川重憲君) 教育長。

0教育長(長沢三郎君) 先ほども申し上げましたように、組合の機関紙等も、今言っ

た受任者として教員が直接そういう形でのあれに携わることができないということを触

れて職場の方に徹底していると。一方、都教委からも教育委員会を通して学校の方に通

知を出していると。そういう中で行われました今回のこの監査請求なので、私の方は先

生自身が、今、古賀議員さんの方からお話があったような形での行為には全く触れてし、

ないというようなつもりでおりましたけれど、今のお話がございましたので、これは十

分調査した上で、しっかりした対応をとりたいと思います。

それから、なお都労連のストライキとしヴ問題につきまして、これは都教組の場合、

ここ何年もそういう関係でのストライキ等につきましては、いわゆる子供たちの授業に

妨害とし、し、ますか、あるいは支障を生じないようにというような形で、例えば朝なら朝

の早朝 1時間を放課後の方に繰り下げ、たり、いろんな便法をとっているようでございま

すけれど、勤務時間内の問題については、それが朝であれ、放課後であれ、変わりない

わけですから、それには参加した者については、一応報告を都教委の方にあげまして、

賃金カット、その他の対象になっておりますし、また、今回のストライキにつきまして

何割ぐらいの先生がそれに参加したか、という細かい調査は、私の方まことに申しわけ

ないけれど、今、この時点で掌握しておりませんので、調べた上、御回答できるように

したいと思います。

0議長(黒川重憲君) 古賀俊昭君。

トライキというものが日野では公然、と年中行事のように繰り返される。日野の市政の体

質の中にそういうものを容認し、むしろあおる気風がある、風潮があるというふうに憂
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指摘してきたとおりであります。日野の教育委員の方の中に、これだけはっきり断定的

にそうしたものを、卒業式や入学式に持ち込むなということを公然とこうした教育委員

会が発行するものに文を寄せて、みずからの主張を明らかにされることはし巾、ことです

が、学校現場で、今、一生懸命学校の円滑な運営に努力しておられる校長、また教頭、

また心ある良識ある一般の先生方は、非常にこれでまたやりづらくなるだろうと思うん

です。

ことし 1月の成人式の式典で、市長のひとつの意向を受けて、国歌の演奏を排除した、

こういうことがありました。これを受けて、いろいろなことがささやかれ、教育委員長

が任期半ばにしておやめになったのは、そのこととは関係ないと言われておりますが、

世間の風評は、私が灰閉するところは全く別であります。

こういうことで、ことしの入学式、卒業式でも、学校現場ではかなり校長先生方はや

りづらい面があったので、はないかと思うんですが、それにたたみかけるように教育委員

の方の中に、やはりこういうことをはっきりと、教育委員会が発行する冊子の中に述べ

ておられる方があるというのは、日野の教育の現状を考えると、先ほど申しましたよう

に、違法な行為が学校の先生方によって毎年同 じように繰り返される、全く反省もない

し、注意をしてもきかれない、公然と行われている。何か教育委員会の体質とか考え方、

対応にやはり問題があると私は考えざるを得ないわけであります。

どこの国の人も、特に国歌それから国旗の取り扱いについては、皆、尊重している、

大事にしていこうとしヴ、国家のシソボルとしてそれらを尊重するということは世界の

常識なんですね。ところが、それに全く相反する形で意見の対立が一部の教育現場で繰

り返し繰り返し主張されて、学校の教育現場が混乱しているというのは非常に由々しき

問題であります。特に 日野市の場合がそうだとは私は断定的には申しませんが、やはり

日野市の市政全般、また教育委員会の体質、そういったものに、やはり問題があるので

はないかというふうに思わざるを得ません。

世界の中で、やはり日本だけが孤立をして生きていけない時代でもありますし、世界

の中に通用する人聞をつくっていかなきゃいけない。そうしたときに、こういう基本的

な物に対する考え方、これに大きな差があるというのは、できるだけ埋める努力をしな

くちゃいけないわけです。

小学校も中学校も、学習指導要領の中で、公式行事の際には国歌の斉唱、また国旗の

掲揚ということは、それを実施することが望ましいということがはっきり書かれている

わけですが、この学習指導要領に相反する、これを踏みにじる行為を教育委員みずから
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そういう考え方を持って、日野市の学校教育行政にかかわっているとすれば、非常に私

は問題だと思うんです。

先ほどから指摘しました違法な政治行為、またストライキへの参加、また教育委員会

のこうした体質もこの文章から読み取れると思うんですが、ひとつ教育長は教育委員会

の事務全般または運営に関しては、それなりの責任を持っておられるし、そうした立場

におられる方ですから、議会がああ言ったからとか、こうし、う指摘があるからというこ

とじゃなくてですね、社会のルールで、法律は先生方に守ってもらう、学習指導要領はき

ちんとそれが実施されるように努力をしていただく、そうした自覚をさらに深めていた

だくようにお願いをしておきたし、と思います。以上です。

O議長(黒川重憲君) お諮りいたします。議事の都合により暫時休憩いたしたいと思

いますが、これに御異議ありませんか。

C I異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(黒川重憲君) 御異議ないものと認めます。よって、暫時休憩いたします。

0議長(黒川重憲君) 休憩前に引き続き会議を聞きます。

質疑を続けます。市川資信君。

026番(市川i資信君) 2点ばかりお尋ねいたします。

午後 2時56分休憩

午後 3時28分再開

まず 1点目は、在宅老人ケア事業について、これは皆さん御承知のとおり、 12月1日

の市の広報に掲載されておりました。私も大変興味深く読んだわけでございますけれど

も、この在宅老人ケア事業につきましては、近隣各自治体においても既に手をつけてお

るというものでありますので、特段目新しいとも思いませんけれども、このシステムに

ついて、事業というんですから有料か無料か、有料ではなかろうかと。この辺のシステ

ムというものはどのような形になっているか、その点をまずお聞かせいただきたいと思

います。

0議長(黒川重憲君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 私の行政報告でございますので、まず大綱につきまして御答

弁をいたします。報告にも申し述べましたとおり、高齢化社会の到来がひしひしと迫っ

てまいりますので、地域でどのような在宅のままのケアをシステムとして開発をしてお

くかということが重要なことで、早くからいろいろと検討してまいりました。

そこで、これまでの広報に、そのケア事業に参加していただく方々の募集をやってま
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いりましたところ、今日までのところ五十数名希望者がございます。それから求める側、

つまり、ケアを受けたいという要望はまだ実態、が余り紹介できておりませんので、わず

かでございますが、だんだんふえる性質のことだろうと、こう思っております。

大まかな考え方といたしましては、ケアに参加していただく方に対しましては、時間

給で、時給で、支払っていただく、つまり、有料であります。それからその方々にとりま

しては有給とし、うことになるわけでありまして、そういう有料制度を導入した中で、需要、

供給の関係を現実的にケアサービスとして解決できれば非常に意味が大きいと、こう考

えておるわけでありまして、ほんの序の口ではございますが、有料制で、若干の、何と

いし、ましょうか、公費を上積みをしたらどうかということも考えております。今のと こ

ろの考え方では、時給は一般パート並みの600円、それに対しまして200円ほど公費で積

み上けYこらいかがなものだろうかというふうに考えております。

なお、既に長く事業として行われております家政婦派遣事業があるわけでございます

が、この場合も、今、時間給が1，000円というふうに行われているというふうに聞いて

おりますので、その中間程度で実施できれば、両々相まって一つの需給福祉のシステム

になるはずでありますので、そのような考え方をよく理解をしていただきまして普及、

発展をさせることにより高齢化社会への一部のニーズに対します対応にさせていただき

たし、と、このように考えております。

0議長(黒川重憲君) 市川i資信君。

026番(市川資信君) ただし、ま市長から、これらの事業における内容について御説明

いただいたわけでございますけれども、大変結構なことですから大いに進めていただい

て結構だと思うんですが。今、市長からも、これらの事業を企画するについて、従来か

らある家政婦派遣事業、あれは組合でしょうか、個人の事業所かわかりませんけれども、

現実にあるわけであります。時給1，000円だというようなことで、これらの、いわゆる

事業をなさっている方々と、この今回の企画を組み立てる段階において、話し合われた

とか、相談したとか、そうしヴ経緯はあったんで、しょうか。

0議長(黒川l重憲君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 担当の者がお答えをできるわけでありますけれども、ごあい

さつをし、御了解をいただく努力をしておると、こういうことでございます。

0議長(黒川重憲君) 市川資信君。

小規模な零細な経営の中で、大変日野市で今度、まして公費を一部負担するとなります

と相当脅威に感じられるんじゃなかろうかと。その辺のところも、ひとつこれらの事業

を始めるについては細心の注意を払って、ひとつ合意を得た上で、ぜひ発足させていた

だきたいということを要望しておきます。

2点目でございます。これももう多くの議員から、きょう、あれこれ質問がございま

したので、とりたてて私が質問する商はそれほどないんでございますけれども、一、二

特に夏井明男議員の質問の中で、高幡の市営住宅付近に建てるというようなことがあり

ますので、私の住んでおる近隣でもあり、あの地域にはいろいろと過去においてもまつ

わる点がありますので、市長にその点について確認をしておきたいと、かように存じま

す。

026番(市川資信君) それらの市内に既にあります組合にごあいさつをし、御了解を

まず、福祉事業団、今回の特養ホーム建設に当たって、福祉事業団ということが出て

おるんですが、いわゆる民間委託だということでございますけれども、福祉事業団の中

に持っていった民間委託なのか、第三セクタ一方式を取り入れたものなのか。私は、こ

の問題について、たしか 3月じゃなくて、 6月議会だったと思うんですが、一般質問で

特にお尋ねしましたので、その点についてまずお答えいただきたいと思います。

0議長(黒川重憲君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 仮称ではございますが、高幡の市営住宅用地としてこれまで

管理をしてまいりました場所、一つには、高幡福祉セソターを仮設建築によって今日維

持しておるわけでありますが、その施設も含めて建物の計画をつくろうと、こういうこ

とでございます。したがって、建物は、つまり、施設は公設をすると、それから経営は

民営に委ねると。その民営は、これから認可をとることでありますが、福祉事業団が当

たることが適当ではないかと、このように考えております。

それで、福祉事業団に、仮に問題ありとすれば、既存の法人格を持ったところに頼む

ということもあるかもしれない、こういう認可前の段階でございますので、余り明確に

申し上げていないわけでありますが。福祉事業団が、この老人ケア事業も、今、認可申

請中でございますし、それから新しくできるのも東京都との交渉の中では福祉事業団が

当たるというふうに、一応お話を進めておると、こういうことでございます。

0議長(黒川重憲君) 市川資信君。

026番(市川資信君) 特に福祉部長にお尋ねしたいと思うんですが、今、福祉事業団

もしくは民間、完全第三セクターへ持っていくか、まだ定かでないと。私の今まで勉強

してきた経過によると、福祉事業団のいわゆる経営形態と、第三セクタ一方式による経得ておる段階であると、 1 n gというふうに理解いたします。大変これらの派出事業の
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0議長(黒川|重憲君)

026番(市川資信君)

市川資信君。

私も、これも 6月でしたか、一般質問した中で、大変福祉事業

っこの運営に当たっては、どちらが一体得なのかどうかということを篤と調査研究の上、

真剣に取り組んでいただきたし、と、かように思うんです。

引き続いてよろしいでしょうか。そこで、市長、これは私が 6月議会で質問したとき

に、当初、東西南北、 4カ所っくりたし、んだと。そして50名程度のものを最終的に 4カ

所つくってやっていきたい。その場所としては市営住宅を建て替えるときに、逐次、建

設に入っていきたい。とりあえず今、南平のひばりが丘ですか、向島の市営住宅の建て

替え工事に入っているんです。あの辺はいかがと思うという当時の、ことしの 6月の市

長のたしか答弁であっただろうと。これは議事録が今ないんで、私の頭の中にはそう入っ

ております。やがては、そのときも高幡も建て替え時にはそういう方向でし、くのも好ま

しいんではないかというふうな答弁を私は記憶しております。

ところが、先ほどのほかの議員の質問の中で、また休憩時間に市長もお見えになって

お話を聞いたら、福祉セ γターのところを包含した形で、おっくりになるんだと、このよ

うなお話を承って、これはちょっと約束が違うな、こう思ったわけです。

まず、市営住宅が、今、あそこに五十五、六戸あるんですか、あれを一戸建ちを高層

化することによって、恐らくあの用地の半分は浮くであろう。そこに老人特養ホーム等

をつくれば、立体的な効率的運用でし、し、んじゃなかろうかと思っておったんですが。御

存じのように、市長、もう一度昔を思い出していただきたいんです。先ほど市長が私ど

もの控え室にお見えになったときに、昭和四十四、五年とか、五、六年ごろに、あそこ

は市営住宅用地として払い下げていただいたところだと。ですから、市営住宅を建てる

んだと言って、地元と大変大きな論争を巻き起こしたこ とはまだ記憶に新しいわけです。

当時、 5階建ての市営住宅建築を 2個か 3個建てるつもりじゃなかったかと思うんで

すが、 5階建て25戸を 1個建てて、一応お互いに歩み寄ったと。そのときに、私どもが

市長に申し上げておったのは、あそこは従来国の用地ではございますけれども全部一一

一部桑畑がありましたけれども、畑だったわけです。耕作権者がいたわけです。それで、

当時の市長は古谷太郎さんであったと思うんですけれども、市営住宅を建てたいという

ことで、現在建っておるところに市営住宅を建てて、なおかつ余ったところにはきれい

な木でも植えて、皆さんが春花見でもできるような形にしようじゃないか、ということ

で耕作者と話し合いがついて、みんなあの地域から手を号|し、て、もちろん耕作料という

んでしょうか、離権料は市の方でお支払いしたわけでございますけれども、しかし、そ

の耕作料をお支払いした過程の中で、市長と取り交わした一一時の市長は古谷太郎さん

だろうと思うんですが一一心と心の約束、これはやはり破ってはし、けないんじゃないか。

営形態では補助金が基本的に違うような、大きな、特に完成後の事業運営についての補

助金が大分違ってくるはずだと思うんです。その点についてどうなんでしょう。どのく

らいの数値が違うのか、わかったらちょっと答えていただきたいんですが。

0議長(黒川重憲君) 福祉部長。

0福祉部長(高野 隆君) 第三セクターと申しますと、例えば日野市とどこかの民間

資本とが提携をし、たしまして一つのセクターをつくると。 こういう形の、それを法人格

をとって実施すると、これでございます。これにつきましては、大体 1年は最低限許可

にはかかるだろうと思います。

現在、私どもが考えておりますのは福祉事業団で実施すると、 こういうことで話を東

京都と進めていると、こうしヴ状況でございます。

今の公立民営という方式でやりますと、要するに東京都の建設補助が若干上乗せ分が

来ないと、こういう状況でございます。これは、東京都は福祉事業団はあくまで受託組

織ということで考えておりますので、いわゆる第三セクターによる福祉法人等と比較い

たしますと、大体建設費の東京都上乗せ分、これが少なくなると、こういうことでござ

います。したがって、総額の建設費の 2億8，000万のうち4，000万ほどが、やはり減額に

なると。これが東京都の上乗せ分として来ないと、こういうぐあいに聞いております。

O議長 (黒川重憲君) 市川資信君。

026番(市川資信君) これは建設時のことなんですね。建設後、実際に運営に入った

ときも、また大きく違うはずだと思うんですけれども、その点についていかがでしょう

か。

0議長(黒川重憲君) 福祉部長。

0福祉部長(高野 隆君) 建設後の運営費につきましては、まだ積算はしておりませ

んけれども、若干、東京都の上乗せ分、これは人件費補助が、例えば寮母の対応が一一一

寮母以外は全部国並みと変わりませんが、東京都の場合は、特に対応して人数、 4対 1

を3対 1に直しておりますので、その分の人件費ぐらいはかかるだろうというぐあいに

考えております。

回と第三セクターでは建設費においても、あるいは事業の上においても大きく違うんだ

なということが一一今、私、突然、の質問ですから、そのデータは今、持ち合わせがあり

ませんけれども、相当格差があるということが私の頭の中に入っておりますので、ひと
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ということが、前回の市営住宅の建設時に一番問題、火種になったところであったこと

は市長もよく御存じであります。ところが、その建設時に、市長は高幡の自治会の人た

ちと文書の取り交わしをしております。今も高橋のどなたか役員の方がお持ちのはずで

すが、今後、市営住宅を建てた後は、この地域の開発問題については皆さんとよく話し

合った上で行います、ということを森田市長名で自治会のどなたか代表者で、取り交わし

ている文書を私は見たことがあります。

ですから、私は、福祉セソターがあそこにできるときにもそのことを言いたかったん

ですが、でも、まあ高幡の境内にある老人が使う福祉セソターが取り壊されて、あした

から行く場がないということでは余りにもそういった問題を取り上げるのは忍びないと

いうことで黙っておったわけですが、まして、プレハプですから。しか し、今度は包含

した総括的な福祉の特養ホームとなりますと、事はそうはいかないんじゃないかと。当

時の約束は一体どうなんだということが地域住民の当然の声となって出てくるであろ う

と、こういうことを予想するわけであります。

それらを踏まえて、市の今回立てた構想と、地元の住民と取り交わした約束事との矛

盾ということに対して市長はどのようなお考えなのか御答弁をいただきたいと、かよう

に存じます。

0議長(黒川重憲君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 私が市長に就任をし、二、三年目あたりだと思いますが、前

任市長から一一前任市長、これは古谷 栄きんですが一一前任市長から引き継いだのは、

あそこに 3棟市営住宅を建てるんだと。その約束のもとに東京都の管理から日野市に譲

渡されたと。日野市が既存の耕作者に対して耕作補償を行ったと、こういうことはあり

ました。

それから、当時、確かに 2棟目、 3棟目を計画する際に、全体で1，500坪の土地です

から、 500坪ずつ使えばかなりの市営住宅の戸数を建てることができると、このように

踏んでおりましたところ、あそこにはまだ、つまり、潤徳小学校が満杯のときでござい

ました。市営住宅を建てることによって、また生徒数がふえるのではないかと、あるい

は排水路の解決ができていないではないかと、こうしヴ指摘がありまして、いっとき、

市営住宅計画は頓挫したといし、ますか、見送ったと、こういうことになっております。

そして、東京都と日野市との契約では、 10年聞は市営住宅のために割愛した土地で、あ

るから用途変更はまかりならないと、変更はいたしません、用途変更するにしても、な

るべく類似性の高いもので、東京都の了解を得ると、こうし、う約束が文書によって交わ

されております。

特養老人ホームをあちこちから急げという御意見を聞き、民間地等のいろんな形での

物色はやったわけでありますが、希望を持てるとしづ状況のものは皆無であります。そ

ういうことから、現在地に、現在使っておる福祉セソターを抱き込む形で、若干の高層

化を図ることも可能だというふうに考えられますし、何よりも、何年次の計画に乗せる

かと、これは国の補助対象になる事業でありますから、東京都の指導を経なければなり

ません。若干取り急いだ感じではございますけれども、高幡の未利用で持っておる土地

を使うべき時期が来たと、こういう感じでおります。

南平の一一一南平とおっしゃいますのは向川原市営住宅の建て替えのことだと思います

が、向川原市営住宅は、これまた全体計画を持ちまして、もう既に建設省、関係当局の

年次計画を認められる形で事業が進んでおります。確かに一部分を老人ホーム等に割愛

することができないかということもあたりましたが、 それは既にもう住宅計画として成

り立っておる関係上、その地点では無理であるとしヴ結論でありまして、 6月に質問が

あった際にもそのことを明確にお答えをした記憶がございます。つまり、向川原に老人

ホームをということは、これは不可能だという結論を比較的早く、これは当局の指導の

中で持ったわけであります。

今日、高幡の土地はいろんなことが完全に解決はし、たしておりませんが、道路沿いに

やっぱり 6メーターの道路はいずれ必要になりますので、その地籍はあけなきゃならな

い。あるいは排水につきましても完全に解決はいたしておりませんが、浄化槽をつくる

ことによって一応対応できる、そうし、う状況に判断をいたしております。

その地元とどうしヴ、市営住宅は見送るということは確かにございましたが、それに

類似する施設、特に福祉施設ということですから、他に大きい支障がない限り、地元で

もぜ、ひお認めいただきたい、こういう心境でございます。そのようなこともまた手を尽

くして御理解をいただきたいと、このように考えておるところでございます。

0議長(黒川重憲君) 市川資信君。

026番(市川資信君) 特養ホームのことですから、目くじらを立てて反対とか何か、

そういう論議ではなかろうかと思うんですね。ましてや昭和四十五、六年からもう 15年

以上経過していますと時代の推移と移り変わり、それらは当時予想もしなかった高齢化

社会ということの中で、やっぱり行政をあずかるものとして真剣に取り組まなければな

らない大きな課題であろうかと思うんです。

ただ、私が申し上げたのは、私がこの一般質問をことしの 3月か6月ですから、当時
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したときには、高幡にもやがてという言葉があって、南平が今何とかならないか、とい

うことを事実市長はもうはっきり言っているわけですね。ですから、私はそうであろう

というふうに思っていたわけで、すO ところが、きょう、この時点になって初めて高幡に

南平に先駆けて福祉セソターを包含した形の中で、つくるんだということをお聞きして、

私はびっくりしたわけです。

しかし、あの場所は、今おっしゃったように、地元の住民のほとんど90%以上が参画

した、あの地域にもっと文化施設等をつくってほしいという要望の中で、あの市営住宅

建設を認めるについての取り交わした文書であります。そういった文書が厳然、として今

生きているわけであります。そこへ、あたかももう時効である、忘れ去ったであろうと

いうようなことで、こういう計画をまたつぶさにぶっつけていったならば、なるものも

ならない。ますます私は前にも増した混乱に陥る可能性は多分にありだ、と私は思わざ

るを得ないんです。

したがって、これを言っているのは、私は確認に行ったんですね。まだ地主さんがあ

そこの耕作権者が、やはり約束が違うじゃないかと。当時、古谷太郎さんと交わした約

束と違うと。市営住宅はここまでで、ここからこっちは桜の木を植えたり、小川を流し

たり、森にして市民の憩いの場をつくるんだと、公園をつくるんだというようなことの

中で、みんな耕作権者はそれならばということで手放したと。しかし、東京都にそんな

ことを言って、東京都があの用地を払い下げてくれるわけがない。太郎さんの言うのは

そういう見解なんです。だから、市営住宅用地としては申請してあるけれども、将来、

あの地域に半分市営住宅をつくるかわりに、何か施設をつくろうということを言ってお

るということだということを私は確認、してし、るわけですね、それを。そういういきさつ

があるんですから、そんなに急ぐこともないかもしれませんけれども、ひとつじっくり

とそれらの当時取り交わした文書と、今回、行われようとしている特養ホームとのかか

わり合いを一体どこら辺で決着したらし巾、のかということを、ひとつ慎重に進めていた

だきたい、かように強く要望するものです。

0議長(黒川重憲君) 石坂勝雄君。

027番(石坂勝雄君) 4点ばかり聞きたし、と思うんですが。

第 1点、きょう、市長が行政報告の中で土地の取引届出の対象商積が引き下げられた

ということで、そのことのお話があって、 1年間に何件あって、 10月なり11月の月別に

して何件あるとし、ぅ、いろんな経緯は二、三の人が聞かれているんで、私は重複を避け

たし、と思うんですが。恐らく、国でも今聞かれている臨時国会は、いわゆるその土地対
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策のいわゆる狂乱土地というんですか、東京を含んだ 3大都市圏のこうし、う土地の鎮静

化をするという か、抑制という ことの大前提のもとで、国土法に基づくいろんな法の検

討に入りたし、ということでやっている中の一一いわゆる監視区域というのは、当初は私

が新聞等で知っている範囲では武蔵野だとか三鷹だったのが、いわゆる日野市も含まれ

ると、こういうふうになってきて、しかも雨積も、いわゆる100平米まで下がってきた

と。

ただ、私が先ほどのいろんな点の質疑の中で感じていることは、いわゆる都の委任事

項の中で、市が都市整備部の計画課というんですか、都市整備部の計画課と総務部の用

地課が担当していて、その道の都の、例えば退職になった人や何かを充当しているんだ

と。一つは、こういう都の委任事項というような形の中で財源的な、いわゆるこういう

仕事がふえたということによって財源的な裏づけというのは、向こう 3年間なら 3年間、

特に今年度のような場合に、緊急的に始まったときにどういう形をとっているのかと。

それからいま一つは、先ほどちょっと馬場繁夫議員も言われていたが、非常に個人の

秘密に属するというか、プライベートの問題もあるんで、本人が届け出した人が承諾が

できない場合は都の審査会へもっていくということで、しかも、その期間が全体で6週

間だと、こういう中なんですが、一両、新聞報道によっては、今度のいわゆる商積の引

き下げによって、余計に何か細分化されたものになってし、くんではないかとしヴ、もっ

といわゆるその商積が100平米を切ったものの、そうでなくても、現実に日野市の無届

けだか実際にやっているんだか知らないけれども、 20坪ぐらいの宅地の中へ、現実に私

も身近に家が建っているのを、正式の建築許可がおりてなされているのかどうか知らな

いが、行われています。

そういう中で、こういう国なり都は、土地のいわゆる抑制と、こういうことであるが、

どこに一一恐らく個々によって、ケース・パイ・ケースで違うと思うんですが、いわゆ

る土地の公示価格等が新聞紙上で 1年に一度か二度発表されております。しかも、固定

資産税の算定基準になる評価額ということも一一今、私、余り深く知らないんですが、

路線価価格というのがかなりのことで、高いところとそうでないところの差がかなり あ

るという中で、そうかつて、今、全体的な固定資産の問題も相続税等を含んで、いろん

ないわゆる都市計画税も都においてはある。都は引き下げろというような中で、果たし

てこういう届け出しが土地の抑制を目的とし、私は鎮静化するというか、土地転がしを

しちゃいけない、こういうことの中で発して、現実的に土地のいわゆる鎮静化なり、い

わゆる土地転がしができなくなるとか、いわゆるそういうことが市の段階で委任事項の
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中でどれほど、役立つという言葉が適切かどうか知らんけれども、行われるのかどうか。

特に価格に対しては、一雨、これも新聞等ゃいろんな雑誌等で見ると、既に土地という

のはいわゆる一時の狂乱時から見れば鎮静化して、いわゆる見方によれば250万ぐらい

したのが50万ぐらいしているんだというようなのもあるし、その場所場所によってかな

り需要と供給の関係で違うんではなかろうかと。こういう中で、市に届け出してくるケー

ス・パイ・ケースというのは、今言ったような土地の公示価格なり固定資産の評価額で、

かなり多様の中から出てきて、しかも面積によっても、何というか、大小があるんでは

なかろうかと。どういうことで、全く先ほども言ったように、馬場繁夫議員も言われた

ように、いろんな秘密に属しているプライベートの問題だから、この中で云々というん

じゃなく、市が任されている委任事項というのは、どの程度できて、処理できているの

か。ほとんど何というか、受付事務なりが主であって、何か難しい問題は絶えず都の審

査会に持っていくのかどうか、その点を聞きたし、と思います。それから前にも言ったよ

うに、いわゆる委任事項の中で、特に人員、財政的な問題はどうなっているか、この問

題をお聞きしたいと思います。これが 1点。

それから 2点目は、用地課の報告の中で、土地の帰属受領というのが百草の971の15

で大東資源の、恐らく住宅地だと思います。あそこは多摩市と日野市の境で、一部は大

東資源、がやったところも多摩市の行政区域だと思うんです。日野市の行政区域も何件か

あると思う。これは恐らく日野の行政区域の百草の971の15外 5筆ということであると

思うんですが、かなり時間的な経過が、既に最低でも十二、三年、長く見まして15年ぐ

らい経過している中で、いわゆる今引き取ったという理由が、下水道で何か問題が発生

してきたから向こうがとってくれと言ってきたのか。市の方でいろんな整理上で、そう

いうことでしたのか。あくまでも、いわゆる土地の帰属を受領したというんだから、本

人の申し出だと思うんですが、そうだとすれば、そこに続く地帯の、前にも私、質問し

てあると思うんですが、水路権の土地内の、いわゆる赤道の問題、外周にいわゆるでき

ている仮設的というか、本格的道路か知らんけれども、この道路の問題はどうなってい

るのか。これが 2点目。

4点目は、いろんな人がお聞きになっているんですが、私、 40人学級の問題なんです

が、教育長からもるる見方によれば教育長の親切丁寧、少し勘ぐってみれば非常に苦し

い答弁を聞いているんですね。私の、何というか、質問は、名指しで、この問題に限つ

ては市長に聞きたし、と思うんです。恐らく、先ほど年次ごとの新聞の発表にもある63年

度が4，8∞万、 64年度が3，600万、最後の65年度に1，600万と、こういう臨時講師に対す

る財政的な裏づけを市が考えたということは、むしろ教育委員会という側から出たんで

なくて、市長部局が市民要望である40入学級を早期に実現してくれという請願も採択さ

れているし、市民の、いわゆる教育条件の向上ということで、恐らく市長部局の方が一

一市長は、いわゆるある程度の見方によればいし、意味の政治性を含んだことで決断をさ

れたから、いわゆる教育委員会ではこういう問題に、教育委員の11月の19日ですか、こ

ういうことで決められたので、はないかと。私のもし推測が違った場合には教育長にも御

答弁願いたい。そういうふうに私は推測をしているんですが。そのときに、私、非常に

何というか、心配するというか、このことの是非に対しては私は義務教育負担法という

法律のある中で、今の段階というのは小学校と中学というのは義務教育ですよと。しか

し、国は、だから義務教育負担法というものによって財政的なことは補助金でするとか、

するという国が義務を背負っているわけですね。

Tこだ問題は、いわゆる子供たちに教える先生が、職員のいわゆる採用人事権というん

ですか、これは東京都の教育委員会が持たれていると。こういう中で、今度の臨時講師

というのは一一まあ、ここが質問したし、ところなんですが一一恐らく市の職員で教育委

員サイドで教育的な、同じ臨時講師とは言ってもよりよい人を選ぶというのが、恐らく

父兄からみたら望まれると思います。それは私、よりよい教師というか、臨時講師とい

うことは、非常に定義というのは広いと思うんですが、一つ例を挙げれば、東京都のい

わゆる職員の試験にはパスしているけれども、名簿登載で11頂々に東京都でも採用してい

るというんで、そういう残っている新卒の人をするのか。少なくともそうでなければ、

そうでなくて、見方によれば60歳の定年だが50歳ぐらいで、いわゆるみずからが勧奨退

職のような形をとっている人もいると思います。こういう人も臨時講師として選ばれる

のかね。さもなければ、全く違う尺度で市が教育の、幾ら臨時講師といっても、教員と

しての資格をお持ちの人を採用されるんではなかろうかと。こういう中で、どういう尺

度で選考して、この人にーーほかの私、そういうことを言うとしかられるかもしれない

けれども、市の保育園、いわゆる幼稚園なり保育園の保母さん、幼稚園の臨時職員、こ

れと物差しがやや似ているんだといえばそうだということも言えるかもしれない。これ

3点目は、浅川の南、この都市整備部の恐らく報告のところに、南平も含んでいるん

ですが、いわゆる町名地番の未整理地域の、何というか、説明会というか、まだ町名地

番ができていない時代に混乱をしたと。恐らく、自治会長等から私も内々に話は来てい

るんですが、この中でどういう説明、大ざっぱに聞くことに主眼を置いたのか。市が何

かの形の、今度はどこをやるとか、プラ γを出したのかどうか。その点が 3点目です。
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ともまた違った重要度があるんではなかろうかと。

こういう中で、どういう尺度で、臨時講師といえども、見方によれば、ある場合には

3年間、最低でも 3年間勤められるという人がし、るんで、そういう尺度をどうされるの

る場合には出て くるんではなかろうかと思うんです。

市長が、非常に、恐らく市長の、いわゆる大きく言えば政治生命、いわゆる市民要望

にこたえるという中で、恐らくお考えを持たれているんではなかろうかと思うんですね。

今、私が申し上げたことに、多少言葉足らずでわかりにくい問題があるかもしれまけ

んが、お答え願いたし、と思います。以上です。

0議長(黒川重憲君) 都市整備部長。

0都市整備部長(前田雅夫君) お答えをいたします。

まず、国土利用計画法に基づく監視区域の問題でございますが、この執行にかかる経

費の問題でございます。これは東京都が機関委任事務を日野市にするということで100

平方メートル以上2，000平方メートル未満の土地取引につきましての経費はすべて交付

金で見るということになっております。

それから 2点目の監視区域、すなわち届出制度の効果の問題でございますが、先ほど

の御質問の中でもちょっと申し上げましたけれども、この制度の目的は、直接的効果と

それから心理的効果をねらったものでございます。昨年度の土地取引の件数の約2分の

lが100平方メートル以上の取引でございます。したがって、本年度10月、 11月 1日以

降でござし、ますけれども、大体この割合で土地の取引が行われるということになります

と、全土地取引の 2分の 1がこの届出制度に該当するということになるわけでございま

す。

か。

今後の問題だと思うんですが、給与の、大体大ざっぱにいえば人数でわかれば出るん

ですが、そうし、ぅ、何というか、給与、いわゆる新卒の場合なら普通の職員の東京都の

採用している新卒の職員に準ずるのか。市の給与条例の大卒なら大卒の給与に準ずるの

か。そういう点、もし決まっているなら、今後の検討課題に何かあるなら御発表願いた

いと思う。

それからいま一つ、一番教育条件として現場でやる場合に、いわゆる組の担任という

んですか、クラスの担任というか、これは今言うとおりできないと。そういう中で、私

もす.っと思い出すと、今から五十七、八年前、小学校の 1年生に入った、いわゆる潤徳

小学校の落川分校というか、落川昭景分校というときには、右に 1年生が25人並んで、

左に 2年生が例えば20人。 1年生と 2年生を足して四十七、八人ぐらいだったと思うん

ですが、 1人の先生が教えていたと。こういうときなら、それじゃあ 2年生の方へ臨時

講師をやってもらうと非常に効率が上がった教育がで、きるかもしらんけれども。今のク

ラス編制で担任ができないという中で、この問題に対しても落川分校に対しても、私か

ら恐らく 3年ぐらい後の人は、今、年でいえば五十七、八か五十八、九ぐらいの人から

この制度をやめて部屋を二つに仕切って、右が 1年生、左が 2年生というように部屋を

仕切ったと。こういう私も経験の中で一....。それからいま一つ、私も多少経験を持って

おるので、幼稚園なら縦割保育というのをやって、いわゆる年長組が、例えば3クラス

あると。いわゆる年中組さんが 2クラスあって、 5組だから、これを今言うとおり一緒

に遊びながら縦割保育で分けていくということもできるかもしらんけれども。現在の義

務教育の小学校では、これはちょっと難しい。どうしても考えられるのは、何というか、

これから新聞紙上等で一一今、高校はある程度進路指導によるクラス編制というのが、

都立でも私のところからも行っているんで、やややっているような感じです。それを中

学に今度導入するというようなことが出てくるんで、現場の教職員組合は、そういうこ

とは過密な競争乏したり何か、人聞に差別をしたり、よくないんだということであるん

だが。今、私は日野の40人学級にするというこの考え方と相矛盾するものがどこで一一

見方によればおくれている者の補修授業をやるものをクラスをふやしてやるんだと、こ

ういうことにするならある程度能力別に分けるのか。この辺の問題が、恐らく現実にや

土地の価格の抑制ということになりますと、ただ単にこの届出事務ということだけで

はなく、いわゆる国土全体の土地利用の問題でありますとか、あるいは税制の問題、あ

るいは不動産に関係するところの融資の問題、こういったことが関係するわけでござい

ます。

そのうちの一つ、国土法によりまして価格、土地利用を指導誘導するというのが趣旨

でございます。この届出制度にかかる市の行う事務とし北、ますのは、土地利用が適正で

あるかどうか。それから価格の取引が、いわゆる取引価格が適正かどうかo この 2点に

チェックをするわけでございます。

この土地の取引の価格のチェックをする場合に、例えば家があるものの土地の取引も

あるわけでございます。こういったものは建物の取引の価格がまず適正であるかどうか、

いわゆる建物の価格が土地の価格に転化してし、るか否か。こういったものをまずチェッ

クをいたしまして、土地の評価をしてし、くわけでございます。

評価の方法といたしましては、鑑定評価によるもの、それから国の公示価格、あるい
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は東京都が4月1日現在で発表いたしました基準値価格、それから市が独自に持ってお

ります資料等をもとにいたしまして評価をするということになるわけでございます。

実際問題といたしましては、土地の価格の変動が激しいわけでございますので、現在

日野市といたしましてはほとんどの届出の物件に対しまして、鑑定士による価格の評価

をいたしております。届出価格と、それから市が出しました、いわゆる適正価格という

ものが出るわけでございます。その差が、いわゆる問題になるわけでございます。

市が適正価格を決めて、そのまま行政指導をするということは、実際に不可能でござ

いますので、これは東京都の指導のもとに市が一定の割合をかけまして、その金額を指

導価格として行政指導を行うということでございます。

したがし、まして、総論的に申し上げますと、この事務を行うことによりまして土地価

格の鎮静化とし巾、ますか、抑制には役立つというふうに評価をするものでございます。

それから大きい順で第 3点になろうかと思いますけれども、町名地番整理の関係でご

ざいます。御承知のように、日野市は町名地番整理ということで順次市内の地番整理を

進めてまいりました。現在残っておりますのは、浅川の北側では万願寺区画整理から西

の部分でございますけれども、上回・宮・堀之内の部分、それから東町の一部というこ

とになります。それから浅川の北側につきましては程久保の町名地番を整理いたしまし

て、それを除いた東側の区域でございます。この面積が約500ヘクタール強あったと思

います。今回、 10月の20日及び12月の 4日にかけまして、浅川の南の程久保、いわゆる

程久保のまーだ町名地番がされていないその地域から以東の自治会長さんに集まっていた

だきまして、今後の町名地番の整理計画をお話をいたしました。

御承知のように、現在、この区域に残っております字は程久保、三沢、百草、落川、

これらの字でございます。さらに、この大字が入り組んでおりますので、この残る500

余ヘクタールのある程度の町割を決めて、町名地番整理に入らないと、後、混乱をいた

しますので、その辺の相談を、今、持ちかけているところでございます。

10月20日につきましては、市が計画を発表しまして、集まりました自治会長さんの方

から、市の方からひとつ町割のいわゆるゾーニングのたたき台を出してほしいというこ

とになりまして、 12月の 4日に提示をしたということでございます。

町名地番の一番大きな仕事は町の区域である、いわゆるゾーニソグと町名の決定でご

ざいます。あとは事務的な作業になりますので、この 2点につきまして地元市民の方の

御理解を得るよう、今、取り組んでいるところでございます。

私の方からは以上でございます。

0議長(黒川重憲君) 総務部長。

0総務部長(山崎 彰君) 2点目の帰属の問題につきましてでございますが、用地課

で提出いたしました百草の道路用地の帰属でございますが、大東資源開発株式会社とい

うことでございます。これの移転登記を完了しましたので御報告にあがったわけでござ

いますが。これの用地課に対しまする管理課の方からの要請が、ことしの 7月にこちら

の方にまいりました。そこで、用地課の方では、これに基づく登記を完了したというこ

とです。ただ、そのときに職員から受けたのは、今、議員さんから御指摘のあったよう

に、長い間の懸案でありました中で登記とか、あるいは所有権とかいうことでの問題が

あってこのようになった、というような話を聞いておりますが。以上でございます。

0議長(黒川重憲君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 御質問の 4番目にあたります40人学級に関する質問にお答え

をいたしたし、と思います。 40入学級という言葉がし、ろいろな学校運動の中で用いられて

から久しいことであります。そして、その聞に、また一方には学校教育現場におきまし

て、非行でありますとか、いじめでありますとか、いろいろな困った問題が生じた現実

がございます。我々も決して門外漢ではないわけでありますが、地域の教育力でありま

すとか、いろいろな考え方によって、それらの状況の解決に腐心をいたしました。教育

長といろいろ話をする都度、一体何かいい手はないものですかと。恐らく行き届くとか、

あるいは余裕があるとか、こういうことは大きな解決手段になるに違いなし、。 1クラス

の生徒が少なければ、それだけ先生はいろんな意味での指導が行き届くはずであります

し、また目が届くと、こういうことは、これはもうだれにも考えられることであります。

ょうやく教育界のいろいろな問題が、特に学校づくり、あるいは教室の不足というこ

とが、都市化が急激に進んだ地域ではそうしヴ問題がこれまで大きかったわけで、すが、

ここのところようやくそういうことも脱却をする時期になってまいりました。もう40入

学級は目前に近づいておると。何とかできないものだろうかというのが、やっぱりいろ

いろな関心を持たれる方々の御意見としてあったと思うわけでありまして、私の方から

教育委員会にそういうことを提起するほどの頭はないわけでありますけれど、教育委員

会の方でそういうことが、工夫をすればできないことではない、というふうなお話も伺

いまして、できる努力は期待をしたと、こういうことでございます。

今までに余り例がないわけですが、教育委員会の会議の決定ということで、正式な文

書もいただきました。これは尊重しなければならないなというふうに考えておるのが現

状ということでございまして、財政多端の折ではございますけれど、 3年間ちょうど該
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当する子供たちには待ったのない成長期でございますし、そういう努力によって、多少

なりとも日野の子供たちに目が届く、あるいは手が届くということになるならば、私は

その決意をすることによって、子供たちにあるいは教育現場に一つの大きなチャソスと、

それから激励を送りたい、こうしヴ気持ちはするわけでございます。

そういうことでございまして、私の方から何か政治策として求めたというようなこと

ではございません。全く教育委員会のいろいろな御検討の中からの発想だと、このよう

に理解をしております。

0議長(黒川重憲君) 石坂勝雄君。

027番(石坂勝雄君) 1点目の土地の取引商積の引き下げによっての問題は、私、要

望というか、要望と言うとおこがましいんですが、いわゆる不動産鑑定士と、こういう

人が公示価格なり、現実の恐らく取引価格をもとに届け出しの価格が適正かどうかとい

うことで助言、指導されていると、こういうようなこと。

ただ、私がちょっと心配するのは、特に丘陵地帯というか、余り何というか、見えな

い、そうでなくても今までそうだったとしヴ、特にいわゆる五、六カ月前の土地が大騒

ぎになる時点ぐらいに取得した土地が、これから届け出しを必要として、何というか、

早く言えば取得しちゃってあって、今度、正式にいろんなことをするにはやってこなきゃ

ならんというようなときの価格は、ひとつ見れば、絶えず関心を持っているのは、ちゃ

んときちんと区画整理なり、それからいま一つは民間開発によってできている地帯と、

それと距離は幾らも離れていないけれども、何でもない、ただ一種住専とか、二種住専

の区域とは、おのずからいわゆる土地評価というのはうんと違うと思うんですね。特に

昔から持っているというような、そういう中でいろんな問題が、いわゆる税法上の問題

も所得税というか、相続税というか、いろんな問題が波及してくるんで、そういう問題

も恐らく考慮されているんではなかろうかと思うけれども。

それといま一つは、商積が100平米になったということで、もっと低くなって、建て

られるというか、そうかといって市が建築認可、いわゆる建築基準に基づく認可の指導

というのは都がやっている、現在日野はやっていないんで、その辺の問題を、適正、公

平、妥当にやってもらわないと、かなりまたいろんな問題が出てくるんではないかと思

し、ますので、要望というより、むしろ我々はお願いをしていきたいと、こう思っており

ます。

それから 2点目の、いわゆる総務部長のお答えの帰属の問題なんですが、私が言った

のは、この問題に何か理由があったのかどうかということで、総務部長もいきなりで、

担当からそのことをただ帰属を受けたということだけで、管理課からあってということ

だけなんですが。他日、デスクに行って、次の問題もお聞きしたし、と思うので、ひとつ

よろしく御配慮をそのときはお願いしたいと、このように、これも要望しておきます。

それから 3番目の町名地番なんですが、過去において、私、何というか、程久保の例

なんか見て、特に高幡は何か区画整理をやっておったし、この報告の中では南平の一部、

程久保の一部という、新井も入っているようなんですけれども、いわゆる浅川の以南は

全部この報告にはされているというように書いてあるんですが、そういう中で、非常に

何というか、小字名というか、そういういろんな落川と百草になっているし、三沢と落

川と百草もかなり入り乱れに近いと思われるんですね。だれが、全部が満足にするとい

うようなことはないと思うんですが、高所に立つての何か一つの素案を発表して一一一私

もたまたま町名地番委員なんで余り、どこをやるにしても問題が出なくて、今の時代か

ら見れば早く町名地番を設定することがし、いことではないかと思うんで、スムーズに行

くような、いわゆる段取りをお願いしたいと思います。

最後に、今、 40入学級の問題ですが、市長は非常に何というか、いわゆるオーソドッ

クスなお答えをされているんで、私もこれ以上しつこい質問はしないんですが。 tこだ、

そうなると、恐らく教育委員会の方が何とか市民要望なり、いま一歩一一私も考えられ

るんですよ。いわゆるあき教室がなければこうしヴ問題も出てこないしね。それから人

口が鎮静化して、特に幼児人口も減ってきているし、勢し、小学校の人口も生徒数も減っ

てきているからこういう問題も出たということはわかるんですが、 Tこだ、現実の取り扱

いというのは、減ったことの教室があいてるというだけでは済まない問題もあるんじゃ

ないかということで、過去の 9月議会でもちょっといろんなこの問題と職員の 3カ月繰

り上げ昇給、 3短をしたということや、 6カ月延伸で云々ということと同じように、私、

決して市長の考え方が一一あえて、だから市長に聞いたんで、すが、いわゆる上部機関と

いうか、自治体としての権能は、全く市も都も、それは国も同じかもしらんですけれど

も、ただ、義務教育負担法という中で、いろいろなことがあるだけに、ここまでは可能

だけれども、ここまでは可能でないという雨が一一私も余り法律は、暗いんですが、あ

るんではなかろうかと思うんで、いいことが災いにならないようなことに踏まえてやっ

ていただきたいことを強く要望して終わります。以上です。

0議長(黒川重憲君) これをもって行政報告を終わります。

次に日程第4、諸般の報告を行います。

会務報告については、お手元に配付してあります報告書のとおりですので、事務局長
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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 12月 8日 火曜日 (第 2日)
ります。

本日の日程はすべて終わりました。

あすの本会議は午前10時より開議いたします。時間厳守で御参集願います。

本日はこれにて散会いたします。
昭和 62年

午後4時32分散会
第 4回定例会

日 野 市 議 会 会 議 録 (第33号)

12月 8日 火曜日 (第 2日)

出 席 議 員 (30名)

1番 奥 住 日出男 君 2番 ，邑~ 沢 清 子 君

3番 主I司主- 橋 徹 君 4番 土 方 尚 功 君

5番 山 口 達 夫 君 6番 天 野 輝 男 君

7番 福 島 盛之助 君 8番 福 島 敏雄 君

9番 中 谷 好 幸 君 10番 俣 昭 光 君

11番 )11 嶋 博 君 12番 ，馬 場 繁 夫 君

13番 夏 井 明 男 君 14番 山 良 豆同王 君

15番 馬 場 弘 融 君 16番 主「司主「 橋 徳、 次 君

17番 旗 野 行 雄 君 18番 一 ノ瀬 隆 君

19番 板 垣 正 男 君 20番 鈴 木 美奈子 君

21番 中 山 基 日召 君 22番 秦 正 君

23番 呈 )11 重 憲 君 24番 古 賀 俊 日吉 君

25番 谷 長 君 26番 市川 資信 君

27番 石 坂 勝 雄 君 28番 名古屋 史 良R 君

29番 竹ノ上 武 俊 君 30番 米 沢 照 男 君

欠 席 議 員 (なし)
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説明のため会議に出席した者の職氏名 (議案上程)

市 長 森田喜美男君 収 入 f支 加 藤 郎君 日程第 4 議案 第 109号 昭和62年度 日野市土地区画整理事業特別会計補正

企画財政部長 長谷川暢男君 総務部長 山崎 彰君 予算(第2号)の専決処分の報告承認について

市民部長 大貫松雄君 生活環境部長 坂本金雄君 日程第 5 議案 第 110号 日野市特別会計条例の一部を改正する条例の制定

清掃部長 藤浪竜徳君 都市整備部長 前田雅夫君 について

建設部長 伊藤正吉君 福祉部長 高野 隆 君 日程第 6 議案 第 111号 日野市市税条例の一部を改正する条例の制定につ

水道部長 橋本栄寓君 病院事務長 岩沢代吉君 いて

教 3月企弓 長 長沢=郎君 教育次長 砂川雄 君 日程第 7 議案 第 112号 日野市下水道条例の一部を改正する条例の制定に

ついて

会議に出席した議会事務局職員の職氏名 日程第 8 議案 第 113号 昭和62年度目野市一般会計補正予算について(第

局 長 佐 藤 智 春 君 次 長 圭方留春君 3号)

書 記 田 中 正 美 君 三Eヨ重 記 濃沼哲夫君 日程第 9 議案 第 114号 昭和62年度目野市土地区画整理事業特別会計補正

三Eヨl! 記 佐々木茂晴君 書 記 小林章雄君 予算について(第 3号)

書 記 斉 藤 令 吉 君 日程第 10 議案 第 115号 昭和62年度目野市下水道事業特別会計補正予算に

ついて(第4号)

速記委託先 住所 東京都立川市曙町一丁目10の3 日程第 11 議案 第 116号 昭和62年度日野市総合病院事業特別会計補正予算

立川速記者養成所 所長 関 根 福 次 について(第2号)

速記者 保木シゲ、ル君 日程第 12 議案 第 117号 昭和62年度日野市受託水道事業特別会計補正予算

について(第2号)

議 事 日 程 日程第 13 議案 第 118号 昭和62年度日野市農業共済事業特別会計補正予算

昭和62年12月 8日(火) について(第 l号)

午前 10 時間議 日程第 14 議案 第 119号 市道路線の廃止につし、て

日程第 15 議案 第 120号 市道路線の認定について

(請願審査報告) (総務委員会) 日程第 16 議案 第 121号 不動産の取得について

日程第 1 請願 第 62-7号 借地・借家人の権利を弱める「借地・借家法の改 日程第 17 議案 第 122号 農業共済無事戻金の交付について

正」に反対する意見書提出を求める請願 日程第 18 議案 第 123号 東京都市町村消防団員等災害補償等組合の解散に

日程第 2 請願第 62-9号 借地・借家人の権利を弱める「借地・借家法の改 ついて

正」に反対する意見書提出を求める請願 日程第 19 議案 第 124号 東京都市町村消防団員等災害補償等組合の解散に

(文教委員会) 伴う財産処分について

日程第 3 請願第 62-28号 平山西地区ヘ総合文化セソターをつくって下さい 日程第 20 議案 第 125号 東京都市交通災害共済組合の解散について

の請願 日程第 21 議案 第 126号 東京都市交通災害共済組合の解散に伴う財産処分
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について 午前10時19分開議

日程第 22 議案

日程第 23 議 案

日程第 24 議 案

(請願上程)

第 127号

第 128号

第 129号

東京自治会館組合の解散について

東京自治会館組合の解散に伴う財産処分について

東京市町村総合事務組合の設立について

0議長(黒川重憲君) おはようございます。

本日の会議を開きます。

ただいまの出席議員29名であります。

これより請願第62-7号、借地 ・借家人の権利を弱める 「借地・借家法の改正」に反

対する意見書提出を求める請願、 請願第62-9号、借地・借家人の権利を弱める 「借地 ・

借家法の改正」に反対する意見書提出を求める請願、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Jと呼ぶ者あり〕

0議長(黒川重憲君) 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〕

日程第 25 請願第 62-47号 日野市二沢 742番地みどり坂住宅地域に地区セ γ

ターを建設して下さいの請願

日程第 26 請願 第 62-48号 食品安全条例u(仮称)の制定を求める請願

追加日程第 1 議案第 130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

追加日程第2 議案第 131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 0総務委員長(馬場弘融君) 総務委員会に付託をされました請願第62-7号、及び第

本日の会議に付した事件

日程第 1から第26及び追加日程第 1から第2まで

62-9号、いずれも件名は、借地・借家人の権利を弱める 「借地・借家法の改正」に反

対する意見書提出を求める請願というものでございますが、 この2件につきまして、委

員会における審査の経過並びに結果を報告申し上げます。

請願者が、7号の方が多摩平4の2にお住まいの、多摩平自治会代表尾立宣源さんほ

か5名であり、 9号の方が程久保650の73-1120ににお住まいの高幡台団地自治会代表団

村 剛さんであ ります。 両請願とも本年 3月2日に提出をされ要旨も全く 同文でござい

ますので、本委員会では一括 して審査を進めてまいりました。

請願の趣旨は、現在国の法制審議会において借地・借家法の見直し作業が進められて

おり、その内容を見る と、貸手の権利を復元する一方で借地・借家人の権利が弱められ

る方向が打ち出されている。これは住宅都市整備公団の賃貸住宅に居住している者とし

て強い不安を感ずるとこ ろである。

そこで、今回の法改正に当たっては、 1.賃借入の居住権の保護、生存権の保障を明

確に してほし'"、。 2. 地代、家賃の不当な値上げができないようにしてほしい。 3.都

市再開発を優先する余り住民の居住と営業の安定を脅かさないでほしい。この 3点を強

く要望する内容の意見書を関係機関に送付してほしいというものでございます。

この2件は、3月16日に本委員会に付託をされて以来11月30日の委員会まで、あわせ

て6回の委員会におきまして、各種の資料を求めるほか部長等の説明などを参考にいた

しま して、慎重なる審査を進めてきたところでございます。
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0議長(黒川重憲君)

たします。

本2件について御意見があれば承ります。なければこれをもって意見を終結いたしま

これより質疑に入ります。なければこれをもって質疑を終結い

0議長(黒川重憲君) 御異議ないものと認めます。よって請願第62-7号、借地・借

家人の権利を弱める「借地・借家法の改正Jに反対する意見書提出を求める請願、請願

第62-9号、借地・借家人の権利を弱める「借地・借家法の改正」に反対する意見書提

出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。

これより請願第62-28号、平山西地区へ総合文化セソ ターをつ くって下さいの請願の

件を議題といたします。

文教委員長の審査報告を求めます。

〔文教委員長登壇〕

O文教委員長(板垣正男君) 御報告いたします。

請願第62-28号、平山西地区へ総合文化セ ソタ ーをつくって下さいの請願でござし、ま

す。ことしの 8月27日に受けつけたものでありますが、日野市東平山 2-24-2、代表

迎 伊都子さんほか5，630名の方々が請願きれたものであります。簸野行雄議員、中山

基昭議員、高橋徳次議員、馬場繁夫議員、小俣昭光議員、一ノ瀬 隆議員、各議員の御

紹介されたものであります。

請願の要旨は4点にまとめられてあり まして、一つは、当地区には文化施設が何もあ

りません、としみ実情が述べられてございます。二つ自に、当地区は市のはずれにあっ

て交通が大変不便である、ということから公共施設の利用が困難にあるという点でござ

います。 3点目には、ふるさとづくりに拠点が必要になってきたという ことから、子供

たちにふるさとづくりの拠点として、お年寄 りに憩いの場として文化施設がますます必

要になってまいっているということでございます。 4点目に、地区センタ 一、川北地区

セソターでありますが、用地を一層有効に利用してくださいという観点から地区セソタ ー

にかわって、念願の教養、文化、福祉及びスポーツ振興のため住民の声を取 り入れた総

合文化セ ソタ ーを建設していただきたい、こ ういう趣旨のものでございます。

付託された文教委員会で審査を進めてまいりました。初めに文教委員会に付託された

わけでありますけれども、所管する教育委員会が、特にこの請願の表題にありますよう

な総合文化セ γターを建設したとか、 あるいは現在管理運営を行っている というような

実例がないために、具体的な説明、あるいは事例の報告はないわけでございます。多少

とまどった点なども伺えたわけでありますけれども、教育長の説明から審査を始めたわ

けでございます。

表題のような総合文化センターの建設を進めるという計画は、現在教育委員会なり、

あるし、は日野市にはございません。当商は持っていないのであ りますけれども、将来は

質疑を通じて明確化されました今回の法改正の背景は、 1.都市再開発を推進するた

めにぜひとも必要である。 2.良質なる借家や住宅の供給を拡大するためにも必要であ

る。 3. 地主、家主層の不満を和らげるためにも必要である。 4.借地・借家に伴う判

例、あるいは慣行の合理化、明文化の必要があるなどとなっております。前 5回までの

審議におきましては、内容の複雑さ、あるいは借り手の立場と貸し手の立場、それぞれ

を踏まえての発言がございまして、結論を出すには早い、という考え方が多数を占めて

おりました。

しかし、去る11月30日の委員会におきましては、大都市での異常な地価高騰への対応

から法務省が法案の作成を 1年間早めた、こうし、う新聞報道もあって、結論を出すべき

であるという方向が出されました。よって審議を終結し意見を求めましたところ、意見

としては、 1.弱者である借り手よりも貸し手への配慮が強められる改正であり、この

請願を採択すべきである。2.採択には賛成するが、請願文には少し強過ぎる表現があ

るので、意見書作成に当たっては穏やかな文面に直してほしい。 3.居住権と使用権を

めぐる不明点もあるし、借り手、貸し手それぞれの立場も配慮、しなければなるまい。い

ずれにせよ不確定な要素が多いので、まだ結論を出すには早い、継続にすべきである、

このような意見が述べられたところでございます。

以上の意見を踏まえ採決の結果、本 2件の請願は賛成多数で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、反対ではなく継続にすべしというものであったこと

を重ねて申し添えておきます。

また、本 2件の請願採択を受けまして一本化をいたしました意見書を作成をいたしま

した。これは後ほど御審議をいただくことになっております。

以上、請願2件につきまして一括して審査の結果を御報告申し上げました。よろしく

御審議のほどお願い申し上げます。

す。

これより本 2件について採決いたします。

本2件に対する委員長報告は、採択であります。本 2件は、委員長報告のとおり決す

るに御異議ありませんか。

C 1"異議なし」と呼ぶ者あ り〕
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必要な施設として考えているという答弁もございました。

ちなみに、現在日野市が計画を進めております基本計画の方向の中にも見られるわけ

でありますが、この基本計画案の中の第 5章「参加と連帯でつくる市民自治のまち」の

中で、第6節「市民自治創造の場となる施設」の 2の中で 「コミュニティセγター施設

の整備」という項目がございます。この項目の施策の方向といたしまして、中規模の広

がりを持った地域、中学校区ごとに各種の福祉施設、社会教育施設等の複合化や多目的

利用を検討し、土地の有効利用を図りながらコミュニティのセγターとしての施設の整

備を進めていきます、というふうに今後の基本方向を明らかにしているわけであります。

そういう点から見るならば、今後の市の一つの方向にも沿っている請願内容ではないか

というふうに考えたわけで、ございます。

また教育長も、そういうことも念頭に置いての説明ではなかったかと思うわけであり

ます。

なお、各委員の質疑なども行いましたが、この文化施設ということになりますと、教

育委員会一つの担当部門だけでは検討できないんではないか。したがって区画整理にも

関係するということであるとか、基本計画との関係で言えば企画財政部にも関係する。

地区セγターということで考えるならば生活環境の部門にも関係するということで、そ

れぞれの関係部課長の出席を要請したわけでございます。

質疑の進む中で、例えば生活環境部では、現在地区セソターは約100平米の面積を持っ

て建設を行ってきてはいるけれども、将来的には330平米程度の規模にしていきたし、と

いう考えは持っている。しかし、現在、川北地区セγターにかわるような総合文化セン

ターをつくるという計画はないが、区画整理の進行とあわせて考えていきたし、というこ

と。それから、川北地区セソターの利用率もかなり高い率になっているというようなこ

となどから、将来的には必要なんではないかというお考えが示されました。

企画財政部長は、基本計画案を今市民的に明らかにしている。施策の方向を明らかに

しているわけでありますが、この場所に総合文化セソターが可能かどうかということに

ついては、今後協議を進めたいという答弁がございました。

また都市整備部長には、この地域を含めた西平山地域の区画整理事業が今計画として

進んでいるわけでありますけれども、その用地の取得等も考えていかなければならない

わけでありますけれども、現在は、まだ決まっていない。こういう施設をつくるという

ことに決まっていないが、将来的には、もし方向が明らかになれば区画整理事業の中で

も考えていきたいという説明がございました。
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こうしみ質疑を行ったわけでありますが、市内で類似施設がないために具体的なイメ ー

ジが、まだわかないというようなことなどもござし、まして、委員の皆さんから、近隣の

類似施設を調査したいという御意見が出ました。文教委員会といたしましては、多摩市、

府中市の類似施設を調査視察を行ってまいったわけでございます。それらの調査を踏ま

えまして、 3回目の文教委員会を去る11月の20日行ったわけでございますが、結論とい

たしまして全会一致、採択を行ったわけでございます。

なお意見といたしましては、例えばこの請願を真剣に受けとめてもらえるかどうか、

この点が大変重要な点だ、教育委員会あるいは市が一体となって検討課題にしていただ

きたいということ。それから、中学校区ごとに今後コミュニティ施設をつくるという方

向が打ち出されているわけでありますが、複合施設をつくるという方向で今後も大いに

検討を進めていただきたいということであるとか、地区セ γターの建設を進めてきては

いるけれども、住民の多様な要望に基づいて従来の発想を転換した新しい視点での建設、

取り組みが必要になっているんではないか、こういう御意見もございました。

市長にも出席をしていただきまして、 市長の考えも伺ったわけであります。将来的に

は、中学校単位でコミュニティセンターをつくる必要もあるでしょうし、また、この地

域での区画整理の中での複合文化センターの考えというのも、おのずから出てくるもの

でもある。しかし、当面考えられることは、 地区センターの増築ということも考えられ

るという答弁がございました。

以上のような審議の経過、そして市側の答弁なども踏まえまして本請願の採択を行っ

たわけでございます。

以上でございます。よろしく御審議をいただきたいと思います。

0議長(黒川重憲君) これより質疑に入ります。なければこれをもって質疑を終結し、

たします。

本件について御意見があれば承ります。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Jと呼ぶ者あり〕

0議長(黒川重憲君) 御異議ないものと認めます。よって請願第62-28号、平山西地

区へ総合文化センターをつくって下さいの請願の件は、委員長報告のとおり採択と決し

ました。

とれより議案第109号、昭和62年度日野市土地区画整理事業特別会計補正予算(第2
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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〕

0市長(森田喜美男君) 議案第109号、昭和62年度目野市土地区画整理事業特別会計

補正予算第2号の専決処分の報告承認について提案の理由を申し上げます。

本議案は、昭和62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、地方自治

法第179条第 1項の規定に基づき、昭和62年10月6日付けで専決処分したものでありま

す。

補正額は、歳入歳出それぞれ l億4，700万円を追加し、歳入歳出予算の総額を31億4，1

82万4，000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承認のほどお願い

いたします。

0議長(黒川重憲君) 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(前田雅夫君) 議案第109号、昭和62年度日野市土地区画整理事業特

別会計補正予算第2号につきまして御説明を申し上げます。

ただいま市長から申し上げましたように、歳入歳出それぞれ 1億4，700万円を追加い

たしまして、歳入歳出予算の総額をそれぞれ31億4，182万4，000円とするものでございま

す。

詳細につきまして御説明申し上げます。今回この補正につきましては、制度として新

しい財源を活用しておりますので、ちょっと順序をかえまして御説明をいたしたし、と思

います。

まず、 3ページでございます。第2表の地方債の補正でございますが、限度額9，765

万円、起債の方法につきましては証書借入の方法により起債とする。利子は無利子。償

還の方法につきましては、起債のときより据置期間を含めて10年以内に償還する。ただ

し、市財政の都合により据置期間及び償還年限を短縮し、もしくは繰上償還をすること

ができる、ということでございます。

これは、御承知のように昨年NTTが民聞に移行をしたわけで、ございます。政府は、

手持ちの株式を売却をいたしまして、この売却の利益の一部を社会資本の整備に充てよ

うということで融資をするものでございます。根拠法令を申し上げますと、 「日本電信

電話株式会社の株式売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法J

昭和62年法律86号でございます。略称といたしましては、 「社会資本整備特別措置法j
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ということで呼ばれております。

とれは先ほど申し上げましたように、 NTTの株式の売却をいたしまして、その売却

益の一部を、国が特別会計をっくりまして地方公共団体等に貸出をするものでございま

す。償還期限につきましては、 10年。そのうち据置期間につきましては 5年でございま

す。これは無利子の貸付でございまして、 5年を過ぎますと償還が始まるわけでござい

ます。この償還につきましては、償還時にまた国が、別途補助金として償還分の交付を

するということになるわけでございます。

したがいまして、言いかえますと補助金を起債という形で与える、そういうことにな

るわけでございます。したがし、まして、補助金に近いものでござし、ますので、東京都に

つきましては該当事業について裏負担をする、いわゆる裏の補助もするということでご

ざいます。そういうお金を今回導入をしたということでございます。

それでは、 8、9ページをお開きをいただきたいと思います。

先ほど申し上げましたように、 NTTのいわゆる融資、資金の融資でございますが、

この裏負担といたしまして都の補助金でございます。 3，835万円ということでございま

す。これは基本事業費の10分の4.5に相当するものでございます。

次は、繰入金でございますが、これは歳出の事業量の決定に伴いまして、繰越金をと

の金額を開いたわけでございます。

次が12、13ページでございますが、これは冒頭に申し上げました起債で、ございます。

9，765万円ということでございます。

次が14、15ページの歳出でございます。 ただし、ま申し上げました歳入のうち6，000万

円を万願寺土地区画整理の埋蔵文化財の調査費に充てるというものでございます。当初

予算につきましては、 3億2，500万円を計上しておったわけで、ございますけれども、事

業の進捗に伴いまして本金額を補正するものでございます。

次が16、17ページでございます。工事請負費でございますが、これは万願寺区画整理

事業費でございます。区画街路2本、延長といたしまして529メートルの工事費でござ

います。

次の負担金補助及び交付金でございますが、上記工事に伴うところの水道工事の委託

金でございます。

以上、この予算につきまして62年10月6日に専決をしたわけで、ございます。ただし、ま

申し上げました工事の発注の工期等の関係、それからこの財源を確保する等のこともご

ざいまして、専決処分をし、事業を執行したというものでございます。
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よろしくお願いをいたします。

0議長(黒川重憲君) これより質疑に入ります。なければこれをもって質疑を終結い

たします。

お諮りいたします。ただいま議題となっております本件については、委員会付託を省

略いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

( r異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(黒川重憲君) 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

0議長(黒川重憲君) 関係部長から詳細説明を求めます。企画財政部長。

0企画財政部長(長谷川暢男君) 議案の第110号につきまして、私の方から説明をさ

せていただきます。

ただいま提案いたしましたとおり、日野市特別会計条例の一部を改正する条例でござ

いますが、ただし、ま提案の説明のとおり仲田緑地用地特別会計を廃止するものでござし、

ます。仲田の緑地用地特別会計は、用地取得に対する国庫補助金を 5カ年間の分割にな

ることから制定したわけでございますが、 58年に設置されたものでございます。今年度

が最終年度となりますので、とれを廃止いたすものでございます。

よろしく御審議のほど、お願いしたいと思います。

0議長(黒川重憲君) 市民部長。

んか。 0市民部長(大貫松雄君) それでは、私の方から、ただし、ま提案されました議案第11

( r異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(黒川重憲君) 御異議ないものと認めます。よって議案第109号、昭和62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110号、日野市特別会計条例の一部を改正する条例の制定、議案第111

号、日野市市税条例の一部を改正する条例の制定の件を一括議題といたしたいと思いま

すが、これに御異議ありませんか。

( r異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(黒川重憲君) 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〕

0市長(森田喜美男君) 議案第110号、日野市特別会計条例の一部を改正する条例の

1号、日野市市税条例の一部を改正する条例の制定について御説明をいたします。

議案書の 1ページからお願いいたします。

まず、この市税条例の改正は、まず国会において法律第94号の地方税法の改正がされ、

62年9月22日に交付をされたものでございます。その準則に基づきまして市税条例の一

部を改正を行うものでございます。

今回の改正の主な内容は、一つは、所得税の減税に伴い住民税も減税をするというこ

とでございます。それから二つ目としては、たばこ消費税に係わるところの日切れ法案

の改正でございます。それから、三つ目としましては、ただし、ま申し上げました所得税

法の改正に関連する市税条例の整備等の内容でございます。

それでは、 21ページ以降を新旧対照表に基づきまして、改正部分を説明いたします。

まず22ページ、 23ページをお開きをお願いしたいと思います。第19条の「納期限後に

納付し、又は納入する税金又は納入金に係る延滞金」の中で、旧で321条の 8第 3項、

この改正でございまして、地方税法の328条の 8、これは法人等の市町村民税の申告納

付の規定でございまして、この調整に伴う改正をしたものでございます。

それから、次の24、25ページの所得控除、第32条の2でございますけれども、この改

正は、昭和63年度から新たに14万円の配偶者特別控除を設けたものであります。

それから、次の26ページ、 27ページの所得割の税率でございます。第32条の 3でござ

いまして、昭和63年度分の所得割の税率を現行の2.5%から14%の13段階の区分を 3%

から12%の7段階の区分に改正を行うものでございます。

それから、次の28、29ページの市民税の申告でございます。第34条の 2でございます。

制定について提案理由を申し上げます。

本議案は、仲田緑地の用地取得事業が本年度完了することに伴い、仲田緑地用地特別

会計を廃止するため、日野市特別会計条例の一部を改正するものであります。

議案第111号、日野市市税条例の一部を改正する条例の制定について提案理由を申し

上げます。

本議案は、地方税法の改正に伴い日野市市税条例の一部を改正するものであります。

以上、 2議案の詳細につきましては、担当部長に説明いたさせますのでよろしく御審

議のほどお願し、し、たします。
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この改正は、所得税法の一部改正によりまして、公的年金について昭和63年度分の所得

税から従前の老年者年金特別控除及び給与所得控除にかえまして、公的年金等控除が創

設されたことによりまして、公的年金等支払報告書の提出を義務づけされたものでござ

います。

それから、次の30ページ、 31ページの下段で、個人の市民税の納期でございます。第

39条第 1項の改正は、地方税法、これは20条4の2でございますけれども、この一部改

正で、税額等の端数計算は計算上の基礎額の引き上げによりまして、納期限ごとの分割

金額が1，000円未満の端数があるときは最初の納期限に合算する、としまして、改正に

よりまして従来の但し書きを削ったものでございます。

それから、次は32、33ページでございます。 43条の個人の市民税の特別徴収でござい

ます。 43条第 1号の特別徴収は、前年中におきまして給与の支払いを受けた者で、かつ

同日において給与の支払いを受けた者が対象者であって、年金、恩給、その他を削る、

ということの改正でございます。

それから、次、 47条、法人等の市民税の申告納付でございますけれども、第47条第 1

項から第 5項までの改正は、法人税法の所要の規定が整備されたことによる条文の整備

でございます。

それから、飛びまして36ページ、 37ページでございます。第49条、法人等の市民税に

係る不足税額の納付の手続きということで、第49条も、ただし、ま説明しました第47条の

関連によりまして内容の整備を行ったものでございます。

それから、 38ページでございます。分離課税に係る所得割の税率、第52条の 4でござ

います。分離課税に係る所得割の税率をさきの32条の 3と同様に、従前の税率区分であ

る2.5%から14%までの13段階を、 3%から12%までの 7段階としたということで、次

のページの章まででございます。

それから付則でございます。付則の第16条の 2のたばこ消費税の税率等の特例という

ことで、この改正は、現条例の94条の規定では1，000本当たり従量割が350円となってい

ますが、付則でこれを640円として、たばこ消費税の安定を図ってございます。この適

用の期間を、昭和62年12月31日までとなっているところを昭和63年 3月31日まで延長す

るものでございます。

それから、 44、45ページでございます。第16条の 3でございます。 16条の第 3項第 2

号の改正でございますけれども、前年のみなし法人所得割に乗ずる税率に、昭和60年度

から62年度までに適用されていた特例による税率の期限が切れたことによりまして、削

除と内容の整備を行うものでございます。

それから、次に46、47ページの16条の 4、土地の譲渡等に係る事業所得等に係る市民

税の課税の特例というところでございますけれども、次に説明をいたします新しく創設

された付則16条の 5に関連をいたしまして、ここで言う課税の特例には超短期の所有土

地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例に該当するものは適用されない旨の但し書き

をここで加えたものでございます。 一番下段のところでございます。

それから、次の16条の 5、超短期所有土地の譲渡に係る事業所得等に係る市民税の課

税の特例ということで、ただし、ま申し上げましたように、この項は新しく追加された条

文でございまして、個人が昭和62年10月 1日から昭和65年3月31日までの間に、その年

の1月 1日現在において所有期間が 2年以下である土地等の譲渡をした場合には、その

譲渡による事業所得及び雑所得について課税計算を定めた改正でございます。

それから飛びまして、 50ページ、 51ページでございます。第17条の 2でございます。

この改正は、昭和63年度までの期間に、さらに66年度まで延長するものでございます。

それから、 52ページ、 53ページの一番下の欄でございます。次のページの54、55ペー

ジをお願いしたし、と思いますけれども、 17条の 3でございます。この項の改正も前条と

の改正と同様に、課税の特例の期間を63年度から昭和66年度まで延長するものでござい

ます。

なお、中間の議案書の中ほどの11ページから18ページまでの別表は、付則第2条に関

連する税額表の改正でございます。

それでは、 7ページにお戻りをお願いしたし、と思います。 7ページの上段の付則でご

ざいます。施行期日ですね。第 1条で、この条例は昭和63年4月 1日から施行するとい

うことで、ただし、各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行するということ

で、 1としまして、付則の16条の 2、これは、たばこ消費税の税率等の特例ということ

で日切れ法案でございますけれども、これが公布の日ですね。

それから、次の日野市市税条例の第52条の 4、これは分離課税に係わる所得割の税率

でございますけれども、これ等の改正を昭和63年 1月1日から施行するということで、

今回は特にこの議会にお願いをいたしまして、昭和63年 1月 1日から施行するものが含

まれてございます。

以上でございます。よろしくお願いを申し上げます。

0議長(黒川重憲君) これより質疑に入ります。天野輝男君。

06番(天野輝男君) 仲田緑地の件なんですけれども、これは緑地の取得を 5年計画
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で58年から62年までやって、今の公園が、この市民公園ができているところの用地は取

得できたわけですが、まだ残った部分がございます。やはり、この部分を買わないと仲

田の緑地ということは、私は言えないと思うんですね。

そういう面で、この桑園が筑波に移転した当時あれを買えば、そんなにこの市の予算

も必要でなかったわけですが、その都度、やはり社会状況の変化とともに土地も値上が

りをして、そしてだんだん難しい状況で今日まで、来たわけで、すから、少なくともこの土

地だけは早く日野市のものにしておくということが、まず先決じゃないかと思うんです

けれども、このあたりどのようなお考えでいますか。教えていただきたいと思います。

O議長(黒川重憲君) 企画財政部長。

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。

0企画財政部長(長谷川暢男君) 企画財政部長、お答えいたします。

お諮りいたします。これをもって議案第110号、日野市特別会計条例の一部を改正す

る条例の制定、議案第111号、日野市市税条例の一部を改正する条例の制定の件は、総

務委員会に付託いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

( i異議なしJと呼ぶ者あり〕

0議長(黒川!重憲君) 御異議ないものと認め、総務委員会に付託し、たします。

これより議案第112号、日野市下水道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〕この特別会計の廃止につきましては、 58年に設置して、国庫補助を 1億円ということ

の目的があって分割方式で国庫を歳入にしたものでございます。よって、この事業は一

つの目的を持つての前段の部分としての完了でありますので、ここで廃止をお願いする

というものでございます。

今後の問題につきましては、今御指摘のような問題もありますが、やはり土地を購入

する問題、あるいは、いろんな区画整理絡みの関係も含んで今後検討をして、また具体

的に進めていくというような考え方で、用地取得につきましては、きのうからの問題も

含んで、なかなか財政的に難しい部分もあるということをお答えしておきます。

以上です。

O議長(黒川重憲君)

0市長(森田喜美男君) 議案第112号、日野市下水道条例の一部を改正する条例の制

定について提案理由を申し上げます。

本議案は、下水道管理運営経費の財政健全化を図るため、下水道使用料の改定を行う

ものであります。

詳細につきましては、担当部長に説明いたさせますのでよろしく御審議のほどお願い

いたします。

0議長(黒川重憲君) 関係部長から詳細説明を求めます。都市整備部長。

0市民部長(大貫松雄君) これは、まだはっきりした数字は出していませんけれども、

0都市整備部長(前田雅夫君) それでは、議案第112号、日野市下水道条例の一部を

改正する条例の制定につきまして御説明を申し上げます。

本市は、昭和57年度から本格的に公共下水道の建設に着手いたしまして、 20年後の昭

和76年度を全市域の水洗化を目指し努力をしております。南多摩処理区の232ヘクター

ルにつきましては、今年度末をもって汚水管の敷設はほぼ完了いたしまして、来年5月

には、全面的に供用が可能になります。

東京都が進めております浅川及び八王子処理場につきましては、本年度建設工事に着

手いたしまして、昭和66年度に第一系列が完成をし、翌昭和67年度から稼働し水洗化が

可能となる予定であります。今後、残る浅川及び秋川処理区の水洗化を進めるためには、

下水道事業の建設財源の確保を確実なものとし、計画的に取り組むことが重要と考えて

おります。

今回の下水道料金の改正は、昭和60年第 3回定例市議会で御審議をいただきました原

則を踏まえ検討いたしました。特に使用料の算出に際し相違点を申し上げますと、昭和

ほかに御質疑はありませんか。鎌野行雄君。

017番(簸野行雄君) 1点だけお伺いしますけれども、新旧対照表によれば、 26ベー

ジと27ページですが、この条例改正の中心になる個人市民税の所得割の税率変更による

減税額は、およそどのくらいになるか、わかっていたら、おおよそのところで結構です

から御説明願いたいと思います。

0議長(黒川重憲君) 市民部長。

約5億円ということでございます。

以上です。

( i了解」と呼ぶ者あり)

0議長(黒川重憲君)

結いたします。

ほかに御質疑はありませんか。なければこれをもって質疑を終

-82- qο 0
0
 



0市長(森田喜美男君) 議案第113号、昭和62年度日野市一般会計補正予算第 3号に

0議長(黒川!重憲君) 歳入歳出全般及び第 2表債務負担行為補正、第 3表地方債補正

の説明を関係部長から求めます。企画財政部長。

O企画財政部長(長谷川暢男君) それでは、議案の113号、一般会計の補正予算書の

方で説明させていただきたし、と思います。

ただいま提案いたしました今回の補正額は、 2億3，409万2，∞0円でございます。この

内容といたしましては、歳入歳出予算の補正の款項の区分につきましては、 2ページか

ら3ページにわたって款項目別に補正をお願いする内容でございます。

債務負担行為の補正でございますが、これは 4ページの上段でございます。仮称ふる

さと博物館の新築追加工事の関連でございます。ここで、 5，161万2，000円を補正をお願

し巾、たしまして、最終的に限度額を 6億1，153万という数字にお願いするものでござし、

ます。

なお、地方債の 3条の補正でございますが、 4ページのところの下段部分、仮称南平

丘陵公園用地事業費の取得でございます。当初、 62年度の単年度事業で計画していたわ

けでございますが、 63年度に、 2年間にまたがって用地取得をするとし、うことで起債の

変更をするものでございます。

なお細部にわたって、ページの 6ページから歳入歳出を説明させていただきたいと思

います。要所のみを説明させていただきまして御理解賜りたいと思います。

6ページ、 7ページの歳入でございます。市税につきましては、個人でございますが、

右の欄の説明欄のところに詳細がありますとおり、均等割と所得割の増額による補正額

でございます。

続いて 8ページ、 9ページ、同じ目の固定資産税でございます。増減の部分につきま

しては、減が、土地償却資産の関係が減でございます。家屋につきましては、増。よっ

て、この減額理由といたしましては、差し引きしまして、土地と償却資産の調定見込額

の減という内容でございます。

10ページ、 11ページ、特にこれは、国鉄分の線路配分の関係でございますので確定に

伴ったものでございます0

12ページ、 13ページ、電気税でございます。御承知のとおり使用料の改定がされてお

ります。よって、その減額に伴うものも補正をお願いするものでございます。

14ページ、 15ページ、土地保有税でございますが、説明欄の記載のとおり最終の確定

を見ましたので、この増をしていくものでございます。

特に16、17は略させていただきます。

63年度を初年度として向こう 3カ年の財政計画を立て、前回の改正時には資本費、これ

は地方債の元利償還金のことでございます。このうち利子分の 2%を算入いたしました

が、今回の料金改正では、資本費、すなわち地方債の元利償還金の18.5%を算入 したも

のでございます。

今回の使用料金の改定率は、ランク別平均改定率で18.6%、これは言いかえますと、

表上ということになります。実質改定率18.0%でございます。昭和63年度から昭和65年

度までの 3カ年の増収分の合計は、 1億1，078万4，000円でございます。

本条例は、昭和63年4月 1日から施行いたします。既にお手元にお配りしております

「昭和62年12月「下水道使用料改定資料」都市整備部下水道課」としヴ資料が、お手元

に届いております。詳細につきましては、さらにこの中で記載してございますので、御

参考にしていただければ幸いと思います。

よろしく御審議のほどお願いをいたします。

0議長(黒川i重憲君) これより質疑に入ります。なければこれをも って質疑を終結し、

たします。

本件について御意見があれば承ります。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112号、日野市下水道条例の一部を改正する

条例の制定の件は、建設委員会に付託いたしたいと思いますが、これに御異議ありませ

んか。

C 1"異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(黒川重憲君) 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113号、昭和62年度日野市一般会計補正予算(第 3号)の件を議題と

いたします。

理事者から提案理由の説明を求めます。市長。

〔市長登壇〕

ついて提案の理由を申し上げます。

本議案は、昭和62年度日野市一般会計補正予算第 3号であります。

補正額は、歳入歳出それぞれ2億3，409万2，000円を追加し、歳入歳出予算の総額を32

0億8，334万8，000円とするものであります。

詳細につきましては、担当部長に説明いたさせますのでよろしく御審議のほどお願い

いたします。
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18、19ページでございます。総務手数料、印鑑証明書ということで説明欄に記載をし

たとおりでございますが、来年 1月 1日から新しい制度を設けて実施するわけでござい

ますが、その手数料分を新設したものでございます。新設に伴う歳入増でございます。

20ページ、 21ページ、特に確定部分でございますので、説明は略させていただきます。

22ページ、 23ページ、下の 5の土木債でございます。都の補助金、先ほど地方債の中

で説明させてもらいましたが、仮称南平丘陵公園の、これは補助金の確定に伴ったもの

でございます。なお、下の国土利用計画法の事業費につきましては、地価高騰に伴う計

画法の改正に伴う人件費、その他の東京都の補助金でございます。全く新設部分でござ

います。

24ページ、 25ページ、特に説明はございません。 26、27ページも略させていただきま

す。同じく 28、29ページも、これは先ほど起債の中で減額を説明いたしましたが、土木

債の関係でございます。それに関連しての 2年度にまたがるための減額で、ございます。

それでは、 30ページ以降、歳出に入らせていただきます。

議会費でございます。特に説明はありませんが、改定によるおのおの節の区分ごとの

増減でございます。

32ページ、 33ページ以降、ここで目の中で一般管理費、先ほど歳入の中でも出ました

が、国土利用法と関連する事務に当たる職員の、おのおの関連する部分が出てきており

ます。

特に18の備品購入費の関係等でございます。その他、賃金等も後ほど出てまいります

ので説明していきたし、と思います。

財産管理費につきましては、説明の中に書いてあるとおり、高架下の工事に伴う駐車

場設置工事請負予算でございます。

なお、これ以降、職員に関係する職員手当、給与、旅費等がかなり多く出てくるわけ

でございますが、 62年4月以降、当然、各部署の人事の異動に伴う増減部分等のすべての

調整をここでさせていただきました。内容的には、総括で90ページ、 91ページの一番最

後に記載をしてありますので、職員部分のところの変動による部分は省略させていただ

きたいというふうに思います。

ページを飛びまして、 42ページ、 43ページへ進めさせていただきます。

社会福祉費の 6でございます。老人福祉施設費、 13の委託料、 15の工事請負費。

13の委託料につきましては、仮称高幡特養老人ホームの設計費をここに計上させてい

ただきました。新しい年度の事業に向かつての設計委託料でございます。その下の工事

請負費につきましては、 1，800万、この記載のとおりで湯沢福祉セ γターの関係の工事

費でございます。

続いて48ページ、 49ページ、衛生費の中の 3の健康管理費でございます。 574万円の

補正をお願いするわけでございますが、 13の委託料につきましては、 63年度から l歳6

カ月の健診、健康診査の準備をしていきたし、というような考え方の中で準備を進めてい

くための関連、あるいは生活・保健セソターの開設に伴う引越等の予算でございます。

なお、 15の工事請負費につきましては、今年度の62年度台に休日準夜の診療所の解体

を完了させていきたし、という考え方でございます。

18の備品につきましては、生活・保健センターの関係、生活・保健セソター用として

計上させていただいておりますが、これは屋外に、セγターの前に消費者の青空市場等

の場所、そういったものをつくっていきたし、という、テγ トを張ったものを備品として

購入していきたし、というものでございます。

なお、 50ページ、 51ページ、清掃費の中でございますが、じん芥処理費あるし、はし尿

処理費につきましては、おのおの増加分に伴う補正でございます。

少し:飛ばさせていただきますが、 56ページ、 57ページ、商工費でございます。商工振

興費の中で500万をお願し、し、たしました。ここに記載のとおりでございます。豊田の商

店会、日野市商庖会の関係で街路灯の設置、現在あるものと合わせて、新設分を含んで

50基を南口に設置していきたし、ということで、そういう内容の中で一定の要綱を持って

おりますので、 10万円を限度として補助金として出していくものでございます。

60ページ、 61ページ、土木費でございますが、ここの説明欄の部分につきましては、

略させてもらいますが、一番下段部分、橋梁新設改良費でございます。

13の委託料、仮称二番橋の地質調査を実施するための予算計上をここでお願いするも

のでございます。

64ページ、 65ページ、都市計画の総務費の中で計上させていただいておりますが、市

長からもきのう行政報告がありましたとおり、現在は用地課の部分等含んで事業を促進

しているわけでございますが、すべて国土利用計画法の事務に関連しての報酬、 賃金、

需用費、役務費、備品関係でございます。

なお、 66ページ、 67ページでございます。 真ん中の 7の公園整備費、2年度にまたが

るための予算減をここでお願いするものでございます。

8の緑化費でございます。 13の委託料、説明欄に記載をしておりますが、一つの新し

い事業として雑木林の萌芽更新材活用事業ということで窯の設置、あるいは萌芽の目的
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を持った事業を進めていくための関連の予算でございます。

72ページ、 73ページ、小学校費の教育振興費でございます。すべて減額でございます

が、事業の完了した水泳記録会、この記録会は、当初の予算から水の不足等の問題を含

んで実施ができなかった部分の減額をさせていただきました。

なお、 76ページ、 77ページの中にも同じ中学校費の中で教育振興費、同じ内容の減額

まず、これだけの大きな事業が12月の補正予算で出されるということについて、若干

奇異に感ずる点もあるわけです。これだけの大きな事業を興すということであれば、当

然、補正予算という形ではなくて、当初、年度初めの予算で計上されて議会に出されると

いうのが、極めて順当なやり方であろうと思うんですが、今回補正予算に突如ここで出

てきた、出された理由というものはどういうことなのか、その点をまず、お聞かせをい

ただきたいと思います。

0議長(黒川|重憲君) 福祉部長。

でございます。

80ページ、 81ページ、 3の文化財保護費でございます。 15の工事請負費2，212万、仮

称ふるさと博物館関係の固定展示ケースの追加工事をお願いするものでございます。

なお、 84ページ、 85ページの体育費の中の 2番、市民プールの関係、すべて事業が完

了しておりますので、その残額をここで減額するものでございます。

雑駁な説明でございますが、以上でございます。どうぞよろしく御審議のほどをお願

いいたしたいと思います。

0議長(黒川重憲君) これより質疑に入ります。石坂勝雄君。

027番(石坂勝雄君) 1点だけ開きたし、と思うんですが、今、企画財政部長の説明に

債務負担が、ふるさと博物館の新築ということで、約、限度額ですから私も定かなこと

はわからないんだが、 6，000万ですか、 5，200万ですか、 5，200万ぐらい限度額がふえて

いて、それでいわゆる歳出の方の展示の建物をつくるのは、 2，250万ぐらいですか、 3，0

00万ぐらし、一一一限度額ですからね。その辺のところは何かあるんですか、限度額だから

余裕を見た、とこういうことなんですか。ちょっと、いま少しその点、説明してくださ

0福祉部長(高野隆君) 今回の特別養護老人ホームにつきましては、最終的に土地

の決定をいたしましたのは11月に入ってからでございました。ここで、補助申請等の関

係がございます。補助申請は、 2月20日までには申請を出さなきゃいけない、とこうい

うことでございますので、それまでに基本設計をまとめるとし、うことでございますので、

どうしてもここで補正をお願いをしませんと補助がし、ただけない、とこういうことでご

ざいます。

よろしくお願いをいたします。

0議長(黒川重憲君) 古賀俊昭君。

024番(古賀俊昭君) 補助の申請が一つの理由ということで、今、福祉部長の方から

0議長(黒)11重憲君) 教育次長。

0教育次長(砂川雄一君) お答えをいたします。

ふるさと博物館関係で、ここで追加工事をお願いをいたしますのは、 62、63年度の 2

カ年事業でお願いをするものでございまして、総額は7，373万2，∞0円になります。その

うち約30%の2，212万円をこの62年度で補正でお願いをして、残る5，161万2，000円を63

年度の債務負担でお願いをする、そうし、う内容でございます。

以上です。

O議長(黒川重憲君) 古賀俊昭君。

御説明がございましたo 2月の20日までに補助申請をするということになりますと、こ

の予算の審査を終えて、それから仮にこれが予算案どおり可決をされて議会を通過した

としますと、実際にどうし、う方法で業者の方に設計が出されるのかわかりませんが、 1

カ月、今年の下旬、つまり年内に発注することは極めて難しいとも考えられるわけです。

来年、お正月が明けて設計に取りかかる、そして 2月の20日に間に合わせるということ

になりますと多少、多少じゃないですね、かなり無理があるのではないかと思うんです

が、こうした大切な施設をつくるに当たって、設計の期間というものについて多少無理

があるのではないか、と私は思いますが、その点、まず問題がないのかどうか。

それから、この特養老人ホームということで、その施設にプラス、いろいろ一一一きの

うの市長のお話では、在宅ケアの施策の中で、いろいろ地域に、高幡の特養老人ホーム

にプラスをして施設をまたおっくりになるというお考えも示されたわけで、すが、そうい

う内容等を私どもまだ具体的に、よく承知をしておりませんが、あわせたものをつくる

ということになりますと、設計の期間としてはちょっと短いような気がするんですが、

その点は、全く問題がないのかどうか。来年度の当初予算では、なぜいけないのか、そ

の点をもう一度お尋ねをいたします。

し、。

024番(古賀俊昭君) きのうも、ちょっと質疑が、かなり行政報告の中でございまし

たが、高幡の特養老人ホームの設計費がここで計上されておりますので、私は、きょう、

ここの補正予算のととろで少しお聞きをしたいと思います。

-88- Q
d
 

oo 



0議長(黒川重憲君) 福祉部長。 突然ここで用地のめどがついたからといって、設計期間もわずか 1カ月そこそこで果た

してつくるという ことが、これからのさまざまな市民ニーズにこたえていかなければな

らない中の施策として考えれば、最も大きな部分を占めるこうし、う特養老人ホームとい

うものをそう安易に取り扱っていいのかという気がするんですが、なぜ検討の期間を置

かれなかったのかどうか、この点をお尋ねをいたします。

0議長(黒川重憲君) 市長。

0市長(森田喜美男君) そのようなこともいろいろ検討いたしました。この事業は、

もう数年来、議会からも督促を受けておりますし、何とか今年中に用地のめどをつけた

い、そういうことに立ちまして、あれこれの土地の物色もしたわけでありますが、結論

として私有地を使おうということに決めました。そういう関係で作業の忙しい面もござ

いますが、 2年遅れて事業化するよりも 1年早く事業化したい。この方が、私は市民に

応える方法だろう、とこのように判断をしたところであります。

あわせて、 50人単位の特養ホームというととになりますと、一応形式は基準がござい

ます。それから地域の立場からも、そう複雑な設計にすることもあり得ませんので、が

んばればやれるという判断で取り組んだわけであります。

東京都の補助対象としての特養老人ホームの設計基準というものは、はっきりしてお

りますので、面積基準その他施設の構造、これらがありますので、ある程度のことは内

部の建築課が構想、をつくることもできますし、予算を認めていただいた上で、なるべく

早急に事業化へ向けて現実的に仕事を進めていこう、こういう考え方でございます。

理由は、事業として大変急ぐ、しかも十数名の待機者がおるということは、議会の中

から、まさにそれは失政である、とこういうお叱りも受けておるわけでありますから、

私は、むしろ急がない方がおかしいんではないか、めどが固まれば急ぐべきである、こ

うし、う結論でございます。

0議長(黒川重憲君) 古賀俊昭君。

0福祉部長(高野 隆君) 来年度の予算で行いますと、 来年度申請、とこ ういうこと

になりますと最終的な決定が再来年、こういう ことになると思います。したがって、東

京都といろいろと折衝をした結果、本年度の申請に何とか受け入れていただける見通し

がつきましたので、何とかここで設計をまとめまして、それで申請していきたい、こう

いうぐあいに考えております。

したがって、実施計画は来年度ということになりますけれども、具体的なプランです

ね、基本的なプランは、ここで練っていきたい、 とこういうことでございます。若干忙

しいようですけれども、何とか建設部の方で鋭意努力をしていただける、こうしヴ感触

を得ておりますので何とか実施していきたい、こういうぐあいに考えております。

0議長(黒川i重憲君) 古賀俊昭君。

024番(古賀俊昭君) かなりせわしい日程だということは、今、 福祉部長がおっしゃっ

たんですが、用地の取得が、この11月に入ってからめどがついたということで、ここで

設計の予算を出したということなんですが、例えば、こうした、いわゆる地域住民がか

ねてから望み、市もその設置の必要性を同時に考えながら鋭意努力をしてきたというこ

とであれば、当然一一せっかくつくるわけですから、後でいろいろ制度の欠陥や、また

施設の足りない点、そういったことが問題にならないように、普通であればプロジェク

トチームのような検討委員会がつくられて、日野で初めてつくられる、東京都にも市が

つくるという施設は、そんなにたくさんないと思うんですが、こういった施設をつくる

場合には、こうし、う機能を持たせた、この程度の規模、また役割というものは、これか

らの新しい時代に向かつて十分果たしていけるだけの、耐え得るだけの充実したものに

していくということが、当然求められるわけですね。そのためには、やはり市内部の職

員の皆さんの英知を結集すると同時に、また近隣、またその他のさまざまな資料等を集

めて十分な検討、協議を加えた結果まとめられたものをもとに、設計にかかるというの

が、私は順当な方法だろうと思うんです。

生活・保健セγターができる場合も庁内にプロジェクトチームができて、あるべき施

設の概要というものがきちんと検討されて出てまいりました。ふるさと博物館もそのよ

うな検討する機関が設けられて、設置まで手順をきちんと踏んできているわけです。

今回、これだけの高齢化社会に向かつて日野市が設ける特養老人ホームの設置という

ことに関しては、市にプロジェクトチームもできていないような気がし、たしますし、検

討委員会の設置もなかったように私は思います。なぜ、一切そういう手続きを省いて、

024番(古賀俊昭君) 急いで事業化することが市民に応える道だというような、今お

考えだったと思うんですが、この問、議会でのやりとりがございました。公明党の夏井

明男議員と福祉部長との間でのやりとりだったと思いますが、現在の待機者、いわゆる

特養老人ホームに入所を望んで待機しておられる方というのは、何人かいらっしゃると

いうお話でしたが、私の記憶では一一ー福祉部長からお聞きした方がし、し、のかもわかりま

せんが、来年の4月にはアゼリヤ会等の施設の活用をもって待機者がし、なくなるという

ようなお話も聞いたんですが、私はそういうふうに記憶もしているんですね。
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0福祉部長(高野隆君) 先回の議会だったと思いますけれども、たしか私の方から、

れにつきましては、東京都も積極的に協力の姿勢を見せておりますし、この辺のところ

は努力していきたい。

また、前もってそれなりの準備がなかったのではないかとしヴ御質問がございました

けれども、前々から最大の問題として、特別養護老人ホームの設置の問題が老人施策の

最大の課題でございまして、今年度の課題として強く私どもも課題を課しております。

これが年度内に何とかならないかということで検討した結果、高幡につくろうというこ

とでございますけれども、これは今年度の大きな課題として、我々は東京都にもたびた

び接触をしておりましたし、いろいろな情報等も東京都から得ていました。そこら辺の

ところが、現在我々が持っておる資料も若干あるということもございますので、何とか

努力をしてやっていきたい、こういうぐあいに考えております。

0議長(黒川重憲君) 古賀俊昭君。

024番(古賀俊昭君) 極めて抽象的なお答えでありました。なぜ、これほど急いでや

らなければならないかという理由がわからないんです。福祉部長は、日野市の福祉の担

当の責任者として、来年は何とか、特養老人ホームに入所を希望する人たちには市とし

ては対応できる、こたえることができるということをおっしゃったわけです。何とかで

きるだろうという見通しを明らかにされました。であれば、今差し迫ってわずか 1カ月

で設計を上げる、しかも検討された構想、も別にない、私どもに示された説明の資料も何

もない、ただ特養老人ホームは必要だということでは皆意見は一致しておりますが、そ

の内容や、どういった規模の施設、形を考えてい〈のかということになれば、極めてあ

いまいもこたるものの中にあるわけですね。なぜ市民のニーズがないところに12月補正

で新規事業を興さなければならないかということは、ちょっと私理解できないんです。

その点について市長の方から、またお答えいただいても結構なんですが、新しい事業

は、やはり十分なる設計の期間を設ける、確保する、または専門の職員、または部外者

からでもし、し、でしょう。そういった専門の方を入れて、日野市でつくるこうしヴ特養老

人ホームのあるべき姿について十分案を練り上げてスタートするということが、私は極

めて普通の、またこれが積極的な、後に施策の効果十分あらしめるための堅実な方法で

あろうと思うんですが、入所待ちの方がいなくなる、ニーズの発生が考えられない時点

で、 12月補正で新規事業をやらなければならない理由は何なのか、この点について市長

のお考えを、もう一度お聞きをしたいと思います。

0議長(黒川重憲君) 市長。

とにかく急がなくちゃいけないという、市長は今お話なんですが、待機者がし、なくな

るのにどうして急がなくちゃならないのかなという気がするんです。その点、もう一度

福祉部長の方から一一来年も何十人も待機者が、果たして延々と数年にわたって続くよ

うな現状にあるのかどうか、その点もお尋ねをしたいと思います。

それから、議会から特養老人ホームの設置の必要性について指摘があったことは事実

でありますし、私もこうした施設が身近に設置をされるということは、 当然必要なこと

であるし、早く実現されることを望んでおりますが、拙速は、やはりいけないんですね。

いろんな施設をおっくりになる、しかし、そのためには市のお金を使ってやるわけです

から、せっかくつくったものが市民ニーズに合わない、それから時代の要請にこたえら

れないというものであっては、いけないわけです。当然、これからの時代の要請に十分応

えていかなければならない、こうし、う施設をつくるに当たって、検討委員会もつくらな

い、どういうものを市では、つくっていくかという独自の案も現在示されていない、た

だ漠然と特養ホームをつくる、これで、は後世へ憂いを残すことになりかねないと思うわ

けです。

市長の持っておられる構想は、それはあるかもしれませんが、やはりそれが、きちん

と整理されて私ども議会にも示される必要があるし、市民にもやはり示されるべきだと

思うんですね。そうし、う手続きは一切省く、それだけの緊急性が果たしてあるのかど う

か、その点について、もう一度お尋ねをいたします。

0議長(黒川重憲君) 福祉部長。

待機者が25名おります、それについては来年度のアゼリヤ会が20名予定しておりますの

で、これについて、大丈夫、何とかなるんじゃないか、とこういうお話をしたように思

います。確かに年々、寝たきり老人もふえておりますし、また特別養護老人ホームの入

所希望者もふえております。この前の議会で、たしか15名と申し上げたのが、 3カ月し

ますと25名というようにふえる、これは、待機者の蓄積というのは日を追ってだんだん

大きくなる、こういう状況ではないかと思います。

また東京都の方といたしましても、各地域に特別養護老人ホームは、ぜひ早めに設置

してほしい、とこれは強く要望しておりますし、私どもも在宅の老人のケアサービス事

業の拠点としての特別養護老人ホームの設置も急がなきゃならない、こういうぐあいに

考えております。いずれの道、現在着手をいたしましても、実際に開設できるのは二、

三年先になる、こうしみ状況でございますので、早く、できれば手がけていきたい。こ 0市長(森田喜美男君) その必要な社会的背景は、申すまでもなく高齢化社会が目前
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に到来をしておるということであります。その高齢者の中には、寝たきりの方もおられ

ますし、いろいろなケアを要する方が当然、ふえるわけでありますから、可能性があれば

なるべく早くやろうという努力をするのは、私は、むしろ行政の責任である、こう思い

ます。

ことしは、ぜ、ひ事業化に一歩踏み出したいということで、春からいろいろな方策を進

めてまいりました。したがし、まして、 デッサンがないわけではありませんし、これから

取り組めるということですから、やっぱり取り組むのが当然、の我々の責任である、こう

いうふうに考えてお願いを申し上げる次第であります。

0議長(黒)11重憲君) 古賀俊昭君。

024番(古賀俊昭君) この特養老人ホーム、せっかくつくるものであれば、やっぱり

英知を集めてつくるということをだれしも当然のことだと思うんです。市長は、いろい

ろデッサγがあったというようなことも今おっしゃったんですが、それは、きちんとま

とまった、対外的に、例えば議会に対して説明できるような検討資料というものだとい

うふうに思ってし巾、わけですか。その点はどうでしょう。

0議長(黒川重憲君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 示されております基準があります。基準面積、あるいは基準

の施設、施設といいますか、機能、こういうことを当然設計にも入れるわけでございま

すから、よそに例のない新しい事業を新たに地域として組むということよりも、 一応基

準があって、しかも地形があって機能があって、それらを設計として編成することは、

私は、比較的容易であるし、むしろ事務的機械的なものだ、とこう考えてし、し、と思って

おります。

英知を集めてということは、その関係の方々が、既に一応でき上がっておりますから

それらを内容に入れる、こういうことでよろしいと思っております。

0議長(黒川重憲君) 古賀俊昭君。

ですから私は、こういう新しい大きな事業をやるには、当然、新年度の予算に計上して

当初予算の段階で十分審議をする、新たな事業というのは、当然そのような形でスター

トするのが極めて妥当だというふうに私は思うわけです。本来であれば2月の、先ほど

20日までに都の方に申請を出すというタイムリミットが示されたんで、すが、普通であれ

ば、例えば来年度の、 63年度の予算で提案をしても私は決して遅くないと思うんですが、

その問、数カ月検討期間も一一一これでも短いと思うんですが、 1年ぐらい私は検討した

方がし、し、と思うんですね。

しかし、どうしても急ぎたいということであれば来年度の、 63年度の予算に計上して

もし巾、と思うんです。そのくらいの時間は取った方が、将来のためにも禍根を残さなく

て、私は市長のためにもし、し、と思うんですが、仮に63年度の当初予算に計上されたとす

れば、東京都の、今 2月20日としヴ期限を福祉部長はおっしゃったんで、すが、普通であ

ればいつごろ出すものなんですか。いかがでしょう。

0議長(黒川|重憲君) 福祉部長。

0福祉部長(高野 隆君) 私どもは申請を、 62年度の補助申請をする、こういうこと

になりますと、計画書の提出が2月いっぱい、とこういうことでございます。これによっ

て基本計画、基本設計を出しまして、 63年度の 6月に補助の内示がある、あるいは来年

度中に決定がある、とこういうようなことでございますので、ここでは申請をするとい

うことです。

それで、東京都の年次計画の中では、 62年度の初め 6月ぐらいから大体話し合いをす

るということでございまして、これは東京都とは何回か、日野で特別養護老人ホームを

設置したし、意向があるということは申し入れてまいりましたけれども、具体的な話とし

て設計書を出すのが 2月いっぱい、こういうことで、私どもは何とかして、ここでまと

めたい、とこういうぐあいに考えております。

0議長(黒川重憲君) 古賀俊昭君。

024番(古賀俊昭君) 特養老人ホームは、もちろん国で定めたいろいろな基準がある 024番(古賀俊昭君) ちょっと、もう一度私にわかるように説明していただきたいん

のは、よくわかっております。 ただ、その基準を踏まえた上で、地域性、また時代のいろ

んな背景、こういったものをプラスして、やはりよりよいものを基準の上に積み上げて

いくことが、どうしても求められているわけですね。そうした工夫をするのは、行政と

しては当然だと思います。ただ、基準があるから、もうそれで十分だというのは非常に

おざなりな答弁ですし、ちょっと私は理解できないんですが、形のあるものは、とりあ

えず早くつくってしまおうという気があるんじゃないかなと私は思うんです。

ですが、 2月20日までに何とか出さなくちゃいけないとしヴ、このせっぱ詰まった事務

手続きというものは、これは普通ではないと思うんですね。ですから、通常の形でこう

いったものを出す場合には、大体いつごろ提出するのが一一東京都と協議を始める、計

画書の提出ということを今おっしゃったんですが、 普通は、こういうものは、いつごろ

出すものなのかというととを私はお聞きしたいんですけれども。

0議長(黒川重憲君) 福祉部長。
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0福祉部長(高野隆君) 例えば、先般私どもも拝見してまいりましたけれども、調 11月ぐらいから具体的な行動に入って、やはり大至急に基本設計をまとめたという話で、

その辺のところは日野と、かなり似ている状況がございました。その辺のところは、ど

こも、せっぱ詰まらないと、なかなか決断ができないところもあるかもしれませんけれ

ども、若干、調布の例というのは、今回の日野の例とほぼ同じような形で建物ができて

いる、こういうぐあいに思いました。

調布の場合は、やはり60人規模の特別養護老人ホームでございましたけれども、どこ

の自治体も同じような、やはり状況になるのかな、とこういうぐあいに伺って帰ってき

たところでございます。

0議長(黒川重憲君) 古賀俊昭君。

024番(古賀俊昭君) 福祉部長、調布に非常に失礼だと思います。せっぱ詰まらなけ

ればゃれない、どこでも同じだとおっしゃるのは。調布は、検討委員会をつくってやっ

たというふうに、今おっしゃったで、しょう、検討委員会に当たるものを。全然違うじゃ

ないですか。どうですか、その辺は。調布は、どういう準備をして行ったんですか、こ

の事業を。

O議長(黒川重憲君) 福祉部長。

0福祉部長(高野 隆君) 失言でございましたら取り消したいと思いますけれども、

私の申しましたのは、具体的な行動に入った時期が11月ぐらいというぐあいに伺いまし

布でこのたび、特別養護老人ホームをっくりました。調布の場合には、あれは11月にやは

り基本設計を出しまして、 2月いっぱいに書類を完成したものを出して補助をいただい

ている、こういうことでございまして、必ずしも日野だけがこのような形ということで

はなくて、かなり各市ともやはり、せっば詰まったと言えばせっぱ詰まった形で、やって

いる。しかしながら、現実に実施設計をつくるということは、来年度の設計書をつくっ

て、細かし、設計書をつくるわけですから、現在は基本設計ということですから、基本設

計をやはり大体がつくってし、く、とこういうことでやっていくということでございます

ので、建物に着工するのは来年度ということになりますので、その聞にしっかりした実

施設計をつくる、とこういうことになると思います。

0議長(黒川重憲君) 古賀俊昭君。

024番(古賀俊昭君) 来年度は実施設計と着工ということをおっしゃったんですが、

これもまた、えらくせわしい話ですが、その土台になる基本設計を 1カ月足らずで上げ

るということの不自然、さを私は今お聞きしているわけですが、調布の例を今お話になっ

たんですね。調布は11月ぐらいに出したとし、う、基本計画を提出して翌年度に向けての

いろいろな準備を始めたというお話だったと思うんですが、建築の知識のある方にちょっ

と聞きましたら、つくれと言われれば 1カ月ぐらいでできないことはないけれども、ま

ず、いいものは無理でしょう、というお話を私は聞きました。ちょっと無茶な話だとい

うこともおっしゃっていました。

なぜ、そんな土台になる基本設計をここで無理やり補正予算の中にねじ込んで、やる

ことはし、し、ことだから、とにかく急くやんだという式で押し切ろうとされるのか、極めて

理解しがたい状況なんですね。

調布は、検討委員会とかそういうものは、つくらなかったんで、しょうか。調布に行っ

てお調べになったということは、調布のいろんな設立までの経過をお調べになったと思

うんですが、調布市は、やはり突然、思いついたように11月に出したのか。例えばプロジェ

クトチームとか検討委員会のようなものを設けて、そうした準備の期間を十分にとった

上で一つの構想をもって臨んだのかどうか、調布の例のお話が出ましたので、その点御

存じだと思いますので教えてくださし、。

0議長(黒川重憲君) 福祉部長。

た。

0福祉部長(高野隆君) 調布の場合は、庁内にそれなりの担当者を置きまして、そ

また、その前に一定の庁内での検討をなされた、とこういうことも伺いましたけれど

も、具体的にどの程度のものがやられたのかというととは、具体的に開いておりません

ので申し上げかねる問題でございます。

0議長(黒川重憲君) 古賀俊昭君。

024番(古賀俊昭君) 私も調布に行って聞かなくちゃいかんなと、これで今思ったん

ですが、福祉部長が、調布に行ってお調べになったということは、この特養老人ホーム

をつくるに当たって、市の事業としてやるわけですから当然、検討の機関を持った、と今

おっしゃったわけで、すから、私はもう少し詳しく御存じだと思うんですね。

しかし、それを詳しく今ここでおっしゃると、日野市の立場が非常にまずくなるとい

うことで、今抽象的な形で少し言葉を濁されたような気がするんです。検討の機関を持っ

たということを御存じである以上、庁内にどういう組織をつくって、どれだけの期間を

費やして、時間をそこに投入をして、あるべき特養老人ホームの姿について十分、案を

練っていったかということを御存じだと思うんですね。れで話を具体的にしてきた、とこういうことを聞いております。また調布の場合には、
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そういうことをお調べにならないで、調布に行ってお帰りになったとすれば、私は何

しに行かれたのか全くわからないと思います。だから、調布と日野市は全く違うんじゃ

ないかと思うんですが、検討の機関を持ったということと日野市の現在の進めているや

り方は、調布のやり方と日野市のやり方は違うでしょう。どうですか。

O議長(黒川重憲君) 福祉部長。

0福祉部長(高野 隆君) 調布につきましては、余り細かいところまで承知いたして

おりませんので、ちょっと比較検討する資料は、持ち合わせておりません。

0議長(黒川重憲君) 古賀俊昭君。

024番(古賀俊昭君) まだ、かなりお聞きしなくちゃいけないことがあるんで、もし

聞に休憩等が入るようなことがあれば、その間に調布の例をよくお調べになった上で、も

う一度御答弁をいただきたいと思いますので、この件はーたん置くとして、調布の名誉

のためにも、日野市議会で間違ったことが何か例に引かれて出されたというのは、向こ

うの方にも非常に失礼だと思いますので、その辺の事業着手に当たってどのような準備

がされたかということは、私は十分参考になる、参考になるからこそ調布にお出かけに

なったんだと思うんですね。よくわからないでお帰りになったということじゃ何のため

に行かれたか、わからないと思うんです。もし、聞に休憩が入りましたら、その点はき

ちんとお答えをいただきたいと思います。

それから、この施設の規模なんですが、さまざまな基準というものが既にあるから、

別に、そう市で検討を積み重ねる必要もないんだというのが市長のお考えでございまし

た。よく私はわからないんですが、そうした漠然と、事業の規模も、また一一一面積はわ

かっております。収容とし、し、ますか、受け入れる老人の方は大体50人程度ということは、

一定の枠はございますが、どの程度の規模の建物になるのかということも私どもには、

今わかりません。この建物の、この施設の建設費は大体どのくらいお考えになっている

のか、そのくらいの考えがないと実施設計には出せないと思うんですね。その財源は、

またどのようにお考えになっているかどうか、その点をお尋ねしたいと思います。

それから市長は、特養老人ホームプラス、いわゆる在宅の老人ケアのセγターも合わ

せ持つというお話もされました。この在宅老人ケアのセ γターとしての機能を持つとい

うことであれば、これは基準というものは、いろいろまた考え方はあると思うんです。

どういう事業をやるかによって、建物の形態、内容というのは変わってくると思うんで

すね。どういうものが、この在宅のケアのセ γターで行われるということになっている

のか、こういうものがはっきりしないと設計には、ちょっと私お願いできないと思うん

ですが、この点はどうなのか、お尋ねをいたします。

O議長(黒川重憲君) 福祉部長。

0福祉部長(高野 隆君) 最近の国及び東京都の設置の条件といたしましては、地域

の在宅老人に対するサービスを展開する拠点としての、 いろいろな機能を合わせ持った

ような施設をつくる、こういうことになっております。

その内容といたしましては、ショートステイ、あるいはミドルステイというようなも

の、あるいはデイホーム、また給食サーピス、入浴サービス、リハビリテーショ γ、あ

るいは老人相談、そのような機能が混在一体となった施設をつくる、こういうような形

でのプラソが提示されています。

日野もそのような形のものを考えていきたい、とこういうぐあいに考えております。

O議長(黒川重憲君) 古賀俊昭君。

024番(古賀俊昭君) 事業費をお聞きしたんですけれども。

O議長(黒)11重憲君) 福祉部長。

0福祉部長(高野 隆君) 事業費といたしましては、 3，000平方メートルということ

での概略の設計といたしましては、概算見積もりといたしましては、約10億程度のもの

が本体となるというぐあいに思っております。

0議長(黒川重憲君) 古賀俊昭君。

024番(古賀俊昭君) 10億円、私は、 10億円以上かかるような気もしますね。今おっ

しゃったような在宅ケアのいろんな機能を合わせ持つ施設であるということであれば、

いろんな、また細かい機材の投入とか建物の構造というものが求められるわけですね。

仮に10億としても 2けたの億のつくお金を使ってつくる、市のお金を、また補助金もも

ちろんあるでしょうが、少なくとも公金です。それを使ってつくる建物が、とにかく駆

け足でつくればし、し、式に予算執行される、これは、ち ょっとやっぱり問題だと思います

ね。

やはり市の中で、ある程度の構想、をきちんとまとめて特養老人ホームをよりよいもの

につくる、そして合わせ持つ機能として在宅ケアのいろんな施設も設けるならば、これ

は、こうし、う形で日野市はいくんだというものを、案をやっぱり持ってスタートするべ

きですね。そして、 10億円のお金がかかるわけですから、来年度に私しても差し支えな

いと思うんですね。

今、とにかくお金は、 11億か10億か、とにかく 12億か13億かわかりません。とにかく

億のつくお金が 2けたかかるということは、わかりました。この内訳はどういうふうに
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お考えになっているか、もう一度お聞きをいたしますが、今おっしゃいました在宅老人

ケアの機能をショートステイとか、それからミドルステイ、デイホーム、入浴サービス、

給食サービス、リハビリ、それから相談業務、これを全部この建物の中でおやりになる

ことをお考えになっているんでしょうか。大変な仕事ですね。特養老人ホームプラスこ

れだけの仕事が果たしてできるのかどうか、ちょっと私、専門的な知識はありませんが、

かなり欲張っておられるなと思いますが、こういうものをやるというものが、きちんと

まとまったものはないというのはわかっておりますが、やはりどういう事業に重点を置

いて、この在宅ケアの設備を合わせ持つようにするのか、ただ考えられるものを羅列し

ておられるような気もするんですが、これは、きちんと決めて、もうこれでいこうとい

うものをお持ちになっているのかどうか。どうでしょうか。

0議長(黒)11重憲君) 福祉部長。

0福祉部長(高野 隆君) 先般、検討委員会を開きまして、そこの中で決めましたの

は、先ほど申しましたような機能を持たせる、またこれは、東京都の基準の中にすべて

これが含まれるような指導がございます。したがって、これからつくる特別養護老人ホー

ムというのは、単にベッドだけでなくて、そのようなサービス機能を持ったものをつくっ

てし、く、こういう考え方も上級の方でございますので、それに沿って我々としては、大

体考えたものでございます。

O議長(黒川重憲君) 古賀俊昭君。

024番(古賀俊昭君) 大体お考えになったら、こういうものが出てきたということな

んですが、この在宅の御老人に対するケアということは、この特養老人ホームにプラス

をして行う事業ですから、その事業を行う主体というものがどこなのかということが一

つ問題になると思うんですね。市は、直接は、やらないということを市長はおっしゃっ

たように思うんですが、この事業を行うのは、一体どこなのかということをもう一度お

聞きをしておきたし、と思います。

それから、もう一度福祉部長にお聞きをいたしますが、この事業の開始を、とにかく

急いでやりたいんだという非常に、はやるお気持ちがおありのようなんですが、この事

業のスタートは、いつだというふうにお考えになっているかどうか。先ほど、実施設計、

着工というようなこともおっしゃっておりましたんで、もう一度その点、お尋ねをした

いと思います。

それから、私が最初にお聞きした10億円程度の事業費だということでございましたが、

その財源は、どういうふうになっているかということはまだお答えになっていないんで

すが、その点も答弁漏れですのでお願し、し、たします。

O議長(黒川|重憲君) 福祉部長。

0福祉部長(高野 隆君) まず財源の問題でございますけれども、この内容は建築工

事が約6億、その他電気設備工事 1億1，000万、排水工事が 2億6，000万、とこのような

ものを総合して10億と申し上げたわけで、ございます。

また財源といたしましては、国からまいります補助金、約、現在のところっかんでお

りますのが 2億4，000万程度ということだと患いますし、あと起債が70%前後、これは

企画財政部の方でないとちょっとわからないと思いますが、その程度のものO その他の

財源につきましては市の方で出す、とこういうことで考えていくようになるんじゃない

か。私、ちょっとまだ細かいことは、企画財政部との突き合わせをしておりませんけれ

ども、そういうぐあいになるんじゃないだろうかと思っております。

それから、開始になる時期は、 65年の 4月ぐらいになるんじゃなかろうか、ちょっと

先のことでございますけれども、その程度の開設になるんじゃないだろうか。

それから、事業主体といたしましては福祉事業団ということで、これも東京都との協

議に入っておりますけれども、そのような形でそれが受け皿になる、こういうぐあいに

考えております。

0議長(黒川重憲君) 古賀俊昭君。

024番(古賀俊昭君) 急いで、この事業をどうしてもやらなくてはならないという積

極的な理由というのは、まだ私には、わからないわけです。来年度、昭和63年度の当初

予算に一一それでも早いくらいだと思うんですね。やっぱり 1年間ぐらいの、十分こう

煮詰めてし、く期間というものを設けた方が、より ベタ ーだというふうに私は主張してい

るわけです。

しかし、それは今のところ市長の考えとは相隔たっているような気がいたしますが、

今お話にありました福祉事業団の方で在宅ケアの方も行うということなんですが、福祉

事業団は社会福祉法人です。社会福祉法人ということであれば当然、営利団体ではありま

せん。ということになると、この在宅ケアを引き受けてやっていくということに関して

は、検討の余地が、私はあるような気がするんですね。来た方全部受け入れてやってあ

げることが可能なのかどうかということです。 ただ行けばいいのかということです。そ

の点、問題はないのかどうか。

それから福祉部長は、今、 10億からのお金を使ってやるこれだけの大きな事業の財源

が、まだはっきり企画財政との間で云々ということで、どこからお金が出てくるのか、
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はっきりおわかりにならないでこの事業をおやりになりたいというようなお考えのよう

なんですが、企画財政部長は一一今、企画財政部という答えが出ましたが、この特養老

人ホームは、どこのお金を使って幾らぐらいかかって行われる事業というふうに理解し

ておられるか、その点。

財源がどこから来るかわからないでスタートする事業、そういう予算の提出というの

は余り、私、聞いたことがないんですが、いかがでしょうか。

0議長(黒川重憲君) 福祉部長。

0福祉部長(高野隆君) 福祉事業団につきましては、御質問のように福祉法人でご

ざいます。福祉法人のやる事業として、このような特別養護老人ホーム、またその他の

在宅老人に対するサービス事業、これは、まさに適合する、とこういうぐあいに考えて

おります。また、東京都もそういうぐあいに考えております。

また、既にこのような形で福祉事業団が、特別養護を抱えて既に事業を開始している

区もございますし、そのようなことから判断いたしますと十分にできるんじゃないだろ

うかというぐあいに考えております。

0議長(黒川重憲君) 企画財政部長。

0企画財政部長(長谷川暢男君) 私の方も、 10億円というような一つの見積もりの中

で設計費の予算計上をさせていただきました。もちろん、この事業につきましては、総

額で、総経費が10億だということでございますので、それに関連する国の国庫補助、あ

るいは市債、これで7割程度持てるという考え方を基本的に持っているわけでございま

す。

以上でございます。

O議長(黒川重憲君) 古賀俊昭君。

024番(古賀俊昭君) 財源については国と、それから起債、あとは市の方だというこ

とで漠然、と理解しておられるようなんですが、当然、庁内で検討しておられないんですか

ら、それぞれ受け取り方は一般論をお述べになるしかないと思うんですね。その点は再

三、今申し上げているとおりです。極めて拙速であるということが、ここにも一つ出て

きていると思うんですが、福祉事業団がやるということは、今、福祉部長の方で十分で

きるし問題はない、適用できるんだというようにおっしゃったんで、すが、この在宅ケア

というのは有料か無料か、これはどうなんでしょうか。

0議長(黒川重憲君) 福祉部長。

0福祉部長(高野隆君) 特別養護老人ホーム、これは一定の国の認可基準に沿った
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施設でございますので、必ずしも有料という形で一一一有料ではございますけれども、い

わゆる国の基準に沿った、例えば所得比例とか、そのような形の本人負担、あるいは保

護者負担、このような形の事業として展開される筋のものじゃないかと思います。

したがって、既に至誠老人ホーム等で委託してやっております形と全く同じような形

のものを実施する、こういうことだと思っております。

0議長(黒川重憲君) 古賀俊昭君。

024番(古賀俊昭君) 至誠老人ホームと日野市の福祉事業団は、これは全く性格が、

同じ社会福祉法人ですが、違いますね。その社会福祉法人というもの一一法人格を持っ

た日野市の福祉事業団が、お金を取って福祉サービスを行うということは問題ないんで

しょうか。その点はどうでしょうか。ちょっと参考のために教えていただきたいんです

が。

0議長(黒川重憲君) 福祉部長。

0福祉部長(高野 隆君) 社会福祉法人という点での性格におきましては、至誠学舎

も福祉事業団も全く同ーということでございますし、これから考えておりますいろんな

事業は、民間の既にやっております特別養護老人ホームなり、あるいは福祉事業団立の

特別養護老人ホームも全く同じでございますので、これについては同様なものが展開で

きるだろうと思います。

また、御質問にございます、有料のサービスという形で御質問がございますのは、現

在、市長が行政報告の中で申しました有料の家事援助事業とこういうような形とは、若

干これは違う、別な形で展開すべきものだというぐあいに思います。これは、若干既に

他市でもやっておりますけれども、有料という形でやっております家事援助事業、これ

とは違うというぐあいに御理解願いたいと思います。

0議長(黒川重憲君) 古賀俊昭君。

024番(古賀俊昭君) 高幡の特養老人ホームの建設計画は、極めてあいまいな計画で

あるということは、これはだれしも認めざるを得ないと思うんですね。そうでないと抗

弁しておられますが、十分な検討期間も設けていないし、ただつくればし、し、式で急いで

やる必要性は一一一来年度、とにかく 4月以降は、十分現在のアゼリヤ会等にお願いする

形で対応できるということをはっきり市側が言っているわけですから、私は検討期間を

十分持って、将来し、し、ものをつくったと評価が得られるような、そうしたものを目指す

べきだと思います。

それから、きのうの行政報告の質疑の中で、との高幡の特養老人ホームについては、
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私有地に日野市が設置をして、運営管理は委託だというようなことをおっしゃったんで

すね。福祉事業団が予定されているという答弁だったと思いますが、私もいろいろ、き

のう答弁をお聞きして、関連でも何も聞かなかったわけですが、ちょっと自分なりにい

ろいろ調べてみたんですが、福祉事業団に委託をするということになりますと、民間に

委託をしているというふうに、ちょっとそそっかしい人は早とちりするんですね。これ

は、実際の運営は民営化だというふうにそそっかしい人はとるんです。

しかし、私、よく今の福祉事業団の今までの運営とか設置されたときの定款ですか、

規則とかそういうものをちょっと見ましたら、すべて市の一一一職員の方の処遇とかそう

いうものは、市の制度に倣うというふうになっております。

そこで、ということであれば、市が実際やっているのと余り変わりないなということ

に結論づけざるを得ないわけですが、 9月議会で大問題になりました 3短、いわゆる給

料を 3カ月間早く、 1年待たずに昇給をさせようという市長の無茶苦茶な提案は、不幸

にして通りましたが、この違法な 3短は、福祉事業団の職員に対しても適用されたのか

どうか、この点お尋ねをいたします。

0議長(黒川重憲君) 福祉部長。

0福祉部長(高野 隆君) 福祉事業団の性格につきまして御質問がございましたけれ

ども、福祉事業団は、あくまで民間でございます。これは、いわゆる団体職員、こうい

うことで地方公務員法の制約は受けない、とこうし、う職員でございます。したがって、

いわゆる福祉法人の職員と同等であるというぐあいに思います。

また給料につきましては、次官通達によりまして市に準ずる、とこういうことになっ

ておりますけれども、これについては、現在まだ 3短については実施しておりません。

個々については検討を要するかもしれないと思っておりますけれども・・・。

O議長(黒川重憲君) 古賀俊昭君。

024番(古賀俊昭君) 民間なんですよ、社会福祉事業団は。民間なんですけど市の制

度に倣うということですから、 3短は絶対適用はないんですか。

0議長(黒川重憲君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 日野市福祉事業団は、これは先般の広報にも市民の皆さんに

御承知いただこうと思って御紹介いたしましたどとし第三セクターと言われる、つま

り官民のそれぞれの新しい活性化を期しての一つの方策である、そのことをまた認めた

上で認可もいただいておる、市長が理事長になるということは、むしろそれは条件であ

る、とこのように指導を受けております。

それから職員につきましては、これは性格は、やっぱり公務員ではない、団体職員で

あるというふうに解すべきだと思っております。公務員に準ずるという一つのまた見解

もあると思っておりますが、日野市福祉事業団の職員の場合は、 6カ月延伸に該当した

職員はいないわけであります。したがって、 3短もあり得ない、こういうことでありま

す。

0議長(黒川重憲君) 古賀俊昭君。

024番(古賀俊昭君) それでは、市長は、はっきり 3短はあり得ないとおっしゃいま

したので、これは私は納得いたしますが、 6カ月昇給延伸がなければ3短がないという

のは、これは理論の一つの帰結として別に胸を張っておっしゃることじゃない、なけれ

ばないで別にいいんですが、その他の休暇とか、いろんな制度上、民間機関でありま

すが、そういったものを取得する場合には市と同じようなやり方、また昇給、ベア等に

ついても市に倣っているんじゃないかと思うんですが、その点はいかがでしょうか。

0議長(黒川重憲君) 福祉部長。

0福祉部長(高野 隆君) 市の職員に準ずるということを次官通達等でも言ってきて

おりますし、東京都の指導もそのようなことでございます。したがって、勤務条件等も

市の職員に準ずる形で実施しておりますけれども、全く同様でない部分も若干ございま

す。

しかしながら、ほとんどが市の規則に準じて休暇等はとっている、これが実態でござ

し、ます。

0議長(黒川重憲君)

024番(古賀俊昭君)

古賀俊昭君。

ですから、 3短のことは私わかりましたが、そのことを除けば

6カ月の昇給を先送りしたということがなければ、当然なくて当たり前のことなんです

が、ほかの処遇、これは、すべて市の職員の方と同じだというふうに理解されるわけで

すね。ということは、これは、今、民間機関だということは制度上は言えると思います

が、実際には市が直営しているのと同じ形になるのではないかと思うわけです。

今、第三セクターという言葉を市長は使われたんですが、この第三セクターという概

念に、この社会福祉法人である福祉事業団が該当するかどうかというのは、ちょっと議

論の余地が私はあると思うんです。純粋に、例えば至誠老人ホームのような形で運営さ

れる場合と、社会福祉法人の社会福祉事業団がこうした特養老人ホームプラスアルファ

の施設を運営する場合に、補助金等運営費とか人件費とか、いろんなものが考えられる

と思うんですが、そういったものは全く同じなのかどうか、その点、至誠老人ホームの
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ような場合と福祉事業団が運営する場合は、全く補助、それから経費に対するいろんな

補助のかさ上げとか、いろんなものが考えられると思うんですが、そういうことは同じ

なのかどうかですね。いかがでしょう。

0議長(黒川|重憲君) 福祉部長。

0福祉部長(高野 隆君) 公立民営、こういう形で考えておりますので、公立という

ことで考えますと、民立の場合は国が 4分の 3持ちまして、あとは都道府県持ち、こう

いうことになるわけですけれども、その部分は市町村持ち、とこういうことになります。

したがって、都が負担すべき 4分の 1は市が負担する、こういうことでございます。

0議長(黒川重憲君) 古賀俊昭君。

024番(古賀俊昭君) 私がやっぱり思ったとおりなんですね。いわゆる民間、第三セ

クターや民間が運営する場合には、国が 4分の 3、それから都道府県、日野の場合は東

京都が残りの4分の lは持つ。しかし、その他の場合、つまり福祉事業団に委託すれば

民間委託だというふうに、市長は我々に理解させたいんでしょうけれども、みんなそう

とる人もいるわけですが、実はそうじゃない、都道府県が持つべき 4分の lについては、

今、福祉部長のお話では市町村が負担するんだ、つまり日野市が出すということが言わ

れました。だから民間委託じゃないんですよ、実態は。給与制度もそれから待遇、いろ

んな処遇も全部市の職員と同じ、経費は4分の lは、都道府県が負担する分は日野市が

持つという形に福祉事業団の場合なるわけですね。なぜ民間でやらないんですか。そう

した検討は一切やってない、ゃった結果がこうなんですか。

0議長(黒川重憲君) 市長。

0市長(森田喜美男君) よく論議になるわけでありますが、今日の土地事情で都会の

自治体が、一方の地域社会でなるべく包含をして弱者も自分たちの社会の一員として、

そうして助け合ったり援護したり、そういう形が将来の日本の目指す方向だと言われて

おります。

そのことと対比いたしまして考える場合に、日野市で民間の法人格がないわけじゃあ

りませんが、自分の所有されている土地を法人格に寄附をして、そうして一定の条件を

整えて行われておる社会福祉法人も、まれにはあるわけでありますが、これからそうい

うものを求めたって到底需要に合うような、そうし、う設立のされる見通しはないという

のが今回の結論であります。

したがし、まして、日野市の中にそういう施設を設けるということになりますと、市が

土地を買って法人格に貸与するか、あるいは市自身が持っておる土地をそういう形で事
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業化するか、こうし、う以外にないわけでありまして、今日のような地価高騰の中で社会

福祉法人とし、ぅ、つまり利潤を追求する集団でない、そうし、う特殊な法人が、期待はし

ても到底生まれるはずはない。

そこで一歩前進をして、なるべく法人格の資格に合うような方式をとりながら創意工

夫をして事業を興していくというのは、私は自治体の知恵だ、とこう思っております。

そういう意味での今回の仕事でありますし、アゼリヤ会は、確かに八王子の山寄りの方

にあるわけでありますけれども、今日の世論としては、なるべく自分たちの地域に近い

ところにほしいんだ、と。恐らく日野市で市内につくれば、よそへ行っている人たちも

戻ってきたし、という方が、また出てくるでありましょう。この措置は、これは福祉事務

所が一定の基準に沿ってやるわけでありますが、先ほどの、今回考えます施設が有料か

無料かということもあります。私は、措置として無料の部分もあってし、いとは思います

が、やはり一面には、ある程度の負担もしてもらう、そういう形で地域社会で、持ちつ

持たれつの関係を行政が主導性を持ちながら展開をしていくとし、ぅ、そういう施策こそ

これからの高齢化社会に必要な方法だ、そのために60年の時期、たまたま、 'これは障害

者施設のつばさ学園を経営する主体として、日野市福祉事業団を設立いたしました。そ

の後、給食事業をこれまた理事会で決めて認可申請をし、認可を受けました。今回の、

別の在宅ケアのシステムも今申請中だということをきのう御報告いたしました。

考えております養護老人ホームもそうし、う事業の一貫として、これから社会のニーズ

として、なくてはならない。それを民間の法人格にのみ依存をしておるということでは、

ちょっと発展は困難だ、特にこうし、う土地事情があります。できれば地主の方が自分の

一一高幡におられます須崎さんのように、自分の土地で、自分が法人格をとりながら経

営をしていただくとしヴ有志が続々出れば、大変幸いでございますが、これは期待が難

しい。やっぱり行政が、ある程度の先導性を持ちながら道を開いてし、く、これが新しい

社会に向かう大切な地域の知恵というべきものだと私は思っております。

それから、拙速だとおっしゃいますけれども、見通しが立てば私は、こういう事業こ

そ、まさに人権の問題が存在し行政でなければ給源できない、そういう状況を一日も早

く、 一年でも早くこれを事業化するということは当然のことではないかと思っておりま

す。つまり、用地の決定に手間取ったということが、そういう余裕のない状態になった

ということは、私の責任だと思っております。

それから、いろいろまだ未決定の問題もあるわけでございますが、しかしながら法規

には、きちんと違反をしない形で、そして東京都の、今、指導を受けながら進めておる
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わけでありますので、そのあたりのところは、ひとつ御理解をいただくことによりまし

て、仕事を一歩でも一白でも早く前進をさせるという方に御理解をお願いしたいと思う

わけであります。

0議長(黒)11重憲君) 古賀俊昭君。

024番(古賀俊昭君) 市長が前段でおっしゃった、この施設の必要性、また考え方は、

主ムもまったく同じです。一日でも早く前進させるということは当然です。だからこそ慎

重になる部分は慎重に、確実な施策と してこれを完成させるために時間が必要なところ

は、かけなくちゃいけないんですよ。本当に急ぐのであれば慎重でなくちゃいけないん

です。

私は、さっき、福祉事業団の性格から形の上では民間委託だけれども、実際は市の直

営と同じだということを申し上げ、たわけで、すO しかし、そういうものを求めてもあり得

ないというのが市長の一一市長がどこで検討されたかしりませんけれども、結論だそう

ですね。しかし、知恵は、しぼれば出るんですよ。また努力をすれば実るんですよ、必

ず。現に近隣には、老人の給食サービスも福祉事業団がやっておりますが、実際は至誠

老人ホームが請け負ってやっているわけですよね。孫請けの形でやっております。別に

ほかに、老人ホーム以外に私は知りませんが、こういうものが、現にかなり大掛かりに

大規模な福祉事業をやっておられるわけですから、こういうところのカを借りることも

検討すれば、全く 100%だめだということは言えないような気もします。

しかし、検討した結果がこれだということをおっしゃるには、それなりの理由があっ

てのことだと思いますが、動機が純粋で正しいから、いかなる方法も正当化されるとい

うことじゃないんですよ。ですから私は、半年ぐらい、来年度予算にのせるようなつも

りで十分に時間をここでおとりになった方が、市長の願っておられるようなものをつく

るには、むしろ早道ではないかということを申し上げているわけです。この点、市長と

は平行線なんですが、先ほどの福祉部長のお答えでは、その管理運営費等の諸経費の、

どういう基準で算出するのかわかりませんが、全体の 4分の 1は、福祉事業団であれば

日野市が負担をしなくちゃいけない、しかし、いわゆる第三セクターと考えてし、し、と思

うんですが、いわゆる民間の福祉法人であれば、これは東京都がみることができるんだ

というお話でした。一度つくった施設は、永続的に事業を続けてし、くわけです。内容に

劣るものがなければ、やはり経費の商で出発当時に内容がより充実していればし、し、わけ

ですから、少しでも経費がかからない、そしてより大きな効果が期待できる方法を選択

するのが、行政としては当然の対応の仕方だと思うんです。今考えられるこの 4分の 1

を日野市が負担することで、負担しない場合との対比で年間どのくらいの支出増が考え

られるのか、この点、委員会での審査の参考にもなると思いますのでお答えをし、ただき

たいと思います。

0議長(黒川|重憲君) 福祉部長。

0福祉部長(高野 隆君) 約、国の措置補助、総額が l億8，500万だと思います。と

れは、 50人規模で大体計算した東京都の資料によりますと、そのぐらいじゃないか、と。

そのうち東京都の負担分、これは4，600万ぐらいというぐあいじゃないだろうかと思い

ます。それが結果として4分の lというようなことだろうと思います。

0議長(黒川重憲君) 古賀俊昭君。

024番(古賀俊昭君) 年間、今、部長のお答えでは、 4，600万違うということをおっ

しゃったわけで、すね。同じ効果が期待できて4，600万出すか出きないかというのは大き

いわけですよ、年間。市長自身も、最近は財政が厳しいということを認められるように

なってきたわけですね、日野市の場合。今までは、そういう御認識は全くなかったよう

なんですが、手元の財布に余りお金が、最近入らなくなったという認識は持っておられ

るわけです。そういう時期にこういう事業を興す場合には一一一4，600万円をけちれと言

うわけじゃないんです。同じような効果がちゃんと保証されて期待できるならば、これ

を節約できる方法を、知恵をしぼって、やっぱり探すべきだと思うんです。何もここで

用地のめどがついたからといって、わずか 1カ月足らずで、とにかく設計まで上げてやっ

てしまうというのは、どうなんでしょうね。ちょっと私には理解できないんです。

私は、 4，600万円がもったいないから言うわけじゃないんです。けちれと言っている

わけじゃないんです。それを出すことによって、もし使えばほかの施策に充てることも

できますね。新たな事業に娠り向けて、より市民福祉向上に充てることだって期待でき

るわけです。そうしたアイデアとか知恵をどうして求められないのか、そういうものは

ないんだというふうに初めから決めつけて、そういう努力をしようとしない。考え方、

動機、出発点、これは、私ども、皆、全員同じですよ。しかし、やり方が非常に問題な

んです。この点について市長は、全くそれく らいのものは大したことはない、知れてい

る額だというふうにお考えなのかどうか、その点は、いかがでしょう。

0議長(黒川重憲君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 先ほど古賀議員も言われたように、もし市が直営したらこれ

はどういうことになるかということの比較をほぼできるわけであります。したがって、

なるべく第三セクターとか民間方式に近い方法をとるということに進めておるわけであ
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りまして、もし市内に立派な法人格ができて、引き受けてやってやろうというようなと

ころができれば、私は、またそれにお願いをすればいい、とこんなふうにも思います。

建物のことは別です。あとの経営のことです。

だからスタートは、やはり公設民営で進める、こういう ことが今の時点の一番とるべ

き方式である、このように考えております。

0議長(黒川l重憲君) 古賀俊昭君。

024番(古賀俊昭君) 市長、これは民営じゃないんですよ。民営の場合と年間4，600

万円違うとし、う数字が、はっきり出ているわけですよ、額が。 言葉だけでは民営だけれ

ども、実態は違うんですよ。民営じゃないんです、これは。

準備は、ほとんどなされないで、ただつくればし、し、だろうということでやってしまお

うという意図は、はっきりしているんですが、果たして、委員会にはぜひ一一私、ここ

でお答えになれれば教えていただきたし、と思いますが、十分な資料を委員会には提出を

お願いしたいと思います。それは、じゃあ日野市のような方法で、今、市長がかなり強

気で答弁なさっておりますので、私お聞きしたいんですが、今回、日野市がとろうとし

ているような運営方法で、こういう特養老人ホームをやっているところはどのくらいあ

るのか。今、思い出しましたが、先ほど調布のことを部長はおっしゃいました。調布は

どういう形で運営をしているのか、それを参考にお聞かせをいただきたし、と思います。

O議長(黒川重憲君) 福祉部長。

というのは、調布のような場合を言 うんだと思うんです。調布は、今のお話では日野市

のような方法はとっていないということです。

じゃあ、日野市のような方法をとっているところが、日本全国では広過ぎますが、近

くでどこかあるんでしょうか。市長は、日野市のような方法がし、し、というようなお考え

のようなんですが、よそは、じゃあそういう方法をとっているかどうかです。

0議長(黒川重憲君) 福祉部長。

0福祉部長(高野 隆君) 日野市は、福祉事業団の第 1号、都内で第 1号でございま

すが、他県には、たくさんあるんです。

東京都の場合には、今まで福祉事業団方式をとっておりませんので、東京都の中では

日野が第 1号、こういうことでございます。すぐに、後でできました台東区が福祉事業

団を第 2号でつくりました。ここは、特別擁護老人ホームを抱えてやっております。し

たがって、例といたしましては、台東区の例なんかは身近な例じゃないだろうかと思い

ます。

0議長(黒川重憲君) 古賀俊昭君。

0福祉部長(高野隆君) 調布の例を言えということでございますが、調布の場合は

024番(古賀俊昭君) 台東区しかやってないんですよね、じゃあ、ということで。こ

れから続々と、こういう日野市方式でやるところがあるとか、あっちもやっています、

ここもやっていますよということじゃないんですね。たまたま、台東区があったという

感じだと思うんです。だから、実態は直営とし、う方法は、皆避けたいんだと思うんです

よね、これからの時代は特に。民間だとか第三セクターという言葉は多用されて、あた

かもそういう形態のように印象づけようとしづ動機は、よくわかるんですけれども、実

際は全くそうじゃない。どうして、そんなにここで、急逮一一ーもう少しいろいろ練っ

て、より完成度の高い案をまとめる努力をされないのかどうか、この点、非常に疑問が

残ります。

それから、これだけの施設を、 10億円からのものをつくるということで、当然地域に

とっては、皆さん歓迎すべき施設だというふうに大方の方はおとりになるでしょうが、

地元の方に、これを事業化するに当たって、きのう市川先生もいろいろ聞いておられま

したが、例えば、ちっちゃなマソショ γができるときでも地元と話し合いをやるんです

よね。今も請願が出たりして非常にやかましく議論をやっているわけですが、こういう

ものをおっくりになるときは、やはり市も何らかの説明をされなくちゃいけないという

ふうに思うんですが、もう高幡の特養ホームの周辺の方とは、お話しになって、同意、を

得ておられるんでしょうか。

第三セクターでやっております。これにつきましては、西武が一枚加わりました。それ

で、市と第三セクターをつくってやった、資本も 1億2，000万ほど出した、とこういう

ことでございます。これが、最近の一番近い例と思っております。

0議長(黒川重憲君) 古賀俊昭君。

024番(古賀俊昭君) ですから、調布は今のお話だと、つまり都道府県が負担すべき

4分の lの、いろいろ措置等にかかわる経費の都道府県分は、負担してないわけですよ

ね。だから、日野市のような方法じゃないということですね。西武としヴ民間が出資し

たということで、いわゆるこれが第三セクターなんですよね。市長が言う第三セクター

というのは、身勝手な解釈なんです。第三セクターと一一市以外はみんな第三セクタ一、

数字の 1以外は、みんないっぱいで片づけるのと一緒なんですよ。そういうアバウトな

感覚で第三セクターという言葉は、こうし、う議論の際には、やっぱり慎まなくちゃいけ

ないと思うんです。よくおわかりになっていないのかもわかりませんが、第三セクター
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0議長(黒川!重憲君) 福祉部長。

0福祉部長(高野隆君) 地域の市民に対します説明会は、大体青写真ができてから

なるんじゃないですか、もし工事でもやるということになれば。今からの説明会をやる

ということでいいんですか。いかに突発的に思いつきであいまいな計画のままやろうと

しているかということが、よくわかるんですよ。住民の意見を聞いて住民参加で、市民

の意向を尊重して市民参加、言葉は羅列されますけれども、実際、具体的なこういう事

業になってくると、地域の方には、これから説明します。暮れの忙しいときに、新年の

また浮ついた気分のときに、いつ説明するんですか、これ。本来、もうやって、それか

ら来年度にやる、事業をスタートさせる、開始するというのが、どう考えても地域の方

にも受け入れていただけるでしょうし、方法としては、よりベターなんですよ。

これは、福祉セγターとか、それから都内で使われている広場は、今はゲートボール

をやっているかどうか私、知りませんが、あの事件の直後はゲートボールをやっていま

した。今、市川先生の方からもやっているということです。じゃあ説明会は、理解や了

解を得るためには当然、長年議会からも言われてきた、時代の要請だとおっしゃるなら、

地域で初めて歓迎されて施設は生きてくるんじゃないんですか。この件はし、かがでしょ

う。説明会は、これからでも十分だというふうに、今までやる必要はなかったという

ふうな御判断かどうか、どうでしょう。

O議長(黒川重憲君) 福祉部長。

0福祉部長(高野 隆君) 他の施設もそうだと思いますけれども、基本設計を持ちま

して地域の説明を行う、こういうことじゃないかと思うんです。東京都とも今折衝して

おりますけれども、そのような形でし、くのが普通の状態であるというぐあいに理解して

おります。

というぐあいに考えておりますので、大体できましたら早速行いたい、こういうぐあい

に考えております。

0議長(黒川重憲君)

024番(古賀俊昭君)

古賀俊昭君O

これからということですよね。まだ地域の住民の人に対しては、

一切説明が行われていない。しかし、事業はスタートさせる、もう設計に入っていくん

だ、と。自治会の組織がなかったり町内会のような連帯地域の方々がしている組織が存

在しないということであれば、そうし、ぅ、後で知らせればいいや式でも仕方なし、かもわ

からないんですが、かなり大きな、こういう一つのきちんとした目的を持った施設がで

きるというときには一一よく、住民参加でというようなことを口癖のように、オウム返

しに言う人たちもたくさんいますが、実際は、こういうときに住民参加で、ものを決め

ていくという考え方がきちんと市政の中に確立されていれば、何らかの説明は、もうで

きていなくちゃいけないんじゃないでしょうか、こういうものをこの地域に予定してい

ますよ、と。

あの場所は、私が昭和57年に一一高幡の福祉セγターとし、う老人福祉施設を建築確認

を受けないで、構造が危険建物、構造強化がしてない、しかも無許可の建物をお年寄り

に使わせたという老人憲章違反第 1号を市長はやったわけですよね。この建物も現在存

在をして、かけなくてし、し、お金をかけて建築確認申請をあわてて出した、あわてて出し

たらこれが、なお、多少手を入れるだけじゃだめだということで取り下げた。で、また

やり直して出してつくったのが今の福祉センターですね。

市長は、広報紙上でも謝罪文をこの件では出されたわけで、すO こういう、現に使われ

ている建物があるわけです。地域のお年寄りは、この社会福祉セ γターを、高幡周辺の

方はお使いになっていますね。これが一時的には使用できなくなると私は思うんです。

きのうのお話では、あれは簡易建物だ、仮設の建物だという市長はきのう言い方をして

おられましたが、仮設にしろ何にしろ、今お使いになっている方がある。つまり利用を

している方にすれば状況の変化があるわけです。何もないところにつくるにしても説明

会等は事前に、大体今は、ゃるのが常識ですね。いきなり着工とか、こうし、う計画がで

きましたということを後で知らせるなんていうことはないわけですよO 現に建物があっ

て利用されている。あの横の方は、私もう最近は久しく行っていませんが、ゲートボー

ル場もありましたね、福祉セγターの隣には。ゲートボールをやっている方も使えなく

0議長(黒川重憲君)

024番(古賀俊昭君)

古賀俊昭君。

今まで説明する必要は全くなかった、これからやれば十分だ、

それが市の対応としては問題がないし、それでし、し、といういま市側の見解なんですが、

私は、先ほど申し上げたような理由で当然説明会をやっておくべきであった、事業を始

めるならば。予算化するのであれば。そうした説明をしないままこうした予算を通すと

いうのは、非常に後でいろんな問題を起こすんですよ。

その具体的な例を今、私ちょっと頭に浮かびましたから申し上げますが、先日の建設

委員会で自転車の駐車場を建設する、設置するということで、豊田駅周辺の新しく予定

をされている設置箇所に請願審査の前に行きました。そうしましたら、付近の方がたく

さん大歓迎してくださいまして、どうしてこの場所に自転車置き場なんかをつくるんだ

ということで、大変なお叱りを受けたんで、すO 私どもは、当然この設置に関する費用は
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9月の補正予算で出てきていましたから、地元の自治会に対して、自治会がなければ一

一自治会は、あそこはあるんですけれども、とにかく近隣の方に、こうし、う施設を市で

は考えております。放置自転車に頭を悩ましているというのはだれしもよく理解できる

ことですから、根気良くお話を重ねられて説明を十分にしておカ亙れれば、あれだけすご

い剣幕で、現地視察調査に行ったメ γパーに論難するというようなことはなかったと思

うんですね。

で、説明はしたということを議会では、委員会でおっしゃいました。説明はしたけれ

ども、了解を相手がしたのかどうかという点は、だれしもあいまいだったと思うんです。

というのは、私どもは市側の説明から当然、予算の内容を我々なりに、当時判断をした、

全員判断をしたわけで、すO そのことは、つまり予算がそのような形で出てくるというこ

とは、地域で十分説明が浸透して、ある程度の了解点に達した、つまり工事着工には支

障はない、問題がない、すぐに事業化できるという判断があったからこそ、予算に数字

を出して計上してこられたと思うんですよね。

しかし、それを私どもは、市の説明を信じ、またそうした背景が当然あるものという

ふうに思っておりましたから、さしたるその点に関する質疑や議論はしないまま全会一

致でこれは通ったわけです。ですから、まさかその箇所に行って請願が出てくるという

こともちょっとおかしいなという気はいたしましたが、反対の請願が出ることも予算が

通ってから出るというのは、ちょっとおもしろいケースだなと思いながら来ました。皆

大勢お出になってかんかんなんですよ。これは市の体質が、やっぱりあると思うんです

よね。後で、既定事実をつくって知らせれば何とかなるんじゃないか、これでいってし

まえという。

これが、今回の特養老人ホームの場合に同じようなことが起こるとは思いませんが、

こうした計画が何年も前から構想があって、市長はあの場所しかないという結論を持っ

たというなら何らかの形で、やっぱり市民対話集会とか何かそういうようなのをやって

おられるようなんですが、どうしてその場所で、これだけ、 10億円からのお金をかけて

つくる建物ですよ。こういうものができます、ゲートボール場もしばらくお使いになれ

ないかもわかりません、高幡福祉セγターで、あそこは舞台もついていますからいろい

ろな多目的に使っておられます、そういうものもしばらくは使用が不可能になるかもわ

かりません、その時期は、こういうものが考えられます。より素晴らしいものをつくり

ますから御理解を、ということぐらいは一一情報公開という条例をつくった後、こうい

う知らせないということが堂々とまかり通っているというのは、ちょっと理解できない

んですね。

福祉部長は、今からの説明でも全く問題ないんだというお考えですが、市長も全く同

様の考え方なのかどうか、いかがでしょう。

0議長(黒)11重憲君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 今回の場所は、これは十数年前に市営住宅を建てるというこ

とで用地を求め、その事業に進めたわけでありますが、高幡地域で、きのうもお話しし

ましたとおり潤徳小学校は1，500名を超える過大校の状態、である、あるいは下排水の施

設は全くない、それらのことを取り上げられて市営住宅の変更とし、し、ますか、計画の変

更を求められたことがあります。きのう市川議員さんからもそのことを言われて、当時

の状況もよく知っておるわけであります。大体、福祉施設ないしは社会教育施設をつく

るという約束で後日のととが合議されてありますから、今回の施設について、特に広域

な高幡という地域で特別に反論をされることはないだろう、とこのように思っておりま

す。

あの周辺は、建て込んだ密集地ということではありません。浅川iに面し隣は市営住宅、

それから北側は、御承知のとおりの全農の市が借りておるグラウソドであります。これ

から潤徳小学校の対岸との関係では、歩道橋としての二番橋をかけようという計画もあ

るわけでありまして、あわせて、この土地の隣接地の国有地が70坪でありますから、こ

れも国に払い下げをお願いをして、ある程度の道路の整備をやっていこう、こういうこ

とでありまして、ちょうど市の発展に一一用地のこれからの一つの使し、方、つまり福祉

事業としての使い方、こういうことが絶好の場所として考え られるということになりま

しTこO

たまたま、間口、関口とし、し、ますか、面積は約3，000平米、そして川沿いにやっぱり

道路をつくらなければならない、これは将来のために大切で、ありますから、そのために

占める部分がかなりある。そうすると残りの面積からいって、まことに狭い部分がある

もんですから、ちょっと地形的には無理があるなということは感じますけれども、しか

し、建物が建たないという場所ではない、という内部の専門的判断もございますし、そ

こで、多年にわたって、いろいろな考慮をめぐらせた一つの事業があそこで可能である、

こうしヴ結論に達したということでありました。何か迷惑施設というふうには、私は言

われない施設だろうと思っておりますし、周辺から、 3階程度の建物を建てて特に影が

かぶるとか、そういうことよりも、むしろ歓迎をされる、特に福祉センターの恒久的な

スペースも取っていこうということでありますので、理解をされるとともに、お願いす
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ればわかっていただける、このように思っております。

ゲートポールの場所というのは、これはすぐフェンスがありますけれども、野球など

をやっている全農の土地もあるわけでありますから、この部分に場所を変わることは可

能でありますし、それから一時、建築期間中、仮設の状態の福祉セソタ ーの閉鎖という

ことは伴うわけでありますけれども、何かこれも工夫をする、つまり他の場所を使って

いただくような方法で、絶対的な理由にはなり得ない、そういうふうに思うわけであり

まして、市民参加というのは、地域ももちろんでございますけれども、全体から考える

と、この事業ぐらい待望されておる施設は、当面考えるならば第一番に指を折る、そう

いう施設だ、とこう思っておりますので、そういう意味での市民参加の合意はいただけ

ることだ、こう思っておるわけであります。むしろ停滞をして先延ばしをするよりも、

可能であれば 1年でも半年でも早くやれというふうに言われるべきものだろうと思って

取りかかりました。

そういうことでございますから、いろいろの御批判は十分仕事の遂行のための大切な

御意見として承りまして、ぜ、ひ実施させていただきたい、このように思っております。

O議長(黒川重憲君) 古賀俊昭君。

024番(古賀俊昭君) 市長のおっしゃる点で、立派なものを市民ニーズに応えてつく

りたし、ということでは、繰り返しになりますが、同じなんですよ。だからこそ、よりよ

いものをつくるための努力を時間をかけるべきときには、かけてやることが、将来のた

めにはし、し、んじゃないかということを私は申し上げているんです。

それで、今、市長は川沿いの道路ということをおっしゃったんで、あの場所を今思い

浮かべてみますと、道路は、やっぱり狭いですよね、高幡福祉セソターに至る道路は。

地域の方からも歓迎をされて市民が求めている施設である、それは最もです。それには

異論はない。地域でも歓迎されるでしょう。しかし、でき上がるまでは、例えば 3階建

てぐらいだというお話ですが、老人ホームであると同時に、合わせ持つ機能がほかにも

ある。鉄筋のきちんとした建物をつくるわけですから、大きなトラックとか工事用の車

両も当然、あの細い道を私入って来るしかないと思うんですね。であれば、歓迎される施

設であるかもわからないし、むしろ皆が望んでいる建物、施設ですから、つくることは

もちろん異論はないにしても、工事中はやっぱり大変ですよ、あの細し、小さな道路を工

事車両が通るわけですから。であれば、余計にゲートボール場や福祉セγターの大体の

考え方は、どこかで持たなくちゃいけないということはおっしゃるんですが、工事は、

これはかなり迷惑を受ける人がし、ると思いますね。

だから、そういうことがあるから構想がまとまったとおっしゃるならば、今まで説明

をやはり地元に対して一一人があんまり住んでいないところだから構わないというよう

なこともおっしゃるわけですが、 1人でも100人でも、 2，000人だろうと3，000人だろう

と、例えそこにお 1人でもいらっしゃれば、これは説明をして、十分時間をかけて話を

するということが私は必要だと思います。工事のことについては全くお考えになってい

ないのか、かなり、あそこは細いですよ、高幡橋の方から福祉セソターに行く道は。そ

ういうことも後で説明すればし、し、というふうにお考えのようなんですが、そういった点

も、ひとつ委員会では十分に御検討をいただきたいと思います。

それから、これは今お聞きをしても無理だと思いますので、先ほど調布の例が挙げら

れましたので、一番身近では調布市にあるということがはっきりしましたので、調布で

特別擁護老人ホームを建設するに至った経過、どのような準備を行って特養老人ホーム

の設置にこぎつけたのか。どのような手法で運営がなされているのか、規模等ももちろ

ん入ってくると思いますが、これも参考になると思いますので、この資料をぜひ委員会

には、お出しいただけるならばお出しになった方がし北、と思いますし、私も今質問者の

立場で、その資料をお願いをしておきます。出せるかどうかの回答をお願いしたし、と思

います。

もう 1点、お聞きをいたします。先ほど、在宅老人のケアセソターとしての意味も機

能として持たせるんだということで、どのような事業をお考えになっているんですかと

いうことを質問をいたしましたら、幾つかショートステイ、入浴サービス、給食サービ

スとかリハビリとか、お答えになって、これは検討した結果だ、検討委で検討したとい

うような御答弁だったと思うんですけれども、どこでどういう方が検討されたのか、何

かこれは結論が、どこかで検討して出たような今お話だったものですから、もう質問の

後段に入っておりますが、これをお聞きをいたします。資料の件とこの件です。

0議長(黒川重憲君) 福祉部長。

0福祉部長(高野 隆君) 調布の資料等については、できる限り、向こうの内部的な

問題はちょっとわかりませんけれども、できるだけ提出するような準備は、したし、と思

います。

それから、どのような機能を持たせ、あるいはどのような規模をつくるかとい うこと

についての検討につきましては、福祉部内で検討委員会をっくりまして、それで設立の

検討をいたしましたのと、それから総体的な問題につきましては、関係部局の会議を何

回か持ちました。そこでの決定をいたしました。そういうことでございます。
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0議長(黒川重憲君)

024番(古賀俊昭君)

古賀俊昭君。

まず、最初の調布の関係資料なんですけれども、私、何か難し

ございます。

それから、在宅ケアとの関係は、直接この特別擁護老人ホームとはございません。

在宅老人ケア事業につきましては、 9月の議会で補正をお願いをいたしました。約二

百数十万だと思いますが、それは人件費分をお願いをして決めていただきまして、 1月

からこれは執行する予定でおります。準備段階で現在コーディネーターを一人雇ってお

りますけれども、これについては準備段階。それから、 12月の研修等もこれから計画し

ております。具体的に 1月から事業として発足できますように、現在それぞれの必要な

準備を進めている、こういうことでございます。

0議長(黒川重憲君) 古賀俊昭君。

024番(古賀俊昭君) 本来であれば、先ほど最初に申し上げましたように生活・保健

セソターができるときもそうでしたし、ふるさと博物館の場合も きちんと正式にいろい

ろな専門の立場の方、また執行部で担当しておられる職員の方を含めて正式の検討のた

めの委員会のようなチームを形成をして、まとまった案がつくられる、それからの事業

着手ということで通常は来たわけですね。今回は、そうし、う手順は一切とらずに突如こ

こで、前から言われていたから内々のいろんな話は積み重なってきたけれども、とにか

く予算を出したんだということであります。

私、いまお聞きしました資料の提出の件を、もう一度最後に確認をしておきたいと思

うんですが、調布の場合はどうであるかということの関係資料を出していただきたし、と

思います。その点、御回答をもう一度お願し、し、たします。

それから 9月の補正で、この二百何十万かの予算が可決をされました。当時の説明を

私ちょっと、まだうろ覚えなんですが、 1月から事業をスタートするということは聞か

なかったような気がするんですが、予算が通ればすぐにお始めになることが、なぜでき

ないのか、これは市がやるということですけれども、福祉事業団との関係はどうなって

いるのか、その点いかがでしょうか。

0議長(黒川重憲君) 福祉部長。

0福祉部長(高野 隆君) 9月の議会にお願し、し、たしましたように、福祉事業団での

事業として進めるべく準備をしているわけでございます。それから、 1月からの執行、

1月から 3カ月ということで予算はお願いしてあると思いますが、そのような形で事業

を当初から考えておりました。その準備を現在やっているということでございます。

0議長(黒川重憲君) 古賀俊昭君。

いマル秘めいたものをどこかから探してきて出してくださいなんてお願いをしてないん

ですよ。こうし、う施設をつくって何か検討の機関を持ったとおっしゃいましたから、当

然そういうチームをつくってまとめた、その特養老人ホームをつくるに当たって提言と

か、その答申のようなものがあるわけなんですね。こういうものは、もちろん公表され

るわけですから、出ているわけですから、そういったものをひとつ、我々が理解できる

ような資料の中のーっとしてお願いをしたい。それプラス運営の形態とか、どのような

方法で今運営をされているのか、それをひとつ教えていただきたし、と思いましたので、資

料をお願いしました。後で、もう一度それは確認をいたします。

それから、福祉部の中で検討して、在宅老人ケアのどういう事業をやるかということ

は、まとめたということをおっしゃったんですが、普通、検討委員会であれば会議の開

催日、何を検討した、結論はこうであった、と要点とかそういうものは、ちゃんと記録

に残っているんですね。そうしヴ検討委員会であったのかどうかということを、もう一

度お尋ねをいたします。

それで、たしか 9月の補正予算だったと思うんですけれども、 9月の補正でしたね。

この在宅ケアの予算が出されたと思うんですが、この予算はどこで執行-9月議会だっ

たんじゃないですか。補正で出なかったで、すかね。(i補正で出たんです。」と呼ぶ者

あり)出ましたねO これは、いつ執行されるのかどうかですね。その検討したところで

まとめた、そのまとめた事業をやるには、まだ施設がこれから一一早く市長はっくりた

いとあせっておられますけれども、この予算と、これからできる施設との関係はどうな

るのか、その点をお聞きいたします。

0議長(黒川重憲君) 福祉部長。

0福祉部長(高野 隆君) 検討につきましては、高幡に特別擁護老人ホームを設置す

る、こうし、う決定が下りましてから関係部局でこれをどのように具体化させるか、こう

いう点での何回かの検討会を持ちました。また、その詳細については、福祉部内で詳細

をつくれ、とこういうことになりましたので、福祉部の中で福祉事務所と、それから担

当すべき社会課と係長を含めましてチームをっくりまして、検討いたしました。その前

にも福祉部内には、この特別擁護老人ホームをつくれということで前から市長から指示

が出ておりましたので、福祉部内でのこのような会議は、何回か持っておりましたけれ

ども、具体的になりましてから、具体化の方向で各項目を検討した、とこういうことで 024番(古賀俊昭君) それでは、とりあえず厚生委員会に、これは多分付託されるん
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だと思いますが、審査の結果を注目していきたいと思いますので、今、私の方から思い

つくまま幾つかの指摘をさせていただきましたが、一つは、つまり先ほどの措置費等に

対する補助で、いわゆる民間の場合とは、民間委託だと言っていますけれども、制度上

は民間とは認められてないということが、はっきりしましたね。つまり4，600万ぐらい

の負担増にどうしてもなるんだということが一つ大事なところだと思うんです。

つまり、市長の言う第三セクターでは、これはないということであります。それと十

分時間をかけて、こうした市民ニーズの高いものは、より立派なものをつくっていくと

いう気持ちがあるなら、だからこそ十分なる英知と時間をかけて、きちんとした素晴ら

しい案をまず持つべきだろうと思います。そういうものがない中で、 とにかく早くっく

りたいというその気持ちだけが優先をして事業をスタートされたんじゃ、利用する市民

がたまらないと私は思うんですね。その点、ひとつ留意をしていただきたし、と思います。

それから先ほど、最初に私申し上げましたように、ほかの市でも同じような特養老人

ホームをつくって、現に運営しているところがあるということですので、そうした事例

というものをやはり参考にするのが、結論を出すに当たっては妥当ではなかろうかとい

うふうに思います。

それから、在宅の老人ケアセγターというものがとれに付属をされるわけですので、

付属施設としてつくられるわけですので、今、福祉部長のおっしゃったように、あらゆ

る事業が行えれば、それは、もちろんそれに越したことはないと思いますが、至誠老人

ホームの視察を、前に厚生委員会で行ったことがあります。あれだけの大きな施設で今

挙げられたような事業というものをとなしているわけですね。高幡の、 市長も認めてお

られたように、いろいろ地形的な制限もある。そう広い場所でもない、そういうところ

で付属施設で、これだけの多彩な事業が、果たして十分に自信を持って行えるというふ

うに言えるのかどうか。できるならばそれに越したことはありませんし、そういうふう

に期待もしたし、わけですが、いろいろ福祉部の中で検討された結果、大丈夫だというこ

とが何か結論のようなんですが、その点も十分一一一後になって、間口が広くなったけれ

ども深みはない施策だったということになっちゃ因りますから、とにかく 1カ月しか基

本設計ができ上がるまでないわけですね。その辺もあわせて検討していただかないと、

予算がもし通った場合には禍根を残すことになるというふうに思います。

最後に、質問はこれで終わりにさせていただきたし、と思いますが、最初に申しました

ように、あの場所は違法な建築物、高幡福祉セソターを、危険建物を市のお年寄りに市

長が使わせたといういわくっきの場所であるわけです。一度あることは二度あるでしょ
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うし、三度考えられるわけです。同じようなあの場所で、また後、後々指摘をされるよ

うなことがないように、この予算の提出については、やはり十分な検討をもって期間を

おいて出すべきではなかったかという反省が当たることがないように、ひとつ十分な対

応をしていただきたいと思います。

それから、近隣の方に対する説明、地元にも有力な議員の方がし、ら っしゃるわけです

が、まず市がやる事業は、工事に当たってのいろいろな迷惑とか、そういうことも考え

られます。今から説明すればいいということですが、私はそうじゃないと思います。当

然、地域の方に、お 1人でもお 2人でもお住まいになっている方があれば、十分理解を

得られるまで説明をしてし、く。自転車駐輪場の豊田のようなケースを繰り返さないよう

に、ひとつこれもお願いをしておきたいと思います。

とにかく新年度、新たな事業として予算化をしていくというのが極めて妥当な政策選

択だとは、私は確信をいたしておりますが、その点、問題を、後々議会の指摘がやはり

正しかったということのないようにしていただきたし、と思いますが、私は、この事業の

スタートに当たってそれらの点が、非常に何項目か複数にわたって問題点が考えられま

すので質問させていただきました。十分なる委員会での審査を期待をしておきたいと思

います。

以上です。

O議長(黒川重憲君) 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議長(黒川重憲君)

0議長(黒川重憲君)

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 1時22分休憩

午後 3時13分再開

休憩前に引き続き会議を開きます。質疑を続けます。奥住日出

01番(奥住日出男君) 40、41ページの身体障害者福祉費について、 2点ばかりお尋

ねをしたし、と思います。この中の福祉タクシーの補助の件でございますけれども、昨日、

宮沢議員の方からもこれについて、行政報告の中で質問をされておりますので若干関係

がございますけれども、きのうの宮沢議員の答弁の中で、福祉部長の方から、現在福祉

タクシーの補助が約500名くらいに券が配付されている、実際はそれ以上かなというよ

うな答弁がございました。私のこの、ほかにはないと思うんですけれども、当初予算、
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それから今回の補正、これを見ましでも、当初予算が350人、今回が80人、足し算をし

ても430人しかならない。きのうは500名以上ということですけれども、その分がどこか

ら出てくるのか、それが 1点。

それからもう 1点は、現在この補助券をもらっている方で、マイ カーでもって病院に

行っている方が数多くいらっしゃいます。そういう方からの声として、何とかこの補助

券をガソリソ券に換えていただけないものかどうかというような声が出ております。実

は御存じかと思いますけれども、八王子市では、 10月からガソリ γ券と、このタクシー

券の併用でもって支給をされているというふうに聞いております。 半年に数十枚もらう

わけですけれども、どうもむだにしているということが、きのうの部長の答弁の中の 6

割から 7割く。らいしか活用されてないんじゃないか、こんなふうにも とれるんではない

かというふうにも思いますので、そういうことが可能かどうか、検討されるかどうか、

これをあわせてお聞きしたし、というふうに思います。

以上、 2点について御答弁願います。

0議長(黒川重憲君) 福祉部長。

0福祉部長(高野 隆君) 福祉タクシー券の状況でございますけれども、 61年度の利

用率は62%でございました。したがって、当初予算に350人ほど組みましたけれども、

実際にはそれ以上の方がおいでになる、こういうぐあいに理解しております。

そして、今回の場合は80人お願いをいたしておりますけれども、当初見込んだ350人

が少なすぎた、とこういうととでございまして、実際には、これで大体六、七割前後で

はないか、これでもなお六、七割ではないだろうかというぐあいに理解しております。

また、マイカ一利用の方が自分の車を利用しTこし、ということで、ガソリ γ券の活用を

検討しろということでございますので、これについては、いろいろ御事情を伺って検討

したいと思います。

0議長(黒川重憲君) 奥住日出男君。

01番(奥住日出男君) ぜひ検討していただきたいんですけれども、ガソリ γ券の方、

前段の方は結構でございます。具体的にどのように検討されるのか、いつごろまでに検

討するのか、その辺のところもひとつ、もし、今お答えできるのならばお聞かせいただ

きたいというふうに思います。

0議長(黒川重憲君) 福祉部長。

0福祉部長(高野 隆君) 担当と詰めた具体的な検討をしていきたい、こう思います。

できますれば来年度、具体的になりましたら、来年度に反映できるかどうか、これも含

めて検討してみたいと思いますけれども、まだちょっと担当者と相談してみないとちょっ

と何とも申し上げられないと思います。

0議長(黒川重憲君) 奥住日出男君。

01番(奥住日出男君) ぜひ、来年度に反映できるように御検討願いたいと思います。

それから、もう 1点、これとはちょっと関係ないんですけれども、質問の機会を得ま

したのでちょっと確認をしたいんですが、きょう午前中の質問等全部終わりまして、休

憩に入ったときに、 1時20分ごろですけれども、食堂に行こうと思って下に下りてきま

したら、ゼッケγをつけた職員の方だと思いますけれども、その方がマイクを持ってい

きなり騒ぎながら入ってきた光景にぶつかったんで、すけれども、あの方たちは何のため

にああいうことをやっているのか教えていただきたし、ということ。それと、実際にどう

いう方があれに参加されたのか。

それからもう 1点は、ああいう行動に対して理事者側として、どのような抗議なり、

あるいはペナルティが科せられたかどうかわかりませんけれども、処置をとったのかに

ついて御説明をいただきたいと思います。

といし、ますのは、たまたま市民の方が来まして、ぎょっとしたような顔でもって、何

だ、あれは、というような感じで、非常にびっくりされていましたので、余りにも一一

一生懸命やっている方が実際いるわけですね、職員の方でも。 1時20分ですから仕事が

始まっていますから。どこか上部から来たのかな、あるいは違う方が来たのかな、とい

うような感じで見ていましたので、その辺のところを私も気になりましたので、確認を

する意味でお聞きをしたいと思います。

0議長(黒川重憲君) 総務部長。

0総務部長(山崎 彰君) お答え申し上げます。ゼッケンをつけた職員でございます

が、これは年末一時金の要求と、それから給与改定等を併用いたしました要求で、それ

で行ったわけでござし、ます。そして、 12月の4日の日には 2時間を 1時間にしたスト、

その前が半日ですけれども、座り込みということです。

きょうの、議員さんが見られた件でございますが、非常に残念ですが、座り込みとし、

うことで 1割の座り込みをしております。そして、これに対する市の態度といたしまし

ては、既に11月に 1回注意を与えまして、文書でも与えております。そして、この 1割

動員につきまして、あるいはストというものにつきましては休暇ということでやってお

りますし、 1時間ストについてはカットしているというような状況でございます。休暇

は、休暇を出してやっているということでございます。座り込みについてはです。そう
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いうような状況でございます。

なお、こうしたものにつきましては、公務員法に基づきますストライキの禁止という

ことがうたわれておりますので、あるいは座り込み、そうしたものについての注意は、

毎回私もやります。それからまた各所属、あるいは庁舎管理上やっております庶務課長

も出向きまして、注意あるいは文書でそうしたものを行っておるというのが現状でござ

います。

0議長(黒川重憲君) 奥住日出男君。

01番(奥住日出男君) いつも、回答というんですか、全協なんかで説明があるとそ

うしみ質問が出て、たいがし、同じような答弁に終始をしてきているわけでございますけ

れども、よく市長が、職員の英知を結集して本当に住民サービスに向けて一生懸命やっ

ていくんだということを、所信表明とかいろんなところで言われているわけですね。

と乙ろが、実際に市民がああいう光景を見て、今、部長が答弁されましたように休暇

ならいいのかというようなことにもなるわけですよ。わからないんですね、市民は。赤

いゼッケγをしているのは休暇でもって青いのがストなんだというようなふうにも見え

ませんし。ですから問題は、こういう公務員がああいうことをやるということ、普段の

しつけ、非常にその辺が大きな問題じゃないかというふうに思うわけでございますけれ

ども、確かに今、総務部長がお答えになったように何回も注意をしている、甚だ遺憾で

ある、という。確かにわかります、これは心境として。当然だと思いますけれども、い

つも同じことなんですね。そういうことばかりやっている。市民に対してどう説明する

んですか。我々、議場でもってこうしヴ答弁を聞きますからわかるんですけれども、あ

れを黙って市民が何にもしないで帰る、きょう市役所へ行ったら、とんでもない光景に

ぶつかった、あれは何をやっているんだろう、と。いつも 1階から 6階まで上がると、

必ず壁にはああいうピラが張つである。 1年中貼ってあります。だれが認めてあれを張

らせたんですか。

本当に口でもって一一一職員が本当に全精力、一生懸命やっている方もいるんですよ。

市長が心から職員の英知を結集してというのであれば、もっと強くああいうことを訴え

て、一生懸命やろうじゃないか、とこういうことも言われていると思いますけれども、

それに対して組合がどういうふうに受けとっているかわかりませんけれども、たまたま

ああいう場に遭遇しまして、私もJg2然、としたわけでございますけれども、市民に対して

どんな謝罪をするのか、謝罪をするのか説明をするのかわかりませんけれども、今のよ

うな総務部長の答弁というのは、もう私、 3回目でございますけれども、またかという
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ような感じがするわけでございます。

市長の方から、ああいう行動に対して何とか手を打つ方法はないもんなんですか。徹

夜審議までして、あるいは徹夜団交までして皆さんお疲れだと思うんですけれども、本

来なら、そこまでやること自体が異常な交渉であるわけですよ。民間では考えられない

ですね。公金を使ってああいうことをやっている。どう市民に説明するのか、市長の方

からズパリお答えいただきたいと思います。

0議長(黒川重憲君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 時々ぶざまな状態を起こしまして、まことに遺憾に思ってお

ります。ちょうど期末手当の交渉時期に入っているわけでありまして、これを求める側

は闘争と称し、そのような形をとっているという状況は、何とも説明のしようもござい

ませんし、遺憾だと思っております。

前に比較しますと、随分ぶざまな形も改まってまいりましたし、市民や、あるいは我々

に対しての失礼さというものも、姿は変わってはまいっておりますが、依然として、そ

ういうことが今日もなお残っている。これは、日野市だけではないようでありますけれ

ども、今後なお、厳しく是正を求めていかなければならない、このように都度、一応の

警告を行っておるところでございます。

今後、十分心して、このような市民にぶざまな事態を見られることのないように、あ

るいは職務に専心精励するように指導したいと思っております。

以上でございます。

0議長(黒川重憲君) 奥住日出男君。

01番(奥住日出男君) 市長ですね、もう少し怒りをあらわして答弁してもらえませ

んか。もう人聞が大変できていますので非常に冷静に、我々と違って沈着に御答弁をさ

れるわけでございますけれども、やっぱり態度で本当に遺憾であるというようなことを

あらわしていただくと、私も迫力に負けてよろしくお願いしますということになるんで

すけれども、いつもそういう繰り返しであるわけですね。

実際に 9月の議会でもありましたように、職員定数の問題、ああいうことをやってい

ますと本当に職員が、本当に必要なのかなという気にもなるんですね。例えば半日座り

込んだとか 1時間座り込んだとか、そういう時間を全部トータルすれば職員何人分に当

たるというような計算は、すぐできるわけですね。団交の席上でそういうやりとりをやっ

たことがあるんですか。もし、あったらお聞かせいただきたい。なければ結構ですけれ

ども。
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長くなりますから、市民がどんな反応を示したのか、私なりに後ほどまたフォローは

したいと思いますけれども、いずれにしても今までのようなやり方では、我々としては、

職員が英知を結集して住みよい日野市をつ くるんだということは、どうも書き物にすぎ

ないような気がしてならないわけです。議員の方が一生懸命になって質問して、何とか

して市民のためにし、し、町をつくろうということを切実に訴えている。片方ではああいう

ことをやっている。どうもアソバラソスな現象があるわけでございますけれども、ひと

つ心して団交の席上でもって厳しく、糾弾とは言いませんけれども、相手にわからせる

ようなやりとりをぜひお願いをしたいと思います。

以上です。

O議長(黒川重憲君) 夏井明男君。

補助金ということで地元の商庖街の方も負担されるわけですが、この補助金の率はどの

辺の率なのか、そのあんばいを教えていただきたいと思います。

以上です。

O議長(黒川重憲君) 総務部長。

0総務部長(山崎 彰君) それでは、第 1点の33ページの件でございますが、中央自

動車道の高架下の占用でございます。これは一応あそこに保健センターができるという

ことで、私ども総務部で管轄しておりますこのところにつきましては、 34台の台数を確

保するようにしております。その他、今、御指摘がありました生活・保健セソタ ー全体

につきましては、生活環境部の方でお答え願いたいと思います。

ただ、私どもにお話がありましたのは、もうひとつあそこの前のところでございます

が、倉庫のところの一部使用を今総務部の方に問い合わせがあります。あそこで、五、六

台のやはり確保をしていきたし、というようなことでございます。それらについても今詰

めております。

以上です。

O議長(黒川重憲君) 生活環境部長。

0生活環境部長(坂本金雄君) 休日準夜の御質問からお答えをしてまいりたいと思い

ます。休日準夜の建物につきましては、この補正をお認めをいただきますと直ちに解体

作業に入ります。ここに計上いたしました額は、建築課の見積もりによる額でございま

す。解体をした後、来年度昭和63年度の休日準夜の診療体制でございますけれども、新

設されました生活・保健セγターの一室にこの機能を集約いたしまして、そこで今まで

どおりの診療体制をつくってまいります。

で、 63年度 1年間のうちに取り壊した跡地に、新しい休日準夜の建物を建てます。そ

の中身などにつきましては、既に医師会と協議を重ねて結論を持っておりますけれども、

来年度当初予算にその建設費を計上いたしてございます。

それから、豊田の装飾街路灯の補助でございますが、本年10月の終わりころ豊田の商

店会会長の熊崎勇次さんから、この申請が出てまいりました。この補助の根拠につきま

しては、日野市商庖会装飾街路灯設置費補助という名称でございまして、要綱によるも

のでございます。この商庖会から出てまいりました中身を見ますと、設置する数は50灯

でございます。経費の総額が1，565万円、 1灯当たり31万3，∞0円でございます。この要

綱によりますと、 1灯最高限度10万円を限度として補助ができる、こういうことでござ

いますので、 50灯について10万円、すなわち500万円をここに計上いたしたわけでござ

013番(夏井明男君) それでは、何点かお尋ねをいたします。

一つは、 33ページの中央自動車道高架下の占用ということで駐車場をつくられるとい

うことですが、これは、生活・保健センターができますので、その利用者のための駐車

場かなというふうに理解しているんですが、そうであれば台数としてどのくらい入るよ

うなものとしてお考えになっているのか、お尋ねをしておきたいと思います。

と申しますのは、大きな建物が、この市の庁舎もそうですが、病院、 庁舎、大きな建

物ができますとどうしても駐車場がありませんと、もうどうしようもないというのが現

実に起きているわけで、その周辺には、どうしても車が列をつくって停車をせざるを得

ないということで、非常に危険な箇所も何箇所か実際にあるわけですが、その辺、生活・

保健センターもあのような地形の場所ですので、その辺どういうふうにお考えになって

いるか。特にあそこは、いろんな方が出入りをする施設でもありますので、この駐車場

問題をどういうふうにお考えなさっているか、 1点お尋ねしておきたいと思います。

それから、 49ページの休日準夜診療所の解体ということで、これが取り壊されるわけ

ですが、この取り壊された後の休日準夜診療の体制は、どういうふうにフォローされて

いくのか、また、この解体した後のところにつくられるわけですけれども、その辺の体

制もお聞きしておきたいと思います。特に市民の方の休日準夜診療に対する要望という

のは非常に大きいものがありますので、安心できるような体制があればここで御報告を

していただきたいと思います。

それから、ちょっと細かくなるんですけれども、やはり57ページの商店会装飾街路灯

設置費補助金というふうにありまして、私は豊田の北口というふうに答弁されるんじゃ

ないかと思っていたら南口というふうに言われたんで、一瞬はっと したんで、すが、 この

円。
ワ山1

i
 

庁

t
のム

吋
』
ム



います。御承知のとおり、区画整理、あるいは再開発の区域でございます。そういうこ

とも考えまして担当課とも協議をいたしました。事業の進行の途中でこれを撤去をする

という条件っきでもって了解をとってございます。

以上です。

O議長(黒)11重憲君) 土方尚功君。

04番(土方尚功君) 1点お伺いします。

先ほど企画財政部長の説明の中で、歳出のうちの給与費でございますけれども、 62年

の4月以降の変動に基づいて、すべて調整をしたというような御説明でございましたけ

れども、例年ですと、大体この給与費にかかる特に減額を含むものですけれども、 3月

補正で調整がされているわけですけれども、今回、 12月で出てきた理由について御説明

がいただければということと、あわせて給与改定等の問題も含まれているのかどうか確

認をしたいと思います。

その基本的な考え方の中で総括表とし、し、ますか、 90、91ページの明細書の中で総合計

にかかるものは、比較の増減で人数が 8名減、 422万、例えば給料で減額をしています

けれども、特に人数の比較等を行いまして、 9月については 3短にかかる増額というこ

とで承知をしているわけですが、そういった意味合いから通常 3月行われるべきである

かなと思っていたところが、こういう状況で計画が出まし?こんで、個々明細を当たって

みましたところ、その中で、人件費ですから多少多い人、少ない人の調整の移動の中で、

これはあり得ることですけれども、ひとつ事例をとってみますと、 36、37ページに税務

総務費というようなことで、たしか増額の場合には95万7，000円の 9月の補正だったん

ですが、今度 1人、そのときには57名でしたが、現在56名に 1名減で、 980万の減額、

これほど大きい人が減るというのが、ちょっと理解に苦しむ点等もありましたので、そ

ういったことを交えながらの御回答をいただければありがたいと思いますので、よろし

くお願し北、たします。

0議長(黒川重憲君) 総務部長。

0総務部長(山崎彰君) お答えをいたします。

給与費でございますが、ここで12月補正で減額をしてきた理由ということでございま

す、第 1点目ですが。やはり金額の大きいものにつきましては財政費等でやはり提出を

していくということでございますので行いました。

そして、今御指摘のありましたような精査したわけでございますが、 90、91ページで

ここで御説明してありますが、この12月議会に変動いたしました三角の減額で、ございま

すが、あるいはふえておるところもありますが、そうしたものは職員の変動ということ

で、職員が 5月、それから10月、 10月の15日というふうな二度の大きな変動があります。

そうした中での変動分をここで精査したわけで、ございます。

それから、御指摘の36、37ページでございますが、この 1名の減で980万も減るのは

少し、ということで御指摘がありました。これにつきましては、このところの 1名とい

うことではなくして、今言いました異動も含めます。二、三名の異動もあります。そう

した中で、特に大きかったのは、御承知のように57名ということを当初で出しましたのは、

あくまでも11月の時点での数のとらえ方でございます。

そうしますと、そこに退職者が出てきております。これを見ますと、 1人の定年退職

者がいたということで、この方が普通の人よりも大きな金額をお持ちになっていたとい

うことと、それから、じゃあ、その人に対して異動や何かで、それに合った人をそれの

給料と同じような人を入れれば、それで事は済むかもわかりませんが、たまたま、ここ

にありました。あと二、三の方は非常に若い人だとか、あるいはまた、高給与の方がほ

かへ出ていったというようなことの、その差が出まして、このような金額になったとい

うことでございまして、 1人のためにこういうふうになったということでないことを御

理解願いたいと思います。

0議長(黒川重憲君) 土方尚功君。

04番(土方尚功君) 若干、質問の中でお答えのなかった部分がございますけれども、

大体様子はわかりました。

いずれにしても、人数の 1名だけに限らないという部分は十分承知ができますので、

強く言えば見込み誤りというようなことも出てこょうかなと思ったんですが、そういっ

たことに触れず、今後、今まで事例がなかった、要するに 3月でそういった減額補正を

しているわけですから、そこまで精査をされたということでありますと、今後の 3月の

ときには、かつて 9月に増額があり12月に減額があり、また 3月に増額があるというよ

うなことが起きないように十分気をつけていただければよろしいんじゃないかと思いま

すので、以上で終わります。

0議長(黒川重憲君) 総務部長。

0総務部長(山崎 彰君) 今の御質問でございますが、議員さん、それは、やはり職

員の変動ということがございまして、ここでなぜ出したかとし、し、ますと、財政というの

は、やはりそれらのお金を有効に使うということでの指導で、結局不用になるお金につ

いては吸い上げて、大きな金額は吸い上げていくということでやっております。
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それで 3月で、それではこれでし、し、のかという ことになり ますと、給与改定、そうし

たものにつきましては当初一一今、 1%の給与改定を計上しております。それが国並み

の1.47ということになりますと0.47という数字も出てまいりますので、その辺は、これ

から決定しますればそれに基づく増、あるいは減というようなこと、あるいは定昇の率

の下げというようなことも出てきますので、その変動につきましての御理解を賜ってお

きたし、と思っております。

0議長(黒川重憲君) 土方尚功君。

いう御意見でございますので一言加えさせていただきますが、今回の減額、人件費とい

うことですから、給与費ですから余りそちらにかかつては、細かく言うつもりはありま

せんけれども、減額の部分を少なくとも設けたということであれば、それが要するに今

の財政の中でウエートが大きいんだというふうに考えられますので、ちょっと視点をか

えますと先ほどの古賀議員の質問ではありませんけれども、要するに民生費とし、います

か、そういう金についても、特に市が持ち出さなくてもし、し、金額が、先ほどの中でも四

千何百万というふうな 1年にかかる費用、それから、それ以外にケアの問題も含めれば

8，000万程度は出てくるんじゃないかという私自身の試算もあるわけですから、余りそ

ちらの方を突っ張って言われると私の方もそういう立場でものを申し上げるようになり

ますんで、一応そこら辺は含んだ中で了解という形をとっておきます。

以上です。

O議長(黒川重憲君) 山口達夫君。

第2点目ですが、先ほど来、いろいろの御意見ございました高幡の特養の件ですけれ

ども、この市長の御答弁を大体組み立てて、復習という意味で組み立ててみますと、こ

れは大変大きな課題である、一方で資本を提出する人はいない。したがって、市がやる

しかないんだ、市がやるとして市民の要望が強いから急いでやるべきだ、とこういうお

話から組み立てられているんではないかな、とこう思うわけです。

そこで、一つ一つについてお聞きしたし、わけですけれども、これは、大変日野市にとっ

ても大きな課題であるということは、私も全く同感でございます。そして、では、その

ための出資者をどう募るかということが大変大切な問題になろうかと思います。とし、し、

ますのは、先ほどの質疑応答で明らかであったように、日野市ないしは日野市が出資し

た福祉事業団で、これを運営しようと思いますと、大変大きな出費が、民聞がやるのに比

べて必要となるということですね。大体どのくらいの金額が必要となるのか、ケアセン

ターを含めて、建設費ではなくて建設以後のラソニソグコストにおいて、どのくらい違

うのかを御答弁をいただきたし、と思いますが、そういう中で非常に大きな差が出てくる。

だとすれば、まず市長としてなさるべきことは、どのようにして市内に、あいは市の外

であってもよいわけですが、出資者を募るか、その努力のあり方だろう、こう思うわけ

であります。

そこで、今までにその出資者を募る方法として、どのようなことをお考えになり、ま

た実行されたか。例えば私が考えますには、大きな財産を持っている方は相続の中で、

今こういう現下の情勢ですので、大きな財産を持っておられる方というのは、大体農家

に限られてくるんではないか。で、農家の方で、後、次世代が農業を継続しない場合に

は、税法上かなりの大きな税金がかかると聞いております。

そこで、そのような中では、農家の跡取りとし、し、ますか、相続を控えた方々には可能

性があるんではないか。そうしますと、最大限、 農業協同組合、日野市農業協同組合、

七生農業協同組合と二つ日野市にはございますけれども、その方々に何らかの方法で接

触されていなければ、それなりの努力をしたとは、なかなか評価できないんじゃないだ

ろうか。あるいは、税金に関しては税理士会というのがございますが、その税理士会を

通じて、そのような働きかけをなさるのも一つの方法かと思います。かような意味で、

具体的にどのような参加を求められ、どのような方法で情報を収集されたか、そこがお

聞きしたい第 2点目です。

さて、それでは急いでやる、市長の考えですと出資者はし、ないと断定しているわけで

すから、したがって市でつくらざるを得ない。市でつくらざるを得ないとして、では急

04番(土方尚功君) 一応、質問をやめるつもりでいたんですが、総務部長からそう

05番(山口達夫君) 3点ばかりお聞きいたします。

まず地方債の補正の件ですけれども、今回、半分だけということなんですが、 2年に

分ける、とこういうお話ですが、その中で、もう既にこの起債は、まだ起こしておらな

いでしょうか。それとももう起こしたんで、しょうか。

そして、起こしていないとした場合、利率7.0%以内というのはそのままになってお

りますけれども、現下において、その7.0%というのは果たして妥当かどうか。

それと、もう 1点は、証券発行の方法により起債をする、こういうお話がございます

が、証券発行の場合、この場合ですと、後ほど期間を短縮して事前償還、繰り上げ償還

をしようと思ったときに転々流通する恐れがある O もし、それを避けるんであればこの

証券は、ある一定のものに持たせなければいけないだろう、一体どういう基準でそうい

う引き受け手をみつけるのかなと、この辺についてお聞きしたいと思います。
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いでやらなきゃいけないここの点についてですが、急いでやるということの中で先ほど

来、福祉部長もお話になっておりましたが、今現に差しさわりはないんだ、とし、し、ます

のは、市も一一一今、急、に始まった高齢化社会ではございません。これからますます生ず

る高齢化社会に応じて、それなりの手立てを今まで打ってきておられる。ですから今年

度、来年度、そしてさらに再来年度といったときに、その 1年が市民にとって非常に大

きなマイナスであるという、そういう状態を果たして生じるのだろうか、理想とすると

ころはわかりますが、それ以外の方法で市民のニーズを酌み取っていることを既におや

りになっている。だとすれば、今ここで 1年を早める理由というのは、どうも見当たら

ないんじゃないだろうか、つまるところ利益考慮、になるんじゃないかなと思うんですね。

とし、し、ますのは、 1年早める、つまり自分たちで、計画して自分たちで、もうすぐやる

よ、という 1年早めるという利益と、一方で市民全体にその働きをして、あるいはいろ

んな検討委員会であるとか、議会側の特別委員会でもし、いかもしれません。何らかの形

で市民の知恵を酌み取る方法をそこにとることによって、この問題に対する市民の大き

な関心と、そして知恵を呼び込むとし、う、そういうことをやる方が将来にわたってはい

いのではないか、どっちが大事かという利益考慮、だと思うんです。ですから、この利益

考慮をどのように判断されたか、そこについてもお聞きしたい。これが 2点目の質問で

0企画財政部長(長谷川暢男君) 1点目の地方債に関連する問題でございます。御質

問の内容につきましては、もちろん地方債を現在申請中であるということでございます。

よって、その事業の内容等を含んで、ここで申請の変更をさせていただきたいというこ

とで、まだ、ある程度事業の中での確定は見ておりますが、そういうふうな申請をする

ものでございます。

なお、この事業の起債の方法でございますが、ここに起債してあるとおり、これは証

書でございます。よって償還の状況等を踏まえた中では、その変更も当然、していくとい

うことでございます。現状の中では、そういうふうな内容で、これから、現在申請中だ

というふうにお答えしておきます。

利率の問題も御質問の中にあったわけでございますが、現状の中では7.0%以内とい

うことで、私の方も申請当時からの小計というような考え方で進めております。

以上です。

O議長(黒川!重憲君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 二つ目の質問の、要するに市内にそうし、う社会福祉事業の経

営を思い立たれる情報はないか、とこのことにつきまして、相続に遭遇されておられる

方、あるいは他の土地と合わせて使えばというふうな状況を聞いた都度、その意思ある

いは事業化できるかの判断を、ある程度やってまいりました。少なくも2，000平米前後、

集団をした土地を法人に提供して、そして財産を法人に移してやられる事業であります

から、しかも、その社会福祉法人が決して経営上、淡々とした道でもございませんし、

我々の承知している範囲の情報では、とても遠い問題であるというふうに受けとめたわ

けでございます。

具体的に、二、三それらの交渉とし、し、ましょうか、情報の機会にお話を進めてみたこ

とはございますが、農協に当たったということではございません。社会的な状況から判

断をして、今の土地を持たれる方がし、ろいろな相続のことを含めて、いろいろな御苦労

が、あるいは考え方を検討しておられるということはございますが、もし、そういうこ

とがあったら、今後の事業もございますので、ぜひお勧めをしていただければ結構だと

思っております。

利益のどちらをとるかということは、十分比重にかけるべき課題ではございますが、

特に日野市が思い立つ理由の大きな一つには、市内に民営でやっていただける方が恐ら

くあり得ないという判断と、八王子の山の手にすればという説はないわけではありませ

んが、地域で、なるべく近隣で行き来のできる範囲ということが、こういう施設の近ご

ろの、たっての要望ということにもなっておるわけでありますから、やはり、私は日野

す。

第 3点目ですが、先ほど夏井議員の方からも御質問がございました。豊田の南口に街

灯が新規に立てかえになるというお話でした。この予算、ちょうど豊田が今区画整理を

迎えて、南口は、かなり大きく、いろんな形で変化を市民が感じているところでありま

す。そういう中にあって商庖街が要求したことを市の方で酌み取っていただけるという

のは、やはり商庖街の会員にとっては大変大きな励ましであり、力強い希望を持つもの

ではないかなと思って、私も大変賛同するわけであります。

そこで一つお聞きしたし、のは、この予算の可決になった場合の執行方法なんですが、

どういう形で執行なさる予定なのか、その辺を商庖街とすれば一括してぽんと入れてい

ただければ、 残ったところを各人が銀行に融資を提携して、それで払ってし、くやにも聞

いております。具体的にその執行方法まで煮詰めておりましたら、お聞きしたいと思い

ます。

以上です。

O議長(黒川重憲君) 企画財政部長。
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0福祉部長(高野隆君) 特別擁護老人ホーム及びその他のサービス施設に対するラ

向にあるんだということを知って、お話を日野市に持っていくことのできる方というの

は、非常に限られているだろうと私は思うんですね。 特に広報とか何かの形で呼びかけ

をなさったのかどうか、つまり市長のおっしゃっているのは、たまたま来た情報につい

て判断されたのか、それともそれなりの方法をとられた上で、判断されたのか、農協とか

税理士会については、してないというお話ですので、 それでは一般的にそういう方法を

なさったのかどうか、そこをお聞きしたいと思います。

そして、先ほどの福祉部長のお話ですが、4，600万というのがその前の答弁で出てい

るわけですが、それ以外にケアセソターをおっくりになりますと、そちらの方からもも

う少し出ないといけないだろうと思うんですね。そして、もし民間の社会福祉法人が、

純然たる民間の社会福祉法人がやる場合には、そのケアセソターについてもいろんな補

助が、都の補助が出るはずだと思うんですが、それを含めますと市の年当たりの金額と

いうのは、一方で4，600万が出ているわけですから、他方も、ある程度は、お出になっ

ているのではないかなと思うんですが、概略の数字でし、し、ですからお知らせいただきた

いんです。 2点です。

O議長(黒川重憲君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 広報に掲載して情報を集めるとか、可能性は限られる範囲で

すから、そういう方法はとらなくても、いろいろそのときの土地利用について研究をさ

れている方も、ほぼ幾つかのケースに当たってみたという範囲でございまして、公募し

たとか周知をして情報を集めようとしたという点では、そういうことは、やっておりま

市内に、少なくも複数の箇所は設けたい、こういう判断でございます。

国の制度、これは国民対象でありますから、日野市の中でそれが仮に事業として計画

をされても、これは、日野市民のみを依頼するというわけにはまいりません。しかし、

日野市が指導的立場になって取り組む仕事でありますので、なるべく日野市民が大部分

を占める形でやれる方法とい うのは、私は、とりあえずは、この方法である、とこうい

うふうに考えた次第であります。

0議長(黒川重憲君) 福祉部長。

γニソグコストは、どのくらいかという御質問がございましたんで、すが、これにつきま

しては、まだ経営の実態、をはっきりしておりませんので、ちょっとまだ計算するのは難

しいわけでございますが、そんなに大きな 4分の 1を超える大きな出費があるというこ

とではないんじゃないか、これは東京都ともいろいろ協議する中で、特別擁護老人ホー

ムの措置費は、かなりの手当をしてある、それで足りる ということで大体聞いておりま

すが、これから具体的な運営形態を決める中で、もう一度精細な検討をしてみたいと思っ

ております。

0議長(黒川重憲君) 生活環境部長。

0生活環境部長(坂本金雄君) 豊田南口の装飾街路灯の補助についての御質問にお答

えをさせていただきます。

補助金の申請書には、立派な資金計画、並びに工事計画が添付されておりました。こ

の資金計画によりますと、総経費1，500万のうち市の補助が500万円、それから商店会会

計並びに協賛金が250万円、それから金融機関から10年を期間といたします借入金が750

万、あわせて1，500万となっておりまして、一方、工事の計画につきましては、 1月の

下旬に着手をいたしまして 2月の中旬に完成という計画が出ております。

私どもといたしましては、工事が完全に終了 したと確認次第、直ちに補助金を支出す

る考えでございます。

0議長(黒川i重憲君)

05番(山口達夫君)

山口達夫君。

1番目の質問と 3番目の質問は、結構でございます。了解いた

せん。

山林を対象とか、そうし、う情報も、これは持ち主ではなくて他の人から、当たってみ

てはどうかというようなこともございましたが、これらは緑地として保存すべき場所を、

ただ熱心の余りと申しましょうか、そういうことで提案をされるという範囲でございま

して、具体的な内容に一歩踏み出したというようなケースは、なかったわけでございま

す。都有地と兼ね合わせてというのもございましたけれども、これも見込みなしという

結論でございました。

0議長(黒川!重憲君) 福祉部長。

0福祉部長(高野 隆君) 特養のほかのサービスシステムにどのくらい金がかかるか

ということでございますけれども、これにつきましては、基本的には特別擁護老人ホー

ムの機能を活用して実施するサービスというように考えております。したがって、それ

ほど別枠で大きくということではないと思いますけれども、東京都の政策的な分野とし

しましTこO

市長からの御答弁と福祉部長から御答弁ございました高幡の特養ホーム仮称設計の件

ですけれども、先ほどの市長のお話ですと、手元に来た情報を幾っか当たってみた、こ

ういうお話ですけれども、実は、この問題に興味を持って、自分から、市もそういう方
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て、地域福祉の都の単独補助という形での設定で幾つかの補助が出ております。この中

でできるものをやっていきたい、とこういうぐあいに考えておりますが、持ち出しとし

ては、特別擁護老人ホームほどの大きなものというぐあいには、私は考えておりません

が、今後、少しそれについては検討させていただきたし、と思います。

0議長(黒川重憲君) 山口達夫君。

05番(山口達夫君) 今までのお答えを聞いてわかりますのは、今ここで基本設計を

出そうという時点ですので、大体事業の概略は、市長なりに頭の中におありになるので

はないかと思うんですが、それに対しての準備が非常に不十分ではないかな、とこう思

うわけですね。

我々は、市民から預けられた大切な税金を使うわけですから、いいことには、どんど

ん税金を使いたいわけですけれども、より効率のよい税金の使い方ということは我々の

使命だと思うんです。ましてや、我々議員はそのための 目付け役だ、とこう思うわけで

す。

今までお話を聞いた中で、私たちが納得で、きる回答というのは、 いまだ与えられていな

いわけですね。例えばラソニングコストが大体年間 1億かかりますよ、と。そうすると

この 1年間早めることによって、これから先の、ずっと 1億が付加される。そういう市

財政を組むことに我々は今立たされているわけです。ですから市長が 1年早めたいとい

うその気持ちが、その素晴らしい気持ちが、一方で l億円を使ってし、くんだよというこ

とを含んでいるわけですから、もう少し明確な資料がないと議会として判断しにくい。

市民になりかわって私たちは、行政のやられることについてチェック役を果たさなきゃ

いけない。そのチェック役に対して十分な資料を出さないというのは、これは少し論議

の対象として不十分ではなし、かな、とこう思うわけです。

そこで、私は提案しますが、ぜひ市民の知恵を使うという意味で、何らかの形で検討

委員会を設けていただく、そして、その中でこのような議論を全部なさっていただくこ

とが大事ではないか、そうすれば、その特養をつくることによって周りの環境がどう変

わるのかも当然議題になるわけです。私たちは、議案を与えられてから今までの短い期

間の中でしか我々の知り得る情報でしか判断できないんです。だけれども、これだけの

大きなものができれば我々の知り得なし、し、ろいろな問題が出てくるに相違なし、。そのと

きに、いや、議会がああやって議決をしてしまったからもうやむを得ないんだ、では私

たちも済まされないだろう、それなりの責任を持った私たちが議決に参加するためには、

まず、この問題について一番基礎のベースの部分からもう一回検討できる検討委員会を

ぜひともつくっていただきたい。かように提案することで、この質問を終わります。

O議長(黒川重憲君) 市川資信君。

026番(市川|資信君) 先ほど挙手をしてなかったので、申しわけないと思ったんですが、

我が自由市民会議の古賀議員、またただいまの山口議員の発言に関連して、私は、この

特養ホームと、特に商工費の街路灯の補助金とをおりまぜながら、突然こう提案された

議案が、いかに思いつきであるかということをここで指摘して市長の見解を伺いたし、と

思うんです。

まず私が、この 6月ですか、特養ホームの一般質問をしたときに、やはり徐々に日野

市内に4カ所市営住宅を建て直ししながら高層化した中で、将来構想として特養ホーム

をつくっていきたいということが明らかになりました。そうすると、今建てようとして

いるところは、明らかに市営住宅とはかかわり合いのない場所であることが、ここではっ

きりしTことし、うことが 1点。

それと、もう一つは、特養ホームというのは私も一般質問するについて、いろいろと

特養ホームを自分で行って見てきているわけです。で、国分寺だったと思うんですが、

桜町特養ホームだったと思うんですが、非常に素晴らしい病院に隣接して特養ホームが

運営されているわけです。また、今の市内の現状を見ると老人病院というんですか、要

するに特養ホームへ入らなければならない人がその老人病院に入っている。非常にそれ

が老人医療に大きな加担をしている。

いずれにしましでも、そういったことを考えると、事実、特養ホームがある程度早く

必要だということは、ある程度理解できるんでございますけれども、この商工費の中の

豊田の南口の商庖会の街路灯の補助金、実は、昔はあったんで、す、この制度は。ところ

が補助金等検討委員会で、たしか松尾章ーさんが委員長だったと思うんですが、これを、

補助金等検討委員会でこの補助金をばっさり切っちゃったんです。これを私、知らなかっ

たんで、す、切られたということ。それで高幡の、ある商庖会が、ぜひ補助金をいただき

たいということで行ったところが、いや、そういうものはもうないから、補助金は出せ

ないと言うんです。 rえ、あったはずだけれど、いつなくなったんだ」と言ったら、補

助金等検討委員会でカットされたからなくなっちゃった、と。そしたら、また、いつの

まにか浮かび上がっているんです。それで、いつ浮かび上がったかというと市長選挙の

前にどさくさに紛れて、またこれが復活してしまったんです。余りにも公的機関を私物

化した行政のやりとりが、この街路灯の500万の補助金と特養一一一前回の選挙のときに

は、そうでしょう、市民会館がああいう部課長の反乱問題とか、あるいは 6カ月昇給延
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伸だ。余りにも思いつきが、行政がひどすぎる、そういったことを踏まえて私はあえて、

じゃあここで補助金を出すのならば、まだ現実に当時若宮の街路灯が 1灯25万円かかっ

ているわけですから、まだ月賦を払っているわけです。現実に生きているわけです。そ

ういった商店会にも補助金を差し上げたらいかがですか。

いわゆる、この補助金と今の思いつきの特養ホームの構想について市長の御見解をお

伺いします。

0議長(黒川重憲君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 見解を求められる一一ー今のいろいろ挙げられましたが、どう

いうことなのかちょっとまだ整理しかねるわけであります。

街路灯の高幡の場合は、事前に行政側との協議や了解なしに仕事を先にされて、その

翌年補助金がほしいという申し出が出た、とこうしヴ記憶はございます。それから、補

助金検討委員会で街路灯の補助要綱がなくなった、補助金検討委員会は肥後先生にお願

いをした当時、あるいはその補助整理の対象になったかもしれませんが、恐らく今日生

きておるとすれば、やっぱり政策として必要であるということで残っておるというふう

に思っております。

思いつきというふうにおっしゃいますが、我々は、いろいろな市民要望の中で、なる

べくなすべき仕事を選択をして、そして可能性を追及しながら実行していきたい、こう

いう考えでございますので、全部が全部、事前に完全な形で説明できれば幸いなのです

が、そこまで仮に到達していなくても、公設民営という原則に沿って進めようというこ

とでございますので、まず、市の所有地に建物を建てる、その運営は、当面福祉事業団

が考えられるということではございますが、よりよい運営方法があればそれに固執する

ことでもございません。これから、それこそ英知を集めて、そういう一番長期に、しか

も内容がよく、財政支出にも少しでも軽い方向、とこういうことは必ず目指してまいり

たい。このことは申し上げられると思っております。

0議長(黒川重憲君) 市川資信君。

026番(市川|資信君) 多くは皆さんが申し上げているので、これ以上私は言うつもり

メンバーであったことは事実であるわけです。ですから、私どもも大変不満を申し上げ

たんですが、今もってまだ、当時、 1灯が25万円でありました。 1灯10万円程度の補助

金をもらえればどれほど商庖会として助かるか。電気代も値上がりしてきて、今、市の

補助金が l灯について二百四、五十円いただけるんですか、しかし、商庖会の街路灯は

全部が水銀灯です。 200灯もするような水銀灯ですから、 1灯が1，500円も2，∞0円も 1

カ月する中で、雀の涙の補助金であろうとは思いますけれども、しかし、少なくとも、

事前着工しておったからもう補助金対象にならない、そういうものじゃないと思うんで

すね。素人がやっていることです。うちへ相談に来たときには、それじゃ行ってみよう

というので行ったら、もう既にその要綱はなかった。そのために支出してもらえなかっ

たというようないきさつがあります。

私は、あえて今申し上げるのは、こういった街路灯にしても特養ホームにしても、い

ろいろと巷で今までやってきた行政そのものが余りにも基本計画にのっとってない場当

たり的な、継ぎはぎ的なものに自に余るから、それとそれとをオーバーラップして今申

し上げたわけです。結構です。

O議長(黒川重憲君) 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113号、昭和62年度目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、第 2表債務負担

行為補正、第 3表地方債補正を総務委員会へ、歳出のうち民生費、衛生費、労働費を厚

生委員会へ、歳出のうち農業費、商工費、土木費を建設委員会へ、歳出のうち教育費を

文教委員会へそれぞれ付託いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

C i異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(黒川重憲君) 御異議ないものと認め、それぞれの委員会へ付託いたします。

これより議案第114号、昭和62年度目野市土地区画整理事業特別会計補正予算(第 3

号)、議案第115号、昭和62年度目野市下水道事業特別会計補正予算(第4号)の件を

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。

C i異議なしJと呼ぶ者あり〕

0議長(黒川重憲君) 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〕

はございませんけれども、今、高幡街路灯会の補助金が出されなかったのは事前着工し

ておったということで出せなかった、と。事実あのときには要綱に、補助金支出の要綱

は、もうカットされておったわけです。それで 1年後にあったときには、もう既に、ま

たそのカットされた補助金要綱が復活しておるということは、事実としてあるわけです。

ただ委員長が一一今、私、名前を挙げましたが、その方が委員長であったかどうかは、
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0市長(森田喜美男君) 議案第114号、昭和62年度日野市土地区画整理事業特別会計 それから、次の豊田南区画整理補助金でございますが、これも通常分の増でございま

補正予算第 3号について提案理由を申し上げます。

本議案は、昭和62年度目野市土地区画整理事業特別会計補正予算第 3号であります。

補正額は、歳入歳出それぞれ 2億2，780万円を追加し、歳入歳出予算の総額を33億6，9

62万4，000円とするものであります。

続いて議案第115号、昭和62年度目野市下水道事業特別会計補正予算第4号について

提案理由を申し上げます。

本議案は、昭和62年度日野市下水道事業特別会計補正予算第4号であります。

補正額は、歳入歳出それぞれ2億7，024万9，000円を追加し、歳入歳出予算の総額を41

億3，287万2，000円とするものであります。

以上、 2議案の詳細につきましては、担当部長に説明いたさせますので、よろしく御

審議のほどお願し巾、たします。

0議長(黒川重憲君) 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(前田雅夫君) 議案第114号、昭和62年度目野市土地区画整理事業特

別会計補正予算第 3号につきまして御説明を申し上げます。

まず、 1ページでございますけれども、歳入歳出それぞれ 2億2，780万円を追加いた

しまして、歳入歳出それぞれ33億6，962万4，000円とするものでございます。

第 2項の第 1表歳入歳出予算の補正並びに第 2表の地方債の補正でございますが、 11慎

を追いまして御説明申し上げます。

それでは歳入でございますが、 8、9ページをお開きいただきたし、と思います。国庫

支出金の国庫補助金でございます。これは、万願寺区画整理事業の補助金の増でござい

ます。備考欄の 2段目の減額の30万でございますけれども、これは、事業の総額が決定

をいたしまして執行額が若干差が出たもので、この金額の補助金の減ということになる

わけでございます。

それから、次の豊田南区画整理事業の補助金でございますが、通常分で、この記載の

とおりの補助金でございます。

10、11ページでございます。都支出金、都補助金でございますが、初めに万願寺区画

整理補助金でございます。これは、上段の基本事業費と書いてございます2，180万円の

滅でございますが、通常分の補助金の増と、これから説明をいたしますけれども、この

補正におきましても NTTの売却益の起債が入っております。この起債に対するところ

の都の裏負担が、この中に入っているものでございます。

す。

12、13ページでございますc 一般会計からの繰入金でございますが、先ほど申し上げ

ましたように国及び都の補助金、それから、これから御説明申し上げます市債がふえた

ものですから、一般会計の繰入が、ここに書いてある金額の減額となるというものでご

ざいます。

次が14、15ページでございます。市債でございますが、豊田南区画整理事業の対象で

ございます。これが、先ほど申し上げましたNTT株式の売払収入の活用というもので

ございます。

次が、 16、17ページでございます。支出でございますが、まず一般管理費でございま

す。西平山地区区画整理業務でございますが、この1，500万のうち1，000万円でございま

すが、仮称西豊田駅関係の基礎調査を委託をするものでございます。この内容につきま

しては、駅勢圏、利用者の予測、駅の位置、構造、いわゆるソフト、ハードにわたると

ころの調査をするものでございます。残る500万円につきましては、当初予算にアセス

の費用を600万計上しておりました。これに500万加えましてアセスの項目をふやそうと

いうものでございます。

2番目の万願寺第二地区区画整理業務でございますが、これは、面積といたしまして

は47ヘクタールでございます。来年の 1月に発注をいたしまして、できる範囲内のアセ

スの調査をいたしたということで850万の計上でございます。

次が東町地区区画整理業務でございますが、 36ヘクタールの権利調査をする委託でご

ざいます。

次が、 18、19ページでございます。万願寺区画整理費の事業費でございますが、その

うちは節、使用料及び賃借料でございますが、これは、事業の進捗に伴いまして道路敷

及び整地用の残土を置く場所の確保でございます。面積といたしましては、 9万3，589

平方メートル、 3カ月分の賃借料でございます。

それから、 22節の補償、補填及び賠償金でございますが、これは家の移転に伴うとこ

ろの補償費でございます。当初予算におきましては、 127棟計画をしていたわけでござ

いますけれども、この補正によりまして139棟にふやす、 12棟の増ということでござい

ます。この経費の計上でございます。

次が、 20、21ページでございます。豊田南区画整理費でございますが、この事業費で

ございますが、区画整理業務を新都市建設公社に委託をしております。事業の進捗に伴
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いまして、さらに仮換地に必要な業務を追加をする予定でございます。1，310万円とい

うことでございます。

3ページに戻っていただきたいんですが、これは第2表の地方債補正でございます。

歳入の中でも申し上げましたけれども、 NTT株式売払収入の活用ということでござい

ます。内容につきましては、先ほど専決処分で申し上げました内容の起債ということで

ございます。

以上をもちまして区画整理事業の明細の御説明を終わります。

次が、議案第115号、昭和62年度目野市下水道事業特別会計補正予算第4号でござい

ます。歳入歳出それぞれ2億7，024万9，000円を追加いたしまして、歳入歳出それぞれ41

億3，287万2，∞0円とするものでございます。

第 1表並びに第2表につきまして、 11原を追って御説明を申し上げます。

30、31ページ、歳入でござし、ます。これは一般会計の繰入金でございますが、ここに

記載のとおりの金額を予定をしております。

次が歳出でございます。下水道事業費総務費でございますが、初めに弁護士謝礼16万

円でございます。これは、黒川都市下水路の、いわゆる16万円でございますけれども、

お寺がございまして、このお寺との境界の紛争が起きております。いわゆる訴訟が起き

ているわけでございます。原告が延命寺、それから被告は、日野市及び国でございます。

この訴訟の費用でございますが、これは当初予算に40万円計上いたしまして、 1日日

当約2万円といたしまして、その実績に基づきまして不足分16万円を計上するものでご

ざいます。この訴訟につきましては、本年に結審され来年の 3月までには判決が出ると

いうふうに見通しております。

次が委託料の33万6，000円でございますが、これは東京都水道局、すなわち市の水道

部の方に下水道の徴収を依頼をしております。最終的な精査の結果、不足分が33万6，00

0円生じまして、この計上をするものでございます。

次が34、35ページでございます。下水道建設費の管きょ建設費でございます。

15節、工事請負費でございます。これは、南多摩処理区、浅川処理区、及び秋川処理

区の管きょ埋設の補正でございます。主なものは付帯工事でございまして、公共升まで

の接続、あるいは枝管、それから舗装等の復旧、こういった費用でございます。

それから、 19節の負担金、補助及び交付金でございますが、これは備考欄にも書いて

ございますように、公共下水道八王子市建設負担金でございます。これは平山苑自治会

というのがございますけれども、この約4ヘクタールでございますが、日野市分への流

入がとれないわけでございまして、八王子市域へ接続をするというものでございます。

延長にいたしまして750メーターございまして、これは、管径は250から800ミリの 4ヘ

クタール分を市が負担をするというものでございます。

それから、処理場周辺整備費でございますが、八王子処理場周辺環境整備負担金でご

ざいます。これは、債務負担の変更に伴うものでございますので、債務負担の方で御説

明を申し上げます。

それから、次の36、37ページでございますが、これは記載のとおりでございます。

大変恐縮でございますが、 25ページをお願いをいたします。第2表の債務負担行為補

正でございます。これは、八王子処理場が谷地川の河口、左岸にできるわけでございま

す。用地費の10%の費用を持ちまして環境整備費に充てるということで、東京都及び関

係市がその費用を負担することになっております。当初は、 62年度でこの整備事業が完

了するわけでございましたが、八王子市の都合がございまして、その執行が遅れており

ます。さらに65年度まで延長をするというものでございます。限度額は6，642万9，0∞円

でございます。この金額につきましては、変更はされておりません。

以上でございます。よろしくどうぞ御審議のほどお願い申し上げます。

0議長(黒川重憲君)

たします。

本2件について御意見があれば承ります。なければこれをもって意見を終結いたしま

これより質疑に入ります。なければこれをもって質疑を終結い

す。

お諮りいたします。これをもって議案第114号、昭和62年度目野市土地区画整理事業

特別会計補正予算(第 3号)、議案第115号、昭和62年度日野市下水道事業特別会計補

正予算(第4号)の件は、建設委員会に付託し、たしたいと思いますが、これに御異議あ

りませんか。

( I異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(黒川重憲君) 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116号、昭和62年度日野市立総合病院事業会計補正予算(第2号)、

議案第117号、昭和62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。

( I異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(黒川重憲君) 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。
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〔市長登壇〕

O市長(森田喜美男君) 議案第116号、昭和62年度日野市立総合病院事業会計補正予

算第2号について提案理由を申し上げます。

本議案は、昭和62年度目野市立総合病院事業会計補正予算第 2号であります。

補正予定額は、収益的収入及び支出に3，875万7，000円を追加し、収益的収支及び資本

的収支の予定額を26億3，661万9，000円とするものであります。

続いて議案第117号、昭和62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62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。

補正額は、歳入歳出それぞれ1，050万8，000円を追加し、歳入歳出予算の総額を17億7，

285万8，000円とするものであります。

以上、 2議案の詳細につきましては、担当部長に説明いたさせますので、よろしく御

審議のほどお願いし、たします。

0議長(黒川重憲君) 関係部長から詳細説明を求めます。病院事務長。

0病院事務長(岩沢代吉君) それでは、議案第116号、昭和62年度目野市立総合病院

事業会計補正予算第 2号につきまして御説明申し上げます。

お手元の予算書の42ページ、 43ページをごらんいただきたいと思います。

まず、収入といたしましては3，875万5，000円の補正でございまして、内訳といたしま

しては、外来収益で3，039万6，000円、それから、都の補助金といたしまして836万1，000

円、計3，875万7，000円を補正いたしまして、予算総計を24億4，709万1，000円とするもの

でございます。特に都の補助といたしましては、ここに備考にありますように市町村の

病院運営の補助金といたしまして、 810万、それから公的病院特殊診療部門運営補助金

として26万1，000円、これは一時の救急等に関する補助金でございます。

それから、外来収益の上段になりますけれども、補正前は5，000円でお願し、し、たしま

したけれども、後といたしまして5，200円ということで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けれども、補正額3，875万7，000円の内訳でございますけれ

ども、医業費用としての関係で、内訳は材料費といたしまして、これは薬品費が大分出

まして、ここで3，203万7，000円補正をいただ くものでございます。

それから経費といたしましては、委託料、これが672万円でございます。締めて3，875

万7，∞0円、予算合計24億4，709万1，000円でございます。

よろしく御審議のほどお願し、いたします。

0議長(黒川重憲君) 水道部長。

0水道部長(橋本栄寓君) それでは、議案第117号の昭和62年度日野市受託水道事業

特別会計補正予算第2号につきまして御説明申し上げます。

補正予算説明書の49ページをお開き願いたいと思います。先ほど市長から提案理由が

ございましたように、歳入歳出予算それぞれ1，050万8，000円を追加いたしまして、歳入

歳出予算の総額それぞれ17億7，285万8，000円としようとするものでございます。

次に、歳入について御説明いたします。 50ページから53ページまでお聞き願いたいと

思し、ます。目の水道事業委託金でございます。1，017万2，000円でございます。これは歳

出に見合う金額を都の方から委託してくるものでございます。

次に、下水道使用料の徴収事務委託金でございます。先ほど下水道特別会計の中でも

説明がございましたけれども、この使用料の精算によりまして33万6，000円の増になっ

たということでございます。

次に歳出について御説明いたします。 54、55ページをお開き願いたいと思います。目

の 1の浄水費、 2の配水費、 3の給水費、 4の受託事務費、 5の業務費、それぞれの給

料等職員手当についてです。昇給期間の短縮に伴う増加分と職員の人事異動によります

その手当の減額でございます。

それから、 3の給水費の中の委託料の390万3，∞0円の追加でござし、ますが、これは当

初予算に漏水件数を見込んでおりました数字よりも増になりましたために、漏水修理費

が不足してきたので、ここで追加するということでございます。

それから丙止水栓の設置でございますけれども、これは量水器の上流側に設置するも

のでございますが、量水器の交換に伴いまして、ここで設置をしなきゃならないという

業務になりましたもんで追加するものでございます。

それから、 4の受託事務費でございます。その中の委託料の都道監督事務費でござい

ますが、これも都道から給水管の取り扱いをする件数が当初よりもふえましたもんで、

70万円の追加をするものでございます。

次に、 56、57ページをお開き願いたいと思います。業務費の需用費でございますけれ

ども、備消耗品費のところで45万円の補正でございますけれども、 9月いっぱいに水道

の新庁舎が落成いたしました。それに伴う備品の購入でございます。ここに減額が出て

おる燃料費と印刷費でございますけれども、燃料費については、ガソリ γの使用料が滅

になったためと、印刷製本費については契約の差金でございます。

それから、 12の役務費の 1万6，000円でございますけれども、今年度、 3台の車を買
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いかえたための保険料の不足が出ましたもんで、ここで追加するということでございま

す。それから、 13の委託料の減額でございますけれども、これは、すべて契約の差金で

ございます。この中で庁舎の清掃というところで追加がございますけれども、これは、

先ほど説明し、たしましたように新しい庁舎ができましたもので、これの清掃の業務をし

たし、ということで追加を出しました。

それから、次に58、59ページをお開き願いたし、と思います。水道建設費の工事請負費

450万円でございます。これは、落川地内の下水道工事の敷設に伴いまして、水道管を

整合させるために急逮工事をしなきゃならないということになりまして、ここで追加を

するものでございます。

以上で説明を終わります。よろしく御審議のほどお願いします。

0議長(黒川重憲君)

たします。

本2件について御意見があれば承ります。なければこれをもって意見を終結いたしま

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

補正予定額は、収益的収入及び支出に27万5，000円を追加し、収益的収入及び支出の

予定額を2，415万7，000円とするものであります。

議案第119号、市道路線の廃止について提案理由を申し上げます。

本議案は、御巌 1号線及び2号線を落川32号線の道路区域に編入するため、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120号、市道路線の認定について提案理由を申し上げます。

本議案は、落川32号線ほか 2路線を道路法第8条第2項の規定に基づき、新たに市道

認定するものであります。

議案第121号、不動産の取得について提案理由を申し上げます。

本議案は、南平緑地用地として、日野市南平八丁目 2番 8ほか 3筆の土地を取得いた

したく、地方自治法第96条第 1項第8号の規定に基づき提案するものであります。

議案第122号、農業共済無事戻金の交付について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項及び第88条の23第 1項の規定に基づく無

事戻金の交付で、昭和59年度から昭和61年度の 3カ年にわたり農作物等に被害がなかっ

た共済加入者に支払うものであります。

以上、 5議案の詳細につきましては、担当部長に説明いたさせますので、よろしく御

審議のほどお願し巾、たします。

0議長(黒川i重憲君) 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

延長をいたしたし、と思いますが、これに御異議ありませんか。

( r異議なしJと呼ぶ者あり〕

0議長(黒川重憲君) 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。関係部長から詳細説明を求めます。生活環境部長。

O生活環境部長(坂本金雄君) 議案第118号、昭和62年度日野市農業共済事業特別会

計補正予算第 1号について御説明申し上げます。

補正予算実施計画にのっとって御説明いたします。 66ページをお開き願いたいと思い

ます。今回お願いし、たします補正の内容は、農作物及び園芸施設共済勘定についてでご

ざいます。農作物共済勘定では、農作物の無事戻金の交付並びに麦の共済支払いに伴う

補正でございます。無事戻金の財源といたしましては、農作物共済事業収入の欄をごら

んいただきたいと思いますが、目の 5、農作物特別積立金と自の 6、農作物連合会特別

交付金により手当をいたすものでございます。

一方、麦の共済金の財源につきましては、上に戻りまして目の 2、農作物保険金、そ

す。

お諮りいたします。これをもって議案第116号、昭和62年度日野市立総合病院事業会

計補正予算(第2号)、議案第117号、昭和62年度目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、とれに御異議ありま

せんか。

( r異議なしJと呼ぶ者あり〕

0議長(黒川重憲君) 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118号、昭和62年度目野市農業共済事業特別会計補正予算(第 1号)、

議案第119号、市道路線の廃止、議案第120号、市道路線の認定、議案第121号、不動産

の取得、議案第122号、農業共済無事戻金の交付の件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。

( r異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(黒川重憲君) 御異議ないものと認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118号、昭和62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。

本議案は、昭和62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。
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れから目の 3、農作物責任準備金及び目の 4、農作物法定積立金、この 3目から手当を

いたすものでございます。

68ページをお開き願いたいと思います。園芸施設共済勘定についても無事戻金を交付

するための補正でございまして、その財源といたしましては、園芸施設連合会特別交付

金 3万2，000円を財源といたしまして同額を無事戻すものでございます。

以上、説明を終わります。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。

O議長(黒)11重憲君) 建設部長。

0建設部長(伊藤正吉君) では議案第119号でございますけれども、市道路線の廃止

でございます。廃止する路線は 2路線でございまして、廃止の理由といたしましては、

落川32号線の道路区域に編入する、とこういうことで廃止をお願いするものでございま

す。 2ページに凡例によりまして図示されている箇所でございます。

それから、 120号でございますけれども、市道路線の認定をお願いするところでござ

いますが、 1番目につきましては、今申し上げ、た廃止路線のところが32号線になるわけ

でございます。こうしヴ意味で認定をお願いする。これは道路の拡張整備が完了した、

こういうことでございます。

それから、西平山 1号線でございますけれども、これにつきましては、下水道計画の

秋川中央幹線に伴います道路新設でございます。

それから、 3番目の川辺堀之内76号線でございますけれども、これにつきましては、

道路の拡幅整備のためで、ございます。

まず、落川32号線につきましては、 2ページに凡例によりまして図示してある箇所で

ございます。それから西平山の 1号線につきましては、 3ページに凡例によりまして図

示されている箇所でございます。それから川辺堀之内76号線につきましては、 4ページ

に凡例によりまして図示されている箇所でございます。

以上、 2議案ともよろしく御審議をいただきたいと思います。

以上です。

O議長(黒川重憲君) 総務部長。

0総務部長(山崎 彰君) 121号議案でございますが、不動産の取得でございます。

議案といたしまして、 96号議決案件として提出したものでございます。これは南平緑地

用地でございます。所在地は、日野市南平八丁目 2番 8外 3筆でございます。地目、地

積については山林でございます。地積は、 2万3，583.15平方メートルでございます。相

手方は、日野市神明一丁目12番地の 1、日野市役所内、日野市土地開発公社、理事長

中村亮助でございます。取得価格につきましては、 6億2，642万4，608円でございます。

次のページの、 2ページ、 3ページで御説明させてもらいますが、案内図は、先ほど

申し上げました南平緑地のところでございます。そして、これは高校用地の残地でござ

います。位置でございますが、 3ページのハッチがかかっておりますものでございます

が、この部分が取得する面積でございます。

そして、なお残りました左側の商積は、次年度ということでの取得でございます。

以上、よろしく御審議のほどをお願し、し、たします。

0議長(黒川重憲君) 生活環境部長。

0生活環境部長(坂本金雄君) 議案第122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。

先ほど市長から説明がございましたように、昭和59年度から61年度にかけました 3カ

年にわたりまして農作物共済の加入者であって、その 3カ年間被害がなく、過去 2年間

無事戻金が支払われなかった者に対して、 3年間市に納入した共済掛金の合計額の 2分

の lを限度とした額を無事戻金として交付するものでございます。

また、被害を受けて共済金の支払いを受けた者及び無事戻金の支払われた者のうち、

その額が共済掛金合計額の 2分の 1に満たない場合は、その満たなかった額を無事戻金

として交付するものでございます。交付の対象者、交付の金額、交付の時期につきまし

ては、 1ページから 2ページにかけて記載しでございます。交付対象農家の合計戸数は

201戸に当たります。無事戻金の総額は、 27万6，351円でございます。よろしく御審議の

ほどお願い申し上げます。

0議長(黒川|重憲君)

015番(馬場弘融君)

これより質疑に入ります。馬場弘融君。

議案120号の関連で、整理番号の 3番、川辺堀之内76号線につ

いて、ちょっと非常に初歩的な疑問を感じましたのでお伺いしたいんですが、この道路、

途中がちょっと拡幅された、拡幅工事が行われたところがあることは、よくわかるんで

すが、この点線が、都道のところから神明にかけて全部が新たな市道としての認定の議

案になっているわけですね。この道は、非常に古い道でして、そうすると今までは、こ

れは市道ではなかったのかなというようなことも思うんですが、一体、この辺の関連は、

これから全般的な拡幅工事をするについて必要なことなのか、それとも細い部分が残っ

たままで認定をするというのは、どういう意味合いがあるのか、私、よくわからないの

で教えてもらいたし、と思います。

0議長(黒川重憲君) 建設部長。
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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。 c r異議なし」と呼ぶ者あり〕

川辺堀之内76号線とし、し、ますのは、今までの呼称が、補助 1号線という呼称、でござし、

ました。これを、今理由にもございますように道路拡幅整備ということで、下の方から、

プールから行きましてクラソクになっているところまでは幅 5メートルの道に拡幅した

わけでございますけれども、それからす.っとゴルフ練習場のところまで、今年度 4メー

トル幅員を 1メートル拡幅していきたい、こういう ことで地主と交渉したわけでござい

ますけれども、これにつきましては、道路の土地収用法という法律がございます。これ

は、対象になりますのは市道路線で、補助何号線というのは、この土地収用法には該当

しない、とこういうこ とでございますので、新たにこれをお願いする、こういう内容で

ございます。

0議長(黒川重憲君)

0議長(黒川重憲君) 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 5時31分再開

馬場弘融君。

0議長(黒川|重憲君) 休憩前に引き続き会議を開きます。

これより議案第123号、東京都市町村消防団員等災害補償等組合の解散、議案第124号、

東京都市町村消防団員等災害補償等組合の解散に伴う財産処分、議案第125号、東京都

市交通災害共済組合の解散、議案第126号、東京都市交通災害共済組合の解散に伴う財

産処分、議案第127号、東京自治会館組合の解散、議案第128号、東京自治会館組合の解

散に伴う財産処分、議案第129号、東京市町村総合事務組合の設立の件を一括議題とい

たしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

c r異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(黒川重憲君) 御異議ないものと認め、一括議題といたします。

理事者から提案理由の説明を求めます。市長。

〔市長登壇〕

O市長(森田喜美男君) ただいま上程されました 7議案は関連性がございますが、逐

次提案理由を申し上げたいと思います。

議案第123号、東京都市町村消防団員等災害補償等組合の解散について提案理由を申

し上げます。

本議案は、東京自治会館に入館している東京都市町村消防団員等災害補償等組合を初

め、四つの一部事務組合を統合し複合事務組合化を図るため、地方自治法第288条第 1

項の規定に基づき、東京都市町村消防団員等災害補償等組合の解散について、議会の議

決を求めるものであります。

議案第124号、東京都市町村消防団員等災害補償等組合の解散に伴う財産処分につい

て提案理由を申し上げます。

本議案は、東京都市町村消防団員等災害補償等組合の解散に伴う財産処分について、

地方自治法第289条の規定に基づき、議会の議決を求めるものであります。

議案第125号、東京都市交通災害共済組合の解散について提案理由を申し上げます。

本議案は、東京自治会館に入館している東京都市交通災害共済組合を初め、四つの一

部事務組合を統合し複合事務組合化を図るため、地方自治法第288条第 1項の規定に基

づき、東京都市交通災害共済組合の解散について議会の議決を求めるものであります。

015番(馬場弘融君) よくわかりました。そうすると、これに類する細い道とし、し、ま

すか、よく使われている道は、かなりあるわけで、今後もじゃあ、 こうし、う議案という

のは、かなり出てくる可能性はあるわけですね。お願いします。

O議長(黒川重憲君) 建設部長。

0建設部長(伊藤正吉君) これは、道路の拡幅に際しましては、こういうケースが今

後は出てまいります。以上です。

O議長(黒川重憲君) 馬場弘融君。

015番(馬場弘融君) わかりま した。

0議長(黒川重憲君) 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5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118号、昭和62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119号、市道路線の廃止、議案第120号、市道路線の認

定、議案第121号、不動産の取得、議案第122号、農業共済無事戻金の交付の件は、建設

委員会に付託いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

c r異議なしJと呼ぶ者あり〕

0議長(黒川重憲君) 御異議ないものと認め建設委員会に付託いたします。

お諮りいたします。議事の都合により暫時休憩いたしたいと思いますが、これに御異

議ありませんか。
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議案第126号、東京都市交通災害共済組合の解散に伴う財産処分について提案理由を

申し上げます。

本議案は、東京都市交通災害共済組合の解散に伴う財産処分について、地方自治法第

289条の規定に基づき、議会の議決を求めるものであります。

議案第127号、東京自治会館組合の解散について提案理由を申し上げます。

本議案は、東京自治会館に入館している東京自治会館組合を初め、四つの一部事務組

合を統合し複合事務組合化を図るため、地方自治法第288条第 1項の規定に基づき、東

京自治会館組合の解散について、議会の議決を求めるものであります。

議案第128号、東京自治会館組合の解散に伴う財産処分について提案理由を申し上げ

ます。

本議案は、東京自治会館組合の解散に伴う財産処分について、地方自治法第289条の

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129号、東京市町村総合事務組合の設立について提案理由を申し上げます。

本議案は、総合的かつ効率的に事務の共同処理を行うため、東京自治会館に入館して

いる東京都市町村消防団員等災害補償等組合、東京都市町村交通災害共済組合、東京都

市交通災害共済組合及び東京自治会館組合を統合し東京市町村総合事務組合を設立する

ことについて、地方自治法第284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。

以上、 7議案の詳細につきましては、担当部長に説明いたさせますので、よろしく御

審議のほどお願し、いたします。

0議長(黒川重憲君) 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、七つの議案につきまして逐次御説明申し上げま

す。

最初の議案でございますが、解散をしまして、そして財産の処分ということで、最後

で総合事務組合を設立するというのが骨子でございます。それでは申し上げます。

議案第123号でございますが、東京都市町村消防団員等災害補償等組合の解散につい

てでございます。この議案を提出いたしました。それから議案第124号で、東京都市町

村消防団員等災害補償等組合の解散に伴う財産処分についてでございます。後ほど、こ

れらについて御説明申し上げます。それから次が、 125号でございますが、これが東京

都市交通災害共済組合の解散でございます。それから126号が、それに基づきまして東

京都市交通災害共済組合の解散に伴う財産処分でございます。 127号が東京自治会館組

合の解散でございます。 128号が東京自治会館組合の解散に伴う財産処分についてでご

ざいます。御協議を得たいということでございます。そして、最後が129号でございま

すが、これらを統一いたしまして、東京市町村総合事務組合の設立をお願いするもので

ございます。

今、申し上げました各議案でございますが、 123号、 124号につきましては解散をいた

しまして、そして、さらに財産処分ということでございます。これにつきましての総合

組合をつくる理由でございますが、提案理由の説明にもありましたとおり一部事務組合

でございましたが、これらのお市、あるいは加入している団体、そうしたものがありま

すが、そうしたものを共同処理して一つの組合をつくって、そして能率よく実施してい

きたいというのが趣旨でございます。

それには、今まで事務の複雑化あるいは運営雨の非効率化というものがありました。

これらのものを一つのものにまとめていくということで、今までそれらについての検討

委員会を開きまして、ここに成案がまとまりまして、来年の 4月からこの市町村総合事

務組合に統合してスタートするということでございます。

それで、 123号でちょっと御説明申し上げますが、お手元に資料が行っていると思い

ますが、左側jの現況では、このような六つの一部事務組合があります。そのうち、入っ

ている市と入ってない市もございますが、これらのうち四つの、今提案しております一

一日野市の場合は三つでございますが、四つの組合を一つにいたしまして市町村総合事

務組合を設立するということでございます。それが、右の方に出ておる改正後のもので

す。

次のページでございますが、それでは、各市それぞれございますが、日野の場合は、

途中のところで日野市とございますが、加盟しているのは東京自治会館組合です。それ

から、次が東京都市町村消防団員等災害補償等組合、それから次が東京都市交通災害共

済組合に入っております。そして、一番右の東京都市町村交通災害共済組合には加入し

ておりません。よって議案として提出いたしましたのは、この丸をつけております三つ

の組合の解散と財産処分をお願いしていくものでございます。

その次に、一番最後のページでございますが、複合事務組合に継承する各組合の所有

財産でございますが、東京自治会館組合におきましては、公有財産として土地、建物、

有価証券がございます。

それから基金といたしまして、財政調整基金がございます。それから、減債基金もご

ざいます。そして、ここには債務といたしまして、市町村振興基金から借入金が 9億1，
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469万7，515円というものを持っております。これらを引き継いでし、くわけでございます。

次が、消防団員等災害補償等組合でございますが、賞じゅつ基金といたしまして持っ

ております基金でございます。それから、公務災害補償基金、これらが、 そこ に書いて

ありますとおりのものが財産でございます。

それから、次に都市交通災害共済組合でございますが、交通災害共済見舞金基金とし

てここにあります金額でございます。それから交通遺児年金基金、この財産でございま

す。これを次の総合事務組合の方に引き継ぐということでございます。

それでは、それらに基づきまして129号議案について御説明申し上げます。東京市町

村総合事務組合の設立でございます。ここに書いてありますとおり63年4月 1日から、

来年の 4月 1日からこれを実施していきたし、ということでございます。

2ページ、 3ページでございますが、規約でございます。名称は、このとおりでござ

いまして、あと特に申し上げるのは、別表でこれらの団体の組織が出ております。

それから第 3条におきまして、 ( 1 )でございますが、非常勤消防団員等に掲げる補

償、損害補償、これが「ア、イ、ウ、エ」まであります。それから、消防組織法第15条

の規定によります非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関するこ と、それから 3が

非常勤消防団員に係る賞じゅつ金の支給に関すること、住民の交通災害共済事業に関す

ること、 5が共同で実施する職員の研修に関するとと、 6が東京自治会館の設置、管理

及び運営に関することということでございます。

それから、組合の議会でございますが、第 5条で、組合の議会は14人と定数を定めて

おります。そこに出ております職名で、それぞれ出ております。市長の職にある者が 6

人、それから東京都市議会議長会会長及び副会長の職にある者 3、町村長の職にある者

が3人です。それから 4番目が、東京都町村議会議長会会長及び副会長の職にある者が

2名ということでございます。

それから、次が 4ページ、 5ページでございますが、これらの議員さんの任期は 2年

とするということでございます。あと 2、3につきましては、再選、それから執行した

場合というようなことが出ております。

それから、特に申し上げるのは、その次の 5ページの組合の執行機関の組織及び選任

の方法でございますが、組合には管理者、副管理者及び収入役各 1人を置くということ

でございます。そして管理者及び副管理者については、組織市町村の長が互選するとい

うような形でございます。そして、 4番目の任期は 2年というような形でございます。

それから12条でございます。下の方でございますが、監査委員につきましては、監査

委員 2名を置くということで、学識経験者、それから組合議員の中から、それぞれ 1名

を選任するということでございます。次のページに移りまして、これらの監査委員につ

きましては、ほかと違いまして4年の任期があるということになっております。

それから13条で、この総合事務組合には、事務局長その他の職員を置くということで

ございます。それから、組合の経費につきましては14条以下に出ておりますが、組織市

町村の負担金、組合の事業から生ずる収入、組合の財産から生ずる収入、その他の収入

をもって充てるというようなととでございます。それから 2番目でございますが、組織

市町村の負担については、管理者が組合の議会の議決を経て定めるということになって

おります。

そして別表が、次の 8、9でございますが、ここに別表の組合を組織する地方公共団

体がございます。別表第2表でございますが、 3条関係でございます。共同処理に係る

事務の中で除外する市として、ここに 4市がございますが、この市は 3条の 1号に非常

勤消防団員等でございますが、これらは単独にお持ちになっているというようなことで

除外されているということだそうでございます。

以上、雑駁でございますが、 7議案につきまして、今までの組合を解散し、そして財

産を処分してそれらをまとめまして、最後の129号で市町村総合事務組合をつくったと

いうことでございます。よろしく御審議のほどお願し、し、たします。

0議長(黒川i重憲君) これより質疑に入ります。古賀俊昭君。

024番(古賀俊昭君) 教えていただきたいと思いますが、この組織変更に伴う新事務

組合の設立によって、この事務組合で勤務きれる職員の方の数というのは、現在の自治

会館の入館団体のそれぞれの業務を行っている現時点とで、何か変更が生じるのかどう

か。

それから、この新しい市町村総合事務組合の代表者といし、ますか、この事務組合を代

表するのは管理者なのかどうか、そういう点、勉強のためにお開きしたし、と思います。

よろしく。

O議長(黒川重憲君) 総務部長。

0総務部長(山崎 彰君) 1点目でございますが、人数でございますが、先ほども申

し上げましたように共同処理によって人員を減らすというような方法でございます。そ

れで、これにつきましては事務組合と兼務させていくということで、 4名の方を兼務発

令していくということで4名減ります。そして、専任職員としては26人でスタートする

ということでございます。
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それから、さらに任意団体としてあります市長会、それから町村会、町村議長会、自

治会館調査会というのがございます。これらの任意団体からも兼務で2名をしまして、

最終的には 6名というような形の減でスター卜していくということでございます。

それから、もう 1点の管理者でございますが、そこのところにあります管理者は、こ

こにあります組織市町村の長が互選ということで、市町村の長からこれを互選されて管

理者及び副管理者が決まるということでございます。

0議長(黒J11重憲君) 古賀俊昭君。

024番(古賀俊昭君) わかりましたが、こうしヴ組織の場合、組織を代表する立場の

役職、人というのがあるのかどうか、代表する方は管理者というふうに理解すればし巾、

のかどうか、その点は、いかがですか。

0議長(黒川重憲君)

0総務部長(山崎彰君)

O議長(黒川重憲君)

013番(夏井明男君)

総務部長。

御質問のとおり管理者が代表者でございます。

夏井明男君。

何点かお尋ねします。教えていただきたし、と思うんですが、こ

は、昭和61年からスタートいたしまして、ここに自治会館の入館団体の検討委員会とし、

うのが聞かれまして、そして、それに基づきまして、このような成案はなったわけで、ご

ざいます。それぞれの、今回つの、ここにありますように自治会館組合、それから市町

村消防団員等災害補償等組合、市町村交通災害共済組合、都市交通災害共済組合、それ

ぞれの組合に対しましてこれらの説明をとりつけまして出てきたということでございま

す。そのような説明を受けております。

それから、 2点目でございますが、人件費を今申し上げましたんで、すが、その複合化

に基づきましての経費の節減はどの程度というようなことで、これは概算でございます

が、 62年度予算ベースで1，510万の経費の削減を図ることが可能であるというふうに考

えております。

その内訳を申し上げますと、人件費で620万、それから、組合議会関係経費で660万、

管理者等特別職報酬等経費で170万、監査委員経費ということで60万というようなこと

でございます。それらをトータルして、先ほど申し上げました1，510万という数字でご

ざいます。

それから、この職員の退職については、ちょっとそこまでっかんでおりませんです。

それから 3番目の、そのほかの事務の統合ということでございますが、それぞれ私ど

もの方にもこれとは、自治会館でありませんが、ごみの処分の一部事務組合だとか、あ

るいは火葬場の組合とかそういうものはありますが、そうした中で、の、やはり効率的な

一つの場所での運営ができれば、それは統合されていくんじゃないかと思いますが、今

のところそのほかの情報は、持っておりませんです。

0議長(黒川重憲君) 夏井明男君。

ういうふうな報告を受けたわけで、すけれども、一つは、前にこういうふうな組合の過程

があるのか、経過報告みたいなのが過去にあったかどうかというのが 1点と、それから、

今このような組合、 3組合が一つの組合になるということでお話がありましたが、その

実益の面なんですが、今のお話ですと、事務を統ーして組合として人件費を浮かすとい

うふうな感じにもとれたんで、すけれども、そういうふうな理解でよろしいのかどうか、

検討委員会でかなり詳しく検討されたというふうな経緯もお話ありましたので、その辺

をお尋ねしたいと思います。

さらに、最終的には 6名減で26名でスタートするというふうなお話ですけれども、こ

の6名の方というのは、どういうふうなあれになったのか。定年とし巾、ますか、年齢的

なもので自然、退職されていった方を補充しないという形で減になっていくような形をと

られたのかどうか、この 6名の方の行方とし、し、ますか、振り分け方とし、し、ますか、わかっ

たら教えていただきたし、と思います。

3点目の、ほかにもいろいろな組合があると思うんですけれども、こういうふうな組

合の事務の統合という動きは、ほかにもあるのでしょうか。その辺を情報として教えて

いただきたし、と思うんです。以上、 3点です。

O議長(黒川重憲君) 総務部長。

0総務部長(山崎 彰君) この統合までの経過でございますが、これらにつきまして

013番(夏井明男君)

O議長(黒川重憲君)

結いたします。

お諮りいたします。ただいま議題となっております本 7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〕

わかりました。

ほかに御質疑はありませんか。なければこれをもって質疑を終

0議長(黒川重憲君) 御異議ないものと認めます。よって本 7件については、委員会

付託を省略することに決しました。

本7件について御意見があれば承ります。なければこれをもって意見を終結いたしま

す。
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0市長(森田喜美男君) 議案第130号、日野市一般職の職員の給与に関する条例の一

に関する条例の一部を改正するものであります。

以上 2議案は、同一件名でありますが、性質を異にする内容でありますので議案を分

けて提案をし、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

のほどお願し北、たします。

0議長(黒川重憲君) 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、議案第130号から御説明申し上げます。

この議案でございますが、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

例の制定でございます。これは、今提案でありましたように、この議案は職務給を導入

したものでございます。全部ではございませんが、職務給でございます。

そして、改正の主な要点といたしましては、通し号俸制からの職務給を改正するもの

でございます。それから、職務給となる範囲は、部長職、課長職、課長補佐職でござい

ます。職務給の給料表とするための財源は、管理職手当の削減額を充てるということで

ございます。

それで、今まで 1等級から 5等級までございましたが、これを 3等級の課長補佐職を

入れましたので6等級に変更させてもらいました。そして、今申し上げました管理職手

当の削減率ですが、院長におきましては28%を24%に、それから部長職につきましては

25%を21%、課長職につきましては20%を17%に、課長補佐職につきましては18%を16

%というような形で削減でございます。

それでは 3ページでございますが、今申し上げましたように 6等級に分けました。そ

して、 1等級が部長、 2等級が課長、 3等級が課長補佐職ということでございます。 4

等級以下につきましては、係長職、それから 5等級、 6等級につきましては主事でござ

います。

それから、 4ページでございますが、これは病院関係の給料表でございまして、給料

表がこのように、 1等級が院長及び副院長、それから 2等級が医長でございます。それ

から、 3等級が一般の医者のものでございます。以上でございまして、これを改正する

のが63年の 5月 1日からということでございます。来年度の 5月 1日から実施していき

たし、ということでございます。

それから 7ページ、 8ページ、 9ページにつきましては、これらの切り替え表でござ

います。 1等級が部長、 2等級が課長、 2等級というところに、これが今まではなかっ

たんですが、ここに課長補佐職を入れてあります。それから 3等級、 4等級、 5等級、

これらの切り替え表でございます。

これより本 7件について採決いたします。本 7件は原案のとおり決するに御異議あり

ませんか。

c r異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(黒川重憲君) 御異議ないものと認めます。よって議案第123号、東京都市町

村消防団員等災害補償等組合の解散、議案第124号、東京都市町村消防団員等災害補償

等組合の解散に伴う財産処分、議案第125号、東京都市交通災害共済組合の解散、議案

第126号、東京都市交通災害共済組合の解散に伴う財産処分、議案第127号、東京自治会

館組合の解散、議案第128号、東京自治会館組合の解散に伴う財産処分、議案第129号、

東京市町村総合事務組合の設立の件は、原案のとおり可決されました。

お諮りいたします。ただいま議案第130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、議案第131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が提出されました。

この際、これを日程に追加し先議といたしたいと思いますが、これに御異議ありませ

んか。

c r異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(黒川重憲君) 御異議ないものと認めます。よって、本2件を日程に追加し先

議することに決しました。

これより議案第130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、議案第131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し、と思いますが、これに御異議ありませんか。

c r異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(黒川重憲君) 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〕

部を改正する条例の制定について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料に職務給制の導入を図るため、日野市一般職の

職員の給与に関する条例の一部を改正するものであります。

議案第131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

について提案理由を申し上げます。

本議案は、日野市職員の年末年始勤務手当を改めるため、日野市一般職の職員の給与
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024番(古賀俊昭君) 簡単にお聞きをいたします。

条例改正案が出されたのはなぜか。議会に対して事前にお話しになった形と、もう既に

ここで違ってきているわけですね。どういう背景があるのか、この点についてお尋ねを

したいと思います。

0議長(黒川重憲君) 総務部長。

0総務部長(山崎 彰君) 御質問いただきましたとおり、非常に不手際でございます。

それは重々承知しておわび申し上げます。

実は、 12月4日の議運が 3時に開かれるというときでございますが、その前の日から

期末勤勉、今まだ妥結しておりませんが、徹夜の交渉がありまして、そしてその中でさ

らに詰められてきまして、この131号の議案について6年もたっているというようなこ

とから、これだけでも、何とか職員のあれをしてもらえないかというような形が出まし

て、そして、それをすぐ、このような議案上程とい う形に持ってきたわけで、ございます

が、まず 1点は、私が午前中、ちょっと 1時間ばかり家へ帰って、そして指示を与えな

かった、そうした問題が出ていたんで、すけれども、まだそれは決定しておりませんでし

た。で、それらについての指示は、していなかったということが一つ、それから 2点目

は、ここにもありますように、提案する方法としてどういうものがし巾、のかということ

です。同じような項目でありますので非常にそれらを事務的に、事務サイドでも非常に

迷っていたというようなことで、あのときの 3時からの議案には、とてもそれが結末を

見なかったということでございます。お叱りは、十分こうむります。

以上です。

続いて議案第131号でございます。 131号につきましては、やはり同じ題目でございま

して、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でございま

す。これは 2ページ、 3ページでございますが、ここで御説明申し上げます。 別表の33、

年末年始勤務手当の項中、 5，000円をに∞0円に、 6，000円を8，000円に改めるものでござ

います。新旧対照表で御説明申し上げます。

4ページ、 5ページでございますが、今まで5，000円で勤務をしておりました右の端

の手当の額でござし、ますが、これが12月29日から翌年の 1月3日までの間に勤務した人

でございまして、これが5，000円が7，000円ということでございます。それから12月の31

日、大晦日でございます。それと 1月 1日については、今まで6，000円でありましたも

のが8，000円になっているというような形でございます。

これにつきましての改正理由でございますが、前回の5，000円、 6，000円というのが昭

和56年12月の18日で改正されまして、それ以後改正されてないというような中での今回

年末年始手当を改正するものであります。

よろしく御審議のほどお願いいたします。

0議長(黒川重憲君) これより質疑に入ります。古賀俊昭君。

最初に、議会運営委員会でもちょっと指摘したんですが、当初、第4回定例議会の前

に議会運営委員会が開かれ、その席上で総務部長から、この12月議会には、送付されて

いる、既に送られている議案のほかに 3件の追加議案を予定しているという報告、お話

がありました。

その内容は、今130号で提案、追加されました給与条例、一部職務給の導入の議案を

考えている。もう一つは、期末手当、勤勉手当を12月15日には支給をしなくてはいけな

いので、妥結早々議会の方に追加議案でこれも出す。それから、もう一つは、給与条例

の中で、いわゆる給与改定、ベースアップ分について条例改正を同じように出したし、と

いう 3件、予定がある旨のお話があったわけで、す。そのことを議会運営委員会でも了解

をし、どのような内容のものかということは、よくはわかりませんでしたが、そういう

ものが出されるということは、全員各会派にも持ち帰り、議運のメ γパーから皆さんお

話をお聞きになったと思います。私どももそういう形をとっていたわけでありますが、

今回131号で出されている給与条例の改正案は、名称は同じでありますが、年末年始の

いわゆる勤務手当の改正ということで一一当初、市の方から、執行部から説明された追

加議案の中には、これはございませんでした。今回突如として、ここで追加議案にこの

0議長(黒川重憲君)

024番(古賀俊昭君)

古賀俊昭君。

別に叱っているわけじゃないんですが、またそうし、う立場に私

はございません。

議会運営委員会という第4回定例会をどのように進めていくかということを検討をす

る、また決定をする場で、これの議案を後から追いかけて出します、追加したいという

ことをお話しになった以上は、大体その範囲内でお考えになって議案提出を実行される

というのが、普通、常識からいって当然だと思うんですね。

これが出てきた背景は、何か一度ち ょっとお帰りになって指示していなかったという

ようなことで、よくその辺のことはわからないんですが、私が申し上げたいのは、これ

は現在日野市が持っております33の特殊勤務手当の中の一つであるわけです。との特殊

勤務手当については、議会でも再三いろいろな議員からも指摘がありますし、市の方で

も見直しを表明をしてこられました。ですから、特殊勤務手当全体の見直しの中で、こ
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の年末年始の勤務に当たる職員に対する手当というものも当然、処理されてしかるべきだ

と思うんですね。

また、特殊勤務手当の見直しについても取り組んでいますというお話もあったわけで

すから、なぜ、これだけを取り出して、今、総務部長も十分承知しておられない中でこの

提出が決まったのか、その辺、腕に落ちないわけです。

今、総務部長は、助役と同じような立場でもお仕事をなさっていますから、その交渉

に当たる場では一一市長も当然そうですが、総務部長もそれなりのおおきな責任を負っ

て臨んでおられると思うんです。総務部長が全く考えていないこういう議案が、いつの

間にかまとまって追加するということに決まったということは、何かおうちに帰ったか

らとか、そういうことはちょっと理由には、なり得ないと思うんですが、これが議案と

して、今回、議運等に報告されたものと全く別のものが加わって出されたということで

は、もっと御説明を深くきちんと、私どもが納得できるようにお話をしていただきたい

んですが、いかがでしょうか。

0議長(黒川重憲君) 総務部長。

0総務部長(山崎彰君) 御説明申し上げます。

4日の目でございますが、団交がございました。市長も出ておられます。それで団交

の席におきましての私の立場というのは、総務部長でございます。あくまでも総務部長

でございます。それ以上の権限はありません。それは今までもやってきております。そ

れで組合といたしましても、総務部長としての団交ということで了解されております。

そうした中で、最後の詰めで提案しました金額で、これはボーナスでございますが、し

たときは市長がおいでになりました。

そして、その中でのいきさつの中でこの問題が出てきたわけです。で、ある程度煮詰

まって考えてみるということでの話でありましたので、私もそれらについてのもっと事

務的な話を詰めればよかったということは、事実でございます。それがなかったという

ことです。

それから、この背景でございますが、 33項目、これは議員さんが指摘をされるように

是正という中での見直しということは、毎度言ってまいりました。 9項目ある中で、ほ

とんど日野市もそれなりの努力をしてやってきました。これが残された問題でございま

す。それは、もう 2年も前から組合に提示してあります。そうした中で、見直し、それを

していきたいということでやってまいりましたんで、すが、途中に、こうし、う給与改定だ

とか、いろいろの4週6休だとか、そういうものが入りますと、そちらの方に行ってし

まうということでありました。

それで私どもの一貫した考え方といたしましては、 33項目全部見直しをするんだとい

うことでやってまし、りましたO そのために、それが全部見直しが終わった時点で、議会の

方に了解を取りつけたい、議案提出していきたいというのは、基本的な考え方でありま

す。ということでありますが、この33項目で私どもが既に組合の方に提示したのは、大

きくナタを振るったとし、し、ますか、 4項目に大きくまとめて、そしてやっていきたし、と

いうことで組合の方には提示してあります。してありますが、まだそこまでの煮詰まり

はしておりません。今、私もここに持っておりますが、そうしたことでございます。

そうした改善、それから見直し、あるいは廃止、あるいは金額のアップというような

ものをやっていきたいということでございます。そうした中で、いろいろの団交の席で

こうしづ問題が出まして、その中でとりあえず、今、我々も土俵には乗っていますよ、

一一組合の方です。そうした中で、これだけは 6年もたって、ほかの市との関係も見て

ください、正月の、大晦日、元旦を我々は出なきゃしょうがない、こうしたときには、

もう少し何とか考えてもらえないかというような切実なものが出てきまして、それらの

関係から、ここで、ある程度市長が決断されたというような形でございます。

以上です。

O議長(黒川重憲君) 古賀俊昭君。

024番(古賀俊昭君) 特殊勤務手当全体の、 33の特勤手当の見直しの表明、約束とい

うものが既に行われ、組合に対しては提示をしているというお話、やっぱり全体を総体

的にとらえる中で統合するもの、廃止するもの、また額を改定するものというものを十

分、全体像をとらえた上で、そして結論を出していくという作業が、本来はきれなくて

はいけないと思うんです。正月が近づいたから、年末が近づいたからということで市長

が決断をしたということですが、正月や年末は、もう何年も前から来るのはわかってい

るわけですね。 6年間たっているわけです。そういう一つのサイクルを十分一一これは、

だれが考えてもわかるわけですから、いつ、じゃあこの手当については結論を、成案を

得るべく交渉なり検討を加えていくかということを、 33目全体を視野に置いて進めるの

が、私は当然だと思うんですね。

市長は、これを、総務部長が席にいないときに市長が決断したというようなお話です

が、特勤手当の見直しということは、これで一つつまみく九、したような形で一一軌道に

乗らないとは思いませんが、こういう形で何か特勤手当を思いつきでいじっていくとし、

うのは、見直しということをきちんと給与の是正計画の中でうたっている日野市のやり
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方として、またその責任を負う最高の立場の市長として、ちょっと軽率ではなかったか

と私は思うんですが、この点、市長はどのようにお考えかということです。

それから、今、日野市は、もう長い間、助役が不在できて行政が、市政が運営されて

いるわけですが、総務部長は、例えば26市ですか、東京都の一一26市には限らないと思

いますが、こうしたボーナスとか給与改定の時期には助役会とか開かれる場合には、総

務部長の職にはし、らっしゃいますが、助役会には日野市を代表してお出になっていると

思うんですね。ですから、随分いろんなお仕事が集中をして大変だとは思いますが、やっ

ぱり交渉の一定の責任者として、一定の責任を負うお立場として、やはりその辺のこと

は、ある程度自覚をしていただくということが必要ではないかと思うんですが、総務部

長の空席を見て市長が約束をしたのかどうかわかりませんが、こうした特勤手当のつま

みく九、的な改正というのは、しかも追加議案には予定されていなかったものを出すとい

うのは、極めてお粗末だと思うんですが、市長は、どういうお考えでこの決定をなさっ

たのか、お聞かせをいただきたいと思います。

0議長(黒川重憲君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 総務部長、職員課長が交渉の真正面に立ちまして、大変苦慮

しながら、また努力をいたしております。

特殊勤務手当の全体を視野においてということは、私もそういう考え方でございます

が、組合の言い分の理由もなしとしないということと、それから今後、より一層、一定

の到達点を予定をして交渉の具体的合意に努めてし、く、こうし、う前提の中で一定の措置

をした、こういうことでございます。

33の特殊勤務手当というのは、一見まだ手がつかないかのごとく見られがちでありま

すが、実質的には適用されてないもの、あるいは病院に集中しているもの、そういう事

情もございますが、もう組合も、いよいよ交渉の題材として真剣な協議に入っておりま

すので、それらを間もなく整理した形で、提案がで、きる、とこのように踏んでおります。

手順といたしましては、ちょっと不手際の点もあるわけでございますが、今回の同一件

名ではございますが、内容も性格も違うということで、二つの形で御提案をお願いをし

た、こういう次第でございます。

0議長(黒川重憲君) 古賀俊昭君。

024番(古賀俊昭君) 今、市長は、不手際という言葉を使われたんで、すが、その場そ

の場でうまく、言い逃れとし、し、ますか、言葉の上だけでの言い訳で切り抜けていかれる

わけですが、少なくともこうした特勤手当の一部のものが、この給与条例の改正という

形で出てくるというのは、先ほど議会運営委員会が聞かれる席に行って、初めてわかっ

たわけですよ。それまで一切知らされてないわけですね。追加議案というものは、少な

くとも当初、一定の期間を置いて、議会が開かれる前にちゃんと議案というのは届けら

れて、検討する時間というものを保証されているわけです。

ですから、追加議案というのは、極めて例外的な扱いを受けるものですから、議会運

営委員会の当初聞かれた場で、予定を表明されたもの以外のものを、私は全く了知してな

いものを、ここで同じものが二つ並んでいるからどういうものかなということで、よく

見てみましたら年末年始の勤務の手当だということがわかったわけで、す。不手際で済め

ばいいんですが、こういうことは一事が万事、いろんな商で私どもあるということを指

摘しているんですが、議会に対してちょっと、やっぱり失礼だと思うんですね、私ども

に検討の期間もないし。簡単なことかもわかりませんが、やはり、ひとつの手順という

ものを踏んでいくということが議会のルールだと思うんです。

この点について、私は取り下け了こらどうかと思うんですが、いかがですか。

O議長(黒川重憲君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 提案をしておりますので、よろしくお願いをいたします。

O議長(黒川重憲君) 古賀俊昭君。

024番(古賀俊昭君) 議会がそれを認める、またそれを認めざるを得ない立場の議会

の意思というものがあれば、これは仕方ないわけですが、本来は、そういう取り下げを

求められても仕方がない種の議案だと私は思います。こういう点、非常に遺憾だという

ことを指摘をしておきたいと思います。

それから、この議案第130号についてですが、私は一般質問でも、この点は触れてい

きたいと思っておりますので、ここでは、一つだけ市側の考え方を聞いておきたいと思

いますが、今、総務部長の方は御説明で、この給与の体系を職務給という名称で呼ばれ

ました。一部という言い方もされたのかもわかりませんが、今までの日野市の給与体系

は、 5等級まで分かれてはいましたが、すべて給料月額が同額のもので、一連のものと

してつながりを持っていましたから、完全通し号俸制の給料表と全く変わらなかったわ

けです。

ですから今回、一部をいじって、 1等級から 3等級までの職務給を導入したというこ

とで、この給与体系を、職務給を提案をしたということで胸を張っておられるのかどう

かわかりませんが、そういう表現をしておられる。しかし、私は、正確に言えば今まで

の完全通し号俸の給与体系の中に一部職務給的なものが導入されたということで、私は
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この給与の給料表を呼ぶとすれば、 不完全通 し号俸と呼ぶのが正しいと思うんですね。

そういう ことから、今後この給与体系の呼び方にもなるわけですが、市は、この給与

体系、給料表を職務給というふうな呼び方でおっしゃると、いろいろな誤解も生じてく

ると思うんですが、この給料表についてどういうものだという意識を持っておまとめに

なって、お出しになっているのか、市長でも総務部長でも結構なんですが、その点、ど

のようなお考えかお聞きをいたします。

0議長(黒川!重憲君) 市長。

08番(福島敏雄君) 今の古賀議員と市側のやりとりで、およそわかったんですけれ

0市長(森田喜美男君) 私は、先ほど提案理由を申し上げる際に、 一般職の職員の給

ども、感想を言いますと、何かいろんなと ころで職務給を導入せよと言われているんで、

格好をちょっとつけたとい うふうに私は感じております。

したがって、市長が、これが第一歩で着地はもっと先にある、とこういうことも当然、

の御発言だというふうに理解するわけですけれども、ただ、ここで聞いておきたいのは、

私は一般質問でいろいろ話を聞いたこともあるんですけれども、こういう格好に落ち着

くということについては、市側としての、要するに給与制度をどうしていこうかとしヴ、

要するに考え方、ポリシーがあったと思うんですね。これが組合との交渉の中で、どの

辺一一一市側が持っているポリシーが、労使交渉を通じてどのくらい撤退しちゃったのか、

ちょっとわからないんですよね。だから、市側が描いている望むべき給与制度はどうい

うものだっていうのが、よくわからないんですね。ですから、これが、私が感想、を言っ

たような形でとりあえず取り繕った、とこういうふうにとられてもやむを得ないと思う

んですけれども。

労使交渉があるわけですから、市側は最終的な形として、こういうものを組合に提示

をして同意を求めたというのがわかれば、非常にわかりし、し、と思うんですが、もし、そ

ういうものが出せるんだとしたら、資料として出せるかどうかをお聞きをしたい、こう

いうふうに思います。

特に私は、これからの給与制度を考えるときに、職務給というのもあるかもしれませ

んけれども、要は職員の意欲をいかに高めるかという観点でこの給与制度を変えていく

というのを、一つは要望していたわけなんですね。というのは、今までの年齢別の人員

分布なんかを見てみましても、要するに係長になる年齢が40歳を越えなきゃならないと

か、こういうのは、それまでに、要するに市の採用試験なんかを見てみますと、非常に

優秀な人が入っているわけですよね。大学を出て二十二、三で入った人が40になるまで

役職にもっけない、こんな制度でいいのかというあれが、私は、あったわけで、す。要す

るに、どうし、う仕事ができるのか、役職につかなくてもその人は役職相当分の仕事はで

きるというような評価をしたら、役職者並みの扱いを、待遇をする、こういうようなこ

とがこれからの人事制度の中には必要じゃないのか、というふうに私は考えて、市側の

見解をただしたことがあるんですけれども、何か、し ょうがないやるというんじゃなく

て、この給与制度を変えるときに、要するに職員が意欲を出せる、そういう制度を一緒

に考えていこうじゃないかということを労働組合と、もっと話し合ってもらいたいんで

すね。ですから、非常におかしな格好になっていると思うんです。

料に職務給制の導入を図るため、とこのように申し上げました。これは導入を図る第一

歩である、こういう趣旨でございますので、今までいろいろ議会の御指導もいただし、て

おる、そういうことになるべく合わせていこう、こういう考え方でございます。

今回は、その第一歩の着手だ、とこのように御理解いただし、て結構でございます。

O議長(黒川重憲君) 古賀俊昭君。

024番(古賀俊昭君) 市長の今のお答えでは、職務給制の導入を図る、もちろんそう

なんですけれども、導入を図るということは、職務給に切り替えるということなんです

よね。第一歩といえば第一歩なんです。しかし、導入という言葉を使えば、やっぱり一

部導入なんですね、これは。ですから、通し号俸制は依然、として残っているんです、こ

の給料表の中に。だから、余りこれをとらえて職務給を導入したというふうに明言をさ

れることは、非常に迷惑なんですね。この点、全体の給料表の見直しができなかった、

非常に不完全燃焼で、今回、議会に議案として出されてきているわけですが、今後これ

が第一歩となれば、私はそれなりに第二歩、第三歩が期待できるとも思うんですが、第

一歩が、そのまま結末、決着であってはいけないと思うんです。そういう懸念もあると

思し、ます。

今後、委員会での審査に当たって、こういう点も議論になろうかと思いますが、意見

としましては、この際申し述べておきますが、是正計画、改定計画でまとめられた内容

が、計画の中の年度で示されたその期限内には、今回できなかったということで、一定

の政治的な責任も私はあろうかと思います。そういう点をこれからも注目していきたい

と思います。職務給ではない不完全通し号俸制の給与条例が改正案として出されたとい

う認識を、私は持っております。

以上で、質問を終わります。

0議長(黒川重憲君) 福島敏雄君。
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それで私は、これでセットとして、ぜひ出してもらいたかったと思うのは、この給料

表の医療に携わる人の、これはお医者さんというんじゃないんですね。問題は、お医者

さんじゃなくて看護婦、保健婦、助産婦、准看護婦、資格のない人、こういう人が同じ

給料というのは、世の中にないわけですよ。それで中がうまく治ま っているならし、し、で

すよ。治まってなし、。毎広報で看護婦を募集している。特に若い看護婦が入らない。こ

れは、どういうことに原因しているのか。これは確かに今、看護婦不足というのがある

かもしれませんけれども、要するに日野市の給与体系というのは、年功序列型が非常に

たちすぎているわけですよね。若い人が安くて、あるポイ γ トの年齢からし、くと看護婦

の賃金を例にとってみると、若い人は看護婦が安い。一般的な看護婦の相場から比べて

市立病院の看護婦の賃金は安い。ある年齢を超えますと高くなるんです。とれはなぜか

といえば、そこに職務給が働いてないからなんですね。私は、毎広報で看護婦さんを募

集するという大きな要因の中に、若い看護婦さんが集まらないというのは、そういうと

ころにかなりのポイントがあるんじゃないかと思う。要因があるんじゃないかと思う。

したがって、私は、一般質問でも61年9月ですか、病院からだけでも実際そういった

職務給を始めたらどうですか、とこういう話をしたわけなんですけれども、そういう論

議が、今回の改定の中で、組合側と市側とが話し合った経過があるのかどうなのか、そ

の辺をお聞きをしたいと思います。

0議長(黒川重憲君) 総務部長。

0総務部長(山崎彰君) お答えいたします。

格好だけということでございますが、そうでなくして私どもが提示しましたのは、一

応東京都の方でも職務給ということで一一この日野市の議会からも、古賀議員さんから

も指摘がありましたように、とにかく管理職を少しゃったらということでございました

が、これは指導的には、まず管理職をやるべきであるということでございました。

しかし、係長職については管理職でないということでございますので、これをとりま

して、とにかく係長職までということで投げかけました。そのために最後の最後まで、

上程まで難しいような状況にはありました。それが決まったのが12月の 2日ごろだと思

います。ょうやくということで。それは、組合でもそれぞれの内部の討議がなされたと

いうことです。相当な議論があったそうです。その中で私どもは、一貫して引かなかっ

たわけでございますが、議会も迫ってきたそうした中での最終決断をお願いしたわけで

す。

そういうことで、決してその格好ということでないのでございます。そして、私ども

は、あくまでも係長職までということでございます。これは、もっと深く、今第 1段階

と言いましたけれども、もっと全部を直せということでございますが、今までの東京都

の行政指導では、ここまでなっております通し号俸ですから一遍にはいかないだろうと

いうようなことから、そういうふうな指導もなされてきているということです。

それから、 2点目の看護婦の問題、これは私が総務部長になってすぐに、福島議員さ

んから質問も受けました点で、ございます。それでは、それは団交、組合の中でどのよう

な取り交わしがあったのかということでございますが、つい、この間も私と院長との間

の問題でありましたけれども、病院の医療職、これは医者ではございませんが、それに

ついてこれが一段落というか、ここになりましたんで、今後これを早急にやるべきであ

るということで、組合の委員長も、それは重々承知しております。それですから、今後

これもやっていきたし、というふうに思っております。そういうふうなやりとりもありま

す。今御指摘のように募集の問題、それから、やる気の問題、そうした問題について、

どうしてもこちらもそれらの対応の仕方を何とかしていかなきゃしょうがないというこ

とで切実なものがありますので、組合との話し合いで、それは口頭でございましたけれ

ども、今後やっていくということでの検討課題にして、今やっていきたし、というふうに

思っております。

0議長(黒川重憲君) 福島敏雄君。

08番(福島敏雄君) わかりましたけれども、私は、この委員会付託の前のこういう

質疑のあれですから、でもぜひ要望しておきたいのは、議会から、あるいはマスコミか

ら何か言われるから職務給を導入しなきゃいけないんだとしヴ、そういうのが、要する

に組合側にも市側にもあったとすれば大変不幸なことだと思うんです。

私は、やはり給与制度というものは、それぞれの中に働いている人が本当に一一全部

が納得する制度というのは難しいかもしれませんけれども、かなりの人が、これならい

いというふうなものにもっていくためにどうするか、それは職務給を導入することだ、

こういうふうに思っているんですよね。信念を持って、そう思っているんです。

したがって、そういう観点で話をすれば、むしろ、この職務給を導入する給与制度の

改定に当たって、労使で障害になっているというか、要するに人事の停滞だとか、ある

いは採用に当たってなかなか人が集まらないとか、こういったようなところを、やっぱ

り変えてし、く、そういう姿勢が双方にあってもし巾、と思うんですね。

ですから私は、やはり何かそれぞれが、議会なりマスコミなりに押されてしょうがな

いやっているというのじゃなくて、もう少しいきいきと前向きに受けとめて、できれば

。。
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労使の専門委員会でもつくって、これから、さらに進めるには、どうしたらし北、かとい

う、提案とそれをのむかのまないかということではなくて、職員の中にそういったよう

な専門委員会でも労使でつくって、検討していかなければいけないんじゃないかという

ふうに考えていますので、これは要望しておきます。

0議長(黒川重憲君) ほかに御質疑はありませんか。石坂勝雄君。

027番(石坂勝雄君) 1点だけ、私お聞きしたし、と思うんですけれども、いわゆる切

り替えの時期が63年の 5月 1日ということですね、そういう点で今までの議員からの多

くも、日野の今の通し号俸制、私も議員になったときにすぐに、この問題、いわゆる給

与体系から切り替わってし、く問題の中で、いろんな記憶というか、思い出があるんです

が、今の時代の趨勢ということが根本の原因だと思うんですが、見方によれば今度は、

ここで出てきた給与表が 1階級ふえた、いわゆる課長補佐というのがふえたということ

ですね。あとは手当が一部、部長と課長と課長補佐の給与を入れたということ以外に、

そう、何ていうか目新しいものがないということであるとすれば、実施時期が63年5月

1日とすれば、今、福島議員、私もこういうことは専門でもございませんのでわかりま

せんが、ただ、少なくともこうしヴ給与体系によって、職員の士気が活性化されるとい

うことでなければ何もならないと思うんですね。こういうことによって、むしろ、一部

はいいけれども、一部はだめなんだということでは何もならないという中であるとすれ

ば一一それから、いま一つの考え方として私は、一一市長は、こうし、う給与体系を変え

ていくのに、組合との交渉もあるから一気に変えられないんだ、ということも、私は理

解できないことではないと思うんです。

ただ、問題は、いろんな問題をはらんで階段ごとと、やっぱり根本的なものをメスを

入れないで一部手直しをするということが、必要なのかどうかという一一いろんな、議

会との聞に、 12月の議会には出しますということで、来たという経緯も、我々も12月には

必ず出てくるだろうということを、給与の改正が出てくるだろうということを期待して

おりました。しかし根本が、いわゆるきっきの手当の問題、いろんな問題がまだ未処理

の中で、どうしても組合との交渉が、何ていうか全体を解決するためには、入口から入っ

ていくのが必要なのか、全体の中で合意をとることが必要なのか、その段階一一ーしかし、

現実にはそれができないから一部門から入った、と私は理解するけれども、ただ実施時

期が、 63年5月 1日に切り替えるとするとすれば、少なくとも、いきなり、きょう追加

議案で本会議場で説明を受けて、総務委員会は恐らく付託になると思うんですが、そう

でなくして閉会中か何かにもっと、 A案、 B案、 C案というふうに理事者は、こういう

ことを考えていたんだ、しかし、いわゆる組合とのいろんな短期間の中で、なかなか合

意ができないから、とりあえず、こういうものを持ってきたんだとか、さもなければ、

いわゆる最終目的は、こういうことの何かを持っているんだ、と。

それから他市との、やっぱり職階制なり職務給なりをしているのは、どういうふうに

行われているんだ、とこういうこともいま少し議決権を持つ議員に、私、ほかの人はど

うか知らないけれども、ちょっと、やっぱり比較対照するものがないと、早計に私は、

し、し、とか悪いとかという、これは意見になりますけれども、そういう点から見れば今回

ここで付託されても一ーさもなければ、総務委員会でどうしみ結論が出るか知りません

が、私は、少なくとも実施時期を考えれば、総務委員会の取り扱い方は、総務委員の人

がされて、本会議場でどうなるか知らんけれども、そう急いで結論を出すべき問題では

ないんではなかろうか、とこういうふうに思うけれども、理事者としては、出したから

には必ず決めてくれということのお考えなのかどうか、それをちょっと聞きたし、と思う

んです。

0議長(黒川重憲君) 市長。

0市長(森田喜美男君) それぞれの御意見、ごもっともに伺っておるわけでありまし

て、我々の期するところもそういう考えに総括しておるつもりでございます。

全体の中の、またこれは一部、これからの導入を図るための第一歩だというふうに申

し上げておるわけでございまして、全体の増と給与増というものは、おのずから見通せ

るつもりでございます。つまり、より明確にした給料表の分離ということもあるわけで

ありまして、しかし、なかなか一朝一夕にそこまで、一気に行けないというのが現実の

事態でございました。入り口から第一歩として、今回をもって入り口とし、なお継続を

してあるべき姿に到達をしたい、こういう願いの中の今回の提案でございます。

不十分、あるいは御不満の議会の立場では、持たれる方もあることも承知の上で、こ

うし、う提案をいたしておりますので、今後そういう決意でおるということだけ御理解を

いただいて、御理解がお願いできれば幸いだと思っております。

0議長(黒川重憲君) 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130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、議案第131号、日野市一般職の職員の給与に関する
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条例の一部を改正する条例の制定の件は、総務委員会に付託し、たしたいと思いますが、

これに御異議ありませんか。

( I異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(黒川重憲君) 御異議ないものと認め、総務委員会に付託し、た します。

これより請願第62-47号、日野市三沢742番地みどり坂住宅地域に地区センタ ーを建

設してくださいの請願、請願第62-48号、食品安全条例(仮称)の制定を求める請願の

件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〕

12月 9日 水曜日 (第 3日)

午後 6時47分散会

昭和 6 2年

第 4固定例会
日野市議会会議録 (第34号)

12月 9日 水曜日 (第 3日)

出 席 議 民<=ョ (30名)

1番 奥住 日出男 君 2番 宮 沢 清 子 君

3番 T田主& 橋 徹 君 4番 土 方 尚 功 君

5番 山 口 達 夫 君 6番 天 野 輝 男 君

7番 福 島盛之助 君 8番 福 島 敏雄 君

9番 中 谷 好 幸 君 10番 俣 日召 光 君

11番 )11 向島 博 君 12番 ，馬 場 繁夫 君

13番 夏 井 明 男 君 14番 山 良 ヨド三ヰ 君

15番 ，馬 場 弘 融 君 16番 主I司告「 橋 徳、 次 君

17番 策野行 雄 君 18番 一ノ瀬 隆 君

19番 板 t百 正 男 君 20番 鈴 木 美奈子 君

21番 中 山 基 日召 君 22番 秦 正 君

23番 黒川 重 憲 君 24番 古 賀 俊 日百 君

25番 谷 長 君 26番 市 )11 資信 君

27番 石坂 勝 雄 君 28番 名古屋 史 良R 君

29番 竹ノ上 武 俊 君 30番 米 沢 日召 男 君

欠 席 議 民 (なし)

0議長(黒川重憲君) 御異議ないものと認め一括議題といたします。

請願の要旨は、お手元に配付しました印刷物のとおりです。

請願第62-47号、請願第62-48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し、たします。

本日の日程は、すべて終わりました。

明日の本会議は午前10時より開議いたします。時間厳守で御参集願、います。

本日は、これにて散会いたします。
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説明のため会議に出席した者の職氏名

市 長 森田喜美男君 収 入 役 加藤 郎君

企画財政部長 長谷川暢男君 総務部長 山 崎 彰君

市民部長 大貫松雄君 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 前田雅夫君

建設部長 伊 藤 正 吉 君 福祉部長 高野 隆君

水道部長 橋本栄蔦君 病院事務長 岩沢代吉君

教 3月主主 長 長 沢 三 郎 君 教育次長 砂川雄 君

会議に出席した議会事務局職員の職氏名

局 長 佐 藤 智 春 君 次 長 主方留春君

書 記 田中正美君 書 記 濃沼哲夫君

書 記 佐々木茂晴君 書 記 小林章雄君

書 記 斉 藤 令 吉 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 川久保友子君

議 事 日 程

昭和62年12月 9日(水)

午前 10 時開議

日程第 1 一般質問

本日の会議に付した事件

日程第 1

0議長(黒川重憲君)

午後10時17分開議

おはよ うございます。本日の会議を開きます。

ただいまの出席議員23名であります。

一般質問 1の し 狂乱地価と町づくりへの影響についての通告質問者、福島盛之助君

の質問を許します。

(7番議員登壇〕

07番(福島盛之助君) 議席 7番の福島盛之助君でございます。本議会の買頭、市長

の行政報告におきまして多く の先輩議員より質問がなされ、納得のし、く答弁があった問

題でありますが、今回、私はこの一般質問、 1番で届け出をいたしましたところ、発言

11原も1番ということでございます。トップバッターとしての責任を感じまして、この一

般質問をさせていただきたいと思います。

きょうは12月の 9日、 ことしも余すところわずかに20日でございます。先生も走り出

すというあわただしい年の瀬を迎えるわけでありますが、この 1年間を顧みますると、

内外ともに政治的にも大変話題が豊富でございました。圏内の問題を見ますると、春か

らの売上税、異常な円高に対するドル安、株の大暴落、それに反しての地価の高騰等で

あります。

そして多くの国民が大変関心を持たれたのが自由民主党の総裁選びでございました。

長期安定政権を維持してまいりました中曽根内閣の任期満了に伴います政権の交代でご

ざいました。自由民主党には、いかに人材が豊富かを物語るかのように、国を思う 3人

の候補者が激しく競いました。そうして十分な話し合いの中から前総裁中曽根首相の裁

定のもとに、円満なうちに竹下内閣の誕生を見たわけで、あります。目配り、気配りの庶

民性が国民から高く評価をされまして、世論調査では支持率52%、歴代内閣時16年ぶり

の高い支持率だそうであります。原因は何か、自由民主党の内閣だから、ということだ

そうでございます。国民が、いかに税制改革、土地問題に期待をしているかがわかるわ

けでございます。

昔から、衣食住という言葉がございます。人間生きていく上において不可欠なもので

ございますが、衣食足りて礼節を知て、そんな言葉もございますが、寒さをしのぎ、み

だしなみ程度に用いられておりましたこの衣服も、今ではファッショ γと化し、トラ、

キツネ、タヌキ、これはちょっとオーバーかと思いますが、国際的に取り引きが禁止を

されておるような高級な毛皮等を身にまといまして、究極のグルメ(笑声)舌をかみそ

うな流行語を用いたうまい物食いが当世の流行のようであります。世の中がいかに平和
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で、生活水準が高いかということもわかるわけでございます。

だが、住まいは十分とは申せません。外国のだれかさんが指摘したように、ウサギ小

屋、国民の約68%の人が、この住まいについては不満を持っていると言われております。

毎朝配達をされます新聞、そのページ数を上回る広告、その中には、一戸建て住宅何千

万円、いや億の数字も見受けられます。政府の土地政策が後追いだったということも一

因にはあるようでありますが、なぜ、こんなに急激に地価が上がったのか、アメリカと

の貿易の不均衡、そこから来る黒字の増大、その解消のための内需の拡大政策、東京が

世界の金融の中心となり、そこから来るオフィスの需要の増大、都市の一点集中主義、

企業が金余りから土地を投機の対象にし、金融機関が無制限に投資家にお金を貸し出し

た等、要因はあるにせよ、マイホームは遠のき、土地所有者、特に農業者、商業者等は、

固定資産税の納税に大変不安を感じておるようなわけであります。また、 ーたん相続で

も発生をいたしますと、働き場を失うことさえあるわけであります。

ここへ来て、政府は土地問題等特別委員会を設置し、もう少し早く手をつけるべきだっ

たと対策のおくれを認めた上で、とにかく高値安定ではいけない、急激に上がった地区

では、地価が下がるような方向に向かつて知恵を絞りたい、今後の地価対策の目標は、

地価の高値安定を避け、土地供給策を進め、適正価格への引き上げにあることを強く強

調をしております。

また、規制区域の指定によって、土地の取り引きを事実上凍結するととについては、

この伝家の宝万を抜くときには先手を打ってやるが、それをしなくても済むような最善

の努力をすることだ、と慎重な姿勢を示しておりますが、 11月20日、読売新聞には大き

な見出しで、都内の地価下落、宅地は最大40%買いかえ需要一巡で、監視地区にも効果

があらわれておる、それによりますと、監視地区の指定や超短期譲渡益の重課税など、

政府の地価対策が効果を上げ、 23区内及び多摩地区の商業地及び住宅地では、ことし 5

月から 7月のピーク時に比べまして10%から20%の値下がりをしている、と言われてお

ります。

このように、政府の土地抑制政策が効を奏しておるわけでありますが、現実に、この

日野市ではどうなのか、土地区画整理事業、下水道事業、道路整備等、まだ始まったば

かりでありますので、土地高騰による用地の取得等が困難になり、展望が開けないので

はないか。そんな観点から、以下 5点に分けましてお聞きをいたしたし、と思います。

まず第 1点目でございます。政府は地価抑制政策の一環として、国土利用計画法の一

部を改正し、規制区域内擁護を持ち、また監視区域を設定しておりますが、規制区域と

は、監視区域とは、どのようなものなのか、そうして、どのような効果が期待をできる

のか。なお、私、勉強不足で甚だ申しわけございませんが、これは幼稚な質問になろう

かと思いますが、土地を評価するときに、評価額、公示価格、基準値価格、適正価格、

実勢価格等、まだあろうかと思いますが、そのときどき私たちには大変わかりにくい用

語が大変たくさん使われますが、どのような場合に、どのようなことでこれが、こうい

う言葉が使われるのか、わかりやすく開設をひとつお願いをいたしたいと思います。

次いで2点目でございます。旧国鉄用地の買収計画でございますが、今は JR一一一東

日本旅客運送会社と言われております旧国鉄用地、この払下価格が新聞などに報道され

まして、この地価狂乱の引き金になったように感じられますが、この日野市内には、こ

の払い下げ対象になるような用地はおありなのか。立川市などでは10億の基金を用意し

て買収計画を立てているようなことが新聞などにも報道されておりましたが、この日野

市内には何箇所ぐらい、面積にしてどのくらいおありなのか教えていただきたいと思い

ます。

続きまして第 3点目でございます。公共用地買収状況でございます。

先ほども申し上げましたが、この日野市では、まちづくりの基礎とも言うべき区画整

理事業、下水道事業、道路網の整備が始まったばかりであります。これらの事業を進め

るには、用地の取得に何よりの比重がかかっておるかと思いますが、その進展状況はど

うなっているのか。また、本年度の買収実績等お知らせをいただければありがたいと思っ

ております。

続きまして第4点目でございます。区画整理における保留地の処分について、お伺い

をいたしたいと思いますが、万願寺地区の区画整理事業も順調に進んでいるようであり

ますが、地価の高騰とともに、建設資材も当然高くなってきょうかと思います。経費の

上がった部分、どこかでこれを生み出さなければならない、今さら減歩率を改めるわけ

にもいかないと思いますが、保留地の処分価格が大変問題になろうかと思います。

今までに何回ぐらい売り渡したのか、また今後、何を基準に価格を決め、いつごろ、

また売り渡すのか。例えば今売り出すとしたら、どのくらいの価格が適当なのか、教え

ていただきたし、と思います0

5点目でございます。地価高騰による税収は期待はできるのかということでございま

すが、来年度、固定資産税の評価替えの時期でありますが、多くの議員の質問に対しま

して、当局では、市民生活安定のために据え置く、とのことのようですが、昨年 1年間、

100平米以上の土地取引件数は1，155件だそうであります。高価で当然取り引きをされて

円。
η
i
 

-Eム
η
4
 

ワ
』

噌

E
ム



おると思いますので、この土地譲渡税が大分増額になっているんではないか、そのはね

返りとして市民税がどのくらい伸びているのか教えていただきたし、と思います。

以上 5点でございます。よろし くお願し、し、たします。

0議長(黒川重憲君) 福島盛之助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(前田雅夫君) お答えいたします。

大変恐縮でございますが、質問の中で、公示価格でありますとか基準値価格、実勢価

格その他2点ばかり お話があったわけでございますが、ちょっと内容をいま一度、項目

を教えてください。

0議 長(黒川重憲君) 福島盛之助君。

07番(福島盛之助君) 土地の評価というか、値段をあれする場合に、評価価格とか

公示価格、基準価格、適正価格、実勢価格とか、いろいろ呼び名があるようですが、そ

れあたりを、私本当に不勉強で申しわけございませんが、確かに字を読みますと、なる

ほどな、という感じはわかるんですが、それあたりの解説をひとつお願いしたし、と思い

ます。

評価価格、公示価格、基準値価格、適正価格、 実勢価格、 このような呼び名というか、

名称をひとつお願いをしたいと思います。

0議長(黒川重憲君) 都市整備部長。

0都市整備部長(前田雅夫君)

たします。

まず、国土利用計画法に基づきますと ころの規制区域と監視区域の内容でございます。

わかりました。それでは順を追いまして、お答えをい

ます。現在は、国土利用計画法ではこの規制区域の指定は検討はされておりますけれど

も、指定には至っていないということでございます。

次が、監視区域でございますが、この監視区域につきましては国土利用計画法第27条

の2でござし、ます。これは、さきの通常国会で改正をされ、追加された部分で、ございま

す。この指定につきましては、地価が急激に上昇し、または上昇するおそれがあ り、こ

れによって適正かつ合理的な土地利用の確保が困難となるおそれがある と認められる区

域、こ ういったものにつきまして行う、指定を行う というものでございます。これは、

現在、日野市におきましては、本年の11月から、失礼しました。 10月から指定が行われ

まして、 10月につきましては500平方メートル以上の取り引き、ないし11月からは1∞平

方メートル以上の取り引きが該当になる、という ことでございます。 この件につきまし

ては、100平方メートル以上から2，000平方メートル以上の土地取引については、東京都

が市町村に機関委任、市町村長に機関委任事務といたしま して事務を執行させていると

いうことでございます。

一昨日の行政報告の中でもお答えをいたしましたけれども、この監視区域の取り扱い

の取り引きの割合でございますけれども、大体、前年度の取り引きの実績からまいりま

すと、100平方メート ル以上の届け出は大体50%ぐらいに相当するというものでござい

ます。

次が、言葉の意味でございますけれども、ちょっと順序が前後いたしますけれども、

まず公示価格でございます。

との公示価格は、根拠法令といた しましては、地価公示法というのがございまして、

国が全国規模で調査をいたしまして、 1月 1日現在の地価を、 4月1日に公表する、と

いうものでございます。

それから、基準値価格でございますけれども、これは国土利用計画法の第 9条に基づ

きまして、都道府県が基準値を定め、土地評価を行い、 7月1日現在の地価を、 10月1

日に公表する、とそういうものでございます。

市内の状況を申し上げますと、市内につきましては、公示価格が28カ所でございます。

それから、東京都が発表いたします基準値価格でございますが、これは19カ所でござい

ます。この箇所の中には、住宅地、商業あるいは工業系の土地を含めて評価をしている、

ということでございます。

実勢単価でございますけれども、この実勢単価につきましては、通常民間ないし民間

にかかる、公共もかかるわけでございますけれども、 一般に取り引きしている価格を実

初めに規制区域でございますが、これは、国土利用計画法第12条により まして規制区

域の指定、ということがございます。この規制区域の指定の内容でございますが、土地

の投機的取引が相当範囲にわたり集中的に行われ、また行われるおそれがあり及び地価

が急激に上昇し、または上昇するおそれがあると認めるもの、というこ とでございます。

これは、全面的に土地取引を凍結させまして、許可制にするものでございます。許可権

者は都知事でございます。それで許可申請をいたしまして、 6週間以内にこの許可に対

しますところの処分をする、ということでございます。この取り引きの対象は双方また

は一方が国及び地方公共団体等の場合には、知事と協議をする、ということでございま

す。この許可申請に基づきまして不許可になった場合には、地主は都知事に対しまして

買取請求権が発生をする、とそういうものでございます。

したがし、まして、この規制区域の指定というのは、非常に規制力の強いものでござい
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勢単価と称しております。

それから、評価額でございますけれども、これは、いろんな事務の中で出てくる言葉

でございます。固定資産の評価額でありますとか、あるいは相続を行うところの国税庁

が評価する評価額と、あるいは土地取引をする場合に、例えばさっき申し上げました、

監視区域の届け出の中でも市がその当該土地の評価をするわけでございます。そういっ

たものの呼び名として、評価額ということが出てまいります。その状況に応じて使われ

る言葉でございます。

それから、適正価格も評価額とある程度準ずるわけでございますけれども、これも国

土利用計画法の中で、届け出制度の事務の中で申し上げますと、届け出価格に対しまし

て市が鑑定評価をいたしまして指導をする、いわゆるその価格、こういったものを適正

価格、というように呼んでおります。

ちょっと説明不十分な点があろうかと思いますけれども、以上のとおりでございます。

それから、第4点目の区画整理における保留地の処分ということでございます。

これは過去の資料ということでございますが、ちょっと今持ちあわせておりませんの

で、後ほど資料としてお答えをいたしたいと思います。

この質問の要旨は、私ども、地価高騰の中で、公共事業をこれから進める上で、この

保留地の処分というものがどう行われるのか、その辺にポイソトがあるのではないかと

私は思ったわけで、ございます。

御承知のように、最近、土地の地価の高騰がございまして、都下各市でも用地買収を

伴う公共事業につきましては、かなりプレーキがかかり、市によりましては、用地買収

を全面的にストッフをしている、というような状況でございます。現在行っているよう

な地価の抑制策を講じましても、以前の地価に戻るということはまず不可能であろう。

ある程度地価が上昇した中で、の安定化というものが予測されるわけでございます。

そういう中で、日野市の、いわゆる公共的な事業を進める上で、用地の取得をどうす

るか、ということになるわけでございます。今まで、区画整理の保留地の処分にいたし

ましては、いわゆる鑑定評価をいたしまして、その区画整理の区域を担当する評価員が

ございまして、評価委員会に諮り、その上でいわゆる価格を設定して分譲しているとい

うことでございます。

今後の公共事業を進める上で、今までのような民間の方から直接市が用地を取得して

行うということは、なかなか難しいんではないか。例えば今後都市計画道路であります

とか、あるいは区画整理事業の事業用地の取得、その他公共施設の事業用地、こういっ

た用地を取得する上で、いわゆる考えられることは、市内にある、いわゆる旧国鉄用地、

それから国及び都有地それから市有地、市の公社用地、それから区画整理で持っており

ます保留地、こういったものを有効に使いまして、新事業の用地確保に充ててし、く、と

いうことが大事ではないか。そのように考えまして、私どもの部で担当いたしますのは、

保留地のまず処分のあり方でございますが、今後、この保留地の処分の方法につきまし

て、今後の事業のいわゆる遂行に活用するような、そういう今検討をしているわけでご

ざいます。以上でございます。

0議長(黒川重憲君) 企画財政部長。

0企画財政部長(長谷川暢男君) 2点目の質問の旧国鉄用地の関係でございます。

3点ほど内容があるわけでございますが、日野市内には旧国鉄用地が 4カ所、箇所数

にしては 4カ所あります。面積としては 1万4，200平米でございます。当然、現在この

旧国鉄用地は、国鉄清算事業団が長期債務の返済をするために東京都を通して処分する、

という形でございます。よって東京都から各自治体に、その利用計画の調査が既に来て

おります。当市におきましても、この4カ所につきまして、おのおの利用目的を持って、

今、自治体への優先売却とあわせまして低価格で要望しているというのが実態でござい

ます。

まだ何回かの利用目的の協議だけを進めている段階でございます。実際の問題として

事業団からの価格の提示等は、地価高騰の状況の中もあろうかと思いますが、実際にさ

れてない、というのが状況でございます。以上でございます。

0議長(黒川重憲君) 総務部長。

0総務部長(山崎 彰君) 第 3点目の公共用地の買収状況について、ということでご

ざいますので、お答え申し上げておきます。

今、都市整備部長の方で、御説明、お答えいたしたような状況の中で、異常な土地の

高騰、狂乱、そうしたものの非常に難しい公共用地の取得でございます。これに対しま

しては、土地開発公社、御存じのように、この土地開発公社におきまして4月から行っ

た買収の状況で、ございますが、 1点目の件でございますが、現在11月末までのものとい

たしまして、公園用地として 2件ほどでございます。平方メートルで、は2，801平方メー

トル、それから区画整理用地としては 2件で1，436平方メートル、合計で4件で4，237平

方メートル、というような買収の状況でございますが、これは件数で判断するのでなく

して面積で言いますと、昨年度、用地買収いたしました実績で申し上げますと、昨年度

が9，528平米というようなことで、今4，200ということであります。約半分までを、今、
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0市民部長(大貫松雄君) それでは、第 5点目の税収の伸びはどうなのかということ

としまして評価替えを行うわけでございますけれども、今回の評価替えは直接の地価の

高騰の影響はございません。

そして税の仕組みの中に緩和借置というふうな措置がございま して、これは、例えば

今回、例えば12%上がった場合で、すね、平均12%の場合には負担調整ということで、そ

の年に一遍にその12%、初年度上がるわけではございません。例えば100円の税額の場

合には、初年度が例えば10%で110円、それから 2年目で112円、最終には12%というと

100円の単位だと12円でございますけれども、そういうととの今の法律の中では、そう

いう決めになる というこ とです。これを、やはり地価高騰ということで、自民党の税調

等の新聞によりますと、これを半分、要するに 5%ということで、たた今申し上げまし

たよ うに、初年度例えば10円のものを 5円という措置ですね、段階的に低く抑えて課税

をしようというふうな見当でございます。

そういうふうな中でですね、今回例えば63年度の固定資産税、都市計画税を見込みま

すと、昨年度と比較しますと約9，700万ばかし固定資産税が上がるわけでございますけ

れども、 4.2%程度でございます。それから都市計画税では2，200万円、 2.4%程度の税

収となろうかと思います。

ただ、けさの新聞等にもですね、現在、都議会の中で知事が、都市計画税の税率の検

討をする、というふうなものも出ていました。とし、う段階で、先ほど申し上げましたよ

うに、要するに住民税、市民税ですね、それから資産税関係、今の段階でははっきりし

た数字は出せませんけれども、そのような現在ですね、我々事務の段階としてはつかん

でいる次第でございます。以上でございます。

0議長(黒川重憲君) 福島盛之助君。

07番(福島盛之助君) ありがとうございました。それでは再質問させていただきた

いと思います。

それでは、 1点目についてでございますが、先日 3人の先輩の議員より、既に質問が

されまして、監視地区に指定をされた10月中の5∞平米以上のときの届け出数は 3件、 1

1月1日から100平米以上になってからの届け出数が63件、そのうち行政指導を受けたの

が6件、都の審査会に回したのが 1件、取り下げたのが 2件、審査中が57件とのことで

ありますが、どのような事情で行政指導や都の審査会へ回したのか、当然価格の問題で

あろうかと思いますが、基準値価格といおうか適正価格とは、どのくらい適正価格とし

てどのくらいの相違があったのか。審査中の57件のうち、見通しとして適正価格として

パスするのは何件ぐらいになるのでしょうか。

昨年度実績から見ればやっているという ような比較でございます。

2点目の今後の買収計画でございますが、確かに今言われた、 説明がありま したよう

に、非常に難しい地価の高騰でございまして、新聞にも出ましたように、この南多摩地

区におきましても、日野市は66.4%というような62年度には上昇率をしております。

そうした中で、今後の買収等に非常に難しいわけでございますが、道路だとか区画整

理等の事業用地については、これを今後やっていかなきゃいけないということで、それ

の方法としましては、先ほど価格が出ておりましたけれど、この基準と、基準とし、し、ま

すか、その物差しといたしましては、国の公示価格それから 7月に出ました東京都の基

準値価格、これらを参考にしながら買収、そうしたものに向かっていっているというの

が現状でございます。

それから、さらに大きなものといたしましては、御承知のように開発公社で行ってお

りますが、これが先行取得でございます。で、この先行取得につきましては、このよう

な高騰の中でありますので、市によっては、やはり抑制をして買収を差し控えていると

いうような状況の中でございますので、それらを見ながら、日野市も今現在まだ買収等

するということは、ちょっと抑制という規制の中では難しいのではないかということで、

当分の問、との買収ということについて、今しない方針であるというような考え方を今

持っております。そのような状況でございます。

0議長(黒川重憲君) 市民部長。

でお答えいたします。

まず、非常に申しわけないんですけれども、御質問の土地の地価の高騰によって譲渡

所得の伸びですね、来年度の市民税の増収はどうかということでございますけれども、

市民税の場合には税務署等の関係もございまして、税収の伸びをですね、現在精察中の

段階でございます。ということで、数字の上では幾らというふうな明示はちょっと今の

段階ではできませんので、特に、今回は土地の関係ということで資産関係のですね、資

産税関係のお答えをさせていただきたし、と思うんですけれども、 9月の定例会で御回答

いたしましたけれども、日野の場合には、評価替えで上昇率が約12%、平均12%という

お答えをいたしました。

これは先ほどの御質問の中にも評価価格ということで御質問がありましたけれども、

御存じのように評価価格の算定をするのには 3年間、要するに今回は58年の 7月から、

7月1日から61年の 7月1日までの聞の上昇率とし、う、そういうふうなものを算定基礎
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それと、昨年度100平米以上の取り引きが1，155件ですか、月に直しますと96件、これ

から予想されます63年度の届け出数は1，200件とのことですが、この膨大な事務量を 6

週間以内に処理するということは大変だと思いますが、ましてや価格というやっかいな

ものの取り組みなのに、都市整備部、総務部用地課と 2部に分かれての対応であります

ので、スムーズに事務処理ができるのか、また届け出を受けた物件に対し、担当課では

基準値価格に照らし、取引価格が適正であるかを審査し、利用目的審査は土地利用に関

する計画や個別法に基づく許可等と適合しているか整合性がとれているかなど検討する

土地利用審議会があるようでありますが、どのような立場で何人で構成をされているの

かでございます。

それと、また本会議に提出をされております補正予算書65ページに都市計画総務費の

うち国土利用計画法監視区域指導員の報酬費として、 17万4，0∞掛ける 2人掛ける 3月

は104万4，000円と計上されておりますが、どのようなお仕事をする人なのか、何かそれ

とも資格をお持ちなのか、ということでございます。そうして、この届け出制度では、

無届け取引の場合には、 6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金とありますが、勧告

に従わない場合の罰則はどうなのかということでございます。

続きまして、 2点目でございますが、払い下げを受ける目的として4カ所 1万4，000

何がしの所を考えているということでございますが、これを払い下げを受ける目的でご

ざいます。そして国鉄生産事業団では、債務の早期返還のために余り世論を刺激しない

程度でなるべく高く売りたい、と言っているようでありますが、払下価格は、利用価値

から考えて、どのくらいを希望しておられるのかという ことでございます。

続きまして、第 3点目でございますが、公共用地の買収価格は鎮静まで凍結というこ

とでありますが、これでは行政の停滞になるではないか、と大変心配するわけでござい

ます。緊急を要する場合、つまり道路用地などはどうするのか、また年次を追って買収

をした場合など、昨年に比べて価格に余りに差が出るんではないか、それらの不公平是

正はどうするかということでございます。

それにあわせましてちょっとお聞きいただきたいと思いますが、この土地高騰化のも

とに持てる者の悩みとでもいおうか、こんな一例がございます。実は今まで農業に従事

をしておったが、高齢に達したので、もう農業は続けていけなくなってしまった。さり

とて放置すれば課税の対象になるし隣接地などにも迷惑をかけるし、子供たちはそれぞ

れの道を選んで仕事をしているので、農地は処分してもし、し、んだが、 3，000平米以上と

いう広さと、農道以外農地がない、そして、この地区は将来組合施行で区画整理をしよ

うという話の出ているところなので、第三者に渡して区画整理の妨げになってもいけな

い、と相談を受けております。こんなような場合、市として何かの活用方法はないもの

なのか、これは個人のプライベートの問題に関することなので回答は要りませんが、今

後検討していただきたいと思います。

次に、第4点目でございます万願寺地区区画整理の問題でございますが、万願寺の区

画整理に引き続きまして、豊田南、高幡、西平山、第二万願寺とそれぞれ計画され、事

業認可もおり実施段階になっておりますが、区画整理といえば、どうも遺跡調査の関係

が大変出てくるわけであります。この万願寺地区の区画整理は、遺跡調査のためにおく

れはなかったのか、また完了までの調査費は概略どのくらいになるのか。区画整理はも

ともと優良宅地の供給にあるわけでありますし、最近では、この万願寺の区画整理のこ

れからのモデ、ルになると思います。この地価高騰の折でありますので、これがスムーズ

に完成を祈りたいものでありますが、これらにつきましてもう一度お願いをいたしたい

と思います。

続きまして、 5点目でございます。長期営農継続農地というのが57年から10年間、農

業を続ける者に対する特例でありますが、これは。昨年、 5年の見直しの時期で不耕作

農地が宅地並みに課税をされましたが、これは何筆、面積にしてどのぐらいなのか、と

いうことをお聞きいたしたいと思います。

農地課税については各方面からいろいろと論議をされておりますが、これからの見通

しとしてはどのような形になるのか。実際に農業に従事し、農業の用に供しておればと

もかく、それ以外は大変厳しいようでありますが、例えば農業の後継者だが、農業をし

ていてはお嫁さんのき手がし、ない。そこで何年かサラリーマン生活をしてお嫁さんをも

らって、落ちついてから農業をしたい、また農業だけでは生活が成り立たないと役所勤

めをしているが、あと二、三年とか五、六年で退職をする。それから農業をしたい。こ

のような場合でも、もう宅地並み課税になったものは農地に戻らないかという質問でご

ざいます。よろしくお願し、し、たします。

。議長(黒)11重憲君) 都市整備部長。

0都市整備部長(前田雅夫君) お答えいたします。

まず10月、 11月の国土利用計画法に基づく監視区域の届け出件数でございますが、全

体で66件でございます。 10月分が 3件。で、この 3件のうち行政指導を行いましたのが

1件、それから適正価格と認められまして勧告をしない旨の通知を出しましたのが 1件、

取り下げが 1件、審査中がゼロでございます。それから11月分でございますが、これは
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100平方メートル以上の届け出でございます。これが63件でございます。行政指導を行

いましたのが、とれは11月末現在でございますが、5件、それから適正と認めて勧告し

ないという通知を出すわけでございますが、 11月末現在ではゼロでございます。取り下

げが 1件、審査中が57件ということでございます。

届け出と、それから市の指導価格との差ということでございますが、これは情報公開

の条例とか、あるいは地公法の中で守秘義務があるわけでございます。特にかかる とこ

ろは個人情報でございますので、プライパシーの問題、それから一つは、この行政を事

務事業を進める上で、公正を欠いたり支障が出たり、そういったものの公表はできない

わけでございます。

したがし、まして、具体的な内容について、なかなか御答弁しにくいわけでございます

が、いわゆるごく大ざっぱに総論的に申し上げますと、届け出の価格と、それから市が

鑑定評価をいたしまして適正価格というものを出すわけでございますけれども、これを

専門的には土地開差率と言っております、土地開差率でございます。とれが何%になる

かということがポイソトになるわけでございます。平均で大ざっぱに申し上げますと40

ないし50%、それから高いものにつきましてはかなりの開きがあるということでござい

ます。市は鑑定評価をいたしまして、鑑定評価即指導価格というわけには実際にはまい

らないわけでございます。その辺の指導価格につきましては、東京都と総論的な調整を

した上で、行政指導をしているということでございます。

それから、土地取引審査会の関係でございますが、この届け出を行う中で、勧告をし

ないという通知、これは、その通知をいただければ契約をし取り引きができるというこ

とになるわけでございますが、市が行政指導をいたしまして、その行政指導に従えば勧

告をしない旨の通知は出せるわけでございます。

行政指導に従わなかった者をどうするか、ということになるわけでございます。 これ

は東京都の方に市の経過を付しまして申達をいたします。東京都は土地利用審査会に諮

りまして、審査会の結論が法に基づく勧告が必要であるということでありますれば、法

に基づきまして価格の勧告をする ということでございます。で、この土地利用審査会は、

東京都に置くわけでございます。これはちょ っと確実な人数等につきましては把握して

おりませんが、 6名ないし 7名ぐらいの構成で行っているというものでございます。

次は、国土利用計画区域の監視指導員の任務ということでございますが、これは事務

執行体制の強化を図る上で、東京都の方が、東京都から都のこの事務に精通ないしは可

能な執行ができるような職員のあっせんをしてくれているわけでございます。この職員

を報酬で支払うというものでございます。これは事務の内容が高度な、いわゆる知識と、

それから指導力が必要でございます。また法律的な行為を行政指導の中で行うわけでご

ざいますので、こういった嘱託でありますとか非常勤職員、臨時等につきましては基礎

的な合法的な立場で事務を行ってもらう。責任あるところは市の職員が直接事務事業に

携わるということでございます。

次が勧告に従わなかった場合の罰則でございますが、これは、法律の中で6カ月以下

の懲役または30万円以下の罰金に処せられる、ということになっております。さらに公

表も行うということでございます。

それから、次は4点目に該当いたします万願寺土地区画整理事業の遺跡調査の問題で

ございます。

これは区画整理事業を行う立場からすれば、この調査だけ増加するわけでございます。

しかしながら、文化財保護法の趣旨からいきますと、埋蔵文化財につきましては包蔵地

が指定され、指定されている区域も工事等にかかるものについては調査をしなきゃいけ

ない、ということでございますので、これは計画的に工事を行う前に、前年度ないし年

度前半にですね、その土地の調査をするように計画的に進めております。現在、万願寺

につきましては、大きな支障がなく進んでいるということでございます。

費用の総額につきましてはちょっと資料を持ちあわせておりませんので、後刻文書で

御回答申し上げます。

0議長(黒川重憲君) 市民部長。

0市民部長(大貫松雄君) それでは 5点目の長期営農継続農地の認定された農地はど

のくらいか、ということなんですけれども、認定された農地は308.8ヘクタールでござ

います。そして61年度に、 5年後ですね、見直しをしたわけで、ございますけれども、そ

の中で認定の取り消しですけれども、 2.5ヘクタール、 0.8%でございます。

それから長期営農のですね、中断をして再度認定について、ということなんですけれ

ども、ちょっとこの時点ではお答えが申し上げられませんので、関係部局に申し上げて

検討していただきたいと思います。以上です。

O議長(黒)11重憲君) 企画財政部長。

0企画財政部長(長谷川暢男君) 国鉄、旧国鉄用地に関連する価格の問題でございま

すが、私どもの現在の考え方としては、当然価格につきましては清算事業団の方で債務

の関係で高く売りTこし、と、この点は私の方も理解しておりますが、しかし、現実の問題

として、当市と、この場所についての市民に利用してし、く施設目的から考えるならば、
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できるだけ低価格でやはり買いたいということでございます。

処分の状況としては63年度以降というような、 63、64にまたがるだろうというふうな

想定もしております。恐らく 1月以降、再度具体的な協議を進める状況にあるわけでご

ざいますので、この中でも十分低価格を要望し、財政的な面を考えながら考慮していき

たし、というふうに思っています。以上です。

O議長(黒川重憲君) 総務部長。

0総務部長(山崎 彰君) 第 3点目につきましての再質問でございます。道路用地や

何かはどうしているのかと、今後どうするのかという御質問でございますが、先ほども

申し上げましたように、こうした地価高騰の中に非常に対応の仕方が難しいのでござい

ますが、道路用地とし、し、ますと角切りから始まって非常に飛び飛びの家もあります。そ

うした中で、これは実際事業が行われなければいけませんので、それをやっていかなく

ちゃいけない。そうした場合の一つの基準、物差しとして先ほども申し上げましたよう

に、東京都に出ました基準値価格がございます。それから、ことしの 1月に発表になっ

た国の公示価格、これらを参考にいたしまして、現在100平米以上の問題につきまして

の鑑定士でございますが、今6人おりまして、それが分担しておりますが、地域ごとに。

そうしたものの鑑定の資料をもとにして、これらを実際にやっていくという ことで、そ

れを進めている段階でございます。

それから、もう 1点のそれ以外の公共用地の不公平、そうしたものに対しては、どう

して今後していくのかということでございますが、御質問でございますが、やはり地価

の高騰を抑制するという各市の立場、これは監視区域の立場がございますので、先ほど

私ちょっと買収をしないという方針であるということですが、買収ができないというよ

うな状況であるということを御認識いただきたし、と思います。以上です。

O議長(黒川i重憲君) 福島盛之助君。

07番(福島盛之助君) それでは、ありがとうございました。

それでは、これは市長にひとつお伺いをいたしたいと思いますが、現状における理想

的なこの日野市の人口は、どのくらいが適当なのかということでございます。政府は地

価高騰の抑制策として住宅地の大幅な供給策を打ち出し、遊休地また農地の見直しなど

をして、住宅地の供給を図っておりますが、今回の行政報告書に記載をされております

日野市の住みよいまちづくり要綱に基づく申請数は45件、そのほとんどが共同住宅であ

ります。土地所有者が税負担などを考えた土地の有効利用の一つの方法で、ありますが、

このテソポでまいりますと、この一、二年間で急激な人口の増加が予想されます。

市長は、緑と清流であるとか、緑と文化の市民都市とかいう、住みよい環境づくりの

ためを考えているわけでございます。この日野市は27.11平方キロ、限られた商積で、ご

ざいます。この限られた面積の中の現在の施設、道路網すべてでございますが、それら

から考える理想の人口は、どのくらいが快適な市民生活が送れる人口なのかということ

を最後にお聞きをいたしたいと思います。市長、よろしくお願いします。

0議長(黒川重憲君) 市長。

0市長(森田喜美男君) せんだって全国市長会関係で、各市長に対するア γケート調

査のその項目の中に、今一番市長の立場で関心の高いのはどういうことか、というふう

な設問がございました。私は、まさに地価狂乱である、地価の異常高騰である、このこ

とを指摘したわけであります。それらのまとめられた資料をまた受け取ったわけであり

ますが、地価狂乱に、地価の異常高騰に自治体として非常に困るいろいろな課題が押し

寄せてくる、ということについてはどこの市長も思案にあぐねていると、こういうこと

が伺われました。

ところで、今部長それぞれお答えしたわけでありますが、公共事業を行うのに、また

土地の取得なしに遂行することはできません。必要な土地は積極的に求めていかなけれ

ばなりませんO ただ、この異常価格の期間中に公共用地の買収が現状を追認するとか、

あるいは基礎になるような、そういう状況はつくるべきでない、つまり原状に復帰する

ことが一番望ましいわけでありますが、そういう考え方を当面持っている操作のできる

土地で、ある程度の必要な操作はやっていきたい、こういう考え方で処理しているもの

もございます。

日野市は二十七.幾つとし、ぅ、 27平方キロとし、う地積の中で河川もございますし、ぜ

ひ今後保存をしたい一部の調整区域あるいは調整区域の緑地、このようなものもござい

ますので、実質的に人の住めるとし北、ますか、人の住める面積というのは、いわゆる20

平方キロ程度に考えたらよろしいんではないかと、ごく大まかに言いますとそういうこ

とでございます。その考えにまた道路や公園用地も当然、必要でございますし、よく対話

集会等で申し上げておりますのは、日野市の将来人口は20万程度が一番好適に考えられ

る。その人口になるべく先の時点で、つまり都市計画等が終わる時点で、そのあたりの

人口に到達すればなおさら結構である。

その際、に、よく言われております 1ヘクタールに100名以上の、これは平面的になる

わけですが、 100名以上の人口になりますと過密の状態が生まれてくる。 100名以内に維

持すれば辛うじて過密という状況は回避できる。したがって、近ごろは特に立体化の住
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居も考えなければならない時代にも入っておりますから、なるべく空間は余裕を持ちな

がら過密にならない状態をつくるということが基本的に大切なことだと思っております。

そういうことで考えますと、この第2次基本構想、つまり68年を一応の区切りとする

わけでありますが、その基本構想、には16万ないし17万の人口を維持することになるであ

ろうと、このように示しております。ちょう どそのあたりがうまく当たっているとし巾、

ましょうか、来年あたりがちょうど16万になるんではなかろうか。そうしてまた 1年間

には1，500とか1，800とか2，000名以内の増加率でありますから、 1万人の人口がふえる

には七、八年。六、七年ない し七、八年、こういうふうにとられます。

そういうことで、しかし、また日野市の立地性というのが、いろんな意味ですぐ、れた

経済的にも、あるいは環境的にもし、し、条件を持っておりますから、かなり政策的な操作

をする必要にもあるであろうと、このように考えられます。また一方に、人口が減少す

るということは、まさに自治体としてはエネルギーを失うということになるわけであり

ますので、そのあたりの調整、そうしである程度の地域的な構想化が可能とする、そう

いう見直しも適当ではないかというふうに考えてお ります。

人口ということにつきましては、したがし、まして給水能力、水を受ける能力あるいは

水を供給する能力、あるいは、それをまた下水として排出する処理能力、これらが20万

とか21万程度で計算をされております。したがって、なるべく将来にわたって徐々にふ

えながら、 20万程度の維持を可能にするという人口の人口構造が適当ではないかという

ふうに考えられております。

そのほか御質問にいろいろお答えすべきことがまだ落ちているかもしれませんが、当

面のこの異常な高騰の中では前例をなるべくつくらないようにしながら、しかも事業は

遂行しなければならない、こういうことでございます。いろいろ工夫を しながらやって、

この時期をしのいでいく必要がある、こう考えております。

0議長(黒川重憲君) 福島盛之助君。

07番(福島盛之助君) どうもありがとうございました。これで終わります。

0議長(黒川重憲君) これをもって 1の 1、狂乱地価と町づくりへの影響についての

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し、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〕

午前11時24分休憩

午後 1時10分再開

0議長(黒川重憲君) 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(中山基昭君) 休憩前に引き続き会議を開きます。

ただいま議長所用のため、かわりまして私、議長の職務を務めさせていただきます。

特段の御協力をお願し、いたします。

一般質問2のしその後の市内循環ノミス路線について拡張の努力を問うの通告質問者、

竹ノ上武俊君の質問を許します。

(29番議員登壇〕

029番(竹ノ上武俊君) 一般質問をお許しいただきましたので、通告に従いまして順

次3件させていただきたいと思います。

先ほどは竹下内閣をベた褒めするような一般質問が行われました。しかし、真から褒

めているようなふうにも聞き取れなかった気もいたしました。

きょうは12月9日ですが、非常に記念すべき日でもあると私は思っております。それ

とし、し、ますのは、きのうは12月8日で太平洋戦争開始46周年でありました。同じアメリ

カ・ワシ γ トγにおきましては、 12月8日に INFの全廃交渉条約の調印式が行われた

わけでございます。核兵器のうちの 5%ぐらいが廃絶されるという範囲ではありますけ

れども、人類の基本的人権の最たるものであるこの生存権を破壊する核兵器に対して、

お互いに立場の違うソ連、アメリカ二つの国が、この人間の敵とも言うべき核兵器を、

お互いにぶつ壊そうという条約が成立するわけでございますので、私は今後の核兵器廃

絶に向けての第一歩として記念すべき日であったというふうに思います。もちろん残さ

れた95%ほどのこの核兵器を廃絶していくスピードを早めるのは、今後の核兵器廃絶を

願う国際的な世論の力だと思いますので、こうし、う記念の日に私も一般質問を行うとい

うことを意義深く感じている次第であります。今後とも平和の方向で、きょうの質問に

も関係がありますので、大いに頑張っていきたいと思っております。そういう意味では、

竹下政権を褒めるわけにはまいらないわけでございます。

それでは本題に入ります。 1番目に通告いたしましたのは、その後の市内循環パス路

線について拡張の努力を問う、というテーマでございます。

私以外の議員の皆さんも、このテーマについてはしばしば取り上げてこられたわけで

ございます。私も昭和58年の第 2回定例会、昭和60年の第 3回定例会、そのほかにもい

ろいろの場で取り上げておりますが、そして61年の第 1回定例会というふうに取り上げ

てきた次第でございます。そして今回の質問の前には、本年度第 1回定例会で日本共産
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また、道路運送法等の関係で陸運局等のいろいろの関係もあるわけでございます。と

ういう点での障害については解決するための努力をされたかどうかでございます。

第 1間はそのような点についてお答えをいただきたいと思います。

第2の点でございます。これはノミス問題の検討委員会から答申が出されました際、市

内には 7カ所のパス不便地域があるということが指摘されてまいりました。この 7カ所

の問題について、その後、どのように解消策が図られてきているのか。この点について

お答えいただきたいと思います。

私は、 61年度第 1固定例会においては特に 7カ所のうち西武住宅地域に対するパス不

便の解消の一例として具体的な提案を行ってございます。それは、西武住宅は丘陵地に

なっておりますので、既にあの住宅街が開けましてから 7年たっております。住んでい

らっしゃる方々も高齢化を迎える状況になってきているわけでございます。したがいま

して、百草セγターのバス停に行くにしても高幡不動駅周辺に行くにしても、パスに乗

るにも買い物をするにも大変に難儀をされているという状況にあります。買い物パス、

そのほかも含めて抜本的な解決ができるまで何らかの対策を施してほしいという要望を

市にいたしたわけで、ございます。その際、京王帝都が現在運行している高幡不動から桜

ケ丘あるいは百草の車庫までのパス路線、こういうものをうまく一部変更すれば、例え

ば一日数回の買い物用のパスの便を回す、こういうこともできるのではないか、という

お話も申し上げたわけでございます。

そういう点で、西武住宅の場合は一例でございますけれども、この全市7カ所のパス

不便地域については、その後どういう努力をしていらっしゃるかお聞かせを願いたし、と

思います。

また、その中で京王との話し合いでいろいろ提案がなされたこともあるかと思います。

それらについても経過を聞かせていただければと思います。

それから、その際に、豊田-多摩線の問題でございます。これは学生が多く利用する

ということで非常に利用率も高いようでございます。しかし、夏休み等になりますと、

パスの便が不規則になって一般市民が利用するに不便があるという声も聞いております。

そういうようなことについては市は何か京王などと話し合いをされているかどうか、も

しあわせ聞かせていただければ幸いでございます。わからなければ、今後この点につい

て京王と市民の立場から交渉していただきたいと願う次第でございます。

3点目は、現在の市内の連絡便なども含めてで結構でございますけれども、財政上の

問題についての市の考え方でございます。

市は基本計画の中でも、市内のパス路線の拡充について努める、という方向を打ち出

しておられます。その際、財源の問題あるいはまた政策順位の問題等があると思います。

先ほどの中谷議員の質問の際に、財源の面では、例えば都営ノミス立)11一八王子問、これ

の補助金の浮いた分あるいはまた動く窓口車の浮いた分等、こうしみ予算だけでも約5，

000万円あるわけですけれども、そういうのも生かせば、採算がとれない路線も拡張し

ていくということができるということを提起しているわけでございますが、これらの点

についても考えるということで答弁をいただいているわけであります。その後、そうい

う点について、基本計画の点も含めてどういうふうに検討が進んでいるかお聞かせを願

党市議会議員団の中谷議員から取り上げております。

私たち共産党市議団は、市民の皆さんとともに、市に要望するだけではなく、京王帝

都本社に対しても直接しばしばこの問題を持ち込みまして、日野市民の立場で解決策を

施してくれるように要望をし続けてきているわけでございます。また、市でも市内交通

パスの検討委員会というものが先般できまして、そこから答申が出されたことは御承知

のとおりでございます。その後、市もいろいろと努力をしていただきまして、一部分で

はありますけれども、パス路線の拡張あるいはまた市内連絡便のスタートと、少しずつ

ではございますが、発展をしてきております。

しかし、現在拡張された日野駅をスタートとする路線あるいはまた豊田駅から多摩セ

ソターへの路線、そして市内連絡便あるいは高幡不動から実践女子大を通りましての日

野駅の路線、これらが拡張された点でございますけれども、市民はまだまだ現状では不

満足、こうしヴ状態が残されているわけでございます。私も自治会の役員などをいたし

ておりますが、市内の自治会の役員さんの集まりなどに行きますと、よく市内循環ノミス

路線はどうなったかということが話題となるわけでございます。ことしの日野市の公共

住宅自治会の連合体からも、これらに関して要望が少し出されたわけでございます。

以上のような中で、具体的に 3点ほど質問をさせていただきたいと思います。

第 1点は、私の昭和61年の第 1固定例会での質問、そして本年度の第 1固定例会での

中谷議員の質問、この後の市の努力の経過について答えていただきたし、と思います。

その中身といたしましては、日野市内の循環ノミス路線を拡張するに当たっては、京王

帝都が何としても提携する、こういうような形で行わざるを得ないという今のパス運行

の状況になっております。そういうことで、京王帝都との話し合いは相当詰めてやると

いう回答を以前いただいておりますけれども、その後どのように話し合いが進んできて

いるか、この点でございます。
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0言1]議長(中山基昭君) 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

線、方向づけをした中で、ありませんと、なかなかその辺の具体的な提示ができない問題

も含まれているわけでございます。逆に申し上げるならば、またその解消に市が努力す

ることによっての京王路線の新設部分というような問題もあろうかと思います。京王と

は、こういった問題を含みながら、また独自の路線を今の道路幅、幅員等を考えた中で

の新設計画も要請してきました。これは京王が独自の路線でございますので、具体的に

は市の方は後半からちょっと立ち入ったわけでございますが、鹿島台団地の新設のパス

路線の問題等もごく最近までありました。しかし、なかなか路線決定についての問題等

がありまして、現在は留保されているというような実態で、ほぼなかなか路線だけの問

題でなくして、停留所の設置が大きな問題として取り上げられたわけでございます。そ

うし、う部分も含んで、新しい部分等も交渉してきたとし、う経過がございます。

2点目の関係につきましては、答申の中での 7カ所の不便地域の問題でございます。

もちろん、この解消には私の方も努力しなければいけないわけでございますが、この答

申の 7カ所につきましては、地域的にも幅員の問題等が主たる大きな要因でございます。

特に、ただいまは西武地域というような問題等を指摘されているわけでございますが、

7カ所のうちの一部は市内の連絡パスによって解消したところもございます。 ただ、こ

れも完全に解消したというふうには私自身も思っておりませんが、いずれにしても今ま

での 7カ所の一部を解消できた部分もあるというふうにお答えしておきます。

なお西武団地の問題についても先般前部長が答弁しております。その中でも、やはり

一つの桜ケ丘一高幡聞を結んだ現在の路線というよりは、桜ケ丘に車庫があるために高

幡不動に来る回送と申し上げましょうか、そうし、う状況の中で、やはり何とか路線を、

というような経緯があるわけでございます。それを西武団地の方に迂回させるというこ

とについては、京王サイドとしても高幡不動から百草経由のパスに割合隣接している路

線であるというようなことで、なかなか困難な交渉になっていることが事実でございま

す、現実に。不可能に近い。また逆に申し上げれば、逆な面では西武団地の東側を通る

路線として、多摩市を経由しての永山までのコースの問題等も含んで協議を重ねており

ます。現実的には道路整備の問題等も含んでいるわけでございます。そのような話し合

いの状況の経緯があるということでございます。

特に 7カ所のうちの西武団地の利便性の解消というような中でのお答えにさせていた

だきたいと思います。

もう一つは、市内の連絡便についての問題でございます。

前回のときにも財政負担の問題を7，000万から8，∞0万ぐらいかかるだろうというよう

いたいと思います。

既にパスの検討委員会の答申が出ましてからも 2年間を経過をいたしております。そ

ろそろ次なる新たな前進簡があらわれなければいけない時期であると思います。

以上のような市民の願いから、 3件質問を申し上げました。御答弁をお願し、し、たしま

す。

長。

0企画財政部長(長谷川暢男君) 循環パス路線についての拡張の努力ということの御

質問の中で、大きくは 3点質問がありました。

まず前段の中で、 3点の大まかなことを私の方から申し上け7こし、と思いますが、全市

的な問題として、各関係機関から要望が多くあるわけでございます。今、議員さんから

の質問の中にも、市内連絡ノミスの開通の問題あるいは京王独自が開設した日野駅一豊田

聞の問題、また高幡不動、実践短大を経由した日野駅への路線の問題等も含んででござ

いますが、当然、各関係機関からは大きな問題としては、路線の新設部分、変更部分ある

いはバス停の位置の変更等の問題、また停留所等の新設等を含み、先般は議会の中でも

停留所の屋根の設置、そういったもろもろがあるわけでございます。もちろん、これに

は、市民の利便を図るというような中での大きな問題としては、運行の増発、この問題

が大きな問題かと思っております。そういう中で、京王と私の方も再三折衝を重ねてい

るわけでございますがなかなか京王帝都があって、ということを、相手があってという

こともありましてスムーズに進行していかないというのが実態でございます。

そういう中で、 61年度の 1点目の問題としては、その後の経過ということでございま

す。京王帝都との話し合いをどうし、う方法でやってきたのか、また、話し合いの状況が

どうなのかと、前段で申し上げました 5点ほどの問題を中心にいたしまして、京王と再

度協議をしております。もちろん、そのときに前部長からの答弁等も踏まえた中で、積

極的な対応をしているわけでございますが、なかなか実態としては目安がつかないとい

うのが現状でございます。

京王とは具体的にできる部分については両方の協議の中で新設あるいは位置変更等も

含んで、実際を検分していただきながら道交法の問題あるいは設置位置等の問題につい

ての協議を重ねてきております。

そういう実態がその後の経過でございますが、特に、その中で陸運局との問題等もあ

るわけでございますが、これは、やはり前段として京王と市と協議した中で、一つの路
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な答弁をしているわけでございます。果たして、この7，000万から8，000万の財政負担を

することによっての、この市内のパスの路線計画を立てるということについての幾つか

の問題があろうかと思います。やはり、その優先としては、現在区画整理あるいは土地

基盤整備の中に立った環境整備を重点的に目標を置いて、それで、やはりパス路線の促

進に努めるべきだ、というふうに私自身は考えております。もちろん基本計画の中にう

たってありますとおり、その辺を目標にしながら積極的な対応をしていきたいというふ

うに考えております。以上でございます。

0言Ij議長(中山基昭君) 竹ノ上武俊君。

029番(竹ノ上武俊君) 市のただいまの答弁、ありがたし、わけでございます。しかし、

ていただかなくてはいけないのではなし、かと思います。そういうようなことなんかにつ

いては、どういう今まで努力をしてきていただいているかという点でございます。

日野市の道路事情もまだまだ解決しなければいけない点は山積しているわけです。こ

れと直接関係のある話ではありませんけれども、例えば私が住んでいる近くの百草台小

の入り口には、百草線という中の一つの線が校門の裏の方に延びております。わずか短

い行きどまりの線ですけれども、これが公道ということになっているわけですね。かと

思うと、梅ケ丘のように多くの人たちが利用しているけれども、袋小路の形なので舗装

するときには私道並みに一一一私道でございますけれども、並みにしか扱えないというよ

うな問題とかあります。こういうような矛盾したような形があるわけでありますけれど

も、私は、パス路線の問題ということで、当たっていけば、いろいろな障害も解決するの

ではないかというふうに考えております。

そういう点では、道路についての市全体の考え方とし、し、ますか、統ーとし、し、ますか、

市民本位の立場での公道を完備していくという点については、積極的に取り組まれてし

かるべきではないかというふうに私は思っております。そういう点での具体的な障害な

り、それを取り除く努力があればお聞かせをいただきたいと思う次第でございます。具

体例がなければ結構です。

それから、先ほどの高幡不動-桜ケ丘車庫の路線の問題です。

この点も、どうも具体的なその後の話し合いがどの程度あったのか、なかったのか、

はっきりしないわけですけれども、私もさまざまな人からも意見の提起も受けておりま

すし、私なりにも考えております。そういう中で、お客きんの数とかし、ろんなことを綴

密に検討すれば、高幡不動駅内から桜ケ丘駅、百草団地経由の路線あるいはまた高幡不

動から川崎街道の桜ケ丘車庫の路線、こういうものをうまく運用すれば、一定時間、一

定回数ですね、日本信販なり西武住宅を通すということが可能ではないかと思うわけで

す。その点については話し合いもされたというふうにも聞いておりますけれども、もう

少し住民の声の立場に立って京王と詰めた交渉をしていただけないか、こういうふうに

願うわけでございます。この点での再質問として答弁をお願いしたし、と思います。

それから、 3点目の件でございます。日野市の政策的な位置づけとし、し、ますか、財政

の問題です。

8，000万円の財源を使うべきかどうかという点で、まだ結論を出していないというよ

うな今お話しでございました。そういう8，000万円を使うかどうかということではな く

て、例えば500万円でも1，000万円でも補助を出すことによって、小型の連絡便みたいな

再三折衝した積極的にやっているという割にはですね、具体的な変化が起こっていない

という点が、市民の立場からすれば不満なわけでございます。

そういう点で、一、二再質問をしたいと思います。

第 1点目の具体的な問題での京王等の交渉の経過という質問に関してでございます。

この点については、鹿島台の路線について住民とも話し合いなどされたと思うんですけ

れども、今、留保の状態になっているという答弁でございました。といたしますと、ほ

かの路線についてはですね、具体的に出たものはないのかという点を再質問したいと思

います。

それから、第2の点と関連いたしまして再質問をいたします。この点は、例えば西武

住宅をとりますと、今度京王線を渡りまして浅)11沿いまで道路が開通するというような

先行きの展望もあるわけでございます。そういうまちづくりの計画と関連して、市当局

は、京王などとも路線の問題で話をしているのかどうかですね。その点を確認、答えて

いただきたいと思います。

また、道路事情がよくなれば京王も乗り出してくれる所もあるという話でございます。

この点でも、例えば4.5メートルで、あればマイクロパスが通るということになっており

ます。道幅5.5メートルになれば大型ノミスも通ってよいということになっていると聞い

ているわけでございます。そのような点で、例えば現在の豊田駅から西平山方面の連絡

使、それとまた市役所から豊田駅の循環ノミスと申しますか、このパス路線、こういうの

も利用率の問題なども若干お聞かせをいただきながら、平山方面が5.5メートルの道幅

になれば、この豊田行きのパスをですね、連絡使とあわせまして、さらに一層住民が利

用しやすいような形での改善もできるのではないかと思うわけでございます。

そういう点で、関係の地主さんなどとも話し合いをして、道幅を広げる努力などをし
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ものを路線の拡大、こういうこともできるわけでございますので、そういう点について、

もう少し徽密に今のパス路線を少しずつでも延ばすということが可能であると思います。

そういう努力をしていただきたいとしヴ、私質問をしているわけでございますけれども、

この点で再答弁があればお願いをしたし、と思います。

そして、いつまでも市内のパス路線の問題が解決をしないというのでは因るわけでご

ざいます。より一層のスピードで、いつごろまでにはどの程度の部分については進展で

きるんだという年次計画なりですね、そういう積極性を持って取り組んでいただけなけ

ればいけないと思います。そういう点での具体的な考えというものがあるのかどうかで

すね、いつまでにどこの部分は解決したいんだと、そうし、う意欲ある答弁をお聞きした

いと思いますので、よろしくお願し、し、たします。

0副議長(中山基昭君) 企画財政部長。

0企画財政部長(長谷川暢男君) 再質問についてお答えしたし、と思います。

から13名程度の乗車ということでございます。しかし、 61年度 8月から開始をいたしま

して、当時の乗車想定人数から考えて多少は人数は伸びているわけでございますが、現

行の乗車人数では、市の現在財政負担が 1年で1，000万という経費でございます。人件

費の増加等の関連で、京王サイドとしては、負担分の要求が一部出てきている部分もご

ざいます。そうし、った内容を精査しながら、私の方もできるだけ現状維持で現行の対応

でお願いしているというのが実態でございます。今後、新年度の問題等もありますので、

なお具体的に努力、話し合いを進めていきたいというふうに思っております。

それに関連しての地主への話し合いの問題、道路幅員との問題の関連でございます。

具体的にはその部分については話し合いを進めてはおりませんが、しかし、一つの土地

基盤整備あるいは道路整備の中で促進していくことが、やっぱり大きな課題ではなかろ

うかというふうに考えております。

なお、財源の問題を指摘されているわけでございますが、確かに御指摘のように7，00

O万、 8，000万というのは前段での答弁の総体的な要望の中での財源でございます。確か

に今の路線を延長することによって市民の利便に供するということを前提にして考えれ

ば、財政負担もおのずと少なく済むわけでございますが、これを具体的に京王側と詰め

る場合には、なかなか車の台数に関連しての停留所の設定、時間規制jというよりは循環

の時間問題等の問題を含んで、ただ多少の延長だけでは済まない問題が数多くあります。

よって、台数を 1台ふやすことによっての路線計画等が大きな問題となって話題になっ

ていることは事実でございます。

最後に、市内の路線ノミスの解決ということでございますが、具体的な路線ノミス計画は、

当然、全体的な中で進めるべきでございますが、現状の中では多くの市民要望は、現状の

市内連絡ノミスの問題、京王の日野駅一豊田間の問題あるいは高幡不動一日野駅間の問題

を含んで、市内を通っているパス路線の新設の停留所の問題等が多くあるわけでござい

ます。この問題を主に今まで進めてまいりました。なお、この問題とあわせて、今後は、

やはり私の方も今の議員さんの御指摘の部分を含めまして京王と対応はしていきたいと

いうふうに考えております。以上でございます。

O副議長(中山基昭君) 竹ノ上武俊君。

029番(竹ノ上武俊君) なかなか具体的な解決策ということで、私の自に見えるよう

な形での答弁というものはいただけない状況でございます。 fこだ、今の企画財政部長の

努力という点は、私も評価させていただきたし、と思います。

要望だけを申し上げまして、この点の質問を終わりたいと思います。

鹿島台の路線計画とあわせて、具体的な路線がほかにあったのかどうかということの

再質問だと思っております。

鹿島台につきましては当然京王サイド、京王側におきましては、当然採算の問題の中

での一つの路線計画、これはすべて私の方が把握しているわけではございませんが、そ

の路線計画に沿って地元に対応した経緯があるわけでございます。

その中で、私の方で聞いたのは、その後、幾つかの間題が提起された中で、の情報とし

て収集したという経緯でございます。よって、今までの鹿島台以外の具体的な路線計画

等については、京王から提示されたのはこれだけの問題でございます。

また、当市としては、市内の循環ノミスあるいは豊田 3路線の関係での要望については、

要望あるいはそれについての具体的なことにつきましては、かなりの折衝をしておりま

す。ただ新設路線を中心とした問題としては、そこまで対応できてないというのが実情

でございます。

また 2点目の西武住宅に関連しての道路整備との関連のまちづくりでの話し合いとい

うことでございます。

今もお答えいたしましたが、新設道路整備等含んでの問題として、当然、考えなければ

ならない問題で、先行して路線計画を要望していくべきだというふうには考えておりま

すが、この部分については、話し合いをまだしてないというふうにお答えしておきます。

なお 3点目の関係でございます。豊田一平山城祉公園の路線の問題でございます。

現在、当初61年から市内循環パスを実施しているわけでございますが、現在では12名
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第 1点は、日野一豊田聞のパス路線ですけれども、日野市が補助を打ち切る、乗客数

が少ないなどで廃止の動きもあるというふうに聞いております。こういう点については

ですね、今後ともそういうことがないように市当局が最後まで頑張っていただくように

要望いたします。

あわせて西平山方面との交通の便のさらなる解決、改善のためにですね、発展的にひ

とつ努力を要望するものでございます。

第2点目は、先ほど申し上げました豊田から多摩セγターの路線の季節によるパス運

行の変化があるのではないかという点でございますけれども、 この点も実情調査してい

ただいて、市民サイドから京王帝都と話し合いをしていただきたいと強く望みます。

最後に 3点目でございます。私も七つの不便地域というこ とが市内パス交通対策検討

委員会の答申で指摘をされている点について触れたわけでございます。 そういう意味で

は七つの場所どこを優先しろというふうには申し上げません。ただ西武住宅の地域は道

路事情が整っているという点、そしてまた今の川崎街道の交通渋滞の状況から空車が多

いという時間があるという点などを見てですね、今の中で徽密なやりくりをすれば、運

転手もふやさず台数もふやさずですね、パス路線を一定時間、一定回数迂回させて行く

ことによって住民要望を解決できるとしヴ、そういう具体的な条件がありますので、七

つのパス不便地域の中では最も先に解決できる場所ではないか、こういうふうに公平な

立場からも見えるわけでございます。そういう点を含めて再度、 3度、 4度となるかも

しれませんけれど、京王帝都と交渉を重ねていただきたい、この点には強く要望いたし

ます。

最後に、中谷議員も指摘しましたように、最近は交通圏という問題が言われておりま

す。市民がどんな年配の方であっても遠方に住んでいても、平等な立場でいつでもどこ

でも、いつでもどこにでも自由に行けるという状況をっくり出すことが必要であると思

うわけでございます。そういう点から考えますと、今の市内連絡使等に 1人当たり200

円前後の補助金が出ているという状況はございますけれども、そうし、う立場から見れば

ですね、この補助金の金額というものは少ないとも言えるわけでありますので、そうい

う配慮、をした上で、今後の新しい路線の拡張あるいは市内連絡便の拡張、こういうこと

を考えていただくようにお願いをしておきたいと思います。

0副議長(中山基昭君) これをもって 2のしその後の市内循環パス路線について拡

張の努力を問うの質問を終わります。

一般質問 2の2、福祉医療制度の創設など国保改悪に反対せよの通告質問者、竹ノ上

武俊君の質問を許します。

029番(竹ノ上武俊君) それでは、福祉医療制度の創設など国保改悪に反対せよ、と

し、う立場から質問をさせていただきます。

国保安楽死計画という言葉も世間ではささやかれてお ります。国保の被保険者を、保

険料の払える人と払えない人に振り分け、払える人は国保組合や政管健保に移行し、払

えない人を集めて福祉医療制度を創設する。これにあふれた国保の被保険者を集め一定

数確保するため、市町村国保をやめ県単位などに広域化させる。この広域国保に残った

人も急速に高齢化するので老健法の対象となる。そうなりますと国保の被保険者は一人

もいなくなるわけでありますので、国民健康保険の制度が安楽死をしていくと、こうい

う話でございます。このような考え方が政府や財界の一部にもあるのではないか、私は

そういうことを危倶しながら、この一般質問を取り上げた次第でございます。

今度政府が国民健康保険制度を改悪している内容というのは御承知のとおりでござい

ます。その一つは、今申し上げました福祉医療制度、これをつくろうとしている点でご

ざいます。そして二つ目は、地域差調整システムの導入をしようという点でございます。

またもう一つは、老人保健での国の負担率の見直しをしようというものでございます。

この背景としては、ことしの厚生省の予算が約2，600億円削減をされる、こういう見通

しのもとで発想された制度改悪で、あるとい うふうに指摘をしたいわけでございます。こ

の2，600億円の穴埋めをするために、国保の被保険者や地方自治体に、この分を負担を

させる。その結果、福祉医療制度ができれば国の負担は350億円減る。そのかわり都道

府県の負担が950億円ふえる。市町村の負担も950億円ふえる。また地域差調整システム

の導入を行えば、国の負担は1，200億円減る、都道府県、市町村の負担はそれぞれ600億

円ずつふえてい くと、 こういうふうに試算されているわけでございます。

また老人保健での国の負担率の見直しによって650億円の負担が政府は減るというわ

けでございます。合わせまして2，600億円の新年度予算削減を国保制度の改悪によって

穴埋めをしようとする このねらいが明白になっているわけでございます。

この動きをさらに深く見てみますと、日本国民の4，000万人が加入している国民健康

保健制度、これが史上大変な危機にさらされているということが言えると思います。こ

の動きは、どういうふうに進んできたかという背景に、少しだけ触れてみたいと思いま

す。

1973年、住民運動が嵐のように高まりまして、革新自治体が前進をして、そういう中

で自民党政府も押されまして、福祉元年を宣言したわけであります。ところが、このこ
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とに対して、財界と自民党は虎視たんたんと巻き返しをねらうていたということになり

ます。 1980年代に入りまして、臨調路線が逆流として開始されたわけでございます。老

人医療費が有料化、また組合健保、政管健保でも本人負担の押しつけ、こういう ことが

行われました。当時、政府は老人医療を別立てにすることで、老人保健制度を創設する

ことで国保財政は改善されると宣伝したものでございました。しかし、これが事実でな

かったことは、たちまち明らかになったわけでございます。次に1984年、中曽根内閣と

自民党は、戦後す.っと続いていた本人10割給付の大原則を崩すとともに、国庫負担率を

従来の45%から一一一医療費に関する点です。 38.5%へと大幅な引き下げをしてきたわけ

でございます。このあおりを食って日野市でも、例えば昭和57年度の国庫から来る歳入

は14億300万円ほどござし、ました。しかし、 60年度には11億1，700万程度に落ち込んで3

億近いマイナスに 1年間でなってしまっているわけでございます。

そして、またこのときに中曽根内閣は退職者医療制度をつくって該当者を移し、退職

労働者の医療費は健保に負担をさせるから、国保の負担率を引き下げても大丈夫だと説

明をしておりました。ところが、実際に新制度に移って政府見通しが崩れ、新制度に移っ

た人は大幅に下回りまして、圏全体では国保財政に2，∞0億円もの負担増が押しつけら

れたわけで、ございます。これが毎年毎年国民健康保険を税を引き上げていかなければい

けない最大の原因になっているわけでございます。そして、昨年は老人保健法が大改悪

をされました。本人負担が外来で2倍、 1年間の入院をした場合は 8倍にもふやされた

わけでございます。そして、また老人医療に対する国保の負担分の大きな部分を労働者

保険からの拠出金に転化する。こういうようなことまで行われました。

これを受け継いで竹下内閣が持ち出したのが今申し上げました福祉医療制度、それが

第 1の段階でございます。 470万人も上る低所得者を国保本体から切り離す、 平等であ

るべき医療に差別を持ち込むということをたくらんでくるに至ったわけでございます。

二つ目が地域差調整システム、これを導入することによりまして、医療費が平均より

高いところは国庫負担を減額する、そして加入者と都道府県、市町村に持たせる。こう

して地方自治体同士が医療費を減らすために受診率を減らせる、こう いうような動きに

なることは自に見えております。また長期の入院患者を追い出す。こういう改悪案も同

時に提起されてきているわけでございます。

とのようにして、昭和36年一一1961年に始まった国民皆保険、これを根本から崩して

しまおうとするのが、今の竹下内閣のやり方でございます。

このことについては、全国市町村の議長会等でも真向から反対である、というふうに
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立場を明らかにしております。難しい字でござし、ますが、小手先の技法策というふうに

議長会では政府の態度を批判しているわけでございます。

こうしヴ状況の中で、ある生協の団体、特に医療関係の方々が国民の現在の声を聞き

取り調査でされたものがございます。それによると、約60%の人が、今、国保料は高い

というふうに答えている。また国保加入者の45%は、所得税よりも負担に感じる税、こ

れが国保税であるというふうに答えているのでございます。また、さらに減免制度を利

用したい、こういうふうに思っている人が約 7割し、る。しかし、その減免制度の詳細に

ついては、ほとんどの人が知らない。こうし、う状況であります。特に年金生活者の人は、

保険料を払うことそのものが納得できない、無職でも払わなければならないということ

に対して怒りを持っているという声が出ております。入院して収入がなくなってしまう、

早く退院しなければならないと思って焦る。保険料の支払いに借金をしている。保険料

が払えなくて市の窓口に行ったら、保険料を払わないと保険証を渡きないと言われたの

で、今無理して保険料を払っている。こういう声が多いわけであります。また国保制度

については労災の適用がない、健康診断をもってやってほし¥.，¥...失業の保障もしてほし

い、そういう声も多いわけでございます。また減免申請をすると、調査されてかえって

高くなると聞いていると不安がっている人もおります。

たくさんのもっと直接の声があ ります。これは日野市民の調査ではなく全国的な聞き

取り調査でございますが、その例の一部を挙げてみたいと思います。これ、直接個人が

答えた声で、ございます。

年金は働いて貯金したのを今支給されているもの、これに保険料をかけるとはけしか

らん。どうしてこんなに高いんですかと聞いたら、資産があるじゃないかと言われた。

資産は売れないし、収入にならないのに高い。収入がないのに家があるだけで国保料が

高く、今後払え切るかどうか不安である。国保税が非常に高いので支払いにくい。月割

りで支払えるようにできればよし、。昨年に比べて急に高くなっているのに驚きました。

何とかならないものでしょうか、払い切れません。無収入でこれだけ支払わなければな

りませんが、仕事をして収入が出ればもっと払わなくてはなりません、大変なことだと

思し、ます。社会保険から国保に変わったとき、社会保険の倍ぐらい払っていると感じま

した。医療費の通知があり、医者にかかるのを控えようかと思う。実費でできるものは

実費でやってもらおうかと思うようになった。医療費が高過ぎる、 1万円持参しないと

病院へ行くのが不安だ。以前生活保護を受けて(動いているので、国保に切りかえた、生

活保護を受けていたときより実収入が減ったのできつい。国保料は高いと思う。私自身
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は現在のところ、国保料を払えていますが、最近耳にするところでは、滞納者から保険

証を取り上げるのは生命にかかわる問題だけに許せないと思います。保険に入らなくて

もし巾、ものならやめたい。病気になれば自費で何とかしてもいい。こういう声なども出

るようになってきております。

さらに、保険料がとにかく高くなり、 240万円の年金生活者にとっては重い負担となっ

ている。 61年納入分より急激に倍増してきてしみ。社会保険料に比べても異常に高額で

矛盾を感じている。これがお上の仕打ちか。余りにも高いので驚いている。むちゃくちゃ

だ。今の国保税ではどうにか払えるが、値上がりになれば払えない。遺族年金月 6万あ

るので、家賃月 1万8，700円を払った後の残りで生活している。余分なつき合いをする

お金はない。国保料が高く支払うのが大変なので何とかならないかと相談に行ったが、

支払ってもらわないと保険をとめると言われ、仕方なく納めている O 国保料の費用だけ

で病院の治療費が支払える。高くて大変だが、何とかやりくりして納めている。保険料

年間 2万5，000円ぐらい、 3人世帯であるが、滞納しているので今度から保険証がなく

なると言われた。病気になりたくてなる者はいないから、弱い立場の者にはもう少しや

さしい言葉で接してほしし、。一人暮らしで商売している、一昨年税金のこともわからず

全部申告したら、昨年の保険料は30万円以上払った。昨年病気をしたので、税金と合わ

せての負担は大変だ、役所にかけ合ったがどうしようもないと言われ、借金して払った。

もう国保をやめたいと言ったら、やめられないと言われ、本当に腹が立つ。これは広島

市の方の意見でございます。国保課の窓口に行ってもだめ、減免の申請を出したが、そ

れでも請求が来たので仕方なく払う、その後はまあ何とか払えているが、今も苦しい。

また、こういう声もあります。高い保険料を払っているから病院にかからないと損だ、

と若い者が言うのを聞いた。何から何まで高い、そのくせ立派な市役所を建てて腹が立

つO こういう方もいらっしゃいます。申請することは知っていても、申請してもむだだ

と思った。事業をやめたとき庖舗の代金が入ったので、次の年度が 3万円以上と言われ

ているので支払えるかどうか不安です。商売は赤字でも国保料を払わなければならない、

生活がしんどい。厚生年金で生計を立てている。所得が一定で隠しょうがない。保険料

が高いので、こんなに払えないと言ったら、払わないと保険証が出せませんよと言われ

た。年金生活者ですが、年金が上がらないのに国保料が毎年上がるのはどうしたことだ

ろうか、来年はまた上がるだろうか心配です。

こういう聞き取り調査を数千人からやりまして、その声を全部記録したものがありま

す。ごく一部分を今読み上げたわけですけれども、今、国保に入っている方々の生活状

態、また国保税に対して持っている認識、こういうものがリアルに出ているわけでござ

います。収入の増加がないのに国保料だけ上げられるのはとても困る。国保料を多くと

られでも社会保障が充実されないのが不満だ。国保料が高い、高くても国保は赤字だと

言うが、国民の健康に関するととなのだから国が責任を持って援助してほしい。国保料

が毎年高くなる理由がはっきりわからず不満、国保が赤字と言われているが、税金を意

味のないものに使い過ぎているのに、そう言うのはおかしいと思う。どうしてこんなに

高いのか。これが国民の偽らざる声でございます。

こうし、う状況の中で、私たち共産党市議団は、今市議会にも意見書提出などを提起い

たしまして、市議会としても、政府の今回の新たな国保制度の改悪案に反対していく決

意でございます。

私は、以上のような立場に市当局も立っていただし、て、もっともっと政府に対して、

市民の声、地方自治体の声を届けるためにあらゆる形を見出して闘ってもらいたい、こ

ういうふうに要望をするものでございます。

そうし、う立場から 3点ほど質問をさせていただきます。

第 1点は、国に対しては、どういうふうに動こうとしているかお聞かせをください。

また東京都は市町村の国保を指導する立場にありますので、東京都に対する働きかけ

もしなければいけないと思いますが、この点についても何かあればお答えいただきたい

と思います。

第2点は、保険証の不交付の問題でございます。

現在、日野市では不交付の方はいらっしゃらないようでございますけれども、今後は、

一切このような憲法違反の行動はしないという決意でいらっしゃるかどうか、その点お

答えをいただきたし、と思います。もちろん払う気があって、まじめに苦しんでいる被保

険者の人の場合についてでございます。

3点目は、国保の日野市独自の減免制度のことでございます。

これが先ほど来スタートをいたしました。この減免制度は 3点ほどございます、ラ γ

クがございます。標準3人世帯の 1カ月の収入が約12万6，∞0円以下は100%減額、減免。

13万9，000円以下は80%減免、 15万3，000円以下は50%減免というものでございます。私

ども決算委員会でも、この点について市民が利用しやすいようにPRをしてくれと意見

要望を出しました。この制度を決定いたしてから、日野市ではこの制度をどのように運

用されているか、またPRの方法はどのようになさっているかですね、お聞かせをいた

だきたいと思います。
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0言IJ議長(中山基昭君)

0市民部長(大貫松雄君)

竹ノ上武俊君の質問についての答弁を求めます。市民部長。

それでは、御質問に対してお答えをいたします。

そして、 2点目の都の場合の、これの対応ということは、 26市の中では国民健康保険

担当課長の協議会が設置されてございます。そういう協議会の中で、 26市の中では東京

都に対して、また国に対しても、こういうふうな運動をしているところでございます。

ただ、 12月の 4日付の新聞報道等によりますと、ただいま申し上げましたようにです

ね、自治体の反発がかなり強いということの配慮、から、この一部改革案を見直すという

ふうな新聞報道がなされてございます。そういうふうなものを今後、状況を見ながら、

これのなお一段の対応をしていきたし、というふうに号、ってございます。

それから、保険証の、これ更新のときのなんですけれども、保険証の交付をする場合

に保険税が支払ってない場合には、保険証の不交付とい うことで、これは国の制度の中

で、そういうふうな指導があったわけで、すけれども、日野市の場合は、今、議員さんが

おっしゃるように全部交付はしてございます。ただ、その中では納税相談等して、ぜひ

納めていただきたし、というふうな相談をしながら、これは全部交付をしてございます。

それから、 4点目の減免制度のPRの件でございますけれども、これは今お話があっ

たように、要綱をことしの 8月に作成いたしました。ということは、御存じのように、

国保税の減免規定、これは条例で19条でございますけれども、災害その他の特別の事情

がある者で、申請により必要があると認められた者に対しては、保険税の減免をするこ

とができる、というふうに条例で規定されているわけでございます。そういう中で、そ

れに基づきまして要綱を作成したわけでございます。ということで、対象者の範囲6項

目にわたってござし、ます。

それから、減免の認定の方法としては、ただし、ま言いましたように、条例、それから

要綱、特別の事情がある者で、市長が認めた者という方に対して減免の認定を行うとい

うことでございます。

そして、それのPRでございますけれども、やはり国保税も住民税、特に国保の場合

には全体市民部の中に税も一緒にありまして、それの要するに住民税との、何というん

ですかね、同様に住民税の場合にも納税相談を主体としてございます。そういうことで、

減免の手続を納税相談等によって行っていき7こし、というふうに思ってございます。

それから、なお納税通知書、これには一応記載をされてございます。それから、特に、

この減免をする場合に徴収猶予、この中で言いました納税相談の中に、すれば徴収猶予

の制度とか、それから分割の納入の方法等がございます。

それから、国保、年金の関係で、ここで、さきの補正で、 9月の補正でお認めを願い

まして、機関紙を発行するということで国保運営協議会等の中で、そういうふうな御意

まず、国保事業の会計の内容ということで、ちょっと若干お話をしておきたいんです

けれども、これは日野市の場合ですけれども、医療費が決算において59年から60年、61

年、ちょっと調べてみました。そうしましたら59年は大体 1人 7万8，000円、 7万8，900

円ですね。前年対比で7.63%でございます。それが60年度では 1人当たりの医療費が、

これは国保からの算出のものですけれども、 8万3，900円、 8.29%でございます。これ

が61年度になりまして 1人当たりが 9万5，900円ということで、大きく 17.22%前年対比

でアップをしてございます。そういうことで、 61年度はお願いをいたしまして値上げの、

要するに引き上げの25%保険税をお願いしたわけでございます。

そういう中で、 61年度のものを見ますと、これは要するに国保の会計の全事業、項目

ではございませんけれども、例えば被保険者負担、これは保険税と比べまして、それか

ら市の方からいただく繰入金、それから都の、この場合除くとありますけれども、国庫

の負担金、そういうふうな割合を見ます・と、やはり保険税の先ほど言いましたように25

%アップということで、全体の割合が大きく占めてくわけでございます。

そういうふうな事業会計の内容で、これが恐らく日野市がひとつ縮図として、全国平

均こういうふうな推移だと思いますけれども、国保の現状はこういうふうな内容だと思

います。

そこで、今お話がありましたように、国では62年の10月の28日に、厚生省の方から国

保問題懇談会に提示したのが、要するに国保制度の課題と改革の基本的考え方、という

ことの中で福祉医療制度の創設、それから医療費の地域差の調整システム、このような

考え方で、これからの国保のあり方を考えていくんだ、というふうな提示があったわけ

でございます。

そういうことの中で、ここの第 1問の質問のこ とでございますけれども、国への対応、

都への対応ということでございます。

まず、この改革の撤回の要請としまして、既に全国市長会、それから自治会とか、そ

の他の機関団体で、今回の制度に反対の決議ということでなされておりまして、そ して、

なお東京都市長会が、これは62年12月7日ですから、おとといですか、文書をもって、

その制度に対して国民健康保険制度改革の撤回への支援要請について、ということで衆・

参議院の方に文書でもってこれを配付するということで、現在こういう運動をなされて

いるわけでございます。
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見もありまして、年 2回程度そういう機関紙を発行するようにいたしました。そういう

中で、今後の国保の現状とか、それからこれはもろもろのいろいろな事務的なものがあっ

たら、そういう中に登載しPRをしていきたいと思います。以上でございます。

0副議長(中山基昭君) 竹ノ上武俊君。

029番(竹ノ上武俊君) ありがとうございました。

ただ、市の政府に対する意見の申し上げ方というものは、私はまだその程度では不十

分であると思います。この点については、もし市長からあれば最後に一言御答弁いただ

きたいと思う次第です。

市長と議会などが連携してですね、政府などに連れ立って直接こうし、う制度改悪に反

対する、こうし、う行動ぐらいはですね、今後繰り返し行っていかなければいけない、こ

ういうふうに見るわけでございます。世論を気にして、先ほど部長が言われましたよう

な新聞報道がございました。しかし、竹下内閣というのは言語不明瞭、言語明瞭、意味

不明というふうに言われておりますが、そのような内容で国会答弁も原稿を読み上げて

いるようでございますけれども、やることはやるというふうに見ている筋もあるわけで

ございます。そういう意味で油断をせずに改悪されないように、私は市当局がもっともっ

とほかの市とも連携しても結構です。日野市単独でも結構です。あらゆる形で政府に対

して今の被保険者の立場、そして地方自治体としての立場、これを物を申し上げるとい

う行動を繰り返していただくように強く要望をいたします。

2点目の保険証未交付の点については、話し合いしながら交付をしてきたということ

でございます。この点については、次の更新のときにはですね、たとえ 1カ月、 2カ月

といえども不交付の状態ということがないように、交付を迅速にやっていただくという

ふうにしてもらいたいと思います。

政府でのやりとりでも、前の厚生大臣が答弁しております。所得がなくて払えない方

も悪質とみなすようなことではございません一ーということで保険証は交付すべきであ

るという立場を政府もとっているわけでありますから、そういう点で今後被保険者に対

応していただくように、この点は望んでおきたいと思います。

次に減免制度のことでございます。

PRをしていただくということは非常にありがたし、ことでございます。現在ほとんど

の市民がこの点を知りません。また、もともとありました減免制度というのは、御承知

のように 4人世帯で前年所得が89万 5，∞0円以下、 6割減額、その他の制度がございま

す。しかし、これは均等割と平等割部分、所得割と資産割部分の問題がございますので、
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そのほかの減額の対象もですね、実際的には 2割、 3割の減額にしかなっていかないわ

けでございます。

そういう点も考えて、今度日野市がっくりました減免取扱要綱というものは、もっと

積極的に運用していただきたいわけでございます。きのうでしたか、自治体の職員の働

く意欲の問題が論じられました。きのうの論点は、どうも自治体の仕事をだんだん数を

減らしてし、く、自治体の権限を減らしてし、く、というようなふうに私には関こえたわけ

でございます。そういう中で、単に職務給だけで働きがし、を旺盛にしていくというよう

な、すべてそのことで解決をするかのようにも聞こえたわけでございます。私は、自治

体の職員の皆さんというのは、先ほど聞き取り調査の声というものを申し上げました。

こうしヴ市民の人たちに対して積極的にどうすれば生きていけるのか、そういうことを

教える。これが働く意欲でなくてはならないと思うのでございます。そういう点では、

文書のPRだけではなく、さまざまな形で相談の機会をつくって、なかなか相談にも来

にくいわけでございますので、積極的にまじめな人がこうし、う制度を利用できるように

推し進めていただきたし、と思うわけでございます。

また国保の問題とともに、地方自治体の住民参加による地域医療の発展という問題が

ございます。現在でも岩手県の沢内村を初め、全国59の市町村では、今もって独自の老

人医療無料化措置を取り続けております。また日野市も健康管理手当などを出しており

ますけれども、こうし、う先進的な市町村に学んで、地域医療の発展も大いに発展をさせ

ていただく、こういうことが必要だと思うわけでございます。

かつまた財源の問題がございます。年間 3，000億円の財源を確保すれば、国保の赤字

を解消することができるわけでございます。そのためには何よりも1984年の改悪であり

ました45%、あのときの45%の国が負担を見る、というその制度を復活させる、このこ

とだけで既に赤字解消はできるわけでありますので、 この点を中心にして私は迫ってい

ただきたいと思います。

また医療費がだんだんかさむという点もありますが、これも医療費の中の薬価一一薬

の値段が大きく占めているわけでありますので、も っともっと全面的に医療費の問題を

見直して、単に高齢化社会、医療費がかさむ、そうしヴ単純な数字だけを見ないで、今

後政府などに当たっていっていただきたい、こういうふうに思うわけでございます。

中曽根総理は政府専用機を 2機 388億円で買う、ジャソボ機を買うというようなこと

を発表をことしいたしましたが、こういうようなものを節約し、軍事費のほんの一部を

削れば、国保は値上げどころか、値下げすることもできるわけでありますので、そうい
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う点に確信を持って日野市当局が政府などに当たっていただくよう望む次第であります。

市長に一言あれば答弁をお願いしたし、と思います。

O副議長(中山基昭君) 市長。

0市長(森田喜美男君) ここ数年来、国保の制度の改悪とし、し、ましょうか、政府の負

担分の後退ということが影響いたしまして、いろいろと制度上にも、それから保険給付

にも、医療給付にもいろいろな課題を生じております。また保険税の改定という形で個

人負担もだんだんふえてまいっております。

医療ということは基本的な問題でありますので、これからも機会をとらえ、政府に言

うべき要望を行い、また地元では健康行政をもっと発展させるとともに、この国保事業

の健全な運営につきまして、努力をする大きな、高齢化社会に向けての大きな課題であ

る、というふうに受けとめております。いろいろな観点から努力をしてまいりたし、と思っ

ております。

0菌IJ議長(中山基昭君) これをもって 2の2、福祉医療制度の創設など国保改悪に反

対せよの質問を終わります。

一般質問2の3、病床規制のうどきを正し、日野市での入院ベット確保・七生地域へ

の病院誘致につとめよの通告質問者、竹ノ上武俊君の質問を許します。

なお竹ノ上議員の質問時間は 2時40分まででございます。どうぞ質問をしてくださし、0

029番(竹ノ上武俊君) 病床規制のうごきを正し、日野市での入院ベッドの確保・七

生地域への病院誘致につとめよ、というタイトルのとおりの願いを持ちまして質問をさ

せていただきます。

今、日野市民の中にも、御承知のように七生地域に総合病院を誘致せよ、という運動

が起こり、 1万人を超える署名がさらに伸びつつあって運動が進んでいるようでござい

ます。また地域医療を全面的に拡充せよ、という方面の方々の医師やボラ γティア、さ

まざまなサークル団体の方々の関係者の運動や要望も広まりつつあるわけでございます。

そういう中で、時間が少なくなりましたので、今回は簡潔に要望を含めて質問をさせ

ていただきたいと思います。

そもそも、いつでもだれでも安い費用で病院にかかれるというのは国民の権利である

と思います。先ほどの国保にいたしましでも、病気の問題についても憲法第25条の立場

で私ども頑張らなければいけないわけでございます。

ところが、中曽根内閣は 5年間の在任期間中、この点でも大変なことをしでかしてお

ります。そして、それをそのまま竹下政権が引き継ごうとしているわけでございます。
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つまり第 2次臨調路線、この中で、財政赤字の原因は社会保障の充実にあったとか、社

会保障の充実は国民の自立自助の精神、自己責任の気風を妨げていると、こういうよう

な国民の実態を見ない立場から、医療制度についても改悪をしてきております。 1985年

の12月に医療法が改悪をされました。そしてまた去年の 6月には、長期的な医療対策の

委員会などができてきたわけでございます。そして長寿社会対策大綱、こういうものも

できました。これも観点としては、真に高齢者のことを考えた方向は示されていないの

であります。そして、ことしの 1月、厚生省は国民医療社会対策本部というものをつく

りまして、 6月に中問答申を出したわけです。これを受けて東京都がこの10月、やはり

衛生局の諮問機関として病院問題に対する中問答申を出しました。東京都における第2

次医療圏の考え方というものでございます。

この中で、病院の設立を願う日野市民にとってはふさわしくない答申の内容となって

おります。一言で言えば、医療圏というものを市の行政単位に見ないで、あるときは巨

大病院を中心にして、そこに患者を集め地域の開業医などが営業できないような方向に

持っていくものをはらんでおります。また日野市はベッド数が不足しているにもかかわ

らず、南多摩医療圏というものをつくって、ここはベッド数が余っているというような

数字を出して病院の設立を規制する、こういう動きがあるのでございます。

そういう中で、住民の願いをかなえるためには、私は、日野市当局が東京都や国に対

して、ベッド数規制の動きをどういう方向なのかただす、質問するとというただす、こ

ういうことをしていただき、かっ、また悪い姿勢であれば正す、正義の方の正すという

方向で頑張ってもらいたいわけでございます。

あわせてもう 1点は、七生地域に対する病院誘致の見通しはどうであるか、時間がご

ざいませんので簡潔な質問にいたしましたが、明確に御答弁をいただきたいと思います。

O副議長(中山基昭君) 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(長谷川暢男君) 時間もありませんので簡単にお答えしたいと思いま

す。

2次医療圏の考え方の中問答申につきましては、質問者の方からお話のあったとおり

でございます。ただ、この 2次医療圏の考え方の中間のまとめでございます。これはあ

くまでもいろんな医療圏の設定の意義の内容の中にも幾つか内容があるわけでございま

すが、東京都は、 63年3月までに調査会の答申を受けていくというような形の中で、現

在は保健医療調査会の検討段階が大きな問題でございます。そういう中を踏まえながら、
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私の方も関係部局と調整しながら情報の収集に努めているというのが実態でございます。

その中でも、今後の動向を見きわめた中で、市長会を中心として要望をしていきたいと

いうふうに考えております。

なお、日野の南部医療病院の誘致の問題でございます。

御承知のとおり、長年にわたっての努力の経緯があるわけでございますが、なかなか

実らない実情でございます。引き続き現在も幾つかの間題はあるわけでございますが、

鋭意努力していきたいというふうに患っております。以上です。

O副議長(中山基昭君) 竹ノ上武俊君。

029番(竹ノ上武俊君) 時間がございませんので、不十分ですが、部長の答弁でこの

一般質問は終わりたいと思います。

先ほど私が短い時間ではございますが、るる申し上げました。そういう立場から市長

としてのお気持ちがあれば、最後に一言御答弁をいただきたいと思います。

0副議長(中山基昭君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 人口が急増いたしましたこの南多摩地域、南多摩を医療圏と

見た場合にもベッド数はまだまだ足りない、単独に日野市だけ見ても、言われるところ

の 1，500人 1ベッドと、約 1，000ベッドが必要であります。現在は老人ベッドまで入れ

て 600程度である。まだ 400は不足であるということであります。したがって、特に南

の方に用地の確保をすることができれば、病院を誘致したし、ということをかねがねの念

願にしていろいろな試行を今進めつつございます。以上です。

OilJ議長(中山基昭君) 竹ノ上武俊君。

OilJ議長(中山基昭君) 御異議ないものと認めます。よって暫時休憩いたします。

午後2時39分休憩

午後 3時20分再開

029番(竹ノ上武俊君) ありがとうございました。さらなる努力を期待いたします。

0議長(黒川重憲君) 休憩前に引き続き会議を聞きます。

一般質問 3の1、都市農業を守ろうの通告質問者、中谷好幸君の質問を許します。

(9番議員登壇〕

09番(中谷好幸君) それでは、通告に従いまして質問させていただきます。

今、日本の農業は厳しい攻撃にさらされております。戦後政治の総決算を掲げる中曽

根内閣は、徹底したアメリカ奉仕、財界奉仕の政治路線を貫き、深刻化する円高不況は

放置し、経済構造調整の名のもとに農業や石炭産業などを破壊して、労働者や中小企業

を無慈悲に切り捨ててまいりました。この中曽根政治の継承を宣言した竹下内閣は、先

日ガット勧告の10品目の農産物の輸入自由化容認の方針を打ち出しております。財界が

要求する、いわゆる 3K赤字のうち、健康保険の改悪、国鉄の解体は既に中曽根内閣に

よって手をつけられたところでございますけれども、竹下内閣は、これらを一層完成さ

せるとともに、残る米・食管制度に手をつけようとしているわけであります。

アメリカ、財界、政府が一体となった日本の農業への攻撃の特徴の一つは、マスコミ

などを利用した世論操作であり、その目的は、農民と国民を分断し、農民を孤立させて

一挙に米を含む農産物市場のアメリカへの開放と園内農業の縮小、再編を強行するとい

うことであります。

最近強められているマスコミなどを利用した農業攻撃の特徴の一つは、日本農業過保

護論とも言うべきものであります。日本の農業は保護され過ぎている、そのため、日本

の国民は異常に高い食糧、農産物を食べさせられている、こういうものであります。国

民の命綱であるべき農業、安全保障のかなめとも言うべき農業は、どこの国でも保護さ

れており、当然、保護すべきものでありますけれども、日本は保護どころか、切り捨てに

されているというのが実際の姿であります。

臨調行革の昭和57年から62年の 5年間の政府予算の推移を見ますと、経済協力費が37

%の伸び、軍事費が36%の伸びを示すのに対し、社会保障は11%、中小企業対策費はマ

イナス21%、食料管理費はマイナス45%というのが実際の姿であります。

また、日本の農産物が不当に高いという言い方も問題だと思うわけであります。決算

委員会でも言ったことがありますけれども、お米は標準米でお茶わん 1杯分19円、 1日

4杯食べても76円であります。コーヒ -1杯が 300円する時代に、どうして高いと言え

そして、この 2次医療圏の考え方がございますが、本当に高齢社会で弱者、お年寄り、

こうしヴ人たちの医療を確立するためには、行政単位にお医者さんと市民と自治体が協

力をしてし、く、そうし、う立場に立った地域医療の確立がどうしても必要でございます。

そういうことを申し沿えまして、今後とも日野市の努力をお願いするものでございま

す。

0副議長(中山基昭君) これをもって 2の3、病床規制のうどきを正し、日野市での

入院ベット確保・七生地域への病院誘致につとめよの質問を終わります。

会議の休憩についてお諮りいたします。議事の都合により暫時休憩をいたしたし、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〕
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るでしょうか。 1リットル入り牛乳 1パックは 170円であります。いろいろと名づけら

れております、いわゆるミネラルウォータ一、ただの水が酒屋さんで 1リットル 1パッ

ク 2∞円、こういうふうな状況の中、水よりも牛乳が安い、こうしろ状況も生まれてい

るわけであります。

もし日本の農産物が高いとすれば、大企業によって押しつけられている不当に高い農

機具や肥料、燃料など農業資材を引き下げなければなりません。例えばアメリカの米の

小売価格は、日本に比べて 2分の l、3分の 1と言われておりますけれども、肥料や農

業用資材、燃料などを比較しますと、例えばカリ一一塩化カリでは 1トγ当たり日本で

5万 1∞円売られているものが、アメリカでは 1万 6，585円、 3分の l、重油は 1リッ

トル当たり日本が58.5円に対して、アメリカは25.4円、 2分の 1以下の値段となってい

るわけであります。少なくともアメリカと日本の社会条件や自然条件を無視して日本の

農業は割高などと言うのは、とんでもない暴論だと思うわけであります。

最近、日本の農業の攻撃のもう一つの特徴は、特に、その矛先が都市農業へ向けられ

ているところであります。最近、大都市を中心とする地価高騰は、中曽根内閣の大都市

集中政策と民活路線にその責任があるということは衆目の一致するところでありますが、

この責任にほうかむりをして都市農業にその責任を転嫁する、いわゆる都市農業不要論

が横行しております。

例えば最近売り出し中のある学者は、第 3次農地解放論を唱え、大都市近郊 100キロ

圏内での米づくりをやめ、宅地として供出すれば宅地価格は 5分の lから 4分の l、広

さは現行の 3倍にもなる、というような主張などを行っております。財界や不動産業界、

政府・自民党筋からも宅地並み課税を見直し、強化することについての議論も相次いで

出されております。

例えば、ことし 4月に出された中曽根内閣の諮問機関である経済審議会の経済構造調

整特別部会の報告、いわゆる新前川レポートは、土地対策の重点として、市街化区域内

の農地の優遇税制の是正、市街化区域の拡大を図ることを要求しているわけであります。

こうして日本農業、とりわけ都市農業は二重にも三重にも激しい攻撃にさらされてお

ります。果たして都市農業は不必要なものなのか。この点について述べたし、と思います。

第 1は都市農業が野菜など生鮮食品の身近な供給基地として大変重要な役割を果たし

ているということであります。東京都民の野菜消費量に占めます都内野菜の割合は、昭

和60年度で12.7%であります。 1，190万人の都民のうち 151万人分の野菜を都内の農業

が賄っているわけであります。 151万人の人口というのは一つの県の人口に匹敵するわ

けであります。特に占有率が高いものは、ツマミナ86.4%、コマツナ58.4%などがあり、

季節的には11月のカリフラワー85.1%、6月のキャベツ44.6%など高い割合を占め、特

に鮮度が重視される軟弱野菜が高い占有率を占めているわけであります。そして、こう

した都内の農産物の70%近くが市街化区域内の農地で生産されているわけであります。

こうして都市農業は日常の野菜供給に無視できない役割を果たしております。特に天

候に左右されやすい野菜の需給関係のバラソスをとる緩衝能力は、数字以上の役割を果

たしていると思います。

都市農業のもう一つの役割は、何度も指摘されているところでありますが、緑の効用、

憩いの場や災害時の避難場所の提供、教育的、文化的意義など、大変大きな役割を果た

しているわけであります。

さきの議会で多摩平の浸水問題が問題とされましたけれども、逆に言えば、日野市内

のまだ少なくない、残っている水田や畑が果たしている自に見えない役割、貯水機能な

ども大きな役割を既に果たしているということも指摘しておきたし、と思います。まさに

都市農業は、市民にとっても貴重な財産であると思うわけであります。

こうした点を踏まえて、幾つか都市農業を守るという観点で質問したいと思います。

第 1点は、都市農業を守る上で、今焦眉の課題となっている宅地並み課税から農地を

守るという問題であります。

1982年に発足した長期営農継続農地制度は、宅地並み課税をめぐる10年間にわたる攻

防の中で、都市農業を守る運動が宅地並み課税の全面攻撃を一定押しとどめかち取った

成果でございます。これを見直す、是正するなどという攻撃がかけられているわけであ

りますけれども、こうした攻撃に対して、当局はどういうように考えられるのか、どう

いうふうに対応されようとされているのかということについてでございます。

第2点は、都市農業を守るためには農業に従事する方々にやる気を持ってもらう必要

があります。農業生産に意欲を持ってもらうためには、経営の安定が必要であります。

後継者が生まれてくるような農業にしなければなりません。こういう点で、どうした展

望を持ち、どのような施策を進められようとしているのか。

第 3番目、都市農業を守るためには、都市農業の特徴を生かして地域の消費者と農家

の結びつきを強めることが重要であると思います。この点で、青空市場や産業祭りなど

をもっと活発に、また給食などを通じて子供たちに教育を行っていく、この点が非常に

重要だと思いますけれども、こうした都市農業、地域の消費者と農家を結びつける、強

める、こういうふうな点で市の当局のお考えをお伺いしたいと思います。
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す。

昭和57年度に、市街化区域農地への宅地並み課税が創設されまして、それに伴って長

期営農継続農地の制度がそこで生まれたわけです。ということは、宅地並み課税の場合

には、市街化区域内の農地の宅地、要するに住宅政策の促進、こういうふうなものでご

ざいまして、長期営農継続農地の制度は、これを今御質問の中にありますように、都市

農業の保護とか都市緑地の確保、そういうふうな面から、税の上でこれを猶予するとい

うふうなもので、長期営農継続農地の制度が発足をしたものでございます。

当市の場合ですけれども、昭和62年度を見ても、宅地並み課税と、それから農地並み

課税との対比でございますけれども、平均では36対 1というふうな割合になってござい

ます。要するに生産緑地の確保、これを積極的に図る上からも手厚い農地、要するに生

産緑地への保護施策というふうに言えるかと思います。

したがって、長期営農継続農地の制度の継続に図りつつ、生産緑地の確保と推進をし

ていくことが大切であると考えております。そういうことで長期営農継続農地の制度は、

適用を受けるには、この制度を深く認識して今後対応していくことに努めていきたし、と

いうふうに思っております。以上でございます。

0議長(黒川重憲君) 生活環境部長。

0生活環境部長(坂本金雄君) ただいま税金面から市民部長がお答えをいたしました

けれども、都市農業を営む上におきまして、長期営農継続農地制度は農政を担当するも

のといたしましては、堅持していかなければならない制度である、このように考えてお

ります。

この制度が維持されるためには、制度対象農地が適切に管理されでなければなりませ

ん。最近言われているような偽装農地のようなことがないように、市民の理解が得られ、

批判を受けない農地利用がなされなければならないと思っております。

このような観点から、今後積極的に農地の保全、管理、指導を推進してまいりたいと

思っております。

それから、第 2点の農業に従事する人が喜んで従事できるような経営の安定、後継者

の育成の問題についてでございますけれども、昭和60年度の専業農家の戸数は市内で37

戸になっております。今後、都市農業の攻防については後継者の育成に集約されるので

はないかと、このような認識を持っております。

少し範囲を広げまして、東京都の現況を見てみますと、農業人口12万30人で、このう

ち農業に就業人口 4万 2，020人となっております。この数字から農家 1戸当たりの平均

の人数を見てみますと1.61人でございます。それで、さらにこれを年齢別に見ますと16

歳から29歳の農業後継者と思われる若年層の比率は 3.7%で大変低い状況にございます。

このような状況の中で、後継者を確実に確保していかなければ今後の都市農業は成り

立っていかない一つの重大な課題でございますけれども、日野市では日野市の農協並び

に七生農協に青壮年部という部がございまして、この部が実質的な後継者の団体でござ

います。この七生農協、日野農協両農協の青壮年部を通しまして都市農業の魅力につい

てのPR、後継者同士の交流、農業に関する基礎知識を得るための研究会を定期的に持

ち、そして後継者の育成に努めているところでございます。

最近市内で起こりました実際の例でございますけれども、 Uターン者がございまして、

会社勤めをしていた方たちが戻ってきておる、 7人から 9人ぐらいの人数を確認してお

ります。

後継者の育成については、ただいまお答えいたしましたとおり、両農協を通じまして、

この青壮年部に対する補助、援助をやっておりますけれども、そのほかに東京都でも、

この後継者の問題を大変重く見まして、 後継者財団基金というものを58年から行ってお

ります。 58から本年度62年までの 5年間に目標の基金額が 5億円、この 5億円の内訳は、

東京都が2億 5，000万円、それから農協が 1億 5，000万円、さらに各自治体が総計で 1

億円のお金を出資いたしまして5億円の基金をっくり、この基金の果実をもって有効な

施策を展開することになっております。

この事業の中身につきましては、今検討中とのことでございますけれども、先ほど福

島議員さんの御質問の中にもございました後継者の結婚問題、そういった結婚相談のよ

うなこともやってみたい、とし、う構想を持っているようでございます。また、市におき

ましても農業後継者の育成事業として補助金を支出しております。こういった後継者育

成の数々の施策を今後さらに充実強化の方向で考えてまいりたいと思っております。

それから、御質問の 3点目、都市農業を守るために消費者と生産者とのコミュニケー

ショソを図るべきである、こういう趣旨の御質問でございますけれども、現在、市内で

消費者である市民に都市農業をよく知っていただこう、理解してもらおう、こういうね

らいのもとに消費者との結びつきを深める意味で、毎年、農業経営者の団体であります

経営者クラブと消費者団体の代表者の懇談会を持っております。

以上 3点について最初に御質問いたします。

0議長(黒川|重憲君) 中谷好幸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(大貫松雄君) それでは、まず第 1点の御質問に対してお答えをいたしま
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ことしの例を申し上げますと、 7月の 4日に花丹栽培の温室を見学いたしまして、そ

の後で都市農業について活発な意見の交換を行っております。新鮮な市内産の農産物を

直販することによりまして地場産業作物を知ってもらうとともに、消費者と生産者との

交流を図るため、日野市農協並びに七生農協の青壮年部によりまして、毎年 6月から10

月までの問、月の最終土曜日に両農協を舞台にいたしまして即売市を開いています。ま

た、この会場のほかにも多摩平第七公園ですね、第七公園におきまして即売会を実施し

ているところでございます。この即売会は、年末12月25日、 26日には正月用野菜の即売

を行いまして、毎年好評を博しているところでございます。

さらに本年11月の14日、 15日の両日にわたりま して行われました産業祭りにつきまし

ては、実行委員会方式で農協団体の方にも大変お力添いをいただきました。市内産の野

菜、くだもの、花井、そういった産物について市民の理解を深めております。来年度は

生活・保健セソタ ーが開設されます。あの前庭にはテ γ トを張りまして、そのテγ トの

中で、現在両農協と多摩平第七公園でやっておりますような直販事業をやってみたい、

そのような構想も持っております。今年の追加補正にテγ ト6張り分をお願いしている

ところでございます。

今後も地場産業、農産物の販路の拡大になお一層努めてまいりたい、このように考え

ております。

0議長(黒川重憲君) 中谷好幸君。

税などを減免する、 こういうものでありますけれども、これと同じようにはし、かないと

思いますが、例えば今 ミニ開発、共同住宅などの建設が進んでいる 990平米に満たない

小さな農地についても、こういうものが適用できないのかどうなのか、との点について

一つお伺いしたいと思います。

それから二つ目は、区画整理が進んでいるわけでありますけれども、小規模農地、 こ

れを集めて集団農地とする、特に、その中で土盛り して畑にしてしまうのではなくて、

日野市の特徴である水田を残す、こういうことができないのかどうなのか。

昭和61年度の統計によれば、日野市の水田面積は三多摩26市中、八王子に次いで第 2

位であります。用水のまちと言われる日野、水田というのは日野市の一つの景観になっ

ていると思うわけであります。この点で、区画整理の上で配慮ができないものかという

ことについてお伺いしたいと思います。

三つ目は、後継者をっく り、都市農業を安定させる上で農産物の価格を安定すること

が非常に重要になっていると思います。そういう点で、価格安定制度というものが東京

都によってつくられているわけでございます。この価格安定制度について、日野市では

日野農協、七生農協を通じて 8品目ほどあるんですが、そのうちキャベツが利用されて

いると開いております。いろいろ条件が難しいわけですけれども、いろいろ条件がつく

わけですけれども、このキャベツの利用については近年ふえてきているということでご

ざいます。

ところで、私はこの価格安定制度、野菜の供給制度、これをもっと充実してほしいと

いうふうに質問しようと思ったわけですけれども、新聞によりますと、読売新聞11月11

日号によりますと、この東京都の生鮮食糧品価格安定供給事業が今年度いっぱいで打ち

切られる、こういうことが決まったという報道があるわけであります。キャベツなど大

変価格の変動が大きいものでありまして、農家によってはトラ ック1杯分運んで行って

もガソリン代にもならない、こういうふうな状況もあるそうで、そういう点でこの制度

が重宝されてきているわけであります。

この点について、もしこれが打ち切られることになるならば、非常に大きな日野市の

農業にとって打撃を受けると思うわけでありますけれども、この点どうするのか。ある

いは日野市で独自の制度なども実施しなければならないと思うわけでございますけれど

も、この点についての市当局の見解をお伺いしたいと思います。

さらに質問をしたいと思います。

市民の皆さんと農業が結びついていくという上で、いろいろな重要な施策を進めてい

09番(中谷好幸君) 御答弁を踏まえまして、幾っか具体的に質問したいと思います。

長期営農継続農地制度ですけれども、この考え方は基本的には御答弁にもありま した

ように、市街化区域の農業は基本的に撤退を図ると、猶予措置として、とりあえず10年

間営農の意思ある者は宅地並み課税を免除するとし、う限定的なものであります。

福島議員の質問にもありましたけれども、途中で中断した場合、戻ってきた場合とい

うのは、これは再登録することはできないと思います。これは10年間以降はどうなるか

わからない制度ですから。また経営面積、 1団地面積が 990平米以下のものについては

登録できないとか、施設園芸ガラス温室などは宅地並み課税されるとか、極めて限定的

な制度であります。そういう意味では、私たちはそもそも撤廃すべきものである、こう

いうふうに共産党は考えているわけであります。

こういうふうな点も踏まえて、もう少し具体的に伺いたいと思うわけであります。

今度の、先ほども市長の答弁にありましたけれども、いわゆる緑地信託制度の要綱と

いうのがつくられました。これは森林を指定して市が管理して、固定資産税や都市計画
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るという御答弁がありましたけれども、こうした活動にもっと大きな力を入れてほしい

と思うということでございます。

先日、農業祭り、産業祭りがございましたけれども、この共進会の出品参加料が今年

度から高くなって、そして出品数が若干減ったというふうな御不満を農家の方から聞く

ところでございます。実行委員会のお話によりますと、この参加料の収益は、実行委員

会への入ってきた収益は20万程度だということでございます。せめて共進会で出品され

た野菜の売れた、販売されたものについては全額農家の方にお渡しする、 20万程度の援

助をすればできるわけでございますから、こういう点でぜひ御検討していただきたし、と

それから、この要するに 990平米以下、市の独自の対策ということの御質問の中で、

課税上取り扱うことについては、先ほどから申し上げますように、長期にもっぱら農業

を行う必要、こういうふうな要件で行っている、そこを引き下げるということは、都市

構造上等好ましくないといういうふうに考えています。以上です。

O議長(黒)11重憲君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 緑地信託要綱ということを思い立っておりまして、議場にも

資料としてお配りをいたしました。

この趣旨は、将来、公共用地に日野市が取得することをある程度御理解をいただし

ということで思い立っているものでございます。その制度を生産緑地にまで拡大して適

用できないか、とこうし、う御質問が出ておわけでありますが、いわゆる生産緑地、畑で

ありますとか、畑が対象になると思いますが、将来、公共用地に、いずれ手放すときに

は売ってもし、し、と、こういう意思がはっきりしておるならば検討してみる必要がある、

このように感じております。

そういう意味で、今現在の緑地信託の考え方は、私有の樹林地を、目指しているのは

主として程久保の緑地でありますが、将来、市になるべく譲渡してやると、こういう御

意思のもとにお預かりをしていこう、つまり委任を受けて市が預託をする、そうしてあ

る程度の保全管理を図っていこう、こういう趣旨でございます。

それを生産緑地にまでどの程度拡大できるか、とりわけ処分する際には、処分という

か、譲渡する際には市を対象にして譲渡を考えると、こうし、う約束がし、ただけるならば、

ひとつ新しい土地確保の方法の一つではないかという感じもいたしますので、検討して

みたいと思います。

0議長(黒川重憲君) 生活環境部長。

0生活環境部長(坂本金雄君) 御質問の価格の安定の件でございますが、野菜などに

つきましては東京都が独自の施策を持っています。野菜価格差補償事業あるいは野菜供

給確保対策事業、こういう二つの事業がございまして、そのほかに国の事業もございま

思し、ます。

もう一つ、市民の中に日野市の農業を理解してもらう上で学校教育というのが非常に

重要だと思うわけであります。

日野市では学校給食の中に産直野菜を利用する、こういうふうな方針を教育委員会は

持っているわけであります。先日二中の試食会でもらったノミンフレットにも大きく地元

の農産物野菜を利用する、新鮮で安価なのはもちろんですけれども、生産の状況や苦労

を知るなど、よい教材として利用し、野菜をもっと身近に感じてほしいと思っています。

最近食べなくなった野菜を残さず食べるようになってほしいと考えています。こういう

ようなことも触れられているわけでありますけれども、今の産直野菜の使用状況、中学

校では 1校除いて全校で実施されておりますけれども、小学校ではまだ数少ない、こう

いうふうに聞いているわけであります。ぜひとも学校の御協力を得て、この産直野菜の

給食への利用を拡大していただきたいわけであります。この点についてお伺いしたいと

思し、ます。

以上の点について再質問させていただきます。

O議長(黒川重憲君) 市民部長。

0市民部長(大貫松雄君) それでは、御質問の長期営農に登録できない 990平米以下

の農地について、課税上、市独自の施策はできないかという御質問だと思います。それ

についてお答えいたします。

ただいま御質問の中にありましたように、一農家が所有する農地の面積が 990平米以

上、これが長期営農継続農地制度の面積要件であります。ただ一団の農地として 990平

米以上の農地のある地区内に連櫓をして所有する場合ですね、この場合には 1の条件に

該当しない場合でも対象となるということで、 100平米でもこの対象になるということ

でございます。ただし、今言いました連櫓の場所で、ございます。

す。

東京都の事業につきましては、この主管課が労働経済局あるいは生活文化局となって

おりまして、労働経済局の方は生産者の立場を守る方向で、それから生活文化局の方は

消費者の立場を守る意味で価格の安定政策を続けております。

日野市内では、御質問の中にございましたようにキャベツが契約条件になっておりま

して、初夏キャベツとし、し、まして6月の中旬から 7月の中旬にかけまして、およそ 1カ
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月の間約 4 トンの出荷をしてございます。このキャベツの価格につきましては非常に上

下がございまして、高いときは高いし、安くなるとほとんどもうゼロに近いようになっ

てしまいます。したがって、それぞれ上限と下限の値段を設けまして、下の値段を割り

込むようなときには、余り農家の方の打撃にならないように補給金を差し上げている、

こういう制度でございます。

農家の方の意見を聞きますと、確かにキャベツはふえてはおりますけれども、これに

余り入ることに積極的でない生産者の方もいるわけでございます。と申しますのは、下

限の価格というのが決まっておりまして、それを割り込むことはない、補償されている

ところはし巾、んですけれども、今度は反対に、上限の価格が決まっておりまして、高い

ときに高く売れない、そういう悩みもございます。それも理由の一つでございますし、

そのほか、この辺ですと八王子の青果市場が片倉とか北野にございます。そういう所へ

直接出してしまう、そういう方もいらっしゃるわけです。そういう方々からもいろいろ

意見をちょうだし、し、たしまして、今後この都の制度にかわるものとして間違いのない方

向づけをしてまいりたし、と思っております。

それから産業祭りの出品者の負担の件でございますけれども、御質問のとおり商工庖、

それから農産庖それぞれ出展者から応分の負担金をいただいております。この件につき

ましても実行委員会の反省を踏まえまして、来年度何らかの形でその改善方をお約束し

たし、と思います。

O議長(黒川重憲君) 教育次長。

0教育次長(砂川雄一君) お答えをいたします。

学校給食への地元農産物の利用の拡大という御質問でございますが、地元の農産物、

特に野菜などを学校給食に使って、新鮮で栄養価の高い食事を子供たちに提供するとい

うことは大変大事なことだというふうに考えております。子供たちが自分たちが食べる

野菜が育っていくありさまを学校の行き帰りに実際に目にし関心を持って育つというこ

とは、教育上も大変大きな役割を果たすんではないか、というふうにも考えているわけ

でございます。

現在、地元の農産物を利用している学校は 8校ほどになるわけです。実際、に学校の周

辺に農地があったり、農家があったりする地域の学校が、今のところ主に使っているわ

けで、まだ数は余り多くなっておりませんけれども、新鮮で安いなどの利点のほかに、

例えば品数が限られるとか、あるいは供給が若干不安定であるとか、あるいは形がふぞ

ろいになるとか、そういった点で、形状、あるいは調理上、幾つかの間題点もないわけ

ではありません。しかし、先ほど申し上げましたように、教育上の観点とか、あるいは

児童生徒に新鮮であったかい食事をできるだけ安く提供するという観点からも、 今後も、

学校に対して地元の農産物を積極的に利用するよう に、適切なアドバイスなり指導なり

を行っていきたいというふうに考えております。以上です。

O議長(黒川重憲君) 都市整備部長。

0都市整備部長(前田雅夫君) お答えをいたします。

区画整理で事業地内の水田を集団化して残せないかという御質問でございます。

御承知のように、土地区画整理事業の目的は、公共施設の整備改善と宅地の供給とい

うことにあるわけでございますが、ただいまお話も出ておりましたけれども、都市農業

の意義とか、あるいは農家の営農意欲の尊重、それから、この区画整理区域内には農家

の方がかなりの面積の土地を持っております。こういったものを配慮いたしまして、区

画整理に取り組んでいるわけでございます。

水田等につきましては、区域内の土地を持っている農家の方に意向調査をいたしまし

て、将来、区画整理後も水田として営農するか否か調査をしております。その結果、水

田として継続営農したいという者につきましては、区域内に水利のことも考えまして 1

カ所に換地をするような、そういう形で進めております。

具体的なことをちょっと申し上げますと、万願寺土地区画整理区域内では、 5名の方

が区画整理後も水田を続けたいということでございます。面積にいたしまして 8，901平

方メ ートルでございます。豊田南土地区画整理事業につきましては、 4名の方でござい

ます。面積にいたしまして 1万 671平方メートルでございます。高幡土地区画整理事業

につきましては、将来水田として営農の希望はございません。それから、水田のほかに

農地として使うものもあるわけでございます。これは整地の中で畑地として耕作が可能

なような、そういう配慮、をしておる次第でございます。以上でございます。

0議長(黒川重憲君) 中谷好幸君。

09番(中谷好幸君) 時間もありませんので、これ以上質問できませんけれども、非

常に積極的な御答弁をいただきまして、ありがとうございました。

日野市は、緑と清流を取り戻そう、ということを主要なテーマにして、自然と調和の

とれたまちづくりを進めているわけであります。ここで言う自然、というのは、手の加わ

らない全くの自然、というのではないと思うわけであります。私たちがイメージする自然、

というのは「ウサギ追いし、かの山jであり、また「子ブナ釣りし、かのJIIJでありま

す。ウサギ追いし、かの山とは原生林ではなくて、人間の手の加わった二次林で、ありま
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す。子ブナ釣りし、かの川とは、農業用水であります。日本人の祖先が1000年以上にも

わたって営んで、きた農耕、農業の営みの中で自然、に手を加え、維持して管理してきた、

こういう環境を私たちは懐かしし、と思い、また心が安らぐように思うわけであります。

日野市に比較的まだ自然、が残っているとすれば、今もくわを持つ手を放さず、必死に

農業を守っている人々がし、る、このことに私たちは感謝しなければならないと思います。

緑と清流を取り戻そうとするならば、都市農業をこの自民党の悪政から守っていくこと

がどうしても必要だと思うわけでございます。

こういう点で、森田市長からも一言御答弁をいただければというふうに思います。

O議長(黒川重憲君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 日野市の考えます都市というのは、まさに清流も流れ、緑も

豊かだ、ということを願っておりますので、農業をなるべく尊重するゆえんはそのあた

りにあるわけでありまして、今後、できるだけ意欲のある方々に継続をしていただく支

援を送りたいと、このように考えております。

0議長(黒川重憲君) 中谷好幸君。

09番(中谷好幸君) ありがとうございました。

0議長(黒川重憲君) これをもって 3の1、都市農業を守ろうの質問を終わります。

一般質問 3の2、切実な老人医療費助成について再度質問するの通告質問者、中谷好

幸君の質問を許します。

09番(中谷好幸君) 通告に従いまして質問させていただきます。

1983年より実施された老健法は、昨年改正され、ことし 1月より改正老健法が実施さ

れております。改正の主な内容は先ほど、竹ノ上議員も指摘がありましたけれども、老

人医療費の自己負担の大幅な増額であります。また中間施設を設置して老人を病院から

追い出す、医療行為を行いながらも病院でない老人保健施設、すなわち医療内容をレベ

ルダウンさせた施設に入所させて、しかも費用は本人と家族の負担を中心にする、こう

いうことであります。また、財源についても、国の責任を少なくして国民の負担をふや

す、被用者保険からの拠出金を引き上げるものでございます。

老人医療の改悪は常に国民医療改悪の突破口とされてまいりました。この点について、

先ほど竹ノ上議員から、老健法の改悪の次が国民保険制度の全面改悪、また医療法の改

正に伴うベッド規制と続いているという指摘があったわけでございます。

政府が進めている医療制度改革の目的とするところは、老健法も含めて医療費の適正

化、こういうことが掲げられているわけであります。すなわち医療費の抑制であります。

-224-

ここで言う医療費というのは、国民総医療費という意味ではなくて、国の医療支出を抑

制する、言いかえれば国の医療責任を放棄する、ということを意味しております。むし

ろ国は医療費の増大は避けられないものとして、これを自立自助の名のもとに、国民に

負担させる、また公的な責任でなく、民間活力め導入の名のもとに、大資本にこの医療

の分野に市場を開放する、こうし、う立場であります。

関連して昨日老人ホームの問題でいろいろ議論があったわけですけれども、私は大変

危険だと思いました。それは経営形態をめぐっての議論です。今、大資本は医療や社会

保障から国が撤退を進める中で、この分野を巨大な市場、何兆円何十兆円産業だ、とい

う位置づけで利潤追求を目的にしてここに参入をしてくる。こうし、う状況であります。

こうし、う情勢を抜きに民間資本の遵入や民間委託は万々歳という議論が行われていると

いうことについて、私は大変危険だと思ったわけであります。

昨日の議論の中でも、どこかの市で西武が出資したというふうな、老人ホームに出資

したというふうなお話があったわけでありますけれども、私は、こういう医療や社会保

障の分野は、公的責任をはっきりさせた経営形態で、進めることが絶対に必要であると思

うわけであります。もちろん民間委託が一概に悪いわけではありません。民間の人の中

にも、社会保障についての考え方、信念を持ってこれに身を挺している方もいるわけで

あります。

しかし、こういう方々と大企業、大独占が、この医療や社会保障制度を利潤追求を目

的に参入してくる、こういうことについては同一にできないと思うわけであります。も

しも、こうし寸分野が大企業や大独占、利潤追求を目的とした、こうした企業に接見さ

れることになれば、当面は負担が少ないということがあったとしても、先々大きな犠牲、

負担を国民・市民が受けることになる、このことについて一言指摘をしておきたいとい

うふうに思うわけであります。

さて、老健法の制定及び改正についても、医療費の適正化、抑制ということで導入さ

れたわけですけれども、結果はどうなっているかといえば、有料化や値上げによって、

一時的に受診率が抑制されることがあったとしても、医療費そのものはますます増大す

る、確実なのは国の負担、国の責任が回避され、国民の負担や自治体の負担がますます

大きくなっているというのが実際の姿ではないかと思うわけであります。

こうした情勢の中で、昭和60年8月、森田市長は日野市地域保健協議会に対して、老

人医療費の無料化に資する方策について、とし、う諮問を行いました。これに対する答申

が61年5月に地域保健協議会花輪会長より出されております。
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答申の内容は、要約すると以下の 3点でございます。日野市が実施している健康管理

手当制度について、健康管理を重視した非常にすぐれた施策である、ということを高く

評価している点であります。二つ自は、老健法の改正による医療費の自己負担の急速な

増大に対応するため、老人に対して思いやりのある方策を講ずるように、特に寝たきり

老人、障害者、低所得者、入院長期療養者に特に配慮をすること、 3番目に、老人理・

美容券の今後について、発展的な検討をしたらどうか、という意見があった。こういう

ものであります。

そこで質問したいわけでありますけれども、この答申について、市当局はどういうふ

うに評価され、これに基づき、どのように施策を進めようとされているのか、この点を

お聞きしたいと思います。

0議長(黒川重憲君) 中谷好幸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)

ございました。

日野市の地域保健協議会からの答申につきまして御質問が

この答申につきましては、老人の過齢による弱化の問題に対応する医療についての指

摘がございました。現在、日野市といたしましては、健康の保持、増進のために健康管

理手当を支給する制度がございます。年間 1万円の支給でございます。これにつきまし

ては、昭和58年2月から老健法の施行の際に、一部負担金の導入制度がございました。

これを考慮いたしまして、当時 6，000円でございました健康管理手当を 1万円にレベル

アッフ。いたしました。これは一部負担金の制度を補う、こういう意味で、行われたもので

ございます。

御質問の日野市地域保健協議会の答申につきましては、十分に尊重する気持ちがござ

いますけれども、入院見舞金制度の確立、または、その他の問題についての御要望等が

寄せられている状況でございますけれども、これらの問題につきましては、日野市は、

現在のところ健康管理手当制度を持っているわけでございますので、今後とも、この制

度を尊重していきたいというぐあいに考えております。

また、今後各自治体の動向等も見きわめつつ、今後対処する所存でございます。市と

いたしましては、新7こな制度導入の確立まで考え至ってないとし、う状況がございます。

市といたしましては、今後とも、この制度を中心とした高齢者の健康保持、増進を推

進してまいりたし、と考えておるところでございます。

0議長(黒川重憲君) 中谷好幸君。

09番(中谷好幸君) 御答弁を踏まえて再質問をしたいと思います。
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実は老人医療費の無料化、特に助成につきましては、私が議会に送り出していただき

まして最初の一般質問で取り上げさせてもらった問題であります。昭和61年度の第 1回

定例会の中で、私の質問に対する市の当局の御回答は、こういうふうになっております。

何らかの助成を行え、という質問に対しまして、高野部長は、日野市のそれぞれの請願

あるいは老人組織による無料化の要望の運動も私どもも承っておるところでございます。

そういう中での日野市の考え方ということでございますけれども、日野市といたしまし

ては、できるだけ、今後とも改定が予定されておりますけれども、個人負担をふやきな

い方向で努力していきたいということ、こういうふうに考えております。

また市長も、地域保健協議会の方に、現在、老人医療の無料化に資する方策について

の諮問をしておられまして、この諮問の答申は今いただいておりませんけれども、答申

をいただいてから、十分、この問題については前向きに何らかの形で検討した施策を打

ち立てていきたい、こういうふうに言われているわけでございます。市長の同様の御回

答をいただいております。

また昨年の第4固定例会12月議会では、我が党は、こうした市当局の検討とは別の次

元で、党独自の立場で老人見舞金制度の条例提案を議員提出議案という形で提出いたし

ました。特に、この内容については御異議はなかったと思いますが、予算を伴う議員提

出議案ということで、議員の皆さんからさまざまな意見が出され、結局市長預かりとい

うことになりました。このことについて森田市長は、この際、私は、この議案は議会の

御意見に基づいて執行機関に預からせていただく、執行機関からしかるべき議会の御意

見を聞いて提案させていただくことが一番いい、とこういうふうな形でお話しされてい

るわけでございます。

また、この中で同じく地域保健協議会の諮問についても、こういうふうな御答弁をさ

れております。これは共産党議員団の提出とは無関係に、ということでございますけれ

ども、特に地域保健協議会に諮問をいたしましたそれが老人医療費の無料化に資する何

らかの方法というのは、どういうことでありましょうか、こういうことであります。そ

の答申におきましては、特に老人という弱し、立場の人に対しては何らかの思いやりが必

要である、このような意味の答申をいただいておる。これに対しましては、可能なのは

見舞金制度なのか、というふうに考えましたので、そのことの検討をやっておる、こう

いうことである、というふうな御答弁もいただいているわけでございます。

これまでの経過を踏まえるならば、今のところ、やるつもりはないというのは、いか

にも冷たし、感じがするわけでございますけれども、どういう、もう少し、どういう事情
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なのかということについて、検討の中身ですね、お答えをいただきたいと思います。

O議長(黒川重憲君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 地域保健協議会の答申のこともございますし、議会におきま

我が党が主張する無料制度、助成は、こういう負担をほんのわずかでも御援助しよう

というものであり、根本的な救済が可能であるというものではありません。ぜひとも、

こうしヴ緊急事態、緊急避難的措置として、こういう制度をぜひとも検討していただき

たい、特に、今、厚生委員会に付託中の請願は恐らく採択していただけると思いますけ

れども、市長は、議会でもしかるべき議会の意見を聞いて提案させていただく、と議会

で答弁されているわけですから、必ず提案させていただけるものと確信いたしまして、

この問題についての私の質問とさせていただきます。

0議長(黒川重憲君) これをもって 3の2、切実な老人医療費助成について再度質問

するの質問を終わります。

一般質問3の3、合唱サークルのためにピアノのある練習場を確保せよの通告質問者、

中谷好幸君の質問を許します。

09番(中谷好幸君) この質問につきましては、通告どおりでございます。その前に、

参考に二、三教えていただきたいと思います。

今、日野市に合唱サークルはどの程度あるのか。つかんでおられる範囲で教えていた

だきTこし、。

二つ目、こうしたサークルの練習場として、例えばピアノが設置されている所は具体

的にどこにあるのか。

三つ目、市民会館の練習室があるが、その実情について、簡単で結構ですから質問の

前提として教えていただきたいと思います。

0議長(黒川!重憲君) 中谷好幸君の質問についての答弁を求めます。教育次長。

O教育次長(砂川雄一君) 御質問にお答えをいたします。

現在、市内に日野市合唱連盟というのがございますが、これに加入をしている合唱団

は26団体ございます。もちろん地域の中にはあるいは連盟に加入をしてないコーラスグ

ループも数多くあろうかと思いますが、現在、合唱連盟に加入している団体は26団体で

しての提案のこともありまして、ずっとそのことにつきましては、脳裏に離れないぐら

いに考え続けてまいっております。

要するに、まだ見舞金という形で、財源をどのように確保できるか、そのようなこと

と今の健康管理手当の制度は現金でありますので、確かに使い便利がいい、あるいは何

にでも使える、こういうことで健康管理手当そのものに集中的に使っていただく、そう

いうことを考案すべきではなかろうか、とこういう意味で保健協議会の意見も聞いたつ

もりでもございますので、もうしばらく検討を経て、施策の目をどのように打ち出すか

ということを考えてまいりたいと思っております。

たまたま同じ関係の請願も審議されつつございますので、それらの御審議あるいは動

向の中で御意見を承っていきたい、このように考えております。以上です。

0議長(黒川重憲君) 中谷好幸君。

09番(中谷好幸君) 私どもが、入院見舞金条例をあえて議員提案までして提出した

のは、その切実性、緊急性があるからであります。もちろん老人入院見舞金制度が完全

なものではなく、緊急避難的な措置として要求されている、こういうふうに思うわけで

あります。根本的には先ほどから申していますように、政府にその医療責任を果たさせ

る、このことが大事であります。

我が党が提案している入院見舞金制度は、たかだか 1日 400円の入院時の自己負担を

賄えるかどうかというような制度のもので、財源としても大きなものではありません。

もし、これが実現したとしても、とても老人が置かれている状況を救済できる、根本的

に救済できるというものではございません。実際には、病気になったお年寄りがどうい

うふうな事態になっているのか私もいろいろ開くわけでありますけれども、経済的負担

だけとってみても大変重要な事態であります。

例えば答申の中にも出ておりますけれども、昭和60年7月に中野区が実施しました高

齢者の入院に関するアソケート調査によりましても、基準看護でない医療機関に入院し

たケースで、付添看護料を除いた 1カ月の入院費用は、 50%以上の人が月10万以上要し

た、という回答をしております。年金が月数万円にしかならない人が圧倒的多数という

我が国の貧弱な社会保障、こうしヴ状態の中で、こういう負担が本人や家族に重くのし

かかる、こういうことが明らかであります。

す。

その団体が練習している場所でございますが、それぞれの合唱団ごとに、いろいろ自

宅をお使いになったり、いろいろ公共施設をお使いになったりしているわけでございま

すが、一応26団体のうち恒常的に練習を行っているところでは、 9団体ほどが学校等の

施設を使っております。その場合、主に学校の場合には音楽室を使っております。

そういった形で、音楽室を使う場合には当然ピアノが置いてある場所という形になろ

うかと思います。そのほかに社会教育セソターをお使いになっている団体が、やはり五、
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六団体ございます。それで、ここにもピアノがあるんではないかというふうに思います。

概要は以上でございます。

O議長(黒川重憲君) 生活環境部長。

0生活環境部長(坂本金雄君) 市民会館の練習室のピアノの使用状況でございますけ

れども、グランドピアノは常に倉庫の中に入っておりまして、大ホールそれから小ホー

ルに持ち出して使うものでございます。

0議長(黒川重憲君) 中谷好幸君。

09番(中谷好幸君) ありがとうございました。今度の基本計画では、多角的な生活

文化の創造、ということが掲げられているわけであります。さまざまな施策の充実をう

たっているわけでありますけれども、私は、こういう合唱サークルなど、いわばすその

広い文化活動を重視して施策を前進させる、ということが非常に重要だと思っているわ

けであります。

合唱サークルは26団体ということでありますが、これは連盟に入っている団体で、恐

らくその 2倍3倍の団体があるのではなし、かというふうに思うわけであります。私の聞

くところによりますと、日野市で、こうした合唱サークルの練習場に大変不自由をして

いるというふうなお話を聞きました。確かに学校の音楽室も利用されているわけであり

ますけれども、これは特にサークルを中心に学校の先生がし、らっしゃるとか、あるいは

PTAのサークルなどであって、決して一般に開放されているというものではないとい

うふうに思います。

また市民会館で、すけれども、もちろん小ホールや大ホールは、莫大なお金がかかるわ

けですから練習に使えるものではありません。私は、練習室というのがあるというふう

に聞いております。 ただし、この練習室は二つありまして、一つがピアノが置いてあっ

て、もう一つがエレクトー γが置いてある。使用料はピアノが 1，000円、部屋の代が夜

だと 1，700円、ただし20人ぐらいしか入れない、 20人入って練習すると息苦しくなって

くるというふうな、そういうふうな状況だそうでございます。サークルによっては多摩

や府中に練習に行く。多摩市では市民ホールというのが五、六カ所ありまして、ここで

は無料でピアノを貸していただける、こういうふうに聞いているわけでございます。

そこで、ぜひともですね、日野市においても気軽に、そんなに 2，000円も 3，000円も

払わなくも合唱サークルが使えるように、例えば湯沢会館、勤労青年会館などは仮設の

舞台などもあるわけですから、ピアノを設置していただけないかどうか。

それから、日野市内でピアノがそろっている所は、あと児童館があるわけでございま

す。子供がいない夜間、この児童館のピアノを地域の合唱サークルに開放することがで

きないのかどうなのか。

この 2点についてお伺いしたいと思います。

O議長(黒川重憲君) 福祉部長。

0福祉部長(高野 隆君) それでは、児童館の活用についてお答えをしたいと思いま

す。

児童館の活用につきましては、現在、児童課でこれの開放の問題について検討委員会

を設置して検討しております。日曜・祭日また平日の 5時からの開放についての検討を

しているわけでございます。他市や他の区の児童館、これの開放も参考にしながら検討

を進めております。これは会議等の利用と、あるいは運動のためのホール貸し出し、こ

ういうことでございます。

ただし無制限に貸し出すということではなくて、児童会または子供会等、何らかのつ

ながりのある団体やグループを対象に考えておる状況でございます。もちろん音楽室も

ございますので、それについての開放についても検討しております。実施につきまして

は、 63年度中に何とか実施したい、こういうぐあいに考えておるところでございます。

湯沢会館の問題についてもお答えいたしますが、ここは本来の使用は老人福祉、身体

障害者の福祉また児童福祉、母子寡婦等の福祉等に続いて、条例の福祉セソターの設置

条例の第3条に規定しているわけでございますが、今後、福祉セ γターの事業として合

唱サークル等の練習がふさわしいかどうか、またピアノ等を必要とする場合には、どの

ような形で提供できるかについては、今後また調査検討機関を設けまして検討させてい

ただきたい。今後の課題といたしたいと思います。

0議長(黒川重憲君) 生活環境部長。

O生活環境部長(坂本金雄君) 勤労青年会館のピアノの件についてお答え申し上げま

す。

勤労青年会館の主要因体であります青少年オーケストラという団体に、ある団体から

ピアノの寄贈の申し入れの話が来ております。目下その話を進めているところでござし、

ますけれども、これが実現いたしますれば勤労青年会館の大ホールにピアノが入る、こ

ういうことになります。

0議長(黒川重憲君) 中谷好幸君。

09番(中谷好幸君) この点について市長からも御答弁いただきたし、と思います。

O議長(黒川重憲君) 市長。
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0市長(森田喜美男君) いろんなグループが集まって合唱なさるということは、気分

的にも触れ合いの関係にも結構なことだと思います。

私は、社会教育としヴ立場から、やはり学校の施設を何か使っていただく方法がうま

くいかないだろうかと、確かに、あちこちの集会の場所に設備することも検討に値する

12月10日 木 曜 日 (第 4日)

とは思っておりますが、なかなか管理の両も難しいんじゃなし、かと、また場所が果たし

てあるだろうかというような感じもいたします。だんだん集会のできる場所も今後多く
昭和 6 2年

(第35号)なるはずでありますし、その中の合唱という形の集会にも何か可能性をつくっていかな
第 4回定例会

日野市議会会議録

ければならない課題だ、というふうに思いますので、なお検討をさせていただきたし、と

思っております。
12月10日 木曜日 (第 4日)

学童クラブ、つまり、いわゆる開放、多目的開放とし、し、ますか、そうし、う場所でもし
出 席 議 員 (30名)

可能性があるということであるならば、それはそれとして時間外であるならば結構では
1番 奥 住 日出男 君 2番 宮 沢 清 子 君

ないかと、こういう感じがし、たしております。なお、そうい関係のところもなお検討し
3番 主『司主 橋 徹 君 4番 土 方 尚 功 君

てみたいと思います。
5番 山 口 達 夫 君 6番 天 野 輝 男 君

0議長(黒川重憲君) 中谷好幸君。
7番 福 島 盛之助 君 8番 福 島 敏 雄 君

09番(中谷好幸君) こうしみ活動をされている方々にとっては非常に切実な要求で
9番 中 谷 好 幸 君 10番 俣 昭 光 君

ありますので、御答弁どおりぜひとも御検討の上、実施されるようお願いしまして、質
11番 )11 向島 博 君 12番 ，馬 場 繁 夫 君

問を終わりたいと思います。ありがとうございました。 (拍手)
13番 夏 井 明 男 君 14番 山 良 豆同玉 君

0議長(黒川重憲君) これをもって 3の3、合唱サークルのためにピアノのある練習
15番 ，馬 場 弘 高史 君 16番 主f主主司r 橋 符、 次 君

場を確保せよの質問を終わります。
17番 鎮 野 行 雄 君 18番 一ノ瀬 隆 君

本日の日程はすべて終わりました。
19番 板 土百 正 男 君 20番 鈴 木 美奈子 君

あすの本会議は午前10時より開議いたします。時間厳守で御参集願います。
21番 中 山 基 日召 君 22番 秦 正 君

本日はこれにて散会いたします。
23番 黒 )11 重 憲 君 24番 古 賀 俊 日百 君

午後4時38分散会
25番 谷 長 君 26番 市 )11 資 信 君

27番 石 坂 勝 雄 君 28番 名古屋 史 良R 君

29番 竹ノ上 武 俊 君 30番 米 沢 昭 男 君

欠 席 議 民 (なし)
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説明のため会議に出席した者の職氏名

市 長 森田喜美男君 収 入 役 加 藤 郎君

企画財政部長 長谷川暢男君 総務部長 山崎 彰君

市 民 部 長 大 貫 松 雄 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 前田雅夫君

建設部長 伊 藤 正 吉 君 福祉部長 高 野 隆君

水道部長 橋本栄蔦君 病院事務長 岩沢代吉君

教 三同tミt 長 長 沢 三 郎 君 教育次長 砂川雄 君

会議に出席した議会事務局職員の職氏名

局 長 佐藤智春君 次 長 主方留春君

書 記 田中正美君 書 記 濃沼哲夫君

書 記 佐々木茂晴君 書 記 小林章雄君

書 記 斉藤令吉君

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 大迫嘩子君

午前10時14分開議

昭和62年12月10日(木)

午前 10 時開議

0副議長(中山基昭君) 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。

本日、議長所用のため、かわりましてその任を務めます。よろしく御協力のほどお願

し、し、たします。

これより日程第 1、一般質問を行います。

4の1、校内暴力をなくし、中学生活を充実しておくらせるためにの通告質問者、鈴

木美奈子君の質問を許します。

[20番議員登壇〕

020番(鈴木美奈子君) おはようございます。

校内暴力をなくし、中学生活を充実しておくらせるためにということで、ただし、まか

ら質問に入らせていただきます。

ことしは憲法の施行40周年に当たり、また憲法の平和、民主主義、基本的人権の原則

に基づいて制定されました教育基本法、児童福祉法の公布40周年目に当たります。この

意義ある年に、子供たちの置かれている状況を見ますと、国の予算は軍事費を増大させ

る一方、教育や福祉を切り捨て、国民生活を圧迫し、失業ゃあるいはまた貧困や荒廃が

子供たちの上にも大きく影響し、人権の侵害が多数起きてきております。

今月の12月4日から10日まで、きょうまで、人権週間、これが行われておりまして、

きょう終わるわけでございますが、この人権週間にも4つのことが強調事項として示さ

れております。その一つは、 2年間にわたりいじめ、体罰の根を断とうということで、

いかにこの問題が大きく子供たちの上にも、また我々の上にも及ぼしているかというこ

とが、わかるわけでございます。いじめの問題では子供たちの、あるいはまた児童の人

権にかかわる問題でもあり、これをどうしてもなくしてし、かなければならないと思いま

議事日程

日程第 1 

追加日程第 1 議案 第 132号

一般質問

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

す。

本日 の会議に付した事件

日程第 1及び追加日程第 1

また二つ自には部落差別をなくそうということで、日本の社会に古くからある身分差

別の問題、そしてそのために結婚も就職もいろんな不当な差別を受けている問題、ある

いはまた同和の名を借りて、ゆすりやたかりなど、えせ同和行為を発生させているけれ

ども、そのこともなくしていこうということです。そして三つ自には女性の地位を高め

ようということで、男女の平等は憲法の基本理念の一つであるけれども、まだまだ女性

が差別されている、こうし、う実態が明らかにされております。

また最後には、障害者の完全参加と平等を実現しようということで、昨日は12月9日
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「障害者の日」でもございました。まだ障害者の皆さんが国連が決めました58年から67

年までの「障害者の10年」としての、障害者の問題の行動計画が各国にも要請されてお

りますけれども、障害者の皆さんもなかなか、まだまだ暮らしやすい、あるいはまた職

場の点でも、いろんな差別が行われている。この人権週間に当たっては、四つの強調事

項が示されているわけでございます。その中で人権擁護局からの調査によりますと、昭

和61年の人権擁護機関が取り扱った、児童、生徒聞のいじめの事件、これが2，393件、

前年に比べて649件ふえております。ことしの 9月末までに、 872件ということで、前年

値の1，498件に比べては、かなり減っているわけでございますけれども、でも潜在的な

ものがあるのではないかとしヴ、こういうことが心配されております。そして昨年の実

態でも、被害を受けたのが中学生が最も多くて、 53.4%、そして小学生が37.6%と、こ

ういうことになっております。

また若い教師によります体罰事件、このこともふえてきておりまして、昭和61年に受

理した教職員の体罰事件が103件で、前年度の79件から、 24件もふえている。このこと

も本当に人権としてとらえていく中では、このことを本当に大きな問題として、我々自

身も考えていかなければならないと思うわけです。

12月の 6日の毎日新聞の社説にも、 「学校ぐるみで体罰の根を断とうj ということで

人権週間の問題、あるいはまた法務局が人権侵犯事件として、受理した体罰事件の問題

なども取り扱っておりますし、子供たちの人権が侵害されていると訴え続けている、こ

ういうことに対しては、 「子供の人権110番Jを開設して、この処理に当たっている、

こういうことが毎日の社説にも述べられております。こういう中で昨年の 4月、呼びか

け人として、一番ケ瀬康子さん、子供の問題では終生守る運動を続けてこられました羽

仁説子さん、そして沼田稲次郎さんなど、 5人の方々が、子供の人権保障を進める各界

連絡協議会の呼びかけの趣意書を発表しております。子供たちの健やかな成長、発達を

願い、子供の人権を保障する努力を続けることが、国民的な課題であるとともに、人類

史的テーマであると考えます。

そしてことしは、児童憲章制定35周年であるとともに、国際平和年でもあります。私

たちは子供に最善のものを保障しなければなりません。それはもとより国際平和であり、

人権と自由であるというふうに述べております。健康、福祉、教育、文化の面でも児童

憲章の精神を実現しなければなりませんO ところがいじめ、体罰をはじめ、自殺、子殺

し、学校災禍に見られるように、子供の人権侵害は、重大な社会問題となっています。

このことは、これまで大人たちが子供の固有の権利を深く理解していなかったことのあ

らわれです。今こそ、憲法、児童憲章、教育基本法の理念にのっとり、子供の権利を考

え、保障する運動を、学校、家庭、職場、地域から大きく起こすことが急務です。そし

て五つのことが問題として提起されております。一つはいじめ、体罰など、子供の人権

侵害をなくす運動を起こします。二つ自には、子供の固有の権利についての社会の認識

を広げます。三つ自には、国連で進められている子供の権利条約の制定を促進します。

四つ、子供の人権を保障する現行法制度を点検し、その改善の立法を推進します。五つ

目には日本の子供の権利宣言、仮称ですが、その制定についての国民的合意を形成しま

す。そして皆さんの積極的な御賛同心から呼びかけるということで、私たちが本当に今

子供の問題について、考えていかなければならない、このことを問題として提起してい

るわけです。そして子供の人権宣言， 87では、子供は子供として育ち人間として生きる

権利があります。私たちは子供を人権の主体として認識し、確認し、日常次のような子

供の権利の実現を目指しますということで、 10の子供の権利の問題が宣言として盛り込

まれております。一つは命の誕生の権利、二つは健康に成長する権利、三つは家庭的環

境のもとで育つ権利、四つは福祉を求める権利、五つは自由に楽しく遊べる権利、六つ

は学び知る権利、七つは表現の自由が保障される権利、八つは身体の自由が保障される

権利、九つは希望に生き、自立する権利、十は平和に生きる権利でございます。

私はこの10の権利が本当に今、日本の社会の中で、子供Tこちにこれが実際にやっている

かどうかということを考えますと、命の問題でも健康に成長する権利の中でも、今の中

では合成洗剤の入った食べ物、あるいはまた大気汚染の問題などもありますし、自由に

楽しく遊ぶ権利の中でも、今、塾に追われるとか、あるいはまた時間も住宅の問題もご

ざいます。おけいこごとに通うことで追われる子供たちゃ、あるいはまた交通災害の問

題もあるわけです。平和に生きる問題でも、平和教育を偏向教育として退ける、日の丸、

君が代を押しつける、こういうこともありますし、高校生への自衛隊への勧誘、これも

しつこく行われている、これが今の日本の現状ではないかと思います。そういう中で私

は全国的な視野に立ちながらも、また日野市の子供たちが、生き生きと中学生活を送っ

ていただきたい、このことから質問に入あわけでございますが、全国的にも中学生の校

内暴力や、家庭内暴力の実態などが大分こう明らかにされてきておりますが、日野市の

中でどのような動きがあるのか、学校名などには触れることなく、一般的なことで結構

でございますので、そのことについてお知らせいただきたし、と思います。

2番目にはその子供たちが中学校を卒業いたしますと、その後のことで暴走族、ある

いはまた暴力団への参加、こういうことが比較的こう全国的には言われます。特に私な
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ど渋谷などに行きますと、まだあどけない顔をした少年や少女が、右翼の車の前にいる

ことなど見かけることがあるわけでございますが、本当に胸の痛む、そういう思いをす

るわけです。卒業生の中で、そういう参加がもしあれば、それを本当に正していかなけ

ればならないと思いますので、そういうことはどうか。

三つ目にはやはり子供たちを守るこの運動をこの自治体としても、父母ゃあるいはま

た学校や地域など、一緒にこれを進めていかなければならないと思うわけですが、自治

体としてこれをどのように進めていくか。

そして四つ自には、 やはり子供たちのし、し、諸条件を学校の中でつくってし、く、そのた

めには私は中学校でも40人学級をどうしても早く進めなければならないと思います。そ

の点で、中学校での40入学級を先般行政報告の中で、お話がされましたけれども、再度

私は本当にこれを小学校の40入学級は、非常に父母や教師からも喜んで迎えられている

中では、中学校の40入学級を実現させていくこの決意を、ぜひ教育担当の方からお聞か

せいただきたいと思います。以上です。

O副議長(中山基昭君) 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) 4点にわたっての御質問がございますけれど、私の方から答

弁させていただきます。

日野市の校内暴力の実態、これはどうかというような御質問でございますけれど、今

年度に入りまして4月以降、 11月末現在で、学校の方から教育委員会に寄せられており

ます報告件数43件、校内暴力というような形で、教育委員会の方に上がってきておりま

す。ほとんどが同一校内での生徒聞の暴力抗争でございますけれど、その中には対教師

への暴力が 3件、それから学校間同士の暴力抗争、 これが2件含まれております。

実態はどうかと、大部分は単純な昔で言われるそのけんかとし、し、ますか、そうい うよ

うな状況で、例えば顔面打撲だとか、口内裂傷、口の中を、なぐり合いの中で切って し

まったとか、そういうような件数が多いわけなんですけれど、中には今までの仲間から

抜けるというような行為、いわゆる今までの仲間との交際を避けるというよ うな、そう

いう現象商から集団的な形での暴力を受けて骨折を したとか、あるいは金品を強要され

て、応じられないということで、公園に呼び出されて、肋骨にひびが入るほど、暴力を

受けたとか、そういうような医者の治療を受けざるを得ないよう な状況に置かれる暴力、

こういうものも数は少ないですけれど、生じているというのが現状です。

特にこの対教師への暴力のケースと言いますと、どんなケースが出てきているのかと

いうことでございますけれど、例えば移動教室等の際に、酒を持っていって、仲間とい
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わゆる回し飲みをしたと、そういうことで移動教室が終わって、帰ってきてからそれの

反省を含めて、問題行動ということで、保護者との連絡をとったということがきっかけ

になって、家の者に知らせたなということで教師になぐりかかって、 教師が転倒して、

頭部、あるいは腰部を打撲するというようなケースo あるいは教室から抜け出して、廊

下を俳回するというような状況の中で、先生から自分の教室に戻りなさいという形で強

く注意をされても、友達にかじりっし、て、離れないとい う状況の中で教師に手をぴしや

りと叩かれたということを根に持って、なぐったなという ようなことで、教師に飛びか

かって、教師の顔面を殴打したというよ うなケースO そういうよ うないろいろ、 とにか

く普通ではちょっと考え られないような状況のケースも、中には43件の中には入ってい

ることも事実でございます。

そういう 、その状況の中で、学校自体としてもいろいろな角度から、そうし、う児童生

徒の生活指導、あるいは問題行動、 こういうものに対しての教師全体としての取り組み

にも当たっており ますけれど、特効薬という ような形で、こうすれば直ちに納まるとい

うような内容がない中で、学校自体も大変苦労しているという のが実態でございます。

で、まあ、こうし、う状況とですね、卒業してからの暴走族、あるいは暴力団等とのか

かわり、これはどうなんだとしヴ御質問がございますが、暴走族との直接的なかかわり、

これは 日野の市内にも 「ルー ト20Jだとか、 「アーリィ・ キャッツ」とか、そういうよ

うな名前で呼ばれる とこ ろの暴走族グループがあるとしヴ状況は、よく生活指導面を通

して、とらえており ます。 ただ暴走族そのものに入っていると、中学生がですね、一緒

になって行動しているという形の警察の方からの少年係等を通しての、学校への、お宅

の中学生がこ ういうことで暴走族に入っていて、補導されたので、連絡をしておきます

とい うような、そう いう形での連絡は受けておりません。

ただやはり暴走族の資金源としての中学生に対するカンパ、これは相当まとまった金

額を卒業生が暴走族に入っているという中で、下級生に強要されているというような、

そういうような問題点が確かにございます。昨年、カソパというような形で、強要され

た件数が11件、学校の方から報告が上がっています。大部分は事前にカソパを強要され

たとし、う、その子供たちの訴えで、先生方の方で、指導の手を通して、事前の段階での

対応をとっておりますけれど、今言ったような形で、 暴走族の資金源としてのカソパの

強要、こういうものが行われているということは確かにございます。

それからこの卒業生と先輩との結びつき、こういうものにつきましては、例えば高等

学校へは進学したけれど、 1学期一ーまあ学校に通学した時点で、夏休み後中退をして
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しまって、もと自分のいた中学校の周りを俳回して、下級生にちょっかいを出すという

ような形で、学校の校門あたりで、あるいはその周辺で、高等学校にも行かないで、こ

ううろうろしている、そういう状況ですね、先生が見つけた場合には、元担任の先生等

も通しながら、なるべく学校の中に一緒に呼んで、指導に当たっているというような、

そういうケースはございます。

それから子供を守るために、教育委員会としてどうしろ手立てをとっているんだとい

うようなお話でございますけれど、昨年も大変この地域の教育力というものがやはり先

決であるという観点に立ちまして、各中学校区単位で教育委員さん、あるいは教育委員

会の指導室関係の先生等も地域に出向きまして、地域の父母の方、それから学校の先生

方、あるいは地域の子供会とか、青少年委員の方々等々、教育を語る機会というものを

持ちながら、できるだけ地域ぐるみの対応、こういうものをぜひ完成していきたし、とい

うことで、今年度も昨年度に引き続いて、教育委員さん全員そろって、地域に出向いて、

地域の方々と話し合う、そういうような機会を持っております。

また学校訪問というような形で、先生方の生の声を直に教育委員さんが聞いていただ

くということで、学校の方にも足しげく教育委員さん方が通って、生徒の学習の状態、

あるいは学校の施設、設備の状況、さらにその後、放課後ですね、現場の先生方との懇

談会、こういうものを通しながら、できるだけ子供が充実した形での学校教育を受けら

れるような形での学校訪問等、足しげく行っているというのが、現状でございます。

それから最後に条件整備ということで、この40人学級の問題、まあ前回も行政報告の

中で取り上げられておりますけれど、中学生、特に問題行動の多い中学生について、ど

う考えているんだというお話ですけれど、中学校につきましては、今のところ、国の方

向づけ、あるいは東京都の考え方も小学校に引き続いて、 64年度から、 64、65、66とい

う3カ年をかけて、中学校のその学年進行による40入学級を66年度までには完成したい

と、こういう考え方を国でも持っております。

それは小学校と異なりまして、今児童生徒、生徒数も中学校が昨年度ピークを超えて、

いわゆる暫減傾向に入ってきておりますので、今すぐ小学校と同じように、市として何

らかの方法で40人学級をというような気持ちもないわけではありませんけれど、これは

物理的に保有教室の問題、あるいはまだ現に国自体が各学年にわたって、 40入学級へ対

応していない状況の中で、これは国あるいは東京都に対しまして、引き続いて、 1年も

早く、 40入学級の対応を善処してほしいと、そういう形での要請を続けてし、く、これが

やはり筋であるというような考え方に立って、小学校の場合とは若干違いますけれど、
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中学校につきましては国や東京都に対しての1年も早い40入学級への出発、そういうも

のを要請しているというのが現状でございます。以上です。

O副議長(中山基昭君) 鈴木美奈子君。

020番(鈴木美奈子君) ただし、ま教育長の方から日野市の現状が報告されまして、私

もいろいろ母親の議員といたしましては、子供たちの教育には非常に関心があり、

( I父親だって同じだよjと呼ぶ者あり)同じでございますけれども、母親は子供を生

み育てるそういうことがあるわけです。その中で今、日野市の子供たちが本当にし、し、環

境のもとで、 1人も落ちこぼれなく、そして高校進学を望む子供たちが本当に希望する

ところに入れる、そういう条件を学校でも、また地域の中で、もつくっていかなければな

らない、そういう思いを持っているわけですけれども、全国的にも非常に今この問題で

は日野市だけでなくて、暴走族の問題、あるし、はまた家庭内暴力の問題、そして校内暴

力の問題などが発表されてきております。校内暴力でも58年度に比べれば、 60年度は数

も減っておりますけれども、それでも中学校だけでも1，173校、そして高等学校でも283

校ということで、高等学校になると少しは減ってきて、やはり一番中学生がこういう状

況のもとで置かれております。

生徒間暴力の発生でも、中学校では60年度では1，477件、加害生徒数が5，186人、被害

の生徒が2，078人と、本当にこのことを思いますと、これはこういうことを起こしてい

る子供自身も悩みながらも、私はこういうことをやってし、るんじゃないかというふうに

思し、ます。また学校の中で、の器物の破損なども、日野の中でも 3件あるようでございま

すけれども、中学校では60年度、全国的には283件、 183校でこういうことが行われてき

ておりますし、そして家庭内暴力も我々の目の見えないところで、親も子も本当に悩み

ながらも家庭内暴力が非常に多くなってきている。昭和60年に少年相談等を通じて警察

が把握した家庭内暴力を行った少年の数が1，107、前年に比べて24人も減っております

けれども、しかし殺人事件が4件も発生しているということで、本当にこれは胸の痛む

ような思いであり、そしてこの家庭内暴力については、この被害を受けているのが母親

が圧倒的に多い。母親が60.5%も母親の方にこの家庭内暴力が行われてし、る状況が出さ

れております。

また暴走族も、ただオートバイを乗り回しているだけだったらし、し、んですけれども、

それに伴い、恐喝や、あるいはまた脅迫や傷害事件なども起きております。ぜひこうい

う全国的な影響の中で、日野市もこのことについてはぜひ私は積極的にこれを解決する

ための取り組みを進めていただきたし、と思います。そして先ほど教育長の方から、この
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非行、あるいはまた校内暴力、こういうものに対しての解決する特効薬はないというふ

うにおっしゃられました。本当にこれは手さぐりで皆さんがやっていらっしゃると思う

んですけれども、でも本当に現場の先生方はこういうことで荒れた学校、そしてそれを

克服した学校に行って、お話を伺ったり、必死な努力が学校の中で行われてきておりま

す。これをやっぱり早くなくするには、小さな最初のころから、この芽をつんでいくこ

と、このことが一番必要であるわけですけれども、学校の中の小さな、ささいなそのご

みの落ちている問題だとか、あるいはまたトイレが傷んでいるとか、落書きが多くなっ

てきたとか、そういう小さなことから処理していかないと、それがこう汚れていたらそ

のままでし巾、んだという、そういう風潮が流されてしまうというふうに思うんです。そ

してまたこの非行克服に当たって、多くの先生方が、どこの学校でもそうです、都内で

の非行を克服した学校などもたくさんございますけれども、その中で先生方の方が矢面

に立って、この非行克服の一番前に立って、非行や暴力、こういうものをそしてまた類

廃に負けないというこういう姿勢を貫いていく、このことが今までの経験の中から話さ

れております。教師たちが非行が進行していると、それから目をそらすのではなくて、

子供たちの前に立ちはだかつて、それを解決していく。日野市内の先生も絶対体罰を与

えないということで、子供たちから手をかけられても、先生から手をかけることは絶対

にしないという、そのためにいろんな事故が起きているというふうに私は思います。

またどんな悪いことに対しても、このことは子供たちがこれから発達途上、こういう

ことをやってし、くんだというふうにとらえて、どんな子供にも目をかけてし、く、この子

供はもうだめなんだとし、ぅ、そういう切り捨てないというこの姿勢、 これをぜひ貫いて

いけば、私は今 1年、 2年あるいはまた 3年のときにだめでも、将来きっと、あのとき

あの先生が自分を見捨ててくれなかったとし、ぅ、そういう自信が後で起きてくると思う

んです。それは現在、今現象面を見れば、本当にこの子供はしょうがないなと思うかも

しれませんけれども、一人ひとりの子供たちに目をかけていただきたし、というふうに思

うんです。

そしてまたお父さんやお母さん、そして学校と一緒にこれを解決してし、く、学校の中

にあることを父母の前に明らかにすること、このことは隠しておいた方がし、し、んじゃな

いかとか、そういうことをやりますと、やはり学校の中のそういう荒れている状況、そ

ういうものが自に見えなくなってしまいますので、率直にこのことを父母の前に明らか

にして、子供たちと一緒に、お父さんやお母さんもあなたたちを今立ち直らせるために、

そしてまたし巾、学校をつくるためにやっているんだとしヴ、こうしヴ姿勢をぜひ見せて

いくことが必要だと思います。そして普段から学校は子供たちを励まして、勉強させる

ところ、子供たちを親しませるところ、こういうことを子供たちの自にも触れさせるこ

とを進めていかなければならないと思います。ある学校の先生から私はお聞きしたこと

は、都内の先生ですけれども、子供たちが「おはよう」と通うときに、自分は先生とい

う意識があるから、子供たちにも「おはよう」と言わなかったと言うんです。そうでな

くて、やっぱり自分の方から「おはよう」と言ったら、子供がにっこりとおはようと言

うようになって、それから子供たちの方からすれ違うときに、声をかけるようになった

というふうなお話を伺いましたけれども、本当に先生も子供たちも、 一緒にこういう問

題に解決していただきたし、というふうに思います。

今荒れている学校を解決するためには、学校も先生もそして父母も、また中で勉強し

ている子供たちも、本当に今一つになってやっていかなければならないと思うわけです

けれども、私は62年、ことしの11月15日に、日野市立小中学校PTA協議会、会報43号、

この広報を読みました。ご覧になった方も多いと思います。 i今、子供たちはJという

ことで、中学生の現状と対応ということで、今、日野市内の中学校の現状が書かれてお

ります。そして中学生活を振り返って、 「突っ張り中学生の告白」ということで、この

子供の声も載っております。私はよくこれを載せたことに対して、 PTAの皆さんに敬

意を表したいと思います。 i中学生活を振り返って、突っ張り中学生の告白」というこ

とがございますけれども、これは中学生の 1年生、 2年生、そして 3年生になってから

のことが書いてあり、そして 3年生の 2学期になって、落ち着いてからのことが書いて

ありますけれども、この中学生が突っ張りから抜けたこと、このことが率直に語られて

いるわけですけれども、最初のころは突っ張りの服装をすることで、突っ張りにあこが

れていた、そしてみんながとう注目するから、そういうところからたいてい始まるみた

いです。そしてタバコを吸ったり、授業にも出ない、そしてこうしづ格好をしていれば

格好がし、し、んだと、こういうことからも始まるわけですけれども、しかしその中で、だ

んだん自分だけがこんな格好をしていたのでは、みんなが相手にしなくなる、英雄気分

だったけれども、みんなの中から浮き上がってきたと、私このことが本当に学校の中で

のみんなの努力がこういうふうな方向に変わってきたのではないかと思います。そして

何とばかなことをしてきたんだろうというふうな、自分自身のこう考えに変わっていっ

て、そして 5月ごろから高校を目指して、家庭教師にもついて、勉強を始めてきたとい

う、私この変化を本当にたいしたもんだなあというふうに、思うわけです。

そしてこういうふうに立ち直ってきたのも、仲間が温かく見守ってきてくれたという
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こと、そしてまたSクラブの指導者、この方たちの声がかかったり、あるいはまた何回

も何回も裏切られでも、自分が裏切るわけですけれども、最後まで味方になってくれた

父母や、あるいはまたクラスの人たち、こういうことにもうやらないと、こういうこと

を心に誓った、そしてだんだんと変わって私立高校に入るわけですけれども、あのとき

みんなが声をかけてくれなかったら、こんなふうには変わらないんじゃないか、今の自

分はなかったのではないかと、こんな素晴らしい仲間と巡り会えて、本当によかったと

思っています。このように言っています。

これから Sクラブで仲良くなったサブリーダーを見て、私もこういうことをやってい

きたい、これからもいろんな勉強をして、僕みたいな中学生があったら、相談に乗って

あげたいと、そしてリ ーダーになっていきたし、と、 このように最後が結ぼれているわけ

です。ここまで来るまでの 3年間の過程、学校の中の先生方の努力、あるいはまた御両

親の努力、そして何よりも私は、本人の努力だと思うんです。どんな場合でも、本人が

立ち直るというそういう意識がなければ、絶対にこれはなかなか解決するのが難し¥.，、、

こういう中で、よくここまで立ち直ってくれたというふうに思います。このグループに

いろんな今非難もあるというふうに聞いておりますけれども、その中にいる子供たちも、

まあ先ほど教育長からも言われましたけれども、ヵ γパを要請されたり、あるいはまた

先輩から何かジュースを買ってこいと言われたり、そういう中で本当に悩んで、これで

いいのかなあと、そう思いながらもやむを得ず、行きつ戻りつ、自分の心に問いかけな

がら、やっているわけですけれども、学校の中でもこれも東京都内の先生から聞いたお

話ですけれども、小さなささいなことをきっかけに、子供たちが立ち直ってし、く、この

ことが今までの歴史の積み重ねの中で、子供がこういうふうに変化してくるわけですけ

れども、番長だった子供が先生のところに寄って、そして先生の机の前に座って、高校

生の関係する本を本立てからとったそうです。そのとき先生が、 「あ、この子供は仲間

割れをして、そして今ここから抜け出したいんだな、じゃあ高校のことが気になって、

高校に行きたし、んだな」ということをつかんで、そして何回も何回も家庭訪問しながら、

そしてその子供が高校に無事に入ったとしヴ、そこまでにたどりつくまでには、やはり

集団リンチや、あるいはまた非行グループの中から足を洗うためのいろんな本人の対、

体に与えられた、リ γチなどもあったというふうに聞いておりますけれども、こういう

ことが本当に今必要だというふうに思うんです。

そういう中で、私はぜひ行政が果たすべき役割もこれは大きいと思います。今、日野

市内の中学校でも、こうし、う事件の起きた学校も、あるいはまた起きていない学校も、
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起きていないところでは小さなところから、芽をちょっとでも出たら、芽を摘んでしま

おうということで、学校内での、あるし、はまたクラスの中でのいろんな父母会が持たれ

ているというふうにも聞いておりますし、また暴力事件が起きつつある学校でも、お父

さんもこの中に入って、父親の力が必要だということが、今父母の中からも出されまし

て、これはお母さんも本当に必死でやっておりますけれども、父親は父親の役割として

の、私はあると思うんです。そういう中で父親も出てきて、一緒になって今これがとり

進められておりますので、ぜひ私は行政の側でも、やれるところはぜひ手をかしていた

だきたいというふうに思います。

私ども共産党でもこのいじめの問題では、忠生事件のああいう大変な事件が起きまし

てから、共産党としての教育政策なども発表いたしておりますけれども、その中で行政

の果たすべき責務としては、行き届いた教育諸条件を整備することや、あるいはまた先

生方の地位と権限を確立すること、あるいはまた学校や地域の自主的な取り組みを奨励

すること、そして健全な地域環境を整備すること、そして暴力や不法行為の防止を、こ

れをやることというふうに、私ども提起しているわけですけれども、これが本当に地域

の中、あるいはまた行政の中で、やれる、そしてまたやらなければならないことだという

ふうに思います。

日野市の中では、 40入学級が小学校で進められまして、これは今非常にお母さんたち

の間から喜ばれております。日野市の中でも40入学級実現、格差是正を求める東京都民、

141万6，414人のこの直接請求署名が上がりまして、日野市でも 3万1，814人、これだけ

の署名が選管に届けられております。この受任者になったお母さんたちも、東京都内だ

けでも、 5万5，100人です。日野市の中でもかつてない父母の方たちがこの署名に集ま

り、その力が私は日野市のこの40入学級を進める上での行政の側、あるいはまた教育委

員会の中での討論、このことにも私は大きな力を発揮したことだというふうに思います。

そしてまた、 2回にわたる議会での請願を受けての行動になっているわけですから、こ

の署名をやった方は小学校だけで、なくて、中学校もぜひやっていただきたし、というふう

な思いを持つての署名でもあるわけですので、先ほどの教育長のお話では、 1日も早く

東京都の方に要請をしていきます。あるし、はまた国の方に要請をしてし、きますというこ

とでございましたけれども、私はもし一一質問に入りますけれども、空き教室が中学校

の中でできたら、やっていただけるかどうか、このことがし、し、教育をやる、教育諸条件

を整備する上では本当に大事なことだと患いますので、もし空き教室があれば、これを

やっていくことをお考えになっていらっしゃるかどうか、その点をお尋ねしたいと思い
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ます。

そしてまた、今学校の中で、もし例えばトイレが傷んだり、器物の破損などがあった

場合には、すぐにもう翌日か、あるいはまたその日のうちか、というくらいすぐに対応

しないと、その傷んだままのものが、学校の荒れたものをこう許してしまうとしヴ、壊

したらすぐに行政も取り組んでいるんですよ、学校もやっているんですょとしヴ、そう

いう姿勢を示していかなければならないと思いますので、すぐにそれを対応していただ

けるかどうか。

そしてまた、残念なことには暴力事件が起きて、先生がけがをなさる例も出てくると

思います。あるいはまた病気でお休みになると思いますけれども、そうし、う場合にはす

ぐに先生を派遣する、校内パトロールをするために、先生方の、あるいはまた自主的な

活動、それによる先生の仕事量が非常にふえていくと思うんです。そのために、健康を

害される先生も出てくるのではないかというふうに思いますけれども、その先生をすぐ

派遣できるような態勢ができたら、私はやっていただきたし、というふうに思います。そ

のことを、 3点をお尋ねいたします。

0言IJ議長(中山基昭君) 教育長。

0教育長(長沢三郎君) お答えいたします。

今、鈴木議員さんの方からお話がありま したように、 「火事はぼやのうちに消せ」と

いうことわざではございませんけれど、大きく燃え広がって、消防車が何台も駆けつけ

ないと、対応できないというその状態前に、手立てをするのが、これは一番小さな損害

で食いとめられる基本でございまして、学校におけるところの、ただし、まのこの非行と

か、暴力関係の問題等についても、その火事のぼやの問題でありませんけれど、全く同

じだと思います。

で、教育をやってし、く中で、今、鈴木議員さんの方から40人学級の問題、それから校

舎内が破損される、壊されるような状況が起きたら、直ちに修理の手立てをする。それ

からもし先生方がお休みになるような場合には、即座に講師を派遣すると、こういうよ

うな行政面での手立て、こういうものはどうなのかとし、う御質問がございました。

先ほど申し上げましたように、中学校の40入学級の問題、これは今ピークが過ぎたば

かりの中学校の状況からいきますと、もし40入学級を全学年にわたって実施するという

ような方向をとってまいりますと、物理的に保有教室の問題等が影響してくると、こう

いう問題もございますし、もしその保有教室の方に、ある程度のゆとりができた時点の

中では、どうなんだというその御質問でございますけれど、そのゆとりの問題とこうか

み合わせながら、学年進行のこの中学校の、 40入学級というものが、進められていると

いうように、私の方では今解釈しているわけなんです。ですから、基本的には、基本的

には小学校のその状況のように、すでに40入学級になっちゃっている地区がある。ある

いは学年の中に、そうし、う学年と、なっていない学年があるというような非常に、何で

すか、教育をやってし、く上でのア γバラ γスの状況、こういうものが与える影響という

ものをいろんな角度から排除して、とにかく今の法体系の中で、日野市として対応でき

る方向はないかというところから取り組んでいるのが、この前行政報告の際にお話をし

た現状で、ございまして、中学の場合には小学校と比較した場合には、時間講師制度等は

ある程度充実しているという方向の中で、生徒に対応できるいろんな角度での学習のあ

り方というものができておりますので、そういうものを充実させながら、対応していき

たし、と、こう考えております。特に先生方がし、ろんな状況の中で、入院するとか、ある

いはお休みになるとかというような状況の中では、これも日野市ではもう十数年前から

実施しておりますけれど、東京都の場合は世帯が大きいですから、 1カ月以上の病気、

または事故等によって先生が欠けた場合、時間講師という方を都費で派遣していただけ

るんですけれど、日野市の場合は 1週間以上、 1カ月未満という、その辺でお休みにな

る先生の数というのが比較的多いわけなんです。例えば盲腸とか、アキレス臆を切った

とか、いろんな事情で入院せざるを得ないと、それが 1カ月未満の学校をお休みになら

ざるを得ないような事態、そういうものにつきましては、これは日野市の単独予算で、

東京都の対応できない部分をフォローしていると、そういうような状況でございまして、

1週間以上の病欠、事故欠等の事態で、先生が学校に出勤できないという状況の中では、

これは十数年来、そういう形での対応を日野市は日野市独自の形で対応してきている。

ですからこの問題は引き続いて、小学校、中学校の区別なく、先生がとにかくお休みに

なる時点の中では、直ちに先生が派遣して、そのクラスの子供たちが不便を受けないよ

うな手立てはとってまいりたいと、こう考えております。

それから器物の破損等の状況でございますけれど、これも 1から10まで、壊れたらす

ぐ直す、壊れたらすぐ直すと、これも確かに大切なことですけれど、やはりある商では

壊した子供の反省、こういうものをきちっと教育的にしていただくということ、これも

大切な指導上の一環でございまして、自分たちで壊し、あるいは自分たちで汚したとこ

ろは、自分たちの責任で、修理し、あるいは片づける。で、なお子供たちの手、あるいは

学校の手に負えないような状況の内容につきましては、いつまでもそのままにしておく

ということが、さらに学校の荒廃を招きますので、直ちにそういう状況の個所につきま
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しては、特別な方法をもってしてでも、学校の方に赴いて、修理、補修等の対応には当

たっているというのが、現状でございます。

0副議長(中山基昭君) 鈴木美奈子君。

020番(鈴木美奈子君) ありがとうございました。

先生の派遣の問題ですけれども、このことは日野の革新市政になってから、このこと

が実施されまして、先生方にとっては大変これはし、し、制度だということで、喜ばれてい

ることは、私も承知しておりますが、さらにも っと短い、もう翌日から 1週間までの聞

のそのところで、ゃれないかということが先生の方からも出ておりますので、 1週間か

ら1カ月未満ということでなくて、もし先生とのいろんな準備、あるいはまた講師を用

意しておく、そういう点では無理な点もあるかも しれませんけれども、 もっと短い期間

で、特殊な例だと思うんです、こういうことは。それが学校の中の荒れた状況を直して

いく手立てであるならば、私はその短い 1週間、 1週間以上から 1カ月未満でなくて，

すぐ対応できるような、そういうことができないかという 、その点をもう一回、お尋ね

いたします。

0副議長(中山基昭君) 教育長。

0教育長(長沢三郎君) 率直に申し上げまして、やはり手続き上の問題ですね、その

他まず講師の先生と対応しなくてはならない。まあ講師の先生もいろんな角度で、他校

の講師という形で、出ている場合もございますし、とにかくそ ういう立場の先生をまず

教育委員会の方で物色し、それからその先生と対応しなきゃならない。それからなおい

ろいろな手続き上の問題、そういう問題をとらえますと、どうしても 1週間というよ う

な期限が、やはり学校に派遣するまでの聞には、かかってくる。まず学校の方からこう

し、う事情で、ぜひ講師の先生を派遣してほしいというような連絡が上がってから、対応

が始まりますので、 1週間の期限というものは、これやっぱりぎりぎりですね、最短距

離でいって、その程度の期間を用意せざるを得ないというのが現状です。

普段、例えば指導室等にそういうゆとりの講師の先生方を持っている と、もっと極端

なことを言えば、指導主事の先生が都から派遣されて、教育委員会にいるじゃないかと、

この指導主事の先生が、そうしたらすぐ飛んでいって、その学校のかわりの先生の役割

を果たしたらどうかと言われましでも、あの先生方にも、あの先生方のお仕事があるん

で、ちょっとそういうような形で教育委員会そのものが、常にプールして、持っている

というような状況があれば別ですけれど、とても今の状況から 1週間の日取りというも

のはどうしても必要だということを言わざるを得ないわけです。
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0;1]議長(中山基昭君)

020番(鈴木美奈子君)

鈴木美奈子君。

はい、わかりました。

それでは、私の今までの質問につきまして、市長の方から見解があれば、お聞かせい

ただきたいと思います。

0市長(森田喜美男君) 中学生の年齢というのは、感受性は強いけど、まだ思慮、分

別に浅い、そうし、う時期に、 最近の言われておりますと ころの暴力事件や、非行の行為

が生まれて くる。まあ、日野市という地域では、比較的その度合いは浅い方ではないだ

ろうかというふうに思ってお りましたけど、必ずしもそうではない。また一過性でその

時期をちょっと過ぎ去った感じがしておりましたけれど、まだその状況の存在する姿も

ある、このことを最近承知しております。

教育環境のことでありますし、そのまた源は極めて深いものがあると言いますか、要

するにその子供たちも何かを主張する、不満のはけ口の形で主張しているというふうに、

受け取るべきだと思うわけでありまして、やはり愛情が行き届く、思いやりが行き届く、

こういうことが一番大切なことだろうと、こう思うわけであります。

また子供は社会の一つの反映で、もありますし、また大人の別の姿でもあるというふう

にも言えるわけでありまして、やはり社会全体が競争でかなり激しい、合理性の追求を

急く。ために、何か人間性に欠けたものが生まれてくる、そこに落ちこぼれや、何かの弱

い形の裏返しが出てくるんではないかという感じが日ごろするわけであります。そこで

何とかせめて地域で、みんなが子供たちを守り、育てていこうと、地域の教育力というも

のは、そういうものだろうというこ とに関心を持ちまして、そのような施策も手がけて

おるわけであります。日常の地域社会に一定の秩序がある、そうしてルールが守られる。

また人に対する尊重の気持ちが基本的に確立している。こういうことが何と言っても一

番大切な要因だ、源になるというふうに思います。そのようなことを目指して、例えば

自然の姿が豊かであるとか、あるいは町が清潔であるとか、秩序が一応積極的に守ろう

という意欲があるとか、こういうことが、子供をやはり健全に育てる大きな環境だとい

うふうに考えますので、教育現場直接のことは教育行政、あるいは学校にお願いをしな

きゃなりませんが、周辺からもそういう脈々とした地域社会をつくって、そうして子供

もすっかりその中に包含をしてし、く。やはりもとは人を大切にするということが、原理

だと思いますし、そのためには人権のことも大切だと思っておりますので、そのような

ことに営々として自治の精神を貫いていくということに、我々は遁進いたしたいと、こ

う考えております。
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具体的な当商の、すぐ対策、それらにつきましても、なるべく反応を早くするという

ことと、私は学校自身が、つまり学校内部がよく掃除されて、清潔で、そしてときどき

言う言葉ですが、みんながピカピカの学校をつくろうとしヴ気持ちがあれば、おのずか

らそういうことは生徒全体に届いていくものだと思うわけであります。そういうことに

向かつて、今後も努めて努力をいたしたいと考えております。以上です。

0副議長(中山基昭君)

020番(鈴木美奈子君)

鈴木美奈子君。

ただいま教育長並びに市長からの皆さんからの積極的な発言

大切にしたし、と思ったら、親自身が希望を持った生き方をする、このことが大切だとい

うことが、強調されたわけです。

そしてどんな子供にも必ずいいところがある、私先ほどから言いましたけれども、本

当に一人ひとりの子供はし、し、子なんです。そしてそうしヴ子供たちがなぜ非行に走るの

か、それは子供が自慢できるもの、人を超えるものを持ちたいと願っている、それがか

なえられないときには、どうせおれなんかという(不規則発言多し)一一黙って、お聞

きください。どうせおれなんかという、こういう自分を見捨ててしまう、こういうとき

になったときには、これが非行に走ってしまうということです。だから先ほど言いまし

たように、先生もみんな、あんたはし、し、ところがあるんだよという、あの窓際のトット

ちゃんじゃないですけれども、本当におれなんかというときに、見捨てないで、し北、と

ころがあるんだということを本当に強調してしぺ、そういうことが必要だということも

話されたわけで、すO

今教育改革が行われているときに、臨教審に基づいて、いろいろと自民党の政治のも

とでは、早いうちにできることをできないことを分けて、子供たちを差別し、希望を失

わせるような軍拡にお金をつぎ込んで、教育を進めようとしております。子供たちに十

分自の届く、 40入学級や、さらには35人以下の学級や、みんなが高校に行けるようなそ

ういう教育をみんなでつくってし、くんだということ。このことを必要だというふうに、

私自身も思います。そして今の中学生は、 21世紀の半ばまで生きていきますけれども、

そういう中で人類がしなければならない、大きな選択として核戦争に進む道か、あるい

はまた核戦争のない平和な道か、こういう本当に大事なところだというふうに思うわけ

です。こうしみ時代に生きてし、く子供たちに、本当に人間らしい温かいJむと、物事をしっ

かりと判断できる、しっかりとした学力や、能力を発揮してし、くために、手をつなぐこ

とができる、そういう教育が望まれるわけです。日野市の中での革新市政が本当に子供

たちを大事にする、このことをぜひ皆さんと一緒に頑張っていっていただきたいという

ことで、結ばれたわけですけれども、参加したお母さんたちの意見でも、本当に 1日も

早く 40入学級にして楽しい学校生活を送らせていきたい。あるいはまた学校の先生方が

大変だということも、よくわかる。あるいはまた根本的には親が変わらないと、子供た

ちの明るい将来は見えない。こういうような意見もありました。(Iそうだ」と呼ぶ者

あり)ぜひ私は日野の中で中学生が生き生きと充実した教育生活を送らせるために、今

起きている障害をどう取り除いていくのか。そして希望する人がすべて望む都立高校や、

あるいはまた私立高校に通われるように，これを望みたいと思うわけです。(不規則発言

に、私はぜひこれは我々も、議会の側もやはりし、し、諸条件を議会の中で議決してし、く、

そういう予算が執行された場合には、やることができるわけですから、ぜひこれは地域

も学校も市も教育委員会も、ぜ、ひこれは一層努力していただきたいというふうに思いま

す。

先ほど教育長の方から教育委員が地域の中に入っていくことや、あるいはまた学校に

行くことなどがお話されましたけれども、私本当にそれが重要だと思います。教育委員

会の中で審議されていることが、どういうことがゃれたのかというこ とが、みんなの前

に見えないということは、よくないことですし、いわば開かれたそういうことが教育委

員会の中でもなっておりますので、これをぜひ積極的に進めていただきたいというふう

に思います。

それで私どもも地域の中に住む 1人としては、地域の中の子供たちが、本当にし、し、子

供でいてほしいとし、う、そういうのを思うわけです。地域の中で私たちも教育懇談会、

あるいはまた教育講演会やりましたけれども、その中でもこの間私どもは三上満先生を

お呼びいたしまして、教育講演会を開きましたけれども、講演会の中でも中学生、子供

たちがし、ろんな問題を抱えていても、生きる目的や、あるし、は目当てや希望を見出して

いくこと、そして自分の人生ゃあるいはまた命に値打ちがあるということを、知ること

ができれば、立派に成長していくんだということが、話されたわけで、すO そしてその希

望を子供たちにどういうときにつかんでもらうのか。それは一つは平和の大切さを身を

もって知ることができたとき、そして核戦争の中で核戦争の不安の中で生きている今の

世の中で、大人がし、し、世の中をつくっているんだとしヴ、こういう姿に接したとき。そ

してまた親が大企業や、大企業のもうけ本位のために、人減らし合理化にある過密の労

働、あるいはまた長時間残業、単身赴任や出向などによって、疲れて苦しいときでも、

満ち足りたことを求めるのではなくて、人間らしく生きるために、頑張っているんだと

しヴ、そういう姿を見たときに、子供には希望と確信が与えられて、そして親が子供を
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多し)不規則発言が非常に多いわけですけれども、その中で東京都は都政の黒字が930億、

積立金が3，000億円、そういう中で都立高校の進学率が非常に92%もあるにもかかわら

ず、それの受け皿がない、立てない。そしてやっと都立高校が八王子にできるかという

ことで、お母さんたちの運動が実って喜んだと言えば、臨教審の方針に沿った新しいタ

イプのこういう高校をということで、八王子のお母さんたちは反対の運動に取り組んで

いるわけですけれども、皆さんと一緒に私は、日野の子供たちが、本当にし、し、条件のも

とで学ぶ、こういうことをぜひお願いしたいということで、私の質問を終わります。

0副議長(中山基昭君) これをもって 4の1、校内暴力をなくし、中学生活を充実し

て送らせるためにの質問を終わります。

一般質問続きます。 5の1、松風(南平6丁目)金久(程久保 1丁目)両地区の公共

用地絡みの財産処理問題について問うの通告質問者、小山良悟君の質問を許します。

(14番議員登壇〕

014番(小山良悟君) 持ち時間の 3分の 1で、要領よく一般質問をしたいと思います。

南平6丁目にあります松風地区、それから程久保 1丁目の金久地区、この両地区に共

通する難しい問題、財産処理の問題について質問するわけでありますけれども、この質

問する動機でありますが、この問題、大変難しい問題でありますだけに、長い経過を経

てきて、なかなか解決の糸口が見出せないというふうな状況あるわけです。その難しい

問題をその都度担当の課長なり、部長なりいるわけですけれども、どうも面倒な問題は

先送り、先送りというふうな、まあそういうことを言うと、大変失礼に当たるかもしれ

ませんけれども、しかしその市民の立場での率直な感じを言えば、そういうことを指摘

せざるを得なし、。この問題をこのまま黙っていると、いつまでも解決できない。何らか

の形での取り組みは、一応はあるんですけれども、本質的なところまでとらえて、真剣

にこの問題を解決しようという、そういう意気込みがいつまでも感じてこないわけであ

ります。したがって、私は今回のこの質問をするのは、この問題について、市長はじめ

関係部長、課長も、職員の皆さんも、真剣になって取り組んでいただきたい、そういう

ことを促すために、この一般質問を取り上げたということであります。

まず、松風の問題でありますが、これは昭和42年に、あの南平六丁目に鈴木重信氏が

造成工事を着手して、 44年に完了しているわけであります。そして、このどういうわけ

だか、東京都のいわゆる工事完了告示ですね、これが54年、 10年後にされてし、る。まあ、

ここに、まあ実はいろいろなややこしい問題が含まれておるわけでありますが、きょう

はこの問題についての細かし、やりとりをするつもりは、全くございませんO 基本的な取
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り組みについて質問していきたい、というふうに考えているわけであります。

そこで、まずこの松風の問題、過去に私も取り上げてきているわけでありますが、こ

の問題についても、私自身も昭和57年から、市会議員に初めて当選したときに、この地

区とのかかわり合いで、この問題について取り組むようになったわけでありますが、私

どもが行政側に、一一基本的には民民の問題、両地区とも民民の財産処理の問題という

こともあるんですが、しかしどちらもまた公共用地も絡んでいるわけでありまして、必

ずしも民民だけでどうにかしようというふうな性質のものでもない。行政側も真剣になっ

て取り組まなければ、いつまでも解決できない、こうしみ問題だということで、行政側

にも私も大分ハッパをかけてきたわけで、あります。その結果、 59年に松風地区のいわゆ

る道路の公共用地の測量が実施され、 60年には水路の誤，1]量が実施されてきたわけであり

ます。これも、今まで全然進展を見なかった状況から見れば、前進する、問題解決のた

めの前進の兆しが見えてきたんで、ありますけれども、ところがそれから後が、遅々とし

て進まん。最近私もあまり担当の方にうるさく言ってなかったわけでありますけども、

黙っているといつまでもずるずる、ずるずる先延ばしになってし、く。(1"そうだ」と呼

ぶ者あり)これは非常に行政の悪いところであります。声をうるさくして督促されれば

動くということじゃなくて、問題の本質が何であるかを知っているならば、みずからや

はりその問題解決に積極的に取り組んでもらいたい、まあこういうふうに願うわけであ

ります。 60年3月の公共用地の道路、水路の測量完了後、この松風の問題について、ど

のように市長は取り組んできたか、そしてこの松風の問題を解決するポイソトは、結局

どこにあるのか。そしてその問題解決のポイソトをつかんだら、それをポイソト一一解

決に向けての実際の取り組みはどういう形でやったらいいのか。その辺のととろを市長

か、あるいは関係部長でも結構ですが、明確に積極的な答弁をいただきたいとい うふう

に思うわけであります。

また金久地区でありますけれども、これも実は建設委員会に請願で出てきたわけであ

ります。先般の建設委員会に初めて、請願書を私、見たわけでありますが、私も建設委

員ですから、本来こうしヴ問題は建設委員会で討議すべき問題でありますけれども、そ

の建設委員会での行政側の取り組みというか、熱意というか、あるいはその対応が全然、

見えてない。見えてこない。そういうことも含めて、そのいら立ちも含めて、今度の本

会議場でのこの質問になったわけでありますが、この金久地区の問題、これも昭和36年

に施行された宅地造成等規制法ですか、が、施行される前に、駆け込みで、造成されたと

いうこと、請願の趣旨なんかに書いてあるんですが、それが非常にまあ乱暴な話であり
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まして、業者は市の道路も、現況にあるこの市の道路も含めても、造成しちまって、分

譲しちゃった、こういうことであります。現在建っている家屋の下に、公共の道路、あ

るいは水路が入っているというふうな問題であります。

この問題について、後で答弁をいただくわけでありますけれども、どちらも肝心の地

元の住民の皆さんが、まずこの問題解決の熱意を持たなければ、とうてい解決はおぼつ

かないということは、これは言うまでもありません。私はいたずらに住民サイドに立っ

てだけ、行政側を追及するというふうなつもりはございません。この問題を解決するた

めには、肝心の地主の皆さんが、自分の財産処理の問題でありますから、住民の皆さん

もこの問題解決についての努力をもっともっとしていただかなきゃならないというふう

に、あえて申し上げたいというふうに思います。

地元の皆さんの結束がなければ、この問題は解決できないということは、言うまでも

ないことであります。しかしながら一方で、一方でこの問題は行政側も手をかさなけれ

ば、これまた解決できないということも、もうはっきりしているわけであります。そう

いう観点から見ますと、議会に請願を出されるということは、住民の皆さんもこれはや

むを得ない心情としてあると思います。これから松風地区の皆さんにしても、長年の問

題、財産処理ができないで因っている。何とかしてくれないかというふうに、私どもに

訴えられるのも、理解できるわけであります。でありますが、やはりこの問題解決の、

何と言いますか、取り組みには、一方では行政側を動かす熱意、パワーと言いますか、

住民パワーというか、そういったものもぜひ示していただきたい。そしてまた行政側も

ですね、ここで私が強調したいのは、行政側もなかなか一一一今、私は住民の皆さんの結

束が必要だ、必要ですよということを申し上げましたけれども、しかし個々にいろんな

考え方の方もおりましてですね、実際に住民サイドの皆さんだけで、そのまとめていく

というふうなことも大変困難な状況にあるということも、理解できるわけですので、行

政側もこの住民に対して、この問題について何とか行政側と相携えて、解決していこう

じゃないかという、そういうパワーと言いますか、エネルギ一、これをこの両地区の皆

さんにぜ、ひぶつけていただきたいというふうに思うわけであります。

そういう部分が、全く感じられないわけでありますので、今回質問に取り上げたとい

うことであります。どうかひとつ、この私の今回の一般質問の意義を感じとめていただ

いて、この問題解決についての熱意ある前向きの答弁をいただきたいというふうに思う

わけであります。

若干補足しますと、こういう手の問題、松風の問題、まあ松風の方は一貫して取り組

んできたわけでありますが、金久の問題についても、これは大分前から指摘されていた

ことだろうと思うんですが、一番の行政の欠陥と言いますか、ウィーク・ポイソトは一一

これは私の方が感ずるわけですけれども、担当課長なり、部長なり、担当者がかわると、

また振り出しに戻ってしまう。つまり仕事に一貫性、継続性がないわけです。担当がか

わったからよく今度調べてみなきゃわからない。と、今度担当によっては調べると結果

が違ってくる。そういうケースがたくさんあるんですね。その仕事に一貫性がないわけ

であります。こうし、う行政側の態勢というか、言うことに、泣かされている市民という

のは、たくさんいるんじゃないか。私もその一人だということを、強く申し上げたし、わ

けであります。担当がかわるたび、に、振り出しに戻るようなことでは、この手の問題は

特に解決できないわけでありまして、この引き継ぎと言いますか、特にこういう難しい

問題の引き継ぎは十分にすべきであって、前任者の仕事を生かせるような形での態勢を、

行政姿勢と言いますか、そういうものを取っていかなければならないんじゃないかとい

うふうに、申し上げたいわけであります。言いたいことを先に申し上げてしまいました

が、今の話を踏まえて、松風地区、それから金久地区の問題解決のポイソトをどこに置

いているか。そしてどのような態勢で取り組んでいくか。この問題解決に向けての森田

行政の意気込みというものを、ぜひお聞かせいただきたいというふうに、思います。

O副議長(中山基昭君) 小山良悟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) 御質問にお答えしたいと思います。

松風の方でございますけれども、これにつきましては住宅地造成事業法によりまして、

施行されたものでございます。御質問の中にもございましたように、 54年の 1月に公示

完了が済んでおります。そういう意味でそれ以降、測量、公共測量等も行いまして、事

業主であります東南アジア資源開発連盟に再三の交渉を持っているわけでございますけ

れども、公示完了という一つの手続きが終わってしまう、そういうことになりますと、

非常にその中に指導が難しい商があったわけで、ございます。これにつきまして今まで再

三交渉はしておりましたけれども、一向に相手方の誠意が認められないと、こういう形

があるわけでございます。そこで私の方では59年、 60年にわたりまして、公共の用地の

測量を行いました。

その結果、三つのあれがございます。一つは事業区域内の排水路の関係でございます。

これにつきましては、約108平米ほどあるようでございますが、該当地主さんが 9軒。

それから廃道敷につきましては約71平米ございます。該当の人が 5軒。それから隣接す
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る水路敷でございますけれども、これが312平米ございます。それで該当の地主さんが

8軒と、こういうことでございます。

こういうことで、開発事業法によります処理をするようにと、こういうことで、再三

にわたりまして交渉を持ったわけで、ございますけども、先ほど申し上げましたように、

一応誠意がないと、こういうことで、これからではし、たす.らにやはり時間も経過してま

いります。こういうことで開発事業者につきましでも、指導はして、またその処理をす

るように指導していきたし、と考えておりますけども、これを一歩、考え方を変えまして、

それでは市の方でどういう形で対応したらし、し、んだと、こういうことで、内部で検討し

たわけでございますけども、まず排路敷、排水路敷でございますが、これにつきまして

は個人が譲与申請をしていただく。これは国有財産でございますので、大蔵省になりま

すけども、それから大蔵省から払い下げ申請をいただくと、こういうことでこれが個人

名義になっていくと、 こういうことでございます。

これが51年の 3月に普通財産になっております、取り扱いが。そうしますと、その間

のいろんな貸付料、それから有償の譲与費、あるいは登記料がここで生じてまいります。

それから廃道敷につきましては、やはりこれも個人で市の方に申請していただく。市が

国有財産の局長の方に、経由しまして出す、それで市有地になりまして、それから個人

に払い下げしていくと。これにつきましても有償の払い下げと、それから登記の関係が

出てまいります。

それから 3点目の隣接する水路敷の処理の問題でございますが、これにつきましては

個人が譲渡廃止の譲与申請を大蔵省に出す。そこから、個人名義で有償の払い下げを受

けると、こういう手続きがあると。こういうことで今内部で検討した結果、こういう案

が出てまいりました。で、敷地内の道路につきましては、現状の道路につきましては、

事業主から市の方に寄付していただく、こういうことで一連の事務が終わるんではない

か、こういうととでございます。これにつきましては、今申し上げましたように、あく

までも個人の動機によりまして市の方ではそれについての必要処理、あるいはそういっ

た図面等につきましても、最大限の協力をしていきたし、と、こういう考え方でございま

す。ですから、御質問の中にございましたように、関係地主さんの方の、用地を持って

いる関係地主さんのやっぱり積極的な動きがほしい、こういう感じを持っております。

大体、今の現状では以上でございます。

0副議長(中山基昭君) 都市整備部長。

0都市整備部長(前田雅夫君) 2点目の金久地区の件につきまして、お答えを申し上

げます。

この地域は、通称金久団地と称しておりますけれども、町名で申し上げますと、程久

保の 1丁目でございます。自治会は下程久保自治会と称しております。この団地につき

ましては、昭和30年代に、法規制で、一一この法規制と言いますのは、宅地造成事業法、

それから宅地造成等規制法、この 2法が制定される前に、造成をされたものでございま

す。今日では、この地域を地図混乱地域といたしまして、公図が東京法務局によ りまし

て、閉鎖をされております。この公図の閉鎖につきましては、当該地を含めまして、住

宅都市整備公団の高幡台団地にまたがる公図の 1枚分でございます。面積にいたしまし

て、約10ヘクタールでございます。特に、地図混乱がしておりますのは、そのうち約4

分の lに当たります 2.5ヘクタ ールでございます。筆数にいたしまして、約270筆、世

帯数にいたしまして、 116世帯でございます。権利者は116世帯より、もちろん多いとい

うふうに御理解をいただきたいと思います。

この区域内には公共用地といたしまして、道路及び水路がございます。しかしながら

今日では造成によりまして、その位置が不明確になっておるというものでございます。

このような状況下に置かれまして、東京法務局では、昭和54年3月に当該地域周辺に基

準点を設置いたしまして、この基準点を設置した以降につきまして、土地の分合筆を行

うときには、この基準点を元にいたしまして、隣接の土地所有者の同意を得て事務を進

めております。これは、共同和解方式による解決策ということでございます。要するに

土地の分合筆を測るときに、基準点を元にして、いわゆる隣接地の同意を得ると、そう

いうことで徐々に解決をしてし、く、そうしヴ方法を取ってきたわけでございます。しか

しながら、こういう作業でございますので、一挙にこの問題の解決には至らないという

ことでございます。

この問題の解決でございますけれども、さっき申し上げました公共用地、道路及び水

路の確定を前提にいたしまして、個々の土地所有者の所有区分をはっきり、明確にする

必要がございます。これを行う上には、先ほど申し上げました土地の所有者の、この事

件の問題の解決への一致した合意形成、こういったものが非常に大事になるわけでござ

います。これは言い変えますと、通常の土地と言いますのは、土地登記簿、それから公

図、現地、この三位が一体化しているわけでございます。

今回のこの土地につきましては、土地登記簿と公図については一致している。現地が

その公図、登記簿に一致していない。土地面積が不足したり、位置が狂っていたり、あ

るいは場合によりますと、登記簿及び公図はあるけれども、現地には存在するかしない
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かわからない、そういう状態がございますので、この土地所有者のいわゆる合意形成が

一番大事であるということでございます。

2点目は、こういった問題点を起こした原因と言いますのは、分合筆につきましては

不動産登記法に基づきまして、土地の所有者が分割の申請を東京法務局の方にするわけ

でございます。それに基づいて、法務局が処理をするということでございますので、こ

の問題を起こした一つの原因といたしまして、東京法務局の責任も当然、あるわけでござ

います。したがって、地元権利者、それから東京法務局、それから日野市、こ の三者で

よく話し合いながら、問題の解決を図る必要があるということでございます。

これらの条件が整った場合において、国土調査法に基づく整地調査等を検討いたしま

して、この解決を図っていきたし、というふうに考えております。

それから先ほど、この問題の地域の2.5ヘクタ ールと申し上げましたけれども、周辺

の土地開発等がございまして、 この面積は従前から比較しますと、かなり狭まって、明

確になってきているということは、事実でございます。以上でございます。

0副議長(中山基昭君) 小山良悟君。

014番(小山良悟君) 松風の方ですけれども、建設部長の答弁を聞いておりますとで

すね、開発業者の鈴木重信氏ですね、を経由しないで、直接市なり、固なり、払い下げ

申請できるんだと言うんであれば、これは簡単じゃないですか。これ本当にできるんで

すか、その鈴木重信氏除いて、手続き上。まあ細かく言いますと一ーもう時間がないか

らあれですけれども、手続き上の行政側のミスもあるわけですよね。この松風の問題に

ついては。例えばつけかえ道路ですね、そういったようなものの手続きなんかもとって、

経過あるわけです。だからその辺のところのことが、単に直接その払い下げ申請すれば、

解決できるというふうなものじゃないというふうに、私は受けとめているんですが、そ

れができるというなら、なぜ、じゃ早くやらないんだということになるわけで。というの

は、先ほど一一私は住民の皆さんの熱意、が必要だということ言いましたけれども、松風

地区なんか住民の皆さんが何とか解決してほしいという熱意はものすごく持っているん

ですよ。持っているから、道路委員会なんかもっくり、市側にも、当時赤松助役健在の

ときに、何度も市にも来て、問題解決についてのお願いにも来ているわけです。熱意を

持っているわけで、したがって例えばある程度の有料でもやむを得ないというところま

で、そういうところまでこぎつけてきていたわけですO ところが、その手続きをするの

に、開発業者の経由しなければできないという、大きな障害があって、その開発業者が

なかなか誠意を持って対応してくれない。訪ねていっても会ってくれないとか、約束し

ても来てくれないとか、たまたま連絡とれても、けんもほろろというふうな感じで、非

常に対応にも苦労してきた経緯があるんですよ。それが直接できると言うんだったら、

なぜじやすぐそれをやってあげないのか、そういう疑問がすぐ出てくるわけなんです。

まず、その辺の確認をもう一回したし、ということと、それから一体これを、今後解決し

ていくのに、担当所管がどこなんだ、だれが責任持って取り組んでいくんだ、最終的に

は市長ですけれども、実際の取り組みは、どなたが業務を担当されるのか。その辺のこ

とをはっきりしていただきたい、この場で。その辺をひとつ、建設部長には再質問した

し、。

それから都市整備部長に、最終的に地籍調査まで持ってし、くためには、住民の皆さん

も金久の場合も本当にそうなんです。私は金久地区のことはよく知りません。直接知っ

ている方もいるわけではありませんし、この請願も紹介議員は市川資信議員さんに、石

坂勝雄議員さん、それから宮沢清子議員さんという方が紹介議員になっているわけです

が、ただたまたま建設委員をやっておりまして、同じようなケースだから、これは同じ

ような視点とし、し、ますか、問題のとらえ方で、市側に質した方がし、し、ということで、あ

わせて取り上げたわけでありますけれども、この金久地区の最終的に地籍調査まで持っ

ていくというためには、その機が熟さなければ、住民の皆さんが熱意が、結束があって

はじめて、できるんだという待ちの姿勢では、これはもう、これから l年後、 2年後、

3年後たったって同じような状況だというふうに、私は大きく懸念するんですよ。で、

なぜかというと、行政側はこうし、う問題に関しては、待ちの姿勢なんですよね。直接放

置しておいても、これ本当に道路の管理の責任とか、いろんなこと問われるわけであり

ますけれども、痛くもかゆくもない。だけれど、住民側にとってはこれは大変切実な問

題なんです。市の道路もその中に入っているわけですから、同じそうし、う住民の、いわ

ゆる土地所有者と同じ権利者とし、し、ますか、同じ立場にあるはずなんです。住民と。公

共用地が全然入っていないわけじゃないんです。入っているわけですよ。そういう市と

しても責任を果たさなきゃならない部分もありますし、地主と一一一土地の所有者の住民

と同じような立場にあるわけですから、そうし、う立場に立って、何とか解決してやろう

というか、そういう気持ちがやっぱり必要だと思うんです。だから具体的にこの問題に

ついては、どういうふうに、それこそ18番の検討委員会でもつくって、どういうプロジェ

クト・チームを一一ー態勢をつくって、解決していくかというぐらいの熱意ある取り組み

が必要だと思います。そのことを、私は、この問題、金久地区についても、道路所管が

どこで、どのような取り組みでやっていくかということを、この場ではっきり示してい
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。都市整備部長(前田雅夫君) お答えをいたします。

場合はそうじゃないでしょう。じゃ、市側の道路ですね、とれを業者が勝手にもうガラ

ガラ、ガラガラやっちゃって、それをもう住宅地にしちゃって、建てちゃって、建てちゃっ

たからということで、傍観しているわけですか、じゃ市側は。そうし、う 、例えばですよ、

角度を変えてこの道路の管理者とし、し、ますか、公道をそういう ふうな形で破壊された場

合、市側は手をこまねいて、ただ見ているだけということになるわけですか。一商では

そういうことも言いたくなる。その辺の責任が果たされていないんじゃないかという こ

とが一つ。そういう点からも行政側も正しい財産処理をしよう じゃないかということを、

当然主導権を握っているといし、ますか、指導しながらやってい くべきことじゃないかな

と思うんです。その辺のところですね、無責任極まるというか、それじゃ もうやり得だ

というか、不動産業者の皆さん、公道も道路も何も構わない、もう全部造成してしまっ

て、もう宅地で売ってしまえ、売った方が勝ちだということになってしまう。それじゃ

たまったものじゃないでしょう。そこの辺の取り組みが全く無責任だなというか。

それから熱意が全然、感じられないんですよ、最近は。今まで、私あまり一一ーもっぱら

部長、課長の皆さん、あまり責めてこなかった。もっぱら森田市長、赤松助役を責めて

きた経緯があるんですが、しかしまあ最近は、部課長にも一言、二言、言いたくなって

きましたね。意欲が一ーもちろん全員じゃないですよ、非常に意欲を持って取り組んで

いる部長さん、課長さんもいるんです、やる気、まんまんの人も。だけど、一方ではも

う無気力というか、これは本当に痛切に感じてきた。今回のこうしヴ問題なんか、今の

ような答弁の取り組みでやって、はい、終わりました、一般質問終わりました。それで

通過して、どれだけ進展するか、今の答弁じゃあまり期待できない。そんな半端なこと

じゃ、承知しない。やっぱり、大体一一都市整備部長には大変申しわけないけれども、

住民の権利者の合意が得られるまでは、手がつけられなし、という考え方は変えてもらい

たい。道路管理者の責任はどうするんだ、それを果たすためにも、この地区の公図の閉

鎖地区になっているわけで、大変不名誉なことですよ。これはもういろいろ住民の皆さ

んの結束した形がとれないという中には、いろいろよくわからない人もいるだろうし、

問題意識の薄い方もいるだろうし、いろんな方がし、るんですよ。だから、少なくとも こ

こでこの請願で97名の方が出してきているわけでありますから、この問題について解決

したいという動きが、兆しが出てきたことだけははっきり、むしろ住民サイドの方から

出てきているわけですから、もし一一行政側では恥ずかしいことですよ、とれ、おっと

り万でこれから取り組むなんというのは。道路をぶつ壊されて、それの管理責任という

か、いうものを放棄しておいて、住民側からこう何とかせいという形で請願出されて、

ただきたい。限られた時間で、ありますから、ぜひひとつ期待にこたえるような答弁を、

いただきたいと思います。

0副議長(中山基昭君) 建設部長。

0建設部長(伊藤正吉君) お答え したいと思います。

この案につきましては多少問題もあると思いますけれども、やはり解決の一つの方向

として、 こういうことで部内で検討した結果でございます。

それから、この所管事務につきましては、建設部の管理課になると思います。以上で

す。

0副議長(中山基昭君) 都市整備部長。

この程久保 1丁目、下程久保地域の地図混乱地域の解決とし、し、ますのは、先ほど経過

の中で申し上げましたけれども、一つは個人財産を明確にするということと、それから

いわゆる道路、水路の公共用地を明らかにする、そういう 2点があるわけでございます。

公共用地だけの確定という ことになり ますれば、それなりのやり方はあるわけでござい

ますけれども、いわゆる民民の境界、 こういったものを決めるということになりますと、

市は直接的に関与できないわけでございます。過去の例からいたしまして、第二武蔵野

台のいわゆる道路の問題、それから梅が丘の地図混乱地域を、現在地籍調査で解決して

いる方法、やっておりますけれども。これがいわゆる住民はもとより、土地を持ってお

ります権利者が話し合いまして、地元の問題は一切解決をする、 いわゆるそのほかの事

務経費につきましては市の方でというような、いわゆる合意形成がなされているわけで

ございます。現在この程久保地域に市が入りましでも、そういう問題が解決をしない限

りは、全くこの本質的解決にはならないわけでございます。したがって、市の立場とい

たしましては、地元権利者の合意形成が先決である、その辺が解決いたしますと、 あと

はどういう手法で、どのような経費でやるかということになるわけでございます。以上

でございます。

0副議長(中山基昭君)

014番(小山良悟君)

小山良悟君。

都市整備部長は、話としては理解できるわけですけれど、しか

し現実に行政側のイニシアチブとし、し、ますか、いうものがなけりゃ、先に進みませんよ、

これは。(iそうだ」と呼ぶ者あり)で、梅が丘と事情が違うのは、梅が丘にはそうい

う公共用地の絡みはなかったんですよ。ですから住民たちの合意とし、いますか、権利者

の皆さんの話し合いで解決できる基本があったわけです、素地が。ですが、この金久の
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0市長(森田喜美男君) 日野市の行政権限の及ばなかった30年代、いろいろな乱開発

順次、そういう形でいわゆる乱開発時代の不法者が行った後始末まで、かなり前進を

しつつあるこ とは、御承知のとおりだと思っております。 別段それを功績だと、私は言っ

ているわけではありませんが、こうし、う時代に入ってようやく手がついてきたと、こう

いう ことであります。 つまり市民のどこの場所といえども、市民が非常に困っておられ

る。これは公的な手段によって、お見舞いという意味での公費を使う手段によって、で

きることは解決をしていこうということでありまして、市が待ちの姿勢というふうに言

われるのは、一面の理由なしとは言いませんが、つまりみずからの私的な問題は、自分

Tこちで、解決をしようとし、う意欲があってこそはじめて、公費が使えるということで、あ

るいは公的な行政の場がそれに協力できるということでありまして、そのことを非難す

るには、私は当たらない。順序を経て、よくやっているというふうに、私自身見ており

ます。本当に問題の所在を理解するまでにも、私もよくわかりません、松風のこと、あ

るいは金久のこと。しかしきょう建設部長、あるいは都市整備部長、かなりはっきりし

たことまで、一つのポイソトを打ち出してくれたと、このように思っております。

したがし、まして、これから十分地元とも御協力はし、たします。そうして私的な問題は

やっぱり意思決定をしていただかなければいけません。不在地主に対しても、またそれ

が及んでいくというぐあいの熱意がなければなりません。不法者の解決、後始末をする

のに、公費を使ってやるわけですから、その理由はまた因っておられる市民があるから

それに公費が出せる、こういうことでありまして、それは順序を経て、やっていかなけ

ればならないことだと思っております。

その市の管理する責任とおっしゃいますところの、あかみちでありますとか、あるい

は水路でありますとか、この市が日常管理しているわけではありません。恐らく今日あ

かみちの整理ということを後々やっておりますが、これはそのとき、そのときの学校等

の公共用地の場合もありますし、それから大きな開発には、あるいは大工場の設置には

みなそういう問題が一ーまあ事後処理という形で残されておるわけでありまして、あか

みちはなるべく現在の私道では、その周辺の公共の道に置き換える、こういうことでやっ

ておるわけでありまして、順序としては私はやむを得ない措置だと、このように思うわ

けでありまして、よく言われますところのあかみちの管理は、市の管理だと。これは古

くから山とか田んぼとか、畑とか、土地生産を行うために、自然にできた通路だと思い

ますけど、一応これは利用者がみな承認をする形で今日は国の所管する土地である。こ

うしヴ処理でありますから、 11原序を経て、市が受け取り、それを公道化に置き換えるな

り、あるいはどうしてもやむを得ないものは、個人にお渡しして、そうしてだんだんと

それからおっとり万で取り組むなんというんじゃ、恥ずかしいことですよ。むしろこう

いう問題は、もう先どりして、時間がたてばたつほど、もう問題解決は難しくなるんで

すよ。さっきの南平の問題だって、鈴木独歩氏を全く除外した形で解決できるなら、何

の苦労もないんですよ。現実はそうじゃないはずだ。万が一ですよ、この鈴木独歩氏が、

鈴木重信氏が天寿を全うされたら、どうされるんですか。もう判こをもらう相手がいな

くなっちゃったら、どうしようもなくなりますよ。まあいろいろあれあるでしょうけど

も、単純に言えばそういうこと言いたくなる。それだけ時間もかかっているし、取り組

みがあまりにものんびり過ぎる。最後に市長、この問題についてこのままじゃいけない、

今のような姿勢じゃいけないんじゃないかと思うんですよ。闘志、があるならば、ぜひ前

向きの答弁をいただきたい。やる気がないなら、答弁はいりません。

0副議長(中山基昭君) 市長。

が行われて、その結果が土地を求めたお客さんに大きく残っている。そういう実態があ

るわけでありまして、私はそれを称して乱開発の後遺症、こういうふうに受け止めてお

ります。(iそうだ」と呼ぶ者あり)それで、その状態がひとつ解決をいたしましたの

が、御承知のとおりの三恵水道の一一つまり私有敷設水道が、その水道のかわりをして

いた、これはおかけ.さまで、本来ならば公費の支出が無理なケースでもございましたけ

れど、議会の御理解によって、解決をいたしました。

平山苑住宅というのがあります。これはまた宅地と、それから道路が一緒になったよ

うな状況でありまして、まあなかなかしっかりした自治会で、自主管理をなさって、そ

の道路の維持管理等には、年次計画を持って、市も大きくそれに援助をし、一応の今日

的な不便はないわけでありますが、基本的には財産の分離、公道化するには、そういう

ことが必要であります。つまりこれも後遺症として大変お気の毒な状態で残っておりま

す。

梅が丘、これまた独歩が造成をした土地ではありますが、地元自治会の非常に、結束

の努力と言いましょうか、不在地主からまできちんとした合意を取りつけて、そうして

現状維持をもって、これをお互いが認めようと、こういう意欲のもとに、地図混乱の状

態が解決のめどがついた、これは言えるわけであります。

第二武蔵台、これも地元の方々の大変な熱意によりまして、自分たちの土地を自分た

ちで測量して、そうして公道の現状を認め、同じく宅地の現状を認めて、それで私有財

産の明確化をしようと、こういうことで解決のめどが立ちました。
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整理を進めつつあると、こういうことであります。

あと、当面の課題として、松風のこの問題も、かなり筋道が整備されつつあるように

思います。ただ独歩の承認とか、関与なしに、解決できるとは、私自身も思っておりま

せん。なぜならば独歩名義の土地もあるわけでありますから、独歩がまた承諾しなけれ

ば、成り立たない、こういうことになるはずであります。

地域の議員さんとして、いろいろお急ぎになる気持ちはどもっともだと思いますが、

逐次筋道をつけながら、しかも余裕をつくって、やらなければなりません。その当面の

過去の問題の解決もまあ大切でもありますけれど、先の仕事に今日は非常に忙殺されて

いるということもあるわけでありまして、極力一一一あれですね、まあ特命という手段で

ある部分、つまりめどがたったものは、これは手続きを進めることによって解決できま

すから、特命可能でありますけど、めどを立てるまでに特命をしても、なかなか事務の

順序も立ってまいりません。地域の方々にもそのことを伝えて、ひとつ意欲を高めてい

ただき、合意の形成をしていただき、行政があわせてそれに御協力をするという形で、

公費の支出、あるいは公務員の仕事に、私問題の解決のためにも、認めていただいて、

やろうということで、進めつつあるのが、今日であります。

0副議長(中山基昭君) 小山良悟君。

014番(小山良悟君) 心情的持ち時間がちょっとオーバーしたんですが、一言だけつ

け加えたいんですけども、ただいまの市長の答弁、聞いておりまして、それから建設部

長の答弁、一ーやっぱり、これを松風地区の皆さんがこのやりとりをもし聞いていたと

すれば、がっかりすると思うんですね。例えば建設部長は簡単に、直接自治体なり国な

りに払い下げをやりますのは、一つの方法として可能だというふうな話、市長は鈴木独

歩氏抜きではできない。本当に私もそれはそういうふうに思っているわけです。だけれ

ども、そういうふうな答弁。それから市長の答弁の中でも、あまりよく知らない、金久

も松風もよく知らない。こう言っている。(r謙遜だよ」と呼ぶ者あり)かと思えば、

かなり道筋がついていると思うのでというふうな話。現実にこれ59年にも、この地区の

公共用地の潰，1]量というのを実際実施して、予算執行してやっているわけですよ。だから

年中もう一貫性がないから、振り出しに戻ってきているわけです。先に進まない。で、

地域の議員として急くの気持ちはわかるけれどもというけれどもね、これは長いんですよ、

この問題。まあ市長もこれから20年も30年も市長やってるつもりだから、そういうふう

に言われるかもしれませんがね、長いんですよ、もう。私だって別に、 30番で受かった

から、次の選挙に心配だから、その前に、選挙の前の材料をつくっておこうということ

でやっているわけじゃなし、。市長選挙に間に合わせようとして、国庫補助受けないで、

市民会館つくろうとか、そんな気持ちなんか全然、ない。全くそんな低い次元の発想は持

ち合わせていない。これは地元住民の権利者の立場に立てば、切ない問題で、長年の問

題です、これは。しかも住民の皆さんは、本当に結束するところまで来ているんですよ。

暗礁に乗り上けYこのはどこかというと、鈴木独歩氏の存在で、その手続きのことで、暗

礁に乗り上げているんですよ。手続き上の問題。例えばそういう水路、道路の有償での

払い下げもやむを得ない、そういうところまで、住民の皆さんは妥協しているわけです

よ。そこまで来ているんですよ。で、あとは結局行政側の手続きの助けを借りなきゃな

らない部分まで、その肝心な相手でなかなか折衝できない。ここでらちがあかなくて、

もう60年、 2年も更地で貸しているわけですよ。だから私は、市長は最初に答弁を求め

たときに、市長はあれもやりました、これもやりました。例えば第三中学校のあたりに

新設校をつくれと言ったときに、一中もっくりました、二中もっくりました、三中も私

はっくりました、五中もっくりました、肝心の新設中学についてはあまり強く触れない

と同じように、市長特有の答弁のやり方なんですよ。それ聞いていると、あそこの地区

は解決しました、これも解決しました、先にそれが出ちゃう。肝心のことのぐっーとそ

こに踏み込んで、やる気ある答弁というのは全然出てこないんですよ。そこを私は言い

たいんですよ。御自分で気がついていますか、そういう姿勢。この問題でずばりこの問

題、松風についてはどうだ、金久についてはどうだという、そういう答弁をストレート

にされたらどうですか。回りの方の、過去の終わったようなことを、あれもやりました、

これもやりましたということで、答弁の時間の大半を費やしている。黙って聞いていま

したけれどもね。そういうやり方はやめてほしい。ですから、いいですか、あまり私も

一一一市長もここのところ、団交とか何かでいろいろお疲れのようでありますから、長時

間にわたって、執助な追及はしませんけども、しかしこの一般質問を契機にして、この

二つの問題について、難しい問題だけに、特別な態勢をとって、この問題解決をやって

いこうというそういう決意をぜひ持ってもらいたいと思います。そういうことを強く要

望して、今後のこれから 3月議会までの間に、どのような取り組みをして、進展をして

いったかをつぶさに見ていきたいというふうに、思います。もちろん私も協力すべきと

ころは協力したいと思いますけれども、行政側の取り組みについても、強くその辺のと

ころを見つめていきたいというふうに思います。それによっては遠慮なく今度は部課長

といえども、直接指名しながら、厳しく追及をしていくつもりでありますから、ひとつ

部課長の皆さん、思い当たる方はですよ、あえてだれとは申しませんが、胸の内にひと
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つそれぞれの部長さん方、座っていらっしゃいますけども、自分が意欲満々でやってい

るかな、ひとつ自己反省をしていただいて、足りないと思うなら、これはこの問題に限

らず、やる気のない方には遠慮なくやらさしていただくとしヴ姿勢で、変えていきたい、

というふうに、市長の追及だけじゃ、どうも限界がある。あんまりやる気がないんだか

ら、市長は。こうなったら、もう部課長さん方に期待するしかないな、最近そういうふ

うに思うようになったわけで、あります。まあちょっといやみになるかもしれませんけど

ね、しかし高い税金を払っているこの市の住民、市民にとっては、本当に意欲を持って

やってもらいたい。こういう気持ちでいっぱいだと思うんですよ。最近ちょっとやる気

がこの庁内になくなってきたなということを感じましたもんですから、ちょっと持ち時

間、予定よりちょっと過ぎましたけれども、あえてこの一般質問で取り上げさせていた

だし、たわけであります。皆さんの奮起を期待してます。どうもありがとうございました。

O副議長(中山基昭君) これをもって 5の1、松風(南平六丁目)金久(程久保一丁

目)両地区の公共用地絡みの財産処理問題について問うの質問を終わります。

お諮りいたします。議事の都合により、暫時休憩をいたしたいと思いますが、これに

御異議ございませんか。

( 1"異議なしj と呼ぶ者あり〕

0副議長(中山基昭君) 御異議ないものと認めます。よって暫時休憩いたします。

午後 0時21分休憩

午後 2時2分再開

0副議長(中山基昭君) 休憩前に引き続き会議を開きます。

河井先生は昭和 5年、 18歳で豊田の分教場に赴任され、 37年間も豊田のために尽くし

てきたのに、いまだに市から表彰されていなし、。何とか、表彰してもらえないものだろ

うかというものでした。要請されて私は表彰条例、その施行規則を調べてみましたが、

表彰基準の中にどうしても長い間、小学校の教師を勤めた河井先生が表彰できるところ

は見当たりませんでした。河井先生のように市民に尽くされた人を表彰することができ

ない表彰条例なんてとんでもない。再検討をしなくてはならないと考え、この質問を取

り上げた次第で、あります。

幸いにして河井先生は、先生をやめられた後の民生委員と子供会の役員を対象とする

ことによって、 「青少年育成功労」で表彰され、二中食堂での「感謝する会」で祝うこ

とができました。しかし、本当は先生の先生としての長い間の活動に対しての表彰をや

りたかったので、あります。その後、表彰条例の再検討すべき事柄が、ほかにもいろいろ

あることをキャッチし、これらを含めて質問させていただきます。

現在の日野市表彰条例は、 1979年、昭和54年、従来のものを全面改正して、生まれた

ものです。この全面改正案を議会で審議したとき、付託された総務委員会に私は所属し

ていました。時の総務委員長は板垣正男議員でありましたが、継続審議で慎重な審議が

行われました。私の提起で一部は是正され、修正提案がなされたと記憶しています。み

ずからも一緒に審議し、これでよしとしたものを再検討せよとは、後ろめたいところも

ありますが、あえて発言いたします。私が指摘したいものは、議決を要する表彰条例そ

のものだけではなく、議決を要しない施行規則の方にも多くあります。

表彰条例そのものの中では、第4条「再表彰」に問題を感ずるところであります。こ

の点をまずただしたいと思います。分厚いノートをいつも携帯し、勤勉で知られた前議

長の高橋通夫さん、来年 3月になれば元議長となるはずでありますが、この高橋道夫さ

んが議長をやめられても、表彰されませんでした。(1"なぜだ」と呼ぶ者あり)長い間

議員を勤められた、村議会議員、町議会議員、市議会議員を勤められ、最後には市長と

対等の市議会議長を勤められた方が、議員としての表彰を受けないというのは、驚くべ

きことであります。

高橋前議長は、かつて農業関係で表彰されたから、 2度と表彰しないというのだそう

ですが、この何年も前の表彰状を穴のあくほど見詰めても、そこに誇りある市議会議員

の文字を読むことはできないと思います。この高橋道夫さんや、事務当局の大きなミス

で、 1年おくれでことし表彰された大柄保さん、飯山 茂さん、奥住芳雄さんと一緒

に議会から離れた藤林理一郎さんもかつて消防関係で表彰されたので、議員としての表

一般質問6の1、表彰条例を再検討せよの通告質問者、一ノ瀬 隆君の質問を許しま

す。

(18番議員登壇〕

018番(一ノ瀬隆君) 表彰条例の再検討を促すための質問をいたします。

去る11月4日の読売新聞朝刊の三多摩版のトップ記事になっていましたので、御存じ

の方もいると思います。私たちの豊田の小学校で、1930年、昭和 5年から1967年、昭和42

年までの37年間、教鞭をとられた河井先生に対しての教え子による「河井美代子先生に

感謝する会」が、開催されました。 11月3日の午後、真新しいこ中の食堂で、先生の教

え子60代から20代まで、百数十名が集まりました。この会を成功させるために何回かの

準備会を聞きましたが、その中で河井先生に対する市の表彰のことが大きな話題になり

ました。
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彰は、受けられなかったと聞きます。

このようなケースを見たとき、 「再表彰」を禁じている一一一一部を除いて禁じている、

表彰条例第4条は、断じて再検討すべきだと思います。(Iそうだ」と呼ぶ者あり)

私ごとですが、私は1974年、この議会に出させていただし、て以来、議会の皆様方の御

好意に甘えて、議会選出の農業共済運営協議会委員を連続して勤めさせていただきまし

た。もっともこの最初のときは、与党の議員が分け合う行政委員を、私のいないときに

好きなものは取られて、これしか残っていなかったからです。とにかく、 14年近くやら

していただき、来年 1年やらせてもらうと、 15年になります。表彰条例により、表彰さ

れる基準に達します。しかし、うかつにここで表彰されてしまいますと、私は市議会議

員として表彰される機会を永久に失うことになるのであります。(Iやたらに推薦でき

ないな」と呼ぶ者あり)

森田市長は今まで表彰を受けたことはないようであります。これがもし何らかの表彰

をすでに受けていたとしたら、日野市での「空前絶後jの名市長も、市長をやったとい

うことでの表彰がないということであります。この点をぜひ検討していただきたし、。す

べて何回でも表彰することに無理があるとするならば、その対象とする期間に重複がな

ければ、 「再表彰Jを行うというようにすることも、一つの方法だと思います。

ここで、 「再表彰」についての質問をいたします。質問 1、再表彰をしないことが奇

異な現象を露呈していると思うが、どう思うか。

質問2、その対象とする期間に重複がなければ、再表彰を行えるとしたらどうか。

質問 3、その他、再表彰を行わないことで起こる弊害を打開する手段はないか。

以上、 「再表彰」について、三つの質問を行います。

表彰条例、 1条から10条と附則からなるこの表彰条例の中での問題点は、以上の再表

彰についてだけ、申し上げました。ほかに第 3条の対象の区域を日野市と決めているこ

とについて、若干の疑念がありますが、きょうはこれには触れません。

次にこの表彰条例10条に基づく、表彰条例施行規則で決められているものについて、

再検討すべきだと、私が考えるものについて、指摘したいと考えます。これは条例その

ものではなく、議会との共作とは言いがたし、ものだと思いますので、遠慮なく指摘した

いと考えます。規則の中でも表彰条例を定めた別表第 1が主な目標になります。まず表

彰条例の各項にわたるもので、労働者に対する表彰について、一括してただしていきた

いと思います。 1979年、全面改正された現在の表彰条例は、労働者をはじめ、勤労者全

体に対してのものを、大きく前進させました。先進的な革新市政の施策がここにもあら

われています。私は労働者でありますし、そのことを誇りに思っていますが、(I労働

貴族だ」と呼ぶ者あり)労働者という言葉に疑念を抱く発言があり、私の先だっての労

働者という発言に失笑ないし冷笑がありました。労働者と勤労者は違うと思います。議

員の皆さんの中で、この日野市議会議員の中で、労働者は私を入れて 5名だと思います。

また、執行部側、議会事務局の職員を含めて、市長、収入役、教育長以外は全部労働者

だと思います。勤労者と言えば、恐らく一部の方を除いて、大部分の方がこの中に含ま

れるのだと思います。勤労者に対する表彰は後にして、ここでは労働者への表彰を取り

上げ、表彰基準の表の中から、これをピックアップして、私なりに検討してみました。

そこで、幾つかの疑念が出てまいりました。

「社会福祉功労」で、私立保育園の保母が、 20年となっているが、市立の保育園の保

母は特に定められておらず、強いて言うなら、市職員として、それも条件っきでの25年

ということであります。また、 「保健衛生功労jで、一般病院の看護婦は25年となって

いますが、市立総合病院の看護婦はそうなっていない、よくやったら25年となっていま

す。

「労働精励功労Jの2項で、 「苦労の割にとかく人目につかない領域の業務J I危険

度の高い業務J i一般の人の好まない業務Jが挙げられ、これらの方は 5年早く表彰さ

れることに定められています。市職員の中には、このような業務についている者は全く

いないのでしょうか。市役所にはそんな業務は全くないのかと考えたところであります。

「学校教育功労」の中に、私立学校の教員の表彰があります。これに対して「社会教

育功労Jの中に、これに相当するものがないことに疑念を持つものです。例えば社会教

育セソターでの指導員として長年活動された方など、この場での表彰がふさわしし、と思

うところであります。

長い間、市の職員として市民のために活動された人が、市役所をやめられたとき、市

として表彰するのは、当然だと思います。特に下積みで苦労をし続けた人にこそ、その

感が強いのであります。部長なんかどうでもし、し、とは申しません。何年か前、 2人の部

長が市役所をやめられましたが、その方が表彰されないので、不思議に思いまして、聞

きましたところ、議会事務局長だった田倉さんは、過去に消防で表彰されたから、条例

第4条により、表彰されなかったと聞きました。私が議員になったとき、企画財政部長

で、以降その明快な議会答弁など印象に残っている加藤一男さんは、勤続年数が若干不

足しているというととでした。加藤さんは由木村役場からある事情で日野町役場に移っ

たということですが、このような人も吸収できるような表彰条例・規則であってほしい
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と私は思います。

私はプロ野球のように、近隣の市と効果的な職員のトレードをするのがよい、職員の

マイナスにならないような移籍を行うことが、市の発展につながると、常々思っていま

す。もちろん、労働条件だけでなく、表彰の基準をトレード前のものを含むようにする

ことです。労働者の表彰ということで、幾っか申し上げましたが、ぜひ早期に条例や基

準を見直してほしい、そしてそれを改めることができたら、遠慮なしに遡及して、過去

にさかのぼって、表彰を実施してほしいと思います。ことで労働者に対する表彰につい

て一括して、質問いたします。

質問4、私立保育所等の保母が、 20年で表彰されるのに、市立保育園の保母は25年な

のか、それはなぜなのか。

質問 5、一般病院に勤務する看護婦は25年で、無条件での表彰だが、市立総合病院の

看護婦は、そうでないのはなぜ、か。

質問 6、労働精励功労で、 20年で表彰される苦労の多い、危険の高い、人の好まない

業務についている者は、市職員にはないのか。

質問 7、学校教育功労の教員の表彰に対応する社会教育功労の表彰はないのか。

質問8、市職員の勤続への特別の配慮、は全く考えられないのか。

労働者でない、勤労者として、まず挙げられるものに、中小企業者があります。農業

といえども企業であり、日野自動車や富士電機との比肩が無理であるなら、大企業とは

言えないので、これも中小企業だと私は思います。同じ勤労者である中小企業経営者と

農業経営者に、日野市表彰条例は差別をしているのであります。表彰基準は「中小企業

功労」で、中小企業の経営を25年やっていれば表彰されることを示していますが、 「農

林水産功労」では、それに相当するのは全くない。農業を改良するという力は、特にな

くても、団体の役員にはならなくても、ただもくもくと働き続けてきた農業者に、目を

向けなければいけないと私は思います。

質問 9、中小企業の経営者は25年で表彰されるが、農業経営者にそれがないのはなぜ

なのか。

次に私が当初一番問題にしていた学校教育功労についての質問に入ります。ここでの

表彰はすべて私立学校の者に対しての表彰でしかありません。市立の小中学校の教員に

対しての表彰はありません。最初に申し上げましたように私の，恩師河井美代子先生を表

彰したいとしたときに、突き当たった厚い壁であります。この壁を破って、何とか河井

先生を表彰してほしいと、私たち教え子は市長に陳情し、そのための署名運動をも計画
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いたしました。黒川子供会から、表彰候補者としての推薦がなされ、その可能性が見出

されましたので、署名はやめましたが、あの強し、みんなの気持ちから考えれば、 1，000

名を超す署名は簡単だったろうと思います。参考のために、この幻の陳情文を読み上げ

ておきます。

「河井美代子先生を 日野市で表彰していただきたい陳情、 河井美代子先生は昭和 5

年、豊田分教場に赴任され、以来昭和42年まで37年の長きにわたって豊田の小学校で教

鞭をとられました。この問、この学校に学ぶ数多くの生徒のみならず、その父兄や豊田

に住むあらゆる人々から敬愛され、豊田のことなら何でも知っており、豊田のために献

身してこられました。先生は教師をおやめになってから、この豊田に住み、民生委員と

して福祉活動を行い、 13年余りの問、豊田のうちの恵まれない方などへの愛の奉仕を続

けてこられました。毎年11月3日、日野市表彰式が行われていますが、この河井先生が

いまだに表彰されていない事実を知って、驚いたところです。このような人こそ、日野

市民の名によって表彰されるに最もふさわしい人だと考えます。ことしの文化の日に、

市長より表彰されますことを、豊田に住んできた日野市民として、私たちは切に願い、

ここに陳情いたします。日野市長 森田喜美男様J

小中学校の先生は都の職員だから、市は関係ないということなのでしょうか。市で表

彰するというのは、難しいということなのでしょうか。しかし、日野市立、日野「し、ち

りつ」の学校でありますし、日野市民の師弟に大きな影響を与えてきた重大な役目を担っ

てきた先生です。日野市内の学校を離れた り、やってきたり、技術的な難しさはあると

は思いますが、この河井先生のような人こそ、教師としての業績に対して、市民の名に

おいて感謝すること、表彰することはどうしても必要だと思うところです。

表彰基準は私立学校だけを対象としていますが、日野市の場合、対象となるのは私立

幼稚園のほか、どんな学校が存在し、現にその教員の表彰が行われているかを、参考の

ために知っておきたいと思いました。

質問10、まず、私立学校の教員の表彰の実績はどうか、教えていただきたし、と思いま

す。

質問11、市立の小中学校の教員が表彰できないのはなぜなのか。

昨日の一般質問のとき、 「竹下」より「竹の上J、 「竹の下」より「竹の上」、竹の

上内閣総理大臣などという声が聞こえました。竹の上議員ならずとも、日野市から内閣

総理大臣が出たらどうする。日野市で表彰するのは、まかりならん。現在の日野市表彰

条例はそう言っているようであります。日野市民が東京都知事になって、首都東京のた
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めに大活躍し、加えて日野市を大きく発展させるための尽力をしても、日野市民の名に

おいて行う表彰はできないとしたら、疑念を抱かざるを得ません。これらの人を表彰し

ても、表彰条例の第 3条 1号には、違反しないと思います。なぜならば、日野市は日本

国の中にあり、東京都の中にあるからで、これらの人は、日野市以外の区域で行った活

動とは言えないからであります。しかし、この条文には反しなくても、都や国で活動し

た人を対象として、全く考えられていない表彰の種類と表彰基準なのであります。

質問12、都や国で活躍した市民を今まで表彰したことがあるか。

質問13、都や国で活躍した市民を今後表彰する考えはないか。

次に年齢制限と男女差別について、触れておきたいと思います。表彰条例施行規則の

別表第 1の備考に、いつの間にかこんなことが書カ通れています。 i表彰候補者の年齢に

ついては、男性55歳以上、女性50歳以上とする。」我が党の議員だった島村孝志さんや

本間 久さんが七生公会堂で表彰されたときは、 2人とも55歳になっていませんでした

ので、それ以降できたもののようですが、これは問題を感じます。まず男性と女性を差

別すること自体、法的には前進した男女差別撤廃の現代には合いません。この表彰条例・

規則に男女差別があったのは、この 1カ所だけでした。年齢制限ですが、 25歳には市長

になれる、 1期4年でやめると、 29歳。市長の功績に対する市民の名においての表彰が、

それから 4分のl世紀たってからというのは、現実離れも甚だしい。表彰者への待遇の

一つに、市の儀式、公式行事への参加があるが、この条例に限って言うならば、市長経

験者が26年間も公式行事からボイコットされることになる。同じ計算だと、市議会議員

は22年間、ボイコットということになります。こんな長い年月がたってから、表彰され

ても、感激も何もないのではないかと思います。特に体育関係など、表彰の対象となる

事柄が、若い時期のものが多い場合、例えば20歳から35歳までやってそれが対象となっ

ても、 20年たって、 55歳までになると、そのときのことは忘れられて、推薦してくれる

人はいなくなってしまいます。みずから、 「おれを表彰しろ」と名乗るか、 「推薦者やー

い、推薦者やーし、」と探さなければならなくなるというものであります。年齢規制は撤

廃するか、もっと工夫すべきだと思います。

質問14、表彰の年齢制限は、どうしても必要なのか。

質問15、表彰の年齢制限に男女の差があるのは、時代に沿っていないと思うが、どう

20年、その間に自治会長を13年、退職してから民生委員を13年、これでも表彰は受けら

れないようになっています。こんなケースこそ、 「その他市長が認めるものj といった

ものを置き、そこで表彰きれるのが常識だと思うところです。それが全くできないよう

な極めて厳格な基準がひかれ、大きな欠点となっていると、私は考えます。弾力的に運

営できるようにしておくべきだが、弾力のない、カチカチの条例、規則だと思います。

選挙を戦う市長だとはいえ、市長の裁量で、表彰できる場を持っておいていいと思いま

す。

質問16、この表彰条例と規則は、表彰基準が厳格で例外が認められていないと思うが

どうか。

質問17、 「その他市長が認めるもの」といった条項をつくることはできないのか。

最後に名誉市民条例の制定について、申し上げたいと思います。名誉市民の制度も、

表彰制度と関連すると考え、通告しておきました。ここに「武蔵野市名誉市民条例jの

コピーがあります。市政図書室でコピーしていただいたものですが、この条例の目的は

第 1条として、 「この条例は、広く社会・文化の進展について功績のあった者に対し、

その功績を讃え、市民敬愛の対象とし、もって武蔵野市における社会・文化の交流に資

することを目的とする。」とあります。そして「武蔵野市に居住する者、もしくは居住

していた者で、公共の福祉を増進し、学術・技芸、その他広く社会・文化の振興、また

は地方自治の進展に寄与し、その功績が卓絶であり、市民の尊敬を受けるものに対して

は、この条例の定むるところにより、武蔵野市名誉市民の称号を贈る」となっています。

この名誉市民の制度は武蔵野市以外でも、この三多摩に幾つかあるようです。青梅市

の名誉市民に吉川英治、三鷹市で武者小路実篤、山本有三がなっていると聞いています。

この名誉市民の制度を取り入れ、 「日野市名誉市民条例」を早急に制定していただくよ

うお願いしておきます。

質問18、三多摩26市においての名誉市民条例の現状はどうか。

質問19、日野市において、今まで名誉市民条例を検討したことがあったのか。

質問20、日野市名誉市民条例をつくる考えはないか。以上です。よろしくお願いしま

す。

か。

0副議長(中山基昭君) 一ノ瀬 隆君の質問についての答弁を求めます。

総務部長。

O総務部長(山崎 彰君) 20項目にわたりましての御質問でございます。あるいはと

思し、ますが、逐次お答えしていきたいと思います。

次に移ります。この条例、この施行規則が、他の条例などと違う点と思われるものは、

表彰基準などにおいて例外を全く認めていないところだと思います。例えば、市職員を
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まず日野市の表彰条例は、 54年に全部改正をいたしまして、できたものでございます。

これはこ この、この表彰条例の中に流れます考え方といたしましては、それは公平な取

り扱いをするということが一つでございます。そしてこれをもとにいたしまして、年数

とあるいはいろいろの分野のそれぞれのものを、施行規則にゆだねたという形でござい

ます。そうした中で、今御質問ありました幾つかの問題点はあるかと思いますが、それ

らにつきましては逐次御回答していきたし、と思いますが、まず最初に再表彰でございま

すが、御指摘になりましたように、表彰条例第4条では、再表彰はこれとこれができま

すよ、ということをうたってあります。それはどういうものかと申しますと、 「発明・

研究功労者」でございます。これが第 2条の 4項でございます。それからもう一つは、

第2条の 5項と言っているのが、 「徳行に関するものj一一世に言う善行でございます。

こうした方々に対しましては、表彰を受けた者でも再度表彰を行うことができるという

ことでございます。

それでは、今最初にお答え申し上げました公平性というところからいきますと、先ほ

ど例を引かれまして、議員さんが求めました市議会議長さんだとか、市議会議員さんと

いうものが、再度表彰に値しないということになりますが、それは自治功労であれ、農

林水産功労であれ、消防功労であれ、同じレベルの同じ表彰であるという観念に立った

ものが、この表彰条例の行き方であり、それが流れているというふうに、踏んでおりま

す。そうした中で、どれを取って、こちらが一一地方自治功労が一番高いんだと、そう

した、例えばですよ、というようなそういう考えを持っていないということを、ひとつ

お認め願いたいと思います。そうした格差をつけないということでございます。

それからさらにこの条例以外の再表彰を行わないんですが、過去に10年ですね、市制

施行10年、あるいは市制20周年というところにおきましては、市制施行記念表彰として、

これは特別にこの表彰条例とは別にですね、 10年間の期間を設けましての要綱をもちま

して、そしてこれを制定し、そして特別功労者として表彰し、あるいは感謝状を贈呈し

たとし、う経過でございます。そうした点で、のその人たちの表彰の仕方も今までは、行っ

てきました。

それからもう一つ、この再表彰につきましては、過日の一一一ことしの表彰審査会にお

きましても、意見が出まして、今御指摘のような事例もありまして、再表彰できなし、か

というような御質問、御下問がありました。これらにつきましては、なお検討はします

ということにしております。ただし、今流れるその考え方というのは、そういうことで

不公平のない、どの表彰をされても同じものである、同じ取り扱いであるというような
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公平のものだという ことが、この表彰条例の中に流れる本流であると、私は解釈してお

ります。

それから次にそうしたことで、 1番から 3番までの再表彰を奇異に感じるというよう

な点、それから再表彰を重複がなければ、再表彰を行えるとしたらどうかというような

御意見、あるいはそれに対する弊害というものがありますが、今三つを合わせまして、

御回答させてもらいました。

それから次の労働者に対しての表彰ということでの御質問でございますが、まず私立

保育園におきます保母さんが20年で表彰を受けます、市立の保育園においては、 25年と

いうことでございます。それは5年間の差があります。それから次の質問でございます

が、一般の病院の看護婦さんはやはり25年で無条件で表彰されている、市の市立病院の

看護婦さんはどうなのかとしヴ御質問でございます。それから「労働精励功労Jで20年

で表彰される苦労の多い、危険度の高い職種、そうしたものについての配慮は、市の職

員といえどもないのかというような御質問です。それから学校教育功労におきまする、

それらの表彰の仕方、そしてさらに 8番目で、市職員の勤続へ特別の配慮、は全く考えら

れないか。というような御質問でございますが、これらにつきましては、一括しまして

市の職員ということでございます。市の職員につきましては、 「地方自治功労」という

ところで、 25年という一つの枠がございます。そうした中で今御指摘のように、危険度

の高いととろ、あるいは非常に苦労の多い看護婦さん、あるいは保育園の保母さんとい

うような方には、もう少し視点を当ててもらったらというような御指摘でございます。

それは言えると思うんですが、やはり我々公務員でありますので、職種はともかくとい

たしまして、市の職員であるという一つの身分でございますので、事務をやったから25

年、それから非常に危険度の高い職種であるから15年というような差別をなくして、や

はり市の職員であるということで、 25年ということの表彰を、今までも続けてまいりま

した。で、やはりここに流れる問題点としましては、我々公務員は、やはり市民に奉仕

する、サービスする精神であるという点からの、こういった一つの枠組みがこの当時検

討されたので、はないかと、これは推測でございますが、私は思っております。そうした

意味合いにおきまして、職員におきましての職種別ということは、ちょっと今のところ

考えて、この条例のとおりでよろしいんではないかというふうに思っておりますが。

次は中小企業の育成というところで、経営者には25年で表彰されるが、農業経営者が

これに含まれていないという御指摘でございます。私もまだ一一総務部長になったとき

これ初めて受けたんですが、ちょっとそのときにやはりそういうふうな感じを持ちまし
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た。しかし、よく読み返して、別表ですね、あれしますと、決して受けられないという

ところではありませんで、これらにつきましてはこの「農林水産功労Jというところで、

15年以上というような枠組みがあります。さらに団体の長だとか、あるし、はこのほかに

20年以上通算いたしての経験があればというようなことで、ここに一つのその該当項目

があります。こうしたものが生かされていけば、あえて農業経営者だからというところ

のこの文面、文言で云々ということで、それが失格になるとかし、うことはないんじゃな

いかというふうに思っております。また、それはできるはずです。

それから次が学校教育の功労につきましてでございますが、ここで2点ばかり御質問

がございました。私立学校の教員の表彰の実績はどうかということでございます。これ

につきましては、実績でございますが、過去におきまして4名、これは54年度に4名で

す。学校長、あるいは設置者、あるいは教員の方というような方です。それから59年に

おきまして、設置者1名が表彰されております。それではこれを市立の、私立じゃなく

公立の小中学校にこれを適用できないかということでございますが、これにつきまして

も、恐らくこの当時検討されてこれが、この文言が入らなかったのではないかと思われ

るのは、東京都の方で義務教育の公立の先生方につきましては、身分が東京都であると

いうところから、東京都の表彰条例の方に入っております。これは毎年、東京都でもお

やりになっておるようです。そうした中で、の考え方から、これがそういうふうに市の公

立学校の先生方は東京都、そしてそのほか市内におられます私立学校の先生方の表彰を

ここでやっていこうというふうな考え方であると思います。

次が年齢別の件でございますが、確かに今御指摘のありましたように、年齢別、最初

はなかったと思いますが、 60年に改正附則をしまして、ここに55歳の女の人は50歳とい

うことが備考欄のここに載っております。こうした、この考え方が導入されたし、きさつ

というのは、確かに若い方が表彰される、これも結構なことでございます。それととも

に、表彰というものの重みというものからいって、このような年齢が挿入されてきたと

いうふうに、私は聞いております。そうした中で、の今御指摘の男女の違いということに

つきましての考え方は、また検討させてもらう必要があるんじゃないかと思っておりま

す。

であると思います。それから54年度にこれが全両改正されて、その当時から出てきてお

りますが、この日野市の条例というのは、非常にほかの市に比べて綿密で、そしてしっ

かりしたものであるというふうに、私は受け止めておるし、また前につくられた方々は

そのようにおっしゃっております。そうした中で、やはり表彰というものの難しさとい

うものが、あったと思います。そうしたものを参考にしてこういうふうになってきたと

思し、ます。やはり一番最初に流れますのは、その公平性、表彰の、というような考え方

ではないかと思います。

それから「その他特に市長が認める者」とし、う条項では、何とか救えないかという御

質問でございますが、施行規則の第10、最後のところで、この規則に定めるもののほか

必要な事項は市長が定めると、別に定めるとなっておりますので、これはそれを生かし

ていけばまたある程度なるのではないかというふうに、思っております。御質問の要旨

は、恐らく「その他市長が認めるもの」ということは、条例にこれを挿入した方がよい

のではないかとしヴ御質問かと思いますが、検討させてもらいたいと思います。

それから名誉市民条例でございますが、名誉市民条例は、今武蔵野さんの例を引かれ

ましたが、確かに26市中、 10市がございます。それらのところで名誉市民条例が出てお

ります。それはそうしヴ現状でございますが、これについての検討ということでござい

ますが、先ほども申し上げましたこれはまだ、これからその御意見については、検討し

ていきたし、と思います。 ただし、今言いましたように、日野市の条例は非常に厳格であ

り、それから立派なものではございます。それに屋上屋を重ねるということはできない

んじゃないかというふうに、私は思いますが、また名誉市民条例というのは、性格の違っ

たものでございますので、それらはまた今後検討させてもらいたい。

全部のお答えしている一一ーしていないかもわかりませんが、ありましたら、また御返

答します。これで終わります。

0言IJ議長(中山基昭君)

018番(一ノ瀬隆君)

りがとうございます。

お答えの中には不満なものが幾つかあります。また「中小企業功労」と「農林水産功

一ノ瀬隆君。

全部で、20聞にわたる質問を丁寧にお答えいただきまして、あ

次に蝉力性とし、うことで、この表彰条例が規則も合わせまして、非常に厳格であると、

もう少しゆとりのある一一ーゆとりと言いますか、例外的なものは認められないかという

ことでございますが、こういう表彰というものは、とかく拡大解釈をしますと、非常に

大きくなるということであります。むしろ、日野市の厳格性の中から、考えていくべき

労」の中での、差別があるというのが、よく読んでみるとないということでありますけ

れども、私にはよくわかりません。言えることは、そうだとしたらこの文章は十分でな

い。直すべきだというふうに、感じるところであります。

それから再表彰について、平等であるという立場でもって、再表彰はやらないんだと

ハ。
門

i
Q
ム -277-



いうようなお答えでしたけれども、そういうことであるんだとしたら、表彰状の内容を

従来のものから、変えなければいけないのではないか。日野市民の名において、表彰し

ますということでその具体的な内容は触れるべきではないと思います。例えば先ほど例

に出しました高橋道夫前議長の場合、農業用水での表彰だと聞いておりますけれども、

それに対して表彰しますということが、表彰状に書かれてあるわけです。それがも し、

高橋前議長がそういう表彰を受けなかったとしたら、今度の場合、市議会議長という名

前は載らないでしょうけれども、日野市議会議員ということで、長年御苦労様でした、

ありがとうございましたという内容のものが、載るはずですから、どう考えたって後者

の方がよく思うのは人情だと思うし、前議長も不満だと思うわけであります。繰り返し

ますけれども、平等ということで再表彰しないということだったら、市議会議員として

ももちろん書かない。農業用水という言葉も入れない。ただ、 Tこだ市民としてあなたの

功績に対して表彰いたします、それだったらわかりますけれども、またそんな表彰状な

んてないと思います。したがって、私が先ほど主張したように、これは検討すべきだと

そう思います。

それから都の問題、国の問題がありましたけれども、森田市長は常々言っています。

国の表彰よりも、都の表彰よりも、日野市のこの民主的な表彰が一番立派なんだ、一番

価値が高いんだ、と言っております。そのことを考えたら、日野市民の表彰するに価値

あるものへの表彰は都で、ゃったから、国でやったからし巾、ということは言えないと思い

ます。市でやるべきだと思います。多くの回答の中から、その点だけを、以上の点だけ

を申し上げておきたいと思います。表彰条例の再検討に、あるいは名誉市民条例の制定

も含めて、市長の前向きの発言がいただければ、幸いであります。よろしくお願いしま

0副議長(中山基昭君)

O市長(森田喜美男君)

市長。

表彰ということは、かなり難しい一つの仕事と申しましょう

条例は、市民の生活と文化に貢献をした、こういうことが基準になっておるわけであり

まして、文字どおりその趣旨に該当すれば、どなたでも該当できるということで、なっ

ていたと思います。ただ今のこの推薦を決定する仕組みは、まあもちろん行政組織の中

からも物色、探す一一一漏れがないようにするということは行うわけでありますけど、も

う一つ市民の団体なり、あるいはいろんな推薦の情報をいただ く方法で、まず該当者を

求める、こういうことが順序になっておりますので、必ずしも網羅し得ているというふ

うには、あるいは欠けている部分もあろうかと思っております。

また条例制定の際、あるいは議会で御質問をいただくときにもお答えをいたしており

ますが、本来の当市の表彰条例は、なるべく市民の中から情報をいただしそしてみん

ながなるほどと思う方が該当をされるということが、一番よろしいと思っているわけで

ありまして、その目標に当てて、まだまだ改善すべき余地は多々あるに違いない。つま

り完壁、完全なものではもちろんないというふうに申し上げておるわけであります。ま

た、当然、一番直近の年次で該当されるのが趣旨ではありますが、 1年おくれ、 2年おく

れであっても、それが特に失礼に当たるようではいけないわけでありますけど、そうい

う預かり方も可能でございますので、落ちてしまった、遺棄をしたということは、なる

べくならない、そのように取り扱うべきだと思っております。

市民の生活と文化に貢献をされたと、こうし、う本来の趣旨でありますから、それに該

当すれば、まさにそれでよろしいわけでありまして、これまで例えば農業をおやりになっ

ておられる方、それから商庖をなさっておられる方、この方々でも、その道一筋に地域

社会に一つの生活の、まあ立派だというふうに考えることのできる方ならば、それで該

当していただける、むしろそういうふうに考えたいわけであります。その中でも特に例

えば農業の場合には、農産物展などに毎年出品をされて、また入賞をされたというよう

な方は、篤農家と言いますか、その道の努力家ということになるわけでありますから、

一層意味が大きいというふうに思っております。

全体の奉仕者となるべき地方公務員、あるいは各級の公務員、これは果たして該当さ

せることがし、いのか、どうなのか、私もなお疑問には思っておりますけど、なるべくな

らば公とか官とかということに関わらない立場の方が、少なくも第一線の該当者である

というふうに考えるべきではないかと、このように今思っております。それがまた条例

改正をした趣旨にもなっておるわけでありまして、年齢のこと、あるいは例に出されま

す名誉ある方を別の功労の趣旨で表彰しているというようなのがあるわけでありますか

ら、そういう意味であまり若いと、つまり30代ぐらいですと、これからなおなお、いろ

す。

か、そういうことを感じるわけでありまして、表彰が市民の方から、権威を持ったとい

う形で認められるということが、まず大切でございますし、それから受けられた方も名

誉として感じていただく、こういうことが一番大切だと思います。そしてしかもなおど

なたでも、なるほど表彰に値すると、尊敬できる、あるし、は異論がないということでな

いと、疑義を生ずるようではまたこれ因ります。

地方自治体として、日野市が今日持っております表彰条例は、かつてはどちらかと言

うと、 表の名誉職におられる方々を対象にする性格が強かったわけですが、今日の表彰

。。
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いろな貢献のある方を若い間で該当させてしまったんでは、かえって失礼になる場合も

あろうかと思っております。

それから婦人と男性を分けるときとは、いいことではありませんが、やはり社会的な

活動から言いますと、男性の方が割合長く現役期間が多いというようなこともあろうか

と思って、多少配慮、したわけで、すが、今後は改めるところは、改めていきたい、このよ

うに思います。

まあたくさん質問をいただいたわけでございますが、要するに確かに該当者を漏らし

てはいけない、このことは大切でございます。それから、比較的公務員とか、全体の奉

仕者とかし、う立場で役織を務めるものよりも、地域社会でー市民として頑張っておられ

る、働いておられる、こういう方をむしろ敬意を表する意味でもよりあつくと言います

か、広く、視野に置いてこれに該当していただければ、幸いだとこう思っております。

したがいまして、名誉市民という考え方は一面大変結構だと思うわけでありますけど、

青梅市が吉川英治さんを名誉市民にするとか、武蔵野市が北村西望さんを名誉市民にし

たとかし、ぅ、日本というよりも国際的にあるいはノーベル賞をもらったような方までひっ

くるめて、その地域の自治体がそういう礼を遇するということも意味があろうと思って

おりますけど、どちらかと言うと、選挙や政治戦で、やっぱり現役で振る舞っている者は、

これは相当期間がたたないと、その功罪はあらわれてこない、評価は出ないということ

もあろうかと思いますので、よそにありますような市長を(i名誉市民第一号だよ」と

呼ぶ者あり)指名するというようなことは、むしろ私は避けた方がいいのではなし、かと、

こういう考え方が強いわけであります。まあ、人の評価をするということは大変失礼で

もありますし、難しいことでございますので、いろいろな角度から御意見を伺って、よ

り、少しでもし、し、内容のものにしてし、く。そして市民の方から、日野市の表彰は権威が

あると、また名誉が得られる、こういうふうにとっていただけるようなものにする必要

があると思っております。長い人生の方に前半と後半ということもあり得るこ とであり

ますので、日野市のその表彰をされた方が、あるいは不名誉な出来事が起きたなんとい

うことになると、これまた因ることもあろうと思いますので、一定の年齢ということは

やはりあっていいんじゃないかと、こんな感じもいたしております。

質問の一ノ瀬議員の趣旨もよく我々もわかるわけでございますので、御指摘の点も十

分判断に加えまして、一歩でもし、し、内容に今後とも努めていきたし、と、このように思っ

ておることをお答えとさせていただきます。

0副議長(中山基昭君) 一ノ瀬隆君。
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018番(一ノ瀬隆君) どうもありがとうございました。

名誉市民条例をつくったら、第 1号は森田市長ではないかというような不規則発言が

ありました。私もそう思ったんですけど、あえて言わなかったわけです。そう言ったら

市長は、いい返事が、いい回答が出せるはずがないと思ったからです。そんな不規則発

言もあって、これについては非常に消極的ではありますけれども、森田市長、自分のこ

とは全く考えずに、ぜひ検討していっていただきたい、制定していただきたし、と、私は

重ねて要望しておきます。

表彰条例全般についてもぜひ検討していただきたし、。それには私の発言、私の質問を

参考にしていただければ、非常にありがたし、と思います。先ほどの発言の中でも言いま

したが、検討して改めることになり、新たに表彰すべき方が出てきたら、でき得る限り

遡及していただきたい。さかのぼって表彰していただきたいということをつけ加えまし

て、私の質問を終わります。

0副議長(中山基昭君)

ます。

これをもって 6の 1、表彰条例を再検討せよの質問を終わり

続きまして6の2‘農業共済事業を一部事務組合で充実させよの通告質問者、一ノ瀬

隆君の質問を許します。

018番(一ノ瀬隆君) 続けて質問さしていただきます。

都市農業の発展には、さらに力を入れてし、く必要があると思いますが、そのためには

農業経営のための保険制度である農業共済制度は欠かすことができず、ますますこの制

度は重要になってくると思います。それにしても、この農業共済制度の農業共済事業の

引き受けは、農業人口の減少に伴って、年ごとに少なくなっています。 9月定例会の中

での特別会計決算委員会で、農業共済の加入者の減少の状況を見ることのできる資料を

要求し、後になってそれを見ることができました。私の計算によりますと、日野市で10

年間で農作物引き受け面積は、 62%に減少しています。これは、八王子市では53%、町

田市では56%、稲城市で52%と、それぞれ10年間で大きな減少となっています。減少し

たといっても、この共済をやめるわけにはいかないと思います。加入者、利用者、引き

受け面積が少なくなれば、必要経費は割高になり、やりにくくなるはずです。そこで、

同じように農業共済事業の加入が少なくなっている近隣の市と一緒にやる。それには一

部事務組合をつくって、この事業の運営をするのがいいと考えてきました。私は予算委

員会や決算委員会で、農業共済一部事務組合での運営を検討するよう、発言してまいり

ました。監査のときにもその話をしています。そろそろ決断の時だと考え、質問に取り
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上げた次第です。早速質問をいたします。

質問 1、農業共済事業の小規模である現状をどう考えているか。

質問2、一部事務組合の発展について、いかに検討されてきたか。

質問 3、農業共済事業を一部事務組合で充実させる考えはあるか。

質問4、組合をつくるとしたら、近隣市としてどの範囲でやるつもりか。

質問 5、組合をつくるとしたら、時期はし、つに考えているか。

質問6、農業共済事業を一部事務組合で運営するようにしたとき、いかなる利点を生

み出せると考えているか。以上6点を質問させていただきます。

0副議長(中山基昭君) 一ノ瀬 隆君の質問についての答弁を求めます。

生活環境部長。

0生活環境部長(坂本金雄君) 農業共済事業を一部事務組合化して充実させよという

6点の御質問がございました。初めから一括して答弁をさしていただきたし、と思います。

農業共済事業は農家が掛け金を出し合いまして、共同で準備財産をっくります。そし

て災害が発生したときに、共済金の支払いを受けまして、農業経営を守るとしろ、農家

の相互扶助を基本とした共済保険の制度でございます。農業はほかの産業と違いまして、

自然条件に依存することが大きししたがし、まして災害は予期しないときに、場合によっ

ては極めて広範囲に発生する特性があることから、国も多額の財政負担をしているわけ

でございます。当市でもこの農業共済事業は、農業災害補償法に基づきまして、農作物、

家畜、園芸施設の 3つの事業を農家の保護政策として実施をしているところでございま

す。しかしながら、ただし、ま御質問の中にもございましたように、日野市の農業共済事

業の引き受けの実態を見ますと、園芸施設共済を除きましては、減少の傾向にございま

す。これは御案内のとおり都市化の進展とか、水田利用再編対策などによって、農地が

減少していることが、主な理由でございます。

で、私どもはこのままの状態で、推移していきますと、事業基盤がどうしてもこう脆

弱してしまうのではないか、このように考えているところでございます。御質問の中に

もございましたように、一部事務組合化への御助言につきましては、決算審査の折りに

もございました。また東京都内の各地の一部事務組合化の調査もいたしました。島を除

きまして、都の組合の結成を見てみますと、東京都特別区農業共済組合、これは園芸施

設に限っておりますけれども、練馬区、江戸川区が中心になって行われております。さ

らに西多摩農業共済組合、これは青梅を中心といたしまして、秋川、福生の両市、並び

に周辺の町村が加盟をしております。
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3番目に三多摩農業共済組合、これが武蔵村山市を中心に、 8市で形成をされており

ます。さらに、北多摩中央農業共済組合、これは府中を中心にいたしまして、 7市で結

成されておりまして、この組合が一番最近に結成されたものでございまして、 58年の10

月でございます。このころから、残されたのは、南多摩地区だけだ、南多摩地域でも組

合結成の動き、あるいは必要性、こういうことが担当者の間で話題になりました。そし

て農業共済事業運営検討会という事務レベルの検討機関を関係市で、つくったのでござい

ます。その後、 61年の 9月に、この共済事業運営検討会で検討されたことを持ち寄りま

して、今度は地区の懇談会を設立しよう、こうし、う会合が持たれました。検討の結果を

踏まえまして、いろいろ協議，討論をしましたが、その場に出席をいたしました全員が

この設立に賛同したのでございます。この地区懇談会というのは、本年の 8月にかけま

して、結成されてから 3回ほど会合が持たれました。いろいろな角度から検討を加えま

して、南多摩農業共済一部事務組合設立計画というものをまとめたのでございます。

そして本年の10月23日、南多摩地区合併推進協議会という会が開かれました。この会

は関係市、すなわち八王子、町田、日野、稲城の各市長さん、それから南多摩地区農協

協議会長、東京都農業共済組合連合会長、さらに南多摩経済事務所長の7人が推進協議

会の委員でございます。そしてこの委員のもとに幹事会が置かれまして、この幹事会の

構成メ γバーは、各市の農業共済事業を担当する課長、係長で構成をされております。

委員と幹事会の機能別の分担につきましては、合併に必要な事柄をいろいろ協議し、ま

とめるのが、幹事会の役目でございます。そのまとめられた資料をもとにいたしまして、

判断あるいは決定をするのが、 7人の委員さんでございます。こういう役割分担のもと

にこの推進協議会が開かれております。

この推進協議会には各市の市長さんが入ることは今申し上げ、たとおりでございますけ

れども、八王子、町田、日野、稲城の市長さんでございますので、この組合の構成市は

八王子市、町田市、日野市、稲城市の4市になりまして、事務組合化する目標を昭和64

年の 4月1日に置いてございます。

現在の農業共済事業が一部事務組合化されますと、いろいろな利点が考えられますけ

れども、まず事業の地域と事業の規模が拡大をされます。この共済事業は一種の保険制

度でございますので、規模の拡大によりまして、ある程度のリスクは分散されます。そ

れから事業量が僅少でも各市の共済事業が実施できるとし、う利点が考えられます。今、

日野市では共済事業の中で、果樹共済が行われておりませんけれども、事務組合化され

ますと、果樹共済も当然、行われるようになろうかと思います。
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それから少ない事務量を各市で同じように、同じ人聞をそろえてやっているというこ

とを統合いたしますと、事務作業が非常に効率的になり、能率がアップし、したがし、ま

して財政の負担が少なくなってまいります。

それから事業基盤の整備、強化が図られますから、効率的な事業運営がなされる。こ

ういうことが一部事務組合化によって生まれる利点であると、私どもは考えております。

O副議長(中山基昭君) 一 ノ 瀬 隆 君。

なお質問時間は 3時34分までです。

018番(←ノ瀬 隆君) 八王子、町田、日野、稲城との4市で農業共済一部事業組合

を結成し、昭和64年4月1日より発足させるよう準備を進めていくという、お答えでし

た。八王子、町田、日野、稲城と言いますと、旧南多摩郡から、多摩市がはずれていま

す。多摩市はどうしTこんだろうということ、当然疑問が起こってくるはずでありますの

で、この点だけをお答えいただきたいと思います。

0副議長(中山基昭君) 生活環境部長。

0生活環境部長(坂本金雄君) 当初事務レベルで一部事務組合化を話し合っておりま

すときには、多摩市も当然加入していただくと、こういう線で話し合ってまいりました。

しかしその時点で、もうすで、に多摩市は農業共済事業を行っておりません。多摩市の表

現を借りると、共済事業を休んでいると、こうし、う表現になりますけれども、休んでい

るかわりに多摩市では、損害があった場合には、多摩市独自の補償法によりまして、そ

の補償をしている。そういうことから、多摩市の加入は大変難しい問題と考えていたわ

けですけれども、先ほどの答弁の中にもございました本年10月23日の会議ですね、推進

協議会には正式に多摩市から加入しないと、そういう御返事をいただきましたので、 64

年4月からは、八王子、町田、日野、稲城の 4市で発足するように、準備を進めており

ます。

0副議長(中山基昭君) 御異議ないものと認めます。

よって暫時休憩いたします。

午後 3時25分休憩

午後 4時47分再開

0議長(黒川重憲君) 休憩前に引き続き会議を開きます。

お諮りいたします。議事の都合により、あらかじめ会議時間の延長をいたしたし、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議長(黒川重憲君)

決しました。

お諮りいたします。ただいま議案第132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が提出されました。

御異議ないものと認めます。よって会議時聞を延長することに

この際これを日程に追加し、議題といたしたいと思いますが、これに御異議ありませ

んか。

0副議長(中山基昭君)

018番(一ノ瀬隆君)

問を終わります。

O副議長(中山基昭君) これをもって 6の2、農業共済事業を一部事務組合で充実さ

せよの質問を終わります。

一ノ瀬隆君。

( I異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(黒川重憲君) 御異議ないものと認めます。よって本件を日程に追加し、議題

とすることに決しました。

これより議案第132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132号、日野市一般職の職員の給与に関する条例のー

部を改正する条例の制定について、提案理由を申し上げます。

本議案は、日野市一般職の職員の給与に関する条例第16条に定める12月に支給する期

末手当、 100分の197を100分の195に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、よろしく御審議、御決定の

ほどお願し、し、たします。

0議長(黒川重憲君) 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) それでは議案第132号につきまして、御説明申し上げます。

この条例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条例の制定でご

ありがとうございました。円滑な組合への移行を願って、質

お諮りいたします。議事の都合により、暫時休憩をいたしたいと思いますが、これに

御異議ございませんか。

( I異議なし」と呼ぶ者あり〕
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ざいます。お手元の議案書の 2ページ、 3ページをお開き願います。今回一部改正をい

たしますのは、第16条第2項の数字でございまして、 100分の197を、100分の195に改め

るものでございます。

それから附則につきま しては、この条例は62年12月1日から適用する ものでございま

す。

それから支給日の特例といたしまして、 62年12月期の期末手当及び勤勉手当に限り、

その支給日は、第16条第 1項及び第17条第 1項の規定にかかわらず、昭和62年12月17日

とするということで、 17日が支給日ということでございます。

次のページの4ページ、 5ページでお聞き願いたいと思いますが、第16条でございます

が、期末手当でございます。期末手当の額を傍線を引きました旧条例では100分の197で

ございます。これを100分の195に改めまして、これに乗じた金額で支給するということ

になります。よろしく御審議のほど、お願し、し、たします。

0議長(黒川重憲君) これより質疑に入ります。古賀俊昭君。

024番(古賀俊昭君) ただいま上程されました職員の皆さんの12月のボーナス、期末

勤勉手当の議案について、全協では多少のやりとりもありましたが、もう一度確認の意

味を含めて、質問させていただきます。

先ほど奥住議員の方から、毎年繰り返されるこうした夏、冬のボーナスの時期での違

法なストライキについて、質問がございました。私も全く同感でございます。そのとき

の労使の力関係で押し合い、へし合いしながら、ボーナスの額が決定をしてし、く。まさ

に先ほど御指摘のとおり、前近代的な交渉の形態であるというふうに思います。今回も

先ほどの総務部長の全協での説明では、再び違法なストライキがまたしても繰り返され

たということでありますが、昨年も、私、同じ質問をさせていただきました。つまり、

こうした職員組合の主導による違法な職場放棄、これに対して、市、いわゆる市長は、

どういう対応をとってきているのか。市民に多大の迷惑を与える、しかも地方公務員法

等に反する、違法行為を放任し続けている責任は重大だと思いますが、今回の一連の交

渉の中で、市長はどういう対応を市の総責任者としてとってきたのか。その辺昨年のこ

の議会でのやりとりもありますので、この辺を踏まえて御回答お願いをしたいと思いま

す。

が出まして、それからもし回答がない場合、あるいは不満足なものであるならば、この

ような座り込みをしますとか、あるいは何日に、何時間のストを構えるというような通

告は、その間際になりまして、入ってまいります。それで、私どもは直ちに組合の幹部

を呼びまして、それらに対する警告、あるいは文書でというような形での対応の仕方を

しております。これが言われる恒例化的な悪い意味のそういうものになってきていると

いう ことでございますので、そうし、うことは前近代的であり、もうすべきではないとい

うことで、奥住議員からの指摘もございます。そうした中での反省を含めながら、今ま

でもそうした説得と言いますか、そういうものを強くして、またやってまいりました。

時聞をかけました。今回も 2度ばかりそうしたことで、 警告も発してまいりました。そ

れが一つの力関係ということでございまして、このような座り込み、あるいはストライ

キというようなものを、実施をさせてしまったとしヴ経過でございます。十分に今後と

もそうした労使慣行をよくしながら、、信頼関係を結びながら、そうした古い形のやり

方というものは、これは当然やめていくべきであるということは、再三一一こうした団

体交渉を持つだけでなく、常に行われておりますいろいろの事務折衝ゃそうした場合に

おきまして、私をはじめあるいは市長が直接三役とお会いしたとき、あるいは職員課長

が事務サイドでそうしたものを警告なり、そうしたことを説明をして協力を呼びかけて

いるわけでございます。今だにそれらがただ口頭だけのものであって、実現しないとい

うことは、非常に私としても切歯拒腕するわけでございますが、何か今後ともさらに向

かつて、努力が足りませんので、やっていきたいと思っております。

0議長(黒川重憲君) 古賀俊昭君。

024番(古賀俊昭君) もう一度総務部長の方に確かめたいと思いますが、今回の職員

組合の違法な争議行為というのは、 11月に入って要求が出た後、どのようなことが行わ

れたのか、時間とそれから違法行動の具体的な違法行為の内容について、もう一度この

場で確認をしておきたいと思いますが、昨年は、市長はこの本会議場で、警告をしてい

ると、しかし市民に対する迷惑はさほどないようだとしヴ 、非常に気楽な答弁をしてお

られました。私は文書で注意を促し、そしてそれをなおかつ無視をしてそうした市民に

迷惑を与える、違法な行為が行われた場合には、やはり毅然とした対応を示してもらし、

たい、ということをお願いをしたわけですが、今回の組合の、職員組合による違法な争

議行為については、一切処分等の内容での対応を考えていないのかどうか。市長にお尋

ねをいたします。

0議長(黒川重憲君) 市長。

0議長(黒川重憲君) 総務部長。

0総務部長(山崎 彰君) それでは、私の方から御回答いたします。

昨年も強し、御指摘をいただきました。そしてこの違法につきましての、まず組合要求
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0市長(森田喜美男君) まあ前近代的な、いわゆる闘争という言い方の行為を経て、

物が決まるとし、う経過はまことに遺憾でありますし、いつまでもこうしづ状況が改まら

ないということは、残念でもございます。相当年数前から比較しますと、大分改まって

きた商もないわけではありませんが、まだ違法行為に依存をする形で物を解決しようと

いうことは、我々の、何と言いましょうか、当事者能力の欠落する面も多々あるという

ことも反省をしなければいけないと思っております。よその市のことを言ってそれで是

認をされるべき事柄でもございませんので、やはり自分たちの能力の範囲をより説得力

を持たせて、対応し、また市民の信頼をいただくと、こういうふうにやってまいりたい

というふうに、常々考えているわけでございます。今後も努力をいたしたいと、しなけ

ればならないと、このように感じております。

処分ということにつきましては、一定の時聞を取り過ぎておるとする場合には、カッ

トだけはいたしますが、あといわゆる不当行為であるということを十分認識をさせると、

そういう努力でおるわけでありまして、処分というふうには、まだ至っていないかもし

れません。ただ処分に近い状態で、警告をしたり、そういう措置はとっておると、こう

いうことでございます。

0議長(黒川!重憲君) 古賀俊昭君。

024番(古賀俊昭君) 私は、市長にお答えいただく前に、総務部長の方から御回答が

あると思っておりましたが、具体的に11月の20日に、組合の方からの要求が出されたあ

と、具体的にどのような違法な争議行為が行われたか、その内容をここで述べていただ

きたいということをお尋ねしたんで、すが。

0議長(黒川重憲君) 総務部長。

0総務部長(山崎 彰君) 失礼し、たしました。具体的には、 12月4日2時間ストを通

告受けましたんで、すが、これが 1時間ストに変わりました。そして8時半から 9時10分

までの聞に、 40分ですね、 40分ぐらいのところで集会をしまして、解散したという経過

でございます。

これに関係した職員が、今集計しましたところ、 855人でございます。そのほか、座

り込みにつきましては休暇を取りまして、午後それぞれ 1日から 3日間、 3日まで、約

70人ぐらいが、ここに参加して市長室の前に座り込んだという経過でございます。

( rまだあるじゃない、 27日は」と呼ぶ者あり)はい、 27日の29分ストです、これは371

人ということでございます。この数字は賃金カットには及びませんが、一応29分以内と

いうことで、 371人になっております。やはり、職場を放棄したものでございます。
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0議長(黒川|重憲君) 古賀俊昭君。

024番 (古賀俊昭君) 私も何度も同じことを言っているんですが、賃金カットという

のは、処分ではないということなんです。(動かなかった時間に対して、給料が支払われ

ないというのは、当たり前のことなんですね。いわゆるノーワーク・ノーベイという原

則で処分ではないんですよ。そのような労使のいろいろ交渉の衝に当たっておられる担

当の部長さん、当然御承知だと思うんですが、市長はその辺いつもあいまいにおっしゃっ

ておられます。やはりきちんとした対応というものを、何も必要以上に厳しくやるとい

うことじゃなくて、当たり前のことなんですから、その辺の自覚を持って、ぜひこれか

らも対応をしていただきたいと思います。

それから私は文書でこうしづ違法行為が構えられた場合には、市としてはまず警告を

するということが、当然行われるべきだと思いますが、文書での警告は今回されている

のか、先ほどお答えがあったかもわかりませんが、もう一度お聞きをいたします。

それから先ほど全協の席で、やはり民間のいろいろ厳しい企業の中で、労使が力をう

まく 一一ある面では合わせながら、社会に対して一定の役割を果たしながら、また会社

もまたそこで働く人たちも、共に繁栄してし、く。そして良識的な労使の関係というもの

を、すでに民間ではほぼ確立してきているわけですね。ところが、こうした倒産もない、

単身赴任もない、地方自治体においては，依然として市長自身も認めておられる前近代

的な労使交渉が、いろいろそのときの力関係によって繰り返される。朝方まで、未明ま

で、団体交渉を行う。これを前近代的と言わすe して、何と言うべきか。まさにそのとお

りだと思うんです。ですから、市長会等の決定というものが、きちんと、とれでいくと

いうことが決まれば、それが行われるような環境づくりというものも、同時に必要だと

思し、ますが、やっぱり組合の方もいま一つ知恵がないような気がし、たします。今回もい

ろいろ経過を開いていますと、まず最初に出された統一要求というものが、 3.5、そし

て決まった額が2.55、これを職場委員会で採決をしたら、全員賛成で決まっちまう。最

初から3.5なんということは、考えていないわけですね。本来これが自分たちの十分な

職場で、また仲間、いろいろな関係の人たちがし、るでしょう。その中で煮詰められ、そ

して組合が統一要求としてこれは絶対に譲れないというものを決めて、交渉に臨んだの

であれば、 3.5から2.55に後退をして、全員賛成で、これが職場委員会、組合で決まる

はずないんですよ。その辺にし、し、加減さがある、こうし、う職員組合の対応というものに、

やはり市がきちんとした姿勢をもって臨めば、何も夜中まで団体交渉をするとか、違法

ストライキが繰り返されるというようなことはないと思うんです。十分、健全な労使関
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係の確立を目指してもらいたし、。またそういうものがあれば、組合の方も実際に、例え

ば2点ですね、この今回決まった55カ月の多少上回る点を、そのライ γを出して当局と

交渉すれば、当局も私は困ると思うんですよ。しかし3.5、どっちみちこれでまとまる

つもりはないという腹づもりで、組合の方も交渉に臨んでいるんでしょう。ですから、

こうしヴ結果になる。まさに時間と体力を費やしただけが、市民に迷惑となって、振り

かぶってきている。そういうのが現実じゃないかと思います。

それから今回のストライキが行われた中で、例えば市民に最も迷惑を与えるであろう

と考えられる職場、市立病院だとか、保育園、こういったところでは、朝一定の時聞に

なれば、市民の皆さんが、これらの市の施設に来るわけです。そのときに、ストライキ

ということで、管理職だけで対応できるとは、限りませんね、こういうところは。だか

らこういう市民に直接接して、毎日の業務がシビアに行われているところに関しては、

市ももっと厳しい対応をするべきじゃないかと思います。聞くところによりますと、百

草台の保育園では、今回4日のストライキ、 1時間ストが行われましたが、このときに

代表が参加をして、全員の参加はなかったということを聞いているんですが、これが少

なくとも職員として良識ある行動ではなかろうかと思うんです。市民に直接多大な迷惑

を与える職場にあっては、市ももう少し、一般の職員の方が働いているような職場とは

違った対応、まあ警告等を含めた対処をするべきじゃないかと私は思いますが、その点

に関しては、どのようなお考えを市長はお持ちか、お聞きをいたします。

0議長(黒川重憲君) 総務部長。

0総務部長(山崎 彰君) それでは 1点目の文書の件でございますが、先ほど申し上

げましたように、ストライキの 1目前には、必ず文書でもって警告を発しております。

O議長(黒)11重憲君) 市長。

024番(古賀俊昭君) 私は百草台保育園の例をたまたま知りましたので、今取り上げ

0市長(森田喜美男君) 確かに病院、あるいは保育園、一般には定刻で診療を求めて

て、お聞きをしたわけですが、市民に直接、密接にかかわり合いを持ち、早朝から確実

にその施設を訪れる方がある。今申しましたように市立病院とか、保育園はまさにそう

した施設に当たるわけです。そういったところで、今回例えばその職場から、一一本来

ストライキに参加することはいけないんですが、全員参加をしないで、代表で誰かが行

く、後の者は業務に支障がないように、職場に残って、自分たちの職務を果たしていこ

うということで、こうした良識的な行為を選択をした人たちが、逆に例えば職員組合の

組織から、一定の何か制裁のような形で、ある対応をされる、こういうことがあっては

いけないわけです。真商自に、そして常識的に行動をとった人が、何か逆に孤立をした

り、つらい思いをしたり、そういうことが仮に起こるとすれば、それは市長にとっては

大変重大な責任が求められると思うんです。ですからそのためには、やはりまず参加者

に対する処分とかそういうことが、市長はやらない、できない、するつもりがないとおっ

しゃるなら、まず市民に直接重大なかかわりを持つ職場については、そういった違法行

為は、他の職場とはやはり異なった、ある程度の差を持った、市長の見識ある対応があっ

て、しかるべきだと思うんです。今何かはっきりしないお答えをこれしか、この程度し

か言うことがないというようなお話なんですが、その点はもう少し直接市民から、市長

に対する信頼があっていろいろな仕事を、市にお願いをしているわけです。それを一定

の責任をもって果たしてし、く市長の立場とすれば、そうし、う職場については、別の認識

を持つべきではないかと、私は思いますが、その点については、先ほどの答弁程度しか、

市長は御認識ないのかどうか。いかがでしょう。

0議長(黒川重憲君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 市民に御不便がないと言つてはし、けないと思っておりますけ

ど、今日保育園等でも以前はドアを閉めて、入れないというぐらいな姿勢もあったんで

すけど、今日ではそういうことは全くなくて、なるべく不便をかけないというととを前

提にしているということですから、かなり改善をされておりますが、私としてはそれで

し北、というわけにはいかない。もっと努力しなければならないというふうに、お答えを

しているわけであります。

0議長(黒川重憲君) 古賀俊昭君。

くる人、あるいは保育児がやってまいりますから、むしろ現場の方で、近ごろかなり対

応をわきまえたと言いましょうか、市民サービスにはなるべく欠けることのないように

しようと、そういう現場の意識も合わせてかなり改善をし、そう大きく拒否姿勢で臨ん

でおるという状況ではございませんが、いずれにいたしましても、サービスに欠けない

ように努力をするということが大切でございますので、それなりの今後一層対応に努め

たい。こう考えておるということをお答えする以外には、ちょっと今のところ答え方が

ない、こういう気持ちでございます。

0議長(黒川重憲君) 古賀俊昭君。

024番(古賀俊昭君) その点、私が今思いつきましたのは、保育園とか病院、これは

まさに市長として十分頭に置いていただいて、今後市民に迷惑や、また損害と言います

か、精神的ないろいろな負担等を与えないような、対応をやはりされるべきではないか
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と思いますので、その点お願いをしておきたいと思います。

ここで別に、組合の代表者がここにいらっしゃるわけじゃありませんので、そのこと

を取り上げて、この点を取り上げて、私から注意と言いますか、そうし、う対応をするべ

きではないかということを伝える こと も、一つのこういう議会という場の役割だと思い

ますので、組合も多少やっぱりそうしたことを考える方が、市民に対するいろいろアピー

ル効果もあるだろうし、また今日の近代的な労使関係を目指すということであれば、そ

うした工夫もぜひされるべきだと思うんです。 何かそれをスト破りだとか言って、厳し

し、対応、で臨むというような、そういうブラフを欠ける ようなことが職場の中で、職員聞

の中で行われるということは、まあ全体主義の国ならいざ知らず、こうした法秩序が確

立された国においては、まさに異常なことだと思います。そのくらいの芸がない闘争と

いう形でのボーナスを巡ってのやり取りではなくて、組合に対しでも同様のことを、私

は多少そういう点も考えた方がむしろ要求という形をと って交渉を行うならば、その方

がプラスではないかと思うわけであります。

まあいずれにしても、市がまずきちんとしたやっぱり原則を確立をする、そしてその

原則のもとに交渉ということがあって、はじめて近代的な労使関係というものが確立さ

れるというふうに思います。何かそのときのいろいろな状況によってふらふら左右する。

要求する方も、要求される側も、これが最終なんだと言いながら、これが絶対の線だと

言いながら、ふらふらしながら全然、元の数字とは違う ところで、決着をする。し、かにも

原則のない交渉を、双方とも労使間が行っているような感を否めません。ぜひ、全協で

も指摘がありましたように、時代に合った、また民間で、はとっくにやっていることであ

りますが、いわゆる当事者である労使の双方が、そうした時代の背景を十分に認識をし

て、違法な行為が繰り返され、市民に大きな迷惑を与えることがないように、一日も早

くそうした事態を脱却するように求めて、私の質問を終わります。

0議長(黒川重憲君) 天野輝男君。

06番(天野輝男君) 私もこの辺について質問させていただきます。職員の違法のス

トライキということですね、先ほど古賀議員の方から説明、御質問がありましたけれど

も、その中の何点かにつきまして質問させていただきます。

職場放棄を 4日ですか、 2度やって、 855名集まったときがありますね、 8時半から

9時40分ですか、このときに保育園の先生とか、また幼稚園の先生方も多分来ていたん

じゃないかと思うんですが、来ている事実があるのかどうか、このあたりをちょっとわ

かりましたら、教えてください。

0議長(黒川重憲君) 総務部長。

0総務部長(山崎 彰君) 4日の日の 1時間ストでございますが、この組合ストでご

ざいますが、 855人ということでございます。 これについての集計の部分、参加の内訳

はちょっと今手元に持っておりませんので、後日御報告させてもらいたし、と思いますが、

各職場からのあれも、ほとんど何人か出ておりますから、参加はしていると思います。

O議長(黒川重憲君) 天野輝男君。

06番(天野輝男君) 私このあたりに問題があると思うわけであります。けさほどは

鈴木議員の方から、職員につし、ても、学校、または地域の社会、そして子供たちをよく

するためにということで、質問がござし、ました。私はこういう中で私自身考えるに、や

はりこの権利を主張したら、通るんだという曲がった考え方は私、大変よくないと思う

わけであります。実際、私たち子供たちを見ておりまして、実際この親の行動というか、

そういうものが子供に一番影響しているわけであ ります。そしてそういう実際、子供た

ちの態度を見ておりますと、何でもこう要求したらもらえるとし、うような、実際、この

問題一一今、問題を持っている子供たちは、そう いう実際甘い考えがあるわけでありま

す。そういう中で、私は日野市、 特に公務員として、この違法なことは違法で、やって

いいことと、やっていけないということをはっきりと市長みずから、この襟を正さなけ

ればいけないと、私もこの件につき まして、去年も処分をしっかりしなくちゃいけない

んじゃないですかということを要求しているわけでありますが、この要請に、警告した

あと、たいした処分をしないで、そして終わってしまう、なれ合いであるということに

ついては、私はすごく怒りを感ずるわけであります。そういう面でぜひ子供たちの、地

域における子供たちの、健全な育成ということを掲げるならば、やはりこの職員、特に

市の職員の態度をはっきりとした、そ うし、う違法なことはやってはいけないということ

で、指導しなけり ゃならないのじゃないかということを強く思うわけであります。そう

しろ面で、市長は去年と同じような見解じゃないかと思いますけれども、今後こういう

ところから、参加した場合には、特にぜ、ひ強い態度で臨んでいただきたいと思う のです

が、市長、いかがでしょうか。

0議長(黒川|重憲君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 私も言いたいこともないわけではありませんし、ただ、堪忍

をする理由のーっといたしましては、そういう闘争の構えをエスカレートさして、余計

不信の関係に陥ってもいけませんし、それからもう一つには、やっぱり昼の勤務ですと

か、何か一定の勤務以上のことを求めている商もあるわけでありまして、それらが一時
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でもやめるということになると、また市民サービスに欠けることがありますので、そう

いうことを含めて、一方には厳しい態度で臨むべきだという感覚と、それから一方には

何とか正当な判断力で物事が処理できるようにし、たしたいと、まあ両両の感情の中でやっ

ておるということにならざるを得ないわけでありまして、そのあたりに多くの御不満が

あるということもわかりますし、また私どものある意味での苦衷も御理解をお願いしな

ければならない。こうしヴ状況にございますことを、御理解をお願いする次第でありま

す。しかしそういうことでいつまでも、一一一それをよくまあなれ合いと、こう言われる

わけでありますが、なれ合いという気持ちはないつもりではございますけど、やはりそ

ういうことがあまいと言われる面もあるかもしれません。時間もかかるわけでございま

すが、十分公務員としての本旨によく立ち返って、正常な勤務活動のできる状態を一時

も早くと言いましょうか、繰り返さないようにやっていきたし、と、こうしヴ気持ちには、

全くいろいろ御意見をいただいておりますことに、反論の余地もございませんし、その

ようにやってまいりたいという信念にも相違はございません。そういうことであります

ので、これからも全くないとは言えませんので、努力をするということで御理解をお願

いしておきたいと思います。

0議長(黒川重憲君) 天野輝男君。

06番(天野輝男君) 市長の言っていることは大体わかるわけですけれども、この26

市ですか、平均支給額が上がってしまったわけで、すね、秩川だけが条例を守ったという

ことなわけですよ。こういう中で私も先ほど種々申し上げましたように、やはりこの市

の理事者というのは、やはり毅然とした態度で、臨むということが、まず第一点であると

思うんですね。そしてやはり日野の実情をよく理解していただし、て、そして認識してい

ただくということが一番必要じゃないかな。特に私たちのこの日野市は、革新市長なも

のですから、このあたりに一番まあ難しさがあるなということは思うんですね。しかし

ながら、やはり選挙は選挙、職員の給与は給与ということでしっかり分けて、 ( Iそう

だ」と呼ぶ者あり)そしてこういう形でしなければ、もう日野市の財政はだんだん切り

崩されてしまうということを強くやはり訴えながら、そして市の職員の仕事を作業力を、

高められるように指導していただきたい、まあ思っているわけであります。そういう面

でやはり私もだれが来ているかと見に行きましたら、そうしたら実際私の知っている人

もいるわけです。そんな形で向こうも気まずいような顔をしておりましたけれども、そ

ういうことでやはり職員の気持ちはわかるわけですよね。少しでも余計にもらいたし、と

いう気持ちはわかりますけれども、そういうことよりも、やはり市の仕事に携わってい

る以上、どうしたら能率的に仕事ができるかとか、そういうようなことですね、まあ恩

返しを していただきたいと思うわけであります。(Iそうだ」と呼ぶ者あり)

0議長(黒)11重憲君)

結いたします。

お諮りいたします。ただいま議題となっております本件については、委員会付託を省

国各し、7こしたし、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〕

ほかに御質疑はありませんか。なければこれをもって質疑を終

0議長 (黒川重憲君) 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 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、本件について採決し、たします。本件は原案のとおり決するに、御異議あり

ませんか。

C I異議なしJと呼ぶ者あり〕

0議長(黒川|重憲君) 御異議ないものと認めます。よって議案第132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。

本日の日程はすべて終わりました。

明日の本会議は午前10時より開議いたします。時間厳守で御参集願います。

本日はこれにて散会いたします。

午後 5時25分散会
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昭和62年12月11日(金)

午前 10 時開議

午前10時14分開議

0副議長(中山基昭君) 本日の会議を開きます。

ただいまの出席議員19名であります。

本日 、議長所用のため、かわりましてその任務を務めさせていただきます。よろしく

お願し、し、たします。

これより日程第 1、一般質問を行います。

一般質問 7の l、小・中学校、校地内に現存する国有地の処理について問うの通告質

問者、高橋徹君の質問を許します。

(3番議員登壇〕

03番 (高橋 徹 君 ) 通告に従いまして、質問させていただきます。

現在、大都市が失った大きなものは水と緑である、といわれておりますが、日野市は

古来から水と緑に恵まれ、先人のたゆまぬ努力によって守られ、維持をしながら、農工

業を中心として発展したわけで、ありますが、しかし、 40年代に入りまして、鉄道の駅が

七つあることにより、かつまた都心より30分という近距離通勤圏ともあいまって、一気

に都市整備公団を初め、民間開発業者による宅地開発が行われてきた。そして、あわせ

て当市の人口も脹れ上がっていったわけでございます。

必然、的に小・中学校を初めとする教育関連施設も、市内各所に新設され、 30年代まで

は小・中学校合わせて、小学校が 7校、中学 3校、計11校であったわけですけれども、

40年代に入り今日まで、 小学校が13校、中学校が 5校新設されまして、 18校とふえていっ

たわけで、あります。そのうち幼稚園が 7園できております。市として、それらの対応に

大変忙しく追われたことと思います。そのような背景の中でも、学校用地の取得には、

地権者の多大な理解と協力があったことと思います。特に、水田地帯の新設校地には、

水路敷や道路敷が多く含まれていたと思いますが、それらの処理状況等について、質問

をさせていただきます。

まず、 1点目としまして、現在、市内小・中学校用地には、未処理の水路敷や道路敷、

その他の固有地は、何校に何本ぐらい含まれておるのでしょうか。

2点目としまして、それらの財産処理状況は、どのようにな っておられるのか。

3点目としまして、所有権の移転等、未処理のま まになってし、るのは、どのく らいあ

るのか。

4点目としまして、国との貸付契約は、どのような状況になっておられるのか。

まず初めに、その 4点につきまして、お尋ね申し上げます。
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0副議長(中山基昭君) 高橋 徹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) お答えしたいと思います。

小・中学校の関係でございますけれども、現在、小学校が20校ございますけれども、

そのうちで2校につきましては、現在、事務を進めております。まだ処理ができない校

数は、 8校でございます。これが道路敷でございます。水路敷につきましては、進行中

一一一手続を進めておりますのが 3校、未処理が 5校、こういうことでございます。

私どもの方は、財産の管理している部局から依頼を受けまして事務を進めてし、く、と

こういう形でございます。

中学校につきましては、道路敷が、手続中が 1校、未処理が 2校。水路敷につきまし

ては、事務を進めておりますのが 1校、未処理が 1校、とこういう内容でございます。

水路敷につきましては、国有財産法の27条、これは交換でございます、つけかえでご

ざいます。それから28条、これは譲与でございますけれども、この規定によりまして、

なるべく交換というような形で、学校用地の周辺の水路敷等を交換している、ととうい

う実態でございます。

道路敷につきましては、道路法の第94条、不用物件の譲与の規定によりまして、財産

処理をしております。

財産の貸し付けでございますけれども、第三小学校で、国有地を約7，550平米ほど無

償で貸し付けを受けております。

以上が現状でございます。

0副議長(中山基昭君) 高橋徹君。

03番(高橋 徹君) ただし、まの部長の答弁の中で、恐らく管財課だと思うんですけ

れども、管財課あたりから、そのような要望が出れば、国の方と折衝をしたりして、徐々

に処理に入ってし、く、というお話があったわけで、すけれども、水路とか道路敷の、もう

既に校庭の中においての払い下げの、外周に持っていったり、敷地の外に持っていった

りした作業は、終了しているところもあろうかと思うんですけれども、実際に市の財産

として、所有権の移転というのが、なかなかスムーズに行かない部分もあろうかと思う

んですけれども、何かそういう原因とし、し、ますか、そういうのはございますか。それが

1点でございます。

2点目としまして、第三小学校の校地の中で、第三小学校とし、し、ますと、 1万6，000

平米ぐらいある中で、今7，500平米ということで、大変広い面積の国有地があるわけで

すけれども、この国有地は、昭和40年代に日野市の人口がふえ続けて、学校も新設がど

んどんされて、児童数もふえていき、教室が足りなくなるとし、ぅ、そうし、う状況の中で、

どの学校も、国がほとんど無償に近いような価格で、日野が申し出をするならば、払い

下げをしてくれたんではないか、というふうに感じるわけですけれども、そのような契

約の中で行われるということでありますけれども、その 2点につきまして、どうしてそ

ういうことが、いろんな市内各小・中学校の敷地等で行われてこなかったのか、その 2

点について、お伺し北、たします。

0副議長(中山基昭君) 総務部長。

0総務部長(山崎 彰君) それでは、総務部長の方からお答えいたします。

今、御指摘にありました道路敷、世に言う赤道、それから水路というような件でござ

いますが、これは管理課にいたしましても、非常に大きな問題で、その都度、処理ある

いは登記というようなものを行っているわけでございますが、考え方といたしまして、

まず、道路敷につきましては、固有財産の方ですが、これは無償で行われるわけでござ

います。水路敷については、有償ということが 9割でございます。

そうしまして、それでは赤道はなぜ早く手をつけないのか、ということでございます

が、やはり今、建設部長がおっしゃいましたけれど、小・中学校の敷地内を、私どもの

管財で持っている状況で言いますと、今、これを測量、そうしたものを手をつけてやっ

ているのが、赤道では13カ所あります。水路敷には10件、こうした問題があります。

長いことやっております赤道でありますので、あるいは境界だとか面積、そういうも

のが非常に不確定なものでございますので、これらの事務というものが、管理課の方で

お願いしてやっているわけでございますが、非常に時間がかかるということで、逐次こ

れは計画にのせて、今やっております。

水路敷につきましては、有償でございますから、やはりこれは財政との関係もござい

ますので、それも面積あるいは境界の確定、それから公図との位置の違い、非常に古い

ものでございますので、そうしたものとの関係を調べながら時間を費やしている、とい

うのが現状でございます。しかし、時間を費やしている中でも、やはり一歩一歩前進し

て、今、建設部長がお答えしたようにやっているわけでございます。

そして、これらにつきましての予算措置とし巾、ましても、やはり今の時点、あるいは

20年前にこれを行えばもっと安かった、ということでございますが、今の時点というよ

うなことを考えますと、やはりそれは全部を、学校だけの水路敷をとっても10件ある、

というような中でございますので、年次計画を立てまして、管財課では予算化をお願い

いたして、逐次これを解消して、そして国からの無償での譲り渡し、あるいは有償での、
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水路の方ですね、そういうような形をとっていきたい。今、現実にやっておりますが、

そういう形でやっております。

第三小学校の国有地の中、今、御指摘にありましたように、総商積は 1万6，000平米

以上でございますが、そのうち建設部長がおっしゃいました、大蔵からお借りしている、

国からお借りしているあれは、 7，543平米というような形でございます。

これにつきましては、 44年から、ずっと契約を結んでまいりました。そして、現在は

58年の 5月26日に契約を結んでおりまして、 63年 3月31日とし、し、ますから、来年の 3月

31日までで、 5カ年契約でこれを更新してきている、というような状況でございます。

そして、無償で今お借りしている、というような状況でございますが、その中での赤道

の処理、あるいは水路の処理については、逐次予算化、そうしたものを踏まえながら、

鋭意努力してし、く、ということでございます。

以上です。

O副議長(中山基昭君) 高橋徹君。

03番(高橋 徹君) 1点目は、再質問させていただきますけれども、来年の 3月31

日まで無償貸付契約が行われる、ということでありますけれども、そうしますと、また

来年の契約が切れる時期に、再契約をされるということでありますけれども、なろうか

と思うんですけれども、そのときには、無償での払い下げとし、いますか、有償でありま

しても無償に近いような、そういう話は、なさる予定なのかどうか、ということが 1点

でありますけれども、お伺し、し、たします。

0副議長(中山基昭君) 総務部長。

0総務部長(山崎 彰君) 御質問でございます。お答えいたします。

先ほど申し上げましたように、ここの三小の場合は、水路はございませんので、有償

の話はないわけです。現在、結ばれた 5年契約は無償だ、ということでございます。

7こだ、今後、無償ということでの国と日野市との問題でございますが、無償になった

というのは、国有財産特別措置法でございまして、これによりますと、私の方で、答えた

方がいいのかどうか、ちょっとわからないですけれども、人口の急増ということでの無

償ということは、今までずっと受けてきておるわけです、そうした中で。それが、人数

が減ってきますと、もうそれが急増の指定都市ではない、となってきますと、これらに

ついての問題が生ずるのではないかとは思っております。

詳しくは、また教育委員会の方でお答え願いたいと思います。

O副議長(中山基昭君) 教育次長。

0教育次長(砂川雄一君) お答えをいたします。

第三小学校については、今、総務部長の方からお答えがありましたように、国有財産

特別措置法によって、国は地方公共団体に対して、小・中学校の用に供する国有財産に

ついては、児童生徒急増地域の指定がある場合には無償で貸し付けることができる、と

いう形になっているわけでございます。

日野の場合は、では、現在どうなっているかとし巾、ますと、小学校については、昭和

56年で児童急増地域の指定が外れました。中学校については、昭和62年度いっぱい、で

すから来年の 3月までは指定をまだ受けておりますが、そこで一応おしまいになるとい

う状況でございます。

ですから、そういう意味では、児童生徒急増地域の指定は、外れることになりますの

で、規定によれば、今後、有償とし、う問題も、あるいは出てくるかもしれませんが、今

まで長いこと無償という形で契約を結んできておりますので、なお引き続き無償で貸し

付けを受けるようにしたい、というふうには思っております。

ただ、それが今度の場合には、一定の猶予期間、その他を置いて、国との話し合いを

進める必要があるんではないか、と思っております。その場合も、国有財産特別措置法

の中で、時価の 2分の l価格相当で売り渡すか、もしくは貸し付けるという規定もござ

いますので、そんなようなこともあると思いますが、いずれにしろ、できれば無償で引

き続き契約を結んでいきたい、そのように監督局の方にもお願いしたい、というふうに

思っております。

以上です。

O副議長(中山基昭君) 高橋徹君。

03番(高橋 徹君) 市長に、次、お伺いし、たしますけれども、昨日、やはりいろん

な道路敷とか水路敷、民間のお話の中で、これから日野市は、今後、いろんな形でまち

づくりに取り組んでいかなければならない課題がたくさんあって、過去の、いろいろそ

うしヴ処理をしていかなければならない問題というのが、往々にして後回し、後回しに

なってしまってきている、このようなお話があったわけですけれども、余りにも先行き

のことを、町をつくるということになりますと、これから長期計画とか、そうし、う作成

も出てくるわけですけれども、やはりそうしヴ処理の問題の大切さといし、ますか、そう

いうこともいろんな役所の課で行われると思いますけれども、そのようなところを踏ま

えまして、どのようにお考えになられたか。

今回は、民民でなくして、官官とし、し、ますか、そういうような中であるわけですけれ
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0市長(森田喜美男君) 私も、余り専門知識があるわけではありませんが、長い土地

ベく迅速に、なるべく正確に、そうして問題を残さないようにやってし、く、というふう

に取り進めておるところでございます。

第三小学校の、いわゆる固有財産部分は、これは当時のいきさつを私も正確には存じ

ませんが、日野台が開発をされ、学校の必要に応じて、たまたま、あれは当時、陸軍が

高射砲陣地として使ったそうでありまして、現在は大蔵の財産になっているのか、ある

いは別の管理にあるのか、正確に存じませんけれど、恐らくある程度の権力によって、

金は払われたかもしれませんが、強権で取り上げられた、という意味もあるんではなか

ろうか、と思っております。したがって、本来ならば日野市に、そういう精神に立って、

返してやるという考え方で、無償でちょうだし、できれば、これに優ることはない。

国有財産とし、ぅ、特に戦時中の取得された、一応国のものであっても、それにはそれ

なりのもとに直す必要もあるんではないか、と思います。

農地改革が行われまして、今日、当時の耕作者として認定できない人の行った耕作地

は、国有地という形で起こっております。それを別の用途に使用する際には、もとの地

主にーたん還付されて、それが新しい用途に有償で振りかえられる、こういうことになっ

ております。その際に、耕作権というものが認められて、権利の配分がある。こ うし、う

こともあるわけでありますので、用途が変われば、やはり何かもとに戻すとい う形が法

理論の原則ではないか、こんな感じもいたします。

余り知識はござし、ませんが、かつての無主物、主のなかった土地が、一応国の管理さ

れるところになって、そうして、それが特に苦情や非難をされることがなければ、公の

形になるべく使えるようにしてし、く、ということがよろしいんじゃないか、こう思って

おります。

OffilJ議長(中山基昭君) 高橋徹君。

03番(高橋 徹君) ありがとうございました。

今、市長からもいろいろお話を伺ったわけですけれども、日野市の中で、長期計画の

策定、住むことが喜びであり、誇りである町も、当然、必要なことだと思うわけですけ

れども、特に、このような、まちづくりの過程における処理というものも、時期を逃し

ますと、今後も市の財政的にも厳しくなっていくと思います。そういうような中でも、

余分な予算の支出をなるべく少なくして、そしてスピーディーな処理をしながら、市独

自の財産とし、し、ますか、そういうものを今後は少しでもふやしていただきたい、と思う

わけであります。

以上で。この質問を終わります。

ども、御答弁し、ただければと思います。

O副議長(中山基昭君) 市長。

利用の歴史の中で、水路をつくってかんがし、用水を導入し、あるいは道を設けて、そう

して当時の生産活動に自分で努力をして、そういうのが赤道であるとか、あるいは水路

敷であるとか、そういう形で、残ってしる。ただし、個人の財産ではないので、国がかわっ

て、国の管理のもとにある。

ですから、学校でありますとか公共団体が、それを専用するということについては、

公のものを公が使う、事務処理が残る、こういうことで処理ができるわけでありますが、

開発が進んだ中には、それらの水路敷や道路敷まで無差別に自分の事業のために占用し

てしまった。いうなれば、公の財産の私的利用、つまり横領とも言える、そういう性格

があるものだ、といってよろしいかと思います。

したがって、場合によりましては、赤道や水路が、望ましくない開発のブレーキにも

なる。そういう行政指導も、かなりありました。

学校の場合は、これはどなたにも異論や不服があるわけじゃありませんから、事務処

理は、もちろんしなきゃなりませんが、それが後回しになったから特別しかられるとい

うことも、ないんじゃなし、かと思っております。

日野市内の大きな工場でありますとか、あるいは東電でありますとか、広い商積を専

用されて、そこに必要な施設をつくられた、開発計画があった、その際にも、小道なり、

あるいは、宅地化することによって水路も要らなくなるという ことで、どちらかという

と、そういうことを認めてきた、こうしヴ経過は現実にある、と こう思っております。

したがし、まして、おくればせながらとし、し、ますか、なるべくそれらを事務処理をしよ

うということに取り組んでおる、とし、う状況が現在の姿でありまして、なかなか境界が

わからないとか、面積が出しがたいとか、いろんな困難も伴うわけでありますけれど、

原則的には、先ほど建設部長もお答えいたしましたように、水路敷はなるべく水路敷に

合併する。あるいは、道路敷は公共の新しい道路につけかえてし、く、その商積の中に算

入してし、く、とし、う処理が一番優れた方式で、あって、その次の手が、そこを占用してお

る、個人であっても、あるいは法人であっても、いわゆる無償で受けた形のものを有償

で払い下げる、これが認められておるやり方であります。

御質問の意図は、余り明確にはわからないわけですが、要するに事務処理を迅速、正

確にやれ、ということだろうと思いますので、そのことにつきましては異論なく、なる
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0副議長(中山基昭君) これをもって 7の1、小・中学校、校地内に現存する固有地 水門から水路との関係でございますけれども、架橋の位置は、現在、向島用水の組合

が管理しております水門がございますけれども、この橋梁につきましては、取水位置よ

り約60メートルぐらいの下流に取りつけるようになろうと思いますので、取水には直接

影響がないんではないか、こういう感じでござし、ます。

4点目の、橋の構想、でございますけれども、これにつきましては、自転車、歩行者専

用橋という考え方でございまして、幅員につきましては、 6メーターを予定しておりま

す。

の処理について問うの質問を終わります。

7の2、 (仮) 2番橋周辺の整備計画について問うの通告質問者、高橋 徹君の質問

を許します。

03番(高橋徹君) 今議会におきまして、仮称2番橋の地質調査費260万円が、補

正予算の中に組み込まれて出てきたわけであります。いよいよ架橋に向けての第一歩が

動き始めたことは、市民の期待も大きく、浅川親水計画の中で果たす役割も、多々ある

ことだと思います。

私も、浅川利用計画の策定書を読ませていただいたわけでありますけれど、橋梁都市

河川の座標軸を位置づけているようでありますけれども、あわせまして、周辺の整備も、

軸の一つになるのではないか、というふうに思うわけであります。以下、 4点について、

質問をさせていただきます。

1点目としまして、浅川右岸の橋への取りつけ道路について、これをどういうふうに

なさるのか。

2点目としまして、水門からの水路との関係について、水路をかみ合わせた中での計

画ということであります。

3点目としまして、将来、下水道ができ上がってきますと、水路等はどのようにとら

えていかれるのか。

4点目としまして、橋の現在の二番橋の状況です、どのぐらいのところまで橋そのも

のの設計ができ上がっておるのか。そして、橋の幅員とし、し、ますか、そういうものを含

めまして、今までどおり歩行者、また自転車のみなのか。または、場合によっては車等

も片側通行のような形で通ることができるのか。

その 4点について、お伺し、し、たします。

0副議長(中山基昭君) 高橋 徹君の質問についての答弁を求めます。建設部長。

以上でございます。

O副議長(中山基昭君) 都市整備部長。

0都市整備部長(前田雅夫君) 3点目の、下水道計画に関連いたしまして、現在ある

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。

水路が、将来どう活用されるか、とし、う御質問でございます。

御承知のように、公共下水道の中には、雨水と汚水がございまして、現在、本市にお

きましては、その両方の基本計画ができております。この汚水と雨水の事業につきまし

ては、日野市は、汚水をいわゆる最重点に据えまして、今、事業を進めている、という

ところでございます。

雨水については、下水道事業をやる上におきまして、どうしても当然、やらなきゃなら

ない地域、あるいは、現在、浸水等をしていて、早急な整備が必要なところ、こうし、っ

たところを重点的に取り組んでいる、ということでございます。雨水については、御承

知のように、大栗川の排水区は事業認可を取りまして、一部事業を実施している、とい

う状況でございます。

今、具体的に御質問ございました、高幡の北側の地域でございますけれども、基本計

画によりますと、いわゆる末端につきましては、道路の側溝で排除をいたしまして、そ

れを既存の水路等を利用いたしまして、排水をする、そうし、う計画になっております。

現在、この水路等につきましては、用水路ということで、農業用のかんがい、それから

環境用水としての役割を果たしているわけでございます。

したがって、今後、この用水路につきましては、かんがし、用水としての機能がなくな

りますれば、環境用水としての機能を高めるような、そういう形で活用すべきだろう、

というふうに考えております。

そのほかには、先ほど申し上げました整備をいたしまして、公共下水道の雨水の排水

路としても活用する、そういうことになるわけでございます。

以上でございます。

まず、 1点目の、浅川右岸の取りつけ道路の御質問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、堤防上に、現在、サイクリソグの道があるわけでございます

けれども、それに接続させていきたい。

それから、現在まだ案の段階でございますけれども、都道から潤徳の北側に至る水路

のわきに、公共用地がございます。相当数の公共用地がありますので、これを利用して、

やはり取りつけ道路をつくってし、く、こういう考え方でございます。
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0言Ij議長(中山基昭君) 高橋徹君。

03番(高橋 徹君) ありがとうございました。

今、建設部長のお答えをいただいたわけでありますけれども、水路の胴上げとし、し、ま

すか、そういう部分の国有地を使いながら、都道まで道路をつくっていきたい、という

ことでありまして、また、水門の60メーターぐらい下流に取りつけ道路を、ということ

であります。直接その取りつけ道路から、国有地であります、そういう水路の横の道路

までは、道路が取りつかないわけでありまして、橋が66年度に完成をしているわけであ

りますけれども、その問、間に民地があるわけでして、そういうような地主との話し合

いとし、し、ますか、そういうところが、今どのぐらい進んでいるのか。

そして、さらに、昨年度の12月で、周辺の整備の質問をさせていただし、たわけで、あり

ますけれども、そのときに、高幡の北側の区画整理事業は、現在は地元の皆さんの意向

があって、すぐにというわけにはいかないだろうけれども、将来、市としても、また話

し合いを続けていく中で、周辺の整備をあわせてしていきたい、こんなようなお答えだっ

たわけで、す。その後、どういうふうになされたのか。

そして、もし現状の中で、なされていないからゆえに、無理な道路を、水路敷の方を

利用したりしながら進めざるを得ないのか。そして、さらには、将来においては、また

道路のそういうつけかえ等も考えていられるのか。

そして、この間の予算書の中に、高幡の特別養護老人ホームの、設計の予算が出てき

たわけで、ありますけれども、その施設が、時期とか、私はそういうことはともかくとし

まして、いろいろな計画の中で、当然、、道路が必要なわけでありまして、先日、少し二

番橋との関係の話も出ておりましたので、そういうところも絡めまして、将来の計画等

を答弁いただければと思います。

0副議長(中山基昭君) 都市整備部長。

0都市整備部長(前田雅夫君) お答えいたします。

御質問の中に、高幡不動駅の北側の区画整理の問題が出たわけで、ございます。この件

につきましては、御承知のように、いわゆる市施行で駅の南北、それから東側を含めま

して、いわゆる南北の駅広と、それから道路関係の整備、それから大きな課題といたし

ましては、東の踏切の立体化、こういったものを区画整理の課題に掲げまして、地元と

協議を進めてきたわけで、ございます。

協議の中で、一部権利者から協力が得られなかった分につきましては、除外をいたし

まして、現在、区画整理の事業認可を取りまして事業を進めている、というところでご
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ざいます。

これから区画整理、その他の都市基盤整備の事業でございますけれども、優先順位を

どこに置くか、ということが一つ問題になるわけでございます。私どもは、市の行政と

して、どうしてもやらなければならない事業、それから市民のニーズによりまして配慮

しなければならない。こういったこつの柱がポイソトになるのではないか、というふう

に考えております。

そういう点から考えますと、高幡の不動駅の北側につきましては、市がこれから区画

整理を積極的にやりたいということのアプローチは、ちょっと薄くなるんではないか、

というふうに考えております。

昨日の金久団地の件ではございませんが、この地域につきましては、地元権利者のい

わゆる意識の高まりとし、し、ますか、そういうものがなされていかないと、なかなか実現

をしない、というふうに考えております。

それから、この地域につきましては、区画整理の区域から除外をしておりますので、

浅川右岸の下水道の計画といたしまして、既に汚水管の敷設の計画も しております。順

調にまいりますれば、予算が成立しますれば、来年度設計をし、それに引き続きできる

だけ早く管の敷設をしたい、そういうような行程も踏まえているわけでございます。

そんな状況でございますので、御理解を賜りたい、というふうに考えております。

O副議長(中山基昭君) 建設部長。

0建設部長(伊藤正吉君) 御質問にお答えをしたし、と思います。

まず 1点の、地主との話し合いの関連でございますけれども、これにつきましては、

まだ二番橋の設計そのものが進行中でございます。そういうことで、これらの点が、い

よいよ着工という形が出てくるわけでございますけれども、その時点におきまして、関

連地主さんとも御説明を申し上げまして、御理解をいただくように話し合いを進めてい

きたい、とかように考えております。

都道からの進入路の件でございますけれども、これにつきましては、先般、日野高校

の関連もございまして、日野高校の通学路が非常に都道が込むということで、道路の方

のあれを何とかつくっていただきたいというふうな、 PTAとし、し、ますか、父母会とい

いますか、その方からも、校長を通しまして、私どもに要望があったわけでございます。

そういうことで、やはり道路はつくっていかざるを得ないだろう、とこういうことで進

めていきたい、かように考えております。

以上です。
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0副議長(中山基昭君) 福祉部長。 一般質問を続けます。 9の1、教育費父母負担軽減についての通告質問者、米沢照男

君の質問を許します。

[30番議員登壇〕

0福祉部長(高野 隆君) 特別養護老人ホームの予定地でございます、高幡864番地

の進入路でございますけれども、西側からの進入路で、市営住宅との間に 6メーターの

道路がございますので、それを進入路として考えております。

また、二番橋の関連につきましても、若干、今後の問題もありますので、検討の中で

進めていきたい、と考えております。

O副議長(中山基昭君) 高橋徹君。

030番(米沢照男君) 教育費父母負担の軽減について、質問をいたします。

03番(高橋徹君) 今、いろんな説明をいただいたわけで、ありますけれども、当初

教育費父母負担の軽減問題について、私は、 56年の 9月議会、そして12月議会、 2固

にわたって、一般質問を通じて施策の充実を強く要求をしてまいりました。この機会に、

簡単に、この問題での経過を振り返ってみたいと思います。

昭和50年度の決算では、父母負担の軽減費として、総額3，009万3，629円。児童 1人当

たり1，791円の支出がなされています。

その後、 51年度に、小・中学校の入学祝い品の廃止、 53年度に通学費補助の廃止、 54

年度に小学校5年生の移動教室の補助、並びに中学校2年生の移動教室補助の廃止が、

それぞれ行われました。その結果、 55年度決算では、父母負担軽減費の総額は、 1，596

万5，5∞円。児童 1人当たりわずか722円の支出にとどまった、こうし、う経過があります。

義務教育における、父母負担に対する軽減措置を大幅に後退させたまま放置してはお

けない、こうし、う立場から、予算の大幅な増額を訴えてきたわけであります。その結果、

小学校6年生の移動教室に対する補助が2，500円から4，500円、中学校 3年生の修学旅行

に対する補助が2，500円から9，000円に、大幅にアップをされた、そうし、う経過があるわ

けです。

しかし、その後、足踏み状態が続いているようでありますけれども、私は、その後の

経過から見て、この私費負担の軽減といし、ますか、教育費における父母負担の軽減につ

いて、前向きに検討する時期に来ているのではないか、こういうふうに思っております。

この点について、まず教育長からお答えをいただきたし、と思います。

0副議長(中山基昭君) 米沢照男君の質問についての答弁を求めます。教育長。

O教育長(長沢三郎君) お答えいたします。

12月7日付の文部省の調査によりましても、 61年度の小学校、中学校の児童生徒 1人

頭の年間の教育費、こう いうものが、小学校では17万8，000円、中学校では21万9，0∞円

というような状況で、非常に教育費にかける父母負担の増額というものが、年々高くなっ

ている。消費者物価指数等を大きく上回った形での、教育への支出というものが膨らん

でし、る、というような集計が発表されておりました。

それで、内容的にこの問題を見ますと、特に、家庭教育費という形で、いわゆるお稽

古事、あるいは塾、そういうものに相当数の金額がかけられている、というような報告

の二番橋をかけることによって、両側の万願寺地区との整備等を進めてし、く、という考

えもあったかと思います。また、逆の考えもあったで、しょうし、学校の解消区というよ

うな言葉をそこに持ってきまして、今となってみますと、どこが一番の出発点であった

かということが、なかなかわかりにくくなっているわけでありますけれども、要は、そ

ういう新しいものをつくることによって、やはり両側の地域がきちっとした形で、基盤

整備をしたりしていくという ことが、一番大きな本来の目的ではないかな、というふう

に思うわけであります。

しかしまた、その目的とし、し、ますか、目標とし、し、ますか、そういうことが修正をしな

ければならざるを得なくなった、ということになってきますと、当初の計画そのものが

大きく後退をしてしまった、とこ ういうことだと思うわけですけれども、やはりそこの

住む人々、また、周辺の方、そしてまた二番橋が一つの生活、都市河川の座標軸として、

シソボルとしていきたいというよう な、大変にすばらしい考えが出てきているわけであ

ります。

しかし、幾ら橋がシソボルとなりま しても、それを取り巻く環境も、きちっとシγボ

ルとならなければならないわけでありまして、その両者が初めてかみ合って、自然体の

中での二番橋のシソボルという位置づけが生きてくるだろう、と思います。そういうと

ころを踏まえまして、今後とも周辺の整備というものに対しても、行政と して一生懸命

努力をしていただきたいこ とを要望いたしまして、この質問を終わります。ありがとう

ございました。

0副議長(中山基昭君) これをもって 7の2、 (仮) 2番橋周辺の整備計画について

問うの質問を終わります。

一般質問 8の 1、 「日野市基本計画施策の方向(案)Jを読んで質問の通告質問者、

夏井明男君より取り下げの申 し出がありましたので、これを取り下げといたします。
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も、あわせ発表になっているわけでございますけれど、いずれにいたしましても、学校

教育関係の経費も年々かきんでいるということは、今、米沢議員さんの御指摘のとおり

でございます。

今のお話の中の移動教室関係、あるいは修学旅行関係の補助等につきましても、 56年

の2，500円、 2，500円という金額を、 57年には4，0∞円、 8，000円という形に改め、さらに

59年には現在の4，500円、 9，000円という額に改正してきている、とそういうような状況

でございます。

私の方で、父母負担の軽減とし、う問題を、ただ財政当局の方に要求すればいい、とい

う問題だけでなくて、やはり要求する以上、きちっとした性格づけをもって要求しなけ

れば実現は難しい、というような観点に立ちまして、例えば、移動教室あるいは修学旅

行等につきましても、教室そのものが、学校での勉強の場所から、日光なり関西に移る

としヴ状況であるならば、行った先の宿泊費等は別として、移動に伴う往復の交通費と

いうようなものは、やはり公費で見るべきではないか、とこんなような観点に立ちまし

て、内容づけをはっきりさせて要求を出している、とそういうような状況でございます

ので、現在、小・中学校の児童数も漸減傾向にありますので、さらにそういう内容的な

ものにつきましては、いろんな角度から検討して、ちゃんとした性格づけを持った上で、

財政当局との折衝に当たりたい、とこう考えております。

以上です。

O副議長(中山基昭君) 米沢照男君。

030番(米沢照男君) ただし、まの教育長の答弁に基づいて、財政当局なり市長から御

答弁をいただきたいと思います。

0副議長(中山基昭君) 企画財政部長。

0企画財政部長(長谷川暢男君) お答えしたいと思います。

新年度予算の、現在、各部課の事情聴取をした段階でございます。よって、これから

私の方も、部内の中での、財政の中での協議、当然そういったいろいろの問題を精査し

た中で、年明け早々、理事者と具体的な相談を積み上げて、最終の対応をしていきたい

というのが、現状の自分の進め方でございます。

以上です。

O副議長 (中山基昭君) 米沢照男君。

030番(米沢照男君) 先ほどの教育長の答弁にもありましたけれども、 8日の各紙の

朝刊に、文部省による61年度の保護者が支出した教育費調査の結果が、かなり大きく報

道をされております。

それによりますと、学校教育費、給食費、家庭教育費、この三つの支出の集計が、先

ほどの答弁でも一、二ありましたけれども、小学生の場合、約17万8，000円、中学生が2

1万8，700円、公立の高校生が28万4，100円、私立の高校生では58万8，100円と、相当、家

計にずっしりと重い負担がのしかかっている、そういう実態が明らかにされているわけ

であります。家庭によっては、小・中学校だけでなくて、高校生まで含めて子供を抱え

ているという家庭では、大変な負担になっている実情にあるかと思います。

56年の一般質問の際に、倉又教育長が、こういうふうにこの問題で答弁をしておりま

す。憲法26条でございますが、これに示されてありますように、無償でするということ

がありますように、これに対しての父母負担の軽減を図るというのは、教育行政として

の最も力を入れていかなければならん問題だ、とい うふうに考えております。さらに、

一番大きな点の修学旅行とか、あるいは移動教室とか、こういうようなものに対しまし

ては、これを負担金とか補助金というような形になるところに問題があるから、むしろ

これは教育の一つの教育過程に位置づけられた一つの学校教育なんだ。したがって、移

動教室は本来なら教室で行われる教育活動が、例えば日光とか、あるいは関西とか、京

都とか、そういう場所へ移されていくんだから、むしろ授業費というような形で、それ

の交通費を負担する、こういう形で対応するようなことが、筋も通るし、補助金等、検

討委員会の精神というようなものとも、必ずしも触れることではない。こういうふうな

ことなども、今、委員会で検討している。こういう答弁をしております。

さらに、当時の企画財政部長が、日野市の教育費の予算に関連して、このように答弁

をしております。今までの日野市の教育は、 量を賄うために努力してきたということを、

御理解いただきたし、と思います。ここで学校建築のテンポも弱まりました。これからが、

まさに質の時代に日野市は差しかかるときだと、私たちは考えております。そういう意

味で申しますれば、当然、質の向上という内容によって査定されなければならない。質

の時代の対応としての考えは、財政当局は十分に持っているつもりでございます。こう

いう答弁をしております。

つまり、義務教育における父母負担、これに対する軽減措置は、補助金ではなくて、

市の教育行政そのものとして位置づけるんだ、ということが、教育長の答弁で明らかに

され、さらに企画財政部長からは、これまでの教育は、むしろ建物に比重が置かれてい

た。これからは質の時代として、内容の充実を図ってし、くんだ、とこういう考え方が示

されたわけです。
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0市長(森田喜美男君) 憲法26条でございますが、義務教育はこれを無償とする、非

一方、例えば修学旅行などでは、各家庭の負担は大変、大きなものもありますし、議

会の場でも、これまで何回か意見として出されてきていたところであります。

もう一度、私は伺いますけれども、こうし、う過去の経過と、そして今の実際の父母の

負担の実態から見て、もっと積極的に取り組んでし北、課題ではないか、こういうふうに

思います。もう一度、改めて来年度の予算編成に向けての意気込みとし北、ますか、伺っ

ておきたいと思います。

0副議長(中山基昭君) 教育長。

0教育長(長沢三郎君) 今、お答えいたしましたように、確かに教育費が家計に占め

る負担というのは、年々高まっている。そういう中で、特に卒業年次、小学校で言えば

6年、中学で言えば3年、卒業年次の負担というもの、この問題につきましては、卒業

並びに新しい中学とか高校への進学のための準備、こういう商で、家計にかける負担等

も極めて大きいわけですから、その辺を中心に、できるだけの努力をしてみたい、とこ

う思っております。

0副議長(中山基昭君) 米沢照男君。

030番(米沢照男君) 最後に、では一言意見を述べて、この質問を終わりたいと思い

ます。

先ほども申し上げましたけれども、今の義務教育における父母負担の実態、年々、そ

の重みが家計にのしかかってきている、というのが実態であろうかと思います。先ほど

教育長から答弁がありましたように、補助という位置づけよりも、むしろ教育行政その

ものとして位置づけていくということで、ひとつ積極的にこの問題に取り組んでいただ

きたいと思います。

59年度に一部改正をされてから、既に 3年が経過をしております。そうし、う経過を踏

まえて、積極的にこの問題についても、財政的な裏づけも含めて検討されるように要望

して、この質問を終わります。

この点について、企画財政部長なり市長なりから、御答弁をいただきたいと思います。

O副議長(中山基昭君) 市長。

常に公教育、公民教育とし、し、ますか、そういう観点から、高い理想が掲げられておりま

す。

そこで、自治体としてどう取り組むか、としヴ具体的な課題になるわけでありますが、

確かに、いわゆる学校の建物をどんどん、学校を新設するとともに教室をふやさなけれ

ばならない、こういうピークの時期には、全体の予算の40%を超えるぐらい、教育費と

いうのが配分されておったわけであります。今日ようやくその状態が鎮静をして、教育

費というのは、たしか21%前後、少々出る程度、こういうことではないか、と思ってお

ります。

そうしヴ事情はありますが、一方に、都市計画、都市整備関係の莫大な支出を必要と

する時期にも入っておりますので、なかなか財政的には配分が苦しい、とこういう事情

は現実にあることは、御承知のとおりだと思います。今回、特に質という意味で、 40入

学級を市費の負担においてやろう、というふうな大きな計画も、実施目的も、職員から

も出されております。尊重しなければならない、とし、う気持ちでおります。

したがし、まして、確かにいろんなことで生活費は増高をいたしますし、義務教育費と

いえども、決して軽く済まされないというのが、家庭側の事情ではあると思っておりま

すけれど、父母負担の軽減ということで考える面よりも、もっと質の内容とし、し、ますか、

向上とし、し、ますか、そういう分野にウエートをかける、こういう考え方も入れまして、

一定のノミラ γスを保っていきたい。

確かに移動教室とか、修学旅行というのが最後に残って、私費負担か、公費負担かの

論議が出てくるわけでありますが、できるだけ大切にして、子供たちの人生経験の源を

つくる、こういうことには配慮、をしていきたい、このように考えております。

0富Ij議長(中山基昭君) 米沢照男君。

030番(米沢照男君) 先ほどの企画財政部長の答弁、教育長の答弁、それぞれ、これ

0副議長(中山基昭君)

を終わります。

9の2、浅川自然公園計画その後の進捗状況についての通告質問者、米沢照男君の質

問を許します。

これをもって 9の1、教育費父母負担の軽減についての質問

から理事者と詰めていきたい、というお話です。先ほど紹介した文部省の調査結果で、も

明らかにされておりますけれども、教育費における負担が、物価の伸びの 3倍にもなっ

ているという実情が、調査の結果で明らかにされております。

過去に、官頭、紹介しましたように、幾つかの施策を、財政危機という背景もあって、

施策を廃止をした、打ち切ってきた、こういう経過もあります。

030番(米沢照男君)

す。

ことしの 6月15日の広報ひので、 「ふるさとの川モデル事業計画策定都市にJこうい

浅)1!自然、公園計画その後の進捗状況について、質問をいたしま
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う見出しで、 21世紀を目指した我が町の河川整備構想、の検討会が開かれる、 8月下旬を

目途に構想、の策定が行われる、というお知らせが掲載をされました。

御承知のように、既に日野市では、親水公園計画の構想、が打ち出されて、 6年が経過

をしております。この浅川親水公園計画での構想、と、このたびの我が町の河川整備構想

との関連、整合性について、どのようにこれまで検討がされているのか。この時点で、

答え得る内容について、ぜひ、この機会にお答えをいただきたい、と思います。

O副議長(中山基昭君) 米沢照男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) お答えしたいと思います。

御質問の中の、浅川、日野市の河川整備構想、の件でございますけれども、これについ

てですが、これにつきましては、 8月に策定班をまとめまして、現在は印刷中でござい

ますけれども、印刷が終わり次第、議員の皆様にもお配りしていきたい、とかように考

えております。

なお、浅川利用計画と河川整備構想、との、整合性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、浅川利用計画に基づきまして、市では、いろいろ京浜工事事務所

と実現方につきまして、交渉するなり、あるいは協議してまいったわけでございます。

たまたま、ことしの 6月に、 21世紀を視野に置いた日野市の河川整備構想、のモデル市に

なった、とこういうことの経過でございまして、これについては、いろいろ作業部会、

検討部会等が実施しまして、案をっくりまして、今、京浜の工事事務所の方に案を提示

してあります。この案につきましては、いろいろのヒアリ γグがあるそうでございまし

て、現在は、関東地方建設局のヒアリソグが終わりまして、今度は本省のヒアリソグの

段階に入っている、とこういうことでございます。

それがヒアリ γグで決定しますと、整備構想、というものが一歩進むわけでございます

けれども、その前段といたしまして、建設省では、浅川の改修計画を持っているわけで

ございますけれども、これが、浅川の改修計画は昭和70年をもとにつくられている。現

在は、長沼橋近くの築堤工事等が進められているわけでございますけれども、平山橋か

ら大和田橋にかけましては、約 3キロあるそうでございますけれども、これが流下能力

が不足する、とこうし、う地域でございまして、これについては護岸工事、あるいは築堤

工事が進めらている。緊急の課題としては、長沼橋のかけかえ等も出てくる、とこうい

う状況でございます。

新井橋から平山橋につきましては、約 3キロあるわけですけれども、流下能力が不足

する箇所がある、とこういうことでございまして、これについては、建設省では河道の

掘削、あるいは洗掘の防止、あるいは水衝部の緩和、それから一部弱床の堤防があるそ

うでござし、ますけれども、それらを補強していきたい。こういうことで、昭和70年をめ

どに改修計画を立てているわけでございます。ですから、それらとの整合も踏まえなが

ら、この際、河川!の整備構想を進めていきたい、とかように考えております。

以上です。

0副議長(中山基昭君)

O市長(森田喜美男君)

市長。

経過並びに案の内容は、我々も参画いたしまして、今、印刷

物にされつつあります。

今まで、浅)11自然、公園計画、日野市が中心一一日野市の発想、で進めておりました仕事

は、いわゆる堤外地、つまり河川敷には及びがたい。これで、隔靴掻淳というふうな感

じがしておりましたが、建設省が直接に指導される立場もありまして、いわゆる河川敷

に堤外地を今の河川整備とともに、堤防がつくられるその際に、堤防から河川に下りる

段々の仕掛けですとか、堤防に伴って、固有地部分に対しまして、緑地でありますとか、

公園でありますとか、あるいはその他の施設、我々が願っておりました河川を中心とす

る、つまり日野市民の公共空間として、 )11が楽しめるような、そうして水辺が親しめる

ような、そういう構想が具体的に描かれておる。釣り場もできるようになっております

し、それからプールにも、かなり配慮のある計画の素案が示されております。だんだん

楽しい構想が実現化できる、このように受けとめておりますが、近いうちに、資料とし

て議会にも提出をさせていただきたい、とこのように進めております。

0副議長(中山基昭君) 米沢照男君。

030番(米沢照男君) 再質問いたします。

先ほどの部長の答弁ですと、浅川の改修計画が70年度を目途に進められる。そのこと

と、今、市長が答弁しました楽しい公園づくり構想、これとの関連は、どうなんでしょ

うか。一体のものとして理解していいのか、改修工事は改修工事、公圏構想、は公圏構想、

というととで、同じ70年度を目途に取り組まれるのか、その辺の関連について、ちょっ

と。

0副議長(中山基昭君) 建設部長。

0建設部長(伊藤正吉君) お答えしたいと思います。

結論から申し上げますと、一体性のもの、とこういうことが申し上げられます。と申

しますのは、河川の中の改修をいたしますと、発生剤等が出てまいります。それらの発

生剤等の利用につきましても、整備構想の中に入っておりますので、その辺につきまし
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ては、整合性がある、とこういうことを申し上げます。

以上です。(1"下水道をつくらなければ、きれいにならないんだ、あそこは」と呼ぶ

者あり)

0副議長(中山基昭君) 米沢照男君。

030番(米沢照男君) 市長の答弁にあった、釣り場とか、フ。ールだとか、多少、言及

されていました。後日、きちっとまとまったもので、その内容をつかみたいと思います

けれども、今この時点で説明できる、そう詳しく説明を求めるつもりはありませんけれ

ども、大体どういう構想なのかを、ちょっと紹介していただけたらと思います。

0副議長(中山基昭君) 市長。

0市長(森田喜美男君) まだ案の範囲なんですが、要するに直轄部分、河川敷、河川

管理者が直轄される部分は、 これはそちらの予算で事業が進められる。付属する堤防の

外側の、外側というのは、つまり堤内になるわけですが、いわゆる固有地部分が相当、

商積、つまり長い形ですけれど、川に沿って発生してまいります。現在もあるわけでご

ざいまして、それらを大いに活用しよう。このようなことは、多分、市側の財政負担と

いうことになるだろうと思っております。

したがって、両々相まって連櫓した形一一堤内、堤外、そういう形で事業計画が整っ

てし、く、と思っておりますので、これは口で説明するよりも絵で見ていただくという方

が、はるかに具体性がございますので、なるべく早くそういう機会をっくりたし、と思い

ます。

O;IJ議長(中山基昭君) 米沢照男君。

030番(米沢照男君) 今、印刷中ということですが、いっころ、それは議会に配付さ

れるんでしょうか。その点だけお聞きします。

0副議長(中山基昭君) 建設部長。

ども、この構想、は、冒頭申し上げ、たように、日野市の親水公園計画としては、既に 6年

が経過をしております。相手が、国が管理している河川ということから、市独自では計

画事業が進められないという事情などもありました。

それから、建設省として、河川の河床の部分の改修工事も年度計画で進める、という

ことなどもあって、計画としては、遅々として進まない、とし、う状況で経過したわけで

ありますけれども、幸いにしてふるさとの川モデル事業の計画策定措置として、都内で

は日野だけが指定をされたということから、いよいよ夢のある公園づくりとして、近い

将来への具体化が期待をされているところであります。

これまで以上に意欲的に、積極的に取り組まれて、市民の期待にこたえていただきた

い、ということを最後につけ加えて、この質問を終わります。

0副議長(中山基昭君) これをもって 9の2、浅川自然、公園計画その後の進捗状況に

ついての質問を終わります。

質問時間を残しておりますが、ここで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Jと呼ぶ者あり〕

0副議長(中山基昭君) 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42分休憩

午後 1時13分 再 開

0副議長(中山基昭君) 休憩前に引き続き会議を開きます。

一般質問 9の3、南平丘陵公園計画についての通告質問者、米沢照男君の質問を許し

ます。
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印刷は 1月の下旬になろうかと思います。

(30番議員登壇〕

030番(米沢照男君) 南平丘陵公園計画について、質問をいたします。

南平の丘陵公園の計画は、 3月に基本計画が発表されて以来、用地買収費の予算化、

基本設計、工事費の予算化等を得て、いよいよ 1月に工事の着工の運びになっておりま

す。炭焼き小屋やシイタケ栽培場、デイキャソプ場や野外コ γサート場など、緑と自然

を生かした中での、大変夢のある公園づくりが、計画をされているわけであります。緑

と文化の市民都市にふさわしい公園づくりに、多くの市民の期待が寄せられているとこ

ろであります。幾つか、この機会に質問をしたし、と思います。

一つは、都有地である多摩動物公園と地理的に隣接をしているということから、東京

都との協議が、当然、必要になってくるわけでありますけれども、公園の構想、に含まれ

市長。

なお加えますと、二番橋構想、もその中に入りますし、今回、

地質検査、これら架橋、それらのつまり河川にかかわる範囲の部分は、これは建設省に

委託をする形で行うことになるようであります。

0言11議長(中山基昭君) 米沢照男君。

030番(米沢照男君) 後の質問もありますので、この辺でとどめたいと思いますけれ
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ている、例えば多摩動物公園の裏門の開設、その他ハイキ γグコース、多摩動物公園の

外柵に沿ってのコースの整備等々、具体的に東京都と詰めた協議が必要で、あろうか、と

思います。来年の 1月着工に向けて、こうした必要な都との協議がどの程度進められ、

その協議が整っているのか、 1点お伺いしたいと思います。

もう 1点は、この南平丘陵公園づくりに伴って、具体的にはどうし、う段取りで、ある

いはどういう手順で、公園づくりが進められようとしているのか。この点についても、

この機会に伺っておきたし、と思います。

以上、とりあえず2点、お伺いをいたします。

は、これまで裏門の開設について、若干の折衝があったようですけれども、具体的には、

まだこれから、というふうに聞き取りました。

そこで、今、説明のありました、今年度予算としては3，000万、来年度 3億の予算を

もって計画の具体化が図られるわけですが、さらにその段取りとし、し、ますか、工事はど

うしヴ手順で進められるのか。今の時点でわかる範囲で結構ですので、工事の手順とい

いますか、進捗の計画がどうなっているのか、伺いたいと思います。

0副議長(中山基昭君) 都市整備部長。

0都市整備部長(前田雅夫君) お答えをいたします。

0副議長(中山基昭君) 米沢照男君の質問についての答弁を求めます。都市整備部長。

0都市整備部長(前田雅夫君) お答えをいたします。

本年度の事業執行につきましての3，000万円でございますすが、これは、基本設計の

中にうたわれております、文化、スポーツ、レクリェーショソゾーソのうち、文化体験

の森の造成工事、これを行いたい、というふうに考えております。現在、その設計に取

り組んでいるところでございます。

来年度の工事といたしましては、南平台の団地の側面の、のり面でございますけれど

も、この林の復元、調整地、それから水の流れる施設、つり橋、展望台、こういったも

のを来年度、予定をしている、ということでございます。

また、来年度の事業の細かな日程につきましては、設計が済まないと、詳細について

は申し述べられない、ということでございます。

以上でございます。

0副議長(中山基昭君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 動物園の裏門とし、ぅ、南平駅とつなぐ一つのルートの考え方

がありますが、動物園の園長さん、あるいは東京都の建設局長、この方々に、機会ある

都度、多摩動物園の交通、周辺環境の交通に、一定の新しい要素を入れるとし、う意味で、

歩行者には裏門から出られる、そうして京王線南平駅を利用することによって、~Ijのルー

トが開ける、そういう観点からお願いをしておる、とこういうことであります。過去に

も、裏門があったということですから、通路がうまく整えば「話には乗りますよ」と、

こういうことであります。

そして、ぴったりと裏門から直に山を下るというルートは、かつて南平高校の西寄り

の方に考えたわけですが、つまり七曲がりとし、う山道が、公図上あるんですけれど、現

状とすっかり状況は違って、用地買収等が必要になるということになりますので、あち

らの方はやめました。

そうして、動物園の北側のフェ γスの外に、一応ハイキソグコースのルートがありま

まず、第 1点目の仮称南平丘陵公園の関係で、動物園の裏門との関係はどうなってい

るか、ということでございます。

東京都への折衝につきましては、かねて議会の中でも、市長から交渉の経過を申し上

げているとおりでございます。市の方で、裏口の道路等の整備を行えば、開柵、裏門の

開門はやぶさかでない、そういうことになっているわけでございます。

公園の設計に当Tこりましては、その辺を踏まえまして、いわゆる裏門へのアプローチ

も計画の中に入っておるわけでございます。今後、東京都とのその辺のすり合わせにつ

きましては、協議をしていきたい、というふうに考えております。

2番目は、公園建設の日程でございますけれども、本年度に事業認可をとりまして、

当初の計画は、用地取得を今年度、全面積を行う。これは4.1ヘクタールで、ございます。

それで、工事につきましては、本年度と、来年度の63年度に行う、ということで進めて

まいりました。

事業認可につきましては、去る12月の4日におりまして、それ以降、着工が可能になっ

た、ということでございます。

用地買収につきましてたは、当初、 62年度で買収する予定でございましたが、補助金

等の確保の問題から、来年度に分けまして用地買収を行う。

工事につきましては、本年度の当初予算に3，000万円を計上いたしまして、執行いた

しまして、来年度、約 3億円強でございますけれども、予算計上いたしまして、事業の

執行をいたしたい、というふうに考えております。

0副議長(中山基昭君) 米沢照男君。

030番(米沢照男君) 再質問いたします。今の御答弁ですと、東京都の折衝について
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すので、それを今の南平丘陵公園の、地形上取れるところでつなぐ。つまり、ハイキソ

グコースのルートを何メートルか、 100メートルか、あるいは110メートルぐらい東方に

行った時点で、アプローチのできる道が、地形上、設計されるのではないか、とこうい

うことが、今、計画として進められておるわけであります。

南平丘陵の考え方でありますが、いろいろ手を入れて、し、し、ものをつくろう、という

考え方も悪くはないと思いますけれど、なるべくあそこの地形でありますとか、林相、

つまり木の姿、これらのことも考えまして、余り手を入れない、そういう形の方が、あ

の場所には向くんではなかろうか、とそういう考え方も取り入れて、簡素で、自然の林

聞が活用できるとし、し、ますか、そういう公園に性格づける、このような考えであります。

恐らく、今までも土砂が相当流れたと思いますし、地形上かなり険しい地形になって

おりますから、水が流れるということも、これもちょっと難しいことでありましょうが、

しかし、大雨のときには、また土砂を流す、ということになってもいけませんので、砂

防的な処理もしながら、なるべく自然、の林の姿を尊重した形で、しかも市民が近寄れる

という程度に目指す、というふうに考えております。

すっかり裸にして、なにか公園施設ばっかりつくっても、ちょっと無理があるだろう、

とこういうこともありますので、人がとにかく林の中に入れるとし、う、その方法と、そ

れから、あちら側から動物園に上がるわけにはまいりませんが、動物園の方から下りら

れるようにする、とこういうことで、公園の役目を明らかにしていきたい、とこういう

考えでございます。

O副議長(中山基昭君) 米沢照男君。

030番(米沢照男君) これまでに、仮称南平丘陵公園計画の財源措置について、ある

いは過去に説明があったかと思いますけれども、改めてこの機会に伺っておきたいと思

います。

今、計画されている丘陵公園の全、総工費といし、ますか、それへの国や都の財政措置

は、どのように計画されているのか、この辺、 1点、伺っておきたし、と思います。

0副議長(中山基昭君) 都市整備部長。

年度別には、省きますけれども、国からの補助金が5，500万円、東京都から6，700万円、

地方債といたしまして、 8億1，870万円、一般財源といたしまして、 2億600万8，000円

でございます。

工事費でございますけれども、総額で 3億2，000万円を予定をしております。そのう

ち国の補助金が2，000万円、東京都補助金が1，000万円、地方債が 2億2，500万円、一般

財源といたしまして6，500万円、こういった事業、いわゆる資金計画を持っております。

補足をいたします。この土地につきましては、現在、日野市の土地開発公社が所有を

しております。これを62年度に 2万3，583.15平方メートルを取得をする。 63年度に 1万

7，624.05平方メートルを取得する、こういうものでございます。

0副議長(中山基昭君) 米沢照男君。

030番(米沢照男君) これまでの御答弁で、当商の工事の計画、それから財政措置な

ど、内容について知ることができました。冒頭、申し上げましたけれども、緑と文化の

市民都市づくりに向けての、大変大きな事業の一つであります。既に市民にも、その概

要が知らされる中で、大変大きな期待が寄せられております。市長も強調されましたよ

うに、極力自然、を生かしながら、そして家族ぐるみで緑、自然、に親しむ、そういう夢の

ある公園づくりとして、積極的に取り組んでいただきたいと思います。

なお、多摩動物公園の裏門の開設についても、地域の近い将来のまちづくりという観

点からいっても、大変重要な課題でもありますので、ぜひ、この実現に向けても精力的

に取り組んでいただきたし、と思います。

以上、最後に簡単に意見を述べて、この質問を終わります。

0副議長(中山基昭君)

わります。

続きまして 9の4、アスベストの安全対策強化をの通告質問者、米沢照男君の質問を

許します。

これをもって 9の3、南平丘陵公園計画についての質問を終

030番(米沢照男君) アスベストの安全対策強化を、についての質問をいたします。

0都市整備部長(前田雅夫君) お答えをいたします。

アスベスト製品は、建築材を初め3，000種類とも言われる多くの製品が、市民生活の

隅々に利用されている、といわれております。これに起因する肺がんや悪性の腫蕩が、

潜伏期間15年から30年を経て発病する危険性がある、と指摘をされ、社会問題化してい

るわけであります。アスベストの毒性に対する許容濃度基準について、欧米諸国、とり

わけアメリカの場合、 10年にわたる調査、検討が進められ、日本の10倍といわれる厳し

いアスベスト規制を実施しております。その危険性を周知徹底させるための教育、訓練

まず、用地買収の関係でございますが、面積が 4万1，225.2平方メートルでございま

す。取得金額の総額を、 62年、 63年度合わせまして、金利等いろんな計算があるわけで

ございますけれども、当初予算に計上してあります11億4，670万9，000円でございます。

この取得金額を 2カ年に分けまして事業を執行する、ということでございます。
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等を実施している、といわれております。また、オラソダ、ノルウエー、東ドイツなど

では、全両的にその使用が禁止をされております。

しかし、我が国日本では、アスベスト吹きつけ作業時の安全、衛生の規制のみで、そ

の他一般大気、飲料水、室内等の規制は全く行われていないという、実に驚くべき状態

のまま放置されている、こうしヴ状況にあります。政府がアスベスト公害を野放しにし

てきている現状について、まず森田市長の見解を、 1点、伺いたし、と思います。

2点目は、水道のアスベスト汚染についてであります。 9月の定例会で、若干、質疑

応答がされた経過がありますけれども、アメリカの環境保護庁が、 47州、 406都市を対

象に実施した調査結果によりますと、アスベスト管より、水道水に、剥離したアスベス

ト繊維が、フロリダ、ケγタッキー州など、 1リットル当たり1，000万本から 5億本も

発見をされた、といわれております。この水道水をハムスターに投与したところ、幾つ

かの腫蕩が発見をされております。このアスベストセメ γ ト管が、東京都内において、

昭和62年3月末までに、区部で260キロ、 25市町で1，163キロが、アスベスト管のまま使

用されている現状にあります。

日野市では、 9月議会での答弁で明らかにされておりますが、総延長33万6，111メー

ターのうち33%に当たる11万660メーターが、アスベストセメ γ ト管であります。アス

ベストセメソト管の取りかえ工事の年次計画について、 9月定例会での質疑の中では、

はっきりとした数値的な点が明らかにされておりません。このアスベストセメント管の

取りかえ工事の年次計画の内容について、さらに具体的にお答えをいただきたいと思い

ます。

3点目の質問であります。吹きつけアスベストの撤去についてであります。小・中学

校の吹きつけアスベストについて、 9月議会で、若干の質疑応答がなされておりますけ

れども、この時点で、改めてその現状について伺いたいと思います。

以上、とりあえず3点について、お伺いをいたします。

O~lj議長(中山基昭君) 米沢照男君の質問についての答弁を求めます。市長。

0市長(森田喜美男君) 比較的最近、アスベスト、すなわち石綿、これが、がん発生

のメカニズムの一役になっているということが、どこから言い出されたか、私も正確に

は知りませんけれど、その有害性が広く知られることになりました。

かつては、アスベストというのは、耐熱性あるいは一つの繊維でありますので、セメ

ソトと造形-形をつくることによって、水道管になり、あるいは煙突になり、その他の

資材になった、という程度の知識を持っておるわけでありますが、よもや発がん性を持

つ天然素材だということには、だれも気がつかなかった、といってし、し、んじゃないかと

思し、ます。

そこで、医学的にがんを発生させるメカニズムというのは、製造とか、あるいは製品

を扱う場合に、呼吸によって肺に入る。それが潜在的-肺に相当期間、物理的な作用だ

と思いますけれど、つまり肺がんの原因になるというふうには、素人でも、言われてみ

ればなるほどとわかるんですが、水の中に溶けた状態にあるものを、飲食という形で摂

取した。それがまた腸管の中で、あるいはその他の部位で発がん作用が起こるとし、ぅ、

そういうととは、ちょっとまだ学問的にも立証されているかどうか、我々はよく知りま

せん。

学校建築、つまり大型の建物の塗装材とし、し、ましょうか、表皮材とし、し、ましょうか、

そういうことに使われるということで、騒がれておるとし、う現状であります。とにかく

害になるものは、なるべく早く人に接触する機会を少なくする、ということでなければ

なりませんので、公的建物に使われているのは、なるべく早く始末しようというのが、

行政の姿勢だと思っております。そのことにつきましては、既に教育委員会でも早く着

目をして、予算措置も行って、逐次、休みの期間なぞを利用して、処理されつつあると

思っております。

気の毒なのは、作業員の、つまりその仕事に従事する方の応益、益じゃありませんが、

体の中に入れないということが確立していませんから、いろいろ今、それの対応が専門

的にとられつつある、こうしヴ状況でありますから、散逸を防ぐとともに、発生材、処

理をして、発生したものをまた公害のもとにしないように、始末をしなきゃならない。

これは燃えませんから、どうし、う処理が、今、公的な行政対策になっているのか、ちょっ

と私もつまびらかに承知しておりません。

そうし、う程度の認識しかありませんが、なるべく水なり、病原ではないんですけれど、

物理的に原因をつくる、ということだろうと思いますが、早く誤りのない方法で置きか

えてし、く。このことが、水道の場合もその他の建築資材の場合も、急がれておる、とい

うふうに考えております。少なくも学校関係には、早く解決をしなければならない、こ

ういうふうに取り組んでおるのが現状でございます。

0副議長(中山基昭君) 水道部長。

0水道部長(橋本栄寓君) それでは、第2点目の、石綿管の敷設がえの年次計画につ

いて、お答え申し上げます。

まず、年次計画を申し上げる前に、東京都の石綿管についての見解を、一言述べさせ

A
伎のムQ

U
 

-325-



ていただきたいと思います。

石綿管については、溶解性がない、要するに溶けて出ることはない、という答えが、

東京都の水道局の方から出ております。

私の方の今までの年次計画で、石綿管の布設がえをしている理由は、一つは、今、石

綿管が非常に多いところは、多摩平地域でございます。 この中においては、非常に管の

土かぶり、要するに深さでございますが、非常に浅いわけでございます。石綿管という

のは、強度に非常に弱し、管でございまして、最近の重量車によりまして、管の破損とか、

そういうものがございますもので、建設部の土木課の方の道路改修工事に合わせて布設

がえをしている、というのが現状でございます。

ここで、年間どのくらい布設がえをしているか、ということを申し上げますと、約、

日野市全域で2，000メーター弱、布設がえをしているというのが現状でございます。こ

れについては、年次計画で、ずっとそういう土木の道路改修に伴って、今後も布設がえを

していきたい、という考えを持っております。

以上です。

O副議長(中山基昭君) 教育次長。

0教育次長(砂川雄一君) お答えを申し上げます。

現在、小・中学校で、アスベストもしくはアスベストの疑いのある仕上げ材を使用し

ている学校というのは、 9月以降もいろいろ調査を続けました結果、 11月現在で、小学

校で10校、中学校で3校ございます。

アスベストもしくは疑いのある仕上げ材が使用されている場所は、階段の天井部分と

機械室でございます。階段の部分が使われているのは4校、機械室で使われているのは

11校になります。階段と機械室両方に使われている学校が 2校ほど含まれておりますの

で、数がちょっとこちらの方が多くなりますけれども、そう いう状況でございます。

現在、各学校から、検体を採取をしまして、これを専門機関に依頼をして、分析をし

ていただく準備を進めております。その関連経費についても、 12月議会で補正としてお

願し、をしているところでございますが、その結果に従って、後の撤去工事、その他を行っ

ていきたい、というふうに思っております。

一応、考え方としては、アスベストと判定された場合は、もちろんこれはすべて撤去

をいたします。が、仮にアスベストでなくて、ロックウール、これ、岩綿というのが、

非常に似た材料が使われている場合もあるわけですが、ロックウールについては、特別

に、アスベストのような危険性が指摘されているわけではございませんけれども、その

形状が大変アスベストに似ていて、素人で、は判別がつかない。将来、誤解を招くおそれ

もある、ということでございますので、この際、撤去をしていきたい、というふうに考

えております。

工事を発注する際に、アスベストであるか、ロックウールで、あるかで、工事方法とか

工事の仕方、手続その他も変わってきますので、専門機関の分析によって実態を正しく

把握して、それによって必要な手だてをとって工事を行う、というような形をとりたい

と思っております。

撤去工事の時期としては、いろいろ内部でも検討しましたけれども、やはりこういう

ものが、撤去工事をしますと、一番恐いのは、大気中での汚染の問題でございますので、

児童生徒への安全ということから、やはり一定期間、学校が休みであるときが一番いし、

わけなので、夏休みが最も安全だということで、来年夏休み中には、特に階段室を中心

にして、可能な限り撤去する方向で進めたい、というふうに思っています。

以上です。

O副議長(中山基昭君) 米沢照男君。

030番(米沢照男君) 再質問いたします。 2点目の、アスベスト管の取りかえ工事の

年次計画でありますけれども、今の答弁では、いつまでにどれだけやるか、ということ

が明らかにされていません。 9月の定例会での答弁では、たしか65年度までに取りかえ

るという答弁をしていたかと思います。

私は、さらにそれを一歩進めて、 65年度を目途に、年度あるいは年次計画としては、

どうし、う数値で取りかえ工事を進行させていくのか。 9月議会での答弁を踏まえて質問

しているつもりでおりますので、再質問をいたします。

3点目の、学校関係の吹きつけ、アスベストの撤去でありますけれども、夏休み中に

撤去できるように取り組みたい、としヴ答弁がありました。各学校から検体を集約して

分析をする、ということでありますけれども、私の手元に、都議会での都の教育長の次

のような答弁、会議録がございます。建物の解体、あるいは改修時における吹きつけ、

アスベスト処理の標準的工法の要領の作成を検討中でございます。その成案化をまって、

区市町村、教育委員会にそれを示し、児童生徒、教職員の健康、作業従事者の安全及び

周辺の環境汚染対策について、適切に対応するよう助言してまいりたいと存じます。以

下、いろいろ言っていますけれども、肝心な点は、こういう立場で各市町村に助言をし

てし、く、ということを明らかにしております。

これは、こうし、う立場での指導なり助言なりが、既にされているのかどうか、伺いた

ハり
の
，
白円。

η』の山
内

ο



んO

したがって、決して部長の答弁、だから安心なんだから急がなくていいんだ、とこう

いう意味での答弁では、もちろんないかと思いますけれども、今年度2，000メーターの

取りかえ工事をやった、というお答えであります。既に 9月の議会で、部長自身、答弁

されておりますように、全体の33%に当たる11万660メーターが、アスベスト管だとい

うことであります。これを 3年間で取りかえようということですから、今年度実施され

た2，000メーター程度のテ γポでは、とてもとてもこの 3年間で取りかえ工事を完了す

る、ということにはならないわけでありまして、少なくとも各年度 3万メータ一以上の

テγポでなければ、この 3年間に取りかえが完了できない、ということであります。

そこで、年次計画はどうなっているか、ということをお聞きしているわけでありまし

て、その点、はっきりさせていただきたいと思います。

0副議長(中山基昭君) 米沢照男君の質問時間は、 2時9分までです。答弁者等も時

間配分に留意しながら、お願いしたいと思います。水道部長。

0水道部長(橋本栄寓君) 御存じのように、水道の予算は、東京都の方から委託金で

賄っているわけでございますから、東京都の方との、そういう協議の中で決めていかな

ければならないものですから、一応来年度の予算等についても、そういう形ができるよ

うに、今後、また努力していきたいと思います。

0副議長(中山基昭君) 米沢照男君。

030番(米沢照男君) 65年度までに、 11万メートルからのアスベスト管の取りかえ工

事を完了させる、こういうととですので、東京都とも精力的に協議をして、一日も早く

取りかえが、工事が完了できるように、取り組んでいただきたいと思います。具体的な

年次別の数値が示されませんでしたけれども、その点が明らかにでき次第、議会の場で

明確にしていただきたい、と思います。

教育委員会関係、小・中学校の吹きつけアスベストの撤去でありますけれども、いた

ずらに撤去を急ぐ余り、さらにそれが逆にアスベストの粉塵をまき散らす、としみ結果

になってはなりません。そのために東京都も特に配慮をして、一つの指導基準とし、し、ま

すか、安全基準について検討していくということでありますし、そういうきちっとした

安全対策を踏まえた上で、さらに急ぐということが、両側面から求められているかと思

います。

事は、大変重大な問題であります。これまで知らず知らず時が経過をしてしまった、

ということから、惰性で時が流れてはならないというふうに、私は思います。ひとつ、

東京都とも、財政措置も含めて、積極的な対応策について協議をし、一日も早くこうし

いと思います。

とりあえず2点、再質問いたします。

O副議長(中山基昭君) 水道部長。

0水道部長(橋本栄寓君) 大変、先ほどのお答えの中で、最終年度を申し上げなくて、

失礼いたしました。

一応、目標は65年度という形で、今、計画を立てております。先ほど、私、数字、

2，000メーターと申し上げましたのは、今年度布設がえをしたのが2，000メーターという

ことでございまして、残りについては、 65年度までに全体的な数字を消化していきたい、

という考えを持っております。

0言Ij議長(中山基昭君) 教育次長。

0教育次長(砂川雄一君) お答えをいたします。

今、御質問の、都教委の方からの市町村に対する行政指導の文書については、まだこ

ちらの方には参っておりませんが、既にこれは各関係省庁からも、私どもの方へいろい

ろな通知が来ております。

例えば、今年 9月には、労働基準監督署から、すべてアスベストを撤去する工事をす

る場合には届け出をしなさい、ということが、通知が来ておりますし、本年10月には、

環境庁の大気保全局から、撤去工事に伴うアスベストの大気中への飛散を防止するため

に、これこれの措置をとりなさい、というような内容の通達も来ておりますので、多分、

東京都の教育委員会の方から来る指示についても、ほぼ同じようなないようになってく

るんではないか、というふうに考えておりますが、現在のところは、まだ来ておりませ

以上です。

O副議長(中山基昭君) 米沢照男君。

030番(米沢照男君) 2点目のアスベスト管の撤去について、さらに質問をいたしま

す。

先ほどの答弁で、アスベスト管は、決して不安はないんだ、とし、う意味の御答弁があ

りました。いたす.らに不安をあおってはならないという、もちろん配慮、からかと思いま

すけれども、先ほど紹介しましたように、欧米諸国では、 10年にわたる調査、検討の結

果、アスベスト管の内側から剥離した、そこに発がん性の物体がある。しかも、動物実

験でも、その発がん性が証明されている、そこから対策が急がれているということで、

相当、精力的な取り組みが進められているわけであります。
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たアスベスト公害が一掃できるように、鋭意、ひとつ努力をしていただきたい、いうこ

とを最後につけ加えて、この質問を終わりたいと思います。

0副議長(中山基昭君) これをもって 9の4、アスベストの安全対策強化をの質問を

終わります。

一般質問10の 1、日野市基本計画の策定にあたっての通告質問者、秦 正一君の質問

を許します。

(22番議員登壇〕

022番(秦 正一君) 日野市基本計画の策定にあたって、質問させていただきます。

日野市は、昭和46年 7月、第 1次基本構想、を策定し、本市の目指す都市像、暮らしを

守る住宅都市と連帯する市民の都市を目指し、そして10年後の昭和56年、人口16万から

17万を見込んでのまちづくり構想を立て、市政発展の指針といたしました。これは、言

うまでもなく、昭和44年、地方自治法第2条第 5項の基本構想を義務づけられたことに

よるものです。

古い話を取り上げて、まことに恐縮ですが、総括の意味で、過去の経過を見てみたい

と思います。

昭和49年、第4回定例会で、新しいまちづくりと、その計画について。昭和51年、第

2回定例会で、昭和52年第 1回定例会で、基本構想、に基づく基本構想計画、さらには財

政的裏づけを持った実施計画について取り上げ、日野市のまちづくりについて、基本的

な主要な政策の事項について、質問してきました。

昭和50年初頭は、オイルショックのあおりを受けて、低成長経済体制に入り、限られ

た財源によって、市行政を運営していかなければならない。人口も増加し、市民要求も

広範、多岐にわたり、しかも市民からは積極的に求められてきています。行政としては、

その市民要求にこたえていかなければならない。それには、行政としては、まちづくり

における施策にしても、どうしてもやらなければならない優先順位を決めて、それによっ

て実施してし、く。場当たり的な市政であってはならない、このように言われております。

要するに、行政の一貫した計画性のある施策、すなわち市の基本構想、による基本計画に

基づく実施計画にによって、まちづくりが必要であることを、強調してきました。

その後も、大変多くの請願、陳情書等が提出されています。昭和52年ごろは、従来の

基本計画の手直しを進めるべきであることを指摘し、実施計画も変わって、成果が上がっ

た部分もあったわけです。

そこで、計画の主要な事項別に、基本計画、実施計画によって進められ、成果として、

まず、コミュニティ活動の推進、コミュニティ計画の必要性、社会、文化、体育、市民

グラウ γ ドを含む施設雨の設置、中学校の完全給食の見通し、老人福祉として、高齢者

事業団の設置計画、老人福祉セソターの充実、それから七生地域の行政の立ちおくれを

取り戻すための南部地域の公共施設設置計画、その見通し等について論議され、結果と

しては、南平体育館、七生公会堂、高齢者事業団、老人福祉セソターとしての湯沢会館、

現在に至っては、中学校の完全給食、市民会館、市民グラウソド等の成果も上がってい

るわけであります。

市民生活環境整備の面で、流域下水道事業を推進する場合に、終末処理場の用地25ヘ

クタールの確保、これは浅川処理区を指しているわけですが、この用地確保を図るため

の計画を立てています。

その後、昭和57年、第2次日野市基本構想、の策定がなされ、緑と文化の市民都市、緑

と清流と太陽の都市を目指し、昭和68年を目標年次としています。

昭和62年9月、従来の計画に新たな検討を加え、長期的視点に立った総合計画として、

日野市基本計画施策の方向案が出された。

そこで、この基本構想と基本計画施策の方向との時期的ずれがあるのはどういうわけ

なのか、お伺いします。 3年ぐらいのずれがあるわけですけれど、どのような理由によっ

てなされたのか、社会経済情勢の変化、いろんな情勢の変化によってなされたのか。目

指す都市像を実現するために、しっかりとした基本計画なり、実施計画を持つべきであ

ると思います。

それから、基本計画に対して、実施計画がいつごろ打ち出されるのか、なされるのか、

その辺も伺いたいと思います。

次に、施策の大綱、各章の中のポイソトというか、重要課題は、どういうところに置

かれているか、お伺いします。

基本計画の施策の方向の中で、具体的に幾つかの点について、質問します。

福祉のまちづくりの中で、老人福祉についてはどのような施策を主体として進めてい

くのか。例えばL以前に、老人憩いの家を建設しましたが、利用度の面からすると、い

まーの感があります。金をかけた割に実効が上がらなかった、という反省も、私はして

おります。したがって、施策の建設に当たっては、実効ある計画のもとに進めるべきで

あると思います。

今回の基本計画の中の、主なものとして、養護老人ホームの建設があります。これも、

進入路等の拡幅整備が必要だと思うし、利用面の効率を配慮した、計画性のある方向で
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進めるべきであると思います。

次に、市立総合病院の施策の方向の中で、公立病院としての特徴を生か し、高度医療

を目指す病院としては、今の建物では狭心老朽化し、広い場所に建てかえるか、南部

地域の救急医療にも利用できるようにするか、土地高騰の折、いろいろと検討を加え、

実効の上がる計画のもとに進めるべきであると思います。

青少年の健全育成を図るための施策として、青少年問題協議会活動の充実はどうか。

地域別に配慮した、きめ細かな手だてが必要ではないか、と思います。

それから、施策といたしまして、総合体育館、野球場の建設について、特に、東光寺

河川敷に野球場の設置については、青少年の運動広場となり、市営球場までは至らなかっ

た。当時、少なくても 2荷から、中には 1面、本格的な市営球場を設置を主張してきま

した。中途半端に終わったことは、非常に残念でなりません。他に方法があれば、お開

かせ願いたし、と思います。総合体育館、野球場の建設計画はどうか。

次に、大成荘の見通しについてO 少なくても生徒の林間学校等が利用できるような施

設をしてもらいたい、とこのように望むわけでございます。

次に、幹線道路の整備について。現今、交通量の増大によって、通勤車両が、裏通り

の生活道路に入り込んできております。それによって、交通事故等の原因にもなり、生

活が大きく不安を来しております。これも、幹線道路の不足から来るものと思います。

都市計画道路の設置計画の見通しについて、お伺いします。

次に、環境整備の中で、下水道事業の推進に当たって、質問します。特に、流域下水

道事業の見通し、浅川処理区について。終末処理場の用地確保はどうか。幹線への本管

埋設は、どういう状態か。多少、変化があったら、お伺し、し、たします。

公共下水道事業分についても、見通しについて、お伺いします。特に下水道事業につ

いては、財政的な裏づけがあれば、その点もお伺いします。

最後に、市営住宅の建設について。土地高騰によって、マイホームを持つのが非常に

難しくなった現在、新婚さんのためにも、公営住宅、市営住宅の建設を望むものです。

基本計画の施策の方向の中で、どのように考えているか、お伺いします。

以上の何点かの点についての御回答を願いたいと思います。

0副議長(中山基昭君) 秦 正一君の質問についての答弁を求めます。企画財政部長。

O企画財政部長(長谷川暢男君) ただいま、基本計画の施策の方向の部分の中で、前

段の部分で、大きな大綱として 3点、具体的な問題として何点か、あるわけでございま

す。私の方から、前段 3点につきまして御説明、御答弁申し上げ、また、具体的な部分

につきましては、関係部の中で対応していきたい、というふうに考えております。

まず、 1点の、基本計画の施策の方向の中での、時期的なずれという御指摘でござい

ます。今、質問の中にもありましたとおり、 57年度、第2次基本構想、を制定して、もち

ろんあわせまして基本計画を策定することが、一番望ましい姿であることは、申すまで

もないと思います。

しかし、当時、人口増の鎮静化が、ちょうど始まった時期でございます。そういった

中では、なかなか長期的な見通しがつかなかった理由、また、必ずしも鎮静化の問題と、

長期的な見通しのつかない部分があったわけでございます。しかし、基本構想の目標と

する都市像の中では、当然、施策を計画的に進めなければならないということについて

も、なかなかこの点についても、十分承知しているわけでございます。そのためには、

各行政の分野の中で、短期の、 3カ年から 5カ年の事業計画の立案、あるいは全体計画

及び事業計画を、来年度策定していく中で、予算編成上の資料として、施策の指針とし

ての、順次、実現を図ってきた経緯でございます。

また、各分野の計画も、次第に発展させてきたわけでございますが、一方では、人口

の増加も割合、鎮静化したというような理由等もあって、ある程度の長期的な見通しが、

総合的な計画を持ち得る時期に来た、というような理由をもって、ここに基本計画を策

定の着手をした、というのが 1点目の問題でと「ざいます。

その中で、実施計画はどうなんだ、という 2点目の質問があるわけでございます。前々

から、既に施策の方向を、 9月議会の終わりの時点に御説明も申し上汐ました。また、

議会冒頭の中で議員さんからも質問もあって、経緯も多少述べましたが、当然、施策の

方向に合わせて、実施計画を現在、策定中でございます。その実施計画につきましては、

62年から当然、入るわけでございますが、実際には、もう62年度の事業は完了します。よっ

て、 63、64を、具体的に実施計画にあげてし、くわけでございます。今、新規予算と合わ

せましての実施計画も、既に各新年度予算編成に当たっての指針を、提示しております。

これを精査して、最終的に印刷にかけて、早い時期に各議会に実施計画を出していきた

い、というのが実施計画の作業の状況でございます。

印刷jにかけて製本になるのは、どうしても63年、新年度になりますので、その前に方

向づけができた時点で、新年度予算との編成をかみ合わせて、最終の確定をしていきた

い、というふうに考えております。

なお、 3点目につきましては、非常に大きな問題でございます。施策の大綱の各章の

中で、ポイソトということでございます。施策の方向の中で、多くの、五つの章を設け
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させていただきました。この重要課題について、という御質問でございますが、御承知

のとおり、施策の方向の案につきましては、市政が、今後市政として取り組むべき、い

ずれも重要なものでございますが、その中でも、各章のポイソトということでございま

すので、すべてないということは御理解のもとに、一部お答えしていきたい、というふ

うに思います。

まず、第 1章でございます。 1章につきましては、生きる喜びをっくり出す健康と福

祉の町ということで、当然その中には、実施計画の中に含まれてし、くわけでございます

が、高齢化社会の進展を考える中での老人福祉問題、特別養護老人ホームの問題、在宅

福祉の充実の問題、障害者が安心して暮らせる福祉の環境整備の問題等を含んでいるわ

けでございます。

なお、保険医療対策の中でも、成人病予防対策、市立病院の整備の問題、医療機関の

誘致ということが、大きな第 1章での実施計画になろうかと思います。

第2章につきましては、表題は略させていただきますが、人間性を育てる教育、文化

の町、ということになるわけです。教育の施設整備の中では、学校の改築、大成荘の問

題、現在、今、具体的な質問もありますが、大成荘、さらには文化、スポーツでは、ふ

るさと博物館、現在、建築中なもの、中央公民館、総合体育館の整備、設置等があるわ

けでございます。

なお、第 3章の中では、一番大きな問題と しての自然と調和する安全快適な町という

ことで、各分野で広範にまたがるわけでございます。具体的な中にも、数多く入ってお

りますので、大きく申し上げますが、やはり都市基盤整備の中での土地区画整理事業の

問題、豊田駅地域の再開発事業、下水道整備の問題、幹線道路、生活道路等の整備の問

題が、主な内容になろうかと思います。

さらに、緑と文化の市民都市を目指す当市としては、緑と水を基調とした公園、緑地、

緑道等の整備が重点でなかろうか、というふうに考えているわけでございます。

そのほか、市営の問題、建てかえ等の計画も含まれております。

また、第4章の中では、活気ある産業と豊かな消費の町ということで、農業問題、都

市地域農業の生産団地への育成の問題、あるいは、商工業では地域の活性化、消費者行

政では総合的な拠点を整えるための消費生活の情報の提供体制の整備、というような問

題があろうかと思います。

最後に、第 5章でございますが、参加と連帯をつくる市民自治の町ということで、各

種の大きな問題として、議員さんからいろいろ提起のある問題でございます。各種、市

民施設の複合化、あるいは多機能化を考える整備計画、施設整備の問題等を考えている

わけでございます。

あわせまして、庁内の中でのOA化の推進、住民情報システムの問題、あるいは、内

部情報システムなどの当雨の課題、そういったものを推進するものが、前期、長期合わ

せた68年度までの実施計画になろうか、とし、うふうに現時点では考えております。

以上が、 3点目の、ポイソトということでございますので、すべてではございません

が、大綱としてはそういう考え方である、ということをお答えしたいと思います。

以上でございます。

O副議長(中山基昭君) 福祉部長。

0福祉部長(高野 隆君) それでは、 2点目の、老人福祉施設についての御質問にお

答えをしたいと思います。

日野市基本計画の第 1章第 2節の 1に、老人福祉施設の整備について、うたっており

ます。特に、特別養護老人ホームの設置促進、とこういうことで、高齢化社会における

老人の増加、また、その中で 1点生ずるであろう、病弱な御老人に対応する施策という

ことで、家庭での介護が困難な老人に対して、住みなれた地域、社会において安心して

暮らせるための特別養護老人ホームをつくる、とこう書いてございます。

特に、その中での具体的な問題といたしましては、今後、日野市の中では4カ所程度

の老人ホームが必要ではないか、こういうぐあいな大きな目標の中で、当商、この中で

は、一つの施設の設置について、計画をしております。

具体的に、今、既に御論議を願っておりますように、高幡にこの施設をつくる、こう

いうことで、特別養護老人ホーム、 50床の特別養護老人ホームをつくるという計画を、

現在、進めているところでございます。 63年度、 64年度の事業の中での設置、というこ

とを考えております。

場所といたしましては、高幡の864番地の 4ということで、高幡住宅の隣でございま

すが、進入路といたしましては、西側の道を入っていきます6メータ一道路がございま

すので、それに隣接してつくる、こういうことでございます。

また、先々は、地域の環境等も考えまして、二番橋との関連についても考えるという

ことで、設置をしていきたいと思っております。

また、既に設置した憩いの家が、実効はどうなのか、とこうし、ぅ御質問がございまし

たけれども、この施設は、 59年に設置をいたしまして、もう既に 3カ年を経過しており

ますけれども、 61年の実績といたしましては、宿泊が283人、日帰りが1，485人でござい
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まして、 62年の11月までの集計では、現在が11月までの実績では312人、日帰りが1，168

人、推計でちょっと計算をいたしますと、 62年度は468人、宿泊が468人、日帰りが1，75 

2人ということでございますので、それぞれ宿泊は、昨年と比較しますと、約1.7倍、日

帰りが1.2倍、とこういうことで、着実に増加の傾向をたどっております。

初年度の実績と比較いたしますと、約2.2倍に達しておりますので、今後とも利用状

況については増加するであろう。先般、夏のころには、あそこの施設がいっぱいに、満

杯になったということもございましたので、今後とも普及に努め、また、利用者の御要

望に応じて、朝食等の提供等も考えながら、できるだけのサービスに努めてまいりたい、

というぐあいに考えております。

また、申し添えますけれども、特別養護老人ホームに同時に設置いたします施設とい

たしまして、高齢者在宅サービスセンターの建設を進めてまいります。ここにつきまし

ては、既に述べておりますように、ショートステイ、また入浴サービス、給食サービス、

機能訓練、またデイホーム、各種老人相談等を機能として持たせながら、同時に、特別

養護老人ホームの地域的な活用、拠点的なセンターといたしまして、地域に十分にサー

ピスが還元できるような、そういうような拠点として設置をしてまいりたい。

また、今後つくるべき施設につきましても、同様の地域福祉のための施設ということ

を重点的に考えながら、今後の特別養護老人ホームの設置については、鋭意、考えてまい

りたい、というぐあいに考えております。

0富Ij議長(中山基昭君) 生活環境部長。

0生活環境部長(坂本金雄君) 青少年問題協議会の充実についての御質問に、お答え

申し上げます。

青少年の健全育成を進めていく上には、家庭、学校、地域社会の協力と連携が必要で

ある、こういうセオリーはすっかり定着をいたしまして、今までに何回も繰り返されて

きたところでございます。

青少年問題協議会と申しますのは、地域社会、あるいは学校、あるいは家庭の代表、

それに行政機関の代表が加わりまして構成をいたします協議会でございまして、定例的

な会議を重ねているわけでございます。この機関は、諮問機関でございまして、実際の

実(動機関といたしましては、市内八つの中学校区ごとに置かれております地区委員会が、

実働機関になるわけでございます。青少年問題協議会で報告を受け、協議をされた事項

に基づいて、それを各地区委員会に持ち帰りまして、各地の実情に合った地区委員会活

動が展開されているわけでございます。

この地区委員会の委員さん方には、 PTAの方ですとか、自治会の方、地域の篤志家、

青少年に関心を持つ方、あるいは体育指導者、そういう方が構成をされておりますけれ

ども、活動の分野を大きく分けまして、社会環境浄化活動、非行防止活動、その他、青

少年の健全育成を図るための諸活動、この三つに分かれているわけでございます。

社会環境浄化活動の中に属します代表的なものといたしましては、広報紙の発行でご

ざいますとか、その地域の有害環境の調査、そういったことに取り組んでおります。

非行防止活動につきましては、夏休み中のパトロールであるとか、あるいはあいさつ

運動であるとか、そういったことに力を注いでおります。

さらに、その他、青少年の健全育成を図るための諸活動につきましては、各地区委員

会とも、それぞれ特徴を持っておりまして、日帰りキャ γプ、あるいは、たこを自分た

ちでつくって、それを上げてみる。それから、三つ四つの地区委員会が、合同で元互に

行います初日の出マラソ γ、6年生の集いでございますとか、八ヶ岳キャンプでござい

ますとか、いろいろございます。そういった活動を行っているところでございます。

したがし、まして、地区委員会の活動と申しますのは、直接、青少年の健全育成に関係

をしてくる大変重要な分野でございますので、今後、資金的な援助を初めといたしまし

て、まず第一に手をかけなければいけませんのは、青少年とともに活動をするグループ。

ワーカーとしての、リーダー研修であろうと思います。このリーダー研修を中核に据え

まして、そのほか必要な施策につきまして、今後、積極的に進めてまいりたい所存でご

ざいます。

0副議長(中山基昭君) 病院事務長。

0病院事務長(岩沢代吉君) お答えいたします。

病院の建てかえの関係でございますけれども、現状を、先般、病院の基本計画の案内

書の中にもございましたように、近代施設及び近代的な設備を含めて、考えておるわけ

でございますけれども、用地等の関係がございますので、これら日野市の基本計画と勘

案いたしまして、これからその方向づけに進んでいきたい、とかように思っております。

以上でございます。

O副議長(中山基昭君) 企画財政部長。

0企画財政部長(長谷川暢男君) 具体的に 4点目の問題として、東光寺河川敷の問題

でございます。御質問の中にもありましたとおり、既にあそこの全面積としては、廃河

川予定地としては 2万8，000ということの、約 3分の l強の面積を占用した、というこ

とでございます。よって、現在、利用している少年野球場 1面というような部分と、そ
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0都市整備部長(前田雅夫君) 都市整備部関係の御答弁を申し上げます。

管理をする道路、これが 3本、東京都が 9本、残る、市が施行し管理するものが13本と

いうふうに見ております。この道路の建設につきましては、手法といたしまして、直接

買収と区画整理方式の二つの方式で行っている、ということでございます。

区画整理方式につきましては、その区域内の、将来、国が管理する道路については国、

それから都、市、こういったものが費用負担をいたしまして、区画整理事業の中でつくっ

てし、く、ということでございます。

区画整理事業区域外につきましては、単独事業といたしまして、圏、都及び市が取り

組む、ということになるわけでございます。

国につきましては、今、課題になっておりますのは、 1・3・1号と、それから 1・

3・2号線、要するに、これは市役所の南から東に参りまして、万願寺区画整理区域に

入る、約900メーターでございます。この件につきましては、国が直接買収で行いたい

ということで、いろいろ今、取り組んでいるところでございます。

都道につきましては、かなり本数がございまして、 2・2・10号線でありますとか、

1・3・4号線、これは第二関戸橋関連と称しておりますけれども、落川、百草地区の

都道でございます。

2・2・11号線、これは、まだこれから一部調査に入るということで一一一失礼しまし

た。今、 2・2・11号線については、これは具体的には中央線から西の部分でございま

すけれども、東京都が施行するように、今、市が要望している。

そのほかにもあるわけでございますが、こういった国及び、都が施行管理するものにつ

きましては、市が強力な要請をしながら、協力をしてつくってし、く、ということになる

わけでございます。

市道に相当する都市計画道路につきましては、区画整理区域内の道路は、もちろん施

行するわけでござし、ますが、区画整理区域外につはきましては、今回の基本計画の中で

は、 2・2・5号線のいわゆる事業の進行。

それから、これは基本計画の後期になりますけれども、 2・2・9号線の、これは東

光寺の原の問題でございますが、これは地域の用途等も考えまして検討を進める、そう

いうふうになっております。

2点目の、下水道関係の浅川処理場の関係でございます。浅川処理場につきましては、

第一系列とし、っておりますけれども、この工事につきましては、 62年度着工、 66年度完

成ということで、今、東京都が取り組んでいる、ということでございます。この第一系

列をつくるに必要な用地の買収につきましては、ほぼ完了をしている、ということでご

の他の施設に使っているわけでございます。

ただ、現状では、そうし、う形でごさいますが、谷地川の堤防の改修工事が、建設省に

よって、 62年度実施されます。この堤防の完成を見た中では、完成後、やはり水位の状

況等を見るということで、 3カ年間は、なかなか廃河川の敷地の問題に手がつけられな

い問題があるわけでございます。その状況の期限が切れた時点を見まして、今後、八王

子の行政界の問題、旧地主の問題等も含んで、まだ継続的に進めるつもりでおります。

以上でございます。

OilJ議長(中山基昭君) 教育次長。

0教育次長(砂川雄一君) お答えをいたします。

総合体育館、それから野球場、大成荘に関連する御質問でございます。

総合体育館については、市民の森スポーツ公園の拡張計画の中で建設を考えていきた

い、というふうに思っております。規模、内容等については、現在、検討中でございま

すが、約8，000平方メートルぐらいの大きさにしたい、というふうに考えております。

野球場については、今、企画財政部長からもお答えがありま したように、東光寺グラ

ウγ ドなども含めまして、まず基本のグラウソド等の拡張、整備充実を図っていきたい、

というふうに思っております。将来展望としては、下水道計画の中で予定をされており

ます、いわゆる北川原公圏内にしっかりしたものを考えていきたい、というふうに思っ

ております。

大成荘につきましては、施設の性格としては、従来と同様に、小・中学校児童生徒の

林間施設、とし、う位置づけで考えていきたいと思っておりますが、それとあわせて、や

はり市民の一般利用、しかも積極的に利用ができる ような体制で考えていきたい。規模

としては、大体150人程度が寝泊まりできるぐらいの大きさが適当ではないか、 という

ふうに考えております。

以上です。

O副議長(中山基昭君) 都市整備部長。

まず、都市計画道路の建設の見通し、ということでございます。御承知のように、都

市計画道路につきましては、法的には計画決定した道路を日野市が施行する、とそうい

うことになっております。しかしながら、状況に応じて、国及び東京都も施行し、ある

いは道路の管理主体になる、そういうことでございます。

私ども、ごく常識的に考えまして、日野市内の都市計画道路25本のうち、国が施行し
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ざいます。

3点目は、この処理場に関連する流域幹線の問題でございますけれども、これは処理

場から浅川を横断いたしまして、浅川の南の市域に入り、それから都道を西の方に行く

幹線でございます。これにつきましては、 63年度、流域幹線は着工するということで、

ただし、その中で、浅川の横断につきましては、 62年度、 63年度で事業を行う、という

ことで進んでおります。

したがって、浅川処理場及び流域幹線につきましては、昭和66年度までに完了し、 67

年度から順調に行けば供用がされる、ということになるわけでございます。

それから 4点目は、公共下水道の問題ですが、質問の中にはございませんでしたが、

秋川、八王子処理場も、浅川処理場同様、 66年度完成をいたしまして、 67年度供用とい

うことになっております。こういった経過を踏まえまして、公共下水道の汚水管の布設

を進めてし、く、ということになるわけでございます。

長期計画の基礎になっている点を若干申し上げますと、 62年度から76年、 62年を基点

にいたしますと、 15年間になりますけれども、この聞に計画をしており ます汚水管の延

長は、 46万3，100メーターでございます。これは、南多摩、秋川、浅川処理区の合計で

ございます。現在、認可をとりまして、 61年度末に完成をしておりますのが、パーセ γ

トで申し上げますと11.4%でございます。残る管の布設になるわけでございますすが、

これを62年度から76年までに行う、ということでございます。

基本計画の62年から68年につきましては、総延長の43.1%、61年度末の累計をいたし

ますと、 54.5%の管の布設をいたしたい、こうし、う計画でございます。

さらに、 69年から76年、いわゆる基本計画から外れるんではございますけれども、こ

の部分が全体の54.5%になる、ということでございます。

以上、申し上げました数字をもとにいたしまして、基本計画が作成される、とし、うこ

とでございます。

0副議長(中山基昭君) 総務部長。

0総務部長(山崎 彰君) 最後の御質問でございます市営住宅関係について、お答え

いたします。

基本計画におきましては、第 3章の、自然と調和する安全快適な町の、第10節で、快

適な居住環境というところで、第 2番目の項目で、市営住宅の整備ということで、計画

をさせてもらっております。

既存の市営住宅の改修や老朽化ということが、非常になってまいりまして、これに基

づきます新しい建物を建てかえという考え方を、今とっております。その建てかえとい

いますのは、土地の有効利用、あるいは高度な利用を図っていきたい。その中で、障害

者あるいは母子家庭の方、あるいは高齢者むけの住宅も確保してし、く、というような考

え方でございます。これが、この施策の中に打ち出されているものでございます。

そして、その具体的な方策といたしまして、既に御承知のことと思いますが、第 1期

工事で48戸、今年度完成いたしました、 5月。そして、引き続いて第2期工事を 9月の

議会にお願し、し、たしまして、 64戸でござし、ます。これが来年度で完成です。 64年度で、

さらに64戸を完成してし、く。そして、 65年度で、最後の88戸をお願いするわけでござい

ます。そうしますと、 トータノレし、たしまして、あそこの旧建物といたしましてありまし

た、 131戸でございますが、これがトータルしますと264戸ということで、約、倍の戸数

になってくる予定でございます。

この中で、先ほど来、御質問ございました新しい家庭をお持ちの方、というような方

でございます。こうした中で、御承知のように、市営住宅には所得制限もありますが、

第 1種と第2種でございます。日野市の場合は、第 1種で今までやってまいりました。

しかし、今申し上げました向川原市営住宅の、一番最後の65年度になりますか、 88戸の

中には、 2棟だけ、 64戸の第2種の建物を建設していきたい、というようなことで、さ

らに利用の価値がふえるんじゃないか、と思います。

そして、これらと並行いたしまして、もう一つ、川原付市営住宅に、今、 3棟建って

おりますが、 4棟目が用途地域の関係でできませんでしたが、これが65年度を目安に、

1棟24戸を計画しております。そして、これが一つの今、 68年度までの計画でございま

す。その後につきましては、逐次、老朽化が進んでまいりますので、建てかえという方

法での検討をしていきたい、と思っています。

以上でございます。

O副議長(中山基昭君) 秦正一君。

022番(秦正一君) どうも、答弁、ありがとうございました。

広い範囲にわたっての項目なので、実際問題、市計画が出て、はっきりとしたものが

出てからでもいいんですけれど、とりあえず主なものを拾って見たわけでございます。

まず、青少年問題協議会のこのことについては、さらに充実した方向に行くものとみ

なし、結構です。

教育の面で、もう 1点。第五小学校の建てかえがございます。これも、現在、校舎の

北側がグラウソドになっておりますが、そこを利用して、恐らく建物ができると思いま
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す。そういう商から考えて、地域の学校開放等にも便利な方向に、この建てかえ計画を

進めてもらいたし¥とこのように、この点は要望しておきます。

福祉の商で、高齢化社会が進む中で、障害者や老人などが安心して暮らせるまちづく

り、福祉環境整備ですか、このようなものがうたわれておりますが、こういった雨につ

いても、早急につくるべきだ、とこのように思うわけでございます。

いろいろと市民要求がシビアになり、また、数多く出されてきております。そういう

中で、老人福祉、障害福祉については、このように市の方では計画を立てているんだ、

持っているんだという商で、安心して暮らせるような、そのような実施計画を進めても

らいたい。この点については、何か考えがあれば、お聞かせ願いたし、と思います。

市立病院の建てかえ、これについては、基本計画とあわせて方向づけをしていきたい

とし、うことで、用地の関係もあるでしょうが、私の希望といたしましては、先ほど申し

上げたとおり、南部地域の医療機関の設置等も叫ばれている今日、両方から使えるよう

な、こういう方向で考えていった方がベターじゃないか。高度医療をする上においても、

また、市民が安心して暮らせる医療機関を持つことにおいても、今のところ北の方へ寄っ

ておりますから、これをさらに南の方へ寄せて、両方から利用できるような、そういう

方策を考えたらどうか、ということを提起しておきます。

体育館、スポーツ関係の施設、特に野球場については、 3分の lを利用して、現在、

少年スポーツ広場ですか、これを設置しております。東光寺河川敷の堤防の話が出まし

て、堤防ができ上がって 3年ぐらいたたないと、あとは手につかないということで、で

きる、残った用地を利用して、何とか市営球場の建設ができるように、こういった方商

の計画をさらに練ってほしい、とこのように、この点については要望しておきます。

都市計画道路ですが、これは先ほど細かい点まで述べて、答弁ありましたので、すが、

特に 1・3・1とか 1・3・2、この辺については、 かなり以前からの経過もありまし

て、おくれた状態になっているわけでございます。そういう商から、何とか早い時期に

実現ができるような方向に、一歩でも足を向けてほしい、とこのように思うわけでござ

います。

都道のあれは、 2・2・5です，か、これも市の方で一一2・2・10ですね、これは立

日橋のことを言うんでしょうけれど、これはかなり進んでおりますが、市の方で行う一

番橋からの吹上に通ずる 2・2・5、これについても何とか早い時期に用地の確保、も

う終わる時期じゃないかと思います。積極的に働きかけてほしい、このように思うわけ

でございます。

下水道の両におし、ては、若干おくれてはし、るようですが、ある程度の進捗状況で進ん

でいるということで、特に浅川処理区が心配になるわけでございます。こうし、った荷で、

この辺の心配ないように、積極的な働きかけをお願いしたい、とこのように思うわけで

ございます。

以上、何点か再質問しましたけれど、よろし くお願いします。

O副議長(中山基昭君) 福祉部長。

0福祉部長(高野隆君) 高齢者、障害者などが安心して住めるまちづくりの問題に

ついての御質問がございました。この辺につきましては、第 1章の第 1節 5項に、生活

環境の総合的整備というところで、うたっておりますが、これは高齢者、障害者などが

安心して住めるまちづくりといたしまして、福祉環境整備要綱を設置していこう、こう

いうことでございます。

これにつきましては、住みよいまちづく り要綱がございますので、 これとリソクさせ

ながら活動していきたい。そして障害者、高齢者が車椅子で生活できるまちづくりを目

指して、すべての基準をっくりながら、まちづく りを進めるという ことでございまして、

これは東京都の要綱との整合性を考えながら、現在、来年度に実施をする、こういうこ

とで、現在、準備を進めているところでございます。

0言Ij議長(中山基昭君) 秦正一君。

022番(秦 正一君) 今回、基本計画の施策の方向の中で、幾っか取り上げて質問し

たわけでございます。

先ほどの幹線道路の整備やら、また、下水道のことにしてもそうですし、実施計画の

中に、かなり具体化されてくるとは思いますが、いずれにしても、現在、土地高騰の中

で、用地確保はこれからだんだん難しくなってくる、とこのようにも予想されます。

したがって、実施計画に当たっては、十分なる検討を加え、有効なる利用計画ができ

るように、同じお金をかけて中途半端で終わらないように、せっかくお金をかけるわけ

ですから、完全な状態にしてほしい。はっきりとした利用計画のもとに、まちづくりを

進めるべきであることを強く要望して、この質問を終わるわけです。

が、いずれにしても、それぞれの項目についての実施計画が、新年度に向かつて表商

化し、出てくるわけですから、それによってまたさらに、わからない点はお聞きしてい

きたい、とこのように思うわけでございます。

ありがとうございました。

0副議長(中山基昭君) これをもって10のし日野市基本計画の策定にあたっての質

り
'
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0言IJ議長(中山基昭君) 休憩前に引き続き会議を開きます。

するためには、対人サービスの担い手である労働者を減らしたり、あるいは、その労働

条件を切り下げたりする方向に向かっています。多くの地方行革大綱を策定した自治体

は、方針をこれの大綱に向けて、実行に移しています。それには、事業そのものの見直

しをして、事業や施策の統廃合や委託化、その事業に携わる職員の削減や、給与のダウ

ソや、配置転換、そしてパートの導入やボラソティア化などが行われています。

また、そうした事業を受ける者は費用負担をすべきであるとして、要するに受益者負

担を押しつけ、料金引き上げや有料化が進められています。実にさまざまな分野、いろ

いろな方法で行政の守備範囲を縮小しているのは、自民党政府の自治体への補助金の削

減が、大きな要因となっています。

1981年、第2次臨時行政調査会が発足し、 7月に第 1次答申が出され、このとき、保

育所については、幼稚園についての検討とあわせ、費用徴収基準の負担能力に応じた強

化、公平を図る。

1983年、第 3次基本答申が出され、社会福祉における受益者負担の強化と、民間活力

の活用が強調されました。自民党政府は、との答申に基づき、 3カ年にわたって国民の

生活関連の国庫負担の予算の削減を実施してきました。そうして、老人医療の有料化や、

医療、年金制度を改悪してきました。

1986年には、整理、合理化を、地方公共団体の執行機関が国の機関として実施する事

務の整理及び合理化に関する法律を成立させ、それに伴い児童福祉法を一部改悪し、保

育の場合は、 87年、ことしの 4月に、それまで本来、国がやるべき事務を地方自治体の

機関に押しつける機関委任事務から、団体委任事務に移行させました。これは、当然、

国庫負担金の削減と連なり、そして入所措置基準の変更等も行われました。

厚生省の概算要求を見て、児童館や学童クラブに関するところを見ると、都市児童健

全育成事業の、児童育成クラブ費は、小額ですが毎年増加されてきたとはし、え、 81年度

は全国で対象クラブ2，288カ所で、たったの4億168万円しか予算化されておりません。

自民党政府は、全国の学童保育の制度化を願う父母を無視して、学童保育を制度化する

方針はなく、留守家庭児童対策は児童館で実施する、とし、う方針を強調してきました。

1985年、 102国会で、学童保育の制度化を求める請願が採択されましたが、そのとき

にも自民党政府は、制度化をする意思はない、と冷たい姿勢をとり続けています。全国

の共働き母子・父子家庭の子供たちの放課後の生活を守り、親の働く権利と家庭の生活

を守る専用施設と専任指導員を持ち、年間を通して開設される学童保育の制度は、婦人

労働、特に、子育てを続けながら働く母親の労働を保障する、という観点から見ても、

問を終わります。

お諮りいたします。議事の都合により暫時休憩いたしたいと思いますが、これに御異

議ありませんか。

( I異議なし」と呼ぶ者あり〕

0副議長(中山基昭君) 御異議ないものと認めます。よって暫時休憩いたします。

午後 2時54分休憩

午後 3時28分再開

一般質問11の 1、学童クラブの更なる充実についての通告質問者、小俣昭光君の質問

を許します。

(10番議員登壇〕

010番(小俣昭光君)

す。

11の 1、学童クラブの更なる充実について。学童保育事業は、共働き家庭の増加や、

議長のお許しをいただきまして、一般質問を行いたいと思いま

地域での共同の子育ての要求の発展などをベースにして、日々その需要がふえ続けてい

る課題であります。国の制度でないからといって、手をこまねいて放置しておくことの

できる課題ではありません。

言うまでもなく、学童保育の制度や充実を願う父母たちの運動は、全国のあらゆる自

治体に、学童保育を実現させてきました。日野市でも、働く父母の長年の運動と、子供

に暖かい手を差し伸べる革新市政によって、全国的にも誇れる学童保育の施策を、実現

してきました。

ところが、こうした学童保育に寄せられる期待と、ますますふえる共働き家庭や父子・

母子家庭の子供たちによって、学童クラブに入所希望者がふえ続け、学童クラブの定員

を30人から40人、現在は45人と、定員をふやしてきたが、入所し切れなくて、保留児が

出る状況であります。さらに学童保育を、学童クラブの充実が強く求められているとこ

ろであります。

こうした父母の願いを踏みにじる自民党政治の臨調行政改革、特に福祉、教育の分野

で、金、人、物の三つの面を重点に、大幅な削減を押しつけてきました。福祉などの見

直しを目的としたにせの行政改革は、福祉の仕事を実際上担っている現場が地方自治体

であるだけに、地方行革を伴ってきております。

しかも、福祉の社会サービスは、その大半が対人サービスであるために、福祉を削減
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大事な制度であります。

児童福祉法は、第 1条で、すべての児童は等しく生活を保障され、愛護されなければ

ならない。

第2条で、国及び地方公共団体は児童の保護者とともに児童を身心ともに健やかに育

成する責任を負う、と定めています。

私は、この児童福祉法の精神を生かすことから見れば、日野市の学童クラブを充実さ

せることが大事である、と考えております。ここで、具体的にお伺し、いたします。

第 1は、各学童クラブに正規の指導員を複数配置することであります。

第2は、学童クラブ希望者の全員の入所であります。

第3は、七小学童クラブの移転についてであります。既に土曜日の市民相談や、福祉

部長、児童課長のところにも、父母会からも相談に行っている問題であります。この問

題について、お聞きしたし、と思います。

第4は、各クラブの施設の改善であります。二小学童クラブは、育成室を広くしてほ

し¥..、、という要求が出されていると思います。また、平山小学童クラブは、学童独自の

施設が欲しい、広い庭が欲しいと、要求が出されております。さくら第二学童クラブは、

五小改築の際には、独立した施設が欲しい。また、二中校区に児童館を建設してほしい、

という要求が出されております。旭が丘学童クラブについては、新しい学童クラブの施

設の建設について、特に今、児童館が建設されておりますが、これの問題について、話

し合いを積極的に進めていただきたし、と思います。

四小学童クラブでは、ここでも保育室の広い部屋で、畳のコーナーが欲しい。つくし

学童クラブでは、人員が少ないので、もっと地域に開設してクラフe以外の子供たちも、

一緒に遊べるようにしてほしい。ここは、平山小学校の学童クラブで、平山域社公園の

駅前の図書館の 2階にあります。そのために、人員が少ないので、もっと近いところに

も学童クラブを移設してほしい、こうし、う要求も出されております。

滝合学童クラブでは、育成室をもっと広くしてほしい。潤徳学童クラブでは、行程及

び全農連のグラウソドを利用しやすいようにしてほしい。高幡台学童クラブ、育成室を

広くしてほしい。日野台学童クラブについては、壁が古くなってはがれ落ちる。換気扇

などをつけて、ロッカーも新しくしてほしい。(IデスクでやったらどうかなあJ I市

長への一般質問だぞo 市長もスケールが小さくなってきたなjと呼ぶ者あり)東光寺学

童クラプについても、校庭の使用についての制限改善をしてほしし、。八小学童クラブに

ついては、校庭の使用についての制限の緩和をしてほしい。七小学童クラブについては、

先ほど言いましたように、学童クラブが移転の話が出ておりますので、父母会とも十分、

話し合いをして決めていただきたいと思います。

以上、大きく分けて 4点について、お聞きしたいと思います。

0~1j議長(中山基昭君) 小俣昭光君の質問についての答弁を求めます。福祉部長。

0福祉部長(高野 隆君) それでは、学童クラブについての御質問にお答えをしたい

と思います。

現在、日野市の学童クラブにおきましては、正職員 l名と、嘱託指導員が 1名ないし

2名の組み合わせで、職員配置をしております。また、臨時職員も置いております。こ

のような職員配置で、一定の保育水準を保っておりますので、御要望の 2名、正職員配

置という御希望もあろうかと思いますけれども、現在の厳しい財政状況等を考えますと、

なかなか正職員 2名の配置は、困難なことであろうかと思っております。なかなか御要

望に応ずることは、難しい問題ではないだろうか、と考えております。

二つ目の、旭が丘学童クラブの保留児の問題でございますけれども、全体の入所状況

といたしましては、昨年は830名の定員に対しまして7∞名の入所にとどまりました。年々、

若干ずつ希望者が減っておりますけれども、一部の定数オーバ一地域につきましては、

今後とも全員入所に向けて努力をしていきたい、と考えております。

三つ自の、七小学童クラブについてでございますけれども、現在、七小学童クラブは

新都市建設公社の敷地を、借地を、一定の期限で借りておる関係から、 63年の 9月末ま

でには移転をしなければなりませんので、七小の学校敷地内に移転をしたいと思いまし

て、教育委員会にお願いをしているところでございます。父母会等につきましては、理

由をよく説明をしまして御理解を得たい、と考えております。

四つ自には、各クラブの施設改善の要求について、申されましたけれども、それぞれ

御要望の趣旨も理解いたしますけれども、各クラ ブの公平性の立場から、現状をよく把

握いたしまして、また、学校の改築、改装等にも合わせまして、今後とも改築を行って

いきたい、というぐあいに考えております。

0副議長(中山基昭君) 小俣昭光君。

010番(小俣昭光君) 再質問をさせていただきます。

第 1点目の、指導員の複数配置の問題であります。今、 23人の正規の指導員で、 18の

学童クラブ、 1人ずつ配置されて、残りの指導員がフリーとなって当たっております。

これらの指導員の人たちが目いっぱいの人員で配置されておりますので、休暇など十分

に取れているのかどうか。
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そういう問題と、あと、嘱託指導員の場合であります。これらの勤務形態はどうなっ

ているのか。これについての、お聞かせいただきたいと思います。

第2は、学童クラブの希望者の全員の入所、全体としては少なくなっている、という

お話ですが、クラブによって、やはり入所基準、毎年オーバーするところがありますの

で、これらについて、どうしヴ対策、入所できるようにする、ただそれだけで、は、やは

り父母としても不安でありますので、どういう対策を立てるのか、その辺について、お

聞かせいただきたし、と思います。

第 3の、七小学童クラブの移転の問題であります。今、父母会の人たちは、実際に学

校に入れるのかどうなのか。以前は、空き教室を利用する、という話もあったみたいで

すので、今度は学校に、今の話だと、空き教室ではなく学校に入る、ということであり

ますので、独立したものでも建てて、学童クラブを入れるのか。その辺についても、お

聞かせいただきまたし、と思います。

以上、 3点、再質問させていただきます。

O副議長(中山基昭君) 福祉部長。

0福祉部長(高野 隆君) 再質問でございますけれども、正職員の休暇が取れている

かどうか、ということでございますが、フリー職員を 5名ほど配置しておりまして、そ

のローテーショソの中で消化しているということで、大体取れているんじゃないだろう

か、と思います。

嘱託職員の勤務形態についてでございますけれども、これは、嘱託職員が 1名の配置

の箇所、それから 2名の配置の箇所、それぞれ嘱託員の勤務形態に対する要望等をまと

めまして、そのような形で、 1名体制あるいは 2名体制のところをつくっておりますけ

れども、 2名体制のところは、ローテーショソでかなり順調にいっているようですが、

1名の嘱託職員のところについては、若干の困難な状況が生まれているように思ってお

りますので、これについては、今後、改善の検討等をしたし、きたい、と思っております。

二つ自には、入所オーバーしているところの、定員オーバーしているところの対応に

ついてでございますけれども、これは、施設を殖やす、あるいは 2カ所にするというよ

うな御要望も、かつて出たことがありますが、そういうことは、なかなか難しいことで

ございますけれども、若干の定数オーバーでございましたらば、組合との交渉が必要で

すが、定数を広げる、とこうし、う形で、大きな学童クラブという対応の中で消化してい

きたい、こういうぐあいに考えております。

3番目に、七小学童クラブの移転についてでございますけれども、これについては、

今、教育委員会にお願いをしているところでございますので、教育委員会の内部での御

検討を経て、私どもは何とか御回答申し上げたいと思います。

以上でございます。

O副議長(中山基昭君) 小俣昭光君。

010番(小俣昭光君) 七小学童クラブの移転の問題であります。確かに教育委員会と

相談、ということですが、空き教室なのか、そういう方向でし、くのか、あるいは独立し

た方向で、し、くのか、それもまだ考えはない。

ちなみに、空き教室といわれても、今、七小の教室は22教室あって、そのうち既に18

のクラスが使っていますので、四つありますけれど、それは音楽室だとか特別室などに

使われているんじゃないか、というように思うんです。そういうことでいきます。

それと、この地域は、また児童のふえる地域で、 68年には20クラスになる見込みが立

られている、というように思うんですけれどね。そういう点では、現在のままでは、空

き教室は私は無理なんじゃないのかな、というように思うわけですけれど、その辺、も

しだめなら、敷地の中に独立の何か建てるのか。そういうことしかないんじゃないのか

な、どうしても学校に入るとなるとね。

そういうようなことですので、もし、まだそこまで検討されていない、ということな

らばともかくですけれど、検討されているようでしたら、その辺、はっきりさせていた

だければと思っています。

それと、学童クラブの全員入所の問題ですが、今、 45人定員で、 50人ぐらいで、これ

は組合との話し合いでされていると思うんですけれど、それ以上のところが二、三あっ

たように思うんです。ことしは、滝合小がちょっと少なかったんで、すけれど、今は45人

で定員いっぱいということも言われております。そういう点で、 50人以上になる学童ク

ラブ、二、三あると思いますので、そういう点ではなかなか難しい一一組合と相談とい

うんですけれど、なかなか難しくて、 50人で切っているような話を聞いている。しかも、

45人にならないと、保留児がし、ても、新たに申し込みをしても入所できないとか、ある

いは、またもっとあれになると、 45人にならないと入所できないとか、というような、

今まで最初いたわけで、すから、その人がやめていって、そういう点では何人か減るわけ

ですけれど、それが45人を割らないと新たに補充しない。入所希望者があってもやらな

い、ということを聞いているわけですけれど、そういうことが行われていること自体が、

私は問題じゃないのかな、というように思うんです。

そういう点で、お母さんたちも、何とか、今まで50人いたんだったら、 49人になった
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ら1人入れてやる、というようなことが必要じゃないのか、というように私も思うわけ

です。そういう点で、その辺について、お聞かせいただきたい、というように思います。

それと、嘱託の問題でありますけれど、今の時期ぐらいになると、さほど問題ないの

かもしれないんですけれど、特に4月、 1年生が新しく学童クラブに入ってきた人たち

が、嘱託指導員が 1週間交代で、今の 2名配置のところですね、 2名配置で嘱託指導員

が1週間交代でされている、というようなこともあって、なかなか嘱託指導員になじめ

ない子供もいる、というようなことを、 4月の初めごろ聞くことがあるんです。

そういう点で、その辺についての対応、物をつくっているわけじゃなくて、扱ってい

るのは子供たちなんで、その辺で、十分対応をやっていただきたい。きめの細かい対策

を立てていただきたい、というようにも思うわけですけれど、その辺について、できる

かどうか、お願いしたい。そういうように思います。

そして、 1名配置は問題があると、さっき言われていたんですけれど、確かに税金の

関係だとか、あるいはだんなさんの扶養になっているということとか、ということで、

この時期になると休みがちになってきている、という話も聞いているわけですけれど、

そういうことは実際あるのかどうか。もし、お聞かせいただきたいと思います。

0副議長(中山基昭君) 教育長。

0教育長(長沢三郎君) 第七小学校の問題につきまして、私の方からお答えさせてし、

ただきます。

今、小俣議員さんの方からおっしゃったとおり、第七小学校は現在18学級、保有教室

22教室と、 4教室、教室に余裕がございます。ただ、 67年です、 5年後の推計からいき

ますと、 40人学級の進行と合わせまして、昭和67年には学級数が21ないし22クラスの学

校になることが、はっきりしております。全体としては、空き教室というものは、第七

小学校について全く出てこない、というような状況で、その後も漸増傾向にある。児童

数は、第七小学校の場合には漸増傾向にある。

今、第七小学校については、将来の児童数を見越しまして、 1スパソ、 4教室増築で

きる予定地を持っているわけです。福祉部長さんの方からも、非常に、今、新都市建設

公社との関係で、期限っきの待ったなしの状況もできている、という話も受けておりま

すし、緊急避難的な形に、ここ四、五年、何とか増築前の状況の中で対応できるとした

らば、現在、増築予定地、その場所を仮設の学童関係の施設をつくって対応してし、く、

そういうような方法が、四、五年の期間づきでとれるかどうか。そんな問題も含めなが

ら、学校当局含めて、福祉部含めまして検討している、とそういう状況でございます。

0副議長(中山基昭君) 福祉部長。

0福祉部長(高野 隆君) 職員の休暇の取得の問題で、特に嘱託職員の休暇が取りに

くい、あるいは休みがちだ、というような御質問がございましたけれども、これについ

ては、いろいろと嘱託職員の関係も含めまして、古い職員が状況に応じて入る、とこう

いう形をとっておりますけれども、若干、何かその辺のところで、夏休み前後はかなり

困難は出てくるようでございますので、それについては、私ども内部的な検討をして、

必要な対応というのはとれるかどうか、現在、検討中でございます。

その他、定数の問題で御質問ございましたけれども、私どもといたしましては、学童

クラブというのは非常に毎年変動がありまして、なかなか把握しにくい。特に定数につ

いては、把握しにくい状況でございます。必ずしも学童数に比例してふえるとか、減る

とかいうことではございませんし、若干、親の就職状況とし、し、ますか、そこによってか

なり変動が出てくるわけでございますので、あらかじめなかなか予測しがたいというこ

とでござし、ます。

したがって、状況が生じてから検討して対応する、とこういうことでございますので、

一時、緊急的に定員をふやして対応する。その場合には、職員と十分相談をしまして、

必要な職員を配置する、とこういうようなことで、臨時的な職員を採用して対応する、

こういうような形で何とか対応していきたい。

細かし、数字については、今後とも現場に支障のないように対応していきたい、と思い

ます。(r現場に支障がないんじゃないんだよ、それは。親と子の立場に立って考えな

いとJrそうだ」と呼ぶ者あり)

0~1j議長(中山基昭君) 小俣昭光君。

010番(小俣昭光君) 定数の問題については、私も子供2人、学童クラブにも入って、

今は卒業しましたで、すけれど、そういう点で、父母会にも参加して、特に滝合小は割り

と恵まれた施設だった、ということに感じています。

そういう中で、お母さんたちが、話を聞きますと「もう 3年生になったから、うちの

子がいると、 1年生に新しく入る人が学童クラ ブに入れなくなってしまう。定数の問題

を考えて、本当はもっと入れていきたいんですけれど」という話を、よく聞いていたん

です。そういう点で、何年か前に請願も出されてきた、というように思うわけです。

そういう点では、子供を本当に、 3年生になったからといって、もう安心して学童ク

ラブに行かせないでいい、ということじゃなくて、本当に心配しながら、ただ、もっと

小さい子が入れないと因るんだということで、そういう点では、本当に全体のことを考
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えながらやっているお母さんたちが多いわけですので、そういう点では、ぜひ安心して

入れるような対策を、これからも立てていただきたい、というように思います。

それと、七小の学童クラブについての移転の問題で、先ほど述べましたように、今の

新都市建設公社の土地、あそこが明け渡しになる、あるいは、学校に入ろうとしたら入

れなくなったというようなことで、そういう心配が父母の人たちにありますので、そう

いう点で、特に、またもとの日野児童館に行くんじゃないのか、という心配があります

ので、そういう点では、そういうことのないように、安心して行き場所がはっきりする

ように早くお願いしたい、というように思います。

それと、今、教育長の話で、数年は今のところで、もし入ったとしても数年なら大丈

夫だ、というお話もありましたので、私も厚生委員会の中で、七小の学童クラブはこの

地域に、神明地域に児童館をつくって、そういう中に学童クラブが入る、そういうよう

なことも必要ではないのか。そういう中に、やはり請願が出されているこの地域の地区

セγターが併設される、というようなことも可能なら、ぜひそんなところも模索してい

ただきたい、というように強く要望しておきたし、ところであります。

あとは、指導員の問題についても、いろんな方法があるかと思いますので、十分話し

合いをしていただき、そして対策を立てていただきたい、というように思います。

あと、特に、今、各クラブの問題でお話ししまして、対応していきたい、ということ

で言われております。特に、育成室が狭い、あるいは学校のグラウ γ ドが十分使えない、

そういう中で要求が出されてきておりますので、そういう点では、学校側と十分に児童

課で話し合いをしていただきながら、学校に学童クラブが入ったにしても、十分に、子

供たちが安心して遊べるように、ぜひ、そういうようにしていただきたい、そういうよ

うに思います。

それと、学校に入った最初の学童クラブは、第三小学校の学童クラブだったわけで、す

けれど、ここでのトラブノレが、後々の父母会、学校に学童クラブが入るということが非

常に難しくなった、あるいは要求が、学校じゃなくて独立した要求というのが、非常に

強く出されたわけですので、そういう点では、十分に学校の校長先生や学校の先生たち

とも話し合いをしていただし、て、空き教室を利用しているときには、その辺の対応もやっ

ていただきたい、というように思います。

今、三沢台学童クラブ、非常に学校側も喜んで、また、学童クラプに行っている子供

たちも喜んでおります。ここは、空き教室を利用して、学童クラブになっているわけで

すけれど、二つの教室を一つにぶち抜いて、そして広々とした教室、学校から学童クラ

ブというのは、本来、自分の家に帰ってきた、というふうに子供たちは思っているわけ

ですので、それが教室のまんまということじゃなくて、十分に内装もやっていただいて、

そういう点で、子供たちも安心して遊んでいるということを聞いて、大変によかった、

というように私も思っているわけですので、ぜひ、そういうような方向で、これからの

学童クラブ、前進させていただくために、お願いしたし、と思います。

今、多くの保守の市政の中で、特に東京都が革新都政から保守都政になったときに、

東京都の補助金が削られてくる、そういうことを予想されて、学童クラブを民間委託に

多くの市がやっておりますが、そういう点では、日野市の学童クラブ、いろいろ問題が

ありますが、全国的に見ても、調べれば調べるほど、革新市政の日野市の学童クラブの

すばらしさは明らかだと思います。そういう点でも、一層にこの火を絶やさないために

も、学童クラブも充実させていただきたい、いうように思います。

最後に、市長に一言、何かありましたら、お話しいただければと思っております。

O副議長(中山基昭君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 先ほどまで福祉部長が答えましたことに、特につけ加えるこ

とはありませんo 学童クラブにつきましては、いろいろな知恵を絞って、協力をいただ

きながら、何とか辛うじて維持できておる、ということであります。

学校に、特に学童クラブのことを強いるのは、これは本来は系列の違う行政分野であ

りますから、余りそのことを当たり前というふうにするのは無理だろう、とこう思って

おります。お互いに、つまり子供のために協力をし合う。したがし、まして、父母の方に

も御協力をいただかなければなりませんし、そういう形で子供たちを最小限に守ってい

こうというのが、現実の学童クラプの現在の姿であります。

余り論議をしない形で、子供を守るということについては、責任を持ってやるつもり

であります。

0副議長(中山基昭君) 小俣昭光君。

010番(小俣昭光君) ありがとうございました。

以上で、この質問を終わらせていただきます。

0副議長(中山基昭君) これをもって11の1、学童クラブの更なる充実についての質

問を終わります。

一般質問を続けたいと思います。 12の1、専門職員を配置した学校図書館の充実につ

いての通告質問者、板垣正男君の質問を許します。

(19番議員登壇〕
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019番(板垣正男君) 通告に従いまして、専門職員を配置した学校図書館の充実につ

いて、質問を行います。

私は、過去にもこのテーマでは、一度、一般質問で取り上げてまいりました。なかな

か、法律という壁があるために、一自治体で専門職員を配置して学校図書館の充実を進

めるということは、非常に難しい側両があることも、十分承知をしているつもりでござ

います。

しかし、そうした壁があればこそ、その壁をどう改善し、そして図書館の充実をかち

取っていくかとしヴ、そういう側両も、またあるわけでございまして、私は、そういう

立場から、今回の質問を行ってまいりたいと思います。

学校図書館は、子供たちの学習や、人間的成長に必要な資料を提供し、学校教育の目

的達成に資する機関であるということが、言われているわけであります。学校図書館は、

文字どおり教育の場であり、人の問題はとりわけ重要な意味を持つ、ということになる

わけであります。教材と子供がし、るだけで教育は成立し得ない、ということは明白であ

りますように、学校図書館で、本や建物だけあって、本と利用者である児童生徒を結び

つける人の存在というものが、不可欠だというわけであります。

ところが、この学校図書館における、人がし、ないまま、長い間、放置されてきたとい

うのが現状ではないか、と思うわけであります。法律や制度の面で、学校図書館の職員

の問題は、どうなっているのであろうか。ひとつ、学校図書館法というものを、もう一

度見てみたいと思うわけであります。

この法には、学校には学校図書館の専門的職務をつかさどらせるため、司書教諭を置

かなければならない、と明記されているわけであります。この学校図書館法は、学校図

書館を学校教育において欠くことのできない基礎的な設備である、としております。学

校図書館の設置や整備、充実を義務づけるなど、戦後教育史の流れに、大変画期的な意

義を持つ法律だといわれております。

戦前、人民教育とし、ぅ、いわば国定教科書だけに頼って行われました教育を反省 して、

戦後教育は、自由で多様な資料を駆使し、子供たちの自主的な学習を発展させることに、

その主眼を置かれてまいりました。そう した学習を実質的に保障する機関が、学校図書

館であり、その担当者が司書教諭であったわけであります。ですから、学校図書館法は、

戦後の民主的な教育を求める、広範な国民の教育要求の中から生まれてきたものであり

ます。およそ100万名もの署名を国会に積み上げ、議員立法で制定された、とし、う経過

があるわけであります。

上に挙げた条文で、明らかなように、ということで、図書館法の学校図書館法白書が述

べているところによりますと、学校図書館には司書教諭を置かなければならない、とい

うふうに強い調子で明記されているわけであります。置くことができるとか、置くもの

とする、というような程度のものではなくて、最も強い表現で、司書教諭の必置を規定

している、というわけであります。

ところが、なかなかこの法律どおりにはいかないという、その根拠となっているのが、

付則の 2、学校には当分の問、司書教諭を置かないことができる、とい うものでござい

ます。つまり、学校には司書教諭を置かなければならないが、当分の間は置かないこと

ができる、というふうにされたわけであります。

それはなぜか、ということになるわけでありますが、要するに、法律ができた当初、

司書教諭の資格を持った教諭が少なかった、としヴ背景があったようでありますが、し

からば、当分の間とは、一体どの程度の期間を指すのか、ということでございます。

1953年に、文部省初等中等教育局中等教育課編の「学校図書館時報No.3Jというのが

ございます。この中に、この当分の間をおよそ何年間とする、ということが述べられて

ございますが、当時、学校図書館法に関するさまざまな質疑が、全国から寄せられ、そ

れに応答する形で、文部省中等教育課の名前で発表されたものであります。

この中で「付則第2項の、当分の間とは、どのくらいの期間を予定しているか」とい

う問いに、答えとして「司書教諭の養成は急速にはできない上、指導者も少ないので、

計画としては10年間を予定している」と述べております。

さらに「司書教諭の養成計画はどうなっているかJという問し、に、 「現在、約 3万7，

000の小・中・高等学校に 1名ずつの司書教諭を一挙に配置することは不可能であるの

で、 10年計画とし、その聞に学校増加と人員の増加を見込むこと、約4万5，000人の講

習計画となる」ということで、 10年間の期間で司書教諭を養成する、という計画まで発

表されていたのであります。

つまり、学校図書館法制定時には、法で定める有資格者が得られないため、 10年間の

緩和措置を置いて、その問、資格者を養成し、法で定めるとおりの配置を実現しようと

し、う、こういう計画だったわけであります。

その後の調査などによりますと、文部省が発表したものだけでも、昭和29年から昭和

57年までの間に、司書教諭の有資格者は、 11万3，000人を超えるまでに、ふえてまいっ

ているわけであります。

司書教諭の職務内容というようなことも、文部省が通達を出しまして、細かく規定し
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ておるわけでございますが、総括的執務だけでも26項目、整理的執務だけでも73項目、

講師指導的職務42項目、計141項目が挙げられているそうであります。細かいことは省

きますけれど、こうして図書館教諭の配置が、学校教育上必要だということは、法的に

も、また行政的にも、明らかにされてまいってきているわけであります。

しかし、なかなか司書教諭や、あるいは図書教諭が配置されない、というようなこと

から、その後、全国的なさまざまな国民の声に基づいて、司書の配置、あるいは専門職

員の配置などが独自に置かれる、というようなことも、出てまいってきたわけでござい

ます。

例えば、 PTAの費用で、専門職員を配置するというようなことが行われている、と

いうわけであります。私費雇用という形であったそうでございますが、 こうした努力な

どが行われてまいりまして、十分とはもちろん言わないまでも、幾つかの学校、あるい

は府県などで、配置が徐々に進んでまいってきているわけでございます。

私が、先ほど、司書教諭の資格者は11万3，000人を超えると申し上げましたが、現在、

日野市の学校に配属されております教職員は、司書教諭の資格を持った方々も、恐らく

おられるでありましょう。しかし、教育委員会から、司書教諭を命ずるという辞令をも

らわない限り、司書教諭の仕事が専門的にできない、ということになっているわけでご

ざいます。

調査した資料などによりますと、例えば1980年の調査時点では、全国の小・中高等学

校の中で、およそ4万を超えております。学校図書館法の規定どおり発令された司書教

諭は、 389名のみという数字にとどまっているそうであります。まことにお寒い話とい

わなければなりません。

外国の例を 1例だけ申し上げますと、アメリカの学校図書館の基準であるメディアプ

ログラムによれば、例えば、児童数1，000人の学校で、専門職員が 2名から 3名、補助

職員は 6名から 8名、合計 9名から12名、ということになっているそうであります。司

書教諭 1人も配置できない日本の実情とは、余りにも大きな隔たりがあるということを、

私たちは感ずるわけであります。

この文教政策の貧困さ、文部省の対応の緩慢さ、ということに加えて、歴代の自民党

政治の文教政策の貧困さが、こういうところにもあらわれている、ということを指摘せ

ざるを得ないわけであります。こうした歴史的な経過、そして現状を踏まえまして、私

は、現状の日野市などを中心とする司書教諭、あるいは専門職員の配置が、一体どうい

う実情にあるかということを、お伺いしていきたい、と思うわけであります。

議会に、これまで教育委員会から提出されました、市内の小・中学校の図書数の冊数

は、文部省の基準に、いずれも合っている、基準を超えている冊数を保有しているとい

うことが、資料をもって説明されてまいりました。私は、そのことは一つの努力として

買うわけでありますが、基準を超える冊数を配置すればそれでよし、ということには、

もちろんならないと思うわけであります。

今、申し上げましたように、図書館というのは、資料、そして人、設備、この三つが

そろって初めて十分な機能を発揮する、というふうに伺ってまいってきているところで

あります。そういう点から見ますと、小・中学校の図書室といわれている学校内におけ

る図書館、設備の点でも、あるいは人員の配置でも、あるいは資料、本の冊数でも、児

童生徒の求めに応じられるような、あるいは教職員の求めに応じられるような、体制と

対応ができているかどうか、この点を、まず 1点、 お伺いしておきたいと思うわけでご

ざいます。

さ与に、実際の児童の学習、あるいは生徒の学習時間内における図書館の利用という

のは、一体どういう形で授業の中に組み込まれているのか。また、それにかかわる先生

方の図書館の利用時における指導は、一体どうしヴ形態で行われているか、ということ

について、 2点目として、伺っておきたいと思います。

3点目は、図書館の必要とする本、また資料をそろえるには、現在の予算の配分から

申しますと、学校の消耗費の中に含まれていることになっております。それぞれの学校

の図書購入計画に基づいて、購入が行われているようであ りますが、学校の図書購入の

要求は、現行の予算配分の中で十分対応できるかどうか。例えば、年間の学校からの予

算要求の中に、図書費をもっとふやしたいという、 そういう要求というのが、どの程度

に高まっているかなど、 3点目としてお伺いしておきたいと思います。

0副議長(中山基昭君) 板垣正男君の質問についての答弁を求めます。教育次長。

O教育次長(砂川雄一君) お答えをいたします。

ただいまの御質問の中で御指摘がございましたように、学校図書館法では、司書教諭

を必ず置かなければならない、とし、う規定でございますけれども、付則の中で、当分の

間は置かないことができる、とし、う、付則の方がずっとこの35年間ほど、死文というよ

うな形になって、現在、来ているわけで、東京都内でも、すべての小・中学校について、

東京都でも、教育委員会としては、司書教諭を配置はしておりません。したがいまして、

日野市でも、当然、、同じように、どの学校にも司書教諭という形で配置をされた教諭の

方は、おらないわけでございます。
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学校図書館にかかわる、いろんな全国の団体、その他がございますけれども、そういっ

た組織でも、長年にわたって司書教諭の配置を求め続けてきております。近年、児童数

の減少、あるいは40入学級への移行という時代になってきております。司書教諭の実現

方についても、今後、関係各方商へ、引き続き強く働きかけていきたい、というふうに

考えております。

ですから、現在、市内の小・中学校で、学校図書館に専任の人は、すべて司書教諭以

外でも、配置はされておりません。しかし、実際には学校の中で、図書館の担当をする

教員の方というのは、学校の中の分担として、おられるわけでございます。その先生が

中心になって、学校図書館の運営をやっているわけでございますが、実際には、学級担

任を持っていて、なおかつ図書館の業務をやっておられますので、十分にはし、かない、

というのが実情でございます。

学校における教科指導の中では、どんなふうになっているかと申し上げますと、一つ

は、国語の時間の中で行う読書指導とし、うのが一つございますし、 2番目には、情報源

としての各種辞典類の利用指導ということでございます。 3点目では、児童生徒の楽し

みのための読書の推進というようなこともございます。

国語の時間の中で、何時間をでは読書指導に充てるかとし、ぅ、そうし、う基準というの

は、特段のものはございません。しかし、どこの学校でも、週に一度は学校図書館での

読書指導というのが、組み込まれております。ですから、そういった時間帯を使って、

各学級担任の先生方が読書指導をやってし、く、という形になっております。

学習指導要領の中に、各学年ごとに、読書ないし読書力についての指導目標というの

が掲げられておりますので、それに沿って、主に国語の時間などを使いながら、あるい

は学校図書館の時間を使って指護を行っている、というのが現状でございます。

そのほかに、学校では、小・中学校でも児童生徒の自主的な委員会活動として、図書

委員会というのがつくられておりますので、そういった中で、子供たちも自主的に学校

図書館の運営にかかわって、本の世界との結びつきを強める活動も行われている、とい

うのが現状でございます。

現在の配当予算の中で、十分にそういった必要な資料が各学校で、買われているか、と

いうことでございますが、学校の教材費として配当をした予算の中で、それぞれの各学

校の判断で、年間どれだけの本を買うかというのは決めて、実際には運営をしておりま

す。ですから、図書館の指導を充実する、あるいは読書指導を充実する、ということに

重点を置いているところは、図書の購入費も比較的多い。そうでないところは、若干低

い。そういう一種のアソパラソスみたいなものはありますけれども、その辺のところは、

現在のところは学校の自主的な判断で、その予算の範囲内でお買いになっている、とい

うのが実情でございます。

以上です。

O副議長(中山基昭君) 板垣正男君。

019番(板垣正男君) 司書教諭というのは、法に基づく設置でありますから、法の改

正がなければなかなか難し¥.，¥ '¥ということになっております。したがって、それを補う

学校司書の配置を、さまざまな苦労を重ねながら行われているという例も、先ほど申し

上げました。

日野市の場合も、今の答弁にありますように、学校における司書教諭の配置は行われ

ていない、ということでございます。

東京都は、都立高校には司書教諭、学校司書を配置して、高校生の図書活動の十分な

る相手を行うべく、職員の配置を行っておるわけでありますが、小・中学校には、まだ

その配置が行われていないわけでございます。

そういう点から考えまして、図書館の役割というのは、私が細かく申し上げるまでも

なく、日野の教育次長、あるいは教育長、いずれも図書館については、十分なる経験と

知識をもっておられる方でありますから、おわかりになると思うわけでありますが、ま

た、法に定めるように、図書館の設置というのは、基礎的な設備として明記されており

ますように、学校教育上、極めて重要な役割を果たす場所でもあります。こういう点を

考えてまいりますと、私は、学校司書の配置というものも検討していかなければいけな

いのではないか、こう考えるわけであります。

例えば、岡山県の県下では、学校司書を配置している学校が、最近ふえてまいってき

ているそうであります。特に、岡山市では、 88%の小・中学校に、学校司書を配置して

いる、という資料などもございます。この配置の仕方というのも、必ずしも岡山市にお

ける雇用ではなくて、いろんな形態があるようでございます。それも、大変苦しい中で

の努力の一つのあらわれではないか、と思うわけでございますが、学校司書を配置して、

学校図書館の充実を行っているという事例でございます。新聞等でも紹介されておりま

すし、図書館関係の専門誌などでも、紹介されているところでございます。

学校司書を置くことによって、教育的な効果がどう高まっているかということも、私

は重要な点だと思うわけでございますので、その点を紹介しながら、さらに教育委員会

の考えをただしてまいりたい、と思うわけであります。
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岡山市の「学校図書館を考える集い実行委員会」が、今から 3年前の1984年に、県下

の6，134人の児童生徒を対象にした、ァ γケート調査がございます。細かし、ところまで

調査を行っているのでありますけれど、その一、 二を御紹介させていただきたし、と思う

んです。

学校司書のいる児童生徒の図書館の利用度というものを調査してまいりますと、学校

司書のいる学校では、 54.9%の児童生徒が、図書館を週2図利用しているというんです。

ところが、いない学校では、 31.4%と、落ちているんです。

さらに、読みたい本が見つからないときはどうしますか、という問いに、学校司書の

いる学校の児童生徒では、図書館の先生に聞くとか、予約するというのが、 42.5%。あ

きらめるとし、う生徒が、 44.1%。ところが、学校司書のいない学校では、図書館の先生

に開いたり、予約するという児童生徒が、 11.1%に下がってしまうんです。いる学校の

生徒の42.5%に比べると、相当の落ち込みになる。ところが、あきらめるということに

なりますと、司書のいない学校では70.3%と、大幅に上がってしまうんです。司書のい

る学校の44.1%に比較しても、 2倍近い数字になる、ということになってくるわけです。

それから「図書館のし、し、と思うところ、悪いと思うところを教えてくださいJこうい

うふうに聞いを行いましたら、 「いい」という点を挙げた児童生徒が、扇風機があると

か、スドープがあるとか、カウソターがあるというようなことだとか、雰囲気がよい、

静かだ、読みたい本、専門書がある、そして、本がわかりやすく整理してある、図書館

だよりや読書郵便などをくれる、本を紹介してくれるとか、読み聞かせてくれる、とい

う答えを行っているそうであります。

要するに、学校図書館のいいところというのは、学校司書のいるよさが、すべてあら

われているといってもいいのではないか、というふうな結果が出ているというわけであ

ります。

反面、図書館の悪いところということについては、例えば、設備では、学校の遠いと

ころにある、狭い、暗い。そして資料については、少ない、古い、読みたい本がない、

貸し出す冊数が少ない、あるいは貸しだしの期間が短い、こういう点を挙げているそう

であります。要するに、司書がし、ないと、一般的には、こういうふうな格好になってい

くんではないでしょうか。児童生徒が端的に学校教諭や司書のいるといないとでは、大

きな反応の違いがあるということを、こうした調査が示したものだ、と私も考えている

次第でございます。

そういうことを考えてみますと、学校の司書教諭はもちろんでありますけれど、司書

を配置することによって、そういうふうに子供たちの知的な好奇心を高める、あるいは

読書への意欲を高めるということが、明らかになるわけであります。

今日、国民の図書放れというようなことが言われておりますし、児童生徒の図書放れ

ということも、言われてから久しいわけであります。そういうもとで、本当に人間の初

期的な形成期における児童生徒が、良書に恵まれるとし、う機会を与えるか、与えないか

というのは、私は、その人にとって、児童生徒にとって、人間形成の上では大きな影響

や役割を果たすものだ、というふうに考えるわけであります。

今般、教育委員会の決定として40人学級を日野市が実施する、ということが発表され

ました。新聞等でも取り上げられまして、大きな反響を呼んでいるところであります。

私は、こうした40入学級の早期制定を求める市民の要望にこたえて、教育委員会当局が

40入学級の実施に踏み出そうとしたところに、敬意を表するとともに、今後、いろいろ

な、さまざまな難問がある際に、勇気を持ってそれらを解決し、来年度の実施に踏み出

していただきたい、思うわけであります。

そして、それに次いで、図書教諭あるいは専門職員の配置を行っての学校図書館の強

化をあわせて行うことに、私は40人学級の意義や成果が、一層生かされてくるんではな

いか、と考えているものであります。

学校図書館というのは、本当にいし、指導者、あるいは、よき相談者、資料の提供者、

そういうことによって生きてくるわけでございますし、どの学校に行っても、いつでも

自由に求める本が読めるという、そうしヴ状況にすることが大切だ、といわれているわ

けでございます。こうしたことなどを踏まえて、教育委員会は、どう今後の対応として

のお考えを持っておられるか、ひとつ、お考えを聞かせていただきたい、と思うわけで

あります。

0副議長(中山基昭君)

0教育次長(砂川雄一君)

教育次長。

お答えをいたします。

児童生徒の読書、あるいは読書環境の整備ということについては、 各御家庭でも大変

皆さん関心を持っておられて、いろいろな機会に学校図書館のあり方についても、いろ

んな御要望もたくさん出されております。

そうした中で、最終的には、資料の充実とともにあわせて、先ほど御質問の中でも御

指摘ございますように、専任の司書教諭を配置していただく、ということが一番望まし

いわけでございますが、当面の対応としては、およそ次のように考えているわけです。

一つは、市立図書館との関係の問題でございます。市立図書館は、今までにも長年に
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わたって学校の各クラスに対して、図書の貸し出しなんかを、ずっと実施を してきてい

るわけでございますが、昭和62年の実績で言うと、約 2万2，000冊の本が、各小学校の

各クラスにわたっていっているわけです。それは、本を貸し出しをしているわけですけ

れども、それだけでなしに、ここ数年前から、小学校の新 1年生に対して、図書館の職

員が各学校へ直接出向いて、ガイダソスを実施をする、ということもやっておりますし、

学校の御希望によっては、単に新 1年生だけではなくて、全学年の児童に対して、お話

や読書案内なども実施をしてきております。

また、 PTAの家庭教育学級の中で、お母さん方が子供の読書の問題について話をし

てほしい、というようなことで、職員が出かけていって、お母さんに話をしたり、ある

いは子供たちにお話をしたり、というようなことも、実際に行ってきておりますので、

そうした市立図書館と学校との関係を、さらに一層強化するということも、今後、進め

ていきたし、、というふうに考えているわけでございます。

二つ目は、学校の授業の中で、各担任の先生方に、日常の教科指導を通じて、子供と

本との結びつきということを、やはり念頭に置きながら、日常の学習指導なんかも一層

強化をしていただきたい、というふうに思っているわけですが、それにしても、各学校

における図書が充実をしていかなければ、そういったものも成果を上げ得ないわけで、

学校図書館の資料商の充実、あるいは資料の整理だとか活用面で、何らかの改善策を今

後検討していきたい、というふうにも思っております。

3点目としては、司書教諭の配置が実現するまでには、まだしばらく時間がかかるん

ではないか、というふうに思うわけですが、それの要望は、今後も引き続き強力に進め

ていきたい、と思っておりますが、やはり人的な面での、何らかの整備も検討する必要

があるかもしれません。

例えば、司書、あるいは司書教諭、あるいは教諭の資格を持った方を中心に、非常勤

の形で半日程度、子供たちの読書指導に当たっていただく、というようなことも一つの

可能性として、今後よく検討をしてみたい、というふうに考えております。

以上です。

O副議長(中山基昭君) 板垣正男君。

019番(板垣正男君) 市立図書館の、学校図書館へのサービスも、私も十分承知して

いるところであります。

担任の先生の図書館における十分な対応も、これもまた、現在、行われていることで

ありましょう。しかし、なかなか大変だなという印象も、またあるわけであります。

例えば、 「まどベ」最近号の特集、子供と読書とし、ぅ、この内容を見てみますと、ちょ

うど、子供と読書を、図書室に司書を、という題で書いておられる先生がいるんです。

この中の一部を、ちょっと御紹介いたします。こうし、う場商があるんです。

一一一2時限終了のチャイムが鳴る。習字の授業だが、提出用にもう l枚、と頑張って

いる子がある。待っていてやりたい、と思ったが、そうだ、図書の貸し出し日だった、

と長い廊下を小走りに図書室へと急ぐ。一緒に図書を担当している R先生は、学習発表

会の準備で、学年の先生と打ち合わせらしい。 M先生は、クラブの子供たちを集めてい

るようだ。このごろ、委員会の子供たちも忙しくて、活動に来られなくなることが多い。

ーーというふうに、ずっと書いているわけです。

一一一そして、図書室に入りまして、一、二年生の子供たちが、きょうは借りられるの

かしら、という顔をして待っている。遅くなってごめんね、と入っていくと、ほっとし

てカードに返却の印をもらうと、いそいそと次の本を借 りてし、く。一一ーということで、

1、2年生の本への親しみが出てきた、ということなどが書いてあるんです。

そして、この先生は一一こんなとき、司書教諭がいなくてもいい。図書室にだれか 1

人口、らっしゃしづといって子供たちを迎えてくれる人がし、たら、と思う。そして一言、

どれにしょうかな、と迷っている子に「この本おもしろいよ、どう」といって声をかけ

てくれたら、どんなにいいだろう。一一こうい うふうに述べているわけです。

図書室に本当に子供たちを迎え入れる人がし、たら、どんなに子供たちの図書への要求

にこたえることができるだろう。また、先生方の忙しさも、ここに出ているわけですね。

ですから、担任の先生の努力があるものの、それだけでは十分賄い切れないというのが

現状ではないか、と思うわけでございます。

こういう点から考えまして、この先生の言うよ うに、司書教諭でなくても、せめて司

書を配置されて、司書の方が子供たちを迎え入れる、そういうことになったならば、ど

んなにいいことではないだろうか、とこういうふうにお考えを述べておられるんだろう

と思います。今後、大いに努力をし、研究を行っていただきたい、と思うわけでござい

ます。

最後に、私は、先ほど、図書館を形成するものに、資料と職員と施設だ、というふう

に申し上げましたが、この考え方は100年以上も前からアメリカでは定着している、図

書館に対する考えだそうであり ます。そして、この三つの要素からなります、図書館活

動に対する働きの貢献度を考えてみますと、図書館の職員の働きというのは、 75%を占

めているというんです。資料が20%、施設は 5%程度の働きだというんです。幾ら立派
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な施設をつくっても、立派な職員が、専門の職員が配置されなければ、図書館としての

機能が十分発揮されないとしヴ、こういう考えが、アメリカでは既に100年以上も前か

ら定着している、ということでございます。

日本でも、こうした考え方が広まっていることだ、と思うわけでございます。こうい

う考えを、本当に日本の文教政策、文部省や、あるいは政府自民党などが持っていただ

いて、学校図書館に対する人的な配置を十分行うというところに、私は根本的な指摘す

る点がある、というふうに言わざるを得ないわけであります。一自治体で、すべてを解

決するということには、もちろん至らないでありましょうけれど、 40入学級の第一歩を

踏み出す、という ことなどの努力を考えるならば、私は不可能ではない、と考えておる

次第でございます。今後の教育委員会の対応を期待いたしまして、この質問を終わりと

いたします。

0副議長(中山基昭君) これをもって12の1、専門職員を配置した学校図書館の充実

ざいます。

昨年の第 1回の定例議会で、森田市長が、桑園跡地の留保地の利用計画、構想につい

て、発表いたしました。若干の質疑もございましたし、私も、一般質問で、この問題を

取り上げたわけであります。森田市長の行政報告では、第 1桑園跡地の留保地 3万4，00

0平方メートルと、淡水区水産研究所跡地3万1，∞0平方メートルありますが、となって、

第 1桑園跡地には総合体育館をつくるとしづ構想を、明らかにしているわけであります。

そして、私の一般質問に、企画財政部長が答えたところによりますと、体育館の構想

といたしまして、本来、日野市が必要とする体育館の規模を申し上け。たわけで、ございま

すけれども、日野市の将来人口を踏まえますと、やはり8，0∞ないし9，000平方の体育館

が必要ではないか。この程度の規模になりますと、大小のアリーナあるいは温水プール、

それから体育増進の、いわゆるトレーニソグ室、こういったものが附帯施設としてつく

る、ということでございます。

この後が、なかなか意味がある説明なんですが、これは、建設する立地条件に合わせ

ながら、こういったものをもとにして、今後、計画を進めてし、く、ということでござい

ます。こういうふうに説明をしておるわけでございます。

要するに、立地条件に合わせて、というわけでございますが、もちろん立地条件も考

えずに、めちゃくちゃな計画をつくるなどというようなことは、あり得ないわけであり

ますから、当然といえば当然でございますが、私は、面積的に言っても、 50メータープー

ルのついた総合体育館の建設は十分可能だ、というふうに考えておりますだけに、との

一般質問の表題になっているわけであります。

他市の例を引用するまでもないわけでございまして、日野市の独自の施策のーっとし

て、 50メータープールのある室内総合体育館の建設は、市民要望からいっても、私は、

妥当な声ではないか、 と考える次第でございます。

当時の企画財政部長の説明ですと、 8，000ないし9，000平米の体育館というのは、この

近隣では、立川の体育館というこになる、というわけでございました。立川市の体育館

には、温水プールがついてございまして、 25メートルのプールでございます。 25メート

ルフ。ールですと、 7コース取ってあるわけですね。25メートルの15メートルということ

で、 7コース取ってございまして、延べ床面積が8，452平米余りございます。大体その

程度の規模のものを想定しているということが、これまでの議会答弁であったわけでご

ざいます。

私は、これを構想に加えて、 50メータープールに規模を拡大することはできないか、

についての質問を終わります。

時間の延長についてお諮りいたします。

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。

( i異議な し」と呼ぶ者あり〕

0副議長(中山基昭君)

に決しました。

質問を続けます。一般質問12の2、50米プールのある総合体育館の計画策定について

の通告質問者、板垣正男君の質問を許します。

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

019番(板垣正男君) 日野市内のフ。ールの配置は、屋外のプールが 1カ所ございます。

毎年、夏季には多くの市民の皆さんが、利用に、 にぎわっているところでございます。

浅川を横断する駒形の渡しの船、これも情緒豊かな側面を持ちまして、市民にも親しま

れているところでございます。

来年度開館の予定の生活・保健セソターに、温水プールがつくられるという話題も、

また、市民の中には好評でございます。

東部会館に計画されております温水プールも、また同様でございます。

近く開館いたします、こうした温水プール合わせまして、 3カ所、市内にプールが設

置される、ということになってまいるわけでございますが、私は、これらを踏まえて、

50米プールのある総合体育館の計画策定について、一般質問として取り上げたわけで、と
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ということでございます。 50メーターありますと、公式競技なども当然できるわけでご

ざいまして、日野市が20万人の人口を想定するならば、人口規模からいっても、 50メー

タープールの設置というのは当然、のことではないか、というふうに考える次第でござい

ます。そのことにつきまして、市側の考え、過去の議会答弁などもございますけれど、

そうしたことを踏まえまして、ひとつ、お考えを示していただきたい、と思うわけであ

ります。

O~lj議長(中山基昭君) 板垣正男君の質問についての答弁を求めます。教育次長。

O教育次長(砂川雄一君) お答えをいたします。

総合体育館につきましては、現在、市民陸上競技場の北側部分、いわゆる日野桑園跡

地の保留地部分に、一応建設をしたいということで、準備を進めておるわけでございま

す。

先ほども、ちょっと体育館の問題については、御質問がございましたけれども、大体、

規模については、先ほども申し上げましたとおり、約8，000ぐらいというふうに考えて

いるわけで、地下 1階、地上2階ぐらいの建物になろうかと思います。内容については、

現在、検討中でございますので、細部については御説明できませんけれども、メー γア

リーナ、ほかにサブの複数のアリーナも必要でしょうし、いろいろ多目的の体育室など

も必要になってくるし、あるいはトレーニソグルームとか、研究室、集会室、そういっ

たものも当然、必要になってくるだろう、と思います。できれば、地下には駐車場も必

要になるかもしれません。

総合体育館が完成した暁には、体育スポーツ行政の市民へのサービス部門については、

その機能を総合体育館内に置いておくことも、実際に検討していかなければならないだ

ろう、というふうに考えております。

そんなことで考えてきますと、 50メートルフ。ールを屋内に併設をするということは、

かなりの面積が必要になってきますので、現在の段階では、屋内、屋外、いずれの場合

についても、敷地の関係もございますし、現在は、実現は大変困難ではないか、という

ふうに考えております。

プールについては、現在ある市民プールも、浅川計画の中で、そんなに遠くない将来、

っくりかえることにもなりますので、そのプールについては、さらに一層使いやすく楽

しめるプールにしたいというふうに、考えもございますし、東部会館でも25メートルプー

ルがつくられるということもございますので、そちらの方を当面は御利用願うようにな

るんではないか、というふうに考えています。

以上です。

O副議長(中山基昭君) 板垣正男君。

019番(板垣正男君) 50メータープールができない問、当商は25メーターフ。ールを使

う、それは当然なことでもあると思うんです。私は、 50メータープールをつくる、そう

いう計画を持つべきではないか、という ふうに申し上げているわけでございます。

例えば、こういう一例がございますが、ことし竣工いたしました陸上競技場、当初の

計画では、 300メータートラックだったんで、すO 関係者、その他の御意見なども十分伺

う中で、 400メータートラックに修正された、といういきさつもございます。

市が考えるのは、非常に控え目とし、し、ますか、議会側の要求の余分を残しておくと申

しますか、どういうふうに判断していいのか、ちょっとわかりませんが、しかし、その

ことも財政規模などとの関係なども、あるいはあったかもしれません。当初のそういう

市側の立案した計画と、実際、市民が望む規模とのずれが、こういうふうにあった場合

は、もう少し市民の声を聞いて、それに対応すベく検討を深めるということが必要では

ないか、と思うわけであります。

恐らく、水泳を初めとする利用をしたい、とし、う気持ちを持っておられる方の御意見

を聞きましたら、私は、 80%以上の人が、 25メートルよりも50メートルのほうがし、ぃ、

というふうに答えるんではないか、と思うわけであります。現に、私は、何人かの市民

の方に伺いましたし、健康のために水泳をやっている、とし、う年配の方々にもお伺し、し、

たしましたが、 50メータープールがあったら本当にし北、な、とこういうふうに、異口同

音に答えてくれたんで、すo

私は、この市民要望が、もう今は50メータープールを欲しているんだな、とこういう

市民の声に耳を傾けて、 50メータープールをつくるに必要な雨積を確保して、留保地の

利用を考えていただきたい、そう思うわけでございます。土地の荷積は、留保地そのも

のだけで言えば、十分あるわけであります。しかし、いろいろな構想もあるようですか

ら、それとの絡みを十二分に考慮しながら、 50メーターフールのできる総合体育館を必

要とする面積を確保する、こういうふうになってし、く必要があるかと思うわけでありま

す。

教育長は、いかがでございましょうか。

O副議長(中山基昭君) 教育長。

0教育長(長沢三郎君) お答えいたします。

私も水泳は好きでして、よく泳いだ記憶がございます。確かに、それはできることな
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らば、 25メートルプールよりか50メートルプールが日野市にあれば、それにこしたこと

がない。 300メートルのトラックから400メートルのトラックに変える際にも、相当企画

の方と打ち合わせを毎晩のようにしながら、 400を無理につくっていただいた、という

ような経過もございますし、これは確かに、まだ将来の青写真の中に位置づけられる内

容ですから、その内容の中で、できれば50メートルのプールができていれば、これは市

民の方々のいろいろな商からの記録に挑戦する、あるいはプールそのものがし、ろんな競

技の大会に活用できる、そういう面からいけば、 50メートルプールができればという気

持ちは、板垣議員さんと全く同じ気持ちです。

0副議長(中山基昭君) 板垣正男君。

019番(板垣正男君)

ざいます。

400メータートラックをつくる際に、毎晩のように企画と協議をして、そして実現し

教育長のお気持ちを伺うことができまして、大変ありがとうご

閉その他で、論議されてまいってきているところでございます。ここ数年、浅川の堤防

のサイクリ γグ道路化を目指しまして、予算も計上されて、事業も進んでまいってきて

いるところでございます。

浅川の堤防のサイクリソグ道路の完成をまって、多摩川堤防のサイクリソグ道路へと

着手されていくんではないか、と思うわけでありますが、この多摩川堤防のサイクリソ

グ道路への着手というのが、残念ながら、まだ不明確ではないか、と思うわけでありま

す。いろいろと答弁の中では、行うということを言われているわけでありますが、一体、

いつからサイクリ γグ道路化への着手を行うんだ、という点になりますと、不明な点が

あったというふうに、私は判断しているわけであります。建設省との折衝や協議なども、

当然、必要になってくる事柄でもありますので、そう一、二年のうちにすぐ完成すると

いうわけには、もちろん、まいらないものでもありましょう。

基本計画の中では、第 3章、自然と調和する安全快適な町、という項で、多摩川、浅

)11自然公園計画の推進ということが、うたわれているわけです。この中で、 ( 2 )川辺

プロムナードの整備という項がございまして、 多摩川、浅川の川辺に沿って、河川自然、

公園を安全に、楽しく周遊できる遊歩道やサイクリソグ道路を整備します、こういうふ

うに方向づけされております。

大変いし、方向づけだと、私も考えているわけでありますが、実は、最近、ちょうど栄

町五丁目の、新しく建設省が築堤いたしました堤防の防塵の問題が、問題になっていた

わけであります。堤防際にございます住宅や市営住宅の皆さん方が、新しくつくられた

堤防からほこりが舞い上がって、洗濯物もかなり汚れるとしヴ、こうし、う苦情が寄せら

れておりました。私も、そのことを取り上げまして、住民の皆さんと一緒に、建設省に

要望してまいってきていたのでありますけれど、建設省は、どうもほこりの対策をみず

から行うとし、う姿勢が、見られていないのであり ます。むしろ、日野市にその対策を要

求するというふうな経過などもあったようでございますが、日野市の方といたしまして

は、早速対応すベく検討もされているようでございます。そういうことがあるだけに、

私は、多摩川堤防のサイクリソグ道路化には、いつ着手できるのか。

例えば、来年度から着手がすぐできる、あるいは、 2年後には工事が始まるんだ、と

いうことになっているのかどうかなど、伺っておきたいと思うわけであります。

0副議長(中山基昭君) 板垣正男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) お答えしてまいりたいと思います。

まず、河川の堤防を利用しまして、サイクリソグ道路や遊歩道、これは59年から、国

Tこ、というお話がございました。今後も、 50メータープールをつくるために、大いに努

力して、企画と折衝していただいて、企画も、その声にこたえていただきたい、こうい

うふうに私は、強くこの際に要望しておき7こし、と思うんです。

今の教育長の答弁は、 50メーターフ。ールをつくるべく今後も努力する、という示唆を

私に与えてくれたんではないかと思いますので、そのように承っておきたし、と思うわけ

であります。

昭和62年、ことしの 3月でございますが、日野本町北地区整備計画策定調査報告書と

いうのができました。いわゆる甲州街道から多摩川|へかけての地域一体の整備計画も、

これからいよいよ始まろうとしているわけであります。こうした地域の全体のまちづく

りの中での、桑園跡地の留保地も位置づけられて、今後、具体的な計画が進められてい

くもの、と考えるわけであります。ぜ、ひとも市民要望に沿った方向で、 50メータープー

ルのついた総合体育館の建設が、一日も早く市民の前に提起されてまいりますよう強く

要望いたしまして、この質問を終わります。

0副議長(中山基昭君) これをもって12の2、50米プールのある総合体育館の計画策

定についての質問を終わります。

一般質問12の3、多摩川堤防のサイクリソグ道路についての通告質問者、板垣正男君

の質問を許します。

019番(板垣正男君) 多摩川堤防のサイクリ γグ道路についてでございますが、この

浅川や多摩川の堤防のサイクリング道路につきましては、もう議会で何回となく一般質
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の許可を得て実施しているわけでございます。現在までに、浅川を中心にして進めてお

ります。既に浅川では、約9.2キロでございますけれども、計画の大体50%が完成され 12月14日 月曜日 (第 6日)
ております。これについては、議員の皆様御存じのように、多くの市民に利用されてい

る。これにつき ましては、さらに浅川については、まだ残りの部分がございますので、

その辺についても進めてまいりたい、と思います。

多摩川の方につき ましては、全長で約6キロあるわけでございます。そのうちの約30
昭和 6 2年

%が、完成しているわけでございます。63年度には一一これは下流の方でございますけ 日野市議 会 会議録 (第37号)
第 4回定例会

れども、 63年度には上流の方に向かし、まして、全体の浪IJ量をして、計画を立てていきた

い。最終年度を66年度ぐらいに置きまして、逐一整備をしていきたい、とこういう考え
12月14日 月曜日 (第 6日)

方でございます。
出 席 圭語主3主t 員 (30名)

それから、今、 2点目の御質問の、砂塵防止の関係でございますけれども、これにつ
1番 奥 住 日出男 君 2番 宮 沢 清 子 君

きましては、最終年度が66年度、 とこ ういう先の話になりますので、その間につきまし
3番 同a:J 橋 徹 君 4番 土 方 尚 功 君

ては、建設省の方ともいろいろ相談をしまして、また了解を得た上で、堤防上の砂塵に
5番 山 口 達 夫 君 6番 天 野 輝 男 君

ついては、野芝等を植えまして、砂塵防止に努めていきたい、とかように考えておりま
7番 ?高 島 盛之助 君 8番 福 島 敏 雄 君

す。
9番 中 谷 好 幸 君 10番 俣 日召 光 君

以上です。
11番 )11 向島 f専 君 12番 ，馬 場 繁 夫 君

0副議長(中山基昭君) 板垣正男君。
13番 夏 井 明 男 君 14番 山 良 豆仁三コ 君

019番(板垣正男君) 計画年度も、 明らかになったようでございます。 一刻も早く 整
15番 ，馬 場 型、 高虫 君 16番 主問主a 橋 徳、 次 君

備が促進されますよう強く要望いた しまして、質問を終わります。
17番 鎮 野 行 雄 君 18番 一ノ瀬 隆 君

0副議長 (中山基昭君) これをも って12の 3、多摩川堤防のサイクリソグ道路につい
19番 板 垣 正 男 君 20番 鈴 木 美奈子 君

ての質問を終わります。
21番 中 山 基 昭 君 22番 秦 正 君

本日の日程はすべて終わりま した。
23番 里 )11 重 憲 君 24番 古 賀 俊 日百 君

次回本会議は、 14日午前10時より開議いた します。時間厳守で御参集を願います。
25番 谷 長 君 26番 市 ) 11 資 信 君

本日はこれにて散会いた します。
27番 石 坂 勝 雄 君 28番 名古屋 史 郎 君

午後 5時15分 散会
29番 竹ノ上 武 俊 君 30番 米 沢 日沼 男 君

欠席議員 (なし)
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説明のため会議に出席した者の職氏名

市 長 森田喜美男君 収 入 役 加 藤 郎君

企画財政部長 長谷川暢男君 総務部長 山崎 彰 君

市民部長 大貫松雄君 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 前田雅夫君

建設部長 伊 藤 正 吉 君 福祉部長 高野 隆 君

水道部長 橋 本 栄 寓 君 病院事務長 岩沢代吉君

教 =月とて 長 長 沢 三 郎 君 教育次長 砂 川 雄 君

会議に出席した議会事務局職員の職氏名

局 長 佐 藤 智 春 君 次 長 主方留春君

書 記 田中正美君 書 記 濃沼哲夫君

書 記 佐々木茂晴君 書 記 小林章雄君

書 記 斉 藤 令 吉 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 大迫嘩子君

圭面我主主 事 日 程

昭和62年12月14日(月)

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

午前10時 9分開議

0議長(黒川重憲君) 本日の会議を開きます。

ただいまの出席議員18名であります。

これより日程第 1、一般質問を行います。

一般質問13の 1、公共下水道、全市に早期実現、行政の取り組みについて質すの通告

質問者、)11嶋博君の質問を許します。

(11番議員登壇〕

011番(川嶋博君) おはようございます。

それでは、公共下水道全市に早期実現、行政の取り組みについてを質すの一般質問を

させていただきます。

公共下水道も多摩処理区、それから浅川処理区、秋川処理区もいろいろ東京都の説明、

また市の行政側の説明で、かなり具体的に進んでおります。その中で一番心配されている

のが、いつ、どの地域に早く引けるか、この関心が非常に市民の方も高いと思ってお り

ます。この内容をきょうは行政側の取り組みについて、質していきたし、と思います。そ

の中で、浅川処理区も土地の買収等の説明を聞いております。それから秋川処理区も、

日野台や西平山、旭が丘地域も一部工事にかかるとし、う、かかっているところもありま

す。こういう大きな計画的な下水道工事も予算をたくさん使う、または計画的に行う、

このことが一番大事でございます。これについてすでに、前置きは抜きにして、すでに

通告しでありますので、行政側の答弁をお願いしたいと思います。

0議長(黒川重憲君) )11嶋 博君の質問についての答弁を求めます。

都市整備部長。

0都市整備部長(前田雅夫君) お答えをいたします。

まず日野市の公共下水道の汚水の全体計画につきまして、現況と将来計画につきまし

て、述べたいと思っております。

まず処理場の関係でございますが、御承知のように日野市は流域下水道ということで

南多摩、それから浅川、それから秋川、三つの流域処理を行うということでございます。

南多摩処理区につきましては、御承知のように稲城に処理場がどさいまして、現在稼働

しております。日野市内のいわゆる落川、三沢、百草の一部でございますけれども、汚

水管の整備につきましては本年度ほぼ完了いたしまして、来年の 5月から接続が可能に

なるということでございます。

次は浅川処理区でございますが、浅川処理場及び秋川処理区の八王子処理場でござい
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ますが、この公図等につきましては、処理場及び流域幹線の建設ということになるわけ

でございます。工事着工につきましては本年度、それから完成につきましては66年度、

67年度から第一系列の使用が可能になるということでございます。

公共下水道の汚水管の建設になるわけでございますが、先ほど申し上げましたように、

南多摩は本年度ほぼ完了ということで、浅川と秋川処理区がこれから事業の対象になる

ということでございます。浅川及び秋川処理区の日野市域内の汚水管の管渠の埋設につ

きましては、すでに一部着工し、進めているところでございます。

全体的な管渠の計画を申し上げますと、 62年度を起点にいたしまして、昭和76年、要

するに15カ年になりますけれども、建設の計画を定めております。この管の延長が46万

3，100メーターでございます。この工事だけにかかる費用が工事その他を入れまして、 4

97億円でございます。こういった数字をもとにいたしまして、現在つくっております基

本計画に盛り込んであるということでございます。

さらに細部を申し上げますと、 61年度末で先ほど申し上げま した46万3，100メー ター

の61年度末の完成を申し上げますと、パーセントにいたしまして、 11.4%、メーターで

5万2，900メーターということになります。したがって、 62年度以降整備をする管の延

長が、 41万200メーターということになるわけでございます。そのうち基本計画で、昭

和62年から68年の間でございますけれども、管の延長にいたしまして、 19万9，600メー

タ一、 43%になります。これは61年度末の11.4%を加えますと、 54.5%完成をするとい

うことでございます。基本計画が69年以降は、具体的には盛り込めないわけでございま

すけれども、計画として残る部分が21万600メータ一、 45.5%でございます。この主な

ところは、浅川処理区でございます。秋川処理区につきましては、ほぼ68年までには全

部完了するということで事業を進めております。浅川処理区につきましては、多摩川中

央幹線、それから浅川中央幹線のルートが、計画決定では決まっておりますけれども、

道路整備等がまだ明確になっておりませんので、現在事業認可は取っておりません。こ

の事業認可のいわゆる未認可区域の商積が、 804ヘクタールでございます。これからの

大きな課題といたしまして、この未認可の804ヘクタールをいつ取り、この15カ年計画

の昭和76年までに、どう取り組んでいくかということになるわけでございます。

現在の計画では、すでに取ってござし、ます秋)11、及び浅川処理区の事業の進捗に合わ

せまして、未認可区域の804ヘクタールの事業認可に取り組んでいきたし、というふうに

考えております。現在考えております時期といたしましては、昭和65年ごろ、この辺を

めどにいたしまして、事業認可を取りまして、継続的に事業を進めていきたいというふ

うに、考えております。以上でございます。

O議長(黒川重憲君) 川嶋博君。

011番(川嶋博君) 今の長期計画のお話を説明を聞きました。やはり市を全体を見

ますと、話の中にありましたように、区画整理がまだ終わっていない地域、この前も高

幡区画整理もそれができなくなって、その地域には道路さえまだ見通しが立っておりま

せん。そうし、う地域を含めまして、市の基本計画なり、積極政策がこの下水道の早期実

現にかかっていると思います。この点につし、て、市の心構えをお聞かせ願いたいと思い

ます。以上。

O議長(黒川重憲君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 下水道計画につきましては、今都市整備部長から、見通せる

範囲のお答えをしたとおりであります。そうしてこの下水道事業を早く達成することが、

極めて重要でございます。そこで相当無理を承知の上で、区画整理事業、ないしは国や

都の管理者のもとにある都市計画道路をより積極的に推進しよう。それによって、下水

道事業もまだ見通しのしにくい部分につきまして、積極的に打開をしていこうと、こう

いうことを全市部にわたって進めつつございます。事業としては、一応処理場の稼働と、

これまでは用地確保が一つの眼目であ りましたが、用地確保の見通しが整い、次に目指

すのが、処理場の稼働であります。そういうことに両面から向けて、都の管理される下

水道、処理場、並びに流域幹線、そして市のかかわります、つまり市が責任を持って取

り組みます公共下水道の管渠の普及ということに一番大きい眼目を立てて、都市計画全

体の事業を推進していこうというのが、現状でございます。そういう考え方によって、

今後積極的に進めてまいる所存でございます。以上です。

O議長(黒川重憲君) )11嶋博君。

011番(川嶋 博君) ただいま、市長の方からも答弁がありました。やはり市民生活、

よりよい市民生活をするにはやはり下水道から、これは市長の公約にもありますように、

文化生活を一一市民のために努力する、このようなこともございます。これを積極的に

進んでいただし、て、一日も早く下水道が全市に実現するように、市当局の方にお願いを

いたしまして、この質問を終わります。

0議長(黒川重憲君) これをもって13の1、公共下水道、全市に早期実現、行政の

取り組みについて質すの質問を終わります。

一般質問13の2、市長は固定資産税・都市計画税の値上げ率を最低限度に努力せよの

通告質問者、川嶋博君の質問を許します。
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011番(川嶋博君) それでは、市長は固定資産税・都市計画税の値上げ率を最低限 年目が 5%、3年目が 2%ということで、税の負担を段階別にゆるやかにする緩和措置

を図るというふうな考え方であります。ということで、まずそういう個々の評価替えで

すね、特に土地の地価の高騰に影響します今回の評価替えは、現状話したように、直接

影響ございません。ただ、都議会等、これの特に都市計画税の税率の考え方がございま

す。知事も次の都議会にこれを御審議いたしていただきたいというふうな御答弁をして

ございます。そういうふうなものをですね、これからのそういうふうな動きを見ていき

たいと思ってございます。以上でござし、ます。

0議長(黒川重憲君) 川嶋博君。

011番(lllu鳴 博君) 説明をいただきまして、わかりました。ありがとうございます。

ただいま、来年行う評価替えの税アップは12%とお話ししました。その中でのやはり

市民の負担を、一気にそうしヴ税率アップじゃなくて、負担調整を行いながら、来年度

は10%程度から上がって、そうしヴ配慮をした税率、課税を行うと、そういうような内

容の説明だと、私解釈をいたしました。

こういうことで地価の高騰によって、市民生活に非常に負担が多くなる、この問題は

非常にこれから多くの生活をしている中の人たちもみんな心配でございます。この中で

市長にお尋ねをいたしますが、固定資産税の税と、それから都市計画税の税率を今まで

どおり一一これは地方税法の第702条にそういう税が決まっておりますが、市長として

税率を下げる考えがあるかないか。第4回の東京都の都議会でも、鈴木都知事が来年行

われる都市計画税を税率を下げたいと、下げるという方向に決まって、来年の 2月に行

われる定例会に、それを提案をする考えだと、新聞で読んでおります。こういうことも

絡んで、日野市もやはり都市計画税を下げる考えがあるかないか。都下26市、じゃなく

て、東京都から見ますと、三鷹市と、それから武蔵野市ですか、この 2市だけが、三鷹

が0.275ですね、武蔵野が0.25の税率で負担をしている。東京都の中ではその 2市だけ

が、その税率になっております。やはり全体的にみますと、都市計画税の税率はコンマ

2%が非常に多い。全国的に見ても多いわけですが、東京も平均高い。その中でも、日

野もそれにちなんで高い。やはり都市計画税などは長年、20年、 30年納めながら、非常

に道路の問題やら、不便な生活をしている方もおります。こういうことを含めて、市の

積極的な、きめの細かい、市民の一人一人の生活に及ぶような温かい行政がなくちゃい

けない。やはりまだ日野市も発展途上にありますから、区画整理や何かでお金もたくさ

ん必要だと思います。しかし、税負担の商から見ても、そこにはやはり温かい配慮が必

要じゃないかと思います。その点市長に、来年度行われる評価替えについて、コソマ 3

度に努力せよ、この質問を行いたいと思います。

すでに前回の私の一般質問で、固定資産税、その他の関係を今の上昇する土地の問題

を取り上げて行いました。今度は市長の固定資産税関係、都市計画税関係のその来年 1

月 1日から評価替えをする税率の問題を質してみたいと思います。

その内容についてはすでに通告がしてありますので、前置きを抜きにいたしまして、

答弁をお願いしたいと思います。

0議長(黒川重憲君) )11嶋博君の質問についての答弁を求めます。

市民部長。

O市民部長(大貫松雄君) 御質問は、 63年度評価替えによる固定資産税・都市計画税

がどのようになるかということで、税率も含んだ中での御質問だと思います。

まず来年行われます土地評価替えについては、前の定例会にも御回答してございます

ように、全宅地の平均上昇率は約12%程度と見込んでいます。最近の異常な土地の高騰

による影響は、今回の評価替えでは直接影響はないものと思っております。理由といた

しましては、評価替えに際して、土地の価額の基準が昭和61年7月1日であるためで、ご

ざいます。それで今回の評価替えによりまして、固定資産税・都市計画税がどのように

なるか、まず最初御説明をいたします。

例えばモデルケースとして200平米、これは60坪の小規模住宅用地の場合でござし、ま

す。昭和62年度、平均の評価額で算出しまして、先ほど申し上げましたように、上昇率

を12%と見た場合ですね、固定資産税が62年度、課税額、 2万630円でございました。

それが63年度では、 2万3，110円ということで、 2，480円の増ということになります。そ

れから都市計画税ですけども、 62年度課税分が、 1万7，690円でございまして、 63年度

では 1万9，810円ということで、この差が2，120円、合わせて4，600円増額される予定で

ございます。

そこで4，600円が、一気に63年度にはね返るというものではございませんで、税負担

の緩和措置として 3年間分を負担調整するようになってございます。この負担調整は現

在の法律では、 30%以下の上昇率の場合、1.1倍で、初年度が10%ということになって

ございます。地価上昇率を勘案して、今回は15%以下の上昇率の場合、1.05倍として、

初年度 5%とするというふうな税法改正がされる予定でございます。そうしますと、評

価替え上昇率が12%の場合ですけども、現行法では初年度が10%、2年目で 2%、3年

目で同じ12%0で、改正予定ではこれが12%の場合ですね、初年度が 5%、それから2
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でなくて、それ以下に下げる考えがあるかないか、質したいと思います。以上です。

O議長(黒川重憲君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 最近の地価異常高騰に伴って、一方に固定資産の評価替えの

年次にぶつかったと、こういうことに合わせまして、今固定資産税そのもの、あるいは

自治体として裁量権のある都市計画税のことについて、いろいろ論議なり、また議会の

意見のあることをよく承知しております。

固定資産税につきましては、評価替えの年次ではありますが、今回の評価替えは現状

の異常価額そのものは、直接反映にならないと、 59、60、61という過去 3年の平均的な

値上がり数値が採用されるということで、具体的には今のところ12%というふうな数字

が言われておるところであります。したがって、固定資産税そのものには、大きな変動

は今回はない、次の 3年後には大変な変動が伴うわけであります。また納税償Ijにいたし

ますと、あらゆる税負担が収入に大きくのしかかるという実際と、また感情もあります

ので、何か減税ということの声が高く求められておる、こうし、う時代の情勢もあると思っ

ております。

そこで今回の国会などでも、今後の対応、が議論されて、何らかの変化、あるいは是正

と、税負担の軽減に向かつての対応があるものと、期待をされるところであります。今

御質問の固定資産税につきましては、そういう事情でございますので、そのことをよく

説明をして、今回の評価替え、あるいは課税表示につきましては、そうこれまでと異なっ

た変動はございません。したがって、異常というふうな要素を抜きでお考えをいただき

たい、こういうことになるわけであります。一つ、固定資産税について、これは税制上、

評価との扱い方も違うものですから、かなり論議になってくる。でも現状、日野市でも

0.3%の課税率を適用いたしまして、年間14億、ないし15億としヴ程度の歳入財源になっ

ておると、こういうウエートであります。

裁量権があるために、若干の裁量権があるために、特に都市計画税に集中して、また

期待が生まれるということも、まあ当然、と言えば、当然であるわけでありまして、東京

都が62年度の当初予算の際に、議会の附帯意見がつけられたということがありました。

それに伴って今回、都知事の発言があったものと、考えられるわけであります。

我々の市という立場になりますと、まさに目的税である、都市計画税の目的でありま

すところの都市計画そのものが、区画整理という形において、あるいは下水道事業の普

及という形において、最も多く期待をされる時期に遭遇しております。したがってその

意味はわかるわけでありますが、なかなか踏み切りがたい、こういうのが現状であると

思っております。その際 1%、つまり0.2とし、う指数を用いますと、約 5億円の減税に

なる、 0.25を用いましでも、その半分程度の減税という一一減税というよりも、財政収

入減になるわけでありまして、その影響は相当厳しいものだと、こう思っております。

一方に多少の理由を言いますならば、この公共下水道の際に、よくこれまで認可用件

として、受益者負担という考え方が求められたわけでありますが、最近は行政指導の中

でも、特にそのことを強し、られることがないということと、日野市の場合は、もうすで

に市民感覚等からいたしますと、個々の家庭は水洗トイレが普及しておりますので、一

応の水洗トイレが普及しておりますので、必ずしも下水道の敷設ということが目に見え

て生活を改善したということには、当たらないという理由があります。したがってその

ことは受益者負担として、求めることが求めにくいと、こういうことになってまいりま

す。そこで、受益者負担は行わないということで、日野市の下水道事業には、その財政

計画から、約一一期待される60億円を、長期にわたっては60億円を除外をした、そうい

うことになっております。したがって、その減税相当分は、本当ならばそれによって減

税されたというふうに理解をしていただければ、ありがたし、わけであります。

ただし東京都が動けば、他の自治体も何らかのアクショ γを必要とする影響があると

思っております。その際に我々の市町村自治体としては、やはり東京都で今日の財政事

情の中でありますから、裏付けをしていただく要望が生まれると思っております。恐ら

く都でもそれらのこともまた配慮があるはずだと、このように思うわけでありまして、

それらの動向を見守りながら、今後に適切な対応を追求し、見ていきたい、このような

考え方でございます。したがし、まして、東京都の具体的な変化がはっきりするまで、十

分関心を持って見守るとともに、また都下の自治体問の協議もあわせて、このことに一

定の今後の努力をする必要があると、こういう考え方でございます。

武蔵野、三鷹という区部に近い両都市は、都市計画事業がすでにある程度行き届いて

いる、あるいはもう都市計画事業を下ろすことが不可能だというような理由から、目的

税を軽減する、そういうことが行われておるわけでありますが、それ以外の市では、ど

のような動きになってくるか、これもあわせて見守っていきたし、と、こういう考え方で

ございます。現状としましては、やはり都の動きに注目をし、まあ態度決定はそのあた

りになるであろうと、こういうことでございます。十分でないかもしれませんが、以上

のようなのが、現在の考え方の大まかな状態でございます。

0議長(黒川重憲君) 川嶋博君。

011番(川嶋博君) ただいまの市長の答弁をいただきました。
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東京都の方の方向がはっきりし、他市を横にらみをしていきたい。私は今少し積極的

に日野市独自に減税をしたい、何%をしたい、この返事をいただきたかったわけでござ

います。しかし、市長もいろいろ配慮をしながら、それに対応をしたい、このようなこ

とで市民の皆さんにも、非常に苦しんでいる中で明るい考えだと思います。これをもち

まして、この市長のそういう考え方を示していただきましたので、一般質問を終わりた

いと思いますが、次は市民クラブの若手と申しましょうか、奥住議員が日野市の水準と

いう立派な、格調の高い一般質問をいたします。これをひとつ期待をいたしまして、私

の質問を終わります。どうもありがとうございました。

0議長(黒川重憲君) これをもって13の2、市長は固定資産税・都市計画税の値上率

を最低限度に努力せよの質問を終わります。

一般質問14の 1、日野市の生活水準について問うの通告質問者、奥住日出男君の質問

を許します。

C 1番議員登壇〕

01番(奥住日出男君) 議長のお許しをいただきましたので、通告に従いまして、ー

般質問をさしていただきたいと思います。

今回、より豊かな市民生活の実現を求めまして、日野市の生活水準に問うというテー

マでもって、質問をさしていただきたいというふうに、思います。

昭和59年、日本でもって都市レビューを実施しましたOECDの都市専門家グループ

が、最後にその報告書をまとめたわけでございますけれども、その中に「すべての国民

にステレオとウオークマソを持たせる経済力を有する国が、なぜ下水道や歩道の貧困、

通勤交通の混乱、こういうものを放置しているのか、問題がある」というように書いて

おりますけども、すでに皆さんも御承知のとおりかと思います。この事実は、日本はフ

ローの雨ではまあまあ、欧米諸国に比較しても遜色ない水準にまで達してきたけども、

ストックの面ではまだまだ後進国である、こういうことを端的に物語っているというふ

うに、言えるかと思います。

この実態を国民がどう受けとめておるか、年々ストックの面でも整理がされてきてお

りますから、まあまあ満足という度合いはふえてきておるんですけども、しかしいまだ

にまだ半分にも満たない、こんな結果も出ております。それと、総理府広報室が毎年 5

月から 6月にかけて、国民生活の世論調査をとってるわけでございますが、これにより

ますと、現在の生活に満足をしているか、こういう聞いに対しまして、満足していると

いうふうに答えた人が、 64.6%いる。まあかなり高いんですね。ところが、この満足度

の中を見ますと、男女とも若年層と高齢者、いわゆる働き盛りの中年には、非常に不満

であるとし、う結果も出ております。

じゃ、何に満足しているのか、こういう問し、に対しましては、電気器具、家具、自動

車、こういった耐久消費財、こういうふうに答えた者が、約 7割近くいるという、最も

多い。こんな意識調査結果も出ておるわけでござし、ます。数字的にもフローの商と、ス

トックの両のアソパラ γスを裏づけておるわけでございますけれども、しかしながら世

の中は大きく変化をしてきておるわけでございます。御案内のように、国際化、人口の

高齢化、高度情報化、経済のサービス化、さらには現在は余暇の時代というふうにも、

言われておるわけでございますけども、一方ではまたフローとストックの均衡化、バラ

ンスを保つべきであるという、こんな声も多く叫ばれておるところでございます。

国民調査結果をさらに申し上げるんであれば、生活程度、これは新聞社もよく調査を

しておるわけでございますけども、どうにか最近中の下とし、ぅ、中の下ですね、こうい

うふうに答えている人が、昭和56年以降年々ふえてきているとしヴ、こうし、う実態にあ

ります。一方生活に満足している者、これは逆に60年以降、毎年減少してきてしる。ま

あ60年以降というと、まだ2年前でございますけども、同時にそれと反比例するかのよ

うに、不満と答えた者が、どんどんふえてきていると、こんな結果も出ておるわけでご

ざいます。

それでこれからの時代、どんなふうに過ごしていきたし、かという問いに対しては、心

の豊かさを大事にして、快適でゆとりのある生活を送りたい、こういうふうに答えてい

る方が、 49.6%いるとし、う。いってみれば、今の時代をよく反映をしている数字である

というふうに受け取ることができると思います。

一方市民の町づくりに対する要望も年々変化を一一時代が変わってきてますから、そ

れに伴って多種多様化をしているということは、当局の方もすでに御案内のとおりでご

ざいます。都市基盤整備、これを急ぐことは当然でございますけども、町づくりの面に

おきましても、やはり新しい視点からの対応が求められてし、るんじゃないか、こんなふ

うに整理できるかと思います。

「今日要請される自治体の改革は、時代の変化や市民ニーズに即応できる、機能的、

効率的な行政システムの開発と確立である、また多様な行政需要に柔軟に対処し、目的

を達成するためには、行政組織の機能化を図り、常に行政全般を点検し、みずからその

修正を図る必要がある。日野市行財政調査会からの答申を受けたので、庁内に行政推進

本部を組織し、改革に取り組んでいる」。これはことしの第 1固定例会で森田市長が所
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信表明の中で述べられた一端で、ございます。考え方はまさしく時代に合った、そのとお

りであるというふうに、判断をいたします。こういうことを表明されたわけでございま

すので、ひとつ実行の方はぜひお願し、したい、いうふうに思います。

これらを踏まえまして、 5点について具体的に質問をさしていただきたいというふう

に思います。 1点目は、日野市の私的な生活水準、それと社会的生活水準について、代

表例で結構でございますので、数字的に教えていただきたい、これが 1点目でございま

0企画財政部長(長谷川暢男君) 企画財政部長でございます。質問の 5点についてお

て同じように26市を対象にすれば、 8番目ということでございます。乗用車の普及率等

につきましても、 14番目というような位置にあるわけでございます。なおテレビの受信

台数を考えた場合には、 26市の 4番と言うような、幾つかの統計の資料の内容から出て

くるわけでございます。よって、こういう問題を私的生活水準に考えてみた場合には、

26市の平均数字より、上であるというようなことで、現状としては一定の水準にあると

いうふうに、判断しております。

2点目の社会的生活水準の問題でございます。代表的なものは、幾つか挙げますと、

1点目としては、下水道の普及率の問題になろうかと思います。非常にこの問題につき

ましては、皆さんも御承知のとおり、現在事業の促進途上にあるということで、水準が

やや落ちるわけでございます。 2点目としては、道路率の問題として、これはやはり26

市の中の平均の、 6.5でございますが、それが現在9.2としづ状態でございます。なお1

人当たりの都市公園面積等の問題を比較しますと、これははるかに一ーまあ多摩動物公

園も含まれております。そういったものを含めましても、平均値よりは上だと、しかし

何といっても、今申し上げましたとおり、下水道の普及率の問題があることによっての、

概ね他のものについての水準は確保しているんだというふうに、1，点目につきましてお

答えしておきます。

なお、 2点目につきまして、行財政調査会からの答申の問題でございます。先ほど質

問者からありましたとおり、昭和61年4月、行財政調査会からの答申を受けて、庁内で

の行財政改革の推進本部を設置したわけでございます。最終的に、 62年の 2月、庁内組

織の検討委員会の中での基本方針を決定しております。この方針に基づきまして、 62年

度に入りまして、その推進状況の把握、これは企画財政部を中心として、各部署での推

進状況の把握と、各項目別に挙がっているわけでございます。しかし内容的には、ある

程度検討期間を要する問題だとか、他の協議を要する問題等があるわけでございます。

そういったものを具体的に申し上げるならば、皆さんも御承知のとおり、退職金制度の

改定の問題、 OA化の実施の問題、給与体系の見直しの問題、国民健康保険税の適正化

の問題、使用料・手数料の一部負担等の導入の問題等を、現在まで促進してきたわけで

ございます。なお区画整理事業や、下水道事業、その他の緊急性の高い大規模事業への

人員の面では、大変配置の問題に優先には考えております。今後の問題として行財政調

査会の答申、行財政改革に関する基本方針に沿って、庁内が全組織をもって、また理解

した中で一層の努力をしていきたし、というふうに、 2点目をお答えしておきます。

3点目につきましては、組織・機構の改革の進捗状況ということでございます。前回

す。

それから 2点目は、行財政調査会から最終答申がされまして、 1年 7カ月が経過をい

たしました。この問、この答申が行政商にどう生かされてきたのか、また今後どう生か

そうとしているのか、具体的にお聞かせいただきたい。

3点目は機構改革を進めているとしヴ市長の表明ございましたけども、機構改革の進

捗状況について、その経過と現状、そして今後の方針について、お伺いしたいと思いま

す。

4点目は、これらをいろいろやってきてる中で、現在の業務の中でネックとなってい

る部署、及びその問題点は何か。さらにはその対策についてお聞かせいただきたい。

最後に基本方針の中でも申し述べてあります、あるいはまた市長がよく言われるわけ

でございますけども、市民に対して要望、または期待することは何か、もし考え方があっ

たら、お聞かせいただきたいと、以上5点について、御答弁をお願いします。以上です。

O議長(黒川重憲君) 奥住日出男君の質問についての答弁を求めます。

企画財政部長。

答えしたいと思います。

まあ 1点目につきましては、私的生活水準の問題と社会的生活水準の具体的な例とい

うことの内容でございます。御承知のとおり、住居・環境等に対する評価や、施策への

関心等の要望については、市民の意識調査等でもあるわけでございます。よって、各統

計資料等を私の方も判断した中で、私的・社会的水準を評価しているということでござ

います。一つは私的生活の私的な生活水準についての問題としては、やはり市民生活に

かかわる問題を一点挙げて、幾つかの例で申し上け了こし、と思います。

1点目としては、当市の 1世帯当たりの税負担の問題、これを26市で比較いたします

と、現在 7番目というような順位にあるわけでございます。

また 2点目としては、持ち家住宅の比率は現在46.7%ということでございます。ょっ
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の議会のときにも多少申し上げました 3月以降、大変長い期間、組織の問題に取り組ん

できているわけでございますが、現時点での状況といたしましては、各部、各課におい

て、人員を生み出すということについては、なかなか難しい、困難な状況にあるわけで

ございます。しかし機構改革の決定がおくれている理由としては、そういう問題もあり

ますが、前回 9月議会のときに、条例の中での組織改正でなくして、規則改正を実施す

るということを議会の場で御報告しております。そういった内容で、詰めはかなりでき

ているわけでございますが、先般も行政報告の中に市長からありましたように、新たな

問題として、土地取り引き監視制度の事務委任に伴う現在は、用地課と都市計画でやっ

ているわけでございますが、その状況を判断した中で、どういう形でやっていくべきか

というような問題が残されております。残された問題を積極的に調整し、最終的には簡

素・機能化とあわせて係の廃止をした中で、のJ組織をつくっていきたい。そういう考え方

を持ちまして、来年4月1日の実施に努めていくという考えでおります。

なお4点目の問題でございます業務の中でのネットワークの部署ということ、まあ御

承知のとおり、都市基盤整備の問題、高齢者社会への対応の問題、いろいろ施設の点等

の行政の緊急課題を抱えているわけでございます。こういったやはりこれからの業務の

内容、積極的に推進する中での問題があるわけでございます。何といってもその機構態

勢につきましては、人的な配置が必要であろうというふうにも考えておりますし、その

部分とあわせまして、財源的な問題、あるいは施設をつくったことによって、その後の

管理の問題をどうするかというような問題が大きな問題ではなかろうかというふうに、

とらえております。

なお最後、 5点目の関係でございますが、市民に対しての要望、期待すること、簡単

に申し上げるならば、当然行政でやるべき業務としての行政サービスの提供としては、

当然、のことでございます。しかしその一部を市民にもお願い して、その中での理解を求

め、積極的に、市民からも御協力をいただくというような問題があろうかと思います。

特にコミュニティー施設等をこれからつくるわけでございますが、そういう中での地元

での自主管理方式と申し上げましょうか、そういった方向等の意見につきましても、今

後基本計画の中で検討委員会も設置する予定でございますが、すべての施設管理等でき

るだけ市職員で補わなくても済むような方法を、市民の理解の中で求めていきたいとい

うふうに、思っております。以上でございます。

0議長(黒川重憲君) 奥住日出男君。

01番(奥住日出男君) ありがとうございました。

再質問をさせていただきたいと思います。 1点目の私的な部分と公的な部分の水準に

ついては、私的な部分についてはまあまあ一定水準にあるということ、このどれを代表

の資料にするかによって、いろいろ問題があるんでしょうけれども、一般的に言われて

いる代表例を今の部長の答弁の中で理解するんであれば、国とあるいは都と見た場合で

も、遜色ないというような状況であるということがわかったわけでございますけども、

社会的な生活水準の中で、下水道の問題、それから道路の整備率について再質問をした

いと思うんですが、下水道の普及率の問題につきましては、先週の秦議員の一般質問に

対する答弁、さらにはただいまの川嶋議員の質問に対する答弁で、ある程度理解をして

おるわげでございますけども、なぜこれがおくれたのか、具体的に回答いただきたいと

思し、ますけども、実はこの行財政調査会の答申の中に、こういうことが書いてあるんで

すね。二本立ての答申になってまして、内山委員が答申した中で、職員配置の特徴とい

うのがあるんですね。この特徴というのは市立病院、保育園、幼稚園、児童館、学校、

図書館など本庁以外の市民サービス網に52%が配置されている。近隣と比べても本庁以

外の職員がこれほど多く配置されているところはないとしヴ。これは革新市政が市民の

教育・福祉を重視する施策を進めてきたことの反映であるというふうに答申がされてい

る。下水道、あるいは道路の整備がおくれたのは、こうしヴ行政に偏りがあったんじゃ

ないか、こんなふうにも受け取れるわけでございますけども、そこら辺をどうお考えに

なっているのか。これだから下水道がおくれたというふうには、決めつけませんけども、

少なくとも市民要望以前の問題ですね、都市基盤整備というのは。町としてこれはもう

イロハの部分でございます。こういったところが、なかなか手をつけられてこなかった

というのは、まさしく行政のあり方に偏りがあったと、こんなふうに判断もできるわけ

でございますけども、この辺のお考えを一点お聞きしたい。

それから道路の整備の問題でございますけども、 62年のこの市の統計によりますと、

交通事故の発生件数、これは昭和57年から年々、倍々ゲームとは言いませんけども、か

なりの率でもって件数が伸び、てきております。道路のあり方等にこういった問題がなかっ

たのかどうか、直接交通事故と道路がどう関係あるか、なかなか証明難しいんでしょう

けども、やはりこの辺もよく考えれば、もう少し道路施策についても積極的に進める必

要があるんではないかと、現状を見るとこんなような気がし、たすわけでございます。例

えば歩道と自転車道の整備、これはなかなか市内を見ますと、非常に車道だか歩道だか

区別がつかないところがかなりある。幅員が狭いところにもってきて、そういう状況が

ある。最近また自転車がかなり普及してますから、非常に危険だなというような場南に
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遭遇するわけでございますけども、こういった商の整備がもっとなされていいんじゃな

いか。さらにはこれから高齢化社会に向けて、一一こんなこと言うと大変失礼ですけど

も、高齢者のドライパーがふえてくる。だんだん運転技術が鈍くなってくるということ

で、反射神経、ブレーキ一つ踏むにも若い人との差がかなり出てくる。こういうことを

考えますと、道路の果たす役割というのは、大変重要なものがあるわけでございますけ

ども、この道路整備率が今先ほどの部長の答弁だと、 26市平均が6.5%、日野は9.2です

から、かなり優位にあることはわかるわけでございますけども、道路の整備率と幅員、

さらにはそういった歩道、そういうものを確保してはじめて優位にあるというふうにい

えるんじゃないかと思うんですけども、この辺をどうお考えになっているのか、 1点目

では、この 2点についてお答えいただきたいというふうに思います。

それから 2点目の行財政調査会からの最終答申、 1年 7カ月が経過して、なかなか難

しいというような御答弁があったわけでございますけども、私が知る範囲では、この答

申がどう反映されたのかというふうに見ると、動く窓口が廃止になった。(1"それだけ」

と呼ぶ者あり)これだけじゃないかというふうに思います。具体的にスクラップ・アン

ド・ピルド、大変結構でございますけども、果たして行政サービスに、スクラップゼロ

にしちゃってし、し、ものかどうか。この中で多摩平支所の移転廃止等も書かれておるわけ

でございますけども、いつですか、市長がその件に触れて話が出たことがございます。

多摩平支所に行きまして、私、市民の方に何人か会って、いろいろお話を聞いたんです。

「本庁と支所とどっちが行きし、し、ですか」と言ったら、 「それは支所の方がし市、ですよ」

と言う。なぜですかと言ったら、 「支所だと日常一般的なことがさ.つくばらんに御相談

できます」と言う。あそこの支所長さんもなかなか心優しい方でいろいろ話を聞いてく

れます。本当に、これが本当の地域に見合った役所じゃないかな」と、こんなふうな言

い方もしております。まさしくそのとおりだと思うんです。道路ができた、交通網があ

る程度整備された、立派な本庁がで、きたから、全部統合とし、ぅ、こういう答申になって

ますけども、この辺がどう生かされるのか、非常に私も心配しながら、また期待もして

し、るわけでございますけども、この 2点が実現されたのと、ささやかれている。まあ反

映されているというと、こんなところじゃないかなというふうに思うわけでございます。

少な くともこれだけのメソパーでもって、あれだけの時間を費やして、答申がされた。

マスコミでも取り上げられ、市民もかなり関心を持ってしる。もう少し真剣に一一一これ

は参考でございますけども、答申はお蔵に入れることなくやっていただきたし、というふ

うに思います。その辺の御見解をお聞きしたい。

それから 3点目の組織機構改革、ただいま部長の方から各部等から人員を生み出し、

新たな組織を一一組織または充実すべき部課に配置するということは、大変難しいとい

う、非常に困難である-。なぜ困難なのか。それと前後しますけども、 OA化の導入の問

題、これもよく言われるんですけども、私はああいうもの導入したからといって、すぐ

人が減るもんではないというふうに、思います。一般的には機械を導入したから、すぐ

何人人が減ったというふうにとらえがちなんですけども、そうじゃなくて機械化を導入

したからこそ、これだけの職員を採用しなくて済んだとしヴ、そういう裏の面もあるん

ですね。例えばOA化導入しなかったら、あと 5人、 6人必要だったので、しょう、職員

が。導入したからこそ、こんな状態で今いろいろと事務処理がうまくいっている。私の

経験では、いろんなものをイソプットするのに、最低3年は必要なんですね。入れたか

ら即、人が減るという問題ではない。この辺ももう少し本音の答弁をいただきたいとい

うふうに、患、います。

それから 4点目の現状のネックとなっている部署、必ずあるはずですね、これネック

になっている部署は。例えば庁舎の中の部の中のやりとり、あるいは課の中の人員の応

援、そういうことでもって今緊急避難的に対処されているんではないかというふうに思

いますけども、少なくとも職員数と財源的な問題があるというようなことだけではなく、

今の時代何が必要なのか、例えば下水道の問題、区画整理の問題等々あるわけですね。

であるならば、前回職員定数増の提案があったわけですけども、もう少し提案の中でも

具体的に出されれば、理解のしようもまた違ってくる。そういうことをやってきている

のかどうか。うちの課はこれだけですよということで、ほかにも貸さない。あるいはど

こからも応援を受けない、こういうことじゃなくて、少なくとも垣根をとっぱらって、

日野市役所としてその中でもって、市長がよく言う、都市経営体というものを本当に認

識しているんであれば、そういうことがやられてもしかるべきであると思うんですけど

も、その辺を具体的にどうやってきているのか、全然何もやっていないのか、あるいは

やってますよというふうに、言えるのかどうか。

何か一つの部署が本当に忙しくて、残業をやったり、休日出勤したり、そんな部署が

ないのかどうか、もう少し具体的にお聞かせいただきたいというふうに思います。部長

の御答弁まさしくそのとおりだと思いますし、よくわかります。わかりますけども、も っ

と本音のやり取りがあってはじめて生きた行政が展開で、きるんじゃないかと、こんなふ

うに思うわけでございます。以上、再質問をいたします。

0議長(黒川重憲君) 都市整備部長。
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0都市整備部長(前田雅夫君) お答えいたします。 野市が下水道に取り組んでいる、現在ないしはこれから重点的な事業として取り組んで

いかなきゃならない理由は、その辺ではないかというふう に考えております。中でも当

初申し上げました人口急増というのが非常に下水道事業の推進の足を引っ張ったんでは

ないか、そのように理解をしているものでございます。

0議長(黒川重憲君) 建設部長。

0建設部長(伊藤正吉君) 二点目の御質問にお答えしたいと思います。

道路のあり方ということだと思いますけども、道路につきましては、区画整理により

ます道路の整備、それから私どもの方で担当してお ります生活道路の整備と、こう いう

課題があるわけでございます。生活道路の拡幅につきましては、毎年事業化を進めてお

りまして、本年も 4本ないし 5本程度の道路の拡幅をしていきたし、と、こういうふうに

考えておりまして、現在その事務を進めている段階でございます。

この自動車事故につきましては、非常に自動車の普及率が早いと、こ ういう ことが一

つ申し上げられると思います。 たしか詳しいデー 夕、ちょ っとここにございませんけど

も、日野市でも一家に約 2台乗用車があると、こんなようなデー タもございます。そう

いうことで乗用車の普及、車の普及に伴いまして、 道路の整備が追いつかないと、こう

いうととも一つの原因かと思います。現状の道路の中でそれではどうしたらし巾、んだと、

こういうことでございますけども、これにつきましては日野の警察ともよく協議をいた

しまして、安全施設、カーブミラーとか、それからストップマーク、その他の安全施設

につきまして、 重点的に整備していきたいとかように考えているところでございます。

以上でございます。

O議長(黒川重憲君) 企画財政部長。

0企画財政部長(長谷川暢男君) 二点目以降の再質問になろうかと思いますが、議員

さんからの御指摘の中にも、動く窓口車の廃止というような問題が具体的に言われたわ

けでございます。当然行財政調査会の検討の最終答申を踏まえて、行財政改革に関する

基本方針を先ほども申し上げましたが、 62年の 2月に一つの方針として内部で討議した

経緯があるわけでございます。もちろんその中で行財政の調査検討についてのこれだけ

の膨大なものについては、当然庁内でも十分承知して、その努力を必要というふうに認

識しております。先ほど一部方針の中での推進した部分を申し上げましたが、まだまだ

1年数カ月という中でのもので、なかなか他との協議の問題とか、幾つかの検討事項ご

ざいます。この問題については具体的に私の方も再度各部の洗い直し、そういった問題

を踏まえて、前進していきたいというふうに考えております。

第一点目の下水道事業のおくれた理由ということでございますが、これは御承知のよ

うに日野市の一一日野、七生の合併以降の町のいわゆる趨勢とし、し、ますか、市政とし、し、

ますか、こういったものを振り返ってみますと、解明がつくわけでございます。昭和30

年台から、昭和48年のオイル・ショックをピークにいたしまして、急激な人口増を日野

市はこうむったということでございます。したがって、市の財政と言いますのは、義務

教育の予算にかなりな高率のウエートを占められたということでございます。具体的に

数字ちょっとここで持ち合わせておりませんけども、私の記憶では四十数%、いわゆる

五十%に近いような義務教育費に予算が支出をされたということでございます。これら

に伴いまして当然保育園の建設でありますとか、こういった管理運営に多大な経費を費

やしたというのが、私は第一点に挙げられるのではないかというふうに、考えておりま

す。

それから二点目は日野市の地形上の問題もあるわけでございます。北多摩の地域のよ

うに平たんの地域でございますと、家庭のいわゆる雑排水、それから道路の排水、こう

いったものの処理をする場合ですけれども、河川等がございませんので、吸い込み槽を

つくって排水をしていると、そうしヴ状況で非常に個人の負担もあると同時に、住民か

ら見ますと、雨水、及び汚水の排水が緊急課題であったということでございます。そう

いったことから日野市を見ますと、日野市は起伏に富んでおりまして、自然、の排水が何

とかできるということでございます。特に低地につきましては水田という形で開かれて

おりまして、用水路がある意味では排水路に活用と言いますか、利用されてきたという

ことで、比較的当面の課題と言いますか、そういった処理はされてきたということでご

ざいます。

さらには市が下水道の処理場の計画を立てまして、三つの流域の処理区域に分けまし

て、事業を進めるということになりまして、日野市の浅川処理場につきましては、地元

のコンセソサスに、住民の方のコソセγサスにかなり時間を要したということでござい

ます。これは日野に限らず、ほかの自治体でも終末処理場につきましては、かなりの周

辺の市民の方の同意を得るまでに時間等を要しているということでございます。

私どもの浅川処理場につきましては地元の権利者の御理解を得られまして、万願寺土

地区画整理を一緒にやると、これは区域には入っておりませんけども、同時にやるとい

うことで、万願寺の区画整理につきましては56年認可でございますけれども、この機を

ほぼ同一にいたしまして、見通しがついてきたということでございます。幾っか現在日
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三点目の具体的には組織に関連しての改革の問題に関連しての問題でございます、私

の方で困難だというようなことを申し上げました。確かに 3月以降組織改正に各部長中

心に、協力して、部下との対応を幾っかやってきました。現実の問題として、職員改定

の、人員改定のときにも、総務部長の方から話がありましたように、各部署の人員の要

求としては、六十数名の数字という大きな問題を持っているわけでございます。その中

で、組織改正をやって、何とかやっていきたし、というふうにやってきたわけで、ございま

すが、具体的にはやはり業務量増に伴う各管理する立場の人員要求というものは、やは

りこの組織改正の中にもはね返ってきた部分が一部ございます。そういうものをやはり

何とか打開して、現状の定数の中でいかに組織をやるかというようなことを私の方は基

本的に持ちながら、協議を進めてきているわけでございます。もちろんその困難性の問

題については、各部長にも先般理解を求めている部分もございますので、規則の中で改

正を進めていきたいというふうに思っております。

それと四点目の中では、必ず部署に問題点がある ということでございます。先だって

申し上げましたとおり、やはり都市基盤整備の問題として、下水道、区画整理の大きな

業務量を抱えている中での業務増の問題、またそういったものを踏まえての人員増等に

つきましては、各議員さんの御理解をいただし、た中での定数増、新年度に向かつての対

応をしているわけでございますが、しかしそれ以外の問題についてもやはり福祉部関係

の問題、各部署に多少はございます。その問題を具体的にやる前に、もう一度市の全体

の組織の中の洗い直しも必要であろうということも、考えているわけでございます。し

かし組織改正をやる中で、洗い直しをしてから、人員を充ててし、く方法もありますが、

現状の中ではとりあえず規則改正をやった後、十分担当部とも協議の中で進めていきた

いというふうに思っております。

よって今度の規則改正の中では、先ほど部内での調整あるいは協力態勢というような

要旨の言葉がありました。これは課との中での協力態勢はかなり組んでいるわけでござ

いますが、具体的に部内でのなかなか態勢は、時間外に対する問題、業務量増に伴う問

題、これはなかなか現実的にはできていないのが実態でございます。課の中ではやって

いるというふうにお答えしておきます。

なおこの効率化を図るために、私の方も組織の規則改正に伴って、係をできるだけ廃

止して、課長の権限に依存してできる部分についてはその中で能率化を図りたし、という

のが、私の方の組織改正の今の重点的な考え方でございます。以上です。

O議長(黒川重憲君) 奥住日出男君。

01番(奥住日出男君) ありがとうございました。

道路、いわゆる下水道、道路については、考え方よくわかってますので、ひとつ積極

的に進めていただきたし、わけでございますけども、やはり社会資本の種類によっては、

今、先ほどですか、川嶋議員の答弁の中で市長が都市計画税の問題で、下水道事業云々

というのをちょっとこう触れましたけども、要は財源をどう確保するかということなん

ですね。結論は、市長が言われるのは。例えば道路をよく整備するということ、これは

確かに車の普及率と追いつかないという商もありますけども、生産力拡大効果というの

がものすごくあるわけですね。道路の場合は。 58年度から62年度の 5カ年計画の第 9次

道路整備 5カ年計画、これの資料を見ますと、 5カ年でもって道路が完成した暁には、

完了後、毎年 8兆8，000億というような生産力拡大効果があるとし、ぅ、税収増になるん

ですね。こういうデータもいろいろ出ているわけでございます。当然、御承知のとおりで

ございますけども、この辺を考えるんであれば、財源は確かにそのときには瞬間的には

使うにしても、将来を見込んで町づくりというのを考えるんであれば、市民の快適な生

活を営む上でもプラスになる。さらには市の税収の面でもプラスになる。こういう一面

を持っていますので、ひとつ積極的に計画道路の整備を行っていただきたいということ

を要望しておきたいと思います。

それから行政改革の中の答弁の中で、一点だけ確認をしたいんですが、人の問題でもっ

て課内の調整はできている。ところが部内の調整はなかなか難しい面があるよという今

の部長の答弁なんですが、これは市長にお伺いしたいんですが、職員の勤労意欲を高め

るためには、大切なことは何なのか、これを市長にお答えをいただきたいというふうに

思います。

0議長(黒川重憲君)

0市長(森田喜美男君)

市長。

職員が勤労意欲を高めるという質問の課題になりますが、大

切なことは意識のこともありますし、それからその意識をより高揚させるためにいろい

ろな組織的にも、あるいは利便的にもその高めるためのし向け方がまた大切だと思いま

す。その後段の部分は、これは指導者ということになるわけでありますが、一方にでき

るだけ自主的な、いわゆる意識革新、意識を絶えず改めることによって、そうして自主

的に仕事に対する意欲を持てるようにする、まあこのためには給与の問題も伴いますし、

あるいは組織のこともありますし、人間関係のこともありますし、非常に複雑だとは思っ

ておりますけど、一番原則になるものは、やはり地方公務員としてのもとになる自覚、

これにも期待をしなければりませんO
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町づくりのこの自治体職員としての意識というのは、私はかなり理解ができるように

日ごろ説明もするし、また組織的な内部聞の討議もやっているというふうに見ておりま

すので、意識はどんどんと変わりつつあると、そういうことに現実は進んでおる、この

ように見ております。

ちょうど日野市の都市形成への時代的とし、し、ましょうか、社会的な変化が非常に急速

であったことも、それまた庁内のあり方にも理由があるわけでありまして、今それらが

大きく変化しつつある時期だ、このように見ております。

この住民一一ーまあ自的と手段とし、し、ますか、ハードな仕事を早く達成をするというこ

とも、市民生活を快適とするという目的はソフトな分野にあるわけでありますから、ま

あ今は特にハードな仕事に取り組む、こういう大きな山を越えなければならない、そう

して日野市民の市民自治の意識、これは相当高い水準だというふうにも取れますし、ま

た日野市はそう広い面積ではありませんから、なるべく南も北のことを知り、また西も

東のことを知る、こうし、う視野を広げていただくと言いますか、そうし、う住民自治の意

識にもっと自分の本当の周辺のことのみならず、日野市民であるという、あるいは帰属

意識と言いますか、帰属意識ということが望みたいとするならば、望みたいというふう

に考えて、多少広報等でそのような説明なり、御紹介なりをやっておると、こういうこ

とでございます。議会からいろいろと督促、勉励をいただくこともきわめて重要なこと

でございますので、そのような観点に立ちまして、今後も自治体行政そのものを近代化

をし、また意識を変えてし、く、それが時代の変化に応ずる手段だと、こう思っておりま

す。以上です。

O議長(黒川!重憲君) 奥住日出男君。

01番(奥住日出男君) 市長ですね、職員の勤労意欲を高めるというのは、確かに職

員の今いった意識を高揚させる、あるいは自覚を持つことだというふうに言われるんで

すけども、私はそうじゃないと思うんですね。それも大切なんですけども、少なくとも

職員が今の時代こうしヴ状態なので、この職場こうしてほしい、こうすべきだ。あるい

は私はこうしヴ職場でもっともっと頑張りたいというような、そういう自己申告、こう

いう制度もあるわけですね。そういったものが出てきて、それをどうトップが受け止め

て、処理をして、的確に異動するか、させるか。あるいはいろいろまた違った組織・機

構を改革するかということによって、職員の意識が高揚するんじゃないですか。私はそ

う思うんですね。働く方ですから自分が言ったことがトップに受け入れられて、 「よし、

じゃお前の考え方わかった、ひとつこういうところで頑張ってみろ」とか、あるいは皆

さんの言うことわかった、じゃ、こうしヴ組織にしましようとか、そういうととをやっ

ていってはじめて活性化が生まれるし、職員の働く意欲が高まるというふうに、私は思

うんですよ。職員の方一生懸命やっています。今給与の問題とか何か言いましたけども、

それも基本的なことですから、給料が高ければ、それは安いよりし、し、に決まっているん

ですけども、そういう問題ではない。やっぱし職員が一番第一線で(動いているわけです

から、自分の職場、自分の戦場というのは、よくわかっているわけですよ。その辺をよ

く理解をしていただいて、受け入れていただけるんであれば、少なくとも行政調査会か

らこういう答申が出て、 1年 7カ月も経過しても、まだし、ろいろ問題があって検討して

ますというようなことにはならないはずなんですね。甘いというふうに、私はずばり言

いたいと思うんです。(rそうだ」と呼ぶ者あり)もう少し真剣に考えて一一格好し、し、

んですね、市長言っていることは、確かに。市民の皆さんにとか、こういうふうに、確

かにそれはし巾、んですけども。例えばですよ、政府が内需拡大だということで、公共投

資の前倒し 6兆円というものを計上して、今一生懸命やってしる。財政は、今財源はいっ

ぱい余っている。 r日野市さん、どんどんおくれている道路、あるいは下水道やってく

ださいよ」といったときに、 「し、ゃ、それありがたいんだけども、職員の手が足んない

んでねj とか、 「これこれ、これだけ仕事を抱えているんだj とか、そうしヴ問題が今

あるんじゃないですか。ないんですか、そうしヴ問題は。少なくとも自分の財布の中じゃ

なくて、国の政策とマッチングしたような行政、こうい うものをやっぱしやってもらわ

ないと、市民としては納得いかない。下水道事業というのは、ものすごくお金もかかる

し、年月もかかる。遅々として進まないと言いますけども、わからないんですね、長い

ですから。市民というのは何かやっているなとし、うことで、きょ う言ったから、あした

できるものじゃないですから、非常にイージーに考えている。いつできるのかなーとい

うような感じ。やる方は、ゃあこれは時間がかかるよ、お金もかかるよ、ということで、

まあまあうまくやろうやというふうにやっているんでしょうけども、それだけに毎日、

毎日が大変なことであるわけでして、一生懸命やってもらいたいというふうに、思うわ

けでございます。

よくこの基本方針のことでし、ろいろ各議員の方からも質問が出て、答弁もされるわけ

ですけども、これも職員の問題あまり触れてない部門ですね。 7カ年計画でもってこう

いう町づくりをしたい、じゃ財政面の 7カ年計画どうなのか。職員の 7カ年計画どうな

のか。そういうことをやっていけば、なかなかそういう人の問題、いろいろあって、と

いうようなそんな問題じゃない。もっと前向きに、きちっとしたものが出されるはずだ
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と思うんですね、答弁の中に。もっとわかりやすいようなことを、答弁していただきた

いと思うんです。これだと市民に対して説明のしょうがないんですよ。今考えているら

しいよ。何か時間がかかるらしいと。こういうその問題を、しかし基本的な問題ですか

ら、もう少し真剣に考えていただきたいというふうに思うんです。所信表明の中で市長

が本当に時の流れに乗りおくれないようにやるとしヴ、流れの中に入っちゃまずいんで

すよ。的確にその流れを見て、今何をなすべきなのか真剣に考えるべきだというふうに

思うわけです。

この辺の見解がありましたらお聞きしたいんですけども、それと市民に対する要望、

これも部長の答弁でよくわかったわけで、すけども、私はもう少し今度は市民とその職員

なり、役所とのコミュニケーショソがうまくいっているんであれば、例えばこれも多く

の方が言ってますけども、理美容券の問題、私が聞く範囲では、家作を何十軒って持っ

ているおばあさんがし、るんですね。 80近いおばあちゃん、理美容券が来るそうです。家

作の家賃だけでもって、悠々自適の生活をしている方なんですけども、その方に会って

いろいろ話をしていたら、 「そんなものもらったって、恥ずかしくて使えないよ」とい

う、こういうふうに言うんですね。 iじゃなぜそれを市に対して、私なんかし、し、から、

もっと違った、苦しい方に回してほしいということを言わないんですかJ0 iし、ゃ、そ

んなこと言ったってこう・・・・」。ですから、そういうような言えるような、市民が

言えるようなそういうものにしてほしいとしヴ・・・・。これも大切なことだと思うん

ですね。市民に対する要望という面では。だれだってもらえば、もらわないよりし、し、で

すから、使っても使わなくてもそとに置いておく。この間も四角四面のことを言ったら、

6割か 7割くやらいでしょう、使うのがということ。成人式でもって、来る方がまあ 6割

か7割ぐらいでしょう。ですからアルバムはこのくらいでし巾、やというふうに予算計上

して、やっている。 100%来たらどうするんだ。大変なことになるわけでしょう。そう

いう見込みでもってやっているわけです。そうじゃなくて、もっと確率の高い、そうい

うやっぱし行政を展開してほしいと思います。市民から言わせるんじゃなくて、本来な

らば行政がきめ細かく、全部メスを入れて、 70歳以上なら70歳以上に理美容券をパッと

配るんじゃなくて、 70歳以上の方でだれに配るのかとしヴ、そういうメスを入れてはじ

めて生きた行政になる、これが私は行政の仕事だと思うんですよ O それには職員がとて

も足りない。無理だよというふうに片づけないで、じやそのために何をすればし、し、んで

しょうか、職員と一生懸命検討すればいいんですよ。立派な職員が多いんですから、少

なくともそのくらいの英知は持っています。私の知っている限りでは。そうし、う優秀な

職員をいっぱい抱えていて、宝の持ちぐされじゃないかというふうに思うんですね。も

う少し一つずつそういう商にメスを入れていただいて、本当に今財政商で因っているん

であれば、真剣に考えていただきたい。こういうこともこれからの時代、大変な時代に

なるわけですけども、少なくとも高齢化社会というふうになってきますと、財政商の問

題で必ず行き詰まるときがくるはずです。それからではおそいんですよ。我々の子供、

あるいは孫がなぜ今の時代にやってくれなかったんですかというふうに言われても、も

う取り返しがつかない。そういう商で、立派なこういう答申が出されたわけですから、

少なくともばぁーとめくっておしまいにするんじゃなくて、真剣に考えていただし、て、

考えているんでしょうけども、少なくとももう去年の4月に出されて、ことしもあと何

日かで終わろうとしている。来年2年目を迎える。もう少し真剣に考えていただかない

と、答申を出されたこの10人の方が、泣くんじゃないですか。どっかに行っちゃったと

いうような気がしてならないわけです。

快適な生活環境の整備、こういう商で私は何点か提言をしたいと思います。今部長な

り市長の答弁でもって、特に部長の方から日野市の生活水準というテーマに対しては、

わかりました。私的な面ではまあまあ世の中と一般的に同じような水準になりましたけ

ども、平均的な市民は生活をしている。社会的な生活水準についても、下水道の整備を

除けば、まあまあ平均的な生活だと、あるいは社会資本が形成されているとしの、こう

いう数字的なことが出されました。ただ社会的な生活水準の中で、よく多くの議員もおっ

しゃいましたし、前回の一般質問の中に市川議員の方から市立病院のことで出されまし

たけども、日野市の1医療機関当たりの人口、これ26市のうちで20位なんですね。非常

に健康としろ行政の面では低い水準にあること、これだけは御理解をいただきたいとい

うふうに思います。

それでこれから新しい時代に向けて、市民が快適でゆとりのある生活を営む上で、提

言をしたいわけでございますけども、今の市民というのは、御案内のように会社と、例

えば勤労市民の場合、会社と家庭という二つの社会、これだけだったものが、もう一つ

今度は地域というそういうコミュニティーの場所に出ていって活動するようになってき

ている。こういうことを背景として、 l点目としては、より生涯教育のための態勢、こ

れを確立をすべきでないか。それから二つ目は、コミュニティー活動の促進、実際に社

会教育施設とか、体育施設、文化施設、数字的に見ますと、どういう評価していいのか

わかりませんけども、人口的に見ると、まあまあのところであるわけですけども、少な

くともこうし、う地区セソターとか、文化会館、こういうものはもう少し整備する必要が
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ある。と、こうし、う今言った一つ、二つの問題をフォローする意味で、それだけ活動の

範囲が広がるわけですから、市内全体の交通体系、これを整備をしていく必要があると

思います。循環パスの問題についても、多くの議員からも一般質問がされております。

それに対する答弁としては、営業の問題、あるいは財政の問題でもって非常に壁が厚い

というような答弁もありますけども、少なくともそうしヴ交通網の整備をして、市民が、

今市長が西から東、南から北というような、情報がわかるよと、わかりますけども、今

度直接そこに行って活動する、そういう今時代ですから、少なくともそういう市内を網

羅した交通網の整備、ぜ、ひ図る必要があるというふうに思います。この三点を提言をし

ておきたし、と思います。これに対して、御見解がございましたら、お伺いしたし、と思い

ます。

あるいは市民会館、これらの事業内容を豊かにしていくということは、極めて重要だと

思っておりますので、そういう分野にも十分意を注いでまいるべきこの時代である、こ

のように思いますので、またいろいろと御提言もお願いをしたいと、このように考えて

おります。

01番(奥住日出男君)

O議長(黒川重憲君)

終わります。

お諮りいたします。議事の都合により、暫時休憩いたしたいと思いますが、これに御

異議ありませんか。

C i異議なし」と呼ぶ者あり〕

以上で終わります。ありがとうございました。

これをもって14のし日野市の生活水準について問うの質問を

0議長(黒川重憲君)

0市長(森田喜美男君)

市長。

御指摘の御提言は我々も同感でございます。そして例えば国

0議長(黒川重憲君) 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55分休憩

午後 1時10分再開の政策による前倒し工事は日野市に持ち込まれましたことなどにつきましては、ことし

の前半の下水道事業の中で、特に臨時会を何回も開いて、議決をいただいたというよう

なことでもおわかりのとおり、国からの申し込まれた事業を、日野市の態勢がそこまで

いっていませんからというようなことで断ったことはないわけでありまして、これから

もそのようなつもりで、積極的に受け入れると、こういう考え方でございます。

それから町と言いましょうか、とれはいろんな経過を経ながら、行政と市民自治との

合体でつくり上げてし、く、そういうことでありますから、情報はなるべく伝え、また市

民情報を受け入れていくと、こういうことにつきましては、一番大切なことだと思って

おります。職員もそのことを非常に努めまして今の一一職員は非常にやる気を持って、

取り組んでおるということについては私も、特別なことを言うわけではありませんが、

まあ言われますところの行政改革、つまりむだを排するというか、まあ、要するに今の

当面する分野に力を集中させる、そういう展開が絶えず流動的に必要だと、こういうこ

とでありますので、組織改正なり、人員の配置はそのためにある。こう思っております。

そういうことで取り組んでおるということでありまして、何か大変それがおくれておる

とか、支障になっているとかということではないんじゃないかなと、ちょっと内部的な

反省もしつつあるわけでありまして、御質問を全面的にそういうふうに言われなけりゃ

いけないのかなというようなことが、今の感じでございます。努力することはもちろん

でございますし、また職員もその意識に立ってやっている。まあ都市が発展するにつけ

まして、特にこれからの地域社会として生涯教育でありますとか、そのための公民館、

0議長(黒川重憲君) 休憩前に引き続き会議を開きます。

一般質問15の1、生涯教育と公民館・コミュニテ ィ施設における現状と課題について

の通告質問者、馬場繁夫君の質問を許します。

[12番議員登壇〕

012番(馬場繁夫君) それでは、通告に従いまして、一般質問をさせていただきます。

1965年12月パリで開催されました国連教育科学文化機構の成人教育推進国際委員会に

おきまして、 「ユネスコは幼い子供時代から死に至るまで人間の一生を通じて行われる

教育の過程(中略)を創り上げ活動させる原理として生涯教育という構想、を承認すべき

である」と勧告されました。

この勧告をもとに日本におきましでも、昭和46年に社会教育審議会が教育全体を生涯

教育という観点から、見直すべきであると提唱をされております。昭和61年4月臨時教

育審議会におきまして、教育改革に関する第2次答申が行われまして、生涯教育体系的

整備を図る方向も答申されておりますことは、周知のとおりでございます。

東京都におきましても、昭和58年 7月に東京都生涯教育推進懇談会を発足いたしまし

て、 60年 1月懇談会の答申に基づきまして、知事を本部長とする東京都生涯教育推進本

部を設置いたしました。 62年、事業数239に及ぶ生涯教育推進計画を策定いたしました。

計画策定後の取り組みといたしましては、各市町村の課長会を開催し、生涯教育推進体

制の整備を要請されたことも、すでに周知のとおりでございます。
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現代の情報化社会におきましては、科学技術が急速に進歩することにより、社会や産

業構造、職業構造などが変化していくことによりまして、 10代、 20代の学校教育のみで

生涯を生き抜くことは大変に無理があり、その都度新たな技術、情報などの環境に適応

しなければならなくなってきております。このような環境に適応するための学習が不可

欠であるとともに、一方では平均寿命が長くなったことによりまして、退職後第二の人

生を送るため、さらには経済的、時間的ゆとりの増加など、人間的人格的成長という観

点から考えても、生涯にわたって学んでいくとしヴ姿勢は不可欠の課題であります。

質問といたしまして、昭和58年5月、日野市教育委員会より、社会教育活動推進のた

めの振興策について、社会教育委員会に諮問されております。 10月に教育委員会へ答申

が行っているところであります。その答申と東京都からの生涯教育推進体制の整備の要

請等を踏まえながら、今後の生涯教育、生涯学習についてのお考え、さらにこの答申に

基づきながら高齢化社会、コミュニティ ー活動、社会教育、生涯学習体系の確立につい

ての推進計画の策定についてのお考えを、お伺し、し、たします。

第二点目といたしまして、生涯教育における東京都の推進計画におきましては、開か

れた学校づくりの推進と位置づけており、学校施設の役割が大きいものがあります。現

状からいきましては、大変難しい面もありますが、第五小学校は63年基本設計、実施設

計、 64年、 65年、建設工事の計画の中で、学校教育という基本を踏まえながら、開かれ

た学校づ、くり、生涯教育の一面からも計画を図っていただきたい。

第五小学校におきまして、改築という難しい現状も多数あろうかと思いますが、この

面を踏まえながら、学校の計画の段階より、地域の市民の皆様も利用 しやすいような、

管理上の面も含まれた設計についてのお考えをお開きいたします。

さらに59年 3月定例会におきまして、一般質問しているところでございますが、屋外

放送施設はトランペット・スピーカーを使用しておりますが、近隣騒音減少対策上、コ

ラム・スピーカーの設置を、設計段階より取り入れることを御検討していただきたいと

思し、ますが、これについてのお考えをあわせてお願いし、たします。

かつては地域社会における集会は、個人の生活領域内にある場所、つまり住宅ですと

か、寺院、神社、小学校等で開催されてきました。しかしながら現在におきましては、

個人の領域を超えて自治体が設置する施設が地域住民のため、整備されるようになって

まいりました。地域拠点としての地域センターは、縦割り行政の中におきまして、いろ

いろな名称をもって、建てられております。突き詰めてみますと、 40年の歴史を持つ文

部省が補助する公民館施設と、近年より自治省の補助対象のコミュニティー施設、さら

には厚生省の福祉施設と大別することができます。各市町村におきましてはほとんど別々

に整備されておるのが、この種の設備の現状ではないでしょうか。

公民館は昭和20年、終戦直後の荒廃した地域社会再建のために構想され、昭和21年 7

月、文部省文部次官より市町村に設置を勧める通牒が出て、設置され始めたとされてい

るところであります。

東京都は公民館の設置がおくれた地域でありました。それは戦災で焼かれ、その焼け

跡からまず六・三制によります新制学校の建設に追われ、それが一段落しますと、人口

の都市集中、過密化によります学校建設に追われ、社会教育施設、とりわけ公民館に関

しては、不十分なものがあり、特に23区内におきましては、公民館の設置はほとんど見

られない現状下でありました。

昭和25年以後、当時農村部でありました三多摩地域におきましでも、少しづっ公民館

の設置が始まりました。昭和35年以後は人口の急増が始まりまして、公民館も徐々にで

はありますが、増してきました。昭和45年以降に入りますと、新しい都市型施設として

の公民館の建設も進み、質・量とも充実されはじめ、公民館の飛躍の時代を迎えたとも

言われております。

公民館構想が示されて40年余り、その間に公民館の施設内容におきましては、一定不

変のものではなく、むしろ大きく変化し、発展したとみると言えましょう。公民館施設

の10年発展説の見方もあります。それによりますと、初期の公民館構想、の時代におきま

しては、独自の施設論は展開されておらないで、施設を伴わない青空公民館もあり、ま

た施設がありましでも、農村の公会堂や役場の一部を転用するなどの施設が多いときで

ありました。

第2の段階に入りまして、ほぼ昭和25年から34年に当たるかと思いますが、ょうやく

優良公民館のモデルが建設される時代であります。青年団、婦人会のような大きな団体

の集会や行事が行えるような公民館に、第ーに期待される農村的な地域構造を土台とす

る団体主義的な社会教育の形態がその背景にありました。

次、第 3の段階としましては、昭和35年から44年に至る時代でございますが、小集団

によりますサークル活動、共同学習の活動が社会教育の主要な傾向に変わってきており

ます。

第4段階といたしましては、昭和45年以降につきましては、都市化現象を反映した公

民館施設の発展の形態であります。大衆社会的な市民の核家族や、孤独な状況を背景と

して、出会い、触れ合い、交流といった機能が重視されるになってまいりました。さら
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には市民ニーズの多様な文化的要求、学習要求が反映した公民館、例えば音楽室、美術

館、美術室、ギャラリー、保育室など、新しい施設、設備が設けられるようになり、明

らかに市民ニーズに反映し、変化して、発展してまいりました。

日野市におきましでも公民館の設置につきましては、市民、社会教育関係団体より、

強い要望の背景の中で、社会教育委員会に諮問をし、昭和40年 1月「社会教育総合 5カ

年計画に伴う社会教育施設建設」につきましての答申がされました。その基本方針はま

ず中央公民館を建設し、さらに市内の 3生活圏に大地区セ γターを設置し、各地域に地

区センターを設置する構想、でありました。この答申に基づきまして昭和41年7月、旧一

中跡地、 4，000平米に鉄筋コソクリート2階建、 633平方メートルの中央公民館が建設さ

れたので、あります。

第三点目の質問といたしましては、生涯学習の時代的背景の中で、公民館主催による

カルチャーセソターの受講者は、 51年度と比較しますと、 2.5倍までにも成長しており

ます。地域文化の高揚、人間形成、環境変化の適応のためにもますます社会教育、なか

んずく公民館の必要性が大きくなってまいります。しかしながら41年建設以来中央公民

館 1館のみで、時代的、市民的ニーズにそぐわない面も多くなりまして、分館の設置の

要求の声も一段と高まっていることは、すでに周知のとおりでございます。分館の設置

の計画についてのお考えをお聞きいたします。

第四点目といたしまして、中央公民館は建設時代は市民ニーズにこたえた施設で、あり

ましたでしょうが、建設後21年をすでに経過し、市民要望も大きく変化をしております。

利用者からも防音装置がない、ピアノもない、保育室もない、体の不自由な方も利用し

にくい等々の強い要望も多く出ておるところでございます。建物も大変老朽化している

ところでもあり、この市民ニーズに見合った施設に建てかえ、もしくは全面的な改築が

望まれることでありますが、このお考えについてもお伺し北、たします。

質問五点目といたしまして、昭和41年 7月、会館以来17年間、館長は社会教育課長が

兼務でありました。58年にようやく専任の館長を設置することができたわけで、ございま

す。一層市民ニーズにこたえるため、社会教育法第27条におけます主事の設置が望まれ

るところであります。主事の設置についての現状と、またお考えをお聞きいたします。

公民館は社会教育活動を担当する専門の職員により、サービスがある理念が先行する

施設、すなわち市民一人一人の学習意欲を満たすことを理念といたしまして、つくられ

た施設で‘あります。この上から、上からの押しつけ的ではなく、職員がし、るということ

で、何となく利用しずらい雨等々の、さらには都市化によりまして、旧自治意識も薄れ
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てし、く、また公民館は農村的なイメージも強し、等々の背景の中で、コミュニティー・セ

ソター的施設は新しい地域づくりという新鮮さが支えとなりまして、今日のように急速

に発展を来たしたとも言われております。

地区セソターにつきましては、特に馬場弘融議員が詳細にわたり質問しているところ

でもありますし、また数人の議員より一般質問等でも取り上げているところであります

ので、今回は概要のみ触れてみたいと思います。

昭和46年自治省によります全国40地区が、モデ、ルのコミュニティー施設として指定を

受けまして、その中心施設としてのコミュニティー・セソターの建設が始められました

のです。これを気運に国により官製のコミュニティーではなく、住民主導によるコミュ

ニティー・セソターづくりを地域でも実現し始めまして、地域住民のあらゆる施設需要

に応じることを目的としているところであります。

第六点の質問といたしましては、地域セ γターは現在大地区セソター2っと、 51の小

地区セγタ一、合計53の地区センターが現在設置されているところであります。半径30

0メートルの範囲内のコミュニティー・エリアに一つの地区セソターを設置するという

方針であります。当面60館の設置を予定しているということでありますが、残された 7

地区セソターの予定と、さらには古い地区セソターの建てかえの御計画についてまずお

伺し巾、たします。

で、第七点目といたしまして、日野市基本計画案の62年度を初年度といたしまして、

68年度を最終年度とする 7年計画の第 5章、 「参加と連帯でつくる市民自治の町」の第

6節の市民自治創造の場となる施設におけますコミュニティー施設の整備に市民が待望

しているところでございます。中学校区ごとに各種の福祉施設、社会施設等の複合化を

踏まえたコミュニティー・セソタ一計画が計画されておるところでありますが、このお

考えについて、さらに具体的な内容についてお教え願いたいと思います。さらには施設

のネットワーク化についてお考えをお伺し、し、たします。以上、七点につきましての御答

弁、よろしくお願いします。

0議長(黒川重憲君) 馬場繁夫君の質問についての答弁を求めます。

教育次長。

O教育次長(砂川雄一君) お答えをいたします。

まず御質問の第一点の生涯教育についての基本的な考え方に関する問題でございます

が、御質問の中にもございましたように、昭和58年に日野市の社会教育委員会員が教育

委員会の諮問にこたえまして、 「日野市における社会教育活動推進のための娠興策につ

-401-



いて」という答申を行っております。ここでは生涯教育という観点に立ちながら、年齢

別に青少年期、成人期、高齢期に分けてそれぞれの施策のあり方を検討して、指針を出

しているわけでございます。

国や都でどんな形で最近推移しているかということを、ちょっと簡単に触れておきま

すと、国レベルで、は昭和46年に社会教育審議会が文部大臣の諮問にこたえまして、 「急

激な社会構造の変化に対処する社会教育のあり方について」という答申を出しておりま

す。それから最近では、まあこれはすでに皆さん御承知の、臨時教育審議会の中での答

申が出ておりますが、教育改革に関する第4次答申、いわゆる臨教審の最終答申が出て

し、るわけですけども、この答申の提起している基本的な考え方のーっというのは、生涯

学習体系の移行という内容なわけです。それからこれもまあ御質問の中で触れておられ

ました、東京都レベルで、東京都が懇談会の進言に基づ、いて、東京都の第 2次長期計画の

中に、この生涯学習計画の問題を取り込んでいるわけですが、本年「東京都生涯教育推

進計画」、副題が「東京における学習社会の実現を目指してj というそういう表題の計

画を明らかにしているわけです。これら国レベル、都レベルの考え方に共通しているこ

とのーっというのは、従来使われてきた社会教育という言葉で、今までとらえられてい

た枠を超えて、幅広く考えていかないと、現代の社会的な要請にこたえることができな

いとしヴ、そういう点では共通している内容を持っております。これは行政面でも、従

来教育委員会で行う場合、社会教育という言葉を使ってきているわけですが、生涯学習、

生涯教育という場合には、市長部局で行うさまざまな文化的な施策だとか、事業、そう

いったものを全市的に計画を調整し、実施をするという方向へ向かっているわけでござ

います。東京都の場合にも生涯教育推進本部というのを設けて、全庁的な形で事業を行

うそういう態勢をとっております。

したがいまして、当市の場合でも今まで長いこと社会教育活動の推進に向かつて努力

をしてきたわけですが、現代の市民の抱えています学習意欲や、文化的ないろんな要求

にこたえるためには、現在のサービス水準ではまだ十分とは必ずしも言えない。したが

いまして、行政の各分野で行われている諸事業を、有機的に結合して、より高いレベル

で効率的な行政を行う必要があるだろうというふうに考えているわけですが、その場合

の一つ、学習体系の整備の考え方として、四つの基本的なシステムがあるんではないか

というふうに考えております。

一つは教育・学習系のシステム、二番目は芸術・文化系のシステム、三番目は健康・

スポーツ系のシステム、四番目は情報系のシステム、大体この四つのシステムが、一つ

基本になるんではないかというふうに考えているわけでございます。

初めの教育・学習系のシステムというのは、従来公民館なんかで行われておりますい

ろんな事業がございますが、そういったものからさらに一歩進めて、コミュニティー・

カレッジと申しますか、基本計画の中では市民大学という言葉を使っておりますけども、

そういう一歩進めたレベルの高し、事業を加えた、総合的な学習機会の整備を目指すとい

うものです。

それから芸術・文化系のシステムというのは、市民の自主的な創造活動への機会と場

所の提供を行って、潤いのある生活、心の豊かさのある生活をっくり上げる、そういう

活動を目指すものo

それから健康・スポーツ系のシステムというのは、これは言葉のとおりでして、市民

の健康・体力づくりから、スポーツ振興に至るまでの各種の条件の整備を進めるという

もの。

それから情報系のシステムというのは、教育・学習の基礎的な条件としての資料提供

とともに、文化・教育・生活情報などを含む地域情報の収集と提供を目指す。まあ一種

の地域データ・バγクを形成をするとし、う、そういう考え方です。

それでこれらの事業を進めるに当たって、一つは地域内にある施設等について、でき

るだけ積極的にいろんな施設を活用していくということが、どうしても必要になってく

るだろうと思います。それから二番目は地域内のすぐれた人材に、積極的にこれらの活

動に参加をしていただいて、講師、それからそういう学習、あるいは講座等に参加をす

る人々を含めて、コミュニティー意識の形成に役立てるということが必要になってくる

と思います。

それから三番目に、事業の推進に当たってすべてこれらの事業を行政が行うというの

ではなくて、民間の同種事業との密接な関連をつく ってし、く 。例えばすでに民間でも行

われておりますカルチャー・セγターだとか、スポーツ関連の企業もございます。それ

からあるいは市内、あるいは近隣の大学などで提供されている公開講座というものがご

ざいます。こういったものとの協力関係を強めていって、行政としては学習体系整備の

根幹にかかわる、あるいは民間で提供されていないか、もしくは民間で提供することが

困難なサービスを主に担当して、その官・民を問わず、地域全体として市民が自己の判

断に基づいて、みずから学習の機会と手段を選択することができると、そういう幅を広

げていくということが、どうしても必要になってくるだろうというふうに考えておりま

す。これが基本的な考え方でございます。

。山
ハU

AHτ 
-403-



それから二点目として、五小の建てかえにかかわる問題で御質問がございました。五

小については、建てかえということで65年度には、建てかえを完了させたいということ

で、今計画を進めておりますが、日常の事業と並行しながら、現在のあの北側にありま

すグラウンドの位置に、新校舎を建設するという形になりますので、いろんな制約がご

ざいますけども、学校施設の社会教育的な開放としては、体育館・グラウソドの開放も

ございますし、あるいは特別教室の開放等も考えられるわけでございます。そのために

例えば教室で言えば、独立した出入り口を持って、できれば 1階に設けるというような

条件整備が必要になりますので、そういった点について、検討を今後も詰めていきたい

というふうに考えております。

それから体育館、グラウソドについては、例えばトイレを設置するとか、器材庫を置

くとか、そういった点についても設計段階では十分に検討をしていきたし、というふうに

考えております。

それから御指摘のございました屋外放送設備で、すが、確かにトラソペット型というの

は、かなり騒音、大きな音を出すということで、現在も既存の学校についても、コラム

型の方につけかえをするということをやっておりますので、五小についても当然そうい

うコラム型のスピーカーをつけるような形で進めていきたいというふうに、考えており

ます。

それから公民館の分館の設置の問題と、中央公民館の建てかえのことが出ております

が、先ほど基本的な考えのところで申し上げましたように、生涯学習事業なり、社会教

育事業のうち、多くの部分については、必ずしも公民館という施設の中だけで行う事業

ではなくて、市内のいろんな公共施設を利用して、事業を行うことは十分に可能だとい

うふうに考えているわけでございます。ですから、事業の性格に応じて、全市的に集中

して行う必要があるものについては 1カ所でやる。で、地域、小地域ごとに、実施した

方がし市、ものについては、それぞれの地域ごとに、地域内にあるいろいろコミュニティー

施設なり、何なりを利用させていただいて、事業を推進するというような形で今後も進

んでいきたいというふうに考えているわけです。中央公民館については、建てかえとい

う御指摘がございましたけども、当面一一一二十数年たっておりますので、改修工事をし

て、施設を明るく、使いやすいものにしていきたし、というふうに、当面は考えておりま

す。今後におけるその生涯教育事業なり、社会教育事業なりの進展の度合いとあわせな

がら、中央公民館の建てかえなり、分館の設置なり、あるいは他の施設との併設も含め

まして、そういった問題については検討をしていきたし、というふうに思っております。

それから社会教育事業を担当する主事の配置の問題ですが、やはり生涯学習事業を継

続的に発展させていくためには、その事業を担当する専門の職員がし、ないと、実際には

事業を安定して継続することはできないとしヴ問題もあります。ですから、専門的な知

識と熱意を持った職員を安定的にやっぱり配置をしていくということが重要になってく

ると思います。したがし、まして、今後もそういった職員を同様配置をしていくように努

力をしていきたいというふうに考えております。以上です。

O議長(黒川重憲君) 生活環境部長。

0生活環境部長(坂本金雄君) 六点目の地区セソターの計画、建てかえの問題、七点

自のネットワークの問題について、私からお答えをきしていただきます。

小規模施設でございます地区セ γターにつきましては、 60年度の利用者が26万人を数

えました。利用の内容について見ますと、高齢者による活動でございますとか、手芸、

民謡、消費者活動、フォークダソス、体操、幼児教育の研究サークル、青年活動サーク

ルなど、非常に多彩なことに利用をされております。この地区セソター構想、につきまし

ては、御質問の中にございましたとおり、終点を60館といたしまして、年々その数をふ

やしておりますけども、現在までに残された地域、未設置の地域につきましては、多く

の請願・陳情が提出されており、大変市民要望が強し、背景がございます。しかしながら

用地の確保が非常に難しい地域でございまして、今後地域から用地について提供がある

とか、あるいは開発行為が予定されているとか、さらには市有地もございませんので、

未設置の地区に地区センターを建設するということは大変難しい、厳しい面がございま

す。しかしながら、私どもはこれを何とか60館にまで広めていきたい、このような計画

を立てておるところでございます。

新しい計画が一回りいたしますと、その次には既存の地区セγターの建てかえ計画が

出てまいります。すでに木造の耐用年数を超えているセンターもございまして、この建

てかえについても計画的な年次計画によりまして、新しくしてまいりたし、と考えており

ます。

それからネットワークの問題ですけれども、いろんな住民組織がコミュニテ ィー活動

を進める上でその活動の内容、規模によりまして、それにふさわしし、施設が利用できる

ように、現在ございます市民会館を焦点といたしました生活・保健セソタ一、あるいは

今後に予定されております東部会館、そういったものと、今まで大地区センター扱し、に

なっておりました施設などを、ネットワーク化を図ってまいる方法で、政策の方向づけ

をしてございます。中規模の広がりを持った地域、私どもは案の中では中学校区を一つ
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の目安にしておりますけれども、そういった地域の中で各種の福祉施設、社会教育施設

などの複合化や、多目的な利用を検討してまいりたいと思っております。

これは将来的には小規模の地区セソターの中核になる施設でございます。コミュニティー

のセ γターとなる施設の整備を進めてし、く計画を持っております。以上です。

O議長(黒川重憲君) 馬場繁夫君。

012番(馬場繁夫君) どうも御答弁ありがとうございました。

何度か質問をさせていただきます。第一点目につきましては、大枠の内容を述べてい

ただきまして、それについてはよくわかるところなんですけれど、特に生涯学習体系の

確立についての今後項目的にどういう形で進めていくかにつきましては、細かく御説明

がなかったように記憶しておりますので、それにつきましてもう少し具体的に御説明を

していただきたし、と思います。

それで第二点目といたしましては、確かに第五小学校につきましては、現在授業をや

りながら新しく校舎を建てかえるという一つの制約がありますし、また敷地的な制約も

ありますから、なかなか難しい面もあろうかと思いますけど、当然生涯教育、生涯学習

という将来性の中では、学校施設が重要な一つの利用にというように東京都の方も答申

の中では述べられておりますし、当然今後とも重要な観点になろうかと思いますので、

十分難しい部分があろうかと思いますけど、それを踏まえながら最大限に将来のことを

教育というものの利用という部分を踏まえながら考えて、設計の段階から十分、その辺

の観点からも煮詰めて、やっていただきたし、と思います。

三点目の公民館の分館につきましては、当面の間は公共施設の方をどんどん利用しな

がら、対応していきたいと、従来どおり対応していきたいというような御答弁でありま

したけど、実際その公民館がですね、中央公民館 1館ということで、実際はなかなか日

野市の全地域的に見ますと、特に旧七生地域の方たちは、なかなか利用したくても行き

にくいと、非常に交通の便的にも難しさがあり、非常に利用しにくいということが非常

に多く言われております。ほかのいろんな公共施設を使っていくことによって、可能な

んだというような趣旨でございますけど、公民館の中に種々の施設もありますし、なか

なかほかの公共施設におきまして、公民館活動の利用という形の中でやっていくことは、

かなり現実には難しさがありますので、それも踏まえながら分館もしくは分館可能なよ

うな形の中で、何か新しい推移というものをしていくことが必要かと思うんですけど、

その辺も踏まえて、もう一度お考えをお伺いいたします。

それから質問四点目の中央公民館の建てかえはできないんだと、まあ改修工事は行う
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ということでありますけど、大体その改修工事は大体どのぐらいの改修を行っていくの

か、またいつごろその改修を行うのか、その辺の内容と期間について、お伺し、し、たしま

す。

それから第五点目につきましては、実際市の条例の中にも、主事について設置という

ことがうたわれておるんですけど、実際の雨ではなかなか主事が置かれてないというこ

とでありますし、職員の中でも主事の方がし、らっしゃるようでありますから、何とか主

事の方に公民館の中で十分社会教育の一環としての対応をできるように、早急な対応を

していただきずこし、と思うんです。どうしてもそうし、う公民館事業の中におきましては、

なかなか本庁舎にいると違いまして、非常にこう雑務も多いですし、なかなか時間的な

制約も大変なことがありますし、適材適所ということの中でどうしても望ましいことで

あれば、将来的にそういう方を当面としては何かそういうことをノミート的に来ていただ

くなり、応急処置をしながら、将来的には職員の皆さんの中で移行できるような態勢づ

くりを早急に考えていただきたし、と思うんですけど、この辺先ほどの答弁から見ますと、

配置をしていきたし、ということでございますから、 63年度にはそうし、う態勢づくりが可

能なのかどうかをですね、ちょっとお伺し、し、たします。

第六点目の地区センターにつきましてですけど、確かに市民要望がたくさんあるとい

うことで、なかなか土地の高騰等を踏まえながら、なかなか現状としては難しい面があ

ろうかと思います。そういうことでちょっと私もよくわかりませんので、いろんな方の

質問の中で、当初小地区セ γター、地区セソターですね、 53館が目標であったり、 54館

になったり、 55館になったり、 60館になったり、そういうその辺がよくわからないんで

すよね。不明確なんですよね。それについてもう少し日野市としては何館やるんだとし、

うその辺の計画なり、明確に引用していただきたいと思います。

またなかなか現在ですね、一つ大きく分けまして、公民館と地区セソター、まあコミュ

ニティー・センターというような言い方ありますけど、公民館の場合はどっちかと言う

と精神的な部分を補う施設というのが、一つ大きな理念的には言えると思うんですね。

それで、コミュニティー一一ーまあ地区セ γターとは、物質的な場を提供するというのが、

一つの大きな接点になってこょうかと思うんですけど、そうしますとどうしてもですね、

その物質的な接点の場所を提供するためには、精神的な分と違いますので、その物質的

な建物についてもう少し市民ニーズにあったような建物、またそこに快適な部分、まあ

そこに行くことによって非常に自分たちの家にいると違って、そこで大きな自治意識の

中で変化が生まれるような、そういうような地区センターと呼ぶのが今市民が要求され
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る時代背景になってきていると思うんですけど、実際的には木造の建物でなかなか一一

建物だけ建ったというような、悪い表現しますと、そういう見方もできるような施設的

な感覚もありますので、やはり建てかえについてはそれなりの、その建物が20年なり、

その辺の活用範囲にもうなろうかと思いますので、焦点も十分踏まえながら、地区セン

ターの整備というものも考えていただきたいと思います。

それと七点目の質問の中にありましたその中学校区ごとに複合によるコミュニティー・

セγターの計画ということでございますが、なかなか今の御答弁では非常によくわかり

にくい部分がありますので、具体的にどのような形の中でそういう地区センタ一、要す

るに複合施設としての地区センターを中学校区ごとに建ててし、く方向なのか、まあでき

れば年次的な一つのスケール的な部分も踏まえながら、もう少し御説明をしていただき

たいと思います。

で、このあと施設のネットワークということもありますけど、確かに今いろんなこと

から指摘されるんですけど、その確か行政部分としてのネットワークというような考え

方じゃなくて、できればやっぱり質問 1におきましたように、将来的にはやはり生涯教

育、生涯学習という観点から、いかにそうしヴ位置づけの中で、市民の方が利用しやす

い、また非常にこう縦割り行政の中でなかなか使いにくい、わかりにくいということが

あります。確かに縦割り組織とは市民の方直接関係ありませんので、やっぱり市民の側

が使いやすいというような観点のそういうネットワークづくりというものが必要かと思

いますので、その辺も踏まえて何か御意見があればお伺し、し、たします。以上お願し、し、た

します。

0議長(黒111重憲君) 教育次長。

0教育次長(砂川雄一君) お答えをいたします。

第一点目の生涯学習事業の推進のいろいろ一ーまあ具体的な計画については、まだ必

ずしも十分に煮詰まっているわけではございません。ですから、現在それぞれに社会教

育なり、公民館なり、あるいは体育、あるいは図書館、そういったところで進められて

いる事業をさらに住民の要望に沿いながら、充実をしていくということが、ひとつやっ

ぱり重要だと思っております。で、それに従いながら、やはり全体として市長部局で行

われているいろんなその文化的業務含めて、全体として生涯学習事業を体系化を、ある

いは組織化を進めていくということが、今後必要になってくるだろうというふうに思い

ます。それから当商の準備としては、基本計画の中にも出ております市民大学を準備す

るとすれば、どういう内容でどんな形で実行可能であるか、どうし、う機関からの協力が
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得られるか、そういったことを当両は詰めていくこと、それが当商の課題になっていく

んではないかというふうに考えております。

それから五小の設計については、そういう点は十分に配慮しながら、我々としても設

計を進めたいと思っております。

それから公民館の分館の問題ですが、例えば講座というようなものについては、もち

ろん公民館の施設も使いますし、他の集会施設、コミュニティー施設、その他の公共施

設を使って、十分に運営することが可能なんですが、特定の施設、設備を必要とするよ

うなものの場合、例えば中央公民館しかないような設備を使うというような場合に、他

の施設では間に合わないというこの問題が出てきます。ですから、例えば今ですと、料

理教室のようなものを開こうとした場合に、例えば学校のそういう家庭科室や何かが使

えれば別ですけども、そうでなければ他の施設になかなかそういうものついていないと

か、あるいは陶芸教室をやろ うとするときには、やっぱり陶器窯その他の設備か何かが

ないとできないとか、そういった問題ございますので、それについては今後地域の要望

等も踏まえながら、検討を進めて、そういったものが設置できる場所なり、施設なりが

あって、それが共用できるかどうか、そういった点についても今後十分に検討していき

たいというように思っております。

それから中央公民館の当面の建てかえの問題ですが、建てかえじゃなしに、改修工事

の問題ですが、できれば第 1次改修は63年度ぐらいから手をつけたいというふうに思っ

ております。で、施設的にも例えば避難路の問題とか、そういったことで、指摘を受け

ている面もございますので、そういった改修も含めながら、できれば63年度から、改修

工事を手がけたいと。まあ 1年で終わるか、あるいは 2回、 3回に分けて改修工事を行

うようになるかしれませんが、いずれにしろ63年度ぐらいから手をつけたいというふう

に考えております。

それから社会教育主事に関する問題ですが、社会教育法の中で「市町村の教育委員会

の事務局に社会教育主事を置く」というふうになっております。現在社会教育課には、

社会教育主事がおります。公民館には公民館の業務を行うための主事を置くというふう

になっているわけで、その人は必ずしも社会教育主事である必要はないと思いますけど

も、現在公民館の方にも、現在はまだ主事補でございますが、 1年たったら主事になる

資格をもっている職員が現在はおります。ですからその職員を中心にして、やはりその

周辺にそういう社会教育的な事業、公民館事業を熱意を持って行える職員集団をやっぱ

り形成しなければならないんじゃないかというふうに考えておりますんで、そういう点
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については今後も充実を図っていくようにしたし、と、そういうふうに考えております。

以上です。

O議長(黒川重憲君) 生活環境部長。

0生活環境部長(坂本金雄君) 地区セソターの建てかえ計画につきまして、お答えを

申し上げます。

現在既存の地区セソターを建てかえる場合には、敷地などの制約もござし、ますので、

建て坪について大幅なアップというのは、これは望めませんけれども、周辺の利用者の

ニーズに十分沿った建てかえ計画を実現したいと思います。すなわち、中の設備であり

ますとか、備品類、そういったものにレベルアップを図ってまいりたいと思います。

それから中規模程度の施設でございますが、何年度にどこという ような計画について

は、今後この基本計画の方向案に沿って、煮詰めてまいります。具体的に併用施設も こ

うし、う施設とこういう施設というような構想はまだ立っておりませんが、勤労青年会館

のように、都営住宅の建てかえ、あるいは新設に伴って、集会施設をつくる、こういう

構想は今後持ち続けていきたいと思います。東京都の計画の中で、そういう方向で実現

できるように、今後協議をしてまいりたいと思っております。

0議長(黒川重憲君) 馬場繁夫君。

012番(馬場繁夫君) じゃ、ちょっとまたお伺いいたします。

第 1点目の質問につきましては、当面としては、現在のその基本計画に沿っているん

だということでありますが、そういたしますと、当面はそれで可能かもしれませんけど、

生涯学習、生涯教育という観点からその先のことも踏まえながら、今から例えばそう い

う全庁的な組織・機構でどういうような形の中で日野市としての生涯教育をやっていく

んだという観点から、それなりのプロジェクト・チームをっくりながら、やっぱり将来

のために検討していきませんと、また場当たり的になってしまう可能性がありますので、

これは早急に教育委員関係者だけではなくて、全庁的な中での何かそういうものをつくっ

て、やっていただきたい。例えば三鷹市におきましても、基本構想、の理念を十分踏まえ

ながら、将来の高齢化社会というものを当然、踏まえた段階の中で、コミュニティー活動

と地域の福祉活動の推進、また生涯学習体系の確立という観点から、全庁的な高齢化社

会総合施設策定連絡協議会というものをつくりまして、これ今いろんな角度から、将来

学習等々踏まえながら、今、検討しているところでありますし、やはり日野市もいつも

いろんな方から御指摘があるのは、場当たり的な要素が十分あるような言い方されてま

すので、十分これはその場になってあわてることじゃなく、当面としては確かにその基

本計画に沿いながら、その先の分も踏まえて、今から全庁的な組織をつくった段階の中

で十分検討していただきたし、と思うんですけども、.その辺についてのお考えですね、ま

たお聞きいたします。

それから公民館の分館につきましても、なかなか敷地など難しい商があるかと思うん

ですけども、実際の市民の皆さんの利用の中では、いろんな角度から支障を来している

商もありますので、地域の事情を踏まえて、検討し、ということですから、十分御検討

していただきたし、と思います。それと同時に現在の地区セソターの中で特に大地区セソ

ターであり、また敷地的に多少、規模的にも大きいと見えるような部分につきまして、

何か少し手を加えることによって、公民館事業の一環ができるようなその方法ができな

いのかですね、それについても御答弁お願いします。これはどなたなんですかね。

それから、あと公民館の改築ですけど、 63年度が第 1期の改修という ように手がけて

いきたし、ということでありますけど、ちょっと公民館の建てかえ、まあ改築につきまし

ても何かこう建物が古くなってきたから、中を少しこう建てかえするんだというような

考え方で、公民館の改修というのをされては、ちょっと難しさがあるんじゃないかと思

うんですね。やはり今の公民館に対する市民ニーズなり、いろんな公民館の一つの理念

というものがありますから、それを早急にですね、どういうふうな公民館にすることが

やっぱり大事なんだ、確かに今の現在の中央公民館は633平米でしたっけ、その規模は

決まっておりますから、その枠を超えては難しいですけど、その枠の中で最大限にその

市民ニーズを生かしてし、く、また少なくとも今後の社会教育、もしくは生涯教育の一環

にも対応できるような部分も踏まえた上での改修ということが前提になるかと思うんで

すね。ですからその辺をちょっともう少し内容的に教えていただきたし、と思うんです。

以上、ちょっとお願し、し、たします。

0議長(黒川重憲君) 教育次長。

0教育次長(砂川雄一君) お答えをいたします。

第一点目の問題については、私どもの方でも基本的には同じような考え方を持ってお

りますので、そういう形で推進をさせていただきたし、と思っております。

それから公民館の分館設置の問題で、大地区セ γタ一等に一部充てて使えないかとい

うようなことも御指摘ございました。この辺については、地区セソターを所管しており

ます生活環境部の方とも打ち合わせをして、そういうことが可能であるかどうかですね、

少し検討させていただきたいというふうに思います。

それから中央公民館の改修につきましては、今まで、す.っと中央公民館を御利用いただ
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いていた中で、ここはこうしてほしいというような要望が、実際の利用者の利用を通じ

て具体的にありますので、それに沿って、当両は使いやすく改修をしたいというような

内容が中心になります。以上です。

O議長(黒川i重憲君) 馬場繁夫君。

012番(馬場繁夫君) 生活環境部長にお伺いしたいんですけど、先ほどの教育次長

の答弁に関係しまして、地区セソターの中で特にある程度規模なり、また敷地の荷積が

それなりに対応できる部分につきまして、何か社会教育の一環として、地区センターも

利用しやすいために一部改造なり、また何かを設置することによりましてですね、の使

い方が可能なのかどうかですね。その辺基本的な考え方について、ちょっと教えていた

だきたし、と思います。

O議長(黒川重憲君) 生活環境部長。

0生活環境部長(坂本金雄君) 地区センターは小規模の集会施設でございまして、地

域の皆さんの福祉の向上ですとか、福祉の増進、あるいは文化の向上、そういうことを

目指すのが目的でございます。したがし、まして、どこかの地区セ γターを特定いたしま

して、その地区セソターを特定の使用目的で考えられるようなことになりますと、ちょっ

と困るわけでございます。できるだけ私どもは自由に、こう使えるような状態にいつも

しておく、こうしヴ立場を貫いていきたいと思います。教育委員会の方から、公民館の

分館的な施設としてこういう面に使いたい、例えば暗幕を設置してくれれば、映画がで

きるとか、その程度のことでしたら、対応は十分できると思っております。

0議長(黒川重憲君) 馬場繁夫君。

012番(馬場繁夫君) はい、ありがとうございました。

そうしますと、社会教育の一環としてなかなかいろんな特定な部分が出てきますと、

地区セソターの利用が現実には難しいという形に明確になってきたかと思うんですけど、

何かその辺も現状を踏まえながら、公民館の分館なり、何か方法がないか、後ほどその

辺は今度市長にまた話をお伺いしたいと思いますけど、公民館に関する三多摩テーゼと

いうのがあるんですね。それは東京都の新しい公民館像を目指してということで、資料

的なパソフレットの B5版でわずか21ページぐらいなんですけど、非常にこの中に「公

民館の四つの役割、七つの原則Jというのがありまして、四つの役割というのは、公民

館は住民の自由なたまり場です、また公民館は住民の集団活動の拠点です、また公民館

は住民にとっての私の大学です、また公民館は新しい住民による文化創造の広場です。

たまり場であり、拠点であり、大学であり、広場であると、これが公民館の四つの役割

の中で述べられているところでありますし、非常にこれも三多摩テーゼのこの公民館に

対する思想的な部分が非常に三多摩の公民館づくりに大変に大きくですね、関与してい

るところであります。例えばですね、昭島市とか、国立市、東村山市、福生市、国分寺

など、公民館づくりの運動が繰り広げる中、一つの教科書的な存在となり、それからい

ろんなそれぞれの地域のものを踏まえながら、公民館づくりが展開された経緯があるわ

けです。

また神奈川県の茅ヶ崎市とか、埼玉県の草加市、また山口県の豊浦町ですか、こうい

うところにおきましても、三多摩テーゼのこの「公民館の四つの役割、七つの原則」と

いうものを踏まえながら、そういう公民館づくりをされてきた経緯があるわけですけど、

今回の中央公民館の改修工事につきましでも、使う方の意向を十分尊重しつつ、やはり

一つの理念と言うんですか、考え方ですかね、そういうものも十分踏まえながら、やっ

ぱり将来とも限られた商積でございますが、最大限に御利用しやすいような家に改造を

していただきたいと思いますので、その辺ひとつよろしくお願いします。

それから教育長にちょっとお伺いしたいんですけど、生涯教育という一つの大きな課

題を踏まえながら、現在の公民館等々の方ですね、いろんな諸問題があろうかと思いま

すので、その辺踏まえて教育長からお考えをお伺いし、たします。

0議長(黒川重憲君) 教育長。

0教育長(長沢三郎君) お答えいたします。

今、生涯教育の重要課題という観点から、馬場議員さんが、この人生80年代における

ところの教育のあり方という問題を大きく取り上げて、提言していただいていることを

全く内容的には私も同様の観点に立って、とらえていかなくてはし、けないと、そういう

ように思っております。

fこだ全体的には先ほど次長の方からも、申されましたように、基本計画の策定が現在

進められていると、そういう中にきちっと位置づけて、限られた財源の中で、何を先行

し、何を今の時点の中では活用していくかと、その辺のとらえ方を十分しながら、対応

していきたい。特に小学校の児童数が減少していく中で、現在教育委員会の中でもこの

空き教室関係の利用計画対策委員会等を持ちながら、この空き教室の活用等の問題等に

ついても、 3月末には答申を得られるような方向で、作業を進めていると、そういう状

況もございますので、今馬場議員さんの方からお話のありました内容の中で、小学校の

そういう施設等を活用しながら、対応できるものにはどういうものがあるかとか、その

辺の問題も踏まえて、この問題につきましては相当長期にわたっての、当面の計画、教
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育委員会としてはまともに受けて、検討していきたいと、こう考えております。

O議長(黒川重憲君) 馬場繁夫君。

012番(馬場繁夫君) はい、ありがとうございました。

小学校の中では対応していきたし、ということですけど、なかなか実際小学校の空き教

室を御利用さしてもらって、社会教育の一環なんかやるということは、非常になかなか

難しさも今の段階ではあるんじゃないかと思うんですね。やっぱり、今まで小中学校に

おきまして、特に小学校におきまして、ある程度限られたスペースの中で、その教育が

されてきた。そして多少空き教室ができましても、その空き教室をやはり教育の中で少

しこう伸び伸びと自由に使っていきたいという意向もありますので、まあある雨、一面

では難しさもありますけど、やはり生涯教育という大きな観点から見ますと、その学校

施設の位置づけというのは非常に重要な位置づけになっておりますので、その辺も現状

の難しさもありますけど、現状の学校教育に支障がない中で、何か新しい方向性が出れ

ば、幸いだと思いますので、何かその辺も早急な中で検討もしていただきたいし、また

新しいものは生み出していただきたし、と思います。

ただいろんな形の中で言われてますけど、この間の公民館の20周年の行事がありまし

て、 20周年記念の出版物も出版されましたけど、その中で非常に教育長の社会教育一一ー

特に公民館は図書館と車の両輪だというような言い方をされているわけなんですね。非

常にそういう公民館に対する位置づけが深くとらえている と思うんですけど、その実際

の面では非常に公民館につきましては、その理解度が比較的薄いというか、なかなかい

ろんな施設の面におきましても、人員的な部分につきましても、あらゆる面でどうもも

う一歩ですね、そういう本音と建前があるように、何かこうもう少しですね、そういう

部分が、なおざりにしている部分があると思うんですけど、 ( IそうだJと呼ぶ者あり)

その辺ももう少し:教育長ですね、そういう教育長のお言葉の中で、ちょっと引用します

と、 「日野市は文化的水準の高い層の市民が生活している地域で、公民館と図書館は車

の両輪のような存在です」というような形の中で、言われております。現在、図書館は

随分整備されまして、まあある程度対外的にも日野市の一つの公民館という位置づけが

強くなってきているところでございますけれど、その辺公民館は非常にどっちかと言う

と、他市から比べまして非常にいろんな面でひけをとっているというか、非常にお恥ず

かしいのが現状かと思いますので、ちょっとその辺、もう一度その辺の認識なり、また

今後の生涯教育という面から、なお一層の位置づけが深まってし、くのがやはり公民館の

位置づけになろうかと思いますので、その分館を含み、さらには現状としては 1館しか

ありませんので、何とかほかの施設の利用という観点も含んで、それについての今後の

取り組みの決意なり、また所感なり、もう一度教育長のお考えをお伺し、し、たします。

0議長(黒川重憲君) 教育長。

0教育長(長沢三郎君) お答えいたします。

私、公民館の20周年の記念冊子の中に、日野市の図書館行政と公民館行政を比較しな

がら、図書館行政でこれだけの実績を上げることのできる市民層がおられる日野市の場

合、公民館活動で図書館対応の仕事ができないはずはないと、そういう考え方を持ちま

して、投稿したわけでございますけれど、今お話がありましたように、図書館行政に比

べて、公民館というのは非常に立ちおくれていると、まあそれにはし、ろいろな現象もあっ

たと思いますけれど、特に人的な活用面等につきましても、日野市の図書館がここまで

充実してきた中には専門的な司書が非常に大きく貢献をしてきているということが、私

はっきり言えると思うんです。先ほど馬場議員さんの方から、指摘のありました社会教

育主事、これ等のやっぱり配置等につきましても、教育委員会は教育委員会なりの努力

をしていますけれど、今後やはりこういう面での人的な活用、この面をやはり相当重視

しながら対応していかなくちゃいけないんじゃないか。

それから施設関係につきましても、先ほど申し上げましたけれど、当面小中学校の空

き教室等を利用しながら対応していくにしても、やはり大きく言って、ある程度各施設

がその中には、公民館というととで、全地区にやはりこの東西南北等に分館程度のもの

が置かれて、そこを中心に活動が開始されること、これが一番望ましい公民館行政のあ

り方だと、その前にまず施設以前に人的な地域の人材の活用等も含めながら、人的活用

をしながら、活発な公民館活動を推進していきたい、こう考えております。

0議長(黒川|重憲君) 馬場繁夫君。

012番(馬場繁夫君) どうもありがとうございました。

じゃまず市長にこれまでの質疑の中で、生涯教育、または公民館につきまして、まず

市長の所感なり、お考えをまずお伺し、いたします。

0議長(黒川重憲君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 町の発展の過程には、その町それぞれに経過があるわけであ

りまして、日野市の今日までの教育分野、あるいは生活文化の分野ということで、十分

とはもちろん言えないわけでありますが、一歩一歩前進を進めつつあるというふうにど

覧いただけると思っております。地域社会の最終の目的は市民生活が安全・快適に行い

ながら、しかも文化的な志向の高いそうし、う市民要望に対するこたえができる、健康で
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福祉も行き届いている。また文化のニーズに対しても、場所として、あるいは運動とし

て、活動として十分こたえられるという状態をいろいろな組み合わせの中で、っくり出

していくことだというふうに思います。

社会教育という社会教育法が指向するその範囲では、例えば公民館が今日の市のエネ

ルギーと申しますか、そういうレベルから見れば、施設としても不十分であるというこ

とは指摘できると思っております。ただし社会教育は公民館活動、また図書館活動、そ

れに加えてスポーツの分野でも一定の住民要求はあるわけでありますし、また長い目で

ふるさと教育、あるいは帰属意識をっくり出す地域社会としての「ふるさと博物館」と

し、うふうなことにも取り組んでまいっておるわけでありまして、まあ一度には何もかに

もというわけにはいかない。こうし、う事情があるわけであります。客観的にお考えいた

だきますと、今日は都市基盤の整備、つまり市民生活の将来の快適さの基盤整備にあわ

せて、産業的にも、あるいは社会・経済の発展のためにも道路交通網も整備しなければ

なりませんし、まあたまたま、恐らく 10年単位で刻みますか、そうし、う時期に遭遇して

いる。公民館は41年につくられた当時の施設で、ありますし、なお言えばあるいは一方に

偏しているということも言えるかもしれません。まあしかし場所を得るということは、

交通事情をよくすることによって解決する手段もありますので、この教育委員会の所管

される分野と、それから一般的に市民生活そのものを対象にする生活、文化の分野と、

これらを別々に達成させるということは、まあむだでございますから、両方をうまく機

能させながら、市民のニーズにこたえていくということで、多少公民館の今日の規模の

小さきは市民会館が補うとか、何かそうし、う方法で今までの一応進められてきておる。

しかしこれから人生80年という時代でもありますし、次代をっくり出すためにはそれぞ

れの市民が自分の生きがし、のために、あるいは勉強のために、いろんな要求があると思っ

ておりますから、それらにもこたえられるこうしヴ場所、あるいは活動、そういう こと

を整えることだと思っております。

地区セソターも日野市の発展に合わせて、団地的な発展傾向があったものですから、

地域、地域にそういう単位として最小限の施設として、大きな役割を果たしてきたと、

こういうことになると思っております。その次には、今度は中規模のコミュニティー施

設がほしいなというのは、とれは当然であろうと思いますので、いろいろな知恵をしぼ

り、自治の可能性というものをみんなが知恵を持ち寄って、そうして独自の町づくりを

達成させていくということが、私は住民自治そのもののエネルギーであると、このよう

に思っております。したがし、まして、今すぐ御質問に対してお答えの部分が少ないかも

しれませんけど、言われる御趣旨はまさにそのとおりだと思っておりますので、できる

ことをなるべく可能にしていこうと、公民館の建てかえというのが、いずれは必要であ

りますが、来年直ちにというわけにいかなければ、やっぱり内部の改造などをやりなが

ら、今日の役割になるべく近づけてし、く、こういう努力になってくると、このように思っ

ております。

言われますところの、細かいコミュニティー、中規模のコミュニティー、そしてまた

市全体を合わせたコミュニティーという考え方で、それぞれが不自由、不便のないよう

にしてし、く、そういうことだと、このように今日の取り組みとしては考えられるわけで

あります。まあ社会教育体系というものは、これはこれからの地域社会に非常に高まる

ことだとこのように認識をいたしており ますので、焦点をそういう方向にまた当てなが

ら、これからの計画になるべくネットワーク化を進めていこうと、こういうことになる

と思っております。まあ大体そのようなことで答えにならんかもしれませんが、以上の

答えとさせていただきます。

0議長(黒川重憲君) 馬場繁夫君。

012番(馬場繁夫君) はい、ありがとうございました。

市長からいろいろと答弁をいただきました。日野市は第2次基本構想、の中に、都市像

としては、 「緑と文化の市民都市」ということが大きく掲げているところであります。

その 3要素というのの中に、 「文化と潤いのある都市」というようなことも、 3要素の

中に入っているわけです。その文化という認識もいろんな角度から、いろんな御意見も

ありますし、いろんな言い方もあろうと思うんですけども、例えば市長室からというこ

とが、いつも広報に載られるんですけど、そういうものを、市長の御意見を見ますと、

何か、施設をつくることが文化のようなニュアソスにとれるような言い方もされる気味

もするんですね。ですから、確かに市民感覚からすれば保健セソターをつくったり、い

ろいろつくることが、確かに文化の中では大事な要素かもしれませんけど、それだけが

文化じゃないと思うんですね。それ一つ一つと同時に、そこに暮らしている市民の皆さ

んが、文化という部分について認識を深めながら、本当に日野市に住んでよかったなと

いうような部分が出てくることが、やはり最終的には大事かと思います。そういう商で

は、今回のような公民館とか、いろんなそうしヴ社会教育施設の位置づけというのが、

非常に大事になってくるんじゃないかと思うんです。確かにそういう部分はなかなか対

外的には目立ちにくいというそういう部分がありますので、なかなかそういうふうにう

ちからも見えにくいという反商もあるかもわかりませんけど、今後とも生涯教育という
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一つの大きな方向性が出てきておりますし、その方向に沿った形の中に、いかに市民の

皆さんの文化，教養を高揚できるような行政のお手伝い、また行政がそれで介入すると

いうことじゃなくて、市民の皆さんが自発的にできるような場を与えていくという考え

方がさらに必要かと思います。

そういう中で、やはり先ほどネットワークなり、また生涯学習というその大きな目標

に向かつての全庁的な何か部課長さんを中心として、十分いろんな角度から審議をし、

またそういう部分を踏まえながら、新しいものをつくりあげていきたいと思います。市

長さん、どっちかというと、皆さんと相談をして、また市の職員の皆様の持っているい

ろんな技術なり、またいろんな考えなり、いろんな部分を上手に引き出して、それをま

とめて、新しいものをっくり上げるとし、うことが随分お上手じゃありませんので、今後

ともその辺をもう少し出しながら、職員の皆さん持っているものを十分引き出して、そ

れを活用した中で新しい生涯教育という一つの中の流れをつくっていただきたいと思い

ます。そうすれば随分ですね、文化の意味合いも変わってくるだろうし、新しい日野市

独自の文化的な要素が生まれてこょうかと思いますので、なかなか市長さんには難しい

かもわかりませんけど、今後ともそれがまたあえて将来の人たちからですね、日野市の

市長はよかったとし、う、一つの評価が得られるポイントになるかと私は考えているとこ

ろでございますけど、十分それを踏まえながら、現在と将来という両部分を踏まえなが

ら、行政運営をさらに進め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

上で終わります。

0議長(黒川重憲君) これをもって15の1、生涯教育と公民館・コミュニティ施設に

おける現状と課題についての質問を終わります。

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議長(黒川重憲君) 御異議ないものと認めます。よって暫時休憩いた します。

午後 2時25分休憩

午後 3時 9分再開

08番(福島敏雄君) それでは、高齢化社会を先見した有料在宅福祉サービスの充実

をと題しまして、市側の考え方をお聞きしたいと思います。

私は 9月議会の一般質問で、民間のQC運動を紹介しながら、職員一人一人が自分の

仕事を分析して、市民が望んでいる仕事を本当にやっているか、あるいは同じ仕事をす

るなら、もっと安い方法はないか、いうような視点から、自分の仕事を見直していただ

いて、いい方法があれば大胆に提案し、改善してほしいと、こういうお願いをいたして

まいりました。

こうした考え方は行政全般に言えることだとは思いますけれども、特に今必要な部署

といたしましては、今これからの時代として、高齢化社会に向かつて、行政は何をなす

べきなのか、こういうようなポイ ソト。さらには情報化社会とは何なのか、それに対し

て行政は何をしなければならないか。さらには国際化社会、これに向けて行政の課題は

何なのか、いうようなことを明らかにすることが、大変重要になってきているんだとい

うふうに感じております。

で、これからの地方自治体は、この三つの少なくもほかにもあるかもしれませんけれ

ども、三つの視点から市民が求める施策を実現すること、あるいはどういう施策が実現

できるか、さらにはそれぞれの自治体における、まあ政策の競争の時代に入ったという

ふうに、私は感じているわけでございます。

そこで今回は、この中の高齢化社会の中で、特にその的をしぼりまして、有料在宅福

祉サーピスについて、考え方をお聞きをしてまい りたいというふうに思っております。

で、私は昭和59年9月の議会で、これからの老人福祉施策の中で、在宅の有料福祉サー

ビスの必要性を指摘をいたしました。そして市の見解をお聞きしたことがあります。特

に私は武蔵野市の福祉公社を例に出しまして、食事サービス、家事サービス、家事・介

護サービス、 看護サー ビス、これを有料で実施するよう提案をしたわけでございます。

59年 9月でございましたけれども、このときの市長及び福祉部長の答弁は、 「武蔵野方

式」には関心を持ってはし、るが、武蔵野の後に続く市がない。こういうことから、検討

まではしていない。また、金で福祉が買えない人たちのことをどう考えるか。公的な福

祉とあわせて、武蔵野市の制度をもっと調べてみたい、というのが、 59年9月議会での

答弁でございました。その後の経過は御承知のとおり、昭和60年の市長選挙の公約とい

たしまして、食事サービス、これを実施するということで、 60年春から食事サービスだ

けがスタートをしたわけで、ございました。今回の行政報告をお開きしますと、来年から

になるんでしょうか、家事サーピスと介護サービスがさらにそのサービスとして追加を

0議長(黒川|重憲君) 休憩前に引き続き会議を聞きます。

一般質問16の1、高齢化社会を先見した有料在宅福祉サービスの充実をの通告質問者、

福島敏雄君の質問を許します。

(8番議員登壇〕

-418- Q
d
 

噌
E
ム

AAτ 



される。こういうふうにきているわけでございます。で、私はこうした有料福祉サービ

スのメニューがふえるということにつきましては、大きく評価をするものでございます

けれども、 59年9月議会の市の答弁と、今、これから実施していこうとする中で、市が

どのような形でこの考え方をまとめられたのかというところが気になりますので、基本

的なことにつきまして、二点、さらに制度の内容につきまして、五点ほど、あわせて七

点ほど質問をさせていただきたいと思います。

質問の一点目は、昭和59年9月には「武蔵野市に続く市がない」さらには「金で福祉

を買うという制度はどういうものかな」というような、まあニュアソスとしては消極的

なものでありましたけれども、食事サービスに加えては家事サービス、さらに介護サー

ビスの福祉サービスを自治体が有料で積極的に進める、こういう方針を打ち出したこと

につきまして、なぜ地方自治体がこうしたサービスを、特に有料で実施しなければいけ

ないと考えたのか。その辺につきまして、意気込みとあわせて、地方自治体が、特に日

野市がこういうサービスを実施するという基本的な考え方について、まずお聞きをいた

したいと思います。

質問の二点目は、金で福祉サービスも買えない人はどうするのかという立場で、お聞

きをしたいと思います。私は在宅福祉サービスのメニューがある場合、サービスを希望

する人は金があろうが、なかろうが、同じサーピスを受けられるというのが、原則でな

ければならないというふうに考えております。したがって、収入のない人は極端に言え

ば公費で負担をし、一定以上の収入のある人は、自分が負担してサービスを受けるとい

うことが、こうし、う制度の骨組みだというふうに考えているわけでありますけれども、

この辺について市側は、この有料福祉サービスと、公的サービスとの関連性についてど

のように考えて、対応していくのか、考え方をお聞きしたいと思います。具体的な事例

といたしましては、 60年から食事サービスが実施されているわけでございますけれども、

今70人ほどがこのサービスを受けられているというふうに聞いていますが、実際に利用

者の方の費用負担で、全部一律同じ考え方でやられているのかどうなのか。この辺につ

きましては、公費で負担をしている部分、人がし、るかどうか。その辺についてお聞きを

したいというふうに思います。さらには、要するに公費で負担をする部分、それから有

料で負担する部分、個人が負担する分という谷間を埋めるんでしょうか、ある程度そこ

にポラソティアというのが存在するのかもしれませんけれども、そういったこれからの

在宅福祉サービスについて、公費負担、あるいはボランティア制度、さらには個人が負

担する有料福祉サービス制度、これをどういう関連性を持って進めていこうとしている

-420-

のか。二点目としてお聞きをしたいと思います。

質問の三点目は、今度実施をいたします家事サービスと、介護サービスの中身はどう

いうサービスになっているのか、非常に簡単な質問ですけれども、教えていただきたい

と思います。

それから質問の四点目は、家事サービス、介護サービス、二つのこのサービスが追加

されますけれども、この希望者をどの程度予測しておられるか、ということですね。さ

らには、まあ関連するわけですけど、どの程度の申し込み数まで対応できるかというこ

ともあわせてお聞きをしたいと思います。

それから質問の五点目は、市内在住の家庭の主婦にサービスをお願いすると、こうい

うわけでありますけれども、広報に研修生を募集するとしウ、 12月1日ごろ記事が出て

おりました。先ほどは、利用者をどのくらい見込んでいるかとしヴ質問でございますけ

れども、これからは研修生という名のもとで、これはヘルパーと言うんでしょうか。今

後実際に、有料で仕事をしてもらう人をこれはどの程度必要だと考えておられるのか。

特に、これは市長の行政報告だったと思いますけれども、現在日人程度の募集があると

いうふうに聞いておりますけれども、どの程度こういったへルパーの方々が必要だと考

えてし、るか、お聞きをしたいと思います。

それから質問の六点目でございますけれども、利用者の費用負担についてでございま

す。これは広報によりますと、 1時間600円、それから切符で精算、上積み分は公費負

担と、広報に出ておりました。この辺のところはちょっと一一上積み分は公費負担とか、

切符で精算とかわかりにくいので、もう少しこう説明してほしいと思います。で、 「武

蔵野方式」では、お金はなくとも資産がある、こうし、う人が資産をもって、サービスを

受けられる、こうし、う方法があって、かなり話題を提供したわけですけれども、日野で

はそういうことについては、どのように考えておられるのか、お聞きをしたいと思いま

す。

それからまたこのへルパーの収入は幾らになるのかと、こういうことでございます。、、
¥ これも市長の方から、 600円を利用者からもらって、ある程度公費で足して時給1，000円

程度というのが、お話も今議会の中で聞いたような気がいたしますけれども、どういう

収入になるのかということですね。

武蔵野の後でしょうか、町田市、あるいは台東区、 )11口市、こういったようなところ

でも、在宅の有料サーピスが展開されているそうですけれども、物の本によりますと、

それらの市では、ヘルパーが奉仕時間を貯蓄していく制度、それで、今度自分が介護を

-421-



受けようとするときは、そのたまった分で介護を受けるということだと思うんですけれ

ども、そういう制度が採用されているそうでありますけれども、こういった奉仕時間の

貯蓄制度という考え方は日野市でとるのかどうなのか、お聞きをしたし、と患います。

それから最後の質問、 7番目ですけれども、福祉サービスの今後についてお聞きをし

たいと思います。私はつい最近もある市民の皆さんと会う機会があったんですけれども、

特養老人ホームが建設されるということについては、高く歓迎をしているわけですけれ

ども、施設に入れるというのは、やっぱり高齢者の中の本当に 1割とか 2割とかじゃな

いのかと。したがって、これからの老人福祉対策の基本はやはり施設もありますけれど

も、在宅福祉サービスをいかに充実していくかということにポイソトをしぼっていただ

きたいと、こういう話もあったわけであります。現在、公的サービスでやっているもの

を抜きにいたしまして、有料の福祉サービスという面でいきますと、食事サービス、そ

れから家事サービス、介護サービス、一応三つのメニューがそろうということになるわ

けでありますけれども、武蔵野市では、看護サービスですか、医療サービス、こういっ

たようなものもあるというふうに開いております。先ほどの質問で、家事サービス、介

護サービスはどういうものか、わかりませんけれども、まあ月に 1回程度、自宅に回っ

てきて、血圧を浪IJってもらうというようなことも、これからのまあサービスの中では、

市民のニーズとしてはかなり多いのではないかな、というふうな感じもしておりますの

で、それらの、今ある、やろうとしている三つのサービスに加えて、介護・看護サービ

ス、医療サーピスなどまで、メニューを拡大してし、く方針があるかどうか、以上七点の

質問をいたしますので、よろしく御回答のほどお願し、し、たします。

0議長(黒川重憲君) 福島敏雄君の質問についての答弁を求めます。

福祉部長。

0福祉部長(高野隆君) それでは、これからの高齢化社会に対する在宅有料サーピ

まだ入ろうとしない方も多く存在しておるわけでございます。こうした福祉サービスを

必要としているけれども、現状のシステムではサービスが受けられない方々に、有料と

いう形で、民間が利潤追求をせずに、サービスを提供しようということであります。そ

の主体として、福祉法人である福祉事業団を考えておるわけでございます。

またこれによって、所得の多寡にかかわりなく、均等で良質な福祉サービスを市民に

保障しようというものでございまして、同時に労力の提供を通じて市民の方々の在宅者

への関心と、ボラ γティア精神の普及に、役立てば幸いと考えております。

公費でのサービスと、民間の有料福祉サービスについての質の疑問もございますです

が、両者には、原則として質については相違は存在しない。むしろコーディネータ一等

によって、対象別に個別な社会サービス、ソシアル・サービスを提供する。こういうぐ

あいに考えております。

まず第一点の59年9月に武蔵野に続くものがないと、これについての御質問がござい

ましたけれども、私どもも現在でもまた情報でっかんでおりますのは、武蔵野市の住宅

を資源といたしまして、サービスを提供するという方式については、その後なかなか後

に続くものがないのではないだろうか、まあしかしながら有料サービスという形で、例

えば町田とか、府中とか都内では幾つかの公社をっくりまして実施しているものも、逐

次展開されてきているように思います。

また二番目の金でサービスを買えない人ということで、どうするかということでござ

いますが、今回の行いますサービスにつきましては、一定のコストを必要といたします

ので、給食サービスと同じように、一定のコストは負担していただきたい。しかしなが

らその他の経費、例えばコーディネーターの人件費とか、 あるいは出張に伴う諸経費等

については、市で副補助金としてその実施いたします主体に補助を出しまして、それに

よって一定のものは基本的な部分につきましては、いただかないようにする。したがっ

て、最低限のコストになります600円程度の 1時間単位の有料制は維持していきたい、

こういうことでございます。

60年から出発いたしました給食サービスは現在御質問のよ うに、 70人余の方が現在受

けておられますけれども、この負担は実費、要するにその材料費を4∞円いただいてい

る。これで一律に行っております。公費であとは、人件費、それに伴う食事をつくるた

めの人件費や、あるいは配食に伴う人件費、ガソリ ン代等は公費の補助という形で実施

しております。これと同じような形で今後これらの有料福祉サービスについては考えて

いきたし、と、こういうぐあいに考えております。

スについての御質問がございましたので、お答えしたいと思います。

現在私ども高齢化社会を迎えまして、在宅での福祉サービスの需要増大、それから市

民の多様な要求等がさまざまな福祉的なニーズを生み出しております。自治体が行って

いる在宅の福祉サービスは原則として低所得者を中心に行われておりまして、個人負担

はない。若干あっても、無料あるいは低額の負担、こういうことでございます。これは

現在国で行っております老人家庭奉仕員等の派遣事業、こういうことで公的な機関が費

用を負担しまして、実施をしておるわけでございます。

しかしながらこうした枠が、比較的狭い公的なサーピスに、網の目からはずれた方も、
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また国で、行っております老人の家庭奉仕員の派遣等の制度については、国の制度とし

て実施されておりますし、またボランティアにつきましては、自社協で友愛訪問等の形

で、無料の無償の行為ということで、ボラソティアによって引き続き実施していただく。

したがって、かなり個人的な要求については、福祉サービスを民間のレベルで、今後実施

したいと、こういうことでございます。

家事援助、介護の中身でございますけれども、当商は家事援助サービスを実施してい

きたいと思っております。近い将来には介護サービスを考えております。当商は介護等

につきましては若干の研修も必要でございますし、一定のリスク等もございますので、

その節は十分な高度な研修等行いまして、知識を蓄積して、実施したいと、こういうぐ

あいに考えておるところでございます。

その他軽作業、あるいは通院・外出等の援助、また食事サービス、その程度のものも

限定的ながら、実施したいというぐあいに考えております。

次に利用者の将来の見込み数はどのくらいかとしヴ御質問がございましたけれども、

現在これについては、私ども不明でございまして、はっきり申し上げるわけにはいきま

せんが、他市の人口比率、あるいはその他の状況から比例的に推測し、たしますと、 70名

前後ではないかと、こういうぐあいに考えております。そして現在のマキシマムはどの

くらいかということ、最大限どのくらい利用者があるかということについては、これは

ちょっと私どもはわかりませんけれども、まあそれは恐らく総合的に地域福祉の状況、

あるいは公的な福祉の展開の状況によっては、若干それは各市実情が違ってくるだろう

と、こういうぐあいに思いますので、ちょっと予測しがたし、ものではないかと思います。

そして、五番目に市内の在住婦人を対象にした研修生で、ヘルパーで実施するという

考えでございますし、この方々がどのくらい必要かということで御質問がございました

けれども、要するに今回の労力提供をしていただく方は、家事の聞にやっていただし

主婦としてやっていただく 、こういうことでございますので、それぞれ提供していただ

く時間が、違うと思います。例えば朝早くのうちとか、夕方おそくのうちとか、あるい

は日中のうちとか、あるいは午前がし、し、とか、午後がし、し、とか、まあそれぞれ提供して

いただく時間も違うと思いますので、 70名の必要、あるいは一定の数の必要者に対して、

労力提供が何人ぐらいあるかということについては、まあ大体他市の経験等で見ますと、

2倍ないし 3倍程度の人員を確保しないと、なかなか思うような展開ができないと、こ

ういうぐあいに考えております。

また利用者の費用負担は先ほど申し上げましたように、基本的にはコストとして1時

間600円払っていただく。そしてそれは切符制度を考えておりますし、その他、ほかに

公的な費用の負担としてそれぞれの事務的な費用、あるいは若干の足代等も考えますと、

200円ほど上積みをして実施をしていきたい、こういうことで、これは市の方から出し

まして、補助金として出しまして、個人からいただいた分をさらにそれは主体である福

祉公社の方で、福祉事業団の方で上積みをして、 1人 1人、1時間大体800円と、こうい

うことで支払っていったらし巾、のじゃないかと、こういうぐあいに考えております。

また独特な独自な見解で、また独自の展開をしております武蔵野市の福祉公社でやっ

ております家の財産管理を中心とした「武蔵野方式」 等については、日野では現在考え

ておりません。

ヘルパーさんの収入は、それぞれそれの労力を提供していただく時間、あるいはその

方の事情によってさまざま出てくると思いますけれども、大体若干の所得ということで

なるんじゃないかと、それによって生活を立てるということは、かなり難しい問題じゃ

ないかと思いますけれども、個々の働く時間によって、その差は出てくると思います。

これからの福祉についての展開でございますけれども、当商は家事援助、それから介

護サービス、こういうことでの二つのコースを設定をいたしまして、実施をするつもり

でございますけれども、それに加えて日常的にお宅に伺って、月に 1遍程度は生活・健

康上の相談、あるいは定期的な訪問等考えております。これは基本的サービスの部分と

して実施したいと、こういうぐあいなものでございます。

また医療サービス等については、かな り難しい問題もございますので、これについて

は武蔵野市では若干実施しているということで御質問ございましたけれども、医療的な

サイドについては、現在考えておりません。以上でございます。

0議長(黒川重憲君) 福島敏雄君。

08番(福島敏雄君) 今、福祉部長から答弁がありましたけれども、福祉部長に補足

というのはないのでしょうけれども、特にあれば先にお聞きした方がし、し、と思うんです

けれど。

0議長(黒川|重憲君) 市長。

0市長(森田喜美男君) かなり細かく御質問がありまして、まだ欠けている部分もあ

るように思います。それで経過から申しますと、 9月議会に福祉事業団への補助金とし

て、 270万円計上をいたしております。その審議の中でもっと詳しく説明すべきことだっ

たという感じがし、たしておりますけど、割合委員会でも特別の質問はなかったと、こん

なふうに聞いております。そして、なかったらまあ申しわけないのですが、それで高齢
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化社会が進行するその時期がいよいよ日野市とし、う地域社会においても、近づいている

とし巾、ましょうか、あるいはすでに始まっていると、こういう認識でございます。そし

てこれにどう対応すべきかということが、特に関心が深いわけでありまして一一関心を

持つのが当然でありまして、今多少専門家も中心になっていただいて、高齢者、まあ老

人福祉検討委員会というのも一方に持っておるわけであります。その中でも、まあ論議

ーーその委員会に私どもの方では今後の高齢化社会における老人福祉の体系化とし、う、

老人福祉の体系をどう編んだらし、し、でしょうかとしヴ設聞を行っております。 2年ほど

かけて専門的な答申をしたいというふうに伺っておるわけでありますが、その議論の中

ですでにかなりの我々に示唆を与えられるものがあるわけでありまして、発足とし、し、ま

すか、思い立ちはそういうことから出ております。

給食事業を始めまして、一応これは何とし、し、ましょうか、内輪に言えばもう生命の維

持、なおそれが健康に役立つことが願っておるわけであります。したがし、まして、公費

を消費することでありますので、どなたにもというわけにはまいりません。それで給食

委員会、つまりそれの認定も諮った上で、該当者を定めておると、こういうことであり

ます。こうし、う事業をする一方に、まあゃった経験の上から、なおこれからのいわゆる

独居老人のお宅とか、日常生活に支障のある高齢者の立場から、有料であってもいい、

介護者がほしいと、こういうことが当然、起きるわけであります。それに何とか対応しよ

うというのが、今の進めつつありますところの「在宅老人ケア事業」と、こういう事業

の、つまり予算化をいただきました、まだ未経験の分野のごく慎重なスタートをしよう

という考え方がその予算化でございました。

そして 9月議会、つまり10月1日に議決をもらったわけでありますが、まあ一日も早

いこの事業に対します参加者、一一参加者というのは、一方には供給できる能力を持た

れた参加者と、こういう意味でありまして、その公募を福祉事業団の名で、ごく必要な

範囲の記事ではございますが情報を提供し、それにこたえてもらったのが、今の-3

回ぐらい広報に出しました、 50名余り、それに参加をしょうかという方々の情報をいた

だし、ております。一方に求める側に対する説明はまだ極めて不十分でありまして、どん

なことか恐らくまだ説明もできない、まあ何とかヘルパー的お役をいたしますというこ

とでありますので、公募はまだまだ少ないわけでありまして、今数名というふうに承知

しております。

ケアを担当していただく方々も素人でありますから、一定のごく基礎的な研修を経た

上でないと、しかも有料ということでもありますので、研修期間一一一この問、第 1回目

を行いまして、今月じゅうに何回か、専門家の講義を開いていただし、て、できれば年内

に1人でも 2人でも、派遣とし、し、ますか、出向いていただければ幸いだなと、こんなふ

うに仕事を急いでおります。

慎重に時間をかけてやればし、し、という説もございますし、また少々拙速であっても、

やはり求める側に、一一我々も経験するために、早く何とか実績を一一ごく小規模でも

進めたいというのが、私どもの現在の考え方でございます。

当面は家事コース、介護コース、御質問には看護コースということもあるようであり

ますけど、当初は家事コースで進みたい。介護ということになりますと、体にある程度

触れるということになるわけでありますので、一定の訓練ないし経験を経る必要がある

と、こういう考えでございます。まあ家事というのは、掃除とか、整理とか、買い物と

か、ある程度の食事の、調理もやっても、まあし、し、だろうと思いますが、求める方のお

話を聞いた上で、判断をする材料だと思います。またこの事業はある程度専門知識のあ

る、判断のできる措置者が、一ーまあ措置者といし、ましょ うか、判断のできる方が必要

と考えられますので、その当初の予算の中には、その方の嘱託としての人件費を含めて

おると、こういうことでございまして、その当たる方の 1人は決定に至っております。

したがし、まして現状は、ケア事業に参加をしてやろうという方が、今五十数名の情報

をいただいておる、その方が全部残られるということもこれもまた難しいことだと思っ

ておりますので、どの程度残っていただけるか、これからのこの事業に対します一一行

政側の打ち込み方も大切でありますし、地域社会の御認識も必要だと、このように思っ

ております。

料金につきましては、時給、今一般にはパートの時給というのが600円ぐらいという

ことを言われておりますので、まあそれを基準にして若干の積み上げをすることによ っ

て、一般のパートに出られる方がこちらの方にも気を向けてもらえるという効果が必要

だと、あればまた幸いだと、このように考えるわけでありまして、すでに事業として家

政婦ないし看護婦を派遣をする仕事をやっておられる方がし、ます。この方とあまり競合

してはし、けないと思います。またその方、その事業としておられる方には、これまでも

福祉事務所の措置として、無料でその派出婦会から派遣をしていただく 。それから料金

はその会にお払いをすると、こういう仕組みがございます。つまりホームヘルパーとい

う公費の制度と、それからそうしヴ派遣制度と、もう一つは看護婦派遣制度とい うのも、

これは健康課が担当しておりますけど、この制度もあるわけでありまして、今回の有料

ケア制度を追加することによって、体系が一応整う、こんな感じでおります。
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利用者の方にはまた一定のこれだけのサービスをいたしますという理解をお願いをし

なければなりませんので、供給する方、あるいは求められる方に対しての一つの基準を

を定めたものを、まあ約束をしておく必要があると、このように考えます。ともかく家

庭に入って、プライパシ一以上のお力添えをするということになりますから、よほど約

束ごとを明確にしておくということと、それから対応は一一慎重を要するということは

もちろんでございますので、この点にまた慎重を期したいと、こういうことになるわけ

であります。

介護コースという、一歩進んだ体の介護をできるコースは、経験を積んだ上で派遣で

きるようにいたしたい、あるいはすでに経験のある方ならば、ある程度のことはできる

んではないかと思っております。 ただこの事業は我々の聞くところでは、ほとんどどこ

にもない、無料で貸し借りの関係で、いわゆるボラ γティア活動の延長、あるいは拡大

として、組まれているところはちらほら聞くわけでありますけど、社会法人がこの事業

をやるということは、まだ官庁の側においても、未経験のようであります。目下我々も

申請中ということでありまして、事業認可は全くこれも慎重に構えられておる、こうい

う感じがし、たしております。

「武蔵野方式」、こっちは欠けておるかもしれませんが、 「武蔵野方式Jは当面この

事業とは別でありまして、なかなか困難な内容でもありますので、その方式は後日に検

討するならばするということになろうかと思います。

それから、ヘルパーさんと仮に言いますならば、ヘルパーさんの収入は、時給と公費

の200円、それらによって 2時間コース、 3時間コース、 4時間コース枠ぐらいを限度

といたしたい、こういうことでありますから、計算すれば大体 3時間ならば二千数百円、

午前中 2時間というのが比較的多いんじゃなかろうかと思いますので、そういうことで

あるならば、 1，600円ということでありまして、月間何回出向いていただけるか、これ

によって、収入ということにもかかわってくるわけでありますので、その関係がうまく

いけば幸いであると、こう思っております。

今一一先ほどお話しいたしました在宅老人の給食事業、これはある程度経験をしたわ

けでありまして、ーたん申し込まれた方は、継続的に活用されている、こういうことで

ございますし、今、頼んでおる至誠老人ホームの能力の限度もございます。したがって

次第にそういうグループを編成をして、そのク。ループが一定の場所なり、あるいは個人

のうちの調理場なりで、受け持つ範囲の給食事業もやっていただければ、これは一つの

アイデアとして、よりよい仕事になるんではなかろうか、こういう感じがし、たしており

ます。つまり 3名で10名ぐらい給食を担当してもらいますと、地域という範囲で。配達

もしてもらい、また情報もとっていただく。こういうことで地域で、いわゆる困ってお

られる方を相互扶助の関係で、多少有料という要素を含めながら、需要と供給がうまく

機能できれば、ひとつの高齢化社会に対します地域の事業としての役割があろうかと、

このように考えておるところでございます。老人福祉の体系化ですから、まさにこれは

在宅であっても、独居でありますとか、寝た切りでありますとか、まあ寝た切りに近い、

あるいは家庭でいろいろな支障のために、不自由がある。こういう方を対象にするわけ

でありまして、一番体系の中の大きい部分は、積極的な生きがし、をつくる、健康をつく

る、こうしヴ分野の、これは福祉とは言わなし、かもしれませんが、そういうことを大き

な分野としながら、きめの細かい、因っておられる方々の一一いわゆるケアができれば

これに越したことはないというのが、発想の趣旨でございます。

なお近ごろの有料のシステムのーっとして、業界でホテル風なケア様式も開発されつ

つありますので、それらにつきましては性格がよければ、内容がよければ市としては指

定をするというような形で、御相談に応じると、こういうことにしたらどうかという感

じもいたしております。市内にたまたまこれは難病患者を対象とした事業のまた発展で、

ありますが、地域ケア研究所ということをやっておられる方もありまして、この方々の

一一一これ石川左門さんという方ですが、専門家が所長をされておりますので、いろいろ

と助言もいただきたし、と、このように考えております。

老人福祉の体系化の一環の、当面の地域社会が分担をする方式として、こういうこと

を開発しつつあるというふうに御理解をいただければ、またいろいろなこれのし、し、方法

を経験をしながら、進めることができれば、幸いだと思っております。以上でござし、ま

す。

。議長(黒川重憲君)

08番(福島敏雄君)

ざいました。

で、私、質問している趣旨と、市長及び福祉部長の答弁とが、正直言ってかなり違っ

福島敏雄君。

市長の方から大変丁寧に答弁をいただきまして、ありがとうご

ているんですよね。これは、私も勉強不足と言ってしまえば、それまでなのかもしれま

せんけども、一つ見解と、さらに再質問させてもらし寸こし、ところがあるんですけども、

昭和59年の 9月議会で私がこういうものをやるべきじゃないかと言ったときに、 「それ

は武蔵野だけやって、ほかはやっていないよJ簡単に言えば。それから福祉サービスと

いうのは、金のある人だけにやるのはどうかな、それだからできないよ、簡単に言えば
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こういう話だったで、すよね。ですから、私はこの質問に当たりまして、地方自治体が有

料の福祉サービスをなぜしなければいけないのかという、そこの理由づけをもっとはっ

きりしているのかと思ったけども、全然出てこない。

それから 2番目に金で買えない人をどうするかと、私はこういうメニューをつくった

らば、有料であろうと、金のない人であろうと、同じメニューを選ぶ権利、そういうも

のがなけりゃいけないんじゃないか。市長は59年9月議会で金で買えない人のために、

検討しなきゃいけないというのを、私はそういうところを検討していたんだと思うんで

す。コストかかるのはわかるんですよ。コストがかかるから、金の払える人だけやりま

すというならば、 59年 9月議会での答弁は、全然、私は的をはずれていると、こう思うん

ですよ。何か市長の感じとしてそれらしきところのあったのは、公費で見ている部分で

家政婦を派遣する事業がある。こうし、うお話がありました。私はそれだったら、そうい

う答弁をぜひ組み立てをしてもらいたし、ですね。お金のない人は公費で家政婦を派遣し

てます。それは恐らく家事サービスプラス介護サービスに入っているんだと思うんです

ね。今もそれをやってますと、それは所得制限か何かあるのかな、よくわかりませんけ

ど、所得制限があるから、所得があって、例えば年金なんかもらっていて、お金がある

んだけれども、体が動かない人は、どうしても金を払っても、そういうサービスを受け

たし、ょと、こういう時代がこれから来ますよというのは、私は有料の在宅福祉サービス

がこれから行政が力を入れなきゃいけない、最大のポイソトだと思うんですよね。そこ

のところを触れないでおられるから、ちょっといらいらしているんですけども、要する

に同じサービスを困っている人にはやるんです。お金のない人には、公的なお金で面倒

見ます。ある一定のお金のある人は、有料で、払ってもらうんです。こうしヴ発想、に区別

したから、有料のこの在宅福祉サービスを始めるんです。こういうことじゃないんです

か。私、そうだと思うんですよ。有料サービスを始めて、介護サービス、まだやらない

そうですけど、家事サービスと。 1時間600円払える人は、これ申し込んでください。

そういうことをやるんですか。これは、さっき福祉部長が言われましたけども、民間に

やらすんだと、こう言ってますけど、市が音頭とってやるわけですから、行政主導でやっ

ているわけですから、そういうことじゃなくて、やっぱりストーリーというものは、やっ

ぱりぴちっと福祉部当たりでよく練ってもらって、それで私は出てきているものだと思

うから、前回の質問とのつながりで聞いているんだけども、全然それがわからないんで

すよ。私はこう思っているんですよねO

公費で負担をする部分は、所得制限がある。所得制限にかかって、サービスを受けら

れない人は有料でやってもらうんです。こういうことだと思うんですよ。ですから、サー

ビスのメニューはお金のない人も、お金のある人も同じです。同じサービスが受けられ

ます。これで、私はし、し、というふうに理解しているんですけど、その辺はどう考えられ

るか。特にまた市長の説明の中で、家政婦を派遣する事業をやっている人の事業を侵害

しない方針だと、こういうふうに言われて、なると、非常に何というんですかね、この

有料のサービスが尻つぼみで、あんまり広がらないような気がするんですけど。私は家

政婦にお願いをしてやっている事業というのは、公費で見ている部分だと思うんですよ。

公費で見ている部分はもっと拡大すりゃし巾、じゃないですか。もっと拡大すればし巾、ん

ですよ。できると思うんですよね。家政婦協会の仕事をとって、有料サービスをやるん

じゃなくて、私は公費でやっている部分が全部受けられているかどうかわからないと思

うんですね。だから公費でやっている部分は、このほか民間の家政婦さんにまかせてもっ

と充実してし、く、こういうことが必要じゃないか。それから看護婦の派遣を健康課でやっ

ていますと、これは非常にし、し、ことなんですよね。で、これはやっぱり所得制限あるん

ですか。(r必要ないんじゃなし、」と呼ぶ者あり)いや、ないとすれば、じゃ介護サー

ビスとか、看護サービスというのは、すでに、こういう人たちには、実際市民の中にも

うすでに行われているということですよね。看護婦さんを派遣して、一人暮らしの皆さ

ん方のところを回っているということですから、も う実質的に公費で、健康課でその介

護サービス、看護サービスというのは、実際やられているわけですよ。だからこれを一

一難しいことじゃなくて、この人たちを一一恐らく私は健康課で派遣しているのは、後

でお答え願いたいんですけど、全部お金のある人もない人もやっているんでしたら、問

題ありませんけれど、もし所得の低い人だけ回っているんだとすれば、そういう人に今

度お金を払うから、 600円払うから来てもらうということなら、すぐ看護サービスだっ

て始まる、いう感じがしてしょうがないんですよね。で、ひとり勝手な話になっている

のかもしれませんけれども、要は有料在宅福祉サービスをなぜ自治体がやらなければい

けないか、それから金でサービスが買えない人は、これはメニューとしては同じもの公

費で今見ているんですとしヴ、あるいは見ていない部分があれば、それは公費で、有料

サービスの方にあわしていくんです、いうくらいの基本的な考え方がなけりゃ、 59年9

月から全然進歩ないと、全然、検討してないということになりますので、ほかの細かい話

は私はともかくとして、その 2点について、もう一度見解をお聞きしたい。

0議長(黒川l重憲君) 市長。

0市長(森田喜美男君) ついでですから、ちょっと私がお答えをやっていきたいと思
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し、ます。まあ質問の趣旨と私どものじゃ説明したのが少しすれ違ったと、まあ今伺えば

そういうことだと思います。

古くからあるホーム・ヘルパーさんというのは、 6名おります。これは正職員として

福祉事務所の指図によって、いわゆる在宅ケアをしておられます。主として老人、ある

いは障害者ということだと思っております。ですから、この分野をなお拡大すればし、し、

わけですが、これはもう正職員という形で、拡大することは、人員上限度がありますか

ら、それらを補充する意味でも、この有料在宅ケアという方式は意味を大きく持つもの

だと思っております。

それから看護婦派遣事業、これは家庭で寝た切りの方がおられて、これまた家族の方

に寝た切りの方の介護を教えたり、また訓練をしてあげたいと、こういう役目だという

ふうに、聞いております。いずれもこれは無料であります。それから派遣事業というこ

とで、介護者派遣事業ということで、看護婦なり、家政婦なりを送っておられる。これ

は既存の制度によって、別段老人ということにかかわらず、求めがあれば、出ていかれ

ると、こうしヴ性質のことだと思いますから、在宅老人の方のまた該当する部分もあっ

ていいわけでありまして、これはかなり高い経費にはなっておりますけど、これはいわ

ゆる無料でやる範囲の一事業であります。無料は、無料の該当者は無料で行うというこ

とは、これはもうすでに制度として存在いたしますから、無料に該当しない方に有料で

行うというのが、このたびの在宅ケアの発想であり、スタートである、このように御理

解をいただきたいと思います。

0議長(黒川重憲君) 福島敏雄君。

08番(福島敏雄君) このような細かい話を市長と話しをやり合うのも、ちょっとあ

れなんですけど、私は市長からは物の考え方をお聞きすりゃし、し、と思っているんですね。

したがって、今食事サービスがスタートしました。これから家事コースがスタートしま

す。ちょっとおくれて介護サービスがスタートします。で、物の考え方はこれ有料で、

PRをいたします。そのサービスに相当するものは、お金を払えないで困っている人が

望めば、それも公費で基本的に、じゃ見ていきましょう。実際にそのかなりの部分はす

でに公費で見ています。したがって、有料サービスの拡大された部分は、公費のサービ

スも少し拡大していきましょう。こういう基本的な考え方に立っておられるかどうか。

そこをお聞きをいたします。

0議長(黒川重憲君) 市長。

0市長(森田喜美男君) その部分もこれからの工夫の中で、埋めていかなければなり

ませんが、現状は無料と有料とかなりはっきりしている。こういうふうに考えておりま

す。無料を拡大することはなかなか困難でございますから、やっぱりある程度有料も取

り入れていこうというのが、このボラソティアでない一つのまた、別の意味のボランティ

ア事業である、このように考えておるわけでありまして、無料を拡大するということは

生活保護でありますとか、特別な事例じゃないと、もうこれ以上拡大は難しいんじゃな

いかというのが、有料を開発している理由であるというふうに、御理解をいただきたい

と思います。

0議長(黒川重憲君)

08番(福島敏雄君)

福島敏雄君。

わかりました。私、あの、市長、まあ確かにお金のかかるのが

ふえていくからというお考えになっているかもしれませんけれども、基本的に質問の中

で私が話しましたように、これ高齢化社会の在宅福祉サービスというもののメニューが

行政指導でできた場合に、私は原則的にはどのような立場にあろうともその望めば、そ

のサービスが受けられる、いうふうに、基本的に考えるべきだというふうに考えてます。

そこで、お金がかかり過ぎるか、過ぎないかというのは、私はいろいろ実態面もあるで

しょうし、工夫もできるんではないか。市長から今のお話のように、公費で負担してい

る部分についてどういう制度があって、どうし、う対象者でというのがあって、それから

はす.れた人というのは、私はあまり明確でないので、よく言えないんですけども、そう

いう公費で見る部分というのと、それから負担してもらう部分というのが、同じサービ

スを受ける場合に、個人にとってみれば差が出てくると思いますけれども、今年金も充

実してますし、それから生活保護もかなりできてますから、例えば、例えばですよ生活

保護世帯、あるいはそれに準ずる人は300円とか、 月負担、時間負担は300円とか、いろ

いろな工夫があっても私はいいのではないか。要するにサービスを受けられる人という

のは、望めばメニューをすべて受けられる、こうい う形にしていくべきではないかとい

うことを、ここでは要望しておきたいと思います。まあ時間が一一一始めてから、あるい

はこれから始まってから、日が浅いですから、そういうふうにはならないと思いますけ

ども、私は武蔵野の福祉公社を聞いたときに、有料サービスというのがあります。それ

から公費で負担する部分というのがあります。それで公費で負担する部分はどうもおく

れがちなので、できるだけその有料サービスのメニューに近づけるように、市としても

努力をしております。こういうような話でございました。したがって、食事サービスを

始めるんであれば、要するにお金の払えない、ある所得以下の人については、まあ片っ

方が400円の負担をするんであれば、 200円払ってもらって、同じ弁当を届けるというよ
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うなことをやっているというふうに、聞いておりました。私はやっぱり市民が一番初め

にあって、この高齢化社会のこのお年寄りがあって、お年寄りにどういうことをやるか、

そこはそれぞれの財政負担能力に応じて、個人負担というものはある程度の差が出てく

るというのは、私は有料福祉サービスを取り入れるゆえんであろうと思うですけども、

サービスそのものは変わらない方がし北、んじゃないかというふうに考えております。

それであと今一つ、市長の最後のお言葉の中で、専門家の助言もいただきたし、と、こ

ういうお話がありました。私は、専門家の助言のお話も結構なんでしょうけど、これは

今までも持論で言っているんですけども、市役所の中にも、そのお年寄りの介護を一生

懸命ゃったという人はかなりいると思うんですよね。ですから専門家の意見というのも

重要でしょうけども、庁内でかなりお年寄りの介護に関心を持たれているような人はい

ると思うんですよね。そういったような人たちが、まあ集まって、やはりこういったサー

ビスを今後どう展開するかということを話し合うというのも一つだし、午前中に奥住議

員さんの方から、例えば自己申告制度があって、そのとおりに配置されているのかとい

う意味の話がありましたけども、こういった高齢化社会に向かつてと、自己申告を受け

付けるときには、高齢化社会に向かつて、こうし、う施策をこれから市がやろうとしてお

りますと、ですからこういったところに希望する者はありませんかというような注釈を

つけてでもですね、いろんな自分の単に自己申告すりや、何か漠然、とそういうことにな

らないと思いますけど、これから目指す重点施策をやってみる人はいませんかというよ

うなイメージあれば、必ずいい人材が出てくると思います。ぜひそういった意味で、庁

内に多くの人材がし、ると、私もそう確信しております。したがって、ぜひそういう人た

ちの知恵で、進めてもらいたいという感じがし、たします。

福祉部長にお願いするんですけども、やっぱりもう一回この庁内で、特に担当部署で

は、なぜ有料の在宅福祉サービスをことで導入しなけりゃいけないんだということを、

ひとつ推進するグループでぜひ討議してもらって、 できればまとめて小論文にでもして

出してもらいたい、いうふうに思います。で、これからはこういった福祉サービス、こ

ういった福祉サービス、したがってこういったサービスが必要なんですと、そのときに

公費の負担でやるべきものと、あるいは有料福祉サービスとのは、こういうところで分

けるんですよ、いうようなこと。それから、ただ中には、こういった有料のボラソティ

ア一一有料ポラソティアというんですか、有料、お金をもらってヘルフ。するのは、気に

いらねえと、だから私は純然たるボランティアでいきますという人が市内にもいるかも

しれない。そうしたら、そういうような人たちには、どういうところを受け持ってもら

うんですよ、というようなことがはっきりした方が、私はいいんではないかと。いつも

市長からは、方眼紙の升の中に字を書くような、何かかたっ苦しいことは言うなと言わ

れてますけども、やっぱり初めのときには、ある程度しっかりとした準備というのが必

要だと思うんです。だから広報を見れば家事サービスと看護サービスと家事コース、介

護コースというのがあって、し、かにもすぐ一緒に始まるように見えるわけですけども、

きょうお聞きすれば、家事サービスだけがスタートして、できれば掃除，買い物、食事

づくりというようなことを希望者が出てくれば、この年度内、ことしじゅうからも発足

させる、こういうお話のようでございます。で、準備が整わなければやらないという方

式もあるかもしれませんけど、市長が言われたようにやってみるということもし巾、こと

なんですけど、やっぱり基本をしっかりした上でやってみるというのはし巾、ことだとい

うふうに思いますので、ぜひそういう商をお願いをしたいと思います。

それから最後についでに意見を言わしていただくわけですけど、今回の一般質問を通

じまして、私も、かなり議員の皆さん方の発言を、それに対する市側の答弁で感じたこ

とがあります。ここに12月12日の朝日新聞の「天声人語」に会計検査院が各省庁や公団

の一部を調べただけで、 210億円のむだ遣いが見つかったことに関連して、会計検査院

の辻院長が「今の役人の頭に節約や効率とし、う言葉はない」さらに辻さんは「役人には

規則通りという頭はあっても」という話をしているんですね。例えばもう少し変わった

方法があるかというような発想が、意識がない。あるいはもう少し安くあげられないか

という話はない。こう言ってます。私は、日野市の職員の皆さん方の意識はもっと高い

というところにあると思いますけども、ぜひ努力をしていただきたいと思うわけです。

今回のやり取りの中を感じていて、一つ感じていることは、議員のいろんな質問なり提

言に対して、それができないと言ったという場合に、市側の機構だとか、そういったも

のが前面に出過ぎちゃっているような感じがするんですね。むしろ何と言うんですか、

答弁を聞いてますと、市民の人に何か市はしてあげているんだとしヴ意識があって、あ

とは内部の問題があって、できないよというような話し方がかなり多いわけです。

( I公民館、公民館」と呼ぶ者あり)したがって、私は公民館の問題にしても、 学童ク

ラブの定員の問題にしても、やっぱり市民が望むことは、やってやろうじゃないか、そ

れが先になくて、できないよというのが先にある気がするんですね。そういうところを、

やっぱりやってやろうじゃないかというふうに、ぜひ発想を展開してほしいと、こうい

うように思います。したがって、小山良悟さんが一一いない人ばっかりのあれ出します

けど、小山良悟さんが、 「商倒な仕事というのはどうも先に送られちゃう」 、こういう
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ような話があるわけですけど、両倒なあるいは困難なとし、う仕事についてもですが、ゃっ

ばり市民が望んでいるなということについては、ぜひそれを片づけるということを特に 12月15日 火曜日 (第 7日)
感じましたので、要望をしておきたし、と思います。 ( rし、い発言だ」と呼ぶ者あり)特

にこの有料の在宅福祉サービスということについては、私も勉強不足という感を免れな

いわけですけど、ぜひ市側の方もいろんな市で実施をしておりますし、市長が老人福祉

の体系化というのを今開発しつつあるというお話でございましたけど、すでにいろいろ

な市でこの種のサービスが有料で始められているわけですから、まあ開発しつつあると
昭和 6 2年

第 4回定例会
日野市議会会議録 (第38号)

いうのも当たらないことじゃないと思いますけど、全く前人未踏の新雪の上を行くわけ

ではありませんので、そういった意味では、いろいろ勉強を深めていただきたし、という
火曜日 (第 7日)12月15日

ことを、ちょっと口が一一何か市側の攻撃みたいに終わっちゃったんで、すけども、御容
出 席 議 員 (28名)

赦いただきたい、以上で終わります。
1番 奥 住 日出男 君 2番 宮 沢 清 子 君

0議長(黒川重憲君) これをもって16の 1、高齢化社会を先見した有料在宅福祉サー
3番 主f司主「 橋 徹 4番 尚 功君 土 方 君

ピスの充実をの質問を終わります。
5番 山 達 夫 君 6番 天 野 輝 男 君口

本日の日程はすべて終わりました。
7番 福 島 盛之助 君 8番 福 島 敏 雄 君

あすの本会議は午前10時より開議いたします。時間厳守で御参集願います。
9番 中 谷 好 幸 君 10番 俣 日召 光 君

本日はこれにて散会いたします。
11番 )11 嶋 博 君 12番 ，馬 場 繁 夫 君

午後4時20分散会
13番 夏 三ロ三井 明 男 君 14番 山 良 君

15番 ，馬 場 弘 融 君 17番 策 野 行 雄 君

18番 一ノ瀬 隆 君 19番 板 土百 正 男 君

20番 鈴 木 美奈子 君 21番 中 山 基 日召 君

22番 秦 正 君 24番 古 賀 俊 日百 君

25番 谷 長 君 26番 市 )11 資 信 君

27番 石 坂 勝 雄 君 28番 名古屋 史 良日 君

29番 竹 ノ上 武 俊 君 30番 米 沢 B召 男 君

欠席 議員 (2名)

16番高橋徳次君 23番黒川重憲君
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説明のため会議に出席した者の職氏名

市 長 森田喜美男君 収 入 役 加藤 郎君

企画財政部長 長谷川暢男君 総務部長 山崎 彰君

市民部長 大貫松雄君 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 前田雅夫君

建設部長 伊藤正吉君 福祉部長 高野 隆君

水道部長 橋本栄蔦君 病院事務長 岩沢代吉君

教 =月間 長 長沢三郎君 教育次長 砂 川 雄 君

会議に出席した議会事務局職員の職氏名

局 長 佐藤 智 春 君 次 長 主方留春君

書 記 田中正美君 書 記 濃沼哲夫君

書 記 佐々木茂晴君 書 記 小林章雄君

書 記 斉藤令吉君

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 村上紀子君

昭和62年12月15日(火)

午前 10 時開議

午前10時9分開議

O副議長(中山基昭君) おはようございます。本日の会議を開きます。

ただいまの出席議員23名であります。

本日、議長所用のため、かわりましてその任務を務めてまいります。よろしくお願い

いたします。

お諮りいたします。

朝鮮籍女子高生への暴力行為の再発を許さないためにの件につき、一ノ瀬隆君から

緊急質問の通告があります。所定の賛成者がありますので、この際、緊急質問を日程に

追加し、発言を許すことに御異議ございませんか。

C 1異議なし」と呼ぶ者あり〕

0副議長(中山基昭君) 御異議ないものと認めます。

よって、一ノ瀬 隆君の緊急質問を日程に追加し、発言を許すことに決しました。

一ノ瀬隆君の発言を許します。

08番議員登壇〕

018番(一ノ瀬 隆君) おはようございます。貴重な時間に緊急質問の機会を当ては

めていただきましたことを感謝いたします。早速質問いたします。

去る12日の朝日新聞の夕刊に「チョゴリ姿にいじめ続出」の大きな記事がありました。

それより先、同じ12日の朝刊の朝日新聞によりますと、 111日の午前6時15分ごろ、日

野市日野本町四丁目で、民族衣装のチョゴリを着て登校中の、日野市に住む東京朝鮮中

高級学校高等部 3年A子さん(18)が、後ろから来た男に突然、ひもで首を強く絞めら

れ、首に2週間のけがをした。日野署は、障害または殺人未遂事件として捜査してし、る。」

とあります。この女子高生は 1週間前には「このスパイやろう」などと暴言を浴びせら

れているとも伝えています。

「チョゴリ姿にいじめ続出」の夕刊の記事には日野市のことが大きく取り上げられて

おり、さらに大韓航空機行方不明以降、愛知や神奈川など各地でイ以たようないやがらせ

事件が続発していることを報じています。

被害に遭ったのはいずれも民族衣装で、制服でもある、チマ・チョゴリ姿の女子中高

生だということです。暴力などとともに、朝鮮人死ね、お前もスパイかなどの言葉が浴

びせられていて、学生や父母の聞に不安が高まっているというものです。

この記事は、これらの被害として今月 2日の愛知朝鮮中高級学校の高校2年生の例、

翌 3日の同じく愛知県の中学3年女子学生の例、 5日の神奈川県で神奈川朝鮮中高級学

議事日程

日程第 1 

(緊急質問)

追加日程第 1

一般質問

朝鮮籍女子高生への暴力行為の再発を許さないた

めに

本日の会議に付した事件

日程第 1及び追加日程第 1
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校高校 1年生の例が報道されています。同じ朝日新聞によりますと、これらの事件に関

して、神奈川大教授で朝鮮近現代史研究家の梶村秀樹さんは、こう言っています。 I大

韓機事件の真相が定かではない中で、全く事件とは無関係の女子学生に無差別的に暴力

をふるうとは、とんでもないことだ。事件に北の共和国がからんでいると思わせるよう

な情報や、それをあたかも事実のように伝えた報道で、一部の日本人の心の底流に根強

く存在していた攻撃的な民族差別意識が呼び起こされたので、はないか。 Jと言っていま

す。

また、社会精神医学者で筑波大学社会医学系教授の小田晋さんは、 「会社にしろ学校、

家庭にしろ、日本ではあらゆる局商で、弱いものいじめが行われるが、まさに今回も、

欲求不満の解消の手だてとして、少数集団がスケープゴートにされたのだと思う。いず

れにせよ、日本人の最もいやな部分がし、ゃな形で出てしまった。」と言っています。

以上のような、数多い朝鮮女子学生の被害の中でも、 11日の日野での場合は特出して

います。強く首を絞められ、殺人未遂として捜査されているからです。他の例と違って、

殺人を目的としたかもしれないというところが、大きな事件だと感じるところです。

この事件は、日野市政に直接関係するものではありません。しかし日野市民、私はこ

の方も日野市に住んでいるれっきとした日野市民だと思っていますが、日野市民が日野

市の中でこんな被害に遭ったということは、市政に関係ないからといって、市として黙っ

ているわけにはいかないと思います。黙っていることはいけないことだと思います。市

としても、このような民族的偏見と差別を許すことはできない。そしてこの種の暴力の

再発を防ぐことに、最大限の努力をしなければならないと思います。

そこで質問をいたします。そのための、市長としての意思を市民の前に表明してほし

い。そのための、市としての何らかの方策を考えているか、検討する考えはあるかを、

市長にお尋ねしたし、と思います。市民の前に表明してほしいと言いましたが、被害のあっ

た日野市の市長として、日本国民の前に表明してほしいと思います。

以上、質問いたします。

0副議長(中山基昭君)

O市長(森田喜美男君)

一ノ瀬 隆君の質問についての答弁を求めます。市長。

日野市内の先日の出来事として、今、緊急質問に取り上げら

れた新間報道を、私も強い関心を持って知ったところであります。日野市とし、う、我々

の自治体が市民の安全確保のためにいろいろな行政展開をしているわけでありますし、

その市民が特に外国籍であったり、何か背景の社会情勢の立場におられる、このような

方々に対して、普遍的に人権を正しく守れるようにすべての努力をするということは、

-440-

大切なことだと思っております。人権問題として、なるべく効果のある手だてを考えた

い、このように、今、考えておるところです。

そして自治体の責任者としての意思表明を行ってそれを公にする、こうし、う要望もい

ただいております。あるいは民族的偏見や差別がありとすれるならば、そのことを人権

の問題として、責任のある市の方策を立てたい、このよ うに考えております。

昨日は情報に対応いたしまして、 警察の情報あるいは人権委員さんに対する要請、そ

して今後の日野市民の名誉にかかわるような悪質な事件が発生してはならない、このこ

とに強い関心を持って臨みたい、こう考えております。今のところ、そういうことでご

ざいます。

0言IJ議長(中山基昭君) 一ノ瀬隆君。

018番(一ノ瀬 隆君) 実はこの場所でもって、市長から先ほど言いましたように、

日野市民に対して、日本国民に対して、この事件に対してこう考える、こうすべきだと

いうことをはっきりと、堂々と述べてほしかったのでありますけれども、それは今のお

話だと今後さらに考えていくように感じましたので、ぜひはっき りと、大きく表明して

いただきたいことを要望したいと思います。

外国人、特に朝鮮国籍の日野市民のために、日野市は先進的な役割を果たしてきたと

思し、ます。指紋押捺拒否の問題もしかり、朝鮮人学校に行っている人の保護者に対して

の助成、そして在日朝鮮人を市の職員に採用するとしヴ市長発言など、日野市から他市

へと、その状況が発展していると聞いています。これらの他市を圧倒した施策に、自信

を持ってこの問題にも当たっていただきたいと思います。

民族的偏見と差別を糾弾し、このような暴力の再発を絶対に許さないために、最大限

の努力をお願し、し、たしまして、この緊急質問を終わらしていただきます。ありがとうご

ざいました。

0副議長(中山基昭君) これをもって、緊急質問を終わります。

これより日程第 1、一般質問を行います。

一般質問17の1、急速に進む高齢化社会への対応について問うの通告質問者、山口達

夫君の質問を許します。

(5番議員登壇〕

05番(山口達夫君) 議長のお許しを得ましたので、通告に従いまして、急速に進む

高齢化社会への対応について問うと題しまして、質問をいたします。

21世紀はあと13年で始まります。さまざまな社会的、経済的な変化が予想される中で、
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昨今特に高齢化、高度情報化、国際化等が緊要なテーマとして論じられております。今

議会では、一般会計の補正予算案の中で、高幡地区に市が特別養護老人ホーム建設を計

画していることが明らかになり、その基本設計費を計上しております。そこでこの機会

に、高齢化社会への対応について基本的な見解と、各部局の幅広い対応をお尋ねしたい

と思います。

日本人の平均寿命は年々延びておりまして、今年男性が75.23歳、女性が80.93歳と厚

生省が発表しました。これを経済的な商から見てみますと、年金開始年齢が60歳ですの

で男性で15年、女性で21年間年金生活に入ることになるわけです。また、年金支給開始

時であります60歳以上の人たちを、 20歳から59歳までの生産人口が支える比率は現在3.

8人に 1人、それが21世紀には2.5人に 1人になると言われております。人生80年への真

剣な対応を怠りますと、まさに福祉費の重圧が社会の大問題になる可能性があるわけで

す。

私は昨日の一般質問の中で、福島敏雄議員と市長とのやり取りを聞いておりました。

質問が私と重複するところがございますので、大変興味深く聞いておったわけですけれ

ども、ふと次の言葉を思い出しました。それは長野県にある、患者本位の病院として話

題となった篠の井病院の新村明院長の言葉で、すO ベッ ド数が310ベッド、職員361人のこ

の病院は、職員全員一丸となった徹底的な患者本位体制、つまり病院の都合を徹底的に

排して、患者の側に立った病院運営、そういう体制の確立を目指し、黒字経営をしてい

ることは、御存じの方も多いと思います。

論点がずれてきますので、具体的な経営の問題については、ありょう等については省

略しますが、なぜこのようなすばらしい経営ができているのかという 問いに対して、院

長は、一言で言えば偉大なる平凡と答えております。つまり、何か特別なことをやって

いるからよい病院なのではない。病院として本来やるべきこと、やらなければならない

ことをすべてきちんと実践していることがよい病院なのだと、こう話しておるわけです。

私は、この言葉に触れたとき、市政も同じではないのかなと直感いた しました。偉大

なる平凡、何か特別なことをやっているからよい行政なのではない、行政として本来や

るべきこと、やらなければならないことをすべてきちんと実践していることがよい行政

なのだと、こんなふうに置きかえることができるのではないでしょうか。

ここには一つの単純明快な、透徹した経営哲学があると思うわけです。幸い21世紀ま

でのこの十数年、まだ3.8人で 1人の老人を見るという状態ですので、社会的な活力は

十分旺盛と言われています。この機会を最大限に生かして、問題に正面から取り組んで

曲がり角を曲がらなければいけないのではないでしょうか。これらを踏まえて、具体的

な質問に入ります。

最初に、サービス提供主体の点ですが、特別養護老人ホーム、在宅福祉サービスは、

高齢化社会への対応の中で、老人福祉行政の柱であると思います。老人福祉行政におい

ては、民間によっても同一レベルの、そして受益者にとって同負担でのサービスが可能

であるならば、少なくともその柔軟な対応力と財政上の観点から、民間の活力を積極的

に導入すべきと私は考えますが、市長のお考えはし、かがでしょうか。

次に、これは昨日もまた福島議員との一般質問の中でいろいろと論議が交わされたと

ころですが、福祉の有料化の点ですが、老人福祉行政について、受益者たる市民から費

用を負担してもらうべきか否かについての、基本的な見解を伺います。

中野区では昨年9月に福祉審議会を発足させたと聞いております。区の財政負担をふ

やさずに福祉サービスを充実させる施策体系を63年秋をめどに提言してもらう、そのよ

うに聞いております。すなわち、福祉は無料という長い慣行となっていたこの原則は、

21世紀の高齢化社会にあっては逆に例外となるのかどうかであります。

この問題は大変大きな問題として、当然全庁的な検討が行われなければ難しいと思い

ます。今までにどのようなことを検討なされ、また市長はどのようなお考えを定められ

たのか、昨日の質問と重複する点がございますが、市長の御回答を求めます。

第 3に、高齢者の生活基盤の点です。昨年春に行われた東京都の高齢化社会に関する

世論調査結果によりますと、仕事をしたし、人というア γケートの結果、 72.3%の人が回

答を寄せているようです。それは働くことが刺激になるからだという50.5%と、生活費

のためという43.3%の人によって回答が寄せられたそうです。先ほど申し上げました年

金の需給以後において、どのような生計モデルを市ではお考えになり、そしてそれをど

のようにして支えたらよいのかについて、行政が携わるべき部分を御検討しておられる

ようでしたら、それをお答えいただきたいと思います。

第4に、生きがいの創造の点です。昨日、生涯学習について馬場繁夫議員より公民館

との関係でるる御質問がございました。私は、不十分な答弁であったなという感を免れ

ないわけですが、もう一度生涯学習、あるいは生きがし、という点からどのようにお考え

なのかを質問し、たします。

日野市基本計画、策定の方向15ページにおいては、大学との連携を保ち、市民大学を

創設する方向にあるように書かれておりますが、もし具体的な部分がお決まりでしたら

お教えいただきたい。
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以上、よろしくお願いします。

0副議長(中山基昭君) 山口達夫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) 高齢化社会に向けての、我々行政の果たすべき役割等につ

いての御質問がございました。

まず第 1点の、今後の高齢化社会における高齢者に対する福祉サービスの提供主体に

ついて、御質問がございました。これについては、私どもは必ずしもすべてを行政でや

るべきだというぐあいには考えておりません。もちろん行政が受け持つべき部分、これ

はかなりの部分があると思います。例えば国によってはナショナルミニマムの部分を受

け持ち、または市の行政においてはシピルミニマムの部分は受け持つ、こういうような

形でやはり受け持つべき基本的な生活部分、あるいは生活基盤的な部分はやはりシピル

ミニマムとしての行政の役割ではないだろうかと思っております。

その中で、特に基本的な問題といたしましては衣食住の問題、要するに人権の基本的

な部分については行政が基本的に受け持つべきではないだろうか、こういうぐあいに考

えております。

それで特に最近の高齢化の中で、老人の生活全体の中での所得保障の問題、生活の所

得の問題、これについてはやはり年金の占める位置が大変大きい、これは社会保障の観

点で、基本的には国が受け持つべきであろうと思いますし、また住宅の問題、この問題

についても昭和40年までくらいには、かなり公共住宅等も建設されましたし、その後の

持ち家制度の展開によりまして、高齢者の家に対する執着と言いますか、それについて

はかなり大きいものがあるように思います。またこの住宅を持たれている70歳以上の比

率はかなり高いと聞いております。しかしながらそれの住宅の保障されていない部分に

ついての住宅の保障の問題は、今後の大きな課題ではないだろうかと考えているところ

でございます。

また処遇につきましても、基本的に生活が家族によって支えられている聞はよろし ゅ

うございますけれども、ひとり暮らし者が機能低下等によりまして職が損なわれる、あ

るいはなかなか本人での自立的な問題が自立的に処理ができないとしみ場合には、行政

として何らかの手を差し延べる必要がある、こういうぐあいに考えているところでござ

います。

今後老人がふえる中で、老人のあるべき姿、これについては基本的に老人が自立して

し、く、これをやはり基本的に考えてし、く、自立できるような条件をどうつくっていくか

ということが行政の役割ではないだろうかと考えております。自立と申しましでも、腰
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の立たない老人を杖でたたいて立たせるということではございませんで、結局ただ手は

差し延べていくということで、行政が自立を支えていくと、こうし、う形で、私どもは行

政の役割は自立的な老人をいかに支えていくか、そこに基本的な視点を置いて行政は展

開していくべきだろうと思っているところでございます。

いろいろと老人の、今までは愛される老人、あるいは敬愛される老人ということでの

老人像が描かれてまいりましたけれども、やはりしっかりと社会的に一定の連帯を持っ

て生活してし、く老人の姿を、今後理想的に求めていくべきであろうというぐあいに考え

ているところでございます。

その中で、行政だけでいろいろな問題を処理するとい うことはなかなか難しゅうござ

いますし、財源的な意味でも一定の制約がございます。そこで我々といたしましては、

市民または民間の協力を得ながらいろいろな事業を展開していくことも、今後の大きな

課題であろうと考えております。

特にボラソティア、具体的には日野の場合には日社協にボラソティアセンターがござ

いますけれども、そういう方々の、市民の積極的な社会参加、その中での協力を得ると

いう問題、また福祉の面での福祉法人、あるいは民間の積極的な企業の御援助等も得な

がら、今後ともやはりいろいろな仕事は展開できればしてし、く。特に社会福祉法人等の

力量というのは、最近高齢者の問題についてはいろいろと蓄積されたものもあるように

伺いますので、そういう方の、そうい う民間の力等も十分に活用していくということを

考えていかなきゃならないだろうと思っております。

日野市といたしましては、社会福祉法人といたしまして福祉事業団を設置しておりま

すし、これはいろいろ御批判もあると思いますけれども、あくまで所属すべきところは

民間的な部分で活動してもらう、こういうことでございます。市の受け皿として、受託

組織という形で東京都は考えているようでございますけれども、社会福祉法人でござい

ますが、これらの活用も今後も十分にしながら、また民間の協力を得ながら、高齢者社

会に向けてのいろいろな施策は補完していくということが必要だろうと思ってお ります。

また有料、無料の問題で御質問がございましたけれども、基本的に私どもは今まで福

祉は無料という考えの前に立っております。しかしながら、現実に年金あるいは一定の

所得保障がされることを前提にいたしまして考えた場合には、 一定のコス トは負担して

いただくということも、今後考えていくべきではないだろ うか。今後の問題といたしま

しては年金制度、あるいは所得保障の問題の今後の発展の中で、有料の問題というのは

福祉の中で十分に取り入れて考えていくべきではないかというぐあいに考えております。
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また 3点目の年金受給後の老人のモデ、ルについての御質問がございましたけれども、

確かに現在の60歳の定年後の老人、特に75歳前後の御老人、これはヤ γグオールドと言っ

ておりますけれども、ヤソグオールド部分の老人の活力はかなり高まっておりますし、

それぞれやはりいろいろな社会的な貢献を していただける期間でもございますので、そ

ういう方々の社会的な参加あるいは労働等によって、社会の富を築いていただくことは、

大変重要なことだろうと思います。

大体年金が60歳からあるいは65歳からいただけるということでございますけれども、

この年金によって取得される部分というのは、総生計費の中で大体6割程度じゃないだ

ろうか。あとの 4割は何らかの労働によって所得を得ておられる、こうしづ状況ではな

いかと思います。したがって、働ける間は働 くとい うことは一つの生きがし、になってい

るということとあわせまして、生活を支える一つの糧として、労働の問題というのはか

なり重要な問題じゃないだろうかと思います。ですから老人の中での今後の施策では就

労の問題、この問題は大きな課題であろう。就労をどのように支えていくかということ

が、私どもとしては重要な課題だと思います。

また働けなくなった後の社会的な援助、ソーシャルサービスについては、行政なりあ

るいはその他の民間的な援助をして差し上げて、何とか自立的な生活ができる間はでき

るだけしていただく、こういう配慮をしてし、く必要があるのじゃないだろうかと思いま

す。

その他、 4点目については、私の方からお答えする よりは教育の方がよろしいと思い

ますので、よろしくお願いします。

0副議長(中山基昭君) 教育次長。

0教育次長(砂川雄一君) 市民大学の創設のことに関係しての御質問でございますが、

現在、社会教育あるいは公民館を中心にして、市民生活の必要から求められる内容のも

の、あるいは市民、そういったものを含めていろいろな講座類を開催をしております。

一般的に言うと、カルチャーセンター的な内容の事業というのが中心になるかと思いま

すが、そのほかに御老人を対象にした寿大学というような事業も行ってきているわけで

すが、こうした事業というのは今後もますます必要になってくると思いますけれども、

そこにとどまらず、やはり全体として高齢化をしていく中では、これは皆さん既に御承

知のとおり、 5歳年齢別の人口階層のピラミッドをつくってみますと、最近はし、わゆる

釣り鐘型になってきている。ということは、一番働き盛りの40代前後が人口構成の中で

は一番大きなウエートを占めている。これは21世紀に入りますと、大体その人たちが60

歳以上の高齢にみんななってくる、そういうことを示しているわけでございますので、

単に現在の例えば65歳以上の高齢者だけを対象にして、生涯教育なら生涯教育というこ

とを考えていたので、は、やはり不十分だろうというふ うに考えております。

ですから、現在一番社会的に中心的な働き手となっている部分を含めて、全体として

の生涯教育としヴ問題をやはり考えてし、くために、現在の体制をさらに一歩進めて、体

系化も進め、さらに総合化も進めた形で、考えていくのが一つ市民大学、あるいはコミュ

ニティカレ ッジという内容になって くるのではないかというすうに思っております。

具体的な内容については、今後詰めていかなければならないというふうに思っており

ますが、そういったものが必要になってくるのは、一つは社会的には人口の高齢化が全

体として進んでいく中で、民間企業の場合でも定年延長としヴ問題もあるいは問題になっ

てくるでしょう。そういった場合に、企業内の再教育ということも起こってくるでしょ

うし、それから中高年齢層の転職だとか再就職のための技術教育とか、あるいは定年後

の社会参加のための教育、こういったことも当然、大きな問題になってくるわけでござい

ます。

現在の産業構造というのは、非常に第三次産業の従事者が増加をしてきている。東京

では特に経済のサービス化、ソ フト化、情報化というのが非常に進んでいると言われて

いるわけです。都民の従業者の 3分の 2は第三次産業に従事をしているというふうに言

われているわけです。その第三次産業の労働というのは、内容とか形態、労働時間帯、

極めて多様になっている。そういうふうに都民の就業形態が大変複雑化をしているわけ

でございます。

そうし、ったような要求にこたえていくために、やはり生涯教育とし、うのが非常に大き

くクローズアップされてきているのだろうというふうに思うわけでございます。ですか

ら、 こうした状況下で考えていくには、従来の枠を超える新しい発想のもとに計画を考

えていかなければならないということで、市民大学というのは一つの目標として掲げて

あるわけでございますが、まだこれを実行するためのいろいろな手段、準備については、

今後十分に詰めて、遠くない将来、そういったものに実行に移れるようにしていきたい

というふうに考えております。

以上です。

0副議長(中山基昭君)

O市長(森田喜美男君)

市長。

大体理念的なことが答えられたと思っておりますが、昨日の

質問に対しまして、高齢化社会に向かう老人福祉行政の体系、これがいずれ正面の課題
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に対します対応手段として、体系的に考えておく必要がある。そのことに今、日野市老

人福祉協議会、審議会と同じような趣旨ですが、設問をして、答申をしていただこう、

こういうことを行っておると申しました。それが出でくるのを待っているというよりも、

我々も進んでまた行政の体系について当然考えなければなりません。

健康老人に対する生きがし、ないしは健康増進の手段、社会参加、これが 8割くらいを

占めれば一番し、し、割合になることではなかろうか。それから不幸にして生活機能に支障

が出た、あるいは衣食住に対して満たされていない状況がある、あるいは寝たきりになっ

てしまって人手の介護を必要とする、もっと別の進み方では痴呆性という状況の中で、

なかなかお守りが難しい状況もある。いろいろなケースが存在するわけでありますから、

基本的にはやはり人権尊重の立場、あるいは生命を尊重する立場、こう いうことで考え

ることであると思っております。

今やっておりますことを昨日も一応お答えをしたわけですが、例えば日野市社会福祉

審議会、日社協ではし、わゆる基本的な地域福祉として、ボラソティア活動の分野を幅広

く担当していただく、これはもちろん無償が条件ということになるわけでありますが、

多少有償、有料の部分も含んでおかないと、無償の方針にのみ依存していては用を満た

さないということもあろうということで、在宅福祉ケアの発想、を今、進めつつあります。

軽費老人ホーム、あるいは特別養護老人ホーム、これらも必要な施設として、施設化

の課題に取り組む必要があると思っております。それらを正面にそれぞれ対応できる、

そういう行政の組織をっくり上げる。国の担当される部分、あるいは都道府県が広域的

に受け持たれる部分、とりわけ市町村が自分たちの地域社会の問題として、市民と一緒

になって取り組む部分、こういうそれぞれの分担が成り立つ、このように考えられます。

今、それらをまずこ有効に、継続的に行うためには個人負担の問題、あるいは行政の中

のまた財政の問題、こういうことも適切にと言いましょうか、一方には困窮状態には無

償の原則、それからある程度有償で、需要と供給の関係を地域社会で成り立つようにっ

くり上げてし、くということもむしろ重要な課題だ、とこのように考えるわけであります。

福祉公社としヴ、いわゆる第三セクター的なやり方もありますけれども、我々はもっ

と切実に、福祉事業団という姿で、行政が相当の部分の責任を先頭に立って受け持ちな

がら、しかも地域のいろいろな善意や理解を参加していただける、そういう仕組みがい

わゆる在宅ケアという関係で必要だという考え方を持っております。

そういう高齢化社会におきましての老人福祉のニード、それにまた真正面から対応で

きます行政の組織、こういうことを真剣に考えるべき時代でもありますし、現実の課題

として取り組んでおるということであります。とりわけ御指摘の中の経費負担、財政の

問題は、長期に安定させるためには重要でありますので、そういう分野にもなお自分の

能力で負担ができる、あるいは行政に余り頼らなくてもやれる、それが一番よろしいわ

けでありますけれども、そういかない部分が行政対応、取り組みになってし、く、こう思っ

ております。

日野市では、比較的早く理念的な老人憲章ということを定めまして、その考えを貫く

ものはこれからの高齢化社会にも十分理念たり得るというふうに思っております。なお

一方にいわゆる就業の関係、所得を得る手段、こういうことには高齢者事業団をもっと

組織化、発展を図りまして、そして自主的な経営にも取り組める、こうし、うことがまた

一方にはそれが地域社会に貢献していただける、こういう分野にも大き く力を注ぐべき

だ、このように考えております。

高齢者事業団につきましては、生活 ・保健セ γターの中の生活セソタ 一部分に事務所

を置くということ、福祉というよりもこれからは勤労対策の一つ、就労対策のーっとい

う位置づけに発展をする必要があると思っております。高速道路のいわゆる!日庁舎に近

い、生活保健セソターに近いところですが、今、高速道路の下を借りまして高齢者事業

団セソターといえる、作業ができたり何か仕事がし、ろいろと発展できる、こうし、ぅ建物

を建てようというふうに認可の申請を行い、およそめどが立った、こういう状況でござ

います。

いろいろ質問にもっと答えなければならぬところもあるかもしれませんが、かなり模

索的な部分もないわけではありません。新しい社会に対応する未知の分野でもございま

すので、いろいろな意味でもっともっと勉強して、時代にこたえられる、こういう努力

をする必要があると考えております。

0副議長(中山基昭君) 山口達夫君。

05番(山口達夫君) 最初の第 1点のサービス提供の主体の件なんですけれども、ど

うも福祉部長のお話もよくわからないというか、総論はわかるのですが、具体的なこと

は全然、わからない。私は民間で同一レベルの、同負担のサービスが行われるのだったら、

それを積極的に活用すべきではないかと開いたわけです。しかしお話しになった結果と

いうのは極めて総論的なところで、その結論は出していただていないわけです。これは

結論がないわけですか。

0副議長(中山基昭君) 福祉部長。

0福祉部長(高野隆君) 御質問の趣旨は、同じサービス提供であればむしろ民間の
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0副議長(中山基昭君)

05番(山口達夫君)

山口達夫君。

もう少し具体的にお開きしますが、実はこの問題は特別養護老

それで私、東京都へ行っていろいろと聞いてまい りま したけれども、これは福祉部長

にちょっとお聞きしたいのですが、今、特別養護老人ホームというのは東京都の中でど

れくらいあるのでしょうか。そしてその中で市が、 あるいは東京都、区が直接経営にタッ

チしている、公社という形をとるにしましても、そういう例が幾つございますでしょう

か。そして今後倍増するというよ うなお話も聞いておりますけれども、その倍増の中に、

また去年十幾つの特養老人ホームが認可されましたけれども、その中に幾つ、市が直接

絡んでいるものがありますか。一一それでは後ほどお答えをいただくこととしまして・一

・(1"責めろ、責めろJ 1"答えられないのじゃ休憩だよ」と呼ぶ者あり)

0副議長(中山基昭君) 福祉部長。

0福祉部長(高野 隆君) 現在、私どもの手元にある資料でお答えをするわけです。

ちょっと都内の特別養護老人ホームの数について、計算しませんとわかりませんですが、

かなりの数があるように思います。ちょっと正確には存じておりませんので、後ほどこ

の資料によりまして御報告したいと思います。

それから先ほどの御質問の中で、昨年十幾つの特別養護老人ホームが設置された中で

方がし、し、のじゃないか、こういうことかもしれませんが、私どもは必ずしもすべて民間

でお願し、をするということがし、いとは考えておりません。市が、行政が受け持つべき部

分、これについては行政がきちんとやはり対応していくという ことも必要であろうと思

います。

民間のエネルギーという形でお考えになっておられる部分というのは、社会福祉法人

何がし、こういうような部分だろうと思いますけれども、このような部分はあくまで公

共的な団体として位置づけられておりますし、私どもはあくまで公共的な形で、そうい

う方の御協力ということを決して断るわけでもございませんけれども、基本的にやはり

行政の果たすべき役割は、先ほど申し上げたシビルミニマム的なところではやはりきち

んと対応すべきであろうというぐあいに考えております。

人ホームの高幡地区での建設ということに絡んで、私、質問をさせていただいているわ

けですけれども、 一般会計の補正予算の関係で厚生委員会で後ほど御議論になると、委

員の方々の英知が結集されるわけですので、そこの部分に踏み込むわけではないのです

けれども、市長、先ほど福祉事業団、福祉公社じゃなくてもっと行政が責任持って、自

分の能力で頑張るのだというような御発言ございましたけれども、やはり全部日野市が

できるのであれば、高齢化社会への対応をどうするかというようなことがしきりに問題

になるわけないわけです。

それでいろいろな市で、それぞれその財政との関係を非常に悩まれて、アイデアを練っ

ている。どういう政策をとろうかということで、非常に皆さん御苦労なさっている。そ

れは単に市長一人の頭ではとても処理できるほどの生やさしいものではない。各部局を

それこそ動員して考えなければならないということで、私はこの特養ホームを出したと

いうことは、その背後に各部局での真剣な討論があったはずだと思ってお聞きしている

わけなんですけれども、具体的なお話がほとんど出てこないので、あるいはこれは何の

議論もなしに出たのかな、そんな疑いすら抱かざるを得ないわけです。

幾つかの例を、それでは申し上げます。

例えば基金を創設するやり方で福祉に対応する方法はどうだろうかというふうに検討

している市がごさいます。またあるいはこれは在宅の関係で、日野市でも今、検討して

いるキップの問題、そのほかに特別養護老人ホームに関 しては直接市が手を出してやる

ということが本当に大丈夫かについて、かなり多くの市が心配を している。

の、市の直営的な施設はどうかというこ とでございますけれども、それについても私は

東京都から直接聞いておりませんのでわかりませんが、方向としては最近直営的な区営

とか、そういうのが若干出てきておる。あるいはこの前ちょっとこの議会で御報告しま

したが、台東区では福祉事業団運営による特別養護老人ホームができてきている、この

ような方向で、 今まで東京都は比較的特別養護老人ホームの設置については、全国レベ

ルではおく れていた部分で、ございます。特に関西部分、これについてはかなり先行して

おりまして、かなり公立があるというぐあいに聞いておりますが、東京都については今

後公立も若干ふえてくるのじゃないだろうか、こういうふうに思います。

0副議長(中山基昭君) 山口達夫君。

05番(山口達夫君) この件については、正確な資料をまた後ほどいただきたいわけ

ですが、我々はこれは大変大きな、 10億という予算がかかっているものを、ここで基本

計画、基本設計に入ってしまいますと、もう戻ることはできないのですよ。ですから、

戻れないものを出発しようというときに、 10億のものを始めようというのに何の概要も

示さずに、文書もなしに我々に検討を求める、これでは私たち十分な議論ができないわ

けです。

そこでこのサービス主体についてお聞きしたのは、少なくとも同じレベルの特別養護

老人ホームであれば、特に福祉事業団だからよい、民間の社会福祉法人だから悪いとい
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うことはないというぐあいに思うわけです。市の場合であればどんどんお金をかけられ

るという部分があるいはあるので、経営を無視することができる部分があるので、それ

はよりよいものができるかもしれないけれども、少なくとも法に適合したものについて

は、社会福祉法人で十分対応できるわけです。

そこで私はまず、そういったものでできないかどうかについてどの程度検討している

か、それが大事だと思うのです。それでサービス主体についてのお話を聞いても非常に

あいまいもことした御返答しかないので、これをもし社会福祉法人でやるとした場合、

一体どういうところから手をつけたらし、し、のだろうか、こう考えるのが行政として当然、

の方向ではないかと思うのです。

そこでお伺いしますが、せんだっての質問でも私、少ししたのですけれども、仮に今

ここに坪50万の相続税評価額の土地があるとして、それを3∞0坪、 1町歩、これだけ持っ

ていますと、相続課税額というのは、おおよそですが、大体15億円になるわけです。そ

れで5億円以上については税率は75%なんです。そうすると、 5億円を超えた10億円に

ついては 7億5000万が税金なんですよ。そうすると、せっかくある財産であっても、今

の相続税制度の中ですと、かなりの部分を税金という形で社会に戻すというか、そうい

う体系になっているわけです。

そこで考えられるのは、また多くの他の市の特養老人ホームで経営者になっている方

が、やはりこういうことも一つ考えてなっている方も多いわけですね。ですから、今こ

ういった考え方から可能性が出てくるのは、市街化調整区域を持っている方の中で、特

別養護老人ホームをやる方はいないかどうかなんですよ。それで市街化調整区域は都市

計画法の29条でしたか、社会福祉施設として別に開発行為の許可が要らないわけです。

ですから非常に仕事もやりやすい面がある。また国とか都が一緒になりますと、これも

当然、開発行為は要りませんので、一緒になって何かの施設を合わせれば、かなり大きな

仕事もできるわけです。だからとりあえず行政としてまず目をつけるのは、今、特別養

護老人ホームをやりたいという人が市長のところに来たかどうかじゃなくて、こういっ

たようなことを前提にして、市長がそういう人に働きかけることなんです。

なぜならば、特別養護老人ホームというのは非常に難しい。経営が果たして成り立っ

かどうかの問題、今言ったように寄附行為で何億円の財産を出さなければならない、そ

の問題、それからその後の経営権の問題、非常に難しい。だから最初から特養のことを

よく知っている人というのは非常にまれなわけです。そこで市の方がどうしてもやりた

い特別養護老人ホーム、これは市民の非常に大きな要望もあります。やるとしたら 1年

でも 2年でも早く手がけて、そういう人を探し出す努力が要るのじゃないでしょうか。

O副議長(中山基昭君) 市長。

0市長(森田喜美男君) そういう考え方も、八王子のような広い調整区域、あるいは

丘陵地、まだ未開発の地域を持っているところでは、八王子というよりもも っとずっと

遠方ならばあるかもしれません。日野市内に現実に調整区域なり何なりの未利用地の持

ち主で、そういう事業が考えられたとしヴ情報も持ちませんし、場所としてもない、そ

うし、う結論であります。日野市内にぜひ欲し¥.，、。そのためには日野市が持っておる利用

のできる場所を使うというのが、到達できる最善、第一番目の課題だ、とここ二、三年、

いろいろの施策の結論として到達をした、そういうことであります。

今、なるべくならば民営の形の社会法人の人格を持つ機関にということは結構だと思

いますから、私はやはり一つの現実の状況をいっときも早く打ち出すためには、日野市

として一番可能な手段、行政の力でやれるところをまず切り開いて、その経営について

はこれからの課題としていろいろ知恵を絞りたい、いわゆる公設民営というふうに説明

をしているのはそういうことであります。

0言Ij議長(中山基昭君) 山口達夫君。

05番(山口達夫君) 今、市長は 2年ほど前から検討されて決断したというお話でし

たのでお伺いしますが、日野市基本計画、施策の方向で、それでは特養の件はどうなっ

ているのかというのを見ます。これは第 1章の 2ページに書いてある。このように書し、

てあるわけです。

特別養護老人ホーム設置促進、家庭での云々、その設置方法、運営方法については検

討を進め、設置の促進を図ります。こう書いてあるわけです。しかしこれだけ読みます

と、これを日野市が今年度の予算で出すということ、 2年前に検討していたら、私はこ

うし、う言葉にはならないと思うのです。市民がこれだけ渇望しているものを市長がおや

りになるというときに、こうし、う表現は絶対出てこない。

もし 2年前からやっておられるとしますと、私一つ疑問に感じるのですけれども、 2

年前からやっておられて、みずからひとつもさそいかけはしていないとし、う、これまで

の御答弁、いろいろお話を聞いてみますと、自分のところに来た情報は調べた、こうい

うお話以上には御答弁ないわけですね。ですから、どうやれば民営でできるかというこ

との工夫というのは、余りなさっていないのじゃないだろうか。私は特別養護老人ホー

ムは運営費で、つくった後もかなり大きな、市に負担が出てくる。これから先下水道も

ある、区画整理もあるということで、大変大きな財政需要を抱えている中で、できるこ
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とならば、民営でできるものは民営でしておいた方が、市にとってもいろいろとプラス

が多いわけですね。ですからそのことは十分に御検討なさっていると思うのですけれど

も、どうもお話を聞いていると、その辺のところがしっくり出てこないのです。

それでは、 2年前から検討されているということで福祉部長にお聞きしますが、この

特別養護老人ホームをお建てになると、先だっての質問ではお答えいただけませんでし

たけれども、 2年前からということでお聞きしますが、どのくらいの運営費がかかり、

日野市が負担する運営費はどのくらいなんでしょうか。ケアセγターも含めてお答えく

ださし、。

0副議長(中山基昭君) 福祉部長。

0福祉部長(高野 隆君) 運営費の御質問がございましたので、すが、運営費につきま

しては、現在どのような建物をつくるかとしヴ検討をしておりまして、運営費について

の検討はまだし、たしておりませんので、ちょっとお答えいたしかねます。(1"何を言っ

ているのだ、何をJ 1"怒れ、怒れ、ちゃんと怒れよJ 1"全く思いつきじゃないかこれは」

「やめだ、やめだ」と呼ぶ者あり、その他発言する者多し)

0副議長(中山基昭君) 山口達夫君。

05番(山口達夫君) お答えがどれもこれも不十分なので、私はここで休憩をして答

弁を求めたいと思うのですが、議長にちょっとお諮りをお願し北、たします。

( 1"そうだ、おれたちは不規則だけれども、発言者はちゃんとやってください

よ」と呼ぶ者あり)

0副議長(中山基昭君) 不規則発言を少し慎んでください。福祉部長、再答弁。

0福祉部長(高野 隆君) それでは、ちょっと私どもの方で今、精細に計算をしてい

る段階でございますので、細かし、数字が申し上げられないのが実情でございますけれど

も、概略この前私の方でお答えをした、本会議でお答えをしたのは、ラ γニソグコスト

で特養部分が約4600万くらいの持ち出しになるのじゃないか。これはあくまで概算でご

ざいますけれども、総額 1億8000万のうちの約4分の lくらいが、市町村立の場合には

市町村の負担になる、こういうことでございますので、その部分についてはやはり市の

負担になるのじゃないだろうかと思います。

それからその他、私ども今、概算計算中でございますけれども、サービスセソターの

方の経費は大体5000万程度以内だろう。そのうちの約4分の lということで、約1200万

くらいは自己負担、若干それについてはまだ検討中でございますので、サービスセソター

の中身について、今後詳細に決まればこのラソニソグコストは計算できるわけですけれ
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ども、現状ではやはり概略、モデルになっておりますサービスを実施するということで

すとそのくらヤ、そういうぐあいに考えておりますので、総、枠、大体私どもは5500万く

らいの負担が生ずるものだろう、こういうぐあいに考えているところでございます。

山口達夫君。0副議長(中山基昭君)

05番(山口達夫君) 例えば、我々市民が自分の家をつくるときのことを考えますと、

家をつくってからどれだけその後経費がかかるかわからないで家をつくる人はいないわ

けですよ。やはり市民の貴重な血税を使うわけですから、当然そこまで、すべて整えた上

で提案するのが私は常識だと思うのです。出しておきながら、そこはまだ計算中だとい

うのは一体、計算というのは議会始まってからもうかなりたっているわけですから、と

いうことは、個別的にどういう機械、器具を入れるのか、じゅうたんはどういう形にす

るか、どういう色にするのか、そういったような形、基本設計ですからそこまではいか

ないでしょうけれども、基本設計を委託する側では、その前に腹づもりがなければおか

しいわけですね。全部ぽんと渡してしまって、し、し、ものをつくってくださいよ、こんな

無責任なものはないですよ。なぜなら、基本設計を受ける側は商売なんですから。より

大きなもの、よりし、し、ものを提供するわけです。ですからその前に、我々とすればこれ

だけのものを、こういうことをやりたし、のだ、これだけのものを欲しいのだ、しかしこ

のくらいの予算にしたし、のだという腹づもりがなければおかしいわけですよ。その腹づ

もりで基本設計を出すから、基本設計の金額が決まってくるわけでしょう。この800何

がしとし、う基本設計の費用というのはどこから出てきたので、すか。

それでは、お伺いします。

0盲Ij議長(中山基昭君) 福祉部長。

0福祉部長(高野 隆君) 今回の補正予算にお願いをしておりますのは、総体の工事

の中で設計費を概算、算出いたしますけれども、その基本になりますのは大体私どもと

しては最大限2500から3000くらいではないだろうか、こういうことで考えておりますの

で、その最大限のところで計算した数値をもとにいたしまして積算した工事費に、一定

の率を掛けたものが800万ということでの計算でございましたので、 848万7000円の設計

費ということでございます。

今後、明確な設計図ができた段階で恐らく工事費の積算は明確になるであろうという

ぐあいに考えております。

O~IJ議長(中山基昭君) 山口達夫君。

05番(山口達夫君) 私は、議会の場というのはやはり私たちそれによって決めれば
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もう動き出すわけですから、非常に慎重に検討させていただきたい、こう思うわけです

けれども、今のお話ですと、やみくもに出てきているという感が否めないのです。

私はこれだけしつこく言いますのは、先ほど来申し上げますように、また各議員がし、

ろいろな形で御質疑ございましたように、これから先にかかる財政の硬直化への道とい

うのは、私はかなりそういう方向の可能性が高いと見ているのです。この後の問題で財

政の関係はお聞きしますけれども、今、区画整理の事業の繰出金が特別会計で、一般会

計から出ているのが14億8930万8000円、これは61年度の決算額、下水道の事業の繰出金

が11億2098万30∞円、これで両方で26億のお金が繰り出されているわけです、 61年度決

算で。これがこれからどこまで続くかというと、これは 1年、 2年でとどまるものじゃ

ないわけです。ますますますます大きくなるしかないわけです。なぜならば今、下水道

事業は11.8%しかできていなし、。これを60%までの目標にどんどん進めるとしましたら、

20年と考えてみたって、こんな金額で済むわけないわけです。だから真剣にこの財政の

問題、考えなきゃいけないのだと私は思うのですよ。

そのときに当たって、市民が要望しているということだけで、そういう形で計画をぶ

つけてくるのでは、検討が不足しているのじゃないか。どうしてもこの検討については

全庁的な検討と、さらにいろいろな議員を入れるとか、あるいは市民を入れるとかし、っ

た全市的な検討もあわせてやらなければ、この形ではとても心配でいけないですね。

今までお聞きした中で、どうも聞いていてもびしっと来るものが何もない。私は市長

が一生懸命市民の要望に対応するために御努力をしていることは認めますけれども、ど

うもいまひとつ、市長一人で、考えてやっているのかな、 ( Iそのとおり」と呼ぶ者あり)

私は、その感を非常に強くするわけです。

聞いても開いても結論が出ませんから、先に進まなくて弱っちゃうのですけれどもね。

それでは特別養護老人ホームの件につきましては、今後また継続的にお聞きしなければ

いけないと思うのですけれども、時が迫っているのです。今議会で出て、今議会で予算

をやらなければならない、それで今、質問しでも何だかよくわからない。私たちはどう

したらいいのだろうか、こういうふうになっちゃうわけですね。やはり私たちは議会の

中で300億というとてつもない大きな予算の審議をしているわけです。しかし私たちは

やはり市民の立場になれば、 1万、 2万の感覚でこれを論議しなければいけないのじゃ

ないかと思うのです。市民にとって、 1万円の問題が非常に大きな問題があるから、こ

の福祉の件につきましても有料か無料かというのが大きな問題になるわけです。一方で、

1∞0万とか 1億とかいうお金が論議もなしに出るとしたら、私たちは市民に対してどう

いうぐあいに説明ができますか。

総論的な言葉は非常によくわかるのですが、具体的に細かい煮詰めは一人では絶対で

きない。総論はトップが考えることかもしれない。それだから、総論はきれいにできて

いると思うのです。だけれども、それを具体的に階段をおろしていって、現実の地べた

にまで階段をおろすためには、非常に多くの人たちの検討が加わらなければおりないわ

けです。だから突然理念があって、突然地べたがある。間が何もない。これでは、実際

に始まってもいろいろな問題が生ずるのではないか。

一つ一つの点について十分に検討するとしましたら、今言った特養ホームだけのこと

じゃなくて、そこに接続する道路と、さらにこの間我が会派の高橋 徹議員も質問しま

したけれども、二番橋との関係はどうなるのだろうか、あの周りの生活環境との関係は

どうなるのだろうか、いろいろなことがまだ明らかにされていないわけです。やはりそ

ういった面で、私は再度御提案申し上げるわけですけれども、ぜ、ひとも検討委員会をつ

くられて、検討委員会で検討した上で提案をされることを御提案します。

福祉の有料化の問題点について、続いてお伺いします。

先ほど基本的には福祉は無料だ、所得保障があれば経費は出してもらう、こういう考

え方だというお話が出ました。私はこれは従来からの福祉の考え方だな、こう思うわけ

ですけれども、これでいきますと、福祉というのは生活困窮者に対して行政が手を差し

延べる、その範囲に本来はとどまっているのだろうな、こう思うわけです。今やろうと

することは、そうではなくて、家族関係がだんだん変わってきましてひとり暮らし老人、

お金もある、住まいもある、だけど周りに面倒を見てくれる人が少ない、あるいは老夫

婦で片一方の御主人なり奥さんなりが寝たきりになってきたと、こういうぐあいに昔と

は違って家族関係が変わってきた、だから行政もそれに応じてサービスをしていかなけ

ればならない。こうなりますと、所得が少ない者に対しての手当てという考え方では対

応し切れないだろう。だとすれば、いっそのこと、どちらが多いのだろうかという発想

をしなければいけないのじゃないか。

もし有料でもそのサービスを望む人の方が多いのであれば、原則有料を打ち出すこと

によって、行政が積極的にそれに取り組む必要があるのじゃないか。そしてそのときに、

より効率的な方法をするためにはどうするか、これも一人の頭ではとても考え切れるこ

とではない。多くの方の知恵を、検討を必要とするのではないかと思うのです。

私は、各市の対応を見ていますと、本当に心が熱くなるのです。やはり財政の問題を

十分念頭に置きながら、いかにして市民に幸福と安らぎを与えようかと努力をしている
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姿が、新聞報道の中で如実にあらわれている。ですから、今までと違って、考え方に変

化を持つべきではないかなというのが私の質問の要旨だったわけですけれども、相も変

わらないお答えだったものですので、少し具体的に質問をいたします。

これは総理府の調査のようですが、 50代、 60代においては一一これは雨接ですか、意

識調査をしたわけですけれども、いろいろな答えがあるわけです。自分や配偶者が寝た

きりになること、これは68%不安だ。夫や妻に先立たれること、 31%の人が不安を感じ

ている。経済的な基盤がしっかりしていないこと、 21.5%不安だ。このように不安のし、

ろいろな結果があるのですが、その半雨、現在の生活に満足している人は88.3%を数え

るわけです。つまり50代、 60代の多くの方々は、ほぼ90%に近い方々は生活基盤が安定

しているという ことです。そして間もなく老後を迎えようとしたときに、この方々につ

いてのサービスということになると、これはもう有料化を考えるのが当然だろう。つま

り例外と原則が、残った11%の方に対しての例外を原則とするのではなく て、 88%を真

正面から原則ととらえる必要があるのではないか、いかがでしょうか。

。副議長(中山基昭君) 福祉部長。

0福祉部長(高野隆君) いろいろと統計の問題の見方等もあるかと思いますけれど

聞いておりますし、その方々を対象にした老人福祉というのば、いろいろな、 多様な形

の展開を必要とするのじゃないだろうか。低所得者には低所得者、あるいは所得のある

方には所得のある方の対応、こういうことで今後考えてし、く部分 じゃないだろうかとい

うぐあいに考えております。

0副議長(中山基昭君) 山口達夫君。

05番 (山口達夫君) 私は、夜、の個人的な考えなんですけれども、福祉というのを例

外的な現象から、より新しい世紀に向かつて対応する問題として考えるならば、原則を

有料化にしてより幅広い対応をとる、しかもそれが本当に行政が直接やるべきなのか、

あるいは別の手段をとるべきなのかも含めて検討する、そういうことに踏み込んでいか

なければいけない、かように考えます。ぜひその点について、 今後とも御検討いただく

ことを御要望します。

先ほど生活基盤の問題につきまして、市長の方から高齢者事業団の生活セ γターの中

に事務所を設けるということと、 高速道路の下に作業セ γターみたいなものをつくると

いうお話、ございました。そう いう中でなるべく高齢者事業団を今後とも発展させてい

きたい、こうし、う御意向だと思いますが、大変結構なことだと思います。

そこで今、老人のこういう働く 場というのがどのくらい確保されているのかな、こう

思し、ますと、会社の方は余り使いたがっていないようですね、このアソケートとか調査

とか見ますと。老人の方はまだまだ私は働ける、こう思っているのですけれども、会社

の方は御遠慮願うという傾向が非常に強くなっている。となりますと、これを単純にた

だ放置していたので、は解決がつかないのじゃないか。

そうしますと、私はこれは市の方でどうしても雇用拡大、就労機会を見つけ出すため

に、企業とタイアップするなり、懇談会を持つなり、そういう形での、本当にひざを交

えた議論が必要なんじゃないか、お願いするところはお願いする態度が必要なんじゃな

いかな、こう思うわけです。

そこで、たびたび例に出ます武蔵野市の方を見てみますと、やはり企業との間でその

辺のところを検討に入ってし、るわけです。ですから単に待っているという姿勢ではなく

て、それを取り組む。これは産業経済課とか生活課とか、いろいろなところが絡まない

とできないことだと思うのです。ですからやはり全庁的な問題であろうと思うのです。

高齢化社会に対しての対応を一福祉だけで、あるいは教育だけでとらえようとするとこ

ろにそもそもやはり不十分なところがある。もっともっと全庁的にとらえなければいけ

ないのじゃないか。

も、私どもも老人の現状を満足、この数字がかなり高いということも承知しております。

しかしながら、最近中産意識に陰りということで、若干やはりいろいろな形での不安の

増加と言いますか、要するにその辺のところに減少傾向がだんだんでてきている、こう

いうようなことも、新聞報道等では拝見するわけでございます。

現実に私どもが有料のサービスを展開しているデータをいろいろ見ますと、例えば武

蔵野福祉公社の場合には60%くらいが所得が100万円以下の対象者、そういう方が利用

しているということで、これは武蔵野市の場合には 8万円のお手当を毎月住宅を担保に

いたしまして出すとか、いろいろな形でやっておりますし、また月に 1万円の会費を納

めれば、月に 1回の訪問を受けることができる、これは不安解消に役立っているという

ことで、大変利用されているようでございます。いろいろなことがあるようでございま

すけれども、かなり所得が低いという実態も聞いております。

したがって、老人の実態を私どもは日野の場合に今後十分にデータ等によってつかん

でし、く必要があると考えているわけですけれども、かなり老人の所得実態というのは広

がりを持っている。要するに、低所得者も多いかわりには、比較的所得の多い方も多い。

これは35年なり40年の勤労の結果、いろいろな形の広がりが出てくる、こういうことだ

ろうと思いますけれども、要するにかなり広範囲な所得分布が見られるというぐあいに
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ぜひこの問題も、私、ときどきこの一般質問の中で、大学との提携はどうしたのか、

あるいは企業とはどうなんだということを御質問させていただいておりますけれども、

その後いろいろな報告を見ても、余り顕著には出てきていないわけです。日野市にはこ

れだけすばらしい東京都立科学技術大学もありますし、そこには実践女子大学もある、

明星大学もある、近くには帝京大学、中央大学と、すばらしい大学がたくさんある中で、

もっともっと市の当局の方がその辺の意見交換をする必要があるのじゃないか、重ねて

要望いたします。

例えば生活基盤の問題で考えますと、このたび建築基準法が改正になったと聞いてお

ります。 3階建ての木造ができる。木造で3階建てと言いますと多少安くできるわけで

すね。なぜ3階建てにしようというふうに法律が変わっていったか、これは 2世代住宅

を確保するため、つまり土地が非常に高 くなってきたために、新たに土地を求めてそこ

で核家族で家を設けるのはなかなか難しくなってきた。だから近いところに住んでいる

んだったら、おじいさん、おばあさんと一緒に住もうよ、そのかわりやはり家族として

のプライパシーが守れるように 2階建てをさらに 3階建てにしよう、こういうことだと

思うのです。

ですからここでこの関係にお聞きしたいのですけれども、担当の部局にお聞きしたい

のですが、このような方向にあるとしますと、容積率の改善の問題とか建ぺい率の問題

とかが当然出てこなければいけなし、。高齢化社会に対して、一方で緑を保全しなければ

ならないという要求と、 一方で2世代住宅をつくらなければいけないという要求とがか

み合った中で、これに基本的にはどう対応しようとするのか、この辺のところをお聞き

したい。都市計画ですか。

0副議長(中山基昭君) 都市整備部長。

0都市整備部長(前田雅夫君) ただし、まの木造建築における 3階建ての許可の問題で

ございますけれども、今、議員さんからも御質問がございましたように、建築基準法が

改正になりまして、いわゆる住宅地の木造建築で3階建てが可能になったということで

ございます。

この件につきましては、まだ手続といたしましては都条例の制定ができませんと実施

できないということで、現在東京都がその準備をしているということでございます。こ

の3階建ての問題が出てまいりますと、いわゆる容積率の問題が出るわけでございます。

一方では住宅環境の保全ということで、環境を守る立場から日陰の問題が出てくるわけ

でございます。両者相反する問題でございますので、社会経済情勢をよく踏まえまして、

今後検討いたしたいというふうに考えております。

O副議長(中山基昭君) 山口達夫君。

05番(山口達夫君) 今後の検討ということですので、ひとつぜひお願いしたし、わけ

ですけれども、今、部長の方からも答弁ございましたけれども、私たち建設委員会に入っ

ておりますと、この間の陳情請願の件では 3階建てを 2階建てにしよう、こうし、う請願

もあったわけで、す。この場合は利潤と言いますか、そこにお住まいになるとし、う場合じゃ

なかったものですから、非常に対立が鮮明になっていたわけですけれども、 もしこれが

そこに 2世代住宅をつくるので、自分で3階建てにしよ うという ことになりますと、か

なりまた混乱してくるだろうと思うのです。

その意味で、 21世紀に向かつての高齢化社会なんだから、 これに対してどうするのか、

やはりあらかじめ市としての検討を加えておく必要があるだろう、こう思うわけです。

ぜひ、鋭意御検討いただくことを御要望します。

最後に生きがいの問題について、社会的に連帯してし、 く老人の姿というような点から、

寿大学とかし、ろいろなお話ございました。私は老人クラブというものを非常に期待して

いるわけなんですけれども、やはり70、80になりまして、老人クラブに行って踊りをし

たり、碁、将棋をやったり、生花をやった り、あるいは習い事をやったり、ここはまさ

にコミュニティの場であると同時に、生涯教育の場であり、生きがし、の場だなという感

を強くするわけです。

それで私、さて、日野市が老人クラブにどのくらいの補助を出していたのかなという

ことで、昔の資料もちょっと見てみたので、す。そうしますと、老人クラブの補助金です

けれども、もう 8年にさかのぼりますか、昭和54年度に総額で1100万、補助金を出して

いるわけです。このころはまだクラブ数も39と、今より 3つ少ないわけです。現在はと

いうと1400万くらいでほとんど変わっていない。これは 8年たっていますから、むしろ

物価の上昇率等入れますとあるいは少ないのかな、クラ ブ数もふえたということを見ま

すとね。

私はやはり老人クラプを、直接お金を出して補助するのがし、し、かどうかはわかりませ

ん。これはやはり検討の余地があろうかと思います。しかし老人クラブを非常に大事な

ものと思って、お金でないとすれば何をしたらいいのかな、例えば場所の提供について

はどうなんだろうか。いろいろな点で検討しなければいけないのだろう。

そこで、この老人クラプについてはどのような御検討を今までになさり、今後はどう

なさる予定かをお聞きしたいと思います。
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0副議長(中山基昭君) 福祉部長。 午後 1時13分再開

0福祉部長(高野 隆君) 先ほど市長からもございましたけれども、健康な老人に対

する施策、これは非常に重要な部分を占めるものだと思います。約 9割くらし、の御老人

は健康とし、うぐあいに私どもは考えておりますけれども、そのような方の活動する場の

ーっとして、老人クラブは大変貴重な存在だろうと思います。

これについて国も一定の補助金を出しておりますし、市もできるだけ老人会について

は援助をするようにしております。財政的な援助というよりは、むしろいろいろな催し

事については御協力をするとか、あるいは場所の提供もできるだけするというような形

を、すでにやっております。事務局等も、各単位クラブごとにはやはり自主的にやって

いただくわけですが、そのまとめる際のお仕事を日老連という形でやっておられますが、

それはできるだけ市の職員も協力する形で、事務局運営等はお手伝いするとか、あるい

は総体のまとめについては御協力するとか、いろいろな形で促進の方向でやっていただ

く。それからまた御助言もするという形で、社会参加という こともうたっておられます

ので、そういうような点についてもできるだけ御援助してし、く、このような形で、積極

的な援助を今後とも考えていきたいと思っております。

OmlJ議長(中山基昭君) 山口達夫君。

OmlJ議長(中山基昭君) 休憩前に引き続き会議を開きます。

一般質問18の1、清掃労働者の福利についての通告質問者、名古屋史郎君の質問を許

します。

[28番議員登壇〕

028番(名古屋史郎君)

いたします。

市の職員の市民サービスとし北、ますか、 仕事の しがし、とし、し、ますか、そういう ものを

十分に保障してやるということは、市民生活を快適に送らせてやるために大変重要だと

それでは、 清掃労働者の福利についてと題しまして、質問を

05番(山口達夫君) ぜ、ひそのような方向で結構でございますが、先ほど申し上げま

思し、ます。一般質問という形の中で、市民生活の向上をねらうとし、う立場での御質問は

大変多いわけで、市の職員に対する問題提起という形は昨今大変厳しいものがあります。

私も、厳しくなくてもよろしいということではないのですけれども、市民サービスを向

上させるためには、市の職員が働きがし、を持てるようなことにしてやるということが理

事者の仕事でもあるし、また我々議会人がそうしヴ気持ちを持たなくちゃならないとい

うふうに私は思うわけです。

そこでまず総務部長に伺いたいと思いますが、給与の問題はそれぞれの場所でかなり

議論をされております。給与のことは別として、私はし、わゆる給与に入るのでしょうけ

れども、手当と言いますか、福利厚生と言いますか、そういう商が現状どんなふうになっ

ているのか、他市と比べるとか、あるいは若干市内民間などと比べるとか、そう いう形

の中で、どんなふうな現状であるかとい うことを、まず総務部長に伺いたし、と思し、ます。

それで、伺ってからのまた再質問という形になりますが、現状で福利厚生という商で

は全きを得ているのかどうか。一般職員に対して、市の職員に対して、伺いたし、と思い

ます。

さらに表題のように、清掃部長にも伺いたいと思いますが、清掃に従事する労働者、

いわゆるクリーソセソターを中心とする職場で(動いてし、る人の福利厚生商はどんなふう

になっているのか。特段すばらしい施策がこういうふうにありますよというようなこと

でもありましたら、ぜ、ひ伺いたいと思います。

まず総務部長、清掃部長から一般的に現状と言いますか、それ陀ついて伺いたいと思

います。

0副議長(中山基昭君) 名古屋史郎君の質問についての答弁を求めます。総務部長。

O総務部長(山崎 彰君) それでは 1点目の御回答をいたします。

したように、日野の市内にはすばらしい大学もたくさんありますし、また非常にいろい

ろな研さんを積まれた人材も豊富でございますので、そういう方々を講師に招くとか、

積極的に老人クラブに対しての助成なり、システムなりを今後とも考えていただきたい、

かように要望しまして、この質問を終わり ます。

0副議長(中山基昭君) これをもって、 17のし急速に進む高齢化社会への対応につ

いて問うの質問を終わります。

次に17の2、日野市の中長期財政計画は何時作成するのかについて問うの通告質問者、

山口達夫君より取り下げの申し出がありましたので、これを取り下げといたします。

会議の休憩についてお諮りいたします。

議事の都合により、暫時休憩をいたしたいと思いますが、これに御異議ございません

か。

( I異議なし」と呼ぶ者あり〕

0副議長 (中山基昭君) 御異議ないものと認めます。よって、暫時休憩をいたします。

午前日時52分休憩
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市の職員の手当、あるいは福利厚生の現状ということでございますが、それが民間と

比較してどうかということでございますが、手当につきましては、条例では33項目ござ

います。そしてその中でのいろいろの金額のアップ、あるいは既に使われていないとい

うようなこともありまして、この見直しはしておりますが、それではほかとの比較、あ

るいは26市との比較ではどうかということでございます。それらについては、大体日野

市も他市に準じたものを持っております。

例えば住居手当だとかそうしたものについても決して劣らないものでございますし、

その点ではほかの市に比べて非常に見劣りするというようなことはないものでございま

す。しかしそれ以外の条例にあります、そのほかのことでの今後の手当の検討となりま

すと、こういう時勢でござし、ます、行革の中でございますから、やはりそれは見直しを

しながら少なくして、そしてそれなりに合った手当にしていかなきゃいけないというこ

とで、これにつきましてはこの前も御質問ございましたけれど、 33項目の見直しという

ことで、既に市の案としては大きく分けまして、もっと少ない意味の統合する場合もあ

りますけれど、少なくした案を、今、組合の方に提示しているという状況でございます。

それから福利厚生の現状でございますが、これは各市それぞれの力と言いますか、も

のを持っておりますので、例えば日野市が東京都と比べた場合に職員の福利厚生はどう

なのか、あるいは国家公務員と比べた場合にどうなのかとなってまいりますと、非常に

そこに差異が生じます。そして、差異があるということはむしろ国家公務員や都の職員

とは財政的にも非常に違う問題も生じておりますので、国家公務員を例にとりますれば、

全国的な保養所だとか休養施設だとか、そういうものを持っておりますが、私どもでは

それほどの力が単独ではないという中で、その単独の一つの方法をカバーするという意

味合いでは共済組合がございますが、これに依存しましてのいろいろの共済事業で全国

的な旅館のあっせんだとか、あるいはリゾートゾーンとかし、いまして、そして休暇を利

用しての宿泊施設の利用だとか、そういうものは全国的なものでの共済関係での利用で

賄っているということでございます。

しかして日野市だけのものを見ますと、これは御存じのように日野市の職員互助会が

ございます。その職員互助会の中での大きな福利厚生の事業といたしましては、いろい

ろ計画を練りまして、それぞれのものをやっておりますが、何せ単独でありますので、

それほど大きなものは今のところ出ておりませんが、ただ何年来、これらの事業につき

ましての実施をして、それが継続されてきているという状況でございます。

予算関係から見ますと、教養普及部と言いまして、これは職員の囲碁、将棋大会から

始まりまして教養講座、あるいは文化グループに対する補助金とかいうようなものでご

ざいます。それから保健体育といたしましては夏季施設の利用、パスツアー、ゴルフ大

会の補助、あるいは各市の大会がございます。野球大会に始まり、いろいろのバレーボー

ル大会、そうしたものへの参加に基づく補助というようなことを、この互助会を通しま

してやっているというのが現状でございます。さらに福利厚生のものとしましては観劇

会、映画鑑賞会、それからあと研修旅行の補助というようなことで、現在、進めてきて

おります。

それでさらにこれらの今年度の事業として、新しく今年度互助会の運営事業としてやっ

ております中に、先ほど申し上げました教養講座、これはまた 1月に実施いたしますけ

れども、講演会を予定しております。それからナイタ ー観戦をことしは実施した。それ

から保養施設を利用した開業医の家族の補助を行っております。

それからもう一つ、市民会館が60年からスタートをしました。これを利用しました職

員の互助会との結びつきにおきまして、市民会館で行われます事業に対しまして、それ

らの観劇等を、補助の対象にしていくというようなことで、新しくは今言った三つが今

年度の事業としては、今までの事業のほかに取り上げてきたというような現状でござい

ます。

以上です。

O副議長(中山基昭君) 清掃部長。

0清掃部長(藤浪竜徳君) クリーソセンターに働く清掃者の福利厚生、それから諸手

当はどうなっているかという御質問にお答えいたします。

現在、クリーγセγターに{動いております職員は市の職員が58人、それから日野環境

保全が48名、それから日野衛生公社27名、合計133名がクリーソセンターで(動いており

ます。

また手当の方でございますけれども、市の職員でございますけれども、一般的な他の

職員と同様でございますけれども、特に特殊勤務手当ということで、清掃手当が出てお

ります。

ちょっと申し上げますと、じんかい焼却作業に日額500円、それから夜勤の者に 1回

につき2000円、それからし尿処理に従事する職員に日額400丹、それから管理的業務に

従事する職員が月額4000円となっております。それから委託の業種でございます日野環

境保全、日野衛生公社、これらにつきましても日常の住宅手当、扶養手当等のほかに作

業手当、乗務手当、通勤手当もそうですけれども、支給されております。
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特にこの中では給食関係の補助を出しているところがございます。給食手当というよ

うな形で支出しているところもございます。それから福利厚生関係でござし、ますけれど

も、クリーンセンターに勤務する市の職員の福利厚生は、先ほど総務部長の方から回答

ございましたとおり、市の共済、互助会を通して他の職場と同様に実施をされておりま

す。

なお、ほかの委託事業者関係ございますけれども、これらは雇用者のそれぞれの責任

において福利厚生は行っているところでございます。細かいことを申し上げますと、こ

の両者とも親睦旅行だとか冠婚葬祭事業、ボーリソグ大会、釣り大会とか、こういった

ものを開催してございます。

なお、施設の中の厚生施設といたしましては、風呂場は当然、ございますけれども、市

の職員としては休憩室、畳の 2部屋ございます。それから業者の方にはそれぞれの風呂

場の提供、そういったものもございます。それと、このセγターの中には自動販売機、

たばこだとか飲み物等、合計 6台の自動販売機を設置している、このような状況でござ

います。

以上です。

O副議長(中山基昭君)

028番(名古屋史郎君)

名古屋史郎君。

だということを100%除いてやることができれば職業に貴賎亡、しという、人が好まぬ仕

事というのもなくなるわけです。しかしそれは理想を言っていることであって、実際に

は危険、そして不快な仕事であることは、だれも認めるところだと思います。

そういう意味で、私は一般的に福利厚生両ではこういうふうなことが行われています

という御報告と別に、こうし、う職場に働いている人というものについて、何か平等を欠

くのじゃないか、何か手を打てないものか、そうしヴ立場で伺っているわけであります。

まして処理場は、残念ながら町の外れにあって、大変通勤にも不便な場所です。そう

いうところで人の好まぬ仕事に営々として働いて、実際にその実績も大変上げていただ

いているわけで、市民生活が安穏に暮らせている一つであると思います。

今、総務部長、清掃部長からお話があったように、市の職員が約60名、受託の業者が

75名、さらに三多摩興業のように許可業者、あるいは駒沢産業その他いろいろ出入りを

しているわけですけれども、百四、五十名の人たちによって清掃業務が行われているわ

けです。先ほど申し上げましたように、 クリーソセソターという名前の場所で働いてい

るわけで、あの場所はクリーソじゃないわけです。クリーソにするための処理場の名前

がクリーソセソターというので、クリーソセソターの施設そのものはクリーンじゃない

わけですよね。相当な臭気、それから危険度、いわゆる不快な職場であることはだれも

否定できないと思います。

そういうところで、私は先ほどから申し上げているように、今の世の中の風潮からし

て、市の職員を優遇せよということを申し上げているのじゃなくて、本庁に働く人、そ

れからああし、う環境のととろで働いている人、そこに差別というと大げさですけれども、

格差があっちゃいけないのじゃないか、こういう点を申し上げ、たいわけです。

どなたかの質問にありましたように、 1400名くらし、ですか、職員総数の中でいわゆる

出先と称する水道部60名、清掃部60名、図書館40名、病院180名、公民館 5名、支所30

名、児童館、学童クラブなど220名、合計約600名が先ほどの総務部長の話の中では平等

な互助会の給付、あるいはそれぞれの職場についての手当、福利厚生面での手当てがさ

れているわけです。互助会という話があり ましたが、市の交付金が大体1500万、職員み

ずから 4%以内の拠出金が約1100万あるいは1200万、 多いときで1400万、こういう形で

運営されている。この給付は全く平等なわけです。平等でないという点が、私は労働条

件の中の不快、危険ということがある上に、互助会が直接運営しているのじゃないと思

いますが、職員食堂の利用とし、う問題があるのだと思います。

職員食堂は大変よく利用されておるようです。 330円、チケットを買えば300円という

大変ありがとうございました。総務部長、清掃部長のお二人

の答弁でわかることは、いわゆる普通に言ってよそ並みには福利厚生面の手当てをして

いる、特段変わったあれはない、そんなふうに受け取りました。

ごみやし尿など清掃の仕事というのは、本来市が責任を持って行わなければならない

仕事だ、市民生活を快適に過ごさせるためには、大変大事な仕事であることは言うまで

もないわけです。処理場もクリーンセソターと名づけられておりますが、市民もクリー

γを大変に望んでいるわけで、家の中に汚れたものは置いておきたくない、ボックスに

捨ててしまえばごみ処理は終わりという感じで、しかもそのごみボックスの置き場をめ

ぐっては、近くにあってほしい、しかし自分の家の前には欲しくない、こういったよう

にいろいろ言われますけれども、排出されたものというのは俗に言う不快なもの、特に

その仕事に従事する者は、率直に言って人の好まぬ仕事、こういうことになると思いま

す。

そういう形を特勤手当という形で支払われているから、何の不自然、もないと言ってし

まえばそれまでのことですけれども、まして職業に貴賎はないのだという言葉どおり受

け取ればそのとおりのことなんですけれども、率直に言って、危険だとかあるいは不快
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形で、大変利用されています。お隣の三菱銀行日野市役所支庖にも独自の食堂があるの

だそうです。その職員もよく来ているらしいです。大変安いからでしょうね。実践女子

大の生徒はもちろん、運送業者、タクシーの運転手さん、子供さん連れのお母さんたち、

大変よく利用されています。

それで 1階のロビー、職員食堂を含めて、私も長い間、各市役所を見てまいりました

が、大変ユニークな利用というか、大変よく利用されて、非常にし、し、ムードだと思いま

す。市役所へ行ったらお昼を食べて帰ってこようとしヴ常連というのもいるくらいだそ

うです。大変安いです。ラーメ γの大盛りで230円です。定食330円ですから、市価の半

額以下で本庁の職員は食べられるわけです。出先、特に清掃の現場に働く人は食べられ

ないわけです。食べられないで、その差が、普通の職場のようにいわゆる人事交流がフ

リーに、円滑というか、よく行われる場所であるならこういうことは申しませんけれど

も、大変交流の少ない場所です。 10年、 15年という人はざらです。 20年に及ぼうとして

いる人もいます。

これは細かし、話ですけれども、定食を例にとってみますと、 1食で200円か300円違う

わけです。あそこは500円以下の弁当は取れないそうですから、ないそうですから。そ

うしますと、オーバーに言えば、サγ ドイツチ、アイスクリーム、コーヒーももちろん

飲めません、食べられません。めん類、お好みも取れません。そういう中で、 1食二、

三百円ということになると、一カ月にすると五、六千円ですから年間にすると数万、 10

年間にすると数十万違ってくるわけです。オーバーに計算すれば180万違うわけです、 2

0年間勤めていると。定食のところだけ例にとっても。これは何か格差というか、差別

じゃないかなというふうに思います。

人事交流が毎年行われる、職員の異動があります、そういう中で自由に交流されると

いう形があればこういうことを申し上げないのですけれども、この議論をすると、いや

いや、本庁の職員は駐車料金を自分で払っている、清掃の人たちは駐車料金を払ってい

ない、だから平均なんだ、こうし、う議論があるのだそうです。しかしそれは交通費の支

給というのは、御承知のように最低のルートでの最低の交通機関、車でない交通機関の

計算しかだれでも職員は支給されていないわけです。そう いうこと。それから清掃の場

合、あるいはほかの職場もそうでしょうけれども、たまたま駐車場があったとし、ぅ、駐

車場というか、駐車するスペースがあったというだけのことで、本庁にはないわけです

ですから、本来的に福利厚生ということから言えば、本庁の職員にもいわゆる駐車場

を確保してやるということがあったって、それは悪いことではないと思います。しかし

このことは言うべくしてなかなか大変なことで、それこそ他市にも例はないのじゃない

かと思いますので、特に駐車料金が云々ということと、職員食堂も利用できないような

状況にあるということと一緒に論ずるということは、大変無理があるというふうに思い

ます。

先ほどから繰り返し申し上げますように、不快で危険な職場で働いている人に報いる

方法というのはないのか、いろいろ探してみましたら、ありました。日野市清掃従事者

褒章規程というのがありました。 10年以上働いた人は褒め、めでてあげます、褒章です

ね、表彰じゃない、清掃従事者。これが61年に改正されまして、なぜか市の広報に広告

をして、その栄誉をたたえましょうというのがなくなりまして、市長みずからが出向い

て、そして親しくその業績をたたえるという方法をとっておられるという話であります。

大変感激をいたしました。 たった一つ、これだけです。先ほどから平等というか、格差

という形で、恵まれていると言いますか、特別扱いにされている点はこれだけです。あ

とはいろいろな面で格差を持っています。

そこで、総務部長、先ほど一般的にお答えになりましたけれども、八王子、調布、昭

島、三鷹、武蔵野、それぞれの市ではこの清掃労働者に対して食堂を設置したり、現金

で個人に支給したり、あるいは出先のその職場に手当てしたりしている例があります。

6市ですか、 7市で。これは市独自がそういう設置をしているところもあります。ある

いは互助組合が現金支給という形、あるいは共済組合が経営といったような、いろいろ

な種類があるようです。そういった職場の人に手当てをしているようです。

総務部長に伺いたいのは、一般的にはよそ並みに普通にやっているとおっしゃいます

が、私は格差というか、オーバーに言えば差別という形、今、他市の例で申し上げたよ

うに、出先の職場というか、あるいは個人という形に何か手当てができないものかとし、

うことです。日野独自で、そういうことをできないか、またやる気はあるかないかという

ことです。これを伺いたいと思います。

先ほど申し上げたように、褒章条例だけしかないという形で、市の職員60名は、大体

異動のない職場で、不快な職場で働いているわけで、この者に特段、それじゃ互助会を

利用してとか、あるいは市独自でぽんと食堂の一つもつくろう 、こういうそれがあって

も、職員に厳しくという皆さん方からも、それはむだ遣いだという批判は、私は上がら

ないのじゃないかと思います。そこで、市独自で何か考える方向が出せるかどうかとい

うことについて、総務部長に伺いたいと思います。

ね。
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それからさっき清掃部長からお答えがありました。よく働いてくれている、他市並み

の、普通の福利厚生のそれは行われている。新しくできたクリーソセγターの事務所は

三十数畳の休養室がある、市の職員にはあるわけですね。畳の香りも新しい、あるわけ

です。それで環境保全衛生公社の休息室を見ますと、両方合わせて、畳数にして数畳し

かないのです。委託業者はそれの受託の業者の方で適当に、いろいろ親善旅行も普通に

やっているようだということですけれども、私はここでの差別、格差というものもなく

せないものかな。それは委託費は 1円でも安い方がし、い、民間は働けるだけ働かせるべ

きだという議論とはちょっと違ってくると思いますけれども、同じ仕事なんです。本来

市がやらなくちゃいけない仕事を、委託という形でやってもらっているわけで、さっき

言った施策などを受託業者に及ぼしてあげることはできないかということです。それも

むだ遣いだといった批判は、私は上がらないのじゃないかと思いますが、どうでしょう

か。検討してもらえることであるかどうか、伺いたし、と思います。

以上、総務部長一括でも結構ですし、清掃部長から別々にお答えいただいても結構で

す。よろしくお願いいたします。

0副議長(中山基昭君) 総務部長。

0総務部長(山崎 彰君) 一番目の市独自の考え方ということで、清掃を取り上げら

れましての食堂の不快あるいは危険度のある環境に置かれております職員の対策という

ものをもう少し欲しいということでございます。ほかの市の例を引かれましてのことで

ございます。

私どもの方も互助会といたしまして、そうしたものにつきましての検討というものも

今後していかなければいけないと思いますし、それからまた八王子あるいは昭島、今 7

つ挙げました三鷹とか、そうし、う各市の状況を踏まえながら、ここでは施設もあります。

それからまたあるいは現金というようなお話もちょっと出ておりましたので、それらの

検討も今後互助会の運営委員会の中で、検討させてもらいたいと思います。

このお話は、清掃部から出た理事の方から 3カ月くらい前、ちょっとあったこともあ

ります。 ただしそこでは話だけのものでありまして、今、名古屋議員さんが提言された

ような具体的なものではありませんでした。今後、とれを検討していきたし、と思ってお

ります。

2点目の受託業者の委託の問題については、清掃部長から。

O副議長(中山基昭君) 清掃部長。

室におきましても、クリーソセソタ一、新しく焼却炉ができfして、お蔭さまでできた

わけでございますけれども、この管理棟の中で約30畳の休憩室を確保することができま

した。これは前になかったものでございますけれども、ここで確保ができたわけでござ

います。

それから委託関係の業者の関係でございますけれども、現状ではちょっとスペース的

に確保は難しいかと思います。福利厚生事業につきましては、委託料の中で当然見てい

るわけでございますので、これからもいろいろな両で検討してみたし、と、このように考

えております。

以上です。

O副議長(中山基昭君) 名古屋史郎君。

028番(名古屋史郎君)

思います。

先ほど、最初の御答弁で東京都や固などのように力がないとおっしゃいました。確か

総務部長のお答えについて、若干要望申し上げておきたいと

0清掃部長(藤浪竜徳君) ただいま議員さんの方から御指摘がありましたとおり休憩

にそうだと思います。しかし私が申し上げていることは、力の問題じゃないと思います。

後で市長にも伺いたし、と思いますが、市長の英断で、決断でやれることだと、またそれ

を非難する人は議会の中でお一人もいら っしゃらないだろうし、市民からも非難は当た

らないのじゃないかと思いますが、力の問題じゃないと思いますので、ぜひ検討委員会

を設置されるのも結構だし、英断で即実施されるのも結構だと思います。よろしくお願

いしたいと思います。

それから委託料の範囲で委託してあることだからその先のものは考えるな、確かにそ

のとおりです。委託料は 1円でも安い方が、そして仕事は立派にやってもらった方がし、

いことは、先般私、決算委員会のとき申し上げ、たとおりです。しかし先ほどから何回も

繰り返し申し上げているように、同じ仕事を同じ場所でやっている者に、市の施策を及

ぼしてあげても、これは別に非難されないと思います。

現状、聞くところによりますと、例えば30畳の休養室が下請けの人たちに、利用どこ

ろかのぞきもできないような、やはりそこには秩序と言えば秩序でしょうけれども、何

か冷たいものが流れているように聞きました。そういうふうに見ました。やはりそれじゃ、

同じクリー γセソターという中で働いていて、こちらは職員ですよ、そのそばにも寄り

つけないというような雰囲気でなくて、飯は一緒に食おうよ、ただし互助会費お互いに

払うのだから、これだけのものは負担してもらうよという形が行われでも、これは非難

されることじゃないと思いますので、ぜひこれも清掃部長の意見を市長にでもじゃんじゃ
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以上です。

O副議長(中山基昭君)

O市長(森田喜美男君)

市長。

自治体行政の固有の事務の基礎的な分野に、清掃事業がある

うことに対しましては、かなり改善をいたしました。近頃行っても特別においもない、

そのような感じもするわけでありまして、煙突焼却なりあるいは終末放流などで公害を

外に出きないということと同様に、清掃の作業におきましても、特別に手当を支給しな

ければならない理由を徹底的になくすということが、まず基本だと思っております。そ

の上の福利厚生等が考えられるべきものだ、こう思っておりまして、そういう意味での

収集車のまさに危険とそれから非衛生そのものであった状態も、車の改造を行ってまで、

状況の改善を進めてまいりまして、ある程度成功したというふうにも言えると思ってお

ります。これは現場で働いてくださっている従業員の方自身からも、その評価を聞いて

おるところであります。またそれを改めるために検討会をつくって、その検討会の委員

にも従業員の方が入ってもらったということもよかったと思っております。

あと挙げると、まだ個々の点全部解決済みだということではないと思っておりますが、

福利厚生につきましても十分配慮をする、そういう考え方は持っておるわけであります。

それから市の職員と委託先、つまり環境保全あるいは衛生公社、ここの従業員もいる

わけでありますので、そこの関係に生活上の差別があっては、これはまたし、けないと思っ

ております。

特に休養の場所等につきましては、これは差別的に現状があならば、できるだけの改

善は図らなければならない、こう思います。食事でありますとか、多少本庁との差があ

る、こうおっしゃっておられますが、それはないとは申しませんが、どうし、う改善の方

法が可能であるか、これはその程度の員数で食堂を開くということはちょっと無理かな

という感じもいたしております。清掃部の中で、ひとつ検討をさせるようにいたしたい、

こう考えます。

それから現状、委託という形でかなり安定した清掃行政が行える状態になっておりま

すので、その委託という状態は極力尊重し、内容を改善するということで、一層安定的

な関係が保てるようにいたしたい。これは基本的な考えであります。

その際に、いわゆる業者という言葉はなるべく用いまいということを内部にも言って

おるわけでありますが、つまり全くそのことのみに契約を受けてもらっている相手であ

りますから、もっと近代化するならば衛生公社でありますとか、清掃公社でありますと

か、そうし、う公社的な考え方も出てきてよろしいとは思っております。その際には市も

出資をし、一定の形で法人格的なものも整備して行うということになろうかと思います

が、現状はまだそういうところまで進んでおるということではありません。しかし特定

の委託を受けてもらっておる機関とは言いませんが、業者的な扱いでなくて、市の組織

ん上申して、検討委員会つくるのも結構、英断で、あしたからやるのも結構だと思いま

すので、ぜひ、鋭意努力いただきたし、と思います。

以上、るるくどいように申し上げましたが、市長に伺いたいと思います。今まで申し

上げた市の職員の、清掃に働く者の福利という点で何か考えることはないか、また先ほ

ど申し上げた例など、総務部長のお答えのように、前向きに検討していただくお気持ち

はないかということです。それとさらに受託業者にもそれを及ぼして、それ相応の負担

をしてあげて、本人たちにももちろん負担させるということでありますけれども、実施

できないかどうか、伺います。

それで受託業者について言えば、委託費がすべてでありまして、その委託費の中で経

営がされているわけです。本来的に庁舎の清掃だとか樹木の伐採だとか、そうし、う受託

業者とは意味が違うと思うのです、清掃受託業者というのは。本来市の仕事なんですか

ら。直営が本来だという理論もあります。これは余り歓迎されないことだと思います。

そこで受託業者の労働者の中の一番の不安は、やはり雇用の安定という ことのようで

す。そういう中で、この福利厚生の市の施策を及ぼすということのほかに、清掃公社、

あるいはクリーソ公社というのですか、そういうことで、いわゆる身分の安定というも

のを願うのが悲願のようなものであるというふうにも聞きました。こういう点について

も、先ほどの質問に加えて、市長の方から市の清掃委託についての職員の、労働者の救

済というか、安定というか、そういうことについての市長の考え方を伺いたし、と思いま

す。

わけであります。清掃行政とも申しております。そして日野市の場合は、清掃部という

部が組織に位置づいていますし、内部からの発想、によってクリーγセγターという名称、

も用いておるわけであります。そして清掃業務を、清掃に従事する人たちの仕事を、特

に安全、労働、衛生、あるいは休養ということでなるべく改善をして、特殊業務、ある

いは特殊作業とし、う意識を外からも内からも払拭する、これが私は清掃業務をあずかり

ます現場の、あるいは外で収集に働く人たちの、基本的な行政の態度でなければならな

い、こう思っております。

そのような施策を次々と進めてまいりまして、今日は清掃現場もすっかり近代化をし、

収集あるいはクリーγセソター内の作業においても臭気対策、あるいは危険、不快とい
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の中の外国りもまた密接な関係とし、うことで考えていきたいというふうに思います。

将来のことはまた基本的に検討する必要があると思っておりますが、今日はどこでも

清掃業務は委託の形でなるべく安定をした、しかも問題のない形をとるのが適当な分野

だ、こういうふうに考えます。

そういう考えの中で、改善すべき点は積極的に改善をし、特に従業員に対しましては、

いわゆる先ほど外からも内からも、こう言いましたが、差別感ゃあるいは劣等感、こう

いうととがあるのが一番あってはならないことでありますので、そういう意識の改善、

また意識の改善のための基本的条件、これらを近代的に取り扱っていこう、こういう考

え方が当面の、清掃労働者のみならず、清掃関係の行政一般に仕事をします公務員ある

いは準公務員、そういう考えで臨みたいと思っております。

以上です。

O副議長(中山基昭君) 名古屋史郎君。

028番(名古屋史郎君) ありがとうございました。

はなかなかこれまでの歴史からしても上がってこないのじゃ?丸、か、態度として、非常

に小さくなっているのじゃないかと思います。やはり市の方から出資して云々という こ

とであるとすれば、市からも働きかけてやらないと、 業者とし、う立場では大変弱いのじゃ

ないかという感じがし、たします。

いずれにしても、るる申し上げましたとおり、内部で十分検討していただし、て、何ら

かの意味でこれらの人々に光を当てる、内外から払拭する、不快感、危険をなくすとい

うことが100%できない以上は、ぜひこういうことに御努力を願いたい、このことを切

にお願いを申し上げまして、一般質問を終わります。

ありがとうございました。

0~1j議長(中山基昭君) これをもって18のし清掃労働者の福利についての質問を終

わります。

一般質問を続けます。

19の1、仮称二番橋について再度問うの通告質問者、谷 長一君の質問を許します。

(25番議員登壇〕

025番(谷長一君) 通告に従って、質問をいたします。

まず最初に、仮称二番橋について再度、質問をさせていただきます。

この二番橋の問題につきましてはL非常に長い経過があるわけであります。これらの

経過を踏まえまして質問をいたすわけですので、ひとつよろしくお願し、し、たします。

人間はそもそも、生活をしてし、く上には自然の中に生きるということが言えるわけで

あります。でありますので、天災は人類にとっていわゆる一つの宿命であるということ

が、確実に言えるわけであります。それがゆえに、いかにそれに対しまして対処するか、

その損害をいかに最小限度にとどめるかということが、有史以来の最大の社会の問題で

あったということは、申すまでもありません。

科学技術の進歩で、その災害を減少させ、あるし、は自然の力を利用し、力は絶大であ

り、人力がそれを完全に支配するということは、過去、かつて今までなかったことであ

ることは、周知のとおりであります。そこで政府は河川法とし、う法律を公布しまして、

国民を災害から守るためにいろいろと手を尽くしているわけでありますけれども、依然

として災害を確実に、しかも未然、に防止したとし、うことはあり得ないと言ってもし、し、の

ではなし、かと考えております。

そこでこの河川について申し上げますと、河川は洪水、災害の発生が防止され、河川

が適正に利用され、及び流水の正常な機能が維持されるように、これを総合的に管理を

最初お答えになったクリーソセンター内はもうにおいもなくなってきて、職員からも

喜ばれている、改善されている状況というのは私も認めます。おっしゃる、劣等感とい

うか、差別感というものを内外から払拭するということで、これは働く人、それから外

の人という内外という意味だと思いますが、やはり 100%に近い改善というか、条件に

ならなければ、依然としてあると思います。

ニューヨークの市長の次に給与の高いのは清掃労働者だという話を聞きました。その

ニューヨークの市長の給与というのは、日本の市長の給与の比ではないのじゃないかな

と思うのですけれども、話としては給与商で尊重されているという話のようです。別に

ニューヨークに行って見てきたわけじゃないですけれども、そういう話です。

私は内外からいわゆる安全、労働、衛生、給与、そういった面を改善していって、そ

して条件をなくしていくということで解決を図りたし、という理想のそれはわかりますけ

れども、全くにおいがしない、全く危険も感じないとし、う職場にするとし、うのは、かな

り大変なことだと思います。その問、これまでの御苦労もあるわけですから、お答えの

中にあったように、食堂とまでは言わなくても、他市の例などを申し上げました。清掃

部内で検討してくださるということですから、私は次善の策というのもとれるのじゃな

いかと思います。

それから公社化というか、業者という名前をなるべく使いたくないというほど尊重し

たし、という形の中では、私はそれこそ業者の方からの声、{動く者の方からの声というの
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することによって国土の保全と開発に寄与し、もって公共の安全を保持し、かつ公共の

福祉を増進することを目的とするということが、この第 1条にあるわけであります。

さらに、河川の管理の原則等については、河川は公共物であって、その保全と利用、

その他の管理はこの目的が達成するよう適正に行わなければならない。さらに河川、流

水は私権の目的となることはできないというふうになっております。

そこで、今度河川及び河川の管理、並びに施設について見ますると、河川とは一級河

川|、二級河川というのがありまして、この場合は一級河川でありますので建設大臣が所

管ということに相なるわけであります。

そこでこの河川の管理、施設とは一体何かということになりますと、ダム、堰、水門、

護岸、これは床止めというのですか、読み方はちょっとわかりませんけれども、その他

川の流水によって生ずる公利を増進し、または公害を除却し、もしくは軽減する施設を

言うというふうになっております。当然、日野市のこれからかけられる橋は、この中の

当該施設の一部ということになるのではないかと考えますと、当然この河川管理施設と

いうことになりますと、当該施設を管理する者の同意を得なければならないというふう

になるのではないかと考えております。それですから、この橋をつくるにつきましては

建設省、いわゆる京浜事務所と非常に多くの折衝が今までなされたというふうに考えて

もよろしいのではないかと考えられます。

そこで、この二番橋をつくるに当たりまして、どのような折衝が行われ、それで本年

度の予算ということまでいったのか、今までの経過の説明と同時に、昭和66年度までに

完成をするということに相なっている関係上、この事業計画、またはその予算総額が一

体幾らになるかということを、一番最初にお伺し、し、たします。

0副議長(中山基昭君) 谷 長一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) まず、この発端となりますのは浅川利用計画、こういうも

のが57年の 5月に策定されたわけでございます。

これは東大教授の高橋さんほか17名のメ γパーによりまして、浅川をいかにして利用

していくか、こういうようなことでいろいろ議論を重ね、その計画案をつくったわけで

ございます。それに基づきまして、市の方では建設省の出先でございます京浜工事事務

所、これにこの利用計画の実現方につきまして交渉をしてまいりました。

その中では、この利用計画につきましては、最初は浅川というのは全国でも有数の急

流地域である、こういうような形で消極的な感じを受けたわけでございますけれども、

そういうことでもなお私どもの方は利用計画の中にも位置づけてございますように二番

橋、あるいはサイクリングロード、あるいは霞堤の架橋、こういうものにつきまして個々

に折衝してまいったわけで、ございますけれども、その折衝の過程で、本年の 6月、河川

整備構想というモデル市に市がなったわけで、ございます。それで、浅川利用計画の趣旨

がその中に織り込まれ、なおまた追加になった、いろいろなまた追加になったものもあ

るわけでございます。

そういう経過を踏まえまして、この浅川利用計画との一体づけという形が出てきたわ

けでございます。私どもの方は、まず浅川利用計画の中の二番橋について、推進する意

味で58年からいろいろ橋の比較設計、あるいは測量とか地質調査、こういうものを進め

てまいっております。たまたま本年度につきましては、 当初予算で約1000万の予算をい

ただきました。これにつきましては二番橋の下部の詳細設計をしていこう、それから一

部地質の調査もしよう、こういうことで予算を議決していただきました。現在はそれが

進行中でございます。

それからさらに、今回補正をお願いしてございます二番橋の橋台部分の地質調査、こ

れをお願いしていきたい、こうし、う計画で進めておるところでございます。それでこの

詳細設計が63年度の前半までかかるのではないか、こうしヴ予定でございます。その詳

細設計が終わりましたらば橋の工事に着工していきたい。これは橋台とか橋脚の工事で

ございますけれども、これにつきましては河川管理者でございます京浜工事事務所に、

工事の施工については全面的に委託して、お願いしていきたい、かような考え方でござ

います。

それから年度別の計画でございますけれども、今申し上げましたように63年度につき

ましては上部口の設計と下部の工事を実施していきまして、 64年度、 65年度につきまし

て、一応上部工事、これで完成させていただきたい、こういうことで、これから63、64、

65年度にわたりまして橋の完成を急く¥こういう計画になっております。

現段階で総事業費、概算で申し上げますと、これは63年度につきましては 2億30∞万

くらいになるだろう、それから64年度につきましては 1億4200万くらい、それから65年

度につきましては 2億円くらいかかるだろう、そうしますと約6億くらいの工事費にな

ろうかと推定できます。

以上でございます。

Oill議長(中山基昭君) 谷長一君。

025番(谷 長一君) そういうことになりますと、ただいまの答弁だと、本年につき

ましてはいわゆる設計費ということで下部と地質の調査ということでいき、 62年度は詳
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細設計、それで次は上部と下部の工事ということになり、その上部と下部の工事という

ことになるとこれは橋台ということで委託、いわゆる建設省が受託ということになって、

64年、 65年が上部の工事であるというふうに考え、さらに予算面につきましては63年が

2億3000万、 64年が 1億4200万、 65年が 2億、ト ータルで、約6億ということになるよう

でありますけれども、さてここにおきまして、今度は第2問としま してお伺し、するわけ

であります。

この設計というところで、詳細設計が62年でありますので、この設計というのはし、わ

ゆる浅川の整備促進協議会、または親水計画というのがあったと思うのです。そのとき

に設計費99万と、調査費が40万くらいでしたか、 46万でしたか、という ことで予算が使

われたわけです。そうなると、いわゆるこの親水計画のときにつくられる橋というのは、

印刷された図雨を見ますると、設計図を見ますると非常に立派なものが設計、描かれて

いるわけです。

そうなると、やはりこの二番橋についての設計というのも、景観の上から言っても、

やはり親水計画ということを考えて恐らく設計されるものであると考えておりますけれ

ども、その設計等、でき上がったときの景観というのは、図面から推理いたしまして、

一体どのような橋になるかということをお教え願いたい。

0副議長(中山基昭君) 建設部長。

0建設部長(伊藤正吉君) まず親水性の関係と、それから橋の設計に当たりまして、

というふうなことが想像できるわけです。橋はいす.れも後世Y 残るものであるし、また

小さいときから橋というのをどなたもが思い出す。小学校に通う、中学に通うにしても、

橋を渡らないで通学をした人というのは、まず少ないのではないかと思うのです。

そのような観点に立って考えてみると、橋だけは、思い出になるような橋をつくってい

ただきたいというふうに私は思うわけであ ります。

そこで市長にお伺いしたいのですけれども、河川については災害の防止だけではなく

て、河川が適正に、先ほども申しましたように利用され、すべての機能が生かされる、

総合的に管理されることによって初めて河川法の第 1条にあるように、公共の福祉の増

進が得られるということでありますので、私はこの河)11というのを考えてみますると、

どうしても天然記念物ではないかと思うわけです。

我が国の歴史というものを振り返ってみますると、実に川のなすわざというのが大き

く国民の心理に影響を与えている、いわゆる文化等の正しい理解には欠かすことのでき

ないものであると、私は考えているわけです。恐らく市長も同様な認識を持っていらっ

しゃると思うわけでありますので、その認識を持って、保存と今度は活用を行うという

ふうになれば、もちろん文化財的な意味もここに持ってくるというふうになるのではな

いかと考えております。

そのような観点に立って考えると同時に、さらに私たちの心をなどめてくれる動物、

植物の貴重なる生息地、生殖地、または休息の場所であり、さらには植物等が繁茂し、

生殖をしている場所でもあるわけです。そのようなことを考えてみますると、どうして

も橋というものはそれらを考え、いわゆる加味して、総合的に設計を考えるということ

が非常に大切ではないかと考えております。

確かに、部長の答弁の中にもそのようなことがあったのじゃないかと私は考えており

ますけれども、やはり自然、は私たち市民に非常に多くのものを教えてくれるものです。

いわゆる自然の思恵を受けない国民は、日本中どこにもいないわけですから、それらを

考えてやはり河川というものの一体化したものをつくっていただきたし、という観点に立っ

て、ひとつ市長に答弁をお願し北、たします。

0言Ij議長(中山基昭君) 市長。

今親水性のあれをどういうふうに留意されてやっているか、こういう御質問かと思いま

す。

これにつきましては、橋のかかる位置から右岸につきましては高幡不動の山がありま

すし、また五重塔もありますし、その他の建物があるわけでございます。それから左岸

につきましては、区画整理で町並みが整備されてし、く、こういう形の立地条件にござい

ます。ですから、それらのやはり景観を十分取り入れていきたし、と考えております。

それから橋につきましては、いわゆるデザイナーとし、う職業の人があるようでござい

ますけれども、それらのデザイ γも、橋のデザイソにつきまして、いろいろ専門家の意

見等も拝聴しまして、景観にマッチしたような橋をつくっていきたい、かように考えて

おります。

以上です。

O副議長(中山基昭君) 谷長一君。

025番(谷 長一君) ただいまの部長の答弁を見ますると、非常に立派な橋がかかる

0市長(森田喜美男君) 日野市民の、)11が日野市の真ん中を流れている、これこそ得

がたい自然環境を持っていると思っております。そうしてその川がまた別の意味では、

南北の交通を阻害したりすることにもなってしまうわけでありますので、南北交通、そ

して人の心をつなぐ意味からも橋が大変意味がある、こう考えているうちに、今の南北
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交通の大きい手段としての日野市の管理しない橋、 下流から言って新井橋、高幡橋、平

山橋、これは都市計画的な橋ということになるわけでありますから、 これは広域に、交

通上の意味を持つ橋というふうに考えてし、し、と思っています。

その間に、たまたま南平と豊田をつなぐ一番橋という橋が三十五、六年ころだと思い

ますが、架橋されております。これは日野市が管理しております。そしてその橋の間に、

それぞれ市が管理するような橋を、つまり今回の二番橋の発想、が一つ、それから今、渡

し船を夏場通わせているところは、私は当分の聞はやはり渡しがし、ぃ、今回の浅川基本

計画、この中でも建設省は河川の護岸工事をされる際に船着き場をつくってやる、両岸

に船着き場をつくってやる、こうし、う設計がされております。

そういうことも含めて、南北の関係を、おっしゃるようなふるさと的な意味を加えて、

また人の心に与える水や緑というものを景観的に、心理的に大切な要素として位置づけ

ることができる、それがたまたま二番橋に歩道橋、つまり歩く人だけの橋ということに

限った方がいし、とし、う、そうしヴ結論でございます。だから都市計画的な広域交通の橋

というよりも、南北の心をつなぐ市民の日常生活に役立つ、そして橋を渡るということ

は確かに学校の往復などに、人生の上でも大きな潤いを与える、そういう要素だという

ふうに思いまして、むしろかたくなということもあるかもしれませんが、歩道橋がし、い

のではないかという考え方でございます。それに加えて、当初は4メーターあればし、し、

と考えておりましたけれども、やっぱり対面交通ということもありまして、 6メーター

程度が適切であるということの建設省の意見もありました。

そういうことによって、今、日野市の発想した架橋事業が河川管理者の側のいろいろ

な協力というよりも、むしろ積極的な浅川計画の位置づけによって進みつつある、この

ような状況でございます。金がかかって、少しいかがかという面も思われるわけであり

ますが、せっかくの架橋の機会でもございますから、画竜点晴の意味も含めて、今、御

指摘のような総合的な景観設計、そういうことを意識した橋になれば幸いである、こう

いう考え方で進めております。つまり川の水と橋の一体化、そのまた背景をなしますと

ころの日野市の観光資源であります高幡不動の五重塔とか緑の山とか、遠方には多摩の

連山、富士山、こういう広い景観をより豊かにする、こうし、うことにぜひなるような、

そういう橋であってほしい、このように考えておるところでございます。

また御意見をいただくことも多いと思っておりますので、よろしくお願し、し、たします。

O副議長(中山基昭君) 谷長一君。

025番(谷 長一君) 市長の答弁を聞いて、ほっとするところでございますけれども、

確かにこの南北日野市民の心をつなぐ重要な橋なんです。その橋は歩道で6メーターで

あり、さらには総合的な景観を意識した橋にするということになると、実に申し分ない

橋だと私は考えます。ぜひその線に沿って橋をかけていただきたいということをお願い

するわけであります。

そこで私は、この橋をかけるに当たって、いわゆる日本書紀の巻の第2の神代の下の

巻のところにあるのをひとつ読み上げて、市長、よく心にとめておいていただきたいと

いうことをお願いいたします。 r汝がこれまで治めてきた現世の政治は、私の子孫にとっ

てかわろう。そして汝の霊が安らかに眠るための宮を、次のような立派なものとして建

造しよう。すなわち千尋にも及ぶ椿の綱でしっかりと結び、柱は高く、また、板は広く

厚くしよう……。ときには海に出てあそべるように、高橋や浮橋、天の鳥船をも造り与

えよう。天の安河にも打橋を架けよう。」

ひとつよろしくお願し、し、たします。

以上をもちまして、この仮称二番橋についての再度の質問を終わります。

0副議長(中山基昭君) これをもって19の1、仮称二番橋について再度問うの質問を

終わります。

一般質問19の2、小・中学校保健の充実の通告質問者、谷 長一君の質問を許します。

025番(谷 長一君) それでは、小・中学校保健の充実ということで、質問をさせて

いただきます。

この問題につきましても、これは再度、その 2ということになるわけであります。こ

れにつきましては通告にもあるように、し、わゆる医師会並びに校長会より、医師一人当

たりの診察数を100人以下として、丁寧に検診をするようにとの要望が、私は教育委員

会または市長に出されているのではないかということを知りましたので、この際それに

関して質問をさせていただくわけであります。

この小中学校の学校保健の充実ということにつきましては、これは身体検査を単にす

るというだけではなくて、学校保健の基本ということからいかなければいけないという

ことになるのではないかと考えております。そうなると、この学校保健の基本というこ

とになると、まず第ーに申し上げることができるのは、義務教育ということであります。

それと同時に、生徒の健康が適当であるかどうかということも考えねばならないわけで

あります。そうなると、当然、学校で身体検査をするというふうになるのではないかと

いうことが言えるわけであります。

そこで生徒を校医が診断しまして、いわゆる義務教育にたえられるような生徒、また

-480- 吋

-ioo 
A
せ



025番(谷長一君) そうしますと、ただ要望書というような形で出されたので、はな

以上です。

O副議長(中山基昭君) 谷 長一君。

025番(谷 長一君) 教育委員長の答弁によりますと、時間的にも長時間にわたる、

診察時間内で多くの生徒を見なければならないからというようなことであります。

また、市長はそれらについては要望は受け取って、確かにその両についてのある程度

の認識はしているようですけれども、昭和62年小学校、中学校というのを見ると、小学

校が20で一一こんなことは私が言わなくてもわかると思うのです。トータルすると28な

んです。それでいわゆる20校、 338学級あるわけですよね。それで医者が何人でやるか

ということになれば、すぐわかると思うのですよ。

それで児童ということですから、小児科の医者ということに多分なるのじゃないかと

思いますけれども、これは内科の方も応援するというふうになると思います。しかしそ

のあたりにつきまして、前にも私が前回のとき申し述べましたように、非常に聴診や何

かをしておっても、多くの児童生徒を聴診しますと、耳ががんがんしてきてわからなく

なってしまうのです。どうしても数を少なくしなきゃいけないということを前に申し述

べましたら、検討するというふうにおっしゃられたわけです。

一体、検討ということになると、どのような検討がなされたということになるわけで

ありますけれども、考えるとか検討するというようなことは、非常に難しいことではな

いかと思うのです。ただ言葉で検討しますということで終わってしまう場合と、非常に

精査をして、それでまたは精査をし、さらには検討委員会等つくって検討するというの

も、検討ということになるのじゃないかと思うのですね。それですから、いわゆる考え

ると言っても、一人で考えるのか、検討委員会をつくって考えるのかということも言え

るわけであります。

そういうことを考えてみると、やはり前回申し上げてあるわけですから、相当の協議

がなされていなければならないと思うわけでありますけれども、今の答弁から類推しま

すと、そういうことは余りなされていないのじゃないかと考えております。

そこで私は、どうしてそういうことを申し上げるかと言いますと、ずっと前の議会の

ときも、私は脊柱の、背骨の側湾症について述べたことがあるわけです。そのようなこ

とを考えると、やはりごくありふれたものではなくて、数は少ないのですけれども、ご

くありふれたということになると、貧血症の子供というのは非常に多いわけです。そう

なると、ちょっと見たくらいではよくわからないわけです。やはり身体検査ですから、

診るといったって、前にもやはり申したように見る、観る、診るといって、いろいろあ

は児童が義務教育を受けるということになるのではないかと考えております。これは非

常に単純ではありますけれども、この健康管理というのは、 これは確かに学校にいたと

きには、保健という両についての責任はあるかもわかりませんけれども、やはり健康管

理についての確実なる保護というのは家庭にあるということが、私は言えるのではない

かと考えております。

その点につきまして、学校は一体、よく先生が児童または生徒の体に対して非常に深

く立ち入る場合もあるわけですね。確かに立ち入る気持ちはわかります。がしかし、余

計なことをやるのだというふうに、保護者にとってみれば考えられる商もなきにしもあ

らずということを忘れてはならないのではないかと、私は考えております。

そこでこの医師会または校長会より出された要望書というのは、一体その内容はどの

ようなものであるかということを、まずお尋ねしたいということであります。

0副議長(中山基昭君) 谷 長一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) 現在の学校保健をやっていく時点の中で、特に中学校児童生

徒数等が極めて人数的にも多い、また思春期の時期の子供たちの身体検査というような

こともありまして、非常に時間的にも時間が長期にわたるというようなことから、医師

会の方としては何とか一人当たりの医師の診察する生徒数を、ある程度人数を限定して

いただけないか、このような要望を聞いております。

0副議長(中山基昭君) 谷長一君。

くて、口頭で要望がなされたという程度であるのでしょうか。そのあたりはどのように

お考えなのかどうか、お尋ねいたします。

0副議長(中山基昭君) 教育長。

0教育長(長沢三郎君) 私の方に医師会の方から申し入れてまいりました時点では、

口頭で申し入れてまいりましたけれど、あるいは担当課の方に要望書というものを別途

提出してあるのかもしれませんが、その辺の状況につきましては、まだ私の手元には、

要望書という形では受け取っておりません。

0副議長(中山基昭君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 日野医師会を代表される方から、学校医のことにつきまして、

数が多いので非常に省略をされた形で扱われている、そのためには医師会の医者を動員

をして、応援体制をつくって学童健診に手落ちのないようにしたし、から、そういうこと

の要望書を、一定の根拠のある説明を加えて、もたらされております。
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るわけですよ。本当に見学をするとか、よくのぞきの覗るは違うのですよね。また観察

するの観るも違うというふうに、本当に多様なところもあるわけですから、そのあたり

をよくお考えになりまして、特殊な疾患等もあるわけですから、注意をするということ

になると、当然医者の数をふやすか、児童数を、または生徒数を減らすか、どっちしか

考えられないわけです。

そういうふうなことを考えてみると、やはり生徒の中には伝染性疾患というような方

も恐らくいないということは言えないのじゃないかと思うのです。これはいないとかな

いとかと言ったって、まさか日本にエイズが来るなんということを、 10年前に考えた人

はいないと思うのです。それが去年あたりから騒がれたというのが、現実の問題であり

ます。やはり予防というのはし、かにこれを未然に防ぐかということが、私は非常に大切

ではないかという観点に立って、小学校、中学校の学校保健の充実ということをお願い

するわけであります。

やはり学校の身体検査等は、その学校、学校によって校長、いわゆる学校管理者が違

うわけですから、相違があっていいけれども、やはり教育委員会があるわけですから、

私は統ーされたものでなければならないというふうに考えているわけです。そのあたり

につきまして、教育長のお考えをもう一回伺いたいのですO お願いし、たします。

0~1j議長(中山基昭君) 教育長。

0教育長(長沢三郎君) 戦後の教育の大きな特徴のーっとして、学校保健法に基づく

学校保健の充実というものが、戦前と比べますと比較にならないほど充実してきている。

例えばどこの学校にも保健室を設置する。あるいはそこには専門の養護教諭を配置して

おく。それからなお、各学校ごとに保健委員会というものを構成して、学校長を中心に

校医さん、薬剤師さん、あるいは保健主任、養護教諭、そういう方々によって保健委員

会を設置して、常に児童生徒の健康管理というものに対して対応してし、く、そういうよ

うなもろもろの面から、学校保健というものが極めて重視されてきているということは、

今日では各学校ともに共通している、そういうようにとらえております。

確かに先生方が、定期健康診断あるいは就学時健康診断その他健康診断の際に、お医

者さんが一人の児童生徒に対しまして、より詳しい診察ができる時間あるいは条件、そ

ういうものができることは望ましいわけでございますし、これらの点につきましては今

後とも医師会あるいは学校当局等とも十分連携をとって、より充実したものにしていき

たい、こう考えております。

0副議長(中山基昭君) 谷長一君。
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025番(谷長一君) ただいま教育長の答弁を聞きまして、戦後の学校保健法は保健

法がありますので非常に充実したということであります。これはどなたも認めていると

ころであります。 ただし、まの答弁の中、特に私は詳しい診察ができるようにするという

ことが望ましいということでありますので、児童数の、医者一人あたりの数を減らして、

やはり医師をもっとふやしてやってもらうということが私は大切ではないかと思うので

す。

これは本当に簡単に申し上げましたけれども、やはりそういうふうにやると予算が伴

うわけですわけです。それですから大変なんですよ。ただ簡単にそのようにやると言っ

てもできるものではないというふうに私は考えていますけれども、ぜひその面につきま

しては努力をして、していただきたいというととをお願し、し、たします。

そこで、先ほど戦後の学校保健ということで教育長が今、申されましたけれども、私

は前に、これは読売新聞だと思ったのですけれども、 「だれのための教育委員会か」と

いうようなことは、恐らく教育長もお読みになったと思うのです。

「長いあいだ『お上』のものだった教育行政は、 戦後『親の教育責任を中心にして、

その意向をくみいれながら身近な地域でこなしていく』仕組みに大きく変わった。その

にない手が地方の教育委員会である」ということが書かれているわけです。恐らく教育

に携わる人は、この読売新聞をとっていれば、見られたのじゃないかと思うわけです。

ほかの新聞は、これはよくわかりません。

そのような観点に立って考えると、やはり地方分権ということでありますので、教育

委員会をうまく現実なものにして動かして、運用してもらうというのが教育長の責務で

はないかと思いますので、特にその点につきまして留意をお願いしまして、私の質問を

終わります。

0副議長(中山基昭君)

ます。

これをもって19の2、小・中学校保健の充実の質問を終わり

続きまして一般質問19の3、幼児保健なぜ 1歳 6カ月健診をしないのか (52年法制化

されている)の通告質問者、谷 長一君の質問を許します。

025番(谷 長一君) これにつきましては、もうくどくど申し上げることはなくて、

まず最初にいわゆる法制化されている 1歳6カ月児の健診をどうしてしないのかという

ことを、くどいことはここに言えばありますけれども、言いません。ストレートにお聞

きします。

0副議長(中山基昭君) 谷 長一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) 1歳6カ月児の健康審査、これにつきましては昭和52

年から発足しまして、現在ではほとんどすべての市町村で実施をされております。三多

摩26市の中におきましでも、 25市が実施をいたしました。実施をしていないのは日野市

だけでございます。しかしこの実施をしていないわけは、歴史的な経過がございますの

で、その辺から御説明をしてまいりたし、と思います。

日野市では、ほかの市に先駆けまして、昭和46年から誕生日の健診を行っております。

誕生から12カ月たったところで健診をしているわけでございます。この12カ月の誕生日

健診というのは、 26市の中でも日野市だけが行ってきた、歴史的な事実がございます。

46年からこの施策を日野市独自のものとして始めてきたわけでございますが、その後御

質問の中にもございましたように、 56年から 1歳6カ月児の健診が厚生省の通達でやる

ようにという通達がございます。この通達に基づきまして、各市で 1歳6カ月児の健診

が始まりまして、現在、 25市が行っている、こういう状態でございます。

日野市につきましても、厚生省の通達があったときに、それまでやってまいりました

独自の誕生日健診を 1歳6カ月児健診に移してはどうか、こうしづ検討がなされたと思

いますけれども、恐らくそのときは健診をする場が不足をしているとか、あるいは医師

会の意向、あるいは職員体制の問題、そういうものの中でちょっとブレーキがかかるよ

うなものが出まして、その選択を、誕生日健診を続けるのだ、こういう方向でやってき

たのじゃないかと思います。

乳幼児の健診を御説明いたしますと、まず新生児訪問指導というのがございまして、

これは出生してから 3カ月までの聞にまず訪問をして、指導がなされます。その後4カ

月健診と申しまして、生後 3カ月から 4カ月児を対象にいたしまして健診事業が行われ

る。さらに 6カ月児健診、 9カ月児健診、そして誕生日健診、その後は 3歳児健診まで、

大分時間がございます。

厚生省は、こういった乳児期の健診、 2、3回地域の実情に応じて行う乳児期の健診

と3歳児健診までの時間的な経過が長過ぎる、こういうところに着眼をいたしまして、

その中間の地点で適正な時期に健診をする必要がある、こういうことで厚生省内部の研

究班が、幼児健診の適正な時期について研究を重ねてきたわけでございます。

その結果、健診をやる以上、疾病とか発達のおくれ、育児上の問題点などの発見がし

やすい時期、この時期はいつかということで研究を進めてきたわけで、すけれども、 1歳

6カ月が一番よかろう、こういう結論になったわけで、ございます。

その理由を幾つか整理をいたしてみますと身体面での疾病、例えば心臓病のような病
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気は、乳児期に既に発見されているはずですが、 I歳6カ月ではむしろ乳児期には気づ

かれなかったような軽度のものも発見できやすい、こういうことも理由の一つでありま

す。

それから小児科とほかの科との境界領域の問題として弱視、それから斜視、難聴、と

ういったような病気と申しますか、こういう傾向は 1歳6カ月までの時点で発見するの

が一番よろしい、これも理由の一つであります。それから育児環境の問題、特に親子関

係について問題があるなら、この 1歳6カ月までの間に気づいてやりたい。

それからもう一つは歯科関係の疾患でございます。離乳食をとるようになりまして、

歯が生えそろって、 1歳6カ月以降に麟歯が大変急増する、この時点からその予防にか

かわる保健指導を始めておく必要がある、こういった幾つかの理由から、 1歳6カ月健

診が必要である、こういう結論に達しまして、国でも補助金をつけて、この健診を奨励

したわけでございます。来年4月からは、生活保健セソターがすべり出します。そう し

ますと、この1.6歳児の健診も自前の、借り物でない健診の場ができるわけでございま

す。その場を使いまして、有効にやっていかなければなりません。

したがし、まして、私ども担当の部課といたしましては、ことしの 5月に 1歳6ヵ月児

健康審査実施準備会、こういう会を要綱で設置をいたしまして、構成メソバーは日野市

医師会を代表する医師の方お 2人、日野歯科医会を代表する歯科の先生お 2人、それか

ら健康課長、健康係長、中心になる保健婦と生活環境部長の 4人が行政側から参加をい

たじまして、座長は生活環境部長が務めまして、 5月から夏休み期間中を含めまして 5

回ほど、この準備検討会を持ちました。

その結果、結論を申し上げますと、従来の誕生日健診、この制度をなるべく今後も続

けてほし~、、こういう医師会側からの回答でございました。私どもは誕生日健診はやめ

て、それを後ろに 6カ月ずらして 1歳6カ月児健診にスライドさせる、そういう基本方

針で望んだのでございますけれども、医師会側は誕生日健診は各医院に直接出向いて個

別健診ですから、医師の方々はいながらにして健診ができる。しかし1.6歳児健診にな

りますと、これは集団方式にかわりますので、毎週当番でも ってその会場に出向かなけ

ればならない。医師会の先生方も非常に高齢化が進んでいて、外へ出るのが大変おっく

うだ、そういうような理由から、協力が大変難しいような状態になってきたわけでござ

います。

しかしながら、私どもは何とかしてこの 1歳児健診、誕生日健診を他市並みに 1歳6

カ月児健診に持っていきたい、そうすればデータなどの比較もできるし、という利点も
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ございますので、何とかこれを 1歳6カ月に持っていくべく交渉したのですけれども、

医師会側の協力は依然、としていただけないような状態でありました。

しかしながら、歯科医会の方は非常に協力的な、積極的な商を見せていただきまして、

1歳6カ月健診に全面的に協力をする、そのためには研修会なども持って、初めての試

みなので、歯科医会全体の研修の場もっくりたい、こういう積極的な発言もございまし

TこO

そこで、 1歳児健診を 1歳6カ月児健診に切りかえることは、今までの個別健診を集

団健診に切りかえることになりますので、大変大きな変化であります。この激変を 1カ

年間緩和をしましょう、 63年度に限っては従来どおり誕生日健診をやっていただきます。

しかしながら、 63年度はもう既に完全な形ではありませんけれども、歯科医会の方の協

力もいただいておりますので、 1歳6カ月児健診が不完全な形ながらすべり出すわけで

す。したがし、まして、 64年からは内科についても今までの誕生日健診をやめて、 1歳6

カ月健診に切りかえます。こういうことでもって、折衷案のような形で結論が出たわけ

でございます。

したがいまして、 1歳6カ月児健診をなぜやらなし、かという御質問ですけれども、誕

生日健診を独自にやってきたという歴史的な背景、それからそれを 1歳6カ月児健診に

切りかえるについては、医師会側からの必ずしも十分な協力が得にくい、そうし、う事情

があって、 63年度については不完全な 1歳6カ月児健診、ただし64年度以降は、内科も

含めた完全な 1歳6カ月児健診に移行する、こういう結論を持っているところです。

0言IJ議長(中山基昭君) 谷長一君。

025番(谷 長一君) これは確かにただし、まの部長の答弁を聞いていますと、歴史的

経過があったということではありますけれども、やはりこのような一つの通達がなされ

るということは非常に重大な、いわゆる誕生日健診もさることながら、これがよいと国

が法律で定めたわけですよね。この乳幼児健診というのを見ると、昭和22年ですか、児

童福祉法が制定されて、昭和23年度から乳幼児の健診というのは系統的に行われるよう

になったわけで、あります。

それで、これはどうしてかと申しますと、いわゆる終戦後は非常に困難であり、しか

も社会は混乱していたわけでありますので、乳幼児の栄養は非常に悪くて、身体の発育

状態が特に重要視される時代であり、また心身両面の障害者というのを早く発見しなきゃ

いけないということが叫ばれるようになりまして、それでこのような健診というのが行

われるようになってきているわけです。
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そこで昭和36年、さらには昭和40年には母子保健法がつくられる。さらに今度44年に

は都道府県の知事が、これは政令市ですね、それからいわゆる政令市においては妊婦健

康審査及び乳幼児の検査の委託等についてということで、厚生省の次官通達というのが

出されているわけです。

そのようなこともありまして、保健所以外の機関に委託を行って、乳幼児の検査を 2

回以内、一般健診ということで実施するということになっているわけです。それで特に

そのような中において 1年という独自の健診が行われたということは、ただし、まの説明

でよくわかりました。

がしかし、先ほども昭和52年ということをおっしゃっておりましたけれども、昭和52

年に法制化ということになりまして、 1歳6カ月の時点で健康検査を実施するというふ

うになったということです。その目的というのは、この 1歳6カ月時点において健康審

査を実施することにより運動機能、視聴覚等の障害、精神発達の遅延等、障害を持った

児童を早期に発見し、適切な指導を行い、心身障害の進行を未然に防止するにも、生活

習慣の樹立、虫歯の予防、幼児の栄養その他育児に関する指導を行い、もって健康の保

持及び増進を図ることを目的とする、ということが趣旨であって、この通達がなされた

わけであります。

このようなことを考えてみると、確かに昨年検討委員会等が設けられて、 8名の委員

が鋭意検討なされたということは非常に御苦労であったけれども、やはり厚生省が、国

が法制化いたしました1.6カ月健診というのを、私はやってもらいたいということであ

ります。

なんとなれば、そこで一つお伺いしたいのですけれども、この誕生日健診につきまし

ては一体国の補助が受けられているのかどうか、ということであります。その点につい

て、お伺し、し、たします。

0副議長(中山基昭君) 生活環境部長。

0生活環境部長(坂本金雄君) 現在やっております日野市独自の誕生日健診につきま

しては、補助金はございません。これを1.6カ月児健診にスライドをさせますと、年間、

私ども人口規模で申し上げますと、 60万ないし70万の補助金が来ることになっておりま

す。

0副議長 (中山基昭君) 谷長一君。

025番(谷 長一君) ただいまの部長の答弁だと、補助金はないということでありま

す。これを日野市の人口等からいきまして、1.6カ月にすると60万から70万という補助
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024番(古賀俊昭君) それでは森田市長に対し、一般質問を行います。

今定例会に森田市長は市職員の給与体系の一部変更、つまり現在の違法な通し号俸制

から一部に職務給を取り入れた準通し号俸制へ切りかえるための条例改正案を提案をし

ております。職務の内容に関係なく、勤続年数が同じなら部長、課長、係長さんも一般

職員の方の別もなく同じ本給としヴ、この前近代的な給与体系である通し号俸制は、今

からちょうど14年前の12月議会に森田喜美男市長より議会に提案されたものであります。

この通し号俸制は職務給を定めた地方公務員法24条の規定に違反するばかりでなく、

職員の勤務意欲を奪う文字どおり諸悪の中心点として、議会を初め心ある職員から再三

再四指摘され続けてきたことは、昭和58年6月議会の今議会での決議、または昭和60年

2月の管理職の皆さん有志による市長に対する申し入れ、さらには昭和61年4月の日野

市行財政調査会の最終答申などからしても、まぎれもない事実であります。

この通し号俸制は、御承知のとおり、森田市長が市長に初当選をした年、昭和48年の

12月議会に、職員組合の要求を全面的に受け入れて議会に提案され、そして議会の可決

を得て、翌年昭和49年 1月 1日から実施されたものであります。当時、森田市長はこの

通し号俸制の提案理由にいかなる理由を挙げて審議に望んだのか、審議の経過がいかよ

うなものであったのか、ここで振り返ってみたいと思います。

昭和48年の12月議会の会議録を見てみます。 12月18日火曜日、 7日日の本会議に、日

野市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正の件が、議案第105号として提案をさ

れております。従来の給料表から体系を大幅に改める議案の提案でありますので、かな

り多くの説明を詳細にわたって述べている箇所があるかなと思いましたが、市長の提案

理由は、極めて簡単であります。

記録によれば、とのようになっております。昭和49年 1月1日から事務簡素化のため、

現行 6表の給料表を新給料表 2表に統合し、時代に即した給料形態に改めます。これが

提案の理由であります。これ以上は、市長からは一切述べられておりません。そしてこ

の議案は、若干の質疑が行われた後、総務委員会に付託をされております。当時の市議

会議長は伊藤定議員であります。伊藤議長の、最後の議案の提案理由の質疑に終結を告

げ、最後にこの議案を総務委員会に付託したいと思いますが、これに御異議ございませ

んかということで、総務委員会付託が決定をしております。

そして12月議会の 8日目、 12月26日水曜日に総務委員長から報告がされております。

当時の総務委員長は西沢保議員であります。この委員長報告では、通し号俸制に関する

報告部分はございません。ベアの分と、条例改正の中に含まれておりました住宅手当、

扶養手当等の内容を簡単に触れただけであります。そして最後に、委員会といたしまし

金が出るという見通しだということであります。

そこで、この問題もさることながら、来年4月 1日から生活保健センターが今度開所

するわけでありますけれども、先ほど部長がおっしゃいました12カ月の場合は個別健診

ということであり、今度は 1歳と 6カ月という健診になると会場でやるというようにな

ると思いますけれども、そのあたりにつきまして市長、今度は市長なんですけれども、

いわゆる生活保健センターができるのですから、それは多少の反対等はあっても歯科医

師会は賛成しているのだということですから、これを市長が医師会にひとつやってくれ

よ、法制化されているのだから、ということを言えないでしょうか、お伺いします。

O副議長(中山基昭君) 市長。

0市長(森田喜美男君) そのつもりでおります。

O副議長(中山基昭君) 谷長一君。

025番(谷 長一君) 市長がそのつもりでいるということでありますので、やはり法

律で定められた乳幼児の健診ということでありますので、ぜひじゃなくて、必ず私は生

活保健セソターも来年からオープソするわけですから、その場所を使いまして、してい

ただきたいということを、強くお願し、し、たします。それからまだあるんです。それはい

いです。(笑声)

それでは、以上をもちまして、質問を終わります。(拍手)

O副議長(中山基昭君) これをもって19の3、幼児保健なぜ 1歳6カ月健診をしない

のか (52年法制化されている)の質問を終わります。

会議の休憩について、お諮りいたします。

議事の都合により、暫時休憩をいたしたし、と思いますが、これに御異議ございません

か。

( I異議なし」と呼ぶ者あり〕

0副議長(中山基昭君) 御異議ないものと認めます。よって、暫時休憩をいたします。

午後 3時15分休憩

午後4時5分再開

0副議長(中山基昭君) 休憩前に引き続き、会議を開きます。

一般質問20のし市長はごまかしに終始してはし、ないか、違法な給与制度「通し号俸

制Jの是正問題の通告質問者、古賀俊昭君の質問を許します。

(24番議員登壇〕
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ては、慎重審議の結果、原案を可決すべきものと決断を見ましたので、全会一致で採択

でございます。よろしく御審議のほど、お願いし、たします。これで委員長報告は終わっ

ております。

この後剣持佐吉議員が質疑を行い、それでほかに御意見はありませんかとしヴ伊藤議

長の議場に対するさらに意見を求める、また質疑を求める言葉で、委員長報告を決する

に御異議ありませんかとし、う言葉で終わっております。そして最後に、伊藤議長は、御

異議ないものと認めます。よって議案第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件は、原案のとおり可決されました。このようになっており

ます。

つまり当時、昭和48年12月議会では、この通し号俸制に対する突っ込んだ議論という

のは、ほとんど本会議ではなされておりません。原案どおり可決ということで、全会一

致、市議会は認めているわけであります。

こうし、う経過の中で、この通し号俸制は翌年の 1月1日からスタートをいたしました。

しかし地方自治法などで給与また退職金を初めとして、勤務時間、有給休暇などの職員

に関する労働条件の基本的な事項は、議会が議決する条例でもって定めることになって

おります。自治体の行政経費の中で職員の皆さんの人件費は大きな比重を占め、その原

資であるお金は納税者市民の税金であるだけに、議会の果たす役割はなおのこと重かっ

大であります。

さきの 9月議会で、違法な一斉 3短昇給の議案が出されました。議会は良識を持って

これを本来否決すべきでありましたが、残念なことに私どもの反対にもかかわらず、こ

の3短の議案は可決をされてしまいました。しかし会議録にはこの議案に反対をした人

がし、た、またその不当性を指摘をした人がし、たということがきちんと残るわけでありま

す。後々、このことがまた改めて議論をされる際には、こういったものが公式の資料と

して後の人の自に触れるわけでありますので、議会の浄化作用、また監視機能といった

問題が、事地方行革の波が高まる中で、指摘される声が高まっておりまして、そういっ

たことを考えると、やはり議会という場できちんとした対応をしておくことがぜひとも

必要であると思うわけであります。

そしてこの通し号俸制のスタートが切られたわけで、ありますが、この通し号俸制を主

張した職員組合、また全国でもこの給与制度の採用を強く運動の主眼に掲げた自治労等

の活動もあったと思いますが、この日野市におきまして、長期、多年にわたって続いた

通し号俸制の背景にあるもの、つまり賛成論者の論拠とはどういうものであるのか、理
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論とまでは言えるほどのしろものではないと私は思いますが、ここで一考してみたいと

思し、ます。

昨年、職員組合が発行した組合のビラ102号にこう書かれております。 i通し号俸制

は、 『賃金は生活給であり、生活が保障されるものでなければならなし、』という考え方

に基づいて賃金格差・身分差別撤廃の闘いの末勝ちとってきたものです。」という内容

であります。つまり通し号俸制というのは生活給であるということであります。

それでは、いわゆる働く人たちの賃金の適正な決定をするための基準、また方法、そ

ういったことについては、一般的にはどのように行われ、理解されているかということ

が対比されて考えなければならないと思うわけであります。

私は、以前、市職員組合の部屋に入れてもらったことがあります。職員組合の壁には、

今もかけられているかどうかわかりませんが、レーニソの写真が、肖像画か何かわかり

ませんが、かけてありました。つまりマルクス・レーニソ主義というところの、いわゆ

る社会主義、共産主義を説いた理論的な裏づけを、そ うした社会体制を支持する人たち

に与えている人物の絵が掲げられているわけであ ります。

こういった人たちが生活給であるというからには、社会主義や共産主義の理論を説い

た人たちがどのような考え方を持っているかということを、やは り調べてみなければな

りません。私は以前、本会議場で社会主義と共産主義の違いというものを簡単に述べて

みました。

「ゴータ綱領批判」とし、う書物の中に掲げてありますし、日本共産党の綱領の中にも、

最後の部分に出てまいります。つまり社会主義と共産主義の違いというのは、社会主義

は、わかりやすく言えば、おのおのは能力に応じて働き、労働に応じて取るというのが

社会主義であります。では共産主義は、おのおのは能力に応じて働き、必要に応じて取

るというのが共産主義の定義になっております。つまり社会主義は共産主義の第 1段階

であるというふうに規定してありますので、最終的には、すべての人は能力に応じて働

けば必要なものは何でも得られるというのが、彼らの目指す理想社会ということになる

わけであります。

それでは、この先ほどの組合のピラに書かれていた賃金は生活給で、あるとし、う発想は、

どちらに該当するかということであります。これは後に述べました、それぞれは能力に

応じて働き、必要に応じて生産物を受け取る、つまり取るという考え方に非常に近いも

のがあります。つまり職員組合の主張するところの賃金の決定の基準というのは、この

辺にあるのではないかということが考えられます。
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それでは、具体的に労働組合や官公労等の組合や、また共産党などが主張する賃金の

決め方というものはどういうものなのかということを、簡単に触れてみたいと思います。

高額の退職金、また給与といった問題がかなりやかましく議論をされるようになった

ころ、ある新聞に自治労の幹部のイソタピューが出でおりました。その幹部はどこかの

職員組合の書記長か何かの職にある人だったと思いますが、市長もいわゆる一般職員も

社会に同じように貢献をしているのだ、だから同じ賃金、退職金も同じであるべきだと

いうような、一見平等をにおわせるような回答をしていたことを覚えております。果た

してこれは正しいのかどうかということが、指摘されなければなりません。

共産主義というのは、御承知のように労働時間の長さで価値を決めようとする労働価

値説をとっております。その価値が不当に搾取をされている、つまり剰余の価値論とい

うものがあり、この搾取されているものについて、自分たちはそれを取り戻す権利があ

るという考え方に立っていると思われます。

これによれば、例えば労働者が 1日に 8時間分働いたとして、賃金を 2時間分もらっ

たとします。残りの 6時間は、いわゆる共産主義者の場合にはピソハネをされた、つま

り資本家の財布に取られてしまったというふうに、搾取という言葉でこの残りの労働時

間の分を理論づけているようであります。 そして現在の受け取っている給料や退職金以

上のものが当然、もらえるということで、違法なストライキを繰り返したり、またさまざ

まな賃上げの闘争を組んでいるわけであります。

それでは、例えば部長や、市長でもいいのですが、 一般職員の方との間にあるいわゆ

る経営者的立場の人と、一般職員、労働者の労働に対する所得というものにはどういう

違いがあるかということが問題になってまいります。つまり経済学では経営者と労働者

の所得の差というものを、いわゆる熟練した労働者とそうでない未熟練の労働者の所得

の差と同質のものだと考えるわけであります。その働きが社会に対してどれだけの貢献

をしているのか、効用を持っているのか、また責任の重さはどうなっているかというこ

とで決まってくるというのが、私どもが普通に考える労働者と一般の方の、労働者と経

営者との所得の違いというものの理解の仕方であります。

それでは、具体的に賃金というものがどのようにして決まるのかということを、もう

少し詳しく考えたいと思います。

例えば民間の企業であれば、賃金を生産性との関連においてとらえます。つまり生産

性の向上率を上回って賃上げがもし行われたとしますと、企業全体としましては生産物

の、いわゆる商品の価格を引き上げざるを得なくなるのであります。それが社会全体で

行われたとすれば、全般的に、つまり経済全体の物価上昇としう ことを結果的にもたら

すことになってしまいます。そうすれば、労働組合側はそれを上回る賃上げを今度は要

求するようになる。こうして物価と賃金の追いかけっこが始まり 、経済状態は不安にな

ります。したがって、実際の社会においては、民間の会社等では賃金の額、これは給与

と置きかえてもし、し、と思いますが、原則として労働者の生活に幾らお金がかかるかとい

う観点で賃金を決めるのではなく、全体のもうけは、つまり売り上げ、利益は幾らだっ

たかということを、まずはじき出すわけであります。そのうち人件費に回すのは幾らか

ということを次に決めるとしヴ方法をと っているというふうに、私どもは理解をしてお

ります。

つまり企業ではその組織または企業体で、生み出した新しい価値というものから、つま

り売り上げから、例えば税金を払う、銀行へ利子を払う、土地や会社の建物の賃借料を

払う、いろいろな積立金を払う、株主への配当を行う、こうし、う経費をまず必要経費と

して優先的に支払いを行うわけであります。そしてその後に一般の労働者の賃金、また

は福利厚生に関する費用や給与などが労使の話し合いで決められることになるわけであ

ります。この方法は生産性基準原理という名前で呼ばれておりますが、こういう内容を

含んだものが日本の一般の民間企業では行われているわけであります。つまり、給料等

の値上げや賃上げ率というのは、生産性の上昇率の範囲内に抑えるということでありま

す。そして売り上げ全体、またそれぞれ個人の労働者の賃金のパラソスというものを考

えていっているわけであります。こうし、う前提が一つ考えられます。

先ほど申しまましたように、 1日8時間働いて、例えば賃金は自分たちは 2時間分し

かもらっていないというような考え方を共産主義、または社会主義の立場に立つ人はとっ

ていると思うわけでありますが、果たしてそういう考え方が正しいかどうかという問題

であります。実際にはそのようなことは決してないわけであります。

なぜか、マルクスはこの理論には一つの大きな前提を置いております。しかしその前

提が間違っているというのは、周知の事実であります。例えば、2時間分が2500円の賃

金とすれば、 1日の労働8時間で 1万円の新しい価値を生み出しているということにな

るわけであります。しかし、価値とは決して一つの生産要素、つまり労働者だけで生み

出すものではありません。いろいろな立場の人、またいろいろなセクショソの人たちが

総合的に労働力を提供をして、新しい価値を生んでいくわけであります。もしこれを計

算しようとするならば、労働者の生産要素以外のものを別に孤立をさせて、限りなくゼ

ロに近い形で計算をしなくては、労働者の純粋な価値というものは出てこないわけであ

-494- F
h
u
 

Q
U
 

A
生



ります。

こういうお互いが助け合い、また協力し合う、そうした組織内の関係によって価値と

いうものは生み出されるわけであります。つまり，労働者だけで何時間分幾らという計

算は、理論上は出てこないわけでで、あります。私Tたこちの家庭で

カが:礼し、る、子供がいる、そして一つの家庭というものがある。しかしそれぞれの働き、価

値というものを何分のーかということで計算することは不可能であります。

そういうことで、労働者だけが生み出せる新しい価値を計算できない以上、そのうち

の例えば2時間分が賃金という剰余価値理論を振りかざす、ほかの 6時間が搾取された

という考え方はまさに架空の理論であり、ばかげた理論であるということを指摘せざる

を得ないわけであります。こうしたことが背景にあるように思われます。

私は森田市長が共産主義者なのか社会主義者なのかわかりませんが、しかしこうした

組合のピラに書かれているような、生活給であるという考え方に立った通し号俸制を、

組合の要求に従って出したという根底には、こういったお考えもあるのではないかと思

いますが、一般に理解されている賃金の正し¥，、、適正な決定の方法とは甚だ異なったも

のであるということを、市長、おわかりかどうかわかりませんが、御理解をいただきた

いと思うわけであります。

そこで、こうしたことを踏まえながら、ここで給与制度が一部でも変更される可能性

が出てまいりましたので、具体的に市長に質問をしてまいりたいと思います。

市長は、 9月議会で12月議会に職務給を提案すると明言をいたしました。今回提案を

された給与条例改正案は、職務給とは名ばかりで、わずかに課長補佐の等級を新設し、

部長から課長補佐までに管理職手当を一部本俸に算入して適正化を図ったのみで、課長

以下については手っかず、放置されたままになっております。

そこで、仮に今回の給与条例改正案が可決したとしても、依然として違法な給与体系、

不完全通し号俸制として残るわけでありますが、市長は今後抜本的な是正をいつまでに

行うつもりなのか、お答えをいただきたいと思います。

2番目に、今回ストレートに職務給に移行できなかった理由は何かということであり

ます。つまり係長以下にはなぜ職務給に切りかえができなかったか、また一般行政職と

単純労務職との給料表の分離ができなかったのはなぜか、こういった点についてもお尋

ねをいたします。

3番目に、昭和60年11月に策定をされた給与改定計画、いわゆる是正計画では、昭和

62年度までに給与是正が完了することになっているわけであります。しかしながら、結

果これが未達成に終わってしまうわけで、この点についての市長の所見を伺いたいと思

います。

質問の最後は、今回の提案に至る過程で、職員の意見、 意思、こういったものについ

てはどのような方法で確認をし、提案という形にこぎつけたのか、職員の皆さんに対す

る説明等はどのような形で行われたかについて、お尋ねをいたします。

以上、 4点、よろしくお願し、し、たします。

O~lj議長(中山基昭君) 古賀俊昭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4点につきまして、総務部長の方からお答えさせ

ていただきます。

1点目の職務給、課長補佐までの表でございますが、これにつきましては、この前提

案いたしましたときにもお話しいたしましたのですが、最初の私どもの市の方の考え方

といたしましては係長というところまでの表で提案いたしました。そしてそれらについ

てのやりとりがありました。ぎりぎりまで、 12月のこの議会の提案を上程するのが11月、

議案締め切りが11月30日で、議案発送がその日でございました。それには間に合わなかっ

たのです、そこまでの努力をしたので、すが、なおかつ強い組合からの抵抗もあ りまして、

そして係長職までができなかったというのが経過でございます。

それから 2番目のストレートに移行できなかったということでございますが、ここに

は御承知のように係長職117名おりますが、そのうち非組合員もございます。あるいは

組合員もございます。そうした中でのやりとり、これらにつきましての組合内部の葛藤

もあったと聞いております。

そうした中で、私どもさらに係長職までとい うことで、これは一貫した考え方で押し

てまいりました。そして実際にやったのですが、議案上程ということが、 9月議会で、

既に12月には何が何でも出さなればいけないという絶対絶命に追し、込まれておりますの

で、そうしたことを踏まえまして、遅くなって追加議案という形でございますが、ここ

に提案したというととでございます。

そしてさらに、今、御質問のありました分離につきましては、古賀議員さんも前の、

今までの議会でも提案をされましたし、それからまた私どもは何回か東京都、上部の方

の関係でお話ししてありますが、今るる御説明いただきましたように、 49年からスター

トしまして、 12年間この通し号俸というものが行われてきた経過で、ございます。そうし

た中での問題で、これを職務給に移行するということは、行政改革で60年に私どもが是

正計画を出した時点でも指摘も受けましたのですが、ともかくとりあえず管理職を一つ
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の目安にして切り込む一一一切り込むということは語弊がありますけれど、そうしたこと

をやってもらいたいというような指導がございました。これに向かつて私どもは、その

当時は係長職も管理職の一部として扱っておりましたので、そうした中で、の係長まで含

めたものでの対応でやってまいりました。そういうことでやってきたのですが、分離で

きなかったということです。

それから 3番目の、今申し上げました行政改革に基づく 62年度までに完成ということ

でございますが、これらにつきましては何回か今までの東京都の経過、そうしたもので

も東京都の方に説明をしてもらっていますし、そして日野はいつやるのだというような

強し、おしかりも受けまして、そして具体的に一つの給料表というものも提示されました。

それはやはり管理職を一つのものとしての考え方が出されたわけですO これでし、し、とし、

うことではありませんが、それらを踏まえ、こういうふうな一つのまとめ方ができたと

いうことでございます。

それから 4番目の職員の意思はどういうふうに、この職務給につきましての、今回提

案しましたものについての確認ということでございますが、この職務給につきましては、

11月の17日に部課長会を開催いたしまして、このような職務給を投げかけたということ

についての説明をしたところでございます。そして組合の方は私どもの方のそれを了と

はしませんが、一つの市側の提案として受けとめまして、そしてそれについてのディス

カッショ γ、討議をされてきたということでございます。一般の職員については、所属

長からの説明があったというふうに、そのようなことで、今回、時間は短かったのです

が職務給の説明、あるいは内容についての説明、そうしたものを討議をお願いしてきた

ところでございます。

以上で、またありましたら、お願いします。

O副議長(中山基昭君) 古賀俊昭君。

024番(古賀俊昭君) 経過は大体今、お話、部長の方からありました。いろいろ灰聞

すれば、私どもも大体わかっているわけです。

私が最初にお聞きしたのは、今回の給与改正条例案では、まだ不完全通し号俸制とし

て残るわけですね。ですから、今後、抜本的な是正をやるつもりがあるか、やるとすれ

ばいつまでにやる考えなのか、この点をお答えをいただきたいと思います。

それは 3番目に質問をしました市長の言ういわゆる給与改定計画、これは62年度まで

にすべて職務給に切りかえられる、またそのほか給料表の分離もやる、最低年齢別保障

もやる、こういうふうになっているわけです。しかしこれが62年度中の達成はまず絶望
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と言ってし、し、わけですね。今回これで終わってしまえば、まだ不完全通し号俸として、

日野市の給与制度は、給与是正団体の中でまだ指摘をされる形で残っていくと思うわけ

です。その点についてはどうなのか、この点、お尋ねをいたします。

今回は抜本的な、いわゆる根本的に適正化したわけじ ゃない、改めたわけじゃないと

いうことで、いつを期限としてそれに取り組むのかという点をお尋ねをいたしたいと思

し、ます。それから計画どおりできなかった点については、市長はどう考えているか。 こ

の点、お答えがありませんでしたので、お聞きをいたします。

それから私も、決算委員会等で何回かお話をしました。福島敏雄議員からも先般、話

がありましたが、市立病院の助産婦や看護婦さんについても絶えることなく広報で募集

が行われている。しかしこれが一般現業職の例えば看護助手の人と、また資格や技術等

を持たない一般の職員の人たちと同じ給料表で要するに処理がされている、対応されて

いるということで、こういった点をやはり改めなければ、立派な助産婦さんや看護婦さ

んというのは定着しないのではないかとしヴ指摘を、再三行ってきているわけです。こ

ういったいわゆる資格とか技術を持った職員についての給料表の分離は、今後検討する

のかどうか、この点、お尋ねをいたします。それから最低年齢別保障の件についても、

この機会にどう対応されるつもりなのか、お尋ねをしておきます。

それからついでに再質問しておきますが、職員組合が出している「市職ニュース」、

12月の 7日に出されました第四号、この中に「給与体系変更、当局と合意(来年 5月よ

り実施)J、こうし、う記述があります。ここで給与体系を変更することを職員組合とし

ては認めるということを言っているわけですが、そのためには条件がある、その条件を

当局がのんだから合意したのだという内容なんです。

その一つは何かと申しますと、現業、非現業は分離をしなし、、それから二つ自は係長

職は分離しない、 3番目は管理職の本俸の引き上げ額と管理職手当の削減額を同額にし、

現行以上の賃金格差にしない、こういう 3点が当局との間で合意されたということが出

ております。

ここで気になりますのは、 1番目と 2番目、現業、非現業は分離をしないという点と、

係長職は分離をしないというこの合意については、 今回だけの、今回の条例改正、一部

職務給の提案に当たっての 1回限りの合意なのか、それとも将来にわたって拘束力を持

つというふうに、両者で確認をされているのかどうか。これは非常に最初に私が質問し

た点と関係をしてくると思います。これを今後将来に向けて、組合と当局の間で守って

いくということになれば、もう抜本改正はやらないということに、意味するところはな
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るわけです。

この点、この合意とは今回限りのものなのか、将来とも両者を拘束するものなのか、

この点について再質問をいたします。

0富Ij議長(中山基昭君) 総務部長。

0総務部長(山崎 彰君) 最初の 1点でございますが、抜本的な改正を今後やる意u思

ということでございますが、今ここに提案いたしましたのは、管理職までの職務給でご

ざいます。そして第2段階としては、その後に考えております。しかし全面的に 1回で

できる、 2回でできるということは、やはり相手のあってのことでございますので、今

申し上げましたように、私どもが60年の行政改革から取り組みまして、この話を持ち出

して、ここに 3年有余の経過をとっております。そうした中でのやりとりがありますの

で、その点をひとつ御配慮、を願っておきたいと思います。ただ、逐次段階的に組合とお

話しをしていきたいという考えを持っております。話をしていきたし、ということ。

それから 2番目の計画どおりにいかなかった点については、今、市長にお答えという

ことでございますが、これは確かに一つの案として、私どもは是正、改定計画、そうし

たものを持ちまして行政改革に踏み込んだわけです。踏み込んでやってまいりました。

その中で何回か私もここで申し上げましたけれども、非常に何項目かの項目をやってま

いりました。そして一つ一つ、遅々としてでありますが、組合の理解を得ながら進んで

きたということは言えると思います。そうした中で、この点だけを取り上げてできなかっ

たということ、これも一段階ということでひとつ御承認願いたいと思います。

それから次の医療職関係でございますが、これも過日の提案のときにちょっとお話し

いたしましたので、すが、看護婦の募集、そうしたものが非常に、募集しでもすぐし、なく

なる、あるいは足りないというような状態でございます。そこにはやはりいろいろの面

もあろうかと思いますが、給与体系そのものの問題もあるというようなことも、私も認

識をしております。そうした中で組合に、これにつきましてはひとつ係長職もございま

すが、今早急にやるのはこちらの方ではないかというようなことで、まだ具体的な案は

投げかけてはおりませんが、相談に乗ってくれるよう、今、努力をしておるところでご

ざいます。

それから最低年齢別保障でございますが、これも初任給の 1号俸下位ということでの

スタートを切りまして、今後これらの体系というものをまたやっていきたいと思ってお

りますが、体系化していきたいということでございます。

それから給与体系の中での現業、非現業の分離、あるいは係長職、こうした条件が組

合と何か結ばれたので、はないかということでございますが、これはこの職務給130号を

出すに当たりましてのところまでのことでございます。ただ、これから以後、これで 1

回限りということではありません。先ほども申し上げましたように、段階的に何回でも

話をしながら 1歩 1歩前進していきたい、また改正していきたいという気持ちでおりま

す。今のところ、これだけで終わるというような協定とか、そういうものは結んではお

りません。

以上です。

O副議長(中山基昭君) 古賀俊昭君。

024番(古賀俊昭君) 段階的にこれから職務給、きちんとしたものになるように努力

してし、く、やっていきたいというお話なんですけれども、その期限とかいつごろまでに

という希望も、全く述べられないわけですね。通し号俸制を一部でも是正する、給与体

系を適正化するのに14年かかったわけで、すO しかもそれが半分改めるのには年、第2段

階考えている、これからも取り組むというお話なんですが、 全く見通しはないのかどう

か。

それから市長は、こういうみずからおっくりになった給与改定計画が達成されない、

つまり未達成で終わってしまうということについての所見を、私、求めたので、すが、そ

の点についてはお考えがない。その点、もうこれで事足れりとしているように見受けら

れるわけですが、将来に向けてさらに取り組むということになれば、かなりのエネルギー

が必要になってくると思います。議会が議員提案で出せないということもないわけなん

ですが、やはり労使間の合意があって出されることが望ましい。しかしいつまでも手を

こまねいて、放置するということもまたできないだろうと思います。市長の、今後に向

けた取り組みの姿勢を伺っておきたいと思います。

それから給料表の分離ということが、次はどれを目玉にやってし、くかということで、

できればあと 1回くらいできちんとしたものをつくってしまった方が私はし、し、と思うの

ですが、一般行政職、それから現業の職員の方との給料表を分けるというようなことに

ついてはどうなのか。それから最初給料表が 6表あったわけで、すね。これが 2表に変え

られたというととで、以前は教育職の給料表もあったわけですが、何か市長は時代の流

れに合わせるとか、簡略にしたし、という理由で、これを全部お蔵に入れてしまったとい

うわけです。

これをまずやっていきたいという内容について、市長の方でお考えがあれば、その点

もあわせてお聞きをしておきたいと思います。
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01ii1J議長(中山基昭君)

O市長(森田喜美男君)

市長。

給与体系の決定につきましては、いろいろその時代、時代の

したがって合意、今問われているところの合意の何か約束があるかということでありま

すが、合意ができないとし、う結果の状態でありまして、約束などとし、うものでは全くあ

りません。

それで、現在は職務給の導入に 1歩進んだということでありまして、逐次、どういう

言葉を使われましたか、言われるところの職務給の形に進めてし、く、こういう考え方で

あります。その上でなお現業、非現業の給与表を分けるというところが一番の山になる

問題かと思ってはおりますけれども、職務給というのはそうしヴ性格のものであります

から、そのための努力をするというふうに、苦渋の中で総務部長が申し述べておるとお

りであります。なるべくならば目標年次を定めたいわけでありますけれども、まだそこ

までいってはおりませんが、引き続き職務給のあるべき姿に進めていきたい、このよう

に交渉を進める考えでございます。

6表あったのを 2表にした、今度の改定で将来何表になるか、余り複雑な姿にしない、

あるべき姿ということを今申し上げているわけでありますが、補佐職という、課長補佐

というのが 1枚加わりますので、そのあたりの順序は決めていきたし、と思います。

7こだ看護婦と、わずか数名残っております看護助手というのを分けるということは現

状いかがなものか、単純労務職とそれから現業、非現業という言い方もあるわけであり

ますが、行政職とそれから労務職、これはやはりいずれは分けなければならない職務給

の姿だ、このように思っております。年次をいつということは…・

0副議長(中山基昭君) 答弁中ですけれども、ちょっとお待ちください。

時間の延長について、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

異議ございませんか。

C I異議なし」と呼ぶ者あり〕

流れというべきものがあったと思っております。したがし、まして、言われるところの48

年で通し号俸制をとった時代は、まさに公務員には生活給という給与の当て方が体系的

に適切である、こういう時の流れがあって、日野市がそれを率先したというわけでもあ

りません。多摩地区の有力市、 13市がそうし、う給与体系をとった、こうしヴ時代の中の

変化でありました。

その後、経済界が、いろいろな試練を経て、公務員といえども職務給を当てるべきで

ある、こういう新しい価値観と言いましょうか、考え方の変化が生まれてまいった。こ

れがたまたま行政改革でありますとか、いろいろな中で論議が進み、それのためのまた

実施が進められておる、こういうさなかだ、こう思っております。確かに生活給という

考え方もこたえる、つまり信頼を得るということで多少欠ける点があった、このように

思います。

人間の弱い点でありますが、一番大切なのは絶えず努力をし、緊張をし、自分の責任

に真っしぐらに進むということがどこの場所にも求められる。その原則に立って、生活

給は守られ、維持されるべきものであった感じがし、たしております。それは私の個人的

な感じでありますから、言いわけの理由にするものではありません。そして、古賀議員

さんの立場としては常に終始職務給の立場に立って、それが正しいという論理の中で活

動をされてきておりますし、それに対しましても、我々も大いに反省する点もありまし

て、則、職務給を取り入れるという努力を進めてまいっております。

いわゆる行政改革で、国あるいは都を通じて給与の適正化を求められておるわけであ

ります。当市としては既に指導項目を 9つの中の 8つにこれで一一-8つ目というのはま

だ中間的なものでありますが、 8つ目まで到達した、これだけ努力をしている市は、私

は決して言われるところの怠慢であるとか、ごまかしであるということではないという

ことだけは、はっきり申し上げておきたいと思っております。

そして提案のときに申し上げましたとおり、職務給の導入を図るため、このように表

現をしておるわけであります。したがって、これは第 1歩であるということも、説明の

中でお話をいたしました。今回、少なくとも係長職まで給料表の改定をいたしたい、こ

ういうことを非常に努力をしたわけでありますが、係長職は、職員組合の言い方をすれ

ば、つまり組合員の該当者である、したがって完全に合意を必要とする事項である、こ

うし、う主張でありまして、つまり間に合わなかった、こういう提案に間に合わなかった、

0副議長(中山基昭君) 御異議ないものと認めます。よって、会議時聞を延長するこ

とに決しました。

答弁を続けてください。

0市長(森田喜美男君) 地方公務員の給与体系の姿として、組合論理と、それから今、

私がお答えをしている論理はかなり距離があります。しかし我々の原則といたしまして

は時流に沿い、あるいは納税者に理解されるということがいつでも一番正しい、とるべ

き態度だと思っておりますので、市民の御意向を伺いながら、公務員として行政の仕事

に気持ちよく奉仕できる状態をっくり出す、こういうことが最終的な目標になろう、こ
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のように思っております。

以上です。

Oilj議長(中山基昭君) 古賀俊昭君。

024番(古賀俊昭君) 年限、目標年次というのはお示しにならなかったので、すが、そ

のための努力はするということでの答弁はございました。

市長はきのう、その前からの一般質問にいろいろ答弁しておられるのを、私ずっと聞

いておりますと、言いわけと言いますか、非常に答弁はお上手だし、お茶を濁すと言い

ますか、ていよく いなすということは非常にたけておられるわけです。今までも、私、

記憶しておりますのは、例えば下水道事業がなぜ日野の場合おくれたかというやりとり

になると、日野は用水路が発達してあったから、そのためにおくれたというような言い

方を一度されたことがある。それから循環パス等で、道路整備が進まないために暗礁に

乗り上げるということになると、土地所有者、いわゆる地主等の協力を得られないとい

うようなことをよくおっしゃる。

それから総合体育館や野球場、それから社会教育施設、いろいろなものがまだ日野の

場合にはそろっていない、できていないとしヴ指摘に対しては、学校建設に、人口急増

に合わせて追われてきたのだというようなことで、これもうまく逃げを打つ。現実は、

同じような対応をみな自治体というのは迫られて、その中でいかにそういった諸問題を

克服して、一定の行政効果を市民の要望に従って上げていくかということで、みんな努

力をしているわけです。

ですから、ただ日野の場合はこうだったからそれができなかったのだということでは、

市の職員の皆さんに対しても非常に悪影響を及ぼすところが大きいと思うのです。何か

一生懸命やるということがぽかぽかしくなってくる、そういう一つの空気というものが、

日野市役所の場合にはよく指摘をされてきたわけですO

この給与制度というものも、そういった中で先ほど私は諸悪の根源のような言い方を

しましたが、いろいろ問題は早くから指摘をされてきていた。しかも市長みずからが策

定をした、つくった改定計画では、今年度にはもう全部終わっていなければいけない、

しかし現時点でも努力は積み重ねてきた、確かに一歩進んだということは言えると思い

ますが、そのことに対する反省というのはあってし、し、というふうに、私は思います。

民間で考えられない給与制度というものを、約15年にわたって続けてきたわけです。

市長も、ここでやっと多くの職員とか、市民の良識の声に抗し切れず、違法な給与体系

の一部を手直しするために、重い腰を上げたわけで、すO 今の答弁で納得できる、いろい

ろな状況から理解できる両もありますが、しかしゴールはまだまだはるか遠いという感

じを禁じ得ません。

給与というのは、本来勤務というものに対する報酬で決定されるというのが原則であ

りますから、この通し号俸制というものが、今申し上げましたように行政の能率向上と

か、それから勤務意欲の増大というものに大きく障害になってきた、つまり市長の組合

とか、一部のはね上がった組合のリーダーとのなれ合い、そういった問題、また優柔不

断、そういうものが真面目な職員のやる気、能力、こういうものをだめにしてきたとい

うことを、反省してもらわなければならないと思うわけです。力を発揮する場を奪って

きたということも私は言えると思いますので、十分なる猛省を促しておきたし、と思うわ

けであります。

私たちは、市役所というものを選択することができないのですね。第 1市役所、第2

市役所というのがあって、この市役所には私の納めた税金というものが生かされて使わ

れていないようだ、だから今回は別の市役所に変えようとし、うわけにいかないわけです。

そういう話じゃないわけです。ですから、今回の一部の職務給の導入ということについ

て、私どもは失望するわけです。計画どおりいっていないし、約束が果たされていない。

しかし市役所を変えるわけにはし、かないのですから、絶望するわけにはし、かないのです。

職員とかそれから議会、市民もこの点については十分理解があると思いますので、市長

もひとつやる気を、今、若干示していただいたような気はいたしますので、ひとつ奮起

をしていただくことをここでお願いをして、この質問を終わりにいたします。

0副議長(中山基昭君) これをもって20の1、市長はごまかしに終始してはし、ないか、

違法な給与制度「通し号俸制」の是正問題の質問を終わります。

続きまして、一般質問20の2、都市計画税の税率見直しの動向についての通告質問者、

古賀俊昭君の質問を許します。

024番〈古賀俊昭君) この一般質問につきましては、昨日川嶋 博議員が簡明な質問

をおやりになったわけです。それに対して徴に入り、細にわたった十分な答弁がありま

して、よく市の現在の考え方、そういったものは私なりに理解したつもりなんですが、

ここでもう一度、町田市では都市計画税の税率の引き下げというものが提案をされ、ま

た都議会でも先般都市計画税の引き下げについて、本会議でいろいろやりとりがあり、

資産税評価替えにあわせて何らかの条例改正案というものを、来年の 2月の議会に準備

したいという答弁が、鈴木知事の方からあったということでございます。

これを受けて、もう一度、簡単で結構ですので、市長並びに担当の方の意見、意向と
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いうものを、ここで確かめておきたいと思います。

前例のない土地の値上がりという中で、この問題、さきの 9月議会からも一般質問で

何人もの議員が取り上げてやっているわけです。ただ今回の評価替え、つまり次回の評

価替えは、いわゆる基準年度の前々の年までの 3年間、つまり昭和58年の 7月から昭和

61年の 7月までの地価上昇率を基本に考えるわけでありますので、今回の評価替えに当

たっては、最近のいわゆる異常と呼ばれている高騰による直接の公示価格への反映、影

響というものはない、大体平均で12.1%程度だという回答が、昨日なされておりました。

そこで各地方議会、 26市でも改正案が出されたり、都議会でも準備されたりしており

ますが、こういった動きについて、市の方はどういう考えをお持ちかということを、ま

ずーっお尋ねをいたします。

それから先日、新聞でも報道されましたが、私ども自由民主党の東京都連、青年部と

青年局の合同定期大会が12月の 5日、自民党本部で行われました。この場で緊急の決議

というものが出されまして、この土地問題について、決議をしたわけで、あります。この

内容をここで急ぎ読んでみますので、このことに対する見解はどのようなものをお持ち

か、大体今まで言われてきていることを多く含んでおりますので、御回答を得られれれ

ば幸いであります。

その緊急決議の内容を、読んでみます。

東京の今日の土地問題、特に地価の急騰による相続税、固定資産税、都市計画税

問題の解決は、最も緊急にして重要な政治課題と考える。とりわけ来年度に評価替 え

をひかえ、地価の高騰著しい都民を、固定資産税、都市計画税の負担増から救済 する

為の施策は、急がなければならない。

現行法制の下、限られた時間の中で都民の期待に応える道は、今や都市計画税の

税率引き下げしかないと考える。

そこでマイタウソ東京構想との整合性をはじめ、あらゆる検討を重ねた結果、地

方税法第349条の 3の2、 (住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例)すな わ

ち、 200平方メートル以下の小規模宅地の課税は、課税標準価格の 4分の l、200 平方

メートルを超える宅地については 2分のしとの規定を都市計画税に導入することが、

現時点では最も効果的であると確信するに至った。

我々は、都民の負託に応える為、東京都および国にたいし力強く働きかけをし実

現へ向け、力強い運動を展開する。

右決議する。

昭和62年12月5日

第22回自由民主党東京都連青年部・青年局合同定期大会

というものであります。

この大会には、馬場弘融議員もそれから高橋 徹議員も参加をしておられました。都

議会でやりとりのあった内容も含んでいると思いますが、都市計画税の税率の見直しが

声高に叫ばれている現下、どのようなお考えを市当局においてお持ちか、お尋ねをいた

します。

O~IJ議長(中山基昭君) 古賀俊昭君の質問についての答弁を求めます。市民部長。

O市民部長(大貫松雄君) それでは、御質問に対してお答えいたします。

まず都市計画税の税率見直しの動向についてという中で、都及び各地の動向と日野市

の考え方というふうな御質問だと思います。

62年の12月8日の都議会で、都市計画税の減税に関する質問に対して、知事は、ちょっ

と読み上げますけれども、 「私は、都民の固定資産税・都市計画税負担の実態を深く認

識する立場から、まず、異常な地価高騰が63年度の評価替に反映しないよう、国に要望

するとともに、鋭意協議を重ねてきたところである」としながら、まずーっ目として

I Wよりなだらかな負担調整措置の新設』等税制改正の動向、」を国に対して要望。二

つ目として、 「年末には判明する評価替え全体の状況、等についても十分見極めたうえ、

都市計画税の負担の軽減について、早期に具体的な方策を明らかにし、次の定例都議会

でご審議を賜る所存である。」、こうし、うふうな答弁をしています。

これらの答弁内容を見ますと、特に関心が高く、都市計画税の軽減については都下自

治体の現行税率が、東京都と同様の100分の0.3を用いているところがございます。ちな

みに当市の場合を見ますと、 61年度決算の調定額に税率割を落としました単純な試算で

すが、税率を例えば今、幾つかの市で新聞紙上に載ってございますように、 0.25%にし

た場合、約2億3400万の減となります。これを0.2にした場合、約 4億6900万の減収と

いうふうなことになります。

そういうことで、市で、現在、都市基盤の建設を行う当市にとっては、目的税であり

ます都市計画税の貴重な財源でありますので、東京都、それから近隣の動向を十分見極

めまして、東京都のその際の対応をしていきたし、というふうに考えてございます。

私の方からは以上でございます。

O~1j議長(中山基昭君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 地価の異常高騰に端を発して、固定資産税の見直し年次に当
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たる、そのこつの税に関する関心が非常に高まってきたところであります。

一見いたしますと、固定資産税の見直しということが 3年に 1回ではありますが、こ

の異常価格が即時反映をするのではないか、そういうふうに考えられるのがごく常識的、

あるいはあり得ることというふうにも思うわけでありますけれども、そのことは一応回

避できる、しかしその次の 3年後にはまさにその状況がもろにかぶってくる。

そこで政治の場でありますとか、そのためのいろいろな憂慮が検討され、対応が進め

られておる、このように理解をいたしております。今お読みになられた議論の決議でしょ

うか、これもそういう認識の上に立たれたものと思っております。 自治体の裁量権限に

直接近い距離にありますのが、たまたま目的税でありますところの都市計画税である、

それに対して軽減措置を図れ、あるいは図ろう、こうしヴ状況が今回の都知事の表明で

あり、あるいは都下の自治体でもそのような議会の場での表明あるいは意見等が、新聞

紙上に見るところでございます。税収が東京都は非常に上がっていると聞いております。

ですから東京都が何か措置をされる、これは可能だというふうには思うわけであります

が、さて我々の自治体でそういう大きな減税措置がそのときにとれるかどうか、極めて

慎重を要する問題だと考えざるを得ません。

そこで、多分東京都がそうし、う減税措置をなさるのならば、自治体も連動せざるを得

ないかもしれません。それに対します財源の裏づけは、やはり都も当然、考えられるはず

である、そういうふうに思いたいわけでありますから、したがってその状態を十分見守

らなければならない、これが今の我々の態度だというふうにまた申し上げざるを得ない、

こういうふうに先日もお答えをいたしました。

基本的にはまだそういうことでございまして、直ちに現在の0.3を0.25にするとか、 o.

2にするとか、こういう具体的なことはむしろ今後の動向に、東京都の態度によって決

めたい、このように思うわけでございます。今のところはとてもできるわぎではない、

こんなふうにお答えをせざるを得ません。

0言Ij議長(中山基昭君) 古賀俊昭君。

聞くところによれば、今、市長のお話のように、財源の穴埋めには何かがまた考えら

れるというようなことも聞いております。ぜひ、万怠りなくそうした対応をとっておい

ていただきたし、と思います。

以上で終わります。

0言Ij議長(中山基昭君) これをもって20の2、都市計画税の税率見直しの動向につい

ての質問を終わります。

なお、古賀俊昭議員の質問の持ち時間は 5時36分までです。どうぞ質問者、答弁者も

要領よくお願いしたいと思います。

一般質問を続けます。 20の3、市長の「広報ひの」編集に対する認識について(広報

を使つての天皇批判など)の通告質問者、古賀俊昭君の質問を許します。

024番(古賀俊昭君) 私は、ここで森田市長と例えば憲法論争とか、天皇制問題等に

024番(古賀俊昭君) はい、わかりました。次の都議会が開かれたときに、知事は何

ついて議論をする気は毛頭ないのです。 ただ通告の質問の内容にもありますように、広

報とし、う、市民に向けて日野市が発行する公の印刷物で、非常に偏った、政治的な偏向

とも言える内容の記事を再三にわたって掲載をするというのは、非常に大きな問題だろ

うと思います。

11月の15日の「憲法講座の記録Jというのが、 7商を使って全ページ出されているわ

けです。その前に、 11月の 1日号にも「憲法講座の記録」ということで第 1回目が出て

いるわけですが、この11月の15日の記事について、いろいろ見方はあると思いますが、

中央大学の法学部の教授、清水 陸という人が憲法講座で話をした内容を詳細に伝えて

いるわけです。その講演内容をすべて広報に記載をしたということだと思います。

その中に「政治的権限を持たない天皇」ということで、お読みになった方もたくさん

いらっしゃると思いますが、ちょっとどういう内容かということを大急ぎで、ここで読

んでみたいと思います。

「国民主権と天皇の制度は矛盾しないものなのかが、次の問題になります。天皇の地

位は世襲制です。また天皇は広い意味で国家公務員です。国家公務員でありながら、世

襲制の存在は、天皇以外にありません。 憲法第15条に『公務員を選定し、及びこれを罷

免することは、国民固有の権利である』とあります。これはすべての公務員人事に建前

上貫かれるべき原則です。ところが、天皇にはそうし、う建前が及ばないわけです。民主

政治は、国民の意思で政治が行われなければなりません。国民の意思とは無関係な公務

員が存在するととは、民主政治に不十分な点があるということにもなります。ですから、

天皇の制度と国民主権は、厳格に考えると相いれないものになります。」、こう書かれ

らかの引き上げ案を提案をしたいという表明をしておりますので、 23区が都市計画税の

税率をいじるか、どういう方法をとるのか、この点は微妙なわけですが、それを受けて

26市、三鷹、武蔵野を除いて何らかのやはり、市民のいろいろな声もあります、それに

こたえる政策選択をせざるをえないと思うわけでありますので、十分な準備とか、研究

を怠りなくやっていただきたいと思います。
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ております。

それから最後に、 「だから天皇の制度は、封建的な制度だと思います。君主制は中世

の遺物だと思います。」、そういう書き方もあります。 I結論的には、天皇の制度は日

本国憲法上、厳格に国民主権を考えれば矛盾するが、その矛盾を最小限度に抑えるよう、

憲法上の工夫がなされているということです。」

いろいろな考え方があるということを申し上げました。市長は、こういう広報の編集

方針について、公の市が発行する印刷物である以上、中立、公正な編集というものを私

は心がけるべきだと思うわけでありますが、そうしたお考えはこうした記事をお読みに

なって全くお考えにならないのかどうか、その点、お尋ねをいたします。

それからこの講演者は、はっきり言えば天皇の制度の、そういったものを一切認めな

いとし、う立場の人であるわけです。(I共産党員か」と呼ぶ者あり)そう断定すること

はできないとし、うお考えもあるかもわかりませんが、日本共産党は綱領の中ではっきり

と天皇制の廃止、これを民主勢力の先頭に立って闘ってきたということで、はっきり天

皇制は認めないということを表明しているわけです。廃止する、つまり宮本顕治さんか

だれかわかりませんが、もし政権を取れば、天皇家は残るかもわからないけれども、天

皇制というものは認めないということですから、廃止されるということになるわけです。

そうした主張を持った人の講演というものを、これだけだらだらと載せる必要がある

のか。つまり憲法第 1条では、この講演者の言っているとおり、天皇の地位というもの

がきちんと国民の総意に基づくということで、象徴天皇制が第 1章に据えられているわ

けです。この憲法の第 1条とか第 1章の規定を、市長は憲法を市政に生かすということ

をかねがね表明をしておりますが、どのように、これをじゃ生かしていきたいというよ

うなお考えなのか、広報の編集方針と、その点についてお尋ねをいたします。

0副議長(中山基昭君) 古賀俊昭君の質問についての答弁を求めます。市長。

0市長(森田喜美男君) 編集方針ということで問われておりますので、私からお答え

をいたしますが、広報は、日野市民と行政とのパイフ。役を果たすなるべくわかりし、し、記

事にして、そうして内容をなるべく豊かにする、あるいは市民からの意見等も掲載でき

るようにするということで、努力をしております。

ことしは増ページを考えまして、 4ページ立ての、つまり15日号になるわけでありま

すが、毎月の15日号に 4ページ、もう 1枚ふゃそうということを、 4カ月ほどやること

になっております。できれば今後毎月 2回の広報をすべて 8ページ立てに 1段階進めた

い、こういう考え方を持っております。

たまたま増ページをしました、なるべくいろいろな講演等工、市民の忙しくて直接御

参加できない方々にもお伝えをしたいと思って、今回は憲法講座をなるべく毎回、毎回

と言っても 6回でありますが、こういう形で掲載をしようということが進められており

ます。昨年は一橋の杉原教授にお願いをしたわけでありますが、これは別に講演者の了

解を得て出版にしたい、書物にしたい、こういうことにいたしております。

それで今回の質問に対しまして、以上が編集の方針と言いますか、なるべく内容豊か

に、そして市民との強いパイプになるように、そういう考え方であります。

たまたま今回の質問に11月1日、それから11月15日、この 2回にわたって掲載いたし

ました「憲法講座の記録J、そして 1日号は「その 1Jとして「憲法と私たちの生活の

かかわり」、そして戦前と戦後、そういう内容で講座の話が進められております。それ

から11月15日号、 2回目でありますが「日本国憲法を支える柱J、 「①、国民主権につ

いて」、そして国民主権についてということで「国民主権と天皇の関係j というふうな

内容になっております。

私はこれを読んでみまして、古賀さんの日ごろ鋭敏な憲法感覚に何ら抵触するものは

あり得ない、こんなふうに思っておりまして、そういうふうにまた学者の講座の内容を

政治表明だというふうに指摘されることは全く当たっていない、このように感じており

ます。極めて学者的な立場で、中庸を得たわかりし、し、お話だ、このように受けとめてお

ります。

0副議長(中山基昭君) 古賀俊昭君。

024番 (古賀俊昭君) 私は、市長にお聞きしたのは、憲法第 l条には天皇の象徴とし

ての地位が書かれております。前文の後、憲法の最初には第 1章に天皇の制度の規定が

あるわけです。憲法を市政に生かそうというお考えと、こうした内容を広報に掲載する

こと、これは矛盾するんじゃないかということが一つ言いたいわけです。

それから市長はかねがね憲法を市政に生かそうというならば、憲法第 1条はどういう

形で生かしたいというふうにお考えになっているか、その点、はっきり、簡単にお答え

くださし、。

0副議長(中山基昭君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 日ごろ申し上げておりますすのは、私の寄って立つ思想、信

条は、まさに日本国憲法でございます。憲法を生かそうという趣旨は、まさに憲法の趣

旨を地方自治の場においても正しく守る一面、あるいは発展させる一面、そういうこと

でございます。

-510- 4
s
i
 

--ムFhu
 



0言Ij議長(中山基昭君) 古賀俊昭君。

024番(古賀俊昭君) 私は、市長と議論するつもりはないということを申し上げまし

た。どうし、う学者を連れてくるかは、市長の裁量によるものだというこ とは、私もわか

ります。しかし現在の国民の素直な感情、市民の気持ち、こういったものをおわかりな

らば、天皇の制度は封建的な制度だとか、君主制は中世の遺物だという表現、考え方の

学者というのは、市民の共感とか理解を得られる学説と言えない、お組末なものだと私

は思うのです。つまり国民感情、国民意識にはそぐわない甚だ、著しく話離した内容だ

と私は思います。ぜひ、こういった点、指摘する声が、かなり私は聞いております。

さらに、これは鏡野行雄議員も前におっしゃいましたが、以前の日野市広報、 6月 1

日号ではやはり憲法の記念行事で、北方領土が返ってこないのは、アメリカが米軍基地

を沖縄に置いているからだというような、とんでもない基調報告というのを広報に載せ

ていました。これは「赤旗」じゃないのですよ、日野市広報は。その点、厳格に日野市

広報というものを、編集というものを今後行っていただきたいと思います。

以前、今、外務大臣をされています宇野宗佑代議士が、こういう話をされたことを聞

きました。以前、中曽根前総理がイラソに行ったときに、当時はイラ γはまだ王政でし

た。イラ γと同じく日本も王政ですということを発言したということで、国会で野党が

大騒ぎをした、日本が王政であるとはとんでもないというわけで騒いだのですが、国家

の体制というのは共和国とそれから君主制の 2つしかないのです。日本は共和制でない

ということは、もうはっきりしてます。ですから、我が国の場合には、天皇陛下は憲法

上は象徴ときちんと書カ亙れている。だから日本の場合には主権在民とし、う、特筆大書す

べき君主制であるということが言えるわけです。ですから国民主権というものを念頭に

置いて象徴天皇制というものをやはり理解していかなくちゃいけない。これが日本独特

の国柄であるわけです。そういうものを頭から否定するようなものを、野党の感覚とい

うのはそういうものだと思いますけれども、日野市も持っているということを、私、感

じました。特に市長がそういうお考えであるということは、非常に、私、日野市民にとっ

て不幸だと思います。ともかく目を覆いたくなるような内容の憲法記念行事の記事につ

いては、今後、毎年繰り返されておりますので、厳に慎んでいただし、て、多くの市民が

納得する紙面の内容に刷新していただくことを市長に申し入れをして、この質問を終わ

ります。

本日の日程はすべて終わりました。

明日の本会議は午前10時より開議いたします。時間厳守で御参集を願し、ます。

本日は、これにて散会いたします。

午後 5時35分散会

0副議長(中山基昭君) これをもって20の3、市長の「広報ひの」編集に対する認識

について (広報を使つての天皇批判など)の質問を終わります。
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説明のため会議に出席した者の職氏名 イター設置促進に関する請願

市 長 森田喜美男君 収 入 役 加藤 郎 君 日程第 5 請願第 62-51号 入院ベッドの確保に関する請願

企画財政部長 長谷川暢男君 総務部長 山崎 彰君 日程第 6 請願第 62-52号 民族的偏見と差別にもとづく暴力行為の糾弾に関

市民部長 大貫松雄君 生活環境部長 坂本金雄君 する陳情

清掃部長 藤浪竜徳君 都市整備部長 前田雅夫君

建設部長 伊藤正吉君 福祉部長 高野 隆君 本日の会議に付した事件

水道部長 橋本栄蔦君 病院事務長 岩沢代吉君 日程第 1から第 6まで

教 コ月とて 長 長沢三郎君 教育次長 砂川雄 君

会議に出席した議会事務局職員の職氏名

局 長 佐藤智春君 次 長 主方留春君

書 記 田中正美君 書 言己 濃沼哲夫君

書 記 佐々木茂晴君 書 記 小林章雄君

書 記 斉藤令吉君

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62年12月16日(水)

午前 10 時開議

日程第 1 

(議案上程)

日程第 2 議案 第 133号

一般質問

日野市一般職の給与に関する条例の一部を改正す

る条例の制定について

(請願上程)

日程第 3 請願第 62-49号 日野市日野本町七丁目 5番地の23、日野市中央公

民館における保育室設置に関する請願

市営多摩平・旭が丘テニスコートの人工芝及びナ日程第 4 請願第 62-50号
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午前日時5分開議

0議長(黒川重憲君) 本日の会議を聞きます。

ただいまの出席議員26名であります。

これより日程第 1、一般質問を行います。

一般質問21のし日野本町整備計画を有効に活用せよ(市長期計画案とも関連して)

の通告質問者、馬場弘融君。

(15番議員登壇〕

015番(馬場弘融君)

ていただきます。

その前に、今議会の官頭の市長の所信表明、所信とし、し、ますか、行政報告並びに今議

会上程をされております各議案をじっくり拝見いたしますと、森田市長、いよいよ次な

議長のお許しをいただきましたので、通告に従って質問をさせ

る戦いに向けて第 1歩を踏み出したかな、というふうな感じを強く持っておりまして、

私どもとしても、しかるべき態勢をつくらなければいかんな、という感が強いわけでご

ざいます。

これまで私は、森田市長の行政に対して重箱の隅をつつしというと表現が少し悪い

かもしれませんけれども、なるべく悪いところをみつけ、そこを追及するというふうな

質問が多かったかと思うのでありますが、議員として 6年ほどたちますと、確かに現市

政を批判することはいい、それでは、おまえは一体何ができるのか、というふうな面で

の批判を仰ぐことが出てくるわけでございます。そういう点で、きょうの質問は、たま

たま私どもが居住をいたします、市長に言わせますと多摩川沿いの地域、というところ

の今後をどうしていくか、現市政を批判をするだけではなくて、どのようにつくってい

くのかというふうな立場から、前向きな形での質問にしていきたし、というふうに考えて

いるところでございます。

11月 1日号の広報「ひの」第 1商、 「まちをつくる市長室からJとし、う、例によって

市長の顔写真入りのコーナーとし、し、ますか、コラムでございますが、この中に、まさに

今私が申し上げました「多摩川沿い地域に都市計画時代」こうしヴ表題で文章が出てい

るわけでございます。

その官頭に、市長はこういうことを言っている。 I日野の発祥地、多摩川沿いの地域

が本市の都市計画の上で脚光を浴びる時代へ突き進んでいます。」この突き進んでいま

す、というふうな強い表現を、市長は使っておられるわけであります。

私も、この地域に住んでおりまして、こういった形で森田市長が我が地域の大幅な環
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境改善へ向けての第 l歩を踏み出してくれたということについては、素直に喜びたいと

思し、ますし、できるだけ一緒に、し、し、環境をつくるべく動いていきたいというふうに思

うわけであります。 ただ、この広報の記事を読みまして、あるいはこの記事の下に、多

摩川沿い都市計画構想、という図両が出ているわけでありますが、これを見まして、ちょっ

と気になることがございました。

それは、本来記事の土台をなすべき、皆さんもお持ちでしょうけれども、 「日野本町

北地区整備計画策定調査報告書」こういうものがあるわけですけれども、このことが、

この文章の中には全く触れてないんですね。こういうことが土台にあった後に、特に東

町地域とし巾、ますか、そういうものが、これから、いよいよ根本的な基盤整備にかかっ

ていくんですよ、ということが出ているわけですけれども、土台部分が全く欠けている

わけであります。

この調査報告書のポイソトは、一応三つあるわけですね。一つは日野の駅の周辺の地

域、もう一つは、留保地をどうするかというこ と、それから、もう一つが東町の地域、

と大きく分けて、この 3つの地域のことを、かなり具体的なパイ ロットプラ γというふ

うな形のものをつくっているわけであります。ところが、東町の地域だけがこの中でピッ

クアップされまして載せられている。他の日野駅周辺とか、あるいは留保地、森町地区、

この辺については大分先送りになるのかな、というふうな感じを持つわけであります。

この広報の取り上げ方を見まして、実は、私はこの報告書をもとにして、自治会の役

員さんとか主だった方々に、それとなく、こういったものを市がっくりましたよ、いず

れこういう形でまちづくりが根本的に進んでし、くんですよ、というふうなお話を申し上

げていたところだったわけで、ございますが、広報に出たのは、この東町地域だけだった

んですね。そんな関係で、一体、じゃあ、ほかのこの接点のところとし巾、ますか、これ

は一体どういうふうな扱いをされるんでしょうね、というふうな不安を訴える方もいら

しずこO

さらに留保地につきましては、この広報の記事、図面によりますと、完全に東町地域

の区画整理の中に入っているんですね。この調査報告書におきましては、全く別個です。

この留保地については、当初市長がおっしゃっておりました根本的な発想の転換とし、し、

ますか、そういうふうな形で、ただ単に公園とかスポーツ施設だけではなくて、高層住

宅をその中に入れるということによって財政負担を軽くする、そういうお考えがあった

はずでありますけれども、それがいつの間にか、この広報では雲散霧消とし、し、ますか、

形が変わってきているわけですね。もちろん私も、あそこの地域、留保地に高層住宅を

つくるということについては、どう考えても賛成しかねるということは、これまでもた

びたび、申し上げてきたところでございますけれども、それにしても、せっかくつくられ

たこの整備計画、そういうものに基づく一つの動きがあって、動いた後に市民の反応、

そういうものを伺ってシフトしてし、く、そういった行政が本来とられるべきである、と

いうふうに感じるところでございます。

これには、 400万円の費用がかかっているわけですね。せっかくつ くったものでござ

いますので、ぜひ有効に使ってもらいたい。このような感じをするわけでございます。

それで、市長もこの報告書の一番最初の扉とし、し、ますか、 「初めに」という言葉の中

で、あくまでもこれは一つのモデル案なんですよ、というふうなことを言っているんで

すね。ですから、このとおりにやるというんじゃないんだから、モデル案として提示を

する場、たたき台として市民の皆さんに御議論をいただく 場の一つの素材として、これ

を使ってもらいたい、というふうに感じるわけでございます。

そこで質問に入る前に、じゃあ一体どうして、この日野本町北地区整備計画策定調査

報告書なるものがつくられたのか、というと、いきさつを市長も十分御承知だと思いま

すけれども、ちょっと娠り返ってみたいと思うんです。

ポイ γ トごとに申し上げますが、まず、東町の地域、これは昭和57年ごろ、ょ うやく

立日橋、あるいは2・2・10というものの工事が具体化をいたしまして、東町自治会ではア

ソケート調査をしているんですね。その中で、下水道がなくて困っている、雨水の排水

が悪くて非常に因る、道路が狭い上に少ない、悪い、こういうことをほとんどの住民が

訴えていて、 2.2・10号線、あるいは立日橋等がつくられる際には、ぜ、ひ東町地域全般の

環境整備もあわせてやってもらいたい、こうし、う要望が市にも出されているはずでござ

し、ます。そして、これらの意見をもとにいたしまして、対策委員会も地域でつくられて

し、るわけであります。

恐らく市長に対する要望書の中には、東町地域の面的整備が可能ならば、ぜひそのプ

ラソを示してもらいたい、こういった要望が出されているはずでございます。これが、

まず第 1の大きな要因だと思います。

次に森町の地域、このよ也域も日野の駅の周辺でありながら袋小路になっているところ

が非常に多い。道路も狭い、少ない。公園等の公共施設が全くない、ということで、こ

れは、もっともっと以前から環境改善への要望が市、あるいは議会に対して強く出され

ていた地域でございます。昭和57年12月には、市街地整備促進についての請願というも

のが、この地域の住民から出されておりまして、ぜひ単なる道路拡幅とかということで
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はなくて総合的な開発行為とし、し、ますか、そういうふうな形で積極的に市の方でも動い

てもらいたい、といった内容であったと思います。

ちなみに、この請願は、昭和58年の 6月に議会で採択をされ、既に市長部局の方にも

送付をされているわけであります。これが 2つ自の要因だと思います。

3つ目は、日野駅の改良の問題であります。これは、特にす'っと以前から強し、要望が

出ておりました、例のガード下の歩道の拡幅につきましては、既に話がまとまりまして

工事にかかる段階になっているわけでございますが、この辺の経過は、前回交通対策特

別委員長の福島議員から、るる報告があったとおりでございます。しかし、それ以外に

も駅舎の根本的な建て替え、あるいは改良を求める声が非常に強いわけでございまして、

本年 6月には、およそ7，600人、といった多数の署名を集めた、駅の南側の方にも改札

口をつくってもらいたいとし、う請願が議会に提出をされておりまして、多分これは現在

建設委員会で継続審査中ではないかと思います。これらの駅舎改良への声も一つの大き

な要因だと思います。

そして、今申し上げました東町地域、森町周辺、日野の駅舎、これらのばらばらな要

素を一つにまとめるきっかけとなったのが、留保地、仲田の留保地の使い方に対する市

長の、私に言わせればアドパルーソ的な新しい提案ではなかったかなというふうに思い

ます。

61年 3月の議会の、市長の行政報告の中で、これまでの発想を根本的に変えて財政負

担を軽減するために、住宅都市整備公団等とも協力をしてかなりの数の公団住宅を誘致

をする。その見返りとして本来市が求めているプールっきの体育館といし、ますか、そう

いうものをつくっていただくとしヴ形は、いかがなもんでしょうね、という、こういう

提案があった。これらの提案に対しては、私ももちろん、ちょっと待ってくださいよ、

急にそういった高層住宅というふうなことを持ち出していいんですか、もっとじっくり

検討した方がいいんじゃないですか、ということを申し上げました。

私だけではなくて、中山議員、夏井議員、福島議員、天野議員、古賀議員、こういっ

た方々からも、もっともっと検討しなさい、やはり地域の住民は、あの留保地は公園、

あるいはスポーツ施設として使うべきである、こういう声が、どうも圧倒的に強いです

よ、というふうな発言が多く出ていたかなというふうに、私も記憶しております。

私も、昭和61年6月の第 2回定例会の一般質問の中で、この問題を取り上げまして、

各界代表の人の意見を聞いたけれども、ごく一部の例外を除いては、概ねあの場所は、

公園あるいはスポーツ施設として使ってもらいたいんだという声が強いですよ、という
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ことを申し上げ、もし、あの地域のことを考えるならば都市に盤の整備が遅れている周

辺の地域も一緒にトータルに考えて、一つのフランをつくられたらどうですか、そうし

ませんと、あの地域だけに立派な住環境の高層住宅ができるというふうなことになりま

すと、周りの住民から大反対が持ち上がるでし ょう、というふうなことを申し上げたこ

とがございます。

これら多くの議員の発言等を受けまして、昭和61年の 9月の議会ですね、第 3固定例

会に、この整備計画の策定についての予算が、補正予算でございますが、出たわけで、す

ね。日野市が100万円を負担をする。 300万円は住宅都市整備公団が負担をしてもらうと

いうふうな形でパイロットプラ γをつくろうじゃないか、と。完成をしたのが62年、こ

としの 3月であります。たしか私どもには、 6月に配付をされたかなというふうに記憶

をしております。この中で、確かに東町地域だけは非常に地元の対応も早く、行政側の

対応も早くて、既に戸別の具体的な話し合いが始まっているわけですね。

ですから、一番初めに申し上げましたけれども、市長の広報の文章も東町地域だけを

抜き出して書いたものであろう、というふうに思うわけでございますが、また繰り返し

になりますけれども、決してこれは、東町地域だけの問題を取り上げたものではないわ

けですね。日野駅から東町に至るあの辺一体の、日野本町の北側の地区全体をどうしょ

うか、というふうなプラソでございますので、ぜひそれを有効に使ってもらう意味でも

東町だけを切り離してああいう形で広報に取り上げるのではなくて、まずこういうもの

がありましたよ、その中で、今、東町地域は地元の住民の意向もあって、まず一歩進め

ましたよ、というふうな形の広報でありたかったな、というふうに感じる次第でありま

す。

「鉄は熱いうちに打て」というふうな言葉がございます。こういった報告書も 1年た

ち2年たちますと、だんだんお蔵入りとし、し、ますか、そんなのがあったかなというふう

なことにもなりかねません。

私は、これまでもよく市長にも申し上げているんですけれども、このような報告書、

計画書とし、うものが非常に多く、ばらばらにつくられているわけですね。一部有効に使

われているものがありますけれども、ほとんどのものが、せっかくつくられた報告書は

どこかへ行ってしまって、全く違ったような形のものになってきているというのが非常

に多く見られるわけですね。先般も奥住日出男議員が、行財政調査会の答申があまり有

効に使われてないじゃないか、せっかくつくられた答申というものを、もっともっと有

効につかったらどうかというふうな御発言もあったかと思いますけれども、そのような
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意味合いも踏まえまして、この調査報告書をぜひぜひ、もっと前向きに使ってもらいた

いという意味で質問に入りたいと思います。質問は 6点に分かれます。

第 1点目は、この11月1日号の広報における扱いの不十分きとし、し、ますか、そういっ

たものを踏まえまして、この日野本町北地区整備計画策定調査報告書、この内容を今後

どのように活用していくつもりなのか、特に市の長期計画施策の方向案というものが、

今私どもに示されておりますけれども、この長期計画の案とも関連をいたしまして、ま

ず第 1点目は、大づかみにお伺いをいたしたいと思います。

次に具体的に、今報告書の中では、先ほど来申し上げておりますように 3つのパイロッ

トプラソがありますけれども、私は、これを 4つに分けてみたいと思います。一つは東

町、 2つが留保地、 3つが森町地区、 4つが駅そのものであります。この 4つに分けま

して、そのうち 2点目として、既に具体化しつつある東町、あるいは今朝ケ島地区の進

展の状況ですね、現在どうなっていて、今後どのような段取りで進んでし、く予定なのか、

特に下水とか雨水の排水対策を踏まえまして教えていただきたいと思います。これが 2

点目。

それから 3点目は、仲田の留保地の扱い方なんですね。先ほども申し上げましたけれ

ども、市長が61年 3月議会のときに打ち上げたアドバルーγ、高層住宅をつくってもらっ

た見返りとしてプールつきの体育館を、というものが、だんだん後戻りしつつあるよう

な感じがするわけですね。これは、私にとっては非常にし、し、と思っているんですけれど

も、この留保地の扱い方について、これは特に市長に伺いたいんです。現在の気持ちで

すね。当初、発想、の転換を言われたころの気持ちが、まだ続いているのか、あるいは多

くの議員のいろんな発言を聞いた中で、だんだん軌道修正をされて本来の留保地の利用

方法に戻ってきているのか、その辺の市長の率直なお気持ちを聞きたし、というふうに思

います。これが 3点目。

4点目です。森町周辺地区ですね、これについては、実は、もう前回の議会でも、あ

るいはこの夏にも、私は担当者にも申し上けYこし、この場でも申し上け了こんで、すが、こ

れをもとにして、説明会とは言いません、一つのこういうプラソをつくってみましたけ

れども、皆さんでよく話し合ってみてくださいね、というふうな場を、まず初めには、

例えば自治会の会長さんとか商庖会の三役さんとか、そういうところで持つ。さらには

担当する地域の住民の方々に説明をする、そういう場を設ける必要があろうかと思うん

ですけれども、そういった計画が今組上に上っているのかどうか、それをお伺いをした

いと思います。

第5点目は、日野駅そのものの改良の促進についてであります。この調査報告書を見

ますと、日野駅の問題については、いわゆる中・長期計画として今の駅の構内を突っ切

るような形で、歩道ですね、自由通路、地下自由通路をつくったらどうだろうか。その

自由通路をまずつくらせて、その次に駅ビ‘ルに行くのがし、いんじゃないか、とこういう

ふうな案ができているわけですね。

たまたま、今回、甲州街道に商する部分の歩道が拡幅をされますけれども、どうも最

近の日野駅の乗降客を見ますと、恐らく乗り降り両方足しますけれども、 4万5，000人

ぐらい、日になっているのではないかなというような気がするんです。大分ふえている

はずです。市内の各駅の中で、恐らく日野駅は豊田の駅よりも、もちろん乗降客として

は現在少ないけれども、だんだんふえている駅だと思うんです。そういう点でJRにか

わりまして、恐らく今後経営体としての JRは、住民の強い要望があって、しかも不便

を感じるような声が強ければ、積極的に駅の改良、あるいは改造に対応するのではない

かというふうな気がするので、単に中期計画、長期計画として置いておくのではなくて、

早速その自由通路をつくったり、あるいは駅ピル化を促進したりというふうな行動を起

こすべきではないか、というふうな気がするわけですけれども、この日野駅の改造、駅

ピル化、自由通路化、こういったものについての市長の、特にお考えを伺いたいという

ふうに思います。

6点目、 6点目は、今計画書の中で具体的にプラソとして挙げられていないけれども、

地域の中に入っているところですね。具体的に申しますと、一つは市民の森スポーツ公

園の南側、日野一中のグラソドの東側の地区ですね。この地区は、先ほど申し上げまし

た多摩川沿い都市計画構想、この広報に載っている東町地域の区画整理をやってみたい

というところにも入っていないんですね。ですが、地元では、道路がちょっと少ないで

すから、 1本現在ある宿裏の道路からスポーツ公園に向けて、道路を通してもらいたい

んだというふうな声があるわけです。本来こういった道路は、地元の方々が全部負担を

して、セットバックをして無償でやっていただければ一番し巾、んでしょうけれども、な

かなかそうもいかない商もありそうなので、買収方式等で、こういうところは道路をつ

くっていくことができないだろうか、ということでございます。これが、 6点目の一つ

です。

それから、その次に、そのほかの市街地、私どもの居住します中町ですとか、金子橋

ですとか下町、こうし、った地域もまだ吸い込み槽を使ったり、そういうところも結構残っ

ておりますし、道路が狭いところも裏の方にはあるわけです。このプラソに、具体的な
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パイロットプラソに入っていない、そういった旧宿場の地区をどのように今後やってい

くのかということについての考え方を伺いたし、と思います。

以上、大きく分けまして 6点について質問をいたします。あとは、お答えに応じまし

て再質問をさせていただきます。お願いします。

O議長(黒川|重憲君) 馬場弘融君の質問についての答弁を求めます。市長。

0市長(森田喜美男君) 御質問に対しましての大綱的な考え方について、御理解をい

ただいておきたし、と思っております。

たまたま、 11月号広報で多摩川沿い地域の、本来の日野の発祥地、地域に対し、区画

整理時代が突き進んでいる、突進してきた、こういう意図で、一つの状況とし巾、ますか、

事情をお伝えをした次第がございました。それは、その前に行いました日野本町北地区

整備計画報告書、パイロットプラソと言われているものがベースにあるということは、

紙面の関係上、そういう言い方にはいたしておりませんが、ベースになっているという

ことは、間違いないわけであります。

なお、そのベースに加えて、その後、東町の、つまり2・2・11の東側の地域、また同じ

く2・2・11路線の線路から西の方の地域、こういうことも加えまして、日野市全体から見

ますと、まず多摩川の沿岸の区域、とこういうとらえ方で状況報告をした、こういうこ

とであります。つまり、そのパイロットプラ γのベースに、なお東の方と西の方を加え

た、これは相互関連がありますので、やはりそういう形で考える、つまり我々の頭がそ

れだけ実態に理解が進んだ、とこのような気持ちでございます。

そうして、たまたま立日橋から2・2・10のことが、これまで主要な課題であったわけで、

ありますが、桑園跡地、いわゆる仲田緑地を南方半分以上を目的といたしました今日の

市民の森スポーツ公園、つまり陸上競技のできるグランドを持った公園ということで国

の理解もあって、今日公園ができ上がっております。

留保地のことが、非常に今度は切実なことになってまいりまして、管理当局からも、

日野がほしければ早くというふうな御意向も伝えられましたし、それから、かねて望ま

しい都市像ができるまでというのが保留の理由になっておりますので、それらの姿を描

きたい、こういうふうに考えてまいりました。その姿を描く際に、既に留保地の北側の

部分は、市民の森スポーツ公園に関連して体育館をつくる予定地であるということが、

これまでの日野市の計画になっております。続いて、留保地を確保し体育館を実現した

い。その際に経費のことを考えますと、なかなか土地を買い、 2年間の間で、国から求

められる 2年間の間で目的の設備を達成するということは困難である。そういうことか

ら、市が受け取る商積を体育館が必要とする範囲にして、他の部分は住宅化することに

よって、財政的な負担を半分以下に抑える方法があるんではなかろうか、というふうな

考え方が生まれてまいりました。そのことを議会に、また報告をして御批判を仰し、だと

いうこともありましTこO

一般論として、確かにまとまった土地を、一方には高層住宅化するということは、そ

の財政計画からし、し、ますと筋道がなりたつわけでありますが、遠い将来計画から考えま

すと、そういう形で最後の可能性を決定づけてしまうことがどうか、とこれが、多分い

ろいろな意見の反映があったと思っております。

前後するかもしれませんが、その留保地の都市整備公団に参加をしてもらって、そう

して開発を進めようという一つの考え方が、今、初めにあります、いわゆるパイロット

プラソの導火線にもなった、こういうことであります。

住宅都市整備公団が、この計画に参加をしてくるというのは、自分たちの事業化し得

るものが相当量あるということとあわせて、また私が、かねがね多少伝えておりました

日野駅の改造は、駅舎を高層化することによって一一高層化というのは、中層は商業で

ありますとか、そういう使い方、その上に住宅部分をつくる、そういう一つの経営勘定

で、この駅舎の改造を日野市は多くの負担を持たない形で行うことができる。とりわけ

一番便利のし北、駅の近くですから、駅舎の改造はそういう考え方で進め、あわせて森町

地域の再開発も関連した形で可能化する、こういう発想でございます。

つまり、駅の近いところに、ある程度の住宅をふやして、そして地域の活性化とあわ

せ余り市の負担を支出しない形で一つの地域をつくろう、こういう一石二鳥とし、し、ます

か、考え方を、私は可能性があるというふうに見てお ります。その意味で住宅公団を引っ

張り込んだ、ということにもなるわけでありますが、今、住宅公団は、どこに自分たち

の期するところの事業がなりたつだろうか、というこ とで、我々の考えます構想とちょっ

と縁が薄くなる傾向もございます。

そういうことで、縁が切れたわけで、はありませんが、この構想、いわゆるパイロ ット

プラ γは大きなベースにはなる、そういうことで考えたいと思っております。

それから住宅をつくるのは、なるべく日陰の及ばない地域がし、し、わけですから、都市

計画的に川沿いの、つまり堤防沿いの地域は高層ができてもよろしいんではないか、あ

るいは線路に近いところならし北、んではないか、こ ういう考えもなりたつわけでありま

して、そのまた、大きな別の意味といたしましては、日野の発祥地の本来の甲州街道、

この地域がもっともっと商業的にも活性化する必要がある、あるいは地域的にも立派な
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公園、あるいはグラソドもできておるところでありますし、モノレールの駅もできるこ

とでありますから一一立川とつなぐと、立川に購買力を取られるというような消極的な

考えではなくて、立川からも消費者を引っ張り込むというような考えがあってよろしい

んじゃないかというふうに思うわけであります。手法をそういう考えで進めますならば、

私は甲州街道地域の、やっぱり日野市の発祥地であるという復元化は可能である、こん

なふうにも思うわけであります。

特に2・2・11都市計画路線は、これは現実の課題になってまいりますし、今までは2・2・

10でモノレールを受けられるというふうに考えておりま したけれども、このカーブの部

分などで新しい2・2・11の、またそれの分岐が必要で、あるという ようなことにもなりまし

て、今日の土地事情からいって、あるいは2・2・10の買収事情からいって、用地買収じゃ

とても道路の確保は困難だろう。そこで、やはりこれからの都市整備は本格的なことに

なるわけでありますけれども、区画整理方式に依存することが一番結果がいい、目的を

達成するのに周辺の環境もあわせて整備ができる、ということで、つまり区画整理方式

を取り入れようというのが東の部分の新しい考え方であります。

その際に、羽田ヒューム管が入るか入らないか、これが一番決定をする決め手にもな

る、また入らないで行っても成果が不十分だということで意向を当たってみましたとこ

ろ積極的に、しばらく時間はかかりましたが、積極的に都市計画の中に入れてほしい、

とこういう意向が伝えられまして、これならなお意味が大きいというので、初め2・2・10

以東のことを考えたわけでありますけれども、それになお加えて、留保地を加える、つ

まり30ヘクタールプラス 6ヘクタールという考え方が生まれたわけであります。これは

ベース、いわゆるパイロットプラソにはなかったことなんですが、それも入れよう、な

お、その中央線以西の2・2・11部分、これも下水道、多摩川幹線のためには、ぜひ早期着

工が必要でありますので、東町地域の都営住宅、今朝ケ島のこととあわせて、やはり、

これは都営住宅とも係わりが非常に深い。特に2・2・11の西方に当たります地域は、これ

は今のところ区画整理的な考え方は、線路に近い部分の、つまり薬王寺、あの界隈では、

たまたま組合施行でという話がございまして、ぜひ、それが進みますことを願っておる

わけであります。ちょっと今のところ、指導者のお亡くなりになったというのがあって、

ちょっと緩んでおりますが、その考え方をなるべく早く盛り上げてもらおうという考え

方を持っております。

そういたしますと西の部分は、特に2・2・11は、これは多少振り返って考えますと、市

施行でやるものか、都施行でやるのか、これは絶対都施行でやってもらわなければなら

-528-

ないということでお願いをした、また今日の市民の森スポーツ公園の部分のどこに、道

路用地はどこに譲渡するか、ということが決められた際に、都施行でということを特に

頼んだ効果もありまして、都にそれが譲渡された、つまり都がやるということに決まっ

たということが大きな成果ではあった、とこのように言えるわけであります。

その都施行を、 2・2・11は都施行でありますから、どうしても早く取り組んでいただし

そのためには、また東京都の内部の都営住宅との関連が生じますので、住宅局と建設局

が内部調整をしていただいて、そうして必要な家屋移転等については、若干の都営住宅

用地もそれに充てる、そういうことをまず決めてもらわなければなりません。そうしな

いと、 2・2・11路線の上に移転をしなければならない家屋が相当数ございますので、 42軒

というふうに聞いておりますが、建設局が施行していただくためには、その住宅の行き

場をつくらなければならない。これは、もちろん市も最大限の努力をしなければなりま

せんが、そういうことを基本的に今日取り組んでいただくよ うに働きかける必要がある

というふうなこともありまして、そして結局2・2・11号路線を一番中心とする、そういう

都市計画が、この地域に必要だ、こういうふうな考え方の推移と発展でございます。

そういうことを考えますと、いよいよ多摩川沿いの地域に都市計画の時代が来た、こ

ういうことになるわけでございます。なお、地元にそういう情報をお伝えをし、ある程

度の判断なり御意見なりをいただくということのき っかけをつくりたいという希望が、

広報上の記事としての発表だったということであります。あと、た くさん一一ーですから

パイロットプラソ、復元ではなくてパイロットプランの発展だ、というふうに御理解を

しておいていただきたいと思います。

なお、これには駅舎の改造、あるいはある程度の住宅構想とし、うことをあわせて、地

域の発展に貢献する一つの案ではなかろうか、このように考え、それの具体化を前進さ

せたい、こういうことでございます。

あと、そういうことだったら、また再質問においてお答えをさせていただきます。

O議長(黒川重憲君) 都市整備部長。

0都市整備部長(前田雅夫君) 市長が、ただいま御答弁申し上げましたけれども、一

部細かし、問題につきまして、私の方からお答えを申し上げます。

まず、日野本町の北地区整備計画策定報告書でございますけれども、この報告書の中

でとらえている地域の都市整備部としての課題を、大まかに分析をしまして申し上げま

すと、まず、都市計画道路の問題でございます。これは市長のお話の中にもございまし

たけれども、 2・2・11の問題、それから2.2・1の問題、この2・2・1とし、し、ますのは甲州街道
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のことでございます。こういった都市計画道路を整備しなきゃいけないということでご

ざいます。

特に都市計画道路につきましては、モノレールの導入空間としての確保もございます

し、それから公共下水道の汚水管でございますけれども、多摩川中央幹線というのがご

ざいます。これは、浅川処理場から発しまして東光寺に至る幹線でございますが、 4，20

0メーターございます。これが2・2・11号路線に入るということでございます。

それから、さらに道路の件で申し上げますと、生活道路としての整備でございます。

御承知のように東町、それからいわゆる日野本町にかけましては、従来の道路というこ

とで非常に生活上支障が来ている、そういう状況でございます。こういったものの解決

を図らなければいけない、ということでございます。

2点目は排水でございます。これは、汚水計画につきましては、今若干申し上げまし

たけれども、 2・2・11号線の多摩川中央幹線の問題、それから、さらには区画街路に汚水

管を入れるわけでございますので、これらの道路整備の問題があるわけでございます。

それから雨水につきましては、神明上の都市下水路が、ここでようやく見通しがつい

てきているわけでございますけれども、この排水の区域は、 2・2・10号線の西側も含んで

いるわけでございます。この点につきましては、第 7点でございましたけれども、いわ

ゆる日野本町の雨水の排水につきましては、将来になりますけれども、神明上の都市下

水路につなぐよう整備をしてし、く、ということになるわけでございます。

それから、モノレールの関係で、ございますけれども、これは、都市計画道路をっくり

まして、 2・2・11にモノレールの導入空間を確保するということでございます。これは、

東京都の計画によりますと昭和65年着工、それから完成は、 72年ということでございま

す。これらも意識しながらまちづくりに取り組まなきゃいけない、そういう要素になる

わけでございます。

それから、話もだぶりますけれども、都営住宅の関係でございます。この本町北地区

につきましては、今朝ケ島の都営住宅もございますので、現状の中で建て替えというこ

とになりますと、将来のまちづくりに大きな影響がございますので、総体的なまちづく

りをした中で、都営住宅の建設を認めていただく。さらには、一部、市の都市整備関係の

用地への活用とか、そういうものも、ひとつ考慮してまいる必要があるということでご

ざいます。

それから最後は、日野駅及び日野駅周辺の森町の再開発とし、し、ますか、再整備の問題、

こういったものがこの地域に、いわゆる整備課題として、今存在をするということでご

ざいます。

それで、御質問の第 1点目の、この報告書の基本計画へのアフローチでございますけ

れども、これは、基本計画を策定するときに論議をされているわけでございますけれど

も、既に日野市で調査等行えてし、るものにつきましては、最大限検討し尊重する、そう

いう形で基本計画をつくるということでございますので、事業化の見通し等については

基本計画に入れていくということでございます。

それから、東町の区画整理の問題でございますが、これは現在、おおよその区域でご

ざいますが、 36ヘクタールを考えております。区域といたしましては甲州街道、それか

ら多摩川、 2・2・10につきましては、いわゆる西側の部分については、西の南ですね、こ

れは2・2・10、それから仲田の公園のところで申し上げますと、留保地の南側の2・2・11

号線、それから西側につきましては、四ツ谷区画整理の境、そういうことで現在考えて

いるということでございます。

この件につきましては、日野市の執行体制とか、あるいは財政の問題もございまして、

施行者をどこにするかということでいろいろ検討をしてきております。現在、まだ結論

は出ませんけれども、区画整理をやるという方針は、市は定めておりますけれども、そ

の施行者について、今調整をしているというところでございます。ただ、きっき申し上

げましたようにモノレールの関連で、ありますとか、あるいは公共下水道の推進を考えま

すと、事業主体の調整ということで時間をとるわけにもいきませんので、今回の補正の

中にもお願いをしておりますけれども、一部調査費を計上し、予算の執行にむだになら

ないような、そういうことも配慮、いたしまして、一部、市がその準備に入っているとい

うことでござし、ます。

今後の計画といたしましては、 A調、 B調等を行いまして区域を正確に定め、それか

ら地元へのアプローチを行う。その上で街路計画等を定めまして、さらに地元への説明

を行ってし、く、そういうことになるわけでございます。まだ東町の課題といたしまして

は、かなり大きな問題もございますので、明らかになった時点でさらに申し上げるとい

うことで、現時点では、この程度で御理解を賜りたいというふうに考えております。

それから森町地域への、この本報告書の説明会ということでございますが、私ども森

町地区につきましては、今から 4年前でございますけれども、森町の一部有志が何とか

現在の町を整備できないかということで、市の方に話もございまして数回話し合し、をし

ております。その中で手法として考えられることを幾っか申し上げ、いろんな意見を聞

いております。その後に、この調査報告ということになったわけで、ございますので、私
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ども今まで、この調査報告だけの報告ということでは、森町地域の方から見ますと、ま

だ何にも市の方は進んでいないのではないかというような、そういう感じを受けるので

はないかということで、あえて今年度につきましての説明会は、しなかったわけで、ござ

います。いま少し町整備のあり方、いわゆる手法等も都市整備部内で検討いたしまして、

来年度には地域の説明会とし、し、ますか、話し合いをしてみたいというふうに考えており

ます。

それから排水関係につきましては、さっき申し上げましたとおり、将来神明上の都市

下水路で処理をしていくということで御理解を賜りたし、と思います。

私の方からは以上でございます。

O議長(黒川重憲君) 建設部長。

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。

間があるかどうか。

順番に行きますね。第 1点目の大づかみなところですが、まず日野市基本計画施策の

方向案ですね。要するに長期計画です。これでの扱い方なんですが、例えば、今、一番

初めに具体化している東町地域の問題が全く書かれていませんね、この中には。そうだ

と思うんですよ。その一方で、先ほど来、私、申し上げておりますけれども、この整備

計画に載っている中の日野駅については、かなり具体的に本市の表玄関として、という

ふうなこともあるし、日野本町北地区整備計画に基づき、というふうなこともあって、

この施策の方向案については、むしろ東町地域よりも駅だとか、 駅周辺の方がさきに進

むんじゃないかなというふうな感じが、私どもするわけです。

そういう点で、今のお話ですと具体化しそうなものは今後基本計画の中に入れていく

のだ、というふうな、都市整備部長のお話にもございましたが、ぜひこの東町地域とい

うのは、やはり、ひとつ入れておく必要があるだろ うというふうな感じを持ちました。

それから下水道の関係なんですが、私ども、この辺の地域、日野本町地区、あるいは

栄町、新町地区というのが日野市の公共下水道の計画の中で、あるいは一番最後の下水

道完成地域になるのではないかなということを、非常に心配をするわけです。

たまたま、私、今、日野市公共下水道計画の図面を持っていますが、この図面をよく

見ますと幹線が幾つかあるんですね。今問題になっているのは、多摩川中央幹線、それ

からもう一つ、豊田地区には浅川中央幹線というピソ ク色の幹線がありまして、さらに

旧七生地区とし、し、ますか、 多摩川右岸浅川流域下水道、浅川幹線というのがありまして、

この幹線だけは色が違うんですね。格が上なんですよね。この図商で言えば茶色の少し

太めの幹線になっているわけです。格上の幹線なんです。

私ちょっと思うんですが、多摩川中央幹線、今答弁にもございました、市長のお話に

もございました2・2・11に面する幹線です。多摩川中央幹線というものも、この 1ラソク

アップした幹線にする、というふうなことはできないのか、もしできるとすれば財政負

担の面でも、かなりの違いが出てくるでしょうし、時期的な面でも早く進め得るのでは

ないかなというふうな気が、もちろん素人判断でございますけれども、するわけであり

ますが、その辺の可能性があるかどうか、ちょっとお答えをいただきたいと思います。

O議長(黒川重憲君) 都市整備部長。

0都市整備部長(前田雅夫君) お答えいたします。

多摩川中央幹線の格上げの問題でございます。御承知のように日野市の公共下水道に

つきましては、南多摩、浅川、秋川、 3つの流域に分かれまして、それぞれの処理場に

まず東町地区の生活道路の関係でございますけれども、これにつきましては、日野本

町の六丁目地内につきましては、地元の要望を踏まえまして測量をしてございます。こ

れは地形測量、あるいは用地担Ij量、こういうものを測量いたしまして、その地元の要望

の中で、この中に東西に2路線、それから南北に 1路線の市道があるわけでございます

けれども、これらについての拡幅の要望が非常に強いわけでございます。

そういう中で来年度といたしましては、南北に走ります宮子3号線、これについて地

主等とも交渉して拡幅の工事に着手していきたい、とかような考え方でございます。

それから、もう一点の東仲田の 7号線でございます、この御質問の路線につきまして

は。これは、平均の幅員が約2メーターでございまして、延長が85メートルということ

で関係地主さんが 6名いらっしゃるわけでございます。 60年には、この道路につきまし

て両側の地主さんから寄付の申し入れがございました。それで私どもの方は、早速61年

度に測量をいたしまして実施して、具体的に各地主さんの方に案をお示しして、こうい

うことですよ、ということでお示ししたわけで、ございますけれども、その時点で、どう

しても 1名の方が了解していただけない、こういう事態になったわけでございます。

これは、発足がそもそも寄付という形で動いておりますので、もう少し時間をいただ

いて何とか話し合っていきたい、とかように考えております。

以上です。

O議長(黒川重憲君) 馬場弘融君。

015番(馬場弘融君) 市長が大分細かくといし、ますか、丁寧なといし、ますか、御答弁

をいただきまして、もう少し具体的なことを、少しやりたかったんで、すが、果たして時
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流入をするということになっております。

それで、この事業の施行でございますけれども、流域下水道でございますので、処理

場及び流域幹線については東京都が施行する、いわゆる施行管理をする。そのほかの幹

線につきましては地元自治体が建設をし管理をする、そういうことになっております。

現在、日野市内の処理場及び流域幹線とし、し、ますのは、浅川処理場が新井地域にできま

す。それから、流域幹線として浅川を横断しまして、川崎街道及び北野街道を西に行く、

で、八王子地域に入っていくということでございます。

この流域幹線の一つの原則とし、し、ますのは、 2市以上の汚水を受ける。その幹線につ

いては、流域幹線として東京都が建設、管理をしよう、そういうことになっているわけ

でございます。ただいま御質問の多摩川中央幹線については、その原則からはずれると

いうことで市施行の幹線になっていたということでございます。

そのほかに中央幹線につきましては、浅)11左岸に都市計画道路2・2・11号線に沿いまし

て、西の方に続く中央幹線がございます。今後、都市下水道の汚水の幹線を建設する中

で、現在未認可の地域が、この浅川中央幹線であり多摩川中央幹線の区域でございます。

面積にいたしまして、約805ヘクタールです。それだけあるわけでございます。

62年度を起点にいたしまして、昭和76年、 15年間でやる場合にどこが陸路になるかと

いうことになるわけでございます。御承知のように多摩川中央幹線につきましては、今

議論されております東町の2・2・11号線の区域、それから万願寺第二区域の2・2・11号線、

この区間でございます。これを万願寺につきましては市施行、それから東町について

は、今検討しているところでございますけれども、いずれにしても区画整理方式を持ち

ましてつないでいこう、ということでございます。この上流を見ますと東町及び万願寺

第2の区画整理が順調に進みますれば、いわゆる中央線までは順調につながってくると

いうことになるわけでございます。中央線から栄町、これが幹線の延長で、約1，500メー

ターあるわけでございます。これをきっきも市長が申し上げましたように、できる限り

都道として東京都に整備をしてもらって、この道路敷に中央幹線を埋設をしてし、く、今、

そういう構想、を持っております。

2・2・11号線の建設については、市として最大の、いわゆる東京都へのアプローチをし

なきゃいけない、ということではありますけれども、都の取り組みの様子も見きわめた

中で、私どもが今考えておりますのは、浅川の、いわゆる未認可区域の事業認可につき

ましては、昭和65年前後に目鼻をつけたし、というふうに考えております。

そういう中で、今御提案のありました多摩川中央幹線の格上げの問題でございます。

私ども、 この中央幹線の格上げの問題については、メリットといたしましては財政負担

の問題でございます。簡単に申し上げまして、東京都が流域幹線としてやってもらえれ

ば、東京都は国から 2分の l、東京都が 4分のしそれから地元負担4分の 1というこ

とになるわけでございます。市が負担をいたしますと、 2分の lは市が負担をしなきゃ

ならないということに、単純に言いますと、なるわけでございます。そういう財政上の

問題のメリットは、非常に大きいわけでございます。

それから、いわゆる新町、東町地域、それから神明、本町も一部含むわけでございま

すけれども一一一大坂上ですね。このスピードの問題については、一番大きなところは万

願寺第二、及び東町の区画整理のいかんにかかるということだろう、というふうに理解

をしております。現時点で、この中央幹線、浅川及び多摩川につきまして、明言するこ

とはできませんけれども、市として取り組む大きな課題である、というふうに考えてい

る次第でございます。

O議長(黒川重憲君) 馬場弘融君。

015番(馬場弘融君) よくわかりました。ただ、重ねて申し上げておきますが、やは

りJRの中央線を越えるというのが非常に難しい事業でもあるし、大変な作業だと思う

んですね。そういう点を踏まえて、確かに隆路はいろいろあると思うんですが、ぜひそ

この多摩川中央幹線のレベルアップという問題も、ぜひ頭に入れて、今後進めていただ

きたいというふうに思います。

それから東町の件ですが、羽田ヒューム管も一応その中に入れてもらって結構だとい

うふうなお話でございました。大変よかったと思います。そうすることによって、かな

り南北の道路をつくる、生活道路をつくる上に、うまく協力が得られるのではないかな

というふうな感じがし、たします。大変よかったと思います。

それで、ちょっとひとつ、細かいところでございますが、お伺いをしたいんですが、

多摩川の堤防沿いの側道とし、し、ますか一ーは、現在、四ツ谷下区画整理が終わったとこ

ろについては、大体JR中央線のガードから仲田小の北側ぐらいまで、ずっと通ってい

るわけですね。そこで止まっています。あの辺は、すっと、区画整理をすることによっ

て、側道が日野橋あたりまで、ずっと行くような形で考えていいのかどうか、ちょっと

確認をしたいと思います。

0議長(黒川重憲君) 都市整備部長。

0都市整備部長(前田雅夫君) お答えをいたします。

先ほども申し上げましたけれども、東町の区画整理につきましては、これから本格的
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にA調、 B調を行ってし、くわけでございます。その中で幹線道路でありますとか、ある

いは区画街路の設定をしていくということになるわけでございます。そうし、う状況の中

で明言することはできませんけれども、ごく区画整理の常識からすれば、できるだけそ

の堤防沿いに沿った道路をつくる、ということになるんではないか、というふうに考え

ております。

ただ、さっき申 し上げましたように家屋の移転でありますとか、その東側の道路の接

続をどうするか、そうしヴ問題は残っている ということをお含みをいただきたい、とい

うふうに思います。

0議長(黒川重憲君) 馬場弘融君。

015番(馬場弘融君) ぜひ、そのようにしていただきたいと思います。

それから留保地の問題ですが、この策定調査報告書においては留保地は単独で扱われ

て、このような高層住宅が大部分を占めるような案になっているわけですが、どうもこ

れは、私の感触でございますが、市長のお話等を伺っていますと、これからは、やっぱ

り少し戻ってきたな、という感じがし、たしまして、大変喜ばしいことだと思います。東

町地域の区画整理の中に入る、留保地を入れる というふうなお考えということは、それ

なりにもう少し幅広く、あの地域が考えられて、先般も板垣議員の質問でも、 50メート

ルフ。ールをつくってほしい、というような要望すら出ているような状況でございますの

で、これはお答えを求めませんけれども、ぜひ、一番当初、日野市が持っていた案、体

育館ないしは緑、森、スポーツ公園、そう いった形のものが多くとれる ような形で、こ

の留保地は使ってもらいたい。

今の市長の答弁を聞いていれば、多分そのような方向性に、だんだんもとに戻るとい

いますか、そういう感じがするわけでございますので、ぜひ、そのようにやっていただ

きたいというふうに思います。ぜひ、高層住宅というふうなことだけはおやめをいただ

きたし、。重ねて申し上げておきます。

それから森町地区ですね。これについては、今年度はいろんな事情から説明会のよう

なものは、なかったけれども、来年度には、やってみたい、ということでございます。

これは、説明会というような言い方は、ちょっとおかしいかもしれないけれども、とも

かく、市はこういうプラ γを持っているぞ、というふうな場ですね。提示をする場とし

て、ぜひ来年は、やっていただきたい、というふうに思います。

それから、次の日野の駅舎の問題ですが、これ、実は高層住宅一一駅ピルが、上の方

は住宅になるんだ、というふうなお話もありました。どうも住宅というのは、どうかな

という気がし、たしますが、いずれにしても駅ビルをつくってもらいたいというふうな、

何か市民運動ができつつあるやに聞いてお ります。 JRでもそういった方々に対して、

これまでの国鉄当時の応対とは違った応対をしているように聞いております。そういう

ことで、市が音頭をとって住民運動を盛 り上げるというような形になれば、先ほど申し

上げたような自由通路兼駅ピルというふうな形のものが、以外と早く対応できるのでは

ないかな、という気がするわけです。

そういう点で、従来からも議論されておりますけれども、宇津木台の住宅が、だんだ

ん住民が張りつきますと、かなり多くの方が今以上に日野駅に出てくる。そういう こと

を考えれば、とても今の駅のままでは、やり切れないだろう、 あふれるだろう、という

ふうなことが早急に予想されるわけですから、そういう点も踏まえて、単に中・長期計

画としての駅ピルだとか自由通路というのではなくて、一番近い短期計画として、もは

や入れるべき段階に来ているというふうな感じがし、たします。

そこで、 1つ、ちょっと例を申し上げたいんですが、よく私は、秋川市の例を引くん

ですが、またこれも秋川なんです。秋川で、市長も御承知と思います。五日市線に西秋

留という駅があったんですね。国鉄時代は西秋留でした。今度、秩川駅というふうになっ

たんで、す。もとの西秋留駅がどうし、う状況であったかということは、もう、いまさら説

明するまでもないんですが、本当に田舎の駅とし、し、ますか、片方だけに出口があって本

当にわずかな駅前の広場があって、桜の木だか、いろんな木が植えてあるというふうな、

車も 3台ぐらいしかとまれないんじゃないかというふうな、そういう駅であったんです

ね。それが、この 3月に立派な、駅ビ、ルとは言いません、駅舎をつくって、しかもあそ

こは平面に線路がありますから、上をオーバーブリッジのような形で市道としての歩道

をつくったんで、すね。そういうことによって、住民の南北の交通の不便も解消したし、

立派な秋川の玄関口になるんですけれども、でき上がったというようなことなんですが、

それについて一一ーとても、この秋川のやり方というのは感心したんで、すが、この計画が

具体化する段階で国の、要するに建設省から、係長クラスを市の部長待遇で呼んでいる

わけですよね。

具体的に言いますと、約、駅舎の部分も、市が大分負担してつくっているようなんで

すが、市道部分だけは 3億200万ぐらいかかっているんですよね、 つくるのに。そのう

ち、国が臨時交付金というふうな形で 1億1，000万出してくれているわけです。恐らく 、

今申し上けYこ、国から派遣されてきた部長待遇の職員というのは、この辺のとりま とめ

をするために派遣をされてきて、もう既に今は、国の方に戻っているそうです。
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つまり、こうしヴ行政の仕方をすれば、日野市の今言った自由通路ですね、まさに同

じ考え方です。一方はオーバーブリッジですけれども、一方は地下ですが、考え方とし

ては全く同じなんで、以外と早く進む可能性があるということです。こうしヴ近隣の市

のいい例というものは、ぜひ、ぜ、ひ参考にされて、確かに財政は大変かもしれないけれ

ども、努力をすれば、こういったことができるわけですから、今も村山参与もいらっしゃ

いますけれども、それはそれとして、こういう形も考えてやれば、以外と進むのではな

いか、というふうに感じるわけでございますが、再度問いますが、今申し上げた秩川市

の例なんかも含めて、日野の駅舎の改良、自由通路をつくる、駅ピ、ル化を図る、早急に

JRに働きかける、これについて、再度市側のお考えを確認をしたいと思います。

特に、これは市長にお願いをしたいと思います。

0議長(黒川重憲君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 既に御承知のとおり、いろいろな方法で国鉄時代から引き続

き、今日の JR会社に対してもアプローチをいたしております。

なお、この JR側から企画力のある職員を割し、て自治体に派遣をするということもあ

る、ということを聞いていますので、この件につきましでも早くから申し込んでいると

ころでございます。西豊田駅のこともありますし、鉄道との関係は、今度のまちづくり

に非常に重要でございますので、あらゆる考慮を払いながらやっていきたい、このよう

に考えております。

0議長(黒川重憲君) 馬場弘融君。

015番(馬場弘融君) 全く、今市長がおっしゃったとおりなんですね。この日野駅を

一つの起爆剤にして、今おっしゃられた西豊田駅ですか、この辺も可能性があるかどう

かわかりませんが、何らかの具体的なものが出てくると思うんですね。

そういう点で、ぜひ、今後の日野の駅を利用する方が、ますますふえるだろう、今の

駅では大変なことになるぞ、そのときになって大騒ぎをしても遅いぞ、ということを重

ねて申し上げておきます。ぜひ積極的な対応を、これもお願いしたいと思います。

いろいろ申し上げてまいりましたけれども、この日野本町北地区の整備計画、こういっ

たものを一つの起爆剤として、全く何もなかったものが、一つの具体的な資料、報告書

というものがつくられ、それをうまく利用していけば、いろんな方向にまちづくりの新

しい面が出てくると思うんですね。これは、私どもは、たまたま今回は日野本町北地区

というものを問題にしました。まだまだ、例えば南平とか、いろいろあちこちにあるわ

けですね、もう少し基盤整備を進めなければいけないところがあります。こういう形で

一つの材料を有効に使っていけば、それがうまくいけば、ほかの地区の日野市内の基盤

整備のためにも、大きな一つのモデ、ルケースになるだろう、というふうな気がし、たして

おります。

そういう意味で、ぜひこういった調査報告書というものは有効に使っていただし、て、

うまく進めていただいて、ほかの地区でも同じよ弓なことがスムースに、住民の協力を

いただいてできるような、そういう行政を進めていただきたいというふうに、強く申し

上げる次第でございます。

いずれにいたしましでも、最近、世界情勢もいろんな問題で大きく変わりつつあるわ

けでございますが、日野市も森田市政の中で、なかなかうまく進んでこなかった都市基

盤の整備が、ここへ来てようやく大きな車輪が動き出したかな、というふうな感じを持っ

ておりますので、どうかし、し、方向に車輪を進めていただし、て、 15万8，∞0日野市民にとっ

て、し、ぃ行政であるぞ、ということがますます言われるように、そういった市政運営を

今後とも、ぜひ積極的に進めていただきたいということを重ねてお願いを申し上げまし

て私の質問を終わります。

0議長(黒川重憲君) これをもって21の1、日野本町整備計画を有効に活用せよ(市

長期計画案とも関連して)の質問を終わります。

お諮りいたします。議事の都合により暫時休憩いたしたいと思いますが、これに御異

議ありませんか。

C I異議なしJと呼ぶ者あり〕

0議長(黒川重憲君) 御異議ないものと認めます。よって暫時休憩いたします。

午後 O時27分休憩

午後 1時32分再開

0議長(黒川|重憲君) 休憩前に引き続き会議を開きます。

一般質問22のし市内特養ホームと在宅老人介護事業及びボランティア活動について

の通告質問者、高橋徳次君の質問を許します。

(16番議員登壇〕

016番(高橋徳次君) それでは通告にしたがし、まして、一般質問をさせていただきま

す。

市内の特養ホームと在宅老人の介護事業とボラソティア活動について、質問をさせて

いただきます。日野市内に特養ホームを設立していただきたい、という質問を多くの議

員の方から出されております。また、私も昭和59年の第2回の定例会に始まって、これ
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で5回目になっております。また、その他、多くの議員の方から、いろいろとこの間、

この件については、その質問がなされております。その都度、その返答はと申しますと、

いつものとおり検討中ということで流れております。

そうして、その用地にしましても調整区域ないしは、また市営住宅の建て替えに伴う

空き地の利用、とその都度、その答弁が粁余曲折しておりました。今回、その場所が高

幡の864番地の 4の市有地というふうに内定している旨の、突然の発表がなされました。

つくるということに関しては、非常に結構なことで、私を初め多くの議員の皆さんもこ

れに反対ということでは、決してないと思います。しかし、この特養ホームということ

は、非常に内容的にも複雑ですし、またその運営も多方面にわたっております。

そういったことで、この特養ホーム設立に向かつて、まず、その場所が内定したとい

うことで 1歩進まれたということは、本当に同慶の至りでございますけれども一一ーもう

皆さん御存じのとおり、今、日本は高齢化社会へと進んでおります。また、この日野に

とっても決して例外ではございません。

せんだっての読売新聞ですか、この世論調査によりますと、 50歳ないし60歳という実

年層ですか、これはまだ、働き盛りを自認されている世代でございます。こういった方

が、趣味やスポーツには積極的に取り組んでおりますけれども、しかし、その将来に対

する考え方は、という問いに対しては、やはり寝たきりになること、これが一番不安で

あるとし、う返答が返っております。

総理府が調べた実年に関する世論調査によりましても、 87%の人が、現在の生活には

満足しているけれども、やはり、将来心配になるのは一一寝たきりになるということに

対しては、一番の関心を持っているようです。自分や、その配偶者が寝たきりになった

りすることに対する不安、これを抱いている方が、実にその実年層にも 7割近くいると

いうことで、核家族化が進んでし、く中で、老年を目の前にした実年層の心細さというも

のが浮き彫りになっております。

それゆえに高齢層になりますと、その反動とでも申しましょうか、やはり一番気にな

ること、これは自分自身の健康ということが、圧倒的に多数の方が気にかけていられま

す。こういったことが、家族とのつながりや安定した収入で、すね、とりもなおさず、そ

の人間関係ですか、いや、お金よりも自分の健康が本当に大切である、ということが現

実に浮き彫りにされております。老人保健法の改正の制度、強化された老人保健、設備

の整備や運営に関する基準が確立され、また入院治療までの必要はないが、リハビリや

介護を必要とするお年寄りを対象とする老人病院の医療機能と、老人ホームの福祉機能

とをあわせた施設、こうした施設をとみに待ち望んでいるということは、年をとられた

方の御本人、またその家族の方の今後ますます、この切望は痛切なものになっていくと

思います。そのようなときに、今回特養ホームの建設が発表されたことは、本当に結構

なことだと思います。

そこで、まず市長に伺いたいと思うんですけれども、今回の特養ホームは、寝たきり

老人の方ですか、このような入所施設、その中にリハビリや、また地域ケア等も取り入

れた複合施設ということのようですけれども、これには、やはり日野市内の医師会や保

健所、または日社協、事業団等との話し合い、調整、また今後の協力等が当然、必要になっ

てくると思います。また、これを進める上では、庁内での話し合いが十分行われなけれ

ばならないと思います。

そういったことで、この 9月の定例会ですか、それまではその場所すら確定しており

ませんでしたけれども、この12月、急逮高幡とし、う場所が明らかになってまいりました。

それは、非常に結構なことなんですけれど、その理由を、どうして急に決まったかとい

うことを伺いたいと思います。

それと、また同時に、その用地についても今までは市営住宅だとか高幡だとか、緑地

地帯だとか、調整区域だとか、というふうに変転しておりましたけれども、いずれにし

ても非常に大変なことだと思うんですね、この特養ホームをつくること、それから運営

していくことが。そういった非常に重要なことなので、もちろん庁内でも十分、私は検

討されたのかと思っておりましたけれど、どうも窓口の方では、余り御存じなかったよ

うな気がいたします。

そうし、ったことで、今回一一これは非常に結構なことなのですから、どうぞ前向きに

お願いしたいと思うんですけれど、どうして急にこういうふうに内定されたのか、また

その問、庁内の調整、それから外部との調整、話し合い、そういったことについてあっ

たのかどうか、その点、ちょっと市長にお伺いしたいと思います。

0議長(黒川重憲君) 高橋徳次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) 特養老人ホームの必要が問われて、もう数年どう取り組むベ

きか、ということを真剣に考えてまいりました。法人格を持った社会福祉法人が、日野

市内にみずから用地を得て、そうして所定の手続きを経ておやりになられる、このこと

が期待の第 1でありました。また、そのような市民団体とし、し、ますか、動きもなかった

わけではありません。それから、その際に候補に挙がって、相談の形で候補に挙げられ

るのが御指摘のとおりの調整区域でありましたり、あるいは都有地と民有地を合わせて
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使うような意見とか、いろいろあったわけでありますが、いずれも結論と して実現不可

能、こういう結論に到達したというふうに、これまでお答えをいたしております。

しからば、どうするか。そうなりますと、公設民営でひとつ考えようではないか、公

設が予定できるのは、高幡に長らく寝かせてある用地であるその場所には、一応は高l幡

福祉センターが所在いたしますし、地形的に、あるいはその道路もそうですが、排水等

に問題があるということが、これまでなかなか決めがたい事情になっておりました。ょ

うやく去年あたり、その排水装置も、一応あそこにあります市営住宅数十戸の浄化槽と

いう形で、試験的な施設をっくりました。そうなりますと、今の福祉セ γターを複合化す

ることによって、その同じ場所を使うことをもし可能と考えるならば、用地の問題は、

市の持っている土地ということで克服できるんではないか、ということを前後、前後と

いうか行きつ戻りつしながら検討してまいりました。

その結果が、今回予算化をして、そうして議会の賛同を得たい、こうし、う提案になっ

ておるわけでありまして、窮すれば通ずるということの一つの事例でもある、こう思っ

ております。

この福祉法人が、日野市の外で幾っか依頼しているところもあるわけでありますが、

地元の、.特にまた今後のあるべき姿としては、地域でなるべくケアができる、そういう

一環のまた施設として位置づけるということが大切だと思いますので、そのような考え

方に至ったということでございます。

なお、 1カ所では事足りない、したがって今までも尾をヲ|し、ておりますとおり、市営

住宅の老朽したものを建て替える際に多少立体化することによって、その地積を生み出

す、そこに老人ホームを位置づける、そのことの可能性についても専門に、専門にとい

うよりも、時間を置いてかなりのことを検討いたしました結果、不可能ではない、こう

いうことに到達できております。したがって、じゃあ市営住宅の場所が幾つもあるとい

うことではありませんが、当面、特養老人ホームに対します見通しは、完全ではありま

せんけれど、半ば程度は見通せることができた、こんなふうに考えております。

なお、今後、市内に自分でやろうとしヴ地主さんでもあらわれていただければ、篤志

家として大変ありがたいことでもありますが、ちょっとこれは、見込めないだろうとい

うのが今の結論でございまして、繰り返して言いますと、やはり公設民営の方式をとる

というのが当面の唯一の可能な方法だ、というふうに到達をした、こういうことでござ

います。

0議長(黒川重憲君) 高橋徳次君。

016番 (高橋徳次君) それでは、もう一度伺いますけれども、今ちょっとお答えの中

になかったような気がするんですけれども、市長、なぜここで、急、に高幡へつくろうと

いう気持ちになられたのか、あるいは前々から、そういう構想を持っておられたのか、

その点、ちょっとお伺いしたいと思います。

0議長 (黒川重憲君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 潜在的にはございましたし、それを表に出したのは今回だ、

こういうことでございまして、思いつきだとか何とか言われることは、当たらない、こ

う思っております。

0議長(黒川重憲君)

016番(高橋徳次君)

高橋徳次君。

これは先ほども申し上げたとおり、所内の人も知らなかったし、

私自身も本当に 6月質問したときには、老人ホームどこへどういってしまうのか、とい

うふうなあれでしたが、突如こういうふうに、急にあらわれたものですから私自身もびっ

くりしています。

つくるんだからし巾、じゃないか、という声がありますので、じゃあ、つくるんだから

間違いなくつくっていただく、また、この場所は問題ないんだと思いますね、そういっ

た意味で。ですから、また今度は違ったところを考えるんだということではなくて、十

分これは話し合っていただいて、その場所へ一日も早く、今のお年寄りのために設立し

てやっていただきたし、と思います。いずれは、我々も御厄介にならなきゃならない場所

なので、ひとつ、ぜひお願し、し、たします。

そういった意味で、当然それを建てるとなると、いろんな関係が出てまいります。そ

の一環として、恐らく準備のためだろうと思うんですけれど、在宅老人の介護事業です

か、こういったことも打ち出されてまし、りました。しかし、私、ちょっと、この点あれ

なんですけれど、恐らくこれは、要するに今回建てられる特養ホームの中の運営の方の

一環として行われるんだろうと思うんですけれど、これは、せんだっての市長の説明に

もちょっとありまして、もう始めているということで、本当のいままでのボラソティア

とは、また別な、ある程度専門的な知識が必要であるということのようですけれど。

本人、介護を受ける本人ですか、これから600円いただし、て、市の方から200円補助す

る、ということのようなんですけれども、仮にも600円とし、う金額を御本人からいただ

くということになりますと、そこに当然、責任問題が出てくると思います。今日の世の中、

とにかく一般の開業医でさえ、その責任を関われているときですね。これは、なまはん

かなあれで、この介護制度へ応募されている方が四、五十人いらっしゃるということの
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ようなんですけれども、先般の市長の説明のような程度で、果たして大丈夫なものかど

うか、その点、非常に心配されるんです。万一、間違いが起こった場合に、その責任は

どこへ行くのか、これは、当然、市へ来ると思いますね。

そういったことで、その介護事業ですか、そして、また、この介護制度に応募された

方が、ほとんど何かボラソティアの延長というような考え方で応募されているというよ

うなことがあるのではないかな、という気がするんですけれど、どの程度まで徹底して

一一せんだって、ちょっと説明がありましたけれども、どの程度教育していくのか、そ

れで、また責任が生じた場合にこれをどうするのか、その点、お伺いをしたいと思いま

す。

0議長(黒川重憲君) 福祉部長。

0福祉部長(高野 隆君) 御質問の在宅老人ケアサービス事業につきましては、特別

養護老人ホームと直接的には関係のない形で、制度として発足させる、こういうことで

ございます。

したがし、まして、この在宅老人ケア事業につきましては、民間団体としての位置づけ

で民間的な形でやってし、く、こういうことで有料のケアサービスをやってし、く、とこう

いうことでございます。御質問の、いろいろなことをやるのに不安はないか、というこ

とでございますけれども、との前にも本会議で御説明を申し上げたように思いますが、

当面は、家事援助を中心にしてやっていきたい。現在、既に12月11日から研修を行って

おります。これに参加しておられる方、これは、全体で65名の方が応募されましたけれ

ども、現在45名の方が、す.っと継続的に研修を受けておられます。この中には看護婦の

資格とか、いろんな資格を持った方もおいでになりますし、そういう方も含めて、現在

5回の研修を実施しているところでございますので、この中でできることを、できるだ

け早めにやっていきたい、こういうぐあいに考えているところでございます。

当面は、家事援助を中心にしてやっていきますけれども、御要望があれば、やはりそ

れなりの対応をしなければならないだろうと思います。そこで、一定の研修は、さらに

機会を得て実施したい、というぐあいに考えております。その中身は、さらに、突っ込

んだ形でやっていきたい、というぐあいに考えております。

そして、経費でございますけれども、現在ボラ γティアでやっています日社協の制度

とは、全く別でございますので、有償でやっていくことでございますので、それなりの

責任もございますし、また、それなりの、やはりやっていく主体である福祉事業団も一

定の責任を持たなければなりません。これは個別的な福祉サービス、こういうことでご
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ざいますので、かなり個別の御事情に対応したサービスを展開する、こういうことでご

ざいますので、コーディネーターを置きまして、個人の事情を十分に調査して、それに

必要なサービスのできる人を振り向けてし、く、こういうぐあいになる、というぐあいに

考えております。

サービスを受ける方は、 1時間について600円払っていただ く。そして、市の方で行

政的な補助をしまして、 200円を足した金をそれに働いてきた方に、 1時間800円でお払

いする、こうしヴ制度として実施をしていきたい。これは、あ くまで福祉的な事業でご

ざいますので、利潤的な考え方は一切抜きにした形で、しかも地域の一定の人間関係を

これからつくっていくとしヴ、これからの高齢化社会に向けて、地域の中での相互の市

民間の、あるいは福祉事業団との関係では、相互の人間関係を豊富にしてし、く。そこで、

一定のボランティア的な思想、も必要かと思いますけれども、しかし内容は、あくまで有

料でやってし、く、これが、今の高齢化社会に向けての多様な対応を求められた一つの方

策だというぐあいに考えて実施するものでございます。

0議長(黒川重憲君) 高橋徳次君。

016番(高橋徳次君) 特養ホーム建設、また、この介護事業ですか、これにしまして

も本当の緒についたというだけで、問題はこれからになってくると思うんですけれど、

くどいようですけれど、市長には一日も早く設立へ向かつて、庁内でよく話し合われて

設立をお願いしたいと思います。

また、その介護事業ですけれど、これは、先ほども申し上けγことおり責任問題のあれ

も、当然また将来、出てくるケースもあると思います。その点、間違いないように、十

分教育の中で生かしていただし、て、立派な老人の介護ができますようにお願いしたいと

思し、ます。何と申しましても、とにかく、とれ、各家庭のプライパシーへ入っていきま

すので、その点も十分加味していただきたし、と思います。

設立するに当たっては、いずれにしましても、とにかく市独自だけでは、どうにもな

らないし、地域の医師会だとか、当然、先ほども申し上げたとおりボラソティアも絡ん

でくると思います。また社協も絡むし、ということで、庁内初め、それらの方々とよく

連絡をとって、立派な特養ホーム、また介護事業の実現をお願いして、この質問を終わ

ります。

0議長(黒)11重憲君) これをもって22の1、市内特養ホームと在宅老人介護事業及び

ボラソティア活動についての質問を終わります。

一般質問22の2、地価高騰が市の公共用地取得及び同事業に及ぼす影響につし、ての通
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告質問者、高橋徳次君の質問を許します。

016番(高橋徳次君) それでは 2番目に、通告にしたがし、まして、地価高騰が市の公

共用地取得及びその事業に及ぼす影響についてを質問をさせていただきます。

これは、初日の日に福島議員から細かく質問がございましたので、大ざっぱに質問さ

せていただきたいと思います。

最近、市民というよりも国民全体の最大の関心時ですね、これは何と申しても今日の

地価の異常な値上がりにあると思います。国会の方においても、土地対策が内政面の最

重要課題として盛んに論じられています。このたびの地価の上昇は、東京都内でも平均

73%にも上るアップ率である。これが諸税の負担の増大やマイホームの取得難等、そう

いった実生活の商にまで波及してきております。

今後、この地価の抑制策としては、地価規制区域の指定による土地取引の制限や、国

有地の払い下げの中止、ないしは抑制、中央官庁の地方への分散等々、いろいろ論議な

されておりますが、今回、この都心に始まった高騰は、 都心にとどまらず都下にも影響

し、これが地方の大都市へも波及していって全国的な問題となって、今、騒がれている

わけでございますけれど、その原因はと申しますと、これは、もう皆さん御存じのとお

り不動産業者の方の買いあさりや、土地ころがしゃ、長年の土地政策の立ち遅れもある

ことは、確かにございます。

また、余りにも東京都心部へ、経済、情報等が集中 してしまったということもござし、

ますし、また金融機関関係の過剰な融資ですか、これらも指摘されています。政府はこ

のことに対して、抑制のために緊急の土地対策要綱ですか、これを閣議決定しておりま

すけれども、今回の地価の高騰は、今までの値上がりのような一部の地主の方、また不

動産業者の方という特定な方に限った問題で、はなく、一般の庶民の方にまでその影響を

及ぼしている。相続税の問題、固定資産税の問題、マイホームの取得難とい うようなこ

とでございます。

この日野市も、今までは非常に財政的に恵まれた市と して、これは自他ともに自認し

てきております。その日野市でございますけれども、都市形態の基本とも言うべき都市

基盤の整備ですね。これは、先ほどの馬場議員からも一般質問がございましたとおり、

日野市の現状を見ますと三多摩の26市の中でも非常に遅れている。まして下水道に至つ

ては、尻から一番目か二番目というような現状になっております。前にも申し上げ、たと

おり、下水道の整備されてない都市は、都市とは言えない。また、これを整備しない限

りは、幾ら口角泡を飛ばして「緑と清流」と叫んでみたところで、これは結局、空念仏

に終わってしまいます。しかし、日野も、近年ょうやくこれらを整備すべく、その緒に

つきましたけれど、その緒についた矢先の今回の地価の高騰で、ございます。

こういった中で、一方、市民の方の市民要望としては、スポーツ広場をつくってほし

い、また緑地帯は保全しなきゃならない、また公園はつくってほしい、というふうな要

望も多く出されております。これは、先日総務部長からの答弁もございましたけれども、

用地取得は、今後非常に難しい、沈静化を期待している、というふうなことでございま

したけれども、だからといって、この区画整理や下水道ですね、この都市基盤整備、ま

た市民要望、ただ高いからといって、それで無視して落ち着くまで待つ、だけれども、

これは高値安定してしまったら、またそれまでの問題でございます。区画整理は、これ

から一一先ほども話に出ましたけれども、万願寺、高幡、東西平山、また本町、東町、

まだまだその他にもしなければなかないところがし、っぱいございます。

そういった中で、どうしても必要になってくるのは、事業用地の事前確保がどうして

も必要になってくると思います。また、これを整備しないことには下水道事業にも影響

を及ぼしてくると思います。

こういった意味で、今議会でも、いろいろな議員の方から指摘されておりますけれど

も、この地価の高騰が、今後区画整理なり、また下水道なり、また市民要望を満たして

いく上にどのように影響するか、またそれに対してどう対処するのか、この点をお伺い

したいと思います。

0議長(黒川重憲君) 高橋徳次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(前田雅夫君) お答えをいたします。

まず土地の、いわゆる高騰によるところの公共事業への影響ということでございます

が、これは都市整備部関係だけでなく、市全体の用地を取得して建設するような、そう

いった公共事業には、すべて影響するということは事実でございます。現在、東京都に

おきましても都市計画道路を初めといたしまして、用地取得には苦慮、しているという状

況でございます。日野市も、今議員さんのおっしゃっておりますように、現在の地価高

騰とし、し、ますのは日野市の行政に大きな影響を受ける、というふうに考えております。

それでは、今後日野市はどうするか、ということになるわけでございますが、一つに

は、今までのように土地所有者の御理解を得まして用地買収をする、ということが 1点

でございます。それから、用地買収に際して代替地等の問題も出てくるわけでございま

す。今までは、代替地は民間の所有者から協力をいただきまして、あっせん等をしてお

りました。とれからは、なかなかその代替地の提供も、今までのような形でスムースに
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はいかないというふうに考えているわけでございます。

そうしますと、残される手といたしましては、先般の本議会での質疑の中でも申した

わけでございますけれども、現在、国及び東京都が持っております土地の活用でありま

すとか、あるいは市内の区画整理をした中に、新都市建設公社が所有している用地もご

ざいます。それから、市の土地開発公社が先行取得した用地もございます。それから私

有地といたしまして、普通財産として所有しているものもございます。

さらには、現在、市が進めております区画整理事業、あるいは組合施行で行うところ

の区画整理事業の中での保留地、これを今後の、いわゆる公共施設整備の用地に一部活

用すべきだろうというふうに考えているわけでございます。まだ、具体的に細かいとこ

ろまで詰めておりませんけれども、今後そういった方向で取り組んでいきたい、という

ふうに考えております。

0議長(黒川重憲君) 高橋徳次君。

しかし、今回ようやく市の施行によるこの地域の区画整理が、ょうやく重い腰が上がっ

てきたんですけれども、それで10月の27、28日ですか、この 2日間にわたって約2，000

名近い権利者を対象とした説明会が、滝合小学校で行われました。

そこでお伺いしたいのは、まず、この区画整理の事前説明の大まかな内容と問題点を

お伺いしたいと思います。

0議長(黒川重憲君) 高橋徳次君の質問についての答弁を求めます。都市整備部長。

0都市整備部長(前田雅夫君) お答えをいたします。

016番(高橋徳次君) それでは、西平山区画整理事業の事前説明会の問題点と今後に

西平山地区の区画整理事業の説明会の内容ということでございますが、開催の期日は

10月の27日、ないし28日の 2日聞に分けて行いました。会場は、滝合小学校の体育館で

ございます。区域といたしましては、中央線から南、それから東は2・2・6、南が浅川と

いうことで、一部住宅供給公社周辺の区域を除く、とし、うことで、 91ヘクタールの権利

者ということでございます。

説明会の内容といたしましては、今までA調査、 B調査をやってまいりまして一一一B

調査の一部でございますけれども、やってまいりまして、ある程度の91ヘクタールの都

市整備の課題の整備ができましたので、それを説明いたしまして協力の要請をした、と

いうことでございます。

御承知のように、この西平山地区の都市整備の課題とし、し、ますのは、これは、順序は

別に早いから優先ということではございませんけれども、幾っかございまして、一つは

都市計画道路の関係でございます。これは、現在決定しております1.3.1ほか 2本の都

市計画道路と、さらに 1本追加する件でございます。それから公園、西平山駅、それか

ら小学校 1校を設けるということで、説明を行いました。

2日間の説明会の内容を集約いたしますと、いわゆる反対というような意向の意見は

ございません。かなり具体的に、区画整理した場合には自分の家がどうなるか、という

ような、そういう意見が非常に多かったということでございます。具体的な問題になり

ますと、今後、区画整理の設計をいたしまして、今申し上げました都市基盤整備の区画

整理の根幹になりますところの道路、公園、その他公共施設のほかに街路計画もきちん

といたしまして、 63年の後半になりますけれども、再度、説明会を開く、そういうこと

でございます。

細かし、問題は、 63年度後半の説明会でお答えをするということで行ったわけでござい

ます。全体的には、非常に空気としてよろしかったということでございます。

0議長(黒川!重憲君) 高橋徳次君。

016番(高橋徳次君) 今、部長の説明を聞いておりますと、いろいろ、それぞれ用地

は確保しであるということのようでございますし、また今後してし、く、ということです

けれども、いずれにしても、前にも申し上げましたとおり日野市ですか、これは非常に

区画整理も遅れれば、もちろん道路整備も遅れているということ、そういった中で、今

後この事業用公共用地ですか、これの必要は、ますます高くなってくると思います。そ

ういったことで、どうか大変でしょうけれども、前向きに確保していただし、て支障のな

いようにお願いしたし、と思います。これで、この質問は終わります。

0議長(黒川|重憲君) これをもって一般質問22の2、地価高騰が市の公共用地取得及

び同事業に及ぼす影響についての質問を終わります。

一般質問22の3、西平山区画整理事業の事前説明会の問題点と今後についての通告質

問者、高橋徳次君の質問を許します。

ついて、質問させていただきます。

この西平山の区画整理ですか、この質問も過去数回行ってきております。この西平山

というところは、もう皆さん御存じのように、日野市の西のチベットとして長い間呼ば

れております。今現在も、そうし、う状態、でおります。この地域に限らず日野市には、こ

ういったところがかなりございます。

この西平山の区画整理でございますけれども、この地は、かつて前にも申し上け。たと

おり、何回も話が起きては流れ、また流れては起き、ということの繰り返しで来ました。
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016番(高橋徳次君) これは、本当に第 1回目の説明会なので、聞かれる方もその内

容を余り把握されていなかったと思います。来年の10月ですか、第 2回目をやられると

いうことのようなんですけれど、ことでちょっと聞いておきたいことがあるんですけれ

ども、今、都市計画道路は 3本ばかりある、それから新規に、また二、三本つくるとい

うことでございますけれども、この先日の図荷を見ますと、建設省では、将来長沼橋を

かけかえたいというふうに言っております。これは前にも申し上げたんですけれども、

この図面の中を見ますと、これに結びつく道路が、まだこの図商には載ってないような

んですけれども、恐らくこれへ長沼橋をかけかえた場合には、現在のあんな狭い橋では

なくて最低6メーター以上の幅になると思いますけれども、これと結びつける道路を考

えていかれるのかどうか。

それから、もう一つは、これは西平山四丁目の中ですけれども、行政区域としては、

八王子の行政区域になるんですね。端の方に、建設省が一昨年あたりでしたか、ずっと

あの中央線の鉄橋の下から築堤してまいりました。ですから、これは当然堤防の内側の

方は、廃河川敷になると思うんですけれども、ここに、かなり余裕地があるわけですね。

この辺もどうされるか、また、この駅用地ですか、これは、果たしてここの場所で、私

どもが考えても地形的に、またその他の面からも見て、この場所が最適であると考える

んですけれど、この場所が余りにも豊田と、ちょっと近いような気がするんですけれど、

その点、果たしてそれでし、し、ものかどうか、。

それで、前回とっぴもないととを聞いたと思われるかもしれませんけれども、橋上駅

ですか、もしそれがだめなら浅川の上から駅をつくってしまえ、という形になるんです

けれども、これは前回、全国に橋上駅の例がないということでございましたけれども、

これは、たしか兵庫県の、この前、風で飛ばされた余部で、すか、あの周辺に橋上駅があ

るような気がするんですね。そういった点で、区画整理の中にそういったものを加味し

ていけるかどうか、その点を伺いたいと思います。

0議長(黒川重憲君) 都市整備部長。

接続の、いわゆる北野への大きな橋ができるわけでございます。その中間の橋でござい

ますので、都市計画道路として位置づけは、現在もしておりませんし、現在も長沼橋は

考えていないということでございます。

しかしながら、京王線の長沼駅もございまして、日野方両からこの駅を利用したり、

あるいは車の通行等もあるわけでございますので都市計画街路とはし、たしませんけれど

も、通常の道路で接続するように考えている。細かし、点については、今後八王子市と、

それから建設省とも協議しながらこの位置は定める、とし、うことになるわけでございま

す。

0都市整備部長(前田雅夫君) お答えいたします。

それから、 2点目の西平山四丁目の行政界、いわゆる八王子の市域の取り扱いでござ

いますが、この区画整理は、日野市施行でございます。他の行政区域を含めるというこ

とは不可能と聞いております。したがって、日野市内の区画整理をいたしまして、八王

子市域につきましては、八王子市で通常の道路整備を行ってもらうということになろう

かと思います。

それから、 3点目の適用地の問題でございますが、確かに10月の末の説明会の図面で

は、かなり大ざっぱにマーキγグをしてございます。これは、現時点で、技術的にもい

ろんな将来の駅の管理運営からいきまして、場所が指定できないわけでございます。し

たがって大ざっぱなマーキソグをしたということで、今後これらの問題を詰めようとい

うことで、今回の補正予算に駅の調査費を、予算計上のお願いをしたということでござ

います。この調査をいたしますと、駅の位置、構造、それから、あと駅勢圏の問題、そ

ういったものが明らかになってくるということでございます。この調査報告を踏まえて

区画整理に反映をしていくということになるわけでございます。

それから浅川の橋上駅の問題でございますが、私の方もいま少し調査をしてみたいと

いうふうに考えます。

以上でございます。

O議長(黒川重憲君) 高橋徳次君。

016番(高橋徳次君) どうもありがとうございました。

駅用地にしましても、また、この橋の問題、公園の問題、今、すぐどうのこうのとい

うことではございませんけれども、とにかく長沼橋を建設省では、かけかえたいという

意向を持っている以上は、これらを基本にして、この取りつけ道路も考えていただきた

いと思います。

それと、例の西平山四丁目の通称中込自治会の中ですか、これは確かに行政的には八

まず、第 1点目の長沼橋への接続でございますが、現在日野市内で、いわゆる幹線道

路としての位置づけをしておりますのは、橋で申し上げますと新井橋、それから高幡橋、

それから平山橋でございます。その聞につくる橋は、都市計画道路というよりは生活道

路に近い位置づけをしております。この滝合橋につきましては、この上流に将来、大き

な橋といたしましては、いわゆる東京八王子線、日野で言えば1・3.1号線の八王子との
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王子なんですけれども、区画整理と同時に八王子の方へ交渉して、この場所を借りて、

またそこへ公園なり何なりをつくるということも考えられるんではないかと思いますけ

れども、橋上駅の方に関しては、今後また調べてみるということなので、一応調べてみ

ていただきたいと思います。

それで、駅のことなんですけれど、もう皆さん御存じのとおり、横浜線に新しい片倉

と、もう 1カ所、古淵という駅ができるように聞いております。この古淵にしても片倉

にしても、区画整理とあわせてやっていかれるようですね。それで、相模原の古淵です

か、これもやはり、土地の区画整理事業の中に取り込んでやっていって、この経過を見

ますと昭和46年の 2月に相模原市より国鉄に新駅設置についての陳情、それから50年の

5月に新駅設置について国鉄が承認した、それから、 58年の11月に国鉄より相模原市長

へ区画整理事業の決定及び、都市計画道路の決定、変更についての同意、それから、 61年

の1月に区画整理の組合が認可になった、それと61年の 3月、自治大臣より地方財政再

建特別措置法による寄付金等の支出が承認された、それで、 61年の 7月に横浜線町田、

淵野辺の問に仮称古淵駅の契約が締結された、とし、う経過をたどっているようで、ぜひ、

この仮称西豊田駅ですか、これも区画整理と本当に同時進行させていただいて、ぜ、ひ実

現させていただきたい、とこのように考えています。

いずれにしても、ちょっと今、現状を見ますと、気の遠くなる ような先の長い話に受

けとめられるんですけれども、これを一日も早く実現するよう協力していただきたし、と

思し、ます。

そういったことで、ただ、区画整理にしても駅にしても、かなりの年月を費やすと思

います。前回も申し上げましたとおり、その問、この地域の方は非常に不便な思いをし

ております。そういったことで生活関係の整備ですか、これはぜひ、この区画整理と除

外してやっていただきたいというふうに思うんですけれど、何かとし、し、ますと区画整理

ということで逃げられてしまうんですけれど、そういうことではなしに、 10年も15年も

我慢しろというのは、余りにも酷じゃないかと思うんですけれども、住民としては最小

限の要望を出してくると思いますので、この辺をよく考えられて、一応区画整理の中で

あっても生活に必要な環境整備は、ぜひ促進していただきたい、このように要望して、

この質問を終わります。

0議長(黒川重憲君) これをもって22の3、西平山区画整理事業の事前説明会の問題

点と今後についての質問を終わります。

一般質問23のし故郷と愛される町づくりを推進するためには地域住民の声を大切に

聞くことから始めようの通告質問者、天野輝男君の質問を許します。

(6番議員登壇〕

06番(天野輝男君) 議長のお許しを得ましたので、通告にしたがし、まして一般質問

をさせていただきます。

故郷と愛される町づくりを推進するためには、地域住民の声を大切に聞くことから始

めよう、日野市基本計画が策定された今日、先駆者や先輩諸先生方が築いてくださった

汗と努力をむだにすることなく、基本計画の中に生かすことが大切であります。

日野市の都市計画区域は、昭和33年2月に立)11市都市計画区域の中に含まれており、

また七生村は、八王子市都市計画区域の中に含まれておりました。日野と七生村が合併

するに当たって、昭和36年8月に日野市都市計画区域に指定されました。立川|市と八王

子市に挟まれて独自で都市計画を進めていくことになりましたこのあたりに先輩方の御

苦労を感じております。

その後、多摩丘陵の自然は乱開発により造成され、水田や畑地は、団地や分譲住宅に

より急激にふえて、小中学校、幼稚園、 公共施設等のあと追い行政の施策に追われてき

ました。少なくとも、この時期より将来の町づくりを実施していたら、と悔やまれるこ

とであります。

私は、そこで故郷市として愛される、喜ばれる日野市を推進するためには、どのよう

に今日では作業を進めていくべきかということを痛切に考えているわけであります。市

民要望の高い問題等を取り上げて解決じていくには、短期間で解決しなくてはなりませ

ん。そのためには、当然専門家の知識を必要としております。それにもまして私は、地

域にお困りになっている方々の協力なくしては、この再開発等はできない、と私は思う

わけであります。

そこで、私は、大阪市長の書かれました論文をちょっと読みました。その中で「都市

基盤づくりに新しい知恵を」とし、う題で書いてありました。この中の一部分、私がよかっ

たなという部分を参考にしていただきたし、と思います。それは「人や企業が集まる生活

の中には、都市として、まず道路、公園、住宅、交通網、下水道等、都市基盤整備とし

て公共の施設が整備され、十分にその機能が発揮できる必要がある」大阪においては、

これまで幾多の先駆者や各市民層の英知と英断により堂々と町づくりが続けられてきた。

大阪湾をつくったその当時においては、市の予算の20倍の予算を計上したということが

言われております。また、世界にも誇り得る御堂筋の町づくりについては、精神的に立

派になし遂げられたということであります。敗戦復興とともに、区画整理の手法を市街
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地の 2倍近くにも及ぶ区画整理事業を進め、下水道に至っては、ほぼ全域に普及させた

ということであります。

私は、町づくりの基本は英知と英断が何よりも必要であるということを、このところ

から学んだわけであります。私は、 21世紀に向かつての日野市の発展のために、どれだ

けの予算が計上されるか予想もつかない中で、森田市長には老体にムチ打って今任期中

がんばっていただきたい、このように思っております。今回の一般質問は、秋川処理区、

浅川処理区の可動が始まりますと、地域差がますます広がっていきますこの下水道汚水

事業を、どのように推進すべきであるか質問させていただきます。

日本における下水道の普及率は、昭和60年末で36%と3人に 1人は下水道の恩恵に預

かつております。東京、大阪大都市では80%に達しております。仙台、千葉といった人

口50万から100万の準都市では25%とし、ぅ、大都市ないしはそれに準ずる都市で普及率

を引き上げております。ちなみに、函館、岐阜、人口30万か50万規模の都市では42%で

あります。盛岡、鎌倉、人口を10万人から30万人規模の144都市では38%、と全国平均

レベルを維持しておるわけであります。日野市でも、普通は、 この中に入らなければな

らないと私は思うわけであります。

銚子等、人口 5万から10万以下の都市では24%、熱海等人口 5万以下の都市では 5%

にしか満たない。

今後の日本国内の下水道の推進は、大都市の普及率を高めるこ とよりも 5万人以下の

都市の普及率を高めなければならない。

5万未満の都市になると2828市町村中、事業実施都市が538と19%、さらに供用開始

数となると169と6%に過ぎません。

ある千葉県の町長さんは、この下水道をつくったらいかがですか、と言われたときに、

我々は、とてもそのようなことはできません、無理だ、とお答えになっておるわけであ

ります。そして、その中で一番の理由は、財政が乏しいということであります。そして

人材が育つてないということが明らかにされているわけであります。下水道の着手すら

できない、この日野市の今日までの下水の普及率は11%、多摩平のみであります。日野

市の下水道事業には、財政が豊かにありながらもこのように遅れてしま った、ここに、

私は大変残念に思うわけであります。

そして私は、今後この下水をするに当たって、市長の意思と態度が重要な位置を占め

てくるのではないかということを感じているわけであります。そして、日野市の下水道

事業が少しずつではありますが、推進されておる中で、南多摩処理区、秋川処理区、 浅

川処理区が可動になりますと、急激に日野市においても下水道事業が、市民の要望とし

て高まってくることが明らかであります。

今後、日野市全域に下水道を推進するためには、どのくらいの予算が計上されるか、

質問させていただきます。第 1点の質問です。そして、この事業には何年間ぐらいかか

るのか、ということを質問させていただきます。

また、この下水道を進めるに当たっては、私は国道、都道のことが一番問題になって

くるわけであります。先日の行政報告の質問の中でも、この質問に触れておきました。

私が第 2回の定例会で市長に質問したときに、市長は、平山地域の下水道については、

この大和田の方から浅川、秋川処理区の方につなげていくということを検討しておる と

いうことを言っておりました。また一部を浅川河川敷を通して北野にある下水管に接続

するということも考えているということを言っておりましたけれども、私は、このよう

な事業変更した場合においては、 莫大な費用がかかるのではないか、と思っておるわけ

であります。そして、市長がまだこのようなことをお考えになっていらっしゃるかどう

かを質問させていただきます。

私は、そこで都道と国道の整備こそが、日野市内の下水道の普及率に重大な役割を持っ

てくると考えておりますが、この私の考えが間違っておったら指摘していただきたいと

思し、ます。私は、都市計画事業が進む中で日野市の下水道事業が、一番の市民の要望で

あり、また地域差が出てくるということで、恐らく市民の声が高まってくる問題である

なということを日頃感じておるもんですから、この質問をさせていただきました。

また都市計画が進む中で、日野市の町づくりは今日まで徐々に発展をしてきました。

しかしながら、東京都心部の土地高騰により、日野市内でも土地が大幅な値上がりをし

て、日野駅周辺、また各駅周辺の再開発にも、地域住民の協力や頭脳や、知識を惜しま

ず提供するとともに、地域住民が安心して協力できるような選択を与えることが必要で

ある、と考えており ます。

日野駅前におきましては道路が狭く、家の建て替えすらできないのが現状であり、こ

のような地域であるがために不安を持ち、かつて、数年前より再開発のために日野市か

らも協力をいただいてきましたが、成功できませんでした。その理由のーっとして代替

地、土地の利用面で賛同が得られなかったからです。私は、本町北地区整備基本計画調

査報告書を重要視しております。そのためにも、今後は調査報告を有効に生かしていく

作業が必要である、と考えます。

そとで、今日では区画整理事業が完了いたしますと、保留地を競売して売却してきま
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したが、今後は、この保留地を再開発の代替地等に充てて地域住民の希望を取り入れて

あげる、とし、う柔軟な姿勢が必要であると思いますが、 市長より御答弁をお願し、し、たし

ます。

また、市内各駅周辺の散乱しております放置自転車につきましては、市当局の解決の

方法も大変な作業である、と苦慮しております。そこで、 駐車場の件では300メー トル

以内に離れている駐車場は、無料であることの理由から、市民の要望は、無料の駐車場

をつくっていただきたいとの請願もあるようです。しかしながら、豊田駅東側に山王下

公園の水路にふたをして駐車場をつくるという件では、地域住民が納得をできずに駐車

場反対の請願を提出されております。私は、市の行政側の説明不足があり、このところ

は、 10年前山王下公園をつくるに当たり、暗渠でありましたが、側溝にかえて緑と清流

を取り戻したし、との説明のもとにつくったと聞いております。日野市の考え方に一貫性

がないとのことで反対していることを、私に相談に持ち帰られたわけで、あります。

そして、私は、この駐車場の問題についても、豊田周辺をまず見てから、日野駅周辺

を見せていただきました。そして、市内の駅周辺の駐車場の状況を調べてみました。こ

の問題は、今後、交通量の増加とともに歩行者の安全の確保と環境の破壊にもつながる

重大な問題であると感じております。そこで、このような質問をさせていただきます。

自転車の駐車する場所は、今後、有料の場所を考える必要があるのではないか、という

ことが私の質問であります。

そこで、三多摩における市または公社が行っている有料駐車場は、何件あるかを調べ

ていただきました。有料駐車場は110件であります。無料は265件。三多摩には公社がな

く財団法人自転車駐車場整備セソターと市との共同して建設された自転車置き場が多く

あります。この方法は、建設費の一部を市が負担し、その後の管理運営を同法人が行っ

ております。三多摩各市が有料自転車駐車場を建設する場合には、多く採用している方

法であります。公的有料駐車場として市が経営しているのが13カ所、財団法人が関係し

ているのが26カ所ございます。そして駐車場料金を定めております。その高さ、低さは

ありますけれども、そして、その管理は、この駐車場を持っておる管理人がその管理に

当たっているということであります。

私は、このような方法で日野市の放置自転車も解決しない限り、私は、今後危険防止

とか、また地域歩行者等の歩行に当たってもじゃまになるような状態でありましたら、

やはり問題が起きてくるのではないか、ということを感じております。そして、今後こ

の駐車場については、 300メートル以内のものについては有料駐車場ということが言わ

れておりますが、それ以外の場合であっても、もう駅周辺にはそんなに一一豊田駅を見

て回ってもわかるよりに土地はないわけであ ります。駐車場にするような、空いている

土地はありません。

そういう商で私は、この有料駐車場で利益が上がる ようなことを考えるならば、そう

いう空いている方ですね、利益の上がる方法を考えるならば、やってくださる人がし、る

と思うんですが、もし、そのような考え方がありま したら教えていただきたいと思いま

す。

以上であります。

O議長(黒川重憲君) 天野輝男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(前田雅夫君) お答えをいたします。

まず、 第 1点目の下水道の関係でございますが、事業費はどのくらいかかるのかとい

うことでございます。これは、 現時点で工事費だけの金額でございますけれども、497

億円でございます。このほかに、いわゆる今までの地方債の元利償還とか、これから事

業をやってし、く上での地方債の元利償還、こう いったものがこのほかに含まれる。また

さらには、この事業を執行するとこ ろの下水道課の職員の人件費、こ ういったものが別

にかかるわけでございます。したがって、総体的には、さらにこの事業費がふくらむわ

けでございます。

事業年度でございますけれども、62年度を起点tこいたしまして現在考えておりますの

は、 15年計画でございます。最終年度は、昭和76年度に置いているということでござい

ます。

それから、2点目の道路の変更ということなんですが、下水道との関連か、その辺は

よく開き取れなかったんですが、下水道におきましては、第 1といたしまして、いわゆ

る多摩川中央幹線につきましては2・2・11、それから浅川中央幹線につきましては1・3・1

号線をまず通すというのが前提でございます。

ただ し、 この事業年度と下水道の事業年度とどう整合させるか、ということになるわ

けでございます。今、議員さんがおっしゃっているように、下水道は、もう早急にやら

なければいけないということになりますと、道路事業のために下水道の今後の計画を引っ

張るということは、まず不可能だろうというふうに考えております。

そう いたしますと、全体計画の中で、先般申し上げましたけれども、昭和65年前後に

との未認可地域の問題の解決をしなければいけない、方向づけをしなきゃいけないとい

うふうに考えているということでございます。道路の変更等については、現時点では全
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0建設部長(伊藤正吉君) では、放置自転車の関係につきましての御質問にお答えし

う実態でございます。これにつきましては、まだこれから、この設置につきましては、

地元の自治会ともよく御相談を申し上げまして、本年着工方に向かっていきたい、かよ

うに考えているところでございます。

それから、駅の近くに民地があった場合には有料の駐車場をつくるべきだ、こういう

考えもございます。私どもの方も、それにつきましては、豊田北口、あるいは南平、こ

の辺につきまして、やはりこういう駅に近いところに空き地がございますので、地主さ

んとも今、交渉を進めているところでございます。豊田の北口につきましては、 1カ所

360平米ぐらいの用地が借りられる予定でございます。これにつきましても、やはりこ

の駅から、条例の趣旨からいきますと、やはり300メートル以内で、ございますので有料

の駐車場になろう、こういう考え方でございます。

それから、南平につきましても私有地がございますので、その辺の転用をして解消し

ていこう、こういう考え方でございます。

なお、日野駅につきましても現在その周辺には、今、公有地はないわけでございます

ので、付近の民地等にも借用方を申し入れまして、そうし、う違反の駐車のないような形

で、まず受け入れ態勢を整えていこう、こ ういう考え方でございます。

以上です。

O議長(黒川重憲君) 天野輝男君。

く考えておりません。

それから、留保地を森町地域の、いわゆる都市改造とし、し、ますか、再開発の代替地と

して使えないか、ということでございますが、それ以前の問題といたしまして、森町地

域をどういう手法で整備をするか、ということになるわけでございます。現在考えてお

りますのは、いわゆる日野駅再開発法に基づくところの再開発、それから、あと一つ考

えられますのは、いわゆる都市型の区画整理、いわゆる都市計画法に基づくところの都

市型の区画整理、これは住宅密集地の地域を区画整理をやるということでございます。

今までも日野市が取り組んできております区画整理とは、若干内容も異にするわけでご

ざいます。やり方にいたしましては、市の財政負担もかなり大きなものになるわけでご

ざいます。

こういった手法なり財政上の問題を詰めていく中で、いわゆる先行取得を必要とする

のか、しないのか。必要とする場合にはどうするかということになるのではないか、と

いうふうに考えております。

したがって、この留保地の、いわゆる代替地とし、し、ますか、事業用地につきましては

現時点では、別個に考えてもし、し、んではないか、そのように考えております。

0議長(黒川重憲君) 建設部長。

たいと思います。

まず放置自転車でございますけれども、私どもでは、ことしの10月に実態調査をいた

しました。豊田駅と日野駅につきましても実態調査をしたわけで、ございますけれども、

豊田につきましては、適正収容台数に対しまして、乗り入れ台数の点で660台ぐらい不

足している、とこうし、う数字が出ております。それから日野駅につきましては、約350

台ぐらい不足するだろう、こうし、う数字が出てまいりました。

これらをやっぱり解消していこうということで、駅周辺の自転車の駐車場を探してい

るわけでございますけれども、今、御質問の中にもございましたように、付近には民地

等もございません。そういう意味で、まず公有地、これをやはりこの駐車場にしていき

たい、こういう考え方の中で山王前の公園の水路上に駐車場をつくっていこう、こうい

う計画を立てたわけで、ございます。

これにつきましては、計画の時点で、たしか、ことしの 8月ごろだったと思いますけ

れども、地元の自治会長さん等にお話をしまして、自治会長さんの方から各世帯の方に

回覧が回った、とこういうことで、その後、回覧の中で反対者の方が出てきた、こうい

06番(天野輝男君)

O議長(黒川重憲君)

0市長(森田喜美男君)

私、市長に幾つか質問しているんですけれども。

市長。

地価高騰のために公共事業が大変やりにくくなる、最初のこ

ろのどなたかの質問に対して、この地価の異常高騰は自治体、あるいは住民にとっても

百害としては考えられるけれども、果たして一利なるものがあるだろうか、こういうふ

うにお答えをいたしました。なるべく地価高騰を直接被害として受けないためには、ま

たし、ろいろな工夫を凝らさなければなりません。区画整理手法による都市整備のやり方、

今、日野駅前等の森町あたりを対象といたします再整備、これについても、その区画整

理保留地を移転場所に使ったか、こういう御趣旨だったと思いますが、なるべく地域で、

この問題は解決する必要がある。公共事業として、どうしても取得しなければならない

ものは、区画整理保留地も大いに活用しなければなりませんが、これにも限度がありま

す。

また一方に、これまでの考え方では保留地は、なるべく市民の住宅用にも回せるよう

な配慮をもって進めていきたい。少数ではありましたが、そのようにも多少やってまい
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りました。こうし、う事柄から含めて、今、部長が答えましたとおり、直接によその区画

整理保留地を、ある地域の土地の取得のみのために使うという ことは、ちょっとやっぱ

り無理だ、そこで工夫をする必要がある、その範囲で工夫をする必要がある、というの

が立体化の換地でありましたり、そういう方式だと思っております。

それから下水道につきまして、いろいろ御心配をいつもいただくわけでありますが、

1・3・1が具体的に、今区画整理事業に入っているもの、あるいは、これから入るものと

して見通しが立ちましたので、秋川幹線、高幡街道を使う、これは窮する場合は、とい

うことで、確かに検討してみたいというふうに申し上げ、たことがありましたが、やはり

1・3・1、この本来の路線をなるべく早く実現をして、そこに埋設をする、これを第一義

として考え、どうしても、ある年次までに到達できないという部分にっし、ては、別のルー

トも考える、これが、本格的とし、し、ましょうか、本来の考え方である。これを第 1の眼

目として追求をしていきたい、こう考えております。

御質問は、その 2点だったと思っております

0議長(黒川重憲君) 天野輝男君。

だから、そのあたりは、私の計算が、ちょっと間違っているのかどうかわかりません

が、一応、年間どのくらいずつの、要するに個人に対して起債分の利息は払うわけです

から、それで建物の分の利息分は、当然払うわけですから、これは幾らずっか、ちょっ

と教えていただきたいんです。

その 2点をちょっと教えていただきます。

O議長(黒川重憲君) 都市整備部長。

0都市整備部長(前田雅夫君) お答えをいたします。

まず、第 1点目の御質問でございますけれども、 日野市の公共下水道の基本計画でご

ざいますけれども、これは雨水と汚水になっている という ことでございます。それで、

現在は、日野市は汚水に重点を置きまして、 今事業を進めているということでございま

す。

06番(天野輝男君) では、再質問させていただきます。

この汚水の本管の敷設でございますけれども、これは先ほども、ちょっと申し上げま

したが、流域幹線は東京都がっくり、日野市内の流域幹線は川崎街道及び北野街道に敷

設をするということで、これは都道でございます。この都道の下に東京都が敷設をする

ということになります。それから、残るところの浅川及び秋川の、いわゆる市の施行の

部分でございますけれども、これは、国道及び都道、市道、こういった道路に市の公共

下水道管を敷設をするということでございます。いわゆる道路の管理者と、それからそ

の地下に埋設するところの汚水の建設事業者、及び管理者というのは、全く別でござい

ます。そういう意味で申し上げたわけでございます。

それから、 2点目の事業費の問題でございますけれども、先ほど申し上げましたよう

に497億円ということでございますが、この財源といたしましては、国及び都の補助金、

それから地方債、それから一般会計からの繰入で賄うということになるわけでございま

す。その場合に、将来にわたるところの元利償還金が毎年度どのくらいになるのか、あ

るいは一般会計からの繰出しがどうか、とし、う御質問ではないかと思います。

62年度で、これは当初予算でございますけれども、元利償還金が 1億7，200万円でご

ざいます。それが昭和70年にまいりますと、 14億8，600万円でございます。さらに76年

にまいりますと25億8，000万円、こういった金額の元利償還が生じてくるということで

下水道の処理場ができますと、当然、本管は東京都でつくりますから都道に入ってま

いります。私は、そういう面で、この下水道と道路とを切り離すべきだとしろ、そうい

う趣旨がわからないんですね、とても。日野市で負担する、要するに市道の場合には、

当然市道に入ってきます、市の管が。そういう中で私は、本管がなくて、どうして市道

からの接合ができるのか、ということを聞きたいわけです。だから私は、あくまでも幹

線道路に、まず、太いパイプが入っているわけですから、それに接続することが先決で

はないか、ということを言っているわけであります。

そういう面で、私は、このあたり、道路と下水道と切り離して考える、これがちょっ

と私、わからないんです。そのあたりを私にわかるように説明してください。

それと、先ほど部長の方から説明がありました。要するに総工費は、工事費は497億

円、これはし、し、と思いますが、やはり、これ15年で計画して実施した場合には、これは

恐らく相当の起債分と利子を計上しなければならんと思うんですね。それで、私は20年

で大体考えていたんです。これは、下水道基本計画による建設費について、 60年度は、

大体413億円だったわけですよね。この中で、やはり20年間で大体、要するに一般会計

から20年として負担額は、要するに9，200万円もあるわけです。そして、この起債費の

毎年の事業費の中に、やはり21億円ぐらいのものが入ってくるわけですよね。

ございます。

それでは、一般会計の繰出しがどうなるかということでございますが、全体の、いわ

ゆる使用料との収入とか、その他勘案いたしまして、工事建設費、それから管理運営費

等も全部含めまして、一般会計からどのくらい負担が必要かということになりますと、
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昭和62年度では、これは当初予算でございますけれども、 3億7，200万円でござし、まし

た。昭和70年度では19億1，000万円、最終年度の76年度では27億8，000万円ということに

なるわけでございます。これは、あくまでも昭和62年度のベースで申し上げております

ので、今後、事業費及び人件費、その他、経費の増加が見込めるわけでございますので、

この数字は、さらに大きくなるということでございます。

0議長(黒川重憲君) 天野輝男君。

06番(天野輝男君) 今の説明で、大体わかったんですけれども、要するに私が先ほ

わけでありますから、そのことをお答えをしたわけで、あります。

つまり、 2・2・11路線を都市計画道路との施行を、一日も早く進めてもらお う、こうい

うことを進めております、というふうに申し上げたわけであります。

0議長(黒川重憲君) 天野輝男君。

06番(天野輝男君) わかりました。そうしますと市長は、じゃあ、あそこが、要す

るに線路の向こうが2・2・11の道路ができるように、国なり都なりに働きかけているとい

うことでしょうか。

どから申し上げておるのは、やはり浅川処理区、秋川処理区ができた場合には地域差が

出てきてしまう、そのためには、確かにこの幹線に入ってくるのは、東京都でつくると

いうことは、これはわかるわけですね、だけれども、これがつながらなければ幾ら指を

くわえたって、この私たちが住んで、いる場所は、つながらないわけですよね。だからそ

ういう面で、これを少しでも早く、この地域差がないようにするにはどうしたらし巾、か

ということを考えていただく必要がある、と私は思うわけです。

そういうことで、ちょっと回りくどいような質問だったわけですが、しているわけで

あります。それには、やはり、この幹線道路の中に早く東京都の本管を通していただけ

るような運動をする必要がある、と私は思っているわけであります。

そういう面で、弘は、このような質問をしたわけで、ありますが、今後、確かに私たち

のところには全く入ってないわけですから、そういう面で、こういうところの、実際こ

の下水道の事業を進めさせるには、やはり幹線道路の中の、その本管が一番問題なわけ

であります。そこをいかにしたら一日も早くできるかということが、私は、日野市民の

要望ではないかと思うわけであります。

そういう面で、この本管を通すのは確かに日野市じゃないです。日野市じゃないです

けれども、これができなければ地域差が出てくるわけですから、そういう面で、この本

管が一日も早くできるように努力していただけるかどうか、このあたりを市長からお聞

きしたいんですけれども。

0議長(黒川重憲君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 先ほど、馬場議員さんにもお答えしたわけでありますが、天

野議員さんの地域に公共下水の管を普及させるには、その前提として2・2・11という都市

計画道路を、す.っと中央線の線路の西の方に計画があるわけですから、これは都道であ

りますから、これを早く事業化してもらうことが大前提になる、そのことを説明したわ

けでありました。その道路敷に、また多摩川幹線を入れていくということが可能になる

0議長(黒川重憲君) 市長。

0市長(森田喜美男君) そうでございます。そのためには、東光寺の地域には、いわ

ゆる神鋼跡地に都営住宅計画がある、そのこととあわせて見通しをつけておきませんと、

下水道、下水道といったって本管を敷設する道路が整備されることが前提になるわけで

ありますから、そのことを東京都に住宅局に行き建設局に行って、東京都の内部調整を

経て、もし道路上に移転をしてもらわなければならない家があるわけですから、その行

き先は都営住宅に予定されている部分を、少々は割愛してください、こういうことをお

願いをしているというととでありまして、先を見7こ、極めて必要な予定を今日うってお

る、こういうふうに御理解をいただければ幸いだと思います。

0議長(黒川重憲君) 天野輝男君。

06番(天野輝男君) それでは、再質問しますけれども、それでは調査費は、いつご

ろまでつくんですか。そのことを、じゃあ、いつごろまでつくと市長は、お思いになる

んですか。道路の2・2・11号の調査費です。調査費がつかなきゃ予算がつくわけないでしょ

うに。まず、調査費がついて、そのもとに初めて事業決定するわけですから、だから調

査費がつかないで、つくといったって、いつになるかわからないじゃないですか。だか

ら、その調査費は、いつおつきになるんですか、と私はお聞きしたいわけです。

0議長(黒川重憲君) 都市整備部長。

0都市整備部長(前田雅夫君) お答えをいたします。

2・2・11号線につきましては、道路管理者を東京都ということでお願いをしているわけ

でございます。したがって調査費につきましては、都が事業化を進めようということに

なりますれば、東京都が計上するということになるわけでございます。

0議長(黒川重憲君) 天野輝男君。

06番(天野輝男君) だから私、しつこいようですけれども、東京都が実際この調査

費をつけるにしろ、しかしながら日野市で、もう働かない限り、日野市で一番このあた
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りが今後、との日野の立日橋等が来た場合に、一番被害を被るのは日野市なわけですよ

ね。そういう雨で、日野市でもっとこれを、調査費をつけるために働きかけるのが、私、

筋じゃないかと思うんですけれども、これは都の問題だから都がやるべきだということ

は、ちょっとおかしいんじゃないかなと思うわけですけれども。

0議長(黒川重憲君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 先ほど、これもまた説明したところですが、いわゆる2・2・10、

立日橋の通りです。立日橋の通りは、モノレールを昭和72年には通さなければならない

としヴ、既に都知事の公約があります。我々は、それに協力をして、そして72年にはモ

ノレールの南の半分が、多摩セ γター駅まで開通できるようにいたしたい。つまりこれ

は、東京都の都道であります。都道は、またその気で、やっていただかなければならない

わけでありまして、今回、東町に区画整理事業を施行しよう、そして道路用地を開いて

いこう、というふうに計画を進めております、東京都にも、またそのことをお伝えをい

たしまして、このコースも早く実現化するために、日野市は区画整理事業を思い立つて

おりました。地域でも賛成をいただけるという見通しがございました。

したがし、まして、都営住宅のこととあわせて、この事業に腰を上げてください、そう

しないと72年には、日野市は一生懸命になっても、なかなか見通しが立ちませんから、

この事業を今着手すれば、十分見通しはございます。そのことをお願いしたということ

で、よそに頼んでいるばかりじゃありません。日野市でも東京都に、しっかりとした、

貸し借り関係というんじゃないんですけれども、お互いが協力をしましょう、というこ

とになるわけであります。

0議長(黒川重憲君) 天野輝男君。

06番(天野輝男君) 市長が、そう居直るなら、私だって言いたいことはあるわけで

すよ。 実際、私自身も地域の代表として、私もあの道は、日野市の将来にかかってきて

いるということは、よ くわかるわけであります。そういう面で市長が動いてないという

ことを聞いておるから、私自身は、この問題について真剣に取り組んできているわけで

あります。そして私は、先日そういう面で、国の方へ行ったわけであります。そして、初

めて、この問題も取り上げてくださるという形になったわけで、あります。市長がそんな

に居直るのは、大変おかしいと思うわけであります。

そして、 実際この問題も、それでは、それだけお困りになっているなら考えましょう、

という形になって、それでは下から突き上げてください、という形になったわけで、す。

下の方から盛り上げて、この問題をやりまし ょう、という形になったわけで、あります。
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そういう商で私は、市長が、もし、こういう問題に真剣に取り組んでいただけるなら私

も協力したし、と思っているわけであります。

そういう雨で私は、先ほども日野駅の周辺の問題について、ちょっと触れましたけれ

ども、この問題だって、要するに今までの既成事実でこうし、う都市計画、この再開発に

ついては、こういう形でなきゃできない、という ほかはできないんですよ。だから、私

はそういう方々の意見を開くと、やはりほかに移りたいという方がし、るわけです。だか

ら、そういう商では将来的に、あそこの地盤は商業地域になるということが、この整備

計画の中では、うたってあるわけですから、やはり用地を確保しておくならば、そこの

ところをまた処分したって、この問題は、その森町地域に住んでいる方々の不安を取り

除くことができるわけです。だから、そういう面で私は言っておるんです。もし、あそ

この場所が、もし解決しTこし、と思う市長の気持ちがありますならば、私の意見も少しは

取り入れていただきまして、そして、私は取り入れていただけるなら話し合いに応じて

いきたい、と思っているわけであります。

私は、そういう面で、この日野市の予算を見て、下水道の工事費、これは莫大なお金

がかかるということは、予算がかかるということは、わかっているわけであります。そ

して私は、今後これを全部消化し実施した場合には、恐らく日野市の予算は、ほとんど

余裕がなくなってくるんじゃないかなということを一番心配しているわけであります。

ことし、この日野市における職員給与、退職金、また起債分、今後は市立病院の建て替

え、国民健康保険におけるところの補助、これを入れますと100億を超えちゃうんです

ね。 106億ぐらし、し、っちゃうんですね。もう少し行くかわかりません、今。

そういう中でこうし、う都市計画事業、このような問題を取り組んでいくには、もう先

が見えてきているわけであります。ここに私は、一番目野市の財源で、このまま、ある

いは市の町づくりができるかどうかということを一番私は心配しているわけであります。

そして市長は、この問、老人ホームを日野市独自でつくるというような見解を出しま

した。市長は、実際この日野市の地主の方に当たったかしれませんけれども、実際、こ

の老人ホームの用地を提供してくれないから、やむを得なくて日野市の用地につくるん

だ、ということであります。これは、発想、は確かによろしいかもわかりませんけれども、

今後、日野市の予算を考えてみたら、そんな余裕は考えられないんだと私は思うのであ

ります。まして、この特別養護老人ホーム等については、全額といっていいほど、都ま

た国の補助金で、大体85%ぐらいはできるわけです。そして、 15%日野市で補助してあ

げれば、 一つ、老人ホームは建つんです。そして、この老人ホームの職員の給料は、全
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部都で払ってくれるわけですよ。そういう商からし、し、まして、私は、この箱ものは、た

しか10億ぐらいからできるんだろうと思うんですね。しかしながら、これを一つつくれ

ば大体、恐らくどんなに安く見積もったって、職員の給与は、大体5，000万近くは行く

と思うんですね。それを市長は4つつくる、とまた言っているんですから、 2億の金は

飛んでしまうんですよ。そんな余裕はどこにあるんですか、と私は言し、たし、わけであり

ます。

私自身は、この老人ホームをつくるということについては反対をしていません。自分

もつくるつもりでいるわけですから、反対なんかしておりませんよ。そういう商で、私

自身が実際日野市に土地があれば、私は提供してあげますよ、本当の話。ただ日野市に

ないから、八王子の方だったら、うちのおやじの土地が実際あります。あそこに、私は

実際つくろうとしているんです。

だから、日野市長が、もし日野市民に、土地を提供してくださる人がおりませんか、

と言うなら、私は、市長がこの問題に一生懸命取り組んでやっているということを認め

る人がし、るなら、私は一人ぐらいは、協力してくださる人がし、る、と思っているわけで

あります。

そういう面で、私は、この老人ホームについては実際反対する理由は、何もありませ

んけれども、私は、日野市の財源を将来、私たちの子孫が、この日野の町を担ったとき

に、本当に借金だらけだったなんていったら、こんなかわいそうなことはない、と思う

わけであります。

そういう面で私は、この下水道の事業を通して、やはり、この日野市の財源をどうし

たら高めることができるか、そして、少しでも余裕を持って私たちの次の世代に渡すこ

とができるか、ということが、一番の私は課題である、と思うわけであります。そして

私は、そういう面でこの下水道の計画についても、このままでいったら、私は恐らくそ

う簡単にはできない、 15年か25年かかってもできない、と考えるわけでありますけれど

も、そういう商で、私たちのふるさととして人たちに愛され、また喜んで、もらえるとい

う町をつくるには、やはり地域の住民の声をよく聞きながら、そして進めていくことが

必要であると思うわけであります。

そういう商で、私自身お年寄りを持っておりますし、こういう商で本当に今後どうし

たらし、し、か、ということは、本当に私自身にとっても悩みの、また一番頭を悩ましてい

る事実でありますが、しかしながら、先ほど申し上げましたように、この下水道の事業

を実施するに当たって、やはり私は、まず、この日野市においては、この間も申し上げ
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ましたように、市の機構改革をして、そして少しでも財政を生み出していく方法を考え

なきゃならないと思っておるわけであります。

そういう荷で、この老人ホームについては、私は反対する理由は何もありませんけれ

ども、もし、この日野市に土地を提供しましょうという方がし、らっしゃいましたら、そ

の人に協力してくださるかどうか、市長の見解でも結構です。

0議長(黒川重憲君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 財政に対します一一将来の財政運営に対しまして、その財源、

それから事業との関係におきまして御心配をなさることは、もう全く我々も同感でござ

います。いかに財政運営を正しく進める形で、しかも市民要望に応え立派な町づくりを

するということは、これはお互いの念願でございます。

したがし、まして、いろいろおっしゃるところに何ら別の意見はないわけでございます

が、やっていることをやってない、と言われると、やっぱりやっているというふうに説

明をしなきゃならんわけでありまして、そのことを別段、開き直ったということは全く

ござし、ません。いろいろ御意見をいただきながら、これからも地域の方々のいろいろな

御相談の上で愛される町づくりに、ともに遜進をさせていただきたし、と思いますので、

よろしくお願いをいたします。

0議長(黒川i重憲君) 天野輝男君。

06番(天野輝男君) 日野の駅前の再開発につきましては、そういう商で用地をある

程度確保してあげることによって、安心をすると思うわけですよね。だから、そういう

両で私は、どうにかそういう形で、もし用地をそうし、う場所に一一競売して売るよりも、

そういう次の事業に移行することができるという考え方は、別に私は、間違った考え方

じゃないと思うんですよね。そういう考え方で話し合う機会を設けるならば、恐らく話

も、うまく進むだろうということを申し上げたかったわけであります。

そういう面で、私自身もやはり日野市のことは、心配しておるわけです。そして、そ

ういうために、実際、出てきているわけであります。そして、市長に文句ばかり言って

いるわけじゃないわけです。市長に協力ということよりも、やはり日野市民が困ってい

ることを解決しなければならない。こうしヴ問題については、やはり全力で解決するよ

うに努力してし、きたい、こういうように考えてし、るわけであります。そういう面で、今

後日野市が少しでもよくなるために、私自身努力してまいります。来年は、森町地域で

話し合い等設けていただきたいと思っております。

そういう面で、ぜひ、市長、今私が申し上げましたようなことを十分お汲み取り願い
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0議長(黒川重憲君) 御異議ないものと認めます。よって暫時休憩いたします。

午後 3時33分休憩

午後4時47分再開

議案第133号でございます。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

る条例の制定でございます。今、提案理由で御説明いたしましたように、昭和62年度の

給与改定に基づく給料表、それから住居手当の改正でございます。

2ページ、 3ページをお聞き願います。第 8条の 3、第2項中の7，500円を8，500、そ

れから 2万2，500円を 2万5，500円、これは住居手当でございます。 2万2，500円につき

ましては医療職の方でございます。

それから、別表第 1及び別表第2表を次のように改める ということで、3ページ、 4

ページにあります給料表でございます。このような改正を行います。

それから、 5ページでございます。付則でございますが、 提案にもありましたように

この給与の改定は、昭和62年4月 1日にさかのぼ りまして適用するものでございます。

あと資料で、参考資料におきましては、給料表の新|臼の額に対します各号給の引き上

げ額の差が出ております。

以上、雑駁でございますが、よろしく御審議のほどをお願いいたします。

O議長(黒川重憲君) これよ り質疑に入ります。古賀俊昭君。

まして、我々が住んでおります町の再開発に力を貸していただければ幸いに思います。

以上で終わります。

0議長(黒)11重憲君) これをもって23の 1、故郷と愛される町づくりを推進するため

には地域住民の声を大切に聞くことから始めようの質問を終わります。

お諮りいたします。議事の都合により暫時休憩いたしたいと思いますが、これに御異

議ありませんか。

( I異議なしJと呼ぶ者あり〕

0議長(黒川重憲君) 休憩前に引き続き会議を開きます。

お諮りいたします。議事の都合により、あらかじめ会議時間の延長をいたしたいと思

いますが、これに御異議ありませんか。

( I異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(黒川重憲君)

決しました。

これより議案第133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

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 024番(古賀俊昭君) 今回のベースア ップの議案が追加されまして、全員協議会で先

0市長(森田喜美男君) 議案第133号、日野市一般職の職員の給与に関する条例のー

ほど、詳しい内容の説明があったわけです。その中でもやりとりがございましたが、住

居手当の件についてお尋ねをいたしたいと思います。

昭和59年の第 1回定例会で、この給与の改正条例が出されまして、このときに住居手

当5，500円から5，800円、 300円プラスして改定されたわけで、あります。このときに、私、

本会議場で、他市では住宅手当、住居手当については、同じ世帯で職員として市役所で

お二人、つまり御主人と奥さん、共働きで勤務しておられるような場合には、若干でも

差をつける傾向に他市がある、ということから、日野市についてはどうかということで、

その検討をお願いし、当局もそのお約束をされたわけであります。今回は同額というこ

とで、引き続き今までの形を踏襲をしていくということになるわけです。

同じように一ーまた過去にさかのぼって恐縮ですが、昭和60年の第 1固定例会にも給

与条例の改正案が提案されました折りに、この住居手当のことについて、私、同様の質

問をいたしました。このときは、いわゆる 6カ月昇給延伸が条例に盛り込まれたという

ことで、かなり複雑な、また交渉、経過、そういうものがあって出された条例というこ

とで、多少そういうやりとりがありましたが、ここでも私は、同じことをお開きをいた

しましTこO

つまり 1年前の本会議、つまり59年の第 1回定例会で、共働き、おしどりとして市役

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〕

部を改正する条例の制定について提案理由を申し上げます。

本議案は、一般職の職員の給与を改定するため、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。

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、をみましたの

で改正するものであります。

なお、実施時期につきましては、昭和62年4月 1日にしたし、と存じます。

詳細につきましては担当部長に説明いたさせますので、よろしく御審議のほどお願い

いたします。

0議長(黒川重憲君) 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。
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所でお働きになっている職員の場合には検討する、というお話だったということで、そ

の結果はどうかということをお聞きをしたわけです。

60年の 3月議会でも前例に倣つての提案でございました。このときは5，800円から1，2

00円プラスをされて、 7，000円に引き上げられたときであります。このときも引き続き

職員組合と交渉していきたい。さらに東京都や国では、どのような扱いをしているか、

他市についても調査をして、はっきり取り組むというお話は、なかったようには思いま

すが、引き続きの交渉を約束されたわけです。

今回提案されておりますのは、今申し上げましたように、一切、差はっけないという

ことでありますが、その後、職員組合との話し合いの中で、この件については具体的に

どのような提示が行われて、また組合の方は、いかなる回答とし、し、ますか、態度を明ら

かにしてきたのか、さかのぼれば昭和59年の話に、このことは行き着くわけであります。

かなり年数もたっておりますので、いろいろ御努力はされていると思いますが、一つの

区切りでもありますので、この場でお答えをいただきたいと思います。

0議長(黒川重憲君) 総務部長。

0総務部長(山崎 彰君) お答えをいたします。

59年、あるいは60年の今のお話でございますが、これとは別に、ちょっとそのころの

上司からのあれは聞いてなかったんですが、私どもは、やはり給与改定をやっておりま

して、ちょっと我々自身にも中での問題が、これは、というような問題がありました。

そうした中で、正式には投げかけておりませんですが、今後これを検討していきたし、と

いうようなことで組合の方に御協力をやっていきたいと思っております。

正式には、それはしませんでしたが、内部では、ほかの市の状況、そうしたものを踏

まえると今御指摘のありましたように国、あるいは都は、やはりそうしたものを差をつ

けておりますので、それに倣えということではありませんけれども、それぞれ事情の違

う中でありますけれども、やはり、おかしいんじゃないかというようなことで、ほかの

市の状況も今取り寄せて、そして今後、これを検討していきたいというふうに思ってお

ります。

も2年前になされているわけですね。赤松助役がおられなくなったから、この話は帳消

しになるということじゃないわけです。具体的に昭和59年の時点、それから昭和60年の

時点での、し、わゆるおしどり職員として働いておられる方の数は、何組いらっしゃるか

ということをそれぞれお聞きをいたしました。現在はどのくらし、し、らっしゃるかという

ことを、ひとつお尋ねをいたします。

それから、 26市の状況についても調べるという御回答が既に何年か前にあったわけで、

すので、若干でも、いわゆる共働きで市役所にお二人でお勤めになっている方の場合、

差を全くつけてないという市が、日野市を含めてどういう市があるのか、ということを

お聞きをいたします。

それから、今後の対応については今お話がございましたが、住居手当の持つ意味合い

については、先ほど、いろいろお話がありましたが、やはり本筋は、あくまで純粋に住

宅手当というものの性格を、やはり曲げずに支給されるべきものという考え方を基本に

据えていただくのが、私、大切だろうと思いますので、そのことは申し添えておきたい

と思います。

今、お開きした点について、御回答をお願し、し、たします。

O議長(黒川重憲君) 総務部長。

0総務部長(山崎 彰君) 第 1点の、現在共働きの方が何人か、ということでござい

ますが、現在把握しておりますのは78組でございます。

それから、同じ統ーした住居手当を支給している市が、日野市を含めまして4市でご

ざいます。

0議長(黒川重憲君)

024番(古賀俊昭君)

古賀俊昭君。

先ほど全協の席で、私お開きしたときと市の数が、ちょっと引

0議長(黒川重憲君)

024番(古賀俊昭君)

古賀俊昭君。

これから取り組んでいくというお話でございますが、昭和60年

き算が行われたようなんですが、具体的に日野市以外にどういう市があるかということ

で、その点をお聞きをいたします。

0議長(黒川重憲君) 総務部長。

0総務部長(山崎 彰君) 職員課長が 6市ということで、後で自分でも間違ったとい

うようなことであれしております。今、申し上げます。4市でござし、ます。青梅市でご

ざいますが、 6，300円、一律でございます。これは、まだ給与改定の前でございます。

それから昭島市が7，400円一律、同じです。それから小平市が6，400円、それから日野市

が7，500円で、この 4市でございます。

その他は、多少なりとも差を、 300円なり200円なりつけてあります。

の第 1回定例会のと きは、 今はもういらっしゃいませんが、赤松助役が大変お元気で助

役席で、 「住宅手当については、御意見厳しい改正方向につきましては、お説のとおり

受けとめ厳しく対処していくという考え方には変わりございません」というような回答
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以上です。

O議長(黒川重憲君) 古賀俊昭君。

なったわけで、すね。ただ、そのことには、福祉部長もよ く御存じだと思し、ますが、但し

書きがありまして、ちゃんと、単純な年功的処遇を行う のではなく 、職務に応じた給与

の支給等、適切な配慮を加えるものとする、というこ とで、厚生省の通達も、いわゆる

不適正な給与体系の適用ということは行わないよう に、という ことをきちんと出してい

るわけです。

しかし、不幸にして今日まで通し号俸制で、社会福祉事業団の場合には、職員の方の

対応、給与制度はこれに倣ってきたわけですね。私、 先般森田市長に、3短一斉昇給は

福祉事業団の職員についてはあるのではないか、という ことでお聞きしましたと ころ、

そういうことはあり得ない、ない、とい うことをはっきりとおっしゃったんで、すが、も

う一度確認をいたしますが、この給与条例がここで改正をされますと、これは即福祉事

業団の職員に対しても、同じように適用を受けて、この給与体系に倣った給与等の処遇

が行われるわけですね。3カ月の一斉昇給は、福祉事業団の職員の場合には今までも今

後もあり得ないのか、絶対にそうし、うこ とはないのかどうか、その点、お尋ねをいたし

ます。

024番(古賀俊昭君) それでは、この26市の中でお 2人市役所にお勤めの場合には、

一方の方の場合には支給しないという市は、あるのかないのか、そういう市がもしあれ

ばどこか、ということを念のためお聞きをしておきます。

0議長(黒川重憲君) 総務部長。

0総務部長(山崎 彰君) 今、手元に持っております限りにおきましては、世帯主そ

の他でそれぞれ差をつけて支給しておりますので、ここに出ております狛江市が同一世

帯以外は支給せず、とい うことでなっております。これ以外は何らかの形で金額を下げ

てなっております。

0議長(黒川重憲君) 古賀俊昭君。

024番(古賀俊昭君) 26市の中では、狛江市はお2人お勤めの場合には、一方のみと

いう制度でやっているということでございます。私は、この点、昭和59年3月から取り

組むという一定の方向を明らかにされたわけで、すので、何らかの手直しをやはり具体的

に、もう着手する時期に来ているだろうと思うんですね。

先ほどの全協の席で、国の制度、 東京都のやり方、御説明がございました。私は東京

都の方法というのが、ひとつ標準とし、し、ますか、考え方としては、ある程度妥当なもの

ではなかろうか、という印象を受けたわけですO 他市の状況、 26市中4市だけが、同じ

ようにお2人市役所にいらっしゃっても住居手当については支給する、ということをとっ

ているようですが、 流れとしては、もう少数派になりつつあるわけでありますので、東

京都、また他市の例等を参考に していただいて、来年は、私がこの質問をしなくてもい

いよう に、ひとつ前進的な対処をお願いをしておきたいと思います。

それから、福祉部長にち ょっ とお尋ねをしたし、と思うんですが、私、昭和60年の第 1

回定例会でこの給与条例が議論をされま したときに、上程の折りに、先般来、話題になっ

ております社会福祉事業団がいよいよスタ ートをするというこ とで、そこの施設、 事業

団にお勤めの職員の方については、給与条例をそのまま、日野市の条例を適用するとい

うことではなくて、新しくスター トする時期に職務給を導入をして、 採用をして、 そう

した給与体系のもとでスター トした方がいいのではないか、 とし、う ことで質問をいた し

ました。

そのとき、いろんな資料を引用されて事業団の職員の処遇ということで、 その事業団

が属する福祉事業団が所在する市の自治体の給与制度に倣うというようなと とをお話に

0議長(黒川重憲君) 福祉部長。

0福祉部長(高野 隆君) 御指摘のように、福祉事業団の職員は市の職員に準ずる、

こういうことで現在の処遇をしてお ります。

そして、 3カ月短縮につきましては、 内部的な検討を現在しておりますが、いろいろ

な考え方もございまして、入所時に既に6カ月延伸が行われていたという状況の中であ

りましたので、 その辺のとこ ろが今後の検討課題となろうかと思いますけれども、現実

にそれは、職員として入園した職員が、その後に延伸されたということでは、市長の言

うよう にございませんので、その辺のところは今後の検討を要するところだと思ってお

ります。

0議長(黒川重憲君) 古賀俊昭君。

024番(古賀俊昭君) 話が違ってきたわけですね。3短はあり得ないとし、う市長の答

弁、福祉部長は検討をする、市長は、この点どういうふうに今お考えですか。議会を欺

いてはいけないんです。市長が断言をされたわけです。福祉事業団の職員については 6

カ月昇給延伸を行っていないんだから、3短昇給などあり得ない、とはっきり、つい先

日この場で言いました。福祉部長は、それと全く相反する答弁をここで、今やっている

わけですが、市は、基本的にどういうお考えなのか、どうでしょう。

O議長 (黒川重憲君) 市長。
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0市長(森田喜美男君) 福祉部長が今答えているのは、相反するというわけではあり 0議長(黒川重憲君)

024番(古賀俊昭君)

古賀俊昭君。

将来のことは、私は一切お聞きしておりません。今後、東京都ません。市に準ずるという一つの原則とし巾、ましょうか、これも、また現実の問題で、あ

ります。

それで私の考えでは、 6カ月延伸を該当させなかったものに 3短の適用するというこ

とも、これも矛盾だ、こういう判断でおります。そこで、今、検討と申しておりますの

は、我々の目指す給料表は東京都の制度に準じたい、こういう考えを今までどおり持ち

続けていますので、また間もなくそういうふうにさせなければなりませんので、今、新

しい給料表をつくろう、つくるべきではないか、ということを検討しておる、とうし、う

ことであります。新しいというのは、つまり福祉事業団、日社協が既にそういう方針を

とっております。周辺、周辺というよりも外郭の団体は、新しく発足する際に、独自の

というわけにはし、きませんが、準じた中で、目指すところの給料表になるべく合致させた

い、こういう考え方でございます。

0議長(黒川重憲君) 古賀俊昭君。

024番(古賀俊昭君) 市長は私がお聞きしたことに迂回をして、肝心の点は一切、今

お答えにならなかったわけです。これからのことは、これからのことでいいんです。私

は、過去のことについてお聞きをしているわけです。過去行われた日野市の職員の皆さ

んに対する 6カ月昇給延伸を修復をするということで、この問、つい 9月です。一斉 3

カ月昇給を東京都や国が、違法だからやってはいけない、ということを振り切って実施

したわけです。これを同じ給与制度の中で給与を受けている福祉事業団の職員の方につ

いて適用するのか、ということを、つい何日か前にお聞きをした折りには、あり得ない、

と、はっきりおっしゃったんです。もう、あり得ないとはなぜおっしゃれないのかどう

か、はっきりお答えになってください。

0議長(黒川重憲君) 総務部長。

0総務部長(山崎彰君) お答えをいたします。

この議会で、市長はお答えになっております。というのは、 3カ月短縮をお願し、し、た

しましたのは、当時の 6カ月延伸者の該当者でございます。そうした者に対しまする修

復とし巾、ますか、そういうもので 3カ月。これは昇給の問題でございます。そうしたこ

とをやりました。

しかし、事業団というのは外郭でございますので、それは、その後の 6カ月延伸後に

入所されたかしりませんけれども、そうしたものでございますけれども、適用外、と私

は解釈しております。ですから市長の言われたとおり、それが正しいと思います。

に倣うとか、そういうことはし、し、んです。私がお聞きしたことだけにお答えいただきた

いと思うんです。福祉部長がさっきおっしゃった回答と、今総務部長と市長の答弁は違

うんですね。福祉部長は、何か勘違いしておられるんじゃないでしょうか。

0議長(黒川重憲君) 福祉部長。

0福祉部長(高野 隆君) 私の方は、事業団の中での検討を申し上げているわけでご

ざいますけれども、違う点と申しますのは、判断の基準の違いということだと思います。

要するに 6カ月延伸をしなかったものに 3カ月短縮はあり得なし、、こういうことでござ

いますので、それでは全くそのとおりだと思います。私どもが今検討しておりますのは、

ベースの問題として基準が入った時点で、低いという状態からスタートした、これについ

てどうかという検討をしているということでございます。

0議長(黒川重憲君) 古賀俊昭君。

024番(古賀俊昭君) いろいろ手立てを講ずれば、今、福祉部長が意図されているこ

とは可能になるかもしれません。しかし、給与体系というものは市に倣う、というふう

になっているわけですね、福祉事業団というのは。ですから、今、日野市の給与体系と

福祉事業団の給与体系は違ってきているという認識で、それを直すことを検討している

ということですか。どうでしょう。

O議長(黒川重憲君) 福祉部長。

0福祉部長(高野 隆君) 御指摘のとおりです。

O議長(黒川重憲君) 古賀俊昭君。

024番(古賀俊昭君) 直せば、 3カ月一斉昇給短縮したことになるわけです。福祉部

長と総務部長のおっしゃっていることは、違ってくるわけですね。統ーした市の考え方

はどうなのか、市長、どうでしょうか。

0議長(黒川重憲君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 今、検討中ということでありまして、私も新しい給料表をつ

くって、そうして、例えば日社協は、そういうことになっているはずでありますから、

そういう考え方を導入しよう、そういうことを指示いたしております。

0議長(黒川重憲君) 古賀俊昭君。

024番(古賀俊昭君) 私は、 3カ月一斉短縮昇給というものは、行うべきではないと

いうことを再三申し上げてまいりました。で、必ずしも福祉事業団の職員の方の給与体
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系は、日野市と全く同じでなくてはならない、というととはないわけです。それは、最

初に私が申し上げましたように、厚生省の方からの通知でも、そのことを福祉部長が今

まで何度もおっしゃったわけです。福祉事業団の職員の処遇(給与、退職金等)は、事

業団を設立した地方公共団体の職員に準ずるものとすること、但し、ということで但し

書きを、私、先ほど読みました。つまり職務給でやりなさいということが書いてあるわ

けです。

だから、もし当該地方公共団体が、わたりや通L号俸をやっていれば、それを採用し

てはいけませんよ、という、これは通知なんです。しかし日野の場合はこれを無視をし

て、日野の給与体系をそのまま当てはめているわけですね。ですから日野の、ここで言

うベアが行われ、しかも今後、何らかの形で3カ月短縮して昇給したものが、との給与

表には、もう既にあらわれているわけですから、これに倣って福祉事業団の職員の方の

給与を支払うということは 3短をやったことになるんですよ。そういうことは、あり得

ないということがおっしゃれるのかどうか、はっきり答えていただきたいと思います。

O議長(黒川重憲君) 市長。

0市長(森田喜美男君) それらのことも検討の中に入れて新しい給料表をつくろう、

そういうことを今指示をしておるというふうに申し上げております。

0議長(黒川重憲君) 古賀俊昭君。

024番(古賀俊昭君) この件は、私が最初にこの本会議で、ついこの間、市長に、補

正予算の審議の際にお聞きしたときに、きっぱりと 3短の昇給などあり得ない、という

ことを胸を張って、お前は何を勘違いしているんだ、と言わんばかりにお答えになった

んです。

ところが、いろいろその後、市長のところにも話がし、っているかもわからないし、私

はわかりませんが、もうニュアソスが完全に違ってきている。つまり福祉事業団の職員

の方については、やはり別の給与表ができるならできてもいい、 しかし、 3短を市がやっ

たからといって、それに倣ったものを含ませて給与表をつくるということは、絶対し、け

ないんですよ。それは、 3短をやったことになるわけです。だから、検討の中にそれを

含めるということ、と私はとっていいんですか。とっても構わないんですか。どうです

す。これは、この給与表を改正するとか、そういうものではないんです。

それで、今検討されているというようなお話ですけれども、されているというのは、

これは給与ベースのことを検討されているんじゃないか、その点の違いだと思います。

3短というものは、これは私は市の職員1，442人しか対象にしておりませんので、事業

団は別ですから、私は、あり得ないというふう に感じます。

0議長(黒川重憲君) 古賀俊昭君。

024番(古賀俊昭君) 総務部長のおっしゃる意味は、よくわかります。福祉部長が今

か。

検討されている、とし、う検討は、何かきっかけがあったと思うんですね。申し入れとか

働きかけ、何かあって検討をお始めになったのかどうか、もしあったとすれば、その働

きかけの内容と、その相手方はどうし、う方なのか。

0議長(黒川重憲君) 福祉部長。

0福祉部長(高野 隆君) 私どもは、市に準ずる、こういう観点で検討をしたわけで、

すけれども、結局その給料表全体の検討、こういうことに現状なっておりますので、そ

の辺のところは、市長の言うとおりでございます。

したがって、今後とも検討すべきであるということで考えておりますのは、総体の給

与体系を見直す、こういう点での検討を現在しています。

0議長(黒川重憲君) 古賀俊昭君。

024番(古賀俊昭君) 私は今後、こういう 3短を市がやった、これに福祉事業団の職

員についても倣うべきだという働きかけが、かなり市に対して行われているんじゃない

かと思います。

そこで、そうした一一市が違法なことをやったんですから、それをさらに拡大するよ

うなことは厳に慎んでいただきたいということを申し入れておきますが、今、福祉部長

がおっしゃった、また市長のお話で、も、この市の持っている給料表とは別に福祉事業団

の職員の方だけの給与体系というものをつくることを検討しておられるというふうに受

けとれるんですが、そうした準備を今なさっているかどうか。

0議長 (黒川重憲君) 福祉部長。

0福祉部長(高野 隆君) そのとおりでございます。

O議長(黒川重憲君) 古賀俊昭君。

0議長(黒川重憲君) 総務部長。

0総務部長(山崎 彰君) 古賀議員さんの質問でございますが、昇給と給与ベースと

は違います。それで、今、私は聞いておりまして、私どもでやったのは 3短でございま

024番 (古賀俊昭君) それは、私が最初に読み上げました社会福祉事業団等の設立及

び運営の基準について、とし、う昭和46年の通達に基づいておやりになっていることだと

思います。つまり独自の、社会福祉事業団独自の、市の職員の方とはまた違った給料表
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の作成だということだと思いますが、その給料表は原則、いわゆる職務給の内容を含ん

だものかどうなのか、どのようなものをお考えになって、今おやりになっているかどう

す。

024番(古賀俊昭君) 一斉 3短の件は、最後に今私が申し上げたとおり、市長も総務

だから、この設立をされている日野市の給与体系に準ずるという当初の考え方どおり

おやりになっても、不都合が生じていくということは考えられないんですよね。なぜ、

ここで独自の給与体系を考える必要があるのか、そういう制度をここでっくり上げてい

く必要が生じたのか、という理由がちょっとわからないんですよ。いわゆる上部の団体

からの指導なのか、つまり東京都や厚生省からの指導があるのかどうか、日野市独自の

判断なのか、または全く別の力による働きかけがあるのかどうか、どうして、そういう

必要が生じるんですか。

0議長(黒川重憲君) 福祉部長。

かですね。いかがですか。

0議長(黒川|重憲君) 福祉部長。

0福祉部長(高野 隆君) それについては、まだ十分な、そこの職務給導入、あるい

はその他についての検討までは、いたしておりませんけれども、要するに別なものを検

討する、こういう形で現在検討中である、ということでございます。

0議長(黒川重憲君) 古賀俊昭君。

部長も、それから福祉部長も、何回か前の市長答弁とは明らかに異なる回答をなさって

いるわけです。そういうことは、非常に議会に対してお話になる内容としては、甚だお

組末なことだと思うんです。きちんとした対応をお願いしておきたいと思います。

それから、今、福祉部長のお話では、福祉事業団の給料表、つまり給与の制度につい

ては、日野市の職員の方とは別に考えるんだというお話ですが、それが、どういうとこ

ろからその必要性が生まれてきたか、ということですね。つまり地方公共団体、事業団

を設立をした団体の職員に準ずるんですよ、準じて行いなさい、という一つの基準があ

るわけですね。日野市の場合には、今、通し号俸から来年の 5月には、一部、半分だけ

職務給を取り入れるということで、徐々に職務給的色彩を帯びつつあるわけですね。

ですから、この日野市の給与体系に倣っても、これから将来にわたって不都合が生じ

るということは、さほど考えられないと思うんですが、そうし、う状況の中で、何かそう

いう指導が、東京都や国の方からあったのかどうか、何をきっかけに、それでは独自の

給料表、または給与体系というものが必要になってきたのか、その背景を御説明いただ

きたいと思います。

0議長(黒川重憲君) 福祉部長。

0福祉部長(高野 隆君) 次官通達等によっての、いろいろな準ずるということがご

ざいますけれども、準ずる内容というのは、いろいろあるわけでございますので、そう

いう点で一定の別の給与表を、ということで検討しているということでございます。

0議長(黒川重憲君) 古賀俊昭君。

0福祉部長(高野隆君) いろいろとお答えしているわけでございますけれども、準

024番(古賀俊昭君) 日野市の給料表は、これから、今までパツだったんですけれど

ずる内容という幅の中で現在検討しているということでございますので、そこの必要性

云々につきましては、別個の法人格を持っておりますので、そこの職員でございますの

で一定の給料表を持っても別に不思議はないわけでございますので、そういう形で検討

を現在しているということでございます。

0議長(黒川重憲君) 古賀俊昭君。

024番(古賀俊昭君) 私が昭和60年に、別途の給料表を持ったらどうですか、と言っ

たときには、この厚生省の通達をもとに日野市の制度に倣えばし、し、んだ、準ずるように

言われている、そういうものを日野市も守ってやってし、くんだと昭和60年の時点では独

自の給与表、給与体系、制度を持つということは、福祉部長は、そういう必要はないと

お話なさったわけです。本会議でおっしゃっているんです。ここに議事録があります。

今回はなぜ、運営をしてきて、福祉事業団の職員の方に対しては、やはり別の給与制

度を独自に持つべきだとし、ぅ、こういう理由からその結論に至った、だから検討するん

だ、という何か理由があるはずですね。ただ検討します、ということじゃ、昭和60年か

ら昭和62年までの聞が埋まらないじゃないですか。市長から何か言われているんですか。

どうですか。

0議長(黒川重憲君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 私が言っております。それは、だんだんとこれから職員もふ

えるでありましょうし、法人格として立派に発展できる根拠を明確にしておかなければ

なりません。また、参考の場所としては先ほども言っておりますが、日野市福祉協議会、

日社協というところにも職員がおるわけでありまして、これらとなるべく列を並べたい、

並べておくべきだろう、こう考えて、今、新しい給与表をつくったら、ということを特

も、今度は三角になりつつあるわけですね。やがてはマルにしたし、ということを市長も、

きのうも早い段階に職務給に切り換えていきたし、んだということをおっしゃったわけで、
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に副理事長に頼んでおる、こういう次第でございます。

O議長(黒川重憲君) 古賀俊昭君。

024番(古賀俊昭君) ということは、私が今申し上げていることは、なぜそういう必

要性が生じたのか、ということを私はお聞きしているわけですよ。(i職員がふえると

いうことを今言ったじゃないですか」と呼ぶ者あり)いや、職員がふえるということだ

けじゃわからないですね、ただ数がふえるということだけでは。何人から、じゃあ今ま

での数では全く問題なかったかということですね。適用を受ける方は、一人一人が同じ

ものを受けるわけですよ。ある一定の数から別の制度が適用されるとか、別の給料表が

採用されるということじゃないわけでしょう。 1人でも100人でも同じですよ。職員が

ふえるということだけじゃ私わからないですね。どうしヴ給与体系を、じゃあ考えてい

らっしゃるわけですか。

0議長(黒川重憲君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 何回も今まで言ってあります。つまり、これからいろいろな

事業を始めると、そちらの職員もかなりふえることになりますから、したがって既存の

団体としては、日社協というのがありますから、御存じでしょ、自社協がありますから、

そことなるべく並べる、そういうものをつくるべきだというのが、私の新しい発想、であ

ります。

したがって指示をしておる、こういうことです。

O議長(黒川重憲君) 古賀俊昭君。

024番(古賀俊昭君) それでは、日社協が今とっている職員の方に対する給与等の支

給の根拠になる制度ですね、それと同じようなものにするということなんですか。日社

協は、今、独自の制度というものを持っているわけですか。

0議長(黒川重憲君) 福祉部長。

0福祉部長(高野 隆君) 日社協の職員は、一応東京都の給与表に準じた形で給与表

をつけております。

O議長(黒川重憲君) 古賀俊昭君。

024番(古賀俊昭君) 同じ社会福祉事業を行うということにおいては、共通点があり

ます。しかし、行っている、実施している事業や仕事の内容というのはそれぞれ違うわ

けですね。いろんな設立の経過もあると思いますが、自社協の場合には、今、福祉部長

のお話では東京都の給与制度を授用しているというお話です。

ということであれば、東京都の給与制度をそのまま、この社会福祉事業団にも今後適
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用するような形で、内容の変更を行っていきたい、ということになってくると思うんで

すね。そういうお考えなんですか。

0議長(黒川重憲君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 最初に、そのことを申し上げております。日野市の目指す日

野市職員の給与もなるべくそれに近づけよう、とこういうことですから、 もう外で、外

郭団体には早手回しにやっておく方がし、ぃ、とこういうのが物の順序じゃございません

でしょうか。

0議長(黒J11重憲君) 古賀俊昭君。

024番(古賀俊昭君) 市長が、なかなか智恵があるな、と。つまり、ついこの間は 3

短はあり得ないということをはっきりおっしゃって、叱られたんだと思うんですね。そ

こで、やはり給与制度を、体系を独自に福祉事業団に持たせるということで、この 3短

の内容を含んだ給与表というものの作成を考えておられるんじゃないか、というふうに

とらざるを得ないんですよ。日野市の給料表がこれからだんだん、お叱りを受けるよう

な形じゃ、これからなくなっていくわけですから、従来どおり日野市のこの給料体系に

倣うということで、私は、そんなにむきになって新たに何かっ くります、というような

ことをおっしゃる必要はないと思うんですけれども、そういう肝心なことは、やらずに、

幾ら市長が理事長だとは言え、ちょっと定款等には、どう書かれているのかどうかしり

ませんが、日野市の給与制度をそのまま持っていけば、別に何もそこで検討して時間を

費やしたり、それからいろんな議論を重ねたりする必要は、全くないわけです。もうで

き上がりつつあるものがあるわけですから。

私、これ以上、回答は結構ですけれども、先般回答されたことと、ここで私がお開き

をしなければ、この問題はいつの間にか処理されるような可能性もあったと思うんです

ね。市長があれだけ、はっきりと言ったんで、あんなことはあり得ないだろうというふ

うに市民は取ります。しかし、背景はそうではないというととがはっきりしたことだけ

でも私は、よかったのではないかというふうに思っております

ぜひ、ほかの職員の方もお聞きだと思いますが、給与体系というのは、非常に職員の

処遇の中心をなすものですから、ある特定の力とか意見とか、そういうものに左右され

て、これが変わるということは厳に慎まなければならないと思うわけです。きちんとし

た対応を、市長もひとつ思い直してとっていただくようにお願いをしておきます。

0議長(黒川|重憲君) 奥住日出男君。

01番(奥住日出男君) 昇給の基準についてお伺いしたいんですが、この昇給の基準
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の第4条の中に、職員の勤務成績、これが特に良好であった場合にはランクを上げて昇

給する、というような、こういう項があるわけですね。号給を 1ラγク、 2ランク上に

行くよということなんですが、それには、いろんな基準があると思うんです。どんな項

目があるかわかりませんけれども、その中の一つに職員の勤務評定というのがございま

す。この勤務評定を見ますと、一般職員用の中に 「規律」という項があるんですね。こ

の規律の中に「上司の命令や定められた規則jなどに快く従った」という項があるわけで

す。

過去 1年間、いろんなことがあったわけですけれども、つい最近も、期末手当のああ

いう違法ストが行われた、ああいう職員に対して、この勤務評定がどう行われたのか、

この規則でいきますと、この勤務評定の経過は公開しないということになっていますか

ら、公開はしてもらえないんでしょうけれども、上司として何らかの、何かあるんでしょ

う。ああいうことをやったから、したがって、あれがどういうふうに反映されてくるの

か、とし、し、ますのは、昇給があれば降給もあるはずですから、ああいう方はどうなるの

かな、という、ちょっと心配がありますので、参考までにお聞きをしたし、ということ、

それが 1点。

それから、上司の命令や定められた規則に快く従ったということで、もう 1点。

この庁舎ですね、これは、だれのものなのか、市のものなのか、あるいは一部、組合

のものなのか、その辺の見解を聞きたいんですが。実は、皆さん御存じのように、そこ

の正門のところを入ってきますと、ちょうど組合の外側に三宅島の例の米軍機の「訓練

基地建設反対」という大きな看板が出ています。果たして、あの部分だけは庁舎管理規

定の上でどうなっているのか、あれは組合のものだから関係ないよ、と言われるのかど

うか、もし、あれも管理規定に該当するのであれば、この中に、管理規定の中に一一総

務部長が総括管理者ですね。で、許可を必要とする行為というのがあるんです。この中

で、第11条の(2 )項に「広告宣伝物を配付し、または掲示する行為、こうしヴ場合に

は総務部庶務課長の許可を必要とする」ということがあります。

果たして、ただし、ま申し上げた点が、この勤務評定の中でどう評価されて、上司のあ

れに従ってやったのかどうか、これが、今回のこういうべア等にどう反映されてくるの

か、この 2点について、お伺いしたいと思います。

0議長(黒川重憲君) 総務部長。

0総務部長(山崎 彰君) 勤務評定でございますが、これは、毎年 9月に実施してお

ります。そして、今、内容に触れました上司の云々ということでございますが、これら

につきましての評定、評価というものについては、評定者として課長が行いまして、そ

して、さらに調整者として部長が行って、それはやっておるわけでございます。一人の

目で見るのでなく、極端に言いますと課長の管理職が見た目と、それから部長の見た目

とは全然違った場合の評価があるわけです。そうしたことで、この勤務評定をやってお

ります。

そして、御質問のストを構えた場合の評価ということでございますが、これらにつき

ましては、この給与改定では、ここではしておりませんが、期末勤勉手当のところで、

これは、先ほどもお話がありましたように良好な成績で、ということで、その期間ゃっ

た場合に出るわけでございます。その中での対応の仕方としましては、各部長さんに、

これはやはり、それぞれの部をお持ちになっておりますので、そこでの評価の仕方、あ

るいはそうしたものがし、るかどうか、そうしたものの報告は受けております。そうした

中でやっております。

それから、もう 1点の三宅島の件でございますが、実は、これは11月の19日だと思い

ますが、翌日でした。夜だったそうですけれども、翌日、私もお昼ごろ気がつきまして、

すぐに副委員長を呼びまして、委員長がおりませんので副委員長を呼びまして、その場

でもって取れということを指示するとともに、すぐにそこで文書でもって、これを撤去

せよ、ということで、御質問の11条でございますが、それでなくて管理規定の 6条で撤

去命令を出してあります。さらに、それが一一団体交渉が、そうした中でもありました

んですけれども、今月の 2日か4日だと思います。もう一度、庶務課長の権限におきま

して文書で申し入れをしたという事実があります。それが、どういうふうに生かされて

昇格、あるいは降格、そうしたものになるのかということでございますが、それらにつ

いての今までのやり方としては、そこまでは、まだしておりません。

そうしたことも十分考慮、しながら、今後やっていかなきゃいけないんじゃないかと思っ

ております

以上です。

O議長(黒川重憲君) 奥住日出男君。

01番(奥住日出男君) 勤務評定の件は、ベアじ ゃなくて期末手当に何か運用される

というような御回答でございますけれども、少なくとも、この勤務評定の項を見ますと、

どうもそうは受けとれない。期末手当というのは、年間の一時金でございます。あれは、

一時金というのは永久に出るものじゃないんですね。一般的に言わせるとボーナスです

から、あれは。一時金ですから、ことしが終われば、もう来年は関係ないというような
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ことの性格なってしまうような恐れがあるわけですね。少なくとも上司の一一公務員で

すから、いろんな含み規則はありますけれども、もっと厳しく対処をしていただきたい。

具体的に、部長から何人か聞いた、あるいは課長から報告を受けているということで

すけれども、ああいう方は一般的に、皆さんと同じように昇給されるんですかね。ばー

んなんて飛ぶことは、ないでしょうけれども、落ちるということはないんですか。それ

が 1点。

でいいんですよ。引くところは引くという、こういう姿勢をぜひ教育していただきたい

というふうに要望します。もう時間がないですから、それはもうし、し、です。

それから、その看板の撤去、これは、市民があそこへ来るでしょう。すぐ自につくん

ですよ。一般市民があれを見てどう感じるか、あんまりし、し、もんじゃないですね、あれ

は。前回の 9月の議会でもって、意見書は一応採決されましたけれども、ああいうもの

をやっぱり掲げて、撤去しなさいとし、う文書で注意をしたのならば則撤去させるような、

そういう姿勢をぜひとっていただきたし、というふうに思います。

前段はいいですけれども、後段の件で、何か市長、御見解があったらお聞かせいただ

きたいんですが。

0議長(黒川重憲君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 庁舎は、これは大切な日野市の公有財産でございます。これ

を大事に使う、私物化しない、ということは、極めて原則として大切なことだと思って

おります。

組合の運動も、これはいろいろ内部討議をして行っている面もあろうと思っておりま

すが、原則は、極力守らせる、というふうに対応しておるわけでございます。御指摘の

点も極力公私混交を行わせない、行わないというととで進めたいと思っております。

C I関連Jと呼ぶ者あり〕

0議長(黒川重憲君) 古賀俊昭君。

それから、ただいま撤去命令を出した、と。この撤去命令になると、または排出する

ことができる、というのがあるんですね、撤去命令の中に。文書で撤去命令を出した、

ところが、まだ掲げてあるわけですよ、今日現在。排出をしてもらえないですか。排出

する考えはないのか、以上、御回答願います。

0議長(黒川重憲君) 総務部長。

0総務部長(山崎 彰君) 1点目の件でございますが、私は期末手当と言いましたが、

期末勤勉といっておりまして、失礼しました。勤勉でございます。その 2つをあわせま

しての考え方でしゃべりましたので、その中での対応の仕方でそういうふうなことをや

りました。しかし、現実には、そうしたものはなかったということで、それを厳しくし

たということはありませんです。

それから、もう 1点の垂れ幕でございますが、それについては、 2度そうしたことを

したわけでございますが、なお、撤去したということについては過去にもありますけれ

ども、ピラを撤去しました。そうしましたら、ついておりまして、そして貼っていくと

いうようなイタチごっこの件もございました。そうしたこともやりましたんですが、今

回は、さらにそれを 2度ゃったということでございます。今後もまた、それでやって呼

びまして、やっていきたいと思っております。

0議長(黒川重憲君) 奥住日出男君。

024番(古賀俊昭君) 今、奥住議員から指摘されたことは、いわゆる革新政党、共産

01番(奥住日出男君) 前段の質問の御答弁で、特に降格、あるいは考課を下げたと

党や社会党に所属する議員は、半ばああいうものが掲げられることに心地よさを感じる

かもわからないです。自分たちが主張している内容と気をーにするわけですね。しかし、

政治的ないろいろな考え方は、それぞれ市民は持っている。しかも、庁舎管理規則にも、

きちんと許可を得なければ掲示物はかけられない、ということがはっきりしているわけ

ですよ。

もう少し真剣に受けとめて、いつまでに撤去するということぐらい言ったらどうです

か。撤去しなさい。

O議長(黒川重憲君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 公私混交のないように指導いたします、というふうにお答え

いたしております。

O議長(黒川重憲君) 古賀俊昭君。

024番(古賀俊昭君) 撤去命令、それから警告をしておきながら、それが今日の、私

いうようなことはない、一般職と全く同じように昇給されているということですね。今

まで総務部長、あるいは市長から、古賀議員初め多くの方が、ああいう違法ストについ

て、いろいろと質問されている。そのときには、甚だ遺憾である、ということを言うん

ですね。口では遺憾である、と。もっと厳しくやったらどうですか。市民のことを考え

ていただきたし、と思うんです。もっと、びしっとやるべきだと思うんですよ。ああいう

今の看板の取りはずしの、イタチごっことし、し、ますけれども、結果的にはあれが癒着と

いうんですか、何かそんな感じになっている。改善が全然、ない。要求するなら要求する
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も先ほど見ました。こういうことをまた市長は認めているんだな、と思いながら玄関の

前を通ったんで、すよ。市長の今の考え方、答弁では、この先いつまであるかわかりませ

んね、あの看板。もっと毅然とした態度を示したらどうですか。

政党や議員、また個人も、いろんな考え方がある、それは持って自由なんですよ。し

かし、公共の建物、市民の建物ですよ、これは。それを一方的な、政治的な主張を、ス

ローガγを掲げて、しかもそれを市役所の玄関口に掲げるなんていう行為は、絶対だれ

が見ても許せないはずです。いつまでに撤去するか、はっきりここで言ってください。

もし逆だったら、どうするんだ。常識的に考えろ。

0議長(黒川重憲君) 総務部長。

0総務部長(山崎 彰君) できるだけ早く撤去するようにいたします。

O議長(黒川重憲君) 古賀俊昭君。

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

略いたしたし、と思いますが、これに御異議ありませんか。

c r異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(黒)11重憲君) 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

を省略するととに決しました。

本件について御意見があれば承ります。馬場弘融君。

015番(馬場弘融君) 条例の内容そのものではございませんが、先ほどの全協の質疑

と、この本会議場での質疑等を聞いておりまして、私、一体全協はどういう意味がある

のかなということを感じたんですね。

それは、全協のときの説明では例の住居手当の問題で、るる議論があったわけです。

日野市以外で共働きの夫婦とし北、ますか、そういうものに日野市と同じような形の一律

の手当を支給しているのは何市であるか、とし、ぅ質問があって、 6市ですよ、というお

答えがあった。そのまま我々は、この本会議場に来ているんですね。それを信用して来

ているわけですよ。ですから、私ども、できるだけ全協の場で質疑が行われたものであ

024番(古賀俊昭君)

O議長(黒)11重憲君)

0市長(森田喜美男君)

O議長(黒川重憲君)

024番(古賀俊昭君)

O議長(黒川重憲君)

れば質疑は差し控えたい、そのための全協だと思うんですね。ところが、冒頭の古賀議

員の質問に対して実は4市でした、という全く違った答えが返ってきているんですね。

私、これでは全協を開く意味が全くないと思うんです。

全協というものが、どういう意味で聞かれているのか、ということを十分御認識をい

ただいて、今後こういった即決の議案が出る際の全協におきましては、よく調べて間違

いがないような御説明をいただきたいと思います。

以上、意見として申し上げました。

0議長(黒川重憲君) 次の方に十分引き継いでおきたいと思います。

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。

同じことを市長から言ってもらいたい。

市長。

同様でございます。

古賀俊昭君。

結構です。

これをもって質疑を終結いたします。

( r異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(黒)11重憲君) 御異議ないものと認めます。よって議案第133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62-49号、日野市日野本町七丁目 5番地の23、日野市中央公民館にお

ける保育室設置に関する請願、請願第62-50号、市営多摩平・旭が丘テニスコートの人

工芝及びナイター設置促進に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

れに御異議ありませんか。

( r異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(黒川重憲君) 御異議ないものと認め、一括議題といたします。

請願の要旨は、お手元に配付しました印刷物のとお りです。

請願第62-49号、請願第62-50号の常任委員会への付託は、会議規則第138条の規定

により議長において文教委員会に付託をいたします。

これより請願第62-51号、入院ベッドの確保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62-51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をいたします。

これより請願第62-52号、民族的偏見と差別にもとずく暴力行為の糾弾に関する陳情

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62-52号の常任委員会への付託は、会議規則第138条の規定により議長におい
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て総務委員会に付託をいたします。

本日の日程は、すべて終わりました。 12月22日 火曜日 (第 9日)
あすから始まります常任委員会は、お手元に配付しました日程表のとおりです。議員

の皆さまには日程表に基づき御参集願います。

次回本会議は、 12月22日、火曜日、午前10時より開議いたします。時間厳守で御参集

願います。
昭和 62年

本日は、これにて散会いたします。
第 4回定例会

日野市議会会議録 (第40号)

午後 5時52分散会

12月22日 火曜日 (第 9日)

出 席 議 員 (30名)

1番 奥住 日出男 君 2番 宮 沢 清 子 君

3番 主I司主 橋 徹 君 4番 土 方 尚 功 君

5番 山 口 達 夫 君 6番 天野輝 男 君

7番 福 島盛之助 君 8番 福 島 敏雄 君

9番 中 谷 好 幸 君 10番 俣 昭 光 君

11番 )11 向島 博 君 12番 ，馬 場 繁 夫 君

13番 夏 井 明 男 君 14番 山 良 豆に玉3 君

15番 ，馬 場 弘 融 君 16番 宝I司生 橋 徳、 次 君

17番 鎮 野行 雄 君 18番 一ノ瀬 隆 君

19番 板 垣 正 男 君 20番 鈴 木 美奈子 君

21番 中 山基 日召 君 22番 秦 正 君

23番 黒 )11 重 憲 君 24番 古 賀 俊 昭 君

25番 谷 長 君 26番 市 )11 資信 君

27番 石坂勝 雄 君 28番 名古屋 史 郎 君

29番 竹ノ上 武 俊 君 30番 米 沢 照 男 君

欠 席 圭活主者生 員 (なし)
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説明のため会議に出席した者の職氏名
日程第 5 議案 第 131号 日野市一般職の職員の給与に関する条例の一部を

市 長 森田喜美男君 収 入 役 加藤 郎君
改正する条例の制定について

企画財政部長 長谷川暢男君 総務部長 山崎 彰君
(総務・文教・厚生・建設)

市民部長 大貫松雄君 生活環境部長 坂本金雄君
日程第 6 議案 第 113号 昭和62年度目野市一般会計補正予算について(第

清掃部長 藤浪竜徳、君 都市整備部長 前田雅夫君
3号)

建設部長 伊 藤 正 吉 君 福祉部長 高野 隆君
(厚生委員会)

水道部長 橋本栄寓君 病院事務長 岩沢代吉君
日程第 7 議案 第 116号 昭和62年度日野市総合病院事業特別会計補正予算

教 コ同民 長 長沢三郎君 教育次長 砂川雄 君
について(第2号)

日程第 8 議案 第 117号 昭和62年度目野市受託水道事業特別会計補正予算

会議に出席した議会事務局職員の職氏名
について(第2号)

局 長 佐 藤 智 春 君 次 長 主方留春君
(建設委員会)

書 記 田中正美君 書 記 濃沼哲夫君
日程第 9 議案 第 112号 日野市下水道条例の一部を改正する条例の制定に

書 記 佐々木茂晴君 書 記 小林章雄君
ついて

書 記 斉藤 令 吉 君
日程第 10 議案 第 114号 昭和62年度目野市土地区画整理事業特別会計補正

予算について(第 3号)

速記委託先 住所 東京都立川市曙町一丁目10の3
日程第 11 議案 第 115号 昭和62年度日野市下水道事業特別会計補正予算に

立川速記者養成所 所長 関根福次
ついて(第4号)

速記者 小 野口純子君
日程第 12 議案 第 118号 昭和62年度日野市農業共済事業特別会計補正予算

について(第 1号)

議 事 日 程
日程第 13 議案 第 119号 市道路線の廃止について

昭和62年12月22日(火)
日程第 14 議案 第 120号 市道路線の認定について

午前 10 時開議
日程第 15 議案 第 121号 不動産の取得について

日程第 16 議案 第 122号 農業共済無事戻金の交付について

(議案審査報告) (総務委員会)
(請願審査報告) (総務委員会)

日程第 1 議案 第 84号 日野市営住宅管理審議会条例の制定について
日程第 17 請願第 62-12号 委託業務の前払金に関する陳情

日程第 2 議案 第 110号 日野市特別会計条例の一部を改正する条例の制定
日程第 18 請願第 62-37号 「空き家割増し家賃制度J導入反対の意見書を求

について
める請願

日程第 3 議案 第 111号 日野市市税条例の一部を改正する条例の制定につ
日程第 19 請 願 第 62-40号 議員定数削減に関する請願

いて
日程第 20 請 願 第 62-41号 議員定数削減に関する請願

日程第 4 議案 第 130号 日野市一般職の職員の給与に関する条例の一部を
日程第 21 請 願 第 62-44号 議員定数削減に反対し、公正な議員定数の確保を

改正する条例の制定について
求める請願
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日程第 22 請願第 62-45号 議員定数削減に反対し、公正な議員定数の確保を 日程第 35 請願第 61-14号 「修築資金融資制度」の改善・拡充、 「市民住宅

求める請願 相談窓口」の住民への宣伝の強化、制度内容の改

日程第 23 請願第 62-46号 議員定数削減に反対し、公正な議員定数の確保を 善・拡充に対する請願

求める請願 日程第 36 請 願 第 62-5号 神明地区セ γター早期建設を願う請願

日程第 24 請願第 62-52号 民族的偏見と差別にもとづく暴力行為の糾弾に関 日程第 37 請願第 62-16号 東光寺東地区センタ ー建設に関する請願

する陳情 日程第 38 請 願 第 62-19号 東町地区公害に関する請願

(文教委員会) 日程第 39 請 願 第 62-24号 犬の不妊・去勢手術に関する市と市内病院(獣医

日程第 25 請願第 62-33号 義務教育諸学校の学校事務職員に対する義務教育 師)との委託契約の改善と猫に対しての不妊・去

費国庫負担制度の維持に関する陳情 勢手術に対する補助に関する請願

日程第 26 請願第 62-39号 義務教育費国庫負担制度の堅持と削減・除外され 日程第 40 請 願 第 62-30号 老人入院見舞金制の制定と実施に関する請願

た費用の復元を求める陳情 日程第 41 請 願 第 62-31号 新町地区センター設置に関する請願

(厚生委員会) 日程第 42 請 願 第 62-34号 0歳児の特例保育の実施に関する請願

日程第 27 請願第 62-11号 原子力発電所の運転をただちにとめ、核のゴミ捨 日程第 43 請 願 第 62-43号 日野市南部地域への総合医療機関の設置を求める

て計画をとりやめることを求める請願 請願

(取り下げ) (総務委員会) 日程第 44 請 願 第 62-47号 日野市三沢 742番地みどり坂住宅地域に地区セγ

日程第 28 請願第 62-35号 三宅島への米空母艦載機夜間離着陸訓練基地 (N ターを建設して下さいの請願

L P)建設計画に反対する意見書採択に関する陳 日程第 45 請 願 第 62-48号 食品安全条例(仮称)の制定を求める請願

情 日程第 46 請 願 第 62-51号 入院ベッドの確保に関する請願

(文教委員会) (建設委員会)

日程第 29 請願第 61-9号 東京都立商科短期大学商学科二部の昭島校舎存置 日程第 47 請 願 第 61-6号 市道新井第29号線の暗きょ排水施設に関する請願

に関する請願 日程第 48 請 願 第 62-3号 「国民の食料を守り、農業再建に関する意見書」

(継続審査) (文教委員会) 提出についての陳情

日程第 30 請願第 62-6号 公立中学校英語の授業時間増に関する陳情 日程第 49 請願第 62-27号 私道の公道移管と公図作成に関する請願

日程第 31 請願第 62-14号 ソフトボール専用グラソドの建設についての陳情 日程第 50 誇 願 第 62-29号 多摩平六丁目32番地の8、9に建設予定のマソショ

日程第 32 請願、第 62-32号 第三幼稚園における 2年保育4歳児の増員に関す ソ建設阻止に関する請願

る請願 日程第 51 請 願 第 62-36号 米の市場解放反対、農畜産物の輸入自由化阻止の

日程第 33 請願第 62-49号 日野市日野本町七丁目 5番地の23、日野市中央公 意見書採択に関する陳情

民館における保育室設置に関する請願 日程第 52 請 願 第 62-42号 山王下公園周辺の市営駐輪場設置反対に関する陳

日程第 34 請願第 62-50号 市営多摩平・旭が丘テニスコートの人工芝及びナ 情

イター設置促進に関する請願 (継続審査議決)

(厚生委員会) 日程第 53 下水道対策特別委員会の継続審査議決に関する件
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日程第 54 

日程第 55 

日程第 56 

(請願上程)

日程第 57 請願第 62-53号

(議案上程)

日程第 58 議員提出議案第14号

日程第 59 議員提出議案第15号

日程第 60 議員提出議案第16号

日程第 61 議員提出議案第17号

日程第 62 議員提出議案第18号

日程第 63 議員提出議案第19号

本日の会議に付した事件

日程第 1から第 6まで

午後4時42分開議

スポーツ・公園対策特別委員会の継続審査議決に

関する件

交通対策特別委員会の継続審査議決に関する件

廃棄物対策特別委員会の継続審査議決に関する件

0議長(黒川重憲君) 本日の会議を開きます。

ただいまの出席議員29名であります。

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〕

法務局の増員に関する要請についての陳情

0議長(黒川重憲君)

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。

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

借地・借家人の権利を弱める「借地・借家法の改

正」に反対する意見書

第10次道路整備 5箇年計画の道路財源確保の意見

書

国民健康保険制度に関する意見書

学校事務職員等の給与費国庫負担制度除外に反対

する意見書

「空き家割増し家賃制度」導入反対を求める意見

書

民族的偏見と差別にもとづく暴力行為の糾弾に

関する決議

C I異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長 (黒川重憲君) 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44分 休 憩

午後11時3分再開

0議長(黒川重憲君) 休憩前に引き続き会議を開きます。

お諮りいたします。この際、会期の延長の件を日程に追加し、先議し、たしたいと思い

ますが、これに御異議ありませんか。

C I異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(黒川重憲君) 御異議ないものと認めます。よって本件を日程に追加し、先議

することに決しました。

会期の延長の件を議題といたします。

お諮りいたします。今期定例会の会期は、本日までと議決されておりますが、議事の

都合により会期を12月23日まで、 1日間延長いたしたいと思いますが、これに御異議あ

りませんか。

C I異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(黒川重憲君) 御異議ないものと認めます。よって会期は、 12月23日まで 1日

間延長することに決しました。

お諮りいたします。 12月23日の会議は、議事の都合により特に午前 0時に繰り上げて

開くことにいたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

C I異議なしJと呼ぶ者あり〕

0議長(黒川重憲君) 御異議ないものと認めます。よって12月23日の開議時間は午前
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0時に繰り上げることに決定いたしました。

これより議案第84号、日野市営住宅管理審議会条例の制定の件を議題とし、たします。

総務委員長の審査報告はこれを省略いたします。

本件については総務委員長から目下委員会において審査中の事件につき、閉会中の継

続審査にされたいとの申し出があります。

あわせて本委員会の所管事務を調査研究するため、閉会中の継続審査にされたいとの

申し出があります。

お諮りいたします。総務委員長の申し出のとおり閉会中の継続審査に付することに御

異議ありませんか。

C I異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(黒川重憲君) 御異議ないものと認めます。よって総務委員長の申し出のとお

り閉会中の継続審査に付することに決しました。

これより議案第110号、日野市特別会計条例の一部を改正する条例の制定の件を議題

といたします。

総務委員長の審査報告を求めます。

〔総務委員長登壇〕

0議長(黒川重憲君)

たします。

本件について御意見があれば承ります。なければこれをもって意見を終結いたします。

これより質疑に入ります。なければこれをもって質疑を終結い

0総務委員長(馬場弘融君) 総務委員会に付託をされました議案第110号、日野市特

これより本件について採決いたします。本件に対する委員長報告は原案可決でありま

す。本件は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。

C I異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(黒川重憲君) 御異議ないものと認めます。よって議案第110号、日野市特別

会計条例の一部を改正する条例の制定の件は原案のとお り可決されました。

これより議案第111号、日野市市税条例の一部を改正する条例の制定の件を議題とい

たします。

総務委員長の審査報告を求めます。

〔総務委員長登壇〕

O総務委員長(馬場弘融君) 議案第111号、日野市市税条例の一部を改正する条例の

制定につきまして、委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。

本改正は、去る 9月22日に交付された地方税法の改正に伴うものであります。改正条

文は非常に多く、込み入っておりますけれども、改正のポイソトを絞って申し上げます

と、 4点になります。

1 .個人住民税が減税になるということ。例えば、配偶者特別控除の創設、税率区分

を13段階から17段階に下げ、税率の上限を抑える、などであります。

2. 土地の分離譲渡課税が変更をされたとい うこと。これは、短期譲渡を10年から 5

年以内とした。さらに、 2年以下については、超短期譲渡とするなど、悪質な土地転が

しを抑制するための改正であります。

3. たばこ消費税については、税率のアップと日切れ条文の延長をするものO

4.税法改正に伴い、条文の内容整備をするものO

大づかみに申し上げますと、以上4点が改正点でございます。

質疑といたしましては、今回の改正による減税額は、およそどのくらいか。約 5億1，

500万円ぐらいかと思う。

個人住民税の減税だとは言うけれども、 最低税率は0.5%上がっており 、必ずしも全

市民が減税になるというものではないと思うが、どうか。確かに課税所得100万円未満

の人の中には、増税の場合もあり得る。

それでは、増税になる人は、どのくらいの人数になるのか。人数的な把握は、現状で

別会計条例の一部を改正する条例の制定につきまして、委員会における審査の経過並び

に結果を御報告申し上げます。

本改正は、仲田緑地4.3ヘクタールの取得事業が、本年度をもって完了するため、仲

田緑地用地特別会計を廃止するという改正であります。この会計は、国庫補助金が 4カ

年分割となり、会計の明確化を図るため、去る昭和59年度から本年度まで設置をされ、

この 4年間の総額は26億4，000万円となっており、そのうち国庫補助金は 1億円でござ

し、ましTこO

質疑といたしましては、今後の留保地取得への方向性、あるいは資金の効果的運用と

いった面からも、この会計を残す必要はないのか、が問われましたが、一般的な用地取

得には、土地開発基金や土地開発公社がある上に、留保地についてはここ一、二年は見

通しが立っていない、さらに、都の指導もあることなどから、ここで終了したい、との

説明がございました。

特に意見もなく、採決の結果、本改正につきましては全員異議なく、原案のとおり可

決すべきものと決した次第であります。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。
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は難しい。平均値を取れば大まかな数字であるが、年収600万ないし700万円で、課税所

得370万円の方は、約8，000円ほどの減税となる。逆に、課税所得95万円までの人には、

500円から1，000円の増税もあり得る。

本改正は、いわゆるマル優の廃止に関連しての、埋め合わせ的な減税であるか。その

とおりである。

以上のような質疑の後、要望と して、改正税率による 7段階が、それぞれどのくらい

の人数になるのか、早急に資料を求めたい、とし、う発言がございました。

意見としては、 1.減税とは言いながら、低所得層には増税となる改正なので、反対

である。

2.法改正に伴う条例改正であり、多額の減税を伴っているので賛成である。

との二つの意見が出されたところでございます。

採決の結果、賛成多数をもちまして、本改正は原案のとおり可決すべきものと決した

次第でございます。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。

0議長(黒川l重憲君) 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。米沢照男君。

030番(米沢照男君) 議案第111号、日野市市税条例の一部を改正する条例の制定に

これよりこれより本件について採決いたします。本件に対する委員長報告は原案可決

であります。本件は委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

O議長(黒川重憲君) 挙手多数であります。よって議案第111号、日野市市税条例の

一部を改正する条例の制定の件は原案のとおり可決されました。

これより議案第130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。

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(馬場弘融君) 議案第130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きまして、委員会における審査の経過並びに結果を御

報告申し上げます。

本件は、差しかえがあった議案でございまして、一部、職務給導入を図る改正でござ

います。改正の要点は、給料表(1)において、 1. これまでの 5等級を 6等級にふやす。

2. そのうち、部長職にあたる 1等級、課長職にあたる 2等級、新たに設けられた課

長補佐職にあたる 3等級までを、職務給化する。

3. これらの財源は、主に管理職手当の減額により充当をする。

というものでございます。

質疑といたしましては、今後の係長職以下への導入に際して、財源をどうするか。係

長職については、係長手当の減額により多少の財源を取り得るが、それ以下の場合には、

新たな財源が必要である。

新給料表の恩恵を受ける課長補佐以上の職員の年収は、どう変化するのか。年間給与

はアップするのか。

期末勤勉手当を算出する際、管理職手当が20%算入されている現状では、金額が少し

上がり過ぎるので、実施に当たっては算入割合を下げる予定である。いずれにせよ、年

収はやや上がる程度かと思う。

今回の職務給は不完全だが、係長職以下への導入の方向性と、その達成日はし、つごろ

になるか。あるべき職務給の目標を持って進めたい。その中には、係長職への導入はも

とより、主任制度の創設、行政職を 1表、 2表に分ける。技能・労務職への対応、看護

職などへの対応も入っている。ただ、組合との交渉もあって、いつまでに達成できると

ついて、一言、意見を述べておきます。

今回の市税条例の一部改正は、第109国会におきまして、自民党単独の賛成多数をもっ

て可決をした、地方税法改正に伴うものであります。中曽根自民党内閣の公約違反であ

るマル優廃止を前提とした、税制改革法の一つであることは、周知のとおりであります。

市民税個人分の税率構造を、現行の最低税率を0.5%引き上げる。一方、最高税率は 2

%も引き下げ、累進制を緩和をし、低所得者層には減税どころか、逆に相変わらず重い

税負担が押しつけられる、そういう内容のものであります。

国の法律改正に伴う条例改正ということで、地方自治体の裁量の余地はない、そうい

う議案の性格を持ったものでありますけれども、国民を裏切ったマル優廃止を前提とし

た地方税法の改正、それに伴う地方税制、市税条例の一部改正に対しましては、共産党

市議団として、断じて同調するわけにはいかない、断固反対である、としみ立場を表明

しておきたいと思います。

0議長(黒川重憲君) 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。 は言いがたい。
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役職にはついていないけれども、高度の仕事内容を持つ職員を、一体どのように評価

されるのか。職務給の制度上、役職者とそうでない人の聞には、どうしても差がついて

しまう。しかし、今後、役職につけない職員もふえてくると思うので、現業職など個々

の対応の中で、仕事内容が評価されるような形を考えていきたい。

昇給選抜制度を検討する必要はないか。係長職以上については、可能性がある。

以上のような質疑が行われました後、要望として、通し号俸制から職務給制度への移

行については、職員の勤労意欲を失わせることなく実施をしてほしい、という発言がご

ざいました。

意見としては、 1として、自由市民会議の谷委員より、今回の職務給は不十分であり、

不満である。あるべき職務給制度へ速やかに移行するように、特に附帯意見をつけたい。

その上で原案に賛成である、との意見が出されまして、他の委員からもほぼ同様の意見

が述べられました。

なお、附帯意見の内容は、お手元の議案書の中に、配付をされていると思いますけれ

ども、念のために申し上げておきます。

議案第130号、附帯意見、今回の-ここ、ちょっとミスプリがございますね。庶務給

ではなくて、職務給でございます一今回の職務給は、第 1段階である。今後、係長職等

への導入をはじめ、すべての職員にわたるあるべき職務給制度へ可及的すみやかに到達

するよう市長以下、一丸となって努力されることを強く要望する。

こういうものでございます。

これらを踏まえ、採決の結果、本改正案は、附帯意見をつけた上で、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議長(黒川重憲君) これより質疑に入ります。古賀俊昭君。

024番(古賀俊昭君) 大変もっともな附帯意見がつけられたと思います。その点での、

委員会での賛成された委員の方の御努力、見識に敬意を表したいと思います。

今回、多年、市民の、日野市の職員の給与制度、特に通し号俸制については納得、支

持が全く得られない形で、森田市政が始まって以来、今日まで十数年にわたって続いて

きたわけでありますが、ここでやっと、一部、 1等級から 3等級までの職務給が導入さ

れたということで、微々たる前進ではありますが、給与の制度が、体系において、純粋

な通し号俸制から、不完全通し号俸制に変わったという点は、注目をしてし、いと思いま

す。

ただ、今回の給与の体系の変更に当たって、実施時期についてでありますが、来年の
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5月1日からということになっております。これは、いろいろ考えられるわけでありま

すが、実施時期がこの日に設定されていることについては、委員会でどのような議論が

なされたのか、その点、お尋ねをいたします。

0議長 (黒川|重憲君) 総務委員長。

0総務委員長(馬場弘融君) 実施時期の問題でございますが、これは委員会の中で、

質疑として行われましたのは、お答えとしては、ラスパイレス指数の算定が、毎年4月

1日を基準として行われておる、そういう関係が一番大き く、 5月にずらした、という

ふうなことが、一番大きな理由ではなかったか、と思います。

それ以上ありましたかどうか、あとは、詳しいところは担当者に伺っていただきたい

と思います。

古賀俊昭君。0議長(黒川重憲君)

024番(古賀俊昭君) 今、委員長の方から、大体その理由については、こうではなか

ろうか、とし、う御報告がございました。もう一度、その点、執行部の方において、確か

な答弁をいただし、て、委員長の報告で正しいとは思いますが、間違いなければ、そのと

おりだということで、この点、確認をしていただきたいと思います。

0議長(黒川重憲君) 総務部長。

0総務部長(山崎 彰君) お答えいたします。

63年5月1日という実施時期でございますが、今、委員長が御報告いたしましたよう

に、主としての理由は、ラスパイレス指数でございます。それに基づきましての、今ま

でのラスパイレスとし、う経過、そうしたものを踏まえまして、今回、 4月1日がラスパ

イレスの基準であります。そうしたものと、それから一般行政職との園、都との比較、

そうしたものをさらに是正していかなければいけない、という指導のもとにありますの

で、日野市が、その指導のもとに、このような日にちを配慮、した次第でございます。

0議長(黒川重憲君) 古賀俊昭君。

024番 (古賀俊昭君) 日野市は、現在、給与是正団体に指定をされているわけであり

ます。これは、給与体系が、まず不適正であるということで、通し号俸制についての是

正が求められている、という点と、もう 1点は、給与水準が高水準にあるということで

の、その点の是正を求められている、ということであります。

ラスパイレス指数が、昭和61年の 4月1日現在で111.5とし、う水準、私ども承知をし

ているわけでありますが、今なお、この水準についても、是正団体としての指定を受け、

解除されていない現状にあるわけです。
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今回、来年の 5月 1日から実施を行うということで、ラス指数の基準日に当たる日を

避けたということで、その辺、苦肉の策だということは、わかるわけでありますが、引

き続き給与水準の見直し、是正についても、取り組んでいただきたいと思うわけであり

ます。

さらに、先ほど、馬場委員長の方の報告の中にもございましたが、今後の対応として、

附帯決議が議会の意思として、執行部並びに理事者に真撃に受けとめられて、一日も早

くきちんとした、職員の皆さんが納得できる給与体系が確立されることが、望まれるわ

けでありますが、具体的に、委員会審議の中で、職務給の残り、係長職以下の体系の変

更、つまり是正、それから給料表の分離、そういったことについては、おおむねどの辺

を目指す、というような答弁があったのか。あいまいであったのか。議会の議決が尊重

されることで、かなり執行部側としても怠慢は許されない状況に、もう来ていると思う

わけでありますが、委員会の中でのお話を、もう少しつぶさにお聞かせいただきたいと

思います。

0議長(黒川重憲君) 総務委員長。

0総務委員長(馬場弘融君) あいまいであったのか、具体的であったのかが、非常に

難しい御質問でございますが、先ほども簡単には触れたわけでございますが、今後は係

長職へも導入をしていきたい、という方向性のーっとして、現在の 1等級、 2等級、 3

等級の次の 4等級のラソクが、いずれ入るようなパーセγテージが既に用意をされてい

る。つまり、 3、2、1、0ではなくて、 4、3、2があって、 1が飛んで Oになって

いる、とこういうふうな、一つ、いずれは係長職がそこに入るであろうというラソクが、

既にセッティソグをされておる。今回、そのセッティソグが間に合わなかったとb、し、ま

すか、合意ができなかった、という点が一つあります。

それ以外に、主任制度をこれから活用していきたい、ということも発言の中に、答弁

の中にございました。

さらに、これも先ほどの繰り返しになりますが、行政職を第 1表、第2表と、こうい

う形に分けるということも、検討していかなければいけないでしょう。技能・労務職に

ついても、ほぼ同じような対応、医療職、看護職についても、違った表をつくるという

ことも、自分たちの考えの中には入っているんだ、とこういった御答弁がございました

けれども、では、それをいつまでに、何をどうするかという点では、全くなかったかと

いうふうに、私は聞いております。

以上でございます。
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0議長(黒川!重憲君)

結いたします。

ほかに御質疑はありませんか。なければこれをもって質疑を終

本件について御意見があれば承ります。古賀俊昭君。

024番(古賀俊昭君) 日野市は、先ほど申しましたように、給与の是正団体に指定を

され、第2次まで、 l次、 2次にわたって、不適正な給与体系、また、高給与水準とい

うことで、指導を受け続けている現状にあるわけであります。ここで、たとえ一部職務

給が導入されたとはいえ、引き続き、是正へ向けての取り組みが求められているわけで

ありまして、今回、附帯意見としてつけられました、この委員会としての要望が、議会

の意思として、市長にもその重みを認識をしていただき、一日も早い職務給の完全な導

入が行われるよう、強く求めていきたし、と思います。

特に、日野市みずからが策定をした、第2次指導団体に指定をされた折に作成をいた

しました、いわゆる是正計画、改定計画によりますと、既に昭和62年度、今年度中には、

行政職と技能・労務職の給料表を分離する、ということがうたわれております。また、

最低年齢保障の廃止、それから、完全な職務給の導入ということが、きちんと市の計画

には、入っていたわけで、あります。

ところが、これらの日野市に課せられた宿題は、現在も放置され、なおざりになって

いるという事実を、私どもは十分認識をし、さらに今回の一部職務給導入、つまり不完

全な通し号俸制に移行をしたとし、う、この時点から、是正計画どおりの市側の一日も早

い職務給導入に向けての、熱意ある取り組みを求めてまいりたい、と思います。

消極的ではございますが、あえて、そうしたわす.かな一歩を踏み出したという点で、

給与制度の条例の改正については、あえて反対はしないものでありますが、どうか、市

長みずからが生みの親となってっくり出した、この通し号俸制、長年にわたって市職員

のやる気を失い、そして、その残した禍根は、ぬぐし、去ることはできないわけでありま

す。

そうした反省と、また、市長自身のみずからを省みる真撃なお気持ちに、ひとつ期待

をして、速やかな職務給導入を重ねてお願いをして、私の意見といたします。

0議長(黒川重憲君) ほかに御意見はありませんか。なければこれをもって意見を終

結いたします。

これより本件について採決いたします。本件に対する委員長報告は原案可決でありま

す。本件は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。

C i異議なし」と呼ぶ者あり〕
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0議長(黒川重憲君) 御異議ないものと認めます。よって議案第130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TこO

これより議案第131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。

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(馬場弘融君) 議案第131号、全く同じ条例の中の一部でございます。

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きまして、委

員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。

本改正は、 33種類の、いわゆる特殊勤務手当のうち、年末年始勤務手当の額を、 5，00

0円のものは7，000円に、 6，000円のものは8，000円に、それぞれ2，000円ずつアップする

ものであります。この改正は、昭和56年10月以来の改正である、と伺いました。

なお、年末年始勤務の実態、及び他市の金額などを参考に、審議を進めました。昭和

61年度の実績を見ますと、延べ503人が勤務し、総額260万円ほどが支払われております。

改正されますと、延べ人数がそのままと仮定をすれば、約100万円の増となり、総額360

万円ほどの支給総額になる、と予想、をされます。

質疑といたしましては、時間外勤務手当、休日勤務手当との関連はどうなっているか。

この手当は一つまり年末年始勤務手当でありますがーは、時間外勤務手当、休日勤務手

当とは全く別枠であり、支給は上積みをされるものである。時間外勤務手当、休日勤務

手当は、時間割りで金額を定めているけれども、年末年始勤務手当については、 3時間

以上ということで、日額の支給方式になっている。

これは、時間割り支給にはならないものか、という問いに対しましては、 33種類の特

殊勤務手当すべてを見直す際に、他市の例等を参考にして検討していきたい、 等が問わ

れたところでございます。

特に意見もなく、採決の結果、本改正につきましては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議長(黒川重憲君) これより質疑に入ります。なければこれをもって質疑を終結い

たします。

本件について御意見があれば承ります。古賀俊昭君。

024番(古賀俊昭君) これも意見として、簡単に述べておきたいと思いますが、再三
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申し上げておりますように、特殊勤務手当につきましては、日野市に、現在33の種類が

あるわけであります。この特殊勤務手当の見直しについても、是正計画の中で、給与是

正計画の中で、市は取り組むとい うことを、約束をしているわけであります。

今回、年末年始のこの手当だけをつまみ食いをして改め、時期的にそうし、う時期かも

わかりませんが、全体の見直しをやはり行うということは、今、市もその必要性は認め

ているわけでありますので、真に必要な手当、 また、不要な手当はなくす。そして、改

定すべきものは改定をしてし、く 。そうした作業を、これからも着実に進めていただいて、

改善、そして見直しの作業を続行していただきたいと思います。

以上、意見を申し上げます。

0議長(黒川重憲君)

結いたします。

ほかに御意見はありませんか。なければこれをもって意見を終

これより本件について採決いたします。本件に対する委員長報告は原案可決でありま

す。本件は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。

( I異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(黒川重憲君) 御異議ないものと認めます。よって議案第131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Tこ。

これより議案第113号、昭和62年度目野市一般会計補正予算(第 3号)の件を議題と

いたします。

本件については4常任委員会に分割付託いたしてお 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。

〔総務委員長登壇〕

O総務委員長(馬場弘融君) 議案第113号、昭和62年度日野市一般会計補正予算(第

3号)のうち歳入全般、歳出のうち議会費、総務費、公債費、それと第 2表、債務負担

行為、及び第 3表、地方債補正につきまして、委員会における審査の経過並びに結果を

御報告申し上げます。

今回の補正は、歳入面では、個人市民税や繰越金の増など、合わせて 2億3，409万2，0

00円を追加し、予算の総額を歳入歳出それぞれ320億8，334万8，000円とするものであり

ます。なお、前年度繰越金は、今回の補正によって、全額繰り入れが完了しております。

第2表、債務負担行為補正におきましては、仮称ふるさと博物館新築にかかる限度額
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が、 5，161万2，000円増額され、総額 6億1，153万円となり、さらに第 3表、地方債補正

におきましては、当初、単年度事業に見込んでいた、仮称南平丘陵公園用地事業が、 2

カ年にわたる事業となったために、限度額が約半減し、 4億4，350万円となっておりま

す。

質疑の主なものを申し上げます。固定資産税の減額の理由は何か。地目の変更による

ものが多いが、これは課税の基準日と、調定額の決定時点にずれがあって、どうしても

予測に頼らざるを得ない商がある。この見きわめの難しさから、プラス、マイナスが出

てしまうものである。

土地の調定件数の推移は、どのくらいになっているか。昭和61年度では、約 6万2，00

0筆。昭和62年度におきましては、約 6万3，000筆と、約1，000筆がふえている。特に、

最近やや増加ぎみである。

電気税の収入について、法人、つまり大口と個人の場合の割合は、どのぐらいである

か。なかなかとらえにくいけれども、約 3分の lぐらいが大口というところかと思う。

個人市民税の伸び了こ理由は何か。人口増、年間約2，200人ほどの人口増もあって、均

等割りは予測jよりも少し伸びた。一方、所得割りは、マイナスを予測をしていたけれど

も、意外に落ちなかったからである。これは、分離譲渡課税の多さにもよる。

新規の起債額と繰り上げ償還の関連はどうか。起債の決定時点は早く、しかも後で断

ることはできない。そこで、期末に資金的余裕ができれば、繰り上げ償還という形にな

らざるを得ない。

その他、公会堂費の関連などが問われたところでございます。

要望としては、公債費が少しずつ増加をしており、繰り上げ償還と新規起債との関連

に留意してほしい、との発言がございました。

特に意見もなく、採決の結果、補正内容には全員異議なく、原案のとおり可決すべき

ものと決した次第であります。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。

0議長(黒川重憲君) これより質疑に入ります。なければこれをもって質疑を終結い

たします。

これをもって総務委員会関係の審査報告を終わります。

次に、文教委員長の審査報告を求めます。

〔文教委員長登壇〕

O文教委員長(板垣正男君) 御報告いたします。

今回の教育関係の補正額でございますが、補正総額に対しまして、 4，023万5，000円、

-606-

17%の割合でございます。

御提案の際に説明のござし、ました、各自関係の詳細にわたる説明がございました。初

め、小学校費の中の教育振興費、報償費、 126万1，000円余りが減額されております。水

泳記録会の中止に関係するものでございまして、ことしはプール使用がほとんどなかっ

た、ということに伴うものでございます。

20の扶助費、減額500万円、これは、当初、見込んだ人数よりも若干下回ったもので

ございまして、確定数による、減額されたものでございます。

中学校費に入りまして、学校管理費、工事請負費の820万円、計上されてございます。

営繕関係でございますが、これはー中の浸水対策の工事であります。御承知のように、

一中の雨水排水の浸水がございまして、緊急を要するということで、補正されたもので

ございます。周辺の水路の水位が上がりまして、校内にたまりました雨水が排水されな

いことから起きてくる水害だ、ということでございます。

その対策として、 2メータ一角の吸い込み槽を、構内の一番低いところに埋めまして、

吸い込みを行う。一定の水量に達しますと、ポソプの作動によって校外の用水に排水す

る、こういうものでございます。給食室の入り口のドアの改善、調理室のかさ上げ等も、

同時に行うものでございます。

次に、社会教育関係でございますが、文化財保護費、これはふるさと博物館の工事の

振興に伴う関係の補正予算でございます。

あとは、特に申し上げるほどのことは、質疑はありませんでした。

慎重審議の結果、全員異議なしと認め、原案を可決すべきものと決した次第でござい

ます。よろしく御審議のほどお願し、し、たします。

0議長(黒川重憲君) これより質疑に入ります。なければこれをもって質疑を終結い

たします。

これをもって文教委員会関係の審査報告を終わります。

次に、厚生委員長の審査報告を求めます。

〔厚生委員長登壇〕

O厚生委員長(鈴木美奈子君) 厚生委員会の審査報告を申し上げます。

議案第113号、昭和62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、労働費につきまして、委員会におけます審査の経過並びに結果について、申し上げ

ます。

今回の補正額は、民生費3，926万4，000円、衛生費714万8，000円、労働費が31万円でご
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ざいます。

まず、民生費では、福祉タクシーの補助が、非常に利用率が、 61年度62%の利用率と

いうことで、予算が当初、組んでございましたが、不足しておりますので180万5，000円

組まれております。

次に、老人福祉施設費といたしまして、高幡の特養老人ホームの設計が848万7，000円。

これは、高幡の市有地に建てる老人ホームでございます。

次に、健康管理費の中では、 1歳6カ月児の健診の検査、準備のために、 63年度から

一部やるということで、48万円の予算が組まれました。

また、日野市生活・保健セソター開設に伴うヲ|っ越しの費用が88万円。そしてさらに

は、休日準夜診療所解体で、 340万の予算が組まれております。

質疑の主なものといたしましては、特に、高幡の特養老人ホーム建設について、主に

ございまして、その中身といたしましては、財政負担をど うするのか。

あるいはまた、運営については、どのように考えているのか。

3番目には、道路や、あるいはまた、環境整備、そして、そこに入るまでの進入路に

ついてはどうするのか。

4番目には、排水については、用水組合と話がされているのか。

5番目には、地元には事前に話がされているのか。

そして、 6番目には、今、何人老人ホーム等に措置され、何人待機者がし、るのか。

そして、 7番目には、庁内でのプロジェクトチームはどのようにされているか、など

質疑が出されました。

これにつきまして、理事者側の答弁では、財政の方は、国と都と約 3億、そして残り

が市の負担となるということで、約10億以内でできるのではないか、ということでござ

いました。

また、運営につきましては、公立民営でやりたい、こういうことでございました。

3番目の、道路につきはましては、将来、北東部分に二番橋ができ、道路をつなげる

計画もあるので、建物の北側に6メートルの道路部分を残して建設する。そのとき、スー

パー堤防などもつける考えが、明らかにされました。

さらには、排水については、用水組合と話をしてし、く。そして、地元についても十分

話し合ってし、く、ということが報告されました。

そして、措置されている人、今、特養老人ホームには105名、そして養護老人ホーム

には45名、そして措置を待っている人が、特養ホームでは29名、養護では10名というこ

-608-

とで、この人数は非常に流動的である、とい うことが報告されております。

さらには、庁内でのプロ ジェク トチームにつきましては、 62年の 2月とろよりチーム

をつくり、そして合議制のもとで福祉部や、 あるいはまた総務部、建設部などで、担当

の課長などと一緒にこのことを進めてきた、とい うことがございました。

しかし、当日、結論が出ず、 本日、午前 9時30分より、市長の出席要請も委員の中か

らございましたので、市長にも出席していただきまして、市長からの見解なども報告し

ていただきました。そ して、その中で、さ らにまた出された問題といたしましては、進

入路の問題では、道路、大型の車が通るので、そのよ うな対応はどうするか、というこ

とが出されました。それにつきましては、交通安全のための委員をつけるので、安全を

図ってし、きたい。

そして、スーパー堤防につきましては、建設省の方とも十分話し合って進めてし、く、

このような報告もされました。

そして、最後で、意見といたしましては、各委員の方からは、調布のように民間の人

も入れて、これからの事業を運営を進めていった方がよい。あるいはまた、地元の人に

早くから意見、説明をして、理解が得られるようにした方がし、ぃ。また、一般会計から

の持ち出し分を多くすることのないように、運営については第三者に任せるべきだ、と

いう意見もございました。

そして、きょうの意見の中では、運営については、福祉事業団については反対であり、

第三者を入れてやっていただきたい。

そしてまた、進入路の問題では、建設省との関係があるので、基本設計に入る前に、

このことを十分話し合いを進め、結論が出るまで、基本設計をやることについては、や

らないようにとし、ぅ、こういう御意見もござし、ました。

そしてまた、もう一つの意見としては、進入路、あるいはまた不安な面もありますの

で、議会の責任においても、ぜひ、こうしヴ問題を解決した上で予算を執行するように、

あるいはまた、高齢者社会を迎える中で、市の積極的な、この特養老人ホームをつくる

ことを評価し、今、家族が、遠いところに老人ホームがあるために、入ってもお見舞い

にも行けない、こういう中で、日野市が建てることには大変評価するとし、ぅ、こういう

御意見もございました。

そして、最後に皆様の御意見を伺いましたところ、附帯意見が出されました。この附

帯意見につきましては、読み上げさせていただきますが、一つは、運営は純粋な第三者

機関にゆだねること。
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二つ自には、調査検討委員会を設置し、その結論などが出るまで、予算執行しないこ

と。

3.建設省との協議をし、スーパー堤防の件などを解決した上で、予算執行をするこ

と。

この三つのことで附帯意見が出されましたので、このことにつきまして、皆さんの御

意見を伺ったわけです。そして、この附帯意見をつけるかどうか、お諮りいたしました

ところ、賛成多数で、つけるべきだと決した次第でございます。

なお、附帯意見をつけることに反対を表明した委員もおりましたことを、つけ加えて

おきます。

予算につきましては、賛成多数で原案を可決すべきものと決した次第でございます。

よろしく御審議のほどお願し、し、たします。

0議長(黒川重憲君) これより質疑に入ります。小山良悟君。

014番(小山良悟君) ただいまの委員長の報告の中で、 62年2月ですか、に、庁内で

のプロジェクトチームをつくって取り組んできた、という報告がございましたが、その

プロジェクトチームで積み上げてきた成果とし、し、ますか、そういったものの資料の提出

があったかどうか。

それから、どのような形でプロジェクトチームが、今回の高幡の特養老人ホームの設

計に方向づけとし、し、ますか、してきたのか。どういう形で意見集約をしてきたか、その

内容を報告いただきたいと思います。

0議長(黒川重憲君) 厚生委員長。

0厚生委員長(鈴木美奈子君) お答えいたします。資料の提出は、ございませんでし

TこO

合議制の問題では、プロジェクトチームをつくったことについては、ことしの 2月か

ら、市長の方から、土地をまず確保するようにという ことを言われまして、それから土

地を探して現在まできているということで、具体的に何回、どこで、どういうことをと

し、う、そこまで詳しいことは、委員会の中ではお聞きしておりません。

以上でございますので、もし、そういうことが必要でございましたら、担当の方から

お願いを申し上げます。

0議長(黒川重憲君) 小山良悟君。

014番(小山良悟君) 土地を探すように云々というふうなことを、ということは、プ

ロジェクトチーム云々とし、う役割の中では、一つの分野だと思いますけれども、全体像
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が、プロジェクトチームの検討してきた内容というか、そういったところが全く理解で

きないんですよ。ですから、その内容について、関係部長から御報告いただければあり

がたいと思います。

0議長 (黒川重憲君) 福祉部長。

0福祉部長(高野 隆君) 御質問のありましたプロ ジェクトについて、御説明申し上

げますと、今年度の、 62年の当初に市長からは、特別養護老人ホームの設置を大きな課

題として取り組むように、とし、う指示がありました。これについては、庁議でそのよう

な指示がございまして、まず、先決である土地の確保の問題をまず解決すべし、という

ことでございます。

そこで、福祉部として直接取り組むということが、なかなか難しい状況でございます

から、担当の総務部、あるいは中心となるべき企画、 実施部隊である福祉、それからま

た、建設部にも土地の構造等の意見を持っていただしということで、それぞれの立場

で参加していただきまして、何カ所かの土地を選定をし、それぞれ市長とも協議をして、

検討してまいりましたけれども、それぞれの土地が、提供される土地が非常に条件がよ

くないとか、あるいは、なかなか地主さんの関係で不調に終わる、とこういうようなこ

とがありまして、結果として、土地の決定ができずに11月に至った、とこうしヴ状況が

ございます。これについて御説明を申し上げた次第でございます。

0議長(黒川重憲君) 小山良悟君。

014番(小山良悟君) 伺っておりますと、用地の選定というか、探すということだけ

が、なにかプロジェクトチームの役割みたいに受けとめられるんですが、そうしますと、

本来的な意味の、プロジェクトチームがなすべき意味とし、いますか、あるべき特養老人

ホームの姿、経営主体とか、経営規模とか、そういったもろもろの基本となる、そうい

う考え方の検討はなくて、とにかく市長のそういう命令だから、用地探しをということ

で、用地探しの検討だけ一生懸命やってきた、というふうに受けとめられるんです。そ

うしますと、委員長報告の中で、プロジェクトチームをつくって対応してきたというの

は、ちょっと実態とはかけ離れた報告じゃなかろうか。

それから、プロジェクトチームを組んだという意味が、全くなされていない、体をな

していないんじゃないか、というふうに思うわけです。いや、そうじゃないんだ、とい

うんなら、やっぱりそうい うふうなものの仕様なり、 具体的なものの、積み上げてきた

ものというものを、発表していただきたいんですがね。それができるか、できないかだ

け、確認したし、と思います。(i紙 1枚の資料もなくて、何をやってきたんだ」と呼ぶ
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者あり)

O議長(黒川重憲君)

0福祉部長(高野隆君)

福祉部長。

特に、現在、資料という形では持っておりませんけれども喝

12月23日 水曜日 (第10日)

数カ所の土地の選定を行いました。これについては事実でございますし、また、それの

中で、福祉部としては、東京都とのし、ろいろな情報の交換をする、要するに特別養護老

人ホームに関する東京都の見解等についても伺っておる、とこういうようなことを、そ
昭和 6 2年

日野市議会会議録 (第41号)の聞にいたしました。
第 4回定例会

0議長(黒川重憲君) 小山良悟君。

014番(小山良悟君) 今度の特養ホームの計画というか、が、非常にずさんであった
12月23日 水曜日 (第10日)

ということが、この質問で浮き彫りにされた、というふうに思うわけですが、また一方
出 席 議 貝 (30名)

では、しかし、我々は、特養ホームを要望される市民ニーズにも、また耳を傾けなきゃ
1番 奥 住 日出男 君 2番 宮 沢 清 子 君

いけませんし、そういう期待にもこたえなきゃならないわけですので、その辺のところ
3番 高 橋 徹 君 4番 土 方 尚 功 君

の、何というか、立場から、考え方から、私どもも今度の問題について、かなりの苦慮
5番 山 口 達 夫 君 6番 天 野 輝 男 君

をさせられたわけでありますけれども、これ以上質問しでも、計画的な、建設的な内容
7番 福 島 盛之助 君 8番 福 島 敏 雄 君

の答弁はし、ただけそうもありませんので、その実態を一応改めて認識したというか、い
9番 中 谷 好 幸 君 10番 俣 昭 光 君

う形になりましたけれども、今後は、ひとつ、このような形での取り組みでは、非常に
11番 )11 嶋 博 君 12番 ，馬 場 繁 夫 君

市民に対しても無責任な行政姿勢ではないか、というふうに懸念いたしますんで、この
13番 夏 井 明 男 君 14番 山 良 ヨ同三 君

ような事業計画には、必ず私ども、またこういうふうな質問が出るわけでありますから、
15番 馬 場 弘 融 君 16番 1司乞:% 橋 徳、 次 君

私どもの質問にたえられるような形での対応を、常に取り組んでおいてもらいたい、と
17番 旗 野 行 雄 君 18番 一ノ瀬 隆 君

いうことを要望して、質問を終わります。
19番 板 垣 正 男 君 20番 鈴 木 美奈子 君

0議長(黒川重憲君) お諮りいたします。本日の会議はこの程度にとどめ、延会いた
21番 中 山 基 s?1 君 22番 秦 正 君

したいと思いますが、これに御異議ありませんか。
23番 黒 ) 11 重 憲 君 24番 古 賀 俊 昭 君

( i異議なし」と呼ぶ者あり〕
25番 谷 長 君 26番 市 ) 11 資 信 君

0議長(黒川重憲君) 御異議ないものと認めます。よって本日はこれにて延会するこ
27番 石 坂 勝 雄 君 28番 名古屋 史 良R 君

とに決しました。
29番 竹 ノ上 武 俊 君 30番 米 沢 昭 男 君

本日の未了日程は明日の日程といたします。

明日の本会議は午前 O時より開議いたします。
欠 席 議 員 (なし)

本日はこれにて延会いたします。

午後11時59分延会
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説明のため会議に出席した者の職氏名 (建設委員会)

市 長 森田喜美男君 収 入 役 加藤 郎君 日程第 4 議案 第 112号 日野市下水道条例の一部を改正する条例の制定に

企画財政部長 長谷川暢男君 総務部長 山崎 彰君 ついて

市民部長 大貫松雄君 生活環境部長 坂本金雄君 日程第 5 議案 第 114号 昭和62年度日野市土地区画整理事業特別会計補正

清掃部長 藤浪竜徳君 都市整備部長 前田雅夫君 予算について(第3号)

建設部長 伊藤正吉君 福祉部長 高野 隆君 日程第 6 議案 第 115号 昭和62年度日野市下水道事業特別会計補正予算に

水道部長 橋本栄蔦君 病院事務長 岩沢代吉君 ついて(第4号)

教 =月向 長 長沢=郎君 教育次長 砂 川 雄 君 日程第 7 議案 第 118号 昭和62年度日野市農業共済事業特別会計補正予算

について(第 1号)

会議に出席した議会事務局職員の職氏名 日程第 8 議案 第 119号 市道路線の廃止について

局 長 佐藤智春君 次 長 主方留春君 日程第 9 議案 第 120号 市道路線の認定について

書 記 田中正美君 書 記 濃沼哲夫君 日程第 10 議案 第 121号 不動産の取得について

書 記 佐々木茂晴君 書 記 小林章雄君 日程第 11 議案 第 122号 農業共済無事戻金の交付について

書 記 斉藤令吉君 (請願審査報告) (総務委員会)

日程第 12 請 願 第 62-12号 委託業務の前払金に関する陳情

速記委託先 住所 東京都立川|市曙町一丁目10の3 日程第 13 請 願 第 62-37号 「空き家割増し家賃制度」導入反対の意見書を求

立川|速記者養成所 所長 関根福次 める請願

速記者 小野口純子君 日程第 14 請願第 62-40号 議員定数削減に関する請願

日程第 15 請 願 第 62-41号 議員定数削減に関する請願

議 事 日 程 日程第 16 請 願 第 62-44号 議員定数削減に反対し、公正な議員定数の確保を

昭和62年12月23日(水) 求める請願

午前 。時開議 日程第 17 請願第 62-45号 議員定数削減に反対し、公正な議員定数の確保を

求める請願

(議案審査報告) (総務・文教・厚生・建設) 日程第 18 請 願 第 62-46号 議員定数削減に反対し、公正な議員定数の確保を

日程第 1 議案 第 113号 昭和62年度目野市一般会計補正予算について(第 求める請願、

3号) 日程第 19 請願第 62-52号 民族的偏見と差別にもとづく暴力行為の糾弾に関

(厚生委員会) する陳情

日程第 2 議案 第 116号 昭和62年度目野市立総合病院事業特別会計補正予 (文教委員会)

算について(第2号) 日程第 20 請 願 第 62-33号 義務教育諸学校の学校事務職員に対する義務教育

日程第 3 議案 第 117号 昭和62年度日野市受託水道事業特別会計補正予算 費国庫負担制度の維持に関する陳情

について(第2号) 日程第 21 請願第 62-39号 義務教育費国庫負担制度の堅持と削減・除外され
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た費用の復元を求める陳情 日程第 36 請願第 62-31号 新町地区セソター設置に関する請願

(厚生委員会) 日程第 37 請願第 62-34号 0歳児の特例保育の実施に関する請願

日程第 22 請願第 62-11号 原子力発電所の運転をただちにとめ、核のゴミ捨 日程第 38 請願第 62-43号 日野市南部地域への総合医療機関の設置を求める

て計画をとりやめることを求める請願 請願

(取り下げ) (総務委員会) 日程第 39 請願第 62-47号 日野市三沢 742番地みどり坂住宅地域に地区セソ

日程第 23 請願第 62-35号 =宅島への米空母艦載機夜間離着陸訓練基地 (N ターを建設して下さいの請願

L P)建設計画に反対する意見書採択に関する陳 日程第 40 請願第 62-48号 食品安全条例(仮称)の制定を求める請願

↑育 日程第 41 請願第 62-51号 入院ベッドの確保に関する請願

(文教委員会) (建設委員会)

日程第 24 請願第 61-9号 東京都立商科短期大学商学科二部の昭島校舎存置 日程第 42 請願第 61-6号 市道新井第29号線の暗きょ排水施設に関する請願

に関する請願 日程第 43 請願第 62-3号 「国民の食料を守り 、農業再建に関する意見書」

(継続審査) (文教委員会) 提出についての陳情

日程第 25 請願第 62-6号 公立中学校英語の授業時間増に関する陳情 日程第 44 請願、第 62-27号 私道の公道移管と公図作成に関する請願、

日程第 26 請願第 62-14号 ソフトボール専用グラ γ ドの建設についての陳情 日程第 45 請願第 62-29号 多摩平六丁目32番地の8、9に建設予定のマソシ ョ

日程第 27 請願第 62-32号 第三幼稚園における 2年保育4歳児の増員に関す ン建設阻止に関する請願

る請願 日程第 46 請 願 第 62-36号 米の市場解放反対、農畜産物の輸入自由化阻止の

日程第 28 請願第 62-49号 日野市日野本町七丁目 5番地の23、日野市中央公 意見書採択に関する陳情

民館における保育室設置に関する請願 日程第 47 請願第 62-42号 山王下公園周辺の市営駐輪場設置反対に関する陳

日程第 29 請願第 62-50号 市営多摩平・旭が丘テニスコートの人工芝及びナ ↑育

イター設置促進に関する請願 (継続審査議決)

(厚生委員会) 日程第 48 下水道対策特別委員会の継続審査議決に関する件

日程第 30 請願 第 61-14号 「修築資金融資制度」の改善・拡充、 「市民住宅

相談窓口」の住民への宣伝の強化、制度内容の改 日程第 49 スポーツ・公園対策特別委員会の継続審査議決に

善・拡充に対する請願 関する件

日程第 31 請願第 62-5号 神明地区セソター早期建設を願う請願 日程第 50 交通対策特別委員会の継続審査議決に関する件

日程第 32 請願第 62-16号 東光寺東地区セソター建設に関する請願 日程第 51 廃棄物対策特別委員会の継続審査議決に関する件

日程第 33 請願第 62-19号 東町地区公害に関する請願

日程第 34 請願第 62-24号 犬の不妊・去勢手術に関する市と市内病院(獣医 (請願上程)

師)との委託契約の改善と猫に対しての不妊・去 日程第 52 請願第 62-53号 法務局の増員に関する要請についての陳情

勢手術に対する補助に関する請願 (議案上程)

日程第 35 請願第 62-30号 老人入院見舞金制の制定と実施に関する請願 日程第 53 議員提出議案第14号 借地・借家人の権利を弱める「借地・借家法の改
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正」に反対する意見書

日程第 54 議員提出議案第15号 第10次道路整備 5箇年計画の道路財源確保の意見

書

日程第 55 議員提出議案第16号 国民健康保険制度に関する意見書

日程第 56 議員提出議案第17号 学校事務職員等の給与費国庫負担制度除外に反対

する意見書

日程第 57 議員提出議案第18号 「空き家割増し家賃制度」導入反対を求める意見

書

日程第 58 議員提出議案第19号 民族的偏見と差別にもとづく暴力行為の糾弾に

関する決議

午前 0時開議

0議長(黒川重憲君) 本日の会議を聞きます。

本日の会議に付した事件

日程第 1から第58まで

ただいまのただいまの出席議員30名であります。

議案第113号の質疑を続けます。中谷好幸君。

09番(中谷良好幸君) 高幡の老人ホームの基本設計費に関連して、委員長に質問し

たいと思います。

日野市議会会議規則第123条によりますと、表決には条件をつけることができない、

こうし、う規定があります。

ところで、ここに出された附帯決議でござし、ますけれども、中身を見ますと、例えば、

その結論が出るまで予算を執行しないこととか、あるいは、スーパー堤防の件など解決

した上で予算執行することなど、こういう ふうな附帯意見になっているわけであります。

もしも、この附帯意見が、法的に予算執行を拘束するというものであるならば、市議会

会議規則に反するわけでございます。

したがって、私は、この附帯意見とい うものには、法律的には何ら拘束力がないもの、

意見の表明であっても、法律的には予算執行、拘束力を持たない、というふうに思うわ

けでありますけれども、こうした点について、委員会で質疑はございましたで、しょうか。

O議長(黒川重憲君) 厚生委員長。

0厚生委員長(鈴木美奈子君) お答えいたします。ございました。それで、議会事務

局長の方から答弁いたしましたので、このところでも、議会事務局長から答弁していた

だきます。

0議長(黒川重憲君) 議会事務局長。

0議会事務局長(佐藤智春君) ただいまの御質問に、お答え申し上げたいと思います。

ただいま、議員のおっしゃいましたように、表決につきましては、単純な可否の表明

でなければならないわけでございまして、 条件を付する ことはできないということは、

今おっしゃいましたとおりでございます。

それで、今回の附帯意見でございますけれども、附帯決議につきましては、委員会ま

たは本会議におきまして、原案に対してつけた議会の意思、ということでございまして、

したがし、まして、これは条件ではない、 ということでございます。あくまでも議会の要

望ということになりまして、従来から議会の慣例として行われている、ということがご

ざいます。(I拘束力はない。執行権の侵害jと呼ぶ者あり)

法律的に有効であるか、無効か、というような性質のものではない、というようなこ
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とになっております。あくまでも条件ではなく、議会の意思として、事実上の希望意見

を述べる、ということに解釈しておりますので、このように、ひとつ御了承いただきた

いと思います。

0議長(黒川|重憲君) 中谷好幸君。

09番(中谷好幸君) はい、わかりました。高幡の老人ホームについて、もう一つ質

問させていただきたし、と思います。

私、先日、老人クラブのある役員の方から、高幡老人ホームについては、非常に切実

な問題であるので、こうしヴ問題については、保守、革新なく、ぜひとも早く、一刻も

早くつくっていただきたい、こういうふうな意見を伺いま した。(1"何年も前から言っ

ているんだぞJ 1"ほかの議員だって、みんな同じだよ」と呼ぶ者あり)聞いてください。

この際、ぜひ議会におきましても、私たち老人が置かれている実態について、特に寝

たきりのお年寄りを抱えた御家族の危機的な状況について、ぜひ議会でも明らかにして

ほしい、と(1"計画書を出せ、計画書を」と呼ぶ者あり)こういうふうな意見も、伺っ

たわけで、ございます。こうした点について、委員会の中で、御質疑がございましたで、しょ

うか。

見を伺ったわけで、すO こういうふうにおっしゃっています。

体が続く限りは、どうしても私が見てあけYこい。しかし、私も足も弱ってきた。もし

ものことがあったときに、できれば近くに、遠いところにやるのは絶対に耐えられない、

近いところで見てやりたい、こういうふうなことをおっしゃっておられました。

私は、老人ホームに待機者が数として出ている、というふうなお話でしたけれども、

しかし、もし近くに、そういうふうな老人ホームができるならば入れてほしl.t、、という

人は、その何倍にもなっているんではないか、というふうに思うんです。ですから、ぜ

ひ、こういう点も踏まえて、間違いなく、また一刻も早 く老人ホームをつくっていただ

きたい、このことをお願いしたいと思います。(1"そんなことは当たり前なんだよ。そ

れで、どうしょうか、ということなんだよ」と呼ぶ者あり)

もう一つは、御議論の中で、民間に委託しろ、純粋な民間機関に任せろ、というふう

な議論がかなり出された、というふうに聞いているわけですけれども、今の特養ホーム

を取り巻く状況を考えるならば、私は、民営を強調することではなくて、公的な責任を

はっきりさせる、このことが非常に重大になっているんではないか、とこういうふうに

思っています。

あの松寿圏の火災では、 17名のお年寄りが亡くなり、 25名のけが人を出した、という

ふうに聞いています。いろいろ検討すると、人員の配置の問題ですね、東京都の指導に

よれば、夜間は 2人当直、そして少なく とも 1フロア 1人の職員を配置するように、指

導基準になっている。この指導基準さえ問題があるわけですけれども、松寿圏では 2フ

ロアに 1人の宿直員しかいなかった、というふうな実態。もしも、東京都の指導どおり

にやるならば、民間の経営体自身が、その財源を明示しなけりゃいけないんだ。そうい

うことが、とても今できるような経営状態でないということで、こういうふうな実態が

広く、広範にある。

また、スプリソクラーの問題にしても、その財源は経営体に任せられている。その後、

いろいろな問題が起きまして、公的責任をはっきりさせなくちゃいけないとし、うことで、

幾つかの自治体が補助金をつけているわけですけれども、そういうふうな民間の老人ホー

ムの実態があったということが、大きく社会的にも明 らかにされたわけですね。

私、根本的な問題というのは、老人の人権、命、暮らし、これを守るということにつ

いては、公的な責任があるんだ。 (1"だから、しっかり計画を立ててやれと言っている

んだよ」と呼ぶ者あり)今、本当に老人は、人権が守られているのか。また、暮らしゃ

命が守られているのか。ここを出発点にして、しっかりと法的な責任を果たした老人ホー

聞くところによると、来年4月にはアゼリヤ会ができるということで、そんなに急ぐ

必要もない、というふうなお話もあったわけで、すけれども、しかし、私、待機者はとも

かくとして、潜在的に、もし近くに老人ホームがあるならば、ぜひ入れてほしい、早く

つくってほしい、こういうふうな切実な実態にあると思うんです。こういうふうな点に

ついて、質疑されたところを、ありましたら、教えていただきたいと思います。

0議長(黒川重憲君) 厚生委員長。

0厚生委員長(鈴木美奈子君) お答えいたします。老人の実態そのものについての質

疑は、ございませんでしたけれども、先ほど委員長報告の中に述べましたように、措置

されている人が何人いるか、あるいはまた、待機している人が何人いるかとし、ぅ、そう

いうことでお年寄りの実態が明らかにされましたし、また、人数が流動的であるという

ことにも、今後のお年寄りの皆さんの実態が出てくる、というふうに判断をいたしまし

Tこ。

以上でございます。

0議長(黒川|重憲君) 中谷好幸君。

09番(中谷好幸君) 私、先日、ある老夫婦を訪ねました。御主人が寝たきりになら

れていて、奥さんが看病されている。ベッドのそばまで連れていかれて、いろいろ御意
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ムをつくらなければならないんじゃないか、ということを思うわけです。

この点についても、ぜひ、よろしくというこを要望いたしまして、私の質問を終わら

せてもらいます。

0議長(黒川重憲君) 谷長一君。

あります。

しかし、附帯意見等を見ますると、第三者機関にゆだねるということや、または調査・

検討委員会を設置して、その結論が出るまで予算を執行するなということや、ただし、ま

申した建設省との協議をし、スーパー堤防の件などが解決してから予算を執行しろ、と

いうふうになっておりますけれども、それらの点につきまして、どのようになっておる

か。これは附帯意見がつけられたから、これを検討するのか、それらのことを予期して、

この設計費が組まれたかどうか、その点につきまして、わかりましたら教えていただき

025番(谷 長一君) 高幡特養老人ホームの設計費が848万7，∞0円計上されておるわ

けでありますけれども、設計費が計上されるということになりますと、建設省が発表し

ておりますスーパー堤防というのは、前のときにも話が出ましたけれども、どのような

構造の堤防なのか。その点につきまして、今までに相当協議がなされていると、私は思

いますけれども、一体、その堤防なるものが、今申しましたように、どのような構造で

あるかということと、堤防の長さ、または工期等について、審議がなされたかどうか、

お伺し巾、たします。

0議長(黒川重憲君) 厚生委員長。

0厚生委員長(鈴木美奈子君) お答えいたします。

スーパー堤防のことにつきましては、いろいろ議論が出されましたけれども、長さと

か、工期とか、その点についてはまだ具体的になっておりませんが、スーパー堤防とい

うのは、普通こういうふうに(三角)なっておりますけれども、それを真っ直ぐに(台

形)持ってくるのだそうでございます。

そして、土、砂を持ってきて底を埋めるということでございますので、その土は建設

省が浅川のしゅんせつの土を持ってきて、無料でそこに運ぶということです。そして擁

壁の部分が2，300万、市の方で持ち出すとし、ぅ、そういうことでございますので、長さ

とか工期とかということは、これから、ことしじゅうに市の方で建設省の方に行きまし

て、詰めたお話をなさるという、こういうことが答弁としてございました。

以上でございます。

0議長(黒川重憲君) 谷長一君。

025番(谷 長一君) そうしますと、ただし、まの委員長の説明だと、前に議会のとき

に建設部長が発表された域の中である、と私は考えているわけです。

そこで、設計という段階になっていれば、相当な内容に踏み込まれているのではない

か、と思いますけれども、そのような程度で、果たして設計費というとこまで予算を計

上し、これを補正する一計上するというととは、非常に、私は、時期が尚早ではないか

というようなことで、このような附帯意見が付されたのではないか、と思うのでありま

すけれども、一体、市長の説明によりますと、公設民営ということになっておるわけで

7こし、。

0議長(黒川重憲君) 厚生委員長。

0厚生委員長(鈴木美奈子君) お答えいたします。この設計費の予算について、擁壁

部分の2，300万というものは含まれていない、とい うふうに判断いたします。別のもの

でございます。

附帯意見をつけられるまでの間に、種々いろんな質疑がございましたので、担当の方

から、このことにつきましては、お答えさせていただきますので、よろしくお願し、し、た

します。

0議長(黒川重憲君) 建設部長。

0建設部長(伊藤正吉君) スーパー堤防に関連しましての御質問ですが、お答えした

いと思います。

これにつきましては、附帯意見も、ここでち ょうだいしているわけでございます。私

どもも、これにつきましては、建設省との協議を進めていきたい、とかように考えてお

ります。

ただ、これにつきましては、私どもの方も原案を持っていきまして、それで建設省と

の協議に入るということでございますので、その辺の時期、その辺につきましても、細

部につきましては、なお協議していきたい、とかように考えております。

以上です。

O議長(黒川重憲君) 谷長一君。

025番(谷長一君) これから進めてし、く、ということになっておりますけれども、

いずれにしましても、設計費というのは、ここに計上されておる。原案をもって協議し

たいというけれども、もう既に原案はできておるのかどうか、お伺し、し、たします。

0議長(黒川重憲君) 厚生委員長。

0厚生委員長(鈴木美奈子君) スーパー堤防のことにつきましては、今、建設省と、
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これからお話し合いを進めるところです。

O議長(黒川重憲君) 谷長一君。

025番 (谷 長一君) 私は、原案がもう既にできているのかどうか、ということをお

伺し、し、たしているわけです。原案ができておりましたら、その原案の内容等を教えてい

ただきたい、こういうことなんです。

0議長(黒川|重憲君) 厚生委員長。

0厚生委員長(鈴木美奈子君) 原案というものが何の原案なのか、私にはちょっと理

解できませんので、そのことをお尋ねいたします。

0議長(黒川重憲君) 谷長一君。

025番(谷 長一君) スーパー堤防の、その原案です。

そうしたりまた、いわゆる特養のホームができるわけですから、堤防の一部影響を受

ける場所があるわけですね。それですから、それらを含めての原案、ということであり

ます。

0厚生委員長(鈴木美奈子君) それにつきましては、担当の方にお開きいただきたい

しかし、担当者がどういうふうに説明をしたか、ち ょっとそのあたりが、まだ明らか

にしておりませんが、きょうにでも行って、我々の計画をきちんと説明をし、それに合

わせていただく可能な範囲の計画をお願いをする、こういうことでございまして、これ

が大前提になって、既に計画があるとか、そういうことではない、というふうに申し上

げておきたいと思います。

0議長(黒川!重憲君) 谷長一君。

025番(谷 長一君) 今年度中に、この建設に際して、建設省と協議をするというこ

とであり、また、原案なるものは明確に、ただいまの答弁だと、わからないのでありま

すので、これ以上聞いても仕方がありませんので、附帯意見等を尊重して、立派な特養

ホームをつくる、ということを私はお願いをして、質問を終わります。

0議長(黒川重憲君) ほかに御質疑はありませんか。夏井明男君。

013番(夏井明男君) ちょっとお尋ねしますが、高幡の特養ホームは50床というふう

にお聞きしていますけれども、実際に日野の市民の方が使える枠というのは、何十床な

のか。その点を、 1点お尋ねをしておきたいと思います。

2点目は、要するに造成、スーパー堤防をつくるということで、費用の持ち出しにつ

いての工事費ですか、擁壁についてはとしヴ、金額の提示がありましたけれども、それ

以上、金額が出ることはない、というふうに理解していいのかどうか。南平の高校のと

きにも、大変なお金を使いましたので、さあ始まった、これもお金が要ります、あれも

要りますということで、とんでもない金額が出てくるということは、ありませんか。そ

の辺が非常に心配ですので、確認の意味でお聞きしたいと思います。

以上、 2点です。

O議長(黒川重憲君) 厚生委員長。

0厚生委員長(鈴木美奈子君) お答えいたします。この特養老人ホームは、大部分は

日野市民のために使われるということを、市長の方からお答えが出ております。

以上でございます。

そして、2，300万円の擁壁部分については、これがもっと多く出るのか、出ないのか、

ということについての確認はされておりませんので、担当の方からお答えをさせていた

だきます。

0議長(黒川重憲君) 厚生委員長。

と思います。私どものところでは、原案についてはお尋ねしてありません。

そして、そのことについては、建設省の方にことしじゅうに行く、ということだけの

報告がございました。そして、詰めた話をしてし、く、という答弁がございました。

( rことしじゅうって、本当にことし行けるの」と呼ぶ者あり)

0議長(黒川l重憲君) 市長。

0市長(森田喜美男君) きのう厚生委員会に午前中、呼ばれまして、私もその質問を

受けたわけであります。

お答えいたしましたのは、浅川の堤防各所に、できればスーパー堤防というふうな構

想がある。あるいは、ある部分については実施したい。ある部分というのは、既に協議

ができておりますのは、滝合小学校のあたりの部分であります。これは、建設省側の一

つの希望ということは、あるようでございますけれども、これは総論的なものでござい

まして、今、特養ホームを建てようとし、う部分につきまして、特別、設計ができている

ということではございません。

したがし、まして、我々の事業を前提として、それに場所として、あるいは工期として、

合わせていただく可能な方法は、これはやっていただいてもよろしいか、とこう思って

おります。

0議長(黒川重憲君) 建設部長。

0建設部長(伊藤正吉君) これにつきましては、一応の概算の設計、とこういうこと

で御理解いただきたし、と思います。なるべくこの範聞でおさめていきたい、と考えます。
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0議長(黒川重憲君) 夏井明男君。

ですから、その辺については明確にしていただきたい。委員会で話がなければ、

で明確に話をしていただきたい。非常に重大な関心事ですから。

0議長(黒川重憲君) 厚生委員長。

〉・〉・

L- L.事

野の市民を入れるという形で、東京都との話し合いが進んでおります。

したがって、当面、 50床を専有する対象がし、れば、当然、日野市民が100%入る、と

こういうことで考えております。(i委員長報告と違うじゃないの。大部分と言ってる

んだよ、委員長は」と呼ぶ者あり)

それの中で、実際にこうし、う施設につきましては、各市町村とも、非常に困っている

方も、おいでになるわけです。日野も、やはり、例えば立川に頼むとか、あるいは八王

子に頼むとか、あるいは国分寺に頼む、というようなこともございますし、また、他市

でも、それなりに困っている方を抱えて、すぐに入れなきゃならない、とこういうこと

もあると思います。したがって、その辺のところは、相互に有無相通ずるというところ

も、実際には生ずるわけです。

ですから、 100%日野で使う、ということを前提にいたしますけれども、実態として

は、困窮度の問題として、お預かりする場合もできてくるかもしれませんけれども、し

かし、それはセクトな形で、地域の施設として、空いても、他市の困った方を一切お断

りするということに、なかなかいかないというのが、こういう特別養護老人ホームとい

う、広域的な施設の一つの持っている性格だろうと思うんです。

そういうことで、地域につくるという以上は、日野市民を対象にした施設として、あ

くまでそういう形を中心にしてやってし、く、ということで考えています。

0議長(黒川重憲君) 夏井明男君。

013番(夏井明男君) よくわからないんですが、わからないというのは、私も一般質

問をさせていただいたときに、何回かアゼリヤ会の方ができるので、そのベッド数、日

野の分ですか、その分を確保できる。それについては建設費等も、日野市の分担として、

これだけの予算を計上してしているんだ、というふうに私は聞いておりますから、アゼ

リヤ会という特養ホームをつくるときの、その建設費の見返りとしてベッド数はこれだ

け確保するんだ、というふうに理解しているわけです。

至誠老人ホームにつきましても、各市がいろいろ協力して、その中で日野市の分とし

てベッド数が幾つ、というふうに、私は何回か開いてきているわけです。今の福祉部長

のお話ですと、確かに特養ホームの基準になる方の状況で、ベ ッドが空いているのに日

野の市内の方以外は入れませんよ、ということは言えない。それは、確かにおっしゃる

とおり、わかるんです。

ですから、そうしますと、例えばアゼリヤ会の方の形で、来年ほとんどの方が入れる

ということを、私、答弁で聞いていますが、でき上がったときに、それが 2年、 3年後

013番(夏井明男君) これからかかってくる下水道料金についても、非常に、我々は

悩みながら対応しているわけです。要するに、 1円でも負担をかける以上は、納得いた

だくような形にしたし、ということで、心労を尽くしてやってきているわけです。

ですから、特養ホームをっくりたし、ということは、毎回毎回、いろんな議員の方から、

高齢化社会に向けて、絶対つくらなきゃいけないということは、本当にグローパルな意

思で、今に始まったことではないことは、重々皆さん承知の上なわけです。 tこだ、それ

については、やはり市民の方の税金で、それこそ血のにじむようなお金をいただし、て、

それでやるわけですから、やはりその辺の配慮というのは、非常に私は大事だろう、と

いうふうに思うわけです。

それで、先ほどお尋ねしたのは、し、し、ものができるんだからということで、要するに

ざるみたいな形でやられたんで、は、非常に因るわけです。その辺のことを重々、どうい

うふうにお考えになっているのか。

特に、今のお話ですと、大部分は日野の市民の方が使える、というお話ですけれども、

実際に国の方からの補助とか、そういうふうなことになってくれば、 50床で具体的にこ

ういうふうな建物で、こうなってくれば、日野の市民として、どれだけの枠組みがある

かということは、これは出てくる話で、大部分が使えます、という話では、私はいけな

いと思うんです。

先ほどの話じゃないですけれども、何も日野の市民の方だけがよければいい、という

ことは、私、申し上げたくありませんけれども、一つのベッドがなくて、それで対応が

非常に難し'"、、ということが非常にあるわけですから、その中の、 50床の中の幾つ使え

るかということは、明確な数として、私は、今、御答弁できる話だと思うんです。無理

な話では、決してないと思います。

0厚生委員長(鈴木美奈子君) お答えいたします。数については明確にしておりませ

んので、担当の方からお答えさせていただきます。

O議長(黒川重憲君) 福祉部長。

0福祉部長(高野 隆君) まず、 50床をどのような形で活用するか、ということでご

ざいますけれども、これにつきましては、日野でつくります施設でございますので、日

-626一 η
t
 

o'U 
F
O
 



に来るわけですが、実際に50床のベッドの中で、日野の方が、先ほどの中谷さんの話じゃ

ありませんけれど、近くにいる方が入れる。それで、あと30ぐらい残った、ということ

になりますと、それは30残しておくのはもったいない。要するに、東京都の中で見れば、

特養に入りたくても入れない、という方がし、っぱし、いるわけです。東京都の方でも、ど

うぞ特養を建ててくださいというんだけれども、声が上がってこない。そのぐらい、東

京都全体の中から見れば、そのような状況があるわけですから、何も日野さん、それだ

け抱えている分があったら、何も出し惜しみしないでどんどん入れてくれ、ということ

で、都あたりから来れば「ょうございますよ」という形に、私は、運営上、そういう話

になってくれば、なってくると思うんです。

ですから、今までの従来のお話ですと、 50床できますよ、ということになって、日野

市の方で多くのお金を出して、それでやってし、くんです、というふうにPRしますと、

では日野の住んでいる市民の方たちは、それじゃ、それだけの枠があるからもう入れる

んだな、というふうに思うのが、これ、普通だろうと思うんです。ですから、そこのと

ころの詰めは、やはり正確に報告をしておいていただきたい。

そうしないと、私たちが持っているイメージが、大分違ったイメージとして出てきま

すから、そこをもう少し、制度的にはなっていると思いますよね、実際に。その辺、も

う少し正確に話をしていただけませんか。

0議長(黒川重憲君) 福祉部長。

0議長(黒川重憲君)

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。

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

次に、建設委員会の審査報告を求めます。

〔建設委員長登壇〕

0建設委員長(古賀俊昭君) それでは、建設委員会に付託をされました、昭和62年度

0福祉部長(高野隆君) 既に区立、あるいはぞそれの自治体が、独自の財源、でつくっ

一般会計補正予算第 3号のうち、歳出の中の農業費、商工費、土木費について、建設委

員会における審査の経過とその結果を御報告申し上げます。

農業費の内容でございますが、東京都優良集団農地保全育成事業、東京都の補助事業

でありますが、 0.4ヘクタールの適用を認める決定がなされたことによる、 60万円の補

助金の追加のほか、人件費の増額で、計448万円の追加補正であります。

商工費につきましては、 500万円の追加でございます。内容は、豊田駅南口商庖会の

装飾街路灯設置費補助金でございます。

次に、土木費につきましては、道路改修、また仮称二番橋架橋のための地質調査、国

土利用計画法関連の人件費等、さらに公園管理費や、雑木林の萌芽更新のための炭焼窯

の設置、市営住宅の管理費などの追加補正であります。

土地区画整理事業特別会計への繰越金と、仮称南平丘陵公園用地購入費の減額により

まして、 2億8，798万7，000円を減額補正するものでございます。

質疑の主なものといたしましては、国土利用計画法関係の経費は、すべて都が負担を

するのか、また、市営住宅の修繕費は、家賃で採算が取れないのではないか、また、炭

焼窯で、 1固にどのくらいの炭ができるのか、また、設置位置はどこか、等の質問が出

されました。

国土利用計画法関連の件でございますが、東京都の算定により、必要な経費は東京都

が負担をする、とのことでございます。

また、市営住宅の修繕費でありますが、公営住宅法により運営されるのであって、赤

字が仮に出ても、制度上やむを得ない、との答弁でございました。

炭焼窯の件でありますが、 1回で大体 7俵から 8俵の炭が焼ける。固定をして設置を

する場所は、東光寺の緑地である、ということであります。

意見等については、特段表明はなかったわけでありますが、本議案は、全会一致で可

決すべきものと決定を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

ているところがございます。

そこで、実態として申し上げますと、例えば、ある区でつくった場合に、 80床なら80

床、それが全部埋まっていない、ということはあり得るわけです。これは、区民がまだ

そこまでニーズが高まっていない、ということですね。

結局、どこでどう解釈するかということは、結局は措置費の問題がありますのでね。

80人に対応する職員を配置しておいて、実際には50人しか入らなかった、ということに

なりますと、措置費そのものが入ってきませんから、実際には区の出血になるわけです

ね。それを覚悟して 1年か 2年我慢すれば、満床になるということです。

したがって、率直な話申し上げまして、つばさ学園でもやはりそういう問題が起きて

おりまして、そういう形で、もうほとんど満員になりましたで、すけれど、そういう形で、

日野市民を優先して入れている、とこういうことでございますので、それは実態として

可能である、ということに考えております。 す。
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0議長(黒川重憲君)

たします。

これをもって建設委員会関係の審査報告を終わります。

各委員長報告について御意見があれば承ります。小山良悟君。

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 価するものであります。

この予算に対して、附帯意見がつけられようとしておりますが、これについては、千

葉恒三郎さんの会議規則によりますと「この附帯決議は単なる議会の希望」こういうよ

うに述べております。 I議会が、付帯決議、要望決議、或いは希望条項を付して原案可

決ということをよくやるが、これらの決議と、いわゆる条件との関係が往々に問題にな

る。-それらの要望決議、或いは付帯決議が、その中に含まれる条項が満たされた場合

に議決の効力が発生する又は議決の効力は消滅するという意味合いで行なわれたもので

あるとすれば、それはやはりここにいう条件であって、違法と言わざるを得ない。しか

し、条件というような決議を議決をしたとしても、それは議会としての希望意見に過ぎ

ないと解されるJ-こういうように述べてお ります。

今度の附帯意見、まさにこの 3点、運営は純粋な第三者機関にゆだねること、 2番と

しては、調査・検討委員会を設置し、その結論が出るまでは予算を執行しないこと、 3

としては、建設省との協議をして、スーパー堤防の件など解決した上で、予算を執行す

ること、このような意見となっております。まさに執行権の手を縛るものとも受け取れ

る内容であります。

これが、そういうようなことになりますと、まさに不法状態といわれるものでありま

す。よって、とれは単なる意見として受け取っていただき、特に、今行われます特養老

人ホームを、市民の要望を積極的に受け入れる立場から、積極的にこの施策を前進させ

ていただきますことを要望して、意見といたします。

O議長(黒川重憲君) ほかに御意見はありませんか。なければこれをもって意見を終

結いたします。

これより本件について採決いたします。本件に対する委員長報告は原案可決でありま

す。本件は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。

( I異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長 (黒川重憲君) 御異議ないものと認めます。よって議案第113号、昭和62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116号、昭和62年度目野市立総合病院事業会計補正予算(第2号)、

議案第117号、昭和62年度目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。

( I異議なしJと呼ぶ者あり〕

014番(小山良悟君) 先ほどの厚生委員長の報告の中の、高幡特養老人ホームについ

てなんでありますが、この建設についてでありますけれども、共産党の議員が、先ほど

これについて質問しておりましたけれども、その論陣を聞いておりますと、共産党のみ

が、この建設に賛成するかのごとく、印象を与えるような、展開をしているわけであり

ますけれども、この特養老人ホームについての建設について、反対している議員は、 30

名の中で、 1人もいないはずであります。私自身も、 5年ぐらい前ですか、に特養老人

ホームの建設を主張して、訴えております。そうしヴ、共通のまず認識をしなければな

らない。

ただ、今回の事業計画が、先ほどの質問でも浮き彫りにされたように、あるいは付託

される前の本会議場での質疑の中でも、浮き彫りにされておりますけれども、余りにも

ずさんな事業計画だ。そういうずさんな事業計画に対して、市民の期待にこたえるよう

な、しっかりしたものができるのか、とし、う心配があるわけであります。こういったこ

とを懸念するがゆえに、私どもがこうしヴ附帯意見というものをつけたんだ、というこ

とを、はっきりここで表明しておきたいと思います。

0議長(黒川i重憲君) 小俣昭光君。

010番(小俣昭光君) 厚生委員会に付託されました民生費の委託料、仮称高幡特養老

人ホーム建設費について、一言意見をつけたいと思います。

高齢化社会が進んでいる現在の中で、特に特養老人ホームに待機者が29人いるという、

こうし、う実態の中で、今度の予算は、まさに市民要望に沿った予算として、高く評価す

るものであります。

また、多くの特養老人ホームが、特に都内の特養老人ホームが、実際には行政区から

かなり離れたところに設置されている。こういうことから、家族の人が実際にお見舞い

に行くということに対しても、 1カ月に一度行くのにも大変だといわれております。

そういう中で、今回、日野市で、市内に特養老人ホームを設置する、しかも、この特

養老人ホームの中に、地域のデイケアセソターも設置するなど、まさに市民要望に沿っ

た、そして地域の一体となった特養老人ホームとして建設される、そういうことで進め

られる。まさに市民要望を受け入れた、大きく取り入れたものとなっていると、高く評 0議長(黒川重憲君) 御異議ないものと認め一括議題といたします。
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厚生委員長の審査報告を求めます。

〔厚生委員長登壇〕

0厚生委員長(鈴木美奈子君) 議案第116号、市立総合病院事業会計補正予算第 2号

ります。本 2件は委員長報告のとおり決するに御異議あ りませんか。

( r異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(黒川重憲君) 御異議ないものと認めます。よって議案第116号、昭和62年度

日野市立総合病院事業会計補正予算(第2号)、議案第117号、昭和62年度日野市受託

水道事業特別会計補正予算(第2号)の件は原案のとお り可決されました。

これより議案第112号、日野市下水道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。

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(古賀俊昭君) それでは、ただいま議題となりました議案第112号、日

野市下水道条例の一部を改正する条例の制定について、建設委員会の審査結果を御報告

申し上げます。

本条例の改正理由につきましては、本会議上程の折にも述べられましたとおり、下水

道条例の管理運営と、財政の健全維持のために、昭和63年度を初年度とする 3カ年の財

政計画に基づいて、下水道使用料を値上げをし、約 1億1，780万円の増収を図ろうとす

るもの、との説明でありました。

去る12月18日開催の建設委員会では、さ まざまの角度から、この議案についての質疑

が活発に行われましたが、委員会としての結論を求めるまでには至らず、再度、昨日午

前9時半より委員会を開き、慎重に審査を重ねてきたところであります。

2回にわたる審査の中で、主な質疑を御紹介申し上げますと、多摩平処理場の地域は

30年前から下水道ができているが、ここの負担がこれからふえることになるし、また、

八王子市よりも高くなり、稲城市、 多摩市よりも安くなる使用料のア γバランスについ

てはどうなのか、という問題の指摘がございました。

さらに、百草団地、日本信販などのいわゆるコミプラは、南多摩の管につながれるわ

けでありますが、多摩市の百草団地などとの料金の格差については、どのように考える

について、厚生委員会の審議の経過並びに結果について申し上げます。

今回の補正予定額は、収益的収入及び支出に、 3，875万7，∞0円を追加し、収益的収支

及び資本的収支の予定額を、 26億3，661万9，000円とするものでございます。

質疑は、注射針の管理について、どのようにされているか、そういうことでございま

した。

それにつきまして、答弁としては、今、使い捨てがほとんどで、製品も消毒されてお

り、処分は、まとめて姻包して危険物として出している、ということでございました。

慎重審議を行い、採決に入りましたが、全員異議なく原案を可決すべきものと決した

次第でございます。

次に、議案第117号、受託水道事業特別会計補正予算第2号についてでございます。

今回の補正額は、歳入歳出それぞれに1，050万8，000円を追加し、歳入歳出予算の総額

を17億7，285万8，∞0円とするものでござし、ます。

これにつきましても、質疑の中では、漏水をさせない対策をどのようにとっているか、

漏水したときの連絡、及びそれを受けてから現地に駆けつけるまでどれくらいの時間が

かかるのか、とし、う質疑がされました。

4月から 9月まで144件の道路内の修理が行われ、予算が足りなくなったので、今回、

追加するということでございました。

また、家庭におかれても、冬に向かうので、広報などで知らせている、とし、う答弁が

ございました。

また、漏水の連絡については、警備員に連絡が行けば、夜間委託しているので水道部

に連絡し、委託工事広から現地に行く、ということでございました。

慎重審議を行い、採決に入り、全員異議なく原案を可決すべきものと決した次第でご

ざいます。よろしく御審議のほどお願いを申し上げます。

0議長(黒川重憲君) これより質疑に入ります。なければこれをもって質疑を終結い

たします。

本2件について御意見があれば承ります。なければこれをもって意見を終結いたしま

す。

これより本 2件について採決いたします。本2件に対する委員長報告は原案可決であ

か。

さらに、下水道会計は、本来どうあるべきが正しいのか、経費を切り詰めることので

きる委託料については検討を加えたのか、とか、前回の値上げは 2年前であり、頻繁に

公共料金を値上げをすることについては、どう考えるか、等、活発な質疑が行われたと

ころであります。

これらの点につきましては、市の担当者より次のような答弁がございました。
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多摩平の負担増と他市とのアンバランスにつきましては、流域下水道を 1本と考え、

積算をせざるを得ない点、また、下水道事業を次々と施行している過渡期でもあり、各

市単独で決めるものである以上、避けられない、とのことでありました。

下水道事業の特別会計につきましては、公営企業法等により企業会計でやること、と

されているが、維持管理費分は、使用料をベースに置いて、論理的には東京都の料金を

確保する水準が考えられる、との回答でございます。

委託料の件につきましては、今まで、できるだけ効率的にやってきたつもりであるが、

今後も使用料の徴収や市の敷設管の清掃は委託料でやってし、く、とのことでございまし

源確保についても、今後、市が努力を行い、今回は、この程度の値上げであれば認めて

もいいのではないか、こういう意見が、大体、皆さん消極的な賛成という御意見に集約

されるようでありますが、賛否の意見がございました。

以上、皆さんの意見を踏まえ、本建設委員会では、全員異議なく本議案を可決すべき

ものと決定をした次第であります。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。

0議長(黒川重憲君)

たします。

本件について御意見があれば承ります。なければこれをもって意見を終結いたします。

これより質疑に入ります。なければこれをもって質疑を終結い

Tこo これより本件について採決いたします。本件に対する委員長報告は原案可決でありま

す。本件は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。

( I異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(黒川重憲君) 御異議ないものと認めます。よって議案第112号、日野市下水

道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114号、昭和62年度目野市土地区画整理事業特別会計補正予算(第 3

号)、議案第115号、昭和62年度目野市下水道事業特別会計補正予算(第4号)、議案

第118号、昭和62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〕

頻繁な料金、使用料値上げではないか、との指摘につきましては、事務的には 2年な

いし 4年のサイクルで考えており、財政計画と照らし合わせてのことであるので、なに

とぞ理解を得たい、との答弁でありました。

そのほか、本日にも及びますさまざまな議論が行われましたが、大体、以上申し上げ

た点に尽きる議論でありましたので、詳細は省略をさせていただきます。

本日、最終的に各委員の意見を求めました。つまり、賛否の意見を問いました。それ

ぞれ各委員全員から意見の表明がございましたが、今後、下水道普及を図る上からも、

市に有利な起債、補助金等を得なければならず、やむを得ないのではないか、という御

意見もございました。

また、市自身が、例えば 3カ月の職員昇給の短縮等、市みずからが起債制限を受ける

ようなこともやっているにもかかわらず、起債の点等を挙げるのは不自然である。しか

しながら、健全な財政を今後、確立をしてし、くためには、この程度の料金の改定は必要

と認めざるを得ない、との御意見もございました。

また、公共料金の値上げについては、原則反対であるが、今回は消極的に賛成をする。

また、起債や補助金の増額について、東京都や国に対して要望をしていくべきだ、と

の意見の表明もありました。

また、 2年で改定を行う、つまり料金の値上げを行うのは、短いような気がするが、

料金体系をここで原則的に確立をしてし、くためには、さらに住民の納得、理解が得られ

るような努力、工夫を、市自身がやってもらいたい。

また、機構改革や、市みずからが住民に負担を安易に求めることなく、みずからも努

力をしてもらいたい、そういう意見もございました。

また、ラソニソグコストについては、受益者が負担をするという原則がある以上、財

0議長(黒川重憲君) 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(古賀俊昭君) それでは、まず、議案第114号、昭和62年度日野市土地

区画整理事業特別会計補正予算(第 3号)について、建設委員会の審査結果を御報告申

し上げます。

内容は、歳入歳出に 2億2，780万円をそれぞれ追加をし、歳入歳出予算の総額を33億6，

962万4，000円とするものと、あわせて、 NTT株式の売却収入活用による地方債補正で

ございます。

歳入では、万願寺と豊田南区画整理事業の、国と都の補助金の増額、それから園、東

京都の補助金が増額したことに伴う、市債の増による一般会計繰入金の減額でございま

す。

歳出では、仮称西豊田駅設置に向けての基礎調査費、万願寺第二地区区画整理事業業
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務として、一部アセスを実施するための経費、東町地区区画整理業務として、まず現地

調査を行うための費用、さらに万願寺と豊田南区画整理事業の、事業費の追加が内容と

なっております。

主な質疑について申し上げますと、市長は無理を承知で土地区画整理事業を進めてい

る、と議会で発言をしているが、その意味するところは何か。

また、仮称西豊田駅設置について、今後の方向と予算規模等についての質問が出され

ましTこ。

これに対しては、まず、新駅の設置について申し上げます。区画整理事業の中で、最

初から考えていかないと不可能であるとの判断から、区画整理とあわせて、駅の位置や

規模などについて検討していきたい、との見解が示されました。

予算につきま しては、いまだ見当がつかないが、駅施設のみで約10億円前後になるの

ではないか、とのことであります。

それでは、最初の市長発言の真意、についてでありますが、都市整備部長より、はっき

りはわからないが、また、推測するのは難しいが、まずーっは地価上昇の問題、二つ自

には財政上の問題、 3番目に、執行体制の問題が考えられるのではないか、との答弁が

ございました。この件は、以上であります。

また、豊田南区画整理事業区域では、事業完了まで家に手を加えることができないな

ど、権利制約を大きく受けている現状にあるので、市民に対して、いつまでに、どのよ

うに区画整理事業が進展をしていくのか、もっと詳しく当該地区の市民に対して説明を

してもらいたい、との強い意見が出されました。

以上、建設委員会で慎重に本件を審査いたしました結果、採決を行い、全会一致原案

を可決すべきものと決定をした次第であります。

続いて、議案第115号、昭和62年度日野市下水道事業特別会計補正予算(第4号)に

ついてでございます。内容は、歳入歳出それぞれに 2億7，024万9，000円を追加をし、 歳

入歳出予算総額を41億3，287万2，000円とするもので、現在、工事中の南多摩処理区、浅

川処理区、秩川処理区の管渠埋設工事に伴う、枝管や道路舗装復旧などの附帯工事、そ

れに平山苑4ヘクタールが、地形の関係で、日野市分の管に接続することができず、八

王子部分へ接続されることにより、日野市が負担をする、公共下水道八王子市建設負担

金などがございます。

また、当初、昭和62年度で整備が完了する予定でありま した、八王子処理場周辺環境

整備の負担金を、執行のおくれから昭和65年まで延長をする、債務負担の変更も含まれ
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ております。

本件、慎重に審査をいたしました結果、これも全会一致で可決すべきものと決定をし

た次第でございます。

3件目、議案第118号、日野市農業共済事業特別会計補正予算第 1号につきまして、

御報告を申し上げます。

本議案は、農作物共済勘定と、園芸施設共済勘定についての補正でございます。農作

物共済勘定では、農作物の無事戻金の交付と、 麦の共済金支払いに伴って行うものでご

ざいます。園芸施設共済勘定につきましては、無事戻金を交付するための補正でありま

す。

この件については、格別な質疑、意見等は述べられませんでした。全会一致、可決す

べきものと決した次第でございます。

以上 3件、よろしくお願いをいたします。

0議長(黒川重憲君) 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3件について御意見があれば承り ます。なければこれをもって意見を終結いたしま

す。

これより本 3件について採決いたします。本 3件に対する委員長報告は原案可決であ

ります。本3件は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。

c r異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(黒川重憲君) 御異議ないものと認めます。よって議案第114号、昭和62年度

日野市土地区画整理事業特別会計補正予算(第 3号)、議案第115号、昭和62年度日野

市下水道事業特別会計補正予算(第4号)、議案第118号、昭和62年度日野市農業共済

事業特別会計補正予算(第 1号)の件は原案のとおり可決されました。

これより議案第119号、市道路線の廃止、議案第120号、市道路線の認定、議案第121

号、不動産の取得、議案第122号、農業共済無事戻金の交付の件を一括議題といたした

いと思いますが、これに御異議ありませんか。

c r異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(黒川重憲君) 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〕

0建設委員長(古賀俊昭君) それでは、議案第119号、市道路線の廃止についてであ
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ります。

本件は、落川にございます御岳 1号線及び 2号線につきまして、このあと、 120号で

御報告申し上げます落川32号線の道路区域に編入をするため、廃止を行うものでありま

す。現地視察を行いまして、全員異議なく可決すべきものと決した次第でございます。

次に、議案第120号、市道路線の認定についてであります。今、 119号で申し上げまし

た落川32号線を、道路廃止に伴い、新たに道路の拡幅整備完了のために、ここで、落川

32号線を道路認定するものであります。西平山五丁目にございます西平山 1号線、これ

は下水道計画、秋川中央幹線に伴う道路新設のために、ここで、新たに道路認定を行うも

のでございます。

川辺堀之内76号線につきましては、道路拡幅整備のために、ここで今回、市道路線と

して認定を行うものであります。この件については、質疑がございました。

市道を認定した場合、管理台帳はし、つつくるのか、また、市道認定の実益は、税金対

策と考えてもよいのか、についての質問でございます。管理台帳の件につきましては、

いわゆる起終点を決定し、供用開始後に道路台帳をつくる、との回答でございました。

また、市道路線の認定するメリットにつきましては、用地取得の手段として、収用法

の適用を受けるためとの説明でございます。

以上、議案第120号について御報告を申し上げましたが、本件についても現地視察を

行い、全会一致で可決をしたところでございます。

次に、議案第121号でございます。不動産の取得であります。これは、南平高校用地

の残地を、南平緑地用地として、日野市土地開発公社より取得をするものでございます。

地積は、 2万3，583.15平方メートノレ。価格は、 6億2，642万4，608円となっております。

この用地取得の議案についても、委員会当日、現地視察を行ったところでございます。

採決の結果は、全員異議なく可決すべきものと決定をしております。

最後に、議案第122号、農業共済無事戻金の交付についてでございます。これは、本

会議上程の折にも説明がありましたとおり、昭和59年度から昭和61年度の 3年の問、農

作物共済加入者で被害が全くなく、過去2年間、無事戻金が支払われなかった加入者に

対して、支払い合計共済掛金の 2分の lを限度として交付を行うものであります。

また、被害が発生したことにより、共済金、無事戻金が支払われた人に対しては、そ

の合計金額が共済掛金合計金額の 2分の lに達しない場合は、その満たなかった額を無

事戻金として交付するものでございます。対象農家は、 201戸でございます。交付金額

は、 27万6，351円となっております。

特段、質疑はございませんでした。全会一致、可決すべきものと決定をした次第で、ご

ざいます。

以上、よろしくお願し、し、たします。

0議長(黒川重憲君) これより質疑に入ります。中山基昭君。

021番(中山基昭君) ただいま、委員長の方から報告のありました議案の120号の、

市道西平山 1号線の認定についてであります。土地の所有者等の協力をいただく中、新

しい道路ができるとし、うことにつきましては、ぜひ促進への努力をお願いしてまいりた

い、というふうに思うわけですが、この路線は、これからの用地の確保等によって、新

設が予定をされるわけであります。

したがって、認定に当たっては、机上の計画、こういうものを認定をしたということ

になるんだろう、というふうに思っております。そういう点からは、これからの実際の

用地の確保、買収等の中で、いろいろの条件等も出てくるんだろう、というふうなこと

も想定をされます。

その場合に、今、認定をしようとするものが変更になる、あるいは、変えなきゃなら

ない、というふうなときが生じたときには、どのような対応がなされるのか。この点に

ついて、委員会での審議がどうであったろうか、ということが一つです。

さらには、もう一つは、路線の認定の条件といたしましては、公益上、特に必要とし、

管理上も支障がないものだ、とこういうような規定等もございます。したがって、路線

の付近から、都道なり、あるいは既存の市道に系統的に連動するんだ、とこういうよう

なことも決められておるわけです。

したがし、まして、新しい路線が、旭が丘の四丁目の既存の市道から、新しくできる道

路を通じて、補助12号線の踏切まで連動するんだ、とこういうふうに理解をしておるわ

けですけれども、大変、急斜面や丘陵等あるわけですね。したがって、本当に支障がな

く、生活道路として供用ができるような道路になるのかどうか、とし、う点を、あわせて、

ひとつ、お聞きをしておきたいと思います。

以上です。

O議長(黒川重憲君) 建設委員長。

0建設委員長(古賀俊昭君) 2点の御質問がございました。

いわゆる最初の御質問は、さまざまな、認定はしたけれども、その後、買収等に当たっ

て、いろいろ事情により、道路の整備事業に支障を来す場合があるのではないか、とい

う御指摘だと思いますが、私ども現地視察を行いました時点では、担当課長等から、既
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に権利者等に対しては十分なる説明が行われている、とのお話を聞いております。仮に、

そうした事態が発生した場合には、とし、う仮定の議論は、委員会で行わなかったわけで

ありますが、図商等も示され、かなり急、な傾斜になっておりますので、どうし、う方法で

行うか、との説明は受けました。 1点目の件については、そういうことでございます。

路線認定に当たっての、いわゆる条件がいろいろある、ということでありますが、本

件の委員会審査におきましては、西平山 1号線について、特段そうした危倶と申します

か、将来、予想される困難な点についての議論等は、ございませんでした。

ただ、今回の認定することの理由として、先ほど申し上げましたように、下水道計画

のことが一つある、ということでございます。

また、用地の収用を容易にするために、この路線認定をあらかじめ、現状はもちろん

存在しない道路でありますが、認定を行う ことによって、事業を円滑に進めていきたい、

との説明は受けております。

以上でございます。

0議長(黒川重憲君) ほかに御質疑はありませんか。なければこれをもって質疑を終

結いたします。

本4件について御意見があれば承ります。中山基昭君。

021番(中山基昭君) ただいまの質問にも関連をするわけですけれども、特に西平山

1号線の新設道路につきましては、大変、技術上、難しい部分もあろうかと思います。

しかし、期待をされる道路でございますから、ぜひ市民生活、あるいは公益上も、支障

がなく、市道として十分活用ができるような道路にしていただきたい、とこういうこと

を、ひとつ申し上げておきたいと思います。

以上です。

O議長(黒川重憲君) 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4件について採決いたします。本4件に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に御異議ありませんか。

( r異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(黒川重憲君) 御異議ないものと認めます。よって議案第119号、市道路線の

廃止、議案第120号、市道路線の認定、議案第121号、不動産の取得、議案第122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。

お諮りいたします。議事の都合により暫時休憩いたしたいと思いますが、これに御異

議ありませんか。

( r異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(黒川重憲君) 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 1時14分休憩

午前2時8分再開

0議長(黒川重憲君) 休憩前に引き続き会議を聞きます。

これより請願第62-12号、委託業務の前払金に関する陳情の件を議題といたします。

総務委員長の審査報告を求めます。

〔総務委員長登壇〕

0総務委員長(馬場弘融君) 請願第62-12号、委託業務の前払金に関する陳情につき

まして、総務委員会における審査の経過並びに結果を御報告申 し上げます。

本陳情の請願者は、新宿区山吹町11-1、社団法人、東京都測量業協会会長、平 兼

武さんであります。

陳情の趣旨は、測量委託業務にも、 300万円以上で工期60日以上にわたるような場合

には、前払金制度、あるいは、中間払金制度を採用してほしい、というものでございま

す。

当委員会では、本年の 3月13日に付託をされて以来、去る12月17日の委員会まで、延

べ8回の委員会におきまして、慎重審査を進めてまいりました。土木及び建設工事には、

前払金、中間払金の制度が採用されているけれども、それは金額の高さなどの理由から、

地元業者の要望が強かったためであり、他市でもほとんど同様の扱いとなっている。

しかし、測量業務の場合、それほど高額になるものはないし、市内の中小測量業者に

とっては、事務の複雑さや、補償の問題など、むしろメリ ットがないのではないか、こ

ういった説明もございました。地元にある登録業者 3社に、現状の問い合わせをしてみ

たわけで、ございますが、余り必要性を感じていないような回答がございましたし、新宿

区の請願者へ事情説明に来てくれないか、との委員会の要請に対しても、積極的な対応

がございませんでした。

これら現状を踏まえまして、今議会までは継続審議とされておりましたけれども、今

回の委員会におきましては、請願者からの新たな対応も全くない、ということなどから、

不採択の意向で結論を出すベし、との意見が多く出されたところでございます。

採決の結果、本陳情は、賛成少数をもちまして、不採択とすべきものと決した次第で

ございます。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。
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0議長(黒川重憲君)

たします。

本件について御意見があれば承ります。なければこれをもって意見を終結いたします。

これより本件について採決いたします。本件に対する委員長報告は不採択であります。

これより質疑に入ります。なければこれをもって質疑を終結し、 を弱めることで採択に賛成する、など、ほぼ同様の意見が出されました。

採決の結果、意見書についての内容を和らげるということで、本請願は全員異議なく

採択すべきものと決した次第でございます。

なお、後ほど、この請願採択に基づきます意見書が上程をされることになっておりま

す。あわせて、よろしく御審議のほど、お願いを申し上げます。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 1"異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(黒川重憲君) 御異議ないものと認めます。よって請願第62-12号、委託業務

の前払金に関する陳情の件は委員長報告のとおり不採択と決しました。

これより請願第62-37号、 「空き家割増し家賃制度」導入反対の意見書を求める請願

の件を議題といたします。

総務委員長の審査報告を求めます。

〔総務委員長登壇〕

0議長(黒川重憲君)

たします。

本件について御意見があれば承ります。なければこれをもって意見を終結いたします。

これより質疑に入ります。なければこれをもって質疑を終結い

これより本件について採決いたします。本件に対する委員長報告は採択であります。

本件は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。

C 1"異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(黒川重憲君) 御異議ないものと認めます。よって請願第62-37号、 「空き家

0総務委員長(馬場弘融君) 請願第62-37号、 「空き家割増し家賃制度」導入反対の 割増し家賃制度」導入反対の意見書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。

これより請願第62-40号、議員定数削減に関する請願、請願第62-41号、議員定数削

減に関する請願の件を一括議題といたしたし、と思いますが、これに御異議ありませんか。

C 1"異議なし」と呼ぶ者あり〕

意見書を求める請願について、委員会における審議の経過並びに結果を御報告申し上げ

ます。

本請願は、去る 9月17日に委員会に付託をされておりますが、請願者は、日野市東平

山1-7-9、平山住宅 9号棟 1階、自治会事務所内、平山住宅自治会長、押兼三善さ

んほか884名であります。

請願の要旨は、都の住宅供給公社が来年度から導入しようとしている空き家割増し家

賃制度は、住民の交流を阻害し、不平等を押しつける内容なので、制度の導入に反対す

る意見書を送付してほしい、というものでございます。

委員会では、これまで 3回にわたって審査を進めてまいりました。住宅供給公社や、

住宅都市整備公団などの現在の考え方はどうなっているのか、請願の趣旨はわかるけれ

ども、ある程度の格差はやむを得ないのではないか、請願文の内容が激し過ぎないか、

などの議論がありましたが、今回の委員会では、導入予定が来年度からということなの

で、この辺で結論を出すベし、という考えが大勢を占めました。

意見としては、 1.請願文には、現状にそくやわない表現、激し過ぎる表現があるけれ

ど、入居者に大幅な負担増を求めるのも問題である。意見書の内容を穏やかな表現に直

すということで、採択したい。

2. 入居時点が違えば、家賃が違うのは当たり前である。悪名高いとか、不当、一方

的とか、きっすぎる表現が多い。しかし、気持ちはよくわかるので、意見書では、内容

0議長(黒川重憲君) 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(馬場弘融君) 請願第62-40号、及び第62-41号、いずれも件名は、議

員定数削減に関する請願でございますが、一括して、総務委員会における審査の経過並

びに結果を御報告申し上げます。

2件とも、去る 9月18日に当委員会に付託をされております。請願者は、 62-40号の

方が、日野市日野本町 2-18-12、天野仙之助さんほか143名。 62-41号の方が、日野

本町 2-7-6、猪鼻洋助さんほか217名であります。

両請願とも全く同じ文章で、その趣旨は、行財政改革のため、市議会議員は率先して

経費節減の模範を示すべきである。議会は、本来の機能を発揮し得る資質を持つ少数精

鋭の議員によって構成されるべきであって、そのためにも、定数を30名から26名に早急

に削減してほしい、こういう内容でございます。

当委員会では、関連がございますので、次に議題となります 3件の請願とも一括をい
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たしまして、 2回の委員会にわたりまして、慎重に審査を進めてまいりました。資料に

より、近隣各市の例、最近の削減の状況等を調べ、日野町時代からの現在までの日野市

の定数の推移を伺ってきたところでございます。

審議は、質疑というよりも、請願文の矛盾した表現をめぐっての議論、あるいは、議

員定数のあり方、日野市の現在の定数などについて、委員相互の活発な討論を中心に進

められました。

その中で、市民の関心も高く、もっと議会内部の議論を深めるべきではないか、との

発言もございましたが、今回の委員会の大勢は、既に定数の問題についての本質的な議

論も、委員会の中で行われたことなので、早く結論を出すべきである、との方向になっ

たわけで、ございます。

こうした審議経過を踏まえ、意見を求めましたが、意見としては、 1.請願文には表

現矛盾がある上に、現在の議会の役割を否定するかの内容を含んでいる。部分的には、

よい表現もあり、民意としての請願なので素直に受け取りたいが、何か純粋でないもの

を感じる。むしろ紹介議員の力で、請願を出し直してほしいくらいである。この請願の

ままでは、とても取り上げる気にはならない。よって、不採択を主張する。

2. 全国市議会旬報を見ても、ほとんどの市が削減をしている。日野も10名削減をし

ているけれど、八王子や、町田、府中と比べれば、議員 1人当たりの市民数から見て、

もっと少なくてもよい。請願文については、市民の自主的なものなので、あれこれ言う

べきではない。議会の批判をしているものとは思えない。職員の定数、職員の給与面へ

の、厳しい議会からの要求もある上、地方議会の最近の流れからいっても、一刻も早く

定数を減らし、自己努力をする必要がある。よって、採択をすべきである。

3. もっと議会内部の議論を深めるべきで、まだ結論を出すには早い。議員みずから

定数問題を考える場が必要かと思う。現状では、賛否を言える段階ではない。

4. 歳出に占める議会費の割合、議員 1人当たりの経費を他市と比較しても、決して

現状は高いものではない。これから予想される下水道などの大事業を思えば、チェック

機能を持つ議員が、少なければよい、という考えにはなるまい。かといって、市民の要

望を一概に否定できないので、現状では態度を保留したい。

5.文章のちぐはぐさが目立つ。行革の意味を取り違えている。現在の議会を冒演す

るかの表現もあって、紹介議員のあり方も問題ではないか。既に法定数より10名減員を

しており、多摩26市の中で、人口割りをすれば、決して多い方ではない。しかも、人口

も年間2，000人以上ふえてきている現状がある。よって削減には反対であり、当然、採

択とすべきである。

など、非常に多岐にわたっての意見が、出されたわけでございます。

引き続き挙手による採決に移 りましたが、本 2件の請願は、賛成少数をもって不採択

と決した次第であります。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。

0議長(黒川重憲君) これより質疑に入ります。石坂勝雄君。

027番(石坂勝雄君) ただいま委員長報告によりますと、請願、 62-40号、 62-41号

の請願の審査の内容にもありましたように、請願者の願意は、私は尊重すべきではなか

ろうか、と思いますが、議員の、我々の議員としての身分の問題に触れる重大な問題で

ありますので、もっと当日野市議会として、特別委員会等を設けて、もっと慎重にして

可否を決するべきではなかろうか、とこういう観点に立って、私、自由市民会議の 1人

として、この可否に対しては加わらない、もっと慎重にすべきだ、という観点から、退

席したいと思います。

(27番議員退席〕

O議長(黒川重憲君) 鎮野行雄君。

017番(簸野行雄君) 私も、石坂議員と全く同意見でありますので、同じ態度をとり

Tこし、と思います。これで退場させていただきます。

(17番議員退席J (116番も同じです」と呼ぶ者あり)

0議長(黒川重憲君) 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。土方尚功君。

04番(土方尚功君) 私も、今、前段で質問があったのと同意見を持っておりますの

で、退席させていただきます。

(4番議員退席〕

0議長(黒川重憲君)

026番(市川資信君)

市川資信君。

先ほど、自由市民会議の会長の申されたとおりで、その意に賛

意して、私もこの席を退席させていただきます。

(26番議員退席、その他退席する者あり〕

O議長(黒川重憲君) 天野輝男君。

06番(天野輝男君) 私も、定数削減に関する請願につき、賛成する立場から意見を

述べさせていただきます。

各市町村で行政改革が進められている中で、日野市にありましでも、行財政の立て直
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しが急務であります。日野市では、基盤整備を初め都市計画事業が大幅におくれており、

計画実施することが急務であり、また、高齢者対策の進む中で、市長の議会を軽視する

態度は、明らかであります。今後、日野市の財政は、法人市税の伸び率が認められず、

財政を圧迫することは明らかであります。日野市の財源を有効に、しかも的確に利用す

ることが必要であります。

本議会で提出された特別養護老人ホームの基本設計費につきましでも、市長は十二分

に市議会、または市民の学識経験者による大型プロジェクトチーム等を、能力を十分に

生かし、財政を生かすような方法がとられておりません。特別養護老人ホーム設置促進

特別助成金、助成、 50名の建設費は、建設費補助金は 3億7，434万4，000円であります。

基本金額3億1，383万1，000円の国の補助金は、 1億5，691万5，000円であり、当然、日野

市においては、都の補助金を受けることができないわけであります。そして、建設費、

高幡特別養護老人ホームの総建設費は 8億8，000万と聞いており、市の一般財政の負担

は、 7億4，000万円にも及戸、負担することになっております。

また、建物は、建設後、運営費が 1億8，539万円かかり、これを都から負担金がもら

えないということで、一般財源から4，672万4，000円が計上されるわけであります。この

ような多額の金額が一般財源から負担されることが明らかであり、私はまちづくりが進

む中で、大幅な財源が必要としている都市計画事業については、議会を軽視することな

く、慎重に審議していただくとともに、これらの都市計画事業が長期構想、の中で明らか

にするとともに、市長が今後、四つの特老を考える、というようなことを言っておるけ

れども、そのようなことは考えてほしくない。そして、日野の市民のサービスというも

のは、やはり財政が問題であります。(1"今は、議員を減らそう、ということなんだよ」

と呼ぶ者あり)だから、黙って聞いていろ。これから言うんだ。

だから私は、市長が14年間、市長の座についていたということが、私は議会を軽視し

ているということを、私は感じているわけであります。そういう面で、私は、議会が、

日野市議会が、まず襟を正すという意味において、議員の削減を私は要望一議員の定数

削減に関する請願を賛成するものであります。

0議長(黒川重憲君) 古賀俊昭君。

024番(古賀俊昭君) それぞれの地方公共団体が置かれている立場というのは、さま

る請願、これらの請願が、委員会において不採択と決せられたことは、甚だ遺憾のきわ

みであります。紹介議員の 1人として、本請願不採択に反対する意見を述べてみたいと

思います。

御承知のように、行政改革の声が高まる中で、実際に実効ある行革の成果を上げてい

くためには、市民の、住民の理解や協力を得なければならないわけであります。そうし

たときに、議会みずからが率先をして痛みをこらえ、定数削減を実行していくというこ

とは、きわめて大きな意義があるわけであります。

そうした背景から、私は、現在の、確かに減員をしている日野市の定数ではあります

が、ここでさらに議員定数の削減を一つの方向として打ち出し、日野市の議員定数は果

たして何名が適切であるか、ということを検討していくことは、市民のニーズに沿った

ものであると思いますし、そうした主張というものが、市議会で退けられるということ

は、なかなか常識では判断を超えた、私は結論だというふうに考えるわけであります。

特に、日野市は大きな行政課題を掲げております。公共事業、環境整備、都市基盤の

整備等、これから多くの事業に取り組んでいかなければならないときに、やはり議会み

ずからが一定の範を示す、そして市民の協力を得てし、く、ということからすれば、ここ

で議員定数削減に関する請願を一挙に葬り去るというのは、かなり軽率な結論ではなかっ

たか、と思うわけであります。

ちなみに、第2次臨時行政調査会の答申の中で、地方議会に触れた箇所がありますの

で、ここで紹介をさせていただきたいと思います。

一地方議会は、住民によって選ばれた議員で構成される議事機関であって、住民の意

思を地方公共団体の行政に反映する機能を有しており、地方自治に果たすべき役割は極

めて大きなものがある。このような性格を有する地方議会は、国会が国における行政改

革の実行に重大な責任を有するのと同じく、地方行政の減量化、効率化に重大な責任を

有するものであることにかんがみ、経費の節減、運営の効率化等を期する観点から、自

発的に次のような方策が講じられることを期待する。地方議会の議員定数については、

現在、かなりの地方公共団体が、その自主的判断によって減数条例を制定し、議員定数

を減少させており、この努力は正当に評価されるべきであるが、なお一層の簡素化が図

られるべきである。また、これと関連して、地方議会の議員の法定定数については、各

地方公共団体における減数条例の制定状況を勘案し、地方自治の本旨と議会の機能を留

意しつつ、その見直しを検討する。-こうしヴ臨調の答申があるわけであります。

つまり、臨時行政調査会は、国民大方の、大勢の意向や、また、考え方というものを

ざまでありますし、その自治体にふさわしい議員定数は、いかなる数かというのは、議

論が分かれることだとは、私も承知いたしておりますが、今回、市民の方から提出され

ました請願62-40号、議員定数削減に関する請願、及び62-41号、議員定数削減に関す
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もとに、さまざまな行革に関する答申の中に盛り込んだものを提言してきているわけで

ありまして、地方議会に関するこの記述を見ましても、地方議会の定数削減というもの

が、大きなやはり国民の声、市民の意向であるということは、否定し得ない、と思うわ

けであります。

よく、反対意見の中で、議員が削減されれば少数意見が切り捨てられる、というよう

な表現が見られます。議員定数削減の条例等が議論される場合には、必ずこの議論が繰

り返し行われているようであります。

しかしながら、考えてみますと、現在の議員定数の法定数がいかなる経過でつくられ

たか、ということを見てみますと、地方議員の法定数の制度は、昭和22年の地方自治法

制定が、もとになっております。戦前におきましては、地方議員の定数については、明

治24年の府県制、及び明治21年の市制及び町村制以来、ほぼ同様の法定数がとられてき

ました。つまり、明治時代の議員数というものが、基盤になっているわけであります。

つまり、戦前の法定数等を見てみますと、戦後、日野市等は該当しないかもわかりませ

んが、定数においては、 1割ないし 2割少ない法定数を、戦前は定めていたわけであり

ます。

こうした経過をさらに追ってみますと、昭和26年の 9月22日の地方行政調査会会議の

行政事務再配分に関する第 2次勧告では、法定数を現行のおおむね 2分の 1とする提言

が行われました。政府は、昭和27年に、これらの勧告を勘案して、戦前の議員定数並び

に法定数を引き下げる改正を含む地方自治法の改正案を、国会に提出したわけでありま

すが、これは実現を見ませんでした。昭和22年の11月の自治法の改正によって、議員定

数を条例で減少することができる、とし、う改正にとどまってしまったわけであります。

このように、現在の議員定数というものが、かなり前の時代、つまり古い時代に社会

の状況、社会構造、また、さまざまな議員または市民、議会、行政、こういったセクショ

γを結ぶ機能等が、十分に整備されないときに求められた数字であるということが、お

わかりいただけると思うわけであります。

先ほど申しましたように、議員の数が少なくなれば少数意見が切り捨てられる、つま

り行政に反映をされない、という意見は、どうしても納得することができないわけであ

ります。

よく考えてみますと、市長の市民相談等もあるわけでありますし、各種の世論調査、

また、議会に対する要望書の提出、請願、陳情の活動、議会の傍聴、きょうもお見えに

なっておりますが、こうした多彩な、さまざまな形態を通して、各地のコミュニティー

活動も活発化しておりますし、我々は市民の少数意見というものも、十分に市政に反映

するシステムを、既に持っているわけであります。我々は、それらの市民の意見を重要

な判断材料として、議会活動を行っているわけでありまして、果たして何人が適正な数

かということを求めることは、今、ただちには困難かもわかりませんが、一定の定数の

削減に努力をするということで、さらに市政の活性化、また、市が今日行っていかなけ

ればなにない、さまざまな仕事を、さらに効率よく完成させてし、くためには、議会がや

はりそうした対応をとることが、今日、最も肝要ではなかろうか、と思うわけでありま

す。

以上の理由によりまして、この請願第62-40号、及び41号の議員定数削減に関する請

願の不採択には、反対をするものであります。後ほど、また議員定数に関する請願も、

委員長報告が行われると思いますので、その折にもまた改めて意見も申し上げたいと思

いますが、ただいまの委員長報告の請願不採択には、以上の理由により反対をするもの

であります。

0議長(黒川重憲君)

025番(谷長一君)

谷長一君。

ただいまの議員定数削減に関する委員長報告に、反対というこ

とでございますので、この請願に賛成とし、う立場において、意見を申し述べさせていた

だきます。

地方自治法第91条に、議員の定数、これは人口の段階によって定められる、というこ

とがあります。

また、議員の定数、これは地方自治法の本旨にのっとって、地方公共団体の議員に任

されている、ということが言えるわけでございます。そこで、法定数は超えることはで

きませんけれども、議員の皆様方の努力によりまして、減少させることは可能である、

ということが言えるわけでございます。

日野市におきましでも、森田市長がいつも申しておる、自前の行政改革を強力に推し

進めていくには、今後、市職員に対しても、非常に大きな負担、無理等も要求しなけれ

ばならない。一方、市民サービスの低下は、絶対に避けなければならない、ということ

が申されるわけでございます。そこで、議員、職員、 一体となって行政改革を強力に推

進するには、どうしても議員みずからが模範を示さなければなるまいと、私は考えてお

ります。

昨日の新聞等を見ますると、民間、これは調査機関、これは主に金融機関でございま

すけれども、 63年度の経済見通しが発表されました。これによりますと、今後のところ
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は、個人消費や企業設備投資を中心として、内需も引き続き良好でありますけれども、

外需におきましては非常に冷え込む、ということが心配されるわけでございます。

これらを考えますと、どうしても63年後半から64年度にかけては、景気の陰りが心配

される、というふうになっております。

また、アメリカの経済の不安から、対外証券投資が減少をする、 1ドノレ110円代の円

高、 ドノレ安等も予想される、ということになりますと、非常にこれらの影響、すなわち

海外経済不安というのは、投げかけられてくるわけであります。これらの要素が重なり

まして、これから非常に不安を投げかけ、我々は、特に企業等の法人税の収入が減少す

るということと同時に、長い目で見ると、ベア等はありますけれども、行われますけれ

ども、個人の所得というのにも影響が出てくるのではないか、ということが、確実に言

えるわけであります。

そこで、園内の景気というのは、日本の場合は輸出依存型でございます。企業が円高

の進行で、ただいま申しましたように、海外、現地生産や、国内向けに一段と顕著な内

需拡大を進めておりますけれども、圏内産業の減退は、やはり雇用の不安等を醸し出す

大きな原因にもなるわけでございます。

一方、地価高騰のあおりで、住宅産業も、貸家建築から落ち込みが予想されまして、

また、経済等に及ぼす影響も大きくなり、一方、家電等を見ますると、円高、 ドノレ安と

いうことも考えますと、非常に家電の製品等が安価で輸入されて、秋葉原ゃなにかへ行

きますと、もう既に出回っておりまして、国内販売競争というのが、さらに激化すると

いうようなことも、言えるわけでございます。

そのようになると、円高の進行というのが、国内経済に及ぼすということは、悪影響

である、ということになることは、私が申すまでもなくわかるわけでございます。円高

の進行が、春から夏にかけては、これは来年でございますけれども、 120円代の平均値

から予測してみますると、 110円代というドル安が進むということも予測される、とい

うことになるわけです。

どうしてかと申しますと、これはアメリカ経済の原則、株の再暴落があれば、景気と

いうのは、恐らく自然に、これはだれが考えてみましても同じように、後退をする。後

退ということは、全体観の上に立ってみれば、すなわち景気の後退、というふうになる

わけであります。

また、アメリカの IMFですか、これらを見ても、アメリカの財政、赤字を削減する、

というようなこともあわせ考えてみますると、 2年間に760億ドルを少なくする、とし、

うことでありますけれども、一方においては、アメリカだって非常に苦しいということ

で、また増税、 230億というのが行われるわけであります。

このようなことを考えてみますると、どう考えましでも、日野市におきましても、そ

の影響というのは、多くの方々が、国際化の中の日野市、ということも言われておりま

すので、よく、景気の及ぼす影響というのは、日野市の財政にどう影響するかというこ

とは、わかるわけでございます。

また、規模が小さい上の対外的な利払いの増加というのも、また貿易の収支の上から

も、また出てくる。こうなると、それは何かと申し上げますと、赤字の膨張ということ

になります。

それから、きょうのテレビ等を見ましても、日本の経済の収支は、黒字だといっても、

62年度よりも63年度は黒字は縮小をするということは、テレビでも申しておりました。

しかし、アメリカの輸入の伸び(1"テレビと関係ないぞ」と呼ぶ者あり)関係があるん

です、黙って開いてください。-高どまりするとなると、貿易収支の対外不均衡の改善

というのは、なかなか見込めない、ということが言えるわけでございます。

どうしてかと申し上げますと、前に議員研修で行きました時に、三菱銀行の調査役の

方が申しておりましたように、ビデオ等におきましては、アメリカではつくっていない

ということが、言っておりますから、自然に日本からアメリカへ行かなければならない。

それは、今、申しましたように、貿易の収支の黒字は縮小するけれども、改善の見通し

というのは、私は見込みがないんじゃないか、と思うのであります。

また、アメリカ、それから EC-欧州共同体、アジア、アセア γ等の、そうなるとま

すます風当たりというのは、強くなる。将来も、依然、として、こうなるとドル高、円安

の傾向をたどらざるを得ない、というふうになるのであ ります。

そこで、日野市を見れば、教育、医療、福祉、都市計画、下水道、公園など、スポー

ツ施設等をさらに発展させ、向上させていかなければならない。また、多くの諸事業も

山積しているわけでございます。そうなると、財政負担というのは、ますます増大する。

また、一方、皆さんがいつも申されておるように、高齢化が、平均寿命の伸びで急速

に進行する。これは、避けてとおることができない財政負担、ということになるのでζ

ざいます。これらの諸条件を考えてみますると、ど うしても私は、この際、議員定数を

26名に削減すべきである、ということを考えまして、 紹介議員になった次第で、あります。

私は、定数削減に賛成する立場から、ただいま意見を申し述べたわけでございます。

以上を申して、終わります。
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0議長(黒川l重憲君)

結いたします。

これより本 2件について採決いたします。本 2件に対する委員長報告は不採択であり

ます。本 2件は委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

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 本3件の請願についても、やはり文章の問題が出されました。つまり、法定数の40名

に近づけよ、という意味の請願なのか、現行定数30名でよい、とし、う請願なのか不明で

ある。最近の地方議会における定数削減への方向をどう見ているのか、よくわからない、

などの議論があったところでありますが、今回の委員会では、結論を出す方向となりま

して、意見を求めました。

意見としては、おおむね、ききの請願審議の裏返しとなりますけれども、 1.定数の

あり方についての議論も十分深まったし、請願、の趣旨は、現在の30名ぐらいが適当だ、

とし、う意味だと考えるので、採択すべきである。

2. 既に10名削減している現状を維持してほしい、という趣旨だと思うので、採択す

べきである。

3.議員数、議会費、いずれもどのくらいが適当なのか、まだよくわかっていない。

十分な議論とは思えないので、態度を留保したい。

4.地方自治体のコスト削減が求められる中、市民の強し、声もあるので、さらに定数

を減らすべきだと思う。よって、不採択としたい。

などが、意見として述べられました。

引き続いて挙手採決の結果、本 3件の請願は、賛成多数をもちまして、採択すべきも

のと決した次第でございます。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。

0議長(黒川重憲君) 挙手多数であります。よって請願第62-40号、議員定数削減に

関する請願、請願第62-41号、議員定数削減に関する請願の件は委員長報告のとおり不

採択と決しました。

これより請願第62-44号、議員定数削減に反対し、公正な議員定数の確保を求める請

願、請願第62-45号、議員定数削減に反対し、公正な議員定数の確保を求める請願、請

願第62-46号、議員定数削減に反対し、公正な議員定数の確保を求める請願の件を一括

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。

( I異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(黒川重憲君) 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(馬場弘融君) 請願第62-44号、 62-45号、 62-46号、いずれも件名は、

議員定数削減に反対し、公正な議員定数の確保を求める請願、でございますが、 3件一

括をいたしまして、委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。

3件とも、去る10月2日、当委員会に付託をされております。請願者は、 62-44号が、

日野市旭が丘 5-10-28、新日本婦人の会、日野支部代表、大高房子さん。 62-45号が、

日野市百草999、百草団地262-206、宮井慎ーさんほか 9名。 62-46号が、日野市日野

台4-26-15、健生会医療労働組合日野支部、八戸 剛さんであります。

3件とも全く同じ文章の請願で、その要旨は、最近、経費節減などを理由にして、議

員定数を削減しようとする動きがあるけれども、住民自治を守り、住民の意思を市政に

十分反映させるためには、憲法及び法律に基づく公正な議員定数を確保してほしい、と

いうものであります。

先ほども申し上げましたように、委員会では、内容の関連性を踏まえ、さきの 2件の

請願と一括をして審査をいたしました。先ほどの繰り返しに多少なりますけれども、審

議は、質疑というよりも、定数のあり方などをめぐって、委員相互の討論を中心に進め

られた次第でございます。

0議長(黒川重憲君)

たします。

本 3件について御意見があれば承ります。古賀俊昭君。

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

024番(古賀俊昭君) 先ほどの 2件の請願についての意見表明の折に、最近の議員定

数をめぐる動きとともに、法定数の根拠となっております地方自治法が制定された経緯

と、その内容も簡単に触れたわけでありますが、私は、臨調が先ほど答申の中に書かれ

ている、地方議会に関するところを読ませていただきましたが、これとは別に、自治省

が昭和60年 1月22日に、各地方自治体に向けて、地方行革大綱の策定を求める通達を出

しております。その中に、最終の項目でありますが、地方公共団体に対して、地方議会

の議員数の減少についても、自主的な検討を進めるようにとする要請が、書かれている

わけであります。そのように、社会的な背景が一つある、ということが言えると思いま

す。

そうしたことで、先ほどの私の意見と、重複は避けたいと思いますが、ただし、まの委

員長から報告がございました、請願第62-44、62-45、それから62-46、議員定数削減
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に反対し、公正な議員定数の確保を求める請願の採択には、反対の意思を、意向を表明

したいと思います。

長くなることは避けたいと思いますが、先ほど申しましたように、地方公共団体が、

これからさまざまな時代の需要とし、し、ますか、市民の要望が多様化する中で、事業を着

実に進めてし、く場合には、まず、行政改革を自治体みずからが進める。そのためには、

財源を十分確保してし、く。そうした徹底的な行政改革が必要であるということは、大方

の皆さんの理解を得られるところだろうと思います。

しかし、それには、市の行政の監視機関である議会みずからが、まず範を示す必要が

ある、と思うわけであります。つまり、適正な議員定数の削減を行うという理由は、こ

こに見出せるわけであります。それでこそ市民の共感とか理解が、初めて得られるので

はないかと思います。

先ほどの議論の折に申し上げました、法定数の根拠となっております地方自治法で、

法定数は、日野の場合には40人だ、というようなことがよしこの請願にも書かれてい

るわけでありますが、地方自治ということを真剣に考えるならば、国の法律で何名とい

う規定があるから、という観点からの議員定数の視点ではなく、日野市における議員定

数は、みずからの議会の意思によって決めてし、く。つまり、日野という自治体において

は、果たして何名が適切であるのか。また、時代背景等を考えて、削減するとすれば何

名程度が妥当なのか。やはりそうした考え方に立つのが、私は妥当ではないか、と思う

わけであります。自治法にこう書いてあるから、ということだけでは、地方自治を語る

場合、地方自治の本旨にも、反することにもなりかねないわけでありまして、自主的な

やはり対応というものをやっていくべきだろう、と思います。

最後に、地方議会の、議員定数の削減に反対する学者の方が、こうし、う意見を「ジュ

リストJとし、う雑誌に書いております。御参考のために、披涯をさせていただし、て、私

の意見としたし、と思います。

「地方議会の見直しと改革」というところで、会議をする場合の理想的な人数は 7人、

マジカルナγパー 7と、括弧書きがしてあります。それで、それにプラスマイナス 1人

がよいといわれている。これを、地方議会の委員会に適用してみると、議員は必ずーっ

の委員会の委員にしかなれないから、市議会では4委員会として、仮に理想、とする 7人

で委員会を構成すると、計28人云々一こういう、これは議員定数削減に反対する立場の

学者の意見でもありますが、日野市議会にこれを援用してみますと、 28人という数でも、

効率的な議会の運営、会議の遂行が可能だ、ということを、定数削減反対論者みずから

認めているということも、言えるわけであります。

こういった点を考え、また、他市の状況等も十分知らなければなりませんし、委員会

でもお調べになったようでありますが、一つ、東京ではありませんが、大阪の四条畷市

の例を、最後に皆様に申し上げたいと思います。

四条畷市議会は、現在、法定数36人でありますが、 20人の定員としております。 20人

の定員の減数条例をさらに改正をして、法定数の半数である18人に減員を行っているわ

けであります。

このように、それぞれの市議会が自主的に適正な議員の数を考え、そして市民の皆さ

んの要望等に沿ってし、く、こうした姿勢は忘れてはならない、と私は強く思うわけであ

ります。

今回の請願62-44号ほか 2件につきましては、この請願、が求めているところの内容と

いうものは、私のただし、ま主張しました点とは、全く相反するものであります。よって、

今後、議員定数削減に関する議論が、さらに発展的に進められまして、この削減を求め

る請願は、先ほど不採択にはなりましたが、こうした議論が契機となって、日野市政の

中でも、市議会における議員定数というものが、果たして現在の数のままでし、し、のかど

うか、そういった議論が活発になることを期待をし、定数削減の声が議会に反映するこ

とを望むわけであります。

重ねて申し上げますが、以上のような理由により、 62-44号、 62-45号、 62-46号に

つきましては、採択に反対をするものであります。

以上でございます。

0議長(黒川重憲君) 谷長一君。

025番(谷長一君) 請願第62-44号、それから62-45号、 62-46号、議員定数削減

に反対し、公正な議員定数の確保を求める請願に、反対の立場から意見を申し上げます。

この請願の要旨を見ますると、住民の意思を十分、市政に反映させるためにも、でき

る限り地方自治法で定められた定数の議席を確保することが必要である、という点を見

ますと、地方自治法で定められた定数というのは、ここに言う、私は、 40名ではないか

と思うのであります。

しかし、日本婦人の会、日野支部代表が、これは出しておりますけれども、そうなる

と、この請願は、 30名を40名にしろ、 40名が必要なんだ、ということが言えるわけであ

ります。日野市の人口は、今、約15万8，000であります。地方自治法で定められた議員

の定数ということになると、 15万以上20万未満の都市は、地方自治体は、 40名というこ
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とになっているわけです。それですから、地方自治法で定められた定数の議席を確保す

ることが必要です、ということになったておりますと、 40名である。ただし、ま申しまし

たように、 30名を40名ということでありますから、 10名の増員ということになるわけで

ございます。

このような観点に立ちますと、私は、とんでもない、という請願であるということが

申されるわけでございます。

また、地方財政危機打開の道に沿った財源の確保こそ必要である。この中で、議員歳

費の適正化を図ったり、市財政全体を通じての無駄な経費の節減を図ることは当然であ

る、といっておりますけれども、このようなことを、その前後を見ますと、何を言って

いるんだか、これはわからないんです。一体これは、もう審議に値する一定数削減に反

対し、公正な議員定数の確保を求める請願、私は、とんでもないと思うんです。

しかし、節約の名で市民自治を守り、市民本位の市政を確立するために必要な議員の

定数について、諸問題を持ち出すなどは筋違いも甚だしい、と前のことを言っておりま

すけれども、私は、筋違いどころか、議員定数を26名にすることこそ地方自治の本旨で

はないか、と考えております。

例えば、八王子市の現行の議員定数を見ますると、 40名であります。人口43万3，000

人であります。議員 1人当たりの人口は、約 1万846人と、総務部の方から出された

「市議会議員定数調べ」というのを見ますると、なっておるわけであります。

また、府中等を見ましでも、法定定数は44人であるけれども、 30人であり、市民、議

員 1人当たりの人口ということになりますと、 6，781人。

また、町田等を見ましても、議員定数は法定が48人、現行定数は40人であります。人

口が33万5，000ですから、議員 1人当たりの人口が8，395人、とこのようになっているわ

けでございます。

ちなみに日野市を見ますると、 15万8，000ですから、議員 1人当たりの人口は5，294人

というふうに、この調査書を見ると、なっているわけでございます。

しかも、議員定数というのは、非常に戦後の混乱期に制定されたものであり、地方自

治の本旨とし、うことになると、当然このような平和な社会生活を営んでおるときに、議

員定数の削減こそ一議員定数の削減を図るということが、市民本位の市政を推進するた

めに必要なものではないか、と私は考えております。

そのような観点に立ちまして、議員定数削減に反対し、公正な議員定数の確保を求め

る私どもの請願の趣旨を賢察してください、ということになっておりますけれども、私

は、どうしても62-46、それから45......( I逆さに言うからだよ」と呼ぶ者あり)44で

すね。これは、逆さにわざと言っているんです。

それですから、これには絶対に賛成することはできない、とし、う立場に立って、ただ

いま意見を申し上げました。

0議長 (黒川重憲君)

030番(米沢照男君)

米沢照男君。

議員定数削減の立場から、意見が述べられました。私は、議員

定数削減に反対し、公正な議員定数の確保を求める請願、これを採択した立場から、一

言意見を述べておきたいと思います。

日野市議会は、御承知のように、地方自治法第91条の規定によりまして、議員定数は

40名でなければなりません。しかし、 2項の「前項の議員の定数は、条例で特にこれを

減少することができる」こうしヴ規定に基づいて、定数を10名も減少させて、既に18年

が経過をしているわけであります。

私が26年前、議員になった当時の人口は、 4万8，498人でありました。議員定数は、

現在と同じ30名でありました。 1議員当たり 1，616人の人口でありました。今日は、 12

月 1日現在で、 15万8，441人。 1議員当たり5，281名となっております。住民の意思を行

政に反映させてし、く、議員としての本来的な責務を遂行してし、く上で、数字的には 3倍

以上もの負担増加となっている。条件が一層困難になっているということが、この数字

を見ても明らかであると思います。

地方議会は、憲法で定められた、民主主義と地方自治の根本的な原則によって、また、

それに基づく地方自治法によって、その地位と役割が明確に規定されております。そし

て、地方議会は、憲法第93条に基づいて、住民の直接選挙によって選ばれ、住民の意思

を代表する議事機関として、位置づけが明らかにされております。

したがって、地方議会が住民の代表として、予算や条例などの重要施策を決定する権

限を持ち、市長を初めとする執行機関の施策の執行を監視をし、批判をする、こうした

重要な役割や機能が十分発揮できるよう、その体制を確立するために、法律によって議

員定数が定められているわけであります。

日野市議会は、さきに触れましたように、法定定数の40名を、あえて減少条例を設け

て10名も削減しているわけであります。その上、さらに削減しようとしヴ、この請願は、

正気のきたで、はない、としか私には言いようがありません。 6名の紹介議員を除く圧倒

的多数の議員は、良識ある市民の信託にこたえて、その意思を市政に反映させるために、

議員としての責務を全うするために、不十分ながらも、それぞれの立場から、全力を尽
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くして日夜奮闘している、と確信をいたしております。このことは、お互いに確認でき

ることではないか、と思っております。

請願要旨では、議員定数削減の先ほどの請願要旨では、教育、福祉の発展、向上を目

指す事業を推進するためには、経費の削減、むだ遣いを一日も早く解消しなければなら

ない。そのためには、市議会議員みずからが姿勢を正し、模範を示さなければならない

と強調しているわけであります。みずからの日々の議会活動、議員活動を振り返って、

一日も早く解消しなければならない、むだ遣いといわれるような活動上の弱点が存在し

ているのかどうか、正さなければならない姿勢とは何を指しているのか、私には全く理

解できないところであります。

議会は、地方自治体の極めて重要な柱をなすものであります。みずからの重責と役割

を真向から否定をし、みずからの活動をむだ遣い呼ばわりをして、何ら恥じることがな

い紹介議員こそ、みずから範を垂れて辞職すべきではないでしょうか。 6名の紹介議員

の顔ぶれを見ますと、前回の選挙では、いずれも高位当選を果たした議員ばかりであり

ます。 5人か10人定数を減らしても、みずからは落選する心配はないであろう、こうい

うおごりを感じているのは、私だけでしょうか。

そして、さらには、みずからの重大な責務や、地方議会の役割を否定してまで、有権

者の歓心を買おうとする姿は、情けないというよりも、むしろ惨めだとしか言いようが

ありません。

さらに、請願要旨では、議員本来の機能を発揮し得る資質を持つ少数精鋭議員によっ

て構成される必要がある、と締めくくっています。議員の定数を30から26に削減すれば、

少数精鋭として、より地域住民の声を行政に反映することができる、議会としての本来

的な責務を一層果たすことができるようになる、と本気で考えているとしたら、まさに

ナγセγスと言わなければなりません。議員の数を少なくすれば議員の質が向上すると

いう、直接的な因果関係はありません。したがって、少数精鋭論は、納得し得る何らの

根拠も見出すことはできません。

議員定数を削減した場合、次のような幾つかのマイナス影響が、明らかであります。

第 1は、地域の住民の声を市政に反映させていく上で、一層、議会の機能を発揮しに

くくなる、この点が、 1点指摘できます。

第2には、少数会派の議員の議会の進出がますます困難になる、という点も指摘しな

ければなりません。

第3には、現職有利、新人の進出が極めて困難になる、このことも明らかであります。

第4には、議員の負担がますます過重になるということから、議員の質の低下が避け

られない、こういう点も、指摘しておかなければなりません。

最後に、自治省の中島行政課長が「定数削減論に思う」とし、う評論を、ある雑誌に発

表しておりますけれども、ここでは、このように強調しております。

一幾ら財政が苦しくても、また、経費支出の効率性が叫ばれても、議員の定数問題を

論ずるのは、最後の最後でなければならないし、第一、それよりまず先に手をつけなけ

ればならない改革問題は、山積をしている。今、議論すべきことは、地方議員の定数削

減問題ではなく、し、かにして地方議員に本来の役割を果たさせるか、でなければならな

いと考えている。一こう強調をいたしております。

るる申し述べましたけれども、以上、簡単に意見を述べまして、請願第62-44、45、

46号、議員定数削減に反対し、公正な議員定数の確保を求める請願を採択をする、そう

いう立場から意見を申し述べました。

以上です。

O議長(黒川重憲君) ほかに御意見はありませんか。なければこれをもって意見を終

結いたします。

これより本3件について採決いたします。本 3件に対する委員長報告は採択でありま

す。本 3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〕

0議長(黒川重憲君) 挙手少数であります。よって請願第62-44号、議員定数削減に

反対し、公正な議員定数の確保を求める請願、請願第62-45号、議員定数削減に反対し、

公正な議員定数の確保を求める請願、請願第62-46号、議員定数削減に反対し、公正な

議員定数の確保を求める請願の件は不採択と決しました。

これより請願第62-52号、民族的偏見と差別にもとずく暴力行為の糾弾に関する陳情

の件を議題といたします。

総務委員長の審査報告を求めます。

〔総務委員長登壇〕

0総務委員長(馬場弘融君) 請願第62-52号の、民族的偏見と差別にもとずく暴力行

為の糾弾に関する陳情につきまして、総務委員会における審査の経過並びに結果を御報

告申し上げます。

本陳情は、去る12月16日、当委員会に付託をされたもので、請願者は、日野市程久保

650、高幡台団地47-401、日野・外国籍住民の市民権を考える会、妹尾喜和さんの請願
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であります。

要旨は、去る 12月11日、日野市内で、市内在住の朝鮮籍女子校生が暴漢に襲われた事

件は、大韓航空機事件を契機として、全国的に頻発している民族的偏見と差別に基づく

卑劣な暴力行為である。よって、日野市議会として、このような民族的偏見と差別に基

づく暴力行為を糾弾するとともに、この種の事件の再発を絶対許さない旨の決議をして

ほしい、こういった内容で、ございます。

質疑としては、この件での緊急質問に対し、市長も早速対応するかの発言があったけ

れども、その後どうなっているか、が問われ、市としては、朝鮮学校等へ通学している

市内居住者の現状の調査をしてしる。既に警察が関与しているが、人権擁護の立場に立っ

て、法務局とも協力をして対応したい。広報ひのへの掲載もあり得る。いずれにせよ、

具体的な対応はこれからというところである、等の答弁がございました。

意見としては、請願の文章に問題があるけれども、趣旨はよくわかる。要するに、議

会の決議をしてほしいということであるから、採択をすべきである、という意見が出さ

れ、他の委員もほぼ同じ意見である旨の発言がございました。

採決の結果、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。

なお、陳情採択に伴い、決議が後ほど上程をされることになっておりますので、あわ

せてよろしく御審議のほどお願い申し上げます。

0議長(黒川重憲君) これより質疑に入ります。なければこれをもって質疑を終結い

たします。

本件について御意見があれば承ります。なければこれをもって意見を終結いたします。

これより本件について採決いたします。本件に対する委員長報告は採択であります。

本件は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。

( 1"異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(黒川重憲君) 御異議ないものと認めます。よって請願第62-52号、民族的偏

0議長 (黒)11重憲君) 御異議ないものと認め一括議題といたします。

文教委員長の審査報告を求めます。

〔文教委員長登壇〕

O文教委員長(板垣正男君) 御報告いたします。文教委員会に付託されました請願の

第62-33号、 9月の11日に受け付けたものでございます。義務教育諸学校の学校事務職

員に対する義務教育費国庫負担制度の維持に関する陳情、日野市平山 3-34-9、藤井

悦子さんほか 1名の陳情でございます。

もう 1件は、請願第62-39号、義務教育費国庫負担制度の堅持と削減・除外された費

用の復元を求める陳情であります。日野地区協議議長、遠田 弘さんでございます。こ

れは、ことしの 9月16日に受け付けたものでございます。

内容は、同趣旨のものでございますが、現行の学校事務職員制度は、戦後、好余曲折

を経ながら、 1953年の義務教育園庫負担法の施行後、学校運営に必要な制度として定着

してきました。そして、義務教育国庫負担法にもとづく事務職員、そして栄養士の国庫

負担人件費 2分の lの補助制度が、この数年来、削除される方向で検討されている、と

いうふうに伝えられてまいってきたわけでございます。

これまで、これら事務職員、栄養士に関係いたしまして、 85年度には旅費と教材費、

86年度には共済恩給費が 2分の l補助から 3分の l補助に削減され、 87年度、今年度に

は、共済長期給付を 2分の 1から 3分の lへ削減してきている、とし、う経過をたどって

まいってきているわけでございます。

この陳情書を当委員会で審議をする中で、教育委員会で掌握している現在の国の検討

方向はどのようになっているか、というようなことについて、質疑を行いました。

教育長の説明によりますと、文部省と大蔵省が、現在、折衝を続けているそうであり

ますが、大蔵省の言い分ですと、事務職員、栄養士の人件費は、都道府県が持つのが妥

当ではないか、という考え、また一方、文部省は、義務教育の一端として、どうしても

国庫負担によって半額賄うという現行制度を維持することが重要だ、という考えの食い

違いなどがあるそうでございます。文部省は、全精根を傾けて、現行維持制度を主張し

て、大蔵省側と、現在、折衝を行っている、というととでございます。

当委員会では、これらの審査を踏まえ、二つの陳情を採択と決定したわけでございま

見と差別にもとずく暴力行為の糾弾に関する陳情の件は委員長報告のとおり採択と決し

ましTこo

これより請願第62-33号、義務教育諸学校の学校事務職員に対する義務教育費国庫負

担制度の維持に関する陳情、請願第62-39号、義務教育費国庫負担制度の堅持と削減・

除外された費用の復元を求める陳情の件を一括議題といたしたいと思いますが、これに

御異議ありませんか。

( 1"異議なしj と呼ぶ者あり〕

す。

なお、後ほど意見書を提案させていただく予定になっておりますので、そのこともあ

わせて、よろしく御審議をいただきたいと思うわけでございます。
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0議長(黒川|重憲君)

たします。

これより質疑に入ります。なければこれをもって質疑を終結い

本2件について御意見があれば承ります。なければこれをもって意見を終結いたしま

す。

これより本 2件について採決いたします。本 2件に対する委員長報告は採択でありま

す。本 2件は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。

( i異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(黒川重憲君) 御異議ないものと認めます。よって請願第62-33号、義務教育

諸学校の学校事務職員に対する義務教育費国庫負担制度の維持に関する陳情、請願第62

-39号、義務教育費国庫負担制度の堅持と削減・除外された費用の復元を求める陳情の

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62-11号、原子力発電所の運転をただちにとめ、核のゴミ捨て計画を

とりやめることを求める請願の件を議題といたします。

厚生委員長の審査報告を求めます。

〔厚生委員長登壇〕

O厚生委員長(鈴木美奈子君) 厚生委員会の審査報告を申し上げます。請願62-11号、

受け付けは昭和62年 3月4日でございます。件名は、原子力発電所の運転をただちにと

め、核のゴミ捨て計画をとりやめることを求める請願でございます。請願者代表の住所

とお名前は、日野市旭が丘 5-12-20、橋本文子さんほか3，059名でございます。

要旨といたしましては、 1986年 4月26日のソ連のチェルノプイリ原発事故、これによっ

て広範な人々が被害を受け、日本にも、現在33基の原発があり、運転、操業がされてお

りますが、もし 1基に事故が起きただけでも、日本じゅうが放射能に汚染されかねない。

そういう中で、事故がなくても、イギリスでの原発の近くの村では、原発は正常に操業

されているにもかかわらず、小児がんの発生率が異常に高いということも聞いており、

また、日本でも、原発が集中している若狭湾付近でも、奇形の牛が生まれている。そし

て、原発は、日々、放射性の核廃棄物を生み出し、これが北海道や青森、また、太平洋

の海に捨てられようとしている。

こういう中で、肉や、またお乳を私たち人間がとり、そして放射能に汚染された海、

そこで住む魚を食べている私たちが、生まれてくる子供たち、そして、日々、暮らして

いる子供たちを思うと、子供を育てていくことに、大変不安を隠し切れない。そういう

中で、核兵器廃絶都市宣言を行っている日野市で、核兵器、核のない町、平和に暮らせ
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る世の中を求めていかなければならない。そして、私どもの日野市議会において、この

ことを理解の上、政府や関係機関に意見書を出していただきたい、ということです。

意見書の中身といたしましては、すべての原子力発電所、及び核燃料サイクル施設の

運転を直ちにとめ、建設を中止し、計画を撤回すること、二つ自には、放射性廃棄物を

海底や地中に投棄する一切の計画を撤回すること、このこつでございます。

私ども当委員会といたしましても、この請願審査には、 6回にわたり審査を行ってま

いりました。委員の皆様より、原発に関する資料の要求、請求なども、何回かの委員会

にわたり行われまして、新聞の切り抜き、あるいはまた、原子力安全白書などが、皆さ

んのお手元に配付されまして、それをもとにして審議を行いました。

意見といたしましては、そういう中で、直ちに運転を中止することは無理である。ま

た、安全性の確保ならよいけれども、原子力発電をなくすることはできない。また、こ

れは日野市だけに出ているけれども、国や都や、他市にも働きかける必要があるのでは

ないか。あるし、し、はまた、既存の原発施設は、安全の総点検をすべきである。そして、

危険があればとめること。そして、国民の立場で調査、研究をするように。こういう意

見などが出されました。

採決の結果、賛成少数で不採択と決した次第でございます。よろしく御審議のほどお

願いを申し上げます。

0議長(黒川重憲君) これより質疑に入ります。名古屋史郎君。

028番(名古屋史郎君) 委員長にお尋ねをいたします。

その前に、厚生委員会の諸氏が、この請願審査に当たって、大変に御苦労をされたこ

とに、心から敬意を表したし、と思います。しかし、紹介議員の立場から、不採択と開い

ては、まことに残念でありまして、若干、委員長に対して伺いたいと思います。

まず、単純に、なぜ不採択になったのかということが、ちょ っと今の御説明では、よ

くわかりません。請願の願意は全く認められない、というのが理由なのか。確かに、結

果を聞けばすべてがわかる、と言ってしまえばそれだけのことですけれども、もう少し

審議の経過、内容について、願意は全く認められないという方向で終始したために、採

決すべきだという意見がたびたび出て、そして結論的に不採択、とこういうことになっ

たのかどうか、その辺をまず伺いたいと思います。

0議長(黒川重憲君) 厚生委員長。

0厚生委員長(鈴木美奈子君) お答えいたします。

請願代表の皆さんのお気持ちもわかるけれども、今これを直ちにとめることは、今の
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エネルギ一政策の中では無理で、はないか、そういう意見がございまして、そして、これ

は、ただ一地方自治体だけでなくて、国の方にも(動きかけていく必要があるのではない

か、こういう意見が終始ございました。

0議長(黒川重憲君) 名古屋史郎君。

028番(名古屋史郎君) 今の委員長の御答弁ですと、願意は根本的に認めないわけで

はない。しかし、それでは、願意そのものの根本は認めないわけではないとしヴ、請願

の趣旨ですね、これの、どこがどうだという議論がなされたのか、その辺を具体的に、

わかりやすく御説明願いたいと思います。

0議長(黒川重憲君) 厚生委員長。

0厚生委員長(鈴木美奈子君) お答えいたします。

請願の題にもありますように、 「ただちにやめ」というところが、中に入っておりま

す。直ちにやめた場合には、 その後をどうするのかとしづ、これは、とめられないとい

う、そういうところでございます。

0議長(黒川重憲君) 名古屋史郎君。

028番(名古屋史郎君) すべてとか、あるいは直ちにということでは、とても願意に

沿うことはできない、ということであったにしても、他の委員会ではよくやることです

が、請願代表者に請願の取り下げ、あるいは訂正、そういったことを、正副委員長にお

任せする形で働きかけることが、よくあります。そういう努力は、委員会としてされた

のか、そういう意見は、また出なかったのか、その辺はどうでしょうか。

0議長(黒川重憲君) 厚生委員長。

0厚生委員長(鈴木美奈子君) 非公式で、私がお話をするということで、お話しした

ことがございます。

0議長(黒)11重憲君) 名古屋史郎君。

028番(名古屋史郎君) 非公式ということは、全くこの際、論外のことだろうと思い

ます。

願意は全く認めない、ということではないということであれば、少しでも認めようと

いう努力が、私にはちょっと感じられないわけですが、ここで、ーっさらに伺いたいの

は、これも異例のことのようですが、請願者から請願以外に、請願の審査を促進という

か、そういう意図から、要望書というか、そんなものが出されているはずだと思います

が、これもちょっと異例のことだと思いますが、そのことについての論議、この辺につ

いて、どんなふうにされたか、伺いたいと思います。
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。議長(黒川重憲君) 厚生委員長。

0厚生委員長(鈴木美奈子君) お答えいたします。

11月13日に、日野の市議会で受け付けまして、 11月17日の委員会のときに、私、委員

長のところに届けられました要望書を、各委員の皆保に配付いたしました。そ して、こ

のことについても、中身は、専門家を呼んでいただきたい、ということです。参考人と

して、原子力発電所を推進する学者、原子力発電所に反対する学者をお呼びして、日野

の厚生委員会の中で勉強していただきたい、ということだと思いますが、意見を私ども

が参考にして審議していただきたい、という趣旨だと思います。そういうことで、出さ

れまして、私も委員長として、このことを皆様に一応お諮りいたしました。

そういう中で、委員の方から、講師を呼ぶにはお金が必要です、講師料が。その講師

料について、どうなのか、ということがございましたので、私は、この要望書が来た後

に、すぐ事務局の方と打ち合わせいたしまして、厚生委員会に講師料があるのかどうか、

お尋ねいたしましたら、講師料がそんなに高くなければ用意しである、ということでと

ざいましたので、そのことを委員のところにお返しいたしまして、お呼びしたらどうか、

ということもお諮りいたしましたけれども、意見の一致を見ないで、そして結論を出し

た方がいい、ということになったわけで、ございます。

0議長(黒川重憲君) 名古屋史郎君。

028番(名古屋史郎君) そうしますと、お呼びすることを、一応お諮りしたけれども、

前段の、お金は大丈夫なのか、としみ心配の方が主で、呼ぶべきかどうかという本質的

な議論は、なにかされていないように感じますが、そうし、う理解ではいけないんでしょ

うか。

0議長(黒川重憲君) 厚生委員長。

0厚生委員長(鈴木美奈子君) このことにつきましても、皆さん l人ひとり御意見申

し上げました。

O議長(黒川重憲君) 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。名古屋史郎君。

028番(名古屋史郎君) ただいま委員長に伺った範囲では、すべての請願に対しτ日

野市議会がとっている慣例とし、いますか、ことから、かなりかけ離れた、例えば、請願

の願意を少しでも取り上げてやろうという努力、これは他の委員会ではよくやることで

すが、それもされていない。それから、要望書ということについても、十分な討議もさ
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れていない。

こういうことで、まことに異例の取り扱いをしているということで、紹介議員として

は、大変不満であります。先ほど申し上げましたように、請願、の審査、その他、出た結

論がすべてだと言ってしまえば、そういうことですけれども、余りにも他の請願との扱

いと、かけ離れた取り扱いがされている、とそういう点で大変不満であり、この請願の

不採択ということに対して、反対をいたしたいと思います。

以上です。

0議長(黒川重憲君)

010番(小俣昭光君)

小俣昭光君。

採択をする立場から、一言、意見を申し上げます。

原子力政策の基本は、原子力の軍事利用を阻止して、研究開発の民主的、総合的発展

を図り、安全有効な平和利用を進めることであります。今日の原子エネルギーの研究開

発は、まだ始まったばかりであり、特に軍事的利用のゆがみは、アメリカにおいては典

型的にあらわれております。

日本の場合は、燃料や技術の面で、完全に対米依存であり、自主的立場が極めて弱く、

また、大企業を優先させ、安全性が驚くほど軽視されており、次の具体的な意見を述べ

ます。

第 lは、総合的な審議会の設置であります。安全性と経済性、原子力発電の将来の展

望と可能性などを含め、原子力開発計画の多面的な検討を行う、この審議会は、いわゆ

る開発推進派だけでなく、日本学術会議などの学者、研究者を含め、原子力問題の研究

に当たっている専門家に広く参加を求め、この分野で国民の英知を結集できる公正な総

合的な審議をつくるべきであります。

第2点目は、原子力安全委員会の設置であります。国民に信頼される科学的で厳密な

原子炉の安全審査体制を確立するために、現在の原子力委員会の機能と体制を抜本的に

改め、単なる諮問機関でなく、日本の原子力研究、開発全般にわたっての安全審査を、

責任持って指導、監督できる機能と、行政権限を持つ原子力安全委員会を設置すべきで

あります。

第 3点は、原子力発電計画を全面的に見直す立場から、原子力発電所の新増設につい

ては、大型原子力発電所の新増設計画は、炉を掘ったり、放射性廃棄物の処理、処分、

核燃料の再処理などについての安全性が確立するまで、中止すべきであります。既設原

発の全面的な安全総点検については、既設の原子力発電所と関連施設は、国と企業の責

任で、原子力防災を含め、全面的な厳しい安全点検を実施し、結果を公表させ、不安が
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認められたものについては、その度合いに応じて永久停止、回収から、出力低下などの

緊急安全処置をとられるべきであります。労働者の安全対策の確立については、原子力

発電所と関連原子力施設に働く労働者を、放射線被曝から守るために、労働環境の改善、

被曝線量の大幅軽減と合わせて、被曝を避ける、修理、点検方法や、作業システムの採

用など、根本的な対策の確立を図るなどが必要であります。

以上、意見を付しまして、採択をお願いしたいと思います。

0議長(黒川重憲君) ほかに御意見はありませんか。なければこれをもって意見を終

結いたします。

これより本件について採決いたします。本件に対する委員長報告は不採択であります。

本件は委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

0議長(黒川重憲君) 挙手多数であります。よって請願第62-11号、原子力発電所の

運転をただちにとめ、核のゴミ捨て計画をとりやめることを求める請願の件は委員長報

告のとおり不採択と決しました。

これより請願第62-35号、三宅島への米空母艦載機夜間離着陸訓練基地 (NL P)建

設計画に反対する意見書採択に関する陳情の件を議題といたします。

本件については請願者より委員会へ取り下げたいとの申し出がありましたので、総務

委員長より報告を求めます。

〔総務委員長登壇〕

O総務委員長(馬場弘融君) 請願62-35号でございます。三宅島への米空母艦載機夜

間離着陸訓練基地 (NL P)建設計画に反対する意見書採択に関する陳情の、取り下げ

の件につきまして、御報告を申し上げます。

本請願は、去る 9月17日に当委員会に付託をされて以来、 2回にわたって審査を行っ

てまいりましたが、第3回定例会最終日、 10月2日に、この陳情を先取りするような形

で、全く同じ趣旨の議員提出の意見書が可決をされまして、既に関係機関に送付をされ

ているわけであります。

当委員会では、請願代表者に、既に願意が達成されているので、陳情の取り下げ方を

要請をいたしておりましたけれども、去る12月7日、代表者の、中野区東中野 1-56-

5、秋山秀男さんから、請願取り下げ願いが提出をされました。

当委員会では、協議の結果、全員異議なく請願取り下げを了承いたした次第でござい

ます。よろしく御承認のほどお願い申し上げます。
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0議長(黒川重憲君) ただいまの委員長の報告のとおりこれを承認することに御異議 定の手続を経ておりますので、文教委員会でもそのことを確認した次第でござし、ます。

よろしく御審議いただきたいと思います。ありませんか。

C I異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長 (黒川重憲君) 御異議ないものと認めます。よって請願第62-35号、三宅島へ

の米空母艦載機夜間離着陸訓練基地 (NL P)建設計画に反対する意見書採択に関する

陳情の件は、取り下げることに決しました。

これより請願第61-9号、東京都立商科短期大学商学科二部の昭島校舎存置に関する

請願の件を議題といたします。

本件については請願より委員会へ取り下げたいとの申し出がありましたので、文教委

員長より報告を求めます。

〔文教委員長登壇〕

O文教委員長(板垣正男君) 御報告いたします。請願第61-9号、昨年の 9月5日に

受け付けたものでございます。 9月議会以来、文教委員会で、審査を行ってまいりました。

この内容は、東京都立商科短期大学商学科二部の、都心部への移転統合を取りやめ、現

状どおり昭島校舎へ存置していただきますように、ということで、東京都に意見書を提

出していただきたい、とこういう要旨でございます。

東京都では、昭和57年の10月に「東京都長期計画懇談会Jという報告書を出しまして、

この中に、都立商科短期大学の夜間部は、校舎の移転統合を検討する、という内容を含

めてございました。それを受けてという形になっておりますが、昨年の 6月、 「東京都

長期計画懇談会中間のまとめJというのが発表されておりまして、この中にも、同趣旨

の内容が盛り込まれておったわけでございます。いわゆる第2次の長期計画懇談会の中

間まとめでございました。

そうしたことなどの動きを踏まえての、請願の提出だったようでございますが、この

長期計画懇談会の報告書が10月に提出されまして、 10月の報告書の中には、夜間部の統

廃合についての記述は、全部削除されておりまして、対象から除く、という考えになっ

た経過がございました。

教育委員会を通じまして、直接、学校当局などにも再三問い合わせをする中で、移転

統合の計画は全く考えていない、ということなどの回答も得ておりましたので、その旨、

筆頭紹介議員を通じまして、請願者に、取り下げ等についての打診を行ってきたところ

でございます。

請願の提出者より、 11月21日、議長あてに請願取り下げ願いが出されております。所

0議長(黒川重憲君) ただいまの委員長の報告のとおりこれを承認することに御異議

ありませんか。

C I異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(黒川重憲君) 御異議ないものと認めます。よって請願第61-9号、東京都立

商科短期大学商学科二部の昭島校舎存置に関する請願の件は取り下げることに決しまし

TこO

これより請願第62-6号、公立中学校英語の授業時間増に関する陳情、請願第62-14

号、ソフトボール専用グランドの建設についての陳情、請願第62-32号、第三幼稚園に

おける 2年保育 4歳児の増員に関する請願、請願第62-49号、日野市日野本町七丁目 5

番地の23、日野市中央公民館における保育室設置に関する請願、請願第62-50号、市営

多摩平・旭が丘テニスコートの人工芝及びナイター設置促進に関する請願の件を一括議

題といたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

C I異議なしJと呼ぶ者あり〕

0議長(黒川!重憲君) 御異議ないものと認め一括議題といたします。

文教委員長の審査報告はこれを省略いたします。

本5件については、文教委員長から目下委員会において審査中の事件につき閉会中の

継続審査にされたいとの申し出があります。

あわせて、本委員会の所管事務を調査研究するため閉会中の継続審査にされたいとの

申し出があります。

お諮りいたします。文教委員長の申し出のとおり閉会中の継続審査に付することに御

異議ありませんか。

C I異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(黒川重憲君) 御異議ないものと認めます。よって文教委員長の申し出のとお

り閉会中の継続審査に付することに決しました。

これより請願第61-14号、 「修築資金融資制度」の改善・拡充、 「市民住宅相談窓口J

の住民への宣伝の強化、制度内容の改善・拡充に関する請願、請願第62-5号、神明地

区セ γター早期建設を願う請願、請願第62-16号、東光寺東地区セγター建設に関する

請願、請願第62-19号、東町地区公害に関する請願、請願第62-24号、犬の不妊・去勢

手術に関する市と市内病院(獣医師)との委託契約の改善と猫に対しての不妊・去勢手
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術に対する補助に関する請願、請願第62-30号、老人入院見舞金制の制定と実施に関す

守願、請願第62-31号、新町地区センター設置に関する請願、請願第62-34号、 0歳

児の特例保育の実施に関する請願、請願第62-43号、日野市南部地域への総合医療機関

の設置を求める請願、請願第62-47号、日野市三沢742番地みどり坂住宅地域に地区セ

ンターを建設してくださいの請願、請願第62-48号、食品安全条例の制定を求める請願、

請 願62一問、入院ベッドの確保に関する請願の件を一括議題といたしたいと思いま

すが、これに御異議ありませんか。

( r異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(黒川重憲君)
御異議ないものと認め一括議題といたします。

あわせて本委員会の所管事務を調査研究するため閉会中の継続審査にされたいとの申

し出があります。

お諮りいたします。建設委員長の申し出のとおり閉会中の継続審査に付することに御

異議ありませんか。

( r異議なしJと呼ぶ者あり〕

0議長(黒川重憲君) 御異議ないものと認めます。よって建設委員長の申し出のとお

り閉会中の継続審査に付することに決しました。

次に、日程第48、下水道対策特別委員会の継続審査議決に関する件を議題といたしま

0議長(黒川重憲君)
御異議ないものと認め一括議題といたします。

す。

下水道水道対策特別委員長より下水道に関する事件の調査研究のため閉会中の継続審

査にされたいとの申し出があります。

お諮りいたします。委員長の申し出のとおり閉会中の継続審査に付することに御異議

ありませんか。

( r異議なしJと呼ぶ者あり〕

0議長(黒川重憲君) 御異議ないものと認めます。よって委員長の申し出のとおり閉

会中の継続審査に付することに決しました。

次に日程第49、スポーツ・公園対策特別委員会の継続審査議決に関する件を議題とい

たします。

スポーツ・公園対策特別委員長よりスポーツ・公園に関する事件の調査研究のため閉

会中の継続審査にされたいとの申し出があります。

お諮りいたします。委員長の申し出のとおり閉会中の継続審査に付することに御異議

ありませんか。

( r異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(黒川重憲君) 御異議ないものと認めます。よって委員長の申し出のとおり閉

会中の継続審査に付することに決しました。

次に、日程第50、交通対策特別委員会の継続審査議決に関する件を議題といたします。

交通対策特別委員長より交通対策に関する事件の調査研究のため、閉会中の継続審査

にされたいとの申し出があります。

お諮りいたします。委員長の申し出のとおり閉会中の継続審査に付することに御異議

ありませんか。

( r異議なし」と呼ぶ者あり〕

厚生委員長の審査報告はこれを省略いたします。

本12件については厚生委員長から目下委員会において審査中の事件につき閉会中の継

続審査にされたいとの申し出があります。

あわせて本委員会の所管事務を調査研究するため閉会中の継続審査にされたいとの申

し出があります。

お諮りいたしますo 厚生委員長の申し出のとおり閉会中の継続審査に付することに御

異議ありませんか。

( r異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(黒川重憲君) 御異議ないものと認めますo よって厚生委員長の申し出のとお

り閉会中の継続審査に付することに決しました。

これより請願第61-6号、市道新井第29号線の暗きょ排水施設に関する請願、請願第

62-3号、 「国民の食料を守り、農業再建に関する意見書」提出についての陳情、請願

第62-27号、私道の公道移管と公図作成に関する請願、請願第62-29号、多摩平六丁目

32番地の 8、9に建設予定のマンショ γ建設阻止に関する請願、請願第62-36号、米の

市場開放反対、農畜産物の輸入自由化阻止の意見書採択に関する陳情、請願第62-42号、

山王下公園周辺の市営駐輪場設置反対に関する陳情の件を一括議題といたしたいと，引

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〕

建設委員長の審査報告はこれを省略いたします。

本6件については建設委員長から目下委員会において審査中の事件につき閉会中の継

続審査にされたいとの申し出があります。
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0議長(黒川重憲君) 御異議ないものと認めます。よって委員長の申し出のとおり閉

会中の継続審査に付する ことに決しました。

次に日程第51、廃棄物対策特別委員会の継続審査議決に関する件を議題といたします。

廃棄物対策特別委員長より廃棄物に関する事件の調査研究のため、閉会中の継続審査

にされたいとの申し出があります。

お諮りいたします。委員長の申し出のとおり閉会中の継続審査に付することに御異議

ありませんか。

( i異議なしJと呼ぶ者あり〕

0議長(黒川重憲君) 御異議ないものと認めます。よって委員長の申し出のとおり閉

会中の継続審査に付することに決しました。

これより請願第62-53号、法務局の増員に関する要請についての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62-53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。

お諮りいたします。請願第62-53号は閉会中の継続審査にいたしたいと思いますが、

これに御異議ありませんか。

( i異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(黒川重憲君) 御異議ないものと認め閉会中の継続審査に付することに決しま

した。

これより議員提出議案第14号、借地・借家人の権利を弱める「借地・借家法の改正」

に反対する意見書の件を議題といたします。

提案者から提案理由の説明を求めます。馬場弘融君。

015番(馬場弘融君) 本件は、去る12月8日の本会議におきまして採択されました、

請願第62-7号、及び62-9号に伴う意見書でございます。

案文は、お手元に配付をいたしました資料のとおりでございます。よろしく御審議の

ほどお願い申し上げます。

0議長(黒川!重憲君) 質疑討論を省略し、直ちに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。

( i異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(黒川重憲君) 御異議ないものと認めます。よって議員提出議案第14号、借地・
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借家人の権利を弱める「借地・借家法の改正」 に反対する意見書の件は原案のとおり可

決されました。

これより議員提出議案第15号、第10次道路整備 5箇年計画の道路財源確保の意見書の

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。石坂勝雄君。

027番(石坂勝雄君) 議員提出議案第15号は、第10次の道路整備 5箇年計画の道路財

源確保の意見書でございます。

意見書の要旨は、お手元にあるとおりでござし、ますので、よろしく御審議のほどお願

いしたし、と思います。

O議長(黒川重憲君) 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。米沢照男君。

030番(米沢照男君) 議員提出議案第15号、第10次道路整備 5箇年計画の道路財源確

保の意見書に対する意見を、一言述べておきます。

この意見書は、道路整備促進期成同盟会全国協議会の会長から要請を受けた森田市長

が、市議会に働きかけてきたことから、提出の運びとなった意見書案であります。この

第10次道路整備 5箇年計画は、昭和63年から67年度の問、総額53兆円の事業費をもって

高規格幹線道路整備に10兆円を超える巨額な投資が予定されております。この計画に対

する全国各地の 9月議会での動向を見てみますと、第10次道路整備計画の投資規模の、

確保を要求する、その決議を求めるキャソペーソが、建設省、自民党建設族といわれる

人々の指導のもとに、このほど大々的に繰り広げられてまいりました。

建設省関東地方建設局が10月30日に発表した、東京圏の道路整備 5カ年計画によりま

すと、対象地域は、都心から40キロないし50キロ圏につくる、首都圏中央連絡自動車道、

いわゆる圏央道の内側に計画を立てております。自動車専用道路の整備に力点を置いて、

5カ年間に東京外郭環状道路など総延長115キロを完成させよう、とするものでありま

す。その事業費は 3兆974億円といわれております。

高速道路は、言うまでもなく、自動車の専用道路であります。それに伴う騒音や振動、

大気汚染や低周波公害など、地域の住環境に重大な影響をもたらすものになります。と

りわけ、東京周辺をめぐる首都圏中央連絡道、いわゆる圏央道が東京に残された、貴重

な高尾山の自然、を破壊するのを初め、公害問題が避けることのできない、極めて重大、

かつ深刻な問題であるにもかかわらず、計画の再検討もしないまま、強硬されようとし
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ているのが現状であります。

多くの住民の要求にこたえた積極荷と、逆のマイナス影響の側面と、両側商があるこ

とを指摘しないわけにはまいりません。

以上、一言意見を述べで、反対の立場を表明しておきます。

0議長(黒川重憲君) 質疑討論を省略し、直ちに本件について採決いたします。

本件は原案のとおり決するに御異議ありませんか。

C I異議なし」と呼ぶ者あり〕

事務職員等の給与費国庫負担制度除外に反対する意見書の件は原案のとおり可決されま

LtこO

これより議員提出議案第18号、 「空き家割増し家賃制度」導入反対を求める意見書の

件を議題といたします。

提案者から提案理由の説明を求めます。馬場弘融君。

015番(馬場弘融君)

あります。

案文につきましては、お手元に配付をいたしました資料のとおりでございます。よろ

0議長(黒川重憲君)

0議長(黒川重憲君)

結いたします。

これより本件について採決いたします。本件は原案のとおり決するに賛成の諸君の挙

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

手を求めます。

〔賛成者挙手〕

0議長(黒川重憲君) 挙手多数であります。よって議員提出議案第15号、第10次道路

整備 5箇年計画の道路財源確保の意見書の件は原案のとおり可決されました。

これより議員提出議案第16号、国民健康保険制度に関する意見書の件を議題といたし

ます。

提案者から提案理由の説明を求めます。竹ノ上武俊君。

御異議ないものと認めます。よって議員提出議案第17号、学校

本件は、先ほど採択されました請願第62-37号に伴う意見書で

0議長(黒川重憲君)

しく御審議のほどお願い申し上げます。

質疑討論を省略し、直ちに本件について採決いたします。

029番(竹ノ上武俊君) 国民健康保険制度に関する意見書でございます。この意見書 本件は原案のとおり決するに御異議ありませんか。

C I異議なしJと呼ぶ者あり〕

き家割増し家賃制度」導入反対を求める意見書の件は原案のとおり可決されました。

これより議員提出議案第19号、民族的偏見と差別にもとづく暴力行為の糾弾に関する

決議の件を議題といたします。

提案者から提案理由の説明を求めます。馬場弘融君。

は、全国市議長会、また全国町村議長会等でも、意見書の提出などで運動されておりま

すが、そのことと同じ趣旨のものでございます。

案文は、お手元に配付したとおりでございますので、採択に向けて御協力をお願し、し、

たします。

0議長(黒川重憲君)

0議長(黒川重憲君) 質疑討論を省略し、直ちに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〕 015番(馬場弘融君)

0議長(黒川重憲君) 挙手多数であります。よって議員提出議案第16号、国民健康保 ございます。

険制度に関する意見書の件は原案のとおり可決されました。

これより議員提出議案第17号、学校事務職員等の給与費国庫負担制度除外に反対する

意見書の件を議題といたします。

提案者から提案理由の説明を求めます。板垣正男君。

御異議ないものと認めます。よって議員提出議案第18号、 「空

この件も、先ほど採択をされました請願62-52号に伴う決議で

案文につきましては、お手元に配付をいたしました資料のとおりでございます。よろ

しく御審議のほどお願い申し上げます。

0議長(黒川重憲君) 質疑討論を省略し、直ちに本件について採決いたします。

019番 (板垣正男君) この意見書案につきましては、文教委員会に付託されました、

本件は原案のとおり決するに御異議ありませんか。

C I異議なし」と呼ぶ者あり〕

二つの陳情書の採択に基づいて提出されるものでございます。

案文については、お手元に配付されたとおりでございますので、よろしくお願いした

いと思います。

0議長(黒川重憲君)

TこO

的偏見と差別にもとづく暴力行為の糾弾に関する決議の件は原案のとおり可決されまし

御異議ないものと認めます。よって議員提出議案第19号、民族
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本日の日程はすべて終わりました。

これをもって昭和62年第4回日野市議会定例会を閉会いたします。

午前4時13分閉会

地方自治法第123条第 2項及び日野市議会会議規則第81条の規定によ

り署名する。
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