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昭和 63年 第 1 固定例会日程

3月 7日 (月曜日) 会期の決定、議案・請願審査報告

3月 8日 (火曜日) 役員構成

3月 9日 (水曜日) 役員構成

3月 10日 (木曜日) 役員構成

3月 11日 (金曜日) 役員構成

3月 14日 (月曜日) 役員構成

3月 15日 (火曜日) 役員構成

3月 16日 (水曜日) 役員構成

3月 17日 (木曜日) 行政報告、所信表明

3月 18日 (金曜日) 所信表明、諸般の報告、議案上程

3月 19日 (土曜日) 議案上程、請願上程

3月 31日 (木曜日) 議案・請願審査報告、議案上程、請願上程

4月 1日 (金曜日) 一般質問

4月 4日 (月曜日) 一般質問

4月 5日 (火曜日) 一般質問

4月 6日 (水曜日) 一般質問

4月 7日 (木曜日) 一般質問

4月 11日 (月曜日) 一般質問

4月 19日 (火曜日) 一般質問

4月20日 (水曜日) 一般質問
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午後 1時5分開会

O議長(黒川重憲君) これより昭和63年第 1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29名であります。

これより日程第 1、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

30番米沢照男君

1番 奥住日出男君

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) 議会運営委員会の報告を申し上げます。

昭和63年第 1固定例会の運営につきましては、去る 3月の 4日午後2時より議会運営

委員会を開催いたしまして、議案の取り扱い、また会期などにつきまして協議いたしま

した。その結果を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、本日追加議案として

配付されました 2件を含め30件であります。このうち議案第11号から17号までの補正予

算7件につきましては即決でお願いし、議案第18号から25号までの63年度予算8件につ

きましては、今回の役員構成設置されます予算特別委員会へ、そのほか15件につきまし

ては関係常任委員会ヘ、それぞれ付託することと相なりました。

次に請願でございますが、受け付けされたもの 4件でございます。やはり関係委員会

へ付託することになりました。

また一般質問で、ございますが、今回は23名の方から45件の通告がなされております。

1日4名ないし 5名をお願いすることで5日聞を設定させていただきました。

したがし、まして、会期でございますが、今定例会は役員構成もあり、これらの日程を

予測することも難しいわけでございますが、本委員会といたしましては、お手元に配付

されております定例会日程表のとおり本日から 3月31日までの25日間と決定させていた

だきました。

確認をいただきまして、御報告とさせていただきます。

0議長(黒)11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
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会期を決定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。よって会期は本日から 3月31日ま

で、期日25日間と決定いたしました。

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) 議案第84号、日野市営住宅管理審議会条例の制定につき

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。

本件は、昨年の第 3回定例会 9月8日に上程されまして以来、 2回の定例会、あわせ

て5回の総務委員会におきまして継続審議となってきた議案でございます。条例制定の

趣旨は、市営住宅の建て替えが進行中の今、過去30年以上にわたって放置されてきた使

用料、入居基準など市営住宅の管理運営について根本的に見直しをしたい。それには、

公平で市民に納得し得る形をとる必要がある。そこで市民参加により意見を求めた後、

施策化する方向で条例を制定したい、というものでございます。

数多くなされました質疑を整理いたしますと、問題点はおよそ 6点になろうかと思い

ます。 1、今までずっと条例なしでやって来れたし、他市にもほとんど例がない。今こ

こで条例化するという必要性が感じられない。 2、唐突な条例提案であり内部の煮詰め

が欠けている。 3、議員や市民参加を引き合いにした行政の責任回避ではないか。下水

道料金のように内部で検討した上、提案できることではない。ここまでは、条例制定そ

のものに問題ありとする考え方であります。

次に、具体的な条文等の問題でありますが、 4として、使用料値上げが主たる目的で

あるのに「管理審議会条例」という名称は大げさ過ぎないか。 5、第 3条、組織につい

ては委員構成に問題がある。 6、第6条、招集については、市長のみの招集でよいのか。

このような問題点が出されたものであります。

初期の委員会では主に条例の必要性をめぐって、むしろ理事者側の再考、あるいは再

提案を促すような議論が多く出されましたけれども、委員会を重ねるに従って委員構成

の問題、特に議員のかかわり方が主たる議論になってまいりました。

去る 2月26日第 5回目の委員会では、以上の経過を踏まえ結論を出す方向で審議を進

めましたが、やはり委員構成をどう変えるのかをめぐっての質疑が中心でありました。

総務部長からは、委員構成の変更については市長もある程度了解をしている、との説明
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があったところで、米沢副委員長より、委員構成を変えるというならば、例えば学識経

験者 3、市議会3、市民4の10名以内構成となっているところを学識経験者4、市議会

4、市民4の12名構成としたらどうか、との一つの考え方が示されました。

そこで、さらに会派ごとに修正の考え方を出し合い調整を進める方向で、委員会を一

時休憩をいたしました。再開後、意見を求めましたところ、自由市民会議の谷委員より

新たなる提案として、委員構成を学識経験者4、市議会 5、市民4の13名以内にしたい

との修正意見が示されました。この意見が全員の同意を得るところになりまして、直ち

に総務委員全員を提出者とする修正案が作成され委員会に提出をされました。

なお、この修正案の内容はお手元に配付をされていると思います。直ちに採決の結果、

総務委員会ではこの修正案を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)

たします。

これより質疑に入ります。なければこれをもって質疑を終結い

本件について御意見があれば承ります。なければこれをもって意見を終結いたします。

これより本件について採決いたします。本件に対する委員長報告は修正であります。

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84号、日野市営住宅

管理審議会条例の制定の件は修正可決されました。

これより請願第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

62-49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」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を求めます。

〔文教委員長登壇〕

0文教委員長(板垣正男君) 請願の審査報告を申し上げます。

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であります。陳情

者は、日野市ソフトボール連盟会長、真野 保さんほか22名の方々であります。
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内容は、現在ソフトボール連盟に登録されているチーム80を数えるなど、東京都ソフ

トボール協会内で、も発展著しい成長をしておるということから専用のグラ γ ドがほしい

という趣旨の内容のものであります。この陳情書の中にも書かれてございますが、現在

多摩川グラ γ ドの下流側に隣接し、車進入防止柵の聞の河川敷に、できれば4面の専用

グランドを建設できないか、ということも折り込まれているものでございます。

委員会で審査をし、体育課を中心にいたしまして、この内容につきまして鋭意検討も

進められてまいりましたが、その結果、担当部課では建設省との折衝なども行って、御

指摘の用地は約7，800平米ほどの面積がとれそうだということになってまいりました。

今後、具体的な詰めた検討も建設省との間で進められるわけでありますけれど、 4面と

いうことにはならないが、 2面程度なら専用グラソドを当市で利用できるんではないか、

という見通しもたちました。

しかし、ソフトボール連盟との協議が体育課でもって行われまして、専用グラ γ ドと

いうことになりますと他の競技団体が利用できないということにもなりますので、その

辺の考えをなお、ただしてもらったところ専用ということにはこだわらないという了解

も得たということでございます。

市としては、多目的な利用として多摩川グラ γ ドの利用の一層の拡張を図るという意

味で、今後この河川敷の利用を図っていきたし、ということでございます。委員会では慎

重審査の結果、全員一致採択と決した次第であります。

続きまして、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であります。神田けよ子さんほか16名の方々の御提出

されたものであります。紹介議員は、夏井明男、名古屋史郎、川嶋 博、馬場弘融、天

野輝男、各議員の皆さんであります。

公民館に保育室を設置してほしいという内容でございますが、現状、子供を持つ女性

の方の公民館利用もふえる中で保育室の設置を 1日も早く要望する、という趣旨のもの

でございます。委員会の審査を進める中で、現在、特に三多摩各市における公民館の保

育設置状況なども調査していただきました。現在、東京都の公民館連盟に加盟しており

ます30の市区町村の中におきまして、 81館の公民館のうち保育室のあるところは55館19

市に上っている、ということなども御報告がありました。

建てかえの問題であるとか面積の確定等などにも審査が及びました。慎重審査の結果、

採択と決した次第でございます。よろしく御審議をいただきたいと思います。

続きまして、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
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設置促進に関する請願でございます。日野市体育協会会長、小峯邦典さんほか6，453名

の方の提出されたものであります。紹介議員は、名古屋史郎、石坂勝雄、川嶋 博、秦

正一、中谷好幸、各議員の皆さんでございます。

標題のとおり現在の市営のテニスコートは土と申しますか、クレーということになっ

ておりますが、これを全天候型の施設、コートに変えてほしいというものでございます。

あわせて、夜間使用ができるようナイタ ーの設置を要求するというものでございます。

これも三多摩各市の設置状況なども踏まえ、これまで市側は、教育委員会を中心といた

しまして、コートの面数をふやすというところに主眼を置いておったので、ありますけれ

ども、今後、こうした請願等を契機にいたしまして全天候型のコートにも変えていきた

い、という考えも表明されました。ナイター照明につきましでも今後検討してし、く、と

いう教育委員会の表明もございました。

審査の結果、全員一致採択と決した次第でございます。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件について採決をいたします。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、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、制度内容の改善・拡充に対する請願、請願第62-16号、東光寺

東地区センター建設に関する請願、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62-47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

てくださいの請願の件を一括議題といたしたいと思いますが、これに御異議ありません

か。
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c r異議なし」と呼ぶ者あり〕 7こ。

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。 その中では、高齢者拠出増改築資金が200万から300万、重度心身障害者の改築資金が

200万から300万、 一般住宅改良資金が100万から200万ということで、請願代表者の希望

に全額沿わないけれども、ある一定部分は沿うこ とができまして、こういうことを委員

長報告の中で述べる中でお諮りいたしまして採決の結果、全員異議なく採択と決した次

第でございます。

次に、請願第62-16号、 東光寺東地区セ γター建設に関する請願でございます。

この請願代表者は、日野市栄町四丁目 7番地の 2、松原 正さんほか459名でござい

ます。

この要旨といたしましては、東光寺東自治会館が建設して30年をたっており、木造の

平屋建ての建物も古くなって、老朽化が進んでいるために部分的な補修で、は済まなくなっ

てきておりますので、会員もふえて、集会をするには狭い上に使用回数も多くなってお

りますので、自治会館が建っている土地と隣接している広場は日野市の所有でもあるの

で、ぜひ自治会の会合、また子供やお年寄りのコミュニケーショ γの場として清潔で利

用しやすい地区セソターを、ぜひ現在のところに建設していただきたい、ということで

ございました。

これにつきましても、審査に先立ち私ども厚生委員会は現地調査をいたしました。そ

の結果、この土地は市の土地でございますが、この北側に用水路があり、また南西に隣

接の家屋がありますので、その境界線や、あるいはまた建築確認がきちっとなされてい

るかどうか、こういうことなどが委員の中から出されまして、このことにつきましては

管財課は、 63年の予算で境界確定をしたい。そして、皆さんの意見といたしましては、

建物を建てることについては全員異議がなかったわけでございますが、もし建てかえに

よって個人の住宅の出入りができなくなった場合には困るので、市としても、きちんと

その点を指導していくように、こうし、う意見がございまして、採決の結果、全員異議な

く採択と決した次第でございます。

次に請願第62-34号、件名は O歳児の特例保育の実施に関する請願でございます。

請願代表者は、日野市多摩平六丁目20番地、 多摩平団地221号棟 3号、日野市立保育

園父母会連絡会会長、駒形正三さんほか167名でございます。

この要旨といたしましては、市立保育園の O歳児においては、 1歳児以上で実施して

いる正規の保育時間の前後 1時間ずつ特例保育が実施されていない、そのために入所の

措置が来ても受けながらも入所ができなくて辞退する例や、あるいはまた、朝夕二重保

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・拡充に対する請願についてでございます。

請願代表者は、日野市東豊田 4-3-7、全建総連東京土建一般労働組合日野支部執

行委員長、土方 茂さんでございます。

要旨といたしましては、現在市に修築資金融資制度と市民相談窓口がありますが、利

用状況から見ても内容改善をしていただきたい、ということで、一つ、融資制度の問題

です。この改善の問題では貸付限度額を現行の金額よりも引き上げていただきたい、と

いうことと、二つ自には貸付金利の現行の制度を引き下げていただきたい、ということ

と、三つ自には、返済期間を現行3年から 8年以内のところを10年以内に変更していた

だきたい、ということ。四つ目には受付担当課を変更していただきたい、ということ、

その他、手続きの簡素化や住民への宣伝強化などをお願いしたいということでございま

す。二つ自には、市民住宅相談の窓口の住民への宣伝の強化や制度の内容の改善・拡充

をしていただきたいということでございました。

この請願につきましては、かなり私ども委員会といたしましでも慎重審議を重ねる中

で、この一番目の貸付の現行の金額の点につきまして、市の考えと、こちらの請願代表

者の金額となかなか一致しない点があることがわかりました。

それから、受付担当課を変更していただきたい。このことについても市の方では、福

祉サイドで最後までやりたし、ということで、なかなか一致できなくて、請願代表者の方

に委員長としてこの趣旨を伝えるようにということで私が行ってまいりまして、 2月の

24日、委員会の前の日に事務局にお伺し、し、たしまして、この貸付限度額については金額

を、この希望どおりにはできないけれども、これについていかがか、というお尋ねに対

しては、この金額については、こだわらない、そしてまた受付担当課も福祉でやる分に

は、日野市の方がそのとおりやるのであれば、とれについてもこだわらない、というこ

とで報告いたしまして、審議の中でも今度の、 63年度の住宅改良資金融資条例の一部改

正がこれから審議されるわけでございますが、そのことが報告されまして資料要求もあ

り、私どもも、委員会といたしましてもこれを参考にしながら審議を進めてまいりまし

ハU
吋

t
ム

守

t
ム

ー
i



育をしている例が多くあるので、保護者が安心して働き続けられるように O歳児に対し

ても特例保育を速やかに実施していただきたい、ということでございました。

審議の中で、市内の民間保育園では既に 7闘で実施しており、また市立保育園の実施

については、今、市の職員組合と同意の方向で保育園部会が話を進めており、 63年度の

早い時期にこれを実施していきたい、ということでございました。意見といたしまして

は、公立の保育園で実施することによって民間の保育園を圧迫しないように、また共働

きがふえていく中で公立民間の共存共栄を図るべきだ、という御意見などもございまし

TこO

採決の結果、全員異議なく採択と決した次第でございます。

次に、請願第62-47号でございます。件名は、日野市三沢742番地みどり坂住宅地域

に地区セγターを建設してくださいの請願でございます。

請願代表者のお名前は、日野市三沢742-62、鏑木はる子さんほか112名でございます。

この要旨は、みどり坂自治会も昭和50年の居住以来12年間の経過を経て、世帯数もふえ

地域の活動も活発になっておりますが、三井団地に地区センターが建設されて、近隣の

自治会も喜んで活用されておりますけれども、三井団地までは400メートル近いところ

にあり、そして山岳であり勾配も急坂で老人たちが徒歩で行くにも厳しいし、また冬季

には道路の凍結などがあって危険であるので、夜、集会が使われることが多いので老人

たちは危険を感じておりますので、ぜひ、この日本電建より日野市に寄贈された地区セ

ンターの建設用地に、地区セ γターを建設していただきたい、というこういうことでご

ざいました。

理事者側の御意見を伺いますと、昭和44年の12月に日本電建から330平米の土地が譲

渡されているということでございました。全員の皆さんの御意見では、用地が確保して

あるので早く建てる意味もありますので、全員異議なく、この件につきましては採択と

決した次第でございます。

以上4件、よろしく御審議をお願し、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。

本4件について御意見があれば承ります。なければこれをもって意見を終結いたしま

す。

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採択でありま

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。

。白
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[ 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

改善・拡充に対する請願、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62-34号、 0歳児の特例保育の実施に関する請願、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 γターを建設してくださいの請願の件は、委員長報

告のとおり採択と決しました。

これより請願第62-27号、私道の公道移管と公図作成に関する請願の件を議題といた

します。

建設委員長の審査報告を求めます。

〔建設委員長登壇〕

O建設委員長(古賀俊昭君) それでは、請願の審査報告をさせていただきます。

請願第62-27号、私道の公道移管と公図作成に関する請願について、建設委員会での

審査の経過並びにその結果について御報告いたします。

本請願は、昭和62年9月8日に本委員会に付託されたものであります。日野市程久保

1 -615-8にお住まいの下程久保自治会長、黒沢信正さんほか97名の方から出されて

おります。通称この場所は、金久団地と呼ばれております地域の皆さんから請願という

形で提出されたわけで、ございます。

請願の内容は、この団地は個人所有地の境界が定かでない箇所が随所に存在をする、

いわゆる公図混乱、公図不在、不存在の地区として、昭和54年に公図封鎖が行われて現

在に至っているわけでありますが、一日も一刻も早くこの現状を打破して不安のない生

活ができるように、市当局の取り組みを求めて出されたものであります。

請願審査は、昨年の 9月21日の現地視察を含め、その第 1回の審査からことしの 2月

25日閉会中の審査まで、合計4回行いました。この間の質疑で、この問題を解決に向かつ

て対応するについては、まずはっきりさせなければならない前提となる何点かの議論が

行われました。

それでは、まず市側のどの部所が、つまり何課が担当するか、という点であります。

どこに行ったかわからない私道の公道化ということになりますと建設部の管理課が担当

ということになるわけでありますし、開発行為の観点からいたしますと都市計画課、ま

た公図の関係からは資産税課となる、ということでございまして、担当がはっきりでき

ない、不明確である、ということが、まずございました。
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また、同じように公図混乱地域である梅ケ丘団地では、既に村山参与が匿名で取り組

んでいるとの指摘もございましたが、梅ケ丘団地につきましては、金久団地と異なって

公道がないことから、必ずしも同一に考えることができない、そういった面の困難性も

あるとの指摘もございました。

さらに梅ケ丘団地の場合には、全住民が集団和解を決めておりまして、関係住民それ

ぞれが犠牲を覚悟してこの問題の解決に同意をしている。それに比較をし、金久団地の

ケースでは絶対必要である。地域住民の全員の合意形成が果たして行われているのかど

うか、以上のような 3点に要約することができると思いますが、問題点のクリアしなけ

ればならない陸路の指摘がございました。

これにつきまして、請願審査の中で担当部局等につきましては、建設部、また都市整

備部、市民部等の協議が行われ、結果としまして都市計画課が窓口となって、この解決

のために対応してし、く、ということが決められたという報告がございました。

また住民の合意形成につきましては、去る 2月の23日に市役所の方に請願者の代表の

方がお尋ねになりまして、 116世帯、合計世帯数があるそうでございますが、この全員

の合意を取りつけるために4月の自治会総会等で、いわゆる推進委員会に当たるような

そうした機関を自治会の中に設置をして、市の説明を聞きながら全員の合意形成を図っ

ていきたい、そういうことが、 PRが同時にまた市の方からもされるということで、担

当部局、また市民の合意形成、こういったものが前提となるわけでありますが、そうし

たお膳立てが整ったということで、去る 2月の25日の第4回目の閉会中の審査におきま

して、請願の趣旨に沿った方向での進展が期待できるという判断から、本委員会といた

しましては、お手元の審査報告のとおり全員異議なく本請願を採択すべきものと決定を

した次第であります。

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。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。

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62-27号、私道の公

道移管と公図作成に関する請願の件は、委員長報告のとおり採択と決しました。
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性
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お諮りいたします。議事の都合により暫時休憩いたしたいと思いますが、これに御異

議ありませんか。

C 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 1時38分休憩

午後4時36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。

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。

午後4時37分散会
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3月 8日 火曜日 (第 2日)

昭和 63年

第 1固定例会
日野市議会会議録 (第 3号)

3月8日 火曜日 (第 2日)

出 席 議 貝 (30名)

1番 奥住 日出男 君 2番 「邑~ 沢 清 子 君

3番 r.司=> 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 f高 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 '悟 君

15番 ，馬 場 弘 融君 16番 主I司主「 橋 徳、 次君

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 昭 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 市川 資信 君

27番 石 坂 勝雄 君 28番 名古屋 史 虫日 君

29番 竹ノ上 武 俊 君 30番 米 沢 E召 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 永原照雄君 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 =目向 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 圭方留春君

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63年 3月8日(火)

午前 10 時開議

(選任・設置)

日程第 1 日野市議会常任・特別委員会委員の選任について

日程第 2 日野市議会昭和63年度一般会計予算特別委員会・

特別会計予算特別委員会設置及び委員の選任につ

いて

本日の会議の付した事件

なし

。。
吋

i

午前10時8分開議

O議長 (黒川重憲君) おはようございます。本日の会議を聞きます。

ただいまの出席議員26名であります。

お諮りいたします。議事の都合により暫時休憩いたしたし、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〕

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10時9分休憩

午後4時35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。本日の会議はこの程度にとどめ延会いたしたし、と思いますが、こ

れに御異議ありませんか。

C 1"異議なしj と呼ぶ者あり〕

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0議長(黒川!重憲君)

とに決しました。

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。

本日はこれにて延会いたします。

午後4時36分延会
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3月 9日 水曜日 (第 3日)

昭和 63年
日 野 市 議 会 会 議 録 (第 4号)

第 1回定例会

3月 9日 水曜日 (第 3日)

出 席議 員 (30名)

1番 奥住 日出男 君 2番 r邑ム" 沢 清 子 君

3番 主『司主 橋 徹君 4番 土 方 尚 功 君

5番 山 ロ 達 夫君 6番 天野輝 男 君

7番 福 島 盛之助君 8番 島 敏雄 君

9番 中 谷 好 幸君 10番 小俣 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 '情 君

15番 ，馬 場 弘 融君 16番 市f司生 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 昭 君 22番 秦 正 君

23番 黒川 重 憲 君 24番 古賀 俊昭 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 史郎 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 午前10時 9分開議

市 長 森田喜美男君 収 入 f交 加藤 郎君 0議長(黒川!重憲君) 本日の会議を開き ます。

企画財政部長 長谷川暢男君 総務部長 山崎 彰君 ただいまの出席議員28名であり ます。

市民部長 大貫松雄君 生活環境部長 坂 本 金 雄 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

清掃部長 藤浪竜徳君 都市整備部長 前田雅夫君 異議あ りませんか。

建設部長 永原照雄君 福祉部長 高野 隆君 C I異議なし」と呼ぶ者あり〕

水道部長 橋本栄寓君 病院事務長 岩沢代吉君 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。

教 =同向 長 長沢 = 郎君 教育次長 砂川雄 君 午前10時10分 休憩

午後4時38分再開

会議に出席した議会事務局職員の職氏名 0議長(黒川重憲君) 休憩前に引き続き会議を開きます。

局 長 佐藤智春君 次 長 こと方留春君 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 したいと思いますが、

書 記 田中正美君 書 記 濃 沼 哲 夫 君 ζれに御異議あり ませんか。

書 記 佐々木茂晴君 書 記 小 林 章 雄 君 C I異議なし」と呼ぶ者あり〕

書 記 斉藤令吉君 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

とに決しました。

速記委託先 住所 東京都立川市曙町一丁目10の3 本日の未了日程は明日の日程といたします。

立川速記者養成所 所長 関根福次 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。

速記者 大 迫 嘩 子 君 本日はこれにて延会いたします。

午後4時39分延会

議事日程

昭和63年 3月 9日 (水)

午前 10 時 開 議

(選任 ・設置)

日程第 1 

日程第 2 

日野市議会常任・特別委員会委員の選任について

日野市議会昭和63年度一般会計予算特別委員会 ・

特別会計予算特別委員会設置及び委員の選任につ

いて

本日の会議の付した事件

なし
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3月10日木曜日 (第 4日)

昭和 63年
日野市議会会議録 (第 5号)

第 1固定例会

3月10日 木曜日 (第4日)

出 席 議 貝 (30名)

1番 奥住 日出男 君 2番 r邑4→ 沢 清 子 君

3番 ~司き・ 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 t~ 島 敏雄 君

9番 中 谷 好 幸君 10番 小俣 日百 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 '悟 君

15番 ，馬 場 弘 融君 16番 宅I司金- 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 日百 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 市川 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 E召 男 君

欠 席 議 貝 (なし)
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説明のため会議に出席した者の職氏名 追加日程第 2 日野市議会議長選挙について

市 長 森田喜美男君 収 入 役 加藤 郎君

企画財政部長 長谷川楊男君 総務部長 山崎 彰君 本日 の会議の付した事件

市民部長 大貫松雄君 生活環境部長 坂本金雄君 追加日程第 1から第2まで

清掃部長 藤浪竜徳君 都市整備部長 前田雅夫君

建設部長 永原照雄君 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 =月民 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 保木シゲル君

速記者 川久保友子君

議事 日 不呈

昭和63年 3月10日(木)

午前 10 時開議

(選任・設置)

日程第 1 

日程第 2 

日野市議会常任・特別委員会委員の選任について

日野市議会昭和63年度一般会計予算特別委員会 ・

特別会計予算特別委員会設置及び委員の選任につ

追加日程第 1

(選挙)

いて

議長辞職について

円。
の白
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午後4時42分開議

。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。

[ I異議なし」と呼ぶ者あり〕

OilJ議長(中山基昭君)

に決しました。

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

お諮りいたします。議長黒川重憲君から、議長の辞職願いが提出されました。この際、

議長辞職の件を日程に追加 し先議いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

[ I異議なし」と呼ぶ者あり〕

0副議長(中山基昭君) 御異議ないものと認めます。よって、この際、議長辞職の件

を日程に追加し先議することに決しました。

議長辞職の件を議題といたします。

お諮りいたします。黒川重憲君の議長辞職を許可することに御異議ありませんか。

[ I異議なし」と呼ぶ者あり〕

0副議長(中山基昭君) 御異議ないものと認めます。よって黒川重憲君の議長辞職の

件は許可することに決定いたしました。

ここで、前議長の黒川重憲君のごあいさつをいただきたいと思います。よろしくお願

いします。

[23番議員登壇〕

023番(黒川重憲君) 日野市第13代議長として、今日まで皆様方の多大な御支援、御

協力を賜りました。この 2年間の御厚情に対しまして心から感謝と御礼を申し上げ、退

任のごあいさつとさせていただきます。大変ありがとうございました。

0副議長(中山基昭君) お諮りいたします。この際、日野市議会議長選挙の件を日程

に追加し先議いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

[ I異議なし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、本件を日程に追加 し先

議することに決しました。

日野市議会議長選挙の件を議題といたします。

お諮りいたします。選挙の方法については、投票によることに御異議ありませんか。
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( i異議なし」と呼ぶ者あり〕

0副議長(中山基昭君) 御異議ないものと認めます。よって選挙は投票によって執行

いたします。

議場の閉鎖を命じます。

〔議場閉鎖〕

O副議長(中山基昭君) ただいまの出席議員は30名であります。

お諮りいたします。会議規則第31条第2項の規定により、立会人に中谷好幸君と鎮野

行雄君を指名いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。

( i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。よって立会人に中谷好幸君、鎮

野行雄君を指名いたします。

投票用紙を配付いたさせます。

〔投票用紙配付〕

O言IJ議長(中山基昭君) 投票用紙の配付漏れはございませんか。

( iなしJと呼ぶ者あり〕

OffilJ議長(中山基昭君) 配付漏れなしと認めます。

投票箱を改めさせます。

〔投票箱点検〕

O副議長(中山基昭君) 異状なしと認めます。

念のため申し上げます。投票は単記無記名であります。投票用紙に被選挙人の氏名を

記載の上、点呼に応じて順次投票を願います。

それでは点呼を命じます。

0議会事務局議事係長(土方留春君) それでは、ただいまより点呼をいたします。

1番奥住日出男議員〔投票〕 2番宮沢清子議員〔投票〕

3番高橋 徹議員〔投票〕 4番土方尚功議員〔投票〕

5番山口達夫議員〔投票〕 6番天野輝男議員〔投票〕

7番福島盛之助議員〔投票〕 8番福島敏雄議員〔投票〕

9番中谷好幸議員〔投票〕 10番小俣昭光議員〔投票〕

11番川嶋 博議員〔投票〕 12番馬場繁夫議員〔投票〕

13番夏井明男議員〔投票〕 14番小山良悟議員〔投票〕

15番馬場弘融議員〔投票〕 16番高橋徳次議員〔投票〕
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17番旗野行雄議員〔投票〕 18番 一ノ瀬隆議員〔投票〕

19番板垣 正男議員 〔投票〕 20番鈴木美奈子議員〔投票〕

21番中山基昭議員〔投票〕 22番秦 正一議員〔投票〕

23番黒川重憲議員 〔投票〕 24番 古賀俊昭議員〔投票〕

25番谷 長一議員〔投票〕 26番市川資信議員〔投票〕

27番石坂勝雄議員〔投票〕 28番名古屋史郎議員 〔投票〕

29番竹ノ上武俊議員〔投票〕 30番米沢照男議員 〔投票)

以上です。

0副議長(中山基昭君) 投票漏れはありませんか。

( iなし」と呼ぶ者あり〕

0副議長(中山基昭君) 投票漏れなしと認めます。投票を終了いたします。

議場の閉鎖を解きます。

〔議場閉鎖〕

O副議長(中山基昭君) これより開票を行います。

中谷好幸君、鎌野行雄君立ち会いを願います。

〔開 票〕

OffilJ議長(中山基昭君) 選挙の結果を事務局長をして報告いたさせます。

O議会事務局長(佐藤智春君) 御報告いたします。

投票総数 30票

有効投票 30票でございます。

有効投票中

市川!資信議員 30票

以上でございます。

O副議長(中山基昭君) 以上のとおりでございます。

この選挙の法定得票数は 8票であります。よって市川資信君が議長に当選をされまし

7こO

ただいま議長に当選されました市川資信君に、本席より会議規則第32条第2項の規定

により、当選の告知をいたします。

市川資信君、議長席にお着き願います。

これをもって議長を交代いたします。

〔副議長退席、議長着席〕

寸
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0議長 (市川|資信君) ただいま、 日野市議会議長選挙におきま して全員の信任をいた

だきまして、第14代の議長に就任させていただきました。ま ことにありがとうございま 3月11日 金曜日 (第 5日)
す。身に余る光栄でございます。かかる上は、不肖浅学非才な小生ではございますけれ

ども、自分の力の限り公正かつ民主的な議会運営をすることをお誓い申し上げます。

なお、先輩議長の、この 日野市の議会の伝統と権威ある席を汚さないように一生懸命

精進いたしますので、今後とも皆様方の御指導、御鞭捷を心からお願い して、ごあいさ
昭和 63年

つと させていただきます。 日野市議会会議録 (第 6号)
第 1回定例会

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。
3月11日 金曜日 (第 5日)

C I異議なし」 と呼ぶ者あり〕
出 席議 員 (30名)

0議長(市川資信君) 御異議ないものと認めます。よ って暫時休憩いたします。
1番 奥住 日出男 君 2番 p邑'- 沢 清子 君

午後 5時 2分休憩
3番 宅I司生「 橋 徹君 4番 土方 尚 功 君

午後8時 7分再開
5番 山 ロ 達 夫 君 6番 天野輝 男 君

0議長 (市川資信君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
7番 干高 島 盛之助 君 8番 福 島 敏雄君

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したいと思いますが、こ
9番 中 谷 好 幸 君 10番 小俣 日百 光 君

れに御異議ありませんか。
11番 )11 向島 博 君 12番 ，馬 場 繁夫 君

C I異議なし」と呼ぶ者あり〕
13番 夏 井 明 男 君 14番 山 良 悟君

0議長(市川資信君) 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
15番 ，馬 場 弘 融君 16番 主f司主 橋 徳次 君

とに決しました。
17番 簸 野行雄君 18番 一ノ瀬 隆君

本日の未了日程は明日の 日程といたします。
19番 板垣 正 男 君 20番 鈴 木 美奈子 君

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。
21番 中 山 基 昭 君 22番 秦 正 君

本日はこれにて延会いたします。
23番 黒川 重 憲 君 24番 古賀 俊 昭 君

午後 8時 8分延会
25番 谷 長 君 26番 市川 資 信 君

27番 石坂勝 雄 君 28番 名古屋 史郎 君

29番 竹ノ上武 俊君 30番 米 沢 日召 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 追加日程第 1

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 藤浪竜得、君 都市整備部長 前 田 雅 夫 君

建設部長 永原照雄君 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 ェ月tヰ 長 長沢二郎君 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63年 3月11日(金)

午前 10 時開議

(選任・設置)

日程第 1 

日程第 2 

日野市議会常任・特別委員会委員の選任について

日野市議会昭和63年度一般会計予算特別委員会・

特別会計予算特別委員会設置及び委員の選任につ

いて

追加日程第 1 副議長辞職について

本日の会議の付した事件

A
せ

内
ペ

U

-35-



-36-

午後4時32分開議

0議長 (市)11資信君) 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。副議長中山基昭君から、副議長の辞任願が提出されております。

この際、副議長辞職の件を日程に追加し、先議いたしたいと思いますが、これに御異

議ありませんか。

[ I異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(市川i資信君) 御異議ないものと認めます。よって、この際、 副議長辞職の件

を日程に追加し、先議することに決しました。

副議長辞職の件を議題といたします。

お諮りいたします。中山基昭君の副議長辞職を許可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(市川資信君)• 御異議ないものと認めます。よって中山基昭君の副議長辞職の

件は、許可することに決定いたしました。

ここで、前副議長の中山基昭君の退任のごあいさつをいただきます。

[21番議員登壇〕

021番(中山基昭君) ただし、ま副議長職の辞任につきまして御賛問いただきました中

山でございます。

議員各位の御推挙をいただき、副議長に就任をいたしましてから大変限られた短い期

間ではございますが、皆さん方の御協ヌアと御鞭撞をいただきながら、その任を務めるこ

とができました。

ここに改めて御礼を申し上げ、退任のごあいさつにさせていただき ます。大変お世話

になりました。ありがとうございました。 (拍手)

O議長(市川資信君) 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。

[ I異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(市川資信君)

決しました。

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

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〕
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0議長(市川|資信君) 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36分休憩 3月14日 月曜日 (第 6日)
午後11時46分再開

0議長(市川資信君) 休憩前に引き続き会議を開きます。

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

れに御異議ありませんか。 昭和 6 3年

C I異議なし」と呼ぶ者あり〕 第 1回定例会
日野市議会会議録 (第 7号)

0議長(市川資信君) 御異議ないものと認めます。よって本日はこれにて延会するこ

とに決しました。 3月14日 月曜日 (第 6日)

本日の未了日程は14日の日程といたします。14日の本会議は午前10時より開議いたし 出 席 議 貝 (30名)

ます。時間厳守で御参集願います。 1番 奥住 日出男 君 2番 r己ム~ 沢 清 子 君

本 日はこれにて延会いたします。 3番 主I司主「 橋 徹 君 4番 土 方 尚 功 君

午後11時47分延会 5番 山 口 達 夫 君 6番 天 野輝 男 君

7番 干高 島盛之助 君 8番 干高 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 ，罵 場 繁 夫 君

13番 夏 井 明 男 君 14番 山 良 倍君

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 sB 君 22番 秦 正 君

23番 黒川 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 良日 君

29番 竹ノ上 武 俊 君 30番 米 沢 昭 男 君

欠 席 議 貝 (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 永原照雄君 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b守 長 長沢=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 言己 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

議事 日

(選任・設置)

日程第 1 

日程第 2 

(選挙)

追加日程第 1

程

速記者 村 上 紀 子 君

昭和63年 3月14日(月)

午前 10 時開議

日野市議会常任・特別委員会委員の選任について

日野市議会昭和63年度一般会計予算特別委員会・

特別会計予算特別委員会設置及び委員の選任につ

いて

日野市議会副議長選挙について
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本日 の会議に付した事件

追加 日程第 1
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午後4時41分開議

0議長(市川資信君) 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〕

0議長(市川資信君)

に決しました。

お諮りいたします。議事の都合により、暫時休憩いたしたいと思いますが、これに御

異議ありませんか。

C I異議なしJと呼ぶ者あり〕

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

0議長(市川資信君) 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43分休憩

午後10時30分開議

0議長(市川資信君) 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、日野市議会副議長選挙の件を日程に追加し、先議いたし

たいと思いますが、これに御異議ありませんか。

C I異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(市川資信君) 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。

日野市議会副議長選挙の件を議題といたします。

お諮りいたします。選挙の方法については、投票によ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(市川資信君) 御異議ないものと認めます。よって、選挙は投票によって執行

いたします。

議場の閉鎖を命じます。

〔議場閉鎖〕

O議長(市川資信君) ただし、まの出席議員は30名であります。

お諮りいたします。会議規則第31条第 2項の規定により、立会人に中谷好幸君と旗野

行雄君を指名いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。

C I異議なし」と呼ぶ者あり〕
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0議長(市川|資信君) 御異議ないものと認めます。よって、立会人に中谷好幸君と鋲

野行雄君を指名いたします。

投票用紙を配付いたさせます。

〔投票用紙配付〕

O議長(市川|資信君) 投票用紙の配付漏れはございませんか。

c rなし」と呼ぶ者あり〕

0議長(市川資信君) 配付漏れなしと認めます。

投票箱を改めさせます。

〔投票箱点検〕

O議長(市川資信君) 異状なしと認めます。

念のため申し上げます。投票は単記無記名であります。投票用紙に被選挙人の氏名を

記載の上、点呼に応じて順次投票をお願し、し、たします。

点呼を命じます。

0議会事務局議事次長(土方留春君) それでは、ただいまより点呼いたします。

1番奥住日出男議員〔投票〕 2番宮沢清子議員〔投票〕

3番高橋 徹議員〔投票〕 4番土方尚功議員〔投票〕

5番山口達夫議員〔投票〕 6番天野輝男議員〔投票〕

7番福島盛之助議員〔投票〕 8番福島敏雄議員〔投票〕

9番中谷好幸議員〔投票〕 10番小俣昭光議員〔投票〕

11番川嶋 博議員〔投票〕 12番馬場繁夫議員〔投票〕

13番夏井明男議員〔投票〕 14番小山良悟議員〔投票〕

15番馬場弘融議員〔投票〕 16番高橋徳、次議員〔投票〕

17番鎌野行雄議員〔投票〕 18番一ノ瀬隆議員〔投票〕

19番板垣正男議員〔投票〕 20番鈴木美奈子議員〔投票〕

21番中山基昭議員〔投票〕 22番秦 正一議員〔投票〕

23番黒川重憲議員〔投票〕 24番古賀俊昭議員〔投票〕

25番谷 長一議員〔投票〕 26番市川資信議員〔投票〕

27番石坂勝雄議員〔投票〕 28番名古屋史郎議員〔投票〕

29番竹ノ上武俊議員〔投票〕 30番米沢照男議員〔投票〕

以上でございます。

0議長(市川資信君) 投票漏れはありませんか。
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c rなし」と呼ぶ者あり〕

0議長(市川資信君) 投票漏れなしと認めます。投票を終了いたします。

議場の閉鎖を解きます。

〔議場閉鎖〕

O議長(市川資信君) これより開票を行います。

中谷好幸君、旗野行雄君、立ち会いを願し、ます。

〔開票〕

0議長(市川資信君) 選挙の結果を、事務局長をして報告いたさせます。

0議会事務局長(佐藤智春君)

投票総数 30票

有効投票 27票

御報告いたします。

無効投票

有効投票中

一ノ瀬隆議員 27票

3票 これは白票でございます。

以上でございます。

O議長(市川資信君) 以上のとおり，でございます。

との選挙の法定得票数は 7票であります。よって一ノ瀬 隆君が副議長に当選されま

しfこO

ただいま副議長に当選されました一ノ瀬 隆君に、本席より会議規則第32条第2項の

規定により、当選の告知をいたします。

副議長の就任のあいさつをお願し、し、たします。

〔副議長登壇〕

O副議長(一ノ瀬 隆君) 図らずも、副議長に当選させていただきました社会クラプ

の一ノ瀬でございます。日野市議会副議長の当選の栄をいただきましたことを、深く感

謝申し上げる次第でございます。

多岐にわたる市民要望を市政に反映し、この市政を厳しくチェックする議会の権能は

ますます重要であると考えます。

議長の市川さんは1932年、昭和 7年生まれ、私と同じ年であります。この市川議長を

補佐して、甚だ徴力ではありますけれども、死力を尽くして頑張っていきたいと考えて

おります。

議員の皆様方の一層の御指導、御鞭縫をよろしくお願い申し上げます。あわせて、市
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長初め執行機関の皆様方にも御指導、御協力をお願い申し上げまして、副議長就任のあ

いさつといたします。 3月15日 火曜日 (第 7日)

どうもありがとうございました。 (拍手)

0議長(市川i資信君) 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

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〕 昭和 6 3年

0議長(市川資信君) 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 第 1回定例会
日野市議会会議録 (第 8号)

ことに決しました。

本日の未了日程は、あすの日程といたします。 3月15日 火曜日 (第 7日)

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。 出 席議 貝 (30名)

本日は、これにて延会いたします。 1番 奥住 日出男 君 2番 r邑ι噌 沢 清子 君

午後10時46分延会 3番 主I司主a 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 ?面 島 盛之助 君 8番 ?語 島 敏雄 君

9番 中 谷 好 幸 君 10番 小俣 日百 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 悟君

15番 馬 場 弘 融君 16番 Tf司E 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 昭 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 市川 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 昭 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 永原照雄君 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 τ月封 長 長沢二郎君 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 圭方留春君

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 小野口純子君

議 事 日 程

昭和63年 3月15日(火)

午前 10 時開議

(選任・設置・選挙)

日程第 1 日野市議会常任・特別委員会委員の選任について

日野市議会昭和63年度一般会計予算特別委員会・

特別会計予算特別委員会設置及び委員の選任につ

日程第 2 

日程第 3 

日程第 4 

日程第 5 

いて

東京都11市競輪事業組合議会議員の選挙について

東京都4市競艇事業組合議会議員の選挙について

東京都三多摩地域廃棄物広域処分組合議会議員の
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選挙について

日程第 6 南多摩東部共立病院組合議会議員の選挙について

1 日程第 7 南多摩斎場組合議会議員の選挙について

日程第 8 日野市農業委員会委員の推薦について

日程第 9 日野市消防委員会委員(議会選出)の選任につい

て

本日の会議の付 した事件

なし

ー，‘ 
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午前10時17分開議

0議長(市川資信君) 本日の会議を開きます。

ただいまの出席議員27名であります。

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(市川資信君) 御異議ないものと認めます。よって暫時休憩いたします。

午前10時18分休憩

午後4時32分再開

0議長(市川資信君) 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(市川資信君) 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。

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(市川資信君) 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32分休憩

午後11時33分再開

0議長(市川資信君) 休憩前に引き続き会議を開きます。

お諮りいたします。本日の会議はこの程度にとどめ、延会いたしたし、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〕

0議長(市川資信君)

とに決しました。

本日の未了日程はあすの日程といたします。

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。

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と

本日はこれにて延会いたします。

午後11時36分延会
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3月16日 水 曜 日 (第 8日)

昭和 6 3年

第 1固定例会
日 野 市 議会会議録 (第 9号)

3月16日 水曜日 (第 8日)

出 席議 貝 (30名)

1番 奥住 日出男 君 2番 宮 沢 清 子 君

3番 I司 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 fii 島 盛之助 君 8番 ?言 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 '悟 君

15番 ，馬 場 弘 融君 16番 τf司主r 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 昭 君 22番 秦 正 君

23番 黒川 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 虫日 君

29番 竹ノ上 武 俊君 30番 米 沢 B召 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 日程第 5 東京都4市競艇事業組合議会議員の選挙について

市 長 森田喜美男君 収 入 役 加藤 郎君 日程第 6 東京都二多摩地域廃棄物広域処分組合議会議員の

企画財政部長 長谷川暢男君 総務部長 山崎 彰君 選挙について

市民部長 大 貫 松雄君 生活環境部長 坂 本 金 雄 君 日程第 7 南多摩斎場組合議会議員の選挙について

清 掃部長 藤浪竜徳君 都市整備部長 前 田 雅 夫 君 日程第 8 日野市農業委員会委員の推薦について

建設部長 永原照雄君 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 本日 の会議の付した事件

教 3月t弓 長 長沢三郎君 教育次長 砂川雄 君 日程第 1から第8まで

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 こと 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63年 3月16日(水)

午前 10 時開議

(選任 ・設置・選挙)

日程第 1 

日程第 2 

日程第 3 

日野市議会常任 ・特別委員会委員の選任について

日野市議会特別委員会設置及び、委員の選任につい

て

日野市議会昭和63年度一般会計予算特別委員会 ・

特別会計予算特別委員会設置及び委員の選任につ

いて

日程第 4 東京都11市競輪事業組合議会議員の選挙について
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午前10時13分間議

O議長(市川資信君) 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27名であります。

お諮りいたします。議事の都合により暫時休憩いたしたいと思いますが、とれに御異

議ありませんか。

C 1"異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(市川資信君) 御異議ないものと認めます。よって暫時休憩いたします。

午前10時14分休憩

午後4時46分再開

0議長(市川資信君) 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。

C 1"異議なじ」と呼ぶ者あり〕

0議長(市川資信君) 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。

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(市川資信君) 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47分休憩

午後9時43分再開

0議長(市川資信君) 休憩前に引き続き会議を開きます。

これより日程第 1、日野市議会常任・特別委員会委員の選任の件を議題といたします。

委員の選任については、お手元に配付しました印刷物のとおりです。

質疑、討論を省略し、直ちに本件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 1"異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(市川資信君) 御異議ないものと認めます。よって日野市議会常任・特別委員

会委員の選任の件は、原案のとおり可決されました。

これより日程第2、日野市議会特別委員会設置及び委員の選任の件を議題といたしま

す。
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特別委員会設置及び委員の選任については、お手元に配付しました印刷物のとおりで

す。

質疑、討論を省略し、直ちに本件について採決いたします。本件は原案のとおり決す

るに御異議ありませんか。

c r異議なしJと呼ぶ者あり〕

0議長(市川資信君) 御異議ないものと認めます。よって日野市議会特別委員会設置

及び委員の選任の件は、原案のとおり可決されました。

これより日程第 3、日野市議会昭和63年度一般会計予算特別委員会・特別会計予算特

別委員会設置及び委員の選任の件を議題といたします。

特別委員会設置及び委員の選任については、お手元に配付しました印刷物のとおりで

す。

質疑、討論を省略し、直ちに本件について採決いたします。本件は原案のとおり決す

るに御異議ありませんか。

c r異議なしJと呼ぶ者あり〕

0議長(市川資信君) 御異議ないものと認めます。よって日野市議会昭和63年度一般

会計予算特別委員会・特別会計予算特別委員会設置及び委員の選任の件は、原案のとお

り可決されました。

これより日程第4、東京都11市競輪事業組合議会議員の選挙の件を議題といたします。

お諮りいたします。選挙の方法については、地方自治法第 118条第2項の規定により、

指名推選によりたいと思いますが、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(市)11資信君)

ることに決しました。

お諮りいたします。指名の方法については、議長において指名することにいたしたい

と思いますが、これに御異議ありませんか。

c r異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議ないものと認めます。よって選挙の方法は指名推選によ

0議長(市川資信君) 御異議ないものと認めます。よって議長において指名すること

に決しました。

東京都11市競輪事業組合議会議員に秦 正一君、石坂勝雄君を指名いたします。

お諮りいたします。ただいま議長において指名いたしました秦 正一君、石坂勝雄君

を当選人と定めることに御異議ありませんか。

。。
に
d

c r異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(市川|資信君) 御異議ないものと認めます。よって、ただし、ま指名いたしまし

た秦 正一君、石坂勝雄君が東京都11市競輪事業組合議会議員に当選されました。

ただいま当選されました秦 正一君、石坂勝雄君に本席より会議規則第32条第2項の

規定により、当選の告知をいたします。

これより日程第5、東京都4市競艇事業組合議会議員の選挙の件を議題といたします。

お諮りいたします。選挙の方法については、地方自治法第 118条第2項の規定により、

指名推選によりたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

c r異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議ないものと認めます。よって選挙の方法は指名推選によ0議長(市)11資信君)

ることに決しました。

お諮りいたします。指名の方法については、議長において指名することにいたしたい

と思いますが、これに御異議ありませんか。

c r異議なしJと呼ぶ者あり〕

0議長(市川資信君) 御異議ないものと認めます。よって議長において指名すること

に決しました。

東京都4市競艇事業組合議会議員に秦 正一君、石坂勝雄君を指名いたします。

お諮りいたします。ただし、ま議長において指名いたしました秦 正一君、石坂勝雄君

を当選人と定めることに御異議ありませんか。

c r異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(市川資信君) 御異議ないものと認めます。よって、ただいま指名いたしまし

た秦 正一君、石坂勝雄君が東京都4市競艇事業組合議会議員に当選されました。

ただいま当選されました秦 正一君、石坂勝雄君に本席より会議規則第32条第2項の

規定により、当選の告知をいたします。

これより日程第 6、東京都三多摩地域廃棄物広域処分組合議会議員の選挙の件を議題

といたします。

お諮りいたします。選挙の方法については、地方自治法第 118条第2項の規定により、

指名推選によりたいと思いますが、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(市)11資信君) 御異議ないものと認めます。よって選挙の方法は指名推選によ

ることに決しました。
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お諮りいたします。指名の方法については、議長において指名することにいたしたい

と思いますが、これに御異議ありませんか。

[ i異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(市川資信君) 御異議ないものと認めます。よって議長において指名すること

に決しました。

東京都三多摩地域廃棄物広域処分組合議会議員に高橋徳次君を指名いたします。

お諮りいたします。ただいま議長において指名いたしました高橋徳次君を当選人と定

めることに御異議ありませんか。

[ i異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(市川|資信君) 御異議ないものと認めます。よって、ただし、ま指名いたしまし

た高橋徳次君が東京都三多摩地域廃棄物広域処分組合議会議員に当選されました。

ただいま当選されました高橋徳次君に本席より会議規則第32条第 2項の規定により、

当選の告知をいたします。

これより日程第 7、南多摩斎場組合議会議員の選挙の件を議題といたします。

お諮りいたします。選挙の方法については、地方自治法第 118条第2項の規定により、

指名推選によりたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

[ i異議なし」と呼ぶ者あり〕

規定により、当選の告知をいたします。

これより日程第8、日野市農業委員会委員の推薦の件を議題といたします。

お諮りいたします。推薦の方法については、指名推選によりたいと思いますが、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(市川|資信君)

ることに決しました。

お諮りいたします。指名の方法については、議長において指名することにいたしたい

と思いますが、これに御異議ありませんか。

[ i異議なしJと呼ぶ者あり〕

御異議ないものと認めます。よって推薦の方法は指名推選によ

0議長(市川資信君) 御異議ないものと認めます。よって議長において指名すること

に決しました。

日野市農業委員会委員に鎌野行雄君、谷 長一君、名古屋史郎君を指名いたします。

本件については、ただいま指名いたしました諸君の一身上に関する事件であると認め

られますので、地方自治法第 117条の規定により、それぞれ退席していただきます。

まず鎌野行雄君の退席を求めます。

[17番議員退席〕

0議長(市)11資信君)

ることに決しました。

お諮りいたします。指名の方法については、議長において指名することにいたしたい

と思いますが、これに御異議ありませんか。

[ i異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議ないものと認めます。よって選挙の方法は指名推選によ 0議長(市川資信君) お諮りいたします。旗野行雄君を日野市農業委員会委員に推薦

0議長(市川資信君) 御異議ないものと認めます。よって議長において指名すること

することに御異議ありませんか。

[ i異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(市川|資信君) 御異議ないものと認めます。よって鎌野行雄君を推薦すること

に決しました。

鎮野行雄君の除斥を解きます。

[17番議員着席〕

O議長(市川資信君) 次に谷 長一君の退席を求めます。

[25番議員退席〕

O議長(市川!資信君) お諮りいたします。谷 長一君を日野市農業委員会委員に推薦

することに御異議ありませんか。

[ i異議なし」と呼ぶ者あり〕

に決しました。

南多摩斎場組合議会議員に黒川重憲君、古賀俊昭君を指名いたします。

お諮りいたします。ただし、ま議長において指名いたしました黒川重憲君、古賀俊昭君

を当選人と定めることに御異議ありませんか。

[ i異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(市)11資信君) 御異議ないものと認めます。よって、ただし、ま指名いたしまし

た黒川重憲君、古賀俊昭君が南多摩斎場組合議会議員に当選されました。

ただいま当選されました黒川重憲君、古賀俊昭君に本席より会議規則第32条第 2項の

0議長(市川資信君)

に決しました。

御異議ないものと認めます。よって谷 長一君を推薦すること
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谷長一君の除斥を解きます。

(25番議員着席〕 3月17日 木躍日 (第 9日)
0議長(市川資信君) 次に名古屋史郎君の退席を求めます。

(28番議員退席〕

0議長(市川資信君) お諮りいたします。名古屋史郎君を日野市農業委員会委員に推

薦することに御異議ありませんか。
昭和 6 3年

( r異議なし」と呼ぶ者あり〕 日野市議会会議録 (第10号)
第 1回定例会

0議長(市川資信君) 御異議ないものと認めます。よって名古屋史郎君を推薦するこ

とに決しました。
3月17日 木曜日 (第 9日)

名古屋史郎君の除斥を解きます。
出 席 議 民 (30名)

(28番議員着席〕
1番 奥住 日出男 君 2番 F邑4 司.

沢 清子 君
0議長(市川資信君) 本日の日程はすべて終わりました。

3番 宅『司生「 橋 徹君 4番 土方 尚 功 君
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。

5番 山 口 達 夫 君 6番 天 野 輝 男 君
本日はこれにて散会いたします。

7番 福 島盛之助 君 8番 福 島 敏雄 君
午後 9時54分散会

9番 中 谷好幸君 10番 小俣 昭 光 君

11番 }II 向島 博君 12番 ，馬 場 繁夫 君

13番 夏 井 明 男 君 14番 山 良 悟君

15番 ，馬 場 弘 融君 16番 主I可主「 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 山基昭 君 22番 秦 正 君

23番 黒川 重 憲 君 24番 古賀 俊昭 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 史郎 君

29番 竹ノ上武 俊君 30番 米 沢 日召 男 君

欠 席 議 貝 (なし)
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説明のため会議に出席した者の職氏名 改正する条例の制定について

市 長 森田喜美男君 収 入 役 加藤 郎君 日程第 6 議案 第 4 号 日野市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費

企画財政部長 長谷川腸男君 総務 部 長 山崎 彰君 用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定

市民部長 大貫松雄君 生活環境部長 坂本 金 雄 君 について

清掃部長 藤浪竜徳君 都市整備部長 前田雅夫君 日程第 7 議案 第 5 号 日野市平和啓発事業基金条例の制定について

建設部長 永原照雄君 福 祉 部 長 高野 隆君 日程第 8 議案 第 6 号 日野市国民健康保険条例の一部を改正する条例の

水道部長 橋本栄寓君 病院事務長 岩沢代吉君 制定について

教 =同民 長 長沢三郎君 教 育 次 長 砂川雄 君 日程第 9 議案 第 7 号 日野市住宅改良資金融資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 10 議案 第 8 号 日野市生活つなぎ資金貸付条例の一部を改正する

局 長 佐藤智春君 次 長 主方留春君 条例の制定について

書 記 田中正美君 書 記 濃沼哲夫君 日程第 11 議案 第 10号 日野市立児童館設置条例の一部を改正する条例の

書 記 佐々木茂晴君 書 記 小林章雄君 制定について

書 記 斉藤令吉君 日程第 12 議案 第 9 号 日野市原子爆弾被爆者の援護に関する条例の制定

のついて

速記委託先 住所 東京都立川市曙町一丁目10の3 日程第 13 議案 第 11 号 昭和62年度目野市一般会計補正予算について(第

立川速記者養成所 所長 関根福次 4号)

速記者 保木シゲル君 日程第 14 議案 第 12号 昭和62年度目野市国民健康保険特別会計補正予算

速記者 佐伯実和子君 について(第2号)

日程第 15 議案 第 13号 昭和62年度日野市土地区画整理事業特別会計補正

議 事 日 程 予算について(第4号)

昭和63年 3月17日(木) 日程第 16 議案 第 14号 昭和62年度目野市下水道事業特別会計補正予算に

午前 10 時開議 ついて(第 5号)

日程第 17 議案 第 15号 昭和62年度日野市受託水道事業特別会計補正予算

日程第 1 行政報告 について(第3号)

日程第 2 所信表明 日程第 18 議案 第 16号 昭和62年度日野市農業共催事業特別会計補正予算

日程第 3 諸般の報告 について(第2号)

(議案上程)
日程第 19 議案 第 17号 昭和62年度日野市老人保険特別会計補正予算につ

日程第 4 議案 第 2 号 日野市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条 いて(第2号)

例の一部を改正する条例の制定について 日程第 20 議案 第 18号 昭和63年度日野市一般会計予算について

日程第 5 議案 第 3 号 日野市一般職の職員の旅費に関する条例の一部を 日程第 21 議 案 第 19号 昭和63年度日野市国民健康保険特別会計予算につ

-64- -65-



いて 日程第 37 請願第 63-4 号 公団家賃の高家賃化に反対する意見書提出を求め

日程第 22 議案 第 20号 昭和63年度目野市土地区画整理事業特別会計予算 る請願

について

日程第 23 議案 第 21 号 昭和63年度目野市下水道事業特別会計予算につい 追加日程第 1 会期の延長について

て

日程第 24 議案 第 22号 昭和63年度日野市立総合病院事業会計予算につい 本日の会議に付した事件

て 日程第 1から第2及び追加日程第 1まで

日程第 25 議案 第 23号 昭和63年度日野市受託水道事業特別会計予算につ

いて

日程第 26 議案 第 24号 昭和63年度目野市農業共済事業特別会計予算につ

いて

日程第 27 議案 第 25号 昭和63年度目野市老人保険特別会計予算について

日程第 28 議案 第 26号 日野都市計画事業万願寺土地区画整理事業に関す

る業務委託契約の一部変更について

日程第 29 議 案 第 27号 日野都市計画事業万願寺土地区画整理事業の施行

に伴う水道施設の整備に関する協定の一部変更に

ついて

日程第 30 議案 第 28号 日野市農業共済事業の事務費賦課総額及び賦課単

価について

日程第 31 議案 第 29号 日野市一般職の職員の給与に関する条例の一部を

改正する条例の制定について

日程第 32 議案 第 30号 日野市高齢者就労事業運営資金貸付条例の一部を

改正する条例の制定について

日程第 33 議案 第 31 号 日野市東平山一丁目 6番地先市道上の市の義務に

属する事故に係わる和解の締結及び損害賠償額の

決定について

(請願上程)

日程第 34 請願、第 63-1号 都道169号線(通称東光寺道路)の全般的改善に

関する請願

日程第 35 請願第 63-2 号 広場(遊園地)用地の取得についての請願

日程第 36 請願第 63-3号 保険、医療、福祉の拡充に関する陳情 寸
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午前10時23分開議

0議長(市川資信君) 本日の会議を開きます。

ただいまの出席議員は26名であります。

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(市川資信君) 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。

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(小山良悟君) おはようございます。

昨晩開会されました議会運営委員会の報告をいたします。

今回の役員構成で議運のメソパーも新しくなりました。まず最初に、委員長、 副委員

長の選出をいたしました。委員長には私、小山良悟、そして副委員長には、社会クラプ

の福島敏雄議員が選出されました。福島副委員長ともども、よろしくお願いしたいと思

います。

さて、会期の件でございますが、日程でございますけれども、昭和63年第 1回定例会

の会期は、 3月の31日までとなっておりますが、役員構成の日程が消化し切れず延長を

余儀なくされました。協議した結果、 63年第 1固定例会の会期を 4月7日まで延期する

ことに決定いたしました。

特に重要とし、し、ますか、大きな変更は、今定例会は昭和63年度の予算審議もございま

すので、年度末という関係から一般質問を、異例ではありますけれども、後半に回すと

いうことが大きな変更になっております。

その他、日程の詳細につきましては、お手元に配付した用紙のとおちでございます。

以上、御報告を終わります。

0議長(市川資信君) お諮りいたします。ただいま議会運営委員長の報告のとおり、

会期を 4月7日まで 7日間延長することに御異議ありませんか。

[ i異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(市川資信君) 御異議ないものと認めます。よって会期は4月7日まで7日間

延長することに決しました。
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次に日程第 1、行政報告を行います。市長から行政報告を求めます。市長。

〔市長登壇〕

O市長(森田喜美男君) 行政報告を行います。

まず、新しい議会構成が整いましたことについてお喜びを申し上げ、今後の御活躍と

御指導をよろしくお願いを申し上げます。

私から主要な行政事項 2点について御報告をし、他は資料提出をしておりますので御

参照をお願し北、たします。

報告の第 1は、都立美術館を日野市に誘致しようという運動についてであります。程

久保緑地への都立美術館誘致の件につきましては、これまでにも報告をしておりますと

おり、議会を初め地元都会議員の協力を得て、都知事及び都教育長に要請を行うととも

に、関係機関への働きかけを行ってまいったところであります。

昨年10月には都立美術館の建設計画委員会が発足をし、具体的な調査検討が進められ、

多摩各市の活発な誘致活動も行われている中で、本市としても力を結集した誘致運動の

展開が必要と考えます。

2月1日号の広報において日野市都立美術館誘致期成会の呼びかけを行ったところで

あります。市民の関心の高さとともに、総力の運動を進める環境は整ったものと感じて

おります。

庁内的には、都立美術館誘致事務連絡会を教育委員会と協同で設け、運動の方法等の

検討を行い強力に進めたいと考えますので、議会におかれましても、よろしく御鞭縫、

御理解をお願いするところであります。

報告の第2は、大型庖舗、ディスカウントショップと言われておりますダイクマの出

庖に対する都への意見書の提出についてであります。

かねて、問題として受けとめておりますダイクマの出庖問題につきましては、昨年 9

月、市商工会主催の商業調整協議会から答申が行われ、本年 1月、ダイクマ側から通産

大臣に対し、大規模小売庖舗における小売業の事業活動の調整に関する法律に基づ、く出

庖の届出が提出されたと聞いております。先日、本市にも、東京都知事より届出受理の

通知がありました。

本市といたしましては、これまでもダイクマの出庖は、秩序あるまちづくりと安定し

た市民生活の環境を保全する上で、大きく迷惑とする理由があるということを表明して

きたところであります。

このたびの出庖届出につきまして、知事の照会を機会として大j吉舗法第15条の 2の規

定に基づき、出庖反対の意見書を提出したところであります。

その反対の理由といたしましては、一つ、過去約 5年に及ぶ反対運動の存在。 2、出

活の場合予測される当該地の道路交通事情への悪影響。 3、今後、本市が施行する地区

計画の支障、差しさわりであります。 4、地元商工会の対立の顕在化。 5、当該地は立

地不適ということであります。

以上のことを報告をし、理解をしていただきますようお願いをして報告を終わります。

O議長(市川資信君) 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の質疑に入ります。 奥住日出男君。

01:番(奥住日出男君) 3点につきまして、お聞きをしたいと思います。

まず 1点は、組織の変更についてでございます。企画財政部の企画課でもって、新し

く組織改定がされたわけでございますけれども、新しい行政課題に対応するということ

で改定がされております。大変結構なことだと思いますけれども、この中で 1点だけ、

ちょっと理解を深めたい意味でお聞きしたいんですが、企画財政部の中に電算管理課、

これがありますね。その中に電算管理係というのがございまして、これが廃止になって

おります。新しい行政課題、市長がよく、いろいろと、職員の英知等をいただきながら

効率のよい都市型市政を展開していきたい、ということを常々言っておられる。機械化

の導入というのは、全国のどの自治体を見ても年々ふえる一方でございますけれども、

こういう時期に電算管理係があって、さらに何か開発係とかそんな感じの係がふえるの

かな、というふうに思っていたわけです。

仕事が、どんどん、どんどんふえていって、さらに効率のよい行政が展開されるんで

はないか、と期待をしておったわけで、すけれども、逆にこれがなくなってしまった、課

に統ーをされるという。中身は、それ以上のことをやってもらえれば、特段問題はない

んですけれども、一般的にぱっと見て係がなくなったということを、ちょっと蹄に落ち

ない、表面上、落ちない点がございましたので、これを 1点お聞かせいただきたいとい

うのが、 1点目です。

それから 2点目は、 3月の 3日に下の方で、例の水道の濁り水の問題が発生をいたし

まして、マスコミ報道によると六千数世帯が被害を受けたというような報道がされてお

ります。私にも何件か問い合わせがあったわけでございますけれども、この件について

水道部の方も、大変いらいら、じりじりしたと思うんですが、なかなか原因が究明され

ずに一一実は61年の大雪のときに、たしか厚生委員会だと思いますけれども、大雪の中
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7こし、。

議員さんから指摘のように目標を持って組織の簡素、機能化ということで進めてきまし

た。各部課の調整を図りながら進めてきたわけでございますが、最終的には、御報告い

たしましたとおりは係の廃止、統廃合もありますが、できるだけの係をとりあえず第 1

段階として廃止していきたい、という考え方を基本に持ちまして進めました。

よって、御指摘の企画財政部の中の電算課の問題でございます。電算課ということで

ございますが、企画財政部につきましては全面的に係を廃止したわけでございます。そ

れは、やはりそれ以外のところもございますが、係の廃止によって、課長の裁量に寄っ

ての能率化を図りたいというのが一つの考え方でございます。

特に電算課の問題につきましては、これからの、なお一層の充実の問題というような

御指摘があるわけでございますが、係のなくなったところにつきましては、できるだけ

主査制度の導入を図っていきたい。よって、課長の裁量によっての能率化を進めるとい

う考え方でございます。御指摘の部分につきましては、わかるわけでございますが、職

員の主査の導入によっての能率化を進めていくということで、とりあえず新しい係をふ

やさないという段階の中で考えました。

そういう方向で、第 1段階として進めていきたし、ということでございます。

以上が 1点目のお答えでございます。

2点目につきましては、水道部の関係でございますが、御指摘のように停電の問題、

先般の水道の問題、その後、確かに庁議等を聞き今後の対応、あるいは指示事項も踏ま

えながら各部長と協議しております。有線の問題を御指摘されておりますが、確かに現

状の中で広報の問題があるわけでございますが、有線をやるという問題については、今

後の課題として検討していくということでございます。

しかし、市民に不安を与えないということで、とりあえず二度と繰り返さないために

はどうしたらし巾、か、というような方策も検討しました。よって、現在水道部で広報車

が8台あります。本庁には、同じように 8台あります。しかし、性能は余りよくないと

いうような状況もありますので、もう少し大きく PRできるような対応を暫定的にやっ

ていきたい、ということで、現状では庁内の中で進めているというのが実態でございま

で停電があった。その中で市民から、非常に情報がなかなかもらえなくて不安の一夜を

過ごした、ということは、まだ記憶に新しいわけでございますけれども、そのときに何

か、情報化社会ですからー早く、今こういう状況ですよ、とし、う情報が流れれば本当に

安心していられるんだけれど、というような大きな問題があったわけでございます。

それを、この水道の濁り水と重ねてみますと、今後、市として、情報化社会でござい

ますから、どんなふうにこれを、対策を立てていくのか、例えば有線でもヲ|し、て情報を

ー早く有事の場合には、緊急事態、でございますから、流すような、そんなようなシステ

ムは考えられないのかどうか。あの大雪のときにもそのような大きな問題が出て、市長

を初め全員がここに集合したということも記憶に新しいわけでございます。

その後、その辺も踏まえてあの事故をどう生かしていくのか、この辺の考え方をお聞

かせいただきたい、というのが 2点目です。

それからもう一点は、高幡の特養ホームのことでございますけれども、実は、諮問に

対する答申ということで答申書が手元に来たわけでございますけれども、この設計を、

この報告で行きますと 1月の初めに、建築課の方でもって福祉部社会課から委託を受け

たというのが 1月6日なんです。ところが、この諮問を受けたのが 1月の21日になって

いるわけでございます。たしか、あのときに附帯意見として三つばかり出ておったわけ

でございます。これが、ちょっと時期的にずれがあるんじゃないか、しかも、その諮問

を受けて答申内容が、余りにも時間がなかったので、十分な論議がで、きませんでした、と

いうような大変重要なことが冒頭に報告されている、とし、ぅ。余りにも短兵急な、悪い

言い方をすれば「思い立ったら吉日」みたいな形でもって、ばんと出された、というこ

とが文章でも浮き彫りにされてきているわけでございます。

この辺の考え方、果たして一一附帯意見は条件ではございませんから、それをどうの

こうの言う必要はないと思いますけれども、少なくともあれだけ時間をかけて、この委

員会の中でもかなり意見が出た、また本会議の中でも相当やりとりがあった、この辺を

当時者としてどのように受けとめておられるのか、この辺のところをお聞かせいただき

以上、3点でございます。

0企画財政部長(長谷川暢男君) 御質問に対してお答えしたいと思います。

す。

以上、 2点までお答えいたしました。

もう一つは、すべての部所におきましての緊急の場合の対応としては、緊急対応の本

部を設置をして全課、全部を上げての対応をしていきたい、というような考え方は、先

般の庁議の中でお互いに協議した、とし、ぅ経緯だけをお答えさせていただきたいと思い

0議長(市川資信君) 企画財政部長。

1点目の関係につきましては、組織の問題でございます。大変長くかかったわけで、ご

ざいますが、私の方も精力的に努力いたしました。その中で一つの方針としては、今、
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01番(奥住日出男君) 1点目の組織変更につきましては、結構でございます。ひと

ば注文が出されたわけで、ございます。その辺を、要はああいうものをつくるときの経過

なり組み立て方が余りにも極端過ぎ、たということから、もう少し慎重にやってほしいと

いうことが、あのあらわれであったわけで、ございます。

ところが、その後、議会が終わったらもう翌日からすぐ作業にかかるとか、この辺が

もう少し一一ーよく市長が、職員とか議員とか一緒になってやっていきたいということを

言われているわけですから、そういうふうに言っておるんであれば、無視されたという

ふうに私は見たいわけでございますけれども、ちょっと、あれは失礼なやり方ではなかっ

たのかな、少なくとも順序としては、まず庁内でもって委員会どうしょうかとか、その

くらいの論議があってからやられてもし巾、んじゃないかな。

昨年12月、市長はたしか、今すぐやらないと間に合わないよ、というようなことを言

われましたけれども、間に合わないのは、それはもう我々が悪いんじゃなくて、前から

早くこういうものをつくってほしいということを言っているにもかかわらず、なかなか

できなかったということでございますので、余り議会の方の議員の方の理由にしないよ

うにしていただきたい。 ただ、あれだけ 3点も重要な問題が出た、どれがどうクリアさ

れたか、よくわかりませんけれども、この答申を今後どう生かすのかは理事者側のこと

になりますけれども、私が言いたいのはそういうことでございまして、少なくとも順序

が、物にはあるわけですけれども、何か、こっちはこっち、し巾、ゃ、そんな声が出ても

いいんだ、要は、こっちはこのまま進めているんだから、すぐ入札やっちゃえ、とか、

その辺がどうも見え見えなんですね。

ですから、そうしヴ市政をいつまでも持っていると、またこういう問題が 2回3固と

起こってくるんじゃないかな、もう少し聞くところは聞いていただいて、きちっとした

行政をやっていただきたい、ということを要望しておきます。

以上で結構です。

0議長(市川資信君) ) 11嶋博君。

ます。

以上でございます。

0議長(市J11資信君) 福祉部長。

0福祉部長(高野 隆君) それでは、第3点目の高幡の特別養護老人ホームについて、

取組についての若干の御質問がございました。

高幡の特別養護老人ホームにつきましては、 12月議会において基本設計費を審議決定

していただいたわけで、ございます。すぐに私どもといたしましては、基本設計を決め、

そして東京都に対する補助の申請の行動に移る、こういうことで、早速議会終了後にと

りかかりました。その中で建築課との協議も行いましたし、また地元の説明会、あるい

は議会からの御要望のありました委員会等の設置について検討いたしまして、早速、建

築課の方とは協議を始めたわけで、ございますので、それぞれが同時に進行している、こ

ういう状況がございました。

実際にこの委員会が設置されました経過は、いろいろの委員さんの御都合がござまし

て、第 1回が 1月21日でございました。それになったわけでございますけれども、それ

までには人選等もございましたし、それぞれを同時に進行する中で実施してまいりまし

fこ。

こういう状況でございました。

0議長(市川資信君) 奥住日出男君。

つ、係があればし、し、とか、なければだめだとかということじゃないですから、今の部長

の答弁で今後にまた期待をしたいと思います。

それから、有事の場合の情報の流し方、これは必ずしも有線とかそういうのではなく

て、実際に情報化社会になると市民も非常にその辺が敏感になりまして、かなり電話等

を使って情報をぱっと入れる。例えば、水道部はもう、ほとんどパγク状態、だと思うん

ですね。今回の事故というのは日野市の責任でございませんので、水道部としても困惑

したところがあろうかと思いますけれども、やっぱり、それだけ今の時代が、非常に情

報化に対して敏感になっているということですから、少なくとも、スピーカーが小さかっ

たら大きくすればし北、かどうかわかりませんけれども、的確な情報を流すように早急に

検討していただきたい、というふうに思います。要望しておきます。

それから、高幡の特養ホーム、今、部長の方から委員の都合がどうのこうのとありま

したけれども、私が言いたいのは、あれだけ委員会なり、この議会の中で、言ってみれ

011番(川嶋博君) ダイクマに関係した意見書の提出、このことについて市長にた

だしたいと思います。

実は、 2月の29日に提出されました意見書の中に、何点かを意見書の反対の意見とし

て市長が申し上げております。その中に商調協関係については、自主的な商業活動の中

ですから私としては、議会側としてもどうこう言うものでもありませんが、その中に都

市計画に関連した内容が盛り込まれていることが 1点ございます。

その中に地区計画と森田市長は申しました。その中で、その内容については2月の25
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日、私は建設委員のメソパーでございましたけれども、委員会にもその内容も聞いてお

りません。それから 3月2日に市議会もございましたけれども、その内容も開いており

ません。

そういうことで、その内容がどんな内容で提出されたか、その点をただしたし、と思い

ます。

0議長(市川資信君) 市長。

0市長(森田喜美男君) ダイクマの出庖に伴いまして、行政手順としての日野市に対

する意見照会がございました。それに伴って日野市の立場を申し述べた、こういう内容

でございます。

その中に、今後本市が施行する地区計画への支障、これは今、南平地域一一 ダイクマ

の話が出てからといっては、ちょっと遅きに失するわけでありますが、地区計画、地区

の整備計画を持ちたい、こういう考えを持ちまして、地主さん方に一応の素案を持って

説明に入ったことがございます。その際に、その結果ということになりますが、 一番橋

の通り、つまり2・2・5ですが、 2・2・5の東方につきましては、今、地元の関係権利者の方々

によって組合施行による区画整理をしようという話が具体化しつつございます。

それから西側につきましては、まだ地主さんには、ある程度のお諮りはしたわけです

が、具体化のところまではまいっておりません。

そういうことで、規制の現実が大きくできてしまう、地区計画に、つまり地域の整備

に支障が来す、これが日野市の立場だ、こうしヴ意味でございます。

以上です。

O議長(市川資信君) 川嶋博君。

011番(川嶋博君) ただいまの市長の答弁の内容ですが、実際はまだ具体的に地主

等の了解を得ていない、こういう内容の計画を、提出は東京都の方に提出されたと思い

ますが、そういうものの公に提出されたものが実際議会側もはっきりしていない、そう

いったことも問題があると思います。ですから、そういう点は了解が、またはしっかり

とした計画を持って、この問題は公の場に提出されますので、そういう点のないように

お願いしたし、と思いますが、この点、それでは具体的にその計画が書類で、または図化

したものがあったのか、ただ思いつきであったのか、こういう点をいま一度ただしたい

と思います。

0議長(市川資信君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 南平地域をごらんになるとよくわかるわけでありますが、本
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来ならばもっと早く地区計画を立て、その手法を区画整理に依存するとか、あるいはど

のような施行をするか、ということの課題を持っていたわけで、ありまして、今回そのよ

うな、今後の本市の施行しようと考えております地区の整備に支障があるのではないか、

こういうことを提起したわけで、ございまして、これはどなたも異論のないことだ、この

ように思います。

0議長(市川|資信君) 川嶋博君。

011番(川嶋 博君) ですから、こういう問題は、やはり地域の開発、そういった点

を大いに把握した上で、地域の了解をした上で、まとめて提出していただくのが本来の行

き方ではないか、このように思います。

以上で終わります。

0議長(市川資信君)

012番(馬場繁夫君)

馬場繁夫君。

それでは、質問をさせていただきます。

まず第 1点目といたしましては、クリー γセγタ一関係になりますけれども、特に過

去におきまして、数度、クリーンセγターにおきまして燃えないゴミの中の、特に卓上

コソロのガスボソべによりまして、過去に爆発事故が数度起きておりまして、幸いにも

人身事故はないというような形になっておりました。

特に最近、東京の消防庁でそういうガスボγベとか、また卓上型のボソベ関係の実態

調査をされたらしいんですけれども、それによりますと、 61年度におきましては10件の

事故が起きておる、また62年度につきましても18件の事故が起きておりまして、そのう

ちの 1人の方が死亡されている、というような実態が出てきております。

特に家庭で使っておりますカセットコ γロのカートリッジ方式のボンベとか、またフ

ロγガス等が入っておりまして揮発性があるボソベにつきまして、家庭で穴をあけて危

険物として出す、ということを行政におきましても広報を通じて出ておりますけれども、

非常にその問題は、底に穴をあける場合、近くで火気がありますと、穴をあけることに

よって、まだ中に残っておりますガス等が噴出して火災が発生する、もしくはそれによっ

て、いろんな人身事故も起きてくる、ということが、今回東京の消防庁の中で指摘され

ているわけです。

日野市の広報におきましでも、穴をあけるということが明記されていると思うんです

けれども、これからそういうこともありますので一一一消防庁におきましでも、底に穴を

あけるんではなく使い切ってから捨てるように、ということをこれから徹底していくと

いうことをされているそうですけれども、今後日野市の中におきましても、この危険物
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に穴をあけることによって二次災害としての火災が発生するなり、いろんなことが、今

後そういう事故等が起きないためにも表現方法も担当部の方で十分検討していただきま

して、どういうふうな形の中でそういうものを捨てるのか、ということを検討していた

だきたい、ということが第一点であります。

第2点目といたしまして、豊田の再開発の関係なんですけれども、昨年の第 3回の定

例会の中でも質問をさせていただいているところでありますけれども、 64年に計画決定

をしていきたい、という形で今進んでおりますけれども、なかなか進捗としても非常に

厳しい部分がありますので、現在の進捗状況と、どのような人員対策の中でその地域の

権利者の皆さんに御説明しているのか、その状況を教えていただきたし、と思います。

それと同時に、非常に今、再開発に対しでも反対運動というような、いろんな地域的

な部分がありますので、それについて行政としては、どういうふうにお考えになってい

るか、それについてのお考えもあわせてお聞きいたします。

まず、 2点についてお願し、し、たします。

0議長(市川i資信君) 清掃部長。

0清掃部長(藤浪竜徳君) 第 1点目お答えいたします。

確かに東京消防庁で調査した結果、スプレー等のガスボγベですけれども、危険であ

るというような調査が出ております。

市の広報では、そういったものについては穴あけをして出してほしい、という指導を

市民の皆さんにお願いをしているところでございますけれども、今後、十分一一幸い当

市におきましては、そういった被害はないようでございますけれども、十分調査いたし

まして、支障があればPR等の表現方法も変えていきたい、このように考えております。

以上でございます。

0議長(市川資信君) 都市整備部長。

いくか、そういったものを先進地を見ながら検討しているというところでございます。

先般 2月の29日にも、大宮市で大宮駅の西口で区画整理をいたしまして、その区画整

理の換地の後に協同ピルをつくる、これはスケールは違いますけれども、現在豊田駅南

口で導入ができる手法でございまして、そういった勉強会を重ねているということでご

ざいます。

豊田南の区画整理につきましては、 64年の10月をめどにいたしまして仮換地の作業を

しているということでございます。この区画整理の進捗にあわせまして南口の協同ピ、ル

化等についての協議等を進めていきたい、というふうに考えております。

それから反対運動の関係でございますが、これは、再開発には関係はございません。

区画整理反対ということで、現在、一部運動があるわけでございますけれども、これは

豊田の区画整理区域内に、御承知のように第一豊田荘及び第二豊田荘がございます。こ

の区域を区画整理の中に入れておるわけでございますけれども、現在、区画整理でこの

区域の扱いとして、おおむねでございますけれども、道路等の都市基盤整備は一応完了

しているということで、全部ではございませんけれども、家の移転、道路の拡幅等は行

わない、最終的には精算金で処理をするということで当初から来ているわけでございま

すが、反対をしているというその立場からの内容は、そうは言いましでもまだ不完全な

道路形態、である、あるいは市のまちづくりの指導要綱からいっても基準に達していなし、

んではないか、きちっと他の地域と同様に道路の拡幅、あるいは家の移転等も行い、少々

事業費が増加し他の権利者の負担がふえても、まちづくりを同一の形でやれるというの

0都市整備部長(前田雅夫君) お答えをいたします。

が趣旨でございます。

理論としては、わからないことはないわけでございますけれども、結果的には工事費、

いわゆる事業費が膨大に膨らむわけでございますので、その膨らむ費用が他の権利者に

また転嫁をするということになりますので、それは現実問題としては無理だということ

で、今話し合いをしているわけでございます。その辺の問題が解決しなければ区画整理

は反対だということで、現在看板等が立っているという状況でございます。

以上でございます。

0議長(市川資信君) 馬場繁夫君。

まず、豊田駅南の再開発の進捗状況は、ということでございます。

これは、昨年の補正予算でもお認めをいただきまして、視察費、あるいはその他の経

費を御承認をいただいたわけで、ございますが、それにかかりまして、市から地元の方に

駅広場周辺のまちづくりにつきましてのアプローチをしております。地元の方からは、

いわゆる勉強会の団体でありますとか、あるいは商工会、それから市の主催というよう

な形で検討を進めてきております。まだ完全に権利者の皆さんの集約までには至ってお

りませんけれども、今、権利者の協同ピルをつくるか、あるいは再開発に基づくもので

012番(馬場繁夫君) 第 1点目の問題につきましては、今後、十分調査をしまして、

何か表現方法を、もう少し危険な部分について理解していただし、て、安全になるような

表示方法をまた検討していただきたいと思います。

第2点目につきましては、 64年の10月をめどに仮換地を行ってし、く、という方向でし
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ておるんですけれども、なかなか、特に再開発でございますから仮換地といっても、例

えば協同ピル化することによりまして、従来であれば、区画整理であればその土地の移

動等になっておりますけれども、その建物の床等に変化していくという中で、なかなか

その権利者の方も理解しにくい、いろんな、また商売上につきましても非常に方向性を

変えなきゃいけないとか、いろんな諸問題がありますそういう関係上、非常に今のよう

な時間的な部分で推しはかっていきますと、なかなかそこまでは難しい状況であります

し、行政としてもそれなりの人員も踏まえながら精力的にそういう対応をする必要があ

るんじゃないか、と思うんですが、なかなかそういう体制づくりがまだ一向に進展して

いない、という現状ですけれども、それについて、またお聞きいたします。

それと同時に、行政として、この豊田の再開発についてどの辺の部分の、内容的にど

ういう形の中の再開発を想定をしてお考えになっているか、それについて、ちょっとお

考えをお聞きします。

以上 2点、お願いします。

0議長(市川!資信君) 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。

再開発関係の職員の執行体制の問題でございますけれども、現在張りついております

のは、部長クラスが 1名、それから副主幹が 1名でございます。そのうち、 1名の職員

につきましては現在入院加療中でございまして、その補充等につきまして、総務部の方

に要請をしているところでございます。

2点目の再開発関係の範囲でございますけれども、今、豊田南に考えておりますのは

土地区画整理で駅広、道路、公園等を整備をいたしまして、土地の換地をする、その換

地した中で駅広周辺の街区のところに換地がされた権利者、一部誘導を、もちろんする

わけでございますけれども、その権利者がその土地をおのおのが活用するということに

なりますと、非常に過少宅地になりますと、いわゆる鉛筆ピルのような、そういう形に

なるわけでございます。これを協同ビルのような形で建設をしたらどうか、その内容も

大きな問題になるわけでございますけれども、そういう、今考えを持ちまして地元と協

議をしている、ということでございます。

0議長(市川資信君) 馬場繁夫君。

場合がありますので、その辺もなかなか33大きな、ただ大宮なり、また大きな場所の再

開発とは若干異なる部分があろうかと思いますので、その辺も十分踏まえた中で、当然

やっていると思いますけれども、その辺が非常に今回の再開発の難しきになろうかと思

いますので、その辺も十分踏まえて精力的に考えていただきたし、と思うんです。

また現状の職員に対しでも、なかなか難しい状況でありますし、できれば商業的な感

覚を持った職員の方に、一緒に入りまして、ある程度商業者としづ立場を踏まえた形の

中で、十分再開発というものも考えていただきませんと、幾ら勉強会を進めてもなかな

か権利者たちの部分の気持ちもわかってまいりませんし、方向が出て来ないと思うわけ

です。協同ピルはつくっても、入居しても、そこで利益幾らの商売ができなくなります

と大変なことになりますので、そういう商業的な部分からも十分、再開発というものを

見ていけるように、そういう担当者の部分も、十分、今後、産業経済課の方とか、そう

いう方も十分踏まえてできるような体制づくりを早急にしていただきたし、と思います。

それから最近の流れの中で、一部、豊田の北口の公団の用地を何か再開発の中でとら

えて、もう一生の土地を購入していくんだ、というそういう方向も一部出てきているよ

うでありますけれども、それについて、どういうお考えの中でやってきているか、それ

の変更についてお伺いし、たします。

0議長(市)11資信君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 豊田駅南の再開発という大きい課題につきましては、馬場議

件は、確かに協同ピルということになった場合、立川と八王子等で大商業圏に挟まれた

豊田駅の協同化ピルが、果たして商業的に成り立っかということが非常に懸念している v 

員からもこれまで、促進という立場からのいろいろ御指摘をいただいております。

再開発ということは、これは日野市でも初めての事業でございますということと、利

害がなかなかふくそうし、見通しが個々の方につけがたし、。この理解をどのように進め

るか、とし、う重要な課題を伴っております。

一方に、区画整理の事業施行の中で、しかもその換地計画、このこととも関係もござ

いますので、決してなおざりにしておいていい、つまり時聞をかけておいていいという

ことでは、もちろんございませんO 多少、体制の上で不十分な面もございますので、もっ

と充実をさせていかなければならない、このように考えております。

それで、今もお言葉にありましたとおり、八王子、立川|の、いわゆる商業圏の間に位

置する日野市は、発展の方向をどういうふうにとらえるべきか、これは大きな課題だと

思っております。

しかしながら日野市には、し、し、条件もたくさんあるわけでございまして、例えば豊田

駅を交通の拠点といたします優れた企業が多いわけでもございますし、そのまた企業で

012番(馬場繁夫君) 一つは、非常に今後、大きな地元の権利者たちが心配している
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は、いろいろな取引上のお客さんもお見えでございましょうし、あるいは宿泊と会議の

できるそういう場所がほしいということは、むしろ日野市の、将来発展を期するひとつ

の大きな課題だと思っております。そのような構想のもとに、一応 3年ほど前になりま

すが、再開発計画の建物も考えた、とし、う事情がございます。なるべくその方向をより

明確にしていこう、このように考えます。

そこで、今御質問のございました豊田駅の北口の、住宅公団が所有する土地、一番鉄

道に面したところなんですが、約100坪、つまり300平米ほどあるようであります。そこ

に建物を建てる計画が出されましたので一一豊田の南の再開発との関係を考えますと何

か南北を分断されては因る、したがって南北が連動できる形の、つまり将来のそういう

考えをふさがれると因りますので、そこで住宅公団には、建物を建てる計画はやめて、

ひとつ日野市に御協力をいただきたい、このことを申し出て大筋としては了承を受けて

おる、こういうことでございます。

私は、そのことが南口の再開発には大きな説得の動機にも伴うことだ、このように考

えておるわけでありまして、そのようなことをもっと局地的な都市計画構想を豊かにい

たしまして、そして将来に十分発展のできる要件を整えた再開発に進めていきたい、そ

のようにまた御理解をお願いをしていこう、こういう考えでございます。

0議長(市川!資信君) 馬場繁夫君。

012番(馬場繁夫君) 非常に市長のお話は、一面的にはわかるんです。でも、なぜ今

の時点でそうし、う部分が突然上がってきているか、非常に理解しにくいんですね。 当

初、 59年ですか、一つの再開発につきましての市長が言われましたホテルがあったり会

議室があった、一つのたたき台というか原案が、いろんな新聞報道されたり、いろんな

形で突如上がってきたわけですけれども、その中には、そういうふうな部分も、ある程

度踏まえた歩行者デッキという部分で現在の一一一当時は国鉄ですね、その歩道とデッキ

を結んで南北が一体化しているような部分も非常に踏まえた中の、たしか計画案だった、

というように、この中では想定はできるんですけれども、また、そのような絵もできて

おるわけですけれども、果たして今の段階の中で、土地もこれだけ上がった中で、公団

の約100坪の土地を購入したら相当の金額になってきますけれども、それがこの再開発

の事業の中で、相当の数の利用者が利用するところであれば、幾らお金がかかっても十

分ペイできる部分は可能でしょうけれども、今の地元の皆さんは、非常に協同ピル化の

中で懸念をしているわけですね。

その中で、またこの用地が高騰になったら、今の部分の中でそれが賠償となりますと

非常に事業費がまたアップしますから、その辺の部分は非常にまた、これからの大きな

問題になることは、ある程度予測ができるわけですけれども、市長がそういうお考えで

したら、なぜ最初の計画の中でそういう部分も想定をしてやってし、かなかったのか、い

つも日野市の行政の中においては、そういう計画性がないんですね。突然ある日、ぽっ

と何か出てきてしまったり、いろんな問題がまた多くの議員の中からいつも指摘して、

また今回もこういうふうな部分が出てきちゃうわけですよ。それでは何ら市民に還元さ

れない部分になっているわけです。

その辺を、もう一度その辺のいきさつについて教えていただきたし、と同時に、また先

ほど質問いたしました商業関係者の産業経済課等のそういう職員の方にも、今後勉強会

を、地元の権利者の勉強をするときにも、また今後区画整理を進行していく中でも、そ

ういうふうな経済的な部分も踏まえた勉強会、また区画整理の進行も十分考えていただ

きたいんですけれども、その辺ちょっと具体的になると思いますけれども、御意見をお

聞かせください。

0議長(市川資信君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 大きな構想、につきましては、もう少し具体性を伴って議会で

も御相談をさせていただきたい、こう思っております。

それから今の、いわゆる権利者の方々に、より理解をしていただくことと、またその

理解をいただく手順の中に庁内にもそうし、う商業発展の研究会をつくれ、とこういう御

指摘は、私もまことに適切な御提言ということで、ぜひそのような取り組みをさせてい

ただこう、このように伺っておるところでございます。

0議長(市川資信君) 馬場繁夫君。

012番(馬場繁夫君) 64年に仮換地を行うという今の段階では、実態はこれなんです

よ。先ほど、日野市では始めての再開発だという対外的な部分は、非常にいろんな面で

一生懸命押すんですね。内容は、こんな実態なんですよ。

今こんな状況で、 64年の11月に仮換地なんか決定できるわけないですよ。もし、それ

を無理にやろうとなれば、地元では大変な問題になるんですね。ですから、まして土地

の問題もそうだし、そういう方向性が今の時点でこういうふうに入ってきて変わってく

る。こんなことでは因るんですね。

市長、本当に再開発をやってし、く気持ちがあるんであれば、もう少しそういう中を充

実できるように進めていただきたいんですね。

この間の質問の中でも、市長は誠意、誠意、ということを盛んに御答弁してまいりまし
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たわけで、すけれども、そこで、私も途中から出ましたので、この四中の、まさに給食の問

題については早く始まるんでしょうか、というお話も出たのかなというふうに思ってい

るんですが、非常にお母さん方も心配をしておりますので、この辺、教育長にはどうい

うふうにお考えなさっていらっしゃるか、非常に緊急な問題ですのでお答え願いたいと

思し、ます。

4点目になると思いますが、先ほど奥住日出男議員の方から、企画財政部の方の組織

についてのお話があったこ とで関連をするわけですけれども、この問題については、市

長の所信表明にも触れられているところだと思うんですが、これは単なる企画財政部の

所管なんでしょうが、第 1点、その中でお尋ねしたいのは、新組織図ということで私ど

もの方に資料をいただいているんですけれども、行財政検討委員会があり、庁内にそれ

についての実行部隊とし巾、ますか、そういうふうなものをつくられて、その一応の成果

が今回の行政報告のところに載っている問題というふうに、一応把握をしていいのかど

うか、そういうふうに私は消化ができるんですけれども、一応第 1段階として、こうい

うふうな形で、決着を見たとし、し、ますか、一つの段階はステップとして踏みましたどとい

う報告として受け取ってし巾、ものかどうか、それをお尋ねしたいと思います。

それから、第 5点目になりましたが、今回の資料、配られた資料の中で、 いわゆる高

幡特養ホーム設立検討委員会というところで、森田市長あてに答申が出ております。

これは市長にお尋ねしたいんですが、答申書の2ページになると思います。 i事業主

体と財政」というところの項目のところなんですが、そこの「経営」のところで、 「経

営は今回計画のものは日野市福祉事業団とすることに同意するJとしヴ検討委員会の同

意であります。これについては、さまざまな、私は議論があると思います。その 3行目

下あたりに、 「今後設置するものについては必ずしもこれを前例としないことを望む」

ということで、検討委員会として市長に希望を出しておりますけれども、そこの内容か

らしますと、前後関係からしますと、定員については、もう少し大きな規模が望ましい

けれども、将来市内に第2、第 3のホームを設置することを前提として、今回の特養老

人ホームの定員50名とし、う規模のものについて、も う少し大きな規模が望ましいけれど

も、ということで同意をしたわけですO

そうしますと、第 2、第 3ということが、将来的にはどうしても必要になってこざる

を得ない、というふうに、どなたからも指摘をされているわけですが、そのようなもの

について今後設置をするについては、これを前例としないことを望むというふうに、あ

えて短い紙面の中で触れられているわけですが、市長はこれをどういうふうに受け取ら

たけれども、この当時から昨年の 9月の一般質問から状況としては、何も変わってない

んですよ。で、こうし、う部分が逆に入ってきちゃうわけですね。入ってはいけないと言

いませんけれども、もう少し計画性を立て、本当に地元の権利者の人たちも納得ができ

るように行政運営を進めていただきたいんですよ。

その辺を十分お願いしまして、終わりにいたします。

O議長(市川資信君) 夏井明男君。

013番(夏井明男君) 何点かお尋ねいたします。

一つは、美術館の誘致運動の件の御報告をいただいたんですが、他市も非常に名乗り

を上げているという報道もありますし、日野市も名乗りを上げて、こういうふうな立地

条件で非常に素晴らしいところなので、ぜひ東京都さん、お願いします、ということで

やっています、という新聞報道もあります。それで最終的には、東京都の都民にとって

どうか、とか、立地条件としてはどうか、交通条件としてはどうか、ということで、さ

まざまな角度から比較検討されて決定されていくんだろうと思うんですが、他市の一一

広報「ひの」の市長のお話だと思いますが、日野市はこれだけ素晴らしいんです、とお

話がありますけれども、他市の状況をどのぐらい的確につかまれていらっしゃるのか、

勝算ありや、というところをちょっとお尋ねしたいと思います。それが第 1点でありま

それから第 2点が、今回予算のあれにも出るかなと思っていたんですが、予算にのせ

るほどの話ではないと思いますけれども、今、海外留学生の方の生活、また勉学上の条

件の問題をいろいろ応援をさせていただこう、ということで、さまざまな運動があるわ

けです。

また、三多摩の市によっては、それがし、いかどうかは別にしましても何か留学生の方

に応援をさせていただくような、ということで動きもあるわけですが、日野市におきま

しても、やはりこの問題については取り組みをしてし巾、課題だというふうに思いますけ

れども、この点、市長はどういうふうにお考えなさっているか、お尋ねをしたいと思い

ます。

それから三点目が、これは一般質問にものっていることですが、きのうも夜遅く帰り

ましたら、四中の中学校給食の問題について日野市の職員組合からのチラシが入ってお

りました。 3枚目であります。私は、四中の学校区域内の六小のPTAの関係もありま

すので、いろんな方から心配をされて聞かれるわけです。

先日も四中の、まさに食堂室、新しくできた食堂室で教育委員の方との懇談会があっ
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れているか、お考えを伺いたい、というふうに思います。

以上でございます。

0議長(市川資信君) 夏井明男君の答弁を求めます。市長。

0市長(森田喜美男君) 美術館誘致運動について、他市の状況、あるいは当市として

勝算ありや、こういう御質問をいただきました。

他市は、日野市が参りました際、 6市ほど出ているということは伺いました。しかし、

いずれも第一線とし、し、ますか、早いから有利、遅いから不利、とそういうことはない。

日野市もまさに厳粛に受けつける、こういうふうな応答をいただいたわけで、ございまし

た。

私どもといたしましては日野市が最優秀する、優秀な場所ではないか、したがって、

ぜひ勝算を持って臨ませていただきたい、このように考えております。日野市は、私は

非常に優れた要件を持っているというふうに自覚ができる、こういうふうに思っており

ます。それから、ぜひ議会にもお力をいただきたい、このように思うわけであります。

2番目の御質問の、海外留学生が日本の生活で円高等のために非常に生活が行き詰まっ

ている、このような情報をよく新聞市場で見受けるところでございます。日野市内に今、

37名ほどの留学生とし、う立場の居住の方がおられることを市民部で確認をいたしており

ますので、なるべく早い時期に一度お集まりをいただし、て、いろいろな留学生としての

生活の御意見を聞いたり、日野市として何か行えるサービスがあり得るだろうか、とい

うような機会をつくってみたい、このように考えております。

5番目の御質問、特養老人ホームの経営についてその答申の中に今後の設置はこれを

前例としない、こういう広範な御意見をいただし、た、このように受けとめております。

したがし、まして、今回は東京都からいろいろと理解をいただいておるわけでありまして、

日野市のような形態のこの福祉事業団も、なるべく都の施策の届く形をとりたい、この

ように局長からもお話をいただきました。

それから、今後は設置場所の選び方につきましては、市内にあります市営住宅団地の

建て替えの際に、市営住宅の戸数はふやすとともに立体化を図って、そして用地を明け

ていき、その場を使いたい、このような考え方を申し上げておるわけでありますが、伺

うところによりますと東京都の住宅局にもそのような要請をしておる、というふうに福

祉局長から伺いました。

したがし、まして、今、どこということをはっきりは申し上げられませんが、幅広い、

つまり民間の、もっと民間的な経営形態も考えられる。多少の時間もあるわけでありま
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すので、そういう意見とし、し、ますか、そうし、う市民の受け皿の団体がおできになること

も期待をして進めてみたい、このように考えております。

あとの部分は、それぞれ担当からお答えをさせていただきます。

O議長(市川資信君) 教育長。

0教育長(長沢三郎君) お答えいたします。

四中の給食問題に関しまして、いろいろ御心配をおかけしていて、まことに申し訳な

く思っています。

実は、昨年の10月ごろからこの四中の給食問題につきましては、職員組合と数回に及

ぶ団体交渉等重ねてきているわけですけれども、まだ合意、に至らない。そういう状況の

中で内容が、非常に父兄の方に御心配をおかけするというような状況になっていて申し

わけなく思っております。

私たちの方といたしまして、実はこの第四中学校の給食を開始するのに際しまして、

現在東京都基準で配置しております調理員、その数をそのまんま上乗せしてまいります

と、確かに職員組合の方が申しますように、 6名ほど職員が現在の定数では不足をする、

こうし、う状況が出てきているわけでございますけれど、その問題に関しまして、毎年1，

000名近い児童生徒数が減っているので、ここで三中、あるいは四中の給食を開始する

この段階では、現在の定数をふやさないで、不足する部分は臨時の職員でカバーして協

力してほしl.t、、その辺がどうしても合意に至らない問題点でございまして、私たちの方

もさらに、これは開始に向けまして精力的に職員組合とは誠意を持って交渉を進めてま

いりたい、こう思っております。

ただ無制限に、内容が、協議が整うまで放置しておくというわけには、これはまいり

ませんし、実際問題としては給食開始に向けての諸準備、そういうものは進めながら、

一方では、組合の方に現在の状況等についても十分お話をして、最終的には教育委員会

の責任において対応していきたい、このように考えております。

以上です。

O議長(市川資信君) 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。

4点目の組織の問題でございます。受けとめ方ということでございますが、経過とし

ては、かなり多くの庁内会議、あるいは調整会議、部長会議等を含んで数多く重ねてき

ました。最終的には各職場等含んで、すべての部所での合意に至っているということで

今議会の報告にかえさせていただくわけでございます。よって、施行を4月1日という
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ことで現在考えているわけでございます。

以上でございます。

0議長(市川資信君)

013番(夏井明男君)

夏井明男君。

それでは何点か再質問をさせていただきます。

一つは、市長の方から特養ホームについてのお話を承ったわけで、すが、その中で民間

形態ということも十分あり得るということでお話があったんですが、もう少し鮮明にはっ

きり言わせていただきますと、今回の経営主体の中で、この日野市福祉事業団とする、

経営はですね、そういうふうになっております。今後設置するものについては必ずしも

これを前例としない、ということは、例えば日野市が建設主体というんでしょうか、そ

ういうものをつくっていく、箱ものをつくってし、く、補助金等のこともあるんでしょう

けれども、そういうふうなことがあっても、例えば経営の方は、今ちょっと思いつく名

前としては「至誠学舎」というんですか、 「至誠老人ホーム」とし、し、ますか、そういう

ところがあるわけですけれども、そういうところへ委託事業としてお願いするというこ

とも、私は、この検討委員会の中では検討された内容だろうというふうに思うんです。

ですから、純粋な民間のところへ日野市がかかわっていくということがあるでしょう

が、今回の老人ホームの決定の過程を見ますと、なかなかそういう方がし、らっしゃらな

いということがあった、というふうにも聞いております。

これからのことを考えますと、やはり、どうしても市の方が主体的にそこまで手を入

れてやっていかざるを得ない状況が、やはり可能性としては強い、というふうに思うん

です。そうしますと、やはり経営形態としては、今こういうふうな福祉事業団に任せる

ということですが、この後の方の財政ということも出てくるわけですが、効率的な運営

についても十分留意されたい、ということも関連してくるわけです。

そういうことを考えますと、今回の問題についても至誠老人ホームの方へ委託をお願

いしてやる、ということも一つの有力な方法として考えられたんじゃないか、というふ

うに思うわけですね。ですから、そういうふうな議論を踏まえますと、そこまで、考えた

上での、今後こういうことを前例としない、というふうに私は受けて読めたわけで、す。

その辺、市長にお答えいただければありがたし、と思いますし、また福祉部長の方からこ

の点について、将来の基本的な考え方としてそういうふうな弾力的な考えを持っていらっ

しゃるかどうか、お聞きをしておきたし、と思うんです。

それから、四中の方の教育長の御答弁なんですが、細かい点については、また各委員

会で触れられることだと思いますし、予算委員会でも入ってくると思いますが、基本的
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には、ぜひ、もうでき上がっているわけですから一一ーたしか二中のときには、でき上がっ

たけれども開始ができなかった、というのは、制度的にやむを得なかったという面があ

りまして、それで、来た推移があります。それでも何とかやりくりをしながらできないだ

ろうか、ということがお母さん方の強い要望でもあったわけです。

今回の四中の場合は、そういうことはありませんで、制度的な問題ではなくて、きちっ

とした学年からもう始まることができる体制に入っていて、それでできない、という状

況が出る問題ですから、二中の問題のときよりも御父兄に対する説明ができないと思う

んですね、内輪の問題の話ですから。ですから、その点御理解いただきたいということ

ですが、ぜひ御父兄の方の心配のないように、前回とは質的にも違うわけですから、御

苦労も多いでしょうが、ぜひ、こぎつけていただきたい、というふうに思います。これ

は希望であります。

それから、企画財政部長の方から、最終的には私が考えていたとおりだと思うんです

が、この行財政改革の検討委員会を設けられまして、 l年、 2年をおかけになってやら

れた。少数意見が非常に厚いああいうふうな答申が出たわけですけれども、そういうと

とを踏まえて庁内で組織の体制がつくられた、それの結果がこれだ、というふうに企画

財政部長の第 1段階とし北、ますか、そういうふうに読めたわけであります。

そうしますと、あれだけ議論をして、議会でもさまさまな方から相当議論をされてお

ります。私は、その報告のあり方として、 8ページですね、 9、10というのが組織図な

んですが、これだけで終わった報告なんで、すO それで、本来ならば企画課の組織規則の

改正について、というところで、改正の基本的な方向として組織の簡素化、組織の機能

化、新しい行政課題の対応、それから事務処理の一元化、ということを中心にして、組

織の改正はこういうふうになりましたよ、とし、ぅ、こういう説明というふうに理解でき

るんですが、ただこれは、組織図を下の方に線をヲ|し、てあって、これだけで終わってい

るわけですね。

内容については、企画財政の方で全部聞ける内容ではなくて、個々の総務であれば総

務、清掃部であれば清掃部の方ヘ、具体的にどういう形でどういうふうにしてどうなっ

たんだ、ということをやはり別の形で報告をしなければいけないと思うんですが、これ

で、この行政報告の一編の中で今までの議論の集大成があるとすれば、非常に私は不親

切だと思います。

ですから別の角度できちっとした報告がで、きるんであれば、そういうふうに、ぜひ、

していただきたい。これだけで終わりにしないでいただきたい。何が何だか私ども素人
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にはわからないんです。それが実態であります。行財政問題検討委員会で指摘されたも

のが、どういうふうに展開されきたとかいうことを私ども認識していませんと、また同

じ議論に入っていきますので、その辺お願いをしたし、と思います。

以上であります。

O議長(市川資信君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 日野市が必要といたします今後の特養老人ホームの経営のあ

いは清流課の方に一本化にしていく、というような文章の内容でございます。

なお、生活・保健セソターに健康課が行くことによっての、今の、現在やっている業

務の、例えば火葬の手続きの関係でございます。そういったものも市民部の市民課の方

において、こちらで一本化、埋火葬の許可と同時に発行するというような方法、あるい

は表彰関係、報償関係等につきましての問題を秘書課での一本化等があるわけでござい

ます。それ以外としては、大きなものはないわけでございますが、福祉部の事務分掌

の再編成、これが大きな課題だろうと思いますが、再編成の中で多少の移行をしてし、く、

というような内容でございます。

この辺精査いたしまして、またこの機会にお手元にお配りして行きたい、というふう

に思います。

以上です。

O議長(市川資信君) 土方尚功君。

り方で、特に検討委員会が指摘をされた、今回もっと幅広く考える、こうし、う御指摘で

ございますので、そのように先ほどはお答えいたしました。

今、立川にあります至誠学舎、至誠老人ホームは信用のおける社会福祉法人でありま

すし、経験も豊かでございますから、その見習うところも多いと思っておりますし、場

合によっては、という考えも持てるわけでありますが、あそこも他の 5市を相手に経営

されている面もございますし、その経営の能力が余り大きくなることもいかがかな、と

こういうこともあったもんですから、今回は、特にそのことを直接には話し合っており

ませんO ですが、今後はそれらのことも含めて考えてみたい、このように申し上げてお

きたいと思います。

0議長(市川資信君)

04番(土方尚功君) 質問させていただきますが、市民クラブ、あるいは公明党の方

で受けとめたわけでございますが、十分その辺を踏まえて一一行政改革の中には数多く

あるわけでございます。その中のーっとして、私の方が組織の担当をやってきたわけで、

ございます。当然、総務部の職員課の問題等も含んで、内部でもいろいろ議論している、

まだ中間の段階の問題もあります。そうし、う問題等を含んで今後の問題として対応して

いきたい、というふうに思います。

ただ、ここで、事務の移管について確かに、この組織図だけでは不親切だ、という御

指摘はもっともだと思いますし、私の方もこの移管の内容を明確に文章の中で参考にお

配りすればよかったと思いますが、簡単に申し上げますが、都市計画道路の関係の問題、

あるいは公園の問題等について、すべて都市計画で現在やっている部分を土木課、ある

ず

からずっともう出てきましたんで、私の方の会派としては私がトップになろうかと思い

ますけれども、重複を避けた中でやっていきたいと思います。

まず、今の組織の関連でございますが、まず第 1点、その中で、今、企画財政部長は

別の角度、精査をした中で、配付をするということでございますが、 1点だけ確認をさせ

ていただきます。

新しい福祉部関係の中の福祉事務所の件でございますけれども、今まで福祉事務所と

いう形で位置づけがあったものが、今回は、この中を見ますと社会福祉課、あるいは老

人福祉課という形で分かれてきまして、福祉事務所そのものがなくなったという現実が

あるわけなんですけれども、この点の関係について御説明いただければと思います。

それから 2点目は、私もちょっと言いにくい点もありますけれども、東大和市で係長

手当の問題が出ました。そして、これについては日野市も同様だ、というようなことで

新聞報道がされているわけです。そして、特に東大和では廃止という形で市長が組合に

出した、これについても手当の検討委員会が設置されて、そういう対応がなされた、と

いうことでございますけれども、日野市の現状について御説明をいただければと思いま

福祉部長。

0福祉部長(高野隆君) 今、市長がお答えをしたとおりであります。至誠学舎につ

きましては、いろいろと日野の老人についてはお世話をしていただいておりますので、

今後ともいろいろな形で接触をし、学ぶものは学んでいきたい、こういうぐあいに考え

ております。

0議長(市川資信君) 企画財政部長。

0企画財政部長(長谷川暢男君) 私の方から、今、議員さんの方から要望ということ

す

す。

それから、変形40人学級の問題でございますけれども、これについても概要だけお伺

いしたいと思います。その後に特別に変更等があったか、あるいは東京都、国等から教

育委員会あてに指導等があったかどうか、そこら辺についてお話をいただきたいと思い
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こういう御質問がございました。

これにつきましては、今回の福祉部の組織変更につきましては、高齢化社会に対応す

る新しい組織形態、こういうことを中心にして行政改革の答申にも沿いまして、老人福

祉課を設置する、こういうことが一つ中心課題でございました。

その中で、 62年の 4月 1日に行政事務の整理合理化法が制定されまして、機関委任事

務の団体事務化が行われました。そこで今までの措置事務が、若干が団体事務化されま

して、生・保だけが機関事務として残ってきました。

したがって、今回の改正の主体は福祉部全体が福祉事務所、こうしヴ位置づけで、福

祉事務所長は部長、その権限をさらに各課長に委任いたしまして事務は進めてし、く、こ

ういうことでございまして、結果としては各児童課、あるいは老人福祉課の中に措置事

務を入れてし、く、こういうような内容で全体を福祉事務所として掌握する、こういうこ

とになっておりますので、よろしくお願いしたし、と思います。

0議長(市川資信君) 総務部長。

0総務部長(山崎 彰君) 2点目につきましてお答え申し上げます。

今、御質問いただきました東大和の関連で、係長職手当でございますが、これは現在

では東大和とは、係長職手当ということではございません。経過は、ちょっと御説明い

たしますが、この管理職手当の中に係長職を入れたという経過は、昭和41年4月からで

ございます。ここに最初は12%、それからこの間までは15%というような形で、そうし

ますと、これにつきましては御指摘のように東大和の関係と同じような関係でございま

す。それを、御承知のように昭和60年12月1日から管理職という範囲から除きまして、

現在は条例下にもはっきりうたわれておりますように、係長職手当として位置づけまし

て別にしておりますので、この管理職ではないということでございます。

以上です。

司

0議長(市川資信君) 教育長。

0教育長(長沢三郎君) 3点目の変形40入学級の問題についてお答えさせていただき

ます。

最近、園、あるいは東京都の方からの指導はなかったか、それから状況が変更されて

いるような、そういうような状況はあるのかないのか、こういう御質問だと思いますけ

れども、 3月の14日、ちょうど議会構成の準備をされていたさなかでございますけれど

も、東京都の方に私、出かけまして、東京都の学務部、それから指導部を中心に、東京

都の方も都議会の予算特別委員会が現在持たれておりまして、そういう中で、いろいろ

この40入学級の問題等が質問として東京都の方も出される可能性があるということで、

意見交換をやってまいっております。

この40入学級の問題につきましては、当初から、都教委とはガラス張りの形の中でや

りとりをずっと続けておりますし、今回の状況の中でも都教委の方からは、他市とのバ

ランスの中で40人という言葉を使わないでもらえないか、という、こういう話がござい

ました、確かに。この40人とし、う状況で言葉がどうしてもヲ|っかかる、ということを東

京都の方は申しておりますけれど、私の方の立場としては、既に10区、 3市、 4町村が

1年から 6年まで全部40人学級ができ上がっているんだ、そういうでき上がってしまっ

ている区市町村とのパラ γス、こういうものもやはり考えてもらいたい、そういうよう

な形で今回のこの問題につきましても、請願、 あるいは意見書等も、 40入学級の即時実

施という形での内容の請願や意見書を受けているので、それにお答えする形では、やは

りその40人という言葉を使わざるを得ないというような形で、その辺の問題につきまし

ては十分都教委側と話をして、少なくとも私たちの方としては、法令等の内容について

は十分、都の御指導、そういうもの等については遵守しながら内容を進めていきたい、

こういうことで一応意見交換を終わって帰って来た、そのような状況でございます。

0議長(市川資信君) 企画財政部長。

0企画財政部長(長谷川暢男君) 4点目の関係でございます。

基本計画でございますが、きょう議員さんのお手元に 3部資料を配付させていただき

ました。考え方としては現在印刷に出しております。よって、これはすべてを 1冊の本

にしてお手元に配るでき上がりが、 4月の末になるというような状況の中で、その原稿

を本議会に予算関係等を含んで、また議員さんの御理解を求める意味で参考に 3点だけ

出しました。考え方としては、 1編から 3編になるというような 1冊の本にまとめてい

しということでございます。当然、今お配りした 3点が一番重要な部分で、あとは前

ます。

それから企画財政部の関係でありますけれども、本日配付されました 「基本計画の現

状と課題」そして 「基本計画施策の方向」そして 「基本計画Jr事業計画」というふう

なことでございますけれども、資料を配付されたばかりで詳しく見ておりませんけれど

も、主に変わった点等があれば御説明をいただきたい。

以上でございます。よろしくお願し、し、たします。

0議長(市川|資信君) 福祉部長。

0福祉部長(高野隆君) それでは、組織の変更に伴って福祉事務所はどうなるか、
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段に総論等が入つてのまとめでございます。

今、議員さんから「施策の方向」の中で、前回説明した以外の部分で、新たに挿入され

た部分、大きく変わった部分という御指摘でございます。大きな部分だけ取り上げて御

説明したし、と思います。小さい部分につきましては、少なくとも事業の実施が見通しの

できた部分につきましては、実施します、あるいは進めます、というような表現の変更

もあります。そういった部分の一部、各審議会の委員さん等を含んでの意見等を踏まえ

て修正した箇所が何カ所かございます。

まず、大きな部分だけ申し上げたいと思います。 2ページでございます。施策の方向

の2ページの中では、上段のところで 5番目の「生活環境の総合的整備」の中で、前か

ら福祉部の方からも報告があるわけでございますが、日野市福祉環境整備要綱に基づい

て、ということで整備要綱等の協議がされてきましたので、それを明確に入れました。

同じところに、老人福祉施設の整備の中で特養の老人ホームということで、特養老人

ホームを新設します、ということを追加で明確にいたしました。

なお、ページを途中省略させていただきますが、 9ページ、 7節の「健康で安心して

暮らせる保健医療」の中で、保健活動の充実でございます。 2番目のところで障害者保

健等の充実、これは新たにこうし、う細分を起こしまして、明確に文面も全く新たに入れ

たものでございます。

14ページのところでは、 「学校保健の充実J i学校給食の充実」という中での一部、

当初に御説明した内容と多少文言が変わっている部分があります。 i学校保健の充実」

の中では、かなり病名等の明記があったわけで、ございますが、この辺は、やはりいろい

ろと議論のあるところでございますので、その辺の削除、整合性を持たせたということ

で、幅広くとらえた、うたい方をしてあります。

16ページの中段でございます。 i公民館事業の充実」の 1番、公民館の整備の中で3

行目から、 「また」というところから、これは新たに挿入した部分でございます。これ

は審議会等の意見を踏まえた中での挿入部分でございます。

22ページのところでの 5番でございます。万願寺第二地区土地区画整理事業というこ

とで、これをはっきり名称変更している部分があります。

それと 6番目の内容で、前段の部分で「その他の地域の土地区画整理事業」云々とい

う部分でございますが、この項につきましても前回の内容とちょっと異なっております

が、この部分について明確にしたということで改めております。

あと31ページの中で4番と 6番、消防関係の中で多少の整理をしております。大きな

問題としては、前段の部分で施策の方向で今後の考え方というような項の中で、はっき

り実現できる部分については今後実施する、というようなうたし、方をした、よってーー

なお、お手元に配った事業計画、具体的に事業計画をお手元に配っておりますが、すべ

て63年度の新年度予算と整合性を持たせた事業計画を63については組み立ててあります。

以上でございます。

0議長(市川i資信君) 土方尚功君。

04番(土方尚功君) それぞれありがとうございました。

まず、 1点目の福祉事務所の関係ですね。確かに説明を受けて初めて福祉事務所が、

福祉部が即福祉事務所だということが、新しい組織図ではわからないわけだったんで確

認をさせてもらったわけです。その背景としては機関委任事務が生・保以外なくなって

しまった、ということで、そういう状況だということですけれども、たまたま議会に関

しては条例の問題だけですから報告ということで、あとは規則等の改正で、すべて調整

されていると思いますけれども、たまたま社会福祉事業法の中で福祉事務所を置くとい

うことで、日野市の条例にも、福祉事務所設置条例という形で正式に福祉事務所という

ものを置いているわけですから、ここら辺のところを条例に反しないかな、ということ

で私も調べたわけなんで、すO

そういった意味合いで、できればこういったことを、市民にとってもわかりにくいし

我々議員にとっても福祉事務所がもうなくなったんだ、ということでありますと非常に

わかりにくい。こういった点については少し検討が必要でないかな、という疑問が生じ

ましたんで質問した次第で、す。

そこら辺、まだちょっと詳しい突っ込みということまでできなかったんで、今後検討

を私の方もしていきたい、こういうふうに思います。

それから、 2番目の係長手当、あるいは40人学級の問題、そして計画の問題について

は、まだこれから各委員会、それから文教委員会、あるいは予算委員会、そして他の委

員からの質問等もあろうかと思いますので、この辺で質問を終わりたし、と思います。

ありがとうございました。

0議長(市川資信君) 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、これに御異議ございませんか。

( i異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(市川資信君) 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12時8分休憩
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0議長(市川資信君)

午後 1時36分再開

休憩前に引き続き会議を開きます。石坂勝雄君。

が多いんではなかろうか、そういうことと、このことは全く別だといっても一一決して、

先ほど断言したように鈴木都政はそういうことはないと思うんだが、もっと、市長、やっ

ぱり次元の高いところから、いわゆる多摩丘陵の、特に多摩動物園という都の施設があ

るが、こういう立派なものを持っていてその周辺に持ってくる、というような、何かやっ

ぱりいま少し姿勢もぴしっとした、いわゆる自治権を持っているからといって、はみ出

たこともやってもいけないとは言わないけれども、いま少し協調性を持つべきではなか

027番(石坂勝雄君) 市長の行政報告に意見など伺いたいと思うんですが、第 1点の、

夏井議員も質問をされたんですけれども、都立の美術館の誘致運動を市長は、全市民を

挙げてやる、とし、う。この構えに対しては、私は非常に賛同するんですが、ちょっと私、

今までこういう聞き方をしたことは少ないんですが、こういうことをよく質問されておっ

た人がで、きないような立場になられているので、まだ上程はされないんですが、 63年度

の市長の交際費が430万円、それから議長の交際費が240万円、これをちょっと私、ちな

みに私が議長をやらしていただいた57年度に比較対照してみますと、市長の交際費がそ

のころは300万、議長の交際費は150万、そういう点では非常に、何ていうか大幅にアッ

プされているということは、いかに、活発な議会活動なり市サイドの活動を展開されてい

る。それから一面は交通費等の値上げの問題、多少の諸物価の問題、こういうこともあ

るかと思うんですが、やはり、この美術館と直接関係がないようなんですが、私は、と

の交際費等は多ければ多いほどし、し、ということは申し上げませんが、この位のパーセン

テージに出してみますと、議長の方は57年度より60%、市長の方も40%のアップになっ

ているわけですね。

ところが市長なり議員の報酬を比較対照してみると、市長の報酬は56年の 9月以前で

も63万で現在が76万ですか、そうすると10%そこそこぐらいの、十数%ですか、十四、

五%ぐらいですか、議員の方は約そのころの29万5，000から39万5，000のアッフ。で、 33%

ぐらいアップになっているんですが、こういうものを見ると、やはり何かをやるときに

は、ただ全市民を上け。てやる、と言うけれども、何かやっぱり具体的なことが、どこが

所管で一一恐らく市長のこうしヴ行政報告でなされたということは、市長部局が先頭に

立ってやられるんではなかろうか、そうでなくても私がつらつらと思うには、日野は今

の都政に対して、これはこうしヴ言葉は適切でないかもしれないが、協調的とは決して

申されないんではなかろうか。そうかといって鈴木都政は、協調的でないから美術館は

やらない、とこういうようなことは絶対するような知事ではない、こういうことは私は

あえて断言しておきます。

そういう中を踏まえた場合に、やはり何ていうか、自治体の自治権、こういうものは

ますます強化されてくることは間違いないんですが、先ほどの自由市民会議の土方議員

等や、ほかの議員さんからも質疑がありました40入学級の問題、先般来の 3カ月の、い

わゆる繰り上げ昇給の問題、いろんな点を考えてみて、何か余りに刺激するようなこと

可

ろうか。

こういう点で、こうし、う市民運動を展開するのにどうし、う方法でというか、具体的に

いま少しお示しIA真いたし、。これが 1点。

それから 2点目は、ダイクマの問題なんですが、私は可このごろの新聞紙上を見てい

て非常に何ていうか、いろんなあらゆる品目に対して自由化をするということは、非常

に国際的にも重要になってきている中で、特に日本みたいな自由主義国家を形成してい

る中では、市にいられる中小企業の方、こういう方の、いわゆる生活権、こういうもの

を実に尊重しなければならない、という反面、やっぱり自由社会には、ある程度の競争

原理ということは抑え切れない問題があるんではないか。

私が議員になってからも高幡不動の京王百貨庖の問題、いなげやの問題、西友の問題、

その都度いろんな問題は、醸し出しました。今回のこのダイクマの問題も、あえて私が

きょう、市長の行政報告の中で取り上げるというのは、たまたま私が議長に就任をして

いるときに、片やは、いわゆるダイクマ出庖阻止とし、う請願、片方は出庖を促進する、

こうしヴ請願が出された、それで議会の答えが出たということは、もう周知のとおりで

あります。

そういう中で、こうしヴ問題に私は、決して政治的に介入している、行政なり政治的

に介入しているということをあえて、きょう、ここで強く申し上げませんが、もっと、

いわゆる商調協というような機関があったり、自主的に任せて見守るということも必要

ではないか。こういう点で、市長がこの問題を取り上げられた、いろんなお考えも私は

全然わからんということではないんですが。

いま一つ、南平の地区計画、これは私も百草の駅の問題をしばしばお願いしたり、行っ

ている中でよくわかるんですが、百草の駅というのは、高幡の商業圏と聖跡桜カ丘の商

業圏に挟まれて、一口に言えば非常にぐっと下積みされてきた、こういうところですね。

しかし、南平というところの置かれている位置というのは、丘陵が開発されて、しか

も駅前にはほとんど、いわゆる昔の旧部落としてもごく少なかった、そういう点では、'宅
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都立美術館の誘致をしたい、発端は議会に請願がございまして、都立という指定では

なかったと思いますが、要するに日野市内に美術館がほしい、これは一つの自治体都市

として共通する願望の一つだ、というふうに思うわけであります。

たまたま、思いをめぐらせておりますと、程久保緑地という今は民有地でございます

けれども、調整区域としてわずかに残る緑地でもございますし、それから、国の指定の

都市近郊緑地という指定もあるわけであります。持ち主の方にも必ずしも自由のきかな

い枠をかけておるわけでありますので、これの将来像を示すことができれば御理解がし、

ただける、このこともございます。

そこで、日野市という多摩の地域の中のちょうど中心部に当たる自然、を大事にする町

を目指しておるわけでございます。そのような緑と文化の両方を兼ね備える、そういう

施策が達成できればまことに幸いである、ということをあわせ考えてまいりました。こ

れからの運動でございますから、市民の方々、それから議会、特に日野市の周辺には有

イ

力な大学もありますし、文化機関もございます。また人材といたしましても、いろいろ

の社会にリーダーの立場の先輩もおいででございますから、そのような目指す気持ちを

一致して、そして都立美術館を迎えよう、こういう考えでございます。

ことしの新年度予算に若干の予算計上もお願いをいたしておるわけでございまして、

組織活動の経費と、それから市民にPRのできる、啓発できる、そういう看板でも立て

たい、こういうことが内容でございます。

一方に、何か都政に協力をしてないというふうな御指摘でございますが、そういう意

識はもちろんございませんし、東京都の施策を日野市に施していただく、これは私ども

の、お互いの自治体都市としての、上部自治体と、それから地域の自治体としての協力

関係に常に心を砕いておる、というつもりでございます。

今回、モノレールを日野市内に導入するに当たりまして、日野市としてももちろん歓

迎のできることでありますし、そのためには、予定をされております72年度にぜひ開通

が成り立つようにということで、この整備を行いましたり、あるいはそのための道筋つ寺

くりということにも熱意を持って進めておる次第でございます。

この美術館誘致構想、あるいは運動体の編成につきましては、またもう少し具体化を

いたしましてお答えをできるようにしておきたいと思っております。

要するに面積16ヘクタールという程久保調整区域の範囲でございますから、-一方には

動物園拡張用地として、いつでも御協力できる体制をつくっておるということと、それ

からその中の、一番交通の上でも便利のよいところに美術館を、もし誘致することがで

きるならば、私は日野市の未来像に大きな、ちょうど緑と文化の市民都市という言葉に

ふさわしい、そういう条件づくり、まちづくりができる、というふうに考えておるとこ

ろでございますので、いろんな意味での御協力、御指導をお願いを申し上け7こい、こう

いう気持ちでいっぱいでございます。

それから、ダイクマの出庖に当たりまして行政手順が進みつつあります。商調協とい

うのも一つの順序だと思っておりますし、その答申が過去に報告をされ5条申請という

申請が取り出された、それを受理をしたという都の御当局の市に対するお知らせと、そ

れに伴って、今関かれております商調協の、事前商調協と現在開カ亙れておるのが一一後

で、ひとつ生活環境部長の方から正確にはお答えさせていただきますが、そういう順序

がございました。日野市の意見を問われるという行政上の機会があるわけでございまし

て、その際には日野市としての意見を表明する、ということは、私は市長としてとらな

ければならない態度だ、このように思っております。

少なくとも私は、いわゆる十四、五年前にあそこのそうしヴ地区計画なり区画整理なり

を考えれば、もっと秩序正しいものができたんではなかろうか。しかし今になって、か

なりのものを導入するというのは、あれだけの地価の高騰の中で、なかなか駅前を一一

市が少しでも買収するにしても生易しいことではないんではなかろうか、こう思うんで

すね。

そういう中で、端的にいろんなダイクマの問題を市長がかなりの御決意のもとに、こ

うし、う問題を取り上げられたのかもしらんけれど、私は少し何ていうか、私の議長のと

きに両方の請願が出されて両方とも不採択になった、とし、う経緯の中一一私は、この不

採択になったこと自体を必ずしも、し、し、とか悪いとか言うことは、議会の決定されたこ

とで私も議会の一員ですから申し上げませんが、その後においても余りにも、政治的と

いう言葉は適切でないにしても、行政なり政治色が強く入り過ぎているんではないか。

こういう中で市長は、この解決に対して少なくとも自由社会、特に競争の原理の激し

い、こういう出庖舗の中で、これを行政が介入して、いわゆる商調協という機関がある

にもかかわらず入って、ベターな解決ができるならその方向づけ、それから南平の地区

計画とあわせて、かなりのプラ γをお持ちなら、要するにここでこういう行政報告をさ

れている中に、いま少し今までの質疑を越えて市長のプラ γを示していただきたい。

以上、 2点です。

0議長(市川資信君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 石坂議員の御質問にお答えをいたします。
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かつて二様の請願が出されて、議会は大変御審議をいただいたわけでございましたが、

両方不採択という結論でございましたので、いずれそのことは、事態が進むにつれて一

定の行政の出番もあるべきではないか、このように考えておるわけでございました。

商工会としての問題のみならず、周辺の地域の住民側、つまり消費者である側の方か

らも、いろいろ出屈があった際の伴って起きる交通状況等について非常に懸念を持たれ

た私どもへの陳情もございます。こういうこともあわせて言うべきことは、やっぱり申

し上げておしということがこの際とるべき市の態度だ、というふうに考えました。両

者とも、なるべく政治的な色彩というようなことを最も懸念をいたしまして、公正、か

っ自治体としてのとるべき立場ということを十分配慮してお願いをいたしております。

特に美術館の誘致につきましては、これはいろいろと、また、これから手順を踏むべ

きことでもございますし、緑地の確保ということでは持ち主の方に御了解をいただかな

ければなりませんO このようなことをあわせて、ひとつ市民の共通の願いということで

運動を広げさせていただく、というふうに申し上け'た次第でございます。

0議長(市川資信君) 石坂勝雄君。

027番(石坂勝雄君) あえて再質問する気もないんですが、ちょっと 1点、美術館の

問題だけ質問というか、場合によればお答えがなくても構わないんですが、再度お聞き

したいのは、日野という置かれている地位が、今、市長が言ったように動物園周辺の調

整区域の緑を保存しながら、非常にあそこは動物園もあるし最適だ、私もその点では同

感です。

しかし、日野を取り巻く周辺、立川には昭和記念公園という用地が、しかも固なりの

機関で出方によると、さっと出て来られる、という態勢のところ。多摩ニュータウソに

もそういう面でいけば、公共施設をつくるには、っくりやすい条件のところがある。そ

れから少し西へ行けば、八王子の高尾山周辺ということになれば今度の圏央道との問題

も恐らく関連して、そういうことの構想の中で、かなりの誘致合戦というんですか、私

が、たまたま前に議長に出ておったときにも江戸博物館ですか、これが小金井かなんか

が議長会で総力を上げて推そうじゃないか、とこういうようなことになっても、現実に

は恐らく都内に落ち着いた、こういう中で、この周辺に美術館というんですか、これは

完全な公営のものであるか、例えば公営で民設に移行するものかは定かではないが、多

少年月はかかると思うんですが、そういう用地の確保ということとも、この問題はあわ

せて地の利というんですか、交通の基点、それから、いろんなことの運動の方法という

ことがかなり一一確かに日野にも大学等があって知識階級というのは多いんですが、よ -t 
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ほど組織立ったというんですか、道筋を踏んでの誘致運動を展開し、これも何かにどー

んとアドバルー γだけを上げた、というようなことをあえて苦言を呈しますが、そうい

うことでなく、この63年度でも多少そういう予算も見えている。しかし、それなら少な

くとも何か実際に具体化しそうになっちゃ、ふるさと博物館ではないが、というような

こと で、かなり図書館行政なり、そういう関連する関係者が、かなり公平中立の立場

で考えての運動を展開しないと、かなりよその一一私も日野市民ですから日野をこよな

く愛することでは人後に落ちないつもりですが、ただ、さっとアド、パルーγだけ上げて

時間がたてば風船が縮んでも構わないんだ、ということのないように、どこが担当され

るかしらんけれども、強くそういう構えをしていただきたい、ということをお断りした

いことが一一よくこうしヴ問題で、過去に都立高校とか、日野で一番かなりゃったのは

東京都幼児教育セγター、そこは東京の財政事情で、つぶれたのが、変わったものが市長

の構想で3年間の時限立法でできておるんですが、都立高校の誘致とは、私は若干趣が

違うんじゃないか、都立高校は人口急増の、特に今の高校生の、中学から何年かたてば

減少の傾向で、ぐっと急カーブで落ちていくと思うんですが、南平高校用地を確保して

きたことと違うんではなかろうか。

こういうことを要望というか、私の所感を述べて、やるならきちっと、風船がすぐ縮

まないようなやり方でやっていただきたい、ということをお願いしておきます。

それからダイクマの問題だけれども、これは今言ってきたように市長として、行政と

してというか、市長として問われれは答える、というのだけれども、何か五、六年もたっ

て少し表現の仕方が適切でないかもしれないけれども、 意地の突っ張りつこというか、

そういう感じもしないでもないんですけれども、も っと次元の違った中で、こういう問

題は市長がリーダーシップをとられる方へ一一市長は確かに環境の破壊とか交通渋滞だ

とか、そういうことも大切だが、基本的なことを今の社会構造の中で市長がどうお考え

になっているか、ということを私は最後にお聞きしたし、と思うんです。

以上です。

O議長(市川資信君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 日本経済の仕組みは、これは自由経済主義でございますから、

一応の競争原理の中で努力がされるというのが大原則だということは、よく承知してお

ります。

したがって、いろいろ業界では、しのぎを削って生き残り作戦というような言い方で

努力はされておるわけでございます。そのことに対して、私は全く意見を差し挟むもの
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第 1点は特養老人ホームの問題ですけれども、これは冒頭、奥住議員からも質問があっ

たわけで、すが、この件については12月の厚生委員会で、補正予算、設計費について審議

されたときに附帯意見が厚生委員会の全会一致の意見としてついているわけです。

まず第 1点は、運営は純然、たる民間機関に任すべきだ、これは附帯意見の第 1点。そ

れから第 2点は、調査検討委員会を設けてその結論が出るまで予算の執行は見合わせろ、

こうしヴ附帯意見でした。第3点は、たしか、まだ地域との調整が済んでない、あるい

は進入路についても問題があるんではないか、この辺をよく解決しろ、という 3点の附

帯意見がついていたわけで、すけれども、果たして、この附帯意見の行方はどうなってい

るのか、無視されちゃっているのか、議会の意思は尊重されているのか、こういうこと

をまず、この点については質問したし、と思います。

吋

それから、ダイクマの問題ですけれども、今、これは石坂議員からも質問されたわけ

ですけれども、私もほぼ同じような見方を持っているわけです。

たしか、昭和59年だったと思いますけれども、建設委員会が 1年かけて、反対あるい

は促進の請願を審議して結論的には両方とも不採択、商調協という機関が、そのための

機関があるわけですから、それに判断は任すべきだ、こうしヴ結論だったわけです。

大広法というのがあるんですけれども、その基本的な考え方は、これは昔の百貨庖法

というのが発展的に解消してできた法律なんですけれども、たしか第 1条だと思います

けれども、こういうことが言われているわけです。これは百貨店法と違う点ですが、ま

ず消費者の利益とし、う立場も考えなければいけない、ということと、競合する業者の適

正な意欲も確保する、こういうことなんですね。消費者云々ということは、これは百貨

庖法にはなかったわけですO それから適正な利益を擁護しなければいけない、この適正

という文句も百貨庖法にはなかったわけで、大庖法になって初めて出てきた考え方なわ

けです。

ということは、非常に何ていうか、いわば縦の両面ですか、両面、二つの側面を持っ

ているわけです。よく流通業界は、経済の暗黒大陸だ、非常に合理化が進んでない、と

いうことが言われているわけです。先日のテレビでも円高の還元が進んでない原因のー

っとして、この問題がたしか取り上げられていたようです。一つは、最近の円高の還元

が進まないのは、余りにも流通業界が複雑、流通経費がかかり過ぎるんだ、というよう

な観点で、もっと合理化しろ、大型店を、大庖法を改正すべきだったというような意見

も出てきたわけですけれども、これは、やはり反対意見、業界の利益保護というような

立場から請願は出てこなかった、とし、う事情もあるわけです。

市長は東京都における先ほどの発言では、意見書の中で、一つは非常に反対運動が強

いから、と意見書の中で述べられておりましたけれども、これは少しおかしい、と私は

思うわけです。それは、業界代表なら反対するのは、これは当然なわけです。これはや

むを得ないことですが、政治というものは、そういうものじゃないと思うんです。もっ

と大きく言えば、日野市の将来がどうなるであろうか、あるいはどうなるべきであろう

か、という観点からこの問題も判断されるべきであって、いま少し範囲を狭くすれば、

日野の商業が将来どうなるべきであろうか、というような立場から、少し、いわば座標

軸を広げて、空間的にも時間的にもいま少し大局的な立場から判断を下すべきではない

か、こういうふうに思っているんです。反対運動が強いから反対だ、これは市長として

判断停止だ、市長の義務の回避だ、こう断定せざるを得ないわけであります。

ではありませんが、ダイクマの出庖というのは日野市の、いわゆる弱小経営の方にかな

り打撃がいくだろう、ということが一つあります。それから、そのことを境にして商工

会とか商庖会とかし、うところが、非常に我々の自治体の中でもめごとになっているとい

うことは、非常に好ましくない状況だ、というふうに考えております。

それから、確かに南平の現在の北野街道は、その地区計画、あるいは地区整備をもっ

と早くやるべきではあったわけでありますけれど、小規模の開発がずっと連続をして現

状にまで進んでまいっております。その中に、あの大型スーパーというのは車で来る方

をお客として、つまり日野市内の人を主にする、ということじゃありません。むしろ他

市の人が主だ、というぐらいな商業圏を目指す仕事でありますから、車が相当入ってく

ることも予測されまして、特に62年か61年、 300万円かけて日野市の発展の診断をして

もらった資料の中にも、そのことが指摘をされております。日野市商業振興計画策定に

係わる基礎調査ということで報告書をいただいております。この中にも数点、御指摘を

いただいております。

そういうことで、日野市内の現状の商工振興のためにも、あるいは地域社会の生活の

安全確保のためにも、やはりあの場所に、つまり大型出庖をされるということは日野市

として、あるし、は日野市民として迷惑である、という言い方を今まで行ってきたわけで、

ございます。そういうことは私は、どなたの判断にもあることだ、と思っておりますの

で、何か突出して自由経済に横車を押すなんていうことにはとらえないで済むことだ、

理解していただけることだ、このように思っております。

0議長(市川資信君) 旗野行雄君。

017番(簸野行雄君) 2点質問したいと思います。
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今、日野の商業がどうなっているかというと、例の四全総の問題もありますし、首都

圏の改造計画もあるし、東京都の第二次基本構想をお読みになってもらえばわかるわけ

ですけれども、多心型の都市構造を目指しているわけです。その中に我々が直接関係す

るのは、業務核都市の問題が出てくるわけです。

都知事の発言によると、この辺では、三多摩で業務核都市として、立川、八王子、青

梅、町田ですか、それから、さらに最近は多摩ニュータウソも新住法の改正によって業

務的な機能を持てるようになった、ということも言われております。もっと具体的に言

うと、今この近辺で日野の商業が、市民がどんな流れになっているか、購買活動がです

ね。身近な、毎日毎日買うような食料品などは別にいたしまして、いわゆる衣料とかそ

ういう買い回り商品については、よそへ流れる率が非常に高いんじゃないか、というふ

うに思います。

先日、私、多摩セ γターへ用がありまして行ったわけで、すが、あそこまで、今、豊田

から京王帝都のパスが非常に何本も多く運行されているわけですが、逆に我々の地域か

ら、今でもそういう傾向があるんですが、あの辺へ逆に買い物に行くような傾向が出て

きた。それから聖跡桜カ丘ですね、あそこにも京王百貨店ができた、京王ストアもある

し、買い物の流れが京王沿線では、その辺へ流れる。それから八王子へは、もちろんで

すし、中央線沿線では立川へも非常に相当数流れているわけです。果たして、このまま

で日野の商業の将来はあるだろうか、その辺の判断からこの問題も、市長としては取り

組まなければならない、こう私は思うんです。単なる業界の代表の意見がこうだから私

も同調しますよ、では済まされる問題ではないんじゃないか、こういうふうに思うわけ

です。

ちょっと問題は違いますけれども、一昨年、米価の問題が出てきたわけです。たしか

最初、あの米価審議会の定数からいきますと六点何パーセソトだかとし、う、今までのや

り方だと値下げが理論上成り立つわけですけれども、それを圧縮して三点何パーセソト

の値上げの諮問をしたわけで、すが、それも結局、最終的には米価は据え置きとしヴ結論

になったわけで、すけれども、これはどういうことかというと、いわゆる圧力団体ですね、

圧力というか、むしろ、ごり押しといった方がし、し、かもしれませんけれども、あって、

議員は非常に弱し、もんですからそれに屈した、こういうことが言えるかと思います。

今、経済も国際化の地代を迎えて構造改革が進んでいるわけです。農業も果たして、

その場しのぎではそれでし、し、かもしれない、それがメリットはあるかもしれないけれど

も、長期的に将来の日本農業は、どうあるべきか、という判断を考えますと、米価据え
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置きが日本の農業の将来にとって果たしてプラスかマイナスか、ということは大いに疑

問があるわけです。今、米の自由化ということを米国から迫られているわけですけれど

も、それに対して一般の消費者の反応は、非常に冷やかだという現実もあるわけです。

その辺にも、この米価据え置きの、ごり押しの影響が出てきているのではないか、とい

うようなことも言われているわけです。

今、こういう世の中になってきますと、非常に市民が利己的だ、利己的だとは言わな

いまでにも物の考え方が非常に自己中心的になっているわけです。税制改革の問題を考

えてみてもそうですけれども、自分の損になることはだれでも反対する、そういうのが

今の現状のわけです。市民の一応管轄が自分、あるいは家族、あるいは自分の勤めてい

る職場、それにどうプラス・マイナスするかという辺が市民の判断の基準である、とい

うことも言われているわけです。市の理事者の立場になって、ひとつ市民の皆さん考え

てくださし、、とこう言っても、なかなかこれは不可能な問題であります。市長は単なる

市民じゃないんです。ひとつ日野の政治を預かっているわけですから、大処高所に立っ

て、ひとつ、この問題を考えるべきじゃないか、こういうのが私の意見なわけです。

その辺の答弁をお願いしたし、と思うんです。

O議長(市川資信君) 飯野行雄君の答弁を求めます。福祉部長。

0福祉部長(高野 隆君) それでは、第 1点の高幡特別養護老人ホームについての御

質問でございますけれども、 12月の厚生委員会で補正予算の審議をしていただいたわけ

でございます。その際の附帯意見といたしまして 3点ございました。 1点は、運営は純

粋な第三者機関に委ねることと、 2は、調査検討委員会を設置して、その結論が出るま

で予算を執行しないこと。 3は、建設省とも協議をし、スーパーテーフ守ルの件などを解

決した上で、予算を執行すること、こういうことでございました。これは議会の意思また

は要望事項として、私どもは拝聴いたした次第でございます。これについての返答も執

行部の中でいたしました。

また、それに伴いまして、それから先の問題、いろいろの日野の問題としての市民を

対象とした施設としての運営の問題、その辺のところが中心の問題でございました。こ

れについては検討委員会を設置いたしまして、この問題についての御協議もお願いをし

たわけでございます。

検討委員会につきましては、 12月の議会を終わりまして、直ちに12月の24日に要綱等

を定めまして、人選等もいたしまして改選いたしたわけで、ございますけれども、その中

での検討はいろいろいただきました。しかしながら、運営の対象とし、たしましては福祉
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事業団、これは社会福祉法人でございますが、そこでやる、こうしヴ結論でございます。

これについては、いろいろ、経済的な公立等についての御質問がございましたんです

が、公立でやる、市が建てる、こうしヴ場合の方法としては、いわゆる民間あるいは福

祉事業団のような、いわば市の受け皿的な組織、これでやることについての経済的なメ

リット、デメリットについての御協議もいただし、たわけで、ございますが、基本的には市

がつくって委託をする場合には、それぞれのどこへ一一例えば、先ほど至誠学舎のお話

も出ましTこんですが、至誠学舎あるいは福祉事業団を比較しましても、東京都なり国な

りからの補助金の総額については全く変化ない、こういうようなことでございまして、

その中で日野の市民を対象として運営できる、受託できる福祉事業団でお願いをする、

こういうことで答申をいただいたわけで、ございます。

また、スーパーテーフeルにつきましては建設省との協議も行いましたし、あるいは土

砂の搬入等についての日程等も工程の中で、組み込んで、御協議を願ったわけでございます。

また、その他、工事搬入路の問題につきましでも、 1月の末に実際に11トン車を通しま

して、地元の方に参加していただし、て、いろいろと路辺等の状況等も十分に見ていただ

いた。また交通量等の調査も朝 7時から夕刻 7時まで行いまして、データを出しまして

同意書をいただいた、こういう状況になっております。

0議長(市川資信君) 市長。

また、消費者の側からも促進という意見は、私の耳にまで届いておりません。むしろ一

番近いところから反対が住居の側から挙がっている、こうしづ現実がございます。

御指摘のことはよくわかりますし、将来のまちづくりのために一定の刺激も、出j苫の

刺激等も時期が来て場所を得るならば、私はぜひ必要なことだ、このように思っており

ますが、現在のあの場所で、現時点ではちょっとまずいだろう、こういうことでござい

ます。

0議長(市川資信君)

017番(鎮野行雄君)

飯野行雄君。

まず経営主体の問題ですが、福祉事業団と、あるいは民間の社

の可能なように進めた、こうしヴ次第でございますので、ぜひ御理解をお願いをいたし

たいと思います。

それから、ダイクマ出庖に伴いまして、いわゆる経済競争は自由開放の中で行うべき

だ、これはよく承知しております。 ただ、一つの町の中でというようなことになります

と、やっぱりそれは自由開放といったって放任するわけにもいかない、と私は行政の立

場から考えます。 つまり将来のまちづくりを描きます際に、どういうメリット、どうい

うデメリット、これは一定の評価をする必要がある、と思っております。市内のもめご

とは、なるべく早く鎮静させる、ということが私どもの行政の大切な任務だと思ってお

ります。市内にトラフゃルを置いて何か事が解決するということは、手段として適当でな

い、こう思っております。

御承知のとおり、日野市商業振興計画策定に関する基礎調査、この報告書に何カ所か

指摘があります。つまりメリット、デメリットの一つの数字的な評価であります。これ

を基準にいたしまして判断をしたということであります。 -唱

会福祉法人に委託した場合の運営費については、確かに部長の言われるとおりだ、と私

はそれもわかるんですけれども、また、せっかくこの検討委員会を設立されて、よくそ

の辺を検討されたことですから、あえて、余り一一うちの方の石坂議員もこれに参加さ

れておりますので、余り言いたくないんですけれども、一つはこうしヴ問題があるわけ

です。

12月の厚生委員会でも市長に出席してもらって、この点もただしたわけで、すけれども、

この諮問書は、何を諮問したかというと、 1、機能と規模、 2が建物の設計と位置、 3

が事業主体と財政、こういうふうなことを諮問したわけですね。もっと基本的に、果た

して公立自体が妥当かどうか、という問題もあるわけです。

今、よく行政改革で小さな政府を、というような声が強いわけです。仮に福祉事業団

が、市そのものではないかもしれないけれども、職員給与についても市の職員に準ずる

というような規定もありまして、大きな観点からすると、これは市の行政そのものだ、

と言えないこともないわけであります。

日野の将来の財政を展望するときに、今、非常に問題点は出先機関が非常に多いこと

だ、ということが言われております。確かに職員数は、市長部局については26市と比べ

てもそんなに多くないのが現状だと思います。しかし、いろいろ幼稚園にしても公立の

幼稚園を持っているところは、そんなにほかにはないわけです。

これは、直接福祉部長に聞いたわけじゃないんですけれど、福祉事業団で公立民営で

やる場合のメリットは何にあるか、というと日野市の意向が通りやすい、こういうこと

だそうですけれども、それじゃ将来の運営費はどうか、ということです。今、公立で特

養をつくっているのは、 23区では一つ例があるそうですけれども、これは、財政のあり

方が全然違うんで比較にはならないわけでして、他の26市の中でどこがあるかというと

一つもないわけです。一番の問題点は、こうし、う公立でやると、毎年毎年の運営費が約

0市長(森田喜美男君) 御質問の第 1点で、議会の附帯意見を最も尊重して予算執行
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5，000万近く余計かかる、それだけ都の補助金が少なくなるという点にあるわけであり

ます。

その点については、これは経営の問題は諮問されたんですけれども、公立が果たして

適正か妥当か、とし、う問題は、これは諮問にはないわけですし、恐らくこの検討委員会

でも検討はなかったので、はなし、か、というような気もするわけですけれども、果たして

これは、建設費だけならいいんですが、将来も長年にわたって運営費が、それだけ市の

持ち出しが多いということは、私は財政事情を考えると問題ではないか、このように思

うわけです。 10年たてば約 5億ぐらい持ち出し増になるわけです。市長に言わせると、

市長会もあるし確かにこの点は不合理だから改正してもらうように努力します、と言う

んですが、それは努力したってその効果が実るかどうかは、これは甚だ疑問のわけであ

ります。現状はこうだから、なるべく効率的に余り市の金を使わないで運営するような

形態をとるべきだ、私はこう思うわけです。

最近、一つ調布市の例があるわけですけれども、 これはいろいろな形で市の貸付とか

いうことについては、経営支出については、最終的な負担は日野市の場合とそんなに、

私、変わらないと踏んでいるわけですけれども、土地の提供とか建設費の貸付とかし、ぅ

形で、民立民営の形をとってやった、というような経過もあるわけです。

その点について、この答申にこういうことが言われているわけです。しまいの方です

けれども、 「また今後設置するものについては、必ずしもこれを前例としないことを望

む」としヴ文章があるわけです。財政については基準もあり、担当部課で十分検討され

たんだろうから、あえて言うことはない、また公立的な運営についても十分留意された

い、こういうことがあるわけですけれども、見方によっては、今後設置するものについ

ては、とれを前例としない、ということは、今度の高幡特養ホームについてのやり方に

ついては問題点があるんだ、というふうに、逆に解釈すれば言えると思うんです。

その辺を含めて将来ほかのあり方も検討されているのか、これは、むしろ市長の答弁

をお願いしたし、と思います。

O議長(市川資信君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 非常に大切な御指摘だ、というふうに伺っております。特に

今回の言うなれば公設事業団、福祉事業団経営という形で、今、進みつつございますが、

先ほどの御質問にもお答えしましたとおり、都の福祉局長、関岡局長に私は直に陳情を

申し上げました。

つまり我々のところで、いろいろと議会で御指摘をいただいております。将来の経営

には、東京都も民営に匹敵する財政の流れをつくっていただきたい、というふうにお願

いをいたしました。十分検討する、こういうお答えでござし、ました。特に今回は、東京

都の63年度事業計画の一施設に取り上げていただしとし寸前提がございますから、事

業団経営ということで話が通してございます。

そうし、う形態のどこにメリットがあるかとし巾、ますと、一方には今御指摘の、将来経

営上の財政の、都や国の支援が果たして正当に得られるかどうか、という心配と、我々

もその心配は何とかひとつ解決しければならない、こうしヴ責任を感じておりますので

50人という定員で純粋の民営で行います場合には、日野市民のみ、ということの強調は

不可能になってまいります。今回は、日野市民に限る、というふうには限定はできない

かもしれませんけれども、大部分を日野市民を対象とする、こうしヴ運営になりますこ

とが、言うなれば事業団経営のメリットである、このように言えるかと思っております。

今後、もっと幅広い、言うなれば高齢化社会に伴う財政運営をいかに多面的に効力を

発揮するか、ということになるわけでございますので、そういう努力をするということ

には温かい御指摘だ、というふうに承っておるところでございました。

したがって、これから課題として管理委託という今回は別といたしまして、今後設立

するものにつきましては、これを前例としないように幅広く対応をさせていただく、こ

ういうことで、この市議会の御同意を賜った、こうしヴ経過でございます。

そういうことで、なるべくラソニγグコストというと何か事業経営みたいになるかも

しれませんが、大切なことでございますので十分御意見も尊重し、また公費の支出を適

正化していきたい、このように考えておる次第でございます。

0議長(市川資信君) 飯野行雄君。

017番(簸野行雄君) 特養ホームの問題については、一応市長の言葉を期待して、信

用して将来の判断の基準にするということですから、そのことを期待したし、と思います。

ダイクマの問題について市長は、こういうーーさっき、言葉じりをとらえるわけじゃ

ないけれども、発言をされました。反対の声は届くけれども、賛成の声は私のところへ

は、あんまり聞こえて来ないんだ、これはさ っきから申し上げておるとおり、おかしい

と思うんです。これは、数が多い方を取るんだ、そう言われても仕方がない。

さっきから言っているとおり、これは業界というのは、すぐ影響があるわけですから

強力な反対運動を起こすのは、これは当然な話なんです。何につけ、例の税制改革の問

題だってそうですけれども、一般の市民の声、そういうものは、直接身近に関係のない

ものについては、そう、市長のところには言ってこないのは、これは当然な話なんです。
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その辺をいまちょっと市長の考え方として、いま少し、さっきから言っているんですけ

れども、日野市の商業はどうあるべきか、ということを基準にして、反対の声が多いで

す、賛成の声は少ないですなんて、そんなことを、ひとつ判断の基準にされては非常に

因るわけです。そういうことを申し上げておきます。

0議長(市川資信君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 言い方がまずかったと思っております。

全体の将来像を描いて一定の判断をしたつもりでございますのと、それから、そのこ

とだけを理由にしたわけではございません。市内にもめごとがあって困るということは

確かに一つの理由でございまして、そのほか 5つの項目を挙げて、現在地に今この現実

ができると将来の予測上、市の行政展開にも支障がある、このような気持ちを意見とし

て申し上げた、こういう次第でございます。

十分、これからのまちづくりも配慮、いたしまして、つまり適当な場所に適当な消費の

できる、なるべく日野市内のお金は日野市内に落ちる、こういうふうな仕組みをするこ

とは重要だと思っておりますので、そういう努力をいたしたいと思っております。

0議長(市川資信君) 天野輝男君。

まず、この 1点をお聞かせください。

O議長(市川資信君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 美術館誘致の発端をお示しいただいたのは、議会の議決であ

06番 (天野輝男君) 日野市の市長の行政報告の中で、都立美術館の日野市誘致への

ります。それをいかに実現化するか、ということから考えますと、日野市に非常にいい

条件の場所があるわけでありますから、ここを都によく認識をしていただいて判断をい

ただこう、ということであります。

それで、先ほど程久保緑地の16ヘクタールの現状の説明は申し上げました。つまり近

郊緑地の国の指定、それから調整区域、つまり市街化しない区域ということにされてあ

ります。そうして、今日、緑豊かな自然環境が保たれておるということでありました。

地主さんにしてみれば、そういう拘束は迷惑だと思うわけですが、しかし、まちづくり

としては非常に大切な場所でございますので、何とかこれを公共の用に提供していただ

きたし、、そのことが、一つにはお示しを既に行っております緑地信託の考え方でありま

す。つまり日野市に信託をしていただく。既に御承知のとおり、信託契約をいただし、た

方もあるわけでありまして、つまり、いろいろな企業の誘惑や開発施行には、もうお断

りをしっかり、はっきりしてし、く、こういう考えでございます。

その16ヘクタールをいかに使うか、ということで当然、どなたの頭にも浮かぶのは、動

物園の拡張用地に充てる、ということであります。しかし、 16ヘクタールの全部でなく

たって、し、し、場所の 3分の 1なり 4分の lでもし、し、と思いますが、その程度の地積を都

立美術館の誘致の対象地に充てる、こういうことを思い立っているわけであります。そ

のことが、つまり緑を守りながら、しかも日野市の町の発展に大きな寄与をするととも

に、また都民にも日野市のし、し、環境を提供できる、こういうことになるわけでありまし

て、財政負担の上で、このことにつきましては、何てし巾、ますか、日野市の支出を必ず

しもする方法でなくてもその運動の展開ができる、こういうことが大きなメリットであ

ります。

そういうことですから、ひとつ、よく納得が、これでいっていただけると思いますの

で、つまり緑地を守り、しかも多摩動物公園の拡張にも充て美術館の誘致もやろう。地

図を見ましでも、これは交通上、あるいは立地上、私は非常に優れておると思っており

ます。他の市で誘致予定地に充てる場所も国有地であったり、いろいろでありますから、

いずれ買わなきゃならないことなど間違いありません。日野市の場合は緑地ですから、

よほど価格の上でも評価は違う、こういうことになるわけでありますから、すべてのこ

とを満たすに十分可能な場所で、ある。またそのことが、日野市民が一致してお願いをす

運動の説明がございました。また行政報告の 2番目として、ダイクマ出庖に対する都へ

の意見書提出についての説明をいただきまして、この 2点について質問させていただき

ます。

まず、第 1の都の美術館の誘致についてであります。

都の美術館誘致については、三多摩でも日野市を初め、 6市ぐらいが名乗りを上げて

いるのが現状であります。この他市を調べてみますと、大体もう予定地、または用地が

確保されているのが現状であります。

日野市においては、まだ先ほどの説明では、教育委員会に担当させてそこで細々と仕

事を始める、ということでありますが、この予定地としては程久保に充てたと言われて

おりますが、その土地の一つをすら、まだ確保されてないのが現状ではないか、と私は

思うわけであります。

先ほどの石坂代表が申されたように、これは市民向けのアドバルーソじゃないか、と

思われてならないのであります。何が何でも市長は、都立美術館を誘致するということ

であるならば、もっと具体的に私が納得できるように、まず説明していただけないか、

と思うわけであります。
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0市長(森田喜美男君) 先ほど、庁内的には都立美術館誘致一部連絡会を教育委員会

事には順序がある、と私は思うわけであります。当然、予算のかかる問題は、要するにこ

の都立の美術館の用地として認めていただかなければなりません。それには、まずその

土地を日野市の開発公社なりに買い上げしていただく、ということも考えられるでしょ

うけれども、既に何人か協力している人がし、るようですけれども、この地主さんに16ヘ

クタールですか、まだ、恐らく私は話が十分通じてないんじゃないかな、ということを

感じるわけであります。

そういう面で、まずこの用地をこういう形で買います、ということを、そういう仕事

から、作業から進めないことには幾ら高見の見物でつくるんだ、つくるんだと言ったっ

て、これは私はできないんじゃないかな、と思うわけであります。

そのあたり、私がもし間違っていたら指摘していただきたいと思います。

O議長(市川資信君) 市長。

0市長(森田喜美男君) ごもっともな御質問だと思っております。

先ほど申し上げましたとおり、程久保緑地16ヘクタールは、今、民地という形で持ち

主がし、らっしゃる。持ち主の方には、もう昨年の初めだったと思っておりますけれども、

1軒 1軒、文書をもって、この用地を処分をされたり、あるいは相続の問題が起きまし

た際には市に御相談をください、ということを私も歩いてお願いをしております。した

がって意思は通じさせていただし、ておる、このように思っております。

手順といたしましては、これは早速譲渡したし、という場合には、つまり日野市開発公

社が代替をかわって確保しておる、こうし、う手JI買をとることになると思っております。

それから、今日土地の処分に対する判断は、非常に地主さんとしても難しいときだ、

というふうに考えますので、一度に何か御無理を言うという形でなくて、まず信託とい

う形でお約束がし、ただけますならば、これは課税としては、ささいな額ではございます

が、固定資産税の免除をさせていただきます、それから日常的な管理、つまり緑地を保

全する意味での管理は、預かりました日野市が責任を持って果たさせていただきます、

こうしヴ仕組みでございます。内々でございますが、東京都にも、東京都の建設局当局

にも動物園拡張の意思の打診もいたしましたところ、可能であれば望むところだ、とい

う応答も得ております。

そういうことですから、むしろ、いろいろな開発に、今まで出てきておりますいろい

ろな交渉に御迷惑をかけることなしに、日野市に、ひとつ信用していただいて預からせ

てください、ということをお願いをしておる、こういうことでございますから、私は十

分御理解がいただける、このように考えております。

れば、地主さんに対しても心を動かす動機にもしていただける、と思っておりますし、

東京都を動かすだけめ、また要件は備えている、というふうに考えております。

特に、お願いの文書を副知事にも出しましたし、それから教育長にも直接出したわけ

でありますが、日野市は先ほど言われるとおり、 6番目か 7番目のようでありますけれ

ど、しかし、全く第一線に、よそが進んでおるとか遅れておるとか、そういうことでは

ない、ということも明確にお答えをいただきました。日野市の市民の取り組みによって

私は実現が可能である、とこのように考える次第でございます。

言い落としたことがあるかもしれませんが、そういう考え方でございます。

O議長(市川|資信君) 天野輝男君。

06番(天野輝男君) 程久保のあの土地は、確かに日野市にとっては大きな財産にな

ることは間違いございません。その面では、私も同感でありますが、ただ、市長から今

いろいろ申し述べていただし、た中にも、かつては、あそこに程久保の小学校をつくる、

というような経過もあったわけで、あります中で、反対があって、実際できなかったのが

現状であります。

そういう面で、市長からるる答えていただきましたけれども、そのような簡単な考え

方で、果たしてできるのかな、ということを、まず私は疑問に思うわけであります。

ところで、この件につきましては教育委員会で準備会を設けて始める、ということを

聞いたもんですから、この中で責任者となるのは、まず、どなたがなられるのか、この

あたりをお聞きします。

0議長(市)11資信君) 市長。

と協同で、設けた、こういうふうにお答えをしているわけでありまして、企画財政部が中

心になります。

それから教育委員会にももちろん、文化行政の範鴎でございますから、大きく参画を

していただき第一線に立っていただしこういう考え方でございます。

0議長(市川資信君) 天野輝男君。

06番(天野輝男君) そうしますと、用地は確保できたとしますね。そうした場合に、

あくまでもこれは都立の美術館をつくりたい、ということで認めていただけるならばと

もかくとしまして、まだその段階まで、とてもいってなし、。そして、何か先ほどの説明

だと10月には検討会を設けるということですから、やはりこれは、一斉に並んでいると

考えるのは、ちょっとおかしいのではないか、と思うわけです。そして、ましてこの仕
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当初、その16ヘクタールの調整区域の緑地をどのように確保させていただくか、とい

うことが一番問題でございましたが、それに動物園の拡張用地にあわせて、ちょうど地

形上にも交通上にもし、し、ことばかりだ、というふうに思いますので、美術館を一部割し、

て迎えるとしづ政策を取り上げておる、こういうことでございます。その動機は議会で

つくっていただし、た、それをなるべく実現をしようということが、これからの私どもの

大切な課題だ、とこのように考えておるところでございます。

まだまだ具体的なことが言えるわけでございますが、機会を見てお答えをさせていた

だきます。

て進めていくことが、一番だれが見ても不思議でない考え方である、と思うんですけれ

ども、このあたりの市長の見解をお聞きしたいと思います。

0議長(市川資信君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 都庁に市のお願い事を伝えたく、幸いに地元の都議会議員が

0議長(市川資信君) 天野輝男君。

おいででございますから、前面に立っていただく、ということは、もちろんでござし、ま

す。そのような、また礼を尽くし、かつまたお願いをして理解をいただいて、一緒にや

ろう、というふうに御理解をいただし、ております。

これからも十分礼を尽くして、協力一致の運動を広げていきたい、このように今御指

摘のことにお答えをさせていただきます。

0議長(市)11資信君) 天野輝男君。

06番(天野輝男君) 日頃、市長は、市政に憲法を生かそう、ということをよく言っ

ております。市長の、先ほどの石坂代表、または鋲野さんの質問に対する説明の中にも、

やはり言葉は丁寧だけれども、自分の気持ちというか政策面は変わらないという態度が、

実際見られるわけであります。この老人ホームについても、しかりだと私は思うんです。

そういう面で私は、やはり市長が私たちの意見を本当に素直に聞いて、そして私たち

の意見を市政に生かす、ということであるならば、やはりもっと謙虚になる必要がある

のじゃないかな、ということを聞いております。

私は、先ほど成人式のことを申し上げました。たしか昨年の成人式は、教育委員会が

主催でやった、と私は思うんですね。 ζとしは何か市が主催してやった、というように

思うんですね。このあたり、変わったように思うんですが、どうして変わっちゃったの

か、このあたりを教育長、お答え願いたいと思います。

0議長(市川資信君) 教育長。

0教育長(長沢三郎君) お答えいたします。

昨年度の成人式とことしの成人式ですね、主催は、あくまで日野市と日野市教育委員

会、その点につきましては昨年も本年も変わっていないわけでございますけれども、御

承知のように昨年度の成人式をとり行う際に、君が代の演奏ですか、この問題をめぐり

まして、いろいろ議会の中でも御意見がございまして、日野市の祝日という形でいろい

ろの催しを持つわけでございますけれども、そういう祝日という形で催しを持つ段階に

おいては日野市が一応前面に出て、ですから、市長の方で式辞等はやっていただいた方

がその辺での誤解を解く上から妥当なんではないか、そういうことで本年度、式辞を市

長にやっていただし、た、そんなような経過でございます。

06番(天野輝男君) 市長が今説明していただいたような甘い考えでできるならば、

私は何もこれは申し上げる必要はないわけでありますが、私は現在、時々私用で都庁の

方へ行っております。そして、役人というのはわかるように、やはりだれかが窓口にな

らなければ、なかなか物は進展しないわけであります。

そういう面で、もう既に何回か行っているような話をしているようですけれども、話

が通じているようなことを言っておりますけれども、やはり、土地を確保して物をつく

るというのと、先にもう予定地があってそこに要請するのと、これは条件が同じだなん

ていう人は、まず普通の常識を持っていたらない、と私は思うわけであります。

そういう面で、私はちょっと森田市長の考え方が甘いのじゃないかな、と思うわけで

あります。そういう面で、私自身、我々の先輩である滝瀬先生にもお世話になっており

ます。そういう面で私は、この森田市長の態度というか、私たちの先輩に対する扱い方

はちょっとおかしいんじゃないかな、という面がたくさん見えるわけですし、例えば 1

月3日の市長の主催した名刺交換会においてもごあいさつを、来賓として来ているにも

かかわらず、あいさつをさせない、また15日の成人式においては来賓に来ているにもか

かわらず、やはりごあいさつがない。これはちょっと、森田市長さんのもとで、かつて

やっていたからそういう態度をとるのかな、と思う反面、実に私は残念なことでありま

す。やはり、東京都の都議会に窓口をつける人とするならば、やはり滝瀬敏郎議員を全

面的に出して、そして全面的に協力いただけるような方法をとるということが、私は一

番必要じゃないかな、と思うわけであります。だから、単なる有権者をだましているよ

うな態度にしか私には見えないわけであります。

そういう面で、今後この仕事を、作業を一日も早く一ーもし可能であるならば、これ

をつけたし、という願いがあるならば、やはりこの滝瀬都議の方にお願いに行って、そし

A
斗
A

1
i
 

-
i
 

に

υ
1
i
 

4
B
A
 



0議長(市川資信君)

06番(天野輝男君)

天野輝男君。

私も日野市のことしかわかりませんから、質問して聞いている

内容ではないか、こんなように考えております。

O議長(市川資信君) 天野輝男君。

わけなんですが、こうし、う形は、この三多摩や東京都で実際とっておるのかどうか、そ

のあたりをわかりましたら教えてください。

0議長(市川資信君) 教育長。

0教育長(長沢三郎君) お答えいたします。

昨年度も成人式の問題が議会で大きな話題になりました際に、他市の、特に26市のよ

その市の状況等についても社会教育課を通して調査いたしました。それぞれ市によって

持ち方は異なっておりますけれども、日野市と同じような方向で、市自体が主催という

ような方向での中で教育委員会が共催している、そういう市も四つ五つございますし、

内容的には式辞を述べる、あるいはお祝いの言葉を述べる、そういう中に選挙管理委員

会の委員長さんも、成人というその内容の中からお祝いの言葉を述べる 1人の方になっ

ている、そんなような市もございます。

確かに市ごとによって、取り扱いについては若干の相違はございますけれど、日野市

と同じような扱いをしている市も四、五市ございますので、そのような状況の中で本年

度の成人式を持った、こういう次第でございます。

0議長(市川資信君) 天野輝男君。

06番(天野輝男君) 私は、日本的な、一般的な考え方の立場で申し上げているわけ

教育長は、かつては教鞭をとっていた方であります。そういう面で、やはりこの来賓に

対するところの扱いは失礼があるんじゃないかな、ということを、私は感じております

から、あえて教育長からもそのあたりを、私の言っていることが間違っているかどうか

を教えていただきたい、このように思います。

0議長(市川資信君) 教育長。

0教育長(長沢三郎君) お答えいたします。

式の持ち方と申しますか、式次第の中で、例えば祝辞を申し上げる方たちを、どうい

う方を代表という方向で祝辞を述べる方に選出するか、これは、それぞれの市の対応に

よって差し支えない、ですから都議さんが祝辞を述べる、日野から代表として出ておら

れるんですから、議長さんと一緒に都議さんも祝辞を述べる、あるいは先ほど話がござ

いましたように、成人になった状況の中で選挙管理委員長さんの方からも祝辞が出ても、

別にその辺の取り扱いは、どこが間違っているとか、どこが正しいとか、そういうこと

はないと思いますけれども、全体の式の流れの中で、そういう代表の方のお話は有効な

司.

であります。そういう面で、ぜ、ひ今後、そうし、う機会には、やはりどういう形かでお世

話になる、ということであるならば、やはりそのようなことを考慮、に入れて、議長と都

議会議員のごあいさつは入れていただきたい、と思うわけであります。

そこで、実際私も都立の美術館というものについては大変興味があるわけであります。

と申しますのは、日野市には絵を寄贈していただいております漆畑虞作さんという方が

おります。この方は、水彩画でも日本でも二、三本の指に入るとし、う立派な方でありま

すが、この方は、特に東京の焼け野原とか、そういう荒廃されたときの絵をかき続けた

方であります。また、日本の国民的な芸能として歌舞伎というのがございます。歌舞伎

の戦後は恐らく指示が来たらとめられてしまうんじゃないか、ということで、この歌舞

伎を何とか国民に残したい、ということで、この歌舞伎の名場面をかき続けた方であり

ます。その絵が、今、国立劇場にあるんですね。それと、その焼け野原となったその絵

は、今東京都で保管しているということを聞いているわけであります。

そういう面で、日野市に住んでいるそうしヴ立派な方もいらっしゃるし、そういう面

から、市長が何が何でもこれをつくりたいんだ、とし、う、そういう意見があるならば、

やはり、こういう面を考慮に入れて都にも働きかけ、そしてこの議会にも真意、をただし

ながら方向づけていくならば、私は可能である、と思うわけであります。

そういう面で私は、具体的にもっと、単なるこういうことだからっくりたい、という

ような具体的なものを打ち出していかない限り、都の方でも、このことについては認め

てくれないのではないかな、ということを感じているわけであります。そう いう面で、

ぜ、ひ、この方もおばあちゃんの方は、よく知っておるんですね、それで東京都の、また

はたくさん持っている絵は、どこか取り扱ってくれるところがあるならば寄贈してもい

い、ということを実際言っておるわけです。

そういう面で、ぜひ、そのようなところも頭に入れていただきまして、本当にこの東

京都の美術館を日野市に持ってくるように努力していただきたい、このように思います。

市長に何か、最後に御意見がありましたら・・ ・ 0 

0議長(市川資信君) 市長。

06番(天野輝男君) 私も、あえてこのようなことを質問しておりますのは、やはり

0市長 (森田喜美男君) 手順等で、まだいろいろ御指導いただくところがあろうかと

思っておりますので、何分ともよろしくお願いをいたします。
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06番(天野輝男君) この法律によりますと、やはり一番問題になるのは、売り場面

ょうですし、そういう面では道路も細いし、確かに車が交差できないような地域ですか

ら、それは市民が不安に思うのは当然であります。やはり私は、そういう面で、市長は

行政側からこのダイクマの出庖に賛成するということじゃなくして、やはり市民が不安

に思い、また市民がこういうことが不安なんです、とし、う問題を解決してやるというこ

とが、私、一番必要じゃないかな、と思っているわけであります。

そういう面で、市長の先ほどの答弁だと、まだ私は、一切納得できないわけでありま

す。こうして日野市から市長が意見書を出した、このことによって、ある程度時間を長

ヲ|かせることが、出庖に対して規制ができるかもわからない。しかしながら、その土地

を持っている人が提供したい、と言っているわけですから、こうし、う人たちの考え方は

どうなのか、このあたりも、やはり市長である限り声を聞くことが必要じゃないか。市

長がこの方に、南部病院の用地として提供していただけませんか、ということを言って

いた、と言っておりますが、それは市長の考え方であるし、やはりこの方の意見も聞い

てあげて、そして対応することが、私は市長にとって一番必要なことじゃないかな、と

このように考えているわけですが、市長からのお答えを願います。

0議長(市川資信君) 市長。

0市長(森田喜美男君) この出庖用地の地主さん、あるいは出屈を計画をされたダイ

クマさん、ともにそれぞれのお考えがあって進めておいでのことでありますから、それ

も日をふさぐということは、これはまた、申しわけない面もあるわけであります。

しかしながら、市民全体、市政の将来像ということを考えます場合に、明らかに問題

を起こす、将来を何か一一南平のあの場所には不向きなものをできてしまってから云々

しても、これは始まらないわけでありますので、前後、十分その措置を考えた上で市の

意見を申し立てておる、こういうことでございます。

先ほどのように、いろんな理由、出店事由のこともございますし、また反対運動に加

担をしたということでもございせんし、その他のことで、やっぱり日野市の発展のため

に今はちょっと因ります、ということが出てくるわけでございます。今というのは、つ

まり、あの地域にも、まだ必要な地域の整備もしなければなりませんし、あわせて商工

会の何となくいろいろな問題の所在も、まさに商業振興の立場から日野市の行政とタイ

アップできる、そういう体質になっていただかなければならない、というふうに考えて

おります。

結論といたしましては、当該地は立地として不適当である、とし、う判断でございます。

いろんな理由が、意見も伴っておると思っておりますけれども、日野市の将来の消費者

0議長(市川資信君) 天野輝男君。

06番(天野輝男君) そういう面でよろしくお願し、し、たします。

もう 1点のダイクマ問題でありますが、これは東京都の都知事よりダイクマの規模縮

小庖舗の調整の告示の通知があったと思うんですね。これは大店舗法、大規模小売庖舗

における小売業の事業活動の調整に関する法律の中に、これはあるわけでありますが、

たれは、市長が意見書をお出しになるのは市長の考え方ですから、これは構わないと思

うんですけれども、私は、この意見書がどの程度拘束力があるのか、このあたりから、

もし市長が都知事に対して意見書を提出しました。これがダイクマの出庖をとめるだけ

の法律の拘束力があるかどうか、まず初めにお聞きしたし、と思います。

0議長(市川資信君) 生活環境部長。

0生活環境部長(坂本金雄君) 生活環境部長お答えいたします。

ただいまの意見書の御質問でございますけれども、先ほどの市長の報告の中にもござ

いましたように、大庖法15条の 2によって提出をいたしたものでございます。その効果

のほどでございますけれども、この意見につきましては、都を経由いたしまして、通商

産業省の中にございます大庖審という諮問機関に送られます。その大庖審が協議をする

ときに市の意見を参考にするわけでございます。

したがし、まして、市の意見によりまして結審の内容が左右される、そういうことも考

えられるところでございます。

0議長(市川資信君) 天野輝男君。

積ですよね。それとか営業時間、また休業とか、その開底をいつにするのか、というこ

とが一番の問題になっている箇所であります。これは全部、要するに1，500平米あった

ものを500平方メートルに変えるということは、そういうことで話し合いの中で、日野

市では、ある程度話し合いがついて都に上がったと思うんですね、その書類が。

そういう中で、私はやはり、日野市のとるべき態度はしっかりしなきゃならん、と思

うんですね。ということは、一部の反対する人たちがし、るから、その人たちの声が大き

いから、この人の意見を取り入れて市では対応しておるんだ、というような考え方には

本当に市長の態度を私は疑いたくなってしまうわけであります。あくまでも、やはりこ

の地域住民はもとより、あそこの地域の方も、ある程度もう来ていただし、た方がし、ぃ、

という方もいるわけです。

そういう面で市長が、彼らが心配している一一確かに駐車場も山の方につくっている
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06番(天野輝男君) 市長は、あそこは立地状況がよくない、という考え方でありま

そういう面で、ぜ、ひ、森田市長も口々に事あるごとに、この憲法を市政に生かす、と

いうことが基本的な考え方なわけですから、やはり公平に物を判断して、そして賛成し

て、そして土地を提供したいとしヴ、そういう方の意見も十分に聞いていただきたい、

このように思います。

最後の御答弁をお願いします。

O議長(市川資信君) 市長。

の立場も考え、また、まちづくりとして、しかるべき場所にデパート等の進出も期待を

しなきゃなりません。いろんなことで当面の意見を関われる機会でございますのて、率

直な意見を申し上げた、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(市川!資信君) 天野輝男君。

すけれども、あそこに来てほしいとしヴ、そういう願いを持った商庖主もいるわけであ

ります。

そういう面で、実際日野市の消費者の実態を調べてみますときに、日野市で物を買う

のは、先ほど生活環境部長の方から説明があったように、 3%で、あとの 7割は大きい

ものを買うときは、みんな外に行ってしまうわけであります。

そういう中で、今後この町の整備をしながら、そして位置づけしていく面で、やはり

大きい箱ものも当然、出てくることでありましょうし、私は、そういう面から反対のため

の反対では日野市のためにならん、ということを申し上げたいわけであります。どうし

ても反対であるならば、やはりこの地主さんにも十二分に説明して、近いうちにここを

必ず地盤整備します、そしてこうしヴ形で、このまちづくりをいたします、そのときに

は、ぜひ力になってくださいとか、協力してくださいとか、まずお話しするのが筋じゃ

ないかな、と思うわけであります。

そういう面で、市長は、その土地を南部病院に、ということでお話に行ったのかもわ

かりません。しかしながら、行ったから自分の意見が通ったとは思わないわけですね。

実際、通ってないわけです。やはり、そこには何回か足を運んで行きながら、そしてど

ういう考え方でいらっしゃるのか、このあたりもしっかり聞いてみる必要がある、と私

は思うわけであります。

この問題も、やがて法律的に問題になるならば、恐ら《一一これは反対する理由はな

いわけですから、意見書の中で、これは結論が出るわけはないわけです。訴訟問題にな

ればですね。そういう面になったときには、必ず私は日野市でも、そうし、う問題で実際、

裁判所の方に行かなければならないときが来るんではないか、と私は思うわけでありま

す。

0市長(森田喜美男君) 将来の特に南平とし、う地域に限っても、し、し、まちづくりをし

そういう面で、この一つ一つの問題は、やはり総合的にいつも市民の方を向きながら、

そして市民の声が市政に反映できるようにし向ける、ということが、私、必要じゃない

かな、ということを思うわけであります。

ていくという責任を感じ、関係者の方々にそのようなお願いを尽くしていきたい、この

ように考えております。

0議長(市川資信君) 米沢照男君。

030番(米沢照男君) 2点ばかり御質問いたします。

1点は、ダイクマ出庖に対する市長の東京都に対する意見書の提出の問題であります

けれども、先ほどから、るる質疑応答がされておりますけれども、市長の答弁にありま

したように、市の立場、行政の立場から具体的に 5つの点を指摘しながら、東京都に対

して大局的な立場から物を言う、意見書を提出していった、 という点は、極めて当然だ

と思いますし、賢明な措置、対応であった、というふうに理解をしております。

一つは、商業者への重大な影響といし、ますか、マイナス影響がありますし、車公害、

あるいは路地裏への違法駐車等々、周囲の環境への重大な影響、さらには近い将来のま

ちづくりに対する重大な支障等々、具体的な問題の指摘の中で意見を述べたということ

は大変重要なことであった、と思いますし、行政の長として、 責任者として、この時点

ではっきりとした態度を表明したという点は、大変重要な事柄であった、 こういうふう

に理解をしております。

そこで、伺いたいわけでありますけれども、東京都に具体的に 5点指摘しながら提出

した意見書、この立場が、先日の 7日に開かれたと言われる商調協にどのように反映さ

れたのか、あるいは今後の商調協にどう反映されていくのか、この点について 1点伺っ

ておきたし、と思います。

それから 2点目は、住みよいまちづくり指導要綱に基づく開発行為の報告がされてお

ります。 42件に及ぶ申請件数それぞれが表示をされておりますけれども、ひとつ伺いた

いのは、昨年との比較でどうしてことしから、この開発行為の報告書に開発者とし、し、ま

すか、申請者の住所氏名が記載されていないのか、これは、もし、その当時者の氏名、

住所が従来と同じように記載されたので、は、何らかの支障を来す、というような問題が
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あって、あえて省略をしたのか、あるいはミスプリ γ トなのか、この点について伺って

おきたいと思います。

以上です。

O議長(市川資信君) 生活環境部長。

0生活環境部長(坂本金雄君) 1点目について生活環境部長からお答えをいたします。

今月の 7日の日に 3回目の正式商調協が開かれました。正式商調協は、先ほど市長の

答弁の中にもございましたとおり、 5条の届け出が出された後に開催をされる諮問機関

でございまして、 7日の日は、たしか 3回目の正式商調協でございました。

この日は六つの団体から意見を直接に開陳してもらって、商調協の委員全員がその意

見に耳を傾けました。一つの団体から15分の制限時間でございましたけれども、 1ない

し2名の方がそれぞれ意見の陳述をなさいました。

市の立場は、先ほど来出ておりますように東京都知事あてに意見書を提出いたしまし

た。その意見書は 5点の柱から成り立っておりますけれども、この柱につきまして、

62年度に商工会から中央大学へ委託をいたしました基礎調査、その中にあらわれた数字

などを根拠にいたしまして、 5点の理由について詳細な説明をおよそ30分間ほどいたし

ました。この意見の開陳を商調協の皆さんは聞かれまして、その後、きのう、もう第4

回の商調協が開かれましたけれども、その席上で各反対意見の要点をまとめたものを会

長から皆さんにお示しをし、各委員さんからそれぞれ自由な意見を述べていただき、そ

れをまとめる方向に持っていきました。

以上でございます。

O議長(市川資信君) 都市整備部長。

0都市整備部長(前田雅夫君) 2点目の住みよいまちづくり指導要綱に基づく申請件

それから 2点目の答弁、これは、そうしますと従来行ってきた、いわゆる行政報告の

あり方とし、し、ますか、やり方は間違いであった、ということになるかどうかですね。こ

れは、私は今の答弁は納得できない。そう秘密裏に事を運ばなきゃならない性質のもの

ではないだろう、それぞれ開発行為、この現場に行けばその内容等記載した掲示もされ

ているはずだろうと思うんですね。公開されていると思うんです。施行者とし、し、ますか、

当事者は。

だからそういうことを考えると、従来極めて普通に、とし、し、ますか、当然のこととし

て行われていた申請者の氏名住所の記載が行き過ぎであった、ということになりますと、

今後、この種の報告は、本当に形ばかりのものになりはしないか、という懸念がありま

す。この点について私は納得できません。

もう一度、御答弁いただきたいと思います。

O議長(市川資信君) 生活環境部長。

0生活環境部長(坂本金雄君) 1点目についてお答え申し上げます。

6つの団体による反対意見を商調協の委員全員が聞きまして、その反対の要旨をまと

めたものから、さらに各委員がそれぞれ個人消費者、それから商業者、学識経験者、こ

ういった選出区分の立場において意見を申し述べ、この意見を集約したものを日野市商

工会の意見といたして、通商産業省の中にある大庖審に送ることになると思います。

商調協の意見がまとまりますと、それが日野市商工会の意見となるためには、日野市

商工会の理事会に諮り、そして、よろしいということで国の方に送ることになると思い

ます。

その時期などにつきましては、詳しくは承知しておりません。

O議長(市川資信君) 都市整備部長。

数の報告を事務報告の中でしております。従来は、この報告の中で申請者の住所氏名を

記載しておりました。いろいろ検討したわけでございますが、個人の識別ができる情報

とし、し、ますのは、日野市が持っております情報公開条例からいきましても、いろいろ支

0都市整備部長(前田雅夫君) お答えいたします。

障がある、ということで、今回は、この開発者の住所氏名を割愛したということでござ

います。

0議長(市川資信君) 米沢照男君。

再質問をいたします。

公務員の守秘義務の中に、根拠といたしましては地方公務員法になるわけでございま

すけれども、その中にいろいろな要素が含まれているわけでございます。

そのーっとして、個人が識別できるような情報、こういったものは守秘義務の対象に

なっているということでございます。一つの例を借りて申し上げますと、国土利用計画

法で現在監視区域を設定いたしまして、届け出をしております。これは土地の取り引き

の内容でございまして、これらの情報も個人が識別できるような段階までの公表は、法

に違反するということでございます。

それから、さらにこの申請に類するものでございますけれども、建築基準法の確認申

030番(米沢照男君)

1点目のダイクマ問題ですけれども、今後の商調協の動きとし、し、ますか、予定とし、し、

ますか、どういう展開が予測されるのか、この点について 1点伺っておきます。
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語、あるいは許可申請がございますけれども、これも確認申請の内容を第三者に全部公

開をするということは、いたしておりません。東京都の建築指導事務所に行かれた方は

わかるかもしれませんけれども、確認申請書を見せてほしい、と言いましても、申請書

の上書き程度は見せますけれども、その附帯するところの図面等については一切見せな

い、というふうな取り扱いもしております。

今回のこのまちづくりの指導要綱の中の記載の仕方とし巾、ますのは、この程度の公表

であれば差し支えないという判断に基づきまして、今までの報告の内容を一部変えた、

ということでございます。

分尊重するため計画の内容を 3週間以上開発区域に掲示し、住民の申し出があれば計画

の説明会等の方法により説明しなければならなしづこういう20条の明記があります。こ

れからいっても、この事業をやる当時者の住所と氏名がどうして議会の場に報告できな

いのか、それほど事業者の住所氏名を秘密にしておかなきゃならない理由が、私には理

解できません。

それでは、きょう、この場で即答がないようですから、これから予算委員会もありま

すから予算委員会の場で、きちっと時間をとってやりたし、と思います。

0議長(市川資信君) ほかに御質疑はありませんか。小山良悟君。

0議長(市川!資信君)

030番(米沢照男君)

米沢照男君。

私の記憶では、こういう形で文章による行政報告がなされるよ

014番(小山良悟君) ただいまの米沢議員と理事者側の答弁のやりとりを聞いており

うになったのは、たしか有山市政のころからだったと思うんです。 20年近く、 20年余に

なりますか、 20年からこの種の行政報告という形態、をとってきています。当時から、こ

うしろ、この種の申請者あるいは事業者の氏名住所の記載がされて、す.っと報告がされ

てきたと思うんです。それが、ことしになって急に、今、答弁のあったような態度の変

更とし、し、ますか、やり方の変更をしなければならないというのは、例えば、いつ、どう

いう形で何々の法律が変わったとか、どこからか上部機関から、こうし、う指導がされた

とか、あるいは都市整備部内の、これこれこういった具体的な検討の中で、こういう結

論になりました、とか、何かがあったんだろうと思うんです。

しかし、それが今の答弁で私は納得できないんですね。なぜ、こんな普通のことと言

いますか、当たり前のことがですよ、議会に提出する資料に記載できないとしヴ、その

点がちょっと理解できないんです。

0議長(市川資信君) 市長。

0市長(森田喜美男君) ちょっと私も気がつきませんでした。

御承知のとおり、各開発の現場には看板を出す仕組みになっております。つまり、だ

れそれが、どうし、う事業をそこで営まれる、そういうことですから、議会へ提出する資

料としては、今お説の話もございましたし、もう一遍内部検討いたしまして態度を決め

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(市川資信君) 米沢照男君。

030番(米沢照男君) 検討の余地はないんじゃないか、というように私は思います。

日野市住みよいまちづくり指導要綱の第20条に次のような記載があります。 r事業者

は、開発計画について第 5条の協議と同時に、その区域周辺における住民等の意見を十

ますと、都市整備部長の説明は、まことに苦しいというか論点をすりかえて何とかこの

場を切り抜けよう、というふうなことで、なぜ今回このような措置をとったのか全く理

解できない、というわけであります。

この件については、私も深追いはし、たしません。米沢議員が予算委員会でも徹底的に

追及するというふうなことを期待しまして、共産党の議員の皆さんに大活躍してもらっ

て、この不明瞭さを明らかにしていただきたい、というふうに願っておきます。

それからダイクマの件で、再三、毎議会ごとにいろんな議論があるわけでありますけ

れども、出庖が是か非か、というのは、それぞれの立場で損得があるわけでありまして、

例えば安いもの、し、い商品を安く買えるという利便さと、あわせて今度は、例えば交通

渋滞とかという、そういう不便さというものもありますんで、その辺の判断というのは

大変難しいわけであります。

ですから、この出庖、 是か非かというのは、かなり慎重に考えなければなりませんが、

ただ、この南平に住む住民の一人として率直に感ずることは、どうもこのダイクマの問

題を一部政治勢力の都合のよい運動の材料にされている、というふうに、しかもそれに

行政が連動して動きをやっている、というふうな印象が免れないわけであります。例え

ば地主のところに一一一ダイクマの出庖ということが明らかになってから、にわかに広報

に南平に病院を、ということを森田市長が載せました。病院構想をぶち上げましたけれ

ども、そして市長自身も地主のところべ直接要請に行った、とし、う経緯があるわけです

けれども、地主さんから断られたら、もう風船玉がしぼんだようにその構想はどこかへ

行ってしまう、そういうふうな取ってつけたような動き、さらには、きょうの行政報告

の中で反対理由の中にいろいろ理由を述べて、反対を都に対して表明した、ということ

であります。
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ここにちょっと私、資料を持つてないので、正確な数字は把握しておりませんが、商

業調査の統計に基づいて云々というところがありましたけれども、あれも商業者は反対

する人が多いわけであります、数字的に。そうし、う統計は出ているんです。ただ消費者

の方は圧倒的に賛成、というふうな数字が出ている。その辺のところはよく 一一自分た

ちの都合のし、いようなところだけを事由にして反対だ、市民の声だ、という形で取り上

げるのはどうか、というふうに思いますし、さらにまた、南平地区に地区計画の障害に

なる、地区計画の展開するのに障害になる、こういうふうな話でございます。

しかし、私は南平に住んでおりますし、そして建設委員として常任委員会に所属して

おるわけでありますけれども、この南平地区に地区計画を導入する、市長の言われる地

区計画というのが一般的、単なる、いわゆる地区計画という一般的な表現で言っている

のか、ちょっと理解に苦しむところがあるんですが、いわゆる都市整備の手法として

の地区計画導入というふうな考え方であるとするならば、そういうふうな具体的なもの

というのは何らないわけであります。にもかかわらず、今度の反対理由の 5項目の中に

取り上げている。

そういう観点からも自分たちの都合のし北、とし、いますか、行政がちょっと公正を欠く

態度をとっているんではないか、というように指摘せざるを得ない。これは、ダイクマ

の賛成反対のそういう立場は全く別にして、 15万市民の目から見て、そういう客観的な

とらえ方から見て行政としての姿勢が大変疑われる、ということを私は指摘したいんで

す。その辺のところの反省は、ぜひしていただきたい。

市長が気づいていられるかどうかわかりませんけれども、南平に住んでいる者として

は、何かこのダイクマの問題を材料にして自分たちの都合のし、し、ように、取ってつけた

ような口実をつくっては、この運動を展開して、一部勢力の勢力拡大に力を貸している

ような嫌いがございます。その辺のところは率直に私は指摘したい。

答弁を求めても、市長の答弁はもうわかっております。しかし私のこの指摘は、必ず

市民の皆さんにも広く行き渡ると思いますし、また、この辺のところの指摘は機会ある

ごとにしていきたい、ということで、あえて答弁は求めませんO

それから、最後に質問をいたします。

単純な質問でございますが、藤浪清掃部長に質問し、たします。今回行政報告の中で、

4月1日から組織が変更になりましたけれども、清掃部長とし、う、藤浪清掃部長という

この語感とクリーンセンタ一所長、藤浪所長という語感、どちらの語感がイメージがよ

ろしいですか。

率直な感じをちょっと御答弁をいただきたいと思います。

O議長(市川資信君) 清掃部長。

0清掃部長(藤浪竜徳君) 突然の御質問でございますけれども、一般的には清掃部長

という職名でございます。ときたまクリーソセ γタ一所長と言われる場合もございます

けれども、どちらにつきましても、私としては特に問題はない、と思っております。

以上です。

O議長(市川資信君) 小山良悟君。

014番(小山良悟君) 市長を自の前にしているから、なかなか答弁しにくいかもしれ

ませんが。

きょう、傍聴者の方が見えておりますけれども、この問、公明党の国会議員さんです

か、いろいろ国会用語というのはわかりにくいというか、改めるべきだ、どなたが聞

いてもわかるような用語で論戦を展開すべきじゃないか、というふうなことがニュース

になっておりましたけれども、今、部長の答弁でございます。苦しいことはよくわかる

んですけれども、私の意図するところも、ひとつ酌んでいただし、て、あえて議員から答

弁を求められたから答えた、ということでも、市長は何もどうのこうのということは、

そんなケチなことは言わないと思いますので率直に答えてほしいんです。

ただ私は、清掃部長だから問題だとか、問題ですか、ということを開いているんじゃ

ない。そうじゃなくて、例えば清掃部というのとクリーソセンターというのと、この言

葉が二つ、語感がどちらがイメージがよろしいですか。清掃部のあなたの部下がたくさ

んいられるわけですよ。そういった皆さん方の意識というか、そういった部分も考えた

上での質問ですから、ひとつ、語感がどちらがよろしいか。

ちょっと答弁しにくいですか、しにくいならしにくいで結構です。角度を変えますか

ら。

0議長(市川資信君) 清掃部長。

0清掃部長(藤浪竜徳君) 組織上は清掃部でございますので、それで、通っております。

ただ施設といたしましては、クリーソセ γターは施設の名称でございますので、特にそ

ういうふうに語感がし、いとか悪いとか、という問題はございませんで、あくまでも施設

の名称でございますので、そういうふうに私どもは割り切っているところでございます。

O議長(市川資信君) 小山良悟君。

014番(小山良悟君) これ以上、大変清掃部長に冷汗をかかせるような質問をして恐

縮でございました。問題があるとかないとか、ということじゃなくて、今度の組織改正
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で、担当課にクリーソ課とか、あるいはサービス課とかし、うふうな、そういうふうな素

晴らしい語感のする役職がで、きたわけで、すね。これは市民の意識の上でも、それから清

掃部で働く皆さんの意識とし、し、ますか、職場というのは、やっぱりイメージというのも

大事です。やる仕事は同じでも、やっぱりそれをとらえる市民の見る意識、感ずる意識、

働く職員の意識というものは、大変大事だと思うんですね。

そうしますと、今、せっかく日野市に森田市長の大功績である処理施設ができ上がっ

て、全国各地の自治体から押すな、押すなの大盛況だ、というふうに伺っております。

そういう立派な処理施設をクリーソセγターというまことにさわやかな名称をつけられ

たわけです。ですから、今度のせっかくの組織の改革、そして名称の変更ということで

ありますから、清掃部で働く皆さんのイメージを高める上でもクリーγセγターとか、

もう少し一一一ストレートに清掃部というふうな響きよりも、私はクリーγセγターなら

クリーソセγターというふうな形の名称で、そういう形にした方がいいんではないか、

こういうふうに率直に思うわけです。

清掃部で働く職員の皆さんも、私のこの指摘には恐らく賛意を得ていただけるんじゃ

ないか、というふうに思いますんで、部下思いの市長も、ひとつこの辺のところも、た

いして難しい問題じゃございませんから積極的に、いつも私の質問に拒否しないで素直

に聞いて答弁をひとついただけないでしょうか。

0議長(市川資信君) 市長。

0市長(森田喜美男君) セソターという名前を、福祉セソターでありますとか、ある

いは生活・保健セソターでありますとか、そういう施設に用いております。センターと

いうのは市民のセソターとしヴ意味だ、と私は解しております。つまり市民の多く集まっ

て来られるところだ、クリーソセγターも私は同様だと思うんです。クリー γセγター

も市民のたくさんの方に集まっていただし、て、来ていただし、て、そして現場をよく見て、

生活から出てくる廃棄物がどのような経路を経てクリーソ化されていくか、ということ

を知っていただく、ということであります。

そういう意味でクリーンセソターという名前も内部から、それこそ人気投票して生ま

れてできた名前で、ございますので、そういう今の御意見も十分尊重していきたい、この

ように考えております。

0議長(市川資信君) 馬場弘融君。

015番(馬場弘融君) 同じように組織改正の件でお伺いしたいんですが、実は私ども

の会派では、毎年予算要望を出しているわけですが、これも各委員会ごとに所掌の問題

を分けて要望を出しておりまして、その中で総務委員会関係のことにつきましては、こ

の組織の改正の問題でひとつ触れた問題がありました。

それは今後の人員の補充とし、し、ますか、定数をふやすということがなかなか難しくな

る中で、 一方で市の職員の仕事には、季節的にある部所が非常に忙しくなる、ある部所

はひまである、こういうことが行われてある、現実にあるということで、それでは、職

員を固定的に、ある部、課に配置をしておくだけではなくて、ときには流動体制といい

ますか、機動的に今回は、この月はある部所が忙しいから、その部所にほかのところか

ら移動させて職員を有効に使ってし、く、こうしヴ体制がつくられないかどうか、という

ことを実は要望したわけですね。

その際に、私どもの会派が会派の研修として伺いました四国の今治市で、すね、ここで

は既に流動体制がとられている。その要綱とし、し、ますか、そういうものも参考資料とし

て添付をした上で要望したわけでございますけれども、今回のこの組織改正の中には、

全くそういったことが触れられておりませんが、内部でそういった検討が行われたけれ

どもカットされたのか、あるいは、いずれはそういった流動体制というものもとってい

く、というふうなことを検討の中に入っているのかどうか、お伺いをしたいと思います

以上、 1点です。

O議長(市川資信君) 企画財政部長。

0企画財政部長(長谷川暢男君) お答えします。

今の御質問でございますが、既に御承知のとおり組織の関係につきましては、先ほど

来、説明を申し上げておりますが、非常に長い経過があるわけでございます。私の方も

内部の各部長に提案をし、内部検討を修正等を踏まえて 2回目の提案をした経緯もあり

ます。

たしか会派の方から、こういう形もあるという予算要望の中での要求書につきまして

も、その前段の中で、ある程度各部に一つの原案を提示した状況の中で、企画財政部の

中では積み上げました。

しかし、今の現状では、個々の課題としてその流動的な部分で、やはり能率化を図る

べきだ、とし、う基本的な問題はあるわけでございますが、当然そういうことを踏まえな

がら、非常に難しい、まだ各部長とは相談をもちろんしておりませんし、これは企画財

政部だけの問題でございます。そういう中で今後の課題として検討した経緯だけでござ

います。

以上でございます。
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0議長(市川資信君)

015番(馬場弘融君)

馬場弘融君。

どうも余り前向きに内部では討議がなされていないような感じ

いたします。

O議長(市川資信君)

015番(馬場弘融君)

馬場弘融君。

今の総務部長のお答えと、それから市長のお答えで、ある程度でございますが、非常に残念です。

先ほども申し上げましたけれども、どうも一般の市民から見ますと、忙しいときの市

の職員がどのように働いているか、ということは余り見られないで、市民が窓口に行き

ますと何人もぶらぶらしているじゃないか、とか、新聞を読んでいるとか、そういう話

はよく伝わってくるわけですね。これも、やっぱり我々内部におりますと、わかるんで

すね、いざ忙しくなるときには何人いても足らない、という状況があるわけですから。

現実にそういうものを私どもは知っておりますからいし、んですけれども、しょっちゅう

そうじゃない、そうでない時期が必ずあるわけですから、そういうものを有効に使わな

いと、これからの財政状況が厳しくなってくる中で市民の目もますます厳しくなってく

ると思いますので、そういう点を踏まえて、もう既にこういった流動体制がとられてい

る市も、かなり最近出てきているように伺っておりますし、今後は、もっともっと前向

きに御検討をいただきたいと思いますが、さらに市長あたりに御見解を伺えればありが

たいと思いますが。

0議長(市川資信君) 総務部長。

0総務部長(山崎 彰君) この件につきましては、私の方からお答えをすればよかっ

たかと思うんですが、失礼しました。

実は、議会の方からそういう要請が出ておりましたので、急逮、先月の何日ですか、

職員課長と人事担当をその今治市に派遣いたしまして、その結果はもらってきておりま

納得がいったんですが、それにしても、一つ指摘をしておきたいんですが、横にいる同

士の部長さんが十分連携がとれていないんじゃないかな、というような感じを持ちまし

TこO

本会議の場でございますので、ひとつ十分検討し合って、同じ答えがだれから聞いて

も返ってくるように要望したいと思います。よろしくお願いします。

以上です。

O議長(市川資信君) 古賀俊昭君。

024番(古賀俊昭君) 市川新議長のもとで初めて質問させていただきます。よろしく

0市長(森田喜美男君) 絶えず、行政側の体制は放っておきますと膨大化しますから、

お願いをいたします。森田市長も市民に恥じない御答弁をひとつお願いをしておきたい

と思います。

株式会社ダイクマの南平のショッピγグピルの件について、私のまえの質問者の方か

ら何人にもわたって質問がございました。私は、それに関連することをまず最初にお聞

きをして、以下何点かについて行政報告に対する質疑を行ってまいりたいと思います。

市長が東京都の鈴木俊一知事宛に反対意見書を、大庖法の15条の 2の規定によって出

されたということで、この点については、そうした規定に基づく市長の行為ということ

で、この点は何ら問題は、もちろんないわけであります。

ただ、ほかの議員の方の御指摘もありましたように、その挙げられております反対理

由の 5点につきましては、それぞれ、例えば過去 5年に及ぶ根強い反対運動があった、

というようなことについては、飯野委員の方から、こういう理由を果たして挙げること

が適切かどうか、ということで、市長の立場での、このような意見表明の不適切さとい

うものも指摘もあったわけでありますが、私は第 3点目の、今後本市が施行する地区計

画への支障という点について重複を避けて、はっきりさせておく点について質問をして

おきます。

当初、私どもは、この意見書が出されたというときに新聞で報道がされまして、大体

その内容は大まかにわかったわけでありますが、詳しくは共産党の赤旗に細かく記事が

出まして、ああ共産党は、やはり革新市政だから情報が早くて、こういう資料を入手す

るんだな、ということを思ったわけです。その後、いろいろ苦労をいたしまして、私も

この意見書の内容を大体知ることができる立場に立っているわけであります。この大庖

す。

なお、この時点での、発表の時点ではちょっと間に合わなかった点と、まだそこには

ちょっと問題点も抱えております。今言われました流動制について、日野市がそれをで

きるかどうかということにつきまして時聞を少しもらいたし、と思います。その結論でやっ

ていきたいと思います。

0議長(市川資信君) 市長。

簡素、そして機能化、特に市民の方からわかりのし、し、組織にしていきたい、あるいは名

称にしていきたい、というのが今回の改正の中で考えたところであります。

今後、今御指摘の流動体制をいかにとっていくか、ということは、職員自身のまた自

覚も必要でございますので、そのような方向を目指していきたい、このようにお答えを
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審に送付をされる意見書が、例えば内容にうそがあったり間違いがあったりしますと、

これは市の体面にもかかわることでもありますし、この点について私の懸念を今から申

し上げたいと思います。

この 3点目の、本市が施行する地区計画への支障ということで、今何人かの方も御質

問がございましたが、果たして、どのような地区計画があるのかということで、私、都

市計画課にあります「日野市の都市計画」という本を見てみました。これによりますと

地区計画は現在日野市で2カ所、建築協定については18カ所ということで、南平は一切

この場所については登場しておりません。

今までのやりとりを聞いておりますと、いわゆる整備計画を一般的に指して、ここで

は地区計画という表現をしたのかな、と思うわけでありますが、担当からでも市長から

でも結構でございますが、地区計画制度は、現在この南平の当該箇所に存在をするのか、

しないのか、ということが 1点であります。

それから、こういう意見書を出しますと当然、東京都や国の方から何らかの問い合わせ

があると思うんですね。つまり裏づけになる資料の収集を始めると思うんですが、日野

市が添付をして出しました資料は、先ほどの商業振興計画策定にかかわる基礎調査の報

告書だけでありますので、日野市の都市計画の内容等は全く添付をされておりません。

ですから、東京都や国の方からこの 3点目の地区計画、日野市の都市計画の内容にわ

たるこの箇所について、具体的にはどういう計画があるのか、という問い合わせがあっ

たのかどうか、この点について、 2点お聞かせをいただきたいと思います。

0議長(市川資信君) 市長。

ちまして地区整備に進みたい、こういう考えがあるということでございます。

O議長(市川資信君) 古賀俊昭君。

024番(古賀俊昭君) 私は 2点質問いたしまして、この 3点目の項目について東京都

や国の方から、園都し、ずれでも結構ですが、具体的な内容についてどのような日野市が

地区計画の、いわゆる内容の都市計画、具体的に持っているのかという問い合わせがあっ

たかどうか、についてお尋ねをいたしました。

御回答をお願し、し、たします。

0議長(市川資信君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 意見書提出の期日は、ほんのこの間だったと記憶しておりま

すし、その後、あてた御当局からの問い合わせということは、まだ受けておりません。

O議長(市)11資信君) 古賀俊昭君。

024番(古賀俊昭君) 都市計画の事業は、都施設をいろいろつくってし、く、それから

0市長(森田喜美男君) 私の行政報告に対する質問としてお答えをいたします。

市街地の開発事業、それからこの地区計画など、いろいろあるわけですね。ですから今

の市長のお話では、それは、いろいろお考えはあるというのは、よくわかります。日野

市全域を中心に、また市街地を中心にさまざまな構想を市が、また市長がお持ちになっ

ていることは当然であります。

ただ、言うところの都市計画の事業の中で、この箇所が決められた地区計画等を含む

整備計画があるのかどうか、あるのかないのか、その存在についてもう一度お尋ねをい

たします。それから、東京都などからの具体的な計画の内容についての問い合わせがあっ

たのかなかったのかについては、市長は、今聞いていない、というふうなお考えが述べ

られましたが、担当部長の方でもそのように御理解なさっているかどうか、お尋ねをい

たします。

0議長(市川資信君) 生活環境部長。

0生活環境部長(坂本金雄君) 森田市長名によります東京都知事あての意見書につき

ましては、この文書を作成いたしましたのが22日でございます。翌日の23日の日は担当

の課長が不在でございましたので、所長にお会いをしまして、簡略な説明をいたしまして

置いてまいりました。翌24日でございますけれども、担当課長が席におりましたので 5

項目について私から説明をいたしました。

その折りに担当の課長から口頭で、この地区計画の青写真はありますか、今後という

言葉がついていますけれども、 青写真はあ りますか、そ ういうお尋ねがありましたので、

今のところございません、 そのようにお答えをしてまいり ました。

東京都知事に提出をいたしました「株式会社ダイクマ」出庖に対Lます当市の意見書、

その内容として 5項目掲げております。その 3項目自に今御指摘の「今後、本市が施行

する地区計画への支障」その「今後、本市が施行する」とそうし、う表現をしておるわけ

でございまして、大きい実現が先行してしまうと、この地域の整備がしにくくなる、と

そういうことを意味しておるわけでありまして、いわゆる計画の存在はどうか、という

ことにつきましては、既に試案としては持っておりますが、公式化する前に地主さん方

の了解工作を進めた、こういうことでございました。

先ほど言いましたとおり2・2・5、一番橋通り以東につきましては区画整理手法による

地区計画が進む、それから以西につきましでも特に南平の駅前のことでございますので、

確かに遅れたことは地域に対して申しわけないと思っておりますが、これから試案を持

り
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0議長(市川資信君)

024番(古賀俊昭君)

古賀俊昭君。

都市整備部長でも市長でもし、し、んですが、私、もう一度念のた

市長は、このままでいくというお考えのようなんですが、私は、当然五つのうち、こ

の3点目については、やはり実際にそういうものは存在しないわけですから、自治体が

都市計画、地区計画という用語を使う場合には、きちんと定義もありますし、これを読

む人は必す.その定義に基つeいて、お役人同士ですからとるわけですね。こういったあい

まいな、また、しかも事実に基づかない理由を挙げて反対理由にされる、ということで

は、市長の反対理由そのものが希薄である、ということになってしまうと私は思うんで

めということでお聞きしている点は、この南平の今問題になっております当該箇所に、

都市計画の内容の中でいろいろ事業がございます。その中の事業に該当するものが現在

あるのかどうか、ということで、その存在の有無をお尋ねしておりますので簡単な質問

だと思うんですが、お答えいただきたいと思います。

0議長(市川資信君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 持ちたし、という考えは持っておる、ということをお答えをし

ております。

O議長(市川資信君) 古賀俊昭君。

す。

4点だけでも私は、これなりの体裁をなすと思うんですが、本当のことをお書きになっ

た方がし、し、と思うんですが、もう 1回、市長に確認をしたし、と思います。

0議長(市川資信君) 市長。

024番(古賀俊昭君) 今後持ちたい、ということですから、現在は計画は存在をしな 0市長(森田喜美男君) その点の説明は求められればいたします。

い、ということがはっきりしたわけです。

生活環境部長のお話では東京都の方から口頭のようですが、そういうやりとりがあっ

た、ということで総合いたしますと、 3項目目は事実の誤認に基づくものか、あるいは

虚偽ということになるわけですね。この 3項目自については、すみません、間違いまし

た、ということで市長は削除されるべきじゃないかと思いますが、そうすることが市の

公文書として、こうし、う正式な機関に提出するものとして正しいと思うんですが、いか

0議長(市川資信君) 市長。

それから、今後の地区計画を持ちたいということは、これは現在あるのは北野街道、

北野街道の拡幅の計画は、都市計画として存在をするわけであります。したがし、まして、

この表現で特に何か決定的な何かを問われる、ということは、私はないんではなかろう

か、とこう思っております。

0議長(市川資信君) 古賀俊昭君。

024番(古賀俊昭君) 市民の皆さんが、日野市の都市計画の内容を知りたい、とお考

えになりますと市役所をお訪ねになると思うんです。市役所の都市計画の窓口には「日

野市の都市計画」というこの本が山積みされております。これを見ますと、地区計画と

いうところにページを開いて目をやりますと 2カ所しか出てないわけですね。果たして、

じゃ市が出しているこうした文書に使われている地区計画という言葉と、いわゆるまち

づくりの中で、都市計画の中で使われる用語としての都市計画という言葉が違うのかど

うか、混乱をするわけです。

ですから、こうしヴ、いわゆる公文書にお使いになる言葉の場合には、正しlハ、しか

も当該箇所に、その場所にまちづくりのきちんとした計画があれば、それをお書きにな

ればいいでしょうし、こういった表現であえて御自分の主張を補完される、ということ

は、御自分の主張に自身がないからこういうものをつけ足して、くっつけるのではない

か、ということを考えざるを得ないわけです。

私は、この点については当然誤りであった、ということで、勘違いをしました、とい

うことで、この部分は取り下げをされるのが妥当だと思いますので、その点を指摘をし

ておきたいと思います。

がでしょうか。

0市長(森田喜美男君) 今後の、この地区に施行する地区計画を持ちたいということ

であります。そのことの事前に現実が大きく立ちはだかることになると支障がある、と

いうふうに申し上げております。

0議長(市川資信君) 古賀俊昭君。

024番(古賀俊昭君) これはプラソとか希望を述べるものじゃないわけですね。具体

的な理由、根拠をきちんと背景に持ったものを文書にしなければいけないわけです。別

に小学生や中学生が作文を書いているわけじゃありませんので、市の代表である市長名

でし、く文書でありますし、しかも全国の自治体が、こうしたはっきりした立場をとると

いうことが初めての例のようなことも聞くわけです。それであれば余計に反対理由を挙

げる場合には、事実をやはり書かなくちゃいけないと思うんですね。何か自分の主張を

補完するという意図は、わかり ますが、事実に基づかないことを書くということは、こ

れはちょっと問題だと思うんです。
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0市長(森田喜美男君) 行政の展開の仕方になるべく市民に合意、を図ってし、く、とい

今、例に挙げられました市立幼稚園の数の問題と、私立幼稚園の経営の問題というこ

とに触れておられるわけでありますが、そのために当市といたしましては、なるべく公

私立どちらにも市民の選択が自由にとっていただけるように、子供の父母には負担軽減

措置を大幅に行いましてパラ γスをとっている、ということになるわけでありますから、

御了解はどこにも成り立っておる、このように思っております。

0議長(市川資信君) 古賀俊昭君。

024番(古賀俊昭君) 市長は、いわゆる官民が競合するような場合は一一私はもう少

し今まで、どうしても自治体が公立でやらなければならない、自治体として責任を持っ

てやらなければならない事業であれば、これは別です。日本全国を見ましても、私立、

つまり私学は幼児教育を含めてかなりの部分を担っているわけです。

そういう現実からすれば、どうしても日野市の幼稚園については公立でなければなら

ない、という理由はないわけですよ。もし、それが根拠のあることだとすれば、よその

自治体でもすべて公立の幼稚園をかなりの数を持っているはずです。それをしなくても

現在既にちゃんと幼児教育をやっているし、幼稚園に子供たちを通わせる父兄の方は、

それで満足をしておられるわけです。他市ではそのような状況が現実にあるわけです。

ですから、市長は先ほどのダイクマの件で、そういうふうに競合するという場合に、

やはりある分野で調整を必要だとお考えになることが基本であり原則であるとするなら

ば、とういうことが私は同時に言えると思いますので指摘をさせていただいたわけで、す。

今、これ以上、この件については触れませんが、私どもの石坂代表も私立の幼稚園の

関係の重鎮としていらっしゃいますので、いろいろ専門的なことは、今後そうした立場

からお話があるかと思いますが、私はこのダイクマの件が、市長のお考えが、先ほど述

べられたようなことが一貫しているとすれば、やはりこういうことも同時にお考えになっ

てしかるべきだと思うんです。その点を申し上げておきたいと思います。

以上で関連した質問は終わりまして、私、行政報告に対する質疑を続けてまいりたい

と思います。

森田市政も15年ということで、かなり長く革新市政を担当してやっておられる。先ほ

ど共産党の米沢議員が20年前の話をしておられましたが、それに近いながし、期間を市長

の座でお務めになっているわけです。この問、私が議会にまいりましてからも革新市政

パラ色ならず、いろいろな不祥事件が相次いでまいりました。

例えば昭和57年の 4月には、南平の都立高校の現在建っております用地を取得するに

当たって土地を購入することで、さまざま用地取得についてその疑惑が指摘をされ、し

それから、先ほど反対運動等についてのやりとりがし、ろいろございました。市長は、

市内の弱小業者の皆さん云々ということで、弱小業者という言葉が私はどうかと思うん

ですが、そういうことを一つの理由に挙げておられました。また一つの自治体、町の中

でもめ事はなるべく早く沈静化させなきゃならないんだ、ということで相競合するもの

が、現在、既に既得権をお持ちになってやっておられる、そうした分野に入ってくるこ

とについては慎重でなければならない、という一つの立場を今までどおり表明されたわ

けです。

このことを敷街をして考えてみますと、日野市の中で同じようなことが言える。また

市が責任を持って解決しなければならないことがほかにもあるような気がするんですね。

内容は全く異なりますが、例えば日野市内には市立の幼稚園が 7園ある。 26市の例を見

てみますと公立の幼稚園を持たない市もたくさんある。あってもごく少ない。日野市は

群を抜いて多いわけです。そういう中で、幼児数は減ってきている、減少しているのが近

年の傾向です。私立の幼稚園も、日野市内に今まで幼児教育の分野を担って幼稚園経

営に努力をしてこられた方がたくさんある。しかしながら、昨年、ことしの応募状況等

を見てみますと 3分の l程度減になっているところが半分近く、募集が思うように今の

ところ集まっていない、というようなところもおありのようです。

こういうことは市内の、既にやっておられる、事業をなさっている、しかも教育とい

う分野で日野市の幼児教育の一翼を担ってこられたた方々が、市の事業によってその分

野を侵害されている、ということも言えるわけです。こうし、う状況があるならば、市長

のような先ほどのお考えであるならば、当然現在ある一一他市にも例がない、たくさん

の施設を持っているわけです。幼稚園を日野市は抱えているわけですね。そういう中で、

公立の幼稚園の整理統合というものを私は検討されてもいいのではないか、そうすれば

市長がおっしゃっている先ほどのお考えというのも一貫性があるな、というふうに私は

思うんですが、そういう点は、ちょっとこの場の議論として、お答えになる方はどなた

かわかりませんが、市長の考えでも結構なんですが、どういうふうにお考えになります

か。同じことじゃないか、と私は思うんですが、いかがでしょう。

0議長(市川資信君) 市長。

うことは、一つの前提だと思っております。したがし、まして、合意の成り立つようなそ

うしヴ機会を努めて持ち、それによって解決をした事例は多々あるわけでございますし、

地域の行政というものは、そうしヴ基本的な部分が大切だ、というふうには思います。
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かもその後、造成工事にもミスがあった、ということで余分な支出を日野市がした、税

金が余計に使われたということで、こういったことでも私どもの記憶に残っている一つ

の汚点と申しますか、問題を背負ってきているわけであります。

けさの日刊紙の各紙を見てみますと、いわゆる西新宿の地上げで国土利用計画法の違

反事件に問われて、東京地裁に起訴をされた最上興産の代表の起訴のニュースが大きく

一面で取り上げられておりました。この中に、国土利用計画法違反に問われた最上恒産

の関連をする第一総合銀行のダミーと思われます東京エステートとしみ関連会社の名前

も出ておりまして、略式起訴で、最高の罰金刑20万円が命令された、ということも出てい

るわけですが、日野市がこの南平の都立高校用地として確保をしたこの用地の売買契約

を結んだときに、この東京エステートの名前が契約の中に登場しておりました。

当時、古谷太郎議員だったと思いますが、契約の細かし、内容の質疑が行われる中で、

今問題になっております東京エステートとしヴ会社が、名前が登場したということであ

ります。こういった契約の当時者に日野市が当時なった、ということ、しかも土地を購

入をした新日本エソタープライズの社長が、その後、昭和59年の10月に傷害事件で逮捕

されて、しかもある殺人事件との関連を追及されて逮捕された、ということがその後報

道されました。契約の相手方の社長はこうしヴ人だし、契約を結んだ当時、契約に名前

を連ねた東京エステートとしヴ会社は、今回地上げで国土利用計画法の違反で起訴をさ

れる、こういうことで、日野市も今土地問題をいろいろやかましく言われておりますが、

当時この地価高騰を抑えるために、また乱開発を防ぐということでつくられております

この国土利用計画法の違反事件に日野市自身も関与したわけですね。民間同士の当時取

りヲiきでありましたが、当然買収に当たっての交渉は日野市も当事者でありましたから、

国土利用計画法の違反事件に市もを関与した、ということで昭和57年の 8月に東京都の

方から口頭注意を受けているわけであります。

こういったことで、私が記憶しておりますいろいろ日野市政の流れの中でも、まず、

きょうの朝の新聞を見て、そういえば南平の都立高校用地とした土地の買収に当たって

は、いろいろ不明瞭な点があったな、ということを感じております。

当時の会議録を見てみますと、最初の所有者の鈴木独歩という人が本来20億1，000万

円で日野市に売りたい、と言ったものを突然12億5，000万円で、 7億6，000万円も安く新

日本エンタープライズに売り渡して、しかもその23日後に日野市が新日本エγタープラ

イズから今度は4億3，000万円上乗せをして16億8，400万円で購入した、という事件であ

りました。こういうことを思い返してみますと、革新市政いろいろ、いいことづくめの

ような印象を持つわけでありますが、こういうこともあったな、ということをけさの新

聞を見て感じたところであります。

そうして、続いて同じ年に、いわゆる日野市の森田市長が会長をしておりました遺跡

調査会で4，000万円のお金が行方不明になりました。遺跡調査会の使途不明事件であり

ます。これは、日野市議会にも100条調査委員会が設置をされまして、 57年の 7月から5

9年の12月まで100条調査委員会を開いて、市長の責任も重大である、ということを最後

にまとめて100条調査委員会の報告をしたところであります。この日野市の市役所の中

から大金がなくなった、どこに行ったかわからなくなった、というこの事件について、

市長は今日までその責任をとっていないのであります。

一昨年の定例議会の第 1回議会でこの件について、森田市長は事態の推移を見守って、

ある時期がくれば自分で考えてきちんと道義的な責任は考えたい、ということを述べて

いるのであります。

しかしながら今日まで、市長は58年の 3月に御自分の給与、期末手当を半分だけ減額

をして、 1回だけ自己詰責に当たる措置をとった、ということであります。それ以後は、

昭和61年の 3月議会では、終始責任を感じているところで、十分考えて道義的責任を果

たしたい、ということをはっきり、この議会でもおっしゃっているんですが、今日に至

るまで2年たちますが、その後責任をおとりになった、ということは、どこからも私は

聞いておりません。市長が会長をしてその責任者であった遺跡調査会の使途不明金事件

について、もう既に過去のことであるから、道義的責任等を含めて一切もう無関係だ、

というお立場なのかどうか、この責任のあり方、とり方について市長がおっしゃったこ

とでもありますし、またきちんとけじめをつける上からも何らかの対応があって、私は

しかるべきだと思いますが、この点について市長のお立場をお聞きをいたします。

それから、先日、日野市では都市計画税の税率の引き下げを行いました。森田市長は、

当初1，000分の2.75とし、う非常にみみっちい減税を、案を示したわけでありますが、議

会の私どもの修正案が可決をされて、与党までが市長の原案に反対をして1，000分の2.7

ということで、マイナス0.3減税が実現をしたわけでありますが、市長は、市民の皆さ

んが、大変これでも小幅なんですが、減税は歓迎しておられると思いますが、非常に怨

みがましいととをこの月曜スピーチでおっしゃっておられます。 r今、都市計画事業を

最も大きく取り組んでいる本市としては、期待財源の大層である都市計画税の減額は、

まことに痛いことです。都の施策の波及した事情から考えると別途に補てんしてもらい

たい勘定が残り ます。」すんなり、議会がもろ手を挙げて、これでも少ないんじゃな
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いかという私は指摘をいたしましたが、全会一致で議決をしたこの都市計画税の昭和63

年度の減税について、向こう 3カ年の減税内容について東京都に何か補てんをしてもら

いたい勘定が残る、ということで非常にここで、潔くない発言を職員に対して配ってお

られるわけですね。東京都がやりなさい、と言ってやった減税で、はないわけですよ。東

京都は、 26市の場合はやらない方がし、し、とし、う指導をしたわけで、すね。

しかし、その中でいろいろな事情があって減税を実行したわけで、すので、余りこうい

う何か未練がましいことは、私はおっしゃらない方がし、し、と思うんです。素直に議会が

決めたことでありますので、減税のその内容については、きちんと受けとめられるべき

だと思いますが、何か東京都に責任を転化しておられるような、怨みを言うようなこと

うおっしゃっておりますが、この点、真意はどうなのか、もっと素直になっていただき

たいと思いますが、お尋ねをいたします。

それから、市役所の関係する、市の関係する施設の施設名称の表示についてお開きを

したいと思います。

今度完成をいたします旧市役所庁舎跡に建ちました日野市生活・保健セγターについ

ては、施設名称の中に条例等では「生活」と「保健」とし、う言葉の中にマルポツがつい

ているんですね。中黒といし、ますか。ところが、生活・保健センターに行ってみますと、

この「りが一切ないわけです。私はやはり条例や、それから市の広報でも紹介されま

した生活・保健セソターに、日野市生活・保健セγターという表現をしておられますか

ら、施設名称にもやはりこれと同様の表示方法をおとりになるべきじゃないか、と思う

んですが、そんなことは別に構わないんだ、というお考えでおやりになったんで、しょう

が、私はどうも気になるんですね。

この点、市長の考えで「・ 」は目ざわりだから、というのでおとりになったのかどう

か、お考えをお聞きをいたします。

それから、先日教育委員会の方から私どものところに、卒業式の小中学校の日程が配

られてまいりました。ことしもまた、卒業式、入学式の桜の花のシーズソが来たのだな、

と思ったわけでありますが、小学校は 3月25日、中学校につきましては 3月の18日とい

うことで式の日程の連絡文書をちょうすれ、をいたしました。

毎年、これは議論になっているところでありますが、いわゆる学校の公式行事におい

て一一私も毎回でもありませんが、たびを重ねて、公式行事には学習指導要綱に基づい

た国旗日の丸、国家君が代の実施ということを強く求めているわけでありますが、今回

日野市においては、先ほど天野議員の方からも指摘がありました。市長は成人式では、

今までやっていた君が代の演奏は気にくわない、ということでそれをとりやめをさせて、

ことしの成人式典が挙行されたわけで、すO

この点について、小中学校の卒業式一一入学式も含むわけでありますが、これらの大

事な公式の学校行事が行われる場合には、教育委員会としては、学習指導要綱の内容が

きちんと守られるような指導をされているかどうか、その対応についてお尋ねをいたし

ます。

これで最後であります。市長にお尋ねをいたしますが、今、新聞紙上をことしの初め

からずっと、にぎわしております大韓航空機の爆破事件というのがあります。 この尊い

人命を100名以上も奪った航空機の爆破事件については、日本政府もアメリカ合衆国も、

また韓国政府等も、いわゆる朝鮮民主主義人民共和国の工作員の犯行という見方で一致

しているわけでありますが、その点は別に置くといたしまして、今、一般の新聞でも、

また政党間でも、市長の現在与党を形成しております日本共産党と社会党の聞で、全く

相異なる意見がやりとりされているわけです。この点について一一市長はよく御存じだ

と思うんですが、国会の衆議院の浜田幸一予算委員長が名前を挙げて大変有名になりま

した共産党の宮本顕治議長は、このように機関誌の中で、機関誌とし、し、ますか、党の公

式見解を述べております。 r事件のすべてがわかるまで判断しない、との態度では、政

党としての責任を果たせなくなる。土井委員長が北にメリットがないと言って北朝鮮犯

行説を打ち消そうとしているが、メリットがあると思ってやるところにテロリズムの動

機があるJと指摘をしているわけです。これに対して、日野市議会ではお二人しかし、らっ

しゃらないんですが、社会党の方では、いや、だれがやったかよくわからないんだ、い

ろいろ疑問がある、ということでこれを認めておりません。

市長は、この二つの政党から絶大な支持を得て市長の座にし、らっしゃるわけですが、

市長自身は、この事件をどのようにお考えになっておとりになっているかどうか、いわ

ゆる世界の平和、またそれぞれの民族が対立を越えて一つになるということで、市長は

平和ということについては、大変熱心であります。こういう事件が、やはり二度とふた

たび、起こってはいけないわけでありまして、きちんとした見解をお持ちだと思いますの

でお尋ねをする次第です。

以上です。

O議長(市川|資信君) 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。

c r異議な し」と呼ぶ者あり〕
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0議長(市川資信君) 御異議ないものと認めます。よって会議時間を延長するととに

08番(福島敏雄君) この会議が始まりましてから、ちょうど 3時間たったと思うん

とだというふうに御理解をお願いしておきます。未練がましい、ということは、印象と

してはよくないと思っておりますので、素直にやれ、ということですから、できるだけ

素直にふるまっていきたい、このようにお答えをいたします。

それから、生活・保健セγターの施設の名称に伴いまして、これはもう正確を期する、

という考えでございます。

5番目の小中校の卒業式等については、教育委員会の方でお答えをいたします。

終わりの大韓航空機の事故について、支持政党である社会党、共産党の見解の相違が

あるが、その基盤に支えられておる市長は、どう思うか、こういう御質問のようでござ

います。大韓航空機の事故は大変不幸な事件だということでございますし、それから社

会党、共産党がどのような見解をお持ちであるか、ということは、私とは直接の関係は

ございません。もう少し事件の原因を解明する、そういう段階がこれから進んでいくだ

ろう、こう思っております。

以上でございます。

0議長(市川資信君) 教育長。

0教育長(長沢三郎君) 第4点目の日の丸、君が代問題について私の方からお答え申

し上げます。

日の丸、君が代につきましては、教育委員会としては今まで学習指導要領に基づいて

学校を指導してまいりましたし、本年3月 1日の校長会においても、今後とも同じ姿勢

で対処したい、ということについて回答を申し上げております。

以上です。

O議長(市川資信君) 古賀俊昭君。

決しました。

C I議事進行j と呼ぶ者あり〕

O議長(市川資信君) 福島敏雄君。

ですけれど、私がいつも速記の皆さん方にお話を聞いていますと、国会なんかですと早

く入れかわりますし、長くても 2時間が限度だ、こういうふうな話を聞いておりますの

で休憩をした方がし巾、と思いますが。

0議長(市川資信君) 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(市川資信君) 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40分休憩

午後 5時27分再開

0議長(市川資信君) 休憩前に引き続き会議を開きます。

古賀俊昭君の質問に対する答弁を求めます。市長。

O市長(森田喜美男君) 御質問の私からお答えをすべき部分について、所見を申し上

げたいと思います。

1番目の南平都立高校の用地取得に伴いまして、御質問では疑惑とし、う言葉を用いら

れましたが、私どもの側には疑惑という意識は全くございません。最上興産とか東京エ

ステートとかし、う社名が挙げられましたが、私どもとは全く取引上無関係であった、と

こう思っております。

それから、遺跡調査会の53年から55年のころのできごとに伴いまして、これは、まさ

に不祥事と言われてやむを得ない内容であった、と思っております。責任のとり方とい

うことにつきましては、いまだ果たしていないではないか、こうし、う御指摘でございま

すが、あの事件につきましては、まだ時効の完成がしばらく残っております。したがっ

て、その時効の完成の、これを諮って何らか責任の表明の仕方をとることを考えており

ます。

それから、都市計画税の12月議会の提案に伴いまして、未練がましいという御指摘で

ございますが、東京都の市長会等でもそういうことをささやいておるわけでございます。

時期が来たら、ある程度の調整措置をお願いをしたし、ものだ、という考えはあり得るこ

024番(古賀俊昭君) それぞれ簡潔に御答弁をいただいたわけでありますが、遺跡調

査会の件については、市長も大分記憶があいまいになっておられるんですね。市長が会

長をなさっているときに起きた公金の不明事件ですので、しっかりその辺は、とらえて

おいていただかないと因ると思うんですが、しかし、今の市長の答弁では、少し具体的

にお話があったわけで、す。

時効が完成するのを待って責任をとることを考えていきたい、というお話しでした。

時効と責任がどうかかわるのか私はよくわからないんですが、まだ、しかし責任はきち

んととるべきである、というふうに、まだこの事件の終結が図られてない。責任者とし

ての、そのお考えはおありだ、ということはわかりましたから、それは結構ですが、時

効云々ということと責任のとり方と、どうかかわるのか、早くきちんと市民の前に、こ
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の件については、自分はこうしヴ責任を道義的にとった、ということも一一ここにし、らっ

しゃる方は100条調査委員会のメソパーの方もおられるわけですけれど、委員長は、も

う既に市議会の方から引退されたりしまして、だんだん記憶の彼方にこの事件が葬り去

られてしまう、という、そうしヴ状況も一一いろいろ日常はみんな忙しいですから、そ

れはあるわけですね。ですから責任ということは、きちんとやはり行政の長としてお考

えにならなきゃいけないわけですから、この点、時効の完成とどういうふうな関係があ

る、というふうにお考えになっているか、その点もう一度お聞きをいたします。

それから、私がこの件を質問をしましたのは、昭和61年の第 1回定例会でこの件を取

り上げて、 1年待ったんですけれども何もなくて、そのとき私お聞きしょうかと思った

んですが、まだ任期が 2年ある、ということでその聞に市長の動向を見守りたい、と思

いまして、去年は聞かなかったんで、すが、もうことしで残り 1年でありますので、ひと

つ聞いておきたいと思って取り上げたんです。

市長の今の答弁で私は、その時効の点とのかかわりを確認すればし、し、んですが、私が

ひとつ懸念を持ちましたのは、やはり先ほどちょっと触れました市長の月曜スピーチの

中に、この間から問題になっております6市の収益事業組合が管理している江戸川競艇

の船券の増発のことが触れられておりまして、ここで市長は、こういうふうに述べてお

られます。 r管理者である市長さんのほか関係者に大変厄介な問題で、お気の毒なこと

と思います」ここが、私は、ちょっとヲ|っかかったわけで、すo

この競艇事業の不正船券のことは、当たり券をつまり不正に追加発行した、というこ

とで、はっきり事件の概要は、してきているわけですが、市長はこれを、関係者や管理

者である市長が大変気の毒だ、とこういうふうにおっしゃっているんですね。これは、

私、遺跡調査会の今までの経緯と非常にだぶって感じました。

いろいろ新聞等の資料を見てみますと、いわゆる公営ギャ γ7+ルの東京都6市競艇事

業組合、町田市長の大下勝正市長が管理者であるわけですが、この組合は、 4年前にも

船券の不正発行や公金流用を告発する内部文書が一度出ているんですね。そこで主催団

体6市側が、徹底的な疑惑の解明を見送っていた、そういうことで今回、既に4年前に

きちんと管理者が対応していれば今回の事件はなかったのではないか、ということが言

われているわけです。気の毒なのは市長じゃなくて、別のいろいろ競艇事業にかかわっ

ている人や、これを楽しんでいる利用する人が気の毒なのであって、管理者は責任を痛

感しなくちゃいけないんですよ。

この遺跡調査会の件でも同様に、いろいろ規約上の問題があったり、かなり以前から

当時の遺跡調査会の内部で問題がある、という指摘が、いろいろな形でなされた、とい

うことを我々100条調査委員会の中で聞きました。ですから、そのときに市長がきちん

と具体的な対応を施しておられれば、あの昭和52年から54年の 3カ年の中での原因者に

対する、いわゆる精算の不正、それから賃金の水増し、こういうことはなかったかもわ

からないわけですね。

ですから、今回、市長が6市の競艇の事件を、この当たり券の増発を勝手にやってい

た、とし、う事件を見て、管理者の市長さんが気の毒だという考え方は、これは逆じゃな

いか、と思うわけですね。ですから、そういうことが根底にあって今回まで責任という

ものがはっきりとられずに来たので、はないか、と思って私はお聞きをしたととろです。

ですから、今、初めて時効の完成云々ということで、これは責任をまだ引き続きとる

考えがある、ということでの御答弁でしたので、それを是といたしますが、その時効の

関係とのことを、ひとつ私が理解できるように付言していただきたいと思います。

それから、都市計画税の引き下げについては素直に振る舞っていきたい、ということ

をおっしゃっておりますので、そのようにぜ、ひお願いをいたします。

今後、 3年後の固定資産の評価額の見直しの時期には、さらに踏み込んだ減税という

ことが、どうしても対応せざるを得ない状況がやってくるのは、わかっているわけです

から、今回、何か東京都に一方的な責任があるかのようなお考えが、こういう月曜スピー

チというものに掲載をされて職員の皆さんがごらんになる、ということは、ちょっとど

うかなと思ったわけで、す。東京都は、ゃっちゃだめですよ、と言ったんですか。東京都

がやりなさいということをいやいやながらやらされて、責任はやはり、そちらの方にあ

るんじゃないか、というなら、 JI頂序が非常に整っているわけですが、やらない方がいい、

という都の方の考え方が既に示されている中で、いろいろな諸条件を踏まえて実施をし

たわけで、すから、余りその辺、前後が逆にならないようなお考えをきちんと整理してお

いていただきたいと思います。これは結構です。

それから生活・保健セソターの施設名称の表示については、正確を期する、というふ

うに今お話になりました。私はそれで、これからきちんと表示がされるということで、

この点は結構なんですが、生活・保健セ γターの建物を見てみますと、かなりでかい文

字が屋上に近いところに書かれているんですね、 「日野市生活保健セソター」、マルポ

ツはどこにもありません。それから郵便ポストにも書かれておりますが、ありません。

そのほか施設名称が書かれているところが何点かありますが、直ちに書き足せるものも

あるような気がし、たしますが、一番大きな、建物に一番大きく書かれている文字につい
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ては、結構大変な工事になるんじゃないか、と思うんです。なぜ、こうし、う市長の考え

と異なったミスが起きたのか、工事担当とし、し、ますか、事務サイドでのお考えがあった

らお知らせをしていただきたいと思います。

ちなみに、東京都がつくって日野市に管理運営を任せております日野市の勤労・青年

会館というのがあります。これは、勤労・青年会館という用語について施設の表示板は、

きちんと真ん中に、勤労と青年の間に中黒があります。そして、条例もそうなっており

ますし、週案内のパソフレットもそのように書かれております。勤労・青年会館につい

ては別にどこにも問題がないわけです。ですから、あの建物は建物に表示をされている

表示板の表示方法、それから条例、それから週案内、すべて一致しているわけですね。

勤労・青年会館は問題がないわけですが、このように統一しようと思えば別に何でもな

いことなんですね。

生活・保健セソターについては、どうしてこういうことが起こったのか、もし何か事

情があるのであれば、その点説明していただきたし、と思うんです。あれは、ただじゃで、

きないと思うんですね。きちんと張りつけてありますから、結構お金がかかると思いま

すよ。ですから、先ほど市長が正確を期すということをおっしゃいましたので、これか

ら工事をなさるということになると、新たな事業支出に迫られるわけです。何か事情が

あるのであれば、うっかりされたのかどうか、もう一度お尋ねをいたします。

それから、国歌君が代と国旗日の丸の小中学校の卒業式、入学式での掲揚、それから

斉唱もしくは演奏ということになると思いますが、 3月の初めの校長会で従来の一ーで

きるだけ実施をするように、ということだと思いますが、見解を示しておられるという

ことですので、その点の徹底をお願いをしておきたいと思います。

私は、先般の定例議会でもちょっと触れましたが、 「まどベ」とし、う教育委員会が発

行している小雑誌の中に日野市の教育委員会の方が、はっきり自分の所感を述べた文章

の中で、こういう一一一私どもからすれば全く当然のことなんですが、これを持ち込むな

ということで記事を書いておられました。

こういうものが出ると学校の現場では、かなり混乱をするのではないか、と思います

が、ぜひ、その点、きちんと徹底をしていただくようにお願いをしておきたいと思いま

すが、その点あの「まどベJ等の記事が何か足かせ等にーーならないと思うんですが、

そういう点は私の紀憂なのかどうか、もう一度お尋ねをいたします。

さらに、 16日の日刊紙、中央紙朝刊に、内閣法制局の長官が国会のやりとりの中で、

これは参議院の予算委員会なんですが、日の丸と、それから君が代の件について質問を

したことに対して初めて、国歌は君が代であり国旗は日の丸である、その根拠として、

法的根拠として慣習法に基づく、ということをきちんと述べております。

実際、世論調査をしましでも、外国の人から見ましでも、日本の国旗は日の丸である

し、国歌は君が代ということはすでに定着をした事実として、私どもは当然、国際慣習法

として解釈すれば、今ごろ、このことについてこうした見解が出るというのは、一面で

は不思議な気がするんですが、政府としてもこうしたところに法的根拠を求めて、はっ

きり新たな見解を示してきておりますので、ひとつ、その点を教育委員会におかれまし

ては、現場の学校の管理運営に責任を持ってがんばっておられる、そうした校長先生や

教頭先生が、できるだけ過度の過重をこういう件についてしょい込むことがないように、

ぜひパックアップをしていただきたいと思いますので、つけ加えておきます。

それから大韓航空機の事件について市長に、その犯行を行ったのはだれか、というこ

とで、今、社会党と共産党の間でホットな論争がある、市長としてはどう考えるか、と

いうことを私はお開きをしたわけです。社会党がこう言っている、共産党がこう言って

いる、ということは別にして、今回は市長は、国際平和ということで基金まで、新たに創

設をする、ということで、こうした国際情勢、さまざま複雑な動きがあるわけです。現

に戦争行為を行っている当事国も、我が国の周りにも幾つもあるわけですが、そうして

市長は、何の考えもなくこうした事件や戦争、また紛争というものをごらんになってい

るわけじゃない、と思うわけです。きちんと主張としては見解をお持ちだと思いますの

で、私はお聞きしたんで、すが、不幸な事件であるけれども、原因を解明することがこれ

から進んでし、くだろう、ということの所見が述べられました。

はっきりした確信はお持ちになっていないのかどうか、いろいろ配慮されることはあ

るかもわかりませんが、日本やアメリカや、それから韓国等では、はっきり断定をして

いるわけですね。共産党もそういうふうに断定をしている。社会党は非常にぶれがある

ということで、一度言ったことを取り下げたり、かなり党内は混乱をしているというの

は、私わかります。

ですから、こういう事件を市長がどうごらんになっているか、ということを私は知り

たいわけで、その辺のもう少しはっきりした見解をお持ちならば教えていただきたい、

と思うわけです。

以上、再質問をいたしますが、一番最初の一一私は特に質問をしたということでもな

かったんで、すが、昭和57年の南平の都立高校用地になっておりますあの箇所の、南平八

丁目の用地を日野都市開発公社が購入する際には、売買契約書の中に東京エステート、
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今回、東京エステートとし、う会社が、いわゆる有罪に当たる国土利用計画法違反で最上

興産とともに名前が挙げられております。その会社が、ちゃんと名前を連ねていた、と

いうことは事実ですので、その点は、市長も誤解のないように私の方からお話をしてお

きます。

以上、再質問よろしくお願いします。

O議長(市川資信君) 市長。

024番(古賀俊昭君) もう御回答は、あえて求めませんが、私はこの大韓航空機の事

0建設部長(永原照雄君) 生活・健康という、その「・ Jがないということでござい

件等については、国際間のそれぞれの国とか民族の、いろいろな今までの歴史的経緯の

中でこうした事件が発生をしている、と思うんですね。

ですから、物事が発生をする、事件が起こるというのは、原因があるわけです。です

から、そういう原因やもとをどこにとらえるか、平和基金もっくりたい、ということで

今度の議会に、この後、議会の方にも出されると思いますが、来年の予算案の中にも市

長は、かなり意欲的にこういった事業を進めたい、というお考えをお持ちなわけです。

ですから平和ということは、それぞれの民族とか国が仲よく、そして平和裏に、文字ど

おり平和裏に暮らしていける、そうした状態を言うわけですから、全くいわれのない無

防備の、そういう第三者とし、いますか、人たちが、何ら理由がなく生命が失われる、抹

殺されるということは大変不幸なことなんですよ。

それを市長が自分なりに、そういう原因をどこに求めるか、また、どういうふうにお

気持ちの中でお感じになるか、こういうことが、やはり平和ということを語るならば、

きちんとした御自分の考えや基準がなければ一つのお題自に終わってしまう、と思うん

ですね。いろいろ微妙なこともあろうかと思いますが、はっきり物を言う人は言ってい

るとし、う、そういう現実もあるわけです。

市長はだれに、どなたに気兼ねをしておられるか、またそういうものがあるのか、な

いのかわかりませんが、やはりことは日野市議会の場であることは、もちろん事実です

が、当然いろいろな意味でこうした事件と、それから市の予算のあり方、また市長の考

えというものは絡んでいるわけですよね。

ですから、ただ避けて通れば無難に事が終わる、ということではないと思いますので、

機会があれば、また私の方から聞いたいと思いますが、こうした大きな国際的に行動さ

れるような事件に関して、きちんとした御自分のお考えがお示しになれない、というこ

とで平和云々ということじゃ、ちょっとお粗末じゃなかろうか、と思うわけです。また

改めてお聞きをしていきたいと思います。

それから生活・保健セγターのことなんですけれども、これは本当にささいなことの

ようなんですが、現場できちんと責任を持ってこうした事業の管理、またはそのポジショ

ソで任に当たっておられる方にすれば、私は当然お感じになる、表示された段階でこれ

はちょっとおかしいぞ、ということをお感じになるんじゃないかと思うんですね。勤労・

青年会館の場合には、きちんとそういうことがされております。しかし、市長は正確を

期す、ということをはっきりおっしゃいましたので、あの生活・保健セソターの既にも

0市長(森田喜美男君)

います。

遺跡調査会の、つまり責任のとり方ということについての御質問であります。お答えを

再質問につきまして、また私の所見をお答えに供したいと思

したとおりでございまして、具体的に言えば時効の完成するまでは、完成というんでしょ

うか、完了というんでしょうか、時効が成立するまでは、まだ潜在的には請求をされる

立場であります。

したがって適当な時期に、これは人に強いられてどうこうということではなくて、私

自身の内面的な問題としてその責任の結論を表現したい、こういうことであります。

6番目の大韓航空機に関する何か座談会的な質問の場とは、ここは違いますので、市

政の執行には大きくかかわる問題ではございませんし、平和であってほしい、というこ

とには言うまでもないことであります。そういう感想でございます。

0議長(市川資信君) 教育長。

0教育長(長沢三郎君) お答えいたします。

卒業式の際の日の丸問題でございますけれど、これは、ほぼ学校の中で定着して卒業

式等の際に会場、あるいは掲揚等、こういうものにほとんど全校で取り上げられており

ますけれども、君が代につきましては、まだ先生方全体としてのコ γセγサスが得られ

ないところが多くて、現状では斉唱している学校が 8校、それから演奏しているところ

が2校、合計10校というような状況でございまして、この点につきましては教育委員会

としては、あくまで学習指導要領の線に沿って指導してまいりたい、こう考えておりま

す。

0議長(市川資信君) 建設部長。

ますが、その件につきましてはよく調査いたしまして、っかんでおりませんので後ほど

御報告申し上げたい、というぐあいに考えます。

0議長(市川資信君) 古賀俊昭君。
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う完成をしております表示板及び建物に直接つけられております施設名称については、

中に、生活と、それから保健の聞にマルポツが入るようになると思うんですけれども、

こうした二度手間、またはむだな経費の支出がないように今後十分気をつけていただき

たいと思うわけです。

以上で終わります。

0議長(市J11資信君) ほかに御質疑はございませんか。なければこれをもって行政報

告を終わります。

これより日程第 2、所信表明を行います。理事者から所信表明を求めます。市長。

〔市長登壇〕

0市長(森田喜美男君) 昭和63年第 1回市議会定例会の開会にあたり、市政に取り組

心が変わる中で、市政も能動的に潤いや魅力のソフト面を開発する発想、が必要と考えま

す。これからは従来っくり上げてきたものを一層ネットワークさせて、目的に沿う機能

が十分に発揮できるよう図っていきたいと考えます。

社会環境の変化に応ずるため、家庭やコミュニティーの場で人と心のふれあいに取り

組んでいくことが、新しい行政課題となってまいりました。そのためには、参加意識の

高揚を図り、人と心の結びつきを大切にして、参加と連帯による地域づくりを進めなけ

ればならないと考えます。そのととが、 21世紀に向けて日野市勢をさらに躍進させる条

件であると確信する次第であります。

本年、本市の行政テーマに「伸びゆく日野」と掲げましたのも、この時代にふさわし

い未来への展望に立って施策を推進したいと考えるからであります。

私は今後とも、市民の自治と連帯に裏打ちされる魅力と活力に満ちた地域社会を構築

するため、市民の英知と職員の努力を集めて、新たな決意をもって遁進する所存であり

ます。

<当面する行政課題への対応>

西暦2021年(昭和96年)には、 65歳以上の人口が23.5%に達するとの統計予測もあっ

て、 21世紀は本格的な高齢化社会と言われるゆえんであります。

高齢化社会が、ややもすると暗いイメージで描かれがちになりますが、そうでなく充

実の時代として明るく迎えられるよう意識を改めることが肝要と考えます。

本市の人口流入が沈静化し、出生率の減少から児童数の減少が続き、文部省の児童・

生徒急増地域の指定も62年度をもって解除されることになりました。一方に、老人人口

が増加しながら、なお 7%台にとどまっているのは、本市の活力の高さを示す数値と言

えるものであります。

その意味では、社会能力の高いこの10年ほどの聞に、都市基盤の整備と高齢化社会に

対応できる社会システムを開発しておかなければならないと思います。

( 1 )都市基盤の整備事業

本市の都市機能の質的向上と緑豊かな環境づくりに、両者の調和を図りながら一層の

推進を図ってまいります。その一環の下水道整備事業もいよいよ軌道に乗り、事業の規

模が本格化してまいりました。下水道事業は清流を取り戻すために有効な手段であり、

ここ数年間は、本市の重点事業として取り組む計画であります。

区画整理事業についても、道路・公園・下水道などの都市施設、社会環境を一体的に

整備充実する手段として施行中の 3事業一一これは万願寺、高幡、豊田南であります。

む所信の一端と、昭和63年度予算の大綱を申し述べ、市議会及び市民の皆さんに一層の

御理解と御協力をお願い申し上げたいと存じます。

<市政に取り組む基本姿勢>

私が市民の信託をいただき、 4期日の市政を担当して既に 3年を経過しようとしてい

ます。私は常に人間尊重の基本理念に立ち、市長就任時からの基本姿勢として「憲法を

市政に生かし、市民のいのちとくらしを守る」ことと「緑と清流をとりもどし、健康で

文化的な生活環境をつくる」ことを市政推進の中心テーマに据えて、そのまちづくりの

ために専心努力してまいりました。

この数年間は、政府の財政事情に伴う国庫補助負担金の大幅削減等の一方に、高齢化

社会の進行や都市周辺における地価高騰等、地方自治を取り巻く環境は非常に厳しい状

況のもとにありますが、今日まで議員各位の御指導と市民皆さんの御理解によって難局

を克服し、行政施策の各分野にわたり、市勢の伸展に相応な成果を上げることができま

したことを感慨深く感謝いたしております。

さて、変化してやまない今日の時代は、 21世紀への新たな転換が始まっていると言わ

なければなりません。人口の高齢化、情報の高度化が進む中で、戦後世代の人口が半ば

を超えるなど、社会状況の変化する中で、市民の意識もみずからの生活を一層大切にす

る考え方で、生きがし、やゆとりを求めていく傾向が顕著になりつつあります。

このような時代の流れを見極めつつ、本市の将来像を展望するとき、単に「住みよい

まち」というだけでなく「住むことが悦びであり、誇りであるまち」への質的に高度な

ものでなくてはならないと考えます。

私は、明日の日野市の発展とは、市民が人間性豊かに、物中心から心の豊かさへと重
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231ヘクタールに加え、近くまた 3事業(万願寺第二、東町地区、西平山)175ヘクター

ルに取り組む準備を進めているところであります。

市街化の進行で残り少なくなっている緑地の保全は、本市の重要施策として位置づけ

ているところであります。最近の土地高騰や開発志向は危倶される問題でありますが、

緑は一度失われれば回復は不可能でありますから、あらゆる可能性を模索して保全に努

めるため、自治体のナショナル・トラストというべき「緑地信託制度」も、その一手段

として確立を図りたし、と考えております。

(2 )高齢化時代への対応

前述のとおり、着実に進行する高齢化社会への対応は、個人の問題から社会的問題と

して、行政の役割を体系化することであると考えます。このことは、婦人の社会的地位

向上と社会参加を導く面からも、重要な意義があると考えます。婦人の英知と能力を引

き出す住組みは大きい課題であり、高齢化時代を乗り切るために新たな社会システムの

必要を感じるところであります。

介護施設としての特別養護老人ホームを市内に欲しいとする対応に迫られていたとこ

ろ、幸い、地元住民の理解を得て、実現できる見込みが立ち、先駆的事業として発足で

きるよう取り組みを進めます。

在宅老人ケア事業も市福祉事業団の事業として、家事援助やデイケアサーピスの充実

を図る考えであります。

( 3 )行政の総合性確保と内部努力

今日の多様な社会的あるいは市民的ニーズに的確にこたえる機能的な行政能力の開発

こそ、市民の信託にこたえる基本であります。

本市の第二次基本構想、によって策定する基本計画は、市政を展開する方向と道筋を示

す資料として活用を図り、行政運営にあたっても総合性と計画性を常に心がけ、住民福

祉と市勢発展に有効な役割を課してまいります。

あわせて、 61年4月の日野市行財政調査会の答申と、日野市行政改革推進本部の基本

方針をもとに、明日のまちづくりにつながる行財政の改革を行ってまいる所存でありま

す。

<昭和63年度予算について>

我が国の63年度経済予測は景気の回復基調にあって、政府の経済見通しでは、経済成

長率が3.8%を達成するものと予測されています。しかし、円高が一段と進むことによ

るマイナス影響や、 内需拡大の効果がどのように反映するかは、なお不確実であります

が、本市の税収動向に大いに期待したい思いであります。

国の63年度予算案は、税収で前年度比9.5%、3兆8千億円を超える高い伸びに支え

られ、一般会計では56兆6千億円、対前年度比4.8%増とされています。内需拡大を強

く打ち出しているとはいえ、社会保障費の伸びは2.9%と低くとどまり、防衛関係費の

伸びは5.2%と、 2年続いてGNP比 1%枠突破が確実視されております。

また、東京都の予算案は、都税収入が対前年度比26.6%増加し、史上最高の 4兆9百

億円となることを背景に、一般会計で5兆2千億円、対前年度比19.9%増の大型予算編

成となっております。

しかし、本市の財政環境は前年度に比べわずかに回復の兆しが見えるものの、市税収

入の伸びは2.8%の微増見込みであります。このような状況において、予算編成におき

ましては経常経費の節減に努め、 「伸びゆく日野Jにふさわしい施策を積極的に盛り込

むことに努力いたしました。歳入予算については、都市計画税の減税、利子割交付金の

新設などが新たな内容となっております。

予算案の概要を申し上げますと、一般会計の総額は315億 7千万円で、前年度当初予

算に比べ1.1%、3億5千万円の増、特別会計の総額は204億5千万円で、対前年度比9.

4%の伸びとなっております。これは土地区画整理事業及び下水道事業の進捗と国民健

康保険・老人保健の医療費増が主因であります。

次に基本計画の柱に沿って、本年度の主な施策について申し上げます。

1.生きる喜びをっくり出す健康と福祉のまち

高齢化社会の到来とともに、在宅で介護を受けられない老人のために、お世話をする

在宅ケア制度の充実を図ってまいります。

事情により、在宅の生活困難なお年寄りに、家族にかわってお世話のできる施設とし

て、 (仮称)高幡特養老人ホームの建設に着手いたします。

障害者の日常生活のため、福祉環境の整備に努めます。

市内 5番目の児童館として、あさひがおか児童館が開設され、児童の健全育成と交流

の場の充実を図ります。

市営住宅の建てかえと戸数増加に取り組みます。

具体的には、情報処理の統合化、 OA化の推進、組織の簡素・機能化、職員定数の適

正配置と給与制度、それから使用料・手数料及び課税等の適正化であります。

今後とも市民生活との調和を図りながら、産業開発にも努力してまいる所存でありま

す。
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2.豊かな人間性を育てる教育と文化のまち

第五小学校の改築は、 64、65年度の 2カ年で着手するよう設計を実施いたします。

中学校給食の最終校となった三中給食施設は、本年度に実施設計を行い、工事に着手

いたします。

老朽化に対する第一小学校の校舎建具改修は、本年度設計を行い、 64年度に実施し、た

します。

なお、教育委員会の決定を尊重し、児童の指導がよく行き届くよう、小学校に市独自

の40入学級制を実施いたします。

社会教育の事業としては、 (仮称)ふるさと博物館の建設が進捗いたします。

3. 自然と調和する安全・快適なまち

62年度より着工の(仮称)南平丘陵公園は、本年度、残りの用地買収と築造工事を継

続して進めます。

(仮称)二番橋は、高幡地区と対岸の万願寺地区を結ぶ人道橋として架橋工事に着手

いたします。

土地区画整理事業は、工事中の最盛期にある万願寺を初め、施行中の高幡地区・豊田

南地区のほか、西平山地区は64年度の都市計画決定に向けて調査を進め、万願寺第二地

区は同じく、 64年度事業計画決定に向けて諸準備を進め、東町地区についても基本調査

を開始し、たします。

下水道事業は、南多摩処理区の供用開始に続き、浅川及び秋川処理区においては、管

きょの敷設を大幅に促進いたします。

さらに、日野駅の改造、西豊田駅の新駅誘致運動、旧国鉄用地を初め国有地の取得に

取り組み、住みよいまちづくりを目指して事業を進めてまいります。

4. 活気ある産業と豊かな消費のまち

生活・保健セソター業務の開始の中では、消費生活の相談機能を充実し、消費者に適

切な情報の伝達と各種相談に応じてまいります。

中小企業に働く勤労者の福利厚生のため、勤労者互助会をさらに充実してまいります。

5. 参加と連帯でつくる市民自治のまち

本年は市制施行25周年にあたり、さらに充実した市民の連帯、コミュニティの振興を

目指して、地区セγターや会館などの施設の有機的な利用を図るコミュニティ委員会を

設置いたします。

また、平和意識の啓発、高揚に資する施策や事業を推進するため、平和啓発事業基金

を設けます。

市民の森スポーツ公園にモニュメソト建設、休日準夜診療所の建てかえ、 (仮称)文

化財センタ一、 (仮称)高齢者セ γタ一、環境緑化協会の法人化、緑地取得事業、市制

25周年記念事業などの予算化を図って、その推進に取り組んでまいります。

そのほか、斉藤紅一画伯作品管理委員会の答申により信託される100号級油絵18点ほ

かを、公共施設に展示いたします。市史編さんは、引き続き通史の発刊に努めます。

また、都立美術館を市内に誘致するため、全市民的な運動の展開を図る考えでありま

す。

本年、我が日野市は、市制施行25周年の節目の年を迎えることになります。

私はこの記念すべき年にあたり、本市の限りない発展に向かい市民憲章の意義を高ら

かに掲げて、市民の健康と幸せを育てるため、全職員の力をま とめ、情熱をもって前進

したいと考えております。

私は、みずからを厳しく律し、市政運営の先頭に立って負託にこたえてまいる考えで

ありますので、議員各位と市民皆さんの一層の御理解と御鞭撞をお願い申し上げて所信

表明といたします。

0議長(市川資信君) これより質疑に入ります。

お諮りいたします。議事の都合により暫時休憩いたしたいと思いますが、これに御異

議ありませんか。

[ r異議なしJと呼ぶ者あり〕

0議長(市川資信君) 御異議ないものと認めます。よって、暫時休憩いたします。

午後6時19分休憩

午後 7時36分再開

0議長(市川資信君)

石坂勝雄君

。27番(石坂勝雄君) 市長の所信表明をお聞きしまして、 7ページの「具体的には、

情報処理の統合化、 OA化の推進、組織の簡素・機能化、職員定数の適正配置と給与制

休憩前に引き続き会議を聞きます。

度、使用料・手数料及び課税等の適正化であります。」というところを私、拝見してい

まして、何か、このごろ非常に国でも一一後でも市長も述べているんですが一一国でも

都でも、特に都は財政状態というか、自然収入がし、し、というようなことをうたっている

中で、行政改革というのは、何か遠くへ行ったような感じを、新聞報道機関もそのよう

な感を受けるが、私は、行政の改革とか等の問題は、絶えず財政に関係なくしてやるべ
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き問題ではないのかと。強いて言えば、財政も伴わないということはないんですが、行

政の改革、特にその時代に適合した行政改革というのは、いつでも行わなきゃならない。

例えば市長のこの所信表明を聞いていても、日野も人口が沈静化して、何というか、人

口増加都市から外れるようになったと。こういう中で、いわゆる今までは教育、特に学

校対策に重点を置いた、先ほどもちょっと出たんですが、勢し、幼児人口等の問題に重点

施策が置かれたが、 21世紀に向かうには、何といっても高齢化社会が来るということは、

もう数字からいってもはっきりしているんですね。そう いう対応がスムーズにいっては

なかなかできない、特に行政の場合は10年なり15年前から行わなきゃならないという観

点から、かなり発想、の転換をしなければならないと思うのですが、そういう点で、 一つ

例を挙げればーーほかの方が恐らく聞かれると思うんで、私はその問題には触れないん

ですが一一今の中学校の 2年生、 3年生、 高校 1年、 2年の最高のピークの時代から見

れば、 日野の今の小学校の生徒数という のは3，000人から3，500人ぐらし、、いわゆる来年

度は減少するん じゃないかと思うんですね。

私、 一般質問でも出しておったんで、すが、一般質問が後へ行って、もう何か遠く かな

たになる ようなので、あえてここで聞きたいんですが、そうい う点から見ると、この立

派な市長の所信表明なんですが、何に具体的に、極端なことを言えば、今までは教育な

り、 そういう人口急増に対する施策であったけれど、今度は、一つには高齢者対策に市

長は向かうんだと言うんですけれども、まだその前に、私は日野なんかの場合は高齢者

社会といっても、まだ15年なり、よそよりは少しおくれていてもし、し、と思うんですね。

その前に私、何というか、普通の言葉で言えば、できるかできないかわかりませんが、

学校が地域の教育の基点だと、地域教育力の向上のために、一つの拠点だと言われるな

ら、何を学校へされるのか。一つの例を挙げれば、三沢台小学校にあったプレハブの学

童クラブを、いわゆる三沢台小学校に入れられた。それからほかに点在している学童ク

ラブを、じゃあその学校があいてきたらどうするか。 ただ、無計画なやり方で、あっち

ではこうやっていて、こっちじゃこうやるということでは、ちょっと恐らく委員会でも

学校管理者の校長さんにしても、やりにくいんではないかというふうに思うんですね。

そういう点で、年次を示して、きちっとした位置づけをすることが必要じゃないかと、

こう思うんですね。

その点、私の聞き方も抽象的かもしれませんが、そういう方向づけで、少なくとも私

は、言わば学校の利用の方法を、こういう方向づけにもっていきたいんだと、地域の教

育力の基点だと言うんなら、生涯教育の場にするとか、社会教育の場にするとか、今言

う学童クラブのものをそこへ移していくんだとか、いわゆるもっと詰めて言えば、極端

なことを言えば、公立の幼稚園なんかも、いわゆるプレハ7+のものをしっかり直すとか、

木造のものを鉄筋なり鉄骨に直すんなら、学校をどういうふうにするんだと、こういう

ような何か長期に向かつて、さきの古賀議員の質問にもあったように、私学と共存共栄

できる中で、何かの対応策を一一教育長にはちょっと失礼かもしれませんが、恐らく公

立の幼稚園をなくすなんていうことは、これは一つなくすんなら教育長の首が飛ぶんじゃ

ないかというようなことを、私もあることで冗談でかわしたことがあるんですが、しか

し、長期に向かつては、どうするんだという考え方を出す必要があるんじゃないか、そ

ういう点で市長のお考え方、その 1点だけ聞きたし、と思います。

0議長(市川資信君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 所信表明の 7ページの部分で御指摘をいただきました。この

ことは、行政の総合性確保と内部努力ということに伴って表明をしておる、やや具体的

な内容の部分、これは申すまでもなく 61年の行財政調査会の御指摘から始まって、庁内

に改革本部というものも設けておりますし、また、それの方針ということも定めており

ます。行政は、絶えずスクラップ・ァγ ド・ピルドをやりながら、一方にはもうある程

度の整理もしなきゃなりませんし、一方には当面の市民要求に真正面から向かうという

部分が、いつも機能的な対応でなければいけないと思っております。

そこで、その中で具体的に、つまり、もう空き教室が多数出る今日の学校事情ではな

いか、ついては、何か学校の整理ということも考えにあってし巾、んではないか、こうい

う御指摘ではないかというふうに伺いました。将来展望の学校の校数というのは、東に

中学 1校、西に小学校 1校と、こういうような言い方をしておりまして、西と申します

のは西平山、あるいは西豊田というべきかもしれませんが、国鉄用地をあてにして、区

画整理の中で、つまり、豊田、現在の二小、豊田小学校を母体校とする学校が必要だと

いう考えであります。それから東の中学校というのは、万願寺区画整理の中の淡水区の

跡を、今のー中の校区が相当広いわけでありますから、やはりあちらの人口増加に伴っ

て分離する必要があろうと、こういうことであります。

ただし、平山台小学校、あるいは三沢台小学校、つまり、団地づくりに、その当時、

対応するための、ぜひ学校づくりもしなきゃならん時期がございました。それらの学校

が今日では学級数が減り、全校の数も減っていると、こうし、ぅ、数校そういう現実がご

ざいますが、これは日野市といたしましては、将来、まだ人口がふえる、したがって、

学校の統廃合ということは、今、考えるよりも、将来に備えてあるというふうに理解す
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べきであると、このように考えております。

しかしながら、空き教室の有効利用ということは、また非常に大切なことでもござい

ますので、教育委員会に社会教育活動の場として地域に解放をしていただく、こういう

検討に取り組んでいただいております。そういう事情でございますので、よその人口の

減る地域で学校統合の話も聞くわけでありますが、日野市は、現在の校数を維持しなが

ら、そういう教育拠点としての、つまり、地域の教育力を蓄える、あるいは養う、そう

いう場所に活用させていただきたし、ものだという考え方でございます。

0議長(市川資信君) 石坂勝雄君。

027番(石坂勝雄君) 今、市長、ちょっと学校、私は、今、学校の統廃合ということ

まで、これはむしろ行政な仏教育委員会の方でおやりになるんで、私が提言する問題

じゃないんですが、ただ、私は通告質問で、さっき言ったように、予算の後になったか

ら、場合によるとやめるかもしらんから、あえて聞きたいんですけれどね、町名地番の

設定と学区の問題というのは不可分の問題がどうしても出てくる。私のところは三沢だ

から、例えば三沢台小学校へ行くより八小に行きたし、んだというようなことが過去にあっ

たと同じように、例えば平山台小学校が、京王の分譲地のまだあいているところが若干

ありますが、現実にはあそこが今度減ったからといって、市長が今、言うように、人口

がまだ日野はふえるところだといっても、あそこへ通えというところはもう限られたと

ころになるんじゃないかと、こういうことで、私が言うのは、非常に早くから学区を直

すといっても 2年や 3年では、私はなかなか直せないんじゃないかと、だから、町名地

番をつくるというときも、これまた大変なんで、かなり長期の中で、何か考えなくちゃ

いけないんじゃないかということで、今、触れられたので、そういうことにもひとつ踏

み込んでお聞きしたい、 1点。

それからいま一つ、 1点でやめようと思ったけれども、いま一つあったのは、一回失

われた緑は回復しないと言うけれども、これは見方によればそういうことになる。私は

多摩ニュウタウ γの現状を見ても、やっぱり何かどうしても、ここは失われたけれども、

また、どう回復させるかとし、う、人問、人力によって、いわゆる何というか、つくった

庭だって人工でできるんですから。

ひとつ市長にちょっとその前に聞きたし、んですが、百草団地のそば、三沢台小学校の

上の百草自然公園というんですか、あそこの、市長さん、松の木がどのぐらい大きくな

られたか御存じでしょうか。ちょっと松の木の大きさを市長に聞いちゃ恐縮なんで、すが、

ちょっと聞きたいと思うんですが。

0議長(市川資信君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 植えた松の木が、今、何年生になっているか、 10年生ぐらい

ではなかろうかというふうに思っております。御質問の意図をちょっとはかりかねるわ

けでございますが、槌えて緑をつくるということはできるということの証明にはなると

思っております。

0議長(市川資信君) 石坂勝雄君。

027番(石坂勝雄君) 私、あそこの自然公園に松を植えられたときに、私、ある担当

の人に、盆栽を植えられるならいし、けれども、いま少し大きなものを植えたらどうだと

言って、嫌みを言った覚えがあるんだけれども、よくまああれだけ大きくなったと、私

も実を言うと、 5年ぐらいほとんど大きくならなかったけれども、この間、私、ずっと

入ってみたんですよO もう私がよく隠れちゃって、もっと大きいわけですよね、 10年た

つと。だから、そういう点でいって、努力をすれば、私は緑は回復するという、ただ、

ここのところだけは、いわゆる昔からの自然を置きたいんだと言うんなら、どうしても

ある程度指摘しなければならないと思うんですね。市街化区域であった場合には、私は、

今の現行法規でなかなか抑えるというのは無理じゃないかと。だから、今度のいわゆる

宅地並み課税の問題で云々というような問題が、じゃあここは市街化区域の中に指定し

ておいて、なかなか同じ緑にしても、それから農地の云々という問題にしても難しいん

じゃないか、それであるとするなら、やっぱり調整地域なり緑の公園なり、そういう点

でやっぱり市も、さっきの私の言う発想、の転換の中で、やっぱり行政が一歩踏み込んだ

姿勢をとらないで、ただ、市長が言われるのは私はわかるけれども、私は、だから、緑

は人工的によって回復すると。しかし、本当の昔から自然にで、きたものを置くとすれば、

あとはだから雑木林というのは10年に一遍切ることが理想なんだけれども、 20年も30年

ものは風で倒れちゃうんですよね。だから、恐らく市長は炭焼きを始められたんじゃな

いかと思うんですよ。そういう点の中で、私は針葉樹のものを、市の木がカシの木であっ

たり、特に私も松くい虫がし、なきゃ松も好きなんですね。それで、松だって、あれしか

し、構わず手入れもしないでおけばいし、ものにはなりませんよね。特にスギなんか植え

た場合には、きちっとやっぱり10年たったら間引きしてやるとか、下の枝を折ってやる

とかという、こういうことをすれば、私は緑は回復すると、こう思うんですね。

そういう点で、公園に花や何かを植えられることもあれだけれども、市の公の公園に

対しては、やっぱり積極的なそういうことをされることが必要じゃないかということを、

お答えがあればあれだけれども、市長は緑を一一言葉じりを取り上げるんではないが、
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0市長(森田喜美男君) 御指摘の意味はよく理解できるわけでありまして、この所信

ちょっと用語として、これは紛らわしいんじゃないかと思うんですが、その辺の市の考

え方を教えていただきたいと思います。

それから 8ページに行きまして、毎年のことなんですが、市長は何かと、昭和56年か

らことし63年までの所信表明、私、ざっと見てみますと、国の予算等に触れまして、必

ず難癖をつけておられるわけですね。何が気に食わないのか、決まり文句のように防衛

費の関係予算が大幅な伸びで、これは異常だとかですね、共産党が泣いて喜ぶような言

葉が必ず出てくるわけですが、市長が、毎回、こういう決まり文句を何かの一つ覚えの

ようにお書きになるということは、私、何度も指摘をしてまいりました。市長の考えで

あるからそれまでと言えば、もうこれ以上議論はできないわけでありますが、 「社会保

障費の伸びは2.9%と低くとどまり、防衛関係費の伸びは5.2%と、 2年続いてGNP比

1%枠突破が確実視されています。」、多少表現等は抑えてあるのかもわかりませんが、

何かやっぱり気に食わないという表現だと思うんですね。市長は、このGNP比 1%防

衛費が超えることについては、あってはならないことというふうにお考えになっている

のか、防衛費の性格から、そのときの世界情勢や、いろいろ事情によって、その聞の多

少前後はあるというふうにお考えになっているのかどうか、その点、市民も、これは後

で市の広報に全文の掲載をされて、先ほど市の広報の方が写真も撮っておりましたので、

写真入りでちゃんとこれは出るわけです。市長の考え方というものをここで承っておき

たいと思います。

それから、ちょっと戻りまして、別のところでもお聞きをしていいんですが、あえて

触れてありますので取り上げてみますが、職員定数の適正配置ということが、 OA化の

推進とともにここに 7ページに述べられております。市は、市の事務の電算化をもうこ

こ数年取り組んできておりますし、ことしは印鑑登録も電算化されるということで、い

ろいろ通知が私どものところにも送られてきておりましたし、広報にも PRが出ており

ます。議会で私も、それからほかのメ γバーの委員の方も御指摘になったと思うんです

が、 OA化を進めるということで、その財政効果、それから職員数については何名程度

の、はっきり言えば減員が可能なのか、それぞれ導入した箇所において、本来であれば

導入計画が立てられた時点で、そういうものがはっきり示されてしかるべきなんですね。

ところが、今まで私どものところには、何度お聞きしても機械になれるのに時間がかか

るとか、技術を習得するのに多少手間がかかるので、すぐに人員にはこれが効果として

あらわれてこないんだということを繰り返しおっしゃってこられたわけで、す。ここ数年

たちます。大体、企業等の場合は、 3カ月から、長くても 1年以内で大体新しいソフト

一度失われたものは回復できないということでは私はないということ、私は多摩ニュー

タウソに行って、特にいわゆる諏訪団地、永山団地のあそこら辺のところを、自分もこ

の間初めて歩ってみたんですけれども、大分何というか、静かになってきたというか、

そういう緑が回復されていますよ。そういう点で、本当に、私、百草団地のそばのあの

ほとんどの裸山だったときに、ああこんなのを植えて、みんな子供が引っこいでしまう

んじゃないかなと思ったのが、本当に一番給水塔の近くの松というのは、もうあそこで

かくれんぼをしたら見つからなし、くゆらいに大きくなりましたよ、特に大松は。大松とい

うのは非常に成長が始めるとし巾、んですね。そういう点で、何かもっと積極的な、自然

を守ることも大切だけれども、やはり失われた自然を回復するという努力をも っとやっ

てもらいたいと、こう思います。

何かそういうことで、私は特に百草園の周りの自然を残すとすれば、多少利害が相反

する所有者も出るかもしらんけれども、早くに思い切った措置を、 所有者な りにいろん

な考え方を聞いて講ぜられることを、この問題では、私、提言しておきます。

0議長(市J11資信君) 市長。

表明の中で、 「失われた緑は回復は不可能」というふうに申し上げておりますのは、特

に程久保緑地地域が開発をされると回復が不可能と、このことを強調する意味で書いた

ように思っております。

その他の御指摘のことにつきましては、御指摘のとおりだという感じでございますし、

もっと踏み出して、突っ込んだ姿勢でやれということに対しましては、そのとおりとい

うふうに感じた次第でございます。

0議長(市川資信君) 古賀俊昭君。

024番(古賀俊昭君) 先ほどの都立美術館誘致に関する所信表明の箇所での質疑でも

出てまいりましたが、 5ページに「緑地信託制度」という言葉が出てきております。か

ぎ括弧つきです。これは新聞等でも報道されましたように、市がこれからできるだけ程

久保の緑地帯の土地について確保していくということで、要綱を定めて、今、実施に移っ

ているものでありますが、いわゆるこの名称からいたしますと、信託という言葉があり

ますので、信託法に基づく土地の、文字どおり信託ということと非常に混同しやすいと

思うんですが、聞くところによりますと、これは市の方に管理をお願いをするという程

度のもので、いわゆる信託法でいうところの信託には、これは当たらないということな

んですが、今後、この制度をどういうふうに維持していかれるおつもりなのか、その点、
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等が導入されても、それに対応できるということを聞いておりますが、日野市の場合は

もう何年もたつわけですね。果た してOA化の推進と職員定数の適正配置とが、どのよ

うに日野市の場合には関連づけて考えられているのか、この点お尋ねをいたします。

以上 3点です。

O議長(市川資信君) 市長。

つつあると、こういうことであります。

O議長(市川資信君) 古賀俊昭君。

024番(古賀俊昭君) 緑地の信託制度については、これから法律的な面も含めて、さ

らに研究を進めるということでありますので、より制度として効果が期待できる形に、

今後、進められていくという気持ちの表明がありましたので、そうした点、信託という

言葉から来るイメージとしては、今の市がとっている要綱に盛られております内容より

も、さらに進歩的とし巾、ますか、前進的なものをイメージするわけでありますので、そ

ういう研究をおやりになるということですのでお願いをしておきたし、と思います。

それから、この防衛費のことは、この間、社会党さんの方から、 GNP比 1%突破が

気に食わないということで、何か意見書かなにかをお出しになるということで、かなり

いろんな資料をもとに議論をしまして、私の考え方は、先般申し上げたとおりなんです

が、何か市長というお立場で、殊さらこういうことを毎年、特に市の予算を編成するに

あたって、ちょっと国のことも触れるということから、国の予算に対する所見を述べら

れるというのは、これはあってもし北、と思うんですが、余り何か一つの政党に偏ったよ

うな内容のものは今後一一今回は、多少トーンが落ちているんですけれども、その点、

配慮、をされた方がいし、と思います。特に今回の予算等についてあげれば、市長もここに

書いておられるように、内需拡大と財政再建の両方を何とか達成をするということで、

いろいろな工夫もされている予算であるわけです。昭和65年度までに特例公債依存の体

質から脱却をするという努力目標をちゃんと掲げながら編成をしてある予算ということ

で、そういった点、触れるとすれば、ほかにも特徴としてあげる点が幾つかあるわけで

すので、何もワンパターγに防衛費と、それから社会保障費を比べて、パーセγトで比

較をするというのは非常に幼稚な対比の仕方でありまして、施策の内容、それから予算

の伸び、の逐年にわたっての推移等を十分見きわめた上で、こうしたことはお述べになっ

た方がし巾、と思います。政党機関紙じゃないわけですから、その点お願いをしておきた

いと思います。

昭和41年ぐらいまでは 1%をオーバーして、ずうっと国の防衛予算が組まれてきたん

です。そういうときは、だれも何も言っていないんですよね。何か都合がし、し、と思うと、

途端にこのことを猫をしゃくしも取り上げて、 1%を超えると軍事化大国になる、戦争

を起こすというような式に、すぐ論理を飛躍させる。市が広報に掲載をする文書であり

ますので、そういった点はもう一度ここで私の方から取り上げて、市長にその点の考え

方の軌道修正をお願いしたいんです。御留意、をお願いしたし、と思います。

0市長(森田喜美男君) 御質問の順序でお答えをさせていただきます。

緑地信託制度とし、う表現が、緑地信託法との関係で紛らわしいと、こう し、う御指摘で

あります。我々の本当に考えるところは、信託法に基づく信託制度を確立したい、こう

願っております。しかし、段階がございますので、理解を得ながらというふ うに、つま

り、信託法によりますと、信託契約に基づいて登記まで伴うということだという ふうに

聞いておりますので、今、民法学者の方々に、このあたりの整理をひとつ調整をやって

いただこうということを考えております。一番わかりし、し、表現が適当だと思っておりま

すので、そういう考え方で、進みたいと思っております。

それから、市の予算を申し述べる際に、国の状況あるいは都の状況、そういう段階が

物の比較に割合わかりし、し、わけでありますので、そういう表現法を用いて、毎年、表明

の中に加えております。その際に、今、御指摘のあるところは、何かけちをつけると、

こういうふうに言われますが、そういうことではないつもりであります。特に今回、 G

NPの比較ということは、 1%枠ということは、もうここ政府予算でも防衛予算がかな

り増高する中で、いつもガイドラインだと言われておったわけであります。そのガイド

ライ γが、ここ一、二年、すれすれのところに突破をしかねない状況があると。こうい

うことが国民の、我々の物をはかる一つの目盛りにもなっておるわけでありまして、つ

まり、我々の願いは、社会福祉制度の方にひとつ重点を置いていただし、て、そして、防

衛費の整備とは一定のパラソスが望ましい、それがGNP比のことだというふうに政治

的にも経済的にも言われておる、それを用いたと、こういうことでありまして、事実を

事実として指摘をしておると、こうしヴ以外の何物でもありません。

それから、職員定数のことは一連の、つまり、ことし取り組む、スクラップ・ァγ ド・

ピルドの具体的な対象というふうに申し上げておるわけでありまして、電算化、 OA化、

これは行政サービスの充足を期するということが主でありますが、伴って職員の能力と

いうよりも、手作業が省かれるわけでありますから、職員数が節減できると、こういう

ことが伴っていなければ実際の成果ということにはならないと思います。そういう意味

で職員定数にも、今後、内部で、今、何人余剰がどこで出るかということを明らかにし
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09番(中谷好幸君) 「伸びゆく日野」をことしの行政テーマに掲げられた市長の所

本質というのは資本の海外流出、産業の空洞化、経済構造を改変するということで、中

小企業や園内産業である農業などが打ち切られて失業が増大化する、そうし、う問題を抱

えていますし、高齢化の問題にしても、根本的には所得の問題、 貧困化の問題と深く結

びついているというふうに思います。また、情報化の問題にしても、国民の知る権利を

拡大するということでは極めて重要な問題なわけですけれども、情報の独占化というふ

うな問題もあるというふうに思うわけです。市長は、この所信表明の中でも高齢化、情

報の高度化というふうな言葉を使われているわけですけれども、この中に含まれている

貧困化の問題に、自治体としてどう対応してい くのかということというのは非常に大き

な課題になっていると私は思うわけですけれども、これらの点について、市長の考えが

ございましたらお聞かせいただきたいというふうに思います。

0議長(市川資信君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 21世紀を表現する一つの常法用語として高齢化社会というこ

とも現実の問題でありましょうし、それから、近年、情報機器の発達によって情報が反

乱をする中で、それを何とか、いかに市民生活を豊かにしていくかというふうに考える

べきでありますが、競争社会の情報は、また情報の使い方は、必ずしも正論ばかりでは

おさまらない面もある、こういうことも言えるかと思っております。

それで、どこか、今、ページを探しているんですが、 21世紀を高齢化社会とし、う、高

齢化社会は明らかだが、その高齢化社会が暗いイメージであってはいけない、明るいイ

メージで一人一人の個人におきましても、つまり、高齢者ですから、一日の太陽にとら

えますと、つまり、夕日という時期、夕日は夕映えとし、う言葉があるごとく、私は夕映

えという、そういう状態で人生は過ごしていくべきものだと、このようにも思うわけで

あります。

今、御指摘のとおりの、たまたま使用料とか手数料のことに伴って問われておるわけ

でありますが、使用料・手数料につきましても、ごく最近では、印鑑証明を新しく登録

をされる方、この方には一一既に登録をされている方のカード化についての交換は、こ

れは無料であります。しかし、新規に手続をしていただく方には200円の手数料を払っ

ていただこうと、こう いうことで、だんだん、当然と言えば当然な形をひとつ組んでい

きたい、一気に手数料や使用料を何かほかの財政の補てんのために値上げをするなんて

いう考え方ではございません。いわゆる日野市民の方々が、行政を一つのよりどころと

して、より発展的生活をしていただく、こういうことに奉仕するのが、これが市役所で

あり行政の務めだと、このように考えております。

それから職員定数と OA化の件について、その効果を職員数についても出すようにし

たし、ということで、漠然としたそういうお答えなんですが、ほかの自治体でも、それか

ら民間であればもう当然、そうなんですが、電算化をする前に、財政上の効果は幾らと、

何年後には何人の人員がここで浮いてくる、削減が可能になるというものをきちんと出

した上で、電算化するんですね。市の場合には、そういうものは一切わからない。もう電

算化されている箇所でも、以前と全く同じ形で職員配置が大体なされている。幾ら市長

がここで職員定数の適正配置と、またOA化を推進するということをおっしゃっても、

何のためのOA化の推進かということがさっぱりわからないわけです。機械を入れれば、

それは事務処理は早くなります。習熟した職員にとっては、これは作業も楽になるわけ

ですね。市民も登録事務等の場合には、早くお願し、したものが窓口でちょうだし、できる

ということで、効果はあるんですよ。しかし、そこだけにとどまっちゃいけないわけで

すね。当然、職員の配置についても変動がプラスの方向でなくては何にもならないわけ

です。そういうものを、今、市長が出せる状態になりつつあるというようなことをおっ

しゃいました。予算の審議の中で、詳しくまたお聞きをしていきたいと思いますが、ぜ

ひ所信の中でこうしたことを表明される以上は、裏づけになる、そうしたノミックデータ

をきちんと市の内部で十分検討して、そろえられて、それから臨んでいただきたし、と思

うわけです。今後、また議論を深めていきたいと思います。

0議長(市川資信君) 中谷好幸君。

信表明についてお聞きいたしまして、本当に意欲を持って市政に臨んでいただける、こ

ういう確信を持ったわけですけれども、 2点ほど質問をさせていただきます。

一つは、 7ページの、当面する行政課題の対応のーっとして、 「行政の総合性の確保

と内部努力Jということで、具体的なことが指摘されているんですが、この中で、使用

料・手数料及び課税等の適正化ということが触れられているんですけれども、この点に

ついて、何か具体的なことを考えられているところがあるのかどうなのかということに

ついてお答えいただきたし、と思います。

それからもう一つは考え方の問題ですけれども、よく 21世紀は高齢化、国際化、情報

の高度化というふうなことが言われるんですけれども、私は、それぞれ大事なことだと

思うんですけれども、その根本に貧困化、富の偏在化という問題が大きなテーマになっ

てくるんではないかというふうに考えています。例えば国際化というのは、確かに民族

の交流だとか、国家聞の交流を深めるということは大事なことなんですけれども、その
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そういうことでありまして、21世紀を何か高度な資本化に集中する よう な、 つまり、

一方には貧困が生まれ、 一方には資本の偏在があるというこ とであってはいけない、そ

れは自治体が、そういう個々の立場で市民生活をしっかり守っていくというこ とが国内

に徹底すれば、そういうことはあり得ない、そういう考えでございます。

09番(中谷好幸君) 私も高齢化というか、高齢者の皆さんというのは夕映えに例え

るのかどうなのかわかりませんけれども、これまでの経験を蓄積されて、本当に力が発

揮できる世代だというふうに思うんです。実際に、市長の御活躍ぶりを見ても、どうい

うふうな人でも条件さえ整えば、そういう能力が発揮できるんだという ことが事実だと

いうふうに思うんです。

しかし、実際に、高齢化の問題をとって見ても、基本にあるのはやっぱり所得が少な

いということ、必ずしも生活が満足のできるような状況にないということが、やっぱり

福祉の問題が起こってくる根本にあるのではないかというふうに思うわけです。そうい

う点で、所得の保障をどういうふうにやっていくのか。一時、自治体がやるいろんな施

策に対して、ばらまきなどというふうな抗議がしきりにかけられたわけですけれども、

実際に生活の底上げだけをやっていくということを、高齢化時代への対応の基本に据え

るというこ とが非常に重要になっているんではないかというふうに思うわけです。

また、都市基盤整備等々についても非常に重要になっているんですけれども、確かに

道路や公園、下水道、こうしヴ問題が大事なんですけれども、一方では住む家がない、

賃貸であろうと持ち家であろうと住む家がない、ホームレス、アメリカでは大分大きな

問題になってきていますけれども、そうしヴ問題も非常に重要な問題になってくるんで

はないかというふうに思うわけです。そういう点では、都市基盤整備の中に、やっぱり

貧困化、国民の最低限の文化的生活をどう守っていくのかという視点を、ぜひとも貫い

ていただき7こし、というふうに思います。使用料・手数料についてももちろんのことです

ね、そういう視点を貫いていただきたい、このことを要望し、また市長のお考えもそう

であろうということを確信いたしましたので、質問を終わらせていただきます。

0議長(市川資信君) 秦正一君。

022番(秦正一君) 1点お伺いします。

これは一般質問でも何人かの方が取り上げております。その点まことに恐縮ですが、

基本的な面をお伺いしていきたいと思います。また、一般予算にも私、入っていません

関係上、この場をかりて質問するわけでございます。

所信表明の10ページ、 「豊かな人間性を育てる教育と文化のまち」とあります。その

後段の方に、 「教育委員会の決定を尊重し、児童の指導がよく 行き届く よう、 小学校に

市独自の40入学級制を実施します。 」とありますが、市長の言う40入学級とい うのはど

んなふうな学級なのかね、その辺をまずお伺いしたいわけでございます。

3年後には都の方で実施する40入学級と同じではないと思いますが、正規の40入学級

というのは、日野市の場合には該当されないんじゃないかと、 このようにも思うわけで

す。したがって、この点、市長のおっしゃっている40入学級というのはどんなあれなの

か。非常勤講師でこういったものをやった場合に、果たしてそれが40人学級と言えるの

かどうか。変則な形のものじゃないかと思うんですけれど、その点をお伺いしたいわけ

でございます。

教育委員会の方から出されております、日野市の行う変形40入学級の対応についてと

いうことで参考資料があるわけですが、期間といたしまして、 63年度から65年度まで、

この 3年間を、とりあえず63年度は4学年から 6学年、それから64年度は 5学年から 6

学年、それから65年度は 6学年と、この対応の方法として、 「市費をもって 1年契約の

臨時職員を雇用し、学年づき指導講師として設置し、教育効果を高めるように各学級で

努力すると。その目標といたしまして、上記学年において、 1学級の児童数が40人以上

の場合に臨時職員を講師として充て、学習指導の工夫をするように、より子供の個性尊

重と新しい教育のあり方に挑戦し、個性尊重の教育の実践を目指しますJと、このよう

にあるわけですが、市独自の40人学級というのが制度的に問題がないかどうかです。学

校教育法施行規則に、第22条、教師の設置基準が規制されております。さらに同23条に、

特定教科、担任教員の配置が設けられております。市独自の講師を雇用し、学習学級の

クラスを担当するということは、どのような法的な準拠によ ってなされていくのかどう

か、運用されていくのかどうか、その辺もお聞きしたいわけでございます。

非常勤講師の市独自のを配置して、非常勤講師は学級担任の教師を応援して、きめ細

かな教育を実施しようとするものでしょうが、その辺の見解もあわせてお伺いしたいわ

けでございます。これは市長ということにはなっておりますが、具体的な面においては、

また教育長の方からでも結構です。

それから、第 3点目といたしまして、子供の側から見た場合、従来と変わって学級分

割を行う、要するに「認可学級を各クラス均等に分割して学習学級を編成し、差別感、

阻害感を持たせなし、」とあります。その場合、児童は混乱を招くおそれが十分考えられ

ますが、その点、どのように考えているか。したがって、これを実施する上においては、

かなりの準備期間を置く必要があるんじゃないかと、このようにも考えられます。せめ
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ても父兄の理解も得た上で実施すべきではないかと思いますが、その辺の考え方につい

てもお伺いしたし、わけでございます。

昨年11月、教育委員会で決定された、少なくとも市議会や、また文教委員会等に、そ

の辺の内容を説明してくれてもよかったんじゃないかと、このようにも思うわけですが、

この辺は教育長にしても、また市長サイドにしても、どう して教えてくれなかったのか

どうか、文教委員会にも恐らく説明はなかったん じゃないか、このように思うわけです。

その辺、非常に議員、議会を無視したわけじゃないでしょうけれど、余りにも水臭いと

いうふうにも思うわけです。その辺、もし感じたらお答え願いたし、と思います。

さらに、東京都や文部省の方の意向も聞いてやっていると思いますが、教育長の方か

ら、その点の考えがあればお伺いしたし、と思います。

以上、 3点について、とりあえずお伺いします。

0議長(市川資信君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 所信表明の中で、ただいま御指摘の、 「教育委員会の決定を

先生の指導は非常に行き届くということだと思っております。

それから、子供の成長は待ったがないわけでありますので、いいということは 1年で

も早くやるということが、私は行政としての基本姿勢でなくてはならない、このように

も思ったわけでございまして、もう教育委員会と全く 意見一致をして、教育委員会の自

信のもとにお進めいただくと、こういうことでございます。

0議長(市川資信君) 教育長。

0教育長(長沢三郎君) 具体的な内容面も含めまして、私の方から補足させていただ

きたいと思います。

昨年の12月の市議会で、行政報告という形でやりとりがされましたけれど、それに基

づきまして、さらに具体的な内容等についても詰めているというのが現状でございます。

私は性格的にも、この問題が昨年の 3月議会の中で、一応請願採択、意見書というよ

うな形で方向づけを議会としても出されまして、その議会の線に沿いまして、再三、都

の教育委員会との折衝は続けてまいりました。 東京都の教育委員会との折衝の過程の中

で、東京都の教育委員会が、単独にこの40人学級というものを実施するということが非

常に困難であると、このことも東京都の説明を聞く中で理解した次第でございます。

そうしますと、私自身といたして、今、この40入学級というものを日野市として始め

る方向としたらどんな方向があるか、それも法令に違反するような形の行為というのは、

教育の場には全くふさわしくないわけですから、法令に触れるような行為だけは何とし

てでも避けたい、そういうことで、これまた何回か都教委と折衝を続けてまいりました。

その過程の中で、非常勤講師という制度、これは現在でも先生方が病欠、あるいは事

故欠等で 1カ月未満の欠勤等の場合に、市が独自にその先生のかわりの講師の方を採用

して、そうし、う学級に送り込んで、欠勤されている先生のかわりに、そのクラスの面倒

を見ていただいている、こういう形もとっている状況ですので、それならば非常勤講師

という制度が取り入れられないものかということで、都教委とも話をしてきたわけで、すO

この非常勤講師の制度を取り入れた中では、これは、いわゆる法律違反とし、し、ますか、

法令に違反するとしヴ、そういう内容ではないという確信の中で進めてきたわけでござ

いますけれど、御承知のように、現在の学級認可という制度、これは都道府県の教育委

員会にその権限が委ねられているということですから、あくまでも学級を勝手に市段階

でふやして、担任の先生を市で雇って、そこへ送り込む、こういうことはできない。で

すから、あくまで市から学校に派遣する、その講師につきましては担任の先生を助けて、

その学年の子供さんの面倒を担任の先生と一緒になってやっていただく、そういうよう

尊重し、児童の指導がよく行き届くように、小学校に市独自の40人学級制を実施いたし

ます。」、こういう表明を申し上げております。このことを、非常に熱烈な内容の持つ

教育委員会の御説明を伺いました。つまり、教育長は、日野市議会で40入学級の意見書

が決議をされ、そういうことから発して、もう間もなくその40入学級を編制しても、小

学校の場合はもう 3年で自然、実施になる時期ではあるが、ぜひ日野市ではそれを近づけ

てやりたし、と、こういう意思表明でございました。確かに今日、小学校の教育現場でい

ろいろ問題が指摘されますのは、学級定員、クラスが、つまり大きいため、先生の指導

がなかなか行き届かないということがあるだろうと私は思っておりました。そこで、教

育委員会の二つの資料もちょうだいしておりますし、また、教育長ともいろいろ私も意

見を交換しております。つまり、問題があるとしヴ状況では、これはあってはいけない

わけでありまして、問題はありませんと、こういうことで取り組まれております。学校

現場におきまして、また校長先生もその気で取り組んでいただいておりますということ

でありますので、問題はないというふうに、既に教育委員会でいろいろな説明がされて

おる、とのように承知をいたしております。

あと、具体的な秦議員さんの質問につきましては教育長の方からお答えをしてもらい

ますが、いわゆる40入学級、今の制度が45入学級とし、し、ましょうか、つまり、 46人にな

ると23人ずつに分割をすると、こういうことでありまして、 40人学級というのは、つま

り、 40人以下に、 30人台あるいは20人台のクラスも編制できる考え方でありますから、
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な制度でございます。

したがって、私たちの方としては、そこの基本原則だけは二つ、学校の方に強くお示

ししてあります。いわゆる市で採用して学校に送り込んだ先生が、担任のかわりとして

クラスをふやして、そこの面倒を見る、こういうことは法令の上からできませんと、そ

のことと、それから市から送り込んだ講師の先生を、専科の先生を、音楽とか図工のよ

うに専科の先生に仕立てて、ある特定の教科を、その講師の先生にやってもらう、こう

いうようなことは、この二つだけは、今回、市の送り込むその講師の先生の内容の中か

ら取り上げないような方向で対応していただきたい、これだけは強く申し上げました。

今の秦議員さんの方から御質問のありました内容で、例えばそうしヴ講師の先生を学

級に送って、子供たちの指導をする際に、どんなそれじゃあ形でするのか、学級を分割

してやるのかというような問題等も触れているわけでございますけれど、御承知のよう

に、学校の教育活動というのはいろんな多様な取り組みがあります。確かにグループ学

習というような取り組みをする場合もありますし、あるいは統合学習、あるいは作業学

習、いろんな学習の形態はあるわけでございますけれど、先ほど申し上げましたように、

担任という形で、そのクラスの仕事を持つということは、これはできませんので、あく

までも担任の先生を助けて共同して取り組んでいただきたい、少なくとも 2学級に 2人

の先生が二つのクラスの面倒を見るよりも、その二つのクラスに 2人の担任の先生と、

それから市から送った講師の先生、 3人で面倒を見てあげることの方が、より手厚い対

応になるんじゃないか。その辺の対応の問題につきましては、父母の方々の不安という

もの、そういうものを少しでも解消してし、く方向の中で、広報の 3月1日号などにも、

その辺の問題について一応触れて、さらに前回、 PTAの方々ともお話し合いを持ちま

して、その後、 PTAの方々から幾っか疑問に思っている、そういう内容についての質

問状等も参りましたので、その回答もいたしまして、またPTAの方に御返事をお返し

したと、当然、学校現場の学校長等とも十分連絡をとってやっていると、ただ、中身の

問題について、いろいろ御心配なさっている面もありますので、これは実施の中で、そ

ういう不安を解消する形で、ぜひ取り組みたいと、こう思っている次第でございます。

O議長(市川資信君) 秦正一君。

022番(秦 正一君) 市長の方からはうまくかわされちゃったんですけれど、そうし

ますと、教育長の方に再質問しますけれど、先ほど市長の方からは数の面で、 40人以下

だから、その編制でいくんだから40入学級というふうなニュアソスの回答があったわけ

ですけれど、たしか昭和61年の12月の定例会で、我々市議会といたしましでも40入学級

の早期実施の意見書を採択をした、決議をした覚えがあります。これは、要するに認可

を持った先生が学級を担当して、しかも、それが40人学級という編制をして、その上に

立つての40人学級なんですよ。正規の40入学級は、そのことなんですよね。それを、結

局私たちは望んでいたわけで、すよ。それを言っているわけですよ。だから、全然、おっ

しゃっている、決議をしたから、則、それが40入学級というふうに理解してもらっては、

ちょっと見当が違うと思うんですよね。

それから、都の指導の中に、けさほどの教育長の答弁の中に、都の方としては40入学

級を、 40人とし、う言葉を使わないでほしい、使うのは好ましくないということを何かおっ

しゃっていましたよね。日野市の場合には、変形40入学級というふうな形であれしたん

でしょうけれど、いずれにしても40人としヴ学級の字句は入っているわけですよね。い

ずれにしても正規の40入学級じゃないということには同じなわけですよね。ですから、

あくまでも40人という既存のクラスを編制して、しかも、日野市の場合においては認可

の先生がいられないで、結局、非常勤講師がそれを持つわけですよね。しかも、それが

学習学級とかなんとかいったような言葉のニュアソスで日野市の場合には対応している

ように思いますけれど、結局、従来ある学級の何人かを、 15人ですか、いずれにしても

何人かをあて出して、それでクラスを編制するという形をとって、それで非常勤講師を

それに充てるという方法だと思うんです。

それで、先ほど教育長の方からは、専科の先生のかわりはできない、また、専門の工

作とか、いろんな専科の先生ですね、そういったかわりももちろんこの非常勤講師とい

うのはできないというふうにおっしゃっていましたよね。そうしますと、非常勤講師と

いうのは、結局、従来は産前産後とか、病気で欠員している先生の穴埋めをするために

非常勤講師というのは雇われて来るわけですよね、いるわけですよね。非常勤講師とい

うのは、週18時間以上は勤務はできないんじゃないかと思うんですよ、何か規定がある

と思うんです、法的に。それで、日数においても、 1年も 2年も 3年もできないと思う

んですよね。労働基準法によって、その辺がはっきり制約されていると思うんですよね。

その辺の考え方を聞きたいんで、すよね。もし、非常勤講師がそのようなことをしたなら

ば、これはちょっと法令的に見て、法制的にも違反してくるんじゃないかというふうに

も思うんですよね。

ですから、まず 1点といたしましては、 40入学級というのは、数の面でそれに合わせ

て学級をつくれば、それで40入学級だというやり方は、これはむちゃな行き方じゃない

か、このように思うんですよね。内容が伴っていかなければ、やはり40人学級という正
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規なものにはならないと思うんですよね。認可された教師がそれにあたることによって

40人学級ということになると思うんですよ。そういった点で、都の教育委員会としては

40人学級としヴ言葉を余り使ってほしくない、 40人学級ということにはならないという

ことをおっしゃっていると思うんですよね。 ですから、その辺の考え方はどうなのか、

教育長の考え方をまずお伺いしたいと思います。

それから 2点目といたしま しては、先ほど言いました非常勤講師は認可された教師の

かわりはできないにしても、いろいろ学習学級みたいな形で編制された、その先生にあ

たるわけですよね。その場合に、本来ならば産前産後とか、病気とか、その先生のかわ

りにやるのが非常勤講師の役目ですよね。したがって、 非常勤講師とい う立場を考えた

場合に、日野市でいう一つの学習学級というクラスを賄ってし、く場合に、ちょ っと法的

にも号|っかかってくるんじゃないかと思うんですよね。週何時間とか、また病欠の間と

いうのは、そう 1年も 2年も続くわけじゃないと思うんですよね。そういった面の考え

方をお伺いしたいと思います。

それから、 1点細かし、話ですけれど、その日野市の変形40入学級にあたる学校という

のは、 40入学級というのが 9校で12クラスだとおっしゃっていますが、その学校名はど

こになるのか、その辺もお伺いします。

それから、最近、大分父兄の聞に、かなり変形40人学級のことについて心配されてお

ります。もちろん子供、児童においても、恐らく 4月1日からはかなり混乱するような

状態が起きてくると思うんですよね。その場合に、教育上からくるこの混乱を、だれが

その責任を持ってやるのか、学校長なのか、それとも教育長が最高責任者で、それを責

任をとるのか、その辺の点もお伺いしたいと思います。

以上4点ですか。

O議長(市川資信君) 教育長、簡潔にきちっと答えてくださいね。

0教育長(長沢三郎君) 第 1点目の40入学級という名前につきまして、一応意見書、

その他の中で、議会の方として要望したのは、これはあくまでも変形というような形で

ない、正規の形の40入学級である、そうし、ぅ、私もそのとおりの形で都教委とずっと折

衝してまいりました。ただ、そういう方向の中で、 40入学級がそのまんまできることは

最も理想的であるわけですけれど、今のですね、今の都教委の国とのかかわりの中で、

単独実施が困難であるとしヴ状況であるとしたならば、それにかわる形のぎりぎりの選

択方法という方向は、この変形40人というもの以外に考えられないと。この変形40人と

いう名称につきまして、午前中もお話しましたように、都教委の方では他市とのパラン

ス上、 40人という名称に非常にやはりこだわっております。したがって、私の方も、そ

の点につきましては、今度逆に、既にその40人学級ができてしまっている区市、これと

のバラ γス、そういうものを考えた場合には、日野市としてもぜひこの40人学級という

ものを実現したいんだという 、逆の意味でのパラソス問題にこだわらざるを得ないとい

う形でのやり とりを都教委との聞で、はずっと続けてきていたわけで、すO

今、 そうい う形の中での40入学級であるとしたならば、 それは名前が変形40人という

名前を使っているけれど、実際の意味での40人という数に置きかえられる学級ではない

じゃないかと、 今、秦議員さんの方から指摘される とおりでありまして、もっと端的に

言えば、学級そのものは、確かに40人学級にはならないと、ならないけれど、先生、い

わゆる45人編制をしている学級に応援に入る先生だけは何とかその中に送り込んで、担

任の先生と一緒に協力 してあげる手立てをとってあけやたい、こういうところから変形40

人という名称を通しながらやってきていた次第でございます。

それから 2番目の臨時職員とし、う、あるいは非常勤講師、こうしヴ場合には、いろい

ろ法令上の規定があって、ずっと続けてやるわけにいかないじゃないかと、確かに地公

法の中にも臨時職員、あるいは非常勤職員、こうし、う場合には 6カ月を限度として、さ

らに 6カ月更新することができると、ただし、 1年を超えることはできないと、こうい

う規定がございます。したがって、私たちの方も、この講師の方については 1年契約の

講師ということで、当然、来年度は新しく 5年、 6年だけが該当する、再来年は 6年だ

けが該当する、そういう状況ですから、 1年契約の非常勤講師と、そういう位置づけを

とって対応したい。なお、持ち時間の問題等につきましては、これは正規職員の 4分の

3という一つの労働基準法の上の制約がございます。 4分の 3の状況、ですから、非常

勤講師の持ち時間としては、一応私たちの方では、現在、東京都がとっております26時

間としヴ、 26時間という単位時間を非常勤講師という形の中で採用して、学校の方に送

り込みたい、こんなように考えております。

それから 3番目に、 9校12学級というあれが出ているけれど、どこの学校がそれに該

当しているのか、その該当している学校の名前をひとつ知らせてもらいたい、そういう

御質問でございますけれど、ちょっとお待ちください、申し上げますと、日野の二小、

それから日野の五小、それから日野の七小、それから程久保小学校、旭が丘小学校、そ

れから滝合小学校、それから高幡台小学校、それから三沢台小学校、もう 1校が四小で

す、その 9校です。その 9校の中にダブッて 2学年にわたって40人以上の学年編制をせ

ざるを得ない学年を抱えているところがありますので、学校数としては 9校、 12学級が
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対象に当たっていると、そんなような状況でございます。

それから最後に、もしこうし、う方法を取り入れて、学校が非常に混乱するというよう

な状況があったときにはどこが責任をとるのだ、学校長なのか教育長なのか、こういう

御質問でございますけれど、これはもう全部教育長の責任でございまして、学校長には

迷惑は及ばないような方向で、十分学校長とも連携はとりながらまいりますけれど、も

し混乱が起きる場合の責任は、これはあくまでも学校長でなく、教育長の責任だと、こ

ういうように自覚しております。

0議長(市川資信君) 秦 正一君。

022番(秦正一君) 市長の所信表明から質問しているわけで、余り突っ込んでやり

それからあと、混乱が起きないことを願っているわけなんですよね。児童にしてもそ

うだし、また、学級編制にいたしましても、いろいろとホームルームの場合には一緒に

なるとか、それから学習学級の場合には、またその学級から出ていくとか、また先生が

かなり40人以上の90人ですか、そのくらいの生徒を見なきゃならんということも出てく

るわけですよね、担任の先生が、学年主任ですか、そういった先生が大勢の生徒を見な

きゃならん状態が起きてくるわけですよね。そういう面から、非常に混乱が最初のうち

は予想されるわけですよ。ないことを望んでいるわけですけれど、父兄にも十分説明さ

れているとは思いますが、何か大分連絡もあるわけですよね、 「どうなんだ、議員さん、

知っているのか」ということで、我々は余りよく説明できないわけですよ、詳しいこと

は。そういったことで、できればこういう内容的な面をもっともっと、何というんです

か、細かく徹底して、それでやるべきじゃないかと、このようにも思います。

以上、意見を申し上げて終わります。

0議長(市川資信君) 答弁はよろしいですか。

022番(秦正一君) 答弁があれば…・・

0議長(市川|資信君) 教育長。

0教育長(長沢三郎君) 一つだけ申し上げておきたいと思いますけれど、先ほどの非

常勤講師の勤務形態からいって、 1年を任期とする契約講師であるとし、ぅ、その状況で、

これは普通の一般職員の場合と、学校のその時間講師の場合とでは、 1年を単位とする

契約というのはできないんではないかというような御質問であったわけですけれど、先

ほど申し上げましたように、半年の任期の更新という形の中で、 1年契約ということに

つきましては、都段階との話の中でも、講師の任用という方向では、これは違法的な形

での講師という、いわゆる範鴎には入らないというようにとらえております。

0議長(市川資信君) 旗野行雄君。

たくありませんが、一般会計予算に、またこういった点が質問がなされると思いますけ

れど、余り長くなるもので、意見というんですか、そういった面で締めくくっていきた

いと思いますが、先ほど言いましたように、 140入学級」とし、う言葉そのものは「変形

40人学級」ということで命名しておりますが、この 140人学級」としヴ言葉そのものを、

やっぱり変えた方がし巾、と思うんですよね。何らかのほかの言葉に変えないと、まるっ

きり認可された学級の先生がやるような形でとられると思うんですよ。あくまでもこれ

は非常勤講師の臨時の先生が担当するわけですから、通称学習学級ですか、そういった

あれを編制するわけですから、本来のあれとは違うわけですから、何らかそういったも

のと区別するようなーーす邑疎のところにおいては、だんだん学校の生徒が少なくなって、

それで先生が余ってくると、当然、そういう40入学級ということも編制されている区も

あるし、また三多摩の方にもそういう市が 3市ぐらいあるはずですよね。そういった面

で、いろいろと内容的な面が違うわけですから、何とかその辺を名称を東京都の指導ど

おり、やはり40入学級とし、ぅ、その 140人」という言葉そのものを変えて、ほかの言葉

に置きかえてした方がし、し、と、このように思います。これは意見、要望として申し上げ

ます。

それから 2番目に、法的に違法性はないかどうか、教育長は全然問題ないというニュ

アソスで今、お話ししましたんで、すけれど、 40入学級で進んでいった場合には、法的に

は違法性が出てくると思うんですよね。 40入学級としヴ、その言葉を利用してやった場

合には、中身と実態が違うわけですから。

それから非常勤講師の、先ほど 1年交代に、 1年をめどにして更新していくというや

り方についても、これはちょっとおかしいと思うんですよね。趣旨が違うと思うんです

よ、非常勤講師の扱いの面と、その辺もう一度研究された方がし、し、と思うです。

017番(績野行雄君) この問題は、私、質問する気はなかったんですけれども、一応

40人学級の件について質問します。

まず教育長に、簡単に答えてください、この変形にしろ、今度取り入れられようとし

ている制度は、 40入学級の実現と解釈していいんですか。簡単でいいですから、ひとつ

答弁してください。

0議長(市川資信君) 教育長。

0教育長(長沢三郎君) 私の方では、あくまで変形の40人学級というようなとらえ方

をしているわけで、これは都教委との話し合いの中でも、一応出されている意見書であ
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れ、あるいは請顕であれ、 40入学級という言葉を使つての、それに市段階でこたえられ

る方向というのは、変形の40入学級しか市段階で取り得る手立てというのはないのです

ということでお答えをしているというような、そういう状況で、したがって、その変形

の40入学級だというようなとらえ方をしているわけです。

0議長(市川資信君) 鎌野行雄君。

017番(寂野行雄君) 余り、わかったようなわからないような、私にすれば答弁だと

思うんですが、今度は市長に質問します。

市長は、所信表明でも、まず「憲法を市政に生かし、市民の命と暮らしを守る」 、こ

れが市政に対応する姿勢として最優先課題だ、 というふうに基本構想でも書いているし、

この所信表明でも述べているわけですけれども、どうも憲法、日本は法治国家ですから

憲法に基づいて法律をつくり、あるいは省令、政令をつくり、あるいはそれに基づいて

また都の教育委員会の指導というのもあるわけですが、今、聞いていると、法網をくぐ

るというようなことを言われている人もあるし、どうも違法でないにしても、脱法すれ

すれの行為じゃないかというふうに解釈される懸念があるかと思うんです。憲法を市政

に生かそうというのは、要するに法律は遵守しようと、こういうことだと思うんです。

その辺で、市長の見解はどうですか。

0議長(市川資信君) 市長。

0市長(森田喜美男君) I憲法を市政に生かそう」は、これは言うまでもない、どな

たも同様だと思っております。法治国家でありますから、法網をくくやろうなんてい う魂

胆で物を考えたことは一度もありません。法治の中の、しかも、その精神が生きるとい

うことが憲法を守る趣旨だと、このように感じております。何か脱法でなければし巾、な

んていうことではなくて、むしろ子供に一日でも早く指導が行き届いて、し、し、教育が達

成されるということの趣旨というふうに考えて承っておるところでございます。

秦議員さん初め、大変問題を残さないようにということが一番御指摘の部分でござい

ます。懇篤な御指導に対して、また趣旨が子供のためということで取り組める、そうい

う内容をより詰めていくように協力をしたいと、このように考えております。

0議長(市川資信君) 飯野行雄君。

017番(寂野行雄君) もちろん私は初めから憲法を市政に生かそうと言っているんで

すから、憲法違反を目指して市長が行動するなんていうことは、これは夢にも思ってい

ないわけですけれども、結果として、教育のために一番し巾、んだと、これもわかるわけ

です。ということを考えてやっているんだと、これもわかるわけですがね。結果として、

脱法すれすれの行為だと、その線上を歩くような行為だというような解釈をされかねな

いような行動をすることはどうかな、こういう市の行政の基本姿勢と矛盾するんではな

いか、矛盾するような状況になるんじゃないか、こういうことを言っているわけです。

O議長(市川資信君) 市長。

。市長(森田喜美男君) 矛盾しないと信じておりますし、矛盾のないように運用をし

て図りたし、と、このように、言うまでもな く御指導もいただきながら進めてまいります。

O議長(市川資信君) 飯野行雄君。

017番(鎮野行雄君) この問題は、後まだ一般会計の予算委員会で課題になると思い

ますので、この辺でとどめておきます。

あとは余り、私、一般質問でも取り上げる予定でおりますので、一般質問で言うこと

がなくなっちゃったなんていうことでも困りますので、簡単に触れておきたいと思いま

す。

この所信表明の中でも述べられているとおり、国の63年度予算の税収の伸びは前年度

比9.5%だと、都の予算は税収の伸びが26.6%だと、こういうことがあるわけです。こ

れに対して日野市の市税収入の伸びは2.8%にとどまっていると、昨年もおよそこんな

状況だったわけですけれども、それまではほぼ毎年毎年2けた台の伸びを示していたわ

けです。予算とすれば、ほぼゼロシーリングの予算だと言ってもよいかと思います。余

り近隣の各市のこの辺の状況はつかんでいないわけですけれども、たしか八王子市の税

収の伸びが9.何%かということを聞いております。いろいろの事情はあるにしろ、こう

いうふうに日野市が、都あるいは国に比べて税収の伸びが少ないということの原因は何

かということをまずお伺いしたいと思います。

0議長(市)11資信君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 細かくは財政担当あるいは市民部から答えるべきことだと思っ

ておりますが、私のとらえ方をお答えをしておきたいと思います。つまり、日野市の市

税の構造と申しましょうか、確かに個人市民税はよそと比較して遜色があるというよう

なことはありません。これまでの法人市民税に依存するところが相当部分あったという

のが日野市の特色であるわけでありますが、一つには、いわゆる円高によります日野市

の生産企業が海外向けであったのが、円高のために事業がもとどおり、今、行っていな

いということが一つございます。

それからもう一つは、もう明らかにファナックの会社が日野市から移動された、転出

をされた、これは成長のために行われたことでございますので、残念ではございますが、
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またやむを得ない事情であります。

そういう財政構造、あるいは税収構造、税収の仕組みということでありまして、つま

り、東京都が異常な伸びだということは、これはもちろん円高の今度はメリットの方が

逆によき作用をしたという部分と、それからいわゆる第 3次産業、サービス事業が、成

熟社会であればあるほど多くの部分を占めるわけでありますから、それらの税収が伸び

ておる、こういうことに起因すると分析できると思っております。

日野市の場合、まだ成長途上の地域社会、あるいは都市でございますので、それらに

ついて、ちょっとパラ γスがまだとれる状況まで成熟していない、こういうことが言え

ると思っております。したがって、なるべくバランスのとれる、そういう成熟都市を目

指す、このことが財政運用の上からも一つの方向を明らかにできると、このような感じ

もいたしております。

東京近郊の都市ですから、そう自治体によって大きい差は本来はないのが一般論で言

えるわけですけれど、日野市の場合の特徴としては、特にそういうことがあげられると、

このように思っております。以上です。

O議長(市川資信君) 鎮野行雄君。

017番(簸野行雄君) このことについても、あと予算委員会がありますから、そのと

きにまた発言したいと思いますけれども、私、ある資料を見たんですけれども、そのと

きに、こういうことが書いてありました。 26市のうちの、たしか15市が普通交付税の不

交付団体だということが書いてありました。そして、歳入中に占める税収の割合が約6

割だということで、一般的に 3割、 3割自治と言われているけれども、都下の各市を見

る限り、 6割自治と言っても差し支えないだろうと、こういうふうなことが書いてあり

ました。日野市もこのまま何の手も打たなければ、財政はじり貧状態に陥るんではない

か、これが私の現段階の財政に対しての感想、であります。

さて、この所信表明を見て、官頭の基本姿勢は余りにも抽象的ではないか、無色透明

ではないか、これを他の市へ持っていって、このまま出しても通用するような文章では

ないか、基本構想もそうですけれども、いまちょっと具体的な、日野市が、こういう社

会が激動する段階でどういう方向になってし、くだろうか、あるいはどうなるべきであろ

うかとしヴ具体的な取り組み姿勢が、全然私にはわからないわけです。それで、後段は

何か予算についてですけれども、予算上程のときの上程についての説明と重複するんで

はないかというような気がするわけです。基本的に政治というものは、日野市の置かれ

ているいろいろの状況を判断して、これからこういうふうに変わってし、くだろうとしヴ、

その基本をつかんでいないと対応のしょうがないということがあるかと思います。ずば

り言いますと、よく都のベッドタウ γだということが言われております。言わば住宅都

市ですね。将来とも住宅都市としての展望に立って、いろいろの行政をやってし、くのか、

あるいはいま少しほかの行き方があるのかという点については、市長、どう考えられて

おりますか。

0議長(市川資信君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 第 1次基本構想、の時代、ちょうど日野市が人口の増加を始め

た前半の時代を含めているわけでありますが、 「連帯する市民の都市、住宅都市」とい

うふうに言われております。私は、もちろん住宅都市としての性格は大きくありますけ

れど、産業のまたトップ企業、ハイテク産業もあるところだと、こういうことでありま

すから、日野市をよそに行って説明をします際には、多摩自然、動物公園もありますし、

日野自動車、その他の優良企業がひしめいてあるのが日野市であります、しかもなお水

田も相当あります、こういうようなことを一口に言えば大体イメージがわくと、こんな

ふうに思っております。

今回の所信表明の中にも、市民生活の調和を図りながら、産業開発にも努力していき

たい、このように申し上げておるところでございまして、消費と生産と、そして安全快

適な、しかも自治の心の満ち届いたまちというのが将来の日野市の特徴になると、この

ように思っております。

0議長(市川|資信君) 鎮野行雄君。

017番(鎮野行雄君) 国際化、これは決まり文句ですが、情報化、高齢化時代を迎え

ょうとしている、こういうことが言われておりますし、事実、そうだと思うんです。東

京都が第2次基本構想を、たしか一昨年の秋に発表しました。まだ、たしか第 1次基本

構想が約10年とし、し、ますから、その中間点でありますけれども、いろいろ社会情勢が激

動する中で、考え直さざるを得ないということで第 2次基本構想を策定したわけであり

ます。

その中で、基本的な考え方として、こういうことを都知事は言われているわけです。

今まで三多摩地区は、西多摩地区、それから南多摩地区、それから北多摩西部地区、南

部地区、北部地区と、このような五つのブロックに分けて施策を推進してきたんだが、

これからは、これはそのまま残すとしても、政策のあり方として、西多摩は林間地域だ

と、そして、これはゾーγという考え方なんですけれども、武蔵野ゾーγというのがあ

ります、これは23区に接した三鷹、武蔵野、あるいは調布までも含むかもしれませんけ
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れども、文化的な住宅都市が目標だというような考え方があるわけであります。じゃあ、

しからばこの辺はどんな発想、かとし、うと、多摩中部地域というような言葉を使っており

ますけれども、その目標は何かというと、職住近接都市、これが目標だということもう

7こっているわけです。

その中で、じゃあ、どう対応すべきかというようなことがあるわけですが、圏央道の

問題とか、あるいは中央線の複々線の問題とか、南北交通の問題、多摩架橋の問題とか、

いろいろその基礎的条件、都の方針を説明しているわけですけれども、単なる緑と清流

だけでは済まされなくなった時代ではないか。もちろん、これは緑と清流ということも

尊重されなければならないわけですけれども、これは一般質問で取り上げるので、あえ

て余り言いたくはないんですけれども、その趣旨から、日野市の自立化、活性化を目指

すには産業振興、 確かに市長は提案しである よと言うけれども、じゃあ、しからば何を

しているかという ことは、 私の解釈ではほとんど何も産業振興に対してはしていないん

ではないかというふうに感じているわけであり ます。

そして、先ほど行政報告の質問の中で申し上げま したとおり、 今のままで行くと、 い

わゆる知事の考え方が多芯型の都市構造を目指しているんだと、じゃあ多芯とい うのは

どういうことかというと、これは23区のことは、私、ここで申し上げませんけれども、

多摩地区においては、いわゆる業務核都市をつくるんだと、この辺では、すぐ隣の立川、

それから八王子、それから多摩ニュータウソ、これが業務核都市の候補地だということ

なんです。そうすると、商業ばかりに限らず、日野市はそのちょうど中間に挟まれて、

いろんな面で埋没しちゃうんじゃないかというような気がしなくはないし、 そうい う懸

念は大いにあるかと思うんです。それをそんなことにならないよ うに、 これからいろい

ろな面で対応していかなければならない、それがこれからの日野市の行政の基本ではな

いか、そういうふうに感ずるわけです。

八王子にしても立川にしても、あるいはお隣の多摩に しても、単なる緑と清流ではな

い、ある程度緑の保存、あるいは清流の保存と開発とを同時に進行させるんだ、 こうい

う方針を打ち出しているわけです。今までのような、確かに産業振興も言っているに違

いないけれども、それは文章のバラ γスで、これは確かに産業振興とい うのも地方自治

体の大事な使命であるわけでありますので、うたっているので、具体的には何もしてい

ないんではないか、将来、こういうことをして産業の振興を図るんだというようなこと

は打ち出されていないんではないか、対応が遅いんではないかというのが私の意見なん

ですけれども、どうでしょう か、市長。

0議長(市川資信君) 市長。

0市長(森田喜美男君) それは私の見解とはも う全く逆と言っていいほど差があるよ

うに感じます。周辺の業務核都市の間に埋没するなんていうよりも、私は浮上すると、

こう思う。それまた必然性がある と思ってお ります。

飯野議員さんは経済に明るい方でありますから、経済というのは狭い地域でのみに孤

立するものではないはずでありますし、それから日野市の特性というのは、特にまた人

間性を尊重したいと申しますのは、あしたの労働力を再生させるには、し、し、まち、いい

居住がなければいけないと思います。それで、先ほどの言葉にもあ りましたとおり、職

住近接とし、う政策が、この地域に当てはまると、都知事がそうおっしゃっておるという

ことでありまして、まさに、日野市は職住接近の、今までもそ うでございましたし、特

に住宅政策として、市営住宅では、これは十分果たせない、やはり都営住宅とか公団住

宅を、より数をふやしてもらうことによって住宅を整えてし、く、し巾、まちの中にいし、住

宅がある、これがあしたの労働力の活性化する家庭を営む場所であり、子供を育てる場

所である、そういう意味であります。

職住近接は、もう具体的に住宅公団の建物を、例えばでありますけれども、千代田の

跡地に、今、 600戸ほど建設が進んでおります。これは市内の企業に社宅として貸与で

きるような仕組みはできないでしょうかということを、今、住宅都市整備公団に検討し

ていただいております。つまり、地方と中央といし、ましょうか、一番日本経済の、評価

は別でありましょうが、人間を困らせたのは、やはり過疎と過密の問題だと思います。

狭い国道をなるべくまんべんなく活性化して有効に使う、過疎地帯がもう産業が成り立

たないというようなことでは、政策の成功とは私は言えないと思います。

我々 のこの日野市は、東京都という地域の中の、しかも躍進しつつある多摩の、しか

もセソター的地位を占めておるわけでありますから、埋没するなんていうことではなく

て、これから浮上する、つまり、 日野に住みたい、こういうふうになってし、く使命を持っ

ておる、 このよう に思っております。

そういう緑と清流だけではという御指摘がございましたが、緑と清流は、やはり市民

の共通意識、連帯意識を育てる一番もとであります。子供を育てる場所としても自然環

境は大切であります。 つまり、そういう理念のもとに市政に取り組んでおるということ

でございますので、む しろ、悲観論よりも積極論であるというふうに御理解をいただき

たいと思っております。

0議長(市川資信君) 飯野行雄君。
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017番(鎮野行雄君) 私、この辺でやめておこうかと思いましたけれども、市長にそ

う挑戦されては言わざるを得ないということです。さっきも申し上げましたとおり、商

業機能の点を取り上げてもそうなんですけれども、今のまんま、現状維持だということ

では市長の言うとおりにはならない、日野の商業の将来性はないんではないかというふ

うに考えられるわけであります。これはある資料ですけれども、こういうことが書いて

ある。これは大規模小売店の問題に絡んで、これは市長も御存じかと思うけれど、例の

多摩川ルネッサンスの提言の中の文章の一つですけれども、こういう発言があるんです。

「それから、地域エゴというのがございますね。例えば大規模小売庖網に集約されてお

るわけですが、新しいお広ができますと古いお屈が反対するのを地域エゴという、これ

は地域エゴというより、むしろ業界エゴと言ったほうがし、いかもしれません、全部悪い

わけでもありませんけれども、ごたごたが続いている。それから、もっと厄介な問題は、

革新という名の保守主義ですね。」と、こう書いてあるんですね。 iどうも今の革新の

皆さんは、全部の方がそうではありませんけれども、革新という名を掲げながら保守的

でありますね。この問題を解決しなければ本当にいいふるさとづくり、まちづくりはど

うもできないのではないか、そういう意味で活性化ができないのではないか。」、こう

いう発言があるわけです。私、まさにそのとおりだと思うんです。

私は、緑と清流を無視しろなんていうことを言っているわけじゃないんです。確かに

良好な生活環境をつくるということは活性化にもつながる最優先課題だと、これはたし

かなんですよね。そんなことを言っているわけじゃなし、。さっきも申し上け了ことおり、

そういう生活環境の緑の保存ということも、これは一番考えなければいけないけれども、

それ一本やりでし、いかなということなんです。例の高尾の圏央道の問題にしてもそうで

すけれども、現状維持でいいのかなということなんです。

確かに、今のこの辺では、活性化を図るにはし、し、条件があるわけです。人口が非常に

学歴の高い層が非常に多い。こういうことを言っちゃ失礼で、すけれども、これからのハ

イテク産業に利用できる人口が非常に多い。地方へ持っていっても、工場だけはできる

けれども、そういう技能集団がし、ないということが言われているわけですけれども、そ

ういう心配はない。それから三多摩には約70の大学があるそうです。そうし、う、これか

らよく言う高付加価値産業、あるいは先端技術型の産業、研究肉発型の産業がこの辺に

は向いているんではないかとしヴ、基礎条件は確かにそろっているわけですよね。単な

る製造業というのは、こんな高地価のところでは、これからは地方ヘ出ていかざるを得

ないとしヴ状況にはあるわけですけれども、その辺の認識なんですよね。こういう状態

で、かなりこういう活力のあるまちをつくる条件があるわけです。

そういうことですから、私は、緑と清流を無視しろなんていうことは言っていないわ

けです。ただ、産業の振興について、いまちょっとそういうことを考えて取り組みすべ

きではないかと、こういうことを言っているわけです。どうでしょうか。

0議長(市川資信君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 挑戦するなどという気持ちは全くなく、したがいまして、お

説を十分尊重して、これからの市政の運用に御指導いただきたいと、こういうことでご

ざいます。

0議長(市川資信君) 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(市川資信君) 御異議ないものと認めます。よって、暫時休憩いたします。

午後9時35分休憩

午後10時12分再開

0議長(市川資信君)

夏井明男君。

013番(夏井明男君)

休憩前に引き続き会議を開きます。

何点かお尋ねをしてまいります。

一つは、 5ページのところで、これは古賀議員からも質問があったところですが、緑

地の信託制度があるんですね。それで、要綱集の中にも、去年の12月 1日で制定をされ

まして、お話の内容では、この信託要綱をもとにして適用された例もあるのかなという

ふうにも考えているんですが、第 1点は、この要綱をもとにして適用された例があるの

かどうかということをお聞きしたいと思います。なぜ、かと申しますと、この信託要綱を

見ますと、非常に簡単な内容になっていますので、一体、どういうふうにこれが展開す

るかなというのが、想像がちょっとつかないものですから、もう少し細部的な協議事項

ということでありますけれども、その内容的な細かし、かなり重要な部分については、ス

ポョと抜けている感じがしますので、この内容的なものについては、市の方で私は持っ

ていると思うんですけれども、その辺、持っていらっしゃるかどうか、お尋ねしたいと

思し、ます。

将来的には、、この制度を育て上げていくという意向が所信表明にも伺えるんですが、

果たしてそういうふうになるのかどうかということが、非常に制度の内容として心配で

すので、もう少し詳しい点は、これは予算委員会で聞くことになるんでしょうが、その
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辺ちょっと先ほどの市長の答弁でも少しちょっとぐらついている感じがしますので、お

尋ねをしたいと思います。

それから第2点目は、11ページのところで、中小企業に働く勤労者の福利厚生のため

ということがうたわれているんですが、一方では、日野の市内にはいろいろな生業を営

まれている方がし、らっしゃるわけです。生活環境部長の方でも担当ということで、いろ

んな角度から制度の活用ということで苦心をされているわけですけれども、まだまだ制

度によっては、また工夫によっては、いわゆる日野の市内で生業を営まれている方の、

活性化という言葉が結びつ くかどうかわかりませんが、工夫ができる方法が、私はある

んじゃないかと思いますので、ぜひその辺はさらに工夫をしていただし、てもらいたし、と、

こう いうふうに思います。その辺あえて、入っていませんので、その辺の市長の御決意、

を一言お聞き したいと思います。

それから12ページのところなんですが、 ここでもやはり「都立美術館を市内に誘致す

るため、全市民的な運動の展開を図る考えであります。 」とい うことなんですが、とれ

ば、私、行政報告でち ょっと決意はどうですかということをお尋ねしたんで、すが、 一番

心配していますのは、これは本来楽しい話なわけです。あそこに都立の雄大なすばらし

い美術館がで、きたらし、し、なあということで、またあそこの緑地の中で、隣には動物公園

があり、モノレールも走りということで、非常に楽しい話なわけですが、やり方とし、し、

ますか、運び方によっては非常にまずくなってくる可能性も十分に私はあると思うんで

す。その心配の一つは、これは例になるかどうかわかりませんが、前にレットラγ ド市

長あてに、戦争の悲惨ということを訴えられた文章を送られたというこ とがありまして、

私は、そのこと自体はどう のこうのということはないんですが、その手順とし、し、ますか、

相手方の御事情とか、そういうことを踏まえた上で、おやりにならなく て、いきなりポッ

と行きましたから、その辺のことを非常に心配したわけですO その後で御返事が参りま

したかということでお聞きしたこともあるんですが、その辺は、私、明確に来たのかど

うかということもわかりませんけれども、 Tこだ、幸いなことにレットラ γ ド市の方の自

動車か自転車かの友好で補助金を出されていますので、その辺は徐々に発展をしてきて

いるんだなあということで安心をしているわけです。

問題は、都立美術館をぜひこちらにお願いをしたいというのが、東京都で一つなわけ

です。それをぜひこちらにとお願いしているのがし、っぱいあるわけですね。一つしか決

まらないわけですよ、一つの場所しか。ですから、あとは、うちの方も運動したけれど

もだめだったと、こうしヴ結果が出てくるわけですね。特に私の記憶ですけれども、日

野市は非常におくれて、これは出発しているように思うわけです。ですから、場合によっ

ては、この誘致運動が目的を達成できないということも、私はやはり考えなければいけ

ないと思うんですね。日野の市民の方に、市長の方で全市民的な運動を展開するという

ことですから、それを将来的に考えて、余り市民の方にがっかりした思いをさせるのは

私はいけないと思うんですね。そばにある石でも政治問題化するというふうな時代です

から、すべて巻き込まれてし、く時代ですから、それは多少やむを得ないと思いますが、

ただ、日野市の行政として、東京都の行政にお願し、するとしヴ純然たる行政サイドのベー

スできちっと進めていかれるように、私はしませんと、もみくちゃになってしまう。

特に私は率直に申し上げますが、来年、市長選挙が、いずれにしても来るわけですね。

この運動の進め方によっては、これと連動したよう な受け取 り方でなってこざるを得な

いというふうに私は思います。そうしますと、非常に不幸なことになりますので、もっ

と申しますと、日野市は一生懸命ゃったけれども、東京都の都知事以下は、 今の制度だ

からこうなんだというふ うな、要するに日野の市民の方は都民でもあるんですが、東京

都の評価を、結果的にはし、わゆる悪口的なこ とで日野の市民の方に定着をさせることは、

私は絶対あってはならないと思うんです。これが私は一番恐ろしいことで、それを考え

ますと、先ほどちらっと市長、おっしゃっていましたが、運動する予算をちょ っと組ま

れたというふうに私、記憶したんで、すが、よく新幹線の誘致運動ゃなんかで、大きな地

方へ行きます主、都市に誘致運動を成功させましようとか、いろいろやっているわけで

すけれど、恐らくその看板的な話もちょっとちらつと私、市長の答弁の中では出たと思

うんですね。

問題は、非常に近い、東京都と日野市というと非常に近いところですし、いろんなつ

ながりがあってやってきておりますから、まして、 実現の可能性が近い話ということで

ありますから、その辺を十分私は、市長は腹をくくってしていただきたい、要するに最

終的な一番し、し、案は、だれの成果にもならなかったということにしていただきたいんで

す。それを肝に銘じて私はやっていただかないと、この楽しい話が楽しい展開として明

るい日野市へ、持っていきようによっては新しい展開ができる材料ですから、日野市の

混迷を深めるような材料として絶対使っていただきたくないということを切に要望した

いと思います。

ちょっと長ったらしくなりましたけれども、これは御答弁は要りません。ぜひそうい

うふうに していただきたい、切に私はお願いする次第です。

それからもう 1点ですが、これは教育長に一言お尋ねしたいんですが、いわゆる私は
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変形90人学級だというふうに思っているんですけれども、今、いわゆる市長のおっしゃ

る変形的な勉強のやり方、変形私は90入学級だと思いますが、これをおやりになる発想

が、私は非常に拙速だったとし、し、ますかね、熟慮が足りなかったというふうにどうして

も感ぜざるを得ないんです。とし、し、ますのは、日野市の方で幼児教育センターを、あれ

を設立をいたしまして、議会でも相当論争がありました。教育長も、これがいかにすば

らしい制度なのかということをお話しされたわけですね。そのとき、私は一番感じたの

は、要するに幼稚園の子供たち、 2歳、 3歳、 4歳ぐらいの子供たちの視線に合わせて、

その一人の 3歳なら 3歳の幼稚園児の目の高きで、何というんですか、観察をするとい

う言い方はおかしいんですが、対話をしていく、深く対話をしてし、く、その人の個性を

発見をして、今の幼児教育のあり方というのは本質的にどうなんだろうかということを

追求をしてし、く、その作業を実施訓練として、その所長さんを中心にして、それに携わっ

ている教育の方が、物の本を読むんではなくて、実地にそこで実習をしていくというふ

うに私は描いたわけで、す。教育長の御答弁も、まさにその発想で答弁されたと思うんで

すね。

ところが、今回のこの問題については、その本質がちょっと違うんじゃないか、いわ

ゆる長沢教育長は教育の場で、す.つとされてこられましたけれども、どうしても行政観と

しての方が強く出ちゃったんじゃないか。善意に一一善意とし、し、ますか、理解しますと、

確かに請願で40人学級にしてください、園、都のレベルで、どうしてもならないという話

を持って帰ってきた。親とすればきめの細かい子供のひだに届いたような教育をしてい

ただきたいという切実な願いがありますから、やはり日野の市民の教育を預かる教育長

としては、何とかそれを実現する方法はないだろうかということを模索されて、こうい

うふうなことを私は工夫をされてきたんだと思うんです。しかし、それが先に決意が立っ

ちゃっいまして、それが実際に実施をしたらばどういうことになるだろうかという、い

わゆる教育者としての、一人の子供の発想から立ったら、どういうふうにこれが展開す

るだろうかとしヴ発想が、私は薄かったんじゃないかと思うんですよ。ですから、先に

そちらの方が独走しちゃったんじゃないかというふうに思うんです。むしろ、そこで思

いとどまって、それじゃあ、子供の視点から立って、これがどういうふうに映るのか、

展開をしていくかという熟慮が、私は少し足りなかったんじゃないかというふうに思う

んです。現に教育の現場では混乱もしていますし、 40入学級、要するに45人でも40人で

も、そういうふうな展開をして、す.っと長い歴史があるわけですね。

ですから、教育長が、前回、私も行政報告で質問させてもらって、これがヒットにな

ればありがたいという話をしたわけですけれど、たしか馬場弘融議員の話の中で、どこ

か和歌山か三重かの具体的な、これに近いような、いわゆるオープン教室とし、し、ますか、

そういうふうな形だという例があって、かなりし、し、制度としてできているんだというお

話があったわけで、すよO これは、教育長がいろいろお話しなさっている制度は、むしろ

40人学級になっても、新しい制度を展開してし、く、オープソ的なものをしていくという

ことは、長期的に、これはずっとやっていかなきゃいけないわけですよ。ところが、制

度的には、今おっしゃっているのは66年でもう終わりなわけですね、いわゆる 3年間の

制度なわけですよ。それでスポッと切れちゃうわけですね。そうじゃなくて、オープγ

的な多様化的なものというのは、す.っとこれから将来続けていかなきゃいけないわけで

すから-

それと、いわゆる変形的な部分ということはあるんじゃないか。特に非常に私、無理

があるなと思うのは、法令違反にならないように、教育者として法令に違反するような

ことがあってはならない。法令違反をくぐらんがために、いろんなことを工夫をされて

いるということは教育長を中心にまとめられた資料の中でわかるわけですよ。ところが、

法令に違反してはいけないということをおやりになってつくったものが、いわゆる変形

なわけですよ。先ほどの市長の答弁にあったとおり、理想は40人学級なんだという話が

ありましたね。だから、理想から遠のいた形になって、教育長に言わすと一歩近づ、いた

という形ですけれど、その変形になった部分が、我々が恐れるのは、その変形になった

部分を実際に運用したときに、子供の教育の現場に、どういうふうに子供に影響が出て

くるかということを非常に恐れるわけですよ。それを恐れるわけですね。ですから、幼

児教育セ γターをつくられて、一人の人をも、 3歳の幼児を一人前のという視点がやは

りそこにも必要だとすれば、むしろ具体的な展開をしていくときに、幼児にとってどう

いうふうに影響が出てくるのか、これをやっぱり何年間かかけないと、実際に私は踏み

切れないと思うんですよ。そのぐらいの慎重さがないと私はいけないと思うんです。

もっと厳しいのは、現場の運用の仕方によっては法令違反の可能性があるわけですよ。

教育長は、私が責任を負いますと言っていますが、制度上、校長の方にその運用の形態

は任されていますから、校長に来るわけですよ、教育長はそういうふうにおっしゃいま

すけれどね。それを本当に深刻に考えますと、やはり教育長は、教育者等の視点という

のは、私はちょっと一呼吸置いて、手を打たれなかったんじゃないかというふうに非常

に思わざるを得ないんです。その辺、どういうふうに、もうやるんだということが先に

結論が出ちゃったんじゃないかな、その後にいろんなものが食っついてきたんじゃない
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かなということを非常に感ずるんですね。ですから、教育長がそこで結論を出されて走っ

たなんていうふうにとらないで、もう少し柔軟な姿勢で考えていただきたい、根本的に

考えていただきたいというふうに思うんですが、どうでしょうか。

0議長(市川!資信君) 教育長。

0教育長(長沢三郎君) お答えいたします。

12月の議会の際も、たしか古賀議員さんの方だと思いましたけれど、どんなよい制度

でも光の部分と陰の部分がある、この制度そのものをやってし、く中で、確かに陰の部分

を強調すると、非常にとにかく混乱状態というか、そういうような印象を強く持たれる

んではないか。私の方で、確かに変形40人学級というような名称ですね、名称の問題自

体も、先ほど秦議員さんの方から御指摘があるような状況で、都教委の方がその名称に

強くこだわっているならばね、あえて「変形40人」なんていう言葉を使わないで、例え

ば「学習グループ学級」とか、そういうような形で、本当に子供たちがその中で、学習を

受けていって理解を助けてし、く、そういう児童の理解を助ける、そうし、う指導にあたる

制度なんだと、ここでおさえていけば、この問題についてもっと父兄の理解、あるいは

学校の理解が高まったんではないか、そういうような御指摘が秦議員さんの方からあっ

たと思うんです。

私の方は、先ほど申し上げたように、 45人の学級の中には、とにかく担任の先生以外

に1人、市から講師の先生を送って、その担任の先生と協力して、その学年の指導に当

fこっていきたい、そうすれば、おのずから生徒に対する手立てはそれなりに厚くなるで

あろう、こういう発想のもとに対応を進めてきた、そういう状況でありまして、ある面

ではクラスというもの、クラスとそれから学年、例えばよく縦割学級とかし、ろんな学校

では対応、いわゆる学校全体としての対応等もとっているわけで、そういう中で少なく

とも 2人の先生で指導していただくよりは 3人の先生で、その学年なら学年の面倒を見

ていただく、そのあり方については、これからもさらに予算委員会、その他を通しなが

らできるだけ究明していきたし、と、こう考えているわけなんですけれど。

0議長(市川資信君) 建設部長。

0建設部長(永原照雄君) 御答弁いたします。

信託の件でございますが、 2月に 3名の方から委託の契約をいたしております。また

2人、信託の契約をいたしたいがという御希望の方がし、らっしゃいます。

それともう 1点、何かあるんではないかと、要綱に書いたとおりでございまして、特

にというか、全く市の方でほかのものを持っているというようなことはございませんO

先ほども市長から答弁がございましたように、これを、現在やっておりますのは、信託

法に基づく信託ではございませんので、信託法に基づく信託ということで、都の方とも

前の部長、伊藤部長など、よく打ち合わせて、その結果を開いておりますけれども、信

託法の信託になりますと、まず所有権を市に移さなければ成り立たないということ、そ

れと果実がある、そういうこと等もございまして、今の市長の方から御発言がありまし

たように、学者の先生方に検討をお願いしているというのが実情でございます。

以上です。

O議長(市川!資信君) 生活環境部長。

0生活環境部長(坂本金雄君) お答えいたします。

勤労者互助会の各種給付金など、福祉厚生のための制度は年を追って充実してまいり

ました。事業所の数並びに会員の数等も年を追ってまた増加をいたしております。これ

は中小企業で働く従業員だけのためにとどまらず、その従業員を雇っている経営者も、

この福利厚生が充実いたしますと、雇用が安定して長く従業員が勤めてくれる、そうい

ういい点もあるわけでございまして、経営者と従業員双方にとってし、いことがあるわけ

でございます。

一方、商庖につきましても、産業経済化、商業行政と、それから商業者の団体でござ

います商工会が相補って、その足りないところをお互いに出し合う、そういう姿勢がど

うしても必要でございます。 4月からは新しい体制の商工会事務局ができ上がるという

話もございます。これを機会に、まず私どもとしては会員の増強に真剣に取り組んでほ

しl、、こういう要望をいたしまして、商工会の活動が会員から評価されるような商工会、

それを目指して、ともに手を携えて一生懸命やっていこう、こういう呼びかけをいたす

つもりでございます。

融資制度につきましては、中小企業の融資並びに小規模事業所育成条例関係の融資等

もございますけれども、必ずしも会員に限らず、会員外の方の申し込みがございまして

も、差別をしないで公平に融資が受けられるようにいたしてございます。さらに取り扱

いの金融機関につきま しても、現在の13行を 5行ふやしまして18行にふやしまして、融

資が手近なところで受けられるような努力を積み重ねております。

0議長(市川|資信君) 馬場弘融君。

015番(馬場弘融君) この所信ですけれども、先ほども私どもの会派の古賀議員から

も御指摘がございましたが、ここ何年かの所信の流れをくんでおりまして、六、七年前

の所信と比べますと、大分政治的な偏向性とし、し、ますか、そういうものが除去されてき
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ておる、そういう意味で私ども対等の立場で議論がし得る所信が定着してきたなという

感じは持ちます。その点は、きちんと評価をしたいと思います。

ただし、ことしの所信は、いろんな事情があるんでしょうが、盛りだくさんでありす

ぎて、重点的な施策が一体どこにあるのかということがほとんど見えてこないとし巾、ま

すか、そうし、う意味で非常にあいまいな、あれもこれもという形の所信になっており、

文章的にも非常にまとまりのない文章になっているという点は申し上げておきたいと思

し、ます。

さて、そういう中で具体的に何点か質問したいんですが、その前に、先ほど来の公明

党の秦議員、夏井議員、あるいはそのほかの議員からもありましたでしょうか、行政報

告での質疑でもありました40人学級の問題、これは、実は一般質問で、私、取り上げる

つもりです。恐らく 4月になってしまうんでしょうが、それでもやってみたし、と思って

おります。そういう中で、先ほどの質疑を聞いておりまして、教育長が、非常に感きわ

まったような状況の中で、 「全責任は教育長にあります」というふうな答弁があったわ

けですね。それを聞いていた市長が、全く無表情とし、し、ますか、我関せずというふうに

私にはとれたんで、すねO この所信の中にも、教育委員会の方からの決定とし、し、ますか、

それを受けてやるんだと、こういうふうな、所信としてはそういうふうになっています

ね。ところが、実態は全然違うんだと私は思うんですね。初めに市長がこれをやるんだ

と決めた、教育委員会に押しつけた、教育長はやむなく何らかの理由づけをしなくては

ならないので、ただいまの夏井議員の質疑の中でも非常にし、し、ところがつかれていたん

ですね。オープソスクールの問題だとか、新しい教育制度をこの機会にやるんだという

ふうな無理して、こじつけをしてまでやらなければならない、私は教育長の立場を非常

に、私は教え子の一人としても非常にもう聞いていられない。

それで市長に、もしこの問題で、まだ実施ができるかどうかわかっていませんね、予

算がどうなるかわかりませんが、もし実施をされた後、かなりの問題が出てきてしまっ

た、子供の中にも父母の中にもいろんな問題が出てきた、そういうときに、先ほど教育

長はみずからこれは私の責任でございますというふうに言われた。市長は、まずどうい

う責任をそのときにおとりになるのか、あるいはお感じになるのか、これをまず 1点目

とし、し、ますか、問いたいと思います。

次に、具体的なこの所信の中の文章に入っていきます。

一つは、 7ページ、これも先ほど来、大勢の議員の方、何と共産党の中谷議員からも

し、し、質問だなあと思って聞いていたところがありましたが、途中でやめてしまいました

ので、その点を聞きたいと思うんですが、 「行財政の改革を行ってまいる所存でありま

す。」とあって、 「具体的にはjとあるわけですね、 「具体的に」という言葉が入って

います。そこで、給与制度、それから課税等の適正化、この二つだけを私は取り上げて

質問いたしますが、特に給与制度の適正化については、既に不完全通し号俸制であった

ものが、一部職務給の導入がこの 5月1日から実施をされようとしている段階でありま

すが、その審議の際にも出たわけで、ございますが、係長職への移行とし、し、ますか、職務

給の移行、さらには行政職を第 1表、第 2表に分けて、いわゆる技能労務職というよう

なものを分けていくということ、あるいは医療職にもそういうものを対応していくとい

うふうな、これからの道順がさきの審議の際には述べられたんで、すけれども、具体的に

は給与制度等の適正化でありますということがあるわけですから、その辺の今後の段取

りとし、し、ますか、いつごろそういった係長職への適用を含めて、そういった完全なる職

務給、あるいは他の給料表も含めて、そういったものへの移行ができるのか、その辺の

段取りを具体的に伺いたいと思います。

次に、その次の「課税等の適正化Jということですね、課税の適正化というのはどう

いう意味かということなんですね。この課税の、まず前段のどういう税金、 00税とい

うものがあるわけですね、どうし、ぅ税金をまず考えておられるのか。次に、適正化とい

うのは、我々一般市民にとっては税金が上がるということなのか、下がるということな

のか、これも教えてもらいたし、と思います。これが初めの質問で……。

次に 9ページ及び11ページの関連ですけれども、生活保健セソターがここで完成をす

るわけですね。生活保健セ γターの業務の関連で、 11ページの方に「活気ある産業と豊

かな消費のまちJの項では、つまり、生活セソターとしての業務はこのように行われる

であろうということが書いてあるわけですね。消費者に対するいろいろな関係のものが、

そこで行われるだろう。ところが、その前の方の「健康と福祉のまち」の方のどこを見

ましても、生活保健セ γターの保健の面で、どういった充実がなされるのかということ

が全く出ていないんですね。

さらに申し上げますと、これは昨年の第 3回定例会でしたか、職員の定数増が行われ

まして、その中でるる議論があった中で、多少議会の方では削って定数増が通ったんで

すね。通った中に 2名の保健婦の増が入っておりました。多分、この保健婦さんが既に

募集になったのか、あるし、はもう既に採用になったのかわかりませιが、そういった形

で新たに保健婦さんを 2人まで入れて、保健セソ ターができ上がって、さあ、これから

保健行政、健康行政はこうなりますよという姿勢が、当然、この所信の中にあっていい

-190 - 噌

t
ム

Q
d
 

守
S
ム



と私は思うんですが、全く触れていない、この点について、市長はどのようなお考えで たという非常に長い経過の中での戦いがありましたので、時間的なことは我々一生懸命

やりますけれど、今ここで、いつということはちょっと申し上げられませんが、目鼻と

しましては、次の給与改定までには何とか一つでも努力していきたいという努力目標を

掲げております。

以上です。

O議長(市川資信君) 市民部長。

いるのか。

以上をお伺いしたいと思います。お願いします。

O議長(市川資信君) 教育長。

0教育長(長沢三郎君) 1点だけ誤解があるといけませんので、私の方から答弁させ

ていただきたし、と思うんですけれど、この40入学級の問題ですね、この問題は、私とし

て純粋に、ぜひ何とかしたい、そうし、う気持ちを私自身、率直に言って持って取りかかっ

た仕事であることは間違いないんです、事実なんです。8月の教育委員会で、都教委と

の公表過程、そういうものにつきまして、教育委員さん方にも御報告をし、 10月の教育

委員会で、それでは教育委員会としてできる方法とい うのはどうなんだろう としヴ 、そ

の検討をしましたけれど、確かに教育委員会というのは予算編成権というのを持ってい

ないんです。したがって、私たちは、もし教育委員会でこ うし、う方法をとりたいと考え

ても、それに市長が協力してもらえなければ、現実問題絵にかし、たもちになってしまう、

そういうことで10月の教育委員会が終わった直後、教育委員さん全員で市長のところへ

出かけて行って、この問題について市長の所信を率直にいって伺ったんで、すO

その中で11月の教育委員会で最終的に決定していった、その聞の経過だけは、ひとつ

私自身が今申し上げたような、ぜひ何とかこの制度が実現できる方向が見出せないかと

いう方向の中で取り組んで、きた経過であるということだけはお聞き願いたし、と思うんで

す。

0市民部長(大貫松雄君) それでは 7ページの課税等の適正化ということの適正化と

0議長(市川!資信君) 総務部長。

0総務部長(山崎 彰君) 最初の 1点目の給与制度でございますが、昨年のときに、

付帯意見といたしまして、今年の 5月 1日から通し号俸を外しまして、給与制度を課長

補佐以上を導入するわけでございます。まだこれからやるわけでございます。そのとき

に、議会からの付帯意見といたしまして、可及的速やかにということで、係長職という

ことでございます。これらにつきましては、その後、そのまま継続はしております、し

てやっております。

それとともに、もう一つ、私が、今、職員課長にお願いして、これからやっていくと

いうのは、ちょっと同じベースでやりたいと思っているんですが、これはかつて福島議

員さんの方から指摘がありました医療職の問題でございます。これが非常に今、やはり

可及的に来ておりますので、これらもあわせながら、今、やっているという状況でござ

います。ただし、それが御承知のように、通し号俸を10年やりまして、そしてここでやっ

はどういうものかということについてお答えをいたします。

まず現在、 OA化の推進により まして、課税の客体の把握ということで、従前は、住

民票等をゼロックスでとりまして、そして、それを課税台帳をつくりまして、そして行っ

ていたわけでございます。 電算の導入によりまして、そのものを課税台帳として使用す

るようにいたしました。そういうことで、要するに課税の客体の的確な把握ということ

で、ここの手数料及び課税等の適正化ということはそういうふうな表現でございます。

以上でございます。

0議長(市)11資信君) 市長。

0市長(森田喜美男君) それぞれお答えをいたしました。特に教育長のお答えに対し

ては、私も全く信用して教育委員会の活動を御支持申し上げたい、 こういう見解でござ

し、ます。

先ほど、教育委員の方々が、熱烈な信念の吐露をされることを受けたというのは、そ

うし、う意味でございます。

それから、給与制度の適正化ということは、もう言うまでもなく、今のところ職務給

の導入を図ろうということも進めているわけでございますから、それらも指すものだと

いうふうに考えております。

それから税制は、今、市民部長がお答えをしましたとおりで、課税客体を明確に把握

をしたい、その中には、例えば土地保有税も明確な把握をしたい、こういうこともござ

います。そういうことでございます。

文章のパラソスということで御質問でございますが、保健セ γター業務というのは既

に定型化されております。したがって、新しく特に説明をするということを省略したと

いうことになりますが、パラソスよくお示しできればよかったと思っております。

生活セソターは、まだ、多分に未定型な行政分野でございます。新しい時代に、地域

社会にこたえていこう、そして、いずれもセソターでございますので、セソターという
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のは、これは市民施設である、そして、市民のいろいろな市民活動を提供する場にいた

したいと、こういうことでございます。

0議長(市川資信君) 馬場弘融君。

例もございます。つまり、割合、何とし巾、ましょうかね、これまで課税が、昨年、誤課

税をしていたごとく漏らしている面もありますので、それらをきちんとやっていこうと、

こういうことでございます。

015番(馬場弘融君) 市長は、御自分では部下を余り守らないけれども、部下はきちっ 0議長(市川|資信君)

015番(馬場弘融君)

馬場弘融君。

初めっからそうしヴ、要するに増税の面もありますよということ市長を守っていますね。実にすばらしい侍たちをそろえているなということで、改め

て感服をいたす次第でありますが、教育長がそう言わざるを得ないというか、そういう

ふうに厳しく言うところもよくわかりますし、この問題は、これ以上ここでやると、も

う一般質問になっちゃいますから、私は40入学級の問題はあえてまた別の場で、特に私

は市長に対していろんなことを聞いていきたいというふうに感じておりますが、後で触

れます。

それで、給与制度の適正化の問題ですが、次の課税の適正化ということもあるんです

けれどもね、具体的にはこういうことでありますということで、この所信の中で触れて

いるわけですよね。ですから、触れる以上は、私ども既に一回審議をじっくりしている

わけですから、その一歩先に行くようなものが、あの程度のたたき台でもし、し、んですが、

できているのかなあと思って、そしてお伺いをしたわけで、す。今の状況では、どうもま

だ何とかそういうふうにしたいんだという意向だけでございましたけれども、ぜひこれ

はいろんな組合等の交渉とかあるんでしょうが、その辺はともかくとして、やるべきこ

とは可及的速やかにやるという姿勢で頑張っていただきたし、。所信にこれだけ書いてあ

るわけですから、ぜひ一生懸命やっていただきたし、というふうに思います。

それから課税等の適正化という表現ですね、私の国語力が悪いせいかもしれませんが、

今、市民部長がお話しになったり、それを聞いて市長が安心をして答弁をされたような

意味で、この課税等の適正化ということを当初お使いになったんで、しょうかね。私は何

らかの、税金が少し安過ぎるから、ある程度御負担をいただこうかなという、そういう

意味で、よく課税の適正化という表現は、多少の税額アップのときに使われる言葉だと

私は把握をしているんですけれども、もう一度伺いますが、そういう面での表現は全く

ありませんか、意味は、この中に入っておりませんか、もう一度、市長、お願いします。

O議長(市川資信君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 課税の公平、公正ということは、これは極めて重要なことで

あります。今、一つだけ例を申しますと、医師の診療場に対しまして、要綱によって10

0%の減額をいたしております。これは、今、他の市の状況なども照らし合わせまして、

医師会にも一応情報をお伝えをして、 2年間で60%にさせていただきますと、こういう

とを一言言えばいいんですよね。それを言わないで、何か市民部長の方のお話をそっく

り受けちゃいまして、コ γピュータ一等の事務的な手続で正しくしていくんだ、それだ

けでございます、こういう最初の答弁です。もしそれで私が、ああわかりましたと引っ

込んだらどうなるんですか。今の後半のお答えはなしですよ。市長、本会議の場ですか

ら、言いにくいこともあるかもしれないけれども、ここに書いているんですから、書い

た意味は、私の心の中にはこういうことがあるんですよということは、一回で言ってく

ださい、一回で、繰り返しの質問をしなくてもし、いように、お願いをします。

それで、生活保健センターの関連ですが、市長とも思えない発言ですね。保健婦を 2

人新たに職員として雇って、保健行政をさらに充実をさせたい、こうし、う言葉が欲しい

んですよ。むしろ市長だから、絶対使うだろうなあと、生活保健センターを目玉にした

いんだろうなあと思っていたところが、全くないんですね。ということは、あそこは結

局は保健保健と言いながら、生活部門が主に市長の頭の中にあって、保健なんかどうで

もよかったのかな、こういう勘ぐりすらしたくなるわけですね。そういったことがない

ように、ぜひせっかく保健婦を 2人という定数増があるわけですから、保健行政をさら

に充実をさせていただきたい、そのようなとりでとして使ってもらいたし、というふうに

申し上げまして質問を終わります。結構です。一応終わりました。

0議長(市川資信君)

05番(山口達夫君)

山口達夫君。

40入学級から、まずお伺いをしたいと思います。

先ほど来、いろいろな議論をお聞きしまして、どうも私は、この40入学級というのは

名称にかなりの、何とし、し、ますか、本体をあらわさない名称だなあという感じが非常に

します。それはやはり教育長がおっしゃるように、当初のきっかけが、 40入学級を実現

したいというところから出発したために、その名前に引きずられているんではないか。

しかし、我々としますと、それに一つの政治的な意味合いとい うものも感ぜざるを得な

いわけです。ですから、教育長が、教育者である限りにおいては、 40入学級、変形40人

学級という名前は、これはおろさなければいけないんではないかなと、かように思いま

す。その辺に少し論を進めて御意見を承ります。
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教育長のお話を伺っておりますと、講師を学級の中に入れるというお話がございまし

た。それでは具体的に、各学校ではいつ、この制度を取り入れる予定で進んでいて、ど

のような方法によって具体的にこの変形40人学級なるものを実現しようとしているのか。

9校12学級、 12学年あるそうですので、幾っかでも構いませんが、おおよそこういうも

のが、今、現実に行われようとしているのだということをお話しいただきたい、よろし

くお願いします。

0議長(市川!資信君) 教育長、簡潔にお願し、し、たします。

0議長(市川資信君)

05番(山口達夫君)

山口達夫君。

どうもお聞きしていますと、教育長、具体的にはまだ各学校か

0教育長(長沢三郎君) お答えいたします。

らあがっていないんでしょうかね、こうし、う形でやりたし、ということが。市で予算を持

つわけですから、野放しにしておくというわけにはし、かないでしょうね、やっぱり。教

育委員会が、これだけもう精力的に都にも行かれて、都にも説得をして、この形で日野

市でやりますと、こう大見えを切って帰ってきて、あとは、皆さん、各学校でやったく

ださいよ、私の方は予算を持つから、そういうことだけでは、一体、都に説明してきた

内容が、現実に学校の中で行われているという保障はどうやって確信することができる

んですか。やはり始まる前に、教育長がいろいろな学校の状況をデータを見まして、な

るほど、ここにはこういう問題があるから、こうし、う方法をとるのかということがわかっ

て、教育長が都に説明したことと、まさにそのとおりだということがわかるんじゃない

ですか。今のお話ですと、いろいろ御説明に行った、了解をもらったと言うけれども、

現実にどのようなことをやるのかについて、まだ教育長が全然つかんでいないんですか。

もしっかんでいらっしゃれば、本会議の場ですから、ひとつぜひお答えをいただきたい。

先ほど教育長は、よく 2人の教師に 1人の臨時講師ということを例えでお話ししてい

ますけれども、現実には、私、そういう例というのは少ないだろうと、例えば二小の例

でし、きますと、 4クラスあるんですよ。 4クラスが 5クラスの分に広がって、 l人講師

を入れるわけです。だから、教室が隣合っているところの真ん中に空き教室を置いて、

そこに両方から少しずつ集めてということは不可能なんですよ。 4クラスがずうっと並

んでいる中に、 1クラスまたつくって、そこに各人から持ってきたら、一体どうやって

その生徒を、児童を選別するのかということが必ず起こる。

私は、習熟度に応じた教育というのがあってもし、し、と思っています。しかしながら、

それを父兄にも了解をいただき、また先生にも了解をいただき、生徒も児童も、なるほ

ど、この教育がし、し、んだ、個性に応じた教育というのはこういうことかということがわ

かるためには、時間が必要だと思いませんか。今、まさに教育長がやろうとしているの

は、変形40人学級でも何でもない。もっと大きな教育はどうあるべきかということに踏

み込んでいるんだと私は思うんですね。つまり、ゆとりある教育、個性化の教育はどう

したらし、し、かという、長い教育に今まで携わっておられて、教育はこうなくちゃいけな

い、いろんな問題意識をお持ちになっている。まさにこれをきっかけにして、その問題

に踏み込もうとしておられる。

だから、私は、教育長、そのやり方はカーブを投げるようなもんですよと。40人学級

私の方で学校の先生方をハッパをかけて、ぜひこういう方向の中で新しい個性開発の

教育を進めていく一つの取っかかりとし巾、ますか、機会を提供したいということを強く

先生方に提示したと、そうしヴ経過等もございまして、学校の実態にそぐわないような

状況での混乱と申しますか、そういうものが各学校の間で起きているというようなこと

も、該当校の校長先生方の集まりゃなにかの中では聞かされております。

一応、そういう45人学級のところに講師を入れてくれることは、確かに助かると、そ

れでなくても先生方の手が不足している中で、それを市の予算で対応していただくこと

は助かる。 ただ、例えば3クラスの学年を抱えているところでは、その受け入れた講師

を、例えば8時間ずつ三つのクラスに割り振って、 1組、 2組、 3組、ともに 8時間ず

つ担任の先生を助ける形の方向で対応してもらえると、一番学校としては望ましい方向

が生まれてくる、こういうような要望ゃなにかも聞いておりますし、私たちの方で、は、

一番最初申し上げたように、基本的な原則だけは踏まえて、後はそれぞれの学校の実態

等もあるわけですから、学校の実態、に応じた形の中の活用を図っていきたい。当然、そ

の聞におけるところの調整とか、連絡とか、そういうことは教育委員会としてもやって

まいりますし、この制度を取り入れる中で、個性を開発するし、し、機会としての新しい学

習指導法を何とか形成していきたい、そのように考えているわけでございます。

0議長(市川資信君) 山口達夫君。

05番(山口達夫君) 質問の趣旨がとっていただいていないようですので、再度繰り

返します。いつ、どのような形で導入なさろうとしているか、具体的な例をお聞きした

いと思います。

0議長(市川資信君) 教育長。

0教育長(長沢三郎君) 4月から、その該当する学年には教育委員会の方で選考した

講師を送って、対応できるような方向をとりたし、と、こう考えています。
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というボールを投げ、た。 ところが、法律とい うバッターがし、て、そのままやったらホー

ムラ γを打たれちゃう。だから40入学級という名前だけ見せておいて、実はカーブなん

です。 40人でも何でもない。なぜならば、 この問題は、 40人学級であっても、 45入学級

であっても、 30入学級であっても、常に生ずることなんですよ。

ですから、これほど大きな問題を取り上げようというのに、なぜ変形40人学級などと

いう名前をつけなきゃいけないか。もっと先生方に、これこそ私がやりたい教育の理念

だということを言って、それで、直接的にその問題を取り上げて実現しなきゃいけない

んじゃないですか。きっかけづくりにするといっても、わずか 3年間の聞にこれをき事入

して、その後、このやったことの実践の成果が、その後も続くとし、う保障はどこにあり

ますか。やってみなければわからないというのは、なぜかというと、導入する際に、そ

のことを言っていないからなんですよ。導入する際に、私はこれだけの教育理念がある

から、ぜひやりたいということを言って導入したものならば、必ず教師はそれに賛同し

て動き出すだろう。

私は、今、教育長の言われている40人学級という名前を使ってほしくないなと、こう

都で言われている。それは、教育長は、あるいはもしかして誤ってそれを受け取ってい

るかもしれない。実は、これは40人学級とは無縁ですよということを言っているんです

ね。だから、こういう名前を使ってほしくない、そうし、う意味なんです。他の市に普及

するから因るということを言っているんではないと私は思うんですよ。ですから、今、

教育長がずっと説明してきて、どこに45人を40人にするという説明がございましたか。

講師を入れて、よりよい教育が行われている、そのきっかけづくりにするということは

伺えますけれども、 45入学級を40人にするとしみ、その格差是正の話は一つもないじゃ

ないですか。だから、私は、教育長の言われていることはカーブだというんですね。

教育にそのような政治的な手法を取り入れていいんですか。教育は、国の大本、こん

なに大きな問題はないですね。私は、前回の40人学級の導入についての請願が出たとき

に、積極的にこれを支援しました。なぜなら、ぜひ東京都にも実現してほしいと思った。

私たちの人生というのは、わずかに80年、 100年の中に閉じるわけです。よりよいこの

宇宙を、地球を、そして日本をよりよいものに継続的にやるためにはどうしたらし巾、で

すか。我々の後をだれかに託さなきゃいけない。そのために教育がある。私たちは、こ

の民主主義の中で、適正手続によって、いろいろこうやって議会でもんでいるわけです。

本当に有能な方が、本当に公正な最終結果を求めてやるならば、あるいは手続は不要な

のかもしれない。むしろ、こうするととが時間もかかるし、金もかかる、むだなことも

多い。でも、我々は経験的にこれをとっているわけです。なぜですか。一人の優秀なそ

うしヴ施政官が出るよ りも、だれでもができる政治というものを望むからでしょう。 も

しそ うでなければ、もし実に残忍な自分に権力を集中する ような統治者が出たときに、

国民は大変なことになる。それが私たちが過去の数世紀にわたる、その成果として、こ

れをやるしかないなと思って、今、やっているわけじゃないですか。それを、 よりよい

民主主義が実践されるためには、衆愚政治を出さないために、国民の私たちのレベルを

上げるしかなし、。だからこそ、教育が国の大本なわけですよ。

その教育に携わる教育長が、今のような問題についてカーブを投げてどう しますか。

この問題は、教育に関する大変大きな問題である。 45入学級とは直接的な関係がないん

であれば、そのことを、まさに取り上げて、教師の皆さんに説得するのが、教育長、そ

して市長の役目じゃないですか。

私は、今までるる教育長から説明を受けましたけれども、一番大事な部分、具体的に

どういうぐあいにクラス分割をするなり、講師を入れるのかについて、責任持った教育

長から、私はこういうことを考えますから、これで皆さんに説得していますということ

が一度も出てこない。あるにもかかわらず、今まで話さないとしたら、それは、教育長、

議会の場を少し軽く見ているんじゃないですか。私たちは市民の代表で来ているんです。

一人一人は、やはりこの後、市民に説明しなきゃならない義務を負っているわけですよ

ね。ですから、教育長が、もしそういうものを持っているなら、この場に明らかにすべ

きだし、ないとしたら大変大きな問題です。お答えをいただきます。

0議長(市川資信君) 教育長。

0教育長(長沢三郎君) 私が、直球をカーブとして投げられるような人間でないとい

うことですね。そのことは山口議員さんもおわかりになると思うんです。私にはカーブ

など投げるような、そういう才能もなければ技量もない、投げる球は全部直球で投げて

し、く、そういう性格自体が、私の性格自体がそういう性格なんです。

それで、先ほどからずっと申し上げているように、確かにこの問題の出発というのは

40人学級即時に実現とし、ぅ、そこから出発が出てきていた。その40入学級即時に実現と

いう出発の中で、こういう方向をとってでも、少しでも子供たちに手厚い教育ができる

ような方法がないかというところから、今、この問題が出てきているので、変形なんて

いう名前が使われていると O そこのところが、確かに都教委も一番こだわっているのが

そこのところなんです。私は、子供自体が、本当にそういう中で授業を受けて、あるい

は理解が進むような、そういう方向であれば、それが学習グループ。学習で、あれ何で、あれ、
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別にこだわってはいなし、。

ただ、この機会に、これも山口議員さんにお話ししますけれど、 4，800万円の予算を

とれるなんていうのは、普通なかなかこうしヴ機会でなければとれないということも事

実なんです。いろいろ予算要求、指導面での予算要求はたくさんします。ですけれど、

この機会に、やっぱりこういう機会をやっぱり一つのチャンスとしてとらえて、それで

あっても対応していきたし、という私自身の気持ちから、この予算要求が出されたという

ことであって、結果的には、私は子供が理解できる学習、そういうものが展開されてい

くならば、あえて変形とか、あるいは40人とか、そういう言葉にこだわる気持ちは、私

自身には全くありません。

0議長 (市川資信君) 山口達夫君。

05番(山口達夫君) どうもかみ合わないんで、もう少し論を進めたいと思いますけ

れども、教育は、私専門家ではございませんので、よくわかりませんけれども、ただ、

自分がずっと受けてきた教育を振り返って考えてみまして、やはりその日その日で変わ

るような猫の目であったり、 1年 1年で形が変わる、制度が変わる というようなものは

余り思わしくないんじゃないかなという感じはいた しますね。 例えば、今、 よく話題に

なっておりますけれども、 テレビでよくやりますけれども、受験なんかについても、入

試制度なんかも非常に頻繁に変わるということで大変批判がございますね。やはり受験

生の身になってみますと、長く安定しているものであれば、それなりの心構えというも

のはできますね。しかしながら、くるくる変わりますと、非常に精神的に不安定になる。

小学生の段階で、安定したクラスというものがし、かに大事かというのは、私、想像にか

たくないんですよ。ですから、一度始めたクラスであれば、そのままずうっとやってい

くというのが、これがクラス運営の基本だろうと。 45人が、転入があって46人になって

も47人になっても、多分、今までクラス分割をしたという例は、学期の途中ではないん

じゃないですか。いかがですか。ウソウ γと言っておりますから、多分ないんでしょう。

そのように、やはり一度クラスを設定しますと、人間関係がそこで生まれてきますか

ら、単に勉強をするというだけじゃなくて、小学生の段階では、教育というのは全人格

的な教育だと私は思うんですね。ですから、遊んでいる時間も大事だろう、子供たち同

士がいろんな形でけんかをしたり、討論したりする時間も大事だろう、教科を学ぶとい

う時間だけが教育の時間ではないと思うんです。そのときに、一部の生徒だけが、ほか

の科目は一緒になるけれども、この部分だけはよそに行きますよ、新しい方々と一緒に

勉強してくださいよと言われたときに、どうやって、それを精神的に安定に保っか。私
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は、時間がかかる、やり方も検討しなきゃいけない。今、お話で、 4月に導入されると

し今、生徒にも父兄にも、どのような形で導入されるかについて、まだ一つの説明もな

いんですよ、教育長。生徒だって、行ったら突然、こうなったということで不安だとは思

いませんか。

私たちは、やはり教育を、まず生徒の立場に立って、先ほど夏井議員からいろいろ話

がありましたけれども、生徒児童の立場に立って考えようではあり ませんか。そのとき

に、今、 言ったよ うに、心の準備ができないじゃないですか、 あらかじめ何の説明もな

くて、突然、 4月に行ってみたら、あなたとあなたとあなたはこのクラスから分割して、

算数と社会だけは向こうでやりなさいよ、来るのは特別の講師ですよ、その講師に 1年

間教わって、どうやって単位をとるんですか、担任に教わらないで。やっぱり担任に教

わるということが必要でしょう。そうしたら、その生徒は入れかえるんですか、今度は。

1年間ずうっとクラスを維持する中で、安定した教育ができるというのに、今みたいな

やり方をやったら、どうしたって中の生徒をまた入れかえなければ不公平が起こるんで

すよ。そうでしょう。私だけは、 この科目とこの科目とこの科目は常に臨時講師だ、ど

うやって説明するんですか。

ですから、変形40人学級で、市の方から出した、教育委員会から出したやり方でいき

ますと、どの方法をとってもうまくいかないんですね、私が考えるところによれば。例

えば4クラスあった、 5クラスにするために10人す・っとって、もう 1クラスっくりまし

た、こうしヴ場合を考えてみましょうか。この場合では、大変なことが起こるんです。

先ほど夏井議員は、変形60入学級というお話をした、 90人学級というお話をした、まさ

にそれになるわけですね。つまり、教師の側から見ると、自分のクラスの子供というの

は相変わらず45人なんです。なぜなら、小学校教育は全人格的な教育だということであ

れば、何もこの場面で教えているだけが教育の場ではない。やはり常に後ろに袋を抱え

て、その中に45人の名簿がいるわけですよ。生活指導の問題から、一人一人の健康状態

から、いろんなことを心配しつつ教師は全人格的なつき合いをしている。たまたま40人

のクラスにしたからといって、残りの 5人が、 あるいは10人なりが、よそに行ったもの

を自分の心の中から切り離すことはできないんじゃないですか。さらに、その上に、よ

そのクラスから来た生徒に対しても、教師は、この生徒のことを考えなきゃならないん

ですね。そうしますとね、教師から見たら、実は変形40入学級じゃなくて、 変形60人に

も90人にも学級は広がってし、くわけですよ。

そもそも40入学級を私たちが賛成して、 請願をぜひ意見書にまとめてお願いした、こ
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れはどこにあるか。やはり教師にとって、一人一人の生徒をよく面倒を見られるように

するためには、 45人より40人の方がし巾、だろう。なぜし、し、か。なぜし、し、のか。単に 5人

減った、 10人減ったの問題じゃないんですね。それは学校の現場の中で教えているだけ

が教育ではないからだと私は思うんです。例えば家庭訪問もあるでしょう、家に帰つて

の採点もあるかもしれない、もろもろのことを現場以外に、今、教師は抱えているんじゃ

ないでしょうか。先生、いかがですか、教師の経験がおありになって、私はそうではな

いかと推測するんです。ですから、その 5人、 10人というのは、大変教師にとって大事

なんです。これをやるからこそ、よい教育が行われるだろうなと、これは一人一人の教

師については定性的に、統計的に見て、大体そういう方向に行くだろう、だから、私た

ちはそれに乗りましようと、こういうことです。

ところが、教育委員会から出たああいう学級分割をしたら、そういうことにはならな

いですね。むしろ教師の負担がふえてし、くわけですね。どうして現場が40人だからといっ

てよい教育が行われるというふうに確信が持てるでしょうか。定性的に見て、よい方向

には行かないんですよ。だから、学級分割の方向で行くと、父兄が、今、大変心配をし

ているわけです。私の子供はできが悪いから、臨時講師のところに行くのかしら、差別

教育じゃないかしら、こんなことを心配する父兄もいました。いや、そうじゃないんだ、

講師を入れるから、きっとし、し、教育が行われるようになるはずだ、こんな説明で父兄の

不安が除けますか。今まで教育長のお話になった説明だけで、どうやって不安が除けま

すか。もっと具体的に、この問題はこうだと、私はこうし、う理想、を持って、こういうふ

うにやっているんだということが言えないんですか。それがあるからこそ、これだけの

お金もかけることについて、議会がこれだけ真剣に討論しているんじゃないですか。ぜ

ひこの辺のところをもう一言、教育長からお話しいただきたい。

0議長(市川資信君) 教育長。

0教育長(長沢三郎君) 先ほど申し上げましたように、どんなよい制度であっても光

の部分と陰の部分がある。確かに学級の問題につきまして、片や学級王国という形での

批判があることも、これ事実なんです。それから、今の状況の中で、開かれた学級とい

うもの、とういうものをやはりいろいろな形で取り組んでいきたし、という、そういう願

望もあるんです。そういう開かれた学級とか、あるいは学級王国とか、そういう制度の

中で、今、この問題を山口議員さんが御心配なさるような部分からだけでなくて、もっ

と積極的な方向としてとらえながら対応していきたい、そういうのが教育委員会が考え

ている中心でありまして、その辺の問題につきましては、これはそれぞれの学校の置か

れている状況に、確かにいろいろな相違はあります。相違はありますから、全部教育委

員会の方で画一的にがんじがらめにして、これでなくてはいけないよというような方向

はとりたくはない、一番基本的なところはきちっと押さえたい、こんなような気持ちで

指導に当たっているんです。

0議長(市川|資信君) 山口達夫君。

05番(山口達夫君) もうずうっと教育長からのお答えは変わりませんので、少しま

た論点を外しますけれども、教育長の言われているのは、私、ひき肉で言えば、これは

合いびきなんですね。牛肉と豚肉をまぜて売っているんですね、例えて言えばね。牛肉

はどれだけあるか、豚肉はどれだけあるかは明らかにしないんですね。変形40人学級と

いうからには、学級分割をして40人に、クラス分けをして40人にしますよ、 40人以下に

しますよ、これを仮に牛肉とすれば、それがどのぐらいあるのかという ことを私はお聞

きしているんです、ずっとね。ところが、教育長のお答えはそうじゃないんだと、より

よい個性化の教育ができるためには、学級王国に対して風穴を開けようではないかとい

うお話を持ち出すんです。これをあえて言うなら、豚肉としましょう。どっちでやるの

かなんですよO 学級王国に対して風穴を開けるということは、 45入学級でも生ずるし、

40人学級でも生ずる大問題ですね。ずうっと皆さんが問題意識として、教育の関係の方

は持っていることですね。

先ほどもお話がちょっと出ましたが、東浦町の緒川小学校ですか、 10年かけて今の状

態に持ってきたというんで、こんな立派な本も出ているようですけれども、 校長先生、

今、教育長ですか、やっておられる、どれほど大変だったか、ここへ述べられています

ね。私、やっぱりそういうものだろうと思うんですね、制度をいじるということは。こ

れは教育ですから、今やって、だめだったから、またもとへ戻すというような問題じゃ

ないでしょう。ゃるからには正々堂々、王道を歩いて、それをずうーっとやって、よ り

よいものを目指して、光明がある限りそれに向かつてし、くのが教育の姿じゃないんでしょ

うか。この形を取り入れて何年できますか。学級が 6年に上がる 3年間だけなんですよ。

その後に結びつけないで、それを幾らやっても、きっかけとは言えないです。きっかけ

というためには、その後にも何とか行くんではなし、かとい う光明だけは見出そうじゃあ

りませんか。 40入学級の名前をつけて、先生方に了解をもらったものが、 40入学級が全

部実現したときに、どうやって導入することができるんですか。先生方は言うでしょう、

「学級王国ですから、いや、もうそれは40人学級が成り立つまでの聞のお話でした」、

そうなっちゃうでしょう。それではきっかけにはならないんですよ。混乱になったら、
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その 4、5、6年生のこの部分だけの方々が、僕たちは何かおかしなことをやられたな

と思うだけなんですよ。だからミンチだ、だから合いびきだというんですよ。豚肉なら

豚肉で、正々堂々と論議を交わして、それを次にずうっとやれるようにするにはどうし

たらし巾、か、予算上の問題はどうなのかから出発して、もっともっと教育の本体の大き

な問題をやらなきゃいかんじゃないですか。それに手をつけないで、変形40入学級変形

40入学級で、 広報でもいって、教育委員会から出しているパγフレットを見ても、みん

な変形40人学級で統ーしていて、実は、ここに学級王国の風穴を開けようというような

もくろみがあると知って、どうしてこれで直球だと言えるんですか。カーブそのものじゃ

ないですか。そういうような政治的な手法が教育の中に取り入れられていいんですか。

私はそれでは教育長、おかしいと思うんですよ。せっかくこうしヴ機会なら正々堂々と

やったらどうですか。セットにするのもし巾、かもしれない。でも、変形40入学級をやる

んだったらこうだ、それに対して理想像があって変容するのが社会の常でしょう。最初

から自分で何も出さないで、皆さんからあげてきなさいよ、あげできなさいよって、今、

4月をEの前にしてどうするんですか。そういう混乱の状態が、今現在あるわけなんで

すよ。だから、そちらはそちらで問題をとらえ、こちらはこちらで問題をとらえ、後の

ことも考えるんだったらば、この学級王国の問題だって、当然に教育長の方から一つの

理想像を打ち上げなきゃおかしいんじゃないですか。そして初めて内部的な議論が生ず

るO し、し、ですか、これだけ教育という大きなマス、捻出量というんですかね、大きな団

体、大きな制度というものを動かすの花、単に槍でつつ突いたぐらいじゃ動きませんね。

やはり内部にいる教育界全体の方が、この問題についてホットな議論をして、初めて少

しずつ動き出すものでしょう。今、そういう火を中につけていないんですね。それでは、

幾ら口で教育長がおっしゃっても、それはそのとおりには実現しませんよ。

今までお聞きした中で、私が質問しているのに対して、まともにお答えにならないん

じゃないですか。どうですか。学級王国を云々というんであれば、その問題だけで取り

上げて、変形40入学級という名前は取り下げ、たらいかがですか、お伺いします。

O議長(市川資信君) 教育長。

か、先生方が授業を公開するということに対して比較的抵抗がなくなってきている。そ

ういう点で非常にこの授業研究の導入というのが、今になって芽が聞いてきている。そ

れと同じように、この問題につきましでも、この機会を私は絶好なチャ γスだと思って

いるんです。この中でやっぱり研究した取り組みというものは、日野の一つの教育の財

産として残るような形のものにしていきたい。学校からもいろいろ取り組みの内容が出

てきております。二小からも、旭が丘からも、五小からも、程久保からも、それぞれ出

てきておりますから、私たちは十分学校現場の先生方と、この問題については取り組み

を協議しながら、ぜひ日野の大きな教育財産として残るような取り組みをしていきたい

と、こう考えています。

O議長(市川資信君) 山口達夫君。

05番(山口達夫君) 今初めて各学校から教育長の方に出てきているというのをお話

しになったんです。どうして初めからそう いうお話ができないのか、 大変どうもおかし

いなと思うんですね。

それではお聞きしますが、その出ていることについて、具体的にね、この学校ではこ

うだという、個別の学校の名前まであげる必要はございませんので、どういう方法を考

えられているか、御説明し、ただきたい。

0議長(市)11資信君) 教育長。

0教育長(長沢三郎君) せんだっても該当校の校長会議を持ちまして、 9校のうち今

の時点では 7校、 7校は学級の分割は避けたい、学級の分割は避けたいという方向の中

で、できれば講師の先生が各学級に平等に参加してくれて、学級の担任の先生と一緒の

行動をとっていきたい、こういうような要望の希望している学校が 9校のうち 7校。そ

れから規模の小さい 2学級としヴ、 2学級規模の学校では、できればその講師の先生を

入れながら、基礎、基本にかかわる部分については、何とかグループ学習的な要素をそ

の中に取り入れていきたい、こうしヴ希望を出してきている学校が 2校。こんなような

状況でございます。

0議長 (市川資信君) 山口達夫君。

信頼していますよ、教育長、信頼していますが、どうも信頼に0教育長(長沢三郎君) 先ほどから私の方でも申し上げているように、この問題が 3 05番(山口達夫君)

年間だけの単発的な形での問題として終了したくない。したがって、今回の予算の中に

もこの内容の学習指導法という方向で、何とかこれがこの機会に日野の一つの教育財産

として後へ残るような形の対応をしていきたい。日野市で授業研究というのをやって、

十数年たちます。今やっと、この授業研究というものに対して芽が出てきたとし巾、ます

おこたえいただいていないんです。わかっていながら全然お話しにならなかったという

こと、私、疑問に感ずるんですけれども、私たちは、やはりいろいろな父兄が心配して、

かわりに立って質問してくれといったら語弊があるかもしれませんけれども、そういう

心配を胸に受けて来ているわけですから、やっぱり安心させたいじゃないですか。
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話を聞きますと、これはお話を開きますと、多少あれじゃないですか、教育長の今ま

でお話しになっていたのと現場の対応とは違いますね。 45入学級を40入学級にするとい

う当初のきっかけと、全く関係ないですね、これ。だから、私が先ほど言ったように、

これを45人学級をやるということは、いろいろな問題があって、変形40人学級の導入は

無理ですよという答えなんですよ。そうでしょう。全く新しい制度を、今、市は議会に

提案しているというふうに理解するしかないわけです。ね、そう思いませんか。 45入学

級を40入学級にしようとしヴ請願の話ばかり私たちはされていた。でも、出てきたとこ

ろはそうじゃないでしょう。だから、法律があるから、実現しようと思っても、私はア

イディアはよかったんだと思うんです。市でできるものだったら市でもやってみよう、

このぐらいのお金だったら何とかなるからやってみよう、私はアイディアはよかったん

だと思うんです。ところが、実際にやってみようと思うと、どうしてもバッターがし、て、

法律というものがあって、なかなかスムーズにいかなし、。だから、クルッと法律の下を

くぐったわけで、すよ。そうして出てきたものがこういうものだから、これは当初40入学

級にしようという話とは大分違いますね。新しい制度の話になるじゃないですか。新し

い制度でしょう。 45人の学級の中に講師が来て平等に、例えば4クラスある中を平等に

歩いていくといったら、これはもう45人学級の40人学級のなどという問題ではない。少

なくともこれを名づけて変形40人学級と称することは、父兄に要らぬ誤解を与えるだけ

だと思うわけですね。

だから、先ほど来、いろいろな議員から変形40入学級という名前はいかがなものかと

いうことは、こういったことを推測して、私はお話しになったと思うんです。ですから、

こういう形であれば、これは変形40入学級でなくて、新しい学級王国の中に一つの風穴

を開けることによって、よりよい教育ができるためのきっかけ、 トライをしようではな

いかとしヴ、こうしヴ壮大な実験に取りかかったんだと、私は理解したいんです。その

壮大な実験はだれにも隠すことはない、大事なことじゃないですか、すばらしいことじゃ

ないですか、教育長が胸を張ってみんなに発表すべきことでしょう。日野市ではこうい

うことを考えてやろうとしているんですよ、これが教育に携わる者が胸を張り、王道を

歩く姿じゃないでしょうか。だから、要らない名前をつけるんじゃなくて、これをその

ものを、このもの、そのものを取り上げて、なぜそういうぐあいに一部の学校だけに導

入するんですかと言われたときに、そのときに45入学級と40人学級の間にはかなりの不

平等とし、し、ますかね、 45人の方が子供たちにとっての教育がし、ま一つじゃないかという

ことを、一つの理由になきればし、し、わけでしょう。本体はこちらじゃないんですか。現
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に、変形の40人学級ができないと、現場側からの悲鳴の声がこの姿ですからね。ですか

ら、教育長が言っているこれをやれば、もっとし巾、ことが起こるかもしれないというこ

とをおっしゃる以上は、教育の場だから、私は正々堂々と先生方にこれを訴えるべきだ

と思うんです。全く違うもの、牛肉を見せてこちらを売るということは、私は教育者の

なすべき姿とはどうしても理解できないんです。お答えをいただきたいと思います。

0議長(市川資信君) 教育長。

0教育長(長沢三郎君) 私の話が、本当の話を私は私なりにしているつもりでいます

し、先ほど来、学校での学習形態、というのがし、ろいろな形態がある、そういう状況の中

でよりよい教育を求めて対応していきたい。私、今回、こういう問題が出Tこから、議会

の場でも、それから学校との間でも、それから PTAとの間でも本当に、とにかく教育

の本質に迫るような形でのやりとりができている。これは、こうし、う問題を、もしここ

で日野の教育委員会が取り上げて出さなかったらば、恐らくこうし、う論議も学校でも議

会でも行われないで経過していくんじゃないか。私は、ですから40人とか、変形40人学

級とか、そういうような関係でのことにこだわる気持ちは全くありませんけれど、今、

山口議員さんがおっしゃったように、この機会を使って、ぜひ新しい教育のあり方とい

うものを、この中で究明していきたいと、こういう気持ちです。

0議長(市)11資信君) 山口達夫君。

05番(山口達夫君) 議事進行です。休憩をお願いします。(r続けてやれ」と呼ぶ

者多数あり)

では、やりましょう。取り下げます。

それでは、教育長の今のお話を聞いていますと、やはり一つのきっかけとしては、そ

の40人学級、 45入学級の問題はあるけれども、実は、問題の本体はここにあるというこ

とをお認めになったと理解してよろしいですね。よろしいですね。とすれば、これは変

形40入学級という名前で父兄が理解するには、かなり遠い姿だというふうに理解してよ

ろしいですね。よろしいですね。とすれば、私は、せっかくすばらしいことをなさるん

ですから、これが、この後についてもほかの学級で導入することが可能かどうか、ある

いは他市でも同じようなことが、これを導入することが可能かどうか、いろんな意味で

参考になりますね。真正面からこれを取り上げようじゃありませんか、この問題を。そ

れが教育に携わる者で、私は大事なことじゃないかなと思うんですよね。だって、きっ

かけは確かにもうるる御説明いただきましたので、私も十分理解しているつもりです。

ただ、そのきっかけから何かひねり出して、出てきたものは、 40人学級、 45入学級とい
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う、この問題ではもうなくなってきているということは、もう先ほど、先生、お認めに

なった。ですから、これは新しい制度を、今、教育委員会は議会に御提案になっている

というぐあいに理解せざるを得ないわけですね。ですから、今までいろいろお伺いして

きた内容は、あくまでもきっかけの内容をお伺いしてきたんです。でも、この本体の、

今、教育長が考え、やられようとしている本体の、そして現場が導入をしょうかと考え

ている、提案している、この本体のこの問題については、いまだかつて、今まで十分な

説明を受けていないわけですね。広報においても、これも流していないんですね。広報

を見た市民は、日野市に学級分割が行われる可能性大というふうに読んでいるんで、こ

ういうことが行われるということは、あの中からはちょっと理解できないと思うんです

ね。改めて市民に対しても、あるいは父兄全体に対しても御説明しないと大変な誤解が

生ずるわけですね。ましてや、議会にしてみれば、今初めてお伺いしたわけです、こう

いうことを。ですから、私はもう少しきちんとした御説明で、教育に携わっているんで

すから、あすの世代を何とか育て上げて、私たちの後のこの日本の社会を無事により繁

栄に導いてもらおうと、こういう大事なことをやっているわけですから、その論議をし

ているんですから、余りその中にいろんなものを入れるんじゃなくて、ゃったはいい、

だけれど、ちょっとどうかな、もう 3年たったらゃめちゃう、だんだんだんだん実現し

ているクラスも減っていった、こういうことじゃなくて、ゃるからには、何年間か継続

して、成果が出るか出ないか、よい方向が起こるのか起こらないのか、委員会も設けて、

それなりの対応をとってから出発すべきじゃないですか。やみくもにやるだけが能では

ない。やはり十分な、どうやればこれがよい方向に結びつけるかについて識者を、現場

に任せるだけじゃなくて、有識者に、それに携わる方々に集まっていただいて、その成

果も報告いただし、て、よし、これでいこうじゃないかというようなことをとりながら、

道を模索していくのが姿じゃないでしょうか。ですから、ここでこのまま予算を通して、

このまま、さあやりなさいといって、 2年間、 3年間たって、手をヲiし、て、何が残りま

すか。市がこれだけのことに、壮大な実験に手を入れようというんですから、ぜひ真正

面からぶつかって、それなりの対応策をもって導入しようではありませんか。

以上で終わります。

0議長(市川資信君) ちょっと議長をして一言申し上げます。

教育長、特に理事者に、市長の所信表明の質疑において、この40入学級のこれだけ長

時間を要したということは、本来、予算委員会において、さらにこれが詰まった質疑が、

当然、行われるであろうということを議長をして懸念いたします。したがって、統一見
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解、きちっとした答弁ができるよう、今から準備をしておいていただきたし、ということ

を要望しておきます。

土方尚功君。

04番(土方尚功君) 今、格調高いとし、し、ますか、その本質の問題ですから、大変な

問題の質問があったわけで、すけれども、ガラッと視点を変えたところで、 1点だけ質問

をさせていただきます。

7ページにございます産業開発、先ほど鎌野議員、若干ここら辺のことでありました

んですが、私はここでこうしヴ言葉使いについての質問をさせていただきたいと思いま

す。

まず、今回の所信表明にあたっては基本姿勢を述べ、そして、当面する行政課題への

対応、そして63年度の予算というようなことで体系づけをさせた中で所信表明なされて

いるということは十分承知をしているわけですけれども、特に、この産業開発に絡む問

題につきましては、特別に予算の上でも反映をされていない項目でございます。たしか、

私の方も今、調べましたところ、 「活気ある産業と豊かな消費のまち」という中で、特

に産業に絡む問題といたしましては、第 1節に、時代にふさわしい農業の振興、そして

第2節には活力ある工業の振興、そして第 3には魅力ある商業の振興、そして第4、第

5、第6へと続いているわけですけれども、特にここで表示をされております開発に絡

むものは、一切ないわけで、特に振興というようなことで、ここが表示されるならばと

もかくとして、開発に絡むものは一切ない。

こういったことで、先ほどちょうど鎮野議員のやりとりの中にも、市長はこの点に触

れても同じような内容、そして飯野さんの質問の方については、あくまで振興というよ

うなことで、かみ合いがやはりなかった現実があるわけなんですけれども、そういった

ことで、この点について、ここでいう開発とは、そしてまた具体的な施策について、ど

のような考え方を持ってここに所信表明の内容としているのか、質問とさせていただき

たいと思います。

以上です。

O議長(市川資信君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 産業開発とし、う言葉が大げさだというふうな御指摘だと思い

ます。振興という意味に御理解をいただいて結構でございます。

0議長(市JII資信君) 土方尚功君。

04番(土方尚功君) 振興という意味だということですから、あえて通常の場合では、
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産業振興で十分ここは通用するんじゃないかと思いますので、もしそこが誤りだと一一

誤りとは言わないと思いますけれども、その方が適切な表示であろうかと思いますので、

ぜひ一考をお願いをしたいと思います。そのように提言とし、いますか、そういう形で質

問を終わりたいと思いますが……。

なお、立ったついででございますから、一言提言という意味合いで、別の角度で中谷

議員が最初に質問いたしました、具体的な云々というようなことに絡み、そしてまた、

馬場議員が関連をした内容で、出ました課税等の適正化、この問題で、質問ではありませ

んから、提言というような意味合いで、市民税、保有税の関係は、先ほど市民部長、そ

して市長から言葉が、客体としての問題が出ました。そして、具体的には、後の中で減

免の問題、そして課税上漏らしていた、要するに都市計画税の問題というようなことで

若干触れてありましたけれども、現実の課税事務の問題を離れまして、現実の納付書を

送るとかいう状況は別として、ぜひ今後の中で提言として申し上げておきたいと思いま

すけれども、 4月1日から始まります固定資産税の縦覧、これにかかる問題でございま

すけれども、ぜひOA化等、あるいはシステムの検討をされている中で、土地評価にか

かるシステム、この点については、多少お金がかかっても、これから納税者がいろいろ

勉強する中で対応しなければならない大きな問題でありますので、ぜひともお金が、経

費がかかろうとも、こういった点のシステムの確立を十分対応されるように提言をいた

しまして、終わりとしたし、と思います。

0議長(市川資信君) ただいま議長が一つ申しわけなかったんですが、落ち度がござ

いました。今、天野輝男君から議事進行が出ておりまして、それを取り上げるのをうっ

かりしまして、まことに申しわけありません。改めて天野輝男君の議事進行を申し受け

ます。

06番(天野輝男君) 議事進行で、関連と私は言ったんです。

0議長(市川!資信君) 時間が、それではちょっとせっぱ詰まって、延長していただい

て、それで後受け付けます。

お諮りいたします。 3月18日は休会の日でありますが、議事の都合により、特に会議

を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。

( 1"異議なしJと呼ぶ者あり〕

0議長(市川資信君) 御異議ないものと認めます。よって、 3月18日は特に会議を開

くことに決しました。

お諮りいたします。3月18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〕

0議長(市川資信君) 御異議ないものと認めます。よって、 3月18日の開議時間は午

前0時に繰り上げることに決しました。

お諮りいたします。本日の会議はこの程度にとどめ、延会いたしたし、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〕

0議長(市川資信君) 御異議ないものと認めます。よって、本日はこれにて延会する

ことに決しました。

本日の未了日程は、あすの日程といたします。

あすの本会議は午前 0時より開議いたします。

本日はこれにて延会いたします。

午後11時55分延会
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いて 日程第 36 請願第 63-4 号 公団家賃の高家賃化に反対する意見書提出を求め

日程第 21 議案 第 20号 昭和63年度目野市土地区画整理事業特別会計予算 る請願

について

日程第 22 議案 第 21 号 昭和63年度目野市下水道事業特別会計予算につい 本日の会議に付した事件

て 日程第 1から第30まで

日程第 23 議案 第 22号 昭和63年度日野市立総合病院事業会計予算につい

て

日程第 24 議案 第 23号 昭和63年度日野市受託水道事業特別会計予算につ

いて

日程第 25 議案 第 24号 昭和63年度目野市農業共済事業特別会計予算につ

いて

日程第 26 議案 第 25号 昭和63年度目野市老人保健特別会計予算について

日程第 27 議案 第 26号 日野都市計画事業万願寺土地区画整理事業に関す
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価について

日程第 30 議案 第 29号 日野市一般職の職員の給与に関する条例の一部を

改正する条例の制定について

日程第 31 議案 第 30号 日野市高齢者就労事業運営資金貸付条例の一部を

改正する条例の制定について

日程第 32 議案 第 31 号 日野市東平山一了目 6番地先市道上の市の義務に

属する事故に係わる和解の締結及び損害賠償額の
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午前 0時22分開会

0議長(市川資信君) おはようござし、ます。

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。

所信表明に対する質疑を継続します。天野輝男君。

06番(天野輝男君) 先ほど教育長と山口議員とのやりとりのお話を聞いておりまし

て、私も40入学級ということで、父兄から請願が出ております。そういう面から見まし

て、教育の公平性を保つという面からは、あるいは必要であったかなということを感じ

ていたわけで、ありますが、その内容を聞いておりますと、要するに担任以外の先生が、

実際にクラスを持たないで教室に、 2クラスあればその中に l人割り込む、その中に入っ

ていきまして教育するということについて、私は大変心配なわけであります。なぜ心配

かと申しますと、やはり私も自分の子供を持っております。そういう面で、子供の教育

というものは環境というものがし、かに左右するかということを、私、痛切に感じている

わけであります。その落ち着いた環境、こういう中で勉強するということが、子供にとっ

ては一番伸び伸びと生活ができ、そして学習の意欲がわいてくるものであると私は考え

ております。

そういう面で、私は教育長にも、私は文教委員をやっているときに申し上げておりま

した。要するに、もし40人学級にならないクラスにおいては、学校で一番能力のある先

生をそこにつけなさい、そして落ちこぼれのないように指導するのが一番し巾、んじゃな

いかということでお話ししていたわけで、ありますけれども、そういう面か見まして、私

は自分の子供が学校にいて、父親参観日に行って、先生を見ております。そして子供の

学習態度を見ておりますと、やはり教職員自身に能力の差があるといったら失礼である

かわかりませんけれども、差があるわけであります。差があって、そして子供たちの理

解を私たちは見ていればわかるわけです。そうすると、大体3分の lぐらいしか、 5年

生ぐらいになりますと理解できていないのが現状であります。

そういう中で、 40人学級、 40入学級と騒いでも、またそういう落ち着かない環境で勉

強させるということは、やはり子供に、私はしわ寄せが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。

そういう面で、ぜひ私は、この40入学級、また今後、この考え方を日野市の教育のな

かに生かすという面であるならば、この 3年間で消えてしまうような予算ではなくして、

やがて私たちの子供たちが成長する過程において、やはり担任よりも劣っているとか、
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そういうことはやはり社会人になっても影響するわけですから、ぜひ私としては、そう

いうお金がもし利用できるということであるならば、やはり現場の校長先生を初め生活

指導とか、学務指導の先生方とお話し合って、ぜひ少しでも落ちこぼれがないような教

育にあたるということが、私は一番筋じゃないかなと、このように考えているわけであ

ります。だから、変則でやった場合には、山口君が再三申し上げているように、必ずし

わ寄せがくると私も感じております。

私も柔道の指導者であり、私は50人いても60人いても同じにその子供たちを指導でき

なければ、指導者とは言えないわけであります。プロではないわけです。そういうプロ

の先生を、今後つくらない限り、日野市の教育は向上しないのではないか。

大体、 4時15分になったら解散しようなんていう幕をかけていた、そうしヴ時代もあ

りました。何かわからなかった。そうしたら、これは組合の先生が、そういう幕を掲げ

て、もう時間になったらスッと帰ってしまう。そういう状態では、私は日野市の教育は

よくならないと思うわけであります。

そういう面で、ぜ、ひ私は、もしこの変則の40入学級をするのであるならば、やはり根

本的に日野市の教育行政を見直すために利用したらよろしいのではないか、このように

考えるわけでありますが、答弁は、教育長からまず答弁いただき、市長からも答弁いた

だきたいと思います。

0議長(市川資信君) 教育長。

し、また、その子供に期待をすることが大きいわけでありますので、十分教育現場で、

いかにあるべきか、なるべく行き届いた教育をしていただく、このことが、当面、重要

だということをつくづく感じております。

外国のお話などを聞きまして、いわゆる少人数学級とし、いましょうか、それの実現は、

もうかなり成り立っておるわけでありますので、その状態に一日でも早く近づくにはど

うすればし巾、か、ここから教育委員会のお考えが生まれたと、このように考えておりま

す。

0教育長(長沢三郎君) 先ほどから、十分40人学級のあり方につきまして、議員の先

十分、また我々も内面検討をさせていただきまして、間違いのない取り組みで進みた

いと、このように考えておる次第でございます。

0議長(市JII資信君) 天野輝男君。

06番(天野輝男君) ぜひよろしくお願し、し、たします。

私も自分の恥をさらすようですけれども、私の子供も、私が自分で苦労したことを苦

労させないために、いろいろ子供に無理強いしてやった経験がございます。そういう面

で、やはり子供というものは、自分でやる意欲がない限り、自分の好きなことはどこま

でもやるわけですね。だから、飛び抜けていいわけですけれども、嫌なことはもう嫌な

んですね。私はそれがわかりまして、それは、私の子供は私立の小学校に行っていまし

て、その後、受験に失敗してー中に戻ってきましたら、生活面ができていなかったんで

すね。それは甘やかして、お金を自由に与えて、そして目的をかなえさせるために育て

ました。そのためにー中ではみ出したわけですね。そして、たたかれたりなにかしまし

た。それで、私も自分の子供に対して、ああ申しわけない育て方をしてしまったなと考

えておりました。

そして、 2年生の 6月か 7月初めだったと思います。学校に呼び出されまして、その

前に、うちの子供が、 「お父さん、体が痛し、」と言う んですね。だから、 「どうした」

と言ったら、 「先生にたたかれたJ、 「何回たたかれた」と言ったら、頭がし、い子なも

のですから、 50固まで数えたんですね、 50固まで数えて、もうあとはくやしいから数え

るのをやめちゃったと。それで、私は本当に腹が立ったわけで、あります。自分の子供を、

私は 1回、 2回はたたいたとしても、そんなにたたいたことはないわけです。それで、

私はもうこの子はここにいたら、 3年になったら、恐らく内申証は書いてもらえないだ

ろう。そういう面から私は、 「おまえは幾ら勉強したって、頭がよくってし巾、成績をとっ

7こって、し、し、ところへ行けないぞ。だから、おまえは柔道をやれ。」と、それで私は柔

道に道を進めさせていったわけで、あります。この子は能力がありましたもので、生き返っ

生方の考え方等につきましてもわかりますし、私自身、こういうチャ γスというのはな

いという気持ちも持っておりまして、ぜ、ひ何とかこの機会に日野の教育の基本的なあり

方を、やはり取り組みたい、そういう思いで市長の方にも、この予算の裏づけだけは何

が何でも確保してほしいという思いを述べたわけでございますので、内容につきまして

は、さらに十分現場とも話し合いまして、納得のいくような方向での対応、こういうも

のをとっていきたいと、こう考えております。

0議長(市川資信君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 私は、最近の広報に、未来世代に送り得るものは何であろう

かと、今日世代の責任において考えたし、というふうなことを書きま して、そうして、や

はり未来世代の育成にあたる教育の現場ないしは児童福祉に臨みます、児童福祉という

観点から、児童憲章をもう一度読み直してみたいというようなことを書きまして、市民

の方々の関心をお願いしておるところでございます。子供こそ、まさに宝でございます
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て、今、柔道を一生懸命やって、オ リンピックに出るつもりで頑張っております。

そういう面で、私は、そういう学校の中にも、そういう教員にも差があるし、やはり

このあたりをもっと真剣に現場の先生方も、やっぱりチェックをしながら、やはり子供

を公平に見て、ょいところを見てあげて、そして、よし、ところを見ながら、こういうと

ころがおまえは悪いんだよと言えば、うちの子は言うことをきくんですよね。そのよう

に私は指導していただきたかったなというととを、今、自分で反省しております。

そういう面で、ぜひやはりそういう行き届いた教育ということは、やはり生活面とか:

また勉強だけ教えていればし巾、というものじゃないんですね。生活面とか、そしてまた

親と協力を取り合って、そして日野市に有能な、将来を担うような、そういう成人を育

て上げなきゃならんというのが私たちの役目であると考えております。

そういう面で、ぜひ40人学級には、この問題は、この予算は、私自身はこだわりたく

ない、日野市の将来の教育のために、ぜ、ひ利用していただきたいと、このように要望し

ておきます。

0議長(市)11資信君) 奥住日出男君。

01番(奥住日出男君) 市長の所信表明を見ますと、相変わらず財政環境が悪化して

いる中で、伸びゆく日野をつくるために、どういう施策を展開をしたらし北、かというよ

うなことで、るる書かれておるわけですけれども、私も40人学級を初め、何点か言おう

と思ったんで、すけれども、大分時間も経過しましたので、また先ほど議長の方から、こ

れについては市長と教育長の見解を統ーしておくようにというようなお言葉もございま

したので、絞って l点だけにつきまして、この問題についてお聞きをしておきたいと思

います。

この所信表明の 5ページと 6ページに、 「高齢化時代への対応」ということで、これ

を読みますと、高齢化社会は婦人が、いってみればリーダーになるというようなふうに

読み取れるような内容が書かれておるわけですね。高齢化社会は、婦人に頼るというふ

うにとればいいんでしょうか、大変御婦人の方には御苦労が多いかと思いますけれども、

そうし、う市長が期待しておる婦人層が、この40人学級に対して猛反対をしているという

のが現実でございます。

それと、きょう、いただいた「基本計画の現状と課題」ということの中に、子供の教

育の問題がるる書かれておるわけです。この問題と、それから過日、 3月1日に発行さ

れました「広報ひの」の40入学級、この問題がちょっとずれているんですね。基本計画

と、これがずれちゃっている。だからおかしくなっちゃって、市民の方が不安でしょう

がないというようなことになってくるわけですね。

まず、この「基本計画の現状と課題」の中をずっと整理しますと、子供の、いってみ

れば取り巻く環境を見ると、大変厳しいというか、非常に受験戦争の激化とか、いろん

な問題が出ております。ある愛知教育大学の先生だったんですけれども、今の子供は

「塾の子」、それから「茶の間の子」というような表現でもって、ある文章を出しておっ

たんですけれども、まさしく、そういう実態になっている。なぜこうなったかという中

に、母親の社会活動への参加や労働機会がふえたというようなことが書いてある。何か

母親のせいにするような文章になってきている。

ところが、ページをどんどんどんどんめくっていくと、母親の問題について、今度は

女性の英知と力を地域社会にということで、今、ここに言いました高齢化社会は女性が

リーダーになるというようなことになるんですけれども、ここでは、女性自身も主体的

に自立した生き方を持ち、社会の一員としての責任を負う姿勢を身につけ、あらゆる分

野の活動に参加していくことが大切ですと、一生懸命頑張ってくださいよということに

なっているんですね。子供はだんだんだんだんおかしくなってきちゃっている、もう悩

んじゃっている。母親が、いってみれば重要なこの子育ての役をしておるんですけれど

も、この基本計画の中では、女性はどんどんどんどん社会に出て頑張れと、こういうふ

うに激励しているんです。じゃあ、子供たちの教育はどうするのかというと、いろんな

そういう場所を市がお金をかけてっくりまし よう と、だれがやるんですかといったら、

今度は地域社会だと、こうなるわけですね。こんなストーリーになっているわけですよ。

本当に子供の立場になって、この問題を取り上げて考えてきたのかということでお聞

きしたいわけですけれども、私は、これをずっと読みまして、 12月の議会の中で、中山

議員がこの問題で質問したときには、何となく順調にいくのかなというようなことを思っ

ていたんで、すが、そうでもなくなってきた。先ほどの山口議員とのやりとりの中で、こ

の「広報ひの」の中には、 「現場の先生方にも次第に取り組みの内容が理解され、大変

な頑張っていこうとし、う気持ちになっている」というふうに書いてある。ところが逆な

んですね、答弁を聞きますと。

それで、なぜこういうものを取り上げたんだというと、個性尊重の教育をやりたいと

いうことも一つ書いてある。これからの社会というのは、いってみれば個性豊かな子供

たちが育つことが大変結構なんですけれども、そうであるならば、ここにも書かれてい

るように、そのために、そういうことをやるために、教師にももっと金をかけて勉強し

てもらうんだということも書かれている。先生というのは、先ほど天野議員も言ってい

。，
，
u

n
L
 

n
L
 円。

Q
A
 

η

，
'μ 



ましたけれども、個性豊かに育てるには、長い年月をかけて、手塩にかけてやるのが本

来の師弟関係みたいなものなんですね。

私、たまたま小学生の野球を前に見たことがあるんですが、子供というのは正直なも

ので、自分のチームのコーチには一生懸命になって練習についてくる。きょうはコーチ

が1人休んだから、隣から借りてきたよという臨時のコーチを持ってくると、余りやる

気がなくなっちゃう。だらだらだらだら、だれでも正規のコ ーチにつきたいという、こ

ういう、いってみれば本能的なものがあるわけですね。

結局は、生徒というのはきちっとした担任について勉強を受けたい、グループに分け

て、そうはし、ってもしょうがないから、 1人臨時が来たから、臨時の講師につけと言わ

れたら、多分、子供たちは、私の体験からは余りやる気がなくなってしまうんじゃない

かなと、こんなふうに思うわけでございます。

ここに、いろいろと書かれたことを初めて読んだPTAのお母さん方が、大変不安で

ありまして、いろいろと聞かれたわけですけれども、何か教育長は、 PTAの会長さん

を集めた中で、この問題がもしだめになったら、私は首を切られるかもしれないという

ようなことを言ったらしし、。それだけかたい決意でもって、この問題に取り組んでいる

ことは大変敬意を表するわけですけれども、お母さん方も子供の教育に命をかけている

わけですよ、それ以上に、責任を持ってO そういうことをひとつよく御理解をいただい

て、統一見解を整理をして、しかるべき委員会の中でもって御答弁を願いたいというふ

うに思います。この問題は、その程度で終わります。

それから 1点だけ、これは質問なんですが、当然、多くの方がやると思ったんで、すが、

だれもやらなかったんで、 12ページに、啓発事業基金の問題が出ております。これを設

けるということですね。 3月の 1日のある新聞報道によると、何枚かあるんですけれど

も、この中で、森田市長は、 「これまでも平和事業に力を入れてきたが、市長が一一こ

こが大事ですね一一市長がかわったからといって、平和に関する予算額がなくなっては

困る。将来的には基金を増額して、国際交流なども進めたい」というふうにコメ γ トし

ています。新聞社というのは、よっぽどのことがない限り、訂正しておわびいたします

ということは出さないんです、私の経験からいくと。間違っていても間違ったと言わな

いのが新聞社なんですね。ですから、多分、市長は正直にお答えになったんだろうと思

いますけれども、森田市長にお伺いしますけれども、市長がかわったからといってとい

うことは、来年の市長選には、もう出馬はしないというふうに受け取っていいのかどう

か。それから平和に関する予算額がなくなっては困るということは、今のうちにやって

おかないと、違う市長になったら、多分、これをやらないんじゃないかという、こんな

ふうに、いってみれば不信感みたいなものがあって、こうし、う発言になったのかどうか、

この 2点をお答えいただきたいと思います。

0議長(市川資信君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 平和啓発事業基金のことで、何か私の表現なり態度について

の御質問をいただいております。何新聞でございましたか、私もそのような表現の記事

は見ております。と申しますのは、記者発表、対話をする機会がございます。その際に、

よそにこうし、う平和基金の例があるかという質問がありましたので、私の知っていると

ころでは品川区に設定をされておりますと。たまたま品川区の区長の説明の仕方に、基

金というのは恒久性を持たせる意味があって、区長が交代することがあっても、長期に

継続させるべき事業として残したいんだと、こういう説明がされてあると、こういう例

を話したことはございます。そのことが、私自身に、直接任期満了後のこととかかわっ

て話したという気持ちはございませんO 責任を痛感して、体力の許す限り頑張りたいと

いうのが現在の信念でございます。

0議長(市J11資信君) 奥住日出男君。

01番(奥住日出男君) 1億円という大金を基金として積み立てるようになっており

ますけれども、大変厳しい財政事情の中で、 1億というのは大変な金額なんですね。ち

なみに今、市長にお聞きしますけれども、毎回問題になる地区センターの建設、これが

現在何件出ているか御存じですか、何件出ているか。用地があれば、大体1，500万から2，

000万で 1館建つわけですね。 11件出ているんですよ、 11件。そのうち 9件が採択され

ているんです。いまだにできないんですよ。 1億ということは五つの地区セソターが建

設できる、こういうような大金なんですね。

今、市長がかわったからといって、平和基金がなくなっては困るということを言いま

したけれども、全国を見ても、私が知っている限りでは、 名古屋で一度、市長がかわっ

て高速道路を途中でゃめちゃって、草が生えたというのがありました。名古屋というの

は道路がないですから、一本しか、ですから高速道路をつくろうというんでやったら市

長が負けちゃって、途中でゃめちゃ ったというのがあったんで、すけれども、まさかそん

なことにも市長がかわったからといって、基金に積み立てて、もうやめたということは

ないと思いますけれども、本当に「伸びゆく日野」ということで、まだまだ発展途上に

あるわけですね。そういう中で、やることがなくなって一一悪い言い方をすればですよ

ーーもうやることがなくなった、少し貯金でもして、何か将来に蓄えようか、それには
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平和基金がし、し、かなというような名称で、軽い気持ちでやられるならともかく、相当な、

今、課題が山積しているわけです。そういう中で、何となく平和基金というと格好し、し、

ですけれども、すべてが平和のために使っているんだと思うんですよ、三百数十億とい

う予算は。あえて平和基金という名のもとに設ける必要は、何らない。

実際に今、市民がそういう要望がある。よく福祉の問題でこんな問題が出るんですけ

れども、健康手当の問題が出るんです。今、日野市のお年寄りの構成を見ますと、 寝た

きり老人が 4%、痴呆性老人が 5%、91%の方が健康体なんですね。 91%の方を、さら

に元気になってもらう、健康体でいてもらうために、いろんな施策を考えている。そう

いうのが、私は行政の本来の基本的な考え方かなと思うんですけれども、逆の場合もあ

ると思いますけれども、そういうことを考えるんであれば、もう少し違った使い方があ

るんじゃないかな、こんなふうに考えましたので、私、これを見まして、市長、来年は

選挙に出ないのか、今から不安なのかな、今のうちにやっちゃうのかなと思ったんで、す

けれども、今、体力の続く限り頑張るんだということですから、そうであれば、あえて

1億円もの平和基金を積み立てる必要はないし、もっと先に延ばしてみたらどうですか。

O議長(市川資信君) 市長。

01番(奥住日出男君) 見解の相違といえばそれまでですから、これ以上やっても平

行線をたどるだけですけれども、 1点だけ、これは市長独自のお考えなんですか。

0議長(市川!資信君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 議会からも御指摘があったということも申し上げました。そ

0市長(森田喜美男君) 御質問の指摘にございますように、この基金に計上しようと

の際に、十分検討いた しますとい うお答えをいた しており ます。したがって、私独自 と

いうよりも、市民の総意の考えだと、このように理解をいたしております。

0議長(市川資信君) ほかに御質疑はございませんか。なければこれをもって所信表

明を終わります。

次に日程第 2、諸般の報告を行います。

会務報告については、お手元に配付してあります報告書のとおりでありますので、事

務局長の報告は省略いたします。

諸般の報告全般についての質疑に入ります。御質疑がなければ、 これをもって諸般の

報告を終わります。

お諮りいたします。この際、日程の11頂序を変更し、日程第12から日程第18までを先議

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(市川資信君) 御異議ないものと認めます。よって日程第12から日程第18まで

を先議することに決しました。

これより議案第11号、昭和62年度目野市一般会計補正予算(第4号)の件を議題とい

たします。

理事者から提案理由の説明を求めます。市長。

〔市長 登壇〕

O市長(森田喜美男君) ただし、ま上程されました議案第11号から17号につきまして、

それぞれ提案理由を申し上げます。

議案第11号、昭和62年度日野市一般会計補正予算第4号についてであります。

本議案の補正額は、歳入歳出それぞれ 3億1，670万3，000円を追加し、歳入歳出予算の

総額を324億 5万1，000円とするものであります。

それでは、とりあえず11号について提案理由を申し上げました。

0議長 (市川!資信君) 関係部長から詳細説明を求めます。企画財政部長。

いう 1億円は、非常に貴重な財政の中の、また高額の金額であります。決して、軽い気

持ちでというようなことは全くございません。

それで、今日も平和のとうとさということは、自治体においても、特に市民生活と深

い関係があるわけでございますので、そういう意識を継続をして、そして、子々孫々に

まで伝えてし、く、 こういうことの意義を日ごろ考える次第でございます。

基金でございますから、言うなれば貯金であ ります。貯金の利子を、貯金を源として、

そこから流れてくる利子という果実を、恒久的な事業の基金に充てたい、こういう考え

方でございます。

今、他の事業にこれを充てるならば、 つまり、そうい うもっ と有効な使い方があるん

ではないか、こういう御指摘と承るわけでございますが、それらの仕事ももちろん積極

的に取り組んでまいらなければなりませんO また、平和基金の意味というものも、ひと

つ御理解をお願いをしたい。これは過去の議会でも御提言もあったということを記憶を

いたしております。そういう考え方でお願いをするものであるということを御理解いた

だくために、お答えをさせていただきました。

0議長(市川|資信君) 奥住日出男君。

0企画財政部長(長谷川暢男君) 補正予算の一般会計補正予算をお願いするわけでご

ざいますが、 4号につきまして、即決をお願いしているということでございますが、で

ハ
b

り白ワ
ω

ヴ
4

り
ムのム



きるだけ私の方も簡略に説明していきたし、と思いますので、よろしく御理解のほどをお

願いしたいと思います。

歳入歳出予算の補正につきましては、ここに記載のとおり、 3億1，670万3，000円を追

加するものでございます。よって、総額は、この掲載のとおりでございます。よって、

1条の 2項につきましては、歳入歳出の予算の補正の中で説明をさせていただきます。

なお、 2条には、債務負担行為の補正をお願いするわけでございますが、別表の中で

概要を説明させていただきます。

なお、地方債の補正でございます。第 3条地方債の補正をお願いするわけでございま

す。

大変恐縮ですが、ページを開いていただきたいと思います。

2ページ、 3ページの歳入につきましては、先ほどの総額のとおりでございますが、

3ページの欄の歳出の中で、補正額はかなり高額の減額になっております。その理由と

いたしましては、特に各自ごとの人件費の整理、あるいは光熱水費がかなり各自ごとに

余っているわけでございます。それを精査した中で、の減額というのが主な理由でござい

ます。この光熱水費につきましては、単価等の値下げに伴う減額というふうに御理解賜

りたいと患います。

なお、 4ページ、 5ページでございます。 4ページの第 2表の債務負担行為の補正に

つきましては、ふるさと博物館の新築部分でございます。契約に基づく変更をここにお

願いするわけでございます。

なお、 5ページの第 3表の地方債の補正でございます。ここに記載のとおりでござい

ますが、すべて工事等の確定に伴うものでございますが、中段のところに、都市計画道

路2・2・5号線の築造事業というのが 1点あるわけでございます。 62年度につきまし

ては、ここで未執行でございますので、 63年に送りたし、というものでございます。

それでは、歳入の部分でございますが、 10ページ以降ございます。特に12ページにつ

きましては、これはたばこの消費税でございます。売上減によるもので、年々減少傾向

にあるということだけ御報告しておきます。

16ページ以降につきましては、特に説明欄の記載のとおりでございます。

22ページの国庫支出金、国庫負担金、民生費の国庫負担金につきましても、各事業の

完了等に伴うものの補助金の歳入の減額が主たるものでございます。

なお、国庫につきましては、すべて記載してあるとおりでございます。

なお、 30ページ、 31ページ、都の支出金でございますが、民生費の都負担金というこ

-228-

とでございます。この減額につきましても、国庫関連の減額でございます。よって、説

明は略させていただきます。

なお、次のページの32ページ、 33ページの都の補助金でございます。都の補助金につ

きましても、特にこのページでは説明するところはございません。

34ページ、 35ページも略させていただきます。

36ページ、 37ページ等につきましても、特にありません。

44ページ、 45ページのところでは、不動産売払の収入でございますが、これは 9筆と

いうことでございます。

それでは、歳入部分につきましては特にありませんので、歳出に入りたいと思います。

62ページ、 63ページ、先ほども申し上げましたとおり、すべての節の欄で減額部分の

人件費が出てくるわけでございますので、なお、光熱水費等につきましでも特にござい

ません。

72ページ、 73ページでございます。これは諸費でございますが、公共広益施設費、こ

れは 1件分の返還でございます。

なお、 102ページ、 103ページでございますが、 5の児童館費につきましでも、おのお

の次のページの説明欄のとおり記載してございますが、 (仮称)あさひがおか児童館新

築に伴う関係のすべての委託費、工事費、負担金等の契約差金が主なる減額理由でござ

います。

130ページ、 131ページを説明させていただきます。特に 8の土木費、 3の街路事業費

でございます。ここに、説明欄に記載のとおり、 15の工事請負費につきましては、 62年

度につきましては未執行ということで、 63年度に繰り越しをお願いし、実施するもので

ございます。よって、減額をさせていただきたいということでございます。なお、 17の

公有財産購入費につきましては、これは買収をするということで、面積は記載のとおり

でございます。

特に、それ以降につきましては、契約差金等の問題、おのおの説明欄に記載したとお

りで、特に説明の部分はございません。

非常に雑駁な駆け足的な説明で申しわけないと思いますが、御理解をいただきたいと

思います。

0議長(市川|資信君) これより質疑に入ります。古賀俊昭君。

024番(古賀俊昭君) 131ページの都市計画道路2・2・5号線の築造の工事請負費5，

680万の減額になっておりますが、これはかなり減額の金額としては、非常に工事費と
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して大きいわけですが、この点について御説明をお願いしたし、と思います。

O議長(市)11資信君) 都市整備部長。

0議長(市川資信君) 福祉部長。

0都市整備部長(前田雅夫君) お答えいたします。

0福祉部長(高野 隆君) 詳細な数字については、ちょっと手元に今、持ち合わせま

せんが、当初に予算を組みましたときには多目に組みました。現在、特別養護老人ホー

ムに入っておりますのが百数名、それから養護老人ホームに入っておりますのが四十数

名でございます。それの清算をいたしました結果、これだけ余ったということでござい

ます。

2 • 2・5号線につきましては、事業認可をとりまして、用地買収に着手をしてきた

わけでございますけれども、 62年度の予算編成時におきましては、用地買収が前半で終

わり、さらに 2・2・5号線の道路敷には遺跡調査と、都市下水路の排水管を埋設する

と、それから、さらにはピアの一部の工事を行うということで計画をしたわけで、ござい

ます。その中で、用地買収が 2件、一番北側の地主さんと南側の地主さんが残っており

まして、鋭意取り組んたわけでございますけれども、その買収が予定どおりいかなかっ

たということでございます。

この17の公有財産購入費の中で6，071万5，000円の増の補正をしておりますけれども、

これは、この計画道路の北端の地主さんとの交渉がまとまりまして、今回、補正をし、

議決後、執行しようというものでございます。本年、執行できなかったものにつきまし

ては、再度、新年度予算に計上いたしまして、遺跡調査、それから雨水管の設置、それ

からピアのくい打ち、こういったものをやる予定でございます。

さらに、残る地主交渉については、今後、さらに努力をいたしたいというふうに考え

ております。

0議長(市川|資信君) 古賀俊昭君。よろしいですか。

0議長(市川資信君) 企画財政部長。

0企画財政部長(長谷川暢男君) 私の方から数字を積算しておりますので、 27名ほど

024番(古賀俊昭君)

O議長(市川資信君)

いいです。

の差があるということでございます。以上でございます。

O議長(市川資信君) ほかに御質疑はございませんか。なければこれをもって質疑を

終結いたします。

お諮りいたします。ただし、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。

( I異議なしjと呼ぶ者あり〕

0議長(市川|資信君) 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をいたします。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〕鏡野行雄君。

017番(鎮野行雄君) ちょっとお聞きしたし、んですけれども、これは民生費のうちの

社会福祉費の、ページは91ページになりますけれども、特別養護老人ホーム、扶助費の

特別養護老人ホーム、 6，132万減額になっているわけですが、これはど うしヴ事情だか、

ちょっと教えていただきたいんですが。

0議長(市川資信君) 福祉部長。

0議長(市川|資信君) 御異議ないものと認めます。よって、議案第11号、昭和62年度

0福祉部長(高野隆君) この老人委託費でございますけれども、これは特別養護老

日野市一般会計補正予算(第4号)の件は原案のとおり可決されました。

これより議案第12号、昭和62年度目野市国民健康保険特別会計補正予算(第2号)の

件を議題といたします。

理事者から提案の理由を求めます。

〔市長登壇〕

O市長 (森田喜美男君) 議案第12号、昭和62年度日野市国民健康保険特別会計補正予

算(第 2号)について、提案理由を申し上げます。

本議案は、昭和62年度日野市国民健康保険特別会計補正予算第2号であります。

補正額は、歳入歳出それぞれ3，215万円を追加し、 歳入歳出予算の総額を37億1，223万

1，000円とするものであります。

人ホーム及び養護老人ホーム入所者に対する措置費でございますが、対象減のためでご

ざいます。

0議長(市川資信君) 飯野行雄君。

017番(寂野行雄君) 対象減ということ、何人ぐらい、結局、対象人数が減ったとい

うことですか、 6，100万というのは。
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詳細につきましては担当部長に説明いたさせますので、よろしく御審議のほどをお願

いし、たします。

0議長(市川資信君) 関係部長から詳細説明を求めます。市民部長。

0市民部長(大貫松雄君) それでは、昭和62年度特別会計予算書及び説明書の 6、7

ページをお開き願いたいと思います。

まず、歳入でございます。 1自の一般被保険者国民健康保険税、並びに 2目の退職被

保険者等国民健康保険税、合わせまして7，372万6，000円でございますけれども、これは

今年度、保険税の改正をお願いした補正分でございます。

それから 8、9ページの 1自の療養給付費交付金でございます。これは説明欄にあり

ますように、退職被保険者等療養給付費の交付金でございまして、 1億2，359万8，000円

の減でございますけれども、 61年度実績で23%伸びがありました。それに基づきまして

積算を62年度行いました。それによる実績分が、 62年度下回りましたので、交付金が減

になったものでございます。

それから、次の10、11ページの都の補助金でございます。これは、先ほど御説明した

ように、保険税の引き上げによりまして、都の交付の増額でございます。

それから、次の12、13ページの繰越金でございます。繰越金が3，084万4，0∞円繰り越

しがありました。当初、第 1回目として729万8，000円を補正しました。その残り分でご

ざいます。

それから14、15ページの歳出でございます。一般管理費でございますけれども、人件

費ですけれども、不用額の整理でございます。

それから16、17ページの 1自の一般被保険者療養給付費、並びに 2自の退職被保険者

等療養給付費でございますけれども、 8，300万の減額でございます。これは、先ほど歳

入で交付金の御説明をしたように、前年度より下回ったための減額でございます。

それから、次の18、19ページ、これは一般被保険者高額療養費で不足分を補正するも

のでございます。

それから、次の20、21ページ、この減額補正でございますけれども、老健法の改正に

よりまして、拠出金額の案分率が改正されたものでございます。

以上で説明を終わります。

0議長(市川資信君) 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。

( i異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(市JIl資信君) 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。ほかに御意見はありませんか。なければこ

れをもって意見を終結いたします。

これより本件について採決いたします。

本件は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。

( i異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(市川資信君) 御異議ないものと認めます。よって、議案第12号、昭和62年度

日野市国民健康保険特別会計補正予算(第 2号)の件は原案のとおり可決されました。

これより議案第13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4号)

の件を議題といたします。

理事者から提案理由の説明を求めます。市長。

〔市長登壇〕

0市長(森田喜美男君) 議案第13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年度日野市土地区画整理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7，065万6，000円を追加し、歳入歳出予算の総額を34億4，

028万円とするものであります。

詳細につきましては担当部長に説明をいたさせますので、よろしく御審議のほどをお

願いし、たします。

0議長(市川資信君) 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) 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4号)につきまして御説明申し上げます。

まず第 1条でございますが、歳入歳出それぞれ7，065万6，000円を追加いたしまして、

歳入歳出予算の総額をそれぞれ34億4，028万円とするものでございます。

第 1条第2項の第 1表、歳入歳出予算補正、それから第 2条の第 2表、債務負担行為

補正につきまして、 JI原を追って説明いたします。

まず、 33ページをお開きをいただきたいと思います。まず歳入でございますけれども、

国庫支出金でございます。これは説明欄にございますとおり、都市計画道路 1・3・1
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号線に係る公共施設管理者負担金でございます。いわゆるこの都市計画街路の用地を建

設省に引き渡しをした面積がふえたために、この金額が増になったということでござい

ます。

35ページをお願し、し、たします。これは国庫補助金でございますけれども、豊田南区画

整理事業の補助対象費が増になりましての増の補正でございます。

37ペー ジをお願し、し、たします。都の補助金でございますが、国庫補助金の増に伴いま

して、東京都が補助の裏負担をいたすわけで、ございます。その増の補正でございます0

41ページでございます。一般会計からの繰入金でございますが、 61年度の決算認定が

終わりましたので、その結果に基づきまして繰入金を計上したわけで、ございます。

43ページをお願し、し、たします。繰越金でございますが一一一失礼をいたしま した。繰入

金につきましてはちょっと勘違し巾、たしました。前ページの繰入金でございますが、歳

入歳出予算のバラソスの中で、特に国都補助金が、先ほど説明いたしましたよ うに増額

になったために、繰入金を減額するというものでございます。

43ページでございます。繰越金でございます。これは61年度決算に基づきまして全額

ひらいたものでございます0

45ページでございます。この雑入の2，500万円の減でございますが、これは日野高校

グラ γ ド用地負担金ということでございますが、第二桑園の跡地の一部を飛び換地をい

たしまして、日野高校のグラソドの用地として換地をいたしております。そのために、

その用地にかかわるところの家の移転が生ずるわけでございます。その経費を東京都が

負担をするということになっておりまして、62年度に歳入を見ていたわけで、ございます

けれども、東京都の都合がございまして63年度に変更するものでございます。したがっ

て、予定しており ました2，500万円を減額するということでございます。

49ページでございます。歳出でございますけれども、まず、万願寺区画整理費の区画

整理総務費でございます。公有財産購入費で695平方メートルの予算計上がしてござい

ますが、いわゆる区画整理の事業用地として取得をする というものでございます。

それから同じく 3自の事業費の委託料でございます。1，700万円の補正でございます

が、これは立木補償等の調査等が、事務量がふえま して、その委託料でございます。

それから、さらに工事費でございますが、 4，000万円の減になってお ります。これは

執行残でございます。

前へ戻っていただきまして、 27ページでございます。第 2表の債務負担行為の補正で

ございます。これは事項欄に書いてございますように、まず、上段につきましては万願

寺区画整理事業に伴う業務委託、期間を昭和63年から67年にし、限度額を80億7，037万8，

000円とするものでございます。これは61年12月8日に事業計画の変更をいたしまして、

5年間事業を延期をしております。この延期に伴いまして、公社に委託しております費

用の執行残を委託する、契約をするとい うもので、この負担行為の補正をするというも

のでございます。

下の水道施設整備事業でございますが、 これも万願寺土地区画整理事業の期間を63年

から67年度に変更をするというこ とで、事業に伴いま して水道の布設の費用 7億7，145

万4，000円を限度額といたしまして、債務負担行為の補正ということでございます。

上記の委託につきましては議案26号、それから下記の水道施設整備事業につきまして

は議案27号が関連をするものでございます。

以上でございます。

0議長(市川資信君) 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。 ただし、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 i異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(市川資信君) 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。ほかに御意見はありませんか。なければこれ

をもって意見を終結いたします。

これより本件について採決いたします。本件は原案のとおり決するに御異議ありませ

んか。

C i異議なしJと呼ぶ者あり〕

0議長(市川資信君) 御異議ないものと認めます。よって、議案第13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4号)の件は、原案のとおり可決されま

した。

これより議案第14号、昭和62年度目野市下水道事業特別会計補正予算(第 5号)の件

を議題といたします。

理事者から提案理由の説明を求めます。市長。

〔市長登壇〕

0市長 (森田喜美男君) 議案第14号、昭和62年度目野市下水道事業特別会計補正予算
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(第 5号)について提案理由を申し上げます。

本議案は、昭和62年度目野市下水道事業特別会計補正予算第 5号であります。

補正額は、歳入歳出それぞれ 1億4，564万5，000円を追加し、歳入歳出予算の総額を42

億7，851万7，000円とするものであります。

詳細につきましては担当部長に説明いたさせますので、よろしく御審議のほどをお願

し、し、たします。

0議長(市川資信君)

0都市整備部長(前田雅夫君) それでは、昭和62年度目野市下水道事業特別会計補正

いたしましたが、この費用につきましても未執行になり、来年度でさらに計上し、実施

する予定というものでございます。

89ページでございます。公債費でございますが、この公債費の l億5，256万4，0∞円で

ございますが、繰上償還でございます。これは黒川都市下水路分といたしまして、昭和

58年度に地方債として起債をしたわけで、ございますけれども、利率が若干高いものです

から、今回、全額を繰上償還をするというものでございます。

61ページに戻っていただきたし、と思います。第 2表の地方債の補正でございますが、

これは実施に合わせまして、今回、数字を合わせる補正でございます。内容につきまし

ては記載のとおりでございます。以上でございます。

0議長(市川資信君) 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 1"異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(市川資信君) 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

関係部長より詳細説明を求めます。都市整備部長。

予算(第5号)につきまして御説明申し上げます。

歳入歳出それぞれ 1億4，564万5，000円を追加いたしまして、歳入歳出それぞれ42億7，

851万7，000円といたします。

第 2項の第 1表並びに第 2条の第2表につきまして、 11原を追って御説明申し上げます。

まず、歳入でございますが、 67ページでございます。下水道使用料の400万円の減額

でございますが、これは当初予算で若干見積もりが過大でございまして、今回、補正を

するというものでございます。

次が69ページでございます。都市下水路の国庫補助金及び公債費でございますが、こ

の上段の都市下水路の補助金につきましては、事業量の増に伴いましての増の補正とい

うことでございます。

71ページでございます。都の支出金、都補助金でございますが、これは公共下水道費

都補助金及び都市下水路費都補助金でございますが、国の補助金の増に伴いまして、都

の裏負担の補助ということで増額されたものでございます。

次が、 73ページは繰入金でござし、ます。

79ページにつきましては、市債の補正でございます。記載のとおりでございます。

次が歳出でございますが、 81ページの下水道総務費の中段に、 13委託料で、金額は少

ないわけでございますけれども、下水道料金改定電算処理、それからその下に、料金改

定通知宛名打出しとございますけれども、下水道使用料の改正を本年4月 1日から行う

わけでございます。その通知を個人あてに行う費用でございます。

少し飛びまして85ページでございます。 13の委託料でございますが、まず一番上の管

きょ埋設実施設計、これは契約差金でございます。それから工事請負費の 1億1，000万

円の減でございますが、これは一般会計の補正の中で、 2・2・5号線の調査、それか

ら工事等が執行できなかったわけでございます。排水管きょ埋設ということで予算計上

んか。

C 1"異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(市川資信君) 御異議ないものと認めます。よって、議案第14号、昭和62年度

日野市下水道事業特別会計補正予算(第5号)の件は原案のとおり可決されました。

これより議案第15号、昭和62年度目野市受託水道事業特別会計補正予算(第 3号)の

件を議題といたします。

理事者から提案の理由を求めます。市長。

〔市長登壇〕

0市長(森田喜美男君) 議案第15号、昭和62年度目野市受託水道事業特別会計補正予

算(第 3号)について提案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 3号であります。

補正額は、歳入歳出それぞれ3，021万4，000円を減額し、歳入歳出予算の総額を17億4，

264万4，000円とするものであります。
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詳細につきましては担当部長に説明いたさせますので、よろしく御審議のほどをお願

し北、たします。

0議長(市)11資信君) 関係部長から詳細説明を求めます。水道部長。

0水道部長(橋本栄喜君) 昭和62年度日野市受託水道事業特別会計補正予算(第3号)

につきまして御説明申し上げます。

予算説明書の97ページをお開き願いたいと思います。

歳入歳出それぞれ3，021万4，000円を減額し、歳入歳出予算の総額を、それぞれ17億4，

264万4，000円としようとするものでございます。

次に98、99ページをお開き願いたし、と思います。歳入歳出に見合う金額が、これは都

の委託金としてまいるわけでございます。このうち3，021万4，000円が減額としてまいる

ものでございます。

次に歳出について御説明いたします。 100、101ページをお開き願いたし、と思います。

浄水費の11の需用費のところの動力費でございますが、 1，254万6，000円の減額でござい

ます。これは、各水源の動力費の料金が値下げによるものと、水源の有水量の規制によ

りまして、その有水量が減になったということでございます。それから工事請負費の方

の導水管の移設費でございますけれども、入札の差金でございます。

次に102、103ページをお開き願いたし、と思います。配水費の需用費の動力費でござい

ますが、 700万の減額でございます。これは、各浄水場の動力費の料金改正による値下

げによるものでございます。 13の委託料の254万9，000円でございますが、これは追加で

ございますけれども、浄水修理費が不足してきたための追加でございます。 15の工事請

負費の配水管の移設の959万9，000円の減額でございますが、東京ガスの工事による配水

管の移設を計上しておったところ、東京ガスの方の工事が中止になったということで減

になったものでございます。

それから104、105ページをお開き願いたし、と思います。業務費の役務費の通信運搬費

の104万円でございますけれど、この減額でございますけれど、これは東京都の方で通

知書を印刷していただいたために、減額になったということでございます。

次に106、107ページをお開き願いたいと思います。水道改良費の13の委託料でござい

ますけれど、入札の差金でございます。

それから自の 2の水道建設費の13の委託料の190万円の減額でございますけれど、こ

れは都市計画2・2・5号線による関連する設計費でございます。 2・2・5号線の築

造工事が、 62年度で着工ができないために減額するものでございます。

以上で説明を終わります。よろ しく御審議のほどをお願いします。

0議長 (市川|資信君) 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(市川資信君) 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。

本件について意見があれば承ります。なければこれをもって意見を終結いたします。

これより本件について採決いたします。本件は原案のとおり決するに御異議ありませ

んか。

C I異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(市川!資信君) 御異議ないものと認めます。よって、議案第15号、昭和62年度

日野市受託水道事業特別会計補正予算(第 3号)の件は原案のとおり可決されました。

これより議案第16号、昭和62年度目野市農業共済事業特別会計補正予算(第2号)の

件を議題といたします。

理事者から提案理由の説明を求めます。市長。

〔市長登壇〕

0市長(森田喜美男君) 議案第16号、昭和62年度日野市農業共済事業特別会計補正予

算(第 2号)について、提案理由を申し上げます。

本議案は、昭和62年度目野市農業共済事業特別会計補正予算第2号であります。

補正予定額は、収益的収入及び支出に58万6，000円を減額し、収益的収入及び支出の

予定額を2，357万1，000円とするものであります。

詳細につきましては担当部長に説明いたさせますので、よろしく御審議のほどをお願

いいたします。

0議長(市川資信君) 関係部長から詳細説明を求めます。生活環境部長。

0生活環境部長(坂本金雄君) 昭和62年度日野市農業共済事業特別会計補正予算(第

2号)について御説明を申し上げます。

111ページ、 112、113は飛ばしていただきまして、 114ページをお開きくださし、。お願

いをいたします補正の内容は、農作物共済勘定及び業務勘定でございます。

まず、自の 1でございますが、農作物共済掛金の減額につきましては、当初に予定い
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たしました事業予定量に満たなかったためで、ございます。

自の 2、農作物保険金につきましては、共済金支払い財源として連合会から支払われ

るものですが、事故が少なかったことによる減額でございます。

それから目の 4でございます。法定積立金戻入は、共済金支払いの財源確保のため、

補正をお願いするものでございます。

次に支出へ参ります。 115ページをごらんください。自のし農作物保険料の減額は

収入の欄で申し上げましたとおり、当初の予定量に満たなかったためでございます。

自の 2、農作物共済金は風水害等の事故による共済金として支払われるものでござい

ますが、当初の見込みより事故が少なかったことによる減額でございます。

115ページ、目の 4がございます。農作物責任準備金繰入でございます。これは麦の

引き受けにかかわるものでございます。麦は、御承知のとおり、 12月に引き受けを行い

まして、翌年の 6月ごろまで、共済期間が 2年度にまたがることによるもので、引き受

けの確定による補正でございます。

116ページをごらんいただきたいと思います。業務勘定の収入でございますけれども、

受取補助金のうち、国、都の支出金の増は、額の確定によるものでございます。一般会

計補助金の減は、 61年度業務引当金の戻入、 111万7，000円を計上することにより減額す

るものでございます。

117ページをごらんいただきたいと思います。自の 1でございます。給料及び職員手

当等でございますが、給与の改定により、当初予算に不足が生ずるため補正するもので

ございます。

自の 3に参ります。普及推進費でございますが、農業災害補償法が施行されまして、

今年度でちょうど40周年を迎えます。その記念品代を補正するものでございます。

下段の自の 7の業務雑費でございますが、これは普及推進費に充てるため、減額をす

るものでございます。

118、119ページの明細書につきましては省略をさせていただきます。

よろしく御審議のほどをお願い申し上げます。

0議長(市川資信君) これより質疑に入ります。土方尚功君。

04番(土方尚功君) 一つ質問させていただきますが、給与費等にかかる補正が行わ

れてきましたんですが、本議案に至るまですべて議決をされております。特に本日、給

与の支払い等が予想されますけれども、この点、支障がないかどうか、収入役にお伺い

をしたいと思います。
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0議長(市)11資信君) 収入役。

0収入役(加藤一郎君) 18日が給与の支給日であると、これは御承知のとおり、 19日

が土曜日であり、あと日曜日、祭日ということで、本来ならば21日ということでござい

ますけれど、 18日ということでございます。そういうことで、きょう、補正をお願いし

ていると、昨晩以来ということで、私の方は、それが通るものという中で準備は進めて

おります。

以上です。

O議長(市川|資信君) ほかに質疑はありませんか。なければこれをもって質疑を終結

いたします。

お諮りいたします。ただし、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(市)11資信君) 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

んか。

( r異議なしJと呼ぶ者あり〕

0議長(市川資信君) 御異議ないものと認めます。よって、議案第16号、昭和62年度

日野市農業共済事業特別会計補正予算(第2号)の件は原案のとおり可決されました。

これより議案第17号、昭和62年度目野市老人保健特別会計補正予算(第2号)の件を

議題といたします。

理事者から提案理由の説明を求めます。市長。

〔市長登壇〕

0市長(森田喜美男君) 議案第17号、昭和62年度日野市老人保健特別会計補正予算

(第2号)について提案理由を申し上げます。

本議案は、昭和62年度日野市老人保健特別会計補正予算第2号であります。

補正額は、歳入歳出それぞれ3億8，420万6，000円を減額し、歳入歳出予算の総額を34

億8，570万9，000円とするものであります。

詳細につきましては担当部長に説明いたさせますので、よろしく御審議のほどお願い

いたします。
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0議長(市川|資信君) 関係部長から詳細説明を求めます。福祉部長。

0福祉部長(高野隆君) それでは、 JI頂を追って御説明申し上げます。

C I異議な し」 と呼ぶ者あり〕

0議長(市川資信君) 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

126ページ、 127ページをお開き願いたいと思います。ここに掲げました歳入につきま

しては、支払基金から参ります交付金でございますが、総医療費の 7割を計上するもの

でございます。当初、前年度対比23%の伸びを見込んでおりましたところが、最終的に

10.4%の伸びにとどまるということでございますので、減額いたすものでございます。

それぞれ医療費、 1自の医療費交付金につきまじては、 2億9，906万5，000円を減額する

ものでございます。

また、 2の審査支払手数料につきましては、審査支払手数料の 1件の単価が、それぞ

れ2円40銭ないし40銭減額されましたための減額で、ございます。ここに掲げましたとお

り、 100万4，000円の減額でございます。

次に128ページ、 129ページに掲げましたのは、総医療費の国庫支出金でございまして、

20%をここに計上するものでございます。総医療費の減額によるための減額で、ございま

す。 8，544万7，000円を減額するものでございます。

130、131ページにつきましては、東京都の支出金でございます。これは総医療費の 5

%を計上するものでございます。 ここに掲げましたとおり、1，916万円の減額をするも

のでございます。

次に132ページ、 133ページに掲げました繰入金で、ございますが、ここに掲げましたと

おり、 1，924万8，000円の増額をするものでございます。ここに掲げましたとおり、総医

療費の 5%を計上しております。

次に、第三者納付金及び返納金でございますが、それぞれ 1件を計上しております。

次に歳出でございます。 136、137ページでございますが、当初計上いたしました医療

費の伸びが23%を見込みましたのが10.4%というこ とでございますので、それぞれ減額

をいたすものでございます。審査支払手数料につきましては、先ほど申しました、歳入

で申しましたように、それぞれ 1件の単価が 2円40銭減額されたための減額でございま

す。

んか。

C I異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(市川資信君) 御異議なしと認めます。よって、議案第17号、昭和62年度日野

市老人保健特別会計補正予算(第2号)の件は原案のとおり可決されました。

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(市川資信君) 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48分休憩

午後 1時33分再開

0議長(市川資信君) 休憩前に引き続き会議を開きます。

これより議案第 2号、日野市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改

正する条例の制定、議案第3号、日野市一般職の職員の旅費に関する条例の一部を改正

する条例の制定、議案第4号、日野市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償

に関する条例の一部を改正する条例の制定の件を一括議題といたしたいと思いますが、

これに御異議ありませんか。

C I異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(市川!資信君) 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議長(市川資信君)

たします。

お諮りいたします。ただいま議題となっております本件については、委員会付託を省

略いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

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市長(森田喜美男君)

を申し上げます。

議案第 2号、日野市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条

ただいま上程されました 3議案について、それぞれ提案理由

以上、御説明申し上げます。よろしく御審議のほどをお願し北、た します。

例の制定について。本議案は労働基準法の改正に伴い、職員の勤務時間を改めるため、

日野市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正するものであります。

議案第 3号、日野市一般職の職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例の制定。
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本議案は職務給を導入する給与条例の施行に伴い、一般職職員の旅費規定を定めるため、

日野市一般職の職員の旅費に関する条例の一部を改正するものであります。

議案第4号、日野市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の

一部を改正する条例の制定について。本議案は日野市特別職の職員のうち、教育委員会

委員、選挙管理委員会委員など非常勤のものの報酬及び費用弁償の額を改正するため、

日野市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する

ものであります。

以上、 3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。

0議長(市川資信君) 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、総務部長でございます。 JI買を送りまして、御説

明申し上げます。

議案第 2号でございますが、今提案理由にありましたように、この件につきましては

昨年労働基準法が 9月に改正になりまして、それに基づきましての改正でございます。

これにつきましては、昨年 1週間、 48時間の勤務でございます労働時間でございますが、

1週間40時間と変更になりました。そしてさらに、政令におきまして、ここまで40時間

に持っていくまでの聞の段階的な改正を求めております。その政令に基づきまして、今

回は46時間を超えるまでということでございます。そしてさらにそれが40時間へと発展

してし、くわけでございます。それで今回お願いにあがりましたのは、私ども48時間を46

時間政令に基づきましてするものでございます。

それでは御説明申し上げます。 2ページ、 3ページでございますが、 2ページのとこ

ろで今まで第2条におきまして、 48時間を今申し上げましたように、 46時間に改めると

いうことで、この条例の改正は63年4月1日からという施行になっております。新!日対

照表で御説明申し上げますが、 4ページ、 5ページでございます。第 2条、これが勤務

時間でございます。 48時間でありましたものを、 146時間を超えない範囲内」というこ

とで、時間数の変更を求めたものでございます。よろしく御審議のほどをお願し、し、たし

ます。

第3号でございますが、議案第3号、日野市一般職の職員の旅費に関する条例の一部

を改正する条例の制定についてということで、改正でございます。一部改正でございま

すが、これは昨年の12月に職務給を導入いたしました。それに基づきまして、今まで給

与表が 1等級から 5等級までございましたが、課長補佐職を入れました関係上、 6等級

というようなことから、これに基づきます旅費の改正をいたす次第でございます。

それでは 2ページ、 3ページで御説明申し上げます。 13条のところの 2等級を 3等級、

3等級を 4等級というふうに改めていきます。そしてこの、さらに 3等級、 4等級、 5

等級の職務にあるものを、 4等級、 5等級、さらに6等級というふうに入れさせて、挿

入させてもらいました。この条例は御承知のように、今年度63年5月 1日からの施行に

なっております。

それでは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、第

13条、これは船賃でございます。船を使った場合の旅費の決定でございます。今まで2

等級とし北、ますと、課長でございましたが、 3等級の課長補佐が入りましたので、 13 

等級以上」というふうに、 2等級のところを改めました。それから今まで、 3等級とい

う係長職でございましたものを、今度は 4等級でございますので、 14等級以下Jとい

うふうに変更させてもらいます。それからその次のところも 2等級を 3等級、 3等級を

4等級以下というふうに変更させてもらいました。

それから別表につきましても、今までは、 1等級、 2等級というところまでしかござ

いませんでしたが、ここに 3等級を入れさせてもらいました。それから 3等級、 4等級、

5等級というところでございましたが、これも 6等級までを入れさした、以上でござい

ます。よろしく御審議のほどお願し、し、たします。

その次が議案第4号でございます。日野市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費

用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定でございます。一部改正でございます。

これにつきましては、昨年9月にお願し、いたしました特別職の報酬に基づきまして、そ

れから 6カ月を経まして、慎重に各市等の状況を踏まえまして、ここにそれ以外の特別

職の非常勤の報酬を値上げをしたわけでございます。

これにつきましては、基準といたしましては、 60年 1月 1日に改正しておりますので、

それ以後しておりませんので、 9月に特別職の報酬をいたしましたそれらのアップ率、

そうしたものを見極めまして、ここに報酬の額を決定した次第でございます。これらに

つきましては、 2ページ、 3ページでございます。これが額の決定でございます。さら

に5ページ以降におきましては、新旧対照表で御覧になってもらえばおわかりと思いま

すが、このような差額をもちまして、特別職の報酬の値上げをお願いした次第でござい

ます。よろしく御審議のほど、お願いし、たします。以上です。

0議長(市川資信君) これより質疑に入ります。馬場弘融君
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015番(馬場弘融君) 議案第2号、勤務時間が48時間から46時間を超えない範囲とい 一部を改正するこの条例でございますけれども、この点についてお伺いをいたします。

この件につきましては、特別職報酬等審議会委員で数字、金額的な問題については十分

検討がなされておると思いますし、アップ率については3.2%から、一番高いもので11.

4%、まあこの数字のものについては、特に問題として私の方で取り上げることではあ

りませんけれども、この中の各委員の役職にかかる表の問題でございますけれども、こ

の表の上でいきますと、四十数項目の各委員さんの範囲が表示されておりますけれども、

63年度の予算等で見ており ますと、総額的にはそれぞれの報酬は本年度予算では 3億4，

000万というような状況でございますけれども、個々に当たりますと、この表の上にな

い、要するに項目で、各審議会等審査会、いろいろあるわけですけれども、十数項目表

にないものが現実予算の上では反映されてくるわけですが、この点について特に表の上

にあっても、本年度63年には予算にない、例えば駐留軍関係の離職者等対策協議会委員、

こういったものは今現在休会中であろうかと思いますが、こういった状況と、あるいは

環境保全等、部分によっては表の上にあっても予算がない、こういう現実あっても構わ

ないわけですけれども、その十数項目、例えばですね、総務費等においては、例えば表

彰審査会委員、あるいは情報公開審査委員、市民会館運営審議会委員、こういったこと

を理解する上では、一番最後のその他の付属機関の構成委員、及び非常勤職員というよ

うなことで、対応されているんだとは思いますけれども、こういった点の、特に条例を

とこで改正をするというような状況の中で、そういった点が十分検討されているかどう

か、そして今後この表の上に載せていくんだというような考え方があるのかどうか、そ

の点について、一点お伺いをします。

あわせて新年度で新規に、この表の上にありませんけれども、産業医というようなこ

とで、 4万4，000円、こういったものが新設で出てこょうかと思いますけれども、ここ

ら辺特に医者の場合にも範囲がし、ろいろありまして、例えば保育園の園医、生活保護の

嘱託医、小中学校の学校医ですか、こういったことでそれぞれ医者については金額が違

うわけですけれども、こういった点の基準等について、御説明をいただければありがた

いと思います。以上です。

O議長(市川資信君) 総務部長。

うふうに、改正をされるということでございますが、現実に日野市の職員の場合には規

定が設けられておりまして、 1週42時間30分というふうに決められているわけでありま

すが、これは現実の勤務時間、つまり規定には全く変化がないのかどうかということ。

それからいずれは今の部長の説明ですと、 48時間から40時間に少なくなっていくという

ふうな説明がございましたが、近い将来、この現在の規定で42時間30分というものが、

変えられる見通し、あるいはどのように変えられていくのかということ、その辺につい

て御説明をいただきたいと思います。

0議長(市川資信君) 総務部長。

0総務部長(山崎 彰君) お答えいたします。

今御指摘のように、日野市の職員の勤務時間は42時間30分でございます。それで、こ

れにつきましては、これを46時間ということになりましても、これを超えない範囲内と

いうことでございますから、これについては私どもの条例はそのまま勤務時間について

は、そのままでございます。それでさらに今申し上げましたように、将来的に段階を経

まして、これを改正するというこ とでございますが、それにつきましては、新聞その他

でもすでに御承知と思いますが、 63年の4月からは46時間でございます。そして施行後

3年後に44時間、さらに1990年の早い時期に40時間にするという見込みであります。そ

うした段階的な変化で、ございます。それに基づきまして日野市の対応の仕方でございま

すが、現在42時間30分、さらに40時間になったときには、これを変更していきたいとい

うふうに思っております。以上です。

O議長(市川資信君) 馬場弘融君。

015番(馬場弘融君) ということは、ここ二，三年の間については、 この規定が変化

するという見通しとし巾、ますか、それはないわけですね。確認したいと思います。

0議長(市川!資信君) 総務部長。

0総務部長(山崎彰君) お答えいたします。

今申し上げましたように、 3年後には44時間というひとつの指導にございますので、

それに当てはめますと、やはりそれより下でございますので、今のところその辺までは

変更しないつもりでございます。(I了解」と呼ぶ者あり)

0議長(市川資信君) 土方尚功君。

04番(土方尚功君) 土方でございます。

議案第4号、日野市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の

0総務部長(山崎彰君) お答えいたします。

第 1点目の項目でくくってある中での御指摘でございます。確かにそういう項目をこ

れ以上ふやさないということでの中で、今御指摘にありましたような各委員会がここに

含まれております。それは4ページで御説明申し上げますと、 4ページの欄の一番下の

円。
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「その他附属機関の構成員及び非常勤職員」というところでございます。ここに右側に

行きまして、日額とそれから月額に分かれた範囲内での市長が定めるというようなこと

で、これになっております。それで御指摘の点はこのところに含まれる各種の各委員会

でございます。御承知のように今御指摘いただきましたように、日額 1万5，000円の範

囲内におきましては、表彰審査会の委員の方、それから情報公開審査会委員の方、ある

いは市民会館運営審議会の委員の方、これらあわせましてお項目の委員の方がここに入っ

ております。それからさらに月額におきましては、御指摘ありました産業医のほか、こ

れは10項目の各委員の研究委員とか、そういう方がここでの支出をしております。これ

らにつきましでもう少し表について拡大して、こうしたもの一個、一個上げていったら

というような御指摘でございますが、この前の、ここにお出ししました審議会におきま

しては、そこまでは審査が及びませんでしたが、ただそうした要望もございますので、

今後これを検討して、なおわかりやすい表にもう少し改めていきたいと思っております。

それから 2点目の産業医、それから嘱託医ということで、産業医につきましては、こ

の25万の中での対応の仕方をしておりまして、 4万4，000円ということで、予算を計上

させてもらっております。そしてさらに各保育園、生活保護の嘱託医ということで、月

額9万円ということでございます。これらのアンバラソスはどうなっているかというこ

とでございますが、それぞれ保育園というものにつきましては、日野市以外の保育園の

状況、そうしたものも踏まえました。それらのデータをもちまして、 26市のデータがあ

りますので、それらの平均を求めたりなにかし、たしまして、大体このような金額になっ

てきております。

それから産業医につきましてもほかとのつり合い、そうしたものを考えまして、嘱託

医とは違った形での金額でございますが、それらを検討してこしらえたということでご

ざいます。よろしくお願いします。

0議長(市川資信君) 土方尚功君。

04番(土方尚功君) 2番目の金額の点等についてはバラソスも十分とられていると

いうようなことで、承知をいたします。それに各市の状況等もございますので、結構で

ございますが、 1点目の説明の中で、まあ私どもも う少し分析した中では、ほとんどが

この表に載っているものが、主要な部分は、大体40年、条例あるいは規則、要綱等で定

められた各委員でございますので、年次を追って分析もしてございますけれども、そう

いった中を見ますと、古いものについてはほとんど載っている。新しいものについては、

特に目立つようなものについては、載っていると、このような傾向がどうしても見られ
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るんじゃないかというふうに思われます。金額の問題等についてが、報酬審議会の主要

な部分でございましょうし、特に申し上け了こい点』ま、行政側として安易に、一番最後の

項目のその他、付属機関の構成員、及び非常勤職員というような項目をとらえて、金額

が同じであればし巾、んだというようなことで、もし行政が行われているとすれば、大変

な問題になるわけですから、ぜひ今後に向けて検討するというようなお答えがございま

したので、ぜひ我々が指摘をする前に，そういった状況で行政の積極的な取り組みをお

願いしたい。とれについては、その他の条例規則、要綱等についても同様なことが言え

るかと思いますので、よろしく御検討をお願いして、質問を終わります。以上です。

0議長(市)11資信君) 奥住日出男君。

01番(奥住日出男君) 議案第2号について、御質問したいと思います。

今いろんな機関でもって、特に住民サービスの部門でもって、完全週休2日に向けて

いろんな取り組みがされていることは、御案内のとおりでございます。先ほどの馬場弘

融議員の関連にもなるかとも思いますけれども、将来40時間、いわゆる完全週休2日制

に移行になるということで、大変これは結構なことなんですが、現在市の方が 4週6休

制、いわゆる隔週週休2日制をとっている。質問の内容は、年間労働時間が現在どのく

らいになっているのか。それと現在の仕事量、いわゆる隔週週休2日制の仕事量が、 10

0とするんであれば、これが完全週休2日制になったときに、当然、それが少なくなるわ

けです。そうなったときに、住民サービスの面から、職員数をどのようにとらえておる

のか、この辺の検討がされているのかどうか。いろんな報道でもって、例えば銀行とか

郵便局が土曜日がすべて休みになるという将来的なことが打ち出されておりますけれど

も、利用者というのはやはり勝手でございますから、土曜日が休みになると困るとか、

実際には因らなくとも、そういうことが出てくる。特に市のこういうサービス部門にな

ると、その色が特に濃くなってくるわけです。そういったときに、ただ、ただ将来週休

2日制だと、土曜日休みだよということだけじゃなくて、住民サービスのあり方、特に

現在住民要望というのは非常に多岐にわたってきておりますから、仕事量も相当なもの

だと思います。この辺をどのように整理しておられるのか、この点についてお答えいた

だきたいと思います。

0議長(市川!資信君) 総務部長。

0総務部長 (山崎彰君) お答えいたします。

まず、勤務時間でございますが、年間でございますが、年間の勤務時間につきまして

は、 2，197時間でございます。 1週42時間30分で今やっております。そうした中で、の対
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応の仕方でございますが、これは週に置きかえました場合に、先ほど申し上げました42

時間30分ということでございますので、現在の46時間の範囲内であります。そしてさら

に3年後には、指導的なものとして44時間というような中での対応の仕方でございます

が、これもそれらを下回っておりますので、その辺のところの変更は先ほど馬場議員さ

んから御指摘がありましたけれど、変わらないものと思っております。

それから 2点目の週休 2日制の実施に伴いましての人員の問題、あるいはサービスの

形態、の問題、これらをどうとらえているかということでございますが、御承知のように

週休2日制は去年8月から実施いたしましたのは、あく までも試行的でございます。試

行的でやりました。非常に日野市の場合、置かれている問題といたしまして、病院とか

そういうものがありますので、難しかったんで、すが、何とかこれをクリアしたというこ

とで、現在は週休2日制の試行を行ってお ります。 これを見まして、そうしたものが土

曜日が完全になった場合にはどうなのかということでございますが、まず人員の問題か

らいきますと、人員につきましては去年から 3年目当ての計画に基づきまして、定数を

お願いしたい、そしてやってまいりました。しかしこの人員定数につきましては、その

都度、その都度の事業の拡大、それから施設の増というようなものを見ますと、非常に

ふえてくる傾向があります。その中で行政改革という ものが三，四年来叫ばれておりま

すので、これらを見ながら、あるいはきのうの本会議にもありま したように、電算機と

の問題、そういった問題を踏まえながら、減らせる ところは減らして、そしていきたし、

というふうに思っております。これらについての具体的な詰めは今後各部にお願し、し、た

しまして、またやっていきたいと思っており ます。今その緒についたということでござ

し、ます。

それからサービス部門でございますが、これは人員がふえる、 あるいは減るというこ

とでなく、一人ひとりの気持ちの問題でございまして、これらにつきましては常に我々

は全体の奉仕者であるという信あるもとに、サービス、そういうものは市民にサービス

していくんだ、市民があっての公務員だというふうに解釈しておりますので、これらに

ついての人が減り、あるいは機構が大きくなったときに、住民サービスがさらに低下す

るということのないように努力していかなければならないということは、ここで強く訴

えておきたし、と思っており、またそういうふうに努力していきたいと思っております。

以上でございます。

O議長(市川資信君) 奥住日出男君。

01番(奥住日出男君) 再質問させていただきます。

一点目の年間の労働時間2.197時間、これについては、違法性の高い夏休みの9.5日で

すか、この休暇が入っているのかどうか。これはどのようになっているのか、お聞かせ

いただきたい。

それから完全週休2日制になったときに、職員数がどうあるべきかということ、今緒

についたところだから、これからということですけれども、少なくとも週40時間という

のは、もう間近なんですね。今いろいろと言われた、 1990年にはということですから。

千四百、今何名ですか、三十何名ですか、職員数が。 完全週休2日制になって仕事量が

変わらなければ、実質ベースアップなんですね。そういうことになりますね、半日仕事

しないんですから、 1日全部なくなるわけですから。職員にとっては実質のベースアッ

プになる。市役所にとっては、それがそのままコストアップになって出てくるというこ

と。施設ができたから、あるいは何かできるだろ うから、職員数がまた増というような

安易な気持ちであっては困るわけでございます。それほど時間短縮というのは、難しい

ものがあるわけですね。世の趨勢だ、あるいは外国から日本人は働き過ぎだと言われな

がら、こう いう時間短縮が叫ばれてきてしる。まだ42時間30分ですから、 46時間でも、

44時間でもまだまだその中である としヴ。確かにそうですけれども、少なくとも今から

人員計画はどうあるべきなのか、 40時間になったときの市の財政はどのようになってい

るのか。このような検討はされておるのかどうかですね。しからば、現在の人員でもっ

て、週休 2日制、いわゆる週40時間になったときに、実質コストアップはどのくらいに

なるのか、その辺をお聞かせいただきます。

0議長(市川資信君) 総務部長。

0総務部長(山崎 彰君) 一点目の件から、御回答いたします。

夏休みは御承知のように有給でございますので、これは含まれております。

それから 2点目の件でございますが、現在1.444の定数でございます。そうしたこと

で、実質的にこれは減ってくるということになりますとベースアップ、コストアップと

いうことの御指摘でございます。これらにつきましては、先ほど申し上げましたように、

今、人員の問題、この40時間を目当ての考え方はまだ持っておりません。というのは、

昨年度の 9月の段階での労働基準法改正でございます。その前に、私どもでちょっと考

えなきゃいけないということで、今検討しておりますのが、きのうも申し上げました組

織機構に基づきます電算とのOA化、これらに基づくものが出てくるのではないかとい

うこと、こうしたものをしながらサービスの向上、あるいは一人ひとりの労働時間の関

係、それから人員の問題、これらを全庁的にとらえていきたし、ということで、先ほどそ
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の緒についたという ことは、 これをお願いしていく ということで、その後におきま して、

これは1999年の前半という ことで、中曽根首相も言っておりましたので、 それらを踏ま

えますとことしであと 5年、 6年ということでございますので、先があるから悠長に構

えているということではありませんが、私どものそのやり方としま しては今電算の問題、

そしてさらにそれを追っかけてこの40時間の対応の仕方をしていきたし、ということでご

ざいますので、御了解願いたいと思います。

0議長(市川!資信君) 奥住日出男君。

01番(奥住日出男君) 今総務部長がOA化の問題について、出てくるのではないか

とし、う、何か他人ごとみたいな答弁なんですけれども、この辺がきのう からも所信表明

の中でもいろいろと言われたように、問題なんですね。実際機械化導入になったらば、

そう簡単に人員がこうなります、ああなりますということは、まず不可能なんです。そ

んな簡単なものじゃないんですね、機械化導入というのは。しかしながら、そのOA化

導入のことが、こう出てくるんではないかと、あまりにもそれだと、何か市民をばかに

しているんじゃないですか、納税者を。何のためにOA化をとったのか。今こういうこ

とをやっているんで、少なくとも 6年後の週休2日制、 40時間になったときには、この

くらいの人数でもって、仕事量もこのくらいのことはクリアできると、なぜならば機械

化導入によって人員がこうなると、少なくともその辺の、そのくらいの計算はできるは

ずなんですね。何となく出てくるんじゃないか。今民間企業が、円高でもってあれだけ

苦しんだ、人はふえてないんですよ。一生懸命働いて、努力して、悪い言い方されると

合理化だ、人減らしだとし、し、ますけれども、円が130円だ、 120円だと言われた。円は将

来幾らぐらいになるでしょうかねと、他人ごとみたいなことを言う人もいます。ところ

が現在、民間企業が生き残ってし、くためには、円が幾らになろうと関係ないんです。そ

のときになった円で、もって、生産をしていかなければ生き残れないという、そういう時

代なんです。 130円になり、 120円になった、それじゃどうしょうかとしヴ、だれが悪い、

だれが悪くないということじゃないんですね。そういう今、もう経済情勢になっている

わけですよ。したがって、役所としても、少なくとも他人ごとみたいにこうなるんじゃ

ないかとか、出てくるんではないかとか、これじゃちょっといただけませんね。市長、

その辺どう思いますかね。もっときちっと、こうなったときには、こういうことを今考

えてますとか、そういう答弁はいただけませんか。

0議長(市)11資信君) 市長。

0市長(森田喜美男君) きのうもお答えしたと思っておりますが、電算化、 OA化、
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これらはすべて住民サービスの正確と迅速化に伴って、人員の削減につながっていく と、

これでなければ、 一一それが実施する意味でありますから、それに伴つての今内部的な

ーー まあ科学的分析をしながら、そうしヴ成果を生み出していく と、こういう ことを進

めております。 一部は配置転換等の人員の配置合理化とし、し、ましょうか、そういう こと

にも現実に出てきておる部分もあります。ことし前半ぐらいにきちんとしたデータ処理

を基準にやっていこうと、こうしヴ意気込みでおります。以上です。(I関連Jと呼ぶ

者あり)

福島敏雄君。0議長(市)11資信君)

08番(福島敏雄君) 簡単な関連質問なんですけれども、私の想像していた年間労働

時間と、今総務部長がおっしゃられた年間総労働時間が、ちょっとイメージが違うもの

ですから、 2，197時間、こういう市職員の方々の年間総労働時間というのは誤りありま

せんか。例えば、 1週の労働時間が42時間30分というお話だったで、すけれども、 これが

ちょっと中身どういうふうにやっているのか、説明し、教えていただきたいと思います。

それからあわせて、昨年の 8月から 4週6休制が試行的にスタートしたと、こういう

ふうに言われてますけれども、この試行的にスタートして実際に、まだ試行的だから、

土曜日、余分に休んでいる分がその42時間30分にはカウソトしていないのかし、るのか、

その辺のところですね。で、 4週6休制は試行が終わったら、いつ本格的にスタートす

るか、その辺のところも含めて質問をいたしますので、お答えをいただきたいと思いま

す。

0議長(市川資信君) 総務部長。

0総務部長(山崎 彰君) 42時間30分でございますので、一一42時間で年間52週です

ので、 2，184時間ということでございます。それに15分の52時間で60分で割りまして、 1

3時間ということで足しまして、 2，197時間ということでございます。

それからもう一点の土曜日の週休2日制でございますが、これはあくまでも今これを

とりました数字の中での対応の仕方でございます。というのは、含まれてカウ γ トされ

ていないということでございます。

0議長(市川資信君) 福島敏雄君。

08番(福島敏雄君) 時間があれですから、この数字の意味の、データ出していただ

いて、資料出していただきたし、と思うんです。私としてはかなり疑問に思うんですけれ

ども、 42時間30分というのは、実際にそれだけ仕事をしてないと思うんですね。(Iそ

うだJと呼ぶ者あり) 1週間にね。ですからそのトータルを、 42時間30分というものを
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どういう根拠でして、それに52週割りをするという、それが2，197だと言われても、実

態がかなりかけ離れているような感じがし、たしますので、その42時間30分だということ

の、要するに平日 1日当たり勤務は、 8時半から 5時ですよね。 8時半から 5時。その

中で休憩、あるいは昼休みありますけれども、 8時間働いているわけではないですよね。

そういうようなことを考えますと、ちょうど数字にトリックがあるような感じがし、たし

ますので、ぜひその 1日何時間実質稼働時間があるということと、土曜日は実際に働く

時間は何時間何分。で、今 1週間おきに休んでおりますから、そうしますと、 42時間30

分にはならないような気がし、たしますので、実際に今、市の職員の方々が働いているそ

の時間は何時間なのか、週何時間になっているのかというのを、はっきりした形で資料

をいただきたし、と思いますので、要望しておきます。

O議長(市川資信君) 総務部長、資料要求よろしいですか。

O総務部長(山崎彰君) はし、、わかりました。

0議長(市川資信君) 答弁は。(i結構です」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結いたします。

本3件について御意見があれば承ります。なければ、これをもって意見を終結いたし

ます。

お諮りいたします。これをもって、議案第 2号、日野市職員の勤務時間、休日、休暇

等に関する条例の一部を改正する条例の制定、議案第 3号、日野市一般職の職員の旅費

に関する条例の一部を改正する条例の制定、議案第4号、日野市特別職の職員で非常勤

のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定の件は総務委員会

に付託いたしたし、と思いますが、これに御異議ありませんか。

C i異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(市川資信君) 御異議ないものと認め、総務委員会に付託いたします。

これより議案第5号、日野市平和啓発事業基金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 5号、日野市平和啓発事業基金条例の制定について、

提案理由を申し上げます。

本議案は本市が昭和57年より施行する核兵器廃絶・平和都市宣言に関する市民意識の

啓発と高揚を図る事業推進の資金を確保するため、 日野市平和啓発事業基金条例を制定

するものであります。

詳細につきましては、担当部長に説明いたさせますので、よろしく御審議のほどお願

し、し、たします。

0議長(市川資信君) 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 5号でございます。日野市平和啓発事業基

金条例の制定についてでございます。新しく基金条例を制定するものでございます。

御承知のようにこの日野市におきましては、昭和57年10月8日に「日野市核兵器廃絶・

平和都市宣言」ということで、議会からお認めいただきまして、これらに基づきまして、

この時点から平和的な啓発事業ということでのスタートを切りました。そして昭和57年

から現在まで、その事業が受け継がれてその都度、予算化でお願いしてまいってきてお

ります。いろいろの事業がこの中に含まれてきたわけで、ございます。

そうした中で、これらの今御説明ありましたように、日野市のさらに平和的な啓発事業

を長く続けていくというような趣旨から、この基金を設置いたしまして、この基金 1億

円をもとに、年間、現在では、今年度もそうでございますが、 500万ちょっと超えた金

額が、この平和事業に今までつぎ込まれてきております。年度によって多少違いますが。

そうしたことでございます。それらをこの基金のもとに置きまして、そしてこれを一つ

の事業の安定化を図っていきたし、ということでございます。そ してこの基金のまた運営

につきましては、収入役さんの方にもお願いをしまして、やっていきたし、と思っており

ますが、 1億円から出ます利子でございますが、定期、あるいは長期のプライムレート、

そうしたものをもちまして、 4%の、 ---4%くやらし、になるんじゃなし、かとし、うことか

らいきまして、金額にいたしまして、およそ400万ぐらい、とし、し、ますと、現在62年度

で実施し、たしました総費用が500万の金額でございます。そうした中で、の対応の仕方で、

この事業が安定的にやっていけるということでの、基金条例の制定でございます。よろ

しく御審議のほどお願いします。

0議長(市川i資信君) これより質疑に入ります。谷 長一君。

025番(谷長一君) この平和啓発事業基金につきまして、お伺いしますけれども、

この関係につきましては、ただいま部長の説明によりますと、これ市長もちょっと触れ

ておりましたけれども、 57年の10月の 8日にこの核兵器廃絶ということで、その後毎年

事業を行っており 、特に本年は、 62年度は約500万円の予算でやったということになっ

ております。しかし、昨日の62年度の補正予算の公債費等を見ますると、金利が高いか

らこれを償還したというふうなことがあるわけなんです。そうしますと、このいわゆる

ただいま申し述べられた 4%ないし4.5%ぐらいの金利ということになるわけですけれ
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ども、この平和基金をこのような形で積み立てて行ってやっておるということは、果た

して市民サイドに立って、プラスかマイナスかということになるのではないかと思うわ

けであります。

私はこの平和啓発事業、この資金条例について、反対するものではありませんけれど

も、やはりこの市民の、とれも税金であります以上、有効かつ効果的にこれを使用する

ということが甚だ大切ではないかと考えております。そこでそのいわゆる日野市の公債

費率というのを見ますると、全予算の約13%ぐらいを占めているのではないかと思われ

ます。そのような観点に立って考えますと、このいわゆる金利の利用ということについ

ては、やはり何か疑義が生じるようなことも考えられるわけであります。その点につき

まして、その金利が高いから早期に償還をしたというような例が、たくさんあるわけで

ありますけれども、これらの関連と、これらと関連づけて考えて、どのような考えを、

この理事者は持っていらっしゃるか、その点につきまして、お伺し、し、たします。

0議長(市川資信君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 昨日も所信表明に関連いたしまして、質問をいただいたわけ

であります。資金を一一貴重な納税によって、お預かりする公費、すべての財源であり

ますので、その取り扱いは、特に慎重を期するのは当然だということであります。そし

て事業によりまして、基金制度を幾っか持っておるわけであります。

今回お願いをいたします平和啓発事業基金は、たまたま議会でも平和費を計上するよ

うにというふうな御提言もちょうだいしたこともございます。それから、まあ平和の事

業ということは、これはもう地域社会ですべての市民の意識の中にあることでございま

すし、それを切れ目なく高揚、啓発を図っていくと、これは一つの自治体として大切な

事業だとこう思っております。特に本市は市民の請願に基づいて、議会がこの平和宣言

の請願を採択をされ、それに対して私どもの執行機関が議会に議案として提案をし、そ

れが全会一致でお認めいただいたと、こういう経過のある、自治としての高い意識のあ

らわれだと、このように思うわけでありまして、今回それらを長期、継続的に運用する

ために、基金の制定をし、なるべくその果実の範囲で、この意識啓発事業を進めていく

ということの適当な理由と認めて、議案としてお願いをするものでございます。

プラスかマイナスか、つまり資金の運用上、この基金制度がプラスかマイナスかと、

こういうことだと思いますが、運用によりまして、極力プラスに、プラスの状態に置く

というふうには図らなければなりません。御質問に対しまして、そのようにお答えをさ

せていただきます。

0議長(市川!資信君) 谷長一君。

025番(谷 長一君) この本件につきましては、これは市長がただいま申されたこと

は、私も十分とまではいきませんけれども、わかっております。

そこで、今日野市が行っているこの事業、それとさらにこの日野市基本計画、施策の

方向と、こういうのを見ますると、私はこの施策の方向、これは特に日野市の市民憲章、

これに基づいてつくられているものであります。そういうことになりますと、いわゆる

この緑と文化の市民都市を目指してということになりますと、私はこの事業すべてがい

わゆる今回ここで提出されております日野市平和啓発事業基金条例に、これはすべてが

含まれるんじゃないかと、こういうふうに考えているわけであります。そのあたりに着

眼してみますると、やはりプラスかマイナスかということになるわけでありますけれど

も、やはりこれは市民の目指すところというのはすべて、私はこの日野市の基本計画に

ある施策の方向ということで、ただいま申しました緑と文化の市民都市を目指して、ど

なたもが思いをはせているのではないかと考えております。

さてそこでそのような観点に立って考えてみると、やはりどうしてもこの平和基金、

啓発基金というのは私は必要とは思いますけれども、これ反対はしませんけれども、ど

うしても現在の金利、これを見ますると、低下しているわけですね。それですから、公

債費等の償還ということを考えてみますると、そのあたりにも着眼して、これらの事業

を遂行していってもらいたいということをひとつ要望いたしまして、終わります。以上

です。

0議長(市川資信君)

027番(石坂勝雄君)

石坂勝雄君。

同じ自由市民会議の谷議員さんが質問されたので、なるだけ重

複を避けたいと思うんですが、私はこれ、まあ私ははっきりして基金までつくってやる

必要はないと、私は断定します。私、まあ自由市民会議としての考え方でなくて、私個

人としては。今までせっかくずっとこの何年いわゆる日野で、平和都市宣言なり、非核

三原則に基づいた宣言都市をされていて、現実に今までも一般会計に、ことしはでも60

0万ぐらいですか、予算が載っているわけですね。それを今の経済の状態、の中で、今ちょっ

と谷議員も言われたんで、私はむしろ公債費を、前もって借りた金利の高いものがあれ

ばどんどん償還していくべきではないかと。それより現実のような場合にはきちっとし

た形で、今までも一般会計のときに予算が載っておったんだけれども、その分上限する、

例えば100万程度ある場合には上限する、ある場合には予算のいわゆる何か、やりくり

状態によっては、いわゆる少なくなる。こういうことがあっても、基金ということにな
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ると、特にそれからまた、私はこと改まってしなくても、現在の世相の中、特に日野の

市長の森田市長は憲法を市政に生かすというような形の中で、そういう市ぐるみ全般的

な問題に、まあ確かに施策をやっていられるんですね。あえて基金まで、私は持たれて

やる必要性というのは、ちょっとその何か一一それなら単純な考え方で、こうし、う基金

とし、う、大きな 1億とまとまった金というのは、いわゆる借金の返済に充てて、少しで

も金利の高い時代に借りたものに返済していって、あといわゆる財政調整基金だとか、

公共基金だとかいうのがあるんだから、まあそれでし、くべきだと、こういう考えに立つ

んですね。

別に私は今程度の平和利用のための長崎なり、広島にそうし、う平和活動されることの

資金を云々という気持ちはありません。なぜ私がその一ーじゃまあ断定しておきますけ

れど、本当は意見の場で言えばし、し、かもしらんけれども、総務委員会は慎重な審議をさ

れると思うんですが、これはあれですか、この基金条例というのは、厚生委員会ですか、

総務でしょう。総務委員会で慎重な審議をしてもらいたいと思うんですが、私は少なく

とも基金までする必要がどこにあるんだということを、編み出せるなら別ですけれども、

やはりなかなか市が一回何かしたことというのは、基金にまでしたことですね、なかな

か変えるべきでないし、変えられないと思うんですね。そういう点では、そう、こ こで

早急に基金をつくる必要も感じない。こういうことでその辺のところ、いわゆるお答え

を聞いて、別に私は再質問しません。そういう観点に立ちます。

0議長(市川!資信君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 御意見もあることだというふうに今承っております。私はこ

それから三つ日は、同種のもので、例えば武蔵野市で国際交流一一平和的な事業のー

還として国際交流のための基金というのがやられていると思うんですけれども、この平

和基金について、例えば国際交流などについても、用いられるというふうな考え方があ

るかどうか、その 3点についてお聞きしたい。

0議長(市川資信君) 総務部長。

0総務部長(山崎彰君) お答えいたします。

全国の自治体関係でございますが、これは日にちをちょっと申し上げますが、昨年の

5月30日現在でございますが、全国組織といたしまして、非核都市宣言自治体連絡協議

会というのがございます。これらの連絡協議会に参加している自治体が、全国3，325団

体のうち、 1，180という数字でございます。これはちょっと昨年の 5月30日現在でござ

います。それが第 1点目です。

それから 2点目は平和外交というようなことは、市ではなくその上だというようなお

話ですが、先ほどの谷議員さんが言われている日野市に予算そのものがし、ろいろ平和的

なものであるということからいきますれば、やはり国とかそういうもので分けるもので

はないんじゃないかというふうに思います。

それから 3点目です。国際交流、これは一昨年、 2年前ですが、国際平和年というも

のがございまして、これはイタリアかどこかで行われております。それでことしはマ γ

チェスター、イギリスですか、藤沢市の市長初めお出でになったというようなことで、

これらの連絡協議会の中からもそういうふうに今国際的な交流の場になってきているよ

うな状況でございます。それで私どもが、昭和60年、 2年前ですが、にやりました国際

平和年という記念を持ちました、 10月の何日でしたか。その年を選びまして、国際の旗

をこしらえた、青い色の旗でございます。それは今もあります。それは平和月間8月に

は掲げてそれらの市民の方にPRしているということと、もう一つ、枚数は少ないんで

すが、その 8月の月間におきましては、職員、これは庶務課の職員が主体でございます

が、 Tシャツにそのマークをつけまして、そしてPRしてるというような形でこれらの

国際交流のそのもとであります国際平和年をとりまして、やっているというような状況

でございます。

の基金を制定すること自体が、この自治体としての大きな啓発に値する、金利という勘

定の上だけではなくて、基金を制定するということが、とりもなおさず日野市の大きな

啓発事業になる、このようなメリットを感じておるものでございます。

0議長(市川資信君) 中谷好幸君。

09番(中谷好幸君) 9番、中谷です。 3点ほど質問したいと思います。

全国でかなりの非核自治体宣言がやられていると思うんですけれども、今全国でどの

くらいの自治体が非核自治体宣言やられているのか、把握されておりましたら、教えて

いただきたいと思います。

もう一つはこういう議論があるわけです。平和の問題だとか、外交の問題というのは

国の専管事務であって、自治体の事務の範囲ではないというふうな考え方があるわけで

すけれども、こういう考え方についてどういうふうな見解を持たれるのかという点。

0議長(市川!資信君) 中谷好幸君。

09番(中谷好幸君) 三つ自の質問がちょっと、質問の趣旨が通じなかったかもしれ

ないんですけれど、平和に関する自治体の、国際交流に使われるつもりがあるのかとい

うふうな質問ではなくて、例えば今日野市でもアメリカや西ドイツの方への派遣事業な
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ど行っているわけですけれど、そういうふうな事業なども、平和事業として取り扱って、

この基金の中で費用の一部として使われるというつもりがあるのかどうなのかというふ

うに質問したんです。

0議長(市川資信君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 国際交流というのは、広い分野で文化とか、相互理解を目指

てきたわけであります。そういう面から見まして私はこの市長に、こういう面について

私は先ほど「核兵器廃絶・平和都市宣言」ですか、こうしヴ記念式というのは一つ、二

つあるときに、ああ、日野市はこういう非核、平和都市宣言しておるんだなということ

で、値打ちがあるんですね。あっちにもこっちにもできたら、新鮮味がないわけであり

ます。そういう点から見まして私はこういうものは、そんなに数たくさんいらないと思

うわけです。そういう面で市長は、もしこうしヴ基金をおっくりになって、そしてこれ

を利用するということになりましたら、やはりもっと違った面で、本当に市民が喜んで

できるような、そういうものをつくることが必要じゃないかということを、私考えてお

るわけですけれども、市長はこれをあくまでも、まあ四，五百万のものを毎年つくって

おるから、それに充てるというお考えであるのか。それもしはっきりしてですね、平和

とかやはり市長の一一一この一番の私はこう、何で、市長はどういう形で選挙戦をずっと

戦ってこられたのかなということを、私も考えているわけですよ。そういう中でやはり

そういうことを考えた場合には、やはり民生費とかそういうものを一つ一つ洗って考え

る必要があるんですね。その中に、早く言えば弱者を助ける、助けると言いながら、い

ろいろの条例をつくって、補助金ゃそういうものを出しております。委託金を出してお

ります。これは私はお困りになっている方とか、弱い人を助けるということは、これは

健全な人であるならば当然であります。しかしながら今後これ以上福祉のお金がふくれ

上がっていったら、日野市の財源はどうなりますか。そういうところから私は少なくと

も、やはり自分が一番重要視してきたところから、メスを入れながら、そして日野市の

財政を健全にしていくということが、私市長の役目ではないかなと、このように考えて

おります。そういう面でこの基金、啓発事業基金、今後どういう形で、先ほどの説明だ

けでは私、納得できないわけで、そういう面でもうちょっと具体的に、こういうものを

つくっていきたし、んだというものがあるならば、示していただきたし、と思います。

0議長(市川資信君) 市長。

すことが多いわけでありますが、今回の基金を制定したい、またその基金の用途という

のは、そういう広げた形ではなくて、いわゆる「核兵器廃絶・平和都市宣言」、この宣

言にふさわしい市民行事、その範囲で対象とすべきものだと、こういう考え方でありま

す。

0議長(市川資信君) 中谷好幸君。

09番(中谷好幸君) 一部には自治体が非核都市宣言を行って、事業を行っていくと

いうことについては、自治体の権限を逸脱しているというふうな議論もあるわけですけ

れども、しかし実際には先ほど御答弁ありましたように、全国のすでに 3分の lを超え

る自治体で非核宣言を行って、それぞれのやり方で平和事業が実施されていると、これ

が趨勢だというふうに思うんです。また自治体が住民の平和的な生存権を確保するため

に、事業を行うことというのは、この自治体の、非核自治体の広がりにも見られるよう

に、すでに国民の中に定着しているんじゃないか。非核自治体自身3分の l超えている

ところですけれども、人口では過半数を超えているというふうに私は開いているわけで

すが、ぜ、ひこの自治体がより一層非核自治体宣言の内実を成す平和事業を安定的なもの

にしてし、く、大きな日本の国民の流れにしていくということは、やはり憲法の精神で国

民が自覚を高めて、世界平和、また核兵器廃絶に大きな貢献、力になっていくんじゃな

いかというふうに、私は考えてます。そういう点で、この平和啓発事業基金についても

よく委員会の中で、ただお金の問題としてとらえるのじゃなくて、そうした意義につい

ても十分討議をしていただきたし、というふうにお願し巾、たしまして、質問を終わります。

O議長(市川資信君) 天野輝男君。 0市長(森田喜美男君) 米ソ核超大国という言い方があるわけでありますが、その米

06番(天野輝男君) 6番、天野輝男です。 ソが今まで、非常に厳しい対立間にあったものが、 INFという中距離核兵器と言われ

る、そうしヴ施設をとにかく双方で削減をしようという合意ができた。これはもう核兵

器の問題を中心とする平和の転換、非常に大きな変化というふうに世界から見られてお

るわけであります。その動機をつくったのは、私はもちろん核戦略上のいろいろな計算

もあるでありまし ょうが、世界じゅうの世論が核兵器に対して、いわゆる草の根反核運

動という形で、燦原の火のごとく燃えさかつて広がっておる。このことが国際軍縮の場

私もこの問題につきまして、大変疑問に思う面があるわけであります。けさですね、

奥住議員から市長に質問がございました。その中で、 「市長、もっとやられるつもりな

んですかJとしヴ質問があったと思います。そのときに、 「体の続く限り、やりたし、ん

だ」ということであります。そういう面で私は、この市長を何か、自分の選挙間際にな

るといろいろなものを、要するに日野市の一般財源を利用しながら、うまく選挙に戦っ
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で大きく反映をされて、やはり民族、地球の将来を考えると、威嚇による、あるし、はよ

く言われますところのそういう何ですね、おどしで何とか平和が維持できていると、ま

るでその薄い氷を渡り歩くようなそういうものであってはならないということに気がつ

いたということだと思っております。

日野市は幸いに市民の意識とそれから議会の高い判断のもとに、こういった比較的早

い時期に「核兵器廃絶・平和都市宣言」が行われた。そのころから、日本じゅうの自治

体に波及しておるわけでありまして、我が市が宣言を行い、宣言の決定を行われました

ときは、まだ数が少ない時期であった。したがって日野市は常に、そういう大きい問題

についても、先鞭をつけていく、これが自治体の一つの成果であるというふうにも思う

わけであります。何か今の天野さんの質問は、選挙のために何かというような、そうい

う私心を持って私は事業を行ったことは全くございません。

そういうわけで、日野市の財政力はもちろんその中の 1億円は貴重な金であります。

その貴重な金を基金という形で温存をして、その源から流れてくる果実をこの平和とい

う市民意識を高めるための事業に、長期にわたって、使途を定めていくということは、

私は日野市の自治体としての性格から、むしろ積極的に取り組んでし、くのが、市民の意

識にもこたえるゆえんである、このように感じております。

0議長(市川資信君) 天野輝男君。

を犯さないように、また戦争の悲惨さを伝えたい、残したい、日本に残したいというこ

とで、果敢に書き続けたわけであります。そういう面からみまして私は、やはりもしこ

の基金を利用するということであるならば、やはり程久保の緑地を買う基金にするとか、

もっと具体的に私は話を進めるのが、よろしいんじゃないかなと思うわけであります。

そのあたり、何か私が言っていることに答えていただければお願し北、たします。

0議長(市川資信君) 市長。

0市長(森田喜美男君) もう 10年ぐらいになると思いますけれども、環境緑化基金と

いう制度を設けていただきまして、今日目途といたしております10億円を少々超えるこ

とになっております。緑とか平和とか、あるいは今おっしゃいます人聞を高める美術等

の分野も、これはすべて人間の生きる喜びをつくる、つまり平和という要件が基本的に

必要である。大切である。こういうことは共通できると思っておりますから、今御提言

の、特に核に関する美術作品などは、まさにこの事業の該当できる事業だ、このように

も言えるかと思っております。そのように御理解をいただきたいと思います。

0議長(市)11資信君) 天野輝男君。

06番(天野輝男君) 私はそういう考え方であるとするならば、私はこれから日野市

06番(天野輝男君) まあ、日本は被爆国でありますから、このまま核とか、そうい

のこの基盤整備等、いろいろ公共事業にたくさん起債しなけりゃなりません。こういう

起債がふえればふえるだけ、先行き日野市の財源を圧迫するわけです。そういう面から

言うならば私はこういうものをつくる必要はない、と私は思います。そういう面でこの

件については、総務委員会で慎重審議していただきたいと思います。以上です。

O議長(市川|資信君) 馬場弘融君。

う核戦争に、こういうものに対しては敏感に反応して当然だと思います。しかしながら、

市長、もっと私、物を知っているかと思ったら、割りと知らないんですね。もう米ソが、

手を組んだ、核はもう役に立たないんですよ。も っと強力なものができているんですよ。

だからそういうところで、平和外交というか、背後にはそういうものがあるわけです。

そういうもので、一応手を結んだような形にしているのが、現状であります。もっと強

力な爆弾が実際にできているのが、現実であります。そういう面で私は市長に、市長が

ですね、今お話がありましたけれども、私はもし積極的にこの基金を使うということで

あるならば、私はもっと違った方法で考えたらよろしいんじゃなし、かなと思って、聞い

ているわけです。聞いたら、その説明の中には、まあ、残すことが必要であるというこ

とで、具体的なものはないわけですね。そういう私は、この基金のっくり方というもの

に、やはり問題があるのではないかなと思います。

そういう面で私は昨日も美術館のことで、市長に質問いたしました。この漆畑耕作さ

んという方は、要するにこの戦後の焼け野原の絵を、そしてこれを日本がまあ再び戦争

015番(馬場弘融君) 15番。何点かお伺いしますが、一番初めにこの「平和啓発事業」

の「啓発」としヴ言葉ですね。これは私は非常に不遜な言葉ではないかなと思うんです

ね。辞書を引いて見ますと、 「啓発」というのは、 「知らなかったことを気づかせて、

その人の知識や考えを豊かにする言葉」というんです、まあ啓蒙に類する言葉だ。とい

うことは、日野市民は平和って知らないのですか。平和を啓発する事業だ、こういうふ

うな基金を、そうし、う基金をつくるということでしょう。あまりにも、お上が下々に教

えてやると、そういうための、平和とはこういうものだ、お前たちは平和を知らぬのだ、

こういう基金をつくって、これからは平和とはどういうものか教えてやるからというふ

うな、そうし、う響きが感じられるわけです。

市長は、この啓発という言葉をなぜ、あるいはどういう意味で使っているのか、まず

教えていただきたし、と思います。
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次に、先ほど来の議論で、大分出てますけれども、どうも私、具体的にいわゆる平和

啓発事業なるものが、具体的な顔として、どういう顔を持ってあらわれてくるのか一一

過去のいろんな事業ありますけれども、この基金をもとにして行われる事業の一つ一つ

の顔が見えてこないんで、もう一度詳しくこうしヴ事業です、こうし、う事業ですという

ことを教えていただきたいと思います。

それから最後に、この基金を確実かっ有利な有価証券にかえることができるというふ

うな、第 3条2項で書いてあるわけですが、どういった有価証券を具体的に考えておら

れるのか、それをお伺いしたいと思います、以上 3点お願いします。

0議長(市川資信君) 市長。

して御相談して、そしてやっていきたし、というふうに思っております。

O議長(市川資信君) 馬場弘融君。

015番(馬場弘融君) 順次、再質問しますが、市長のお考えは啓蒙とは違うんだと、

0市長(森田喜美男君) 質問の 2点にお答えをし、 3点は担当の方から考え方をお答

啓発はみんなで一緒に考えていくんだというふうなことでしょうけれども、我々が当選

したときに、議会でお祝いにくれた三省堂の辞書ですね、それによりますとそうじゃな

いんですね、ほぼ啓蒙と同じような意味で、知らないことは人に教えてあげるんだ、そ

ういう意味ですね。例えばある人に啓発をされました。ある本によって啓発をされまし

たということを言うでしょう。それまでは知らなかったんですね。知らないことが、あ

ることによって初めてわかった、こういう言葉なんですね。ということは、私が繰り返

して申し上げますけれども、この基金条例、日野市平和啓発事業基金条例というのは、

日野市が、あるいは市長が、市民に対して、平和とはこういうものだということで、教

えてあげる事業のための基金をつくりますょとしづ条例なんです、というふうに私には

読めるんです。そしてその事業の具体的な内容は、今市長からもお話がありました。広

島や長崎へ行って、各種の事業に参加する、あるいは現地の博物館とかそういうところ

にも行くんでしょう。さらには非核自治体等との交流等も考えられる。市民文集、平和

図書、あるいはフィルムの購入も考えられる。こういうふうなお話ですね。私、これら

一連のものをす.っとこれまでも、あるいは広島に行ったり、長崎に行ったり、あるいは

いわゆる平和図書というもの、平和フィルムというもの、あるいは平和展というような

ものを見まして感じますことは、そこにあるのは、悲惨な戦争の場面だけなんです。平

和展とし、L、ながら、あるいは平和の資料館と言いながら、そこにあるのは本当に見るも

無残な、人殺しが行われた結果の残虐な場面がだあっと並ぶ、そういうものばっかりな

んですね。

日野の市役所の 1階のロビーにも、時たま原爆等の後の悲惨なフィルムが大きなパネ

ルになって展示をされておりますけれども、あれを称して平和だ、市民の皆さんにこれ

が平和なんですよということを教えるとするならば、私は全く間違っている。先ほど天

野議員がおっしゃったように、平和というものは、人間のし、し、面を引き出して、よりよ

い地域社会、よりよい国際社会をつくろうとする意思を、いいですか、そういうものを

啓発させなければいけないと思うんですね。全くそういう面ではマイナス作用です。

私は前にも修学旅行の広島・長崎行きの問題で、るる教育長といろんな議論をしたこ

とがありますが、子供たちにああいうものを見せても、 「ああ、平和ってし、し、なJと思

うでしょうかね。人間ってこんな残酷なことをするのかとしづ、そういう自分の生命力

えすることにさせていただきます。

「啓発」としヴ言葉に不遜な意味がないかと、こういう御指摘ですが、私は「啓蒙」

という言葉にはあると思いますけれど、 「啓発」は、お互いの啓き、発するという発展

させるということですから、不遜な意味は全くない。むしろ啓蒙という意味は適当でな

いが、啓発は一一一啓発という言葉はどこでも使われる言葉でありまして、啓き、発展さ

せる、こういうふうに解釈ができる、できるよりもそういう意味であるというふうに理

解しております。

それから事業を具体的にということですが、今日まで広島や長崎の平和記念事業にも

参加をいたしております。国際的な非核自治体の交流も必要だと思っていますし、それ

から市民に文集をつくってもらったり、いろいろな平和図書とか、平和フィルムとか言

われるものがありますから、そういうものを特に若い世代によく見る機会を設けて、自

治体として提供できる事業を組んでおくと、こういうことが当面言えると思っておりま

す。なおそれをまた市民参加によって、いろいろな工夫をお願いすることも、とるべき

措置だろうと、このように思っております。

0議長(市川資信君) 総務部長。

0総務部長(山崎 彰君) 3点目でございますが、先ほど提案のときにもちょっとお

話し申し上げましたが、これの大口の定期預金というようなことで、現在 1年定期では、

3.95というようなことでございます。

それから信託におきましては、 4.2から4.4というような、今現在下がった中で、のそう

した利率を出納課の方からいただいております。そうしたものを踏まえまして、資金の

公金の運用、そうしたものは、収入役さんの、ベテラ γの収入役さんにお願いして、そ
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を失わせるとし、し、ますか、よりよく生きょうとしヴ意欲を失わせるような、反作用とい

いますか、そういうものがあるような感じがしてならないんですね。ですから先ほど中

谷議員の質問にもあった、例えば青少年の国際交流だとか、市民の国際交流、そういっ

たものにこの基金が使われるんですよと言うんであれば、わかるんですね。そうじゃな

くて、全く広島・長崎だとか、こういったものにだけ使われるとすれば、果たしてこれ

が「平和啓発事業」に当たるんだろうか、非常に疑問に思うわけです。

この「啓発」としヴ意味を踏まえて、二重に私市長にお伺いをしたいんで、すね。 I平

和」というのはどういうものか、平和を教えるのに、ああいった悲惨な場面だけを見せ

れば、その反作用で、ああ平和はし、し、なと皆さん思うんでしょうかね。どうですかね、

その辺市長もう一回お伺いしたし、と思います。

0議長(市川資信君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 今もおっしゃっていますけど、戦争を犯さないのが平和だと

く、一一私も割りとリベラルですから、いろんなところに行きます。いわゆる平和集会、

平和映画会とか、いろいろ行きますよ。そういうところに行って、まず感じることは、

何でこんなに暗い、暗いドラマ、暗い場面、悲しい場面ばっかりが延々と続くようなも

のを見せられなければならないのか。平和のよさというものは、もっとそんなものじゃ

なくて、もっとすばらしい田園であったり、すばらしい町であったり、楽しい家庭生活

であったり、そういうものを、こういうものですよ、こういうものを守っていきましょ

うね、こういうふうな教育こそが、平和啓発事業だと思うんです。そういう意味じゃ全

くなくて、すべて人類がこれまでなしてきた悪業とし、し、ますか、あるいは今なすかもし

れない悪業、そういったものを結果でこうなるだろう、ああなるだろうということばっ

かり、悪い面ばっかりを教える、見せる、展示する、それが平和啓発事業として市長が

とらえているならば、私は本当に納得できなし、。そういう逆の面の、明るい面の事業と

いうのは、市長、全然、考えておられませんか、この事業の中で。

O議長(市川資信君) 市長。思し、ます。戦争は人間が間違ってやることです。したがって、戦争をしない、そういう

戦争をしない状態をみんなが意識として、戦争から避ける、戦争を防く¥これが平和だ

というふうに、私は考えるわけであります。つまり戦争はいかに残酷であること、非人

間的であること、そのことをやはり子供たちの目にも、大人はもちろんでありますが、

認識することは、やはり平和の基礎になるんじゃないでしょうか。(Iそうだ」と呼ぶ

者あり)

むごたらしいことは確かに目をおおいたくなる、しかしそういうことを今までやった

んですから、ゃったことを反省をし、二度とこういうことにならないようにしたし、とい

うのが、私は平和意識の啓発だというふうに理解をするものであります。

0議長(市川資信君) 馬場弘融君。

0市長(森田喜美男君) 悲惨な状態を見るというのは、これはほんの一部分でありま

015番(馬場弘融君) 私は、根本的に違うと思うんですよ。教育でよく言う言葉に

して、平和というのは、つまり人開発展のために平和は大切だということを一生懸命に

教えるわけですけれども、しかしこういうことをやってはいけないというものを、やっ

ぱり見せないと、つまりこういうことを二度と犯さないようにしましょうねと、これが

前向きということで、私はあると思うわけでありまして、何も悲惨な状態ばかりを、む

しろ麻薄するような形で見せるということは、これは決してし、し、ことじゃない。私もそ

う思います。しかしそれを対比する意味では、やはり何パーセソトかはそうし、う意識を

しっかりと植えつけておく。そうしてこれに陥らないために、いわゆる平和な、あるい

は人間らしい、または自然とともに生きる、こういうことの尊さというものを教える、

これが私は教育だと思います。

0議長(市川資信君) 馬場弘融君。

015番(馬場弘融君) とすれば、先ほどおっしゃ った、市長が、この平和啓発事業と

して行う事業の中に、そういうものが入ってなかったでしょう。広島、長崎、市民文集、

平和図書、こういったものには。穏やかな家庭の生活だとか、穏やかな市民生活だとか、

すばらしい芸術作品をつくってし、く、そうし、う経過を克明に描写するとか、そういうこ

とがなくて、戦争のときにはこうでした、戦争はこうでした、そういうことばっかりな

んですよ。ですからそういうものばっかり を集める、そういうものばっかりを見せる、

そういうものばかりを展示する事業が、平和事業だというならば、私はそうではない。

「あめとむちJというのがあるでしょう。つまり、むちでパンパγたたくと、痛いだろ

う、痛いから、そういうことするなというそういう教育というのは、私きらいなんです

ね。そうじゃなくて、頑張ろうよ、もっといし、ものがあるじゃないか、こんなし、し、もの

があるじゃないかというふうな、そういう教育であってほしいわけです。(I全然、違う

じゃない」と呼ぶ者あり)そういう意味で啓発というならば、悪いものをとことん見せ

て、そういう悪い者になるなよというふうな面の作用とし巾、ますか、そういうものを予

防する事業だとするならば、私はこういう事業に出すためのお金をつくる基金は大反対

です。そうじゃなくて、もっと前向きな、もっと明るいものであってほしい。私どもよ
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もちろんそれもあってもいい。今市長がおっしゃったように、ごく一部であってもいい、

これも、残念ながら我々人類の先祖がやってきたんだ、こういうものもやってきたんだ

よと。しかし我が人類の先祖はもっともっとすばらしいものをいっぱいやってきたぞ、

それを多くみせてほしい。それが本当の平和事業だと私は考えているんですね。平和啓

発事業だと思うんです。

ですから、私はもう答弁求めませんけれども、この啓発という言葉が市長が思ってい

るような意味で、市民を啓発して、平和とはこういうものですよというふうなことをや

るならば、大反対。まさに戦争啓発ですよ。むごたらしいじゃないですか。そういうも

のを徹底的にみせるんですから。そうですよ。あなた方はああいうむごたらしい場面を

見て、よく正視できますね。私の子供は正直に言いまして、長崎に連れて行ったときに、

す.っと回ったときに、 「お父さんもういやだ」。私の親父は戦争で死んでいますよ。現

実はもっといやだと言いますね。しかし、ああいったものをこれでもか、これでもかと

見せる。それが本当の平和事業かということを問いたいですね。ぜひ市長、その辺はよ

くお考えをいただし、て、この事業がどうなるかわかりません。私は、総務委員会でもじっ

くり議論をしていただきたし、と思うんです。平和というものはどういうものか、今の我々

のこの生活が平和なんだ。我々日本人のこの40年にも続く、 40年以上も続く、その生活

こそが、平和な生活なんですね。そういうもののありがたみというものを、十分理解し

なければいけない。で、私は市民の多くがそれを理解していると思います。何も今さら

市長から、平和とはこういうものだ、長崎に行かなければ、平和じゃありませんよ。広

島に行かなければ、平和をわかっているとは言えませんよというふうなことが、とても

じゃないけれども言われたくないですね。そういう意味で、今申し上げました啓発とい

う言葉、あるいは平和事業そのものの内容について、じっくり総務委員会の中で御審議

をいただきたいと思います。以上です。

O議長(市川!資信君) ほかに御質疑ありませんか。小山良悟君。

014番(小山良悟君) 所用でちょっとおくれまして、たった今この論戦に参加するわ

けでございますので、議論の展開を把握しておりませんので、場合によっては質問がダ

ブるかもしれませんが、御指摘をいただければまたそれなりの対応をしながら、質問し

ていきたいというふうに思います。

私も実は一般質問に通告をしておったわけでございます。1"平和啓発事業基金一億円

の予算措置は、市長の市民に対する騎りだ、その真意を疑う」というタイトルで華々し

く市長と論戦しようと思っておったわけでありますけれども、予算審議を先行しなきゃ

ならない、先議しなきゃならないという状況の中で、一般質問が後に回りまして、この

場であえて一ーまあ大勢の皆さんが質問されたということでありますので、そう多くの

質問をするつもりはございませんが、私自身のぜひ納得したい点だけ質問したいという

ふうに、納得できる点があるかどうかわかりませんが、質問したいというふうに思いま

す。

ただいま馬場議員とのやりとりで啓発というこの解釈でありますけれども、この問題

は、本質的には言葉のやりとりは二次的な問題であります。私は本質的な問題を市長に

問いたいわけでありますが、まずその二次的な問題、今のこの啓発という一一一私自身が

市長に対する、市民に対するおごりだというタイトルで示すように、馬場議員のみなら

ず私自身もこの啓発事業というんですか、平和基金の啓発事業というこのとらえ方です

ね、この名称とし、し、ますか、というものは、まずーっは市民に対して大変胃潰している

というか、ということがーっと、また言葉で、市長の目的とするものが何か感ずるような

気がするわけであります。それだけに市長のその辺のところのおごりとし巾、ますか、と

いうものをぜひこれは正し、そして反省していただかなきゃならない、まあこういうふ

うに感ずるわけであります。

先ほど市長の答弁を聞いておりまして、 「啓発という言葉は啓蒙とは違う」というこ

とを申し上げておったようであります。お互いに、何とし、し、ますか、意識しあってとい

うんですか、この何か対等な立場で、お互い平和というものを意識していこうじゃない

かというふうな意味のようなことを申し上げておったようでありますけども、市長はよ

くいろんな行政の政策展開の場合、我々とまあ議論する際に、市長独特のこじつけとい

いましょうか、切り回しで私どもの追及をかわしておりますけども、一一この言葉とい

うのは、いわゆる政治の世界の、世界にしか通用しない言葉で逃げられることと、それ

から市民の常識じゃ理解できないものとあるわけです。で、市民の皆さんにはこの「啓

発」という言葉、そのまま小学校から、中学校から勉強してきたその解釈で受けとめる

わけであります。市長自身の思う気持ちと、 気持ちがそうじゃないんだと言ったって、

ここに出ている漢字は、 「啓発」というのは、 「発jというのは、相手に向けて発する

ということですね。自分の方から相手に行動を起こすということです。受け身じゃない

んです。そのことがまずーっです。

それから「啓」というのは、教えて目を開かせるとい うのが、 「啓Jなんです。した

がって、啓蒙は無知蒙昧な人たちを教え導くというのが、啓蒙。したがって、先ほど市

長が平和の定義とし、し、ますか、そういったことは、戦争のない状態の、戦争のないこと
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を望む意識を持つことが、平和だとこういうことをおっしゃっておりましたね。戦争の

ない状態、違いますか。

じゃ、ちょっと質問の途中ですが、先にその平和の定義ですね、市長の、それをもう

一度ちょっと確認します。

0議長(市川資信君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 平和とは文字のごとく、平らで和んでいる状態といっていい

とてもじゃないけれども入れない、消防車も救急車も通過しにくい、大変危険なところ

です。

それからもう一つ、そのちょっと先の明星住宅街ありますけれども、これは都道であ

りますけれども、日曜、祭日には多摩テックや、あるいは動物園に向かう観光客の車で

大変な交通渋滞を起こす。あそこの住民の方々は何と言ってますか。あの交通渋滞のと

きに、火事が起きたり、急病人が起きたりしたら、本当に心配だ。もうあそこはどこか

らも入れないんですよ。陸の孤島になってしまう。(1それは東京都に要請運動行って

いるじゃないか」と呼ぶ者あり)先ほど言った京王線のガードの問題も、あれは市が道

路管理者として拡幅して、消防車も救急車も通れるようにしなきゃいけない。そして市

民の財産を守り、そして命を守らなきゃならない。市民の願う平和というのは、自分た

ちの財産を守っていただき、生命を守っていただくこと、安心して暮らせる生活、それ

が平和なんですよ。そう いうことをしないで、何が平和基金ですか。(1そうだ」と呼

ぶ者あり)何が平和啓発事業ですか、市長。市民の命と財産を守れなくて、何が平和啓

発事業ですか。こういうことを私は思い上がりだと言っているんです、あなたの。(発

言する者多し)なぜここで 1億円の基金を使ってまで、 ( 14兆円の基金はどうした」

と呼ぶ者あり)そういうふうなことをしなきゃならないのか。市民のレベルがそんなに

低いのか。日野市民がそんなに好戦的なのか。戦争を望んでいるのか、日野市民が。ふ

ざけるなと言いたい、私は。(発言する者多し)そういうとらえ方でやっているのは、

共産党の、あなたを支持している極左勢力じゃ(1違いますよ、あれとはJ1同じだJ

と呼ぶ者あり、その他発言する者多し)新左翼も極左翼も同じだ。そういう人たちの政

治運動の、その肩車をかついでいるのと同じじゃありませんか、市長。(1社会党の提

案で出したんだJ 1革新が極左とはなんだ」と呼ぶ者あり)

戦争のない状態とは、例えば核兵器の廃絶を望む、これはだれでもそのとおりですよ。

戦争のない状態を望むのはだれでも同じ。そういったレベルのものは、国の税金、そこ

で国政のレベルで、国の平和を守る、国の安全を守るにはどうしたらし、し、かという論戦

をしていただき、税金を使っていただく。日野市では日野市民の平和のために、その日

野市民の平和というのは、安心して暮らせる、そうし、う生活を確立するのが日野市民の

平和を守るあなたの役割じゃありませんか。やるべきことはまだまだたくさんあるんで

すよ。

例えば、私も最近眼鏡をかけました。45歳です。実は眼鏡をかける前までは、まだ大

学が終わって間もなし、ぐらいの学生気分がまだ抜けてないような、まあそんな気分でお

んじゃないでしょうか。

それから私らの考える位置とは、当時とは違うわけでありまして、 同じレベルで、私

らも啓発をされる、議会のいろいろな御意見を聞きながら啓発をされておるわけであり

まして、何か、だれかが、教師の位置で人を啓発するということじゃありません。自分

たちで、ひとつお互いが啓発をしあいましょう、これが自治の私はあり方であって ・・

したがって平和というのは、人と人とが和みあって、そうして争わない状態、少なくと

も争わない状態、そして前向きにもっと向上しようという心の交流の状態、そのように

言えるかと思っております。

0議長(市川資信君) 小山良悟君。

014番(小山良悟君) 市長はですね、今の市長の答弁、その平和というものに対して

の定義、まあ市長なりの定義をしましたね。そういうふうな意識を、あなたばかり持っ

ているわけじゃないんですよ。(1そうだ」と呼ぶ者あり)常識ある15万市民みんなが

持っているんですよ、そういうことは。だから私が一番言いたいのは、これは行政の守

備範囲として、自治体がやるべきことかというところに持っていきたし、わけです。だれ

も戦争を望む人なんかおりませんo (1じゃ、だれが起こしたの」と呼ぶ者あり)し巾、

ですか。だれも戦争は望まないんですよ、市長。文字どおり平和で和やかな生活できる

ことを望んでいるわけです。だからそういうふうな、だれしもがですよ、常識ある市民

がだれしも持っていることに対して、平和を啓発する、教え導く。とんでもない思い上

がりだ、市長。笑いごとじゃないですよ、共産党。

市民はね、一市民として、そしてまた市民の代表として、こう し、う市長の思い上がり

的な政策には大変腹が立つ。市長、し、し、ですか、私は一一イ列えばきのうも奥住議員が言っ

ておりました。その前になすべきことたくさんあるんじゃないかというようなことを言っ

ておりました。例えばです、七生の支所、農協のところから、動物園に向かう途中に中

程久保ってありますね。あそこのちょっと手前から入ってし、く住宅街。京王線のガード

があります。狭い。高さがない。あそこには、もちろんそう、共産党の宣伝カーなんか
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りまして、健康というものも、その意識というのは、健康管理意識というのはあまり強

くなかった。それから身体障害者の皆さんとか、そういった皆さんの不自由さというも

のについて、目が見えない、耳が聞こえない、交通事故で片足や片手を失ったとか、そ

うした人たちの苦しみとか、そういったものは感覚的には理解できても、実感として理

解することはできなかった。現実に視力が衰えて、眼鏡をかけざるを得ない状況になっ

たときに、初めて目の見えない人の切なさ、厳しさというものを実感として感ずるよう

になってきたんで、す、市長。(1"おれたちはもっと前から眼鏡をかけているんだJ1"もっ

と前からわかっているよJ 1"やっと気づいたんだ」と呼ぶ者あり)この共産党の無責任

な野次を聞いてください。私は真剣になって市長に訴えているんですよ。この平和基金

1億円云々だけの問題じゃない。それ以上のことをあなたに望むから、私は言っている

んです。

自の見えない人に、もっと税金を使ってあげてやってくださいよ、市長。信号機も変

えてあげる。耳の聞こえない人のために、目の見えない人のために信号機を変えるとか、

盲導犬の導入だとか、不自由な思いをしている人に手をかしてあげてくださいよ、市長。

( 1"予算をすれば、反対するじゃないかJ1"そうだJ 1"何でも反対するじゃないか」と

呼ぶ者あり)耳の聞こえない人にはファックスを貸与してあげる、予算がない、予算が

ないということで数を制限するということでなくてですよ O 耳が聞こえない人は目が見

えるから、その耳の聞こえない人にファックスの貸与をしてあげてくださいよ、市長。

市民の平和を啓発するなんという、そんな思い上がりのお金を使うんだったら、そうい

うところに回しなさいということを私は強く言いたい。(1"提案すればいつも反対する

じゃなし、」と呼ぶ者あり)

市長は、そういう人たちに対してどう思いますか。そういう人たちに完全なる、完全

とは言いませんけれども、自の見えない人、耳の聞こえない人、身体の不自由な人に対

しての対応が十分できてますか。そういうできてない状況の中で、共産党や一部そういっ

た勢力の政治活動の宣伝の材料に格好な材料ですよ、これは。(1"宣伝のためにやって

いるんじゃないわよ」と呼ぶ者あり)私たちは平和のために一生懸命頑張ってます。森

田市長も平和基金を、予算を計上して平和基金を設置しました。だれよりも平和を愛す

る森田市長です。また今度の選挙にも応援してください。あなた方のやり方はいつもそ

うじゃありませんか。 (1"応援してくださいと言ってませんよJと呼ぶ者あり)よく考

えてくださいよ。その前にやることがたくさんある。(1"平和がなければできなし、」と

呼ぶ者あり)弱者の人たちだって、手をかす、かさなければならないことがある。それ

から今言ったように、万が一火事になったらどうしよう、自分のうちが丸焼けだ。病気

になったらどうしよう、救急車が来ない。生命をだれが守ってあげるんですか、市長。

そういったようなと ころに行政が真剣になって取り組まなかったら、 ( 1"老人医療費の

無料」と呼ぶ者あり)市長は、そこにあなたはそこに座ってる意味もない。これはもう

市民の声ですよ。(1"だれだそうしヴ交通渋滞をつくったのはJと呼ぶ者あり)いつも

左側ばっかりに耳を傾けちゃいけない、市長。もう少し右側にも耳を傾けていただし、て、

いいですか。(1"し、い意見は全部聞いているじゃないか」と呼ぶ者あり)都合の悪いこ

とには、私の耳は聞こえてきませんと、きのう何かそんな答弁しておりました。あのダ

イクマの問題ですか。一方の方の勢力については、よく耳に入る。片方の意見について

は、全く私はそういうのは聞いておりませんとこう答弁している。あまりにも片方の耳

だけを使い過ぎですよ、市長。そういうあなたの一方にだけ傾いている姿勢がこの平和

啓発事業としみ、市民に対しては本当におごり、そういう政策をここで出してきた。

来年の4月、間違いなく市長選挙。きのうあなたは、体力の続く限り頑張りますと言っ

ておりましたね。事実上の再4回目、 5回日の出馬でしょうか。何回やられても結構で

すよ。市民の期待にこたえてくれるなら。しかしこういうふうな、選挙を目前にすると、

いろいろなことが出てくる。市民会館のときにもそう。市長選挙に間に合わせたいため

に、国庫補助を一度申請しておきながら、 1カ月もしないうちに、国庫補助を受けると、

1年おくれる、選挙戦に間に合わないからということで、 1カ月もしないうちに、あな

た取り下げているじゃありませんか。それで選挙になれば、チラシを配って、市民会館

をっくりました、森田市長、手柄です。もう森田市長、そういう姑息な手段しなくたっ

て、あなたはもう当選できますよ。もっと自信をもちなさいよ、自信を。左ばっかり見

てないで、もう少し右側を向いて、この小山良悟に、森田市長をお願いしますと言える

ぐらいのことをやってみなさいよ、あなた。

今いろいろ私は、一方的に決めつけているように思えるかもしれませんけれども、私

は本当に残念だけれども、ここの本会議の模様が、 15万市民全部にわかるように、テレ

ビ中継でもしていただいて、 (発言する者多し)そのぐらいこうし、う審議の実態という

ものを、市民の皆さんに本当に知ってもらいたいと思うんです。結果だけ出て、議論の

経過は全く知らされていない、都合のし、し、部分だけとって、宣伝上手の党に使われるだ

け。

この平和啓発事業というのは、先ほども言うように繰り返しますが、森田市長、あな

たは言葉をまやかしたって、ごまかしたって、心はもうどうしようもない。(1"うるさ
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いよ、うしろ」と呼ぶ者あり)事務局。傍聴席、発言してよろしいですか。整理してく

ださい。傍聴席もルールに従ってですね…・ o

0議長(市川|資信君) ただいま傍聴席から、不当な声が聞こえるとの御提言がござい

ましたので、静粛に傍聴を願います。小山良悟君。

014番(小山良悟君) まあ、傍聴席の方も、枠組みは私が15万市民の声をそのまま本

当に伝えたということでの黙っていられない心境で、あるいは言われたのかもしれませ

んが、森田市長、今私が申し上げた自分の財産を、自分の命が、毎日ひやひやして暮ら

している市民に対して、どう対応するのか。自の不自由な方、耳の聞こえない方、身体

障害者の皆さんに、どう対応してし、く。十分なまで、あなた方にやれましたよ。いや本

当に、例えば目が見えなくなるという、その厳しさ、市長は本当に、あなた御自身の健

康管理が御立派で、もう風邪ひとつ引かない、本当にすばらしい、健康状態とし、し、ます

か、いつも私はその点に関しては、ただただもう敬服するばかりであります。しかし市

長、病んでいる人の気持ち、身体障害者の人の気持ち、それがここに座っている我々よ

りも、あなた自身がもっと、そうした人たちの苦労、理解しなけりゃいけない。(iわ

かってますJ i温かし、気持ちを持ってますJ iだから平和基金を提案しているじゃない

の」と呼ぶ者あり)だまれ共産党。共産党じゃないのか、新自由クラフ寺か。(i共産党

だ」と呼ぶ者あり)

いいですか、市長、例えば今まで目が見えてて、だんだん視力が衰えてきて、見えな

くなってくる、失明するかもしれないというふうな状況になったときの心理状態。テレ

ビを見る，今までは鮮やかに見えていた。最近のテレビは本当に技術が優秀で、昔みた

いなピソボケのテレビなんてない。鮮やかに見えていた。ところがそういう鮮明な画像

が、今やもう見えない、ぼやっとして。その鮮明な画像が頭の中に映像が残っているん

ですよ。それが再び見れないのかなと思うと、本当に悲しい気持ちになる。そして間も

なく桜の花が咲くでしょう。天気がし巾、とき、ああ本当にきょうはし、し、天気だな、桜が

見事に咲いているな、きれいだな。そういうふうな、生きていてまさによかったなと思

えるような、そういう光景を再び見ることのできない悲しさというのは、市長わかりま

すか。ましてや、 ( i戦争は障害者をつくるんだよ」と呼ぶ者あり)全然見えなくなっ

た人、まるっきり見えない人は本当に、どんな切ない思いでいるでしょうか。

そういった人たちに手をかしてあげて、五体満足の市民の皆さんが、そういう五体満

足であることに感謝して、自分たちの納めた税金が、そういった人たちに使われること

に、だれが文句言いますか。そういう障害者の皆さんや、あるいは今病気で入院されて

いる患者の皆さん、病気で本当に悩み、苦しんでいる人もいるわけであります。まして

やこれから、高齢化社会を迎える。国民の 4人のうち 1人、ほぼ 1人が65歳以上のお年

寄りになるというそういう高齢化社会が間違いなく来るわけですよ、市長。

医療行政だってもっと真剣に取り組まなきゃならないでしょう。そういう医療行政を

確立して、身体障害者の皆さんに手をかしてあげて、それから道路網や交通網を完備し

て、財産を守ってあげ、命を守ってあげる、消防車や救急車が通れるような、そういう

形を実現するのが本当の意味の平和じゃありませんか。日野市民の望む平和はそこなん

ですよ。あなたに啓発されなくたって、戦争を望むなんということはない。だから、市

民の側からいわせれば、ふざけるなと言いたいわけです。何を思い上がっているんだ、

こういうふうに言いたいわけですよ。

ひとつ、今まで私が申し上げたことに対して、できるだけ誠意のある御答弁をお願い

したいと思います。

0議長(市川資信君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 平和の理解に伴って、発想するそのきっかけの、どうして気

持ちが通じないのかという感じがし、たします。

もちろん地方自治体ですから、市民の一人ひとりの日常生活をお互いが守りあってい

く、これはもちろんのことでありまして、それらの施策を皆さんと一緒に一歩一歩でで

もレベルを高くしていこうという努力をしていることは、御承知のとおりだと思います。

そうしてそのいろいろな子供の教育、あるいは地域、地域の日常生活、それからお年寄

りの方の日々の生活の生きがし、づ、くり、底上げの形でだんだん、だんだん高めてきてお

るのが、恐らく現状であるわけであります。その貴重な財政の一部分を次元の違う平和

という意識にみんながかかわりあう、そういう財政の一部の使途の仕方を何もむだ遣い

だというふうには、どなたも思われることはないのではないかというのが、私の地方自

治に対する意識でございます。地域、地域、いろんな課題がございます。それを一年、

一年事業として片づけて、建設的に進めておるということはどなたも行政に参画をして

いただいているとしヴ立場で、御理解をいただけておるわけでありますし、私どもも議

場という形でまみえている中で、信頼をしあいながら、何かこう意思の疎通を図ってい

きたい、これが私の気持ちであります。

逆らって、事を一方的に何かこう進めていこうなんということは全くございません。

全市民の方を公平に平等に、そして弱者を支えていくと、そういうことが私は皆さんと

ともに取り組んでおります自治体日野の、行政という形の自治だというふうに感じてお
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014番(小山良悟君) 森田市長の答弁を聞いておりましても、大変立派な弱者を引き

て、穏やかに暮らせる生活を、それが日野市民の望む平和なんです。ですから、病気に

なったら早く治りたい、心身障害があるならば，その障害をカバーしてくれる施設をつ

くってやる、ほしい、日野市民はそう思うんですよ。そういうふうなことを日野市民が

望んでいることは平和である、だから平和啓発事業というのは、そうし、う次元での市長

が今考えている次元でのこの事業は、日野市政レベルではなくて、国政レベルでもっと

もっと積極的に展開してもらうという考え方で、別の方法があるではありませんか。 1

億円の基金を設置して、それを使ってやっていくというんじゃなくて、お金を使わない

で、そういうふうな意識をお互いに持っていこうとしヴ、そうし、う場面というのがたく

さんあると思うんですね、市長には。ですからそういう部分で、私は何も平和の意識を

持つなと言ってないんですよ、市長。市長だからこそ、余計平和の意識というのは強く

持ってもらいたい。そうし、う市長の考えを日野市民の皆さんに少しでも浸透させるには、

それはあなた自身がし、ろいろそうし、う場面が与えれるんですよ。お金を使わなくたって、

あなたの考えを浸透させることはできる、だから貴重なこの税金はもっともっとなすべ

きこと、日野市民の安心して暮らせる生活を確立することに使ってほしいということな

んですよ。

ちょっと、今市長が平和というものについての、市長と私の次元がすれ違って，どう

して理解してもらえないだろうかというふうな、話が出ましたから、ちょっと角度を変

えて市長に質問をいたします。というのは、よく「君が代」とか、国歌のことをよく論

争されますけれども、市長、日野市で「市歌Jをっくりましたね。 1市歌」をつくった

目的は何でしょうか。それをちょっと御答弁いただきたいんですが。

0議長(市川資信君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 1市歌」をつくり ましたのは、市制15周年のときであったと

思います。日野市民意識をなるべく(120周年だよJと呼ぶ者あり)20周年、はい、失

礼しました。市制20周年、そのときに「市民憲章」、それから「市歌」、それから「市

の鳥」という一つのシンボル、そういうものを制定させていただきました。 1市歌」と

いうのは、日野市民の共通の意識に、まあ帰属意識を持とうと、こういう趣旨もござい

ますし、日野市をふるさととしてお互いが理解をしあい、町づくりに共通の目標を持っ

ていこうと、こういうことが市民憲章の趣旨であると、このように理解をいたしており

ます。

ります。まあ長いおつき合いという ことが言えるかどうかわかりませんが、価値観の差

というものは、これはおのずから個々で持つことになりますので、多少の見解の相違は

出てくるかもしれませんが、このようにどうして意味が通じないのかということは、私

の気持ちを伝える能力が欠けておる、欠けておるのかもしれないなという感じがし、たし

ます。もっともっと誠意を尽くして、そうして信頼をしていただける、そういう人柄に

成長させていただきたい、このようには思っておるわけでございまして、この平和基金

のことにつきましても、御意見は御意見としてだんだんと御理解をいただきながら、特

に行政が市民にサービスはいたしますけれど、啓発というのは、これはみんなが啓発し

あっていきましようというそういう趣旨でありまして、何か授けるというような形のも

のでは私はあってはいけなし、。また自治にはそういうものはないというふうに思ってお

ります。

もっと私もいろんな意味で勉強させていただきたいと思っておりますので、よろしく

お願いをいたします。

0議長(市川資信君) 小山良悟君。

立てて、一生懸命頑張りたい、そういう言葉を聞けば、言葉としては本当に立派なんで

すよ。竹下総理大臣よりよっぽど答弁がうまい。どうしてその市長の意がよくわかって

もらえないのだろうか、こういう発言でありますけれども、わかってもらえないんじゃ

ないんですよ O 通じないんじゃないんですよ、森田市長。あなたの今やろうとしている

ことは，市民の常識からして行政の守備範囲を越えている、平和の意識をお互いに啓発

しあってなんということは、市民の皆さんはお互いにそうしヴ気持ち持っているんです

よ、市長。それよりも、いいですか、だれも戦争は望まないんだし、平和に対する意識

というのは、無意識の中にも持っている。そういうふうな啓発しあってのための、する

ための 1億円の基金が市長から言わせれば、違う次元の形のとらえ方で、どうして理解

してくれないのだろうかというように、今心の中で思っているかもしれませんが、その

次元の、あなたの考えている次元の事業というのは、むしろ国政レベルで日本国民とし

て、お互いに平和の意識を持っていこうというそういう部分での次元でのとらえ方で、

展開すべきだろうと私は思うんですよ。

日本国民であるということは、東京都民であり、そして日野市民なんですよ。ですか

ら、地方自治体の守備範囲としては、あなたはあなたで日野市の市民の平和、それを守

るために役割を果たしなさいということなんです。日野市民の平和とは何ぞや。安心し

0議長(市川資信君)

014番(小山良悟君)

小山良悟君。

君が代を歌い、そして国旗を掲揚することが、軍国主義につな
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がるとか、よく平和論争のときに出されます。その意識のとらえ方で私はこの質問をし

たわけでありますけれども、 「市歌」をつくった目的、日野市民の共通の意識、帰属意

識といし、ますか、というふうなこと。お互いに理解しあって、円満な市民生活をやって

いこうとしヴ、そういう意識を持ってもらいたし、ということの意味で 「市歌」をつくっ

た、こういうことだというふうに、今の市長の答弁は理解いたします。

そうしますと、それはあなたがそういう日野市という単位、自治体ですね、地方自治

体の単位で、日野市15万市民の共通意識、日野市民としての帰属意識といいますか、ふ

るさと意識というものを共通の気持ちとして持ってもらいたし、という願いを込めて、つ

くった。君が代、国歌はですよ、全くそれと同じなんですよ。国歌も全く同じなんです。

日本国民の、いいですか、日本国民の共通の意識、日本国民としての帰属意識、で、

日本国を日本の国に自分の国民としての、ふるさととしての共通の意識を持ってもらう、

そういうことで君が代を歌ってもらっているんです。あなたが 「市歌」を市民に歌わせ

るのと、全く同じなんですよ。(i同じじゃないよJ iそれぞれ時代によって違うよ」

と呼ぶ者あり)その意識の違いというのは、今言ったそういう君が代，国歌のとらえ方

だって、違ってくるわけですけれども、いいですか、私の方から言わせれば、市長のと

らえ方がちょっと市民の常識と一一それは共産党の常識かもしれません。共産党の常識

かもしれませんけれども、 ( i共産党、共産党と言うな」と呼ぶ者あり)大多数の市民

の意識とはちょっとずれているんじゃありませんか。

そのずれが、この平和啓発事業という形で、同じように今、私と市長とは、ずれてい

るわけです。

どうですか、市長。 1億円というのは、本当に貴重な財源。政策のいろいろのね、市

長として理想的な政策を展開したいとしヴ、理想を追う気持ちもわかります。きのうの

変形40入学級の問題でも教育長の理想を追う気持ちはよくわかるんですけれども、しか

しもっと足もとを見つめて、もっと足もとをきちんと見つめて、政策の優先順位という

ものをよく考えてですよ、取り組んでもらいたし、わけなんです。今ここで、平和基金の、

これが今ここでしなきゃならないですか、最優先ですか、これが。寝た切り老人の人と

か、病気で苦しんでいる人に対する対応は後回しでいいんですか。目の不自由な人、毎

日の生活、たった今不自由な思いをしているんですよ。だんだん整備してなんて、元気

だからあなたはそういうこと言うんですよ。自分が五体満足だから。だけれどもそうい

う条件にある人は一刻も早く手をかしてほしいんですよ。(iもう 3回ぐらい言ったぞ」

と呼ぶ者あり)その人たちに早く手をかしてあげてくださいよ、それが先じゃありませ

んか。 (i総務委員会に付託されるんだよ」と呼ぶ者あり)もう一度、市長、その件に

ついて、弱者に対して、いいですか、先に手を差しのべるべきじゃないか、 こう思いま

すけれども、違いますか。

O議長 (市)11資信君) 市長。

0市長(森田喜美男君) いろいろな手立てを講じながら、広範に両方が成り立つよう

にしていくのが、私は行政、政治だとこのように思います。弱い方、因っておられる方

の支援ももちろん大切でありますし、大きい意味で、の平和の環境をつくる、そうしてみ

んながほうはし、として平和に対するきちんとした意識を持っておくということは、私は

今日の時代の国民であり、また地方自治の市民の方々の共通する願いだと言ってし、し、と

思っております。

何か、こう私事で物を考えているということでは全くありませんので、そのように御

理解をしていただきたし、と思います。

0議長(市川資信君) 小山良悟君。

014番(小山良悟君) まあ、この何回も議論してもなかなかかみ合わないというふう

な感じがいたしますけれども、市長は今、日野市民に平和の意識を、自治体が税金を使っ

てまで啓発しなきゃならない、そういう状況にあると、このように思っているわけです

か。

0議長(市川資信君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 基金という形で財源の源をつくり、そこから流れる果実の泉

を毎年有効に活用していくということは、私は市民が許していただける問題であると、

このように理解をしております。

0議長(市川資信君) 小山良悟君。

014番(小山良悟君) 市民から言わせると、市長、その平和の意識を持ってどうのこ

うのなんていうのは、全く余計な御世話だと言いたくなる。(iそんなことなしづと呼

ぶ者あり)言われなくたって、そういう意識は持ってる。

むしろ同じ基金として、この種火をつくるというなら、弱者救済基金とか、そういう

方がよっぽど市民の理解も得られるし、税金も生きてくるではありませんか。あなたは

立派なことをおっしゃっていますけれども、結局その基金の毎年、まあどの程度の使っ

ていくかわかりませんけれども、その展開ですね、その展開は結局ははっきり言えば一

種の政治運動の材料になる。そう いう懸念を抱くわけですよ。(iそれで反対している

わけ」と呼ぶ者あり)そういう懸念も抱くし、今ここで平和基金を設置しなきゃならな
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014番(小山良悟君) あなたを支持している与党の一部から、同じことを何回も言う

うに頼んで、きた。カがあれば私もそういうふうにしてあげたい。残念ながら赤字経営の

中で、そういう知恵おくれの子供を受け入れるのは、もう 2人がもう精いっぱい。しか

もですよ、その子供たちが働いて、生産能力がアップしたということじゃない。共に働

く皆さんが大変なんです。それでもこの世に生をうけて、一人の人格を持って、一生懸

命生きょうとしている子供を、この世に生きたかし、があると思ってもらうようにするの

が、健常者の我々の使命じゃありませんか。少々赤字があったって、苦しくたって、そ

の子供を守ってやるべきじゃないですか。どんな苦しい思いで、その子供たちはいるか、

そしてまた私どもも受け入れているか、きれいごとばかり言って、選挙のときだけお上

手を言って、勢力を拡大している(1そうだ、政治をとるためだJ 1きれいごとの活動

なんかしていませんよ」と呼ぶ者あり)そういうふうなことはだれでも、きれいごとは、

だれでも言える。だけれど、実践ですよ、実践、市長。物を言うのは実践なんです。あ

なたの今やっている、やろうとしている平和啓発事業なんというのは、きれいごと。実

践の面で、本当の意味の市民の平和というのは何かということを真剣に考えてもらいた

い。あなたのうちの周囲は、消防車も行く、救急車も行く。御自身は健康だ、日常生活

に、市長をやっているのでしょうから、そこそこの収入はあるでしょう。幾らの年収が

あるかわかりませんけれども、土地屋敷も、大屋敷とは言わないけれども、結構な面積

のところにお住まいになっている。日常生活は何ら支障がない。市民の皆さんからは市

長さん、市長さんということで、あがめられるというか、常にそういうところに来て、

あなたは4期、市長を続けてきた。いつの間にかあなたの初心がどこかに行っているん

じゃありませんか。何かを忘れてはいないかということを私はここで強く警告したいん

です。もしこの平和基金の 1億円の予算があるというなら、身体障害者の皆さんや精薄

の皆さんが職場確保できないでいる。自立できないでいる。行政がちょっと手をかせば、

不十分だけれども何とか自立の形をとれる。職場も持てるというなら、そういう人たち

に手をかしてやったらどうですか。

そういった人に目を向けないで、 ( 1生活保護の打ち切りはどうした」と呼ぶ者あり)

言わば国政レベルの分野に、理想を追うのは結構、考え示すのは結構だけれども、実際

に税金を出そうと、これは違うんですよ、ちょっと待ってくれと言いたくなるわけです。

もっと地道な政策を展開してほしし、。地道な政策を。今まさに必要とする政策に税金を

使ってほしいんですよ。私から言わせればどうして、市長は私の気持ちがわかってもら

えないのかと、逆に言いたい。

先ほど例に出したその20歳の、二十になると、成人になると、施設を出なきゃならな

いそういう危機状態ではない。(1状態ですよ」と呼ぶ者あり)もっと、もっと今緊急

にやらなきゃならないことがたくさんある。行政として当たり前の市民の命を守り、財

産を守るというそういうことが確立されてない。きょう、今火事が起きたら、どうする。

病人が起きたらどうするとしヴ、そういうせっぱ詰まった状況にある市民をどう考える

んですか、市長。(13回も、 4回も同じことだよJと呼ぶ者あり)何時間だってやり

ますよ、私は。(1同じこと、何回もやるなって」と呼ぶ者あり)

0議長(市川資信君) 静粛に願います。小山良悟君。

なと言ってますけれども、同じことを何回も繰り返さなきゃ、あなたはわかってくれな

い。(1わかってます」と呼ぶ者あり〉わかるまで繰り返す。(1そういうやり方はし、

けないと言ったばかりじゃないのJ 1そんなこと言ってないよ」と呼ぶ者あり)森田市

長、市長、いいですか、市民の平和を一一市民平和基金でもいし、ですよ、強いて名称を

変えるなら、しかし目的は全然違う。今本当に生命の危険にさらされている人、それを

先に手助けをしてほしいんですよ、私は。(1もう口が回らなくなっているJ1熱が入っ

ているんだよ、それだけJ1黙って聞け」と呼ぶ者あり、その他発言する者多し)市長、

私は本当は言いたくない。言いたくないけれども、ここまで、来たから言う。あなたの支

持政党の諸君が盛んに野次っていますけれども、あの方々は、弱者救済とか、いろんな

ことを言っている。宣伝はまことに上手だ。だけれどもどれほどその人たちのために真

剣に、実りのある政治活動をしているかどうか、甚だ疑わしし、。今、共産党から野次が

出た。自分のうちで使っているのを言うんでしょうと。この野次を何と市長は受けとめ

ますか。私は一介の零細企業の経営者だ。しかも赤字方針ですよ。そういう状況の中で、

どこかの政党みたいにきれいごとを言ってですよ、言うだけならだれもできる。(1き

れいごとじゃないですよJと呼ぶ者あり)きれいごとだ。黙って聞いてろ。(1ますま

すこわくなった」と呼ぶ者あり)こわかったら議場から出て行けばし、いじゃないか。

( 1おどしじゃないですか、それは」と呼ぶ者あり)し、し、ですか、市長。私は宣伝の材

料にするためじゃないんです。(1議事録削除を求めるぞjと呼ぶ者あり)一度市長に

言ったことがあります。心身障害者で知恵おくれの子供、成人になった。施設を出てい

かなきゃならない、本来は。ところがその受け入れ施設がない。そういう状況の中で、

私のところで、 2人の子供が働いております。子供といっても、もう20歳過ぎているん

ですよ。かわいそうに、気の毒な子供です。制度から言えば、もう出ていかなきゃなら

ない施設を、養護学校の先生が私の会社に住み込みさせてくれませんかと、こういうふ
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い、行き場所がない、親はいない、 引き取り手がない、私はその七生のその学校の先生

と話したときに、通勤寮というのは、 こうい う人たちのために、通勤寮があれば本当に

助かるんです。昔なら、住み込みでどう とい うふうなことも、 企業側もあるいは商庖も

受け入れられたんですけれども、時代が違ってきている。なかなか住み込みという形態、

はもう成り立ちにくいんですよ。どこに行ったらし、し、かわからない、しかも自分の意思

でどうすることもできない人に、行政が手をかしてやらなきゃいけないんじゃありませ

んか。通勤寮の一つでもつくってあげてくださいよ O

それからそういう子供たちを不自由しながらも何とか、歯を食いしばって、採用して

いるそうしヴ企業に、助成金でも少しでも出してあげたらどうですか、私がほしいと言っ

ているんじゃなし、。そうすることによって、そうし、う身体障害者の皆さんも数多く働け

るような、そうし、う政策をやってほしいということを言っているんですよ。

私の言っていること違いますか。間違っていますか、市長。 (i一般質問でやってほ

しいJ i議事整理」と呼ぶ者あり、その他発言する者多し)

0議長(市川|資信君) 小山良悟議員、ちょっとよろしいですか。

014番(小山良悟君) はい、答弁お願いします。

0議長(市川l資信君) 答弁、今求めますけれども、質問の途中でございますが、 2時

間半をオーバーしまして、速記者が 2時間半が概ね限度だというような経過がございま

すので、ーたん答弁をいただし、て、休憩していただし、て、それでさらに続けていただき

たし、と、かように思うんですが、よろしいでしょうか。(iわかりました」と呼ぶ者あ

り)

じゃ、市長、とりあえず今答弁がございましたら、御答弁お願いし、たします。

0市長(森田喜美男君) まあ、訴えておられるその問題の趣旨は、 何か平和基金は、

大切な市民の税金を浪費してしまう、もっと切実な今日の問題があるではないかと、こ

ういう比較にどうも聞こえるわけですが、私は両立をさせて、そうして緊急の支援態勢

も大切だと思いますし、長期にわたる広範な平和の意識の統ーということも、大切だと

思っております。したがって、御趣旨は、御趣旨に指摘しておられることも理解はいた

します。それだから、平和基金が不要だということには、考えがどうも違うと言わざる

を得ません。

0議長(市川資信君) 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Jと呼ぶ者あり〕

0議長(市川資信君) 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9分休憩

午後4時53分再開

0議長 (市川資信君) 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を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(市川資信君) 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。

先ほどの質疑が途中で休憩に入っておりますので、小山良悟君の質問を続けます。

小山良悟君。

014番(小山良悟君) 休憩直前の市長の答弁で、平和啓発事業基金が浪費だというふ

うに聞こえるというふうな発言がありましたけども、私は決して全く意味のないことだ

ということは申し上げているわけじゃないんです。この当面すべき行政の市民生活に直

接的にかかわりのある行政課題とあわせて、両建てでやっていきたいんだという市長の

答弁でありますけれども、そこら辺に見解の相違があるわけでありますけども、いわば

私から言わせれば，やっぱり物事には手I1原というか、順序があって積み立てていくべき

ではないかというふうに考えるわけであります。

先ほども再三言ったように市民の生命、財産をおびやかせている状況の中で、まずそ

れから先にやるべきじゃないかということを申し上げているわけであります。まあ例え

て言うならば、今市長がやろうとしていることは、家を建てるのに土台、土台というか、

基礎づくり、基礎をつくってると同時にもう一緒に柱を立てちゃおうとし、う、そういう

ふうな両建てと言いますけども、やっぱり物事そうじゃないかと、例えて言うわけであ

りますけれども、基礎と柱と棟上げするのが一緒にやりたいんだと言っているのと同じ

だということを私は言いたいわけで、やはり基礎、土台をきちんとつくった上で、しっ

かりとした揺らがない、揺るぎのない柱を立てていただし、て、立派な家をつくるべきじゃ

ないか、そういうことを申し上げ、たし、わけでありまして、決して全く意味がないという

ことを申し上げているわけではない。

この平和式典に、長崎・広島に参加するということも意義のないことではありません

し、過去においてはこの予算措置や、私どもも承認しているわけであります。最終的に

は承認したわけで、はありますけれども、その段階でとりあえずもう少しそういう形の中
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で展開していただいて、そして基礎がきちんとでき上がった段階で，また別の展開とい

いますか、初めて柱を立てていくというか、そういう作業に入ったらどうかということ

を申し上げたいわけであります。

ましてそういう平和意識を持つということであるならば、本当は、まあ願わくばこの

税金で使って参加するということじゃなくて、できれば自費で参加していただければ、

なおその意識も強くなるでしょうし、また説得力も出てくるんではないかというふうに

思うわけでありますけども、そこまではとやかく申し上げません。一度、そういう形で

の予算措置を認めたわけでありますから、ですから当面そういうふうな形で、全面的に

平和に関する予算措置をやめろと私は言っているわけではありませんので、どうかひと

つ市長も謙虚にその辺のところを受けとめていただいて、お互いに何と言うか、市民を

思う気持ちは同じでありますから、そうし、う立場に立って、私自身もこの平和というも

のについて改めてまた意識を持つ、また勉強もさせていただくことで、足りない部分は

補うつもりでございます。また市長もぜひ私の申し上げたことを意を酌んでいただきま

して、この現状の予算措置の中で平和の運動といし、ますか、いうものを展開していくと

いうふうな形がとれないかどうか、もう一度よく煮詰め直していただければ、私は幸い

でございます。

あと予算委員会、一般会計の予算委員会ございますんで、この件につきましては一般

会計予算委員会の皆さんにお任せして、十分に御審議を一一総、務委員会、失礼しました。

総務委員会に付託されるということでありますので、総務委員会の皆さんで十分に御審

議いただいて、私どもが納得いけるような形で対応されることを強く望んで、質問を終

わらせていただきます。

0議長(黒川重憲君) 古賀俊昭君。

024番(古賀俊昭君) それでは総務委員会に付託をされます日野市平和啓発事業基金

平和予算、平和費というのは、世界の常識で言えば、これは防衛費、軍事費のことを指

すのだということを申し上げました。何か日本では、いわゆる防衛費や自国の安全を確

保していくための予算に、反対をするためのいろいろな事業や、行動に向けられる予算

が平和費というような呼ばれ方をするというふうに、当然のことだと思い違いをしてい

る皆さんが、まあ少なからずいらっしゃるような気がするわけです。この軍事費という

のは、防衛費というのは、諸外国では英語で言えばコスト・オプ ・ピース、平和のため

の予算、平和予算は即軍事費という理解を皆するわけです。こういうことからしますと、

今市長がおっしゃっております平和事業に使うためのお金を、平和基金の中から賄って

いくというお考えは、一面では確かにそういうお考えもし、し、と思うんですが、グローパ

ルな世界の当たり前の常識から見ると、平和費という考え方、また平和というものの理

解の仕方がちょっと不十分じゃないかという気がするんです。もう一度市長がお考えに

なっている平和とはどういうことなのか、どういう状態を指すのか、この点についてお

尋ねをしたいと思います。

それから、私が一つ思い違いをしておられるのではないかとしヴ指摘を申し上げまし

たが、それはし、わゆる INFの全廃条約が調印をされたということで、これは世界各国

で、特に自由主義陣営、特に日本もその中に位置づけされたと思うんですが、草の根行

革運動、いわゆる反核運動というものが広範に繰り広げられたから、この世界で初めて

の歴史上の大きな出来事といってもし、し、と思うんですが、核兵器を双方が INFに限っ

て全部廃止をする、すでに配備されているものについては、破壊をする、未配備のもの

についても解体をするということで、条約がワシγ トγで、先般12月、昨年調印をされ

た。これは事実を追って年表を書いていただいてごらんになれば、恐らくどなたでもお

わかりになると思うんですが、これは全く市長のおっしゃっていたこととは、事実は異

なるわけです。

レーガγとゴルバチョフの間で、今回初めて核軍縮の画期的な一つの歴史上の事実と

いうことで、だれしも手放しでもちろんこれは喜んでし巾、ことだと思いますが、評価を

しているわけでありますが、そこに至る経過につきましては、ソ連がどういう対応をとっ

てきたか、またアメリカがどのような主張を行ってきたかとしヴ経過を追わなければ、

正しく判断はできないわけです。世界的に反核運動というものが欧米でまず始まって、

日本もこれに巻き込まれて盛んになりました。これは大体西暦で申し上げますと、世界

的なことでありますから、やはり西暦で申し上げますけれど、 1982年から83年にかけて

でありました。この時期にはそれまで INFの軍縮のための交渉は行われていたんです

条例について、質問をいたします。

先ほど来、何人かの議員の方とホットな論争と言いますか、議論が戦わされたわけで

ありますが、市長が答弁の中でどうして自分の意味が通じないのか、不思議だというよ

うな意味合いのことをおっしゃったわけです。私は市長の答弁等聞いておりまして、ひ

とつ事実の誤認をしていらっしゃるなと思うことが 1点ありましたので、それから、ま

たその平和の意義等についても、いろいろお話が定義等についてもありましたので、そ

ういう点も触れながら質問してみたいと思います。

その前提といたしまして、私は何年か前のこの議会でも申し上げましたが、いわゆる
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が、ソ連は83年の11月に INF交渉のテーブルから退場したわけです。つまり交渉の場

から離れたわけで、すね。ところが、この軍縮の経過の中で、米国がこのいわゆる中距離

核と呼ばれておりますパーシソグIIや地上発射巡航ミサイルを配備をしたのは、 1983年

の11月からであります。それまでは、ソ連との取り引き材料となります、 つまりソ連の

S S 20、大体射程5，000キロと言われておりますこの中距離核や、それから SS 12の改

というやつです、改めるという「改」、これをゼロにさせるということは、それまでは

できなかったわけです。この SS 20等に対抗するものが何もなかったわけで、すO このパー

シソグIIが配備をされて初めて、ソ連もこれを何とかしなくちゃいけないということに

なってきたというふうに見ることができます。最後の切り札は、いわゆる戦略防衛構想、

の宇宙防衛兵器である SD 1をレーガγ大統領がこの INF交渉の中でテーブルの上に

載っけてもし北、ということを初めて提案をいたしまして、そして初めてソ連は交渉のテー

プルに戻ってきたわけです。つまり軍縮交渉が再開をされたということであります。つ

まり対等に削減するものを自由主義陣営がパーシングII等をヨーロッパに配備をして、

しかも SD 1の交渉をレーガン大統領が持ち出した。これじゃやばいということでソ連

が軍縮のテープルに戻ってきたわけで、すね。ですから反核運動が行われておりました82

年から83年、この時期にはこれが配備されたら、パーシソグII等が配備をされたら、世

界じゅう核戦争になるというようなことを絶叫した人たちがかなりいたわけです。とこ

ろがこれは、全く事実に、今の経過を見れば反するということがわかるわけです。力に

対して、力を持って、交渉に臨むということを明らかにして初めて、ソ連はこの INF

の交渉を再開をしたということでありますので、反核運動が叫んだことは、全く事実に

反するし、意味がなかったということになるわけです。ですからこの当時の反核運動の、

熱心にこれを繰り広けγこ人たちが発言をした内容というものは、この INF交渉の調印

までの経過を見れば、市長がおっしゃったことは事実と全く反するわけです、逆なわけ

です。その点、事実の誤認が私はあると思います。この点については、どなたも異論が

ないところだと思うんです。配備の経過、交渉の経過を追ってごらんになれば、だれし

もわかることでありますので、その点市長のお考えは私ちょっと誤解があるのではない

かと思いますが、その点についてお尋ねをしたいと思います。

それから一一これで2点目です。平和としヴ状態、はどういうことを指しておっしゃる

のか。その点をお聞きするということと、これが 2点目であります。

それからこれはひとつ反論しておきたし、と思うんですが、先ほど共産党の議員の人が

この平和基金、まあ大変し、し、ことだということで、かなり評価をしておられました。そ

の中で、日本国憲法の憲法の精神をとにかく生かしてやっていくことが、こうし、う事業

にもあらわれてくるということで、憲法のお話をなさっておりました。私は以前もこの

本会議場で、日本共産党という政党が、現在の日本国憲法についてどういう考え方を制

定当時明らかにしていたか、このことをひとつ忘れてはいけないと思うんです。とにか

く憲法を市政に生かすということが森田市長の市政運営の基本になっているわけであり

まして、憲法をどのように各個人、また政党が見るかということは、非常に大切であり

ます。市長の見方をあえてここでは問いませんが、共産党という政党は、まず結論を申

し上げますと、この日本国憲法に衆議院で最終的にこれを賛成か反対か、可決か否決か

というときに、全員そろって反対をいたしました。一人の例外もなく日本共産党は日本

国憲法の制定のときに反対をしております。で、この反対理由に、どういうことを挙げ

て全員反対をしたか。昭和21年の衆議院本会議の 8月24日ですね、野坂参三という人が、

日本共産党を代表して日本国憲法の反対の意見を述べました。つまり当時制定されよう

としていた憲法の原案について反対演説をやったわけで、すO その中には幾っかございま

す。どういうことを理由に上げて反対をしたか、この点をちょっと申し上げたいと思い

ますが、まずーっは参議院があることはけしからんということで反対をしております。

現在参議院には、先般衆議院の予算委員会で、正森さんという予算委員会の委員の方が

やぶをつついて、大変大騒動になりましたが、そのときに名前が出た参議院議員の人が

現在共産党の議長ということであります。この参議院にみずから共産党の議長は席を身

を置いているわけでありますが、当時憲法を制定するときに、参議院無用論をぶってお

ります。このように言っているわけです。 I参議院はわが国民主主義化の妨害物である

ということができる。このような有害無益な時代錯誤の代物を憲法から一掃することで

ある。そうして人民の選んだ衆議院が唯一の国権を行使する機関とならなければならな

い。 Jこういうふうに、当時衆議院本会議場でまず反対意見の中で理由を挙げて言って

おります。つまり参議院はいらない、いらないところにいま大分当選していらっしゃる

わけですが、こういうことを言っております。

それから自国の自衛権等についてやはり反対理由を挙げております。これも当時発言

をしております。 I要するに当憲法第 2章は、我が国の自衛権を放棄して民族の独立を

危うくする危険がある。それゆえに我が党は、民族独立のために、この憲法に反対しな

ければならない」とうしヴ反対意見を述べているわけです。いろいろまだ長くございま

す。最後に 「それゆえに我々は、当憲法が可決された後においても、将来憲法の修正に

ついて、努力する権利を保留して、私の反対演説を終わる次第であります。 J共産党は
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ですから、憲法改正の立場に立つ政党であるということがわかるわけです。今でこそ何

かありますと、護憲政党というような(1"護憲政党って言っていなし、」と呼ぶ者あり)、

憲法を守るというこ とを金科玉条のごとく掲げているわけでありますが、共産党は憲法

制定のときに、これはし、けない、私どもは反対だということで、反対意見を、全員そろっ

て代表が述べて、それに従ったということでありますので、憲法を御都合によって、御

都合主義といいますかね、そのときに都合のいいようにつまみ食いするような姿勢は甚

だよろしくない、 このよ うに思いますので、あえてここで取り上げて申し上け*てみたと

ておるわけでありまして、その憲法の内容は平和主義と言われるように、人類が到達し

得る、つまり最高度の今の哲学である、哲学を内容とするものであるというふうに評価

してよろしいと思います。私も心から憲法を、憲法の理念を守る、それが地方自治の場

でも同様であり、民主主義が支える憲法こそ、真の将来の発展と存続が期待できると、

こうし、う感覚でございます。政党、制定当時の政党との関係ということは、私の今の立

場と全く無関係でございまして、今日のいわゆる日本国憲法を正しく守っていこうと、

こういうととに尽きるということであります。以上です。

O議長(市川i資信君) 古賀俊昭君。ころです。

そこで市長のこの点についての、先ほどの点について、御回答をお願いしたいと思い

ます。

0議長(市川i資信君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 私の常識的判断でありますが、権力者が歴史をつく ったとい

う時代は過去のことである、今日は民主主義、つまり人類といし、ましょうか、市民、国

民、そうし、う主権者の側が歴史を決定する、歴史的な事件を決定する、そういう関係に

あるというべきだと思っております。

ソ連の権力者、ゴルバチョフ、それからアメリカの権力者、レーガγの一見権力者間

の協議・決定で INFの問題が動いたと、これは現象では確かにその通りでありますが、

その背景を支えておるものは、やはり民主主義に支えられた多くの草の根、市民、国民、

これが世論として大きく平和を動かしてし、く権能を持たなければいけないと、このよう

に私は考えるものであります。

それで、思い違いというのは、あなたとは違うかもしれませんが、私はそのように確

信をいたしております。

それから平和というのは、先ほどもいろいろお話を承ったわけでありますが、一方に

つまり極端な状態、つまり戦争をいかに回避するかということから始まって、そうして

人の幸せを目指す方向、この状態を平和と言うべきだ思います。つまり戦争は異常な状

態、それから異常な状態でとかく過去の歴史、不幸にもそうしヴ状況が生まれたという

ことでありますから、それを二度と繰り返さないというのが、これは平和志向、つまり

それが平和意識の、平和を啓発をする、お互の課題である、このように考えてよろしい

と思っております。

それから私が市政に憲法を生かす、こういう一番中心の理念に立って、そのことが日

野市民の方々の一番求められることだという考えで、市政の運営に当たらせていただい

024番(古賀俊昭君) 憲法のことはあえて市長にお聞きしなかったんですが、要する

に憲法の件は、現在の政党で日本国憲法の制定に反対をしたのは、日本共産党ただ一つ

であるということですから、憲法を守れというようなことはまさにお笑し、く。さであって、

そういう歴史の経過をきちんとやはり皆、理解しておく必要があると思いましたので、

つけ加えてお話をしたので、すO

で、市長がおっしゃった平和というのは、異常な状態である戦争のない状態、だれし

もそうしみ市長の定義づけとし、し、ますか、お考えには特段依存がないと思うんですが、

今日の日本は果たして平和というふうにお考えになるのか、そうでないのか、現在の日

本の置かれておりますいろいろな状況の中での我が国は、いわゆる平和である状態なの

か、そうでないのか、どういうふうにお考えになっているか、その点をお聞きをいたし

ます。

なお、草の根反核運動が INFの成果に結びついたということは、これは全く市長は

いろいろ抽象的に逃げられましたが、事実をごらんになれば、全くそうでなかったと、、

つまり双方がやはり削減しなければならない状態に初めて中距離核が、パーシγグIIと

いうものが、配備されて初めて、やはりこれは同じ状態になった。ソ連も引かざるを得

ない状況が生じたということかちすれば、市長もちょっとその辺の経過をごらんになれ

ば、御理解できることだと思いますので、その点はよく新聞等お読みになって、偏った

新聞だけ読まないで、十分その辺理解を深めていただきたいと思います。

今の点については、別に結構です。

0議長(市川資信君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 今の日本の状態、これを平和と見るかと、こういうことです

が、私は国民の努力によって、平和がかろうじて維持できていると、まかり違えば戦争

の方向に進みかねない。したがって、今日こそ、平和意識の啓発が非常に大切だ、この
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ような認識であります。

0議長(市川資信君) 古賀俊昭君。

0市長(森田喜美男君) 平和に対する国民の願望、これは全人類の願望といってよろ

た。社会党という政党は非武装中立ということを後生大事に長く唱えてきました。 最近

ニュー社会党とかですね、女の委員長が出てきて、多少見栄えがよくなって、こういう

点も少し見直そうかという動きが出てきているわけですが、市長は社会党のいわゆるオー

ルド・ファッショ γのスタイルで、非武装中立を理想、の政治哲学のような、国を守ると

いうことに関してはこういうことが理想だというふうに、おとらえになっているという

ことがわかったんで、す、わかりました。まあ、共産党はそういうこととは多少違うよう

ですが、ただ私たちも部屋に鍵をかけなくていい、みんながすべて仲良 く暮らせる世界

ができるだけ早く実現して、我々がその中で暮らすことができるようになりたいと思い

ますよ。しかし現実はそこまではいっていないわけです。いろいろ戦乱の中にまだ苦し

んでいる世界じゅうの人がたくさんいるわけですね。貧困や戦争で苦しんでいる人がし、

ます。そういうところには、イデオロギーの対立があったり、宗教上のいろんな理由が

あったりして、本来は自分たちこそ絶対正しいんだということで、そうし、う価値観の相

違から今日なお武器による争いが絶えていないわけです。そういう中で先ほど市長がおっ

しゃったように、平和というのはもろいものである、守らなければ、危険な方向に行っ

てしまう、 fこだ究極の目的を掲げることだけで、事足れとるすることは、現実のやはり

こうした行政の一翼の責任者として、地方白冶体で責任ある立場にいらっしゃる方とし

ては、私は理想、は理想、として結構です、私たちもその点については、恐らく皆同じだと

思いますが、果たしてどうかなと思うわけです。平和というのは、なかなか実態が、ど

うしヴ状態が平和かというのが、市長なりの定義はわかりますが、難しいんですね。幽

霊という言葉もときどき私はそういう気がするんですね。何千年も昔から幽霊というこ

とは皆見たとか、見ないとか言うんです。しかしそれを見ることはなかなか困難ですね。

rこれが平和だ」ということを、持ってきて見せるわけにいかない。だからそれぞれの

立場で考え方は異なる。しかし今が平和だとするならば、これをそれぞれが努力をして、

守っていかなくちゃいけない。1"平和」という字を見ますと、字義を解釈すると上は、

天だそうです。下は地だそうです。で、真ん中に人が入って、 1本の棒で支えているわ

けです。非常に不安定なんですね、これは。だから、ただお祈りをして平和であってほ

しいと思うだけでは大変なんだと、難しいということが、あの平らぐという字なんです。

で、平和の「和」というのは、ノ木偏、これは穀物ですね、米とか麦とか大豆とかそ

ういうものを口に入れる、おなかいっぱいにならないと人はなかなか和らがない。そう

いう状態を平和ということで我々は呼んでいると思うんです。しかし実態については解

釈はいろいろ異なってくる。しかし少なくとも今の国民の中で、現在の政府がやってい

024番(古賀俊昭君) とにかくそれは油断をすればいろんな勢力、また外国の日本を

解放してやろうなんて、いろいろ不平不満をたきつける、外国勢力もあるわけです。ま

かり間違えば、日本もベトナムやカ γボジアの人のように、解放されたと思ったら、 30

0万人も400万人も殺されるような悲劇が生じかねないわけです。戦争でない、革命とい

う名のもとに、何百万という人が一つの国で殺されるわけですね。こういうこ とに日本

はなっちゃいけないわけです。まかり間違えばやはりそういう危険性がある とい うこと

で、今の平和を守ってし、かなきゃならないと思います。市長は、しかし現在を平和だと

お考えであるとすれば、平和を守るために努力をよりしなければならない、その努力の

一つのあらわれがこの平和基金だということだろうと思うんです。こういうものを私最

初に申し上げましたようにあってし巾、と思うんですね。あってし、し、と思います、場合に

よっては。しかし同時に現実の今の日本の平和はどのような形で守られているか、そう

したことに目を向けることも必要だと思うんです。国の独立とか自由とか、そういう平

和が初めて保たれて、市民の生活、福祉ということは成り立つわけですね。そういうも

のの土台が崩れてしまっては、幾らきれいごとを言っても福祉も何もないわけですよ。

その平和な状態を守るために、現在我が国には最低限の防衛費というもので、アメリカ

といろいろ安保条約というものを結んで、相互に連携を取りながら、日本の現在の平和

を、安全を保っていこうとしているわけです。こういうことについても、平和事業とい

うことであれば、その理解を深めるために予算が使われでもし、し、と思うんですが、その

辺のお考えはいかがでしょうか。

0議長(市川資信君) 市長。

しいと思いますが、やはりこれは努力によって成り立つ。先ほど言われたつまり平和予

算というのは、軍事費である、これも直接的な解釈をすれば、そうも言えると思います。

しかし軍備を必要としない世の中をつくることが、最高の理想、である、その方がはるか

に説得力があるというふうに思います。したがって、日本の努力は憲法に示すとおり、

非武装中立で、そして世界から尊敬される人民の地位を保ってし、く、それこそ一番正当

である、正しい道である、このように私は考えます。

0議長(市川資信君) 古賀俊昭君。

024番(古賀俊昭君) 市長が非武装中立論者であるということ、私初めて今知りまし
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る国の安全や平和を保つ、守ってし、くための方法としては、やはり最低の防衛力は整備

をして、そして自由主義諸国の連携の中で今日の平和を保っていこうというのが、国民

大方の理解だと思んです。しかし、市長はそれと全く異なる考え方をしていらっしゃる。

そういう考えで平和基金というものをつくって、市民を啓発していくということでは、

内容的にちょっと我々果たしてどういう使われ方をするんだろうか、やっぱり疑問に多

少感ぜざるを得ないわけです。ですからお聞きをしているわけですが、今の平和を守っ

ていこうということで、国民がかなりの大方の国民が理解を示している、支持をしてい

る、日本の安全や、平和や日本の暮らし日常の暮らしを守ってし、くためのやり方を、市

長は間違っているというふうにお考えになっているのかどうか、いかがでしょう。

0議長(市川資信君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 守り方はいろいろ現実に行われている姿はあるわけですが、

我々一般市民の立場にあるものは、つまり客観的に平和へのプロセスをいろんな角度か

ら見てし、く必要があると、つまり平和啓発基金としヴ使途には、そのプロセスをみんな

が知ろうという、そういうことが私は必要であるし、またそれを可能ならしめるそうい

う基金であるべきだと、こう思っております。

軍備を増強してそれで守れるという言い方もありましょうし、軍備がむしろ敵の相手

を刺激して、攻撃の対象になる、こういう見方もあるわけであります。見方はいろいろ

ある、しかし理想を目指すのに、何も遠慮することはない、特に自治体等においては、

理想を目指し、しかもそのプロセスを市民がみんなで勉強し合う。これこそ自治体運動

の大切な分野でもあり、したがって市民の一人ひとりを守るということと、矛盾をする

ものは、意味は全くない、このようにに言えると思っております。

0議長(市川資信君) 古賀俊昭君。

024番(古賀俊昭君) もう市長に直接回答はお願いはいたしませんが、理想とすると

ころを追い求めてし、く、一歩一歩着実に歩んでし、く、それはもう当然ですよ。それをや

らなくちゃいけない、これは政治はいろんな経済、文化あらゆる教育、そういう面に携

わる人皆、同じように心しなければならないことだと思います。しかしそこまで行くに

は、過程があるわけですよ。一度に実現はしないわけです。ですからどこの国でも、社

会党がし、わゆる社会主義の政党が政権をとっている国でも、最低のやはり軍備は、これ

だけは必要だという国民の合意を得た上で、きちんと国の安全を守ってし、くための施策

は講じてます。市長は今、御自分の考え方をかなりはっきりおっしゃったわけですけど、

世界の現実というものを無視をして、ただ目的が正しいから、自分の方法も絶対だとい
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うお考えは、市長というお立場にある以上、多少は、人のまた市民のいろいろな考え方

を踏まえて、こういった施策というものをやっぱり出してきていただかなくちゃいけな

いんじゃなし、かなと、私は思うわけです。

ちなみに、前にも私申し上げましたが、我々がよく世論調査などで理想の国、好きな

国として名前が挙がります永世中立国のスイスという国があります。永世中立国はスエー

デンやオーストリアも同じですが、これらの国はやっぱり自国は自分で守るための努力

をしているわけですよ。徴兵制です。国民がすべて徴兵の義務を負っております。どの

国も皆同じです。しかも集団安全保障体制をしきませんから、中立国ですから、垣根の

上に立つようなものですから、よその勢力と提携することはできない。そういうことで

今GNP比の 1%が大変問題になっているわけですが、例えばスイスなどでは、 GNP

国民総生産の2.1%を防衛費に当てております。国産の兵器の開発にも大変カを入れて

おります。それから例えばスエーデγですね、スエーデソというところは、これも永世

中立国ですが、 GNPの3.2%、これを防衛費に当てているわけです。オーストリアに

ついても 1%超えております。 1.4%程度の防衛力を整備をするためにそれだけのお金

を国民の支持と理解の中で、使っているわけです。

ですから本当に平和を守り、中立を守ろうという国々は、やっぱり着実な努力をして

いるんですね。ただお題目を唱える ようなことだけで、物事が成就していくならば、こ

んな簡単なことありませんよ。だからそういうことを着実に積み重ねる。またそういう

考え方の方が、国民の中ではむしろ常識になっているわけです。そういう点を一つぜひ

市長にもお考えをいただきたし、と思うんです。とかく我々はいろいろな選挙などの場合

には宣伝がいろいろ知恵を絞ってやるわけです。あの逗子の市長選挙や、それから三宅

島の村議会の選挙など見ますと、防衛問題というのはなかなか難しいということよくわ

かります。

「米軍住宅を選びますか、緑を選びますか」そうし、う選択の方法を迫られると、やは

り米軍住宅ができて、麻薬が蔓延するとか盛んに米軍の犯罪があるとかいうようなこと

をチラシでドγ ドγまかれますと、当然それは緑を守った方がし、七、に決まっているとい

うことに、私はなると思うんですね。だから非常に日本の今の現状というのは私は平和

を守る努力をしなければ、先ほど市長が言われた意味とは私は別の次元かもわかりませ

んが、非常に危ない、とし、う意識を持っております。ですから、今回平和啓発事業の基

金というものがつくられるということであれば、今の少なくとも市民の常識、国民の理

解、こういった線に沿って使われるということが前提でなければ、 「あ、平和を実現す
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0議長(市川資信君)

024番(古賀俊昭君)

O議長(市川資信君)

017番(筏野行雄君)

古賀俊昭君、答弁よろしいですか。

はし、。

ほかに。鎌野行雄君。

今回私は総務委員会に配属されまして、恐らくこの議案も総務

いうようなケースも多々あったわけで、す。

それはそれとしまして、どうも市長の国際政治に対する見方というものが誤解があり、

甘すぎるんじゃないかと、少し言い過ぎかもしれませんが、思い上がりがあるんじゃな

いかと、このように考えるわけです。これはちょっと、さっき冒頭申し上げたように、

議会政治というのは、理解と説得の場だということで、なるべく野次は一一一私も冷静に

言っているつもりですから、野次は避けてください。ということは確かにこの国際政治

というのは、崇高なる理念ヒよって動かせば、こんな簡単なことはないわけです。しか

し現実はそうじゃないんです。力関係に支配されることが多いわけです。よく核の抑止

機能ということが言われるわけですが、戦後40年間も平和が続いてる、もちろんアフガ

ソに対するソ連の侵略とか、ベトナム戦争とか、あるいは朝鮮戦争、今のイラ γ ・イラ

ク戦争というような局部戦争はあるわけですが、全般的には世界的にみれば長い、世界

史上例を見ないような長期間、平和が続いているということは、一つは核があると、ま

あ皮肉な見方ですが、核があって、全面戦争になればお互いに全滅しちまうんだという

判断がそこにあるからだということも言えるかと思います。

今、さっき市長が発言した例の INF条約の、これはまさに画期的な出来事で非常に

喜ぶべきことかと思うんですけども、そこに至たる過程については、先ほどの古賀議員

のような見方もあるわけですが、決してあの条約ができたというのは、市長の言うよう

に、核反対運動が盛り上がってあのようなことができたんだと、こういうことは言えな

いわけです。

よく新聞なり雑誌にも言われてることですが、 GNPl%どころじゃない、ソ連は恐

らく軍事費対GNPの関係から見ると、数%の恐らく 軍事費を使っているんではないか、

非常にそのために経済が疲弊しているわけです。よく日本が戦後、これだけの経済成長

を遂げ、た原因の一つが軍事費が全然、要らなかったと、日本の場合は日米安保によって守

られたと、これが原因だと言われてますけれど、私はそれだけが原因じゃないと思いま

すけど、そういう一面もあると思うわけです。

一方米国の今の現状はどうかというと、軍事費だって、あれだけの予算も使って、千

何百億ドルかとしヴ財政赤字を抱え、債務国家に転落したというような事情があって、

経済は非常に疲弊しているわけです。今までのように、軍事費にあれだけの予算をとる

と、もたないという事情があるわけです。ソ連もあのような膨大な軍事力を使っていた

んでは、自由主義国家との経済戦争に勝てないというのが、これが真相だと思うわけで

あります。その辺、何か市長は少し非核都市宣言をすれば、平和都市宣言をすれば、平

るための平和のためのお金、し、し、じゃないか、結構じゃないか」何かそれに反対したと

いうことで、また何だかんだ言われるよりましだということになりがちなわけです。そ

れはやはり無責任だと思うわけです。ですから私はあえて申し上げているんですが、少

なくとも市民や国民の現在、国民が選択している方法について全く頭から否定して、そ

れと相異なる立場でおれはやっていくというようなことでは、困ると思います。この点

申し上げて、質問を終わります。

委員会に付託ということになると思いますので、発言はしないつもりでいたんで、すが、

先ほどからのやりとりの中でどうも市長の発言に理解できない点があるので、一言質問

させていただきたいと思います。

議会制民主主義というのは、説得と理解の場である、なるべく力による支配は避けな

ければならない、これが基本だと思うんです。したがって手間と暇、時間がかかるのは

これはやむを得ないんで、昨晩のように 2時までやってもこれはしかたがないという面

もあるわけです。

よく日本人は平和と水はただだということを、考えがあるというようなことを言われ

るわけです。もちろん水というのは、モソスーソ地帯で雨は多いし、急流ですから、自

然に水がよどまなし、からきれいになる、水は何もしなくたって飲めるんだと、水道なん

か昔はいらなかったわけで、すO 平和というのは、平和がただというのはどういう意味か

とし北、ますと、たまたま日本が島国だったから、今まで外国から元冠を除いては、侵略

されたケースはないということと、国内においていろいろ内戦があったわけで、すが、こ

れは支配者対支配者の関係で、人民を巻き込んでまでの戦争はなかったということが言

えるかと思います。

先ほどから古賀議員が発言されたように、これはヨーロッパあたりに行くと全然違う

んですね。ヨーロッパあたりでは、国と固とが境を接しているという事情もありまして、

為政者の最大の仕事は外国からの侵略を守ることだと、このようなことが言われている

わけです。都市のあり方としても全然日本とは違うわけです。今はそうじゃないんです

けれども、昔は城壁をめぐらして、その中へ市民が住んで、いたと。したがって外国との

戦争になると、市民ぐるみの戦争となるわけです。ーたん侵略を受けると市民皆殺しと
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和を守れるんだと、ちょっと極論かもしれませんが、戦争になった場合にも非核宣言都

市をしておけば、日野へは核は落ちないんだというような、これはちょっと皮肉ですが、

そういうことは入れないと思うわけであります。その辺、私、市長とは見解を異にして

いるということを申し上げたいと思います。

今一つは、市長もちょっときのうでしたか発言の中にありましたように、こういう平

和啓発事業基金と、こういう形は恐らく全国の自治体を見ても、あまり、ほとんど例は

ないという珍しい制度を提案されたわけで、す。どこでもやっているということなら、さ

ほど問題はないんですけど、こういう珍しい事業を始められる場合には、よほど慎重に

していただきたし、ということを申し上げたい。説得と理解を重ねて、できれば全員とは

言わないまでも、なるべく大勢の人の合意の上に立って、進めていただきたいと。それ

でないと、来年の選挙戦をにらんでの選挙運動じゃないかと、こういう批判も出かねな

いわけであります。ひとつ数によって無理押しをしてこれを、何が何でも、この条例を

成立させるんだというような形はぜ、ひ避けていただきたい、このことを要望しておきま

す。以上です。答弁があったら、ひとつお願し、し、たします。

0議長(市川資信君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 議会制民主主義のつまり説得と合意、の場であると、これもそ

のとおりで同感でございます。

そして初めに、先ほどの質問の方にお答えしましたとおり、我々は権力者ではないわ

けでありますから、権力者が過ちを犯さないように、国民の側、市民の立場として、ま

た自治体として、一面にはそれが努力である、その姿が努力であるというふうに考える

べきだと、私は思っております。

戸締り論も確かにあります。しかし過去の日本の封建時代、国境を勝手にとし、し、ます

か、国境をつくって、その縄張り争いをしたその時代は去ったわけで、あります。国際社

会もだんだんそうなるべきだと思います。いろいろな人を幸せにする努力や、成果が目

標であって、戦で勝って、そして何か獲物をみずからのものにするという発想は今日の

平和思想にはない。まあ現実は現実ですから、ある部分はまだその域を越えられないと

ころもあることは間違いないでしょうが、努力というものは、そういうものである、こ

う思いたいわけであります。

理想論を追うことは、私は一番最終の目標をやっぱり目指すべきだと思ってます。そ

れに到達するプロセスは、それなりに間違いのない道を歩む努力をすると、そういうこ

とで、特に日本は過去の戦に非常に大きな反省をさせられておるわけですから、世界を

リードするような平和への探究、これがむしろ日本人に課せられた道で、はないだろうか

と、一方に加担をして、何か対立をして、優位を保つというふうに考えると、また間違

いの道になると、このように考えるわけでありまして、平和への努力というのは、私は

そういう誤りのない道をみんながよく勉強し、自戒、自覚して、そうして判断を正しく

するということから始まると、このように思っております。そういう意味での、自治体

日野市としての日野市民の目指すところを提案を申し上げておると、こういう気持ちで

ございます。

0議長(市川資信君)

017番(簸野行雄君)

飯野行雄君。

第2次大戦後、国際連合というのができましたね。国際連合の

目的はなるべく世界の外交というのは、世界の全国家が一同の座について、話し合いで

解決したいと、こういうような確か崇高な理念に基づいて、できたわけですけれども、

現実には全然、機能していないと。国際政治の大きな問題の解決は大国聞の話し合いによっ

て解決しているのが現状であります。市長の言われるように確かに、私の言いたいのは、

確かに市長の言われること、もっともですけれども、現実の世界はそんなに甘いものじゃ

ないだろうと、とういうことを言っているわけです。確かに理念は理念として、結構な

話なんですけれどね。そういうことを申し上げたわけで、すO

それから今一つ、私申し上げたはずですけれども、こういう全国に類を見ない、例を

見ないような制度をつくるについては、冒頭申し上げたように、理解と説得を重ねて、

あまり急が郎、でやってもらしイこい。そうしなし、とよく言われ一一どなたか発言されま

したように、来年の選挙目当てだと言われかねないわけです。そういうこともあります

ので、あまり多数決でやっちゃったというようなことのないようにお願いしたい、どう

ですか、市長。

O議長(市川|資信君) 市長。

0市長(森田喜美男君) あまり言われる部分に理解できる現実論も全く私、耳もかさ

ないということでありませんが、この日野市が核兵器廃絶・平和都市宣言を行いました

当時、全国でまだ30程度の自治体が宣言したと、こうし、う時代だったと思っております。

その後、年を重ねるにつれて、全国的に広がって、今日は1，500に近い自治体がそのよ

うな宣言を実施し、なお数がどんどんふえつつある、これも現実であり ます。 それか

ら日野市の今回の条例提案が新聞に出るとか、あるいは他の何かの情報に伝えられた次

第もあるわけですが、私の聞くところでは、事務担当のところには相当な数の自治体か

ら問い合わせがあるというふうに、聞いております。
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そういうことで何も日野市が先鞭をつけて、何かこう手柄を立てたようなことを考え

ているわけではありませんが、一つの自治体がし巾、何かを具体的に発揮いたしますと、

そのことがまた全国にも普及すると、こうしみ効果はあると思ってます。しかし我々が

それを望んで、やっているということでは全くありません。一つのきっかけは、新しい

波紋を呼ぶと、こういうことはあってよろしいことだとこのように思っております。ま

あお答えになってない部分もあるかもしれませんが、そういうことでございます。

0議長(市川資信君) 鎌野行雄君。

017番(鎮野行雄君) これ以上何を申し上げても、あと見解の相違ということになり

ますので、申し上げませんけれども、ぜひ慎重な取り扱いを一言お願いして、質問を終

わります。

0議長(市川!資信君)

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。竹ノ上武俊君。

029番(竹ノ上武俊君) 総務委員会でこの議案が可決されることを願いまして、 2点

だけ意見を言わせていただきたいと思います。それから意見の後に、古賀議員から日本

共産党の憲法についての位置づけの発言がございましたので、この件に関して誤解がな

いよう明確な共産党の見解だけですね、表明を最後にさせていただきたし、と思います

私は今までの質疑の中で、出た問題とも若干ダプるかもしれませんけれども、もう少

し私が今から述べます 2点について、総務委員会でそういうことを考えている市民もい

るんだということをぜひ御配慮いただし、て、審議をしていただきたし、なと、こう思って

いるわけでございます。

一つはこの基金という性格についての考え方でございます。基金とし、し、ますと、例え

ば日野市の予算ですと、職員の退職手当基金というものもございます。これは積み立て

ておいて、必要なときに、崩していくと、こうしヴ性格の私は基金だと思います。とこ

ろが今度のこの平和基金というのは，永遠に積んでおくと、そうしヴ基金であると、こ

ういうふうに考えるわけでございます。まあ大きなので言えばノーベル賞とか、日本で

は三島記念財団でしたかね、いろいろそういうものは基金をもとにして、利子でそうい

う事業を行っていくというふうに承っているわけでございます。

今度の、ですからこの平和基金も後者の方の性格を持っている。そしてなぜ、この平和

基金が私は市長から提案されたかなと、いろいろ考えてみますと、やはりこれは市民の

声というものが背景にあるのではないかというふうに感じるわけです。もちろん議員か
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らも提案がありました。複数以上の政党からも提案があったものと思います。しかし最

大の問題は市民の願い、世論ではないかというふうに思うんです。私は日野市に被爆者

の方々が百数十名いらっしゃるということを承っております。そして、二世の被爆者の

方々、三世の方々も入れますと、もっともっと多数の方々がし、らっしゃるに違いないと

思います。

戦争の犠牲者は被爆者だけではございません。しかし被爆者が違う点はすでに我々が

わかっており ますように、今の核兵器というのは地球を全滅できるだけの量に達してい

るわけでございます。ですからこれは通常の武器というような性格よりも、さらに深い

観点で私どもが、地球に住む人類がこの核兵器の廃絶を実現させるんだとし、う共通の願

いに発展してきた、そういう特殊な深い意味のある問題であるというふうに思います。

ですから、被爆者の方々も語り部とよく言われておりますけれども、日野市内に住んで

いらっしゃる被爆者の方々も二度と戦争はし、やだということともに、特にこの原子爆弾

の被害、このことについて語り伝えていきたいと、こういうふうにおっしゃっておりま

す。パγフレットなども出している方もありますし、いろいろマスコミに登場される方

も日野市でもあられるわけでございます。そういう方々が私は必死の思いで恒常的なそ

うしヴ平和活動、自治体としての平和の行事、こういうものが続くことを、もうなくなっ

た方も含めて、心から私は期待されているのではないかと思うわけでございます。

今、この語り部の人たち、被爆者の方々が高齢になりまして、次々ともうなくなって

おられます。被爆者の団体もあと10年なり20年で、まあ悪いんですけれども、この世か

ら消えていくと、こうしヴ時代になってきているわけでございます。しかもこの被爆者

の方々というのは、日本の広島と長崎にあの日にいた方々だけに特に限って大量の被害

を受け、被爆をした、そういう世界的にも大変な位置づけになっている被爆者の方々で

ございます。そういう意味で今やはりそういう被爆者の一掃、こういうものをやっぱり

忘れさせようというそういう動きが様々な方向であります。これは子供たちの教科書の

内容を見ただけでも、その記事を減少させていっているところが、そういう特徴が出て

いるわけでございます。

私はこれは第 2点目になりますけれども、 「啓発」としみ言葉についても、市長思い

上がりだという意見がございました。この点も総務委員会でひとつ論議してもらいたい

と思います。例えば、私たちは戦後主権在民、参政権を得まして、選挙、投票というこ

と、これは常識になっております。義務になっているわけでございます。ところが日野

市議会の予算書にもありますように、日野市もそして全国も、 「選挙常時啓発活動経費」
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というのが、毎年私ども認めてきているわけでございます。やはり常識になっているけ

れども、棄権する人が多いと、こういうことがあるために、政府も日野市も「選挙常時

啓発活動経費」というものを予算化してきているわけです。ですから、これに対するみ

んな賛成意見はしている、投票はしている、啓発というのは思い上がりじゃないかとい

うことと同じことになりますので、私はそういう意味で、市が提案をしておりますこの

「啓発」としヴ言葉は総務委員会ではもっと深めていただし、て、ぜひ原案を可決する方

向で、努力していただきたいなと、こういうふうに思うわけでございます。ですからこ

の基金の問題は、もちろん毎年500万円ぐらいずつ、平和行事、平和啓発でしょうかね、

そういう予算を組むことは可能だと思います。そして 1億としヴ金額は、 500万円ずっ

すれば、 20年間、ですからそれは積み立てなくてもという意見が出てくることもわかり

ますけれども、私は先ほど言いましたように被爆者の方々を中心にして核兵器廃絶、こ

ういうことが絶えず日本国民や、あるいは世界じゅうに響いてし、く、そういうことのた

めのその精神、心をあらわすには、やはりきちんと言うのがいいのかなと、こういうふ

うに考えるわけでございます。

古賀さんは、先ほど何やら反核運動が最近数年前に起こったようなお話をされました。

そうではありませんo 私自身も原水爆禁止運動というのを、すでに30年やっております

けれども、 30年以上になります。しかし日本の被爆者の方々を中心とする日本国民の世

論というものを中心にして、私は世界じゅうの世論があのようなソ連、あるいはアメリ

カ、こうしヴ首脳者たちを動かしていた。これが私は世界じゅうの正しい見方ではない

かなというふうに思いますので、この点は一言つけ加えておきたいと思います。

最後に日本共産党の憲法に対する態度の問題でございます。日本共産党は古賀議員も

御承知のように、 1946年の 6月28日、人民共和国憲法草案を発表をいたしました。そし

てその後、 11月3日に、日本国憲法が公布され、続く 1947年の 5月3日に施行されたわ

けでございます。そのとき日本共産党が賛成・反対の点については、古賀さんが言った

面に事実もあるかと思いますけれども、どういう憲法草案を持っていたかということが

重要でございます。そのことにつきましては、先ほどの衆参同時選挙のときに、公式文

書として、全国に共産党が発表をいたしました。その中に数行出ております。 I終戦直

後、国民に新しい進路をしめすことが、もとめられたとき、保守党も社会党も、国体護

持をかかげていたとき、日本共産党は主権在民の旗を明確にかかげて、戦後の民主的変

革と社会進歩の方向をしめしました。憲法改正にあたってとった、各党の態度を、毎日

新聞の編集局次長の森口正蔵氏は共産党だけが徹底した主権在民説をとり、他の主要政

党はいす'れも、主権を国民に置くことに反対し、あるいは鴎著したので、ある。」と書い

たものです(戦後風雲録)。 こういうふうに発表され、これには一人も抗議をして来る

方がおられませんので、事実であるというふうに、思うわけでございます。

一々細かし、反論は省略し、たしますけれども、日本共産党が書広でも販売しております

綱領の中に、これまた戦後の憲法に対する態度、今後の憲法に対する態度が明確に示さ

れておりますので、ここのところを読みまして、 ( Iもうわかった」と呼ぶ者あり)明

確な間違いのない正しい日本共産党の憲法に対する立場を明らかにしておきたいと思い

ます。 I日本共産党綱領」というものがございます。この中の(2 )の最初のところに

出ております。 I第二次世界大戦における日独伊侵略ブロックの敗北、反ファシスト連

合国と世界民主勢力の勝利は、日本人民の解放のための内外の諸条件を大きくかえた。

日本帝国主義は重大な打撃をうけ、ポツダム宣言は天皇制の支配のもとにくるしんでい

たわが国人民がたちあがる道をひらいた。党は戦後公然と活動を開始して、ポツダム宣

言の完全実施と民主主義的変革を徹底的になしとげることを主張し、天皇制の廃止、軍

国主義の一掃、国の人民的復興のために、労働者階級を中心とする民主勢力の先頭にたっ

てたたかってきた。しかるに、わが国を占領した連合軍の主力が原爆を武器として対ソ

戦争の計画をもち、あたらしい世界の支配をねらうアメリカであったことは，日本人民

の運命に重大な屈辱をもたらす第一歩となった。世界の民主勢力と日本人民の圧力のも

とに、一連の民主的措置がとられたが、アメリカ帝国主義者はこれをかれらの対日支配

に必要な範囲にかぎり、民主主義革命を流産させようとした。

現行憲法は、このような状況のもとでつくられたものであり、一面では平和的、民主

的諸条項をもっているが、他面では天皇の地位についての条項など、わが党が民主主義

的変革を徹底する立場から、提起した人民共和国憲法草案の方向に反する反動的なもの

をのこしている。アメリカ帝国主義は世界支配の野望を実現するために、ポツダム宣言

をふみにじり、日本は事実上、かれらの単独支配のもとにおかれ、日本人民は、アメリ

カ帝国主義への隷属状態におちいった。

アメリカ帝国主義は、社会主義世界にたいする戦争を準備するため、また植民地主義

の鎖をたちきってたち上がりつつあるアジア諸民族を支配するため、日本をその軍事基

地としてかためつつ、日本の人民大衆の解放闘争を弾圧するとともに、独占資本を目し

たの同盟者として復活する政策を追求した。日本独占資本は、人民の手による民主革命

をざせつさせ、日本人民にたいする搾取と収奪を維持するために、民族の利益をうらぎっ

てアメリカ帝国主義のこの方向にしたがった。
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党は、 このアメリカ帝国主義の占領支配と日本独占資本の売国・反動・収奪の政策に

反対し、即時全面講和を主張しつつ、民族独立、民主主義、平和と人民生活向上の統一

戦線を組織するために、 たたかってきた。」と、こういうふうにな っているわけでござ

います。

したがし、まして、今後とも綱領の中に出ておりますように、党は日本人民の民主的権

利を奪い去ろうとするすべての反動的な企て、議会制度、地方制度、教育制度などの改

悪に反対し、憲法改悪に反対し、憲法に保障された平和的、民主的諸条項の完全実施を

要求して戦う。これは市販された綱領の中に明記されている憲法に対する日本共産党の

考え方でございます。したがし、まして、正確に言えば、社会党の憲法論とも違います。

市長の憲法観とも違う点が、違う部分もあるかと思います。しかし私どもは、市長と日

野市の政策に限つての政策協定をして、一致する部分を(I利用しているんだ」と呼ぶ

者あり)大切に守りながら、がんばっているということでございますので、この聞の市

長と共産党の関係について、さまざま中傷をされるのは、全く心外というものであると

言わなければいけないと思います。少し長くなりましたけれども、以上の発言とさせて

いただきます。

0議長(市川資信君)

08番(福島敏雄君)

福島敏雄君。

ございますものですから、もう昭和20年になりますと、 60を過ぎておりました。 で、戦

死の公報が届いたのは22年だったと記憶をしております。私は、ほかに男がし、ないとい

うことで、位牌を持って歩いたということでございます。

それから 2年たちまして、まあその心労からか、親父がなくなる。ということで、私

は、母親と私と年をとった、婚期を逸した姉という家族構成になったわけでございます。

私といたしましては、兄貴が戦死したから、一家が全部狂ってしまったというような言

い方は今までしてきたつもりはございませんけれども、現実の問題として経済的にもか

なりの負担でありましたし、お袋も年老いて、私に向かつて言ったことは、兄貴がし、た

らな、で、兄貴は非常に優しくて、その何と言うんですか、親に口答えなんかしたこと

がない。口答えをしないようなし、し、息子ほど、早く死んじまうんだな、というようなこ

とで、かなり親不幸だったわけで、そういうことで、私、いまそういう経過の中で、母

親も30年前半になくなりまして、 1人になってしまったわけでありますけれども、そう

した経過で;20歳で結婚をするというようなことになったわけですけれども、今子供がし、

まして、その次にその子供が孫2人できたと。で、私はそういう私の生まれ、生い立ち

について、子供にもしゃべったことなかったんですけれども、ある文章を書きましたの

で、それを自分の子供に読ませた。

で、私は一般的に言わておりますように、子供より孫の方がかわし、し、というのは、本

当にそのとおりでございまして、今 1歳と 2歳でございますけれども、この孫が70、80、

一生全うする聞に、本当に戦争のない平和が続いてくれるだろうかな、ぜ、ひ続いてほし

いと、こういう感じを持っているわけであります。それで私はそのときにそうしヴ人生

経験と、昭和38年から40年まで西ドイツにいましたけれども、特にもう一つ、何として

も戦争を避けなければいけないなと感じたのは、ちょうど昭和36年だったと思いますけ

れども、ペルリ γに、西ベルリ γと東ベルリソを分ける壁ができました。私は39年に行っ

たと思いますけれども、壁ができて 3年たった後ですけれども、特に西の方から東へ移

動しようという方はおらなかったようですけれども、東の方にいた人がその塀を乗り越

えて、西に入ろうとするところを射撃をされて、射殺をされた、いうようなことで、そ

の塀沿いにずっと花輪が並んでいたのを記憶をしております。

やはりそういった戦争はしちゃいけないんだというのは、私は気持ちではだれも同じ

だ、わかっていると思います。しかし、先ほど来論議がありますように、平和というの

はそれぞれがみんな努力をしていかなければ、追い求めていかなければ、維持できない

ところがあるのかなという感じをしております。そういった意味では戦争を体験した者

時間が大変経過しているわけですけれども、いわゆる政党に所

属をしていない一般の市民としヴ立場で、きょうのそれぞれの質疑の模様を聞きながら、

それらを含めまして発言をさせていただきまして、総務委員会での論議の参考にしてい

ただければ、大変ありがたいと思います。

今回の論議を聞いてまして、特に小山議員の言われましたこの 1億円というお金の重

み、この重みで今市民はまだいろいろやってほしい仕事があるよ、これを先にやるべき

ではないかということについては、私はそのこと自体はかなり理解できるものでありま

す。ただ、この「平和Jというものについて、このお金で買えない何かがあるような気

がしてしょうがない、というのが私の気持ちでございます。特に私は議員になりまして

6年たつわけで、すけれども、こうし、う種類の問題につきまして発言することは、ほとん

ど皆無でありましたんですけれども、私のまあ生い立ちも含めまして、若干このことに

ついて私の考え方を述べておきたし、と思います。

特に私は昭和15年に生まれたわけでありますけれども、 7人兄弟の末っ子で、生まれた。

ということで、上はす.っと年をとっているわけでありますけれども、昭和20年 3月9日、

私の兄貴はピ、ルマで戦死をいたしました。親父が59のときに私が生まれたということで
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が、孫から、子から孫へそれを伝えてし、く、こういったようなことがやはり一つ平和を

維持していく中で、狭い地域の中でできる一つのことなのかなという気がしております。

で、そういう意味で市長が当初モニュメソトを建てられる、こういったときにもそこに

行ってやはり近くで平和の尊さというものを子供、あるいは孫に伝えるということがや

はり地域でできることではないかなという感じがしていたわけで、すO

そういった意味で、私は先ほどの冒頭に戻りますけれども、 1億円というのはかなり

高いと思います。これをいろいろなことをやればかなりできると思いますけれども、そ

うした意味で、私は日野市の市民がこうしヴ平和基金を持ったということを一つの契機

として、やはり平和というものはどういうものなのか、そのためにどうしなくちゃいけ

ないか、ということを考えるきっかけにすることは非常に大事なことなんじゃないかな

という感じがしております。

で、特に 2番目には、やはりそういった悲惨な戦争の実態を知るということに加えま

して、やはり今国際化ということが叫ばれておりますから、国際交流を通じて、日本の

そうした立場を各国の人にアピールする。このことも私は重要なことではないかなとい

う感じがしております。結果的によきにしろ、あしきにしろ、実際に原子爆弾が長崎と

広島に落とされているこの事実は他の国にはないわけでございます。したがって今日本

が、日本人が世界の平和ということに対して、それをアピールするとすれば、その冷厳

な事実、このことを正直に、正しく、世界の人に伝えていくということが、日本の役割

だという気がしております。特に日本は経済大国であるけれども、政治小国であるとし、

うふうにも言われておりますけれども、私は広島なり長崎なりで、要するに米ソの軍縮

交渉でも開催をして、そこで成果が出れば、一気に日本も政治大国の仲間入りにできる

んではないだろうかというような非常に(1"現実を見なければだめだよ」と呼ぶ者あり)

現実を見なければいけないと、まあロマンチストのような感じが私自身もしますけれど

も、そういうものができれば、そういうものに努力していくことが、私は重要なことで

はないかなという感じがしております。

初めに言いましたように、どの政党にも所属をしない、本当に普通の市民の立場で、

若干の戦争体験を含めての気持ちを述べまして、ぜひ総務委員会でいろいろな審議の中

で、御審議をしていただければ、参考にしていただければ、ありがたいと思います。よ

ろしくお願し、し、たします。

0議長(市川資信君) ほかに御意見はありませんか。なければこれをもって意見を終

結いたします。

お諮りいたします。これをもって議案第 5号、日野市平和啓発事業基金条例の制定の

件は、総務委員会に付託いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

C 1"異議なしJと呼ぶ者あり〕

0議長(市川|資信君) 御異議ないものと認め、総務委員会に付託いたします。

これより議案第6号、日野市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定、議案第

7号、日野市住宅改良資金融資条例の一部を改正する条例の制定、議案第8号、日野市

生活つなぎ資金貸付条例の一部を改正する条例の制定、議案第10号、日野市立児童館設

置条例の一部を改正する条例の制定の件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 1"異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(市川i資信君) 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)

し上げます。

議案第6号、日野市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定についてO 本議案

上程されました4議案につきまして、それぞれ提案理由を申

は地方税法及び地方税法施行令の改正に伴い、日野市国民健康保険条例の一部を改正す

るものであります。

議案第 7号、日野市住宅改良資金融資条例の一部を改正する条例の制定について。本

議案は融資限度額の引き上げ等、住宅改良融資制度の充実を図るため、日野市住宅改良

資金融資条例の一部を改正するものであります。

議案第8号、日野市生活つなぎ資金貸付条例の一部を改正する条例の制定について。

本議案は生活つなぎ資金貸付制度の内容の充実を図るため、日野市生活つなぎ資金貸付

条例の一部を改正するものであります。

議案第10号、日野市立児童館設置条例の一部を改正する条例の制定について。本議案

はあさひがおか児童館の新設に伴い、日野市立児童館設置条例の一部を改正するもので

あります。

以上4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。

0議長(市川資信君) 関係部長から、詳細説明を求めます。

市民部長。
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0市民部長(大貫松雄君) それではまず私の方から議案第6号、日野市国民健康保険

条例の一部を改正する条例の制定について詳細説明をいたします。

まず6ぺ←ジ以降の新旧対照表により、説明をいたします。 5条から16条までの改正

条例は条文の整理でございまして、 5条の旧で、 「。以下「法」としヴ。」ことをとり

ました。それから 5条の 3で上段から 2行自でございますけれども、 「精神衛生法」が

変わりまして、 「精神保健法」というふうな名称に変わりました。それから次の 8、9

ページでございますけれども、資産割額の12条の中で、 「固定資産税」を「固定資産税

額Jというふうに改めました。それから16条でございますけれども、 16条の「第10条J、

括弧書きの前に 110条の額」というふうに、前に持ってきました。それから16条の 2で

ございますけれども、 「国民健康保険税の算定」というふうになっていたのを、 「国民

健康保険税の所得割額」というふうなものを挿入したわけで、ございます。それから次の

10、11ページでございますけれども、新しく付則の 9を設けまして、 「超短期所有土地

の譲渡等に係る事業所得等に係る国民健康保険税の課税の特例」を設けまして、この内

容は、地方税法では、超短期所有土地の譲渡に係わる事業所得等に係わる市民税の課税

の特例というふうな条文がございます。これは個人が62年10月 1日から、 65年3月31日

までの間の 1月1日現在ですね、所有が 2年以下の土地を譲渡した場合には、 この譲渡

による事業所得、及び雑所得についての課税をするというふうな、住民税の条文がござ

います。この条文を国民健康保険の課税においては、これらの所得を除外するというこ

とで、譲渡所得等を有する者と、有しない者との間に保険税の負担の不均衡が生じると

いう考え方から、分離課税を適用しない改正でございます。

それから62年度分の保険税については、従前の例によるというふうにしてございます。

付則の方で施行期日を公布の日から施行するというふうにうたってございます。

以上でございます。

0議長(市川資信君) 福祉部長。

0福祉部長(高野隆君) それでは議案第 7号、日野市住宅改良資金融資条例の一部

を改正する条例について御説明を申し上げます。

今回の条例の改正につきましては、まず第 1点に貸付金額の増額、それから外国人登

録法に登録されている外国人を対象とする。また 3番目には、保証人を連帯保証人とす

る。また4番目には、償還期間の延長がございます。

まず新旧対照表に沿って、御説明申し上げたいと思います。まず、 6ページ、 7ペー

ジをお開き願いたいと思います。今まで、第4条に融資の限度額を定めておりますが、

-306-

高齢者の居宅増改築資金につきましては、 200万円でございましたのを、 300万円に改め

ます。また、重度心身障害者の居宅増改築資金につきましては、 200万円を300万円に改

めます。また一般住宅の改良資金につきましては、 100万円を200万円に改めるものでご

ざいます。また、第 6条の融資の条件でございますが、今までは、住民登録法に登録さ

れている市民ということでございましたが、住民基本台帳法の登録者及び外国人登録法

に規定する、登録されている者と、こういうことで外国人を対象にいたします。また、

第6条の 5号に掲げますよう に、保証人となっておりますのを、 「連帯保証人」という

ことで、一定の制約をいたします。制約を厳しくいたします。また貸付期聞につきまし

ては、第 7条に定めましたように、 18年以内J、こういうことになっておりますのを、

110年以内Jとしヴ具合に延長するものでございます。

また 8ページ、 9ページに掲げますように、重度心身障害者の居室増改築資金の償還

期間を 8年を10年とする。また一般住宅の改造資金につきましては、今まで60万円まで

が3年となっておりましたのは、 100万円までを 4年以内、こういうことで改正いたし

ます。また旧条例では、 60万円から100万円を 4年となっておりましたのを、今回は100

万円を超え、 200万円までを 7年以内、こういうことに改正をいたすものでございます。

第8条の連帯保証人でございますが、旧条例におきましては、 「保証人」となっており

ましたのを、ここでも「連帯保証人」こういうことにさせていただきたし、と思います。

また第 1号の住民基本台帳法に記録されている世帯主となっておりますのを、さらに

外国人登録法に規定される外国人登録原票に登録されている世帯主、とし、う具合に改正

するものでございます。第 2項の保証人につきましても、 「連帯保証人は」ということ

の字句の改正でございます。

第9条の負債等の最終保証のところにおきましても、保証人を連帯保証人ということ

の文言の訂正をいたしたいということでございます。なおこの条例の施行につきまして

は、 4月1日からということでございますが、これまでに旧、改正前の日野市住宅改良

資金融資条例に基づいて、借りている者は、従前の例によると、こういうように付則で

記しております。どうぞよろしくお願いしたいと思います。

それから続きまして、議案第8号、生活つなぎ資金貸付条例の一部を改正する条例の

御説明を申し上げます。この条例におきましても、貸付金額の 1万円を 3万円にアップ

する、増額するということと、外国人登録法に登録されている者を対象にすると、こう

いうような改正を内容としております。

新旧対照表によって御説明を申し上げます。 6ページ、 7ページをお聞き願いたいと
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居、し、ます。まず、貸付けの条件でございますが、第 3条に 1万円以内の貸付けというこ

とと、第 4号に規定する保証人となっておりますのを、 3万円以内の貸付け、 3万円以

内の貸付けについては、第4号に規定する連帯保証人というぐあいに、改正いたします。

また、第 1号のところでの、市内に引き続き 3カ月以上居住し、住民基本台帳に記録が

されているここととなっておりますのを、市内に引き続き 3カ月以上居住し、住民基本

台帳法に規定する住民基本台帳に記録され、または外国人登録法に規定する外国人登録

原票に登録されているということでの外国人を対象とするものでございます。

第4号の保証人を連帯保証人、また第 5号の保証人を連帯保証人、こういうことでご

ざいます。また第4条の連帯保証人につきましても、文言の改正をいたします。また第

2号のところでの住民基本台帳法に記録のされているというものを、さらに外国人登録

法に規定されている外国人登録原票に登録されているというふうに改正をいたすもので

ございます。

8ページ、 9ページにつきましても、第4号に保証人となっておりますのを、第 5号

に連帯保証人ということで、この第4号二つに分けるというように改正をいたしたし、と

いうことでございます。以上が議案第8号の御説明でございます。

引き続きまして、議案第10号の日野市立児童館設置条例の一部を改正する条例の御説

明を申し上げます。今回の日野市立児童館設置条例の改正につきましては、新しく日野

市立あさひがおか児童館が、日野市旭が丘二丁目42番地の 5に設置されます。それに伴

いまして若干の改正をいたすものでございます。

まず4ページ、 5ページの新旧対照表をお開き願いたいと思います。まず、別表の第

1の関係でございますが、これは第 1条関係でございます。みさわ児童館の下に、日野

市立あさひがおか児童館、位置といたしましては、日野市旭が丘二丁目42番地の 5を加

えるものでございます。別表第2におきましては、今まで日野市立ひの児童館さくら第

一分室となっておりましたのを、地番が日野市多摩平四丁目 3番地となっておりました

ものを、日野市立あさひがおか児童館の分館とする、分室とするということで、多摩平

三丁目21番地の地番、これは第六小学校の地番でございますが、第六小学校の校内に移

転いたしましたので、今までは多摩平の教育センターにいましたが、今回は第六小学校

の中に移転しましたので、地番の変更でございます。また、日野市立ひの児童館のさく

ら第二分室、これは多摩平四丁目 3番地、これは多摩平支所の 2階でございますが、こ

れが五小に移りましたので、五小の地番、また分室といたしましては、あさひがおか児

童館の分室ということで、改正をするものでございます。

またひらやま児童館のたきあい分室でございますが、これをあさひがおか児童館の分

室とするものでございます。さらに今まで旧条例におきまして、ひの児童館の中のあさ

ひがおか分室の記載がございました、これを消除するものでございます。さらに日野市

立みさわ児童館の三沢台小分室、三沢台小分室につきましては、これも三沢台小学校の

中に入りましたので、地番が変わります。また今までは、みさわ児童館の分室というこ

とでございましたが、今度は日野市立もくやさだし、児童館の分室ということで、日野市百

草896番地の 1ということでの地番の改正をさせていただくものでございます。

したがって、今回の改正によりまして、ひの児童館の関係が学童クラプ4分室、あさ

ひがおか児童館の中には 4分室、ひらやまの児童館につきましては同じく 4分室、もぐ

さだい児童館の関係は 3分室、みさわ児童館の関係については、 3分室ということでの

大体の平均化をしたい、こういうことが改正の趣旨でございます。よろしく御審議のほ

どお願し、し、たします。

0議長(市川資信君) これより質疑に入ります。(rなし」と呼ぶ者あり)

お諮りいたします。議事の都合により、暫時休憩いたしたいと思いますが、これに御

異議ありませんか。

( r異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(市川!資信君) 御異議ないものと認めます。よって暫時休憩いたします。

午後6時32分休憩

午後 7時28分再開

0副議長(一ノ瀬 隆君) 休憩前に引き続き会議を開きます。

議長所用のため、私副議長がその任を務めさせていただきます。特段の御協力をお願

い申し上げます。

質疑に入ります。夏井明男君。

013番(夏井明男君) 議案の 7号について、まずお尋ねいたします。

ここでは福祉部長から説明があったわけですが、金額的な点では、第4条にあるとお

り、 200万から300万以内となったということですが、これはどういう意味でなったのか

ですね、これによってその希望者が多くなるのか、少なくなるのか、その辺、 1点お尋

ねします'0

それから、 6条の 5号ですか、連帯保証人、保証人が連帯保証人になってますけれど、

この必要性がどうして出てきたのかで、すね。その点と、それからもう一つ、こげついた

という言い方はおかしいですが、過去にどのぐらいそういうふうな例があったのかどう
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か、 という点をお尋ね しておきたいと思います。

それから、生活つなぎ資金ですけれども、 ここでも、やはり金額はそれほど私、生活

つなぎ資金の場合、多いとは思わなかったんで、すが、こ こでも、やはり保証人を連帯保

証人というふうに改めてますので、各市がそういうことをしているのでこういうふうに

なったのかというふうにも思うわけですが、改めた理由で、すね。それと、過去にどのぐ

らいこげつきとし巾、ますか、保証人の方についたのか、その辺を教えていただきたし、と

思し、ます。

それから、議案の10号ですが、ここで別表のところの説明をいただいたわけで、すけれ

ども、例えばあさひがおか児童館、ひの児童館ですね、これが、さくら第一分室という

ことで場所の移動もあるわけですが、というのは学校の中に、小学校の中に分室を設け

たというふうに理解をしたわけですけれども、その点、いろいろな考えがあったかと思

うんですが、こういうふうな方式をこれからもとっていかれるのかどうか、この辺、問

題がなかったのかどうかですね。あったとすればどういうふうな心配があったかですね、

状況を把握されていれば御報告をお願いしたいと思うんですが……。以上です。

O副議長(一ノ瀬 隆君) 答弁をお願いします。福祉部長。

0福祉部長(高野 隆君) それでは、御質問に沿ってお答えいた します。

まず、議案第 7号の金額の増額でございますが、 200万円を300万円に、 100万円を200

万円に引き上げましたが、これにつきま しては、この条例の改正を57年以降やっており

ませんので、見直しを今回いたしました。

その際に、他市の状況を参考にいたしましたところ、他市の状況につきましては300

万円相当が多い、こういう状況がございましたので、 300万円に引き上げたわけで、ござ

います。また一般改良資金についても200万円に引き上げたわけでございます。

また、保証人を連帯保証人ということでございますが、これは他の日野市の貸付条例

等は連帯保証人というのが多うございます。また、他市の状況を調べました際にも、連

帯保証人というものが多うございます。

これは御承知のとおり、民法の規定によりまして、民法の452条及び453条の関係の催

告と、それから検索の抗弁権の有無がございます。したがって、保証人という場合には

抗弁権はございますけれども、連帯保証人の場合はございません。そういう関係で、今

回は連帯保証人と、こういうことに改正をいたしました。

また、こげつきはどうかということでございますが、現在の返済率が85%程度でござ

います。したがって15%程度につきましては、返済がし、ろいろな状況で、例えば住所が

不明になったとか、あるいは生活能力の低下と、こういうようなことで返済がおくれて

いる と、こういうものもございます。今後、 これについての問題を検討していきたし、と

いうぐあいに考えております。

また、生活つなぎ資金につきましても同様の状況でございまして、八十数%の返済率

を示しておりますけれども、これにつきましでも、内容の返済の困難な状況というのは

住宅の場合と同様でございます。

また、第10号の児童館の改正に伴う御質問がございましたけれども、これは五小の学

童ク ラブに関連する御質問かと思いますが、第五小学校のさくら第二分室につきまして

は、多摩平の支所の 2階で学童クラブを実施しておりましたけれども、それを他の目的

で使用するという事情が生じましたために、五小の前にあき教室を利用して移動をいた

しまし7こO

この際に、父母からはいろいろな御要望等がありました。これは、遊び場等の問題が

ございましたけれども、五小内での校長先生の御理解を得るようなこと、あるいは、今

後の見通しとして五小内に長い間利用できると、こういう見通し等の問題もありまして、

納得していただいて移っていただいた、こういうような事情でございます。

0副議長(一ノ瀬隆君) 夏井明男君。

013番(夏井明男君) それでは、 7号と 8号を関連してお尋ねするんですが、私は保

証人の制度というのは余りし、し、制度ではないというふうに思っています。で、非常に保

証人になったがために人生を非常に大きく曲がったという話も随分間くわけですね。で

すから、感覚的には連帯保証人よりも保証人の方が、できればそういうふうな運用の仕

方の方がし、し、んではないかというふうに私は理解しているわけです。

これは連帯保証人にした方がで、すね、いわゆる資金を貸し付けた方の便益を考えます

とし、し、わけですけれど、従来の保証人の制度では、いろんな差し障りがあったのかどう

かですね。その辺があると思うんですね。ですから、その辺ですね、安易に保証人にな

るということもありますから、場所によっては、国によっては、そういう保証人になる

ことによって出る悲劇を、なるべく制度的に防ごうということで、新しい違った制度も

つくってやってる市があるわけですね。恐らく、それがこれからも続いていくだろうと

いうふうに思うんですけれども、あえて連帯保証人にしたということは、よほどいろん

なことがあり過ぎて、こういうふうになったのかなO

むしろ、ほかの方が連帯保証人になっているので、こちらも保証人だから連帯保証人

にしましたということでは、私はもう少し研究をされてみてもよろしいんじゃないかな
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というふうに思ってし、ます。それは、ぜひ研究をしていただきたし、と思うんですね。

特に生活つなぎ資金の方のですね、連帯保証人なんでいうことはですね、私は保証人

になったんだから、確かに、場合によってはそれを全部支払うんだという覚悟でサイン

をされるということでしょうけれど、まだまだそこら辺のギャップが現実にはあるわけ

ですから、保証人で運用ができるんであれば、ぎりぎりまでやはり運用されても、私は

決して間違いではないというふうに思うんです。その辺、十分研究されたかどうかです

ね、その点ちょっと御答弁願えればと思います。

それから、児童館の方のお話なんですけれども、先ほど五小というお話の件なんです

が、今のお話ですと五小の学校側の理解もいただいて、そこに児童館をつくったという

お話なんですけれども、大分前にも、たしか福祉部長の方から、あき教室の利用につい

てるる検討しておりますと、その中には児童館というお話も私たしかお聞きしました。

で、私が一番心配しますのは、その児童館に入ったお子さんの立場はどうなのかなと、

こうし、う心配が、ちょっとこれは素人考えかしれませんが、例えば五小で授業を学んで、

そのまま五小の児童館に入って、そこで御両親が帰られる、迎えに来るまでとし、し、ます

か、帰ってくる時間まで、 6時になりますか 7時になりますか、そういう時間その学校

にとどまるわけですね。ほかの子供はその時間で、普通の時間になると早く帰ってしま

う。その後、その児童館に残られるお子さんは、そのままその場所を移動してその学校

の敷地内にいるということが、お子さんの立場から見てどんな気持ちに映るのかなとい

うことを一番心配するんです。

むしろ私はできるならば、児童館というのは小学校の敷地の外にですね、別の所にあっ

て、こちらで義務教育のあれを受けて、その後、気分転換というとおかしいですが、歩

いてそこへ行って新たな展開があった方がお子さんにはよろしいんじゃないかなという

ふうに直観的に思うんですけれど、その辺、どういうふうにお考えになっていらっしゃ

るのか。場合によりましては、そういうふうな方向でこれからもほかのものについても

考えられますので、そこのところを基本的に詰められて、こうしヴ決定をされてこのま

まいくのかどうか、お尋ねしたし、と思っています。

0副議長(一ノ瀬隆君) 福祉部長。

0福祉部長(高野 隆君) 御質問にお答えいたします。

まず、保証人を連帯保証人ということで検討したかということでございますが、これ

については、かなり検討いたしました。そして、いろいろと弁護士の方々の御意見等も

いただきまして、そして実態的に我々といたしましては、どういうぐあいな変化がある

だろうか、こういう点も検討いたしました。

そして、結論といたしましては、法的な問題としては、連帯保証人の方がし、いという

ことでございます。そして、実態的にはどうかということでございますが、これは現実

に保証人になる場合も、連帯保証人になる場合も、現在のところはそう大きく、保証人

あるいは連帯保証人になられる方の意識的な変化というのはないんだろう、なし、。こう

いう結論でございます。

また、その後の例えば強制執行等の問題に発展する場合に、市が現状を連帯保証人を

強制執行するということまではいたしておりませんし、また、現実になかなか難しいわ

けでございますので、現実に先ほどおっしゃったような生活破綻を来す、連帯保証人が

生活破綻を来すというようなところまで、我々としては現実に追い詰めると、こういう

ことはいたしません。

したがって、それまでの説得あるいはいろいろな状況の中で、粘り強し、いろいろな御

相談を個々にいたしまして、そして返済していただいていると、こういうことでござい

ますので、現実にそこら辺ところのデメリットということについては大丈夫、こういう

ような形での内部検討をいたしまして連帯保証人と、こういうことで他の条例あるいは

他市の状況等との関連を考えまして、このような形でやろう、こういうような結論を得

た次第でございます。

また、学童クラブの学校内設置についても、御指摘のとおり二つの意見がございます。

確かに学校の外で一定の強制、学校を強制の場というとおかしいですけれども、何か学

ぶ場から生活の場ヘ移行すると、こういうことでの気分の変化が子供にし、い影響を与え

るのではないか、こうし、う御意見も今根強くございますが、現実に、今の日野市の学童

クラプの状況というのは、児童館内設置に大きくだんだんふえてきていると、 5館ござ

いますので5館の児童館内設置と、それから学校のあき教室を活用すると、こういうこ

とで、これがかなりふえてきております。また、学校の敷地内に設置すると、こういう

ようなことで、現実に学校外に単独設置というのは二、三カ所になってきていると、こ

ういう状況でございます。

したがって、主流は、学校または児童館、または学校の周辺と、こうし、う形で学校と

の関連、児童館と学校との関連の中で、学童クラプというのは運営されるという方向に

あるんじゃないだろうかと、それが現実に子供にどういう影響を与えるかという点につ

いての問題等もそれぞれあるかと思いますけれども、現実の今の土地の問題とか、ある

いはその他いろいろな施設の活用の問題とか、こういうような問題を考えますと、そう
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いうような方向が主流になっていかざるを得ないと、こういうぐあいに考えております。

そこで、現実に最近の七小等の例でも申し上げますと、東京都の新都市建設公社の土

地を借りておりました期限がまいりまして、結果としてそれを購入できないと、こうい

うような状況の中で七小の中に移設をすると、こういうような状況になってきておりま

すし、これが今の学童クラブの状況として申し上げられる状況じゃないかというぐあい

に考えております。

0副議長(一ノ瀬 隆君) 夏井明男君。

013番(夏井明男君) 学童クラブについてちょっともう 1点、要望になると思います

けれど、今のお話ですと、今の時期に土地を買って、そこで建てて運用していくという

ことは、非常に学童クラブの制度、それから利用の仕方、形態から考えて、そういうよ

うな結論になったんだろうと思うんですけれども、それが豪華な施設なのかどうかとい

う議論はありますけれども、やはり今の社会状況では、私は学童クラブというのはこれ

からもす.っと続いていくだろうというふうに思います。

できれば、やはりそこら辺の入って運用した方がいいのか、入らなくていいのかとい

うお金の問題で、そういうふうにやむを得ないということでおやりになる形だとすれば、

やはり問題は残るので、そういうふうな形をとらざるを得ないということであれば、で

きればそれが従来の理想的なものに近づけるような運用の仕方とし巾、ますか、施設のあ

り方とし、し、ますか、もっともっと率直に申し上げますと、一般のお子さんも学校が終わっ

て帰るけれども、学童の方の、そこへ行っている人はいし、なと、うらやましいなという

ぐらいのものに持っていっていただきたし、というふうに思うんです。

これは、またずっと継続的に続いてし、く問題ですから、また非常に大事な問題ですか

ら、またこれからもお聞きしていきたいと思います。以上です。

c r異議なし」と呼ぶ者あり〕

0副議長(一ノ瀬 隆君) 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 9号、日野市原子爆弾被爆者の援護に関する条例の制定の件を議題と

いたします。

理事者から提案理由の説明を求めます。市長。

〔市長登壇〕

0市長(森田喜美男君) 議案第9号、日野市原子爆弾被爆者の援護に関する条例の制

定について提案理由を申し上げます。

本議案は、被爆者の生活の安定及び福祉の増進を図るため、日野市原子爆弾被爆者の

援護に関する条例を制定するものであります。

詳細につきましては、担当部長に説明いたさせますので、よろし く御審議のほどお願

し、し、たします。

0言IJ議長(一ノ瀬隆君)

O福祉部長(高野隆君)

関係部長から詳細説明を求めます。福祉部長。

それでは、議案第 9号、日野市原子爆弾被爆者の援護に関

0言IJ議長(一ノ瀬隆君) 答弁は必要ありませんか。(rはし、」と呼ぶ者あり)

する条例について御説明を申し上げます。

この条例につきましては、日野市の原子爆弾被爆者、括弧して被爆者と申しますが、

被爆者の援護を目的として設置するものでございます。

まず第 1条に、 2ページ、 3ページをお開き願いたし、と思います。第 1条に掲げます

ように、目的といたしましては、原子爆弾被爆者の援護を行うということで、被爆者の

生活の安定と福祉の増進を図ることを目的とする、こういうことでございます。

また、資格といたしましては、 1号にございますように被爆者手帳の交付を受けてい

る者、これを対象にするということでございます。また、 2号に掲げますように、本市

に居住して、住民基本台帳に記録されている者、また外国人登録法による外国人登録原

票に登録されている者、これを市民として対象といたします。

援護の内容でございますが、被爆者 1人について年額 1万円の見舞金を支給するとい

う内容でございます。

申請でございますが、これは申請に基づいて行います。また、決定につきましては市

長の決定によって可否を通知するものでございます。

支給の日時でございますが、第5条にありますよう に、毎年12月に支給するものでご

ざいます。そして、毎年12月1日に、 第2条の該当者を支給する対象とするということ

でございます。

ほかに御質疑はありませんか。なければこれをもって質疑を終結いた Lます。

本4件について御意見があれば承ります。なければこれをもって意見を終結いたしま

す。

お諮りいたします。これをもって議案第6号、日野市国民健康保険条例の一部を改正

する条例の制定、議案第 7号、日野市住宅改良資金融資条例の一部を改正する条例の制

定、議案第8号、日野市生活つなぎ資金貸付条例の一部を改正する条例の制定、議案第

10号、日野市立児童館設置条例の一部を改正する条例の制定の件は、厚生委員会に付託

いたしたし、と思いますが、これに御異議ありませんか。
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また第6条に援護の取消しがございますが、偽り、または不正の手段で援護を受ける

者が出てきた場合には、それを取り消し、支給した見舞金を返還させる、こういうこと

になっております。

また、この第 7条で、必要な事項は市長が定めるということでございまして、参考資

料といたしまして、参考資料の中に日野市原子爆弾被爆者の援護に関する条例施行規則

を掲げております。ここにございますように、被爆者手帳の写しと、それから住民票の

写し、または外人登録証の写しを提示して申請書に添付していただく、こういう内容で

審査をするものでございます。以上でございます。

よろしく御審議のほどお願し、し、たします。

0副議長(一ノ瀬 隆君) これより質疑を行います。古賀俊昭君。

024番(古賀俊昭君) 日野市に対象者となられる方は大体何人ぐらし北、らっしゃるの

か、その点、お尋ねいたします。

0副議長(一ノ瀬 隆君) 福祉部長。

0福祉部長(高野 隆君〉 日野市の原子爆弾の被爆者は、東京都の衛生局の医療福祉

部の特殊疾病課にその台帳がございます。それによりますと、現在139名と、こういう

ことでございます。これにつきましては、特別に許可を得まして、これを転写させてい

ただいて資料とするものでございます。以上でございます。

0副議長(一ノ瀬 隆君) ほかに御質疑はありませんか。土方尚功君。

04番(土方尚功君) 1点伺っておきますが、見舞金の支給が12月ということで設定

されているようですけれども、この辺はどういったあれで~12月というふうな規定をここ

に設けているのか、ちょっと確認させていただきたいと思います。

O~lj議長(一ノ瀬隆君) 福祉部長。

0福祉部長(高野 隆君) いろいろな支給の日程等は我々の福祉関係では10月が多い

わけでございますけれども、 8月という、 8月6日という原爆を受けた日の傷みを若干

遠ざけて12月というような配慮もいたしました。

0副議長(一ノ瀬 隆君) ほかに御質疑はありませんか。天野輝男君。

06番(天野輝男君) この被爆者は、要するに年 1回は診断書が必要なんですね。そ

の点について私、この日野市でどうにか診断書を、彼らにしてみると恥ずかしいという

面も実際にあるわけですね、なれない所へ行くのはですね。だから、その診断書を市立

病院の方で書いて、特別ですね、そうし、う手JI買を踏んでいただけないかどうか、そのこ

とを私言ってあったと思うんですが、そのあたりの説明がございましたら、していただ
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きたいと思います。

O副議長(一ノ瀬隆君)

O福祉部長(高野隆君)

福祉部長。

ただいまの御質問は、恐らく手帳の申請にかかわる問題だ

と思います。これは東京都の事務として実施しておりますので、東京都の方でこれは要

求するものだろうというぐあいに考えております。(Iはい、了解」と呼ぶ者あり)

O~IJ議長(一ノ瀬隆君)

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 9号、日野市原子爆弾被爆者の援護に関する

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

条例の制定の件は、厚生委員会に付託いたしたいと思いますが、これに御異議ありませ

んか。

C I異議なし」と呼ぶ者あり〕

0副議長(一ノ瀬 隆君) 御異議ないものと認め、厚生委員会に付託いたします。

これより議案第四号、昭和63年度目野市一般会計予算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)

由を申し上げます。

本議案は、昭和63年度日野市一般会計予算であります。

議案第18号、昭和63年度日野市一般会計予算について提案理

歳入歳出予算の総額は315億7，151万円で、前年度に比較して 3億5，118万円、 1.1%の

増となっております。

歳入は、市税が69.2%を占め、次いで都支出金、国庫支出金、市債等で構成されてお

り、一方、歳出を見ますと、民生費23.2%、土木費が21.1%、教育費が17.6%、総務費

が13.3%の順となっております。

詳細につきましては、担当部長に説明いたさせますので、よろしく御審議のほどお願

し、し、たします。

0~1j議長(一ノ瀬 隆君) 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) 御説明に入る前に、既に、きのう大変恐縮でござい

ますが、予算書の中の訂正箇所を正誤表できのうお配りしてあります。説明の欄のとこ

ろにいきましたら再度御説明いたしたいと思いますが、訂正方を御了解いただきたいと

思し、ます。
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それでは、説明に入らせていただきます。

まず冒頭に、既に所信表明の中で、市長から63年度の予算についての国の問題、都の

状況等については申し上げているわけでございます。東京都の税収につきましても、前

年対比で税収の伸びは26.6%ということで高い伸びを示しております。その内容といた

しましては、増収分の主なものとしては主たるものが法人税でございます。法人税のアッ

プについては、もう御承知のとおり私が申し上げるまでもなく、産業構造による好不況

の問題等の左右あるいは業種の影響等によっての大きく左右されるわけでございます。

よって当市の法人市民税では輸出関連企業のウエートが非常に高いわけでございます。

そういう厳しくなっている中で、それぞれの各企業の努力等によっての回復はやや上昇

することを見込んでいるわけでございます。よって63年度の法人市民税では4.5%とい

うことで、市税全体では2.8%と非常に少ない伸び率であるということを申し上げてお

きます。

なお、歳出分につきましては、市長からも所信表明の中にありましたとおり、当然、

市税の伸びの少ない中での状況下の中で、園、都の特定財源の確保の問題等の努力ある

いは効率的な運用をするための効率的な運用に努めなければいけないと思っております。

よって基本計画を既にお配りしておりますが、それに基づく施策の実施に努めていくと

いうような考え方の中で具体的な御説明に入らせていただきます。

まず、 1ページから申し上げます。 63年度の日野市一般会計予算でございます。

第 1条におきましては、ただし、ま市長から提案されましたように、歳入歳出予算の総

額を315億7，151万円ということでございます。なお、 2項につきましては、 1表の中で

歳入歳出予算の内容を後ほど御説明申し上げたいと思います。

2条につきましては、自治法に基づきます債務負担行為をお願いするわけでございま

す。なお、 3条につきましては地方債を別表の中、 3表でありますので、これも後ほど

説明させていただきます。なお、第4条につきましては一時金の借入金でございます。

借り入れに対する最高額を50億円ということでお願いするわけでございます。なお、歳

出予算の流用部分につきましては、 5条のここに記載したとおりでございます。

それでは、具体的に 2ページ、 3ページを説明させていただきます。

まず、第 1表の歳入歳出予算でございます。この内容につきましては、参考に490ペー

ジのところに 3年分の当初予算比較で増減記載がございますので、参考にお願いしたい

というふうに思います。ただ、この中で歳入の中の 2ページの中段でございます、 3の

ところに利子割交付金とし、う新しい款があるわけでございますが、簡単に申し上げます

と、これは全く新設でございます。 62年9月の地方税法の改正に伴いまして、 63年4月

1日の施行ということで、これは都道府県民税の都道府県が収入にしたものを交付金と

して出すものでございます。課税対象としては預貯金の利子、公債費、合同運用信託等

含んだ貯金利子の関係を都道府県が歳入にし、そのうちの 5%を各市町村に交付金とし

て配分するということでございます。よって配分の方法につきましては、都税の取り扱

いの率等を、 3年間の率等を換算した中で、の交付金になるわけでございます。

なお、4ページ、 5ページ等の歳出の部分でございます。先ほども申し上げましたが、

これも増減部分につきましてはページの491ページに61、62、63年度の比較表がござい

ます。参考にお願いしたいと思います。

なお、 6ページでございます。第2表の債務負担行為でございますが、おのおのの事

項につきまして各期間の限度額をお願いするものでございます。仮称高齢者セγター以

下6ページの掲載のとおりでございます。 63年、 64年あるいは下の部分で68年度までに

またがる部分をここに記載してお願いするわけでございます。

7ページの第3表の地方債でございます。地方債につきましては、同じように起債の

目的を掲げました。よって、この目的に沿って起債をお願いするということでございま

す。

それでは、歳入の10ページ、 11ページに入らせていただきます。

市税の市民税でございます。特に所得平均の伸び率等勘案した中での問題、税法改正

等の問題等を含んでの前年対比、そういった実績を踏まえた伸びでございます。 2番目

の法人につきましては、 62年度の決算見込み等を踏まえた中で、の4.5%ということで計

上させていただいております。

12ページ、項の固定資産税でございます。固定資産税の増収分につきましては、大き

なものとしては地目変更等の問題が多いわけでございます。

なお、 14ページ、 15ページ等につきましては軽自動車税でございます。台数増による

増収でございます。

なお、少し飛びますが、 20ページ、 21ページ、都市計画税でございます。 1の都市計

画税でございますが、減額になっております。前回の臨時会での議会の御承認をいただ

きました税率の変更による減額でございます。なお、地方道路譲与税につきましては実

績に基づきまして計上させていただいております。

次に22ページの 3の利子割交付金でございます。 1の利子割交付金ということで、先

ほど歳入の中で新設の項であるというふうに申し上げました。これが全く新設の科目で
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ございます。対象等につきましては、課税の基準につきましては、先ほど申し上げたと

おりでございます。 2億8，835万1，000円ということの歳入の見込みをさせていただし、て

おります。なお、この中で説明欄のところで地方税法71の32による交付金というふうに

印刷をしているわけでございますが、 32のところを訂正していただきまして、 ( r議長、

議事進行」と呼ぶ者あり)26にお願いしたいと-

0副議長(一ノ瀬隆君) 石坂勝雄君。

027番(石坂勝雄君) ちょっと私申し上げますが、この非常に、正誤表、私みたいな

何かなかなか勘の鈍いのに正誤表が出ているんだけれど、せっかく説明されているんだ

から、ここはちょっと違っているということを言えば楽じゃないかと思うんだけれど、

どうだろう。

0副議長(一ノ瀬隆君) 説明者、それでよろしゅうございますか。(rはし、」と呼

になっております。土木費の国庫補助金につきましては、増額があるわけでございます

が、向川原市営住宅の建てかえ第 3期工事のための増額部分で、ございます。

なお、少し飛ばさせていただきます。 54ページ、 55ページをお願いしたいと思います。

民生費の都の補助金でございますが、節の 3の老人福祉施設費補助金でございます。説

明欄に記載のとおり全く新しい部分でございます。

次のページの56ページ、 57ページでございます。一番下の自の 5の土木費の都の補助

金でございます。比較対照の中では 1億5，422万5，000円の増額をお願いするわけでござ

いますが、御承知のとおり、国土利用計画法の事務に関連しての歳入でございます。 59

ページの中で具体的には説明させていただきたし、と思いますが、大きな理由としては、

この比較の増減部分がその内容でございます。

59ページでございます。節の 4の都市計画費の補助金でございます。先ほど説明を申

し上げましたとおり、説明欄の下から 2行、国土利用法関係の経由事務費を合わせて国

土利用計画事業費取り扱いに関する問題、人件費等を含んで 1億983万9，000円の歳入と

いうことでございます。

少し飛ばさせていただきます。 68ページ、 69ページでございます。 13の繰入金でござ

います。基金の繰入金、おのおの自のところで財政調整基金の繰り入れ、 1、2、3と

目はあるわけでございますが、すべて各基金からおのおの説明欄のとおり取り崩しをお

願いしたし、ということでございます。

78ページ、 79ページ、市債でございます。市債につきましては、先ほど第3表の地方

債の中でもお願いした部分でございます。おのおの説明欄に算定の基礎を記載させてい

ただきました。

それでは、続きまして歳出に入らせていただきます。

82ページ、項の議会費でございますが、 83ページのところで節の18、備品購入費でご

ざいます。特に下の部分の 2行だけでございますが、表示器の問題、ファクシミリの 2

点、これを新しい物として予算化したということを御説明させていただきます。

なお、 86ページ、 87ページ、個々に説明はございませんが、特に総務費に入ったとこ

ろでございます。考え方としての人件費の問題でございます。ベア改定見込みを 1%、

期末手当を国並みの4.9%等を含んで当初予算に計上させていただいておるということ

と、あわせて先ほど条例も提案させていただいておりますが、非常勤の報酬改定の実施

ということで、改定予算で予算計上させていただいております。

少し飛ばさせていただきます。 96ページ、 97ページでございます。一般管理費の負担

ぶ者あり)そのようにして説明してください。

0企画財政部長(長谷川暢男君) わかりました。

それでは、ちょうど正誤表の一番最初のところを今申し上げました23ページのところ

で、 71の32を訂正していただきまして、 26、71条の26による交付金ということで御訂正

願いたいと思います。

なお、 26ページ、 27ページにお願いしたいと思います。上段の部分でございます。 1

の交通安全対策特別交付金でございます。特に訂正部分だけ御説明申し上げます。説明

欄のところで道路交通法付則第 1条第 7項ということを印刷しているわけでございます

が、道路交通法付則第16条による交付金ということで、大変恐縮でございますが、御訂

正願いたいと思います。

なお、 28ページ、 29ページの自の 2の民生使用料でございます。社会福祉施設使用料

の中で生活・保健センターの使用料を見込んでおります。全く施設の完成に伴つての使

用料を見込んだために大幅な増になっているわけでございます。

なお、 36ページ、 37ページをお願いしたいと思います。民生費の国庫負担金でござい

ます。減額が7，815万ということでございます。前年の実績等踏まえ、生活保護費の減

額部分が大きな理由でございます。特にそのほかございませんO

38ページ、 39ページ、 1の民生費の国庫補助金でございます。この増額部分につきま

しては、高幡特養ホームの新築にかかわる増でございます。 2の衛生費の国庫補助金に

つきましては、生活・保健センターの、ここは減額でございますが、前年度では生活・

保健セγターの建築費が一部歳入を見込んでいたために、なくなったためにここは減額
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金の補助及び交付金の中で97ページの補助金のところでございます。一番上のところに

市内連絡ノミス運行1，700万ということで計上させていただきました。従来1，000万という

ことで市内連絡ノミスの運行をしているわけでございますが、現行は4往復ということで

実施しております。これを 8往復にして、まだ8往復にして1，700万で運行を京王側と

折衝をしている段階でございます。それに合わせまして、当然今後停留所の問題等を含

んで話していきたし、というふうに思っております。

110ページ、 111ページでございます。上段の部分で財産管理費でございます。積立金

の中の111ページの一番下でございます。本会議場でもいろいろ御意見があるわけでご

ざいますが、新しい事業として平和啓発事業の基金として、ここに 1億円を計上させて

いただいております。

あと少し、 136ページ、 137ページでございます。 136、137の中で13の委託料でござし、

ます。これは資産税関係のおのおのちょうど中段でございますが、固定資産税の名寄帳

のマイクロ化の業務あるいは、その下の特別土地保有税、長期営農システム、その 3点

につきましては、新しい事業としてここに予算化をお願いしたものでございます。

続きまして、 164ページをお願いしたいと思います。項の社会福祉費でございます。 1

1の需用費の中で一番下の部分でございますが、福祉環境整備要綱等の作成にまたがる

経費、それの要綱に基づく福祉環境整備費を500万、新しい事業として計上させていた

だいております。

なお、 178ページ、 179ページでございます。目の 5の老人福祉費でございますが、 2

法に基づく経費を中心としたものでございますが、特に、この増額部分につきましては、

新規の仮称高齢者セ γターに関係する諸経費が計上してあります。

ページの182ページをお願いしたいと思います。委託料の中の一番下のところでござ

います。(仮称)高齢者セγタ一実施設計258万6，000円、あわせて一つ飛びまして15の

工事費の中に2，470万ということで、ここに計上させていただし、ております。

なお、 186ページ、 187ページでございます。社会福祉費の中で6の老人福祉施設費で

ございます。これも比較では 2億729万8，000円ということのようでございますが、新し

い事業として仮称高幡特養老人ホームの建設にかかわる諸経費を新たに計上をしている

部分でございます。

特に190ページ、 191ページをお開き願いたいと思います。委託料の中で、上からちょ

うど一番、委託料のうちの下のところでございます。仮称高幡特養老人ホーム関係で2，

562万ということで、おのおのそこに記載したとおりの経費を計上させていただいてお
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ります。なお、 15の工事請負費の中で、高幡福祉セ γターの移設の問題、高幡のゲート

ボール場の整備費あるいは仮称高幡特養老人ホームの建築に伴うものということで計上

させていただいております。特に特養関係につきましては63、64にまたがるものでござ

います。

198ページ、 199ページのところのコミュニティー費でございます。右側の節のところ

では15の工事請負費ということで 1億6，569万5，000円を計上させていただいております。

その中での新しいものとしては 2番目の川北地区セγターの増改築、地区セソターの新

設部分あるいは二つ飛びまして仮称東部会館の新築、東部会館の駐車場の盛り土と、こ

ういったものを計画しているわけでございます。新しい部分だけ説明させていただきま

した。

続いて、 218ページ、 219ページでございます。細部にわたっての説明はございません

が、 5の児童館費でございます。これにつきましては、比較では減額になっております

が、新しく児童館の運営経費等を計上している中で、先ほども条例が提案されておりま

すが、あさひがおか児童館の新設部分が含まれているという御理解をいただきたいと思

います。

なお、 250ページ、 251ページでございます。 1の保健衛生費の中で節でございますが、

15の工事請負費でございます。 1億156万円ということで、休日準夜の診療所の新築を

していきたいということでございます。面積としては352平米程度のものを考えており

ます。なお、その下の18の備品の中でも、それの開設に伴う備品を計上させていただい

ております。

なお、次の252、253のところでは細かし、部分は省かせていただきますが、 4の生活・

保健センター費、全く生活・保健セソターの完成に伴う新しい目を起こしております。

すべて新年度開設に伴う生活・保健センターの運営経費をここに計上させていただいて

おります。

なお、 294ページ、 295ページでございます。農業費の一番下の自のところで農業共済

費でございます。 19の負担金、補助及び交付金でございます。金額的には102万3，0∞円

ということでございますが、補助金として南多摩地区農業共済組合の設立の準備という

ことで、新しく予算を計上させていただいておることを御説明申し上げておきます。

なお、 298、299でございます。目の 3の観光費でございます。節の中で幾つかあるわ

けでございますが、市制施行25周年事業に関連して、節の中では委託料あるいは19の負

担金、補助及び交付金の中で、独自の事業とあわせて市制25周年行事をやっていただく
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というための予算計上をしております。

次の300ページ、 301でございます。土木総務費でございますが、 13の委託料でござい

ます。 5，999万円を計上させていただいております。特に下から 3行だけでございます

が、認定路線図等の補正、認定路線再編成、道路台帳整備、この問題を早急に完成して

いきたいということで、新しい予算を計上させていただいております。

312ページ、 313ページでございます。目の 6の橋りょう新設改良費でございます。委

託料として 1億2，230万、ここに記載のとおりで二番橋の関係の予算を計上させていた

だし、ております。

320ページ、 321ページでございます。 1の都市計画総務費でございますが、ここで御

説明したいことは、予算計上の中では先ほども歳入でちょっと説明しましたが、国土利

用計画法に基づく業務は、実際にはこの組織の中では総務部の用地課で4月1日以降統

ーするつもりでございます。しかし、補助金の関係で、この都市計画の総務費の中にす

べてここに計上させていただいておるということを御理解賜りたいと思います。

324ページ、 325ページでございます。自の 3の街路事業費でございます。都市計画道

路2・2・5号線に関係する予算を委託料の中での予算、あるいは工事費の中での築造

費、あるいは17の公有財産購入費等をここに計上させていただきました。

330ページと331でございますが、自の 7の公園整備費でございます。この減額につき

ましても仲田緑地の用地分等の経費がここに62年度には計上させていただし、ておりまし

た。その部分がなくなったために減額ではございますが、特に委託料の中でのモニュメ

ソトの制作設置予算、 15の工事請負費の仮称南平丘陵公園の築造関係、公有財産購入費

等おのおの説明欄とおり、説明欄のとおりでございます。全く新しい事業としてここに

計上させていただいております。

次に378ページ、教育委員会の関係を、 378ページ、 379ページ、教育振興費でござい

ます。ここに共済費の関係で、 4の共済費の中で、あるいは 7の賃金の中で40入学級に

伴う臨時職員の雇い上げの経費を計上させていただいております。

なお、 390ページ、 391ページ、 4の学校建設費でございます。 13の委託料に第五小学

校の改築設計、基本設計及び実施設計を今年度行いたい。なお、 15の工事請負費につき

ましては、おのおのここに掲け了ことおりでございます。

408ページ、 409ページ、学校建設費でございます。 13の委託料の中で最後の給食室の

新築になるわけでございますが、本年度は第三中学校の給食室の食堂の新築の設計費で

ございます。基本設計と実施設計をここに委託料として計上させていただいております。

430ページ、 431ページは13の委託料部分でございます。特に都市計画道路2・2・5

号線以下休日準夜診療所の新築工事、川北地区セ γターの増改築等の予算をここに計上

させていただいております。

464ページ、 465ページでございます。 3の市民グランド費でございます。 15の工事請

負費の中で4，332万1，∞0円を、おのおのテニスコートあるいはグラウ γ ド整備等あわせ

ましてここに計上させていただいております。新しい部分があるわけでございます。こ

の整備を促進していきたいというものでございます。

なお、それ以降、公債費、諸支出金等があるわけでございますが、特に説明は略させ

ていただきます。

なお、大変申しわけありません。途中からせっかく議員さんから質問があって訂正部

分を、というふうに言われて途中から私も説明できなくて申しわけないと思います。も

う一度、私の方から155ページの訂正部分だけを申し上げ、たし、と思います。

155ページの中では統計調査総務費、自の 1でございます。そのうちの右側の19の負

担金、補助及び交付金の中で、負担金の下に東京都統計大会というふうに大会と書いて

あります。それを大変申しわけありませんが、協会というふうに御訂正願いたいと思い

ます。東京都統計協会。

続いて195ページ、 11の需用費の中で、下から 6行自になりますかね、修繕料のとこ

ろ、ギャラリーの上でございます。修繕料のところで自治会掲示板というふうに書いて

あります。この訂正部分としては、広報板というふうに御訂正願いたいと思います。

231ページの一番上、 15の工事請負費でございます。横町児童遊園配水整備、この配

水の配が手へんの方に御訂正願いたし、と思います。

なお、 358ページ、これは計数の訂正でございます。 2の事務局費の中で国庫支出金

の中で362万8，000円というふうになっておりますが、これを訂正願いまして363万6，∞o

円に御訂正願いたいと思います。よって、その右側にいきまして一般財源分、現行では

2億628万9，000円になっておるものを206281と、 2億628万1，000円に御訂正願いたし、と

思います。

なお、 372ページをお願いします。 372ページ、一番下の計の部分の国庫支出金の部分

でございます。362万8，000円の部分を3636に、先ほどの連動でございます。 1カ所の訂

正ですべて関連してきますのでお願いしたし、と思います。一般財源につきましても、そ

の数字が 2億5，257万6，000円と御訂正願いたし、と思います。 2億5，257万6，000円でござ

います。
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406ページでございます。 3の中学校費でございます。この自のところの学校保険給

食費というふうになっている保険の険が健康の健に御訂正願いたし、と思います。

414ページ、申しわけありません。 414ページ、 4の幼児教育援助費でございます。同

じように国庫支出金の中で、今の印刷では 1億726万3，000円を107543に御訂正願いたい

と思います。一般財源の方の訂正として121092に御訂正願いたし、と思います。

418ページ、今の関係のトータルが変わってくるわけでございますが、国庫支出金の

ところで107755というふうに御訂正願いたいと思います。よって一般財源欄のところを

訂正として296619、2億9，661万9，000円に御訂正願いたし、と思います。

大変お手数をおかげしました。以上で説明は終わりますが、 ( I議長、議事進行」と

呼ぶ者あり)よろしく御審議のほどお願いしたいと思います。

0副議長(一ノ瀬 隆君) 土方尚功君。

04番(土方尚功君) 今、財政部長の方から正誤ということで誤りの訂正をしたわけ

ですけれども、そこに関連しまして、ちょっと確認をしておきたし、と思うのであれなん

ですが、 163ページから207ページあたりまで、にわたって、昨日もちょっと問題にしまし

た福祉事務所、要するに163ページでは福祉事務所というふうな言葉が出てきますけれ

ども、あわせて、例えば次のページ、社会課、こういったことが言葉として出てくるわ

けですが、事実、課のこうしヴ経費という形であらわすとすれば社会福祉課あるいは老

人福祉課、こういった表示になるのが当然でなかろうかと思いますので、その点の確認

をさせていただきたいと思います。

細かく追跡をすれば、社会課の中に、経費の中に老人福祉課あるいは社会福祉課に分

かれる費用があろうかと思いますけれど、その点は別として、そこら辺の関係をちょっ

とお話しいただければありがたいと思います。

0副議長(一ノ瀬 隆君) ただし、まの土方尚功君の議事進行の発言に対して答弁をお

願いします。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。

確かに組織改正が 4月 1日に行うというような中での予算の関連だと思います。予算

書の編成に当たりましては、既に積み上げをしてきました。

そういう中で、組織の改正をかなりぎりぎりまでかかった部分と当然、全体的な中では

自の中でほとんどが大半の移動でございます。新年度からは精査してできると思います

が、 63年度分につきましては、既にそうしヴ状況下にあるとしヴ御理解を賜りたし、と思

います。

O~lj議長(一ノ瀬 隆君) 土方尚功君、よろしいですか。

04番(土方尚功君) はい。了解。

0副議長(一ノ瀬 隆君) それでは、先ほどの企画財政部長の詳細説明に対し、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) 昨日の変形40入学級の質疑がたくさんなされましたが、私は

ちょっと伺いたいのは、仮定の話ですけれども、この仕事は40入学級の効果が上がらな

かった、要する にうまくし、かなかった場合の責任はだれがとるのかと、こうし、う質疑が

ありました。

伺いたいのは、教育委員の皆さん方が大変熱心な顔つきで市長のところに行かれたと、

こういう話もありました。そこで、あのときの御返事では、うまくし、かなかった場合の

責任は教育長が、私が全責任を負うと、こういうふうにおっしゃっておりましたが、教

育委員会制度の問題にかかわってくると思いますけれども、教育長が委任されている事

項というのは、いろいろな制限があって、議会に教育予算、その他議会の議決を経るべ

き議案について意見を申し入れること、これは教育長に委任されている仕事ではないわ

けなんですね。教育委員会が、教育委員長が主催するを教育委員会が申し出ることなわ

けです。

それで、その責任云々という議論のまた議論になりますけれども、責任を負うという

場合に、教育委員さんは自由にいろんな意見を言って、市長のところまで押しかけていっ

て、それを勧めるということ、それから、それを教育委員会を主催する教育委員長、こ

れは責任が全くないのかですね。で常勤である教育長さんがまずくいった場合の責任を

全部しよってしまう。そうすると、教育委員さんというのは何か、何というんですか、

自分の教育的な気持ちを自由に述べて、その会議の合議制かどういうのか、詳細に研究

してませんけれども、教育委員長さんがそれをまとめて、それを市側にぶつけて予算イと

すると、こういうことですから、私の伺いたいのは、すべて教育長が全責任を負います

と、こうし、ぅ、要するに法的な裏づけというのはどこにあるのか。教育委員さんや教育

委員長さんは何の責任もないのかということについて、ちょっと伺いたいわけです。

それから、大変お伺いしにくい話なんですが、きのうのやりとりの中では、都教委の

指導は、 40入学級という名前だけはひとつ勘弁してくれと、こういう話があったと、そ

れだけのやりとりがありました。

ところが、本日の新聞を見てみますと、児童や保護者の不安を招くおそれがある、再

考するよう日野市教育委員会に指導、助言していると、いるという 17日の論議の新聞の
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コピーが18日付であるわけですが、している、というわけですから、再考するように指

導されていたと、あの論議のときにはし、たというふうに解釈したし、んですが、教育長の

あのときの御答弁は、名前だけはひとつ使わんでくれと、後はまことにスムーズに都側

の了解を得ていると、こういうふうに受け取れる答弁をされているんですが、その点は

どんなふうなのが真相なのか。

以上、 2点伺いたいと思います。

O副議長(一ノ瀬隆君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 昨日の審議の中で、教育長が責任ということについて、自分

が責任を一切持つと、こういう言い方をされたわけで、すが、責任のとり方とい うものは、

これは一人の責任ではないはずでありますし、我々も同様に教育長を窮地に追い込むと

いうようなことは全く考えておりませんから、その責任という問題につきましては、私

にもともに責任があるということを一言申し上げておきます。

0副議長(一ノ瀬隆君) 教育長。

0教育長(長沢三郎君) お答えいたします。

第 1点の責任問題につきましては、明日10時から臨時の教育委員会を招集いたしまし

て、その中で、教育委員さん全員集まっていただいて十分議会の状況等もお話をして、

教育委員会として検討してまいりたいと、こういうように考えております。

それから、第 2点目の都の方の指導ですね、都の方の指導の問題については、昨日、

土方議員の方の御質問の中でお答えしたように、 3月14日の日に都教委の方へ出かけま

して、学務部長それから指導部関係ですね、御一緒に話をした中で、これはもう当初か

ら、ここのところで、は都教委の方の一番中心的な平行線をたどってきた内容なんで、すけ

れど、他市とのパラ γスからいって、 40入学級という表現、この問題については、ぜひ

取りやめてもらいたいと。このことは終始都教委の方は話の中に出ておりまして、昨日

も申し上げましたように、私の方の立場としては、既に 1年から 6年まで40入学級が完

成してしまっている地区とのパラソス、そういうものも配慮、してもらいたし、というよう

な方向の中で、この問題については終始平行線をたどって今日まで来て:し、ましたので、

都教委の方では、その点については、 14日の目、再度私の方にその善処方について要請

があったと。

それから、父母の不安とか、そういうような内容の問題につきましては、昨日の都議

会の予算委員会の中で、教育長の方が答えているような形で新聞紙上の報道がございま

したけれど、当日、私、父母の方から、教育委員会に一応質問形式で出されている要請

書、 こういうものを、その前いろんなあれも全部都教委の方にお届けしてあるわけなん

ですけれど、当日、それだけはまた新しい資料だったので、それに対して日野市の教育

委員会として、こういう回答を一応父母の方には差し上げてあります、という父母から

の質問状とその回答書を持って当日伺ったということで、そういうやりとりの中から父

母が不安を感ずるような学級の持ち方については、それはまずいんじゃないか、という

ような指導が当日その場であったという、そういう状況ではありませんでした。

0副議長(一ノ瀬 隆君) 名古屋史郎君。

028番(名古屋史郎君) 責任云々 ということを聞いて、きのう胸の痛む思いをして関

いていたわけなんです。

教育委員会の決定とし、いますか、こういうふうにやる、とし、う決定はどこかでされた

んだろうと思うんですね。それで予算が欲しいと、それを申し出た。すると、教育委員

さん、どういうメ γパーですか、 8月ごろから出ていた話、何回か行われた、今はもう

ばっちりそろっていらっしゃるわけですね、教育委員さんがね。それを主催する教育委

員長さんがいる。

で、それを仮に教育効果が上がらないで、どこから見ても失敗だったと言われた場合

の責任はどうするのか。そうしたら、教育長がすべてあるんだというのは、法律的とい

うか、解釈上どうして教育長が一人で背負わなくちゃいけないのか、ということの裏づ

けを知りたいんですよ。何に基づいて、教育長というのはこういう権能を持っているん

だから、最終責任はあるんだと、こうし、う御説明が欲しいわけです。

0富IJ議長(一ノ瀬隆君) 教育長。

0教育長(長沢三郎君) お答えいたします。

今、名古屋議員さんの方からの質問からまいりまして、確かに教育委員会というのは

合議制の機関でございますから、それぞれの委員さんが、それぞれ責任をお持ちになっ

ていると。で常駐である教育長は、その中でどうし、う立場をとるのかという形になりま

すけれど、教育長の場合には、教育委員会のあらゆる会議に出席して、その会議に積極

的にいろいろ議案等を提出して説明するような、そんなような権能は与えられている。

昨日も、質問の際の私、責任は全責任は教育長にあるんですという答えの中で、いわ

ゆる現場がごたごたしたときに、現場の一応責任者である校長さん、校長先生ですね、

校長さんがその責任を持つのかどうなのかというような御質問があったものですから、

その校長さんに対して、こうし、う方法でこうし、う対応をとってほしいというような指示

あるいはそれらのことをやりましたのは、これは教育長ですから、そういう意味から、
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教育長が全責任がございますというようにお答えしたというような事情でございまして、

確かに教育委員会という制度の上からいけば、合議制ですから、それを明日各教育委員

さんにお話をして、教育委員会として検討してみたいと、こう思っているんです。

0副議長(一ノ瀬 隆君) 名古屋史郎君。

028番(名古屋史郎君) ちょっとしつこいようですけれども、私は校長さんに責任を

負わせないという意味でおっしゃった側面のあるということはわかります。

そうでなくて、私の伺っているのは、教育委員ね、それから、それを主催するという

か、それの選ばれた長ね、教育委員長、責任がないのかということを開いているわけで

すよ。校長さんとの対比で教育委員長が常勤でいるんだから責任を持つ、それはわかる

んです。そうじゃなくて、教育委員さんというのは気楽な家業なのかということを関し、

ているわけなんです。予算の欲しいという申し入れまでして、うまくし、かなかったら私

たちは何の責任もないよと、そういうことが言える制度なのかどうか。

あした相談するというけれど、私は、あした相談するということを聞いているんじゃ

なくて、教育委員長、教育委員の法律的な責任度合いというかな、難しく言えば。それ

と、校長さんとの対比で言ったという返事と、それは違うわけですよ。そうじゃなくて、

教育長というのは、何ていうんですか、常勤であり行政職だと、教育委員さんというの

は非常勤だと、その委員長も非常勤なんでしょう、そこのところの難しく言えば法律的

な責任というか、それを聞いているわけなんです。

0副議長(一ノ瀬隆君) 教育長。

0教育長(長沢三郎君) 教育委員会を代表しておりますのは教育委員長ですから、あ

と4人の教育委員は、これはあくまでも合議制の 1名である教育委員である。

今回のこの予算措置等につきましでも、地方教育行政の組織並びに運営に関する法律

の29条ですね、その29条に基づいて、村田教育委員長のお名前で市長の方に意見書を上

げていると、こうしみ状況で、こうしヴ予算措置をしていただきたし、と思います、とい

う意見書を教育委員会の長である村田委員長の名前で市長の方へ上げておりますので、

当然、教育委員長の責任というのもその中で派生してくると、そういうようなことは十

分感じ取れますという か、制度の上からいけば責任が全くないとは言えないと思います。

ただ、そこへ至るまでのその教育委員会にいろいろ経過を説明し、状況をお伝えし、

その中でこうしヴ方法であれば対応して、法律的に抵触しない方法での独自の40入学級

というものを持っていくことができますよ、というような、そういうような形での連絡

とし巾、ますか、対応ですね、それは教育委員さんが行ったわけでなくて、私の方からそ

ハU
nべ
U

Q
U
 

ういう事情等を教育委員さんに説明した上で、まとめていただいたと、そのような状況

なので、その辺の責任問題の範囲というのは、どの範囲にあるかとしづ問題ですね、そ

れは確かに先ほど総まとめという形で、教育委員会の意見を代表して市長の方に意見書

を差し上げているのは村田教育委員長きんですから、その辺の問題というのは当然やっ

ぱり関係してくるだろうというようには推測できます。

0副議長(一ノ瀬 隆君) 名古屋史郎君。

028番(名古屋史郎君) 最後に推測というふうに言われましたけれども、私は明確に

教育委員長の責任、教育委員の責任というのはあると思いますね。それを、十肥ーから

げに、この問題がうまくいかなかった場合は教育長が全責任を負います、というのは大

変紛らわしいというか、間違いじゃないかという気がし、たしましたので、伺ったわけで

す。

今、教育委員会にかけられた、あるいは決定された経過が若干述べられましたので、

あえて干渉がましく伺いたいんですけれども、事務局サイドから40入学級変形というか

何というか、やりたし、ということで、教育上の効果云々としヴ、きのうも大分議論され

ました。それが論議されたんですか、教育委員さんの口から。教育委員さんは座ってい

て説明を聞いて、ああし、し、なあと、じゃあみんなで行こうとか、委員長にまとめてもら

う、その程度ですか。白熱論議があったんですか。

0副議長(一ノ瀬隆君) 教育長。

0教育長(長沢三郎君) 一応、教育委員さんの方との論議の中身は、教育委員会の議

事録といっても、これは要点筆記の形でございますので、いわゆる議会で討論されるよ

うに綿密な形での記載はないわけでございますけれど、一番最初に教育委員会に御報告

をしたのが 8月の教育委員会で、都教委との交渉の経過等を踏まえながらお話を私の方

から説明をしている。 10月の教育委員会で、そういう状況の中で、もし40人学級という

ものをどうしても取り上げてし、くのだとしたらば、こうしヴ方法以外に方法としては考

えられません、というようなことを含めて教育委員さんの方に私の方からお話をして、

そうなりますと、きのう申し上げたように予算編成権というものを持っておりませんか

ら、どうしてもその辺の予算の裏打ちをしていくこの約束を取りつけない限り、この問

題をたとえ教育委員会で議決したとしても絵にかいたもちになってしまうというので、

10月の教育委員会が終わった後で、教育委員さん全員で市長のところにその点のお願い

に行って、一応市長の方の了解を得た上で、 11月の教育委員会で正式に議決した。

その議決の中では、確かに今言ったような方法で取り組むとしたらば、特に小松委員
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きんですね、申しわけありません。小松委員さんあたり非常に個性尊重の教育というも

に関して、一つのやっぱり見識をお持ちになっている方ですし、全国でいろいろそうい

うような面での学校とのかかわりがあるものですから、非常にそういう状況の中では、

その個性尊重の教育というものをやるし、し、チャ γスではないか、というような形でのや

りとりを通しながら、今、教育委員会が出している内容ですね、この40人学級を通しな

がら、こんな機会でないとなかなかそういう点での手だてがとれないんじゃないか、と

いうような形での話し合い、そういうものは行われております。

0富Ij議長(一ノ瀬隆君) 古賀俊昭君。

024番(古賀俊昭君) 私もその件をお尋ねしようと思っておりまして、私は一般質問

でこの40入学級の件を通告しておりますので、今まで一言もこの件では質問しなかった

んですが、特に答弁者に教育委員長を私は指定をしておりますので、 4月に入ると思い

ますけれども、その場で名古屋議員が今お話しになったようなことも踏まえてお聞きを

していきたいと思っておりますが、私、資料だけお願いをしておきたいと思います。

それは、きのう山口議員とのやりとりの中で、日野市内で今回この変形の40人学級と

称するものをやろうと計画しておられるのが 9校ある。その 9校の学校名も挙げられま

した。その各学校が独自の対応をやりなさい、とし、う教育委員会からの意向を受けて、

何とし北、ますか、計画書というんでしょうか、 40入学級をそれぞれ学校でやるとすれば、

こういう形で何とかやれるんじゃないかとし、う対応策のようなものを出しているような

んですが、九つの学校のまとめられた準40人学級と称するものについて、どのような計

画を内容として、現在教育委員会の方に出してきているのかどうか。

きのうのお話では、 7校は従来のクラスのままで、そこに臨時の先生が入ってやると

いうことで、実際はクラスを分けるということは不可能だという内容のものを出してき

ているわけで、実際、あした教育委員会を開いて委員さんの間で意思統ーをするとか云々

ということで、 4月から果たして実施することが可能かどうかという点も非常に疑問を

感ずるわけです。

果たして、またこの予算がし、かなるところに落ち着くのか、それもまだ全くわかりま

せんし、これだけ議論が沸騰して、きのうの一連のやりとりの中でも勝負あったという

気が私はしました。各学校が具体的にどのような対応をしようと しているのか、その内

容を知りたいと思いますので、その資料を写しをちょうだいをしたいと思いますので、

その点をお願いしておきたいと思いますが、出していただけるかどう か、その点だけ御

回答をお願いします。

0言Ij議長(一ノ瀬隆君)

いかがですか。教育長。

O教育長(長沢三郎君) 全部申し上げたようにガラス張りでやっておりますので、こ

れらの資料等は、都教委の方に言われましても全部そのまま提出しながら進めてきてお

古賀俊昭君より資料要求がなされましたが、これについて

りますので、議員さんの方に出せないような資料は一切ございませんので、全部お出し

して結構です。

0~1j議長(一ノ瀬隆君) 古賀俊昭君。

024番(古賀俊昭君) ありがとうございます。それじゃあ、一つそれをいただければ、

もう私十分なんですが、今、名古屋議員の方からのお話の中で、村田教育委員長名で、

意見書が市長あてに出されたということのお話がございましたので、あわせて、それも

どういう内容の意見書なのか、参考に見せていただきたし、と思います。その点いかがで

しょうか。追加でお願いし、たします。

0副議長(一ノ瀬 隆君) それについていかがですか。教育長。

0教育長(長沢三郎君) それも都教委の方に提出してございますので、一緒に出せる

ように準備したし、と思います。

0~1j議長(一ノ瀬 隆君) 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。天野輝男君。

06番(天野輝男君) 私は、この一般会計予算及び説明書を見ておりまして、疲れて

いるときはもう頭がくらくら痛くなってしまうような状態であります。それでも 3回ぐ

らい見ました。

その中で、私はこの説明書が、この予算書がなかなか理解できない面があるわけです。

ということは、少なくとも今後行政改革をしたり機構改革をする中で、やはり人件費と

いう面についてはもっと、これは民生費なら民生費の中で人件費何人分幾ら、そして要

するに手当幾らという形で、具体的に課ごとに書いていただし、て、そういう形で書いて

いただけると大変よろしいんじゃないかなということを私感じたわけであります。

それで、ここの中で、私は、今後三中の給食ができます。そうしたときに、当然これ

は人件費、この給食の職員も募集しなければ恐らく賄うことはできないんじゃないかな

ということを感じているわけであります。そういう面において、今後この例えばこの民

生費だけを見てみますと、この民生費の総額が73億2，999万円であります。その中で職

員の給与が19億6，401万5，000円です。それから職員の手当が 6億9，413万9，000円あるわ
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けですね。これは民生費の中で大体36%が必要としているわけです。

そのほか日野市で民生費、要するに委託している委託事業の中の委託費とか報酬とか

賃金を入れますと、これは総額やっぱり 3億8，856万3，000円あるわけですから、これを

トータルをしますと、大体40.8%のものが人件費にかかっておるわけであります。行革

審の基準を見ると人件費は大体20%が、要するに20%が要するにボーダーライ γなわけ

ですね。

そういう面から見まして、やはり私は少なくとも日野市の財源を今後どうするかとい

うことになったときに、やはりメスを入れるところへ入れていかなければ、私は日野市

の今後の財政を確保することはできないと、このように感じているわけであります。

そういう面で、今後こうしみ予算書はもう少しわかりやすくやっていただきたし、とい

うのが私の要望であります。よろしくお願いします。

0副議長(一ノ瀬隆君)

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18号、昭和63年度日野市一般会計予算の件は、

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

63年度目野市国民健康保険特別会計予算であります。

歳入歳出予算の総額を、前年度の36億7，478万3，000円より 4億7，376万5，0∞円多い、

41億4，854万8，000円とするものであります。

議案第20号、昭和63年度目野市土地区画整理事業特別会計予算について。本議案は、

昭和63年度日野市土地区画整理事業特別会計予算であります。

歳入歳出予算の総額を、前年度の28億9，351万2，000円より 7億922万8，000円多い、 36

億274万円とする ものであります。

議案第21号、昭和63年度日野市下水道事業特別会計予算についてO 本議案は、昭和63

年度日野市下水道事業特別会計予算であります。

歳入歳出予算の総額を、前年度の34億1，968万円より10億6，574万4，000円多い、 44億8，

542万4，000円とするものであります。

議案第22号、昭和63年度日野市立総合病院事業会計予算について。本議案は、昭和63

年度目野市立総合病院事業会計予算であります。

収益的収支及び資本的収支の予定額を、前年度の25億1，254万6，000円より5，901万9，0

00円多い、 25億7，156万5，000円とするものであります。

議案第23号、昭和63年度日野市受託水道事業特別会計予算について。本議案は、昭和

63年度目野市受託水道事業特別会計予算であります。

歳入歳出予算の総額を、前年度の17億4，815万円より 1億925万円少ない、 16億3，890

万円とするものであります。

議案第24号、昭和63年度目野市農業共済事業特別会計予算について。本議案は、昭和

63年度日野市農業共済事業特別会計予算であります。

収益的収入及び支出の予定額を、前年度の2，388万2，000円より 7万5，000円少ない、 2，

380万7，000円とするものであります。

議案第25号、昭和63年度日野市老人保健特別会計予算について。本議案は、昭和63年

度日野市老人保健特別会計予算であります。

歳入歳出予算の総額を、前年度の37億8，223万8，000円より 2億401万6，000円多い、 39

億8，625万4，000円とするものであります。

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、し、たします。

O~IJ議長(一ノ瀬 隆君) 関係部長から詳細説明を求めます。市民部長。

一般会計予算特別委員会に付託いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

c r異議なし」と呼ぶ者あり〕

0副議長(一ノ瀬 隆君) 御異議ないものと認め、一般会計予算特別委員会に付託い

たします。

これより議案第19号、昭和63年度目野市国民健康保険特別会計予算、議案第20号、昭

和63年度目野市土地区画整理事業特別会計予算、議案第21号、昭和63年度日野市下水道

事業特別会計予算、議案第22号、昭和63年度目野市立総合病院事業会計予算、議案第23

号、昭和63年度目野市受託水道事業特別会計予算、議案第24号、昭和63年度日野市農業

共済事業特別会計予算、議案第25号、昭和63年度日野市老人保健特別会計予算の件を一

括議題といたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

c r異議なし」と呼ぶ者あり〕

0副議長(一ノ瀬 隆君) 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)

し上げます。

議案第四号、昭和63年度日野市国民健康保険特別会計予算について。本議案は、昭和

上程されました 7議案につきまして、それぞれ提案理由を申

0市民部長(大貫松雄君) それでは、私の方から昭和63年度目野市国民健康保険特別j
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会計予算について御説明申し上げます。

予算書の 5ページの歳入歳出予算事項別明細書款別をそれぞれ、まず御説明いたしま

す。

2%の伸びでございます。

それから、 12、13ページでございます。 1自の療養給付費交付金でございます。これ

は、昨日の62年度の第2号で補正減をいたしましたけれども、その減額に伴う63年度も

5.1%、2，940万ばかし減ということでございます。

それから、 18、19ページでございます。繰入金でございます。先ほど申し上げました

ように一般会計からの繰入金でございます。 29.9%の伸びでございます。歳入は以上で

ございます。

1の総括、歳入でございますけれども、 1款の国民健康保険税、これは前年と比較し

まして 1億3，221万4，000円多い10.1%の伸びでございます。

2款の国庫支出金でございますけれども、前年当初比較いたしまして 1億7，997万円、

14.6%の伸びでございます。

それから、 3款の療養給付費交付金でございます。これは比較しましてマイナスの2，

940万4，000円、対比でマイナス5.1%のマイナスでございます。

それから、 4款の都の支出金でございます。これは6，620万、 49%の伸びでございま

す。

歳出でございます。 24、

それから、 6款の繰入金でございます。今年度は、当初前年当初と比較しまして 1億

2，423万7，000円を一般会計からいただくものでござし、まして、 29.9%の伸びでございま

す。

25ページでございますけれども、総務費で一般管理費、これは国保の職員の人件費等で

ございまして、特に12の役務費でございますけれども、これは、前年は58万円計上いた

しましたけれど、 63年度は300万ということで、これは64年3月ですね、来年の 3月に

保険証の更新がございます。それを計上しでございます。

それから、 32、33ページでございます。保険給付費でございますけれども、国保特別

会計のこの療養関係が全体の65%を占めてございます。そういうことで一般被保険者療

養給付費等37%の増を見込んでございます。

それから、 38ページでございますけれども、これは老人保健の医療費の拠出金でござ

いまして 1億6，189万6，0u0円の前年当初との比較14.5%のマイナスでございます。

それから、 42、43ページでございますけれども、疾病予防費でございます。 62年度で

補正でお願いしましたように、年2回程度、国保、年金の情報を提供するということで、

情報誌の発行を63年度もお願いをするということで需用費の中に計上してございます。

以上でございます。

よろしくお願し、し、たします。

QilJ議長(一ノ瀬 隆君) 都市整備部長。

0都市整備部長(前田雅夫君) 議案第20号、昭和63年度目野市土地区画整理事業特別

会計予算につきまして御説明申し上げます。

まず、第 1条でございますけれども、予算規模でございますが、 36億274万円でござ

います。前年対比24.5%の増でございます。

第 2条の予算の流用でございますが、記載のとおりでございます。

まず、 63ページをお開きをいただきたいと思います。国庫負担金でございますが、こ

れは 1・3・1号線の公管金でございます。面積といたしましては2，782平方メートル

を国に引き継ぐものでございます。面積の減による歳入の滅ということでございます。

それから、歳出でございます。

まず、款の 1の総務費でございますけれども、前年に比較して630万ばかしふえてご

ざいます。

それから、保険給付費でございます。これは前年対比で26%、6億2，519万1，000円の

増でございます。

3の老人保健拠出金でございます。 1億6，000万、これはマイナスの13.3%のマイナ

スでございます。

それから、 5の保健施設費、これは27.5%の増でございまして、提案理由にございま

したように、歳入歳出予算それぞれ41億4，854万8，0u0円で、前年の当初予算と比較しま

すと12.9%の増でございます。

それでは、 6、7ページ以降を御説明いたしますと、国民健康保険税でございます。

これは国民健康保険税の特に現年度課税分は 8%の増でございます。それから、 2自の

退職被保険者等国民健康保険税、これも現年では22.6%の伸びでございます。

それから、次のページの国庫支出金でございます。この 2自の療養給付費等負担金で

ございます。これは前年に対して15.5%増でございます。

それから、次の10、11ページでございます。これは国庫支出金でございまして、財政

調整交付金、ここにございますように保険税の軽減費に対する交付金でございます。 5.
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国庫補助金でございますが、前年対比40.9%の増になっておりますが、この主な原因と

いたしま しては、万願寺土地区画整理事業の補助金の増でございます。

65ページでございます。都の補助金でございますが、前年対比99.6%の増でございま

す。これは国の補助金等の増に伴いまして、都の裏負担が増加している というのが原因

でございます。

67ページでございます。繰入金でございますが、記載のとおりでございます。前年度

とほぼ同様でございます。

69ページでございます。繰越金でございますが、前年より若干多くなっております。

これは万願寺土地区画整理の繰越金を、前年度につきましては30万円であったものが、

今回 1億円計上したというのが原因でございます。

73ページでございます。歳出でございますが、委託料でございます。これは西平山地

区区画整理業務ということで、 64年度、計画決定をとるべく準備をしておりますが、そ

の諸費用でございます。それから、万願寺第二地区の区画整理業務委託でございますが、

これも64年ないし65年を目途に計画決定を準備をしております。その諸費用でございま

す。それから、東町の区画整理業務でございますが、これも区画整理事業化への費用、

A調及びB調の一部、現況調査ということでございます。

75ページをお開きいただきたいと思います。一般管理費の負担金、補助及び交付金で

ございますが、助成金で3，000万円ございます。一つは、下河内農住組合土地区画整理

事業の2，000万円でございます。これは 3ヘクタールで、農住組合をつくりまして区画整

理を行うということでございます。既に事業認可もおりまして、その事業費の一部を補

助をするということでございます。さらに、下の南平土地区画整理事業の補助の1，000

万円でございますが、これは現在、準備会が発足いたしまして、区画整理をしようとい

うことで準備を進めております。面積につきま しては4ヘクタールで、一番橋通りの東

側、京王線の南ないし東側につきましてはガソリソスタ γ ドが境ということでございま

す。補助金交付要綱をつくりまして、今後、継続的に事業費の最高10%以内の補助をい

たしたいというふうに考えております。

次が77ページ、 78ページでございますが、失礼しました。 79ページをお開きいただき

たいと思います。万願寺区画整理費でございます。まず、事業費の委託料でございます

が、中段でございますが、 5億6，434万8，000円でございます。これは新都市建設公社に

委託する分でございます。御承知のように、万願寺土地区画整理事業につきましては、

総事業費の約半分を公社に委託をしておりまして、そのうちの委託費でございます。工

事費でございますが、 内容につきましては、 記載のとおりでございます。22節の補償、

補填及び賠償金でございますが、 この一番上に建物移転補償とございますが、 160棟の

移転を予定をしてお ります。

83ページでございます。高幡区画整理費でございます。 これは特に委託料でございま

すが、この高幡地区につきましても新都市建設公社に業務委託をしておりまして、この

金額の委託をするというものでございます。

次が豊田南区画整理費でございます。 87ページでございます。事業費でございますけ

れども、そのうち委託料でございます。 1億9，109万4，000円でございますが、これは、

換地の事務費及び仮道路の工事費を含む費用でございます。これも新都市建設公社に委

託するものでございます。次が15節の工事請負費でございます。現在、駅南の少し西側

にですね、豊田南まちづくり事務所がございますけれども、手狭になりましたので、約

45平方メートルの増築をする費用でございます。

区画整理事業会計につきましては以上でございます。

次が、議案第21号、昭和63年度目野市下水道事業特別会計の予算でございます。

予算規模でございますけれども、前年度対比31.2%の増でございます。この予算の内

容につきましては、公共下水道汚水管の敷設及び神明上都市下水路その他管理運営費と

いうことでございます。

第 3条につきましては、記載のとおりでございます。

107ページでございますが、使用料でございます。前年対比73.7%の増でございます

が、 63年4月1日からの料金の改正並びに南多摩処理区の供用開始に伴う使用料の増で

ございます。国庫補助金につきましては、記載のとおりでございます。

次のページの111ページ、都補助金でございますが、これは国の補助金の裏負担でご

ざいます。繰入金につきましては、記載のとおりでございます。

113ページが繰越金で、前年度と同様でございます。

それから、 117ページにまいりまして市債でございますが、それぞれ事業に相当する

地方債の発行を予定をしているということでございます。

次が歳出でございますが、特に重要な点は127ページでございます。下水道建設費、

管きょ建設費でございます。まず、 13の委託料でございますけれども、管きょ埋設実施

設計というのがございますが、これは64ないし65年に実施しようとするものの設計費で

ございます。それから、浅川処理区(高幡・万願寺地内)公共下水道管きょ埋設でござ

いますが、これは万願寺土地区画整理、高幡土地区画整理内の汚水管の埋設を新都市建
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設公社に委託をしております。その委託料でございます。次が、 15節の工事請負費でご

ざいますが、公共下水道管きょ埋設につきましては、この記載のとおりでございます。

豊田排水区管きょ埋設とございますのは、 2・2・5号線の下に排水管を埋設するとい

うことを補正予算の中でも減額と御説明申し上げたわけでございますけれども、今年度

は、この事業を執行するというものでございます。それから、三沢排水区管きょ埋設と

し、いますのは、湯沢川!が現在、程久保川に|日河川を使いまして放流されております。こ

れを放流口を改良いたしましてストレートで程久保川に放流をする、改良費でございま

す。それから、 2目の流域下水道費でございます。 19節の負担金、補助及び交付金でご

ざいますが、これは、ここに書いてございます南多摩、浅川及び秋川の処理区の処理場

及び流域管の用地及び工事費、維持費の負担金でございます。

131ページでございますが、都市下水路でございます。これは甲州街道の北端まで、

2・2・10号線にまだ埋設をしてないところの全部を今回事業するというものでござい

ます。

あと104ページでございますけれども、地方債、第2表でございます。これは、ここ

に記載がしてありますとおり、起債の目的、限度額、起債の方法、利率、この範囲内で

起債を予定をすると、この御承認を得るというものでございます。

大変はしよりましたけれども、以上で下水道会計の説明を終わります。

O副議長(一ノ瀬 隆君) 病院事務長。

0病院事務長(岩沢代吉君) それでは、お手元の予算書を147ページをごらんくださ

い。議案第22号、昭和63年度目野市立総合病院事業会計予算につきまして御説明いたし

ます。

本予算は、第 2条の業務予定量に伴いまして、予定額を積算いたしたものでございま

す。

れども、目の 2の他会計補助金でございますが、これは一般会計からの補助をいただく

ものでございまして、前年度と比較いたしまして18万3，000円の増となります。次に目

の3でございますが、都の補助金でございます。ここで、特に病院運営補助金でござい

ますけれども、 1床当たり、補助額は前年度の実績で75万円の162床分を計上させてい

fこだきましたけれども、増額をされることになりますので、確定後にはその差額を補正

させていただけると思いますので、その節はよろしくお願い申し上げます。

それから、 154ページでございますけれども、上段の自の 4、負担金交付金でござい

ますけれども、これは公立病院としての採算医療それから救急指定のあきベッド等の補

てんの負担金でございます。前年度と比較いたしますと1，033万の増になっております。

次に156ページでございますけれども、支出でございますが、医業費用が前年度と比

較いたしまして7，845万6，000円の3.3%の増でございます。次に自の 1は人件費でござ

いますので、割愛をさせていただきます。自の 2の材料費でございますが、前年度と比

較いたしまして3，349万1，000円の5.4%の増でございますが、主に、ここでは薬品費が

主に増額になってございます。それから、その下の診療材料費でございますけれども、

前年度と比較いたしまして200万円の増、 2.6%の増を見込ませていただきました。

次が158ページから160ページにかけまして、自の 3の経費でございますけれども、前

年と比べまして455万の増でございます。この中では、特に委託料等が増額させていた

だいております。

それから160ページの下段から165ページ、これは例年とさして変わりございませんの

で、省略させていただきます。

次に166ページでございますけれども、これは資本的収入及び支出の予算で、収入は、

前年度と比較いたしまして減となっております。内容は、備考欄のとおりでございます

ので御参照いただきたいと思います。支出につきましては、自の 1で、この中では特に

工事請負費でございます。それから、自の 2でございますが、有形固定資産購入費です

が、医療機械の買いかえ時期に来ておりますので、その執行予算でございます。それか

ら、その下の看護婦、准看護婦の貸付金でございますけれども、前年度は 2名でござい

ますけれども、本年は 3名を見込みまして、前年度と合わせまして 5名分を計上させて

いただきました。内容につきましては、備考欄のとおりでございます。なお、資本的勘

定の収支で、不足の3，604万8，000円につきましては、過年度分の損益勘定留保金で補て

んさせていただきます。

なお、 167ページから185ページまでは参考資料ということでございますので、御参照、

第3条で、収益的収入及び支出予定額を、それぞれ24億8，306万1，000円といたしまし

た。前年度と比較いたしまして7，472万7，000円の3.1%の増でございます。

第4条の資本的収入、支出予算につきましては逐次御説明をいたします。

恐れ入りますが、 152ページをお聞きくださし、。収益的収入及び支出のうち、収入で

ございますけれども、医業収益が前年度と比較いたしまして5，465万6，000円の増でござ

います。次の自の 1、入院収益でございますけれども、前年に比較いたしまして1，200

万円の1.2%の増を見込みました。次の目の 2の外来収益でございますけれども、 4，018

万8，000円の5.2%の伸びを見込みました。それから、項2の医業外収益でございますけ
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いただければ幸いだと思います。以上でございます。

よろしくお願し、し、たします。

0副議長(一ノ瀬隆君) 水道部長。

0水道部長(橋本栄寓君) それでは、ただいま上程になりました議案第23号、昭和63

年度日野市受託水道事業特別会計予算について御説明いたします。

予算に関する説明書の189ページをお開き願いたいと思います。

歳入歳出とも、計上総額につきましては前年度と比較いたしまして 1億925万円で、

ノミーセγ トにいたしまして6.2%の減でございます。総額にいたしまして16億3，890万円

でございます。

次に、歳入でございます。 190、191ページをお開き願いたし、と思います。都支出金の

水道事業委託金は、前年度と比較いたしまして 1億825万円で、パーセγ トにいたしま

して6.3%の減でございます。合計といたしまして16億2，320万円でございます。諸収入

については、市の下水道料金の徴収事務の委託金でございます。前年度と比較いたしま

して 6%の減でございます。 1，570万円でござし、ます。

次に、歳出でございます。 192ページ、 193ページをお開き願いたいと思います。目の

1の浄水費でございます。前年度と比較いたしまして35%の増でございます。主な理由

を申し上げますと、 15の工事請負費の増でございます。これは下水道関連の導水管の移

設でございます。

次に、 194、195ページをお聞き願いたし、と思います。自の 2の配水費でございます。

前年度と比較いたしまして24%の増でございます。主なる理由については、先ほどと同

じように15の工事請負費の増でございます。道路関連、下水道使用移設、区画整理関連

事業に対して配水小管の移設でございます。総延長 1万2，100メータ ーを移設するもの

でございます。

次に、 196、197ページをお開き願いたいと思います。自の 3の給水費でございますが、

前年度と比較いたしまして12%の増でございます。次に目の 4でございます。受託水道

事業でございますが、前年度と比較いたしまして4.7%の増でございます。

次に、 198、199ページをお開き願いたいと思います。目の 5の業務費でございますが、

前年度と比較いたしまして 2%の増でございます。

次に、 202、203ページをお開き願いたいと思います。自の 1の水道改良費でございま

すが、前年度と比較いたしまして26%の減でございます。主な理由を申しますと、工事

請負費の中で、前年度では多摩平の給水場及び事務所を含む改造工事を計上して完成い
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たしましたけれど、今年度はそう大きい事業はございませんで、 63年度は減となってお

ります。特に63年度の工事請負費では、三沢の浄水場、配水場を無人化にし、たしまして、

多摩平給水場で集中管理をするための遠方監視制御装置設置工事が計上されております。

次に、水道建設費の廃自についてでございます。この理由については、多摩水道施設

拡充事業として、都営水道の一元化されたときに、多摩地域において給水の普及の向上

等図るために、給水場及び送水配水管の工事を推進をしてまいりましたが、ここで一応

の見通しがついたということで、東京都の水道局から指示がございまして、統合市全市

に対して昭和63年度の予算について、水道建設費を廃目をするということに相なりまし

た。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副議長(一ノ瀬 隆君) 生活環境部長。

0生活環境部長(坂本金雄君) 昭和63年度日野市農業共済事業特別会計予算について

簡略に説明を申し上げます。

213ページをお開きいただきまして、第 2条、事業の予定量をごらんいただきたいと

思し、ます。水稲の引受面積は、前年と比較いたしまして1，200アール減少しております。

陸稲につきましては、 40アール少なくなっております。麦には変わりございません。成

乳牛につきましては 5頭、種豚につきましては10頭、それぞれ少なくなっております。

園芸施設につきましては変わりございません。

この予定量に計数を積み上げましたのが第 3条の収益的収入及び支出となります。

まず、収入の方をごらんいただきたいと思います。農作物共済勘定につきましては19.

5%の減でございます。それから、家畜共済につきましては12.8%の減であります。園

芸施設共済勘定につきましては0.1%の減でございます。それから、業務勘定につきま

しては4.6%の増となります。

214ページをお開き願いたいと思います。こちらは支出でございまして、農作物、家

畜、園芸施設、業務、これの総合が2，380万7，000円となってございます。対前年0.3%

の減となるわけでございます。第4条関係につきましては、一時借入金の限度額でござ

いまして、四つの勘定とも30万円を限度といたしております。第 5条でございます。他

会計からの補助金でございます。本会計につきましては、その財源といたしまして、国

や都からの支出金、一般会計からの補助金、さらに事業費賦課金で賄われております。

一般会計からの補助金は1，001万9，000円でござし、ます。

それでは、実施計画及び説明書に入りますが、 216ページをお聞き願いたいと思いま
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す。 216ページ以降224ページをひとつお願いしたし、と思います。自の 1、受取補助金の

うち国都支出金は702万4，000円でございます。この額は 9万5，000円の増でございます。

一般会計からの補助金は、先ほど申し上げましたとおり 1，001万9，000円でございまして

71万2，000円の増となっております。

次に、 226ページをごらんいただきたいと思います。自の 1、一般管理費と228ページ、

自の 2、支払賦課金ですね、それから自の 4、損害評価費以外は、昨年と同様でござい

ます。一般管理費については74万1，000円の増となっております。これは報酬額の改定

と人件費の増によるものでございます。自の 2の支払賦課金の減につきましては、引き

受けの減によることが原因でございます。自の 4、損害評価費の増につきましては、報

酬額の改定によるものでございます。

以上、簡略でございましたが、御説明申し上げました。

O副議長(一ノ瀬隆君) 福祉部長。

0福祉部長(高野 隆君) それでは、昭和63年度の老人保健特別会計の御説明を申し

上げます。

発生主義でございますので、歳出から御説明申し上げます。簡単に御説明申し上げま

医療費の 5%を計上しております。

258、259ページにつきましては、一般会計の繰入金でございます。これにつきまして

は、総医療費の 5%と調整金でございます。繰越金につきましては、科目存置でござい

ます。

260ページ、 261ページにつきましては、諸収入でございますが、それぞれ科目存置で

ございます。

ございます。

また、 262、263ページにつきましても第三者納付金、返納金、雑入、それぞれ科目存

置でございます。

以上、よろしくお願いし、たします。

0副議長(一ノ瀬 隆君) これより質疑に入ります。鎌野行雄君。

017番(筏野行雄君) 18ページ、国保についてですが、一般会計からの繰入金が前年

度比、ほぼ30%アップ、ついに 5億円の大台を突破したわけであります。この繰入金が

多い、少ないということ合判断するのには、一つは、国保の加入者に低所得者層が多い

ということで、社会福祉的な意味があるのでやむを得ないという面もあるわけです。い

ま一つはですね、加入者と加入者外の負担の公平ということも考えなければならないと

いう事情もあるわけであります。

その辺を踏まえて、この数字は、市長に対して、この金額に対して市長はどう判断さ

れるかですね、ほぼ妥当な線だと思われているのかですね、こういうことです。

これに関連して30ページ、運営協議会費が今年度は225万6，000円、前年度に比べて約

40%近くアップされておるわけです。説明を見ると、年間11回開催予定というような数

字が出ておるようで、ちょっと私、非常に多いんじゃないかというような感じがするわ

けです。そういうことで、あるいは63年度中に国保の保険料の値上げを予定して、運営

協議会を余計開かなければならないということで、こういう予算編成をしたんではない

かというような勘ぐりもあるわけですが、その辺を含めて市長の答弁をお願いしたし、と

思し、ます。

す。

264ページ、 265ページをお開き願いたし、と思います。今年度の平均対象受給者は7，71

0人、昨年度と比較しまして 8%の増加でございます。また、総医療費につきましては3

9億7，406万3，000円でございまして、昨年と比較しますと17.33%の増加。この原因とい

たしましては、対象者の 8%の増加及び 1件単価の医療費が9.35%の伸びになっており

ますので、これが原因かと思われます。 1の医療給付費については、ここに記載したと

おりでございます。また、 2の医療費支給費につきましても、記載しであるとおりでご

ざいます。 3の審査支払手数料につきましでも、ここに記載したとおりでございます。

次に、 266ページ、 267ページにつきましては、諸支出金のうち、それぞれ科目存置で

268、269につきましても予備費を100万円計上しております。

歳入に移ります。歳入につきましては254ページ、 255ページをお開き願いたいと思い

ます。それぞれ支払基金の交付金を計上しておりますが、総医療費の70%がここに記載

したものでございます。また、審査支払手数料につきましては、ここに記載したとおり

でございます。また、医療費負担金につきま しては、国庫から参るものでございますの

で、総医療費の20%を計上してございます。また、東京都の支出金につきましては、総

0副議長(一ノ瀬隆君)

O市民部長(大貫松雄君)

市民部長。

繰入金でございますけれども、確かに年々と上がってござ

いまして、これを一応61年度は25%の保険税の引き上げをさせていただきまして、この

ときには 1万1，850円でございました。それから、 62年度では8.3%の改定をいたしまし

て 1万2，422円でございます。そうしますと、 63年度は一応今のところは、これを当初

予算では改定の見込みを設けてませんけれども、 1万5，929円ということで、約 1万6，0
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00円ですから4，000円ばかし、これ 1人当たりの、被保険者の 1人当たりの今数字を申

し上げているんですけれども、 1万6，000円ですね、 63年度は 1人当たりがなろうかと

担でそれをしのぐと、税負担によって解決をするということにも、またおのずからの限

度があろうかと思っておりますから、できるだけ健康行政によって医療給付をなるべく

少なくすることに努力をすると、一つの解決の方途も考えまして積極的に取り組みたし、

と、このよ うに考えております。

なるべく、いわゆる保険税の、もう毎年のように今お願いをしてまいりましたので、

1年ぐらいは回避をしたいものだという考え方は持っておりますが、運営の状況につき

ましては、またいろいろと運営協議会の方々に御苦労かけるということも考えられます。

要するに被保険者の方々に、一方には自覚をしていただしあるいは健康づくりに一

層努力していただく、そうし、う健康教育というと薄いかもしれませんが、そうし、う分野

に十分努力をしていきたい。

なお、給付の関係では、本来ならばミニドックという程度のことをやりたいものだと

いうふうには思っておりますが、今、市立病院にもそういうことを事業をなるべく早く

小型でし巾、から始めようではないか、というふうなことを協議をしているところでござ

います。

0言IJ議長(一ノ瀬隆君) 谷長一君。

025番(谷 長一君) 70ページです。これは保留地処分金、これは万願寺区画整理事

業のこの処分金に当たるわけでございますけれども、昨年よりも、この本年は大幅に 2

億6，000万も伸びているわけです、増にね。それで、いわゆるこの増が保留地処分の面

積が多くて伸びているのかどうか、その点について第 1点をお伺し、し、たします。

それから、その次は、これは73ページの委託料に、 13の委託料。この万願寺第二地区

区画整理事業と、この東町地区区画整理事業業務、これは両方とも業務でありますけれ

ども、この委託内容はどういうふうになっておるか、または面積で、すね。それと、あと

一つは、この中には入っていないと思いますけれども、環境アセスメント、さらには認

可というのをいつごろに見込んでいるか、わかりましたら教えていただきたい。以上で

思し、ます。

ただ、どのくらいの金額が繰り入れの妥当かということは非常に難しいんですけれど

も、これがちょうど62年度ですね、繰り入れをほかの26市を平均をしますと、大体26市

平均になってございます。 ただ、 63年度は今申しましたように、この引き上げを、まだ、

これは想定してない数字でございますので、 26市、まだ出てございませんので何とも言

えないんですけれども、そういうふうな推移でございます

それから、31ページの国保運営協議会の委員の報酬でございます。確かに11回という

ととで組んでございますけれども、私、今申し上げましたで、すね、これは前年がやはり

値上げをお願いした関係ということで、こういうふうに載せたんで、すけれども、今の段

階では一般会計から 1億2，000万ばかし繰り入れを余分にいただいていますので、この

時点では11回というような、 7こだ計上だけということでございます。以上でございます。

O副議長(一ノ瀬隆君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 国民健康保険事業の運営には、自治体いずこも大変困難な状

況、苦慮、の多い事業というふうになってまいっております。

医療給付が医療、医学の進歩とか、新しい医療機器の開発とかということで、医療効

果もまた高まっておる ことはもちろんではありますが、それがまた非常に経費を食うこ

とになっております。 1件、一つの病気、一人の御病気で数百万円を要すると、こうい

うような事例も生じておるわけであります。

しかし、一番この福祉の基礎とも言うべき医療の事業でございますので、しかもまた

被保険者、つまり医療給付を受ける方々が、比較的社会的な標準よりも若干弱い方の方々

の割合が多いというようなこともありまして、現状、政府もいろいろと論議があるわけ

でありますが、都道府県に中間的な参加をさせ、自治体になるべく経営の責任を押して

くると、こういう傾向を否めない状況もありまして、いろいろと今安定化ができないか

ら、したがって議論が多いということには違いないわけでありますけれど、 しかし、ま

た一方に、国民医療の社会保障ないしは医療行政としヴ立場から非常にウエートの高い

分野でもありますので、何らかの抜本的な経営の安定が望ましいという ことには、どな

たも異論はないと思っております。

今回の提案を申し上げております国保事業会計、これで果た して 1年間、運営をやり

おおせ得るかどうかということは甚だ疑問な点もあります。しかしながら、一方に税負

す。

0副議長(一ノ瀬 隆君) お答え願います。都市整備部長。

O都市整備部長(前回雅夫君) お答えをいたします。

まず、第 1点目の保留地の処分金でございますけれども、前年度対比で載せておりま

すので、単価の増というふうに見ていただきたいと思います。面積につきましては、今

正確に前年度の計上が何平米か、ちょっとつかんでおりませんけれども、ほぼ同じだと

いうふうに承知をしております。今回の面積は3，200平方メートルでございます。
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それから、 73ページの、これから事業化をするところの調査の内容でございますけれ

ども、西平山地区の区画整理業務につきましては、業務の内容といたしましては、調査

設計費、環境アセスメ γ ト、それから鑑定、パγフレットの作成ということでございま

す。計画決定につきましては、 64年度を予定をしております。

万願寺第二でございますけれども、内容につきましては、調査設計それから現況測量、

環境アセスメ γ ト、鑑定評価等でございます。面積につきましては、 47ヘクタールの予

定でございます。また、この面積につきましては、確定ということじゃございませんが、

おおよそ目標としていますのが47ヘクタールということで御理解をいただきたいと思い

ます。万願寺第二地区につきましては、昭和65年ぐらいを計画決定のめどに置いており

ます。

それから、東町でございますけれども、調査の内容につきましては、区画整理の調査

の専門用語になりますけれども、 A調と、それからB調の一部、現況測量というものを

予定をしております。まだ、この地区につきましての計画決定及び事業認可等について

の、まだめどはついておりません。ただ、この東町地区につきましては、事業主体をど

こでやるかというような、その辺の問題もございますので、現在、町内及び東京都と鋭

意協議をしていると、そういう段階でございます。以上でございます。

0副議長(一ノ瀬隆君) 谷長一君。

025番(谷 長一君) 2番目の万願寺と、それから東町地区はありがとうございまし

た、答弁。

それから、この金額でいきますと、ただし、まの3，200平米が 9億6，000万というと、ほ

ぼ昨年、 62年度と同額になるようですけれども、この価格の算定の基準というのは、他

の市町村または国、いわゆる例えば国というのは公示価格の何%とか、いわゆる標準値

とか、または税務署のみなし評価、または相続等の場合に行われる近傍宅地等のその数

値、相続評価の何%に当たるものなのか、ということがわかりましたら教えてもらいた

いんです。

それと同時に、この価格が、いわゆる保留地処分ですから、いわゆる減歩の何%に保

留地減歩ですね、これが一体何%なのか。そういうことになると、今度は保留地の土地

の面積というのが出てくるわけでございます。そこで、このような土地の処分価格とい

うのは非常に莫大な価格になるのではなし、かと思うわけであります。

そこで、この保留地処分金は、保留地処分予定価格をどのくらい上回る計算になるか

ということは、見込みでも結構ですから、わかりましたら教えていただきたい。

0副議長(一ノ瀬隆君) 都市整備部長。

0都市整備部長(前田雅夫君) 保留地の処分の価格の設定の方法でございますけれど

も、公認の鑑定士に、土地鑑定士に価格の評価の依頼をいたしまして、その評価を参考

にいたしまして市の原案をつくりまして、区画整理の評価員というのがおりますので、

評価員に諮りまして、その評価員の意見を聞きまして市が決定をするということでござ

し、ます。

順序はそうい うことでございますが、この価格の決定に当たりましては、いろいろ要

素があります。背景とし、いますか、要素がございます。まず、国土利用計画法によりま

して監視区域を指定をし、民間の土地の取り引きについては、高いものにつきましては

行政指導をしている、そういう状況でございます。その中で、市施行の保留地につきま

しては国土利用計画法は該当はしないということになっております。区画整理の、組合

施行の保留地の処分は利用計画法が該当するということになっているわけでございます。

したがし、まして、地価高騰の助長を図るような価格設定は、まずいけないと、そうい

うことになるわけでございます。

また、区画整理事業とし、し、ますのは、国及び東京都から補助金あるいは交付金という

ような形で財政援助をしている。それから、一方、市も繰入金という形で一般会計から

の負担もしているわけでございます。それから、他方、市の事業で生み出した保留地で

ございますので、市内の市民及び勤労者に、できるだけ良好な宅地をできるだけ安価で

分譲するとしヴ、一方そういう使命もある。

さらには、事業の中で保留地として権利者の皆さんから減歩として提供された土地で

ございます。そういう見地から見ますと、できるだけ高く処分をしなきゃいけないと、

そういうこともあるわけでございます。

そういうものをいろいろ勘案いたしまして、先ほど言いました手続を経まして価格の

設定をしているということでございます。今後もそういう方法で行っていきたいという

ふうに考えております。

0言Ij議長(一ノ瀬隆君) 谷長一君。

025番(谷 長一君) そうしますと、一番最初に区画整理をやる場合、この事業を計

画しまして、このときに鑑定士に依頼をすると、そうし、う手順を経、さらに土地区画整

理事業の行う場合には、審議員または評価員がいるので、特にこの土地の場合は、評価

員等にこの鑑定価格が出ると、この依頼をして、この委員会に諮り、原案をつくるとし、

うことになっておるわけですよね。そうすると、さらに、間違い。鑑定士に依頼をして、
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評価額を参考にして原案をつくって、その原案をもとにこの評価委員会に諮って市が決

定するということでありますけれども、最初に市がこの保留地減歩が何%かということ

で、いわゆる評価額というのはこの事業計画がありますから、当然その平米当たりの単

価というのは出てくるんじゃないかと思うんです。

それで、当初に計算をした評価額と、ここで62年度、それから63年度にとの保留地を

処分した価格との開きが、じゃあどうなのかという点についてお伺し巾、たします。

0副議長(一ノ瀬 隆君) 都市整備部長。

0都市整備部長(前田雅夫君) 万願寺土地区画整理事業の保留地につきましては、面

積が 6万4，520平方メートルでございます。この処分につきましては、今回で、 62年度

で3年目でございます。公募によるところの処分につきましては、 61年、 62年、それか

ら59年につきましては市が直接東部会館の用地で買ったとし、ぅ、そうし、う経過でござい

ます。

したがって、まだ地価高騰によるところの、いわゆる収入とし巾、ますのが、この事業

の中には大きくは反映していないということでございます。

しかしながら、今、谷議員さんからも御指摘がありましたように、昨年来の地価高騰

が、この土地処分金にも影響をしてくるわけでございます。今後、東京都あるいは国と

協議をいたしまして、事業計画の変更になると、そういうことでございます。内容につ

きましては、今検討中ということでございます。

0副議長(一ノ瀬隆君) 谷長一君。

025番(谷 長一君) そうしますと、この保留地の処分が昨年もやはり同様、ほぼ同

様、同じなんだということになると、 3，200平米ということになると、まだまだ残って

いるのが 5万七、八千平米は残ってし、し、んじゃないかということが言われるわけです。

そこで、このように地価が高騰いたしましたわけで、ありますので、これから保留地の

処分というのはまだまだ続くわけでありますけれども、これから事業計画等の変更また

は資金計画の変更等も行われるということでございますけれども、この点につきまして

は、一つ市長にお伺いしたいんですけれども、その資金計画の変更等が行われるけれど

も、工事ゃなにかについては、この予算書等を見ますと、今まで61年、 62年、さらに63

年等を見ると、そんなに伸びがないわけなんですね。いわゆる地価の高騰というのと比

較して、これは地価がべらぼうに上がっているわけです。

そこで、いわゆるその差が出た場合に、この事業計画をどのように変更なさるのかと

いうあたりにつきましては、特に市長さんの考えていらっしゃるもの等もあるんじゃな

いかと思いますので、その点について概略で結構ですからお伺し、いたします。

O副議長(一ノ瀬隆君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 区画整理の事業資金を生み出すための保留地の期待財源があ

るわけでありまして、たまたま、どこの区画整理でも事業費とのパラ γスで保留地の面

積が定められている。万願寺の場合は、たまたま土地の高騰に遭遇をした、そういう事

情があるわけでありまして、それをどうパラ γスするかと、パラソスさせるか。内容を

よくするという ことが一つの手段だと思っておりますし、一方には、なるべく公共用地

を、公共用地につけて、そうして将来の施策になるような設定の仕方、つまり市が買う

ということになるわけであります。

なお、本来の区画整理保留地は今部長も答えておりましたとおり、なるべく市内の土

地を求める方に、一つの土地を確保する機会として提供したいわけでありますけれど、

なかなかそれも難し"l.t、、政策的には難しい状況になってきたような感じがいたします。

これから市の公共事業をやります際、道路の築造にいたしましでも、あるいは施設の用

地の確保にいたしましでも、土地を得るということが非常に難しくなりますので、ある

程度、公共用地を確保する手段、つまり土地の交換というようなことに一つの手法を聞

いて、そうして、まち全体の事業に役立つ、そういう貢献を保留地にも期待をする、こ

ういうふうに考えたいということでございます。

0副議長(一ノ瀬隆君) 谷長一君。

025番(谷 長一君) この前、電柱ゃなにかの地下埋設というようなことも議会で言

われたわけであります。それですから、そのような面におきましても、非常に電柱が地

上にあるということは障害にもなるし、また災害等が発生した場合に、停電というよう

なことになりますと、今の生活、文化ということを考えますと、いわゆる電気をさてお

いて、生活を考えることができないというわけでございます。

そのあたりを考えまして、でき得れば、そのあたりにも全力を傾注していただきたい

ということを特に要望しておきます。

0副議長(一ノ瀬隆君)

を終結いたします。

本7件について御意見があれば承ります。夏井明男君。

013番(夏井明男君) 土地区画整理の事業ですね、万願寺区画整理事業の中の保留地

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

処分の件について、意見を申し上げておきます。

つい最近、万願寺の区画整理の中で保留地処分の公告がなされたわけですが、 非常に
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あの案内が非常に不親切じゃないかという話がありました。笑い話みたいな感じですが、

あれは万願寺ということで、お寺の墓地の募集じゃないかということで、日野に長くお

住まいの方で来られた方もあります。それから、万願寺という ことで、お寺の敷地内の

処分だ、ということで理解された方もいらっしゃいまして、その辺ちょっと気を遣って

いただきたし、というふうに思います。

それから、今、市長の方から保留地の処分については日野市内の方が非常に求めにく

くなっている、というお話がありました。実際に私の聞いている話では、この間の保留

地の処分については非常に人気があったとし、う、高かったと思うんですね。というふう

に思っています。

それで、日野の市内の方から何人かありましたけれども、要するに、あれに応募でき

る資格の要件の問題なんですが、日野の市内の方が得やすいような条件をつくってくれ

ないかと、こういう話がありました。それで、その公募の条件をよく見ましたらば、日

野の市内のあるところの事業所に l年以上、ですから八王子でも国立でも立川でもし巾、

んですが、 1年以上そこにお勤めの方も応募の資格があると、こういうことなんですね。

ですから、20年、 30年日野の市内に住んでいる方も同じ希望として出されるというこ

とで、これはちょっとー工夫必要なんではないかというふうに私は理解をしていたんで

すが、今の市長のお話ですと、保留地の処分のその価格に応じ切れるだけの人が日野の

市内には少ないんではないかという、こういうお話なんですけれども、これは、ぜひ前

回の処分の実態をよく検証していただし、て、そうであるのかどうか、その辺ぜ、ひ検討し

ていただきたい。

もしも、日野の市内の方が大勢し、らっしゃるんであれば、やはり、その辺に何らかの

条件の違いがあっても、私は決して不公平ではないんではないかというふうに思います

ので、その辺、特に意見として申し上け7こ次第で、あります。以上です。

御異議ありませんか。

c r異議なし」と呼ぶ者あり〕

0副議長(一ノ瀬隆君)

たします。

お諮りいたします。議事の都合により暫時休憩いたしたいと思いますが、これに御異

議ありませんか。

c r異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議ないものと認め、特別会計予算特別委員会に付託い

0副議長(一ノ瀬隆君) 御異議ないものと認めます。よって暫時休憩いたします。

午後10時31分休憩

午後11時 3分再開

0議長(市川資信君) 休憩前に引き続き会議を開きます。

これより議案第26号、日野都市計画事業万願寺土地区画整理事業に関する業務委託契

約の一部変更、議案第27号、日野都市計画事業万願寺土地区画整理事業の施行に伴う水

道施設の整備に関する協定の一部変更、議案第28号、日野市農業共済事業の事務費賦課

総額及び賦課単価の件を一括議題といたしたいと思いますが、これに御異議ありません

か。

c r異議なしJと呼ぶ者あり〕

0議長(市川資信君) 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26号、日野都市計画事業万願寺土地区画整理事業に関

OilJ議長(一ノ瀬隆君)

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19号、昭和63年度目野市国民健康保険特別会

計予算、議案第20号、昭和63年度日野市土地区画整理事業特別会計予算、議案第21号、

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

する業務委託契約の一部変更について提案理由を申し上げます。

本議案は、東京都新都市建設公社と締結しております、万願寺土地区画整理事業の施

行に伴う業務委託について、その一部を変更するため、議会の議決を求めるものであり

ます。

議案第27号、日野都市計画事業万願寺土地区画整理事業の施行に伴う水道施設の整備

に関する協定の一部変更について提案理由を申し上げます。

本議案は、東京都と締結しております、万願寺土地区画整理事業の施行に伴う水道施

設の整備に関する協定について、その一部を変更するため、議会の議決を求めるもので

あります。

議案第28号、日野市農業共済事業の事務費賦課総額及び賦課単価について提案理由を

昭和63年度日野市ア水道事業特別会計予算、議案第22号、昭和63年度日野市立総合病院

事業会計予算、議案第23号、昭和63年度日野市受託水道事業特別会計予算、議案第24号、

昭和63年度日野市農業共済事業特別会計予算、議案第25号、昭和63年度目野市老人保健

特別会計予算の件は、特別会計予算特別委員会に付託いたしたいと思いますが、これに
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申し上げます。

本議案は、日野市農業共済事業の事務費賦課総額及び賦課単価を定めるため、日野市農

業共済条例第 5条第 2項の規定に基づき、議会の議決を求めるものであります。

以上、 3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(市川|資信君) 関係部長から詳細説明を求めます。都市整備部長。

東京都水道局長、菊地俊三でございます。以上でございます。

O議長(市川資信君) 生活環境部長。

0生活環境部長(坂本金雄君) 議案第28号、日野市農業共済事業の事務費賦課総額及

0都市整備部長(前田雅夫君) 議案第26号につきまして御説明申し上げます。

び賦課単価について説明を申し上げます。

農業共済条例第 5条第 2項に、事務費賦課総額及び賦課単価は、市長が議会の議決を

経て定める、とございます。

2ページの表をごらんいただきたいと思います。表の真ん中の欄に、単位当り賦課単

価とございます。この単価は0.1%から、最高 2%の料率でございまして、 62年度と全

く変わりはございません。賦課総額は、 38万6，165円でございまして、 62年度より 3万5，

708円の減となっております。この単位当り賦課単価につきましては、農業災害補償法

に基づきまして、農林水産省より告示をされているものでございます。

よろしく御審議を賜りますようにお願いし、たします。

0議長(市川資信君) これより質疑を行います。飯野行雄君。

017番(寂野行雄君) 議案第26号について、参考のためにお聞きしたし、んですけれど

も、この業務委託契約の変更、一部変更ですね、これは当初から数えると何回目になる

のかということと、一番最初の契約金額は幾らだったかと、これだけわかれば教えてい

ただきたいんですが…・ o

0議長(市川資信君) 都市整備部長。

万願寺土地区画整理事業につきましては、事業費のおおよそ 2分の 1を東京都新都市

建設公社に委託をしております。今回、事業計画の変更及び資金計画、施行期間の変更

をいたしましたので、この契約を変更するものでございます。

まず、変更の内容でございますが、契約金額でございます。変更前が78億5，000万円

から、変更後を106億3，800万円とするものでござし、ます。契約の期間につきましては63

年 3月31日までを、契約締結の日から68年 3月31日まで。

業務の内容でございますけれども、次のページ、失礼しました。 3ページに別紙でご

ざいますが、内容は記載のとおりでございます

変更の理由でございますが、先ほど申し上げましたように、事業計画の変更に伴いま

して、資金計画及び施行期間を変更した。資金計画につきましては、変更前が162億6，0

00万円、変更後につきましては216億7，900万円でございます。施行の期間につきまして

は、 68年 3月31日と、 5年の延期をいたしたわけで、ございます。

次が、契約の内容の 2ページでございます。委託件名は記載のとおりでございます。

契約の相手方につきましては、財団法人、東京都新都市建設公社理事長、横田政次でご

ざいます。

次が、議案第27号でございます。

これは、万願寺土地区画整理事業の中の上水道でございますが、この上水道の敷設を

東京都と契約をし、一部、日野市が費用負担をしているものでございます。事業期間の

変更をいたしましたので、協定の期間のみを変更するというものでございます。

変更の内容につきましては、記載のとおりでございます。

変更の理由は、事業計画の変更に伴う期間の延期ということでございます。

協定の内容でございますが、 2ページでございます。金額は前回と同様でございます

が、 18億292万1，000円でございます。そのうち、日野市の負担いたしますのが62.7%の

11億2，995万円でございます。協定の相手方でございますが、東京都公営企業管理者、

0都市整備部長(前田雅夫君) 最初の契約は、この文書の中にございますけれども、

昭和56年10月7日に議決をいただきまして、この議決に基づきまして新都市建設公社と

契約をいたしたわけでございます。

契約につきましては、昭和57年 3月30日からでございます。今回の変更は 2回目でご

ざいます。

0議長(市川資信君) ほかに御質疑はありませんか。なければこれをもって質疑を終

結いたします。

本3件について御意見があれば承ります。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26号、日野都市計画事業万願寺土地区画整理

事業に関する業務委託契約の一部変更、 議案第27号、日野都市計画事業万願寺土地区画

整理事業の施行に伴う水道施設の整備に関する協定の一部変更、議案第28号、日野市農

業共済事業の事務費賦課総額及び賦課単価の件は、建設委員会に付託いたしたいと思い
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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(市)11資信君) 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29号、日野市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

の制定の件を議題といたします。

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29号、日野市一般職の職員の給与に関する条例の一部

円、これにつきましては、昨年度12月に既に改正済みでありますので、ここはそのまま

にしてあります。それから、また 6の病院業務手当につきましては、医師手当につきま

して、そのまま検討中でございますので、今回は改正はできませんでした。その他につ

きましては、今ここにお手元に御配付したとおりのものでございます。

さらに、参考資料といたしまして新旧対照表で、 29号の参考資料でございますが、 4

ページ、 5ページから始まりまして、 6、7、8、9、さらに10、11というような新旧

対照表で御参考までにお願し、し、たしたいと思います。

よろしく御審議のほどお願いし、たします。

0議長(市川資信君) これより質疑に入ります。中谷好幸君。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、一般職の職員の特殊勤務手当を改めるため、日野市一般職の職員の給与に

関する条例の一部を改正するものであります。

詳細につきましては、担当部長に説明いたさせますので、よろしく御審議のほどお願

し、し、たします。

0議長(市川資信君) 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。

議案第29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。

これは、条例第10条の特殊勤務手当の別表第 3を改正するものでございます。この特

殊勤務手当については、かねてより見直しをして、議会においても指摘を受けておりま

した。これに基づき、その是正計画に基づきまして、組合と最終的に詰めまして、ここ

に提出することになりました。

この基本的な改正の考え方でございますが、種類といたしまして6種類に分けました。

そして名称を33を22に減じました。そして61項目の44項目に整理統合したというような

内容でございます。

それでは、内容について御説明いたします。

2ページ、 3ページでございますが、今申し上げました別表第 3でございます。第10

条関係でございまして、特殊勤務手当でございます。 ここに出ましたように 6項目、次

のページの 4ページにまたがりますが、 6項目の手当に変更したということでございま

09番(中谷好幸君) 労使合意で出された提案ですから、基本的に尊重する立場なん

す。

特に 3ページの 5の特殊業務手当でございますが、そのうちの(1 )の年末年始手当

につきましての 1勤務 6時間以上7，000円と、一つ飛びまして 1勤務6時間以上の8，000

ですけれども、幾っか質問したし、と思うんですけれども、この特殊勤務手当の別表 3の

一覧表を見ますと、危険手当だとか不快 ・不健康手当とか、性格がわかるわけですけれ

ども、この中で、特に病院の業務手当ですね、これについては少し性格が異なるよう な、

特殊勤務手当というふうに言えるのかどうなのか、ちょ っと性格が異なる ような感じが

するんですけれども、 Eうなのかということですね。むしろ職務給的な要素があるんで

はないかと思いますが、そこら辺のところをどういうふうに考えられているのかという

ことを一つお聞きしたいということ。

それから、いわゆる日直手当というのがあると思うんですけれども、これがこの一覧

表に出てないんですけれども、これはどうしてなのかということですね。特殊勤務手当

にはならないのか、どうなのか。

それから、それと関連するんですけれども、この日直というのはどういうふうな性格

の手当なのか。勤務とどう違うのかということについてお開きしたし、というふうに思い

ます。

それから、病院で欠員問題がかなり大きな問題になっているんですけれども、今、定

数に満たない欠員というのはどういうふうな実態にあるのか。

との 4点についてお聞きしたいと思います。

0議長(市川|資信君) 総務部長。

0総務部長(山崎 彰君) ここで、今御指摘にありましたように 6のところでござい

ますが、病院業務手当ということで一応これにまとめました。そうした中で、今御指摘

の、果たしてこれが特殊勤務手当に該当するのかというようなことでございますが、確

かに医師手当でございますが、とれらにつきましての問題は、職務給との関係がござい
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ますので、これらにつきま して、なお検討を今後していくということで、現在はそのま

まの据え置きになっております。

それから、そのほかの技術手当、それから業務手当、変則手当とかし、うことでござい

ますが、これらにつきましては、それぞれの性格を持っておりますので、ここに、これ

は単価アップの形でお願いしているというようなものでございます。

それから、次の日直手当でございますが、これにつきましては、現在、一般職につき

ましては日直は廃止されております。それで服務規程の中では、これは今もまだ残って

おりますが、その中で、これを今やっておりませんので、実際には、そういうことで、

これをそのまま削ってあります。

それから、日直手当のなじまないというようなお話、特殊勤務手当に入れられないの

かということですが、もちろん、これが実際に行われておりますれば、各種それぞれ日

直手当というような形での特殊勤務手当に入っていると思います。

それから、もう 1点は一一済みません、もう 1点……。

0議長(市川資信君) 中谷好幸君。

ふうに認識しているんですが、 6，500円の手当が払われているというふうに思うんです

けれど、いかがですか。

0議長(市川資信君) 病院事務長。

0病院事務長(岩沢代吉君) お答えいたします。

0総務部長(山崎彰君) その前の日直手当でございますが、先ほど申し上げました

大変遅くなりまして申しわけございません。ただいまの6，500円の関係につきまして

は、現行どおり6，500円でございますけれども、この金額につきましては、やはり総務

部長並びに職員課の方で、いろいろ現在検討していただいておりますので、条例の改正

等につきましても、また後日というか、次回になろうかと思いますので、その節はよろ

しくお願いしたいと思います。現在、検討中でございます。よろしくお願し、いたします。

O議長(市川|資信君) 中谷好幸君。

09番(中谷好幸君) 病院では日直、詳しくは宿直、日直ですね、がやられていると

思うんです。本来、当直というのであれば建物の管理など限られたあれになると思うん

ですけれども、実際の内容というのは、例えば産科であればお産の介助だとか、それか

ら外来であれば救急車の受け入れ等々の勤務が行われているというふうに思うんですね。

で私は、これらを、こういうふうな手当で対応するということは非常に問題を含んで

いるんではないかというふうに考えるんです。例えば勤務の実態ですけれども、宿直の

場合ですね、どういう勤務形態になるかというと、普通勤務は朝 8時から、 8時半です

か、夕方5時までやって、その後、当直に入り、次の朝また 8時から次の昼の12時まで

と、連続27時間程度の拘束ですね。日直は勤務というふうに扱われていませんから、勤

務というわけにはし、きません、ということはできないですけれども、そういうふうな形

態で当直がやられているということなんですね。

これも人員の状況から、そういうふうな勤務形態を今組んでいるというふうに思うわ

けですけれど、こういうこ十数時間も拘束するというふうな勤務形態を行っているとい

うふうなことについて、どういうふうに考えられるのか、ということについてお聞きし

たいと思います。

0議長(市川|資信君) 総務部長。

0総務部長(山崎 彰君) まず最初に、宿日直手当でございますが、日直手当でござ

いますが、これは先ほど私が申し上げましたように、給与条例の方で出ておりまして、

特殊勤務手当でないものですから、先ほどから私も特殊勤務手当の一覧表を見ておりま

して、どこにあるかというよ うなことで迷っておりました。

それで、ここにあります宿日直でございますが、一般の行政職については、既にもう

09番(中谷好幸君) 日直というのは、どういう性格のものなのかということ、これ

は勤務なのか、勤務でないのかということですね。

それから、どうして、それを手当で支給されているのか。それと勤務であれば時間外

手当、深夜であれば割増し賃金も出るはずなわけですけれど、手当として、どうしてこ

れが払われているのかということと、それから、病院の欠員問題ですね。どの程度の今

欠員があるのかということです。

0議長(市川資信君) 病院事務長。

0病院事務長(岩沢代吉君) 欠員問題につきまして、御質問でございますので私の方

から回答いたします、お答えいたします。

私の方で、欠員はあと 6名程度でございますけれども、いろいろ総務部長の方の計ら

いによりまして、この 4月にはほぼ定員になる予定でございます。以上でございます。

O議長(市川資信君) 総務部長。

ように、日直手当として条例化されてありましたんで、すが、その実体はもうなくなって

おりますので、これはしておりませんO

0議長(市川|資信君) 中谷好幸君。

09番(中谷好幸君) 日直というのがないということですけれど、実際にあるという
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廃止されているということでございます。それで、今御指摘の病院関係でございます。

病院関係につきましては、これは一つの勤務形態としての6，500円が支払われている

ということでございます。これらに基づきまして、どのような職務命令なり勤務命令が

出ているか、ちょっと定かではございませんが、今24時間体制の中での労働過重だとか、

労働オーバーだとかとい うようなことは、これは使用者としてもやってはいけない、そ

れはできないことでございます。そうした点がもしありますれば、今ここに事務長もお

りますので、それらについての早急に調査をしていきたし、ということ。

ただ、欠員問題から生じましての問題だと思いますので、それらを含めまして、そし

てまた男女平等法に基づ、きましての女性の勤務のあり方も職務によっては非常にふえて

きておる中でありますが、 7こだ、それがまんべんとなく 8時間労働で、さらにそれを上

回った労働ということは、明らかにこれは労働時間の過重、違法性も含みますので、早

急にこれを調べていきたいと思っております。

0議長(市川資信君) 中谷好幸君。

09番(中谷好幸君) 関連してもう一つだけ質問したいと思うんですけれども、今、

産科で夜勤、今言った宿直も含めてですね、月どのぐらいやられているのか、実態をつ

かまれていたら教えてほしいと思います。

0議長(市川資信君) 病院事務長。

0病院事務長(岩沢代吉君)

告いたします。

今ちょっと資料を持っておりませんので、後日また御報

0議長(市川資信君) 中谷好幸君。

0病院事務長(岩沢代吉君) お答えいたします。

09番(中谷好幸君) 今、産科でいろいろな病休等々があって、大体13日、 1月です

ね、 12日から13日あるいは14日というふうな夜勤宿直がやられているというふうに思う

んです。これは勤務日数の自動より多いということですね。通常勤務より多いような実

態があると思うんです。こういうふうな勤務形態が続けば、どれだけ多少職務給をつけ

ても、普通の生活が維持できないというふうなことではなし、かというふうに思うんです

ね。どんどん病院をやめていくという人が出ているというふうに聞いているわけですけ

れども、ここら辺の、いわば悪矛盾とし、し、ますか、幾ら入ってもこういうふうな勤務状

態を続けていれば、続く人はいないんではないかというふうな感じがするわけです。

今、こういうふうな矛盾を解決するためには、こうし、う実態を根本的に解決するとい

うことが最優先の緊急の課題ではないかというふうに思うんです。

先ほど病院の事務長の方から、 4月には定数欠員が埋まるんだというふうなお話です

けれど、こういう問題について、ぜひ抜本的な検討をしていただきたいというふうに思

います。

一つですね、看護婦や助産婦の募集に際して、今年齢制限がやられているんですね。

35歳なんですけれども、なかなかこの募集が難しいというふうな社会的な事情というの

もよ く心得ているんですけれども、東京都などでは年齢制限は39歳なわけですね。 35歳

とい うのはまだ子育て等々で、なかなか勤務も難しい事情にあるわけですから、せめて

東京都並みに、募集に際して年齢制限を上げる、というふうなことについても検討され

たらどうなのかというふうに思うんですが、いかがでしょうか。

0議長(市川資信君) 総務部長。

09番(中谷好幸君) この問題は、実態的には勤務でありながら、そうすることが許

されないということで、日直手当とし、う、勤務ではないということにして、実質的に看

護婦を二十数時間も拘束するような勤務体制にしている、というとこれ問題があると思

うんですね。

いろいろ難しい問題があると思うんですけれども、今、宿直明けが半日職免になって

いるんですね。朝から勤めて夕方まで勤めて、夕方、その日の夕方、夕方から日直に入っ

て次の朝まで日直をやって、さらに半日昼まで勤めると、こういうふうな勤務形態になっ

ているんですけれど、これは勤務とし、う、夜勤ということにするならば、夜勤明けと夜

勤入りと前後 1日休暇が入るわけですね。そういうことができないということで、そう

いうことにされていると思うんですけれども、当面、職免を 1日にする、宿直をやった

ら次の 1日は職免にする、その程度の改善はできないのかどうなのか、ちょっとお伺い

したいと思います。

0議長(市川資信君) 病院事務長。

ただいまの質問でございますけれども、現段階といたしましては、いろいろと私の方

で、病院側で検討をしております。したがし、まして、もう少し時間をいただきたし、とい

うふうに申し上げておきます。以上でございます。

0議長(市川|資信君) 中谷好幸君。

0総務部長(山崎彰君) 今のお話でございますが、勤務につきましてはよく言われ

ますように 2・8ということですね、 2人で 8日ということです。それで、これは私が

10年前に、やはり病院でやっておりましたときに 2・8に近づけるために、その当時、

2・10と言われましたんですが、 10日ぐらいということで、さらにそれを補充して埋め
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ていくということで、 2・8のところもできておりました。今聞きますと14日ですか、

ということで非常にこれは難しい問題であります。これらにつきましては、今ここにも

事務長がおりますので、そのように努力されていると思います。

それで、募集につきましては、御存じのごとく非常に努力はしております。 ただ、定

着性がないという ことで、非常に事務長初め苦労されているということも聞いておりま

す。そうした中で、の、今の一つの提言といたしまして、それでは35歳でやっているに限っ

てそれが非常に少ないと、上げてもう少し東京都並みの、その年齢を上げての募集をし

て補充を早くしてもらいたし、ということでございます。これにつきましては、過日、私

は行けなかったんで、すが、団交の席におきまして職員課長が私と了解のもとに、ともか

く産科の問題でございますので、産科の助産婦につきましては、これは前から少ないん

ですが、 40近くまで上げて緊急の対応をしていきましょう、というふうなことでやって

おります。

さらに、今御指摘の看護婦を含めての年齢ということにつきましては、もう少し時間

をかけさせてもらいたいということは、それぞれそうはし、っても看護婦は募集も来てお

ります。そうした中でのいろいろの問題、それから過去50名以上とりまして、 48名とい

う者が退職しているということが、これは一つ何が原因かということで、今、市立病院

とともども検討してやっているというようなことでございます。そういった理由で、すね、

そうしたものをやっていきたし、と思っておりますし、そういうことで、一つの方法とし

て助産婦につきましては、今緊急時でありますので、そういうふうな年齢を40歳まで上

げていくという対応をしていくということでございます。

0議長(市川資信君) 中谷好幸君。

09番(中谷好幸君) ぜ、ひ御努力をお願いしたいと要望して、質問を終わります。

( i関連」と呼ぶ者あり)

0議長(市川資信君) 竹ノ上武俊君。

029番(竹ノ上武俊君) 先ほどの病院業務手当の改正について、確認の意味で質問し

ておきたいと思います。

給食調理員は月額4，500円になりました、ということでございますよね。これは、以

前は第10条別表の第 3、32番目にある病院給食手当、これは午前6時半以前に出勤した

場合に月額3，000円だったものが、今回はそういうことに関係なく月額4，500円になった

というふうに、改正されたというふうに確認すべきかどうかでございます。

それから、もう一つは、そのほかに月額2，500円という手当ができましたけれども、
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これは医師とか技術者とか給食調理員を除く、ということになっておりますので、市立

病院に勤務している方には全部新しく 2，500円の手当がついたんだ、というふうに理解

してよろしいのかどうか、お答えいただきたいと思います。

0議長(市川資信君) 総務部長。

0総務部長(山崎彰君) お答えいたします。

病院手当の業務手当のところでございますが、月額4，500円、給食調理員ということ

で、確かに過去におきましては、 これは時間のものが出ておりまして、それに対して3，

000円ということでございます。これを時間ということなくして、調理員の方にこれを

あげていくということでございます。

それから、 2番目の2，500円につきましては、今ここにそれを除いた、医者を何か除

くということで、これについてはいろいろ議論がありました。ありましたんですが、や

はり病院におきまする例えば事務職の方、非常に病院患者との接触もあるし危険度もあ

る。そうしたことでも、そうしたものをもちまして、ここに2，500円、業務手当として

出すということでございます。

0議長(市川資信君) 竹ノ上武俊君。

029番(竹ノ上武俊君)

らは申し上げません。

しかし、この特殊手当という性格がなくなって、労使聞のいろんな調和のために、そ

労使で交渉されて妥結した内容で、すので、あれこれ私の方か

ういうことがもしされたというようなことになりますと、ほかの職場などから見て不均

衡な意見などを持っているかなとしヴ、ちょっと疑問も感じたものですから確認をした

わけで、私の質問については今後参考にしていただければ結構で、ございます。以上です。

答弁は結構です。

0議長(市川資信君) 古賀俊昭君。

024番(古賀俊昭君) 私がお聞きしようと思っていた点についても触れられましたの

で、別の角度から聞きたいと思います。

特殊勤務手当の見直しについては、日野市が提出をしておりました是正計画の中で、

昭和62年度中に達成を、見直しの実施をぜひやらなければならないということになって

いたわけですが、ここでぎりぎりとし、し、ますか、おくればせながら改正がなされて、そ

の原案がここに、議会に出されてきたわけですが、今の指摘もありました。また私も幾

つかまたお聞きをしたいと思いますが、ちょっと、これで果たして整理統合また見直し

というふうに言えるのかどうか、疑問なものが幾つかあるわけであります。
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特殊勤務手当は御承知のように著しく危険、不快、不健康または困難、その他著しく

特別な、特殊な勤務を行う場合に支給される手当であるわけです。それぞれ、今回は区

分が危険手当、不快・不健康手当、困難業務手当、それから特殊技術手当というふうに

それらしく表札はうまく掲げられておりますが、果たして、それぞれがどの程度著しく

危険なのか、不快なのか不健康なのか、困難なのか、特殊な勤務なのかということになっ

てくると、今の指摘にもありました点を含めて幾つかお聞きをしなければならない点が

あるわけです。

まずーっは、特殊勤務手当は例えば給料月額の何%とか、月額幾らという形で決める

のは、本来好ましくないということが言われているわけです。つまり 1回幾らと、こう

定めなければいけないわけですね。 1日どれだけという形で本来決めていかなければな

らない性格のものです。

ところが、今回のものを見ますと、月額というのがまだ幾っか残っております。今、

指摘がありましたこの病院業務手当がまず挙げられます。業務手当の中のこの給食調理

員と、それから医師と給食調理員や技術手当の対象職員を除いた、いわゆる病院に勤め

ている人に対して月額2，500円で支給されるこの業務手当、これについて、どれにどの

程度いかなる理由で特別なんだ、危険なんだ、こういうふうな何か理由づけがなされる

のかどうかですね。

それから、月額であるということの不自然、さと、その点についてあわせてこの点をお

聞かせをいただきたいと思います。

それから、さかのぼりまして困難業務手当、図書館車運転手当、日額150円というの

があります。今、車社会ということで、ここにいる議員の人ほとんど全員運転免許証を

持っていると思うんですね。恐らく免許取得可能な年齢に達した人の中で、 2人に 1人

ぐらいは免許証を今持っていると思うんですが、 ドライバーという人が少なかった時代

のこれはまだ思想が残っているんじゃないかと思うんです。運転ということがどうして

困難なのか、その点を教えていただきたいと思います。

それから、不快・不健康手当が清掃手当の中で月額5，000円というのがあります。清

掃業務の管理に従事した職員ということで、支給対象者がここに決められております。

その下の困難業務手当の一番初め、月額3，000円の税務業務にもっぱら従事した職員と

いうことで、.これも月額になっているわけですね。特殊勤務手当の性格からして、月額

で決めるということは不適当だと思うわけですが、この点、市の考え方を述べていただ

きたいと思います。

なお、ほかにも月額では社会福祉事業現業手当というものもございます。あわせてお

尋ねをしたし、と思うわけです。

それから、昭和63年度の予算の中で、予算に必ずつけて議会に提出をされます給与費

の明細書、 この中に特殊勤務手当の内容を公表をすることを目的に特殊勤務手当が、ど

のようなものが実際には支給をされているのかということで表が出ているわけですが、

これを見ますと、自治省が、東京都や自治省が指導している内容とちょっと違うような

私気がするんです。自治省が一応基本的な書式として定めているものの中には、支給対

象職員のl人当たりの平均支給年額、年間どのくらい実際に特殊勤務手当というものが

支払われているか、こういうことをちゃんと書くような欄があるわけですけれど、日野

市の場合にはこの欄が存在をしない、これはいかなる理由によるものなのか、その点を

加えてお聞きをしたいと思います。 まず、それだけお願いします。

0議長(市川資信君) 総務部長。

0総務部長(山崎 彰君) それではお答えいたします。

まず月額でございますが、とれは、それぞれの特殊業務でございますので、日額とい

うことでなく月額で、例えばボイラーならボイラーというそういう資格を持った人のそ

の危険でおきまするので、それぞれの月額でこれを処置したということでございます。

なお、 1回勤務とか、あるいは日額というものもあります。

それから、図書館につきましては、御承知のように図書館は特殊でございます。特殊

にオーダーを出しましてのものでございますので、これに基づく運転でございますので、

資料の新!日対照表でも出ておりますが、今までは自動車運転手当としてありました。こ

れはもう既に今御指摘のように、月々3，000円でございましたんですが、通常業務とい

うような形でこれを廃止しました。そうして、ここに、これを廃止しましたんで、すが、

ここに出ました図書館車については特殊の大型でございますので、これに従事した職員

というととで、これは日額でございますが、 150円ということでございます。

それから、不快手当、清掃の不快とか、そういう危険手当、これはそれぞれ清掃の現

場、あるいは、それからまた臭気だとか、そういうものに基づきましての特殊の環境に

置かれますので、これらに対しての処置でございます。

それから、もう一つ、今度は給料表でございますね。給料表につきましては、これは

私どもでも調べました。それぞれ自治法におきましての様式におきましては、 fこだ内容

については、職員手当ということでのくくりでありまして、そこにどういうものを入れ

ていくかということでございますが、私どもで入れているのは、それらに基づきまして
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の大体ほとんど人件費並みのものでございますので、あえてここで特殊的なものは入れ

てありませんO

それで、そのほか26市も見ましたら、それぞれやはり違った計上の仕方もしておりま

す。違っておりますので、私どもは過去これで来ておりますので、このとおりしており

ます。それが 1点。

それから、今御指摘の年額については、ちょっとそこまで私も研究しておりませんで

した。もし東京都や何かが年額まで入れているということでありますれば、それらにつ

きましてのまた検討もさせてもらいたし、と思っております。以上です。

O議長(市川資信君) 古賀俊昭君。

024番(古賀俊昭君) 一番最後の職員給与の公表の様式については、自治省からモデ

ないわけです。基本の中に入ってなくちゃいけないわけですから、手当という形で毎月

出していくというのは、これはちょっとおかしいと思うんですね。こういうことを思い

切ってメスを今回入れるべきだったと思うんですね。病院のことにメスが入らなかった

ということで、非常におかしな気がするんですが、こういった点、今後どうなのか、お

尋ねをいた します。

0議長(市川資信君) 総務部長。

0総務部長(山崎 彰君) 落としました。その業務手当でございますが、この一般の

職員以外に医師だとか、それから看護婦、准看護婦、そうした者につきましては、その

上の技術手当でこれをしております。そのためにここに出てきたのは、それを除くとい

うことで、調理員もそうですが、除くということでの業務手当でございます己

それで先ほど申し上げました、これがじゃあ不快なのか、というようなことでござい

ます。まず第 1に、病院に来られる方は、やはり何らかの病気をお持ちの方、そうした

方がありますので健康的に応対しますので、そうした問題が既に気分的にもあるという

ようなことから、不健康あるいは不快、そうしたものを持ちましてこれらに対応したと

いうことでございます。

それから、もう少し見直しを、特殊という名のもとにおいてやるべきではなかったか

ということで、今後どうするかということでございますが、これが絶対的なものだとい

うことでは私はとっておりません。しかし、今までも既に慣例化し、そして、それが一

つの既得権になっておるだけに、これを崩すということは非常に努力が要るということ

で、それながらも、この参考資料にありますように、新旧の対照表にありますように、

廃止の項目も保育園の保母さん、当然、保育をする人でありますので、保母さんが保育

手当をもらうのはおかしいというようなことから、これを切り込んでいったということ

でございます。全部が切り込めなかったことは、やはり何としても力不足であり、また

我々の努力の足りなかったことだと思いますが、その点につきまして、なお今後とも努

力を重ねていきたいと思います。

0議長(市川l資信君) 古賀俊昭君。

ルの書式のようなものが示されているわけです。その中には、ちゃんと私が今申し上げ

た年額を記載をする何円というのがちゃんと出るようなんですね。やり方でやったらど

うかということでモデルが出ておりますので、ひとつ参考にしていただきたし、と思いま

す。より正確にこうした実態がわかるような工夫を常に重ねていただきたし、と思います

のでお願いをしておきます。

それから、私は重複をしてお聞きをしました病院の給食調理員と、それから病院業務

に従事した職員ということで、市立病院にお勤めの職員の方が、すべて毎月この特殊勤

務手当ということで特勤手当が支給されるというのは、やはりこれはちょ っとおかしい

と思うんですね。これは危険なのか不快なのか、不健康なのか困難なのか、どういう判

断で、これが特殊勤務手当という範鴎に入っているのかですね。

私が繰り返して申し上げておりますように、特殊勤務手当というのは、月幾らという

ような形で決めるべきじゃないという考え方が基本にあるわけですね。給料の何%を毎

月出すとか、そういうことじゃいけないわけですよ。あくまで特殊なことをやったとき

に出されるものですから、この点、もう一度説明をしていただきたし、と思います。

確かに、今回一定の見直しは行われたということはよくわかるわけですが、せっかく

今まで長く特殊勤務手当が手を加えられずに今日に至っていたわけですから、やるとい

う以上は、これは管理運営事項だと思いますので、何も組合が最終的に判を押さなくて

も、やろうと思えばできるわけですよ。そうした姿勢がちょっと欠けていたので、はない

かと思うわけですが、今後、先ほどの指摘もありましたように、病院の場合はちょっと

別格なんですよね。

本来、きちんと医師に対しては職務給の中で手当を別に考えて見ていかなくちゃいけ

024番(古賀俊昭君) 一応、問題点だけ指摘を最後にしておきたいと思いますが、今、

総務部長は懸命に御説明いただいているんですが、結局ですね、例えば病院の場合のこ

の業務手当の月額については、はっきり危険なのか不快なのか、不健康なのか困難なの

かという、はっきりしたことはお答えになれないわけですよ。病気の人がたくさん来る

からというようなことでしたら、それは普通の窓口だって病気の人は来ますよ。一見健
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康そうに見えても、やっぱり病気を持っている人は幾らでもいるわけですから、病院だ

から一律にこういうものをなべて出すということは、特殊勤務手当としては、非常にこ

れは不適切だということを指摘をしておきます。

それから、運転手の手当についても、この図書館の車は大きな車だから、ということ

をおっしゃるんですが、免許を持っているわけですから、そして大体特別な何かブルドー

ザ、ーみたし、なものを動かすのと違って、基本的には、普通の車を動かすこととそう変わ

りないと思うんですね。このことが特殊だというふうなお考えもちょっと納得できない

わけです。こういう点も切り込んで、切り込むとし、いますか、きちんと整理をされるべ

きではなかったかと思うわけです。

それから、清掃業務と税務業務につきましでも、月額で特殊勤務手当が引き続き出さ

れるということで、これも特殊勤務手当の性格からして、不適当だということを申し上

げておきたいと思います。

今後、特殊勤務手当とはどういうものかということを基本にきちんと据えていただい

て、さらに是正に取り組んでいただきたいと思います。以上です。

0議長(市川資信君) 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。

お諮りいたします。 3月19日は休会の日でありますが、議事の都合により特に会議を

開くことにいたしたし、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〕

とに決しました。

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零時より開議いたし

ます。

本日はこれにて延会いたします。

午後11時57分延会

0議長(市)11資信君)

ことに決しました。

お諮りいたします。 3月19日の会議は、議事の都合により特に午前零時に繰り上げて

開くことにいたしたし、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〕

御異議ないものと認めます。よって 3月19日は特に会議を開く

0議長(市川|資信君) 御異議ないものと認めます。よって 3月19日の会議時間は午前

零時に繰り上げることに決定いたしました。

お諮りいたします。本日の会議はこの程度にとどめ延会いたしたし、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(市川|資信君) 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
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午前 0時開議

O議長(市川資信君) 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。

議案第29号の意見を承ります。福島敏雄君。

08番(福島敏雄君) この特殊勤務手当につきまして労使の結論が出されているわけ

でございますので、この結論については今回尊重するとしヴ立場で、今後の検討につい

て要望しておきたし、と思いますし、そうした要望について、付託されます総務委員会で

すか、でも御論議いただければ大変ありがたいと思います。

一つは、特殊勤務手当というのは、できるだけないのが望ましい、こういうふうに思

います。ここにも 6項目に整理されましたけれども、危険手当、不快・不健康手当、困

難業務手当というような、こうしヴ業務は本来ないのが望ましいわけでして、もし、こ

れは手当を出すということも必要ですけれども、そういう環境があるんであれば、でき

るだけ環境改善ということに意を用いてもらいたい、そういう中で、この特殊勤務手当

を少なくしてし、く、こういう論議もあわせてしていくべきではないかというふうに思い

ます。

それから、困難業務手当という中で、私は、この税務手当だけがかなりクローズアッ

プされておりますけれども、やはり仕事ぶりを見てまして、ある程度配慮、しなきゃいけ

ない新しい業務というのは出てきているんではなし、のかなという感じがしております。

これは外側から見ているから私の見方が違うかもしれませんけれど、例えば用地取得交

渉に夜出かけて行くとか、こういうのはまさに税金を取り立てるよりも、最近は難しい

困難な業務じゃないのかな。さらには、区画整理で夜、住民の皆さんに説得に行くとい

う業務などは、私は、やはりこれなどは非常に個人の私権にかかわることを協力をして

もらうというふうなことですと大変難しい、見方によっては難しい業務じゃないかとい

うようなこと、さらには開発指導係などで、いろんな人が、いろんな人がということは

ありませんけれども、業者が来られて、かなり難しい対応を迫られるようなこともある

んではないかというようなことを考えますと、やはりこれを特殊勤務手当で拡大させる

ということの方法だけではないかもしれませんけれども、税金を取り立てるというだけ

に焦点を当てないで、もう少し役所内の新しい業務の困難業務ということについて理解

を示していくべきではないかとし、う感じがしております。

それから、私はこの病院業務手当について、前回一般質問の中でも職務給化というこ

とが望ましいのではないかと、特に特殊勤務手当を整理する場合は、やはり職務給とい
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う形で基準賃金の中に繰り入れていけるものはし、く、ということが望ましいのではない

かと思います。

特に、そういう観点で立って見ますと、これからそういう努力をされるというふうに

聞いておりますけれども、その母体となります技術手当の中で月額6，000円、薬剤師、

放射線技師、検査技師、助産婦、こういうふうにありますけれども、それぞれの仕事の

やっぱり資格をとる場合に、これが同じ技術手当でし、し、のかどうなのかというのは、恐

らく論議をされた中でーくくりにされたと思いますけれども、そういうことは、やはり

慎重にしていくべきだろうと思います。

で、その下に看護婦と准看護婦がありますけれども、これが5，000円で同額というの

は、私の今まで言っている持論からいきますと、ちょっと理解がしにくい。看護婦と准

看護婦が同じだというのは、これはちょっと理解ができないので、この辺は、やはり職

務給を導入するという前提になれば、若干差がつくべき種類のものなのかなという感じ

がし、たします。そういったようなことを今後努力をしていただきたいと、こう思うわけ

であります。

で議論になりました業務手当の問題でございますけれども、特に給食調理員などに、

給食調理員が3，000円から4，500円である、このことについても困難な業務ということで

朝も早いんでしょうからそれはし巾、んですけれど、あわせて病院の夕食の時間を出す時

間を改善をするとか、そういったような入院患者に対するサービス向上というようなも

のも含めて、こういった特殊勤務手当の見直しも必要ではないかという感じがし、たしま

すので、今後そうしたことも配慮して決めていただきたいと思います。

それから、業務手当の中で、月額オーノレ2，500円ということにつきましてですけれど

も、これは物の考え方だと思いますが、特に病院に私も勤務が終わってから夕方行きま

すと、かなりの人がまだ残っておられます。それは、そういう方たちは恐らく時間外手

当が支払われているのかどうなのか、ちょっとわかりませんけれども、もし、そういう

居残りが 5時になってひ。たり帰れないというケースがほとんどだと思いますね、病院の

方たちは。そういう方たちに配慮しようということで出されるという要素があるとすれ

ば、私は、やはりそれは時間外手当というようなもので見てし、く性格ではないのかなと

いう感じがしております。そうでなくて、総務部長がおっしゃられるように、病院には

いろんな人が来て、不快ということはないかもしれませんけれど、大変だということで

あれば、それはまたそれ、そういうことは私はないんじゃないかと思うわけですけれど、

むしろ時間が本庁にいるより余分に働くというようなことがあるんではないかというこ

とだとすれば、これは時間外手当で支払っていくというような形で、ぜひその特殊勤務

手当と、それから時間外手当、それから職務給で見るもの、この辺についてもう少し論

議を深めて、なお一層整理されますことを要望しておきたいと思います。

0議長(市川|資信君)

結いたします。

お諮りいたします。これをもって議案第29号、日野市一般職の職員の給与に関する条

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

例の一部を改正する条例の制定の件は、総務委員会に付託いたしたいと思いますが、こ

れに御異議ありませんか。

C i異議なしJと呼ぶ者あり〕

0議長(市川資信君) 御異議ないものと認め、総務委員会に付託いたします。

これより議案第30号、日野市高齢者就労事業運営資金貸付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〕

0市長(森田喜美男君) 議案第30号、日野市高齢者就労事業運営資金貸付条例の一部

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、日野市高齢者事業団への貸付金の限度額を引き上げ、事業の充実を図るた

め、日野市高齢者就労事業運営資金貸付条例の一部を改正するものであります。

詳細につきましては、担当部長に説明いたさせますので、よろしく御審議のほどお願

し北、たします。

0議長(市川|資信君) 関係部長から詳細説明を求めます。福祉部長。

0福祉部長(高野 隆君) それでは、議案第30号、日野市高齢者就労事業運営資金貸

付条例の一部を改正する条例の御説明を申し上げます。

この条例は、社団法人シルバー人材セγターの日野市高齢者事業団への事業運営に必

要な資金であります。昭和58年度は500万円を据え置きましたけれども、日野市高齢者

事業団の会員に対する昭和62年度の配分金の見込み額は 2億6，000万円になり、三多摩

でも最上位に位置しております。事業実績の増加に伴いまして500万円の運営資金では

事業運営に支障を来す状況になってまいりましたので、 63年度は1，000万円に引き上げ、

より事業の充実を図るために条例の一部を改正する次第でございます。

よろしく御審議のほどお願し、し、たします。

0議長(市川|資信君) 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
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0市長(森田喜美男君) 議案第31号、日野市東平山一丁目 6番地先市道上の市の義務

ございまして、勾配もちょっとございます。

この事故の状況でございますけれども、 この飯塚様が昭和62年の、先ほど言いました

10時30分ごろ、東平山の一丁目 6番地先の市道石)111号線の下り坂を自転車で帰宅され

る途中に、道路の溝ぶたのふたが折れて壊れておりまして、そこに自転車の前輸を落と

しになって転倒されたということでございます。

これにつきまして、お支払い申し上げますのが70万1，463円でございまして、これに

つきましては右に書いてあるような条件も付しております。

なお、この賠償でございますが、このようなことがあってはならないんですけれども、

万ーということを考えまして、道路賠償責任保険に入っております。これの試算により

ますと100万2，090円、そのうちの本人の責任を30%、日野市が70%ということでござい

ます。今言いましたように100万2，090円の 7割が70万1，463円ということでござし、ます。

このお金の方は、賠償責任に入っておりますので、こちらの方から支出することになっ

ております。

よろしくお願し北、たします。

0議長(市川|資信君) これより質疑に入ります。なければこれをもって質疑を終結い

たします。

本件について御意見があれば承ります。なければこれをもって意見を終結いたします。

お諮りいたします。これをもって議案第31号、日野市東平山一丁目 6番地先市道上の

市の義務に属する事故に係る和解の締結及び損害賠償額の決定の件は、総務委員会に付

託し、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(市川資信君) 御異議ないものと認め、総務委員会に付託いたします。

お諮りいたします。この際、南多摩東部共立病院組合議会議員の選挙、日野市消防委

員会委員(議会選出)の選任の件を日程に追加し先議いたしたいと思いますが、これに

御異議ありませんか。

c r異議なし」と呼ぶ者あり〕

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30号、日野市高齢者就労事業運営資金貸付条

例の一部を改正する条例の制定の件は、厚生委員会に付託いた したいと思いますが、 こ

れに御異議ありませんか。

C I異議なしJと呼ぶ者あり〕

0議長(市川!資信君) 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31号、日野市東平山一丁目 6番地先市道上の市の義務に属する事故に

係る和解の締結及び損害賠償額の決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〕

に属する事故に係る和解の締結及び損害賠償額の決定について提案理由を申し上げます。

本議案は、日野市東平山一丁目 6番地先市道上で起きた事故に係る相手方との和解及

び損害賠償額の決定について、地方自治法第96条第 1項第12号及び第13号の規定に基づ

き、提案するものであります。

詳細につきましては、担当部長に説明いたさせますので、よろしく御審議のほどお願

し、し、たします。

0議長(市)11資信君) 関係部長から詳細説明を求めます。建設部長。

0建設部長(永原照雄君) 議案第31号、日野市東平山一丁目 6番地先市道上の市の義

務に属する事故に係わる和解の締結及び損害賠償額の決定につきましての内容の御説明

を申し上げます。

これは市道上の事故でございまして、今後このような事故が二度と起きないよう万全

を期するつもりでございます。

説明に入ります。 2ページ、 3ページをお願いしたし、と思います。この事故にお遇い

になった方は、飯塚長位様でございまして、東平山一丁目 7番地の 5、平山住宅1530に

お住まいの方でございます。

事故の発生日時でございますけれども、事故の表示のところの(1 )で書いてありま

すとおり、 62年6月24日、午後10時30分ごろでございます。事故の場所でございますけ

れども、東平山の一丁目 6番地先でございまして、これは鮫陵源の東側に当たる道路で

ございまして、幅が2.3メートルから2.5メートル、延長約109メートルぐらいの道路で

0議長(市川|資信君) 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。

これより南多摩東部共立病院組合議会議員の選挙の件を議題といたします。

お諮りいたします。選挙の方法については、地方自治法第118条第 2項の規定により

指名推選によりたし、と思いますが、これに御異議ありませんか。
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[ i異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(市川資信君) 御異議ないものと認めます。よって選挙の方法は、指名推選に

よることに決しました。

お諮りいたします。指名の方法については、議長において指名することにいたしたい

と思いますが、これに御異議ありませんか。

[ i異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(市川資信君) 御異議ないものと認めます。よって議長において指名すること

に決しました。

南多摩東部共立病院組合議会議員に宮沢清子君、福島盛之助君、中谷好幸君、川嶋

博君、谷 長一君、名古屋史郎君を指名いたします。

お諮りいたします。ただいま議長において指名いたしました宮沢清子君、福島盛之助

君、中谷好幸君、川嶋博君、谷 長一君、名古屋史郎君を当選人と定めることに御異

議ありませんか。

[ i異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(市川資信君) 御異議ないものと認めます。よって、ただいま指名いたしまし

た宮沢清子君、福島盛之助君、中谷好幸君、川嶋博君、谷 長一君、名古屋史郎君が

南多摩東部共立病院組合議会議員に当選されました。

ただいま当選されました宮沢清子君、福島盛之助君、中谷好幸君、川嶋博君、谷

長一君、名古屋史郎君に本席より会議規則第32条第2項の規定により、当選の告知をい

たします。

これより日野市消防委員会委員(議会選出)の選任の件を議題といたします。

お諮りいたします。選任の方法については指名推選によりたいと思いますが、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(市川資信君) 御異議ないものと認めます。よって選任の方法は指名推選によ

ることに決しました。

お諮りいたします。指名の方法については、議長において指名することにいたしたい

と思いますが、これに御異議ありませんか。

[ i異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(市川資信君) 御異議ないものと認めます。よって議長において指名すること

に決しました。

日野市消防委員会委員に奥住日出男君、天野輝男君、福島敏雄君、小俣昭光君、古賀

俊昭君を指名いたします。

本件については、ただし、ま指名いたしました諸君の一身上に関する事件であると認め

られますので、地方自治法第117条の規定により、それぞれ退席していただきます。

まず奥住日出男君の退席を求めます。

[ 1番議員退席〕

0議長(市川資信君) お諮りいたします。奥住日出男君を日野市消防委員会委員に選

任することに御異議ありませんか。

[ i異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(市川資信君) 御異議ないものと認めます。よって奥住日出男君を選任するこ

とに決しました。

奥住日出男君の除斥を解きます。

[ 1番議員着席〕

O議長(市川資信君) 次に天野輝男君の退席を求めます。

[6番議員退席〕

0議長(市川!資信君) お諮りいたします。天野輝男君を日野市消防委員会委員に選任

することに御異議ありませんか。

[ i異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(市川資信君) 御異議ないものと認めます。よって天野輝男君を選任すること

に決しました。

天野輝男君の除斥を解きます。

[6番議員着席〕

O議長(市川!資信君) 次に福島敏雄君の退席を求めます。

[8番議員退席〕

0議長(市川資信君) お諮りいたします。福島敏雄君を日野市消防委員会委員に選任

することに御異議ありませんか。

[ i異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(市川|資信君) 御異議ないものと認めます。よって福島敏雄君を選任すること

に決しました。

福島敏雄君の除斥を解きます。

[8番議員着席〕
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0議長(市川資信君) 御異議ないものと認めます。よって小俣昭光君を選任すること

これより請願第63-4号、公団家賃の高家賃化に反対する意見書提出を求める請願の

件を議題といたします。

請願の要旨は、お手元に配付しました印刷物のとおりです。

請願第63-4号の常任委員会への付託は、会議規則第138条の規定により、議長にお

いて総務委員会に付託いたします。

本日の日程はすべて終わりました。

本日から始まります常任・特別委員会は、お手元に配付しました日程表のとおりです。

委員の皆様には日程表に基づき御参集願います。

次回本会議は、 3月31日、木曜日、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。

本日はこれにて散会いたします。

0議長(市川資信君) 次に小俣昭光君の退席を求めます。

(10番議員退席〕

O議長(市)11資信君) お諮りいたします。小俣昭光君を日野市消防委員会委員に選任

することに御異議ありませんか。

( I異議なし」と呼ぶ者あり〕

に決しました。

小俣昭光君の除斥を解きます。

(10番議員着席〕

O議長(市川資信君) 次に古賀俊昭君の退席を求めます。

(24番議員退席〕

0議長(市川|資信君) お諮りいたします。古賀俊昭君を日野市消防委員会委員に選任

することに御異議ありませんか。

( I異議なし」と呼ぶ者あり〕

午前 O時26分散会

0議長(市川|資信君) 御異議ないものと認めます。よって古賀俊昭君を選任すること

に決しました。

古賀俊昭君の除斥を解きます。

(24番議員着席〕

0議長(市川資信君) これより請願第63-1号、都道169号線(通称東光寺道路)の

全般的改善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63-1号の常任委員会への付託は、会議規則第138条の規定により、議長にお

いて建設委員会に付託いたします。

これより請願第63-2号、広場(遊園地)の用地の取得についての請願、請願第63-

3号、保健、医療、福祉の拡充に関する陳情の件を一括議題といたしたいと思いますが、

これに御異議ありませんか。

( I異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(市川資信君) 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63ー2号、請願第63-3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。
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説明のため会議に出席した者の職氏名 日程第 4 議案 第 29号 日野市一般職の職員の給与に関する条例の一部を

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 日程第 5 議案 第 31 号 日野市東平山一丁目 6番地先市道上の市の義務に

市民部長 大貫松雄君 生活環境部長 坂本金雄君 属する事故に係わる和解の締結及び損害賠償額の

清掃部長 藤浪竜徳君 都市整備部長 前田雅夫君 決定について

建設部長 永原照雄君 福祉部長 高 野 隆君 日程第 6 議案 第 5 号 日野市平和啓発事業基金条例の制定について

水道部長 橋本栄寓君 病院事務長 岩沢代吉君 (厚生委員会)

教 =月均 長 長沢三郎君 教育次長 砂川雄 君 日程第 7 議案 第 6 号 日野市国民健康保険条例の一部を改正する条例の

制定について

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 7 号 日野市住宅改良資金融資条例の一部を改正する条

局 長 佐藤智春君 次 長 主方留春君 例の制定について

書 記 田中正美君 書 記 濃沼哲夫君 日程第 9 議案 第 8 号 日野市生活つなぎ資金貸付条例の一部を改正する

書 記 佐々木茂靖君 書 記 小林章雄君 条例の制定について

書 記 斉藤令吉君 日程第 10 議案 第 10号 日野市立児童館設置条例の一部を改正する条例の

制定について

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 30号 日野市高齢者就労事業運営資金貸付条例の一部を

立川速記者養成所 所長 関根福次 改正する条例の制定について

速記者 小野口純子君 日程第 12 議案 第 9 号 日野市原子爆弾被爆者の援護に関する条例の制定

について

議 事 日 1呈 (建設委員会)

昭和63年 3月31日(木) 日程第 13 議案 第 26号 日野都市計画事業万願寺土地区画整理事業に関す

午 前 10 時開議 る業務委託契約の一部変更について

日程第 14 議案 第 27 号 日野都市計画事業万願寺土地区画整理事業の施行

(議案審査報告) (総務委員会) に伴う水道施設の整備に関する協定の一部変更に

日程第 1 議案 第 2 号 日野市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条 ついて

例の一部を改正する条例の制定について 日程第 15 議案 第 28号 日野市農業共催事業の事務費賦課総額及び賦課単

日程第 2 議案 第 3 号 日野市一般職の職員の旅費に関する条例の一部を 価について

改正する条例の制定について
(一般会計予算特別委員会)

日程第 3 議案 第 4 号 日野市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費 日程第 16 議案 第 18号 昭和63年度目野市一般会計予算について

用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定 (特別会計予算特別委員会)

について
日程第 17 議案 第 19号 昭和63年度目野市国民健康保険特別会計予算につ
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いて 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 18 議案 第 20号 昭和63年度目野市土地区画整理事業特別会計予算 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

について 師)との委託契約の改善と猫に対しての不妊・去

日程第 19 議案 第 21号 昭和63年度日野市下水道事業特別会計予算につい 勢手術に対する補助に関する請願

て 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 20 議案 第 22号 昭和63年度目野市立総合病院事業会計予算につい 日程第 36 請願第 62-31号 新町地区セγター設置に関する請願

て 日程第 37 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

日程第 21 議案 第 23号 昭和63年度日野市受託水道事業特別会計予算につ 請願

いて 日程第 38 請願第 62-48号 食品安全条例(仮称)の制定を求める請願

日程第 22 議 案 第 24号 昭和63年度日野市農業共済事業特別会計予算につ 日程第 39 請願第 62-51号 入院ペットの確保に関する請願

いて 日程第 40 請願第 63-2号 広場(遊園地)の用地の取得についての請願

日程第 23 議案 第 25号 昭和63年度目野市老人保健特別会計予算について 日程第 41 請願第 63-3号 保険、医療、福祉の拡充に関する陳情

日程第 24 紹介議員取り下げの件 (建設委員会)

(請願審査報告) (総務委員会) 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

日程第 25 請願第 63-4号 公団家賃の高家賃化に反対する意見書提出を求め 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」

る請願 提出についての陳情

(建設委員会) 日程第 44 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γショ

日程第 26 請願 第 63-1号 都道169号線(通称東光寺道路)の全般的改善に γ建設阻止に関する請願

関する請願 日程第 45 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

(議案上程) 意見書採択に関する陳情

日程第 27 議案 第 32号 日野市農業共済事業運営協議会委員の選任につい 日程第 46 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

て 情

日程第 28 議案 第 33号 日野市監査委員の選任について (継続審査議決)

(継続審査) (総務委員会) 日程第 47 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 29 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 日程第 48 スポーツ・公園対策特別委員会の継続審査議決に

(文教委員会) 関する件

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 交通対策特別委員会の継続審査議決に関する件

日程第 31 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 日程第 50 市立病院等対策特別委員会の継続審査議決に関す

る請願 る件

(厚生委員会) (請願上程)

日程第 32 請願第 62-5号 神明地区センター早期建設を願う請願 日程第 51 請願第 63-5号 私有地を利用し市道とすることに関する請願
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(議案上程)

日程第 52 議員提出議案第 1号 公団家賃の高家賃化に反対する意見書

本日の会議に付した事件

日程第 1から第52まで
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午後 1時28分開議

0議長(市川|資信君) 本日の会議を開きます。

ただいまの出席議員26名であります。

これより議案第 2号、日野市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改

正する条例の制定、議案第 3号、日野市一般職の職員の旅費に関する条例の一部を改正

する条例の制定、議案第4号、日野市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償

に関する条例の一部を改正する条例の制定、議案第29号、日野市一般職の職員の給与に

関する条例の一部を改正する条例の制定、議案第31号、日野市東平山一丁目 6番地先市

道上の市の義務に属する事故に係わる和解の締結及び損害賠償額の決定の件を一括議題

といたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

c r異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(市川資信君) 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(夏井明男君) それでは、議案第 2号について、総務委員会の議案審査

報告を申し上げます。

質疑の内容としましては、職員の勤務時間の実態はどのようになっているか、という

指摘がございました。

それに対しまして、 4週6休、試行実施までは、 1週間の勤務時聞は42時間15分であ

り、昨年の62年の 7月から 4週6休を試行実施してからは、 42時間30分に延長されたと

いうことであります。しかし、今後は、週休完全実施の方向で進めてまいりたい、とい

う御答弁がありました。

また、 1週間の勤務時間はどのような体制になっているか、という質疑に対しては、

月曜日から金曜日までは、午前8時30分から午後 5時までの 7時間45分が勤務時間で、

45分が昼休憩。土曜日は、午前8時30分から午後 0時15分までの 3時間45分が勤務時間

となっています。それで、月曜日から土曜日を合計しますと、 42時間30分の勤務体制と

いうことであります。

さらに、午後 0時45分になってからの昼休憩は、終わってからですね、勤務時間とな

るけれども、午後 0時45分に勤務時間体制に、 実態は入っていない状況もあるのではな

いか、という御指摘がありました。

それに対しまして、現在、職務体制に入っていない職員を見受ける場合もあるけれど
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も、今後は指導を徹底してまいりたい、というお話とともに、一面では、福祉部、市民

部等の昼休みの窓口業務がある、こういうふうな部署では、 12時前と、それから 1時以

後に休憩の表示をして食事をとっている、としヴ状況もあるというお話でありました。

さらに、昼休みのこういうふうな市民サービスは、十分な体制がとられているか。市

民の方の中では、こういうふうな不満の声もあるけれども、こういうことに向けての解

消はどのように考えているか、とし、う御指摘がありまして、職員課の方としても、多少、

そういうふうな声はお聞きしております。さらに窓口業務については、改善に向けて対

応を考えていきたい、ということでございました。

特に、この議案についての意見はなく、全会一致で原案可決となった次第で、ございま

す。よろしく審議のほどお願い申し上げます。

一括ですので、このまま続けさせていただきます。

議案第 3号、日野市一般職の職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例の制定に

ついて、について御報告申し上げます。

質疑の内容としましては、ここで、 1等級、 2等級、 3等級などで、船賃に差をつけ

ているけれども、これは差別ということに当たらないか、という御指摘がございました。

それに対しまして、これは従来どおり前例にならってやっている、ということであり

ましTこ。

さらに、この件につきましては、船賃だけの改定であるか、としろ御指摘がございま

して、利用の非常に少ないものだけれども、船賃だけでございます、というお話がござ

いました。

意見につきましては、将来、差別につながるような船賃の算出方法はぜひ解消した方

がよろしいのではないか、とし、う御指摘、御意見がございまして、全会一致、原案どお

り可決をした次第で、ございます。

続きまして、議案第4号、日野市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に

関する条例の一部を改正する条例の制定について、について御報告申し上げます。

質疑の主な内容を御報告申し上げますと、今回の改定で、全体ではどれぐらいの予算

のアップ率であり、何%のアップ率であったか、という御質問がございました。

全体では、予算額として881万2，300円ということでありました。基本ベースとしては

9.52%のアップになります、ということであります。

さらに、今回の改定の多くは、日当が7，700円から、 300円アップの8，000円となって

いるけれども、他市もこのような状況として、なっているのかどうか。この辺の御指摘
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がございまして、 3年据え置きということの経過の中で、他市の状況を踏まえながら算

出をして、このような成案を得た、という御答弁がございました。

この議案4号につきましても、特別御意見はなく、全会一致で原案可決といたしまし

た。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。

続きまして、議案29号について、御報告を南し上げます。

質疑の主な内容について御報告申し上げますと、特勤手当額が、全体でどれぐらいに

なっているのか、とし、う御指摘。さらに、図書館運転者手当は妥当であるのかどうか。

今後も、この手当については継続をして実施していくのか、とし、ぅ御指摘がございまし

TこO

これに対しまして、御答弁の中で、御報告申し上げますと、病院手当以外は、 1，936

万4，893円から、2，181万4，613円になるということ。それから、病院手当につきまして

は、 8，285万3，397円から、 8，889万8，645円に変更するということでございます。 61年決

算のベースで、約8.2%のアップということでござし、ます。

さらに、図書館の職員の方の運転者手当の件でございますが、この辺の御答弁は、図

書館職員が運転と図書貸し出しの両方を行った方が、より市民サービスができるので、

運転業務職員を雇うことも検討したけれども、図書館職員に業務、すなわち内容とすれ

ば、運転と図書の貸し出しを行うということになった経緯がある、というお話でござい

ます。

さらに、この特勤手当額についての、職員組合との交渉経過を御報告していただきた

い、どういうふうな内容であったのか、という御質疑がございました。

この御答弁としましては、手当は生活給に組み入れるべきとの交渉経過もあったけれ

ども、当面は手当で補い、今後は環境整備のできるところから行うということで、今回

は合意をした次第、ということであります。その強い要望としましては、清掃部、病院

等からの強い要望もあったというお話がございました。

さらに、環境改善と手当との関係について、どのように市は考えているか、という御

質疑がございまして、環境改善ということにつきましでも、ある限界がある。そういう

意味では、手当でも対応していくということもやむを得ない、というふうに考えておる

ということでございました。

さらに、病院の医師手当の経過は、どういうふうな状況になってきたか、という 1点

の質問。さらに、不快、不健康手当の中で、死体処理等とあるけれども、この中には、

病気の人も入っておる項目であって、検討すべきではないか、とし、う御指摘がございま
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この点につきましては、今後、文言整理という観点からも、また、内容的な点からも、

今後、検討して前向きにしていきたい、というお話がありました。

さらに、この手当の中には、エイズ患者に対する対応の中でも、この手当ということ

は考えられるか、というお話がありましたが、原則的には手当に含まれる、とし、う御答

弁がございました。

さらに、意見としましては、保育所勤務で、早番、遅番ということについて、特殊勤

務手当の支給があるけれども、今後、これは検討願いたい、とし、う御意見がございまし

7こO

また、特勤手当につきましては、労使の交渉を尊重して進めていただきたい、という

御意見もございました。

以上の御報告申し上げました内容の経過を踏まえまして、全会一致、原案可決となっ

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。

次に、 31号について、御報告申し上げます。お手元にも資料は、本会議で配られた内

容のとおりでございますけれども、格段の質疑はありませんでしたが、若干の質疑があ

りましたので、御報告申 し上げますと、事故を起こ した自転車の対象物が無灯火であっ

たのかどうか、という御質問がございました。

これに対しましては、灯火の設備はありました、とし、う御答弁でございました。

その後に、事故現場の側溝の対応はどうしたか、としろ御質疑がありまして、すぐに

対応して修復を行いました、ということでありました。

特に意見もなく、全会一致、原案可決となった次第であります。よろしく御審議のほ

どお願い申し上げます。

0議長(市川|資信君) 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5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) 簡単に意見を申し述べさせていただきます。

本会議に、先般、上程をされました折にも、職員給与の条例の一部改正、いわゆる特

勤手当の見直しについて、質疑を、私、行いまして、意見も申し述べたところでありま

すが、重ねて、さらなる特殊勤務手当の適正化に向けての取り組みを、お願いをしてお

きたいと思います。

特に、 33ございました特殊勤務手当は、現在の社会情勢、また、社会感情から照ら し
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て、不適切なものが多かったわけでありますが、今回、一定の前進があったということ

は、認めるわけでありますが、特に、特殊勤務手当というものが、甚だ困難な業務に携

わる人、また、危険な仕事を行う人、また、非常に困難な、不快、危険ということを兼

ねた、そうしヴ仕事に携わる人、こういう職員の方に出されるのが、特殊勤務手当の性

格で、ありますので、原則は、日額幾ら、 1回につき、 1件につき手当額幾ら、というふ

うに定めるのが、これが大原則であろうかと思います。

ところが、今回の特殊勤務手当の中には、月額で支給されるものが、まだ数多く残っ

ておりますし、また、病院の業務手当につきましては、一律に医師、看護婦等を除きま

して、一般の職員の方にも、一律に月額2，500円を支給するとしヴ、業務手当が盛り込

まれているわけであります。病院の仕事が、いかなる点において困難であるのか、危険

な職場であるのか、不快、不健康な職場であるのか、そういった点の見解は、ついに示

されなかったのではないか、と思います。こういった不適切な特殊勤務手当の支給が、

これからも続くわけでありますので、早急な見直し、また、適正化に向けての取り組み

を、当局にお願いをしておきたし、と思います。

また、こういった職員の皆さんの勤務の形態や、手当にかかわる条例等の改正に当た

りましては、必ず組合と一定の協議を重ねるわけでありますが、組合が反対をするから、

職員組合の反対があるからゆえに解決がおくれる、抜本的な改正ができないということ

は、本来、あってはならないことであります。管理運営事項については、当局がきちん

とした姿勢を持って取り組まなければならない、そうした基本的な立場というものも、

今後、十分に踏まえていただきまして、一日も早いこの特殊勤務手当の抜本的な改正を

お願いをしておきたいと思います。

特に、是正計画、いわゆる改定計画の中では、特殊勤務手当の見直しということも含

まれておりましたが、今回、完全な見直しが行われなかったということは、非常に遺憾

でありますが、一定の前進があったということについては、認めることにやぶさかでは

ないわけでありまして、早急な、引き続いての見直しをお願いをしておきたいと思いま

す。

以上です。

O議長 (市川資信君)

結いたします。

これより本5件について採決いたします。本 5件に対する委員長報告は原案可決であ

ります。本 5件は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。

ほかに御意見はありませんか。なければこれをもって意見を終
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0総務委員長(夏井明男君) それでは、議案第5号、日野市平和啓発事業基金条例の

究極するところ、市民本位のあり方なんだ、という趣旨の御発言があったと思います。

さらに、あえてここで平和という名称を特段に出す理由というのは、どういうところ

にあるのか、という御質疑がございまして、さまざまな次元、角度があるけれども、現

在の状況の中では、やはり平和というものが最優先されるべき問題である、という意味

で考えたところであるという御答弁がございました。

さらに、現在、市民は住宅、例えば市営住宅等、住宅福祉等の問題を展開をするよう

な施策を、強く望んでいると考えているけれども、このような対応策について、こうい

うところにこそ、お金を使うという方向性はないものか、という御質疑がありました。

市民、国民として、日ごろから平和の尊さを認識することが、非常に大切であると考

えている。今般の国連でも、平和への努力が行われた時期でもあり、日野市もこれに合

わせて、平和の努力を実施に結び、つけたいと考えている。こういうふうな流れの中から、

平和啓発事業の実施を行いたいと考えてきた、というお話でございました。

さらに、平和基金というものを、必要性を、日野の市民の方にどのような形で受け入

れていただくようなことを考えられているのか。必要性を市民の方にどういうふうに展

開をしていくのか、御理解を得ていくのか、というお話であります。

機会あるごとに市民に訴え、市民の啓発、市民の方にお訴えして、平和の啓発という

ふうに考えている。機会あるごとに、とし、う御答弁でございました。

さらに、この基金条例の提案は、市民要望に沿ったものである、という角度からの御

質疑がありまして、さらに、青少年たちの海外交流は、平和に対する意義という観点か

らも重要であるし、こういうような観点から、これに補助金を出すという考えもあるの

ではないか、という御質疑がありました。

これに対する御答弁としては、青年期に海外交流するということは、国際間の理解が

でき、平和に役立つという方向であると考えている、ということが御答弁としてありま

しTこO

さらに、補助金の出し方の具体的な方法については、今後、検討してまいりたい、と

いうお話であります。

さらに質疑は続きまして、この条例中、平和啓発とあるけれども、これを啓発と言わ

ずに、寄与というふうな形の文言ということも、一つの案として考えられるのではない

か、とし、う御提案がありました。

さらにまた、海外等の病気、例えばポリオ等の撲滅のために、このような基金からの

果実、利息を使うということも、方法としてあるのではないか、という御提案もありま

( I異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(市川資信君) 御異議ないものと認めます。よって議案第 2号、日野市職員の

勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定、議案第 3号、日野

市一般職の職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例の制定、議案第4号、日野市

特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の

制定、議案第29号、日野市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制

定、議案第31号、日野市東平山一丁目 6番地先市道上の市の義務に属する事故に係わる

和解の締結及び損害賠償額の決定の件は原案のとおり可決されました。

これより議案第5号、日野市平和啓発事業基金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〕

制定について、ということについて、総務委員会の質疑内容及び結果について、御報告

申し上げます。

議案第5号につきましては、本会議でもかなり議論をいただいたところでありまして、

それを踏まえまして、慎重審議させていただきました。その内容について、御報告申し

上げます。

まず、質疑の内容を申し上げ、それに対する答弁ということで、御報告させていただ

きますが、まず、ここでし、う、 5条でし、う、平和啓発事業の全部を使うということが、

規定上、条文上あるけれども、この場合の全部とはどういう意味なのか、具体的に考え

られる内容等について御報告いただきたい、ということであります。

御答弁としましては、 1億円の基金を全部使用することは、現在、考えられないとこ

ろである。今後、大きな事業をする場合に、基金を取り崩すということも、その可能性

はあるというふうに考えております、とし、う御答弁でありましたO

さらに、 5条の条文中、一部はあっても、全部という文言、この体制についてはいか

がなものか、という御質疑がございました。

それに対しましては、条例文の作成上では、もしもあった場合ということを想定して、

こういうふうな文章をつくっております、とし、う御答弁がございました。

さらに、根本的な内容に入ったわけで、すが、市民本位の市政とはどういうことなのか、

というお話、御質疑がございました。この質疑の途中から市長の出席を求めまして、市

長から御答弁をいただいたわけでありますが、市民本位、地方自治の本旨という のは、
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それで、市長の方から御答弁いただいたわけで、すが、啓発というのは、相互に啓発し

合っていくという意味だ。一方から一方に教えをするとし、いますか、そういうふうなも

のではないんだ。お互い触発してしぺ角度のものというふうに御理解いただきたい、と

いうお話がございました。

さらに、海外の病気、例えばポリオ等のさまざまな病気があるわけですが、こういう

撲滅の援助ということは、一応は国の施策というふうに考えられるところだけれども、

このように広く考えいただくことについては異存はない、そういうことも考えられる、

という御答弁だったと思います。

さらに、事業の内容についての予算額の質疑に入りまして、全体として、この予算額

をどのように見積もっているのか、というお話がありました。

本年、すなわち63年度は基金の積み立てで、 64年度からはこの基金の果実、利息が出

ると考えられますので、現在は、この点についての予算化ということはありません。し

かし、基金によるものはないけれども、従前の、これに当たるであろう平和事業による

予算化というものが、本年度の予算にありますということで、庶務課長より、 63年度予

算の中の資料についての御提出があり、説明をいただいたわけであります。

簡単に、事業の該当する内容の、提出されたものの御報告を申し上げますと、非核都

市宣言自治体連絡協議会総会、非核平和都市宣言都市事業担当者連絡会議、これは旅費

ですけれども、 25万6，000円。平和の本配布一一平和に関する本を、各小学校、中学校

の図書室に配布をする。これが28万。さらに、反核平和啓発のフィルム、これは60万で

ございますが、貸し出し用として、 16ミリフィルム 3本購入していくものである。映画

の内容とすれば 1100番目の猿」、さらに「核戦争のもたらすもの」等であります。

さらに、平和映画の集いということで、 48万8，000円ということで、日野市民会館に

おいて平和映画を上映する。内容とすれば「二十四の瞳」等ほかである。

さらに、広島・長崎の平和行事参加補助事業、広島・長崎の平和行事参加補助で、約

30名を予定していて、 120万ということであります。

さらに、憲法記念行事、 63年5月3日からでございますが、公園と対話集会、テーマ

はまだ未定だそうですが、これについて23万4，000円。

さらに、憲法講座の記録ということで、 24万計上で、これは既に憲法講座としてまと

められたものを、小冊子にまとめ、平和事業に活用していきたい。 2，000冊予定してお

る。 さらに、 「平和への旅」発刊ということで、 25万O これは、広島・長崎の平和行

事参加者のレポート、これをまとめて、啓発事業に活用していきたい。 500冊あります。

さらに、平和Tシャツの作成ということで、 20万計上でありますが、これを200着で

すね、平和事業に活用するとともに、希望市民に有料配布、平和意識の高揚を図る、と

いう事業だそうであります。

さらに、モニュメ γ ト除幕記念式典、これが166万5，000円の計上でありまして、これ

は市民の森スポーツ・公圏内に建設予定の、モニュメ γ トの除幕式に使う予算というこ

とであります。

さらに、平和基金の設立ということで、今回、出ております基金の 1億円の積み立て

でありますが、これは恒久平和の確立に寄与することを目的として行う事業に要する財

源を確保するために、平和基金を設立する。

多少、長くなりましたけれども、以上のような内容の事業予定を、次年度にも考えら

れる概要として、御報告申し上げました。

さらに、 1億円平和基金の上程の際に、ポイントは二つあったと思う、という御質疑

がありまして、その一つは、市民運動からの平和は、世界平和に寄与する観点という立

場から見て、どういうふうに考えられるか、理解したらし巾、か、とし、う御質問でありま

す。

二つ日は、自治体として、 1億円の基金の積み立てというものが、妥当なものである

かどあうかという、この点についてのものが重要であっただろう、という御質疑で、そ

の点についての市長の考えでありますが、市民運動からの平和ということは、世界平和

に続く一つの過程である、というふうにとらえていただければありがたい、というお話

でありました。

よい町、よい地域社会をつくる、という観点から見れば、この基金を考えてし、く、平

和の問題を意識しながら、町の中核的な意識として高めていくとしヴ作業は、自治体の

権能の中に、当然、含まれているというふうに理解したい、というお話でありました。

さらに、この基金についての市政の永続性という観点の御質疑がありまして、御答弁

としては、平和への継続は、どなたが市長になろうとも、これはよいことというふうに

私も確信しているので、継続性を考えていただきたい、というお話であります。

さらに、質疑は続きました。基金の使用目的を広く考え、特に国際間の人的な交流、

こういうふうな観点からの平和への続きということも考えられるであろうか、というお

話がありました。今後、こういうふうな観点の効果の上がるような方法も考えていきた

い、というお話でありました。
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さらに、従前の平和事業による制度では支障があって、今回の平和事業基金の設立を

考えられたのか。特に、従来の制度では支障があったのか、という観点からの御質疑で

あります。

これに対しまして、子供たちに平和の尊さを教えていきたし、。特に図書、話し合い会

等、具体的に展開をして、国際化に通用するような人間性を養っていただきたい、そう

いう観点からのもので、継続性を持たせていきたい、というお話であります。

特に、現行の、 1億円の基金の積み立てがなくても、現行の補助金制度でも特に支障

はないけれども、このような観点から考えていただければありがたい、という御答弁で

ございました。

さらに、平和だけでも、要するに日野市平和啓発事業ということですが、平和だけで

もよいのではないか。例えば、 「平和推進費」というふうな名称ではどうだろうか、と

いう御提案。さらに、障害者への施策を優先すべき、という考えもあるけれども、これ

をどのように考えているのか。また、この条例の反響はどうであるか。また、この条例

への制定の決意、はどうであるか。お聞きしたい、というお話であります。

市長より、条例の名称はさまざま考えられるが、平和を明確にするものであればよい

のではないか。平和ということを明確にすれば、名称には、こだわらなくてもよいので

はないか、というお話であったかと思います。

さらに、平和施策と障害者施策とは同一線上にある。すなわち、そういうふうな戦争

とか、災害とかになったときに、ハソディーのある方は一番先に不遇に遭う、という観

点から言えば、同一線上に考えられる施行だと思う。しかし、このものと、今回のもの

については、別々に考えて施策を実施すべきである。また、優先順位をつけるというこ

とは、やはり考えにくいのではないか。性格上、考えにくいのじゃないか、というお話

であります。

現在、反響についてはどうか、ということですが、現在、 2市から内容の問い合わせ

が来ている、というお話でありました。

さらに、賛成の立場から御質疑がありまして、この議案は、地方自治法にかなった議

案である。永続性の問題は、末永く行う必要があるということで、立場上、支持したい。

啓発という文言は、選挙費にも使用されており、こだわる必要はないのではないか。市

長は、今までに広く施策を執行しており、さらに大きな政策を展開したらと考えるがど

うか。

御答弁ですが、まちづくりとして生活環境整備に、現在までも努力をしてきた、とい

-400-

うお話であります。

ここで、議事進行ということで、休憩に入りまして、休憩の結果、皆様のお手元に既

に配付をされているかと思いますが、総務委員の委員長を除く 6人の委員の方から、議

案の修正が出されました。修正の内容につきましては、お手元に配付のとおりの内容で

ございますが、申し上げますと、日野市平和啓発事業基金条例の「啓発」という言葉を

削りまして、さらに、本文の目的の中に、本市の核兵器廃絶・平和都市宣言、ここに新

たな目的が加わりました。並びに国際交流の高揚を図ることを目的として行う事業に要

する財源を確保するため、ということになりました。

さらに、この条例の第5条ですが、ここで、日野市平和啓発事業の、この「啓発Jが

なくなりまして、日野市平和事業に関する経費に充てる、というふうな内容になった次

第であります。

修正案につきましては、全会一致、修正案を可決させていただいた次第で、あります。

以上、長い御報告になりましたけれども、よろしく御質疑のほど、お願い申し上げま

す。

0議長(市川資信君)

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し、

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修正可決でありま

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Jと呼ぶ者あり〕

0議長(市川!資信君) 御異議ないものと認めます。よって議案第 5号、日野市平和啓

発事業基金条例の制定の件は修正可決されました。

これより議案第6号、日野市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定、議案第

7号、日野市住宅改良資金融資条例の一部を改正する条例の制定、議案第8号、日野市

生活つなぎ資金貸付条例の一部を改正する条例の制定、議案第10号、日野市立児童館設

置条例の一部を改正する条例の制定、議案第30号、日野市高齢者就労事業運営資金貸付

条例の一部を改正する条例の制定の件を一括議題といたしたいと思いますが、これに御

異議ありませんか。

C I異議なしJと呼ぶ者あり〕

0議長(市川資信君) 御異議ないものと認め一括議題といたします。

厚生委員長の審査報告を求めます。
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〔厚生委員長登壇〕

O厚生委員長(米沢照男君) 3月23日に開かれた厚生委員会の御報告を申し上げます。

去る16日に、新しい厚生委員会委員の選任が行われまして、最初の委員会でありまし

た。したがって、会議規則第119条第 5項の規定によりまして、指名推選の方法によっ

て、委員長に私、米沢照男、副委員長に福島盛之助議員が、それぞれ選出をされました。

所管事項について、民主的な行政を一層発展をさせる立場から、鋭意努力をし、任務を

全うしていきたし、と考えておりますので、よろしくお願いをいたします。

それでは、 11買を追って、議案に対する審議経過と結果について、御報告をいたします。

議案第6号、日野市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定についてでありま

す。この条例の一部改正の主要な改正点は、保険税を算定する際に、超短期、 2年未満

の譲渡所得の項目が入れられたことであります。この項目は、地方税法、及び同法施行

令の規定するところとなったもので、国保条例の一部改正の根拠となっております。

その他の改正点は、条例としての文言整理であります。 i精神衛生法jの部分を、

「精神保健法」と改めるものであります。

委員会では、慎重審議の結果、全会一致で原案を可決すべきものと決しました。よろ

しく御審議をお願いいたします。

次に、議案第 7号、日野市住宅改良資金融資条例の一部を改正する条例の制定につい

てであります。主な改正点は、 4点あります。

第 1は、融資額の引き上げであります。

第2には、対象者の拡大。

第3には、融資を受ける際の保証人を連帯保証人とする。

第4点目は、償還年限の延長であります。

以上の 4点の改正によって、この制度の一層の充実を図ろうとするものであります。

委員会の審議を通じて行われた、質疑応答を、御紹介をいたします。

第 1としては、制度の利用状況はどうか、という質問が出されました。

これに対して、 61年度の実績は、高齢者の融資が 5件、身障者ゼロ、一般が 3、合わ

せて、 61年度の実績は 8件でありました。

62年度は、途中経過でありますけれども、高齢者に対する融資が 1件、身障者に対す

る融資が 1件、一般が 2件、合わせて4件という答弁がなされております。

2点目の質疑は、期間内に返済できない人があったかどうか、とし、う質疑に対しては、

これまで100%返済されている、という答弁がされております。
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3点目は、保証人を連帯保証人に変えた理由はどこにあるか、とし、う質疑が行われま

した。

その 1点としては、他の条例との整合性をまず 1点考えた、ということであります。

2点目は、近隣他市の例との均衡を考慮、した。

3点目は、弁護士とも相談した結果、保証人から連帯保証人に変える、こうし、う答弁

がされております。

4点目は、先ほど申し上げた現行制度の実績を踏まえての質問、意見でありますけれ

ども、もっと積極的に宣伝を行うべきではないか。利用率を高める必要があるのではな

いか、こういう質問、意見が出されまして、担当からは、広報に年3回、これまでお知

らせとしてPRしてきましたけれども、さらに一層利用率を高めるために配慮、をしてい

きたい、こういう答弁がされております。

5点目として、制度を利用できなかった人がし、るということで、具体的な指摘がされ

たわけでありますけれども、一般の場合、新しい建築に対する融資制度とは異なって、

あくまでも福祉的な施策として、一部の住宅の改良、これに対する融資制度ということ

であるので、一般の建築に対する融資制度は、別途考えるべきものではないか、という

ことで、福祉的な施策としての理解を求めたい、こうしヴ意味合いの答弁がされており

ます。

6点目は、外人に枠を広けYこ理由は何か、という質問がされました。

これについては、福祉的な施策としては、外国人の登録者を対象として施策が行われ

ている、というケースが全国的にも多いということから、外国人の登録に基づいて、対

象に含めるということにした、としろ答弁がされております。

さらに、 7点目としては、他の制度にも枠を拡大してはどうか、という間いに対して、

今後、検討していきたい、こうしヴ答弁がされております。

さらに、現在の外国人登録はどうしヴ状況か、という聞いに対して、 400人から約500

人くらいとしヴ、手元に詳しい資料もなかったかと思いますけれども、こういう答弁。

そして、外国人としては韓国籍が最も多い、という答弁がされております。

以上のような質疑応答を経て、委員会としては、慎重審議の結果、全会一致で原案を

可決すべきものと決しました。よろしく御審議をお願し、し、たします。

さらに、議案第8号、日野市生活つなぎ資金貸付条例の一部を改正する条例の制定に

ついてであります。主な改正点は、 2点であります。

1点は、貸付額の増額。
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2点目として、保証人を連帯保証人にする、こういうことであります。

なお、小口の貸付 3万円以下は、保証人なしで貸し付ける、というものであります。

質疑応答としては、現行の制度の利用実績はどうか、という間いがありました。 25件、

159万円、返還率は82%という答弁がされております。これは、多分、 61年度の実績か

と患います。

委員会としては、慎重審議の結果、全会一致で原案を可決すべきものと決しました。

よろしく御審議をお願し、し、たします。

続けて、議案第10号、日野市立児童館設置条例の一部を改正する条例の制定について

であります。この条例の一部改正は、旭が丘児童館の新設に伴う条例の整備であります。

内容につきましては、それぞれお手元に配付された資料のとおり、日野児童館、平山

児童館、百草台児童館、三沢児童館、そして旭が丘児童館、それぞれの児童館に所属す

るクラブ名が記載された資料が提示をされております。お手元の資料のとおり、こうい

う児童館ごとの、各学童クラブの配置、これによる条例の一部改正であります。

委員会としては、慎重審議の結果、全会一致で原案を可決すべきものと決しました。

よろしく御審議をお願いし、たします。

議案第30号、日野市高齢者就労事業運営資金貸付条例の一部を改正する条例の制定に

ついてであります。

この条例の一部改正は、日野市高齢者事業団への貸付金限度額を、 500万円から1，000

万円に引き上げて、事業の一層の充実を図ろうとするものであります。

なお、配分金の収入は、 2億5，000万円となっております。事業団は、三菱銀行から

も1，000万円の借り入れを行っております。現行の500万円では、事業運営に不足を来し

ているということから、限度額を倍の1，000万円に引き上げよう、こういう内容のもの

であります。

委員会としては、慎重審議の結果、全会一致で原案を可決すべきものと決しました。

なお、この審議を通じて、一つ意見が出されました。当初予算に計上されていながら、

条例の一部改正の議案が追加議案として提出されたことに対して、反省を求める意見が

ありました。このことを御紹介しております。委員会としては、原案可決を決しており

ますので、よろしく御審議をお願し、し、たします。

以上です。

O議長(市川資信君) これより質疑に入ります。なければこれをもって質疑を終結い

たします。
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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。

これより本 5件について採決いたします。本 5件に対する委員長報告は原案可決であ

ります。本 5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(市川資信君) 御異議ないものと認めます。よって議案第 6号、日野市国民健

康保険条例の一部を改正する条例の制定、議案第 7号、日野市住宅改良資金融資条例の

一部を改正する条例の制定、議案第8号、日野市生活つなぎ資金貸付条例の一部を改正

する条例の制定、議案第10号、日野市立児童館設置条例の一部を改正する条例の制定、

議案第30号、日野市高齢者就労事業運営資金貸付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9号、日野市原子爆弾被爆者の援護に関する条例の制定の件を議題と

いたします。

厚生委員長の審査報告を求めます。

〔厚生委員長登壇〕

0厚生委員長(米沢照男君) 議案第 9号、日野市原子爆弾被爆者の援護に関する条例

の制定についてであります。この条例は、被爆者の生活の安定、及び福祉の増進を図る

ために、条例を制定しようとするものであります。

3月 1日現在、市内に139名の被爆者がおられます。この方々を対象に、年額 1万円

の見舞金を支給しようとするものであります。この審議を通じて、意見が出されました。

一つは、戦後処理は、不公平な部分があったのではないか。こうした不公平の是正を

国に働きかけていくことが、市町村の果たす役割で、はないか。さらには、被爆者援護法

の制定について、国へ働きかけていく必要があるのではないか。こういう意見が出され

ました。

委員会としては、この条例案、慎重審議をいたしまして、原案を可決すべきものと決

しました。よろしく御審議をお願し、し、たします。

0議長(市)11資信君) これより質疑に入ります。夏井明男君。

013番(夏井明男君) 日野市の対応については、今、委員長の御報告をいただし、たん

ですが、国、東京都の被爆者の方に対する対応について、御質疑があったかどうか。現

状ですね、それについて御答弁をお願いします。

0議長(市川資信君) 厚生委員長。
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0厚生委員長(米沢照男君) この条例案の審議過程で、ただし、まの御質疑あった内容 をさせてもらっている一端なんですけれども、東京都の具体的な内容として、どこまで

展開をされているのか、御報告をいただきたい。ただ、条例が制定されています、国の

法律の制度を補完するまでには行っていません、とし、う御答弁ではなくて、もう少し具

体的に、内容として御報告していただきたいと思います。

0議長(市川資信君) 福祉部長。

のやりとりは、委員会ではされておりません。

O議長(市川資信君) 夏井明男君。

013番(夏井明男君) それでは、ここで、御質疑がなかったということですので、今、

委員長の方にはお尋ねしませんが、理事の方で、その実態をどういうふうに把握をされ

ているか。恐らく、この条例案が出てくるにつきましては、さまざまな角度から御検討

なされたと思いますので、当然の内容として、国の施策、東京都の施策については、デー

タもお持ちだと思いますので、ここで御報告をいただきたし、と思います。

0議長(市川資信君) 福祉部長。

0福祉部長(高野隆君) 現在、資料を持ち合わせておりませんので、後ほど調べま

して、御報告申し上けYこし、と思います。

O議長(市川資信君) 名古屋史郎君。

028番(名古屋史郎君) 今、委員長の報告にありましたように、意見の中で、議論の

0福祉部長(高野隆君) 国の諸施策、あるいは東京都の施策につきましては、調ベ 中で、本来、国が負うべき責任が話されたということを伺いましたが、しかし、自治体

において、こういうことをやられるという、大変結構なことで、ただ、気がかりなのは、

議論がこの点に及んだかどうかという点ですが、生活の安定、福祉の向上を目的とする

一一生活の安定、福祉の向上の一助ということでなく、生活の安定、福祉の向上という

こと、私は一助じゃないかと思うんです。

というのは、次の、被爆者の方に一律 1万円、年という形だろうと思うんですが、一

律ということはどうなのか、としヴ議論、それから、 1万円という金額の議論、それか

ら他の自治体の例などが、論議の中で、論議というか、質疑の中であったかどうか、伺

います。

O議長(市川資信君) 厚生委員長。

た経緯がございます。しかしながら、手元にちょっと資料が現在ございませんが、承知

しておりますのは、国に対する被爆者の要望等は、被爆者援護法等の制定、その他、要

望がなされていると思っております。

これについては、国は、現在、被爆者援護法の制定はしない、こういう方向でござい

まして、東京都、並びに市町村段階での現在のような援護にかかわる条例等を設置し、

または手当等を支給する方向での解決が図られておる、こういうぐあいに理解しており

ます。

0議長(市川資信君)

013番(夏井明男君)

夏井明男君。

私も、被爆者の援護法については、前からかかわってきました

ので、特に関心があってお尋ねしているわけですが、東京都についての、県段階のレベ

ルでは、どうでしょうかね。

0議長(市)11資信君) 福祉部長。

0福祉部長(高野隆君) 東京都におきましては、条例を設置して、援護の方法を考

0厚生委員長(米沢照男君) お答えをいたします。

まず、最初の点ですけれども、この目的にある第 1条、被爆者の生活の安定及び福祉

の増進を図る、この目的からいって、年 1万円の見舞金の支給、少し大げさ過ぎるので

はないか。この目的に沿った施策であるとすれば、もっと力を入れた取り組みとし、し、ま

すか、充実した施策が必要ではないか、こうし、う発言もありました。

これに対して、答弁者側からは、他市の例も勘案しながら、さらには将来のことも考

えて、議案に見る表現となった、ということで答弁がありました。

また、近隣で、この種の施策がなされている状況はどうか、こうしろ質問もされまし

えておる。手当等を支給している、というぐあいに理解しておりますけれども、法とい

う形での、それを補完する形には、まだ十分になっていない、こういうぐあいに理解し

ております。

0議長(市川資信君) 夏井明男君。

013番(夏井明男君) たしか国のレベルでは、かなり難しいということも、何回か折

衝の過程も知っていますので、わかるんですが、今、東京都の段階で、具体的な内容と

して、今、この条例の中にもありますけれども、やはりこうしヴ立場に立たれた方とい

うのは、ある意味では、さまざまな角度から苦しい立場にあるということは、私も理解

7こ。

答弁としては、条例の制定は、三多摩では3市、 条例制定せずに事業推進のところも

ある。つまり、 条例化しないで事業をやっているところもある。それから、援護の施策

は、昭和62年 5月、 23区中16区、 26市中 8市。見舞金の額としては、 5，000円から、 最

円。
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高2万5，000円までと、各市一律ではありません。日野市は、そのちょうど中位だ、こ

うし、う答弁がされております。

一律 1万円ということについては、委員会の審議では、言及されませんでした。

以上です。

0議長(市川資信君) 名古屋史郎君。

028番(名古屋史郎君) 審議がされたということを開いて、大変うれしく思いました。

ただ、一律という点、それから、他市の最高 2万5，000円ということで、条例化して、

きちんと行うという方向だけでも、歓迎すべきことなんですけれども、要望を申し上げ

ますが、 2万5，000円ということで、生活の安定、福祉の向上が目的なわけですから、

その一助とは書いてないでしょうから、ぜひ、そこまで引き上げるというくらいな意欲

を担当に持っていただきたい、ということを要望して、質問を終わります。

0議長(市川資信君) 竹ノ上武俊君。

029番(竹ノ上武俊君) 私は、昭和49年の一般質問におきまして、原子爆弾被爆者の

援護に関する条例を日野市でもつくってほしい、と市長に質問したことがございます。

そのときに、多数の援護の内容の項目を挙げまして、市長に質問をしたわけです。

そのときの市長の答弁は、被爆者の方々が、団体をつくるなりして市に要請があれば、

どんなことでも積極的にお力添えをしたい、こういうような答弁であった、というふう

に記憶しております。それで、当時は、 80人近い被爆者の方がおられました。現在は、

委員長から報告があったように、 139名いらっしゃるということでございます。

そうし、う状況の中で、委員会の質疑の中では、 1万円の現金による援護ということは、

論議されたようでございますけれども、その他の項目についての、被爆者への援護につ

いての質疑、例えば、はり、きゅう、マッサージとか、そういうようなことについても、

福祉的な観点から、被爆者の方々にも便宜を計らうとしヴ、これは料金についても計らっ

てもらいたい、というふうにお考えだと思うんですけれども、そういうことなどのやり

とりがありましたかどうか、質問したいと思います。

0議長(市JII資信君) 厚生委員長。

0厚生委員長(米沢照男君) お答えをいたします。

今、御質問のあった点については、委員会でやりとりされておりませんけれども、こ

の条例の実施は、申請主義でありますので、申請漏れがないようにやってほし¥，、、こう

いう意味の発言を受けて、福祉部長は、要望のとおり申請漏れがないように努めていき

たいと。日野市の原爆被害者の会、日友会という会がありますけれども、この団体と連
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絡をとりながら、プライパシーにも考慮、した上で、極力、申請漏れがないように実施を

していきたい、こうしヴ答弁がされております。

今の質問への直接のお答えにはなりませんけれども、こういうやりとりがあったとい

うことを、御紹介しておきます。

0議長(市川資信君) 竹ノ上武俊君。

029番(竹ノ上武俊君) それでは、市長なり福祉部長に質問をさせていただきたいと

思し、ます。質疑が、委員会の中ではなかったということでございますので、直接お聞き

したいと思います。

これは、日本じゅうの、あるいは世界じゅうの人間が、だれしも肯定しているところ

ですけれども、被爆者の被害というのは、大変なものであるわけでございます。想像を

絶した地獄を体験し、放射能を浴び、生きている限り続く不安と苦しみに充ちた人生、

こうしみ被害であります。

そういう点から、私は、もちろん金銭的な援助も必要でありますけれども、さらに一

層さまざまな被爆者の悩みを聞いて、日野市としてできる施策をすべきではないか、と

いうふうに思います。

東京都では、被爆者健康手帳を持っている方が、 1万243人いらっしゃるというふう

に聞いております。全国では、 36万2，547人いらっしゃいます。こういうような被害な

んですけれども、当然、国によって補償されなければならないけれども、いまだに被爆

者援護法が制定されなし、。これが現実であるわけでございます。

そこで、東京都におきましても、被爆者相談事業というものが行われております。し

かし、これは社団法人の東友会というところで、委託されて行われているわけでござい

ます。これは、ボラソティアの事業に近い事業でありまして、そこの世話人の方々も、

だんだんと年齢を加えてきている。また、被爆者の方々は、想像を絶する年齢を加え、

複雑な健康状況に、今、なっていらっしゃるわけでございます。

そこで、東京都は、東京都原子爆弾被爆者等の援護に関する条例というのがございま

して、健康診断等を行っております。しかし、健康診断を行う病院が、非常に少ない。

限定されておりますために、また、平日しか行われないために、被爆者の方々が、大変、

不便を来しているわけでございます。

そこで、東京都議会におきまして、去年の 9月18日に、共産党の都議の方が、がんの

発生率が高くなっているものですから、がんの検診もこの健康診断に加える、という要

望をいたしました。
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それで、鈴木知事が、それを今後、健康診断項目に追加するよう努力したい、また、

健康診断の場所もふやしたい、としヴ答弁をされております。そういう方向で、東京都

も努力すると、こういう点については思うわけでございます。

しかし、身近な、例えば、 49年のときもいろいろ申し上げましたけれど、一、二例し

か言いませんが、はり、きゅう、マッサージ、こういうのは、そういう被爆者の方々の

複雑な身体の状況には、私は大変必要な治療法ではないかと思います。そういうことな

どに対して、日野市で何らかの便宜を図る。あるいは、そのほか、日野市として、制度

上の問題、そのほかで、さらに援護の対象とし、し、ますか、中身を広げていくというお気

持ちがあるかどうか、この際、福祉部長なり市長に、質問したいと思います。

0議長(市川i資信君) 厚生委員長。

0厚生委員長(米沢照男君) ちょっと答弁漏れがありましたので、補足をさせていた

だきます。その後、理事者から答弁をしていただきます。

この条例の見舞金制度だけではなくて、健康管理なども含めた他の施策の実施をして

いく必要がある、という要望、意見が出され、これに対して福祉部長から、これから話

し合って、市のできることを検討していきたい、この施策だけで終わるものとは思って

おりません、こうし、う積極的な意味合いの答弁もされている、ということを報告いたし

ておきます。

以上です。

O議長(市川資信君)

029番(竹ノ上武俊君)

竹ノ上武俊君。

今、委員長から、具体的な指摘はございませんけれども、被

爆者の方々と、そういう相談もして進めていくということが、委員会の中で明確な答弁

があったので、あれば、ここで、あえて直接答弁をいただかなくても結構でございます。

私といたしましても、昭和49年に要望いたしましてより久しくかかりまして、やっと

援護に関する条例ができました。部分的であるとし巾、ましでも、被爆者の方々が、その

当時は、なかなか団体がつくれなかったという状況がございます。勇断を奮われて、日

友会と、先ほど委員長が言われた、そう いう組織をつくられたということは、大変な御

苦労だったと思います。ぜひ、そういう団体等と日野市が密接な協力関係をとっていた

だいて、そうし、う組織の方々の願いが実現するよ うに、努力をしていただきたし、と思い

ます。

0議長(市川資信君) 福祉部長。

0福祉部長(高野隆君) それでは、資料によりまして、夏井議員の御質問に若干お

ハU
寸

i
A
せ

答えをしたいと思います。

国及び東京都の施策はどういうことか、とこういうことが御質問ございましたが、こ

れにつきましては、国は現在のところは、原子爆弾被爆者の医療等に関する法律、それ

からもう一つは、原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律、この二つの法律をも

ちまして援護をしている、とこういうぐあいに聞いております。

そして、東京都は国の制度に上乗せする形での援護を広げていく、こういうことでご

ざいます。具体的には、被爆者健康手帳の交付を受けている人を対象にいたしまして援

護をしている、こういうことでございます。

健康診断につきましては、被爆者は年 2回の定期健康診断を、希望する方に受けるこ

とができるようにしている。

それから、医療につきましては、認定疾病に対する医療給付と、指定医療機関で治療

を受けることができる。

また、 2点目には、一般疾病の医療費の支給、 3番目には、被爆者の子に対する医療

費の助成、4番目には、付き添い看護料の差額助成、こう いう内容でございます。

それから、手当といたしましては、医療特別手当が月額、認定被爆者には11万800円。

2番目には、健康管理手当が月額2万7，200円。

3番目には、保険手当が、一般が 1万3，600円、それから増額分が 2万7，200円。

4番目には、特別手当が、これは月額が 4万800円。

5番目には、介護手当、一般介護が、国の基準では日額1，870円ですが、東京都はこ

れに日額1，∞0円の上乗せ。家族介護につきましては、国基準が月額 1万1，550円。東京

都の上乗せ分は 1万7，500円。こういうことでございます。

さらに、葬祭料といたしまして、被爆者の死亡による葬祭を行う人に対して、 11万3，

000円の葬祭費が支給されている、こういう内容と聞いております。

それから、竹ノ上議員さんの御質問につきまして、私どもは、日友会の方からいろい

ろと接触をして聞いております中では、特に指定医療機関の増設の要求、また、お産の

要求等がし、ろいろと寄せられている、こういうぐあいに聞いておりますので、できるだ

けこの点についても、今後とも拡大、あるいは援助を協力していきたい、こういうぐあ

いに考えており ます。

0議長(市川資信君) 竹ノ上武俊君。

029番(竹ノ上武俊君) 委員長の答弁がありましたので、回答は要らなかったんです

けれども、今また、改めて答弁がありましたので、一言、気になりますので、申し上げ
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ておきます。

先ほど、私が具体例を挙げて要望したものもございます。これは、私、日友会から聞

いたわけではありませんけれども、世間一般の被爆者の方々の要望が強い、というふう

に承ってお りますので、申し上げたわけで、すけれども、今、部長が言われた 2点ですね、

とういう ことに絞るとしみ意味じゃなくて、私が言っておりますのは、被爆者の方々の

状態は、高齢者が、どんどんそういう方向にばかり進む状況にありますので、非常に複

雑なので、複雑な状況に対応した、もっと広い考えでやっていただきたい、ということ

でございますので、その点について、手抜かりなく御努力をいただきたい、というふう

に意見として、申し上げておきたし、と思います。

0議長(市川資信君) ほかに御質疑はありませんか。なければこれをもって質疑を終

結いたします。

本件について御意見があれば承ります。なければこれをもって意見を終結いたします。

これより本件について採決いたします。本件に対する委員長報告は原案可決でありま

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Jと呼ぶ者あり〕

0議長(市川資信君) 御異議ないものと認めます。よって議案第 9号、日野市原子爆

弾被爆者の援護に関する条例の制定の件は原案のとおり可決されました。

これより議案第26号、日野都市計画事業万願寺土地区画整理事業に関する業務委託契

約の一部変更、議案第27号、日野都市計画事業万願寺土地区画整理事業の施行に伴う水

道施設の整備に関する協定の一部変更、議案第28号、日野市農業共済事業の事務費賦謀

総額及び賦課単価の件を一括議題といたしたいと思いますが、これに御異議ありません

か。

C I異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(市川資信君) 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(川嶋博君) 3月23日に、付託されました 3件の議案を建設委員会を

開催し、審議した結果を報告いたします。

まず、議案第26号、日野都市計画事業万願寺土地区画整理事業に関する業務委託契約

の一部変更についてでございます。変更内容といたしましては、契約金、契約期間、業

務委託の内容でございます。変更の理由といたしまして、契約金、契約期間の資金計画、
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事業計画でございます。

質問の中で、業務委託についての答弁でございます。各業務委託の内容につきまして

は、区画街路工事、公園施設工事、水路増築工事、整地工事等でございます。

また、万願寺区画整理の事業計画についての質問に対する答弁といたしまして、現在、

万願寺土地区画整理計画は、 62年度末で事業費ベースの進捗率は、 33.6%でございます。

それから、資金面につきましては、国の補助金、都の補助金、市の繰入金、保留地処分

金等で裏づけがついております。

さらに、内容をつけ加えますと、昭和56年10月7日、議案第87号、日野都市計画事業

万願寺区画整理事業で、当時の都市整備産業建設委員長、奥住芳男委員長のもとで原案

が可決し、今日に至っているものでございます。契約金は、 78億5，000万円。契約期間

が、昭和63年3月31日まででございます。期間、 7カ年でございます。

さらには、これに28億8，800万円を増額し、契約金を106億3，800万円にするものでご

ざいます。期間については、 68年3月31日まで、 5年間延長するものでございます。

当建設委員会で採択の結果、全会一致、原案可決でございます。よろしく御審議をお

願し、いたします。

続いて、議案第27号、日野都市計画事業万願寺土地区画整理事業の施行に伴う水道施

設の整備に関する協定の一部変更についてでございます。

この内容につきましては、昭和63年3月31日まででありましたことを、 5年間、延長

いたしまして、昭和68年3月31日まででございます。万願寺土地区画整理事業期間との

整合でございます。

予算につきましては、既にお認めをいただいております62年、第4号の補正予算第2

表、債務負担行為の補正予算で、予算の裏づけを行っているものであります。昭和63年

度より67年度まで、 7億7，145万4，000円であります。

当委員会といたしまして、慎重審議の結果、原案可決でございます。よろしく御審議

をお願い申し上げます。

続きまして、議案第28号、日野市農業共済事業の事務費賦課総額及び賦課単価につい

て、審議の経過と結果を申し上げます。

提案理由及びその内容といたしましては、本議案は、日野市農業共済事業の事業費賦

課総額及び賦課単価を定める、日野市農業共済条例第 5条2項の規定に基づき、議会の

議決を求めるものでございます。

農業共済事業を運営するに必要とする事業費は、共済加入者からいただく賦課徴収金
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と国庫補助金、及び市からの補助金が充てられております。本議案は、その中の共済加

入者からいただく分であります。単位当たり賦課単価は、 0.1%から 2%の料率で、昭

和62年度と全く変わりはございませんO 賦課総額は、 38万6，165円で、 62年度より 3万5，

708円の減となっております。これは、引き受け総額の減によるものであります。

質疑の中には、プラスチックハウス 2類のパイプの 2分の 1についての質問がござい

まし7こO

この答弁といたしまして、これはハウスの作物が、 1年間を通じ、 6カ月以内で栽培

される場合、加入者は共済期間 6カ月の加入が認められる、ということでございます。

当委員会として、慎重審議の結果、全会一致、原案可決と決しましたことを御報告い

たします。よろしく御審議をお願い申し上げます。

0議長(市川資信君) 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。

[ i異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(市川資信君) 御異議ないものと認めます。よって議案第26号、日野都市計画

事業万願寺土地区画整理事業に関する業務委託契約の一部変更、議案第27号、日野都市

計画事業万願寺土地区画整理事業の施行に伴う水道施設の整備に関する協定の一部変更、

議案第28号、日野市農業共済事業の事務費賦課総額及び賦課単価の件は原案のとおり可

決されました。

これより議案第18号、昭和63年度日野市一般会計予算の件を議題といたします。

一般会計予算特別委員長の審査報告を求めます。(i徴に入り細にわたれ」と呼ぶ者

あり)

〔一般会計予算特別委員長登壇〕

O一般会計予算特別委員長(福島敏雄君) 一般会計予算特別委員会に付託をされまし

た、議案第18号、昭和63年度一般会計予算について、審議の経過と結果について、報告

をいたします。

昭和63年度一般会計予算の審議は、当初、設定されていました 3日間の日程では消化

できずに、 3月30日のまとめの日も使用いたしまして、 24日、 25日、 28日は29日にかけ
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て、さらに30日は、きょう午前2時近くまで、延べ6日間にわたりまして、合計57時間

47分としヴ、今までの記録更新の委員会となりました。慎重審議をいたしました。

報告につきましては、微に入り細に入りゃれ、という声もありますけれども、今朝 2

時までやっておりまして、その後、委員会の報告をまとめましたものですから、大綱、

御説明をし、御理解を賜りたいというふうに、冒頭、申し上げておきます。

昭和63年度一般会計総額は、歳入歳出とも315億7，151万円でございまして、対前年比

3億5，118万円のプラスでございます。増率では、 1.1%増という低い伸びになっており

ます。

まず、歳入全般にわたります質疑の内容のポイ γ トでありますけれども、 12人の委員

から、およそ40項目について質疑がされました。

主なものを報告をいたしますと、ーっといたしましては、東京都並びに三多摩の市の

中で、税収が対前年比で大幅に伸びているところがあるのに、日野市の市税は、 218億3，

121万2，000円で、対前年比2.8%の徴増にとどまっているのはなぜか、ということであ

ります。

さらに、 2点目といたしましては、景気の回復が言われている中で、法人税の歳入見

込額を対前年比4.5%増としているのは、余りにも控え目過ぎるのではないか、という

ような指摘でございます。

3点目は、市税の滞納繰越分の合計額は、たしか 6億5，400万円もある中で、その徴

収率が37%であるというのは、税負担の公平、さらには財源の確保等から見て、問題が

あるのではないか。

さらには、禁煙が進んできましたけれども、たばこ消費税が対前年比4.3%マイナス

でございます。少なくても、たばこを買うなら日野市内で、という PRぐらし、はしても

よいのではないか。

さらには、 5点目といたしましては、都市計画税の引き上げで、税率の引き下げで、

1億1，222万8，000円、率で7.8%の減になっているが、これに対して東京都は何らかの

形で負担金を市の方に出すような考え方はあるのか、どうなのか、というような質疑も

なされました。

さらに、電気税、ガス税が、対前年比で、大幅に減少をしているわけでありますけれ

ども、その原因は何なのか。

さらには、法人市民税が、大手企業の市外流出で伸びが少ない。こういった現状の中

では、優良企業の融資など、産業開発に力を入れるべきではないか。
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さらには、国庫支出金の歳入の中に占める割合が、年々下がっている。 1割カットの

影響はどのように出ているのか。また、 1割カットを元に戻すよう、強力に国に働きか

けるべきだ、等々の質疑が、これ以外にもありましたけれども、ありました。

ここで、本来ですと、それぞれの項目につきまして、市側の懇切丁寧な回答を申し上

げるところでございますけれども、ここでは、その詳細につきましては、大変恐縮でご

ざいますが、略させていただきたし、と存じます。

引き続きまして、審議した歳出の中では、 320件に及ぶ質疑が交わされましたが、こ

こでは、特徴的な質疑の項目を紹介いたしまして、特に論議の集中した内容についての

み、詳細な報告をいたしたいと存じます。

まず初めに、総務費の中では、 1番といたしまして、質疑が多かった内容といたしま

して、市内連絡ノミスを、ことしの予算では 4往復から 8往復にふやす、ということが予

算に出ているわけでありますけれども、これとの関連で、多くの委員から、交通不便地

域への延長、さらにバス停の新規設置が、問題として提起をされました。かなりの委員

から提起をされまして、これに対しましては、市側も大変努力をしておりますけれども、

かなり難しい面がある、というような話をされましたけれども、引き続いて努力をする、

という見解が表明をされているところでございます。

さらには、総務費の中では、都立美術館の誘致が、看板を立てるというようなことも

含めて、予算に計上されているわけでありますけれども、これにつきましては、形だけ

の誘致運動にならないように、力を入れた誘致運動にするように、との要望もありまし

たし、もし、誘致できなかった場合の対応につきましても、あらかじめ対応を考えてお

いた方がよいだろう、というような意見もありました。

さらには、 3点目といたしましては、社会教育セγターへの補助金が出されて、増額

をされているわけでありますけれども、これは、要綱を整備して、ちゃんとした形で出

すべきでないか、こうしヴ指摘がございました。

さらには、多摩平支所の廃止についての考え方、また、動く窓口車が廃止された後の

交通不便地域への対策、特に、税金を納めにくい、という指摘もありまして、何らかの

対策を求める声がありました。

さらには、電算化が、今、進んでいるわけでありますけれども、電算化の目標は、現

在どの程度まで到達したのか。さらには、効果についてはどうか、というような質疑が

なされました。

電算化の到達については、ほぼ60%程度到達をしている、ということがありました。

効果については、市民サービスの向上という面では、いくつかの成果が見られるわけで

ありますけれども、人員配置に及ぼすまでの、そういった効果まで波及されていない、

というような答弁がなされたと思います。

さらに、民生費につきましては、老人理美容券の今後の考え方、さらには、川北地区

セγターの増改築の内容と、今後の地区セ γターの設置計画、さらには、七小学童クラ

ブが移設されるということとの絡みで、学童クラフ守へのいろいろな考え方について、問

題提起がありました。

さらには、歳入の項でも質疑がありましたけれども、生活保護世帯が、ここ年々、日

野市の中でも減少をしておりまして、昨年から一一61年から 2年にかけては、約50世帯

ぐらい減少している。この理由は何なのか、というようなことが、歳入絡みでも話があ

りましたし、また、福祉事務所の人員構成が的確かどうか、というような面も含めて、

問題提起がなされておりました。

人員対策につきましては、他市との絡み、そういったようなものを含めて、必要であ

れば手当てをしていきたし、、というような見解も示されたところでございます。

さらに、寝たきり老人、入浴サービスの充実ということ等に合わせまして、福祉事業

団、在宅福祉事業というものが推進されるわけですけれども、これらについて、市側の

考えもただしているところでございます。

さらには、母子家庭、老人世帯の、特に市内における住宅対策の必要性、この声を訴

える声もありましたけれども、民生費の中では、特に高幡につくる特別養護老人ホーム

建設に対して、質疑が集中したわけでございます。

質疑の主なものは、 12月議会で議会がつけた付帯意見を、どう尊重して対処をしたの

か。

2番目は、日野市福祉事業団が経営することで、建築費あるいはラ γニソグコストと

も、民設民営に比較して、国・都の補助金が少なく、市の持ち出しが多くなるのではな

いか。福祉事業団が経営に当たるメリットは何なのか。国・都の補助金が正式に決定し

ないのに予算を計上しているが、それでよいのか。さらには、市は標準的な仕様でつく

る、ということを説明されているわけでありますけれども、標準的というのは、どの程

度のレベルを言うのか、というような質問がございました。

ここでは、答弁の詳細は、一部、資料も出されて説明をされたわけでございますが、

一つ一つの説明につきましては、長くなりますので、問題、こうしヴ提起があった、と

いうことにとどめさせていただきたいと思います。
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農業費、商工費、土木費、消防費の中では、合わせて40項目にわたって質問がありま

したが、ここでは、農業費、商工費では産業振興の立場から、さらに土木費においては

都市基盤整備を市民生活の立場に立って充実していこう、としヴ立場から、質疑が展開

をされました。

詳細については、ここでも省略をさせていただきたし、と思います。

次に、教育費の中では、 40入学級が論議の中心となりました。予算特別委員会では、

予算の説明の段階で、過日の本会議で上程された説明とは変わりました。冒頭、その変

わった内容が説明をされました。

40人学級の名称を、学習グループ学級と変更する。そして、この制度は、市費による

講師を派遣し、児童の学習を助けて指導に当たるもので、 40入学級という名前は外しま

したが、実質40人学級に近づけるものである。そして、今まで指摘をされました、父母

の不安を取り除くために、学級を解体するようなことはしません、という ような内容で

ございまして、こうした説明を受けた後、審議に入ったわけで、ございます。

質疑の中では、数多くの議論がありました。質疑がありましたが、全部で、この40人

学級絡みの質疑の項目も、 70件程度の質疑があったわけでありますけれども、整理をい

たしまして御報告をしたいと思います。

まず、本会議の議案上程後に、制度の名前と内容がこんなに変わったことは前例がな

いではないか、という指摘でございました。

2番目は、特に、 40人学級制度、変更されまして、学習グループ学級、こういうもの

につきましては、教育委員会の議事要録によれば、 62年 8月から検討が始まって、 11月

に議決をしている。わずか実質審議されたのは、議事要録から見れば、 2回程度の教育

委員会の審議経過というふうに理解をする。したがって、それぞれ父母の不安、あるい

は先生の戸惑い、こういったようなことがあると聞いているけれども、こうした審議経

過が短い。積み上げが少ないんではないか、というような形が指摘をされ、さらに、審

議の中でも、児童、父母への影響についての議論が余りなかったのではないか、 という

指摘がされております。

さらには、 PTAへの説明が不十分であったこと、そうしたことが、父母の理解が得

られていないのではないか、という観点からの質問。

それから、議会中に内容を変更するような、そういう一貫していないというか、そう

いった制度で、あるならば、教育の場にすぐ実施するということについては、大変無理が

あるのではないか、というような指摘。

さらには、指導方法の研究、さらには、そういった制度のいろいろな関係者への浸透、

こういったようなものを積み上げて、先ほどとダブるかもしれませんけれども、研究を

して、そうした期間をとってから実践に移すべきではないか。

さらには、臨時講師というのは、どういう教師を採用するのか、というような質問も

ありました。

ここでは、教員試験に合格をしたけれども、言葉をかりれば、面接で、表現が悪いの

かもしれませんけれども、落ちたような人、というような説明もございました。

さらには、請願に署名した父母は、正規の40入学級実現を望んでいるものであり、こ

のような形で理解を得られるとは思えない、こういう形もありました。

それから、かなり先走った形で進めているということについて、先ほどもあったかも

しれませんけれども、子供の立場で議論されていなかったととは、何か基本的に間違い

があるのではないか、というような趣旨の質問もございました。

さらには、東京都と市教育委員会の不一致を避ける意味で、 40人学級とし、し、ますか、

変形40人学級とも言われましたけれども、そうした40人という言葉を変えたわけで、すけ

れども、方向転換をしたわけでありますけれども、そうしたことで、東京都の、都の話

もされた上でということになっておりますけれども、果たして今でも本当に一致してい

るのか、どうなのか、というような、中での質問がございました。

さらには、委員会に提出された資料によりますと、各学校でどういうような対応の仕

方をするかというのを、学校でまとめた資料があるわけでありますけれども、それを読

むと、現場の戸惑い、その委員の表現をかりれば、資料の中から、現場の悲鳴が聞こえ

てくる、この方法をこの形で遵入できると考えているか、というような問題提起もござ

いました。

さらには、これを推進するというか、そういう立場では、教育内容、教育条件の向上

を図るんだという情熱、これは一定の理解ができる、こうしヴ見解の表明もありました。

衛生費の中では、 1歳6カ月健診の内容、及び 1歳児健診との関係、今後、開設をし、

たします保健セ γターでの保健相談事業の中身について、さらには、ごみ収集につきま

して、まだ袋収集地域があるわけですけれども、 これのグリーソボックスへの考え方、

さらには、休日準夜診療所の充実と建てかえの内容、さらには、地下水の汚染、さらに

は、日野市内を貫通しております高速道路の騒音対策などにつきまして、委員の方から

改善を求める声が、市側に要望として多く出されたことを、ここでは紹介をしておきま

す。
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さらには、国や東京都が、権限もお金もありながら、 40入学級をおくらせていること

が、今、このような形で提案せざるを得ない実態になっている原因なんだ。したがって、

40人学級を自主的に子供の立場、あるいは教師の立場で、少しでも格差を是正するとす

る、この学習グループ学級については評価するものである、こういう形の、意見を踏ま

えた質問もありました。

中には、学習グループ学級を、本当に成算があってやろうとしているのか、失敗する

ことはないのか、というような形の質問もありましたけれども、これに対しては、指導

室長より、要するに正規の先生と一緒になって、クラスを解体しないで、補助の立場で、

いろんな形で担任の負担軽減、あるいは、おくれている子供への指導、助言、あるいは、

理科とか体育とかでしみ授業の中での手伝いとし、いますか、そういった仕事を、この臨

時講師が担当するとすれば、決してマイナス面ということは考えられない。したがって、

失敗はあり得ない、という答弁もあったわけでございます。

こういったような意見があったわけでありますけれども、 40入学級、このグループ学

習以外では、教育費の内容につきましては、四中の給食開始の時期について。さらには、

小中学校の便所清掃の委託料の金額差についてO さらには、 3点目は、特に博物館運営

協議会設置条例がないのに、博物館運営協議会委員の報酬、合計32万円を計上している

のは大変おかし¥，、。行政として筋が通らない、という鋭い指摘がございました。

市側より、この予算につきましては、条例を設置するまで凍結をする。当然のことな

がら予算執行はできない、という陳謝含みの発言がございまして、この件につきまして

は、 1件、そういうことで質問者も了解された経過がございます。

大綱、以上のような審議を経まして、採決に入りましたけれども、鎮野行雄委員ほか

6名からの共同提案の修正案が出されました。皆様のお手元に御配付されているとおり

のものでございますけれども、この内容は、 40人学級、学習グループ学級に、要するに

計上された共済費、賃金、旅費、委託料一一要するに40入学級絡み、学習グループ学級

絡みの予算を全額減額修正し、その分を予備費に計上をしてし、く、こういうものでござ

います。

詳細は、そこに配付されたとおりの内容になっております。

一般会計予算委員会では、まず、この修正案について採決をいたしましたが、修正案

に対する賛成が多数で、修正案が可決をされました。

続きまして、修正された部門を除く原案についての採決した結果は、全会一致で可決

すべきものと決した次第でございます。
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以上によりまして、昭和63年度一般会計予算に対する本委員会の結論は、修正可決と

決した次第でございます。どうぞよろしく御審議のほどお願いを申し上げます。

なお、修正案の採決は 9対5で、賛成は自由市民会議、公明党でありまして、反対は

共産党、社会党、社会クラブ、市民クラブであったことを報告をしておきたいと思いま

す。

さらに、最後になりましたけれども、 4日間、延べ6日間、長期にわたる予算委員の

皆様方の熱心な質疑、さらには市長以下説明者の、大変、これも熱心な答弁というもの

があったわけでありますけれども、きょうの私の報告の中で、そのーかけらすら、えぐ

り出すことのできない報告であったかと思いますけれども、その点につきましては、各

{立の御了解をいただいて、報告にかえさせていただきたし、と思います。

0議長(市川資信君) これより質疑に入ります。(I休憩」と呼ぶ者あり)

お諮りいたします。議事の都合により暫時休憩いたしたいと思いますが、これに御異

議ありませんか。

C I異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(市川資信君) 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(市川資信君) 休憩前に引き続き会議を開きます。

一般会計予算の質疑を続けます。石坂勝雄君。

午後 3時32分休憩

午後4時 1分再開

027番(石坂勝雄君) 委員長にお尋ねしたし、と思うんですが、延々 4日間、 6日間で

すか、大変な審議で、そこまでいかなかったのか、膨大な委員長報告なので、漏らされ

ているのか、ちょっとお尋ねしたいと思うんです。

学校建設費で、第五小学校の改築の設計費はのっているんですが、私も、第五小学校

とそう年代が変わらない時代に、市立病院のそばにある第一幼稚園、保育園、こういう

施設が、かなり木造で老朽化しているんで、こういう考え方が幼稚園費の中で、何かお

話が出たかどうか。

なぜ、こういうことを申し上げるかといっても、一つには、公私立の格差の是正とい

うことが、現時点で、いわゆる高齢者社会になりつつある中で、特に幼児人口は逆に減

少しております。そういう面でいけば、こうしづ、どこかを少なくされるために、何も

お考えにならないでいるのかどうか。

私、過日、第七幼稚園の増築をされているんで、中を見せていただきましたが、すば
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らしい設備の第七幼稚園ができております。それに引きかえて、第一幼稚園は年数もたっ

ておるし、かなり老朽化しておるんで、この考え方なり、何かあられてやっておるのか

どうか、そういう質疑はなされたかどうかが 1点。

それから、これに伴って、私は、先ほども40入学級の4，800万何がしの予算、それか

ら先ほどの被爆者にしても、いろんな面の福祉政策の充実がされることは、非常に喜ば

しいことだと思いますが、現時点の限られた財政力から見た場合に、少なくとも、やは

り入るを図って出ずるを制するということも必要ではないか。

そういう中で、幼児人口が非常に減ってきている中で、公立幼稚園に590名の在園者

を予定しているんですが、入ってくる人は590あるということを私は申し上げませんが、

これの人に公私立の格差というものを是正するためにも、いわゆる入国金等なり、何か

の形のものを取って、逆に歳入を図って、少し少ないとはいっても、歳入を図って、先

ほどのような被爆者に対する援護の仕方も一つの方法ではなかろうか。

しかし、もちろん、こういうものに対しても、就園奨励費等で、幼稚園に対しても、

いわゆる弱者というか、給与の低い人には国が就園奨励費制度というように、いわゆる

見る見方もあります。そういうことがなされたのかどうか。

2点をお聞きします。

0議長(市川|資信君) 一般会計予算特別委員長。

ですけれども、その辺について、委員会での議論があったかどうかということについて、

今、メモを見ているんですが、大変その辺ははっきりしない、という感じでございます

ので、出たような気もするわけでありますけれども、この辺につきましては、考え方に

つきまして、この 2点は、大変、不本意でございますけれども、行政当局の御見解を賜

りたい、こういうふうに思います。

0議長(市川!資信君) 教育長。

0教育長(長沢三郎君) 私の方からお答え申し上げます。

0一般会計予算特別委員長(福島敏雄君) 今、石坂勝雄君議員から質問がありました

第一幼稚園の改築の問題は、まだ日程にはのっておりませんし、確かに第一幼稚園の

場合、あそこに幼児教育センターが同居している、そういう問題等もありまして、将来

的にはいろいろ考えていかなくてはならない施設であるということは、教育委員会とし

ては検討していかなくてはならない、大きな視点があるわけなんですけれど、現状、 63

年度予算の中でどう対応するか、というようなことにつきましては、全く検討されてい

ない。したがって、予算の上に計上されていない、というのが現状でございます。

それから、もう 1点の、入園料関係の問題でございますけれど、この問題につきまし

でも、今年度私立幼稚園の父母負担軽減措置、これが東京都と日野市の方で、それぞれ

200円ずつ増額して、公私の格差を、そうし、う私立幼稚園に対する父母負担軽減の形の

中で、極力縮めていくという形の手だてがとれているだけで、直接、入園料を来年度ど

うするか、というような問題まで踏み込んだ形での予算計上は行われていない、という

のが現状でございます。

O議長(市川資信君) 石坂勝雄君。

027番(石坂勝雄君) あえて再質問はいたしませんが、私は、しかるべき検討の課題

ではなかろうか、ということを申し上げておきます。

以上です。

O議長(市川資信君) 竹ノ上武俊君。

029番(竹ノ上武俊君) 予算委員長には、大変お疲れのところですけれども、 4点ほ

ど、大きく分けまして、委員長に質問を申し上げたいと思います。

それから最後に、 5点目といたしましては、日野市の市議会会議規則によりまして、

修正提案者に対して、 1点、質問させていただきたし、と思っておりますので、最初の 4

点だけ先に質問をさせていただきたし、と思います。

今度の日野方式の40人学級、このことについて、絞って私は質問をさせていただきた

いと思います。

けれども、教育費の中で、いろいろな論議はありましたけれども、公私立格差にかかわ

る問題について、若干質疑があったかな、という感じもするんですけれども、特に第一

幼稚園の改築とし巾、ますか、改装とし、し、ますか、そういった形での具体的な質疑はなかっ

たように思います。したがし、まして、委員長としても大変不本意でございますけれども、

この件につきましては、行政当局からの現在のお考えを聞ければ幸いだ、というふうに

思います。

それから、特に、入るを図って出ずるを制す、こうし、う議論は、本予算委員会の中を

通しまして、底流に流れていた議論だったと思います。そういった中で、できるだけ、

今ある歳入をどう、先ほどの歳入が微増だという中で、いろいろな入るを図るための、

いろいろな形での質疑がございました。

その中で、今、メモを見ているんですけれども、具体的に公立幼稚園の入園料を取っ

てというようなことで税収確保を図るべきだ、ということについて、日ごろ同僚議員と

の話の中でされていた話か、予算委員会の中で出た話か、ちょっと記憶が定かでないん
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御承知のように、 40入学級の即時実現ということは、以前から日野市民の強い願いで

あったわけでございます。去る12月議会におきましても、自由市民会議の古賀議員が発

言をされましたように、前に市議会議員をしておりました古谷太郎議員も、日野市は財

政が豊かなんだから、独自に教員を雇って、日野市独自の40入学級を実現すべきだ、と

こういうふうに発言をしていたということを、 12月議会で、古賀議員が明らかにされて

いたわけでございます。あらゆる方々が、 40入学級を実現したし、と願っていたのは当然、

です。

それで、教育委員会も、あの手この手、さまざまな苦労をされて、日野市で、全小学

校において40入学級を実現しよう 、そのために日野はどうすればし北、かと考えて、いろ

いろの提案をしてこられたというふうに、私は考えているわけでございます。

そこで、予算委員長の審査報告を承っておりましたところ、相当な質疑があった中を、

短い時間でまとめられましたので、すべてを尽くされなかったとは思います。しかし、

予算委員会の審議の内容が、なぜ、変形40入学級を、学習グループ学級というふうに名

称変更をしたのかとか、それから、教育委員会での審議時間はどのくらいだったのかと

か、それから、臨時教員の質の問題ですね、こういうことに対する質疑とか、それから、

日野市は先走っているのではないか、聞きようによっては、売名的な、そうし、う宣伝的

な意味で、日野方式の40入学級を持ち出したので、はないかというような、そういう点に

相当質疑が、時間がかかったように、私、承ったわけで、ございます。

しかし、市民が最も望んでいるのは、議会に対しても、それは教育委員会に対しても

同様です。今の子供たちの置かれている社会環境、時代の変化の中で、私は40人学級、

それよりは35人学級が必要なんだ、とし、う状況になっている。そこから、市民や父母、

教師の願いが、 40入学級という形で出ていると思うんです。

したがって、この問題を論議するには、やはり予算委員会といえども、昔は50入学級、

ぽ)人学級であったこともあるかと思います、戦前とか終戦直後はですね。しかし、今は

違うわけですので、そうし、う子供たちの変化、教育内容の変化を、どういうふうに深め

られたのか、なぜ今40人学級なのかという、本質的な問題について、論議はどういうふ

うになったか、また、結論はどう出たか、こういうことをお伺いしたいわけです。

そして、質疑の中では、 40人学級は当然、即刻実現しなければいけないけれども、私

は、 35入学級にするべきだというふうに、 個人的には考えております。

そういう意味で、いろいろ他府県の例や外国の例なんかも審議されたかと思いますけ

れども、例えば、アメリカあたりでは、今の日本の小学校に当たる、あるいは中学校教

育に当たるクラス編成はどういうふうになっているか、その辺も比較検討して、審議を

されたかどうか、とういう点について、お聞かせをいただきたいと思います。

そして、どうすれば41入学級のそうしヴ実在するクラスに対して、行き届いた教育が

実現するのかなという点について、どのような突っ込んだ論議がされたか、それを聞か

せていただきたい。

第2点でございます。それは、予算委員会におきまして、既に都内で、東京都により

10区3市4町村においては、完全な40人学級が実施、既にされております。それと比べ

て、日野市の子供たち、まあ私は、余りこれは言いたくはないんですけれど、やはりそ

こに学力なり、子供たちの成長のために、 40人学級の区市町村と、日野市においては、

やっぱり格差が出てくると思うんです。そういう問題について、格差を埋めるためには

どうすればし巾、んだというととを、本当に真剣に討議していただし、たものと思いますけ

れども、そういう点では、どういう討議があり、そしてどういう方向が打ち出されたか、

という点について、 2点目、お伺いしたいと思います。

3点目でございます。東京都の財政状況は、都民も、今、よく知っております。既に

鈴木都知事が、数百種類に及ぶ公共料金の値上げなどをしたこともありましたし、税収

の関係などもありまして、値上げ好きの鈴木東京都知事がそういうことをやったという

ことも、私はあると思います。その他の問題もあるけれども、とにかく 61年度の東京都

の一般会計の決算では、 930億円の黒字になっているわけでございます。それから、新

聞報道等によりますと、ことしの東京都の予算は19%以上もアップして、税収も8，200

億円も増収した、というふうに聞いております。

そういうことですから、東京都の小中学校を、全部40人学級にこの 4月から実施する

としても、わずか120億前後でこれを実施できるというのが、東京都や教育専門家の方々

の見積もりでございます。

そういう意味で、私は東京都が、この問題は4月から実施すべきである、というふう

に確信をしております。そういう中で、なぜ東京都はこれをやらないんだと、そういう

点について質疑は集中しなかったのかどうか。そして、討議の結果はどうであったのか。

また、日本全国で、東京都はやっていないけれども、国の施策と並行するのではなく

て、全国の都道府県の中で、一歩先んじて、 40入学級を独自に都道府県段階で、東京都

はやっておりませんから、道府県段階でそういうことを実施しているところが、ないの

かどうか。その辺、明らかになったかどうか、お答えをいただきたいと思います。

それから、第4点でございます。これは、最初は日野の40入学級の今度の制度という
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ことについては、私、個人的には不満ですけれど、変形40入学級というふうに、公式文

書なんかもなっております。いずれにしろ、行き届いた教育を実現する形態として、日

野方式の40入学級が、す.っと市の教育委員会の説明でもなされてきたわけでございます。

しかし、これが学習グループ学級と、中身はそんなに変わらないけれども、名称が変

更されたという、このいきさつについては、どういうことが明らかにされたか、質問し

たし、んです。

というのは、私が去年の 9月に40人学級の問題を質疑いたしましたときに、教育長は、

非常勤講師というのはクラス担任はできないんだ、そういう違法行為はしない、という

ことを、既に 9月の議会でも答えているんです。ですから、 40入学級としみ言葉を使っ

ても、そのものが違法ということには、私はならないのではないかと思うわけです。だ

けれど、なぜそういうふうに名称の変更をしたのか。この経過について、予算委員会で

審議がされたならば、明らかにしていただきたい。

以上、 4点を予算委員長に申し上げまして、この質疑が終わりまして、会議規則どお

り許可があれば、修正案提案者に対して、 1点質問させてもらいたいと思います。

0議長(市川資信君) 一般会計予算特別委員長。

0一般会計予算特別委員長(福島敏雄君) それでは、4点の質問につきまして、でき

るだけ思い出しながら答弁をいたしたいと思います。

まず、第 1点目の、今、なぜ40入学級が必要なのか、こうし、う議論について、徹底的

に論議をしたか、こういう話であります。

その前提として、竹ノ上議員さんの方から、長時間論議されたけれども、今までの経

過、あるいは、特に教育委員会の質疑、言ってみれば、今後の学習グループ学級のあり

方はどうなのか、ということよりも、もっと今までの、そこに至るまでの経過の話がか

なり多かったのではないか、というお話でございましたけれども、これは率直に言って、

委員長としてもそういう感じはしております。

ただ、このことが、そうならざるを得なかったという背景については、人によって受

けとめ方は違いますけれども、先ほどの、これに対します質疑を幾っか羅列し、たしまし

たけれども、そういう内容が、まず確認をしてから、その次の新しい制度の話に入って

いきたい、としみ質問者の委員の考え方があったように感じておりまして、そこでのや

りとりが、委員の気持ちをわかった、というところまで審議が進まなかったということ

が、繰り返しそうしヴ過去の経過について話が及んだこと、というふうに考えておりま

す。したがし、まして、時間の配分からいきますと、これからどうしヴ、要するに40入学

級、あるいは学習グループ学級というのはどういう制度なのか、という点についての議

論は少なかったんで、はないか、ということについては、率直に私も認めているところで

ございます。

ただ、なぜ40人学級が今必要なのか、とし、う議論については、既に議論の、この議論

もありましたけれども、今までの40入学級という父母の署名活動、 そういったようなも

のを考えれば、議員諸氏におかれましては、そこのところはある程度クリアーされた形

でし、たのではないか、という感じがしております。委員長としては、最後の段階では、

まとめの形で、これも、要するに市側の見解もただしておりますが、要するに40入学級、

40人以下のクラスと45人のクラスで、どういう子供における違いが出てくるのか。

あるいは、担任教師にどう付加のかかわり方が変わってくるのか、こういう観点で、

やはり45人の学級におきましては、子供一人ひとりに目が行き届かない。子供の個性を

見出すための努力を、教師、担任が相当 しても、 30入学級、あるいは35人のクラスよ り

も、当然そこには目の行き方が少ない。こういったようなことから、子供を個性ある、

あるいは創造性豊かな子供を育てるためには、どうしてもクラスの編成人員を40人以下

にしていくのが望ましい、こういうこ とについての議論はあったわけでありますし、既

に、この議論に入る前に、そういうことについては、各委員も自覚をした上で、の討議の

参加だった、というふうに私は理解をしております。

それから、今、外国ではどうしヴ状況になっているのか、というような議論があった

かどうか、ということでありますけれども、これも、ありました。小中学校ですか、小

学校、中学校というんでしょうか、いずれにいたしましでも、 1クラス平均で二十何人

ということが、教育委員会の方から報告をされたように記憶をしております。

同じように、日本の平均を見てみますと、それも二十何人だということも、たしか指

導室長だったと思いますけれども、報告をされました。これは、平均という魔術かもし

れませんけれども、過疎における学校なども合わせた形で、平均をすると、日本の 1クラ

スはそういうことになってしまうんです、というような意味の教育委員会からの説明が

ございました。したがし、まして、アメリカの 1クラス当たりの人数がどの程度になって

いるのか、とし、う議論も、そういう中でされております。

それから、既に10市3区ですか、実施されているとしヴ、その格差を埋めるためにど

うしたらし巾、かとしみ議論があったか、ということでございます。これは、当然、ありま

した。それが予算委員会の全体の時間を費やしたということは、御報告を申し上げたと

おり、そういう形ではありませんけれども、当然ありました。
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特に、格差を埋めるためにどうしたらし巾、か、というこ との議論の中で、要するに、

40入学級を完全40入学級というんですか、正規に担任も配置した40人学級に、何として

も、 1年でも早く到達しようではないか、ということが父母の請願の内容でもあります

し、それに対して日野市議会も全会一致、それについての採択をしているわけですから、

私は、そうした形での格差を是正するための気持ちということについて、皆さん、お持

ちだというふうに信じております。

ただ、そこの方法論として、今、そうし、う完全な40人学級としてスタ ートを してほし

いという、そういう気持ちと、 40人学級にならないんであれば、たとえ 3年後に40入学

級になるとしても、その 3年間でも、格差を埋める施策を考えようということに重視を

するか、その考え方の違いが、予算委員会でのいろいろな発言の違いになったというふ

うにあらわれた、というふうに理解をするわけでございます。

したがって、 40人学級を完全な形で実施をするという立場にありながらも、それを促

進するとし、う立場にありながらも、今回、教育委員会が提起をいたします学習グループ

学級、このことについて問題がなければ進めていこう、という形の中での議論があった

のだと思うんです。

ただ、そうした中で、私は、過去の経過なり、子供のことなり、それから教師の立場

なり、そういったようなことが、いろんな形で父母、あるいは先生、そういった形で、

いろいろ議員の皆さんにも話が伝わってきた中で、それぞれが現状を分析する中で、や

はり教育の原点である、本当に子供のためになるのかどうなのか、というようなところ

から、やはり議論があって、その議論は分かれていった。

片一方は、格差解消のために学習グループ学級を促進する、とし、う立場に立った人だ

けが、子供の立場を考えていたんだ、ということではないような気が、討議を通じて感

じをいたしました。(rそのとおりだ、正論Jr正論を携えたとしても、意見書を出さ

なかったときがあるんだよ」と呼ぶ者あり)委員長としては、そういう感じがし、たしま

Ltこ。

それから、 3番目の質問で、東京都の財政に絡む話の中での質問がございました。こ

れも、私は、先ほどの委員会報告の中で述べておるわけでございますけれども、この件

について指摘された方もおられるわけでございます。特に、 40入学級というものを早く

完全な形で実施することが一番望ましし、。そのためには、財政の余力のある国、あるい

は東京都が、率先してその立場を打ち出す必要がある。特に、数字も、先ほど竹ノ上議

員が申されましたように、 61年度、東京都が930億円の黒字、さらには63年度には8，200

-428-

億円の税収増、こういう中でいろいろ勉強されまして、今、東京都で未実施の40入学級

を実施したとすれば、教師の人件費が120億あれば足りるんだ、とし、う試算もあわせて

提示されながら、その必要性を訴えた議論がありました。そうしみ議論があったわけで

あります。

そして、質問の後で、要するに、国がやらずに都道府県段階で、独自に既に40入学級

を進めているところに、どういうところがあるかという議論をしたか、とし、う御質問で

ございますけれども、その中で、たしか山梨、富山、こういったところが、既に県レベ

ルで、完全に40人学級を実施しているという(r完全じゃないよ」と呼ぶ者あり)完全じゃ

ないですか。いずれにしても40入学級を実施している、という話があったように記憶を

しております。そういう議論はありました。

4点目に、変形40入学級、日野方式、この名前が学習グループ学級に変わったし、きさ

つはどうだったのか、とし、う議論はあったか、ということでありますけれども、これも、

冒頭ありました。教育長の方の説明の中でもあったわけでありますけれども、先日の、

本会議での議案を上程する際の、議会のいろいろな発言、そういったようなものを考慮

すると、一つは、変形40人学級というものについて、議会の意思をある程度酌んでいか

なけりゃいけないんではないか、という判断をしたということと、いま一つは、新聞紙

上でも明らかになっておりますように、何としても東京都教育委員会が、変形であれ、

何であれ、 40人という言葉を使わないでくれ、 40人という言葉を使うことが、東京都教

育委員会との話し合いがうまくし、かない一つのことであるので、何とかして名前を変え

てほしいという、そういったような話の中で、東京都教育委員会と日野市教育委員会と

の、これからの一緒になって仕事を進めていくということを考えれば、変形40入学級と

いう名称を使わずに、学習グループ学級、こういう形にした方がいい、という判断で名

前を変えた、こういうふうに教育委員会、教育長を初め、そういうお話がございました

ことを、ここで報告させていただきます。

以上でございます。

O議長(市川資信君) 竹ノ上武俊君。

029番(竹ノ上武俊君) 日野市では、先ほども東京都に要請する都民の運動があった

際、 40入学級の実現に向けて、監査請求ということがございました。それで、監査請求

の署名の仕方というのは、自分の住所や生年月日まで書いて、印鑑を押して出す署名の

方法です。特に婦人の方々なども、生年月日も書くわけですので、相当一人ひとりに納

得をしてもらって、署名をしてし、く運動だと思います。それが日野市の選管に届いた分
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が、 3万1，814人あった、というふうに聞いております。もちろんこれは、制度として

の40入学級を要求した内容だと思います。

しかし、その中身は、今の子供たちに、私の子供に、全体の子供に、行き届いた教育

をしてくれとし、う、そういう中身が伴った要求で、ある、というふうに思うんです。そう

いうことを、私は、先ほどの本会議での教育長の答弁などからも、この気持ちを受けて

教育長なり、教育委員会なり、教育関係者の方が、相当苦労して編み出したのが、日野

方式の今度の提案であったのではないか、というふうに思うんです。

そこのところを、やはり我々議会人としても、教育の、教育課程とか何とかに干渉す

る立場に、我々はございません。制度を保障してあげる、条件を確立してあげるという

のが、行政の力であり、議員が発言する立場だと思います。そういう点で、私ども日野

市の教育関係者が提案した、その中身を受けとめるべきである、もっと真剣に。そうい

うふうに感じているんですけれど、先ほどの委員長の報告では、委員長の主観ではない

と思いますが、主観を言うといけませんのでね、委員長がおっしゃったように、その点

の討議は不十分だったというふうに、委員長も認められたわけで、この点、今後、私た

ち市議会の中でも相当真剣にこの問題は取り組んで、行き届いた教育をさせるために、

どう市議会、教育委員会は、行政上、援助してあげられるんだというこ とを、もっともっ

と前向きに突っ込んで考えるべきではないかと思います。

委員長の答弁の中で、アメリカは二十二、三人ですか、教育委員会がそういう答弁を

したんじゃないかと思いますが、これが何かアメリカ全体の平均であって、日本も、何

とか島とか、どことかを全部平均すりや、 20人か30人になるようなことで、日本だって

アメリカと変わらないみたいな答弁に聞こえたんですよね。

しかし、私、そうじゃないと思うんです。アメリカは、やはり学級編成の基準として、

私は条例なり法律なり、何かそういうアメリカの教育の制度の中で、そういうふうにし

て、例えばアメリカ合衆国の場合は、初等、中等学校では、第 1、第3学年は30人、第

七第8学年は34人、第 9、第12学年は28人、私、去年の 9月議会でも質問しましたの

で、その資料を持っております。これは、文部省が発表した資料で、す。そういうふうに、

制度として持っているわけですよね。だから、教育委員会はそういう答弁をされたかも

しれないけれど、日本の実態をそういうふうに言うと、本当の今の行き届いた教育とい

う問題が、はぐらかされてしまうと思うんです。

そういうことで、教育委員会に質問してもよろしいんですけれども、フラ γスなどで

も、小学校の第 1学年は25人、第2、第5学年は30人。中等学校では、前期、標準24人。

フラ γス語をカナで書いてありますけれど、コレージュとか何とか言うんですってね、

前期は。後期は、リセって言うんですかね、これは24人で、 16人以上30人以下にしろ、

ということになっているというわけですよね。

そういうふうになっている中で、私たち日本は、本当に教育の問題は、もっともっと

真剣に考えなければいけない。特に高度に発達した日本ですので、そういう中で子供た

ちの心をつかみ、やはり成長を全面的にさせるためには、先生たちの苦労も大変だと思

います。親も大変ですけれどね。

そういう中で、本当に私たちの日本の国の40入学級、 45人学級の制度は、何十年来、

こういうふうにおくれているか、という問題だと思うんです。そこのところを、議会で

も明らかにしていくべきである、というふうに思います。この点については、答弁がな

ければ結構でございます。

第2点については、 10区3市4町村との格差については、一定の論議があったという

ことです。それで、私、これは委員長の主観じゃないか、という気もするんですけれど、

皆さん、 40人学級実現については熱意を持ち、それを理解した前提で、格差是正に論議

をされている、ということなんですよね。しかし、これだけ日野市の教育の専門家の方々

が、具体的な案を出したものに対して、40人学級は、ここの議会でも意見書を決議して

おります。そういう意味では、全会一致でございますがね。

では、具体的な形が出た場合に、教育委員会の意向を全面的に否定するような考え方

というのが成り立つという点で、私は予算、一般会計の委員でありませんので、審議の

すべてを開いているわけではございません。しかし、私はそういう感じがしますので、

全面的に否定しないで、もっと前向きに、教育委員会が専門家として出しているわけで

すから、我々は素人なわけですから、そういう点で、もっともっと格差是正について、

真剣になって考えるべきではなかったか、と思うのは当然だと思うんです。私は、そう

いうふうに思っており、まあ、委員長を責めるつもりはありません。

しかし、実際、政治というのは、発言でどうするか、ということじゃなくて、実際、

具体的にどういう行動をとるか、というのが問題です。だから、私は修正案が出たので、

そういうふうな感じを持つわけで、それは、皆さん40入学級については希望をお持ちだ

と思いますけれどね、その度合いというものに、やっぱり違いがあらわれているんじゃ

ないか、と率直に感じる次第でございます。

それから、第3点目でございますが、 東京都は、本当に私、都政、都知事のやり方は、

本当に私は都民の要求をどう見ているか、というふうに思うんです。監査請求も、相当、
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百何十万出された、というふうに新聞報道で聞いております。そういう中で、新宿の副

都心をつくりまして、土地高騰の原因にもなったといわれておりますけれども、あそこ

に都庁舎をつくる。それで、まだ旧庁舎が使えるというわけですよね、 10年、 20年。そ

ういうことには3，000億も4，000億も予算を組む中で、わずか120億の、日本の宝である

子供たちに対する40入学級、諸外国にも何十年もおくれてしら。世界一の都市ですよ。

ここで、そういうことをさせないことに対して、もっと私は議会として、怒りを持つべ

き問題ではないかと思うんです。そういう点を予算委員会では、私はもっともっと真剣

に討議していただきたかった。

財政的に豊かでない山梨県や富山県が、これは私の調べたところでは、東京都や国よ

りも 1年先行で、東京都よりも 1年先を走って、 1年先行で、学年進行で、早めて40入

学級を実現して父母の願いに、県民の願いにこたえている、というふうに聞いているん

です。だから、東京都にできないはずがないわけです。私たち日野市議会としては、当

然、東京都なり、固なりに向けて、もっともっと物を言うとしみ立場にならなければい

けない。

私は、日野市の教育委員会を責めるのは、ちょっと矛先が違うのではないか、という

ふうに思います。この点については、論議はあったということでございますので、了解

をいたしました。

それから、第4点目の名称変更の点でございます。変形40入学級から、学習グループ。

学級について名称変更が決定、発表されたのは、何月何日でございますか。それを、 4

点目の再質問として、それを明らかに、どうされたか、ちょっと。(r議長、とれは意

見だよJと呼ぶ者あり)

0議長(市川i資信君) 一般会計予算特別委員長。

0一般会計予算特別委員長(福島敏雄君) 大半が意見でございましたので、それはよ

ろしいんですけれども、最後に、変形40入学級から学習グループ学級に名称が変わった

のはいつか、とこういうことですけれども、文教委員会に、あの文章を見ますと、 3月

19日付というふうに、予算委員会に出された資料には書かれていたと思います。

したがって、一番初め、議員で自に触れたというか、話を聞いたのは、文教委員の皆

さんだったと思いますし、予算委員の面々は、 3月の24日に、審議の冒頭、その名前を

聞いた人が多かったんではないか、というふうに感じております。

以上でございます。

O議長(市川資信君) 竹ノ上武俊君。

029番(竹ノ上武俊君) では、 4点目について再質問いたします。

予算委員会では、東京都議会におきまして、公明党の都会議員さんが、日野市の変形

40入学級について、予算特別委員会において質疑をされた。 3月17日のように聞いてい

るんですけれどね。その内容については、予算委員会として調べるとか、論議になりま

したで、しょうか。

0議長(市川l資信君) 一般会計予算特別委員長。

0一般会計予算特別委員長(福島敏雄君) どなたかの委員が、その内容について、干

渉だという意味の発言をされた、ということはあったと思いますけれども、それの中身

について、どうだったということを細かく見解を述べ、あるいは質問をした、というふ

うな経過はなかったように思います。

0議長(市川l資信君) 竹ノ上武俊君。

029番(竹ノ上武俊君) それで、変形40入学級から学習グループ学級というふうに名

称が変わったし、きさつの、私、直接の原因について、これも意見になるかもしれません。

感じる点があります。

それは、 3月17日の予算特別委員会において、公明党の都会議員さんが質疑された会

議録の骨子をいただいてまいっております。その中で、どういうことを公明党の都議さ

んは言っているかと申しますと、質問が、学級担任に非常勤講師を充てるようなふうに、

日野市の教育委員会が動いている、というような感じの質問が行われております。

質問の要旨は、関係法令に照らして担任を非常勤講師とすることは違法になるのでは

ないか、と質問されているんです。しかし、日野市の教育長は、そういうことを公式の

場で 1回も言っていないわけです。(rそうだよ。犯罪的だJと呼ぶ者あり)

だから、それに対して教育長は、担任を非常勤講師とすることは違法になるのではな

いか、とし、う質問だから、日野市と直接関係なく、一般的な法規問題として答弁してい

るわけですよ。学校教育法施行規則第22条によれば、小学校においては各学級ごとに専

任の教諭を置くこと、と規定されており、学級担任に非常勤講師を充てることは法の予

定していないところである、というふうに言っているんですね。これは当然、の答弁です。

しかし、日野市がそ う言っていないのに、そういう質問をすれば、教育長はこういう

ふうに答弁する。そうすると、新聞紙上では、マスコミが、これは日野市は違法である、

みたいなふうに報道したくなるとしヴ、私はからくりがあるように感じるんです。これ

は感じでございます。

そして、そのほかの、都の教育委員会は日野市に対し、どう判断し、どのように指導

ワ
ω

つりAUA 

円
べ
U

Q
U
 

A
斗企



しているのか、という公明党の質疑が行われております。

それに対しては、都の教育長は、都議会におきまして、日野市に対して、まず学級編

成の上では関係法令を遵守するとともに、紛らわしい変形40入学級という表現を避ける

ことや、そのほか続いておりますがね、そういう答弁をしているんです。だから、変形

40人学級をやめろ、というんじゃなくて、とし、う表現を避けるように指導している、と

こういうことを言っております。今までの本会議での教育長の答弁も合致している、と

いうふうに思うわけです。

それで、私は、日野市の教育委員会が 3月19日に発表したということです。そうしま

すと、 3月19日の教育委員会において、恐らくそういう名称変更がされたんでしょうけ

れども、 3月19日の教育委員会というのは、そういう変形40入学級グループについてど

うしろというのが、あらかじめ議題になっていて、そういう変更されたものなのか、緊

急にそういう議題を用いたものなのか、その辺は、予算委員会で明らかになっておりま

すか。(1"そんなこと言ったら、公明党の正体暴露じゃないかJと呼ぶ者あり)

0議長(市川資信君) 一般会計予算特別委員長。

に燃えた、そういう教育委員会の提起だなと。

しかし、今の新聞紙上の報道や、都議会のやりとりなどを考え、教育委員会が真剣に

議題とされたということを考えますと、当然、その前からも、もちろん教育長は悩んで

おられた、と私は思います。本会議の答弁などを聞いておりましてね。思いますけれど

も、直接の原因は、公明党の都議会質問によって、私は名称変更された、というふうに

思わざるを得ないわけです。これは、私の意見でございます。

以上で、長くなりましたけれど、予算委員長に対する質疑を終わらせていただきまし

て、修正提案者に対して、 l間だけですが、質疑したい点があるわけでございます。

0議長(市川資信君) 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。

[ 1"異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(市川資信君) 御異議ないものと認めます。よって会議時間を延長することに

決しました。

竹ノ上武俊君。

0一般会計予算特別委員長(福島敏雄君)

して、かなり明らかになりました。

これは、 3月19日の教育委員会というのは、なにか校長さんの人事というんですか、

かなり明らかになりました。質疑を通じま 029番(竹ノ上武俊君) 修正提案者に質疑するということは余りないことでございま

教頭さんも含めるんでしょうか、そういった人事のための秘密会が予定されていた、と

いうことのようでございました。 3月19日の教育委員会。その中で、質疑もありまして、

たしか、後ほど教育長の方から、間違っていればただしていただきたいと思いますけれ

ども、そうした中で、議会提案した中での議会の反響、あるいは、東京都教育委員会と

長沢教育長との折衝、そういった経過の中で、学習グループ学級についての論議が、そ

こで急逮というんでしょうか、そこの場を使って審議をされた、とこういうふうに聞い

ております。

もし、間違いがあってはし、けませんので、教育長の方で正すことがあったら、御発言

をいただきたいと思います。

0議長(市川資信君) 竹ノ上武俊君。

す。しかし、御承知のように、日野市議会会議規則第41条というのがございます。これ

によりますと、議員は、委員長の報告に対して質疑をすることができる。修正案に関し

ては、事件または修正案の提出者、これに対しても質疑をすることができる、というふ

うになっておりますので、この会議規則を利用して、一言だけ質問をしたし、と思うわけ

でございます。

O議長(市川資信君) 議長見解で恐縮でございますが、竹ノ上議員のあと、もう 1人

委員長質問があります。今、竹ノ上議員のおっしゃられました修正に対する質問という

ことに対して、こちら、いわゆる事務局サイドで整理しております。

したがって、もう一方の質疑が終わった後、休憩をとらせていただし、て、そこで協議

して、それをどういうふうな形で善処するか、というふうにとらせていただきたい、か

ように思いますので。

竹ノ上武俊君。

029番(竹ノ上武俊君) よくわかりました。今の委員長の答弁から、私は、この名称、 029番(竹ノ上武俊君)

ただければと願います。

それでは、予算委員長に対する質疑ではございますけれども、最後に一言申し上げた

その点については、了解いたしました。もし、その機会がい

本当によく考えられたというふうに、苦労されたというようなふうに、これも感じます。

感じますが、中身と しては、他市との格差を埋めるために、それから41人学級に、法を

曲げない形で、いかに行き届いた教育を日野市で実践しょうかとしヴ、私は相当、熱意 いことがございます。
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それは、今の 4点にわたる質疑の中で、るる申し上げました。何としても私は、議会

というのは、環境、教育環境を向上させる、その設備をよくしてあげるというようなこ

とに、やはり絞って発言をしてし、く、また、働きかけていくというのが役割である、と

いうふうに思うんです。そういう点では、教育基本法でも、教育委員会の任務について

も、明確に規制がされているわけです。これは、教育基本法の第10条は、教育行政とい

うことになっております。教育行政は、この自覚のもとに、教育の目的を遂行するに必

要な諸条件の整備確立を目標として行わなければならない。ですから、政治的な押しつ

けをしたり、そういうことは、しては、もちろんいけませんし、余り学校の教育課程と

か、いろんなのは学校で自主的にやっていただく方がし、いんで、法を押しつけたりして

はいけない、という精神だと思うんです。

教育委員会でさえそうでございますから、私は教育の内容について、議会が予算を修

正したり、ああやれこうやれというのはどうかな、と若干の疑念を感じるわけでござい

ます。これを一言どうしても言っておきたい。

そして、私は、日野市の先生たちの教育の熱心さというのは、非常に私は感動的に受

けとめております。私たちが行くのは、卒業式とか運動会だとか、そういうところとか、

たまたまの校長先生と話す程度でございます。直接、クラスの授業風景を見るというわ

けにはいきません。

私が直接知っているのは、日野市教育委員会が発行している「まどベJとし、う雑誌で

す。 1年に 3回ほどいただいております。最近のものでも、特集「考える力」、そして

自主性を育てる。それから「子供と読書J i学校と家庭Jということで、この中身を読

んでみますと、これは一部の先生の私は投稿だと思います。しかし、一部の投稿ではご

ざいますけれども、非常に熱心に教育の実践について研究をされ、努力をされているな、

苦労しているな、ということが思われる、うかがえるわけでございます。

そして、こういうテーマを達成するには、小人数の学級ほど効果があるわけです。と

ても45人学級では、私はこの目的を達成することは、今の社会状況の中では困難である、

こういうふうに思います。ですから、そういう意味で、私たちは、そういう先生たちの

努力をやりやすくするためにこそ、大いに市議会議員として頑張らなきゃいけないんじゃ

ないか、と思うわけです。(i同じ気持ちだよ」と呼ぶ者あり)

今の質疑でも、私、市民の人たちが聞いていただけば明らかになると思いますけれど、

日野市の教育委員会の努力というのは、日野市の教育に一つの、何というんでしょうか

ね、私は全国にも誇るような、ある意味で、は実践の火をつけたとし、し、ますか、そういう
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本当に絶好のチャ γス、教育長も言いましたように、何千万という特別の予算を市長か

らいただくのは、そうないんだ、こういうチャ γスだったわけで、す。だから、そういう

点で、この問題については、予算委員会では修正意見が 9票で多かったようでございま

すけれども、ぜひ質疑の中で、再度本会議においては、全会一致、私は原案を可決して

いただきたし、な、とそういうふうに考えまして、私の質疑は終わります。

0議長(市川資信君) 古賀俊昭君。

024番(古賀俊昭君) 何点か、予算の委員長に質問させていただきます。

まず、質問の前提として、ちょっとお尋ねをしたいんですが、今、大変、議論がござ

いました、日野市の変形40人学級ということでスタートをした学習グループ学級の件で

ありますが、当初、私どもが本会議に上程をされました折の予算案の説明欄には、 40入

学級という言葉が使われております。

ということは、教育委員会が市長部局に対して要求をいたしました、 40人学級の対応

に伴う関係予算の確保についての要望等、予算見積書等が、配付を予算委員会でされた

ようでありますが、当然、この予算の根拠となる事業は、 40人学級対応ということが、

私どもに説明もされましたし、前提になっているわけであります。

ところが、私どものこの議会に、予算案が上程をされ、提案理由の説明がなされた後

の教育委員会で、何か名称が変更をされたということのようでありますが、予算委員会

においては、予算の説明の前提が崩れた、つまり予算上は、 40人学級ということは何ら

根拠をとどめない提案内容ということに、理由ということになると思うんでありますが、

そうした提案理由の変更が行われたものにもかかわらず、この予算を従来の提案時の形

のままの予算案の内容を、何ら疑問を持つことなく審議をされたのかどうか、その点、

ひとつ、最初にお尋ねをしたいと思います。

0議長(市)11資信君) 一般会計予算特別委員長。

0一般会計予算特別委員長(福島敏雄君) 古賀俊昭議員の質問に、何ら疑問もなく審

議されたか、とこういうことでございますけれども、疑問を提起をされまして、予算委

員会の中では、各会派 1名ないし 2名の理事を選出をしていただきまして、そこで正副

委員長、理事、集まって、この取り扱いについて協議をする、とし、う場面もございまし

Tこ。

結論から言いますと、これは、要するに、議会事務局サイドからの、これに対する御

見解も示されまして、予算というのは、款、項というのが一番初めに来る議決事項とい

うことだそうでございまして、目、節については、説明ということのようでございます。
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したがし、まして、節のさらに説明書きということでございますので、 40入学級が学習

グループ学級になるということについて、これは確かに名前が変わったということで、

皆さん、これでいいのかな、という感じは持ちましたけれども、そういう、いわゆる予

算編成上の議会の役割というような観点からいたしますと、審議をすることが当然、といっ

ちゃおかしいですけれど、そういう形に落ち着きまして、これは審議をしなくてはいけ

ない、という結論を出しまして、審議をいたした次第でございます。

0議長(市川資信君) 古賀俊昭君。

024番(古賀俊昭君) 本来、こういうことがあってはし、けないわけですね。前例にな

ることはないと思いますが、それが議会の良識でもあると思います。

予算を編成をした背景、理由、また根拠、また、提案に至った経過が、根本的に変更

を生じた場合には、予算の額がたとえ同額であっても、予算の背景が異なってくれば、

当然、その点についての議論が行われるということは当然、と思いますが、緊急、やむを得

ない措置として、年度末のこういう時期だということもあって、議員の皆さんが予算審

議に協力をするということで、理解をされたんだろうと思いますが、その点、どういう

結論を予算委員会の中で導き出されて、審議に入られたのかな、ということが大変気に

なったものですから、まず、その点をお尋ねをいたしました。

40入学級の件については、改めてお尋ねをいたしますが、その前に何点か、お聞きを

したいと思います。

まず、高幡の特別養護老人ホームの件についてでありますが、今、委員長の報告の中

では、高幡の特別養護老人ホームについては、その規模や形態、について、何か標準とい

うお言葉をお使いになって、特によくもなければ悪くもない、という意味の標準なのか、

よくわからないんですが、標準という意味の、もう少し詳しい内容を、どういう形態、の

特別養護老人ホームと我々は理解をすればいいのか。多分、市側から標準という言葉が

述べられたのではないか、と思いますが、その具体的な内容について、委員会の中で、

質疑等の中で明らかになっていれば、御回答をお願いをしたいと思います。

それから、高幡の特別養護老人ホームの中に、ケアセソターが併設をされまして、そ

の中でさまざまな事業があわせて並行して行われる、ということになっているわけであ

りますが、再三、議会でも議論になりましたように、 12月の議会の折に、運営の形態等

について、私もかなり質問いたしました。

しかしながら、検討委員会が泥縄式に急濯、設けられまして、非常に短期間のうちに、

検討期間約 1カ月という短い期間に答申を出したわけであります。その中で、運営の形

態につきましては、今回は日野市福祉事業団としたいとし、ぅ、市長のかねてからの考え

方に同意をする、ということになっているわけでありますが、社会福祉法人日野市社会

福祉事業団の定款を見てみますと、在宅老人の給食サービス事業の受託経営等は含まれ

ておりますが、いわゆる今回予定をされております、ケアセ γターで行う事業について

は、定款にのっていないようであります。果たして、定款にない事業がスタートできる

のかどうか。福祉事業団に、その事業を運営経営を委託をして、事業団の方でそれを受

け入れることができるのかどうか。その点については、何か質問、また指摘等があった

かどうか、お尋ねをいたします。

それから、御承知のように、今回の63年度の予算につきましても、職員の皆さんの人

件費につきましては、相変わらず準通し号俸制が続いているわけであります。地方公務

員法の規定からいたしますと、職務給を採用しなければならないとしヴ、自治体の職員

の皆さんの給与のあり方からすれば、違法な給与形態をとっているわけでありますが、

若干の手直しを先般行いまして、準通し号俸の形になりました。

63年度においても、引き続き市側は、人件費については、準通し号俸制の形めまま給

与の支払いを行ってし、く考えであるのかどうか、この点について質疑があったのであれ

ば、教えていただきたし、と思うわけであります。

それから、生活・保健セγターの件について、お尋ねをいたします。

本議会の冒頭、私は、施設の名称について質問をいたしました。もう既に生活課、そ

れから健康課ですか、あちらの方にすべてヲiっ越しをいたしまして、事業、業務を開始

をしているわけでありますが、生活・保健セ γターの施設の名称について、生活・保健

セγターとし、う条例上も、また、予算書にもそういうふうに記載されておりますが、肝

心の施設は、こういう名称の記載はなっていないということで、市長の考え方をお開き

しましたら、正確を期すということでございましたが、もう生活・保健セγターは、既

に施設の利用がこれから始まっているわけでありまして、訂正をされたかどうか、そう

いう点、お話に出たのであれば、お答えをいただきたいと思うわけであります。

それから、先ほど、石坂勝雄議員の方からもお話がございました、私立の幼稚園の件

について、かねて私が、毎回触れさせていただいております件について、もう一度、予

算審議の冒頭でありますので、お聞かせをいただきたし、と思うわけでありますが、私立

幼稚園児の保護者に対して、補助金が毎年支給をされております。ことしは、東京都が

3，500円、これに日野市も3，500円上積みをいたしまして、 4歳児と 5歳児については、

7，000円の補助金が支給をされる、出る、ということであります。
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ただ、 3歳児につきましては、東京都は、鈴木知事は3，500円出してくれているわけ

でありますが、森田市長は、 4歳児、 5歳児については3，500円の補助金を出しており

ますが、 3歳児については1，000円しか補助金を出しておりません。 4歳児、 5歳児と

同様に、また、鈴木知事と同じように、東京都と同じ金額の3，500円の補助が、どうし

てできないのかどうか。私立の幼稚園に行こうが、公立の幼稚園に行こうが、同じ費用

負担で幼児教育の場が確保できるというのが、市民の願いだと思います。このように格

差を設ける理由は、一体何なのか。何度か、予算や決算のときにお尋ねをしております

が、今回も同じような計上のされ方をしております。この点について、お話があったの

かどうか、お尋ねをいたします。

それから、平和基金が、先ほど事業内容等が若干、変更、改正とし、し、ますか、変更を

して、 1億円の基金が設立をされるということで、条例は決定をしたわけで、ありますが、

平和ということに関して、市長に今まで何度か議論をいたしてまいりました。

との平和基金について、もし、いろいろなお話の中で、市長の平和に対する考え方等

の、もしJ新たな按涯があったので、あれば、お尋ねをしたいと思いますが、私が先般、平

和費について、本会議で意見を述べましたときに、それをとらえて、共産党の出してお

りますピラに、私が「平和費とは軍事費のことと言った」ということで、何か書いてあ

るわけでありますが、世界の、私は常識を申し上げたわけで、す。つまり、防衛費や、自

国を守るための予算というのは、その国の平和を維持し、また、国の安全を願っていく

以上、当然のことだということで、世界の各国の人たちの常識では、防衛費や軍事費の

ことを、平和費だ、というふうに考えている。英訳すれば costof peaceで、まさに

このことを、私は世界の人たちは同じように理解している、というこ とを申し上け7こん

であって、特段、なにか奇異なことを言ったつもりはないんです。

そこで、市長にお尋ねをしたいと思うわけでありますが、市長は、先ほどの議会で、

非武装一一自分は非武装中立論者だというようなことをおっしゃったんで、すが、核兵器

があるから戦争が起こる、というふうにお考えになっているのかどうか。戦争が起こる

から、核兵器が使われる可能性がある、というふうにお考えになっているのかどうか。

そういうことについて、もし、予算委員会でお話、出なかったかもわかりませんが、

平和基金の審議の際に、作jか市長の方から、答弁の中でそれに類するお話が出ているの

であれば、改めてここでお聞きをいたしますので、市長のお考えをお聞きしたし、と思い

ます。

次に、 40人学級のことでありますが、私たちは平和とか40入学級、言葉は非常におい

しいわけです。ですから、無条件にその具体的な内容とか、それから運営の形態等につ

いて、十分、議論をするということを、どうしても後回しにしがちである、というふう

に思います。ですから、今回、議会で十分なる議論が、 10時間以上も委員会の中で行わ

れ、そして一定の結論が導き出されたということで、この委員会の結論は尊重しなけれ

ばならない、と思うわけであります。

特に、先ほど、共産党の竹ノ上議員が、私が本会議で、以前、市議会にいらっしゃい

ました古谷太郎議員が 140入学級は市が独自に先生を採用して対応すれば、いつでもで

きることだ」と言われた、という話を披露しまして、それを取り上げて、皮肉のつもり

でしょうが、先ほどお話しになりました。

このときに、私、果たしてそういうことができるのですか、ということを教育委員会

の、ある有力な方にお聞きをいたしました。 1古谷先生はああ言っていますけれど、市

で先生を臨時に採用して40人学級なんて、できるわけありませんJというのが、教育委

員会の回答でありました。ですから私は、そのときは「なるほどな」というふうに理解

をしたわけでありまして、教育委員会のお立場もありますので、そのことまでは申し上

げなかったわけでありますが、当時の話とすれば、そこまで申し上げて完全となるわけ

でありますので、つけ加えておきたいと思います。

そこで、 40人学級、いわゆる変形の40人学級について、先ほど、委員長のお話では、

どうし、う先生を採用する考えがあるのか、ということを、委員会の中で議論があったと

いうことで、御報告がございました。なにか 2次試験に不合格になった方も対象だ、と

いうふうなお話だったと思うんですが、それが果たして事実かどうか、もう一度確かめ

てみたいと思いますので、よろしくお願いをいたします。

それから、日野市広報を見てみますと、先ほど、いろいろお話が出ておりましたが、

3月の 1日号に 140人学級スタート、 4月から市立小学校で」ということで、大きな記

事が出ております。市民は、このときに初めて、大体、大方の皆さんが、ああ、日野市

ではなにかこういうことをやるんだな、ということをお知りになった。また、新聞報道

もあわせてあったと思いますが、大方の方は、そうであったろうと思います。

これには、小学校 3年生までは40入学級ですが、 4年生以上は変形になりますという

ことで、 4月から40人学級を始める、ということが出ているわけです。これは、市民が

読みますと、 4月から40人学級が始まるんだな、というふうに、どなたもお取りになる

と思うんですが、今回の事態を受けて、まだ修正案というものが正式な可決をいたして

おりませんが、市の方としては、これからどういう対応をされるお考えがあるのかどう

-440-
噌

E
i

A
斗
A

A
斗
ム



か。もし、実施できない場合には、何かお考えを、当然、委員会の中でお述べになった

のではないかと思いますが、その点について、お尋ねをいたします。

先ほどの、先生の件でありますが、臨時講師の先生は、東京都の先生の経験のある方

の中から、面接で選考していきたし、と思います、ということが書かれております。それ

で、もしこの予算が、仮に可決されるといたしますと、あ したからは、もう 4月1日で

年度が変わるわけですが、それから面接を行って、先ほどの採用基準等に、幾つかある

のかわかりませんが、従って採用するということになると、やはり立派な先生を集めな

くちゃいけませんので、そう一朝一夕にはできることではないと思うんです。

一説には、いや、内定しているんじゃないか、というようなお話も聞くんですが、既

に面接はもう行われた、 というふうに委員会の中では確認をされているのかどうか。も

し、行われているとすれば、どういう皆さんが、どういう基準で選考されたのか。選考

されて、内定者となっているのかどうか。その点、お聞きをいたします。

以上であります。

0議長(市川資信君) 一般会計予算特別委員長。

0一般会計予算特別委員長(福島敏雄君) たくさんの質問をいただきまして、 11頂番に、

できるだけ誠意を持ってお答えしたいと思います。

まず、質問の 1点目は、特別養護老人ホームに対する質問でございまして、質問の中

身が、私が報告いたしました、標準ということについての内容について説明をしろ、こ

ういうことでございます。

これは、予算委員会の質疑の中で、今、日野市はどういう形のものを特養ホームとし

て、第 1番目の特養ホームとしてつくる構想、を持っているのか。それで、そのレベルは、

いわゆるいろんな、他市に施設があるのかもしれませんけれど、そういう施設と比べて、

例えば 1人当たりの面積ですとか、そういったようなものがどういうレベルにあるのか。

そういうような質問がありまして、それに対する市側の答弁が、それは標準的なものを

考えています、とこういう話でございました。

標準的なものという、そういうことであれば、東京都と話をしたそうでありますけれ

ども、そうし、う施設が幾つかあるから、参考にしたらどうか、とこういうような東京都

の指導もあったそうでございまして、そこに出向いて、一応、資料、パγフレットとか、

そういうものをもらって参考にして、そういうものを一つのレベルとして、特養ホーム

のレベルを考えてし、く、とこういうような趣旨の質問がありました。

ただ、レベルとしては、設計する事務所というんですか、ことでは、そういう標準的
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なレベルというものは、既に、かなり経験豊かな事務所だそうでございまして、標準と

いえば、かなりゾー γというのはそれほど狂わない、という意味のお話もありました。

いわゆるそういうことでございました。

質問者は、さらに、これから市内に4カ所つくるんであれば、 一番初めの特養ホーム

というものが、一つの基準になる。そういう意味では、基準というか、その基準をどこ

に置くかということは、これからの建設計画、あるいは建築費の積算、こういったよう

なものとも大変絡みがあるので、4戸つくることができるかどうか、という財政上の検

討も必要になってくるので、一番初めにつくる特別養護老人ホームの基準、このことは

大変重要であるとし、う立場からの、質問の中における質疑で、そういう答えが出てきた

わけでございます。

それから、特養ホームの、 2点目の運営形態で、社会福祉法人福祉事業団の定款には、

ケアセγタ一、特にショートステイ、入浴サービス、デイホーム、こういったものを、

特別養護老人ホームに併設をしてやるわけですけれども、福祉事業団の定款にのってい

ないんじゃないか。したがって、この事業はできるのか、とし、う議論があったかどうか、

とこういう質問ですけれども、その議論はなかったと思いますので、この辺につきまし

ては、市側からお答えをいただきたいと思います。

とりあえず私が答えられる部分については、一通り答えてまいりたいと思いますが、

次に、職務給の採用につきまして、 63年度で日野市はどう対応していくのか、こういう

質疑があったかどうか、こういうことでございます。

質問者も指摘しておりましたように、昨年ですか、一部職務給を導入した、こういう

中で、この件については、私の記憶では、なかったように記憶をしております。これも

市側では、できるだけ早い時期に検討していきたいという話は、当時から、あるいは古

賀委員の質問の中から、私も聞いておりますけれども、本予算委員会の中でなかったこ

とですので、ここで表明をしていただければよろしいか、と思っております。

それから、生活・保健セ γターの名称でございます。確かに、今定例会議会におきま

して、古賀議員より、条例の名前と、生活・保健セソターの実際の表示の形が違う、こ

ういうことで、市長は、正確を期す、こういうふうに答えられておりましたけれども、

このことについて、本予算委員会で議論があったか、とこういうことでありますけれど

も、これについても質疑はございません。したがって、正確を期すことが、条例のとお

りに丸ポツを入れるのか、丸ポツに合わせて条例を変えるのか、よくわかりませんけれ

ど、そういうことについての議論はございませんでした。
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それから、私立幼稚園に対する補助の問題でございますけれども、四、五歳児は、都

と日野市が同額補助し合って7，000円ですか、ただ、 3歳児については、東京都が3，500

円、日野市が1，000円ということについて、これを引き上げるべきではないか、という

議論があったかどうか、ということですけれども、委員長の記憶としては、これもござ

いません。今までの本会議場でも、やりとりがあったかもしれませんけれども、これに

ついても市側の見解を賜りたいと思います。

それから、平和基金に関連いたしまして、平和に対する市長の意見表明、見解がされ

たことがあったか、ということでありますけれども、今回、総務費の中でも、なぜか、

平和基金に関するものにつきましては、たしか 1点、平和基金の、要するに平和予算と

し、いますか、そういったようなものの中に入れております、先ほど総務委員長が報告し

ておりましたけれども、入れている内容について、例えば、仲田緑地のモニュメ γ トの

除幕式もそれに入れるのは、ちょっとおかしいんではないか、というような意味の質疑

はございましたけれども、平和基金創設とか、あるいは平和そのものについての考え方

について、質疑はなされておりませんので、これも市長の見解を求められておりますの

で、市長から見解を賜りたいと思います。

それから、40人学級に関連をしての質問でございまして、1点目は、臨時講師の採用

についての質問でございます。

私も、委員会報告の中で、ちょっと触れているわけでありますけれども、臨時講師に

ついては、 幾っか議論がありました。確かに委員の皆さん方からは、立派な臨時講師を、

雇うんであれば、立派な臨時講師を雇ってほしい、とし、う立場からの質問であったと思

いますけれども、特に、指導室長からは、幾つかあったように記憶しておりまして、既

に基本的には面接はしております、面接はしておりますけれども、これは準備というこ

とで、予算が通らなければ当然、そういうことはできないんです、という意味の話をした

上で、面接はしております。その中に、53歳ぐらいですか、ベテラ γの方もおいでいた

だし、ております、という話の中で、先生の資格というんですか、それがよく私も、不案

内でわからないんですけれども、第2次試験で面接とかいうのがあるそうなんですけれ

ど、それに、なぜか落ちた人という表現があったわけで、ございまして、ただこれは、私

もよくわかりませんけれども、そういうものに合格をしている人は、その話の中で私が

理解したのは、その年度とし、し、ますか、先生が欠員が生じた場合には、そういう先生方

は登録を、東京都の教育委員会にされているんでしょうか、で、そういう人が欲しいと

ヲ|っ張られますと、臨時講師として雇っていた場合に、大変そこのところがうまくし、か
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ない、という意味の説明は受けました。

したがって、不本意なんでしょうか、面接に通らなかった人、というふうに私は聞い

たものですから、そういうのが臨時講師の中に考えられる、ということだったと思いま

す。この辺は、間違っていれば、訂正をしていただきたいと思います。

それから、 3月1日付のひの広報での、 4月からスタート、ということについては、

これはかなりの議論がございました。これにつきましては、決まっていないものを、要

するに議会のゴーサイ γが出ないものを、あたかもやるような形というのは、ちょっと

おかしいんではないか、という意味での話がございました。そのときには、やろうとし

ている内容について、事前に父母の皆さん方にも知っておいてほし¥.，、、という意味合い

から掲載をした、とこういうお話がありました。

予算委員会では、修正可決ということで、この費用は全額修正ということになりまし

たけれども、本会議の結果を見なければわかりませんので、そのことについて、今後、

どうしヴ市民にお知らせをするんだ、という議論は、その場ではありませんでしたので、

もし必要であれば、お開きをしていただきたいと思います。

大体、答えられたかな、という感じがし、たします。市側の補足なり、市側に求められ

ている答弁を、よろしくお願し、いたします。

0議長(市川資信君) 福祉部長。

0福祉部長(高野隆君) それでは、第3点の、日野市福祉事業団の定款の変更につ

いて、お答えをいたします。

定款には、御指摘のように、まだ特別養護老人ホームの運営についての事業の項目に

は、そういう記載がございません。

したがって、今後、建設が確定をした時期、 63年の夏ごろになると思いますが、その

以後に福祉事業団の理事会を聞きまして、その中で事業の決定をし、東京都に対する定

款の申請をなすべきもの、とこういうぐあいに考えております。

また、それについては、東京都に既に話し合っておりまして、東京都は、これについ

てはなじむものということで、了解を得ております。

0議長(市川資信君) 総務部長。

0総務部長(山崎 彰君) 4点目の、人件費の通し号俸について、今後の、というこ

とでございますが、たびたび御指摘いただいておりますが、御承知のように、 12月に課

長補佐を入れました通し号俸をお願し、し、たしました。そこにおきまして、付帯意見とし

まして、可及的速やかに職務給を実施していく、ということでございますので、それか
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ら後におきましては、組合との交渉におきましても、そうしたものを打ち出しておりま

す。

それで、今年度の、今後の問題でございますが、それらにつきまして、さらに係長、

それ以下、それからまた、この前もお話ししておりました、病院の方の関係につきまし

ても、鋭意努力してし、く予定でございます。

6番目の、私立幼稚園保護者の 3歳児の格差、ということでございますが、御承知の

ように、現在、私どもは、日野市におきましては1，000円ということで、ことし計上さ

れました、都におきましては3，500円ということで、合計しますと4，500円、非常にその

差が、都と市の差があります。これにつきましては、当初の考え方、当初、 3歳児をつ

けましたときは500円でございました。その当時は、それほど都もつけておりませんで

した。この考え方には、 4歳、 5歳、義務教育的なものであるということから、これに

重点を置いてやってまいりました。

そうした中で、ここで、このような都と市との差が出ております。そして、ことし、

63年度予算要求のときにも、市立幼稚園の方からは、こういったものの増額というよう

なことの要請は出ております。今までそうしたものもありましたんで、すが、今後、また

これは十分検討していかなきゃいけない問題だと思っております。

以上です。

O議長(市川資信君) 生活環境部長。

0生活環境部長(坂本金雄君) 生活・保健センターの正式名称と、それから看板の相

違点につきまして、御指摘をいただきました。その折に、建設部長より、事実関係を調

査する、とお答えし、さらに市長から、正確を期する、こういうお答えをいたしたわけ

でございますけれども、ただし、ま、その正確を期するための方法を、関係課と検討いた

しておりますので、いましばらく時間をおかしいただきたいと思います。

0議長(市川|資信君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 日野市平和啓発事業基金条例の制定についての提案に伴って、

平和論議、平和に対する見解、こういうことが本会議上、若干、私もお答えをいたしま

した。付託委員会の総務委員会でも、多少、質問を受けて答えたと思っております。

一般論といたしまして、市民生活レベルから平和な生活という言い方の場合に、穏や

かで、 争いのない、団らんのできる、そういう環境を平和な生活、といえると思ってお

ります。

それから、それがだんだん国際的な立場での平和論議になりますと、まさに戦争のな
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い状態、あるいは戦争を抑止する状態、あるいは、戦争とし、ぅ、だれしも共通の、一番

人類として醜い、また避けるべき、人間性を非常に失う、阻害する、そういうのが戦争

のもたらす状態でありますから、それから極力、遠くにいる、すなわち起こさないよう

にする。よく、核の抑止論という言い方もあります。核を、つまり対立的に、うちが有

利だ、我が側が有利だ、とし、う状態を保って、相手に核戦争を起こさせない、これが核

の抑止力という一つの効果として、用いられております。

私らの考えます平和というのは、特に、日野市は核兵器廃絶、これは明らかに、明確

にうたっておるわけでありますから、核兵器のない、そうして人類の問、あるいは国際

聞に戦のない、戦争状態のない、そういう状態を、基本的には平和と考える。こういう

ことだと思います。

平和は、異常でない状態、が、つまり平和である、このように一般的には言えると思っ

ております。私の、また平和に対する認識も、そういうことでありまして、自治体日野

市といたしまして、市民生活が平和であるということ、また、平和の中に、子供の成長

や市民の日常生活が営まれるということ、それは、だれしも異存のないところだ、とこ

のように思っております。次元の高い課題として、高らかに自治体の大きな眼目として

かかげてまいりたい、とこのように思っております。

0議長(市川資信君) 古賀俊昭君。

024番(古賀俊昭君) 委員長には、大変詳細に、細かく御説明をいただきまして、大

まかではありましたが、大体、理解することができました。ありがとうございました。

そこで、まず、特養老人ホームの件でありますが、これは、これから日野の福祉の拠

点となってし、く、大切な施設であるわけです。ですから、ここで日野市が設ける高幡養

護老人ホームについては、どのような規模、また、内容の事業を行うか、運営形態等、

十分やはり議論をしていかなければならないということは、今まで、さんざん議論をさ

れてきたところであります。

市の方のお考えでは、可もなく不可もなく、とい うことになるのかもわかりませんが、

標準でいこうというお考えだということが、今わかったわけで、あ りますが、いろいろな

施設をごらんになって、それをもとに設計を出した。その設計を出すに当たっての、 市

の考えでありますが、市の方は、他の同様の施設を資料等を取って、視察等を行った中

で、日野市の特養老人ホームについては、この形でいこう、というものを具体的に指示

をして、建設、設計事務所の方に、 基本設計をお出しになったのかどうか。その辺、 建

築会社になにか任せた、というような、 今、お話がち ょっ とありましたが、市の方では、
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具体的にそうした指示はなさらなかったのかどう か。この点、もう一度お尋ねをいた し

ます。

それから、福祉事業団の定款の件でありますが、 これから63年の夏ごろとし、し、ますか

ら、ことしの夏ということになるわけでありますが、定款の変更を東京都と協議をして

し、く、ということでありますので、その点については納得をいたしました。

それから、違法な給与制度であります通し号俸制が、準通し号俸に変わったというこ

とで、まだ違法性はなくなっていないわけでありますが、一日も早く地方公務員法に定

める職務給の形に、適正化を図っていかなければならないわけでありますが、これもな

かなか、今の森田市長のもとでは、私が再三、声を枯らして主張しても、遅々として進

まないというような現状でありますので、細かくは、また一般質問等でお尋ねをいたし

ますが、大きくとらえ直して、行財政調査会が答申をした答申内容は、具体的に昭和63

年度の中では、どのような形で生かされているのか。そういった点、角度を変えてお尋

ねをいたしますので、もう一度、御回答をお願いをしたいと思うわけであります。

次に、生活・保健セソターの件でありますが、施設名称は、やはり条例で書かれてい

るとおり、また、予算書に書かれている内容のごとく、それから日野市広報にも、ちゃ

んと中黒を真ん中に打ったものが出ておりますので、施設名称に直接掲示されているも

のが、それがないというのは、非常に私にすれば気になることなんです。今、対応して

いただいている、ということでありますので、最初からちゃんとやっていただければ、

余計な費用もかからなかったのではないか、と思うわけでありますが、その辺、整合性

を持ってやっていただきたし、と思いますので、お願いをしておきたし、と思います。その

点は、結構でございます。

次に、私立の幼稚園の園児の保護者に対する補助金でありますが、 3歳児、 4歳児、

5歳児とし、ぅ、園児たちが、現に私立幼稚園に就園をしているわけですね。ですから、

日野市がここで、いろいろな事業に新たな予算措置を行うという中で、 3歳児に対して

東京都と同じ措置を講ずるということは、無理なことではない、と思うわけであります。

ぜひ、この点についても、市内のお子さんを幼稚園に通わせておられる父母の皆さんが、

どこの幼稚園に子供を出しても、同じ経費で幼児教育の場が確保されていくように、そ

うした配慮、というのは、ぜひ、当然なことでありますが、なされてしかるべきでありま

す。再三、私はこの点、問題にしているわけでありますが、 3歳児についても、ぜひ東

京都と同じように、 4歳児と 5歳児同様の措置がなされるように、改善方、お願いをし

ておきたいと思います。

それから、平和のことについては、市長からお話がありましたので、私は特に再質問

はいたしませんが、私が言いたかったことは、こうした平和事業、基金を設けておやり

になる ということであれば、やはり現実の、今の世界の状況というものを、きちんと認

識をしておかれる、そこから出発していかなければならない、と思うわけです。 ですか

ら、人類にとって一番大切なことは、やはり平和でありますし、核を初めとして、 一切

の武器や、それから、その他の兵器と呼ばれるものがなくなるということが、一番理想

であるわけです。その実現をする道は何なのかとしろ、その道を探ることが大切なわけ

です。あくまで目的はそこにあるわけですが、その過程が非常に大切だと思います。で

すから、核があるから戦争になる、という考え方も一つはあるかもわかりませんが、今

までは、核が今日、存在はし、たしましたが、大戦争が起とらなかったのは、核によるカ

の均衡があったということも、多くの識者が認めているところであります。ですから、

戦争が行われなかったのは核があった、とし、う主張も、有力な学者や、また政治家の中

にも、主張する人は現にいるわけです。また、そうした主張が、諸外国では私は有力な

意見となっている、と思うわけです。

ですから、日本の常識は世界の非常識、とよく言われるわけですが、そういった点を

きちんとやはり踏まえていただくということを、重ねて私はお願いをしておきたいと思

います。とにかく兵器や武器というものが無用になる世界をつくらなくちゃいけない。

しかしながら、その方法は、道は何なのかということは、これは真剣に考えなくちゃい

けないわけです。

ただ、そのためには、究極の目的が正Ll.、から、後の道のりについては、過程につい

ては深く考えない。先ほど申しましたように、おいしい言葉だけ並べていれば平和がやっ

てくるということでは、これはちょっと現実、市の長として、いろいろな会議に行って、

平和都市宣言をしております。核兵器廃絶の、日野市はまちです、ということをおっしゃっ

ていると思うんですが、そういった視点も、ぜひ私は踏まえていただくことが大切では

ないかと思うわけで、この点、あえてこの場でお聞きをしたわけであります。

それから、 40入学級の件でありますが、いろいろ今、お話がありました。私が感じま

すところは、市が、当然これは予算が可決をされて、 40入学級変形の形ながら、何とか

事業としてスタートできる事業だという御判断があったんだと思うんですが、もう既に

面接はやっておられる、ということでありますので、かなり先走りをして事業の準備を、

着手に向けて、皆さん事業の着手をやっておられたな、という気はするわけであります

が、これだけの大きな問題になる、ということを考えておられたかどうか、わかりませ
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んが、やはり議会の議決を経て、初めて事業というのは執行できるわけでありますので、

予算は執行できるわけでありますので、そういった点は、やはり今後、十分に注意をし

ていただきたい、と思うわけであります。

それから、臨時講師の採用に当たっての基準でありますが、これはいろいろ考え方は

あろうかと思うわけです。しかしながら、現在、東京都の教員の採用の、要するに資格

を持って辞令をもらった方は、現にどこかの学校で教職に、発令を受けた方は就いてお

られる。

しかし、 2次試験というのが、今、面接だというお話でございましたかが、そこで最

終的にふるいから落っこった人が対象になるというのは、ちょっと私、理解できないん

ですが、そういった点、教育委員会の基準の中に、果たしてそれが入っていたのかどう

か、ちょっと信じがたい話であるわけでありますが、その点、教育長の方から、もし御

答弁があれば、承っていきたいと思います。

先に、それだけお聞きをいたします。

0議長(市川資信君) 福祉部長。

0福祉部長(高野隆君) 高幡の仮称特別養護老人ホームの設計の委託までの経過は

てきている。こういうことでござし、ます。

これについては、途中で至誠学舎の園長さんの御意見も伺ったり、あるいは、東京都

の担当の指導の方のいろいろな御指導していただいたりしまして、いろいろな微調整を

して、現在に至っております。そういう形では、市の基本的な骨格の上に設計業者のノ

ウハウがのつかっている、とこういうぐあいに理解しています。

0議長(市川資信君) 教育長。

0教育長(長沢三郎君) 臨時講師の採用基準関係の問題につきまして、私の方から答

弁させていただきます。

内容的には、あくまで予算が通った時点で、ということで、仮採用のような形式をとっ

て、登録をしているわけでございますけれど、面接官としては、小学校の校長さん 4人

ほどにお願いして、面接をしていただいた。

それから、面接を受ける方たちの基準としては、過去に、東京都の教員の経験のある

方、並びに東京都の採用試験に合格されている方、その二つを基準の対象にして、面接

をしたわけでございますけれど、御承知だと思いますけれど、東京都の採用試験につき

ましては、第 1次の学科試験関係のテストの合格、それから引き続いて、 2次における

ところの面接、 2次の面接の中で、やはり教育への熱意だとか、あるいは教育関係のい

ろいろな法規等への知識だとか、その他、本人の声量だとか、容貌だとか、もろもろの

点について、面接の中で評価をして、2次合格という形での通知を出すわけでございま

すけれど、 2次合格の方々につきましては、東京都の採用名簿に登載をされるというこ

とでございますから、これは 4月の当初、即学校の方に就職できる方と、 1年間を通し

て、欠員があった際に、 学校の方に赴任する、名簿にだけ登載されているという方で、

就職待ちというような形の方と、 2種類あるわけでございますけれど、うちの方で、学

校長を通して、 1次合格している方たちの中で、再度、日野市の教育委員会で面接をし

て、その線に合格していく内容を持っている人物であれば、かえって、 2次合格までし

て、 1回講師として配置したら、年度の途中で、いわゆる本採用の通知が来て、他の学

校へ赴任していった。その後、結局また講師の、講師のまた講師の補充をしなくてはな

らない、そういうような現象があらわれると、かえってまずいんではないか。

せっかく 1次の試験に、東京都の試験に合格している方であれば、学力関係の問題に

ついては、一応パスしているわけだから、引き続いての 2次面接の中で、日野の小学校

長さんが、いろんな角度から、その方に質問をして、合格の方に入る、そういうような

タイプの方であれば、そういう方を未講師として迎えた方が、かえって問題が少ないん

どうか、とし、う御質問だったと思いますが、これにつきましては、私どもは、東京都と

も協議をいたしましたし、また、東京都が現在考えております特別養護老人ホームと在

宅老人のサービスセンタ一、これの併設の問題、これは東京都が、今後あるべき地域の

老人施設としての一つの事例を持って指導しておりますので、これに沿って考える。

それから、今回の場合には、福祉セ γターを内包いたしますので、その辺のところ、

この三つの要素について、部内で委員会を設置しまして、これについても、どういうよ

うなことをすればニーズにこたえられるか、とこういう点について、何回か検討いたし

ました。

また、必要に応じて東京都の推奨していただいた中規模程度、 50名、 60名、 80名程度

の施設を三つほど見まして、また、その施設長にいろいろ御指導いただきまして、特に

留意すべきことはどういうことなのか、という点。それから、新しく開発されている器

具等はどんなものがあるのか。これらの点についても、いろいろ伺いまして、これをも

とに、これは建設部と福祉部との共同でチームをつくりましたチームで、視察に参りま

して、これをもとにいたしまして、建設部と福祉部で、一つのデッサγをつくりました。

このデッサγをもとにいたしまして、建築委託する建築会社と、いろいろ協議をいたし

まして、これで現在の基本設計のデッサソができ上がってきている。青写真ができあがっ
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じゃないか。そんなことで、東京都の試験に合格した者というものについては、1次合

格者を中心に、大学の方から、そういう関係の名簿をいただし、て、選考の対象にした、

こんなような状況でございます。

0議長(市川!資信君) 古賀俊昭君。

024番(古賀俊昭君) 先に、特養ホームのことでお尋ねをいたしまが、これは10億以

上のお金を使って建設する、かなり大きな事業となるわけです。ですから、今、福祉部

長がおっしゃいましたように、ある程度の検討をして着手をするというのは、当然のこ

となんですが、当たり前のことなんですが、設計会社と協議をしてやったというふうに、

今おっしゃっているんですが、市の方がごらんになった三つと、今おっしゃったんで、す

が、三つの施設の経営内容とか、それから運営の形態とか、施設のとにかく具体的な細

かい内容まで、含めたものを、市では十分つかんだ上で、それをもとに建設会社、設計会

社と協議をされたのかどうか。その点、何か、これからもまた市内に幾っかつくってい

こう、という計画もあるわけですから、まず、ここでつまずくと、やはり後々まで影響

するわけです。特に、福祉事業団の方に委託をするということで、市長は頑として、そ

の主張を曲げませんでしたので、年間、同じ民間の施設には可能な福祉の関係の法人に

委託をすれば、年間4，000万円から5，000万円、運営等で経費の節減ができるのにもかか

わらず、そうしたで、きる状況の選択が可能でもあるのにもかかわらず、あえて福祉事業

団ということで、今、こだわっておられるわけですね。

ですから、もし、この形のまま行けば、今回の高幡の特別養護老人ホームの運営の形

態というものがまた前例とならない、ということは言えないわけです。ですから、あら

ゆる面を含めて、十分なる、やはり専門家を入れた検討をしなくちゃいけなかったわけ

ですが、結局これは、 40入学級の件とも全く同じなんですが、全くこれは稚拙といし、ま

すか、急、遠、予算に、補正予算で出てきたということから、私どもは重ねてお聞きをし

ているわけなんですが、検討されたとしても、内容とか、資料というものは、例えば、

こういう施設についてはこのような特徴がありました、この内容をぜひ日野では生かし

ていきたい、そういう具体的な項目を挙げての突っ込んだ話し合いが、建設会社、設計

会社と行われたのかどうか。どうし、う施設をごらんになって、それぞれの施設の特徴は、

こういうことが非常に利点である、運営についてはすばらしい、このことをぜひ採って

いきたい、採用したい、というようなことを具体的にまとめられたのかどうか。その点、

もう一度お尋ねをいたします。

それから、 40人学級の件については、もうこれは大体、市民の皆さん、また現場の先
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生方の大方の皆さんを含めて、やはりこれは唐突過ぎたということは、関係者、みな認

めているところなんです。ですから、一つの結論がここで出つつありますので、あえて

私は申し上げませんが、先ほど、共産党の竹ノ上武議員から、いろいろ委員長報告に対

して質問がございました。何か、委員会で、修正案を提出した、私どもを含めた会派の

皆さん方が、子供たちに対する行き届いた教育をしてし、く、また次代を担う人材を養成

していくために、一人ひとりの個性や、また学習の習熟度等を十分掌握してし、く、立派

な先生を配置して、そして学校の教育環境を整えていきたいということで、みな同じ思

いを持っている中で、これは審議をしているわけでありますので、特段、だれかがそう

いうことに妨害をするとか、理解がないということは、絶対にあり得ない、というふう

に私は断言をしたいと思いますので、そのことは強く申し上げておきたし、と思うんです。

それから、猫の目的に変わりました、 40入学級から学習グループ。学級というんですか、

父母の40入学級実現の願いを実現するために、あえて変形40人学級という発想を持ちま

した、ということで、の、まず出発点があるわけです。

ところが、私どもに今説明されて、議会で審議をする段階になりまして、いや、クラ

スは細かくは細分化しないんです。従来の都の学級認可のクラスをもとに授業、勉強は

やるんです、ということで、根本的にそこで発想の原点が、もう変わってきているわけ

です。ですから、たとえ個性を尊重して、新たな教育資産となるような指導方法を開発

するといっても、それは唯一、今回の学習グループ学級だとし、う結論に至る、過程が大

切なんですよ。そのためには、専門家を入れる、学校の校長先生や現場の先生方、父兄

を入れる、そして学識経験者を入れる、そうした教育について、やはりきちんとした見

識を持った人たちが、いろんな角度から研究を重ねる、討議をする、そして出てきた結

論が、個性を尊重して、新たな、これから日野の教育財産をつくっていくという指導方

法は、これだ、学習グループ学級しかない、という結論に至ったというのであれば、こ

れはよくわかるわけです。

しかし、提案をした時点で、は、 40人学級でやっていくという考え方を、私どもに説明

をしておいて、何かし、ろいろ雲行きがおかしいから、臨時に教育委員会を開いて、クラ

スは分割しないことにいたしました、学習グループ学級といたします、これでは、子供

や、また生徒たちを、モルモットと同じような扱いにしていると、私は言われても仕方

ないと思うんです。実験をしちゃ、いけませんよ。果敢に、新たなことに挑戦をするこ

とは必要ですが、しかし、その前に万全の準備をしなくちゃいけないと思います。教育

は、国家百年の大計、日本の宝だということを、共産党の議員さんもおっしゃる。そう
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ですよ。宝に対して、臨時教育委員会を開いて、当初の趣旨は変えまして、今度はク.ルー

プ学習学級にいたします、そういうことを学校現場にいきなり持ち込むということが、

日野の教育資産になるということは、とんでもない見当違いだと思うわけです。(iだ

れが圧力かけたJと呼ぶ者あり)

ぜひ、教育委員会で、これから、向こう 3年間のこれは事業です、ということを言っ

ておきながら、いや、これからは長くこの方法をとっていきたいと思います。一一ーまる

で、違ってきているわけです。そういうふうにころころ変わった内容を議会に説明をする、

また、学校の先生たちに新たに対応する案を練りなさい。拙速ですよ、これは。少なく

とも日野の教育が、他市に比べて誇れる内容である、というものにするためには、やは

り十分な準備をしなくちゃいけませんO 取り返しがつかないんですよ、失敗をすると。

多分、これをスタートいたしますと、全国からたくさんの先生たちが、視察に私は来

ると思うんです。そのときに、いや、実は失敗をいたしましたじゃ、済まされないんで

すよ。教育委員会は済まされるかもわからないし、市長はそれで住むかもわからない。

しかし、そこで教育を受けて、担任の先生がまたもう 1人いると思ったら、臨時講師の

人が来て、この人も勉強を教えてくれるんです、といわれたときに、子供はどちらに主

眼を置くんですか。どちらに自分の気持ちの重心を置くんですか。わからないじゃない

ですか。

受けたときに、よかった、ということが言えるわけですよ。

民主主義というのは手続ですから、何か素晴らしいと思うものを、おれは絶対間違っ

ていないと、ある確信を持った人が、これはどんな議論をやろうと、とにかくおれは間

違っていないと思うからやれ、とにかく文句言わす.にやれ、という式では、これは独裁

なんです。みんなが意見を出し合って、ある検討期間を十分に持って、そこで賛成、反

対、いろんなことを持ち寄った中で出された結論が、学習グルーフ学級である。そして、

1年間やってみた、 2年間やってみた、これはよかったぞ、というときに、初めて評価

を受けるんですよ。その手続を一切踏まないで、これはし、し、ものだから、とにかくやれ。

子供たちのことを思っているのは、だれでも同じです。しかし、これが正しいから、い

きなりやっていけということは、これはむちゃです。そのことを強く申し上げておきた

いと思うわけです。

とにかく、国も、それから地方自治体も、今、昭和66年の40入学級実現のために、い

ろいろ努力をしてきております。厳しい財政需要の中で、対応しているわけです。これ

は、昭和55年にスタートをしているわけですが、全国で8万人の先生をふやさなければ、

40入学級は実現しないわけです。御承知のように、人材確保法案で、先生方の給料は、

かなり高い位置に位置づけをされております。ですから、そう簡単に財源が見つけられ

る、ということではないわけです。それぞれの自治体には事情はありますが、やはり今

の計画が着実に実行されていくことを、私たちは見守りながら、 40人学級とは切り離し

て、全く関係のない学習グループ学級というものを考える、ということであるならば、

そのためには慎重に検討期間を設けなければならない、ということが結論だと思います。

そのことを強く申し上げておきたいと思うわけであります。(i今どき君が代を押しつ

けて、何が教育だ」と呼ぶ者あり)

0議長(市川資信君) 福祉部長。

0福祉部長(高野 隆君) 設計の際に、慎重に審議をしたか、とし、う御質問でござい

ますけれども、これにつきましては、担当者係長以上を常時集めまして、これは何回も

会議を持っていますし、また、視察の際にも、担当の係長以上で施設を拝見する、とこ

ういうような形で、その後でディスカッショ γをする、とこういうような形を何回かと

りまして、それで現在の基本設計の基礎になるものをつくりまして、また、それを業者

とそれをもとにして検討する、とこういう形を何回かやりまして、できてきています。

この際に、東京都に提出するに当たりましては、東京都の方といろいろ協議をいたし

ましたけれども、東京都の方でも、短期間の間でございましたけれども、これだけのも

また、勉強方法も、私は日ごろ、自民党は支持していないけれども、今度の40人学級

については疑問を持つ、これが通されると困るという、学校の現場の先生の声を直に聞

きました。そうし、う先生方の声を、私は少なくとも、賛成、反対あっていいんですよ。

しかし、いろんな意見を十分に聞いて出発をさせる、これが事業なんです。

ですから、我々議会は、ここで良識を示したと思うんです。だから、なにか妨害をし

たとか、なにか都議会の質問があったからどうこう、という問題じゃないんですよ、こ

れは。日野の教育の基本にかかわる問題だし、小学校4年生以上で、変形40入学級に該

当する子供さん、それから子供さんをお持ちの父兄の皆さんだけの問題じゃなくて、日

野市全体の問題であったわけです。ですから、都議会でも取り上げて、議論がされると

いうのは当然でありましょうし、なにか妨害をしたとか、この事業の遂行に我々が、な

にかこう、妨害をして、なにか阻止をするための策を用いたようなことは、絶対にない

わけです。だれが考えても、こうしヴ提案の仕方が正しいとは、恐らく言えないはずで

す。仮に、結果として、日野の学習グループ学級というものが正しかった、ということ

であるならば、これはやはり手続を粉で持ち出してきて、やって、初めてそれが評価を
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のがよくできた、ということで評価されていることも事実でございます。これは、実際

に担当者以上の努力だと思いますけれども、誠心誠意、我々の力で及ぶ限り努力をして

いるつもりでございますので、そういう点では、ぜ、ひし巾、ものをつくりたい、とこうい

う熱意で、我々は現在、頑張っております。

0議長(市川i資信君) 古賀俊昭君。

024番(古賀俊昭君) 我々も、し、し、ものをつくりたいという熱意においては、福祉部

長と同じなんです。ですから、お聞きをしているわけなんで、一番の私、問題は、やは

り市がきちんとした案を持って、建設会社、建設会社と福祉部長はおっしゃいましたが、

設計会社のことだと思うんです。設計会社と検討をしたかどうかということが、一つ、

私、疑問に感ずるんです。

施設を見に行けば、私だって、見に行けばだれでも見せてくれるわけですから、わか

るわけです。しかし、専門的なことは、やはりわかりませんね。ですから、この施設に

おける特徴は、やはりこういうものだ、ということを教われば、例えば建物の構造や、

形態、それから事業の内容等について、何か、ここではやはり日野でやっていくべきだ

な、というものが何かまとめられて、そういうものを土台にして、設計会社と協議をさ

れたというふうに、私はお話では理解をするわけですが、そういう資料というのは、存

在をするんですか。ただ見てきて、一般的に、ああ、よかったぞ、ああいうふうにやろ

うや、ということでおやりになっているのかどうか。その点がわからないもんですから、

お聞きしているんです。きちんとしたものを、御専門の立場で、福祉部、いわゆる社会

課を中心にした福祉部の方で、そういうものをおっくりになったのかどうか。何も、資

料というのはないんですか。

0議長(市川資信君) 福祉部長。

0福祉部長(高野 隆君) いろいろの施設を拝見した後で、私どもとしても検討いた

しましたけれども、特に設計の関係の方は、建築課のそれぞれの担当者がおりますので、

それと伴いまして、施設を見て、それぞれの観点で、いろいろ学んできております。

したがって、それをまた持ち寄りまして、協議をして、そこで青写真をつくる、とそ

ういうことで、デッサンの段階でも、いろいろとその辺のところを検討いたしまして、

それでデッサγをつくってし、く、とこういうことです。

したがって、福祉的な視点で行きますと、どのような機能を持たせるか、とこういう

点が中心になりますし、また、建築的な観点でいきますと、どのような建物をつくるか

というか、施設をつくる、とこういう点で、その視点で検討に参加する。こういうこと

で、何回かやっておりますし、その中で、第 l次、第2次のプラン、これもできて、そ

して現在に至っている、とこういうことでございます。

0議長(市川資信君) 建設部長。

0建設部長(永原照雄君) 一般的に、設計に出す場合、まず、そこの用途地域がどう

か、敷地の形態、がどうか、それから、地帯力がどの程度あるか、それと、どうし、う構造

にするか、デザインをどうするか、と、その構造のプラソにつきましては、担当の部か

らいただきまして、こういうものをつくっていきたいんだ、ということでございますの

で、それにつきましては、建築資料修正とか、いろんなものがございます。また、外の

ところを見てきてもわかりますし、そういうものを、一応うちの方で素案をっくります。

大体の素案をつくる。こういうものをつくっていきたい、と。そうして、それを設計事

務所に、 1社に任せるわけではございません。やはり委託でございますので、入札にな

ります。

その中におきまして、このようなものを、このようにつくっていきたいんだ、という

ことは、そこでいろいろありますけれども、図面とか、いろいろございますけれども、

一番重要視されるのは、現説でございます。特記仕様書とか、仕様書、建築の図面、図

書とございますけれども、一番重要視されるのは、現説でございます。この現説を行い

まして、その結果、この設計を幾らでやる、ということは返ってきますので、決まりま

したら、これと交渉するわけでございまして、最初から全部投げ出して任せる、という

ようなことは絶対ございません。やはりこちらが手綱を引き締めた中において、やって

いるわけでございます。

O議長(市川資信君) 古賀俊昭君。

024番(古賀俊昭君) 建設部長は、誠心誠意、お答えになっていること、よくわかり

ます。その点は、お礼を申し上け。たいと思うんですが、私がお開きをしているのは、こ

れからは市長は、市内に何カ所か、高幡の特別養護老人ホームを皮切りにつくっていき

たい、ということをおっしゃっておりますから、まず、 1館目として、今回つくられる

ものについて、まだ、今まで日野に例がないわけですから、だからこそ他市の施設の視

察に行かれたと思うんです。そういうものを十分に検討して、日野市の施設はこうある

べきだ、というものを、何か案にまとめられたものが、私はあると思うんです。

例えば、 A施設の特徴は、こういうものがありました、 B施設はこうでした、 C施設

を見たときには、さしてとるべきものはありませんでした、と。それを総合して、日野

市の場合にはこういうもので行こう、というものを、なにか検討委員会とか、いろいろ
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福祉事業団が、これに直接かかわるということは、現在は隆君)0福祉部長(高野おっくりになったということを、部内にもおっくりになったということをおっしゃって

ございません。現在は、公立ということで、市がつくるわけでございますので、その中いるんですが、そこで、当然、ベースになるものが、文書として、何かまとめられるは

で、市のメソバーでどういうものをつくるか、とし、う検討をずっとやっている。ずですよね。そういうものはあるんですかということを、私はお聞きしているわけです。

それで、委託すべき内容について、これは理事会を当然開いて、検討してもらうわけ10億以上のお金をかけてつくる施設ですから、なにか、ただつくればし、し、ゃ、では因

ですけれども、これは、いずれか開く、とこういう状態でございます。るわけです。一定の基準は、もちろん福祉施設ですから、あるわけですね。いろんな基

また、それぞれの施設の見た結果、我々、いろいろ感想、を持ちますけれども、これを準が。安全基準とか、いろんなものがあります。老人ホームの場合は、こういう基準が

文書にしたものはありませんけれども、そういう点では、調布の八雲苑、それから台東日野市の場合には、この、あるということは、それは細かく決められているわけですが、

区のあさくさ圏、それから世田谷区の第二有隣ホーム、これは、それぞれ拝見をして、例えばA施設を見てよかった点はこうだ、これを取り入れていこう、とそういう検討を

それぞれの資料をいただいてきて、それを検討した、とこういうことであります。きちんとして、設計に入っていくわけですから、その段階における、市側の検討した文

古賀俊昭君。0議長(市川資信君)書のようなものは、まとめた資料のようなものはあるんですか、というこ とをお聞きし

福祉部長は、具体的なことはおっしゃらないわけですけれど、024番(古賀俊昭君)ているわけです。あれば、私は見せていただきたいわけです。先にお聞きをしておきま

当然、これだけの、 10億以上の金を使うんですよ。億という金は、なにか、自分で出すすけれど。あるんであれば、それをまた見たいと思うわけです。その点をお聞きしてい

お金じゃないもんですから、ぴんとこない方も、それは多く、職員の方の中にもいらっるわけですよ。

1円の積み重ねなんですよね、これしゃるのかもわかりませんけれど、やっぱり 1円、福祉部長。0議長(市川資信君)

は。ですから、どれだけの予算を投入すれば、どれだけすばらしいものができるか、と現在の私の手元にあります資料は、基本計画の青写真がど隆君)0福祉部長(高野

いうことを真剣に考えなきゃいけないわけですよ。ざいますし、また、それに伴って、機能の書いたものがあります。これは、検討の結果、

見てきましたとか、我々だって行けば、それは見せてくれますし、大体、一応の感想

は、それは述べられますよ。ここはこうし、う施設でした、こういう点はすばらしかった、

こういう点は、まだ問題があるなということ、それは言えますよ。

しかし、専門の方が、これから10億以上の予算を使ってつくる施設の、参考にするた

めの施設を見に行ったら、報告書を書くのが、私は普通だと思います。そして、それを

持ち寄って、日野市の特養ホームは、ではどうするか、ということが初めて組上にのぼっ
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できてきたものです。

御質問の、その他の途中経過で、いろいろと資料をもらったり、あるいは討論をした

資料については、現在ありませんけれども、こうい うようなものをやったことは、事実

やっております。

また、それぞれの施設の小規模、中規模の特徴を十分に生かしてやろう、とこういう

ことで検討した結果が、現在の基本計画ということで、御理解願いたいと思います。

てくるんじゃないですか。

なにか、これも、あらゆることと同じなんですけれど、非常に稚拙な感じがするわけ

です。ですから、まとめたものがあるのか、ないのかも、はっきりいたしませんし、な

にかその場つなぎで、追っかけ追っかけで、走りながら考え、考えながら何かつくって

きたというのが、今回の特養ホームの建設の経過のような気がするわけです。あれば、

きちんと出してし、ただきたいし、そして立派なものをつくってもらいたいわけです。そ

の点、お願いをしておきたいと思います。

これ以上言っても無理だと思いますので、結構です。

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
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0議長(市川資信君)

古賀俊昭君。0議長(市川資信君)

ですから、よく理解できるんですが、ちょっと、では角度を変024番(古賀俊昭君)

えてお聞きするんですが、三つごらんになったという施設は、具体的にはどこなのか。

そして、それぞれの施設については、どのような報告を、施設を視察に行けば、これは、

視察すれば報告するわけですから、どういう報告をまとめておられるのか。

それから、この運営には、福祉事業団が携わるということを、市長は一歩も譲らなし、

わけなんですが、福祉事業団は、どのような形で設計にかかわったのか、その点、もう
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先ほど、竹ノ上議員より質問がありました件につきまして、事務局局長をして説明を

いたさせます。

0議会事務局長(佐藤智春君) 事務局から申し上げます。

れでは対案として、ほかのクラスと差があるわけですから、そこに行き届いた教育を行

うためには、修正案の提案者はどういうようなものをお持ちで、そうし、う発言や説明な

どがあったのかどうか、その点を聞きたいんです。

私が考えますに、いろいろのいきさつはございましたけれども、格差を是正するため

には、これは市としてできる、というととになりますと、やはり非常勤講師を派遣する

とか、ほかにはなかなか我々でも思いつける道がないような気がするわけでございます。

例えば、そこのクラスの担任の先生に、そこだけ児童数が多いから手当をふやせ、と

いっても、これも納得できませんし、では、残業でもして、徹底して教育してくれ、と

いっても、これもなかなかできるものではないと思いますし、では、精神主義的に頑張っ

てくれといっても、とれもなかなか解決する道には、私は、し、し、道であるというふうに

は思いません。

そういうことで、この予算に修正して、予備費に回すんだ、というような提案である

ならば、当然、、教育委員会に対しての対案みたいな、私どもなら、こうして行き届いた

教育を実現するんだ、とこういうものがなくてはならないと思うわけです。その点を直

接聞きたかったんですけれど、残念ですけれども、予算委員長から、そういう発言があっ

たかどうかを、お聞かせいただきたいと思います。

0議長(市川資信君) 一般会計予算特別委員長。

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(市川資信君) 御異議ないものと認めます。よって暫時休憩いたします。

午後6時11分休憩

午後 7時27分再開

0議長(市川資信君) 休憩前に引き続き会議を開きます。

御承知のとおり、今回の修正案につきましては、予算委員会で提案された修正案でご

ざいます。本会議での修正案提出者ではございませんので、先ほどの竹ノ上議員の御質

疑の件につきましては、ひとつ、御遠慮、を願いたいと思います。

なお、必要の際は、予算委員長に求めていただきたい、かように存じます。

以上でございます。

0議長(市川資信君) 竹ノ上武俊君。

029番(竹ノ上武俊君) 了解いたしました。

予算委員長に質問すれば、もちろん答弁をいただきます。しかし、委員長を通じての

御説明ですと、靴の底から足をかくような気持ちがいたしましたものですから、第41条

を活用して、ぜひ、筆頭修正提案者である鎌野議員さんに、直接、質疑をしたかったの

でございますが、残念でございます。

時間たって、大変恐縮でございますけれども、事務局長のそういう見解でございます

ので、一言で結構でございますので、予算委員長に、第 5問自を修正案提案者にかわっ

て質問したいと思いますので、御登壇していただければと思います。

0議長(市川資信君) 一般会計予算特別委員長、登壇願います。

〔一般会計予算特別委員長登壇〕

0議長(市川資信君) 竹ノ上武俊君。

029番(竹ノ上武俊君) 予算委員会におきまして、修正案の提案があったということ

は、先ほど紹介がございました。また、修正案の提案の理由についても、説明があった

かと思います。

その件についての質疑でははないんです。私が直接、修正案の提案者に聞きたいのは、

現実に日野市内に 9校12クラスの、 41人以上の学級がある、こうし、う事態に対して、そ

0一般会計予算特別委員長(福島敏雄君) 推測で物を委員長が言うな、とし、う御指摘

も、先ほどあったような気もいたしますけれども、委員会の質疑を通じまして、直接の

言葉もあったかもしれませんけれども、感じておりますのは、今回、なぜこの修正案に

至ったか、ということを、委員長が聞いている範囲内で理解すれば、一つは、やはり子

供の教育ということについては、やはり非常に大事なものである、という認識の中で、

それが原点となって質疑がされたような気がいたします。

要するに、教育というものの継続性、要するに継続性、こういったようなところ、さ

らには、子供を、表現としてあったのは、モルモットにすべきでない、というような意

見もあったように思います。

したがって、今、教育委員会から提案をされました、学習グループ。別学級というもの

について、そのものに全く反対だ、というような見解は、あるいはなかったような感じ

もいたします。要するに、とれからの、今、教育委員会が昨年の 8月から、議事要録に

よれば、昨年の 8月から、その問題を掲げて、さらに議事要録によれば、 2回ほど審議

をしたかな、ということの中で、果たしてそれをすぐ教育現場の中におろすととがし、ぃ
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のか、どうなのか、というところを懸念された。その一つの出来事としては、やはり学

校の父母の皆さん、あるいは市P教というんですか、そういった皆さん方の受けとめ方

も、そこに加味する中で、やはりもう少し研究をして、安定した制度というものが確認

されてから、実施するんであれば実施すべきであるんだ、というようなふうに、私は受

けとめられたという感じがしております。

したがって、 40人学級から、さらにはそういう経過の中で、変形40入学級、そして先

ほど来、話がありますように、 3月19日の教育委員会の会議を経て、学習グループ学級

というような、そういう短期間にくるくる回るというようなことである、というような

ことについては、これは難しいんではないか、というのが、底流にあったような気がい

たしますし、やるんであれば、質疑の中で、提案者になっている方々の発言を聞いてみ

ますと、やるんであれば、要するに研究を積み上げて、研究というんですか、それで父

母にも、全部が賛成ということではないかもしれませんけれども、そういった形の中で

やるべきである、というような判断をしたわけでございまして、委員長としては、そう

いうような受けとめ方をしております。

これは、間接的な、要するに質疑を通じての意見を開いている中で、そのように感じ

たということでございますので、それが全く 当たっているかどうかということについて

は、私も自信がないわけであります。

以上でございます。

O議長(市川資信君) 竹ノ上武俊君。

029番(竹ノ上武俊君) それじゃ、簡単に一言意見を申し上げまして、今の質疑は終

わりたいと思います。何せ予算委員長が答弁でございますので、私も推測するしかござ

いませんが、大体、そうしヴ修正案提案者の意向があったのではないか、というふうに

受けとめたいと思います。

修正案の提案者は、拙速であるということを、さきも声を大きくして発言された方も

いらっしゃいますが、そういう点を強調されているのかもしれません。確かに、新しい

ことをやる場合は、稚拙であったり、拙速であったり、ということが伴うことが、世の

中では多いわけですよね。これは初めてのことですから、し、し、意味で、実験かもしれま

せん、それは。しかし、必ずそういうことが伴うわけです。

しかし、今までの日野市議会のいきさつを見ましでも、例えば、 60年の第 1固定例会

で、 40入学級実現の請願が出されたことがあります。そのときは古賀さんが委員長で、

夏井さんが副委員長だったと思います。このときは、請願の中に、明確に意見書をだし
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てください、と書いてなかったんで、す。それで、正副委員長が意向を確かめたところが、

できれば意見書の提出をお願いしたい、ということでございました、と、こういうこと

だったんです。本会議の会議録に出ておりますけれども、当時の古賀委員長は、正副委

員長において協議いたしました結果、特に意見書の提出はあえて行わず一一私は、この

ことは余りよくないと思います一一ーその後、市及び教育委員会において、今後とも熱心

にこの件について取り組むよう求めた次第で、ございます、ということですよね。

これだけじゃなくも、何回も何回も教育委員会に、我々、要望しているわけです。し

かも、私も準備不足という点は、確かに一面、認めなければいけないと思います。

( iやっぱり。わかっているんじゃないか」と呼ぶ者あり)それは、そうだと思う んで

すよ。しかし、教育委員会サイドから見れば、予算もつかないのに、過密の教室には非

常勤講師を派遣しますよ、ということは、なかなか言えないわけです。公務員の場合、

絶対に言えません。

そういう意味で、準備整い、市長からも予算をいただける、とこういう準備を届けた

中で、内外に発表され、校長なり、現場の教員なり、 PTAの人たちが知る、こういう

ことになったわけですよね。私は、ですから、そういう点は、最初のことなので、ある

んだけれども、過密教室に対して、どうしてこういう強し、要求にこたえるかというと、

やっぱり正式の教師が認められないならば非常勤講師、というような形で派遣するしか

ない、教育委員会としては。

では、学校ごとにいろいろやってごらんなさいと。行き届いたためにね。市としては

こういう準備ができるんだ、とこういうことだったと思うんですよ。もちろん教職員の

人たちも、かねがね、いろんな要望をされていると思いますけれども、今の財政状況の

中で、なかなか要求は通らない問題、学校ごとにあると思います。こういう中で、私は、

先生が12名も派遣されるということに対しては、びっくりもされたり、いろいろ不安も

生じたのは、事実だと思います。

しかし、そういう中で、そういう日野市なり教育委員会がしてあげられる条件づくり、

これを受けて、この数カ月の聞に討議が起こり、新しいすべての対象の小学校から、私

たちのクラスはこういうふうにして非常勤講師を生かしていきたし、としヴ、そういう方

針も、次々に教育委員会に出されてきているわけです。

ですから、そういう中で、初めてのことだから、当然です。それから、父母の皆さん

がし、ろいろ疑問を持たれるのも、当然だと思います。だから、市P教も反対ということ

ではなく、質問というような形で、あれを、いろいろ教育委員会に出したんだ、議員に
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もそういう印刷物をまいたんだ、と こういうふうにPTA会長さんから、私ども聞いて

おります。ですから、 そういうことは当然、あり得る ことです。 そこを、やっぱり私は、

生かしてやっていくべきではないか。

委員長の今の答弁でも、学習グループ学級ということについての、異議そのものはな

かったというふうに委員長は推測する、とし、う答弁があったぐらいなんですよ。ですか

ら、私は修正案を出す根拠というものは、今の予算委員会の論議の中でなくなっている、

とこういうふうに受けとめざるを得ないわけでございます。

もし、この本会議において、予算委員会のとおりの修正案が可決されて、 4，800万何

がしの、私は予算が予備費などに組み込まれるというようなこ とがあり、せっかくのこ

ういうし巾、チャ γスを市議会がつぶしたということが、現場の先生たちゃ父母の皆さん

に正しく伝わった場合は、やっぱりこれは、チャ γスを失う点で残念だ、もう一度こう

いう方向で、何か、とかくの格差を埋めるために、行き届いた教育をしなきゃいけない、

その具体策を探さなきゃいけない、とし、う運動は、私は続々と、より一層大きく高まっ

て、本当にそういう意味では、日野市の地域の教育力とし、し、ますか、そういう点で、も

しも修正案が通るようなことになったら、そういうふうに進むに違いないとは確信いた

しておりますけれども、ぜひともこの会議において原案を可決、という方向で、全議員

が(rもう、討論が始まっているんですか、これ」と呼ぶ者あり)一一そうし、う立場に

立っていただくように、再度お願いをいたしまして、 5点目の質問を終わらせていただ

きます。

0議長(市川!資信君) 一般会計予算特別委員長。

0一般会計予算特別委員長(福島敏雄君) 今になって考えてみますと、推測の話はし

なかった方がよかったかな、という感じがしております。

委員長といたしましては、後ほど各会派の意見表明が設定されておりますので、今、

委員長の話した内容に、かなり実は違う、ということであれば、その際、はっきりさせ

ていただければ、大変ありがたいと思います。

以上で終わります。

0議長(市川資信君) ほかに御質疑はありませんか。土方尚功君。

04番(土方尚功君) 大変、自席に戻られたところを、もう一度登壇していただきま

して、大変申しわけありませんけれども、委員長さんにおかれましては、大変長い間、

御審議をいただいた中、また、御報告、短時間の中に、非常にいし、まとめをしていただ

いているというふうに、深く御労苦に対しては、我々自身、新しい、新 1年生としては、
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今後の参考にしていきたいと思っておりますが、 1点だけ、確認をさせていただきたい

と思います。

今回の予算におきまして、市制施行の記念、というようなことで、 25周年とし、う銘打つ

た行事とし、いますか、事業が、それぞれ総務費から、教育費の体育費までですか、体育

関係まで、何点かにわたってございますけれども、今まで10周年、あるいは20周年とい

うようなことで、 10年間隔で、大体、記念行事が行われてきた、このようには私、理解

をしているわけですが、今回、 25周年ということで、 5年飛びの記念行事を設けたわけ

ですけれども、 この点について、各委員さんの方で、御審議があったか。そしてまた、

そこにあったとすれば、今後も 5年飛びにこういった行事が行われるかどうか。そこら

辺が御審議されたかどうか、確認をさせていただきたいと思います。

以上です。

O議長(市川|資信君) 一般会計予算特別委員長。

0一般会計予算特別委員長(福島敏雄君) 確かに、 25周年事業の予算が計上されてい

る、ということで、こうした祝い事をどういう形で、何年置きでやっていくのか、とい

うことについては、幾つかの議論がありました。

議論の内容というのは、今、土方尚功議員が言われましたように、今までの形ですと、

ほぼ10年区切りで、そうした式典が行われていたような感じがする。今後、ことし25周

年ということで、 5年刻みになるということについては、それはどうしヴ経過からそう

なってきたのか、とこういうような質問がありました。

いろいろやりとりの中で、答弁も、総務部長、あるいは市長、こういう形でありまし

たけれども、 10年単位では、それなりの祝い事をやっていきたい、という話がありまし

て、時によっては、 5年は、ややそれより規模の小さいものを考えることもあった、と

いうこともありました。

それから、今回の25周年ということを見ますと、一つは、やはり単なる 5とし、う数字

がつくわけですけれども、 25周年というのは、 4分の l世紀ということもある、という

ことで、 15年、 35年とは、やや意味合いが違うんではないか、というような答弁もあり

まLtこO

そういったことの中で、議論はあったわけで、すけれども、要望としては、やはりこれ

も市政の継続性というようなことを考えていけば、きちっとした、ある程度のきちっと

した考え方を持って、こうし、う式典をやっていくということが、今後必要だろう、とい

う意見が強く出されておりました。
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以上でございます。

O議長(市川資信君) 土方尚功君。

04番(土方尚功君) 大変明確なお答えをいただきまして、ありがとうございました。

どうも、委員長、ありがとうございました。

0議長(市川資信君) ほかに御質疑はありませんか。なければこれをもって質疑を終

結いたします。

本件について御意見があれば承ります。中谷好幸君。

[9番議員登壇〕

このうち、地方税法改正による減収や、都市計画減税による減収は、国や東京都によっ

て、何らかの形で補てんされるべきものであり、国や東京都への働きかけを一層強めて

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。

市民税に占める個人の割合は、 82.26%、法人税の依存の割合は、 20%を切りました。

市税収に占める個人の割合が大きくなっていることは、一面では、日野市民の健全な経

済活動の発展と、そのことが市財政の安定的な財源になっていることを示しますが、同

時に、土地高騰による固定資産税の負担が過重になっていることを初めとして、市民の

税負担が大変重くなっているということも、意味しているわけであります。

今後は、国に対して、地方財政制度の抜本的な改革を求めるとともに、法人市民税の

超過課税を堅持することはもちろん、大企業への課税の適正化など、新財源確保のため

の研究も含めた努力をしていただくことを、要望しておきたいと思います。

歳入について、もう一つ指摘したいところは、昭和60年以降、 1年間の約束で実施さ

れた、国による補助金 1割カット、これが、約束をほごにして一層拡大、延長されてい

ることであります。今年度の国による補助金カットの影響は、 5億9，600万円、 60年か

ら63年の 4年間で、影響額は15億円にものぼっています。こうした補助金カットは、後

でも述べますけれども、姿勢へのさまざまなひずみをもたらしている、という点も指摘

しておきたいと思います。補助金カットの復活のために、一層、国への働きかけを強め

ていただきたし、と思います。

次に、歳出について、幾っか、特徴的な点を指摘しておきたし、と思います。総額315

億7，000万の歳出の構成比率について、大きなものから順に三つを挙げますと、民生費

が23.2%、73億3，000万円、土木費が21.1%で、 66億6，000万円、教育費が17.5%、55億

5，000万円となっております。これを、 5年前の昭和58年度と比較いたしますと、予算

全体の伸びが28%であるのに対して、民生費の伸びが36%、土木費が88%、教育費が10

%となっております。土木費は、構成比率も14.3%から21.1%へ拡大し、構成比の順位

も、 4位から 2位へと位置を変えています。これは、言うまでもなく、土地区画整理、

下水道事業など、都市基盤整備事業の進捗によるものでございます。

各分野の主な施策について、評価すべき点について、幾つか触れておきたいと思いま

09番(中谷好幸君) 日本共産党市議団を代表いたしまして、昭和63年度一般会計予

算案についての意見を表明いたします。

私どもの立場は、修正案反対、原案可決であります。森田市長は、昭和63年度の行政

テーマに「伸びゆく日野」を掲げられました。ことしは、森田革新市政が誕生いたしま

してから、 15周年を迎えるわけでありますけれども、昭和63年度の一般会計予算案、歳

入歳出全般を見まして、森田市長のこの15年間の市政のかじ取りが、基本的に誤ってい

なかったこと、また、今日、地方自治体をめぐる情勢が、極めて厳しい状況がある中で、

地方行革の名のもとに、行財政両面から締めつけられ、また、政府自民党の民間活力路

線、大都市集中政策のもとで、狂乱とも言われるような地価高騰、こういうふうな困難

な、そして厳しい状況のもとで、革新憲法を市政に生かし、市民の命と暮らしを守る、

緑と清流を取り戻し、健康で文化的な生活環境をつくるとしヴ、基本テーマを、姿勢を

崩さず、新たな決意で、推進されようとされていること、このことを、歳入歳出全般から

読み取ることができたと思います。

昭和63年度一般会計予算案は、歳入歳出とも、 315億7，∞0万円、前年比1.1%、3億5，
000万円の増となっております。

まず、歳入について、特徴的な点を見ますと、市税収の伸びは、 2.8%の微増であり

ます。総額218億円、歳出に占める割合は、 69%となっております。市税収の伸びが小

幅にとどまっている要因としては、円高不況に伴う市内輸出関連産業が、本格的な立ち

直りを見せていないことや、また、一部企業の工場移転に見られるような、地方への企

業の分散化によって、法人市民税の伸びが4.4%の見込みにとどまっていること。

第2に、マル優廃止に伴う地方税法の改正によって、 5億2，000万にのぼる税収の減

がある、と見込まれること。また、都市計画税の税率引き下げによって、 1億3，000万

の税収減が見込まれることなどが挙げられると思います。
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福祉、健康行政では、これまでの成果の上に、 多分野にわたって新たな施策の前進が

図られております。その中でも、特筆すべきことは、市内への特養老人ホームの第 1号

として、高幡特養老人ホームの設計、建築費が、計上されていることであります。実態
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一部で、日野市の今回の措置に、違法性があるかのような意見が出ましたけれども、

こうした事態を放置している国や東京都の態度こそ、法のもとでの平等を原則とする憲

法や教育基本法の精神に違反している、といわなければなりません。 45入学級という過

密学級で、どのような教育上の弊害が生まれているかについては、予算特別委員会でも、

るる教育委員会から説明がありました。日野市教育委員会が決定した学習グループ学級

制度は、憲法や教育基本法の精神にも反する格差と、不平等、そして過密学級の弊害を

少しでも解消するために、41人以上の小学校の学級に、 1名の市費負担の時間講師を、

学級担任を補佐する役割を持って派遣しよう、というものであります。 45人の生徒を、

1人の先生で見るよりも、 2人の先生で見る方が、一人ひとりの子供たちに目が行き届

くととは、明らかであります。もちろん、父母や現場の教師の皆さんに、不安や困難が

待ち構えていることを、否定するものではありません。

それは、第一に、これが全く新しい施策であるからであります。そして、根本的な原

因は、市には完全な40人学級実施の権限がないこと、そこから生まれてくる不十分性で

あり、困難である、という点であります。しかし、この困難は、必ず解決できる。この

ことは、既に証明されていると思います。

昨日も深夜まで、そして本日の本会議にも、この学習グルーフ。学級の成立を願って、

多くの先生方が膨張に駆けつけてこられています。先生方は、この課題がいかに困難で

あるかについては、一番よく知っておられるわけであります。しかし、子供たちのこと

を思えば、どうしても成功させたい、そういう情熱を持っておられるわけであります。

私は、この場から、この日野の先生たちに、心からの敬意を表するものであります。

一般会計予算特別委員会の質疑を通じまして、明らかになっている明白な事実は、修

正案提出の自民党、公明党の委員から、学習グループ学級について、さまざまな不安や

疑問が表明されていながら、 45人学級の過密学級のもとに置かれている、子供たちの実

態について、この不平等や過密学級の弊害について、心を寄せる意見が、何一つ表明さ

れていない点であります。

私は、この点について、予算特別委員会で、修正案提案者に聞いました。修正案提案

者は、こう答えられております。 r日野市が40入学級をやらなくても、 3年たてば全部

40入学級になるではないか。」

しかし、皆さん、国が進める学年進行方式による40入学級では、ことし 4年生の過密

学級に置かれた児童は、 5年になっても、 6年になっても、過密学級は解消されないわ

けであります。その子にとっては、この 3年間は、一生にとって一度しかなし、 3年間で

に合わない国の補助基準を初め、国の制度が極めてお組末な実態にある中で、日野市が

公設民営の方式で、他市に先駆けてこれを実施することは、革新市政ならではの施策と

して、日野市民はもとより、三多摩の市民にも希望を与えるものであります。この後、

計画されている、市内への第2、第 3の特養ホームの先例となるだけでなく、各市で対

応が迫られております、近隣他市の先例にもなるものであり、ぜひ、よい先例となるよ

うな立派な施設としていただきたいことを、強く要望いたします。特に、野党の皆さん

から、民営化など強く主張されておりますけれども、公的な責任がしっかり果たせる運

営形態を堅持していただくことを、特に要望したいと思います。

そのほか、在宅ケア制度、ミドルステイ事業、老人家族奉仕員など、派遣事業のレベ

ルアップ、心身障害者在宅緊急一時保護事業、心身障害者福祉施設への助成の拡充など、

老人福祉、障害者福祉を中心に、新規事業やレベルアップ事業が、多くの分野で計上さ

れております。こうした一つ一つの事業に、弱者を大切にする、温かいdむがこもってお

り、さすがに革新市政といわれるものだと思います。

また、都や国が打ち切ったボラ γティア事業を市の施策として継承していること、福

祉環境整備要綱を策定し、 500万の予算を初めて計上したことも、評価できるものでご

ざいます。

健康行政では、 1歳半健診の実施が注目されますけれども、今後、開設される健康保

健セソターの開設とともに、一層施策の充実が望まれるところでございます。(r健康

保健セγターって、あるのかよ」と呼ぶ者あり)生活・保健セγターです、間違いまし

予算委員会では、幾つか要望を行いましたけれども、特に入浴サービスの充実につき

ましては、緊急を要する課題であり、この場をおかりしまして、特に強調して、当局の

取り組みを要望したいところでございます。

次に、教育行政の点についてでございます。 40人学級の早期実現は、父母、教師、子

供たちの願いであります。今議会では、 40入学級の問題について、特に質疑が集中いた

しましたので、この問題を中心に、私どもの意見を述べさせていただきます。

この問題の根本は、国や東京都が、権限も財源もありながら、 40入学級の実施をおく

らせていること。そして、その結果、同じ都内でありながら、例えば小平、狛江、国分

寺市などでは、 88年度には中学校3年生まで、完全に40入学級が実施される。一方、日

野市などでは、まだ40入学級が実施されるのは、小学校3年生までO 小学校4年以上、

中学校では、 45人学級が放置されている、こういう点でございます。
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あるわけであります。

また、修正案提案者は、東京都だけが40入学級を実施すれば、かえって他県との格差

が生まれて、かえって不公平ではないか、こういうことも言われました。もはや、修正

案がどうしヴ立場で提案されているのかは、明らかであります。一人ひとりの子供たち

の立場に立って出されているものではないこと、国民の生活より、安保条約の方が大事

だといって、軍事費をふやし、教育予算を年々削っている政府自民党、また、この政府

に追従しているために、 1年聞に8，300億の税収増がありながら、そのわずか1.4%、12

0億を割けば可能な40人学級の完全実施を行わない、足を踏み出さない鈴木都政、この

責任を、父母、国民の目から覆い隠したいという政治的立場、極めて党利党略的な発想、

からの修正案である、ということであります。このような修正案に、我が等は、断固と

して反対するものであります。

この点に関し、一言、教育長にも要望しておきたいと思います。

教育長は、学習グループ学級については、すべて私の責任である、というようなこと

を表明されました。この予算が成立したとしても、あるいは、成立しないことがあった

としても、過密学級のもとに置かれた子供たちを初め、日野のすべての子供たち、そし

て父母に、教育長は責任を持っておられます。この子供たちのために、ぜひ教育長に、

頑張っていただきたい。 40入学級問題に全力を注がれた教育長の態度は、必ず父母の皆

さん、教師の皆さんの心を打つことと思います。教育長の情熱こそ、日野市の教育に、

今、必要とされるものである、と考えるものであります。教育行政では、ほかに三中で

の給食室の設計、ふるさと博物館、図書館行政の一層の充実など、全体として大きく評

価できるものである、と考えます。

都市基盤整備、まちづくりについては、既に予算の構成比率で見たように、下水道、

区画整理など、積極的に推進するもの、となっております。ここでは、 一つ指摘してお

きたいことは、革新市政が緑の確保に積極的な姿勢を一層強めている点であります。全

国でも初めてといわれる緑地信託制度、また、南平丘陵公園の用地買収のための 8億2，

000万円の予算の計上を初め、緑化のために積極的な予算計上をされていることであり

ます。こうした点は、都市農業を守るという姿勢を含め、今日、第二の乱開発時代とい

われる情勢のもとで、極めて重要である、といわなければなりません。

そのほか、たくさんの施策、コミュニティー、民主主義、平和の分野では、複合文化

施設とも言える東部会館の建設、被爆者援護条例、平和基金条例の予算化も行われてお

ります。予算の伸びが、前年比1.1%増というようなことに象徴されるように、極めて

厳しい情勢のもとで、以上に述べたような多分野にわたる極めて積極的な予算を計上す

ることができたことは、官頭でも述べましたように、森田市長の15年間のかじ取りが、

基本的に誤っていなかったことを証明するものであります。

同時に、森田市長に協力し、行財政改革を初めとする内部努力に取り組まれ、市民奉

仕の立場で奮闘されてこられた、市の職員の皆さんに、心から敬意、を表するものであり

ます。

最後に、こうした積極面とともに、政府自民党による行財政両面での締めつけ、ある

いは、先ほども申しましたように、民活と大都市集中政策による、狂乱とも言われる土

地高騰、こうし、う政府の大失政、こうした問題が、市政にさまざまなひずみをもたらし

ているという点についても、率直に指摘しなければなりません。

予算委員会でも指摘いたしましたけれども、生活保護の保護世帯率の急速な低下、こ

れは、決して保護を必要とする世帯が少なくなったのではなく、政府の生活保護予算の

削減、適正化の名による強力な行政指導によるものであることは、明らかであります。

こうしたひずみが、一番最初に弱者に集中することを、十分、配慮していただきたい。

このことを、強く要望するものであります。

また、必要な分野に、職員の配置ができないところを、安易に低賃金のパート労働者

に置きかえようとするようなことも、ぜひ避けていただきたいと思います。

さらに、土地の高騰は、必要な公共施設の確保を困難にし、地区セソターや学童クラ

ブの建設要求など、さまざまな点で、市民との矛盾を深めております。行政への需要が

増大する中、用地確保のために、当初予算の数倍もの基金積み立てが行われていること

も、根底には、こうした問題があるわけでございます。今こそ、国政や都政の根本的な

転換を求められるところでありますけれども、市政においても、市民こそ主人公の立場

を貫き、こうした困難に立ち向かっていただきたい。このことを、最後に強く要望いた

します。

かつて、美濃部革新都政が、老人医療費無料化制度を実施しようとしたとき、政府や

厚生省、自民等は、国民健康保険法違反と、攻撃いたしました。また、美濃部革新都政

が、無認可保育園への助成を始めようとしたとき、政府や自民党は、憲法89条違反、と

攻撃いたしました。私どもは、このことを想起し、革新市政の一層の前進のために、奮

闘する決意を表明するものであります。

市民、父母に背を向ける、自民党、公明党には、必ず厳しい審判をうけるであろうこ

とを確信し、昭和63年度一般会計予算案原案賛成、修正案反対の意見表明とさせていた
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だきます。

ありがとうございました。(拍手)

O議長(市川|資信君) 天野輝男君。

[6番議員登壇〕

06番(天野輝男君) 私は、自由市民会議を代表して、昭和63年一般会計予算案を、

一部修正案に賛成するものであります。

昭和63年度一般会計予算委員会は、 3月25日、 28、29、30、31と、長時間にわたり、

審議をいたした結果、一般会計予算の総額は、315億4，∞0万円で、前年度当初予算に比

べて1.1%、3億5，000万円の増収でしかありません。三多摩26市の平均伸び率は、 8.7

%であります。国では4.8%、東京都では19.9%の大幅な伸び率であります。大幅に伸

びた原因はどこにあるか、と申し上げますと、行政改革のもとに、内需拡大、景気浮揚

なるものであることを、指摘しておきます。

日野市の法人税の伸びは、今日まで、一般財源を豊かにして、まちづくりの基礎となっ

てまいりました。法人税は、昨年度は22億7，653万2，000円、今年度は23億8，685万円、

前年度対比は4.4%の伸びであります。

日野市内における企業は、輸出による企業が多くあり、円高による貿易の伸びは、低

迷状況にあります。富士通ファナック、山梨県忍野村への転出は、日野市の法人税の減

収とともに、今後、ますます厳しい状況に落ち込むことは、明らかであります。

今議会では、森田市政15年目を迎えて、日野市によい仕事を残すためか、あるいは、

15年目の実績から来る重荷が、平和啓発基金条例の制定、議案上程でも明らかなように、

議場における各議員の活発な意見が出され、審議されました。この議案は、総務委員会

に付託され、審議された結果、平和基金条例に修正可決されております。

森田市政は、こればかりではなく、教育においても、変形40人学級なるものを、日野

市内小学校 9校、 12クラスに実施するため、小学校費4，800万円を予算化したものであ

ります。この変形40入学級は、議場においても、延々と討議されました。教育長の悲壮

感は、予算化されなければ、二度と予算を見ることはできない、と訴え続ける姿に、だ

れもが胸を打たれたものであります。この議案は、一般会計予算委員会でも、延べ15時

間以上にも慎重に審議されました。

私は、審議の中で、強く感じておりますことは、教育には、政治は関与してはならん、

という原則であります。私たち会派による一一共産党によるピラは、議員の名指しで、

断片的なことを取り寄せて、批判しておる行為、これは、私はこのような一部が、政治

の悪宣伝にされていることは、教育を語るものとして反省しなくてはならない、と私は

思うことであります。

東京都では、 40人学級を即時実施するためには、 120億円かかるとのことである。東

京都では、長期計画のもとに事業化した事業を変更するという ことは、大変難しい問題

であります。そればかりではなく、教育の場に政治を持ち込み、対決する要素は、教育

界に悪い影響を与える、ということが言えるでしょう。教育論を検討する場で、討論す

る場で、自分たちの一方的な都合で意見を述べるような方法は、国や東京都に働きかけ

ることが、どうしてできましょう。

私は、日本国民である以上、日本人としての誇りを持っております。そして、将来の

人間像を、どう若者を育てていくか、ということも考えなくてはならない。そのために

は、どうすべきであるか。臨教審の答申にもあるように、経済大国日本の教育の国際化、

情報化社会の対応、高齢化社会における福祉教育のあり方、個性を伸ばし、特性を生か

した教育、自然科学、歴史等を通し、豊かな情操教育。私は、このような教育の高い理

想のもとに、教育を討議していただきたいと思います。

そのためには、日野市内、小学校の教育内容を考えても、今日の教訓を生かしてほし

い、と思うわけであります。日野市の教育に対する行政の中立を確立して、そして、政

治と分離することから始めなければならない、と私は確信するものであります。

教科書検定裁判の判決の内容でも、教育者による政治に対する個人的な活動について

は、違法性を認めない、といっております。しかし、初等教育における児童の義務教育

では、父母は学校に信託するとし、ぅ、公の場で教職員が政治的な言動、行動は、敏感な

児童、感受性の強い子供たちに、悪い影響を与えているのが現実であります。その結果、

先生に反抗する子供が出ております。このようなことが、児童を一方的に、先生に反対

するということで、問題児にしているケースも、実際あるわけであります。

一方、児童が不信感を抱いた教職員を持った場合には、子供が、先生、教職員に信頼

するとし、う気持ちは、起こってこないわけであります。このたびの変形40入学級の事業

で、二、三年間の事業計画であるならば、この問題は大変難しい問題である、と私は考

えていたわけで、あります。

私は、今後は、児童だけに期待するのではなく、教職員がし、かに意欲的な指導をでき

るか、現場の校長先生、教頭先生初め、教育側がしっかりした児童の意見を聞き、教育

側が反映できないものか。日野市の教育は、児童が学業に落ちこぼれない学習、個性を

伸ばした教育、最後まで頑張り抜ける児童、このようなことが、父母を初め、父兄にも
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安心させ、児童も学力っしこのことが日野市にとって一番大切ではないか、というこ

とを私は感じているわけであります。どうぞ、教育長初め教育委員の方々が、政治の圧

力に負けるのではなく、自立していただきたいと思います。

終わりになりましたが、森田市長の福祉政策の中で、高幡特別養護老人ホームが、各

委員によって強く質疑されました。民営化で特老をつくるならば、施設の補助金は、日

野市から 1億円ぐらい出せば、十分できてしまうわけであります。運営費は、全額、国・

都から補助をいただけるわけであります。

ところが、日野市でつくる場合には、総額10億8，455万円もかかり、日野市の財源は、

市債が 2億8，880万円、一般財源5億4，711万9，000円、合計 8億3，591万9，000円もが計

上されるわけであります。日野市市民にとりましては、大変ありがたし、話であります。

しかしながら、日野市のまちづくりは、これからであります。都市計画事業、下水道事

業も、一般財源が20%以上も増額になることは、明らかであります。この特別養護老人

ホームは、森田市政最後の仕事としておやりになるのか、新しい仕事として、事業を通

して市民に訴えて、新しい挑戦をするのか、真意は明らかでありません。

私は、特別養護老人ホームの基本計画書を、これ見まして、これは全く素人が考えた

ものであります。(1"あなただって素人じゃないのJ 1"専門家だJと呼ぶ者あり)専門

的なものが一部あるわ。

これを見ますと、 2階にリハビリの施設とか、そういうものを持っていっているわけ

であります。これは、足の悪い人が来るには、やはり 1階に用意しなきゃならないわけ

です。こういう面で、私は、これ、市民を大切にした考え方じゃない、ということを、

私は強く訴えたいわけで、あります。

私たちも、市民として、日野市の新しいまちづくりのために、努力してまいります。

教育費の一部小学校費4，800万円を予備費に修正して、一般会計予算を消極的に評価す

るものであります。

以上をもって、日野市民会議を代表して、原案に対する修正案賛成の意見といたしま

以上。(拍手)

O議長 (市川資信君) 名古屋史郎君。

本市の財政事情は、市税収の伸び、前年比2.8%の見込みという、厳しい状況にあり

ます。その厳しい中で、予算編成に当たって、伸びゆく日野にふさわしい施策を、積極

的に進められていることに、まず、敬意を表したいと思います。

一般会計の歳出、 315億7，000万円は、前年度当初予算に比べ、わずか1.1%の伸びと

しづ中で、まず、高幡の老人ホーム、特養ホームの建設が着手されます。 このことは、

高齢化社会に向かつて、国の政策の貧困を補う、市の独自の施策として、まさに快挙で

あります。下水道も、浅J11、秋川の処理区の管渠敷設によって、一層促進が図られてお

ります。

また、二番橋が高幡地区と日野地区とを結ぶ人道橋として、着工をされます。

また、昨今、地価高騰の中で、住宅に対する市民要望は、大変強いものがあります。

他市では、消極的な姿勢、ないしは皆無に近い状態の中で、いわゆる市営住宅の建てか

えが進められております。

また、市民の平和意識高揚のため、平和事業基金条例が制定されます。

教育に関しては、給食の自校単独方式が貫かれ、四中の給食が開始され、残りも、完

全実施に向けての努力が図られていることは、まことに喜ばしいことと考えます。

冒頭、申し上げたとおり、市民生活向上のための厳しい状況の中での、数々の施策は、

必ずや市民に歓迎されることと、固く信じております。

しかしながら、教育費のところで、修正案が提案されてまいりました。すなわち、学

習グループ学級の実施予算を、予備費に組みかえるとし、う、修正案であります。教育効

果を高めるための、日野市独自の施策を認めぬものであり、大変遺憾なことである、と

考えます。

この問題については、当初、いわゆる変形40入学級という方法で、教育効果を上げる

という目的が提案され、議会の論議や、東京都の折衝などの経過の中で、学習グループ

学級の名称に変更をし、その手法も、学級の解体はしないなど、修正がされ、論議が続

けられてきたところであります。新しい方法を導入するに当たって、手順、手続、ある

いは周知方法など、全きを得ていなかった点、例えば、 3月1日の広報への、いわゆる

4月からのスタートというような、いわゆる PR、そういった不備な点は、認めざるを

得ません。

しかし、担任と講師の先生の協力によって、開かれた学級、開かれた学校としての、

地道な研究を期していこうとする施策は、期待の持てるところであり、準備やPR、あ

るいは教育効果が上がるのか、いわゆる納得できるまで、完全な納得ができるまで実施

す。

[28番議員登壇〕

028番(名古屋史郎君) 日野市議会社会クラブを代表し、昭和63年度日野市一般会計

予算案に対して、修正案反対、原案賛成の立場で、意見を述べます。
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は許さぬ、こうしろ議論もわからないではありませんが、方法によっては、まず間違い

ない方法だ、という教育委員会の考え方を尊重することも、大切だと考えます。議会の

態度として、せめて条件を付しての実施、あるいは、予定をずらして、一定の条件整備

をして、それから実施をする、こういう取るべき方法は、ほかにもあったんではないか、

と思います。オール オア ナッシソグという結論は、取るべきでない、こういうふう

に私は考えます。

以上、るる申し述べた理由によりまして、修正案には反対をし、原案に賛成する立場

での意見を申し上げました。(拍手)

O議長(市川資信君) 夏井明男君。

(13番議員登壇〕

013番(夏井明男君) 63年度の一般会計予算修正案に賛成の立場から、公明党の意見

さて、本題に戻りますが、今回、私も59年の12月8日付の、 40入学級の早期実現を求

める請願に、紹介議員として署名をいたしております。これは、公明党の35人の学級に

沿うということで、確信を持って署名をしてまいった次第であります。

ここで、本質的な問題に触れたいわけでありますが、去る 2月24日の水曜日でござい

ますけれども、 10時から、市役所の 5階の部屋で、 PTAの、市P協の会長会と、教育

長及び教育室長とのお話があったと思います。このときに、 40人の学級について、どう

いうことかということで、非常に不安になられた方の集まりであります。

新聞報道によって、いわゆる40入学級、私どもが考えている40人学級と違うんではな

いか、ということを心配をされて、ぜ、ひ教育長に会って、その真意を聞きたい、という

趣旨で集まった会であります。そこで配付をされました資料は、日野市の行う変形40入

学級の対応について、ということで、これは恐らく小学校の校長先生を通して配付をさ

れた資料が、そこに配付をされました。

さらに、 3月1日の広報、したがって、原稿のゲラ刷りですけれども、 40入学級ス ター

ト、というゲラ刑りの記事と、日野市の教育委員会の対応について、というものを配ら

れたわけであります。これに沿いまして、説明をしていただいたわけであります。その

中で、一番基本的な対応の仕方としては、これは 2月15日の教育委員会指導室の資料で

ございますけれども、原則として、 1年の契約の臨時職員を雇用し、学年付指導講師と

して配置し教育を高める、ということであります。

その大前提として、基本原則に掲げましたことは、第 1点として、現在ある学級を分

割し、時間講師を分割した学級の担任がわりとして固定し、指導に当たらせることは、

学級認可との関係から、あってはならない、これが第一原則であります。

第二原則は、時間講師、音楽、図工の専科学教員のごとく、特定教科の講師として受

け入れ、 40入学級とは関係なく、便宜的に教科指導に充て、利用することは、 40人学級

を期待する父母の信頼を裏切り、教師の時間軽減のための要求であったのか、と学校に

対する信頼を疑わせる結果となり、望ましい方法ではない。

これが、大きな 2大原則として、市の教育委員会の取り組みがあったわけで、あります。

最終的には、資料をいただいて、その結果、父母の集まりでありますPTAの方たち

は、どういうふうに考えたか、ということであります。やはり教育長のるるの御答弁の

中でも、その不安はあった、ということであります。 (I一般のPTAの方たちは、ど

うなんですかJと呼ぶ者あり)今、その辺については、またお話ししますけれども。

そこで、その心配か消えないということで、やはり PTAの役員ということではなく

を申し上げたいと思います。

予算委員会の質疑を通しまして、さまざまな問題点があったわけでございますけれど

も、今回の予算の最大の、不幸にして最大の争点になってしまいました、変形40人、 60

人、 または90人学級の予算について、この 1点に絞りまして、意見を申し上け了こいと思

います。

その前にとし、し、ますか、少し、忘れてもいけませんので、初めにお話しさせていただ

きたいんですけれども、先ほど、福島予算委員長の方から、非常にすばらしい報告をい

ただきました。要するに、 40入学級については、私どもも賛成であります。公明党も35

人の政策を、基本政策として掲げて、やっております。そういう前提の中で、そういう

悩みの中で、この問題について、どういうふうに対応していったらし巾、のか、いう土台

の上で委員長報告をいただいた、ということは、非常にありがたいことだ、というふう

に思っております。

さらに、私は、長沢教育長に一言申し上げたいんですが、前回の本会議で、この予算

案が上程されて、議論があり、さらに予算委員会で質疑応答があったわけですが、長沢

教育長の心情を察するや余りあるわけでありますが、どうか、体に気をつけられていた

だきたし、。非常にその心労た・るや、大変なものが私、あると思います。

また、 名古屋議員の方から、苦衷の中で、今、修正案について反対、とし、う立場のお

話がありましたけれども、さまざまな思いの中で、言っていただいたということを、私

は感動を持って受けたわけであります。これは、まさに議会制民主主義のゆえんである

というか、あえて私が申し上げているわけであります。
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て、一母親として、一父親としての立場ということで、すぐ、終わりました後で、下の

食堂の隅に集まりまして、どういう点が不安なのか、皆さんメモを持ち寄ったわけであ

ります。それをまとめまして、皆さんのお手元に届いた要望書ということで、 63年の 3

月1日に、 「日野市立小中学校PTA協議会会長会」という名前で、要望書ということ

でまとめられた内容であります。

この本質が、現在でも続いている内容でありますので、中心的なものを読ませていた

だきますと、第一に、市民要求として請願をした40人学級即時実施は、今回の変形40入

学級という形ではない。いわゆる、当たり前のことですが、 40入学級というのは、 40人

以下の生徒さんに 1人の先生がついて、授業をしていくとし、ぅ、基本的な原則でありま

す。そういうことではなかったか、ということであります。

第2点は、児童と教師が対話できるのが学級であるので、それを分割されるのは、児

童、親、先生に不安が大き過ぎるではないか、ということが第2点であります。

第3番目に、あと 3年で40入学級が実現するので、あえて日野市で不安を持ちながら

実施する必要がないではないか、というのが父母の意見であります。このような本質的

な問題を含んで、これが推移をしたわけであります。

そこで、 40入学級の現在の日野市の実態を見ますと、 二小では、 42人クラスが三つあ

ります。さらに、二小の 5年の4クラスは、 44名であります。四小の4年クラスが43名、

2クラスであります。五小の 5年のクラスが、 43人の 2クラス、 42人が 1クラスであり

ます。要するに、 40人学級以上という意味で申し上げています。五小の 6年の 3クラス

が、 41人、 41人、 40人クラスであります。七小の 4年の 3クラスが、 41人、 41人、 42人

であります。滝合小学校の 5年の 3クラスが、 43人、 43人、 44人であります。高幡台小

学校の4年2クラスが、 43人、 43人であります。 6年の 2クラスが、 45人、 46人。程久

保小学校の 6年の 2クラスが、 42人、 42人であります。旭が丘小学校の 5年の 3クラス

が、 44人、 44人、 45人であります。三沢台小学校の 5年の 2クラスが、 44人、 44人とい

う実態であります。

このクラス、いわゆる40人学級の、今現在問題になっています小学校は、以上の 9学

校であります。この PTAの会長会ということで、お集まりになった方の、内容であり

ます。

そこで、要望書を作成をいたしまして、教育長を初め、さまざまな方に、お願いに上

がったわけであります。とれに回答を、指導室の方で、直ちに与えられたものがあった

わけであります。

私も、この時点で、初めて気がついたわけで、あります。何が気がついたかとし巾、ます

と、私も62年の第4回の定例会の行政報告の中で、変形40人学級に質問をしたわけで、あ

ります。私も、その実態を聞いて、これは40入学級ではない、ということが認識をいた

しまして、それで、改めてそれを見たわけで、あります。

私は、 42年の第4回の定例会のときに一一ごめんなさい、 62年ですね、去年の第4固

定例会でございますが、そこで申し上げたわけで、すけれども、そこで、教育長に、こう

いうふうに私はお話をしました。 Iこの制度は、新しい制度として対応していくとすれ

ば、非常に困難を伴うであろう。ある意味で、言葉が見つからないけれども、ヒット商

品的な形で、なれば、非常にありがたい。教育長、頑張ってください」と、こういうふ

うな話を申し上げたわけで、あります。その時点で、私は、 40入学級が導入される、とい

う認識を持っておりましたので、こういうことをお話をしたわけで、あります。

そこで、教育長は、どういうお考え方をしているか、御答弁されているんですが、

「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もJということで述べられまして、 「あくまでもこれは、臨時応

急的な措置としてやるものでございます」、こういうふうなお話で、御答弁が終わって

いるわけであります。

私も、子供を抱える父親として、この問題について、どういうふうなことになるのか

ということで、調べたわけで、あります。

さらに、教育委員会の11月19日の決定は、日野市では63年より小学校4年生以上につ

いて、変形40人学級で対応する。

第2番目として、 45入学級を抱える小学校に、臨時的措置として非常勤講師を配置す

る。

さらに、 3番目として、 1年契約の職員とする。

るる申されております。それで、最終的には、臨時的緊急措置は65年をもって解消を

する、とこういうふうな内容のものが、 11月19日の教育委員会の決定事項として、ある

わけであります。

さらに、それを踏まえて、日野市の教育委員会の委員長、村田先生より、日野市長あ

てに、予算措置が、要望が出ております。その中には、やはり日野教育委員会と して、

父母市民の40入学級早期実現に関する要請にこたえるため、ということで、別紙のよう

に、法令に違反しない範囲で、臨時応急の措置として、 63年より云々ということで、最

終年度までの講師の配置までありまして、予算も計上されております。
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さらに、この推移を見ますと、このような条件で、ずっと進んで、長沢教育長も、東

京都の教育長、水上先生と、交渉の経過を進められてきた文書を、いただいてきている

わけであります。

さらに、 11月30日には、記者会見までいたしまして、この方法について、発表もいた

してきているわけであります。

さらに、 63年度の予算見積書の中には、市費による時間講師を独自に採用し、法令に

違反しない範囲で;40人学級への対応を考えている、というこ とで、事業の目的、効果に

ついて、述べられております。

このような対応で、予算の見積書を出しているわけであります。

私が一番心配いたします、変形という中身について、それが子供にどういう影響があ

るか、ということであります。単に40入学級という名前の取り外しの問題でない、とい

うことは、長沢教育長と、東京都との教育長との間での話でも、出てきているわけであ

ります。東京都の教育委員会でも、非常に心配している点は、学級編成は、学校で授業

をするために、児童を幾つかの継続的な学習集団、学級に組織することを言うんだ。こ

の1点から見て、1学期ごとの編成がえには非常に疑問がある、というふうに言ってお

ります。

また、ホームルームのみで、教科は、教諭、講師が担当した場合は、事実上の学級担

任となるので、学校教育法施行規則の22条に違反するおそれがある、 とし、うお話であり

ます。

また、講師の採用をどうするのか、その支出はどうするのか、採用基準、選考方法は

十分に研究をされているのか、ということであります。

さらに、教育内容的には、小学校教育においては、教師と児童との結びつき、信頼が

特に重要である。学級分割、すなわち学級分割教育効果、教師と講師との連携、児童の

戸惑い、不適応、保護者の批判、指導方法の研究は十分なのか、体制づくりに追われて

しまって、中身についてはどうなのか、ということであります。

さらに、日野市の教育委員会が、小学校の校長先生を通して、配付した資料を差し上

け'たわけですが、その計画の内容を見ると、 40入学級とは異質の問題である、というこ

とであります。

さらに、学習方法、特に児童の主体性を考えた場合に、疑問点が非常に多い。すなわ

ち、十分な計画と、綿密な研究に欠けているのではないか。

さらに、 1年、 2年、 3年までと、 4年以後の学習方法の差が極端過ぎる。 6年間を

通しての位置づけが、やはり小学校教育には必要ではないか、ということであります。

生活の場としての学級の扱い方を、すなわち学級への所属感を、どういうふうに考えて

いるのか。

さらに、子供は、その場になれば順応性が出てくる、というけれども、個人差があっ

て、単に子供は11原応性があるということで、そういうふうに決めつけることができるの

かどうか。

さらに、児童の主体性の尊重という観点から見てどうなのか、ということであります。

さらに、最終的には、保護者の不安を招かないような形でなければならない、という

ことを、絶えずおっしゃっているわけであります。これは、長沢教育長が、都の学務部

長との話の中、さらには、人事部長との聞の中でのお話を承っていることだ、と私は思

います。

さらに、私は、これに対して、教育委員会は、学校の現場に対して、こういうふうな

対応で受け入れてほしlハ、ということで、案を持ってきたわけで、あります。それが、私

は、予算委員会の中でも、この指導法改善に向けての各学校の取り組み、というものを

読ませていただくと、むしろ、このような形のものは到底受け入れることはできない、

ということで、これは答弁にありましたが、 9校のうち 7校は、返上をしているわけで

あります。できない、ということを申し上げているわけです。

それで、学校の受け入れ体制の案を見たときに、現場では、もう悲鳴が関こえるでは

ないか、ということを私は申し上げました。教育長も、教育室長も、確かに悲鳴は聞こ

える。しかし、それは乗り切らなければいけない悲鳴なんだ、という形のお話でありま

した。ここが、私は一番恐れるところであります。現在でも、この問題は生きているわ

けであります。生きているということは、こういうふうな対応をしていくということで、

今、申し上げているわけであります。現場の先生が心配をしている、この悲鳴のあるこ

とを、やはり東京都の教育に携わる方も、一番心配しているわけであります。そうしま

すと、日野の市民の方も、やはり都民であります。そういう心配の立場から、日野市の

おやりになる形のものはどういうことなのか、ということを、東京都会議員として、東

京都の教育委員会にお尋ねするということは、私は当然のことであるし、自然のことで

ある、と思います。(I日野市議会への干渉ですよJ I今まで、取り上げてほしいこと

が、いっぱいあったんだよ」と呼ぶ者あり)

この指導法の改善に向けての各校の取り組み方を見ますと、さまざまな案を各学校が

提示をいたしております。日野二小でも、これを実施するについて、校長メモというこ
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とで、 3月9日に出ております。さまざまな内容があります。現場の悲鳴をどういうふ

うに解消するかということは、最終的には現場で対応していただきたい、というのが、

最終的な答弁になっているわけであります。

そこで、こういうふうな状態の中で、私は、進めるということには難点があるんでは

ないか、ということを本会議で申し上げましたし、山口議員も申し上け。たわけで、ありま

その生徒を一緒に面倒を見る。これは、まさに、先ほど申し上げたとおりの心配事が出

てくるわけであります。いわゆる先生主その人との帰属感的なもの、さらには、先生同

士の強調の問題、そういう問題についての研究が、一切されておりません。全国で初め

てだそうです。それを、今回の制度の中に、あえて導入をするということは、どこにメ

リットがあるかといえば、最終的には、 3年後に来るまでの応急的なもの、というふう

に決めながら、それを変形に変形を重ねてやってきている手法としか思えない。

そこで、私は、子供に対して、子供の視点から見てどう移るのか、とし、う視点を考え

るならば、こういう乱暴な議論は、私はできない、ということを申し上げたわけであり

ます。

私も、この予算案については、さまざまな議員の方と、考え方の違う方と、共産党さ

ん以外の違う議員さんの方と、さまざまに議論させていただきました。(iなぜ共産党

を排除したのよ」と呼ぶ者あり)排除はしておりません。-ーその中で、私は、自分の

意見の通るところ、さらに、また、反対の立場ということの話の中で、随分議論を深め

させていただきました。その会話の深める中で、非常にこの問題についての問題点が、

浮かび上がってきた。さらに悩みが多くなったということは、事実であります。さらに、

日野市の教育として、どういうふうにこれを展開していったらし巾、のか、そこまでの思

いになったことに、感謝している次第であります。それに凝縮されているのが、先ほど、

福島予算委員長の報告にありましたとおり、 40人学級はすべての人が賛成なんだ。しか

し、日野市で導入するものは、それに一歩でも二歩でも近づくものではないから、だか

ら私どもは反対をする、とこういうことで、るる申し上け。たわけで、あります。

最後に、これは市長に申し上げたいんでありますが、私は、予算委員会の中で、 25周

年記念ということの、 10周年、 20周年という市制のリズムある中を、 5年単位に縮めら

れたということに、私は不自然さを感じたわけであります。

それから、特養ホームの決定の仕方、予算のされ方、実施のされ方についても、従来

の行政のリズムを完全に(iし、いことには、けちをつけたい」と呼ぶ者あり)そうじゃ

ないんです。完全にリズムを崩した形で、おやりになっている、ということが感ずるわ

けです。

市長も、少数与党として、ずっと御苦労の中で、選挙に勝ち抜かれてきたということ

で、私は、来年の選挙については、思いもあると思います。しかし、焦らないでいただ

きたい。行政は、行政のリズムがあるわけですから、その視点を大事にしていただきた

い、というふうに思います。

す。

3月19日に学習グループ学級として、内容について少し変えました、というお話であ

ります。本会議の内容について、さらに各種検討して決めた、ということであります。

その第一の理由としては、やはり子供の小学校の運営についても、東京都の教育委員

会と、日野市の教育委員会とで、その対応について違いがあってはいけない、という長

沢教育長の心配と、東京都の教育委員会とで、さまざまな知恵を絞って、まとめ上げら

れた経緯があるようですけれども、その内容は何かというと、結局、今までの心配事を

なるべく解消するような方法、というふうに出てきたのが、 3月19日の土曜日の、開か

れた教育委員会の内容でありました。この内容の中には、指導法開発のためにこういう

ふうにやるんだ、というふうに変わりました。

さらに、重要な点は、学級を解体するようなことはなく、ということで、指導室の方

で、各学校に出された案というものを、撤回をされたわけで、あります。私は、ここに一

番大きな問題があると思います。市の教育委員会として、さまざまな法令を研究されて、

それで、こういうものでおやりなさい、ということを提示をされてやってきた。それが、

父母からの反発も強かった。不安を解消するためで、あった、ということで、いとも簡単

に学校の教育現場の仕組みを変えてしまった。

まさに、教育の、一歩一歩進めていく中では、その一つの手法を取り入れるには、何

年も何十年もかかって、それを試行錯誤で取り入れているわけです。その過程を省いて

しまって、いとも簡単にそれはヲ|っ込めてしまった。引っ込めた内容で、それじゃ、ど

ういうふうにしてやるのか、ということが、学習グループ学級についての具体的な答弁

としては、出ておりません。あるのは何かとし巾、ましたら、各学校は解体をしない。認

可学級としての学級は解体はしなし、。ただし、講師の人を雇う。それは助手である。助

手の立場として入れるんだ、ということです。そうしますと、三つのクラスの担任のい

るところに、 1人の講師の方が入られて、どういうふうに応対していくのか、三つのク

ラスを。やはり、ここで指摘されている問題があるとおり、やはりクラスで受け持って

いる先生のところへ、 1学年ですか、 1年の契約の方ですか、その方が入ってこられて、
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特に、これは市長に申し上げ、Tこいのは、市長には、確かに教育委員の任命権はござい

ます。しかし、教育委員の任命制についても、やはり従来のように、教育の中には、な

るべく政治的なものは排除をしていこうとしヴ伝統が、私は法規の以前の問題として、

あると思います。その内容は、最高裁判所の裁判官の独立ということも、内閣で任命を

されるということですが、事実上、弁護士会、さらには検察会、法曹会、裁判所ですか、

裁判所会、いうところで、伝統的に推薦されてきた人を、ある意味では、めくら判を押

しているわけであります。

そういう意味で、日野市の長年続いてきた伝統があるわけですから、それにもう一度

私は、戻していただきまたし、。今回のこういう問題についても、やはり遠因的には、教

育委員の任命制についてあったのではないか、というふうに思います。

最後に、天野議員の方から、政治が教育に介入してはし、けない、というお話は、私は、

本当にそうだと思います。今回、非常に深刻な話は、 40人学級に反対をした、賛成をし

たということで、この話が正確に伝わらないで、市民の方に伝わってくることが、私は

非常に憂います。それが、父母やさまざまな子供に、こういうものを、伝わっていった

ときにどういうことになるのか、ということを非常に私は恐れます。最終的には、議員

の議会制民主主義の運営の中で、言論の自由が認められ、立場を尊重される中で、話せ

ば話すほど理解し合えるものが、私はこれからの政治では大事だと思います。生意気な

ことを申しますが、そうだと思います。

そういう立場からすれば、やはり誤解を増幅させるような立場では、ならないと思い

ますから、最終的には、基本原則として、政治のジェ γ トルマγ的な精神をもって堅持

していくのが、これからのあり方ではないか、というふうに思います。

以上で終わります。(拍手)

0議長(市川資信君) 中山基昭君。

(21番議員登壇〕

021番(中山基昭君) 市民クラブ議員団を代表しまして、先ほど、委員長の方からも

御報告のありましたように、一般会計の特別予算委員会における、大変長時間にわたる

慎重な審議の経過を踏まえまして、これからの討論に参加をさせていただきたい、とい

うふうに思います。

審議等の中からも、地方自治体財政の環境の厳しさ、こういうものが大変強まってき

ておる、ということを、改めて自覚したところでございます。そういう面から考えます

と、予算の内容等におきましては、日野市の基本計画、さらには、市長の所信の表明、
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こういうものの具体的な推進を図り、そして健康な市民生活、健全な地域社会づくりを

目指し、市民からの期待にこたえるんだ、とこういうような受けとめの中での、しかも

堅実な財政の運営がなされておる、いうふうな予算である、というふうに思っておりま

す。こうした面からも、原案に賛成の立場から、さらに審議を踏まえ、希望と意見を付

言をし、その努力を要請してまいりたい、というふうに思います。

御承知のように、ことしは市制の施行から25周年という、大変大きな節目を迎える年

でもございます。人口も15万8，000人を超え、東京の26市の中でも、有数の都市に、発

展と成長をしてきておるところでございます。こうした観点からも、地域社会の変化、

あるいは、都市生活需要の広まり、市民生活や意識の多様化、いわば時代の要請とも言

える毎日の生活に、最も身近な自治体行政の果たす、その役割と責任に、多くの期待が

寄せられてきておるときじゃないか、というふうに思います。

私どもは、こうした認識と受けとめの中で、市長との行政懇談や、あるいは予算編成

等におきまして、基本構想、基本計画の着実な実践を図るように、ということを申し上

げてまいってきておるところでございます。

具体的には、高齢者、障害者施策の充実、あるいは学校教育施設の整備、生涯学習の

推進、健康づくりと医療体系の確立、文化・スポーツ施設の整備、産業経済の振興と勤

労者施策の充実、下水道、区画整理事業などの都市基盤の整備、道路交通網の充実など、

その積極的な努力を要請する中で、委員会での審議を通じましても、財政収支の均衡、

あるいは歳出の構成、行政水準の確保と、その向上への基点から、限られた財源により、

効果的な、しかも計画的な財政の必要性を指摘し、その努力を促してきておるところで

ございます。

本年度の一般会計は、先ほどもお話がございましたように、 315億7，151万円でありま

す。これは前年とほぼ同様に推移するわけでございますけれども、特に強調したいのは、

自治体財政の自主財源としての根幹、柱でもありますところの、市税の収入費におきま

しては、経済的な動向など、法人事業等における流動的な要素があるにしても、 69.2%、

と、こういうふうに東京の26市はもちろん、全国的にも好条件に恵まれた財源状況にあ

るのではないか、というふうに思います。

こうした恵まれた財政環境の中で、その施策や事業が遊離をすることなく、自治体と

しての自主的な創造性を大切に、市民からの期待と協力にこたえることが、市政の充実、

さらには発展への、その源泉になるものである、というふうに強く確信をしておるとこ

ろでございます。
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次に、これからの重点的な課題につきまして、何点かを申し上げ、あるいは指摘をし、

その対応への一層の努力を要請をしてまいりたい、というふうに思います。

高齢者老人施策の推進についてであります。急速な高齢化社会への移行が言われる中

で、私たち日野市が次代を先取りしての、立派な老人憲章がございます。だれでも迎え

る全市民の共通の課題として、この憲章の実践と推進を図り、高齢者が安心して日常生

活が営むことのできるような日野市づくりが、必要なときでございます。そのためには、

社会保障制度の充実はもとより、保健医療、余暇、あるいは就労など、幅広い領域をカ

バーするための、総合的な施策の創造と、長期的な視点からの財源の確保等にも、積極

的な取り組みを必要としますし、あるいは、積立金等の導入についても、ひとつ、研究

と努力をしていただきたい、いうふうに思います。

次に、青少年の健全な育成と、社会教育の充実についてでございます。次の時代を担

う青少年が、広い視野と、そして豊かな情操を養い、心身ともに健やかに成長をするこ

とは、市民みんなの願いでもあります。親も先生も子供の教育には、大変に力を入れて

おりますが、しかし、残念ながら、青少年の問題行動や非行化が、大変深刻になってき

ております。もちろん家庭も学校も、地域も、そして行政も、協力と連携を深め、信頼

に結ばれなくてはなりません。青少年問題協議会、あるいは、その機能の充実等を図り、

児童館活動等についても、施設の整備、あるいは内容の質的な向上、こういうふうなこ

とを図りながら、青少年問題等への取り組みが必要ではないか、というふうに思います

し、年代を超えた交流や学習の場、こういうものの拡充、充実、こういうことにもぜ、ひ

努めてほしい、というふうに思います。

次に、勤労者施策の充実と、産業経済の振興についてでございます。日野市は、東京

の中でも、有数の産業経済活動の盛んな、活発な都市でございます。市内には、 4，000

を超える事業所、 4万5，000人に近い人々が、商業、あるいは工業、サービス業に働き、

就労をしている勤労市民であります。雇用や、働くための不安が、毎日の生活に直接つ

ながる重要な課題ではないか、というふうに思います。勤労者施策の一層の充実と、地

域の産業経済活動の安定と振興を図り、家庭生活と、そして働く職場が、整合と調和す

る健全な地域社会、都市づくりが施行をされなくてはなりません。こうした観点からも、

さらに一層の努力を改めて促してまいりたい、というふうに思います。

次に、都市生活施設の整備についてでございます。市長も、所信表明の中で、都市基

盤の整備を図るため、下水道事業、あるいは区画整理事業、さらには、信託制度による

緑地の保全など、都市施設と社会環境を、一体的に整備と充実を図ることを、表明をさ

れております。都市生活施設としての、その促進を初め、現存する樹林や、あるいは緑

地の確保と、公園や広場の整備に努め、余暇や憩いの場として活用のできるようにして

ほしい、というふうに思います。

さらには、住宅地の広まり、車の増加などからも、道路、交通網の整備と、歩行者を

初め通勤、通学などへの交通安全対策等についても、最優先課題として、日常的な、機

敏なひとつ対応と、努力を強く期待をしてまいりたい、いうふうに思います。

次に、行財政の効率的な運営についてであります。このところ、いろいろの場で、 21

世紀論が盛んになってきております。変動する社会や経済情勢を踏まえ、高度の情報化、

あるいは、先ほど申し上げました高齢化、さらには都市化、価値観の多様化、こういう

ふうな形に向かいつつあるということは、多くの市民のほぼ共通の認識じゃないか、い

うふうに思います。こうした受けとめと視点から、毎日の市民生活、最も身近な自治体

行政として、市民にサービスの質的な向上を目指し、行政の推進が図られなくてはなり

ません。

そして大事なことは、行政の施策や事業は、それぞれ相互に関連性を持つものであり、

もっと総合的な成果が期待ができるような、機能の充実を図るとともに、予算審議等の

中でも、特定部門への繁忙、偏り、とういうものが、明らかになってまいっております。

そして、さらには、予算の執行以降の効果や便益など、その的確な把握に努め、大切な

資金がむだのないよう、有効的に活用が図られなくてはなりません。そのためにも、組

織機構の固定的な細分化を避け、機能性、機敏性を最重点に、今回、一部組織改正等が

報告をされておりますが、さらに、そうした立場からの工夫と努力を提起をしてまいり

たい、というふうに思います。

さらには、先ほど来、るるそれぞれの立場からの意見発表等もございました、教育費

にかかわる修正案についてでございます。委員会の審議の中からも、指摘をしてまいっ

たところでございますが、学習グループ学級につきましては、新しい施策、あるいは新

しい事業、こういう面からは、大変期待をされる反面、多くの心配もございます。しか

し、そうした課題を克服して決断をしたい、あるいは、決断をするときじゃないか、と、

こういうふうな認識に立っておる、ということでございます。

しかも、そうした中で、教育条件の改善、引き上げを図るんだ、というふうなことと、

教育長の言われる教育の良心として、その実践を図りたい、あるいは、図るんだ、と、

こういうふうな真剣な努力と熱意、こういうところに多くの理解を寄せておるところで

ございます。
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特に、この制度等の導入等に当たりましては、児童、父兄はもちろんのこと、教育の

制度、あるいは都の指導方向等を、より的確に受けとめる中で、導入の条件への整備の、

ひとつ万全を図っていただきたい、というふうに思います。そして、教育委員会、教育

行政への関係者はもとより、市民からの信頼と期待に、こたえられるようにしていただ

きたい。こうした受けとめの中からも、原案に賛成をし、修正案に反対であることを明

らかにしてまいりたい、というふうに思います。

最後になりますが、いろいろ申し上げましたように、これからの身近な地域生活課題、

あるいは行政需要等も広まる中で、多くの市民からの期待が寄せられておる、というふ

うなことを、それぞれの立場から、ひとつ自覚を深め合って、健康な市民生活、健全な

地域社会づくりに、市民の総意を集めて、そして立派な日野市づくりに全力を傾注され

ることを付言をして、終わります。(拍手)

0議長(市川資信君)

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修正可決でありま

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〕

0議長(市川資信君) 挙手多数であります。よって議案第18号、昭和63年度目野市ー

般会計予算の件は修正可決されました。

お諮りいたします。議事の都合により暫時休憩いたしたいと思いますが、これに御異

議ありませんか。

C i異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(市川資信君) 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(市川資信君) 休憩前に引き続き会議を開きます。

午後9時23分休憩

午後10時2分再開

これより議案第四号、昭和63年度日野市国民健康保険特別会計予算、議案第20号、昭

和63年度目野市土地区画整理事業特別会計予算、議案第21号、昭和63年度目野市下水道

事業特別会計予算、議案第22号、昭和63年度日野市立総合病院事業会計予算、議案第23

号、昭和63年度日野市受託水道事業特別会計予算、議案第24号、昭和63年度目野市農業

共済事業特別会計予算、議案第25号、昭和63年度日野市老人保健特別会計予算の件を一

括議題といたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
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C i異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(市川資信君) 御異議ないものと認め一括議題といたします。

特別会計予算特別委員長の審査報告を求めます。

〔特別会計予算特別委員長登壇〕

0特別会計予算特別委員長(石坂勝雄君) 特別会計予算特別委員会に付託された議案

を、順次、審査結果を報告いたします。

最初に、議案第19号、昭和63年度目野市国民健康保険特別会計予算は、歳入歳出予算

の総額は、歳入歳出それぞれ41億4，854万8，000円であります。委員会における審査の内

容を御報告申し上げます。

国民健康保険税は、 14億3，795万8，∞0円で、前年に比較し10.1%、1億3，221万4，∞o

円であります。これは、保険税の改正による増収であります。一般会計の繰入金も、 5

億4，000万円であります。前年に比して、 1億2，423万7，0∞円であります。増加率は、 2

9.9%の増であります。歳出においては、一般被保険者療養給付費が、 19億6，500万円で、

前年に比較して 5億4，000万円の増加の、 37.9%の増加を見込まれております。

主な質疑は、一つ、昭和63年度中に保険税は値上げをするのか。

二つ、税務職員の特殊勤務手当月額3，000円は適当か否か。例えば、滞納処分等に従

事する場合なら別だが、という意見。

三つ自に、国保運営協議会費が11回計上されているが、値上げをされる考えがあるの

かどうなのか。

この点では、市長は、現時点では、 2年連続して値上げをしているので、現時点では

考えていない、というお考えが表明されました。

次に、生活・保健セ γターの、利用方法についての質疑もありました。国民健康保険

加入者の減免措置の知らせをPRすべきではなかろうか、というような質疑もありまし

Tこ。

次に、保険証の切りかえのときに、滞納者に保険証の不交付をしないように、という

質疑もありました。

次に、一般会計の繰入金は、昭和62年度が歳入総額に対して11.3%で、昨年は4億1，

576万3，000円、昭和63年度は、歳入総額に対して13%で、前年比29.9%の5億4，000万

であり、健康行政を考えるべきではなかろうか、という意見も述べられております。

それから、保険税の徴収率が91%であるが、もっと向上に努めるべきではなかろうか、

という意見等がありましたが、採決の結果は、全会一致、原案のとおり可決いたしまし
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た。よろしく御審議をお願し北、たします。

次に、議案第20号、昭和63年度目野市土地区画整理事業特別会計予算は、歳入歳出予

算の総額は、歳入歳出それぞれ36億274万円であります。前年度予算総額、 28億9，351万

2，000円であります。前年比24.5%の増額です。

数点の質疑はありましたが、慎重審査の結果、全会一致、原案のとおり可決いたしま

したので、よろしく御審議をお願いします。

次に、議案第21号、昭和63年度日野市下水道事業特別会計予算は、歳入歳出の総額は、

歳入歳出それぞれ44億8，542万4，000円であります。前年度予算に対し、 10億6，574万4，0

00円で、 31%の増であります。下水道使用料は、使用料改定により、前年度 1億3，624

万円に対して、 74%の2億3，668万円となっております。

主な質疑は、日野市の下水道の使用開始時期について、南多摩処理区、昭和63年5月

以降、浅川処理区が昭和67年4月以降、とのことであります。下水道実施に対しての財

政計画策定すべき、との御意見もありました。

次に、下水道の年次別普及率を知らせ、との意見に対し、昭和65年に30%、昭和68年

から70年で50%とのことでありました。

次に、財政計画の中で、日野下水道の使用期間は、昭和62年から昭和75年とのことで

ありました。下水道の最高のピーク時期は、昭和68年が、年間48億円の事業費となる、

とのことであります。下水道事業に対する起債償還の元利償還の最高のピーク時は、昭

和75年に25億8，000万円になる予定、との答弁もあり、昭和63年度の経常比率は80.6%

とのお答えもありました。

等の意見を踏まえて、慎重審査の結果、全会一致、原案のとおり可決いたしましたの

で、よろしく御審議をお願し、し、たします。

議案第22号、昭和63年度目野市立総合病院事業会計予算、収益的収入及び支出の予定

額は、病院事業収益24億8，306万1，000円で、病院事業費用は24億8，306万1，000円であり

ます。

主な質疑は、次のとおり。特に、病院会計予算の審議に当たり、三田病院長ほか総婦

長にも出席の要請があり、 1点、質疑の内容は、産婦人科の、いわゆる助産婦の欠員に

対する補充の考え方、看護婦の欠員の補充の問題、看護婦の夜勤に対する労働条件等が

ございました。

また、三田病院長に対して、市立病院の経営の方針、産婦人科、小児科の今後のあり

方等の位置づけについての質疑もあり、ベッド規制の、これは東京都の地域医療計画に

対してのベッド規制の問題、いわゆる病院の院長としては、組合員と対話すべきではな

かろうか、というような質疑もございました。

次に、公立病院といえども、医療収益の増加が必要ではなかろうか。そういう点では、

病院の増改築なり、病院の環境の整備等すべきではなかろうか、とし、ぅ質疑もありまし

fこ。

そういう点を踏まえまして、慎重審査の結果、全会一致、原案のとおり可決いたしま

した。よろしく御審議をお願し、し、たします。

次に、議案第23号、昭和63年度日野市受託水道事業特別会計予算は、歳入歳出の総額

は、歳入歳出それぞれ16億3，890万円であります。水道事業委託費は、前年より 1億825

万円の減額であります。 16億2，320万円であります。

特に質疑、意見はありませんで、慎重審査の結果、全会一致、原案のとおり可決いた

しました。よろしく御審議をお願し、いたします。

次に、議案第24号、昭和63年度目野市農業共済事業特別会計予算は、収益的収入及び

支出の予定額は、共済事業収益は2，380万7，000円で、共済事業費は2，380万7，0∞円であ

ります。農業共済事業実施のため、一般会計からの補助金は、1，∞1万9，000円でありま

す。

慎重に審査の結果、全会一致、原案のとおり可決いたしました。よろしく御審議をお

願し、いたします。

議案第25号、昭和63年度目野市老人保健特別会計予算は、歳入歳出の総額は、歳入歳

出それぞれ39億8，625万4，000円であります。支払い基金交付金は、 27億9，302万9，000円

で、前年の予算額5.39%の、 1億4，280万8，000円であります。

歳出の医療給付費は、前年の 8%増であります。前年は36億3，340万8，000円で、今年、

昭和63年は、 38億2，219万2，000円でありました。

こういう点を踏まえ、慎重に審査の結果、全会一致、原案のとおり可決いたしました。

よろしく御審議をお願し巾、たーします。

以上です。

O議長(市川資信君) 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) 議案の22号について、若干、伺います。

委員長さんの御報告では、総婦長さんを委員会へ呼んだということなんで、ちょっと

珍しいケースなので、お呼びになるとし、う御決定の前に、総婦長さんというのは課長さ

んなのかどうか、というような御論議をなさったのか。病院長さんもお呼びになったは
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ずですから、そのいきさつで、どんなお話をなさって、総婦長さんをお呼びする、とい

う決定に至ったか。ただ、提案があったんで呼んだんだ、とそういうことかどうか。ちょっ

とお知らせいただきたい。

0議長(市川資信君) 特別会計予算特別委員長。

0特別会計予算特別委員長(石坂勝雄君) 特別会計予算特別委員会の委員長、副委員

うような質疑もありまして、理事者の方からは、理事者というか、病院次長なり、事務

次長、今申し上げた総婦長なり、こういうところからは、なるたけ人員の確保に鋭意努

力はする、とこうし、うお話がありました。

以上です。

O議長(市川資信君)

030番(米沢照男君)

米沢照男君。

長が決定されて、議案の第四号の予算の審議に入る前に、病院長と総婦長を呼んでいた

だきたい、とこういうことがございましたので、担当の議会事務局職員に、三田院長に

しても、総、婦長にしても、病院の勤務ですというか、職務が、患者に対して重要な立場

にいるんで、長い時間待たせるというようなことはよろしくないから、審議の状況を見

て連絡して、多くを待たないで、やられるように配慮、して、呼んでもらいたい。

今、総婦長の私、職階は、定かではないが、総、婦長は課長相当職ではなかろうか、と

思っております。

以上です。そういう経過でお呼び申し上げました。

O議長(市川資信君) 米沢照男君。

030番(米沢照男君) 議案第22号に関連して、 1点、伺っておきたいと思います。

過日、中谷議員が、特殊勤務手当に関連して、市立病院の看護婦さんの労働条件、と

りわけ朝 8時半から、翌日昼まで、 12時まで、 27時間30分の拘束時間、極めて異常な勤

務体制がとられている、という点が、問題として指摘をされた経過があるわけですけれ

ども、議案第22号の議案審議を通じて、こうした職場の労働条件の問題が、理事者側か

ら、当面どう取り組むか、という点について、何らかの態度表明といし、ますか、意思表

示がされたかどうか、ちょっと伺っておきたいと思います。

0議長(市川資信君) 特別会計予算特別委員長。

ただいまの委員長の答弁に関連して、もう 1点、伺っておきた

いわけですが、私の手元に、看護婦部会のニュースなどが、最近のがあります。今、御

答弁のあった、職場の労働条件の問題などについて、とれまで交渉がされてきた経過が

あるようですけれども、その中で、助産婦の確保が大変難しい、という困難な状況も示

されているようですけれども、こうし、う助産婦の確保が、今後も難しい状況が続くなら、

産科病棟の閉鎖もあり得る、とこういう意味のことが、病院側の責任ある立場の者から、

そういう意思表示がされた経過があったようであります。大変重要な問題であります。

少なくとも、病院のかなり重要な部分を占める、産科病棟の閉鎖というようなことが、

軽々に述べられるということは、大変重要な問題です。これは、突き詰めれば、病院の

基本的な政策にかかわる問題でありますので、この問題については、きちっと市長から、

この機会に一言、この問題についての考え方を、述べていただきまたし、と思います。

0議長(市川l資信君) 特別会計予算特別委員長。

0特別会計予算特別委員長(石坂勝雄君) 今の、私、あえて御答弁申し上げておきま

0特別会計予算特別委員長(石坂勝雄君) 助産婦さんなり、看護婦さんの、非常に欠

すけれど、委員長報告で、質疑をされた方と、病院長の産婦人科、私もちょっと報告で

申し上げましたが、産婦人科の位置づけ、小児科の位置づけの問題がありました。

しかし、現状を少しでもよりよくするために、最善の努力はする。しかし、その後に

なにかが起こるとした場合でも、よほどどうにもならんという事態でなければ、という

ふうに、私は、現時点では理解しているという答弁があった、ということを申し上げて

おきます。員があるということで、病院事務長、次長、病院長なり、総婦長も、いろんな手づるを

通して、こういう欠員の人員確保にも非常に努力をされている。

それから、今、御質問の勤務体制に対しても、非常に夜勤等が多いので、こういうこ

とを少しでも少なくするには、人員の確保が必要だ。

それから、特にまた、広報等で募集して、ちょっと数字を、メモを置いてきているん

ですが、入るのも54人入って、やめていった人が48人やめられた、とこういうようなお

話も聞いて、質疑の中にも、病院長は、病院の医療業務に携わるばかりでなくて、そう

いう働く人の、看護婦さん等との話し合いの場も円滑にやるべきではなかろうか、とい

0議長(市川資信君)

0市長(森田喜美男君)

市長。

特別会計予算委員会、そのあたりの応答もあったように関い

ております。 5名の助産婦の定員が、現状3名で、なかなか新しく確保が、努力の中で

も難しl、。したがって、その対応をどうするか、ということに苦慮している。場合によ

ると、時間の事情によって、他の病院系列の産科にお世話になる、こうし、う連絡もとら

なければならないケースがあるかもしれない。しかし、閉鎖をするという考えは、全く

そういう話は聞いていなかった、とこういうことであります。
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委員長は、総合病院としての性格上、それぞれ採算の難しい科目、それらのこともあ

るけれど、公立病院の、特に地域の中核的役割を果たす、そうし、う病院の性格である関

係上、どの科も円滑に運営をする、そういう努力こそ大切だ、とこういう意思表明がさ

れておったことを記憶しております。

0議長(市川資信君) ほかに御質疑はありませんか。谷 長一君。

025番(谷長一君) 実は、委員長にお伺し、し、たします。

万願寺の土地区画整理の件で、お伺いしたいんです。いわゆる事業費の関係ですけれ

ども、事業費が、当初の事業費が、これは57億三千二、 三百万だったと思うんです。そ

れで、今度、 78億5，000万が、昭和68年の 3月31日までということで106万3，800円になっ

た、ということまではわかるんですけれども、委託料、または工事請負費、さらには補

償及び賠償金等の関係からいきまして、事業年度というのは、昭和68年の 3月31日まで

ということになっておりますけれども、 63年は、特別会計予算でわかるんですけれども、

64年から68年3月までの事業計画等は、どのようになっておられるか、そのあたりを御

審議なされ、もしわかりましたら、答弁をお願し巾、たします。

0議長(市川資信君) 特別会計予算特別委員長。

0議長(市川!資信君)

結いたします。

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

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

す。

0特別会計予算特別委員長(石坂勝雄君) 計画変更というのは、先ほど建設委員会の

これより本 7件について採決いたします。本 7件に対する委員長報告は原案可決であ

ります。本 7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(市川資信君) 御異議ないものと認めます。よって議案第19号、昭和63年度目

野市国民健康保険特別会計予算、議案第20号、昭和63年度目野市土地区画整理事業特別

会計予算、議案第21号、昭和63年度日野市下水道事業特別会計予算、議案第22号、昭和

63年度目野市立総合病院事業会計予算、議案第23号、昭和63年度日野市受託水道事業特

別会計予算、議案第24号、昭和63年度日野市農業共済事業特別会計予算、議案第25号、

昭和63年度日野市老人保健特別会計予算の件は原案のとおり可決されました。

これより日程第24、紹介議員の取り下げの件を議題といたします。

請願第63-4号、公団家賃の高家賃化に反対する意見書提出を求める請願については、

紹介議員夏井明男君より、紹介議員の取り下げ願いが提出されております。

お諮りいたします。夏井明男君の申し出のとおり紹介議員を取り下げることに御異議

ありませんか。

C I異議なしJと呼ぶ者あり〕

0議長(市川!資信君) 御異議ないものと認めます。よって夏井明男君の申し出のとお

り紹介議員を取り下げることに決しました。

次に、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、請願第62-43

号、日野市南部地域への総合医療期間の設置を求める請願、請願第62-51号、入院ベッ

ドの確保に関する請願の紹介議員、米沢照男君より、紹介議員の取り下げ願いが提出さ

れております。

お諮りいたします。米沢照男君の申し出のとおり紹介議員を取り下げることに御異議

ありませんか。

C I異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(市川資信君) 御異議ないものと認めます。よって米沢照男君の申し出のとお

り紹介議員を取り下げることに決しました。

これより請願第63-4号、公団家賃の高家賃化に反対する意見書提出を求める請願の

方からもあって、特段、特別会計の方の万願寺の区画整理の中の事業費等では、その点

には、私も余り、多少鈍くなってきているから、わからないんですが、審議はされなかっ

た、とお答えしておきます。

0議長(市川資信君) 谷長一君。

025番(谷長一君) もし、わかりましたら、後でもし、いですから、関係部長と協議

をしまして、資料でもらっても結構です。

O議長(市川資信君) 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。

万願寺土地区画整理事業につきましては、当初、昭和56年から63年の 3月31日までの

事業期間ということで、事業の進捗をしてきたわけで、ございます。この期聞をさらに延

長いたしまして、 5年間でございますけれども、昭和68年3月31日までにいたしまして、

さらに事業費でございますけれども、 162億から216億7，900万円に変更してございます。

さらに、事業費の年度別の費用につきましては、事業計画書に、各年度別があるわけ

でございます。後ほど、コピー等いたしまして、お渡しいたしたいと思います。

以上でございます。
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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(夏井明男君) 請願63-4号の請願につきまして、総務委員会の経過及

び結果を御報告申し上げます。

その前に、先ほど議長の方から、総務委員長ということで、委員会にかかわる紹介議

員ということで、慣例によりまして、紹介議員を取り下げさせていただきました。

質疑の内容につきましては、本年の10月1日からの値上げの予定であるけれども、意

見書を提出する場合に、いつまでに提出すればよろしいのか、という御質疑が 1点ござ

し、ましTこO

財政部長の方から、 10月 1日ということを踏まえると、できれば、早い方がよりよい

対応ができる、というふうにお話の御答弁がございました。

各委員とも、請願の趣旨に賛成ということで、全会一致、採択いたしました。よろし

くお願い申し上げます。

0議長(市川資信君) 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。

( I異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(市川資信君) 御異議ないものと認めます。よって請願第63-4号、公団家賃

の高家賃化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63-1号、都道169号線(通称東光寺道路)の全般的改善に関する請

願の件を議題といたします。

建設委員長の審査報告を求めます。

〔建設委員長登壇〕

O建設委員長(川嶋 博君) 3月23日、建設委員会を開催いたしまして、 63-1号、

都道169号線(通称東光寺道路)の全般的改善に関する請願でございます。請願にした

がし、まして、現地を視察をいたしました。請願の要旨を要約いたしますと、交通事故の

多発あり。また、信号機または横断歩道の設置、道路幅の拡幅、道路北側の歩道設置、

事故多発地帯の立て看板の設置、横断道路を渡る縁石の撤去等でございます。

質疑の中に、道路改善に、行政に対し予算化できるのか、の聞いに対し、都道であり、

日野市で予算計上、改善工事を施行することはできない、との答弁がございます。

当建設委員会といたしまして、慎重審議の結果、人身事故多発をする中で、一刻も猶

予することはできない。東光寺路線、 169号線は、都道であり、議会側及び行政側と力

を合わせ東京都に要請すべきである、と判断いたしまして、当委員会として全会一致、

採択したものであります。よろしく御審議をお願し、し、たします。

0議長(市川資信君) 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。

( I異議なしJと呼ぶ者あり〕

0議長(市川|資信君) 御異議ないものと認めます。よって請願第63-1号、都道169

号線(通称東光寺道路)の全般的改善に関する請願の件は委員長報告のとおり採択と決

しました。

これより議案第32号、日野市農業共済事業運営協議会委員の選任の件を議題といたし

ます。理事者から提案理由の説明を求めます。市長。

〔市長登壇〕

0市長(森田喜美男君) 議案第32号、日野市農業共済事業運営協議会委員の選任につ

いて、提案理由を申し上げます。

本議案は、日野市農業共済事業運営協議会委員の選任同意についてであります。日野

市農業共済条例第102条第2項の規定により、議会の同意を求めるものであります。

恐れ入りますが、空欄の上段から、住所、日野市多摩平五丁目12番地の 9、一ノ瀬

隆さん。生年月日、昭和 7年 9月15日。

続きまして、住所、日野市大字日野5987番地、谷 長ーさんO 生年月日、大正15年12

月18日と記入くださるよう、お願し、し、7こします。

よろしく御承認のほどお願いし、たします。

0議長(市川資信君) これより質疑に入ります。なければこれをもって質疑を終結い

たします。

本件について御意見があれば承ります。なければこれをもって意見を終結いたします。
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本件については、 一ノ瀬隆君、谷 長一君の一身上に関する事件であると認められ

ますので、地方自治法第117条の規定により、それぞれ退席していただきます。

まず、一ノ瀬隆君の退席を求めます。

[18番議員退席〕

O議長(市川|資信君) お諮りいたします。一ノ瀬 隆君を日野市農業共済事業運営協

議会委員に同意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(市川資信君) 御異議ないものと認めます。よって一ノ瀬 隆君を同意するこ

とに決しました。

一ノ瀬隆君の除斥を解きます。

[18番議員着席〕

O議長(市川資信君) 次に、谷 長一君の退席を求めます。

(25番議員退席〕

O議長(市川資信君) お諮りいたします。谷 長一君を日野市農業共済事業運営協議

会委員に同意することに御異議ありませんか。

( I異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(市川資信君) 御異議ないものと認めます。よって谷 長一君を同意すること

に決しました。

谷長一君の除斥を解きます。

(25番議員着席〕

O議長(市川資信君) よって議案第32号、日野市農業共済事業運営協議会委員の選任

の件は、これに同意することに決しました。

これより議案第33号、日野市監査委員の選任の件を議題といたします。

理事者から提案理由の説明を求めます。市長。

〔市長登壇〕

よろしく御承認のほどお願し、いたします。

0議長(市川資信君) 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。

本件については、竹ノ上武俊君の一身上に関する事件であると認められますので、地

方自治法第117条の規定により、退席していただきます。

竹ノ上武俊君の退席を求めます。

(29番議員退席〕

0議長(市川i資信君) お諮りいたします。竹ノ上武俊君を日野市監査委員に同意する

0市長(森田喜美男君)

し上げます。

本議案は、日野市監査委員(議会選出)の選任同意についてでありまして、地方自治

議案第33号、日野市監査委員の選任について、提案理由を申

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(市川i資信君) 御異議ないものと認めます。よって竹ノ上武俊君を同意するこ

とに決しました。

竹ノ上武俊君の除斥を解きます。

(29番議員着席〕

O議長(市川資信君) よって議案第33号、日野市監査委員の選任の件は、これに同意

することに決しました。

これより請願第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。

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。

( I異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(市川資信君) 御異議ないものと認めます。よって総務委員長の申し出のとお

り閉会中の継続審査に付することに決しました。

これより請願第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62-32

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。

法第196条第 1項の規定により議会の同意、を求めるものであります。

恐れ入りますが、空欄に、住所、日野市百草999番地、百草団地268号館206、氏名、

竹ノ上武俊さん。生年月日、昭和10年7月10日と記入くださるようお願し、し、たします。
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( i異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(市川資信君) 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2件については文教委員長から目下委員会において審査中の事件につき閉会中の継

続審査にされたいとの申し出があります。あわせて本委員会の所管事務を調査研究する

ため、閉会中の継続審査にされたいとの申し出があります。

お諮りいたします。文教委員長の申し出のとおり閉会中の継続審査に付することに御

異議ありませんか。

( i異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(市川資信君) 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62-5号、神明地区セγター早期建設を願う請願、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る請願、請願第62-31号、

新町地区セγター設置に関する請願、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62-48号、食品安全条例(仮称)の制定を求める請願、

請願第62-51号、入院ベットの確保に関する請願、請願第63-2号、広場(遊園地)の

用地の取得についての請願、請願第63-3号、保健、医療、福祉の拡充に関する陳情の

件を一括議題といたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

( i異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(市川資信君) 御異議ないものと認め一括議題といたします。

厚生委員長の審査報告はこれを省略いたします。

本10件については厚生委員長から目下委員会において審査中の事件につき閉会中の継

続審査にされたいとの申し出があります。あわせて本委員会の所管事務を調査研究する

ため、閉会中の継続審査にされたいとの申し出があります。

お諮りいたします。厚生委員長の申し出のとおり閉会中の継続審査に付することに御

異議ありませんか。

( i異議なしJと呼ぶ者あり〕

0議長(市川資信君) 御異議ないものと認めます。よって厚生委員長の申し出のとお

り閉会中の継続審査に付することに決しました。

これより請願第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J提出についての陳情、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ン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(市川資信君) 御異議ないものと認め一括議題といたします。

建設委員長の審査報告はこれを省略いたします。

本5件については建設委員長から目下委員会において審査中の事件につき閉会中の継

続審査にされたいとの申し出があります。あわせて本委員会の所管事務を調査研究する

ため、閉会中の継続審査にされたいとの申し出があります。

お諮りいたします。建設委員長の申し出のとおり閉会中の継続審査に付す石ことに御

異議ありませんか。

( i異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(市川資信君) 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47、下水道対策特別委員会の継続審査議決に関する件を議題といたしま

す。

下水道対策特別委員長より下水道に関する事件の調査研究のため、閉会中の継続審査

にされたいとの申し出があります。

お諮りいたします。委員長の申し出のとおり閉会中の継続審査に付することに御異議

ありませんか。

( i異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(市川資信君) 御異議ないものと認めます。よって委員長の申し出のとおり閉

会中の継続審査に付することに決しました。

次に日程第48、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
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ありませんか。

( 1"異議なしJと呼ぶ者あり〕

0議長(市)11資信君) 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

たします。

提案者から提案理由の説明を求めます。夏井明男君。

013番(夏井明男君) お手元に、意見書の案ということで、提出されていると思いま

すけれども、これは、先ほど総務委員会の請願63-4号で可決をいただきました意見書、

公団家賃の高家賃化に反対する意見書提出を求める請願、これに基づきまして、委員会

で正副議長の成案ということを得まして、賛成者ほか、表記のような内容の方の賛成者

を得まして、提出するものでございます。

内容につきましては、お手元に配付のとおりの案でございますので、よろしくお願い

申し上げます。

0議長(市川資信君) 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。

( 1"異議なしJと呼ぶ者あり〕

0議長(市川資信君) 御異議ないものと認めます。よって議員提出議案第 1号、公団

家賃の高家賃化に反対する意見書の件は原案のとおり可決されました。

本日の日程はすべて終わりました。

明日の本会議は午前10時より関議いたします。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。

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、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。

( 1"異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(市川資信君) 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、市立病院等対策特別委員会の継続審査議決に関する件を議題といた

します。

市立病院等対策特別委員長より市立病院等に関する事件の調査研究のため、開会中の

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。

( 1"異議なし」と呼ぶ者あり〕

午後10時54分散会

0議長(市川資信君) 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63-5号、私有地を利用し市道とすること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63-5号の常任委

員会への付託は会議規則第138条の規定により議長において建設委員会に付託いたしま

す。 お諮りいたします。請願第63-5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。

( 1"異議なし」と呼ぶ者あり〕

。議長 (市川資信君) 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

LiこO

これより議員提出議案第 1号、公団家賃の高家賃化に反対する意見書の件を議題とい

り
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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
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清掃部長 藤浪竜徳、君 都市整備部長 前田雅夫君

建設部長 永原照雄君 福祉部長 高 野 隆君
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議 事 日 程

昭和63年 4月 1日(金)

午 前 10 時開議

日程第 1 一般質問

本日の会議に付した事件

日程第 1

。副議長(一ノ瀬隆君)

午前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20名であります。

本目、議長所用のため、私、副議長がその任を努めます。特段の御協力をお願い申し

上げます。

本日、教育長が体のぐあいが悪く、欠席をしております。その点が報告されておりま

すので、御了承のほどお願い申し上げます。

これより日程第 1、一般質問を行います。

一般質問 1の 1、八王子、立川、多摩、日野の都市間競争で日野の進むべき道を問う

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) 通告に従いまして、一般質問をさせていただきます。

八王子、立川、多摩、日野の都市間競争で日野の進むべき道を問うと題しまして、質

問させていただきます。質問に当たっては、お答えをお聞きしながら順次展開していき

たし、のですが、そのような形の質問でもよろしゅうございますでしょうか。

OmlJ議長(一ノ瀬隆君) 結構です。

05番(山口達夫君) それでは始めます。

私たち、この議会に入りましてから日野市基本計画、現状と課題、昭和63年3月、企

画財政部ということで、基本計画の資料が手元に配られました。緑と文化の市民都市を

目指してと、こういう形での表題がついております。これは先年、地方自治法の第2条

第5項に基づきまして議決されております長期的な基本計画、基本構想に基づいて、そ

れを具体化するものとして、都市計画法第15条第 3項との兼ね合いでつくられたもので

あると思います。私も、まだちょうだいしてから日が浅いので、十分に検討しているわ

けではございません。しかし、市長の今年度の所信表明もございますので、基本計画そ

して所信表明を両方つき合わせながら、今後の日野市の進むべき道をどのようにお考え

になっているかについて、お伺いしたし、と思ったわけで、あります。

私たちは、実はこの中央線の豊田の駅、日野の駅、あるいは京王線の高幡不動、平山

域社公園、南平、百革、多摩動物公園もありまして、 7つございますが、都内には本当

に1時間もあれば十分に行ける、こうしヴ距離にございます。しかしまた、これは私た

ち日野市だけの独自的な位置にあるわけでなく、同じように多摩においても、立川にお

いても、八王子においても日野市と交通環境においては似た面があるのではないでし ょ
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うか。 よろしくお願し北、たします。

私は、やはり日野市というものを東京からの位置、そういう面から見ますと、単に日

野市だけを考えてすべての計画を練ることが、果たして今後の日野市のあり方にとって

十分であろうかという疑問を感じているわけです。大都市東京がどんどん発展してきま

すと、山が高くなるように、形容すればですね、そのようになってまいります。必然的

に出てきますのは、いろいろな意味で、その山を支える土壌を広げてし、くわけです。私

たちのこの日野市も、その中にあって大都市東京の、あるいは東京に通う方々の住宅を

提供し、あるいはまた東京との兼ね合いにおいて産業の発展が出てくるわけであります。

この日野市が緑と文化の市民都市、そしてその実現を目指してということにおいてど

う隣接市とかかわるのか、その辺のお考えが、実はこの基本計画、そして所信表明の中

においても、私は十分につかめないわけであります。私たちこの多摩と立)11、日野市、

八王子市の今までのいろいろなつき合いとし巾、ますか、関係を考えてみますと、非常に

密接なものがある。昔は八南ブロックという言葉をよく使いました。八王子と南多摩の

ブロックということで、八王子、日野、多摩、稲城、あるいは町田が入ります場合があっ

たかとも思いますが、そういう中で非常に深い人事交流も行われておりました。人的な

交流が行われていたわけであります。

また八王子と日野市とし、う関係で見ますと、まだまだ記憶に新しい方もたくさんいらっ

しゃいます。昭和30年代には白木村の合併問題というのがございました。日野市と合併

するか、あるいは八王子と合併するか、由木の将来の帰趨を決めるということで、大変

由木の中で大きな論議を巻き起こしたわけであります。

このように、また最近で、は日野市にあります日野市農協、七生農協、そして多摩市に

あります多摩市農協、稲城にあります稲城市農協というぐあいに、 4つの農協が合併を

するということで、着々とその準備が進んでいるやに聞いております。これは、 単に場

所的に近接しているということだけでなくて、生活圏、取引圏、そういったようなもの

においても、また人間的な関係においても非常に密接な関係にある、こういうことが言

えるのではないかと思います。

そこで、まず最初に市長にお伺いしたいのは、このような状況を踏まえて、今後の日

野市の運営に当たって、基本計画、基本構想、には特に説かれておりませんが、八王子、

多摩、立川、日野の関係をどのようにとらえ、今後の日野市の将来像というものをどの

ようにその関係の中で考えておられるかを、簡単で結構ですのでお聞きしたし、と思いま

0副議長(一ノ瀬隆君)

O市長(森田喜美男君)

山口達夫君の質問についての答弁を求めます。市長。

地理的に東京都の都下の地域を多摩とし、う、一括したとらえ

す。

方があります。そ して多摩の中でまた我々の日野市が立地いたしますその周辺との歴史

的あるいは地理的関係で、南多摩地区ということでとらえられております。

また八王子はー単位としても大きいものですから、我々の東部共立病院という名前が

あるごとく、日野、多摩、稲城、これがまた南多摩の東部というーブロックを形成して

いる、こういう関係もあります。つまり古くから経済的にも、あるいは恐らく文化的に

も、また個々の縁組とかそういう関係におきましても、隣村、隣から隣の地域関係とし

て、もちろん深いつながりがあったこと、またその基盤の上に今日の我々の一自治体の

あるべき姿ということも、一定の規定の中に置かれてくる、このように理解をいたして

おります。

OilJ議長(一ノ瀬隆君) 山口達夫君。

05番(山口達夫君) 市長の申します一定の理解が何であるかわかりませんので、こ

のまま質問を続けます。

この緑と文化の市民都市というものを実現するための日野市基本計画でございますが、

それではここに述べます緑と文化というのが果たして日野市の独自なものなのかどうか、

あるいはほかの都市とも極めて共通するものなのかどうか、その辺のところを少し検討

してみなければいけないと思います。

昔、水と緑と言えば当然にそれは川と山を指したのではないかと思います。つまり両

方とも自然、の大きな、人間にとっては恵みであり、また交流を妨げる、遮る要素であっ

たのではないでしょうか。集落の発達の歴史を見ても、多くのものはやはり川に沿って、

あるいは山の縁にできております。明治時代あるいはそれ以前の地図を見たりしますと、

都内はし、わゆる埋立地あるいはその周辺は大変平坦でございますので、非常に多くの集

落が密接してございます。それが三多摩の方に入ってきますと、川と山に遮られて、山

の向こう側、川のこっち側というぐあいに、集落が互いに独立してまいります。

このように往来圏においても取引圏、人間的な交流の面においても、それぞれが分離

されていたのは、まさにこの水と緑の要素であったわけで、あります。ところが今、自然

的なこの大きな基盤というのは、かなり様相が変わってまいりました。川には多くの橋

がかかるようになり、また山は削られております。そ して道路も昔の土木技術とは格段

の進歩を示しておりますので、 大きな障害にはならずに、どんどんと山を貫き、削 り、
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そして隣の集落、隣の都市との連携ができるようになってまいりました。

さらにはまた交通手段の非常に大きな進歩発達、モータリゼーショソの波も押し寄せ

てまいりまして、今、山とか川というのはそういう意味で人の行動と言いますか、そう

いったものを阻む要素には、だんだんならなくなってきているのではないかと思うわけ

であります。

そこで、そういう状態の中で、行政としたらどういう方向をとったらし巾、か。そのと

きに私は、やはり自然、の持っている大変大きな恵みというものを少しでも残そう、少し

でも維持しようということをまず考えなければいけないだろう。一方で、この日野市、

多摩全体を含めまして、東京の大きな大都市圏に含まれてまいりましたので、いや応な

しに自然というものは失われる傾向にあります。ですから私は、この両方の調和という

のは、単にこれは日野市だけの問題ではなくて、どこの多摩の都市にも共通する問題で

はないかな、かように考えております。

そこでそれぞれの都市が、多摩にしろ立川にしろどうし、う状況にあるのかなというこ

とを眺めてみますと、多摩においてまずどうかな、ちょうど日野市の東側、あるいは南

側にござし、ます面積が21平方キロで12万5∞0人、日野市が27平方キロで15万8000人とい

うことですから、規模的にもかなり近いものがございます。また立川は24平方キロで、

14万9∞0人の人口ということですので、この多摩、日野、立川は 3市ともに非常に近い

状態、にあろう。また鉄道、そして駅の数、それらについても非常に似たものがございま

す。八王子は、御存じのように人口も42万4000人、面積も187平方キロということで、

都内でもかなり大きな都市でございます。日野、多摩、立川とは一概に一緒に論ずるこ

とのできないのは、周知のとおりでございます。

そして、これらの各市における緑の量はどうかなということで、まず公園をちなみに

調べてみますと、多摩市は96ヘクタールあります。これには児童公園や児童遊園、ある

いは近隣公園、地区公園緑地等を含めたものでございます。また、立川は76ヘクタール

ございます。このほかに昭和記念公園もございますが、それを省いてでございます0 ・日

野が33ヘクタール、八王子が149ヘクタールということです。ですから、公園の大きさ

だけからいきますと、当然のことながら八王子が他の都市の倍近くございますが、決し

て日野だけが多いわけでなく、むしろ多摩や立川の方が公園面積は多いのです。

それでは、私たちは公園だけが緑と思っているかというとそうではなくて、むしろそ

れを取り囲むもっと大きなオープγスペースとなっております農業地あるいは山林とい

うものが、緑を潤しているわけであります。

そこで山林、田畑についてはどうかということで調べてみますと、多摩市ではおよそ

宅地、雑種地の合計が51%ございます。つまり 4割かたが緑ということになろうかと思

います。立川市では、両方合わせまして約40%、したがし、まして 6割の緑があり得る。

日野の場合には田畑、山林、河川等を合わせましても32%です。八王子では、これはか

なり多うございます。約80%が緑ということです。

このように数字を調べてみますと、私たちがこの日野に住んでおりますと、本当に緑

が多いな、この日野というところは緑に恵まれたすばらしい市だなということを常々感

じておるわけですけれども、どうも数字から見ますと、いや多摩の人も、立川の人も、

八王子の人も、日野市以上にもっと緑があるがあるな、緑が大切だなと思っているとい

うことが、これでわかるわけであります。したがって、これらの都市においてはまず自

分たちの緑をどう保存していきながら、都市化ということに対応していくかとし、ぅ、そ

の調和の道をそれぞれが図っているということが言えるのではないでしょうか。

そこで、この 3市が絡み合うのはどこの部分かな、こう考えますと、文化的な、 ある

いは教育、スポーツの設備であるとか、そういった人聞が自然との調和の中で生み出し

てきたいろいろな文化的な設備、施設、そういったものについては、これはお互いの市

が、お互いの競争であるとか、共存であるとか、協調というようなものが生ずる可能性

があります。

ます.都市を眺めたときに感じますことは、その都市の基盤というのがどういうぐあい

にでき上がっているかな、基盤には人的な基盤であるとか、物的な基盤であるとか、い

ろいろあろうかと思います。その中で基本的に行政がかかわる部分として物的な基盤、

つまり各種の公共施設とあるいは交通体系の組み合わせ、これが都市基盤の最重要な部

分であろうかと思います。いわゆる狭義のイ γフラストラクチャーというのは、この部

分ではないでしょうか。

そこで、今、日野市では市民会館であるとか図書館、体育館、病院、公民館等、いろ

いろな施設を持っているわけでありますが、これが各市と比べましてどのような形で競っ

ているか、あるいはどちらがし、し、か、そういう競争、あるいはないかもしれませんが、

比較をしたことがございますと思いますので、その辺のところをお聞きします。

と言いますのは、私は、先ほども言いましたように、この日野市に住んでおりますと、

どうしても日野市ということで日野市だけがすばらし¥，、、日野市はすばらしいというこ

とになるのでありますが、実は他の市も大体同じような形の中にある。そして交通手段

がここまで発達してまいりますと、お互いにお互いの市を見にいったり、あるいはその
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市の施設、設備というものを利用し合ったりするようになってまいります。そういう中

で、私は自分の市がどうしヴ状況にあって、どういうものを持っているかというのは、

これは愛市精神を醸成するためにも大変大切であろうかと思います。

その意味において、これらの公共施設が他市との関係でどの程度の規模、状況である

か、使われ方をしているかについてお尋ねをいたします。よろしくお願いをいたします。

O副議長(一ノ瀬 隆君) 再質問への答弁を求めます。企画財政部長。

0企画財政部長(長谷川暢男君) ただし、まの質問に対しまして、お答えしたいと思い

ます。

ただいま議員さんの方から、公共施設の関係で幾つかの例を言われました。他市との

比較でございますし、規模等の問題もあります。もちろん各市の条件、あるいは人口の

問題等も加味した施設等が考えられるわけでございます。

それでは、今の質問の中の幾つかの例をとりまして、お答えしたし、と思います。

まず市民会館の問題でございます。日野の現状、規模としては、もう御承知のとおり

3159ということでございます。もちろんそれに対しての収容人員としてのいろいろな施

設の内容はありますが、他市との比較でございますので、大ホールの収容人員は1104と

いうようなことでございます。よって、その使用の状況につきましては65というような

数字になるわけでございます。立川等の面積も、日野市の規模と大体一緒でございます。

収容人員は大ホールで、1452というような状況で、大ホールの利用率は88%程度で、ござい

ます。八王子の場合には、もちろん人口の問題というふうに申 し上げましたが、面積は

7833というような規模でございます。これは建築面積でございますので、床面積で申し

上げますと7521、大ホール1986の収容でございます。 3市だけにしておきますが、それ

以外のまた公共施設としては、図書館の関係もあるわけでございます。

図書館関係につきましては、一つは図書館の施設数、八王子では 1館でございます。

また多摩市で、は 5館、立川では 8館、日野市は、分館を含んで8館というような数字で

ございます。もちろん立川等につきましても、分館等を含んでの数字でございます。 一

番大きな問題としては、貸し出しの冊数だろうというふうに私どもも御回答したいと思

いますが、八王子の場合には85万2000冊、多摩市は85万7000、立川においては78万7000、

日野の場合には94万3000という数字でございます。

なお、体育館等のその他施設があるわけでございますが、もう一つだけ、体育館の規

模も申し上げますと、もちろんおのおの自治体でつくっている体育館の内容、その利用

度の問題、あるいはその球技に必要な施設等の面積等もあるわけでございますが、そう

いったものを含みまして、私の方の場合には1008平米というような競技場の施設を持っ

ているわけでございます。それ以外に、体育館の内容としても個々にあるわけでござい

ますが、利用の状況としては、これは61年の実績でございます。 6万20∞程度でござい

ます。立川の場合には2227というような面積の中で、かなりの利用度が高いわけでござ

います。 25万というような数字にもなっております。もちろん体育館の内容はかなりの

大規模、倍くらいの面積になっているという実情があるということでございます。同じ

ように八王子の場合につきましても、1540というような数字の中で、 42万というような

定数になるわけでございます。多摩市は1789ということで、内容がかなりバレーボール

だとかパトミ γトγ、そういう一般的な利用の、効率的な部分での利用度があっての14

万5000というような数字が、私の方でっかんでいる数字でございます。

なおその他ありますが、細かい部分は省略させていただきまして、内容としてはその

ような内容になっているということで、御説明にかえさせていただきます。

以上でございます。

OilJ議長(一ノ瀬隆君) 山口達夫君。

05番(山口達夫君) 今、御答弁をお聞きしますと、これらのいわゆる各種公共施設

の利用度というのは、思いのほかやはり各市の方が高いようであります。先ほどの説明

によりまして、一例ですけれども、体育館なんかを見ますと、立川市は倍の面積で4倍

の利用率があるわけです。八王子の場合には、これはもう比較にならない、 8倍くらい

になりましょうか、面積は1.5倍ですけれども、利用率は 6倍から 7倍になっているわ

けですね。多摩市も1.8倍の面積で約2倍半の利用率であるというわけです。

私は各種会館の設備とか、そういった機能という点では遜色はないと思うのです。し

かしながらなぜこのような利用度の差が出るのかなということを考えますと、これは一

つに市民の足の問題ではないかな、このように考えるわけです。市民がやはり各種公共

施設を利用するには、大変日野市の場合には足に不便があるということではないでしょ

うか。

そこで思い出しますのは、私、ちょうど二十のころでしたで、しょうか、友人が都内か

ら訪ねてまいりました。そして一緒に我が家に入るときに、途中豊田の駅から歩いてま

いりますと、実は車に乗せた図書というのですか、有名な図書館車があったわけで、すO

ひまわり号が。そして実は、私は友人に大変笑われたのです。随分田舎だなと言われた

のです。そのときに私、恥ずかしいことですけれども、大変恥ずかしく感じた。

ところがその後、有山市長の本を読む機会に恵まれました。その市長の話の中に、や
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私は、先だって配付を受けました多摩、島唄に関する諮問がございましたけれども、

あれを読みまして一番強く感じましたのは、今、多摩“で求められているのは広域行政な

んだなということであります。やはり各都市が各都市だけで地方自治体として回まって

いたので、は、これからの行政需要に応ずることはできないのかもしれないな、ぜひとも

そういう方向でより多くのお金と、より多くの頭脳と言いますかを集結いたしまして、

市民にとってすばらしい公共施設をっくり上げることも大事ではないでしょうか。

そこでいま一点お聞きしたいのは、このような観点から広域行政に対して今まで、そ

して今後どのような取り組みをなさる予定でおられるか、その辺のととろを、御答弁を

お願し、し、たします。

OilJ議長(一ノ瀬 隆君) 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) 広域行政につきましての問題でございます。

御承知のとおり、既に広域市町村圏の推進状況は、 55年の中で発表されているわけで

ございます。設定圏の地域では336、市町村数では2947というのが、 55年当時の状況で

ございます。その後いろいろ第 3次の全国総合開発計画、あるいは新広域市町村圏の計

画等を含んでの大都市の地域圏の広域行政圏というようなことで、 52年、 56年に新たに

設定された地域が21というような数字でございます。市町村数にしては200というよう

な状況があるわけでございます。

もちろん、この目的につきましては、大都市の地域圏、固有の現状の都市間の協力と

いうことが一つの目的でございます。そういうような状況を踏まえて今の26市、東京都

市町村の問題でございます。その内容としては、多摩地域におきましては、特に最近の

動きとしては58年の12月、西多摩地域広域行政圏というようなものができております。

あるいは多摩北部土地広域行政圏、 62年でございます。よって当市の該当地域としては

南多摩地域ということで、第2プロックということで、担当事務レベルの中ではかなり

協議もされております。

しかし広域圏の設定はなされておりませんが、既に各種の業務等についての協力の実

績は既にあるわけでございます。議員さんは十分御承知のように、流域下水道事業の問

題、あるいは一部事務組合等の問題、その他たくさんあるわけでございます。そういう

ような状況はありますが、しかしブロックでの広域圏設定の実行性については、かなり

まだ第2ブロックとしては検討の余地があるというような問題で、事務レベルで、の内容

を詰めているのが、今の現状でございます。

よって今後の考え方はどうなんだというような御指摘でございますが、当然多摩、島

唄での既にまとめられた一つの素案があるわけでございますが、広域的行政の必要性は

はり本というのは市民が読むためにあるのである。だから図書館がまず建物として先に

あるのではない。まず書籍があるのだ、資料があるのだ、そしてそれを生かす人がし、る

のだ、建物は最後なんだよということを説かれておりました。つまり市民に最も図書館

を一一図書館というのは建物としての図書館ではなくて、機能としての図書館を利用で

きるようにするためには、交通の便が悪かったら、市民に来いというのではなくて、図

書の方から行こうではないかとし、う発想だったと思います。私はそれを読みまして、あ、

大変すばらしい市長をいただくことがで、きたのだなということで、感激いたしました。

実は、やはりこの各種公共施設においても、利用されてこそ意味があるわけですので、

どのように利用度を高めるかというのは、行政が常に心しておかなければならないこと

ではないかと思います。

そこで現在、かしの木荘と勤労青年会館ですか、両方の利用度を見てみますと、これ

はもう比較になりません。私もかしの木荘にかなりたびたび、伺います。そして話をいろ

いろ話を聞きますが、やはり一番のネックは交通、足です。多摩平、旭が丘の人はよろ

しいのですけれども、七生地区から来ようという方は、大変不便しております。かろう

じて、今、循環パスができましたので、多少人数はふえているようですけれども、まだ

まだ足らない。

ところが勤労青年会館におきましては、豊田の駅前にあります。そのために本当に利

用率が高い。だから私は、追って各種公共施設をいかに高度に市民に利用してもらうか

ということにおいては、市民にどう足を確保するかということを、まず第一の市がやら

なければならないことではないかなと、このように考えるわけであります。先ほど言い

ました物的基礎、イ γフラストラクチャーの中には施設と交通体系があるというのは、

まさにこのことを言うのではないでしょうか。

そこで、今後日野市が都市基盤整備ということで次々と区画整理をし、あるいは都市

計画道路を完成させてまいりますと、次にもう一つの問題が生じてまいります。今言い

ましたように道路が通じてまいりますと、日野市民も単に日野市のこうし、った公共施設

を利用するだけでなくて、さらには他市の公共施設も自由に利用できることになるとい

うのは、大変ありがたい側面であります。その意味で、常に日野市は他の都市と協調的

に、共存的に新しい大きな施設はつくることができないだろうか、そうすることによっ

てより高度の、より多くの利用を図る方法を手に入れることができるのではないでしょ

うか。
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もう十分各自治体は認識しているわけでございますが、やはり最近の行政サービスや個

性的なサービスの支障はないかと、優先順位等、我々は考えているわけでございます。

その中での共同での対応を今後有効に、どうすれば難事業、あるいはその必要に応じて

実施できていくかというような問題が、これからの大きな調整課題であるというふうに、

我々は認識しております。

以上でございます。

O副議長(一ノ瀬隆君) 山口達夫君。

05番(山口達夫君) 今、対応としては事務組合等、個別的にその都度、その都度出

てきたときに対応するというお答えだと思います。

実は、大都市地域広域行政圏については、いろいろな形で国からの補助と言いますか、

お金が出るというふうに聞いておりますけれども、そういうような中で、できるならば

やはり日野市のお金を大きく使う意味でも、広域行政に取り組んでみるのはどうだろう

か、こう考えたわけであります。

本来、地方自治は住民自治、団体自治ですから、その自治体の独自性ということが大

変大事だと思います。これは東京都、国との関係においても本当に大事にしなければし、

けないものだというふうに理解しているわけでありますが、今、財政上の問題を考えま

しでも、行政需要がどんどんふくらんでいる中で、どういう手だてを打ったらし、し、かと

いうことは、常に私はこれから先ますます大きな問題になってくるのではないかなとい

うふうに考えているわけなんですけれども、その辺において、例えば今の事務組合をさ

らに発展させて、別の事務組合が何らかの個別的なもので生ずる可能性があるのか、あ

るいはそれとは別に、大都市地域広域行政圏についても、さらに検討を進めてし、く御予

定があるのか、もう少し踏み込んだお話をいただけませんでしょうか。

0~1j議長(一ノ瀬 隆君) 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) まあ財政面からの問題もあるわけでございますが、

当然財政運営の基本の中に立ったまちづくりは、積極的に推進しなければならない一つ

の大きな問題があるわけでございます。そういう中で、やはりこの広域行政圏の問題は、

一つは事務レベルとして関連の課長レベルでございますが、どうあるべきかというもの

を、基本的に推進している経過が過去あるわけでございます。

よって、今日も全く同じ考え方でございますが、やはり各自治体、自治体等、共通課

題あるいはそれに相違する問題等も大きな阻害になっていることも事実でございます。

しかしその辺を十分整理した中で、やはり第 2ブロックとしての、南多摩地域としての

広域行政圏を一つは確立したいというのが、今、事務レベルで、の考え方で、検討を進めて

いるということでございます。

しかしそれだけでは果たして可能かどうかとしヴ問題は、事務レベルでは申し上げる

ことはできませんが、 やはり問題点、あるいはそれをどう考えれば実施できるかという

ようなものを整理して、やはりそれを各自治体の長に考えていただく方法だろうという

ふうに、我々事務レベルとしては考えております。

そういう状況であるということと、事務的にはそう考えているということをお答えし

ておきたいと思います。

0副議長(一ノ瀬隆君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 広域行政圏、指導なり省令なりである枠の、つまり西多摩広

域ブロックというふうなことも言われておりますが、今の御質問にどのように答えたら

よろしいかちょっと考えるところなんですが、東京都の都圏行政が多摩にはどうも格差

がある、また多摩の市長会という任意団体で今までいろいろと共通の課題を取り組んで

いるわけですが、昨年多摩自治調査会、こういう全市町村が加入をする法人格の団体を

っくりました。

そこでいわゆる行政の共通する問題、あるいは多摩を全体としてとらえた将来像、そ

れから自治体経営の均てん化と言いましょうか、要するに市町間格差、市の聞に余り格

差があってはいけない、そのようなことが研究課題として取り組まれております。市長

会がその団体に委託をして、そして都市学者のような方々、あるいは行政の経験者を集

めた委員会でそういう検討を行っておる。ときどきそれらの報告が出されておるという

のが、現在の多摩地域の広域行政のありようであります。

それから地理的あるいはいろいろな歴史的な関係の中で、近隣市との具体的な例は、

一つは流域下水道、これは御承知のとおりだと思います。それから交通安全の共済制度

であります。公平委員会の共同設置だとかそういうことを幾つか集めまして今年から複

合事務組合、つまり一部事務組合のいろいろなこれまでの形をなるべく統合をして、東

京都自治会館とし、う事務所が存在いたしますので、そこを拠点としていろいろな広域行

政、共通の課題の調査、解決、これらに取り組んでおるという状況はござし、ます。

そのあたり、広域行政というのを具体的に何を指しておられるか、ちょっとまだわか

りかねるわけですが、具体的なことで御質問になりましたら、何らかのお答えもできる

かと思っております。

0富Ij議長(一ノ瀬隆君) 山口達夫君。
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05番(山口達夫君) 一応自治会館の方にかなり研究をゆだねている段階であるとい

うような御答弁だったと思いますが、具体的には例えば今、下水がどんどんどんどんこ

れから完成していきますと、し尿処理の関係も出てこょうかと思うのです。

し尿処理場というのは、一定の大きさがないとうまく稼動しないというふうに理解し

ているわけですが、これも今、日野市の下水道普及率がさらに向上してまいりますと、

当然その分だけし尿が入ってこなくなるわけですので、そこの辺につきましては各市が

し尿処理の施設を持っていると思うのですが、有効な手だてをするためにはその辺の話

も今からやはり準備をしておく必要があるのじゃないかな、こういうぐあいに考えてい

るわけなんですが、具体的な問題としてはいかがなものでしょうか。

0副議長(一ノ瀬隆君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 公共下水が普及をし、水洗化が進むわけでありますから、い

わゆるくみ取りし尿の処理という仕事はどんどん縮小をされてまいります。

その際に、しかもその仕事は皆無にするわけにはいかない。そこで各市がいろいろと

工夫をして、つまり下水道、公共下水は家庭から汚水管を経過して処理場に流入するわ

けですが、くみ取りの汚物、くみ取りをマソホールから流し込むということは、今のと

ころ法規の上で禁じられておるという状況であります。原理は同じだというふうに思う

のですけれども、その際に、つまりし尿処理を少しでも管理をしなきゃならない、それ

は共同でやろう、北多摩の市では既に共同で行っているところもあります。我々の地域

でも、具体的にはそういう方向に進むということは言えると思っております。折々そう

いう話の下話は行われつつある、こういうことです。

0副議長(一ノ瀬 隆君) 山口達夫君。

05番(山口達夫君) まだ状況の中でさほど差し迫った状態で、はないのだというよう

な御理解かなと思います。それであれば、今後また必要がどんどんふえてくると私は思

いますので、それに追って職員を派遣するなり、そうし、う研究団体をつくるなり、対応

をぜ、ひ状況に応じてとっていただきたい、かように考えます。

ところで、そういうぐあいに非常に道路網が区画整理、都市計画道路の完成等によっ

てできてまいりますと、今度、次に出てくるのは、やはり競争的な側面ではないかなと

思います。それが特に強く出るのは商業関係ではないか。

現状を見ますと、よく言われることですけれども、多摩、立川、八王子は三大商圏と

してのトライアγグルだ、そして日野はちょうどそのセソターにあるけれども、谷間の

ようになっているとしヴ、そういう市民の声がよく聞かれるわけであります。それは果

たして本当のことなのかどうなのかということも、やはり検討しなきゃいけないだろう。

私は、では、そこに住む日野、多摩、立川、八王子に住む人たちにどの程度の購買力

があるのかなということを、統計からちょっと見てみますと、日野はかなり高い水準を

持っているのです。多摩は382万6000円というのが世帯当たりの所得です。立川と八王

子はそれより少し落ちまして、立)11で318万2000円、八王子は343万円、そして日野は多

摩に近く 368万2000円という購買力を世帯当たりが持っているわけであります。

したがって、この日野市の状況からいけば、決して日野市の商業圏というのはそんな

に将来が暗いわけではないはずなんです。ところが現実にはそういう声が出てきている。

それはどこにあるのだろうかな、こう思いますと、実はこの人たちが市内で、買い物をす

るには、少し日野市の商業が十分でないという感想を持っているせいだろうと思うので

す。そこで東京都に商業統計がございますので、その辺のところから少し各市の商業の

売上高、庖舗数等を見ますと、やはりちょっと日野は不振かなという感じがいたします。

そこでお伺いしたいのですが、このような競争的な側面を今後迎えるに当たって、日

野市として、行政として、商業の活性化のためにどのようなことを考えられているか、

今ございます融資制度というのは、あるいは利息補助というのは経営基盤を安定させる、

つまり一人一人の商庖が一生懸命頑張ってほしいよ、それには市の方からも援助しよう

じゃないか、こういう考えに立つものだろうと思います。

しかし私は、なかなかそれだけでは商業が活性化しないのではないかというおそれを

持っています。利息の補助を受けた人は何とかいくのです。だけど全体が受けるわけで

はないのです。ですからもっと総体的に、グローパルに、その地域そのものの活性化が

図れるようなためには市が何をしたらいいのか、何ができるのかなという発想を持たな

ければいけないのじゃないかな、こう考えるわけなんですけれども、今、現在、その辺

についてはいかがお考えかをお聞かせいただきたし、と思います。

O副議長(一ノ瀬 隆君) 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) ただいま御指摘の商業の件でございますけれども、現

在日野市にございます商庖街というものはほとんどが、ほとんどというよりも全部が近

隣型の商庖街である、私はとのように考えております。

近隣型の商庖街でございますから、最寄り品を中心にいたしまして、地元の主婦が日

用品など徒歩または自転車を利用して買いにくる、そうし、う商庖街が100%ではなかろ

うかと思います。商圏を広げる、売上高を高める、こういうことになりますと、いつま

でも近隣型商庖街の形にはまっていては発展がない。それよりもやや広域な地域型の商
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庖街に脱皮していかなければならないと私は考えております。

この地域型の商広街になりますと最寄り品とか買い回り品、こうし、う商庖が混在いた

しまして、そして百貨屈とかスーパーなどがあって、客がパスや鉄道を利用して買い物

に行く、こういう形の商庖街になります。したがし、まして交通圏、生活圏を広げていか

なければならない。そのためには何と言っても交通網の整備が必要であります。交通網

が整備をされますと、勢し、その商庖街に駐車場の問題が起こってまいります。駐車場を

しっかりと確保しなければ、近隣型の商庖街から地域型の商庖街への発展もおぼつかな

いように私は考えているわけです。

この駐車場の問題なども、市内の商庖街の中には非常に積極的に取り組んでいる商庖

街もございます。また本日から多摩平の停車場通りにはパーキγグチケット制による路

上駐車の制度ができるようでございますけれども、そういった駐車場の整備、これはど

うしても不可欠の問題だと思います。

さらに、日野の商庖街はほとんどが自然発生的に出てきた商庖街でございますので、

都市づくり、まちづくり、それと一体となった商庖街の整備、これも欠くことのできな

い問題ではないかと思います。豊田の南口一帯の区画整理、再開発構想、それから京王

沿線の高幡の区画整理事業、こういった事業と連携をとりながら、商業圏の整備に目を

向けていかなければならないかと思います。

先ほど御質問の中で、日野周辺の各都市の所得のお話がございましたけれども、この

所得を少しでも市内消費に向けてまいりたい。いきなり広域型の商庖街をつくって、よ

そからもヲiっ張ってくるというような遠大な構想の前に、今よそへ流出している購買力

を何とか日野にとどめておきたい。こういう考えが出てまいるわけでございますけれど

も、現在、市内外に流れる購買力というのは七十数%になっております。残りがわずか

に市内の消費ということになっておりますけれども、まず手始めには交通網、駐車場の

整備、そしてまちづくりと一体となった商業環境の整備、そしてそこからおのずと市内

の購買力を高めていきたい、こういう考えを持っております。

OilJ議長(一ノ瀬 隆君) 山口達夫君。

05番(山口達夫君) 今、御答弁をいただいた内容は、将来交通体系が、道路網が完

備してくれば、当然よそからもお客を呼ばなければいけないというので駐車場が必要だ

ということと、今現在とすれば、外へ流れている購買力を日野市の中で落とさせるよう

に努力をすべきなんだというようなお話でした。

私は、この問題はもっと広がりがあるのじゃないかなというふうに考えています。と

言いますのは、先ほど会館その他公共施設の利用率を見ますと、これは大体1∞%とか2

00%なんですね。つまり大人にしたら年間4回あるいは10回以内しかせいぜい使わない、

行かないという状態です。しかしながら、主婦で 1週間に 1度も最寄りの商庖街に買い

物に行かない人は、私は多分いないと思います。そのくらいに、地域の者にとって商庖

街というのは一つの潤いのはずなんです。私は商庖街があって、そこでお客とそして商

j吉主が対話をして、その中でや、元気かい、どう最近は、こういうようないろいろな会

話の中から、コミュニティの形成のきっかけを感ずるわけであります。

私、会館その他の公共施設は本当に大切だと思いますけれども、実はもっと頻繁に行

くところをもっときれいに、もっと楽しくする方法が必要なんじゃないかな、私はそれ

が商庖街だと思うのです。ですから何も豊田であるとか日野、高幡というような非常に

大きなところだけでなく、もう少し身近なものも含めて、そんなに大きな購買力がそこ

で消費されるわけではないところも含めて、一つのコミュニティの核になり得るのだな、

私はそのように理解したし、わけです。

毎日毎日子供が行き、毎日毎日主婦が行くとしたら、そこの場所を楽しくすることは

やはり行政の責任も、行政の分担する分野も一つあるのじゃないでしょうか。例えばカ

ラー舗装と言いますか、歩道をカラー化するというのですか、そんなことも最近非常に

各商庖街でははやっているようですけれども、あれも直接一人一人の庖には大きな利益

というのはないのですね。しかし庖はみなそれに対して投資をしています。

またあるいは最近南口で飾り街灯というのですか、それが500万の補助をいただいた

わけですけれども、彼らもそれによってお客がすぐ直接的にふえるとは思っていない。

でも、みんなが憩う場所になるのであればということで、その半分近いお金を、 3分の

1までの補助ですから、 3分の 2のお金を自分で負担しているのです。そんなに裕福な

商庖街ではありませんけれども、彼らは一生懸命そうやっている。だから私は、商庖街

を単にそこが消費される場所だということではなくて、一つの文化活動の場所だという

ような考え方に発想を転換したらいかがかな、そういうことが必要なんじゃないかなと

いう気がするわけです。

公園においても、私、ときどき公園の周りで見るわけですけれども、公園で遊んでい

る方というのは、大人においてはそう多くはないのです。やはり子供を連れてそこで憩

うという場合が多いのですけれども、ヨーロッパの公園と日本の公園はちょっとあり方

が違うと聞いています。そういう意味で、私は単に融資制度にとどまっている商業への

援助と言いますか、活性化の手だてというのは、市民の側から見ても不十分であるとい
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うぐあいに考えているわけであります。

そこでちなみに各市の取り組みぐあいというものを見たいわけでありますが、例えば

立川市の場合ですと、その商業の関連としてお祭にお金が出ております。また，駐車場の

特別会計を組んでおります。多摩市においても、このたび駐車場に対して補助金が出る

というような形、そして各市が、八王子においても公営駐車場があるわけですけれども、

あの八王子の放射線道路なんかも非常にきれいになりました。あれは公園というふうに

称せられていると思います。

そのように、私は商業活動を単に消費する場面とだけ考えるのではなくて、むしろ市

民にとっての憩いの場にまで発展させるということによって、一つのコミュニティの形

成のきっかけをつくるというような考え方も、ぜひとっていただきたし、わけです。こう

いうぐあいに考えているわけでありますが、お考えを再度お伺いしたいので、よろしく

お願いします。

0言IJ議長(一ノ瀬 隆君) 答弁を求めます。市長。

0市長(森田喜美男君) 八王子、立川、それに多摩、トライアγグルというふうに言

われましたし、日野がその聞に埋没ではなくて、立派に立地をするそういう条件をつく

れ、こういう趣旨だったと思います。

今も日野市はまさに区画整理等によって基盤整備の法取り組みをしている、このこと

は御承知のとおりであります。例えば万願寺区画整理の中で例の 131東八道路のコー

ス、これは交通公害を防止する意味をもって、その縁には業務地という形で直接居住地

帯、つまり住宅をつくらない、いろいろな形、駐車場もありましょうし、それからショツ

ピγグの場もできると思いますし、あるいはある程度の修理工場等ができてもいい、そ

ういう性格の場所が設定されます。私はその場所が将来 131、つまり東八道路の開通

時には、特に南北のモノレール構想、のこともあって、相当経済活動の場になる。奥行き

はそう深くはないのですけれども、いわゆる道路に面するところは駐車場を十分に持ち

ながら、食事でもあるいは何かその他のレジャーでもできるような、そういう施設を羅

列をしていただきたい、こんなふうに見通せると思っております。

それから日野市の場合は、言うまでもなくターミナル性においては立川あるいは八王

子、それらとはもう古くから事情が違います。したがって、何か駅前に一点集中的な盛

り場ができる、こういうことにはなっていかないわけでありまして、中央線に2駅あり、

京王線に 5駅あり、それで交通利便という意味で住宅地としての発展が、今日までの経

過になってまいっております。
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その住宅地に住む方々のショッピγグが最寄りでできるようにという形が一番し、し、わ

けでありまして、今、御指摘の既存の商庖街をコミュニティプラザ的に発展をさせると

いう意味は、とれは手法によって成り立つと思います。それをしかし、やはりその場を

取るには、モール街的な形をとるとか、あるいは区画整理事業の中でそういう仕組みを

つくってし、く機会があるわけでありますから、そのときに将来を見通せる、そういう要

素を入れていくということが可能だというふうにも言えると思いますので、そのあたり

に将来の発展も期待しなきゃなりませんし、またそういう考え方こそまちづくりの大切

な骨組みの一つだ、このように理解をいたしております。

商業活動が地域の住民、つまり地域の消費者にわりあい多く機能するということが商

業活動だというふうにも考えられますので、感じのいし、と言いますか、魅力のあるそう

いう商庖街を形成する、そのためにはどうすればし巾、かということをいろいろと工夫し

てまいりたい、このように考えます。

0副議長(一ノ瀬 隆君) 山口達夫君。

05番(山口達夫君) 御答弁ありがとうございます。

私、御答弁を聞きまして、ちょっと感ずるところがあるのです。それは大がかりにし

ないとできないというふうに思い込んでいらっしゃるのじゃないかなと思うのです。例

えば 131をつくった。通過交通道路になるから、公害が発生しないようにそこは業務

地区にする、それはそれで一つの考えとして、私はわかります。しかしその 131がで

き上がって通過道路になる前に、まだまだ市内にはたくさんの道もあり、たくさんの商

業活動、市民生活もあるわけですから、その中で個別的に小さなことでもいし、から、そ

こから始める努力がやはり必要だろうと思うのです。

それで例えばすぐ区画整理である、すぐモール街で、あるというけれども、そういうこ

とを待っていたのでは百年河清を待つようなもので、なかなかできはしない。むしろ今

その商庖街の中に種を埋め込んで、その種が市民と言いますか、その商店街の人たちと

周りの住民との力によって花が聞き、実がなるようにするには、行政としてどういうこ

とをしたらいいのだろうか、そういうような考え方に私は立っていただきたい。

今のお話ですと、大がかりにやりますから、事業決定をしてさあどんと人聞をつぎ込

む、それまでは手が出ないということになりかねない。そうではなくて、やはり一つ一

つの地域、地域に職員が、ここはどういうぐあいにしたらし巾、のだろうかな、そのため

にはだれに話をしたらし巾、のだろうかな、そういうような形での、もっとホットな関係

というのでし ょうか、非常に身近な状態で市民との接触がなければないけいのじゃない
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でしょうか。

おっしゃる意味合いは大変よくわかりますけれども、大きくやればかなりその可能性

も出てくることもわかりますけれども、商業活動の中には単に消費活動だけではなくて、

そこには市民の文化活動も近接しているのだというお考えを、ぜひ一度検討していただ

きたいと思います。

そして例えば区画整理なんかにしましても、人間と車とかそういった利便性と快適性

の調和というのでしょうか、そういうようなことを考えていきますと、必ずしも真っす

ぐの道で区切ることが本当にいいのかどうかということは、かなり検討しなきゃならな

い面があります。

例えば真っすぐtとすれば見通しがいいので、たいていスピードが上がるのです。通過

道路というのはスピードが持たなければいけませんけれども、地域の中に入った道路と

いうのは、 そうスピードが、外周道路以外は出るようにすると、それは交通の問題をか

なり真剣に憂慮、しなければいけないだろう。そのためには、その地域の中においてはど

ういう形がいいのか、それは知っているのは地域の方々ですので、その方々ともやはり

そういった意味での打ち合わせをやはりする努力というのは、必要なんじゃないかなと

思うわけです。

そういう意味で、まちづくりというととかく大きな金をつけて、大きく人を動かして

やらなければできないというのは、それはそういう部分もかなり大半を占めますが、そ

れだけではなし、。もっと個別的なことについて、具体的な小さなことについて、人を育

てるように出発する必要があるのじゃないかなと思うのです。一つの団体がこの町のこ

とをどうにかよくしよう、この小さな問題だけれどもよくしようということの発展が、

例えば湯布院のあのすばらしいまちづくりにもつながっていっただろうと思うのです。

そうしヴ意味で、まちづくりについて大きな金を、多くの人と同時に動かすという発想

のほかに、小さく個別的に、具体的にやるということも入れて、職員の中にそういった

企画ができる人を育てる努力をお願いしたい、かように考えます。

そして次に移りますが、このように考えていきますと、交通を整備するということが

いかに波及効果、いろいろな問題を生ずるかということがうかがわれるわけであります。

私は行政の計画とそれを決断するシステムということに関心があるわけなんですけれど

も、今までのいろいろな行政の持った大きな予算のかかるような決断に対して、私はそ

の都度疑問を呈している場合がございます。

それはなぜかというと、行政決定に至るための支援システムがないからなんです。市

長がこれをこういうふうに決断したときに、それが次は産業の方にはどういう影響を起

こすのか、生活の部面にはどうし、う影響を起こすのか、文化にはどうしみ影響を起こす

のかというようなことを、データを積み上げて、市長の決断にフィードバックするとい

うシステムを持たないのじゃないかな、それが一番の私は問題点だと思うのです。

その意味で、今までちょっと細かし、ことも話ましたけれども、 実は大事なのは、この

ようにまちづくりの中の一つを動かすと次から次へ動いてし、く、そのときに常にし、し、方

向には動かない、こちらにはし、し、けれども、こちらには悪い、通過交通道路があるとい

うことは非常に輸送という点で便利だけれども、しかし公害の問題が生ずるのだよ、あ

るいは交通事故の問題が生ずるのだよというぐあいに、 一つのことに手をつければ必ず

プラスの面とマイナスの面が出てきたときに、決断をするためにはその検討をどこで支

援システムがそれを支えるかということだと思うのです。

企画課、今12人いると思いますが、日々の仕事に追われているのじゃないでしょうか。

やはりあすの決断をするためには、市長が前もってそれを部下におろして、それでその

支援システムを有効に機能するように仕向けなければいけないだろう 、こういうぐあい

に考えるわけです。

そこで一つ、その支援システムの現実に行われているのを御紹介しますけれども、こ

れは岐阜県のシステムの例ですが、これは知事の決断の支援システムです。一つには資

源セクターがあります。ここには土地の利用の問題と、それからいろいろな資源、農業

用水であるとか都市型の用水であるとか、そういった水資源、そしてエネルギーという

ようなことがその中で検討されます。

もう一つは環境セクターがあります。ここには廃棄物であるとかあるいは水質汚濁、

大気汚染、交通などというような問題が検討されておる。もう一つは産業セクターです。

これは大きな全国の四全総の問題であるとか、ああいう大きなプロジェクトの兼ね合い

を考えながら産業との調和を図っていくわけです。あと一つは人口セクターです。これ

はある決断をしたときに必ず人口の流動がある。その人口の流動をどうとらえるか、と

らえることによって環境セクターにまたフィードパックされるからです。同じように、

生活セクターでは自然環境とか経済環境、社会環境、生活環境が検討されるわけです。

最後に、財政セクターでは、これらのものが財政的にどういうぐあいにつり合うかと

いうことを検討します。それによってまた再びフィードバックされて、計画の縮小であ

るとか、拡大がなされるわけです。

私は、高幡の特別養護老人ホームをたびたび取り上げて恐縮なんですが(I恐縮だっ
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OMIJ議長(一ノ瀬隆君) 御異議ないと認めます。よって、暫時休憩いたします。

午前日時35分休憩

午後 1時10分再開

て答弁を求めていた教育長の欠席ということなどありますので、ごく簡単に質問をいた

したいと思います。

この質問の表題の通告の時点では、四中の給食に関係したいわゆる騒ぎが起こってお

りました。庁舎内にステッカーが張られ、地域へは労働組合のピラが、ちらしが配布さ

れるという形が見られる状況でした。

本市の学校給食は、いわゆるセγタ一方式などによらず、自校炊飯方式、単独方式、

この原則が立派に貫かれ、子供たちゃ父兄からも喜ばれる、いわゆる手づくりの給食、

心の触れ合いのある給食が守られてきています。

こういう中で、四中の給食が新学期からの開始が危ぶまれる、こういう感じがいたし

ましたので、私は大変期待の持たれているところの四中の給食が、予定どおり行われな

ければ大変困るのじゃないかとしヴ立場から、通告をいたしました。そういう段階、し

かもきょうは4月 1日という形で、その給食の開始が待たれるわけですけれども、現状

でどういう状況になっているのか、このことについては63年度の一般会計予算の特別委

員会でも取り上げられ、教育委員会から一定の答弁がありました。その答弁を聞く範囲

での理解はできているわけですけれども、ここで改めて伺いたいのは、どうし、う状況に

なって、どうしみ予定で期待できるのか、このことについてまず伺いたいと思います。

さらにお答えによって、質問を続けていきたし、と思います。

よろしくお願し、し、たします。

0副議長(一ノ瀬 隆君) 名古屋史郎君の質問についての答弁を求めます。教育次長。

O教育次長(砂川雄一君) 四中の給食問題につきましては、昨年来建物の建設、それ

からその準備という過程の中で、四中の給食を予定どおり実施するためのいろいろな諸

準備を進めてきたわけで、ございますが、一つ大きな問題となりましたのは、給食の調理

員を今までにございます給食調理員の配置基準に従って職員を配置するとしますと、四

中の分については一応職数その他からいきまして、配置基準によると 7名の職員が必要

になる予定だったので、す。

そうしますと、現在の給食調理員数では不足を来すということがございました。これ

について、組合の側では当然職員の配置基準に従って必要な職員を正規の職員で配置を

しなさいという要求を、当然お持ちになったので、すが、私どもとしましては、今までい

ろいろこの問題については議会その他でも御議論をいただし、てきているわけでございま

すが、もう一つ現在、毎年約1000人くらいの規模で、小中学校合わせて児童数が減少を

しているという現状がございます。

たらやめなさし、Jと呼ぶ者あり)それでもやらなければならないというこの心情を、ひ

とつぜひともおくみ取りいただきたい。財政セクターが働いているのだろうかな、毎年

毎年3000万円から5000万円のお金が、第三者機関がやれば浮くお金がそのまま出ていく

ことについてどこにチェックがなされているか。市長がやるというのは結構です。です

が、その市長の政策的決断に対して、一方で、支援セクターの方で、それをやるとこう

いう問題が出ますよ、財政的にこうしヴ問題が出たらば、そこにくると今度まちづくり

の方に影響が出ますよ、例えば都市基盤整備についてはこういうところに、年次計画の

中に支障が出ますよ、ということが当然、あるわけなんです。私はもちろん、有能な市の

職員の方々ですからそのことについては気づいておられる。ところがそれが機能しない

のはなぜか。やはり市長がそれを機能させようとしヴ気持ちが薄いからじゃないでしょ

うか。

ぜひとも21世紀のまちづくり、いろいろ書かれました。所信表明も述べられました。

私は言葉としては、文書としては本当にいろいろと勉強になります。教わるところも多

いです。しかしそれが実現するための行動の中には、今言った、いろいろな決断のため

の支援セクターをどうやって育てるかということがなかったらば、実現に非常に遠いと

ころに行ってしまう。

このことを申し上げまして、私の一般質問を終わります。

0副議長(一ノ瀬 隆君) これをもって 1の1、八王子、立川、多摩、日野の都市間

競争で日野の進むべき道を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、暫時休憩いたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。

( r異議なしJと呼ぶ者あり〕

0副議長(一ノ瀬 隆君) 休憩前に引き続き、会議を開きます。

一般質問2の1、四中の給食開始を急げの通告質問者、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) 四中の給食開始を急げ、こうし、う表題で質問をさせていただ

きたいのですが、 一般質問が予算の審議の後とし、う異例な形になったということ、そし
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その中で、四中の給食開始時には一時的に職員数がふえざるを得ないわけですが、私

どもの見通しでは、昭和67年時点くらいになりますと、現在保有している職員定数でも

間に合うということが、ほぼ見通せるわけでございます。そういったこともございます

し、それまでのいろいろな御議論も踏まえた上で、一時的に職員数が増加するこの時期

を何とか別の方法、私どもとしては臨時職員でその分については一時的に対応してもら

えないだろうかということで、そうし、う要望を組合の方にしていたわけで、ございます。

この点で、両者歩み寄りがございませんで、現在に来ているわけでございます。

そうした中で、私どもとしては、予定として四中の給食は4月中に最後の職員の配置

その他の準備を終えて、 5月の初め、連休明けになろうかと思いますけれども、その時

点から給食を開始するとしヴ予定で今までも進行してきましたので、現在の見通しとし

ては、まだ組合と最終的に合意、に達しておりませんけれども、予定どおりの実施に向け

てさらに一層努力を重ねていきたい。

なおしばらくまだ時間的な余裕もございますので、その聞に最大限努力をして、予定

どおり給食ができるように最大の努力もしていきたし、というふうに考えております。以

上です。

O副議長(一ノ瀬 隆君) 名古屋史郎君。

028番(名古屋史郎君) 予定どおりという形で全く心配がない、こうし、う御報告とい

うか、御答弁ではないとしヴ状況のようです。予算委員会でも言われていたので、すが、

今、お答えになかったのですが、東京都の労働委員会に云々、こうし、う御答弁があった

のですが、今のお話の中にはそれがないのですけれども、その辺はどんなふうになって

いるか。しばらくさらに組合との云々ということの中に、それらのことが入ってくるの

かどうか、当然入ってくることだろうと思うのですが、差し支えなければ、その辺のこ

とについてもお伺いしたし、と思います。

O副議長(一ノ瀬 隆君) 教育次長。

0教育次長(砂川|雄一君) 私どもが行う努力の中にそういうことも含まれておるわけ

ですが、これは組合ニュースにも出ておりますのであるいは御承知かもしれませんが、

組合の方で、これは現業評議会の方が東京地方労働委員会の方にあっせんの申し立てを

行ったということがございます。

それで、労働委員会の方から私どもの方にもそれについての連絡がまいっております

ので、その辺について今後詰めていって、予定どおりの給食開始に間に合わせたいとい

うふうに考えております。以上です。

0副議長(一ノ瀬 隆君) 名古屋史郎君。

028番(名古屋史郎君) 教育委員会の方としても、そういう公の場というのですか、

定められたところに出頭というのですか、出てということなのですが、基本的な姿勢は

40人学級のときも東京都との関係、これは尊重しなければならない。特に都の労働委員

会という形、いわゆる裁定というのですか、あっせんというのですか、どういう形なの

かよくわかりませんけれども、それらに若干事柄が移行しているような感じがしますが、

教育委員会として基本的に都との関係と言いますか、労働委員会の裁定というか、あっ

せんというか、そういうことについてどんなふうな基本的なお考えを持っていらっしゃ

るか、この際、伺っておきたいと思います。

O~IJ議長(一ノ瀬隆君) 教育次長。

0教育次長(砂川雄一君) 労働委員会に当時者の一方もしくは両方から申し立て等が

あった場合には、労働委員会が調停作業に入るわけで、それにはあっせんとか調停とか

仲裁とかし、ろいろな形がございますけれども、そこで両者の言い分を調整した上で一定

の、例えばあっせんの場合ならあっせんが示される。それについてさらに詰めを行って、

最終的に両者がそれに合意すれば、それが効力を持つというような形になってし、くのだ

ろうと思います。

私どもとしても、その辺については四中の給食開始ということを前提にして、最大限

の努力をして合意に達するように努力をしたい。あっせんが出た場合には、当然労働委

員会のあっせんでございますから、我々としてはそれを尊重していきたし、というふうに

考えております。

0首IJ議長(一ノ瀬 隆君) 名古屋史郎君。

028番(名古屋史郎君) 組合との合意ということが図られていれば、いわゆる労働委

員会への提訴というのですか、そういう形はなかったのだろうと思いますが、しかしそ

れらのあっせんなり仲裁なり調停ということは忠実に従いたいという御返事なので、安

心をしました。

従来も組合との合意ということで、そういう労働委員会云々ということでなく来られ

たのだろうと思いますが、この際ですから伺っておきたいのですが、なぜそういう事態

になってきたかということについて、若干伺っておきたし、と思います。

事実はそうなってきてしまっているわけですからいたし方がないことなんですが、私

は労使ということで、労働委員会ということですから全く労使ということなんですけれ

ども、この給食問題についてもいわゆる市の職員組合との関係というのは、市長がよく
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言われる車の両輪でパートナーである。そのパートナーにしては大分激しいやりとりが

行われているようですけれども、私は紛争というか、騒ぎの中で教育長は確認書を守れ

といったステッカーを見て、確認書というのは一体何なんだろうかなと思っているので

すが、勉強不足でよくわからないのですけれども、確認書ということが守られなかった

から、今日この事態になっているのかなというふうに想像しているわけなんです。

それで昭和60年の12月だかに確認書が結ぼれているということから発して、それを守

らないじゃないかということから始まっているようなんで、差し支えなければここで、

先ほどから申し上げているように、本来、提訴なんという形じゃなくて、いわゆる合意、

確認、こういうことで進んでくれば一番結構なことだろうと思うのですが、確認書の内

容、どんなことが書いてあるのか、また拘束力というか、それこそ労働委員会の裁定な

どに従うといったようなことと同じように、どういうふうに受けとめていらっしゃって

この確認を結んでこられているのか、差し支えなければ60年度のこのことに関してのい

わゆる確認書、ステッカーに出ているところの確認書を守れ、守ってないみたいに書い

てあるので、その辺、差し支えない範囲で解説をいただければありがたし、と思います。

O副議長(一ノ瀬 隆君) 教育次長。

0教育次長(砂川雄一君) 確かに組合のステッカーには確認書を守れということが書

いておりますが、今までいろいろな組合からの要求その他の問題で、ある事柄について

合意に達したときに一定の覚書きと言いますか、それを結ぶわけです。それは一応言わ

れている確認書ということだと思うのですが、それに従って一応事態が収拾されて、事

業が行われるという形になってし、くわけです。いろいろその時点、時点での確認という

こともございますので、あのステッカーを見る限りどの確認書というのはちょっとはっ

きりしないところもございますが、内容的にいうと、学校の給食調理員については、配

置基準に従って職員を配置をしていくということが一つございます。

それから労働条件の変更等を伴う場合には事前に協議をするというような、その辺が

主な内容ではないかというふうに、私どもは理解をしております。以上です。

O副議長(一ノ瀬 隆君) 名古屋史郎君。

028番(名古屋史郎君) 私の知り得ている範囲では、 60年の確認書には単独方式、自

校炊飯方式、正規職員という文字が入って確認書が交わされているわけです。

この確認書の効力というのは今、御返事がなかったので、すが、地公法によるところの

確認書、地公法によるところの労働組合と地公労法によるところのいわゆる現評、そう

いったところの確認書の重みは違うのじゃないかと私は思います。

それで正規職員、単独法、自校炊飯方式という確認書ががっちりと交わされている、

それが守られないからステッカーになったのだというふうに私は思います。今、その論

議をしていても労働委員会に提訴する形の中で事が進行しているわけですから、あえて

これ以上申し上げません。

次に、別の観点から若干伺いたいのですが、教育委員会もこのところ40入学級、便所

の清掃費、委託料、あるいはこの給食といったことで大変いろいろなことに対処してい

られる。大変だと思います。同時にまた、役人と してやりがいこの上ない職場にいると

いう喜びを感じていらっしゃるのじゃないかと思います。

ただそういう中で、私は40人学級のこともそうなんですが、教育委員さんというのは

一体何をしているのかなという感じがし、たします。ひとつその点を伺いたいのですが、

その前に職員の問題ですけれども、学務課長さんというのがし、らっしゃるわけです。学

務課長さんというのは、それこそ指導主事さんなんかとの連携の中で、いわゆる教育本

来というか、給食は本来じゃないというわけじゃありませんけれども、そういったこと

を鋭意取り組んでいらっしゃるのかなというふうに思いましたが、予算関係のこと、そ

の他あるのですけれども、この四中給食の問題なんかについても確認書は教育長、ある

いは現評の議長、あるいは市の職員組合の委員長、たまには総務部長山崎 彰、こういっ

たのが見えるのですが、どこがし、わゆる職員組合との窓口と言いますか、そういう形で

責任を持ってし、 く部署なのかということを伺いたいわけなんで、すO

教育長への事務委任規則というのを見ますと、教育委員会事務局及び学校、その他教

育機関の職員の組織する職員団体に関することは教育長にそっくり委任してあることじゃ

ありませんよと、こう書いてあるのです。

そうなると、いわゆる組合交渉なり定員にかかわる問題などは総務部長の仕事なのか

なというふうに思いますが、教育次長の現在での見解はどんなふうか。要するに、平た

く言えば組合とやりとりをやっている中に、学務課長さんも入ってやっているのじゃな

いですかということなんです。それがこの12条にかかわる、教育長に委任されているわ

けじゃないから、教育委員会にかけなければいけないことなのかどうか。その 6項目に

は議決を経るべき事項というのがありますから、そういうところで当然なんだ、 12に書

いである、職員の組織する云々ということで当然の相手なんだ、いや、そうじゃない、

総務部長さんの仕事だとも思うのですというのか、その辺、ちょっと伺いたし、と思いま

す。

それと関連して、先ほど申し上げたように、定員にかかわるわけですから、予算にも
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かかわってくるわけですから、教育委員さんはどうかかわっているのか、かかわらなけ

ればいけないのかという、その辺、またこのことですね。このことで例えばステッカー

騒ぎ、ピラ騒ぎ、そういったことも教育委員さんの一人一人が知っていて、予算にかか

わることを議決しなければならない機関なんですから、知っているのか、それともそん

なことは全然知らないで役目を果たしていらっしゃるのか、その辺がちょっとわからな

いのです。

この解釈の仕方と言いますか、教育委員会のあり方というものが十分わからないもの

ですから、伺いたいわけですO もっと平たく言えば、給食の定員をどうしていくとか、

そんなようなことは教育委員会にかからないのですよというのか、報告はしてあるから、

知ってはいるはずですよということなのか、平たく 言えばそういう質問なんです。

それをひとつお願し、し、たします。

0富Ij議長(一ノ瀬隆君) 教育次長。

0教育次長(砂川雄一君) 実際には、学校の給食に関する業務は、教育委員会の事務

局が日常的に実務を担当して、それで各学校で実際の作業を行っていただくという形に

なっておりますのて、一番実情については、把握をしているわけでございます。

それともう一つは、その学校給食の進め方その他についての方針も当然立てるわけで

ございますので、そうし、う意味では職員団体との問題も、一義的にはやはり教育委員会

の方で対応をしていくという形になっていこうかと思います。

ただ問題は、例えば定数の問題とかいろいろな問題にかかってきますと、単に教育委

員会だけでは解決できない問題というのがございますので、当然総務部なりとその辺に

ついては十分に協議をしながら進めるという形に、今までもやってきているわけでござ

います。

それから教育委員との関係の問題でございますが、当然これは一つの大きな、教育委

員会の中で当面している問題の中で大きな問題でございますので、その都度の教育委員

会の中でも四中給食に向けてのいろいろな諸準備の問題については報告を L、御意見を

賜ってきております。それで、この四中給食についての基本的な方針につきましては、

先ほどちょっと組合との交渉経過の中で触れましたけれども、児童生徒数が毎年減少し

てきている。昭和67年には現在の定数で間に合うような状況が生まれてくるというよう

なこととか、一般会計監査の際、監査委員よりもいろいろ改善についての要望も出てい

るというふうなことで、当面この期間については臨時職員で対応していきたいのだとい

う基本方針については、教育委員会としての確認をいただいております。

そういう形で、教育委員会の中で単に事務局ベースで進めているということではござ

いません。その都度教育委員に御報告を申し上げて、御意見を賜って、それに従って進

めるというプロセスを経ております。以上です。

O副議長(一ノ瀬隆君) 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。ほぼ了解をいたしました。

特に教育委員さんも給食の問題なども大事なことだというので熱心に討議もされ、結

論もされ、知っていらっしゃる、かかわっていらっしゃるということを開いて、大変う

れしく思いました。

それから一義的には実務は教育委員会が給食の関係、あれしているのだから対応する

けれども、総務部などとも協議しているということなんですが、私は協議ということの

中で、そうするともっと具体的に開くと、そういった交渉の席には総務部関係の方はい

らっしゃらないで、事前なり事後なりに連絡、協議をしながら進めているのか、それと

も職員課長さんあたりが出てきて、定数にもかかわることですから、相協力してやって

いるのか、その辺ちょっとおさらいという意味で伺いたいと思います。

OilJ議長(一ノ瀬隆君) 教育次長。

0教育次長(砂川雄一君) 組合との交渉も非常に回数も多く行われますので、そのと

きの問題の性質によっては、教育委員会の事務局だけで対応する場合もございますし、

それから総務部長さんなり職員課長さんに御同席をいただく場合もございます。以上で

す。

OilJ議長(一ノ瀬隆君) 名古屋史郎君。

028番(名古屋史郎君) 大変ありがとうございました。先ほど申し上げましたように

教育長も不在ですし、予算委員会でもいろいろ論議をされましたので、質問を終わりた

いと思いますが、市長も折りに触れておっしゃっている自校炊飯方式、単独校方式、正

規職員をもって学校給食を進めていくのだという基本的な方向、このことを確認をさせ

ていただいて、この質問を終わりたいと思います。

ありがとうございました。

0副議長(一ノ瀬隆君)

ります。

一般質問2の2、公民館保育室実現に向けて問うの通告質問者、名古屋史郎君の質問

を許します。

これをもって 2の1、四中の給食開始を急げの質問を終わ

028番(名古屋史郎君) 先ほど申し上げましたように、これも教育関係のものなので、
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教育長にも御答弁をいただきたいと思いますけれども、欠席なので、簡単に申し上げた

いと思います。

年間4万人の市民が公民館を利用し、それぞれの生活と言いますか、教養を深めると

いった意味で大変有効に利用されている日野市の中央公民館、現在、中央公民館という

名前でー館しかありませんから、中央公民館と呼ぶのかどうか、正式名は中央公民館で

すから、一館でも中央にあるから一一場所は中央じゃありませんね、そういうことで大

変利用されていて、喜ばれているわけです。

これはご承知のように法律にもありますし、無料という原則ということで大変喜ばれ

ている、長い伝統のあることです。そういう中で、昨年の12月に議会に請願が出まして、

スピード採択という形で全会派の方から公民館保育室の実現オーケーという形が出たこ

とは、御承知のとおりだと思います。

それで私、伺いたいのは、請願即予算ということにはならないと思いますけれども、

本年の予算という形の中では、残念ながらこのことについては載っていないわけで、ス

ピード採択されたという背景は、だれが考えても公民館の保育室はぜいたくだとか、偏っ

た仕事だとかし、うふうじゃなく了解されたので、賛同も多かったのじゃないかと思いま

す。

O~iJ議長(一ノ瀬隆君)

O教育次長(砂川|雄一君)

名古屋史郎君の質問についての答弁を求めます。教育次長。

御承知のとおり、現在の中央公民館は建物面積が630平米

7こo

ちょっとでございますので、全体として、いろいろ事業を進めていく上でちょっと手狭

になっております。そうした中で、事業によっては、確かに主婦の方が中心となるような

事業の場合には、お子さんをお連れになって、そのお子さんを保育をしないと事業が進

まないという場合も、非常に多く起こるわけでございます。

現在は、専用の保育室というのは館内にございませんので、主には福祉セソターの適

当な部屋をお借りをして、そこで保育をしながら事業を行っているということが、現在、

実際に行れている状況でございます。場合によっては、公民館内のあいている部屋を使

うということもございますけれども、そのあいている部屋が保育には必ずしも向いてい

ないというような場合も、現実にはございます。したがいまして、福祉セγターを使わ

せていただくのが、一番現在はし、し、わけでございますが、いずれにしろそういう御要望

がございますので、私どもとしては何とかそれに対応していきたいというふうに、基本

的には考えております。

公民館については、一応昭和64年に全面的に改修を行う予定でございます。当初は63

年にも一部手直しができるものならしたいというふうにも考えましたけれども、一応基

本計画の中で64年という形で位置づけが行われました。それに向けて、いろいろ利用者

の希望も聞きながら、全面的な改修を行っていきたいということで、 63年については、

その 1年間準備の期間としてとって、準備が済んで64年に全面的な改修に持っていきた

いというふうに考えております。ただ改修で、ございますので、面積そのものは基本的に

はふえないわけでございます。ですからその中で、どういう形でいろいろ御要望の点、

工作室等についても何とか使い勝手のし、し、ものにしたいということもございますので、

そういった要求ともあわせて、この保育室の問題も検討を進めてまいりたいというふう

に思っております。

先ほど議員さんの中にもありましたけれども、他から物を預かっている部分も、中に

は若干ないわけではございません。特にあれは福祉センターと建物が一部続いておりま

して、前はボイラ一室が共用でございましたので、そういった部分なんかについては手

を入れれば、一つの目的を持った事業にも使えるようになるのではないかと思います。

それと現在、非常に小さい部分ですけれども、博物館準備室が事務室として借用して

いるというようなこともございますので、これは63年度の中ころには撤退をいたします

ので、そういった部分も含めて、保育室が全面改修の際には何らかの形で取れるような

それ以降、公民館長からいただいた資料などによりますと、昭和40年の国立市の公民

館の保育実現から、今日は三多摩では公民館の保育は常識になっているとし、う状況をう

かがし、知りました。その中身ということになりますと、いわゆる保育室そのものをきちっ

とその中に持って、ちゃんとした設備を持っているところ、あるいはそこまでいってい

ないところ、あるようです。数字によってお届けいただいたので、大変参考になりまし

さて日野市に実現をしていただくという方向に向けて伺いたいのですけれども、専用

の部屋、それから予算的にもそういう形でスピード採択にあわせる形でスピード実施と

いう形がとれないかどうか。場所の問題や、予算の問題や、その他隆路はどんなところ

にあるのかなといったふうなことを伺いたいと思います。

何か聞くところによりますと、選管の荷物だかが公民館だかにあるのだとかいう話を

聞きました。高齢者事業団もたしか移転したと思うのですが、あのー角には児童館、そ

れから福祉センターですか、そういった形で、あるということも承知しているのですが、

その辺、古い建物でありますので、現状をちょっと、市の現状と実現に向けてのいろい

ろな問題点など、伺いたいと思います。よろしくお願いします。
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ことを考えていきたし、。それが専用の部屋として設けた方がし巾、か、あるいは兼用の部

屋として設けた方がし、し、かとし、う問題は、この期間中に十分に検討をさせていただきた

いというふうに思っております。

ただいずれにしろそういう必要が起こったときに、そのスペースで十分に保育の目的

が達せられるように、私どもとしては検討をしていきたし、というふうに思っております。

その間の問題ございますけれども、確かに部屋が狭いということもあったし、それから

各部屋の中にいろいろなものが置いてあるということもありまして、必ずしも公民館内

ですべてが仮にあっても、保育に不向きなところもございますけれども、その辺につい

ては十分に検討をしま して、必要なものを置けば、ある程度それがカバーできるのであ

れば、これは63年度中でも一定の措置はとって、御要望にはこたえられるように、最善

の努力をしたいというふうに考えております。

0副議長(一ノ瀬 隆君) 名古屋史郎君。

028番(名古屋史郎君) よくわかりました。拙速はしない、できることは63年度でも

やりたいけれども、拙速が主じゃなくて、とにかく 64年度に向けて、改修などとあわせ

て考えていきたい、こういうことのお答え、よくわかりました。

この公民館のあり方と言いますか、公民館保育の問題などについては馬場繁夫議員、

宮沢議員、馬場弘融議員などから、熱烈な御論議が展開されてきているところでありま

す。先ほど申し上げた請願も、超党派でスピード採択されたということがあります。

それで、今、次長のお話で50万円しかことしはいわゆる改修費を盛ってないのですね。

要するに改修するから、 5000万という予定もありますから、さてこの5000万という金額

が、中央公民館の改修ということで基本計画にはあるわけですけれども、私がここで伺

いたいのは、今年度50万で、例えば非常階段もないといったような昔の建物を、どう非

常階段も含めて50万でできるのかなとしヴ、非常階段は5000万の中にどうしても入って

しまうのかなというふうにも思います。

それで伺いたいのは、 5000万の使い道の中で、先般もコミュニティ検討委員会ですか、

そういったことの中で、公民館もわきに置かないで、ちゃんとその中に入れてという御

意見もありました。また先般も、 何かこの関係のことですか、私、質問したときに、市

長が市民会館も公民館みたいなものですよ、いっぱいあるのだ、コミュニティのそれは、

というようになことのお答えがあったときに、ちょっとがっかりした経験を持っている

わけですけれども、いわゆる有料の、あるいは今はやりのカルチャーセγター的なもの

ははんらんというか、たくさんあるわけですけれども、公民館には公民館の意義がある

わけで、基本計画にある5000万という形とあわせて、例えば平山地区あたりにいわゆる

分館とし、う施設を、複合という形で、独立館で何億もかけてっくりなさいということじゃ

ないのですけれども、そんな考えはできないか、また法律的にできないのかどうか。例

えば東部会館的なものをふくらました形のものをつくって、この部分は公民館ですよと

いったのはで、きないのかどうか。で、それ以上の使い方もできますよということはでき

ないかどうか、またそういうお考えはないかどうか。コミュニティ検討委員会でゆっく

りやっていただいてもし巾、のですけれども、当面、今ここでは市長のそういったことに

ついてのお考え方を、伺いたいと思います。

O;IJ議長(一ノ瀬 隆君) 答弁を求めます。市長。

0市長(森田喜美男君) 公民館は公民館法によってつくられるということは一つの原

則でありますが、地域の複合施設として、つまり図書館の分館あるいは福祉セγター的

な施設とあわせて行っているところはよそにも見受けられますので、そういうことの可

能性ということは閉ざされてはいない、このように思っております。

0富IJ議長(一ノ瀬隆君) 名古屋史郎君。

028番(名古屋史郎君) 検討委員会も設置されて、そういうことも含めて論議される

と思いますので、ぜひそういう方向で御努力願うことをお願いをいたしまして、この質

問を終わりたいと思います。

0副議長(一ノ瀬隆君)

聞を終わります。

一般質問 2の3、市立病院の医療サービスについての通告質問者、名古屋史郎君の質

問を許します。

これをもって 2の2、公民館保育室実現に向けて問うの質

028番(名古屋史郎君) これは 1番、 2番と違って答弁者もいらっしゃることなので、

がっちりと伺いたいと思います。

ただ、議会でも特別委員会も設置されておりますし、地域医療計画が策定されたらど

ういうふうになるのだとか、 160床と300床、あるいは建てかえ、いろいろな問題が論議

されていることも承知をして、当面この市立病院の現在の医療サービス、このことにつ

いて伺いたいと思います。

医療というと、要するに治療して治すということが医療ということもあるでしょうけ

れども、私の理解というか質問の趣旨は看護、それから給食、それからいわゆる治療と

いうか医療というか、そういったことが三位一体にならなければ本当の意味の医療サー

ビス、例えば給食がうんと悪いので病後の、入院中の栄養もとれないというのじゃ、 極
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端に言えば因ることですし、そういう広い意味だということを、まず申し上け7こいと思

います。

この問題も医療サービスと言いますか、いわゆる騒ぎと言いますか、このことが中谷

委員や米沢委員、あえていわゆる騒ぎのことが質問をされました。出産予定者の定員も

含めた対応とか、あるいは病棟閉鎖とか、市長からはとんでもない、閉鎖なんというあ

れはなかったといったような、そうし、う御答弁がありましたが、そのことに絡んで私は

伺いたいわけなんですが、事務長に伺いたいのですが、騒ぎ、騒ぎというのは余り穏や

かじゃありませんのでやりとり、こういう中で、看護婦さんあるいはお医者さんの確保

というか、不足しているといったようなことがどんなふうに論議されて、どういうふう

に落着しているのかということですね。

公立病院ですから、市長の答弁があったように、市民の信頼を失うようになっちゃ因

るものですから伺っているわけですが、いわゆる充足度の問題と、あと全般的に例えば

お医者さんや看護婦さんがちょっと欲しいなと思うような軽微な医療器具というか、簡

単に言えば電気メス程度のものが、何科だかに行って借りてこなければというようなこ

とが言われるのだそうです。これは話ですけれどもね。そんな現状なのかどうか。研究

も必要でしょうし、軽微な機械も必要でしょうし、高度な機械も必要でしょうし、そう

いった意味で、そんなような働く人が働きにくいような状態はもう解決されているのか

どうか。

あるいは給食でも、調理室が水びたしで不衛生だとか、すべってころんで危なくでし

ょうがないとか、そんなようなことはもうすっかりないのかどうか、全般的にいわゆる

病院運営ということの中で伺いたいのです。その後の方は簡単で結構ですが、現状、そ

れから充足度の問題、それからどういうふうにしていくかというような問題、どうなっ

ているか、その辺は特に絞って、お答えいただきたいと思います。

0副議長(一ノ瀬 隆君) 名古屋史郎君の質問についての答弁を求めます。病院事務

長。

を尽くしまして、病院側としてこれに対応している現状でございます。それともう一つ

は、総務部への御協力を切にお願い申し上げまして、いろいろと現段階での対応につき

ましては全力投入、こういうふうに申し上げても決して過言ではないかと思います。

このような現状の中でやはり機械の関係、医療器財につきましても、現段階といたし

ましては特別な高度器財につきましては除きまして、それ以外のものにつきましては徐々

ではございますけれども、準備、対応に与えられるものに、現在なりつつきております。

しかしながら、やはり御承知のとおり市立総合病院も本年既に27年目を迎えている現

状でございまして、これも皆様方を初め関係者の大変な御理解と御努力によりまして27

年目を迎えたということは、本当に喜ばしい中ではございますけれども、現状といたし

ましては看護婦の不足というふうなことで、現在非常に心痛な思いでおります。私たち

といたしましでも、極力この点につきましては早いうちに解決をしなければならないと

いうふうなことで、現在進めております。

器財も、先ほど申し上げましたとおり、かなりそろいつつございますので、その点に

つきましては過日も63年の医療器財の選別、どういったたく九、のものが必要に迫られて

いるかというふうなことにつきましても、それぞれの専門家の先生方を交えまして、院

長を初め関係者によりまして、いろいろと選別させていただいているような現状でござ

います。したがし、まして、いろいろ専門の科からの、専門医のドクターからの要求につ

きましては、極力かなえていきたいというふうな考え方で、現在おります。

それからまた給食の関係になりますけれども、現在、私も議員さんのおっしゃるよう

に、給食の問題につきましては、実は過日、消防の立入検査がありまして、私も同行い

たしまして、私、直接感じたわけでございますけれども、せっかくきれいにしている中

で、たまたま側溝のふたがちょっとすべるということでございますが、これは職員の希

望によりまして、何年か前にステγレスに変えたという話を受けております。変えた結

果がやはり思うようにいかない、こういうふうなことで結果にはそういう結論になって

しまったので、すけれども、たまたま私も、先ほど申し上げましたようなことで、同行いた

しまして、直接わかりまして、これは何とか少しでも早いうちに解決をして、安全とい

う面からも十分気をつけなければならない、こういうふうなことを直観いたしましたの

で、早速関係者に申し入れまして、それで私の方で現在、業者に対してどういったもの

があるかということと、どういうふうな方法が一番危険度の少ないものに変えられるか、

こういうことで、この件一つを挙げましでも、現在、進めております。

したがし、まして、御質問の内容につきまして、総体的に市民の医療サービスに欠陥が

0病院事務長(岩沢代吉君) 御承知のとおり、大変医療関係につきましては高度化並

びに多様化、そして専門化してきております現在でございますけれども、こういう中で

市立総合病院の市民に対する医療サービスについては、ますます責任の重大さを感じて

いるところでございます。

こういう中で、ただいま御指摘のございましたように、看護婦問題等につきまして若

干触れますと、私の方といたしましては、予算委員会でも申し上げましたように、全力
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あるようでは、私たちとしても、職員の中で一人でもそういうシピルサービスから欠け

るようなことは絶対あり得ないというふうなことを確信して、現在、病院の医療運営を

進めている現状でございます。

お答えになったかどうかわかりませんけれども、私どもの心情は以上のようなことで

ございますので、ひとつ御理解をいただきたいと思います。以上でございます。

0副議長(一ノ瀬隆君) 名古屋史郎君。

028番(名古屋史郎君) 私は全般的なことは簡単に、特にいろいろ論議されている充

足度の問題が現在どうで、どう解決しているのかというのは、全力投球しているといっ

たふうにしかないのですね。全力投球は今までもしてきているのだろうと思います。職

員の募集というか、充足ということではね。ところが充足しないわけですよね。充足度

の非常に困難な職場なんですよね。

ですからここで抜本的というか、変わった方法で、こんなふうにというのがないとそ

の繰り返しで、かなり深刻なやりとりという形になるのじゃないかと思います。その充

足度というのは看護婦さんやお医者さんの問題、仕事が過重だから、この間も石坂委員

長の御報告でしたか、 50何人で48人やめてしまうというような、看護婦さんの話でしょ

うか、これは過重だから、賃金は別に特段低いのじゃないと思うのです。お医者さんも

看護婦さんも資格者ですから、仕事の過重ということだけじゃないのだということもあ

るでしょうけれども、どうも私の考えるところでは、過重だから入っていただいてもそ

の職場でとてもいられないからということでやめてしまう。やめてしまうところに入ら

れるから、また過重で、やめてしまうというこの悪循環があるのだと思うのです。だから

抜本的というか、特別の方策をとらないと、年中労使というか、パートナ一同士でけん

かばかりしているということに私はなるのじゃないか。これはどこの職場についても、

言えるのじゃないかと思います。

さらにいわゆる充足度の問題について伺いたいわけですけれども、さっき医療器具の

問題などで高度なそれは充足されてきつつあるが、中度、軽度のものは充足に向かつて

努力がされているというのですが、簡単なことなんですけれども、例えば具体的に申し

上げて、耳鼻科に電気メスがないというようなことでし巾、のかなという感じがするので

す。それはあるのかもしれませんし、ちょっとぐあいが悪くて外科から借りてこなきゃ

ならないというふうにつぶやかれたのかどうか、大変細かいことですけれどもちょっと

心配だったものですから、もう一度充足度に対する全力投球のそれと、いろいろ進めて

いる、まだまだ足りないような、細かいようなものもあるといったようなことなのか、

もう一回お答えいただきたいと思います。

O副議長(一ノ瀬隆君) 病院事務長

0病院事務長(岩沢代吉君) ただいまの件でございますけれども、実は看護婦の定数

といたしましては102名でございます。現在、現数としては98名いるわけでございます

けれども、きょうさ らに 3名入りましたので、おかげ、さまでと申しますか、ょうやく欠

員あと 2名、 こういうふうな形になってきたわけで、ございます。

したがいまして、こういうふうな現状である中で、組合ともいろいろ話し合し、はして

いるわけでございますけれども、今後の方針といたしましては、准看護婦からさらに上

位の資格を取る、これらにつきましては、御承知のとおり就学資金というものが月 3万

円出るようになっておりますけれども、さらにこれを交換制度というふうなことで、条

例化の中に、そういう専門家のコースに進む希望のある者については、できる限り進路

を開きたい、こういうふうな考え方も一つあるわけでございます。

したがいまして、この内容というのは、できれば専門学校に行かれる看護婦さんにつ

いては職免等の問題も検討して、極力そういった制度も一つあるのではなかろうか、こ

ういうふうなことが一つございます。

それからもう一点、定数がきちっとした数字で出ておりますけれども、できれば何し

ろ生身のものですから、どういうふうな事態にどうなるかということも非常に心配され

ます。したがいまして、現在、青梅市の市立病院でも実施されておりますけれども、会

員制的な、要するに定数より現在、青梅では 5名余分にとっているというふうな実例も

ございます。以前は10名というふうなことだったのだそうですけれども、あそこは専門

学校が青梅市にありますので、そこから生徒が直接来ますので、充足については非常に

高率に充足されている、こういうふうなことでございます。

それから、そういうふうな話を関いたものですから、やはり十分話し合いの中で取り

入れられるものは取り入れて、それで今後の看護婦さんの獲得に進んでいきたい、こう

いうふうに思っております。

以上でございます。一一一失礼しました。

それから器具、器財でございますけれども、一つメスの関係でございますけれども、

私どもといたしましては、極力そういったことはないんではなかろうかなというふうな

解釈をしております。したがし、ま して、 あるいはお耳にしたのは修理か何かの時点で若

干の期間のずれというふうなこともあったんで、はなかろうかなとし、うふうに考えますけ

れども、極力先ほど申し上げましたように、各先生方の要望されたものにつきましては、
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予算の許す範囲内で確保して、より一層の市民サービスの方に全力を尽くしていただき

たし、というふうに、私ども考えておる次第でございます。

どうかその点もつけ加えまして、御理解いただきたいと思います。よろしくお願いい

たします。

0副議長(一ノ瀬 隆君) 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。大変よくわかりました。

充足度の問題ですけれども、当面そういうふうに努力をされているということ、そし

て私も後で申し上げようと思ったので、すが、奨学金の増額だとか定数外条例の設定だと

か、何か充足度の大変困難な職場だということの対応をしなければ、知恵を出さなけれ

ば、繰り返しだと思うのですよ。聞くところによると、これまでいわゆるやりとりが激

しいのだそうですよ O その中で、責任者に対して謝れ、このくらい私はあり得るのだろ

うと思うのです。働く者とそうでない者とですからね。

私も中学校の教師時代に、遠くから通ってきている校長さんとけんかをしまして、そ

んな練馬区あたりから通ってきて、明るいうちに学校を出て、ぎりぎりいっぱい学校へ

飛んできて、何が日野の教育ができるか、こう言ってけんかをしたことを思い出します。

せいぜいその範囲だと思うのですよね。謝るとか責任をとれとかね。辞めろとかいった

ようなことがやりとりされていなければいいのですが、いるとすると、責任者を追い出

せばし、し、というものじゃないと思うのです。知恵を出し合って、し、し、ものにしていこう

というのが、パートナーのそれだろうと思うのです。

この辺について、教育委員会の給食の問題でも、一般的な話の問題でもそうですけれ

ども、やはり労使対抗ということじゃなくて、何か知恵を出し合うという方向にいうて

もらいたいなと思うのですが、せっかく院長さんがお見えになっているので、事務長さ

んから慎重な御答弁をいただいちゃうので、院長さんからも御答弁をぜひいただきたい

と思うのですが、責任者云々ということで、これまた総務部長さんも同席しているのか

どうか、いわゆる組合交渉なるものの中で、院長さんは本来いわゆる医療に専心に近く

やっていただきたし、と思うのに、大変な御心労をかけているふうに、私は見たこともな

いからわからないのですが、だろうと思います。

そういう中で、これからの病院運営ということの中で、今、事務長が言われたような

知恵以外にもうないかどうか。やりとりばかりやっていたのじゃ切りがない話なので、

その辺を含めてこれからの病院運営一一院長さんは新しい院長さんで、内外ともに大変

評判がいい、切れ者だという評判ですから、ぜ、ひひとつ取り組む姿勢について伺いたい
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と思います。以上です。

OilJ議長(一ノ瀬隆君) 病院長。

0病院長(三回盛一君) ただいま名古屋議員からいろいろな御意見を伺ったり、ある

いは御指摘をいただいたわけでございますが、この市立病院というものが大変いろいろ

な面で難しい立場に立たされているということは、何も現在ばかりではございません。

というのは、医療が私立の病院のように、ややもすれば経営に主体を置く、走る、そう

いう傾向もあろうかと思います。

しかし公的病院となりますと、必ずしもそれにのみ終始するわけにまいりませんで、

やはり地域医療の根幹を受け持たなければならないという一つの使命がございます。そ

こら辺に二律背反と申しましょうか、裏表の問題がございますので、いろいろな面であ

るいは御迷惑をおかけしているのではないかと思っております。

これは議員さんからの御質問に対する回答になりますかどうかわかりませんけれども、

市立病院というものは、やはり非常に幅広い医療を心がけなければならないだろう。そ

の幅広いという意味はいろいろな意味がございますが、医療の量、それから質、診療権

の問題、こんなことが当面取り上げてみる必要があろうかと思います。

その医療の量の問題、これは御承知のように本院は総合病院になっております。した

がって診療科は、少なくても標携している診療科は10以上の12に当たるわけでございま

して、そういう面での診療科はある程度の量を確保している。おかげさまでドクターの

方も、それなりの充足を現在は見ております。

その同じ量の中でも、その次の問題としては職員の問題がございます。先ほどのよう

にドクターの方は充足しておりますが、看護婦、助産婦-、この辺では大変な過不足、ァ

γバランスという問題が出ております。先ほど事務長からお答え申し上げましたように、

本日で一応、まだ全くの定数ではございませんけれども、非常に定員に近いところまで、

総看護婦数としては確保ができております。がしかし、その中には助産婦さんも含まれ

ている。助産婦さんに関しては、特に日本全体に絶対量の不足がございます。それで、

いかにも定員には満ちましたが、助産婦さんの方は本院としては不足という問題がござ

います。

そこで、先ほど名古屋議員から御提案があったように、定数をややオーバーして、そ

して何とか確保をする。そのためには長期的な問題ではございましょうけれども就学資

金の問題、あるいは先ほど事務長が申しましたような職免で 1年の研修をさせて、そし

て助産婦学校に出向させる、そして資格を取るように頑張ってもらうというような問題、
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こんなことも一つの方向としては考えなければ、その量の確保はなかなか難しかろうと

思っております。実際に看護婦、助産婦を養成している病院の産科病棟ですら、助産婦

が不足して因っているというのも実情でございます。

それからその次の質の問題ですが、これはもう御承知のように、前の議会のときにも

多分申し上げたのですが、みずからを振り返ってみますと、大変に残念ながら、本院は

やや診療所的病院の傾向があるというふうに、私は申し上げたことがございます。つま

り、比較的簡単な医療は十分にこなし得るわけです。しかし 2次、 3次、あるいはさら

に高度な医療となりますといかんともなしがたし。この点はまさに切歯施腕、職員みな

で切歯犯腕いたしております。

その理由は何であろうか、こうなりますと、今まで20数年間培ってきた病院の診療の

レベルというものはこれからも維持し得るであろうけれども、周りの市民の方々、ある

いは周りの社会全般の要求する医療のレベルは、順次上がっております。そうしますと、

そこに大きなギャップが出てくる。こうしヴ問題がございまして、現在の社会での本院

の医療レベルは、ややともすると少し低いところに位置せざるを得ないというような実

態がございます。これを何とかしなければならないというところで、市当局にもお願い

をいたしまして、医療機器の方に関しましては、ほとんど病院の方で要求する医療機器

を購入していただし、たり、あるし、はここ数年間は他の補助金を申請いたしまして、さら

にそれにつぎ込んで、医療機器の整備は相当に進んでおります。

先ほど名古屋議員さんからおっしゃった小さな問題ですが、耳鼻科の電気メスの件は、

これは単純な電気メスではございませんで、耳鼻科の相当高度な電気メスのことではな

いかと思っております。これは63年度で何とか対応するように、現在、進めております。

そのほかの医療機器も、相当ほかの部分は節約をいたしましでもそちらに投入をして、

相当充足はしてまいりましたが、残念ながら、現在のところはかつて購入した医療機器

の更新の時期に来ております。順次医療機器を全部新たに更新しなければならないとい

う時期に参ってきているというところが一つございます。

それともう一つは、機器ばかりではなくて建物の問題がございます。この建物は今ま

で増築、改築で頑張ってまいりましたけれども、現在のところそうしヴ医療機器を入れ

るスペースすらない。全体の広さが狭いという問題が一つあります。それから動線の非

常に非効率化があります。そのために職員は不必要な動線を動かなければならないとい

うような問題もございまして、いろいろな面での効率の低下を招いているという実態も

ございます。これもまた、質の低下に結びつく問題ではないかと思っているわけであり

ます。

それからその次に診療圏の問題がございます。診療圏というのは、病院を利用なさる

患者さんの範囲を一応チェックしたのですが、これでは日野市民の方が利用しておられ

るのが大体80数%でございますけれども、日野市内の東部、南部の方々の御利用は大体

20%前後ということで、やや日野市民の人たちの利用の状況というものは偏っていると

いう ことがございます。これは病院の現在の位置があの場所でし、し、のかどうか、その辺

も検討しなければならないのだろ う、こんなふう なことも、実は診療圏のチェックをし

ながら、検討を加えているところでございます。

そんなところで、市立病院の位置づけというものは、まずは地元に医療を還元する、

しかもし、し、質の医療を還元するということが基本的な使命ですので、この辺は私たちも

鋭意努力しているというところでございます。

なお、医療の問題は、過日も申し上げましたように患者さん、そして健康人、その人

たちの中間の方というように、病院は、病人に対する医療ではございますけれども、市

立病院の一つの宿命ということになりますと、病気になる前の患者さんの健康管理、そ

れから病気から社会に復帰するためのリハビリの有無、この辺も幅広く実は対応をした

いというのが念願でございますけれども、現在の病院の状況では、それを十分にこなし

得ることは、現在のところはとてもとても、思いながらもできないというのが実態でご

ざいます。

そんなととろで、これは今の議員さんの御質問に合うかどうかわかりませんけれども、

現在の病院の医療の実態を申し上げまして、一番現在いろいろ皆さんのお耳に入って、

大変病院としても情けないなと思いながらも、しかしその実態を追及しなければいけな

い大きな問題は、看護婦と助産婦の補充ということ、そしてそれの確保という問題で、

具体的な手を、事務長も含めて、ともども現在、微力ではございますが、種々の手を打っ

ているというのが実態でございます。以上でございます。

0副議長(一ノ瀬 隆君) 名古屋史郎君。

028番(名古屋史郎君) 3問 1時間以内くらいのつもりだったのですが、もう終わり

fこし、と思いますが、市長に最後に定数外条例の問題についての所感、それから今、院長

のお話を聞くと、助産婦さんは全国的にもということで、これは産科を経営していくに

は何か定数外条例では高等看護婦のそれだというのでは対応できなくて、さらに何かあ

れしなければまた心配が出てくるのじゃないかなと思いますので、医療圏の南部地区に

といったことに及びますと長くなりますし、特別委員会もあるわけですから、当面ここ
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の現状をどうあれするかということで知恵が若干出ましたが、さらに知恵の上積みとい

うかは、やはり不公平でいけないのでしょうか。何か考えられませんか、この助産婦さ

んの対策は。全国的に定数が足りないのだ、それを確保するのだから、幾ら募集記事を

出したって無理だと思いますよ。この辺は何かそれこそ知恵をお持ちかどうか、伺いた

院の職員については、医師及び看護婦を常時、充足するために、必要と認める場合に限

り、市長が定める職員採用計画に基づき、一時的に、第 2条に定める数を超えた現在数

をもって、定数とすることができる。」というようなことがあるのだそうで、ぜひ御研

究をいただきたいと思います。

質問を終わります。ありがとうございました。いと思います。

そのほか、この辺で集まっていただくと、またこの辺の人ですからゃめちゃうという

こともあるのです。今、日本中大変不景気ですから、場所を選べば、そしてこっちの優

遇策も考えれば、引きとどまってもらえる人というのもいるのじゃないかと思います。

要するに言うならば季節何とかというのすか、それの長期的なとか、それらを含めて、

今のことについての御見解を若干伺いたいと思います。以上です。

O副議長(一ノ瀬隆君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 市立病院が施設の上では老朽化が進み、また機能の上で、も近

代化がうまくいかない、いろいろ大きい課題を持っていることは承知をいたしておりま

0言IJ議長(一ノ瀬隆君)

質問を終わります。

お諮りいたします。

議事の都合により、暫時休憩いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

( r異議なしJと呼ぶ者あり〕

0副議長(一ノ瀬隆君)

す。

最近の市立病院の情報として、かなり厳しい交渉の状況があるということを知って、

いかに解決すべきかということも協議をしているわけであります。当面の看護婦の確保、

それから助産婦の確保ということにつきまして、特にドクターコース、お医者さんは随

分養成をされて、そろそろ将来を見ると医者が余る、したがって大学でもある程度の抑

制をしようというふうに取り組まれていながら、看護婦、特に助産婦がなぜ今になって

不足するか。しかも子供がたくさん生まれる時期はもう既に終わって、子供さんの生ま

れることは非常に少なくなっている時期にどうしてこういうことになってくるのかなと、

ちょっと不思議に感じますが、そういう因果関係のことは別といたしまして、現実に確

保するにはどうすればし、し、か。これは方法があるならば、狭い範囲でなくてもっと広い

範囲で迎える、そのための条件、それらのことも考えなければならないというふうに思っ

ております。

今何か定数外条例、こういうふう言われたので、そうしヴ条例があり得るのかなとい

うふうには考えますが、ウルトラの知恵で何かがあるということであれば、それも考え

るにやぶさかではない、このように今のところお答えをいたしたいと思っております。

O副議長(一ノ瀬 隆君) 名古屋史郎君。

028番(名古屋史郎君) 定数外条例と呼ぶのかどうかはわからないのですが、青梅市

でとにかく何かこういうのがあるのです。 i当分の問、市長の補助職員のうち、総合病

0副議長(一ノ瀬隆君)

これをもって 2の3、市立病院の医療サービスについての

御異議ないと認めます。よって、暫時休憩いたします。

午後2時31分休憩

午後 3時 9分再開

休憩前に引き続き、会議を開きます。

一般質問3の1、集団検診の有効性と今後の見通しについての通告質問者、谷 長一

君の質問を許します。

(25番議員登壇〕

025番(谷長一君) それでは、ただいま議長が申しましたタイトルにのっとりまし

て、通告質問を簡単にさせていただきます。

まず最初に、この内容につきましては議長に出してあります集団検診の種類と数、こ

れらにつきまして通告の要旨、これはもう事務局の方でもよくおわかりだと思いますの

で、お願し、いたします。

それと同時に、ここに一部触れてありますけれども、乳がん、肺がんを集団検診とし

てとらえることはできなかし、というのを、ひとつ追加させていただきます。以上に基づ

いて答弁してください。答弁に従いまして、また質問させていただきます。

じゃ、お願し、し、たします。

0副議長(一ノ瀬 隆君) 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。

0生活環境部長(坂本金雄君)

申し上げます。

御案内のとおり、老人保健法が制定されまして、その保健法の 2つの大きな柱となっ

ハ
O

A
斗
A

F
h
u
 

集団検診の種別、検診者数などにつきましてお答えを

ワ
t

A
せ

F
h
u
 



ております医療の面と保健の面、医療の面については旧社会課が担当し、ヘルスの面に

ついては健康課が担当をしております。そのヘルス事業は 6つに分かれておりまして、

その 6つの中の 1つが集団検診と一般検診、いろいろな呼ばれ方がございますけれども、

検診事業でございます。

日野市の集団検診事業につきましては、一般健康審査という呼び方で、 35歳以上65歳

未満の方を対象に、集団方式でやっております。そのほかに胃がんの検診でありますと

か、子宮がんの検診でありますとか、検診事業を行っております。

代表的な一般健康審査の事業について申し述べますと、 61年度実績でもって、春秋 2

回の検診で、受診者数1650人でございます。このうち 2次と申しますのは、要精密検査

を必要とする方でございますけれども238人、さらに 3次になりますと63人、当然のこ

とながら、数がどんどん減ってまいります。この63人のうち、要精密検査を受診された

方は45名おります。その 3次の所見の内容について見ますと、異常なしが 4人、そして

胃がんが 1人、胃のポリープができている11人、それから胃潰蕩4、十二指腸潰蕩 2、

胃炎が10、その他13、こういうような数になっております。

それから子宮がんの方でございますけれども、毎年2月、 3月中にかけまして実施を

いたします。これも同じ61年度の実績で申し上げますと、 4300人の方が検査を受けまし

た。これは細胞診でございまして、市内10の医院で細胞を採取いたしまして、それを検

査機関に送ります。その結果でございますが、受診者数3799人、この中で異常なしと言

われた方はおよそ73%ございます。 2800人の方が異常なしでございます。それから異形

の細胞を認めるが、悪性の疑いはない、こうしヴ判定を受けた方が985人、それから細

胞を認めるが悪性とは決められない、 12人、悪性の細胞と認める 1人、明らかに悪性細

胞を認める 1人、こういうような発見率になっております。

最初に申し上げました、私、一般健康審査と申し上げたでしょうか、これは胃の検診

でございます。初めに申し上けYこケースは胃の検診でございまして、 2番目に申し上げ

たのが子宮がん検診で、ございます。こういうような発見の率、並びに受診者の数でござ

います。

がんにつきましては、現在、胃と子宮がん、その 2つだけについて検査を行っており

ますけれども、がんの最近の傾向を見てみますと、 肺がんの死亡が最近大変ふえてきて

おります。昭和30年の例でございますと、全国で2711人、肺がんの患者がおりましたけ

れども、それが30年後の昭和60年になりますと、 2万8590人に達しております。この増

加は、今後もテソポを急、にいたしまして、西暦2000年には男性で 5万2000人、女性で 1

万8000人程度が肺がんで死亡するのではないか、こうし、う予測も立っております。

さらに乳がんにつきましても、2000年までには現在の子宮がんを抜いて、女性のがん

死亡の上位に乳がんがなるのじゃないか、このような予測もされているわけでございま

す。

日野市におきましても、たびたび市議会からこの乳がん、肺がんの実施ということに

つきましても御指摘がございました。その都度、保健セソタ ーのような施設ができまし

たときにはというお答えを申し上げておりましたけれども、ただいま 申し上げたような

死亡の推移を見てみますと、この乳がん、肺がんは速やかに一般健康審査の中に取り入

れて行わなければならないものと考えております。

昨年の 9月でございましたで、しょうか、国も乳がん、肺がんについて実施をするとい

うような通達が出ております。昨年の 6月 1日、厚生省が肺がん、乳がん、子宮がんの

実施について通達を出して、それに基づいて東京都も通達を出しております。これを契

機に、健康センターもできたこともございますので、 63年度に向けて、手しがん、肺がん

の検査を新しく取り入れていきたい、こう いう方向で準備をしてまいりたいと思います。

一応お答えをさせていただきました。

0~1j議長(一ノ瀬隆君) 谷長一君。

025番(谷 長一君) ちょっと今、答弁の中で聞き漏らしたのですけれども、乳がん、

肺がんは何年から取り入れたいというようなお考えを持っているのか、もう 1回申しわ

けありません、お願し、し、たします。

0副議長(一ノ瀬 隆君) 生活環境部長。

0生活環境部長(坂本金雄君) 63年度中に研究をいたしまして、 64年の、できれば当

初の予算に実現したいという考えでおります。

0副議長(一ノ瀬隆君) 谷長一君。

025番(谷 長一君) そうしますと、ただし、ま御答弁をいただきましたその中につき

ましてちょっとお伺いしたいのですけれども、このいわゆる子宮がんのところで、受診

者の数が3799人で、異常がありませんでしたのが2800人だ、異常の細胞が認められたと

いう方が985人であり、またその異形の細胞があるのだけれども悪性とは決められない

という方が12人、それで今度悪性の細胞を認めたという方が 1人、または明らかに悪性

の細胞だというのが、これは恐らく認めたというのは確認くらいまでいっているのじゃ

ないかと思うのですけれども、その方がお 1人だ、こういうような答弁ですけれども、

このようなととを考えてみて、やはり私たちが日々生活をしていくという上には、どな
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たでも社会的にもまた経済的にも、自分の地位の発展と向上というのを目指していると

いうことは、私が日常生活をしている中においてもこれは最も基本的な考えというのは、

そこに私にはあるわけです。恐らく皆様方におかれましても、そのとおりではないかと

思うわけです。

そのあたりをここにちょっと考えてみると、難しいことではなくて、どうしたら基本

的な日常生活が送れるかというように考えざるを得ないのであります。そうなると、当

然私たちがきょうも起きて、朝、それからお昼、今までという間にどのようなことをやっ

てきたかということが、おのずとわかるわけでございます。

その中において最も大事なのはやはり栄養であろう、また運動で、もあろう、休息でも

あろう、このパラ γスをいかに良好に、しかもよく保っていくかということが大切では

ないかと思うのです。また特に、今議会におきましでも非常に不規則な時聞を私どもは

過ごしてまいりました。この現実の社会というのを考えてみると、人の問題ではなくて、

おのずからがどのような生き方をせねばならぬか、またどのような生活をしていかなけ

ればならないかということを、当然考えていかなければならないというふうになるので

はないでしょうか。

そのようなことを考えますと、いかにこの社会環境等によって健康が害されるとまで

はいきませんけれども、阻害される要因が多いかと言わざるを得ないのでございます。

このようなことを基礎に考えてみると、いかに今、私たちが複雑な社会環境の中におい

て考えなければならないかということになると、当然ストレス等は増大させちゃいけな

いのだというふうに考えても、やはりストレスが出てきてしまうのです。特にこの議会

においてもそうだと思うのです。

教育長がきょう出てこなかったというのは、どうして出てこなかったということは、

私が言わなくてもわかると思うのです。やはりそのあたりを全体という形においての考

慮が当然必要になるのではないかと考えております。がしかし一面、他の職業等、特に

サービス業等を見ると、いかに勤務状態、が不規則であるかということもまた言われるわ

けであります。

そのようなことを考えて、この社会的な要因というのは、いや、きょうは因ったのだ、

こんな遅くなっちゃってと、奥さんのいる人はそういうふうに言うと思うのですよ。何

をしてきたのだと、がしかし、そういうことを言える人はし巾、と思うのです。言えない

人はどうなるかということになると、やはり社会的にもまた政治的にもこれは解決がで

きないのだということになると、またその半面、今やはりその他の方法に走るという人

も、その解決方法を見出さんがために、いるのじゃないかと思うわけでございます。そ

のあたりの考慮というのが、社会生活を行う上において、私は非常に大切ではないかと

いうことを、一言つけ加えておきたいと思います。

そのような観点に立って、社会的、経済的地位の向上を図り、さらにこれを発展する

という願望というのは、私一人のみならず、皆さんも同様であると思うけれども、その

達成のためにいかに至難な技をクリアしていかなければならないかということを考えな

がら、この集団検診の有効性と今後の見通しについてさらに質問を続けていかなければ

ならないというふうになってしまうわけです。本来ならこれでもうゃめちゃおうかと思っ

たのですけれども、少しまた御辛抱を願いたいと思うわけです。

そこで今度は、日野市が出しておりますこの基本計画等によりますと、現実と構想で

したか、それを見ると、生きがし、のある老後の保障ということがここに記載されている

わけです。日野市は65歳以上の老人が 1万651人、これは昭和62年 1月1日現在という

ことであります。そうしますと、総人口の6.8%に当たり、 68年には8.6%になるのだ。

このパーセγ トは全国的には低いけれども、やはり日野市だけが低い状態でいけるとい

う保障はどこにもなくて、高齢者社会が急速に進んでいけば、同じような形で日野市の

社会構成、また人口構成もなされていくのではないかかと思うわけです。

このようなことを考えてみると、核家族化、平均寿命の伸びを考えると痴呆性老人、

ひとり暮らし、寝たきり老人など大幅な増大が予想される。日野市でもこれまでひとり

暮らし老人、臥床老人に対するシティホーム、ショートステイ、入浴サービス、在宅福

祉等、各種の老人福祉の振興というのを図っているわけです。ことしいろいろ問題にな

りました63年度の当初予算で出てきた特養の関係につきましても、これは10億少々でご

ざいますけれども、いろいろな議論がなされた。準備不足の点があったということは、

私も認めざるを得ないのであります。

そのようなことを考えながら、どうやって日野市が生きがし、のある老後の保障という

ところまで、私自身が近づかなければいけないのです。私が近づかなかったら、皆さん

も近づかないのだというふうに、私はこの日野市の将来を考えると、思いやりのある考

えを持たざるを得なくなるわけです。これは人の問題じゃなくて、自分の問題であると

いうふうに痛感しているわけでございます。

そこで今度はいわゆる予算書を見ますと、先ほど課長が答弁してくださったこと等が

よくあるわけなんです。いわゆる予防接種、これは集団方式、特別方式、麻しんの接種、

それから 2種、 3種、結核予防接種、一般検査、これは個別とか、いろいろあります。
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その上に戻って、結核のところはツベルクリソ、 BCG、さらには胃がん、それから子

宮がん、それからこれは 1歳6ヵ月の健康健診、 1歳児、 1歳6ヵ月の精密健康診断50

人、また新生児訪問指導業務、それから歯科相談、さらには休日準夜診療事業、急病診

療事業、救急診療事業というようなことがこの予算書にあるわけです。

そうなりますと、このいわゆる保健衛生費というところで健康管理費、特に委託料と

いうのを予算書で見ますると、衛生費が10億2200万なんですよね。そうしますと、負担

金及び補助金というのが、 6億2500万ということになっているわけです。地域医療と地

域保健ということを考えてみると、当然、私は、これは国の責任でもあり、また都の責任

でもあり、市の責任でもあるというふうに考えるわけです。

そのあたりに立ちまして考えてみると、いわゆる日野市が建てました生活保健セγタ一、

これをどのように有効に使うかというふうになるのではないかと思うわけです。先ほど

病院長が公立病院の果たす役割等につきましでも、いろいろと話をなさってくださいま

した。私も本当にそのとおりだというふうに、一人でうなずいておりました。私がうな

ずいていたので、すO そういうようなことを考えていきますと、先ほど部長が答弁してく

ださいましたところにまた戻ってしまうわけです。戻らざるを得なくなるわけです。

そこでこのような、今度は私は大金と申します。大金をかけて健康診断をやりまして、

国から 6億2500万の補助金しかもらえないわけです。それでこの補助金がどのような割

合で来ているかというのを見ますと、委託料の 3分 1でしたよね、そのくらいきり来な

いのです。そうなると、 3分 1をやはり 2分の lくらいにしてもらうのだというような

考え方を、当然市長が持ってもいいのじゃないかと思うのです。何となれば、生活保護

費が550人くらいなのが500人とちょっとになった。 50人くらい減ったわけですよね。そ

の減った要因というのはいろいろあるだろうけれども、部長さんの説明だと、障害者年

金法の改正によっていたというようなこともありましたけれども、やはり私はその減っ

たものは減ったで、しょうがないというふうに考えると同時に、今度は要求をでかくする

と上を向いてこれも必要ではないかと、これは共産党ばっかりでなくて、私がそうなん

ですから、そうなんです。事実そうなんですね。

それですから、そのあたり、やはり部長ね、ひとつ事務担当する最高責任者として考

えていただきたいということをお願し巾、たします。そのあたりを触れて答弁をお願いす

るわけでありますけれども、その検診の悪性、それからまた悪性と思われるというとこ

ろを見ますと、ただ 2人ということになるわけですね。しかし悪性の細胞を認められる

が悪性とは決められない12人という方に対して、これからどのような考えを持って対応

するかということが、私は大切ではないかと考えています。

これはどうしてかと言いますと、全く検診というのくらい難しいのはないのですよね。

そのあたりにつきまして、ひとつどのようなお考えを持っているか、簡単で結構ですか

ら、御答弁をお願し、し、た します。その上においての12名ということでね。

0~1j議長 (一ノ瀬 隆君) 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) 御質問の中にございました国と市がそれぞれ責任をもっ

てというくだりがございましたけれども、現在もヘルス 6事業につきましては、国、都

がそれぞれ3分の lずつ負担をしております。残りの 3分の lにつきましては市が負担

をしている。国と市が同じように負担をしているというのが現状でございます。

先ほど申し上げました肺がんの検査、それから乳がんの検査、これを新しく一般健康

審査の中に取り入れるということは、国や都からの通達が昨年来ておりまして、半ば義

務的なものとしてこれを受け取らなければならないと私どもは受けとめております。立

派な保健セ γターもで、きたことでございますし、健康審査の場に不満がないわけでござ

いますので、これを機に63年度中に研究を積み上げて最も地域に合ったやり方を見出し、

できれば64年度にこれを実現したい、こういう願いを持っております。

集団検診におきまして、肺がんなどのがんの発見率でございますけれども、 0.03%、

つまり3000人に 1人の発見率と言われております。また一方乳がんの発見率については、

0.07から0.2%、こういう数値が出ておりますので、 1000人に 1人以上のがん患者が発

見される、こういうふうに言えるかと思います。

ちょっと見ますと、何だそんな低い発見率かと思われがちでございますけれども、こ

れが少なければ少ないほど結構なことでございまして、たとえ 1人でも 2人でもこの健

康審査によって発見されるということでしたら、幾らお金をかけてもし、し、んじゃないか

と思っております。

そこで、国、都、市、現在3分の lずつの負担をもっと園、都に広げてもらえないか、

そうしヴ要望もできないか、こういうお話でございますけれども、これにつきましては、

市長会の要望事項の中にも入れております。なかなか実現が難しい予測も立てられます

けれども、今後継続して市長会の要望事項としてお願いをしてまいるつもりでございま

す。

0副議長 (一ノ瀬隆君) 谷長一君。

025番(谷 長一君) ただし、まの部長の答弁で、発見率等は申されました。これにつ

いては、いわゆる統計資料によって出されているから、それに従わざるを得ないと思う
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のです。

そこでそれはよろしいとして、この 3分の l、3分の 1、3分の 1、国、都、市、こ

れにつきましては市長会等の要望事項として入れてあるのだということであります。が

しかし、単に要望事項として入れておくということじゃなくして、いわゆる生活をして

いく上にはどうしても、人は健康が保障されていなければいけないということを考えて

みると、市、それから都、国というのが三位一体になってやるということはいいのです

けれども、やはり我々が地方自治という観点に立って考えてみると、お互いが義務感を

もってやっているということで、 3分の lというのは非常に公平なような気がしますけ

れども、予算規模におきまして、やはりあと少し市長、特にそのあたりにつきまして、

強く要望をしておいていただきたいということをお願し巾、たします。答弁は後でいいで

健康教育とか健康相談の分野でございますが、健康審査あるいはそのほかのがんの検診

などによりまして、明らかに異常が認められた者、また異常の疑いがある者、そういう

者は記録によって整理をいたしまして、保健婦が後で該当者に電話などをしまして、適

切な処置をとるように助言をしたりしております。

さらに保健所でやっております健康教育のテーマの中で、そういった疑いのある人に

受けてもらいたいようなものを、文書によって御案内を差し上げて、保健所の健康教室

に参加をしていただくというようなこともやっております。

OilJ議長(一ノ瀬隆君) 谷長一君。

025番(谷 長一君) ただし、まの答弁で、との点につきましては非常にまだ不満足な

んですよ。まあ保健婦は増員できたということで、健康教育と健康調査、それからさら

に記録をより調査して連絡をとり、相談をしていくということでありますけれども、こ

の点をまたどうなっていると、数字的なものは恐らく私は出ないと思うのです。それで

すから、この点につきましてはこの程度でよろしいと思います。

がしかし、やはり先ほど申し上げました10億2200万の委託料を支払って、市民の健康

の維持と増進を図るために、多くの市民を対象にしてやっている事業でありますから、

ぜひとも後の追跡調査を確実にしていただきまして、この集団検診の有効性というのを

見出すような努力をしていただきたいということを、お願し、し、たします。

それから先ほど、市長会の要望事項として入っているということにつきまして、強く

ということで、市長にひとつお伺いします。

0副議長(一ノ瀬隆君) 市長。

0市長(森田喜美男君) どなたにとっても命は最も尊いものでありますし、またその

命を守るいわゆる行政が重要であるということは、年々取り組みも高まってきておると

いうところであります。

いろいろと集団検診、あるいは健康審査、そして健康の教育あるいは健康へのいろい

ろな個人的な比較をお願いをする手を打ってまいっておるわけではございますが、なお

それから漏れる方があると言いますか、あるいはせっかく健康審査でより一層の 2次的

あるいは 3次的検査を必要とする場合も、そこまでいかないで終わってしまうという例

もあるわけであります。

特にこれは御指摘のとおり一人一人が健康管理をしていただける、そういう健康行政

の進め方をすることが必要だと思っておりますのと、それがまた今回っくりました健康

セγタ一部分で、場所もできましたし、それから体制も整えて、東京都の保健所とカを

す。

それから先ほどいわゆる肺がんということを申されましたけれども、これにつきまし

ては昭和64年ということをおっしゃられましたけれども、この肺がんの死亡率というの

につきましては非常に高くなっているわけです。今の昭和60年の都道府県別改定死亡率、

これは人口10万人あたりというのが厚生省から 2月でしたか、 3月でしたか、いずれに

してもこの文書によると発表されているようです。

これは60年の結果をまとめたものだということになっているのですけれども、今固ま

とまったω年の国勢調査の結果に基づくもので、人口10万人当たりというところからいっ

て、それに続いて、これらにのっとって考えてみると、最後に大変なことになるわけで

す。死因別から見ると、 25年前に比べ高血圧、脳卒中、子宮がんなど 3分の lから 4分

のlに減っているのに、肺がんだけは男女とも倍以上の伸びを見せている。特に男性で

は2.6倍になっている。こうなっているのです。

さてそこで、どうして2.6倍になっているかということを、 不思議に思わない人はい

ないと思うのです。そこでいわゆる集団検診というのの、私は有効性ということを考え

ると、その後の追及がどのような形でなされなければならないかというふうに、当然ど

なたで、も考えるのじゃないかと思うのです。

そこで、どのような追及がなされているかという点について、簡単でよろしいですか

ら、御答弁願います。

O副議長(一ノ瀬 隆君) 生活環境部長。

0生活環境部長(坂本金雄君) おかげさまをもちまして、専門職である保健婦が充実

をいたしました。年ごとに増員されてまいりました。保健婦が主として担当する業務は
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合わせて市民の健康を守っていくということに努力をいたしたいと思います。

それから経費もかかることでありますので、健康保障と言いますか、そういう領域か

ら、国も大きく政策を進めていただくということが望まれますので、地方自治をあずか

る立場として、国にもいろいろな形で要請を行っておる。そういうことでございます。

一層、努力をいたしたいと思います。

0副議長(一ノ瀬隆君) 谷長一君。

025番(谷 長一君) この健康診断ということにつきましては、私はやはりどうして

もお金がかかると言っても、もっと前向きの考えをもってやるということが大切じゃな

いかと思うのです。手しがんと肺がんにつきましては、 64年度あたりということになって

おりますけれども、法人税等の伸びは、恐らくことしはまだまだ 5億やそこいら伸びる

のじゃないかと思うのです。そういうことを考えてみると、その伸びをどこへ持ってい

くかということになると、いつも市長は、市民の命と暮らしを守ると言っているわけで

す。やはり命がなければ暮らしもないわけですから、ぜひともそのことをよくお考えに

なりまして、この健康行政、その目的を達成するという観点に立って遁進していってい

ただきたいと思います。

それからそこで、前向きにやっていただくということはし巾、けれども、やはり健康診

断というのにつきましても、問題点がないわけではないわけです。それですから、先ほ

どの12名という方につきましでも、日野には幸い市立病院がありますので、よく市立病

院の先生と協議をして、やはりしていかなければ、健康診断は非常に早期発見、早期治

療というのにつながるかもわかりませんけれども、やはりメリットがあればデメリット

もあるということを忘れてはならないと思うわけです。

どうしてかと申しますと、健康な人であっても、異常を知らされると、精神的にも重

大な衝撃をこうむってまいってしまう人がし、るというようなことも言われているわけで

す。さらにはこの健康診断を受ける放射線障害というのも、またばかにはならない。先

ほどの発見率の0.03%、これが肺がんなんだ。それから乳がんは発見率が0.07から0.2

%だ、こういうふうに言われましたけれども、この放射線障害の発生ということで発表

されているのを見ますと、胸部に対しましてエックス線を、レγトゲγで年に 1回ずつ

仮にやったとするわけです。そうしますと、 5000人が毎年毎年何年もやっているという

ことで、そういう方が 1年に 1回ずつ毎年毎年ゃったとしますと、 5000人に対しまして

十数名の白血病の患者が出る、こういうふうに言われているわけです。

そこで日本でどのくらい白血病患者が発見されるかということであります。試算によ

りますと、全国で年に5000人とまで言われているわけですから、この健康診断に当たっ

ても、行政の配慮というのが、プラスのみならずマイナス面に対しても巨を向けるとい

うことが、非常に大切ではないかと思います。

また、受診者のプライパシ一等につきましては、児童生徒の集団検診のときに申し上

げましたので、もう再度言いません。そようなことを考えて、どうしてもやらなければ

ならない検診、それから集団検診等は、問題点をよく拾い上げ、プラスとマイナスを比

較しながら、市民の健康と命を守っていっていただきたし、ということをお願いいたしま

す。

そこで、先ほど肺がんが25年前に比べて2.5倍ということを申し上げましたけれども、

どうして肺がんになっているかということでありますけれども、厚生省の喫煙対策とい

うのが、今、進められているわけです。厚生省が喫煙対策を進めるに当たっての基本的

な姿勢は、喫煙は国民の噌好、習慣にかかわっている問題であり、一律に禁煙を強要す

ることはできないが、健康にさまざまな悪影響を及ぼすものであるとしヴ認識のもとに、

健康教育に重点を置き、喫煙か禁煙かは国民に選択をしてもらうことであるということ

であります。

そこで、教育次長にお伺いしたいのですけれども、いわゆる健康教育ということで、

喫煙か禁煙かという点につきまして、小中学校におきましてはどのような生活指導をな

さっておるかにつきまして、御答弁を、できましたらお願いしたし、と思います。

0~1j議長(一ノ瀬隆君) 教育次長。

0教育次長(砂川雄一君) 各学校での生徒に対する指導の中で、特に喫煙の及ぼす害

について、各先生方が日常的に指導を行っておりますが、学校によっては、例えば先生

自身が喫煙をしている状態を生徒に見せたのでは、実際に喫煙の害についての教育の実

効が上がらないということで、教員室で、はたばこを吸わないとか、そういうようなこと

も含めて実践をされているところもございます。

いずれにしろ、指導要領の中でもそういった問題についての指摘もございますので、

各学校でそれぞれ各先生方が創意工夫を凝らしながら、喫煙の害についての教育を普及

を図るという観点で、日常的にはそういうことで進めております。

0副議長 (一ノ瀬隆君) 谷長一君。

025番 (谷 長一君) そこで前に、喫煙というよりも、私は禁煙ということで通告質

問をしたことを今、思い浮かべたわけで、あります。

そこで、市役所におきましても、分煙という観点に立って市長、ひとつ考えろという
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ことを申し上げました。そこで、その後どのようなお考えをなされたか、またどんなよ

うな対策を立てるというふうにこれからなっているかという点につきまして、ひとつ答

弁を願いたいと思うのです。

そこで、答弁に先立って、ちょっと喫煙の状況というようなところを申し上げてみま

す。我が国の成人喫煙率は、男性の場合は、昭和41年の83.7%を最高に、昭和61年度に

は62.5%まで低下している。しかし女性の場合は、昭和41年の18%から、私はやはり上

がっていると思ったのです、女性の喫煙率というのは。そうしましたら、やはり下がっ

ているのです。 18%から今度は15%前後に下がっていて、さらに61年度には12.6%に喫

煙率が低下しているというふうになっているわけです。

そこで、肺がんということを考えてみると、ふえるのも当たり前というようなことも

言えるわけなんです。これは、今度たばこじゃなくなるわけです。いわゆる公共の建造

物、特に小中学校の建造物においては、アスベスト公害ということで、アスベストの撤

去が望まれているわけです。がしかし、今、皆さんがいつも利用しているもので自動車

のプレーキライニγグは、本当にアスベストが使ってあるわけですよ。それですから恐

らく国道や道路の縁に住んだ人は、肺がんにみななってしまうのですか、将来。これは

非常に大きな問題で、自動車の会社等におきましても、また工業技術院等におきまして

も、解決のしょうがないと言っているわけです。

さあそこで、命と暮らしを守るのだということになれば、どうやって自動車対策を立

てるかということも、市長はこの際、英断を下すべきじゃないかと私は思うわけです。

やはり肺がんというのがこのようにふえてきたというのは、そのあたりにもあるのじゃ

ないかと私は考えますので、そのあたりもあわせて、ひとつ御答弁をお願し、いたします。

O副議長(一ノ瀬 隆君) 答弁を求めます。総務部長。

0総務部長(山崎 彰君) 今、市長にということでございますが、庁舎関係につきま

しての御質問の方は、ひとつお答えさせてもらいます。

今、黙ってお聞きいたしました。(笑声)それで、非常に高尚な医療技術で、医療の

ことで、初めて私も肺がんの率の高さ、そしてまた病気の大きさというものを、今、お

聞きいたした次第でございます。

それでは、前に戻りまして、谷議員さんから御指摘がありましたたばこの害というこ

とで、やはり長く御説明いただきました。私どもそれからは、別に市の財政が、収入が

どうのこうの、そういうことでなくて、それらについての考え方というものは、職員自

体の中にやはり、とれは噌好品ということもありますので、特にこれを総務部長名をもっ

てどうのこうのということはできませんで、そして噌好品の中での選択がござし、ました

ので、そのままひとつ推移を見ておりました。

そうした中で、非常に今、例えば前に20本吸っていた方が半分になったとか、あるい

はほとんど吸わなくなったというような傾向が出ております。その統計というものは、

まだちょっと持っておりません。しかしこの間、 8月ころ、実践の女学生が市役所のた

ばこについてということでのアγケートをとっております。それを今、まとめてありま

すので、それらを含めまして、これに果たして肺がんが入っていたかどうかということ

はちょっと疑問でございますが、そうした中での対応をして、また市長とも相談してやっ

ていきたいと思っております。

非常に御高説を拝しましたので、すが、その対策については、そういうことで、今後も

う少し時間をかけさせてもらいたいと思っております。

0副議長(一ノ瀬隆君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 前の議会で、谷議員さんから分煙という、我々の余りなじま

ない言い方でございましたが、新しい意識を植えていただきました。

庁内で、じゃどのような対応ができるか、こういうことを庁議の場でも指示をいたし

まして、何かとれる対応というものについて検討しようということにはし、たしておりま

す。具体的なまだ対応がはっきり打ち出せてはいませんが、何かまたいい知恵もぜひい

ただきたいものだ、このように思っておるところでございます。

0副議長(一ノ瀬隆君) 谷長一君。

025番(谷 長一君) 最後に、それでは今度は喫煙の方に行っちゃったのですけれど

も、いわゆる肺がんというところからこのように連動して行ってしまったわけで、すけれ

ども、その点はひとつお許し願いまして、この喫煙の形成過程というようなことを考え

てみると、背景的要因というのは、やはり心理的、社会的なものであって、喫煙を実行

するということが健康につながるというものは何ものもないようです。やはり害がある

のだということは、どうも確実みたいです。

そこで、日本の喫煙の男性の奥さんの肺がんの死亡率というのを見ますと、非喫煙男

性の奥さんよりも明らかに高く、夫の喫煙量と関係があるという報告がなされているわ

けです。このようなことを考えてみますると、ぜひ奥さんを大切にする方は、たばこも

噌好品ではあるけれども、お考えになっていただきたい。それによって肺がんという恐

るべき悪性物質に侵されないように、ぜ、ひお願いして、 質問を終わります。

O~IJ議長(一ノ瀬隆君) これをも って3の1、集団検診の有効性と今後の見通しに
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ついての質問を終わります。

一般質問4の1、日野市における医薬品、ワクチγ等の取扱い行為について問うの通

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) それでは、通告にしたがし、まして、質問をさせていただきます。

昭和26年、我が国に予防接種法が制定されて以来、今日で37年目を迎えたわけで、あり

ます。この法律は、伝染のおそれのある疾病の発生及び蔓延を予防するために接種を実

施、公衆衛生の向上さらに増進に果たす役割を目的として制定されたものであります。

この法律に定められた予防接種を行う疾病は、 11項目ありまして、その中のイ γフルエ

γザの予防接種については、今日国民からその是非を問われており、日野市においても、

その限りではございませんO

さらに日野市でも、本年はポリオを分けまして 2回、 3種混合2回、風疹、インフル

ェγザ、ジフテリア等、実施予定と思われますが、この予防接種のイ γフルエγザのワ

クチγ、その他のワクチンの取り扱い行為について、市の見解をお尋ねするところでご

ざいます。

日野市の現状は、イ γフルエソザのワクチγ並びにその他のワクチγを医薬品販売業

者から市が購入し、医師会に接種を委託し、 市民に接種をしております。そのような過

程を踏まえ、薬事法にあります、第24条をひも といてみますと、 「薬局開設者又は医薬

品の販売業の許可を受けた者で、なければ、業として、医薬品を販売し、授与し、又は販

売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列してはならなし、。ただし、医薬品の製造

業者又は輸入販売業者が、その製造し、又は輸入した医薬品を、薬局開設者又は医薬品

の製造業者若しくは販売業者に販売し、授与し、又はその販売若しくは授与の目的で貯

蔵し、若しくは陳列するときは、この限りでない。 Jと定められているわけであります。

日野市におけるワクチソの取り扱い行為は、この薬事法第24条に違反しているのでは

ないかと思われますので、市の見解についてお伺いをいたします。そしてまた、答弁に

よりまして、再質問をさせていただきます。

0副議長(一ノ瀬 隆君) 高橋徹君の質問についての答弁を求めます。生活環境部

します。そしてそれを役所に持ってきてもらいますと、今までは医務室の中の保冷庫に

貯蔵をいたしまして、当日の接種に運搬をし、そこで接種をした、こういうことになる

わけでございます。

普通、ワクチンの有効期間というのは長いものでは 2年、短いものでも 1ヵ月くらい

ございますので、その接種の直前に注文をし、持ってきてもらったものを予防接種の会

場に 2、3日後に持っていって接種をするということで、効能的には全く問題はありま

せんでした。

そして最近のワクチγは何人分というような多人数のワクチγが1つのァ γプルに詰

められているのではなくて、 1回分、 1人分の量が 1つのァγプルになっております。

したがいまして、注射器もこれは使い捨てでございますので、ァ γプルからワクチγを

注射器に入れて、使った後の注射器はそのままもう捨ててしまう、そういう方法をとっ

ておりました。

今、薬事法に照らすとこれは違反ではないかというお尋ねでございましたけれども、

正直申し上げまして、今までずっとそのような体制でワクチンを扱っておりました。果

たしてこれが違反であるかどうかということにつきましては、取り立てて検討とか研究

とかしたことはございませんで、習慣にならってやっておるような次第でございます。

なお、このワクチγの扱いについては、看護婦、保健婦などの専門職員が扱いまして、

もちろん接種の会場におきましては医師の指示によってやっております。

0副議長(一ノ瀬隆君) 高橋徹君。

03番(高橋徹君) それでこの薬事法でありますけれども、薬事法は昭和35年に、

戦後は睡眠薬とかヒロポ γ、そしてまた覚醒剤などが大変多く乱用をされていまして、

そういう乱用を防ぐために制定されたものであると思います。

ワクチγ、これは生物学的製剤と言いまして、その管理を保健課に伺ってみました。

そうしましたら、今は健康生活保健センターが向こうに参りますので、 3月28日以前の

ことでありますけれども、庁内の医務室において保管をされていたということでありま

す。

長。

その保管の仕方でありますけれども、その管理をどなたがされているのかということ

を伺ったわけですけれども、役所の担当課ですから、保健課の職員の皆さんと、そして

また看護婦さんがされている、このような回答をいただきました。そうしますと、職員

の皆さん、そして看護婦さんがその管理をするのにどういう資格を持たれているかとい

うことになるわけであります。

0生活環境部長(坂本金雄君) 日野市におきます予防接種用のワクチγにつきまして

は、ただし、まの御質問の中にもございましたけれども、私ども新しい年度に単価契約を

いたしまして、ワクチソが必要な都度、できるだけその数量に合わせたものを注文いた
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ここにあります先ほどの保健婦、助産婦、看護法という法律がありまして、その37条

に、保健婦、助産婦、看護婦または准看護婦は主治の医師または歯科医師の指示のあっ

た場合のほか、診療機械を使用し、医薬品を授与し、または医薬品について指示があっ

た場合のほか、診療機械を使用し、医薬品を授与し、または医薬品について指示をなし、

そのほか医師もしくは歯科医師が行うのでなければ、衛生上危害を生ずるおそれのある

行為をしてはならなし、。このようにうたわれているわけであります。

ということは、看護婦さんは自分のみずからの意志ではそのようなことができない。

すなわち医薬品の管理というのは薬剤士、医師、もしくは歯科医師、さらに獣医師のみ

しかできないということなわけです。これが第 1の再質問でございます。

それから 2点目としまして、このワクチγというのは生物学的製剤と言われていまし

て、 5度で管理をして人体に注射をしますと、人間の温度が大体37度前後としますと、

36.5度くらいになりますと、そこで生きてくるわけです。そして体内にて生き返る。こ

のような薬になるわけです。そして生物学的製剤というのは要指示薬品になるわけです。

要指示薬品と言いますと、例えばかぜ薬とか一般の薬というのは、薬局へ行きまして、

医者の処方せんがなくても、だれでも買い求めることができるわけですけれども、この

要指示薬品と言いますのは抗生物質、がんとか睡眠薬等になりまして、病院また開業医

で出される医者の処方せんに沿ったものであるわけでございますので、そのようなもの

が要指示薬品と言われております。

この要指示薬品もいろいろな項目別に規定がありまして、これを少し読ませていただ

きます。要指示薬品の販売という中の49条に、 「薬局開設者又は医薬品の販売業者は、

医師、歯科医師又は獣医師から処方せんの交付又は指示を受けた者以外の者に対して、

厚生大臣の指定する医薬品を販売し、又は授与しではならない。」このように書かれて

おります。要は、医師とか歯科医師、薬剤師と医薬品の販売業者と薬局開設者でなけれ

ば販売できない、このようなわけであります。

すなわち日野市がワクチγを買って、市の職員が管理をするなり、それを使うことは

できないということであります。例えばこのワクチγは日野市の場合、管財課で注文し

まして管財課に来るのか、そしてまた健康課で、保管されるのか、これは定かでありませ

んけれども、それを内部だけで、その場で使い切ってしまえばし巾、わけです。ところが

それを、先ほどのお話ですと、ーたん買った物を次の接種場所まで移動するわけですね。

そしてその移動するときに管理をできるのが、医者の資格がなければ管理ができなくて、

医者の資格のない看護婦さんが一緒にそれを接種場所まで持っていぐということは、要

指示薬品を扱うことのできない資格者がそれを実施している、これが第 2点目の疑問の

質問でございます。

また 3点目としまして、要指示薬品というのは、本来、外の場合、薬局等あわせまし

て、帳簿をつけなければいけないという規定があるわけですけれども、現在、帳簿はつ

けていらっしゃるのかどうか、その 3点をお伺し、し、たします。

0首Ij議長{一ノ瀬 隆君) 再質問への答弁を求めます。生活環境部長。

0生活環境部長(坂本金雄君) 3点、順序よくお答えできないかと思いますけれども、

予防接種用のワクチγというのが、薬事法で言う医師の指示がなければ買えない薬品に

該当するのかどうか、その辺のところが決め手になると思いますけれども、私の見解で

は予防接種用のワクチγというのは、要指示薬品には該当しないのじゃないか。そうし

ますと、一度買ったものを他の会場に持っていって、そこで接種をするということは、

特段の違法性はないように私は考えます。

薬効に変化を来さないように、有効期間内に十分使用できるように、使用の都度、少

ない量でも手配をいたします。そして接種の後、残ったものにつきましては、これは再

使用するということはもちろんいたしませんで、全部そこで捨ててしまいます。廃棄処

分にいたしております。

そういうことで事故のないように配慮、をいたし、さらに保存、保管につきましても保

管の温度、こういうものに十分気をつけまして、保冷庫に保管をする。そして光を当て

ない、遮光する、こうし、う保存方法をとっております。したがいまして、もう一度繰り

返すようでございますけれども、ワクチンというのは要指示薬品には該当しない。した

がし、まして、重大な違法性は、私はないように思います。

それから調剤等の行為は、これは一切ありません。予防注射ワクチソには調剤などの

行為が一切ないわけですから、絶えず医師が看護婦、保健婦のそばに付き添って指示を

しなくてもし、し、ような気もいたします。できるだけ私どもは安全管理の面を重視いたし

まして、事故のないように気をつけておりますけれども、この件につきましては各市の

状況などもよく研究をいたしまして、御質問の趣旨に沿った安全な方法に、一段と努力

をしてまいりたいと思います。

0副議長(一ノ瀬隆君) 高橋徹君。

03番(高橋徹君) ありがとうございました。

今、ワクチγは要指示薬品の中に入らないのではないかというお答えだったので、すね。

そうしますと、私どもは一般的に薬局へ行きまして、イ ソフルエンザのワクチソをくだ
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さいと言って、買えれば要指示薬品ではないと思うのですけれども、なかなかこの薬に

つきましては買えないと思うのです。

例えば日野市の場合ですと東京都から委託をされまして、委託と言いますか、指示を

いただいて、日野市が買って、それを使うことができると言いますか、これもまた厚生

省の一つの指示の中ですから、要は、私が申し上げているのは、買うことについてはそ

んなに規定はないと思うのです。ところがそれを今度譲渡すると言いますか、売るとい

うその次の行為について、またさらに問題があるのではないか、そのように思うわけで

あります。

例えば日野市には市立病院がありまして、今度立派な生活保健センターもでき上がり

まして、今、夜間の診療所の建てかえをこの 1年間かけてされるという計画があるわけ

ですけれども、その問、医師会の割り当てと言いますか、いただきますそうしヴ部屋が

生活保健センターの中にできる、そのような話も伺っているわけです。

そうしますと、要指示薬品を医師会にそっくり委託をして、医師会が薬の販売業者か

ら買いまして、そしてそれを接種をするところに持っていって、そして直接接種をすれ

ば、これは何ら問題がないのではないかなと思うわけです。そしてもちろんそこには、

そういう委託の方式をとりますと、薬代と医者とそれから看護婦さんのそういうお金す

べてが入ってきております。ほとんどの全国の市町村は同じような方法を、先ほど慣例

で日野市も実施していますということでしたので、とられているのじゃないかなと思う

わけです。ところがまた多摩地区に、医師会に全面委託をして、そのような聞に資格を

持たない方が介在しなくて、直接集団接種をしている自治体もあるわけです。

1点目としまして、再質問ですけれども、ワクチンがそのように生物学的製剤の部類

に、私は入ると思っているわけですけれども、その見解をまた再度お伺いします。

2点目としまして、日野市がこれから今の、現行の方法以外に、またそのような多摩

地区で全面医師会に委託をしているところもあるわけですので、そのような方法の検討

はされる余地はあられるのかどうか、それをお伺し、いたします。

0菌Ij議長(一ノ瀬 隆君) 答弁を求めます。生活環境部長。

O生活環境部長(坂本金雄君) 多摩地区の医師会に全部ワクチンの輸送をお願いして

いる、こういう市につきましては、その市に行きまして少し研究をさせていただきたい

と思います。

それから 1点目の見解でございますけれども、これはしっかりした根拠もございませ

んし、あくまで推測で物を言うというような形になってしまいますので、答弁は差し控

えさせていただきたいと思います。

0~1j議長(一ノ瀬隆君) 高橋徹君。

03番(高橋徹君) 恐らく 2点目の自治体が今行っている法、慣例と言いますか、

その慣例というのは、このようなことだと思うのです。例えば直接医師会に市が介在を

事務的なものでせずにした場合に、このようなワクチソの場合、何らかの症状と言いま

すか、後遺症が残ったような場合に、補償の問題が出てきはしないか。そしてまた実際

に出た場合に、その対処の方法として、市が委託を都からされますと、それについてい

たさなければならない、そういうところがあるがために、実際の有資格者でない、問題

のある部分を残しながらも、慣例としてそれを実施してしまっているのではないかなと

考えるわけですけれども、特に体に注射したりしますと、前に、定かじゃないのですけ

れども、四頭筋萎縮症と言いますか、そのような言葉がマスコミの中をにぎわした時代

があったように記憶をいたしております。

私が先ほどから申し上げていますように、この質問の表題、日野市における医薬品の

取り扱い、医薬品とワクチγについての取り扱い行為についてということでありまして、

集団予防接種をするのは何ら問題がないわけでして、ただその過程に問題があるのでは

ないかということをお尋ねしているわけでございますので、できましたら市長からその

点について答弁をいただければと思います。お願し、いたします。

O~lj議長(一ノ瀬隆君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 御質問の筋道をたどってみますと、要するに法規に照らして、

つまり医師とか薬剤師、そういう方の監視が切れている部分があるのではないか、この

ように伺うわけであります。

また慣例的にという答えをしているわけですが、買うところはもちろんそういう技術

者の管理下にある場所から買ってくるわけでありますし、輸送という手段は、これはど

の資材にも伴うところで、包装等によって外に露出したり、あるいは直接体に触れたり

することがないのが建前だと思います。

そうなりますと、またそれを実際に適用するいわゆる児童の集団接種とか、そういう

ところには医師が伴うわけですから、医師に届けるまでの輸送を行政側が取り次いでい

くということになるように思うのですが、しかしそれが何か薬事法違反だというふうに

は、じゃ、医者がすべて輸送も何もしなきゃならないのかということじゃないと思いま

すので、いわゆる総括責任者というのはなければならないと思います。そのあたりで、

違法性があっては、これは何ともいけないことですからt きちんとしたことをやるよう
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な、そういう仕組みもこしらえなければいけない、このように、御質問を伺って考えた

ところでございます。

0副議長(一ノ瀬隆君) 高橋徹君。

03番(高橋 徹君) ありがとうございました。よく今、三多摩26市ですか、市町村

の中で、市立病院を持っている自治体と、またこれから今、検討中の自治体もあろうか

と思うのですけれども、日野市では市立病院があるわけです。そうしますと、今回の生

活保健セγターの中でも、私も実はけさ、真新しい保健セγターの薬を保管する場所を

見させていただきました。

特に 3月でしたので、学校等も休み、それからまたちょうど役所のスケジュール、きょ

うは4月ですか、薬が冷凍庫の中に入っていなくて、実際の保存する温度、 5度Cとか

そういうものは確認できなかったのですけれども、あれだけ立派な設備を整えるには、

それなりの財政上の出費があったかと思うのです。

それで市立病院があるわけですので、市立病院ですとそのような施設をあえて設けな

くても、既存の医薬品の、そういうワクチγの冷凍と言いますか、そういう保管場所が

十二分にスペース的にあろうかと思うのです。そうしますと、そこには、病院には有資

格者のお医者さんがし、るわけですから、そういうお医者さんの管理のもとでワクチγを

管理するなら、何らこうしみ問題はないのではないかと思うわけです。

そしてまた逆に、保健セソターの方で管理をされるならば、日野には薬剤師会という

会もあろうかと思いますので、その薬剤師会の一角を何らかの方法で生活保健センター

内に設けることによってその管理も当然することができるでしょうし、また予算的には

ちょっとお金がかかるかもしれないですけれども、保管場所から接種をする場所までに

有資格者がその都度 1名つけば、あとは現場に行きましてお医者さんが直接接種をする

わけですから、このような流れになりますと、一点の曇りもなくよろしいと思うわけで

すけれども、日野市のいろいろな新しい施策の中で、森田市長は特に三多摩の中でもい

ろいろ新しい施策を、議会と市民の理解のもとでされていると思いますので、このよう

なワクチンその他の管理とか、それから接種までの行為もやはり新しい日野方式と言い

ますか、そういうものをぜひ生み出していただきまして、市民の衛生と健康の管理の向

上に、ぜひ今後とも取り組んでいただきたいと思います。以上でございます。

O副議長(一ノ瀬 隆君) これをもって4のし日野市における医薬品、ワクチγ等

の取扱い行為について問うの質問を終わります。

本日の日程はすべて終わりました。次回本会議は4月4日月曜日、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。

本日はこれにて散会いたします。

午後4時36分散会
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午前10時14分開議

O議長(市川資信君) 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20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 5の 1、パート タイマーで働く婦人がイキイキと働き続けるためにの通告質

問者、宮沢清子君の質問を許します。

[2番議員登壇〕

02番(宮沢清子君) おはようございます。通告に従いまして、パートタイマーで働

く婦人がイ キイキと働き続けるために、と題しまして質問をさせていただきます。

知人のMさんは、これから会社に行く自分の心を引き締めるために、毎朝玄関で行っ

てまいります、と言います。しかし、家にはだれもいません。夫も子供たちも、みんな

あわただしく出かけた後で、すが、 このように言うことによって、 一日のスタートがスムー

ズにできるそうです。今、家族が出かけた後、主婦が働きに出かける光景はどこにでも

見られるようになりました。主婦が職業を持ち、働くことは当然である、とし、う意識が

定着してきたのではないでしょうか。

昭和30年代には、奥様、 何かしていらっしゃるのですか、との問いかけに、ええ、ちょっ

と、と答えていたよう です。やがて、ええ、ちょっと、としヴ言葉が変化してまいりま

した。 昭和35年代では、ええ、実は私ちょっと(動いているの、と言葉が変わり、昭和40

年代になり ますと、ええ、実は私パー トで働いているの、と答えるようになりました。

さらに昭和45年代になってまいりますと、私パー トで働いております、とはっきりと答

える ような言葉の変化がしてまいりました。

この言葉の変化の中に、戦後の女性が働くことについての意識の芽生えが見られます。

30年代の、ええ、ちょっと、という言葉には、家庭の主婦が働くことに対してちゅうちょ

している意識がありました。 35年代の、実は私ちょっと働いているの、という言葉には、

家庭の主婦がぽつぽつと働き出したころで、周囲の状況としては、(動いていることを表

現できるようになってまいりました。続いて40年代の、パートで(動いているの、という

言葉には、このころからパートタイマーとしヴ言葉が流行してまし、り、家庭の主婦が大

勢職場に出るようになりました。パートタイマーという言葉に新しいフィーリ γグと労

働意欲さえ感じられるようになってまいりました。そして昭和45年代の、私パートで働

いております、というきっぱりとした言葉の裏には、パートタイマーとしヴ仕事が、家

庭の主婦としてすっかり定着していることを意味してまいりました。また、この年代で
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は、家庭の主婦が働くことは恥ずかしいという意識がすっかり消え、働くことへの意識

が一般的になってまいりました。そして、現在では全国で503万人に達したノミートの労

働者が全労働者の11.7%を占め、そのうち352万人と、 70%を家庭の主婦を含む中高年

女性が占めるという結果が総務庁の調査で明らかになっております。この数字は、今後

ますます増加してし、く傾向にあります。

また、昭和60年3月、日野市婦人に関する意識調査の中におかれましても明らかになっ

ております。いまや女性にとって、パート時代と申しても過言ではないでしょう。昭和

59年12月に労働省が策定いたしましたノミートタイム労働対策要綱において、パートタイ

マーとは、その者の 1日、 1週、または 1カ月の所定労働時間が、当該事業所において

業種の業務に従事する通常の労働者の所定労働時間よりも相当程度短い労働者をいし、ま

す、と定義づけております。

一般労働者との関連においても、身分的な区分を意味するものではなく、短時間就労

という勤務の形態を意味するものであります。働く時間が短いというだけで、そのほか

のことはすべて一般労働者と同じであり、雇用労働者として、労基法などの労働者保護

に関する法律の適用を受けることができますが、働く側にも、使用する側にも、お互い

の認識が薄い面があります。

いまや基幹的労働力として欠かせない存在になっているパートタイマーですが、 一般

に労働条件や待遇の面では、不利な立場に置かれている実情ではないかと思われます。

また、雇用する企業の側からは、仕事の内容がパートタイマーで間に合うこと、人件費

が安く雇用調整が容易であるなどを挙げています。 一方、パートタイマーの就業理由に

ついても、生活費の補てん、不時のための貯蓄、学費、教育費に充てるなどの経済的理

由と、家にこもっていたくない、能力や技術を生かしたいなど、家庭主婦層の人生サイ

クル、生活バターソの変化、あるいは高齢化社会の到来等の理由が考えられます。

このように、需要とニーズの一致したところに、今後もその傾向は一層顕著にあらわ

れることは周知のとおりでございます。現在、このような状況下の中で、パートタイマー

の課題として、提起されているものがたくさんございますが、次の数点についてお伺い

したいと思います。

第 1点目といたしまして、勤労者協議会及び勤労者互助会の運営充実についてお伺い

いたします。

現在、商工会を窓口として運営をされていらっしゃると聞き及んでおりますが、勤労

者協議会及び日野市勤労者互助会について、具体的に教えていただきたいと思います。

第2点目といたしまして、パートパγク、 人材ノミγクの啓発活動についてお伺し、し、た

します。

ノミートで働こうと思っている人が、仕事を探す場合、チラシで知るとか知人の紹介、

または新聞の広告などによる場合も多く、公共の職業安定所の利用は極めて少ないと言っ

てもよいと思います。パートパγクについては、三多摩では立川市に 1カ所のみでござ

います。もっと身近に職業紹介を専門に扱っているパートパンクのようなものがあれば、

という芦をよく耳にいたします。パートの方たちが誇りを持って(動けるよう、能力開発

の就業援助とパートパγクの充実を東京都に対して要望していただきたいと思います。

さらには、パートタイム労働者の不安定な状況を解消するためには、雇用の適正化、

条件整備をした上で雇用形態としての社会的な位置づけが大切であると感じます。日野

市におきましても、パートタイム労働者が加入できますコミュニティーユニオγのPR

と情報の提供に努めていただきたく思いますが、この点についてもお伺し、いたします。

第3点目といたしまして、苦情処理機関の設置充実について、労働相談における専門

の相談員の設置についてお伺し、いたします。

昭和60年3月の日野市婦人に関する意識調査の中におかれましでも、婦人の施策とし

て、充実してほしいものの第 1位として最も要望の強かった施策は、働く環境を改善す

るを望む率が高くなっております。さきにも申し上げましたように、パートと正社員の

違いは勤務時間が短い点だけで、その他の扱いにおいては、法律上、パートは不利に扱

われていいというわけではありません。しかし、実際にはパートは手軽に(動ける分だけ

給与や諸手当、休暇、福利厚生などの面で、正社員より劣る扱いを受けることが多いの

が実情です。広告やチラシなどに応募して働き始めたけれど、給料が広告より少ないと

か残業はないはずだったのにやらされているとか、仕事の内容が約束と違うとか、有給

休暇のはずなのに休んだ分だけ引かれたとか、突然、首になった例などもございます。こ

のように問題は絶えません。

このような勤労者の抱える不安や悩みにこたえるため、労政事務所等が相談に乗って

くださっておりますが、日野市といたしまして、パート労働相談室を設置して、パート

労働者の労働条件などについて相談に応じる体制の充実を図っていただきたく、お考え

をお伺し、し、たします。

また、生活相談室でのパートあっせんの際、雇用入れ通知書を用意して求職者に渡す

とともに、事業主に対しても雇い入れ通知書を発行し、義務づけるべく、この活用を強

力に推進していただきたし、と思いますが、この点についてもお伺し、し、たします。
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第4点目の質問といたしまして、パートタイマーの労働者教育についてお伺し巾、たし

ます。

勤労青年会館では、勤労者の知識、教養の収集、自主的な文化、レクリエーショ γ等、

活動の場がございますが、婦人セソターでの勤労女性と勤労家庭の主婦等を対象に、簿

記会計やワープロ、パソコソ講座等を開設していただきたし、旨の要望が多くの方から声

として寄せられております。婦人問題アドバイザーについて、また提言をさせていただ

きます。

市で企画実施した専門の養成講座で、女性問題を総合的に学習した修了生が、行政、

地域団体等グループの啓発と実践活動に積極的に参加し、その助言者及び講師としての

資格を持って活躍できるよう御検討していただけないで、しょうか。労働権は、すべての

人間にとって奪うことのできない権利として、憲法第27条で、また、女子差別撤廃条約

の第11条に明記されております。さらには男女雇用機会均等法も施行されております。

均等法第2条では、女子労働者が母性を尊重されつつ、しかも性別により差別されるこ

となく、その能力を有効に発揮して充実した職業生活を営み及び職業生活と家庭生活と

の調和を図ることができるようにすることを、その本旨とするとの視点は大切であると

痛感いたします。そこで、このような法制度を女性が深く理解したとき、賢明な判断を

していくことができるんではないかと思います。

ノミートの社会的地位の向上と権利の確保のために労働基準法がわかりやすく解説した

小冊子等も発行されておりますが、 PR事業といたしまして、やさしい均等法的なパン

フレットの発行と配付及び広報等の活用で、広く周知徹底していただければと思います

が、この点についてもいかがなものでしょうか、お考えをお伺し、し、たします。

第5点目の質問といたしまして、パートタイマーの退職金制度の確立と中小企業退職

金共済制度加入のさらなる促進についてお伺し北、たします。

ノミートタイマーと退職金制度についてお尋ねをしておりますが、労働省が行った雇用

管理調査によりますと、常用パートを雇用している企業で退職金が支給されるものは、

従業員5，000人以上の企業で19.8%、平均といたしまして9.6%であります。商工会議

所における特定退職金共済制度もありますが、中小企業の商工振興策として発足をされ、

適用されるのではないかと思われます。したがし、まして、大企業に勤めている方あるい

は官公庁に勤められているパートの方については、この退職金制度が導入されているか

どうか、加入の道が閉ざされているのではないかと思いますので、この点についても教

えていただきたいと思います。

以上、 5点にわたっての質問をさせていただきました。御答弁のほどよろしくお願い

いたします。

0議長(市川!資信君) 宮沢清子君の質問についての答弁を求めます。生活環境部長。

O生活環境部長(坂本金雄君) ただいまの御質問にお答えを申し上げます。

第 1点目でございますが、勤労者協議会及び勤労者互助会の運営充実についてお答え

を申し上げます。

日野市の勤労者協議会は要綱によって設置をいたしております。目的といたしまして、

勤労者の市政に関する意向を総合的に把握いたしまして、円滑な行政を図るため、となっ

ております。したがし、まして、協議会は、勤労者の生活に関すること、それから勤労者

の福祉に関すること、その他必要な事項につきまして協議をいたしております。

協議の回数はおおむね2カ月に 1度、年聞を通しまして6回を予定しております。協

議会のメ γパーにつきましては、要綱によりまして15名以内という決まりがございます。

日野地区労から 5名以内、一般勤労市民から 5名以内、さらに学識経験を持つ市民から

5名以内、合わせてお名の委員さんから構成されております。

この協議会は、目的のところでも申し上げましたとおり、勤労者の市政に関する意向

を把握する、こういうことでございますので、会議のたび、に、その時期その時期に起き

ております市政の問題点あるいは課題を提供いたしまして、市民の立場から協議しても

らい、それを市長に意見として具申をしてまいるわけでございます。

62年度におきましては、年度半ばから勤労青年会館の自主事業が発足いたしましたけ

れども、その企画から運営に至るまで、この協議会の委員さんに大変お骨折りをいただ

いております。その具体的な内容について申し上げますと、 10月には、漬物教室という

テーマで行いました。 11月には、日野の歴史を学ぶ講座、そして12月には、動物の親子

関係、さらに 1月につきましては、青年海外協力隊員を囲んでの話し合い、それから 3

月は、食生活と成人病、こういうテーマで主催事業を行いまして、最高60名から最低で

も23名の方が、市民の方が出席をいたしております。

この勤労者協議会につきましては、今後も充実を図る方向で進んでまし、りたいと思い

ます。

それから、勤労者互助会の方でございますけれども、互助会につきましては、これは

任意団体でございます。もちろん、この団体の内部の規定はございますけれども、規則

とか要綱とか、そういうものが根拠になっているものではございません。

互助会は小さな事業所に働きます従業員の福利厚生の充実を目的といたしまして、 事
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業主も入れるし、そこで(動いている方たちも入れる。そして 3カ月以上の期間を定めて

採用されたパートの方も会員となれる仕組みになっております。

この互助会は、昭和56年の12月に発足いたしました。発足当時の事業所は105事業所

でございまして、 657人の会員の方がし、らっしゃいました。それが本年 3月になります

と、事業所の数が401、会員の数が2，001人を数えるまでに充実してまいりました。事業

所の数でおよそ 4倍、それから会員の数で 3倍の増加を見たわけで、ございます。

この互助会の事業内容も隔月に行われます理事会の意見を尊重いたしまして、事業内

容も年々充実してまいっております。会員からも一応の評価を受けて喜ばれております

が、具体的な事業内容を御紹介いたしますと、死亡ですとか結婚ですとか、それから子

弟の小中学校祝い金、こういった慶弔金の給付事業、これが一番大きな柱になっており

ますが、そのほかに会員相互の親睦を図る意味で、ソフトボール大会、ボーリ γグ大会、

テーフ'ルマナー教室、ダソス教室、観劇会、パスハイク、旅館・ホテルの割引、さらに

遊園地の割引あっせん事業などを行っております。

今後は、単独のこの互助会事業でなくて、近隣市と協力いたしました、合同の、少し

遠くまで出かける旅行事業とか、そういうことも考えてまいりたいと思っております。

それから、御質問の 2点目、パートパγク、人材パγクの件でございますけれども、

学校による就職あっせんでございますとか、それから家政婦紹介、こういった紹介、特

定の紹介事業につきましては、例えば家政婦紹介でございますと有料紹介になりまして、

この事業を営むに当たっては、事前に届け出を受けて認可をとるように法律で決められ

ております。それから、プロダクショ γによるマネキγ、モデル、タレγ トの紹介事業、

こういったものも同じでございまして、こういった特定の就職あっせんを除きますと、

職業紹介事業は、職業安定法によりまして職安に限定されております。

したがいまして、御質問の中にございました市独自のそういった相談、就職あっせん

機関ですね、そういったものはちょっと無理な面がございます。したがいま して、市と

してできることといたしまして、職安との連携を強めまして、その職安が行っておりま

す活動を十二分にPRしてし、く、これは市が当然できることでございますので、そうい

う面に力を入れてまいりたいと思います。

ノミートパγクは、現在東京都の中に4カ所ございまして、三多摩関係ですと立川職安

の管轄で立川のパートバソクがございます。こういったところの情報、パソフレット類

なども生活課に常に用意をしてございまして、そこで配付をいたし、 PRに努めてまい

りたいと思います。

それから、コミュニティーユニオγのお尋ねでございますけれども、これは、現在、

東京都の中で江戸川区だけが行われているように聞いております。これは個人加盟の合

同労組が親の団体になっておりまして、江戸川の地区労の指導によってパート従業員に

F 艮った、パート従業員に限定された横断的な組織でございます。

三多摩でも、かつて2年ほど前にこの動きがあったんでございますけれども、ァγケー

トなどの調査を通しまして、その結成に多少の動きがございましたけれども、その動き

が、現在中断をいたしております。江戸川などのこういった動きに関しましては、今後、

情報を整え、必要によってそれを提供してまいります。

それから、 3点目の苦情処理機関の設置でどさ・いますけれども、市では、これまで毎

年、都の八王子労政事務所が行います巡回労働相談に全面的に協力を申し上げまして、

昼間2回でございましたけれども、労働相談を行っております。 62年度一一一昨年度から

は市が主催をいたしまして、パートの方たちが昼間働いておりますので、夜間に労働相

談を設けて、働く婦人の利便を図りました。この夜間の労働相談は62年度中に2回行わ

れましたけれども、これからもその規模でこれを進めてまいり、さらに必要によっては

回数の増ということも検討をしてまいりたいと思います。

将来的には、この労政事務所の退職者のような方、そういった労政通の方を煩わしま

して、専門の相談員として設置したいという構想を持っております。

それから、雇い入れ通知書の御質問でございますけれども、これは、通知書というの

は、雇い入れ側からの条件を示したものでございまして、現在、既に職安でこの通知制

をとりなさい、通知書制をとりなさい、という指導を行っております。職安で配付いた

しますパγフレット類にも標準的な通知書が印刷をされて閉じ込んでございます。この

制度については、事業主に対しても活用の協力を今後求めてまいりたいと思っておりま

す。

それから、 4点目のパートタイマーの労働者教育でございますけれども、パートに勤

めている人あるいは勤めにこれから出たし、と思っている人を対象に、これも八王子労政

事務所、さらに八王子公共職業安定所、そういった二つの機関の御協力をいただきまし

て、市の主催で年間 1回、 2日間にわたりまして、パート労働講座というものを行って

おります。

昨年度につきましては 3月の10日と 3月の11日の 2回に行いました。 3月10日の方に

つきましては、大学の先生から、パート労働の労働基準法というテーマでお話をいただ

き、さらに、その後、相談事業もつけ加えました。 3月11日の方につきましては、今度
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は企業の側から講師をお招きいたしまして、雇用者から見たパート像というテーマでお

話をいただきました。会場を日野市勤労青年会館で行いまして、大変熱のこもったお話、

相談ができております。

それから、その次のパートタイマーの退職金制度の確立について、というお尋ねでご

ざいますけれども、議会からのたびたびの御指摘もございました。 62年度から市の財源

によりまして、勤労者互助会の会員に限りまして、中退金並びに商工会を窓口として行っ

ております特退金、この共済掛金の一部を補助する制度を始めました。これによりまし

て、パートを含めた従業員の退職金制度が今までよりも十分とまではいきませんが、確

立をいたしました。中退金、特退金の加入促進を図るべく、機関紙などにそのPRに努

めてまいっております。

新規加入の場合に、 1人月額5∞円を限度にし、たしまして、 2年間の問、補助しましょ

う、こういうものでございます。例えば3，0∞円の掛金を例にとりますと、この3，000円

の掛金のうち、国が 3分の lの1，000円をやはり同じく 2年間補助いたします。で市は、

国の補助分のさらに 2分の l、500円をやはり 2年間補助をいたします。したがし、まし

て、この制度を活用いたしますと、利用いたしますと、 2年間に限っては掛金の半額が

公費で賄われる、こういうことになります。

この中退金、特退金の制度は、勤労者互助会の、先ほど申し上げました給付事業の一

環として位置づけられております。

それから、さらに先ほどの御質問の中で、漏れた点が一つございますが、勤労女性、そ

れから勤労女性のために、簿記会計、ワープロ、パソコ γ講座、そういったものを開設

できないかというお尋ねでございますけれども、消費者相談員という制度がございまし

て、その消費者相談員の資格といたしましては、東京都が主催をする一定の研修に参加

をいたし、その修了者を相談員として委嘱をする方法をとっておりますけれども、女性

相談につきましても、現在行われております婦人の講座のリーダー育成編のようなもの

を別に設けまして、その講座を修了した者の中から、助言者、講師、そういった面につ

いて活躍をしていただしそうしヴ御婦人もこれから養成してまいりたいと考えており

ます。以上、お答え申し上げました。

0議長(市川資信君) 宮沢清子君。

02番(宮沢清子君) どうもありがとうございました。再質問という形になるかなと

思うんですけれども、勤労者互助会制度なんですけれど、現在、規則や要綱にうたわれ

てない、というふうにおっしゃってますけれども、日野市の中に事業所が4，000近くあ

るんじゃないかなって思うんですけれども、そのうち、ただいま御説明がありましたよ

うに、 506ですか、 105事業所と401事業所合わせて現在で506事業所、 2，658名、こうし、っ

た方が加入をされているわけなんですけれども、この中に、ただし、まの御説明ですと、

大体友好親睦的なふうな部分での御説明があったんですけれども、そのほか慶弔金の給

付事業等も行っているんではないかと思いますので、この辺で、加入の仕方についてで

すけれども、一つは、事業所ごとの団体加入の方法と、もう一つ、希望によって個人加

入の方法とがあると思うんですが、この個人加入の仕方につきまして、例えば市内に居

住をしているような方、また市外の小規模事業所に勤務する人、そして事業主となって

いる人が、こういった感じで加入を勧められているようなんですけれども、現実、御自

分で加入をするという希望があれば、その辺を共済給付制度の中にリンクしていただけ

ないものでしょうか。

それと、もう 1点、先ほど御説明していただきました退職金制度との兼ね合いもあり

ますけれども、パートの方の退職金も、この互助会の中にリンクできるようになると一

つの事業として、一つで進めていくことができるんではないかと思いますので、この点

についてはいかがなものでしょうか。教えていただきたし、と思います。

それから、もう 1点、労働相談における専門の相談員の設置ということで、今後、構

想、を持っておるということでございますので、ぜひ、この相談員は設置していただきた

いと思います。私も何人かパートで働いている方から御相談を受ける中で、歯医者さん

に勤めていて、たまたま器具を壊してしまったということで、その弁償として給料を渡

されないまま、その弁償費用に充てられる中で、要するに給料がもらえなかったという

ことも伺ってますし、またクリーニγグ屋さんに勤めていて、たまたまクリーニソグの

袋を何というか、とめるのに手が挟まってしまって、やけどをしてしまったとか、魚屋

さんにお勤めしていて、魚屋さんに勤めていて指に骨を刺してしまって、そこが化膿し

てしまって通院をするようになったとか、また美容師さんで、けんし ょう炎になって、

そのままお仕事に行けないようになったとか、一つひとつ労政事務所とか労働基準局に

行って御相談はしているんですけれども、もう少し近場で御相談できるような、そういっ

た専門の相談員の設置ということが今後必要ではないかと思いますので、ぜひ、この点

については、近い将来前向きに御検討していただきたし、と思います。

1点、その勤労者互助会について再答弁をお願いできればと思いますが一-

O議長 (市川資信君) 生活環境部長

0生活環境部長(坂本金雄君) 互助会の件の再質問についてお答えをいたします。
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勤労者互助会は、先ほど任意団体ということを申し上げましたけれども、内部の規定

がございまして、一番大きな事業内容は、慶弔金などの給付事業でございます。この給

付事業は、先ほどもうし上げたとおり、死亡とか結婚とか、入学祝い金とか、そういっ

たおめで、たいこと、また御不幸なときに差し上げるものでございまして、内部の規定に

よってラ γクがつけられております。

それから、個人の加入の方法ということでございますけれども、市内にお住まいの方

で、市外の小さな事業所に働いている方、これは個人で加入できます。手続は簡単でご

ざいまして、生活課の窓口でその旨を申し出ていただければ、個人会員の資格が容易に

とれるようになっております。

それから、退職金を慶弔金給付事業と同じようにリ γクできないか、というお尋ねで

ございますけれども、このパートの退職金につきましては、中退金と言われる制度、そ

れから特退金と言われる国の制度を利用いたしまして、その掛金について補助をすると

いう仕組みになっております。いずれも、これは生活課の窓口でもって手続をやってお

ります。特退金の方は、商工会を窓口にして行っておりますけれども、この商工会で受

けた分につきましても、生活課でその掛金の一部を補助するという制度が確立されてお

りますし、さらに、その支給についても、他の慶弔金給付事業と同じようにリンクいた

しましてできるようになっております。

それから、パート労働者の労働災害の保護でございますけれども、この件につきまし

ては先ほど申し上げたように、労政事務所に勤めたような方で適当な方がいらっしゃれ

ば、その方を嘱託として専門の相談員としてやっていただく、そういう構想、を将来的に

は持っております。

それから、労働災害の対処の仕方でございますけれども、 2年ほど前に、パートの権

利、という小冊子をつくって希望者に配付をいたしております。この中にも書いてござ

いますが、このパートの権利、とし、ぅ小冊子も今度は版を改めまして、もう少し充実の

方向で考えておりますので、勤労中に起きた災害の対処の仕方についても詳しく触れて

まいりたいと思っております。

0議長(市川資信君) 宮沢清子君。

02番(宮沢清子君) どうもありがとうございました。よろしくお願いいたします。

最後になりましたが、現在、パートで働き始めるときに、年収90万円の壁に突き当た

ります。年収が90万円を超えると税金がかかると同時に、夫の配偶者控除を受けられな

くなります状況にあります。また、税制上の仕組みに加えて、夫の賃金から配偶者手当

も支給できなくなる場合もあります。また、パート自身が社会保険料を自己負担するこ

とも重なってきますし、パートの収入がふえても、ある一定の金額に達するまでは世帯

の手取り収入は実質的に低くなることも生じてまいります。

事実、企業は主婦をノミートで雇うときに、時給が高いとか、かえって損ですよ、とい

うようなことを申されたり、非課税限度額を低賃金の控除にしているところも口実にし

ているところもございます。パート自身も90万円近くなると仕事を休んだりしながら調

整をしている人もおります。現行の90万円をライ γとすると、パートの時給は大体540

円ほどとなるんではないかと考えられます。そして、女子パートの 4割近くの人が540

円以下の時給で働いていると言われておりますし、確かに女子パートの保護という意味

からすれば、現行の90万円という非課税限度額を引き上げてほしい、という要望がたく

さんございますので、ぜひ国に働きかけてほしいと思いますが、この点について市長の

御見解を伺いたいと思います。

0議長(市川資信君) 市長。

0市長(森田喜美男君) この雇用の形態の中に、パート制がだんだんと度合いが強く

なりつつある現在の社会情勢だということは我々も日ごろ感じております。

フルタイマー制で労働行政が成り立っている関係上、パートが、パートタイマー制に

いろいろとおくれた部分がある、これをいかに是正、調整するかということは、現在の

地域労働行政の一つの対象になると、このように考えます。いろいろ最小限の一歩前進

という程度で、日野市でも未組織労働者の方々の組織化ということを進めております。

その際に、今御指摘のような、つまり、かなり時間を多くそのパート制の中で勤務を

する場合に、いわゆる税制との問題が生じてくる、これは国の税制が配慮されないとま

だ直らない、頭打ちがあるわけでありますので、今後、機会をとらえてパートタイマー

制の定着のために、また市民生活の一つの社会参加の形でもありますので、努力をすべ

き課題だと、このように考えます。

御指摘のことにつきましては、極力積極的に機会をとらえて提言をするということで

お答えをいたします。

0議長(市川資信君) 宮沢清子君。

02番(宮沢清子君) ありがとうござし、ました。

女性が働かざるを得ない背景にはいろいろの問題がありましょう。例えば家計をより

豊かに、満たすために働く人、不慮の事態に立ち入って、どうしても働かなければならな

い人等と、その動機はさまざまと言えましょう。
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働くということは人間の自然、の姿でもありますし、精神の集中、神経の張り、適度の

運動、意思の持続など、仕事に当たって要求されるこれらの条件は、精神的にも肉体的

にも老化を防ぐ最高の防波堤と言えましょう。また、人間の美しさとして、生命自体の

躍動による内容からの輝きこそ真実の美しさではないかと思われます。

きれい事に聞こえるかもしれませんが、働く女性が生き生きと、仕事ってこんなにお

もしろいのかしら、ということをわかってもらい、楽しく輝いて働いていくことを評価

してもらえるような、(動きたし、と思う人が自然な形で働けるようになっていってほしい

と思います。仕事の評価も男女ではなく、その人の本質で評価されるようになれば、自

然な女らしさを職業人としても持てるのではないかと思います。

さらなる行政のお力添えをお願し、いたしまして、この質問を終わらせていただきます。

O議長(市川資信君) これをもって 5の 1、ノミートタイマーで働く婦人がイキイキと

働き続けるためにの質問を終わります。

一般質問 5の2、程久保地域及び周辺地域の環境整備についての通告質問者、宮沢清

子君の質問を許します。

02番(宮沢清子君) 続きまして、程久保地域及びその周辺地域の環境整備について

質問をさせていただきます。

程久保川が東京都で改修されましてから数年の歳月がたちました。この改修工事に伴

いまして、河川敷ができましたことは周知のとおりでございます。この河川敷につきま

しては、日野市といたしまして、程久保川の周辺の緑道あるいは公園というネットワー

クの位置づけの中で、既に計画を立てられ、昭和56年、日野市緑のマスタープラ γにお

かれましても、その位置づけがなされ、さらには、昭和60年 3月には程久保川旧河川敷

利用計画も策定されております。このことは広く市民の皆様も認識されておるところで

あります。

また、本年 3月、日野市基本計画施策の方向づけの中で、第3章、自然と調和をする

安全快適なまちの項でも、程久保旧河川敷緑道の整備計画が明確になっております。さ

らには、事業計画の中でも一部予算化が掲載されておりますが、このことについて質問

をさせていただきます。

程久保川に入っています水の源は多摩テックの方面からではないかと思われます。近

年、宅地造成が進み、家がたくさん建てられる中で、川の水は家庭用雑排水が主に流さ

れている状況でございます。川の水の臭気が漂っておる中で、流域も浅〈、流水等の水

量もだんだん減ってきている現状です。川の中は一定の距離を置きながら段差にもなっ

ております。水害防止のためだと思いますが、この所にごみやヘドロがたまってしまい、

臭気が特に強くなってきます。川の中に段差がなかったときに、かつてはフナやコイが

放流されてきたこともあったようです。また、水鳥の一種であるセグロセキレイがすみ、

石の上にとまってはよく鳴し、ていたそうです。当初からこの地域に住んでいらっしゃる

方たちが懐かしく回想しておりました。

下水道計画との関連もあることと存じますが、現況の中での対策といたしまして、汚

水の浄化についてお伺し、し、たします。また、中流から下流にかけまして、夏はツルクサ

等が生い茂るとし、う現況もございますので、川の清掃と除草を年にどのくらい行ってい

らっしゃるのか教えていただき、そして、ぜひこの清掃と除草をお願いしたいと思いま

す。

また、中程久保橋から多摩動物園方面と、たばこ屋橋から T字路まで続く程久保橋方

面は舗装がされておりますが、その中間でありますところが一部舗装されておりません。

この点についてもお尋ねいたします。

先日、この道をす.っと歩いてみましたが、モチクサが芽を出して本当に春を感じまし

た。青々とした草の芽に感動も覚えました。程久保橋に向かつて右側はそのまま土を残

していただき、花の道にしていただければすばらしいなと思います。左側の道は、冬場

は足元も悪く、ジョギγグや散歩、買い物等に利用できる道として舗装はできないもの

でしょうか、お伺し、いたします。

第2点目といたしまして、高幡交差点の箇所についてお伺し、し、たします。

御承知のとおり、京王線の高幡不動駅の踏切等のかかわりもあるかと思われます。ま

た、七生農協から動物園の方に向かいます2・2・11号線、高幡不動尊からの 2・2・

12号線等の関係等も出てくることと思います。さらには三沢の高幡ハイツから高幡郵便

局への信号機の間隔も短くなっております。また、消防署の前は駐停車禁止になってお

ります。このことは、皆さん御存じのとおりです。

このような状況下の中で、特に高幡交差点を右折、左折するときに、バイクの巻き込

み事故や四輪車の事故も発生しております。警察や東京都との協議を進めていただく中

で、車両の通行の緩和を図っていただき交通体系の対策を立てていただけないかと思い

ます。

また、停止線の位置、ガードレールについて再考していただけないでしょうか。消防

署側から高幡不動尊に向かつて左折するとき、横断歩道と車の停止線との距離が接近を

しております。また、駅を利用する人、利用した人が二、三台、車の後ろを通り抜けて
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横断しているのを時折見かけますが、大変危なく感じております。駅方面から来られる

人の横断歩道の、そして消防署側から左折をしたとき、見通しの確認が早くできるよう、

停止線の位置を再考していただければと思います。

また、数庖舗ある商店街との関係もございますが、ガードレールの設置に関しでも、

もう少し再考を要するような気がいたしますので、この点についても考慮していただけ

ないでしょうか、お伺し、し、たします。

第 3点目といたしまして、狭隆道路の問題でございます。

市内には道路幅4メーター未満の道路、狭臨道路が数多くございますが、高幡台老人

ホーム白泉会の入り口を通って、高幡台団地73号棟側の外周道路に出る道がございます

が、災害時の避難活動や防火活動といった場合あるいは消防自動車や緊急自動車が、道

路が狭いために入れないような状態です。火災が発生したり人命にかかわる事故等がで

きたとき、現在、下程久保地域の京王線ガードの拡幅ができませんので、この点が改良

されると一番ょいと考えられますが、京王との関係もあることと思いますので、人的空

間の最低条件の道路幅4メートルと、日照、通風、防火性といった建物の物的相互関係

の道路幅4メーターと言われておりますが、このような人的、物的両面における安全性

の面から申しまして、道路幅を拡幅できないものでしょうか。私道との兼ね合いもある

ことと思いますが、高幡台団地の外周道路は既に公道となっており、公道へのつながり

があり、通り抜けができるようになっておりますので、一般の人々の交通も多く、より

公共性があるのではないかと感じられます。公共性の高い生活道路として整備し、公道

改善等ができるよう対処していただけないものでしょうか、お伺いをいたします。

第4点目の質問といたしまして、高幡不動駅の地下道の利用と安全性についてお伺い

いたします。

この地下道の利用につきましては、新井地域の方々を初め、多くの人たちが通勤、通

学路として利用されておりますことは、周知のとおりでございます。通学時間帯におか

れましては車両の通行規制もされており、安全面が特に考慮されておりますが、このよ

うな中でも人の流れの非常に多いため、通学路として利用する人、通勤として駅に向か

う人と、行き交う人で大変混雑をしております。小学生が高校生や大人の人たちの中に

のめり込んでしまう状況です。

また、車両規制が解除された後でも、地下道が急カーブになっておる関係上から、見

通しが悪く、車と自転車との接触事故が見られます。お互いに気をつけているようです

が、事故防止のために何か最善の方策はないものか教えていただきたし、と思います。カー

ブミラーを設置することは技術的に困難な部分もおありかと思いますが、お{弓し、し、たし

ます。

第 5点目の質問といたしまして、新井団地9号棟側の浅川の河川敷にありますグラウ

ンドの件についてお伺し、し、たします。

このグラウ γ ドは、現在、日野市の災害時の緊急避難場所に指定されております。ま

た、子供たちの遊び場として、さらには少年野球を初め、お年寄りのゲートボールなど

としても使用されており、多目的に有効に利用されておるところでございます。

河川敷側に階段を設置していただきたい旨の要望がございます。特に避難場所に指定

されておりますことから、安全で的確に対応できるよう、何かあったときに処置がスムー

ズにいけるように、この所に階段とスロープを設置していただきたく、その対策を考え

ていただければと思います。

第 6点目の質問といたしましては、落川の1500番地から573番地方面に流れておりま

す、この地域の多摩の用水組合が管理しております用水路についてお伺いし、たします。

家庭用雑排水等が流れ、ヘドロがたまり悪臭を放っている状況でございます。夏にな

りますと、さらに悪臭が漂ってくる水路でございます。

市といたしましては、水路の清掃という立場で年に 1回清掃週間等を持たれ、さらに

は、常時、清掃班の方がパトロールをなさって御苦労してくださり、必要があれば常時

清掃に努めてくださってはおりますが、多摩の用水組合が管理していらっしゃるとの関

係もございますので、この辺を協議の上、清掃並びに水路全般にわたりまして、改修、

整備を施していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。

さらに、用水路の途中が道路が不備な部分もございますので、危険で不衛生でもあり

ます。一部ガードレール等がつけられていない箇所もございますので、安全面からいっ

て、道路整備とともに、ガードレールの設置も検討していただきたくお伺いし、たします。

以上の点について、御答弁のほどよろしくお願し、し、たします。

0議長(市川資信君) 宮沢清子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(永原照雄君) 御質問に対しまして御答弁を申し上げます。

今、議員さんもおっしゃいましたように、程久保川とし、し、ますのは、かつては 5ない

し10メートルの小さい河川でございまして、これはかんがし、用水にも使われた河川でご

ざいます。この流域が約 5平方キロメートルございまして、多くの開発行為がなされ、

流出計数も大となりまして、下流部分ではんらんを起こすようになりました。そこで、

都では昭和48年から昭和58年にかけまして、現在の改修を行ったわけで、ございます。
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今申し上げましたように、程久保川は都が管理いたしております l級河川でございま

すので、早速、通告質問でございましたので、この件は聞いておりましたので、早速、

南多摩西部建設事務所の維持課と協議を重ねました。

その結果は、舗装の問題が出ました。買い物等に行くのに舗装がしてない。そうして、

草がいっぱい茂って歩きにくいというような点、これにつきましては、草は 7月と10月

に除草、草を刈るようにいたしましょうと、舗装につきましては、今のところ、河川管

理者としては考えてないけれども、また話し合いましょうということでございます。

それから、河川の中の土砂が堆積して汚泥とか草がし、っぱい生えて非常に汚い、臭い

という問題でございます。

これは、おっしゃいますように、この程久保川の水質は、私の方で水質検査したこと

はないんでございますけれども、いいとは決して言えない、というぐあいに思っており

ます。都では、これにつきましては昭和63年度の予算の範囲内でしゅんせつを行ってい

きたい、というぐあいな回答を得ております。

その次に、七生農協のところの都道の137号線、川崎街道と都道の154号線、相模原一

立川線の交差点の件でございます。

おっしゃいますように非常に交通量がふくそういたしておりまして、また、歩行者も

非常に多いという道路でございます。で停止線等の問題、それから、次に芙蓉ハイツに

入るところの信号との間隔が短いというような問題、いろいろございます。これにつき

ましては東京都と、これは都の、都道でございますので、よく検討を重ね対処していき

たいというぐあいに考えております。

次が、程久保から高幡台方向に抜ける道の解決の件でございます。

この路線は、湯沢3号線と台坂 1号線に該当する道路であろうというように解釈いた

しております。まことに申しわけないわけでございますけれども、この程久保一丁目の

区域は、俗に言う地図混乱地帯でございます。地図混の地帯でございまして、土地を買

収することも、また測量しでも、それが公的な資格とし、いますか、公的に認められるも

のにはなりません。そういう関係で、拡幅ということになりますと土地の買収もしなけ

ればなりませんでしょうし、境界査定もしなければならない。しかし、そういうことは

地図混乱地域でございますので、現在はできないというのが現況でございます。

そういう観点から、道路の拡幅、これは現時点では不可能でございます。 ただ、私ど

もといたしましては、現在、今言いましたように、二つの路線が重なっているわけでご

ざいますけれども、舗装状況が悪い、そういうことを改善することによって、交通上の

安全を期すことができる、ということにありますれば、現在の道路に舗装を再検討、現

在、舗装しでありますけれども、オーバーレイとかやりまして、一応の舗装を考えてい

くのはやぶさかで、はございません。一部、 63年度の予算には計上いたしております。

その次に、高幡駅の東側の地下道の件でございます。

非常に道路も狭い し、高校生とか小学生等が大人の中に埋没してしまうような状況で

ある。おっしゃることはよくわかります。この地下道は1.3メートルの歩道、これがマ

ウγ トアップしでございます。クリアラ γス2.45メートル、それから車道につきまして

は2.7メートル、クリアランス2.7メートノレ。駅の方からの、これは一方通行でございま

す。時間帯といたしましては、朝 7時30分から 8時30分までの 1時間の間を車両禁止に

いたしております。

この状況を見ますと、駅の方から右に斜に入りまして、鉄道線路を直角に横切って、

今度は左の方に斜に上がっていくとし、う通路でございますが、危険だからということで

私の方も相当検討いたしました。カーブミラーを取りつけるという一つの方法、これを

やりますと、自転車に乗って来た人にも見えなければならない。また、ほろをつけた貨

物自動車が通る場合、後ろの方でその反射鏡をはねるんじゃないか、こういう点等を非

常に考慮、しているわけですが、何とか方法はないか検討いたしまして、できれば私はカー

ブミラーが一番し、し、んじゃないかというぐあいに考えておるんです。これについても十

二分に検討させていただきたし、というぐあいに考えております。

その次におっしゃいました落川の573の前を流れている水路でございますが、今、議

員さんもおっしゃいましたように、この用水は一の宮用水。先ほど、私、程久保川の河

川改修のときに言いましたけれども、これは昔は程久保川から直接水を流し込んで、か

んがし、用水を得ていたところでございますけれども、河床を下げましたので、この一の

宮用水の取水はポ γプアップによって行われております。一の宮用水の方といたしまし

ても、現在は水田が少なくなったとか、組合員が少ないというようなことで、非常に細

かな維持管理が行われてないというのが現状でございます。

そうかとし、し、ましても、ここに今おっしゃいました用水は日野市内を流れております

ので、日野市内の用水につきましては、一の宮用水と話をしまして、市みずからですね、

汚泥があったり水がよどんでいるというようなところを清掃、しゅんせつは行います。

また、それとともに、おっしゃいましたように危険場所がある、ガードパイプでござ

いますけれども、してないところがあるという御指摘でございます。これにつきまして

も、これは早急に、危険ということ等もございますので、早急に危険がなくなるように、
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ガードノミイプ等で対処していきたし、というぐあいに考えております。以上でございます。

O議長(市)11資信君) 生活環境部長。

0議長(市川資信君) 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25分休憩

午後 1時8分再開

休憩前に引き続き会議を開きます。(r議長」と呼ぶ者あり)

0生活環境部長(坂本金雄君) 新井団地 9号棟側の市が指定いたしております避難場

所へ階段をつけてほしいというお尋ねでございますけれども、現在、潤徳小学校と新井

団地のこの運動広場が、高幡、新井地区の人たちの避難場所になっております。堤防の

内側の方には、河川敷じゃない方には階段がついておりまして、河川敷におりる方には

ついておりません。

堤防内の階段とうまくマッチをしたような設計で、避難路の整備の立場から、早急に

考えみたいと思います。建設省の河川管理担当課とも協議をいたしまして、早速やって

みたいと思っております。

0議長(市川資信君) 宮沢清子君。

02番(宮沢清子君) どうもありがとうございました。

大変細かいことを御質問して、大変恐縮でございますが、危険を伴う箇所がたくさん

ございましたし、また地域の皆様からの御要望ということもございましたので、こういっ

た機会を通して質問をさせていただきました。

できましたら、程久保、高幡台団地方向に抜ける道路の解決で、舗装の状況等も、ぜ

ひやっていただきたし、と思いますので、よろしくお願し、し、たします。

また、数点課題もございますが、前向きな御検討をしていただければ大変ありがたく

0議長(市川|資信君)

石坂勝雄君。

027番(石坂勝雄君) 議事進行をお願いしたいと思いますが、ちょっと議長に伺いた

0議長(市川資信君) とれをもって 5の2、程久保地域及び周辺地域の環境整備につ

いんですが、去る 4月の 1日にですね、議長が公用で副議長の一ノ瀬 隆さんに議長を

交代されたときにですね、教育長の長沢さんは、いわゆる何ていうか、過労というか疲

れたということでお休みだと、こういうお話があったんで、すが、きょうは何もお話がな

いようですが、議長、何というか、どういうふうにお考えになっているか、議長に伺い

たいと思います。

0議長(市川資信君) 座ったままでお答え申し上げます。

ただいま石坂勝雄議員より、 4月1日に教育長が健康を理由にお休みした、とい う申

し入れがあったという旨は、本日、局長よりお開きしました。

さらに、本日、開会前に市長より、健康を理由に4月7日まで休暇願が出ておる、よ

ろしく、という申し入れがございました。早速、局長とこの席で協議しましたところ、

局長から 4月1日、今石坂議員のおっしゃられたとおり、 4月1日に健康を理由に休暇

願が出されており、きょうは欠席であるという旨を本会議の席上で申し上げてあるので、

あえて、きょう申し上げる必要はないんではなかろうかというようなことで、本日はそ

の旨、議員各位には御報告申し上げませんでした。以上でございます。石坂勝雄君。

027番(石坂勝雄君) 今、議長の報告で、私も別に了解はしないんですが、わかるん

ですが、実は何か 2日の日にです、これは新聞報道ですから、私、定かではないんだが、

2日に臨時教育委員会が開催されて、過日31日の、いわゆる予算の40入学級の取り扱い

の問題等が臨時議会であって、その席上、何か長沢教育長は、辞意を表明していたが、

撤回をする、というような新聞報道がなされております。

きょう、特にまた 3日なり、この新聞の 3日の報道を見ると、各新聞社とも辞表を撤

回ということになっておるんですが、いわゆる健康を害されたというんなら医師の診断

書等できちっとした手続がなされているかどうか、伺いたし、と思います。

0議長(市川資信君) 今、石坂勝雄君より、教育長の件で4月7日まで休暇願が市長

のもとに提出されておるということでございますが、その件について、医師の診断書等

添えて添付されておるかどうかということでございますが、議長の手元には、そういっ

思います。

さらには、落川地域の用水路についてですけれども、将来的には現況の開渠にふたか

けをしていただし、て、用水路上として利用できることが望まれるんじゃないかと思いま

すし、人々の生活の場として、歩行者に潤いと安心感が持たれるような最良な方策を検

討していただきたいと思います。

以上の件につきまして、よろしくお願し、いたします。

以上をもって、一般質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。(拍

手)

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。

( r異議なしJと呼ぶ者あり〕
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7こ物は一切ありません。したがって、理事者からその答弁をお願いしたい、かように存

じます。市長。

0市長(森田喜美男君) 医師の診断は添付されておりませんが、休養をしたい、そう

の場というのは、もっと厳しさがなければならないと思います。

私は、こうし、う現状下の通告質問は差し控えたい、やりたくない。こういうことを、

きょう表明しておきます。(i関連」と呼ぶ者あり)

0議長 L市川|資信君) 小山良悟君。いう趣旨の届け出でございます。

0議長(市川資信君) 石坂勝雄君。

027番(石坂勝雄君) 少なくとも 7日から今定例会が招集されて、異例のもとに一般

質問が本来なら行政報告、議案の上程があれば、すぐ一般質問が行われなければならな

いので、諸般の情勢を踏まえて、 4月に入って、いわゆる 7日まで会議がある中で、こ

れはいろんなことで、私は心労は了とします。しかし、所定の手続がなされてないで、

いわゆる教育の最高責任者である教育長が休んでいるということは、私は納得しがたい。

市長、どうお考えになっているのか。

0議長(市川資信君) 市長。

014番(小山良悟君) 議事進行で関連させていただきたいと思います。

0市長(森田喜美男君) 申しわけございませんが、本人の体調のことでございますの

今回のこの40入学級、先ほどから議論されているように、教育長も大変心労であると

いうことで、厳しい、つらい状況にあるということは、もちろん理解できるわけであり

ますが、これはもう私どもも同じでありますし、そういった中で、どうも今度の、今回

の教育長の一連の言動とし北、ますか、この新聞にもちょっと出ておりますけれども、教

育というより政治の次元の問題になってしまった、というふうなことを教育長自身が発

言しているようでありますけれども、私は、この休み、人間ですから疲れることもある。

私自身も、そういうことはしばしば経験するわけでありますけれども、しかし、今こう

いう大事な議会が開かれている折にですね、 31日に修正の、予算案が修正された、翌日

もう早速、教育長は過労ということで欠席された。そして、さらにその翌日ですね、臨

時教育委員会が開かれた折には、教育長が出席している。そして、今度は本日ですね。

本来、こういうふうな教育長の欠席は、市長みずからが本会議場で私どもに説明すべ

き、してほしいと思うわけでありますけれども、先ほどの市長の説明によると、過労の

ため 7日までの休暇願が出ている。これは一体どういうことですか。 7日というのは議

会終了日ですよ。しかも、具体的に診断書が出ていない。単なる疲れというなら 1晩休

めば治るかもしれない、疲労がとれるかもしれない。あらかじめ疲労が 7日までありま

すよ、というふうな形の届け出というのは素直ではない。

そこに教育長自身が、いわゆる政治的な意図というか、そういったものを自分自身が

過剰に反応して、この本会議の場に出たくないというふうな、そういう言動ではないか

というふうに私は疑問を思うわけであります。

教育界の責任者としてのとるべき態度ではない。このままですね、あしたもあさって

も議会が終わるまで出席しないというふうなことでは、到底納得できないのであります。

議長の方に要請をお願いしたいんですけれども、 教育長に、そういう私のただいまの

意見を踏まえて、あらかじめ 7日まで休養するとい うふうな、今大事な議会が開カ通れて

いるわけでありますから、 自分の疲労といし、ますか、休む体の調子を7日まで推しはか

るなんていうことはできるはずがない。教育界の最高責任者として情熱を持つならば、

一日も早く 本会議場にも出席して、その責任を果たす、そういうことをすべきだとい う

で、疲労こんぱいの状態、にあるので休養したい、これは認めなければならない、このよ

うに考えております。

0議長(市川資信君) 石坂勝雄君。

027番(石坂勝雄君) 私も立ち入ったことは余りくどく聞くのはいやなんですが、 2

日の臨時教育委員会には教育長は出席されましたので、すか。

O議長(市川資信君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 土曜日の日に臨時教育委員会が持たれたということでありま

す。そうして、会議後、私のところにそろっておいでになられて、教育長自身の言葉も

ございましたし、私は、辞意、云々とし、う言葉も余り内容的に受けとめてもおりませんし、

従来どおり頑張ってやりますと、こうし、う報告でございました。

0議長(市川資信君) 石坂勝雄君。

027番(石坂勝雄君) 私は、余りこういう種の質問を、私も14年間議員をやっている

んですが、したことはないんですが、長沢教育長も40人学級の問題は政治生命をかけて

いるかもしれませんが、これをチェックした我々議員の、いわゆる修正を加えた議員の

立場も、やはり政治生命をかけているんではなかろうかと思います。

そういう点で、自分の心労はわかります。しかし、軽率に辞表をすると、辞意を表明

を何回もいろんなところでしておってですね、簡単に撤回したんだか、しないんだか、

わかりませんが、しないで、所定の手続も出されないで、私は心情とは別問題です。公
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ことを強く要請してほしいと思います。そのことを強く要望しておきます。

市長の方から何かあれば御答弁ください。

0議長(市川資信君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 新聞の記事に載っています政治云々の表現は、本人がしたか、

しないか、私は性格には知りませんが、そういう表現の仕方はよろしくない、こう思っ

ております。あくまで行政の責任者ということで振る舞うべき事柄でございます。

それから、疲労によっての休養という件につきましては、連絡をとって医師の診断も

つけていただく、こういうことは、何ですね、必要だというふうに考えますので、その

ように計らいたいと思います。(.1議長、議事進行Jと呼ぶ者あり)

0議長(市川!資信君) 石坂勝雄君。

027番(石坂勝雄君) 私は、今私がいわゆる緊急質問でやりまして、議事進行でやり

まして、今、小山議員も申されたんですが、少なくとも、いわゆる休憩をして、代表者

会議なり議会運営委員会で、この件をきちっと決着をつけてもらいたい。休憩を求めま

す。(I賛成」と呼ぶ者あり)

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4時52分散会

0議長(市川資信君) 休憩に入ります前に、今、石坂勝雄議員、小山良悟議員から教

育長不在の議事進行が出されたわけでございます。

特に今定例議会には通例の通告質問以上に、教育問題についての通告質問が非常に多

岐にわたっております。そういった中で、教育長の、今、市長の答弁によりますと、心労

のためということでございますが、大変残念でなりません。できる限り、医師の診断書

等添えてあるならばまたいざ知らず、医師の診断書等が添付されてない中で、できる限

り出席でき得る配慮をしていただきたい。特に金曜日の一般質問をお休みして、 2日の

土曜日の臨時教育委員会に出席されておる、というような兼ね合いから見ましても、理

事者から教育長への強い要請を希望しておきます。

お諮りいたします。議事の都合により暫時休憩いたしたいと思いますが、これに御異

議ありませんか。

C I異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(市川資信君) 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4時51分再開

0議長(市川|資信君) 休憩前に引き続き会議を開きます。

本日の日程はすべて終わりました。
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午後 1時 7分開議

0議長(市川資信君) 本日の会議を開きます。

ただいまの出席議員26名であります。

ただいま市長より発言の申し入れがありました。市長の発言を許します。

0市長(森田喜美男君) 昨日来、議場に、大変御迷惑をおかけいたしております。昨

日の会議の初めに、私の方から、教育長が議場に出席していない理由を申し上げて、御

理解をいただくべきだった、と思っておりますが、そのことの手落ちのために、いろい

ろと御迷惑をかけておりますことを、心より陳謝をし、議会の運営に私どもも誠心誠意、

対応させていただきたいと思っておりますので、よろしくお願いを申し上げます。

0議長(市川資信君) お諮りいたします。長沢教育長の職務放棄について問うの件に

っき、石坂勝雄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ありませんか。

( r異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(市川資信君) 御異議ないものと認めます。よって石坂勝雄君の緊急質問を日

程に追加し、発言を許すことに決しました。

石坂勝雄君の発言を許します。

(27番議員登壇〕

027番(石坂勝雄君) ただいま議長から、緊急質問の許可がございましたので、緊急

質問をしていきたし、と思っております。

議長には申しわけないが、きょうの議事日程の、いわゆる議会運営委員会の日程の中

で、そういうことが盛り込まれていたかどうかということを、まず 1点、議長にお聞き

したいと思います。

0議長(市川資信君) 座ったままで失礼し、たします。

本日の緊急質問は、議事日程の中に、代表者会議の中において(rし、ゃ、そうじゃな

し、」と呼ぶ者あり)石坂勝雄君。

027番(石坂勝雄君) もう 1回申し上げます。

市長の、今、発言がありましたね。その発言は、いわゆる議会運営委員会で確認され

ていたかどうか、ということをお聞き申しているんです。

0議長(市川資信君) 今の市長の発言については、議会運営委員会では、日程の中に

入っておりません。石坂勝雄君。

027番(石坂勝雄君) はい、わかりました。
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それでは、緊急質問をやらせていただきたいと思います。

去る 1日の日に、昨日も私、議事進行で、教育長が欠席をしている、とこういうこと

の議事進行をいたしました。 1日の日には、議長が所用のために、 一ノ瀬副議長が会議

を開いて、何名の出席ということの後で、本日、教育長が体のぐあいが悪く欠席してお

ります。その点、御報告されていますので、御了解のほどお願し、し、たします、とし、ぅ、

副議長から議場に報告がなされた。

こういう中で、私は、 2日の土曜日、いわゆる 1日は、一般質問が4名終了しました。

2日の土曜日、土曜日は、議会は休会であります。それから 3日は、日曜日です。そし

て、 4日ので、 3日の、何ていうか、朝刊に各新聞社からいろんな報道を、私も見させ

ていただきました。そういう中で、 4日の日には、少なくとも教育長は、一般質問の本

会議に出席されるんではなかろうか、とこういうふうに私は思っておったんで、あ ります。

ところが、議長から、ぐあいが悪いんで 7日まで議会を欠席する、とこう し、う報告が

なされていました。それで、午前中の宮沢清子議員の一般質問の終わるまで、何かの形

で、理事者かり、しかるべく報告があるんではなかろうか、とこういうふうに思って、

私も待っておりました。しかし、午後の休憩後の再開においても、一向にその報告がご

ざいません。それで、あえて私は、議事進行で問うたので、あります。

そうすると、 心長は、心労のために教育長は休まれる。いわゆる、きょうから 7日ま

で休まれる、とこういう報告がなされました。それなので、私は、そういうことである

なら、しかるべく手続が、例えば診断書が付しであるとか、そういうことがあって当然

なので、そのことを申し上げると、診断書はない、とこういうような形で、議長が休憩

を宣して、代表者会議ということになったわけです。

ところが、代表者会議に臨むと、市長が出席されまして、今度は 7日までの議会の終

了日まではない。いわゆる届けは、私、ここに届けの写しをいただいているんですが、

9日まで休養いたしたく、よろしくお願いします、とこういうことで、ずっと総務部長

までの判がつかれてきている。こういう中で、どこに真意があるのか、とこういうこと

に深く疑念を持ちました。

そういう中で、きのうのいろんな経過を踏まえて、きょうの緊急質問に入ったという

ことであります。私は、少なくとも、先ほどの市長の、まことに遺憾とするとし、ぅ、市

長の釈明があるならば、当然、 4月 1日の一ノ瀬副議長のもとのときに、あってしかる

べきではなかろうか、とこう思います。その点を、市長に、まず最初に伺いたし、と思い

ます。

0議長(市)11資信君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 一般質問の最初の日に、ちょうど、当日、教育長から、健康

のため休養したい、とそういう申し出を受け取っておりましたので、そのことを、当日

の議長席におられた一ノ瀬副議長にお伝えをし、御了解をいただいた、ということであっ

たわけで、すが、確かに御指摘のとおり、すべて冒頭、私どもから議場に発言をさせてし、

ただいて、そのことの要旨をお伝えをし、御理解をいただくのが礼であった、というこ

とを心から感じておりまして、その点の手抜きとし、し、ましょうか、不行き届きの点につ

いて、深く反省をいたしておる、という趣旨のことを感じております。

以上です。

O議長(市川資信君) 石坂勝雄君。

027番(石坂勝雄君) 私は、市長の答弁の言葉じりをとらえるということでなくて、

次に質問したいと思っておるんですが、市長が、これは私、日本語というのは非常に難

しいんで、代表者会議に、この文面だけで見ると、休養したい、というふうに出ている

んですが、市長が本会議のときのやりとりも、 「心労で」というようなこと、心労とい

う解釈は、私も非常に定かでないから、辞書をヲ|し、てみると、心の労という字は、心遣

い、心配、心疲れ、とし、う解釈が出ているんです。

それから、いま一つの心労というのは、難儀、苦しみ。それから新聞報道で言う「過

労」だということになると、無理をすると病気になりますよ、ということなので、非常

に、そういう面でいけば、新聞報道で過労だという意味であるならば、きょう、きのう

から、そういうこと、所定の、きちっと、医師の診断等がないんではなかろうか、とこ

ういうことを申し上げ、たら、なにか速やかに出すということで、きょう出されたんで、す

が、私は、出されたからし、し、とか、出なかったから云々ということを、申し上げている

んでありません。少なくともそういう点であるならば、少なくとも最初に、今言った、

議会の 1日の冒頭に、一般質問の官頭に、市長のいわゆる言葉、その次に、所定のきちっ

と手続がなされているのが当然ではなかろうか、ということを指摘しておきます。

それから、教育長の、私も今まで定かでなかったんですが、教育長の身分というのは、

地方公務員法の第 3条に、地方公務員というのは、 一般職と特別職がある。その中で、

教育長は一般職に属する地方公務員であり、ただ、その職務と責任の特殊性に基づいて、

他の職員と異なる特例的な規制を受けるものにすぎない、と書いてありますね。そうい

う面では、日野では、これを何か教育長のいろんな休暇の取り方なり、それからいろん

な行動、例えば出勤時間だとか、いろんなところに、きちっとした位置づけをしてあり
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ますか。その点を伺いたいと思います。

O議長(市川資信君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 御指摘の点、冒頭に発言をさせていただきましたとおり、ま

ことに不行き届きで申しわけなかったとしヴ、肝に銘じております。そのことから、議

会にいろいろと御苦労をおかけしたり、また、議事の進行に支障の起きる状態をっくり

出して、まことに申しわけない、とこういうふうに感じておるという気持ちを、申 し述

べたつもりでございます。

それから、教育長の身分についての基礎と申しましょうか、このことにつきましては、

総務部長の方から、一般論として、あるし、は日野市の従来とってきた慣例という形で、

御報告をさせていただきます。

0議長(市川資信君) 総務部長。

0総務部長(山崎 彰君) それでは、総務部長の方から御説明申し上げます。

今、御指摘の身分につきましては、御指摘ございましたように、一般職に準ずるとい

う形で、教育長の身分になっております。そして、勤務形態、それから勤務条件につき

ましては、やはり一般職の職員と同じ、準じた方法で、これを行ってきております。

そうした中で、の手続について、正規の手続か、としろ御質問でございますが、今回の

休暇につきましては、休暇そのものについては、それぞれ、一般職については様式がご

ざいますが、休む場合は、出勤して、あるいは前日、休むというような場合は、その様

式を使えますけれど、緊急の場合や何かにおきましては、電話で受け答えをして、それ

を代筆したり、あるいは自筆のものを郵送してくる場合もございます。

そうしたことで、手続については、一般的な原則論は、様式はございますけれど、そ

うかといって、それで受け付けしないということでなく、自筆でも、あるいはほかの様

式でも、それがはっきりと休暇の願いである、ということが確認されれば、それをその

まま認めている、という形でございます。

以上です。

O議長(市)11資信君) 石坂勝雄君。

027番(石坂勝雄君) 私は、今、まだ総務部長に、休暇の届けの出し方が適法だとか、

適法でないか、というようなことは、聞いておりません。

むしろ、いわゆる他の職員と異なる特例的な規制を受けるものであるにすぎない、と

書いてある、特例的なものの規制が、日野でつくられているかどうか、ということを聞

いたんで、あって、そういう言葉が出たんで、私の方から、あえて申し上げます。

-602-

この休暇願い、きのうの、 9日まで休みたい、休養したい、ということですが、日野

市長、森田喜美男様で、 63年4月4日と書いてあるんですが、これは、朝いわゆる電話

が来て、どうも本人で記されたということには感じられないんで、朝、記されたんで、す

か。 1時に来たんですか。もっと言えば、私が議事進行で指摘した後に来たんですか。

その辺、わかることは、きちっと言ってください。

0議長(市川!資信君) 教育次長。

0教育次長(砂川雄一君) お答えをいたします。

教育長の方から、 3日の日曜日の夜遅く、私の方へ電話がございまして、どうしても

体の調子が思わしくない、ということで、 1週間ほど休暇を欲しい、とし、う連絡がござ

いました。

したがいまして、 4日、月曜日の朝、御本人の連絡に基づきまして、届けを事務局の

方で記載をしまして、本人の了解がございますので、本人の判を押して、それを市長の

方に提出をさせていただいております。それとあわせて、議会事務局等にも、その御連

絡を申し上げてございます。

ですから、 4月の 3日、日曜日の夜、私が直接、教育長から御連絡を受けて、それに

基つ。いて、月曜日に作成をしております。

以上です。

O議長(市川資信君) 石坂勝雄君。

027番(石坂勝雄君) 今、次長が、なにか、お答えで、あえて私は、猪疑心を持って

見るものでありません。

ただ、 3日の日に受けている、とこういうことであれば、しかもそれが電話で受けた、

ということであれば、少し、私、定かでないんで、その点で、後で総務部長に聞きたい

と思うんですが、いわゆる63年4月4日とあって、長沢三郎と書いて、判がついてある

んですから、本人からそういう命を受けたからした、というんですが、代理に書かれた

ということであれば、名前を書かれていることの方が、妥当ではなかろうか、こう思い

ますが、その点、総務部長に開きたいと思います。

0議長(市川資信君) 総務部長。

0総務部長(山崎彰君) 事実を申し上げます。

今、教育次長の方からは、そういうこと、 4日の日に秘書課の方に提出がありました。

そして、電話連絡ということでなされておる。そのまま、今の文書として出されており

ます休暇願いでございます。そして、それが我々の方に回ってまいりましたのは、主幹
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部は、そういうことで受けておりますから、主幹部が一番最初に知っております。そし

て、後は秘書課の方でそれを受けまして、逐次、決裁を上げてし、く、ということでござ

います。それで、私どもが決裁した時点では、 14日の午前11時半ごろではないか、と思っ

ておりますが、そうしたことでまいりました。

そして、これはやはり決裁というのは、御承知おき願いたいと思うんですが、それぞ

れのセクショ γのところで判を押して、やってまいりますので、主幹部の方では、それ

はそれぞれの、もう既に朝のうちにそれはいろいろ手を打たれた、ということはわかっ

ております。それが回ってくる段階においては、私どもの方は、そういうふうな決裁の

仕方をしておりますので、時間がかかる、というような状況でございます。(1"し、し、で

すか、代理人のときは、代筆と書かなくても差し支えないんですか、その点では。確認

したのかなjと呼ぶ者あり)

いや、本人でありませんのでございますが、それは、先ほど申し上げましたように、

電話で受けた場合、そうした場合には代筆、あるいは代理でそうした休暇願いを書きま

して、そして上司に上げてくる、という方法でとっておりますので、代理人であると、

あるいは本人直接であると、それは有効だと思います。有効であります。

0議長(市川!資信君) 石坂勝雄君。

027番(石坂勝雄君)

ます。

次に、新聞報道を見て、私も、私が思っていたとおりのことを感じるんですが、長沢

私、別に深追いをする考えはありませんから、それで後に譲り

部に会ったり、予算審議の過程にあって、きのうもちょっと私、議事進行で申し上げた

んですが、軽々に責任を取る一一ーこの問題がなにか実らなければ、責任を取る、とこう

いうことを言ったら、部長さんや課長さんは何ぼ首があっても、どうなんですか。そう

いうことを言う必要も私はないし、言うべきでないと思うが、市長、どう考えますか。

( 1"政治的発言だよ、これは」と呼ぶ者あり)

0議長(市川資信君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 31日の自に、修正ということで、その他、議決をいただきま

して、経過といたしまして、教育行政の当事者である長沢教育長は、精神的には苦しい

状況があったとは、想像いたしますが、今、御指摘のとおり、すべて個人の進退という

形で責任を取るなどということは、公務に属する者が、口にも、公私の場はもちろんで

ありますし、その他の場といえども、口にすべきことではない。そのように感じており

ます。

行政の責任者が、具体的なことで、余分のコメントをするということも、これも状況

をいろいろと御迷惑を生ずることになりますので、自分の自由な発言ということがあっ

てはいけないということも、これまた公務の責任を持つ立場の者の、常に心がけるべき

態度である、とこのように思っております。

0議長(市川i資信君) 石坂勝雄君。

027番(石坂勝雄君) それから、私は、あえて指摘というか、伺いたいんですが、あ

る、また新聞には、ここで踏みとどまり、とことんまで制度の実現のために頑張ること

こそ、責任の取り方だと思った。辞意を撤回したことも明らかにした。そういうことも、

恐らく、新聞報道で見ると、教育委員会の協議会か、校長会で、そのことの発言があっ

たか、新聞記者との会見で出されたか。それで、同制度の早期実現のために、今後も努

力していくことを確認した、といわれていますね。協議会か、校長会で。

そうであるならば、余計に出席するなり、今後、自分がやめないでやってし、くんなら、

議会と一体になってやるということの決意のために、きちんとした対応をすべきで、はな

かろうかと思うんです、私は。(1"そうさせるべきだよ、市長がJと呼ぶ者あり)

その点に対する、これは本人でなけりゃ、これは言えないのか。その点で、答えが出

ないとすれば、教育委員会の協議会なり、校長会の、これは別に非公開ではないと思う

んですが、その審議なり、協議会の内容を詳細に報告しろといっても、酷かもしらんで、

大枠な、いわゆる内容の報告をしてもらいたいと思います。

0議長(市川資信君) 教育次長。

教育長は、変形40入学級が不成立に終わったことで、責任はすべて自分にあるとし、 1

日、森田市長に辞表を提出した。しかし、辞めれば日野の教育委員会が混乱する、とい

う周囲から留意されて、 2日に辞表を撤回した。それで、長沢教育長は、辞表を提出し

た1日に、過労を理由に本会議の方は欠席されている、とこういうことなんです。

私は、長沢教育長の、これは本人が実際に言われたかどうか、私は聞きた……思いま

せんが、現下の情報化社会の中で、我々は知る権利を持つというのは、少なくとも21世

紀というのは情報化社会であり、高齢化社会であり、国際社会だといわれている中、こ

うしヴ情報化ということを、非常に私も尊重しております。そういう中で、変形の40人

学級の責任を、教育長は取るといわれますが、予算権というのは、市長部局にあるんで

はなかろうか。私は、そう思います。

それからまた、提案の権は市長にあっても、それを議決したり、一部修正するのは、

議会にあるのではなかろうか、と思います。そういう点を考えて、教育長がPTAの幹
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0教育次長(砂川雄一君) 4月2日の土曜日に、教育委員さん方にお集まりをいただ

いて、御協議をいただくように、 一つは設定をしておりました。当日は、 4月の冒頭の

定例校長会の非に当たっておりましたので、当然、校長会も予定をされていたわけでご

ざいます。

それで、当日、朝、私どもとしては、健康を害されておられたので、当日は、お見え

にならないのではないかということで、その形で準備も進めておりましたけれども、当

日、朝、お見えになって、いろいろお騒がせをしたけれども、一応今後も引き続いて頑

張っていたきたい、ということを教育長が申されまして、そのことは、ちょうど校長会

が関かれる時間でございましたので、校長会もそういう形で、教育長から表明があって、

その後、教育委員さんにも集まっていただいておりましたから、教育委員さんの席でも、

同趣旨のことを、教育長は自身の口から、そういう表明がございました。それが2日の

日の状況でございます。

以上です。

0議長(市川資信君) 石坂勝雄君。

027番(石坂勝雄君) 私も、非常に残念ですが、黙っていれば言わない。これは、少

し言い過ぎかもしれませんがね。黙っていれば言わない。追及されるというか、言われ

れば謝る。そして、いわゆる報告する。こういうことが、幾ら情報化社会でいろんなこ

とを公開しても、現実の議会の場というのは、少なくとも市長も公選下が選ばれてきて

いるかもしらんが、我々も市民の信託を受けて、ここで議論をしているんだと思います。

そういうことは、きちっとやってもらいたい。

追及されたり、言われなければ、なるたけなら済ませてしまおう、とこういう物の考

え方が根底にあるんではなかろうか、ということを、今回に非常に私は感じております。

黙っても、いわゆるこっちから言わないでいても、部長が交代、いわゆる答弁要員が交

代されると、市長は必ず紹介をされます。それと、しかも、それ以上だと思うんです。

教育長なり、例えば、助役がいないから収入役さんになるが、少なくとも議会の同意案

件の人が欠席されるような場合は、きちっと市長が、議長に発言を求めるなり、会議に

入る前に、市長から議会に対する了解を求めるということは、当然ではなかろうかと思

います。私、くどいようですが、あえて聞きます。

0議長(市川資信君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 御指摘のとおりでございまして、すべて私の手落ちと申しま

しょうか、議会に対して、初めに御報告をし、そのまた説明を行うということが非常に
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大切だ、ということを、つくづく感じております。その点、非常に失礼を犯すことになっ

ておりますので、よろしく御理解をお願いをいたしたし、と思います。

0議長(市川資信君) 石坂勝雄君。

027番(石坂勝雄君) 貴重な時間を、そう長いこと、私も緊急、質問をする考えはない

ので、最後に、私の考え方も申し上げて、終わりたいと思うんです。

だれだって、特に一般会計の今回の議員のメ γパーにしても、ほかの部課長にしても、

疲れていないという人は、ないと思うんです。これはもう当然、あのぐらいやられれば、

疲れますよ。しかし、おのれの置かれている立場ということを考えれば、多少無理をし

て出てくるということも、必要だと思います。

それから、私もまた、一面に、どうしてもぐあいが悪い人も出てこい、なんというこ

とは、これは全く人権無視だと思います。それであればこそ、きちっとした所定の手続

をとるべきだ、とこういうことを、強く指摘しておきます。言われてから、後で診断書

が出てくる。私は、非常に、上に立つ人のやることではない、ということを申し上げた

いです。

いろんなことで言われますが、市長が健康でいるから、少々の風邪は一手に引き受け

る、ということであるかもしれませんが、それならそれで、きちっと冒頭に、いわゆる

教育次長にこういうことの答弁はさせる、後は私が全責任を負うということを、なお言

うべきだと私は思います。

いま少し御指摘したいのは、私、教育長は、いわゆる頑張られるということに対して

は、私も別に異存はございません。しかし、実際、言われたかどうか知りませんが、い

わゆる変則40入学級の問題、この問題が政治レベルの問題になったとか、私がやっぱり

辞任すると、日野の教育界が混乱するというようなことを、もしも教育長が言ったとす

れば、また、そういうことを自負しているとすれば、私は、本人の思い上がりではなか

ろうか、ということも強く指摘していきたいと思います。

まだまだ、私も口ベたなので、もっと言いたいとともあるんですが、これをもって私

の緊急質問を終わります。

0議長(市川資信君) これをもって緊急質問を終わります。

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(市川資信君) 御異議ないものと認めます。よって暫時休憩いたします。
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午後 1時40分休憩

午後4時52分再開

の点について、お尋ねをしてまいりたいと思います。

まず最初に、具体的に質問をいたす前に、お聞きをいたしますが、教育長という職は、

私どもが公務員の皆さんをとらえる場合には、一般職か特別職かという区別で、これは

自治法上も区別されるわけでありますが、いずれかに属するかということが、まず大切

でございます。

市側にお尋ねをいたしますが、教育長という職は、一般職なのか、特別職なのか、ま

ず、その点を、最初に御回答をお願いしたいと思います。

0議長(市川i資信君) 教育次長。

0教育次長(砂川雄一君) お答えをいたします。

教育長は、市町村の場合、教育委員の中から選ばれるような形になっております。そ

うしますと、地方公務員法で言いますと、第 3条で、地方公務員の職は、一般職と特別

職とに分ける。そして、特別職については、就任について「公選または地方公共団体の

議会の選挙、議決、もしくは同意によることを必要とする職」というふうになっており

ます。

したがいまして、教育委員としての教育長は、特別職という形になります。そういう

ふうに理解をしております。しかし、教育長は、一般職に属する地方公務員としての、

教育長としての性格は、一般職に属する地方公務員という形で、解釈をされております

ので、その両者の性格を持っている。

例えば、都道府県の教育長の場合には、議会の同意を必要としておりませんので、そ

ういう意味では、教育委員の中から選ばれておりませんので、違いますけれども、市町

村の場合には、教育委員なの中から選ばれております。そういったことで、両方の性格

を持っているというふうに、私どもは理解をしております。

ただ、実際の勤務その他については、一般職に属する地方公務員としての規定を受け

ている、というふうに理解をしております。

0議長(市川資信君) 古賀俊昭君。

024番(古賀俊昭君) 教育次長の御回答は、地方公務員法を参照されて、地方公務員

の中で、教育長については、いろいろ性格づけはあるわけですが、一般職に属する地方

公務員である、という御回答でございました。

そこで、服務等の規律、条例等を見てみますと、一般職の職員の方が一一一般職に属

する地方公務員の方が、休暇願い等を提出する場合には、どのような規定があるのか。

書式等があるのかどうか。また、提出に当たっては、どのような取り決めがなされてい

0議長(市川|資信君) 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(市川資信君)

決しました。

お諮りいたします。長沢教育長の進退問題を含む一連の職務放棄の責任の件につき、

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

古賀俊昭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ありませんか。

( I異議なし」と呼ぶ者あり〕

。議長(市川資信君) 御異議ないものと認めます。よって古賀俊昭君の緊急質問を日

程に追加し、発言を許すことに決しました。

古賀俊昭君の発言を許します。

(24番議員登壇〕

024番(古賀俊昭君) それでは、緊急質問を行います。ひとつ、当事者、担当者には、

真剣な御答弁を、お願いをしておきたいと思います。

先ほどの緊急質問、並びに先般の議事進行等で、長沢教育長の進退問題を含む一連の

行為について、また、言動について、さまざまな形で憶測が飛び、また、議会に対して

は、議会軽視の言動等も見られるわけでありますので、ここで、全く別の観点から、長

沢教育長の、この不可解な一連の行為について、その真意を求め、また、真意を探り、

責任のあり方を問うていきたい、と思います。

まず、先ほど、教育次長のお話にございました、休暇届け、休暇願いの作成と提出に

ついてでございます。先ほどのお話では、先般、議事進行が議会で、昨日でありますが、

なされまして、その場において、病欠が一応の理由になっているけれども、診断書等は

出されていない、ということで、執行部側からの表明があったわけでありますが、休暇

願いが出されている、ということに関しては、議会側については、全く承知をしていな

かったわけであります。

この休暇願いにつきましては、 3日の夜、長沢教育長から、砂川次長の自宅に電話が

あって依頼をされ、翌日、 4日の午前中に作成された、ということがわかりました。こ
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るのかどうか。服務の面から見た休暇願い、休暇届けの提出について、お尋ねをいたし

ます。

0議長(市川資信君) 総務部長。

0総務部長(山崎 彰君) 一般職の休暇につきましてでございますが、一般職の欠勤、

休暇につきましては、それぞれの担当所属長に、欠勤届け、休暇届け、そうしたものを

提出いたします。これは、様式が決まっております。その様式に基づいて提出する、と

いうのが原則でございます。これは、一般職の職員の服務の規定の方で、第14条で、欠

勤のところに出ております。

そして、さらに、やむを得ない理由、ということで、先ほど石坂議員さんの方にお答

えしましたんですが、電話だとか、電報、伝言により連絡、ということもあり得るわけ

です。そうした場合には、これにかわりまして、所定の手続を、受けた人が代理として

提出する、というような形でございます。

さらに、いきますと、病欠の場合は、診断書の問題でございますが、 3項に、 7日以

上の場合にはこれをつける、医師の診断書をつける、というような規定でございます。

その他、病欠でも、 1日でも病欠の場合だとか、そういうものもあります。そうした

場合には、これは診断書を提出してもらう、というようなこともあります。一般的には、

7日以上に及ぶ場合には、これを診断書を添付しなきゃいけない、というような規定で

ございます。

以上です。

O議長(市川!資信君)

け出、休暇願いを出す場合には、所定の手続を踏んで代理を行う一一決められた人が提

出をするということでありましたが、その際、代理人となった方は、本人の印鑑や、本

人の署名等を行って、代理人となった方の署名や捺印は、一切しないのかどうか。

そういった点、以上の点、 3点について確認をしたいと思いますので、御答弁をお願

し、し、たします。

0議長(市)11資信君) 教育次長。

0教育次長(砂川雄一君) お答えいたします。

先ほどもお答えしましたように、教育長からの電話によって、休暇をとりたし、という

ことでございましたので、私が教育委員会の事務局に指示をして、文章を書かせ、私の

責任で教育長の印鑑を押しております。これは、私が直接、教育長から電話で受けてお

りますので、私が印鑑を押しております。

以上です。

O議長(市川資信君) 総務部長。

0総務部長(山崎 彰君) 第3点の、代理人の件でございますが、この場合は、代理

で、例えば電話ですね、電話で受けました本人が、代筆いたします。そして、本人の判

こではございません。代筆した人が判を押しまして、申請者のところです、押しまして、

そして所属長の方に申請している、というのが実情でございます。

0議長(市川資信君) 古賀俊昭君。

024番(古賀俊昭君) 今の、総務部長と教育次長のお話は、こうし、う代理で休暇願い

古賀俊昭君。 等を出す場合の、提出方法が、お話の内容が、異なっているわけです。食い違っており

ましfこO

長沢教育長の休暇願いの作成の過程を見てみますと、電話で連絡を受けた砂川教育次

長が、翌日、教育委員会で事務局に指示をして、文案を書かせ、しかる後に教育長の判

を次長が押した、というお話でございました。経過は、そのようなことだと思います。

今、その後の総務部長のお話では、通常、電話等で連絡を受けた場合には、代理をし

た人の署名と、なお、その方の捺印が通常は行われる。捺印があって、初めて休暇願い

等が完成をする、というふうに受け取りましたが、総務部長からごらんになって、今回

の休暇願いの作成の方法は、代理人が作成をした休暇願いでありますが、代理人の署名

や、印鑑等、押されていないわけでありますが、この点について、通常、行われる方法

として、総務部長がお話しになった作成方法とは、異なっているわけでありますが、こ

うした形は、容認できるものかどうか。この点、いかがでしょうか。

024番(古賀俊昭君) 一般職の職員の方の場合の休暇届けの提出の方法がはっきりし

たわけで、ありますが、それでは、今回の教育長の休暇願いの提出の仕方が、果たして適

切であったか、という点について、この点をはっきりさせていきたい、と思います。

先ほど述べましたように、休暇願いは、 4月の 4日、提出をされているわけです。提

出者は、もちろん長沢三郎教育長であるわけでありますが、まず、どなたが、この休暇

願いの文案をお書きになったのか。この点を、お尋ねをいたします。

それから、これには、長沢三郎教育長の押印がございます。個人の印鑑が押してある

わけでありますが、この判については、第三者である、どなたかが押されたのだと思い

ますが、御本人で押印をされたのかどうか。その点、だれが判を押されたのか、その点

を確認をいたします。

それから、今、総務部長のお話では、本人が、例えば電話等で欠席、つまり欠勤の届
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0議長(市川資信君) 総務部長。

0総務部長(山崎 彰君) 今申し上げましたのは、原則的な、一般的なやり方ではあ

ります。

ただし、教育長とか、そういう方もありますけれど、印鑑を使用してし、し、というよう

な、保管です、保管しておいて、それを権限を、その件につきまして、委任された場合

もあるかと思います。そうしたことでの対応の仕方、これはあると思います。

それから、もし、例えば、代理人がその人の印鑑を使った場合とか、そういう場合が

あり得た場合には、次の目、必ず報告なり、そうしたものが行われております。そして、

また、自分の休暇、あるいは欠勤届け、病欠、そうしたものについて、必ず報告を受け

ますので、実際にそれが電話で指示した、指示したというと御弊がありますけれど、お

願いした件、それ等になっているかどうか、そうしたことは、本人が確認してのもので

ございますので、私が申したのは、原則であります。

ただ、今言いましたように、食い違っておる点につきましては、教育次長と教育長と

の間のこともありますので、その辺までは、私の方で申し上げられません。

0議長(市川資信君) 古賀俊昭君。

いわゆる一般の職員の、通常の休暇願い、休暇届けという形でなしに、議会が開かれ

ておりますので、その理由をやはり明記をしなき ゃいけない、ということで、休暇願い

を作成をいたしまして、 ( 1"通常の方法でゃりゃし、し、じゃないか。おかしいよ」と呼ぶ

者あり)提出をした、というふうに私は理解をして、作成をしております。

以上です。

O議長(市川資信君) 古賀俊昭君。

024番(古賀俊昭君) 対議会に対して提出をする、ということであれば、特に議会開

会中であって、教育長も答弁が予想される、ということでの休暇願いということであれ

ば、市長に対する休暇願いとともに、議長に対して出されても、しかるべきであります。

ところが、今回の休暇願いは、議事進行等が昨日出された後、代表者会議で初めて明

らかになったものでありまして、休暇願いが出されているということは、議会のだれも

承知していなかったわけで、すO

この点について、教育次長は、議長に対して出すのが妥当である、というふうな、電

話でお話、本来、そうであれば、なさるべきではなかったかと思うんですが、なぜ長沢

三郎教育長の名前で、また、判も勝手に押されたのかどうか。この点、いかがでしょう

024番(古賀俊昭君) 総務部長の御答弁では、その辺が限界だろう、と思うわけです か。

が、通常、一般的に、代理行為を行った場合には、こういう書類の作成の場合に、特に

印鑑の保管や使用については、他人が使用する場合には、通常の場合でもそうでありま

すが、やたらとこれを勝手に使用する、ということは、できないわけであります。

ここで、休暇願いを作成されるに当たって、砂川次長は、なぜ、通常、一般に行われ

ている方法をお取りにならなかったのかどうか。自分の名前も書いておられないし、印

も押しておられない。あたかも、長沢三郎教育長が、御自身でお書きになったような体

裁をとっております。そうした、通常行われている、一般に、適切にやるには、これが

一番いい方法だといわれている提出の方法を、なぜ、おとりにならなかったのかどうか。

その点、お尋ねをいたします。

0議長(市川資信君) 教育次長。

0議長(市川i資信君) 教育次長。

0教育次長(砂川雄一君) ちょっと答弁が不十分だったと思いますが、議会開会中で

ございますので、市長あてに休暇の理由を付して、やはり文書で提出すべきだ、という

ふうに考えましたので、休暇願いを作成して、提出をしたわけで、ございます。

以上です。

O議長(市川資信君) 古賀俊昭君。

0教育次長(砂川雄一君) お答えをいたします。

024番(古賀俊昭君) 市長に対して、お出しになったということはわかるんですが、

先ほど私がお聞きしました点、なぜ、代理をした人の名前と判が押されなかったかとい

う、通常の、一般的に行われている方法ですね、その方法をなぜとらなかったか、とい

うことについては、次長は正しく、今、私、お答えになっていないと思うんです。

普通は、代理を受けた人が、長沢三郎教育長にかわって、私が書きました、というこ

とがわかるようにつくるのが、通常、一般の方法だということなんです。なぜ今回の場

合にはそれが行われなかったか、ということで、お聞きしたんですが、私は、ちょっと

納得、理解できないんですよ。もう一度、お答えをお願いしたいと思います。

0議長(市川資信君) 教育次長。

今回の休暇届けの問題に関しましては、私どもの方では、議会が開かれていることで

もございますので、教育長が議会に出席できないということのために、休暇届けを作成

をして提出をした、というふうに私どもは理解をして、今度の休暇願いを作成をいたし

ました。
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0教育次長(砂川雄一君) お答えをいたします。

通常、 ( I通常の話は、わかっています」と呼ぶ者あり)教育長が、例えば所用その

他で休みをする場合には、その連絡は、当然、事前なりに、我々としてはし、ただいてお

りますが、その場合は、休暇届けというのは、作成をいたしません。

以上です。

O議長(市川資信君) 古賀俊昭君。

べきだと思うんです。

それが、出席できないということで、それを受けて、教育長の意向を受けてつくられ

る休暇願いが、通常の形と違っている。また、事務手続として正当ではなかった、とい

うことをおっしゃる。そこに、今の事務の体制、市全体についても言えると思うんです

が、事もなげに事務手続の誤りだとか、通常の形ではない、とおっしゃるんですが、こ

れは重大なことだと思うんです。

この点について、休暇願いが普通なら出されて、そうし、う手続、仮にまずい手続だと

いうことは、もうお認めになったわけですが、議会に対しても、これを報告されるべき

じゃありませんか。その点は、どうでしょう。

これをお知りになったのは、いつですか、市長は。

O議長(市川資信君) 市長。

024番(古賀俊昭君) 今回は、休暇願いが作成されたわけです。作成する場合には、

本人が書かない場合には、普通は、一般的には、代理をした人が名前を書いて、判を押

すんですよ、ということを総務部長もおっしゃっているし、我々もそうだと思うんです。

勝手に人の判や名前というのは、書いたり押したりしてはいけない、というのが→般の

常識ですよ。(I勝手じゃないじゃないか。本人の依頼があったJと呼ぶ者あり)一般

的な規定が、一つの慣習として確立しているんだと思うんです。

教育長は、代理人の名前は書かないでくれとか、そういうことを、何か特におっしゃっ

たんで、すか。おっしゃっていなければ、やはり代理行為を行った人の名前を、きちんと

書くべきだと、と私は思うんです。どうでしょう。

O議長(市川資信君) 教育次長。

0市長(森田喜美男君) 当日、議会の開会時刻より前の時間に、秘書課長から、決裁

0教育次長(砂川雄一君) お答えをいたします。

の経たものを受け取って了承した、とこういうことであります。

なお、それには、次長の付言もあったように記憶をいたしております。

そして、議会に対しましては、私が、弁明という意味ではございませんが、議長にそ

のことをお伝えをしたということは、行っております。そういう経過だったと思ってお

ります。

長沢教育長からは、特別にそういう指示はございませんでしたので、私の一存でやっ

たわけですが、もちろん休暇届けを出すことについては、教育長の指示に従っておりま

すけれども、代理人である次長の署名及び捺印を、私どもの方で作成する際に、ちょっ

と特別なことだ、ということが頭に入っていたもんですから、通常の形と違う形になっ

てしまっているわけでございます。その点については、私どもの事務手違い、という形

になろうかと思います。

以上です。

O議長(市川資信君)

0議長(市川資信君)

024番(古賀俊昭君)

古賀俊昭君。

1日の一般質問の始まる前に、一ノ瀬副議長は、確かに体調を

古賀俊昭君。

理由に教育長が出てきていないということを、この場で報告をしているわけです。

しかし、休暇願いというものがきちんと出されている一一まあ、きちんとしたものしゃ

全くなかったわけで、すO 私文書の偽造だとは思いませんが、それに近い形でつくられた

ものが、出されてきていた。そういうことであれば、当然、議会に対しても、健康上の

理由によって教育長は休む、ということを、何らかのそういう文書をもって示すのが、

私は当然ではないかと思うんです。

説明の要員として、しかも教育行政の実質的な行政遂行の責任者として、教育長は、

やはり本会議に、できる限り、万難を排して出席しなければならない、そうした責任が

あるわけです。そういう人が出れないという以上は、出されている休暇願い等があれば、

当然それをもって議長に対して説明をする、議会に対して報告をする、ということがあっ

ていいのではないか、と思うんです。

たまたま我々が議事進行をやって、議事進行の中で、初めて教育長の責任が十分に果

024番(古賀俊昭君) 今、次長のお話では、最初おっしゃっていたことと、かなり食

い違ってきたわけです。ですから、私が重ねてお聞きをして、初めて通常の形とは異なっ

ている、事務手続の間違いだ、というお話を、今なさったわけで、すが、教育長の休暇届

けという一つを取ってみれば、議会中でもある。また、一連の予算審査の中で、教育委

員会は異常な労苦を負って審議に臨まれたわけです。そういう経過があって行われる、

後の一般質問ですから、教育長の出席については、特段のいろいろ意を払われてしかる
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たされていないではないか、ということに、皆さん方が目を向けて、初めて休暇願いと

いうものがあった。しかも、つくられた過程は非常にお組末です。しかし、出されてい

る書類は、やはりきちんと示して、しかも健康上の理由であれば、診断書等が当然、普

通ならばついているはずです。そういうことを、きちんと議会に対して、説明すべきじゃ

ありませんか。

これは、やはりまずかったんで、すか、見せるのが。どうですか。

O議長(市川資信君) 市長。

0市長(森田喜美男君) まずいとか、そうしヴ性格のものではないと思っております。

休暇の趣旨を議長に耳打ちしたのみでは、手続として欠けていた、このことを先ほど、

陳謝を込めて申し上げたつもりでございます。

0議長(市川資信君) 古賀俊昭君。

024番(古賀俊昭君) 市長が、一連の今回の不手際を、陳謝とし、し、ますか、失態を認

0議長(市川|資信君) 教育次長。

0教育次長(砂川l雄一君) 先ほどお答えしましたように、私が指示をして、事務局の

職員に書かせました。

0議長(市川資信君) 古賀俊昭君。

024番(古賀俊昭君) 教育委員会は、小学校における国語の時間や、つづり方、いろ

いろ国語の指導もなさっているわけですが、教育委員会の職員の方が、書式を余り十分

御存じないというのは、もう少し;教育の面で、力を入れられた方がし、し、と思いますので、

これは、一つつけ足しになりますが、しかし、大切なことなんですよ、こういうことは。

指摘をしておきたいと思います。

それから、市長にお尋ねをしていきたいと思いますが、 4月 1日に、教育長は辞表を

提出したということを、我々、新聞報道や、いろいろな人の話から聞くわけであります

が、果たして辞表なるものが文書で、だれからだれに、いつ提出をされたのかどうか。

その点、まず、辞表の存在について、はっきりさせたし、と思いますので、この点、市長

からでも、どなたからでも結構ですが、長沢教育長が、一度書いたとされる辞表につい

ては、どうし、う経緯をたどって、今日、このことが話題になっているわけですが、今日

に至っているのかどうか。まず、提出の時期の事実について、事実はどうであったか、

ということについて、お尋ねをいたします。

0議長(市川資信君) 市長。

められるというのは、当然だと思うんです。それは、けだし当然、のこ とですよ。

しかし、教育長の今回の一連の行為を、そのまま、だからといって我々は容認するこ

とはできないわけです。これには、市長の責任も当然、絡んでくるわけであります。

今回の教育長の言動等については、また別の観点から触れることもあろうかと思いま

すが、教育行政を推進、遂行していく上での責任を、全面的に負わなければならない教

育長が、議会に対して提出をする休暇願いが、十分な手続とし北、ますか、きちんとした

規則や、また、一般的に行われているふだんの方法をとらずに、こういった変形した形

で、変形40入学級じゃありませんが、これまたおかしな形で休暇願いが出されていたと

いうことも、非常に問題であります。

しかも、事務局のどなたかが、お書きになったということでありますが、文書の作成

の仕方として、ちょっと私、おかしいと思いますのは、普通、休暇願いということが、

表題が上に来て、最後に宛名、また日付、それから差し出す人、これを書く場合には、

普通は、上段に書く場合は、日付があって、宛名があって、それから差し出す人を書く

というのが通例です。しかし、最後に書く場合は、通常は日付を書いて、自分の名前を

書き、それから最後に宛名を書くというのが、普通、行われる一般的な方法です。これ

をお書きになった方は、余り手紙等を、文書等をお書きになった経験がない方だと思う

んです。

まさか、教育次長がお書きになったとは、私、思いたくないんですが、これは、だれ

がお書きになったんですか。

0市長(森田喜美男君) 1日の目の、議会開会前の時刻だったと思いますが、本人が

私の前に見えて、今回の教育委員会を挙げて取り組んでまいりました、いわゆる40入学

級制が、議会の理解が得られなかった、ということについての陳謝の言葉と、それから、

何か自分の身を処したい、というふうな発言があったかとは思いますけれど、私は全く

それは受理する意思はないということで、つまり、そういう事実は、私は認めておりま

せん。

0議長(市川資信君)

024番(古賀俊昭君)

古賀俊昭君。

わかりました。

市長は、求人が、長沢教育長が市長のところを訪ねたということで、そのやりとりの

中で、その場で陳謝の言葉とともに、辞意、をにおわす身の処し方について、何かあった

ようだというお話でありますが、文書での提出があったかどうか、ということを私、お

聞きをしているわけです。つまり、書面にしたためたもので、長沢教育長は辞表を提出

をしたのかどうか。この点、回答がありませんでした。
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を漏らされても、辞表もお書きになっていないようなんですが、私がし、ろいろ聞く範囲

では、文書で出された、というふうに取り得る、灰関する話を聞いているわけですが、

これは、総務部や教育委員会等にも、存在をしないものなのかどうか。

市長は、文書はない、というふうにおっしゃったわけですが、いかがでしょうか。

O議長(市川資信君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 文書は受けていませんので、存在いたしません。

O議長(市川資信君) 古賀俊昭君。

024番(古賀俊昭君) 総務部長、いかがですか。

O議長(市川資信君) 総務部長。

0総務部長(山崎彰君) お答えいたします。

私自身も、新聞でそのようなことは知っただけでございますので、事実は、見てもお

りませんです。

0議長(市川資信君)

0議長(市川資信君)

0市長(森田喜美男君)

O議長(市)11資信君)

024番(古賀俊昭君)

024番(古賀俊昭君)

市長。

私は、受けていない、とこういうことであります。

古賀俊昭君。

長沢教育長は、休暇届けも御自分でお書きにならないし、辞意

すると思うんです。

今、教育次長がおっしゃった、教育委員長に提出をされたものは、どういう経路で教

育委員長にお渡しになったのかどうか。中身については御存じない、ということであり

ますが、その文書については、教育委員長の手元に、現在、行っているのかどうか。そ

の点、いかがでございますか。

0議長(市川資信君) 教育次長。

0教育次長(砂川雄一君) お答えをいたします。

中身は、私は確認をしておりませんけれども、封書を、これを教育委員長に渡してほ

しい、ということでございましたので、教育委員長にお渡しをしております。

ただ、教育委員長は、もちろん、当然、中身はごらんになったと思いますけれども、

2日の日に、教育委員長は、その封書を、教育長が引き続き頑張りたいということで、

教育委員さんが集まった席で表明なさいましたので、封書を破棄をされた事実は、目撃

をしております。

以上です。

O議長(市川資信君) 古賀俊昭君。

024番(古賀俊昭君) 教育委員長に出された文書は、辞表であったということは、思、

古賀俊昭君。 い当たるわけでありますが、長沢教育長が、みずから筆を取ったものであったでありま

しょう。

ただ、ここで問題になるのは、市長の行動、及び言動であります。本人が4月の 1日

に、午前中、市役所に来て、辞意をほのめかした。そして、市長からは、そのことにつ

いては、受け付けなかったので、ありましょう。認めない旨のお話があったのかもわかり

ません。

であれば、辞意を認めないということであれば、一般質問が行われる議会に、当然、、

出席をするように要請するのが、市長の役割ではありませんか。本人に対して(I診断

書が出るほど疲れているんだjと呼ぶ者あり)、議会出席を不要とする、何か理由があっ

たのかどうか。当然、教育委員会に対して、一般質問の通告をしている人もいるわけで

すし、予算委員会で、あれだけ活発な議論が展開をされたわけです。それを受けての、

一般質問であります。

教育長に対して、教育長の辞意を認めないのであれば、当然、診断書も何も出ていな

い、欠席届けも出ていない、休暇願いも出ていない時点で、議会に対する出席を求める

のが、市長の、相談を受けたのであれば、役割じゃありませんか。いかなる理由をもっ

教育次長は、いかがでしょうか。そうし、う、辞表の存在につい

て、いかがですか。お知りになっていますか。

教育次長。0議長(市川資信君)

0教育次長(砂川雄一君) お答えいたします。

市長の方へ出されたといわれている、御質問されている辞表というものについては、

私も見てはおりません。

ただ、教育委員会については、教育長から、密封された文書を受け取って、それを教

育委員長に渡してほしいというので、教育委員長にお渡しした、ということはございま

す。中身は、確認はしておりません。

0議長(市)11資信君) 古賀俊昭君。

024番(古賀俊昭君) 私どもが、恐らく議会の大方の方は、同じだと思うんですが、

辞表という、みずからの身を処するに当たって、大事を決する場合に、軽々に進退に触

れることを口頭で、述べたり、それから、人に相談をしたりは、しないわけですね。 最終

的に意を決する場合には、その結果、何かの文面にそれを記して、普通であれば用意を

。。
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て議会出席を不要としたのか。市長のお考えを、はっきりお聞かせをいただきたし、と思

います。

0議長(市川資信君) 市長。

も、しかし、それを認めないならば、議会に対して当然、出てくるように、出るように指

示をするのが、私は市長の役割だと思うんです。

休養するように言ったということは、先ほど市長がおっしゃったことと、違うんじゃ

ないですか。帰ったのを知らなかった、とおっしゃったでしょう。どういうことなんで

すか。

0市長(森田喜美男君) 当日、正確な記憶ではないかもしりませんが、 (二、三目前

のことだJと呼ぶ者あり)教育関係の会議がある、という話はしました。しかし、それ

が議会に支障になるとしヴ、そういう意味で受け取ってはおりません。

後は、本人の行動だ、ということのように思うわけでありますが、議会には、出席さ

れるものだ、というふうに思っておりました。

0議長(市川資信君) 古賀俊昭君。

024番(古賀俊昭君) これは、おかしな、奇怪な話なんですね。市長は、教育長が見

0議長(市川資信君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 当日の記憶が不正確かもしりませんけれども、ということを

言ったわけですが、疲労が非常に厚いという状況は、つまり、正常な自分の意思表示が

はっきり、正常な状態を、ちょっと逸しているんではないか、という懸念は持った、と

こういうことはございます。

0議長(市川!資信君) 古賀俊昭君。えたときには、教育長、御自分でここにお見えになったわけですから、一応、健康と見

ていいわけです。そして、その場では辞意を漏らしたけれども、辞めたい旨の言葉はあっ

たんでしょう。しかし、市長は、それを認めるつもりはなかった。

ということであれば、教育長が黙って、そのまま市長に何も言わずに帰るとは、思え

ないわけです。ですから、 1日、一ノ瀬副議長から、議会に報告があった旨の話が、あっ

たんじゃないんですか。これは、市長が認めたからでしょう。勝手に帰った、みたし、な

ことを言っちゃだめですよ。

0議長(市川資信君) 市長。

024番(古賀俊昭君) 正常な状態とは見がたいと、健康状態を判断をすれば、健康診

0市長(森田喜美男君) ちょっと日取りを間違えたかもしりませんが、非常に疲労を

断や、診断書を添えての休暇の願いというのが、当然、 1日か 2日、まあ 4日には出さ

れても、私は当然だと思うんです。診断書が出てきたのは、きょうなんですよね。

( r常識以前の話だよ」と呼ぶ者あり)

議会に対して、出席をして説明をしなければならない。そして、教育に関する、今回、

いろいろな争点もありました。テーマもありました。そういう点で、教育長に対して、

重ねていろいろな一般質問の場で回答を求める、そうした場面というのは、多々予想さ

れるわけです。

その一般質問の場に、教育長が出ないということは、よほどの理由と、正当な手続が

行われていなければ、議会として、我々は認めることができないわけです。これは、議

会無視、議会軽視といわれても、全く仕方のない、私は、行為であったと思います。

こういう点、休暇願いの提出といい、それから 1日、それから 2日にかけての市長、

並びに教育長の一連の行為は、公務員として、また、教育委員会の教育長という身分、

立場、また、市長は、市長としての立場をわきまえない軽率な行為であった、と思いま

す。こういった行為が、 議会で見過ごされると思っている方も、随分私は、甘っちょろ

いと思いますが、私たちが指摘を受けて、初めて診断書が出てくる。休暇願いもあるこ

とがわかる。しかも、書かれている書式は、かなりし、ぃ加減なものだ。また、辞表を出

したことについては、教育委員長に出されていることを、市長は知らないというし、教

育委員会では、教育委員長に出されたものがあった、とし、ぅ。全くちぐはぐじゃありま

しているから、とこういう申し出がありましたので、休養するように、ということは私

が言いました。

0議長(市川資信君)

024番(古賀俊昭君)

古賀俊昭君。

市長は、今、 1日の時点で、長沢教育長が辞表を持って見えた

のかどうかは、私は、その時点ではわかりませんが、休養するように言った。では、議

会に出なくてもいい、ということじゃないですか。

1日の時点では、休暇願いも、それから、病気を理由にした欠席届けのようなものも、

何も出ていないわけですね。みな同じように、委員会には出席をして、みな予算委員会

のメソパーの人たちは、同じようにやはり疲れもしたで、しょうし、市長だって同じだと

思うんですよ。

教育長は、確かに、いろいろ過去に御病気なさったこともあります。しかし、一般質

問が行われる初日に、辞表、辞意、云々というやりとりが、あったかもわからないけれど せんか。
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こういったことが背景にあって、何かまともな仕事ができると市民は思わないと、私、

思います。最低のルールとか、最低の規則が守られないで、しかも教育委員会や市役所

の中で、継ぎはぎとし、し、ますか、その場しのぎの、おためごかしの対応で、議会をごま

かそうとする姿勢は、厳しく糾弾されなければなりません。

今回の教育長の一連の行為は、かなりの心労と、また疲労もあったと思いますが、教

育長としてとるべき行為、行動としては、非常に不可解であるし、軽率であったと思い

ます。ですから、市長についても同じことが言えるわけでありますが、当然、しかるべ

き責任をとってもらわなければ困る、と私は思うわけであります。(r児童生徒に、ど

うやって示しつけるんだJr変形40入学級を実現することにある」と呼ぶ者あり)

特に、行政の長に立つ人は、たとえ、いろいろ困難な場面に当たったとしても、先進

的な方向感覚を失っちゃいけないんですよ。追い風で進むときは、だれでもうまく仕事

ができるんです。しかし、何か新たな事業をやるとか、これは困難だと思ったときに、

何か、そのことで心の患いを訴えたり、精神の方向感覚を失うというようなことでは、

これからの大変な行政運営を行ってし、く上で、十分その責任が果たせるのかどうか、非

常に私は不安であります。

ですから、議会は、例えば、船に例えれば、方向を失ったときには、方向を示す北極

星のようなものを見詰めて、間違いなく進路を定めて、進んでし、くわけです。だから、

議会でこう言って我々が主張をすることは、みずから置かれている教育長の位置、地位

というものを、はっきり認識させるに十分足りる、私どもは議会の今回の発言であった、

というふうに思うわけです。

ですから、教育長は、今回のやりとりを、いろいろな形で承知されると思いますが、

御自分の置かれている位置というものを、また、議会でのやりとりというものを、十分

そんたくをして、進退に誤りなきを喫していただきたし、と思うわけです。ですから、教

育長は、向こう何日聞かはお見えにならないかもわからない。そして、一度書いた辞表

は、なにか撤回をされたようでありますが、大事を決めて、みずからの進退を考え抜い

て決めた結論が、なにか他人の言説とか説得で変わるというのも、なにかそこに美学を

感じないものがあるわけです。

教育長として、長として、これから教育委員会を率いて行かれるならば、みずから今

置かれている立場、みずからの位置というものを十分に、方向がわからなくなって、どっ

ちを向いているのかさっぱりわかりません、人に言われて右か左だということで、自分

の行為を決定していかれるのは、これはちょっと謹んでいただかなければならない、と

私は思うわけです。

最後に、市長と、教育長には後から伝えていただきたいと思うわけでありますが、別

に、逃げ場のない袋小路に教育長を追い込んで、避難を浴びせようとは、毛頭思いませ

ん。しかし、 「小人の過つや必ず文るJとし、う論語の言葉があります。これは、小人物

は過失を犯した場合、徹底的に改めて、今後の行いを正しくする心がけがない。とりつ

くろって、その場だけを済まそうとするので、向上がない、という論語の言葉でありま

す。ひとつ、この言葉を十分にかみしめていただし、て、今後、教育行政が円滑に、また、

責任というものの取り方、こういったことをきちんと、議会からとやかく言われること

なく、果たしていっていただくように、お願いをして、私の緊急質問を終わります。

0議長(市)11資信君) 市長。

0市長(森田喜美男君)

ます。

今後とも、方向を誤るということは、もちろん私はございませんが、教育長にも、よ

り人間的な陶冶をお互いに励みまして、今後、頑張らせていただく条件をみずから確立

御指摘の点、まことに胸にこたえるものも、受けとめており

したい、とこのように考えて、お答えといたします。

0議長(市川資信君) これをもって、長沢教育長の進退問題を含む一連の職務放棄の

責任の件についての緊急質問を終わります。

お諮りいたします。長沢教育長の「学習グループ学級」に関する辞職発言の件につき、

山口達夫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ありませんか。

( r異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(市川資信君) 御異議ないものと認めます。よって山口達夫君の緊急質問を日

程に追加し、発言を許すことに決しました。山口達夫君の発言を許します。

(5番議員登壇〕

05番(山口達夫君) 長沢教育長の、学習グループ学級に関する辞職発言について、

ということで、緊急質問をさせていただきます。

「法律は不知を許さず」という言葉がございます。行政法などで考えてみますと、右

側通行とし、ぅ、これ、知らないで左側通行しているからといって、それはいけませんよ、

ということですね。スピード違反も、全く同じです。ま してや、その他の、刑法法規に

ついても、全く同じでございます。 r法律は不知を許さずJ私は、これをまず最初に、

冒頭、お話させていただきます。
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それで、今回、辞職一ーその前に、休暇願いを出された、ということでありますけれ

ども、 4月の 1日に、既に休暇がもう始まっているわけです、現実には。しかしながら、

実際に提出されたのは、口頭による 4月4日の提出であった。こういうことであります。

私は、どう見ても、これは服務規定に違反しているんではないか、とこう考えるわけ

ですけれども、その点について、まず御見解を伺いたい。

0議長(市川資信君) 山口達夫君の質問に対し答弁を求めます。総務部長。

0総務部長(山崎 彰君) 1日の休暇でございますが、 1日の休暇については、私ど

もの手元には来ておりません。

先ほど申し上げましたように、休暇については、その主幹部において提出されており

ますので、総務部に来ます場合は、一日なり二日、あるいは緊急の場合は、その日にも

う参りますけれど、そういうことがありますので、私の手元では、そういう時差が出て

おります。

それで、主幹部の方でそれを受け取ったかどうか、ということが、ちょっとこちらで

は確認ができておりません。

0議長(市川資信君) 教育次長。

0教育次長(砂川雄一君) お答えをいたします。

確かに身分上の取り扱いについては、教育委員としての面と、教育長としての面と、

両面持っておりますけれども、実際問題としては、これは教育長は必ず教育委員の中か

ら選ぶ、という形になっておりますので、そういう面では、不可分なものだ、というふ

うに理解をしております。

0議長(市川資信君) 山口達夫君。

05番(山口達夫君) 質問にお答えがないわけですけれど、私は、重ねてお伺いしま

すが、教育委員として、この議会で答弁するんであれば、それは教育委員長でなきゃい

けない。これは、統括責任がございますので。改めて、再度、御質問します。議会に出

席するのは、教育長としての役割で出席されているんでしょう、違いますかo

O議長(市川資信君) 教育次長。

0教育次長(砂川雄一君) 教育長であり、教育委員である長沢三郎については、その

0教育次長(砂川雄一君) お答えをいたします。

両方は不可分のものとして、一体のものとして考えられている、というふうに思います。

ただ、実際の席の表示は、教育長となっておりますので、ただ、教育長から教育委員

という性格を分離することは、難しいんではないか、というふうに私は理解をしており

ます。

私どもは、先ほど教育長の法律上の身分の取り扱いについて、ございましたけれども、

一般的には、やはり特別職に準ずるものという形で、日常的に理解をして、やっており

ます。これは、ほかの各市とも、大体、似たような取り扱いに、日常的にはなっている

ものでございますすから、長期にわたって病気療養をするとかとしヴ場合は別にして、

一日とかというような場合については、私どももそこまで、今までの経緯から言っても、

考えておりませんでしたので、 1日の分について、休暇願いなり届けなりを私どもの方

では、つくることを、教育長の方に事務的に要望をして、おりませんでした。

0議長(市川資信君) 山口達夫君。

05番(山口達夫君) この慣例が、果たして合っているかどうか、なんですがね。先

ほど、次長の方から御答弁ございましたけれども、教育委員である職は、これは特別職

だ。しかし、教育長という職は一般職である、という御答弁がございました。

長沢教育長は、両方を兼ねているわけでございますすが、議会への出席というのは教

育委員としてなさるのか、それとも教育長としてなさるのか、どちらでしょうか。お開

きします。

0議長(市川i資信君)

05番(山口達夫君)

山口達夫君。

それでは、お伺いしますが、教育委員が教育委員会から離れて、

独自に答弁することができるんでしょうか。教育長であれば、これは日野市の行政の中

で、教育行政について、全般にわたって答弁することができると思うんですが、 教育委

員としての答弁も、その中に含まれている、というお考えでしょうか。

0議長(市川資信君) 教育次長。

0教育次長(砂川雄一君) 教育長は、教育委員会の権限に属する事務の委任を受けて

0議長(市川|資信君) 教育次長。

おります。それに従って、教育委員会の事務局を統括している責任者でございますので、

その範囲で、教育長が判断をし、答弁するととは、できると思います。

なおかっ、教育委員会で決議なり、審議をしていただいて決められた事項も、当然ご

ざいます。委任は受けていないけれども、教育委員会として、決められた事項について

は、決定された事項については、教育長は、当然お答えができると思います。

0議長(市川資信君) 山口達夫君。

05番(山口達夫君) 私は、教育次長の答弁は、非常に不誠実だと思うんです。なぜ

かとし、し、ますと、市長を中心として、その補助職として、ここへ出ているんですよ。そ
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うじゃない、別個の教育委員会の委員長として、あるいは委員として出ているんじゃな

いんですよ。市長の補助職なんですよ。だから、教育長なんですよ。だから、そこには

教育長と書いてあるんです。それを、今の一般職から特別職に絡んで、そこのところで

防波堤を設けようというのは、非常に不誠実だ。

やはり、方の不知は許さずで、今まで、そういうぐあいにやっていたかもしれないけ

れども、実は、教育長にはその二面があるから、ですから 4月1日についても、当然、

休暇願いは出さなきゃいけなかったんだ、とこうあるべきでしょう。

なぜ私がこれを言うかとし、し、ますと、上がみずからを正さずして、どうして下を正す

ことができますか。やはり上司は、それなりの、やはり姿勢を正すという姿勢が必要だ

と思う。そうでなければ、どんどん乱れていくじゃないですか。

私は、そういう意味で、今の答弁は、非常に不誠実だと思うんです。もう少し、私は、

いろいろなこと、あり得る。これだけの大きな組織を動かしてし、くわけですから、すべ

てがすべて、完全無欠にできることはないわけですよ。しかしながら、そのときに当たっ

ては、先ほど古賀議員が言いましたように、やはりどんなことに対しても、誠実にそれ

に対処しなきゃいけない。糊塗するようなことを、私は断じていけない、許されるべき

ではない、こう考えるわけです。

その問題は、議論がかみ合わないようですから、次に進みますが、議会中ないし議会

前に、教育長はいろんな場で、みずからが辞職する旨の発言をされております。私は、

これに対しては大変大きな疑問を感じておりました。

と言いますのは、その発言を聞いた、いろいろな方から、私のところへ、電話なり面

会がございました。大変心配している。教育長がみずからの職をかけるといっておられ

るんで、 40入学級、今の学習グループ学級については、どう対応したらし、し、んだろうか

と、随分悩まれていました。

それを受けて、私たちも、やはり議員も、教育長が日ごろかけている教育に対する情

熱を、私なりに評価しております。そういう意味で、教育長がこの問題に職をかけると

いわれますと、人情的には、かなりの負担を受けるわけであります。私は、その意味で、

事前に、あるいは議会中に、こういう発言をされるということは、非常に問題がある。

議会が、公正な判断、審議権を行使しようというときに、心理的な圧力を感ずるわけで

あります。

そこで、現に、議会中ないし議会前に、どんな発言があったか、了知している範囲で、

ぜひ発表していただきたい。辞意に関して。

0議長(市川資信君) 教育次長。

0教育次長(砂川雄一君) 今の御指摘、御質問、大変難しいんですが、今まで、議会

の中の審議の過程で、特に本会議で御質問があったときに、例えば、変形40人学級につ

いて、仮にそれがうまくし、かなかったときに、どこに責任があるのかという、たしか御

質問があったと思います。

それに対して、御質問の趣旨は、例えば、学校長に責任が行くのか、というようなこ

とが含まれていたんではないと思いますけれど、それに対して、教育長が、学校には、

校長には責任を負わせません、それについては、すべて教育長に責任があります、とい

うような答弁をされたのが、この議会で最初のあれではなかったか。

あとは、予算審議の中で、それに類するようなことがあったんではないか、というふ

うに思いますけれども、この議会での冒頭の発言は、そういうことではなかったか。

ですから、それはあくまで学校現場にはないんだ、ということを言うために言ったん

ではないか、とそういうふうに私は理解をしております。

以上です。

O議長 (市川資信君) 山口達夫君。

予算委員会の中でも、大変、何度も発言されているんですよ。05番(山口達夫君)

これが通らなかったら私は職をかける、というような旨の発言があるんですよ。ですか

ら、議会が一つの良識に基つ守いて、学習グループ学級というものに対しては、まさに一

つの結論を出したわけで、すO それで、予算委員長が本会議の席で言いましたように、子

供の教育とし、う立場から、だれもが一致した立場から、これを論議したということは、

明確に発言されている。私も、全くそのとおりだと思うんです。

ですから、こういう辞職発言が、あるいは辞職に類するような発言が、議会ないし予

算委員会でなされたということに対しては、私は非常に強い疑問を感じているわけです。

それで、多くの者は「そうか、これが通ったら、修正案が通ったら、何らかの形での

教育長の表明があるのかなO あるいは、いつあるのかなJと、こうし、う話だったわけで

すよ。ところが、突然、新聞の中で、教育長辞表撤回、とこういう話が出た。

私は、非常に憤りを持った。議場の中で、辞職に類するようなことが話が出て、なぜ

議場の中で、それを説明しないか。記者会見をして、記者会見の席上で撤回をする、と

いうだけにとどまっているというのは、何だろうか。私は、やはり 1日の目、そして 2

日の自には、もう撤回をしたとすれば、何とかして、その場が欲しい、ということで、

市長に、その場を欲しい、ということの申し入れをしなければ、おかしいですよ。それ
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を、そのままに、我々の石坂会長が、我々の会派の会長が緊急質問をしない限り、この

問題については、うやむやのままで終わってしまおうとした。私は、そこが大変問題が

ある。(i緊急質問しても、うやむやじゃないかJ i本人はいないんだよ、本人は」と

呼ぶ者あり)私は、現在、こうして我々が緊急質問を重ね、この問題を論ずること自身

に、議会の混乱の責任がある、とこういうぐあういに考えているわけであります。

教育長が、みずからが辞表を出す、辞職についての話をするということは、およそ大

きな決意があったに違いない。一般職の職員において、辞表を出してから、翌日撤回す

る、というような例があるでしょうか。

そこで、私は、少し、その辺のところをお聞きしたし、わけです。総務部長、今まで、に、

辞表を提出し、ないしは辞表の意が表明されてから、そんなに、かくも簡単に撤回がさ

れるというような例は、あるんですか。一般職の例でお話し願いたいんですが。

0議長(市川資信君) 総務部長。

0総務部長(山崎彰君) お答えいたします。

私が総務部長になりまして、そうした問題で、辞表とか、あるいは役所を辞めたいと

いうようなことは、相談は 1件受けました。しかし、それは私の段階で、辞表を預かつ

て、保留しております。そして、その問、まだ提出したということじゃなく、留意して、

というふうな形で、それはやっております。

それですから、普通の場合、そうしたことで、もし、どなたで、もそうですが、職員が

辞めるということについては、何らかの理由があって、正当の理由があって、転勤、ど

こか圏外へ出るとか、そういうことであれば、これは仕方ない。そのほかについては、

必ずや市の部長、課長において、留意とか、そういうことを、時間をかけまして、お話

しして、そうしてやってし、く、というようなことは、そういうふうな経過をとっており

ます。一般的にはです。

0議長(市川!資信君) 山口達夫君。

05番(山口達夫君) 今までの例であると、どうなんでしょうか。どうも、話がはっ

きり見えないんですけれどね。

0議長(市)11資信君) 総務部長。

0総務部長(山崎 彰君) 今申し上げましたように、本人が辞表を出されても、それ

を一応、理由によっては留意して、あるいは保留して、そして二、三日考えさせて、そ

れから、今辞めなくてもし、いじゃないか、とかし、うようなことと、上司の対応策はあり

ます。

しかし、それが時間はかけて、どうしてもだめだとなった場合には、正規に受け付け

を、そこから、その時点で本人との話し合いの中で、では 3日前に出されたものであっ

ても、それが結果的にどうしても本人が辞めたい、ということであれば、そこで 3日後

に初めて受け付けしてし、く、というような形をとっています。

0議長(市川資信君) 山口達夫君。

05番(山口達夫君) 教育長という重要な職にある者が、出処進退とし、う、公務員に

とっても、一般にとっても、大変大事な問題を軽々に話され、または提出をされた。そ

して一方で、我々がそれをさらに撤回し、議場における、あるいは委員会における発言

と異なった状態になった、ということを知ったのは、新聞報道である。そして、今現在

もまだ何らの説明もない、ということを考えますと、私は、これは非常に議会軽視であ

る。これは、何らかの形で、教育長に、議会場でその経緯、それから心境、その他につ

いて、お伺いしなければならないと思うんですが、そのようなことについての御見解を

お伺いしたい。

これは、本人がいませんので、市長にお伺いします。

O議長(市川資信君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 本人が、目下、病気休養中とし、う状態でございますのと、今、

質問の中に言われております、議案の責任と、それから、何か審議をいただく、それに

伴って、個人的な心情を、もし述べるというようなことは、これは正常なことではない

わけでありますし、そのあたりに、もう既に正常を失っている、というふうにも、人間

の疲労こんぱいの際には、場合によったら、あり得ることかもしりません。

しかし、そういうことを言ったとしても、それは全く誠実を欠くということではなく

て、私どもも同様に、誠心誠意、議案の審議に対してお答えをしてし、く、ということが、

本来の責任者の議場の務めである、とこのように理解をいたしております。

0議長(市川資信君) 山口達夫君。

05番(山口達夫君) そういう御答弁であれば、なおさら、正常な判断になったとき

に、それらを振り返って、議場において十分な説明をする。そういうことによって、審

議が、我々が公正、妥当に審議する、という立場にあるわけですから、個人的な問題を

そこに持ち込まれることによって、市民が、非常に不当にゆがめられる可能性がないと

は言えない。我々は、結果においては、十分な審議を尽くし、 公正な結果を得たわけで、

ありますけれども、この件につきましては、やはりどう考えても、そのような正常な状

態になった段階で、少なくとも表明が必要ではないか、 とこう思うわけですけれども、
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再度、御見解をお伺いしたい。

O議長(市川資信君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 了解いたしました。

O議長(市川資信君) 山口達夫君。

05番(山口達夫君) 私は、教育長が休まれたということで、心配する声も、多々あ

0議長(市川資信君) 教育次長。

0教育次長(砂川雄一君) お答えをいたします。

4月3日の新聞報道につきましては、 4月の 2日、土曜日に、先ほども申し上げまし

たように、校長会がございましたし、その後、教育委員の皆さん方に集まっていただい

て、議会での教育費に関する審議経過と結果について、御報告を申し上げたわけですが、

その後、記者の方がお見えになって、教育長とお会いになっております。

私も、時間の一部は同席しておりましたけれども、全部の時間を同席しておったわけ

ではございませんので、どういうことが、取材の際に話されたかは、十分には理解をし

ておりませんo ですから、ここに書かれている記事のうち、どこが正しくて、間違って

いるか、ということについては、私は、ここで申し上げられません。(r教育委員会で、

臨時委員会で、ゃったんだろう。引き続いて頑張りますと言ってJr辞意を表明する事

実は、あったんで、しょうよ」と呼ぶ者あり)

教育長は、この日以外にも記者の取材を受けておりまして、学習グループ。学級の問題

に関しては、議会での審議を尊重して、今後、対応していきたいというふうに、もう答

えておりますので、それが教育長の真意ではないか、というふうに私は理解をしてお り

ます。

るとは思いますけれど、ただ、やはり一つの職を得てやっているわけですから、それに

ついては、きちんとした対応が出されなきゃいけない。手続も、きちんとやらなきゃい

けない、と常に思っているわけです。

先ほどのお話で、次長の話も、非常にかばうような話がありますけれども、かばって

済まされることではないわけですよO やっぱり、そういうところが崩れてくれば、ほか

のところも同じように、甘えが出るわけです。ですから、教育界の全体を担っている者

は、かようなことを周りで、逆な意味で不当に支えるというのは、私は大変問題がある

と思っております。ぜひ、その辺のところについて、もう一度、謙虚に反省していただ

きたい。

一つ、先ほどで、記者会見の問題が出ましたので、どうも記事が不正確であるような

印象を与えかねない、外からの発言が、不規則発言がありましたので、ちょっとその辺

のところを、突っ込んで、話を聞きたいんですが、今までの教育委員会が行った定例記者

会見、あるいはその他の記者発表の中に、事実に相違するんだ、というようなことがご

ざいましたでしょうか。

あるいは、それに対して抗議をした、というような事実が、今までにあったかどうか

を、お開きしたいと思います。

0議長(市川資信君) 教育次長。

0議長(市)11資信君)

05番(山口達夫君)

山口達夫君。

1社だけでなく、 1社以上が、ほとんど同じ内容の記事を載せ

0教育次長(砂川雄一君) お答えをいたします。

ているということに、私は、かなり事実に近いものがあるんではないかな。また、新聞

がうそを発表するということは、ちょっと考えられませんので、そういうぐあいに考え

ているわけです。

そうなりますと、大事なことは、 1日は、これを見ますと、 1日はどうも市役所には

来て、そしてその後、辞めるということで、あいさつ回りをしたんだ、とこういうふう

に書いてあるわけなんです。この辺については、議会に出なければならない、病気であ

るから、過労であるからということで出席をされなかった、それを認めたという状態を、

十分に事務局も承知しているわけですから、こういう状態、で外にあいさつに行くという

ことは、かなり問題があるということで、新開発表が出Tこ後、教育長と何らかの話をし

たんで、はないか、と思うんですが、その辺については、いかがでしょうか。

0議長(市川資信君) 教育次長。

今まで、この問題に関して、教育委員会単独で記者会見なり、記者発表を行ったこと

はございません。今まで、記事とされておりますのは、いずれも新聞社の取材によるも

のでございます。

以上です。

O議長(市川資信君) 山口達夫君。

05番(山口達夫君) そうしますと、 4月2日の長沢教育長の辞表撤回についても、

全く同様だと理解するわけですけれども、どうし、う事情で、この新開発表がなされるに

至ったか、その経緯をお聞きいたします。

0教育次長(砂川雄一君) お答えをいたします。

4月の 1日については、先ほども市長の話もございましたように、短時間、教育長は
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会われましたので、朝、本庁には、短時間お見えになっておりました。その際には、私

も会っておりますけれども、その後のあれについては、私どもは承知をしておりません。

どこへ、どういうふうな行く、というような形での、事前の連絡を教育長から受けたと

いうことはございません。

以上です。

O議長(市川資信君) 山口達夫君。

05番(山口達夫君) 私がお聞きしているのは、そういう状態になってから、次長と

して、教育長を支える立場において、いや、それはまずいよ、とし、う御発言、あるいは、

教育長との間で会話があったか、ということを質問したわけなんです。

結局、今までの経緯を眺めればわかりますように、 4月の 1日に過労ということで議

会を欠席された者が、辞表を出して、そしてそのあいさつ回りに回るということは、矛

盾があるわけですよ、非常に。

ですから、その辺については、こういう新開発表があったということは、それが事実

であるかないか。もし、事実としたら、それについてはどう考えるか、その辺の所を、

教育長とお話しなさるのが、ごく普通の対応ではないかな、とこう思ったわけで、す。そ

こで、お聞きしたわけなんで、すけれども、いかがですか。

0議長(市川資信君) 教育次長。

ても、そういう意味で、きちんとした姿勢を示さなければいけないんだ、ということを

再度申し上げまして、この問題については、質問を終わります。

0議長(市川|資信君) これをもって長沢教育長の「学習グループ学級」に関する辞職

発言の件についての緊急質問を終わります。

お諮りいたします。議事の都合により暫時休憩いたしたいと思いますが、これに御異

議ありませんか。

c r異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(市川資信君) 御異議ないものと認めます。よって暫時休憩いたします。

午後6時12分休憩

午後 7時53分再開

0教育次長(砂川雄一君) 4月1日も、朝、短時間お見えになった以後の行動が、ど

0議長(市川!資信君) 休憩前に引き続き会議を開きます。

お諮りいたします。本日の会議はこの程度にとどめ延会いたしたいと思いますが、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(市川資信君) 御異議ないものと認めます。よって本日はこれにて延会するこ

とに決しました。

本日の未了日程は、あすの日程といたします。

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、これにて延会いたします。うし、う行動をお取りになるつもりであったかどうかは、 4月1日現在では、私は理解を

しておりませんでした。体のぐあいが悪いということでございましたので、私は、当然、、

療養するもの、という形で理解をしておりました。

それで、 4月2日に、 4月1日の行動の一部について、教育長自身から、私も話は聞

いております。しかし、 4月2日時点では、一応、引き続き教育委員会での仕事を続け

たいんだ、とそういうふうに私は聞きましたので、私自身としては大変ほっとした、と

いうことでございますので、 1日の行動そのことについて、教育長と何らかの意見を交

換する、ということはしておりません。

0議長(市川資信君) 山口達夫君。

午後 7時54分延会

05番(山口達夫君) 今までの質疑の中で、やはり教育長と教育次長の中でのやりと

りが、十分になされていないんだな、ということを感ずるわけですけれども、先ほどの

休暇願いにしましても、私は、事務局側で、その辺のところをきちっと教育長に言い、

教育長もまた、それに対しては、対応をきちっとしなきゃいけない。また、議会に対し
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議 事日程

日程第 1 一般質問

本日の会議に付した事件

日程第 1

昭和63年 4月6日(水)

午 前 10 時開議

-636-

午前10時8分開議

0議長(市川資信君) 本日の会議を開きます。

ただいまの出席議員22名であります。

これより日程第 l、一般質問を行います。

一般質問6のし日野市への病床規制をせぬよう都に申し入れよの通告質問者、竹ノ

上武俊君の質問を許します。竹ノ上武俊君。

(29番議員登壇〕

029番(竹ノ上武俊君) ただいまから一般質問をさせていただきます。

私の順番が回ってきた途端に緊急質問が出まして、 1日半待たされましたでしょうか、

大分待たせていただきましたので、その分じっくり、ひとつ、やらせていただきたし、と

思います。

3問を通告どおり質問する前に一言前置きをさせていただきたいと思います。

私の通告の中に、答弁者として教育長を予定をいたしておりました。教育長は、御承

知のとおり行き届いた教育実現のための学習グループ学級について自説をお持ちであり、

相当本定例会において、その自説を訴えて奮闘されたように思います。ですから、それ

に関する予算が修正された程度で休むということは、私も若干残念に思うわけでござい

ます。あえて出てきて自分の信念を連日やっていただく、貫いていただく、ということ

が民主的な教育行政、中立の教育行政をとる教育長としては、ふさわしいと思います。

しかし、野党の皆さんのように、あのように心臓の大病をされ診断書も出ているのに、

あこぎに冷たく出席を迫る、というようなことは、私は一人間としていたしたくござい

ません。教育次長でも十分に私の質問に答えていただける、と確信をいたしております

ので、予定どおり一般質問に入りたし、と思います。

今回の一般質問 3問につきましては、ちょうど、ことしが地方制度制定1∞年に当たっ

ている年でもあり、また地方自治法施行40周年に当たっている年でもございます。そう

いう立場から、地方自治の本旨に基づいて日野市にがんばっていただきたい、というこ

とに関する 3点について一般質問を通告した次第でございます。

それでは、第 1件自の日野市への病床規制をせぬよう都に申し入れよ、というテーマ

につきまして一般質問をさせていただきます。

東京都衛生局の保健医療計画調査会の答申が、いよいよ目前に迫ってきております。

そういう時期に当たりまして、一言市長に要望する立場から質問をさせていただきたい

と思います。
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今、私たち国民の医療に対しては、さまざまな問題が起こっております。このことに

ついては、さきの定例会におきまして、るる申し上げました。おさらいのような気持ち

で、もう 1回この問題について申し上けYこいと思います。

大きく言って私たち国民の医療問題が、国民負担の形で正しい医療制度がつぶされて

し、く、そうし、う流れがある、というふうに思っております。その一つは、ベッド規制の

問題でございます。現在、全国に157万床あるベッドを厚生省は90万に減らす、そして

お年寄りを老人保健施設に病院から排出して押し込もう、としろ、そういう動きが強まっ

てきているわけでございます。こういう中での厚生省の指示に従った東京都のベッド規

制の動きがあるわけでございます。

また、第2点といたしましては、国民に対する医療の差別がだんだんと激しくなって

こようとしている点でございます。それは差額ベッド、保険給付ではない有料の料金に

よって医療をさせていこう、給食費や看護の料金等についても差額を設けていい、とい

う方向に厚生省は指導しているわけで、ございます。

また大学病院にありましては、外科の初診料等幾らでも無制限に取っている。こうい

う方向に、医療制度が国民を差別する方向で進んできている、こういうことが言えると

思います。

第3点目は、民間活力の導入でございます。病院に投資の制度を認めて株の配当を認

めさせる、そして、この配当も 1割2割、こういうところまで認めるという方向を厚生

省や財界が打ち出してきております。また訪問看護制度について、民間企業によってこ

れを行わせよう、こういう方向も打ち出されてきているわけでございます。

そういう中で、オリ γピックグループであるとか横河電機の系統などが病院建設に乗

り出し、あちこちで住民の反発を受けております。また保谷市におきましては、大手建

設会社が病院をつくるという話を持ち込んで問題になっている、ということでございま

ここから答申が出される、そして年内にも都知事の公示という形で正確な決定が行われ

る、こういう動きでございます。

この間、都知事の公示の前に市町村長の意見を聞く、ということになっておりますが、

このときには意見を聞くのみで、それを東京都の公示等に盛り込むとしみ立場ではござ

いません。そういう点で、東京都の医療計画の調査会の答申が出る前に、日野の市長等

が、日野市のベッド不足の実態などを東京都に強く訴えられることが必要なわけでござ

います。

先ほどの特別会計の予算委員会におきまして、院長がお見えになりました。院長の医

療に対する考え方も一部分ではございますが、その質疑の中で私は聞くことができまし

TこO

このように、国民の医療に対してベッド規制をする、差別をする、民間活力を導入す

るというのが、国民本来の医療から反対の方向に進むことは明らかでございます。これ

は総合研究開発機構という日本政府の、あるいは財界のシソクタソク等が1981年にこう

いう方向を打ち出して以来、矢継ぎ早に厚生省等がそういう方向で法律、条例等の具体

化を図ってきている、こういう動きとなってきたわけで、ございます。

そして、東京都も衛生局がこの点について研究会を持ち、研究会のまとめを出し、そ

して、ただし、まは衛生局のもとに先ほど申し上げました調査会が設置され、 6月には、

それは、第 1点は、採算が合わない小児科、また全国的にも著名になってきた「さや

か学級」こういうものをつぶすものではないけれども、専門病院的にしてし、く、今のお

金持ちには病院に行けるが、貧乏人は行きづらくなる、というようなそういう方向に、

その現状に負けているような見解で日野の市立病院も運営している、こういうことを私

は質疑の中で、かいま見たわけでございます。

また、外科の将来についても高度医療は必要でございますけれども、やはり専門病院

にしてし、く、こういうことを院長が明言されたわけでございます。市立病院長といえど

も医師の良心を持ってがんばっておられますけれども、今の財界、そして厚生省の国民

医療つぶし、こういう中で苦労されていることがわかったので、ございます。

しかし、そラいう中で院長に対して、ベッド規制についてはどう考えるか、というこ

とを質問してみました。この点については、市立病院の将来も考えながら東京都の調査

会の答申を大きな注目、関心を持ってこれを見守っている、こういう発言がございまし

て、暗にベッド規制がされないことを願っている表明があったわけでございます。

こうしヴ状況の中で、今後どういうふうに国民の医療を守っていくか、日野市民の医

療を守っていくかという問題があるわけでございます。一つは、医療の規制に反対して

医療の自由を守ってし、く、とし、う運動を強める、そのためには市民本位の市立病院、あ

るいは七生地域には市民が望む総合病院、こういうことを求めていくことが必要な情勢

になってきております。

医療規制に対しでも、都道府県の中でも、厚生省の方針に対して反発している自治体

が多いわけでございます。例えば広島県は、被爆者が高齢化する、こういう中でベ ッド

は今後ふえてし、く必要がある、ということで、広島県としては厚生省の指導に反対し、

す。
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3，800床のベッド増を求める方向でがんばっているわけでございます。そういう運動が

各地で起こる必要があるわけでございます。差別治療、これをなくしていくためには平

等な治療を求めていかなければなりません。そのためには親切な病院、適正な病院の配

置、差額徴収の廃止、人間愛に基づいた医療、こういうものが確立されなければいけな

いと思います。

そして、民間活力の導入という点につきましては、これをやめさせて、医療は非営利

である、こういう原則を今こそ復活させていかなければいけない、そういうふうに考え

ております。そのためにも日本の特色である保険診療、この制度を守りぬいていかなけ

ればいけないわけでございます。大金持ちも貧しい人も同じ保険証で医療を受ける、平

等な治療を受ける、というのが本来の医療の道ではないでしょうか。そういう医療を守

るために医師の皆さんも今全力を尽くして、さまざまな形で奮闘されている方々が多い

わけでございます。

例えば、全国保険医団体連合会会長の桐島正義さんというお医者さんが、開業医宣言

という案を発表いたしまして、今これが医師の中で討論されている、と聞いております。

その中には、今、私が申し上げましたような全人的な医療を行おうではないか、また地

域医療を活発にしようではないか、そして社会保障を確立しようではないか、人命を守

る医師は、人命を奪う戦争を容認できない、日本の開業医が平和を求め核兵器廃絶を求

めていこうではないか、このように立派な、 10点に分かれました開業医宣言案というも

のが発表されるに至っております。

私は、そういう立場から、今こそ日野市もそういう方向で市立病院の前進、あるいは

また七生地域への総合病院の誘致など、大いに力を尽くすべきときである、というふう

に考えるわけでございます。

26市の動きを見てみましても、既に東京都に対して多くの市が、町が陳情をされてお

ります。ある場合には、市長がみずから東京都の衛生局や東京都知事等を訪れ、ある場

合には市議会から意見書が出ているわけでございます。東京都へのそのような行動があっ

た自治体は、八王子、町田、国立、国分寺、武蔵村山、東大和、清瀬、回無、保谷、 3

月段階では、 9自治体が東京都を訪れているわけでございます。

以上のような立場から市長に質問を申し上げます。

第 1点は、東京都に対して、日野市がベッド規制の範鴎に入ることがないよう要望に

行っていただきたいと思いますが、このお気持ちはどうか、という点でございます。

第2点は、このような状況の中で日野市の七生地域の総合病院誘致、これについては

今年度も、大いに努力をしていただけるのかどうか、以上2点について質問を申し上げ

ます。

0議長(市川資信君) 竹ノ上武俊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) 東京都の保健医療計画に基づいて医療圏を設定し、そのベッ

ド適正化の意味での規制を図る、こういう情報を各方面から受けております。

私どもの日野市では、一般病床だけを考えてみても、まだ400ベッドぐらい標準から

不足している、こうしヴ状況に承知しておりますので、この病床規制とし、う範時には置

かれては困る、そういう主張は、かねがね行っております。

それから、もう一つの質問一ーしたがし、まして、日野市の市域として考えます場合に

は、市立病院を含め南武地域の、また医療の不足、地域の要望を強く受けとめておりま

すので、これらにつきましても善処したい、このように考えております。

昨日、東京都衛生局の技官、つまり局長に次ぐ方だと思いますが、いわゆる南部病院

の設立場所が多摩市の落合に決めた、そういうことの御報告と市の理解、あるいは要望

というふうなことでおいでになりました。直接私もお話を申し上げまして、日野市のベ ッ

ド数の状況、それから市立病院を、老朽化に対し今後改善をしていかなければならない

事情、それから、市の南部の医療に希薄な地域に対して、今後、市として取り組んでい

きたい、このようなこともお話をいたしました。

議会でも今回特別委員会が、市立病院特別委員会が設けられていますので、私どもの

医療行政の一機関であります地域保健協議会、地域保健協議会に間もなく一つの諮問を

行おう、と考えております。その諮問は、一つには、この日野市の医療と、それから病

床の確保についてどのように進めたらよろしいか、こうし、う設問をお願いしようと思っ

ております。それらの事情をすべてあわせ、日野市の地域社会としての医療の確保、充

実を図っていきたい、こういうことを議会ともども積極的に取り組んでいきたい、こう

いう考えでございます。

以上です。

O議長(市川資信君) 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。

最後に意見を申し上げまして、この一般質問を終わりたいと思います。

過ぐる市議会議員選挙におきまして、七生地域に総合病院を設置せよ、しよう、とい

う公約を挙げられた議員が 7名いらっしゃるのでございます。日野市の選挙広報に載っ

ております。中谷議員、高橋議員、谷議員、福島議員、米沢議員、古賀議員、そして私
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でございました。このような超党派の議員が要望していることでございますので、ひと

つ先ほどの市長の答弁をまっしぐらに進んでいただきたし、と思います。

日野市は、現在、一般ベッドが538床でございます。保険医の皆さんが試算をされた

結果によりますと、日野市には837の一般ベッドが必要となっております。お医者さん

の計算でも、差し引き299足りないわけでございますので、この点を特段東京都に要望

をして、地域医療が守られるような答申を出すよう動いていただきたい、と考えるわけ

です。

最初に申し上げましたように、今、財界や厚生省は、本当にお年寄りなどを中心にし

て医療から遠ざけようとしているわけでございます。お医者さんを老人保健施設という

のに入れて、 3畳の部屋に閉じ込めて、お医者さんの数は100人に 1人、こういうこと

でやれ、というのが財界や厚生省の方針でございます。

そして、 40万、 50万とかかるお年寄りの医療生活費に対して、国は、 1カ月20万円で

低額でやれ、と言ってきているわけでございます。これが、国民の医療に対する規制差

別であることがわからない、とし、う不規則発言でございますが、血も涙もない立場の方

ではないか、と考える次第でございます。

さて、日野市民からもベッド規制をしないように、とし、う請願が出されているわけで

ございます。先ほどの厚生委員会におきまして中谷委員と社会クラブの福島委員、この

2人が情熱を持って採決を迫られたにもかかわらず、この請願を継続審議とされた委員

の方々がおられるわけでございます。これは、今、日野市民が求めている情勢に対して

医療を求めている市民に対する重大な裏切りであり、命を守る立場から本当に私は残念

に思う次第でございます。

以上をもって終わります。

0議長(市J11資信君) とれをもって6の1、日野市への病床規制をせぬよう都に申し

入れよの質問を終わります。

一般質問6の2、市内の緑地確保は急げの通告質問者、竹ノ上武俊君の質問を許しま

す。

029番(竹ノ上武俊君)

だきます。

1カ月もたたないうちにそこに行ってみたら、緑の斜面だったところにワ γルームマ

市内の緑地確保は急げ、ということで一般質問をさせていた

開発行為の進行状況でございます。

高幡台団地の高層住宅から下の方をながめてみますと、以前は緑がいっぱいありまし

た程久保や下程久保、下程久保などは、もう緑の地域は 1カ所もない、すべて住宅になっ

てしまいました。湯沢会館の下に通ずる道も、昔は山菜料理のお庖が出たほど静かなた

たずまいの場所でございました。しかし、ここにすら既にファミ リーマγショ γ等がによ

きによきと建ってきて、緑が次々と侵食をされている現状にあるわけでございます。

日野市は、緑と文化の市民都市を目指す基本計画を持っておられます。その中で、緑

あふれる美しい町をつくろうとしヴ意気込みで、がんばってはおられるわけでございま

す。日野市の緑の状況はどうか、また緑の位置づけはどうか、あるいは日野市の緑のマ

スタープラソによる計画はどうか、こういう点について一言申し上げまして、日野市の

今後の努力、方向について答弁をいただきたいと思う次第でございます。

日野市は緑の評価として、ランクを 4つほどに分けられております。これは緑のマス

タープラ γ等において位置づけをされておられるわけでございます。

第 1の緑地といたしましては、現況の緑地形態において各系統での評価の高い緑地、

これを骨格緑地として指定をされているわけでございます。つまり多摩川、浅川、 日野

緑地、多摩丘陵でございます。

次のラ γクは何か、現存緑地形態が評価される緑地、重要現存緑地というふうに評価

をされております。文化財のある社寺林、高幡不動そのほかでございます。大規模樹林、

自然林、斜面緑地、水系、南部丘陵地区に散在、東豊田屋敷林他、程久保川他。既設あ

るいは都市計画決定されている近隣公園以上の公園、こ ういうふうに評価をされており

ます。

そして第 3番目は、各系統により評価された緑地及び大規模なオープγスペースとい

うことでございます。私は、特にこの 1と2の評価をされた緑地を守るために日野市の

努力を問うわけでございます。

政府の方でも、大がかりな緑地を守る法律でございますけれども、首都圏近郊緑地保

全法等を世論に押されましてつくったわけで、ございます。また、日野市もわずかではご

ざいますが、住みよいまちづくりの指導要綱や、あるいは緑化条例などをつくって努力

をされております。

こういう中で、具体的な質問に入ります。第 1点は、緑の信託制度など多摩丘陵等を

守るこの政策は、どういうふうに進行しているでしょうか。

第2点は、私が特に心配をしており、開発企業がウの日夕カの目でねらっております

γションやファミリーマンショソが建っていて、びっくりした、こうしヴ市民の声があ

ちこちで聞かれます。私もそのように考えるわけでございます。これが、今の日野市の

。，山
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第2の緑地のことでございます。具体的に言えば、高幡不動尊の背景になる樹林、自然、

林、あるいは万蔵院台等、こうしヴ緑地、こういうものに対して、 できることなら日野

市で緑地指定にしなければなりませんけれども、都市計画、あるいは開発行為が許され

ているような状況の地域になっております。

こういう点について、どういうふうにして緑地を守ろうとされておるか。

日野市のマスタープラソによりますと、第 2と評価される緑地については、昭和65年

までに整備してこれを守りぬきたい、とし、う方針が打ち出されているわけでございます。

その65年も迫りますし、先ほど申し上げましたような、今、日野市はマンショ γの開発

ラッシュでございます。

はどうなっているか、ということをお話ししたし、と思います。

これは47年度から始めております。 47年度から始めまして62年度まで、 64年度で13万

3，076平方メートル、 48年度で33万5，850平方メートル、ずっとござし、ますけれども、 62

年度では合計いたしますと、 77万5，110平方メートルの保護樹林を持っているわけでご

ざいます。それと登録樹でございますけれども、これも同じく 47年度から始めておりま

す。それで、現在、本数といたしまして253本を持っていることになっております。

それから信託制度でございますが、これは昨年の12月に要綱を制定いたしました。現

在までに 3名の方が、この緑地信託の契約を結んでいただいております。その面積は、

3人様のを合計いたしますと8，602平方メートルということでございまして、この緑の

信託、これは申告制になっております関係もございますが、いろいろと、やはり今後の

ことをお考えのことと思いますけれども、市の方に打診の来ているものも数件ございま

す。

こういう点から、このラ γク2に対する対策を一刻も早く進めなければいけない状況

になっているのではないか、と思います。地主さんたちとの話し合いを始めるとか、さ

まざまな形でこの緑地を守っていく施策を一刻も早く確立をしていただきたし、と思いま

す。

第3点でございます。私が何回か一般質問等を行っておりますが、日野市独自の条例

を持って緑地を守る、そういう研究。都市計画法がございますけれども、その規制の中

でも法律をいろいろと研究して、市独自の条例、要綱等をつくることができないのか、

もう少し、現在ある要綱等を強化できないのか、今こそ地方自治の本旨に立ってがんばっ

ていただきたし、と思うのですが、この点については、何か研究対策等がなされているか

どうか、質問をいたします。

以上、 3点でございます。

0議長(市)11資信君) 竹ノ上武俊君の質問についての答弁を求めます。建設部長。

0建設部長(永原照雄君) 第 1点目の、緑を守るために信託等をどのように進めてい

るか、という点でございます。これにつきましては、緑地の今までの買収状況をちょっ

と述べてみたいと思います。

52年から買収を始めまして、 52年度では9，637平方メートル、 53年度で3，312平方メー

トル、 54年度では 5件ございます。 1万3，779平方メートル、 58年度で 1件でございま

して、 6，299平方メートル、 59年度には 1万9，687平方メートル、 60年度には 1件でござ

いまして、 727平方メートル、 62年度では 2万3，583平方メートル、今までの合計は 7万

7，005平方メートル、このように緑地の重要さにかんがみ、逐次買収も行っているわけ

でございます。

それから、日野市の緑の育成に関する要綱ですね、これに基づいたものの登録樹林等

このように日野市では、なるべく緑を残す、という方向でやっている状況でございま

す。

以上です。

O議長(市川資信君) 都市整備部長。

0都市整備部長(前田雅夫君) 第2点目につきましてお答えをいたします。

緑地の保全につきましては、 3点ばかり重要なポイ γトがあろうかと思います。まず

市内にあります緑地が、所有形態を見ますと個人の所有地でございます。したがって、

これらを永久に保存をし、また市民の方々に供用させる、ということになりますと、何

とし、いましてもその権利者の理解が必要だ、ということでございます。

2点目は、法令に基づく規制でございます。現在、日野市内の緑地、農地等にかかる

ところの規制を若干申し上げますと、先ほど議員さんの質問の中にもございましたけれ

ども、まず首都圏近郊緑地保全法でございます。これは動物園周辺が、現在、多摩丘陵

北部近郊緑地保全区域として指定がされております。

次が都市計画法でございます。これは、御承知のように市街化調整区域ということで

開発を抑制し自然を保存をする、というところでございます。これも動物園周辺の地域

でございます。

それから、同じく都市計画法の中で公園緑地の都市計画決定というのがございます。

あらかじめ地域を指定をいたしまして開発等の規制を加え、さらには、開発等が起こる

場合には市が積極的に取得をする、そういうものでございます。

A
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それから 3点目は、都立自然公園条例がございまして、これは東京都の所管になりま

すけれども、七生地域、浅川の南部の丘陵地域一帯が普通地域の指定がされている。開

発をする場合には、東京都に所定の手続きをしなければならない、ということになって

おります。

それから 4点目は、東京都の自然、の保護と回復に関する条例、これは自然保護条例と

通称言っておりますけれども、この条例に基づくところの緑地保全地域の指定でござい

ます。これは、市内では豊田駅東の豊田の緑地が、この指定にされております。面積約

6ヘクタールで、これはかなり強力な指定でございまして、土地所有者が開発等をする

場合には許可を取る、許可がなければ東京都が買い取る、そういうことになっておりま

す。

それから、法令ではございませんけれども、それ以外の手立てといたしまして、ただ

いま建設部長からお話がありましたように、まだ要綱でございますけれども、緑地信託

制度というものを発足いたしまして、地主さんと協定を結び、市が管理を行う。この協

定の特色の大きなことは、協定の中で地主さんが土地を、あるいは開発、あるいは処分

をするときに、いわゆる売買の交渉権を市が第 11順位に置くように、そうし、う規定になっ

ておるわけでございます。したがって、地主さんの意向で土地処分をしたい、開発をし

たい、ということになりますと、市の方に一番先に情報が入ってまいりまして、市の対

応ができる、そういうシステムになっております。

それから、そのほかには、これも建設部の所管でございますけれども、登録樹林、あ

るいは登録樹ということで、制度的にはあるわけでございます。そのほかに、やむを得

ず開発する場合には、まちづくりの指導要綱の中で厳しく指導する、特に現存する緑地

を開発する場合には、かなり効率の高い緑地を確保するように指導している、というこ

とでございます。

それから 3点目は、これは行政の取り組みの姿勢でございます。指導の強化、あるい

は必要な場所につきましては、市の土地開発公社、あるいは一般会計への予算の中で取

得をしてし、く、ということになろうと思います。公社につきましては、比較的弾力性の

ある運用ができるようになっておりますし、また63年度の予算の中にも、これも建設部

の所管になりますけれども、 3億円の緑地の取得の予算も計上している、ということで

ございます

したがし、まして、権利者の理解、あるいは法令等による規制、それから市の行政の、

いわゆる積極的な行政姿勢、こういったものを総合的に運営とし、し、ますか、取り組みま
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して、市内の緑地等の保存に努めていきたい、というふうに考えております。御質問の

中で高幡不動尊の裏側、あるいは万蔵院台の御指摘がありましたけれども、そういった

考え方の中で、今後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(市川!資信君) 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。

私も、日野市が緑を守る、河川を守るという点では、莫大な努力を払っていることに

市民ともども感謝をしております。緑地の買収にしろ緑地信託制度にしろ、本当に先進

的な、私は市の行政姿勢ではないか、と評価しておるわけでございます。今後の努力点

として一言意見を申し上げまして、この件についての質問を終わりたいと思います。

一つは、緑地を守る点で、今数点のネックを部長が挙げられました。例えば地主さん

の問題でございます。緑地信託制度に当たっては、市が、市長みずから地主さんを訪問

したりして、こういう努力を取り組んでこられたわけでございます。

その他の先ほど挙げました 2のラソクのところについてでございますが、こういう関

連のところにも、私は地主さんたちの意向を待つのではなくて、市の方が積極的にさま

ざまな緑地を位置づ、けて出かけて行って、緑地保存にするようなさまざまな努力、こう

いうことをしていただきたい、ということを強く要望しているわけでございます。

東京都の緑地保全条例のような形で、日野市でもそういうものが何らかの方法ででき

ないか、現在では地主さんの了解がなければ緑地に指定できない、ということでござい

ますけれども、この辺をよく研究し、市民参加によって突破して、私は日野市の緑を最

大限守っていただきたい、このように願います。

国の法律を見ましても、例えば建築基準法の第4条第2項には、市町村10万人以上の

ところでも建築主事を置くことができる、建築主事を置けば、建築主事が建築確認申請

のときにそれを許可したりするわけでございますので、そういうことをどういうふうに

日野市に具体的化していくか、こういうことも、私は地方自治体として研究の余地があ

ると思います。失礼し、たしました。先ほどの10万人ということについては、そういう制

約がないわけでございますので、この辺について、よく私は研究をしていただきたし、と

思います。財政の点もあるし、いろいろ他市町村とのつりあいもあるかと思いますが、

とうしヴ法律も再度研究をして、私は地方自治体が進むべきだ、と思います。

なお、また都市計画法には第86条に、人口10万以上の市長に開発計画に対する権限を

与えているわけでございます。これに基づいてさまざまな努力をされておりますが、こ

の第86条についても、より一層の私は研究をして、さまざまな条例、要綱をつくって大
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いに奮闘をしていただきたい、このように申し上げまして、この質問を終わりたし、と思

います。

0議長(市川資信君) これをもって、 6の2、市内の緑地確保は急げの質問を終わり

ます。

一般質問6の3、40入学級の更なる充実のためにの通告質問者、竹ノ上武俊君の質問

を許します。

029番(竹ノ上武俊君) 40人学級のさらなる充実を願いまして質問を行います。

ます。この立場から私たちも、日野方式に行き届いた40入学級、こういうことについて

今後努力をしていかなければならないのではないでしょうか。

また、私は今までの予算委員会、一部分しか傍聴しておりませんが、予算委員会の質

疑の模様、これを聞くにつけ本会議のやりとりを聞くにつけ、なぜ教育課程や教育の内

容については、学校を信頼し学校に任せないのか、この点が非常に私は不満だったので、

ございます。今までの自由市民会議や公明党の質疑の内容は、そういう点で、私は教育

長に対するいびりともとれるような質疑のやり方ではなかったか、と残念でなりません。

具体的な質問に入ります。

第 1点は、日野市の今度の方式について、都の教育委員会はそういう方式なら結構で

すよ、と認めたのか認めなかったのか、この点でございます。

第2点は、 41人学級が先ほどのとおり残されております。これに対して何らかの臨時

的、応急的な形ででも、今後、行き届いた教育をするための対策を既に練りつつあるか

どうか、もちろん先ほどの予算が復活すれば¥これが完全に実現をするわけでございま

すけれども、さまざまな形で研究対策を既に始めているかどうか、という点でございま

す。

私は、実は、きのうの緊急質問を聞きまして、びっくりいたしました。きょうから小

学校の入学式でございます。 41人以上の過密教室が、格差という形で日野市にも 9小学

校、 12学年において残されてスタートしたわけで、ございます。ここに対して緊急に、ど

うし、う手立てをして行き届いた教育をするか、という緊急質問かと思っておりましたが、

全く期待に反する緊急質問であったわけでございます。市民も大いに期待に反したと思

います。きょうのマスコミ報道も非常に小さいようでございました。

そこで私は、市民や父母、熱心に行き届いた教育を行おうとする教師の皆さんの立場

に立ちまして、この一般質問を行わせていただきたし、と思います。もちろん、このテー

マについては教育長が専門家であり、ずっと一貫して努力をされてきておりますので、

あるいは教育次長にまだ引き継ぎがない点もあるかと思います。もし、そういう点があ

りますれば、その点については、また 6月議会等でただしていきたい、と思うわけでと

ざいます。

先ほど前置きで、私は、市町村の制定100年、ちょうど地方自治法施行40周年の年に

今当たっている、ということを申し上げました。行き届いた教育をやるためには、戦後

できた憲法や地方自治の本旨、あるいは教育基本法、こういうものを生かして、さまざ

まな地域で実践が繰り返されているわけでございます。私は、日野の今度の学習グルー

プ学級方式も、そうし、う立場から非常に重要な意義を持っていたものである、と考えて

おります。

中野区におきましては、教育委員の準公選制が実施をされております。ところが、こ

れに対しては政府、あるいは自民党筋からさまざまな妨害や圧力、違法呼ばわりがされ

てきているわけでございます。現在においても、第 3回目の教育委員準公選に対して投

票の方法等を含め、さまざまな妨害が政府筋から繰り返し行われております。

しかし、幸いに中野の区民の皆さんと中野の区議会は、これに対抗をして断固として

3回目の準公選を行う、という立場を区長以下、宣言をして奮闘されているのでござい

第3点は、今後、教職員の皆さん、あるいは父母地域で日野方式の学習グループ学級

制度等について復活、こういうことで日野市に陳情があった り要請があった際は、教育

委員会としては大いにこれを積極的に受けとめて、実現方に努力される決意があるかど

うか、この点でございます。

なお、通告に明記してございましたので、第4点目、 40人学級と間接的にしか関係は

ございませんけれども、既に通告しでございますので質問いたします。

三中の学校給食の進行状況でございます。今、四中の人事配置問題をめぐって、市当

局と市職員組合がやりとりをされているようでございます。このようなことがまた起こ

る可能性もあるわけでございますので、三中の場合には万全を期して、教職員、父母、

児童が望むような形で学校給食が一刻も早く実現するようにしていただきたいわけでご

ざいます。そういう意味合いを持ちまして第4点目の質問を行います。

以上です。

O議長(市川資信君) 竹ノ上武俊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) 教育次長お答えをいたします。

まず第 1点目は、東京都の教育委員会が、日野の教育委員会が考えておりました方式

について認めているのかいないのか、ということでございますが、当初、変形40入学級
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そうしますと、 64年の通常ですと秋、 9月ないし10月には工事が完了し、その後、備

品その他を備えるという期間が当然必要になってきますが、いずれにしろ、 64年の11月

時点ぐらいには、ほぼ完成を見るんではないか、と思っております。

それで、一応実施については、現在の段階では65年度の年度の当初から 4月、実際に

は4月というのはちょっと無理なんで5月ということになりますが、一応それを予定を

しております。ただ、それが中学校の給食一番最後の学校になるわけでございますけれ

ども、それで一応学校給食が完成するわけでございますけれども、その時期が早められ

るかどうか、これは今後よく検討していきたい、というふうに思っております。

以上です。

O議長(市川資信君) 竹ノ上武俊君。

029番(竹ノ上武俊君) この件につきましては、私もさきの本会議で質疑を行ってお

りますので、会議録の点でもだぶるような内容になるかと思いますから、最後に意見を

申し上げまして、この件についての質疑は打ち切りたいと思います。

第一点は、残されている45人学級、 9小学校12学年32クラス、これについては現場の

先生方の意見を積極的に聞きながら、 4，800万円にふさわし¥.，、、そういう予算額はある

わけでございますので、どのような要望でも受けとめて行き届いた教育の手をぜひとも

打っていただきたい、ということでございます。

次に三中の学校給食の点でございます。昭和64年9月に、もし完成をするということ

になりますと、現実に給食室が目の前に、生徒や父母の前にあらわれるわけでございま

す。必ず父母の皆さんは、すぐに学校給食を始めてくれ、と言うに違いございません。

私は、そういう点で 9月なり11月なり12月なり、そのときから学校給食ができるような

方向に、さまざまな形で私は人事対策、これを今から創意ある研究をして手を打ってい

ただきたい、このように要望いたすわけで、ございます。そのようにいたされますならば、

先ほど宮沢議員からも一般質問がございましたが、お子さんの話をされておりましたけ

れども、早く行き届いた心のこもった三中の学校給食をいただきながら、学習や体育に

励める、こういう子供たちも一回りふえるわけでございますので、この点を願っておく

次第でございます。

本会議でもやりとりがございました。東京都が老人医療の無料化を実現しようとして

革新都政のときにがんばりました。そのときに厚生省の役員が「枯れ木に水をやるよう

なものだ」と言って、これを妨害したわけでございます。しかし、革新都政の当時の美

濃部都知事を先頭に都民が奮闘して、ついに老人医療の無料化が実現をし、厚生省もこ

れに従ってきたわけでございます。

そしてまた、区長公選の運動もございました。 1，952年、練馬区だったと思いますけ

れども、区長公選の運動が起こり、 1，967年、実現しようという方向になりました。こ

という名称を使っておりました段階で、変形40人という名称が好ましくないということ

を、東京都の教育委員会は我々の方に伝えてきております。

これは、 3月の17日に行われた東京都議会の予算特別委員会の中で、の都の教育長の答

弁の中では、 「日野が変形40人学級と称して実施しようとしているものは¥単に学習方

法のー形態に過ぎず法令上の学級とは言えなし、」というふうに答弁しておりますので、

これが、この問題についての都教委の正式な見解でございますが、 3月の19日に、これ

は議会の御審議の中でも御報告申し上げているように、変形40人学級ということから学

習グループ学級ということに名称を変え、中身も一部手直しをしたわけですが、その段

階では、都教委は一応了承をした、というふうに、教育長の方から私は連絡を受けてお

ります。

ですから、この段階で、変形40人という名前を変えた時点では、一応都教委の方も了

承をしているものだ、というふうに私は理解をしております。

それから、 4年生以上に45入学級という形で、まだ残っておりますので、それに伴っ

て41人以上となる学級というのは、 32クラスございますけれども、それについてどう対

応していくのか、それから 3点目に、市民から要請があったらどう対応するのか、とい

う御質問でございますが、この議会で、一応この学習グループ学級に関する予算が予備

費の方に回りましたので、新しい事態となりましたので、それを受けて教育委員会とし

て、まだ検討を正式にはしておりませんので、その検討を経て、当然63年度の新しい対

応については詰めを行っていかなければならないんではないか、と考えております。

ただ、議会の中で長時間にわたって、いろいろ御議論をいただきました。そこで出さ

れた、いろいろ貴重な御批判なり御意見なりについては、十分踏まえて今後対応策を検

討する、という形になろうと思います。もちろん、貴重な御批判、御意見という中では、

その現場での対応の問題、それから PTAなりそうしみ保護者の問題、そういったもの

を十分踏まえた上で、もちろん検討してし、く、ということでございます。

それから、三中の学校給食の問題でございますが、一応三中については、今年度、給

食室及び食堂の新築設計の設計費の予算を計上しでございます。それから、債務負担と

して工事費をお願いをしてございますので、 63年、 64年にかけて工事を実施をいたしま

す。

ハU
F
h
u
 円。

寸

t
ム

F
h
u
 円。



ございます。

(14番議員登壇〕

014番(小山良悟君) 通告に従って質問させていただきます。

ただいまの共産党の竹ノ上議員の一般質問を聞いておりまして、言語明瞭、趣旨明瞭、

論理明快、全く本当に上手だな、立派だな、というふうに感心をいたしました。特によ

くわかったのは、我田引水、余りそういうことは言いたくないんですかが、我田引水、

誇大宣伝だ、というふうな点がよくわかりました。私は、とてもこのような、共産党の

諸君のような明快な論旨で質問する能力は持ち合わせておりませんので、東北人特有の

納弁で要領を得ない質問になるかと思いますけれども、そこはひとつ、賢明な理事者側

で私の質問を整理していただいて、親切に御答弁いただければ大変ありがたい、このよ

うに思うわけでございます。

さて、助役の件でございますけれども、皆さん御存じのとおり不幸な形で、赤松助役

が逝去されましたけれども、赤松助役が2回目の入院をされたのが61年の 2月10日から

でありますけれども、それから実質上2年2カ月、助役が不在という経過を経てきたわ

けでございます。その問、森田市長に対して地方自治法に基づいて助役の選任をすべき

である、ということは再三申し上げてきたわけでありますけれども、 2年2カ月に至る

今日まで助役が選任されず、また選任するような傾向といし、ますか、意思も感じ取るこ

とができないわけであります。

そういった中で、助役が不在というこの状況の中で、森田市政の至るところに行政の

混乱というものが懸念したように出てきておるわけでありまして、その一つには、今ま

さに議論されているこの教育の問題、 40入学級の問題に端を発しまして教育長の不可解

な行動、言動にまで発展してまいりました。まさに助役不在のための、この森田市政の

混乱ぶりが露呈されてきた、ということを指摘せざるを得ないのであります。

具体的な質問に入る前に、ちょっと助役が不在のための弊害の一つだという観点から、

この教育長の問題についても私は一一きのう私も緊急質問しょうかと思いましたけれど

も、きょうにしたわけでございます。今も竹ノ上議員から40人学級についての言及があっ

たわけでありますけれども、 40人を超える学校が 9校あるということでありますけれど

も、 40人を超えるクラスが、今まで例えば39人、 40人以下のクラスで来たそういう状況

の中で、ことしから40人を越えるクラスが出てきた、ということであるならば、この辺

のところに格差なり、あるいはいろいろな今まで経験したことのない事態に陥るから、

それに対する対応をどう取り組んだらし、し、か、というそういう議論になってくるなら、

まず話はわかります。

れは準公選として実現をしていったわけでございます。しかし、ついには区長公選も1，

974年に完成をし、現在も続いているのでございます。

それから、大企業法人税の税率アップにつきましても、違法呼ばわりが続きました。

しかし、国民世論、都民世論、日野市では市民の世論、これに従ってこの税率のアップ

も実現をして、適正な課税ができるようになってきたわけでございます。

それから、また、韓国人の方々の朝鮮籍の書きかえの問題についても川崎市等が抵抗

をいたしました。ところが現在では、川崎市等が始めたような形で全国の自治体が実施

するようになり、政府も干渉できなくなったのでございます。

教育委員の準公選も、先ほど申し上げましたように中野区において実現をいたしてお

ります。私は、地方自治の本旨に基づいて市民、市長、議会ががんばれば、さまざまな

住民要望がこれから実現をしてし、く、こうしみ時代が再び来ている、というふうに確信

をするわけでございます。

最近の地方の選挙を見ますと、宮城県古川市におきましては、共産党単独推薦の市長

さんが見事に勝利をされました。また、去る高知県の窪川町だったで、しょうかね、ここ

も共産党、政党としては単独推薦でございましたけれども、町長選で圧勝をされたので

私は、このようなことを考え、地方自治法施行40周年を認識し、そして、今の地方の

こういう選挙結果等を見ておりますと、強く感じる点がございます。さきの大阪の参議

院補欠選挙では、これまた共産党が l議席をめぐって勝利したのでございます。こうい

う点から、今、地方自治の中に、あの革新政治が台頭してきたときの復活、これが大き

く可能性が広がってきていることを感じます。

森田市長を初め、あるいは教育委員会も含め、市の職員の皆さんも心を広くして、日

本の今の歴史をよく見ながら今後の日野の施策を進めていただきたいと思います。また

教育長にありましては、一刻も早く健康を回復されまして、信念を持って日野市の民主

教育のために奮闘されることを期待いたしまして、この質問を終わります。

0議長(市川資信君) これをもって6の3、40入学級の更なる充実のためにの質問を

終わります。

次ぎに 7の1、並びに 7の2の石坂勝雄君の一般質問については、 11原序を変更し後日

の日程といたします。

一般質問 8の1、助役長期不在の弊害と責任を問うの通告質問者、小山良悟君の質問

を許します。
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014番(小山良悟君) この40人学級、親の皆さんは、学級の担任が 1人いて、そして

よりも教師の情熱と能力の方がよつほど問題だ、というふうに私は申し上け了こい。私が

子供のころには50人ぐらいの生徒がし、た。しかし、それでも担任の教師は情熱を持って、

またおのれの能力を十分に発揮して児童生徒を把握し、教育してきた、そういうふうな

経過を経て今日に至っているわけですから、制度をより理想的な形に持ってくるという

ことは、これもまた大事なことでありますけれども、だからといって、この社会秩序を

混乱させるような、あるいは民主的な手順によらないで制度を変えようというのは、こ

れは特に教育の問題だけに、果たしてどうかな、という疑問を抱くわけでございます。

特にこういう類の運動をされる、特に共産党の皆さんに率直に申し上げたいんですけ

れども、自分たちの考えを政策に反映させたい、とし、う場合は、やっぱり民主的なルー

ル、手続きによって、特に議会制民主主義の健全な発展の中でそういったものを実現し

てし、く、というふうな考え方というのは、本当に大事じゃないか、というふうに思うわ

けであります。

したがって今の制度が、東京都あるいは国の制度が、今日野市の40入学級の実現はで

きない形になっているというのであるならば、それはそれとして理想的な姿ではない、

ないから早く 40人学級を実現してほしい、ということは、やっぱり議会制民主主義の中

で正規な手続き、手順の中でそういったものは変えてL、く、とし、ぅ、そういったことが

必要だというふうに思うんです。

特に今回の教育長の言動、自分の提案した政策が予算修正された、ということで実現

できなくなった、だからといって、もう翌日から出て来ない、辞意を表明する、という

ふうな、そういうふうな言動というのはまことに寂しい話でありますし、残念な話であ

るわけであります。まさにこの運動の、皆さんの体質というか、そういうものを象徴す

るような一つのあらわれだ、というふうにも言わざるを得ないわけでございます。

結局、教育長自身がみずから発言しておりますように、教育の問題というよりも政治

の問題になってしまった、まことに残念だとし、う、教育長自身がそういうふうな発言を

しておりますけれども、先ほど私が申し上げましたように、 40入学級というそのスロー

ガソだけがひとり歩きしちゃって、それに結局、政治活動の格好の材料として運動を展

開して、今日の混乱を招いてきた、というふうに言わざるを得ないのであります。真面

目に児童生徒のことを考えるならば、もう少し清々粛々と正規の手11買をとって、民主的

な方法によってこの問題解決に向かっていく態度が必要だろう、ということをあえて強

調しておきたいのであります。

そこで、これもこういうふうな事態になったのも、公正中立な立場で、かじ取りをし

ところが、この40入学級は、まさにそのタイトルだけがひとり立ちしちゃって、極端

なことを言うと、ある政治勢力の、政治活動の格好の材料にされている、こういうこと

も率直に私は指摘をせざるを得ないのであります。 c傍聴席より声あり〕

0議長(市川資信君) 静粛に願います。

ただいま傍聴席から声がかかりましたが、御静粛にひとつお願し、し、たします。古賀俊

昭君。

024番(古賀俊昭君) ただいまの傍聴者の発言は、今の小山議員の一般質問の内容に

具体的に御自分の、傍聴者の考えだと思いますが、はっきり反論の形で意見を述べまし

た。勉強しろ、というようなそういう言葉もあったと思いますが、静粛を求めるだけで

果たしてし巾、か、ということがちょっと疑問に感ずるんですが、いかがでしょうか。

0議長(市川資信君) 議長をしてお答え申し上げます。

ただいま議長から傍聴者に対して、御静粛にということを進言いたしました。かかる

事態が 2度と起きないと信じておりますが、 2度とあったときには、それなりの善処を

いたしたい、かように存じます。よろしくお願し、し、たします。

40人以下のクラス編成にしてほしい、これは、そういう形が本当の願いであり、それが

請願の趣旨でもあるわけです。

ところが、市で考えているこの策というのは、いろいろ経過を経て、今度はクラス分

けをしないで講師を採用して、その40人を越えているクラスにアシスタ γ ト的、サプ的

な役割で教育の充実を図りたい、こういうふうな趣旨のようでありますけれども、これ

を40人という数字だけでこだわっておりますけれども、いわゆる講師を採用する、その

講師は、例えば経験豊かな、教育経験の豊かな人を採用する、というならそれなりの役

割も期待できるわけでありますけれども、全くの新人、教育経験の少ない、ない、そう

いう新人をクラスの学級担任の補助的な形につける、ということになりますと、むしろ

逆に、学級の担任の先生の負担が逆にふえる、ということも出てくるわけであります。

それから、結局は教師と児童生徒というものは、日頃のいろいろな学習の場でのふれ

あいの中から信頼関係というものが構築されてし、くわけでありまして、そういった信頼

関係が構築ができて、初めて真面白な生活態度も生まれてくるわけでありますし、学習

意欲も出てくるわけであります。クラスに 2人の担任の先生がいる、とし、う形が果たし

ていいのかどうかということも、これも甚だ疑問なところでございます。

むしろ、数の問題一一きのうきょうに始まったことじゃありません。数の問題という
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なきゃならない立場の助役がいない、というふうなことから、この森田市長のかじ取り

の限界も出てきたのかな、というようにも感じられますけれども、そういう関連で質問

を申し上げておるわけでございまして、質問のタイトル、件名から決して離れている質

問をしているつもりはございません。

それで、ちょっと教育次長にお伺し、いたしますけれども、教育の方針を立てるのは、

どの機関で立てるわけですか。そのことをちょっと教えてください。

0議長(市川資信君) 教育次長。

0教育次長(砂川雄一君) 教育次長お答えをいたします。

その中で、議会でのいろんな貴重な御意見、御批判もございましたので、当然、その場

合には、そういうことを十分に踏まえた上で、検討する場合には検討していくようにな

るだろう、ということを言ったつもりでございます。

0議長(市)11資信君) 小山良悟君。

014番(小山良悟君) ですから、教育委員会が開かれなければ、これからのあれにつ

いては表明ができないわけですね。そのことを新聞が正しく報道しない、こういうこと

であるならば教育次長ですね、ただそれだけで、済ませないで、新聞社にひとつ抗議をし

てください。それであなたの立場をきちんとしておいていただきたい、というふうに思

います。

こういうふうに私が懸念したのは、そうし、う立場にないのにこういうコメントをする

というふうな、こういう姿というのが、これも森田行政の混乱の一つのあらわれだな、

というふうに受けとめておったわけで、ありますけれども、読売新聞の報道が間違ってい

る、ということなら、私は、じゃあ次長のお話はそのまま素直に受けとめておきます。

そのかわり教育次長も、正しい報道をしてないというなら、それなりの抗議はしてほし

いと思います。私も新間報道に対して、 100%全部正しい報道をしている、というふう

には思っておりません。私自身も新聞報道された中で、誤ったというか、全部誤ったと

いうわけじゃないけれども、誤解されて報道された部分があったことについては、新聞

社にきちんと抗議をしております。そういうことは、やはりこの公の立場に立つ人間の

けじめだろうと思いますんで、ただ単に新聞の報道は間違っています、なんていう形だ

けで済ませないで、ひとつそういうことは、きちんと、よく正しく報道をしてください

よ、と遠慮なく抗議しておいてほしい、というふうに思います。

それで、この教育次長の話の中に出たことをさっき申し上げましたけれども、それが

正しく報道されてない、ということですけれども、じゃあ教育次長の立場でちょっとお

伺いしますけれども、プロセスや方法論のまずさを指摘されたのだから、というふうに

言っているんですけれども、プロセスや方法論だけのあれでしょうかね。私は、この制

度そのものが一一先ほども言ったように40入学級というのは、 1人の学級担任で40人以

下のそういう学級を実現してほしい、というのが本来の、本当の姿の親の要望なんです

ね。そういう部分が根底にあって、なければいけないわけで、単にプロセス一一〕例えば

拙速だ、拙速だ、という指摘の中には、このプロセスがよくないというだけで言ってい

るわけじゃないんです。そうしヴ制度そのものもよく吟味しないで、しかも、それが果

たして親に理解を得られるかどうか、とし、ぅ過程も経ないでこうやるから、どうだとい

0教育次長(砂川雄一君) 教育次長お答えをいたします。

教育委員会としての年間の教育方針というのは、もちろん東京都教育委員会の方針と

いうのがございますので、それに基づいて教育委員会で討議をして決定をいたします。

O議長(市川資信君) 小山良悟君。

014番(小山良悟君) そうしますと、過日の新聞に教育次長がコメントをしているん

ですね、この40人学級のことで。これは、こういうふうに教育次長は言っております。

読売新聞ですがね。1"年度当初から実行できず大変残念、しかし、趣旨を否定されたの

ではなくプロセスや方法論のまずさを指摘されたのだから、それを十分にクリアし、今

後も40入学級の趣旨は追及していく」というふうに、このようにコメ γ トしているんで

すね。これは議会が、一つの一応答えを出して白紙に戻ったわけで、すO 今後の方針につ

いては，教育委員会で方針を立てて臨むわけですね。教育次長は一般職という立場で、

教育委員会でもないわけですね。そういう立場でこの教育方針、 40人学級を追及して実

現のためにやってし、く、というふうなコメ γ トをされておりますけれども、そういう立

場はありますか。

0議長(市川資信君) 教育次長。

その新聞報道については、事態を正しく伝えていない、というふうに私は思っており

ます。当然新しい事態については教育委員会で討議をして、それで対応策は教育委員会

で正式に決めるようになるだろう。

現在時点で教育委員会としての方針というのは、 3月の学習グループ学級という形で

推進してし、く、という形が教育委員会の方針でございますので、それについて教育委員

会としての方針は、その時点ではまだ変更されておりませんので、新しい事態について

は新たに教育委員会を聞いて、その中で検討してし、く、という趣旨のことを答えている

わけでございます。
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うふうな意味での拙速という批判もあったわけですから、必ずしも時間を置いたから、

今度は大丈夫なんだ、というふうなとらえ方はできないんじゃないかと思うんですが、

その点だけ一言コメ γ 卜してください。

0議長(市川資信君) 教育次長。

0教育次長(砂川|雄一君) 3月の中旬の時点で、学習グループ学級というふうに名称

その他を変更しましたときに、その文章の中にも記載されておりますように「子供の一

人ひとりを大切にする個性尊重の学習指導方法の開発をしていきたしづというととがご

ざいます。これは、当初から柱としてはありましたけれども、変形40人という形の方が

先に出ておりましたので、ちょっと影に隠れた形にはなったかもしれませんが、少なく

ともそういう趣旨が当初の教育委員会の考え方の中にはございました。

それについては、今後、今までも問題でしたけれども、今後も教育委員会の中では、

63年度どうか、するかという、あるいはどういう形でやるかは別問題として、重要な課

題であることは間違いはない、というふうに思っております。

ですから、そういう課題、課題というのは、やはり教育委員会としては今回の問題と

は別にしても、やはり検討すべき重要な課題である、というふうに私は理解をしており

ます。

あわせてそのことは、やっておりますか。具体的に何か、それ考えていますか。

O議長(市川資信君) 教育次長。

0教育次長(砂川雄一君) 教育次長お答えをいたします。

0議長(市)11資信君) 小山良悟君。

同じ学校の中に、 40人学級で編成される学年と45人で編成される学年とがある。です

から、同じ学校の中でそうしヴ、確かに不均衡は存在するわけです。ただ、前の年も同

じだったじゃないか、と言われればそうなんですけれどもね。確かに現実問題として、

そうしヴ学年進行という形で進行している過程では、確かにおっしゃるとおりの問題が

あるわけで、それについて、じゃあどういう形で、 45人で編成されている学年の生徒さ

んなり児童なり、あるいは先生なりの援助ができるかどうか、ということも、もちろん

あわせて検討はしてみたい、というふうに考えています。

それは、今までの過程の中でも、それを変形40人学級と言うかどうかということは全

然別の問題としまして、今、御指摘があったように、そういった問題についての現場へ

の何らかの援助の策が、対応策がとれるかどうか、ということも当然、課題の一つだろう、

というふうには思っております。

0議長(市川資信君) 小山良悟君。

014番(小山良悟君) 現行制度の中で対応しなきゃならないとしヴ、やっぱり、一番

より現実的な対応なんですね、それは。 40人学級は現行の制度の中では、枠は制約があ

る。したがって、今それは理想的な追及という形になるわけですから、やっぱり現実の

現行制度の枠の中での現実の対応、これをまず真剣に考えなくちゃならないんだ、とい

うこと、それを踏まえた上で理想的な対応というものを考えてし、く、とし、ぅ、それが正

しい基準じゃないかと思うんですよね。

それを現行制度の対応については、より取組が、今まで以上の何ていうか、我々が感

心するような方法は全然編み出してきていない。それで理想的な現行の枠に阻まれてい

る、そういうふうなものを無理に乗り越えようとする、そっちにだけエネルギーが行っ

ているから、だから教育者の札が倒れている形になってしまうんですよ。だから、そう

いうことをよく教育長にもお伝えください。そういう考え方も大事なんだ、ということ

を伝えてほしいんですよ。

私は、教育次長は大変一一私は、ある意味じやちょっと偏見を持っていたところもあっ

たんですけれども、正直な実直な人柄かなということを最近本当に感ずるようになって

きたんです。ですから私は教育次長に、市長の方の顔は全然見ないで教育次長の顔を見

て申し上げたわけで、御理解をいただきたい、というふうに思うわけであります。

014番(小山良悟君) もう一つお伺いしたいんですが、森田行政が助役不在のために

混乱されちゃ因るので、もう一つだけ教育次長に、これはある意味では教育長にも伝え

てもらいたいわけですけれども、まず、この40人を越えるクラスが 9校ある、という一

一肝心なことですから、大事なことだから私は申し上けYこし、んです。

どういうことかというと、今40人学級のことで、教育長が辞表を出すぐらい、右往左

往するぐらいもう心労だとかいうふうて形に追い込まれておりますけれども、私は、こ

こで、ふと思ったのは、教育者として、教育関係者として大事なことを忘れているな、

ということを一つ言いたいわけです。

どういうことかというと、現実に今40人を越えるクラスがあるんだ、教育の責任者と

して40入学級の追及という言葉も大事だと同時に、今現実に40人を越えているクラスも

あるわけだから、そういうクラスに対して、どうやって、その40人以下のクラスと同じ

ような教育効果を上げて、正しい教育の成果を上げる、そういうふうな方法をどうやっ

たらいいのか、とし、う研究とか取り組み、そういったものは、もっと強くやっていなけ

ればならない、こう思うわけなんです。
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さて、教育の問題もそういうことで、今日教育長の言動は、まさにこの助役がいない

ために教育長に対する負担も大きかったろうと思いますし、また公正なかじ取りへの役

割をする、ブレーキをかける役割の助役もいなかった、ということも、こういうふうな

事態になったということも指摘をせざるを得ないのであります。

それからついでに、共産党の皆さんからのやじが非常にあるわけですけれども、私は

このやじは大歓迎でありまして、痛いところを言われればやじが多くなる、というふう

に思っておるわけでありますが、先ほど共産党の竹ノ上議員が病院の話をしておりまし

たけれども、この病院の問題についても、これも助役不在の中での一つの奇妙な現象だ

な、というふうなことをひとつお話をしたい、というふうに思います。

市立病院の助産婦が足りない、看護婦が足りないということは、よく議論をされるわ

けですけれども、 6年間での看護婦さんが、 53人採用して48人がやめられた。病院事務

長、ちょっと今の数字、間違っていないかどうか、ちょっと教えていただけますか。

0議長(市川資信君) 病院事務長。

0病院事務長(岩沢代吉君) そのとおりでございます。

O議長(市川資信君) 小山良悟君。

014番(小山良悟君) 私の通告書の中には、答弁者は市長、収入役、関係部長全部と

いうふうにしてあります。突然のあれではありませんから、念のために申し上げておき

ます。

今、病院の事務長から、本会議場ではっきり数が出ましたように、 53名採用して48人

がやめる、というこの実態ですね、これは、本当にまともな市民感覚じゃ考えられない

話なんです。そうし、う状況の中で、この間の予算委員会での光景を見て、私はそら恐ろ

しくなった。どういうことかというと、共産党の議員からの要望で三田病院長と岡総婦

長が出席された。出席して何を聞くのかといったら助産婦や看護婦の不足の問題なんか

を追及しておる。肝心の森田市長は知らぬ顔の半兵を決め込んでいる。これはなぜかと

いうと、この異常さはどこにあるか、ということをまず真剣に考えなければいけない。

その原因をどこにあるかをつかまないで、 Tこだ減少だけを見て病院の院長に、あるいは

総婦長に責任を追及したって始まらない。まして三田病院長や岡総婦長には、そういう

権限といし、ますか、そういうものはないわけですね。

どういうことかというと、一つは不合理な給与制度、これは病院長が直せるものです

か。いいですか、特に何か病院関係者の多い会派の方に強く申し上け了こいわけで、すけれ

ども、給料の正看だろうが準看だろうが同じ給料です。いわゆる給料制度の不合理さ、

こういったものに一つの大きな理由がある。

もう一つは施設の貧弱さ、とし、し、ますか、これはこの間も申し上げましたけれども、

環境が悪い。私も最近、いろんな病院へ行きますけれども、本当にきれいな設備で、し

かも医療施設も整って勉強にもなりますし、そこで働く誇りも持てるんです。ところが

日野の市立病院は、それがない。施設を改善するとか病院を建てかえるとか、そういう

権限を総婦長や病院長が持っていますか。そういう持っていない人に看護婦不足の原因

がどこにあるか、そういうところにあるのに追及するというのは、おかしい話じゃあり

ませんか。

もう一つ、はっきり申し上げれば、この市役所でもそうですが、教育関係のことで政

治の分野が云々というような話をしましたけれども、この病院の問題でも一部の政治的

な意図を持った職員がいて、そういったものの運動に、いやでもかかわり合いを持たざ

るを得ないような職場の雰囲気に嫌気が差してやめる、という話も開いております。

この 3つの理由、給与制度の不合理さ、施設や環境の劣悪な状況、それから職場の雰

囲気、この 3つが、 53人も採用して何と48人もやめる、とし、ぅ、そういう結果としてあ

らわれているわけですよ。そうしますと、その追及する矛先は、病院長でもなければ岡

総婦長でもないんですよ。森田市長にやらなきゃならないんです。そこがおかしい、異

常だ。そういうことを何とも思わなくなってきているこの森田市政の混乱ぶり、また、

それを支えている与党の見当違いの言動、甚だ遺憾だ、ということを指摘せざるを得な

いのであります。

あえて余計なことを言うことになりますけれども、承知で発言しますが、森田市長は

4期当選されてきた、立派なことです。この4期も当選する原動力は何だったのかとい

うふうに思いますと、これは良識ある社会党の皆さん、中道の皆さんとか、そういう皆

さん方の支持、それから森田市長の人格とか、力量とか、そういうものが相まって、決

して共産党ひとりの力で森田市長が4期当選したということではない。むしろ、森田市

長にしてみれば共産党の支持がない方が、むしろすっきりするんじゃないか、というぐ

らい内心思っているんじゃないか、というふうに思うわけです。

しかし、森田市長、私は市長に申し上げたいんですけれども、病院の問題は非常に重

要な問題です。これから高齢化社会に向かつて医療費の高額負担、そういったような問

題も行政としては非常に厳し~、、乗り越えていかなきゃならない、避けて通ることので

きない厳しい課題でありますから、この医療行政については、本当に全市民が森田市長

のように健康で、はつらつとしていればし、し、わけですけれども、現実はなかなかそうもい
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かないわけですから、ひとつ、その辺の取組は真剣に考えてもらいたいわけで、できれ

ば一一森田市長は、もう風邪も引きませんし元気ですから、病院の実態を言葉で聞いて

もなかなかわからないと思いますが、しかし無理に病気をしろとは、これも言えないか

ら、よく会社で体験の一一私もサラリーマγ1年生のときに、体験入隊なんていうこと

で朝霞の自衛隊に 1週間体験したことがございますけれども、森田市長も体験入院とい

うのをひとつ、市立病院に一泊で結構です。実際にひとつ入院されて患者さんからの声、

目のあたりに働く看護婦さん、あるいはお医者さんのそういった実態というものを、話

で聞くのと体験するのとでは全然違う。一度森田市長が体験入院したからといって怒る

市民は、だれもおりません。できれば、ひとつ体験入院をしていただいて、 1日1泊、

ひとつされてみたらいかがか、というふうに思うんですよ。

できれば、森田市長は左の耳は大変聞こえがいし、ょうでけれども、右の耳の方が聞こ

えが、どうもちょっと悪くなっているんじゃないか、という気がするんだけれども、つ

いでに検査していただければ、なおし、し、んですけれども・・・。

ひとつそのぐらい、私が冗談半分に言っている中に真面目な話をしてるんです。皆さ

んにこれは不真面目だと受けとめるなら、これが不真面目だというなら、話のパターγ

というのは一つのバターγしかできないことでありまして、要は、関心を持たせ聞いて

もらう、ということの手法、話法ですから。共産党の皆さんのような論理明快な話はで

きないから、私は私流のやり方で、それで関心を持ってもらって、印象を持ってもらえ

ればいい、そういう考え方でやっているわけです。

森田市長の体験入院一日なんていうのは、耳新しい言葉でしょ。印象が強いでしょ。

これは、ぜひ一一森田市長は、これだけ医療行政にも真剣に取り組んでいるんだ、とい

う一つのあらわれになるじゃないですか。市長選挙の前にそれをやれば、さらに評価は

高まりますよ。ぜ、ひ私はそれをやってもらいたい、というふうに思うわけであります。

そこで、本題に入ります。

助役の件でありますけれども、今日まで2年2カ月選ばれてこない。これは地方自治

法の162条に基づく助役選任は議会には発案権がないし、そういう中で議会の責任では

ない、議会の責任ではない。市長の方に、やっぱりこれは、発案権はあるわけですから、

それがまず指摘できるわけです。まして地方自治法の179条に基づく専決処分のできる

対象でもない。このまま助役の選任を放棄している、ということは、法の趣旨に照らし

てもおかしい。ましてや憲法を市政に生かそうという森田市長としては、これはおかし

いわけですね。

ですから質問の第 1点としては、いわゆる地方自治法161条に掲げられている助役選

任の意思があるのか、ないのか、ということを第 1点。

それから第 2点としては、助役不在の弊害とし北、ますか、こういうものを市長自身が

あると思っているのか、ないと思っているのか、その点・・・。市長の答弁いかんによっ

ては、収入役以下ほかの部長にも随時質問をしていきたい、というふうに思います。

それから第3点目は、地方自治法の第167条に定めている助役の役割を、今現在どな

たがされているか。まず第 1点は、いわゆる地方公共団体の長を補佐する役割、市長の

代理とし、し、ますか、そういうケースも出てくるはずですけれども、公務が重なって市長

が行けないというような場合もあるわけですし、いろいろあるわけですが、それをどな

たがされているのか、今ですね。それから補助機関たる職員の担任する事務の監督、こ

れをどなたがされているのか、その 2点ですね。

それで、いわゆる補佐する代理とし、し、ますか、代理の関係でもうーっつけ加えておき

ますけれども、もし市長が病気やけがをされて職務を休まざるを得ない、というふうな

場合には、どなたがその代行をされるのか、またその態勢をとっているのか、そのこと

をお伺いしたいと思います。

以上です。

O議長(市川資信君) 市長。

0市長(森田喜美男君) きのう以来、きょうも緊張して発言を伺っております。

ただいまの質問で、助役不在のことについて心境を含め質問を受けておる、という感

じでございます。

赤松助役が病気で亡くなりまして、自来、助役不在の状態が続いておるわけでありま

す。私は、赤松助役の死亡の後、任期の終わったころだったと思いますが、いろいろ考

えるところがございまして、助役2人制の提案も行ったことがございます。それから、

なるべく早く助役を得たいと思って、いろいろと考えをめぐらし、 議会にも内容をお伝

えをしてみたことがあるわけであります。

今日の状況といたしましては、いわゆる助役の不在の弊害をなるべく少なくすること、

御批判の弊害なしということは、これは言えないと思っておりますので、少なくも、弊

害を極力少なくすることで状況を保ち得ている、このように思っております。

御指摘の地方自治法161条に対する、つまり助役の存在すべき状態を放棄しているも

のでは決してございませんO ぜ、ひ得たい人が、正当に議会の同意をいただくことができ

て、また本人もその気になってやってくださればこれに越したことはない、と思ってお

ワ山
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ります。

その 2人制のことを振り返って考えますと、つまり当面、行政改革、庁内のいろいろ

な制度の改正、こういう問題の克服と、それから日野市が当面しておりますいろいろな

行政課題について、積極果敢に承認もいただかなければなりせんO そういう力がほしい

と思っていたことが理由でございましたが、その後、それの順序といたしましても、当

然庁内の人から、あるし、は日野市の行政事情に詳しい、また能力のある外部の人を、と

いうふうなことも考えていたわけであります。

たまたま、今日、不在の弊害ということを極力なくする、その役目をみんなが背負っ

て幹部職員がお互いに努力をしてもらい、責任を持ってもらって、一応のことはなし得

ている、というふうには考えておりますが、不在の補充、これはいろんな努力を注いで

安定した姿をつくるという状態が、市民に一番御理解のいただける方法だろう、このよ

うには思っております。

代役ということを言われましたが、直近の代役は総務部長でございまして、山崎総務

部長懸命に努力をして補佐をしてくれております。その他の職員も、それぞれに役割を

分担をして責任を全うしておるのは御承知のとおりだ、というふうに思っております。

事務の監督ということにつきましでも同様のことが言えるわけでありまして、整った

行政組織でもございますから、その節目、節目の組織の長が、それぞれの立場で監督を

することはもちろんでございますし、私も全体の監督に、そう欠けるということは、十

分ではなくてもひどい状態はない、こんなふうに考えております。

地方自治法176条とおっしゃいましたが、多分、職務代行の順序だろうと思います。

一般には、市長の職務代行は助役が行います。それから助役不在のときは、日野市の場

合、筆頭の部長が行います。つまり総務部部長が行うことになります。その例は過去に

もありました。

いろいろごらんなられて御指摘をいただくことは、あるいは少なくないかもしれませ

んが、市民の付託に応える行政の執行には、一応不在の中でみんなの努力で努めさせて

いただいておる、このように考えております。任期もあと 1年でございますので、その

間でも信頼に応えて受けてくれる方があれば、また議会にもお願いを申したい、このよ

うに考えております。

そういう状況でございます。

0議長(市川資信君) 小山良悟君。

014番(小山良悟君) 話としてはわかりましたけれども、総じて、全体の印象として
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市長の助役選任の熱意、というのは感じとれないというか、受け身になっている、という

ふうに思うわけです。

自治省の助役の役割を総務部長がされている、ということを、今、市長から言われま

した。そうしますと、また総務部長には総務部長という役割があって、これも実は筆頭

部長とは大変な職場なわけですよね。その上に助役の役割を、ということになると、そ

れこそ心労で倒れてしまうぐらいの大変な役割だろう、と思うんです。

ですから私は、総務部長がそういう役割だというなら、例えば助役代行なり何なりの

形をとって、それから、やっぱりそれなりの何らかの、例えば手当的なものを、これは

私は、給与制度のあれはよくわかりませんから、的をはずれているかもしれません。し

かし市民の心情からすれば、助役の役割までしている総務部長に総務部長としての給料

だけでは、これはちょっと大変な負担を与えている、というふうにもなるわけですし、

これではやっぱり不親切だ、そういうことを市長が感ずるならば、いち早く助役を選任

されるか今私が申し上げたような代行制度をとって、何らかの裏づけをつくって、それ

なりの待遇とし、し、ますか、やって対応していくというのが市長の責任じゃないでしょう

かね。

助役の候補ですけれども、これは、やっぱり議会の同意ということは市民の同意とい

うことですから、特定な側だけの支持が得られるような人では、同意されるはずがない

わけですから、その辺の選任の、人選ですね、人選については市長は、全く考え方をもっ

と柔軟に持って人選に当たらないと、いつまでも片肺飛行の状況になりますよ。ますま

す総務部長に負担がかかるばかりじゃないですか。私が総務部長の肉親というか親族だっ

たら、本当に市長に強く抗議をする、したくなる。その気持ちを市長に、私は総務部長

の代わりにぶつけているんですけれどもね。

こういう事態は、やっぱり早くなくさなきゃいけない。だから市長が考えられている

人選の幅を広げなかったら実現できないんだ、ということは、よく肝に銘じていただき

たい。議会にどうのこうのとし、ぅ、議会に対しての働きかけなんていうのは、ない。熱

意、がないんですよ。言葉で言っている。それはさっき、きれい事をどうでと言っている

けれども、私から言わせれば市長がきれい事を言っている、というふうに言わざるを得

ない。やっぱり真剣になって、いつまでも 2年2カ月も助役の札が倒れたまんま、それ

で今度は教育長の札が倒れたまんま、この後どうなるんだかわかりませんけれども、も

う本当に森田市政大丈夫なのか、という心配が渦巻いてきているわけなんですよ。

森田市長、一つは、私は何も政治的立場でどうのこうのなんて言っているつもりはな
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014番(小山良悟君) あと 2件質問が残っているわけでありますけれども、多少とい

平和啓発事業基金ということで上程の折りに、私も、これはもう、市民に対して平和

を啓発する、という、そのためのわざわざ基金を設けるということは腐りだ、というご

とを私も声を大にして市長に申し上げたわけでありますけれども、予算委員会において

啓発の部分が削られて、内容的にも国際交流の分野にも使う、というふうなことで修正

という形になったようでありまして、 100%満足するものじゃありませんけれども、

「啓発」ということを取ったということで、不承不承ながら予算に賛成した、というこ

とでございます。

予算が通った後ですから、もう聞くことというのは限られるわけでありますけれども、

1点は、私どもが、議会側が指摘したこの騒りとし、し、ますか、といったものについて議

会の、そして市民の正確な判断が示されて「啓発」という文字が削除されたわけであり

ますけれども、この点について市長は、どのように受けとめていらっしゃるか、その件

の所感をぜひ、予算が通った後の市長の考え方をお伺いしたい。

2点目は、この平和基金、いつごろから、具体的にどういう形でお使いになるつもり

なのか、簡単に御答弁をいただきたい、というふうに思います。

以上、 2点です。

O議長(市川資信君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 質問の題名に用いられております「市民に対する騎り」とい

う意味は、どうも私には、ちょっと意味がわかりません。全くそういう意図は、どなた

もお感じになるはずはない、と思う以外にはないわけであります。啓発という言葉がい

ろんな解釈がある。(i啓発してあげましょう」と呼ぶ者あり)そうそう、今言われた

ような啓発してあげましょう、というのが、そういうふうにとるというのが、そもそも

自治の本旨を正確にとらえていらっしゃらないんではないか、こう思うわけであります。

この間、消防委員会の何か検索をいただいておりますが、その中にも消防意識の啓発

というような言葉が用いられておりますし、選挙の場合だって用いますし、啓発という

のは、お互いが自治という立場で気持ちを高め合う、こういう趣旨だと思っております

ので、ちょっと戸惑った経過は、ございました。

それから、委員会の審査の中で「啓発」とし、う言葉が削除されて、国際交流という目

的がもう一つ加えられた、ということになっておりますのは、平和事業ということにな

りますと、ちょっと、はかりかねるわけでありますけれども、それでも何か事業が非常

に膨らんで、とても基金 1億円じゃ足りそうにないな、という感じがし、たしております。

今後、その国際交流のことも含めて、その頭にあります日野市の平和都市宣言という

い。やっぱり今の形は異常なんだ、ということを市長自身がもっ と強く感じてほしい、

ということ O そして今の助役不在が、どれだけ部長の皆さん一一収入役も寡黙な方で、

おとなしし、温厚な方ですけれども、助役がし、ないということでの、やっぱり心理的な負

担というのは相当おありだと思うんですよ。心境を聞いても、本当はいいんですけれど

も、心境を聞くこと自体が負担を与えるからやめますけれども、そういう負担を与えて

いるんですよ。部長の皆さん方にも大変な負担を与えている。

市長は市長でとどまっているからし北、ですけれども、あなたが助役になって、それで

どうだというなら話は別ですけれども、そういうわけにもいかない現状ですからね。やっ

ぱり市長が市長である以上は、市長の責任をやっぱり果たさなきゃならないんだ、とい

うことですよ。それを果たせなければ、市長の席に座っている資格がないんではないか。

これは、やっぱり素直に、指摘されても素直に受けとめてほしいんですね。そのことを

強く要望しておきます。

この件については、これであっさりと終わりにします。

0議長(市川資信君) これをもって8の1、助役長期不在の弊害と責任を問うの質問

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(市川!資信君) 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9分休憩

午後 1時23分再開

0議長(市川資信君) 休憩前に引き続き会議を開きます。

一般質問 8の2、平和啓発事業基金一億円の予算措置は市長の市民に対する漏りだ、

その真意を疑うの通告質問者、小山良悟君の質問を許します。

小山良悟君の残り時聞は、あと37分であります。

(14番議員登壇〕

うか、かなり議会の日程も厳しく余裕がない状況に迫られておりますんで、簡単に質問

させていただきたし、ということで、少なくとも30分ぐらいは、この議会運営上の短縮に

貢献したい、というふうに考える次第でございますので、答弁も簡単にひとつお願いし

たいと思います。
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ことに基づく、そうしヴ事業にいろんな形で取り組んでいきたい、このような基金の性

格だ、というふうに理解をさせていただいております。

そのようなことです。

0議長(市川資信君) 小山良悟君。

0議長(市川資信君) 8の2、平和啓発事業基金一億円の予算措置は市長の市民に対

する騒りだ、その真意を疑うの質問を終わります。

一般質問8の3、実践できる行政改革として一つの提言の通告質問者、小山良悟君の

質問を許します。

014番(小山良悟君) 市長の態度というか受けとめ方は、やっぱりこれは謙虚じゃな 014番(小山良悟君) この問題についても簡単に申し上け了こい、というふうに思いま

いですね。聞こえようによっては議会の判断が理解できない、いわゆる啓発ということ

をはずしたというのは、市長としては理解できない、というふうな含み方に聞こえるわ

けです。それで、国際交流が加えられたということは、平和事業にもどういうふうな形

で展開されるか、よくわからない、というふうな意味の発言をしているんですけれども、

私は、まさに平和というのはどういうことか、逆に言うと平和でない状態というのは、

極端な状況は戦争状態です。なぜ戦争が起きるか、意見の食い違いとか、いわゆるお互

いの自己の利益というもののぶつかり合いというふうな、そういったもののことから出

てくる。そういったものを防ぐには、どうしたらし、いか、お互い、やっぱり対話をする

べきですし、交流を図るべきだ、そのことから、お互いを理解することができ、対話が

でき、そういうトラフ'ルを防ぐ状況ができ上がってし、くわけです。

そうすると平和というのは、まさにお互いに交流することなんです。国内のレベルで

言えば日野市が、日野市だけじゃなくて隣の立川、あるいは多摩市とも八王子市とも、

もっともっと交流を深めてお互いの立場を理解する。もっと、いわゆる市長が目指して

いる国際平和というふうな分野まで、人類の平和ということを考えるのであれば、まさ

に国際交流の輸をぐんと広げるべきだ、それが平和につながるわけですね。肝心の議会

の意思というのは、そこにある、と私は思うんですよ。本当の平和というのは国際交流

から生まれてくる、というふうに私は断言してもいい、というふうに思うわけです。

そういう意味で、むしろ平和としヴ言葉すら、あえてつける必要はない。国際交流基

金、このことで、この平和への道につながってし、く、というふうに私は思うわけであり

ます。

あえてコメソトは求めません。問えば、また市長独自の見解を聞かされるだけであり

ますから、こっちも一方的に言いっ放しにしておきますけれども、平和というのは、国

際交流を積極的にやることによって生まれてくるんだ、という考え方に立って予算も使っ

てほし~、。 1 億円で足りないなら 2 億円、平和のためならひとつ一生懸命がんばってく

ださい。それをまず、申し上げておきます、ということで、この件については質問を終

わらせていただきます。

す。

行政改革というタイトルですと、大上段に構えて抜本的な対応というふうな受けとめ

方をされるかもしれませんが、全く小さな、ちょっと一つの視点だけのことをきょうは

申し上げたい、というふうに思うわけであります。

ふと思ったのは、日野市に車両が何台あるのかな、と思って調べたら、 92台車両があ

るわけですね。それで、いろいろと、というか調べてみたら、これは民間のレベルとは

全く次元が違うから、比較対照するということは無理なわけですけれども、ただ受けた

印象として、これでし、し、のかな、というふうに思ったので、ちょっとその点について触

れたい、というふうに思うわけでありますが、この市の車、平均の年式が59年と 4カ月、

正確な数字じゃないかもしれませんが、決してそんな離れたデータではない、というふ

うに思います。

それで、平均の走行距離が8，451キロ、ワゴγタイプの車ですと約3年半乗っている

わけですが、平均5，088キロ、年間で1，454キロ走行している。それから、小型貨物とい

うのは、小型のライトパγですね、いわゆるライトパソ、これが6年、平均年式が57年

で6年たっているわけですが、走行距離が5，692キロ、年間で949キロの走行なんですね。

軽貨物、これは軽自動車の箱型ですけれども、これが約4年半、平均の使用が4年半に

なっているわけですが、 4，074キロで、年間905キロということで年間に1，000キロ走っ

てないんです。この数字ですね。

民間の我々の場合は、もうそれこそ年間で5万キロとか、それぐらいは乗るのが当た

り前です。うちの、それこそ配送のトラックなんていうのは、年間10万キロ近くぐらい

走っちゃう。大体ジーゼルですと30万キロぐらい使っちゃうんです。

そういう中で、この役所の車両というものの一一九、つでも買えるから、何台でも買え

るからということじゃないんでしょうけれども、いろいろ職務を果たす上でそれだけの

車両が必要なんだ、と言われればそれまでですけれども、それにしても、ちょっと走行

距離が非常に少ない、ということは、逆に言うと抱えている車両台数をもう少し減らす

余地があるんではないか、というふうにも考えるわけであります。

-668- Q
d
 

ハ
huハ。



55年の車で、 55年、 7年8年たっているんですね。 8年たっているブルーバードのラ

イトパγですか、これが988キロなんですね、走行距離が。民間の会社でこういう車の

使い方をしたら、もうたちまちひっくり返ってしまう。この辺のところの取組というも

のを、見直しとし、し、ますか一一ーをする必要があるんじゃないか、というふうに、検討の

余地はあるんじゃないか、というふうに思うわけであります。

それから、いわゆるライトパγ、普通車の小型貨物というかライトパγでなくてもい

い部分がかなりある。軽の貨物でも 4人乗れますから、箱型ですね、日野市内を走り回

る程度のことであれば小型貨物車の必要はないんではないか、軽で十分事足りるんでは

ないか、というふうな部分も考えられます。

さらにまた、この程度の走行距離ということであれば、車両をもう少し減らして、場

合によってはミニバイクを何台か用意して、ということもあるでしょうし、もう少しそ

の辺の、役所だから必要な台数は何台でも買えるんだ、というふうなことじゃなくて、

その部分にも、やはり一一一これは自動車会社の人には、大変恐縮なんですけれども、や

はりその辺の税金の、貴重な税金でありますから、税金の使い方にも、市民の立場に立っ

て活用していただく、ということも大事だと思うんですよね。

いろんな行政改革についての提言を大きな立場から、大所高所からの提言もございま

すし、私のように全く一つの視点の小さな提言もあるわけですけれども、役所の実態と

いうのは、そういうことなのかどうか、わかりませんが、この辺について、いろいろ見

直しの取組ぐらいは、ぜひ、していただきたいものだな、というふうに思うわけです。

小型車とか軽というふうな違いでも、例えば税金にしても小型車 1万4，300円ですし、

軽だと4，000円だとか、それから保険ですね。対人の保険、任意保険ですけれども、対

人の無制限で対物200万、搭乗者300万の保険だとすると、小型が 7万570円で、軽貨物

が4万5，950円というふうに、ここにも大きな差が出てくるわけであります。

ですから、この車の部分でも、車両の部分での駐車場も狭い、私なんか、しばしば駐

車場へとめられないケースが出てくるわけですけれども、市長車のとめるスペースがあ

いていたら、そこにとめてやろう、といつも思っているんですが、とめられないときは

ですね。市長に駐車場対策の反省を求める上で、そうしょうかとも思っているんですけ

れども、なかなかそういうチャンスがないんですけれども。

車も一般市民の来庁も多くなってきておりますし、そういう中でもありますし、今言っ

たように走行距離が、民間からは考えられないような走行距離数ということですので、

車両をもう少し少なくする余地があるんではないか、ということも一つ検討してもらい

fこし、。

それから、小型のライトパγでな くても軽でも、とにかく乗れるのは4人ですね。 4

人なんですから日野市内を走るのに小型のライトバソでなきゃだめだ、軽でなきゃだめ

だ、ということはない。したがって、小型貨物から軽に、今度買 うときには軽にする、

切りかえるという こともできるんではないか、そうし、ぅ、やっぱり努力も欲しいんでは

ないか、ということも一つ考えてほしいということです。

それから、例えば銀行とか、そういうところは当たり前のようになっていますけれど

も、四輪車じゃなくてミニバイクとか、そういうものでも業務活動をやっておりますけ

れども、役所おいてもそういった部分の努力というか、あってもいし、んではないか、と

いうふうに思うわけです。そうしろ部分の考え方もひとつ検討してほしt..、、というふう

に思うわけです。

それからもう一つは、外へ出かけるときに、町の中でよく市の車と出くわすわけです

が、大概複数以上で乗っているんですね。 1人で乗っているというケースが少ない。そ

うしヴ仕事に取り組む人員の配置とし、いますか、体制についても、これもやっぱり、も

う少し一一私は無茶なことは言うつもりはありませんけれども、 1人で済む仕事は 1人

でやってもらう、というふうなことが必要じゃないでしょうか。これが、例えば職員の

定数とか、仕事が多くて職員が足りない、足りないという中には、やっぱりそういう勤

務体制というか、あり方にも、ーっそういう原因が出てくるんじゃないか、というふう

に思いますんで、市民の目があるわけですから、町の中を走っていると。市役所の車は、

いつも 1人で用を足しているというんじゃなくて、 2人3人と必ずいつも乗っている、

随分役所の仕事なんてし巾、ものだな、銀行員なんかはミニバイクに乗って、雨の降ると

きには、かつばをかぶって 1人でお得意さん回りをやっている。そのぐらい厳しい営業

努力をされている。銀行に限らず民聞は、皆そういう形でやっているわけですよ。

そういう人たちが納めた税金で仕事をやっているわけですから、やっぱり市の仕事も

業務も、そのぐらいの厳しさは少なくとも見倣ってほしい、というふうに思うわけです。

そういったことについて、ぜひ検討していただきたし、と思うんです。私のこの指摘に

ついて、ひとつ企画財政部長なり総務部長なり所感を述べていただきたいというふうに

思います。

0議長(市川i資信君) 総務部長。

0総務部長(山崎 彰君) それでは、主管部でございますので総務部長の方からお答

えさせていただきます。

-670- 1
i
 

円

iハ。



今御指摘になりました非常に謙虚に言われましたんで、小さな視点ということでござ

います。これは小さいどころじゃなくて非常に大きな行政改革でございます。

それで、私ども、今この走行につきましては、ちょっと時聞をもらいたいんですが、

各課それぞれございます。そして、やっておりますと、やはりある程度台数は必要だ、

ということでやっております。

それから、走行距離が伸びないという理由の中には、やはり市内がほとんどでありま

す。そして市内へ行きますと、そこで、現場へ行きますととめてある。その車が帰るまで

その間動かなかった、というようなことで、そのほかにほかの課では、どうしても必要

だ、というふうなことが、待ち時間というのがございますのでこれらも含めて、やはり

台数としヴ問題について検討していかなきゃいけない、というふうに思っております。

それから、小型車に切りかえていく、ということにつきましては、昨年から、やはり

これを乗る人々のアジケートをとりましたときに、やはりライトパγより小型車で小回

りのきくのがし、ぃ、というようなことから、これに今切りかえつつあります。軽に切り

かえております。

それから、ミニバイクについても過去あったんでございますが、いろいろ事故とかそ

ういうものがありましたので、そうした問題がありますので、これは余りしなかった、

という経過でございます。これについても検討させてもらいます。

それから人員配置でございますが、これは各主管課におきまして、それぞれの課長の

支持のもとに 2人なり 3人で、あるいは担当者が行きまして、そこで交渉するとかとい

うこともあり得るので一概に 1人ということはないんですが、原則的には最小の費用で

最大の効果ということでありますので、職員一人ひとりの持っている持ち分の仕事であ

るならば 1人で行かせる、というようなことで、これはやっていかなきゃいけないと思っ

ております。

そのようなことを踏まえまして、非常に貴重なあれでございますが、なお十分前向き

に検討していきたい、と思っております。

O議長(市川資信君) 小山良悟君。

014番(小山良悟君) 総務部長の大変誠実な御答弁をいただきまして、私の意が素直

これは百も承知しております。しかし、その中でも余りにも低過ぎるということが言え

るんではないか、というふうに感じたものですから、その点について見直しをしていた

だける、ということでございますので、ぜひ、この私の一般質問を契機にこの点につし、

ても改革ができればそれなりにこの質問の意義があった、というふうに、私も大満足と

し、し、ますか、貢献できた、とし、う大変嬉しい気持ちで質問を終わらせることができます。

どうもありがとうございました。

0議長(市川資信君) これをもって8の3、実践できる行政改革として一つの提言の

質問を終わります。

一般質問9のし西平山地域の交通安全対策についての通告質問者、馬場繁夫君の質

問を許します。馬場繁夫君。

(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。

昨年の多摩地域におきます交通事故で死亡した人は130人でありました。最低であり

ました61年よりも15人少なくなっているところであります。このように事故が減少して

おりますが、子供と60歳以上のお年寄りに事故で死亡された方がふえているところであ

ります。新たな対策が望まれている、と指摘もされているところであります。

警察庁のまとめによりますと、全国の運転免許保有者の7.4%が60歳以上の保有者と

なっております。第 1当時者の年齢層別交通事故発生件数の推移によりますと、交通事

故件数を昭和51年を100といたしました指数で、 61年は60歳代で2.4倍、 70歳代で4.1倍、

20歳から59歳の年齢層につきましては1.2倍であります。この1.2倍に比べて急速に高齢

者等の交通事故が増加しているところであります。高齢者ドライパ一対策、またはその

高齢者の交通事故対策は、行政や社会全体で早急に取り組む必要が望まれているところ

であります。行政の取組についての考えをお伺し、し、たします。

第2点といたしまして、平山大和田線の交通安全対策であります。

浅川の左岸、滝合橋上流約200メートルの先のかすみ堤の場所付近でありますが、 道

路が右カーブで幅員が非常に狭くなっているところでありますし、道路が狭い上に、 車

道と歩道を区別するために高さ約15セγチぐらいのコ γクリートが敷き並べておりまし

て、特に夜間等になりますと対向車のライトで見えず乗り上げて、交通事故が多発して

いる地域であります。四、五年前より要望してまいっておるところですけれども、 赤色

回転灯等の設置などの対策は行っているところであり ます。

しかし事故は減らず、根本的には道路の幅員を広げる ような措置をしていかない限 り

に伝わったな、ということで質問した甲斐があった、というふうに思うわけでございま

す。

確かに走行距離、これは全部データもありますけれども、確かに市の仕事上、仕事の

性格、それから行動範囲、そういったものを考えれば、それは走行距離が伸びないのは、
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事故は減少していかない、と考えているものでありますので、浅川左岸の堤防を拡張し

ながら、何か道路の幅員を広げることができないか、また浅川|の滝合橋からこのかすみ

堤に至るまでの歩行者通路として、堤防の左岸が活用できないか、御質問いたします。

それから第 3点目といたしましては、これは、前にも高橋徳次議員が質問していると

ころであります長沼橋のかけかえの件でございますけれども、その後、何か進展もあっ

たような部分も聞いておるところでありますので、それの進捗状況を教えていただきた

いと思います。

4点目といたしましては、滝合小学校の通学路の安全対策ということであります。

西平山地域の道路は、比較的農道がそのまま道路として利用されている部分が、大変

多い関係上、どうしてもその道路整備が遅れている。狭隆であったために、通学路とし

て大変危険率が他の地域と比べますと高い、ということもありますので、特に滝合小学

校の正門前等につきましては、 PTAなどの人も何度も要望しておるところであります

が、その後の進捗状況についてお伺し、し、たします。

さらに八幡 1号線と八幡5号線の交差する場所の安全対策についてもあわせてお願い

いたします。

以上、4点について御答弁をお願し北、たします。

0議長(市川資信君) 馬場繁夫君の質問についての答弁を求めます。建設部長。

0建設部長(永原照雄君) 高齢者に対する道路のあり方という点でございますが、言

うまでもなく道路というのは、多くの機能を持っているものでございまして、中でも、

すべての市民が安全で使いやすい道路ということが必要であろう、というぐあいに考え

ております。

道路に課せられた、重要なこれは問題でございますが、これを実践する福祉のまちづ

くりとしての道路整備というものを考えなければならないだろうと思います。すなわち

道路において歩行者の行動、動線が連続する、ネットワークされ、というような意味で

すね。さらに通行上の快適性についても考慮された中で、これからの道路の整備が望ま

しい、というぐあいに考えております。

そのためには、道路整備に当たりましては、高齢者や障害者などからの道路に寄せら

れた多様なニーズがあるわけでございます。これらの意見を踏まえながら整備していき

まして、安全かつ快適な社会活動に参加できるような整備に向かつてやっていく必要が

ある、というぐあいに考えております。そのためには、ーに安全、快適の確保でござい

ます。このためには障害者や高齢者を含むすべての市民が、安全でかつ快適に行動でき

るよう、福祉の視点から道路整備を行う必要がある、というぐあいに考えております。

それに当たりましては、高齢者や障害者のすべての市民の行動は、車いすで行われる

ということを原則に考えた中における道路の構造に努めるべきであろう、というぐあい

に考えております。

それから、道路の整備につきましては、歩車道の分離、それから路面の平坦化、有効

幅員の確保、これ等が必要になってくると思っております。

ネットワークということでございますけれども、ネットワークのためには、障害者や

高齢者の方々の行動半径を考慮した中で既存の整備状況などを考えながら、地区内の国

道、歩道、市道などの管理者が協議をしてし、く必要があるんじゃなかろうか、というぐ

あいに考えております。

また、これをすべての道路に及ぼすということは、非常に難しゅうございますので、

幹線となる道路の整備、今言いましたように、すべての道路に短期間のうちに整備する

ことは、非常に困難性がございます。それで、障害者や高齢者などの方が利用する上で

幹線となるような道路の設定をして、その道路から重点的に整備していくのが理想的で

あろう、というぐあいに考えております。

その他、道路の整備といたしましては、幹線となる道路以外の道路であっても、常に

障害者や高齢者などのことを配慮して整備を行って、ネットワークを完成させていくと

いうことが必要であろう、というぐあいに考えております。

その次に、浅川左岸の滝合橋上流、カープのところの歩道の設置の件でございます。

現在、建設省京浜工事事務所でございますけれども、浅川の滝合橋から長沼橋までの

間を、現在堤防の改築を行っております。今、おっしゃいましたように大和田線のとこ

ろに残地が一一今度のつくった堤防との間に残地ができますので、それについて歩道と

なるように建設省と交渉いたしていきたい、というぐあいに考えております。

その次に長沼橋の件でございますが、今申し上げましたように、建設省では昭和50年

に浅川の河道計画をつくりまして、その当時は840立法メートルパーセカンドでやって

いたわけで、ございますけれども、これを改定いたしまして、 1，800立法メートルパーセ

カンド、しかし暫定的な河道掘削といたしまして、現在は900立法メートルパーセカ γ

ドで、とれを河道掘削と弱小堤防の補強、やってないところの築造などをやっておりま

す。これの築造は、昭和65年に大体、私の方で得ている計画としては、建設省は65年で

この堤防の完成をいたしたい。それと河道掘削もあわせてやっていきたい、ということ

になってきますと、今おっしゃいました長沼橋が、どうしても河道掘削で基礎の方が浮
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いてしまう、かけかえの必要が生じてまいります。

これにつきましては、長沼橋とし、し、ますのは、これは八王子の財産でございます。こ

れにつきましては、建設省からは八王子の方に、この長沼橋のことで話し合いたい、と

いう話が持ち込まれているようでございますけれども、それは八王子から日野市の方に、

建設省でこういうことを言ってきているという連絡がございました。これは八王子が主

体になりますけれども、かけかえをせざるを得ない、ということになろうと思います。

なお、これにつきましても、八王子側でも区画整理の予定がございますし、当方の日

野地域におきましても区画整理の予定がございますので、その中において長沼橋の架橋

の位置等幅員をどうするか、これ等が問題になろうかと思います。

それから、滝合小学校正門前付近の件でございます。滝合小学校、これは大和田線で

ぐるっと回りまして、一部あぜ道を使って学校の方に出ている、という道路でございま

す。八幡 1号線と 5号線のところが非常に危険である、ということでございます。これ

につきましては、現地等をよく調査の上、その対策に万全を期したい、というぐあいに

考えております。

小学校の前の方の件でございますけれども、これにつきましては、横断歩道の問題も

ございますけれども、これ等も考慮した中において通行に安全性を期していきたい、と

いうぐあいに考えております。

以上です。

O議長(市川資信君) 馬場繁夫君。

012番(馬場繁夫君) ちょっと再質問をお願いしたいんですけれども…・・。

部長の答弁の中で、質問 2点目の中で答弁漏れがあったような気がするんですけれど

も、かすみ堤の部分の道路の拡幅というんですか、平山大和田線が右にずっとカープし

ている部分ですけれども、あそこは、非常に事故が多い部分がありますので、もし一一

私の方で聞き間違いかもしれませんが、再度答弁をお願いします。

0議長(市川資信君) 建設部長。

0建設部長(永原照雄君) 今おっしゃいましたように、大和回線のかすみ堤のところ

でカープになっております。カーブのところまでは歩道を建設省と一一一新築堤と道路と

の聞に少々の残地がございますので、これを利用した歩道をつくりたい。またカープの

ところにつきましては橋梁等もございますし、これ等も考えた中において、どうすれば

一番し、いか検討してまいりたい、というぐあいに考えております。

0議長(市川資信君) 馬場繁夫君。

012番(馬場繁夫君) どうも答弁ありがとうございました。

まず第 1点の、市長にちょっとお伺いしたいんですけれども、市長も所信表明の中で

高齢社会に対応できる社会システムを開発しておかなければいけない、というふうな趣

旨も発言されておるところでありますけれども、特に高齢者の運転免許証保有者が、ま

すますふえてきているわけですね。昭和75年には60歳以上の高齢者の方が、現在の 2倍

で約931万人の方が高齢者の免許証保持者になってし、く。全部の方が運転するとは限り

ませんけれども、今までの道路という部分は、どうしてもこういった健常者というか、

そういう人たちが運転で、きるという道路の交通対策ということが主流だった、と思うん

ですけれども、これから、そういう高齢化社会の中で、高齢者の方が被害者にもなれば

加害者にもなる、ということで、市の行政の中では、運転免許云々ということはなかな

か難しい部分でありますけれども、今後、高齢者化社会に必要な中にも、十分安全対策

という部分も踏まえた中で、高齢化社会のシステムということを考えていただきたい、と

いうことで、市長の方のお考えでもまたお伺し、し、たします。

それから、あと第 2点目の部分については部長の答弁で了解いたしまして、非常にこ

の地域は危険がありますので、早急に対策を考えていただきたいと思います。建設省の

護岸工事の中で、やはりやるということでありますけれども、現在、道路の車道と歩道

の聞に15セγチぐらいのコ γクリートが分離するために設置してありますけれども、ど

うしてもそれが対向車のライトで夜間は見えないで、乗り上げてしまうケースがありま

すので、応急の措置として何か反射プレートなりを、ちょうどドライパーが見てその反

射によって確認できる、何か早急な対策をしていただきたいと思いますので、その辺ひ

とつお願し、し、たします。

それから滝合小学校の安全対策ですけれども、なかなか、いろんな父兄の方とか、い

ろんなPTAの方も、いろんな角度から行政の方にお願いしているんですけれども、信

号にしても信号を設置していただきたい、という要望も強いんですけれども、やはり道

路の幅員が狭いという関係で、かえってその信号をつけますと危険性が増すんじゃない

かということで、信号がなかなかできない地域でありますので、今のままでは、やはり

いっ事故が起きるかわからない、としみ状況でありますので、何か工夫をしながら交通

事故が起とらないような、起きてからじゃなくて起こ らないような対策も早急にしてい

ただきたいと思いますので、強くこの辺は要望してまいりたい、と思います。

以上について御答弁の方、ひとつお願し、いたします。

0議長(市川資信君) 市長。
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0市長(森田喜美男君) 私の申し述べました今年度の所信表明の中の高齢者対策、高 親が子供を連れて道路を歩行中も、十分信号に注意したり、その交通ルールを守ってい

けるような部分がありませんと、子供は親の背を見て大きくなる、と言われております

ので、やはりまた同じように、子供が交通のルールを守らなくなってきてしまう件があ

りますので、やはり今後、その大人への交通安全教育、またモラルの高揚というのもい

ろんな角度から、行政におきましでも深めていくようにしていただきたいことを要望い

たしまして、この質問を終わりにいたします。

0議長(市川資信君) これをもって 9の 1、西平山地域の交通安全対策についての質

問を終わります。

一般質問9の2、スポーツ施設整備についての通告質問者、馬場繁夫君の質問を許し

ます。馬場繁夫君。

齢化社会に向かう、その高齢化対策としてのシステムの開発ということを申し述べてお

るわけであります。

その一貫といたしまして、やはり屋外の今取り組んでおります福祉環境の整備、つま

り福祉のまちづくりの整備の一貫になるわけでございますが、特に道路交通につきまし

でも、そうし、う配慮が確かに必要だ、というふうに考えております。

高齢者を交通弱者というふうにとらえた時代もあるわけでありますが、確かに今度は

高齢者が、ドライパーとして長く活躍する、こういうことも伴うわけでありますので、

一層交通安全施設に工夫を、専門的な工夫をつくりまして、そして対策を立てる、こう

いうふうに今後の課題を取り組んでまいりたい、こうし、う見解でございます。

0議長(市川資信君) 建設部長。

0建設部長(永原照雄君) 滝合小学校のところの大和田線から入っていって、かすみ

堤のカーブをするところ、反射鏡のそういうような御提言も一一反射プレートというよ

うな御提言もございます。これについては、そのような方向で検討いたしたい、という

ぐあいに考えております。

0議長(市)11資信君) 馬場繁夫君。

012番(馬場繁夫君) 続きまして、一般質問させていただきます。

012番(馬場繁夫君) どうもありがとうございました。

人生80年時代の到来とともに生涯教育、生涯スポーツは議論から実践への時代に入っ

てきた、とも言われております。

これまで、社会環境や生活様式の変化の中で、一面的には健康を阻害し公害問題を引き

起こす要因をつくってきた、とも言われております。また労働の単純化、機械化は、肉

体的労働を軽減させてきておりますが、その一方では精神的な緊張、ストレスを増大さ

せてまいりました。

生活水準の向上や余暇時間の増加する中で、文化的活動とともに体育、スポーツ、レ

クリエーショ γなどの活動を生涯にわたって自発的に行うことが、生活を営んでいく上

での重要な課題となってきておるところであります。この活動を通じて「生きる」こと

の楽しさや生きがし、を感じるとともに、健康の増進、体力の向上等に役立たせることが

できるものであります。

社会体育事業として、体育課を初め体育協会の加盟団体等、積極的に行っているとこ

ろであります。本年は、体育協会が創立30周年を迎えるところでありますし、将来へ向

けて市民のだれもが生涯にわたって、いつでもどこでも気楽に体育・スポーツ活動が楽

しめるため、基本計画に一部概要は示されているところでありますが、今後の方向性及

び市民が待望しているところの総合体育館、また野球場の年次計画等々、さらにはスポー

ツ行政、生涯スポーツについてのお考えをお伺し、し、たします。

質問2点目といたしましては、旭が丘公園テニスコート改造費、多摩平等のテニスコー

トの整備費等が本63年度予算に計上されているところでありますが、テニス人口も多い

中で、なかなか利用できない現状であります。今後の計画の中で南部地域、特に南平体

西平山地域は非常に道路も狭隆でありますので、要望的には、特に平山大和田線とか、

それから愛宕下 1号線とか上原 7号線は、対向車が来ますと、なかなかすれ違うという

ことが難しい地域でありますので、拡幅をしていただきたいところなんですが、なかな

か拡幅が難しい状況であれば途中の段階でも、少なくとも車がすれ違いをできるような

部分的な場所を何とか工夫していただければなあ、と思いますので、その辺は何とか工

夫をして、少しで、も対向車が来た中で、も対応、で、きるような方法を講じていただきたし、と

思し、ます。

まだまだ区画整理まで時間がかかりますので、その聞にますます交通量が、わき道と

して利用する方が多くなってきておりますので、その何か対策を講じていただきたい、

ということを強くお願し巾、たします。

それから、あと高齢者の安全対策ということですが、この辺につきましても大変難し

い部分がありますけれども、やはり加害者なり、また被害者に気の毒にならないような

総合的な施策も講じていただきたいと思うんです。

また同時に、非常に交通事故に対するモラルが大変低くなってきていまして、やはり
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育館に付随した中で、テニスコートが設置できないか、という強い要望もありますので今

後のテニスコートの増設等についてのお考えをお伺いいたします。

それから 3点目といたしましては、南平体育館の進入問題でありますが、南平小学校

の北川の道路が 1本ありまして、それが通り抜けができない状況で大変に不便さを感じ

ているところであります。だから、市民の多くの皆さんからも改修できないか、という

要望が出ておるところでありますし、かなり前にも議論があったところでもありますが、

その後の進捗状況についてもお伺し北、たします。

それから、第4点目といたしましては、浅川や多摩川の堤防のサイクリ γグ道路につ

きましては、何人もの議員の方より一般質問等でも取り上げられているところでありま

す。浅川のサイクリ γグ道路の方が若干進んでいるところでありますが、浅川と多摩川

の堤防におきますサイクリ γグ道路の進捗状況と、浅川の滝合橋上流から長沼橋に至る

までのサイクリ γグ道路をつくってほしい、という要望もあるそうでありますが、これ

についてのお考えもお伺し、し、たします。

さらに、せっかく整備したサイクリソグ道路でありますが、橋、鉄橋等によりまして

分断されてしまうことは、まことに残念でありますので、何か川の方に下がって行きな

がら通り抜け等ができるような措置はできないものか、あわせて御答弁のほど、よろし

くお願し、いたします。

以上です。

O議長(市)11資信君) 教育次長。

0教育次長(砂川雄一君) お答えをいたします。

総合体育館の問題につきましては、スポーツを所管する課としては早期に実現をした

い、というふうに考えておりますが、仲田緑地関係の、いろんな他の条件との絡みもあ

りますので、そういった中で、できるだけ早い時期に計画を練り上げて準備は進めてい

きたい、というふうに思っております。

それから、野球場とし、いますか、少年野球、あるいはソフトポールなんかも含めまし

て、そういった協議ができる場所というのは、現在市民グラ γ ドとか、あるいは東光寺

のグラ γ ド、あるいは学校開放での学校の校庭、そういったものを使っていただいてい

るわけですが、それでもなかなか需要に応え切れない面もございます。

それで、現在、市民グラ γ ドの下流側の方に、もう 1面なり 2面、拡張できないか、

ということで現在建設省の方とも交渉を進めておりますので、これが実現できれば今年

度中にでも整備にかかりたい、というふうに考えております。

東光寺については、なお地主さんとの関係、その他もございますので、しばらく時間

がかかると思いますが、これについてもさらに検討を進めていきたい、というふうに考

えております。

それから、テニスコートの問題でございますが、確かに現在市が所有しているテニス

コートは、 9面ございます。テニス人口の増加ということからし、し、ますと、確かに所有

しているテニスコートが少ないわけでございますが、なかなかテニスコートを増設をし

ていくというのは、実際には用地の問題、その他があって、なかなか困難な状況もござ

います。私どもとしては、できるだけ機会があれば、さらに増設を進めていきたい、と

いうふうには思っておりますが、当面は既存のテニスコートの使用時間帯を延ばせるよ

うな形で、今年度は全天候型のコートを整備をする、ということで、一応旭が丘の 3面

については、予算化をお認めいただいているわけですが、さらに多摩平等についても順

次計画を立てて進めるようにしたい。

南平体育館近辺で、とし、うお話もございましたけれども、この辺のことについては、

さらに検討を進めてみたい、というふうに考えております。

以上です。

O議長(市川資信君) 建設部長。

今後のスポーツ・体育施策の方向ということにつきましては、既に基本計画の「施策

の方向Jの中にも述べられておりますけれども、やはり、すべての市民が年齢に関係な

くスポーツ、あるいはレクリエーショ γを楽しめるような環境条件をやはり整備してい

く、ということが中心になってくるというふうに思います。そのために、さまざまな施

設の整備をする、あるいは既存の施設の改善を進めるということもございますし、それ

から人的な面でのスポーツの指導者の育成だとか、そういったようなことも、さらに重

視をしていかなければならない、というふうに考えております。

確かに、毎年スポーツ人口とし、し、ますか、そういったものはふえていっております。

それから、スポーツに対する市民の要望も多様化していっておりますので、そういった

ものに、すべて同時に対応するというのは、なかなか困難でございますけれども、順次

そういったものは条件整備を進めていくようにしたい、というふうに考えております。

0建設部長 (永原照雄君)

ます。

おっしゃいましたように南平の体育館のところは、行きどまりになっております。こ

れは南平16号線でございまして、昭和58年の 4月に区域決定をいたしまして供用を開始

今お尋ねの 3番、 4番、 5番につきまして御説明申し上げ
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した行きどまりの道路でございます。

これにつきましては、いろいろと市役所でも、これをせめて2・2・5、七生中学の東側

の道路、そこまで抜けないものだろうか、といろいろ検討を重ねてきたところでござい

ますが、幸いに、と言っては何でございますけれども、本年度に南平の土地区画整理組

合の設立の準備が予定されております。この区画整理において、この問題は解決できる

んではなかろうか、というぐあいに考えております。

次に、浅川、多摩川のサイクリ γグ道路の整備状況でございます。

まず、浅)11からまいりますと、浅川の右岸でございますが、全体の延長が6，346メー

トルほどございます。このうち兼用道路、例えて言いますと右岸の一番橋から平山橋ま

で、これとは兼用道路でございまして、堤防の上を通っておりますけれども車も通すと

いう道路、このようなものを兼用道路と申しておりますが、これが2，350メートルござ

います。

それから、自転車・歩行者専用道路、これはサイクリソグロードというぐあいに御解

釈していただいて結構でございます。これが3，076メートノレ。未整備の地域といたしま

しては、 920メートルほど現在残っております。これにつきましては、昭和65年を計画

いたしております。

それから、左岸でございますけれども、 7，055メートルほどございます。兼用道路が1，

350メートル、サイクリ γグ道路が2，715メートル、未整備が2，990ということでござい

まして、この2，990メートルにつきましては、昭和65年に480メートル、昭和66年に1，31

0メートル、昭和67年度に1，200メートル、こういう年次計画を立てております。

それから多摩川でございますけれども、多摩川の右岸でございます。 6，334メートル

ほどございます。サイクリ γグロードといたしましては、 2，084メートルでございまし

て、残りの未整備は4，250メートルでございます。これにつきましては、今の事務段階

としての考え方といたしましては、浅川の方にちょっと手が出せない状況でございます

ので、旬、 64で整備をしていきたい、というぐあいに考えております。

それから、滝合橋のところから長沼橋の聞のサイク リγグはどうか、という点での御

質問でございます。これにつきましては、先ほどから申しておりますように現在堤防を

整備中でございます。この堤防ができ上がるのが、建設省は昭和65年だ、というぐあい

のような計画で進めております。その関係で、それが終わった後にサイクリソグロード

をっくりたい。そのために、一応私ども事務側といたしましては、昭和66年を予定いた

しております。

それから、今 5番目におっしゃいましたところに、特に多摩川のサイクリ γグロード

をつくりますと、どうしても鉄橋のところで四谷の方に抜けて、また出て行かなきゃな

らんというようなことに相なりますので、建設省京浜工事事務所と打ち合わせまして、

そういうことが可能なのかどうなのか、ということで検討いたしまして、できる方向で、

ひとつ建設省と交渉をいたしたい、というぐあいに考えております。

以上です。

O議長(市川資信君) 馬場繁夫君。

012番(馬場繁夫君) 答弁、ありがとうございました。

今のサイクリ γグ道路のつなぎの件ですけれども、例えば浅川の大和田橋の場合は、

階段で川の方に下りましてつながっている。また、浅川大橋とか暁橋は、川の底までサ

イクリング道路がずっと舗装してありまして、つながっていますので、そういう事例も

ありますから可能性は十分あると思いますので、積極的にお願いをしていただきたいと

思います。

それから、質問の第 1点目ですね。生涯スポーツ等のことでありますけれども、非常

にそういう気運の高まりの中で総合体育館の市民の皆さんの声も、非常に要望も強くなっ

ておりますし、また南平体育館の使用人数等を見ましても年々ニーズが高まっています

し、どうしても位置的には南部地域にありますので、どうしても使う方が、ある程度南

部地域に比較的多く使っている、というふうな現象が見られるようであ りますので、い

ろいろと予定はあるでしょうけれども、なるべく早く総合体育館等ができるような尽力

をお願し、し、たします。

それから、テニスコートのことですけれども、確かに土地のことでなかなか増設する

ということは、難しい部分がありますけれども、やはり何とか借地をしながらでも増設

できるような方向をまた見出していただきたいと思います。

それと同時に、今、次長の方から御答弁がありましたように、多摩平のテニスコート

も全天候型に今後進めていくんだ、ということでもありましたので、それも早急に、そ

うし、う対策の中で多くの方が使っていただけるように、また時聞を延ばしていくために

は、ナイター施設も場合によれば必要かと思うんです。ただ夜間やる場合、いろんな、

テニスとかは音が出ますし、奇声が発せられますので、その辺の付近の皆さんに公害的

になることがありますので、その辺、地域性も踏まえながら、できればナイター設備を

設けていくということも検討していただきたい、と思うんです。

それと、今、中学校にテニスコートが、たしか 4面でしたっけ、 8中学校中 4面あり

り
んの。円。
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ますので、あと 4つの中学校にはテニスコートがありませんので、何とか、まず4つの

中学のテニスコートを早急につくっていただく、そして、中学校のテニスコートも日曜、

祭日には開放して多くの方に使っていただく、という方向も考えられますので、何とか

これを年次計画の中に入れながら早急に進めていただきたいと思うんですけれども、こ

れについても御検討をお願し巾、たします。

それから南平の体育館の進入口の問題ですけれども、区画整理とし、し、ますと随分先に

なりますので、何か地主さんとの方向をもう少し積極的に対応しながら、地主さんの了

解を取れればどんどんできますので何とかその方向も見出していただきたいと思います。

それから、あと市長に質問があるんですけれども、特に生涯スポーツという観点の中

で、非常に市長も今回の所信表明の中にも、コミュニティということを行政の中でも強

調されていますので、これからのコミュニティという中で、生涯スポーツの位置づけに

ついてのお考えをお聞きいたします。

以上、答弁をお願いします。

0議長(市川資信君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 高齢化社会、あるいは長寿の時代の社会の対応といたしまし

て、学習面では生涯教育、それからスポーツ面では生涯スポーツというふうな考え方が、

当然、強く必要になってまいるものと予測いたします。

コミュニティということも、その関係の中にまた存在させるべきだ、と思っておるわ

けでありまして、既存のものをいろいろ組み合わせてネットワーク化を図る。なお、ま

た不足するものを整備していくということで、コミュニティという視点からも身近にス

ポーツの場がある。それが生涯スポーツに、また施策として機能ができる、こういう状

態をっくり出すことである、というふうに考えておりますので、今後とも一層各地に適

切に配置できるような、そういう努力をしてまいりたい、このように考え、かつ願って

おるところでございます。

0議長(市川|資信君) 教育次長。

0教育次長(砂川雄一君) 特にテニスコートの問題については、学校にも幾っかござ

いますし、その学校のテニスコートについても市民にも開放しておりますけれども、こ

の辺についても、この前四中のテニスコートを全天候型にしてございます。そういうふ

うな形で、学校にある敷地内のテニスコートについても今後、順次整備は進めていきた

い、というふうに考えております。

ただ、中学校クラスになりますと、どうしてもクラブ活動で今度は使う時間帯が非常
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に長くなってきますんで、なかなか市民の利用ということとの調整ということが、ひと

つ問題になってくるかと思いますけれども、いずれにしろ、そういった方の整備も進め

ていきたい。

それから、借地でもというお話もございました。我々も、もし借地できるんであれば

そういう形で整備をしたい、というふうには考えておりますが、なかなか現実には難し

い面もございますが、なお、さらに一層努力していきたい、というふうに考えておりま

す。

それから、夜間照明の問題についても、確かに場所によっては夜間照明をつけにくい

ところもあるかとも思いますけれども、時間帯を延ばしていくという意味からいえば、

夜間照明等についても順次計画の中に入れて検討していきたい、とそのように考えてお

ります。

0議長(市川資信君)

012番(馬場繁夫君)

馬場繁夫君。

どうもありがとうございました。

テニスコートにつきましては、特に中学校につきまして四中が全天候ということであ

りますけれども、まず、ない中学校がありますので、何とか、テニスコートがない中学

校につきましては、そういう年次の中で、やっぱり格差があるとまずいですから早急に

対策を考えていただきたいと思います。

それで、それができましたら、また全天候型に、残された中学校をかえていただくな

り平等感を含んでつくっていただきたい。将来的には、そういう中で、やはり中学校の

テニスコートについても夜間照明等を設置することができれば、ある程度、夜の時間に

一般の方に開放が積極的にできるようになれば、クラプ活動との併用の使い方も可能に

なってまいりますので、その辺もあわせて考えていただきたいと思います。

それから、ちょっと昭和61年度の中学校の校庭の利用状況を見ますと、やっぱり、か

なり校庭の開放等が進んできておりまして、利用数も多いんですけれども、ナイター施

設を利用している、例えば日野第一中とか、七生中学は、総体利用のうちの昼間が55.4

%開放に使っている。夜が44.6%と非常に夜間の中学校のグラ γ ドの利用率が高くなっ

てきておりますので、やはり今後、夜間の校庭利用のためのナイ ター施設を全中学校に

整備ということも、これは早急に進める必要があろうかと思いますけれども、それにつ

いて、今後の状況をちょっと教えていただきたいと思います。

0議長(市川資信君) 教育次長。

0教育次長(砂)11雄一君) 教育次長、お答えいたします。
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012番(馬場繁夫君) どうもありがとうございました。

指します西平山地区計画整備、 65年を目指して万願寺第2地区区画整理事業、さらには

東町区画整理事業、それから南平駅周辺地区整備計画策定調査など、急ピッチで進めら

れていることであります。

62年の第3固定例会でも多摩川沿い地区の都市計画構想、についての行政報告もありま

した。 63年度所信表明におきましても、当面する行政報告の課題の対応につきまして、

社会能力の高い10年ほどの聞に、都市基盤整備と高齢化社会に対応できる社会システム

を開発しておかなければならない、との思いが述べられておるところでございます。基

盤整備を積極的に進めることは、大変評価のできることであります。

そこで質問をいたします。 一般会計予算特別委員会での質疑もありましたけれども、

都市計画道路2・2・5号線の拡張に関係しての南平地区の整備事業、さらには南平駅周辺

地区整備計画についてのお考えをお尋ねいたします。

それから第 2点目としては、急速に進む都市基盤整備の方向性について市長のお考え

をお聞きいたします。

以上2点、お願いし、たします。

0議長(市川資信君) 馬場繁夫君の質問についての答弁を求めます。都市整備部長。

O都市整備部長(前田雅夫君) お答えいたします。

まず 1点目の南平駅周辺の整備でございますけれども、今回、新年度の予算といたし

まして、 550万円の調査費を計上いたしました。南平駅周辺地区整備計画策定調査とい

うことでございます。

内容といたしましては、地区の現況、それから地区の位置づけと将来像の検討、それ

から、この計画に対するところの事業手法の検討、こういったことも調査いたすわけで

ございます。これが一つ新年度で計画しております。

それから、その周辺で区画整理の問題もございます。これは2・2・5号線の東側でござ

いますけれども、約4ヘクタールでございますが、組合施行で区画整理をするというこ

とで、現在、地元に準備会が発足いたしまして、東京都の方に発足の届けが今出ている

ということでございます。

さらには、この区画整理にも関係するわけでございますけれども、 2・2-5号線が北野

街道にぶつかるわけでございます。この東側が南平の区画整理の組合施行の区域になり

ますので、その道路の見直しをする意味での調査費も現在計上されている、ということ

でございます。駅周辺につきましては以上でございます。

。議長(市川|資信君) 市長。

ナイター設備につきましては、一応この基本計画の年度の期間内では全体として 5カ

所設けるということで、現在 3カ所ございますので、それぞれ前半、後期に分けまして

1校ずつは整備をしてし、く、それを第 1段階として、さらに将来は、その成果に立って

次のまた計画を立てるようにしたい、というふうに考えております。

以上です。

O議長(市川資信君) 馬場繁夫君。

年度計画の中で、そのナイター施設も完全にできるように、ひとつよろしくお願いし、

たします。

それから、あとコミュニティ関係なんですけれども、これから学校の施設、グラ γ ド

とか体育館とかテニスコート等、学校の施設をいかに一ーただ開放して使うということ

だけでなく、地域の人が自主的にその管理をしていく、それで運営をしていく、という

方向に流れが行くような気がします。

そういう中で名実ともに開かれた学校というか、その地域の学校という、そういうも

のができ上がってくると思うんですけれども、特にコミュニティということで、今回も

企画調整費という中でも、コミュニティ施設整備検討委員会ということで謝礼金が今回

計上されておりますので、こういうコミュニティの一つの検討委員会の中で、も、当然、学

校の施設利用というものも十分検討していただきたい、と思うんです。

特に、やはり学校施設が本当に開かれて、地域住民の中心となるような学校施設の利

用の仕方、当然そのためには学校の施設のいろんな問題点、学校側の責任の問題とか、

まずこトイレの問題、施設の問題等とも、いろいろと問題が出てくると思うんですけれど

も、それも、そうし、う段階の中で整備しながら、学校が名実ともに市民の場所となれる

ような方向を、検討委員会の中で十分検討していただきたし、と思いますので、そういう

中で今後のスポーツ、またコミュニティが大きく発展していただくようにお願いいたし

まして、この質問を終わります。

0議長(市)11資信君) これをもって 9の2、スポーツ施設整備についての質問を終わ

ります。

一般質問9の3、都市基盤整備についての通告質問者、馬場繁夫君の質問を許します。

012番(馬場繁夫君) 続いて質問をさせていただきます。

現在進められております区画整理事業は、万願寺区画整理、豊田南区画整理、高幡区

画整理の 3区画整理事業であります。豊田駅南口再開発、さらには64年度計画決定を目
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0市長(森田喜美男君) 今、市内で事業として取り組んでおります区画整理事業の上 れておりますし、そのほかの中でも多摩川流域、また三多摩における位置つ'けも、それ

ぞれ非常に深い位置づけがされてきているところであります。

そういう中におきまして、例えば八王子の波多野市長も先端技術と地域高進という部

分でも発表されておりまして、ことに高い付加価値を持った製品をっくり出すことが日

本の製造業の生きる道となってし、る。先端産業の持つ技術、情報は、そこに勤める質の

高い労働者の存在や地域文化に大きなイ γパクトを与え、潜在力を秘めているo 多摩地

域が、さらに多くのハイテク産業の立地を受け、先端産業の展開に一層の役割を果たす

ためには、国と市町村によるそれぞれの立場から多面的な行政施策の展開も必要となっ

ている、とも述べられているところであります。

確かに今、日野市もそれぞれの区画整理の中で、それぞれテーマを掲げておるところ

であります。例えば西平山の区画整理につきましても、快適でゆとりのある町、という

ことをテーマとしながら、町での方針として今進められているところでありますけれど

も、やはり全体として、それぞれのテーマは大事なんですけれども、やはり核業務都市

ということが立川、八王子が指定されておりますので、もう少し日野市も、そういう流

れに遅れることなく、何か流れを上手に活用しながら、また町全体としては住宅等の調

和をとりながら発展をしてし、く、そして、いろんな法人市民税も将来的に十分うるおい

が出るような方向性の施策も大事かと思いますので、そういう観点からもまちづくりを

進めていただきたし、と思うんです。

また、用途地域的におきましてもオリエソト周辺地域、それから準工業地域に指定さ

れておりまして、また、今後そういう場所が虫食いになっていかないように、何らか、

いろんな市民税がうるおうような企業を誘致してし、く。また、地元に公害等いろんな摩

擦が起きないような産業を誘致しながら調和をし、町全体が、またその調和の中でうる

おいが出ていくような施策も大事かと思いますので、その辺を踏まえて、今後の町の開

発、発展をしていっていただきたいと思いますので、それを意見といたしまして、以上

で終わります。

に、また事業に仕立てるまでの調査でありますとか、事前の事務につきましての予算を

お願いをいたしております。ちょうど過去10年ばかりの人口急増時代を経過して、人口

の流入が鎮静化し、なおまた市内の状況は、未整備の道路網にいたしましても、あるい

は伴う下水道関係にいたしましても未整備の部分も多いわけでありますので、それらを

この時期に基盤整備として取り組むというのが、現状の市政の重点事業であります。こ

れをし、かにうまく組み合わせ、時間的にも準則に、しかも、また、市民の参加をいただ

きながら遂行するかということが当面の大きい課題であるわけであります。

特にまた、多摩川寄り地域の立日橋の架僑、あわせて2・2・11、つまり市内循環都市計

画道路、これは下水道の今後の築造の上にも、またあの地域の交通事情を整備する上で

もぜひ行わなければならないプロセスとなって当面することになりましたので、それら

を積極果敢に事業化し、それを実施に移してし、く、そういうことをこれから大きく取り

組む、こういうことを今まで表明申し上げておるところでございます。

体制の強化もできるだけ図りまして、また関係官庁の連絡指導も十分機密に行いまし

て、こらの事業を促進させたい、このように考えておるところでございます。

0議長(市川|資信君) 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。

東京大都市圏は、世界史上に例を見ない大都市地域として、高密度で、しかも巨大な

都市空間を形成し、産業や諸活動の都心部への集中によります種々の都市問題が顕在化

して、その解決が急務となっております。

このような状況を踏まえて「首都圏整備計画」多核多圏域型の連合都市圏として再構

築していくことがうたわれております。立川、八王子地域は、多摩自立都市圏の業務核

都市として位置づけられております。諸産業、大学立地等を背景に中核的機能、高次機

能の育成を図る方針が出されておることは、承知のとおりであります。

さらには、第 2次東京都長期計画におきましても、立川、八王子、青梅、多摩ニュー

タウ γ、町田を多摩地域の拠点都市、多摩の心として位置づけ、区部の副都心とともに

都市業務機能分散の受け皿として育成することが、うたわれております。

ただ、いろんな、例えば昭和59年12月 1日の多摩ルネッサγス宣言におきましても、

多摩流域は604万人が住み70戸に何々とする大学がひしめき、輝かしい世界的業績を誇

る数多くの研究機関と企業も密集している。その規模たるや、米国のシリコ γバレーや

ボストソ、ニュージャージーなどを合わせたものに匹敵する、というようなことも言わ

0議長(市川資信君) これをもって 9の3、都市基盤整備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(市J11資信君) 御異議ないものと認めます。よって暫時休憩いたします。
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午後 2時47分休憩

午後 3時14分再開

とも考えなけれはならない、しかし、我々は行政に携わる者として行政のことを考える

のは、これは当然、の話でありまして、何もそのようなことを言われるいわれはない、こ

う私は思うわけであります。

まして、いま一つ言わせてもらいますと、東京都じゃ金が余っているんだから何でも

やればできるんじゃないか、これは私はおかしい話だと思うんです。国政の一番の問題

として行政水準の質を確保して、この地域じゃこんなにレベルが高い、この地域ではこ

んなにレベルが低い、というようなことでは、これは因るわけでありまして、行政水準

の公平を確保するというのは、これは最大の課題の一つであるわけであ ります。お金が

たくさんあるから、 120億円あれば東京都ではできるんじゃないか、ゃったらし、し、じゃ

ないか、というのは、ちょっと私、筋違いじゃないか、こう思っております。

それじゃあ、お金のないところじゃどうするんだ、とそういうことが言えるかと思い

ます。それを救済するために普通交付税の制度があるわけでありますし、今の現状だと

ちょっと東京へのいろいろの問題、一極集中のことが言われておりまして非常に財源が

東京都に偏っている。むしろ逆交付税をという制度をつくるべきではないか、というよ

うなこともありますけれども、これは今の課題ではありませんけれども、一言でそのこ

とについて反論しておきます。

4月1日の各新聞に今年度の国土庁の地価公示価格が報道されております。それによ

ると、東京都全体とすると約、昨年が53.9%のアップなのに、ことしは60.9%だ、ただ

し多摩地区については昨年が28%の上昇率に対して89%のア ップだ。東京都全体をとっ

てみましてもこの数字で計算してみますと、 2年間の上昇率が約2.5倍になるわけであ

ります。多摩地区においては、もっとこの率が多くなるかと思います。

さらに一番上昇率の高いのはどこか、ということで、多摩、町田、日野の 3市が挙げ

られております。上昇率が実に、 1年間の、これは昨年の 1月 1日対ことしの 1月1日

現在の比率が 3けた台、こういうような報道がなされております。ま さに狂乱地価とい

うほかはないわけであります。

いろいろ今の国政の課題として、円高の問題あり貿易摩擦の問題あり、あるいは産業

の構造転換の問題が一つはあります。あるいは税制改革の問題があります。それと並ん

で地価対策をどうするか、というのが当面の最大課題の一つだと思うわけであります。

しかも基本的には、需要と供給の関係で定まるわけであります。約日本の国土の70%

が傾斜地だ、 30%が可住地だ、その半分が農地だというのが現実だそうであります。約

15%の国土に 1億1，000万の人口がひしめいているわけでありまして、これは他国に比

0議長(市川!資信君) 休憩前に引き続き会議を開きます。

一般質問10のし地価問題と自治体の対応についての通告質問者、鎌野行雄君の質問

を許します。鎮野行雄君。

(17番議員登壇〕

017番(鎮野行雄君) まず先ほどの小山議員に倣って、答弁は要りませんけれども、

一応40入学級の問題について発言していきたし、と思います。

実は、せんだって福島委員長の報告の際に竹ノ上議員から私に発言を要請されたが、

議会のルールになじまないということで、私そのときに発言の機会があるかと思ってい

たんで、すが、残念ながら発言の機会がありませんでしたし、これからもちょっとそうい

う場もないと思うので、あえて発言させていただきます。

まず第 1点は、この問題がこのように混乱を起こした基本的な原因は、教育委員の人

選にあるんではないか、こう思うわけであります。教育の政治的中立というに反して、

とまでは言いませんけれども、少なくとも教育委員会というものは、各会各党を代表し

て公平な立場に、全市民的な立場に立たなければならない、こう私は思うわけでありま

す。余りにも教育委員が一方的に考え方なりが偏るということは、混乱の原因になるん

ではないか、こう思うわけであります。

これから、あるいは市長は、もう教育委員の人選をする機会はないかとも思いますけ

れども、ひとつ、この辺を念頭に置いていただきたい、こう思います。

いま一つは、よく言われることですが、教育の質と教員の質とは正比例するんだ、こ

ういうことが言われております。これは教育の鉄則であると思うんです。数ばかりそろ

えるのが能ではない。

私は40入学級を否定するものではありませんけれども、予算委員会で天野委員がこの

質疑の中で、 i41人も 2人も学級の人数が多いのは確かに大変には違いないけれども、

一番質のし、し、先生をそこへ持っていけば何とか対応できるんじゃないか」こういうふう

な意見も出てきたわけでありますけれども、まさにそのとおりだと思うんです。そのこ

とが第2番。

それから、せんだって中谷委員の発言の中に、これは予算委員会でしたか、余りにも

私たちが行政の立場ばかり重視して子供たちのことを考えないじゃないか、こうい うよ

うな発言がありました。そんなことは絶対にないわけでありまして、その子供たちのこ
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ベて、あるいは米国に比べて地価が、ある程度高いというのは、これはやむを得ないか

もしれませんが、最近のこのような地価の暴騰というのは、いろいろな面で悪影響を及

ぼしておるわけであります。

その原因は何か、ということですが、一つは東京が国際都市化して都心のオフィスピ

ルに対する需要が非常に多くなった、それが周辺に波及した、ということが言われてお

ります。さらに、金融緩和で土地取引に対して無制限に銀行が貸出を進めた、というよ

うな事情もあるそうであります。

きのうとけさ、 NHKの8時半からの、あるいは皆さん、ごらんになったかもしれま

せんが、地価問題について約 1時間にわたって報道しておりました。その中で、この 2

年間で、これは日銀の発表だそうですが、金融機関が土地業者に貸し出した金が、約10

億兆円だそうです。そして今、回収しないで残っているのが10兆円だということです。

余りにも膨大な金額なので私びっくりしたんですけれども、それで、最近の地価状況に

ついても触れていました。せんだっての東京都の発表によりましても、最近12月あたり

から地価は下落傾向にあるんだ、というようなことが言われておりました。

それで、まず地価抑制対策として地価監視区域の制度が設定さております。 100平米

以上については届出制ということに日野市でもなっておりますけれども、この処理状況

がどうか、ということ。この制度によりますと当事者、つまり売り主、買い主ですが、

その人たちが取り引きの 6週間前に届出しなさい、届出内容はその土地の利用目的と、

それから取引価格ですね、これを市の担当課へ届けなさい。そして、基準価格というの

があるそうですが、あるいは鑑定士の評価によって高過ぎると見られるものは土地利用

審査会、これは都の機関だそうですが、それへ持ってし、く。まず妥当であろうというの

は、不勧告通知というのを出すわけですね、それから契約。勧告したのは、審査会では

どういう結論を出すか、というと、地価の変更、あるいは取り引きの中止を勧告するわ

けです。それに従って、従ったものは契約に持ってくる、従わないのは公表だ、こうい

う制度のようであります。

これについて処理状況がどうなっているか、担当者から説明していただきたい。

それから、きのう NHKでこういう話がありました。今の基準価格というのは現状に

合ってない、むしろ下落傾向にあるときには一一地価が上昇している ときには、ある程

度の異常な取引価格については抑制できるんだけれども、下降ぎみであるときには監視

制度というのは、その機能を果たさない。こういう例をヲ|し、ておりましたけれども、あ

る土地を地主が、これは坪だと思いますけれども、 650万円で売却したわけで、すね、そ

うすると、地価監視制度による届出価格が1，200万だった、そして実際の取引は幾らか

というと950万だった、というような例があるようであります。

果たして、その辺、基準価格はどのように設定されておるか、最近の傾向から見て日

野市でもそのような恐れがありはしないか、この地価監視制度の届出価格が、業者によっ

てはこんなに高いんだよ、それよりもこれだけ安いんだよ、この土地は非常に安いんだ、

というようなやり方にも利用しかねない、こういうようなことが言われておりましたが、

その辺の事情はどうかというととを、まず、その辺を説明願いたいと思います。

0議長(市川資信君) 鎮野行雄君の質問についての答弁を求めます。総務部長。

O総務部長(山崎彰君) 総務部長お答えいたします。

国土法改正ということで昨年の10月からスタートしておるわけでございますが、私ど

もの市の対応の仕方としまして、 3月31日までは都市整備部の都市計画課の方で、この

国土法の100平米以上についての事務をやっておりました。それで今年の 4月、この間

でございます。 1日からは私どもの用地課にこれが、事務が移管になった、というよう

な経過でございます。

今お話にありましたような、手続き上6週間前、それから、それに基づく行政指導の

方法は御指摘のとおりでございます。

それで問題は、この行政指導に基づきまして、なおかつ届出方が不服の場合は都の方

に上げまして、都の方に入ります。そしてそれが、指導が行われなかった場合には、今、

議員さんが申し上げましたように業者名を公表する、というところまでの国土法の改正

によります監視区域の方法でございます。

それで、現状はどうかということでございますが、 3月31日現在でまとめました数値

を申し上げますと、届出全体が、 3月31日でございますが、 10月から 6カ月間にわたり

まして行われましたんですが、トータルしまして346件という数字でございます。その

うち現在審査中が20件でございます。それから届出したとおり、行政指導しなくて済ん

だのというのが133でございます。そして行政指導に入ったのが188というような内訳で

ございます。これが現在の主な状況でございます。

次に、今御指摘のありました基準値価格、それから公示価格というようなお話でござ

いますが、 4月1日の新聞に出ました国の公示価格でございます。これの上昇率という

ことで非常に高くなっておりまして、特に首都圏関係が、これに相当な高値の地価の高

騰だということでございます。

それで、この公示価格でございますが、まず公示価格というのが、今言いましたよう
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に国が 1月1日の時点で、抑えた価格でございます。そして基準値価格というのは東京都

が、 6カ月遅れの 7月1日に行われた調査に基づ、くものを10月1日に発表している、と

いうようなことでございます。そこには、その国との差が出てきております。そうした

中で、新聞に出ましたとおり六十八点何%かの上昇率でございます。それで4月1日に

出たわけで、ございます。

それで、これらの方法の状況でございますが、新聞にも出ておりますが、まだ私ども

ではこれを行政指導の正式なルートからは、今やっておりませんですが、昨年からは沈

静化ということで、確かに下落傾向にある、ということで、国全体では1.1%の差が出

てきておる、少なくなった、というような御指摘がございました。そうした中で、これが

今、鎌野議員さんが言われたように高値の安定的なものに今なっているんじゃないか、

というふうに思います。下がったといたしましても。

そして、この土地が次第に監視区域の指定ということで、その効果がじわじわと出て

きた、ということは言えると思います。それで住宅地が、今言いましたようにマイナス

1.1の効果を生み出してきている、ということでございます。

それで、日野市の状況でございますが、今言った346件の中でそうした指導を行って

おります。しかし、その方法といたしましては、監視区域の鑑定士に基づく一定の基準

をお願いし、たしております。そして、さらにそれを市の中の用地課でございますが、価

格の検討委員会を持ちまして、その鑑定士が持ってこられた数字と、それから私どもで

周辺を調べてあります数字と、それから今言った公示価格、そういうものを検討しなが

ら二つの面から指導価格に入っている、というのが実情でございます。

そして、さらに今御指摘がありました、それでは幾らぐらいなものが指導されている

のか、ということでございますが、これは国土法のときにもお話し申し上げました価格

については、これは秘密性を持っておりますので公表できない、ということでございま

す。指導した価格につきましては・・。そういうことでやっております。

そして、さらに御指摘がちょっとありましTこんですが、その指導した価格を悪用する、

業者が悪用する方法も多少、今、出てきております。実際に取引をしない空申請という

ようなのが幾っか見えてきておりますので、それらについては厳重に、今、用地課にお

きまして指導、そうしたもののないようにして、一つの発表をしますと、それが悪用さ

れてし、く、というようなこともありますので、そうしたことも踏まえながら指導に当たっ

ている、というのが現状でございます。

0議長(市川資信君) 飯野行雄君。

017番(鎮野行雄君) この資料によりますと、この勧告を出した件数ですね、 188件、

それがどうなったかということですが、勧告されると届出には二つの対応があるわけで

すね。一つは取引を中止する、一つは価格を訂正する、ということになるかと思います。

契約した後、その制度によると契約状況報告書というのを提出することになっておるわ

けですけれども、勧告したこの188件の内訳で価格を改めたのは、どのぐらいか、取引

を中止したのはどのぐらいか、わかったら一一わからなければ結構ですけれども、その

辺を説明願いたいと思います。

0議長(市川資信君) 総務部長。

0総務部長(山崎彰君) お答え申し上げます。

188件の行政指導の内訳でございますが、手元にありますのでお知らせします。価格

を変更させた、ということ、これは、持って来られた金額に対しましての価格でござい

ます。それを変更させたということで64件でございます。

それから、この中で取り下げということで121件でございます。その他、事務的な問

題がありまして、 3ということでございます。

0議長(市川資信君) 旗野行雄君。

017番(筏野行雄君) このことについての質問は、それで終わりまして、あと都市計

画税のことで質問しますが、日野市では1，000分の 3から1，000分の2.7ということで一

律に減税、下げたわけであります。東京都では、たしか200平米以下の宅地に限って都

市計画税を 2分の lに下げたわけであります。

税制の目的としてよく言われることですが、公正、公平、簡素、活力というようなこ

とを言われております。税制について、いろいろ制度なりを改めるときにはその四つの

ポイ γ トに従って考えるべきだ、と私は思うわけでありますけれども、このように地価

が騰貴した場合の対応として、一つは、よくこれも言われることですが、税そのものの

一つの機能として所得転移機能、こうし、う機能があるわけであります。その考え方に従っ

て累進的な税率をとるということもあります。

今こうし、ぅ、今回は、余り 3年目の見直しについてもそう上昇は見られませんでした

が、 3年後には、そうはし、かない、と思うわけでありますけれども、一つは社会政策的

な意味から考えると、むしろ宅地というものは、これは所得は生まないわけですから、

むしろそうしヴ非常に迷惑を被る人たちを救済するという意味からすれば、東京都のよ

うなやり方で、小宅地とし、し、ますか、 100平米でもいし、ですけれども限度を設けて、そ

れ以下の宅地に対する都市計画税を下げるというのが、むしろベターではないか、この
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ような私は意見を持っているわけですけども、これは政策的なことですから、市長はそ

の辺どう思うか、意見を求めたいと思います。

次に、いろいろ地価騰貴によって、影響をいろいろの面で受けるわけでありますけれ

ども、一番の影響は、もちろんこれから家をつくろう、こういう人たちに対する影響が

一番大きいわけであります。また、土地が上がれば土地を持っている人たちはし、いじゃ

ないか、こういうような考えもあるかとも思いますけれども、そうはいかないわけであ

ります。

今、農地については農地課税が一応適用されておりますけれども、もっと宅地の供給

をふやせ、というような観点から宅地並み課税をしろ、というような意見も出てきてま

いります。あるいは相続税が大変な問題になってくるわけであります。今、農家で実情

を申し上げますと、そんなに一一ー平均的な農家です。今、数字は細かく平均的な農家は

農地面積はどのくらいになるか、とし、ぅ数字は持ち合わせておりませんけれども、恐ら

く相続税として数億、 5億を下らない相続税を納めなければならない。また、それを納

めるためには譲渡所得を上乗せするようなことになります。どうしても手元の土地を処

分せざるを得ない、こういうような状況にもなるわけで、これまずこ非常に迷惑しておる

わけであります。

今日本は、非常にいろいろの面で平等な国だ、ということが言われております。確か

にいろいろの資料によりますと、いわゆる所得分位による比較ということがよく引き合

いに出されるわけですけれども、一番低い第一分位と一番高い第五分位との比率が、約

2.9倍に過ぎないんだ、というようなことも言われております。

もっと具体的に、今の新入社員と社長の大体勤労所得の比率はどのくらいか、という

ことが、ある本に出ておりましたけれども、昔は大体110倍、平均的に110倍だったそう

でありますけれども、今は13倍とかいう数字で、非常に所得が平均されてきた証拠とし

てよく言われております。

民主主義の最大の目標は、自由と平等ということであります。一つは、自由度は確か

に日本は世界でもトップクラスでナソパーワ γと言ってもし、し、かもしれません。平等に

ついても今言ったような事情でありますが、この平等な社会が崩されてしまうんではな

いか、共産党の皆さんが幾ら党活動、政治活動されても、恐らく今の自由社会、民主社

会というのは崩壊しないではないだろうか、と思いますけれども、こういうような土地

問題が社会不安の種になる、ということは十分想像されるわけであります。

さて、地価騰貴の影響というのは、自治体のいろいろの基盤の整備に対して、公共用

地の取得に一番の影響を及ぼすわけであります。この影響を二つに分けて、一つは土地

区画整理区域内の区画整理事業に対する影響はどうであろうか、ということと、いま一

つは、その区域外の環境整備に対しての影響はどうであろうか、この二つに分けて考え

られる、と思うわけです。

せんだっての議案に万願寺土地区画整理事業の開発公社に対する契約変更の議案が出

てきました。これは昭和56年のときの契約価格が78億5，000万、約6年たった今、これ

が30アップして106億に改めるものであります。御存じのとおり区画整理の事業費は、

いわゆる保留地減歩の処分金をもって充てる、これが基本であるわけであります。工事

費のアップに対して保留地減歩の価格のアップの方が多ければ、基本的には財政状況は

楽になる、こう見てもいし、わけでありますけれども、その逆だと大変困る事態になるわ

けであります。

一つ万願寺の例を取って、当初の事業計画を立てるときの保留地、これは財政計画、

収支計画があるわけですけれども、その収支計画によって、どのくらいの保留地処分の

価格は見たのか、最近の保留地処分の価格はどのぐらいに設定されているのか、その辺

の状況はどうなっているのか、ということが、まず第 1点。

それから、これから豊田南、あるいは高幡、さらには西平山あたりが区画整理が進行

するわけでありますけれども、一番困るのは地価が不安定だ、こういうケースだと思う

んです。収支計画の見通しが立たないというようなことが出てくるわけで、その辺の事

情はどうか、これについて答弁を求めたいと思います。

それから区域外の問題ですが、今、下水道計画は、ほぼ、遅れるにしても一応軌道に

乗った、と言えるかと思います。あと道路整備、あるいは公園の整備という課題がある

わけでありますけれども、今のまま放置すれば区画整理区域と、それ以外の区域との差

がだんだん広がってくるんではないか、こうし、う懸念がありますし、まさにそのとおり

だと思うんです。今年度の予算書によりますと、約2億円が道路用地の買収費として計

上されております。これの単価が、これは予算委員会でも申し上げたんですけれども、

平米14万2，850円ということになります。坪約47万ですね。この辺の単価的なことはど

うなっているのか。以前は、よく道路の拡張は無償でなければやらないんだ、というよ

うな方針から 1歩前進したわけですけれども、その辺の事情はどうなっているのか、と

いうことを答弁願いたいと思います。

これが、本年の買収予定面積が1，400平米だそうです。これが予定どおり実施できる

としても、この程度では区画整理事業区域外の、予定区域外の道路整備はほど遠い、道
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遠しと言わなければならないと思います。その辺もあわせてどういうことになるのか、

さらに本年度の予算には公有財産購入費として新井橋のすぐそばですが、消防の器具置

場、あるいは詰め所の用地として、これは358平米だそうですけれども、 1億6，110万の

予算が計上されております。坪当たりに直すと148万5，000という価格になります。これ

は、聞くところによると保留地処分によるものらしいですけども、ほぼ実勢価格だ、と

いうようなことのようでありますけども、何か将来いろいろの計画がある、あるいは市

立病院の問題もある、まだ地区セ γター用地も必要であろう、ということで、一番問題

は、そういう用地取得が非常に消防器具置場一つ取ってみても、 1億6，000万もの金が

かかるわけです。その辺が一番問題点ではないだろうか、と私思うわけであります。

その辺に対する対応はどう考えているのか、まずその辺まで質問させていただきます。

O議長(市川資信君) 都市整備部長。

以上でございます。

0議長(市川資信君) 市民部長。

0市民部長(大貫松雄君) それでは 1点目の、東京都で行った都市計画税の軽減につ

0都市整備部長(前田雅夫君) それでは都市整備部の関係をお答えをいたします。

いてお答えいたしますと、東京都の場合には都市計画税の軽減については、先ほど御質

問のありましたように小規模住宅を対象として行ってございます。ただ、これは不均一

課税でございまして、法律上は不均一課税の場合には公益上の事由が必要でございます。

そういうことで東京都の場合は、その事由として人口の定住の確保を税制面から補完を

するということで、こういう措置をとったわけでございます。

各都下の市においては、これは東京都の指導もございます。現行の税率を引き下げて

それで各市は軽減をしたわけでございます。

東京都の場合には、今申しましたような考え方から行ったということでございます。

以上です。

O議長(市川資信君) 建設部長。まず、万願寺土地区画整理事業の中の保留地の処分金でございます。 61年の11月の27

日付で認可をとりまして、同年12月8日に公告をしたものでございます。

それで申し上げますと、まず総事業費でございますけれども、変更前が162億6，000万

円、これが変更後が216億7，900万円でございます。そのうちの保留地処分金でございま

すが、変更前が71億5，000万円、変更後が94億960万円ということになっております。

それから 2点目の、これから区画整理事業をやるところの収支計画の予想ということ

の御質問だと思うんですが、区画整理事業の資金計画とし、いますのは、面積が小さい場

合でも六、七年、広大な面積になりますと、さらにそれ以上の事業期間が必要なわけで

ございます。

したがって、事業計画を立てるときには社会、経済の、いわゆる変動に順応できるよ

うな、そうし、う立場で計画を立てるわけでございます。言いかえますと、かなり固い数

字を使いまして事業計画を立てる、ということでございます。

御承知のように万願寺につきましては、今回地価の高騰で保留地処分金が上がってく

るわけでございますけれども、新規のところをこのような地価高騰を余り多く予測しま

すと、工事費が膨張したときには事業ができなくなるわけでございます。そういうこと

を考慮した中で事業計画を立てていってし、く、ということになるわけでございます。

しかしながら、現状の地価と、それから工事費を考えますと、従来よりは当然、のこと

ながら保留地処分金の、いわゆる見積もりというのは多くなるんではないか、というふ

うに考えておる次第でございます。

0建設部長(永原照雄君) ただいまの土木費の道路橋梁費の道路施設改良費、ここの

公有財産購入費2億、面積1，400平方メートル、これではほかの財産購入費と比べて非

常に単価的におかしいんではないか、というような御指摘でございます。

議員さんもおっしゃいましたように、かつては確かに道路は寄付ということで、私が

まだ若いころは工事をやったことをおぼえております。しかし、そうし、う時代は過ぎ去っ

た、ということで有償にしておるわけでございますけれども、この場合考えられますの

は、建築基準法42条の 2項道路等があった場合、これは西部建築指導事務所は、できる

ことなら市に寄付しなさい、というような行政指導をいたしております。

そういう点等を考えまして、一応2億で1，400平方メートルということをやったわけ

でございますけれども、実際地主に当たりまして交渉をしなければならない事項でござ

いますので、その時点におきましてはまた追加をお願いすることがあるかもしれない、

ということでございます。

0議長(市川資信君) 都市整備部長。

0都市整備部長(前田雅夫君) 追加し、たします。

新井橋北詰めの消防置場の用地の取得でございます。これは新井地域に流域の浅川処

理場ができまして、処理場周辺の環境整備の一貫として用地取得をし施設整備をすると

いうものでございます。東部会館の用地取得及び建設がそのもののメイソでございます。

その東部会館の西側、道路を隔てて西側でございますけれども、消防置場用地として
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取得をし、置き場をつくることになっております。処理場の用地買収のおよそ 1割の費

用をこれに充てるということで事業を進めている関連でございます。新年度の予算に用

地取得費といたしまして、平方メートル当たり45万円の計上をしてございます。

この算定に当たりましては、本年2月でございますけれども、住宅用地として万願寺

土地区画整理の保留地の処分をしております。この処分の単価の積算につきましては土

地鑑定士に評価を依頼をいたしまして、その評価をもとにいたしまして評価員一一区画

整理の評価員がおりますので評価員に諮問をし、意見を聞き、価格の設定をして処分の

手続きに入った、ということでございます。

これらの資料を勘案いたしまして、予算計上では45万円ということにしたわけでござ

います。この用地の区画整理事業の側から見ますと処分になりますけれども、執行に当

Tこりましては十分検討した中で一般会計の方に引き渡したい、というふうに考えている

次第でございます。

O議長(市川資信君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 最初に答えるべきだったと思っております。

一昨年来、また顕著に昨年来、土地の東京都心部を初めとする土地の異常高騰の波が

だんだんとこの多摩地域に及んできた、日野市は、比較的当初は穏やかであったけれど

も、急激な高騰地帯が生まれた、というのが地価公示からも読めるわけであります。

この地価の異常高騰に直面をして行政の立場から考えますと、百害あって一利なし、

と本当に何が利益であるのかちょっと見当がつきません。行政対応と言いましょうか、

この監視区域が区部から始まって多摩の、当初西、それから10市、今は全区域、こうい

うことに指定の拡大がされてまいっております。

その中でいろいろな、今質問の論議が出るわけでありまして、当市といたしましても

東京都の指導のもとでこの施策を取り仕切っている、と言いましょうか、要するに監視

指導を行っているという状況であります。

今の御質問の、つまり一つの税制の施策ということで東京都は、都市計画税に対して

200平方メートル以下の宅地を対象に半減をする、つまり 3%を0.15%にする、こうい

う施策がとられました。その理由は、先ほど市民部長がお答えしましたとおり東京都は、

つまり土地の異常価格のために、相続税のために土地を売らなきゃならない、あるいは

他の事情によってその中から、税ももちろんでありましょうが、宅地の所有が難しくなっ

て処分をする、その影響が人口の一部地域には減少という形であらわれてきた、つまり

不均一課税によって措置する、その根拠が公益性にある、このように自治省に説明をし

ておる、そういう事情であります。

じゃあ多摩地域は、東京都に準ずる不均一課税は行政指導上でも、あるいは、いわゆ

る地価抑制対策、あるいは公益性ということについては理由が立たない、こういうこと

でどの市も、いわゆる不均一課税制は採用できなかった、こうし、う状況であります。

それで、その税率に手をつける形で、御承知のとおりの我々の市では、 0.03%、こうい

う減額を措置した、こういうことでありまして、東京都の施策が、むしろごく標準的な

住宅、土地の所有者に施策として適当ではないか、こうし、う指摘に対しては今説明をし

た理由によって、つまり都並みのことはできない、ということでありました。

一般的には、ごく標準的な小宅地の方に施策をし向ける、ということが順序だと思い

ますが、今回につきましては、どこの市も税率に、均一的に税率に手をかけた、手をか

けたというか、そういう施策をとった、こういうことが経過の事実であり、また現実で

もあります。

3年先の本当の異常地価高騰が固定資産税の評価に反映をする、このときにはどう対

応することになるか、これはもうまさに社会不安とか、政治の再考課題になってくる、

というふうに言えると思っております。しかし、今どうこうということは、我々もまだ

推理の成り立たないところでありまして、いずれは法律を変えるとか、何かそういう措

置をとられるべきものだろう、というふうに思われます。

御質問については、以上のような回答をすることによって御理解をお願いし、たしますo

O議長(市川資信君) 旗野行雄君。

017番(鎮野行雄君) 時間が余りありませんので、あえて再質問はしませんけれども、

いま一つ、こういうことが考えられないか、ということです。

今このように地価が上がってくると、いろいろこれからの事業をやるのに用地取得が

非常に難しくなってきます。そこで、まだこれから豊田南、あるいは西平山等、将来区

画整理予定地がまだあるわけであります。それについては、まだ、たしか保留地なりき

ちっとしたものまでは位置づけられていない段階だと思います。

こうし、う保留地を今までは大体宅地として分譲した、ということで対応してきたわけ

でありますけれども、これからは、もっと市の政策的な面に活用できないか、これは保

留地をいま少しまとめた区域につくって、その中へ将来公共施設を建てるような形はと

れないのか、それと保留地を活用して地域外の公共施設を建てる場合に代替地として利

用できないか、こういうことが考えられるわけであります。

今、いろいろ用地取得に対して自治サイドでは税制上一遍にたくさんの土地を売ると
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0市長(森田喜美男君) 区画整理保留地の処分の施行令の中に定められております。

れによって公園や道路等の用地が生み出され、また工事の負担も若干その中から支出す

る、そういうことがありますし、新しい市民を迎える際に既に日野市がまちづくりを営々

とやってきてその成果をすぐ生活の上で仲間入 りできる、ということでありますから新

しく来られた方にもそれが納得できる。日野市に来る際には、この程度の負担は持たな

ければならない、というふうに御理解いただける、こういうふうに思っております。」

とこれが市長の寄付金についての基本的な考え方のようであります。

どうも私、この辺理解できないんですけれども、新しく日野市に入って来られる方は、

今まで前に住んでおられるところで、それ相応の負担はしてきたわけであります。さら

にそれ以上、新しく日野市ヘ移られた方が一一これは日野市の都市施設の整備なりが他

市よりも一段優れている、あるいは今までの市民が高負担を強いられてきたんだ、とい

う事情があればわかりますが、恐らくそういうことはないはずであります。

そういう意味で、このような負担を求めることは寄付金の形をとっているとしても二

重負担になりはしないか、という問題点があると思います。さらに、こういう施設を建

てる人に一応寄付金を求めるわけですけれども、実質的にはそれへ入居される方、ある

いはそれを買い取る方の負担に転嫁されるわけであります。

市長もそういう意味でこういう発言をされているかとも思いますけれども、そういう

人たちにだけ一一 これは第2点になりますけれども、負担を新しく入ってくる際に求め

るのはどうかな、日野市へ転居される、新しく来られる方のごく一部にこの対象者は過

ぎないわけであります。ほかの人たちへは全然そういう負担は求めないということで、

この関係する新しい住民にだけ負担を求めるというのは、いかにも不合理ではないか、

というふうに解釈してもし、いわけであります。

さらに、大体日野市の統計を見ますと、市内から新しく日野市の中へ住居を求める方

の約26%が日野市内から日野市内にヲ!っ越される方なんです。これは確率的に言います

と、大体こうし、ぅ、今対象になる、寄付金を求めることによって影響を受けるに住まわ

れる新しくヲ|っ越されて来る方の26%が日野市内からの転居者、こう解釈しても確率的

には間違いない、と思うわけですけれども、その人たちにこうし、う寄付金を要求するこ

とは、どうも不可解ではないか、理屈に合わないんではないか、今の市長の、この基本

的な考え方からすればですね。

その辺、市長はどう考えているか、答弁をお願いします。

O議長(市川資信君) 市長。

非常に不利益になるわけであります。代地を市で用意すれば用地交渉も非常にスムース

にし、く、というようなケースも将来考えられるわけでありますけれども、その辺につい

て検討さているかどうか、この辺をまずお伺いしたし、と思います。

0議長(市)11資信君) 市長。

公用または公共に使用するもの、というのが順序の最初になっておるわけであります。

区画整理保留地をいろんな意味での別の公共用地の取得、これについて活用したい、と

いう考え方を持っていることは、前にもこの議会でお答えをいたしております。

つまり本来ならば、もう一つは市民の方々に小宅地を提供する、そういう政策的にも

考えたいわけでありますが、それを皆無にするわけではありませんが、保留地の一部を、

あるいは保留地の相当部分を公共事業の用に政策的に活用してし、く、こういう考え方を

進めております。

以上です。

O議長(市川資信君) 鎮野行雄君。

017番(筏野行雄君) どうしても将来、市の公共用地取得についてはそのような形を

とらなければ取得が難しい段階が来るんではないか、というふうに予測を私はしており

ます。ぜひ具体的に検討してもらいたい、そのことを要望しておきます。

いま一つ、このタイトルの質問に関連することで、住みよいまちづくり指導要綱によ

る寄付金に問題があるわけです。これは、私より先に石坂議員が取り上げておられるわ

けですけれども、ちょっと私の方が先になりましたので、この点について質問したし、と

思います。

たしか、これは61年の 9月議会だったかと思いますけれども、高橋徹議員がかなり詳

細に質問されております。その議事録を最近、私、読み返してみたわけでありますけれ

ども、その最後の方に、こうし、う市長の発言があるわけであります。前の方は省略しま

して「そして日野市の場合、まだ人口は徐々にではあっても、ある程度のふえ方は積極

的に迎えていこう、とし、う時期であります。財政運用の中で学校その他の公共施設は起

債に、かなり依存しておりますので、新しく入られる市民もその負担をしていただく、

これは納税でしていただく意味もありますし、これから住まいを求められる際にある程

度の負担を頼む、というふうになっているわけでありまして、今のところ日野市の指導

要綱は、ちょうど適当なととろではなかろうか、と思っております。それから、区画整

理を行います際には地主から25%とか、それに近い公共減歩、あるいは保留地減歩、こ 0市長(森田喜美男君) 開発指準要綱、いわゆる住みよいまちづくり指導要綱であり
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ますが、この人口急増都市、関東を問わず関西を問わず、数の上では非常に多い市が過

去20年間、人口急増に対して一定の指導基準を持った、ということは非常に大きな自治

体の成果であった、このように広く理解されておるものと思っております。

我々の市もその指導要綱の効果によって、まちづくりの秩序が保たれ大きい役割を果

たしたということは、どなたも異論のないことだと思っております。

それでは、今日までその指導要綱を人口急増期を経過してなお維持しておるのは、多

少問題ではないか、これは建設省当局からも自治体に、つまり負担、いわゆる金銭によ

る負担を、つまり公共負担という形のものを、これをなるべく軽減するように、こうい

う指導は数年来、確かにあります。

そこで、どう今後考えるべきか、ということで一、二年前だったと思いますが、高橋

議員の御質問にお答えをしたことは記憶をしております。

今日、いわゆる公共負担の計算根拠は、学校をつくる、あるいは幼児施設をつくる、

そうしみ公共用地を取得する、その面積と単価のかなり級密な計算によって金額が積算

されております。学校づくり、あるいは幼児施設づくり、その他ごみの処理場でありま

すとか公共施設、一応終わりまして、新たにつくるとしヴ状況は、今日のところ直接に

はないわけでありますから、計算式の根拠もどのように理由づけるか、そういうことは

確かにございます。

ただ、土地の今日の異常価格から、異常単価から計算いたしましても現実的にはどん

どんと値引きをしておる、こういう結果にはなっておるわけでありまして、今たしか当

市では、 158万円 1宅地というふうな計算になっておると思っておりますが、最近の解

釈を申し上げまして、人口がふえるということは、それだけ緑が減るという一一開発が

伴いますと緑が減ることになりますから、緑地を取得する、そうし、ぅ、いわゆる基金の

資金に考えたい、こういうこ とを申し上げております。

今、最近特に影響として出ておりますのは、住宅をつくる方々が、本来ならば、いわ

ゆるファミリーの住む住宅というよりも単身者の住む住宅をねらう方が多い、そのこと

にこの開発指導要綱の金額の積算を逃れるという手段に考えられたので、はなかろうか、

としヴ疑問は生じております。それらのことも含めて若干の手直し、それから基本的理

念の置き方、こういうことにつきましても改定をしよう、ということを今担当の方でも

取り組んでおります。

日野市が、じゃあ特別に多いという市でもありませんし、日野市らしいあたりだ、と

思っておりますので、今後、課題として有効に機能する、そういう考え方、理念づくり

をいたしたい、このように考えております。

今、いろいろ区画整理のこともあるわけでございますし、区画整理は、これはもう地

主の方に公平に負担をしてもらってつくる、というようなことも理由の一つには申し延

べましたが、日野市が今取り組んでおります公共下水道についても受益者負担を課さな

いやり方にしているとか、いろいろ、この日野市に住むことの受益は多いだろうと思っ

ておりますが、日野市だけが特別の立場を有するということよりも、全体的な社会体制

に適応してし、く、という考え方が適切だ、このようには考えておるわけであります。

0議長(市川資信君) 鎌野行雄君。

017番(熊野行雄君) この住みよいまちづくり指導要綱、これは二つの面があるわけ

で、一つは、いろいろ乱開発を防ぐために道路はこれぐらいにしなさいとか、あるいは

公園緑地はこのぐらいとりなさいとか、こういう一つの規制ですね。

いま一つは、今言った寄付金という制度があるわけです。これは、一つはその目的と

いうのは、確かに50年代初頭の人口急増の時点で、人口抑制策とし、う機能があるかと思

います、一面はですね。

私、今、市長にお聞きしたのは、そういう、今市長が答弁されたようなことではなく

て、この議事録を読んで、今、私読みましたけれども、日野市ヘ入ってきた人たちに、

新しく入ってくる人たちに、ある程度の負担をしてもらうんだという基本的な考え方か

ら、こうし、う寄付金ということをお願いしているんだ、とこういうような、議事録を見

ると発言があるわけです。そういうことなら、あえて、こうし、う対象建物に入る、ある

いは対象地にうちを建てられる方ばかりでなく、それ以外に幾らも入居をしてくる人た

ち、単独に家屋を求めて入居をしてくるなり、土地を求めて入居をしてくる人たちがあ

るわけですから、その人たちに寄付金をお願いしないで、この人たちだけにお願いする

のは矛盾がありはしないか、ずばり言ってですね。そういうことで答弁をお願いしたわ

けです。どうでしょうか。

0議長(市川資信君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 全部に正確に当てはまってない、ということもあるかもしれ

ません。

私は対話集会に出て、つまりとの日野市の開発指導要綱は、とのような仕組みになっ

ております、このでき上がった整った団地にお住まいの方には、いわゆる開発業者に一

定の負担をしていただいて、そのことが、また土地を買い住宅を求められた方に転嫁さ

れております、とこういう際に、そういう説明をして納得をいただし、た、こういうこと
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でありまして、そう大きく間違ってはいない、こう思っております。

O議長(市川資信君) 鎮野行雄君。

017番(鎮野行雄君) 私は今の市長の答弁には、この点については納得しませんo ま

た、さっき申し上げましたように、これはある面で、ある面というか主なる目的は、人

口抑制対策だ、こういうふうに解釈できるかと思います。

今、日野市は毎年毎年の人口増が、たしか2，000人3，000人の聞のわけですから、そう

人口抑制策、こうしろ面で、このようなやり方で人口抑制策をとる必要はないんではな

いか、というふうに考えられるわけであります。

こういう制度は、これは寄付金と言いますけれども、制度条例で果たして寄付金かど

うか、というような点も非常に問題点があるわけです。

私、はっきりした記憶はないんですけれども、たしか大分前ですけれども、武蔵野市

で、市と業者と裁判をしたことがありましたね。あのときに自治体が敗訴という例もあ

るわけです。これも指導要綱の第39条によりますと、指導に従わなかった場合の処置は、

いろいろ生活用水も供給しない、あるいはし尿、ごみ収集もしないんだ、というような、

かなりきつい規定もあるわけです。要するに、これは寄付でなくて強制じゃないか、と

いうふうにも解釈されるわけです。

また、これは全国どこでもやっているんだからし巾、だろう、というのは、ちょっと、

いわゆる「赤信号、みんなで渡れば怖くなし、」という発想以外には、ないわけでありま

す。制度上、他の26市に比べてみましても、日野市は、この控除戸数なり、あるいは戸

当たり価格につきましても非常に高ラ γクの方なんですね。たしか控除戸数8戸という

のは、日野市と町田市だけということになります。近隣の多摩市は、これが確か20戸と

いうことになっております。戸当たり価格にしても日野の158万3，000円ですか、これは

非常に高額の部類に属するわけです。

よく、具体的にこの対象となる建物を建てる場合の寄付金の額について、行政境です

ね、例えば百草、落川あたりに建てた場合に、同じ建物を建てる場合に、多摩市じゃ一

文も納める必要がない、ところが日野市では何百万という納付をしなければならない、

いかにも不公平ではないか、というような苦情が出てくるわけであります。

ひとつ、そういう面も検討されて、何とかそういう声に対応してもらいたい、という

ことを要望しておきます。

いま一点、これはたしか、該当の土地を長く、ということは、昭和44年 1月 1日だっ

たと思いますが、それ以前から住んでいて、そして、それ以前から所有している土地に

ついては控除を余計しているわけですね。たしか家屋については 3戸。その辺も、 44年

というのは、これはたしか、この要綱ができた10年前かと思いますけれども、もう数十

年、それから以上たっているわけですから、その辺も、ある程度改定する必要があるの

ではないか、それは、直接、私そういうケースにぶつかったことがありますので、そう

いう方たちからの声だということで、よろしくお願し、し、たします。

0議長(市川資信君) これをもって10の1、地価問題と自治体の対応についての質問

を終わります。

一般質問10の2、産業振興対策について(地域の自立化、活性化を目指して)の通告

質問者、鎌野行雄君の質問を許します。

017番(旗野行雄君) あと15分きりないんですけれども、 15分では何も質問しょうが

ないんで基本的なことだけ申し上げておきます。

ことしの予算の税収の伸びですね、一般会計の......02.8%でしたか、これについて

地方財政計画でも 9%台の伸びを見込んでいる。国の予算も約そのくらい、あるいは東

京都は二十数%の伸びを見込んでいるんだ、それに比べて、いかにも税収の伸びが少な

いんではないか、ということです。

法人市民税については約4%の伸びということになっております。これについては、

市内に輸出関連産業が多いんだ、あるいはファナック転出の影響があるんだ、というよ

うな一応の答弁はあったわけで、すけれども、何かこれは、すぐすぐの、こういうことを

したから、すぐはね返ってくるということではないんですけれども、産業振興対策につ

いて何かその辺の態勢が立ち遅れているんではないか、ということを感ずるわけであり

ます。

せんだって議員に配られた基本計画の案があります。これは基本構想、に基づいてつく

られるものですけれども、たしか基本構想は、昭和58年につくられたわけです。おおむ

ね10年ごとにつくれという地方自治法の規定があるわけですけれども、その後、既に10

年、半分の 5年は経過しているわけです。この基本計画なり実施計画がないと、基本構

想は単なる絵にかし、たモチに過ぎない、ということは、皆さん御理解願えると思います。

よく引き合いに出されるんですけれども、東京都の場合の長期計画があ りますね。長

期計画が策定されると約 1年後には、この基本計画がすっかりでき上がる、あるいは実

施計画もそれに伴ってつくられているわけです。今東京都では、一昨年の秋、基本構想、

に当たる長期計画を、第一次の長期計画が時代の急激な変化に対応できないということ

で、 5年たった時点で新しい長期計画をつくった、ということがあ ります。いかにも基
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本構想が、 5年たってもまだ基本計画ができない、というのは、前々からこれは議会で

言われていることですけれども、行政の総合性、計画性の面から問題ではないか、と私

は思うわけであります。

この基本計画を読んでみまして、産業振興についてはどんなことが書かれているか、

いわゆるこれは「現状と課題」というタイトル、いま一つは「施策の方向」ということ

と「事業計画」ということがうたわれておりますけれども、 「現状と課題Jというとこ

ろでは、今の日野市の産業の置かれている立場、ということで一応もっともらい、ーー

もっともらしいと言っちゃ、甚だ申しわけないけれども、一応の解説があるわけであり

ます。

ちょっと具体化した「施策の方向」というところでは、工場の集団化とか、あるいは

工場アパートというようなプラソが提起されております。それから相談態勢を充実した

い、というようなことが挙げられておりますけれども、肝心の事業計画のところへいき

ますと産業一一一むしろ産業とし北、ますか、工業振興については何にも消えちゃっている

わけです。何もないわけです。この辺おかしいんじゃないか、というふうに感じます。

以前に、たしか日野市の財政を考えるということで他市との比較を、私、試みたこと

があるんですが、産業費というのは、他市に比べて極端に少ない、というようなことも

あります。その辺、問題はありはしないか、というふうに考えるわけです。ブァナック

もそうですが、今のこうし、ぅ高地価、あるいは住宅地と工業地が混じってきた、という

ような事情の中では、単なる製造業ですね、さっき馬場繁夫議員も言われておりました

けれども、そういう工業は、交通事情もよくなったし、もっと地価の安い労働力も求め

やすい地域に、長い目で見ると転出せざるを得ないんではないか、ということがよく言

われております。まさにそのとおりだと思うんです。

この四全総とか国土庁の首都改造計画とか、あるいは首都圏計画とか整備計画とか、

あるいは、さっき言った東京都の第二次長期計画とかいうのがあるわけですけれども、

それで、大体この辺はどうあるべきか、というような課題が出てきているわけです。

一番身近な第二次長期計画ですね、東京都の。この辺ではこういうことが言われてい

るわけです。首都圏全体を、四全総もそうですけれども、多極分散型の都市にしなけれ

ばならない、ということがメイソの課題であるようであります。

一つは、今あらゆる企業、あらゆる企業とまでは申しませんけれども、ある調査によ

ると、東京都の株式市場で一部二部に上場されている会社の95%が、本社を都心に現在

あるか、あるいは、ない会社は都心に求めたい、こういう希望があるようであります。
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メリット、デメリットというのは、いろいろあるわけですけれども、メリットは皆さん

御存じかと思いますけれども、行政に近づきゃすいとか、あるいは情報を得やすいとか、

あるいは取引が便利だ、こういうことがあるようですけれども、今のままでは、都心の

千代田、中央、港区、あの 3区ですね、都心の中枢にそうし、う機能を全部集めるには、

霞ヶ関ピルの80杯、あるいは1∞杯ぐらいの事務所が必要だ、到底不可能なわけであり

ます。

また、そこへ通勤者がこれ以上増加することは通勤の混乱を招くばかりだ、とにかく

首都機能を、中央機関の地方分散まではいかなくても、すべて、この首都圏の中でひと

つ分散しようではないか、というのが第二次長期計画の基本のわけであります。

その中で、この辺の地域はどういうふうなあり方を求められているか、ということで

すが、多摩中央ゾーγという考え方があるわけですね。三多摩、三つに分けて、林間区

域と多摩中央ゾーγと、それから武蔵野ゾーγ、こういうふうに分けて、多摩中央ゾー

γに求められているのは職住近接区域だ、こういうふうに言っているわけです。

いま一つ思い出されるのは、幾年か前に法政大学で市長の皆さんに集まってもらって、

ある集会があった。そのタイトルは「多摩は一つ」ということだったそうですけれども、

そのときにいろいろ市長さんの発言を聞いて、緑の保存、住宅環境の整備ということに

ついては各市の市長さんが発言されたけれども、産業振興の問題を提起された市長さん

は1人もいなかった、非常に寂しいことだ、ということが、ある文章に書カ亙れておりま

す。

いろいろの面で業務核都市とし、う問題も、山口議員もたしか取り上げられましたが、

あるわけで、今、二次長期計画の中では、八王子、立川、町田、青梅、それから多摩市

ですね、これが一応業務核都市だというようなことが取り上げられておりますけれども、

ひとつ職住近接という面からも、これからは産業振興ということに市の行政も取り組ま

なければならないのではないか、ということを私考えているわけです。

あえてそのことを、きょう質問したくて、この産業振興対策ということで取り上げた

わけです。それが地域の自立化、活性化につながるんではないか、今の東京のベッドタ

ウンとしての機能だけを考えていたんで、は、日野市の将来はないんではないか、という

ふうにも考えられるわけであります。

今、大体、三多摩の350万の人口のうち60万人が23区への通勤者によって占められて

いるそうです。大体、約40%とし、いますから稼働人口が150万人ぐらいになりますか、

それではいろいろな面で、交通機関もそうですし、いろいろ難しい問題も出てくるとい

-709 -



030番(米沢照男君)

質問をいたします0

15年前、森田市長が市長として市政を担当する際に、市民に向けて次のような豊富と

15年にわたる革新日野市政の成果と今後の政策的課題について

幸せを守るために奉仕せねばならない、と考えております。市政の主人公は、市民の皆

さん自身であります。私は憲法を暮らしに生かす市政の実現を目指し、市民参加の民主

的市政によって、 11万市民の福祉を初め教育の推進、商工業、農業の振興、緑と清流の

住みよい生活環境の確立などのために全力をあげる決意であります。」このように市民

にあいさつを送っております。

市政を担当する基本的な立場、積極的な姿勢を、まず市民の前に明らかにしてスター

トをしたわけであります。この15年間にわたる森田市長を先頭とする革新日野市政を振

り返って、その道のりは決して平坦な道のりではありませんでした。

私は具体的な質問に入る前に、この15年間の主な特徴点を指摘しながら、その足取り

を簡単にたどってみたい、と思うわけであります。

15年前の市長選挙を振り返って、一つ指摘しておきたいことがあるわけであります。

それは過去4回の市長選挙、いずれも相手陣営のいさみ足による一つのミスがあった、

このことは後でも触れますけれども、最初の15年前にどういう事件があったかをまず触

れておきたし、と思います。

それは、相当悪質な選挙違反の行為が古谷陣営にあった、ということであります。恥

知らずな地位利用、許されない公私混同ということで、市の掲示板を利用してのポスター

の掲示、このことが議会の場でも問題にされ、他の選挙管理委員会でも、明らかに選挙

違反である、という見解が明らかにされた、そういう経過があり、そして15年前の 3月

議会で緊急質問によって、このことが明らかにされたわけであります。

こうした古谷陣営の公私混同、地位を利用しての悪質な選挙違反がスタートとなって

事実上の選挙戦が行われたわけであります。このことを、まずーっ、最初に触れておき

たいと思います。

との15年間の革新日野市政を振り返っての、まず第 1の特徴点は何であったのか、そ

れは、まず第 1に私が申し上げたいのは、市民本位の民主的な行政を押し進める原動力

としての、かつてない精力的な市民運動、エネルギーの結集があった、このことを明ら

かにしておきたいと思います。

福祉や医療、教育と文化、母と子、お年寄り、平和と民主主義など、さまざまな市民

運動が展開をされ、民主的な行政を進める基本的なエネルギーが結集をされてきました。

この革新市政が誕生して間もなく青年会議所も発足をしております。 15年たった今日、

その青年会議所から 3名の市会議員が巣立って、今日議会でそれぞれの立場で活躍をさ

れておるわけであります。この青年会議所も、革新市政誕生に付設をあわせたような形

う面もあるかと思います。

ひとつ、その辺を将来の市の行政の中で取り組んでいただかないと、こうし、う業務核

都市の間に日野市が埋没してしまいはしないか、商業的機能もそうですが、そういうこ

とを、私、心配しているわけです。

またこの問題は、次の機会に譲りたし、と思います。どうもありがとうございました。

O議長(市川資信君) これをもって10の2、産業振興対策について(地域の自立化、

活性化を目指して)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、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。

( 1"異議なしJと呼ぶ者あり〕

0議長(市川資信君) 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。

お諮りいたします。議事の都合により暫時休憩いたしたいと思いますが、これに御異

議ありませんか。

( 1"異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(市川資信君) 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45分休憩

午後5時18分再開

。議長(市川!資信君) 休憩前に引き続き会議を開きます。

一般質問11の1、15年にわたる革新日野市政の成果と今後の政策的課題についての通

告質問者、米沢照男君の質問を許します。米沢照男君。

(30番議員登壇〕

決意を込めてあいさつをしております。 48年5月15日の広報ひのでありますけれども、

「市民の皆さん、今日ここに新しく 11万市民の命と暮らし、平和と民主主義を第 1とす

る市民本位の市政の第一歩が踏み出されたわけであります。私は、多くの市民の皆さん

がこの日野市の新しい出発を心から喜び、市政の民主的前進に大きな期待を抱かれてい

ることを思い、責任の重大さに身の引き締まる思いがし、たします。私は、日野市長とし

て私を支持された方と否とを問わず、 11万市民の市長として公平に誠意を持って市民の
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で発足をした、このことは、自民党陣営のそれなりの対策があった、と私は見ておりま また、高幡への市営住宅の建設の際、当時の自民党など野党は、市営住宅がつくられ

れば用水が汚れる、といって、これに抵抗をした、反対をする、こうしづ経過がありま

し7こO

さらには、古谷太郎町長の時代、当時からすればちょうど11年前の事柄でありました

けれども、当時の町時代に高幡の市営住宅をつくる際に、当時耕作者を離作をさせる、

近い将来、必ず補償をする、とし、う約束で土地を確保し町営住宅を建設をしてきた、そ

うし、ぅ経過があるわけですけれども、この離作補償の約束が全く履行されないまま森田

市長に引き継がれ、森田市長がこれに対して、 4，500円だったと思いますけれども、離

作補償料を払う、とし、う市議会への予算の提案がされた経過があります。しかし、当時

の野党は、これすら、いろいろ口実をつけて否決をする、こうし、ぅ経過がありました。

さらには当時一一後でも触れますけれども、地方財政危機のもとで、いかに革新市政

といえども、あれこれの施策を十分進めることができない、計画どおりに施行できない

という中で、何としても新しい財源を確保しなければならない、こういう市民運動もあ

りまして、それを受けて大企業への適正課税による新しい財源の確保が市議会に提案さ

れました。

この問題でも、当時の自民党は、さまざまな口実を設けてこれに抵抗し、一度は時限

立法で条例の制定を図る、こうし、う経過もあったわけであります。

さらには、森田市長の女房役で、ある前川助役が、当時の自民党など野党によって選任

が否決をされる、片足がもがれる、こうし、う状況もあったわけであります。

さらには、多摩平団地の隣接地であるところに市民ギャラリーを開設をしよう、こう

いう提案に対しても当時の自民党など野党は、これに抵抗し、革新市政のもとでの文化

的な施策、社会教育の施策の前進を阻もうとした、こういう事実経過があったわけであ

ります。

そして、今また準40人学級の実施に当たって4，800万円の当初予算を予備費に繰り入

れる、こういうことで革新日野市政の前進に抵抗を試みる、こういうことも現に行われ

ているわけであります。こうしたさまざまな攻撃や妨害が数多く、枚挙にいとまがない

ほど繰り返されてきたわけであります。

第3の特徴点でありますけれども、自民党町政、市政の怠慢によって、とっくに解決

が図られなければならなかった諸問題が、そのまま、解決されないまま森田市長に引き

継がれる。言葉は悪いですけれども、数多くのしりぬく九、が強いられた、このことも 3

点目の特徴点として指摘をしておかなければなり ません。

す。

市民の自覚的な運動を背景に核兵器廃絶、平和都市宣言が行われたそういう事実経過

に見られますように、憲法を市政に生かそう、とし、う革新日野市政のスローガγが単な

るスローガソではなく、市民の自主的自覚的な取組に裏打ちをされたものであったこと

が、このことから、はっきり指摘をできると思いますし、正しく評価すべきであろう、

と思います。

老人憩いの家、かしの木荘が、お年寄りの 1円玉募金運動を端に発して、その実現が

促進をされた、こうし、う運動もありましたし、年々、多様な内容で充実をされてきてい

る憲法記念行事への広範な市民のエネルギーの結集など、民主的な行政の推進力として

市民運動が、まさに決定的な役割を果たしてきたととをまず 1点指摘をしておきたい、

と思います。

第2の特徴点は何であったか、と言えば、自民党など野党の革新攻撃、自に余る妨害

の数々であります。まさに枚挙にいとまのない数々の攻撃や妨害が繰り返されてきたわ

けであります。

御承知のように、古谷栄市長のもとで、潤徳小学校の校庭に 9教室、ところ狭しとプ

レハプ教室が立ち並ぶ、にっちもさっちもいかない状況で南平小学校の新しい校地、用

地の取得に全力が注がれたわけでありますけれども、 4月の選挙戦を前にして仮契約ま

でこぎつけていたその契約が破談になる、こういう中で森田市長に引き継がれたわけで

あります。

そして議会では、自民党を代表するある議員などは、森田市長、革新市長に協力をす

る地主は 1人もいない、革新市長のもとで、は学校は建たない、こう言って責め立てて、

裏に回っては地主さんをけしかける、妨害をする、 ということが繰り返されたわけで、あ

ります。ある議会では、坪単価20万円の土地だったら40万円出してやれ、そうすれば少

しは土地を取得できるかしれない、こう、いやがらせ質問までしながら森田市長いびり

が行われたわけであります。

しかし森田市長は、南平にあった都営住宅用地の3，000坪の土地を東京都から払い下

げを受けるために精力的に立ち働き、とうとう、その都有地を代替地の用地として取得

をしたわけであります。そのことがきっかけで南平小学校の用地の取得、学校の建設が

一気に進んだわけであります。そうした、さまざまな南平小学校用地取得に関連した妨

害や、いやがらせが行われたわけで、あります。
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南平小学校の用地の取得も先ほど触れたとおりであります。高幡市営住宅用地の離作

補償料の約束の履行もそうでありました。さらには、石田、新井の共有地を市にそっく

り寄付をした際に、口約束ではあったけれども、これに対する見返りが何らかあるはず

だ、そういう約束がされていた、ということから森田市長に、その口約束ではあったけ

れども、約束の履行が迫られた。しかし森田市長は、そうしヴ過去の口約束のあいまい

な約束ではありましたけれども、きちっとそれには誠意を持って応え、そして、例えば

ふるさと祭りなどで事実上の施策の還元を図るとか、あるいは、ごみやし尿の終末処理

場、いわゆる迷惑に対する施策も当時 1億数千万の資金を投じて厚生施設を建設をし、

地域住民に施策で還元をする、こういうこともやってきたわけであります。

数え上げればきりがないほど、こうした一一当然前町政、市政のもとで解決が図られ

なければならない諸問題でも、誠意、をもってこれに答えてきたことも一つの特徴として

記録にとどめておく必要がある、と考えております。

15年間の革新日野市政を振り返っての第4の特徴点、何であったかと言えば、自民党

政治による深刻なマイナス影響であります。革新市政が誕生して間もなくでありました。

あの嵐のような地方財政危機がもたらされたわけであります。年度の途中で 1割の必要

経費、予算をカットしなければその年度を乗り越せない、そういう状況もあったわけで

あります。まさに自民党政治の経済政策の破綻が、数多くの地方自治体に、その負担と

しわ寄せがもたらされた一つの例であります。

さらには、鈴木都政が誕生いたしまして、さまざまな福祉や教育など都民のための施

策、補助金のカットが強行されたことは、記憶に新しいところであります。

さらには、最近の例では中曽根内閣などのもとで、にせ行政改革など、福祉や教育な

ど国の支出金、国庫補助金などの支出が大幅に削減をされ、そのために多くの施策の後

退を余儀なくされる、その分だけ市の財政で補わなければならなかった、そう し、う事実

経過があったわけであります。

こうした幾つかの自民党政治によりもたらされたマイナス影響も、決して平坦な道の

りではなく、大変険しい道のりを乗り越え乗り越え市民の運動を背景として、革新的な

民主的な行政を今日まで推し進めてきたわけであります。

第5の特徴点は、森田市長自身の基本的な姿勢、決意、そして革新的な立場の顕示が

ありました。この15年間、憲法を市政に生かそうという基本姿勢を貫きながら、あくま

でも15万市民の命と暮らしを守る立場を顕示して、説を曲げることなく私心なければ恐

るるものなし、とがんばり抜いてきたこと、このことが日野市の革新日野市政を発展さ
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せていく上で決定的な力になったことは言うまでもありません。日野市の歴史に輝かし

い1ページを飾る特筆すべき足跡を残すととができた、と私は考えております。

強いて五つに、との15年間の市政の特徴点を私なりに挙げてみました。ついでにこの

15年間、冒頭ちょっと触れましたけれども、 4回の市長選挙が戦われてきました。いず

れも自民党陣営のいさみ足が毎回ついて回った、ということが指摘できるかと思います。

15年前の古谷 栄さんのときには、冒頭指摘しましたように市の掲示板を利用しての

ポスターの事前運動、地位の利用が行われました。そして、第2期目の選挙では何があっ

たかと言えば、候補者であった吉富繁校議員が文教委員長をかたって電報を打つ、こう

いう役職の詐称が行われ、当時の市議会で問責決議が採択をされた、こういう経過があ

りました。立候補する以前に市長候補としての資格が問われる、そういう一つの事件が

あったわけであります。選挙は、投票箱をあけてみたらびっくり、大差がついたわけで

あります。

そして、第 3期目の市長選挙では、御承知のように調査特別委員会の会議録なるもの

が担造され、偽造されて全戸に配付をされる、こういう事件があったわけであります。

当時の「革新日野」のピラでも、このように市民に事実をお知らせする、こういう宣伝

がされたわけで、あります。 iひどい、にせ会議録を市民に配付、そんな会議録はない、

と関係者も言明」こうし、う事実経過があったわけであります。

さらには、区画整理問題の事実経過は明白、ということで革新日野のピラが全市民に

事実として明らかにされる、こうしヴ宣伝も行われたわけであります。そして、こうし

たためにするデマ宣伝、中傷攻撃が行われる中で、第 3期目の市長選挙も見事森田候補

が勝利をにぎったわけであります。

3年前の、第4期日を目指す市長選挙では何があったか、と言えば、御承知のように

公器であるサンケイ新聞が、自民党の別動隊としてしゃしゃり出て、人件費問題や、あ

るいは下水道事業の問題に絡めて、森田市長のためにする不当な、そしてデマ中傷攻撃

が行われたわけであります。

それぞれ、過去4回戦われた市長選挙の相手候補の候補者の人物は、いずれも立派な

人物であったと思います。しかし、今申し上け'たように、ちょっとしたミスとし、います

か、いさみ足が選挙の結果、大きく響いた、もちろん革新陣営の政策の優位性、人物の

優位性は動かしがたい決定的なものがあった、と思いますけれども、しかし、候補者は

よかったけれども、どうも取り巻きがちょっといさみ足をした、こういうことではなかっ

たか、とそのように私は思います。
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こういう 15年間の事実経過があったわけでありますけれども、市民運動を背景にさま

ざまな施策が前進してまいりました。自民党など野党からの激しい攻撃や妨害が繰り返

される中でも、着実に市民本位の民主的な行政が前進してきたわけで、あります。 500を

超す多くの施策が実施に移されてまいりました。そのすべてをここで紹介するわけには

まいりません。幾つかの柱にしぼって主な施策を指摘をしておきたい、と思います。

まず最初の柱は、福祉と医療の施策であります。保育園や学童クラブ、福祉施設であ

る湯沢会館などの建設が進められ、さらには地区セγター、児童遊園、子供の広場など

市民の要求に積極的に応えた形で、計画的に設置をされてまいりました。婦人セ γターの

設置もそうであります。老人憩いの家「かしの木荘jは、 1円玉の募金運動がきっかけ

となって実現が図られましたし、老人農園や老人ゲートボール場の設置、高齢者事業団

の設立、さらには難病集団健診、休日準夜診療所の開設、生活つなぎ資金制度の実施、

老人理美容券の配付、さらには生活 ・保健セ γターの建設など、この15年間、全国から

注目されるような福祉と医療の施策が着実に実施に移されてきたわけであります。

第2の施策は、教育、文化、スポーツの施策であります。小中学校の計画的な建設を

初め市立幼稚園の建設、七生中や第二中学校への夜間照明の施設の設置、食堂方式によ

る中学校給食の実施、南平体育館や東光寺のグラ γド、市民の森スポーツ公園の設置な

ど、スポーツ施設の建設も計画的に進められてまいりました。平山や日野、高幡への図

書館の増設や都立高校 3校の積極的な誘致、七生公会堂の建設、多摩川少年野球場の設

置、 ふるさと博物館の建設など、教育、文化、スポーツの施策も市民の要求に応えて積

極的に実現が図られてまいりました。

第3の柱は、 都市基盤整備、まちづくりでありますけれども、緑の保護、育成条例の

制定や緑地の積極的な買収、苗木の無料配布や私道整備への積極的な助成、街路灯の計

画的な増設や市営住宅の建設、浅川べりのサイクリ γグ道路の設置、パス路線の運行、

駅前自転車置場の設置、住みよいまちづくりの要綱の施行、下水道事業の積極的な推進

など、まちづくりに向けて力を込めた取組が展開をされてまいりました。

第4の柱である産業、消費者対策でありますけれども、生産緑地保全奨励事業を初め

宅地並み課税の100%の還元、消費者展、消費者学園の開設、 消費生活相談制度の発足、

朝市、市内 3カ所での開設、農業後継者育成事業の実施、勤労者互助会への助成、 小規

模事業者育成条例の制定、勤労青年会館の開設、住宅相談窓口の開設、遊休農地の信託

事業の実施など、産業と消費者対策などの施策にも力が入れられ取り組まれてまいりま

し7こO

第5の平和と民主主義、市民参加の民主的な行政でありますけれども、まず市長の対

話集会が計画的に取り組まれてまいりました。憲法記念行事事業の推進、市政図書室の

開設や市民自治学園の開校、行政モニター制度の発足、核兵器廃絶平和都市宣言、市民

憲章、日野市歌の制定、反核平和啓発フィルムの貸出事業、広島・長崎平和記念行事へ

の交通費の補助、平和基金の積立、原子爆弾被爆者への見舞金の支給など、平和と民主

主義、市民参加の民主的な行政も力強く実施に移されてきております。

以上、簡潔でありますけれども、この15年間の革新日野市政を振り返っての事実経過

と施策の前進は、簡潔に申し上げて以上のような内容であった、と私なりに理解をいた

しております。

まだまだ言い尽くせないさまざまな施策の前進、事実経過があるわけでありますけれ

ども、時間的な制約もありますので、以上、簡潔にまとめまして、これに対して、その

先頭に立って今日まで15年間がんばり通してきた森田市長から一言、この15年間を振り

返っての感想と見解をお伺いしたいと思います。

0議長(市川資信君) 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) 今、米沢議員から過去15年間の市政について、評価される立

場からだと思いますが、発言をいただきました。

私は、きょう特に長い間の資料をここに用意しておるわけでもありませんし、それか

ら、必ずしも資質を備えたとし、うわけでもなく、能力を高く持ったというわけでもない

のに、いろんな市民の方々、特にまた、議会の各位から御指導をいただきながら、かな

りよちよち歩き、あるいは波澗もあったかもしれませんが、今日まで私心を持つことな

く誠心誠意、市民の方々の気持ちを我が考えの背景として努めて来させていただいた、

そういう思いであります。

一々の事業につきましても、それぞれ皆さんの力を借り、それから職員のいろいろな

努力によって成り立ったものであります。

ただ言えるこ とは、ちょう ど40年代の後半当時の日野市、人口10万から11万に進む時

期だったと思っておりますが、特に南部の丘陵地域の乱開発が、放置すれば市の権限の

ないままにどうなるか、という時期だったように思っております。それに対しまして、

つまり、いわゆる乱開発と言われる状況を何とか抑止しなければいけない。そのために

は、もっと将来のことを考えて緑と清流を取り戻そう、という、かなり困難なテーマを

掲げました。

それから、自治体でもありますし、市民自治によって成り立っすべての事業でありま
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030番(米沢照男君) ありがとうございました。再質問をいたします。

さらに民生費の中の老人福祉費を見てみますと、 47年度決算では6，413万5，000円、市

民1人当たり601円でありました。 61年度決算では10億700万、市民 1人当たり6，521円

であります。これも物価の上昇等考えましても、革新市政のもとで充実した福祉の施策

が取り組まれていることが、数字の上でも明らかになっているわけであります。

公園整備費をちょっと見てみたいと思います。 47年度決算ではし474万、市民 1人当

たり138円でありましたけれども、 61年度決算では12億6，400万、市民 1人当たり7，027

円であります。また下水道費で、も、ほぽ同じくらいの開きになっております。

一々数え上げればきりがないわけでありますけれども、革新日野市政のもとで、より

市民の声を市政に反映させる、ということから具体的にこうしヴ数字の違いがあらわれ

ているわけであります。

最後に、市長に今後の政策的な課題についてお伺いしたいわけでありますけれども、

ここでおわびしておきたいのは、市長に対する発言通告、発言要旨は、ほとんど白紙の

状態で提出をいたしました。そこで答弁を求める一一大変申しわけないと思っておりま

すけれども、ちょっと一般質問の準備が遅れましたので、その点御了解をいただき、簡

潔で、結構ですので、今後の政策的な課題、今の時点で市長が考えられている範囲で結構だ

と思います。柱に沿ってお答えいただければ幸いであります。

一つは、暮らしを守り、健康で安心して暮らせる福祉の町、福祉の都市づくりの課題

であります。

それから 2点目は、豊かな教育、文化、スポーツの育む文化都市の建設を目指しての

政策的な課題であります。この教育では、否決をされた準40入学級の今後の課題ももち

ろんありますでしょうし、食堂方式による中学校給食の全校での実現、あるいは社会教

育の点では、プラネタリウムの実現や大成荘の跡の施設をどういう社会教育施設にして

いくのか、都立美術館の積極的な誘致の問題等々、教育、文化の分野では、いろいろな

今後の政策的な課題があるわけであります。

3点目の柱は、快適で住みよい緑の都市日野を築く、いわゆるまちづくりの課題であ

ります。下水道事業の促進や浅川の自然、公園計画の促進、南平への丘陵公園の計画の促

進等々、緑地の積極的な保全とあわせて、まさにまちづくり、都市基盤の整備は、これ

からの課題であろうかと思います。

第4は、中小商工業、農業、消費者がともに栄える活気のあるまちづくりの課題であ

ります。この施策も、これまでにも積極的に取り組んでまいりましたけれども、さらに

一層力を入れてやらなければならない課題もあろうかと思います。

すので、憲法を最も基本理念に置いて、そうして自治体の行政の場で人権と、それから

弱者の基盤的な支えをしたい、ということがし、ろいろな事業の背景になった、というふ

うに思っております。

最初に手がけた仕事のーっとして、確かに南平小学校の設立がありました。当時の潤

徳小学校は、千何百名、まさに課題の中のまた課題という状況でありましたのを、地主

さんの理解によりまして、またその地主の理解を支えた一つ手段として、東京都が都営

住宅用地として買収されてありました南平地域の土地を、我が市のためにお譲りいただ

きました。しかもそれは無償であります。

つまり、当時の東京都の施策は、都営住宅1，000戸に対し小学校 1校の用地、それか

ら、都営住宅2，000戸について中学校の用地 1校、このような施策がとられておりま L

たので、そのことが大変ありがたく機能し、たしまして、一つの学校をまずつくった、と

いうことから出発をし、小学校もあちこちつくったように思っております。そういうこ

とは、確かに貴重なきっかけだった、というふうに考えております。

おかげさまで、先ほども言いましたが、余り優れた資質を持たず、また能力も恐らく

不十分だったと思っておりますけれども、いろんな教えと鞭縫をいただし、て市政らしい

市政が、辛うじて進めることができた、このように考えておりまして、まさに思い出の

深い期間でもあります。

今後とも、今回の議場でも申し上げましたように体力の続く限り市民の方々に御奉仕

する、ということが、私に課せられた任務だと思っておりますので、そのつもりでお力

添えをお願いしたい、と思っています。

以上です。

O議長(市川資信君) 米沢照男君。

先ほど五つの柱にしぼって、この15年間実現されてきた数々の施策のごく一部を紹介

したわけでありますけれども、それに補足的に数字を明らかにしておきたい、と思いま

す。

例えば、福祉施策の民生費でありますけれども、古谷 栄さんの47年当時、民生費は

総額で9億7，500万でありました。当時の人口で割ってみると9，139円でありました。 61

年度の決算によりますと、民生費は62億2，400万、市民 1人当たり 4万299円となってお

ります。物価の上昇等、考えあわせましても、自民党市政と革新市政との違いは、数字

的にも一層明らかになっているわけであります。
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第5には、いわゆる自民党の国民犠牲のにせ行革ではなくて、市民本位の民主的な行

政、効率的な行政を目指しながら、一層民主的で、そして平和事業や民主主義の政治を

推し進めていく、そうしヴ課題であります。当面は、例えば新しい装いを凝らして登場

するであろう大型間接税の導入に対して、この時点で市政をあずかる市長としてどう態

度を表明していくのか。 1年前には御存じのように市役所に反対の垂れ幕が掲げられま

した。こういった問題についても積極的に対応していただきたし、と思うわけであります。

いろいろ申し上げましたけれども、大きな柱としてこの 5点について、市長なりに今

考えておられる政策的な課題についてお答えをいただきたし、と思います。

O議長(市川資信君) 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) 柱に沿って答弁をということでございますが、今議会の初め

に所信表明ということで、私の考え方について申し上げております。ほぼ、その中に網

羅している、というふうに考えておりますので、その内容をこれからの指針として取り

組んでまいりたい、という考えであります。

大型間接税の導入につきましては、市民の動向をよく拝聴して、また議会の対応など

も見極めた上で、日野市としての態度表明はさせていただくべきことだ、このように思っ

ております。

個人といたしましては、前回も感じておりましたが、大型間接税の導入は市民生活に

とって、特に自治体にとってあたがたくない施策ではないか、というふうに考えており

ます。

いろいろ御質問にお答えしなければなりませんが、所信表明によって御推測とし、し、ま

すか、お受けとりをいただきたい、このように思っております。

0議長(市川資信君) 米沢照男君。

030番(米沢照男君) 最後に一言、要望、意見を申し上げて、この質問を終わりたい

と思います。

市長は、これまで誠心誠意市民に奉仕する立場で行政を担当してこられました。今の

答弁でも体が続く限りがんばり通す、という改めての決意も表明されております。これ

までの15年間の足どりをきちっと踏まえて、一層民主的な行政への前進のために引き続

き全力を尽くしていただきたい、ということを改めて要望して、この質問を終わります。

O議長(市川資信君) これをもって11の1、15年にわたる革新日野市政の成果と今後

の政策的課題についての質問を終わります。

一般質問11の2、北野街道の自動車交通量調査の結果についての通告質問者、米沢照
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男君の質問を許します。米沢照男君。

030番(米沢照男君) 北野街道の自動車交通量調査の結果について質問をいたします。

この北野街道の自動車の交通量の調査は、昨年の12月に実施をされております。

まず、この調査の結果についてお答えをいただきたいと思います。そして、その結果

について今後予想されるダイクマの出庖に伴って、今度の交通量調査の結果からしてど

ういう事態が予測されるのか、この点についてもあわせてお答えをいただきたいと思い

ます。

そして、相当深刻な交通渋滞や、それに伴うさまざまな住環境への悪影響、大変なも

のがあろうと私は思います。それに対して、今度のダイクマの出庖問題は、大庖法との

かかわりで市当局には直接的に何らの権限も与えられてない、ということから、きちっ

とした対応ができない、そういう残念な状況が一方ではあるわけでありますけれども、

しかし、権限はないとは言え、予測されるさまざまな市民の環境への悪影響、交通その

他周辺のマイナス影響、こういうことを考えますと行政の長として、あるいは市当局と

して決して見過ごしてはならない、見過ごせない事態になろうかと思います。

これに対して、どう対応さ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

ておきたいと思います。

以上、質問をいたします。

0議長(市川!資信君) 米沢照男君の質問についての答弁を求めます。生活環境部長。

O生活環境部長(坂本金雄君) 生活環境部長お答えを申し上げます。

ただいま御質問の北野街道の交通量調査でございますけれども、進出を予定されてお

ります大型庖との直接の関わりはございません。私ども、毎年環境週間にあわせまして、

その行事の一環といたしまして、東京都あるいは市独自の事業計画として、定期的にこ

の交通量調査を行っているものでございます。

昨年度62年度につきましては、御質問の北野街道のほかに甲州街道、国道20号線、そ

れから都道155号線におきまして、 3カ所におきましてこの交通量調査を行いました。

北野街道の調査につきましては、昨年の12月2日、水曜日から12月8日火曜日にかけ

まして 7日間の調査を行っております。この調査につきましては24時間の調査でござい

まして、それぞれの日にちごとに上下の通過台数が出されております。通過台数は、上

り線、下り線の合計で出ておりまして、四輪車はもちろんでございますが、そのほかに

自動二輪、パイ夕、そういった単車の類も含まれております。

まず12月2日水曜日のデーターでございますけれども、合計いたしまして 1万9，369
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台が通過をいたしております。次の 3日の木曜日になりますと 1万8，587台でございま

す。それから12月4日の金曜日になりますと 2万68台でございます。それから12月5日

土曜日は 2万2，010台でございます。 12月6日の日曜日は 1万6，544台、 12月7日月曜日

は1万9，694台、 12月8日火曜日、 2万273台、 1週間当たり 7日間の合計台数が13万6，

545台でござし、まして、 1日の平均通過台数は、 1万9，500台でございます。

このような車の通行量がございます。その街道に沿いまして大型庖が進出の予定でご

ざいますが、この進出によって車がどれほどふえるか、ということになりますと大変難

しい問題でございます。

出店者側の方の予測によりますと、この予測は、大型店の各庖面積規模によりまして

来庖する車の数がおおよそっかめるんだそうですけれども、それによりますと、平日が

1，380台、それから日曜、祝日などの休日に3，700台ほどの車の来庖者がある、車が来る、

こうし、う結果が出ております。 1日平均、大体 1万9，5∞台、 2万台のところに平日で1，

380台、日曜、祝日で3，700台がふえるわけでございますから、その混雑ぶりは、はっき

りどの程度ということは大変難しいんでございますけれども、こういった交通量調査を

一定期間継続をいたしまして追跡調査し、その調査資料の中から比較分析をいたしまし

て、評価は得られると思います。

しかしながら、交通量の推移によって、その対策などの基礎的な資料として活用でき

るものをつくるには、やはり専門機関に、これは調査依頼をして評価をしなければなら

ないのではないか、と思います。そういった環境への影響評価につきましては、出庖が

予想されます大型庖にその経費を持ってもらって、その責任の中で評価をしてもらう、

専門機関に評価をしてもらう、こうしろ方法が一番よいので、はないかと思っております。

御承知のように第5条の申請届け出に対しまして、日野市正式商調協は、 3条の申請

の事前結審と同様の内容で大庖審に答申をいたしました。

しかしながら、その答申の中には、異例とも言えるこつの附帯事項が記載されており

ます。一つは、十分な駐車場を設けること、二つ目は、交通渋滞、交通安全の面から十

分な交通整理員を設けること、この 2項目が載っております。この附帯事項を挙げた結

審内容というのは、今までに例を見ないものだそうでございますけれども、交通問題に

対しまして、いろいろ議員の皆さんから問題が提起された結果、そうし、う結果になった

のではないか、そのように考えております。

この対応でございますけれども、交通量の影響評価、その評価書を検討いたしまして、

適切な対応をそれぞれの機関にお願いすることになりますけれども、大型庖側では、こ
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の影響評価の調査を今月の 6日と10日の 2回に分けまして、午前8時から午後9時まで

開庖の時間に合わせて調査をする、そうしづ約束が来ております。

0議長(市川資信君) 米沢照男君。

030番(米沢照男君) 再質問いたします。

今の部長の答弁で、車の渋滞といし、ますか、交通量の予測調査、専門的な調査につい

ては出庖する側、つまりダイクマ側にやってもらう、とし、ぅ意味の答弁がありましたけ

れども、これは具体的には、いつごろになるのでしょうか。

0議長(市川資信君) 生活環境部長。

0生活環境部長(坂本金雄君) その調査は、 4月6日と 4月の10日、 2回予定されて

おります。

0議長(市川資信君)

030番(米沢照男君)

米沢照男君。

その調査の結果によって、市当局としてどう対応されようとし

ているのか、きちっと判で押したように結果は、もちろん予測ですから、わかりません

けれども、その調査結果は、私はある程度予測できるような気もいたします。その際に、

じゃあ市としてその調査結果を踏まえて、どう対応しうとしているのか、この時点で既

に何らかの考えなり方針があっていいんではないか、こう思いますけれども、いかがで

しょうか。

0議長(市川資信君) 生活環境部長。

0生活環境部長(坂本金雄君) 直接、交通安全、交通行政を担当いたしております警

察との協議を重ねたり、それから、駐車場が足りないことによる混雑でありましたらば、

直接大型庖側に駐車場の増設を申し入れるなど、適切な対応をいたしたいと思います。

O議長(市川資信君) 米沢照男君。

030番(米沢照男君)

O議長(市川資信君)

0市長(森田喜美男君)

市長から一言ありましたら御答弁いただきたいと思います。

市長。

交通アセスとも言えるJI原序がある、ということを今関きまし

たが、アセスの原則は、変化をっくり出すものがみずから立証する、つまり弊害のクリ

アできることを立証する、これが建前だと思っておりますので、十分監視する必要があ

る、このように感じております。

0議長(市川資信君) 米沢照男君。

030番(米沢照男君) 最後に、要望、意見を述べて終わりたいと思います。

このダイクマの出庖問題に伴う交通渋滞、その他周囲の住環境に与える影響、商業へ
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の影響など大変大きな問題を含んでおります。したがって、さまざまな弊害は行政側と

しであるわけですけれども、ひとつ実情を踏まえて積極的に対応していただくように強 4月 7日 木曜日 (第17日)

く要望しておきたい、と思います。

最後に、答弁者側に議席からf同喝をして、ま ともな答弁をさせない、こういうような

意図は極めて遺憾であります。断固抗議をして、この質問を終わります。

以上。 昭和 6 3年

0議長(市川資信君) これをもって11の2、北野街道の自動車交通量調査の結果につ 第 1固定例会
日 野 市 議会会議録 (第18号)

いての質問を終わります。

本日の日程は、すべて終わりました。 4月 7日 木曜日 (第17日)

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。 出 席議 民 (28名)

本日は、これにて散会いたします。 1番 奥住 日出男 君 2番 宮沢 清 子 君

午後6時29分散会 3番 高橋 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 小俣 昭 光 君

11番 ]I[ 嶋 博君 12番 馬場 繁 夫 君

13番 夏井 明 男 君 14番 山 良 悟 君

15番 ，馬 場 弘融君 16番 宅I司主「 橋徳、 次君

17番 鎌野行 雄 君 19番 板垣 正男 君

20番 鈴木 美奈子 君 21番 中 山 基昭君

22番 秦 正 君 24番 古 賀 俊昭君

25番 谷 長 君 26番 市川 資信 君

27番 石坂勝 雄 君 28番 名古屋 史郎君

29番 竹ノ上 武 俊 君 30番 米 沢 照男 君

欠 席議 貝 ( 2名)

18番 一ノ瀬 隆君 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
午前10時14分開議

市 長 森田喜美男君 収 入 役 加藤 郎君
0議長(市川資信君) 本日の会議を開きます。

企画財政部長 長谷川腸男君 総務部長 山 崎 彰君
ただいまの出席議員は24名であります。

市民部長 大貫松雄君 生活環境部長 坂本金雄君
これより日程第 l、一般質問を行います。

清掃部長 藤浪竜徳君 都市整備部長 前田雅夫君
一般質問12のし緊急融資制度はもっと利用しやすいようにの通告質問者、板垣正男

建設部長 永原照雄君 福祉部長 高野 隆君
君の質問を許します。

水道部長 橋本栄寓君 病院事務長 岩沢代吉君
[19番議員登壇〕

教育次長 砂川雄 君
019番(板垣正男君) 質問を行います。

私は今定例議会一般会計予算特別委員会に所属いたしまして、一般会計の審査に携わっ

会議に出席した議会事務局職員の職氏名
たわけであります。すでに委員長が報告済みでもございますので、概要については、す

局 長 佐藤智春君 次 長 主方留春君
でに御承知のとおりであります。特に私は教育費の中における日野で考え出しました、

書 記 田中正美君 書 記 濃沼哲夫君
日野方式と言われる40人学級の正否にかかわる予算の審議を通じまして、その実施のた

書 記 佐々木茂晴君 書 記 小林章雄君
めに私は他の共産党同僚議員とともに、奮闘を行ってまいりました。しかしながら、自

書 記 斉藤令吉君
民党その他野党の議員の皆さん方、この日野方式の40人学級を修正否決したわけでござ

います。東京都の教育委員会が日野市の教育委員会に 140人学級という名称は、政策的

速記委託先 住所 東京都立川市曙町一丁目10の3
に紛らわしいから変更せよJと迫ったと明らかにされたわけであります。一体政策的に

立川速記者養成所 所長 関根福次
紛らわしいから、施策の名称を変更せよなどというようなことは、一体この長い行政の

速記者 大迫嘩子君
歴史の中であったでありましょうか。私は寡聞にして開いたことがないわけであります。

東京都の教育委員会は今全都的な40人学級の完全実施を求める広範な都民の声を知らな

議 事 日 5量
いはずはありません。にもかかわらず日野市の独自の施策に対しての、俗な言い方をす

昭和63年 4月 7日(木)
ればけちをつけ、圧力をかけて名称を変更させ、 40入学級ということに対する都民の世

午前 10 時開議
論の高まりをそらそうとし、ぅ、こういう意図がありありになったわけであります。

日程第 1 一般質問

私はこうしたことをはじめといたしまして、都議会における公明党都議の質疑、日野

の議会における自民党 ・公明党議員の皆さんの質疑などを通じて、改めて日野市の一人

ひとり個性を尊重した児童の行き届いた教育に対する誤った見方、市の教委に対する、

教育委員会に対する政治的な意図を持ったさまざまな攻撃が行われたと言わざるを得な

いわけであります。私はこうした質疑を通じまして、多くの父母の皆さん、教師の皆さ

んが本当に児童・生徒の立場に立った、教育を考え、それを実行に移そうとする日野市

並びに日野市教育委員会の努力を高く評価し、そしてその実現のために今後多くの努力

を払われることを表明されていることを聞いてまいりました。私たち共産党市議団も今

後も一層その立場に立って、奮闘してまいることを表明しておきたいと思います。

本日の会議に付した事件

日程第 1

-726一 円

ioム
門
，

a



( I異議なし」と呼ぶ者あり)

さて、こうした問題と広く考えれば、私は決して無関係ではないと考えておるわけで

ありますが、緊急融資制度をもっと利用しやすいようにということの考えは、市内中小

商工業者の緊急事態に対する融資制度の利用しやすい方向をもっともっと探るという点

から一般質問に取り上け。たわけで、あります。先ほど申し上げましたように、この問題に

つきましては、一般会計予算特別委員会でも、論議を行いました。担当部長より前向き

の姿勢で今後も取り組むとの方向が明らかにされておりますので、私は細かくはお聞き

しませんが、一つだけ再度明らかにしてただしておきたし、ことがございます。

62年度の中小企業白書にも述べられておりますように、 60年の 9月以降急速な円高の

伸展等により、中小企業、特に小規模企業の営業に大きな影響と陰りをもたらして今日

まで至っているわけであります。特に昨年62年、円高の進行によって、不況が襲いかか

り、転廃業など余儀なくされた小規模事業者が数多くあるわけでございます。このよう

にいたしまして、景気の動向に大きく左右される小規模業者、円高不況のもとにおける

未曾有の影響を受けてまいっていることは、論をまたないところであります。

そこで、日野市の中小企業事業資金融資あっせん条例に見られますように、緊急融資

というのはどういう際に適用されるかということが、述べられてあるわけであります。

急激な経済社会情勢の不測の事態の発生により、緊急に必要とする資金だというわけで

あります。この円高不況後こそ、予測のできなかったような急激な社会経済情勢の急変

の事態だと言わなければならないと思うわけであります。にもかかわらず、緊急融資の

実績は昭和57年以降、ゼロということになっているわけであります。

特別委員会の質疑の際にも、条例制定当時と比較して、経済社会情勢があまり変化が

ないかのような答弁が、部長並びに市長からありました。私は小規模業者を取り巻く経

済社会情勢は、あまり変化はないどころか、急激なこうした円高不況に襲われて、その

営業はまさに四苦八苦の状況、廃業を余儀なくされる、転業を余儀なくされる、こうい

う事態が続いたものだと考えるわけであります。

この融資制度が利用されないとし、ぅ、もちろん経過はあると思います。五十七，八年

当時、私たちの議員団にも相談に参られた業者などの話を総合いたしますと、設備資金、

運転資金の融資も比較的借りやすいという側面はあるけれど、緊急融資はなかなか借り

にくい、貸さないとは言わないが、借りにくい状況にあるとしヴ相談があります。今日

までそれらはかなりそうしろ状況が続いていると思うわけでありますが、緊急融資をで

きるだけ該当させないで、ほかの融資をあっせんするという方向に導くような窓口の対

応、が仮にあるとすれば、私は中小商工業者のその時点、その時点、局面における融資の

必要に十分こたえるだけの対応ではなかったんではないかと推測するわけであります。

今後の対応などにつきましては、前向きの姿勢があるわけでございますが、これら社

会経済状況の急激な変化等に対応して、市側の緊急融資をあっせんする考え方、姿勢に

ついて、一点だけただしておきたし、と思うわけであります。

0議長(市JII資信君) 板垣正男君の質問についての答弁を求めます。

生活環境部長。

0生活環境部長(坂本金雄君) お答えいたします。

ただいまの御質問に出てまいります日野市中小企業資金融資あっせん条例でございま

すけれども、 55年に制定をいたしたものでございます。この条例の中にお尋ねの緊急、資

金がございまして、そのほかの資金の貸し付けと同様に行っております。しかしながら、

この緊急資金の貸し付けは御質問の中にもございましたように、昭和57年度から、その

実績がゼロになっておりまして、 62年度におきましても、ゼロが続いております。この

融資につきましては、直接市の産業経済課が受け付けをいたしまして、金融機関は三菱

銀行が調査を行います。そしてその調査の後に、審査会というものを開きまして、この

審査会の議を経て、決定をいたし、そして融資をする、こういう手続きを踏むわけでご

ざいます。

緊急でございますので、なるべく早い時期にその現金が申し込み者に行くような配慮

をしなければなりません。現状でございますと、三菱銀行の調査がおよそ 1週間かかっ

ております。それから審査会を開く、そのために委員の皆様の御都合も関かなければな

りません。この審査会を聞いて話し合いをしていただく、これがやはり 1週間程度どう

してもかかります。そして審査会の決定に基づきまして、市が必要な手続きを行い、そ

の手続きにやはり 2日ほどかかります。そしてさらに、それが現金化して申し込み者の

手元に届くまでには、 5日ほどかかるわけでございます。したがし、まして、申し込みか

らこの現金を手にするまでの時間は20日から21日ほどかかるわけでございます。この日

数をどうしたら短くできるかという問題になりますけれども、必ず通らなければならな

い関門を通さないようにするのも一つの方法かと思います。しかしながら今までの実績

を見てまいりますと、緊急融資制度、これが発足をいたしまして、融資額は550万円ほ

どに達しております。この550万円のうち、およそ241万4，000円ほど60年度までに市が

かわりまして弁済した額がございます。こういったような理由もございます。もちろん

借りた方が全額を返さないというような方はし、らっしゃらないで、細々と返していただ
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いているんですけれども、この途中でもって何らかの事情で、返せなくなる。そういう

ことで240万ほどの金額が、返済できない。それにかわって、市が弁済をしておるわけ

でございます。

こういうことからも考えますと、手続きをあまり簡素化することも、無理があるよう

に思います。そういたしますと、それぞれの機関、あるいは会議、あるいは市の事務手

続き、そういうところでかかる日数を緊急的な意味合いによくマッチするように、現状

の日数をさらに短縮をして融資をいたしたい、このように考えているところでございま

0議長(市川資信君) 板垣正男君。

ができる。こういう制度になっているわけです。商工会で審査を行い、会長の推薦文で

すか、あるいは承認ですか、そういうものをつけて申請するということになっているわ

けであります。大変この融資制度を利用されている方も多いと聞いておりますが、この

実績とそしてたとえ未返済というようなことなどもあるのかどうか、なかなか関係者に

問し、ただしても、はっきりしませんので明らかではありませんが、小規模業者から見れ

ば、借りやすい一つの制度だということは、言えるんじゃないかと思うんです。そうい

う制度が一方につくられてあるわけでありますから、この緊急融資の際にも、一つのモ

デルとして保証人なしで審査会の審査で適否を決めると、こうし、う方法をとることがで

きないかどうかということであります。なおその他審査会の開催、そして金融機関の調

査等、一層スピードアップをはかり、緊急融資の名にふさわしい融資の速やかな実施と

いうことに、行っていただきたし、と思うわけであります。これも一つの業者などの意見

を参考にしての提言でございますので、ぜひ皆さん、担当部におかれましては、検討を

行っていただきたいと思うわけであります。このことを申し上げまして、この質問につ

いては終わらせていただきます。

0議長(市川資信君) これをもって12の1、緊急融資制度はもっと利用しやすいよう

にの質問をおわります。

一般質問12の2、生活つなぎ資金貸付制度の改善についての通告質問者、板垣正男君

の質問を許します。

す。

019番(板垣正男君) 緊急融資でありますから、まあ借りる方とすれば、 1日でも 2

日でも早い方がいいに決まっていると思います。しかし今のお話にありましたように、

20日以上手続きからかかって、ょうやく審査を経て借りることができる。こういうこと

になっているわけであります。この手続きの問題も大きな問題点の一つでありました。

再三再四にわたって、スピードアップできないか、こういう業者などの意見もあったわ

けであります。しかしなかなか改善の方向が見出せないで今日まで来ているという実情

もございます。もともと緊急融資の50万円を借りるというのは、かなりの企業というと

ころへはほとんど該当しないと思うんです。小規模でまさに個人経営の商店、小規模業

者が借りるケースが多いわけであります。しかも急を要する。こういうときに、どう緊

急に対応できるかということが、求められていることではないかと思うわけであります。

私は一つの意見、考え方として、融資あっせん審査会というのが、これあるわけであ

りますから、保証人をなくして、この審査会で十分審査を行った上、適否を決定する。

こういうふうに一つの簡略化の方向がとれないかどうかということであります。審査会

のメ γパーなども臨機応変審議ができるような委員を選定をするということなども、あ

わせて考えてみる必要があるかと思います。

商工会の窓口を通じまして、マル経という融資制度があるわけでございます。この中

小企業等経営改善資金融資制度、俗にマル経資金というものでございますが、この融資

を受けようとする際、原則として 6カ月以前から、経営指導員の経営指導を受けている

ことということや、最近 1年以上同ーの商工会、商工会議所の地区内で、営業を営んで

いること、それから税金を納めていることだとかですね、担保または保証について余力

があり、他の金融制度の利用が明らかに可能なものでないことなどが、条件となってい

るようであります。しかし実際借りる際には、無担保・無保証人で申し込みをすること

019番(板垣正男君) 生活つなぎ資金貸付制度の改善についてであります。

このテーマにつきましても、すでに今議会条例の改正案が提出されました。担当委員

会、本会議でも審査は行われ、すでに提案のされたことについては、結論の出た内容で

ございます。したがし、まして、この問題についてもあまり詳しい質疑は省きたいと思い

ますので、確認の意味で生活つなぎ資金の貸付制度を条例改正点のポイ γ トなどについ

て、担当部長から概略説明をしていただきたいと思います。

0議長(市川資信君) 福祉部長。

0福祉部長(高野 隆君) それでは生活つなぎ資金につきましての御質問にお答え申

し上げたいと思います。

この生活つなぎ資金につきましては、この条例に掲げておりますように、一時的に生

活資金の必要を生じた市民に対する貸し付けということで、市民の生活水準の確保に寄

与する とい うことが目的として定められておるわけでございます。貸し付けの条件とい

たしましては、生活保護基準の 2倍未満の方を対象として貸し出しをすると、こういう
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ことでございます。

今回の改正点につきましては、まず一点は 11万円」の無保証の貸し付けを 13万円」

に引き上げると、こういうことでございます。それから 8万円の貸し付けにつきまして

は、 「保証人」を「連帯保証人」、こういうことに改正をいたしました。また対象を市

内に居住する 3カ月以上の市民ということで、その市民の対象として今まではずしてお

りました外人登録をしておられる外人の方を対象としておりませんでしたが、それも含

めて今回はお貸しをすると、こういうぐあいに改正をしたわけで、ございます。

いろいろと改正をする動機につきましては論議をいたしましたけれども、この数年間

金額等についての見直しをしていなかったこと、またで、きるだけ低所得者に対する福祉

的な制度を今回充実すると、こういう形で今回の改正をいたした次第でございます。以

上でございます。

0議長(市川資信君)

019番(板垣正男君)

板垣正男君。

要望意見を一つだけ申し上げておきたいと思うんです。

先ほど質問を行いました緊急融資にもこれは通ずることなんでありますが、生活つな

ぎ資金を借りにくる人というのは、生活に因った人だと思います。なかなか家庭の事情

も複雑であるとか、その他さまざまな要因で急に生活資金が必要だと、こうし、う場合に

借りにくるというケースが大部分だと思います。その際市の窓口がどういう対応をする

かということは、大変重要な要因ではないかと思うわけであります。何となく借りにく

いような雰囲気になったとか、お話をしているうちに、だんだん、だんだん借りにくく

なるというようなことなども一再ならず、私たちも耳にするわけであります。家庭の複

雑な事情、あるいは小規模経営の困難さ、そういう ところから来る融資あるいはつなぎ

資金の借り受けをそういう人の立場に立って、親身になって相談に応ずる、あるいはむ

しろ借りやすいように相談に乗ってあげる、こういう窓口の姿勢が必要なんではないか

と思います。

そういう点を十分今後も留意されて、この制度の活用と市民への福祉の向上という観

点に立って、対応していただきたいことを申し上げまして、この質問を終わります。

0議長(市)11資信君) これをもって12の2、生活つなぎ資金貸付制度の改善について

の質問を終わります。(1議長、議事進行」と呼ぶ者あり)

0議長(市川資信君)

014番(小山良悟君)

小山良悟君。

ただいま、傍聴者がですね、かなり発言しておりますんで、き

ちんと整理していただきたいと思います。
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0議長(市川l資信君) 傍聴者に申し上げます。昨日も傍聴席から、不穏な発声があり

まして、議員から強い指摘がございました。できる限り御静粛に傍聴願いたいと思いま

す。(1できるだけじゃなし、J1そうだ」と呼ぶ者あり)

一般質問12の3、小規模事業者育成条例の活用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) 小規模事業者育成条例の活用について、質問を行います。

この条例は御承知のように、ーたんは廃案にされたという経過を持っておりますが、

61年度実施適用されます62年、そして63年度の今年度、3年目を迎えております条例で

あります。市内の小規模事業者を対象にした条例でございますが、その条例の適用はど

ういう内容を持ち、実績を持ち、小規模業者への営業その他に大きな支えになっている

かということなどは、大変重要な課題であると思います。

今日の小規模業者の営業は、日野市内の景気だけにもちろん左右されることではない

わけでありますし、日本全体の景気の動向に大きく左右されてまいってきているわけで

あります。

竹下内閣の中小企業に対する施策は、一体どういう内容になっているかということを

まず見ていくことが必要だと思うわけであります。 63年度の政府の予算案の中小企業対

策費は、一般会計で1，952億円計上されております。これは前年度の当初予算より、 21

億円も削減されて、マイナス1.1%を減になっているわけであります。長期の円高不況、

産業空洞化の広がりで、大企業の圧迫の強まりのもとで、中小企業の経営状態というの

は、ますます悪化してまいってきているわけであります。

中曽根内閣が発足いたしました昭和57年度の予算、 2，498億円をピークにいたしまし

て、その後だんだん、だんだん中小企業対策費は削られてまいってきているわけであり

ます。これは驚くべき中小企業無視の対策費だと言わなければなりません。この 6年間

に軍事予算が43.1%もふえているということに比べまして、中小企業対策費は21.8%も

削減されてまいってきているわけであ ります。この問題について議会でも、たびたび、私

どもが指摘し、明らかにしてきているわけでありますが、中曽根内閣を引き継いだ竹下

内閣、在日米軍の日本側の思いやり予算など、大幅にふやしているにもかかわらず、中

小企業対策費がこのように大きく減少して削減されているということを見るだけでも、

いかに自民党政府が対米追随であり、大企業奉仕の路線を継承しているかということを

明らかにすることができると思うわけであります。

一般会計に占める中小企業対策の割合というのも、これもまた年々減少しております
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し、 63年度は0.34%を占めるにとどまっているわけであります。昭和42年は中小企業基

本法制定以来、最高の0.7%を占めていたそうでありますけれども、とれを大幅にマイ

ナスに更新するということになったわけであります。政府の責任で促進してしまった異

常な円高のもとで、中小企業の置かれている状況が一層困難になっているということを

認めながらも、十分な対策費を計上しないというのが、実態であります。

中小企業庁は60年度から産業投資特別会計を加えて、中小企業対策予算と呼んでいる

そうであります。これは年々削減されてまいります中小企業対策費用、一種のカモフラー

ジュするために、また中小企業業者からの不満を押さえるために、予算が大きく組まれ

ているかのように見せかけているわけであります。私はこうした自民党政府の責任その

ものが、今日の小規模業者の営業実態を苦しくする根本原因だということをまず明らか

にしておきたいと思うわけであります。

とういうもとでも例えば年々ふえている予算もあります。それはどういう施策内容か

と申し上げますと、小規模企業対策費というのがありまして、この関係の予算が中小企

業対策全体が減らされている中でも、ふえているという内容になっているわけでありま

す。 例えば、 63年度は12億8，6∞万円で、前年度2.9%増ということになっております。

しかし中小小売業・サーピス業対策の予算としては、前年度より2，4∞万円減らされて、

12億6，000万円にとどまっている、こういう実態であります。中小小売業・サーピス業

というのは、大型h5やコ γピニエソス・ストアの進出で、非常に今苦境地に立たされて

いる、こういうふうに指摘されているわけであります。しかしなかなか十分これらの業

者にこたえるだけの予算が組まれていないというのが、国の中小企業対策であります。

私はいろいろこの問題で調べている中で、実に驚くべきことを知りましたO それは国

民金融公庫への政府の出資が、 6年関連続でゼロという実情であります。公庫は赤字経

営だそうでありますけれど、政府の公庫への支出金が 6年にわたってゼロというこの実

態は、自民党政府の中小企業に対する非常に冷たい施策をあらわしている一つでないか

と思うわけであります。そのために信用保証協会の窓口では、選別保証が徹底的に行わ

れようとしているそうでありますし、公的な信用保証を必要とする零細企業ほど、その

窓口が狭くなっているというのが、全国的に指摘されている実態だそうであります。そ

ういえば私も昨年度、融資を受けようとするある業者から、信用保証協会、あるいは公

庫などからいろいろと条件をつけられて、なかなか融資を受けられない、こういう相談

を受けたことがございますが、この国民金融公庫への政府の出資金が 1銭も計上されて

いないという苦しい実態をみるならば、こうした窓口の選別などが一層進んでいるとい

うことがわかるわけであります。こういう苦しい実態のもとにさらに政府は何をやろう

としているのでありましょうか。それは御承知のように、大型間接税の導入であります。

昨年日本列島は騒然と言われるぐらい中曽根内閣の売上税に対する反対がわき起こりま

した。そして売上税が廃案となって 1年もたたないうちに、竹下内閣と自民党はまたも

や新大型間接税を持ち出してきているわけであります。つい先日、政府の税制調査会が

発表いたしましたO 三つのたたき台なるものが発表されました。 EC型付加価値税、こ

れはいわゆる売上税でありましょう。もう一つは一般消費税、そして三つ自に取引高税、

これらの案が示されたわけで、あります。

しかし皆さんも御承知のように、これらの三つの案はし、ずれも過去に国民の大反対に

あって、廃案にされたという経緯のあるものばかりであります。日本共産党はこうした

いわば亡霊を墓場から呼び戻そうとするような暴挙、怒りをもって糾弾するものであり

ます。(IそうだJと呼ぶ者あり)

衆参同時選挙で自民党が大型間接税をやらない、こういうふうに公約いたしました。

300議席を土台にした竹下内閣、公約をじゅうりんし、強行しようとするならばまさに

議会制民主主義そのものの破壊と言わなければなりません。今議会でも取り上げられて

おりましたように、 2月の大阪の参議院選挙の補欠選挙で、日本共産党の候補者、見事

に勝利いたしました。(Iそれが言いたかったんだ、たいしたもんだ。」と呼ぶ者あり)

これが直間比率の見直しという形での大型間接税を導入しようという国民に信を問う

ことなく、公約違反をしようとする竹下内閣自民党に対する大阪府民の審判であったわ

けであります。自民党は、国民に信を問えば敗北するということをよく知っているので

はないでしょうか。だからこそ、選挙のないことしじゅうに大型間接税を導入してしま

いたいということが、たびたび自民党首脳によって公言されてきているわけであります。

私はこうした大型間接税が導入されれば、小規模業者こそ最も大きな打撃を受ける分野

であり、国民のすべての皆さんと同じように反対運動に立ち上がるゆえんもあるわけで

あります。

もうーっこの問題で指摘しておかなければならないことに、日本の税制は大型間接税

がないということで、世界に誇るべきものだとも言われておりますが、戦争の放棄、戦

力を保持しないということを明記した憲法を持っている限り、軍事費そのものを禁止し

ているわけであります。したがって他の国のように、軍事費を確保するために、大増税

を行うなどということは、必要ないわけでありますが、この憲法のもとに直接税中心、

総合累進制、生計費非課税、申告納税制などの民主的な原則が曲がりなりにも掲げられ
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てきたわけであります。これを簡素公平、公正、所得消費、資産のパラ γスなどという

ような名目で、大型間接税を導入しようとするその意図は、戦後の税制を覆してしまう、

こういうことになってくるわけであります。

今こうしたこことなどが明らかになってまいる中で、かつて自民党の安倍幹事長が、

大型間接税の導入で、現在直接税7、間接税3の比率を見直して、 5対2にしたい、こ

ういうふうに発言を行いました。これによりますと、政府の試算でも間接税は10兆3，00

0億円、 4人家族で32万円もの大増税になるというわけであります。中曽根内閣が試算

いたしました売上税は 2兆9，000億円でありますから、約 3倍にも上るべらぼうな大増

税ということになるわけであります。世界にもないようなこうした公約違反の大増税を

行うとし、うわけでありますから、国民の反対はますます広まりつつあるわけであります

し、自民党支持者の中からもこうした大型間接税導入に反対する声がわき起こりつつあ

るわけであります。(iそのとおりJ i総評でも容認の方向にあるぞ」等々発言する者

多し)これは大きな国民的な矛盾を引き起こさざるを得ないとし今、こうし、う問題を含

んでいると思うわけであります。私はこの大型間接税の導入に反対する立場を今後とも

貫いてまいりたし、ことを明らかにしておきたいと思います。

さて、小規模企業の重要性というのは、私が詳しく申し上げるまでもなく、すでに御

承知のとおりであります。中小企業白書62年版によりますと、中小企業の重要性を次の

ように述べております。 i我が国産業に占める小規模企業の地位を見ると、事業所数が

496万事業所、全体の79.2%を占める」。こういうことに示されておりますように、極

めて重要なウエートを占めているというわけであります。

産業別に見てみますと製造業が87.2%、卸売業が47.6%、小売業が80.5%、サービス

業が74.6%、建設業が90.7%となっております。いわば日本の産業の基盤を形成してい

る。こういっても言い過ぎではないわけであります。そしてこの小規模企業の今日の景

気の状況というのは、先ほど御紹介いたしましたように、円高不況問題によって、極め

て悪化しているというのが実情だと述べているわけであります。商庖のどのくらいの増

加や減少がこの61年度にあったかということの統計もございますが、一部だけ御紹介し

ておきますと、商庖数が減少したのは、もっぱら従業者数、その規模は 1人から 4人の

小規模商広であると、こういうふうに述べておるわけであります。その中でも 1人から

2人の従業者数の商庖の場合が非常に大きいと述べております。

商庖の減少要因として転廃業の多発ということが言われているわけでありますが、例

えば58年から60年にかけましては、転廃業が12.8%を占めているというわけであります。
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こうした統計を見るまでもなく、小規模商庖の廃業や転廃業が非常な勢し、で進んでいる

ということを指摘していると思います。円高不況問題をはじめといたしまして、大型スー

ノ《ーの進出による影響、百貨庖の影響、あるいはその他影響によって、そのしわ寄せが

一層増大しているということになるわけであります。このように全国的統計を見るまで

もなく、日野における小規模業者のその役割と位置、そして景気の影響における今日の

営業実態は、多くを言うまでもなく困難な状況にあるわけであります。そういうときに

こそ、この小規模事業者育成条例の活用が待たれるわけでありますし、大いに活用して

いかなければならない、こういうことになっていくと思うわけであります。

私は過去2年間の実績がこの条例に基づきまして、どうし、う効果を上げているかとい

うことをまずお聞きしていきたいと思います。条例制定以来、まだ日が浅いということ

もございますが、しかしその本当に小規模業者の要望にこたえて、条例の趣旨とすると

ころが生かされているかどうか、これは 1年目でも、 2年目でも、 3年目でも、その実

績によって推しはかることができるわけでありますし、内容が不十分だということであ

るならば、改善点を追及して、より一層効果を上げるということが必要だと思うわけで

あります。この条例の第 3条に述べられてありますように、五つの目的を持っているわ

けであります。一つは資金調達、二つは営業近代化の指導、三つ目は営業の研修、そし

て四つ自に同業組合の奨励並びに下請け受注等のあっせん、その他この条例の目的達成

に有効な事項、こういう五つの項目になっているわけであります。私はまずこの五つの

項目の過去2年における実績と今年度の目標について、部長より説明をいただきたいと

思うわけであります。

0議長(市川資信君)

生活環境部長。

O生活環境部長(坂本金雄君) お答えいたします。

板垣正男君の質問についての答弁を求めます。

小規模事業者育成条例につきましては、市内の小規模事業者を育成し、その営業を振

興することに有効な施策を推進するために、 61年4月に制定をいたしたものでございま

す。その内容といたしましては、ただいま御質問の中にございましたとおり、柱がござ

いまして、一つが資金調達の援助でございます。二つ目が営業近代化の指導、三つ目が

事業者のための営業の研修、それから四つ目が同業組合の奨励並びに受注及び下請けの

あっせんとなっております。まず 1点目の資金調達の援助につきましては、 61年度実績

を申し上げますと、 89件、 112万4，444円の利子補給を行っております。で、御案内のと

おりこの資金調達の援助につきましては、いわゆるマル経と称する国の融資制度を活用
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ございます。

それから同業組合の件でございますけれども、 61年度以来いろいろ手を尽くしてまい

りました。小規模の同業組合の方を市役所にお呼ひ、いたしまして数回会合を持ち、それ

から実際に契約を行う管財課の職員も立ち会って、組合の結成についての促進方を働き

かけたのでございますが、現在のところまだはっきりとした成果は出ておりません。

以上が本条例に基づく施策の実態でございますけれども、 63年度以降につきましても、

いただきました予算を100%有効に活用いたしまして、成果を上げるべく努力をしてま

いりたし、と思っております。

0議長(市)11資信君) 板垣正男君。

019番(板垣正男君) ただし、まの部長の説明によりまして、 61年度から始まりました

この小規模事業事業者育成条例、大まかに見て私はかなり利用されているんではないか

と、こうしヴ印象を持つわけであります。しかし問題点はないということでは、もちろ

んないでありましょう。同業組合の奨励という点では、今部長から話があったように、

何回かの指導もあったようでありますけれど、まだ 1件も成立していないということに

なっているようであります。

受注及び下請け等のあっせんに関するということは、この説明はなかったのでありま

すが、同業組合が結成されなければ、受注及び下請け等のあっせんはできないというこ

となのかどうかですね。これは必ずしも組合が結成されなければ、受注や下請け等はあっ

せんできないんだということではないんだろうと思います。ですから、この点の説明が

なかったように思いますので、再度確認しておきたいと思うんです。

0議長(市川資信君) 生活環境部長。

0生活環境部長(坂本金雄君) この条例の中でし、う同業組合の奨励並びに共同受注支

援、この関係でございますけれども、条例をつくったときには同業組合を結成すること

が、受注支援の前提になっております。ただし実際には、建築業の組合などには市の一

定の組合がまだ結成はされておりませんけれども、実際に広報などを通じまして、仕事

のあっせんを行っております。

0議長(市川資信君) 板垣正男君。

019番(板垣正男君) 仕事のあっせんを行ってるということについてはわかりますが、

例えばこの条例に基づく、趣旨を生かした仕事のあっせんはなかなか区分が難しいかと

思えるのですが、従来になかった営業者への受注の機会がふえたということがもしある

とすれば、それは一体どのくらいの件数になるかということが当然出てくるわけであ り

ますから、そうしたことの実績があるとするなら、私はちゃんとつかんでおく必要があ

いたしまして、利子を補給するという形を行っております。

毎年4月から 9月までに支払いました利子に対する利子補給金を市から支出し、また

10月から 3月につきましても同じように支出をしているものでございます。

61年度実績については、ただし、ま申し上げたとおりでございますけれども、昭和62年

度と比較をいたします。 62年度につきましては、年度を過ぎておりますけれども、まだ

下半期の分につきましては、完全にまとまっておりませんので、 62年度の上半期の分を

61年度の下半期の分と比べてみます。そうしますと、 62年度の上半期は98件、その利子

補給金は、 154万9，703円でございます。これを61年度の下半期と比較をいたしますと、

37.8%の増になっております。この制度は一ー また前後いたしますけれども、国のマル

経融資制度を活用したものでございまして、無担保、無保証人の制度で借りやすくなっ

ております。

次に営業の近代化の指導並びに研修事業につきましては、商工会に専任の職員を置き

まして、補助事業として実施をいたしてございます。先般御審議をいただきました63年

度予算の中には、この小規模事業者育成関係といたしまして、1，107万8，0∞円の予算を

お認めいただいておりますけれども、このうちの346万7，∞0円につきましては、営業近

代化の研修、並びに指導に当たる専任の職員の人件費でございまして、これを市が負担

しているわけでございます。この職員が主としてこの研修事業あるいは営業近代化の指

導について仕事をいたしております。その指導の実態でございますけれども、 61年度に

つきましては164件、巡回をいたしまして直接指導をしております。そして小規模事業

者の方が直接窓口にいらして、そこで指導をした件数は88件、合計いたしまして61年度

につきましては252件の指導件数を持っております。

さらに講習会等の開催による指導でございますけれども、集団指導と個別指導と二つ

に分けまして、集団指導につきましては 9回行いました。その指導に参加した人数は、

265人でございます。個別指導は15回行いまして、その人数は125人。したがし、まして61

年度につきましては24回、該当人数390人を数えております。

それから育成指導員の指導といたしまして62年度の巡回指導でございますけれども、

100件を数え、さらに窓口指導については、 200件を数えております。合計して300件で

それから講習会等の開催でございますけれども、集団指遵の回数は 6回ございました。

その人数が175人でございます。さらに個別指導につきましては、回数が 3回、人数が5

5人となりますので、年度の合計が 9回、 230人となっております。
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0生活環境部長(坂本金雄君) お答えいたします。

願っているものであります。

この61年度と62年度の実績でちょっと私が指摘しておきたいと思う点は、例えば育成

指導員の巡回指導で、すねO 巡回指導というのが、 61年度は164件だというふうに部長は

説明されましたo 62年度に入りますと、これは見込み額もありますし、下半期の実数が

入っていないということもありますが、例えば100件に落ちているんですね。巡回指導

するのは初年度は164件あったけれど、 2年度になると100件に落ちているo 集団指導の

中に入っておりますので、回数が 9回が 2年度になりますと、 6回に減っているんです。

それから個別指導も初年度は15回、 2年度になりますと 3回に減っているんですねo こ

れはたとえ条例上はすべての市内の業者に適用されるといっても、こうしづ実績を見ま

すと、実際はそれを適用される対象の人はやっぱり限られてくると、こういうことをあ

らわしているんだろうと思うんです。この実績に基づいて、いろいろやはり推察をする

ということが必要だと思うんです。ことしの 1月から 3月でどういう実績があらわれて

くるか、これはまだ未知数ですが、これらが大幅に前年度を上回るような実績になれば、

それは大変結構な話になるわけであります。しかし実際は対象が狭まるということであ

るのか、あるいは会員以外の方が商工会なり、あるいは市の産業課の窓口で、この条例

の適用を受けたいということがないんじゃないかと思うんです。実際はないんですよ。

窓口に来て相談する。商工会の窓口に行って、じゃ相談してください。指導受けてくだ

さいと言われてもですよ、会員でなければこれはなかなか行きつ。らいことではないでしょ

うか。

るんではないかと思います。ただいまの説明によりますと、大きな成果になるようなこ

とにはまだ至っていないんじゃないかという印象を持つわけでありますが、私はこの点

は大変重要なこの条例の内容の一つだと考えております。

受注については、これは建設業だけにとどまらないわけであります。物品発注などに

対する受注ということも、当然あるわけでありますし、小規模事業者のまさに、この条

例に基づく受注の機会の拡大ということは保証されていく一つの方向だと思うんです。

そういう大事な点がまだまだ十分活用されていないということになっているんではない

かと思います。念のため聞いておきますが、マル経の融資を受ける資格者と申しますか、

実態というのは、これは商工会の会員に限られているということも、ついこの間の委員

会でも明らかにされたところであります。恐らく商工会に人件費の補助も行って、指導

員が配置されているということなどもあるわけでありますから、営業近代化の指導、研

修における集団指導や、あるいは個別指導を問わず、これらの実績のすべてが商工会の

会員に限られているんではないかと思いますが、その点はいかがでしょうか。

0議長(市)11資信君) 生活環境部長。

商工会の会員の100分率でございますけれども、現在のところ51%を上下いたすよう

な実態でございます。したがいましてこのマル経の融資、そのほかの相談、指導、研修

事業に会員だけということは大変不公平な面も出てまいりますので、マル経融資をはじ

めといたしまして、会員外の方でも申し込みを受け付けるという方向でやっております。

方向ではありません。会員外の方でも参加できる、融資の申し込みができる、そういう

ことでやっております。

0議長(市川資信君) 板垣正男君。

019番(板垣正男君) 商工会の会員以外の方も受け付けでこの適用を受けることがで

きると、できることになっているけれども、 61年度と62年度の実績というのは、商工会

の会員だけではなかったかということを私は聞いているんです。条例上は市内のすべて

の小規模業者に適用されるといってもですよ、実際の運用と窓口の取り扱いということ

になりますと、この実績というのは商工会の会員に限られていたんで、はないかと、こう

いうふうに聞いているんです。恐らくそういうことじゃないかと思うんです。だから今

の部長も、条例の建前を説明したにとどまったんではないかと思うんです。私は商工会

の会員の業者の皆さん、大いにこういう窓口を通じまして、この条例を活用されるとい

うことは大変結構なととですから、今後もどんどんそれらの活用が広まることを、私も

こうしヴ問題点があるわけでございますので、私は規則で定めている商工会を窓口と

するというこの条例の適用を、やはり改める必要があるんじゃないかと、そう考えるわ

けであります。商工会の皆さんは、商工会を通じて大いに利用されるというそういう方

法も残しつつ、会員以外の小規模業者が市の窓口に相談に来て、この条例の適用を受け

られるような方法もやはりつくっておく必要があるんではないかということがあります。

ぜひこの点での再考をお願いしたいと思います。

さらに私は幾つか提言を申し上げておきたいと思うんですが、国の中小企業施策とい

うのも、これも幾つかあるわけでございます。小規模業者への適用というのも幾つかあ

るわけでありますが、この中でこういうのがあるんですね。中小企業者には小規模事業

者を対象とする指導官というのが配置されております。中小企業庁に 5人、通商産業局

に17人配置されているそうであります。日本全国を相手にするのに中小企業庁、わずか

5人の人員を配置して、小規模企業を指導するとしヴ態勢だそうですが、まあ聞いてちょっ
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と寒気がするようなお粗末な態勢ではないかと思います。それにしても 5人配置されて

いるわけでありますから、これを大いに活用するということもまた必要だと思います。

この小規模事業指導官の指導の内容というのはいろいろございますが、指導の内容とい

うのはいろいろ、あれですね、小規模企業者の営業相談その他、全般にわたって行うと

いうことになっております。それから小規模企業の実情の把握というのがございますが、

この中で、現地相談というのがあるんですね。これは指導官が中小企業庁から出向いて、

例えば日野市なら日野市にやってきまして、現地でいろいろ小規模事業のことについて

の相談を受けるという制度があるわけであります。現地において地方公共団体、総合指

導所、商工会、商工会議所、中小企業団体等中央会の指導員とともに、実態の把握、対

処すべき問題点等を整理し、相談あっせん等の問題の解決に当たることとしていますと

いう内容なものなんです。一度、この中小企業庁の担当官を呼んで、日野の小規模企業

についての実態の把握と、今後の方向をよく相談をしてみると、こういうことも必要な

んではないかと思うんです。

我々は業者、あるいは市民、それらのことに役立つ施策であるならば、大いにそれを

活用するということを考えているわけであります。したがってこの幾つかあります国の

中小企業対策、中でも小規模企業への対応について、具体的に地方公共団体を通じての

施策が及ぶような方法も考えていくことが必要だと思うわけであります。

二つ目は受注機会の拡大であります。先ほど来申し上げておりますように、この小規

模事業者育成条例の内容の柱の一つに、受注機会、下請け等の拡大がうたわれているわ

けであります。大型の工事の請負がすぐ来ないということではないわけであります。物

品発注その他、小規模業者に適用できる受注の機会をもっともっと広げるということが

必要ではないかと思います。そういうときにこそ、この条例を大いに活用して、業者へ

の受注機会の拡大を図るような方策を広めて行かなければならないと思います。

三点目に情報の提供であります。あるいは相談日を設けるということと、同一でもよ

ろしいかと思いますが、東京都がつい先日新聞でも紹介されておりますように、情報提

供を行う新しい施策を発表いたしました。新聞の見出しでは、 「小規模事業に情報提供、

商工会などとオγライ γ」ということで、報道されているわけであります。これは商工

会を通じての情報提供ということになるわけでありますけれど、 市町村段階に至ります

と、もっと細かくサービスを行き届くような情報提供が必要だと思います。しかも一つ

の業者団体だけではなくて、やっぱり多面的に行うということが、必要だと思うわけで

あります。そのこととあわせて、相談日を設けるということも私は必要ではないかと思

います。国のいろんな施策を適用させる、あるいは地方自治体で行っている施策を何と

かして、小規模業者への適用が及ぶような相談に応ずるということでございます。これ

は、例えば年に 1回相談日を設けて、それでよしとするということではなくて、やはり

常時相談に対応できるような態勢をつくるということも大切でありますけれど、年何回

かに分けて相談日を設けるということが、とりあえず必要ではなし、かと思います。そう

したことの対応も考えていただきたいと思います。

四つ目にはやはり態勢の問題であります。態勢が貧弱では、この不況が続く小規模業

者の営業を守るということも十分なし遂げることはできないわけでございます。予算の

特別委員会でも私この問題で若干質疑を行ったわけでありますが、例えば三多摩26市の

商工課の職員の比較を行ってみたいと思いますが、日野市は現在2人配置されておりま

す。観光担当は 1人でありますから、合計3人の職員でございます。これは全体の職員

の0.2%を占めるということになっております。例えば八王子市はどうか、商工担当だ

けでも10人の職員、観光は 5人、全体で15人の職員であります。私はここで八王子と同

じようにせよとは、決して申し上げているわけでありません。府中市では12名の職員で

担当しております。構成比は0.8%を占めております。多摩市では 4人の職員で、態勢

をとっております。 0.4%であります。稲城市も 3人の職員を配置しております。これ

は構成比で申し上げますと、 0.7%を占めているそうであります。す.っと一つ一つ申し

上げればわかるわけでありますけれど、これらを全体で見てまいりますと、 26市平均、

職員の配置率は0.4%を占めているわけであります。商工担当だけでも0.4%、日野市は

0.1%にとどまっているわけであります。観光課を含めて申し上げますと、観光の 1人

の人員をあわせますと 3人になるわけでありますが、 26市で申し上げますと、商工だけ

で申し上げますとやはりこれも0.4%の割合になるわけであります。単純比較はもちろ

んできないわけでありますし、各市それぞれ市の置かれている商工業の状況なども違う

わけでありますから、単純には比較して申し上げるつもりはありませんが、しかしそれ

なりの人員がないとやはり十分な対応はできないということを、私は物語っているんで

はないかと思うわけであります。

日野市の0.1%、2名の人員というのはあまりにも少ないというふうに思うわけであ

ります。(IそのとおりJと呼ぶ者あり) 職員をふやそうとするとすぐ「職員をふや

すな」と、こういう一方の声が出るわけでありますから、なかなか部長はじめ市長は人

員をふやしにくいという状況が今あるわけであります。しかしそういう中でも本当に小

規模企業者の要望にこたえてし、くためにも、態勢をきちっとする、とのことが必要では
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ないかと思いますので、このことを 4点目の質問にいたしまして、考えを伺っておきた

いと思います。

0議長(市川資信君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 日野市の町の生い立ちから考えまして、この経済情勢、特に

商工行政の能力が低いということは、御指摘のとおりだと思います。

本来日野市の産業が農業に依存しておる、農政に重点があったという一一今日もそれ

に近い状態かもしれませんが、産業経済課の仕事のパラ γスについては、これから取り

組みを新たにしたいと、こう考えております。この一ーまあ中小企業以上は、大企業は

また別格といたしまして、中小企業は都道府県行政に依存をする。それからいわゆる今

話題になっております小規模事業者のしかも努力をして、意欲を持つ方、この方々に対

して一定の答えをする必要があるということは感じております。そうし、う意味で小規模

事業者育成条例という恐らくよそでは珍しい条例を制定し、この振興を図ろうとしてお

るわけでありますが、今後一層その態勢と商工会の基本的な育成をあわせて、取り組ん

でいきたい、また課題であると、このように考えております、以上です。

0議長(市川資信君) 生活環境部長。

0生活環境部長(坂本金雄君) 態勢の問題以外の国の担当官を呼んでいけばどうか、

それから受注機会の拡大、それから 3点目の情報の提供、いずれも必要欠くべからざる

事柄だと思っております。なるべく 63年度にはこれらのことを実現する方向で努めてま

いりたいと思っております。

0議長(市川資信君) 板垣正男君。

農業は年々縮小される傾向がどうしでもあるわけでありますが、商工業というのは業

者の数は年々ふえております。人口の増加に伴って、業者数もふえてまいっているわけ

であります。そして小規模であればあるほど、廃業、あるいは転業、こうしたことを余

儀なくされておるわけでございます。生活上の不安、営業上の不安というのは、常につ

きまとっているわけであります。そういうところにこそ、地方自治体の商工施策がもっ

ともっと手を及ぼして、せっかくすぐれた条例があるわけでありますから、この条例の

活用によってすべての商工業者が適用できるように、今後も大いに努力を行っていただ

きたいことを最後に申し上げまして、この質問を終わります。

0議長(市川資信君) これをもって12の3、小規模事業者育成条例の活用についての

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(市川資信君) 御異議ないものと認めます。よって暫時休憩いたします。

午前日時38分休憩

午後 1時13分再開

0議長(市川資信君) 休憩前に引き続き会議を開きます。

019番(板垣正男君) 60年度の商工調査によりますと、市内の小規模業者を含めての

一般質問13の1、13の2の馬場弘融君の一般質問については、 11原序を変更し、後日の

日程といたします。

一般質問14の1、未認可保育所助成拡充についての通告質問者、小俣昭光君の質問を

許します。

統計資料がございますが、従業員が 1人から 2人の商工業者というのは、 608件になっ

ております。 3人以上、 99人の従業員のいる企業数が624件でありますから、半分ぐら

いの割合になっているわけです。ですから 1人から 2人の従業員をかかえる業者という

のは、日野の市内の商工業の半分を占めていると、こういうふうに見てし巾、と思うんで

す。ですからそういうところにどう施策が及ぶようなことを行っているかというのが、

私は日野市の商工業の大きな施策の柱の一つになると、こういうふうに思います。市長

が言われますように、大企業を相手にするということではもちろんないわけでありまし

て、この条例の趣旨を生かすという点からも、こうした 1人か 2人の従業員をかかえる

零細小企業の営業をどう行政として守っていくか、このことが問われているものだと思

います。

(10番議員登壇〕

010番(小俣昭光君) 10番小俣です。議長の許しをいただきまして、一般質問を行い

たいと思います。

私は今議会を聞きまして、一般会計予算特別委員長の報告の中で、私見と受け取られ

るようなところがありましたので、一言その感想を述べておきたいと思います。

60年の第 l固定例議会で、文教委員長の40人学級早期実現を求める請願についての、

審査報告が行われております。当時の文教委員長は自由民主党、新自由クラブ、こう い

う会派の議員の人が文教委員長を務めております。また副委員長には公明党の議員がなっ

ておりました。そこでの審査報告でございます。 i59の25、40人学級の早期実現を求め

る請願につきまして、報告を申し上げますJということで出されております。請願者は
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東京都教職員組合南多摩支部、日野地区協議長の久保田俊司さん外8，580名の方々であ

ります。 i日野の子供たちに行き届いた教育を進める条件として、 40入学級が早期に実

現されることを求めての請願でございます。 Jここで請願が審議され、正副委員長にお

きまして、この請願代表者に問い合わせたところ、できれば意見書の提出をお願いした

いということを述べております。そして、本請願が提出された時点で、は、いわゆる40入

学級については、引き続き凍結するという大蔵省の考え方もあったわけでございまして、

意見書の提出も当然と考えられたわけでございますが、国及び東京都の40人学級につい

ての方針及び計画が示されておりまして、 「正副委員長において協議いたしました結果、

特に意見書の提出はあえて行わず、市及び教育委員会において、今後とも熱心にこの件

について取り組むよう求めた次第で、ございます。 Jこのように審査報告がされておりま

す。こうし、う立場から見た場合には、たとえ口先では40入学級を求めると言っていても、

実際には行動面では全く反対の方向に行っている、こういうふうに言うしかありません。

( iそうだJと呼ぶ者あり)

また今度のこの40入学級についても、いわゆるもともと自民党政治が全国の父母の願

いの中で、国会で40人学級実現の決議がされた後、中曽根内閣によって行政、にせの行

政改革、そして財政の立て直しとし、う立場から、子供たちにしわ寄せをする40入学級を

先送りする、こういうことから行われた問題であります。そういう点では自民党政治に

対して父母の願いを踏みにじるこのようなやり方に対して、市民から多くの批判が出て

くるのは当然、と思われます。ちなみに昨年9月から11月にかけましての東京都に40入学

級監査請求を求める意見書案、求める監査請求におきまして、全都的には140万の署名

が集められ、そして日野市でも 3万を超す署名が集められたわけで、あります。私の住ん

でし、る団地でも、鈴木民江さん、滝合小の学級代表委員長、この人が中心になりまして、

平山住宅だけでも1，100の署名を集める、また滝合小学校全体でも2，0∞名を超える署名

が集まる、これにはあの監査請求については、生年月日も付して、しかも有権者を対象

にし、受任者が日野市民であれば、日野市だけで集める、こういう厳しい署名であった

わけであります。当然、奥さん方に署名をお願いする、このときに生年月日を書くのはちゅ

うちよされる。そうした人たちに子供たちの希望を夢を、また子供たちのためにぜひ署

名してほしい、こういうことで教育が論じられ、署名を集めたわけで、あります。これら

の父母の願いを踏みにじる、自民党のあるいは公明党の今度の態度に対して、市民から

厳しく審判下されることは明らかだと思います。そういう点でもこれから引き続き、、

いわゆる日野での40入学級実現のために、私も全力を上げて奮闘する決意、であります。

以上予算委員会での委員長の報告に基づいて、感じたことを述べさしていただきました。

14の1の未認可保育所助成拡充についての質問をさしていただきます。保育園は児童

福祉法施行以来、 41年にわたり保育に欠ける子供たちに擁護と教育を不離一体とした保

育を行ってきました。この間日野市では 3歳以上児では保育園は数量的には確保整備さ

れてきましたが、保育ニーズの多様化に対する対応は、ゼロ歳、 1歳児等については、

十分とは言えない状況がまだあります。婦人の地位の向上、婦人労働の増加、男女雇用

機会均等法の施行や家庭構造の変化などから、一層保育ニーズの多様化が進行していま

す。保育園の果たす役割はますます重要性を増すとともに、市民から大いに期待され、

日常の多様な保育ニーズにこたえる保育活動をより充実し、保護者や地域社会の人々と

の連携を密にして、保育園、保育を理解してもらうことは、これらの期待にこたえる早

道だと考えられます。そして行政、保母、父母などの一致協力して、保育園の機能をよ

り拡充・強化していかなければ、市民の保育園に対するより今以上の信頼をかちとるこ

とは難しいと思われます。

自民党政府は保育措置費を59年から国庫負担金を10分の 7から、年々切り下げ、 10分

の5まで削り取って、市と父母に負担を押しつけてきています。また62年度には、機関

委任事務から、団体委任事務へと国の責任を後退させてきています。保育園の今日的な

役割に関する認識を一層高め、保育園保育を確立してその内容を高めることこそ、社会

的責務であると私は思います。

子供たちの保育に欠ける状態は、家庭、社会状況の変化によって、左右されるが、公

的な措置という手続きによって保護者の負担能力のあるなしにかかわらず、子供たちそ

れぞれに必要な対応の手立てが、保育園に求められております。保育園は常に一定の保

育水準を維持するとともに、常に社会状況の変化によって生ずる保育需要、敏速にきめ

細かく対応していくことが必要であります。保育園運営を支える措置制度はいつの時代

においてもすべての子供たちの健全な育成を図るという国家的な課題に基づくものであ

ります。

公の責任を命じたこの制度は、今後とも大切にし、継承していかなければならないと

思し、ます。保育園は保育に欠ける子供たちの家庭にかわる生活の場であるとともに、年々

年齢に応じた心身の調和のとれた健全な発達を援助する幼児教育の役目を負っています。

保育園の保育は、擁護と教育を一体とした保育であります。保育園の保育内容は児童福

祉法として、児童福祉施設として常に子供たちの保育に欠ける状態に照らして、質的な

変化は求められています。特に保育時間の長時間化が求められ、低年齢児から情緒的に
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安定した保育、核家族化による家庭の育児機能の低下や、人間関係の生薄さなどに対応

するための保育や、さらに地域社会における育児の互助・協力関係の回復、文化などの

継承を図るための保育などが期待されております。特に公立保育園が施設・保育内容の

充実を強く求められております。私は今回の質問は、保育行政をさらに充実させるため

にも、政治の光りが届きづらい未認可保育所の質問をさせていただいたのは、そういう

わけであります。

日野市の保育制度運営要綱では、第 1条でこの要綱は保育所不足のため、要保育児童

が未認可保育所に入所を余儀なくされている実態にかんがみ、かかる児童に適切な保護

を加えるために、保育所が充実するまでの暫定処置として、これら未認可保育所等を保

育室として活用し、もって児童福祉の増進を図ることを目的とする。こういうように目

的を明らかにしております。私は第 1点で、この未認可保育所の日野市での歴史的役割

についてお聞きしたいと思います。

第2点は未認可保育所についての助成の充実について質問いたします。以上お答えい

ただきたいと思います。

0議長(市川資信君) 小俣昭光君の質問についての答弁を求めます。

福祉部長。

O福祉部長(高野 隆君) それでは未認可保育室についての答弁を申し上げます。先

ほどの御指摘のように、未認可保育室は要綱にありますように、保育所不足のため、要

保護・要保育児童が未認可保育所に入所して余儀なくされる実態にかんがみ、保護を与

えるために、保育所が充実するまでの暫定的な措置として、未認可保育所を保育室とし

て認めると、こういうことを要綱の中で目的として掲げております。また児童福祉法の

24条におきましても、保育に欠ける児童に対しては、保育所またはそれに類似する施設

での保育の対応をするということで、法が定めているところでございます。そこに従っ

て私どもとしては、保育所に対する援助、または指導を行っているところでございます。

まず第 1点の保育室の歴史についての御質問でございますけれども、昭和45年ごろか

ら乳幼児数の急激な増加がありました。その当時は保育所数は 9施設でございまして、

施設の中でゼロ歳児を受け入れる保育園がございませんでした。そのため保育室が 3、

家庭福祉員が11名で認可施設の不足を補完する施設として活動してまいりました。これ

らについて東京都は補助の制度を設けまして、保育室、家庭福祉員が保育所を補完する

施設として補助を出しました。市はさらに上乗せをいたしまして、約半額の補助金を各

施設に補助してきた経過がございます。その中には当時吉富ベビーホーム、またはつく

し保育園、つくしんぼ保育室等が現在はそれぞれ認可施設として吹上保育園、つくしん

ぼ保育園として立派な運営をやっておられるということでございます。昭和56年までに

保育所数も公立、未認可あわせまして、 19施設となりました。ゼロ歳を受け入れる施設

が10施設となりましたので、一定のゼロ歳的な要望にはこたえ得る状況になってきたも

のでございます。

歴史的に状況を見ますと、保育の不足を埋める、谷間を埋める施設としての未認可施

設の役割というものは、大変大きなものだと考えております。その間の保育需要を、特

に低年齢児の保育需要を支えてくれた功績というのは、大変大きなものがあったんでは

ないかというぐあいに思っております。

今後これらの保育室の問題というのは、やはりゼロ歳児の 3カ月以前の保育について

の需要、また延長保育、長時間保育の要望、これ等に対する、需要に対する対応として、

必要がまだ生じているというぐあいに考えております。特に延長保育につきましては、

現在まだ実施している園が少ないわけでございます。テストで lカ所でやっているとこ

ろが出てまいりましたけれども、実質的には延長保育はまだ実施されておりませんので、

それに対する需要等について、今後未認可施設、特に公立保育園、未認可保育園で、こ

れらの対応、需要に対する対応を考慮していかなきゃならないだろうというぐあいに考

えているところでございます。

現在、昭和56年には、未認可施設は保育室数が 6、家庭福祉員が 5名ということでご

ざいました。現在昭和62年においては、保育室数が4、これは 1施設での平均の受け入

れ児童は月に17.2名でございまして、他市の子供を入れますと、 19.5ということでござ

います。また家庭福祉員の施設は、 2施設でございまして、 3.3名の児童を平均して毎

月お預かりしている、こういう状況でございます。

その間の昭和45年から62年のその間の保育室及び家庭福祉員の経過につきましては、

ほぼ保育室数は 6を最高として、また家庭福祉員は14を最高といたしまして、暫時減っ

てきているという状況でございます。以上が第 1点の歴史的な経過についてお答えを申

し上げました。

0議長(市)11資信君) 小俣昭光君。

010番(小俣昭光君) 再質問をさしていただきます。今歴史的な経過、そしてそうい

う中で特に保育室の運営が大変に困難になってきております。特に児童が少なくなって

きている、そういう中でのことでありますが、働く女性から見ると、この未認可保育、

保育児制度は大変に重要にまだなっております。特に61年度の保留児を見ますと、ゼロ
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歳児で4月に保留児になったのは11人、 そして7月で40人、 10月で68人、 1月で79人と

なっております。同じように 1歳児、2歳児も少し少なくなっておりますが、 でも同じ

ように 1月で見ますと、 181人の保留児が出ております。こうした人たちが未認可保育

にも実際に入れない状態になってきております。地域差もあるかと思いますが、そうい

う状況であります。 62年度にはゼロ歳児は4月現在で、 9人の保留児、そして 1月では

65人の保留児が出ております。私の子供も15年前に公立保育園ではなく、未認可保育に

預け、そして妻は働きながら、子供を預けて働きながら生活をしてまいりました。そう

いう点から見ると、今でも大変に重要なものとなっております。そういう点で、特に今

未認可保育の人たちは、保育園の運営は先ほど言いましたように、 4月時点では最近特

に3カ月保育から公立が始めたことによって、大変に厳しい運営にもなってきておりま

す。そういう点で、しかし夏となると、それ以降に生まれた子供たちに対しては何ら手

立てがされない、そういう状況になってしまうわけであります。そういう点で特に 9月

以前のときには、この要綱で照らした補充要綱で、は、大変に厳しい運営を強いられてお

りますので、この助成の問題、ぜひ再考をお願いしたい。ちなみに先ほど言いました福

祉部長が言われました家庭福祉員、これと比べてみますと、ほとんどが同じ助成になっ

ております。 ただ施設面で10万が20万というようなことだけで、あとはほとんど家庭福

祉員とこの保育室、同じ助成となっておりますので、ひとつ検討いただきたい。特に保

育室では第3条で、保育室は児童6人以上収容し得るものを対象とする、こういうこと

になっております。そして保母が預かれる子供は、 1歳未満児については 3人まで 1人

の保母ということになっておりますので、当然未認可保育では6人以上預ける収容となっ

ておりますので、保母さんを雇い上げて、そしてこの 4月から 9月のときに、少ないと

きでも雇っておかなければいけない、こういうような状況があります。もちろん、家庭

福祉員では 3人を限度にしておりますので、自分だけでありますので、そういう点では

この保育室についての制度は福祉員よりはよくて当たり前だと思います。そういう点で

みても、ぜひ助成をお願いしたいということを要請いたします。この辺でもう一度、助

成が増額できるのかどうか、お答えいただきたいと思います。

0議長(市川資信君) 福祉部長。

0福祉部長(高野 隆君) 家庭福祉員とそれから保育室に対する助成の問題でござい

ますけれども、年々保育室、または家庭奉仕員の補助はふえてきております。これは基

本的には保育室、または家庭福祉員の施設補助という形ではなくて、児童 1人当たりの

保育料の補助と、こういうような形で補助が出ております。それはあくまで児童に対す

る補助でございますので、保育の保育料に関連する人件費等を含む補助として目指して

いると、こ ういう ことでございます。

57年にちなみに申し上げますと、月 3歳未満児が 1人1万円でございまして、市から

1万円、それから都から 2万円ということでございます。それが年々増加しておりまし

て、 62年度は市から 1人子供に対して月 1万2，000円、東京都から 2万6，0∞円でござし、

ました。本年度は市から 1万3，0∞円、都から 2万7，000円、合計して4万円ということ

が3歳未満児に対する毎月の補助でございます。それから 3歳児につきましては、 63年

度につきまして申し上げますと、 57年度ですね、 57年度が市から3，000円、都から9，∞o
円でございましたのが、 63年度には市から6，000円、都から l万円で、合計して 1万6，0

00円、 4歳児以上につきましては、 57年が月 1人2，5∞円、都が8，5∞円でございました

のが、 63年度は市から5，500円、都から8，500円、合計して 1万4，000円ということでご

ざいます。その他期末手当として市から年間で4万円、都から 8万円、合計して12万円

が支給されております。その他賠償保険が 1人1施設当たり7，200円、それから施設備

品といたしまして、保育室の方が 2万円、それから家庭福祉員の方が 1万円、こういう

ことでの施設補助が出ている状況でございます。この補助が実質的には父母負担を軽減

するという目的と同時に、保育室がまたは家庭福祉員の運営の安定を願って出されてい

る、こういうことでございまして、 1児童当たり基本的には 3万円以下で保育料を押さ

えてもらえるように、私どもはお願いをしておりますし、また指導もそのような形でし

ているものでございます。

そのような経過の中で、保育室は推移しておりますけれども、基本的には先ほど申し

上げましたように、出生の基本が出生の原因が保育所不足、またそれにかわる代替施設

としての保育室という立場で補助をしておりますし、今後も基本的には水準のきちんと

いたしました認可施設を需要に応じてつくってし、く。また内容を地域の需要に対応でき

るように変えてし、く、改善していくということが基本的な仕事じゃないだろうかと。し

かしながらそれの谷間を埋める保育室なり、家庭奉仕員というのも非常に重要でござい

ますので、その必要がある限り私どもの方としては、補助は続けていきたし、し、また内

容も引き上げる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。

0議長(市川資信君) 小俣昭光君。

010番(小俣昭光君) 必要な施設ということで、内容も充実させたいという福祉部長

の答弁であります。ぜひ積極的に受けとめていただき、そして保育室が閉鎖に追い込ま

れないよう、ぜひ援助をしていただきたいというように思います。特に先ほど言いまし
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010番(小俣昭光君) 14の2、 「区画整理」は住民参加によるまちづくりをめざせを

「豊田南土地区画整理事業、清流と緑豊かな町づくり、人々が緑とわき水を満喫できる

住みやすきを求めて」というこのパγフレットがあります。ここでもそのような内容と

なっております。区画整理で、すっきりした町を、住みよい町をといった調子であります。

実は区画整理という事業の本質は、決してそんなところにあるのではない。土地区画整

理法は数ある法律の中でも、ことのほか複雑なわかりにくい法律であります。その上、

同法の正文以外に土地区画整理法施行令だのといった、土地区画整理法施行規則だのと

いった付属の法令がし、ろいろあって、六法全書にも載っていないそういう細かい点まで

調べたら、よほど専門的な書物を手に入れなければ、多くの住民が理解するのには、大

変難しくなっております。区画整理の実態は何なのか、まず正式の名称が土地区画整理

事業であるということが、わかったので、あります。 r区画整理」の「区画」とは、土地

区画のことであり、区画整理は実はあくまで土地についての法律なのであって、その土

地の上に乗っかっている建物だの、その土地の上で暮らしている住民の生活だのは、物

件としての土地に比べれば、二の次に扱われております。区画整理は町づくりの一種で、

土地という見地から考えた町づくりのやり方ということになります。土地区画整理法第

2条の第 1項では、こう言っております。 r第2条①、この法律においては、土地区画

整理事業とは、都市計画区域内の土地について、公共施設の整備改善、及び宅地の利用

の増進を図るため、この法律で定めるところに従って行われる土地の区画形質の変更、

及び公共施設の新設、または変更に関する事項を言う。」うっかり読むと公共施設の整

備改善、及び宅地の利用の増進という言葉は目について、すぐに街区の整頓というイメー

ジが自に浮かび、なかなか結構な法律ではないかと言いたくなるが、よく読めば事業の

実態は土地の区画形質の変更以外にしかないことがわかります。私たちの一般の住民は

街区の整頓だの住みよい町、すっきりした町だのと考えるときは、常識的に言ってその

町のたたずまい、雰囲気、つまり生活環境の全体を漠然と、感覚的に思い描くのが普通

だと思います。 r区画整理」はそういったものを第一義的に取り扱って、描く区画整理

とは、土地という観点からとらえた町づくりの一種であって、それ以上でもそれ以下で

もないものであります。町づくりをするとなると、道路、広場、公園、上下水道、学校

といったようないわゆる公共施設をつくり、整備をしたりすることが、どうしても必要

になります。そのためには土地が必要で、す。例えば密集した市街地に道路をつくると思

えば、どうしてもその道路の用地を手に入れなければならない。ところが市街地であっ

ても、 7こんぼの真ん中にも道路をつくる場合でも、そのたんぼがことごとく私有地であ

れば、やはりその道路の用地は何らかの形で当局がまず手に入れておかなければならな

たように4月から 9月ぐらいまでは、非常に子供がし、ない状況になります。ところが10

月以降は定員をオーバーするような形で、実際にはこの保育室利用されているわけであ

りますので、ただ 1年開通すとパラ γスが合うということで、運営苦しくなっている、

いうような話も開きました。そういう点で公立の保育園をさらに充実させ、そういう中

でこうしヴ未認可の保育の保育制度も充実させていただきますよう要求いたしまして、

この項についての質問、終わらさせていただきます。

0議長(市川資信君) これをもって14の1、未認可保育所助成拡充についての質問を

終わります。

一般質問14の2、 「区画整理」は住民参加によるまちづくりをめざせ、の通告質問者、

小俣昭光君の質問を許します。

質問させていただきます。

私は今日、日野市が進めている町づくりは住民本位の町づくりとして、住民参加で、

この地区にはこんな文化施設が、ここには病院がほしいなど、住民自身が話し合い、そ

の町のただずまい、雰囲気、生活環境の全体を思い描ける町づくりになればと、そんな

町づくりのために、この問題を取り上げたものでございます。市長も先日の所信表明で

は、市政に取り組む基本姿勢のところで、 「本市の将来像は、将来像を展望するとき、

単に住みよい町というだけではなく、住むことが喜びであり、誇りである町への質的に

高度なものでなくてはならないと考えます。」こう述べております。このような町づく

りをするためにも、住民に納得のいく町づくりを進めるためにも、土地区画整理事業の

内容を明らかにする必要があります。ここで区画整理について一言触れておきます。

「区画整理」の名で呼ばれている事業は、正しくは「土地区画整理事業Jと言います。

区画整理は都市計画事業の一種であり、都市計画事業というのは、ひらたく言えば町づ

くりであります。つまり区画整理は町づくりの一種であります。町づくりをするにもい

ろいろなやり方があって、それぞれのやり方についての裏づけとなる法律が決まってい

ます。何の法律もなしに、だれかが勝手にその場で町づくりのやり方を決めるというわ

けにはいかずに、少なくとも表向きの建前にはそうなっています。そして、区画整理は

「土地区画整理法」という法律に基づいて、実施されております。区画整理と一口で言っ

てしまうと、法律の知識も、町づくりの知識もない素人の住民たちの耳には単なる街区

の整頓といった程度の意味に聞こえ、区画整理の説明会などで市当局から配られるパγ

フレットにもいかにもそう受け取られそうなことばかりで、並んでおります。ちなみに
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い。ところが一般市民が宅地を物色する場合と違って、気に入った一定の場所に計画ど

おりの広さや形を持って、取得されなければならなし、。そのために公共用地の取得はな

かなか難しい問題と言われております。この公共用地の取得にはどんな手段でやるかと

いう点で、さまざまな町づくりの手法は大きく分けて 2種類に分けることができます。

第 1は代金を払って、買い取る方法であります。第2の方法は換地処分という特殊な公

的操作による方式であります。区画整理はこの第二の方法による事業であります。そし

てこの換地処分という操作こそ、土地区画整理事業、ほかの諸々の町づくり事業と区別

する手法上の最大の特徴であります。

換地処分を用いるものとしては、ほかに土地改良による土地改良事業があり、もう一

つは都市再開発法によるいわゆる再開発事業があります。これは換地処分をさらに強化・

拡大した権利変換とし、う操作を用いています。区画整理の際にいつも問題になる減歩と

いうものがありますが、減歩とは区画整理を実施した結果として、事業の対象となる地

区、この中の私有地め面積が減少することを言う、住民にしてみれば、自分の土地を狭

くされることになるのだから、これは重大な問題であります。膨大な土地区画整理法の

どこを探しても、この減歩とし、う文字はどこにも見つかりません。実は減歩というのは、

換地処分という操作の結果として生ずるものに過ぎないとされて、土地区画整理法に換

地処分のことしか決められていないのであります。減歩ばかりではない、家屋の移転だ

の、清算金だのといった区画整理の際に、必ずやかましい問題となる事柄はすべてこの

換地処分に基礎を置き、そこから発しているのであります。このように見てみますと、

過小宅地の減歩について、どういう考えを持って区画整理を行っているか、お聞かせい

ただきたいと思います。これが質問の第 1であります。

第2点は区画整理内の住民にとって、身近な公共施設はどう確保するか、特に豊田南

区画整理についてお聞かせいただきたいと思います。西平山地域について、基本的なと

ころがあったら、教えていただきたいと思います。

第3点目は財源の問題で、国の補助金はどうなっているのか、お聞かせいただきたい

と思います。

第4点目は豊田南区画整理に、反対の声があるが、これらをどうするのか。また住民

参加はどう進めるのか、お考えをお聞かせいただきたいと思います。

第5点は道路用地などに、どのぐらい面積が使われているのか、わかりましたら、お

聞かせいただきたいと思います。特に豊田の問題、豊田南区画整理の地域について、ま

た西平山地域で、も数字が出されるようでしたら、お答えいただきたいと思います。
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第6点目は豊田南の区画整理の進捗状況をお聞かせいただきたいと思います。先ほど

もパγフでいろいろと書かれておりますが、これらについてお聞かせいただきたいと思

います。また西平山についてもお聞かせいただきますよう、お願し、し、たします。

以上、大きく分けて 6点質問させていただきます。

0議長(市川資信君) 小俣昭光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点目の過小宅地の減歩でございますけれども、これは330平方メートル以下

の宅地につきまして、一定の割合で減歩を、換地で一一ーし、わゆる過小宅地の減歩緩和を

しております。これは小宅地をそれぞれの評価によりまして減歩をいたしますと、さら

に過小宅地になりまして、宅地としての利用が非常に難しくなる。不可能ではございま

せんけれども、条件がかなり悪くなるわけでござ〉、ます。そのために日野市では減歩緩

和処置をとっております。具体的に申し上げますと、 130平方メートル未満につきまし

ては、減歩ゼロでございます。 130から330平方メートルまでは、一定の率で減歩緩和を

していくということでございます。この減歩緩和につきましては、清算時に清算金で処

理をするということになるわけでございます。との減歩緩和をいたすには、当然土地が

必要でございます。日野市の方式といたしましては、これを一般権利者に負担をさせる

わけにはいきませんので、市の一般財源で先買いをいたしまして、これを減歩緩和用地

として充当をしているということでございます。

次に区画整理区域内の公共施設でございますけれども、区画整理事業につきましては、

宅地の利用増進を図ることが第 1でございます。道路、公園等の公共施設を法の基準に

従いまして、計画的には配置をし、整理をするということでございます。道路・公園・

排水、あるいは駅施設、いわゆる都市計画施設以外の公共施設だと思いますけれども、

この件につきましては、当初から計画には入っておりません。具体的には地区セγター

のようなものをお考えだと思いますけれども、こういったものにつきましては、用地を

先買いするか、あるいは区画整理の中で生まれた保留地を市の一般会計で取得をして、

そこに施設をつくると、そういうような形になるわけでございます。そういう方針が具

体的に定まってくれば、区画整理事業の中で対応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 3点目は補助金でございますけれども、これは国、それから東京都、それか

ら市の補助金ということになるわけでございます。国の補助金につきましては、大原則
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がございまして、まず基本事業費というものを出すわけでございます。その中で保留地

の処分金と交換金、公共管理者負担金を足しまして、それをヲ|し、た残りに対して補助金

を出すとし、う、そういう原則がございます。要するに区画整理事業は、保留地処分金を

もとにして区画整理をやるというのが、そういう原則がある。それをオーバーしたもの

について、国が補助をしましようということでございます。具体的に申し上げますと、

国道でありますとか、あるいは都道、市道の中で，都市計画決定がなされている道路及

びその他の都市計画施設ということになります。道路で申し上げますと、国の補助金が

ごく概略になりますけれども、 10分の5.25、それから東京都が国の補助金の裏になりま

すけれども、 10分の4.75、それで市が都市計画道路が市の管理ということになりますと、

都が10分の4.75出しておりますけれども、その 2分の lを市が負担をすると、そういう

ようなルールで、行われております。

それから豊田南の反対運動並びに住民参加の問題でございますけれども、これは先日、

前回の議会の中でもやりとりがされておりますけれども、第 1、第2豊田荘の区域が豊

田南の区画整理の区域に入っておりまして、この区域の減歩がないと、清算金で処理を

すると、これは区画整理法の趣旨からいきましても、不公平であるということで、他地

区並みに道路拡幅したり、あるいは家を移転をしたり、そういうようなことを実施しろ

と、若干の権利者の負担が一般にふえてもやむを得ない、そういう趣旨のものでござい

ます。代表者の方と私ども、もちろん市長もでございますけれども、話し合っておりま

すけれども、現在平行線でございます。現在私ども考えておりますのは、まだ日程は決

まりませんけれども、一般の権利者を集めまして、市の考え方を説明し、理解を得るよ

うに努力したいというふうに考えております。

それから住民参加の問題でございますけれども、これは日野市の一一一これは法律でも

もちろんあるわけでございますけれども、法律以前の住民参加というものも当然、必要な

わけでございます。ます.地元への説明で、ございます。これは全体の説明会を開いたり、

あるいは各プロックに分かれまして説明会を巡回をするとか、あるいは現場事務所をっ

くりまして、常時相談に応ずるとか、いろいろそういう手当てをいたしまして、住民、

権利者の理解を得ているということでございます。

それからあと法律的なことになりますけれども、節目、節目では縦覧というような声

がございまして、その縦覧に従って異議等がありますれば、文書等で出せるということ

にもなっております。さらに全体の直接参加ということは、非常に難しいわけでござい

ますので、公平公正に区画整理を進めるために、審議会というものをつくっております。

この審議会も公平公正を保つために、市長の委嘱ということじゃなくて，権利者の皆さ

んが選挙をしてそれで選んで、重要案件についての審議等を行う、そういうことも含ま

れてございます。

それから評価基準でありますとか、保留地の処分等につきましては、専門的な評価員

を委嘱いたしまして、評価員の意見を聞いて、評価基準なり、保留地の処分を行うとい

うようなことで行っております。

今都下26市の中で、日野市が一番区画整理が進んでいるわけでございます。この進ん

だ理由とし巾、ますのは、権利者の理解があったことはもちろんでございますけれども、

減歩緩和の方式だとか、いろいろ日野市独特の手法も編み出しまして、やってきたこと

が、この成果につながっているというふうに考えております。

それから、ちょっと 5番目は・・・・(i道路の面積の問題」と呼ぶ者あり)道路の

面積でございますか。豊田南でございますけれども、都市計画道路の面積が 7万4，264

平方メートル、区画街路が14万819平方メートルでございます。合計し、たしまして21万5，

083平方メートルということになります。この道路率が24.68%ということになります。

それから西平山でございますが、これはまだ正確な数字ではございませんが、都市計

画道路とそれから区画街路の全面積に対する割合でございます。 27.62%ということで

ございます。これはあくまでも減歩とか何とかということじゃなくて、全面積に対する

道路の割合ということでございます。

それから豊田南並びに西平山地区の区画整理の進捗状況でございますけれども、豊田

南につきましては、現在換地設計を行っておりまして、来年の秋ごろ、 10月ごろをめど

にいたしまして、仮換地の発表をいたしたいというふうに考えております。西平山地区

につきましては、昨年の10月27日、 28日に計画街路の説明をいたしました。本年の秋ご

ろになりますけれども、さらに計画を具体化し、たしまして、説明会を開く予定でござい

ます。以上でございます。

O議長(市川資信君) 小俣昭光君。

010番(小俣昭光君) 再質問をさしていただきます。

特に第 1点目の過小宅地の減歩の問題でありますが、特に豊田南の区画整理で今部長

からも言われましたように、第2、第 1豊田荘、第2豊田荘がそういう点では減歩を行

うということで、ほかからの住民の人たちから問題ではないかというような質問、声が

出ているというような答弁もありました。そういう点では確かに豊田の第 1豊田荘、第

2豊田荘、それと同じくらいの過小宅地について、あそこの街区はどうするかという、
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それだけを取り除いて、あとは同じようにやるとなると、問題が起きるかと思いますの

で、過小宅地についてはやはり十分緩和の処置をしていただきたいというように思いま

ただ先ほど言いましたように区画整理は土地の区画を決めるだけではなく、その上にあ

る町づくりをどうするのか、そこを基本に考えていただきたし、というように思うわけで

あります。ぜひその辺で今からでもおそくない、この豊田南の区画整理、あるいは西平

山地域ではそれらの教訓を生かしていただきたいと思いますので、再度お答えいただき

たいと思います。

0議長(市川資信君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 御心配はいらないと思っております。区画整理事業はこれは

市街地をつくるとともに、その上の生活する基盤をつくるということであります。道路

をつくり、公園を設ける、こういうことが区画整理の範囲で確保できる公共用地と、こ

ういうことであります。その上に市街地が、その生活が始まるわけでありますから、学

校用地も用意いたします。それからその他の公共施設も当然用意をいたします。ただ医

者の診療所であるとか、こういうものは状況において、判断をしなければなりませんが、

現在の多摩平の区画整理事業はまさにこれは無人の土地を将来の住宅地としてあのよう

に内容を込めた需要がで、き上がっております。それぞれの区画整理事業にテーマを定め

て、そうして将来そこに住む方の立場に立つてのいい市街地形成をやろうと、これが区

画整理の本来の趣旨でございますから、何もしてないということでは全くございません。

それらのことを十分込めて、進めようということになるわけであります。

神明上の場合、市役所のこの庁舎用地というのも、これはどこに処分されるか、実践

に処分されるか、日野市に処分されるか、そこまでは決まっていませんでした。私は市

役所が、つまり市が取得をして、そうして市役所の庁舎を移転させる場所として、確保

いたしました。そういう考え方で公共用地を第ーに考えて、そうしてまた市民の方々の

小宅地がなお過小化しないように、そういう配慮を込めながらやっていくということで

ございますので、幸い日野市の市民の方は、区画整理事業に対して経験をされた歴史が

長く、また理解も高いということで、どこの区画整理にも頭から反対という言葉は出な

いわけであります。豊田の南で出ていますのは、つまり宅地を減少しないところと、そ

れから減少なしでは済みませんから、大多数の方には宅地の減少するそのことをよく理

解をしていただかなければなりません。第 1豊田荘、第2豊田荘、そこに余りになった

区画整理上の資金を投入することは、すでに一応市街地になっておりますので、そのま

まで道路等との関連をつけていきたい、こういうことでありまして、他の方がそれじゃ

不公平じゃないかと言われる意味もないわけではありませんが、必ず施行の中で、感情

的にもそれから具体的な中でも、公平感覚がよくわかるように進めて、御理解をいただ

す。

そういう点で第2点の問題でありますが、区画整理内の身近な公共施設Tこだ単なる地

区セソターの用地をどうするかとしろだけではなく、先ほどの中でも出しましたように、

この地域にはどんな文化施設が必要なのか、病院は今のままでいいのかということで見

た場合、豊田の南の区画整理の中にも、病院が幾つかありますが、今のままで約人口8，

000人を超える地域になるわけであります。そういう点で、どのようにそういう病院一

一足りるのかどうか、あるいは文化施設、図書館があったり、あるいは学校、保育園、

それだけで文化施設こと足りるということではないと思います。そういう点で今からそ

の辺の準備をしていかないと、今この神明地域ではそういう問題が起きているのではな

いかと思います。そういう点で今から、この問題を取り組む必要があります。ちなみに

平山台区画整理事業におきましても、そういう点では、第4ブロックと言われる、あの

四中の裏側にあります、今福祉ゾーγと言われている地域、ここも保留地としてずっと

残される。特に森田市長になってそこが福祉ゾーγとできるように、そういう点では市

長も市長になる前から、そのいかに保留地を残すかということで、先頭に立ってきたと

いうように聞いております。そういう点でもこの豊田南地区の区画整理、あるいは西平

山地域の区画整理についても、ただ宅地化にするだけではなしそういう用地も確保し

ながら、そして公共施設を後になって図らないようにしていただきたい、というように

思います。特に西平山地域では文化施設の問題が残されております。あの文化施設の問

題、これは一つの施設の要求でありますが、やはり西平山地域の町づくりを考えた場合、

どういう施設が必要なのか、あるいはあの文化施設だけではなく、駅問題についてもま

たそのほかのスポーツ施設についても言及していく可能性があります。そういう点でも

ぜひ積極的に住民の声をこの革新市政、この区画整理の中に生かしていただきたし、とい

うように思うわけであります。そういう点でも今西平山地域、西豊田の駅開設の問題も

あわせて出されております。そういう点でもあの西豊田駅開設に当たっては、たとえ区

画整理が伴わなくても、駅前広場を確保する、市独自で確保する、その意気込みがあの

地域の区画整理を進ませるカにもなるかと思います。そういう点で、ただ単なる区画整

理によって駅前広場を確保するということでは、過小宅地の人たちとても納得できない、

こういうような声が上がっております。そういう点でも、その駅前の問題についても一

言お答えいただきたいと思います。それと今ありました公共施設、あらゆる分野の問題、
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0議長(市川資信君) 休憩前に引き続き会議を聞きます。

第 1問目は公共住宅の整備ということで、質問させていただきます。第2問目は豊田

駅の南北につながる交通整備について、 3問自が合併浄化槽の設置、 4問目が医療施策

の充実について、特に市立病院を中心にお尋ねいたします。第5問目は、提言というこ

とで、これは答弁は求めませんが、時間がありますれば、日野市のあすへの教育行政に

ついての提言ということでやらさしていただきます。

私はこの基本計画案が62年の 9月に発表されまして、 63年の 3月議会に、まあ確定案

ということだろうと思いますが、発表されました。私も本定例会の予算委員会で、るる

質問させていただき、この基本計画が事業計画にどのように展開されてきているかとい

う観点から、質問させていただきました。今回、以上のような五つの観点から質問させ

ていただきたし、と思います。まず公共住宅の整備というところですが、そこでは公団が

管理する老朽木造住宅の建てかえを促進し、居住者の意思に基つマいて、居住水準の向上

を図るとともに云々というふうにございます。ここでは具体的な形として、この公団の

建てかえについてこの基本計画で触れておりますので、現在御承知のとおり多摩平の団

地が恐らくこの建てかえの対象として考えられている時期にありますので、当然これを

念頭に基本計画にこのような形でお述べになったんだろうと思います。第 1点の質問と

しましては、現在この多摩平の団地の建てかえ問題の状況がどういうふうな状況にある

のか、日野市で把揮をしている現在の資料をもとにして、御見解を承りたし、というふう

に思います。

さらにこの建てかえ問題で一番重要になってますのは、やはり現在住んでいる方が建

てかえ後に居住できるかどうかという問題があります。すなわち賃貸住宅の家賃の金額

との絡みであります。当然、基本計画でこのように述べられておるわけですから、日野市

としてもこの問題について基本的にどういうふうに取り組んでし、くのか、公団家賃につ

いてのお考え、また公団に対する指導性、その辺の御見解をこれは市長から承りたいと

思し、ます。

さらに南北豊田駅を中心にします北口、南口連絡道路の件でございます。具体的に申

し上げますと、一つの中心の論点は多摩平二丁目にあります多摩平第六公園から、市立

第二小学校へ下ってくる道路がございます。左側に多摩平下水処理場を見まして来る線

でございますが、ここの中央線の踏み切りのところの手前から、一方通行になっており

ます。そのため東豊田三丁目の方に左折をしまして、住宅街の道路を通りまして、堀の

内踏み切りに渡り、さらに若宮神社の手前を入って来るとし、ぅ、そうして市立第二小学

校の前の都道159号線に抜けてくるとし、ぅ、こういうふうな変則的な形態がす.っととら

ける、こういうことでこのこ とにも対応したいというふうに考えておる とこ ろでござい

ます。

町づくりの際にいろいろ先に向かつての御心配がありますが、日野市は経験を持って

おりますので、将来悔いのないそういう区画整理を行うということで、大眼目を立てな

ければならない、そのように考えております。

0議長(市川資信君) 小俣昭光君。

010番(小俣昭光君) 先ほども言いましたように、市長はそういう点では区画整理の

大ベテラ γというのは、私も御承知しております。そういう点では、市長は引き続き頑

張っていただき、そしてこれからの行われる区画整理についても、積極的に住民の声を

生かしていただきたいと思います。

そして神明地域についての問題はやはりこれからも出されております請願も 2度も採

択しながら、そして今も出ております地区セγターの問題、あるいはこれから七小学童

クラプの移転先の問題、ぜひ児童館建設など、積極的に働きかけ、そして地区セγター

や児童館の建設を取り上け事ていただきますよう、心より要望いたしまして、この場での

一般質問終わらさせていただきます。

0議長(市川資信君) これをもって14の2、 「区画整理」は住民参加によるまちづく

りをめざせ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」と呼ぶ者あり〕

0議長(市川資信君) 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34分再開

一般質問 15のし日野市基本計画について問うの通告質問者、夏井明男君の質問を

許します。

(13番議員登壇〕

013番(夏井明男君) 日野市基本計画ということで、施策の方向というところのペー

ジでは第 1章の第 7節、第2章の 2節、 3節、それから第 3章の 8節、 10節、 12節に関

連して質問をさせていただきます。質問通告と順序が若干不同になりますが、お許しい

ただきたいと思います。
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れております。で、この問題を長期的にもこれからもこういうふうな変則的な形をとっ

ていくのかどうか、非常に私は問題だと思いますので、この辺の基本的な考え方をどう

いうふうに持っていらっしゃるか、お尋ねをしたし、と思います。

さらにこれに関連しまして、 2・2・5号都市計画道路が今回の予算にも載っており

ますけれども、これが完成をしてきますと、長期的に見ますと、例えば一番橋から日野

2・2・3号線へ向かうわけですが、それ以降の道路は具体的には計画道路としてあり

ません。そうしますと、この 2・2・5号線を上がってきた場合に、堀の内踏み切りを

渡って、やはり従来のように変則的な形で、多摩平第六公園を上がってくるとし、ぅ、こう

いうふうな構造が考えられるわけであります。 2・2・6号線とそれから日野 1・3・

2号線の道路が具体的に中央線をはさみまして、多摩平、旭が丘方面に抜けてくるわけ

ですけれども、この間の一一約2キロ以上あると思いますが、この間に具体的に多摩平

の丘陵地帯にあるということで、黒川の丘陵地帯にあるということでi道路が抜けるこ

とが構造的に非常に難しいということわかるんですが、具体的な解決方法がこのような

状態のまま続いておりますので、示されていないというふうに考えております。特に豊

田駅の南口、北口には、一般自動車道路ではございませんので、その辺どういうふうに

お考えになっているのか、基本的な考え、さらにこれからの方向づけをぜひお尋ねをし

たいというふうに思います。この問題については以上であります。

それから次が合併浄化槽の設置の問題についてであります。まず第 1点目としまして

は、東京都、すなわち環境保全局の方で、昭和61年より全国で初めての試みですけれど

も、河川浄化のための重要施策を実施しております。その施策の内容を具体的に生活環

境部の公害課の方ではつかんでいると思いますけれども、その制度、内容についてお話

をしていただきたいと思います。その具体的な内容としましては、この61年度よりの合

併浄化槽の設置につきましては、下水道未普及地域における河川浄化のための対策とい

うふうにも聞いているわけですけれども、この合併浄化槽を設置することによっての浄

化の有効性はどの辺まであるのか、その辺をお尋ねしたし、と思います。

さらに日野市の合併浄化槽の現在の設置状況がわかれば、教えていただきたいという

ふうに思います。

さらにこの都の施策になるわけですが、 63年より日野市が拡大対象地域に該当すると

いうふうに私も承っておりますけれども、日野市の対応はどういうふうに考えていらっ

しゃるか、その点、お尋ねをしたいと思います。

さらに第4問目としましては、医療施策の充実についてということで、特に市立病院

についてお尋ねをしたいと思います。長期計画の中でも、日野市の地域医療態勢は必ず

しも十分とは言えないというふうに指摘をされております。さらに地域医療態勢の整備

強化は、大きな課題である。日野市においては市立総合病院を中核的、基幹病院として

さらに整備・強化を図ることが切望されているし、休日や夜間の診療態勢の充実を望む

声も強いというふうに、長期計画の中では具体的に述べられているわけであります。さ

らに62年の 6月の 5日に、 三回総合医院長の御報告になるわけですが、その中でも、こ

の市立病院が昭和36年に開設以来、地域医療の一端を担ってきたけれども、 4分の l世

紀を過ぎた今日、施設設備を中心として、多くの面に問題が提起されている。一方では

医療技術の進歩向上は日進月歩の勢いで、加えて市民の多様な医療ニーズを満たし、将

来にわたって地域の中核病院としての責務を全うすべき使命を有するこの市立総合病院

の現状を考えると、その限界を感ぜざるにはおられないというふうに述べておられます。

さらに日野市立総合病院整備基本計画の中ではさまざまな医者の方が、先生が述べられ

ているわけですが、例えば外科の松戸先生ですか、この方も外来診療の内容を見ると、

まだまだ個人開業医的な、小・外科症例が多く、当病院の使命である地域の中心的病院

となり得ていない状態であり、残念であるというふうに述べられております。また小児

科の佐々木先生のお話では、近来、特にぜんそく外来は患者の増加の一方で、小児科の

毎日当直態勢は無理なため、当直事務、看護婦の協力のもとに、常勤員がオγ ・コール

制をとり、発作時の処置に対応しているというふうな現状を述べられております。また

整形外科の村尾副医院長のお話では、何とか職員の努力で中堅病院としての形が整いつ

つあるが、今一層の充実発展が望まれる。それには現在の病院の建物の老朽化、狭小化

が著しく、早急の増改築が望まれる、次回の30周年記念の折りには、病院の増改築が完

成していることを祈念してやみませんというふうにあります。で、泌尿器科の青木先生

のお話では、当病院ではまだ核医学診断装置、放射線治療機器、また腎不全患者に対す

る血液、透析設備がない。今後これらの機器が導入され、よりよい医療が行われる場に

なることを切望する、いうふうなお話であります。また脳神経外科の石田先生のお話で

は、当面複数医院となるめどが立ちそうにありませんが、時の熟するまで頑張るかと気

を長く持っているところですというふうに、感想を述べられているわけであります。こ

のように諸先生方が日野市の病院を支えてくださっている中で、このような感想を記念

誌の中に述べられているわけであります。

そういう中でこの整備計画の中では、市立総合病院の整備の必要性ということで、当

市立病院は現在地に開設以来、中核病院として急増する市民の医療需要に対応して、数
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次にわたる増改築を重ねてきている。しかし日野における医療施設の現状は、市民が求

める医療サーピスを充足させるこ とができず、そのためにかなりの市民が市外の医療施

設を利用することを余儀なくされているこ とがうかがえると述べているわけであり ます。

当病院がこのような地域における中核的、基幹病院としての役割を果た していくために

は、その機能を大幅に拡充することが必要であるが、当病院の施設、設備の現状は、あ

まりにも狭隆に過ぎ、複雑な構造になっており、また老朽化が進んで、いるところも多く、

部分的な増改築によっては期待することは困難であり、全面的に改築することが必要で

あると考える、というふうに報告を述べているわけであります。

そのような観点に立ちまして、今この市立病院の対応として、求められている現状の

一端がどういうところに問題があるか、いうことを事務長の方から報告をしていただき

たし、わけですが、そのねらいは、現在の病院態勢でどの辺まで市民の方の医療ニーズに

こたえることができているか。 300床ベッドの市立総合病院ができ上がったときには、

このような問題がどこまで解消できるかということをデータ的に御報告いただし、て、解

決の方途を示していただきたし、と思うからであります。

まず第 1点としましては、当直時、電話等による診療依頼に対する診療不受理の数で

あります。すなわち平日では午後の 5時から、翌朝の 8時30分までの問、土曜日では正

午から翌朝の 8時30分までの問、日曜日は朝の 8時30分から午後5時までの問、及び午

後5時から、翌日 8時30分までの聞のそれぞれの時間帯の中で、市民の方が電話等でぜ

ひ診療お願いしたいというふうに市立病院にお願いしたときに、診療できませんという

ことで、お断りになった数の内容をですね、できるだけ詳しく御報告をいただきたし、と

いうふうに思います。

第2点目は、 61年度の当直時における、すなわち先ほど述べました時間帯に受け入れ

た数があるわけですけれども、その数の現状を御報告をいただきたし、。特に日野市では、

単科当直ということで、 1人の科の先生が対応しているわけですけれども、その科別に、

総数で結構ですので、 61年度の当直時の総数を述べていただきたし、というふうに思いま

を求めます。

企画財政部長。

0企画財政部長(長谷川暢男君) 1点目の質問でございます、基本計画ということで

す。

さらに救急隊の利用状況についてお願いしたし、わけでありますが、61年度に救急、隊に

よって患者さんとして運び込まれたとし巾、ますか、運ばれた方の時間内、時間外の総数

をお話ししていただきたい。そのうち、入院をされた方、単に外来でとどまった方の現

状を御報告いただきたいというふうに思います。以上、よろしくお願いいたします。

0議長(市川資信君) 夏井明男君の質問について、順次関係部長並びに理事者の答弁

ございますので、前段の部分で私の方から答えさせていただきたし、と思います。

1点目の公共住宅の整備についてという項のところでございます。もう基本計画の策

定方針につきましては、すでに御承知のとお りでございます。庁内の策定委員会、ある

いはプロジェクト・チームを中心としての各課の原案、また当然その策定の基準等を定

めた中での積み上げでございます。現状と課題、あるいは施策の方向、事業計画を各課

の原案の中で、作成し、ここに成案として各議員さんにお配りしたものでございます。

その中での第3章、自然と調和する安全 ・快適な町の中に、快適な住環境の中での施策

の方向を示しているわけでございます。先ほども御質問の中にありましたとおり、住環

境の整備、あるいは市営住宅の整備、その 3項目白の中にその他の公共住宅の整備とい

うことを掲げたわけでございます。おのおの市営住宅等については、具体的に事業計画

も出しているわけでございますが、その他の公共住宅につきましては、私の方も現状ど

おり、市内の公共住宅の建物の現存する中での一つの環境整備というような考え方の中

で施策の方向を積み上げた経緯がございます。そうし、う経過の中で、具体的に多摩平の

建てかえとし、う御指摘でございます。市の方での現状の把握としては、この建てかえと

いうことですが、現在住宅都市整備公団が約67万戸の管理をしているというような実情

があるわけでございます。その方向の中には、昭和30年代に建設した賃貸住宅、 17万戸

を1年に 1万戸ペースで建てかえていくというような方針が情報として私の方も持って

おります。そういう中で当然市と具体的に多摩平の建てかえにどうかというような問題

は全く今日まで協議があるわけでございません。ただ多摩平地域としては、昭和31年か

ら33年の入居開始であるというような状況の中では、この 1年、 1万戸のペースの建て

かえの中に考えられる要素があるということを我々は感じております。具体的な返事は

先ほども申し上げましたとおり、住宅都市整備公団からは示されているわけではござい

ませんし、また 9月議会のときにも関連の中で質問が出され、市長からも答弁している

わけでございますが、もちろんこの建てかえの事業が決定すれば、市にももちろん、 あ

るいは居住者にももちろんと思いますが、 そういった当然居住者の理解、あるいは協力

を求めるところであろうかと思います。そう いう中では住宅都市整備公団に対して、 9

月の議会でそういう具体的な問題が積み上がったら、 市長も都市整備公団に要請すると

いうふうな答弁をしているわけでございますが、私の方もその状況を踏まえて、何回か
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十分要請してきております。しかし実際には具体的な内容は、現在示された経緯はござ

いません。そういう状況の中で、 7こだ全体的な構想としてだけ、私の方が情報としてつ

かんでいるという御回答を申し上げたいと思います。以上でございます。

0議長(市川資信君) 都市整備部長。

0都市整備部長(前田雅夫君)

をいたします。

2点目の豊田駅周辺の南北道路につきまして、お答え

御承知のように駅の東西を見ますと、南北をつなぐ道路といたしましては、駅の西の

方面では 2・2・6号線でございます。それから東の方へ参りまして、都市計画道路 1・

3・2号線でございます。その中間的に横断をしているわけではございませんけれども、

2・2・5号線というのがあるわけでございます。さらには区画整理を実施をしており

ます豊田南の区域内に駅前から 1・3・1号線に通ずる 2・1・2号線がございます。

御指摘の件につきましては、多摩平の処理場の西側から南に参りまして、処理場の南側

を東に行き、それから広い通りに出まして、中央線を横断をしている。これらの将来へ

の問題でございます。 2・2・5号線が2・2・3号線でとまっております。それから

いわゆる都市計画道路としては 2・2・3号線でとまっていると。この道路を北にまっ

すぐ線を引きまして、いわゆる多摩平の環状的な道路でございます2・3・I号線とい

う泉塚から豊田の駅、北口に来ている道路に、接するように線を引きますと、この延長

が約500メートルでございます。そのうち、吹上の区画整理で道路が一部できておりま

す。この延長が約300メートルでございます。御指摘のように、この道路を多摩平の環

状的な道路の 2・3・1号線に接続する場合に約200メーター、接続するということで

計画ができるわけでございますけれども、御承知のようにこの200メートルの部分には

高低差もあります。それからすでに区画整理が終了して、住宅がかなり張りついている

と、それから豊田東の緑地保全地域、そういうような状況がありまして、この件の接続

はなかなか検討を要するというふうに、現在見ております。

それと将来どういうことになるかというととなんですが、この南北道路につきまして

は、当面はさっき申し上げました2・2・6号線、あるいは 1・3・2号線ということ

になるわけでございますけれども、豊田南の区画整理が進みますと、駅一一中央線に並

行しております2・2・3号線、それからさらには 1・3・2号線、 1・3・1号線と

いうものが整備されてきますと、車の流れがかなり変わってくるというふうに、見てお

ります。結論といたしましては、この2・2・5号線の北への延伸につきましては、今

後の検討の課題といたしたいというふうに考えております。

0議長(市川資信君) 生活環境部長。

0生活環境部長(坂本金雄君) 3点目について、お答えを申し上げます。

合併処理浄化槽への補助金制度につきましては、昭和58年ごろまでさかのぼりまして、

小規模な補助制度は山形県でございますとか、長崎県、あるいは神奈川県、こういった

ところで実施をしておりますけれども、大変規模の小さい、また補助額も小額のもので

ございまして、東京都が61年10月 1日に始めました補助事業とはちょっと比べものにな

0都市整備部長(前田雅夫君) 2点目の豊田駅周辺の南北道路に(iすみません、途

中ですが、市長の方から・・・・ Jと呼ぶ者あり)

O議長(市川資信君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 今御質問の第 1点、日野市基本計画の中の公共住宅の整備に

ついての基準について、質問をいただし、たわけであります。日野市は公共住宅の数が比

較的多い方でありまして、全世帯の20%近い、正確にはもうちょっと少ないと思ってお

りますが、 20%近い、こういう状況であります。その内訳が住宅都市整備公団のいわゆ

る公団住宅と言われているもの、それから都営住宅、東京都関連で供給公社、その他に

市営住宅が位置いたします。市営住宅は御承知のとおり、 500戸に満たないとし、う状況

でありまして、かねがね申しておりますとおり、市営住宅の建設では、日野市の住宅政

策に大きく寄与することは難しいと。むしろ今後は福祉サイドから考えたい。福祉サイ

ドのことを考えて、建てかえに臨んでいきたし、と、このようなことを申し上げておりま

す。そこで多摩平の住宅都市整備公団のことでございますが、うわさにいろいろと耳に

はいたしますけれど、公式に建てかえ計画というものが日野市に照会をされたことはま

だありません。そうではありますが、公団自身に建てかえ計画のあるということは、計

画としては承知しているわけであります。多摩平にそのことが協議されないで、何か話

が進むということは、本来あり得ないだろうというふうには感じておりますが、もし建

てかえということの事業が日野市に持ち込まれるとするならば、多摩平の今の平屋住宅

がまず対象になるんではなかろうか、このようなことを基本構想の、公共住宅の整備と

いう欄に触れておるわけでございまして、日野市が日野市の意思で住宅のことを言える

のは市営住宅の範囲であります。しかし日野市民の相当数の居住される公共住宅のこと

でございますので、居住者の立場に立って、特に居住者が建てかえによって家賃が上が

り、住みかえができないというようなことにならない、そういうことの基準をきちっと

当初から協議をして図っておきたい、このように考えております。

0議長(市川資信君) 都市整備部長。
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らないようなものでございます。都が61年10月に始めました補助事業の内容につきまし

ては、水道水源地域、多摩川系で申し上げますと、拝島橋から上流が水道水源地域にな

ります。それから浅川系で申しますと、現在の八王子市役所の庁舎の上流、200メート

ルぐらいのところに、南浅川が合流してまいりますけれども、そこからやはり上流を水

道水源地域とします。この水道水源地域のうち、下水道計画のない地域、または公共下

水道事業計画がいまだ認可されていない地域におきまして、専用住宅に50人槽以下の合

併処理浄化槽を設置する者に対しまして、東京都があらかじめ定めた単独処理浄化槽と

の価格差の 3分の 2を市町村を通じて補助するというものでございます。例えば普通の

浄化槽が30万円といたします。そして合併処理浄化槽が仮に60万円といたしますと、そ

こに30万円の差が出てまいります。その差の 3分の 2を東京都が市町村を通じて補助を

する、残った 3分の 1については、市町村補助と、こういう内容でございます。

現在河川や海を汚しております大部分の汚れは、生活排水から出ていると言われてお

ります。すなわち台所で使った水ですとか、洗濯の水、あるいはトイレの水、そういっ

た水が入るわけですが、特に台所から出る水の排水が、河川、海を汚していると言われ

ております。よく例に引かれる例でございますけれども、しょうゆを15ミリリッタ一、

これを流してしまう。そうして、その流したところに魚が住めるほどのきれいな水にす

るには、風呂おけが1.5杯分の水量が必要だ、ふろおけ1.5杯分の水量が必要である。ま

た使用済のてんぷら油を500ミリリットル流してしまいますと、これを魚が住めるまで

の水に回復するには、やはりふろおけが330杯分必要だというようなことが言われてお

りますけれども、このように生活排水から出されております汚れが河川、それから海を

大変汚すもとになっております。この合併処理浄化槽をつけますと、家庭のし尿、それ

から生活排水などが同時に処理できるために、水質汚濁の抑制には最適な処理施設でご

ざいます。現在、 63年の 3月現在、市内にある浄化槽の数を申し上げますと、単独処理

浄化槽は、 1万5，592基ございます。それから合併処理浄化槽につきましては、 51人以

上の槽が43基とし、う設置状況でございます。

市では昭和51年4月に、条例を制定いたしま して、各家庭に清流フィルターの設置で

ありますとか、あるいは合成洗剤を追放する通達を出しまして、公立の幼稚園、保育園

の給食から合成洗剤を追放したとか、あるいは市民運動として、廃油回収運動、それか

ら洗剤を使わない運動、こういった運動について、努力を重ねてまいりました。

東京都は61年にこの補助制度をつくりましてから、 62年には島棋の地域、島の地域を

追加いたしました。そしてさらに今度の63年からは新たに水道水源地域でない地域まで

が、その対象になっております。すなわち61年発足当時には、桧原、奥多摩、八王子、

青梅、秋)11、日野で、五日市の一部地域に限られておりましたけれども、本年の 4月1

日からは、拡大地域といたしまして町田市が入りました。それから日野市が入りました。

それから稲城市、瑞穂の一部、こういった地域を新たに補助対象地域といたしておりま

す。

そして補助内容でございますけれども、一人槽を 6万円といたしまして、それの人数

倍でございます。 5人家族であれば30万円、 6人家族であれば36万円、こういうふうに

金額を設定いたしまして、最高限度額を300万円として押さえるものでございます。残

りの 3分の 1が市の持ち出し分になるわけでございますけれど、この件につきましては

財政課をはじめ、関係課とよく協議をいたしまして、早い時期に結論を出したいと思っ

ております。以上です。

O議長(市川資信君) 病院事務長。

0病院事務長(岩沢代吉君) それでは4点目の医療施策の充実についての中で、特に

市立病院を中心に、こういうふうなことで、御質問にお答えをしていきたいと思います。

まず最初の現状はどうかというふうなことと思いますが、これらにつきましては、先

ほども発言者からもお話がございましたように、市立総合病院といたしましては、昭和

36年に設立されまして、もうすでに27年目の年を歩んでおります。こういった中で、数

回にわたる増改築等によりまして、内容的には老朽化しているところもございます。し

たがし、ましてそういう増築等の中で、動線一一動く線ですね、職員が、要するに中を動

く動線が非常にスムースにいっていないというのが、現状でございます。したがし、まし

て全体的に施設設備につきましては、限界も近いんではなかろうか、こういうふうに解

釈しておるところでございます。そういう中で先ほども御指摘ございましたように、当

直の関係でございますけれども、現在の休日及び夜間の医師の当直につきましては、先

ほど御質問の中にもございましたように、単科、要するに内科とか外科とか、そういっ

た内科なら内科の先生が泊まった場合、というふうなことでございますけれども、単科

の医師が 1名宿直をされているわけでございます。そういったときに、しからば小児科

とか、あるいは整形だとか、よそからのことで電話で診療依頼があった場合、どのよう

な数字かというふうなことかと思いますので、それらにつきまして、触れてみたいと思

います。

電話による診療依頼によります数字でござし、ますけれども、昭和60年から60年の10月

の1日から、 9月30日、まあ61年の 9月30日までの 1年間をこれは調査した数字でござ

-768 - Q
d
 円。

η
t
 



いますけれども、 この中で外科医師が当直をした場合の回数が、年開96回でございます。

この96回の中で、外科以外の問い合わせがあったものは、 602件、 こういう数字でござ

います。それで 1回の平均が6.3件をお断りしなければならないという のが、現状でご

ざいます。

それからまた整形外科医師が当直した場合、何回の年間当直したかということになり

ますと、 102回中に整形外科以外が567件、 1回平均が5.6回お断りをしております。

次に、何科か続けて申し上げたいと思います。内科といた しましては、当直回数が68

田中335件、 1回平均が4.6件、それからまた小児科にいたしましては、 72回中に253件、

1回平均が3.5件、それからし尿器系統が25田中に170件、 1回が6.8件、それから限科

が26田中に150件、の5.8件、それから脳神経外科が19回中に107件の5.6件、こういうふ

うな調査結果の内容でございますけれども、非常に多くの科の以外の診療依頼の場合、

お断りをせざるを得ないというふうな状況でございます。

次に救急隊員に運び込まれた関係のことでございますけれども、これは61年度中でご

ざいますけれども、 1年間のトータルが件数で、いたしますと、 696件ございます。その

うち時間内にきたものがまず入院が140件、全体の33.5%でございます。それから外来

が278件、トータルこの時間内が約418件ということでございます。パーセγ ト的に見ま

すと60%でございます。それからまた時間外で、ございますけれども、時間外の入院でご

ざいますが、これが65件、それから外来が213件、合計の278件、全体的に39%の内容で

ございます。そういった内容のものにつきまして、与えられた職務をそれぞれの担当の

者が、患者の医療サービスに努力しているというのが現状でございます。よろしくお願

し、いたします。以上でございます。

0議長(市川資信君) 夏井明男君。

013番(夏井明男君) それでは順次再質問させていただきます。

特に中低所得者を対象とする公共賃貸住宅は、住宅行政に大きな役割を果たしていると

いうことをお認めになっているわけであります。こうい う中で過日も横河メデイカルと

隣接してですね、まあ隣接とし、し、ますか、一体化した団地の公団の整備の話もありまし

たが、そこにもやはり横河メデイカルの社員の方の社宅とし、し、ますか、そういうふうな

住宅という こと も考えられる とし、うお話を過日お聞きしたわけであります。それで特に

建てかえの問題につきましては、その辺の、実際に建てかえ終わった後、住めるかとい

うことが非常に重大関心で、その多摩平の団地に建てかえの構想があるとすれば、日野

市の都市計画づくりとの関係から言えば、都市整備部と非常に連絡を取り合ってですね、

どういうふうな形にするかということはもう当然具体的な形として入ってくるというふ

うに思います。その中には当然、やはり家賃の設定の問題も当然出てくるというふうに思

うわけであります。その前提の上で今市長のお話で協議をしていきたいというお話で、

ありがたい話でありますが、あるわけであります。

先ほど企画財政部長の方からは、協議さらには資料等については、まだ持ち合わせて

いないというお話ですけれども、この16ページの長期計画の前提部分では、公団の住宅

についても居住者の意見を尊重しつつ、関係機関に対し、居住環境の改善などを求めて

いかなければなりませんというふうに、具体的に述べておるわけですから、公団の方か

らこちらに対する問いかけがあってから、協議をいたしましょうということではなくて、

具体的にはいつ設定になるのか、近々という話も聞いてますし、先ほどのピラにも出て

いる状況ですから、むしろこちらから、待っているんではなくて、ぜひ精力的に資料を

集めて、どういうふうにすれば日野の市民の方が暮らしを守っていけるかという観点か

ら、これはぜひ取り組んでくださし、。非常に消極的ではまずいというふうに思います。

というのは、やはりこの長期計画の中に母子家庭の方、身障者の方、老人の世帯の方で

住宅に不自由をする方に対する一時緊急的な措置ということで、その対策もここに計上

されているわけであります。市民の方の住宅について、ここまで配慮をされているとい

うことが、うかがえるわけですから、私もこれはありがたいなというふうに思ってます

が、そういうふうな観点から見れば、ぜひ重大な問題のこの問題につし、ては、ぜひ日野

市の中で総力を上げて取り組んでいただきたし、ということを要望したいと思います。こ

の点について御答弁があれば、後でまた伺いたいと思います。

それから豊田駅を中心とする南北道路の件についてのお話なんですけれども、具体的

に今長期計画の中にもこういうふうな記述がございます。すなわち13節で「安全で、安

心して暮らせる町jという中で、交通事故の増加が指摘されております。日野市内の交

多摩平団地の建てかえの問題につきましては、今市長より現在住んでいる方が建てか

え後に住めるような方向で協議をしてまいりたし、というふうなお話がありました。で、

あるチラシによりますと、 63年、 64年には多摩平の団地が建てかえになるんだというチ

ラシもまかれました。多摩平の団地が騒然といたしました。そうしヴ状況があります。

この市長の基本計画の長期計画の中で、述べられて、こういうふうに言っているんです

ね。日野の市内では借家の持つ比重は大きい。すなわち持ち家の場合は、一一これ60年

の調査ですけれども、持ち家のパーセソテージが44.2%、借家の場合には43.8%という

ことで、先ほど市長からお話がありましたが、非常に比重が高いということであります。
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通事故発生件数は、昭和60年に339件に減少したけれども、 61年には再び増加をして377

件になった。これは近年で最も発生件数の少なかった57年から比べると、 57年は160件

ですが、約2.4倍になっているという指摘がこの計画の中にも発表されているわけであ

ります。そういうふうな観点から見ますと、先ほど前田部長の御答弁の中には、 2・2・

5号線を北に向かつて、日野2・3・1号線に合流するような計画も非常に慎重を要す

るというお話の理由づけが 3点ほどされました。私は一番心配しますのは、 1・3・2

と2・2・6の聞の約2キロ以上の距離の中で、南北へ向かう特に自動車道についての

整備が、その中ではなかなかうかがえないということを指摘しているわけであります。

特に 2・2・5号線が完成をしてきますと、浅川の右岸の方がここへ抜けてくる道路を

使われるだろう、そうしますと、 2・2・5号線から 2・2・3号線にぶつかって、左

折をして、 2・2・6号線に入っていくというふうな迂回を取らないだろうというふう

に、読めるわけであります。そうしますと、 2・2・5号線からそのまま上がってきま

して、堀の内踏み切りを渡り、この東豊田三丁目の住宅街を走っている道路を、走って

くるだろうというふうに思います。この住宅街の中に現在でも徐々に増加をしてきてい

るわけですが、この交通対策をこのまま長期的に放置をしておいていいのかということ

が、非常に疑問であります。特に交通事故の発生場所を見ますと、まさにこの住宅街の

ほどほどの住宅であり、ほどほどの広い道路というところで、事故の多発が見られるわ

けであります。私が一番心配しますのは、この東豊田三丁目のこの辺の地域が、交通事

故多発地域にならないかということを非常に心配をしております。そういう意味で、ぜ

ひこれは検討をしていただきたいんですが、この東豊田三丁目に抜けてくる道路の要所

に、具体的に現在どのぐらいの車の台数が通過をしているのか、その辺を実態調査をし

ていただきたい。今の前田部長の話ですと、そこら辺の認識がまだ深刻ではないと思い

ますけれども、ないというふうにうかがし、知れるわけですが、ぜひ調査をしていただき

たいというふうに思います。その上でこの南北道路の対策について、御検討いただきた

いというふうに思います。この点について後で御答弁いただければ、ありがたいと思い

ます。

さらに合併浄化槽の問題についてでございますけれども、先ほど坂本部長の方より、

今後63年度にまさに日野市がその対象地域に入ったということで、具体的なお話をいた

だきました。特に日野市でこの補助対象事業になったといういきさつにつきましては、

まさに浅川処理区が下水道事業の一番最後に残る地域、特に左岸の地域ですが、これは

かなりの部分で占めております。そういう意味で69年までに下水道の整備がされない地
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域ということで、日野市が入っているわけであります。長期計画にも、さらには事業計

画にもこの日野市における清流等の浄化対策ということで、先ほど部長からも日野市は

早い条例を制定されたということがありました。それも長期計画で指摘をされているわ

けですが、先ほどのお話のとおり、河川を汚している最大の大きな要因は、生活排水で

あるということが言えるわけであります。東京都でそこまで 3分の 2まで見ましょうと

いうことを言っていただいているわけですから、日野市でも木を切って、再生というこ

ともかねて、それを炭焼きにして、要所、要所に置いて、蒸留化するということだけで

はなくて、その根元になっている部分についてのこの提案を、ぜひ実行していただきた

いというふうにこれは強く要望いたしますが、市長のお考えはし、かがなものでしょうか。

お答えいただければありがたいと思います。

それから 4番目でございますけれども、今病院事務長より具体的な数字を挙げて、お

話をいただいたわけであります。その中で、年間のトータノレ、いわゆる当直はやはり日

野市の場合には、医者の方の人数が限りありますので、どうしても例えばきょうであれ

ば、内科の先生しか泊まらない、小児科の先生はいらっしゃらないというふうな、いわ

ゆる単科、一つの科の宿直でこのような対応をされているわけですが、じゃほかの科に

ついては断らざるを得ないということであります。これを最終的なトータルとして見ま

すと、日野市は第 1次救急医療態勢の中に入っているわけですけれども、その中でも断

るケースがあったわけですが、年間2，229件のお断りをしているわけであります。この2，

229件のお断りの現状は、長期計画の方でもその指摘は若干あるわけであります。すな

わち市民の要望の中で、休日・夜間の医療態勢についての不備を嘆く声はあるというふ

うに、お話をされているわけであります。

このような2，229件の断らざるを得ないということは、かなり私は深刻であると思い

ます。ちなみに日野市が第 1次救急医療態勢として、三つの科を対応している場合があ

ります。日曜日・祝日の夜ということで年間30回から32回、三多摩の医療態勢の中で請

け持っているわけですけれども、それを見ますと、内科・外科・小児科を三つで態勢を

組んでやって、年間断らざるを得なかった件数が、 27件であります。さらに内科、整形

外科、小児科で対応して年間断らざるを得なかった件数が年間 9件であります。また内

科、脳神経外科、小児科の対応の場合には、年間 9件であります。したがし、まして、日

野の市立病院が300ベッド数の規模の病院になりますと、それだけ医療の態勢、すなわ

ち医者の方の態勢も整いますから、最低2科から 3科ということもあり得るわけであり

ます。そうしますと年間2，229件、断らざるを得ない態勢が私はかなり減るだろうとい
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うふうに思います。これは非常に深刻な問題だろうと私も思います。私も個人的に、う

ちの娘が右腕を複雑骨折して、具体的に直面をしましたけれども、この中でもやはり一

番大きいのは、小児科に対する要望なんであります。小児科の要望の態勢が最終的には、

小児科のある場合には年間253件しか断っていないわけです。ということは、小児科が

ある場合には、かなりこの辺で対応できているということを物語っております。このぐ

らい深刻な話が現実にあるわけであります。この資料は、まさに三田医院長が病院の態

勢の現状ということで、まとめられた資料というふうに伺っておりますけれども、この

ような深刻な状況から見れば、私はなぜこの事業計画、日野市の基本計画、現状と課題

という中で、 「案」がとれましたけれども、この中に事業計画として芽が出なかったの

かということを非常に残念に思っております。こういうふうな認識があるのかというこ

とを、私は思うわけであります。昭和68年までの事業計画の中に、この 1片すら出てき

てないわけであります。この前提にはこれほどさらっと述べられた文章の背後にこれだ

けの医療に対する希望が多い。さらに先ほど申し上げましたそれに直接携わっておられ

る医者の先生方の声もあるわけであります。やはり命と生活を守る、まず生命を守ると

いう観点から立てば、私はこれは最優先に取り組まなければいけない事業だというふう

に思っております。その点市長のお考えをお開きしたい。なぜ長期計画に、この基本計

画に載せることすらできなかったのか、しなかったのかということを私は声を大にして

主張したいわけですが、その辺の御見解を承りたいと思います。

0議長(市川資信君) 夏井明男君の質問に対し、順次答弁を求めます。

企画財政部長。

O企画財政部長(長谷川暢男君) 一点目の多摩平団地の建てかえに伴う議員さんから

の要望でございます。要望の点を踏まえながら、関係部の調整を図り、対応していきた

いというふうに思います。以上でございます。

0議長(市川|資信君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 多摩平、一一都市整備公団の住宅の建てかえの点につきまし

ては、より正確な情報を早めに問い合わせをしてまいりたし、と、このように考えます。

それから合併浄化槽のことにつきましては、東京都の施策が行われているということ

は承知しておるわけでありますが、日野市にどの地域を対象とするかというところまで

まだちょっと詰めておりません。したがってこのことにつきましても、より我々の認識

を深めて、どう対応するか、そのことを早速取り組むようにいたしたいと思います。

それから市立病院を中心といたします医療施策の充実のことですが、この市立病院の
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老朽化とか、あるいは近代化に欠けるという点につきましては、深く関心を持ってどう

すべきかということは、頭から離れないほどの課題だというふうに認識しております。

しかし現在地に建てかえるとしヴ決断になれば、これは具体性が伴いますが、場所を探

して300床にふやすというふうな乙とにつきましては、全く見通しが立ちません。した

がってなるべくこのことにつきましても、議会にも、特別委員会が設置されることでも

ございますし、我々もまた地域同士の医療確保のためのベッド規制についての進め方に

ついて、地域保健協議会に意見を求める、こうし、う手順も踏みたいと思っておりますの

で、それらを総合してのことについてことしは真剣に取り組む課題に考えておるところ

でございます。以上です。

O議長(市川i資信君) 都市整備部長。

0都市整備部長(前田雅夫君) 二点目の南北道路にかかる御指摘の交通量の調査でご

ざいますけれども、今後検討いたしたいと思っております。

0議長(市川資信君) 福祉部長。

0福祉部長(高野 隆君) 老人並びに母子家庭等の住宅の問題でございますけれども、

これは基本的に住宅の施策は国なり東京都なりの施策が本幹になろうかと思いますが、

弱者の問題、あるいは福祉的な住宅政策等については地域の問題として取り組んでまい

りたし、。特に公営住宅のみならず、民間のアパート等の活用を考えながら、今後とも検

討してまいりたいというぐあいに考えております。

0議長(市川資信君) 夏井明男君。

013番(夏井明男君) 御答弁いただきまして、ありがとうございます。

ただ市長ですね、これは御答弁はもういりませんけれども、先ほど私、当直時の云々

という話は、実はこの中には救急隊で断られた数が入っておりません。ですからもっと

大きな数になります。それで今先ほど市長の方では、議会の方でも病院の検討委員会を

つくる、また地域保健協議会ですか、関係で諮るというお話なんですが、また土地につ

いてもめどが立ちませんというお話なんですね。かなり大きな事業ですから、そういう

ふうな手順は必要でしょうけれど、ただやっぱり最終的には財源をどういうふうに持っ

てくるかという準備を、私はもうすでにしていないと、だめなわけですよ。その財源の

基金を対象として私、入るだろうというふうに思ったわけですよ。それすら入っていな

い。むしろお金の準備の方していって、かなりの金額になるわけですから、それを並行

にしていかなければ、私は今の市長の話は素直に受け取れません。もっと、私は昭和68

年以降よりもっと伸びると思いますよ。ですからこういうふうな現状がまだまだ続くと

戸ヘ
υ

円

t
η
i
 



いうことであれば、もう少し深刻に調べていただきたいというふうに、これは本当に切

望いたします。これはまず取り組むべき一番の問題です。夜中子供が事故を起こした。

行った病院で断られたというほど、親の不安はありません。そこをます.何をおいたって、

やらなければいけない私は施策の一つだろうというふうに、思います。その辺を要望し

たいと思います。

最後にちょっと少々時聞いただきますが、教育についての提言をひとつさせていただ

きたいと思います。今回変形学級でかなり議論がございました。私は感想的に申せば、

これは教育長の暴走であろうというふうに思ってます。東京都に40入学級として、受け

入れられる態勢があるだろうかというふうに、制度的に問い合わせをして、そのできな

かった段階で、できる態勢を組まれたとすれば、それを現場の先生にさらに父母の方に

それを提示して練り合わせて、それを合意を得てやってくるとしヴ作業をしなければい

けなかったと思います。それが全くなされていなかったということを前提にしまして、

これからの日野市の教育行政について、何点か提言をさせていただきます。

まず第 1点は教育の内容、方法の改め方ということですが、改め方ということになり

ますが、現在のこの小学校の教育は基本的な態勢がもう明治以来ということで、長い年

月をかけて整備されております。現在ではこの長期計画にもあるとおり、その質を回め、

っくり変える作業に入っているというふうな認識であろうと思います。そういう意味で

幼児教育セγターも、幼児 1人 1人に適用し得る保育の実現と創造を目指し、実践的な

実証的な研究が進められています、というふうに述べております。今回の変形学級につ

いては、実践的な実証的な研究がない段階で、進めようとしたわけだと私は思います。

こういう意味で長期計画の中の基本的な考え方からいっても、相入れないというふうに、

私は思っております。さらにその内容についての、具体的な内容に入りますが、さまざ

まな提案がされております。例えばセカ γ ド・スクールの推進で、すとか、自然教育推進

事業ですとか、これは大成荘の完成を待てば、まさに自然教室の推進事業ということは

進むだろうというふうに思います。一番問題になりますのは、やはり教育行政のあり方

が今回大きな問題ではなかったと思います。で、私は特に現在のこの制度の中で、地域

の教育にかかっている、いわゆる日野市の教育にかかってます親とか、教師とか、一般

市民のすべての人が参加をして、教育を親とか教師とか、ほかの市民の方が進められる

ような方向性を一歩やはり打ち出す必要があろうかというふうに思っております。

現在の一一私が、これ見る限りですけれども、現在の教育委員会というのは、各学校、

教師に対して行われる助言ですね、助言の制度じゃないかというふうに思っております。

教育委員会がその方針を決めまして、その趣旨を決定するようなものが中心であっただ

ろうと、それが中Jじになってきただろうと思います。そうではなくて、基本的に変えま

して、学校や教師が、現場で直面してますさまざまな問題について、その現場での解決

をするための助言をしていくというふうなことが中心になっていくのが、日野市の教育

委員会の基本的なあり方だろうと、それを目指すべきであろうというふうに思います。

学校管理規則との関係も出てくるわけですけれども、あらかじめその重要事項につい

ては、学校側と協議するというふうなものが制度的にはありません。そうし、う意味で今

回もあらかじめ学校側と協議をするということはなくて、私は進んだんではないかとい

うことを思います。特に学校の管理・運営について、やはり教育者の方を中心にした実

践にかかわっている方、すべての人が教育のまさに変形学級についての受け入れができ

るかどうか、この策定に参加をしていくとしヴ改善を、やはり諮ってし、く必要があるん

ではないかというふうに思います。その中の一つの提案になるわけですが、日野市に教

育問題協議会というのをつくるのを、一つの制度ではないかと思うわけです。教育行政

が日野市民の教育の意思、市民の方の教育意識と直接結びついて、運営されるような態

勢ということで、今申し上げたんですけれども、このためには市の教育委員会が地域住

民の方と協力できるようなものということで、この審議機関、例えば校長先生の代表で

すとか、また教職員の代表で、すとか、あるし、はPTA関係の親ですとか、さらには一般

地域の市民の代表とか、さらに学識経験者というふうな形の構成で、こういうことにつ

いての研究とか、協議をしていくということも、私は大事だろうというふうに思います。

ですから日野市の教育委員会が、そういうふうなところに答申をしまして、それを審

議していただくことが大事だろうと思います。またこれは理論的にも、親が私は教育権

というものは持っていると思います。基本的に持っていると思います。それを学校に預

けるわけですから、そういうふうな形から言えば、教育行政への親が直接に参画する機

会が保証することが、私は大事だろうと思います。今回日野市のPTAが変形学級につ

いては、非常に心配があるんで、何とかしてほしいということを申し入れをしました。

これは制度的には保証がされているわけではなくて、教育委員会の人を通して、教育委

員会の方として、わかりましたということで、話し合いに動いたわけであります。これ

を制度的に保証するようなものがなければ、私はいけないというふうに思います。

ですから、事実上PTAが学校運営にかかわっているというふうなぐらいですから、

その辺の対策を考えていただきたい、いうふうに思うわけであります。将来、日野市の

学校給食の問題をどういうふうにするかということが、長期的には出てくるわけであり
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ます。学校の給食につきま しても、私たちはやはり教育の一環、教育の生活化という観

点から見れば、教育の本質にかかわる問題というふうにとらえてますので、こういう問

題についてもやはりこういうふうな協議会をつくる制度があってよろしいんではないか

というふうに思います。

さらに今回の変形学級について、私はテスト的な学校ということで申し上げましたけ

ども、別な言葉で言えばパイロット・スクールということになるんだと思いますが、今

の40入学級にしましても、一つの教室の中で、一人の先生がこう対応してやってきたと

いう制度があるわけですけれども、これはいろいろな角度から流動化させていく必要が

あるということを求められていると、私たちもその必要性については、十分認識をして

いるつもりであります。また小学校の五，六年生は中学校並みの授業形態の導入も考え

ていいのではないかということも承知をしています。このようなことを実際に導入する

場合には、これをパイロット・スクールをつくりましてそこで実施をして、これを日野

の市民の方に結果を報告して、市民の方の合意を得た上で徐々に進めるべきだろうとい

うふうに私どもは考えております。こういう観点からいっても、今回の変形学級につい

ては、私が申し上げたふうについて、欠落をしているというふうに強く感じております。

以上具体的な形で提言を申し上げましたけれども、ぜひこの教育行政のあり方につい

て、教育の中立性を追求するならば、こういうような制度をやはり堅持をしてどなたが

教育長になられ、どなたが市長になられでも政治問題化をしていかない、教育の中立性

を保証する制度を幾重にも厚くしてし、く必要があるんではないかというふうに主張しま

して、質問を終わります。

0議長(市川資信君)

わります。

お諮りいたします。議事の都合により、あらかじめ会議時間の延長をいたしたし、と思

これをもって15の 1、日野市基本計画について問うの質問を終

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議長(市川資信君) 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。

お諮りいたします。議事の都合により、暫時休憩いたしたいと思いますが、これに御

異議ありませんか。

( 1"異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(市川資信君) 御異議ないものと認めます。よって暫時休憩いたします。
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午後4時53分休憩

午後 5時28分再開

0議長(市川資信君) 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、先議いたしたいと思いま

すが、これに御異議ありませんか。

( 1"異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(市川資信君) 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。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(小山良悟君) 議会運営委員会の御報告を申し上げます。

昭和63年度第 1回定例会は、会期を 4月の 7日まで延長されておりましたけれども、

一般質問の消化が、日程の消化ができず、本日議会運営委員会を開いて協議した結果、

本定例会を 4月の19日までと、会期を19日までと決定いたしました。

内容につきましては、 4月11日に一般質問、そして最終日19日に一般質問、ほかの日

は休会となっております。よろしく御承認のほど、お願し、いたします。

0議長(市川|資信君) お諮りいたします。ただいま議会運営委員長の報告のとおり、

会期を4月19日まで、 12日間延長することに御異議ありませんか。

( 1"異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(市川資信君) 御異議ないものと認めます。よって会期は4月19日まで、 12日

間延長することに決しました。

一般質問16の 1、弱者につめたい自民党政治と対決し、あたたかい福祉の行政をの通

告質問者中谷好幸君より、取り下げの申し出がありますので、これを取り下げます。

一般質問16の2、三沢、百草、落川地域の諸問題についての通告質問者、中谷好幸君

の質問を許します。(1"頑張れJ 1"自民党のよさがわかったかJ 1"見直したぞJ等発言

する者多し)

(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、一般質問をさせていただきます。

不規則発言もありましたので、一言お断りいたしますけれども、福祉の問題について

質問する予定におりましたけれども、取り下げました。これは、この問題は決して重要

な問題でないということではありません。今日本の福祉、 社会保障というのは、根本か
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ら覆されようとしている。特に今国会では国民健康保険法の改正、我々から見れば改悪

の問題が審議されておりますし、予算委員会の中でも取り上げましたけれども、生活保

護の国庫負担の削除の問題など、いわば社会保障の根幹、国民の命と暮らしの根幹にか

かわるような重大な問題が曲がり角に来ている。この問題というのは、単に社会保障の

問題だけでなくて、日本の民主主義、戦後のいわば総決算を迫られている、こういうふ

うな重要な問題だと思っているわけであります。しかし時間の関係もありますので、こ

の問題については、次回の市議会で十分時間を取って、議論をさせていただきたい、こ

のように思っておりますので、一言お断りをしておきたし、と思います。

三沢、落川、 百草の諸問題について、お聞きしたいと思います。ここで言う三沢、落

川、百草とし、いますのは、とりあえず浅川及び多摩川の右岸、それから都道の 1・3・

7号線、いわゆる川崎街道より北側の地域、それから都道 1・5・4号線、モノレール

の通る予定の道路よりも東側の地域のことであります。この地域はかつて程久保川を中

心に水田が広がっていたところです。特に都市計画も策定されないまま、昭和40年前後

より、無秩序な宅地開発が進んでまいりました。程久保川の改修以前は繰り返し水害が

起こったとも聞いております。

近年になりまして都市基盤整備も進められてまいりました。下水道は特に東半分が南

多摩処理区に属するため、ことしの 5月にはほぼ全域で、供用開始になることになって

おります。西半分についても、昭和67年の浅川処理場の供用開始にあわせて、利用がで

きるるよう事業が進められているところであります。

また面的な整備では、組合施行による金田地区の区画整理に続いて、高幡地区の区画

整理に着手され、高幡保健所から八小の西側の地域の整備が今進められているところで

あります。それから百草園から北に沿って歩いたところ、程久保川にぶつかる地域、程

久保川の右岸の一定の地域で小規模ではありますけれども、農住組合法に基づ く区画整

理事業が着手されているところであります。

さらに東側に行きますと、現在落川の遺跡調査が進められているところで、間もなく

遺跡調査が終わり次第、都営住宅の建設などが予定されております。さらにその東側、

多摩市との境界に当たるところ、昭和69年の目標にして第二関戸橋と、一宮に抜ける関

連道路計画、いわゆる日野 1・3・4号線の計画もあるわけであります。

また高幡、三沢、百草、落川の地域は町名地番整理にも着手されているところであり

ます。このように三沢、落川、百草地域の都市基盤整備は、急速に進みつつあるとも言

えるわけでございますけれども、問題はこの地域全体の都市計画が存在しないこともあっ

て、それぞれの事業が関連性なく、個々別々に進められていることであります。ですか

ら今述べた事業がすべて完成したとしても、これらを結ぶ道路が確保できないという問

題も残っているわけであります。

さて、この地域の公共施設であ りますけれども、日野市の公共施設としては、この地

域のいわば中心、正確にはやや西に寄りますけれども、三沢中学校、第八小学校、三沢

保育園、児童館、幼稚園、三沢東地区セγターが一団となって存在するわけであります。

これより東の落川、百草地域について言うと、日野療護国に隣接した落川地区セγター

があります。そのほか都の施設については、日野療護国のほか、三沢都営住宅、それか

ら前の千草園住宅が建てかえられまして、都営落川アパートがで、きたところであります。

児童館、保育園、幼稚園はありますけれども、しかしこの地域の公共施設は全体として

十分ではありません。例えば日野市の図書館計画があるわけですけれども、市内の幾つ

かの空白地域のーっとして、百草、落川地域が挙げられているわけであります。

それから地区セγターについても、今申しました落川の地区セγターと三沢東地区セ

γターがあるわけでありますけれども、日野市の地区セソタ一分布図を見ますと、空白

地域の一つに数えられているわけであります。他の地域と比べてみますと、落川の多摩

に近い方、あるいは新井、石田地区など、あと数カ所の地区セγターが必要な地域であ

るとも考えます。さらに市内の交通不便地域の一つでもあります。例えばこの地域から

日野市立病院に行く場合は、多くは京王線で八王子まで出て、八王子からパスで市立病

院に行くという人が多いようであります。単に公共施設が不十分というだけでなく、市

内の主な公共施設から離れている交通不便という点で、二重に不十分なわけであります。

さて、この地域の問題について、幾っか具体的に質問をしたいと思いますので、お答

えをお願いしたいと思います。第 1は第2関戸橋、関連道路の代替地の問題であります。

この問題については昨年の 6月議会でも取り上げたところでございますけれども、その

後代替地の確保はどのようなととろまで進んでいるのかということについて、お開きし

たいと思います。

第2は落川遺跡調査、間もなく終了するとも聞いているわけですけれども、この見通

しはどうなのか。また都営住宅の建設予定地としてありますし、先ほど述べました第2

関戸橋の関連道路の代替地として地域の皆さんから要望されているところでもあるわけ

でございますけれども、都との協議はどのように進んでいるのか。都営住宅の建設は何

戸程度の建設予定なのか、あわせてこの都営住宅建設、あわせまして周辺の整備だとか、

あるいは公共施設の確保が望まれているところであるわけですけれども、こういうよう
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な点について、東京都と間でどのような協議が行われているのかについて、お教えいた

だきたいと思います。

第3点は農住組合による区画整理事業の進捗状況について、何年ぐらいの予定で進む

のか。それからこの区画整理によって公共施設は確保されるのか、公園、道路などにつ

いてわかりましたら、明らかにしていただきたい。また今年度この農住組合による区画

整理事業に、市から2，000万の補助が付けられておりますけれども、今後どの程度の助

成がなされるのか、この点についてお聞きしたいと思います。

第4の質問ですけれども、今浅川処理場への幹線の埋設に伴い、市道新井71号線、こ

れが、この工事が着手されています。浅川の堤防から八小の方に抜ける予定になってい

るわけであります。また高幡の区画整理事業によって、幹線道路が東西に都道から八小

裏に取りつけられることにもなっております。この二つの道路とつながる三沢4号線、

こうし、う道路は八小の裏では道路幅が4メートル程度で、すし、また三沢保育園の付近、

八小の校門の付近というのは、道路整備も不十分な状況にあるわけであります。このま

ま道路がつながれば、かなりの車が入ってくることが予想されますし、保育園や小学校

への通園、通学路ということもあり、大変心配しているところであります。

新井71号線、あるいは区画整理によってつくられます幹線道路が、三沢4号線とつな

がるのはいつごろなのか。このことについて、どのような対策が考えられているのかに

ついて、お聞きしたいと思います。

第5に旧程久保川の旧河川敷の緑道化計画についてであります。現在境界査定などが

進められているようでございますけれども、また基本計画でも取り上げられ、事業化が

計画されているところでありますけれども、三沢、落川、百草地域で、どのように事業

が進められるのか、その進捗状況をお開きしたいと思います。

第6にさきに述べましたように、この地域は距離的にも、市の中心から最も市内で離

れている地域でありますし、また交通不便地域で、もあります。高幡まで来ている市内連

絡パスをこの地域までぜひ延長していただきたい、かねてから要望しているところであ

りますけれども、その最大のネックはミニパスが通るに必要な道路幅が確保できない、

このように私は認識しているのですけれども、そのように考えてよいのか、道路の問題

も含めて、この地域に連絡ノミスを走らせるということについて、どうし、う見通しを持っ

ておられるのかについて、お聞きしたし、と思います。

第7に現在この地域のいわば幹線道路としての役割を果たしているのが、こちらの市

役所の方から行きますと、新井橋から左折して、百草園に抜ける新井70号線と落川・市

場通り線、いわゆる落川通りであります。この道路は現在も相当な交通量があるわけで

すけれども、途中かなり道路幅が狭いところがあります。せめて6メートルの道路幅を

確保したいところでありますけれども、この拡幅計画について、今後の見通しについて、

お尋ねしたいと思います。

とりあえず以上7点についてお伺し巾、たします。

0議長(市)11資信君) 中谷好幸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。

まず第 1点目の第2関戸橋関連道路の代替地の件でございます。この道路につきまし

ては、正式には日野都市計画道路 1・3・4号線でございます。通称、第2関戸橋関連

道路と称しております。事業主体は東京都でございまして、本年 1月の26日に都市計画

法の事業認可を取りました。事業の竣工は昭和69年3月31日という予定でございます。

この道路の建設に伴いまして、既存の住宅がかなり張りついているわけでございます。

事業認可を取るときの説明会、その他話し合いの中で、生活再建をきちっと東京都が責

任を持つようにということの要望が強く出ております。これは具体的には、最近の地価

高騰の中で、代替地を市民の方が個人で、求めるというのは非常に難題である、東京都が責

任を持って、この代替地のあっせんなり、取得をしてほしいということでございます。

その中で具体的な要望として出てまいりましたのが、現在遺跡調査をしております都営

住宅の用地でございます。この用地を代替地として提供するようにと、そういう強い要

望が出たわけでございます。これは住宅局が都営住宅を建設するという目的のもとに、

取得をいたしましたので、これを代替地に提供するということは、東京都として不可能

である、まあそういう立場を取っていたわけでございますが、いろいろ協議の中で、一

部代替地として提供をしましょう、そういうことになってきたわけでございます。

この都営住宅の面積は 2万9，138平方メートルで、ございます。当初の建設戸数は、 185

戸でございます。御承知のようにこの都営住宅の用地は今回用途地域等の見直しの中で、

用途地域の変更を予定をしております。これは今申し上げましたけれども、この用途地

域の変更の理由といたしましては、いわゆる第 2関戸橋関連道路の代替地として一部提

供する。今まとまりつつある面積は、おおよそ2，000平方メートルということになって

おります。

それから主として公営住宅、いわゆる都営住宅の建設の促進をする、いわゆる用地面

積を代替地に出すことによって、都営住宅の建設戸数が減るわけでございます。こうし、
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うものも確保しなきゃいけない。それから高度制限を 1種から 2種に変更いたしまして、

いわゆる空間を取りまして、住居環境を向上させよう。それからこれらを考えまして、

第2種住居専用地域、第2種高度に変更しようということでございます。これを変更い

たしまして、中高層建てるということになりますと、当然のことながら周辺地域にお住

まいの方に影響が考えられるわけでございます。これらにつきましては十分住居環境の

確保を図りながら、この建設を認めていくと、そういう考え方に立っております。 1、

2をあわせて報告をいたしましたが、以上のとおりでございます。

それから 3点目の落)11、下河内の農住構想でございますけれども、これは農住組合法

で組合をつくりまして、区画整理をしようということでございます。現在区画整理事業

の面積でございますけれども、 3.1ヘクタールを予定をしております。去る 2月の22日

に都知事の認可がおりたということでございます。この中の主な公共施設ということで

ございますけれども、面積も非常に少ないわけでございますので、公園が 1カ所、それ

から、区画道路ということになっております。

それから補助金の1，∞0万円でございますけれども、日野市がこれからさらに区画整

理を進めていく場合に、市施行で事業の拡大を図るということには、限界があるわけで

ございます。できるだけ組合施行という形でやっていただくことによりまして、事業の

進捗が図れるということで、奨励をしているわけでございます。今回市といたしまして、

組合施行の補助金交付要綱をっくりまして、その要綱に基づきまして、今後補助をして

いきたし、というふうに考えております。ちょっと細かし、ところまでちょっと記憶してお

りませんけれども、要綱の中で、最高限度額、総事業費の 1割というふうに記憶をして

おります。

それから 5点目の旧程久保川の利用計画でございますけれども、これは御承知のよう

に新程久保川ができまして、旧程久保川が!日河川として残るわけでございます。程久保

川の旧河川、河川敷一ーまあ利用計画というものを昭和59年にっくりまして、この緑道

としての実現に努力をしてきたわけでございます。特にこの用地でございます土地の取

得につきまして、南多摩西部建設事務所と協議をしてまいりました。当初の市の計画で

は、都市計画施設、いわゆる緑道として都市計画法に基づく、都市計画決定をいたしま

して、緑道を整備するということで進めてきたわけでございますけれども、いわゆる固

有財産法、その他法令によりまして緑道として取得をする場合には、有償になるという

ことでございます。したがって無償で取得するには道路法の、いわゆる歩行者専用道路

として位置づけをしますと無償で取得できる、ということになってきまして、現在その
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取得の方法をさらに庁内で今詰めているということでございます。しかしながら道路法

で取得するということになりましても、線としての本来の緑道計画の趣旨はそぐわない

ような、まあそういう形で進める予定でございます。順調に参りますれば湯沢川が新程

久保川に落ちておりますけれども、その下流に橘橋がございます。それから八小の付近

まででございますけれども、延長は約435メーターでございます。来年度、 63年度埋め

立てをいたしまして、それに引き続き、道路法に基づく緑道として歩行者専用道路とし

て整備をいたしたい、そう考えているわけでございます。以上でございます。

0議長(市川資信君) 企画財政部長。

0企画財政部長(長谷川暢男君) 6点目ですが、市内ノミスの関係でございます。この

地域のパスが運行できないのは、どの幅が理由かというような御指摘でございます。私

の方も市内連絡パスにつきましては、 61年の8月から実施し、この予算の中でも多少の

充実をしたいというような考え方の中でお願いを申し上げた経緯がございます。もちろ

んこの場所につきましては、市内パス交通対策検討委員会の答申の中で、 7カ所の不便

地域だというような御指摘があるわけでございます。その市内循環パスを延長するとす

れば、当然道路幅の問題等あわせまして、その極端なカープ、見通しの悪い場所等が数

カ所あるわけでございます。そういった中で、の道路法上の運行はかなり難しい問題があ

るということでございます。

もう一つは桜ケ丘車庫前から現在高幡不動駅に対する現行の運行ノミスが約 1日30本程

度あるわけでございます。そういった競合との部分が一つ出てくるわけでございます。

まあ 7カ所の不便地域の問題については、非常に道路幅の問題、いろんな諸条件等の問

題があるわけでございますが、なお一層担当部としては努力していきたいというような

気持ちでおります。以上でございます。

0議長(市川資信君) 建設部長。

0建設部長(伊藤正吉君) まず新井71号線の関係につきまして、これは歩道2メート

ルでございまして、車道は6メートルでございます。それで街築は行っていきますが、

ここには流域幹線の下水道の幹線が入ることになっておりますので、車道については舗

装はいたしません。基礎工だけにしておくということでございます。

それと高幡の区画整理の中ででき上がってくる幹線の道路でございますが、これは幅

員が歩道2メートル、緑道 2メートル、車道 7メートル、実質的に 9メートルでござい

ますけれども、歩道を入れますと、緑道を入れますと、 11メートルの道路でございます。

これはいつごろ終わるかという問題でございますけれども、区画整理で今の仮換地等の
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計画もしていらっしゃるようでございまして、この高幡の区画整理の完了するのが昭和

68年であるということでございますので、それからは供用開始される、その前にも供用

開始するとともございますけれども、正式にはそういうことだと思います。これがぶつ

かってきます三沢4号線でございます。これは幅員 4メートルでございます。その横に

約2メートルぐらいの水路がございます。で、今おっしゃいましたようにその新井71号

線から三沢4号線がぶつかる T字路のところ、それと区画整理の中の幹線の道路が4メー

トルにぶつかるというようなこと、非常に交通上問題があろうかと思います。内部でも

少々打ち合わせやっておるわけでございますけれども、まだ最終的な結論には達してお

りませんけれども、おっしゃった要旨といし、ますか、そういうことはよくわかりました

ので、この調査の上ですね、まあ第八小学校もございますし、三沢保育園等のこともご

ざいます。これ等の御意見も参考にしながら、安心して歩ける道というものを目指して

いきたいというぐあいに考えております。

それから市場線のことでございますけれども、これにつきましでも拡幅という問題が

出てまいりました。でございますけれども、これ等につきましても十二分に検討させて

いただきたいというぐあいに考えております。以上です。

O議長(市川資信君) 中谷好幸君。

09番(中谷好幸君) 1点ちょっと質問したことでお答えがなかったところで、お答

えいただきたいんですけれども、遺跡調査跡の都営住宅の建設にあわせて、都との間で

周辺の整備、それから公共施設の確保等について話し合いが行われているのかどうなの

か、その点についてお答えがなかったと思いますので、お願いしたいと思います。

0議長(市川資信君) 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。

周辺整備の件、それから公共施設の整備ということでございますけれども、先ほど申

し上げましたように、この都営住宅を建設するに際して、若干まだ問題があるわけでご

ざいます。一つは遺跡調査、それから 2点目はさっき申し上げました用途地域の変更の

問題、この用途地域につきましては順調にいきまして、来年の 3月に変更が決定という

ことになっております。それからさらには汚水については、南多摩処理区でございます

から、問題ないわけでございますが、雨水につきまして、大栗川に放流をすることにな

るわけでございます。この雨水の排水経路をどう取るかというそういう問題が残ってお

りまして、それらについての協議をしていくということでございます。

先ほど建設のことについて申し上げましたけれども、用途地域の変更等に伴いまして、
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建設戸数、それから建物の高さの問題、配置の問題、こういったこともございまして、

今後これからさらに詰めていくということになります。

それから公共施設の件でございますけれども、当初の東京都との約束では住宅建設に

あわせまして、入居者の集会所、 1ヵ所、それから保育園の用地として1，500平方メー

トルを確保する、これを市に無償で貸し付けをするという、そういう約束に当初なって

いたんで、ございます。今日に至りまして、その辺の事情も大分一保育園の建設等を考

えた場合で、も変わってきておりますので、全般的な見直しをいたしたいというふうに考

えております。地域の皆さんからは、別個に住民の使える市民施設をつくってほしいと

か、あるいは遺跡関係で申し上げますれば、遺跡の資料セγターをつくれというような、

そういう話まで提起をされているということでございます。早急にその辺を踏まえまし

て、内部調整を行うと同時に、東京都と話し合っていきたいというふうに考えておりま

す。現在のところ、都営住宅の建設が何年ごろということは、言い切れない状況でござ

います。

0議長(市川資信君)

09番(中谷好幸君)

中谷好幸君。

御答弁踏まえまして幾つか再質問したいと思います。また要望

についても述べたいと思います。

第2関戸橋と関連道路の代替地の問題についてでございますけれども、立ち退きを迫

られている方々のための生活再建のために、市もまた全力を挙げていると、またその見

通しも出てきているというふうなお話があったと思います。御努力に敬意を表するわけ

でありますけれども、この代替地の問題というのは、今日の地価高騰のもとでは、生活

再建の最低条件になっているとい うふうに思います。都営住宅建設用地の一部だけでな

くて、今進められております高幡の区画整理、あるいは万願寺の保留地等々もあわせて、

これはもちろん都の責任でやるわけですけれども、ぜひ日野市の方でも御協力をいただ

きたいということを要望しておきたいというふうに思います。

第2点の落川遺跡調査の跡地の問題ですけれども、この遺跡調査が始まってから10年

が経過するわけであります。当初の予定では、 184戸の都営住宅の建設の予定だという

ふうに言われたわけで、ありますけれども、この着手に際して日野市との間で公共用地の

確保についての約束があるというふうに聞いております。都市整備部長の方からも、入

居者のための集会所 1カ所、保育園の用地というふうに言われたんですけれど、これは

昭和54年の第 1回定例会で橘議員、我が党の先輩の橘議員がこの問題について質問され

ているんですけれども、この中で都営住宅については、三つの約束が東京都とあるんだ

け

too 
ワ
』



ということを言われております。一つは公園をつくる、それから保育所用地を提供させ

る、それから地区セ γターの用地を提供させる。この地区センターにつきましては、都

営住宅のための地区セγターでもございますが、それとは別にあの周辺の住民のために、

都営住宅関連で用地を提供させる。そうしヴ約束をしているんだ、こういうふうに行わ

れているわけであります。単に入居者の都営住宅の集会所じゃなくて、地区センターを

確保するんだ、このことについては、その後の議会でもこの地域の地区セγターの用地

確保の問題として、一つは三沢中学校の用地の買収に際して、200坪ほどの用地を確保

しであるということと、これは三沢東地区センターができたわけですけれども、それか

ら養護施設、養護学校のところに地区セソターを確保すると O それからもう一つは今言

いました遺跡調査の跡の都営住宅に、地区セ γターを確保するんだというふうな御答弁

も別の議会でもやられているところであります。

こういうふうな点について、ぜひ踏まえてこの地域の公共施設を確保するんだという

立場にぜひとも立っていただきたい。このように要望いたします。そしてこのことにつ

いて重ねてそういう立場に立っておられるのかどうなのか、もちろん状況は変わってい

るわけですけれども、保育園用地1，500平米、それから地区セγター用地を提供させる、

こういうふうな点については基本的には用途についてはいろいろ状況の変化で、また地

域の要望によって、変更があるかもしれませんけれども、こういうふうな用地を確保し

ていくんだというような点については変わらないんだということを、確認ですけれども、

させていただきたい。御返答いただきたいというふうに思います。

第3点ですけれども、農住法に基づく区画整理地域に一一率直に聞きたいんですけれ

ども、図書館など建設するための公共用地を確保することができないのかどうなのか。

で、農住組合法に基づく区画整理事業も公共性を持った事業でありますから、市の方か

らも一定の補助が行われるというふうに、御答弁いただいたわけであります。もちろん

小規模な事業でありますし、公園も道路も確保しなければならない困難があるわけです

けれども、こういう非常に交通の便のょいところに公共用地を確保することができない

のかどうなのか、このことについて再質問をしたいと思います。

第4の新井71号線、それから区画整理事業による幹線道路計画の問題ですけれども、

この高幡土地区画整理事業についてとしヴ区画整理事業の説明書には、第八小学校北側

の道路から都道まで、北側の地域のほぼ中央に 9メートルの道路を設け、地域交通を集

約し、幹線に接続させ、交通の安全を図るんだ、こういうふうな位置づけの道路として、

この幹線道路があるわけでございます。もしこの道路が三沢4号線、八小裏の狭い道路

ですね、こういうところに来るならば、必ず私は混乱が起こると患います。交通安全上

の問題もあるわけですけれども、この道路は本来高幡の区画整理の地域と、それから金

田区画整理によって整備された地域、こういうふうな地域を結ぶ生活道路の役割も果た

さなければならないわけですけれども、このままではそうしヴ役割が果たせないのでは

ないかというふうに思っております。特にこの八小の裏は道路幅が4メートル、もちろ

ん用水もあるわけですけれども、 2メートルと言われましたけれども、 2メートルはな

いのではないかと思うんですが、いずれにしても用水のふちまで民家が迫っているとこ

ろであります。たとえ道路にふたかけがやられたとしても、一定の歩道もと らなければ

なりませんし、なかなか道路交通上は難しい問題があるのではないかと思います。また

用水にふたをかけること自身も、まだ水田などがあるわけですから、問題もあろうかと

いうふうに思います。そこでむしろこの今の現在の三沢4号線よりももう少し北側です

ね、今水田になっているわけですけれども、ちょうどこの民家の裏側に当たるところに、

北側のところに、直接むしろ新井70号線に道路を結ぶというふうなことの方がいいので

はないか、この八小の裏とし、ぅ、そして民家の軒先というこの狭い道路の中に車を追い

込むのではなくて、迂回道路をつくる方が、つくらなければならないんではないかとい

うふうに思うんですけれども、この点について改めてお聞きしたいというふうに思いま

す。

それから第5点目の、高幡の、程久保川の旧河川敷の利用の計画については、財産処

分の問題などいろいろあるようでございますけれども、そういうふうな問題の解決も含

めて、一刻も早く第一歩を進めていただきたし、。要望だけしておきたいと思います。

それから第6番目と第 7番目の問題については、あわせて再質問をしたいと思います。

この地域に市内循環ノミス走らせるためには、一つには道路の問題がある。もう一つは京

王の、現在の競合線の、競合しないようにというふうな要件があるというふうなお答え

であったと思います。京王のパス路線との競合の問題については、改めて京王との競合

交渉もあろうかと思うわけですけれども、とりあえず市として道路が整備されてからパ

ス路線を、パスを通すのだと、そういうふうな立場ではなくて、パスを通すために道路

を確保するんだと、そういう立場でとの問題に当たっていただきたい、このことを強く

要望したいと思うわけであります。特にとりあえずルートとして、新井橋から左折いた

しまして、落川通り、それから金田の区画整理の地域を通って、三沢踏み切りを渡って

高幡へと、こういうルートが考えられるのではないかと思うわけですけれども、こうい

う問題を、こういうルートを確保するために、ぜひ確保するという立場から、道路の整
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0都市整備部長(前田雅夫君) お答えいたします。

す保留地につきましては、 3ヵ所ないし 4ヵ所、普通の宅地ぐらいに分割されるような

形で計画されているんではないかなと、そういうふうに考えております。いずれにいた

しましでもこの保留地につきましては、処分をいたしまして、工事費に充てるものでご

ざいます。有償で市が買うか、そういう形になるわけでございます。ただ、これは市の

公共施設の計画が明らかになっていけば、その辺の若干の調整は可能であるというふう

には考えております。

0議長(市川資信君) 建設部長。

備というのを進めていただきたいと強く要望するわけでありますけれども、この点につ

いて御答弁をお願いしたいというふうに思います。以上について再質問をさせていただ

きます。

0議長(市)11資信君) 都市整備部長。

第1点目の代替地の点につきましては要望事項ということで、お話がございましたが、

今少し私の方から整理して申し上げますと、代替地の件につきましては、まず東京都が

努力することについては、さっき申し上げました都営住宅の用地の割愛をすること、そ

れから代替地として先行取得を東京都が行って、いわゆる権利者の方に提供する。 3番

目はし、わゆる代替地のあっせんをやるということでございます。これは新都市建設公社

が持っております土地等についても、東京都が中に入りますれば、さらにスムースに行

くわけでございますので、そういう努力をしてほしいということを、東京都にまず申し

上げてあります。日野市といたしましては、先ほどお話が出ました区画整理から生まれ

るところの保留地の活用、あるいは市の公社が持っております土地の提供、こういった

ことを考えているわけでございます。さらにはこの第2関戸橋関連道路につきましては、

多摩市の関係もかなり深いわけでございますので、多摩市に対しましても、代替地のあっ

せんの努力をするよう、いわゆる協力の要請をしているところでございます。

2点目の都営住宅の建設に絡む公共施設の整備ということでございます。昭和54年に

お答えをしているということで、その都との取り決めの内容、ちょっと完全に把握して

おりませんけれども、今お話がありましたように、公園をっくりまして、公園を付近住

民が使えるような形に行う。いわゆる市に管理を委譲する、そういう問題もございます

し、それから保育園用地を提供する、それから集会所につきましてはちょっと私も記憶

がはっきりしませんけれども、共用できる集会所ということだったのか、その辺はちょっ

と定かではございませんけれども、いずれにいたしましても条件がかなり変わってきて

おりますので、過去に決めた条件にさらに前進をするような形で、東京都と交渉をして

まいりたし、というふうに考えております。

それから農住組合におきますところの区画整理の区域内に、図書館の建設用地等の土

地が取れないかということでございますが、これはさっき申し上げましたように面積が

3.1ヘクタールでごさいまして、減歩率が約30%前後だったと思います。保留地を取る

わけでございますが、この保留地の面積を区画整理で 1カ所にまとめるというのは、非

常に技術的に換地作業が難しいわけでございます。現在、この区画整理で考えておりま

0建設部長(永原照雄君) 御答弁申し上げます。

高幡の区画整理の中の幹線、 9メートル、実際は11メートルでございますけれども、

歩道と車道、 11メートルものが八小のところで、三沢4号線にぶつかる。これを交通を

処理するのは非常に困難じゃないか。で、北上いたしまして迂回道路をつくったらどう

だという御提案でございます。これにつきましては一つの案でございます。よく検討さ

していただきたいと思います。

それから市場線の拡幅の件でございますけれども、これにつきましては、現場を調査

の上、検討いたしたいというぐあいに考えております。以上です。

O議長(市川l資信君) 企画財政部長。

0企画財政部長(長谷川暢男君) パスの問題でございますが、道路整備をして積極的

に取り組めという趣旨だろうと思います。不便地域の解消につきましては、 7ヵ所とい

うところがあるわけでございます。循環パスの充実に務めているわけでございますが、

道路の問題の対応ができるかどうか、また他の方法等を考慮しながら、今後内部の検討

した中で、特別委員会等に提案して御相談をしていきたいというふうに思っております。

O議長(市川資信君) 中谷好幸君。

09番(中谷好幸君) 最後に市長にお聞きしたいというふうに思うわけですけれども、

公共施設の問題は、用地の問題ということについては、この議会でも繰り返し議論され

ているところであるわけですけれども、この百草、落川、三沢地域で必要な公共施設を

確保してし、く上で、落川の遺跡調査との都営住宅建設、あるいは農住組合法による区画

整理事業、こういうことが絶好のチャソスではないかというふうに思うわけであります

けれども、この地域でこうした公共施設を確保していくということについて、森田市長

どういうふうにお考えなのかということをお聞きしておきたいと思います。

それからこの地域の道路の問題でありますけれども、最初にも申しましたように、全

体的な都市計画がありませんので、金田区画整理の地域と高幡の区画整理の地域の道路
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のつながり、それから金田から今度の農住による区画整理地域、あるいはこの地域から

遺跡跡地への都営住宅地域への道路と、それぞれ確保する とい うことが大変重要になっ

ているわけであります。私はもちろんこの町を分断するような大きな都市計画道路が今

必要となっているとは思いませんし、多少曲がりくねっていても、6メートル程度の循

環パスが通るような生活道路を確保するという ことが、今非常に重要になっているので

はないかというふうに考えているわけでございます。この地域の道路整備の問題につい

て、森田市長のお考えについてお開きしておきたいというふうに思います。

以上、 2点についてお願し、し、たします。

0議長(市川資信君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 百草、落川地域が日野市の東部の地域として、今回の 1・3・

4路線の計画に基づき、脚光を浴びてくるというふうに見ております。たまたままたこ

の道路は、ニュータウ γの地域の交通支障を解決する手段として、その位置づけが大き

いわけでありますので、そういう都の施行側にもそのあたりの配慮を十分お願いしたい

と思っております。

公共事業のある機会こそ、まさに改善の機会でもございますので、十分そうしヴ認識

のもとに都との協議、ないしは都営住宅、あるいは区画整理事業との協議も関連づけて

いきたい、こう考えます。

落川の都営住宅計画はもう10年も遺跡調査のために時間がたってしまいまして、その

間に事情も随分変わってまいりました。確かに当時保育園用地ということを主張する必

要のあった時期で、ありますが、今日は多少事情も変わっておりますので、そのようなこ

ととあわせて都とのまた協議を改めて行っていきたい、このように考えております。こ

の機会をとらえて、あの地域の環境整備にぜひ一歩前進を図りたし、と、このように考え

ておるところでございます。

ないのではないかというふうに思っているわけであります。また水田が残っておりまし

て、用水も張りめぐらされております。水田に水が張られますと、カエルが鳴きまして、

一体どこに来たんだろうというふうに思うようなこともあるわけであります。私はでき

るならばこうした自然を残しながら、町づくりを進めていきたいと願っているところで

あります。

それからこの地域の商庖はほとんど御家族で経営されております。いわば零細の業者

であります。桜ケ丘などの商圏が広がる中で、経営なども大変苦しいものであるという

ふうに想像するわけでありますけれども、しかし八百屋さんにいたしましても、薬屋さ

んにしましても、電気屋さんにしましても、クリーニγグ屋さんにしましでも、地域と

の結び、っき、人情を大切にして商売を励んでおられるわけであります。こういうところ

も絶対に失いたくないところであります。この地域の問題を質問をするに当たりまして、

10年前のころの先輩議員の皆さんの議会での質問も読ませていただきました。下水道も

夢のようだというふうな話があるんですけれども、これも実現してきております。中学

校や地区セγタ一、児童館や学童クラブ、郵便局の問題、駅舎の改善の問題等々が繰り

返し、繰り返し取り上げられているところであります。革新市政の15年間の中で、大き

な前進があったというふうにも思ったわけであります。しかしまだ今述べましたように

公共施設の点でも、また道路整備などの点でも、おくれた面が残っているわけでござい

まして、 一層奮闘しなければならないというふうに、決意を新たにしたところでありま

す。

0議長(市川資信君)

09番(中谷好幸君)

ます。

私事になるわけですけれども、私は昨年3月、この三沢に転居をいたしました。 1年

中谷好幸君。

最後に意見を述べまして、質問を終わりたいというふうに思い

ぜひこうした問題について、先輩の議員の皆さんとも力をあわせて頑張りたいと思い

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(市川資信君) これをもって16の2、三沢、百革、落川地域の諸問題について

の質問を終わります。

本日の日程はすべて終わりました。

次回本会議は4月11日、月曜日、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。

本日はこれにて散会いたします。

生活をしてみて、この地域が人情の点でも、また自然、の点でも大変すばらしい地域だと

思っているわけであります。自然について言いますと、南側には百草園をはじめとして

緑の丘陵が広がっておりますし、また北側には浅川が流れております。浅川の堤防、特

に程久保川の合流地域ですね、早朝、日の昇る前の景色というのは、日野にほかに例が

午後6時30分散会
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説明のため会議に出席した者の職氏名
午前10時13分開議

市 長 森田喜美男君 収 入 役 加藤 郎君 0議長(市川!資信君) おはよ うございます。本日の会議を開きます。

企画財政部長 長谷川暢男君 総務部長 山崎 彰 君
ただいまの出席議員24名であります。

市民部長 大貫松雄君 生活環境部長 坂本金雄君
これより日程第 1、一般質問を行います。

清掃部長 藤 浪 竜 徳 君 都市整備部長 前田雅夫君
一般質問17の 1、市内の都市計画事業について問うの通告質問者、天野輝男君の質問

建設部長 永 原 照 雄 君 福祉部長 高野 隆君
を許します。

水道部長 橋本栄蔦君 病院事務長 岩沢代吉君
(6番議員登壇〕

教育次長 砂川雄 君 毅議員鍔損長 村田安正君 06番(天野輝男君) おはようございます。通告に従いまして一般質問をさせていた

だきます。

会議に出席した議会事務局職員の職氏名
日野市内の都市計画事業について問う、 21世紀に向かつてのまちづくりは、日野市が

局 長 佐藤智春君 次 長 主方留春君
自立性、自主的な自主性を持って推進することが必要であります。皆様方も御存じのよ

書 記 田中正美君 書 記 濃沼哲夫君
うに、大分県 ・平松知事の提唱された一村一品運動が全国に受け入れられております。

書 記 佐々木茂晴君 書 記 小林章雄君
この主な目的は、地域において、中央依存から自立性という意識改革が進展したことに

書 記 斉藤令吉君
よるものと思われます。各地域の財政が工場進出といった外部の力によることなく、み

ずからの智恵と汗とによって、地域の活性化を推進していこう、という意識革命の契機

速記委託先 住所 東京都立川市曙町一丁目10の3
となったことは明らかであります。

立川速記者養成所 所長 関根福次
公共事業を推進してし、く際には、まちづくりが目標になることが望まれます。道路、

速記者 川久保友子君
下水道、区画整理事業、公園等、一地方自治体では限られた財源で、しかも限られた年

数で実施しなければならない事業であるために、能力を集中し、智恵を集結して推進す

議事日程

昭和63年 4月11日(月)

午 前 10 時開議

べきことが大切であります。

日本都市企画会議、会長久留米市長、近見敏之様がまちづくりを提唱しております。

このまちづくりは単なるまちづくりではなく、地域を類型化し、それぞれの類型に最も

マッチしたまちづくりのバター γを定義しであるという点に特色があります。

簡単に新しいまちづくりのタイプを紹介しますと、大きく三つのタイプが提唱され、

それが、また幾つかのタイプに類型化されています。過疎地域では、雇用機会の創意、に

困難な農山村を持った市町村に適した手づくり国際科学村、農業以外の産業振興が困難

な地域を持つ市町村に適した友愛農業公園、すばらしい広大な自然、を持ちながら、地域

振興の決め手に欠ける市町村に適した21世紀平和村、こういうのが日本都市企画会議で

提唱するまちづくりであります。

なお、具体的なねらいとして、次の点を挙げております。都市と農山村の生活及び生

産者の交流が事によって、欧米並み、アウトドアーライフと国民生活の文化的、保健的、

日程第 1 一般質問

本日の会議に付した事件

日程第 1
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福祉的な質の向上を図る。この事業を通じて、今後10年間に900カ所のまちづくりで10

兆円規模の内需拡大を図ろうとされていること、国土の緑を初め、自然環境の保全を図

りつつ、地域産業の振興を図ろうとする。ここで言うまちづくりは、公共事業推進を促

し、今日、日本経済に求められている内需拡大に一役買おうという考え方であります。

このような考え方のねらいは、まちづくりは、地域の自主性に全面的に依存し、地域

の個性を十分に発揮させるようにすることが大切であります。自分たちの地域の今後の

発展の方向を知るヒ γ トを得ることであります。

私は、このような考え方の中から、日野市に該当する問題はないか、地域の活性化に

必要なことは、地域住民がどのようなまちづくりを希望しているか、そのような手段方

法になるのではないかと私は考えたわけであります。

日野市では、今日まで多くの方々の智恵と努力によって、まちづくりが進められてま

いりました。その中でも、先日、共産党議員・米沢議員より、革新市政15年目の成果と

今後の政策的課題についての質問の中で、森田市長になられて御苦労なさったこと、南

平小学校の誘致に始まり、今日までの業績をたたえておりました。

私は、森田市長が南平の乱開発を防ぐために、緑と清流を取り戻そう、ということを

まちづくりの目標にしたことは、大変先見の明があったということを私は感じているわ

けであります。(I鈴木さんにプレッシャーをかけられたな」と呼ぶ者あり)数年前ま

では、日野市の法人市税の大幅の税収による富裕団体であるということは、だれでもが

認めているわけであります。

本来、まちづくりの原点は、土地区画整理事業、下水道の完備が最優先されなければ

ならない問題であります。森田市長は、そこで議員からも知事からも反対されて、用地

が買収できなかったという事実もあったようであります。しかしながら、私は、森田市

長の御努力もちょっと足りなかったのではないか、ということを感じておるわけであり

ます。私は、森田市長が憲法を市政に生かそう、と言っていらっしゃいます。森田市長

の支持母体は、初めは革新・中道統一候補で勝ち進んでまいりました。しかしながら、

森田市長の支援母体が、今日では共産党に一歩づいてきている、革新・中道の支持者が

分かれているのが現実であります。

森田市長の選挙のうまさは日野市の歴史に残ることと思います。(笑声)緑と文化の

市民都市を目指して、日野市基本計画の現状と課題の中で、私は、日野市の財源をどの

ように確保していくか大変心配でならないところであります。話伝いに聞きますと、オ

リエソト時計は、時計生産部門が全面的に移転する計画を発表しております。第二の富

士通ファナックも二の舞が始まってきているわけであります。

そこで、日野市では、企業からの収益の不足をどのようにお考えになっておるか。ま

た、東京都では23区都市計画税を住民用地のうちから200平米以下の部分につき 2分の

lに減税いたしました。そこで、東京都では都市計画税の減収は平年度約1，∞0億円に

近い減収であります。確かに昨年度の東京都の地価高騰は、都民の生活を脅かしてきた

ことは明らかであります。そこで、日野市でも都市計画税の減税を行いました。その経

緯を説明していただきたいと思います。一つずつやっていきますから……。

0議長(市)11資信君) 天野輝男君の質問についての答弁を求めます。市民部長。

0市民部長(大貫松雄君) それでは、御質問の都市計画税を減免することに至ったこ

とについて申し上げます。

御存じのように、今年度は評価替えの年でありまして、昨年当初ごろ、都心より始ま

りました異常なと言える地価高騰によって、東京都は区民の人口定住の確保及び業務機

能の調和によるまちづくりを公益上の理由といたしまして、 200平米以下の小規模住宅

用地について 3年間、税率の 2分 1を減税する、いわゆる不均一課税の採用を行いまし

て、税制面から補完することに決定いたしました。

東京都の決定に対し、各都下の自治体においては、区部と市部との、同じ都民であり

ながら、異なる取り扱いをすることのバラ γス上のこともありまして、地価高騰が都下

にも及んでくる状況から、各自治体とも独自で市民の不安を除くため、都市計画税の軽

減に踏み切ったところでございます。

ただ、東京都で、行った小規模住宅用地のみ対象とした不均一課税の方式は、都下各自

治体でもなじまないこともありまして、一律に税率の引き下げによって措置を行ったと

ころでございます。

日野市の場合でも、都市としての基盤整備等、事業に充てる極めて重要な財源であり

まして、納税者への市民生活の安定を図る同様な考えから、都市計画税の軽減について

2月18日に臨時市議会をお願いし、たしまして、昭和63年度より向こう 3年間、税率を10

0分の0.3を100分の0.27と改正を行った次第で、ございます。

この改正によりまして、 63年度では約 1億4，300万、 3年間では総額約4億4，1∞万程

度減税となる見込みでございまして、以上が都市計画税の減税をすることに至った経緯

でございます。以上です。

O議長(市川資信君) 天野輝男君。

06番(天野輝男君) それでは、都市計画課か企画課の方に質問いたしますが、私は

。。
Q
d
 

ワ
4 一799一



1年間で 1億4，300万、 4年間で4億4，100万のお金が、この都市計画税が少なくなった

場合には、私は後でまた説明しますけれども、大変日野市のまちづくりはおくれており

ます。その中から、どこから財源を確保しなきゃならないか、ということが私は一番目

野市のまちづくりの基本的な、そして、今後やはり財政をどのように確保するか、とい

うことが一番の課題であると思いますが、この 4億4，100万の、 3年間、減収になって

しまう、この穴埋めというか、それにかわるべきようなものを考えていらっしゃるかど

うか、お聞き願いたいと思います。

0議長(市)11資信君) 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。

財源の補てんということでございます。もちろん、この問題につきましては、東京都

の動向あるいは日野市の臨時議会の中で、御決定をいただいたわけで、ございます。そうい

う中で、当然、この 1億数千万円の財源が不足するわけでございますが、総体的の中で、

やはり都、国の補助金の増額要請あるいは内部の努力というような考え方の中で、財源

の補てんをしていくということでないと、補てんがつかないと思います。そういう中で、

現状では、担当の中では考えておるというふうにお答えしておきます。以上です。

O議長(市川資信君) 天野輝男君。

06番(天野輝男君) 実際、この財源を確保するということは、一地方自治体で国に

要求する、また内部の努力ということが今後は絶対的な条件になると私は思います。

そういう面で、ぜひそのように努力していただきまして、市民に還元した分は分とし

て、やはり一日も早くまちづくりを進めるということが、私は日野市における重要な課

題であると、私はこのように考えております。そういう面で、ぜひ内部努力をして財源

を生み出す、そのようなことにも努力していただきたいと思います。

私は、この日野市の一般会計予算の中から、大変不安になる材料を指摘いたします。

一般財源は、昭和59年度から伸びてまいりました。当初年度予算額、一般会計総額は

304億7，035万3，000円であります。この中で都市計画税は11億1，830万6，000円でありま

す。

そこで、一般会計予算案の中より大きな事業費を三つ取り上げて、この中から説明を

させていただきたし、と思います。民生費58億2，605万3，∞0円であります。前年度対照6

億8-，306万1，000円伸びております。土木費については、 51億1，043万6，000円であり、前

年対照より11億7，466万9，000円、 29%の伸びであります。教育費につきましては、 57億

8，101万2，000円で、やはり 3億9，098万9，000円であります。

-800-

60年度当初予算の総額は310億5，544万4，000円であり、前年度より1.9%、5億8，599

万1，000円の伸びであり、都市計画税は12億296万4，000円であり、前年対照 7%の伸び

で8，466万8，000円であります。民生費につきましては、 59億3，809万5，000円で1.9%の

伸び、 1億1，244万2，000円、土木費については、このときは下がっておりまして、 48億

6，905万3，∞0円であり、マイナス 2億3，109万3，300円、マイナス 4%の減であります。

教育費は、 48億8，448万3，000円、マイナス1.8%の減であります。このように、総額、

当初予算の伸び率は大体1.3%ぐらいであります。

それで、この伸び率を平均してみますと、要するに63年度一般会計予算の総額は315

億7，151万円でありますから、約3億5，α泊万、 1.1%の伸びであり、都市計画税の13億1，

128万5，∞0円は、先ほど申していただきました 1億4，3∞万の減であります。この中で、

民生費が73億2，999万円、 3億9，793万5，000円の伸びで5.42%の伸びであり、土木費に

ついては2.6%の減で、教育費については、土木費は66億5，535万9，0∞円でマイナスの

1億7，743万4，0∞円、マイナスの2.6%の減でありますが、これは国の予算、都の予算

が入ってきたらまた伸びてくると思いますけれども、ここに私は日野市における、この

民生費、土木費の伸びが急激に伸びてきているわけであります。

この伸び率は、昭和59年度から63年度の 5年間で約、民生費が27億4，960万の伸びで、

31.5%の伸びであり、平均でも6.3、5億4，992万円の伸び率であります。特別養護老人

ホームの融資が、補助金をもらえなければ 1億4，000万かかるわけであります。また、

中学校の給食の調理員等を募集しますと、これらを合わせますと、合計で大体7億3，24

2万円ぐらいの財源が必要じゃないかと私なりに判断しております。

土木費の伸び率については、 59年度から63年度ですね、伸び率は42億3，554万1，0∞円

で74.7%の伸びであり、平均して14.9%の伸びで、 8億4，710万8，0∞円の伸びでありま

す。

そこで、私は質問いたします。

7カ年間の長期計画が作成された今日、日野市全域の事業を明らかにするということ

が必要であります。日野市基本計画の事業内容を前期分事業費62件数は、総額で379億9，

883万3，000円であります。これは間違っているかわか りません。毎年、民生費、土木費

の合計が15億7，952万8，000円の元金が必要なんですね。日野市の今後起債も入れると、

大変日野市の財源を圧迫するのではないか、ということを私は感じているわけであ りま

す。

とりあえず、この62年から64年度の事業計画件数、これの今後、要するに裏づけとな
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る予算です、を明らかにしたものを私は急に質問したものですから、このあたりで、ぜ

ひお答えいただければお答えいただく、また、詳しいところは、できれば計算書をいた

だければ大変ありがたいと思いますけれども・…一。

0議長(市川資信君) 天野輝男君の再質問についての答弁を求めます。企画財政部長。

O企画財政部長(長谷川暢男君) ただいま基本計画に基づくこれからの実施計画、そ

れに関連する財源という御心配の御指摘だと思います。

先般も本会議場の中で、 68年度までの一定の施策の方向と実施計画を各議員さんにお

配りいたしました。当然、その中には市税収入の推計上の指標を61年の11月に、一応私

の方も検討させていただきました。

もちろん、その中の考え方としては、一つは、現行税制度の前提とした問題、二つ目

としては、当然、実質経済成長率の問題、これは年間4.0%でございます。あわせまし

て消費者物価上昇率を2.0というようなパーセγ ト、あるいは地価上昇率等含めまして、

幾つかの間題を整理いたしまして、 68年度までの各個々の財政的な問題を検討させてい

ただきました。よって、施策の方向の中で一つの実施計画を立てたわけでございます。

先ほども質問の中に、前期分の総事業費379億9，884万1，000円が62年から64年までの

3カ年の総事業費でございます。もちろん市の負担分、国庫あるいは都、そういったも

のをある程度積算したわけでございますが、当市の財源としては、やはり一般財源の繰

り出しを35億から40億ぐらいを見込んだ中での考え方でございます。

よって、後期分の65から68までにつきましても、積算は年度ごとにして、そのトータ

ルしたものを実施計画の中に、一応財源として出しております。後期分につきましては、

参考でございますが、 543億7，980万7，000円という数字でございます。合計しますと、

この施策の方向を実施するに当たっては、 62年から68年までの 7カ年では、約923億7，0

00万とし、う数字が総事業費でございます。一般財源の補てんとしては約300億というよ

うな、 3分の 1の数字になるわけでございます。

計数的には簡単に申し上げましたが、そういった積み上け。の中で、これからの68年度

までの一つの施策の方向に基づいた事業を実施していきたい、推進していきたし、という

ふうに考えております。

また、資料を、という御要望もありますので、出せる物は後ほど提出させていただき

たいと思います。以上でございます。

0議長(市川!資信君) 天野輝男君。

06番(天野輝男君) 実際ですね、恐らく日野市の一般会計予算ですね、財源は恐ら
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く1%台じゃないかと思うんですね。やっぱり 3億円から、それから、よくいって 5億

円ですよね。この中の税収の伸びで、この日野市のまちづくりを、私はどう考えていらっ

しゃるのか、私は大変心配でならないわけであります。特に、この間、府中市につきま

して、この皆さんが、市民の人が使うような公共的な施設、府中に行けば文化会館とい

うのが、これは要するに全域で七つもあります。体育館も七つぐらい、体育館は五つか

な、あるんですね。

こう見て、私は、本庁は確かに神明、このあたりにはあるわけですね。しかしながら、

南平とか平山の方にはないわけですね。そういう面で、私はこの物をですね、やはりど

こにつくるか、既に平山の地域は区画整理が終わって、一部は残されておりますが、こ

の残ってしまっておるそのあたりもどうするのか。また、この公共施設を、やはり私は、

道路が、 2・2・11が日野市を循環して通れるようになれば、そんなに地域差はないわ

けですけれども、今は道路が行きどまりですから、このあたりも、やはり考えなきゃい

けないと思うんですね。

そういう面で、私はできるものはできると、できないものはできない、これは仕方が

ないと思いますけれども、やはり私はこの長期計画が出た以上、私は、それに沿って事

業計画を進めていただきたい、ということを強く要望しておきます。

そこで、私は、森田市長15年目にして日野市の基本計画が作成されたことは大変意義

深く思っております。少なくとも62年度から68年度までの事業についてのたたき台がで

きたからであります。革新市政・森田市長にとりましては、革新・中道支持母体が育っ

ているということは確かであります。しかしながら、ソフトの面で確かにきめ細かな組

織体系はできました。

しかしながら、ハードの面、土地区画整理事業、駅前の再開発、国道 1・3・1、1・

3・2号線、都道2・2・10、2・2・11号線の開通こそ、日野市にとりまして最大の

問題であります。この問題を解決しない限り、私は日野市の将来はあり得ないと思って

おります。市長は、このような基本計画ができた中で、この今私が指摘したこの問題を

どのようにお考えになっていらっしゃるか、市長から御答弁願いたいと思います。

0議長(市川資信君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 私が市長に就任させていただいて以来、つまり第 1次基本構

想、の年間と、それから第 2次基本構想、の年間の二つにまたがる期間を幅広く担当させて

いただいたと、こういうことでございます。

人口の急増期を終えて、そして人口急増期間は、何とし、し、ましでも一番急がなければ
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ならない教育施設の整備、あるいは幼児のための保育園や幼稚園の設備の充実に最もエ

ネルギーを注ぐ期間ということでもありました。一方のまた市民のふえられるに伴いま

して、福祉施策は、これは主体の市民生活を守る基本的な課題として、これはないがし

ろにすることのできない領域であります。

したがし、まして、両面のまちの建設と、それから教育施設並びに福祉施策に懸命の努

力を注いでまいったと、こういう期間であったように思っております。

今、第2次基本構想、の時期に入りまして、御指摘のとおりの、その間のまた短中期と

申しましょうか、 8年計画、 7年計画、 3年、 4年の前期、後期の 7年計画をようやく

いろいろな情報をもとに議会の理解をいただける、そのような資料を整え得たと、この

ように思っております。そして、ことしの所信表明でも申し上げておりますとおり、日

野市の比較的まだ生産性の高い人口分布でもございますし、ここのところの10年間ほど

の聞に、基本的な区画整理手法や下水道事業に取り組んで、そうしてまちづくりの将来

の秩序と展望を開いておく、ということに懸命の努力をいたすわけであります。

その財政運営をどのように取り組むかということで、天野議員の御質問の趣旨はある

わけでありますが、私は、かねがね申しておりますとおり、地方自治の仕事は際限のな

い悠久の発展の道であります。その時代時代になさねばならない仕事が当然、伴ってまい

りますが、今日は、つまり二正面作戦、 一つには、まちづくりの骨格をなお前進させる

こと、そうして教育や福祉に対して、あるいは市民の方々の、今、余暇時代と言える、

つまり生きがし、づくりのこの要望にこたえる、そういう条件整備をすることである、そ

のように理解をいたしております。

財政運営のことも財政分析をある程度行いまして、十分耐えられるという確信を持ち

得ております。入るを図って出るを制する、ということは財政運用のもちろん原則でご

ざいますから、なるべく入るための施策も取り組まなければなりません。そうして、む

だをなくし、市民のいろんな要望にこたえられる、そういう能力をいろんな意味での努

力によって蓄えながら、また正しく進めながらまいることだということで、職員一同あ

るいは関係機関の御協力、特に議員の皆さんの御理解をいただきながら、私は支持基盤

が云々とし、う言葉が先ほどありましたけれど、全体の奉仕者として(Iそうだ」と呼ぶ

者あり)市民の方々のまた代表である、議会の御理解をいただし、て取り組んでまいりた

い、こういう考えでございますので御理解をいただきたし、と思います。(I言うはやさ

しだよ、市長」と呼ぶ者あり)

0議長(市川資信君) 天野輝男君。

-804-

06番(天野輝男君) 今、市長からの説明の中で、何か教育、福祉、これについては

よろしいと思いますよね。しかしながら、私が再三申し上げているように、日野市の将

来は、要するに国道、都道を、これをいかに推進するかということが日野市の将来に重

要な役割を持ってくるわけですね。これについては何か答弁をいただいてないように思

うんですけれども、この点についてはいかが、どういうお考えか教えていただきたいと

思し、ます。

O議長(市川資信君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 具体的なことで、より明確に方向をお示しする、ということ

が大切だと思っておりますし、それは今回っくり上げております基本計画において、一

応事業と、また財政面の両面からの両立できる、そういう結論を持ち得ているのが基本

計画でございます。

基本計画に今後のまた大きい前進を託し、あわせて、また年次年次にはいろいろな市

民要求も新たなものも生まれるはずであります。適切な状況判断をしながら取り入れる

べきもの、あるいは前段の問題を解決することが必要だということもあるわけであ りま

して、御指摘の例えば2・2・10でありますとか、 2・2・11、今、都市計画事業の計

画にそれぞれ事業化する意味で仕事が進んでおります。そのことはよく御質問の天野議

員も御承知のとおりでございます。今後、積極的に取り組んでいこうというのが我々の

立場だ、というふうに考えておりますことを御理解をいただきたいと思っております。

O議長(市川資信君) 天野輝男君。

06番(天野輝男君) このような状態では、なかなかできないんじゃないかなと思い

ますけれども、時間もありますもので、できないものはできないで仕方がありませんか

ら、前に少し進んでまいりたいと思います。

確かに私は、日野市の福祉の面は、あれ、扶助費とか、あれも見ると確かに日野市の

財源は確かにつぎ込んでおりますけれども、やはり今考えて細口だなということが実際

感じるわけですね、私も。まだ素人だからそんなに十分はわからないけれども、考えて

みまして、やはり確かにうまくとってきておるんですよ。やはり私は、要するに革新市

長であろうと保守市長であろうと、やはり弱者、要するに人権を保障するとし、ぅ、こう

いう面については、そんなに問題なく私は予算はとれると思うんですね、国から。

しかしながら、この国道とか都道、こういうものを実際予算化するということは、こ

れは東京都や国に、それこそ靴が 1足穴があいちゃうほど行かなきゃ、そう簡単にもら

えるものじゃないんですね。だから、そこを私は言いたいわけですよね。 ただ、この意
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見書を提出したとか、部課長が行って働きかけたというだけでは、なかなかもらえない

のが現状であります。

だから、実に私は市長にも、ぜひそういう面で市長にも今後やはり国や都に働きかけ

るということが、市長にとって私、一番必要じゃないかなと思うんですね。市長は、こ

の間内、体の続く限りまだ仕事をします、ということを言っていらっしゃるわけですか

ら、私は、このあたりも、やっぱり国や都に、やっぱり解決する道を出す方法が、こと

がですね、一番私は必要じゃないかと思うんですね。

だから、そういう面で、市長が先ほど申されましたけれども、ぜひこのあたりを解決

しない限り、例えばですよ、立日橋ができて来年から片側通行になる。どうしますか。

せいぜい延びて、あそこの高木歯医者のあそこまでですよ、あの通りはですね。そうし

ましたらどうしますか。恐らくあそこには二つ、小学校、中学校、学校があるわけです。

この通学時に、道路が細い、車が渋滞しておる、そういう中で会社に間に合わない。そ

んなことであわてて行く人も当然、私は出てくると思うんですね。そうなったときに、

やはり事故がないように願っていても、子供の人身事故等が十分起こる可能性があるわ

けですね。

そういう面で、私は市長にも、ぜひ積極的に働きかけていただきたいと思って、こう

いう質問をしているわけですけれども、どうですか、市長、ひとつ、この日野市民のた

めに頑張ってもらいたし、と思うんですね。そういう面で、ぜひ市長からもう一回、ひと

つもっと具体的な意見がございましたら、いただきたいと思うんですけれども…

0議長(市川資信君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 都市計画事業を具体化するために、それぞれ手順がございま

す。例えば日野市の下水道事業、たびたび、申し上げておりますが、 51年という時期に日

野市下水道調査会を発足させで、そうしてだんだんと具体的計画にまとめて、そうして

いよいよ処理場の位置でありますとか、用地の取得でありますとか、いろいろの段階を

経て、今日は事業を前進をさせられる、そういう順序を経てまいりました。

もちろん都市計画事業は、国の認可のもと、都のまた計画の一環として、日野市の都

市計画事業も存在するわけでありますので、順序によって都に対し、あるいは国に対し、

いろいろな運動の形で要請を具体化させるということも重要なことは言うまでもありま

せん。これまでもやってまいりましたし、今後も私も陣頭に立って、今、靴が減るほど

と言われましたが、鉄のわらじを履くつもりで取り組んでまいりたいと思っております。

お答えがそれでなったかどうか、わかりませんが、気持ちはそういうことでございま
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す。

0議長(市川資信君) 天野輝男君。

06番(天野輝男君) そのことを信じるというか、信用しまして、ただ、私の方から

申し上げますと、やはり都道であり国道であり、実際、これは早く都や国では何とかし

てきゃいけないという願いはあるわけですね。その中で、やはり地元との、地主との話

し合いが、これが一番難しいんですね。東京都であり国であり、入ってきた場合、話し

合いをいかにつけるかが問題なんです。だから、ここをやはりこの日野市の方で力をか

して解決しない限り、この問題は私は解決しないと思うんですね。ただ、そういう面で、

市長自身が本当に鉄のわらじを履いてやるという意思でありますから、それを私は信じ

て、ぜひその地元の地主との話し合いをいかに解決するか、このあた りを真剣に考えて

いただきたいと思います。

私は、市長が絶えず憲法を市政に生かそう、という(I森田憲法だからしょうがない

んだよなj と呼ぶ者あり)熱意は理解できますけれども、やはり私はこの日野市の将来、

先ほど将来はないということを言いましたけれども、日野市の将来は、都道の 2・2・

10、2・2・11号線、国道の 1・3・1、1・3・2号線の開通にかかってくるわけで

あります。

私もたびたび言っておりますように、まちづくりの基本は、やはり下水道であり、区

画整理の事業の推進であると私は思うわけでありますが、特に日野市の大体70%以上は

浅川処理場を本管として使うわけであります。そういう面で、当然この中に、処理場か

ら2・2・11に接続して本管が来るわけであります。これを接続しない限り、地域差が

ますます出ることは私は申すまでもないと思うわけであります。そういう面で、ぜひこ

の問題も絡んでおりますし、意欲的に取り組んでいただきたいと思います。

また、私は区画整理事業が進展する中で、先ほど申し上げましたように、やはり地域

の特性を生かした、やはり総合施設とし、いますか、先ほど、府中には文化セ γターが七

つあると申しましたけれども、これはいずれも 7億円ぐらいの規模のものですね。やは

りこういうものを、やはりどこの人が真っすぐ歩いても使えるように、やっぱりつくる

ことが必要じゃないかなと思っておるわけですね。

それで、私、この基本構想を見て、そのようなものがこの中にできるのかどうかと思っ

て見たら、計画がないんですね。だから、そういうものが実際、今後、公共的な施設を

大体この日野市全域にあと幾っかつくるような計画が、この 7年間の長期計画の中には

ないと思うんですね。それをちょっと確認いたしたいと思いますけれども一

-807-



0議長(市川資信君) 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。

ただいまの質問の内容でございますが、一つは、施策の方向の中に示されている部分

があるわけでございます。よって、施策の方向に載せましたけれども、具体的な問題と

して、 68までにまだ見通しがつかない部分が幾つかあります。その部分につきましては、

この実施計画の中では除外しているということでございます。

よって、各事業との整合性の問題もありますが、そういったものを含んで、今後、具

体化した場合に、当然、実施計画の中で財政的な問題を含んで検討した上で、導入して

し、く、というような考え方でおります。以上でございます。

0議長(市川資信君) 天野輝男君。

06番(天野輝男君) こうし、う総合的な公共施設というものは、そう簡単にはできな

いわけですね。だから、少なくとも、この今回の長期計画の中には作成されなくても、

やはり日野市の将来的なことを考えるならば、やはりそういう施設も取り入れるという

ことが、私、必要ではないかと思います。そういう面で、ぜひ今後、この次の基本計画

を考えるときには、そういうものを具体的に、やっぱり上げて、そしてつくる方針で、

この地域差をなくすために、ぜひ計画をしていただきたし、と思います。

私は、この日野市の今日まで、進んで、きた土地区画整理事業を終わった場所を考えてい

ます。そうしますと、残念なことに、問題がどの地域にも、区画整理を終わったところ

にも必ず問題があるわけです。そういう面で、私は具体的に申しますれば、日野駅前と

か大坂上の二丁目とか、また平山でも当然そうであります。高幡不動にも問題がありま

す。豊田の駅の周辺についても今実際残されております。

そういう面で、私は、この地域は手をかけなければ、私はもうこのまんま、だれも手

をかけられないんではないかな、ということが実際感じておるわけであります。そうい

う面で、私は、この区画整理の審議委員が選出されますよね。その審議委員が私は、特

にポラ γティアでやっていただくのに、この地域の代表として、やっぱり継続審議をし

て、そして、この問題を解決するような方法を考えていったら、地域で、この区画整理

が終わったところ、また終わらないところ、この差がますます明確になってきているこ

の現在、実際、私は、いや協力すればよかったな、という方もいらっしゃると思うんで

す、中にはですね。だから、やっぱりそういう少ない人の声であるかもわからない。し

かしながら、そういう声も聞くことが、私は日野市の今後のまちづくりに重大な意義が

あるのではないかということを、私、今感じておるわけであります。

-808-

市長が先ほど、要するに第 1期基本構想、また第2期基本構想、の中から説明がござい

ましたけれども、もう本当に市長はすべてこうし、う経過を御存じなわけですから、こう

いう残された地域を、今後どのような形で再開発なりしてし、くお気持ちでいらっしゃる

か。

そして、またで、きれば先ほど私が申し上げましたように、そういう、できれば審議委

員であった方を窓口にして、やはり話し合いを設ける、機会を設けていただけないかど

うか、市長から御答弁をいただきたいと思いますけれども…

0議長(市川資信君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 御質問のこの日野市の全域が都市計画あるいは都市計画事業

として展開をされておるわけでありますが、具体的に、例えば区画整理を施行しない地

域というところも残る、という言い方がどうかとは思いますが、あるというふうには見

通すわけであります。

例えば既存の集落地、これは都市計画に、都市計画的手法にゆだねた形で整備するが

いし、かどうか、これは大きく判断を要することだと思っております。つまり平山の古く

からあります村落の地域、あるいは多摩川沿いにもそうしヴ地域があるわけでありまし

て、高幡におきましても区画整理を施行しますのは駅を中心としたその周辺、特に立体

交差によって交通渋滞を解決すると、こうし、った使命が託されておる事業でもあります。

市内に適切に市民施設とし、し、ましょうか、あるいは文化やスポーツの施設、これらを

配当する、配置することは望ましいことではありますが、前段になる用地の確保という

ことが、また伴ってまいります。この用地の確保は、区画整理区域には一定の保留地を

配置する、ということで用地の確保の可能性をつくっておくというととになるわけであ

りまして、割合、計画性が立ち得ると思っております。

あと、既成市街地にどのように用地が得られるかと、公共施設の用地が得られるか、

ということは今後の課題として、何か譲渡されるような機会があれば、その機会に確保

の判断をしていくと、こういうことが可能だというふうに思うわけであります。

今後、長い将来にわたりまして、 21世紀からまだまだ先の時代も当然あるわけであり

ますので、地域の自治体としみ、つまり今日世代が未来世代に何を残すかと、何を贈る

ことができるか、ということが一番大きな課題だということを先日の広報にも申し述べ

たところでございます。そういう気持ちで、当面の課題、それから将来の展望というこ

とを十分考えながら、まちづくりの行政に今日を力を合わせてやっていくということだ

と思っております。
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具体的に御指摘の 2・2・11としヴ都市計画路線、これは都市計画としては、市施行

になるか、都施行になるか。 5年ほど前だったと思いますが、私は都施行にしてもらう

ことを大いに要望いたしまして、たまたま市民の森・スポーツ公園の前の道路は、どこ

が施行者になるかと、その結果が、結論が都施行でやってもらう。そのことから始まっ

て、 2・2・11の事業全体が都施行という方向に固まりました。大変重要な意義を持っ

たと思っておりますが、そうし、う大切な時期をつかみながら、やってまいらなければな

らないと思います。

それで、都市計画道路は、これは部分的に区域を定めて事業が進むわけでありますか

ら、それをなるべく早く連櫓させていくと、つないでいくと、このことも重要でありま

す。今日の日野市は、その御指摘のとおりの 1・3・1でありますとか、 1・3・2で

ありますとか、もう一つの 2・2・11、これらが下水道の公共下水道の普及にもあらか

じめ解決を要する、こうし、ぅ関係もございますので、ことしの課題、来年の課題、そう

いうことに適切に、また積極的に取り組んでおかなければならない、これが現状だとい

うふうに思っております。

そのための、また地域地域に経験者、学識経験者あるいは区画整理の施行後の審議会

の方々にお智恵をいただく、そうし、う機会をつくれと、この御意見には私も同感でござ

いますし、これまでも折に触れて御意見を伺う、そうし、う手順は踏みつつあるわけでご

ざいます。以上です。

O議長(市川資信君) 天野輝男君。

06番(天野輝男君) 今、市長が、この 2・2・11は都施行でやっていただくという

ようにしていただし、た、ということでありますけれども、やはり私は、この問題は都の

方にやっていただくからもうこれでし巾、んだ、というようなわけにはいかないですね、

先ほどから私申しているようにですね。ここに、やはり今、市長からの答弁の中にもあ

りましたように、ここには下水道本管が入ってくるわけであります。そういう面で、や

はり私は、この都に任せたから都の方で早くやってください、早くやってください、そ

うじゃないと思うんですね。この問題は、やっぱり日野市民にかかわってくるわけです

から、やはりもっと意欲的に取り組まなければならない問題だろうと、私はこのように

考えるわけであります。

また、先ほど再開発の質問の中で、用地の確保ということを市長はおっしゃいました

けれども、実際、あそこの箇所は再開発なり、まちづくりをもう一回できるようなこと

は一番私は望ましいと思うんですね。

しかしながら、この大坂上二丁目とし、う所は道路が狭くて、恐らく消防自動車が、私、

あそこへ大型車が入っていけないと思うんですね。多分 3メーターぐらいの道路ですか

ら、やはり私は、少なくともこの緊急避難を十分できる道路の確保だけは整えてやるこ

とが、まずは当面の問題だろうと私は思うわけでありますが、市長は、この場所あたり

を御存じかどうか、お聞きしたいと思います。大坂上の二丁目の道路の混雑した所を御

存じでしょうか。

0議長(市)11資信君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 私は市内事情にはかなり明るい方だと自負しております。つ

まり過去10年ぐらい対話集会に出向きまして、いろんな情報をいただくことができまし

7こO

残っているところは、これから年次計画によって積極的に取り組むと、こういうこと

になりますので、大坂上の事情も必ず取り組んでまいります。

0議長(市川資信君) 天野輝男君。

06番(天野輝男君) そういう面で、ぜひ、あの箇所は日野市でも一番火災が発生し

た場合には、家は結構区画が大きい家ですから、早く消防車が入れば、ある程度は防げ

るかもわかりませんけれども、消防自動車、大型自動車が入って行けないというところ

に一番私は問題があると思いますもので、ぜ、ひ、これは少なくとも東西に、日野甲州街

道からずっと東の方へ抜けるあの道を太くしたら、ある程度は消防自動車も入って行け

ようにするなら、大変あの地域の方も安心なさるんじゃないかと、このように思います

もので、ぜひ、このあたりも今までも地域の要望もたくさんあったと私は思うんですね。

しかしながら、今日まで延びてきてしまった、そうしろ経過があるわけですから、ぜひ、

この問題も真剣に取り組んでいただきたい、このように要望しておきます。

私は今まで質問の中から、この日野市で今後はですね、何がどうしなきゃならないか

という問題になりますと、やはりこの財源の確保であると私は思うわけであります。特

に、この行革審の本なんか見まして、やはり人件費は要するに一般財源の20%以内にと

どめないと難しいということが一般的な考え方であります。

日野市の場合には、ことしは25%ですね、人件費はですね。これがかかってきている

わけですね。そして今後、当然日野市で特別養護老人ホームをつくろうとしているわけ

であります。この建物も10億8，000万円も日野市の財源が大部分が日野市の財源であり

ます。そういう面から、この中の職員の給与、 要するにこの人件費を恐らく東京都の方

からおりない場合、大体 1億4，000万円ぐらいのが事務費がかかるんですね。
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そういう面から、私は本当にますます日野市の財源を今後圧迫してくる、ということ

を私は危機感を持っているわけであります。そういう面で、私は今後要するに職員をふ

やさないでは、この事業も始まらないと思うわけですね。確かに民間委託なり、要する

に福祉事業団ですか、ここから職員を募ってやるやるわけですから、しかしながら、も

らえない場合にはそっくり日野市の一般財源から持ち込みになってしまう。そういうと

ころをどのようにお考えになっているのか。

質問が、私、このように質問したし、んですけれども、打ち合わせてなかったものです

から、ぜひお答え願いたし、と思いますけれど……。(1"都市計画と関係ないでしょう」

と呼ぶ者あり)あるんだよ。あるんです。最後に締めて言うから黙って聞いていなさい、

あんたは。

0議長(市川資信君) 福祉部長。(1"通告してないもの、やるんじゃないわよJ 1"し、

いんだよ、最終的に言うんだから、何言っているんだJ 1"教育長に何でも質問すりゃい

いよ、遠慮するなJと呼ぶ者あり)

0福祉部長(高野 隆君) 仮称高橋特別養護老人ホームの補助金につきましては、東

京都並びに国と折衝中でございます。最大限努力をして補助をいただくように頑張って

いきたい、というぐあいに考えております。

0議長(市川|資信君) 天野輝男君。

06番(天野輝男君) まあ物はできてから、結局いただけなかったという場合には、

これは大変なことなわけですよね。もし、この東京都の方から要するに補助金をもらえ

ないで自主財源でやる場合には、どのくらい毎年経費がかかるか、教えていただきたい

と思います。毎年かかるね。

0議長(市)11資信君) 福祉部長。

0福祉部長(高野隆君) 特別養護老人ホームにかかります施設整備費は、御承知の

とおり総額で11億程度でございますが、そのうちの補助金は 2億6，707万9，000円という

ことで見込んでおります。その分がまいりませんと自己負担と、こういうことになろう

かと思います。

0議長(市川資信君) 天野議員、質問はどうなんですか。天野輝男君。

06番(天野輝男君) いや、まだ毎年の事務費のことをお聞きしたし、。(1"市民の前

に明らかにせよ」と呼ぶ者あり)

0議長(市川|資信君) 福祉部長、どうなんですか。答弁ができなかったら後で答えて

ください、時間がもったいないですから。福祉部長。
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0福祉部長(高野 隆君) それでは、後ほど資料によりましてお答え申し上げますo

O議長(市川資信君) 天野輝男君。

06番(天野輝男君) 私は、鈴木さんの方から質問が違うじゃないかと言ってますけ

れども、 ( 1"どこの鈴木だJと呼ぶ者あり)共産党の鈴木美奈子さん。(1"どうもあり

がとうJ 1"とんでもなしづと呼ぶ者あり)私は、この私たちのこの日野のまちづくりの

ために、いかに財源を確保しなきゃならないか、ということで私はそういう面からお聞

きしているわけであります。

そういう面で、この下水道は特に都市、この三多摩でも26市はもう60%以上ができて

いるわけであります。そして6市の武蔵野、三鷹、小金井とか福生とか狛江、とのあた

りはもう 100%できているわけですね。そういう面から、私は、今後、日野市の将来は、

やはり下水道問題、地盤整備、この問題を解決しない限り、恐らく私たちの子供たちに

借金を残すことになるわけであります。そういう面で、私は、ぜひむだなことは、むだ

というか、省けるところは省かなきゃならない、そこに私は質問しているわけでありま

す。だから、今後私たちの日野市のこの財政再建の筋道を立てる、ということが一番必

要である。

そういう面で、私は森田市長にもう一度、今後このような、確かに福祉の財源が74億

まで、かかってしまい、そういうような状態の中で、今後実際、この日割でいった場合に

は、とても15年たったらもう行き詰まってしまうんじゃなし、かな、ということを実際私

は感じているわけですね。

市長でありますから、当然そのようなことは考えていると思いますけれども、やはり

今後、日野市の一般財源が 1%台の伸びであります。そういう中から、この財源を確保

していかなきゃならない。こうしヴ場合に、 1%伸びで大体15億円ぐらいのものが年々

加算されてくるわけですね。そういう面で、市長は、このあたりのことをどうお考えに

なっているのか、このあたりの答弁を市長からお聞きしたいと思いますが…

0議長(市川|資信君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 先ほど一般論として申し上げました。日野市のまちづくり計

画と、それから財政分析を行ったその見通しは、矛盾なく事業が、福祉の仕事もともに

遂行できる、こういう見通しを持ち得るというふうにお答えをいたしました。

古い話を申し上げてはどうかとは思いますが、一つの例を挙げてみましても、日野市

の発展の状況から悲観論が出てくる根拠はない。過去の(1"時代の背景が違ってきてい

るんだよ」と呼ぶ者あり)過去のあれですね、日野市が持った土地を処分をして財政補
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てんをした、というときが前の市長さんのときにありましたけれど、私は、そういうこ

とはしたためしもありませんし、仕事をするためには用地がもちろん大切でありますが、

その用地を確保で、きたという今までの経過から見まして、私は日野市の財政能力、いろ

いな地方と比較をいたしましでも、日野市の能力は、かなり高い、し、し、条件のもとにあ

るわけでありますから、また、いずれは数字の上でそれもお示しもできると、このよう

に考えております。

ただ、御指摘の御心配のことは、これは十分基本的な配慮をしながらやっていかなきゃ

ならない、これはもう申すまでもありません。そういうつもりで日野市のまちづくりは

進むことは間違いないわけでありますので、日野市のようなし、い条件の中で、し、い条件

のまた自治体で、計画的に運営を図ります限り、破綻の状態が生まれるということはあ

り得ない、ということだというふうに考えております。

0議長(市川!資信君) 福祉部長。

0福祉部長(高野隆君) それでは、先ほどのちょっと御質問がありました特別養護

のこの日野で生まれ育った先輩が、そのように苦労して築いたたまものであると私は思

うんですね。実際、私のおじいちゃんが話していたのを聞いております、実際。ここに

今、日野自動車を持ってきた当時の話で、すね。あそこにうちのおじいちゃんの土地もあっ

たと思うんですね。ここに持ってくれば将来、日野市は裕福になるんだと、八王子のよ

うに裕福になるんだとし、ぅ、八王子は紡績でもうけてお りましたから、そうし、う市町政

を見習って、そして日野市もああしヴ裕福な富豪都市に、町に、村にしなきゃいけない

という考えがあって、実際、企業が日野市に誘致されたわけであります。 そこから私た

ちの日野市の財源を豊かにしていたわけで、すよね。

しかしながら、この23区でもあるように、都市計画税が大幅に上がってくる、こうい

う中で、やはり日野市の企業は、このまま都市計画税、固定資産税が高ければ、また人

件費の安い地方に行く可能性が十分あり得るわけですね。そういう面で、市長は確かに

日野市は財政的には豊かでありました。それは私も認めます。

しかしながら、今後はどこにやるんですか、財政は豊かだ、日野市は豊かなんだと言っ

たって、もうこれほどこの財源を取り崩してきておる。まして、もらうべきものももら

わないで、もうつくってしまうようなところには十分あるわけですよね。そうしヴ状態

でこのまちづくりを進めてくるならば、実際このまちづくりというものはそうたやすい

金額ではできません。

そういう面で、私はぜひ市長が簡単に言っているようにしか私には聞こえないわけで

すね。そういう面で、ぜひ今後日野市の財政をいかに生かすか、そして、この財政をま

ちづくりの中に生かしておくか、生かしていくにはどうしたらし巾、か、ということを、

やはり私は日野市の財源を見ながらやらなきゃならないという面がありますけれども、

やはり、それにはこの森田市長が一番大事にしているその部分から、やっぱり手をかけ

なければならないんじゃないか、ということを強く感じるわけであります。

私も今後もう少し共産党に対抗するために勉強しまして、 ( i勉強しなくても十分対

抗できてるよJと呼ぶ者あり)そして今後とも努力していきたし、。また、そしてこの日

野市のまちづくりは、この日野市の市民、特に古くから住んでいる方々は危機感を持っ

ておる。こういう中で私は真剣にこの問題を取り組んでいかなきゃならない、 というこ

とを感じております。そう いう面で、ぜひ市長も、まあ鉄のわらじを履いて頑張るとい

うからには、その覚悟で努力していただきたし、と思います。(i鉄のわらじというのは

動かないことだよ、重くて歩けないんだってJと呼ぶ者あり)

以上で一般質問を終わります。

老人ホームの運営費について御質問にお答えをしたいと思いますが、特別養護老人ホー

ムにつきましては、認可施設ということであれば措置の対象ということで、補助、国か

ら措置費が参りますので、これはすべて国なり東京都から参ります。ですから、これは、

国の義務的負担として、それはカットされるということはございませんO

それで、その金額ですが、特別養護老人ホームは50人規模で、開設された場合に、 61年

度の事務単価で申し上げますと、事務費が 1億4，992万1，000円、それから生活費が3，54

6万9，0∞円でございます。合計し、たしまして、年間で 1億8，539万円、これが措置の経

費でございますので、これが国と東京都から参ります。東京都の単独の補助が、そのう

ち4，600万ほどございますので、これは一律市の建物で公設民営でやるということにな

りますと参りませんが、その他の分はすべて東京都なり国から参ります。以上でござい

ます。

0議長(市)11資信君)

06番(天野輝男君)

天野輝男君。

これは、今、福祉部長の答弁は、東京都や国で建物を認められ、

そうした場合には来るということだろうと思うんですね。ただ、東京都で、もし都や国

で認めてもらえなければ、これは当然、来ないわけですよね。そのあたりをちょっと私も

心配しておるものですから言っておるわけであります。

私は先ほど、福祉部長の答弁はこれでよろしいと思いますが、市長が、日野市の将来

は財政的にはそんなに心配ないんだという答弁であります。これはですね、実際私たち
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0議長(市川資信君)

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〕

これをもって17のし市内の都市計画事業について問うの質問 きを広げ続けて、切実な市民の声はことごとく御破算にした混迷と停滞の、また偽善と

無責任な市政であったことを、ここで強く指摘をしたいのであります。

先ほど来、一般質問でもありましたように、日野市の誇るべきものは一体何か、ある

面では福祉や教育の面で非常に進んでいるとし、う指摘も時折行われるわけでありますが、

果たしてそうであるのかということを、ここで簡単に触れてみたいと思うわけでありま

す。0議長(市川資信君) 御異議ないものと認めます。よって暫時休憩いたします。

午前11時40分休憩

午後 1時8分開議

0議長(市川資信君) 休憩前に引き続き会議を開きます。

我々は他市との比較をする場合、予算で市の施策が果たして進んでいるのか、あるい

は停滞をしているのか、という点を見なければなりません。予算は数字にあらわされた

具体的な政治目的でありますので、予算を見れば、日野市の行政水準というものがはっ

きりしてくるわけであります。

先日、昭和61年度の決算をもとにいたしました類似団体別市町村財政指数表というも

のが公表されました。これは毎年発表されているものであります。今、他市との比較を

する場合に、 61年度の決算が最も新しい数値でありますので、ここで簡単に果たして日

野市の福祉や教育は進んでいるのかどうか、他市に比べて群を抜いているのかどうか、

そういった点、簡単に見てみたいと思います。

都市の類型では日野市は4の5とし、う部類に属するわけであります。これは人口規模

や産業構造等、日野市と似た同じような形態の自治体を選び出して、幾つかに分類をし

て、その結果、 4の5というところに日野市が入ってくるわけでありますが、まず、市

が直接手を差し伸べなければならない、いわゆる社会的に弱い立場の人たちに対して、

日常市民生活が因らないように、どのような手だてを講じているかというものを見るの

に扶助費の比較がございます。昭和61年度の比較では、日野市は市民の皆さん l人当た

り1万9，221円を予算化しました。そして決算もこの数字になったわけであります。

これを、まず26市、日野市も含めた三多摩の26市の平均と比べてみたいと思います。

26市の平均の人口 1人当たりの予算規模は、扶助費につきましては 2万6，733円であり

ます。日野市は、最初申し上げましたように約 1万9，∞0円でありますので、 26市の平

均のわずか71%しか福祉の直接の経費に充てていないということになるわけであります。

特に全国の類似団体の平均が 3万2，802円でありますので、日野市はこれと比較をいた

しますと58.5%、大体全国の日野市と同じような自治体のおよそ 6割しか福祉に力を入

れていないということがはっきりわかるわけであります。

それでは、これら扶助費を含む福祉関係の予算総体を見てみたいと思います。これは

御承知のように民生費と呼ばれている予算項目であります。民生費につきましては、日

一般質問18の1、市職員組合より納税者市民を考える市政をの通告質問者、古賀俊昭

君の質問を許します。

[24番議員登壇〕

024番(古賀俊昭君) それでは、一般質問を行います。

先日からの市長の議会での発言を聞いておりますと、森田市長は殊のほか体力には自

信をお持ちのようでありますが、一般的に考えまして、市長に求められる資質というの

は、私は誠実さややる気だと思うわけであります。プロレスの選手ならいざ知らず、ず

ば抜けた体力だけが自慢です、ということではちょ っとお粗末ではないかと思うわけで

あります。

きょうの一般質問では、市長に対して体力の件についてはだれしも敬意を払うことに

やぶさかではございませんので、私の一般質問に対しましては、体力以外の知的部分で、

ひとつ御答弁をお願いしたいと思うわけであります。

先日、日本共産党の米沢議員が一般質問の中で、革新市政15年を振り返り、あたかも

森田市長が不世出の大英雄かのごとく、随分昔の話まで持ち出して憶面もなく口角泡を

飛ばしてあげつらっておりました。(I泡を飛ばしてなし、」と呼ぶ者あり)しかし、そ

の中には、先ほどの天野議員の御質問にもありましたように、下水道事業を初めとする

都市整備事業のおくれ、都市基盤整備の大幅なおくれ、すなわち、まちづくりの面での

大幅な停滞や日野市政の最大の汚点、不祥事となった市長が会長を務めておりました日

野市遺跡調査会での公金の行方不明事件等については、全くほおかぶりをした市長支持

者ですらむずがゆく思いたくなるような手前勝手なものでありました。

森田革新市政の15年は、革新性と、なかんすて共産党への卑屈な追従と職員組合と結

託した15年間で、あり、公正であるべき市政を私し、さっぱり効果の上がらない大ぶろし
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野市の市民の皆さん l人当たりの予算決算規模は、決算額は4万974円であります。お

よそ 4万円とお考えをいただければし、し、と思います。これに対しまして、三多摩26市の

平均の民生費の決算額は4万8，315円であります。これと比較をいたしてみますと、三

多摩26市平均の84%しか民生費にお金を使わなかったということになるわけであります。

ちなみに、全国の類似団体のこの民生費の 1人当たりの額は4万7，877円、大体三多摩2

6市の額と一致をいたしております。ですから、全国の自治体の日野市と同じような規

模の市と比べましても、大体8割5分程度しか日野市は民生費に、福祉に力を入れてい

ないということがはっきりするわけであります。

それでは、この民生費の中で、例えば日野では老人憲章を制定をいたしております。

つまり社会の発展のために尽くしてこられたお年寄りの皆さんのために、市が果たして

どの程度のお金を使って、お年寄りの皆さんに対して具体的に行政サービスをしている

かということであります。これは老人福祉費を見てみれば一目瞭前はっきりするわけで

あります。

老人福祉費の日野市の市民の皆さん l人当たりの支出額は7，070円であります。これ

に対しまして、三多摩26市の予算の61年度の額は、決算でありますが、 7，481円となっ

ております。つまり、これでは大体日野市は26市の平均の94%、これも平均以下だとい

うことがおわかりいただけると思うわけであります。つまり26市の平均で対比しまして

も、また全国の類似団体の額を見てみましても、全国の類似団体の額は8，265円となっ

ておりますので、全国の日野市と同じような産業規模、人口の自治体と比べてみますと、

お年寄りのための支出は 8割5分程度しか出していないということがはっきりするわけ

であります。

さらに、福祉関係の予算はおわかりいただけたと思いますが、日野市が他市に比べて

自慢できるという点は、予算を、決算を見る限り、どこにも存在をしないわけでありま

次に、一般質問でも今まで重ねて指摘が行われてまいりましたが、活気のあるまちを

つくっていこうということで、商庖街、商工業の産業振興の件がございました。この点

を他市の例と比較をしてみたいと思います。

まちづくりの活気としろ、まちづくりをやってし、くためには、やはりまちに活気を持

たせる、そのためには、やはり産業が活発化しなければならない。私どもの身近な商庖

街、また大きな買い物をする際に当たって、果たして日野市にはそういう物を買い求め

られる場所があるかどうか。そういった点の施策が、どの程度目野市において行われて

いるかどうか、商工費を比べてみれば大まかにつかむことができるわけであります。

日野市の市民の皆さん l人当たりの商工費は855円であります。 26市の平均は1，945円、

約2，000円でありますので、 26市の平均の43%一一半分も使っていない、予算化きれて

いないということがおわかりいただけると思います。全国の類似団体の数字を見てみま

すと、 7，287円となっております、 7，287円。日野市が855円でありますので、全国の日

野市と同じような自治体の平均額7，287円と比べると、わずか l割程度しか日野市の場

合にはお金を使っていないということになるわけでありまして、一般質問で触れられま

したように、日野市が産業振興の面で、いかに対応がおくれているか、はっきりするわ

けであります。

次に一一細かく見ればまだし、ろいろな項目があるわけですが、公園のお話も出てお り

ました。公園費について、緑を確保するということで、先日は緑化協会の総会も行われ

たわけでありますが、つまり緑を求め、市民の憩いの場をいかに確保していくかという

ことを予算の上で探していくためには、公園費を見れば大体つかめるわけであります。

公園費、昭和61年度目野市は市民の皆さん l人当たり4，419円の支出を行いました。

これに対しまして26市の平均は7，094円であります。つまり三多摩の各自治体が大体7，0

00円以上使っている中で、日野市はおよそその62%しか経費を用いていないということ

になるわけであります。

下水道事業等についても、日野は下水道が大変おくれているということで、先ほど天

野議員が強く指摘をされておりましたが、昭和61年度の決算を見る限り、三多摩26市の

平均の約7割しか日野市の場合には予算化をしておりません。

最後に教育費を見てみたいと思います。これは話が最初に戻るわけでありますが、福

祉や教育の面で、日野市の場合には他市にぬきん出てすばらしいという評価がよく 機械

的に下されるわけでありますが、果たしてそうなのかどうか。これまた予算を見てみた

いと思います。細かくいろいろ見ればし巾、んですが、教育費全体でまず比べてみて、こ

の比較は終わりにしたし、と思いますが、教育費は、日野市の場合に市民の皆さん人口 1

人当たり 3万1，765円予算化を行いました。三多摩26市のこの三多摩、日野が属します

各自治体の平均値は 3万9，692円、約4万円であります。このように比較をいたします

と、日野市の場合には三多摩26市の予算、人口 1人当たりの規模に対して、およそ 8割

しかお金を使っていないということになるわけであります。

ことほど、さように日野市が教育や福祉の面で他市よりも比較にならないほど進んで

いるということは、これは事実を知る人がもし言っているとすれば、これは大きなうそ

す。
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でありますし、もし、これを知らずに言っているとすれば、これは怠慢であります。こ

のように予算という政治の具体的な内容を知るための唯一の貴重な資料としてあります

決算書類から見る限り、少なくとも昭和61年度、過去においてもその指摘はこの議会で

もございましたが、福祉や教育の面では、他市に比べて大きくおくれを来しているし、

事業の面でも決して積極的に進められているとは到底言えない現状にあることをおわか

りいただけたものと思います。

こういうことが日野市の場合には大きく予算を見る限り、指摘をされるわけでござい

まして、ひとつその点を踏まえていただし、て、 15年の革新市政を総括をしていただく、

振り返っていただきたし、と思うわけであります。別にパラ色の15年では決してなかった

という点を強調しておきたいと思うわけでございます。

それでは、質問項目に従ってお聞きをしていきたいと思いますが、私が今回お聞きを

いたします主眼は、行政は市民すべてに目を向けなければならない、特定の政党や、あ

る一部のグループ、団体におもねる行政であってはならないということであります。こ

れは常識であります。常識でありますが、この常識が当たり前に行われないところに日

野市の病根の深さがあるわけでありまして、常識が通る、そうした市政を願ってお聞き

をしていきたいと思いますので、御答弁の方も、ひとつよろしくお願いをしたいと思う

わけでございます。常識が通らない世界は病んだ世界でありますので、ひとつ十分御留

意、をお願いしたいと思います。

まず、給与制度の件についてお尋ねをいたします。

一貫して議会ごとにお聞きをいたしてまいりました。昨年の12月議会に日野市一般職

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が上程をされまして、日野市は、

やっとおくればせながら職務給を一部導入をしたわけで、あります。これまで職員の皆さ

んのやる気をなくす、職場の活性化を阻むとして悪評の高かった、森田市長が就任をし

てすぐにっくりました諸悪の根源とまで言われております通し号俸制は、ここで一部手

直しをされ、準通し号俸制と姿を変えたわけであります。

この昨年の12月議会に条例改正案が提案をされました折、付帯意見がつけられました。

それをここで簡単に述べてみたいと思いますが、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初め、すべての職員にわたる、あるべき職務給制度へ可及的速やか

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、というもので

あります。この付帯決議が、付帯意見がつけられたわけでありますが、これをさかのぼ

る昭和58年の 6月にも、実は議会で退職手当を含む日野市の給与制度の是正を求める決

-820-

議がなされているわけであります。これも地方公務員法第24条に定める職務給の原則に

従った給与制度を議会として行政側に強く求めた決議であります。

これらを受けまして、今、日野市で、は完全な職務給への移行のために準備をしておら

れるということは議会でも御答弁があっておりましたが、 62年12月議会の付帯意見、ま

た昭和58年6月の日野市議会の議決、決議を踏まえて、現在、この通し号俸制が準通し

号俸に改まったわけで、ありますが、さらに、きちんとした正しい給与制度へ改めていく

ための作業を、具体的にどのように進めておられるか。また、その目標をいつに設定し

ておられるか、この点についてお尋ねをいたします。

次は、庁舎管理の件についてお尋ねをいたします。

市民会館が先般オープγをいたしました。この市民会館を市民の皆さんに紹介をする

カラー刷りのきれいなパソフレットが私どもにも配られました。このパγフレットの見

開きのページを開いてごらんなりますと、どなたも自に入ってくると思いますが、市民

会館の全景を写しているわけでありますが、その横に職員組合の赤旗が庁舎に掲げられ

ているのが写っております。

私は議会で再三庁舎管理がきちんと行われていないということで、こうした掲示物を

庁舎に立てる、また建物等に設置をする場合には、庁舎管理規則に沿って対応すべきだ、

ということを過去何回か指摘をしてまいりました。で一向に改まらないのがこの組合の

赤旗であります。何か「団結Jと書かれているようでありますが、この旗については撤

去をすべきだと思いますが、そのお考えがあるのかどうか、この点、改めてお聞きをし

たいと思います。

それから、先般まではかなり数多くの職員組合のピラがエレベーターの前や職場に張

られていたわけであります。 r学校給食調理員のパート化反対Jr日野市職教育長は職

員配置の確認書を守れ」などと書かれたものが所狭しとあちこちにべたべたと張ってご

ざいました。これらについては、今見てみますと、かなりのものは取られているようで

ありますが、 1階部分、一番市民の皆さんが市役所に用事があって訪れ、往来が一番盛

んな所には今もってまだ張られております。市民の人に対してもアピールしたいのであ

りましょうが、こうした恐らく無届けのピラだと思いますが、職員組合のステッカ一、

ピラ等については撤去を、同じように旗と同様すべきだと思いますが、この点について、

市はいかような対応をしておられるのか、この点についてお尋ねをいたします。

次に、組合活動休暇についてお聞きをいたします。

職員の皆さんの組合は、御承知のように自治法の規定によって組織をされたものであ
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りますので、現在、地方公務員の皆さんが制限を受けている交渉権や団体交渉権や争議

権、こういったものを保障するために、当局と交渉ということをきちんと自治法や、ま

た条例によって保障しているわけであります。

そこで、この職員団体の活動に伴う職免の状況について、今昭和61年度のものが一番

新しい時間や人数で出るということを聞いておりますが、果たしてどういう現状にある

のかどうか。また、職員組合の活動に伴って有給職免の措置がとられているわけであり

ますが、果たしてどのような活動行為に対して、日野市はこの職員団体関係の職免を適

用して組合活動を保障しているのか、その項目がわかりましたらお答えをいただきたい

と思うわけであります。

それから、勤務時間の件についてお尋ねをしたし、と思います。

勤務時間につきましては、新しい法律が労働基準法が4月の 1日から施行されまして、

日本人の働き過ぎということを制度の面でも法的に保障していこうということで、週当

たりの労働時間の短縮を盛り込んだ法律がここで動き出したわけでありますが、果たし

て日野の職員の場合、これは資料の要求等も過去にございましたが、働き過ぎというふ

うに市長はごらんになっているのかどうか。勤務時間等の数字も先般の要求で出ており

ますので、これらを踏まえて、日野市の職員の皆さんは働き過ぎというふうにお考えか

どうか、この点についてお答えをいただきたいと思います。いるとすれば、だれが働き

過ぎなのかですね、その点、御回答をお願いしたいと思います。

次に、退職手当の件についてお開きをいたします。

退職手当の支給限度につきましては、 条例改正をもって昭和66年度に東京都と同じ定

年退職の場合には支給月数にするということで、当初、昭和61年の 1月に、東京都市長

会で合意をいたしました昭和64年度の東京都並みということから見ますと 2年おくれの

先送りで、やっと昭和66年度にはやっと68カ月ということになるわけでありますが、こ

としの昭和62年度、つまり63年3月31日で定年退職をされた職員の方の具体的な退職金

の金額はどの程度になっているのかどうか。

この点、一般事務職の方では、一番多い方だけで結構ですので、一般事務職の方では

お幾らの方が最高なのか。また、作業員の方ではどの程度の額を受けておられる方が最

高か。続いて用務員の方、それから給食調理員の方についてはどうなっているのか。千

円単位は切り捨てで構いませんので、大まかな数字の額で結構ですので、それぞれの職

種の最高の方について退職手当の額をお聞きをいたします。

ちなみに昭和62年度は調整手当の算入がまだ続いておりますので、 84.78カ月の支給

月数だと思いますが、この点、間違いないのかどうか、あわせて御回答をお願いしたい

と思います。

続いて、係長職手当についてお聞きをいたします。

この点については行政報告のところだったと思いますが、土方議員の方から若干市の

考え方をお聞きになったと思いますが、東大和が管理職手当の中に係長への分も含めて

いた、ということで大変大きな問題にな り、東大和の市長は、この責任をとって給与の

減額を行って、しかも制度の見直しも同時に進めて一件落着をしたわけであります。

これと比べて、日野市の場合にはもちろん管理職手当としては出しておりませんので、

いわゆる労働基準法で、監督もしくは管理の地位にある者、または機密の事務を取り扱

う者、 41条の 2項でありますが、管理職を規定をいたしております。この労働基準法の

規定からいたしますと、管理職手当として係長の方に手当を出していないということで、

即違法とは言えないわけでありますが、 条文で係長職手当と明文化しているとはいえ、

この手当の出し方については、実質、本質的に東大和の場合と表札が違うだけで、実態

は変わりないと思うわけであります。特に最初に質問をいたしました給与制度の是正を

日野市が行ってし、く過程では、当然、 管理職手当は課長補佐、課長、課長補佐までとい

うことになるでありましょうし、係長の職以下に職務給が導入されるとすれば、これに

吸収をされていくものだと考えるわけでありますが、現在の係長職に対する手当につい

ては全く問題なし、というふうに見解を持っておられるのかどうか。基本給の100分の1

5一-15%だったと思いますが、手当として支給されている係長職手当については全く

問題なし、というふうに市の方ではとらえているのかどうか、この点についてお尋ねを

いたします。

次に、日野市の起債について、これは最後の質問でございますが、お聞きをいたしま

す。

先般、 4月の 1日と 2日の新聞であったと思いますが、昭和62年度の起債が、日野市

の場合、保留になって、それが全面復活はしないで、結局カットをされたまま配分され

た、額が決定をしたとし、う記事が出ておりましたが、これは新聞で報道されているとお

り、生活・保健セ γタ一関連の建設費と見ていいのかどうか。要望額が果たして幾らで、

配分額が幾らになっているのか、この点、新聞には出ておりませんでした。幾らカッ ト

をされたのかで、すね、この点についてお尋ねをいたします。

同時に、この起債がカットされたわけで、ありますので、どこからか財源の補てんをし

なくてはならないわけであります。未執行の分を充てるか、基金を取り崩すとか、不用
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額から持ってくるしかないわけでありますが、果たして、いかなる手段、方法によって

財源の補てんをしておられるのか。

また、要望額どおりつかなかった理由は何なのか。その点、市はどのようにこの原因

をとらえておられるか、お尋ねをしたし、と思います。

以上、 7点について質問をいたします。

0議長(市川資信君) 古賀俊昭君の質問についての答弁を求めます。総務部長。

O総務部長(山崎 彰君) 逐次お答え申し上げていきます。

1点目の給与制度につきましてでございますが、これの付帯意見を御指摘いただきま

した。確かに12月に付帯意見として、今お述べになりましたように、可及的速やかに直

してし、く、という御指示でございます。これに基づきまして、係長職と、それから病院

の関係につきまして組合の方に投げかけまして、それを今後やっていくということで今

始まりました。遅まきながらやっております。

Tこだ、今御指摘の、いつかということでございますが、やはり相手のありますので鋭

意努力はしていきます、ということでお答えしておきます。

2点目の赤旗の件でございます。

確かに赤旗はそのまま今も市庁舎の一角に立っております。これらにつきましでも

( I赤旗じゃなく組合旗Jと呼ぶ者あり)一一ー失礼しました。組合旗でございます。失

礼しました。組合の旗でございます。一ーにつきましてはそのままなっております。そ

して、これにつきまして御承知のようにピラ、それから横断幕、そうした物につきまし

ては、常に努力をして組合と折衝を重ね、そして、今現在見ているような、まだ一部残っ

ておりますが、そうした物を取り除いて努力しております。なお、これにつきましては

努力をさせてもらいたいと思います。

非常に組合との問題がございまして、今ここでは平穏になっておりますが、ーたん、

またいろいろのもので意見の違いを生じますと組合との闘争に入ります。そうした場合

には、やはりこうした問題がまた出るかと思いますので、そうしたことがないよう、さ

らに職員課長及び庶務課長が非常に努力されま して、ピラの廃止をとったというような

経過もございます。そうしたことで、ともども努力 してまいる所存でございます。

それから、 3点目の組合活動休暇の状況でございますが、これにつきましては、職免

ということで給与の免除規定により、一般職の職員の給与に関する条例施行規則で、そ

の別表でございます。それに基づきまして、別表の第13条、 13号と私ども申し上げてお

りますが、 13号でございます。これが日野市の職員団体のための職員の行為の制限の特

例に関する条例ということで、その都度認めるという、時間を認めるということで、の、

交渉、適法な交渉の場合にこれを行っております。

それから、もう一つが25の項目で、 25号でございますが、各、これはですね、特別の

理由がある場合で、あらかじめ任命権者が承認じた事項ということでございます。

これらの具体的なことにつきましては、 13号につきまして具体的に申し上げますと、

自治労の上部団体の参加とか、あるいは臨時・定期大会、臨時大会、定期大会というよ

うなこと。それから25号につきましては、組合の選挙だとか、あるいは定期総会の準備、

そうしたものに当ててきております。総数にいたしまして、 61年度は1，561人で5，397時

間というような数字でございます。 1人平均3.4時間という数字が出ております。

それから、 4点目の勤務時間、働き過ぎではないかというようなお考え、あるいはそ

ういうお考えを持っておられるかということで御指摘でございますが、二、三目前に、

やはり新聞に出ました公務員の完全週休 2日制度に基づきまして、労働時間短縮という

ようなことで出ておりますが、勤務日数261日というようなことであり、私ども261日、

そうしたものでございますが、実働の数字が42時間30分が週の数字でございます。これ

らを、これらから年末だとか祝日だとか週休、そうしたものを引きまして実働の実際の

数字でございますが、日野市の職員は1，863時間45分という数字でございます。これら

のことから、これの数字の意味が、果たしてほかと比べて働き過ぎなのか、働き過ぎで

ないのかという御指摘でございますが、ちょっと単純には申し上げられませんが、企業

関係の500人以上の数字とちょっと比較してみますと、1，837.2とし、う数字でございまし

て、日野市の方が若干上回っております。

それでは、これらを含めまして、今働き過ぎかどうかという御指摘でございますが、

御承知のように、ここの議会に出しました勤務時間条例の変更でございますが、労働時

間が48時間から、今度は44時間に、そして42時間、 40時間とし、うふうな段階的な今指導

を受けておるわけでございます。 46時間ですか、 48時間、 46時間、そして40時間という

ふうな指導を受けている中で、全般的に言えることは、日野市じゃなくて日本人そのも

のについての働き過ぎということは指摘されて、こういうふうな労働時間の変更を来し

ておりますが、今、現在42時間30分ということでございますから、それで現段階では46

時間以内ということでございます。ほとんどの市が42時間30分あるいは42時間45分とい

うような数字でございますので、これについては今現在はそれほど働き過ぎと、平均的

なことではないか。ただ、労働時間の、労働基準法に基づきます40時間になった場合に

は、これは引き下げていかざるを得ないというふうに思っております。

A
斗
A

n
L
 

0
0
 

-825-



次が、 5点目の退職手当でございますが、退職手当は御承知のように、今申し上げま

したように、今年度ですね、今年度におきましては78.5カ月ということで、 8%の調整

手当を入れますと、今御指摘にありました84.78%になります。そうした中で、これは6

6年度に解消していくものでございます。

それで、退職者の項目でございますが、御指摘のように千以下を省略し、たしまして、

今持っております資料でお答えさせてもらいます。

一般事務職でございますが、これは40年お勤めになっております。 3，503万9，000円で

ございます。それから、作業員でございますが、 27年間お勤めになっております。 2，70

0万3，000円でございます。それから、用務員関係では25年になりますが、 2，379万6，000

円、それから、給食調理員におきましては25年でございますが、 2，419万3，000円という

ような数字が今出ております。

それから、次が係長職手当でございますが、係長職手当におきましては、この前のと

きに、管理職手当から除きまして係長職手当に切りかえて独立させるということです。

それで、御指摘のありました東大和の件とは、条例上はもうはっきりしておりまして、

違っております。

それで、管理職というその考え方でございますが、確かに今まではそれが係長職とし

て入っていた、管理職の手当に入ってたときには、それは非常にあいまいなものでござ

いました。しかし、管理職という性格上、これが監督あるいは管理の地位にある者ある

いは機密を取り扱う者、ということで労働基準法ではこれを第41条ではっきりとうたっ

ておる、管理職というものはこういうものですよ、ということであります。

それで、地公法におきましては、 52条で職員団体の 3項目で、管理職もしくは監督の

地位にある職員または機密の事務を取り扱う者、ということで、これを労働基準法を受

けてのこういうふうな管理職の位置づけをしております。

そうした中で、人事委員会の規則、そうしたものでも、これを定めてこれをしており

ます。東京都の、私ども人事委員会は持っておりませんが、東京都の公平委員会でも一

部事務組合の管理職の範囲というものを定めております、そう した管理職。

それでは、係長職というものはどうしヴ、果たしてそれが絶対的に問題がないかとい

うことでございますが、この解釈でございますが、まず、日野市が管理職に入れた過去

の昭和四十五、六年の経過を踏まえますと、これは、その当時は係長でも残業手当とい

うことで勤務時間外手当で支給されておりました。そう したことがありま して、その中

で、やはり非常に管理職、時間外手当が多いということと、それに基づきまして職員の

管理をしていくという一面を持っております。そうしたものを踏まえまして、これが45

年ごろ管理職に算入されて、最初は10%、それが15%というような経過でなってきたと

思います。

その中で、この管理職手当がこのような位置づけで来ました。しかし、今これを逆に

考えてみますと、御指摘の、今、古賀議員さんから御指摘の件でございますが、かえっ

て今私どもの、今の時点から逆に考えた場合にですね、現在の係長職手当というものが

数字的に出しますと、平均20時間ということで計算しますと、現在は2，454円でござい

ます。これを掛けまして、そして係長職減員でございますが、 146名おります。とれら

を合わせますと8，598万8，000円という数字でございます。

このような大きな数字でございますが、これが61年度でございますが、それを今度は

決算額で係長職の給与を、手当として支払ったものを調べますと7，700万ということで、

こζに880万ぐらいの差が出ております。ということは、これは係長職をそういうふう

に取り扱ってはし、けないとは思いますが、行政改革ということから、残業あるいは人件

費、そうしたもの、手当の削減というものから見れば、日野市の係長職手当というもの

を条例化したということは妥当ではないかというふうに私は思っております。これは数

字の方から出した数字で、ございます。

しからば26市あるいは東京都におきまして、係長職をどういうふうな位置づけをして

手当を出しているかといし、ますと、残業で出す場合、それから頭打ちということですね、

20時間以上はやっても、それはカットしちゃうというような形、そうしたことをやって

おります。これらを踏まえますと、私どものこの係長職手当というものがはっきりと条

例改正できたことは、かえってこれはやりやすく、そしてまた明文化されているという

ことで、一概にこれが都の指導に属さなかった、あるいは好ましいことでなかったとい

うことが言い切れないと思います。ということは、行政においては、それぞれの対応の

仕方がありますけれど、必ずしも好ましlヘあるいは絶対だということはあり得ない、

その中での選択ということは、やはりこれが法において触れない、あるいは規則におい

て問題ないとするならば、これを是認していかなきゃいけないんではないかというふう

に思っております。

以上で、飛びましてお答え申し上げました。また再質問でございましたらお答えして

いきたいと思います。以上です。

O議長 (市川|資信君) 企画財政部長。

0企画財政部長(長谷川暢男君) 7点目の起債の関係でございます。
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62年度の起債が最終的に決まったわけで、ございます。質問者の中にも先日新開発表が

なされたということでございます。 62年度の当市の起債につきましては、私の方は申請

額として22億7，120万とし、う数字でござし、ます。最終の決定が22億2，120万ということで

5，000万のカットが残念ながらされたわけで、ございます。

その内容といたしましては、保健セソターの屋上プールの新設分 1億3，000万が保留

になっておりました。そのうちの5，000万のカットでございます。新開発表のとおり、

他市の状況もあるわけでございますが、当市の場合、その内容の中で5，000万のカット

がなされたということでございます。(11億3，000万じゃないでしょう、 1億300万で

しょうj と呼ぶ者あり)失礼しました。 1億300万です。

それと、補てんの方法ということでございますが、 5，000万のマイナスになった部分

につきましては、歳入の中でも地方議与税の増収3，500万程度、あるいは自動車取得交

付税 1億4，000万円というような数字があるわけでございます。よって、この5，000万の

補てんは、歳入部分でカバーしていきたいというふうに思っております。

なお、理由は何かということでございますが、この起債制限につきましてのカット分

の理由は明確に東京都もしておりません。 5，000万のカット、私の方も何が理由かとい

う確認もしているわけでございますが、現状の中では明確にされてないというのが実態

でございます。以上でございます。

0議長(市川資信君) 古賀俊昭君。

024番(古賀俊昭君)

ます。

それでは、 7項目について再質問をさせていただきたいと思い

まず、この違法な給与制度、準通し号俸制の抜本改正について、議会の決議等を受け

て鋭意努力をしているというお話でありましたが、その見通し、終着の時期については、

はっきりお示しになりませんでした。できないだろうと思うわけですが、組合とのいろ

いろな交渉の問題もありますでしょう。

市の方として、例えば是正計画では昭和62年度中に、この通し号俸制は職務給に改め

るという計画を日野市も 1度持ったわけであります。今回、一部手直しを受けて、さら

にもう是正計画より大きくおくれを来しているわけでありますので、市自身が、みずか

らですね、いつまでにこの違法な給与制度について根本的に改めたいというお考えを、

私は持つべきだと思うんですが、そうし、う時期の設定は全くなされていないのかどうか、

全く暗中模索、閣の中という状態なのかどうか、時期の設定は行われていないかどうか、

この点についてもう一度お聞きをいたします。
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それから、庁舎管理規則に基づく庁舎管理の件なんですが、先般の議会でも職員組合

が掲げております看板等については議会で指摘もありました。年末に一度撤去をされて、

また年が改まると改めて掲示をされた、というような経緯もあったわけでありますが、

組合にお願いをして、赤旗と、それからピラ等については撤去を求めて努力をしている

と、また、今後も努力をしてまいるというお答えなんですが、庁舎管理規則も守れない

組合を相手に幾ら市が努力をされても、私はこれで8年近く同じことをお願いしている

んですけれど、一向に改まらないわけですね。この庁舎管理規則というのは、有名無実

なものに組合によってなされて骨抜きにされていると思うわけでありますが、市長は、

こういった庁舎管理規則を破る組合の行為については、何ともお感じにならないのかど

うか、この点、市長からお答えをしていただきたいと思うわけであります。

ちなみにですね、職員組合の方は庁舎管理規則を恐らく読んだことがないんじゃない

かと私は思うんですね。きょうお見えになっているようでありますので、ちょっと簡単

に目的を読んで、みたし、と思うわけでありますが、第 1条、この規則は、日野市庁舎にお

ける秩序を維持し及び庁舎を保全管理することにより、公務円滑かつ適正な執行を確保

することを目的とする、というふうになっております。

そして、いろいろございまして第 5条では、管理責任者は次の各号の一つに該当する

と認められる者に対して、庁舎の管理上、必要があるときは、その行為を禁止し、また

は庁舎から直ちに退去するよう命ずることができる、こうなっておりまして 1項目から

6項目までございます。 1項目には、この規則に違反する行為をしている者、というこ

とで、これらには私は常識で考えて該当すると思うんですが、この点、御存じない方が

大変職員の方の中にはいらっしゃるようでありますので、この点、申し上げておきたい

と思います。

それから、第 6条の 2項では、撤去のことが述べられております。つまり物を勝手に

置いたり設置をしたりした人が、それに応じないときは、管理責任者がこれを撤去し、

または搬出することができる、こういうふうに 6条には述べられております。では、具

体的にどういう行為かということが11条に書かれております。広告、宣伝物を配付し、

または掲示する行為、ということで何項目かござし、ますが、その中の 2項目にこの条文

がございますので、これに該当するというふうに私は常識的に判断をするわけでありま

すが、この点、庁舎管理規則が守られていない状況を一刻も早く克服をするために、 条

例に定めのある管理責任者における責任を私は果たすべきだと思うんですね。

私だけでも 8年待っているんですから、恐らくもっと前からお気づきの方は15年近く
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お待ちになっているんじゃないかと思うんですね。この点、管理責任者においてきちん

とした対応をなさるおつもりがあるかどうか。各フロア一一一階の責任者があるわけで

ありますが、総括的な責任は恐らく市長が持っておられる と思いますので、市長からお

答えをいただきたいと思うわけであります。

特に、庁舎というのは組合のものじゃもちろんありませんし、市長の建物でもないし、

職員組合のものではましてないわけです。自分のうちに、そんなに赤旗が好きならば、

自分のうちに立てればし巾、と思うんですね。大きなスローガγも書きたければ書けばい

いし、そういったことを人の、市民の建物に平然とこれらのような行為を して何とも感

じない。こうし、う感覚は、やはり常識から見れば、やはり異常だと思うんです。この点

について厳正な対応を今回も求めたいと思いますので、市長の所見を承りたい、このよ

うに思うわけであります。

それから、組合活動休暇について再質問をいたします。

私は、これについては以前にも 1度お聞きをした経緯がございます。先ほどのお話で

は、組合の活動に伴う有給の職免、つまり仕事はしないんですが、給料はきちんと支払

われるとしヴ職員の行為について具体的には何人、延べ人数ですが、それから時間につ

いても何時間ということで1，561人、 5，397時間というお話がございました。

具体的に、市が適用している事項については大まかに総務部長からお話があったわけ

でありますが、私がお聞きをしている、先般、以前にお聞きをした内容は、ちょっと申

し上げてみますと、この13号は一応最初に申し上げましたように、組合がいろいろな地

方公務員の場合には活動の制限を受けているということで、当局とさまざまな交渉の必

要が生じてくる。そこで、それを保障するための時間ということでありますので、 13号

については野放図に与えるということは問題だと思いますが、ある程度の理解はできる

わけであります。これについては組合の適法な交渉ということで、いわゆる言うところ

の地公法のながら条例に当たるものが適用されているわけであります。

具体的には、項目を申 し上げますので、これで間違いないのかどうか、総務部長に、

私、確認をしたいと思いますので、お願いをいたします。

一つは、自治労等の上部団体の定期大会及び臨時大会に出席する場合。 2番目、上記

団体の会議等に組合代表として出席する場合。 3番目、上記団体主催の研修等に組合代

表として参加する場合。次に、庁内で行われる出向委員会及び各種部会等に出席する場

合。こういうものが13号として、私、数年前にお聞きしたときに御回答がございました。

これにプラスもマイナスもされていないのかどうか、この点、お尋ねをいたします。

それから25、これが非常にくせ者とし、し、ますか、おもしろい条項になっているわけで

す。規則によりますと、市長の判断で承認をしていい、ということになっておりますの

で、市長が承認した場合には何時間で、も期間はいつまででも、だれにでも与えることが

できる、ということで、この25の数が非常に多いようでありますが、これにつきまして

は、具体的にはこういうふうに以前の御回答ではなっておりました。組合主催による行

事等の準備に参加をする場合、ということで、今、総務部長がおっしゃったように、職

員組合の選挙、それからメーデーの参加、定期総会の準備、こういうものがあるそうで

すが、職員の方のいろんなお話を今までここ何年かのことを、私が聞きました範囲のこ

とを総合いたしますと、例えば納涼祭りも含まれているようであります。お祭りもこれ

に入っているということであります。それからソフトボール大会も職免が与えられてい

るということであります。これは準備だけなのか、そうした行事そのものかもはっきり

しなし、んですが、この25の適用については、現在どういうものがあるのかですね、私の

知り得る範囲はそのようなものですが、この点について市側の方からはっきりとした御

回答をしていただきたいと思いますので、この件を再質問といたします。

それから、勤務時間の件でありますが、御承知のように週40時間労働を目的に4月の

1日から、それを目標にして労働基準法が改正をされて、週48時間時代は終わったわけ

でありますが、現実、働き過ぎの方もいらっしゃると思いますし、中には(動き過ぎでは

ないのではないかと思われる人も私はいらっしゃるのじゃないかと、こういうふうに考

えるわけですが、しかし、これははっきりわかりません。

先ほど総務部長からお話がありましたように、さきの議会での資料要求によって用意、

をされました実働の労働時間調べによりますと、年休を除いた場合ので、すね、日野市の

場合の職員の皆さんの労働時間というのは1，863時間45分ということであります。これ

は、規定の労働時間から15分程度休みます休息の時間、それから夏休がございます、 9

日間。それから年末と年始のお休みが 5日間あるわけで、すが、これら。それから、国民

の祝日が 1年に12日ございます。ございました、 62年の場合ですね。これ。それから、

週休が現在26日ということで2，210時間から今申し上げた五つの規定労働時間から差し

ヲ|くべき時間を除きますと、最初に申し上げた1，863時間45分‘ということになるわけで

あります。

これには年休が入っておりませんので、普通大体、職員の皆さんの場合には20日間の

年次有給休暇のうち、約15.8日というふうに数字が出ておりますが、 16日程度おとりに

なっている。これらを差し引きますと、 実際の実働の労働時間というのはし745時間程
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度になるということになるわけであります。

この辺が大体平均値だということになるわけでありますが、例えば、この職員の皆さ

んの勤務条件また待遇等の改善の運動の先頭に立っておられる組合の委員長の方の場合

には、委員長さんの場合には労働時間を欧米並みに、というふうなことももちろんお考

えになっているかどうかわかりませんが、まあお考えでしょう。そういうことで、非常

に熱心に運動を進めておられるのはよくわかるわけでありますが、肝心の委員長さんは、

どの程度職員として働いておられるのかどうか。この点、組合の委員長さんについて見

れば大体わかると思いますので、この実働労働時間と比較をして、組合の委員長さんの

場合には働き過ぎなのか、いや、まあそうでもないんだというこ となのか、この点おわ

かりでございましたら、お聞かせをいただきたし、と思うわけであります。

まあ、とにかく年休があって夏休がある、そして組合活動に伴う休みがあるというの

は、市民の皆さんから見れば、ちょっとわかりにくいんじゃないかと思う んです。こう

いうものを十分に活用してさまざまな活動を行っておられると思いますので、ひとつ委

員長さんに代表していただし、て、日野市の委員長の場合には働き過ぎなのかどうなのか、

その点、ひとつ御見解を賜りたいと思うわけであります。

次に、退職手当の件でありますが、これは、今、総務部長からお話がありましたよう

に、計画よりも 2年おくれて66年度からやっと68カ月、都並みになるわけでありまして、

現在はそのまだ前半にあるということで、なお道遠しの感はあるわけでありますが、今

回の昭和62年度、つまり、ことしの 3月31日付でおやめになりました、お勤めいただい

た退職職員の方の場合には、最も退職手当の高額の方は3，503万9，000円ということで、

勤続40年間在職された方が最高だということでございました。以下、作業員の方それか

ら用務員の方、それから給食調理員の方の中で、それぞれ高額の方を挙げていただいた

わけでありますが、やはり2，700万、 2，300万、 2，400万、かなりまだ高額の退職手当が

出ているんだな、という感じを市民の皆さんは受けられると思うわけであります。

やはり、民間を公務員の方がリードをするという主張はよくあるわけであります。公

務員がまず労働条件等、まず先行をして民間を引っ張るという主張もよくなされるわけ

でありますが、しかし、その民間からの原資ですね、税金によって、それを原資として

市民が負担をしたもので給与や退職金というものが出されるものである以上、やはり民

間の基準や常識からかけ離れたものは、いろんな理屈はつくでありましょうが、やはり

謙虚にその点は是正に応じてし、く、そう いった態度が必要ではなかろうかと思うわけで

す。

いずれにしましても、昭和66年度にやっと東京都と同じ支給月数になるということで

ありますので、この点は今から条例をいじるということは、これはできないことにもな

ろうかと思いますので、こういった実態については、市民に対してきちんと公表をして

し、く、現実にどの程度の退職金が日野市で、は支払われたのかどうか、出されているのか

どうか、こういった点が公表されております給与等の実態ではつかめないわけでありま

すので、さらに公表等に当たっては工夫をしていただし、て、こうした退職手当というも

のがし、ろいろ話題になった経緯もあるわけでございます。ひとつ、市民に対して、きち

んとオープγにしていただく、こういった姿勢をとっていただきたいと思います。この

点については要望しておきますので、再答弁は結構でございます。

次に、係長職についての手当の件でありますが、総務部長は、日野市の場合には、い

ろいろな経緯を踏まえて妥当なやり方をとっているという、その自負を述べられたわけ

であります。他市は残業手当で対応しているところもあるし、一定以上は出さないで制

度化しているところもある、というお話でありましたが、日野市の場合には、そり15%

という頭打ちで対応している、ということになるわけでありますが、職務給の導入を検

討する中で、東大和の場合とは全く看板は違うわけですから、 管理職手当として出して

いませんので、違法だとはもちろん言えないわけでありますが、管理職というものの定

義、また管理職でない係長に、管理職手当と同じような性格を持った手当を出している

ということについては、これは、やはりちょっと検討を、これでよしとするのではなく、

職務給の導入とともに、あわせ検討すべきではないかと私は考えるんですが、最初のお

答えどおり、いろいろな経緯を踏まえて選択をしている制度であって、全く適正なもの

だということを再度強調されるのかどうか、この点お聞きをしておきたいと思います。

それから、先ほど総務部長は、この係長職手当の額を、いわゆる残業をやった場合の

金額と比較をして、今の方が経費はかからずに済んでいるからし、し、じゃないか、という

ような趣旨のようなことをおっしゃったように私は開き取れたんで、ありますが、残業手

当というのは、普通、 1時間当たり平均すると幾らで計算をするものなのかどうか。私

が先ほどお聞きしました2，400円というのは随分、 1時間当たり2，400円というのは残業

手当としていいなあという気がし?こんですが、これで残業手当、いわゆる超勤手当の場

合、平均するとそういう額になるのかどうか、この点お尋ねをし、たします。

それから、起債のカットの件でありますが、企画財政部長のお話では、生活・保健セ

ソタ一、今回オープγをいたしましたが、このプールについての起債が5，000万円カッ

トをされたと。要望額は 1億300万円で、配分額が5，300万円。 5，000万円の削減、カッ
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トであったというお話であります。

起債の性格については、もちろん皆さんも御承知のように、大きな施設をつくる場合

にですね、建設費をその施設を使う、使用する将来の世代の人にも負担をしてもらうと

いうことで起債の方法をとるわけでありまして、事業費の調達の有力な手段になってい

るわけであります。この5，000万円カットをされたということについて理由がよくわか

らないということで、企画財政部長は、思い当たる節はない、というふうにお答えになっ

ているんでありますが、新聞報道や一般に言われるところでは、給与制度、つまり高過

ぎる給与に対する制裁カットではないかということが、この間当然のごとく言われてい

るわけであります。

日野市の場合には、これらの、いわゆる削減される我々の耳に入るところの理由は当

てはまらない、というふうに企画財政部長はお考えなのかどうか、この点、理由につい

てもう一度お聞きをしたいと思います。

それから、この5，000万円のカットについては、ほかの税目や収入、つまり一般財源

のやりくりで対応するということで、事業の推進等には問題がないというお話でござい

ました。しかし、最初に申し上げましたように、起債の性格からすれば、要望額がここ

で認められなかったということは、やはりその原因というものを真撃に受けとめていた

だくということが必要だと思いますので、この点、指摘をしておきます。

今回ですね、 5，000万円のカットを受けたということでありますが、日野市は起債カッ

トについては前科があるわけですね。前歴がある。これは大騒動をやりました、市民会

館の建設をめぐって 6カ月昇給延伸だ、大変な騒ぎを市長選挙も当時、直前に迫ってい

るということで、すったもんだやっていたわけでありますが、このときも日野市は58年

度の起債で、市民会館の建設の事業費のうち5，000万円、やはりカットをされたという

前歴がございます。 2億650万円の要望に対して5，000万円のカットがあった。 1億5，65

0万円の起債カ ットが過去にございました。

で、これだけかなと思いますと、そうじゃないんですね。昭和60年度の起債について

も日野市は同じように削減を受けているわけです。 60年度については、配分額で 1億余

でありましたので、要望額 2億2，400万に対して、配分額が今申し上げましたとおり 1

億4，400万。このときは5，000万円どころじ ゃないんですね。 8，000万円、北川原公園の

用地買収の起債が制限を受けたとし、う経過があって、今回は、まあ近年では 3度目ぐら

いになるのではないかと私思うわけで、理由がさっぱりわかりませんではちょっと済ま

ないんじゃないかと思いますので、この点もう一度思い当たる節があればお答えをいた

だきたいと思うわけであります。以上です。

O議長(市川資信君) 古賀俊昭君の再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、 2点目を除きまして逐次御回答申し上げます。

給与制度につきまして、その実施時期ですね、これについては明確にせよ、というこ

との御指摘でございます。

最初に申し上げましたように、努力はしておりますが、なかなか難しい問題であると

いうことで、この件につきましては御承知のように、昭和59年来これらについての折衝

を重ねてきました。そして昨年の12月、ょうやく管理職までは到達したということでご

ざいます。

そこで、この時期の明記でございますが、非常に難しさ、また組合との問題もござい

ますので、ただ一生懸命努力していきたし、ということでございます。

それから、 3点目の組合活動でございますが、 25号につきましての御指摘でございま

す。

これは、確かに今私が全部申し上げなかったわけで、すが、 25号というのは先ほど申し

上げたような項目でございますが、これの組合の行事等に関する準備でございます。納

涼祭り、ソフト大会の準備でございます。準備、前日の準備のことでございます。そう

したことの準備でございます。それからメーデ一、それから、それらに対する定期総会

の準備ということで、これを認めさせております。

それから、 4番の勤務時間でございますが、組合を代表しました委員長の件でござい

ますが、それで、どのぐらいの時間数を、ということでございますが、 62年度でちょっ

と申‘し上げますが、先ほど古賀議員さんから言われましたように、 実際に年休を除いた

時間ということでいきますと、 1，745時間15分というのが今平均的な職員の数字でござ

います。これと比較しまして、組合代表者として、年休の仕方、それから職免というよ

うな数字でございます。そうしたものをとりまして、昨年一一62年度は1，534時間30分

ということで、やはり職免の与えました時間201時間プラスのほかの年休というような

形での時間の差が出てきております。やはり一番多いのが今言った職免の時間が多いの

ではないかと、一般の職員と比べまして違っておるというような状況でございます。

それから、係長職について、それは確かに私が申し上け了こ一つの考え方で、ございます。

今、議員さんから御指摘がありました、やはり職務給の導入の中での検討をすべきであ

ると、 15%そのものが、やはり納得できないというようなお話でございます。これらに

つきましては、それでし、し、のかどうかと、私は一つの固い考えではもちろん申しており
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ません。今後、そうしたものも踏まえながら、職務給導入の中に入れるのかどうか、そ

うしてまたほかの市の状況、全国的な手当の支給の仕方、係長職、そうしたものを見な

がら十分検討はしていきたいと思っております。以上です。

O議長(市川資信君) 市長。

0市長(森田喜美男君) このたびの通告質問の表題に用いられております、市職員組

合より納税者市民を考える市政は、こうし、う指摘に当たりましては、もう言うまでもな

いことでありまして、日常的に市民本位の市政を行う、納税者市民のことを、十分治権

者として尊重し、行政に取り組んでおるということについては御指摘のとおりでありま

す。

主張すべき趣旨や限度というものは、おのずから対等に認めながら、正当な市民のため

の、お互いにサービス行政にいろんな形で奉仕する立場でありますので、それらに逸脱

をさせない立場で、お互いに協力をしながらやっていきたし、と、こういうことが私の基

本的な考え方でございます。

特に係長職の手当の問題につきましては、 ( Iそれは結構です」と呼ぶ者あり)し、し、

ですか。(Iはい」と呼ぶ者あり)

以上のとおりお答えをいたします。

0議長(市)11資信君) 企画財政部長。

0企画財政部長(長谷川暢男君) 7点目の再質問でございますが、この5，∞0万のカッ

ト理由の中での給与制度に当てはまらないのか、とい うような再質問でございます。

もちろ〆ん具体的な問題としては、これだという部分はありませんが、市全体的な総合

的に、また財政的な立場の中で、この部分も含んで、やはり考えられるというふうに思っ

ております。

なお、そういう中での今後の一層の、カットのないように努力していきたいというふ

うに思います。以上です。

O議長(市川資信君) 古賀俊昭君。

それで、その中の 8項目の質問の中で私の答えるべき質問にお答えをしておきたし、と

思います。

官頭のお話で、何か私が市政の成果を誇示したり、それから自分の体力のことを強調

したという、そういう ことはないつもりでございまして、謙虚に日常的にお勤めをさせ

ていただいておる、 そういう気持ちであります。体力のことで体力の続く限り、任期に

全力を投じたい、ということは当然、の務めでございまして、特別に私が何かを強調した

と、こういう意味はないことを申し上げておきたいと思います。

それから、具体的質問の中の、その職務給につきま して、先般、議会の付帯意見、決

定をいただきます際に、付帯意見も よく承知 しております。つまり、質問は、職務給制

度の、また次の内容を持つ実施についてタイ ムリミットを、目標時点を定めるべきでは

ないかと、こういう質問に対しましては、私どもは都度その次期の議会に提案できる、

そうしヴ結果を得たいということで取り組んでおります。それに間に合わないという状

況が現状にはあるわけでございますので、次の議会には提案できる状態、をっくり出した

いというふうに、タイムリミットとし、し、ますか、時期の設定については考えておるわけ

でございます。

それから、その庁舎管理のととにつきま して、庁舎管理の総括責任者はどう考えてい

るかという、こういう質問でありました。

私も、日常的に市民の自に異常と思われるような事態は生じさせてはならない、 とい

うことを大原則として指導いたしております。まだ自に余る部分があるとすれば、十分

これからも考えて取り組みたい、取り組まなければならないと、とういうことでありま

024番(古賀俊昭君) では、 最後に意見を申し上げて質問を終わりたいと思いますが、

組合も、これも憲法で保障された団結権を持つ立場で、ございますので、組合としての

市長はなかなかうまくおっしゃるわけですが、給与制度の見直しについては議会の議決

もある、また付帯意見の言われた経緯もあるわけでありますので、早急に対応していた

だくということで、一層の取り組みをお願いしておきたいと思います。

それから、庁舎管理の件につきましては、明らかに信頼関係がもちろん労使関にはな

くちゃいけないわけですが、我が物顔に庁舎管理規則を踏みにじる行為については厳正

な対応をしていただくということは、これは常識なんですよ。その点、市の方もきちん

とした良識を持って対応するならば、組合の方もそれにこたえるのが組合の立場だと思

うんですけれど、それが一方通行の場合には、どうしなさいということがきちんと庁舎

管理規則に書いてありますので、ひとつ市民の建物に勝手にビラを張ったり、旗立てた

り、そう いうようなことが早くなくなるような取り組みをぜ、ひお願いをしておきたいと

思うわけであります。

それから、組合の活動休暇につきましては、適法な交渉等についてはもちろん、これ

は与えるべきでありますし、保障されなくてはなりません。しかし、トータルしました

数が1，561人、 5，397時間、昭和61年度の実績。つまり、これを平たく言えば、組合専従

す。
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職員が 3人、 1日の仕事もしないで組合活動を 1年間ゃったという計算に、大まかに言

えばなるわけです。そういった実態がありますので、年々のこうした組合活動に伴う有

給職免の内容については、 7こだ例年のとおりというような形で従来の方法を踏襲してい

くのではなくて、ある程度の市側にもきちんとした基本姿勢を持って、できるだけ厳し

い見方で臨んでいただきたい、こういうふうに思うわけであります。

それから、職員組合の委員長さんは、ちょっと今お聞きしましたら、大体年間1，534

時間(動いておられるのが実働の勤務時間のようでありますので、働き過ぎというふうに

は、ちょっと、これ1，500時間台ですので、組合の委員長さんについては言えないんじゃ

‘ないかとしヴ私気がするんですね。こうしヴ数字を見ましても、職免の与え方というと

ころにも、有給職免の方法にもはね返ってきて検討しなくちゃいけないと思いますので、

この点、申し上げておきたいと思います。

それから、係長職手当については、やはり固定して制度というものはとらえるのでは

なくて、東大和ではああいう例があり、日野市の場合にも条例上は問題ないにしても、

性格からすると大体同じようなことが言えると私は思いますので、他市の例も見ながら、

というお話がございましたので、引き続きの検討をお願いしておきたいと思います。

それから、起債のカットにつきましては、そのことも含んで考えられるということで

ありますので、思い当たる節は確かにあるということでありますから、財政計画に支障

を来すようなこういった起債のカットというものが、今後二度と再び、たび重なって起

こることのないような給与制度等の見直し、これが絡んでいるわけでありますので、最

初の質問に戻るわけでありますが、取り組みをお願いをしておきたし、と思うわけであり

ます。

私が申し上げたことは、庁舎の管理にしても、それから休暇の取り方にしても、それ

から給与制度にしても、市民の感覚とか市民の感情から見て、だれしも納得するような、

そうした市政運営をやっていただきたい、ということが基本にあるわけです。そのこと

を踏まえていただくということをお願いしておきたいと思うんです。何も難しいことを

私はお話ししているんではなくて、そういったこと、当然のととだと思うんですね。ぜ

ひお願いをしておきたいと思います。

いずれにしましても、いろいろな時代が変転をしてし、く中で、 他市に何か例を求めれ

ば、すぐにそれを採用して問題が解決していくということ じゃないわけです。新しい潮

流の中に行政もあるわけでありますので、市民の意見や市民の感情、そう いったものも

十分踏まえて、市民生活の向上のために一層市政が発展をするように、そうした展開を

お願いをして、この質問を終わりたし、と思います。

0議長(市川資信君) これをもって18のし市職員組合より納税者市民を考える市政

をの質問を終わります。

一般質問18の2、果して果報なのか、日野市の「変形40人学級」の通告質問者、古賀

俊昭君の質問を許します。

古賀俊昭君の持ち時間は 2時39分までであります。

024番(古賀俊昭君) 時間を30分ぐらいとりたいと思っていたんですけれども、 5分

しかございませんので、いろいろお聞きをしたかったんで、すが、私ども議会の力によっ

て、教育現場の大混乱が未然、に防ぐことができたという点で、今回は、議会がこの変形

40人学級またグループ学習学級については、議会の見識の、またチェック機関としての

役割を十分果たしたし、し、例だと思っております。

そこで、教育委員長は、教育委員会の会議を主催して教育委員会を代表するお立場に

いらっしゃるわけす。細かくいろいろお聞きをしたかったんですが、現在の心境を、こ

の変形40人学級の予算が予備費に入れられたということで、十分今後こうした事業の展

開に当たっては準備をしなさいというのが議会の意見であったわけです。この点、今の

お考え、御心境を述べていただきたいと思うわけであります。教育委員会を代表する委

員長でございますので、その点、御心境を簡単にお述べいただきたいと思います。

それから、 4月の 1日の広報に市長の所信表明が出ました。で、 この所信表明の中に

は小学校に市独自の40人学級制を実施いたします、と出てお ります。 ところが、 1日さ

かのぼる 3月31日にこの40入学級、変形の40入学級は、授業は待ちなさいということを

議会が決めたわけであります。

議会が決めたにもかかわらず、市の広報には40人学級をやります、ということが出て

いるわけですね。全くちぐはぐというか、前後行き違いもし巾、とこなんですが、この点、

教育委員会としては市民に対する PRが、 PRとし、し、ますか、こうした意向の表明が市

長から出されていることを受けて、どういうふうに今後事態を収拾していきたいとお考

えになっているか。

以上、 4分程度でお答えいただきたいと思います。

0議長(市川資信君) 古賀俊昭君の質問についての答弁を求めます。教育委員会委員

長。

0教育委員会委員長(村田安正君) 初めに教育委員会の代表者としての委員長の現在

の心境はどうか、とし、う御質問でございますけれども、この40入学級の問題は、長沢教
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育長が非常に熱心に、もう情熱を傾けて取り組んできてくださいまして、私ども教育委

員会も、事務局を含めて、これを全面的にバックアップするという形で進めてきました

ので、今回、この予算の点で首尾よく行かなかったということについては、私どもの不

徳のいたすところではありますけれども、大変残念なことであるというふうに私は思っ

ております。

それで、今後の問題でありますけれども、これは、確かに予算の点ではこうしヴ結果

に終わりましたけれども、この一人ひとりに行き届いた教育を、とし、ぅ40入学級の趣旨

そのものは否定されたわけで、はありませんので、実は、この間も現場の校長の役員の方

と話し合う機会があったのですけれども、やはり現場では今後も個性の尊重、個性の重

視、それから、とかく今までは小中学校を通してでありますけれども、小学校でも受け

身の授業、先生が黒板で板書しながら説明をして、それを子供が聞いて授業をしている

わけなんですが、もう少し子供の一人ひとりが課題を持って、自分自身の課題に向かつ

て積極的に学習をするとしヴ、そういう意欲的な、積極的な学習ができるような、そう

いう授業をこれからは創造していかなくちゃいけないと、そういう方向に向かつて努力

していかなくちゃいけないと、こういうための研究だとか、その他いろいろ、特に遅進

児とし、いますか、学習におくれている子供たちを何とか救いの手を差し伸べるとしヴ、

そういうことも含めて、本当にしっかりもっと研究を進めていかなくちゃいけない、と

いうことで取り組みということを話されましたので、私どもも、その現場の校長のそう

いう姿勢と一緒になって、教育委員会もこれから対応していきたいというふうに考えて

おります。(拍手)

0議長(市川資信君) 古賀俊昭君。

024番(古賀俊昭君) あと30秒ほどでありますので、これで終わりますが、私の時間

の配分がまずかったために教育委員長に十分質問ができなかったことを申しわけなく思っ

ております。

今後、この問題については、引き続きさまざまな角度から子供たちのためにどうある

べきかということで議論が展開されていくものだと思いますので、ひとつ教育委員会に

おかれましても今回のような混乱を、一つの教訓としていろんな点を学んでいただし、て、

十分な議会に対する、また議会の審議に耐える提案を行っていただきたいと思います。

以上で終わります。

0議長(市)1I資信君) これをもって18の2、果して果報なのか、日野市の「変形40人

学級」の質問を終わります。

-840-

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(市川資信君)

0議長(市)11資信君)

御異議ないものと認めます。よって暫時休憩いたします。

休憩前に引き続き会議を聞きます。

午後 2時39分休憩

午後 3時18分再開

一般質問19の1、花によるまちづくりを一一様化から緑花へ向けて一ーの通告質問者、

土方尚功君の質問を許します。

(4番議員登壇〕

04番(土方尚功君) 議長のお許しを得ましたので質問を始めたいと思います。

時は春、春の緑、緑化月間であり、桜も見ごろになってきたきょ うこのごろでござい

ます。前の中央公園にもですね、緑に加え、白、黄色、ピンクと色とりどりの花が咲い

ております。この議場の中にも 2点の花が咲いているところでございます。花は人の心

を和ませてくれる、この効果が大きいものであるわけであります。

ふだん何げなく通り過ぎていた道で花に出会ったとき、改めてそれを包んでいる緑に

自がし、くという経験を持っている人は多いのではないでしょうか。同じように私たちの

生活に潤いや安らぎを与えてくれるものではありますが、花はその華やかさにより、生

活にアクセントを与えるとともに、無意識の存在として溶け込んでいる緑を思い起こさ

せる働きをしております。

今回、花をテーマに、花によるまちづくりをサブタイトルに、緑化から緑花へ向けて

と題して質問させていただきます。緑化から緑花と同じ発音でわかりにくいかと思いま

すが、緑化けとし、し、ますか、一般の緑化から、草を加えた緑と花ということであります。

これからの質問の中では緑化けとし巾、ますか、一般の緑化ということで統ーをさせて話

を進めさせていただきますけれども、私自身、花を通じ緑化を見直す機会とするととも

に、行政側に対しては一つの提言ともなるような質問になればと思っておりますので、

よろしくお願いをしたいと思います。

まず、今回中心となります緑や花にかかる意味合いとしていろいろ調べておりました

が、都の倍増計画の中では、緑という言葉を樹木、草木などの植物そして野生鳥獣や昆

虫、魚類などの動物と、その総合的な生育環境としての土壌、大気、水など、自然の構

成要素全体を示すものと して用いられています。また、都民生活とのかかわりを中心に、
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人間の精神、風、土、文化の基盤としての自然、安全で快適な生活環境を保全し、都市

の美しい景観をつくる上で必要な自然、としヴ意味合いにも使っております。

都市緑化における花ということについて、東京農大の近藤助教授は、都市緑化あるい

は造園でいう花とは、単に園芸用草花に限らず、花木、斑入植物、葉物、実物、紅葉、

賞棄物、 ドワーフ・コニファ一類、これは寅色や金色の色、白銀の色、こういったもの

を呈する植物というようなことでとらえておりますけれども、あるいは観葉物、グラ γ

ドカバープラ γツ、地被類ということで地表を覆うという意味合いの植物でございます

けれども、それに野草類、ワイルドフラワ一、これは種をですね、等によって容易に繁

殖ができ、やせ地や放植にも耐え、美しい花をつける草花類で、コスモスやムシトリナ

デシコ、カスミソウ等多岐にわたっているものでございますが、こういった生殖器官と

しての花、あるいは葉、実、形姿全体を問わず、いずれにしても色彩が華やかで美しい

植物をすべて包括した概念と規定をしております。

私も、今回取り上げ、た中にはこの概念に基づいた考え方を持って、花という表現をさ

せていただきます。

さて、花と緑で人の和を、このスローガソは、我が自由民主党が全国で展開をしてい

る花と緑の運動推進の合い言葉であります。真に潤いのある豊かな生活環境づくりを進

めるためには、全国土を花と緑で覆うことが大切であるとの基本的な考え方のもとに、

党の組織を中心にした緑化運動や政府機関と関連しての運動などを根気よく実行してい

くこととしております。

また、政府においては、これまで進めてきた緑化対策を一層、総合的、効率的に進め

るよう総理府に関係省庁、これは総理府、環境庁、国土庁、大蔵省、文部省、農林水産

省、通商産業省、建設省、自治省、林野庁の各省庁の連絡調整機関としての緑化推進連

絡会議を設置し、緑化推進運動を展開しているところであります。

このような中から、昭和65年4月より大阪鶴見緑地で開催される国際花と緑の博覧会

は、花と緑と人間生活のかかわりをとらえ、 21世紀を展望し、国際的な協調のもとで、

花と緑を通じて、潤いのある豊かな社会の創造と文化の向上を広く世界の人々に訴える

とともに、緑豊かな潤いのある都市環境の形成、花と緑に関する知識の普及、技術の進

歩及び産業の活性化を図るとと、を目的としており、その開催は我が国だけでなく、広

く地球上の人類全体にとって大変意義深いことであります。

また、例年行われている全国都市緑化フェアも、昨年は埼玉の大宮を中心に実施され、

本年は名古屋で開催が予定されており、ほかにも本年は地方博として、花や緑を取り上

げたものが数多く予定されております。

さて、視点を変え、我が市の属する東京都においては、都市地域における身近な緑の

倍増と、今ある良好な緑の保全を図り、緑豊かで快適な東京を実現するため、昭和59年

11月に東京都緑の倍増計画を策定し、また昨年12月に， 87東京都緑の倍増計画が公表さ

れました。この， 87は花にかけたという部分もあろうかというふうに理解を しておりま

す。

この計画は、東京都の緑に関する長期総合計画として、都がみずから行う施策の方向

や具体的事業を示すとともに、都民、区・市町村、国などに対し、 緑の回復や保全につ

いて、都が目指す方向と目標を示すことにより、その積極的な参加と協力を求めるもの

であり、また、都の長期総合計画として、第 2次東京都長期計画における水と緑に関す

る基本構想を実現するためのマイタウソ東京， 87東京都総合実施計画との整合を図ると

ともに、東京都環境管理の考え方を踏まえた計画で、東京都緑の倍増計画推進会議の提

言や、東京における緑の現状と課題を踏まえ、緑の倍増を推進するための長期目標、そ

の目標を達成するための施策の方向、施策の体系及び事業計画を主な内容としてお り、

62年度から70年度までを事業計画期間とし、そのうち62年度から64年度までの 3カ年を

実施計画とされております。

この中には、都の事業計画とともに日野市の事業計画も盛り込まれておりますので、

後に整合性の点などから具体的に質問をしたいと思っております。

今回の質問に当たって参考文献や都の自然保護部・民間の団体等も訪ね、そういった

状況の経過でございますけれども、この中から一つだけお話をさせていただきますと、

新東京国際空港に近い北総の大地で、 10年間にわたって花づくりなどに取り組んできた

青年ク'ループが中心となって、 61年の 4月に花と緑の農芸財団を発足させ、この理事長

には花好きで知られる元巨人軍の長嶋茂雄さんが当たっております。そして、千葉に農

芸塾を開設し、土を耕し、花や野菜を育てる体験研修を通じ、みずみずしい感性を持っ

た若者たちを育てています。

青年たちは、これまでも手づくりの花の鉢を千葉や都内の小中学校に無料配付をする

など、花の輪運動の拡大に努めてきており、今後は、花と緑の農芸村一一一フラワービレッ

ジの建設を目指しております。このほか、研修事業、啓蒙普及、シソポジウム、講演会、

機関誌の発行等、また公共団体からの受託事業等も進めており、去る 3月21日、私もこ

の議会のために出席はできませんでしたけれども、千葉の駅前で第4回花と緑のフォー

ラム、花で結ぼう地球の平和、と銘打ってキャ γペーンが繰り広げられました。
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話の中で、当日この日野市のですね、日野市において、花の輪を広げる活動の中で技

術面の指導や花の提供等、必要なことがあれば全面的に協力をする旨の約束をもいただ

いてまいりました。ぜひ、今後の施策の中には、そういった点で協力をできれば、とい

うふうに思っております。

さて、日野市においては、 38年に和と愛の精神を持って自然と文化を調和した美しい

美化都市とする美化都市宣言を行っており、その後、緑の保護育成に関する要綱、同補

助金の交付要綱、緑化推進に関する条例、住みよいまちづくり指導要綱、緑のマスター

プラン、基本構想、環境緑化基金条例、地区計画区域内生垣造成補助金交付要綱、環境

緑化協会補助金交付要綱、緑地信託要綱等々、緑化にかかわる制度の確立と実践がされ

ているところであり、本年示された基本計画施策の方向、現状と課題、事業計画の中で

も、緑あふれる美しいまちづくりのための諸事業が計画されているところであります。

また、民間においても、日野の自然、を守る会や日野市環境緑化協会等が、自然の保護や

緑化へ向けた事業推進を図っていることは十分承知しているところであります。

そういった中で、これより具体的に質問に入らせていただきます。

最初に、環境緑化協会が設立され、既に 1年を経過し、各事業も実施していることは

承知を しており ますが、緑化に対しての協会と行政の役割についてお伺いをしたいと思

います。

続いて、市では48年11月に市制施行10周年記念として、市の木・カシと、市の花・菊

を制定していますが、その普及状況についてお伺いをいたします。

3番目に、生け垣の補助制度が発足して 1年ですが、その現状と問題点等があればお

伺いをいたします。

4点目に、市内において、花丹生産組合を中心に各種の花木が生産されていますが、

どのような状況で今生産であるか、また、行政としてどのような施策や援助をしている

のかをお伺し巾、たします。

5点目として、去る 2月でしたか、朝日新聞で、菜の花卒業式、ことしも大丈夫、張

り切る用務員さん、というふうなタイトルで、潤徳小で500本の菜の花をプラ γターで

育て、卒業式に花を添えるというような記事が報道されておりましたが、各小中学校で、

花や花壇等を中心に、どのような教育が行われているのかお伺いをいたします。

もう 1点、緑地等の保存には相当の実績を上げていることは承知をしておりますけれ

ども、今後、市の緑化を進める中に、花、今回タイトルに上げ、た花をで、すね、積極的に

取り上げてまちづくりを進めるような考え方があるか、この点、 6点にわたってお伺い

をしたいと思し、ます。

後にまた再質問する形をとらせていただきます。以上でございます。

0議長(市川資信君) 土方尚功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(永原照雄君) 御答弁申し上げます。

ちょうど私の方でも答弁に入る前でございますけれども、現在、春の緑化月間という

ことで、 1日から30日まで、テーマといたしましては、まちに緑と清流を、暮らしに花

と潤いを、というテーマで、いろいろと行事を昨日も家庭緑化月間ということで、家庭

緑化の日ということで首木、今、議員さんがおっしゃる花とダリア、それから月桂樹、

それからスモモ等々配布いたしました。これが育ってくれることを祈っているところで

ございます。

きて御質問の点でございますが、第 1点、私どもの市といたしましては、緑化推進対

策の基本の考え方でいたしましては、自然を守り、緑豊かな潤いのあるまちをつくる、

ということでございます。そのような観点から、当市では先ほど議員さんもおっしゃい

ましたように、昭和50年に緑の緑化推進条例というものを制定いたしております。その

施策の方針といたしましては、一つに、緑を守る、緑の保護でございます。 2番目に、

緑の公共施設づくり、公共施設には緑あふれるようにと。 3番目に、市民参加による緑

化のまちづくり、ということでございまして、この 3番目を受けましてつくられていく

ものが緑化協会でございまして、この 3本の柱に沿った緑化事業を推進してまいったと

ころは言うまでもございません。

日野市環境緑化協会は、過去2年間がかりで緑化市民会議を呼びかけまして、昨年発

足を見たところであります。全市民を会員とする当市独特の市民総ぐるみによる運動、

実践というものでございまして、これが母体となって、今後は緑化事業や緑の行政の一

翼を担っていただけると。当然、日野市におきましては今言いましたように、緑の保全

とか、緑の公共施設づくりというようなことでございますが、この環境緑化協会は市民

総ぐるみによるところの緑のまちづくり、ということを考えているところでございます。

そのようなことでございます。

2番目にございました、 48年11月に市の花として菊、また市の木としてカシを制定し

たが、その普及についてはどうかということでございます。

市の花の菊につきましては、昭和48年以来、毎年、公共施設等への植えつけを初め、

保育園、幼稚園、小中学校並びに市民に苗木の配布をすると同時に、栽培の指導、講習

会、栽培の相談、そして菊花のコソテストなどを実施して普及に努めているところでご
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ざいます。現在までに市民に配布いたしました菊の苗は、既に 4万3，000本に及んでお

ります。

一方、市の木のカシについてでございますが、新設の公園を設置するときは、必ずこ

のカシの木を植える。また、民間の開発行為等に伴ってできる公園に対しましても、カ

シの木を植えていただく、というようなことで対処いたしております。

第 3番目の生け垣の補助の件でございます。

これは昭和62年の 4月 1日に、日野市地区計画区域内の生垣造成助成制度を設けたと

ころであります。そうして 1年を経過いたしました。その実績は、生け垣の新設が思っ

たより少のうございまして、総延長で102メートルでございました。そうして、支出し

ました交付金が51万円で、これは生け垣をおっくりになる場合は、 1メートルについて

5，000円、ブロック塀を壊しておっくりになる場合は、さらに3，000円を追加いたしまし

て、 1メートノレ8，000円の補助をしているところでございます。

現在は、万願寺の区画整理内のみをこの対象区域にしておりますけれども、財政等と

も打ち合わせまして、今後これを、対象区域の件につきまして考慮する必要があるんじゃ

ないだろうかというぐあいに考えております。

それから、一番最後の緑地の保全等のことでございますが、当初、昭和50年に緑化推

進計画をつくり緑を保存し、そしてふやす政策を実施してまいりました。その結果、公

共緑地公園面積にして約37ヘクタールに達しております。また、市民の協力によって登

録樹林等も現在77ヘクタールに及んでおります。これら公共緑地公園と登録樹林を合わ

せますと約110ヘクタールの緑地が現在保存されているということでございます。

その保存緑地と比較しますと、御指摘のとおり、花いっぱいまちづくりという面につ

きましては、今までの御意見を参照にいたしまして、今後一層の努力をいたしたい、こ

のように考えております。以上です。

O議長(市川|資信君) 教育次長。

0教育次長(砂川雄一君) お答えをいたします。

5点目の各小中学校での取り組みの問題でございますが、ただし、ま議員さんの御質問

の中にもありましたように、 j間徳小では卒業式にですね、菜の花を飾るということで、

かなりたくさんつく って、それで卒業式を菜の花で飾ったということがございます。こ

れは、大なり小なり各学校とも行っているわけでございます。

市の花である菊の栽培については、校長先生を初め、子供たちも全体を含めまして全

校的に取り組んでいる学校も非常に多くなってきております。

現在、私どもが調べたところでは、全学年で行っている、菊の栽培を行っている学校

は9校ございます。それから、特定の学校で、特定の学年で行っている学校が 3校ほど

ございます。これは今後もふえていくものと思われます。また、理科の教材という意味

もあって、校庭内で花壇その他をつくって草花の栽培をほとんどの学校がやっておりま

す。で、児童が園芸委員会などをつくって緑化に積極的に取り組んでいる学校も数多く

なってきております。現在、小学校で言いますと14校に園芸委員会というのがつくられ

ておりまして、それが校庭の敷地内に、そういう草花を積極的に植えていこう、という

ことで先生、生徒一緒になって進めております。

学校というのは、子供たちにとって学習の場であると同時に、また生活の場で、もある

わけで、したがって、ある長い時間ですね、そこで過ごすわけですから、その環境を、

やはり美しい環境として維持をするということ、そういった中で、やはり子供たちの情

操を育てる上でも非常に役立ってし、くんではないかというふうに考えておりますので、

今後もその点については積極的に進めていきたし、とい うふうに思っております。以上で

す。

0議長(市川資信君) 生活環境部長。

0生活環境部長(坂本金雄君) 4点目の花升の生産の状況、どのような援助をしてい

るかとし、う御質問にお答えを申し上げます。

花木の栽培につきましては、施設栽培と路地栽培に大別できるわけで、ございますが、

その主流は施設栽培が主流になっており ます。お答えもこの施設栽培と路地栽培に分け

まして、その作付面積、生産額、いずれも上位の方か ら3位程度を御紹介申し上げたい

と思います。

初めに施設栽培の方でございますけれども、スマイラックスという植物がございます。

これは装飾用の観葉植物でございまして、つる性の観葉植物でございまして、ホテルの

テーフゃルの中央などによく飾られるものでございますが、このスマイラックスの作付面

積は20アール、出荷の数量が8万本、生産額が2，600万円に及んでおります。それから

2番目 が洋ランでございます。洋ラ γにつきましては、作付面積 5アール、出荷数量5，

000本、生産額が700万円であります。 3番目がシクラメ γでありまして、作付面積が 8

アール、出荷数量が3，500本、生産額が525万円でございます。

施設の栽培はただいま申し上げたように、いずれも横文字の植物で、消費者のニード

がうかがえます。

それから一方路地栽培の方でございますけれども、 1番がサソザシでございます。35
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アールの作付面積、出荷の数量は1，500本で675万円の生産額を上げております。その次

がハイドラソジャー、これは洋風のアジサイでございますけれども、 30アールの作付面

積、出荷数量が 1万本、生産額が200万円になっております。その次に、花壇用の苗物

でございますけれども、路地栽培の花壇用宙物でございますから葉ボタンが主流になる

かと思いますけれども、 90アーノレ、出荷の数量が5，000本、生産額が415万円ということ

で、先に申し上げました施設栽培と路地栽培を合計いたしますと、市内の花木の栽培は

217アールの広さにわたって栽培をされております。そして、その出荷の数量につきま

しては13万4，000本でございまして、生産額の合計は6，273万円ということになっており

ます。

で、これらの花木の生産は月別の出荷の割合を見てみますと、 7月、 8月、夏の最盛

期を除きまして、いずれの月も大体平均化しております。そして出荷の先も、施設栽培

のトップに申し上げましたスマイラックスでは、実に近畿地方、東海地方、北陸それか

ら関東は申すに及ばず東北、北海道にまで及んでおります。

それで、市ではこの都市農業の確立という大きな目的の中に、花井生産者を含めまし

て、市の単独事業あるいは固とか都の事業と協同でいろいろな援助の策を実施をいたし

ておるところでございます。

まず、日野市生産緑地保全育成事業というのがございます。これは63年度、 750万円

の予算を持ちまして、育苗施設、苗を育てる施設ですね、それから栽培施設、潅水施設、

生産資材にかかわる経費で、事業費100万円以上の事業に対しまして最高限度50万円を

補助いたしております。それから、農業近代化資金利子補給事業という のがございます。

これは63年、 106万7，000円の予算額でございまして、農業経営の近代化のために融資を

受けたとき、その利子1.2%を補助するものでございます。さらに、東京都優良集団農

地保全育成事業がございます。 999万円でございまして、花井それから芝ですね、庭に

植える芝、それから飼料作物、動物、家畜のえさになる作物ですね、それから、植木に

かかわる施設等に対する補助でございまして、これも生産緑地保全育成事業と同じよう

に、栽培施設、流通施設、潅水施設、農機具、運搬具、 こういったものに補助をいたす

ものでございます。

そのほかに農業団体連合会の中に入っております花丹生産組合、これは組合員が18人

いらっしゃいますけれども、この団体にも補助を差し上げております。

さらに、花木の直接販売と申しますか、直販事業にも力を入れております。特に今年

度は生活・保健セ γターが落成いたしましたので、あの前庭を使いまして日常的に、栽
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培された花斉類を直販する事業を側面的に援助いたしたい、このように考えておりますo

O議長(市川資信君) 土方尚功君。

04番(土方尚功君) それぞれ御回答をいただきまして、ありがとうございました。

今のお答えとあわせて、再質問ということでさせていただきますけれども、最初の、

まず緑化協会の関係ですけれども、一昨日も協会の総会がありまして、ちょっと私も出

席はいたしましたんで、すが、そこでも若干触れておりました協会の法人化が検討をされ

ているというような状況であります。その考え方、対応等について再質問とさせていた

だきたいと思います。

それから、 2点目の菊については大変普及が図られ、先ほども数万本というような答

えが出てまいりましたんで、すが、まちの隅々までなお一層、花があふれるように全力を

投球していただきたいと思います。

さて、カシの方でございますけれども、なかなか目につかないとしヴ状況であります。

新設の公園あるいは宅地開発の中での指導はされているようですけれども、今後ともそ

ういった面に力を注いでいただきたいと思いますし、これに関連をして、例年、苗木の

配付をしているわけですけれども、そういった中にカシを、精力的に取り入れて配布を

しているかどうか、そして、配布をしており ます苗木がいろいろの種類にわたっており

ますけれども、欲しい人が来て順次配って一定の本数までとし、う対応をしているんじゃ

ないかと思います、今までO そういった中で、やはりばらまきということが福祉の面で

は大分いろんなことで指摘もしておりますけれども、こういった一面にも、ただ、まち

の中の人ですから大きな目で見れば、それでいいんだということがあろうかと思います

けれども、やはり配ったものがどの程度になってきているか、そういった状況もつかむ

必要があるんじゃないかと思うんです。(Iそうだ」と呼ぶ者あり)これの追跡調査の

関係等をなさっているか、また今後そういった考え方が持っているのかどうか、お伺い

をしたいと思います。

それから、次に生け垣の補助の制度でございますけれども、確かに昨年から始まって、

万願寺地区の区画整理の進行に伴って、今後、増加はすると思われます。一部意見もあ

りましたんですが、当然そういった見方を、私も万願寺に住んでますから、そういう見

方をしておりますけれども、ここで東京都において、今までは宝くじの関係で、学校等

や散策の道路とか、そういったところで緑化の補助を受けておりましたけれども、新年

度、民間生垣等助成事業に対する補助ということで新設物があるわけです。これも、た

しか日野の5，000円ということと同額の基準、それから、ブロック塀等の、要するに生
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け垣への切りかえ、これは、日野の方が8，000円ですから、東京都は7，000円ということ

で、金額は1，000円ほど下回りますけれども、いずれにいたしましても 2分の lの補助、

が得られる、こうしヴ状況が出てきているわけでございますので、今後、万願寺の地区

計画区域以外に、全市的にこういった事業の拡大を図るべきであろうというふうに思い

ますので、そこら辺の考え方をお伺いをしたいと思います。

それから、次に花の生産の関係でござし、ますけれども、生産状況についてはお伺し北、

たしましたし、施策についてもお伺いをしたところでございますが、たまたまスマイラッ

クスの話が引き合いに出されておった部分で、スマイラックス というのは、小さな本当

の親指の葉っぱ程度のグリーンの葉っぱがですね、 2メーター近く伸ばして糸をたらし

て、そこへすくって、それをまとめて出荷をする、こういうもので、特に日野の場合に

は温室の中で委託をしている、受けてやっている人もありますし自分でやっている人、

それから、その中にもですね、自分でお金を出しまして九州に施設をつくって、それで、

そちらの方で生産をさせて、品物は全部日野へ入れて、それから出荷をする。

要するに日野市に金を落とす事業として意欲的に取り組んでいる人もあるわけなんで

すけれども、そういう中、近代化利子補給の問題もちょっと出てましたが、これについ

ては今の日野の現状から見れば、余りにもお粗末とし、し、ますか、東京都が利子補給を認

めている事業なのにかかわらず、日野市では利子補給をしてない、こうし、う現実の人が

いるわけなんですね。ですから、知らない人が部長の答弁を聞いていれば、それで済む

かもしれませんけれども、実態を知っている人からすれば、何を言っているんだ、とい

うふうに言いたいところもあるわけなんですけれども、その問題をきょう言うことでも

ありませんから、それはさておきまして、いずれにしても、特に万願寺の方では、水田

から畑に変わってきたりなんかする現状があって、農業経営者にとっても、これからの

方策とし、し、ますか、そういったところに苦しみを持っている人も現実あるわけでござい

ますので、ぜひ、そういった雨の時代に即応した農業にかかわる施策、こういったもの

も、やはり空間を残すという意味合いから必要であろうかと思いますし、今回、花とい

うことで、私の場合、花木も含めるわけですから、そういった花いっぱいの運動へ向け

ては、そういう土地にどんどん花を市が委託をしてもし北、し、それを買い上げて、まち

の中へ花を広け'るとし、う方策をもとれるわけですから、ぜひ、そういった振興策を今後

検討をしていただきたい、このように申し上げて、この関係は結構でございます。

それから、学校の関係で、特に園芸委員会等14校に及んでつくられている、こういった

ととで、先ほども述べた宝くじの関係で、 58年から61年まで 3年間に2，967万7，000円ほ

どの費用をつぎ込んで学校等の施設の緑化にはやっている状況もとらえているわけです

けれども、今後、私、後で述べたいと思うんですが、やはりまちぐるみで花を広げよう

という意味合いの中には、小学生や中学生に自分たちで、大いに動かしてもらって花を広

げるという方策も一つ必要であろうという観点から、ぜひ、これからも学校教育の中で、

花を中心にした指導をお願いをしたいというふうに、これは申し上げて、終わりにした

いと思います。

それから、最後の 6点目の質問の中で、環境緑化協会の事業の中に コミュニティー花

壇というようなことで、補助事業もーっとらえがあるわけですけれども、基準が非常に

簡単なものを考慮とし、し、ますか、配慮、計画の中にあろうかと思うんですが、ぜひ、も

う少し大がかりなものとし巾、ますかね、 場所によっては相当力を入れなきゃいけない部

分、そして土地があいているという部分があるわけですから、そういった点には市が積

極的にその設置まで図ってしまって、後の管理をそういった協会なり、 その愛護会なり、

そういった中にとらせる方法がやっぱり必要ではないかというふうに思いますので、こ

こら辺の御見解をひとつお願いをしたいと思います。

あわせて、申し上げ、た段階で、すから、例えばその具体的な関係でもグリーソスポット

とし、し、ますか、空間を利用して、そうい う所に花と、それから日野市の象徴であるカシ

の木等、 真ん中に植えてですね、周りを花壇にする、こんなようなことも大いに日野市

の方が積極的に設置をしてもらえれば、こんなようなこと。

それから、フラワーポット、こういったものも人によってはいろいろ見てますから、

市の施設については確かにですね、フラワーポ ット等も相当設置がされて、市民の森・

スポーツのグラウソドの周辺、あるいはこの前の公園の中にもそういった花壇というよ

うなものもありますし、今度の生活・保健セソタ 一、そういったところにもいろいろ配

慮、はしているようですけれども、そういったポットですね、あるいは、もっと小ぶ りに

なればプラ γターというようなことで、日野市の名前が宣伝に入ったり 、場合によって

は民間の提供してくれる人の名前が入ってもし巾、わけですから、そういったフラワーポッ

トとし九、ますか、プラソターですね、こういったものも一つの行政の中ではとらえていっ

てもし巾、んじ ゃないか、こんなことも考えておりますので、そこら辺を含めた中での御

見解をいただければありがたいと思います。以上です。

O議長(市川資信君) 土方尚功君の再質問についての答弁を求めます。建設部長。

0建設部長(永原照雄君) 緑化協会の法人化の問題が出ましたが、法人化につきまし

ては63年度中に財団法人として設立をすべく、現在、前建設部長の伊藤さん、現在は緑
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化協会にお勤めでございますが、その地も進めております。

基本財源といたしましては 3億円ぐらいを予定しております。運営につきましては、

基本財産の法定価率を充てる方針でございます、ということ。

それから、カシの木、菊の方はよくわかったが、カシの木の方は今まで配ったことが

あるか、また、いろんな物を配った追跡というものがどうなっているかという件でござ

し、ます。

ちょっと過去のものを調べましたところ、昭和58年にシラカシを春配っております。

それと、私、この前、公園緑政課で配布をすると、苗木の配布をするというので、 2月

25日だったと記憶しておりますけれども、私も実際その現場に行って 2時間ぐらい立っ

て見ておりましたら相当なシラカシが出ていました。そういう状況で、このシラカシ、

カシにつきましては、おっしゃるとおり、今後配慮していきたし、というぐあいに考えて

おります。

次に、追跡調査でございます。通告質問でございましたので、私も、 これはし、いあれ

だということで、昨日約3，000人が方がお見えになりました。それはもちろん子供さん

も含んででございますけれども、そこでアγケートを早速配ってみました。そのアソケー

トの内容はですね、簡単に言いますと、 1番目にア γケートをとりましたのは、どうい

う花や木が欲しいでしょうか。それにはモクレγ、 1番にモクレソ、 2番にコブシ、 3

番にイ ヌツゲ、 4番にグミとか、そういうぐあいにずっと羅列しましてぬまで羅列した

んですが、空白を残しまして自分が欲しい物はそこに書き入れてください、ということ

でアソケートをとってみました。

それから、今の追跡調査でございます。お宅に今まで配った木が、どのようになって

いるでしょうかということで、配った木がし、まだにあるか、ないかとしヴ、これについ

ての回答は非常に少ないようでございますが、約540人の方のアソケートの回収をいた

しております。これは、昨日日曜日のアソケートでございますので、今後、これの集計

をいたしたいというぐあいに考えております。

それから、生け垣の補償制度でございますが、都では、生け垣にする場合に5，000円、

ブロックを壊す場合、 2，000円、それの 2分の lの補助があるということでございまし

て、この地区というものを、地区計画のある万願寺のみにとどめることなく、全市的に

考えるべきではないか、という再質問でございます。

これにつきましては、財政とも打ち合わせ、また区画整理、都市計画等とも打ち合わ

せた中で前向きに検討していきたいというぐあいに考えております。

それから、グリ ーソスポット、フラワ ースポット、こういう小さいものじゃなくて大

きいものについて、市が花いっぱいとし、し、ますか、そのまちづくりをする考えはどうい

うぐあいになっているか、また、プラ γターのような小さいものでもし、し、じゃないかと

いうことでございます。

かつて、今から十何年前になると思いますが、産業部長に中村さんとし、う部長さんが

いらっしゃいました。そのとき、甲州街道にずうっとプラソターじゃなかったんですけ

れども、花を植えた経験がありますが、やはり国道ということで、国ではやはり撤去を

してほしいというような、最初はやはり当然許可を受けておるんですけれども、種々住

民の方から問題が出ますと撤去をしてほしいと、これはやった場所がこちらの方が悪かっ

たのかもしれません。

今後におきましては、区画整理をやる場合、また道路をつくる場合との設計の中に、

今おっしゃったようなグリーソスポットと、それからフラワースポットというものを設

置できるような方向で設計の指針としたし、というぐあいに考えております。以上です。

O議長 (市川資信君) 土方尚功君。

04番 (土方尚功君) ありがとうございました。じゃあ幾っか私の方の意見を述べた

いと思いますけれども、環境緑化協会の法人化の問題、初めて細かい状況を伺ったわけ

ですけれども、私の立場からすれば緑化協会は大いに伸びていっていただきたいなとい

うことがあるわけですけれども、この拠出の問題等は、またいずれ議会の場で出てくる

わけですからさておきまして、いずれにしても市民ぐるみというようなことで緑化を向

け、協会の方も取り組み、市においても、そういった状況の中で、やられているわけです

から、ことで強く申し上げておきたいのは、やはり活動体ということが一番とういった

ものの中では必要になってこょうかと思います。先ほど、小中学生の問題が出ましたけ

れども、ほかにもいろんな団体があるわけですから、今の段階ですと 1年しかたってな

い状況ですから何とも強い判断はできませんけれども、ぜひそういう中にお互いに協力

し合って、よりより組織にも っていっても らいたい、こういうことをお願いして、これ

は終わります。

それから、ぜ、ひカシのアソケートというようなことでやられたようですけれども、で

きればある程度どこに配布されたというようなものは確実にとらえて、時折そういった

状況をもつかんでいっていただきたいというふうに申し上げて、これは終わります。

それから、生け垣補助の関係も前向きにというようなことでございますけれども、現

実、東京都にもう既にそういう制度ができているわけですから、大いにお金を有効に使
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うためにもお金を引っ張ってきてもらって、よりよくまちづくりに努めていただきたい、

こういうことをお願いをいたします。

それから、先ほどちょっと私もいろんな話をした中に、そうですね、その前にですね、

今後のまちづくりの中にも特に万願寺等も水路、水と緑のネットワークとし、し、ますか、

そんなような計画もあるわけですから、ぜ、ひ、そういう中にも、あるいは生け垣等の中

にも、花壇やポットも当然のことながら最初に申し上げたように、いろいろ色の変化を

する花、花木、そういったものとか、要するに葉っぱや、そういった物を見て楽しむ、

そういったことを、ぜひこれからの活動の中に導入を図っていただきたいなと思うわけ

です。

先ほどワイルドフラワーというようなことでお話をしまして、耳新しい人が多いかと

思いますので若干そこら辺に触れるとしますと、ワイルドフラワーによる緑化というよ

うなことで道路や鉄道敷とし巾、ますか、そういった駅の部分、住宅団地ののり面あるい

は道、路傍、空きi也、河川敷の堤防ですね、公園内の比較的面積の広い芝生の広場等の

彩りと、それからそれを豊かにし、修景、景色を若干変えていくんだというような意味

合いの手法で、アメリ力、西ドイツなどではもう十数年前からこの手法によって緑化が

行われている。我が国でもこれから流行をするであろうという手法でございまして、単

播、要するに一つの種だけをまくということの手法や、混播、いろんな種類をですね、

混ぜて、時には20種類くらいも混ぜ合わせてその色とりどりの変化をある花模様、こう

いったものをですね、数カ月間楽しめるような段階で進んでし、く。単に芝生の緑化とい

うことの空間だけじゃなくてですね、飛来するチョウチョやその他の昆虫の種類もいろ

いろふえてし、く、こんなような効果もあると言われているわけなので、今後、そういっ

たいろんな緑化に向けても、こうしヴ手法を一つ取り入れてやっていただければなとい

うようなことを思っておりますので、いろいろ述べてまいりました。

あと、まとめをしていきたし、と思いますが、それに入る前に、この緑化に向ける状況

で市長から何か所見がありましたら、ひとつお答えをいただければありがたいと思いま

す。よろしくお願し、し、たします。

0議長(市川資信君) 市長。

0市長 (森田喜美男君) 御承知のとおり、日野市は、目指す都市像に緑と文化の市民

都市というタイトルを掲げ、て第 2次基本構想が定められております。

これは、もう市民の一致した一つの都市像だというふうに考えられますので、これを

忠実に推し進めることが行政の責任だというふうに考えるところでございます。

緑は、これは健康のシソボルあるいは安らぎのシンボルとして、これからの都市の中

に緑がどれぐらい存在するか。空から鳥になったつもりで下を見て、まちの中に私は30

%ぐらい、それは芝生であっても樹木であっても花であっても、そういうことが将来の

まちづくりの健全なたたずまいであろうというふうに考えております。

今いろいろ御提言いただきまして、それぞれに立派な将来像が描けますので、それら

を十分取り入れさせていただきたい、このようにも考えております。

ただ一つ、市の木は確かにカシと定められております。しかし、それは、カシの木の

常緑樹としてのたくましさをシソボライズする意味でありまして、日野市内にカシの木

をたくさんふやして、何かこうカシの木のまちづくりをする、こういう趣旨では私はな

いと思っております。学説に言われますところの小葉樹林、つまり雑木林は500年回帰

ぐらいで小葉樹林に変わっていくと。残っている山に市内の樹林地に上がってみると、

その姿がよくうかがえるように思っております。造成中の南平丘陵公園にも、かなりカ

シも入れてこの樹林が姿を変えつつある。こんな感じもいたします。

それぞれ雑木林は雑木林として、また長い目でこの緑の課題に取り組んでし、くのが我

が市の最も特色のある特徴だと、このように考えますので、よろしく御鞭撞をお願し、し、

たします。

0議長(市川|資信君)

04番(土方尚功君)

土方尚功君。

それでは、ふだんの質問と違いまして、今回最初からいろいろ

調べたり、まとめという形までつくってまいりましたので、最後の段階で、ひとつまと

めをさせていただきたいと思いますけれども、花をふやすには何をなすべきか、という

ようなことで結論づけをしていきたし、と思いますが、 まちに花をふやそうとするこれま

での試みは行政主導の事例が多いというようなことが否めない事実であろうかと患いま

す。しかし、この図式を抜け出して、少し地域住民の積極的な参加と意向を反映するよ

うなまちづくりができないかなと思います。

既に幾つかの先進的な地方公共団体では、婦人会、老人クラブ、子供会、青年会議所

等の協力を得て、年ごと、その実績を大きく育てていっている事例が多く見られます。

先ほど小中学生の教育の問題が出ましたけれども、ぜひ、そういったと ころも含めてお

願いをし、従来の身の回りの緑化、花づくりは、どちらかと言えば外周部の景観さえも

個人的な生活空間の中に取り入れて限られた人たちだけで楽しむ一一借景とし、し、ますか、

景色をも借り取っちゃうというようなものが中心であったと言えるわけで、これからの

緑化は、通りを行く人にも楽しんでもらえるような外向的な貸景一一景色を貸すという

A
q
 

Fhυ 
0
0
 

-855-



ような方向を目指して行ってほしいと思います。そのためにも生け垣補助もよい施策の

一つでありますし、他の緑の創出にかかる施策全般にわたって、大いに推進を図っても

らいたいと思います。

ぜひ、この際に、最初に申し上げた花の概念に沿った中での指導性、また実践をお願

いしておきたし、と思います。特に、花や緑をふやすことは、単に町並みの景観を見栄え

よくする、あるいは落ち着きのあるものにするばかりではなく、町並みの景観は、そこ

に居住する人々の社会的成熟度なり文化水準をあらわすものである ことからすれば、心

に潤いをもたらすような景観こそ望ましい都市の姿と言えるわけで、緑に縁取られた街

角に花々が満ちあふれ、町並みに潤いと落ち着きが漂うような、そんな町の景観を21世

紀に残すことこそ、今、まちづくりに携わる私たちに求められている最大の課題ではな

いでしょうか。

そのためには、空間を単に緑にするやぶづくり的な緑化から脱却 し、花の利用を軸に、

空間を少しでも明るく快適に彩る緑花の技法の確立と、その実行を可能とする予算、政

策商の整備に全力を注いでいただきたし、と思いますが、我々の貴重な市税を使って進め

られる事業や意識の高揚であります。

国や都から、 より多くの補助等を仰ぎ、より効率のよい行政が取り行われますよう、

また緑化を進める中、花を中心に考慮、されることを強くお願いをして、 この質問を終わ

りとさせていただきます。(拍手)

O議長(市川資信君) これをもって19のし花によるまちづくりを一一緑化から緑花

へ向けて一一一の質問を終わります。

一般質問20のし保健センターの完成を機に予防医療行政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〕

08番(福島敏雄君) それでは、一般質問をさせていただきます。大変夢のある話の

後、やりにくいわけですけれども、二つの質問を 1時間をめどに、 1時間以内をめどに

やりたし、と思っておりますので、よろしく答弁の方もお願し、し、たします。

初めの質問は保健センターの完成を機に予防医療行政の充実をと、こういうことでご

ざいます。

まず、この質問を取り上げる背景でありますけれども、今、市民意識をいろいろ分析

してみますと、 1番目は、やっぱり改善してほしいという要望のトップは、下水道、道

路というような都市基盤整備だろうと、こういうふうに思います。続いての高い要望は、
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先日、公明党の夏井議員の質問の中にもありましたけれども、やっぱり健康、医療、こ

のことに市民がかなり不安を持っている。これを少しでも改善してほしいというのが、

その次だろうと、こういうふうに思うわけです。

私は、そうしたし、ろいろな医療とか保健婦、こういったものに関する市民要望の上に

立って保健セソターが建設されたというふうに理解をするわけであります。

そこで、この 4月末から保健セソターがオーフソするということでございますので、

ぜひその保健セ γターを有効に活用して、健康相談それから予防医療の充実、さらには

一歩進めて病気の早期発見、早期治療というところまで、この保健セソタ ー完成を機に

進んでいけば市民も大変喜ぶというような観点からこの質問をいたしますので、お答え

をいただきたいと思います。

質問の 1点目は、生活・保健セソターの建設に当たって、特に設計の段階からありま

すけれども、かかった総費用を教えてほしいというのが 1点目であります。

2点目は、この保健セソターがオープソすることによりまして、今までやっていた健

康行政とし巾、ますか、健康相談行政、健康診査など、いわゆる市民のサービスとし、し、ま

すか、これにできたことによって追加されるサービスのメニ ューはどんなものがあるの

か、これを教えていただきたいと思います。

それから質問の三つ目は、健康診査のやり方について発想の転換をすべきではないか、

というととをお聞きをしたいと思います。

これは私も何回か取り上げさせてもらったし、公明党の宮沢清子議員の方から再三指

摘があるわけでありますけれども、今までやはり、今までの健康診査というのは、お知

らせをして来る人だけやってますと、これでいいのかということなんですよね。

私は、やはりどういう人にやってもらわなきゃいけないかということを市の方が十分

分析をして、今やっているお知らせをして、受けに来るという制度も必要でしょうけれ

ど、それよりもっとこの人はどうしてもどこでもやってなさそうだと、この人は40にな

り45になったら機械的にやってみようと、むしろ、こちらからあなたはぜひ受けてくだ

さい、というような市民皆健診とし市、ますか、そういったような方に銘を打って、やっ

ぱり発想を展開してし、く必要があるじゃないかということで、これは前回も検討してい

くという旨の答弁ももらっているような気もいたしますけれども、これについて再度お

聞きをしたいと思います。

私も、ったない発想、からすれば、例えば40歳以上の人で、特に組合健保のあるところ

に加入している人、それから要するに地方公務員、国家公務員、こうしヴ要するに国民
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健保以外に入っている人ですね、これは、それぞれの健保財政が赤字にならないように、

健康診断というか、そういうことは、健康づくりというのはかなりお金をかけてやって

おりますから、大体どんな形にせよ、健康診査をやっていると思うんですよね。ですか

ら、日野市民の中で、もう そういう人たちは自動的に住民基本台帳の中にはサービスで

もつけておいて、自動的に消しちゃう。で残るのは、対象になるのは、その健保加入者

の奥さんか、その国民健康保険に入っている方々だけ残るという ことになるわけですか

ら、市民16万人いても、せいぜ、い残るのは健保加入者が何人でしたかね、 3万2，000人

とか言いましたけれど、この40歳以上に限ればもっと少ないわけで、それから主婦層の

40歳以上ということになれば対象は非常に少ない。今電算化が進んでいるから、そのリ

ストアップをして、その40歳になったら、 あなたは順番で、すと、あなたは11月生まれで

すから、じゃあこの期間の日のいい日に来てください、こうしヴ健診が私は必要じゃな

いのかなということでございます。

これも私もつい最近カメラ屋さんの47歳になる人が急、に亡くなった。で私も勤めの近

くですからアルバムを買いに行きましたら、奥さんがし、て、何か調子が悪いと言ってた

ので、だけれど、今までもそうだったし、私も早く診てもらえと言わなかったことを非

常に後悔してますと、こう言っているんですよね。で一番今忙しいのは、そういった自

分が先頭に立って事業をやっている人というのは、少し体調が悪くても仕事をせざるを

得ないということですよね。

したがって、この人にどう一つの健康診断をやってもらおうか。健康ということは、

本来自分が責任を持って考えるということは一番重要なこ とだとは思いますけれども、

やっぱり生活優先、仕事をやらなきゃいけないとしヴ、そういう立場に立たされた中小

企業の経営者、さらには、そこに働くかわりの人のいない仕事、例えばスーパーに勤め

て八百屋さんの責任者で、毎日仕入れに行かなきゃならないというような人は、体調が

悪くてもどうしてもやらなきゃいけないということになっていると思う んですよね。

そういう人に、やっばりその健康というものを、ぐあいが悪いときに、ならないうち

に一応チェックすると、これは、やはり今このように健康相談業務ある いは健診のサー

ビスをしているんですから、お知らせをして来る人だけで、私は、もしし、し、と、足りて

いるとすれば、大変な間違いじゃないかなという感じがしますので、この辺の御見解を

お聞かせいただきたい。

それから、質問の 4点目は、要するに生活・保健センターと、それから市立病院の連

携、そういうことで、やはり保健セソターでは常時、ここに新聞、 4月 1日号を見てみ
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ますと、健康相談日が毎月 1回というようなことになっていますよね。私はそうじゃな

くて、毎日、保健セソタ一、オープソしている時間は、ああ調子が悪いなと行ったら、

相談に乗ってくれる、そういうフルタイム相談に乗ってくれる、ということが必要だと

思うんですよね。

さっき言ったように、これの第何金曜日なんかの 1時から 3時までというのは、それ

は仕事してりやそれにも行けないんですよね。おれ、調子悪いなと思ったときにちょっ

と寄ってみて血圧はかつてもらうとか、何か尿でも検査してもらえれば、あなた、ぐあ

いが悪ければ精密検査をした方がいいですよ、あるいは、もうお医者へ行った方がし、い

ですよ、そういうアドバイスをしてもらえれば、そこで紙でも発行してもらって市立病

院でも行けば、私は、市立病院は今午前中の診療だそうですけれど、そういう紙を持っ

た人は午後忙しいかもしれないけれども、午後行ってもちょっと診てもらえるとか、そ

うし、うシステム、健康セ γタ一、市立病院、こういう関係が必要じゃないかな。

特に、そういった面で、いけば、常時保健婦か、私は医師がし、し、と思うんですけれど、

第一線をもうヲ|退されたお医者さんがし、るかどうかわかりませんけれど、そういったお

医者さんがいてですね、相談に乗ると、それで、そこで裁きをつけてもらうということ

だと思うんですよね。そうなってきますと、次の段階でちょっと精密検査をした方がい

いかなといったときに、今、市立病院を見ると、それが設備がないわけですよね。

したがって、若干のあれはできるかもしれませんけれども、そこに、やはり市立病院

では日帰りドックとか、あなたはドックに入って、簡単なドックに入ってやればし、し、で

すよという日帰りドックの必要性、それから午後の予約診療としヴ、そういう発想が私

には出てくるんですけれど、健康セ γターの完成を機に、ぜひこういうことをやったら

どうかというふうに考えますが、御答弁の御見解をお聞きをしたいと思います。以上で

す。

O議長(市川!資信君) 福島敏雄君の質問についての答弁を求めます。生活環境部長。

O生活環境部長(坂本金雄君) 1点目の生活・保健セソターの建設からオープγまで

にかかった総費用についてお答えを申し上げます。

総費用は15億7，360万円でございます。この総費用は、設計の段階の昭和60年度から6

2年度までの備品購入まで年度がまたがっておりますので、それぞれ内訳については年

度別にお答えをさせていただきたし、と思います。(iし、し、ですよ、その全部で」と呼ぶ

者あり)

設計費(iじゃあ言ってくださし、」と呼ぶ者あり)設計費3，240万円、これは60年度
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でございます。それから工事費でございますが、 14億5，800万円、 61と62、両年度にま

たがります。そのうち建物が 9億1，500万円、電気が 1億6，300万円、それから給排水衛

生空調の関係が 3億4，500万円、フール用のソーラーが1，320万円、昇降機2，180万円。

これが工事費14億5，800万円の内訳でございます。その次に、工事の管理料1，320万円、

これも61、62、両年度にまたがって支出をいたしました。さらに備品でございますが、

7，000万円、これは62年度でございます。締めて先ほど申し上げたとおり15億7，360万円

が総費用でございます。

そのうち補助金関係でございますけれども、 ( Iし、や、そういうこと聞いてないんだ

よな、総費用だけしか聞かなかったんだから」と呼ぶ者あり)

2番目でございます。追加のメニューでございますけれども、 1歳6カ月健康診査、

これは健康セ γターが場所がなくて、今まで伸び伸びになっていたものでございますけ

れども、この健康診査をセソターのメインとして位置づけてまいります。

既に何回かお話し申し上げたとおり、 63年度につきましては、不完全なものでござい

ますけれども、 1歳6カ月健康診査を発足をさせ、 64年度からは完全なものに出してい

きます。

2番目といたしまして、相談事業の充実でございますけれども、医療相談、健康相談、

家庭看護教室、それから歯科相談、こういった相談事業を充実 してまいります。

3番目といたしまして、集団健診受診者の増員でございますけれども、一般健康診査、

今までは大体2，600人規模の方を対象といたしておりましたけれども、これを2，900人に

拡大をいたしてまいりたいと思っております。

さらに次年度一一一昭和64年度から着手したい手法といたしまして、健康教育の充実を

図ってまいります。これは高齢者を対象にいたしました健康教室でございますとか、栄

養教室、それから歯科保健教室、それから成人病教室、さらには乳がんの自己検診講習

会、こういったような健康教育面の充実を図ってまいります。

さらに第 2点目といたしまして、健康診査の拡充でございます。

この健康診査の拡充は、これまでたびたび御指摘のありました乳がん、肺がん、こう

いった検診を園、都が実施に踏み切っておりますので、センター完成を機に、こうい っ

たがん検診を加え、充実を図ってまいりたし、と考えております。さらに子宮がん検診に

つきましては、年齢を 5歳ごとに区切りまして、節目検診として導入をしてまいりたい

と考えております。

3番目の御質問でござし、ますけれども、健康診査は申し込む人対象から受けるべき人

の選定に移行すべきではないか、この御質問にお答えをいたします。

市で行う健診事業は、受診の機会が得られないか、あるいは得にくい、そういった自

営業者でございますとか、零細企業従業員、主婦、老人、こういったところに対しまし

て重点的に行ってまいる必要がございます。さらに、この受診率の向上を目指すには、

健診事業の拡大と充実が必要でございます。つまり健診が魅力的なもの、行って受けて

みようと思われるようなものに充実させなければならない。内容の質的向上がどうして

も必要でございますし、さらにその質的向上と同時に、受診者への働きかけの工夫も欠

くべからざることであろうと思っております。

先ほど申し上げましたとおり、 64年度からは、 5歳年齢ごとに節目健診といたしまし

て通知をこちらから差し上げていきたい、誕生月に通知を差し上げてお知らせをしたい、

そのように考えております。そのために63年度、 1年をかけまして内部検討を、及び所

要経費の確保に努力をしてまい りますけれども、もう少し具体的に申し上げますと、 30

歳以上の御婦人を 5歳間隔で30歳、 35歳、 40歳、 65歳まで、それからさらに70歳以上と

いうように 5歳刻みごとに、その方の誕生月に、受診表それから検体採取容器などをお

送りするものであります。

この節目誕生月検診というのは、都下でも府中市が、失礼しました、調布市がやって

おります。その調布市の実績を見てみますと、年間に通知を発送した数が 1万1，370通、

したがし、まして 1万1，370人の方に通知を発送いたしfこんでございますけれども、その

中から、実際に受診に見えた方は2，469人で、すから、通知をした全員の方から見ますと2

1.7%の方が受診に来たわけでございます。

この通知制も一見大変有効な方法のように思えるんですけれども、どちらかというと、

公募で応募された方よりも受動的な姿勢になる。そういうことで、実際にはこの健診に

来ていただける方が少ないわけですね。

これに対して、日野市は一般公募の形をとって受けたい方はいらっしゃい、そういう

方式でやってきたわけで、ございますけれども、 61年度実績を見ますと、 3，799人の方が

この検診を受けていらっしゃるわけでございます。

したがし、まして、これからの PRの方法でございますが、節目ごとに誕生月に通知す

る方法、これと、それから今までのような申し込み受診制度、この二つの方法を併用し

ていくのがいいんじゃないか。今のところでは、そういう結論になっておりますけれど

も、今後、この調布市の21%の事例なども詳細に分析をいたしまして、 64年度までには

しっかりとした結論を出していきたいと思っております。
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それから 4点目の市民皆健診の件でございますけれども、先ほど申し上げたように是

が非でも対象とされる市民層、こういった市民層は非常に限られた方でございます。的

を絞って受診の措置を講ずるよう健診の対象者の把握をすることは、電算の導入などに

よってそんなに難しいことではないかと思っております。

保健相談の充実などと並行いたしまして、この商の健診も、この面の研究も進めてま

いらなければいけませんけれども、保健セソターでの対応、常時相談を受けるような体

制が一番し、し、んだ、とおっしゃることは本当によ〈わかります。それが理想の形だと思

います。しかしながら、この健康相談、そしてその健康相談の日にどんな分野の相談を

受け付けるか、そういった対象別の相談があってもし、し、ような気がします。やはりここ

もどちらか一方ということではなくて、常時受け付けられるような体制を目指すと同時

に、対象別それから相談内容別の相談の機会をつくるということも大切ではないかと思っ

ております。

保健セソターに来て相談を受け、そしてぐあいの悪い人を市立病院あるいはほかの医

療機関に送る と、こういう図式は理想的でございますけれども、これから病院の体制も

ございますし、医療機関との連携を十分にいたしまして、市民の健康を守る立場から努

めてまいりたいと、このように考えております。

0議長(市川|資信君) 福島敏雄君。

08番(福島敏雄君) ありがとうございました。私は、どうして建設からオープγま

いる調布市で、通知をしたら、やっている人が21.7%だと。で日野は広報でお知らせを

して、 21.7%で469人である。日野は一般公募だけれど、 3，800人も来てるよと。言って

いることは、こっちの方がし、し、ですよと、生活環境部長はそう言っているんですよね。

言葉はちょっと違う ような感じがしますけれど、来年からは、 64年から 5歳年齢飛びに

通知を してお知らせをしたし、と思っているが、やっている調布は大したことありません

よと。なぜ大したことがないか。やることが必要と判断してないと因るんですよね。調

布でそういうことをやっていて大したことないですよと。それじゃあ私は担当してし、る

部署として責任を全うしているとは言いがたいと思うんですよね。この人が必要なんだ

と、あなたは受けてくださいと言ったら、みんな首に縄引っ張っても健診をしてもらう

と、そのぐらいの気持ちがなければだめですよ。

だから 5歳置きにですね、何も30歳から 5歳置きに毎年通知をしなくったってし、し、ん

ですよ。 40歳なら40歳にきちっと 1回やってもらおうと。そんなに欲張ったってできる

はずないと思うんですね。 40歳なら40歳に 1回きちっとやってもらう。だれでも日野市

民なら40歳ならやります。後は癖をつけてもらって、市民が責任を持ってやるという分

野があってもし巾、と思うんですね。 1回40歳で診てもらえば、あるいは45歳で診てもら

えば、あるいは、この間のカメラ屋さんの御主人はあんなに早く亡くならなかったかも

しれない。

行政の特にやり方として、私は、今、発想、の転換が求められていると思うんですよね。

それで、私は、今日の読売新聞を見て、大変、日野はこういうことはないと思うんです

けれど、この41市町村の1，000人を調査した。それで、これは都市町村職員研修所です

か、これが1，000人を調査したら、答えの中で、要するに仕事を進める上で大切なもの

は何ですかという答えで、一番多かったのが職場の人間関係ということで34.4%0それ

で、市民が一番望んでいる住民の意見、このことを一番関心を持って仕事をしていると

いう人は5.7%と書いてありますね。これは日野市じゃありませんから、これは日野市

の人がそうだとは言いませんけれど、少なくとも仕事をする上でですね、私は市民が何

を望んでいるのか、市民のために何をしなくちゃいけないか、というところが一番初め

になければ、私はいけないんじゃないか。

このことも、この健康診査のやり方につし、ては何回も聞いて、私も素人がちょっとわ

からないことを言っているのかなと思うんですけれども、 l年に 1人や 2人、私の身近

な人で年若くして亡くなっていく人がし、るわけですよね。これは健康診断をやったから

といって、そちらからも話がありましたけれども、 l年に 1回やっていなければ効果が

でのかかった総費用を聞きたし、かというと、その金だけ聞きゃし、し、んですね。 15億7，73

6万ですか、これだけかかったと、あの建物が。かかったならば市民に対して還元をし

なきゃ申しわけないだろう。したがって細かし、設計の内訳とか、そんなことは通告にも

しており ません し、そういう意味で質問をしましたので、途中で遮って失礼があったか

もしれませんけれど、質問の趣旨がそういう趣旨ですので、御理解をいただきたいと思

うわけです。

そういうことであるとすれば、 2点目に、今まで、あれが生活・保健セ γターができ

ない以前と、できてから、どういうサービスが追加になったんですかと、こう聞いてる

んですよね。それは、私、今の答弁では、もう何か充実するという、今までの延長線の

ものを充実するというお話は聞きましたけれど、このことは新しくやります、というの

が何にもないような気がしますので、ここのところはもう一回御答弁をお願いしたし、と

思います。

それから、今 3点目のですね、健診の仕方なんですけれども、その誕生月検診をして
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ないんだよと言われる。そういうこともあるかもしれないけれど、私はこれを見て、受

ける人というのは時間的に余裕がある人だと思うんですよ、このお知らせを見て。

ですから、あるいは私あれなのかもしれないけれど、その子宮がん検診を毎年受けて

いる人もいるんですか一一ーし、るんでしょうな。もちろん 1年に 1回あれなんですから、

いるんでしょうね。だから、そういう人はそれでし北、と思うんですよ。そういう人はそ

れでいい。じゃあ受けない人は、何とかして受けさせるとしヴ、その工夫がなきゃ私は

いけないと思うんですよね。そういうところを、ですから、この今までの方式と、引っ

張り出す方式を併用していくのがベターだということですから、私もそれがベタ ーだと

思うんです。今欠けているのは、何としても来てもいただこうとしヴ、こちらから来て

いただこうというアクショソをとってなし、という、そこのと ころをこれから追加しても

らいたいと思うんですね。

くどいようですけれど、調布が21.7%だから日野もそのくらいだろうと、それで御の

字だとし、う、そういう発想があるとすれば、まずそこは、ゃるからにはすごい率を高く

するということでなければやる意味がないし、私はそういうことでございます。

それから、保健セソターが常時受け付けできれば理想的だと。で今やっているその対

象別の健康教育というものも大切だと。で生活環境部長の答弁は、私は否定はしないん

ですけれど、今やっているものは私は全部否定してないんですよね。今やっていること

はもっと充実してやってくれりや、これにこしたことはないんですよ。やってないこと

をやってくれと、こう言っているんですよね。

ですから、今やっていることを変えちゃって、私が今言っていることをやってくれと

言っているわけじゃなくて、対象別の教育やっているんならば、それはもっとどんどこ

おやりになったらし巾、し、ただ、それはよくわかりませんけれど、ここを読んでみれば、

ここを読んでみれば、健康教育、医療相談、毎月第 1金曜日午後 1時30分から 3時まで、

健康相談、毎月第 3金曜日、午後 1時30分から 3時まで、。月にそれぞれ 1回ずつやって

医療相談をやってます、これで健康相談もやってます、というのは余りにも市民に対し

て申しわけないと思うんですよね。この時間帯に行けない人は行けないんですから、金

曜日がお休みの人ならし巾、ですよ、そしたら、もし市内の商工業者のことを考えて曜日

を決めるんだとすれば、例えば商庖街の定休日はいっかなんていう日を言ったら金曜日

が一番休みが多いんですかね。

だから、そういうような、 やっぱりやるんでしたら曜日の設定も考えていかなければ、

来てくれる人がどういうところに設定をすれば来やすいかとしヴ、そうし、う発送がない
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と思うんですよね。私は、あそこに常時保健婦さんか嘱託の医師が必要だと、いてくれ

れば大変いい。そのために増員を図るということについては、増員を認められないとい

うことで言っちゃいけないと思いますね。今、職員のいろんな体制を見ていけば 1人ぐ

らいの定数をどうにかする力はあるわけですから、必要なところには、そこらの定数を

やりくりした上で、 1人つける。何としてもやりくりがつかなかったら、定数増を議会に

お願いしたって、これはやむを得ないことだと思うけれど、そういうことでして、ここ

ら辺のところは、やっぱり常時いてもらって、あの辺に行ったら、ちょっとぐあいが悪

いと、ちょっと寄ってみようと、で血圧はかったら200もあったと、あんた、ちょっと

すぐどうかした方がし巾、ですよと、簡単な指示で難しいことは要らないと思うんですよ

ね。で、そこで全部その人が相談を受けた人ができなきゃいけないということじゃなく

て、そこで知識がある人が振り分けてくれりゃし、し、という感じなものですから、そうい

うことをお願いしたいと思うんです。

さっき答弁は欠けてた部分もあるんですけれど、市立病院での日帰りド ック、それか

ら午後の予約診療、そういった意味では、健康・保健セソターに相談に行った人で、市

がやっているんですから、ほかの医療機関に相談するというのも、これは必要かもしれ

ないけれど、遠慮することはないと思うんですよね。そうしたら、その市内の身近なお

医者さんに行くということでもし巾、ですけれど、そういうことを話をつけてくれるなら

いいんですけれど、私は発想、として、市がやっている病院なら午後でもかなり融通がき

くだろうということで市立病院、こう言っていますけれど、調子が悪いとなったら、そ

の人は、やっぱりお庖の上司なり何なりに、私はこうレう物をもらってきちゃったけれ

ど、医者に行かなければいけないという証明書でもあった方が非常にやりし、し、と思うん

だよね。

ですから、再質問になりますけれども、もう 1回聞きます。

追加になるメニューはどんなものがあるのか。それから、本当に保健セソターは常時

相談体制ができないのか。市立病院での精密健診の午後の予約診療、最低、そこいらを

つなぎ合わせて、市民の相談から健診、早期発見、早期治療のシステム化ということに

ついて、これは生活環境部長並びに市長の方からも御見解があれば伺いたいと思います。

O議長(市川資信君) ただし、ま福島敏雄君の再質問に入るわけですが、その前に時間

延長の件を議題にさせていただきます。

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。
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C 1"異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(市川!資信君)

決しました。

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

福島敏雄君の再質問についての答弁を求めます。生活環境部長。

0生活環境部長(坂本金雄君) お答えいたします。

第 1点目のセンターの新設によってふえたものは何か。 1歳6カ月健診の集団方式の

健診、さらにリハビリですね、この二つの事業はふえた事業で、ございます。

それから、先ほど調布の例を私引き合いに出しまして、大したことはないじゃないか、

といういうようなふうにとれたとすれば、私の答えが大変まずかったことで、おわびを

申し上げる次第でございますけれども、調布にもこういう事例があるということを引き

合いに出して、併用で行きたい、これが現在の結論ですということが申し上げ、たかった

わけでございます。調布は決して悪いとか、そういう意味ではございませんので、何と

ぞ御寛容のほどお願いしたいと思います。

それから、もう一つ市立病院との連携プレーによる早期発見、早期治療のシステム化、

ネットワーク化でございますけれども、これについては、総合病院の整備計画、そのほ

か具体化の行方と大変関連が深くなってまいりますので、それを十分見きわめた上で、調

整対応をしてまいりたいと思います。

0議長(市川資信君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 保健センターの開設に伴いまして、より密度の細かく行き届

いた保健行政が必要である、ということについては同感でございます。

本来から言いますと、健康、主に健康をつくるということは、市民お一人お一人の当

然、あるべき姿でありますから、その自覚を持っていただくということが前提となり、ま

たそのような、つまり健康教育あるいは健康に対します新しい人生観を仕立てる、こう

いう意識の転換なり、そういうことを求める場所でもなければならないと思っておりま

す。 ただし、その健康行政にプライバシーとしヴ行政の要素はあるわけではありますが、

健康に関しては、行き過ぎて何ですね、本人が迷惑であるということは本来ないはずで

ありますから、できるだけ一人ひとりが完全に自分の健康に対して自覚を持っていただ

しまた、それをつくる前段としての行政の対応の仕方というものがあってよろしいと

思っております。

ただ、保健センターがすぐ病院に直結するという関係であるよりも、市民の方々の健

康を守る前提であります、つまり医者にかからない健診とか、前段で本人のつまり健康
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を御自分が理解されるようにすると、こういうことが私は保健セソターの仕事の大きい

部分だというふうに考えます。

医療との関係につきましては、また今後一層密度を高めまして、地域の市立病院のこ

ともそうでありますし、地域の医師会との関係も当然、そうでありますので、より緊密な

健康を守る、つまり保健行政の本質が決定できる、こういう見きわめに蓮進すべき、そ

ういう役割があるというふうに考えております。

0議長(市川|資信君) 福島敏雄君。

08番(福島敏雄君) せっかく市長からも答弁をいただいたんですけれども、私の質

問はかなり具体的なんですよね。要するに生活セソターで常時相談に当たってくれる人

を配置していただけませんかということと、市立病院の午後の予約診療はできませんか

ということと、日帰りドックには設備など要るかもしれませんけれど、これは、いろい

ろ市長も表明されてますから考え方はわかるんですけれど、そういった精密健診という

もの、健康相談、精密健診、治療、こういったようなもののシステム化、かなり具体的

に言ってますので、そこのところはもう一回市長の方からお考えをお聞かせいただけれ

ばありがたいと思いますけれど…一。

0議長(市川資信君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 一般的に保健セソターに課すべき任務というのは、御理解が

いただけたと思っております。

保健セソターは相談業務に当たります職員も保健婦の、保健婦活動の場である。こう

いう位置づけでございます。保健婦はもちろんまた医師の指遵に基づいてというととに

もなるわけでもありますが、地元には都立の保健所もあるわけでございますので、むし

ろ都立保健所との連携の中で、指導を受けながら医療との関係を確立してし、く、という

ことが順序であるというふうに考えます。

具体的には、御提起されております市立病院とのその直結の関係ですが、市立病院の

体制も必要でありますし、もう一つは、ミニドックという形にせよ、市立病院がそこま

で行っておりませんので、やはり既存の施設に依存をする部分がある、このように今の

ところはお答えをしなければなりません。

極力、御指摘の病院との、つまり健診を受けて、そうして医師の判断を、市立病院の

医師が午後の勤務で行う、こういうことは病院と十分関係を確立するその中で実施する

課題だというふうに思っております。御指摘のことは今後の課題として進めてまいりま

す。
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0議長(市川資信君)

08番(福島敏雄君)

福島敏雄君。

やっぱり生活環境部長の答弁も市長の答弁も、私の気持ちとちょっ

[ I異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(市川|資信君) 御異議ないものと認めます。よって暫時休憩いたします。

午後 5時2分休憩

午後 5時32分再開

と違いますね。違います。やっぱり生活セソターの部分も入っていますけれど、 16億近

いお金をかけて、あそこに建物をつくったと。それで、その保健行政というものが l歳

6カ月健診、今までやっていた、これはやるけれど、 1歳健診はなくなるんですよね、

確か。だと余り変わらないんだよね。あそこへ行っても中身が変わらないんですよ、よ

く聞いてみたら。

ですから、私は本当に市民が健康に不安を持っている人、どう対応していくか。保健

所へ行けと言いますが、保健所もそれは保健所に近い人は行ったらし巾、と思いますね。

やっぱり何か変わったことをしてくださいよ。変わったことを。それで、私はもう見解

が違いますけれども、やっぱり 1人配置すべきだ、配置をして、何か調子が悪いな、頭

が痛いなと行ったら、ちょっと血圧はかる、あるいは尿の検査ぐらいさっとやる。そう

いう、それはお医者さんのだれかの指導があれば、保健婦さん、看護婦さんでも十分で

きるわけですよね。そういう連携を考えてやるべきだと思うんですよね。

それで、そこへ行く人は忙しいんですよ。仕事を持っているんですよ。日曜日は仕事

しているんですよ、大概、サービス業が多いですから。ですから、その人が悪いよと言

われれば、仕事もこれはあきらめますし、上司にも言いますよね。

一番初めに、私は、健康というのは本来自分が責任を持ってやるべきことなんだろう

と、このことはもう前々から私もそう思ってますけれど、これだけお金をかけてやるん

ですから、やっぱり市民の一番そういう恩恵に浴してないというか、自分のそれだけ啓

発という言葉がありましたけれど、自分も余り健康というものは、そんなに気にしなかっ

た。だけれど、 40になったり45になったりすれば、やっぱりそこには違った面が出てく

るわけでして、市長と生活環境部長のお答えは大体同じようなニュアソスで伝わってく

るんですけれど、私は、どうしても意見として、常時あそこでだれかぐあいの悪い人が

行けば診てくれる、相談に乗ってくれる、とし、う制度をしてほしいし、それはどこかの

市立病院か市内のお医者さんか、どこかに紹介してやると、その辺のところまでぜひやっ

ていただくことをお願いをいたしまして、この質問を終わります。

0議長 (市川資信君) これをもって20の1、保健センターの完成を機に予防医療行政

の充実を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、とれに御異

議ありませんか。

0議長(市川資信君) 休憩前に引き続き会議を聞きます。

一般質問20の2、市民参加、市民協力で連帯感と活力のある町づくりをの通告質問者、

福島敏雄君の質問を許します。

[8番 議 員 登壇〕

08番(福島敏雄君) それでは、 2点目の質問に移ります。

市民参加、市民協力で連帯感と活力のある町づくりを、ということでございますが、

どうしてこの質問をするかということについて 5点ばかり申し上げます。

まずーっは、行政の効率化というのが叫ばれているわけですけれども、これに対して、

行政は真剣にその具体的な対応策を考えべきである、ということが一つの質問の背景に

あります。

二つ目は、定数を、職員定数を極力抑える手段として、優秀な職員は私はその専門知

識と経験を生かして、市民ができない分野の仕事を受け持つと。

そして、 3番目には、専門知識やノウハウ、経験の要らない仕事や、市民の方が得意

とする仕事、例えば運転業務ですとか、あるいは給食でお母さん方が食事をつくるとか、

余り思いつきませんけれども、要するに職員でなくても、市民でも十分得意とする人が

いるというような仕事は、市民にお願いをしていくべきではないのかということ。

それから四つ自に、市民の力ということをかりるとすれば、私はいろいろな市民がい

らっしゃると思いますけれども、やっぱり定年退職をされた職員の皆さんの力、このこ

とは、行政で無視できない力だと思います。定年後の生きがし、対策というような商もあ

わせて、職員の再雇用制度、こういったようなものを考えるべきではないか。

5点目は、市民の中にはわかりませんけれども、いろいろな能力を持った人がいるは

ずであります。そうした方々の能力と知識、これをまちづくりの参考にしていく必要が

あるんではないかということでござし、ます。

近隣市の多摩市でしたか、新聞に出てましたけれと、も、市民からの提案というものを

受けて、行政に反映をしていこうと努力をされているということも聞いておりますけれ

ども、そうした観点で、日野も考えていくべきではないかという、以上のような質問の背

景で早速質問の方をいたします。
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一つは、市長にお聞きをしたし、わけですけれども、職員は、その専門知識、ノウハウ

を生かして質の高い仕事を受け持つ、それで市民ができる仕事、むしろ市民の方が得意

と思われる仕事については、市民にお願し、をしていくという考え方について、私はこれ

からの行政の中でかなり必要だと考えますけれども、市長の御見解をお聞きをしたし、と

思います。

それから、質問の 2点目は、市民も大変日野市民、知的水準も高い、文化的な素養と

し北、ますか、そういう文化についても高い見識を持っておられる方が多い。そういう形

で、知性、まちづくりに市民からの提案制度、これを実現すべきではないか、というふ

うに考えますけれども、これについての御見解をお聞かせいただきたいと思います。

それから 3点目は、職員の定年退職者でございますけれども、市内各地域にお住まい

の人がこれからどんどんふえてくると思います。それで、私は今まででも一般質問で言

わせてもらっておりますし、今回もいろいろな方々から予算委員会あるいは本会議を通

じて提起されましたけれども、どうしても中学校区単位ぐらいには市民センターとし、い

ますか、そういったものがこれから必要になってくるだろうと思うんですね。そういっ

たときに、そこの管理とか、あるいはそこで仕事を手伝ってもらうということで、地域

の人がまた地域の問題をその人に伝える、というようなことになりますと大変その辺の

市民ニーズも吸収できるというような効果もあると思いますし、定年退職された方々は、

大変恐縮ではございますけれども、給与制度を変えまして、かなり安く働いていただく

と、年金と合わせてトータルの生活費というようなことから考えれば、市からの持ち出

しは少なくて済むんではないかというような感じがしますし、大変効率的な行政という

面からも、地域サービスの向上ということからも、効果があるというふうな感じがし、た

します。

そうした意味で、特に職員の再雇用制度を真剣に、そうした観点から考えるべきだと

思いますけれども、市側の見解をお聞きしたいと思います。以上でござし、ます。

0議長(市川資信君) 福島敏雄君の質問についての答弁を求めます。市長。

0市長(森田喜美男君) 御質問の中の提案の趣旨なるもの、これはすべて私も同感で

ござし、ます。そういう意味で、今日の参加と連帯による市民自治のまちという本旨のテー

マが示しているとおりだと思っております。

市の職員はもちろん行政のプロでなければなりませんが、また、市民の方々の英知と

いうものが地方自治のために貴重なノウハウであるということは、もう論をまたないと

ころであると思っております。そういう 意味で、のこれまでの私もそのような趣旨に立つ

て、この地方自治の行政展開はやってまいっているわけでもございますし、また、より

これを大きく発展をさせていきたし、と、こ のように願っておるところでございます。

市民からの提案制度も、もちろんこれは重要でありまして、言うなれば議会のいろい

ろ提言をいただく情報も皆市民の意見の集約として承っておるわけでございます。なお、

もっと具体的にはがきで情報を、要望を伝えていただくとか、いろいろな手段が既にとっ

ておるわけでございますが、なお今後も直接に住民情報の受け取りを、受け取れるよう

な仕組みを進めてまいりたい、このように考えます。

おっしゃるとおり、行政は基本的な部分をもちろん担当するわけでありますが、地方

自治というものは、市民とともに行政を展開するというところに本題、自治の本旨があ

るというふうに考えております。

その中で、終わりに述べられております経験のある職員の再雇用ということにつきま

しては、行政をよく理解をし、また地域地域の情報も承知しておる、経験積みの職員は

なるべく活用のできるように、それがまた地方自治のために役立ち、役立つとともに、

一つの働き手を受け入れたり尊重したりする手段だと、このように考えております。

0議長(市川資信君) 福島敏雄君。

08番(福島敏雄君) ありがとうございました。大綱的に市長からお答えをいただき

まして、基本的にそのとおりということでございます。

ちょっと、じゃあ具体的に再質問いたしますので、きょう教育長がおられないんです

けれども、 1点は、今、市長の方も基本的には職員がいろいろ政策立案、その他基本的

なことはやる、市民の力も参加と連帯というようなものも含めて力をかしていただく、

ということは今までもやってきたし、これからも考えていくと、こういうことですけれ

ども、このことを言葉を変えて言えば、民間委託ということとも性質的には余り変わら

ないと、私が言っているのは、そういうこととも一部重なり合うところもあるんですけ

れども、その民問委託の民というのを企業とか業者とかいうことではなくて、市民の民

というふうに置きかえれば、そういった中で、市民の力をかりると、そういったことも必

要だと、こういうふうにも思うわけです。

それから、やはり行政を市長の今言われたような基本的な考え方の中でそれぞれの仕

事を見直していくと、見直してこの部分はどうしても職員がやらなければいけない、こ

の部分はお手伝いしてもらおう、こういうのが出てくると思うんですよね。

私は、今まで、この間の山口議員さんの質問の中で感じたことがあるんですけれども、

市長が何かを発案してきた、発想したというときに、その担当部署での何とし、し、ますか、
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補助職員としての機能というのは大変弱いように感じると言われてきま したけれども、

私もかなり同感なんですよね。市長がこういうことをやりたい、高幡に特養ホームを建

設したいと、こうし、う事例でお話しされましたけれど、そうしたら何と何と何をいろい

ろ資料を収集して、こういうふうにやればこういうお金がかかるし、こういうこともあ

るとか、いろいろ調べ上げて市長にその選択をしてもらう、ということはどの行政でも

非常に必要だと思うんですけれど、私は、今市民が望んでいる仕事の中で、行政にいろ

いろお話しして新しい仕事をしてもらおうとするときに、本来、行政自身がもっと詰め

て考えなくちゃいけない仕事だろうと思われることを、かなり簡単に委託をしていると

いう感じがあると思うんですよね。

ですから、基本計画ですとか基本的な発想ですとか、老後の、この高齢化社会をどう

対応しなくちゃいけないか、というようなことになりますと、何とか協議会ですとか学

者さんですとかにかなり簡単に、 いとも簡単に考えること、それから資料を収集しなく

ちゃいけないようなことは大体委託なんですよね、予算書見ても。ここに私は、やっぱ

り今の行政の中で、先ほど、前回山口議員さんが言われたようなことに欠けているとこ

ろがあるとすれば、そのした仕事のやり方が、今もそうした職員の意識というものにつ

ながってきているんじゃないかと思うんですね。ですから、それぞれの部署では、こう

いう仕事ををしたいんだというようなことは、新しい仕事は、こういうのをこれから政

策としてやっていきたし、と市長が考えられたことは、やっぱりそこのところで基本的な

骨格はもう練ってもらう。それが、いとも簡単に委託されている。ここに私は問題があ

るんだと思うんですね。

本来、そんな難しい仕事じゃないんだから市民に手伝ってもらえばし九、じゃないか、

というようなところが、何となくみんな抱えちゃって忙しがっちゃっているというとこ

ろがあるんじゃないかと思うんですよね。ですから、私は、やっぱりそれぞれの仕事を

する、今何をしているんだ、ということをよく分析をしていただし、て、それぞれの係な

り課でやるべき仕事はこれ、これは人に手伝ってもらった方がし、ぃ。例えば自宅の周辺

の側溝の清掃というのは、あるとすれば、これは市民にやってもらおうと、そのかわり、

ごみが出たら、その収集はやると、これは今もやっているようですけれど、そういうこ

ととか、市民の手伝えることは幾つもあると思うんですよね。

それから、やはり私が思っているのは、そうした中で、は、やっぱり学校給食について、

正規の職員がなかなか増員できないとしヴ、そういう中で、何か知恵が働いてないんじゃ

ないかな。やっぱりこれから児童数も減ってくると、今採用して調理員さんを正規でふ

やせば、いずれその調理員さんを減らさなきゃいけない時代が来るというようなのが今

の実情だとすれば、その問、調理のプロのお母さんに参加してもらおうということで、

その PTAというんですか、そういうところへ働きかけてお手伝いをしてもらおう、と

いうことをやっても教育効果を半減するとか、そういうことにはならないし、むしろ親

が参加をするということで大変し、いし、その親が給食調理員さんの仕事を手伝った場合

に、調理員さんの仕事の大変さというものもよくわかるし、そういうような発想を必要

とするんではないかと。

四中も10月には、もう実際は使えるような形になっている。それをまだ使えない。二

中もそれこそ 6億ぐらいかけた、 5億ぐらいですか、かけて半年も寝かせている。これ

はちょっと普通の、やっぱり、これが個人の経営でしたら、こういうことはあり得ない

わけでして、この問、三中のときはそういうことのないようにという指摘もございまし

て、私は当然だと思うんですよね。

そこに工夫がほとんどされていないで、労使交渉の激突だけが出ているというのは大

変残念に思いますし、私は労働組合のビラを見ても、そのことが民間委託、センター化

につながるというようなことは全然考えていませんし、一時期お母さん方に協力を得る

ということについては、やっぱり市側は自信を持って、労使交渉の場で組合にそういう

制度を考えてみようというようなことを言うべきだと思うわけですけれど、こういうの

は、実際そういうふうに言われているのかどうなのか。

特に、私は三中はもう絶対にあれだと思いますね、二中、四中の同じことを繰り返す

ということは、こんな能のない行政はないと思いますので、 建物ができ上がったらすぐ

給食は実施、ということを考えれば、知恵を働かさなければどうしようもないと思いま

すので、教育長に質問を通告してましたけれど、これは次長に答弁をお願し、したいと思

し、ます。

あとは、私は大変言いたいこと、ほかにもそういった例があるかもしれませんけれど、

例えば運転業務の深夜の運転業務とし、う、あるいは早朝とかというのがあったとすれば、

これは、できるだけそういうものを仕事としている人に手伝ってもらうということをす

れば、職員の負担というような面からいつでもなくなるんではないかな、という感じが

しますけれど、そういったようなことは例えば検討したことがあるかどう か、具体的に

はその 2点をお聞かせいただきたいと思います。

それから、職員の再雇用制度については前向きな御発言がありましたから、それは期

待したいと思います。
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やっぱりこれからのまちのたたすfいを考えた場合に、地域にいろいろな市民施設を

つくっていくということになろうと思いますね。そういったときに、特に定年退職者、

経験者をそこの管理などに当たっていただくということは、大変意義あることだと思い

ますので、ぜ、ひそうそうことをやっていただきたいと思います。

それから、市民のアイデアを吸収するということについては、いろいろなことをして

いるということでございますけれども、私はこれは市民のアイデアを吸収しなくても、

それぞれの行政を担当している人は何でもわかっているということが一番理想としては

いいんだと思うんですけれど、そうもいかないんじゃないかと思うんです。

ここに、まちづくり宣言 ・京都発という本がありまして、女100人のパワーが今爆発

すると、女のウオッチソグ、まちへの提案ということで、京都にお住まいの100人の女

性が、まちを見て行政に提言をしている本なんですけれど、今、日野市の中でも、こと

しの予算で福祉整備、環境整備というんですか、こうしヴ計画があって、障害者から見

て、まちをし、いまちにしていこうということをやられる、ということで大変よろしいか

と思うんですけれど、ちょっと紹介してみますと、お年寄りと御婦人は、ふだん余り時

計をつけてないというんですね。で赤ちゃんなどをやるときに時計があると何かけがさ

せるとかいってやってない。そのまま買い物なんかに行ったりすると、まちの中に時計

があった方がすごくし、し、と、こういうことなんです。私も日野駅の広場を見てると、あ

んなに立派な広場にバス停のところに時計がないので、たしか前にあそこにつけてくだ

さいよ、と言ったことがあるんですけれど、市民要望もあるんですよね。これを考えて

至るところに時計があってもいい。これはデジタルで、なくてアナログ式の針がこうなっ

ている方がし巾、んだというような、すごく具体的な提案です。

それから、 100もありますからちょっと参考にあれですけれど、ハイヒールで歩ける

歩道ということなんですね。ハイヒールで、歩けないそうなんですね、今歩道を。いろい

ろなマンホールに穴があったり、それから道が切り裂きがあったり、そういうことで、

ハイヒールで歩ける歩道ということを考えてやれば、年寄りも子供も非常に安全な歩道

だと、こういうことなんですね。そういった観点でまちを見直す。

それから、先ほど土方尚功議員の方からお話がありましたけれども、同じような話で、

街路樹は高い木と決めつけないで、キソモクセイやジソチョウゲなど香りのある木も植

えてくれ、こう言っているんですね。それで、できれば地域地域で、その香りを競い合

うようにやってもし北、んじゃないか、というような非常に女性らしい発想です。

それから、このあたりに痴漢に注意としヴ看板があるんですけれど、夜行って見ると

暗くて見えないという所もあるらしいです。要するに、だから街灯というものが大変い

いかげんと言っては悪いですけれど、きめ細かく立ってないということですかね。この

辺は痴漢が注意ですょとしヴ看板が立っていながら、 夜になると見えないというのは、

これは本当に心のこもった行政になってないんじゃないかというような意味です。

それから、利用度の高い公共施設が他の文化施設や商業地域から離れていては不便で

すよと、これは山口さんがまたこの問、言ったことかもしれませんけれど、お使いに行っ

てそこの公共施設で用が足せると、あるいはその逆で商業も活性化するか、どっちかわ

かりませんけれど、そういった発想が欲しいですよと、まちづくりに。

それから、お母さん方が一番困るのは、突然子供にうんうんとかシーシーとか言われ

るということらしいんですよ。ですから、まちを歩くとき、そう言われたときに大変困

るそうなんですね。トイレを、公衆トイレをうま く配置をするということが大変必要だ

ということで、トイレの中の話でも子供がし、るんですから、子供を置いて自分もトイレ

に行くことがあるので、子供を置いて自分も入れるようなそうしヴ施設が余りないそう

なんですね。女性から見るとハソド、バッグとかコートとかいろいろ持っているんだけれ

ど、そういうものの置き場所とかそういうのがないというような話ですね。

それから、学校がまちの景観の潤いとなってないと、小中学校が。何か工場の跡かと

いう感じがして行ってみると、要するにブロ ック塀で鉄の門で、何か学校がそういうま

ちの潤いというものじゃなくて、何か隔離されているよ うな感じで、むしろこれはもっ

とその地域に溶け合った学校のたたずまいにすべきじゃないかというようなこと。

さらには、京都市の伏見図書館は年末年始以外は年じゅう無休と、で大好評だそうで

す。夜は 8時30分までやる。こういうことをやっていただけると大変ありがたいんです。

こういうような要するに私は市民の意見を聞くということは、大体、そんな大げさな

ことじゃなくて、ここにあるようなことでも少しずつ聞いていけばお金がかからないで、

ふだんここのところはこうしてもらったらし巾、なというようなことをやっていただける

と。それで市民がそれをそう思っていることを言えるという何かあれがあってもし巾、ん

じゃないかという感じがしてます。

したがって、この女のまちづくり、女性から見たまちづくりの提言ですけれど、これ

を農業者から見た、あるいは商庖経営者から見た、あるいはもっと若い JCの人たちか

ら見たまちへの要望とか、こういうものを合わせればし巾、んではないかと。

今回、基本計画 7年、出されましたけれど、確かにあれはそれぞれの行政に携わるそ

れぞれの部署の人が計画を出されたということで、非常に価値があると思いますけれど、
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やっぱりプラス、プラスそれにこういものが入っていくということが私は必要だと思い

ますので、ぜひ、これも特に見解があればお聞きをしたいと思います。

ですから、再質問は何点かありましたね。具体的な市民参加の給食とか自動車運転手

さん、それから、できればこういったようなものを、もう少し市民参加というものにつ

いて御見解があれば伺いたいと思います。以上です。

O議長(市川!資信君) 福島敏雄君の再質問についての答弁を求めます。教育次長。

O教育次長(砂J11雄一君) お答えをいたします。

学校給食の調理員さんが正規職員であった方がいいのか、そうでない方がいいのかと

いう問題は、これはし、ろいろ基本的な長期的な展望に立った上で、の考え方によってまた

いろいろになってくるとは思うんですが、ただ、非常に限られた条件下、例えば財政の

問題も含めまして、なかなか他にいろいろ行政需要もあって正規職員をそう簡単にはふ

やせないというような状況の中で考えていっ場合には、やはりそういう全体として市民

サービスを伸ばしてし、く過程の中で、一つの選択の問題というのはやっぱり起こってく

るだろうというふうに思います。

そのために、当面、私どもは今四中の給食を開始するという問題がありますし、また

数年先には三中の給食開始するという問題を抱えていて、一方では、児童数が減少する

という傾向もあるという状況の中で、組合には一定の提起をして対応はしてきてますけ

れども、そういった中で今御提案がありましたような、例えば給食作業の中に母親を参

加させていったらどうだろう、とし、う御提案なんですが、これは国にしても都にしても

そうですけれども、かつては給食の委託ということについては、基本的には国も考えて

いなかったわけですね。

ただ、最近はその辺のところも状況も変わってきているわけですけれども、東京都は

現在、例えば東京都の考え方というのはどうかとし巾、ますと、やはり学校給食というの

は他の関連する教育活動、例えば教科指導だとか道徳あるいは特別活動、それから健康

安全の指導だとか生活指導など、そういったさまざまな教育活動と相互に機能し合うこ

とによってその学校教育全体の教育効果の向上を導くことができる総合的な教育活動だ

と、そういう形で給食については位置づけをしているわけですね。

そういった中で、じゃあ実際の給食作業で、どの部分が非常に大きな役割を果たして

いるのかと言えば、栄養職員と給食調理員が最も重要な役割を果たしているんだと。東

京都としては、国の基準を上回る独自な配置基準を設けておって、我々もそれに準拠を

して配置基準を設けているわけですけれども、そうした中で、やっぱり給食調理の中に

おける例えば児童の衛生管理とか、そういったような問題、安全とかし、ったことについ

ても、かなり厳しくいろいろ指導がございまして、例えば常に調理従事員の健康状態を

注意をして、例えば下痢をしている者、化膿性疾患にかかっている者あるいはそれらの

疑いのある者は調理に従事することは禁止をすると、学校医等の診断を受けさせて、そ

の指示を励行させるとか、あるいは調理従事員の検便は毎月必ず 1回以上は実施をする

と。特に食中毒期間中は月に 2回以上やるとか、そういうような衛生管理上の注意も給

食従事員に対しては徹底しなさいというようなことも指導をされているわけです。

そういった中で、やはり給食全体を管理していくということから言いますと、やはり

基本的には栄養職員から中心になる給食調理員と、それを補助する職員というふうな考

え方はやはりとらざるを得ないだろうというふうに思っております。

ただ、その中で実際に例えば現在でも臨時的な職員の方に多数いろいろお願いをして

ますけれども、そのほとんどの方が市民なわけですね。臨時職員という形で例えば産休、

育休の場合にも参加をしてもらっておりますし、しております。

やはり学校を地域に開くとしヴ、地域に根差した教育を進めるということから、今ま

でも例えば試食会をやったり、いろいろなこともやってきているわけですが、やはり親

子でともに食事をしたり、その地域の高齢者と子供たちが一緒に会食をしたり、そういっ

たことも、やっぱり位置づけをして、そうし、った活動を通じながら、やはり給食につい

ての地域での理解なり協力の体制なりを順次やっぱりつくっていく過程を経た上で、今

御提案になっているようなことも将来考えられるという ふうには思いますけれども、そ

の辺のところを我々としても今後十分に検討させていただきたし、というふうに思います。

以上です。

O議長(市川資信君) 総務部長。

0総務部長(山崎 彰君) 3点目の深夜の運転業務について専門化しては、の考え方

はないのかということでございますが、深夜の運転業務で、やはり確かに残業100分の1

25、さらに深夜に入りまして100分の50というような残業手当はつくわけですね。そう

したことを考えますと、それらの対応の仕方、既にある市ではそれをタクシーに、ハイ

ヤーですか、そうしたものに変更していくというようなことをとっておるようです。

私どもの方も全部ではありませんけれど、深夜におきましてタクシーを使って、そし

て、これをやってきております。件数的には少ないと思いますが、そういうことで、さ

らにこれをまた具体的にもう少し十分に検討をしていきたいと思っております。

0議長(市川資信君) 企画財政部長。
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0企画財政部長(長谷川暢男君)

ざいます。

現状については、先ほど市長からも話がありました。現在、私どもは市民の要望、意、

市民のアイデアというような話の中での御提言でご ていただくということが必要じゃないかなと思うんです。

民間委託をしようということで議会なりマスコミからハッパをかけられて、いやいや

やるというよりは、自分たちが仕事を分析してやるべき、進んでやるべきことは決めて

いくとしヴ考え方をやれば、何か被害者意識というのはないわけで、それをやってみま

せんと、どうしも民間委託はどこまで進んだのかというようなことで押せ押せ、押され

て行政がたじろぐということになると思うので、その辺は打って出る、そういう気構え

をぜ、ひ持っていただく必要があるんじゃないかと思います。

そのときに教育次長のお話も聞いててもそうなんですけれど、まあ母親に参加をして

もらうなんていうことは、できればしない方がし、いんでしょうから、それは余り熱の入っ

た答弁にならないのはしょうがないといたしましても、母親が入って来たときに、こう

いうところが不都合だというところだけまず洗い出すんですね、行政は。できない、こ

のことはできないんだよという前提で、できない理由をずらっと挙げ出してできません

と。やっぱりこうゃりゃあできる、こうゃりゃあできる、こうゃりゃあできるというも

のも裏返しとしてあるわけですね。ですから、私はああいう話し方されると、こうゃりゃ

あできる、こうゃりゃあできる、こうゃりゃあできるとなりますよ。

私が言うのはいいんですよ。二中でも四中でも半年も 5億円もかけてほっぼっておか

ないで、どんどん進んでくれりゃあそれで何とも言わないですよね。今度、三中もそう

ですよ。 5億半年寝かすということはどういうことですかね。それを私は市民はえらく

それは不思議に思うと思うんですよ。それが内部事情でできないというんですから。

ですから私はそういうようなことでもう何というか、できるだけの知恵を出し合う、

組合に聞いてもらいたし、ことは、土下座してでもお願いして聞いてもらう。これぐらい

の気力とあれがなけりゃいけないし、そのときに私は感じるのは、 病院もそうでした、

教育委員会もそうでした、やはり職員配置というのは、何かその教育委員会なり病院な

りに任されちゃっているような感じがしますけれど、私は人の採用、職員の配置、これ

はもう総務部の、これはもう絶対責任だというふう に思いますから、そこを逃げちゃだ

めだし、むしろもう全権を請け負って、そういった組合との折衝という ものは、そこが

最高責任者ですから、総務部は。それぞれの細かいことをそれぞれの分野ごとに労使交

渉するということは私はあり得ないと思うんですよね。

教育委員会で職員対交渉が必要であれば、それはこういうことですということで職員

課に、総務部にお願し、して交渉してもらう、そのくらい、一生懸命教育委員会も説得し

なくちゃいけないかもしれませんけれども、だれかそっぽ向いているわけじゃないと思

見等は、市民の声の設置及び処理に関する規定ということの中で、本庁、各支所、図書

館、その中に一つの意見箱を設けているわけでございます。

この問題としては、やはりその所にはがきを置いて意見を求める制度は持っておりま

すが、しかし、それだけでは全く今提案のように、すべての要望を満たせるというふう

には考えておりません。よって、先ほども議会の意見あるいは市民参加によるいろいろ

対話、懇談会、各委員会、審議会等踏まえまして、基本計画を策定した経緯はあるわけ

でございますが、より一層ただいまの提案のような方法で、市民が提案なされる方策が

新しい制度として出た中で、それを導入しながら、また参考にして市民参加の中で今後

の行政を運営していきたい、というふうに常日ごろ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(市川資信君)

08番(福島敏雄君)

福島敏雄君。

ありがとうございました。今、市民参加の事例で二つばかり、

市民に手伝ってもらうという観点では二つばかりの話だったんですけれども、これは官

頭お願いしましたように、ぜひ各部署で自分のやるべき仕事、できれば市民に手伝って

もらった方がし巾、仕事、それぞれを話し合って、ぜひ整理をしていただく努力をしてい

ただきたいと思います。

私は、そうした中で、それの発想のし北、ものには商品を出す。それが要するにQC、T

QC活動だと思うんですよね。提案制度がスタートしたということで、これも聞いてみ

ょうかとも思いましたけれども、時間がありませんからあれですけれど、どれほど、生

き生きとした提案制度になっているかというような外から見てて大変疑問であります。

したがって、私はそういった中で、大変し、し、ことを提案して、ゃったということがあれば、

職員の皆さんにはそれなりのことをやるべきだというふうに思うんですよね。

今、仕事をやって私はトップダウソからし、く仕事がもう必要だと思いますけれど、要

するに底辺の皆さん、底辺といえば大変失礼ですけれど、職員一人ひとり市民に接する

ところの人の意見を聞いて、それを仕事に結びつけていくということをぜ、ひやっていた

だきたいと思うんです。そういうことで基本計画はできているとは思うんですけれど、

往々にしてまだトップダウン気味のところがあるんじゃないかと思うんですけれど、そ

ういうことで、市民に手伝ってもらえる仕事というような範鴎で、ぜひ意見交換を濃くやっ
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し、ますけれど、職員課、総務部というのはその辺に全責任があるということを思います

ので、改めてここら辺のところは、やっぱり庁内のそれぞれの力を結集してないとうま

くいかないと思うんですよね。それで一番の労政のプ口、労使交渉のプロは総務部なん

ですから、そこでやらなくて一体だれがやれるかということ、教育長が今心労で休まれ

ている一つも、私はそこにもあるかもしれませんね、給食問題がうまくし、かなかったと

いう伏線にあったかもしれない。ですから、そういった意味ではぜひ庁内の力を結集す

るということで御努力でお願いしたし、と思います。

当初、立ったときは 1時間で終わるという公約をいたしまして、大変延びて恐縮でご

ざいます。以上で終わらせていただきます。(拍手)

O議長(市)11資信君) これをもって20の2、市民参加、市民協力で連帯感と活力のあ

る町づくりをの質問を終わります。

一般質問21のしボランティア活動のあり方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。

( 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、通告に従いまして端的

に質問を済ませたいと思いますので、ひとつ理事者側も時間短縮に御協力お願いしたい

と思います。

今、福島議員の質問のやりとりを聞いておりまして、行政のノウハウというのはだれ

も同じようなことを考えるのかな、ということを実感としてしみじみ感じていたところ

でございます。私も同じようなことを言うつもりでいたんで、すけれども、ダブりますの

で若干視点を変えて質問をさせていただきたいと思います。

タイトルは、ボランティア活動のあり方について問う、ということでございますけれ

ども、ボラソティア活動というのは大分範囲が広いですから、青少年の健全育成問題だ

けに的を絞りまして質問をさせていただきたし、と思います。

御案内のように、社会環境の変化に伴いまして、地域におけるボランティア活動、こ

ういうものに参加をしたいという希望を持つ市民が今非常に多くなっている。これは実

感として私も感じておるわけでございますけれども、しかしながら、この日本人という

のは、いいのか、悪いのか別にしまして、生まれたときから家庭でも学校でも、あるい

は地域社会においても、何かをしてもらうとしヴ教育、こればっかり受けてきている。

したがし、まして、大人になってもなかなかそういう癖が抜けない、こんな実情にあると

思うんですね。何かをしたいということはあっても、いざになるとできなし、。したがっ
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て、参加したいんだという手は差し伸べるんですけれども、どうもみずから進んでやろ

うという、そういう姿勢は何か苦手のような人種のように思うわけでございます。

私も例外ではないんですけれども、今回取り上げました青少年の健全育成問題、これ

も究極的には、青少年の自立心を育成するというところにあるわけでございますけれど

も、ややもすると、指導的立場にある大人が、どっかの気持ちの隅に、その自身もだれ

かに応援してもらいたいなとしヴ、こんな期待を抱きながら指導しているという、こう

いう事実もあることも私も実感として受けとめておるわけでございます。これらの実情

を踏まえまして、質問させていただきますけれども、今回の質問の内容の一部に、私か

らも行政に一つ二つお願し、するという部分もあるということをひとつ冒頭に申し上げて

おきたいというふうに思います。

3月 1日号の広報ひの、これに青少年の健全育成のための社会環境の浄化を図る運動

体制をさらに強化をするために、地区育成会の設置が検討されて推進をしていくとし、ぅ、

こういった内容が掲載をされておりました。これは基本計画の具体策として提唱された

ものというふうに受けとめておるわけでございますけれども、この内容をずうっと読ま

せていただきますと、考え方は理解できます。

しかしながら、具体的な構想の中に入っていきますと、どうも屋上屋を重ねるような

感じがし、たします。しかも、その担い手、いってみれば地域のボランティア、こういう

活動家が何か仕事量が一つ二つふえるんじゃないかなと、こんなふうに感じたわけで、ご

ざいます。したがって、なぜ地区育成会が提唱されたのか、どうもいま一つ理解ができ

ませんので、今回一般質問として取り上げたわけでございます。

と申しますのは、この記事を読みますと、地区育成会、これは構想では青少協の地区

委員会、これの事業活動を支援するという、こういうことになっています。したがし、ま

して、ある見方をすれば、青少協の下部組織なのかなという気もします。ですけれども、

じゃあ現在の青少協の方々がどんな御苦労をされて青少協の方々ですね、これは青少年

の健全育成のために努力されているか。一生懸命やっているんですよ。私も本当に大変

だなというふうに思ってますけれども、しかしながら、残念としか言いようがないんで

すけれども、この活動そのものが地域においては余り浸透 していない、地域住民には余

り知られていないというのが実態でございます。

そうだから、地委員会の設置が検討されたんだよと言われますと、この質問すべて終

わりになっちゃうんですけれども、こういった現状を見るとき、果たしてこの地区育成

会がどんなふうに地域住民に理解されて、まちの中に定着していくのか考えると大変不
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安な気持ちでいっぱいなところでございます。まちを挙げて運動展開していこうとし、ぅ、

こういう構想ですから、ただアドバルー γをぼーんと打ち上げるだけではだめなわけで

ございまして、やはり現状を十分に見きわめた上で、策を講じることが大切であるという

ふうに考えるわけでございます。

昨年の第 3回定例会ですか、福島敏雄議員がQCをひとつ行政の中に持ち込んだらど

うかというような話がありました。今も TQCの問題がありました。何か問題があるか

ら改善をするんだろうというように思うわけですね。改善をするときには必ず現状はど

うなんだとしヴ、こういうまず見方をする。現状がこうだからこういうふうに手を打つ

んだよ。品質管理の手法で福島敏雄さんが言われたように、プランを立てて動いてチェッ

クをして問題があったらアクショソを起こすんだという、これはぐるぐるぐるぐる回っ

ているというふうなことをおっしゃられた。 QCはまさしくそういうことであるわけで

ございます。ただ、ぼーんと風船を打ち上げて、後はひとつ地域社会の皆さん、お願い

しますと、これだけじゃあ幾ら風船上げてもどんどんどんどんどこかへ飛んで行っちゃ

う。やはりどこかにきちっとくくりつけておかないと大変なことになるわけでございま

す。青少年のこうし、った健全育成に地域社会が果たす役割、年々大きくなっておること

はもう御案内のとおりでございます。

したがし、まして地域の受け持つべき役割、さらには問題点、こういったものを一つず

つクリアーしていきながら、体制づくりをどう上げていくかという、こういうことが先

決であると考えるわけでございます。

そこで、通告をしてありますので、 6点について質問をさせていただきたし、と思いま

す。

のか。

いるのか、これは予算も含めてできればお伺いしたし、と思います。

それから、最後の 6点目は、学校教育との連携はどうなっているのか。

以上、 6点について御答弁をお願いしたいと思います。

0議長(市川資信君) 奥住日出男君の質問についての答弁を求めます。生活環境部長。

O生活環境部長(坂本金雄君) 1点目のボラソティア活動と称する団体は市内にどの

くらいあるのか知りたい、この御質問にお答えをいたします。

日野市社会福祉協議会の日野ボランティアセ γターに登録しである数を調査いたしま

すと18グループ、個人の登録者は205人でございます。また青少協の地区委員会を構成

するボランティアについて、そのボランティアの性格を分析してみますと、この地区委

員会には青少年委員とか民生児童委員あるいは保護司、こういった制度的なボランティ

アが入っております。この制度的なボランティアが4団体、 28人いらっしゃいます。

さらに、青少年団体とか婦人団体あるいは自治会、こういった地域的なボランティア

の数、ボランティアが22団体、そして人数は22人でございます。さらに特定の選出母体

を持たないもの、個人的なボラ γティアですね、青少年の健全育成に大いに興味、関心

を持つ、そういった個人的なボランティアが80人、そのほかに小中学校の生活指導主任

ですとか、あるし、はPTAの組織などから55人の方がお入りになっておりまして、締め

て26団体、 185人の方が青少年問題協議会地区委員会を構成しているボラ γティアでご

ざいます。

このボランティアは、御質問の中にございましたように、青少年問題協議会本会議の

下部組織か、というにようなお言葉がございましたけれども、私どもは上部組織とか下

部組織とか、そういうとらえ方をいたしておりません。青少協の本会議は、これは市民

機関でありまして、その年その年の青少年の健全育成に関する大きな方針を決定する機

関でございます。そして地区委員会は、これは実践機関でございますので、その決めら

れた方針に基づいて実践を積み重ねてし、く。上下の関係ではなくて、そういった役割分

担を持つ関係と私どもは理解をいたしております。

2点目の、その活動内容でございますけれども、行政側はどのように把握し評価して

いるのか、こういうお尋ねでございます。

御案内のとおり、地区委員会は市内の中学校単位にそれぞれ一つずつ置いてございま

す。そうして青少年の健全育成あるいは社会環境の浄化、こういった運動に積極的に取

り組んでいただいております。

その活動の内容を具体的に挙げますと、不健全図書の自販機が市内にどのくらい設置

まず 1点は、ボランティア活動と称する団体、これが市内にどのくらいあるのか、教

えていただきたいというのが 1点です。

それから 2点目は、その活動内容、よく市長はこれを地域の教育力というふうに言っ

ておりますけれども、これを行政側がどのように把握して、かつまた評価をされている

3点目は、ボランティア活動家の発掘あるいは育成指導、こういうことについてどう

考えていらっしゃるのか。

4点目は、今回提唱されました地区育成会の主管部署、これはどこになるのか。

それから 5点目は、地区育成会の構想、は、地域ぐるみの活動を目指すということになっ

ておりますけれども、それでは、行政側の取り組み、また支援内容はどのようになって

。白
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されているか、そういった環境調査を行い、それを設置している者に自粛を呼びかける

運動なども行っております。さらに、地域環境を子細に調べま して、こうしヴ場所は健

全育成に悪い影響を及ぼすとか、そういった地域環境の調査も行っております。さらに、

青少年委員などが主にやっております一声声かけ運動、こういうことも各地区委員会で

具体的な運動として実現をしております。さらに親子の触れ合いスポーツ大会ですとか、

コソサートですとか、地区教育の懇談会ですとか地域父母との話し合いなどの行事、そ

れから日常的な活動を地道に実施し、たしております。

こういった健全育成活動は、ともすると薄れがちな地域に対する関心を高める、そう

いった面もござし、ますし、地域の教育力、コミュニティーを形成する一翼を担っている

と私どもは高く評価をしております。

3点目のボラソティア活動家の発掘、育成指導について、どのように考えているかと

いうお尋ねでございますけれども、地区委員会の活動を進めていく上で、大勢の地域の

住民の協力、これが実は必要でございます。

その対策が求められるわけでございますけれども、まず、そのーっといたしましては、

地区委員の方々が日常活動の中で、その地区の活動家の発掘をすることが大変有効だと

考えております。地区委員はコミュニテ ィーリーダーとして育成活動を進めております。

したがって、いろいろな人間関係を多く持っていらっしゃいますから、そういった関係、

相互の信頼関係の中から育成活動への参加を求めてし、く、ということが非常に大切では

ないかと思います。

二つ目としては、この育成活動に参加される方のリストアップを図ることなども必要

なことではないかと思います。多様な特技とか趣味を持つ人が大勢し、らっしゃいます。

このような地域の中の隠れた人材を把握いたしまして、該当者の合意を得て地域の活動

家として確保してし、く、名簿をつくるというようなととも具体的な活動内容になるかと

思し、ます。

三つ目は、青少年自身の育成活動に、青少年自身の、自身が育成活動に参加できるよ

うに働きかけてし、く。今までは、大人に対する働きかけですけれども、今度は対象とな

る青少年に、育成活動の実践者として参加をしてもらう。つまり、今まではこの健全育

成の看板の一つをつくるにしても、すべて大人の側がやってしまったわけで、すけれども、

これを子供にも青少年自身にも参加をしてもらって、大人と協同で取り組んでもらう、

こういう発想があってもし巾、ように思います。そうすることによりまして、青少年に地

域社会の一員としての責任と自覚が出てまいりまして、さらには、次代を担うボラ γティ
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アの育成にも寄与されるのではないか、寄与するのではないか、このように考えており

ます。

4点目の、今回提唱された地区育成会の主管部署はどこかというお尋ねでございます

けれども、生活課になります。

間いの 5番目、地域ぐるみの活動を目指すというが、行政側の取り組み、支援内容は、

ということでございますけれども、地域ぐるみの活動をするためには、ただいま申し上

げたとおり、人材の多角的な活用が必要でございますけれども、それだはでは、やはり

不十分であります。地域の住民は格別この特技や技能を持っているという方は、そんな

に数は多くないわけでして、大半を占める地域の住民というのは、特技や技能を持って

おりません。しかしながら、そういった大半の住民の参加と協力を得る ことが必要になっ

てまいります。

立教大学の岡本先生は、育成活動と大人の連帯づくりとしヴ論文の中で、例えば子供

にスポーツを勧める人、そういう役割を持つ人がし、てもし、し、。そして、また~IJの人は自

分の所有する土地を使ってもし、いよ、空き地を使ってもし、し、ょと、それから野球の器具

があれば、その器具を提供して、これを使って楽しめる、そういうことをやる人がし、て

もいい。そういった人や物に関して詳しい情報通の人がし、てもし巾、じゃないか、あの人

のところに行けばとういう面が解決されるとか、この人のところに行けばこういう物が

借りられる、そういった詳しい情報通の人の役割を持つ人がし、てもし、し、じゃないか。さ

らには子供をそういった行事に参加させたがらない親を説得する人、そういう役割を担

う人がし、てもいし、じゃないかと。 1人 1役の活動を拡大して人材の多角的活用を進めて

いくのが育成活動と大人の連帯づくりの第一歩である、こういうようなことを申してお

ります。

まさにそのとおりでございまして、行政側の取り組み、支援内容といたしましても、

活動しやすい環境づくり、条件整備を各地区委員会の主体性を損なわないように側面か

ら行ってまいりたいと思います。

そのためには、まずリーダー研修と並行いたしまして、地域住民を対象として、 一般

的な講座、講演会のような内容のものを数多くつくる。さらに、何か行事を行う際に、

事故に備えた障害保険の加入、これは現在やっており ますけれども、さらに充実を図っ

ていくことも必要ではないか。さらには、市の広報板でございますとか、広報誌を活用

して情報の提供などを行っていく必要もあるし、具体的にパソフレ ットをつく って、こ

れを市民の皆さんに配布するというようなことも64年度に計画をいたしてございます。
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ただし、その経費につきましては、具体的な数字をまだ積み上げておりません。

それから 6番目、学校教育との連携でございますけれども、教育との連携は不可欠の

要素でございます。従来から専門的な意見と指導助言、これを学校側から出ております

生活指導主任の先生とか、それから、時によっては校長先生なども出席を得ております

けれども、そういうところで助言を受け、現に密接な連絡もとってまいりました。

さらに学校施設の利用につきましても、学校側から大変配慮をしていただきまして、

いろいろの行事がスムーズに行われてまいりました。さらに調査活動、一声かけ運動、

こういった運動にっても学校側の協力が非常に大きかったので、ございます。

地域のコミュニティーセソターとして小中学校が果たす役割、比重は今後ますます大

きくなっていくと思われますけれども、今後とも この連携、協調の関係を続けて、 質の

高い地域活動を目指してまいりたいと思っております。

0議長(市)11資信君) 奥住日出男君。

01番(奥住日出男君)

ただきます。

ありがとうございました。何点かについて再質問をさせてい

例えば、先ほど官頭申し上げましたように、何か問題点があるから改善をするんだろ

うと言った部分、これをもう少 し重要に考えていただきたいと思うんです。

1点目のボラソティア活動の団体数、これはわかりました。結構でございます。

2点目の、その活動内容、行政側がどう評価をしてるんだということなんですけれど

も、今の答弁では、こういう形で評価をしているということで終わり。その結果、どう

なったんで、すか、というところが私は聞きたいんですね。ですから、結果はこうなった

から、こうしヴ問題が起こっちゃったと、だから、こうするんだということが私今回の

提唱だったと思うんですよ O

例えば、こういうふうに青少協の皆さんが一生懸命やってくれたおかげで、非行少年が

少なくなったとか、ふえたとか、こういうような答弁は本当はいただきたいんですね。

警察関係者のお話によると、もう昨年度、都内では低年層の、低年齢層ですか、この非

行というのが約 3%アップしているということ。ところが、日野市内では低年齢層の非

行は減少しているという報告が日野警察の関係者から聞いているんですね。そういう情

報があるわけですよ。ですから、少なくともそういうボラソティア活動の方が一生懸命

ゃったおかげ、で、数字的にはこんなになったよと、ありがとうございましたということ

で、さらにそれを強化する意味で、ひとつもっと底辺を広げて、もう少し、もうー踏ん

張りすれば、さらによくなるんじゃないかということで提唱をされてくるんであれば理
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解できるんですけれども、どうもそんな感じじゃないような気がいたします。

それで、基本論についてちょっとお聞きしたいんですけれども、この提唱という言葉、

最近何か辞書ばやりでいろいろ啓発以来、何だかんだありますけれども、提唱というの

は、ある考えや主張を公表して広く人々に呼びかけること、だというふうになっている

んですね。呼びかけるわけですよ。呼びかけたら呼びかけぱなしじゃまずいですか ら、

それを何とか定着させなければいかんということになるわけですね。ですから、これが、

こういう広報を使って大々的に 1面の大きな活字でもって公表されたとしづ、提唱を公

表されたということですね。

したがし、まして、庁内では関係部署間のそのコソタクトは十分とれている、というふ

うに信じて聞くわけでございますけれども、例えば、この提唱の中では、設置について

は中学校区を単位としてやりたい、というふうに書いてある。昭和61年度の、これは社

会教育という教育委員会が発行しているこの事業相談を見ると、冒頭に長沢教育長がこ

ういうことを書いているんですね。今ここでは中学校区を単位として育成活動をしたい

よというふうに言っている。こちらでは、小学校区の単位の人材の結集が大事であると

いうふうに言っているんです。同じ庁内で、教育委員会と生活課は違うんでしょうけれ

ども、どうも何かコソタクトがとれてないような、これはこれ、これはこれという感じ

がしないでもない。

いろいろ今、生活環境部長の方から御答弁いただいたので、 ある程度理解はできるん

ですけれど、ボランティア活動家というのは、これは 1人3役になっちゃうと思うんで

すね、正直言いまして。今の答弁では、 方針をつくるのが青少協であると、地区育成会

は、それを実践する機関だというふうな御答弁がございました。しかし、青少協の地区

委員会の皆さんを中心にやりなさいということですから、どうしてもやっぱりリーダー

シップとるのは青少協の役員になってしまう。やっぱり屋上屋を重ねるような感じの組

織になってしまうのかな、というような気がしないでもない。ですから、その辺がどん

なふうに庁内でもってこの問題が論ぜられて結論が出されたのか、それを1点、も う1

点お聞きしたいということです。

それから、 3番目のボラ γティア活動家の発掘、これについてですけれども、これも

長沢教育長は、社会教育の対応はごく限られた有識者のボラソティア活動に支えられて

いるのが実情である、というふうに言っているんですね。まさしく現状を十分に把握し

た言葉であるわけでございます。だから、この発掘するのは大変難しいんじゃないかな

というふうに私も見ておるわけでございますけれども、結局こういう方は限られていま
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すから、本当の勤労奉仕でやってくれるわけですから、いろんなところに顔を突っ込ん

でし、るんですよ。そういう方がこれを見て、この記事を見て、これは大変だなというふ

うに漏らしたのがちょっと印象的だったんですけれども、この辺も本当に今言われてい

るような答弁の内容でもって順調にいくのかどうか、ということがちょっと疑問になり

ますので、その辺をもう少しお答えいただきたいと思います。

それから、 4番目の地区育成会の主管部署は生活課に決まりましたということですけ

れども、青少年の健全育成問題というのは、一般市民に聞きますと10人のうち、まず8

人が教育委員会と答えると思いますね。多分こういうものは全部教育委員会だと思って

いるんですよ。私もそう思っていました。

なぜ生活課がやるのかなということになる。この辺も、やはりまだまだ市民にとって

わかりにくい組織機構であるわけですね。この辺も十分にひとつまた今後御検討をいた

だきたい。

したがし、まして、ここではもう一度お聞きしたし、のは、何故生活課なのか、これをお

聞きしたい。

それから、 5番目の地域ぐるみの活動、これは実際に今、青少協ですか、これは 8委

員会に20万という予算が計上されております。午前の部で、午後一番ですか、古賀議員

がそれぞれ予算の決算の結果を、 26市とか、あるいは全国の団体のところを比較しなが

ら話されておりましたけれども、私ももう少し勉強してくればよかったなと思うんです

けれども、果たして、この20万がどうなのか、ちょっと少ないんじゃないかという気が

しますし、ボラ γティア活動だから、あんなものは無償でやれと言われればそれまでで

すけれども、実際に青少協の 1年の最初の活動というのが、元旦マラソ γというのがあ

るんですね。私も毎年参加しているんですけれども、朝 5時起きです。ボラ γティア活

動が一生懸命火をたいて、それで初日の出を見に行く。寒いところを帰ってくるからと

いうのでお汁粉とかいろんなものを振る舞ってくれる。あれ、小豆買ったり砂糖買った

りしていると相当お金がかかるんじゃないかと思って、ありがたいなと思いながら食べ

ているんですけれども、ここら辺が本当に、部長の答弁では予算的な裏づけはまだない

ようでございますけれども、ここら辺ももう少しできれば具体的なお言葉をいただきた

し、。

それから最後の、その学校教育との連携、地域でもっていろいろと子供たちを指導す

る、今、学校と家庭と地域社会が一緒になってやらないとし、し、子は育たないというふう

に言われています。地域で、は一生懸命やっているんですね、家庭でも一生懸命やってい

。。
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るんです。

学校でも一生懸命やっていると思うんですけれども、これを同じ子のやることかとい

うのが去年大坂上中で起こったんですね。教育次長あたりは承知しているんでしょうけ

れども、トイレの戸を足げにして壊したとしヴ事件が起こったんです、去年ですね。そ

れを見た教師が怒って、何でこんなことをやるんだ、それを修理した人が父兄なんで、す

ね、学校じゃないんですよ、父兄の方がボラ γティアでもってやっているんですよ、ちゃ

んとベニヤを張ってO 張り終わって帰ったら、またけっ飛ばしてまた破っちゃうんです

よ。待っているんですね、そこに。もう壊す人はそこにし、る、壊す子が。待って隠れて

いる、よしというんでまたやる。階段のところをずっと上がって行くと何か紙が張って

ある。こういうことをしちゃいけませんよ、今週はこういうことを合い言葉にやりましよ

うというと、そういうことをやらない委員会なんていうことが書いてあるんですね、今

度は落書きで。

当時の長谷川校長が嘆いて、生徒にアソケートをとったとし、う経過があるんです。こ

ういうことをどう思うか。そうしたら少数だったんでしょうけれども、大変いいことだ

と思うとしヴ、そんな答えが返ってきたとしヴ、無記名ですからだれがやったかわかり

ませんけれども、こういう実態が中学であるとし、ぅ。地域でもって一生懸命やっても、

ぽーんと放しちゃって学校へ行くと、今度はそういうようなことを平気でやっている。

何か教育がばらばらになってしまっているような実態があるわけですね。

ですから、本当にこの家庭教育と学校、地域との連携が本当にうまくし、かなきゃいけ

ない。そういう意味では、現在の青少協の活動をもう少し充実させるための策を考えた

方が私はベターじゃないのかなというような気がするわけでございます。

これはこれで大変し、し、ことですから、 考え方は、ぜひ定着をさせていかなきゃいかん

と思うんですけれども、今、 6点について再質問をいたしましたので、もう少しできれ

ば具体的に御答弁をお願いしたいと思います。思いつきだけでこれをやられてたんじゃ

たまったものじゃない。

0議長(市川資信君) 奥住日出男君の再質問についての答弁を求めます。生活環境部

長。

それでは、 2番目の活動内容についての再質問にお答。生活環境部長(坂本金雄君)

えいたします。

具体的な運動の成果といたしましては、不健全図書を販売している自販機の数が減っ

ております。さらに、高幡の京王線下の地下道にかかれた落書きがきれいに消されたこ
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ともございます。暴走族と根気よく話し合いまして、それを解散させたという実績など

もございます。

それから、その次のボランティア活動家の発掘、育成指導についてどのように考えて

れども、ただし、ま申し上げたとおり、これから各地区委員会の話し合いの中で、この具

体的な青写真づくりを心がけてまいります。したがし、まして、もう少し時間をかけて、

この支援内容なども整理をしていきたいと思っております。

予算的な裏づけなどにつきましでも、ある程度の具体的な構想ができなければ、これ

が自動的にでき上がってまいりませんので、 各地区委員さんの意見をおかりして、今後、

仕事を進めてまいりたいと思っております。

それから、学校教育との連携でございますけれども、学校側の地区委員会に対する協

力というのは非常に大きいものがございます。先ほど申し上げました小中学校の生活指

導の先生方だけでなくて、教頭先生、校長先生も出席をして、いろいろ専門的な意見、

指導助言をいただけますし、さらに学校施設を開放して、この地域の健全育成の事業に

便宜を図ってくださるなど非常にうまくいっているわけでございます。こういった学校

側の協力がもちろんなくては青少協の事業は、これは完全に遂行できません。今後とも

この関係を続けてまいりたいと思っており ます。

0議長(市)11資信君) 奥住日出男君。

し、るか。

この点についての再質問でございますけれども、地区委員会を活性化する、これはこ

れとしてまた意味があるんですけれども、この活性化も先ほど申し上げました地区委員

会のボランティアだけの一部の活動の活性化では不十分である。もっと地区委員会を核

にいたしまして、地区委員さんを核にいたしまして、その地域に住む全体の人たちが大

きな輸をつくって、青少年の健全育成あるいは環境の浄化、そういった運動に立ち上が

らなければいけないんじゃないか。そういう発想のもとに今回のこの育成会の構想が出

てきたわけで、すo したがって、育成会の構想というのは、もう一部の活動家だけのもの

でなくて、極めて層の厚い、層の厚い地域の皆さんの活動、こういうことになるわけで

ございます。

しかしながら、こう言うのはやすくて、実際にこの地域全体の方たちに参加をして活

動していただくということは、なかなか難しい面もございます。提唱したからといって、

それがすぐに実現するとは私どもも考えておりません。特にこの活動の分野というのが

ボラ γティアの活動の分野でございますので、役所が声をかけて、その声に従って活動

してもらうというようなことは避けて、避けなければなりません。

したがし、ま して、これから各地区委員会でもって月に 1回ずつのペースで会合を持っ

ておりますけれども、その会合の中で、この育成会の構想、を十分お話しし、各地区委員

さんからもお智恵を拝借して、どういうような姿でやるのが一番理想的なものか、効率

がよくできるか、そういうことについてじっくり時間をかけて話し合いをしたいと思っ

ております。

生活課になぜ、この事務局があるか、生活課の仕事になるのかということでございます

けれども、青少年問題協議会は、青少年問題協議会法という法律によりまして各自治体

に置くようになっております。この法律は、国の場合、総理府に置いてございまして、

単に教育の一面からだけの健全育成ではなくて、総合的な施策の中でもって青少年の健

全育成を考える、こういうことで、日野市におきま しても従来、教育委員会社会教育課

が持っておりましたものを市長部局に移したわけで、ございます。教育の一分野だけを持

つ教育委員会に置くよりも、これは正しい措置だったと思っております。

それから、地域ぐるみの活動を目指して行政側の取り組み、支援内容でございますけ

01:番(奥住日出男君) ありがとうございました。前向きにやるということですから、

これ以上言っても前向きにやるだけで終わりだと思いますけれど、 l点だけ、庁内でもっ

てどういうようなコンタクトがとられたのかということが御答弁なかったんで、すが、私、

これ大変結構なことだと思うんですね。ぜひ定着をさせてほしいんですけれども、要は、

この提唱は底辺を広げるということだと思うんですよね。今のものをもう少し底辺を広

げて、もっとずっと浸透させていこうということだと思うんです。

したがいまして、教育長がよく言われるような、ここでも言っていますけれども、小

学校区の単位でもって人材を集めた方がし、し、んじゃないかと、こんな気がしないでもな

いと思うんで、その辺をひとつ御検討願いたいというふうに思います。

社会教育の出番ですよ、ということでいろいろと今期待をされているようでございま

すけれども、教育は人なり、とか言うんですけれども、企業でも言うんです、同じこと

を、企業は人なりと。なぜ企業は人なりかというと、企業というのは物と金があればで

きるものじゃないですね。人というのは口きくんですよ、物を言う 、文句を言うから人

なんだというふうな、そういうことなんですね。

ですから、教育も人なり、ということは、人は口きくよ、文句も言う よ、恨みもいろ

んなことを言うよ、ということですから大事に育てましようということになるんでしょ

うけれども、最後に、市長に 1点だけお聞きしたいんですけれども、 4月9日の読売新
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関、さっきの福島さんと同じなんですけれども、岐阜でもって新任の中学校の校長が自

殺しているんですね。これは非行が多いとかPTAの問題等で悩んだあげく自殺をした

らしいというニュース。

それから、先ほどの福島敏雄議員が言われているように、この41市町村の1，000人調

査、この中で係長から職制になる、どんどんどんどん上になるに従って発言する住民に

は応分の責任がないと、だから余り住民の意見は聞かないよというようなアンケート結

果が出ているんですね。これは冒頭言いましたように、日本人というのは、そういう教

育しか受けてないんですよ。何かしてもらう、そういう教育ばかり受けてますから、つ

いつい行政に頼ったり、あるし、はこの校長さんが自殺したのも、自分がやらなきゃいけ

ないことでも、どこかに、ああこれはだれかにお願いしなければいけない、でも、おれ

が言ったんじゃ校長だからこの上はいないからというので悩んで自殺しちゃったのかど

うかわかりませんけれども、端的にこういうところにあらわれてくるわけですね。

ですから、先ほど市長が行政のプロだということを言っていました、職員は。そうだ

と思うんです。であるならば、市民と同じレベルでもって物を考えてもらっては因りま

す。市民が今何を望んでいるのかということを的確に把握はされているんでしょうけれ

ども、それをよく裏まで読み取っていただし、て、それで行政の方によく活用していただ

くという、これも私はプロだと思うんですね。

ですから、その辺を総括的に市長が今回この地区育成会を提唱された背景にはし、ろん

な考えがあると思うんですけれども、ひとつ地域では、これは何とか定着はさせたし、と

いう考えでおりますので、やりやすいように、動きやすいようにするには、今こんなふ

うに行政のお手伝いもしてあげたいという、何か考えがありましたらお聞かせをいただ

きたいと思うんですが、なければ結構でございますけれども一

0議長(市川資信君) 市長。

0市長(森田喜美男君) お願いしたいことが大いにあります。

今お言葉で、行政はプロ集団でなければならないということを私も申し上け。たことを

取り上げていただきました。そのプロというのは、住民を統治するやり方のプロではな

くて、本当の市民自治という正確な認識に立って、そうして住民と一緒に地域のまちづ

くりをすると、こういう明確な表現のできるのが、これが私は行政のプロだというふう

に言いたいわけでございます。

今、幸いに奥住議員がこの地区育成会の提唱をとらえていただし、て、いろいろと質問

をいただし、て、その中に多くのまた市民側からの提言が込められておるというふうに受

け取っております。

これから、たまたま総合行政としヴ立場で、この青少年の健全育成ということの重要

さ、そして次代を担う市民、国民を現在の大人がどのように地域社会の中で残せるかと

いうことを、もう始終考えているわけでございます。現在のこの青少年問題協議会とい

う組織のもとに、中学校区を範囲とする地区委員の方々を専任という形でお願いをいた

しております。今、御質問の中に屋上屋を架すと、こういうふうに言われた意味とは全

く別の意味で、この地区委員さんの方々の日常的活動がし、かに、いわゆるボラ γティア

活動として御苦労いただいているということをよく知っておりますので、それのなお支

援組織をっくりたい、これが地区育成会の主なる意味であります。

コミ丘ニティーの形成を小学校区に置くか、中学校区に置くか、 これはこれからのま

た発展の中で明確にしていけばよろしいと思っておりますが、今は中学校区ということ

で取り組んでおります。そして地区委員の方々が、いろんな活動で地域の英知を集めて

いただいておるわけではありますけれど、考えまするに、 委嘱状をもってお願いをしま

すと、周辺の方がごらんになるのには、これはその方たちの仕事であると、このように

とられがちであります。私は、外の掲示板に掲示なさいますにも、あるいは子供の指導

なさいますにも、地区委員会という名前は、これは条例にある組織上の名前でございま

すが、それをなお地区のみんなの合意で成り立っておる、みんなの力がこの仕事に込め

られておる、こういう表現の方法が、お仕事をされるにも、お仕事というか、地域活動

されるにも、より効果的であろうと、こういう趣旨でございます。

なお検討すべき課題は多々あると思っておりますが、子供たちも一緒になって、そう

して地域のまちづくりの課題が、あわせてまたこの健全育成の課題にもなる、このよう

な関係が本来の地方自治のあり方だというふうに考えますので、もっともっと意見交換

をさせていただし、たり、我々も学ばしていただし、て、このような運動を進めさせていた

だきたい、こう考えております。

予算上のことにも、ここ 1年間を十分検討期間といたしまして反映をさせていきたい

と思っております。

0議長(市)11資信君) 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。この運動がまちの中にしっかりと

根をおろすことを心から祈願をいたしまして、質問を終わります。ありがとうございま

した。(拍手)

0議長(市川l資信君) これをもって21の1、ボラソティア活動のあり方について問う
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の質問を終わります。

本日の日程はすべて終わりま した。 4月19日 火曜日 (第19日)
次回本会議は 4月19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。

本日はこれにて散会いた します。

午後 6時59分散会
昭和 6 3年

第 1回定例会
日野市議会会議録 (第20号)

4月19日 火曜日 (第19日)

出 席 議 民 (28名)

1番 奥住 日出男 君 2番 宮 沢 清 子 君

3番 吉f司宮 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 t~ 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 '悟 君

15番 ，馬 場 弘 融 君 16番 可rcさ司r 橋 徳、 次 君

17番 簸 野行雄 君 19番 板 土百 正 男 君

20番 鈴 木 美奈子 君 21番 中 山 基 昭 君

22番 秦 正 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 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)

18番 一ノ瀬 隆 君 23番 里 ) 11 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 長谷川勝男君 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 永原照雄君 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 ですで F-
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

午後 2時41分開議

0議長(市川|資信君) 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。

日程に入る前に、教育長より発言したいとの申し出がありますので、発言を許します。

教育長。

0教育長(長沢三郎君)

ます。

4月 1日以降、私のとりました軽率な行動に対しまして、議会に対し大変御迷惑をお

かけ したことを、心からおわびいた します。体調不調といえ、本来ならば診断書等を添

えて正式な手続きをとるべきだったことを、深く反省しております。医師の指示に従い、

発言の機会を与えていただきまして、大変ありがとうござい

局 長 佐藤智春君 次 長 主方留春君 14日まで休ませていただき、 15日から登庁いたしました。辞意を撤回した以上、初心に
書 記 田中正美君 書 記 濃沼哲夫君

返り、誠心誠意日野市の教育向上のため、力を尽くしていきたいと思います。
書 記 佐々木茂晴君 書 記 小林章雄君

至らぬ点も多々あると思いますが、今後ともよろしく御指導くださいますようお願い
書 記 斉藤令吉君

し、おわびの言葉とさせていただきます。大変御迷惑かけて申しわけありませんでした。

0議長(市川資信君) これより日程第 1、一般質問を行います。

速記委託先 住所 東京都立川市曙町一丁目10の3
一般質問 7の 1、児童数の減少傾向の現状下での問題点についての通告質問者、石坂

立川速記者養成所 所長 関根福次
勝雄君の質問を許 します。

速記者 大迫嘩子君
(27番議員登壇〕

昭和63年 4月19日(火)

午 前 10 時開議

027番(石坂勝雄君) 議長から通告質問の許可されましたので、私の通告に従って、

質問をしたいと思うんですが、本来なら 7番ということなんですから、もうとうに終え

でなければならないんですが、いわゆる先におくらせていただいた理由は、今教育長が

何か釈明というか、弁明のごあいさつがあった点を私も過去 4日のいわゆる議事進行、

それから緊急質問、こういう等で申し上げている責任を感じまして、教育長が出ておい

でになることを待って質問すると、こういうことなので、その辺のところも御理解をい

ただきたいと思います。

前置きはそのくらいにしまして、通告質問の児童数の減少傾向の現状下での問題点に

ついて、この中に、まあ最後に教育長に、私何というか、通告質問では、この通告質問

を出した当初で、は、 40入学級についてということなんですが、一応40入学級の問題は議

会の議決権としては、予備費に繰り込んだという形で決着がついているんで、むしろそ

ういう点では、教育長の、私の議事進行並びに緊急発言のことを踏まえて、何というか

お聞きしたいと思います。I1頂序を追って聞いてまいりたいと思います。

議事日程

日程第 1 一般質問

追加日程第 1 会期の延長

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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一番先に、私この59年の11月の12日の「日野市教育委員会教育長 長津三郎様」とい

うそのあてに、 「日野市学区検討委員会 会長 黒沢保雄」さんという人が、学区の検

討について、基本的な見解だとか、児童数がし、わゆる鈍って、鈍化してきていて、学区

間の不均衡、こういうものを何というかが出ておるわけですね。その点でこの中を見ま

すと、現行区域で早期に手直しを必要と認められる地域とか、そういう等々がこの答申

に出ておるのを踏まえて、私まあ現状を聞きたし、と思うんですが、 57年の日野の小学校

の児童数から見ると、恐らく 63年度の 4月1日あたりは3，000人なレし3，500人ですね、

子供たちが、児童が減っているんではなかろうかと こう思いますね。単純にみますと、

よく人口急増の時代には、最低 1学級が、 1年生なら 1年生が、最低でも 3クラス、し

かもそれが 6年生までいるんですから、 18学級というのが一つの学校の適正規模だと、

こういうことを言われてきたということを見ると、最低でも、今40入学級の問題を云々

される中で、 45人だとすれば、おのずから何ぼの 1学級になるということを考えられた

んですが、現状下では私が思うには3，000人ないし3，500人近い数が減ってまいっている

と思います。まだ横ばいもしくは減少の傾向がするんではなかろうか、しかしそういう

中でいろいろな質問をされる中で、特に学校問題というのは、私、行革の対象からはず

されて、聖域ではなかろうかと、こうしづ論が台頭しています。しかし私は、教育の内

容の充実はもちろんやっていかなけりゃならないと思います。それから必要なところに

は、当然人員も張りつけていかなきゃならんが、現実には3，500人近い児童数が減って

くれば、どこかに一律に減っていなかったり一一一ある学校はどかどかと減っている点も

あるんですが、特に私が考えられるのは、いわゆる持ち家住宅というんですかね、マソ

ショソなり共同住宅が建たない、一つの例を挙げれば平山台小学校、程久保小学校、三

沢台小学校、こういう一一仲田小学校は、区域から見て、いろんなことは、まあつくる

ときから、そう多くなる学校だとは考えておりませんでしたので、ちょっとこれははず

しますが、私特に三沢台小学校なり、現状下では平山台小学校というのは、住宅区域の

中に建っております。そういう点で言えば当然、ある一時期が来れば、減少すると、もう

必然、的なんですね。その点でやっぱり心配になってくるというか、矛盾が出てくるのは、

第二小学校なり、滝合小学校、それから六小なり、こうし、う学校は、まあ第八小学校も

そうなんですが、横ばいもしくは増加をする。そういう何か現状の中で、なかなか学区

の問題というのは、，早くから手をつけても、つくったときの、いわゆる学校を決めた

ときの経緯の中で、そうなかなか簡単に何か手直しはできないんじゃないかと、これと

町名地番の問題と、何か兼ね合いにするというのは、ちょっと全部が妥当だとは申し上

げませんが、一例を申し上げますと、今話題にこれから出てくるのは、百草、落JlI、三

沢、このいわゆる学区の問題ですね、私、まあ遠いところの方は多少頭に入っていない

問題があるから、身近な問題の方が例を引きやすいんですが、過去との地域も非常に潤

徳の過大校があるために、南平小学校が誕生したり、その前に当然何と言うか、団地が

できて、百草台小学校、高幡台小学校、いわゆる第八小学校、程久保小学校、それで最

後に三沢台小学校と、こういうふうに学校がふえていった過程なんですね。ところが今

さっき言ったように、三沢台小学校なり、程久保小学校というのは、そう共同住宅なり、

分譲住宅ができないんだとすると、横ばいもしくは恐らく減少していると思います。特

に三沢台小学校の場合には、もう I年、 2年、 3年生はことし、 - 3年は、恐らく 2

組、 3組はないと思います。こうしヴ現状を踏まえると、 l年、第八小学校の方はまだ

まだし、わゆる金田の区画整理、今度いわゆる河内地区の農住構想、に基づく、農地の区画

整理、もっといけば落川前の区画整理等ができると、こうし、う地帯は共同住宅、落川、

下落川に対しては、都営住宅もできるかもしれませんね。そういう点で人口は、むしろ、

こういう第八小学校の学区というのは、ふえるんではなかろうかという考え方を持って

おります。

ところが三沢台小学校というのは、日本信販、それから西武の分譲地、西武のマγショ

ン、あとは倉沢地区なり、百草地域、特にこの地域の学区を決めるときにも、私も当然、

議員にもいましたし、倉又教育長がこの問題のときに恐らく教育委員会なりには、つく

られるのに苦慮されたと思うんですが、どこで、私も実を言うと、その何か学区を引く、

いわゆる引かれるのかなあというふうに思っておりました。まあ一面見れば京王線の線

路で引くというのが交通の安全上ではいいんではなかろうか、その次はいわゆる通称川

崎街道とし、ぅ、)11崎街道で引けばし、し、んではなかろうかと、こういうふうに思いました。

ところが現実に、それには政治的ないろんな、部落民の感情等もあったかもしれません

が、百草の場合は東電学園の入口から入ってきて、一部、いわゆる小峰先と称されると

ころは、第八小学校に行って、恐らく知っている人は、何というか議員さんの中でも少

ないんじゃないかと思うんですが、峰を境にして三沢台小学校の学区になっている。こ

うし、ぅ、非常に学区にしても、当然何というか道路、川崎街道の南側にしても第八小学

校がかかっている。線路の南側にしても第八小学校がかかっている。それで趨勢として

は、第八小学校はまだ人口がふえるかもしれません。三沢台小学校はそう私は、ふえな

いとは申し上げませんが、よほどの万蔵院台の開発なり、杉野学園のところは何かまあ

よほど思い切ったいわゆる措置でも出ない限りは、そう人口がふえてくるとは考えられ
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ないんですね。こういうところにあるアンバラソスが、そうかと口で言っても簡単に、

学区の変更というのは、難しいんではなかろうかと。これだけの答申が59年に出て、も

う60年、 61年、 62年、ことしもう63年になるわけですね。そういう点でいけば、教育委

員会もそろそろ、大体教育改革をやると言い出して、まあ最低で10年、普通なら二、三

十年かかるんではなかろうかというのが、教育の関係です。それだけに私は何か教育と

いうのは、いろんな形の中で力関係でやってはいけないと、こういうのが、私も持論を

持っております。そういう点でただ問題は、今度の町名地番ですね。今これちょっとま

あはずれるかもしれないが、ちょっとまあ前座で申し上げますが、町名地番のいわゆる

一つのたたき台というか、市から案が出ているのも、いわゆる見ますと、大体そうでな

くても百草と落川と、三沢というのは、なかなか古くから居るものでなければ、どこが

境だというのがわからないんですね。一つの一例を挙げるとですね、落川の 1番地と、

百草の何というか 1番地というのは、ほとんど同じところから出発しているんです、朝

倉医院さんというお医者さんのそばから出発しているんです。いわゆるだから線路の北

側ですね、そう出発してってずっと百草園のお宮があるところは、番地で言えば真ん中

でですね、それでいわゆる何というか多摩村百草というところを回って、最後は東邦歯

科学園へ来ている。こうし、う番地形成をしているから、全く百草の1，500番地の云々と

言われても、わからない人が多いわけですね。たまたま私のところは871番地というん

ですから、大体真ん中の方に形成するわけですよ。こういうわかりにくいんですから、

町名地番をヲ|く場合には、単純にわかりやすいように引くというのが、私当然、じゃなか

ろうかと、こう言うんで、たたき台が出た案は百草とし、う地番は、小峰先のところから

通っている通称第2関戸橋からかわる、京王線の踏切、富沢さんといううちから入った

京王線の踏切からずっと行って、三沢中学に行くところ、踏み切りから全部南側ですね、

百草だという試案が出たわけですね。三沢の試案は、今度西武団地の分譲地の方の西武

から、百草団地含んで、高幡団地も含んだ中のところが、全部出たわけで、すね。それで

いわゆる落川というのは、線路の向こう側ですね、今度高幡の区画整理をやる、中島に

行くところの道の区画整理をやるところまでが全部落川だと。こういうその何と言うか、

たたき台が出たと。これは非常に私も見方によれば、わかりやすいなという感じを持つ

わけですよ。しかし現実には今言う学区の問題としては、非常にパズルのようなわかり

にくい、学区が引カ通れてきている。しかし私はこの町名地番だって、このなまやさしい

ことで住民の人が、昔からいる人が、 「はい、そうですか」とは私は言わないんではな

かろうかと。ただし、これまあちょっと触れたいと思うんですが、過去の例で、程久保
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の町名地番が程久保の町名地番を残すか残さないということで、まあ二，三年、 3年ぐ

らいかかったんじゃないかと、こう思いますね。

それからいま一つ、南平は一丁目から九丁目ぐらいある。私、町名地番というのは、

きょう実を言うと、都市整備の係からもらってきたんですが、例えばきのう一一ちょっ

と申し上げますと、 富士電機さんのところはあそこ、 富士電機さんの台まで富士町とい

うんですか、例えばこういう町名になっているわけですよ。まあ大坂上というところは

一丁目から三丁目か、四丁目だとこうしヴ、 多摩平が一丁目から七丁目だとし、ぅ。非常

に何というか、私に言わせれば、ぶつかりほうだいで決めていっているんじゃないかと

いうような感じもしないではないんですね。そうなると、百草、落川の住民からいく と、

なまやさしいことではこの町名地番も引けないんじゃないのかなと、三沢も含んでです

よ。そういう中で私は学区ということを決めるときにも、かなり慎重でなければならん

けどですね、そのときには、もう、まあでも一一一これから質問に入っていくんですが、

学区を決められるときに、一番先に聞きたいのは、学区を決められるときに恐らく教育

委員会で、今の義務教育の過程では、小学校にしても中学にしても、何というかどこの

学校へ行ってもし北、というようなことを言わないで、あんたはいわゆるこの学校へ行き

なさいよと、こう言われるから、まあ中には不承不承見方によれば、すぐ隣に、 道路一

つ向こうに例えば学校が見えてても、す.っと離れた15分歩った学校に行かなきゃならん

という問題が出てくると思うんです。ただ私が言いたいのは、同じ何というか、都市計

画の方の中に町名地番をやるところがある、まあ教育委員会というのは、独自性だとい

うことで、全くそれにお考えなく、学区を教育委員会の過程、教育委員会で恐らく審議

されて、最終的な決定が出されるだろうと思うけれども、そういうことを全くお考えに

なって決めているのか、決めていないのか。これは学区の問題でまず一番先の一点です。

ただこれに意見を、私先にこの時間をきょう短くするつもりで申し上げますから、答

弁も短くしてもらいたいと思うんですが、何で私こういう何か単純なことを聞くかとい

うと、いわゆる都立高校にしても、いわゆる中学、まあ中には今の 6・3・3というよ

うなことの教育制度は少し変えれば、 6・6になるんじゃないかとか、こういろんなこ

とが出てきている中で、必ずしも何というか、そういう学区というのが、びしっと決め

ていることがいし、かどうかということの問題もあるわけです。ただし、じゃオール・オー

プソにしたんじゃどっかに集中するということもありますけれど、しかしそういうこと

がかえって学校のよしあしとか、いろんなことがなくなるんじゃないか、ただ私も提言

しておきますけれども、これ質問して先に提言して恐縮なんですけれども、私の考え方
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としては、何というか 3学校ぐらい、いわゆるまあどれ選んでもし巾、と。ただし一定の

数になったら、あとは抽選で決めるぞと、さもなきゃ居住単位で、学区は決めておくわ

けですよ。するとか、しないとなかなかそのさっき言うとおりに、学区というのはアソ

バランスが出てくるんじゃないかという意味で、あえて私これを提言しておきます。な

ぜかと言えば、日本も国際社会になってきて、自由化の問題、いろんな問題言われてい

るけれども、まあその自由化とこの自由とは違います。しかしある見方から見れば、よ

く過去の議員のある人が、議員さんで今お出でになるかどうか知らないんですが、障害

児、まあ何というんですか、知恵おくれというか、障害児的なそういうものの、特殊学

級に入れるのを父兄の選択に任せろと、こういうことを言われたことがあって、その点

には私はし、ささか違う考えを持っているんですが、そういう面でいけばこの学区という

のは、見方によれば 1年生が何というか、 3クラスあるとか、まあ 2クラスにする場合

に、オール・オープンにして、何番と、何番まではし、し、けれども、あとは抽選にします

よというようなやり方をしても、むしろし、し、意味の何かができるんではなかろうかと、

こういうことをあえて提言して、教育長なり、その関係者の御答弁を、さきの言った学

区の決め方の問題から、御答弁願いたいと思います。

それから 2番目として、これはそういう面でいけば、担当が教育委員会から外になる

かもしらんけれども、町名地番を決める方の側は、全く学区や何かに関係なくして、町

名地番を引いてくる、 いわゆる都市計画上、わかりやすいという立場でね、引いている

のかどうか、その点を 2問自に聞きたいと思います。

それからよく申されるんですが、これからは学校が中心になって、地域教育力の、基

本というか中心をなすんだと、こういうことを市長も言われるし、我々もそう思ってま

すね。そういう中で、ちょっと前にも私、予算審議なり、学童クラブの、その何と言う

か、三沢台小学校が、学童クラフやが三沢台小学校の中へお入りになったときのときも、

ぜひあれしているんですが、この学校施設の空き教室をどういう形の中で、しかしそう

かといって学校の管理上からいって、何でも受け入れるというわけには、幾らなんぼす

いてもですね、いかないと思うんですよ。だからいろんなこれから公共施設、特に文化

会館なり、公民館なり、こういうものをつくるの、複合施設が必要じゃないか、どうか、

本来は教育の場に、義務教育の場にあるわけですね。それを学校教育複合施設で使うと

いうわけにもいかないだろうから、ただ現実の場合には、あいているものをどう社会教

育の場なり、地域の教育の場に使うとするなら、これも言葉は悪いかもしらんが行き当

たりばったりでなくて、少なくとも、よく 一ーまあ後に触れたいんですが、ある生命を
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かけて教育委員会なりが、さもなきゃ生涯教育をやっている生活課がこういうところは、

真剣になって、 1年や2年で私、何かやるんでなくて、きちっとしたいわゆる検討を加

えて、すべきじゃなかろうか。またするのが当然じゃないかと思うんですね。もうその

点では、とうに入ってもし、し、んじゃないかと、こういうように思います。今、その辺を

どういうふうにお考えになっているかお開きしたいと思います。

それからいま一つは、災害というのはいつ来るかわからないわけですよ。それで大体

多くのところが、学校を避難場だということに設定されているわけですよ。しかしまあ

何というかそういう点で、森田市長責めても、責める方が酷だから、私責めませんが、

大体学校というのは、この間、さきの米沢、いわゆる共産党の代表の米沢さんのお話で

は、革新市政15年の業績、惨たるものだと、こういうお話があったけどですね、これは

森田さんが幾ら市長さん頑張っても、なかなか学校の施設は、いわゆる地域教育の真ん

中にはつくれなかったんで、すよ、またつくれという方が無理なんですよね。求めやすい

ところへつくっていたと言ったのが、私はもし!失礼で、違ったら市長から違うと、いわ

ゆる地域教育、おまえらがつくったんだとおっしゃってもらいたいんですがね。きょう

はもうあんまり長くならないように、そうだったとか、こうだとか言ってもらいたい。

そういう点でいけば、求めやすい、地主さんに協力しやすいところに、学校つくった。

だから一つ例を挙げれは、上はいわゆる高幡台小学校というのは高幡団地のためにあっ

たんだから、やむを得ないけれども、程久保小学校がすぐ下にあるとしづ、こういう問

題。それから百草台小学校のそばに今言ったように三沢台小学校がすぐある。あるいは

今言ったように問題は、下落川の前あたりにいっていれば、全く問題ないけれども、そ

うかといって私も例えば人に相談を受けたとしても、そう簡単にできるという一ーさも

なきゃ八小のさきに河内裏に行っているとか、いわゆる逆に落川の都営住宅の付近に行っ

ていれば、これは全くの話が町名地番をせんにしても、区画整理を自分の学校、落川学

校はとか、三沢学校あるとか、百草園小学校あるかと、みんな胸を張りたいわけですよ。

ところが何か求めにくいから、現実のととろにつくっただけに、避難場が必ずしも適正

な位置にあるとは言えないわけですね。だからそういう点を考えると、いわゆるまた特

に学区というものをこのごろは引くなり、それから今言うとおり町名地番を設定してい

くのに、非常に何か考えなければならん一考あるんではなかろうか。こういう点で、 災

害のことを考えて、ただ単純に避難場所一ーまあ災害というのは私あってはならんと思

うんですがね、ないとは言い切れないから、心配申し上げるんですが、そういう点で学

校を避難場にする場合に、非常に何というか地域的に行きにくい場所、これを今後の課
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題としてどうお考えになっているのか。

まず最初に当然、何というかその中には空き教室の問題を先に申し上げたので、以上の

点に御答弁を願ってからさきの問題の40人学級、こう分けたいと思うんですけれども、

入りたいと思います。

0議長(市川i資信君) 石坂勝雄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) お答えさせていただきます。

今石坂議員さんの方から御指摘の通りです。 59年の11月に学区検討委員会の答申を受

けて、すでに4年近くの日月が経過している中で、教育委員会、何をしているんだとい

うまあおしかりだと思います。確かに小学校関係の学区域につきましては、答申の中に

相当盛られまして、平山台小学校等が非常に過疎地区になってくるとし、う問題等含めな

がら、対応を考えていかなくてはいけないわけですけれど、教育委員会サイドとして、

中学校と小学校との関連、こうし、う関係の中で中学校の生徒数増が一つのピークを越え

て、 ある程度中学の教室の方にもゆとりができてきた中で、小学校と中学校の関連をど

うとらえていくかという問題も含めながら、手立てが小学校関係につきましても今まで

できていなかったということをおわびしておきたいと思います。

特にこの学区域の問題になってまいりますと、行政側の考え方と父兄側の考え方の中

に、若干食い違う部分が出てくると、行政側といたしましては、やっぱりそれぞれの学

校のバランスと申 しますか、適正規模というものが第一番目に配慮、されて、その次に通

学路の問題、あるいは安全確保の関係の道路とか鉄道の境界の問題、そういう問題がど

うしても主流をなすわけですけれど、父兄側といたしますと、できるだけ自分のおうち

から近い学校、あるいは自治会とか子供会単位の集まり等が分断されないような方向、

こういうことを御希望なさるのがこれまた当然、だと思うんです。そういう状況の中で、

この学区域を決めていかなくてはなりませんので、大変共通理解を得るのには時間のか

かる問題であると、御指摘のとおりで、問題を提起してから、 3年、 4年の月日をかけ、

学年進行で進めていかないと、 大きな摩擦が出ると、その辺のことも考えまして、中学

の問題等の関連の中で、新しい学区の問題について、再度練り直していきたし、と、こん

なように考えております。

それからそれと絡めて、この空き教室の関係の問題、確かに児童生徒数が非常に減っ

てまいっておりまして、教室に相当ゆとりが出ていると、またこのゆとりが出ている状

態が非常にアソパラな状況でゆとりが出ているという側面もございまして、現在教育委

員会の内部では、空き教室検討委員会を持ちまして、ほぼ内容的なものの成案がまとま

りつつありますので、近いうちには議員さん方のお手元にも教育委員会の一定のその考

え方、空き教室に対する考え方、そういうものにつきましても内容をお届けできるよう

な時期に来ているんじゃないかと、そんなように思います。いずれにいた しましても、

空き教室を社会教育関係の問題も含めて、できるだけ有効に活用していきたいと、その

点につきましては、全く同感でございます。以上です。

O議長(市川資信君) 都市整備部長。

0都市整備部長(前田雅夫君)

御説明申し上げます。

まず町名地番整理につきましては、住民の意見を十分尊重するとしヴ立場で市は対応

2点目の町名地番整理と学区域の関連につきまして、

しております。まず一番問題になりますのは、町の区域と町名でございます。町の区域

の設定につきましては、将来その境が不変、いわゆる変わらないようなものを中心に考

えまして、具体的に申し上げますと、道路でありますとか、河川、 水路、鉄道その他と

いうことで、区域を考えております。この区域は、 また商積も一つ大きな問題になるわ

けでございますけれども、先ほどいろいろ御指摘もございましたけれども、あまり過大

になりますと、またこの町名地番整理の趣旨が通らないわけでごさいますので、過大に

ならないよう、かつまた過小な区域を設定しないよ うそうしヴ立場で指導をしていると

いうことでございます。

それから町名でございますけれども、これは過去の歴史等十分踏まえまして、住民の

皆さんとよく協議をし、決めているということでございます。この中で、学区と町名地

番の関係でございますけれども、これは地元の皆さんと話し合う中で、自治会の区域も

含めまして、非常に御質問のあるところでございます。御承知のように町名地番とし、し、

ますのは、一度やってしまいますと、これは永久的に残ることでございます。学区の区

域とか、あるいは自治会の区域とし、し、ますのは、社会なりあるいはその地域の状況の変

化によりまして、 変更があり得るというふうに考えておりまして、理想的には学区、あ

るし、は自治会の区域が町名地番整理の区域と一致することが望ましいわけでございます

けれども、必ずしも整合はいたしませんので、そのように住民の方に理解をしてもらっ

ているとい うことでございます。

0議長 (市川資信君) 市長。

0市長 (森田喜美男君) 災害避難所とそれから学校区としての適正ということにつき

ましては、決して問題なしとはいけないわけであります。学校の位置はなるべく適正配

置が望ましいわけでありますが、もう一方には用地の確保の可能なところとし、う要件で、

-904- 「「
UハUハ可

U



今日の配置ができております。しかしながら、コミュニティーという考え方から言いま

すと、学校をなるべくコミュニティ ーのよりどころというふ うに考えてもらうという こ

とは、住民自治の立場で望ましいことである。それから学校には幸いに建物もあります

し、水もありますし、通信手段もありますので、避難所としてはし、し、条件を持っておる

わけでありますので、学校を要するに避難所と考えたいとしヴ原則は、今後も貫いてい

かなければならない課題だというふうに考えております。部分的調整とか、そういうこ

とは当然図らなければならない、これまた大切な問題だというふうに考えるわけであり

ます。

そうし、う現実の中から、一番し、し、方法を絶えず求めていかなければならない、これが

今日の大きな課題だと思っております。

0議長(市川|資信君) 石坂勝雄君。

027番 (石坂勝雄君) 何か市長の方から学校の何というか位置が土地の求めやすいと

ころにおっくりになったのか、さもなければ位置、規模、そういうものを踏まえて防災

上から考えても、求められたらどうなのかということが、まあ市長もそのずばりのお答

えがなかったんで、すが、もしあれば後でいま一因。

今ちょっと角度違えてあと 2点ばかり聞きたいと思うんですが、学区のこの、適正規

模の学校というのを、私まあ600人に踏むのか、 750人に踏むのかという問題も、当然こ

れから学年進行でもういっているんですから、現実としても40入学級というのはもう間

違いないんでし、くんで、そう何というか、大きな学校はもう全くあり得ない話、もう適

正に学校をノミラソスよく持たせるには、学区の変更きりないわけですよね。いわゆる、

じゃまた多いから、一面では空き教室があるのに、学校をつくるというようなことは、

まあどなたがおやりになってもやらないんではなかろうかと、こう思うんですよね。こ

れは私が言う心配というのは、かなり時間をかけないと、教育長の答弁の中にも学年進

行の中でやるんだから、かなり時間はかかると、こういうことを申したような、少なく

ともどこの学校と一ーまあ答申にも大体は出ているんですが、どこの学校とここの学校

はもうよほどのことがなければ、減るというととは明らかなんだから、そういうことの

行き方に対しては、当然何かお考えなり、必要があるんではなかろうかと、こう思いま

すね。そういう点で今言っていきたいのは、だから学校の規模というものや、最初から

400人を切るような学校はこれはやむを得ないにしても、どのくらいの学校までが、都

内の学校や、やや僻地の学校を見れば、これは私もやむを得ないことなんだけれども、

こうしヴ都市化の中の学校というのは大体このくらいの学校が適正だと、こういう点だ

けを、人数的なことだけを聞くのは恐縮なんですが、まずこのくらいの学校、最低がこ

れくらいで、最高がこのくらいだと、こういうことを言う、私も今後の何かにしたし、と

思うんで、いま一回御答弁願いたし、と。

それからいま一つは、学校の空き教室の部屋を使われることに検討されているという

ことなんだが、さっきもちょっと触れたんですが、ある学校は学童クラブより、ある学

校は借り物でもあるけれど、土地は借り物で、仮設的なものが建っている。あるものは

児童館の中に収容していると、こういう中でこれは教育委員会の責任だけではない、ほ

かのもちろん、福祉的というか、そういうとこの児童課なり、社会課なり、そういうと

ころの所管になると思うんだが、そういう点で、ただ大家さんというだけじゃなく、学

校管理者というのは、校長さんなりが学校というのをやっているんですから、その問題

をこれも何かかなり早くからきちっと検討は加えているというんですけれど、本来いう

なら、一面から見れば後で聞きたいことになるんですが、非常に教育委員会が独自性な

ことを頑張られるというのは、私も見上げたものだなと思うけども、何か一面から見る

と、大家はおれだから早く貸してくれよとだれかに言われれば、ずるずると貸してしま

うんだというようなことでない、そういうきちっと歯どめが、また歯どめをつくらない

とするなら、こうし、う計画でこういうように行くんだと、こういうことを何というか早

急にそのまま、いわゆる何というか検討しているんだといっても、二、三年先にいって

実ってくるのと、少なくとも一，二年のうちにこういうあれはしたし、んだというのか、

その辺今、再度聞きたいと思います。以上です。

O議長(市川資信君) 教育長。

0教育長(長沢三郎君) お答えいたします。

最初の適正規模というのは、どの程度のものを指して適正規模というのかと、これは

文部省の方で出しております学校関係の予算に対する基準財政需要額というものが積算

基礎として出されるわけですけれど、それに基づいてきますと、大体18学級というもの

を単位として文部省の方は積算基礎にしていると、そういうところからいきますと、小

学校の場合の適正規模というのは、ほぼ12学級ないし18学級どまりまでが、小学校の適

正規模ではないだろうかと。いわゆる児童数でいきますと400から500ぐらいが小学校に

おけるところの適正規模と、とんなようにとらえております。

なお中学校の適正規模というのは、 18学級ないし24学級というところで、児童数にし

て700から800ぐらいの中学校の適正規模ではないかと、こんなように18学級を中心にし

て、押さえております。
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それから次の空き教室の有効利用の問題につきまして、学童との関係でございますけ

れど、現在余裕教室を持っております小学校 5校ほどが、 5つの学校で学童の方を空き

教室の方に一応受け入れているとしヴ、その状況でございまして、これはあくまでも学

校教育そのものを、活動に支障のない範囲の中で、空き教室と申しましても、非常に余

裕の多い、少ないとしヴ側面がございますので、ある程度学童を受け入れても支障がな

いとしヴ範鴎の中で、受け入れているというのが実情でございます。

0議長(市川資信君) 石坂勝雄君。

027番(石坂勝雄君) ちょっと教育長、今一間聞きたいんですけれど、そのあれです

か、中学は18から24、小学校は12学級とし、し、ますけれども、今日野でできている学校は、

仲田小学校以外は、最初はそんな人数でなかっただけに、施設的にはどのくらいまで収

容できるようにしてあるんですか、その辺だけちょっとお聞きします。

0議長(市川|資信君) 教育長。

0教育長(長沢三郎君) 学校によって異なりますけれど、大体小さなところでも二十

四，五学級ぐらいはたいてい収容できるような状況に置かれていると、ただ学校ごとに

それぞれできた年次等によって、異なっている面がありますけれど、平均24ないし、 25

ぐらいの普通教室を持っている学校が、小学校の場合大多数であるということが言える

と思います。

0議長(市川l資信君) 石坂勝雄君。

027番(石坂勝雄君) それではこれまでの点をちょっと私の、何というかお願いとい

うか要望を申しておいて、終わりたし、と思うんですが、なかなか都市整備部長が町名地

番のことを申されているんですが、私もなかなか町名地番も役所の方が、案を出す方が、

よほど腹を構えて、しかもまたいわゆる住民のいろんな例えば自治会さんなり、いろん

なことの役職にいられる人の意見を聞いて、かなり一つの芯を持って対応しないと、時

間はかかったけれども、いつまで、たっても収拾がつかないと、こういうことになりやせ

んかなという心配があるんですね。そのわかりやすい町名と、だれが見てもここらの住

民感情が一つの例を言えば、百草だとか三沢だとか、落川だとか、百草園だとか、例え

ば何かよその地名もあれば、西平山だとか、 いわゆる東豊田とかというのが入っていて、

よほど何かを考えて対応しないと、いざ何か実はおろした、うまく し、かないということ

が出やせんかなという、私も老婆心ながら思うんで、その辺の名前のっけ方の問題に対

してもかなり配慮、をして、し、し、意味で言えば毅然、たる執行部としての考え方を持って、

臨んでもらいたいということを要望しておきます。
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それから学区の方に対しては、 750人ぐらい収容できる学校があるのを、 400人ないし

500人でもし巾、んだということは、これはゆとりある一一これはゆとりある教育とゆと

りある教室とは違うんですね、教育長。やっぱり空きは空きで活用するなり、きちっと

した方針を立ててもらって、学区を伸ばすところは 2年のところは、いわゆる 1年する、

3年かかるところは 2年のうちに早い機会にやる、学校のそうアソパラソスがないよう

な形でやるべきではないかと、こういうことを申し上げて、この問題を終わりたいと思

います。

それでは、質問の趣旨は、最後に40入学級について、ただし日野と書いておいたんで、

すが、 40入学級の問題は一応一般会計予算特別委員会でも最終日に、修正をされて、 修

正案が可決されたと。私は先般の緊急質問のときにも申し上げたような、いわゆる市長

には予算権がある、教育委員会には、教育の執行、いわゆる教育の内容に伴う執行する

権能がある。いろんな意味で分野があるわけですね。私はそういう面でいけば議会が執

行者が出したものを、修正を加える、それのある場合には、いわゆる何というか否決を

する、そういうことも当然、課せられた権能で、はなかろうか、こう思いますね。それをあ

えて云々するというところに、問題があるんじゃないかと、私はあえて申し上げておき

ます。

我々議員がやったことが、間違いであるんなら、 4年の一遍の選挙のときにきちっと

市民から答えを出してもらうということが、洗礼だと私は思いますね。そういう点で私

は、先ほど教育長から陳謝というか、何か出たけれど、教育長には任期はあるけれど、

先般も言ったけれど、別に一般公務員で、ただ教育長という職は特別職をどう扱うかと

いうことだけあって、今回非常に何というか審議の過程で教育長がPTAの皆さんなり、

審議の過程でも職責を暗してやるとか、責任を取るというような言動が多かったし、ま

た私も31日の朝、玄関の入口で、教育長、自信があったら云々、まあやめるんだと、こ

ういうようなお話を聞いて、私もずっと一連の経緯の中で、 4日の日に議事進行から緊

急質問に入ったということで、現実に一番先に市長に伺いたいんですが、予算を、もち

ろん教育委員会がいろんな要望だとかいろんな中で、市長は予算をつけられたというこ

とは、私よくわかるんだが、市長は何というか4，800万の予算が予備費に入れられてい

る、とれを市長は今後、まあまさか議会がやったことは、腹の中じゃ不当だと思ってお

られるかもしらんけれども、私はこの場で不当だとはおっしゃらないだろうと思うんで

すが、今後の市長は予算の予備費に入っているのを、早く言えば凍結されているのをど

ういうふうなお考えがあるか、この機会に先に市長にお聞きしたし、と思います。それか
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0議長(市川|資信君)

027番(石坂勝雄君)

石坂勝雄君。

それでは教育長の先ほどの心境というか、謝罪というか、御発

という根性も持っているのが、何というか私はうし年だと、自負しているわけです。そ

ういう中で、ああ私とまあ周年配の教育長であって、よほど何かいわゆる翻意を翻され

る、やめますと言ったことがやめないで、言葉は適切ではなし、けれども、踏みとどまっ

て頑張るというのは、何かをお考えになって、初心に返るというんだから、何かをお考

えになっているんではないだろうかと思うんで、そういう点で私はあえて教育長にその

先のどうして責任をとるんだということは、言わなくても私の心境はわかってもらえる

と思うんですね。私が言うのは、男は一回勝負するときは勝負する、一回言い出したこ

とは必ずなし遂げる、これが必要ではなかろうか、こういうように思うんですね。私も

こうしヴ性格なんで、今度のことのように私が軽く言い出して、軽くひつつあるんだな

んということなら、私はこういう性格だから言い出しません。もっと何でこれだけの対

応ができるなら、少なくとも 4日の朝、冒頭にできなかったかということを、まあこの

前も市長から謝っているんですけれどもね、私は言いたいわけですよ。そういう中で教

育長がここまで心境を変えられたというのは、何か一途に賭けるものがあると思うんで

すね。それと、教育長の今のいわゆる言葉、どうお考えになっているか。あえて質問を

申し上げます。以上です。

O議長(市)11資信君) 教育長。

0教育長(長沢三郎君) 大変議会に御迷惑をかけている問題が、今石坂議員さんの方

から御質問のあった点で、ございまして、 1日の日に私の方で教育委員長の方に辞表を出

した時点での私の心境といたしましては、やはりこれだけ40入学級の問題で混乱をさせ

てしまった責任、これについてのけじめをつけなくてはいけないという気持ちと、それ

からその時点におけるところの、私の体調の不調から来ているかもしれませんけれど、

この辺が私の辞任の潮どきかなというような気力の低下の問題、さらに自分自身として、

新しい自分の仕事として、できれば教育にかかわる記録をまとめてみたいなと、そんな

ような正直に言って心境が私にはございました。

そういうことで 1日の日にその手続きをとったわけで、すけれど、私がそういう方向を

打ち出した時点が広がる中で、実は非常に多数の校長さん、あるいは旧OBの方、こう

いう方々から、とにかく教育長が今回の問題でこれは挙げて教育長の責任ですという形

で責任を自分だけでとれば、それで済まされるというようなそんな問題じゃないんじゃ

ないかということと、ちょうど新しい学期を迎えて、それぞれの学校現場が新年度の対

応に対している中で、教育長自体がそういうことで自分で勝手に身をヲ|し、ていくと、そ

のことは学校現場をさらに混乱させる結果になるんではないかと、後始末をきちっとつ

ら教育長の方へ伺いたし、と思っております。以上です。

O議長(市川資信君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 議会のチェック機能という立場から、お決めになられた措置

でありますから、これを尊重するとしづ立場は、当然、また執行者の責任でもあるという

ふうに考えております。その凍結としヴ状態が解けるような状態になれば、まことに幸

いだと思いますが、自分の方から解けた、解けたという言い方をするつもりはございま

せん。

言を聞いて、私もやっぱり議員という特別の職にいるものとして、なまはんかなやりと

りの中で、ああ、そうですかというわけにもいかない立場です。またそうあってはなら

ないと思うんですね。そういう点で、教育長のさきに初心に返って、御迷惑をかけたこ

とはあるけれど、やるということですね、私、まあ何というかそうなると、今市長が議

会の決定は決定であれなんで、凍結されているということが、何かのまあ、そういうこ

とを言うのは私は、よく解釈すれば議会のいわゆる合議が得られるような形の中で、話

し合いの中なら、復活しても何かの形でしたいという一一これは私の推測だから、当たっ

ていないかもしれない、という発言なんですがね。教育長としてですね、だから私はどっ

ちが何か先かということの問題になってくるんですね。教育長、やっぱり責任をとると

いうと、教育長が今までの審議の過程の中なり、議事に接した中で、私はこの問題が通

らないなら、責任をとりますと、こう言っていたことに対して非常に何というか、とら

れるならし、し、けれど、さっきのごあいさつだと、とられないということになると、教育

長、今後教育行政の一一教育委員長な仏教育委員がし、られるけれども、少なくとも何

か聞くところによると、今国会に教育のいわゆる改正の教育六法ということで、初任者

研修の制度とか、資格の問題、なかなか今国会、いわゆるいろんな新税の問題もあるけ

れども、教育国会ではなかろうかというような、後半戦はなるということを私も聞いて

いるわけですよ。そういう私もまだまだ不勉強だから、その法案の内容がどういうこと

だかわからんけれども、教育長も何かやっぱり一回、男がまあ一一一私もたまたま教育長

も大正14年生まれで、うし年です。私もくしくも大正14年で、私の方が何ヵ月か先に生

まれて、一ーまあうし年というのは、そううまいことを言ったり、何というか人はだま

せないかわりに、向けば向きっきりというやつなんですね。私もどっちかというと、も

う一途なところがあるんですよ。そのかわりどんなことがあってもその何かやり遂げる
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けることこそ、教育長の責任ではないかと、こういう忠告、あるいはよその地区から大

変大勢の校長先生や先生方をお迎えしている中で、そういう方を呼んでおいて、教育長

がし、ろいろ手立てをして、他地区からそういう方々をお呼びしておきながら、自分で勝

手にやめていくということは、そういうお呼びした先生方に対して、失礼ではないかと、

このような問題をるる多数の方々から、 1日の日から 2日の日にかけまして、説得され

まして、この問題が単に私その個人の問題ではないというその判断と、とにかくこの問

題を長く放置しておけば放置しておくほど、混乱の輪を広げていくというその判断に立

ちまして、また十分な心情的な意味での自分の気持ちの整理というものはできなかった

んですけれど、とにもかくにも今やめては、学校自体今申し上げたような年度初めの状

況の中で、非常に校長先生方が御心配なさっているような状況が出てくるという判断に

立ちまして、辞表の撤回を行ったと、それでとにかく今申し上け7こような心境の変化と

いうのはそんなところから出ているということを御了承願いたいと思います。

0議長(市川資信君) 石坂勝雄君。

027番(石坂勝雄君) こういうやりとりをするというのは、受ける人は全くつらいし、

大変だろうと思うけれども、言う方だって私がいつも言うとおり、教育委員をいつでも

何というか、同意しない否決の方に回るという心境以上に、つらいわけですよね。私こ

ういうことでもあえて市長にも申し上げておきます。

それと私、今教育長のお話を聞いておって、今校長さん等に留意をされたということ

は、一応わかるんですが、その何かもろもろのOBというようなことをおっしゃられた

が、私が知っている人もし差し支えなければ、私が知っている人で、こういう人に留意

をされたんだという人がおありなら、ここであえて私も教育長に聞きたし、わけなんです。

O議長(市川資信君) 教育長。

0教育長(長沢三郎君) それじゃお答えいたします。

私、 1日の日 にそういう事情で一応辞意を出しまして、真っすぐ自宅に帰ろうと思い

ましたけれど、長い間御世話になった森久保元教育委員長さんにだけは、その点につい

ての報告だけはして帰りたし、ということで、高幡に向かつて、森久保元委員長さんをお

訪ねして、こういうわけで4月 1日付をもって退任させていただくようにしましたとい

う報告をされたところ、とにかくあんたがやめて、だれが今度やるんだという問題を含

めまして、ぼくはそういう形の責任のとり方というものについては、反対だねというよ

うな形で、相当 1時間近く森久保先生からこんこんと説得をされました。

私もよくうちへ帰って、今晩一晩考えてみますとは言って、森久保先生のお宅は出た
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わけですけれど、夕方、実は現在多摩市の方にお住まいになっている元日野一小の校長

をやられていた溝呂木先生、ちょっと今本当に体調を崩しちゃって、点滴をされながら

というような状況の方なんですけれども、その溝呂木先生が今資料室の室長をやられて

おります黒沢先生とお二人で、何だ教育長ね、やめるという話を聞いたけど、それはま

ずし、ぞと、まずいよというようなことでお 2人で夕刻私のうちへお見えになって、説得

を受けたと。それからさらにその夜間に、夜分に入りまして、中学の校長さんであした

は2日の日に、たまたま年度初めの校長会があるんだと、その際に教育長が出てこない

で、年度初めの校長会をやるなんということ自体が、お迎えした校長に対して、失礼で

はないかというような意味での忠告も受けまして、それらの問題を全体的に考えた中で、

今申し上げ、たような私個人の感情等でこの問題を処理してはまずいなということで、 2

日の日に翻意したと、そのような状況でございます。

0議長(市川|資信君) 石坂勝雄君。

027番(石坂勝雄君) 何か少し立ち入ったことまで聞いたかもしれませんが、私は今

教育長の報告は報告なりに、受けとめます。ただし、私はあえて一一最後にこれでまあ

おしまいにしたいと思うんですが、恐らく議会からは教育長が自分で辞表を出されると

いうこと以外に、だれも教育長に対してやめた方がし、し、とか、恐らく審議の過程にして

も、責任をとれといったものはないと、私はあえて断言せざるを得ないんですね。そう

いう中でこうしヴ問題で何かまあ直接こうしヴ審議に加わっていない人が、後ろの方の

旗振り役が非常に何か、うがったような見方で、 議会の審議を知らないで、うがったよ

うな見方で物を処してくるという、こういうことに対しては私は断じて我慢できない。

これだけは申し上げておきます。

それから、私は申し上げます。これ以上はもうこの問題を聞く 気もないけれども、そ

ういうことが議会制民主主義なり、我々こういうところでやりとりする態度がどうかと

いうこともあえて最後に申し上げて、この質問を終わり ます。

0議長(市)11資信君) これをもって 7のし児童数の減少傾向の現状下での問題点に

ついての質問を終わります。

一般質問 7の2、日野市住みよいまちづくり指導要綱 (開発行為)の一部見直しは考

えないかの通告質問者、石坂勝雄君の質問を許します。

027番(石坂勝雄君) この質問は私取り下げてもよかったんで、すが、決して何という

か、出ているのにあえて下げなかったというのは、 我々の同僚の議員である飯野議員の

質問の中で、日野の住みよい町づくり要綱は、 見直しをされるというような御回答が出
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ているんでね、私もこの意見を一つだけ言って、終わりたし、と思うんですが、むしろ質

問はしないでね。

この住みよい町づくり要綱をつくったときと、今の現状下、まあ土地の高騰もあるし、

それから人口の鎮静化もあるし、それから周囲のいろんな状況が変わっています。そう

いう中をよく一一この私、初めて住みよい町づくり要綱を見ているんですが、まあよく

できているなと思うけれど、しかし一面見ると、これを今度使い過ぎるとやっぱり何と

いうか、むしろ土地の鎮静化に対して、逆な、むしろ土地単価をあおるというような、

考え方にもならんでもない。そういうことで、区画整理がどんどん進行 している中、 公

共負担は公共負担、そういう形の中で、もうどんどんやっていく現状の中で、これをい

い意味で、何というか、直すべきことは早く改めてもらって、それで日野の多少地域の

区画整理したりしなかったりしていると ころの道路状況悪かったり、ァ γバランスが出

るのに、公共基金に使って、いわゆる蓄積してもらって、使う方も立派に使ってもらい

たいということを要望して、終わります。

O議長(市川資信君) 答弁はよろしいんですか。

027番(石坂勝雄君) 結構です。

0議長(市川資信君) これをもって、 7の2日野市住みよいまちづくり指導要綱(開

発行為)の一部見直しは考えないか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、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。

C i異議なし」と呼ぶ者あり〕

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0議長(市川資信君)

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。

C i異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(市川資信君) 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46分休憩

午後 9時46分再開

0議長(市川資信君) 休憩前に引き続き会議を開きます。

一般質問13の1、変形40入学級に問題は無いかの通告質問者、馬場弘融君の質問を許

します。(i持ち時間 3時間にするからな、遠慮するな」と呼ぶ者あり)
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(15番議員登壇〕

015番(馬場弘融君) 議長のお許しがようやく出まして、すでに結論が出ている問題

でございますけれども、表題は変形40人学級に問題はないかとし、う表題であったわけで

ございますが、やはりたくさん問題点があったのだということで、繰り返しになるかも

しれませんけれども、大分間があきましたので、どういった問題点があったのかという

ことを簡単に幾つかに分けて申し上げた上で、その問題点を含めて、予算が審議をされ

ている過程までの教育長の言動及びそれから後、 4月 1日以降の教育長の言動について、

何点か質問をしていきたいというふうに思います。教育長もまあ病み上がりということ

で、大変お疲れかもしれません。個人的にまあ非常によくわかるわけでございますけれ

ども、私もあえて公の立場にある議員として、申し上げるべきことは申し上げなければ

いけないという立場で質問をさせていただきます。よろしく御了承を賜りたいと存じま

す。

なぜ今回の変形40人学級、途中から学習グループ学級というふうな名前に変わって、

内容的にもかなり変更があったわけで、ございますが、この予算4，800万円が予備費に因

されてしまったか、私なりにおおよそ 7点ほどに分けて、理由をまとめてみたわけで、すo

第 1は急ぎ過ぎたという こと、拙速ということですね。完全な形での40人学級ができる

んだというのであれば、時間をかけなくても請願にもあったとおり、あるいは我々の議

会の議決もあったとおり、すぐにでも賛成ができた。あるいは市民の方々も納得してい

ただいた、と思うんですけれども。変形という名前が初めからつけられたように、とも

かく請願等で求められたものではなかった。しかもかなり該当する子供さん、あるいは

親ごさんには大きな影響が出るだろうということが、十分予測されたにもかかわらず、

その父母の了解を得るためにじっくり時間をかけるという道筋とし巾、ますか、そういう

ものがほとんどとられていなかった。いまだに私たち議員のところには、父母から、な

ぜ完全な40入学級ができるというのに、あなた方はつぶし7こんですか、こうし、う誤解に

基づく批判がまだまだ寄せられてくるわけです。いかにこの経過の中で、教育長はじめ

教育委員会の方々がこの問題をじっくり時間をかけて、懇切丁寧に関係する方々に説明

をしてこなかったかということが、改めて認識をされるところであります。まして学習

ク'ループ学級に変わったときの教育長、教育委員会の説明文にもあるように、 3年間の

臨時措置じゃなくなって、この指導法の研究というのは日野市の新しい教育財産として

定着できるように、組織的に取り組んでし、くんだと、全く変わってしまったわけで、す。

というなら、なおさらスタートの時点で、もっともっと内容を関係する父母を含めた方々
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に、よくこうなるんですよ、説明が必要であった、と思うわけであります。 PTAに説

明があったのが、年が明けてからです。さらに該当する九つの学校の父母への説明会が

行われたのは、これも校長先生から非常に不明朗な形での説明会であったというふうに、

私は聞いておりますが、それがなされたのも、 3月になってからであります。ともかく

急ぎ過ぎた、これが第 1点目。

2点目は教育委員会の内部での十分な討論が欠けていたということであります。 5人

しかし、ない教育委員会、教育委員、結論は一つしかないとしても、あるいは教育長が一

生懸命お考えになって一つの案を出された、それは十分わかるとしても、もっと複眼的

なし、し、面はここにある、悪い面はこうなるだろう、そういった意味での討論がし、ろんな

角度からなされてもよかったので、はないか。変則的だというふうにみずから名付けてい

るにもかかわらず、教育委員会の議事録、要点筆記の議事録を見る限り、反対意見が出

たり、どうかなという意見が出たりといった形跡が全くないわけです。先生を12人ふや

せば悪くなるはずはないだろう、こういった思い込みだけで行われた。討論が全く不足

していた、これが 2点目であります。

3点目には多少ダブるかもしれませんけれども、児童、父母への視点、あるいは児童、

父母からの視点が欠けていたということです。教育長もよく発言をされておりますけれ

ども、現状の学級王国的な状況、こうしヴ状況はあまりよくないんだ、よく教育長が発

言しておられました。で、今大体子供たちはそういう状況の中に置かれているわけです

ね。そういう子供たちが一部であっても、学級という枠を越えたような教育を受けるよ

うになってし、く、そういう新しい内容のものをこれから始めようというのに、児童や父

母がどんな不安感を持っかとし、う視点が、本当に欠けていたんで、はないかというふうに、

感じます。そもそも PTAからの請願を受けての、請願にこたえての施策で、あるという

触れ込みです。というなら、あなた方が請願されてきたのは、完全な40入学級であった、

だけれどもいろいろな状況でそれはできませんでした。こういう形になってしまうんだ

けれども、それでもスタートしていいでしょうかという問いかけがなぜもっと前の段階

でなされなかったのだろうか。素朴な疑問であります。市の広報に書いてあるあれを読

んでもらえれば、 PTAの父母の方々にはわかっていただけるでしょう、こういった発

言だけが教育委員会の議事録からは見えるわけです。あまりに無責任ではないかという

ふうに思いました。

4点目、法令の規定の陸路を縫うような今回の方式とし、し、ますか、やり方は、やはり

教育をやるものにとってこれは正道ではない、無理があったことをいわざるを得ません。
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子供を教える立場にある教育長であり、教育委員会が、このような法のはざまを縫うよ

うなやり方というのは、どう考えても慎まなければならなかった。そう思います。私ど

もの会派の山口議員の言葉を借りれば、カーブではなくて、たとえスローボールでも、

ストレートを投げてほしかった。ストレートで通してほしかった、というふうに思いま

す。

5番目、 40人学級というのは、まあ誤解を受けるかもしれませんけれども、 本来算数

的な問題といし、ますか、物理的な問題とし、し、ますか、そうし、う問題であった、あるいは

形式の問題であった。つまり内容としてのいい教育を高めるには、 形としての40入学級

というものをつくるのが一番し巾、んですよ、それが請願の趣旨でもあり、教育長もそれ

は十分おわかりだと思うわけです。ところがその形式の議論をするのに、まあ国語的な

問題とし、し、ますか、内容の問題を一緒にしてしまった。これに根本的な誤りがあったと

いうように思います。しかもあまりにも強引に形式の問題と内容の問題をくっつけて、

私どもにも説明をした。父母ゃあるいはその前の教職員組合からの請願、もう一度じっ

くり読み直してみてほしいと思うんですね。いずれの請願も40入学級の早期実現に向け

て、国や都への働きかけをしてもらいたい、あるいは改めて自分たちの請願を採択して

国や都議会への意見書を送付してもらいたい。で、最後の一番新しい PTAからの請願

では、行き届いた豊かな教育が実現するには、 40入学級が早期に完全に実現する ことな

んだ。それが教育上最も必要な事柄なんだ。で、そのためには、日野市議会が政府や東

京都に意見書を上げるようにしてもらいたい。これが関係する教職員や、あるいは父母

からの PTAからの要望であったんですね。(1東京都はやらないじゃないか」と呼ぶ

者あり)それになぜ内容的な問題を加えてしまったんでしょう。内容をよくするには、

40人学級というものが完全に実施できなければなりませんよ、それを要望してください

ねという願いであったにもかかわらず、先ほども言ったようにそれがどうもできそうも

ない、その時点で、もう一度お考え直すべきであったんではないですか。全く形式と内

容という違ったものを強引にくっつけて、しかもその上に表題としては、 140入学級J

という名前をつけた今回のやり方というのは、どう考えても強引なこじつけであり、父

母にも理解はされないし、私ども議会にも理解はされなかった。無理もない、このよう

に感じるところです。

さらに新しい教育方式というふうに、新しい指導法というふうに考え方が途中で変わっ

たんならば、本来40入学級がまだできていないところ、 つまり 9校12学級ですね。そこ

だけの問題ではないはずです。日野市の義務教育、小学校の義務教育のやり方を新しい
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教育方式、新しい指導法でやっていこうというんならば、すべての学校にその方式を導

入していかなければならないでしょう。根本的な矛盾だと思います。(Iそうだ」と呼

ぶ者あり)さらに40人学級がまだできていないところも、ある学校では 4学級のところ

もある、ある学年では。またある学校、ある学年では 2学級のところもある。つまり 4

学級のところに、 1人の先生を配属するのと、 2学級のところに、 l人の先生を配属す

るというのと、結局また差別がつくだけじゃないですか。一つも問題の解決じゃないし、

かえって新たな問題が起こってくる。そういう恐れが十分に予測されるわけでございま

す。結局、内容的には教育委員会として、各学校にこのような指導方法でやりなさいと

いうことが言えなかった。ほとんどの部分は各学校の現場の先生方に任せます。ただ言

えることは 1人の先生がふえていくんですよということだけ。その先生がふえることに

よって、どういうことが行われたらいいのかということがまず教育委員会から、このよ

うに基本的にやりなさい、こうし、う指導方法でし、くんですよ、それを受けて、細かいと

ころは個々の学校で対応しなさいというんであれば、わかります。そうではなかった。

ほとんどがそれぞれの学校でどうしヴ方式が考えられるか、十分検討してみてください。

あまりにも無責任な、新しい方式の採用だというふうに言わざるを得ないわけです。

6点目、昨年の10月の教育委員会で初めて討議事項とし巾、ますか、協議事項としてこ

れが取り上げられた。まあ 8月に報告事項として取り上げられているわけですけれども、

それ以来、今回の議会に至るまでの教育長の対応に全く柔軟性が欠けていたと思います。

自分の考え方だけを押しつけようというのではなくて、もっといろんな意見、いろんな

考え方というものに耳をかし、柔軟な対応をしていれば、私は今回の予算についても全

く別な道が開けていたのではないかというふうに、改めて思います。ですから常に問題

になるように、何か政治的な裏があるのではないか。教育長はそうではないと再三言っ

ていましたけれども、政治的な裏があったのではないかということを勘くやられでも仕方

がない。

7点目、 ( I何点並べても真実は変わらなし、」と呼ぶ者あり)市長が教育行政に口を

出し過ぎている、これが表面には全く出ていません、今回の議論の中では。あるいは市

長が無理押しをしている、表には出ていないけれども、裏ではそれが読めます。(I邪

推」と呼ぶ者あり)改めて、池尾前教育委員長がなぜ任期をまだたくさん残している中

で、やめていったのか、いろんな議論がありました。いろんなお話も聞いております。

改めてなるほどな、市長がもっと教育行政というものを教育委員会に、あるいは教育長

にゆだねていれば、あるいは別な展開があったのかなと、このように感じる。概ねこれ

。。
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は私なりの感じ方でありますけれども、まあ 7つの点で、無理があった。予備費に回さ

れても仕方がなかったと、このように感じるわけです。

で、以上がですね、 ( I過密学級どうするのか何も言っていなし、」と呼ぶ者あり)議

会が審議をされている、審議をしている経過の中での教育長、あるいは教育委員会の対

応についてのまとめとし巾、ますか、私なりの考え方でありますけれども、それについて

今回の審議経過の中で、全責任は自分自身にあるということを本会議の中でも教育長は

発言をされた。委員会の中でも、予算委員会の中でも、何度か発言をされた。その発言

に対して、ある議員からは、公の機関としての議会が公の問題として議論をしている中

で、そういった個人の感情に訴えるようなそういった発言は慎むべきではないか、個人

の感情に訴えるような発言には左右されないで、きちんと自分の考えで審議をしていこ

うではないか、こういう発言すらあったわけです。教育長もよく御承知だろうと思いま

す。

その全責任は我にあり、こういった教育長、これは 4月 1日以降の言動とは全く切り

離しまして、この問題についてのまず教育長の責任のとり方、伺いたいと思います。こ

れが 1点目の質問です。

それから内容的に日野方式とも言っていい、新しい教育方法をつくってし、くんだとい

う意気込みであったわけですね。今回はいろんな事情の中で予備費の中に因されてしまっ

たけれども、今後どのように取り組み直していくつもりでいるのか、これが 2点目。

3点目は、先ほどの 7番目で市長に申し上げましたように、市長に今回のこの変形40

入学級の問題がこのように混乱してきたことについての、市長がどのような反省の気持

ちをお持ちになっているか。

以上3点が4月 1日以前の審議の内容についての質問です。

次の質問は4月 1日以降の教育長の言動についての質問をしたいと思うんです。私は

予算委員会の最終日、個人的に非常に苦しみました。もし我々が考えているような方式、

つまり4，800万円のこの変形40入学級にかかわる予算を、予備費に回す、そういう決断

をすれば、間違いなく教育長はやめていくだろうな、それでし、し、のかな、随分あの最終

的な結論を出すまでには考えました。これは決して私だけではないと思います。で、悩

んだ末、考えた末、仕方がない。個人的には教育長がおやめになるということは非常に

残念だけれども、今この状態の中で、父母があれだけ不安を感じている中で、我々自身

も不安を感じる中で、この予算をそのまま通すわけにはいかない。個人的な感情として

は、耐えがたいけれども、これはこらえて、この予算をどうしても認めるわけにはいか
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ない。苦しい中で決断をしたんです。 1日の本会議、教育長がいらっしゃらなかった。

「ああ、もうおやめになる決心を固めたんだな」と、素直に私はそう思いました。心の

痛みも感じました。ところが御承知のような経過の中で、今ここにいらっしゃるわけで

すね。

先ほど私どもの会長、石坂議員からも責任のとり方、この問題についての責任のとり

方ということが問われました。で、冒頭にこの問題については、教育長からの陳謝とい

いますか、あったわけです。その陳謝を聞いておりまして、あるいは質疑に対する答弁

を聞いておりまして、どうしても腕に落ちなかった。それは教育長が頼んで、お願いし

て日野市内の学校に来てもらった校長先生がやめるんだから、そこには行かなければい

けないと思った。一方議会は出ていなかった。確かに自分がお願いした校長先生、いろ

んないきさつがあったんでしょう。お気持ちはわかります。しかし議会というところは、

日野市民の代表が集まって教育問題も含めて、日野市全般のことを議論し、決めていく

場です。しかもその日は一般質問の 日で一一最終日でしたか、一般質問ですか、 ( i初

日」と呼ぶ者あり)初日ですね。たしか何人かの議員が教育長を答弁者として想定をし

た通告をした質問が用意をされていたはずです。その議会を欠席することの重さと、 一

方で自分がお願いを して、来てもらった校長先生に何としてもあいさつをしなければし、

けないというその思いと、どうなんでしょう。私はどちらが重いとも言いません。両方

とも出られないような状態でした。出ませんでしたというならばわかります。なぜ議会

だけがカットされなければならなかったんで、しょうか。

そういう意味で今になって、大変申しわけありませんでしただけで、済むと教育長は

お考えになっているのでしょうか。もう一度この 4月 1日以降の言動について、特に議

会に対する言動について、再度お尋ねを したし、というふうに思います。以上です。

O議長(市)11資信君) 馬場弘融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) 前段の方のですね、問題等につきましてもいろいろ反省させ

られる面もあるわけですけれど、特に今御質問のありました4月 1日並びに 4月2日付

におけるところの言動と、こういう形で答弁さしていただきたし、と思いますけれど、先

ほど石坂議員さんの方にもお答えしたとおり 、4月1日時点では、私は今回のこの40入

学級の問題に関して、混乱をさせてしまった責任をとって、けじめをつけるべきである

と、そうし、う気持ちと、それから確かに連日深夜にわたる議会とのやりとりの中で、大

変私自身も疲れておったということもあるでしょうし、体調の不調から来る気力の低下

-920-

と申しますか、この辺が私の辞任の潮どきだなと、そういう考え方も確かにございまし

7こO

それから先ほども申し上げましたように、私自身残された人生の中で、私が今まで歩

んできた教育の記録というものを、まとめる仕事というものを、自分なりに新しい自分

の仕事として取り組んでみたいなと、そういうような気持ちも率直に言って、 1日時点

ではございました。 したがって、ちょうど議会が始まる直前ですね、教育委員長にあて

ての辞任と、それから市長の方に辞意を申し上げたと。市長の方からは個人の責任では

ないというような言葉がございましたけれど、私としては今申し上げた三つの点で、一

応やはりここではけじめをつけなくてはいけないなと、そういう気持ちで 1日の日の私

自身の心境としては、それだけだったで、すO で、 2日の日に急に豹変して、辞意、を取り

下げたと、その辺の私の心の中の葛藤というもの、 これがさらにいろんな意味で精神的

なストレスにな って4月4日以降の問題にも絡んでくるかもしれませんけれど、確かに

私が辞意、を申し上げた後、いろんな方から、いろいろな角度で、今の日野の教育現場と

いうものを考えたときに、そうとにかく教育長が無責任に、放り出して自分でやめてい

けばいいんだと、そういうことが果たして責任の取り方なのかと、こういう面からの相

当強し、忠告、あるいはせっかく先ほど言ったように、日野にお呼びしておきながら、お

呼びしたその先生方に対して、教育長自体、自分はやめていきますよというのはあまり

にも失礼ではないかと、そんなような形での忠告等が非常にございまして、自分自身と

しても、相当悩みました。ただこの問題をそのまま放置しておくということ自体が、間

を置けば置くほどいろんな意味で混乱の度合いが激しくなるということも考えましたし、

2日の校長会には、ぜひ出てきて、教育長としてのあいさつをしてくださいよというそ

の状況の中で、体調的には 1日も 2日も 4日もそう違うような状況ではなかったかもし

れませんけれど、 2日の日には校長会の方にあいさつだけには、年度初めのあいさつな

んで、あいさつに出たと。 ただその中で、確かに私自身連日電話だとか、あるいは来客

だとか、そうしヴ状況の中で、非常に精神的にも肉体的にも、疲れ切ってしまったとい

う問題もあったかと思いますけれど、十分な形で、自分の気持ちの中での心情的な面で

の内容の整理が行われないまま、一応とにかくこの問題をこのままいつまでも放置して

おいたら、かえって混乱が大きくなるということで、 2日の日には、辞意を撤回すると

いうような形で、教育委員さんの方にもお話をしたと、そんなような現状でございまし

て、今申し上げた 1日と 2日の私自身の心境の変化というものは、以上のような状況で

ございます。
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それから 2点目の今後どんな形で取り組むのかという、その点についての御質問でご

ざいますけれど、私自身今回のこの問題について、確かに学校現場にもっと十分理解さ

せるべきであったということについては、反省をしております。学校現場が十分理解で

きない状況の中で、父兄とその学校が対応したときに、父兄の方から、学校にいろいろ

な質問があっても、学校自体例えば先ほど申し上げた個性を尊重する教育だとか、ある

いは開かれた学級とか、そういう面についての十分理解が持てないまま、父兄とその対

応したので、父兄の方もますますその不安を増幅させていったと、こういうことでです

ね、学校現場に対する対応について、私自身非常に不足していたなと、そういう点につ

いての反省は強く持っています。ただこの教育の方向というものは、これから先の小集

団に移ってし、く学校教育のあり方としては、やはりあくまでもその指導法の追求という

ものは、やっていくべきであり、当然学校当局と十分連絡を取りながら、進めていきた

いと、このように今後どう取り組むかと、予算がつく、つかないにかかわりなしに、こ

の小集団におけるところの指導法のあり方、この問題についてはあくまでも追求してい

きたいと、そのように考えています。

0議長(市川資信君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 御質問の私に問われている範囲ですが、私の心情といたしま

しては、教育委員会のお立場、存在を尊重し、教育委員会に、また全体を通じまして、

誤解を受けるようなそういうことはあってはいけないということを、一層今回のまた反

省の材料にもいたしたし、と、このように考えております。そうしヴ気持ちで今後も努め

をしたいと思います。

0議長(市川資信君)

015番(馬場弘融君)

馬場弘融君。

教育長に再度お伺いをしたいんですが、私は責任のとり方を第

1点目で具体的に聞いているんですね、特に内容的な今回の変則40人学級、あるいは学

習グループ学級、こういったものが十分な討議もなされないで、あるいは十分な調査と

し巾、ますか、どういうふうになってし、くだろうなというふうな準備がなされないままで

予算化され、実施までされようとしてきた。この要するに教育行政の進め方が、私たち

に言わせれば、かなり間違っている。間違った教育行政を進めてしまったということに

ついての責任はどうおとりになるのかという面と、それから 4月 1日以降の教育長の言

動ですね、これが議会に対してすみませんでしたということだけで、し巾、んですかとい

う、この二つを具体的に聞いているんです。もう一度お願いします。

0議長(市川資信君) 教育長。
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0教育長(長沢三郎君) 第一点目の責任の取り方という問題につきましては、先ほど

一応おわびのごあいさつの中にもございましたように、私自身辞意を、そうし、う状況の

中で撤回をしたという限り、初心に立ち返って、誠心誠意日野の教育向上のために、私

にできる限りの力を尽くしていきたし、と、それが今回のこの問題に関して、いろいろ御

迷惑をかけた状況に対する責任のとり方であろうと、こういうように反省しながらやっ

ていると、そういうその状況で、今の心境と してはそ ういう心境でございます。

それから(i何言っているんだ、自分の気持ちの整理を言っているだけじゃないか」

と呼ぶ者あり)もう一点、馬場議員さん何ですか。

015番(馬場弘融君) 4月 1日以降の言動、特に議会に対して、すみませんでしたと

いうことだけで、済むとお考えですかということです。(発言する者多し)

余計なこと言うな。(i教育長、また倒れちゃうと大変よJ iそうだそうだJ iかま

ねえ、かまねえ、そんなことは」等々発言する者多し)それは個人的な問題だ。公の機

関だ、我々は。

0教育長(長沢三郎君) 4月 1日以降の問題、今の責任のとり方と裏腹の関係にある

と思うわけなんですけれど、先ほど申し上げたことを繰り返すようで申しわけないわけ

なんですけれど、私自身そういうような状況の中で、最初の私自身が考えておりました

考え方を翻意にするという中での、心の葛藤とし、し、ますか、そういうものを経ながら、

今自身ここでこういうぐあいに議場に立って答弁をしている、そういうその状況の中で、

私はやはり大勢の方が日野の教育現場における混乱をこれ以上広げるのかということに

対して、私自身に翻意を求めてきている、その希望にこたえて、やはり私自身踏みとど

まって、できるだけの対応をしていかなくてはいけないんだなというように考えている

というのが、現状でございます。

0議長(市)11資信君)

015番(馬場弘融君)

馬場弘融君。

今後の対応について、しっかりやっていきたい、これについて

はよくわかる。よくわかるんです、それは。だけれども、議会に対して先ほども言った

ように、教育長の答弁を求められている、一般質問の場をはずしておいて、後から「実

は病気でございました」という形のものが出てきている。そういった経過を、その節は

すみませんでしたということだけで、一般社会済むんでしょうかね、ということを私申

し上げたかったんです。今のお話を聞く限り、先行きの対応をきちっとやっていきたい。

それはよくわかる。それはぜひそうやってもらわなければ因る。しかし、間違いがあっ

た。やってはならないことをしてしまった。それについてはしかるべく 責任のとり方が
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あろう、それを私は申し上げたかったわけです。これ以上この問題で申 し上げても、仕

方がない。後ほどしかるべく何らかの対応をせざるを得ないと思うんですけれども、そ

れにしても再度申し上げておきますが、教育長が本会議、あるいは委員会等の場で、再

三責任をとるということを発言された。その発言がもし本気であったならば、そのやめ

るという発言は、当然 3月から 4月にかけての学校現場が大きく混乱するんだろうな、

混乱しても仕方がないな、それでもやめていかざるを得ないなという意味での発言だっ

たと、私は考えたんです。後になって、説得されてみれば、ああそうか、現場が混乱す

るのか、じゃやめよう。そんなふうには私はとらなかったんで、すよ。教育長、本当に教

育長がおやめになるということは、現場が大混乱しちゃうだろう、だけれども、自分と

してはやめざるを得ないんですよという意味での訴えととったんですよO だから苦しん

だんです、我々は。その苦しみは何だったんですか、非常に残念です、私は。

まあ教育長については、今後本当に日野市にし、い教育を、教育方法をつくっていこう

というならば、ちょっと壁に突き当たっただけで、やめたいだとか、そういう発言は一

切なさらないでほしい。じっくり、腰を据えて、し、し、と思うならば、徹底的に反対する

人、わかってもらえない人を説得する。そういう姿勢がほしいと思います。これをやら

してくれなければ、私がやめるかもしれませんよ。こういう言い方だけは今後二度とし

てほしくない。 (r教育者にあるまじき態度だ」と呼ぶ者あり)このことを教育長には

強く申し上げておきたいと思います。

それとここにはし、らっしゃいませんけれども、残る 4人の教育委員、教育委員にも大

きな責任があったと思います。(rそうだ」と呼ぶ者あり)たとえ市長に選ばれた、市

長によって教育委員にさせてもらった、そういう立場があるにせよ、 ( r議会で承認し

たんだ」と呼ぶ者あり)市長に対して、明白に自分の意見をもの申す、こういう立場で

教育委員の仕事をやってもらいたい。ここにはいないけれども、あえて教育長も教育委

員の一人として、聞いておいてほしい。もっと強い、強い教育委員であってほしい。幅

広い議論ができる教育委員会であってほしい。一方に偏れば、そのとおりにわあっと流

れてしまう、そして現場が混乱してしまう、そういうことがないようなしっかりした教

育委員会、教育委員であってほし¥.，、、このことを申し上げたい。そして市長には、金は

出しても、一切口は出さない、教育行政は教育委員会に、教育長に任せる、政治的な動

きは一切するな。以上強く申し上げて、この質問を終わります。

0議長 (市川資信君) これをもって、 13のし変形40入学級に問題は無いかの質問を

終わります。
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一般質問13の2、三多摩分県論のすすめ(大きく三多摩の発展を考えよう)の通告質

問者、馬場弘融君の質問を許します。

015番(馬場弘融君) この問題やろうかと思ったんですけれども、この次にまだきょ

うの日程がございますし、その問題である面に向いている皆様の関心をそらせることに

もなってしまいますし、あえてこの問題を次の議会に譲りまして、本日の質問は取りや

めたいと思います。

0議長(市JII資信君) これをもって、 13の2、三多摩分県論のすすめ(大きく三多摩

の発展を考えよう)の質問を終わります。

一般質問22のし平和祈念資料館の建設と日野市核兵器廃絶・平和都市宣言碑の設置

についての通告質問者、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) ただいまから一般質問を行わせていただきます。

大変長い時間をかけての今日を迎えました。私は答弁者の方々にもぜひ御協力をいた

だきまして、簡潔な短い中で、濃い中身の質問をしてまいりたいと思います。

最初に平和祈念資料館の建設と日野市核兵器廃絶・平和都市宣言碑の設置についてで

ございます。平和を願う人々は本当に今全世界にも広がっておりますが、ことし43年目

の広島・長崎の原爆投下の日を迎えますが、ことしは特に福岡県の八女郡星野村の平和

の塔で43年間燃えていた火が、日本じゅうをリレーして、そして 5月31日から 6月2日

までニューヨークで開かれる第 3回の国連軍縮特別総会にこの火が持ち込まれることに

なっております。この核兵器全面禁止・廃絶のために、 広島・長崎からのアピール署名

を支持される全国の3，323の地方自治体の64%に当たる2，141名の首長がここに署名され

ております。森田喜美男市長もすでに早い時期に署名を寄せられております。そして今、

非核宣言自治体の数は1987年の昨年の暮れには、 1，196自治体となってきております。

81年、昭和56年ですけれども、このとき六つの自治体しかまだ宣言をやっていなかっ

た、そういう中で今日では、1，196とやは りいろんな形の保守も革新も含めた自治体で

平和のために大きく皆さんが求めている、こういうことがこの自治体宣言の中で明らか

になると思います。私はそういう意味でことし日野市の予算の中に平和基金 1億円が組

まれたことは、大変多くの市民にも喜ばれ、森田喜美男市長に対しても、とのことにつ

いても敬意を表したいと思います。そして平和の問題について私は、今二つの問題を提

起いたしまして、そして市長からその答弁をお聞きしたいと思います。その一つは、平

和祈念資料館の建設です。この「祈念」資料館というのは、祈る念、でございますので、
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ぜひお間違えのないように。この建設とそして二つ自には、日野市核兵器廃絶・平和都

市宣言碑の建立でございます。三つ目には平和事業基金についての市長の見解、このこ

とをぜひお尋ねしたし、と思います。

私どもは、沖縄に私は先般行ってまいりまして、平和祈念館を見てまいりました。こ

の中で本当に広島・長崎のあの原爆資料館と違う形で、非常に写真展や、証言の部屋な

ど、このことをどうしても私は子供たちに残していかなければならないというわけでご

ざいます。そして日野市ではことし市制25周年を迎えますが、市民の運動で核兵器廃絶・

平和都市宣言が行われましたので、この宣言文を彫った碑をこの庁舎の前に建てていた

だく。そして庁舎のロビーには、原爆投下のときに被爆した広島の庁舎の敷石が飾られ

ておりますので、ぜひこの碑も飾っていただきまして、宣言の文をぜひ刻み込む、これ

を庁舎の前にぜ、ひつけていただきたい。(Iし、し、ぞJ I入れ墨でも彫れ」等々発言する

者多し)言ってし北、ことと、悪いこととありますよ。

0議長(市川資信君) 御静粛に願います。

020番(鈴木美奈子君) 平和基金事業についても、市長の見解をお尋ねいたしたいと

思し、ます。以上でございます。

0議長(市川|資信君) 鈴木美奈子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)

方から御回答いたします。

1点目の件でございますが、平和祈念資料館の建設ということでございます。これに

つきましては、大都市でもこうした平和資料館とか、国際平和、平和館とかという名称

総務部長の方からの御回答申し上げまして、さらに市長の

で、建設あるいは計画が持たれているということは聞いております。

さて、私どもの方でございますが、これらにつきましては戦争の悲惨さと、平和の尊

さと、戦争を知らない世代、こうしたものに対して、後世にこの平和というものについ

ての投げかけをして、それをまた残していくということで、その資料館というものの意

味合いは非常に望ましいものと思われます。が、これらの施設はただ単に建設をつくっ

ただけで、は何の意味もありませんので、ここに展示とか、指示、それから公開、利用さ

れる各種の資料が必要であるということは十分認識をいたします。今後の問題といたし

まして、これらについて行政機関だけではちょっと無理な面がありますので、市民全体

のそうした問題を提起をしながら、今後十分検討して、準備期間を置きながら、検討し

ていきたいと思っております。
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その次に 2点目でございますが、日野市の核兵器廃絶・平和都市宣言碑の建設でござ

います。私ども御承知のように、 57年からこの平和都市宣言を行っておりますが、これ

らについての碑を宣言碑として建てるというような計画でございますが、それにつきま

しても今の段階におきましては、まだ検討はしておりませんですが、それらを提言とし

ながら、今後の平和の意義というものを先ほど戦争の悲惨さ、そうしたものを踏まえな

がら、こういうものを検討していきたいというふうに、思っております。

3点目は、平和基金事業でございますが、御承知のように予算化されまして、 1億円

という基金でございます。これにつきましては、一つの大きな流れの中で、平和という

ものが、これは日本全国の国民がやはり平和というものには、異議は差しはさみません

ので、これを念願としておりますので、これらにつきまして、今後息長く、末永く、そ

してそれを続けていきたし、としヴ事業の一環として、お認めいただし、ておりますので、

これをさらにそうした事業に発展的にし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(市川資信君) 鈴木美奈子君。

020番(鈴木美奈子君) それではもう一度再質問いたします。

町田では非核宣言碑がすでにつくられております。これも共産党の議員団の提案によ

りまして、町田の庁舎の前に建てられているわけですが、私はぜひ森田喜美男市長の手

で、この日野の子供たちが平和な時代に生きられるように、それを祈念する石碑をぜひ、

宣言碑をつくっていただきたいと思います。

それから資料館の点でございますが、川崎の同じ革新自治体のところでは、平和情報

の収集と提供の活動の場として、平和資料コーナーがつくられて、そして世界、圏内の

反核フェアに関する図書が1，100冊、海外の資料や文献が27国から、 60種類、 500点を超

えて収集されており、平和ビデオテープの放映活動なども含めて、だれでも自由に活用

できるようになっております。そして今この資料コーナーを発展させた川崎市平和館づ

くりが検討として進められており、学者や市民代表からなる建設調査委員会から基本構

想などもまとめた提言などが出されているわけです。私はぜひこういう意味でこの森田

喜美男市長の手で私はぜひこの二つの点をやっていただきたい、そういう意味で再質問

いたします。これを市長からお願し、いたします。

0議長 (市川崎信君) 市長。

0市長(森田喜美男君) このたびの議会に私どもが平和基金の条例を御提案いたしま

して、平和事業基金ということで、議決をちょうだし、しております。この気持ちを今後
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どのように行政の中で具体的に展開をしていくか、という新しい課題を持った気持ちで

ございます。市民の方の意思をいろんな形で公聴手段によって御意見を聞きながら、市

民の意識啓発と、それから平和事業そのものの今後の取り組みの事業につきまして、市

民参加を大いに広げて、日野市らしい意思の表明を したり、あるいは行事その他の事業

を組んでし、く、このように考えております。

0議長(市川資信君) 鈴木美奈子君。

020番(鈴木美奈子君) それでは、市長の答弁をいただきましたので、ぜひこれが実

現できますように、この質問を終わらせていただきます。

0議長(市}11資信君) これをもって22のし平和祈念資料館の建設と日野市核兵器廃

絶・平和都市宣言碑の設置についての質問を終わります。

一般質問22の2、第4中学校の学校給食の開始についての通告質問者、鈴木美奈子君

の質問を許します。

020番(鈴木美奈子君) 第四中学校の学校給食の開始についての質問を行います。

に、これが実施できない状況が生まれておりますが、私は今度三中がことし予算に設計

費が組まれております。ぜひこういう中で、しっかりとした方針を決めて、そして給食

が実施できるように、そういう意味で今回質問に取り上げました。

一つはすでに通告を出し、 1カ月半たちましたので、事態が大分変わってきたという

ふうに思います。そういう中で今第四中学校の給食の実施がどのような方向になってい

るか、このことを一点お尋ねいたします。

それから 2点目といたしましては、これから定年退職者の予定の数、そして過去にど

れくらいの方たちがおやめになったか、その退職者の数を示していただきたい。

三つ自には学校給食はやはりパートでなくて正職員でやるように、必要であれば職員

をふやさなければならないと思います。そういう意味で職員増を図る ことについて質問

いたします。

四つ自には臨調行革によります学校給食の民問委託に反対すること、このことをもち

ろん革新自治体としては、自校方式を貫いて、やっているところでございますけれども、

さらにこのことを念押しの意味で質問させていただきます。

4点以上よろしくお願いし、たします。

0議長(市}11資信君) 鈴木美奈子君の質問についての答弁を求めます。

教育長。

63年度の第 1回の定例会もあと数時間の後に終わりますけれども、会期の長さといい、

審議の中身といい、歴史に残るような私は今回市議会となったというふうに思います。

日野市の中で、憲法も、教育基本法もこの教育の基本にしながら、行ってきた日野の中

で、子供たちの願い、お母さんたちの願いにこたえる形で、 40人学級の実施が本当にで

きそうだったというところで、残念なことには、自由市民会議や、公明党の皆さんの手

によって(Iこれは良識だ、市民の」と呼ぶ者あり)否決されるというとうしヴ事態に

なりました。(I何言っているんだ、市民の良識だ」と呼ぶ者あり) P T Aの参加して

いるお母さんからも、本当に真相が知られる中で、なぜこういうことが起きたのかとい

う怒りの声も起き、私のところにもたくさんの声が寄せられております。私は子供たち

のことを考えると、本当に胸の痛くなる思いもいたしますし、市議会議員としてとても

恥ずかしい気持ちをしているわけです。(I何言っているんだ、失礼だぞ」と呼ぶ者あ

り)でも、私どもはこのことには賛成でございますので、胸の痛む議員は、ほかにももっ

といらっしゃると思います。ぜひ私は森田喜美男市長も、そしてまた教育長も、教育委

員長も、教育委員もぜひ日野方式40入学級が再提案されるよう心から期待 しているもの

でございます。

そしてこれから、続けてまいります40入学級、そしてその中で子供たちも、し、し、教育

ができますように、そして中学校の給食では、全国にも誇る食堂方式の給食が実施され

ております。ところが、二中、四中と、同じようなパターンを歩み、職員がし、ないため

0教育長(長沢三郎君) まず第 1点目の四中の給食を速やかに実施せよということで、

三中の問題と絡めながら、御質問がございましたけれど、二中の場合も四中の場合も、

三中の場合もそうでございますけれど、 教育委員会としては、この工事の問題をちょう

ど学校が夏季休業中に当たる 7月から 8月にかけてその使用工事をそこのところに集中

したいと、こうしヴ気持ちを持って計画を立てている関係から、どうしてもその完成が

11月ごろになると、大体給食棟ができ上がると、でき上がったら、即給食を始めればい

いじゃないかというような御質問もあるわけでございますけれど、確かにかつてのよう

に調理員さんの需給関係等、見た場合には、今の児童生徒数の減少傾向から、次の年度

の時点では、相当今言ったような形で、学校給食の調理員さんが中学の方に振り向ける

ことができると、そうし、う状況下に立ちまして、三中の場合もそうですけれど、一応63

年度中に設計を終わらせて、できれば12月の議会に契約議案を提出し、 2月ごろから工

事にかかりたい。で、その主要の工事を夏季休業中に終わらせて、11月ごろには三中の

給食棟につきましても、 64年の11月には完成をさせたし、と、ただ給食を開始する時期に

つきましては、二中、四中と同じように、 新しい年度の最初から給食が始められるよう
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な手JI債を取りたいと、こんなように考えております。したがって四中の給食につきまし

ても 4月、今現在の時点で、職員の配置を一応済ませまして、 5月の連休明けには、四

中の給食が開始できる、そのような見通しに立っております。

それから 2番目に定年退職者の数でございますけれど、過去の状況からいきますと、

昭和60年度には 2人の調理員さんが定年退職でおやめになりました。 61年度には 1人も

ございませんでした。 62年度本年度末には 2人の調理員さんがやはり定年退職でおやめ

になったと。来年以降はどうかということでございますけれど、 63年度末の退職予定者

は、現在のところ 2名でございます。それから64年度は 3人と、 65年度にはなしという

ような状況で、一応毎年 2名ないし 3名程度の調理員さんの退職が予定されているとい

うのが現状でございます。

それから 3番目の学校給食は正職員でやるように職員増を図れということの御質問で

ございますけれど、相当組合とも長い期間かけて激しいやりとりをやってまいりました

けれど、一つは給食関係の問題につきまして、確かに四中とか三中とか、給食を開始す

るに当たっては、一時的な形で調理員数の増加というものを新しく始めるわけですから、

どうしても必要になってくると。ただ全体としては、毎年1，000人近い児童生徒数が減

少していく中で、給食の食数も減っていくと、そういうような状況というものが要素と

して出ておりますので、何とか現在の配置数をもって、この急場の状況は切り抜けてい

ただけないかという形での対応を組合側にはしながら、交渉を続けてきているというの

が、現状でございます。 ただ現在の日野市の給食調理員の数というのは、これはあくま

でも東京都の配置基準に従って、調理員さんの数をはじき出しておりますので、この配

置基準というものは、やはり職員の立場から考えれば、守ってあげなくてはいけない問

題だというように考えてはおります。ただ先ほど申し上け了こように、今の状況の中が、

一方では新しいその給食を開始する学校がある。一面では児童生徒数が減ってきている

現状がある。その両面を十分配慮しながら計画を立ててし、く必要があるんじゃないかと、

こんなように考えております。

それから最後の学校給食について民間委託でなくて、自校方式を貫けという形での内

容でございますけれど、日野市の教育委員会としては、現在の学校給食というものにつ

いて、できればやはり日野市がやっているような自校方式というものが、一番児童生徒

にとっては望ましいんではないかと。その点ではこれは学校給食の指導計画が各校方式

という形の中で立てやすいという面、それから直接教育委員会が責任を持って学校と連

絡を取りながら運営していくことができると、こういう点でできる限り現在の自校炊飯

方式、この問題については堅持していきたいと、そういうぐあいに考えております。

なお運営のあり方については、今後も十分職員組合の方とも話をしながら、現在置か

れている学校給食の現状というものを理解し、建設的に取り組んでいかれるように努力

していきたいと、このように考えております。

0議長(市川資信君) 鈴木美奈子君。

020番(鈴木美奈子君) それでは再質問、少しやらせていただきます。

先ほど退職者の数が示されました。 60年から62年までの過去のことになりますけれど

も、このとき定年でやめられた方が 4人で、 63年から67年まで、定年でやめる方が13人

ということで、その間定年でなくとも途中でやめる方もいらっしゃるんじゃないかと思

うんです。それは60年から62年の閑でもすでにもうおやめになった方もいらっしゃいま

すので、そうしますとかなりの人数の方がおやめになります。定年でも、それから一般

の調理員さんもおやめになる。そういうときに児童数が減ったからといって、それを職

員として採用しないで、果たしてやっていけるかどうかとしヴ、そうし、う疑問があるわ

けです。ですからぜ、ひ私は、パートでなくて、正職員として、この減った分で、すね、ゃっ

たらどうかということで、もう一度お尋ねいたします。

それからパートのことが随分議員の方からも、お母さんが給食をお手伝い した方がい

いんじゃないかとか、いろいろ議論が出されますけれども、調理員の皆さんのお仕事と

いうのは、本当に重労働であるし、私どもがはたで見ている以上に、大変な仕事の量な

わけですね。そこがまた夏休みがあるとかということで、政府、自民党の方は攻撃をか

けてきております。しかしそういう点ではパートで働く人と、そしてまた正職員とのい

ろんな仕事上の問題でも起きてくると思うんです。ですからぜひこれはパートでなくて、

正職員でやっていただきたし、というふうに思います。そのことをちょっともう一度お尋

ねいたします。

0議長(市川資信君) 教育長。

0教育長(長沢三郎君) 確かにパート職員の場合、パート職員の入れかえが激しいと

いう問題、そういう問題。それから父母の方をお手伝いに入っていただくという問題等

も、率直にいって考えていないわけではなかったんですけれど、確かに給食の仕事とい

うことになりますと、継続的、長期的な形に取り組んでいかなくてはならないというこ

とで、相当その辺での対応については、やはり一定の気構えとし、し、ますか、そういうも

のを持ちながら、やっていかないわけにはいかない性格のものではないかと。ある臨時

的な形で、短期間の状況補充ということで済む問題と、若干違うものですから、その辺
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の取り扱いについてはやっぱり十分慎重に対応しなくちゃいけないと、こういうように

考えております。

それから先ほどの職員数のいわゆる年次別の退職者の数、そういうものを割り出して

いくならば、とりあえず正規の職員を入れておいても、この後四中、三中等給食を実施

していく中で、一方では職員がそういうことでやめていくんだから、一時的な形で今正

規の職員を採用しても将来的には、退職者等との絡みの中で、数字的には落ち合ってい

くんではないかと。その辺の問題等につきまして、私たちの方もいろんな角度から取り

組んできているわけなんですけれど、現在の調理員さんが全体で136名ですね、小中学

校全体に配置されていると。一時的に例えば四中の給食を始めるのについて、どうして

も142名の調理員さんが必要になってくる。ただ先ほど申し上け。たような計画的に、年

次別の食数の沈み方等見ていきますと、昭和67年度、昭和67年には今の136名の調理員

さんで、ちょうど間に合う状況が生まれてくる。そういうことや何かを見ながら職員組

合と話を詰めてきているわけでございますけれど、いずれにしてもこの問題につきまし

てはもうしばらく時間をかしていただいて、ある程度三中、四中の給食が全部でき上がっ

たという状況の中も踏まえながら、この定数問題については、検討させていっていただ

けるようにしていただきたいと、このように考えております。

0議長(市川資信君) 鈴木美奈子君。

020番(鈴木美奈子君) それではぜひ今子供たちにおいしい学校給食をということで、

自校方式が日野でも進められておりますし、調理員さんも心のこもった子供たちへの給

食をあげるためにも、ぜひパートでなくて、正職員でやっていただくよう要望いたしま

して、この質問を終わります。

の質問を許します。

020番(鈴木美奈子君)

ます。

悪質な訪問販売から市民を守るということで行いますけれども、こ こ数年訪問販売や

それでは休憩前に引き続きまして、また質問させていただき

0議長(市川資信君)

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

これをもって22の2、第四中学校の学校給食の開始についての

通信販売、こういうものが大変広がりまして、そしてそれをめぐって消費者の方々から、

いろんな被害を受けるというこういうトラフツレが発生してきてお ります。豊田事件が起

きたときには、ある程度いろんな方たちがもう二度とこうしヴ被害に遭わないように注

意をしておりましたけれども、またそういうことがほとぼりがさめてまいりますと、い

ろいろと被害が起きてきております。多摩平でも昼間自宅におり ます場合でも、電話で

も不動産買いませんかとか、そういう電話も入ったり、あるいはまた訪問販売で団体名

も明らかにしないで、物を売りに来るとか、そういうことがあるわけです。そして先日、

80歳過ぎたお年寄りの方から言葉巧みに若い 2人の青年が入ってきて、印鑑を買わせら

れた。そしてその後引き続き約100万近いお金があっという聞に、話術にかけられたよ

うな言葉によって、わからないうちに本当に、銀行の口座を解約してまでも、お金を取

られたというこういうことがございました。そして今こういうことによってお年寄りの

皆さんも被害が起きておりますけれども、若い青年の方たちにもこうし、う被害が起きて

きております。印鑑ゃっぼや高麗人参、 多宝塔などを売りつけるそういう商法、これで

幸せになる、こういうことによって引きつけられて、これは統一協会、背後に勝共連合

ございますけれども、この勝共連合がこうした名前をいろんな形で使って、いろんなも

のを売りつけてくる。こういうことが問題になって、国会でも正森議員が、 5月21日に

これを取り上げてきております。日野市の中でもこ うした動きもあるわけですし、勝共

連合の出しております思想新聞でも自民党の国会議員が、名刺の広告を出していること

が明らかになっております。自民党、民社の政治家138名、そして東京では石原慎太郎

議員や、石渡照久議員、東京都内でも11名の自民党の議員がこの思想新聞に名刺広告を

出している、こういうことで、勝共連合との自民党とのつながりが、こうあるわけです。

日野市の中で私は今こうしたお年寄りの皆さんが苦しんでいらっしゃる、そのために

あるお金を全部取られて、利子だけでも置いていってくれというのに、その利子すら持っ

ていったということで、 1カ月間、あるお米で、お味噌をつけて食べていたとい うそう

いう状況が私のところに寄せられました。私はそう いう意味で日野市の中で安心して暮

らせるように、特に多摩平の中では、これから建てかえ問題や、 あるいはまた家賃の値

上げがこの10月から行われるとし、ぅ、こうし、う状況の中で、年金暮らしも多い、そして

異議ありませんか。

C i異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(市川|資信君) 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11時2分休憩

午後11時51分再開

0議長 (市川資信君) 休憩前に引き続き会議を開きます。

一般質問22の3、悪質な訪問販売から市民を守るためにの通告質問者、鈴木美奈子君
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また生活も若い方たちは大変な中で、苦しい状況があるわけです。

そうし、う意味でこれから質問をいたしますけれども、ーっとしては消費者相談に寄せ

られました 1年間の相談件数と、その種類、そして年齢、こういうものを示していただ

きたい。

2番目に特にお年寄りの方がねらわれます。核家族でお年寄りだけで住んでいらっしゃ

るこういう方たちもおりますので、とてもおうちをたす@ねてくると、安心しておうちの

中に入れてしまう。言葉巧みに「お元気ですか」とかいろいろ親切な言葉をかけられま

すと、お話し相手がほしいということで、おうちに入れてしまって、そしてそういう被

害に遭うというこういう例もございますので、高齢者に対する対策を考えているかどう

か、お尋ねしたし、と思います。

そして三つ自にはこの霊感商法、この霊感商法の相談が日野市にもあるかどうか、そ

のことをお尋ねいたします。

そして最後には生活・保健センターもできまして、消費者行政もこれから一層進むと

思いますが、このことについてさらに充実させていくために、どのように考えているか、

この 4点についてお尋ねいたします。

0議長(市川資信君) 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〕

本日の未了日程は、明日の日程といたします。

本日はこれにて延会いたします。

午後11時59分延会

0議長(市川資信君) 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 4月20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。

( r異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(市川資信君) 御異議ないものと認めます。よって会期は4月20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。 4月20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。

( r異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(市川資信君) 御異議ないものと認めます。よって4月20日の会議時聞を午前

0時に繰り上げることに決定いたしました。
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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 永原照雄君 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 育 長 長沢 =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

午前O時 O分開議

0議長(市川資信君) 本日の会議を開き ます。

ただいまの出席議員25名であります。

一般質問を続けます。鈴木美奈子君の質問についての答弁を求めます。

生活環境部長。

0生活環境部長(坂本金雄君) お答えをいたします。

昭和63年 4月20日(水)

午 前 0 時 開 議

1点目の 1年間の消費者相談に寄せられた件数からお答えを申し上げます。 61年度分

は、 323件でござし、ます。そしてその323件の相談の種類でござし、ますけれども、多い方

から三つ選んで申し上げますと、契約あるいはその反対の解約に関するもの、ク ーリソ

グオフの制度、こういったものを含みますけれども、 175件ございます。それから品質

機能に関する相談が46件、それから買い物相談に関する ことが26件、こ の辺のとこ ろが

相談の種類として多いものでございます。

次に相談者の年齢でございますけれども、 年齢が不明の方が大変多いので、 あるいは

正確な把握にならないかと思いますけれど、40代の方が47人いらっしゃいました。全体

の14%に当たります。それから20代の方が41人、全体の12%です。次が3併ミの方で37人、

全体の11%0こういったところが多く寄せられた年齢で、ございま して、以下50代、 60代、

10代、 70代と続いております。

それから御質問の 2点目でございますけれど、高齢者に対する対策を考えているかど

うか、この件でございます。悪質な訪問販売の被害に遭わないようにするためには、ま

ず悪質商法の情報を的確に詳しく提供する必要がございます。そして未然に事故を防ぐ

ことが一番大切なことかと思います。御質問の中にございましたように、4月 1日から

オープソしました生活 ・保健センターを拠点といた しまして、相談業務の充実を図ると

ともに、この情報の提供にも努力を してまいりたいと思っております。具体的には消費

者講座，チラシの配付、 それから暮らしの豆知識、こういったパソフレッ ト、 印刷物な

どを配付しまして、 予防に最善の方法をとっていきたいと思います。特に御質問にござ

いました高齢者に対する対策でございますけれども、現在健康課がやっておりますよう

な健康相談・健康教育を老人クラブに出かけていって行う。この方式を取り入れていき

たい、このよ うに考えております。

さらにその老人クラブのリーダーになる会長さんが、定例的に会長会というのを開い

ております。こういった会へも積極的に接近をいたしまして、身近な情報を敏速に流し

て、事故を未然に防いでいきたいと思っております。

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

議事 日 程

日程第 1 一般質問

(動議)

追加日程第 1 長沢三郎教育長の自己議責を求める決議

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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老人クラブの会長会、あるいは老人クラブ、そういったところに出向く際には、消費

生活の専門の相談員を派遣したいと考えておりますけれど、関係課とも今後十分連携を

取りまして、この実現に向けてまいりたいと思っております。

それから 3点目でございますけれども、霊感商法の相談について、相談があったかな

いかというお尋ねでござし、ます。霊感商法は御質問の中にもございましたとおり、女性、

そして高齢者の方、しかも 1人暮らしで、相談相手がいない、そういった心理的な不安

をつきまして、言葉巧みに勧誘をするものでございます。市内で62年度中にこの霊感商

法の相談を受けた件数は、 8月と 9月にそれぞれ 1件ずつございまして、都合2件でご

ざいます。この 2件はAさんの場合、年齢・名前、これは名のりませんので、わかりま

せんけれども、印鑑・つぼ・それからニソジソなど契約したが返したいという相談でご

ざいます。金額にして386万円のものを買わされた。これにつきましては相談員の方の

助言によりまして、先方とも交渉いたしました。先方も幸い誠意、を示してくれました。

幾らかお金も返ってきた、こういうことでございまして、相談を打ち切ってございます、

終了してございます。

それから Bさんの例でございますけれども40代の女性でありまして、霊感商法が霊石

愛好会、こういう会がございまして、大理石のっぽだとか、そういうものを買わされそ

うになったんで、ございますけれども、相談によりまして、その契約に至らなかった。買

わされずに済んだということで、これも相談は終了をしてございます。

それから 4点目の消費者行政をさらに充実させようということでございますけれども、

63年度の消費生活向上推進費は62年度に比較をいたしまして、 400万円ほどふえており

ます。これは2.56倍に達する急激な伸びでございますけれども、こういった予算の伸び、

の裏付けがございま して、消費生活相談、これを現在週 1回のものを 3回に充実させる

ようにいたしてございます。それから消費生活講座も現在8回あるものを12回、それか

ら消費者向けの定例的な印刷物ですが、 「暮らしの天気図」というものを、これを年 1

回の発行を 3回にふやすように計画をしております。相談業務の充実、情報提供の拡充、

それから講座の拡充、こういった 3点に力を入れますとともに、消費者団体の育成にも

目を向けておりまして、消費者グループ、あるいは団体、こういった市民運動を側面か

ら援助・支援していくために、補助金を年間70万から77万にアップをしてまいりたいと

考えております。そのほか従来続けておりました出前映画、それから石けん使用推進の

充実、こういった面にも、今後強化・充実の方向で、努力をしてまいりたいと考えてお

ります、以上です。

0議長(市川!資信君)

020番(鈴木美奈子君)

鈴木美奈子君。

どうもありがとうございました。 1年間の相談件数も323件

ということで、非常に多い数だというふうに思います。ぜひこれにつきましては、 「暮

らしの天気図」は今度 3回になるということで、あの天気図のところにはいろいろと相

談に寄せられた中身についても詳しく報道されて、これから注意していくようにという

ことなども載せられておりますので、ぜ、ひこういう点ではPRをよろしくお願いしたい

と思います。

それから高齢者に対しての対策につきましても、ここにある資料により ましても、 60

歳以上の訪問販売の相談件数も58年度では235件が、 60年度の上半期でも751件というこ

とで、非常に多くなっておりますし、訪問販売に占める60歳以上の割合でも4.9%から、

15.4%ということで、非常にお年寄りの方たちのこういうところに引っかかる方たちも

多いわけですので、部長の方から答弁ございました老人クラブを通じて、本当にこうい

うことに被害にかからないようにということを積極的にもっともっと指導していただき

たし、というふうに思います。

それから 3番目の霊感商法につきましでも本当にこのパッ クには勝共連合という こと

で、これによって私ども大変被害が大きくなっているわけです。これについても国会や、

あるいはまたテレビなどでも放映されている事実もございますので、霊感商法に引っか

からないように、本当にPRが大事だと思いますので、日野市の広報などにもぜひこう

いうととを載せていただきたいというふうに思います。

それから生活・保健セソターができますので、これからいろいろと消費者行政もさら

に充実させていただくことができるというふうな確信を持っております。ぜひとれから

も被害が起きないように、市の方でも注意、を払っていただきますようにお願し、し、たしま

して、私の質問を終わります。

0議長(市川|資信君)

質問を終わります。

一般質問23の1、民問委託先の労働者の労働条件の向上にも努力せよの一般質問、 23

これをもって22の3、悪質な訪問販売から市民を守るためにの

の2、放射能汚染測定装置を市で購入せよの通告質問者、一ノ瀬 隆君より取り下げの

申し出がありますので、これを取り下げます。

ただいま石坂勝雄君から「長津三郎教育長の自己謹責を求める決議」の動議が提出さ

れ、所定の賛成者がありますので、動議は成立いたしました。

お諮りし、たします。この際本動議を日程に追加し、議題といたしたいと思いますが、

-940- -aA 
A
q
 

Q
U
 



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(市川!資信君) 御異議ないものと認めます。よってこの際本動議を日程に追加

し、議題とすることに決しました。

これより「長津三郎教育長の自己議責を求める決議」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。石坂勝雄君。

(27番議員登壇〕

027番(石坂勝雄君) ただし、ま私ほか12名が緊急動議として提出いたしました件を議

長から許可を得ましたので、件名は「長津三郎教育長の自己議責を求める決議」でござ

います。

要旨は皆様のお手元に配付してあるとおりでございますので、よろしく御審議の上、

御決定いただくことを申し上げます。よろしくお願し、し、たします。

0議長(市J11資信君) これより質疑に入ります。

中谷好幸君。

私ね、まあどうせ時間をかけてゆっくりおやりになるんだろうから、 1問ずつゆっくり、

ゆっくりやってくださいよ」と呼ぶ者あり)じっくりやります。(Iゆっくりやってく

れ、 l問ずつ」と呼ぶ者あり)

1番はですね、繰り返しましょうか。(Iし、ゃ、し、し、から 1問ずつやってくれよ」と

呼ぶ者あり)なるほどね、じゃ結構で、すよO

027番(石坂勝雄君) I自己詰責」とし、う、長沢教育長はね、私の質問に対してもき ょ

うなんか陳謝をされたし、馬場議員に対しても陳謝をされてますけれども、やはり何か

の形できちっと何かすべきではなかろうかと(Iそうだ」と呼ぶ者あり)そういうこと

が、今回の詰責ということであって、まあ私、議責というなかなか、私、国文学者じゃ

ございませんが、辞書を引きますと、 議責というのはいわゆる国家公務員なり地方公務

員なんかでいけば一番低い、一番易しい、何というか訓戒というような形のことなんで

すね。だから見方によれば自分みずからがやってもらいたいのをやらないから、こっち

から求めたと、こういうことでございます。

0議長(市川資信君) 中谷好幸君。

09番(中谷好幸君) 「長津三郎教育長の自己議責を求める決議」に関して質問を提 09番(中谷好幸君) すでに長沢教育長は陳謝という形で「自己議責」、責任を表明

案者に したいというふうに思います。

この問題につきましてはすでに教育長はこの議場でも陳謝し、責任のあり方について

所信を表明されているところでございます。これ以上議会として責任のとり方を云々す

ることについては、私ども議会としても行き過ぎであるというふうに思っております。

またこの中身を見ましても、これ決議されますと、議会の意思ということになるわけ

ですけれども、内容の点で極めて低劣で、また議会の品位を汚すような内容もあるもの

ですし、これに反対するものであります。それはともかくといたしまして、この決議案

について、率直にどういうふうな内容を持つものであるのかということを、提案者に説

明していただきたし、と思うんです。一つはこの題名ですけれども、 「教育長の自己議責

を求める決議」というふうになっているんですけれども、 「自己議責」というのは、も

ともとみずからが責任をとるということなんですね。(IそのとおりなんだよJと呼ぶ

者あり)それを求める議会が、求めるということになれば、このみずからやるというこ

とと矛盾してくるんじゃないかというふうに思うんですけれども、その点について、 ど

ういうふうに提案者考えられるのかということについて、お聞きしたし、というふうに思

います。これが 1点です。

2点目はですね、この決議の中で教育委員会について(Iちょっと、議長、ちょっと

をされているというふうに、私は思います。

次の質問は、この中で教育委員会が独立した行政機関として運営されるとし、ぅ、教育

委員会の性格について、言われているわけですね。私は教育長というのは、教育委員会

の中でーたん辞意、を表明されて、まあ撤回されたと、その中で今後どういうふうに責任

とっていったらし巾、のだろうかということ自身も、教育委員会の中で相談されて、辞意

を撤回されて、そして今後の収拾も含めて、責任を果たしていくんだということを教育

委員会の中で明らかにされ、すでに教育委員会の中で承認されていると、責任のとり方

について、いうふうに思うわけですけれども、この独立した教育委員会に対して、議会

から新たにさらに云々せよというふうな指示を与えるとし、うことについては、ここで言

われていることと矛盾するのではないかというふうに患いますが、この独立した行政機

関、教育に対する独立性の問題ですね、このことについて提案者はどういうふうに考え

られますか、以上ですね。

O議長(市川!資信君) 石坂勝雄君。

027番(石坂勝雄君) これはですね、質問の中谷議員さんがこれは、中谷議員さんの

方はそういうふうにお考えになるけれども、我々の方は決して別に教育委員会の行政の

内容に踏み込んでいるわけでもないし、いわゆる長沢教育長自身が、さっき言ったよう
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な「自己詰責」をしてもらうことがし、いんではなかろうかと、こういうことでございま

すので、これは中谷議員さんと提案者である私との見解の違いだということで、これは

まあかなり、幾らおっしゃられでもこれ以上申し上げることはございません。

0議長(市川資信君) 中谷好幸君。

09番(中谷好幸君) すでに教育委員会の中で長沢教育長の責任のとり方については

十分論議されて、教育委員会の承認を得ていることなわけなんですね。で、議会でも陳

謝という形で行われているわけでありますし、我々はこれ以上新たな責任のとり方を求

めていくというのは、議会のやり方として行き過ぎであるというふうに私どもは思いま

す。

09番(中谷好幸君) 変形40入学級から、 名前を学習グループ学級についてという ふ

うに、変更する経過については、すでに一般会計予算委員会に出席されていない方にも、

予算委員長の方から詳しく報告があったところだというふうに、思うんですね。これは

二つの変更点があって、一つは名称の問題だと。それからもう一つはこれはすでに明ら

かにされていたことですけれども、学級解体はしないんだと、いかなる形でも。そうい

うふうな内容で、変えられた点については、極めて鮮明だと思うんですね。その動機と

しては、公明党の議員が、都議会議員が、東京都議会において、これは違法ではないか

というふうな趣旨の質問をする中で、東京都の教育長は違法であるとは言いませんでし

たけれども、あたかも違法であるかのように新聞報道されると、そういう中で日野市の

教育委員会と、東京都の見解が異なってくるとしヴ、それこそ学校現場や父母に混乱を

与えるような問題が起きてきたと。これはこれ自身極めて不当な介入、干渉であるわけ

なんですけれども、そうしヴ経過の中でこういうふうな名称の変更だとか、それからま

た一定の学校現場の中の意見なんかも踏まえて、できるだけそういうふうな意見も取り

上げる形で、いわゆるクラスを越えた学習グループの編成を今回やらないというふうに

なったというふうに思うんですね。極めてど ういうふうな形でこうなったのかというこ

とについて、議論の中で鮮明でもあるにもかかわらず、改めて何か理解を越えたような、

父母に理解をされないような言い方で、ここにこういうふうな書き方をするのは、私ど

も非常に正確ではないし、不当だというふうに思うんです。そのことについて、私の意

見を述べておきたいと思うんです。

それから次に4番目として、次の「審議過程での辞意をちらつかせての言動は、議会

及び議員個々に対し、不当な心理負担を加えるものであり」云々ということなんですけ

れども、実際に教育長の表明が議決に影響したのかどうなのか、そこら辺のところにつ

いてお伺いしたし、と思います。

O議長(市川資信君) 石坂勝雄君。

027番(石坂勝雄君) 私は決して逃げるわけではございませんが、直接にいわゆるー

般会計の予算の審議に加わっておりませんが、教育長、先ほどですね、陳謝というか釈

明というか、そういう形の中でも非常に何というか、いろんな議会の混乱というか、こ

ういうふうにしたことに対するみずからを戒めていられるかと、こういうような御発言

があった中で、これは中谷さんは何というか、そういうふうに思われるけれども、私に

言わせれば、文書で書く場合にはこういうように書いたんだと、こういうことなんで、

それは中谷さんが御理解いただけなくても、まあほかの人に御理解いただける人もある

んではなかろうかと、こういう点でひとつ御容認いただきたいとこう思います。

その次に質問したし、と思うんですけれども、この中で今議会でのいわゆる変形40入学

級、さらに変形しての学習グループ学級についての提案から審議を通しての、教育長の

言動には、我々議会の理解を越えたものがあると、こういうふうにやられているんです

けれども、この変形40人学級から、学習クツレープ学級というふうな提案の経過について、

委員会の中でもかなり詳しくそれこそ徹底的な審議がやられているんではないかと思う

んですけれども、理解を越えているという点は、一体どういう点が理解を越えているの

か、この変形40人学級から、学習グループ学級について変化、提案の一定の変更があっ

たということについて、まだ理解できない点があるとしたら、どういう点なのかという

ことについて、明らかにしていただきたし、と思います。

0議長(市川|資信君) 石坂勝雄君。

027番(石坂勝雄君) 私は、実は一般会計の審議の委員ではございませんでした。後

日資料なり、いわゆる一般会計の議員の同僚の議員からいろいろお話を承って、当初非

常に何というか、ずっと説明されてきたのは、変形する40人学級であったということの

説明の中で、その段々変化してきている。その変化の過程が何か私もそれだけ飛躍して、

学習グループ学級というよう なことにするなら、何で最初から40人学級というものをお

使いになったのかと、こういうことが何か非常に理解に苦しむと、こういうことを、ま

あ後のほかの言うことは審議に加わっていない資料だけですから、資料としては非常に

何というか、これだけのことを用意されているとするなら、もっと何というか40入学級

にこだわらないで、おやりになった方法があったんで、はなかろうかなということで、急

に変えられたということに対 して非常に理解に苦しむと、こういうことでございます。

O議長 (市川資信君) 中谷好幸君。
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0議長(市川資信君)

09番(中谷好幸君)

中谷好幸君。

私ですね、説明員であろうと、議員であろうと、議会の発言と

027番(石坂勝雄君)

でございます。

O議長(市川資信君)

これを文章に書いて決して、その何か文章に書いてあるとおり

いうのは、全く自由だと思うんですね。この教育長の発言ですね、私は全く議会の議決

には関係していないというふうに思うんです。こういう問題についてですね、改めて責

任を追及するというのも、やっぱり行き過ぎではないかというふうに思います。

次の質問なんですけれども、 6番目に教育長にすればまことに心外とも思われるけれ

ども云々で、口さがない市民や市職員の聞からは、教育長も人の子と、糊口をしのぐた

めに云々というふうなことがあるんですね。こういううわさを御存じであろうかという

ふうな文章があるわけですけれども、これはあくまでもうわさなわけですね。実際にそ

ういううわさがあるのかどうなのか、私、でっち上げだと思うんですけれども、こうい

うふうなここに文章自身うわさだというふうに書いているわけですね。こういううわさ

を議会の決議とするということについては、私は非常に議会の品位を落とすと、低劣で

あると、非常識であるというふうに思うんですけれど、これは本当に教育に対しては見

識の高い石坂議員さんのお言葉としては、私は非常に意外というか、思うわけですけれ

ども、この点についてどういうふうに提案者はどうしてこういうふうなものを、なぜこ

こにこういうことを書かなければいけなかったのかということについて、説明いただき

たし、というふうに思います。

0議長(市)11資信君) 石坂勝雄君。

中谷好幸君。

027番(石坂勝雄君) 中谷議員さんがおっしゃられることもよく私も理解し、またこ

09番(中谷好幸君) 私はもし同僚の議員の中で、うわさを流している人を知ってい

るのかもしれないんですけれども、石坂議員はね、もしそういうことがあったとしても、

こういうことは絶対に書 くべきではないというふうに思います。 こんなうわさ話書ける

んだったら、どんなことでも書けるわけですよね。どんな誹誘と中傷でも決議すること

ができるという議会の先例にもなるというふうに思うんです。

同じことは次の問題で「今回の教育長の一連の行為が、何者かへの卑屈な追従で、あっ

たことは信じたくないが、経過をたどれば誰の目にも不可解」だと、 こう言っているん

ですね。これはどういうふうな根拠に基づいてこ ういうことを言われているわけですか。

( I一連の行動だよ」と呼ぶ者あり)

0議長(市川資信君) 石坂勝雄君。

027番(石坂勝雄君) その前の今御質問と同じよう に、私も こうし、う文章を書くのは

慣れないんで、多少その何というか、無理をして書いたというか、一生懸命ゃったつも

りなんですけれど、もしまあ議会の権威で云々ということであるんなら、中谷さんが御

理解をいただけなくても、またいただける人にぜひ御理解いただきたいと、こうい うこ

とであれしておいていただきたいと思います。

0議長(市川!資信君) 中谷好幸君。

ういう決議等では文章に対しても、非常に慎重でなければならぬということは、今後の

過程では重々気をつけたいと思うんですが、第一、私から大体育ちが貧困の家庭に育っ

て、まあようやく苦節してここまで来たんで、普通でいけば幼稚園の例えば理事長をや

めろなんて言われると、こういうことがすぐびっと浮かぶんで、こうしヴ文章書いたと

いうことであって、もしそういうことでこの文章にそうこだわらないで、ひとつよろし

く御審議願いたいと、こう思います。

O議長(市川資信君) 中谷好幸君。

09番(中谷好幸君) 議会の決議としては、こだわらないで、見過ごすことのできな

いような内容だというふうに思うんです。食うために、辞意を撤回したんではないかと、

こういうことでし ょう。 そういううわさがあるんだと、本当にあるんですか、 事実です

09番(中谷好幸君) こういうふうなことについて理解する議員が出ていたら、私は

0議長(市川資信君) 石坂勝雄君。

本当にもうそれこそ問題だというふうに思うんです。で、このことについてはどうなん

ですか、質問したことに答えてほしいんですけれど、 どうしヴ根拠に基づいてこういう

ふうなふうに石坂議員は考えられたのかということについて、お答えいただきたい。

0議長(市川資信君) 石坂勝雄君。

027番(石坂勝雄君) 何回答弁しでも、こ ういう ことになると御理解はいただけない

かもしれませんが、これはまあ責任を持って私も書いたんで、すから、中谷さんが御理解

いただけないんなら、いただける人に、何回も言うようですが、理解いただくよりいた

しかたないと、こ う思います。

O議長(市川資信君) 中谷好幸君。

09番(中谷好幸君) さっき書き方については問題があるんだけれども、しかし理解

できる人には理解できるんだというふうなことでしたけれど、削除するという気はない

か。
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んですか。

O議長(市川資信君)

027番(石坂勝雄君)

石坂勝雄君。

せっかく今審議の過程ですから、ほかの質問者からどういう御

まずいと、こういうまあ、私、その辺のところが、これは板垣さんのいわゆる主張され

ることと、私が提案する場合との見解の相違になってくるんではなかろうか。私は少な

くとも最初からこういうことはわかっていて、対処すべきではなかろうかなというのが、

私の考え方なんです。意見が出るか知れませんけれど、まあよろしくひとつ御審議のほどお願いしたし、と、こ

ういう提案者ですから、お房具し、したし、と思います。

0議長(市川資信君) 中谷好幸君。

09番(中谷好幸君) こういうふうな不見識な意見について賛成する人はし、ないとい

うふうに確信したし、というふうに思います。ほかにもいろいろ質問したいことがありま

すが、以上です。

O議長(市川!資信君) 板垣正男君。

0議長(市)11資信君) 板垣正男君。

019番(板垣正男君) 今、中谷議員も御質問行いましたけれど、若干関連する個所も

019番(板垣正男君) 私が伺っているのは、この名称が変わった経過で、教育長が説

明した中で、東京都の教育委員会のいろいろな、市の教育委員会に対する名称変更云々

ということについての話があったんだという説明があったということを本会議でも、る

る説明があったんで、そのととはお聞きになっておられるでしょうと、こういうふうに

聞いているんです。

0議長(市川!資信君) 石坂勝雄君。

027番(石坂勝雄君) それは聞いております。ただ、今私が答弁したこ とは、いわゆ

るその答えを先に言ったわけです。私はそういうふうないわゆるまあ発想が違うから東

京都の方から来たんで、はなかろうかな、それからいわゆる教育長も変わった、何という

か説明なり答弁の仕方になったんで、はなかろうかとこう思っているんですよ。

0議長(市川|資信君) 板垣正男君。

ありますが、その点でひとつ質問してみたし、と思います。

中ごろに、かぎ括弧で1"1"変形40入学級」さらに変形して「学習グループ学級」につ

いての提案から審議」云々と、こういうふうに書いてございます。これは本会議での質

疑の際に、教育長はこと細かに、非常に詳しくですね、この名称が変わった経過を述べ

ておるんですね。これ石坂議員も、本会議に出席されてて、よくその点は御承知だと思

うんです。これは予算委員会でも同じようにやはり詳しい質疑がありましたし、詳しい

報告も説明もあったわけです。この際に特に聞いておきたし、と思うんですけれども、こ

の名称の変わったことは東京都の教育委員会が、 40人学級という名前では、政策的に紛

らわしいから、名前を変えてくれということがあったために、教育長も百歩譲って、名

称を変えたと、こうしヴ経過を繰り返し、繰り返し教育長は説明があったと思うんです

よ。そのことを確かめたいので、一番最初に説明していただきたいと思うんです。

0議長(市川資信君) 石坂勝雄君。

019番(板垣正男君) そのことをお伺いすれば私の今の質問は大分わかったんで、すけ

027番(石坂勝雄君) 今板垣議員さんの質問、まあ恐らく予算を編成する場合に、教

れども、石坂議員も今お認めになっているように、東京都の教育委員会のいろいろ話が

市に来たために、 40入学級という名称を学習グループ学級というふうに変えたという経

過だということを、これははっきりしているわけですよ。これは提案者もお認めのとお

りの経過であるというふうになるわけであります。したがってこういう経過を踏まえて

議会でも、 これはもうるる教育長が説明したような経過をたどったわけですよ。もし仮

に東京都の教育委員会が違法性でもない、日野の40人学級のこの施策を云々というよう

なことで名称が変えろというようなことがなかったらば、場合は、恐らく学習ク.ループ

学級などというようなことをですね、るる説明するようなことは恐らくなかったろうと

思うんですよO ですからここに書いておりますように、議会の理解を越えたようなもの

であると、ということも私はなかったんだというふうに思っているんですけれども。

。議長(市川資信君) 石坂勝雄君。

027番 (石坂勝雄君) 先ほど中谷議員さんのときにもお答えしたけれども、これはま

あ板垣議員さんと提案者である私とのこれは考え方の相違と言っちゃ失礼かもしれんが、

いわゆる発想の違いから来る問題で、文章上で御理解がいただけないならやむを得ない

育予算を編成する場合に恐らく市長は、教育委員会のいろんな御意見を聞いていると思

うんですよ。そして恐らく最初のときは、 40入学級というようなことが出て、私は、一

ーまあどっちが先だとし、う場合に恐らく市長にしてみれば、予算をつけるとするならど

ういうことでやるんですかというようなことを恐らく聞かれたんじゃないかと思うんで

すね。それで何というか、 「変則40入学級」とし、う言葉が適切かどうか知らんけれど、

変形した40入学級で来たんだけれど、まあ板垣議員さんもおっ しゃられる ように、都の

教育長に聞いてみたら、何か違法性のないようにということで、 40人云々ということは
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と思うんですけれども、そういうことなんでまあこれはまあ議論はかみ合わないと思う

んですよ。まあそういうことでひとつよろし くお願いしたいと思うんですね。

0議長(市川資信君) 板垣正男君。

019番(板垣正男君) 見解なり考え方については、 議論がかみ合わないということも

あるかもしれないですね、それは、恐らくあるということもあるでしょう。しかし石坂

議員の今お認めになったように、 変形40入学級を学習ク9ループ学級に名称を変えたとい

うことを、都の教育委員会の一一ー私どもの言葉で言えば、干渉なり圧力だと私は思うん

ですけれど、そういう話が教育委員会からあって、それで名称を変えたということにつ

いては、これは石坂議員もお認めになって、ちゃんと聞いておられることですから、こ

の点については一致したということを私も確認いたしましたので、質疑終わりたいと思

います。

0議長(市川資信君) 竹ノ上武俊君。

029番(竹ノ上武俊君) 今回のこの決議案は議員の提案ですので、議員同士の質疑に

なるわけであります。で、石坂議員のいろいろの考え方にも触れて質問するようなこと

になるかと思いますが、御了解をいただきたいと思います。

石坂議員については、私、率直な発言をする方で、人情味の大変厚い方だと、こうい

うふうについ先刻まで思っていたので、すが、今回のこの決議案が出まして、これは少し

私の石坂議員に対する見方を変えなければいけないなというふうに思いました。それか

ら今答弁の中でも、若干の問題を感じたんですね。これ、議長にも意見として申し上げ

ておきますが、提案者の方から、 一問一答にして くれとか、そういうようなことを言う

のは私は議会ルール上、問題だと思います。やっぱり議会に諮りまして、そういうやり

方にするとかするんでなければ、これ質問者の方が最初3項目やって、質問するとか、

4項目やって質問するというのが普通の、 常識でございますので、そういうことを大き

な声で一問一答でやってくれよなんて、そ ういう ことを言う こともね、私はこの点につ

いては提案者として、非常に質問者に対して、失礼なやり方であるということを感じま

した。それからま た、 石坂議員の答弁は、答弁に一一ーわかっていただける人に、わかっ

ていただく から、質問者には答弁不十分でもし巾、とし、う姿勢を貫いていらっしゃる とい

うことです。

それから見解の相違だということで一語で片づけま して、あなたはそう言うが、私は

そうは思わないと、こういうような答弁では、やっぱりこれ議論がかみ合わないわけで

す。結局私はその根底に自民党政治の恐ろしさというものを、失礼ですが感じたわけで

す。やっぱりこれは数で押し切る、力で押し切る、そういう姿勢というものを感じまし

て、まあそれらの点も含めて、これはやっぱり 自民党という のは、 議会制民主主義に対

して、そうし、う認識を持っているのかということを市民の皆さんにも理解しても らわな

きゃ、これは大変だなということを考えたわけでございます。

私ども共産党の市議団は、 非常に良心的に議会運営に参加をいたしてお りま す。

( 1"うそっけJ1"そうじゃないの」と呼ぶ者あ り)きょうは、自由市民会議の打ち合わ

せのために、深夜議会になっているんです。そのための休憩時間が多かったんです。私

たちは今この議案が出まして、この決議案について質疑の件と、それから討論に関する

意見、これを発表するに当たって時間がほしかったんです。しかし皆さんに協力するた

めに、休憩は 1分もそのための要求はいたしてお りません。そういう点で私は自由市民

会議が、数を誇って、やっぱり議会運営に対して横暴な態度、こ ういう ものがうかがわ

れるということを、きょうは感じましたので、一言この点にも触れて発言を しておきた

いと思います。

それで、一問一答でいきます。たいした質問数ではございませんので、ひとつ答弁を

していただきたいと思います。第一点は私ども共産党が議会運営委員会でこれを動議と

して認めたというのは、手続き上の問題で認めたんですね。この動議の目的については、

これほど質の低い、動議として出す必要はないんではないかという点では、一切認めた

わけではないんです。そういう点で第一点を私は聞きたし、と思います。

それは今まで自由市民会議なりが日野市に残されている 9小学校、 12学年、 34クラス

でしたか、この45入学級にどういう具体的な行き届いた教育をするか、そのため市議会

は予算的な点でどうい う援助をするかとい う具体的な私は提案がないと、そしてそうい

う中で今度の日野方式の40入学級を修正し、 原案を否決されたと、こういういきさつが

あり ます。ところが市民の方は教育課程の内容は専門家、教職員の皆さんや校長先生な

どに任せているわけですので、十分に知り得ないという点もありました。しかし私は日

野市の教育委員会なりが45入学級に対して日野方式であれ、そういう行き届いたことを

して くれるという相当な期待があるわけです。ですから私がもしこの動議を出す値打ち

があるとすれば、次の点ではないかと、こういうふうに思いますので、 質問するんです。

それはやは り今度の行き届いた40人学級を日野方式でやろ うとい うこのことを否決して

しまったために、私は市民の批判が大変あると。だからそういうことで、自民党がこれ

を修正否決した。これを市民の批判をそらすために、カモフラー ジュするためには、責

任を教育長に持っていかなきゃいけない。そういう非常に政治的な意図をもった、これ
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029番(竹ノ上武俊君) 全く納得できませんが、第 2番目の質問に移りたし、と思いま

今言ったんで、す、昔の物語を思い出すんですね。たしか因幡の白兎の物語だと思ったん

ですね。(r否決しているか」と呼ぶ者あり)傷を負って、毛をむしり取られた兎にで、

すね、塩を塗る話があるんですよ。私は石坂議員ともあろう方が議会においては修正、

修正否決しているんです。それをさらにこうしヴ決議を出したというのは、そういう昔

話のような極めて人間感情からも私は(r教育長に問題がなかったのか」と呼ぶ者あり)

許せない問題だと、そういう点でこの動議案、せっかくではございますけど、撤回する

意思はないのかと、この点で質問します。

0議長(市)11資信君) 石坂勝雄君。(r公人がけじめをつけろと言っているんだ」と

呼ぶ者あり)

027番(石坂勝雄君) 事こ こにですね、至って私も、先ほどの午後の私の質問にも申

し上げましたけれど、長沢教育長も職を賭してやるとし、ぅ、私も少なくとも今回のいわ

ゆる何というか緊急質問からす.っと一連の中で、私もある同僚議員から言われましたん

ですが、私まあ緊急質問とか、動議だとか、緊急質問を出した経験というのがないんで

すよね。何で今度ゃったということは、私も何というか、それなりの今までの一連的な

ものを胸に強く感じるものがあります。そういう中で、私何というか、だれかがやっぱ

りその矢面に立ってもらわなければ因るし、私も矢面に立つ限りは、結局はあいつは教

育長だと、こういう ことになったという のは結論です。あえて何というか竹ノ上議員さ

んの答えになるか、そういう点でいけば何かしらのもっと私は4日に実は質問したわけ

です。そのときに恐らく一一名前は言いませんが、何かの方法があったんで、はなかろう

かというふうに感ずるんですが、時期を失してくれば、恐らくだれだって、どこで納め

るかと、こうしろ問題も出てくるんではなかろうかと、こういう中で、私も竹ノ上議員

さんが言うことに全面的には否定しません。しかし事ここに至れば、こういう形でいわ

ゆる皆さんに御審議していただかなければならないと、こういうことは胸に至った点を

御理解していただきたし、とこう申し上げておきます。

0議長(市川|資信君) 竹ノ上武俊君。

029番(竹ノ上武俊君) じゃ、 3点目に移ります。 3点目は中谷議員と多少ダブりま

すので、もう一度確認の意味で、 真意を問いたいと思います。この決議文案を読みます

と、自己議責を求めるということになっている。それで自己議責というのは、教育委員

会の中で、は訓告みたいなやわらかいものなんだというような答弁もありました。ところ

が文章を読むと、進退を決すべきであることを申し添えるとなっているんですね、こう

いう文章もある。と ころが何かその猛省をも求めたいというんで、猛省をして、またさ

は動議ではないかと、こういうふうに思うわけですね。私はそうではないかということ

で、提案した石坂議員にこの件についての見解を求めたいと思います。

0議長(市川資信君) 石坂勝雄君。

027番(石坂勝雄君) 竹ノ上議員にしかられるかもしらんけれども、私も今竹ノ上議

員の質問されたことには、きょうここで私はむしろ答弁したいんだが、まあ私なりでも、

私の多少なりとも教育の片りんは何かを考えているつもりです。ただしそれだからこそ、

きょう私の質問の中に、市長に凍結されている予算は、どうされますかということを聞

いているんです。私はまあ答えにならないかもしれませんが、絶えず私の一貫した姿勢

は、決して数におごって、いわゆるおぼれているというようなことはございません。む

しろそれを言いたいのは、私の質問でもわかるように、 13名いる議員が教育委員の構成

なり、そういう中で、我々の少なくとも最低一人でもし巾、から、何で推薦してくれなし、

かというのが、 ( rそのとおりだ」と呼ぶ者あり)この答えにはならないけれど、私の

本当の心情です。

0議長(市川資信君) 竹ノ上武俊君。

す。

納得できない根拠もあるんです。もともと一昨年でしたかね、古賀文教委員長、夏井

副委員長のときに、本議会でも小俣議員等が指摘しましたように、日野市の教職員の方々

が中心になって、 3，800名以上の40入学級を実現してくれ、そのため意見書を関係機関

に送ってくれという趣旨が、請願が出たときがあります。ところがその請願文に、意見

書提出が明記されていなかった。そこで正副委員長が請願者に問うたと ころ、意見書を

出していただきたし、と、こう言ったわけで、すね。ところがそれを確認していながら、意

見書を出さないで、日野市の教育委員会にだけ、 40人学級を要求をしたと、これは会議

録にそういう要旨で書いてあります。会議録を読み上げ、たのは小俣議員が読み上げたわ

けです。そういう意味でもともと私は政治というのは、実行だと思うんですね。口先で

40人学級言っても、実際にやるかどうかは、その議会での行動にあらわれるわけです。

その点をはっきりさせておきたいと思います。

第2点目は私は、今回の石坂議員が言わんとする意思は予算案を修正否決したことに

よって、もう事は十分に足れり、結果も出ている。会議録にも載っている、と思うんで

すよ。ところがあえてさらに教育長の責任を問うというのは、枝葉末節の話でありまし

て、私は昔の(r何を言っているんだ」と呼ぶ者あり)物語を一一わかりやすいように、

のん
「「
U

Q
U
 

-953-



らに頑張ってくれというような文意にも取れるというような点で、極めてこれは(1"幅

が広いんだよな」と呼ぶ者あり)非常に矛盾に満ちた文章で、文章上の非常に決議文と

してふさわしくない。しかも教育長に自己議責を求めるなら、私は正当なやり方として

は、教育委員の一員です、ですから教育委員会に申し入れでもなさって、そういう考え

の方がし、らっしゃれば、教育委員会のルールに従って、何らかの処置をするとかいう方

法もあると思うんですね。それを教育長にあれほどね、まあ相当です、予算委員長があ

れほど表現に困ったほどの長時間、教育長が病気になるぐらいの質疑をしていながら、

そして教育長に責任を持っていくというやり方は、非常にこれは認められない。私は提

案者も矛盾を感じていらっしゃると、そういうふうに見るわけですね。そうすれば、先

ほどの中谷議員への説明で、は、自己詰責の内容についてはやわらかし、ものだったと、こ

ういうことでありました。教育委員会が審議した場合に、教育委員会のルールとしては、

教育長に対して何かそういう罰則などがあるというのは、どの程度御存じなんでしょう

か、その点を質問いたします。

0議長(市川資信君) 石坂勝雄君。

027番(石坂勝雄君) 別に、特段ですね、そうしヴ辞職勧告なんということはやっぱ

りしちゃいけないということなんで、私もそういう点では、何回も申し上げるんですが、

事ここに至ったことの方が、我が会派としてもやむにやまれないものがあって、ここに

きた。だから教育長の心情も私は決してわからんではないんですよね。議会というもの

は、共産党さんがしばしばいろんな決議を出されます。紙一重でやっぱり何というか、

いわゆる決議されても日野の市議会の決議になると、こういうことと同じように我々の

方もこういうときにやむにやまれなくて、出すということも御理解いただきたい、こう

思います。

O議長(市川資信君)

民や市の職員を私は侮辱した表現で、もあると思いますけれども、この文言。それから今

回の教育長の行為は何者かへの卑屈な追従ということで¥ 1"何者」としみ言葉が出るん

ですね。こうし、う不確定な要素を決議文に入れるのは、もちろん日野市議会の恐らく歴

史に汚点を残すことになるでしょう。もしこれを賛成する人がし、るとすればですね。

そこで確認の意味でやりますが、このいわゆる仮定の方々 とい うのは、 氏名をこ こで

本日公表できるんですか。提案者は、その点だけ明確に答えてください。

0議長(市川|資信君) 石坂勝雄君。

027番(石坂勝雄君)

O議長(市川資信君)

029番(竹ノ上武俊君)

できません。

竹ノ上武俊君。

じゃ次に入ります。

029番(竹ノ上武俊君) この答弁も全く 納得できないものです。中谷議員も指摘した

今回の日野市議会の日野方式の40入学級の問題については、傍聴者が多数ございまし

た。今不規則発言がありますが、そういうふうに物事を色眼鏡をかけて見ていたんでは、

世の中の実態はなかなか見抜けないと私は思ってお ります。

4月 7日現在で211名、傍聴者がございました。延べでございます。傍聴者の方々全

部聞いたわけで、はございません。廊下ですれ違う際などの片言で、私感想、を一一私から

問うたのではないんですよ、聞いたんで、すけれど、この決議文には何か教育長が我々選

挙で選ばれて立候補しましてね、 堂 と々発言を して勇気を持って行動 してお ります。 こ

ういう議員をいかにも脅迫、伺喝したよ うなことを言ってお りますけども、 傍聴者の市

民の中には、議員が教育長をいじめているなと、いろいろおどかしているように見える

なと、こうし、う発言が二，三聞かれたわけで、す。私はこれは市民大多数の声だというよ

うに思います。全部会議録を読み、 かつ予算委員会の論議が速記録になっておりません。

もし速記録にでもなっておれば、私はこの事実が市民に浸透していけば、逆に私は議会

の方がやっぱり質疑のやり過ぎではないかと、こ ういう感じをもつわけです。その件に

ついては、石坂議員はどうですか。

0議長(市川資信君) 石坂勝雄君。 (発言する者多し)

御静粛に願います。

竹ノ上武俊君。

ように、教育委員会というのは、事の性質上教育の中立を保つものであります。それか

ら教育委員の選出の仕方などもいろいろございます。ですから教育委員同士で、処罰を

するなどということは、何らあ り得ないことですから、そう いうこともないわけですよ

ね。そういう点がわかっていながら、やっぱり自己詰責を求めるなどという そう いう決

議案を出すことは、私は許せないと、そういうふうに考えるわけでございます。

第4点目に入ります。これは中谷議員からも質問がありましたが、重ねて質問いたし

ます。1"口さがない市民や市職員の間」という言葉があるんですよね。これは本当に市

027番(石坂勝雄君) 先ほども中谷議員さんのときにお答え申して、抽象的な答えで

恐縮なんですが、私、一般会計の予算審議に直接一一一何でもその間接的に資料で聞いた

り、間接的に聞くことと、実感的なものが違うんですね。そういう点では竹ノ上議員さ

んが指摘受けたことも、私否定はしません。しかしさっき言ったように、事ここに来て

こう しヴ経緯の中で、出たということに対しては、私が提案者であるんですから、そうい
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う点で恐らく議会運営委員会でもこのことは出るということは、諮られているんではな

かろうかと思うんで、どうしても私が提案した文案等がまずければ、その段階で何かが

お話があったんではなかろうかと思うんですが、別に何かそういうことも我が会派から

出ませんので、竹ノ上議員さんから言われれば、何というか非常に議会の出る決議とし

ては、何というか今少し高潔なものであってほしいと、こういうようなことは私も承っ

ておきます。以上です。

O議長(市川資信君) 竹ノ上武俊君。

029番(竹ノ上武俊君) 最後の点について質問をいたします。

その後の議会の教育行政に対する役割についてお伺いしたいと思うんです。私、教育

委員会についてもやっぱり教育基本法やそれに関連する法律の中で、教育委員会自身が

政治的中立を規制されております。そしてまた授業についてはその学校、学校の独自性

を守るとし、う立場で教育諸条件の整備をするのが、教育委員会の任務になっている。議

会はなおさらのことだと思うんですね。そういう面で、今回不十分な点があったかもし

れません、日野方式40人学級は。とすれば議会というのは、そういう不十分な点を予算

面でいろいろ助言をしながら、質疑をしながら、 ( 1"十分過ぎたんだよjと呼ぶ者あり)

発言をしていく ということはできるけれども、各小学校は非常勤講師が来た場合には、

どういうふうにして授業をしていきましようということが校長なり、現場の教師の皆さ

んから教育委員会に出てきているわけですよ。そうすればやっぱり私は議会人というの

は不十分であっても、それを解決するのは学校その自身であるという立場に立って、小

学校の校長なり教師、そういう方々現場を尊重して、予算の審議はすべきであると、そ

ういうふうに思うわけです。そういう点で私は今回教育課程の中とか、授業方法の内容

にまで、私どもが踏み込み過ぎたので、はないかと、こうしヴ懸念を持っているわけです。

そういう点についての石坂議員のお気持ちを聞かせてもらいたいと思います。

0議長(市)11資信君) 石坂勝雄君。

027番(石坂勝雄君) これも、私、まあ抽象なお答え、私も先ほども申し上げたけれ

ど、日野の何か教育行政に対しては、そんなに私も偏見を持っているとは自分でも思っ

てません。 私も今、今少しで15年になるんですが、そんなに偏見した考え方は持って

いない。またそういうことで、来たつもりです。しかし事ととの問題は、私はその何とい

うか、私が言い出しただけに、何かの形でいわゆる会派が同一歩調をとってやるという

ことであれば、しなければならんという責任のことであって、今竹ノ上議員さんが指摘

されたことが私、何というか全部が了とはしないが、今後の過程では十分いわゆる自分
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はよその会派とも、十分話し合っていくとしヴ、また市長が先ほど私が言ったときに、

議会の了解が得られればというようなことがあると同様に、そういう学校現場等の意見

とし、うものを、我々議会が汲み上げて、やっぱり予算審議に対してはすべきだというこ

とは思うけれど、この問題に限っては、私は過程が違うということは、はっきり申し上

げておきます。

0議長(市川i資信君) 竹ノ上武俊君。

029番(竹ノ上武俊君) 提案者の答弁は、ほとんど99%、私を納得させるものではご

ざいませんでした。しかも今の石坂議員の最後の答弁を聞きますと、やはり会派のこと

を考えた、いきさつを考えたという答弁にもありますように、これこそ私は党利党略で

ある。だからこういう動議は、即刻ヲ!っ込めていただきたい、取り下げていただきたい。

これは修正しても追いつきません。そしてこれが文章として、私自野市議会の会議録に

今後残るということは、これは賛成・反対を問わず、私は非常に日野市議会の品位を辱

め、下げるものであると、そういうふうに確信をいたしております。心から反対の意思

を表明いたしまして、質問を終わります。

0議長(市川資信君)

米沢照男君。

030番(米沢照男君)

本件について、御意見があれば、承ります。

共産党市議団を代表いたしまして、極めて良識的な立場から、

一言意見を述べておきたいと思います。

具体的に反対の立場を表明する前に、議会運営の問題について一言、まず触れておき

たし、と思います。御承知のようにこの決議案の取り扱いを巡って、長時間にわたって議

会運営委員会、再三再四中断しながら、ょうやく会期を延長してまで、この決議の提案

にこぎつけたわけでありますけれども、議会運営委員会でのやりとりは、すでに各議会

運営委員を通じて、会派の皆さんには報告済みではありますけれども、質疑・応答、討

論抜きで直ちに採決という意見、そしてそうではなくて、常識的に質疑・応答をやり、

意見を述べて採決、こういう二つの意見に分かれ、延々としてやりとりがされたわけで

ありますけれども、私どもはもともと竹ノ上議員も触れましたように、この決議案の内

容については、 全く検討の余地もないひどいものであるという判断ではありますけれど

も、会議規則に則って、それに基づいて提出をされようとしている決議案である以上、

その立場は認めざるを得ないとし、うことで、その提出を認める、こうしずう立場をとった。

したがって、その提出されようとしている決議案に対して、当然のこととして会議規則

にのっとって質疑・応答を行い、意見を述べる、そして採決をする、これが当然ではな
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し、かとこうし、う常識的な立場を貫いたわけであります。したがってその意見が結果的に

通って、議会制民主主義、会議規則にのっとった議会のルールが守られたという点は、

今後の議会運営にとっても極めて、意義のあることだったとこう思っております。

具体的にこの決議案に対しての意見を述べたし、と思いますけれども、第 1は19日の議

会の開会冒頭、御承知のように長沢教育長からみずからの非を率直に認めた陳謝が行わ

れました。さらにその上石坂、馬場両議員から、長沢教育長を批判的な立場からの一般

質問が繰り返されたわけで、あります。それ以前からも提案の際、また予算審議を通じて、

長時間にわたって、これまでやりとりされてきたわけで、ありますけれども、その上さら

に追い討ちをかけるように自己議責を求める決議案まで提出する必要がどこにあるのか、

こう思うわけであります。自由市民会議から今回提出をされたこの意見書は極めて遺憾

なことであります。ここまでやることはない、社会通念からいって、明らかに行き過ぎ

であり、暴挙であると言わざるを得ません。(I暴挙だ」と呼ぶ者あり)

第 2に、すでに指摘があったところでありますけれども、文案中に「糊口をしのぐた

めに翻意したので、は」云々とか、 「一連の行為が何者かへの卑屈な追従であったとは信

じたくないが」など、推測で物を言う、あるいは文案が記されている。こういう極めて

議会の品位を汚すような文面になっております。これは断じて同意できない、文面内容

であります。

第 3には声を大にして強調したいところでありますけれども、圧倒的多数の市民・父

兄の願いや期待を裏切って、いわゆる日野方式の40入学級の実現を多数をもって阻止を

したその責任は、極めて重大であります。まさに多数市民への重大な挑戦であると言わ

なければなりません。この決議案提出の暴挙、あえて強行しようとする態度は、白を黒

と言いくるめながら、みずからの醜さを覆い隠そうとするものだ、こう言わざるを得ま

せん。以上、 長沢教育長の自己詰責を求める決議案に、断固反対する立場を表明して、

共産党市議団の良識的な意見といたします。以上。

本日の日程はすべて終わりました。

これをもって昭和63年第 1回日野市議会定例会を閉会いたします。御苦労さまでござ

し、まし7こO

午前 l時11分閉会

0議長(市川i資信君)

結いたします。

これより本件について採決 (I案がない、 これは」 と呼ぶ者あ り)、これより本件に

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

ついて採決いたします。本件は原案のとお り決する に、賛成の諸君の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

0議長(市川資信君) 挙手多数であります。よって長沢三郎教育長の自己詰責を求め

る決議の件は、原案のとおり可決されました。
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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
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