
anU1 

7
J
 

n
x
U
山
川
川
川
川
山
山
山
山
川

8
M
M
M
M
 

Oμ
口
川
川
川
川
川
川
川

b
n口
白
川
同
日
川
山
川
団
川
川
川
川

童
日
州
問

問
凶
川
川
川
川
川

寸
一
川
川
M
M

市
川
川

野口
]



程日定例会回2 第昭和 63年
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0議長(市川資信君)

午前10時25分開会

これより昭和63年第 2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30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

4番土方尚功君

5番山口達夫君

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(小山良悟君) 昭和63年第2回定例会の開会に先立ちまして、議会

運営委員会を去る 6月7日に開会いたしました。会議の報告をさせていただきます。

会期の設定、それから追加議案、 7件の追加議案を含めまして議案の取り扱い、請願

の取り扱いなどについて協議いたしました。その結果、会期につきましては 6月の10日

から 6月24日までと決定させていただきました。

本日の日程につきましては、お手元に配付した日程表の予定のとおりでございます。

なお、本日は全員協議会も日程の中に予定されております。

さらに議会運営委員会で、特に今回その他として協議されたことがございます。一般

質問の取組、扱い方についていろいろ議論をされました。この件につきましては、かな

り大きな問題でもございますので、さらに各会派で、それぞれ意見調整をさせていただ

いて検討課題とすることになりましたことをつけ加えて報告させていただきます。

以上でございます。よろしく御承認のほどお願し、し、たします。

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

会期を決定するに御異議ありませんか。

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。よって会期は、本日から 6月24日

まで期日15日間と決定いたしました。

次に日程第 3、行政報告を行います。

市長から行政報告を求めます。
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〔市長登壇〕

O市長(森田喜美男君) き，ょうから、昭和63年度第2固定例市議会をお願いする次第

でございます。

行政報告に先立ちまして、議会の説明員として御指導いただし、ておりました都市整備

部参与、結城が、この 6月1日死亡し、 6月5日葬儀を終えておりますことを、そして

長い期間御指導賜っておりましたことを私からも感謝を申し上げて御報告をさせていた

だきます。

次いで、行政報告2件に入ります。

一つ、地域保健協議会に対する諮問事項について。

本市の医療と保健行政に関する諮問期間として、昭和52年以来、要綱に基づき日野市

地域保健協議会を設けております。委員の任期満了のために約 1カ年休会しておりまし

たが、去る 4月 1日付けで新委員を委嘱し、第6次協議会を発足させました。早速に

「地域医療と病床確保の進め方について」としヴ議題で諮問を行ったことを御報告いた

します。

これは、地域医療体系の中で特に病床確保の見解について討議をいただき、将来展望

を明らかにしたい考え方によるものであります。

議会にも市立病院等対策特別委員会が設けられ、また都における医療計画の策定の中

で病床規制の動きに対する本市の対応、市南部に要望される地域病院の問題等を総合的

に検討し、一定の方針をもって施策化を図りたいと考えますので、御理解と御支援をお

願し、し、たします。

行政報告第 2、市民スポーツ施設整備のー展望について。

市民のスポーツ活動に対する関心の高まりと、健康と余暇活動のためのスポーツ施設

の整備は、今後とも重要な行政課題となってくることは予測のとおりであります。

本市の基本計画の中でも、これらの課題に取り組む事業に触れておりますが、今後、

北川原公園スポーツ施設の整備に一つの展望をもって施策の推進を図る検討を進めてお

ります。

流域下水道浅川処理場の覆蓋部(水処理施設上の人工地盤部分)と周辺地上部をあわ

せた規模約9.6ヘクタールは、スポーツ公園として野球場、テニスコート、サッカーグ

ラγ ド、ゲートボールコートなどのスポーツ施設を積極的に整備していく考えでありま

す。

この覆葦部の利用は、事前に管理当局と協議をし、下水道処理施設の工事進行にあわ
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せながら、暫定的には周辺地上部を含めた用地を活用してスポーツ施設に展望を開くよ

う諸準備を進めておるところであります。

本件についても御理解と御指導のほどをお願いをし、報告といたします。

他の行政報告につきましては、資料をもって提出にかえさせていただきます。よろし

くお願いし、たします。

0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。石坂勝雄君。

027番(石坂勝雄君) ちょっと先にお聞きしたいんですが、今、市長の地域保健協議

会に関する諮問事項について、地域医療とその病院確保ということだけで、今、市長の

説明も詳細とは言えないようなお話だったんで、この地域保健協議会が新メ γパーも名

簿が来ているんだが、新メ γパーによる協議会が持たれたのか、持たれたとすればどう

いう、何か具体的な地域医療と病院確保に関する資料というか、そういうものがいま少

し、何かやってもらわないと一一私も所属は厚生委員会だから、請願等ではかなり出て

いるんで議論はしておるんだが、その辺のところを御説明願いたいと思うんです。

0議長(市川資信君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 今、行政報告でも申し上げました。その地域保健協議会第6

次ということでございますが、 2年刻みで委員の就任をお願いしております。そして、

地域の医療と保健に関する大きい課題のことにつきまして諮問をし、あるいは建議を受

ける、こうし、う機関でございます。

このたびは第6次に相当いたしますが、その地域保健協議会を発足をさせていただい

た。そして諮問は地域医療、それから病床確保の進め方について、こういうテーマでご

ざいます。と申しますのは、こと医療関係のことにつきましては、地元の医師会の十分

な協力関係をつくることが重要であります。

したがし、まして、今、議会にも保健協議会がつくられたり、その他の請願等の審査も

行われておるときでありますので、我々もこの地域保健協議会を通じて市民的要望、あ

るいは医療機関との密接な整合、こういうことを図りたい、こういう考えでございます。

委嘱の議会と、それから諮問の議会、今、 2回ほど会議を開いております。

詳細につきましては、生活環境部長より説明をいたします。

0議長(市川資信君) 生活環境部長。

O生活環境部長(藤浪竜徳君) この地域保健協議会の会議でございますけれども、会
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議は、第 1回は4月の26日に委嘱の会議をいたしております。 2回目は 5月の26日でご

ざいます。そのときに諮問事項ということで、ただいま市長の方から説明もございまし

たとおりの内容につきまして諮問をお願いした、ということでございます。

この第2回目の会議でございますけれども、この会議の中では、いわゆる都におきま

す第2次医療圏の設定、これの考え方につきまして都の考え方を、これの内容につきま

して説明をいたしました。これは、委員の中におります小松先生でございますけれども、

この方が、現在検討しております一一保健医療計画調査会、この中のメソパーに入って

おります。この小松先生の中からいろいろと都の考え方について説明をしていただいた、

ということでございます。

以上です。

O議長(市川資信君) 石坂勝雄君。

027番(石坂勝雄君) どうなんですか、私、具体的に、こうし、う市長の行政報告だか

ら具体的に聞いていっても構わないんですが、いわゆる 4月と 5月に 2回諮問が行われ

たということで、今、小松先生から都のいろんな状況を、調査会の状況が云々というよ

うな生活環境部長のお話があったんですけれども、議会の請願で厚生委員会で、かなり

長期にわたってやっていることは、私も厚生委員会にし、るからよく承知をしているんだ

が、この病床確保とし、う、南部の病院をつくるというか、医療施設の確保というような

問題のいろいろ叫ばれている中で、新聞市場とか、いろんなことの報道関係から見ると、

例えば精神病なり老人の、これからつくろうとする老人特養ホームだとか、そういうと

ころのベッド数は、老人関係のは含まれないんだろうか、どうなのか、とし、う問題、い

ま少し何か資料的に、こういう日野の現状がこうだからどうだ、ということをされたの

か、ただ、市長がこの病床確保ということで第6次の諮問をされたということ、その辺

をいま少し私もお話を、説明というか、していただかないとちょっと一一こっちの方が

先に言うようじゃ、どうもおかしなことになるような感じがするんで、いま少し御説明

願いたいと思うんです。

0議長(市川資信君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 一つには、医療計画の策定ということが各圏で進んでおるよ

うでありまして、その医療計画が、つまり病床規制、ある医療圏を決めてそこには病床

が足りているか、足りていないか、南多摩医療圏では病床は足りている、というふうに

言われる向きもございますので一一しかし、日野としては、やはり病床は足りない。そ

ういう際にどういうふうにこれを考えればよろしいんですか、ということを、これは地
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方自治体としても意思決定をしなければいけない、こう思っております。

その際に、議会でもこれまで市立病院のことについてもいろいろと御意見をいただい

ておりますし、また、将来計画を持たなければならないと思っております。そういうこ

とをあわせて、この地域保健協議会で、つまり日野市民に対します医療と保健の関係の

ことを地域の医師会を含めて協議をしていただし、て、そして関係筋の皆了解事項、こう

いう形で事を進めないといけない、というふうに考えております。

また、議会の特別委員会に行政側としてお話をする際にも、そういう背景で了承され

ておるものを申し述べないと、ただ考え方だけ述べただけではお答えにならないんでは

ないか、こういうことの配慮の上で諮問をし議論をしていただし、て、そして議会の方等

にも、また市民の要請にも正確に応えていける、そういう一応の結論を持ちたい、こう

いうことでございます。

0議長(市川資信君)

027番(石坂勝雄君)

石坂勝雄君。

ょうやくわかりました。そうしますと、今、市長の答弁を聞い

ていますと、日野市独自では病院数が、ベッド数が足らないんだ、しかし、南多摩、い

わゆる多摩市とか町田とか、そういうものを含むと、稲城を含む南多摩の医療閣を含む

と充足されているかもしらん、ただ、その請願にも出ているし、いわゆる市立病院等特

別委員会でもこの問題というのは、必ず早期の結論を出さなきゃならないと思うんです

が、問題は、じゃあ日野で、ベッド数が日野だけ見た場合には、いわゆるさきに私がちょっ

と申し上げた精神病なり老人の関係のものを除いたものが、 200なり足らないんだ、こ

ういうことを日野でやりますと、決めても実際にはそれが、ただ民間でやるか、公立が

やるか、こうし、う問題も出てくるだろうし、実際には、いわゆる200ベッド必要だから

確保するということを結論しても、実際やらなかった場合には、それが取り消されてく

るのか、ある程度は時間を、 3年なり 5年なり見るのか、こうし、う問題もちょっと見通

しがあったら担当なり市長からお答え願い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) 例えば、市立病院の増床ということにつきましでも、過去の

経過からし、いますと、もっと250ベッド程度の病院にしたい、という考え方があったわ

けでありますけれども、地元の医師会関係との整調性がつかないで現状維持にとまった、

こういうこともありますし、日野という地域で考えますと、やはりまだ300ぐらいベ ッ

ドがほし¥.，、、こういう事情になりますので、医師会自身にもそのことの認識をいただか

なければなりませんし、それから、都に対しての要請についても地元でこうしづ結論で
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す、という内容を持って申し出たい、こういう考えもございます。

また議会からも、いろいろと市立病院の改築等についても御意見がありますので、そ

れらを総合的にどのように見通しを持っていくべきか、ということを検討と合意の場に

させていただきたし、ものだ、これが保健協議会に諮問をしておるねらいでございます。

ですから、すぐにというわけにはまいりませんが、数年の聞に、例えば民間病院であ

りましても、その増床の余裕が持てるような、あるいは、また新しい病院もつくれるよ

うな、そういう内容のものになれば幸い、こう思っております。

0議長(市川資信君) 石坂勝雄君。

0市長(森田喜美男君) この病床確保のことにつきましては、都の衛生局の該当部か

0議長(市川資信君) 谷長一君。

025番(谷 長一君) 2点についてお伺し北、たします。

前に新聞に出たことがありますけれども、日野市の市立病院の看護婦についてであり

ます。聞くところによりますと、日野市の市立病院の看護婦は充足された、ということ

になっているようですけれども、保健婦とか、または看護婦等に関しては、厚生省が看

護婦白書を出して、保健婦並びに看護婦の長期的な推移等を発表しているんじゃないか

と思うんです。そのあたりをどのようにつかんでおられるか、それと今回の条例の改正

ということで、定員ということで出るようでありますけれども、保健婦については、あ

れは 7万円ですか、それから看護婦については養成機関ですけれども、 3万5，000円と

いうふうに出るんですけれども、そのあたりもわかりましたら、ちょっと先になるかも

わかりませんけれども一一一それは触れなくていいです。その白書等によるものと、それ

から予算等に関係しない点を長期的なもの等がありましたら教えていただきたい、とい

うことです。

それから、あと一つは一一病院の方はそれで終わりにして、あと一つは黒川下水路の

問題なんですけれども、この所有権の確認ということで、確認ができれば下水道の管の

撤去ということになるわけですけれども、この場合、いわゆる市が、こっちが出した一

一被告ですから、原告が出した疎明の書類というのがあると思うんです。それをすなわ

ち公証というと思うんですけれども、その公証の部分において、いわゆる判事が、これ

はと認めた部分が、これによると、ただ棄却ということになっておりますからわからな

いんですよね。

それで、その公証の部分において何項出されたか、その項目の中で認めた部分という

のはあるのかどうか、その点をお伺し、し、たします。

0議長(市川資信君) 病院事務長。

0病院事務長(大崎茂男君) 御質問の保健婦、あるいは助産婦の白書でございますけ

れども、残念ながら私、まだ拝見しておりません。

ただ、保健婦、それから助産婦等の今後の確保については、厚生省あるいは東京都等

でいろいろ調査し、そういう白書が出たかと思いますけれども、現在、保健婦の方はか

なり進んできている。 tこだ助産婦の方は、どうも、保健婦と同じような勉強をして、同

じ年数の勉強をするんですけれども、やや横ばいというような中で、なかなか充足に至っ

ていないというのが実情でございます。

それから、そういうような中で保健婦、あるいは助産婦の確保についての長期計画と

027番(石坂勝雄君) これでおしまいにしたいと思うんですが、都の医療圏に基づく

ベッド数の規制というか、そういうことが、一説によると 6月か 7月だというような、

そういうことを、日野のベッド数はこれだけ確保したいんだ、何か10月には、かなりい

ろんなそういうものは固まってくるんだというような、いわゆる風間というか、お話も

聞いているんだが、これは本当に私は必要な場合だということで、日野で必要で、しか

も計画的に年次計画を踏まえて、例えば何年後にはこうするんだということを、あれを

つければ、そんなにいきなり全然だめだというような、ただ具体的な何かが浮かばない

で、ただ、いわゆる250足らないから確保したいんだ、と言っているんでは医療圏全体

の中でどうだという問題が出るかもしらんけれども、そういう面では、いつごろまで、

例えば一説によると六、七月ごろに何かそういうことが固まってくるんだ、という説も

あるし、最終的に見ても10月ごろにはその考え方が、都でも国の厚生省でも固まってく

るんだ、というようなお話もある。その辺のお話は何か、市長、具体的にお持ちですか。

O議長(市川資信君) 市長。

らも公立病院を持っている自治体には意見を求められております。そういうこともござ

いますので、第 1次の中問答申としては、なるべく早い時期、つまり、できれば7月あ

たりに一応の中間答申もいただし、て、そうして市の公式の意見表明もできる根拠はつくっ

ておきたい、このように考えております。

あと、具体化論につきましては、これはまだ不確定要素も多分にあるわけでございま

すので、段階を踏んで必要な病床確保は、日野市自身、あるいは南多摩医療圏の中でも

地域病院という形で確保しておく必要がある、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) はい、結構です。
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いうことでございますけれども、実態が絶対数が足りないという中で、私どもだけでの

長期計画を立ててもなかなか確保しにくい、という中で、やはり厚生省の考え方をもと

に、あるいは病院のいろいろな環境、いろいろな処遇等を考えまして、これからも不足

する中でもぜ、ひ日野の病院に来ていただけるような、いろいろな準備とし巾、ますか、必

要なことはやらなければならないか、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) 建設部長。

0建設部長(永原照雄君) ただいまおっしゃいました訴訟の件でございますけれども、

まことに申し訳ないわけでございますけれども、後ほど資料として提出いたしたいと思

います。よろしくお願したいと思います。

0議長(市川資信君) 谷長一君。

025番(谷 長一君) 先ほど看護婦と言ったのは、助産婦ということに訂正させてい

ただきます。保健婦と助産婦というように・.

それで、いわゆる日野市の市立病院、その場合、助産婦の定員というのは恐らく医者

がいるから、ないと思いますけれども、現在何人ぐらいし、らっしゃるのかをお伺いし、た

します。それと同時に白書を、恐らく出ていると思いますので後ほど資料としていただ

ければ幸いと思いますので、その点をお願いし、たします。

それから建設部長の答弁で、ここに、いわゆる行政報告の一部追加ということで出て

いるわけでありますので、ひとつ、やはりその資料として私だけもらっても私はいし、と

思し、ますけれども、やはり、この行政報告の一部追加ということで出ている以上は、や

はり皆さんに、議員に知ってもらう必要があるんじゃないかと思うんです。そのあたり

も踏まえて、でき得れば私には資料をいただいて、ほかの方にも知っていただくように

さらにここで報告してもらうか、または資料を各議員にも差し上け'ていただければ幸い

と思います。

以上です。

O議長(市川資信君)

すし、また非常に狭い道路になっているわけですけれども、この交通安全対策等につい

て市として、どのように指導されているのか、ということについてお聞きしたし、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) お答えをいたします。

中谷好幸君。

この区画整理につきましては、本年の 3月に東京都の認可が下りまして事業を開始を

したわけでございます。今御質問の、土砂の搬入の件でございますけれども、私の方か

ら組合の方に土砂搬入経路の問題、それから車の規模の問題、それから一日の通過台数、

保安要員、こういったものにつきまして指導をしております。

また、警察の方の関係もございまして、警察の許可をいただいて土砂の搬入をする、

ということになるわけでございます。そういうことをしてはおりますけれども、一番や

はり関係いたしますのは、この経路に当たります住民の方でございますので、組合から

関係の自治会、及び道路周辺の住民に理解を求めるよう指導をしている、そういうこと

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) 数日前に、警察の立ち会いのもとで実際に4トγ車を運行して、

住民の方々とも一緒に運行をしてみた、とい うふうなことを聞いたんで、すけれども、そ

の中で、やはり非常に4トγ車であっても危ない、危険な場所がある、というふうなこ

とをそれに参加された方から伺いました。

具体的に言いますと全体に道路が狭いわけですけれども、中西商庖から大塚設備の付

近の道路は、例えば歩道がもちろんありませんけれども、 4トγ車が通りますと小学生

が横になってもラ γ ドセルがひっかけられるような、そういうふうな可能性もあるんで

はないか、というふうな心配の声も聞かれています。あそこのところには、横にたしか

用水があると思いますけれども、この工事期間、応急処置としてでも用水に蓋をして通

学路にするとか等々の、やはり万全の処置をとるようにぜひ行政側からも働きかけてい

ただきたい。

また保安要員についても、当初回覧に回ってきたのは 3カ所になっているわけですけ

れども、道路の非常に複雑な状況等とか考えると、ここら辺についても十分配慮、してい

ただけるように市の方からも働きかけていただきたい、このことをお願いをいたします。

O議長(市川資信君) 都市整備部長。

09番(中谷好幸君)

思うんです。

この区画整理を進めるために土盛りをしなければいけないということで、この土盛り

農住組合による落川の区画整理に関連して、 1点質問したいと

のための土砂の運搬について自治会などを通して御了解いただきたい、という回覧が回っ

ているんですけれども、この土砂の運搬の通路というのは八小への通学路にも当たりま 0都市整備部長(前田雅夫君) 先ほども申し上げましたように、交通安全対策という
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のは非常に大事でございますので、御指摘のようにさらに行政指導を強めていきたい、

というふうに考えております。

0議長(市川資信君) 奥住日出男君。

01番(奥住日出男君) 2点についてお伺いをいたします。

1点目は、先ほど石坂議員の方から出されました地域保健協議会に対する諮問事項で

ございますけれども、 3月の定例会でもって市長が、日野の医療とベッド数についてど

うしたらし、し、か、この協議会に聞きたい、というこんな答弁がございまして、早速こう

いうことになったわけでございますけれども、大変結構なことであると思います。

1点、基本的にお聞きしたいのは、一つの問題を解決するのにどんなふうなやり方が

一番し、いのか、それぞれ考え方があると思うんですけれども、例えば市立病院の問題を

ーっとりますと、現在、厚生委員会、さらには病対委員会、それと、こうしヴ協議会、

3部門でもっていろんな論議をする、という、こういうことになったわけで、ございます。

それぞれが別々の考え方をまとめられることは、まず考えられませんけれども、その

辺の整合性をどのように持ってし、くのか、だれがそれをまとめていくのか、当然市長が

最高責任者でございますので、市長の判断に委ねられるんじゃないかと思いますけれど

も、今、石坂議員の質問に対して市長が、改築等を含めて数年のうちには、というよう

な答弁がございました。

地域医療の問題について厚生省は、東京は64年度までに結論を出すように、という一

一 一番遅いんですけれども全国で。こうしヴ問題が出されている。それまでに整理を

しなさい、ということで、数年といつでもあと 1年しかなし、。ベッド数についても、た

だただ不足をしているということだけではないんですね。一番の問題は、今、病院とい

う名のつく六つの病院で八百何がしのベッドがある。ただ、そのうちの一般患者が使え

るベッドは、わずか 3割しかない。こういう現状、これをどのように持っていったらし、

いのか、ということになるわけですけれども、三つのセクショ γでもって、この問題を

今一生懸命に論議をする、これからもしていく、という。もしこれが、ちょっと違った

ような形でもってまとめが出てきたときに、その辺のコントロールなり結論を出すのを

どのように考えているのか、それを 1点、お開きをしたいと思います。

それから、今の行政報告の63ページに「春の緑化月間」これが終わったわけで、ござい

ます。この中で「緑の羽」この募金をやりました。日野市全体でどのくらいの募金があっ

たのか、数字的に教えていただきたいと思います。

と申しますのは、これが地域でも って、自治会単位でもって「緑の羽」の募金活動が
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されてしる。ー住民から一一これは目標額が定められたわけで、すね。 1軒当たり30円を

目標にということが出された、この市民から、なぜ募金活動なのに目標額を定めるのか、

30円はどこから出てきたのか、その根拠を知りたい、というような声も聞いております。

したがし、まして、この「緑の羽」が募金をしてどのくらいの金が集まって、これをど

ういう形で使ってし、くのか、なぜ自治会単位で 1軒30円を目標に、という数字が出され

たのか、この辺をお聞きしたし、ということでございます。

以上、 2点でございます。

0議長(市川資信君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 初めの御質問についてお答えをいたします。

3機関とおっしゃいますが、行政という立場で議会に正確な対応をしなければなりま

せん。つまり意見が出され質問が行われ、それには責任ある回答ができなければならな

い。その回答をなるべく、この医師会等と、あるいは地域医療機関と合意をされたもの

をお答えの資料とする、ということでなければいけないと思っております。

したがし、まして、 3機関ばらばらということは予測いたしておりませんO 保健協議会

で諮問に対して答えられたこと、その状況の御報告をしたり、あるいはまた、それの期

待をいたしますところの答申を議会には御報告をする。これで責任を果たさないと我々

の一方的な希望のみを答えたのでは十分尽くしたことにならない、こういう考え方でご

ざいますので、地域保健協議会は、まさにこれは諮問に答えていただく機関でございま

す。議会は、いろいろ御意見を伺ったりお答えをし、現実的な問題の課題を論じていた

だく、こういうことに運ばせていただきたい、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) 建設部長。

0建設部長(永原照雄君) i緑の羽」募金につきまして、御説明申し上げます。

5月31日現在でございますけれども、 209万円集まっております。今おっしゃいまし

た30円、 1戸当たり30円というようなことは、市といたしましてはそのようなことは言っ

てもおりませんし、あくまでも協力をしていただく、ということでございます。

このお金はどのように使われているか、ということでございますけれども、これは、

これの還元金をもって緑化協会の方で緑化に使っていく、ということでございます。都

の方の団体に 1回納めまして、それの還元金がある、ということでございます。

以上です。

O議長(市川資信君) 奥住日出男君。
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01:番(奥住日出男君) 前段の市長の答弁は、ある程度理解できました。 法記念行事が行われました。毎年そうですが、空席の目立つ会場で、まず市長から基調

報告がございました。その中で、市長のごあいさつの中でこういうことが言われており

ます。 I憲法 5原則ということがよく言われます」ということで、日本国憲法の柱の説

明があったようでありますが、私は、この「憲法5原則ということがよく言われる」と

いうふうに書いてありますが、今回一一過去に余り聞いた記憶がございませんし、耳新

しい言葉のような気がし、たします。よく言われる、とし、う根拠をひとつ教えていただき

たいと思います。

それから、きょう教育長も御出席いただいておりますが、教育長に対しての質問じゃ

ございません。 40人学級の件でいろいろ、さきの議会で議論がございました。

今回、配付をされました6月の 1日の日野市広報に、 3月1日に記載されました40入

学級スタートの記事に関連して、ということで2段の囲み記事が出ております。つまり

3月議会で準備不十分ということで承認に至らなかったために、事業実施をとどめてい

ます、ということで訂正記事のようなものが出ているわけですが、教育委員会は、ここ

でひとつ後始末を遅まきながらなさった、ということであります。

ところが、森田市長も 4月の 1日号の日野市広報で所信表明の中で一一これは第 1回

定例議会の冒頭行われた所信表明の文言が、そのまま全文記載されているのであります

が、この中で 1ページ仁、 「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人学級を実施いたします」こういうふうに、市長は市民に対して

40人学級の実施を表明されたわけです。

ところが、これは議会が、私どもがチェック機関としての役割を発揮をいたしまして、

学校現場等の混乱を未然に防ぐ措置を、修正ということでとったわけであります。この

市長の所信表明に対する後始末が、私はできていないように思うわけでありますが、教

育委員会は遅まきながら訂正記事を今回お出しになった。市長は、このまま言いっ放し

で所信表明の内容については一切この後、広報等で事実経過を踏まえて、適切なる措置

をおとりになるつもりはないのかどうか、このままだと市民をペテンにかけたことにな

ると思うんですが、市長の対応をお聞きをいたします。

それから、 3点目でありますが、先日、市役所の中でアジ演説を組合の方がしており

ましたO 市役所の中で大きな演説会が開かれるということも、あんまりないことであ り

ますので、大方の方はびっくりされただろうと思うんですが、それは、企画課の主幹と

して東京都から出向してきて大きなお仕事をなさったと思うんですが、日野市の方で仕

事をおやりになったN主幹ということになっておりますが、この人の居座りを許さない

1点だけ確認をさせていただきます。中間答申を 7月ごろ予定している、ということ

ですけれども、その 7月は来月の 7月なのか、 1年後の 7月なのか、それをお聞きした

い。これが 1点。

それから、ただいまの「緑の羽」募金、 30円ということは、言ってないということで

すけれども、これがきちっとした活字になって各戸に配られているわけですよ。自治会

というのは市も関係ございますから、補助金を出していますから、その辺を、そういう

ものを出してない、ということは、知らないのか、あるいは自治会に、自治会、適当に

やりなさい、というふうに言っているのか、その辺の確認をさせていただきます。

それと、今、市長の方から「東京都が、東京都がJなんていうあれがありまして、そ

うなりますと東京都の方に納める、ということですけれども、じゃあ都の方から、それ

ぞれの自治体に対して、少なくとも昨年このくらい集まったから、ことしもこのくらい

をひとつ目標に何とかしてもらえないかな、というようなのが出ているんじゃないかと

思うんですよ。ですから、そういう根拠があって、私は30円というのが出てきたのかな、

ということなんですけれども、本当に 1戸30円を目標にということは、市としては言っ

てないのか、知らないのか、もう一度確認させてください。

0議長(市川資信君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 7月というふうに申し上げましたのは、ことしの 7月のつも

りでございます。

0議長(市)11資信君) 建設部長。

0建設部長(永原照雄君) 御答弁申し上げます。

30円ということでございますけれども、これは、あくまでも協力をお願いする、とい

うことでございまして、市の方では、そのようなことを言ったことはございません。

それからもう 1点、割当があるんじゃないか、というようなお話でございますけれど

も、都の方としましては、そのような割当は、日野さんは幾らだ、というような割当も

いたしておりませんO

以上です。

O議長(市川資信君) 古賀俊昭君。

024番(古賀俊昭君) それでは、 3点ほど行政報告に対する質問をさせていただきま

す。

まず最初に、去る5月3日に市民会館の小ホールで、日野市主催によります日野市憲
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ぞ、というような内容の演説であったようであります。こういうととは、出向時にきち

んと、期限はいつまで、そして、仕事の内容はこういうもので、どういう期間、具体的

なこうしヴ仕事をやってもらう、という了解が、いろいろな関係の皆さんにあってスター

トをしたことだろうと思います。今になって、居座りだとか大きな食い違いが関係者に

出てくるというのは、ちょっと解せないわけであります。当初どういうお約束で、この

方は市の方に出向して来られたのか、その点、お尋ねをいたします。

以上、 3点であります。

0議長(市川資信君) 市長。

ん。本人の希望、あるいは市の判断、そういうことでまたお答えをいたします、という

ことでありまして、東京都からの問い合わせにつきましては、日野市で申し受けたい、

こういう回答を行って進めつつある、ということでございます。

0議長(市川資信君) 古賀俊昭君。

024番(古賀俊昭君) それでは、再質問をいたします。

0市長(森田喜美男君) 質問に、それぞれお答えをいたします。

市長の「憲法5原則」の発言でありますが、一つの学説として、この言葉を用いたと

いうことで、今、五つ項目を挙げられたわけで、すO その学説とおっしゃったんですが、

私、学生時代に使った古い教科書の憲法の本をひっくり返してみたんです。最近は、ま

た新しい学説がどこかから出てきたのかどうか、わかりませんが、憲法5原則として五

つの原理を挙げた本は、確かにあります。しかし、市長の挙げられた今回の 5原則につ

いて説明をしているものは、私の知り得る限りではどこにもなかったんですね。

市長が採用された、とられた一つの学説というのは、どういう方の主張なのかどうか、

この点、もう一度お尋ねをいたします。

それから、市長も憲法記念行事、今の質問に尽きるわけですが、ことしで15回目であ

りました。毎年、まばらな聴衆を相手に基調報告をなさっているわけでありますが、こ

の基調報告の中で、 15回おやりになって今回初めて、この憲法5原則というものをおっ

しゃったと思います。よく言われている、という割には、初めてここでおっしゃったと

いうことは、随分その点、不思議にも思いますので、この点、どういう方の学説なのか

教えていただきたいと思います。非常に興味のあるところであります。

それから、 40人学級の訂正記事については、教育委員会は広報にあれだけ大きな記事

を3月1日に出した、ということで、混乱があってはいけないということだと思います

が、経過の報告を兼ねて、議会で修正されたその内容に沿ったPR記事を今回出したと

いうことで、これはこれとして、適切な一一時期的には、ちょっと遅いと思いますが、

対応だったと思います。

市長の方は、所信表明というのは議会に出したものだから、それをそのまま載せたの

で、一々これが経過の中で異なる結果を生じたとしても、そのことを市民に一々言い訳

する必要はない、というふうなお考えだと思うんです。所信表明として、そのまま広報

にお出しになるのは、これは結構だと思います。

ただ、これに賛成をする立場で意見を言った方も、それから疑問を呈した我々の側と

しましても非常に重要な問題だったと思うんですね。賛成をした人たちも、このことを

盛んにチラシやピラに書いて、一生懸命汗を流しながらピラを配っておられます。それ

5月3日の市主催の憲法行事、これは御承知のとおり例年行っております。ことしは

一橋大学、佐藤教授の「経済を平和を臨む」とし、う主題で講演をしていただきました。

私は、その前段で基調報告という表現でごあいさつをすることになっております。その

あいさつの中で「憲法5原則」という言葉を使った、それがよく言われるとおり、とい

うふうにあずかった、ということでありますが、一つの学説として私は、言われておる

というふうに承知をしております。すなわち、主権在民、それから恒久平和、それから

基本的人権、議会制民主主義、それから地方自治、こうし、う柱で理解をしておりますの

で、その言葉を用いた、ということであります。

それから、40人学級に対しまして、所信表明の表現の後始末はどうするのか、こうい

う御指摘でございます。所信表明は、当初予算、あるいは、ことし 1年聞を展望する所

信でございまして、やりたいという見解で申し上げる内容でございます。

したがって、その結果は、いろいろ議論の結果、予算が認められなかった、というこ

とでございますので、おのずからその執行はできなくなる、こういう性格のものでござ

います。検討もしてみたいとは思いますが、私は、市民に、市長が特に所信表明のその

とおりに執行できなかったという際に、そのためのまた弁明をすることは必要ないんで

はないか、むしろ、全体の今後の報告の中であずかることで市民の御理解は得られるも

のであろう 、このよう に思っておりますので、今までもやっておりませんし、特にこれ

からやろうという気持ちもございませんO

それから、つまり職員組合が東京都出向の職員に対して異論を唱えている、こういう

現状のことだと思っておりますが、野中主幹は基本計画の中心的集約の立場で、よく仕

事を果たしました。東京都から出向をお願いする際に、日野市の水に合えば、というこ

とがあると思いますので、出向期間契約後の処理については予約は、いたしておりませ
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だけ大問題であったわけですね。ということからすれば、一々弁明する必要はない、と

いう考えも一一それは市長がそうおっしゃるなら、それで仕方ないわけですが、やはり

これは、きちんとしりぬく九、をされた方が私は、し、し、性質の問題だと思うんです。後は

知らん顔で通してしおまおう、ということかもわかりませんが、やはり市民に対して経

過を踏まえた一一小さくてもし巾、んですよ。やはり、これだけ大きな議論の的になった

課題でありますので、とりあえず何かの方法で市長の考え方を述べられてもし、し、わけで

す。何か対応されるのが、私はいいのではないかと思います。

しかし、やる気がない、ということですから別に結構でございます。市長のお立場な

らばそうだろうと思いますので、一応私の意見を申し上げておきます。

それから、東京都出向の野中主幹の件でありますが、市長とけんかをしたり仲よくなっ

たり、組合と市長の関係というのは、そのときどきによって千変万化しているようであ

りますが、その対象者のいる職場に来て衆人の耳目が集まっている中で演説を組合の幹

部がする、というのは、少々穏やかでないと思うんですね。市長は、このまま日野の水

に合ったようだ、としろ判断からでしょう。市で申し受けたい、というふうにおっしゃっ

たわけでありますが、今後一一今まで、基本計画をつくるという目的で仕事をしてこら

れた、その仕事に携わってこられた、ということで、はっきりしておりました。これか

らは、じゃあ、どういう仕事をなさるのか、市長の隣の席は、ずっと以前から空席のま

まになっておりますし、ここらで何か、そういうーーなかなか引き受けてくれる方もい

ない、という助役の件もありまして、そこまではいかないにしても、何らかの形で自分

をサポートする人がほしい、ということで、こういう決定をされるのかどうか、いかな

る仕事をなさるのか私はよくわからないんです。

最初の契約の時点で、はっきりした約束があったのであれば、それは守らなければな

りませんし、その約束の中に基本計画をつくるとしヴ仕事が終了すれば、新たにその時

期が来た段階で引き続き市にとどまってもらうのか、東京都にお帰りを願うのか、そう

いう取り決めにしよう、という内容であったのなら、ここで再度検討して市に迎え入れ

る、ということも結果としてあるのかもわかりませんO

最初の契約の時点の話をもう一度確認をさせていただきたし、と思います。どういう約

束で市にお見えになったのかどうか、それがはっきりしていれば、別に本人の前で、職

員の方がし、っぱし、し、らっしゃるところで演説会を開かなくてもし、いと思うんです。その

点ちょっと理解できませんので、最初の約束は、もう一度どうであったのか、お尋ねを

したいと思います。

それから、どうし今、迎え入れるとすれば、仕事をお願い したい、ということで市長

は考えているのかどうか、この点、再質問をいたします。

0議長(市)11資信君) 市長。

0市長(森田喜美男君) この人事のことについて、余り人を傷つけたり、あるいは本

来の建前の崩れるような、そういう表現は不穏当であり不適切だと思っております。

それから都には、都に対する出向要請は、一応行政部を通じて行うわけでありまして、

日野市の当面の理由を言い、ちょうどこの基本構想を基本計画化したい、このことの中

心になる人を得たい、こういうことでお願いをし承認をされ執行をした、こういうこと

でありまして、契約の細かい内容のことは、私はよく存じませんが、一般の通例といた

しましては、任務の終わる手前で意見交換が行われ、日野市としては受け入れたい、と

こういう申し入れをした、こういうことであります。

それから、これからの仕事を特定しておるわけではありませんが、せっかくいろいろ

庁内の皆さんと交流をしながら基本計画をまとめた立場でありますので、これまた、基

本計画を執行するお役に任じさせたい、このようには基本的に考えております。

5原則のことは、私の頭から出た言葉だったものですから、そのとおりにひとつ御理

解をお願いしたいと思います。

0議長(市川資信君) 古賀俊昭君。

024番(古賀俊昭君) 市長、ふざけちゃいけないんですね。憲法の集会、会合で市民

に対して、市長がみずから基調報告として考え方を述べる際に、頭から何か思いつきで

出たことを適当にしゃべりました、ということで済むと思いますか。私が知り得る範囲

では「憲法5原則Jというような言葉はないんですよね。市長は、どこで、学ばれたかと

いうことを一切おっしゃらないんですね、このことについてO

市長に、ちょっともう一度重ねてお聞きしますが、日野市内の中学校、つまり義務教

育の中で憲法のことをどのように教えているか、ということで中学校の教科書を見てみ

ますと、今、使われているのは東京書籍の新編、新しい社会、公民分野、これが市内の

中学生が使用している教科書のようでありますが、これにも「憲法5原則」とし、う言葉

は出てきません。

日本国憲法の三つの原則として私たちがよく理解しているところでありますが、平和

国家として、日本がこれから憲法を定めた時点でやってし、く、ということで平和主義と

いうものを定めた、それから基本的人権の尊重、国民主権、これが 3原則だということ

で、普通は皆こういうふうに理解していると思うんですね。適当な頭から出たことをおっ
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しゃったので、はないか、と申 しましたら共産党の議員の人が、いや、ちゃんとある、 と

いうふうにおっしゃるんです7ね。 どこにあるかなと思って、 よく 見てみますと、こと し

の5月に出た共産党の「赤旗」に書いてあるんですね、 「憲法5原則Jという のが。 こ

れには、日本共産党の委員長の村上何とかという人が、憲法5原則を守り、 とい うよう

なことで、市長と全く同じ文言を並べて 「憲法5原則」ということを言っております。

市長は、その 「憲法 5原則Jという言葉を今回初めてお使いになった、 と私は思うんで

すよ。過去におっしゃったことは、恐らくないと思います。過去の基調報告を見てみま

したら出ておりません。こういう 5原則というものが学説でも、私はちょ っと見受けら

れない内容だし、それから中学校でも教えていなし、。こういうものをどこから持ってこ

られたのか、わかりませんが、まさか、こうし、う市民を対象にした憲法記念行事で、共

産党の意見をそのままとられた、と私は思いたくないんですが、私の見る限りではそれ

以外にないんですね。

「憲法5原則」をどこで学ばれたのかどうか、思いつきで申し上げました、では済ま

ないと思います。はっきりしていただきたい。その点、もう一度お開きをいたします。

それから、 N主幹ということで組合が挙げておりました東京都からの出向の、もう名

前が出ております、野中主幹のことでありますが、これから市で仕事をやっていただく

ということで、市長の権限の範囲内、つまり人事権ということで、これは市長の考え方

で実行できるわけでありますね。

しかし、組合の方が窓口拒否をやる、と言っているんです、この件で・・。これ、ちょっ

と尋常なことでは済まないと思うんですね。何か最初の約束、またこれからのこと、特

に定数に絡んでくる問題でもあると思います。新しい人を 1人入れるわけですから。こ

の窓口を拒否をする、というのも、市長の幾ら人事権の範囲内のこととはいえ、これも

穏やかではない。この辺のことを市長は、どのようにお考えになっているかどうか、た

だ、日野のために今後も仕事をしてもらう、基本計画を実行する上で、そういう面で日

野市の行政の一翼を携わって担ってもらう んだ、ということだと思いますが、それほど

大切な方だという市長の判断は、それなりに良といたしますが、窓口を拒否するという

組合の態度も、私は何か、やっぱり理由があるだろうと思うんですね。

この点を市長は、どのように理解をしておられるか、簡単にし、く問題でないような気

がするんですが、もう一度お答えをいただきたし、と思います。

0議長(市川資信君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 15原則」のことにつきましては、そういう表現をしてもど
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なたも学説にそむく、というふうにはおっしゃらないと思っておりますし、私自身もそ

れでよろ しいと思っております。特に、この議会制民主主義とか地方自治というのは我々

の強調したいところでございます。

それから、人事のことでありますから余計なことは、なるべく避けたい、と思うわけ

でありますが、十分理解をし正常なレールに乗せたい、とこのように考えております。

O議長(市川資信君) 古賀俊昭君。

024番(古賀俊昭君) 人事のことです、正常なレールに乗せたい、ということであり

ますのでーイ可か本人を自の前にアジ演説が行われたり窓口拒否とし、うのは、穏やかじゃ

ないわけですね。市長の、ひとつリーダーシップをきちんと、人事のことは市長に責任

があるわけですから、そういうことに立ち至らないようにきちんと対応していただきた

いと思います。

それで教育長にお尋ねをいたしますが、教育長は「憲法 5原則」ということを日野市

の小中学生を対象に教育の場で教えておられますか。日野は、憲法を市政に生かそう、

ということで憲法の取扱については、殊さら意を注いでおられると思いますが、 「憲法

5原則」についてはどのようにお考えになっているか、学校現場でどのように対応して

おられるんですか。市長は、どなたも異論がないものだ、というふうにおっしゃったわ

けですが、学問的に根拠がないことを何か思いつきで言われてもいけない。根拠を今の

ところ示しておられないんです、市長は、全く 。どこから出てきたことなのか・・。

日野で教えているんですか、こういうことを。どうですか。

0議長(市川資信君) 教育長。

0教育長(長沢三郎君) お答えをいたします。

市長が憲法集会の方で、どういうような形でお話をなさったか、私、当日出席してお

りませんので承知しておりませんが、学校現場におけるところの指導の方法につきまし

ては、今、古賀議員さんの方からも話がありましたように、憲法 3原則に基づいて、い

わゆる平和主義、基本的人権、それからもう 1点ですね、民主主義、その 3点は基本と

して取り扱われている、こういう解釈をとっております。

ですから、学校での社会科の授業等につきましては、現在使われている教科書に基づ

いて指導をされている、そういうふうに受けとめております。

0議長(市川!資信君) 古賀俊昭君。

024番 (古賀俊昭君) 私たちが学校で、中学校や高校や大学の方で、憲法を何らかの

形で、講義を受けたり授業で聞いた範囲では、 5原則というのは、私は 1回も聞いた覚え
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はございませんね。ですから、そういう学説がある、ということを熱心に主張しておら

れる方もあるようでありますが、それだけ幅広い見識があるのであれば、ぜひ非公式で

も結構でございますので、共産党の村上委員長の学説以外で、学会できちんとそういう

主張があるかどうか教えていただきたいと思うわけであります。

日野市の中学校で使われている教科書では、今、教育長が言われるように日本国憲法

の3原則ということで、国民主権、基本的人権の尊重、平和主義、これ以外に憲法の原

則を述べて説明しである項目は、どこにもございません。普通、どういう憲法の専門書

でも大体このことで原則の、憲法の原理の説明を行っているわけですね。いろいろ私も

本を見てみましたが、早稲田大学の時間 弘という方が編集しております「図解憲法J

としウ、これはわかりやすく書いてある憲法の解説書で、これを見てみましても日本国

憲法の基本原理として、今、教科書にも出ている三つの原理を述べております。幾ら探

しても出てこないんですね。

市長が、かねて参加をされた憲法記念行事でも「憲法5原則J一一それほど普遍的な

市長の頭や胸の中にある憲法の原則だ、としみ意識が強かったとすれば、もう 1回ぐら

いは、どこかで発言されてもよかったんだろうと思うんですが、今回、突如として政党

のそうした主張と機をーにして出てきている、というところに非常に私は奇異なものを

感じるわけです。

この中で、通常余り言われない言葉として「国家主権jとし、う言葉があるんですね。

市長も国民主権と国家主権ということをはっきり述べております。市長の言う国家主権

とは、いかなるものか。普通、我々は国民主権ということは、よく言うんですが、 5原

則の中で市長がうたっている国家主権というのは、どういうものなのか。私たち、解説

を読むことはできないんですよ。こういうことを述べた学説の本もないし、それから、

ほかにそのことを詳しく説明したものもないんですね。国家主権というのは、どういう

ことなんですか。市長のお考えをお聞かせいただきたし、と思います。

0議長(市川資信君) 市長。

出して、市民に対して自分なりの考え方を説明しているわけです。この 5原則というこ

とが今回初めて出てきた、ということには何らか意味があるんだろう、と私は思うんで

すが、その根拠も、それから背景も全く説明できない。それだけの市長の認識で、私は、

憲法の集会に出てうやうやしく基調報告なんてやるべきじゃないと思いますね。議会で、

みずからしゃべったことについて、どういう内容だ、その理由、背景は何だ、というこ

とを関かれて答えることができないじゃないですか。で、憲法を市政に生かそうなんて

ことを、偉そうなことを言っている。きちんとした根拠があるならば、ぜひ示していた

だきたいと思いますし、それから憲法記念行事で、市民に対して無責任なことを言って

ほしくなし、。学校でも教えていないようなことを、何か政党機関誌に書いてあるような

ことを盗み読みして、そして、それから市民に対してPR、何かそれを努めてやろう、

なんていうのは、いかにもまやかしじゃないですか。しっかりした根拠を持って基調報

告はやるべきでありますし、それだけの認識ならば、最初からこうしみ会合に出て基調

報告などやるべきじゃない、と私は思います。

もし根拠があるならば、きちんと示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) これまで申し上げたとおりであります。

O議長(市川資信君) 土方尚功君。

04番(土方尚功君) がらっと変わった方法で質問をさせていただきます。

何点かお伺いをいたしますが、それでは収入役に、まず 1点お伺いをしたいと思いま

す。

0市長(森田喜美男君) 私、今、憲法学者というわけでもないものですから、余り明

普段、収入役に質問することがないわけなんですけれども、収入役にお伺いするのは

62年度の一般会計の歳出の関係の中で、予備費が3，000万から2，425万7，000円というこ

とで、 574万3，000円何がしかに充当した、というようなことの結果が、初めてここで出

てきているわけなんですけれども、この点の内容がわかりましたら御説明をいただけれ

ばと思います。

それから、教育委員会の方になりますけれども、寄付の受領ということで1，000万ほ

ど市の方へ寄付された、これについては、いつごろ寄付がなされたのか、そして、目的

が教育振興のためということですから、指定寄付というようなことで、これについては

負担っきの寄付なのかどうか、そこら辺をお伺いをしたいと思います。

それから、次のページの73ページに40入学級絡みになりますけれども、年次進行でさ

れている第 3学年の第五小学校に121名で 3クラス、つまり41名のクラスがある、とい

確なことも言えないわけでありますが、憲法をよく読んでみて、つまり日本国というこ

とで国民の構成をする国が成り立っておる、これは国際間で活動する際に、しっかりと

その主権を保つべきだ、このような認識でございます。

0議長(市JII資信君) 古賀俊昭君。

024番(古賀俊昭君) 市長は、この会場で「憲法の 5原則」とし、う言葉を今回初めて
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うことで、こちらに報告が 4月7日現在でありますけれども、その後にそういったクラ

スが、そのまま存続しているのかどうか、この点についてお伺いをしたいと思います。

以上です。

O議長(市)11資信君) 収入役。

0収入役(加藤一郎君) それでは、第 1点目の御質問についてお答え申し上げます。

に対しまして図書を一応贈らせていただきたい、と こういうような形でお受けした寄付

でございます。

それから、 2番目の児童生徒数の推計の問題でございますけれど、実は第五小学校の

2年生が121名で4クラス、それから 3年生が121名で 3クラス、同じ児童生徒数であり

ながら片や 4クラス、片や 3クラス、これはおかしいじゃないか、という御指摘だと思

いますけれど、実は東京都の場合、一応学級数の認可を 4月1日現在の児童数でやって

いるわけです。 4月 1日時点では、 3年生の方が120名ということで、ぎりぎり40名学

級、 3クラスということで、 3クラスの学級認可しか受けられなかった。

その後、 4月1日以降7日までの聞に転校生が 1人入ってきまして、 4月7日の始業

式が終わった確定時点で、は121名になっているわけでございますけれども、 4月 1日付

で一応学級数が認可されますと、特別の状況がないと、その認可学級で 1年間ずっと経

緯する、という過程になっておりまして、例えば隣の121名というのは、これは 4クラ

スになっているんですけれども、その後、 5月1日の文部省に報告する時点では120名

に、 1名転出しまして、逆に今度は下がっている。そういう下がっている場合におきま

しても、東京都の方としては、年度の途中でクラスをいじるということは、かえってま

ずいという判断で、そのまんま 4クラスで一応認めていただける方向で進んでいる、と

いうことで、ボーダーのところにつきましては、毎年度こういう問題が生じて、大変学

校も悩むわけなんですけれど、今、申し上げたように4月1日現在では120名であった、

そのために認可学級が 3クラスという形で認可されざるを得なかった、というのが実情

で、その後 1名ふえちゃった、ということなんです。

0議長(市川資信君) 土方尚功君。

予備費が、ただいま議員さんがおっしゃられたとおり574万3，000円、それぞれの科目

へ充当されております。その内容でございますけれど、まず 1点目、総務費関係でござ

いますけれど、これは特に選挙管理費でございます。都の事務監査請求、これがござい

まして、この署名審査事務、これに対します臨時職員の手当でございます。これが、ま

ず1点目でございます。

それから 2点目でございますけれど、議会費でございます。これにつきましては職員

の時間外勤務手当、この不足が生じた、ということでお願いをしたわけで、ございます。

それから 3点目でございますけれど、これは農業費でございます。これが18万5，000

円ございます。これは農業委員さんの、いわゆる報酬、これが不足を生じたということ

で充当でございます。

それから、 4点目の土木費で387万4，000円ございます。これが、内容といたしまして

は3点ございまして、まず 1点目といたしましては、日野駅の便所の改修がございまし

た。その仮設便所の賃借料でございます。

それから、いま 1点でございますけれど、これは市道市)111号線の道路上の事故に対

する損害弁償金、それから国土法によります不動産の鑑定料、その不足が生じた、とい

うことで土木費の方へ充当しているわけでございます。

次に教育委員会でございますけれど、 38万円、これにつきましては公民館の 2階の講

座室ですか、講座室のところで冷暖房用の故障がございまして床の修理を行った、いわ

ゆる漏水によります床の修理を行った、というようなことで行ったわけで、ございます。

内容といたしましては、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) 教育委員会関係の御質問に対してお答えいたします。

72ページのところに載っております教育委員会の教育振興のための寄付1，000万円、

という内容につきましては、 3月の末に四中の卒業生の母親ということになりますけれ

ど、長い間、日野の小中学校でお世話になったということで、学校の振興ということで

ぜひ使っていただきたい、ということの寄付でございまして、内容的には小中学校28校

04番(土方尚功君) それぞれあれなんですが、確認をさせていただきますけれど、

収入役には大変細かく説明いただきまして、ありがとうございました。これからの先は、

ちょっと財政の方になろうかと思いますけれども、我々の、このチェックをしていると

きに見る金額というのは、 3月31日の専決の数字を既に、もうっかんでいるわけなんで

すね。ですから、収入役の方は、この資料で予算現額というふうなことで、要するに 3

月の定例会の数字と、あと若干数字が動いているようですけれども、そこら辺を疑問に

思ったんで予備費の関係がチェックされて、私の場合してきたんで、すが、特に執行率な

んかで前からも、どなたか指摘してあったかと思いますけれども、交付税なんかについ

ても210万パーセγ トですか、大変、金額が、執行率としては大きくなるわけですけれ

ど、我々としては、もう地方交付税については調定額の金額は、もう既にこの議会の始
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まる前の、要するに臨時議会でも数字をとらえていますから、その数字と同じだなとい

うことは理解しています。

しかし、結局、今の収入役の報告で歳入はそんなことで、とにかく専決の数字が、も

う既に 3月31日付で行われているものが、 4月の段階で果たして、この数字を予算現額

を、当初の 3月の定例会の数字を使うべきなのかどうかな、ということの疑問が一つあ

ります。そこら辺が、もし回答がこうし、う状況なんだ、ということであれば、御説明を

いただければと思います。

特に今回予備費を、たまたま 3月の定例会の数字と、歳出の場合、予算現額が違って

きた、この数字は何かな、ということで見てみましたら、その予備費をそれぞれ、例え

ば議会費、総務費、農業費、土木費、教育費にそれぞれ充当している、こういう結果が

わかってきたわけで、すけれども、そこら辺をとらえますと予算現額そのものは、さきの

内容を聞くと、例えば中には、日野駅の仮設のトイレなんていうのは前の時点で、ここ

で充当するんじゃなくて、もっと前の時点でとらえられているものが、初めてこんなと

ころへ出てくるんじゃないか、というふうに逆に指摘がしたし、な、ということがここで

今出てきたわけですね。

ですから、そこら辺の予算現額のとらえ方ですね、ここら辺について、これは財政の

方になろうかと思いますけれど、特段説明があればお伺いしたいな、というふうに思い

ます。

それから、 2番目の教育長のお答えになった寄付の関係、これは、指定でこういう図

書を買ってください、ということですから、やらなければ返してくださいよ、というの

が負担っき寄付ということになろうかと思いますが、それはないんだな、というふうに

思いますけれども、今の説明ですと 3月の末に既に寄付の申し出があって受けたんだ、

ということになりますと、専決の、とにかく今言ったとおり、話は 3月31日付で専決も

していますし、そこら辺に入らなかったのかな、支出は実際一一一例えばよくあります繰

越明許みたいな形で、やる、ということは手続き上できるわけですから、そこら辺があっ

たのかなという疑問が若干残ります。

それから、小学校の児童数ですね、 4月7日現在。今の話を聞いていると 4月1日現

在で数字のクラス分けをしたんだ、ということの、とにかく 4月1日の数字もとらえて

います。それから 5月の 1日にすると逆転をして2年生は実際、実質的には30人学級に

なっている。こんなことがあるわけですから、たまたま数字が、こんな121という数字

が、 3年の五小の関係がなければ全然、問題がなく来ちゃったわけで、すから、そこら辺の
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時点の問題、例えば4月1日なら 4月1日の認定をされたときの数字でもいいのかな、

と思うし、逆に今の、 6月の定例会ですから 5月1日なら 5月1日でもう確定している

んだ、その方がかえってすっきりするんじゃないかな、というふうに思いますけれど、

何か御意見があればお伺いしたいと思います。

以上です。

O議長(市川資信君) 収入役。

0収入役(加藤一郎君) 予算現額のとらえ方でございますけれど、私の方といたしま

しては、ここにございますように4月30日現在、この時点で、この予算現額をとらえて

ございます。

したがいまして、専決処分された、いわゆる 3月31日付の専決処分でございます。こ

れは先般 5月の27日に承認をいただいたわけで、ございますけれど、これは御承知のとお

り、出納閉鎖という一つのそういう期間もございまして、いわゆる額の確定とし、います

か、こういったものも、ある面では把握いたした時点で最終的に、そういうあれをお願

いしている、ということでございまして、したがし、まして、この4月30日現在の時点に

おきましては、いわゆる専決された予算額というものは、私の方ではまだ把握してない、

こうしヴ状況の中で、この現額を載せたわけでございます。

以上です。

O議長(市川資信君) 教育長。

0教育長(長沢三郎君) 御指摘の4月1日、 4月7日、 5月1日、と大変ややこしい

形で数字がし、ろいろ動いている、どこのところで押さえたらし巾、のか。最終的には 5月

1日時点が正式には押さえるべき手続き上の起点だと思うんですけれども、今のいわゆ

る学級数ですね、 5月1日まであれしてし、くわけにはし、かない、という形で、東京都の

方で4月1日時点で学級数を一応認定している。さらに4月の 7日時点、これで児童生

徒数の、入学式を済ませた時点での数を押さえる。

ですから、三つの数字がそれぞれ異なった形で出されてきて、大変御迷惑をかけてい

るわけなんですけれど、今の制度の上では、今申し上げたような三つのとらえ方をせざ

るを得ない、ということを御理解願いたいと思うんです。

0議長(市川資信君) 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。

ただ、まことに言いにくいんですけれども、ほかの人が言うかもしれませんので様子

を見ていたんですが一一一全然、方向が違います。申しわけないんですけれども、教育長
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に、かつて 3月の議会に一定の考え方を示して、というような詰責を求めることがあり

ましfこO

今現在まで、に、そういった形で、特段それにかかわって対応をされたのかどうか、ちょっ

と確認だけをさせていただきたし、と思います。

O議長(市川資信君) 教育次長。

0教育次長(砂川雄一君) 3月の議会のときに教育長の自己詰責を求める決議という

のがございました。これは教育委員会としても、この事態については大変厳粛に受けと

めまして、教育委員会内で検討をいたしました。

その結果、 5月21日付で教育長に対して、教育委員会として訓告の処分をいたしまし

06番(天野輝男君) 行政報告の中で市長の説明にございました地域保健協議会に対

ます。

私、先日、厚生省の課長と話をすることがありまして、そのときに病院の新設は今後

認めないのか、ということを開いたわけですO このベッド数のことも聞きました。

そしたら、実際、今、国の今年の国家予算は57兆約8，000億円で、その中に医療費が1

6兆円ぐらいかかってしまうわけですね。この医療費は、分析してどこに一番つければ

いし、か、ということになりますと、入院している患者が、 10年も病院で生活している方

がたくさんいるんだそうですね。そしてまた、入院したり退院したり、そういう患者が

いるもんですから、たくさん医療費が計上されてしまう、ということなんですね。

そして、今、厚生省の考え方としては、やはり、この長期入院していてもこれ以上よ

くならない、という患者に対しては、要するに病院と老人ホームの中間的な施設で機能

訓練をさせて、そして社会復帰できるような施設、要するに中間施設と言うらしいんで

すけれども、このようなものを政府では考え出しているわけです。それを日本全国に各

県二つぐらいずつっくりたい、というのが厚生省の考え方だそうであります。

そういう面から見まして、私は、この日野市の医療、この問題について考えますとき

に、やはりどこに財政を導入していったらし巾、のか、ということが一番の問題ではない

か、と思うわけであります。その反面、市民からの要望は強いわけです。こうし、う医療

機関がない、そして、そのために不幸なことがあったようにも聞いておりますし、こう

いう問題をどう解決するのか、このあたりが私は、要するに今回の諮問に委託した中に

十分考え方を、日野市の考え方が十分取り入れられているのかどうか、このあたりをお

答え願いたい、と思うわけであります。

先ほど、ことし既に2回、この協議会が開かれて、 7月に中間的なものが出てくる、

ということですけれども、そのときにどの程度のものが出てくるのか、その中に実際、

今まで市民からの要望が強い、その要望が十分生かされているのかどうか、このあたり

をお答えしていただければ、していただきたし、と思います。

そして、これに対する裏づけとなるべきところの財政は、どのように確保してどのよ

うな形で予算化してくるのか、とのあたり一一答申ですから、今はそんなことは考えて

ない、といえばそれまでですけれども、やっぱりとれぐらいのことは考えていただきた

いと思いますもので、この 3点について教えていただきたいと思います。

0議長(市川資信君) 市長。

た。

以上です。(i了解Jと呼ぶ者あり)

O議長(市川資信君) 天野輝男君。

する諮問事項、この件について質問させていただきます。

地域医療と病床確保ということを諮問した、ということでありますが、私は、この地

域医療をつくってほし'"、、という方の請願の審査にも当たったわけであります。そうい

う面から見まして、ある程度具体的なものが、これは出てこないと意味がないのではな

いか、このように考えております。

そこで、日野市における地域医療の公平性と、緊急時に備えた病院の確保、このよう

な面を分析、判断いたしますときに、日野市の医療は総合病院としては極めて小規模な

病院であり、病床確保もまだまだ不十分であります。その不足をどのように確保してい

くのか、民間に委託する場合も当然考えられているようですけれども、市立病院の建て

かえ、または改築、それには、まずは財政の確保をどのようなところから考えていらっ

しゃるのか、ということが一番疑問になるわけであります。

そこで、これからの病院の経営というものは大変難しい面があるわけですね。 例えば

用地を確保するということが、普通、 300、400の病院であるならば、これは莫大な建築

費、用地買収費がかかるわけであります。これをどのようにするのか、このあたりもや

はり、もっと具体的にしなきゃならない、と思うわけであります。そういう中から、や

はり諮問する以上、先ほど申し上げましたように、やはり地域の公平性というものを考

えながら、どこに病院をつくったら一番理想であるか、または民間の病院に来ていただ

くのが理想であるか、ということをやはり考えることが必要である、と思うわけであり

0市長(森田喜美男君) 地方自治体とし、う立場におきまして、市民に責任の持てる地

域医療の確保ということは、極めて大切なことだ、ということは言うまでもありませんO
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それで、日野市は市立病院を今まで経営してまいっておりますし、その市立病院の、

市民に医療責任の持てるそうしヴ機能は、やはりいろんな条件整備をする必要が伴って

まいります。

そこで、今御指摘のとおり財政とのかかわりが、また極めて大きいわけでありますか

ら、そう、その能力オーバーなことも、またこれも無理なわけであります。したがって

当面を一一今、いわゆる東京都の医療計画に、市民合意の中から一定の意見は申し立て

ておかなければならない、これが地域保健協議会に討議していただくお願いの内容でも

あるわけでありまして、協議会で討議される中で、また財政事情で、ありますとか、市の

現実の議会でも御審議いただいております課題でありますとか、こういうことも明確に

資料並びに方向づけを理解をしていただきまして、そうして、一定の答申をお願いをし

たい。特に 7月という我々の期待が期間的に無理だ、ということもわかるわけでありま

すが、東京都にやっぱり発言をしておかなきゃならない。これも一定の論議を経たもの

でないといけない、と思って急いでおる、という理由でございます。

今、御質問それぞれに当たっていない部分もあるかもしれませんが、そういう考え方

で、この地域の医療問題を行政の場で方向づけをいたしたい、こういう考えでございま

0議長(市川資信君) 天野輝男君。

わけですから、もっと、この問題については真剣に考える必要があるのではないか、と

いうことを私は強く感じているわけであります。

森田市長は生活・保健センターをつくりました。この中でも、私、地域医療のメンバー

だったんで、す、そのときはですね。そして、皆さんのやりとりを聞いている中で、やは

り医師会の方、薬剤師会の方、また歯科医師会の方もやはり不満を持っていたんですね。

その中で自分たちの考え方が十分生かされてない、ということで、不満の声が実際聞こ

えているわけであります。私は、やっぱり答申を出す以上、そのメンバーの方々の意見

が、やはり十二分とは言わなくとも皆さんが納得して協力してくださるようなものは、

最低生かさなきゃならないのではないか、ということをまず感じているわけであります。

そういう面で私も、しつこく質問させていただきますけれども、少なくとも諮問して

答申を出していただく以上、やはり、まず財政的な裏づけをどうするのか、ということ

ですね。そして、南部の医療施設のととが問題になっております。しかしながら、私は

それよりもまして、今の市立病院で、は機能を果たさない、ということを聞いているわけ

です。それには、やはりことしは特別委員会もできましたし、このあたりも真剣に考え

て、そして道路状況さえよくなれば少々遠くても、日野市の場合にはそんなに時間はか

からないでも市立病院の方に来ることができるのではないか、このように考えるわけで

す。

す。

06番(天野輝男君) 市長の考え方は大体わかりますけれども、しかし東京都に、要

するに協議会でこの地域医療と病床の確保、この件について、ある程度考え方をまとめ

てもらって、これを出す、東京都に出しておく、これだけでは、やはり私は市の行政の

とる態度としては、的確じゃないのではないか、と思うわけです。ということは、この

問題は昨年ですか、大変、地域の方がし、らっしゃって問題になったわけであります。そ

ういう面から見ましても、やはり前向きに、どのように一一一ここらも南部地域という限

定された形で、出てきましたけれども、こういうものを管理するにはどうしたらよいのか、

ということをもう少し、やはり具体的に、要するに東京都に意見書を出す、その中に、

こういう形でつくりたい、そのためには、これだけのものがあるからこれだけのものは

確保したいんだ、とし、ぅ、やはり裏づけがない限り、やはりこういうものは、東京都に

意見書は提出したからといって、なお確保されるものではないのではないか。それが、

その意見書だけ出していくことが市民に対するアピールというか、そういうことになる、

それだけをねらっているのかどうか、そのあたりが私には定かじゃないわけであります。

しかしながら、実際問題として、実際この地域の方々が医療施設がなくて困っている

そういう面で、このあたりをやはり考え方をまとめる、それだけではなく具体的に、

じゃあ、どのようにしたらできるのか、ということを考える必要があるのじゃないか、

とこのように思うわけです。この面で、今申し上げました財政の確保については、先ほ

ど市長から少し説明がありましたけれども、この南部病院、また市立病院との関係、こ

のあたりをやっぱり総合的に考えて、今後日野市の医療をどうするか、ということを考

えていらっしゃるかどうか、このあたりを説明していただけたらと思います。

0議長(市川資信君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 終わりにおっしゃいました日野市の医療はどうあるべきか、

ということを考えているか、ということでありますが、私なりの一定の、こういうこと

が一番望ましいし、可能な限度はこういうことだろうな、という程度は持っております

が、それは、まだいろんな意見を聞いて完成させる性格のものでありますので、保健協

議会に諮問をし、いろんな御意見を開く、ということを前提といたしたい、こういうわ

けでございます。

要するに、市民から不満のない状態をつくる、そして市民の要望にーーとにかく医療
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に対しましては、将来の高齢化社会のことも含めて重要でございますので、十分責任の

ある取組が必要であります、J という こととあわせて、また医療機関側の御意見も十分取

り入れなければならない、こういう両面の整合性を求めてし、く、こういう ことに今後努

めていきたい、こういう考えでございます。

また、いろんな意味で御指導をお願し、いたします。

O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、この26市にも実際市立病院がございます。赤字

のところもありますけれども、実際、黒字の経営の自治体もあるわけです。それは、や

はり行政を司っている市長がしっかりした考え方を持って対応しておる、そういうとこ

ろに一番の黒字の原因があるわけですね。

そういう面で私は、ぜひ市立病院については、確かに日野市立病院の院長を初め、こ

れも医師の意見が十分反映されなければならない、と思うわけであります。それと地域

の医療を司っているお医者さん方の協力というものが、また必要なわけで、あります。

そういう面から、この日野市の医療というものについては、やはり医者、また行政側

が一体となって、どのようなところにこの市立病院の位置づけをしていったら経営が十

分成り立っか、ということを真剣に討議していただきたい、このように思うわけであり

ます。

そういう面で、ぜひ、私は市長が努力なさっている、ということはわかるわけですけ

れども、やはりもっと、だれもが認められるような、ああ、やっぱりよくやっているな、

というような、そういう回答がほしいわけであります。そういう面で、もっと具体的に、

こういうものは出す以上、これだけの予算が確保できる、だから、こういう予算だから

ひとつ考えてほしい、ということまで、やはり出さない限り、なかなか答申を出したか

らといって、このものはできないのじゃないか、病床も確保できない、ということを思

うわけであります。

そういう面で、ぜひ、ひとつ、もうあまり市長の任期もありませんけれども、任期中

しっかり考えていただきまして、立派なものをっくり出していただきたい、このように

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行政報告

を終わります。

次に日程第4、諸般の報告を行います。

会務報告については、お手元に配付してあります報告書のとおりですので、事務局長

の報告は省略いたします。

諸般の報告全般についての質疑に入ります。なければこれをもって諸般の報告を終わ

ります。

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0時17分休憩

午後 2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。

これより議案第38号、日野市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関す

る条例の一部を改正する条例の制定の件を議題といたします。

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38号、日野市議会の議員その他非常勤の職員の公務災

害補償等に関する条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由を申し上げます。

本議案は、地方公務員災害補償法施行令及び東京都市町村消防団員等公務災害補償条

例の一部改正に伴い、日野市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する

条例の一部を改正するものであります。

詳細につきましては、担当部長に説明いたさせますので、よろしく御審議のほどお願

いいたします。

0議長(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38号につきまして御説明申し上げます。

ページは、 6ページの新旧対照表でございますが、ここで、この条例は、さきの12月

議会におきまして統廃合いたしました、自治会館の組合の解散、あるいは市町村の消防

団員等災害補償組合の解散、財産処分、そうしたもの、それから都市交通災害共済組合、

こうしたものが一本化されまして、市町村の総合事務組合に組織変更になりました。こ

れに伴いましての今回のそれを、組合を廃止いたしまして新たに補償条例を設けた、と

いうことでございます。

6ページ、 7ページの第2条でございますが、 2条の 4でございますが、旧におきま

しては東京都市町村消防団員等災害補償等組合補償条例ということでございます。この
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一部事務組合が今統合されましたので、総合事務組合、そうした関係からここに新しく

東京都市町村消防団員等公務災害補償条例を名称変更して行われるものでございます。

それから次に、もう 1点は付則のところでございますが、他の法令により給付との調

整ということでございます。今申し上げましたような公務災害補償上で、今まで併給さ

れておりましたものについて、これを併給の場合の率をかえてし、く、ということでござ

います。その表が、ここにございます第 5条でございますが、例えば一番最初でござい

ますが、傷病補償年金が旧船員法の障害年金とし、う併給におきましては、調整率を前が

0.76であったものを0.75にする、というふうな形でございます。以下、それぞれここに

記入されているような状況でございます。

次の 8ページ、 9ページをお開き願います。

ここで障害補償年金、中段でございますが、やはり同じく併給におきまする調整率の

変更でございます。ものによりましては、新しい調整率のふえた場合もございます。減っ

ている場合もございます。

それから遺族補償年金でございます。一番下段のところでございます。これもやはり

遺族年金の、そうしたものの調整率でございます。

続きまして、 10ページ、 11ページでございます。中段の 2でございますが、これは休

業補償の併給でございます。これの併給に対しましての調整率は、やはり減っておりま

す。また、ほかのものによっては一ーものとし巾、ますと語弊がありますが、国民年金の

障害年金との、 3段目でございますが、これは0.01ふえておる、というような状況の調

整率でございます。

以上でございます。よろしく御審議のほどお願いいたします。

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。

お諮りいたします。これをもって議案第38号、日野市議会の議員その他非常勤の職員

の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例の制定の件は、総務委員会に付託

いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

( 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39号、日野市職員定数条例の一部を改正する条例の制定の件を議題と

いたします。

理事者から提案理由の説明を求めます。市長。

〔市長登壇〕

0市長(森田喜美男君) 議案第39号、日野市職員定数条例の一部を改正する条例の制

定について、提案理由を申し上げます。

本議案は、市立日野第四中学校の給食開始に伴う教育委員会の職員数を改めること、

及び市立病院に勤務する医師、助産婦、看護婦の定数について、一時的に超えても採用

することができる制度を規定するため日野市職員定数条例の一部を改正するものであり

ます。

詳細につきましては、担当部長に説明いたさせますのでよろしく御審議のほどお願い

いたします。

0議長 (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) それでは御説明いたします。

議案第39号でございます。 2ページをお開き願いたいと思います。

今回改正をお願いする理由といたしまして2点ございます。 1点は、給食の人数を、

教育委員会でございますが、 6名ふやして364名を370名、という ことにいたしたいと思

います。これの改正でございます。

それから次が、 1項踏まえま して病院部門の職員の定数の特例ということでお願いし、

たしたわけでございます。ここにありますように特に病院部門のうち、医師、助産婦、

及び看護婦を常時充足するための措置といたしまして、この定数条例にあります以外に

超えた一一枠外と普通言っております。そうした数字をここでお願し、し、たしまして、そ

れらの対応をしていきたい、ということでございます。

御説明に入らせてもらいます。

教育委員会定数増でございます。 4ページ、 5ページでございます。新旧対照表でご

ざいますが、ここに364名を計370名に変更するものでございます。これは、第四中学校

開始については、現在職員数の範囲内で職員の再配置を行い、不足数は臨時的任用職員

をもって充てていますが、組合と昨年より折衝してまいりましたが、正規職員で行うべ

きである、とし、ぅ組合の主張と真っ向から対立をいたしまして、そのまま組合との交渉

が決裂いたしまして4月1日を迎えた、というような緊急事態でございます。

そうした中で、組合は、昭和63年3月28日、都労委へこの打開のための斡旋を申請した。

都労委におきまして4月9日、教育委員会に対しての事情聴取が、 8日ですか、始まり

まして、そして 9日、斡旋案を提示されたわけでございます。従来の労使慣行、職員配

円。
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01:番(奥住日出男君) 病院部門の職員定数の特例について質問をさせていただきま

まず 1点は、助産婦の充足でございます。現在市がやっています一一パート 2名を含

めて 7名でもって3交代勤務をやっております。しかしながら常時確保していきたい、

という今の総務部長のお話、ということですけれども、やはり常時充足するためには、

必要人員というのが当然、あるはずですね。したがいまして、必要人員数というのは何名

であるのか、何名であれば、そういう健康管理も十分できるし市民が安心して診療を受

けられる、という数字になるのか、それを 1点お聞きしたい。

それから 2点目は、これは助産婦とか看護婦に限ったことじゃないんですけれども、

よく聞く話に産休に入る、お産のあれですね、産休に入る場合に、今までもその必要人

員確保という面で大変御苦労があった、というふうに聞いております。したがし、まして

今回こうしづ提案をするに当たりまして、新たな充足計画、こういったことを何かお持

ちなのかどうかお聞きをしたい、というのが 2点目です。

それから 3点目は、しからばとういう形でもって充足するためには、どういうふうに

してこれをやってし、くのか、という考え方ですね。これをお聞きしたいと思います。

聞くところによりますと、日野市の助産婦あるいは看護婦というのは、他市に比べて

労働条件の面でかなり低い、というふうなことを聞いております。今までいろんな議員

の方が、この問題を取り上げて質問をされた中で、答弁としては、いろんな募集をして

いるんだけれども、なかなか来てくれない、というような答弁だったんですけれども、

実は来ているんだ、面接には来ているんだ、ところが、どうも労働条件の面で他市より

かなり劣っている、というような状態で、帰られる方がし、る、というこんなことも聞い

ております。したがいまして、そのあたりを具体的に答弁をいただきたいと思います。

いろんな部門の職員定数の増は、それぞれの部門によって異なりますけれども、事こ

うし、う医療行政という面では市民の生命に関係あることでございますので一一現在もピ

ラがかなり張られております。いろんな職場の、いわゆる人間関係が悪いとか、産婦人

科を閉鎖するとか、あれを見ると、市民は本当に不安になってしまう。

そういうことを考えまして、真剣にこの問題を取り組みたいと思いますので、以上3

点について、よく理解をできるような御答弁をお願いしたし、と思います。

以上です。

O議長(市川資信君) 病院事務長。

0病院事務長(大崎茂男君) ただいまの御質問に対しましてお答えいたします。

まず 1点目の、助産婦は何名必要か、というような御質問でございますが、産婦人科

での業務は、お医者さんと、それから助産婦、それから看護婦、その 3種の専門職で業

置の確認等の内容を尊重して、早期に定数条例の改正をもって対処する、ということが

斡旋案から言われました。

さらにもう 1点、労使双方は四中給食開始についての、当初の予定どおり開始できる

よう協力する、ということで、この 2提案が示されました。これを受けまして市では、

十分検討し、あるいはその前に、事情聴取等も行いましたこの斡旋案を受け入れ、今回

の定数増をお願い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。

続きまして、 2点目の不足でございますが、病院部門の職員の定数の特例ということ

でお願いしたわけでございます。これは、市立病院の医師、看護婦、特に看護婦等につ

いては退職者が、 12月議会あるいは 3月議会、そうしたところでもいろいろ取り上げら

れて、現在、病院については緊急最大の問題である、というところまで御指摘をいただ

いております。そうした中での病院の対応、努力をいたしましたが、何せ、まだ、資格

を持っている看護婦、助産婦、そうした者の不足を来しております。

そうした状況を踏まえまして、それらの採用の一手法といたしまして、ここにお願い

したわけでございます。それは、このような人員不足を解消するために採用等におきま

しての一一退職者が非常に多いということ、そうしたものを踏まえて、一時的に現在の

定数を超えてもそれを確保しておく、そして退職者が出た場合、それを補ってし、く、と

いうような形でのこの条文でございます。

現在、条例第2条におきましては、定数的には194名の病院総数を持っておりますが、

なお不足を来しておる。さらにそれを、部門部門でなく専門職別に見ますと非常に不足

を来しております医師、看護婦、助産婦、そうしたものについての枠外での確保をここ

でお願いして、そしてよりよい病院の運営、それから医療の充実を図っていきたい、と

いうのが趣旨でございます。

以上でございます。よろしく御審議のほどお願し、いたします。

0議長(市川資信君) これより質疑に入ります。奥住日出男君。

す。

ただいま総務部長の方から理由の説明があったんですけれども、私なりに、この提案

理由を理解するんであれば、市民が安心して診療を受けられる、なおかつ助産婦及び看

護婦の健康管理の面、こういうところを配慮、してとられた処置で、ある、というふうに理

解をいたします。ですが、さらに理解を深めたいと思いますので、助産婦と看護婦、こ

の充足に関しまして 3点について質問させていただきます。

。。。ο
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務を行っておるわけでございます。それで、特に分娩に関しましては助産婦さんの力に

負うところが多いわけでございますが、これが、助産婦さんがいない場合、お医者さん

と看護婦で対応する、とし、う方法もあるわけでございます。

したがし、まして、どのくらいが必要な人員か、というようなことでは、なかなか難し

いわけでございますけれども、現在の市立病院で行われております産科の仕事の内容か

らいきますと、交代制勤務をとっておりますので、特に助産婦さんの交代につきまして

は夜勤が多いわけでございますので、数字的には 7名ぐらいでやっていけるんですけれ

ども、年休だとか夏休みだとか、いろんなことを考えますと、 8名は、常時交代ができ

る人として欲しい、というような数字になっております。

それから 2点目の、産休代替とか、そういうふうな欠員が生じた場合の一一退職もご

ざいますけれども、産休に入った場合等で、欠員が生じた場合の充足計画、ということで

ございますけれども、私どもの方では、ただ広報とか広告で募集しても本当におっしゃ

るとおり来ていただいておりません。これは、全国的に助産婦さん、看護婦さんが不足

する中で、特に都心とか郊外、郊外とし、いますか、他県とし、し、ますか、地方とし、し、ます

か、そういう中での看護婦さんや助産婦さんの充足程度が違っておるようでございます

が、地方に行くと、かなり充足されている。都心では、どちらかというと大病院とか、

そういうようなところは充足されているけれども、中核以下の病院はなかなか苦しい、

という状況になっております。

そんな中で、やはりもともと不足してございますので、何か勤める環境として待遇面

だとか、あるいは職場の環境等が改善される必要があるかと思っております。そんな中

では、今後、でき得れば給与あるいは手当等でその待遇を見てし、く必要があるかと思い

ますし、また過重な仕事にならないような、労働過重にならないような、いいローテー

ショ γになるように、先生、それから看護婦、助産婦、三つの職種で、チームワークで

やっていくような環境づくりが必要だと思います。

以上でございます。

0議長(市川|資信君) 奥住日出男君。

01番(奥住日出男君) まとめて 3点の一括答弁みたいな形になったわけですけれど

も、助産婦の数は 8名ぐらいが理想、かな、ということで御答弁があったんで、すけれども、

現在パートが 2名、この方が深夜勤専門でやっているわけですね。 5名の方が、いろい

ろと 3交代を繰り返し繰り返しやっている、ということなんですが、これ、市長に具体

的なことでちょっとお聞きしたいんですが、産婦人科の部門を閉鎖する、というふうに

至った経過、これを市長は、どの程度把握されているのか。

聞くところによると、助産婦の方が妊娠をされた、ところが、本来は休みたいんだけ

れども、休みがとれなくて流産をしてしまった、こんな経過があったように私は開いて

おるんです。したがって、これじゃ本当に自分の体もまいっちゃうんだ、ということで

あんな張り紙がされたのかな、というふうな自分なりに感じたわけで、すけれども、市長

がその辺を把握されているのか、お聞きしたい、というのが 1点でございます。

それから、産休に入った場合の充足、これは改正条例を見ますと常時、市長が一一市

長が認めるのか、だれが認めるのかわかりませんけれども、必要と認める場合に限り構

わないよ、ということですから、当然こういった計画が出されて初めて提案されるはず

なんですけれども、そうし、う職場環境もさることながら、具体的にこんなふうに考えて

おります、とか、あるいは労働条件の面で、特に賃金の面で現在看護婦と助産婦では、

たしか手当で1，000円差があるわけですね。他市はどうなのか。看護婦の資格を取って、

それから一年数カ月勉強して助産婦になる、こうしろ経過を経ていますから、それなり

の資格も持って来ているわけです。したがし、まして、これは職給になるのかどうかわか

りませんけれども、それなりの当然手当は必要だろうし、それなりのまた賃金面の優遇

も必要なわけでございます。

したがし、まして、他市ではその辺がどうなっているのか、もう少し具体的にお聞きを

したいと思います。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) 病院運営の一般的には病院長が責任を持って行っております

が、今回の助産婦の欠員、この状態に伴う事柄につきましては、都度、病院長より報告

を聞き、なるべく速やかに対応のできる、そういう条件を指示をいたしております。

一般論といたしましては、いわゆる助産婦さんの要請が非常に不十分であった、この

機に及んで、いわゆる一般の方のお産が病院志向になってきた、いろいろ事情はあるよ

うでありますが、また、その上に日野市の市立病院では、産休でありますとか退職であ

りますとか、事故が重なった、こういうことから担当の人たちに、いろいろと不自由と

苦労をかけた、このように思っております。

ごく当面的な対応のとともありますし、いろいろな工夫をして、なるべく早く市民の

要望に適応できるようにあずかっていきたい、こう考えております。できるだけ病床閉

鎖というようなことにならないことを具体的に進めていきたい、このように考えておる

わけでございますし、 ある程度、解決とまではいきませんが現状は維持できる、このよ
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うに聞いております。

0議長(市川資信君) 病院事務長。

0病院事務長(大崎茂男君) そのほかの御質問で、この条例に基づく採用計画といい

ますか、採用の方針、そういうようなこと、それから給与面での他市との比較というよ

うなことでございますが、まず、この条例でお認めいただければ、どういうような計画

で採用していくか、ということの中では過去の 5年間ばかりの数字を見ますと、看護部

門では毎年10名以上とし、し、ますか、十数名の退職がございます。そういう中で、助産婦

さんのことも含めまして10名からの退職者が、どのような時期平均しているか、あるい

は年末になるか、年度末になるか、というようなことも波があると思います。

そういう中で、当初に計画を立てまして全部採用する、ということでなく、 10名の過

去の経緯があれば10名ほどを一応目標にしまして、それで、あらかじめ確保していきた

い、という考えでございます。

それから給与面でございますけれども、これは、全部助産婦さんなら助産婦さん、看

護婦さんなら看護婦さんが養成所を卒業してきてすぐ、ということでありますと、はっ

きりするんですが、なかなか人材がおりませんので中途採用といし、ますか、 30代、 40代

の採用になりますので、そのケース、ケースによって各市、給与面で取扱が違っており

ます。何ていいますか、給与面のカーブとし、いますか、そういうようなところで違いが

ありますので、よい場合もありますし、悪い場合もあるんです。

そんなことから、ひとつ、一番若いとし、いますか、資格を取ってすぐ、というような

ことで、たまたま、この近辺にございます町田、青梅、稲城、 26市では市直営のは、そ

の4市でございますけれども、当市を入れて4市でございますが、それで見てみますと

当市は 3番目に入る。初任給というふうに御理解いただければし巾、と思いますが、初任

給というふうな基準が、四つの病院の中の 3番目というようなことでございます。

0議長(市川資信君) 奥住日出男君。

01番(奥住日出男君) ありがとうございました。

余談ですけれども、実は議会運営委員会の中で、それなりに我々も一生懸命勉強して

質問するのであるから、ひとつ理事者側も的を射た御答弁をお願いしたい、というこん

な話も出たんで、すけれども、そういうふうにやりながら、こういう議会の効率的な運営

をやっていくことが我々の責任だ、というふうに考えまして、ある程度ぶっきらぼうな

点もありますけれども、ずばり物を申しているわけでございます。

したがし、まして、それなりの御答弁をいただきたかったわけで、ございますけれども、

私が言いたいのは一一一こういう条例を提案されるわけです。したがし、まして提案される

以上は、それなりの裏づけが当然あるはずですね。こういう理由だからどうしても認め

てもらいたいんだ、という、そういうものがあるはずなんです。ただ、認められたら、

じゃあ、しからば少し時間をもらって、このようにやっていきますよ、ということでは

市民は納得しないんですね。

たしか午前中の論議にもありましたように、非常に緊急課題的な問題もあるわけです、

こういったところは・・。したがし、まして、特例ということを提案されたわけですから、

もう少し具体的に、ずばり、本来ならば答弁をいただきたいわけでございますけれども、

ひとつその辺は、精力的に今後この問題を検討していただきたい、ということを要望し

ておきます。

最後に、事務長の賃金面のこれは、よくわかりました。したがし、まして、本当にそこ

で{動いている方が、どんな気持ちで働いているのか、市長がよく言われるように、市民

のために一生懸命やろう、というようなことは当然です。ただ、病院といいますと特異

な部門ですからね、あそこは。患者さんというのは、精神的にも正常な状態にないわけ

ですよ。したがいまして、ああいうところへ行って、あいう張り紙を見たり、あるいは

看護婦さんなり医師さんの動き等を見ていますと、何となく病気が逆に重くなってしま

う、治るんじゃなくて逆に重病になってしまう、というような、そんなムードもあるわ

けです。

したがいまして、これが特例であれば特殊部門という形でもって真剣に取り組んでい

ただきたい、ということを要望して終わります。

0議長(市川資信君) 山口達夫君。

05番(山口達夫君) 2点、この改正条例についてお聞きしたいんですが、一つは給

食の調理員の人数の件ですけれども、今まで議会を通じて教育長から、いろんな、るる

給食の、この四中の件については御説明がありました。それなりに理解させていただき

まして、やはり、将来の小学生、中学生の減少ということに耐えていくためには、いた

ずらに職員増によって対応するのではまずいんだ、したがって、なるべくそれを臨時職

員という形でやっていかなければいけないんではないか、これが議論の骨子であろうか

と思います。ところが現実においては、それが労使交渉の中で決裂した、という御説明

です。

そこでお聞きしたいのは、どのような議論が職員組合側からは、なされたのか、その

中で労使慣行尊重という斡旋案がある、とし、し、ますけれども、具体的に労使慣行という
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のは一体何であったのか、その辺のところを踏まえて御説明をお願いしたし、と思います。

2番目、病院の職員の件ですけれども、私は、職員定数を条例で定める、ということ

は大変重いものがあると思います。これが、財政上の問題から始まって行政機構の問題

まで含む非常に根幹的な条例だろう、こう考えています。その中で、今、病院職員のあ

り方について、かなり行政当局として御苦労なさっている、また市民としても大変、病

院の状況について心配をしているわけですね。

そこで提案された条例案で、すので、私は非常に慎重であるべきだな、とこう思ってお

りますが、一つには、この文言をみますと、ともかく定数は市長の考えによって、いか

ようにもなるという形についての歯どめがない。やはり、定数を条例で定める、という

ことの意味合いの重さを考えるならば、どこかに議会が具体的な定数が今現在、幾つな

のかを検討し、タッチする機会がなければいけないはずだ、これが地方自治法の求める

ととろではないか、という私は気がし、たします。そこについての御見解を伺いたい。

具体的な問題として、この条例案についてお聞きしますが、常時充足するために必要

と認める場合に限る、とこうありますけれども、先ほど奥住議員が触れられておりまし

たが、これは一体だれが認めるのかという点です。条例案にはありませんが、議会が認

めるんであれば、やはり議会のタッチする場がなきゃいけないでしょうし、その次に、

市長が定める職員採用計画に基づき「一時的に」と書いてあります。一時的に、という

のは期間はいつなのか、といし、ますと、この文言だけから見ますと「一時的にJとこう

言ってしまえば、いつまで、たっても一時的なんですね。つまり事態が落ち着くまで、と

か、いかような説明もつく、これで、は条例を定めたことにはならない。これを条例とす

ることができるとしますと、全く議会の歯どめを失ってしまうわけですね。私は、これ

は法の趣旨に反するんじゃないだろうか、という疑問を感じているわけです。

そこで、その辺のところについて、多分いろんな点で、いろいろなところへ御相談を

されたはずですね、この条例案をつくるについては、改正案をつくるについては・・

どのような議論がなされ、どのような問題点が指摘されたか、それについてどういう見

解を持っているか。

最後に、このような定数例を挙げている地方自治体があるんであれば、その具体例を

お教えいただきたい。

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) それでは、第 1点目の方の給食調理員関係の問題について私

の方から答弁をさせていただきます。

昨年秋以来、今、山口議員さんの方からお話がありましたように、精力的に労働組合

の方と交渉してまいりました。ただ、その中であくまでも平行線をたどった、というの

が、私たちの方で、は三中、四中の場合、将来の児童、生徒数減に伴って生ずる内容等を

踏まえて、この時点では、何とか乗り切るために臨時職員で対応していただけないか、

という点についての教育委員会側からの提議、それに対しまして市の職員組合の方から

一応、今まで労使合意の中で配置基準というものがある、確かに配置基準に基づいて、

それぞれの学校の食数に応じながら調理員を配置してきた、当然そういう配置基準があ

る以上、配置基準に基つマいて対応すべきである、こういうことです。

やはり、一番の食い違っている部分というのは、将来の児童、生徒数減に伴って起き

るその問題はその問題として、その時点でまた対応で、きるんだから、少なくとも現行の

配置基準がある以上、配置基準に基づいて対応すべきである、というのが筋だ、そこの

ところについて、どうしても合意ができないまま時期が経過いたしまして、 先ほど山崎

部長の方から提案理由の説明がありましたように、 3月28日に都労委の方へ組合が斡旋

申請をした、そういうような経過をとっているわけでございます。

0議長(市川資信君) 病院事務長。

0病院事務長(大崎茂男君) 病院の定数の件の御質問でございますが、まず定数につ

きましては、現在194名ということで条例で決めさせていただいております。この定数

がここで弾力的に使われる、ということの中では、問題もおっしゃるとおりあるかと思

います。ただ、忙しいからふやす、とかそういうことではございませんで、病院の定数

を決めるには、それぞれの外来とか病棟の診察、診療の中で、特に病棟につきましては

交代制勤務でローテーショ γをとっております。そういう中で看護婦なら看護婦が欠け

ますと、それをカバーするということがなかなか難しいわけでございます。

それで、先ほど言いましたように年10名以上がやめてし、く、という中で、やめてから

補充をすると今定数が、もしいっぱいだったといたしまして、ローテーショ γでやって

きまして、 1名なり 2名やめて、それで募集をしても、毎回募集を現在しておっても、

なかなか確保が難しい中では、あらかじめ、一、二カ月でも、あるいはもう少し余分に

なるかもしれませんが、前もって退職の意思表示があるようなことがあれば、それにあ

わせまして、あらかじめ定数を超えますけれども準備しておきたい、というようなこと

で、決して病院の運営の中で、定数がふえれば病院経営としてはますます苦しいわけで

ございますから、そういうふうな枠でたくさん採る、という考えはもちろんございませ
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ん。

ただ労働問題、あるいは心情、患者のことを考えますと、定数の中で欠けていって、

それから募集をしてもなかなか集まらないという中では、看護婦さんにも、それから患

者さんにも迷惑がかかるとし、し、ますか、過重がかかる、というようなことの中で運用さ

せていただきたい、というのが、この弾力条項といいますか、お願いでございます。

常時必要は、だれが決めるか、ということでございますけれども、一応病棟や何かは、

はっきり何人体制でどうしヴ夜勤をやっている、というふうに決まっておりますから、

それは医療部門の医局、あるいは総婦長とし、し、ますか、看護部門で決めさせていただい

ております。

一時的の判断は、ということですが、ちょっと先ほど触れましたけれども、年間10人

以上あるから、ということで、初めから10人ということではございませんO ある程度予

定が立てば、 3カ月後に何人やめる、 6カ月後に何人やめるだろう、ということをでき

るだけ的確につかんで、それをカバーする意味で、採用を一一定数を上回るわけですけれ

ども、採用していただいて、それでやめていった場合には、またもとの定数に、退職予

告者がし、てやめていった場合には、もとの定数にできるだけ近く戻るようにやっていき

たい、ということでございます。

それで、どういう議論でこのような提案をしたか、というようなことでございますが、

やはり、すぐ集まらないという中では、それでやめていく方は、ある程度わかっていく

中で、やはり前もって確保する必要がある。特にローテーショ γで行っております業務

の中では、 1人2人欠けますと大変ですので前もって重複しておきたい、ということで

すので、 1カ月の場合もあるかと思いますが、 3カ月というようなことで判断をしてい

きたい、と思っております。

それで、その中で何とか看護婦さん、それから患者さんの対策が、十分医療をしたり

医療を受けていけるようにする、ということで、この案が浮かんだわけでございますが、

これにつきましては、私どもが独自ということではなく、やはり、よそにもたくさん公

的病院がございますので、どういうやり方をしておるか、というような情報を得まして、

一応他市では青梅市がやっておりますので、これの運用がうまくいっておる、と聞いて

おりますので、ひとつそういうようなことで何とか確保していきたい、というようなこ

とで条例提案になったものでございます。

0議長(市川資信君) 山口達夫君。

05番(山口達夫君) 1点目の給食の件ですけれども、労使合意の配置基準云々につ
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きましては、今、実は私は記憶違いかもしれません。この議会の中で初めてお聞きした

わけですけれども、それが斡旋の中でのキーポイ γ トであった、ということであれば、

どのような経緯でそのような配置基準の合意がなされ、そして、それが現在もなお有効

である、というふうには、どうして一一一事態が変わると、そういったその合意というの

は、やはり変わっていくもんだろう、という気もするわけですけれども、その辺のとこ

ろをひとつ委員会の方で、ぜひ御検討をいただきたい、かように考えます。それで再質

問は結構でございます。

それから、病院職員の件の質問についてで、すけれども、何とかしたい、という気持ち

は非常によくわかるんですね。 7こだ、毎回毎回言われていることですけれども、職務給

の問題、そして管理体制の問題、いろいろな問題が絡んでいるわけですね。それを単に

私はこのような一時的に定数をふやす、というような方法に頼ることによって対応する

ことが果たして妥当なのかな、この点で生ずることは、定数ということが非常にあいま

いになってしまう、ということですね。この欠陥が非常に大きくなってくる。それに対

して一方では、他の本来行わなければならない改革ということが、だんだん、だんだん

後ろに持っていかれる可能性がある。

私は、こういう形でとりあえずをしのぐ、というには、余りにもこの条例をつくるこ

との欠陥とし、し、ますか、問題点があるんではないか、とし、ぅ、そういう見解を持ってお

ります。やはり本来的に進むべき道からいったら、これは本当に大変なことだと思いま

すけれども、みんながその苦しさの中で改善する努力をしなければ、こういう形で対応

したんでは、非常に自由になるわけですね。何か問題が起きたって、どんどん、どんど

ん、いや、やめても大丈夫ですよ、こちらには補充がつきますよ、ということで、はね。

やはり職員の本当の要望も酌み取るために、行政の財政上の問題とか、いろんな機構

上の問題も絡みながらやるわけですから、本当に腹を割って相談、あるいは検討、調整

しなければならないことを、とりあえず棚上げにしてもどんどんいってしまうわけです

ね。それでは解決になりませんし、本当に市民にとって安心して治療が受けられる病院

経営ができるか、ということについて、かなり問題が出るんではなし、かな、という気が

します。

その意味で、委員会でひとつ、ぜひ、この条例をとっているという青梅市の例を具体

的に検討されて、青梅市ではどういう状況の中で、こういうことをやっているのか、そ

こまで含めて、ひとつ御検討いただきたいと思います。

単に、現在の病院の状況を改善する、ということだけを認識の御旗にして、この条例
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をとるには余りにも問題が多いんではないかな、とかように考えますので、ひとつ、ぜ、

ひ委員会で検討していただき，たいと思います。

以上です。

O議長(市川資信君) 古賀俊昭君。

024番(古賀俊昭君) 多少重複いたしますが、 2点、お尋ねをいたします。

全国の自治体、国を含めて行政の主体となっておりますそれぞれの団体では、定数を

できるだけふやさない、場合によっては減少も可能ならしめてし、く、ということで、定

数管理については非常に厳しい姿勢をも って臨んでいる、そうし、う現状がここ数年続い

ているわけです。

そういう中であるにもかかわらず日野市の場合には、ここ数年来、毎年定数増を議会

に提出をしてくる、そういうことがございます。議会でも、前回でございましたか、定

数増が提案された際にも最低これだけは必要だろう、というものに限って認めて、ただ

修正をして、これを議会としては内部努力をしなさい、という注文をつけて増員を認め

なかったものもございます。

今回の教育委員会の、四中の給食開始に伴つての定数の変更、ということで増員がこ

こで出されているわけでありますが、教育長が過去、議会で前回、前々回もそうだった

と思います。かなり決意を込めて、四中給食の開始に伴って職員定数の増は、何として

も回避をしていきたい、ということを強調しておられました。そういう中での労使交渉

で、結果的には今回6名の増員という形で出てきているわけでありますが、労使合意一

一先ほどの話にもございました配置基準で、すね、こういうものがある、というととは当

然当局はわかっておりますし、組合の方はこれを盾に増員を要求してくる、ということ

は、当然、予想されるわけですね。そういう中での教育長の議会での答弁であったと思い

ますが、東京都の、今回中央労働委員会の斡旋の申請を受けて、すんなり、そこで示さ

れた斡旋案を受託をしているわけでありますが、ぎりぎりまでの、教育長は努力をして

教育委員会として何とか定数をふやさない中で一一将来のこともあるわけです。児童、

生徒数の減少ということも触れられております。そういう状況の中で、何としても現在

の体制の中で職員をふやさないでやってし、く、ということができなかったのかどうか、

そのぎりぎりのところまで努力をされたかどうか、教育長、教育委員会のサイドのお考

えをお聞かせをいただきたいと思います。

それから、先ほどの山口議員の方からもお話がありました市立病院の、いわゆる定数

外条例と申しますか、常時、ある程度可能なときに余計に確保して、看護婦さんや助産
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婦さんが不足することがないようにしていきたい、ということで、青梅市等の例をとっ

て今回提案だ、ということでございます。

ただ、今の意見にもありましたように、こうした、かなり柔軟な対応ができる状況を

っくり出したとしましても、さきの予算委員会でも話が出ておりましたが、やはり抜本

的な対応を市当局が示さない限り、幾ら病院にこれだけの裁量を仮に認めるとしても効

果があらわれるかどうか、効果が果たしてあらわれるかどうか、というのは疑問だと思

うんですね。

前も話題になりました一一例えば、昭和57年度から昭和62年度までの 6年間に、新し

く看護婦さんとして採用された53名の方のうちの90%以上の方、 48名の方がおやめになっ

ている。これは何か、やはり原因がある、というふうに考えなければいけないはずです。

ただ定数を条例ではずして自由に、ある程度一一定数の考え方を自由な発想で、可能な

ときに幾らでも採っておけばし、いんだ、という考え方だけでは解決できない、もっと基

本的に考えて対応しなければならない問題があるのではないか、と思うわけです。

それで私は、その点は給与制度の問題とか職場環境の問題、いろいろあろうかと思い

ますが、こうした新しく入った方が、ほとんど全員おやめになる、という環境というの

は、何か、やはりあるということを市長は、もっと真剣に受けとめて検討すべきじゃな

いか、と思います。

今、何とか助産婦さんも確保できたので当面はうまくいくだろう、という楽観論を市

長は申されたんですが、この点、現在の助産婦さん、看護婦さんの体制と、確保されて

いる職員の方の数での体制と、それから現状の給与制度ゃいろいろの問題があります。

そういうものを含めて、この定数条例がもし制定できたとすれば、病院経営は、少なく

とも看護婦さんや助産婦さんの不足等は解消できる、という判断のもとで出されている

のかどうか、この点、市側の、病院事務長でも結構でございますが、お聞かせをいただ

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。

3月28日に組合の方が都労委の方へ斡旋申請を行いまして、翌日29日に都労委の方か

ら事情聴取ということで、市の教育委員会の担当課が呼び出されております。

その中で市教委の考え方、並びに組合との今までの交渉経過、そういうものにつきま

して逐一都労委の方に説明を申し上げてきている。 3月の30日から 4月の 8日の間にか
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けまして、都労委の方は相当精力的に労使双方を交互に呼び出して、その事情を聞いて

きた。一般的に都労委の斡旋という形ですから、斡旋という形で出される過程の中では

労使双方に対して、それぞれ譲歩を求める、という形の中に立って一応仲裁を図る、と

いう過程の上からは、そういう手立てをとるのが一般的なあり方です。

今回の斡旋につきましては、市教委の方に対しましては、この定数増という形での条

例改正は一切しない、こういう形で言い切っている。その点については、やはり一歩市

教委の方は譲歩しなさい。なお、組合の方に対しま しては臨時職員というものは一切認

めない、そうし、う状況の中では四中の給食に協力できない、そういう形での対応という

ものについては、やっぱり一歩譲歩しなさい、そういう形の中で斡旋が出されまして、

組合の方は、期限を 4月20日という形で切ってきたものですから、4月20日に一応組合

の方は、この斡旋を受けて四中の給食に臨時職員で当面臨むことについての対応の姿勢

をとられた。

教育委員会の方も20日の回答期限ということもございましたけれども、 25日までいろ

いろ内部での検討を重ねましたが、組合の方が、そういう形で臨時職員では一切対応で

きない、という形の問題に対して、一歩譲歩して、当面、新しく条例で定数が正式に決

まるまでの間は臨時職員で対応していく、という方向での問題を含めて、都労委の斡旋

に一応、応じてきている、そういう姿勢の中で今度は、逆に教育委員会の方が、あくま

でも定数増の条例は議会に出さない、という形で、のかたくなな形で対応してし、く、とい

うことについては、やはり教育委員会として、まずいんではないか、というところから

ぎりぎりの時点でこの斡旋をのんで、議会に、なるべく早い機会の議会に定数条例の改

正を出しましょう、こういうことで一応決着を図った、こんなような状況でございます。

O議長(市川資信君) 病院事務長。

0病院事務長(大崎茂男君) 2点目の、条例の弾力的な条項でございますけれど、御

質問の中で看護婦等がすぐやめていってしまう、ということの件でございますが、いろ

いろな理由があると思います。直接聞いても、なかなか本心を開くわけにはいきません

が、個人的な理由、あるいは労働条件だとか給与面、あるいはそのほかの関係もあるか

と思いますが、 10人からやめていくというのは、やや、回転とし、し、ますか、量としては

多い、というふうに私は判断しております。ただ、その原因がどこにあるかは、いろい

ろな問題が含まれているかというふうに思います。

したがし、まして、この条例で解決するとは決して思っておりません。これは、あくま

でも後追いのような感じになっておりますけれども、現状を何とか守らなければいけな

い、というようなことの中での条例でございまして、退職が余り多くないような条件整

備が必要か、というふ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) 最初の、定数増の教育委員会関係のことなんですが、教育長は

繰り返しおっしゃっておりました。将来一一今もその傾向にあるわけですが、児童、生

徒数が少なくなってきた段階でのことも踏まえて、今回は定数増をしないで何としても

いきたい、ということを議会でも強くおっしゃっておりました。将来、この分で行きま

すと、あと三中の給食も、もしこの後始まる、これも同じような労使合意があるじゃな

いか、配置基準がありますよ、ということでの主張をもとにした増員要求をのむとすれ

ば、また同じような結末を迎える、というふうに思うんですね。

今後、児童また生徒が少なくなってきて、この給食調理員の栄養士を含んで皆さんの

配置というものを今のまま一ーじゃあ、この基準、労使合意というものを盾にとって主

張された場合に、それを尊重するということであれば教育委員会も組合も行き詰まって

しまうんじゃないか、と私は思いますが、そういう段階については、どのように教育委

員会としては対応していきたいのか。つまり学校の、小学校、中学校における児童、生

徒が極端に今以上に少なくなった段階で、は、一体どのように対応するつもりで教育委員

会としては、いらっしゃるのか、その点、もう一度お尋ねをいたします。

それから、今の経過、いろいろ考え方を聞いていますと、組合も、まさかこれが全部

認められるとは思ってないような気もするんですね。何かそこに、お互い何か馴れ合い

とし、し、ますか、まやかしがあるような受けとめ方も可能だ、というふうに私は感じまし

た。その点は、一応意見で申し上げておきますが、教育長に今私がお聞きした点につい

ては、お答えをいただきたいと思います。

それから病院の、この定数外の、定数のようなものを認める条例については、ほかに

やはり解決を迫られている問題がある、というのは、多くの議員も指摘をしております

し、私の方も再三発言をして、その点の取組を促してきたわけですが、本来であれば、

順序からすれば、まず看護助手の方と助産婦の方が同じ給与体系で律せられている、と

いうような処遇のあり方をまず改めてし、く、というようなところから手をつけていくの

が筋ではなかろうか、と私は思います。

また、そのほかにも、今、再三申し上げておりますように新しく入った方が、過去6

年間に90%以上の方がおやめになる、というのは何かがある、ということを考えて、し

かもそういう問題点を十分に検討した後に、やはり一つの方法として定数外条例の制定
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をとっていこう、というきちんとした、流れが議会に対して説明されれば、私どもも、な

るほどな、ということで、そうしたひとつの智恵という ようなものもついて評価するこ

とは、全くやぶさかではないわけです。

そういった点、問題点の洗い出し、検討、それをどう解決していくかとしみ処方築、

こういうものが何もない中で行き詰まったときに、窮余の策としてこういうことが出て

くるのは、わからないでもないんですが、指摘をされている問題点について具体的に、

これから、やっぱり解決してし、くために本気で取り組むという姿勢が、市長になくては

いけないと思うんです。幾ら、やれやれということで、お尻をたたきましても、やっぱり

一一前の病院事務長が突然おやめになったんですね。こうし、う、病棟の閉鎖があるかど

うか、とし、う非常に危機的な状況で病院事務長が突然やめる、というようなことは、普

通考えられないことですね。こういうところにも、何か私どもは想像し、詳しいことは

うかがし、知ることはできませんが、やはり何か感じる。こういう ことをやっぱり市長み

ずからが、きちんと問題点を十分に意識をして、抜本的な、やっぱり対策を講ずるとい

う姿勢を持たないと、幾ら病院事務長や、また婦長とか病院長が懸命な努力をしても、

何か徒労に終わる、ということも否定できないと思います。

市長は、この点、今のままいけば危機的な状況は回避できる、というような判断のよ

うですが、この定数条例を定めれば何とか事足りる、ということで満足されるのかどう

か、その点、市長から答弁をお願いしたし、と思います。

0議長(市川資信君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 御指摘のことにつきましては、各議員さんの、一々ごもっと

もなお話として受けとめております。

それから、特に楽観論ということを思っているわけではございませんが、応急の対応

ということも、やはり運用の中には考えざるを得ないわけであります。

そこで、病院に対する基本的認識ということにつきましては、いろいろと改善すべき

点もあることは言うまでもありません。要するに定数外の定員をお願いをする、という

ようなことも、これも異例なことであります。抜本策は長期、それから当面ということ

にならざるを得ませんが、その当面の対策として考えられる一つの方法である、このよ

うに御理解をお願いしたいと思っております。

この社会の変化と同様に、我々は、市民に対する大切な医療機関として取り組んでい

きたい、と思っておりますし、病院の中の、また意識の改革もしてもらわなきゃならな

い、このことも重要だと思っております。

例外を重ねる、ということも決して説明のできることではございませんが、ときに応

じて御理解もお願いを したい、こうしヴ次第でございます。

0議長(市川資信君) 教育長。

0教育長(長沢三郎君) 給食調理員関係の問題につきまして、組合との間でなれ合い

的な形での状況があるんじゃないか、というような御指摘もあるわけなんですけれど、

私たちの方で、は、この問題につきましては終始、組合サイドに対しましても定数基準の

見直しの問題を提起したこともございますし、また、現に毎年1，000名前後の児童、生

徒数が減ってし、く、とし、う状況は、毎年、学校が l校消えてなくなっているのと同じよ

うな状況ではないか、一般の市民の方や議員の方々から見れば、現実問題として一つの

学校に相当する近くの人数が消えてなくなるということは、新しい学校の給食を始める

のに際して、その減った食数の分の調理員さんを新しい学校へ回せば定数増をしないで

も実施できる、そういうような一般的な見方をすれば、そういうことも成り立つではな

いか、ということ等も通しながら、相当説得はしてきたつもりでございます。

ただ、今の定数基準と申しますのは、これは東京都基準を基礎にいたしましてやって

おりまして、何食から何食までは何名の調理員、ということになりますので、 1，000名

近くの児童、生徒数が仮に減少しても、一つ一つの学校につきましては、例えば20食な

り30食、食数が減ったとしても、それがそのまんまトータル的に四中の給食を始めるの

に機能していかない、そういう幅がございますので、その辺の問題等を通しながら、終

始話し合いを続けてきたわけで、ございますけれど、先ほどから申しましたように、 4月

になって四中の給食をもう始めなくてはならない、その時期に立っても平行線のままと

いう状況で、この問題を終始させてし、くわけにはいかない、というところから教育委員

会としても応じた、というような状況でございます。

さらに、今後の状況でございますけれど、今後も確かに児童、生徒数は減っていきま

す。減っていきますが、もう一つ、三中とし、う給食を実施しなくてはならない山場があ

るO そういう状況の中で四中とか三中をやる際に、一時的に増員されても将来的にその

食数が減ってし、く中で、落ち着く数というのは現在の136ぐらいのところで大体その食

数が落ち着いてくる、というような見通しを立てて対応しておりますので、ただ、その

時点では、毎年定年退職者等もございますので、そういう者を調整の中で対応を図って

いきたい、こう考えております。

0議長(市川資信君) 古賀俊昭君。

024番(古賀俊昭君) 前回の定数増の提案のときにも問題が指摘をされておりました
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が、例えば、今回のように教育委員会で、いろんないきさつから、どうしてもやむを得

ない、という結論に立ち至って、教育委員会の職員の数が結果的にふえる、ということ

は、場合によっては、これは認めざるを得ないことかもしれませんO

しかしながら、総定員数を上回らない、何とか総定員数の中で対応する、という基本

的な姿勢が日野市の場合には、ない。そこがやっぱり大きな問題だろうと思うんです。

都市計画にしろ下水道にしろ、やはり職員配置が必要なところは、あるわけですね。し

かし、電算化をしてコ γピューターを入れて、従来と全く同じ配置のままで人員効果が

全く出ていない、こういう市の緩慢な定数管理の現状がある以上、我々は、この教育委

員会の職員の増員については厳しく臨まなければならないと思うんです。もう 3年以上

電算化をやって、最初は、機械に慣れるのにそう職員は、すぐには減らせません、とい

うことでした。普通、民間であれば半年ぐらいで、もう配置転換をやるんですね、コ γ

ピューターを入れて・・。人数が何人ここでは減少できる、としろ計画を持って始める

わけです。そういうことが全く市の場合には一一いろんな部門で電算化をやっても、定

数の面には全くこれがあらわれてきていない。

こういうことを考えれば、教育委員会の方で今回いろんな経過の中で、これだけはど

うしても、とおっしゃるかもわからなし、。しかしながら、市総体の定数管理に対する考

え方が非常に甘くてルーズだ、という状況がある以上、厳しい対応を審議の中で、議会

としてはせざるを得ない、するべきだ、こういうふうに思うわけです。

そういう機械化をされた事務が既に幾つもある。しかも、それがオフィスオートメー

ションの新しい機能を取り入れて、従来の手作業の事務が機械化される。こうし、ぅ、今

まで考えられなかったような事務の処理が可能になった段階で、果たして職員の数の面

で、職員数の配置の面で全くこれを考え直していく、とし、う効果が一向に期待できない

ということは、どういうことなのか、この点、委員会でも議論をしていただきたし、と思

いますが、もし、この場で何か御回答があるようでしたら、お聞きをしておきたし、と思

います。

病院のことについては市長から一一ーいつも同じような答弁があるわけですが、答弁だ

けではなくて具体的に何をやるか、何をやらなければならないか、何をやってはいけな

いか、という現状にある、ということをもういし、かげん、その辺、真剣に考えていただ

いて、こういった病棟の閉鎖だとか、自主勤務体制を組む、なんていうことで、あちこ

ちにいろんなピラが病院内に張られる、こういう事態は早く回避していただくように、

その辺の取組をお願いしておきたし、と思います。

定数のことについて、もし回答があれば、答弁があれば聞いておきたいと思います。

O議長(市)11資信君) 総務部長。

0総務部長(山崎 彰君) 今の御質問に対しまして、市のこちらからの定数管理をし

ております総務部からお答えいたします。

御承知のように定数は、私は去年9月に提出をして、そして10名のうち 9名というお

認めをいただきました。そのときにも、ほかの議員さんから、いろいろ電算機の今の問

題も含めまして、もっと真剣に取り組むべきである、内部努力とは何ぞ、というような

御指摘を受けました。

それから、さらに、これは四国だと思いますが、職員の配置の流動的な、フリー的な

配置ということで、やはり議会の議員さんから御指摘がありましたので、急逮職員課長

を飛ばしまして視察もさせました。

そうした中で、の検討を踏まえまして、ことしの 5月の一一これは実際には4月25日の

異動でございます。このときにおきまして、今までのそうした検討を踏まえまして、今

ここで、私は総数を申し上げますが、個々の課の数は持ち得ませんが、 11名、内部努力

で削りました、各課。そして、それを事業主体としております建設部、あるいは福祉、

あるいは都市整備部、そうしたところに重点的に配置しました。 15名でございます。こ

れは、それらを含めまして、 今まで欠員もありましたので、含めて・・。そうしたやり

方を初めてここにとりました。それは、議会からの厳しい目でみられ、そしてまた御指

摘を受けましたので、何としてでもやる、ということの第一段階でございます。そうし

たことをやりました、ということを一つ御報告させてもらいます。

それから、病院の枠外定数、弾力的な。これは、私ども安易には考えておりませんo

やはり何年間かにわたりまして各議員さんから指摘されました病院の危機的な問題にと

らえまして、職務給の問題、それから、個人的な人間関係、あるいは管理体制、そうし

たもの、これらがし、ろいろ複雑に絡まっておりますので、一概に人の問題だけで解決で

きる問題ではありません。

それで私は、この闘争、病院閉鎖という大きな闘争を掲げられた中で二度ほど病院に

も飛びまして、直に、直接会いまして、そして何とか局面打開を図ったわけで、す。そう

した中で出たのが、やはり人事管理もそうですけれども、人間的、ヒューマソリレイショ

γ、人間的関係が非常に冷めちゃっている、というような問題、それと管理職の管理能

力の問題が関われます。

そうした中で、それではお金の問題はどうなのか、ということも出ました。お金の問
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たんですけれども、ほとんど聞かれましたけれども、重複するところがありますけれど

も、その点は承知おきいただきまして、質問させていただきます。

実は、先ほど総務部長がおっしゃられた件ですけれども、私は総務委員をやっており

ましたときに、前回の定員増というときに総務部長にいろいろお尋ねをしまして、各部、

課の人員配置の詳細なるものをいただいたわけで、すO

それで、前年度、前々年度と引き合わせてみると、やはり、このワープロやパーソナ

ルコ γピュータ一等が導入され、事務が0・A化されたにもかかわらず、依然として人

員配置の変化が見られなかった、ということでありました。そのときに、こんなことで

どうするんだ、ということで部長にお伺し、いたしましたところ部長は、これから内部努

力をやってし、くんだ、今のところは勘弁してもらいたい、何としてもこの内部努力をやっ

て人員等の削減を図る努力をする、ということでありました。

幸い、ただし、まの答弁によりますと、内部努力はなされて11人の配置転換がなされた、

ということは本当によかったんじゃないかと思いますが、しかし、わずか-1，400人

からおる職員の中で11人の配置転換というのは、私は実に情けないと思って、今聞いて

おりました。

さらに、これからの内部努力については、その人員管理の適切なる方法をよく会得し

ていらっしゃるわけですから、これを活用して適切なる人員の配置というのをさらに努

力していかなければならないのじゃないか、と私は思うわけです。その点を特にお願い

しておきます。

また、学校給食の調理員の関係につきましては、教育長は、本当にふやさないんだ、

配置転換等によってこれを賄っていくんだ、ということをおっしゃっておりました。

それで、先ほども教育長が言われたように、 62年度と63年度等におきましては、 965

名の生徒数の減が見られるわけですね。それで学級にしまして27学級の減少、と小中学

校あわせてなるわけです。これは64年、 65年、 66年、 67年、 68年、この表等を見ますと

69年まで出ているわけですけれども、暫時減ってし、くわけですよね。そうなると、落ち

着くところは調理員というのは136ぐらいで落ち着くんじないか、ということは前にも

述べておりました。

そのことを今考えてみますると、一体、教育長が今まで内部努力によって何とかして

切り抜けたいんだ、というようなことは、やはり変形40入学級と同じに、ころころ、こ

ろころと言うことが変わってしまうんですよね。教育長、そうじゃないですか。それで

最後に出てきたものが何かというと、いわゆる組合が都労委に斡旋を依頼しまして、都

題ではない、勤務条件そのものの酷使もある、というようなことから人をふやす問題、

それでは、どれから手をつけていいのかわからない中で、今、詮索をした病院事務長が

お答えしておりますように、ほかの病院を見まして、ともかく最小必要限度の人間だけ

は確保しよう、それには、この手を、ということ。それで、その手のやり方に、ただ甘

んじたということではありません。全部の助産婦さんがない、全国的にない、という中

で、病院におきましては48件の人々に当たっております。

それで私ども総務部におきましては、全職員に投げかけまして、そして知人、あるい

は知っている人、あるいは関係のある方から申し込みを取りまして、そして何とか、こ

の局面打開ということで、現在 1名の方が浮かび上がってきた、というような状況です。

そうした努力を勘案いたしまして、今ここで出しました定数については、最小必要限

度である、ということにおきまして、ひとつ御認識を深めてもらいましてお願し、し、たし

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) 総務部長として懸命に努力しておられる、ということはわかり

ました。内部の職員の流動ということを他市の例を参考にして、議会で指摘があったの

ですぐにそういうものを参考にしてやっておられる、ということは、これは当然、といえ

ば当然、当たり前のことなんですが、やはり病院もそうですが、教育委員会でそうし、ぅ、

いろんな事情が出てくる。しかし、市全体の職員定数をやはりふやさない、むしろ内部

努力によって 1名でも、やっぱり削減をしていく、という姿勢がなくちゃいけないわけ

ですね。多少、少しでも採っておいて何かに備えよう、ということかもわかりませんが、

やはり、もう少し厳しい姿勢が市当局には、なくてはいけない、そう思います。

そうでないと、教育委員会で交渉して最初はこの方針で臨みます、と言っていても、

何とかなるだろう、というようなことで、最後は決意のほどはどこへやら、ということ

でこうしヴ結果になる。

やはり職員の皆さん、特に幹部の皆さん全体に市長を初めとして、職員定数の管理に

ついては、当たり前のことなんですけれども、厳しく臨んでもらいたい。特に委員会で

もまた、その点、議論になろうかと思いますけれども、厳しい審査を期待しておきたい

と思います。

0議長(市川資信君)

025番(谷長一君)

谷長一君。

私も、この病院と学校給食のことでお伺いしたいと思っておっ
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労委が今までの組合と使用者側との労使の、結局、慣行等を尊重してやれ、というよう

な斡旋案をいただいて、このような形で増員ということで出てきたんだ、というふうに

私は理解しているわけです。今までの質問に対する応答でですね。

そこで教育長は、この組合との配置基準というようなことが今までもよくわかってい

た、と思うんですよね。そしたり、また都の学校単位の給食ゃなにかに関しての配置基

準、これは、教育長として知っていなければ当然ならないことだったと思うんです。そ

れが当時には一言も口から出ていないわけですよ。それで今になって出てきた、これは

確かにまだ、今、四中でしょ、そうなると、これから次に行われる学校給食というとき

の、いわゆる対応にも、これがなるんじゃないかと思うわけです。私は、そう考えてい

るんです。

そうなると、一体、教育長が今まで言ってきたことというのは、本当に議会で答弁し

たことは当てにならないんですよね。こんなにも社会というのは変わるものか。教育長

の答弁からいきますと ・・ 。こんなに社会が変わったら大変ですよ。しかし、社会が変

わらないというのは、これは組合なんですよね。組合の考え方というのは、依然として

10年、 20年前の考えを持っているわけです。恐らく理事者としても組合のような絞滑な

頭を持っている。悦惚というかな、どっちだっていいですよ、殺猪だって悦惚だってO

そんなような頭を、やはり何とかしなきゃならないんじゃないか、と私は一般市民の立

場に立って考えてみると、どうしても考えざるを得ないわけですよ。

そのあたりについて、私は、本当は組合の委員長に来ていただし、て、やはり現代の組

合活動が今も、今後もどうあるべきか、ということを、やはり、これからの社会の変化

にスライドした組合活動等も、そのお考え等もありますから、持っていらっしゃるんで

すから言っていずこだきたい、こういうふうに思っているわけです。

そう いうことを、やはり時代背景を認識していない組合活動というのは、やはり多く

の市民、国民から離れてしまって、組合を支援する人も、いやいや支援するというのは

随分いやだと思うんですよね。やはり、ああ、おれたちのためによくやってくれるんだ、

としヴ 、胸をふくらませて、しっかりやれよ、というような代表を応援するというのが

皆さん本来の考え方じゃないか、と思うんです。

そんなことを考えますと、このような組合活動をやっていたならば市民が支援するど

ころか離れてしまう、やはり市民感情を無視した組合活動というのは、私はできないと

思うんですよね。そのあたりも、教育長は、昔執行委員等をやっておった関係上、その

あたり も踏まえて、ひとつ今までの変化等がどうしてこういうふうになされてきたか、

そしたりまた、小中学校の学校別生徒数の変化等も前にも申し述べたわけですよね。そ

ういうような中において、やはり四中の給食と、それから、これから来るべき三中の給

食等を考え合わせて、ひとつ、しっかりした答弁をしてください。お願いします。

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。

私自身が過去に組合関係の仕事をしていた、していない、そういうことにかかわりな

しに、現在の給食調理員関係の問題、この問題につきましては配置基準という一一きょ

う、新しい話が突然なされた、非常に今まで配置基準なんてことで議会の中で説明が行

われたことがなかった、と言うのですけれども、私、たびたび、この給食問題をす.っと

何回も議会の答弁に立っておりますので、今現在、日野市が行っております給食関係の

仕事につきましては、東京都基準を基礎に配置してございます、とこういう答弁をして

きているわけなんです。

確かに現在の配置基準という形の中から申しますと、 300食以上5∞食までは調理員何

名、 500食から800食までは調理員何名、 800食以上は何名、というふうな形で相当粗い

形で、こう枠づけをしておるもんですから、例え、先ほど申しましたように20名、 30名、

児童、生徒数が 1校で、は減っても、それが新しく始める四中とか、あるいは三中の給食

を開始する時点でのそのものに機能しない。したがって、何とか現在の配置基準という

ものを、もう少し目の荒さを、例えば150食刻みぐらいに刻んで、もう少し合理的な形

の配置基準のとらえ方ができないか、とこういう点についての教育委員会から組合の方

への問題提起等も今まで行ってきていますけれど、まだその問題については労使合意に

達していない、そういうような状況等もございまして、現在の東京都基準を基礎にして

の対応をやっている、とし、う状況でございますので、今後、この後、三中の問題等もあ

りますし、組合とは、その辺の、もう少し合理的な形の配置基準の問題等につきまして

は、引き続いて、やはり話を詰めていくように努力していかなくてはいけない、とこう

いうことは痛切に感じております。

そういうことは、先ほど申したようにこれから先の児童、生徒数の減少傾向等を見て

まいりますと、今、言ったような問題を通して対応していかないと、労使双方ともに非

常に行き詰まってしまう状況に置かれる、そ ういうことを懸念して何とか努力してまい

りたい、こう考えております。

0議長(市川資信君) 谷長一君。

025番(谷長一君) 私も、も っとまだ言いたいんですけれども、やはり、今、教育
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長が合理的な配置基準等を考えて、組合とこれから話し合ってし、くんだ、三中等もある、

というととでいけば、これは、やはり総務委員会でやることですから、しっかり総務委

員会で、この件につきまして慎重に審議していただきたい、ということをお願いして終

わります。

0議長(市)11資信君) ほかに御質疑はありませんか。福島敏雄君。

08番(福島敏雄君) 質疑を聞いていまして、 1点にしぼってお聞きをいたします。

今の四中給食に絡んだ給食調理員さんの定数の問題なんですが、聞きたいのは、 3月

29日に事情聴取を市側からのをされた、このときに市側は、どなたが行かれて、要する

に定数をふやせない、という今まで教育委員会がとってきた考え方の根拠をどのように

話されたのか、それを集中してお聞きしたい。

0議長(市川資信君) 教育次長。

0教育次長(砂川雄一君) 組合の方から斡旋の申請が都労委の方に出された段階で、

その斡旋申請があった、ということで、それの文書の写しを我々としては都労委の方か

らちょうだいをしたわけでございます。

その際に教育委員会内部で、十分に今までの組合との交渉経過、それから教育委員会

としての今までの基本的な態度、こういったものはきちんと確認をしておりましたので、

その確認に基づきまして、実際には給食問題については学務が担当しておりますので、

学務の担当者に都労委の方に出かけていってもらった、これは、ちょうど議会開会中と

いうこともございましたので、そういうふうな処置をとらせていただいております。

以上です。

O議長(市川資信君)

したがって給食調理員の数も減っていく。しかし一時的に、四中、三中という新しい学

校で給食を開始するので、一時的な当然増員ということは起こるんだ、この年次と、こ

の年次に、この程度は起こる。ただし数年間という形で四、五年の範囲で見れば、いず

れは落ちていくんだ、ということは、こちらの方から、これはもう教育委員会としても

確認をして、それで今までも、組合ともそういう形で交渉をやっておりましたので、そ

の点については、正しく都労委の方にも事情については伝えております。

以上です。

O議長(市川資信君) 福島敏雄君。

08番(福島敏雄君) 私も、それはそうだと思うんですけれども。

08番(福島敏雄君) どなたが行かれたかというのは、わかるんですけれども、教育

そうしますと、そのことからいきますと、今度の採用の仕方について組合側と話し合

われた経過があるかどうか、お尋ねをしたいんですけれども。要するに給食調理員さん

としろ職種で採用をいたしますと、いろんな形で過不足が生じたときにやりにくい形に

なるかと思います。したがって、これは市の採用の方針にも絡む話だとは思いますけれ

ども、職種を限定しないで日野市職員という形で採用をしたいとか、そういったような

ことを、この定数条例を議会に提出するに当たって労働組合と話をした経過があるかど

うか、お聞かせをいただきたい。

それから、いま一点は、定数をふやしてほしくない、とし、う市民の声の中に一一大変

事実認識が間違っているかもしれませんけれども、要するに給食調理員さんは、一般の

職員と比べて夏休み、あるいは土曜日、春休み、冬休み、あるいは中学校ですと中間テ

スト、期末テスト、こういったようなときに恐らく給食はされてない、こういうふうに

思うんですけれども、市民は、そういうときに給食調理員さんがどういう仕事をしてい

るんだろうか、ということについて疑問を持っていると思うんです。

したがって私は、今回のこ斡旋案を受託するという経過については、十分理解をいた

しますけれども、市民の皆さん方が、そういう面で給食調理員さんに対して、仕事のな

い日というのは、言い方がおかしいかもしれませんけれども、そういった日に市民のた

めになる仕事、こういったものを教育委員会側は、新たにお願いをするような形で、こ

の定数増との絡みの中でお話し合いをされている経過があるのかどうなのか、その辺を

お聞きしたいと思います。

0議長(市川資信君) 教育次長。

福島敏雄君。

長が盛んに今まで、今議会でも答弁をしておりましたように、定数はふやさないでいく

んだ、こうしヴ表現がありました。それについては理由があるかと思うんです。こうい

うことだから定数はふやさないような方針でいます、その理由をどのようにお話しされ

たのか、当時者でなければわからない部分があるかもしれませんけれども、今、教育次

長のお話ですと確認をされている、というので、その内容を教えていただきたし、と思い

ます。

0議長(市川|資信君) 教育次長。

0教育次長(砂川雄一君) 先ほど、教育長の方から答弁ございましたように、現在児 0教育次長(砂川雄一君) 教育次長、お答えいたします。

童数が減少しておりますので、全体としては、既存の学校については食数は減ってし、く 。 今までの組合との交渉経過の中では、四中の給食を教育委員会としては 5月草々から
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027番(石坂勝雄君) 自由市民会議の人が質問されているので、私から質問するあれ

余剰人員が出てくる、というわけではないと思いますが、ただ、何かの方向づけが出て

こなきゃならないと思うんですね。例えば、私、学校のことだけ別に目のかたきにして

いるわけじゃございませんが、減ってきている、ということは事実なんだから、例えば

いわゆる事務員さんも今までどおり配置している、いわゆる用務員さんも今までどおり

配置している、学校の給食の人も全部今までどおり配置している、これじゃ、全くどう

いう方向が出てくるんだ、ということになるわけですね。

私も、だから、なかなか組合の委員長を初め、いろんな執行委員の人が言われること

もわからないわけじゃないけれども、幾ら組合だといっても、先ほどの期末手当の問題

なんかにしても、今でも一一先ほど谷議員も指摘されたけれども、やはり税金で賄われ

ている機関というのは一一本当を言えば私の右側にいる人が、こういう問題をとうとう

と都なり国では、やっていられるので、我々が言うというのは、おかしいんだね、本当

は・・。むしろ堂々とやられるのが本来ではなかろうか、と思うんですね。

ところが、いわゆる品がし、いから、日野の市議会では、すっと姿勢がよくていられて

真ん中から大体左の方が言わざるを得ない。こういうことというのは、あんまり好まし

い姿ではないんではなかろうか、いわゆる全体の、日本の国政なり都政を見た場合、普

通じゃ考えられないんですね。日野だけが、よほどお行儀のし、い人が右側にいられるん

で。 ただ私は、何かの方向だけは一一一今までは真ん中だとか左、右と言ったけれども、

少しは、いわゆる方向転換を組合もするんだ、いわゆる理事者もするんだ。

さっき総務部長も、とうとうと一一総務部長も助役さんがいられないので鋭意努力さ

れている、というのは私も感謝に値し、非常にお言葉も傾聴に値するんだけれども、た

だ何か一つぐらいは、こうしますよ、と。 例えば、いわゆる四中は栄養士とチーフにな

る調理師の資格をもっているのは、こうするけれど、ほかから何人かやって、あとは、

いわゆるほかの学校には 1人ずつのパートを配置する、それが、言葉は飛びますけれど

も、病院の資格のない人が、例えば准看護婦なり、そういう正式な看護婦の資格を持っ

ていない人を、例えば病院から多少、一時的に出向させるとか配置転換、何かの努力一

一病院の方もいわゆる特例を認めてくれ、と言う、学校の方の給食もこの閉まではふや

さないんだ、と言って、今度は、いわゆる変わるというか、ちゃんと、こういうことで

出るんだ、と言う。何か、私もそんなにわからんちんな男じゃないと思うんだけれども、

何かの方向づけが出てもし北、んじゃないか、何も出ないんですか。これでは、私も総務

委員会付託なんて、もっとぴっちり審議してもらいたい、と条件をつけて意見を言うつ

もりだけれども、言わざるを得ないですよ。こういう方の方向づけはして、組合にも我

開始をしたい、その予定で、ずっと進んでおりましたので、まずそれを実現をするという

ことが最大の関心事でございますので、今、御指摘がございましたような問題のうち、

例えば内部的には、給食調理員さんを採用するときに給食調理員として採用した方がい

いのかどうか、とし、う問題については、内部的にはいろいろ話も出ておりますけれども、

それを交渉のテーフツレに乗せる、あるいは今御指摘がございましたように、給食がない

日ですね、その日について、例えばどういうような作業をする、とかというようなとと

を交渉のテープルに乗せる、というところまでは、まだ至っておりません。

7こだ現実問題として、昨年から給食調理員さんについては、夏の期聞について市立の

病院の、総合病院の給食室に援助に行ってもらう、というようなことは昨年から始めて

おりますけれども、それ以外の件については、まだ交渉のテーフφルに乗せて議論をし合

うところまで行っておりません。

以上です。

O議長(市川資信君) 福島敏雄君。

08番(福島敏雄君) 現状をよく理解をいたしました。ぜひ委員会の中でも、ちょっ

と細かい話過ぎるかもしれませんけれども、そういったような形の中で議論がされるこ

とを要望しておきたいと思います。

以上です。

O議長(市川!資信君) 石坂勝雄君。

ではないと思うんですが、ただ教育長の答弁、それから、今、社会クラブさんの福島議

員さんの質問で私も大体わかってきたんですが、今まで教育長の姿勢が、四中に給食を

開始しても給食をふやさないんだ、こういうふうな今までも質疑がなされておったんで、

すが、開いていると、いわゆる都の労働委員会ですか、それに調停の中でこうなんだと

いうことも私考えられるんですが、ただ、今、特に小学校の現状を見たときに、ちょっ

とこの前3月議会にも私申し上げたんですが、最高の57年のピークから見れば3，500人

ぐらい児童数が減ってきてし、る。しかし、確かに 1校で何食から何食つくる、という配

置の中からいけば削減はできないんだ、これも理解ができる。

ただ教育長は、今まで、ふやさないで何かの形で配置転換等をやって切り抜けたいん

だ、というのが、こうしヴ結果になってきたんで、すけれども、私、今よく思うんですよ。

なかなか、電算化はやってもスムースには人員の削減はできない。それから、何か機構

改革をやったからといって、必ずしも、いわゆる事務量のレベルアップというんですか、
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慢してもらう、組合にはまだ、今言っているような座り込みをやる、ストをやる。私も

組合を否定したことはないんですよ。いわゆる今の時代というのは、組合運動を否定す

るなんて人はない、と思うんですよ。そんな前代未聞な議員もいなければ市民もいない

と思うんです。

ただ、どこまでがやってし巾、かどうか、ということは必要ではないか、いわゆる限界

があるんじゃなかろうか、また、いわゆる時代に対応した生き方をとらなければならな

いんじゃないか、こう思うんですね。

私のまずかったところは反論してもらって、何かの方向づけは出しなさいよO 何にも

出ない。教育長だけ責めるわけじゃないけれども、教育長は、ふやさないと言って、今

度は都の労働委員会から出たからこうなんだ、というんで、定数をぱっとふやすんだ、

と言う。恐らく三中の問題になって、これまた、同じようなことが出てくるんじゃなか

ろうかな、というような、私、推測せざるを得ないわけですよね。どうですか。

O議長(市川資信君) 石坂勝雄君の質問に対する答弁を求めます。市長。

v 
か、ということを指摘して終わります。

0議長(市川資信君) ほかに御質疑はありせんか。天野輝男君。

06番(天野輝男君) 私も、再三この問題については質疑しているわけでありますが、

その中で去年は、有山市長が機構改革をしたときのことを申し上げたことを覚えており

ます。やはり、自分たちが内部で努力をしないで一一努力しないとは言いませんけれど

も、実際この箱物ができてきて、そして人員が足りないのは、これは当たり前でありま

すよ。

その中で、どうしたらし、し、か、ということになりますと、やはり内部の中から人員を

出してくる以外にない、方法はないと思うわけですね。そのあたりの努力が足りない、

ということを思うわけであります。そういう面で、ことしは、これだけだ、これだけだ

と言っても次の年にまた出てくる。このあたりは、やはりちょっとおかしいんじゃない

か、と私思うわけです。

そういう面で、ぜひこのあたりは、もう箱物は実際できるんですから、その箱物がで

きて人員がふえるのは当たり前なわけですよ。そのあたりをやはり努力をしながらその

人員を生み出す、ということを考えない限り、日野市の行政改革ということはできない

と私は思うわけです。そういう面で、市長の態度をもっと、はっきりしていただきたい、

このように思います。

0議長(市川資信君) 天野輝男君の質問に対する答弁を求めます。教育長。

0教育長(長沢三郎君) 私も、現在の高齢化社会に向かう中で、全体的に人員の配置

計画、あるいは定年でおやめになった方の再雇用嘱託員制度の問題、いろいろ対応して

いかなくてはならない問題というのは、やはりたくさんあると思うんです。そういう問

題等を通しながら、職員課等とも十分内容を詰めながら対応していきたい。

ただ、大勢きょうも傍聴の方が、お見えになっておりますけれども、組合サイドの方

もぜひ、この辺の状況の変化というものについて、組合の原則的立場に立って受け入れ

られない部分というのは、私はあると思うんです。

しかし、今の状況の変化の中で対応していかなくてはならない問題、こうし、う問題に

つきましては、今後も精力的にやってまいりたい、こう思っております。

0議長(市川資信君) ほかに御質疑はありませんか。なければこれをもって質疑を終

結いたします。

本件について御意見があれば承ります。古賀俊昭君。

024番(古賀俊昭君) 簡単に意見とし、し、ますか、今、感じていることをつけ加えて申

0市長(森田喜美男君) 行政改革ということは、絶えずその衝に当たるものが時代に

対応できるようにやっていく、という原則を、我々も絶えず考えるわけであります。

そして、確かに労使としヴ交渉事で我々に一一力不足とは言いたくないのであります

けど、大いに反省し、また市民に対して、つまり市民の論理に立った上で、の労使の関係

でなくてはならない、ということは常々感じております。

とれからも、御指摘のところ一々反論をすることも全くございません。これから努力

をする、という以外にございませんので御理解をお願いしたし、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) 何人も質問されているんで、くどくは私は申し上げませんが、

何か、こういう方向だけは、きちっと今後努力するとしヴ、いわゆる組合の幹部なり組

合の人とよく話し合いになって、それでないと今まで言ってきたことが一ーさきに谷議

員さんも指摘されたけれども、全く、その場その場限りの方便というか、お話で言われ

ているんではなかろうか、というふうに私は思うんです。

実を言うと、きょう私も、我が会派で、もう何人もやられているから言う気はなかっ

たんで、すが、傍聴者もいられるというので、あえて一一格好し、し、ことだけ言っているな

らどうでもし、し、と思うんですね。ただ私は、決して今いる人をやめさせるとか、という

ことではなくて、今いる人を最高に御努力願ってやっていくからには、どうしても足ら

んときにはどうするんだ、こういうことをやっぱり話し合っていくことが必要じゃない
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し上げておきたいと思います。

教育長の、かねての議会発言からしますと、今回の条例の定数増の提案というのは、

全く以外であったわけでありますが、教育長も変形40入学級の件や、それに伴うさまざ

まなお仕事もあったんでしょう。早々に万をさやにおさめられた、ということで、議会

できちんと整理してもらえればし、いんだ、議会に預けちゃえ、とし、う気持ちもあったの

ではなかろうかと思うわけです。

東京都の中央労働委員会の斡旋は、何も絶対的なものではありませんし、かねて教育

委員会サイドが主張していたことを通そうと思えば、それは可能であったはずでありま

す。これ以上がんばるのもしんどいわい、ということから議会の方にげたを預ける、と

いうことで、こういうことになったような気がし、たします。

また組合の方も、今までの定数条例の提案の経過から見て、 6名、条例提案を増員で

出して、それがこういう時世の中で、すんなり総定員数を毎年ふやす、というような形

が認められるはずもない、とし、う客観的な状況を知らないはずはない。ということから

しますと、まさに労使なれ合いでこの条例改正案は議会に出された、議会が、それなり

に適当な対応をしてくれれば落ち着くところに落ち着くのではなかろうか、という双方

の安易な判断があったような気がし、たします。具体的に議案審議の中では、細かく、要

するに細部にわたって真剣な御討議があるものだと思いますが、背景として、私はそう

いうこともあるのではないか、むしろ通れば儲けもんだ、という腹も伺えるようであり

ます。

その点のことも考慮、していただければ、私は委員会の審議一一いろんな背景もあるわ

けでありますので、スムースにいくのではないか、と思うわけであります。一言、その

ことを感じましたのでつけ加えて、意見として申し上げておきます。

なお、審査に当Tこりましては当然一一果たして、日野市の給食調理員の方の労働条件

や、調理員の数がどうなのか、これは類似都市の給食調理員の方の 1人当たり何食、給

食を賄っているか、そうしヴ数字等もあるわけでありまして、日野市の現状がどうかと

いう点についても資料等をもとに御審議をいただければ、今回の結論は、おのずから出

るのではなかろうか、こういうふうに思うわけであります。

意見を申し上げておきます。

0議長 (市川資信君) 山口達夫君。

05番(山口達夫君) 給食調理員の件でございますが、調理員を採用し、どう配置す

るかにつきまして、基本的には、これは地方公共団体の事務管理運営事項であろう。地
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方公務員法によれば、その組合との交渉の中で、第55条ですか、こう書いてございます。

「地方公共団体の事務の管理及び運営に関する事項は、交渉の対象とすることはできな

し、」一一多分行政当局も、その態度においていろいろと折衝なされたと思います。

私は、このような中で余り安易に斡旋案をのみ、そして議会に、斡旋を受けてしまっ

たからということでやりますと、今後、やはり組合の持っている権限の範囲、行政がや

るべき責任の範囲ということが非常に不明確になる、こういうぐあいに考えます。

その点において委員会の中では、ひとつ、ぜひそういった法的な検討もなされ、議会

には議会としての立場、判断があってしかるべきだ、斡旋というものは、そもそもそう

いうものだ、というふうに理解しますので、よろしく御審議いただきたし、と思います。

O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39号、日野市職員定数条例の一部を改正する

条例の制定の件は、総務委員会に付託いたしたいと思いますが、これに御異議ありませ

んか。

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。

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4時18分休憩

午後4時50分再開

お諮りいたします。議事の都合により、あらかじめ会議時間の延長をいたしたいと思

いますが、これに御異議ありませんか。

C i異議なしJと呼ぶ者あり〕

0議長(市JII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。

これより議案第40号、日野市消防団条例の一部を改正する条例の制定の件を議題とい

たします。

理事者から提案理由の説明を求めます。市長。
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〔市長登壇〕

O市長(森田喜美男君)

んか。

議案第40号、 日野市消防団条例の一部を改正する条例の制定 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40号、日野市消防団

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41号、日野市立総合病院看護婦准看護婦修学資金貸与条例の一部を改

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〕

について提案理由を申し上げます。

本議案は、東京都市町村消防団員等災害補償等組合が解散し、本年4月 1日付けで東

京市町村総合事務組合に組織変更したことに伴い、 日野市消防団条例の一部を改正する

ものであります。

詳細につきましては担当部長に説明いたさせますので、よろしく御審議のほどお願い

いたします。

0議長(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市長(森田喜美男君) 議案第41号、日野市立総合病院看護婦准看護婦修学資金貸与

0生活環境部長(藤浪竜徳君) それでは、議案第40号、日野市消防団条例の一部を改 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、市立病院の助産婦、看護婦の人材を確保するため、日野市立総合病院看護

婦准看護婦修学資金貸与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病院事務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。病院事務長。

0病院事務長(大崎茂男君) それでは、議案第41号、日野市立総合病院看護婦准看護

婦修学資金貸与条例の一部を改正する条例の制定について御説明申し上げます。

恐縮でございますけれども、新!日対照表の方で説明させていただきますので、恐れい

りますが、 8ページ、 9ページをお開きいただきたいと思います。

本条例の一部改正の目的でございますけれども、ただいま市長から、助産婦、看護婦

の人材確保というような提案がございましたが、昭和48年に制定されましたこの条例を

現状の助産婦、あるいは看護婦の人材確保が難しい、という中で、現状に、より、沿った

形で改正させていただきたい、ということが目的でございます。

それでは、 11原を追って説明させていただきます。

まず表題でございますけれども、従前は准看護婦が入っておりました。これを削除い

たしまして、逆に助産婦を挿入させていただきました。これは、准看護婦が必ずしも病

院では必要ない、ということではございませんけれども、最近は、看護婦になろうとす

る人の傾向では、准看護婦だけでなく引き続き看護婦の資格を取るという方が、ふえて

きておる、ということ、それからもう一つには、病院におきましても、准看護婦あるい

は看護婦の職務のパラソス、人員のバラ γス等もございます。したがし、まして、どちら

かとし巾、ますと看護婦の方の不足が激しいわけでございます。

正する条例の制定につきまして御説明いたします。

議案の4ページ、 5ページ、新旧対照表をごらんいただきたいと存じます。

改正の理由は、ただし、ま市長から提案したとおりでございます。まず、第13条でござ

いますが、これは消防団員の災害の補償でございます。今まで、東京都市町村消防団員

等災害補償等組合で行っておりましたけれども、組織の変更によりまして、東京市町村

総合事務組合に改めるものでございます。

この組織の変更につきましては、昨年の12月議会におきまして既に御承認をいただい

ておりますが、本年4月1日付で発足いたしましたのに伴いまして、本条例の第13条の

文言整理をさせていただくものでございます。

よろしく御審議のほどお願し巾、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。

お諮りいたします。ただいま議題となっております本件については、委員会付託を省

略いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

C i異議なし」と呼ぶ者あり〕

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
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そういうようなことで表題を変えさせていただきました。

次に第2条でございますけれども、助産婦を挿入いたしましたことによりまして、保

健婦、助産婦、看護婦法の、それぞれの助産婦、看護婦、准看護婦の適用条文が20条、

21条、 22条とございますので、これを改めさせていただし、ております。

それから 2条の 2項におきましては、助産婦を挿入いたしましたことによりまして、

貸与金の資格とし、いますか、要件に助産婦が4年、というようなことを挿入させていた

だきました。

次に、 10ページ、 11ページにまいりますが、貸与金につきましては、助産婦につきま

して 7万円、月額7万円ということにいたしまして、今までありました看護婦につきま

しては、 3万でございましたけれども、これを 3万5，000円というふうに5，0∞円アップ

させていただく内容でございます。

それから13条でございますが、 13条では、貸与金を、病院で勤務したことによりまし

て免除する条文でございますが、これにも従前は、准看護婦、看護婦の 2種類でござい

ましたけれども、これを助産婦を挿入した、准看護婦をはずした、という体制でござい

ます。

さらに12、13ページに移らせていただきますと、 14条では、それぞれ助産婦と、やは

り看護婦の整理をいたしましたので、助産婦の関係が 1号、それから 3号というふうに

改まっております。

なお、ページでもとへ、 4ページ、 5ページに、恐縮ですが、戻っていただきたいと

思います。 4ページの下段から 5ページにかけまして適用の付則がございます。改正の

条例は、ことしの63年4月1日から適用する、ということでお願し、し、たします。

なお、従前の条例によりまして採用されていた貸与金につきましては、新しい改正後

の条例の一部とみなす、ということで付則でお願いしておるところでございます。

以上でございます。よろしく御審議のほど、お願いいたします。

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

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厚生委員会に付託いたします。

これより議案第42号、日野市ふるさと博物館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)

理由を申し上げます。

本議案は、市民の教養、学術及び文化の向上を図る施設として設置する、日野市ふる

さと博物館の管理運営について必要な事項を定めるため条例を制定するものであります。

詳細につきましては、教育次長に説明いたさせますので、よろしく御審議のほどお願

いいたします。

0議長(市川資信君) 関係部長から詳細説明を求めます。教育次長。

0教育次長(砂)11雄一君) それでは、議案第42号、日野市ふるさと博物館条例の制定

の件について御説明申し上げます。

お手元に参考資料として、日野市ふるさと博物館条例施行規則案を添付してございま

すので御参照をお願し北、たしたいと思います。 博物館の建物は 7月末完成の予定で現在

進んでおります。それにあわせまして条例の制定をお願いするものでございます。

それでは、条文に従いまして主な点を御説明申し上げたいと思います。

議案第42号、日野市ふるさと博物館条例の制定について提案

す。

第 1条、目的、それから第3条に事業とございます。この条例の目的と、その事業に

ついて規定してございますが、条文中にありますように、この博物館は、日野市に関す

る歴史、民族、自然などの資料を収集して市民の利用に供する博物館である、というこ

とでございます。したがし、まして、第2条で名称を定めております。従来、仮称として

まいりました「日野市ふるさと博物館」を正式名称として採用しております。 rふるさ

と」というのは郷土という意味を含めまして、より親しみやすい形で表現したものでご

ざいます。

それから第4条、第5条は、開館日、開館時間等に関する規定でございます。当然こ

うした文化施設でございますので休日の利用が圧倒的に多いことが予想されますので、

日曜日、祝日、土曜日等については平常どおり開館するように定めております。

それから第6条は、観覧料でございます。 博物館に展示する資料などは、いずれも貴

重なものでございます。したがって、長く後世に伝えていかなければならないものであ

るということ。それから、そういった貴重な資料の展示の観覧について、一定の秩序を

お諮りいたします。これをもって、議案第41号、日野市立総合病院看護婦准看護婦修

学資金貸与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。
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保つことも必要である、という考え方から観覧料を取ることといたしました。

しかし一方で、できるだけたくさんの方に利用していただく、というために、料金は

できるだけ安く、ということで設定してございます。また、免除規定を設けまして、小

中学校の子供たちについては無料でも観覧できるように配慮を加えてございます。

別表に観覧料が定めてございますが、大人については100円、それから、普通ですと

子供になるわけでございますが、小学生以上高校生以下一一高校生までを含めました一

ーについては50円、したがし、まして、就学前の子供については無料ということでござい

ます。

50円の中に高校生までも含めましたのは、高校の授業などに関連して生徒さんが博物

館の資料を利用する、ということも、かなり起こるのではないか、ということが予想さ

れますので、このような措置にしてございます

それから、第6条の 2項で「教育委員会は、特に必要と認めた場合は、観覧料を免除

することができる」としヴ規定を設けてございます。これは、先ほども申し上げました

ように、市内の小中学生には無料でも利用できるようにするための規定でございますが、

参考資料として添付してございます施行規則の第5条に、 「観覧料の免除j という 1条

を設けまして、例えば市内の小学校、中学校の児童及び生徒、並びにこれらの引率者が、

教育課程に基づき学習活動として観覧するようなとき、あるいは子供の日とか市制の記

念日とか、そういったときには無料にする、というような規定を設けて、学習活動上必

要な場合には無料にすることができるように定めてございます。

それから、第8条から第11条までは、博物館協議会に関する規定でございます。

これは、博物館法の第20条で、館長の諮問機関として協議会を設けることができるよ

うになっております。これは必至義務はございませんけれども、やはり博物館の運営に

関して市民や識者の御意見を十分に反映をして、より使いやすい博物館にするために協

議会を設置することといたしました。

付則でございますが、付則については、現在建物の方は 7月末完成で8月の上旬から

中旬にかけて竣工検査という予定で進行しておりますが、館内のさまざまなディスプレー

や展示物の製作には、旬、 64年度の 2カ年事業として予算をお認めいただし、て進んでお

ります。

したがって、展示などを含めてすべてが完成するには、まだ時間がかかるわけでござ

います。しかし、国から博物館用地を購入するに当たっての契約などのとともあって、

部分的に建物が完成した以後、公開できるような体制をつくったり、あるいは講座の開

7 

催等の事業については、事務体制が整えば、できるだけ早い時期から実施をしていきた

い、というふうに考えているわけです。

こういった点を今後十分検討の上、施行期日を定めたいと考えておりますので、条文

にありますように教育委員会の規則で定める、ということにしたわけでございます。

以上、日野市ふるさと博物館条例の概要について御説明申し上げました。

よろしく御審議のほど、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。土方尚功君。

04番(土方尚功君) 何点かお伺いをいたしたいと思いますけれども、まず、今、次

7 

長の方から説明がありまして、これから、いろいろな体制の中で、というようなことな

んですけれども、一つは職員の関係になりますけれども、館長、学員を置く、というよ

うなことで、ここも定数の関係等が入ってくるのかどうかな、というようなことの疑問

を一つ抱いていますから、そこら辺の考え方と、それから次に、今観覧料の免除のこと

で、できるだけ無料にしたいんだ、というようなことがありました。

それを受けて¥規則の方に入りますから、どんなもんかなと思っていますけれども、

1の市内の小中学校の児童及び生徒、並びにこれらの引率者が、教育課程に基つ守き学習

活動として観覧するとき、こういう.ことなんですけれども、例えば、この教育課程とい

うのを、要するに学校だけの授業ということでとらえての教育課程なのかどうか。

例えば学校で、たしか 3年生か4年生あたりだと一一こうしヴ地元のことを中心にと

らえていると思うんですけれども、たまたま学校でやって、そして、それを受けて子供

会とか校外活動等で子供を引率して、その引率者は一一先生とはここに書いてありませ

んから、そういったことで、受けたときに、子供会活動等で引率者が連れて来たときには

どうなのかな、というようなことも一つありますので、その点の確認をさせていただき

Tこし、。

それから、最後の付則の問題ですけれども、通常の条例の場合には地方自治法の16条

の3項を受けて、結局交付の関係を10日から施行というようなことで一般的に決まって

いるわけですけれども、この場合は特別の例で、特に付則を教育委員会規則に委ねてい

ますけれども、それを受けて提示されている教育委員会の規則の方は、この条例は、条

例の施行の日から施行する、ということなんですよね。そうすると日程が、確かに今の

場では、いろいろ準備があるから、要するに条例の施行は 1年くらいの範囲内で、どこ

かで規則で決めていくんだ、というような委ね方をしているんですけれども、明らかに
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なるのがいつなのか、そういったことが、両方が日程を逃げちゃっている、というふう

に私は判断をするんですよ。

確かに委任事項で、条例の施行に関して必要な事項は教育委員会が規則で定める、と

いうふうに、委任も確かに条例の上でしています。そして、付則でもこうし、う形でうたっ

ています。ところが、示されている中にも逆に今度は、条例の施行の日から施行するん

だ、ということですから、逆に条例の施行の日は、いつなんだ、ということが今の段階

で明らかにできるのかどうか。それでないと、結局完全に我々は、教育委員会の好きな

ときにいつでもできるんだ、という形に、とれなると思うんですよね。その辺の考え方

を一応示していただきたいな、というふうに思います。

あと、あわせて、 6月1日の日に市長の方で広報に、ふるさと博物館の建設でうたっ

ていますけれども、私たちが見る範囲で、は、ふるさと博物館、要するに神明四丁目の地

番は、要するにここから見ても北の方向、市役所から見ると北の方向へ約200メートル

という理解はできるんですけれども、市長の場合は、東方向ヘ200メートルというよう

な解釈をされているんですね。確かに市役所へ立ってどの位置を見てに限らず、方向は

北の方向、というのはそんなに間違いがないと思うんですけれども、ここら辺は、あえ

て、やはり向こうが東なのかな、というふうに、ちょっと私読んでいましてヲ|っかかっ

たんで、この点の確認を教育の方で結構ですけれども、いただきたいな、と。

方向の間違いなんていうと、まるきり一一右か左かという考え方は、それはいいです

けれども、そんな方向を一一これはあくまでも地図上の方向ですから、北の方向じゃな

いかな、というふうに私は理解をしておりますんで、そこら辺ありましたらお願いした

い。細かし、ことはし、いとして、北東でも何でも結構ですけれども、そこら辺は地図上で

は北だな、というふうに理解をしております。

そんなことをとりあえず御回答をいただければと思います。

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) 教育次長お答えをいたします。

まず職員の問題でございますけれども、博物館法では、博物館と して正式に登録され

る博物館の場合には、館長を置かなきゃいけない。それと学芸員を置く、ということが

一つの条件になっております。

したがいまして、それは当然、置かなければならない。 tこだ館長の場合には、専任の職

員であるか、例えば嘱託職員であるか、は別に条件はついておりませんので、他市の例
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でも嘱託の館長さんということも当然あり得るわけでございますが、いずれにしろ館長

というのは置かなければならないし、学芸員も置かなければならない、ということで、

現在学芸員は 2名配置をしていただいておりますけれども、建物が、完全にすべての展

示等が完成した暁には、例えば2名の学芸員と館長だけで、とても、やっぱり運営でき

るものではございません。

したがって、その辺については、まだちょっと間がございますので、教育委員会とし

てもいろいろ内部的な努力も重ねていって、学芸員あるいは事務職員、その他について

もしかるべき配置ができるような形をとるように研究をしてまいりたい、というふうに

考えております。

それから観覧料の件ですが、一応ここの施行規則の項では、やはり学校における教育

課程の中で必要となる場合というのを、一応原則としては考えております。

ただ、この施行規則の第5条の 3号のところに、その他、教育委員会が免除すること

が適当である、と認めたとき、ということがございますように、やはりその辺のところ

は、できるだけ柔軟に、やはり考えていくようにしたし、。ただいま御質問の中でありま

したような例が、それに果たして当てはまるかどうかということは、今後研究してみな

いとわかりませんけれども、できるこだけ柔軟には考えていきたい、というふうに考え

ております。

それから付則の件でございますけれども、条例の付則で教育委員会の規則で定める、

としてございます。したがいまして、教育委員会の規則として日野市ふるさと博物館条

例の施行期日に関する規則というのを独立して作成を考えております。

したがって、こちらに今あるような施行規則案は中の運用の問題を中心に書いてござ

いますので、教育委員会規則で施行期日に関する規則を独立して設ける、ということで

考えております。

それで、これは、実は固からあそこの用地を買っておりまして、それとの契約の関係

もございまして、この条文を準備している段階でまだ不確定要素がある、ということで

こういう付則のっくり方をしたわけで、ございますが、現在の段階では 8月のしかるべき

日に施行できるような形で、教育委員会規則を定めたい、というふうに、現在のととろは

考えております。

方向のことは、いろいろ、ひとつ御理解賜りたし、と思います。

O議長(市川!資信君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 私の書きました小論文の方角のことにつきまして、北という
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一一東北と言うよりも、東というふうに道路で認識をしていただければ、かえってわか

りいいんではないか、とし、う程度の考えでございます。

0議長(市川資信君) 土方尚功君。

04番(土方尚功君) 今の市長の回答じゃ、ちょっと何か、間違いなら間違いでした、

ということでし巾、と思うんですけれども、はっきり方位を当てたとしても、これは北の

方向なんですね、市役所から見て。ですから、必ずしも北東というふうには見られない

し、やっぱり北、道路から云々といってもそうじゃないというふうに思います。せっか

くあれですから、そんな認識を新たにしてもらってとらえていただきたし、な、というふ

うに思います。

特に先ほどの次長の方の関係で、せっかくの御施設ですから、特に社会教育課団体で

ある子供会等については、非常に補助金も少ない。それで活動の中にも、要するに資源

ごみ等の回収を充てて、事業費に充てている。こんなこともあるわけですから、ぜひと

も、その他の教育委員会で認める、ということよりは、もともと、そういう 1項の方の

解釈の中で極力救ってやれるように、ひとつお願いをしたし、な、というふうに思ってお

ります。

そういうことで今後検討していただきたい。条例の交付の問題、施行の問題等は、そ

ういうことで、承知をいたしました。

市長の問題ですけれども、 1点目に絡みますが、今言う北方の関係ではありませんけ

れども、その中に既に嘱託館長と、要するに考古学云々の学芸員を配属し、建物もほぼ

でき上がりました。つまり嘱託館長というものを既に市長は、要するに配置をしている、

ということをここに明らかにしているんですね。我々の議会の段階では嘱託の、要する

にふるさと博物館の準備室長については、確かにいろいろ問題があったんで、すけれども、

配置をしていることは承知しています。

しからば、この嘱託館長というのは、いつしたのか、この点について最後に伺ってお

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) 方向につきましては間違っております。

それから嘱託館長は、嘱託室長の意味でございます。準備室長という言い方でありま

した。

0議長(市)11資信君) 土方尚功君。
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04番(土方尚功君) こういった市の広報、要するに我々に限らず市民全体が広報を

読んでいるわけですね。それで、要するに今言う東方、東方とし、いますか、こういう位

置の問題、それから今、はっきり市長からも出ました嘱託の準備室長なんだ、というこ

とですから、我々は、この場で、はっきりそういうことなんだ、ということで理解をし

ます。だけれども、一般市民はこの文章を見て初めて、これからできる、楽しみにして

いる人は一生懸命読んで、いるわけですから、そういったことで、ぜひ今後のこういった

公文的な意味合いのものについては、なお一層の慎重な取り扱いに専念していただくよ

うに要望いたしまして、質問を終わります。

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。

今、土方議員からも質問がありましたけれども、この博物館を何人の方で運営されて

いくのか、過去に何回か議論をされた経緯がありますので、その議論を踏まえますと今

の次長の答弁は、何かもとへ、振り出しに戻ったような御答弁で、非常に納得がし、きま

せんが、もう少し前回の、前々回ですか、前にこの件について御答弁なさったことを思

い出して、御答弁をいただきたいと思います。

今の次長のお話ですと、また職員の方をふやさなければ対応できないような御答弁も

あったんで、すけれども、そういうような事態になってくるのかどうか、前の議論を踏ま

えて今の御答弁を伺っていると、非常に疑問に思いますので明快にお答え願いたいと思

います。

それから、第9条の協議会委員のことですが、この博物館法で、というふうになって

いますが、具体的にはどういう方を意味していて、何名ぐらいということをいつごろ選

ばれるのか、お尋ねをしたい、というふうに思います。

あと補欠委員という制度がありますけれども、この辺についても伺いたいと思います。

以上です。

O議長(市川資信君)

0市長(森田喜美男君)

います。

市長。

質問の 1点について、私の考え方を申し上げておきたいと思

新たにふるさと博物館ができ上がるわけでありますが、なるべく職員定数を食わない、

つまり最小限の員数で運営をスタートさせたい、こう考えております。いろいろな専門

的な立場の方は、嘱託とか定数以外の方法でお力添えをいただいている方法があるかと

このように考えております。
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一定の員数、それから、事務員も事務職担当者もいることでございますので、なるべ

く早く決定づ、けたい、このようにお答えをいたしたいと思います。

0議長(市川資信君) 教育次長。

0教育次長(砂川雄一君) 1点目の協議会委員に関する問題でございますが、博物館

法では、博物館協議会の委員は学校教育及び社会教育の関係者、並びに学識経験のある

者の中から、当該博物館を設置する地方公共団体の教育委員会が任命する、という形に

定められてございますので、この規定に沿って委員の方をお願いする形になると思いま

す。委員の数は10名以内でございます。

これは、条例が施行されて、先ほどの御質問でお答えしたように、 8月の下旬ごろを

一応めどにしておりますけれども、その施行後、準備をいたしまして、協議会委員をお

願いするような形にしたい、というふうに思っております。

それから、 10条に書いてございます補欠委員というのは、要するに任期は 2年でござ

いますけれども、任期前に委員の方がおやめになった場合に、あと後任の委員の任期は

前任者の在任期間だ、そういう意味でございます。

ですから、委員の数は10名以内でございます。

以上です。

O議長(市川資信君) 古賀俊昭君。

024番(古賀俊昭君) 私が聞こうと思いましたことを何点かお聞きになりましたので、

重複を避けて質問いたします。

昭和58年の暮れに、この第三桑園跡地を購入いたしまして、仮称のふるさと博物館を

建設するとし、う計画が持たれたわけで、すO 当初、 2年以内につくる、という契約の際の

条件でございましたが、 5年たって、やっと、ここで開館に、オープγにこぎつけた、

ということであります。

面積も非常に狭いということ、また建ぺい率が50%ということで制約を受けている中

で、どういう施設にするかということで、いろいろ種々検討されてきたわけであります

が、今回一つの、展示室等いろいろ機能を持った施設がで、きた、ということで、これは

これとして結構でありますが、私、以前に、神明地区に地区センターがこの市役所周辺

には存在をしない、ということで、このふるさと博物館の一部、会議室のような、講座

室といいますか、そういうところを地域に提供してもらって、自治会や地域団体の会合

等に使わせていただく、というようなことは可能かどうかということで、そのお願いを

兼ねて質問していたわけでありますが、検討を事務サイドでしてみたい、という御答弁

。。
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もあったわけであります。

そうした会議室のような形での貸し出し、そういうものは検討していただいたかと思

いますが、その結果について、お聞きをしたいと思います。

それから、市の広報のことで土方議員の方から御質問がありました。方角は間違って

いる、ということがはっきりしました。市長は、 15年間この市役所にいらっしゃるんで

すから方角は間違えないように、ひとつしていただきたいと思います。

その中に、こうし、う表現があるんですね。 I文部省からも若干の補助金を受けてJと

いうことで、補助金を受けてこの建物ができた、ということを書いておられるんですが、

この「若干jとし、う意味は、どういう意味でお使いになったのか。普通、人からいただ

くものは、あんまり量を多いとか少ないというのは普段言わないもんなんですよ。お祝

いをいただいても何か品物を受けても、その量が多いとか少ないというのは、あんまり

受け取った側から言う習慣というのは日本には存在をしないんですね。

ところが、市長は、ここで国からの補助金について若干という表現をしておられるん

ですね。これは、どういう意味なのか、市長にお尋ねをいたします。

それから、先ほど、これも話に出ておりました嘱託館長を、ということでありますが、

嘱託館長じゃなくて準備室長の誤りだということで、この箇所も市長は訂正をされたん

ですが、現在、ふるさと博物館の仕事に携わっておられる準備室長が、引き続きふるさ

と博物館の館長に就任されるのかどうか、その点、お尋ねをいたします。

以上、回答をお願いし、たします。

0議長(市川資信君) 教育次長。

v 

0教育次長(砂川雄一君)

いう御質問でございます。

現在、博物館の中には、確かに講座室というのを設けてございますが、この講座室は

第 1点目の、地区セソターがないので会議室で使えるかと

博物館の事業に伴って必要となるスペース、ということで、もともと考えられてござい

ます。したがいまして、その部分だけを外部に、例えば博物館が休館した後とか夜間に、

例えばその部分を開放できるような構造には、基本的にはなっておりません。

これは、博物館が建てられている土地の用地との関係で、不特定多数のそういうあれ

を含めてつくることができない、という面もございますけれども、第 1種住居専用地域

内にございますので、そういったようなことも、一つはございますけれども、もともと

が博物館の事業にかかわって使う講座室、という形でそのスペースが一部屋は取られて

おりますけれども、現在のところ、それを地区セγターがわりというような形で常時利
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0市長(森田喜美男君) 文部省から補助金をいただく、ということにかかわりまして、

市長の、何かこういうことにつけても大人げない、とし、し、ますか、ちょっと、こうい

う表現をしてみたがる悪い癖があるんですね。素直に、補助金が来たならば来たで、そ

れを書くなら、そのとおり事実書けばし、いんです。政党の機関紙を市長は執筆されてい

るんじゃないんですよ O ですから、この「若干」としヴ意味はどういう意味なのか、私

がお聞きしたことについて、何か気持ちを込めてお書きになったと思うんですね。その

ことをお聞きしたんで、お答えをいただきたいと思います。

辞書を引きますと一一念のため申し上げておきますが、若干という意味は「それほど

多くはない状態Jというふうに書いてあるんです。そういう意味でお使いになったら、

それでもいいんですよ。そこで喜んでいる人もいますけれども、そういう人と同じ考え

で書いたのかどうか、ですね。聞いたことに答えてください、ちゃんと・・

それから、博物館の館長については、現在準備室長を務めている方が引き続き館長に

なってもらう、ということで市長の考え方が今示されました。そういうこともあって嘱

託館長という表現をされたんだと思いますが、これは嘱託にされるのかどうかは別にい

たしまして、他の職員、学芸員の配置等ともかかってきまして、今後、定数にまた絡ん

だ議論になるということも考えられるわけでありまして、館長を嘱託にするのか専任に

するのか、そういうことも含めて議論の中で、議会のまた批判的な指摘を受けることの

ないように配置をしていただき?の、と思います。

この補助金のことについて御回答を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) 補助金のことについて特別一一先ほど申し上げました文部省

から補助が流れてくる、その系統の社会教育施設である、これは市民の方には博物館と

いうのは、どこの所管に属するか、ということも申し上げておく方がいい、こういう意

味で文部省との関係を記載した、こういうふうに御理解をいただきたいと思います。決

して失礼な気持ちは持っておりません。十分感謝をしたいと思っております。

0議長(市川資信君) 古賀俊昭君。

用することは、無理ではなかろうか、というふうに考えております。

それから、文部省の補助金に，ついての御質問がございましたけれども、文部省の補助

金もようやく内定をいたしま して、当初予算では5，000万円で見込んでおりましたけれ

ども、内定の段階では5，400万円、建物に関して補助金がつくことが決まって、今、 そ

の申請手続き中でございます。

以上です。

0議長(市川資信君) 市長。

私は、社会教育施設であるということをはっきり意識していただ しそういう意味も込

めて記事にしたわけであります。

それから準備室長、準備室長に当分の問、館長を依頼したい、このように考えており

ます。

0議長(市川資信君)

024番(古賀俊昭君)

古賀俊昭君。

最初の、地区センターの代用といいますか、本来使用目的は異

なる、ということはよくわかるんですが、地域の声もありますし、今もって地区セγター

が建設をされていないこの地域の特殊性からしまして、博物館の会議室等を利用できれ

ば、という声があるのは事実でありますので、無理ではなかろうか、という、今、教育

次長の答弁でございましたが、そういうことを踏まえて、もし前向きに対応、を検討して

いただければありがたいと思いますので、オープγまで、もうしばらくありますので、

その点、私もあきらめないでお願いをしておきたいと思います。

そういう要望がある、ということを踏まえて、ひとつ結論を出していただきたいと思

います。

それから、私は、今ちょっと市長の答弁が理解できなかったんですが、文部省の補助

金を言いあらわすのに、社会教育施設だから若干、としみ表現を使ったというのは、よ

くわからないんですね。

昭和59年の農水省の跡地の特別委員会で、このふるさと博物館の建設概要が説明され

ましたときに、大体、国の補助金は、博物館法の適用が行われれば5，000万程度は期待

できる、という話でありました。今、教育次長のお話では財源の内訳も一一総費用と財

源の内訳等は、 また改めて別の機会にお聞きしたし、と思いますが、 5，400万円内示があっ

た、というよ うなお話で、 最初予定したよりも、お考えになっていたよりも補助金は上

回って来ることになっているんですね。

024番(古賀俊昭君) こういう粗末なことで余り議論したくないんですけれども、市

長の深窓、心理が出ているわけですよね。だから、若干という言葉をどうして使ったんで、

すか、どういう意味ですか、ということを言っているわけですよ。

大人げないんですよ、こういうことは。市長は15年も市長をやっておられて。何か嫌

みを一言言ってやろう、というような魂胆が見え見えでしょ。慎みなさいということを

言っているわけですよ、私は。だから、特に意味があるならばその意味を私は聞きたい、

ハU0
0
 

ーよ00
 



で、文部省からの補助がいただける、こういうことを内容としたわけでありまして、別

段、私に今言われたような何か意図がある、ということは全くございません。

0議長(市川資信君) 古賀俊昭君。

T 

本議案は、昭和63年度目野市一般会計補正予算第 l号であります。

補正額は、歳入歳出それぞれ2，695万2，0∞円を追加し、歳入歳出予算の総額を315億9，

846万2，000円とするものであります。

詳細につきましては担当部長に説明いたさせますので、よろしく御審議のほどお願い

いたします。

0議長(市川資信君) 歳入、歳出全般及び第2表債務負担行為補正の説明を関係部長

ということで聞いているわけです。社会教育施設である、ということを聞いているんじゃ

ないんですよ。それは書いてあ，りますから読めばわかりますよ。どうなんですか。

O議長(市川資信君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 系統的に社会教育施設である、ということを明確にする意味

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

可

から求めます。企画財政部長。

0企画財政部長(長谷川暢男君) それでは、ただいま提案いたしました議案第43号、

昭和63年度目野市一般会計補正予算第 1号につきまして御説明申し上げます。

ただいま提案の中に申し上げましたとおり、歳入歳出予算の補正につきましては2，69

5万2，000円を追加するものでございます。

また第2条におきましては、債務負担行為の補正として第2表で説明をさせていただ

きたいと思います。ページを、 2ページをめくっていただきたいと思います。

第 1表につきましては、歳入歳出予算補正2，695万2，0∞円を歳入の補正あわせまして、

歳出は民生費、衛生費、土木費、教育費、同額を補正をお願いするものでございます。

なお、第2表の債務負担行為の補正につきましては、仮称高幡特養老人ホームの新築

でございます。この債務負担の補正の理由といたしましては、防火安全指導基準の改定

が4月 1日からなされた。よって、 3，343万もこの中に追加し、限度額を 9億7，049万3，

∞0円にお願いしたい、というものでございます。

それでは、内容に入らせていただきます。

6ページ以降、歳入でございます。款の12、寄付金でございます。項の 1の寄付金、

目では一般寄付金でございます。先ほど行政報告の中に、教育委員会の方から申し上げ

ました一般市民からの1，000万の寄付金をここに、歳入にさせていただくものでござい

ます。

次のページの 8ページ、 9ページでございます。目の繰越金でございます。この補正

につきましては、 453万8，0∞円を62年度の決算見込みの額より取り崩しをお願いしたい、

というものでございます。現在の一般会計の繰越の想定としては、 6億6，000万程度の

見込みをしているわけでございます。

続きまして、 10ページ、 11でございます。 15の諸収入、自の預託金元利収入でござい

ますが、1，241万4，000円でござし、ます。この元金1，2∞万、利子41万4，0∞円でございま

す。これは、専用水道の東京都の水道移管に伴う分岐管の新設資金融資斡旋規則に基づ

024番(古賀俊昭君) 私、もうこれ以上聞きませんけれども、大抵の方は、やりとり

をお聞きになって、やはり私の言わんとすることもおわかりいただけると思いますし、

市長がまともに答えてない、ということもわかっていただけると思うんです。

市長は、そうし、う意味じゃまだ幼児性がある、とし、いますか、大人の、もっと対応を

しなくちゃいけないんですよ、市長として。文部省から補助金が来ている。何もそれが

多いとか少ないとか言うべきもんじゃないでしょう。ちゃんと博物館の一一本来基本面

積も足りないんですよ、それをちゃんと博物館の適用を受けて補助金もついたわけです

から、何も一言嫌みを言ってみようなんて、気持ちはあるかもわからないけれども、別

にここで、あえて書く必要はないでしょう、若干の、なんて。もう少し大人になってく

ださし、。

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

す。

お諮りいたします。これをもって議案第42号、日野市ふるさと博物館条例の制定の件

は、文教委員会に付託いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

( 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文教委員会に付託いたします。

これより議案第43号、昭和63年度日野市一般会計補正予算(第 1号)の件を議題とい

たします。

理事者から提案理由の説明を求めます。市長。

〔市長登壇〕

0市長(森田喜美男君) 議案第43号、昭和63年度日野市一般会計補正予算(第 1号)

について提案理由を申し上げます。
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く返済の歳入でございます。

なお、歳出、 12ページ、 13ページに入らせていただきます。

目の児童福祉総務費でございます。内容としては、ここに金額、あるいは説明欄に記

載のとおりでございます。子供と動物のふれあい、というような事業を開始していきた

い、というような内容でございます。

14ページ、 15ページ、白の 1の保健衛生総務費でございます。補正額が68万でござい

ますが、当初予算の中にも既に地域保健協議会の委員会、 3回の委員会開催の予定の予

算を計上させていただきました。市長からも行政報告しましたとおり、なお精力的に地

域保健協議会を招集するということで、なお追加の 5回をお願いしたい、というもので

ございます。

16ページ、 17ページ、自の病院費でございます。おのおの19の負担金補助及び交付金

につきまして313万ということで、職員募集あるいは広告に対応するものを補正でお願

いしたい、というものでございます。

なお、 24の投資及び出資金につきましては、ここに記載のとおり当初計上分を含めて

医療機器の整備をしていきたい、という追加でございます。

なお18ページ、 19ページ、 8の緑化費でございます。 50万、説明欄に記載のとおり 1

台の炭焼き用の薪割り機を購入していきたい、というものでございます。

なお20ページ、 21ページ、 3の教育指導費でございますが、先ほど歳入の中でも御説

明申し上げましたが、一般市民の寄付金に伴うその1，∞0万を今後、図書等ということ

で、ここにお願いするものでございます。

なお22ページ、 23ページ、 3の市民グラソド費につきまして6万2，000円でございま

すが、本来当初予算に計上すべきものが、これは賠償責任保険でございますが、ここで

補正でお願いしたい、というふうに思います。

0議長(市川!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) お尋ねいたします。

後に何人かの議員の方から、やはり同じ指摘があるかもしれませんけれども、やはり

一番問題なのは債務負担行為の補正で、高幡の特養老人ホーム、これは先ほど部長の方

から説明がありましたけれども、つい、この間の話ですし、ついこの間の議論では南平

高校のときにも、えらく後から出費がす.っと多くなりまして、えらい思いをしたわけで

すけれども、高幡の特養ホームについては、計画が非常に急で後のことは大丈夫か、こ

れをつくるについて周辺的なお金もかかってくるし、後でこういう点が必要でした、と
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いうことで次から次へと出てくる可能性はないか、ということが何人かの議員から質疑

がありまして、非常に記憶に新しいところですが、ここで早速出てきておるわけですけ

れども、もう少し詳しく、この債務負担行為の内容、中身について御説明していただか

ないと納得ができない、というふうに思いますので御質問いたします。

1点です。

O議長(市川資信君)

J
'
 

福祉部長。

0福祉部長(高野 隆君) それでは、高幡老人ホームの債務負担行為の補正の問題に

ついて御説明申し上げます。

この補正につきましては、東京都の消防庁の建築同意、事務の審査事項の中に、建築基

準法の第93条に定めております消防庁の同意がございます。それが必要になっておりま

す。

それで、今回、 63年の 4月1日から新しく、東村山の松寿園事故に絡んで、かなり厳

しい基準が設定されました。ちょうど 1年を経過するわけでございますけれども、そこ

で社会福祉施設等の防火安全対策指導基準というのが新しく、内容が厳しくなりまして、

その内容といたしましては、一つは延焼拡大の防止対策として、居室に出入りするとこ

ろに防火戸を設置しなさい、こういうことが一つ。それから、もう一つは、避難消防対

策としまして、一つは、今まで一つらせん階段があればよかったのが、二つ左右にっく

りなさい、とこういうことでございます。

それから、バルコニーに出る一一バルコニーも必須でございますけれども、今回設計

の中にはバルコニーが設置されておりましたけれども、それに出る際の防火戸がやはり

一式必要だ、こういうようなこと、それは網入りガラスでつくりなさい、こういうよう

なことでございます。

それから 3番目には、自動火災報知設備の作動信号直接通報、ンステムという形で、新

しくそういうものを設置しなさい、こういうようなこと。それから点滅の誘導音の装置

施設をつくれ、それから誘導灯の設置をつくれ、ということでございます。

それが新しく指導の基準に入ってまいりまして、これは今まで予測されてーーその前

に消防庁の指導を受けていたわけで、すが、それは全くなかったんです。ここで新年度に

なりまして、新しく消防庁から指導を受けまして、それで3，300万ほどの積算で必要に

なってきた、こういうことでございます。

0議長(市川資信君)

013番(夏井明男君)

夏井明男君。

今の細かい御説明をいただいたんですけれども、よくわからな
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いんですが、よくわからないと言いますのは、あれはものすごく有名な話になってしまっ

て、その対策をどうするか、とし、うことで、各類似施設についてのスプリンクラーの設

置ですとか、いろんな対応について東京都も非常に大わらわして取り組んだ経緯があり

ました。

それで、今のお話ですと消防庁の方で急に新年度から、ということは4月ですけれど

も、指導基準が変わったんで、こういうふうにしてください、ということで急、に来たので、

その段階の話でそれを織り込んでできなかった、というお話なんですけれども、普通と

れを設計をされる会社とすれば、その避難のことですとか、通路のことですとか、防火

対策ですとか、そういう点については、基本になるんですか、実施になるんですか、わ

かりませんが、設計の段階で、かなり組み込んで指導を仰ぎながらやるのが大事なこと

で、一番大事なのは消防庁関係の基準に合うかどうか、ということを非常に設計の段階

では気を使う、ということをお話聞いているわけですけれども、実際には設計の方もそ

こまでしらなくて、 4月に入って、いきなり来た、そこまでは全く予測しなかった、こ

うしろ御答弁ですけれども、額面どおり受けとっていいのかどうか、非常に不自然なん

ですが、その辺どうでしょうか。

再度、確認したいと思います。

0議長(市川資信君) 福祉部長。

0福祉部長(高野 隆君) 私どもの福祉部といたしましては、建設部とあわせてその

設計の協議をずっとしておりますし、消防庁との指導も聞いておりますけれども、それ

までには、そうしヴ指導はなかった。それで新しく基準ができたので、これに従ってく

れ、こういうことで消防庁からの指導を新しく受けた、とこういうことで、どうしても

これは必要だ、ということになっております。

これは建設の方の設計の中で、そうし、う設計がどうしても必要だ、ということになっ

ておりますので、私の方は、そ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) これは、詳しくは、再度また委員会で質疑されることと思いま

すけれども、一番心配しますのは、これからまた何か出てきて、もう少し不足になりま

した、ということが一一一前、福祉部長は、この話は、今の福祉部長のお話ですと前回の

御答弁とは本質的に違うことですから、答弁と違うではないか、ということは言えませ

んけれども、確かに、やはり福祉部長の御答弁だったとは思いますけれども、これ以上

の出費はありません、ということをお話しなさっていますけれども、これから、これ以
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上出てこない、というふうに言ってよろしいですかね。

ちょっとその辺、非常に心配なので、特に取りつけの道路とか土手とか、いろんなこ

とを含めて前回議論しましたので、また必要で、す、というふうになりますと非常に不信

になってきますので、その辺、確信ある御答弁をひとつお願いします。

0議長(市川資信君) 福祉部長。

0福祉部長(高野隆君) 債務負担を含めまして2年工事でございますので、それを

含めて工事費をお願いをした、こういうことになっております。

そとで、今回の場合には設計の基本的な変更ということではなくて、要するに指導基

準の変更に伴うものだ、とこういうことで、これは当初、全く予想してないことでござ

いますので、それで余裕のある予算でもございませんし、ぎりぎりのところでやってお

りますので、どうしてもこれだけの3，300万ほどは、つけ加えてやらないと消防庁の指

導がクリアできない、こういうことでございます。

0議長(市川資信君) 古賀俊昭君。

024番(古賀俊昭君) 簡単な質問をいたします。

12ページ、 13ページの民生費の補正ですが、これは従来あった事業の追加なのか、ちょっ

と当初予算書を私は今見なかったんですが、今回6月議会でこの60万、全く予想がつか

なかったことなのかどうか、ここで出てきた理由をもう少し詳しく説明していただきた

いと思います。

同じく、余りこれも補正になじまないんじゃないか、と思いますが、炭焼き用の薪割

り機 1台50万円、こういうことは、炭焼きの施設ができて事業が一一炭を焼く、という

事業の是非はいろいろあろうかと思いますが、当然こういうものが必要ならば当初予算

に出ているはずなんですよね、年度初めのものに。ここで出てきた理由というのを同じ

趣旨から 2件お尋ねをいたします。

0議長(市川資信君) 福祉部長。

0福祉部長(高野 隆君) それでは12ページ、 13ページの児童福祉総務費の中での報

償費60万の御説明を申し上げます。

これにつきましては、動物ふれあい広場を設置しよう、ということでございますけれ

ども、内容といたしましては出前動物園とし、し、ますか、そういうようなものを要するに

日野で何カ所か設置をして、そしてやろう、こういうことです。その趣旨に至った原因

は、前から児童福祉協議会の中で、夢のある児童福祉というのは一体どういうことだろ

うか、とし、う協議をす.っとしてまいりました。
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そこで、いろいろと、いろんな問題が出てまいりましたけれども、具体的にそういう

動物との直接的なふれあいが必要になってきている。都市化が進んできている中での生

活環境の悪化、あるいは自然、の喪失、そういう中で幼少期のころからの小動物とのかか

わりあい、これは人間性の形成にとって重要だ、こういうことで出前動物園をつくった

らどうか、こういうことで委員の方からの賛意を得て、今回提出するものでございます。

既に、各保育園で無料の、犬、猫との接触をする機会をつくっております。これは東

京都の動物管理事務所の協力でやっているわけですけれども、大きな動物等との接触が

なかなかできませんので、最近は、市内で牛とか、あるいは馬とかの接触も、なかなか

飼育ができなくなってきている、ということで、こういうところの利用をして接触をし

ていこう、こういうことでございます。

現実に町田の福田さんという方が、個人でそういうような事業をやっておられますの

で、それにお願いをして市内 6カ所ぐらいを設定をして、そのようなことを実施してい

きたい、こういうぐあいに考えておるところでございます。

0議長(市川資信君) 建設部長。

0建設部長(永原照雄君) 木炭用の薪割りの件でございますけれども、最初は、おっ

しゃるとおりお願いしまして、備品としてマサカリでやっていたんです。ところが、やっ

てみますと、私も見てみまして非常に危険で、これはとてもだめだわい、ここでぜひお

願いしたい、ということで計上したわけで、ございますので、よろしくお願いいたします。

O議長(市川資信君) 古賀俊昭君。

024番(古賀俊昭君) いろいろ、皆それぞれ受けとめ方はあろうかと思いますが、 6

月の補正で、こういう形で出されるというのは、やはり当初予算編成の段階で全く予想

がつかなかったものや、何か事態の急変に伴って出される、というのが補正の本来の趣

旨でありますので、何か場当たり的におやりになっているんじゃないか、という感が強

いわけですね。

危険である、ということからすれば機械を入れるということは、やってみて初めてわ

かった、ということになれば、これは仕方ないと思いますが、ちょっとそういう感がし、

たします。否めないわけですね。

それから、動物ふれあい広場というのは、これは提言があって、それをやるというこ

とで、今、福祉部長の方からお話があったようなんですが、お題目は非常に立派なんで

すが、人間形成に重要とかし、うことで、夢のある児童福祉とし、う言葉が並んでおりまし

たが、そうであれば、 やは り事業の年度当初にこういうものがちゃんと出されるように
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準備をして、計画をきちんと立ててスタートさせる、というのが、通常私はあるべき姿

じゃないか、と思うんですが、動物と触れ合うことの大切さは、もちろんわかるわけで

すが、日野は、全国でも有数の多摩動物園もあるわけですね。多摩動物公園に行けば、

最近は、いろいろと施設も昆虫館ができたりコアラもいたり、よその、他の動物園から

すれば、かなりそういう面では自然、の動物と親しむことができる環境にある、というふ

うに思うんですが、どうしてもこれは年度当初じゃなくて、この補正で提案をしなくて

はならない、そういう事業だというふうに判断が下ったと思うんですが、日野の、そう

いう持つ特殊性というか、状況からすれば、何もここで補正で、あえて出してくるとい

うことがなくても、日野の子供たちの立場に立って考えましても、何か、よその市の自

治体の児童、生徒に比べて、何か極端に動物に触れる機会が少ない、見学するチャ γス

もない、ということでもないと思うんですね。

とれ以上、別に言うこともありませんが、何か釈然としないわけです。市長がぜひや

ろう、ということで、いろいろ来年に向けての準備の一つかな、という気もするんです

が、もっと議会の審議に耐え得るような補正の提出の仕方をしてもらいたい、と思いま

す。

別に答弁は結構です。

0議長(市川資信君) 土方尚功君。

04番(土方尚功君) 夏井議員の見込みのとおり、債務負担行為の関係をお伺いしょ

うかな、と思っていたんですけれども、それとあわせて、今、古賀議員の方もおっしゃっ

ておりました。

私も、基本的にはこの時期に補正をやるべきでないだろう、というような前提に立っ

て発言と質問にさせていただきますけれども、特に今重複する部分は除きまして、ちょっ

とお伺いをしておきたいと思いますが、今回のをみましても、確かに寄付金の1，000万

については、大変日野市の苦しい中とし巾、ますか、そういう中に役立ててほし~、、とい

うことでの歳入とあわせての歳出ですから理解をするわけです。

そして、諸収入の中の関係で、とにかく組み立てから諸収入関係と繰越金、これの取

り崩しということで、金額からすれば取り崩しは453万8，∞0円しかない、それ以外は要

するに寄付金と、それからもう一つの貸付金の元利収入とし、し、ますか、これが1，241万4，

000円、こういうことですから、今声を高めた、要するに歳出にあわせて取り崩しだ、

ということしかないわけなんで、そういった意味からすれば、この分岐管の関係のもの

については当初では見込めなかったのかどうかな、というようなことの確認。
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それから歳出関係で、後の問題に、特別会計の方へ出てくることだと思いますけれど

も、今の時点で先に出資金をし198万円、こういう数字をどのような形で算定されて出

資金が出ているのかな、ということで、この関係と、それから私、あえて発言しなかっ

たんで、すが、先ほど地域保健協議会の関係で、私もメソパーですから、確かにこれから

5回を持って、実質的には、これから 6回見込みがある、ということなんですけれども、

この時点で報酬を組むことについてはどうかな、と思う点もあるんですが、市長は先ほ

どの中で、 7月の半ばぐらいに要するに諮問に対する答申を受けるんだ、ということな

んですが、我々からすれば7月までにそういったことをしなきゃいけない、ということ

が、今度は逆に課せられているわけなんですが、あえて、この場で予算が出てきました

から、もう一度、 7月までに市長はそういった点で強く求めているのか、その点だけを

確認をさせていただきたい、ということでございます。

以上です。

O議長(市川資信君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 地域保健協議会の諮問にかかわりまして、今回、審議会の開

正をお願いする、という趣旨の内容でございます。

O議長(市川資信君) 土方尚功君。

04番(土方尚功君) 今の財政部長の説明の方、ちょっとわかりにくかったんですが、

要するに、もう当初で見ていたから、というような説明なんですが、たまたま、私の方

からすれば一一水道部長からは、大変丁寧にお話をいただいたんですが、その部分が出

てきたから、あえてここに回したんだ、というような、この表から見る限りはそういう

判断をせざるを得ないんですよ。もともと、そうすれば一一今の財政部長の話だとそれ

がなくたって出資金は、 1，198万を出さざるを得なかったんだ、というようなことにな

ろうかと思うんですけれども、もうちょっとわかりやすく説明いただければ、ありがた

いと思うんですが。

O議長(市川資信君) 病院事務長。

0病院事務長(大崎茂男君) 私の方から出資金の内訳について説明をさせていただき

ます。

1，511万につきましては、全体で1，511万でございますけれども、特別会計で御説明申

し上げる予定でございますが、国の方の医療機関に対する補助金が内定いたしまして、

2，000万相当に対する補助金が1，0∞万というふうについております。

したがし、まして、一般会計とし、し、ますか、一般の持ち出しが必要になってくるわけで

す。そういう中で、一般会計の方から出資金というふうに1，000万をお願いしておるわ

けです。

また、 198万円につきましては41号議案でお願いしております就学資金貸与金の改正

に伴う追加分として、 198万お願いするわけです。

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) 了解いたしました。

いずれにいたしましても、当初に申し上げたとおり、この時期に補正をすべきでない

んだろう、という前提に立つての発言でございますので、どうも内容からすると若干当

初に見込みを誤っていた、というようなことも先ほど古賀議員もおっしゃっておりまし

た。私も、そんなような点があります感じをしておりますけれども、ぜひ、今後に向け

て、なお一層精査をしていただいて、極力補正予算を 6月にないような形で取組をお願

いしたい、というふうに思って質問を終わります。

0議長(市川資信君) ほかに御質疑はあり ませんか。なければこれをもって質疑を終

催の日をふやすに必要な予算をお願いをする、こういうことでございます。

7月というふうに申し上げましたのは、いわゆる増床確保に伴います第 1次の中間報

告ということで、受けたい、このようにお願いをするわけでございます。したがって、そ

れまでに回数を全部処理していただしということではございません。年度間を通じて

また配分をし、開会時期を配分をしてお願いをしたい、このように思っております。

0議長(市川資信君) 水道部長。

0水道部長(橋本栄寓君) 諸収入の中で、貸付金の当初予算に組めなかったのか、と

いう御質問でございますけれども、私の方の手違いがございまして財政の方に資料の提

出ができなかったもので、今回このように補正で出したわけで、す。

今後、このようにないように十分注意して、深く反省いたします。

O議長(市川資信君) 土方尚功君。

04番(土方尚功君)

O議長(市川l資信君)

病院の出資金のことについては・.

企画財政部長。

0企画財政部長(長谷川暢男君) この出資金の1，198万でございますが、特別会計の

補正予算の中で病院の関係をお願いするわけでございますが、当然歳入部分があるわけ

でございます。よって、その見合いのあわせての当初の医療機器を購入する金額も当初

予算に計上しており ます。その補助金の歳入にあわせましてプラスした額を、ここで補
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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43号、昭和63年度目野市一般会計補正予算

(第 1号)の件は歳入全般及び第2表債務負担行為補正を総務委員会へ、歳出のうち、

民生費、衛生費を厚生委員会へ、歳出のうち、土木費を建設委員会へ、歳出のうち、教

育費を文教委員会へそれぞれ付託いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

c 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、それぞれの委員会へ付託いたします。

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

議ありませんか。

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。

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6時12分休憩

午後 7時27分再開

これより議案第44号、昭和63年度日野市下水道事業特別会計補正予算(第 1号)の件

を議題といたします。

理事者から提案理由の説明を求めます。市長。

〔市長登壇〕

0市長(森田喜美男君) 議案第44号、昭和63年度目野市下水道事業特別会計補正予算

(第 1号)について提案理由を申し上げます。

本議案は、昭和63年度日野市下水道事業特別会計補正予算第 1号であります。

補正額は、歳入歳出それぞれ 2億2，870万円を追加し、歳入歳出予算の総額を47億1，4

12万4，000円とするものであります。

詳細につきましては担当部長に説明いたさせますので、よろしく御審議のほどお願い

いたします。

0議長(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) それでは、議案第44号、昭和63年度目野市下水道事業

特別会計補正予算第 1号について御説明申し上げます。

今回の、この 1号補正につきましては、本年2月に国庫補助金の追加要望をいたしま
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して、この補助金が内定をいたしましたので、補正をするものでございます。

歳出につきましては、公共下水道の管きょ埋設費でございます。

それでは順を追って御説明申し上げます。

1ページでございますが、ただし、ま市長から申し上げましたように、歳入歳出予算の

内容でございますが、 2億2，870万円を追加いたしまして歳入歳出予算の総額を47億1，4

12万4，000円とするものでございます。

第2項でございますが、歳入歳出予算の補正の内容でございますが、第 1表のとおり

でございます。

それから、第2条の地方債の補正でございますが、第2表地方債補正のとおりでござ

います。

それでは、まず事項別明細書によりまして御説明を申し上げます。

8ないし 9ページをお開きをいただきたいと思います。歳入でございますが、国庫補

助金でございます。これは、基本事業費の 2分の 1を補助金として歳入するものでござ

います。

次が、 10、11ページでございます。都の補助金でございます。都の補助金は、基本額

から国及び地方債を差し引きまして、その 2分の 1に相当する金額でございます。基本

額に約3%をかけた数字が、この金額になるわけでございます。

次が12、13ページでございます。繰越金でございますが、これは補助金及び地方債の

財源で当然足りませんので、この不足分を繰越金で充てた、ということでございます。

次が14、15ページでございます。市債でございますが、これは基本事業費の10分の 5

を国の補助金でもらうわけでございます。この補助裏に、およそ85%の起債の充当率を

かけまして算出がされております。

次が歳出でございます。

16、17ページをお開きいただきたいと思います。冒頭に申し上げましたように工事請

負費の追加でございます。 2億2，870万円でございます。この工事といたしましては秋

川処理区、場所は旭が丘の地区内でございます。延長といたしまして882メートルの管

きょ埋設をするものでございます。

それから、地方債に戻るわけでございますが、 3ページでございます。これは歳入の

中で申し上げましたけれども、地方債に一部依存をしますので、この起債のように増額

の補正をするというものでございます。

よろしく御審議のほどお願いし、たします。
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0市長(森田喜美男君) 議案第45号、昭和63年度日野市立総合病院事業会計補正予算

一般会計から1，000万円の出資金、それから議案第41号で御提案いたしました貸付金に

対する出資金、都合1，198万、それと国庫出資金の1，000万で2，198万を精査していただ

くものでございます。

なお、 4条で他会計からの補助金がうたってございますが、当初予算では、合計 5億

4，134万を予定しておりましたものの今回の補正で1，511万追加させていただきまして 5

億5，645万となるわけでございます。

次に詳細について説明いたします。

22ページをお開き願いたいと思います。

収益的収入及び支出でございますが、先ほど申し上げましたように、職員の募集広告

料が不足する、ということでの補正でございます。 313万円につきましては新聞広告、

並びに助産婦、看護婦等の雑誌あるいは一般求人雑誌といし、ますか、そういうようなも

のにも広告を出したい、ということで補正を予定するものでございます。

次に24ページ、 25ページに移らせていただきます。

資本的収入及び支出でございますけれども、まず収入でございますが、 1，198万は一

般会計から出資をいただきまして、それに国庫補助金、運輸省から一一自動車事故対策

費とし、う補助金が運輸省にございまして、これが交通事故関連で、けがで病院等で治療

に当たる、というようなことから補助の制度がございます。それが、 3分の 1の補助率

で1，000万に内定いたしましたので、都合2，198万の収入を補正させていただくものでご

ざいます。

支出に移りますと、その補助事業といたしまして医療器械を購入するというものでご

ざいますが、 3分の 1の補助でございますが、 3，000万相当が補助対象でございます。

当初予算に断層撮影装置、エックス線の装置でございますが、予定しておりましたもの

と、それから循環器系の超音波診断装置、これを新たに購入したい、ということで2件

につきまして3，000万を予定して、そのうち当初予算に組んであるものと合わせ、ここ

では2，000万の追加ということでお願いするものでございます。

さらに貸付金につきましては、 41号議案で7万円の助産婦の月額貸付金、それから看

護婦につきましては、 3万のところを 3万5，0∞円にしましたので5，0∞円の追加という

ことで、助産婦について2名、看護婦について 5名を予定をしてお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。

以上でございます。

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。

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44号、昭和63年度目野市下水道事業特別会計

補正予算(第 1号)の件は建設委員会に付託いたしたいと思いますが、これに御異議あ

りませんか。

[ i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建設委員会に付託いたします。

これより議案第45号、昭和63年度日野市立総合病院事業会計補正予算(第 1号)の件

を議題といたします。

理事者から提案理由の説明を求めます。市長。

〔市長登壇〕

(第 1号)について提案理由を申し上げます。

本議案は、昭和63年度目野市立総合病院事業会計補正予算第 1号であります。

補正予定額は、収益的収入及び支出に313万円、資本的収入及び支出に2，198万を追加

し、収益的収支及び資本的収支の予定額を25億9，667万5，000円とするものであります。

詳細につきましては病院事務長に説明いたさせますので、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。病院事務長。

0病院事務長(大崎茂男君) それでは議案第45号、昭和63年度目野市立総合病院事業

会計補正予算第 1号について説明いたします。

まず収益的収入及び支出でございますけれども、職員の確保難という中で求人広告を

行いたく、当初予算にも若干予定しておりましたけれども、さらに313万ほど広告料を

追加いたす、というものであります。これに伴う財源といたしましては、一般会計から

の補助金を313万予定するものでございます。

次に、 3条の資本的収入及び支出でございますけれども、 20ページに移りますが、国

庫補助事業といたしまして、医療器械に対しまして運輸省からの補助金が、 3年ほど前

から要求しておりまして、やっと63年度で認められた、ということで追加補正するもの

でございます。国庫支出金1，000万円の収入に伴う一般財源と見合いといたしまして、
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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45号、昭和63年度目野市立総合病院事業会計

補正予算(第 1号)の件は厚生委員会に付託いたしたいと思いますが、これに御異議あ

りませんか。

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厚生委員会に付託いたします。

これより議案第46号、市道路線の一部廃止、議案第47号、市道路線の廃止、議案第48

号、市道路線の認定、議案第49号、不動産の取得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〕

O市長(森田喜美男君) 議案第46号、市道路線の一部廃止について提案理由を申し上

げます。

本議案は、現況が廃滅して公共の用に供されていない石田18号線の一部を道路法第10

条第 3項の規定に基づき、一部廃止するものであります。

議案第47号、市道路線の廃止についてO

本議案は、国道としての本工事施行により日野市の管理権が消滅したことに伴う神明

上145号線と、現況が廃滅して公共の用に供されていない四ツ谷15号線を道路法第10条

第3項の規定に基づき、廃止するものであります。

議案第48号、市道路線の認定について。

本議案は、新町 5号線及び新町6号線を道路法第 8条第 2項の規定に基づき、新たに

市道認定するものであります。

議案第49号、不動産の取得について。

本議案は、南平緑地用地として、日野市南平八丁目 8番3ほか 1筆の土地を取得いた

したく、地方自治法第96条 1項第 8号の規定に基づき、提案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。建設部長。

-96-

0建設部長(永原照雄君) 市道道路の一部の廃止でございますが、これは下記に書い

てございますように、路線名といたしましては石田の18号線でございます。起点は書い

てありますとおり大字石田の331番の 2、終点が大字石田の332番地、延長120メートル、

幅員は 1メートノレ82、その場所につきましては 2ページをごらんいただきたいと思いま

す。

日野から新井橋を渡りまして、左にすぐ橋元を折れまして入っていった道路のところ

でございます。

これの道路の廃止でございますけれども、大正 9年4月に道路の認定がされておりま

して、同日、供用の開始をいたしております。廃止の理由といたしましては、現況が廃

滅いたしておりますので、これを廃止、一部の廃止をいたしたい、ということでござい

ます。

次に議案第47号でございます。これは全部廃止でございます。 2本ございまして、神

明上の145号線、起点、終点と延長とは記載のとおりでございます。 2番目といたしま

して四ツ谷の15号線でございます。これにつきましても、栄町一丁目の20番地の 5と終

点が20番地の12、延長51メートル、幅員が1.82メートルでございます。図面につきまし

ては、 2ページ、 3ページに書いてあるところでございます。

神明上の145号線でございますけれども、これは59年の10月、認定されております。

同じく 10月に、供用の区域の決定と同時に供用の開始をした路線でございます。この道

路は、建設省が国道としての整備をし、建設省が管理をする、ということになりました

ので、市道の廃止をするものでございます。

四ツ谷の15号線でございますけれども、これは大正九年に認定されておりまして、 4

月 1日でございますけれども、同日、供用の開始がなされております。これにつきまし

でも、現況は廃滅いたしておりますので廃止するものでございます。

それから、道路の第48号議案でございますけれども、市道の認定でございます。 2本

ございまして、新町5号線と新町6号線、起点、終点等は記載のとおりでございまして、

場所につきましては 2ページの図面のとおりでございます。これは、日野自動車工業株

式会社のグラソド内の市道の廃止を昭和35年に行っておりますけれども、そのときに、

同時にこの部分も廃止いたしております。これを再認定いたしたい、ということでござ

いまして、 5号、 6号を再認定いたしたい、そういうことで議案を提出いたしたわけで、

ございます。

それから不動産の取得でございます。 49号、目的は南平緑地の用地でございます。所
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在地等は南平八丁目 8番の 3ほか 1筆でございます。地目等は山林、地積につきまして

は記載のとおりでございます。相手方といたしましては、土地開発公社の理事長の中村

亮助でございます。取得の価格といたしましては 5億1，930万8，085円でございます。

2ページに案内図がございまして、 3ページに位置図が書いてございます。これは、

都市計画で決定されました南平緑地の用地の取得をするものでございまして、今までの

経過を申し上げますと、 62年度で2万3，583.15平方メートルを 6億2，642万608円で買収

をいたしております。今回は一一一この南平緑地は全体が4万1，308.25平方メートルござ

います。これの残部分の l万7，642.05平方メートルを購入するものでございます。

よろしく御審議のほどお願し、いたしたいと思います。

0議長(市川資信君) これより質疑に入ります。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。

お諮りいたします。これをもって議案第46号、市道路線の一部廃止、議案第47号、市

道路線の廃止、議案第48号、市道路線の認定、議案第49号、不動産の取得の件は建設委

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建設委員会に付託いたします。

これより議案第50号、東京都市公平委員会を共同設置する地方公共団体の数の減少及

び東京都市公平委員会共同設置規約の変更の件を議題といたします。

理事者から提案理由の説明を求めます。市長。

〔市長登壇〕

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50号につきまして御説明申し上げます。

今、提案の理由で説明いたしましたように三つの組合が解散をいたしまして、そして

統合いたしました東京市町村総合事務組合に加入した、ということによりまして、三組

合を削りまして、そしてー総合事務組合を追加するものでございます。

新旧対照表で、 4ページ、 5ページで御説明申し上げます。昨年の12月にこの件を提

出しておりますが、 63年、今年度 3月31日付で、 5ページにございますように東京都市

町村消防団員等災害補償等組合の第3条でございますが、東京市町村総合事務組合に組

織変えすることになりましたこれの名称の変更でございます。

続きまして、別表でございますが、東京都市町村消防団員等災害補償等組合と東京都

市交通災害共済組合、それと東京自治会館組合、この三つを削除いたしまして、統合に

よりまして削除いたしまして、新たに東京市町村総合事務組合ということで別表に、一

番下のア γダーライソのところでございます。これが加入された、という件でございま

す。

0市長(森田喜美男君) 議案第50号、東京都市公平委員会を共同設置する地方公共団

よろしく御審議のほどお願し、いたします。

0議長(市)11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

略いたしたし、と思いますが、これに御異議ありませんか。

C I異議なしJと呼ぶ者あり〕

0議長(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体の数の減少及び東京都市公平委員会共同設置規約の変更について提案理由を申し上げ

ます。

本議案は、東京都市町村消防団員等災害補償等組合、東京都市交通災害共済組合、東

京自治会館組合が解散し、本年4月 1日から東京市町村総合事務組合が東京都市公平委

員会に加入することに伴い、東京都市公平委員会共同設置規約を変更するものでありま

んか。

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。

C 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。よって議案第50号、東京都市公平

委員会を共同設置する地方公共団体の数の減少及び東京都市公平委員会共同設置規約の

変更の件は原案のとおり可決されました。

これより議案第51号、日野市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

の制定の件を議題といたします。
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0市長(森田喜美男君) 議案第51号、日野市一般職の職員の給与に関する条例の一部

まず、 2.5カ月という要求額を理事者側はどのように受けとめたのか、これが 1点、

それからもう 1点は、1.95で妥結を見るに至ったその経過の中で、組合側がどのような

主張をしてきたのか、それに対して理事者側がどんな回答を示して、こういった形で、お

さまったのか、ということが 2I点。

理事者から提案理由の説明を求めます。市長。

〔市長登壇〕

を改正する条例の制定について提案理由を申し上げます。

本議案は、日野市一般職の職員の給与に関する条例第16条に定める 6月期に支給する

期末手当、 100分の136を100分の135に改めるものであります。

詳細につきましては担当部長に説明いたさせますので、よろしくお願し、いたします。

O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) 議案第51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でございます。期末勤勉手当のお願いでございます。

2ページ、 3ページをお開き願います。この条例改正は支給率の改正でございます。

第16条第2項でございます。これは期末手当でございます。 100分の136を100分の135に

改める、 1下げる、ということでございます。これにつきまして、次の新旧対照表で御

説明申し上げます。

4ページ、 5ページでございます。 16条、期末手当でございます。下段のところでご

ざいますが、旧の条例におきましては100分の136でございます。これを100分の135に改

めるものでございます。

これにつきましては、組合との合議が 6月3日、回答を得まして、妥結は 6月6日に

1.9カ月で妥結ということになりました。

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。奥住日出男君。

01番(奥住日出男君) 考え方だけを 1点、確認したいんですけれども、ことしの 3

月の定例議会で市長が所信表明を出されました。その中で、地方自治体を取り巻く環境

は非常に厳しlv、、しかも社会情勢が大きく変化をしつつあるという、そのために新しい

行政課題はこうである、というこんなお話があったわけで、ございます。そんな表現がさ

れたわけです。

その辺から、今回のこの内容について質問するわけでございますけれども、常々市長

が、職員の努力を何とか住民サービスに、ということを言われておる。それなりに職員

の方も一生懸命努力されていることは、私どもも、よく承知しておりまして感謝申し上

げておるところでございますけれども、今回要求が2.5カ月出されまして、回答が1.95

という、こうしヴ結果に終わったわけで、ございます。

それから最後に、先ほどの全協の中で参考資料的にもらった中に(7 )ということで

民間妥結状況というのが出されています。たしか、初めてこういうのが出てきたんじゃ

ないか、という、何ゆえ、こういうものを出したのか、その理由をお聞きしたい。ただ

数字だけの比較であれば何の意味もない。

私は、これを出された背景には一一市の年間のあれが約5カ月ということであるわけ

ですけれども、比較して低いのか、高いのかは別にして、この背景、なぜ民間がこうい

う状況におさまったのか、この裏にあるものを理事者側がどのように組合に対して言い

たかったのか、この辺がちょっと隠れているので、できれば、私が希望したいのは民間

では、こうし、う状況になっているけれども、この中には、変化してし、く時代の中で今ま

でと同じやり方をしていたんじゃ、とても、言ってみれば生き残っていけないんだ、こ

の民間の企業は。そのために血のにじむ努力をして一生懸命がんばっている。

したがって、要求と妥結額の差というのは、ほとんどない。それだけ一生懸命に協力

すべきことは協力し、言うべきことは言っている。ヲ|くときはヲiく、とし、ぅ、こういう

のが今の労使関係でございます。

したがって、こんな結果でもってこうしヴ状況になったんだよ、とこういうことを言っ

ていただくと大変ありがたし、な、ということで、この裏の部分が、 何ゆえこういうもの

を出されたのか、ちょっと興味がありましたので、 3点目の質問とさせていただくもの

でございます。

以上、よろしくお願し、いたします。

O議長(市川資信君) 総務部長。

0総務部長(山崎 彰君) では、 1点目からお話ししていきます。

最初に、要求額2.5カ月ということで、これと1.95カ月との差があり過ぎる、という

ことで、これらに対する考え方ということでございます。

これは12月のときにも奥住議員さんから指摘がございました。組合の要求というのは

統一要求でございまして、都の、自治労の都本部に基づきましての2.5カ月ということ

で出てきております。その中で私どもは、この行政の厳しさということは先ほども市長

が申し上げましたけれども、非常に他市、それから都、圏、そうしたものを勘案いたし

-100 - -aムハU
守
l
ム



ますと、同じ地方公務員、あるいは国家公務員、そうしたレベルで、の均衡を失すること

は、してはいけない、というような基準がございますので、それに基づきまして我々は

行政指導を受け、またそれに努力をしていく、というのが長年来の、この期末勤勉手当

のあり方でございます。そのために、助役会あるいは市長会におきましでも時聞をかけ

まして、このように段階的に下げてまいりました経過でございます。

2.5カ月というのは組合の主張でございます。それに対しまして、現実離れしている

んではないか、というようなことから団交、あるいは事務折衝、そうしたところでのや

りとりは非常に織烈をきわめました。それで、私どもの求めているものは国、都並みの

ものである。それに基づきまして、今回は23区の基準を持っております1.95カ月という

ようなところでの対応の仕方でございました。

そういう意味合いにおきまして、この2.5カ月がどれほどの積算でということになり

ますが、我々もそれを突っ込んで話はいたしましたけれども、やはり統一要求である、

9という国並み、都並みの難着陸に向かつての長年、 5年来以上の努力がある。これは

今ここで始まった団交で、はない、というようなことをるる説明して、それを下げるとい

うことについての努力をしてきました。そうし、う意味合いで組合からの話も出てまいり

ました。

それから、 3点目の民間の厳しさ、言われるとおりでございます。今ここで1.95カ月

ということと、それから民間の 7番目のこの数字につきましては、過去におきまして、

やはり全協、そうした点におきまして議会側、議員さん側からのこうした要望もござい

まして、ほかの民間との違いというものも必要だ、何かわかるものがあったら、という

ようなことから今回、急いででございますが、この数字を八王子労政事務所の方からも

らった、という形でございます。

これをながめ、そしてまた、これで低いとか安いとかいうことでなくして、最初に戻

りますが、団交の席におきましての方向づけというのは1.9、最終的には4.9ですね、年

間。これに持ってし、く、ということが大前提で大目標でありますので、それに向かつて

の努力ということで、民間では、やはりそれなりの厳しさ、そういうものがある、とい

うことを訴えながらここに、この表を二つの意味合いを持ちまして出した、ということ

でございます。

以上です。

O議長(市川資信君) 奥住日出男君。

とし、うこと。

それから、それはほかの都道府県、あるいは地方におきましての東京都の占めている

位置が非常に重要であり、そしてまた都市化している、ということで、都市生活の基盤

というトップにある東京都においては、これは欠かせない数字である、というような考

え方を示しておりました。

私どもは、それとは別に全国的なレベル、そうしたものを踏まえまして、それからま

た公務員に対する給与の厳しさというものからいって、やはり1.9ないしは1.95という

国並み、あるいは都並みの線での戦いをしてきました。そういうわけでございます。そ

れが 1点でございます。

それから、 2点目にもそれがつながりますけれども、1.95カ月の回答までにはどうい

うふうなやりとり、ということでございますが、最初のは有額回答はしておりませんで

す。言うなれば、有額回答を出せ出せというならば国並み、ということでの話はしまし

た。それはイコール1.9でございます、というような話し合いをして、そして、ここに

出てきたのが23区並みの1.95カ月でござし、ます。

それで組合の方は、じゃあ、どういうふうな、それらに対応しての話をしているか、

とし巾、ますと、組合からは、昨年が1.96です。ですから、これを絶対下回ったものでは

話にはなりません、というようなことで強いものを出されてきております。それは、よ

く言われます昨年の実績ということでございます。それをかたくなに団交の席で守って

まいりました。そうした中で、の1.96カ月、これは昨年である。今、現実はそれよりも1.

01番(奥住日出男君) ありがとうございました。

市長にお聞きしたいんですけれども、官頭申し上げましたように、市長が、大変、取

り巻く環境が厳しい、特に財政環境が大変厳しい、ということを十分御認識をされてい

る。そのために庁内で、は、こういうこともやった、あるいは都市計画税の減税をやった

んだ、とし、う御苦労があったわけで、すO これに対して組合が、昨年の1.96、これを 1歩

も下げることができないんだ、とし、ぅ、こんな交渉経過のようでございます。

この 1年間で組合活動に何らかの変化があったのかどうか、この辺を市長の口からお

聞きしたいんですけれども、ただし、まの総務部長の御答弁を聞いていますと、戦ってき

た、というようなことを言われている。そもそも、戦いということが労使関係の中にあっ

てはいけないんですよ。あくまでも話し合いでもって理解を求める、これが近代的な労

使交渉のあり方であるわけです。いまだに組合が要求を出すようなことを理事者側も、

まだまだ、戦い、というような言葉を使っている。この辺をぜひ直していただきたい。

姿勢として要望をしたいと思います。
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後の答弁はよくわかりましたので、市長から、その辺の市長が考えていることがどれ

だけ組合に理解をされているのか、どうもされてないような気がしてならないわけでご

ざいます。

この 1年間を見てきても組合の活動は一一確かに日野市を取り巻く環境は厳しい、市

長が言われているとおりだ、自分たちも十分認識している、だから、このように運動も

ひとつ変えていこうじゃないか、こんな姿勢が少しでも見られるんであれば、大変市民

の方は喜ばれると思うんですけれども、よく古賀議員もおっしゃいますように、依然、と

してああいうピラが張られたり、旗が立てられたり、ということに終始しているとしヴ、

もう少し時代の変化にのっとって、やはり経済なり社会のこういう動きに乗り遅れない

ためにも、本当に真剣になって行政課題を遂行していただきたい、という、こんな念願

がございますので、ひとつ市長の方からその辺をどう、この 1年間御指導されてきたの

か、変化がないんであれば、これから、どう、また指導していくか、その辺のところを

ひとつ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) 社会情勢の変化、それから我々の、直接自治体の置かれてい

る立場、絶えず正確な認識に立って行政の展開をしていき、自治体行政でございますか

ら市民の感覚、お考えに十分応えられる状態を積極的に維持し、あるいは遂行してし、く、

ということが大切だということを絶えず考え方の基本に置いております。

その際、我々の財政運営ないしは職員の給与、これらにつきましでも一層厳しいもの

がなければならないわけであります。

そうし、う意味におきまして、なかなか組合という立場の指導を徹底させる、というこ

とに対しまして我々の意の満ちていなし、点に残念な面もあるわけでございます。なかな

か論議の場というのは厳しいわけでございますが、先ほど総務部長が戦いという言葉を

用いたのは、これは言い違いでありまして、一つの論議の認識のやりとりの厳しさとい

うことを申し上けYこ言葉で、ある、というふうにお受けとりいただきたいと思っておりま

今後一層努力をして本来的な姿にお互いが立っていきたい、これから努力をしたい、

と考えておるところでございます。

0議長(市川資信君) 奥住日出男君。

01番(奥住日出男君) よくわかりました。最後に要望だけしておきます。

今までいろんな議案が提案される中で、先ほども職員定数の増という問題がかなり、

やりとりがございました。結論的には、もう少しコスト意識を持って生産性というもの

をよく考えて、行政の遂行に努力をしていただきたい、というととを要望しておきます。

以上です。

O議長(市川資信君) 古賀俊昭君。

す。

1年間にここがこのように変わった、というところまで、まだ徹底させていないうら

みがございます。組合論理は組合論理としての尊重されるべきものがありますが、やは

り我々の労使の関係と申しましょうか、これは市民の論理の中で議論をし、また解決を

すべきものだ、と考えております。その点に不徹底なものがまだ残っておる、と言わざ

るを得ない感じでございます。

024番(古賀俊昭君) 先ほど全協の席でもちょっとお話がありましたが、かねて一一

今、市長が市民の感覚に沿わなくてはいけない、というお話でありますが、その批判を

市民から受ける形がまだ幾つか残っているという中で、住宅手当の算入ということがあ

ります。この算定基礎に住宅手当を盛り込むということは、自治省からも是正の指導が

強く出されているわけですが、今回は、これが見送られたということで、今後この住宅

手当の算入については、市としてどういうめどを持って取り組んでいくのか、この点、

議場で改めてお答えをいただきたいと思います。

先ほどの全協の場では、住宅手当の算入総額は2，300万余ということで、支給総額の2.

8%に当たるということでございました。こういう本来含めるべきでない、という手当

の額がこれだけに上るわけでありますので、今、奥住議員の方からも指摘がございまし

た。コスト意識、やはり自治体を運営してし、く、ということを真剣に考えていただくな

らば、やっぱり都市経営という観点からぜひ、こういった問題も取り組んでいただかな

ければ困るわけでありますので、この手当の算入について今後どういうお考えで取り組

んでいかれるのか、この点をお尋ねをいたします。

それから、これは全協の席で飯野議員からの質問について回答がなかったんですが、

一般職の職員の中で係長職については何名か、という質問でありましたが、係長は何人

いるのかわからない、ということでありました。日野市役所には係長職の方は一体何人

いらっしゃるのか、資料が出ておりますのでその数についてお答えをいただきたいと思

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) お答えをいたします。
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1点目の住宅手当でございます。今後の取組方ということでございます。全協でもちょっ

と申しましたが、これは、私どもは昨年12月も提案をいたしました。それから、今回さ

らに助役会の統一で、今後これを提案せよ、ということでございますので、団交の席に

おきまして今回改めてもう一度提案した、というのが経過でございます。

それで、御承知のように住宅手当につきましては、それぞれの自治体におきまして、

私どもは8，500円でございますが、 6，000円なり7，000円、あるいは 1万2，000円というよ

うな各市それぞれの違いがございます。それで、これを一遍に、やはりやるというよう

なことで、各市それぞれの助役さんの対応も苦慮されておるようでございます。

それで、これにつきましては、ともかく今後については助役会といたしまして、ある

いは市長会の統ーといたしましては提案して算入にしてし、くんだ、ということで、それ

への努力をせよ、ということでございます。それで、私どもがこれを提案をいたしまし

て、今後の課題といたしまして組合に、このボーナスの交渉が終わったならば、すぐに

この住宅手当についての共同の土俵に上がりまして、そして協議、そしてやってもらう

ということで、これについての話し合いはなされました。

現在、まだ、それについての第 1回の折衝というものはできておりませんが、近々開

いて、 これらについての話し合いをやっていきたい、というふうに思っております。

それから 2点目の一一一遅くなりました。これは鎮野議員さんからの御質問でございま

した。係長職でございますが、 142名でございます。一般の職員は1，159名ということで

合計、 トータノレし、たしまして1，428名ということになります。よろしくお願し北、たしま

す。

とし、う形態で組合が過大な要求を掲げて違法行為を行う、ということが繰り返されてい

るわけであります。特に庁内に座り込む、また29分間の報告集会ということでストライ

キをやめるためのストライキをやっている。こういう現状が今もって続いているわけで

あります。

先ほどの住宅手当の算入の件についてもそうでありますが、これを許さない、という

ことで庁舎内に所構わず、またビラが張られる、こうしヴ十年一日のごとく悪い慣行が

続いているわけであります。

再三、議会の方でも指摘をしているところでありますが、当局は、きちんとした、や

はり原則を持って対応しなくてはなりませんし、市民の感覚、感情というものを十分踏

まえていただし、て、そして、こうしたボーナス、いわゆる期末勤勉手当の決定等に当たっ

ては通すべき筋はきちんと通す、とし、う姿勢を堅持していただし、て、労使関係について

も、やっぱり歩み寄るところが双方にあれば、その点、十分大人になってもらわなけれ

ば困るわけですね。

そういうことを強く望むわけでありますが、毎回同じことを、やはり言わなくてはな

らない、というところに情けなさも感ずるわけです。ぜひ、こうした指摘を議会から再

三受けることのないよう、今後取組をお願いしておきたいと思います。

以上です。

O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。

これより本件について採決いたします。本件は原案のとおり決するに御異議ありませ

0議長(市川資信君)

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

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 んか。

略いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

C I異議なし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。古賀俊昭君。

024番 (古賀俊昭君) 夏の職員の皆さんに対するボーナスが、これで決定をするわけ

でありますが、今回の労使交渉の結果を振り返ってみますと、先ほどの奥住議員の方か

らのお話もありましたように、近代的な労使関係の確立が望まれる中で、今もって闘争

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51号、日野市一般職

の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定の件は原案のとおり可決されま

し7こO

これより議案第52号、浅川右岸第六処理分区 (63~ 1 )工事請負契約の締結、議案第

53号、浅川右岸第六処理分区 (63-2 )工事請負契約の締結、議案第54号、浅川右岸第

九処理分区 (63-1 )工事請負契約の締結、議案第55号、日野第一旭が丘処理分区 (63

-1)工事請負契約の締結、議案第56号、日野第一旭が丘処理分区 (63-2 )工事請負

契約の締結、議案第57号、神明上都市下水路 (63-1 )工事請負契約の締結の件を一括

議題といたしたし、と思いますが、これに御異議ありませんか。
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0市長(森田喜美男君) 上程されました6議案につきまして提案理由を申し上げます。

議案第57号、神明上都市下水路 (63-1 )工事請負契約の締結についてO

本議案は、神明上都市下水路 (63-1 )工事の請負契約を締結するもので、地方自治

法第96条第 1項第 5号の規定及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得、又は処分

に関する条例第2条の規定により提案するものであります。

入札の結果、 1億2，150万円で株式会社日野大野が落札いたしました。

以上6議案の詳細につきましては、担当部長に説明いたさせますので、よろしく御審

議のほどお願いし、たします。

0議長(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52号でございます。浅川i右岸第六処理分区 (63-1 )工事請負契約の締結でご

ざいます。

これにつきましては、金額は 1億3，600万円、契約方法につきましては指名競争入札

でございます。工期につきましては、契約の翌日から昭和64年 3月17日まで、契約の相

手方は、東京都新宿区筑土八幡町3番地 1号、熊谷道路株式会社代表取締役 牧田新一

郎でございます。

次のページをお開き願います。入札の経過でございますが、 5月27日に指名委員会を

開きまして、 5月27日に現説、そして6月7日に入札という経過でございます。その結

果、熊谷道路が 1億3，6∞万円で落札をいたしました。

工事概要につきましては、 3ページでございます。開削と、それから普通の推進工法

でござし、ます。 700ミリ、 800ミリの、それから800ミリの推進、というような人孔マ γ

ホールの工事で、ございます。 15カ所ということで、これは本線が高幡図書館の北側から

入りました狭い道路でございます。全メートル532.91メートルでございます。

次に議案第53号でございます。今の件の続きでございます。上流に上がりますが、浅

川右岸第六処理分区 (63-2)工事請負契約の締結でございます。

契約金額につきましては9，300万円でございます。契約の方法につきましては、指名

競争入札でございます。工期につきましては、契約の翌日から昭和64年 3月17日まで、

契約の相手方につきましては、東京都日野市大字新井742番地、東京建設興業株式会社

代表取締役斉藤ーでございます。

次のページをお開き願います。入札の経過につきましては、毎度同じでございます。

6月 7日に入札を執行いたしまして、東京建設株式会社が9，300万円で落札し、たしまし

( 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。

理事者から提案理由の説明を求めます。市長。

〔市長登壇〕

議案第52号、浅川右岸第六処理分区 (63-1 )工事請負契約の締結について提案理由

を申し上げます。

本議案は、浅)11右岸第六処理分区 (63-1 )工事請負契約を締結するもので、地方自

治法第96条第 1項第 5号の規定及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分

に関する条例第2条の規定により提案するものであります。

入札の結果、 1億3，600万円で熊谷道路株式会社が落札し、たしました。

議案第53号、浅川右岸第六処理分区 (63-2 )工事請負契約の締結について。

本議案は、浅川右岸第六処理分区 (63-2 )工事の請負契約を締結するもので、地方

自治法第96条第 1項第 5号の規定及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処

分に関する条例第 2条の規定により提案するものであります。

入札の結果、 9，300万円で東京建設興業株式会社が落札し、たしました。

議案第54号、浅川右岸第九処理分区 (63-1 )工事請負契約の締結について。

本議案は、浅川右岸第九処理分区 (63-1 )工事の請負契約を締結するもので、地方

自治法第96条第 1項第 5号の規定及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処

分に関する条例第 2条の規定により提案するものであります。

入札の結果、 1億6，900万円で鉄建建設株式会社が落札し、たしました。

議案第55号、日野第一旭が丘処理分区 (63-1 )工事請負契約の締結について。

本議案は、日野第一旭が丘処理分区 (63-1 )工事の請負契約を締結するもので、地

方自治法第96条第 1項第 5号の規定及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は

処分に関する条例第 2条の規定により提案するものであります。

入札の結果、 1億1，100万円で東急建設株式会社が落札し、たしました。

議案第56号、日野第一旭が丘処理分区 (63-2 )工事請負契約の締結について。

本議案は、日野第一旭が丘処理分区 (63-2)工事の請負契約を締結するもので、地

方自治法第96条第 1項第 5号の規定及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は

処分に関する条例第 2条の規定により提案するものであります。

入札の結果、 1億1，700万円で株式会社新井組が落札いたしました。 TこO
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工事概要につきましては、 3ページでございますが、 100ミリ管の674.74メートルを

開削するものでございます。マソホールにつきましては、 34カ所ということでございま

す。これは、先ほどの63-1の、さらに上流に入ってまいりますところの工事でござい

ます。

次が、議案第54号でございます。浅川右岸第九処理分区 (63-1 )工事請負契約でご

ざいます。これは、契約金額につきましては 1億6，900万円で、契約の方法につきまし

ては指名競争入札でございます。工期につきましては、契約の翌日から昭和64年3月16

日まで、契約の相手方につきましては、東京都千代田区三崎町二丁目5番3号、鉄建建

設株式会社 代表取締役社長、高橋浩二でございます。

次のページをお開き願います。入札の経過は、やはり 6月7日でございます。鉄建建

設株式会社が 1億6，900万円で落札をいた しました。工事概要につきましては、所は浅

川の三沢保育園の北側でございます。三角になりました工事の区間でございまして500

ミリ管を入れております。 319メートルでございます。推進工法で、マソホールにつき

ましては11カ所ということでございます。

次の議案第55号でございます。日野第一旭が丘処理分区 (63-1 )工事請負契約でご

ざいます。

契約金額につきましては 1億1，100万円でございます。契約方法につきましては指名

競争入札、工期につきましては、契約の翌日から昭和64年3月4日まで、契約の相手方

につきましては、東京都渋谷区渋谷一丁目16番14号、東急建設株式会社 取締役社長、

柳田盈文でございます。

次のページをお開き願います。やはり入札につきましては、 6月7日の入札の執行で

ございます。東急建設が 1億1，100万円で落札し、たしました。工事概要につきましてはL

200ミリのものでございます。普通推進でございます。人孔設置工事につきましては 3

カ所ということでございます。これは、旭が丘の帝人の一番南側のところでございます。

場所でございます。

次が議案第56号でございます。日野第一旭が丘処理分区 (63-2 )工事請負契約でご

ざいます。契約金額につきましては、 1億1，700万でございます。契約の方法につきま

しては指名競争入札で、工期につきましては、契約の翌日から昭和64年 3月18日まで、

契約の相手方につきましては、兵庫県西宮市池田町9番18号、株式会社新井組 代表取

締役、芝田保次でございます。

次のページで入札の経過でございます。第 1回目の同じく 6月7日でございますが、

新井組が 1億1，700万で落札し、たしました。工事概要につきましては、 1，350ミリでござ

います。 294.18メートルを推進するものでございます。これは大和田運動場の北側のと

ころでございます。

続きま して、議案第57号でございます。神明上都市下水路 (63--1 )工事請負契約の

締結でございます。

契約金額につきましては、 1億2，150万円でございます。契約方法については指名競

争入札で、工期につきましては、契約の翌日から昭和64年3月16日まで。契約の相手方

につきま しては、東京都日野市日野本町四丁目11番地の 3、株式会社日野大野代表取

締役、大野和久でございます。

次のページでございますが、入札の経過につきましては10社のうち日野大野が 1億2，

150万円で落札し、たしました。

神明上都市下水路のこの工事につきましては雨水管でございまして、国道20号線、警

察のちょっと手前のところから多摩川に渡るところでございます。そして工事の場所の

点線のところでは、途中切れておるところはまだ未工事でございます。その区間を行う

ものでございまして、これは開削でござし、ます。 3，600ミリ掛ける2，160ミリの長方形の

ものでござし、ます。これを入れております。それから、その下の3，600掛ける2，520メー

トルのものでござし、ます。

人孔設置工マソホールにつきましては、 2カ所を設置する予定でございます。

以上で、 6議案につきまして簡単に御説明申し上げました。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。古賀俊昭君。

024番(古賀俊昭君) ちょっと簡単なことだと思うんですが、工期について見てみま

すと、いずれも大体、来年の 3月の17日であったり、 18日であったり、 16日であったり

するわけですが、一つ 3月4日というのがございますが、この16日、 17日、 18日という

この差は、どういうふうに理解をしたらし巾、のか、大体同じ時期に契約して工事を始め

るものだと思いますが、この 1日2日の違いというのはどういうことなのか、教えてい

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。

それぞれ違います理由といたしましては、設計者によって日数がそれぞれ、二百何日

とかいうふうなことから、これを計算しております。そのために統ーしたものでありま
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せん。それから、また統一すべき工事の業務量ではない、と私は思います。

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。

本6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52号、浅川!右岸第六処理分区 (63-1 )工事

請負契約の締結、議案第53号、浅川右岸第六処理分区 (63-2)工事請負契約の締結、

議案第54号、浅川|右岸第九処理分区 (63-1 )工事請負契約の締結、議案第55号、日野

第一旭が丘処理分区 (63-1 )工事請負契約の締結、議案第56号、日野第一旭が丘処理

分区 (63-2)工事請負契約の締結、議案第57号、神明上都市下水路 (63-1 )工事請

負契約の締結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

います。土地区画整理事業につきましては区域内公共用地といたしまして、 2万3，000

平方メートルでございます。事業費につきましては、 27億6，000万円でございます。

それから、公拡法による先行取得につきましての面積は5，000平米、これは去年と同

じでございますが、事業費につきましては 7億5，000万でございます。補償金につきま

しては5，514万6，000円でございます。

その他の工事といたしまして測量等がございます。これらにつきましては600万円で

ございます。

んか。

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、これをもって報告第 1号、

昭和63年度日野市土地開発公社事業計画の報告の件を終わります。

これより請願第63-6号、神明・大坂上地区に児童館建設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63-6号の常任委員会への付託は、会議規則第138条の規定により、議長にお

いて厚生委員会に付託いたします。

これより請願第63-7号、ジュネーヴ条約追加議定書の加入についての請願の件を議

題といたします。

請願の要旨は、お手元に配付しました印刷物のとおりです。

請願第63-7号の常任委員会への付託は、会議規則第138条の規定により、議長にお

いて総務委員会に付託いたします。

これより請願第63-8号、資源ゴミ回収奨励費の内容拡充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63-8号の常任委員会への付託は、 会議規則第138条の規定により、議長にお

いて厚生委員会に付託いたします。

これより請願第63-9号、日野市東平山地区における緑地を守るとともに、私有地の

買い上げ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63-9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。

本日の日程は、すべて終わりました。

( 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。

これより報告第 1号、昭和63年度日野市土地開発公社事業計画の報告の件を議題とい

たします。

理事者から提案理由の説明を求めます。市長。

〔市長登壇〕

O市長(森田喜美男君) 報告第 1号、昭和63年度日野市土地開発公社事業計画の報告

について提案理由を申し上げます。

本議案は、地方自治法第243条の 3第2項の規定により、昭和63年度日野市土地開発

公社事業計画を報告するものであります。

詳細につきましては担当部長に説明いたさせますので、よろしく御承認のほどお願い

いたします。

0議長(市川i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) 報告 1号でございます。昭和63年度目野市土地開発公社事

業計画の報告でございます。

2ページをお開き願います。昭和63年度の土地開発公社の事業計画でございます。用

地取得事業につきましては 3万7，029平方メートルの面積を予定しております。金額に

つきましては、 55億6，976万5，000円です。公共用地取得につきましては、面積につきま

しては9029平方メートルでございます。事業につきましては、 20億461万9，000円でござ
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次回本会議は 6月13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8時40分 散会

6月13日 月曜日 (第 2日)

昭和 6 3年

第 2回定例会
日 野 市 議 会 会 議 録 (第24号)

6月13日 月曜日 (第 2日)

出 席 号面室我生 員 (30名)

1番 奥 住 日出男 君 2番 宮 沢 清 子 君

3番 f司= 橋 徹 君 4番 土 方 尚 功 君

5番 山 口 達 夫 君 6番 天 野 ま軍 男 君

7番 干高 島 盛之助 君 8番 福 島 敏 雄 君

9番 中 谷 好 幸 君 10番 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
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立川速記者養成所 所長 関根福次

速記者 村上紀子君

議 事 日 程

昭和63年 6月13日(月)

午前 10 時開議

日程第 1 一般質問

本日の会議に付した事件

日程第 1

午前10時 8分開議

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。

ただいまの出席議員25名であります。

一般質問 1のし歩行者が安心して歩ける歩道にするために市内歩道の総点検をの通

告質問者、福島敏雄君の質問を許します。

C8番議員登壇〕

08番 (福島敏雄君) おはようございます。

それでは、歩行者が安心して歩ける歩道にするために市内歩道の総点検をというふう

に題して、質問をいたします。

私は、日ごろ交通の足は自動車なわけでありますけれども、 5月に入りましてから、

できるだけ自転車に乗ってみようということで、市内を自転車で歩いております。そう

しますと、自動車ではわからなかったことが、自転車の車輸を媒体にいたしまして、大

変、実感としてよくわかるわけであります。

先日、 5月288に日野市の水防訓練がありましたけれども、あのときも私は自分の家

から自転車で日野橋の下流のところまで往復をいたしました。その体験をちょっと話し

てみますと、私の家、栄町の 4丁目ですけれども、そこから駅までは、左側は歩道がな

いわけでございます、白線が引かれており ますが。ただ市側の努力、あるいは東京都の

努力がありまして、道路の段差というものがなくな って、そういう商ではし、いわけです

けれども、車、自転車、歩行者、こういうのが一体となって走っておりまして、混然と

なって走っておりまして、大変危ないという感じがしたわけでございます。

日野の駅まで出てきますと、御存じのようにガード下の歩道の拡幅工事を今やってお

りますので、ここのところは大変よくなるということで、ここでは現状は大変危ないわ

けでありますけれども、あと 1、2カ月、期待をするわけであります。さらにす.っと甲

州街道を日野橋まで行って帰ってくるわけですけれども、ここで感じますことは、本来

自転車というのは車道を通ることになっているそうでございますけれども、甲州、i街道、

車道を自転車で通るというのは大変危険なものですから、歩道に上がるわけであります。

そうしますとまず気がつくのは、狭い歩道のところにやはり商庖で物を並べていると

いうことが一つ気になります。それからいまひとつは、歩道を切り下げというのですか、

自動車が中に入れるようにするわけですけれども、その段差が大変大きくて、自転車に

乗ってますと波乗りをするような形になるわけでして、特に警察の前あたりのところは
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と思います。

道のところに電柱とかあるいは交通標識のポールが立っておりまして、このことについ

ては、今の現状で歩道から取り除けというのは大変無理があろうかと思いますけれども、

ちょっと場所を変えてやれば、歩行者にとっても大変都合がよくなるというようなとこ

ろがあるような気がいたしますので、点検をして、本当にじゃまになっている電柱なり

ポールなりというものについては、移設をすべきではないかというふうに考えておりま

すけれども、これについての御見解をいただきたいと思います。

それから自転車に乗っていまして大変気になりますのは、あるいは困ったなと思いま

すのは、日野駅の前もそうだったのですけれども、歩道に放置自転車が置かれておりま

す。このことについては、過去いろんな方から指摘されているわけで、市は管理課を中

心にいたしまして、最近大変努力をしているということについては認めるわけでござい

ますけれども、歩行者も通りにくいし、まして自転車では大変通りにくいという駅前の

歩道があるわけでして、ぜひここのところは置かない工夫をお願いしたし、と思います。

前回でしたか、夏井議員からも具体的な提案がありましたけれども、そういった小金

井方式というのでしょうか、置いた人が恥ずかしくなるような、そういう対策も必要で

はないかという感じがいたしますので、この件についても、お聞きをしたいと思います。

それから 6つ目は、商庖が歩道に品物を並べているということが自につくわけでござ

います。全部なくすというのは大変難しいことがあるのかもしれませんけれども、特に

狭い歩道、交通が頻繁なところ、こういったようなところについては善処していただき

たいわけでございますけれども、こういったものについて、市側は今どういうような御

指導をされているのか、また ζれからどういうような指導をしていこうとしているのか

を、お尋ねしたいと思います。

それから質問の 7点目でございますけれども、これは福祉部関係にお聞きをするわけ

でございます。特に福祉部といたしまして、障害者年等もあったわけでございますけれ

ども、最近地方自治に関する本を読んでみますと、やはり障害者が町の中で市民と一体

となっていろんなことに参加できる、これが本当のまちづくりだろう、こういうことが

よく書かれております。そういった面から、車いすでも安心して歩ける歩道という観点

から、現在の市内の歩道について点検をしたことがあるのかどうなのか、今の歩道で危

ないというふうに感じておらないかどうか、その辺をお聞きをいたします。

それから質問の 8点目は、教育委員会にお尋ねをいたしますけれども、通学路の安全

確保についてでございます。障害者同様、子供さん、いわゆる弱者、こういった面から

通学路の指定などしているわけですけれども、この通学路の指定に対して、安全面の点

平らなところより、カーブのところの連続ということで、私も車道を車で通っていると

きはよく見なかったので、すけれども、乗ってみますと、大変これは危ないなという感じ

がし、たしました。警察の前は大変激しいところでございますけれども、そのほかのとこ

ろも、日野橋までの問、かなり切り下げによる段差というのが気になりました。

それから日野の駅の方から栄町4丁目の自分の家の方まで帰ってくるときには、用水

路の上に歩道があるわけですけれども、甲州街道から用水路の歩道のあるところまでの

段差が大変あるというのが気になりました。

さらにす.っと進んでいきますと、要するに交差する道路とその歩道とのすりつけとい

うのでしょうか、大変急になっておりまして、自転車ですと大変直角にはなっていない

のですけれども、直していただいていますから直角にはなっていないわけですけれども、

大変自転車でも走りにくい。例えば車いすでそこのところを通るとすれば、ほとんど自

分ではできないのじゃないか。人に上げてもらわなければ車いすも通れないのじゃない

かという場所も、幾つかあったわけであります。

それで私は、自分の家から日野橋往復ということで、片道15分程度のところでそうい

う感じをしたわけで、ございますので、恐らく市内にはもっと多くのところでそういう場

所があるんではないかというふうに思いまして、この質問を取り上げさせていただきま

した。ぜひ、幾つか質問をいたしますので、前向きの御見解をいただきたいと思います。

第 1点目は、市内の歩道の総点検をして、危険箇所の改良工事を進めていただきたい

わけですけれども、それについてどういうようなお考えがあるか、お聞きをいたしたい

2点目は、その点検をするどういうところに着眼するかということでございますけれ

ども、今申し上げましたように、交差点におきましては、多くのととろではすりつけが

よくいっているわけですけれども、まだまだなだらかでないところが数多く見受けられ

ます。そういったようなところを、ある基準をつくって、その基準に達していないとこ

ろは改良するというふうなことを進めていただきたし、わけですけれども、それについて

のお考えを、お聞きをいたします。

質問の 3点目は、これも紹介をいたしましたが、歩道の切り下げによる段差について

でございますけれども、大変難しいところがあるのかもしれませんけれども、工夫をし

て、今よりも改良をするという考え方に立って行動が起こせないものかどうか、お開き

をいたします。

4つ目は、ほかの場所でも市民の皆さんから指摘を受けているわけですけれども、車

。。
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具体的に申 し上げますと、職員が現場に行きます。そのときには、行くときにも道路

のある程度の点検をする。そうして帰るときには、行った道で、はなくて、道を変えて帰っ

てきて点検をする。その都度、悪いところがありましたら、これは改良をいたしており

ます。そのような心配りはしているわけでございますけれども、まだ構造上不都合な場

所が見受けられます。このようなところは、早速改修を してまいりたし、というぐあいに

考えております。

御質問はごもっともなことで、これまた本当に真剣に受けとめているとこ ろでござい

ますが、これを機会にさらなる点検を行っていきたし、というぐあいに考えております。

また国道、都道につきましては、改良の要望等を早速行っていきたいというぐあいに、

特に都につきましては、今月中に対処したいというぐあし、に考えております。

それから 2番目の、歩道と車道の段差の解消をすべきではないかということでござい

ます。

設計に当Tこりましては、歩行者の安全を図るために歩車道の分離をするというのが原

則でございますが、狭い道路ではちょっと苦しゅうございまして、これはできませんけ

れども、しかし歩車道を分離した場合、歩道をつくる方法といたしましては、マウント

アップ方式とフラット方式という歩道のっくり方がございます。

これにつきましては、日野市はどちらをとっているかと言いますと、より安全性とい

う面から見ますとマウソトアップ方式がよいという考えでございまして、マウソトアッ

プ方式をとっているところでございます。この方式のデメリットと言いますか、不利益

な点と言いますと、車道と歩道に段差ができることであります。今おっしゃいましたよ

うに、この段差の解消ということになるわけでございますが、これにつきましては、と

ころどころ急であるというところもございます。今度、福祉のまちづくり基準というも

のを市でも 4月1日から施行しているわけでございますけれども、これはその勾配を 8

%以下にしなさいというように一応の基準を定めておりますので、この段差のすりつけ

につきましては、そのような方向で持っていきたい。極力改良をして、対処していきた

いというぐあいに考えております。これまた国道、都道ございますので、これの改良に

つきましても、同じく都及び国の方に要望したい、というぐあいに考えております。

次に、歩道の切り下げの件でございます。

議員さんも私も思っている場所は同じでございまして、警察の前は、車道ではなく、

歩道を自転車で乗りますと、まるで波に乗っているような感じでございまして、これは

やはり切り下げとし、う、マウソトアップ方式にしますので切り下げということが起きる

わけでございますけれども、やはり歩行者の通行を十分に配慮いたしまして、路面が連

続して平たんとなるようにいたしたい。またそのようにする必要があるのじゃなかろう

かというぐあいに考えております。

特に狭い道路の歩道、これが非常に問題でございます。これ等につきましては特殊街

渠ブロックという よう なものを現在出しておりますので、これ等を利用いた しまして、

連続して平7こんな歩道をつくるべく配慮、してまいりたいというぐあいに考えております。

それから歩道の電柱の件でございます。

これは非常に難しい件でございまして、道路法の32条及び施行令の 7条で一一本来道

路というものは物と人を運ぶ、移動させるというのが私は大原則だというぐあいに考え

検をしているとは思いますけれども、どういうような形で日ごろ点検、フォロ ーをされ

ているのか、お聞きをいたしたし、と思います。

以上 8点、質問したわけでありますけれども、最後に、今回の63年度の予算の中で福

祉環境整備費というのが500万円計上されております。委員会の中では、いろいろ市民

から指摘されているようなところについて改良をするために使っていきたい、こういう

答弁があるわけでございますけれども、私は歩道に限らず、いろいろな面で市内の福祉

環境というか、 そうし、う整備費がついたのであれば、福祉環境整備基準というものをつ

くって、それに合致していないところは整備 していくという考え方が必要だと思うわけ

であります。

そういった観点で、恐らく市側もお考えだろうと思いますけれども、現在、福祉環境

整備基準あるいは要綱というのでしょうか、こういったようなものはどこまで進んでお

られるのか。さらにはその福祉環境整備基準というのは、市役所の組織の中ではどこが

中心になって検討しているのか、お尋ねをいたします。

以上 9点について、御答弁をお願し、し、たします。

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。建設部長。

0建設部長(永原照雄君) 歩行者が安心して歩ける歩道、道ということにつきまして、

今の議員さんの御説はごもっともであるというぐあいに考えておりまして、私ども道路

を管理し、また設計する上におきましても基本的なことであるということで、真剣に受

けとめているところでございます。

1番目の歩道の総点検を実施する考えがあるかとし、う御質問でありますが、日野市と

いたしましては建設部を中心といたしまして、常日ごろから気を配っているところでは

ございます。
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ております。それともう一点、案外落としがちなのが、道路のあることによって家が建

つのであるといろこともございます。

電柱につきましては、これは公益性が非常に強うございますので、水道、下水管とか

ガス等につきましては特別の占用については配慮、を、法律的にも払っているところでご

ざいます。そういう観点から、ちょっと心配りをすれば、電柱がなければもう少しよく

なるのにというのが、前に馬場繁夫議員さんが御指摘なさった学校のところに私、現に

見にいきまして、この電柱が 1本なければ非常に見通しも よくなるし、いいのだがなと

思うようなところもございます。そのようなところは、やはりNTTなり東電に御協力

を願って民地側、それとも道路の中でもちょっと動かしさえすれば見通しがよくなるよ

うなところもございます。

それと、今、建設省ではある程度都市を指定いたしまして、そういう電線を空中では

なくて地中に埋めてし、く、キャブシステムと申しておりますが、これ等をした都市には、

実行しているようでございます。こういうことも日野市でも、狭い道路ではやはり困難

でございますけれども、広い道路につきましてはキャプシステム等を考える必要もある

のじゃなかろうかというぐあいに考えているところであります。これにつきましては、

やはり非常に問題点がございまして、おいそれとはいかないというぐあいには考えてお

りますが、十分に配慮、したし、というぐあいに考えているところでございます。

放置自転車の件でございます。御説のように歩道に散乱いたしておりまして、まこと

に歩きにくい。特に日野駅の前、豊田の駅、起点とする高幡はさほどのこと、少々悪う

ございますけれども、あちらこちらで見受けられるところでございます。

これは市といたしましては、撤去じゃなくて移動をしてし、く。結局300メートル以外

のところに保管場所がございますので、駐車場がございますので、そちらの方に移動を

していくという考え方でございます。 62年度につきましては自転車が6，286台、バイク

が976台の移動をいたしました。また春と秋の交通安全運動週間がございますが、この

ときにも自転車を駅の300メートル以内には置いていただかないように、キャソペーソ

をしているところでございます。

本年度は 5月17日から、今、私の手元に届いていますのは 6月8日までの移動でござ

いますけれども、合計2，028台、自転車の移動を行っております。バイクにつきまして

は204台、合計2，232台の移動を行っております。このように十二分に今後とも気をつけ、

自転車で通っていらっしゃる途中に市の無料の駐車場をつくるということが、やはり一

番ではなかろうかというぐあいに考えております。そのためにも、ことし予算をお願い

しているところでございます。

その次に、商庖の歩道の占用の件でございます。

これは非常に問題でございまして、私、見ますと、場所を言ってはちょっと悪いかも

しれませんけれども、百草の駅の周辺、それから日野駅ではそんなに見当たりません。

それからあそこの多摩平も少々見受けられますが、これはやはり私の方といたしまして

は年数回御注意、を申し上げ、不法占用である、私の方としましては、歩道の占用という

ものは、今後にわたって許可を与える考えは全くございません。歩道は歩道として使っ

ていただくということが原則でございますので、占用はあくまでも不法占用であるとい

う解釈をとっておりますので、これにつきましては十二分に配慮、いたしておるところで

ございますけれども、なかなか徹底しないといううらみがございます。なお一層、議員

さんのおっしゃるとおり、これ等にも気配り、心配りをいたしまして、歩行者が安心し

て歩ける、歩道を狭くしないというぐあいな方向で検討を加えていきたい、かように考

えております。

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 7点目の、車いすの問題での御質問がございまし

た。

車いすで安全に通れるかどうかとしヴ、歩道の点検をしたかどうかとし、う御質問でご

ざいました。

これについては、福祉部として独自に調査したことはまだございません。今後につき

ましては、歩道等の管理をしております担当部署等と協力をしながら、これについては

実施してまいりたい、こういうぐあいに考えております。

また危ないところはないかということでございますけれども、実際に私どもが市内を

通りますときに、車いすで歩行されている障害者の方も見受けることがありますけれど

も、大変危険な状態ではないかと思います。特に川崎街道とか車の多いようなところ、

周辺の歩道はまだ未整備なところも多うございますので、 今後これについては、歩道の

完備、整備等は十分にしていかなければならないのじゃないか、こういうぐあいに考え

ております。

0議長(市川資信君) 教育次長。

0教育次長(砂川雄一君) 8点目の、通学路の安全の問題についてお答えをいたしま

す。
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児童生徒の登下校時における安全確保ということは大変重要な問題でございまして、

1つは安全な通学路を設定をするということと、通学路上での安全の確保をやる、もう

1つは児童生徒に対する安全の指導を行う、この 3つが一体的になって子供たちの安全

を確保するという形になろうかと思いますが、実際には、設定される通学路については、

歩道と車道が分離をされているということが一番望ましいわけでございます。しかし実

際には、一般の生活道路を通学路として指定をしておりますので、こういうような整備

をされた道路、どちらかと言えば、実際の通学路上では少ないのではなし、かというふう

一つは市が実施する公共施設の場合、公共施設は施設を管理する担当課がございますの

で、この担当課と社会福祉課で協議をして実施する、これは年間100件を超える件数が

あると思いますけれども、それぞれそのような形で進めるということでございます。

それからもう一つは一般市民の方が施行する場合、これは日野市住みよいまちづくり

指導要綱に基づきまして、都市計画課が窓口となります。都市計画課では要綱に照らし

合わせて、該当する場合には社会福祉課に紹介することになります。社会福祉課では施

行者とチェックリストがありまして、チェックリストによって協議をして決裁する、そ

の決裁書は都市計画課に回答として送付される、こういうことでございます。

0議長(市川|資信君) 福島敏雄君。

に思っております。

できるだけ危険な場所は避けて通学路は設定しますけれども、どうしてもそこを通学

路とせざるを得ないような場合もございますので、そういった場合には関係機関の方に、

そういった道路上の整備に関して御要望も申し上げております。それからあるいは道路

標識等については、こちらの方で設定をするというようなこともやっているわけでござ

います。

通学路というのは、一度設定を してそのままずっと変わらないというこ とではなしに、

やはり見直しが必要になってきます。道路そのものも変更される ことが非常に多うござ

いますので、原則的には毎年見直しをして、もし変える必要があれば協議の上で変更を

するというようなことも考えておりまして、そういった点については、今後も安全確保

のために努力をしていきたいというふうに考えております。

以上です。

O議長(市川|資信君) 福祉部長

0福祉部長(高野 隆君) それでは 9点目の、福祉環境整備要綱についての御質問に

お答えいたします。

福祉環境整備要綱につきましては、昭和63年の 4月 1日に制定いたしまして、同日か

ら施行しております。 4月から 5月までの相談及び件数につきましては、公共施設の相

談が 2件、協議が4件で、計6件でございます。また一般市民の相談等の件数は、計画

中の相談が 2件、協議を行ったものが15件、合計で17件ございました。

この要綱が、日野市の住みよいまちづくりの指導要綱、日野市住みよいまちづくり指

導要綱との関連要綱として実施しておりますけれども、この 2カ月間の指導要綱の適用

を受ける施設につきましては、 100%の協議に応じていただいている、こうし、う状態で

ございます。

どの組織が中心になって福祉環境整備要綱を進めているかということにつきましては、

08番(福島敏雄君) ありがとうございました。大変前向きに御答弁いただきまして、

大変よくわかったわけでございますが、通学路と今の福祉環境整備についてもう一度お

開きをしたいと思うのです。

まず通学路の方なんですが、要するに教育委員会サイドで、ぐあいの悪いところで直

すべきところは担当課にも改善方を要望している。あるいは道路標識などについても努

力をしている、こういうお話がありまして、そういうふうにやっていただいているとい

うことについては、大変し、し、ことだなというふうに感じるわけでございます。

ただ一例お聞きをいたしますけれども、こういったようなときにはどうされているか

ということであります。この間、もうどのくらい前になりますか、東光寺小学校の子供

が、都道との交差点を飛び出して、大変重傷を負ったというケースがございます。地元

の東光寺小の PTAの皆さん方は、道路の整備ということで請願を出されて、それぞれ

の整備を議会の方に出されたわけでありますけれども、例えば子供の交通事故が起きた

というようなときに、その原因の究明なり再発防止なり、こういったようなことを学校

とよく相談しながら、それも関係部署に改善方の要請をしていくのかどうか、お聞きを

したいと思います。

それから福祉環境整備基準のことについてでございますが、私もこのことについては、

一般的に言えば公共施設とかこれからのまちづくり要綱の中での、どういうふうなもの

にしていくかというようなことが整備要綱になるのかもしれませんけれども、 ‘ここでの

質問の中は、市内の歩道を歩きょくしていこうではないかという観点からの、福祉環境

整備基準についての質問なわけでございますので、そういった中に歩道の整備というよ

うなことが入っていないのかどうなのか、私当然入れて、それに合致していないところ

は、既存のものも直してし、く必要があるのではないかという観点で、この福祉環境整備
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基準を取り上げておりますので、その 2点について、もう一度お答えをいただきたいと

思し、ます。

O議長(市川資信君) 教育次長。

0教育次長(砂川雄一君) 今、交通事故が発生したような場合に、それについて通学

路としての見直しその他のことを検討しているかとしヴ御質問でございますが、 61年度

それから62年度、学校の管理外も含めまして、事故がそれぞれ小中合わせて13件ほどご

ざいます。それはこちらの方に報告が上がっておりまして、その理由も把握しておりま

すので、当然そういう事故防止という観点からも、学校側ともその辺の状況について十

分に打ち合わせをして、それが例えば通学路の設定の仕方なり、あるいは道路上の問題

点に起因するというような可能性がある場合については、その辺については十分検討し

て、道路上に一定の改良を加えれば改善される場合もありますし、あるいはなかなかそ

れが難しくて、通学路の設定し直しをしないといけないという場合もありますけれども、

いずれにしろ十分に原因を究明して、しかるべき措置は、必要ならば、道路の改善その

他についても要望するということはやっております。

以上です。

O議長(市川資信君) 福祉部長。

0福祉部長(高野 隆君) 福祉環境整備要綱の中に、歩道の対応はどのようになって

いるかということでございますけれども、福祉環境整備要綱の中での対象といたしまし

て道路及びこれに附帯する施設ということで、該当するようなことになっております。

そして内容といたしましては、歩道からのアプローチ等についての段差の基準、ある

いは歩道との取りつけ部分の点についても、あるいはガード レールの設置についても、

それぞれ定めがございまして、それに沿って基準が定められている、こういうことでご

ざいます。

0議長(市川資信君) 福島敏雄君。

いうふうに、いつも判断をしております。したがって立派な福祉環境整備要綱、基準が

あるのであれば、それをぜひ市内のそれぞれのところに照らし合わせてみて、悪いとこ

ろは改良するということをリストアップしてし、く、そして年度計画でもつくって改良工

事をしていくということが、日常の行政の中で大変必要なことだろうというふうに感じ

ておりますので、御努力をお願いをしておきたいと思います。

それで、市長にお聞きをするわけですけれども、 6月8日の日本経済新聞の切り抜き

の記事がございまして、 「職員が足で街の実態観察、武蔵野市」というふうなのが出て

おります。

「東京都武蔵野市は、職員自らが街の実態をじっくり観察、点検する『職員タウ γウ

オッチγグ』を始めた。 w行政の原点は現場にあり』を実践する。足で集めた基礎資料

は現在作成中の市の長期計画の中で生かし、二十一世紀に向けた街づ、くりに取り組む。

調査員は計139人。福祉、建設、教育などすべての部門から選抜した。 18日まで13の班

に分かれて、担当の区域を観察する。街は、その時々の条件によってたえず姿を変える

ため、朝、昼、夜、雨の目、日曜日など条件を変えて何度も観察する。問題点だけでな

く、武蔵野市ならではの素晴らしl、点の発見にも努めてもらう。」、こういうととを始

めたということが、新聞で紹介をされております。

これを読みまして、今回取り上げました一歩道に絞った形の質問でございますけれど

も、こうした行動が必要で、はないかなというふうに感じておりますので、これについて、

市長はどのような見解を持たれるか、お聞きをしたいと思います。

0議長(市川資信君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 道路管理の上から安全をどのように追求していくかというこ

08番(福島敏雄君) ありがとうございました。

とは、絶えず一番中心課題になって道路行政が発展してきた、このように思っておりま

すが、特に車道に対しまして歩道という位置づけ、その歩道になるべく幅員が保てると

か、あるいは平たんが保てる、そしてまた車道との関係で危険防止のガードレールとか、

そういうものを敷設をする、こういう努力は一応はやっておるわけでありますが、特に

御指摘の段差解消、あるいは歩道部分の車の出入りのいわゆる波打ち、このことになり

ましたら全く説明の余地がないと言いますか、、不十分な点が多々多いわけであります。

一方の論理を立てると一方が伴わないということでもありましょうけれども、それを

両面から矛盾のないように解決をしていくということが、大切なまた行政課題にもなっ

ておるというふうに感じるわけでありまして、点検手段として、日常的にもちろん道路

管理者の立場から行っておるわけではありますが、なお入念に着眼点を定めて、ときど

一応福祉環境整備基準についても、歩道のそれぞれのスロープの段差、あるいは勾配

というのですか、あるいはガードレールというようなことについても基準はできている、

こういう御答弁でございました。

それから福祉関係では、福祉部独自では点検をしていないけれども、関係部署と協力

をとりながら進めたい、こういうお話がございました。私はぜひ、市内の 1地区を私が

指定するわけじゃございませんで、 1カ所あれば必ず数多くのものが市内各地にあると
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08番(福島敏雄君) 大綱、質問に大変ミートした形での御答弁をいただきまして、

の質問を終わりにいたします。

0議長(市川i資信君) これをもって 1のし歩行者が安心して歩ける歩道にするため

に市内歩道の総点検をの質問を終わります。

一般質問 2のし政府自民党による福祉切り捨ての犠牲者を一人も出すな!一一 生活

保護行政の後退について問うの通告質問者、中谷好幸君の質問を許します。

(9番議員登壇〕

09番(中谷好幸君) それでは通告に従いまして、一般質問をさせていただきます。

私ども日本共産党は、竹下内閣による昭和63年度の政府予算について、大軍拡と大増

税準備、暮らし破壊の三悪予算、こういうふうに特徴づけています。

第 1に軍拡でございますけれども、 GNP1%の枠をさらに広げまして、中曽根内閣、

竹下内閣 6年間を通算しますと、 43.1%の伸びというふうになっています。 量が大きく

なるだけじゃなくて、内容的にも一歩も二歩も踏み込みまして、例えば 1隻1200億もす

るイージス艦や、あるいはアメリカの対ソ戦略への直接加担ともなる対潜水艦船センター

の建設、あるいは超長距離レーダ一、 OTHの硫黄島への設置につながる予算、あるい

はこういうふうなアメリカの核戦略支援のための戦力増強に直接つながる予算が盛り込

まれる。あるいは思いやり予算として、ついにと申しましょうか、シナイ半島に駐留す

るアメリカ軍などに100万ドル拠出する、こういうふうな予算も新しく計上されている

ところであります。

大増税準備と申しますのは、地価の暴騰下で緊急を要する相続税の減税、あるいは勤

労者が渇望するところの所得税減税、とういうのをやらないで、これを先送りしまして、

大型間接税導入のための人質にする、こういう布石となるような予算になっているわけ

であります。

また暮らし破壊の面では、中曽根内閣に輸をかけた福祉、教育切り捨ての予算となっ

ています。年金生活者が毎年100万人ふえる、こういう中で当然、増は7，0∞億くらい見積

られるわけですけれども、そのうち4，0∞億をばっさり削って3，0∞億の増しか認めない。

ノミーセ γ トで言えば前年比2.9%増、軍事費増の半分、こういうふうな伸びしか福祉に

ついては認めない、こういうふうな中身になっています。中曽根、竹下内閣の歴代6年

間で、先ほども述べましたが、軍事費が43.1%急増しているのに対して、社会保障関係

予算は14.3%増に抑えられているわけであります。

そして、この中曽根、竹下内閣を通じて老人医療費の有料化や、健保の本人 1割負担、

あるいは年金の改悪、児童扶養手当や児童手当の改悪、老人医療費の再改悪、こういう

き総点検に近い状態の観察をするということも、有意義であり、重要だと思っておりま

す。

福祉環境整備要綱という中に、つまり基準を定めまして、その基準をこれから行う工

作物には早速適用しよう。それから次いで過去のできておる部分の改善にもだんだんと

及ぼしていこう、こういうことになるわけでありますが、相当な努力も大切ですし、期

間、経費も要することは言うまでもありません。目下やっておりますのは、これからつ

くるものについて、あとで手直しをしないような、基準に沿った設計並びに工事をして

いただく、こういうことで機能をさせておる。過去のできものにつきましては、だんだ

んと順序を追ってそれになるべく合わせてし、く、こういうふうなことだったというふう

に考えております。

武蔵野市がし、わゆるタウソウオッチソグということを特に強調して、職員を中心とし

て、私も日ごろそのことは、そういう言い方ではありませんが、市民生活の立場に立っ

て、そして市民の目で、取り組むべき我々の行政をしっかりと観察をしてし、く、これが

自治体行政の大切なことであるということを、強調してまいっております。

道路のこともございますし、その他につきましても、何か私は市民参加によって、市

民の論理研究会というふうなものを思い立ったらどうだろうかというようなことを、構

想いたしております。つまり、もちろん行政はいろいろなことに明るいプロでなければ

なりませんが、また一方に、市民側から見た視点というものが、それに大きく反映をし

ていくことが大切なことでありまして、地方自治の理念というのは、当然そうあるべき

性格のものだ、このように感じております。

今後、具体化につきま しても、 一層内部の検討並びに努力を詰めていきたいというふ

うに思います。

0議長(市川資信君) 福島敏雄君。

ありがとうございました。

ただ私、今までもやってきているけれども、これからもやっていきたし、という福祉部

長の御答弁で、今まで福祉部としては実際やっていないというところが大変気になるわ

けでございます。やはり一応市民の皆さんの声も聞くということ、非常に大変で、大切

なことだと思いますけれども、とりあえず実情はプロである職員が知るということも大

変重要なことでございますので、そうした意味では、庁内でいろいろ考えるということ

も重要ですけれども、現地に出てし、ただくということをぜ、ひお願いをいたしまして、こ
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ふうに続いてきたわけで、ありますけれども、今年度の予算では一歩踏み込んで国民健康

保険のさらなる改悪、そして生活保護へのさらなる突っ込んだ攻撃を集中してきている

ところであります。

生活保護費の予算は、今年度 1兆900億円であります。これは前年比、 250億円の削減

であります。政府は昭和60年度より、生活保護に対する国庫補助率を 8割から 7割に削

減しましたけれども、総支給額そのものは、中曽根の時代、若干でもふえていました。

しかし給付総額そのものを削減する、これは生活保護制度始まって以来の蛮行でありま

す。ここまで竹下内閣が手をつけました。

竹下首相はかつて生活保護費の受給者はもらいぐせがついているとか、あるいはみん

ながそういうふうになってしまうと差恥心が薄れて、恩給でももらうような気持ちになっ

てしまうというような、人権感覚の全く欠落した暴言を吐いているわけでありますけれ

ども、とのような冷酷無残な処置が今年度の政府予算ではとられているわけであります。

さて私は、この一般質問で日野市の生活保護行政について取り上げるわけでございま

すけれども、その理由は生活保護制度が憲法25条で保障された国民の生存権の最後のよ

りどころとなる制度、いわば生存権保障の根幹をなす制度であるにもかかわらず、戦後

政治の総決算の名のもとに、中曽根、竹下歴代自民党政府のも とで、その土台から揺る

がされようとしていると考えるからでございます。過去 3年間で生活保護受給者は15万

人も切り捨てられました。その中で、全国で多くの悲劇が伝えられている ところであり

ます。

昨年の 1月22日には、札幌の白石区で生活保護の申請を受けつけてもらえなかった母

子家庭の母親が、 3人の子供を残して餓死するとしヴ事件が起こりま した。そして10月

には、東京都荒川区で支給されていた生活保護を打ち切られた一人の老母が、 2度生き

て福祉を受けたくありません、福祉は人を助けるところでしょうか、苦しめるためのと

ころでしょうかとしヴ、福祉事務所への抗議の遺書を残して自殺をいたしました。

御承知のように、生活保護は国の機関委任事務であり、厳しい国の指導、監督のもと

に置かれております。ですから、固による生活保護行政の後退はストレートに地方自治

体に影響いたします。私は、札幌や荒川区で起こったことが、決して人ごとに思えない

わけであります。私は、札幌市や荒川での悲惨な事件からしっかりと教訓を酌み取り、

日野市においては絶対にこのようなことは起こさせない、一人も犠牲者を出させないと

いう決意を高めることが大事だと思うわけであります。

私は今、国の保護行政の後退がストレートに自治体に影響すると申しましたけれども、

日野市の場合どうなっているのかということを、これまで決算委員会や予算委員会で出

された資料に基づ、いて、見てみたいというふうに思います。

この10年間の生活保護世帯ですけれども、昭和53年度、日野市の生活保護世帯は534

世帯でした。若干ですけれどもふえ続けまして、ピークは昭和60年619世帯となってお

ります。ところが61年、 62年の 2年間で100世帯以上、著しく生活保護世帯が減少しま

した。昭和62年は502世帯、これは10年前の昭和53年以前の数字になるわけであります。

60年を100とするとこの 2年間で81、20%、保護世帯が減っているわけであります。

保護人員の率、保護率ですけれども、 2年間で6.7パ一ミリ、 1，000人のうち6.7人か

ら5.2パ一ミリへと、著しい減り方をしております。同様に、この10年間の相談数と申

請数を見てみますと、相談数は年々増加してしら。福祉の窓口に来る人は年々増加して

いますけれども、申請を受けつける、これはどんどん減少しているという傾向が見られ

ます。

数字で見てみますと、 11年前の昭和52年の申請数の相談数に対する割合は、相談数が、

窓口に来た人が295件に対して申請数は164件で55.6%、要するに、窓口に来た人のうち

半分が申請を受理される、こういうふうな事態にありました。ところがこの率は年々低

下いたしまして、昭和60年には26.6%、すなわち窓口に来た人のうち 4人に 1人が申請

が受理される、こうし、う状態に低下しました。そしてその次の61年から世帯数が急激に

減るわけですけれども、昭和61年度には、相談件数473件に対して申請数は85件、 17.9

%と著しく減る。 5人に 1人以下になってしまうわけであります。

そこで、質問の第 1でありますけれども、この生活保護の著しい減り方、この原因に

ついて、私は国の生活保護行政の後退、具体的には国庫補助の削減、そしてあわせて、

保護の適正化の名による受給抑制の指導によって、生活保護受給に対する自己規制が迫

られてきている。ここに原因があると考えるものでありますけれども、この著しい生活

保護世帯の減少について、福祉の現場におられる市当局はし、かに考えられておられるの

か、このことについて、最初に質問をしておきたいと思います。

0議長(市川|資信君) 中谷好幸君の質問についての答弁を求めます。福祉部長。

0福祉部長(高野隆君) 先ほどの第 1点目の保護申請受理件数の減少について、そ

の原因は何かということについて、お答えをいたします。

現在、日野市の保護率は5.1パ一ミリになります。しかしながら、この減少の状況と

いうのは、一つには離婚率の低下ということを、私ども考えております。ここ数年の傾

向を見ますと、母子世帯の発生が逐次減少してきており ますし、この生保率も減少して
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いるということが一つございます。

それからもう一つは景気の問題でございますけれども、若干の景気の後退はある、こ

ういうことは見られますけれども、総体的には好況を維持している、こういうことでご

ざいます。

それから 3番目には、 61年の 4月から生涯基礎年金が導入されました。この結果、年

金需給による所得の増加というか、それにより生保家庭でなくなる、こういうことが急

速にこの年には発生いたしました。

その他高齢化の進行、離婚等の社会的要因等の問題、あるいは景気動向等の関係、い

ろいろな諸要因によって複雑に影響し合いながら現在の状況が生まれてきている、こう

いうぐあいに考えております。

総体的に26市、 23区の状況については、減少の傾向でございます。また全国的な平均

につきましても減少の傾向を示してきている、これが現状でございます。これについて

は、先ほど御指摘のように、国からは適正化指導等も行われておりますけれども、 これ

については不正受給を避ける、あるいは所得等の適正な調査を行う、こういうような形

での国の指導等もございますけれども、これについて、日野は特に、先ほど御指摘のあ

りましたような札幌市の白石区、また荒川区の例に示されております、福祉事務所の窓

口で、の非常に冷たし、扱い、こういうような形での処遇というのは私どもはしていない、

これは申し上げてよろしいかと思っております。

御理解を賜りたいと思います。

0議長(市川資信君) 中谷好幸君。

09番(中谷好幸君) 日野市の生活保護世帯が著しく減少しているという問題につい

て、 3つほどその原因と考えられるところを御答弁いただいたわけですけれども、離婚

率の低下の問題に しても、あるいは景気の問題にしても、余り数字として根拠はないの

ではないかというふうな感じが、私は今、します。

例えばここに昭和60年度と61年度の生活相談内容と処理状況、こうしヴ福祉事務所の

つくったデータがあるわけですけれども、 60年から61年に急激に、申請受理の数が50件

ほど著しく減っているのですけれども、例えば母子世帯の生活相談、窓口に来られた数

というのは、昭和60年がトータルして74件、 61年は82件、逆にふえているわけです。全

体の中でそういうふうな傾向もあるのかもしれませんけれども、生活保護の申請受理に

影響するような影響でないということは、明らかだと思うのです。

また、景気の一定の落ち込みがあるというふうにも言われるわけですけれども、昭和

60年から61年、 62年にかけてというのは、むしろ円高不況の一番厳しい時期に当たって

いるわけです。これが直ちに著しく生活保護の受給者が減るというふうな働きをすると

いうことは、私はとうてい考えられないわけであります。

それからもう一つ、基礎年金が改善されたということでございますけれども、これに

ついては、一定の根拠があるところであります。いただいたデータでも、生活保護の廃

止の理由のうち、昭和60年から61年にかけて、仕送りとまとめて書いてあるのですけれ

ども、年金仕送りによって一定の廃止件数がふえているというふうな点で、これは認め

ざるを得ないというふうに思います。

しかしながらそれもほんの一部の影響であって、この生活保護世帯の率が減っている

というのは、打ち切り廃止とともに申請受理が抑え込まれている、この 2つが相まって

起こるわけでございます。

ちょっともう少し今の資料を見てみたいと思うわけでございますけれども、この昭和

60年度と61年度の相談内容と処理状況の一覧表でございます。昭和61年、 62年を比較し

てみますと、他の法律や施策の活用によって申請受理に至らなかったケースというのは、

昭和60年61年、ほとんど変化がありません。大きく変わっているのは、申請受理が大き

く減って、窓口に来て相談だけとし、う件数が著しくふえている、これが実際の姿ではな

いかと思います。ですから私は申請受理の抑制、ここに問題のかなめがあるのではない

かというふうに思うわけでございます。

私は、先ほど生活保護世帯、特に著しく減少している根本的な原因が国の生活保護行

政の後退、国庫補助の削減や地方自治体への負担の増加、例えば昭和60年度の国庫補助

率の削減によって、昭和63年だけで日野市の負担は7600万円もふえているわけでありま

す。あわせて、適正化という名による受給抑制の強力な指導が行われている。とうした

中で、受給抑制の自己規制が強く働いているんではないか、こういうふうに思うわけで

あります。こういう点について、今の答弁では認められていないわけでありますけれど

も、認めるか認めないかはともかくとして、もう少し数字を見たいと思います。

国が国庫補助率を削減する前の昭和59年、このときの補助率、それから補助率を削減

して 3年を経過した昭和62年の被保護率、人口1，000人当たりの人員を見てみますと、

今、若干福祉部長からも御答弁がありましたけれども、圏全体で、は12.2パーミりから10.

6パ一ミリへと減少しております。昭和59年を100とすると、国の減少は86.9ということ

になります。日野市の場合はどうなっているかと言いますと、昭和59年が6.7パ一ミリ、

昭和62年は5.2パ一ミリ、 100から77.6、国以上の減り方であります。
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ちなみに、さきに生活保護の受給が打ち切られて、老人が自殺に追いやられたという

荒川区はどうなっているかと言いますと、 59年度が16.6パ一ミリ、これが 3年間で62年

度が11.7パ一ミリになります。 100がら71.7... 30%近く減少しているということになる

わけであります。全国平均が100から87で、荒川が100から72、日野はその中間の100か

ら78、日野は荒川ほどひどくはないけれども、全国平均と比べるとむしろ荒川に近い数

が、少しショッキソグな数が出ているわけであります。

この荒川区の生活保護行政というのは、今、東京都でさえも問題があると指摘してい

るところであります。生活保護行政は国と都、会計検査院の厳しい監査を受けるわけで

ありますけれども、例えば昭和62年度東京都指導検査講評、これは昭和62年10月2日、

こういうのは口頭で行われて文書にならないということなんですけれども、出版されて

います。この中で東京都が荒川区の生活保護行政についてどういう指摘をしているのか、

ちょっと読み上げてみたいと思います。

「荒川区さんの場合、保護率が非常に下がっております。そのこと自体の良い悪いを

私は申し上げるつもりはありません。 59年4月には15.5パーミルが、 62年4月には10.9

ノ《ーミルまで下がっております。それから相談件数を見ますと59年度を100とした場合、

61年度には75.1に下がっております。それに対して、相談に来た人のなかで、相談のみの

処理が59年度が26.2%、60年度は30.8%、61年度は40.8%に上がっています。

半面申請受理が59年度45.3%あったのが61年度には32.4%に下がってきている。さら

に開始件数は、 59年度1，446件が61年度817件つまり59年度を100とした場合に、 61年度

には56.7になります。これが良い悪いは私は申しません。これはもちろん当然色々な事

情でそういうことは可能ですから、そういう事情を全国レベルで見た場合、あるいは23

区で、見た場合、若干荒川区の動きというか傾向はちょっと特異な動きをしている。その

へんの問題と、それから私共都の方にも、若干荒川区の区民の方から、保護を受け付け

てもらえないとか廃止されたとかそういった類の苦情が、荒川区の場合はちょっと目立つ

である。このような状況だとかそのへんを色々勘案して考えた場合に、いま申し上げた

意味での一一特に老人とかあるいは母子とか、こういう方に対するまず第 1段階での指

導の面が、やや厳しいのではないかなと一一これは方針の問題ですから、私はとやかく

申し上げられないのですけれどもそう感じています。いわゆる、この生活保護制度は憲

法上の生存権の保障の措置である点をさらに認識いただし、て、窓口でそういう生活保護

の受給権を制限されているというふうに受け取られないように、適正化ということに取

り組んで頂きたい。そんなふうにお願いしておきます。」

このような講評が東京都から荒川区の法行政について行われているわけであります。

いろいろ配慮して言い回しが多いわけでありますけれども、指摘している点は、 1つは

荒川区の場合、保護率が著しく低下し、相談しに来た人のうち、相談のみで帰っていか

なければいけない人が著しくふえて、逆に申請を受理する数や開始件数が著しく下がっ

ているということ。

2つ目は、こうした数字は全国レベル、 23区と比較して荒川区の動きは特異である。

また都への苦情も多い。そういう点を考えると、荒川区では特に第 1段階での指導が厳

しいのではないか。 4つ自に、生活保護行政は生存権の保存の保障の措置であるから、

窓口で受給権を制限されているというように受け取られないようにしてほしい、こうい

うことを言っているわけであります。

私は日野市で、荒川区で起こっているような人権侵害が起こっているものであると信

じるものではありません。しかし今述べましたように保護率の著しい低下、相談に来た

だけの人がふえている、そして申請受理や開始が減っている。数字だけから見ると、荒

川区とよく傾向が一致している事実は否定できないのではないかかと思います。

そこで日野市においては、東京都が荒川区に指摘したような、窓口において受給権を

制限されているというように受けとられる、そういう事態は起こっていないのかどうな

のか。このことについてお聞きしたし、と思います。

よろしくお願いします。

0議長(市川資信君) 中谷好幸君の質問についての答弁を求めます。福祉部長。

0福祉部長(高野 隆君) 窓口での受給権の侵害はないかという御質問でございます

が、社会福祉課の窓口での相談の内容を見ますと、 傷病や障害者に対する制度、または

離婚したときに受けられる制度、高齢者の生活不安、あるいは家庭不和、生活不安など

の家庭全般の相談が多い、またそのために来庁する、こういうことが見受けられます。

相談に当たりましては、相談者の立場に立ちまして相談を受け、生活に困窮している

世帯に対しては生活保護制度を説明して、保護申請を提出するように指導する、こうい

うことでございます。したがって、先ほど御指摘になりましたように、保護申請に至る

までに、相談の中での、相談件数に占める保護申請件数が少ないではないか、こういう

ことで御指摘がございましたけれども、 58年度におきましては相談件数が502件、申請

件数が130件、パーセンテージで申しますと25.9%、そのうち受理件数が123件でござい

ます。 59年は相談件数が485件、申請件数が140件、パーセ γテージでは28.9%でござし、

ます。受理件数は136件、 60年は530の相談件数に対して申請件数が139件、 26.2%、133
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件の受理。 61年が473件相談に対して85件の申請件数で18.0、83件の受理、これがちょっ

と落ちたということを御指摘されました。 62年度に至っては、 412件の相談件数に対し

て、申請件数が27.4%、受理件数が105件ということで、これについては持ち直してい

るというように思います。

したがって、一定の波はございますけれども、相談に当たってそう大きな変化はない

ように私どもは考えております。また生活保護に至る相談につきましては、特に申請を

抑制することをせずに指導をしている、こういうことでございます。

また生活保護に至っていない世帯につきま しては、 他法あるいは他の施策等を説明し

まして、活用できる場合にはその窓口を紹介する ということをいたしております。 特に

受給制限につきまして、職員一人一人にそのようなことのないように注意しております

し、今後とも疎漏のないように十分指導していきたいというぐあいに考えております。

また国の指導等において、適正指導ということでの所得調査、または扶養義務者の調

査が非常に言われておりますので、扶養義務がある場合にはその文書の提出等を義務づ

けられておりますが、これについてもケース・パイ・ケースで柔軟に対応していきたい、

こういうぐあいに考えております。

0議長(市川|資信君) 中谷好幸君。

09番(中谷好幸君) 相談件数に対する申請あるいは受理、あるいは開始の件数とい

うのは、 61年若干落ちたけれども62年はかなり盛り返したのたというふうな御答弁もあっ

たと思います。 62年の資料については私は知りませんでしたけれども、盛り返したとし

たら非常にし、し、ことなんですけれども、しかし時間の経過のスケールをちょっと小さく

とっておりますから、一進一退というふうに見えますけれども、先ほども私述べました

ように、 10年間のスケールでとると、いずれにしてもかなり低下しているということは

事実ではないかというふうに思います。 そこら辺の受けとめ方はともかくとして、私は

今の生活保護を考える場合、立法の精神に立ち返るということが非常に重要なんではな

いかというふうに思います。

生活保護法は、第 1条で憲法25条の生存権を保障するものであり、自立を助けるもの

であるということを明らかにしています。それから 2条で無差別平等の原則、 3条で最

低生活の保障、 4条で資産、能力の活用が条件であるけれども、急迫した場合はこれに

かかわらず必要な保護を行う、こういうふうな原則が規定されているわけであります。

要するに生活保護は憲法にのっとった権利であり、国行政の義務であります。行政は、

何よりも人権の尊重に努めなければならないことです。

差し当たり私は問題となるのは、やはりこの申請受理の問題があるのではないかとい

うふうに思います。やはり東京都の指導ですけれども、昭和61年10月に都福祉事務所の

ブロック会議というのがあ勺まして、ここで東京都がこのような注意を行っています。

ちょっと読ませてもらいます。

最近、生活保護の開始に関して、電話での照会、投書など当課に寄せられた情報から

判断すると、住民に申請権を抑制していると受け取られかねない例があったので、ブロッ

ク別事務打合せ会の席上を借りて注意を促したい。

1、申請書の交付及び受理

保護の申請者に、申請書を交付する前に十分に説明することは必要なことであるが、

保護制度に対する誤解、見当違い、管轄違い等で申請意思を撤回したような場合を除い

て、 申請書の交付及び受理は福祉事務所の義務であるので、慎重に対処願いたい。

2、扶養と申請権

法第4条第2項で、扶養義務者の扶養が法に定める保護に優先すると規定しているが、

このことは、保護の申請者が保護の開始決定に当たり、扶養義務者の扶養能力について

自ら挙証することを義務付けた趣旨ではない。

保護に優先すべき扶養の取扱いは、保護の開始文は却下処分までに福祉事務所の調査

などにより取扱いを定めるべきであるという趣旨であるので誤解のないよう留意された

し、。

こういうふうな東京都の指導が行われているわけであります。

どういうことかと言いますと、福祉事務所というのは申請者に対して制度の説明など

は行うことができるけれども、指導や調査については申請を受理しない限りできない。

少なくとも法的には権限はない、こういうことを言っているわけであります。生活保護

法では実施機関、福祉事務所に対して、保護者への指導、指示の権限を27条で、また保

護者は指導、指示を受ける義務を62条で課しているわけでありますけれども、この関係

が市民との間で生じるのは、申請を受理した時点で、あります。したがって、申請の申し

入れに対して申請を受理しないというのは、その人の権限の侵害になるわけであります。

例えば生活保護法では処分に対する不服申し立ての権限、行政不服審査請求権という

のを保障しているわけですけれども、こうした権限も申請が受理されない限り発生しな

いわけであります。どんなに福祉事務所の処置に不満があっても、申請が受理されない

限り、不服の申し立てをすることができない。こういうふうになるわけであります。要

するに特別な場合でない限り、相手が保護制度についての誤解があるとか、管轄違いの
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問題を持ち込まれたとかなど以外は、速やかに福祉事務所は申請書の交付、受理を行わ

なければならない義務があるわけであります。

その申請書に基づいて保護を開始するか却下するかは、申請を受理した後、福祉事務

所が調査を行ってその適否を決める、法的にはこうしヴ仕組みになっているわけであり

ます。そこで福祉事務所では、あるいは担当部局では、こういう問題についてどういう

ふうに考えられるのかということについて聞きたし、というふうに思うわけであります。

なかなか申し込んでも申請書を交付してもらえない、受理してもらえない、こういうこ

とを聞くわけであります。こういうことはないでしょうか。

相談に行くと、扶養義務者はないのかどうなのか聞かれる。兄弟や親の面倒を見てい

ただけないかどうか聞いてから、もう一度福祉事務所ヘ来てください。そうでないと申

請書は交付できません、そういうふうに言うかどうかはともかくとして、そういうこと

はないかどうか。これは扶養義務者が扶養できるかどうかということを調べるのは本人

の挙証義務ではないというふうに、東京都は言っているわけであります。これは福祉事

務所で調べるべきことだ。

例えば家賃が高過ぎる、もっと安いところに移る見通しを立ててから、あるいは移っ

てから来てください、申請書は交付できません。こういうことはないかどうか。あるい

はバイクだとか、何でもし、し、ですけれども、財産を持っている。バイクがある人は受け

られません。これを処分してからもう一度来てください。いろいろ聞くわけですけれど

も、要するに申請を受理してから福祉事務所が指導や指示、あるいは調査すべきこと、

あるいは保護開始してから改める指導を行うべきことを相談の段階で持ち出して、なか

なか申請書を交付しない、受理しない、とういうことは申請権の侵害にもなるというふ

うに思うわけですけれども、こういうことが事実、日野の福祉事務所で起こっているの

かどうかはともかくとして、もしこういうことがあった場合、申請権の侵害になるので

はないかどうか、このことについてお聞きしたいというふうに思います。

0議長 (市川資信君) 中谷好幸君の質問に対して御答弁を求めます。福祉部長。

0福祉部長(高野 隆君) 確かに扶養義務者の有無あるいは財産の有無につきまして

は、これは生活保護の受給の際の条件になるわけでございます。これについての適正な

調査なりあるいは把握等については、常々私どもは配慮、しているということでございま

しかしながら、すべての窓口での申請に対する、申請書を渡すということについての

問題でございますけれども、これは非常に困難な状況ではないだろうか。実際にそれの

ケースの内容についての把握を十分にした上で申請書をお渡しするということを実際に

やっておりますし、それが行き過ぎた場合には非常に問題が出てきますけれども、内容

を十分に把握しながら申請書をお渡しする、これについては決して申請権の侵害という

ことではなかろうと、私どもは考えております。

しかしながら、中にはその中での財産の把握の中で、それが老後のお墓代であるとか、

あるいは入院代であるとか、こういう点での、非常に先を見通しての貯蓄等がやはり問

題になる場合がありますけれども、これについては十分に納得した上でのやはり申請受

理ということでございますので、これについては生活保護法の基本に基づく理解を十分

にしていただく、こういうことを心がけてやる、これが窓口での重要な配慮のポイ γ ト

ではないか、こういうぐあいに考えております。

0議長(市川!資信君) 中谷好幸君。

09番(中谷好幸君) 市の職員というのは、特に福祉の部門におられる職員の皆さん

というのは、ある意味ではその生活相談者のプライパシーにも入り込んでいかなくちゃ

いけないような信頼関係が必要になっているわけであります。しかしそれは無制限な権

限としてそういうことがあるのではなくて、やはり法律に基づいてそういうふうな権限

が発揮されなければいけないのではないかというふうに思います。

申請権というのは権限でありますし、法的にはこれが受理されない限り、市の職員が

相手のプライパシーにまで入り込んで貯金が幾らあるか、どう なのか、こういうことま

で聞く権限はないわけであります。そうし、う問題は受理してから十分調査ができるし、

そういうことができるんではないか、全然支障はないのではないかというふうに私は考

えます。要するに私がお願いしたいところは、生活保護行政をもう一度憲法と生活保護

法の原点に立ち返って実施していただきたし Yということであります。

今、適正化という言葉について、福祉部長も、国の指導というのは所得の把握だとか

扶養義務者の把握、あるいは不正受給の摘発だと、こういうふうに言われましたけれど

も、まさに国の適正化という言葉は不正受給の摘発だとか、保護の抑制、引き締め、こ

うし、う言葉と同義で使われているわけであります。しかし本来の適正化の意味は、積極

的に保護を必要としている国民に所得を保障して自立を助けること、これを適正に行っ

ているかどうかということだというふうに思います。

例えば生活保護法は、 4条3項で、先ほども申しましたように急迫した状況がある場

合は、資産の問題だとか扶養義務者の問題は横に置いておいても、すぐに福祉事務所が

措置することができる、しなければいけないというふうに書かれてありますし、 7条で、

す。
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急迫した状況がある場合は、本人が申請しなくても保護しなくてはいけない、するとと

ができる。25条では、 急迫した状況がある場合には、要保護者が、必要とされている方

に速やかに職権をもって保護を開始しなければならない、こういうふうに規定されてい

ます。本来の福祉事務所の任務とい うのは、こうした法の精神からするならば、保護を

必要とする人を積極的に探し出して、自立のための援助をすることであると思うわけで

あります。もしも こうした法の精神が福祉の現場に満ちあふれているならば、 札幌や荒

川の悲劇は起こらなかったのではないかという ふうに考えるわけであります。

最後になりますけれども、市長にも この生活保護行政の問題について、どうい うふう

なお考えなのかということをお聞き しておきたいという 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) 今まで国の委任事務という ことで福祉事務所とい う制度を定

め、なるべく市民生活の、人権の最低という ことの保障できる福祉行政でなければな ら

ない、こういう考えで、私としては指導してきたつもりであります。まだ具体的に事例

の判断に直面することはないわけでありまして、 ーに法の精神、 そしてまた人道や人権

を守るという積極的なものの考え方が大切だ、 このように思っております。

一方に、働ける意欲のある方をなるべく早く社会に復帰してもらえる、そういうまた

配慮、も重要だ、このようにも考えるわけでありますので、私も状況を正確に把握をし、

またこのたび、機関委任事務が生保のみというぐらいに縮小される、こう しヴ事態もござ

いますので、真剣に見当をしてみたいというふうに思っております。

0議長(市川|資信君) 中谷好幸君。

09番(中谷好幸君) 最後に、要望、意見を述べて質問を終わりたいと思います。

ないのかどうなのか、人権侵害がないのかどうなのかということについて、よく現場を

洗い直して、そして職場の人権感覚を高めるように努力してほしいと思います。 特に申

請書の交付受理の問題については、どうし、う実態、にあるのかとい うことについて、も う

少し実態を把握を していただきたい、このように思うわけであります。

さらに職場の人権感覚を高めるためには、労働条件の改善も重要であると思います。

国からの強力な監査と指導、また保護を必要としている方々の複雑な実態、この板挟み

の中でケースワ ーカーさんの心労、苦悩は非常に大きなものだと想像されます。聞くと

ころによると、ケースワ ーカーの配置基準は保護世帯80に対して l名というふ うになっ

ているわけです。日野市の場合、 500を超える保護世帯に対して 6名のケースワ ーカー

です。係長を入れてぎりぎり法定基準に達する、 こういう状況であります。人員の配置

も含めてケース ワーカーさん、福祉事務所の労働の実態についても検討していただきた

い、このことを強く要望したし、というふうに思います。

人間らしく生きる権利を求めた朝日 茂さんの人間裁判が始められてから31年、最高

裁の判決がおりてから21年が経過いたします。私どもは、今改めて朝日さんの闘いを振

り返る必要があるんではないかというふうに思います。

結核療養所の患者であった朝日さんが、ただじっとしているだけでは生活や権利は守

れない。積極的に闘ってこそ守れるものであるという権利意識に目覚めたのは、朝鮮戦

争を契機にして、政府がバターよりも軍艦へ、大砲へ、こういう方向転換をした時期で

あります。当時もやはり適正化の名のもとに生活保護を引き締める、結核患者の入退院

基準を決めて、まだ十分治っていなくても結核患者を病院から追い出してしまう、こう

いうふうな医療と福祉と切り捨てと、朝日さんは闘ったわけであります。

当時朝日さんは生活保護の医療扶助、それから生活扶助を受けていたわけであります

けれども、福祉事務所はこの朝日さんがもう35年も会っていないとしヴ、行方不明になっ

ているお兄さんを宮崎から探し出して、このお兄さんに月 3，000円送金しろ、こういう

指導をしたわけで、あります。お兄さんは生活が苦しい中でも、妻と子供が4人、しかし

弟が重症の結核患者であるということを知って、 1，500円仕送りするということになっ

た。ところが国はこの1，500円のうち朝日さんには600円しか渡さない。これまで受けて

いた600円の生活扶助を打ち切る、残りの900円を国庫に入院費の一部として入れてしま

う、お兄さんから送られてきたわす.かの1500円を取ってしまう、こういうことをやった

わけであります。

こういう中で朝日さんは、この血も涙もない当時の政府のやり方に対して、激しい怒

一つは札幌の事件、あるいは荒川の事件をやはり人ごとのように考えるのではなくて、

よく福祉の現場で検討していただきたいというふうに思います。この事件については、

札幌市当局の側の記録ゃあるいは政府の見解、ケースワーカーを中心とした労働者の見

解などが出版されております。福祉事務所で尋ねたところ、うわさ話としてしているけ

れども、よく現場では検討したことはないというふうなお話でしたけれども、ぜひこう

いう資料も使って、このケースについてよく検討していただきたいというふうに思いま

す。

また繰り返しになるわけですけれども、生活保護行政を憲法と生活保護法の原点から

もう一回見詰め直してほしい。違法なことはやっていないというお話ですけれども、実

際に申請権を抑制する、あるいはそういうふうに受けとられられかねないようなことが
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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。

午前11時50分休憩

午後 1時18分再開

あります。市からは自治会館として扱われまして、年額 3万円の助成を受けるというこ

とになりましたけれども、これではとても机、いすなど購入できないわけであります。

小さい住宅でありますし、また自治会も小さいものでありますし、また新しい自治会で

ありますから備えもないわけであります。現在カーテγもなくて、ただ建物だけ、がら

んとした状況で、建っているわけであります。

開放型集会所というのは、自治会館というよりも地区セ γター的な役割を果たします

し、また実際にそういう役割を果たしているわけであります。都の施設でありますから、

地区セγターと同様の扱いをすることが難しい点もあると思いますけれども、備品など

何らかの援助が市の方でできないかどうか、この点について質問したし、と思います。

あわせて、今後都営住宅建設も予定されているわけでありますけれども、また開放型

集会所というものが設置される可能性があるわけでありますけれども、この開放型集会

所というのは、恐らく都営住宅建設計画に当たって、周辺整備としヴ立場で、都との協

議事項の一つにもなっているのではないかと思うわけであります。

その協議の際、建物の提供だけでなく、備品なども協議の対象として都に提供させる

ことができないのかどうなのか、この点についても質問したいと思います。

以上 2点ですので、よろしくお願し、し、たします。

0議長(市川資信君) 中谷好幸君の質問についての答弁を求めます。生活環境部長。

りをもって裁判闘争を闘いました。今、貧しい者ほど負担の大きい大型間接税の導入が

策され、お年寄りは病院から追い出される。そして国保の滞納者には国民保険証を出さ

ない、あるいは生活保護への激しい抑制、その一方で日米軍事同盟を強化してどんどん

軍拡を進める、まさに私たちは朝日さんの心を受け継いで、人間らしく生きる権利を求

めて一層闘わなければならない、こういうふうに思うわけであります。そういう立場で

一層私どもも奮闘することを決意いたしまして、この問題での質問を終わらせていただ

きます。

ありがとうございました。

0議長(市川資信君) これをもって 2の1、政府自民党による福祉切り捨ての犠牲者

を一人も出すな!一一ー生活保護行政の後退について問うの質問を終わります。

お諮りいたします。議事の都合により、暫時休憩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) 休憩前に引き続き、会議を開きます。

一般質問 2の2、都営住宅の開放型集合所には、地区セソターに準ずる助成を行えの

通告質問者、中谷好幸君の質問を許します。

09番(中谷好幸君) 午前中に引き続きまして、一般質問をさせてもらいます。

この問題については、簡単に質問させていただきます。

千草苑の住宅が建てかえられまして、都営落川アパートができました。ここに開放型

の集会所ができたわけでありますけれども、この開放型の集会所というのは、日野市内

の都営住宅の中で恐らく初めてのものだと思いますけれども、都営住宅の住民だけでな

く、周辺の住民にも開放して利用が可能であるというものです。

この地域は地区セ γタ一、自治会館とも空白の地域でありますから、大変歓迎されて

いるところであります。ところがこの都が提供した開放型集会所は建物だけでありまし

て、机、いす、カーテγ、暖房器、その他一切の備品は備わっていないわけであります。

まさに建物だけであります。

住民の皆さんは、都に対して備品を備えつけるよう要望いたしましたけれども、都は

都営住宅の集会所には一切そうした備品を備えつけないということになっているそうで

0生活環境部長(藤浪竜徳君)

ます。

1点目は開放型集会所の扱いを地区セソター並みに助成できないかとし、う御質問でご

ざいます。

御承知のとおり、千草苑の都営集会所につきましては都の所有であり、また管理で、ご

それでは、 1点目の御質問にお答えいたしたし、と存じ

ざいます。一般的に市で建設し、管理をしております地区セソターにつきましては、設

備の備品だとか、そういったものは市で用意しておりますけれども、都の建物で、しか

も管理も都が行うというような施設につきましては、今までに例がございません。都の

所有、管理という中で、市が備品等を購入して配置することは非常に難しいのではない

か、このように考えております。

なお、地域には自治会館が現在49ございます。同様に備品等の要求も出ておりますの

で、これらを勘案いたしますと、やはり均衡上、ここだけを補助するということはちょっ

とできないような状況になっております。 事情は十分よくわかるわけでございますけれ

ども、やはり均衡上、助成はちょっと今のところはできかねるというところでございま
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す。 として使われているわけでありますし、非常に困っておられるわけですから、そこら辺

の点についてぜひ検討していただけないか、このことを再度質問をしたし、と思うのです。

できれば市長からも一言御答弁をいただきたいというふうに思います。

0議長(市川|資信君) 生活環境部長。

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) 2点目の問題につきまして、お答えしたいと思いま

す。 0生活環境部長(藤浪竜徳君) 都の所有、管理ということで、市で備品を購入するこ

御承知のとおりこの公営住宅の集会所につきましては、建設省令の中で一定の建設基

準が設置されているわけでございます。なお都営住宅の関係につきま しては、国の基準

をやや上回る住宅局の中での一つの基準の内規があっての、集会所の設置がなされてい

るわけでございます。今の 2点目の御指摘の中では、今後恐らく都営住宅の協議の中で

は、開放型というような形がなされていくだろうというふうに、我々も予測しておりま

とはちょっとできないかと思いますけれども、ただいま御質問の中で、貸し付けでは何

かないかということでございます。

私どもの方では、現在、各自治会で屋外で備品を使いたいということで、地区センター

の備品の貸し出しの要求が大変多うございます。その都度貸し出しの手続をするわけで

すけれども、大変ふくそうするということで、別枠で備品をそろえておきまして、これ

を順次必要に応じて貸し出しをするという方向も、来年度から検討に入りたい、こう思っ

ております。

したがし、まして、一時的にはこういった備品を一時貸し付けの形で、貸与という形で

対応できるのではないか、このような考えを現在、持っております。

以上です。

O議長(市川資信君) 市長。

す。

そういう中で、確かに現行におきましては東京都の管理というような中で備品も入れ

ない問題があるわけでございます。この落川の千草苑の問題につきましでも、私の方も

東京都に対して改善方の申し入れは既にしておりますが、当然今後建てかえが進むと予

測される日野市内の都営住宅につきまして、一層、私の方も備品まで購入するような方

法での協議、またそういう方針に変えるような方向づけで協議を進めていきたし、という

ふうに思っております。

以上でございます。

O議長(市川資信君) 中谷好幸君。

09番(中谷好幸君) 都の所有、管理の建物に市が備品を配置するということは難し

いというふうな御答弁だったと思います。東京都に対しても、また要望はするけれども、

東京都の出方次第というか、市としては今のところどうしようもないというふうなお話

だったと思うのです。

御答弁でもありましたように、今までに例がない開放型集会所ということですから、

新たな対応というのを検討する必要があるんではないかと思うのです。そこら辺のとこ

ろをもう少し御検討いただけないか。例えば今、自治会館との均衡上難しいということ

もありましたけれども、自治会館などでも備品の問題、いろいろ要望が出ているところ

もあると思うのです。そこら辺とあわせて、この集会所の、市としてできる措置を何か

検討していただけないか、こういうことを強く要望したいと思うのです。

例えば備品を与えるということは難しいとしても、貸し出すことができないかとか、

そこら辺含めて、無理だというだけじゃなくて、実際に地域のコミュニティのセソター

0市長(森田喜美男君) 都営住宅を建てかえる際の協定事項の考え方ということがあっ

たと思うわけでありますが、別の例の豊田駅前の勤労青年会館、これは都の所有ではあ

りますが、市が無償借り受けをして市民に提供する、こういう仕組みで今日の用に供し

ているわけであります。開放型という意味をもっと明確に追求しておく必要があると思っ

ておりますが、新たにその関係の協定をつくって、そして本当に開放されるものである

ならば、これは日野市の借り受けた施設として扱うことも、むしろその方が適当ではな

いかという感じもいたしますので、十分協議を詰めて、また今後の一つの基準にもなる

問題でもありますので、明らかにいたしたい、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) 大変ありがとうございました。

小さな問題ですけれども、しかし地元の人にとっては大変切実な、日常的な問題でご

ざいますので、あらゆる点でぜ、ひ御検討くださり、地元の御要望にこたえていただきた

いと、心からお願いして、質問を終わらせていただきます。

ありがとうございました。

0議長 (市川資信君) これをもって2の2、都営住宅の開放型集会所には、地区セソ
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ターに準ずる助成を行えの質問を終わります。

一般質問 3の1、 “自民党竹下内閣は選挙公約違反の大型間接税を導入するな"との

表明についての通告質問者、板垣正男君の質問を許します。

[19番議員登壇〕

私は今回、自民党竹下内閣は選挙公約違反の大型間接税を導入するな、との表明につ

いてと題しまして、通告をいたしてまいりました。

既にこれまでの議会の一般質問で、私は歴代の内閣の大型間接税の導入問題を取り上

げまして、選挙公約に違反するということを初めといたしまして、大型間接税導入によっ

て国民の暮ら し、そして中小商工業者の営業などに多大な悪影響を及ぼすことを明らか

にしつつ、地方自治体においても、この政府の大型間接税導入問題にきっぱりと反対の

意思表明をすべきであるということについて、質問を行ってまいりました。今回取り上

げた問題も、これらの過去の質問の延長上にあることは申すまでもないことであります

が、改めて竹下内閣が自民党の税制調査会あるいは政府の税制調査会に検討を進めさせ

ております大型間接税の導入問題を、この議会をとらえて、改めて導入するなとの表明

を行うことがし、かに大切であるかということを痛感したわけで、ございます。よって、質

問を進めてまいりたし、と思います。

きょうのお昼のニュースを聞かれた方はたくさんおられるかと思いますが、埼玉県の

知事選挙は、畑 和候補の 5選の勝利を伝えております。埼玉県民の良識と、大型間接

税にノーとしヴ態度の審判が下ったとラジオその他、伝えているところでございますが、

この埼玉県の知事選挙を前にいたしまして、竹下内閣がどういう態度を、大型間接税の

導入問題と絡めて態度をとってきたかということが、 最近の新聞などでも詳しく伝えら

れておりますので、一、二、御紹介しておきたいと思います。

投票前に新大型間接税導入の方針を正式に決めるのは得策ではないとの計算もあるよ

うだ、朝日新聞 5月25日付、さらに日本経済新聞の 5月26日付は、 6月12日の投票日の

後にしたし、という首相の希望によるということであるとか、税制改革の行方に大きな政

治的影響を与える埼玉県知事選の隠れ、をできるだけ有利に展開したいという首相の思惑。

読売、 5月31日付と、枚挙にいとまがないくらい、この知事選挙と絡めた竹下首相の大

型間接税の、自民党の税制改革大綱の発表の延期問題に絡めて、相次いで報道を行って

し、るわけでございます。

要するに、当初 5月27日に予定しておりました自民党税制調査会の税制改革大綱なる

? 

ものの発表を 6月中旬まで先延ばししたということは、埼玉県の知事選挙の問題で不利

になるという予想なども働いて先延ばしにした、こういうふうに伝えておるわけでござ

し、ます。

しかし自民党や竹下内閣がし、かに税制改革の大綱答申の先延ばしを行ったとしても、

きのうの埼玉県知事選挙の埼玉県民の投票、きょうの開票結果に明らかなように、きっ

ぱりと大型間接税のノーとしヴ審判を下したということは、動かしがたい事実と言わな

ければならなし、と思うわけでございます。

この問題は、中曽根内閣時代の売上税の挫折があるにもかかわらずそれを引き継いで、

しかも大型間接税を必ず導入するということを至上命令といたしまして発足したと伝え

られております竹下内閣は、その実施に執念を燃やしてまいっているわけであります。

私は、まさに言語道断とも言うべき公約違反の明らかな大型間接税の導入問題で、国民

がどのように強し、反対を持っているかということも明らかにしておきたいと思うわけで

ございます。

埼玉県知事選挙の結果だけではなくて、国会でも問題になりましたNHKの世論調査

でも明らかであったわけでございます。昨年12月の調査結果では、賛成が46%あったと

いうことをNHKは報道したことがございます。ところがことしの 3月の世論調査では

大型間接税導入反対48%という結果を、全く報道しなかったという問題がございました。

この点を暴露されて、 NHKの放送姿勢が厳しく問われたところでございますが、国

民の中には大型間接税に反対する意思が、依然として広まっているということを明らか

にしたものと思われます。そして同時に行われました調査の結果、もし新大型間接税を

導入するなら、国会を解散して国民に信を問うべきだということに賛成の答えを行った

人が42.4%もいたというわけであります。

こうしたことを見るまでもなく、これまでの竹下内閣の進めようとする大型間接税に、

国民の過半数、大部分が反対の意思表示を行っている、こう断言しても差しっかえない

と思うわけでございます。昨年の大阪における参議院補欠選挙での共産党候補の勝利、

そしてきょうの埼玉県知事選挙における畑 和候補の勝利、いずれも大型間接税問題と

絡んだ選挙の勝利だと言われるわけでございます。こうしたことは、国民の強い反対の

意思のあらわれであるというふうに解すのが率直な受けとめ方ではないかと思うわけで

ございます。

大型間接税の内容や税率など、いろいろと新聞等でも報道されているわけであります

が、これまで伝えられたところによりますと、自民党や政府の税制調査会で論議されて

019番(板垣正男君) 一般質問を行います。
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いる税率は 3%だと言われてまいりました。しかし最近どうも新聞が伝えるところによ

りますと、 3%では財源に不足を来すということで、竹下総理も 5%の税率にするとい

うことを容認するのではないか、そういう姿勢に傾きつつあるというふうにも伝えられ

ているわけでございます。

今月の11日、各紙が伝えたところによりますと、大要、こうしヴ記事が多いわけでご

ざいます。

自民党税制調査会は 9日に直接税の減税内容を固めたが、大蔵省試算では平年度ベー

スで 5兆6，000億円の減税規模、さらに大蔵省は新大型間接税に伴う現行間接税の廃止

で、 3兆円近い減税が生じるとしています。そして新大型間接税の税率が 3%だとする

と、課税ベース180兆円なので、税収は 5兆4，000億円にとどまる。有価証券売却益など

の課税などがあったとしても、財源不足は必至ということになってきたために、大蔵省

は5%の税率が適当だ、こう主張し、竹下首相に進言したというわけでございます。

売上税の際の税率がし、ろいろ問題になって税率を下げ、そして広くすべての物品に課

税するとし、ぅ、そういう方向が論議されてきたことも御承知のとおりであります。税制

調査会などでまとめた案は、ヨーロッパ諸国で実施されております付加価値税的な一般

消費税とするということや、 6月10日の自民党税制調査会で固められました、免税点は

3，000万円、簡易課税5億円以下、こういう内容の方向も打ち出されてまいってきてい

るようであります。しかしどうしヴ方式をとろうとも、いずれも大型の間接税だという

ことには変わりがないわけでございまして、これまでの発表された内容で見てまいりま

すと、中小業者にとっては例えば一般消費税型の付加価値税だといたしますと、これは

売り上げから仕入れ経費をヲ!し、た荒利益を、帳簿をもとにして計算し課税する、こうい

う仕組みになってし、くわけであります。

さらに簡易課税制度というふうに言われておりますが、この内容も、仕入れや経費に

幾ら課税されているのかということがはっきりしない、こういうことと無関係に売上高

から納税額を計算するために、個々の取り引きごとの転化関係は不明確になっている。

取り引きの力関係で小売、中小企業はどうしても税込みで販売しなければならなくなる、

こうしヴ問題点がかかってくるというわけでございます。身銭を切ってでも売らなけれ

ばならないということになってまいりますし、それを拒否いたしますと、取り引きを断

られてしまうというおそれも出てくるわけでございます。

こういう問題点を持っております大型間接税は、どこから見ても国民は容認のできな

いことになると言わざるを得ないわけでありますし、私どももそのことを強調し、たび

ず

重ねて反対の意思表示を行ってきたわけでございます。

さらに地方自治体の税収などにも大きな影響を及ぼすことは言うまでもないことであ

りますが、これは自治省の財政局長の発言でも明らかになりましたように、今月の 3日、

名古屋市内で行われました講演会で講演を行ったこの局長の講演内容から、地方財源は

3兆数億円の財源不足が生じることの見通しを明らかにしております。一体この財源不

足を何によって補おうとするのか、明らかにならないままに、事態は進行しようとして

いるわけであります。自治体はこぞって反対の意思表示をするということにならざるを

得ないわけは、当然のことと言わなければならないと思うわけでございます。

こうした多くの問題点を持っております大型間接税の導入は、歴史的に見て一体どう

いう経過をたどっているのかということに、私は今回の質問の中でも、ひとつ明らかに

してまいっていきたいと思います。

よく言われておりますように、大型間接税の導入はいずれの国においても戦費調達と

し、う特徴を持っているということは、これまでの議会の質問でも明らかにしてまいって

きたところでございます。世界的な大型間接税導入の流れを見てまいりますと、一つは

こうしヴ歴史的な経過をたどっていることがわかるわけでございます。大型間接税の生

成の背景を総括することで見てまいりますと、各国の税制が集中的に大型間接税を成立

させた時期というのは、 3つあると言われております。

その 1つが、第 1次世界大戦末期から戦後にかけて1930年代前半、第2次世界大戦中

から戦後にかけての時期がそれに当たるそうであります。これらはいす.れも世界戦争や

大恐慌という社会的な動乱期であり、政府の支出や租税負担の水準が段階的に上昇した

ときに当たるということになっていたわけであります。こうして歴史的な事実を見ても、

大型間接税を平時に創設するということはいかに困難だということを、逆に示している

ということになるわけであります。

第 1の時期というのはドイツやフラ γス、イタリーなど、 19カ国で成立いたしました。

最初に成立したのはドイツで1916年、商品売上印紙税、事実上の取引高税が、税率0.1

%で実施されたことが皮切りになったわけであります。第2の時期が1933年のオラ γダ

の製造者売上税に始まって、ノルウェ一、オーストリア、ニュージーラソド、アメリカ

の州における小売売上税が実施されていった時期だと言われております。そして第 3の

時期が1940年のイギリスを最初にしてスイス、スウェーデソなどと、相次いで実施され

ていったというわけでございます。

こうして世界史の中で見てまいりまして、じゃ日本の大型間接税の歴史はどうかとい
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うことになってくるわけでありますが、日本で最初に大型間接税の導入が試みられたの

は、 2・26事件のあった後の1931年、広田内閣の馬場税制改革案ということに当たる

そうであります。これが我が国の税制史上初めて取引税として登場しようとしたもので

あります。

その内容は、 lつに売上金額に対し1，000分の 1を課税する、百貨庖に対しては1，000

分の 30 2つ目には、売上金額三万円以上の者にのみ課税する。 3つ目に米や繭、肥料

等、免税物品を認めるという内容であったそうでありますが、この内容も、財源を確保

して、当時の政府の国策遂行の財源を確保するのだという大義名分のもとに進められた

と言われているわけでございます。

しかしこの、当時の馬場蔵相が立案いたしました馬場税制改革案なるものも、 1937年

に広田内閣総辞職によって挫折するという事態に見舞われたわけであります。この挫折

のいきさつなども詳しく明らかになっているわけでありますけれども、昭和12年 1月21

日の衆議院本会議場における浜田国松議員と寺内陸相とのいわゆる腹切り問答が動機と

なって、同月23日、広田内閣は総辞職したということに端を発しまして、結局はとの取

引税も日の目を見なかったということになったわけでございます。

税率は0.1%でも、当時の人は大反対した。当時、法律上の名前は取引税、今日の大

型間接税の一種ですが、それが廃案になったということで、日比谷公園では商工会議所

系統の中小業者などが、ちょうちん行列をして喜んだということが、当時の新聞にも大々

的に報道されたと伝えられております。このように、政府系と言われるような団体でも、

取引税が廃案になったということで、ちょうちんデモまで行って喜んだというわけでと

ざいますが、日本における次の大型間接税の導入が、第2次大戦後の米軍占領下に、日

本で2度目の lつの大型間接税と言われる導入が行われたわけでありますが、芦田内閣

のときの取引高税が、それに当たるというわけであります。

この取引高税は、実施されて間もなく廃案にされるということに、これもなったわけ

でありますけれど、この取引高税の内容も極めて過酷な税の収奪ということになってき

たわけで、ございます。この取引高税が実施された後、全国的な取引高税反対運動が起こっ

たということになったわけでございますが、その主な根拠は納税手続が煩雑だという点

にもあったと言われております。当時の占領軍、主として米軍でありますが、この駐留

費を賄う目的で取引高税が導入されました。

このために、これを廃止することは占領軍の方針にも反するとしヴ事情もあったので

ありますが、しかし余りにも評判が悪かったために、ついに昭和24年末をもって廃止さ

れることになった、こういうふうに日本経済の「ゼミナール間接税」では詳しくそのい

きさつを伝えておるわけでございます。

米軍の占領下のもとにあっても、米軍の駐留費を賄うために創設された大型間接税も、

日本の国民は 1年余の全国的反対運動で、ついに廃止をかち取ったとしヴ、特筆すべき快

挙があったわけでございます。こうした歴史をたどっているわけでありますけれども、

この取引高税がどのようにして廃案にされたかということの評価をしている 1つの論調

があるわけでありますが、 1950年のシャウプ勧告にこの取引高税の悪評が述べられてお

るわけでございます。

「取引高税は、売上税のうちで最も洗練されないものの一つであるJr取引高税はあ

らゆる種類の売上税のように、消費者の個人所得を計算に入れると、貧者に非常に重く

あたり、累進的というよりも逆進的である」、こういうふうに厳しく批判を行っている

わけでございます。

もしこれが実施されて、引き続き税が徴収されるということになったり、あるいは税

率が上げられるということになると、必ず重大な経済的不利益を生ずると、こういうふ

うに述べているわけであります。占領下にあっても、大型間接税の実施というのが非常

に困難なものだということを、歴史的にも物語っている、 1つのし、し、例証にもなるわけ

でございます。

こうして歴史をたどって見てまいりますと、大型間接税の創設というのがし、かに難し

いものであるかということがわかるわけでありますけれど、しかし自民党や歴代の政府

が執助に大型間接税の実施を迫ってまいってきたわけであります。1979年の大平内閣の

一般消費税、 1987年の中曽根内閣の売上税、そしてことしの竹下内閣の大型間接税の提

案というふうに、引き続いてまいってきているわけでございます。

この大型間接税の導入で、さらに強調しておかなければならないことに、これまでの

大型間接税の導入の動機は、既に指摘してまいりましたように、戦費の調達と経済の恐

慌対策、こういう 2つの大きな意味と裏づけを持っていたわけであります。そういうこ

とがないときに、いわば平時に動乱型の税制を新設するということのこの異常さは、私

は、断面たる態度で反対の表明をしていかなければならない、大きな根拠の 1つにもなっ

ているわけであります。

先ほどの中谷議員の一般質問でも明らかなように、中曽根内閣から竹下内閣に引き続

きまして、依然、として軍事予算が膨張し続けております。これはアメリカの核戦略構想、

のもとにおける日本の分担の割合、その増大を求めることにこたえて竹下内閣の軍事予
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算の捻出が急、がれていると指摘されてまいってきているわけであります。国会でも、日

本共産党の上田耕一郎副委員長、参議院議員が質問を行って、今日の日本の軍事費がア

メリカやソビエトに次いで第 3位となっていることを、詳細に立証いたしました。

この 4月でありましたが、当時大きく新聞にも報道されまして、問題になったわけで、

ありますけれども、北大西洋条約機構並みの海上警備費と軍人恩給を含めますと、軍事

費というのは今日の予算の1.5倍となりまして、西ドイツをはるかに引き離して、第 3

位の軍事予算の計上ということになっているというわけであります。

しかもそれだけに飽き足らないで、一層軍事費の増大を確保しなければならないとい

うことから、安定的に、しかも大規模に税収奪を行える大型間接税の導入をねらってま

いっているわけでございます。このことについては、何回も指摘をしてきたところでご

ざいます。一つのアメリカの戦略的な軍事構想に沿った日本の軍事加担、そのための軍

事予算の確保という ことになってし、くわけでございます。もう一つ明らかなように、日

本の大企業の減免税に十分にこたえるという目的があるわけでございます。

こうしてその動機を明らかにしつつも、今日もう一つ大きな問題点といたしまして、

よく政府や竹下総理などが記者会見で述べておりますように、大型間接税の導入はヨー

ロッパ諸国では既に実施済みなんだ、先進国ではどこでもやっていることなんだという

ことをよく言われるわけであります。 しかしこの内容も、つぶさに検討してまいります

と、非常に乱暴な議論と言わなければならないと思うわけであります。

御承知のように、ヨーロッパにはECと言われるように経済共同体があるわけでござ

います。それぞれの国の大型間接税の発足なり、生成の動機というのは違った事情にあっ

たとしても、経済共同体を進めていく上で、 そうした国同士の税の体系が違うというこ

とになってまいりますと、経済共同体と しての運営上の問題点などもいろいろと生じて

くるわけでございまして、そうしたことの調整を行っていくというような意味合いを持

ち、大型間接税をそれぞれの事情に応じて順次移行させて、今日のようなEC型の付加

価値税に発展してまいってきたとしヴ、歴史的な経過があるわけでございます。

アメリカは、各州、|ではそれぞれ州独自の大型間接税を実施していることは、過去に見

てきたところでありますけれど、じゃ、連邦税と言われるように、合衆国そのものが大

型間接税を導入しているかというと、そうではないわけであります。 何事もレーガソ大

統領の施策など美化しがちな自民党の政府でありますけれど、レーガンの税制改革とい

うことが行われてまいりまして、その中でも大型間接税というのを否定してまいってき

ているわけであります。

1980年のアメリカ財務省報告というのがございまして、その中にアメリカの連邦税の

直間比率は直接税 9、間接税 1という割合を堅持してまいってきているわけでございま

す。生来の逆進制から、連邦付加価値税または一般売上税の他の形態は、所得税の全面

的な代替として採用されるべきではない、このようにはっきりと否定してまいってきて

いるわけでございます。

この大型間接税の一つの完成した形をいきなり新設という形で実施するということと、

ヨーロッパ諸国などでの歴史的な変遷を経て移行したという形での実施というのは大変

な違いがあるのだということが、学者などでも指摘されてまいってきているところであ

ります。完成された形の大型間接税を、いきなり導入したという例では、世界の国では

韓国だけしかないそうであります。

韓国の政情を見てまいりますと、重税という問題で大変大きな圏内的な批判が高いと

いうことは、もはや御承知のとおりであります。これも日本経済新聞で伝えられておる

ところでありますけれど、昨年の12月20日付の新聞によりますと、韓国、安定に挑むと

いうことで、新しい大統領のもとでの課題がし、ろいろと連載で紹介されているわけであ

ります。 富の分配、再検討ということの見出しがございます。韓国におけるいろいろな

問題点の中の一つを解決するため乙lいうことであったのでありましょうが、この中でこ

ういうふうに紹介されております。

「来年 2月の政権交代を前に虚氏は早くも間接税の比率を下げ、直接税に重点を置く

方針を財界に打診中とし、ぅ。韓国の直間比率は 4対6と、間接税に依存した構造。税制

見直しは高所得者、中産階級の増税を伴う。当然、抵抗も予想されるが、新政権は『富

の分配問題』を改善する切り札として推進する考えのようだ」、こういうふうに述べて

おるわけであります。

こういうふうにいたしまして、低所得者への税負担がし、かに大きいものであるかとい

うことに基づいて、この問題を解決すベく、新しい一つの課題になっているということ

を紹介しているものでございます。先進資本主義国で付加価値税を一挙に新設、導入す

るというのは、世界でも日本が最初になるかもしれないという警告も行われているわけ

でございます。

こうして各国の歴史や日本の大型間接税導入の時期、動機などを見てまいりますと、

いかに大型間接税の遵入が無謀な、そして異常な税体系を持ち込もうとするかというこ

とになってまいるわけでございます。いわば動乱型の税体系を平時に持ち込むというこ

とにもなるわけでございまして、絶対に認められないということにもなるわけでござい

ワム
F
h
u
 

噌，ょ つリに

υ
1
i
 



ます。

戦後、現憲法のもとで、曲がりなりにも守り続けられてきたという直接税の中心課税、

総合・累進課税、生計費非課税、申告納税制などの、こうした民主主義的な課税にかか

わる原則を、ことごとく覆してしまうということになるわけでありますから、ある意味

では憲法にも違反する税体系の変更だと言わなければならないと思うわけでございます。

私はこうした点などを明らかにしつつ、地方自治体、住民の暮らしゃあるいは税制度

を守っていくという観点から、改めて市長並びに議会がこぞって竹下内閣の進めようと

しております新大型間接税、一般消費税の導入に、断固たる反対の意思表示を行ってい

くことが、この時期をとらえて一層重要だと判断せざるを得ないわけであります。

世論調査での反対の意思がし、かに多いかということを、先ほど御紹介いたしました。

ことしに入りまして、続々と諸団体が大型間接税導入に反対する決議なども行ってまいっ

てきているわけでございますが、ことしの 6月1日付の新聞によりますと、全日本チェー

γストア協会長が交代し、たしました。前会長は清水信次という方であったので、すが、こ

の清水氏が 5月の31日、東京市ヶ谷で、開かれた日大経済人カレッジで「税制改革の本音

と建前の舞台裏」と題しまして、講演を行って、次のように述べたことを報じておりま

す。協会長退任について、政府当局の締めつけは皆さんの想像を絶する、国民の立場で

ものを言うために辞任した、こういうふうに言い切っているわけであります。

さらに 6月の 7日、青森市で開かれました日本専門庖会議連盟の総会で、新型間接税

反対運動に組織を挙げて取り組むという方針を決定したことが伝えられております。ま

た日本生活共同組合連合会が、今月の 9日から第38回通常総会を開きまして、課税強化、

大型間接税反対の方針を決定しているわけであります。

さらに今月の 6日、 TBSのニュースで公表されたものでありますが、 JNN世論調

査で大型間接税に反対する67.7%の声を紹介しております。その理由として低所得者層

に負担増、物価が上がるということを示しているというわけでございます。賛成は28.2

%ということでありますから、反対の意見が大幅にふえているということが明らかにさ

れたわけで、ございます。

このようにいたしまして、地方議会の反対決議も相次いでいると伝えられているわけ

でありますし、何よりも選挙公約に違反して大型間接税を導入するということはきっぱ

りと断念してもらう、このことが何よりも今重要であり、国民のすべての声だと言って

も差しっかえないと思うわけでございます。

こうして歴史的な経過などをかし、ま見まして、私は森田市長に改めて質問を行い、具

マ

体的な意思表示を行っていただきたいと考える次第であります。大型間接税が導入され

たら、市の財政の影響は幾らに登るかという点であります。全国的には 3兆円を超える

額になると、自治省の担当局長自身も述べているわけでありますが、 1自治体、日野市

の場合、どのような影響額になるかという点の試算を明らかにしていただきたいと思い

ます。

2つ日は政府への対応でありますが、これはやはり明確にするということが大切だと

思うわけであります。議会も、過去反対の意見書を上げてまいりました。今議会でも、

意見書がまとまるならば、是が否でも政府に向けての意見書の可決を見てほしいという

希望を持っているわけでありますが、行政当局としても反対の表明を行っていくことが

大事ではないかと思うわけであります。

3点目に、過去売上税の際、垂れ幕など、反対の意思表示を行ってまいりました。市

民の反対運動などに大きな励ましを与えてきたわけでありますが、この垂れ幕を初めと

いたしまして、具体的な意思表示の方法を考えておられるかどうか、 3点目にお開きし

ておきたし、と思います。

以上、御答弁をいただきたいと思います。

0議長(市川資信君) 板垣正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 1点目の、大型間接税を実施された場合の市の財

政的影響はどうかとしづ御質問に対して、税制面の上での、私の方は回答をいたします。

まず、間接税導入の見返りとしての直接税減税についてでございますけれども、さき

の6月9日の新聞の報道等によれば、現在大蔵省、自治省の減税案が個人住民税の減税

規模は、昭和63年度に行った減税額、例えば日野市の受けた減税の額でございますけれ

ども、約 5億5，000万でございました。それをさらに超える試算が発表されてございま

す。したがし、まして、当市の減税は 6億5，000万ないし 7億円程度の額と予想、をしてご

ざいます。

また法人市民税においても、減税による減収分が予想され、電気ガス税についても消

費税の関連で、現在どのようになるか定かな段階ではございませんので、何も言えませ

んけれども、そういうふうな影響もございます。したがし、まして、現段階では、減税に

よる税収減は、総額はっきりしませんが、おおよそ先ほど申し上げましたように、 6億

5，000万から 7億程度を予想してございます。

なお消費税、要するに大型間接税遵入によります減税に対しての見返り分の財源とし

て、先ほどから御質問のありますように、間接税の導入は最低認識に至ってございませ
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んけれども、自然増収分で相当分の補てん、これもあろうかというふうに思ってござい

ます。

そういうことで、税制面においての市の財政的影響は、ただし、ま申し上げましたとお

りでございます。私の方からは以上です。

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) ただいま市民部長の方から税制面に関連しての問題

はお答えしたとおりでございます。私の方では、逆に歳出面の影響、これもやはり新聞

報道等、推測 した中で、の新間接税の 3%導入されるというような中での国、都道府県、

市町村負担の大蔵、自治省の試算では 1兆円というふうに、紙面上でも出ているわけで

ございます。

実際に、当市の場合の現在の課税対象の影響を考えた場合、 63年度の当初予算ベース

でございますが、当然資機材、消耗品としての、消費としている歳出科目はあるわけで

ございます。その63年度の当初予算のベースでは、当市の場合100億円くらいでありま

す。単純にそれに 3%というような試算をすれば、 3億円前後影響があるだろうという

ふうに考えております。よって先ほど税関係の減税分の影響6億5000万、 7億というよ

うな推定と合わせますと、約10億円程度の影響があるだろうという ふうな、現行の中で

の試算をしているということでございます。

市民部長からも話がありましたが、当然、一方減税に対する見返りの財源としての新

たな間接税、交付税の導入等も考えていられるようでございますが、具体的にはその辺

がまだ明確になっていない、現状の中での、紙面上を推理した中で、の、私の方の財政上

から見た数字を申し上げました。

2点目の関係でございます。明確に反対をというよう な御質問でございます。 当然、

過去の議会で間接税の導入に対する反対する意見書が採択されているわけでございます。

よって、市民生活や自治体運営に支障を来すというようなことであれば、また当然、反対

せざるを得ないというふうに、現行では考えております。

0議長(市川|資信君) 総務部長。

うような形に変わっているかもわかりません。そうしたことを考えますと、これらを踏

まえながら、今後また意見書の採択、そうしたものをやりますれば、こういう垂れ幕に

ついての文言のはっきりしたものについてのまた考え方も、打ち出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) 板垣正男君。

019番(板垣正男君) ただいまの答弁でも明らかにな りましたように、減税による減

0総務部長(山崎彰君) 3点目の垂れ幕でございますが、御承知のように、 61年12

収、そしてたとえ 3%だということで計算しでも 3億円からの負担増になるということ

でございます。合わせて10億円の減収とい うことになってまいるわけでありますが、莫

大な負担増が地方自治体に覆いかぶさるわけでございます。全国的には 3兆円を超す減

収ということになっているわけでございますが、売上税の際には、税率5%ということ

で自治省が試算した負担増は、一般会計と公営企業関係合わせまして 1兆109億円とい

うことになっておりました。 たしか私もこの数字をこの一般質問でも申し上げた記憶が

あるわけでありますが、今回の一般消費税は、前回の51品目の非課税品目を認めるとい

うような場合とは違いまして、基本的にはあらゆる物品などに課税するということが言

われているわけでありますから、この考えどおりもし課税が実施されるということにな

りますと、税率 3%でもかなりの金額になってまいりまして、 8000億円から 1兆円と言

われております負担増は、大幅にそれを上回る金額になる可能性も出てまいるわけでご

ざいます。

ニュースで伝えられておりますように、 福祉や教育にごく一部非課税品目を設けるか

のように伝えられておるわけでありますけれど、しかしほとんどの品目に課税されると

いうことになってまいるわけであります。国や自治体の実施し、たしますそれぞれの施策

にかかわるものも課税の対象となるということでありますし、米も例外ではないという

ことでございます。まさに衣食住すべてに課税をかけてくるということになるわけであ

りますから、市民の日常的な生活における負担増に加えまして、市税における一層の負

担増が、自に見えて明らかになってまいるわけでございます。これは何としても食いと

めていかなければならない、それは実施させないということに尽きるわけでございます

が、ただいまの二人の部長の説明によっても、こうした10億円近い負担増が見込まれる

ということでございました。私は、この問題は、重大な地方財政圧迫の要因であるとい

うふうに断ぜざるを得ないと思うわけであります。

政府への対応の問題でありますが、これは後で市長から説明していただきたいと思う

月の議会で間接税ということで、導入に反対ということの意見書が採択されました。こ

れに基づきまして、 62年3月から庁舎の西側に、文言といたしましては「大型間接税、

売上税等導入反対」ということの垂れ幕を掲げたわけでございます。今いろいろ指摘さ

れておりますが、やはりきのう現在の新聞を見ますと、この名前そのものが消費税とい
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わけでありますけれど、姿勢をはっきりと打ち出すということが大切ではないかと思い

ます。最初に申し上げました埼玉県の知事選挙でも、畑候補は大型間接税に反対だと、

はっきりと意思表示を行って選挙戦を闘ってまいったことは、もう明らかでございます。

私は、 その点を明確にすべきものだと考えております。

3点目にお聞きいたしました垂れ幕でございますが、 名称も既にはっきりしてきたよ

うであります。一般消費税型、付加価値税という ような名称になってきているようであ

りますが、いずれにいたしましても、市の意思表示が市民の方々 に明確にわかるように

する ということが大切だと思います。その意思表示の方法は垂れ幕に限らないわけでご

ざいまして、あらゆる方法を検討し、可能な限り市民の自につ く方法を実施していただ

きたい、こう要望しておきたし、と思います。

市長に、その点を含めまして、大型間接税導入問題についての今日の対応をお聞かせ

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) 大型間接税の政治課題がいろいろな論議を呼び起こしておる

ということは、今日の新聞紙上等で最も関心の深い点だろうと考えます。

かつて中曽根内閣の当時、つまり公約違反というこ とで特に批判が強かった、こうい

うこともあったわけで、ありますし、それから今日竹下内閣でいろいろな、いわゆる自民

党税制調査会の試案が次々と表現なり、あるいは対象なり率が、くるくる動いていって

定かではありませんが、何とか国民に理解を強し、ょうという動きは、もう明らかだと言っ

てよろしいと思います。

我々の判断基準というのは、市民生活に悪影響を及ぼすとか、あるいは自治体財政の

運用にこれまた、つまり歳入の減、あるいは歳出の増という形で変化を及ぼす税制その

ものは賛成できないということは、はっきりしておると思っております。説明不十分で

もありますし、また減るばかりで後の補てんをしないということは、これもまた成り立

たないことでありますから、どういうふうに推移するものやら、最も関心高く、注目を

しなければならないと思っております。

意思表示につきましても、そういう観点に立ちまして、また議会の動向を十分承りま

して決定もし、また表現も行うべきことではないか、このように考えております。

0議長(市川|資信君) 板垣正男君。

019番(板垣正男君) 政府自民党は、現行税制のゆがみを是正するという目的で大型

間接税を導入するのだ、より公平な税制にするのだ、こうし、う大義名分を述べておるわ

けであります。しかし大型の間接税を導入いたしますと同時に、現在の物品税を廃止す

るというふうに言われているわけでございます。

例えば一例を申し上げますと、現在15%課税されている毛皮も、現在課税されていな

い子供服も、同じ税率で税金がかかるということに、当然なっているわけであります。

100万円の毛皮のコートを買う人は15万円の税金を払わなければならないのが、税金は

3万円で済むということになる。その一方で、わずか 1万円の子供の服を買うとい うこ

とで、新たに300円の税金を今度は負担しなければならないということになっていくわ

けであります。これが一体不公平を是正することになるかどうかということになるわけ

であります。

金持ちの人には減税になり、庶民には大増税になる、 こういう仕組みが歴然たる もの

になってくるわけであります。税の公平を言うのであるならば、 大企業への特権的な減

免税を直ちに改める とい うこと、 さらに株式等の譲渡益、いわゆるキャピタルゲイソの

課税などを実施すべきだということを強調してまいっているわけでありますが、そうい

うところにこそメスを入れることによって、税の民主的な改革が実施されてし、くわけで

あります。こういう点を強調し、今政府自民党が進めようとしている大型間接税がし、か

に庶民にとって大増税になるのかというととは、火を見るより明らかになるわけであり

ます。

自民党税調の減税案もいろいろと報道されているわけでありますが、それらの減税が

あったとしても、大型間接税の導入、 3%の税率であったとしても、昨年のマル優廃止、

ことしの 4月から実施されたわけで、ありますが、このマル優の廃止を含めると、国民の

8割が増税になるということ、共働きや単身者はほとんどが増税になる ということや、

さらに税率を将来幾らでも引き上げることができるということになっていくわけであり

ますから、待ち構えるのは増税だけということになってし、くわけであります。

とうしたことなど、私たちはしっかりと見据えて、今こそ大型間接税の導入にきっぱ

りと市の当局、議会とも反対の意思表示をすることが大切だという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 3の1、 “自民党竹下内閣は選挙公約違反の大型

間接税を導入するな"との表明についての質問を終わります。

一般質問 3の2、日野用水取水堰の延堤計画と用水浄化対策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) この問題は、既に市の方でも御承知のとおりのことだと思いま
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す。長い歴史を持ちます日野用水の取水堰と申しますか、日野用水堰と申しますか、こ

の取水口の改良計画が、今、関係者によって進められていると伺っているところでござ

います。

用水は市民の暮らしゃ産業に欠かすことのできない重要な役割を果たしていることは、

もう多くを言うまでもないことでございます。同時に、この用水の取水口をめぐりまし

て、歴史的にもいろいろと問題点をはらんできたということも、また一方にはあるわけ

でございます。

日野用水の取水口は、日野の行政区内にはないわけでございまして、それよりはるか

上流に位置しているわけであります。行政境、昭島との関係なども当然、生じているわけ

でございますが、最初にお聞きしておきたい点といたしまして、この日野用水堰の改修

計画と言いますか、現在、関係者によって進められてまいってきているわけでございま

すが、現状どういうことに今日まで話が進んでいるのか、一つお聞きしておきたいと思

し、ます。

それとあわせまして、この取水堰にかかわります過去の経過などにつきまして、あわ

せて伺っておきたし、と思いますので、そのことから説明をいただきたし、と思います。

0議長 (市川資信君) 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。

O生活環境部長(藤浪竜徳君) それでは取水堰の延堤計画につきまして、お答えいた

します。

昭和60年の12月でございますが、建設省の関東地方建設局、京浜事務所の所長からで

ございますけれども、文書で日野用水堰左岸取りつけ護岸の検討という、改善の措置の

指示を受けております。この左岸取りつけの護岸上には、例えば御質問ありま したけれ

ども、昭島市が占用しております野球場がございます。昭島市との話し合いで、昭島市

がこのグラウ γ ドの造成に伴いまして、護岸を復旧するということで、このことにつき

ましては決着をしていた、そのように理解をしていたところでございます。

しかしその後の建設省との折衝の中で、建設省の見解は、この工事は仮のものである。

本堤防を築堤してほしい、築堤せよということがわかりました。そこでこの堰が、都営

土地改良事業として、事業費の半分を国の補助を受けまして、昭和36年に竣工しており

ます。また昭和58年の 8月15日から18日にかけましての台風5号、 6号でございますけ

れども、これの被害によりまして昭和59年、日野用水頭首工災害復旧工事で、都の補助

金を受けまして、工事をしております。

そうしヴ経過がございますので、早速東京都と相談いたしまして、東京都の昭和63年

度以降の重点施策として取り入れていただきたい。現在、国と都で話し合いを進めてい

る段階でございます。工事費については、まだ今のところ未定でございます。

以上が延堤計画の状況でございます。

O議長(市川資信君) 板垣正男君。

019番(板垣正男君) 概略説明があったわけでございますが、過去に多摩川左岸の護

岸工事を行った。しかしそれは仮の工事であって、本堤防をつくりなさいというのが、

その後建設省から60年の12月、文書日野市にも来た、こういうことだと思うのです。

この仮の堤防というのはどういうものであって、本堤防というのはどういうのを本堤

防としてつくればし巾、のかということがあると思うのです。取水堰ですから、川の面を

横断するように堰が出ているということになるわけで、上流から増水した際の水の流れ

が相手側の昭島市のグラウソドのどこかを削るようなことになりまして、それで仮の堤

防を築いたということになっていたのだろうと思うのです。

本堤防というのはどういうことをすれば本堤防だということになるのか、そこの点を

説明していただきたし、と思うのです。

O議長(市川資信君) 板垣正男君の質問に対して御答弁を求めます。生活環境部長。

0生活環境部長(藤浪竜徳君) ただいまの御質問でございますけれども、極めて専門

的な御質問でございますので、ちょっと資料が手元にございませんので、申しわけござ

いませんけれども、御了承いただきたいと思います。

0議長(市川資信君) 板垣正男君。

019番(板垣正男君) 私は、ここで一般質問に取り上げたのは、専門的な話し合いで

解決するということになればそれで結構であるわけであります。しかし事用水、水の問

題に関しますと、非常に複雑な問題も、場合によっては絡んでくるということもあるわ

けでございます。しかも行政境にこうした堰があるというようなことで、 2つの自治体

にまたがる問題にも発展しかねないということも予想されるわけでございます。建設省

初め関係者の努力によって、事態はスムースに進むということを私も希望しているわけ

でございますので、ぜひ御努力をお願いしておきたいと思います。

ここで私も、用水の問題で若干歴史的なことを一つ紹介して、あとで市長の見解も伺っ

ておきたし、と思うのです。

府中の市史によりますと、 「天保の用水出入」という項目がございまして、用水の問

題をめぐって、日野と八王子で争ったという事件があったことを述べておるわけでござ

います。
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この市史によりますと、 「天保11年に起こった事件は、府中用水組合7カ村が、日野

宿を相手に提訴した用水出入で、原因となったのは、水の取水口の位置を移動すること

についてであった、」と述べております。そして「訴訟は府中用水側の 7カ村が、日野

宿の名主、年寄43人を相手に、この年の 3月、奉行所に出訴することから始まり、翌月、

出頭日のさし図など、吟味が始められるが、 5月にはいって、柴崎村・上谷保村・番場

宿の村役人が間に割ってはいり、和議内済をし、訴訟を取り下げて事件は終わる。その

期間はきわめて短い。しかし農民たちは、その獲甑用水を確保するために結束しながら

も、互いに障害にならない途を見出して妥結する。」ということが述べられておるわけ

であります。

この事件というのは、当時しょっちゅう川ははんらんしておったようでございまして、

流れもたびたび変わる、これまでの取水口が移動するというようなことなどもあるよう

でございます。新たに取水口を設けたいのだということで、工事を行う際に、関係者に

あいさつに行ったということの意味のようであります。

こういうことが事の始まりだったようでありますが、天保の11年に、 「春の農閑期に、

普請の用意を整えて、 地先の村方に断りに行ったところ、柴崎村は支障ないと言ったが、

日野宿の者は、川敷の石河原の地は、年貢地だから差し障りがあると言いはった。」と

いうわけです。それで府中側が提訴したということになったわけで、あります。

時の奉行所はどなたかということで調べてまいりましたら、遠山左衛門之尉景元、あ

のテレビで有名な北勘定奉行であったわけです。しかしこの遠山左衛門之尉が直接裁い

たということではなかったようであります。時の幕府の方針は、争い事が起きますと、

地元で円満、話し合いで解決しなさい、こうしみ方針になっておりまして、それで中に

入った方などもおられて、円満妥結したということになったわけで、あります。

「当時、府中三町ほか四カ村側は、山本大膳の代官所、日野宿側は江川太郎左衛門の

代官所であった。このような紛争の事例は、まだいくつかあげることができる。しかし

この内済の内容からも分かるように、それはいわゆる利己的な“我田引水"の争いでは

ない。訴訟方も相手方も、また中に割ってはいった立合人も、ともに年貢課役の苦しみ

を味わっている農民間志であった。だから真の相手である幕府権力の前では、お互いの

不利益を露呈し拡大しあうことのないように、事柄を収めたので、あろう。 J、こういう

ふうに述べておるわけであります。

要するに、当事者間で話し合いを行って、円満解決してくれということで一件落着と

いうことなったわけで、あります。これは一つの事例として記録に残っているものでござ

いますが、多摩川をめぐる、あるいは浅川をめぐる種々、当時の困難な生活の中でのい

ろいろな争いなどの起きた際の一つの解決の仕方として、私は今日の私たちの暮らしの

中にも生かすことのできる教訓を感じるわけでございます。

そして日野用水のつくられた歴史も、今から421年前、永禄10年につくられたと記録

されております。佐藤家に伝わります元禄16年3月のあいさつ目録の中にこの記録があ

るというのは、大変貴重なものであるのでありましょうが、簡単な内容ですので紹介い

たしますと、ーっとして永禄10年、北条陸奥守様より隼人殿罪人をもらい、この村の用

水を掘らせ、茶屋、庄屋をしつらえ、百姓の用水を取り、東光寺の飲み水になり、大小

の百姓末々まで大変ありがたく思ったというような意味なんです。その後、松を植えた

というような記録もちゃんとあるのですけれど、最近まで小宮にありました一本松、お

茶屋の松ですか、あれなどもそうした記録を、あるいは残していたのかもしれません。

これは定かでございませんが、このようにいたしまして、永禄10年につくられました日

野用水が今日まで営々と流れてまいりまして、水田あるいは市民生活などにも多大な貢

献を行い、利益をはぐくんで、きたということがあるわけでございます。

歴史は繰り返すという言葉がございますが、先ほど申し上げました大型間接税の問題

でも、歴史を繰り返して再び、三たび竹下内閣は導入を図ろうという構えでいるわけであ

りますけれども、この用水の問題でも、やはり向 じように今日の問題として、行政を異

にいたしますけれども、問題を起こしてまいってきているということになるわけでござ

います。当事者間の努力によりまして、所期の目的は達して、無事、本堤防の築造が実

現できますように、特に要望を申し上げておきたいと思います。

市長に最後に、こうした歴史的な経過などをひとつ踏まえまして、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) 日野用水のことにかかわりまして、先日、下堰の水路がかな

り土の濁りを呈しておりました。私はその原因が、日野用水上流の、つまり他市の地域

を流れております日野用水にかかわって、ちょうど秋川処理区の八王子処理場の工事が

今、いろいろな工作機械が入って土木工事を進めております。そのことに影響して、日

野用水に濁りを生じております。

しかし処理場の工事は数年間続く 事業でもありますので、長い間、つまり下流の日野

用水に濁りをもたらすようなことがあっては全く迷惑だというふうに考えまして、上流

をある程度視察をしてまいりました。一時の土木工事で日野用水にポ γプアップした水
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0議長(市川資信君)

019番(板垣正男君)

O議長(市川資信君)

板垣正男君。

以上で質問を終わります。

これをもって 3の2、日野用水取水堰の延堤計画と用水浄化対

06番(天野輝男君) 通告に従いまして、質問させていただきます。

多摩川河川敷内のスポーツ場の整備計画について問う。急激な都市化の進展は、既成

市街地の過密化、周辺の地域の無秩序な市街化等を招き、都市域における自然を著しく

悪化させて、人間環境に必要な自然空間の量的、質的な低下をもたらしております。多

摩川|流域の人口集中、地域の都市化現象は、特に下流で顕著であり、次第に中上流にも

及んでいきました。

その結果、河川敷について治水、利水対策の緊急性がますます高まっており、同時に

水質浄化、河川敷利用の自然保護等、生活環境の向上に関する世論の高まりも、著しい

ものがあります。多摩川の河川空間は、市街地ではとうてい望めない広さと長さを持ち、

地質的にも自然の流れとその影響にある生態系の特異な生物環境に恵まれ、過密に悩む

都市にとって重要な存在となっております。

多摩川は関東山地南部の山梨県塩山市地先の笠取山にその源を発し、 途中数多くの支

流を合わせながら東京都の西部、 南部を南東に流れて、 東京都と神奈川県の境界を流れ、

東京湾西側のほぼ中央に注いでおり ます。その流域は山梨県、東京及び神奈川県の 1都

2県にまたがり、流域面積は1240平方キロ メート ル、長さは138キロ メートルの 1級水

系であり ます。上流は高い山が続く山地で、奥多摩と称されて、皆様よく御存じであり

ます。森林美と山岳丘陵美に富み、秩父多摩国立公園に指定されております。東京都民

の水がめとして名高し、小河内ダムによりつくられた、多摩湖等を中心と して広く都市圏

住民のレク リエーションの地と して発展 してきました。

流域の約 3分の 1を占める中下流の平坦地は、約500万人と言われる流域人口が住ん

でおり 、首都圏の中でも特に都市化が進み、土地の高密度利用がなされていると ころで

あります。

日本の国の中枢とい うべき京浜地域の中央に位置しており、都市圏における社会、経

済、文化等の諸活動に重要な役割を果た しております。多摩川に関する地域は、JR網

の整備、私鉄が発達して、都心部への時間、距離が短いこともあって、早くから開発さ

れてまいりま した。そのうちで、南多摩の多摩丘陵地域は地形的な制約を受けて市街化

がおくれておりま したが、近年で、は大規模の多摩ニュータウ γ等の開発が進み、急激な

都市域の拡大と過密化は、都市問題にとっても大きな社会問題となっております。大規

模な造成により、自然、の利点や恩恵は集中豪雨や風水害による雨量が、保水性のない住

宅や舗装道路等の市街地にとってかわり、雨水流出機構が変化し、洪水流砂は増大する

傾向にある。都市化に伴い排水網が整備され、雨水の流出時間が短縮されたことも、洪

を流したことがあったことは申しわけない、今後はそういうことはしないという現場の

責任のある説明でありましたので、そのことまでは承知したわけであります。

そして日野用水の上流が徳川幕府のちょうど半ばころ完成をしたという記録は、多少

承知をしておるわけでありますが、 事、水利権ということにかかわりますと、いわゆる

取水に伴う水田農民の部落問でありますとか、村と村との間でありますとか、この争い

は非常に生活をかけた争いにすらなる、 こういう水田民族の宿命があったことは推測で

きるわけでありま して、その長い歴史を持つ、また日野の水田を培養してきた大切な水

路が、今日の河川管理の上から、あるいは上流の下水道の処理場工事の関係、いろいろ

な観点から、建設省と しては、京浜工事事務所の所管でありますけれども、計画を持た

れておるというこ とは推測でき るわけでありまして、今日、直接取水が、行政を異にす

る別の関係で争いになるとい うことは、 それほど深刻な状況はないとは思っております

けれども、日野の一番の動脈になる 日野用水のことでもございますので、後世のととも

十分考え、またその取水は一つの権利として存続を し、市内に潤いをっく り出す貴重な

用水という考え方で対応すべきだ、このように考えております。

一度具体的に上堰の水路をつぶさに見て、適切な専門知識もある程度聞いて、必要が

あれば当局にも日野市として提言をする、こういうことで取り組んでいきたし、と思いま

す。

策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」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52分休憩

午後 3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4の 1、多摩川河川敷内のスポーツ場の整備計画について問うの通告質問者、

天野輝男君の質問を許します。

[6番議員登壇〕
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水流量の増大に拍車をかける傾向があり、昭和39年の新河川法の制定に伴って、多摩川

を昭和41年3月に 1級水系に指定し、自来の直轄管理は都県とされていたが、重要区間

については改修工事のみならず、管理についても一元的に行うことになった。

なお、多摩川の 1級水系に指定に伴い、多摩川水系工事実施計画を策定しながら、さ

らに近隣の流域の都市化の進展にかんがみ、昭和50年4月に計画の増高を行っている。

現在では多摩川中下流地域の沿線の土地利用が高密化され、かつ公水流域の規模も増大

してきており、今後もこの傾向は続くことは予想される。

今、地盤、耕地は現行の計画水位以下の地域を想定はんらん区域として仮定すると、

その仮定はんらん区域は18市 3区 1町に及び、約154平方キロメートルに及んで、流域

におけるいろいろの条件、並びに他の河川とのパラソスを勘案し今後の取水の安全度を

200分の l、すなわち200年に 1回程度起こるであろうという洪水時に対応できるような

計画が策定されております。

治水計画とともに、多摩川の河川空洞利用は、並列しながら発達してくるものと考え

られます。都市圏の河川空洞の中で、最も早くからオープンスペース的利用がなされて

いた多摩川の河川敷は、早くも昭和10年にはゴルフ場やグラウンドなどがつくられて、

利用されておりました。第 2次世界大戦時には、食糧増産のための農耕地として変わり

ましたが、戦後再びグラウソド、ゴルフ場、自動車教習場、飛行場、競馬練習場などに

利用が進んでまいりましたが、これらは民間企業の管理するものが多く、一般市民が自

由に利用できるグラウンドは少なかった。

このために、政府は昭和39年の東京オリソピックを契機として、多摩川、荒川、江戸

川の河川敷を運動場、レクリエーショソに利用することを閣議決定し、昭和40年12月に

は、建設省は都市河川の河川敷占用許可準則を制定しました。昭和41年 7月にはその第

1号として、多摩川河川敷地内の開放計画が公表され、民間企業にグラウ γ ド、ゴルフ

場、自動車教習場等の河川敷を返還させることが決定され、 3年間で逐次実施いたしま

しTこO

昭和44年には第 1次開放計画もほぼ終わり、同時に建設省も都市河川環境整備計画を

発足させ、河川のヘドロのしゅんせつ、公水域の整備を行っております。さらに49年か

ら第 2次開放計画が実施されました。多摩川の広大で長い河川空間は、大気汚染、騒音

といった都市公害に緩衝し、火災の延焼を遮断する等のほか、避難場所や緊急用道路と

しても計画されており、都市防災上果たす意義は極めて大きいものがありました。

最近ではますます人工化する都市域の中で、その生活を送る都民、市民の中に、自然

と触れ合う唯一の場として、多摩川の河川空間の持つ身近な自然に対する見直しへの動

きが、一層目立ってきております。緑と水のオープンスペース、 多摩川の河川空間の開

放計画の中で、住民が自由に利用できるグラウソド、公園が現在、整備されているが、

各市町村といった横割りの行政単位での計画実施であり、全体として秩序ある空間利用

がなされているとは、現在は言えないのであります。広大な余暇、レクリエーショソ利

用を反映して、現在、関係団体から多摩川の公水域利用に関する占用申請が相続いてお

り、多摩川の公水域を積極的に整備して行おうとする地域社会からの占用申請は、今後

ますますふえてくる傾向にあります。

一方では、ますます人工化する流域環境の中でその生活を送る都民、住民の中に、自

然と触れ合う場と して多摩川の河川|空間の持つ身近な自然、が見直され、自然保護運動も

盛んになっております。自然保護に関する社会的要請は運動広場の整備を初め、公水域

人工的利用に関する要請と競合する場合が多く 、冬季に枯れ草による火災問題等、いろ

いろな問題を提起 しております。

多摩川の自然、が人工化され、都市域の中でも貴重な財産になっていることも事実であ

ります。自然環境の保全、保持もまた都市河川として多摩川に課する重要な機能であり

ます。多摩川河川環境管理計画では、多摩川の河川空間を都市域の生活環境の保全ない

しは整備に役立たせるために、多摩川の中でも特に都市化が進み、都市住民ともかかわ

りの深い河口から青梅まで約62キロの区聞について、河川整備のマスタープラソを策定

することになりました。

河川敷整備計画のマスタープラ γの作成については全体論、地域論の 2段階に区分さ

れ、検討されました。本計画では全体像をとらえ、多摩川全体の将来の枠組みを決め、

ゾーニソグとその枠組みの中で地域の特性を反映することにより、細かし、レベルでの機

能維持を立案することを目標とする。

第 1段階は、多摩川全体で統ーされた秩序ある利用を可能とするため、河川空間全体

を幾つかのゾーソに分け、おのおのの性格づけ、方向づけを行い、ゾーニング構想を立

案しました。このゾーニソグ構想、には 5段階ございまして、人工整備ゾーソというのが、

大体面積が301ヘクタールありまして、この中には当然、運動施設、遊戯施設、休憩施設、

中継施設、便宜施設等の人工的施設を積極的に整備できるゾーソであります。これは全

体の距離としては大体12キロメートルあります。

それから Bタイプというのは施設利用ゾーンで、面積は195ヘクタールありまして、

人工整備ゾーソと同燥に人工的な施設が中心になされ、特に堤外地の自然環境のすぐれ
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ている分については、自然的レクリエーショソ施設、文化、教科の施設もつくることが

考えられる。

それからCタイプというのは整備自然、ゾーンで、人工的利用と自然、利用が相半ばして

いるゾーソであって、散策路とか休憩施設等の静的利用が目的とされています。施設ゾー

ソは面積が大体195ヘクタールありまして、距離にして大体 9キロあります。整備計画

ゾーソは面積が208ヘクタ ールありまして、距離が15キロメートル。

今度はDタイプ、これが日野市で建設省から指定されている Dタイプ、自然利用ゾー

ソ、面積が171ヘクタ ール、 距離が12キロです。これは野草園とか自然観察園、自然探

勝路等の自然、的な施設を中心にした整備をするものになっております。人工的施設も多

少考えられるわけです。

Eタイプとい うのは自然ゾーソで、これは面積が一番多 くて328へクターノレ、距離が1

4キロあります。 これは自然生態の保全を目的としたゾーソであります。

日野市においてはこのDとEのゾーソなわけです。そこで、このゾーニソグの構想図

を見ると、日野市のゾーンは今申し上げましたDとEの自然利用ゾーソ、自然保全ゾー

ンに分かれるわけです。

ここからがまた質問になりますが、 日野市でも河川敷の有効利用は積極的に進めなけ

ればならないと私は思います。浅川河川敷の利用計画は親水公園を初め、 数個の自然、公

園ができることになっております。人聞は自然に親しみ、自然に影響されながら、時代

の変遷とともに進化してまいりました。日野市民の住宅はますますふえる傾向にあり、

公共の施設の予定地も限られてきているのが現状であります。

私は、河川敷の中を利用することが、今後十分考えられる と思います。私の近くはお

年寄りのゲートボール場はなくて、実際、 他の自治会のゲート ボール場を週2回借りて

利用しているような現状であります。そういう面で、私たちも今、いろいろとお願いし

ながら建設省の方にも働きかけておりますけれども、 そういう面で、お年寄 りがゲー ト

ボールくらいできるところをつくっていただけないかということが、まず初めの質問で

あります。

そして今、日野市の、私も前もって調べればよかったので、すけれども、多摩川の河川

敷の面積は立川の方に行っておりますけれども、どのくらいあるものか、そして公水域

の商積、要するに土地が高くなって、少し地ならしをすれば利用できるような面積はど

れくらいあるか。今わからなければ後でも結構ですから、これを教えていただきたし、と

思います。

またなお、 DとEゾーソというのは限られているのです。日野からちょっとこっちの

方、要する多摩市あたりからずっと三多摩の方なんですけれども、 青梅はCゾーソなん

です。そういう面で、建設省で決めたことなんでしょうけれども、やはり一つずつゾー

γを上げることによって、河川敷の中も有効に使う方法が実際、今後あると思うのです。

だからそういう面で、この河川敷内のゾーンの変更をするように、日野市では努力する

ことが必要じゃないかと、このよう に思うのです。

そういう面で、この 3つの件について、回答をお願い申し上げます。

0議長(市川|資信君) 天野輝男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) 今、河川敷内のスポーツ施設整備関係につきまして、河川

敷内利用計画ゾーニソ グの変更はどうなのかということでございます。 これについてお

答えいたします。

御承知のとおり、今よく御説明があったとおりでございまして、将来の枠組みとかゾー

ニγグを決めるために、AからEまでの 5段階に分けた、これはおっしゃるとおりでご

ざいます。それが多摩川の河川環境管理計画報告書ということで出版され、私どもも こ

れをいただいており ます。

私どもの考えといた しましてはやはり自然、空間というもの、これは報告書の中に限り

ない社会の要請と限 りある多摩川という言葉もございますように、急激な都市化の進捗

によって都市の過密化や無秩序な市街化がこの多摩川河川内にも及んでし、くという こと

は、私は避けなければならないというぐあいに考えております。すなわち、かけがえの

ない多摩川とその自然というものを、最悪の状態に押しやらしてはならないというぐあ

いに考えております。ですからやはり自然として小さし、小道があって、その中を歩いて

川|辺に出る、そして今おっ しゃいましたように、 Dゾーソと Eゾーソを最大限に活用し

ながらやっていくべきではないだろうかというぐあいに考えるわけでございます。

またなおこの報告書は、国とか自治体、学識経験者の関係の方々の 5年間にも及ぶ慎

重な作業によって完成した報告書で、ございますので、建設省は直ちにそのゾーニングの

変更ということは考えてもいないでしょうし、またちょっと困難ではなかろうか。やは

り私は多摩川自体の健康というものはある程度は守ってし、く。そのかわり堤内地の東光

寺グラウソド、あそこは河川敷でございます。それから市民の森スポーツ公園、それと

市民グラウンドとを結ぶサイクリ γグロード、遊歩道、これ等は、昨年は多摩川の右岸

の日野橋のところまで半分くらいやり ましたけれど、も、 63年度で日野橋までつなげます。

そういう中においてやはり多摩川というものをもう少し大事にする必要があるのじゃな
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いかというぐあいに、それと北)11原の公園も将来できるわけでございますので、やはり

長い目で見た場合、ああ、自然、の状態、にしておいてよかったということは、私は必ず出

てくるのではないかというぐあいに考えております。

そういうことでございます。以上でございます。

0議長(市川資信君) 教育次長。

0教育次長(砂川雄一君) スポーツ行政を担当する部署としては、スポーツに対する

市民のニーズが大変多くなっておりますので、それにこたえてし、くためにはどうしても

広場なりグラウンドなり、そういったものが必要になってまいります。

それで、現在、多摩川市民グラウ γ ドがございますが、先ほど議員さんがお話をされ

ておりましたように、多摩川のゾーニソグの中で、確かに日野の市域内では自然、利用ゾー

ソと自然保存ゾーソというのが、非常に面積的には多くなっておりますけれども、例え

ば自然利用ゾーンである、ちょうど市民グラウンドのあるあたり、そういうゾーソに該

当するのだと思いますけれども、この場合にも大体2割から 4割程度を目安としても人

工指向の施設等にもいろいろ利用できるということも書いてございますので、そういっ

た全体的な自然環境との調和ということも考えながら、私どもとしては一方で市民ニー

ズにこたえるということから、グラウソドとして広げられる部分については今後も鋭意、

関係方面にお願いをして、広げて使えるような形で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) 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。

ことも一理、実際あると思うわけであります。しかしながら、人間の社会は複雑化して

きております。そう いう面で体力と能力を消耗して体調を崩してしまうような環境にあ

るとき こそ、やはり自然、の中で体を動かしたり、運動機能を回復させることによって英

気を養うということが、私は一番今後必要であると思うわけであります。

そういう商で、今日では会員制のスポーツ施設がたくさん建設されております。そし

て会員になる方がたくさんふえているわけであります。そういう中で、日野市では健康

と福祉ということをうたっている町であります。そういう面で、私は健康というのは本

来自分で管理し、そして自分で増進するよう努力しない限り健康は維持できない、この

ように私自身、考えているわけであります。そういう面で私は、今の説明ですと、この

ゾー γの変更についても、もう建設省で決定したものだからだめなんだ、それはわかっ

ているのです。ここに書いてあるのだから。だけれども、やはりこの中で少しでも、変

更できるかどうかはともかくとして、実際、自然のまま残すよりもゾーソを上げた方が

利用価値があるわけですから。日野市の公の土地は当然、限られてくるわけです。その中

でやはりそのゾーソを上げていくことによって、将来またほかの面で、中に施設をつく

れるようなものに、 Cくらいまで上げていくならば、十分これは日野市の財産ともなる

と、私は思うわけです。

そういう面で、もう考え方が決まっているからだめだというのじゃなくて、との点に

ついてもやはり建設省なりに、日野市でもこれだけ占用する面積がある。これをどうか

変更できるようにお願いしますという形で申請を出すのが、私は筋じゃないかなという

ことを思うわけであります。そういう面で、日野市における河川敷内の高くなっている、

つまり土地が高くなっているところの利用計画というものは、本当に先ほど企画財政部

長から説明あったように、 5.5ヘクタールなんです。そうし、う面積の中で恐らくこの5.5

というのは、立川iの使っているのも入っているのじゃないかと私は思うのです。

そういう面で、自然、を大事にするということは、私もこれはわかります。しかしなが

ら、やはり今後はどうしたって、先ほど申し上げましたように、健康をかち取っていく

というようなことになりますと、だれにも気がねしないで十分できる広場なり、グラソ

ウドなり、そういうものが必要になってくるわけであります。特に河川敷中に、 夏の時

期になりますと、草が 2メートルにもなってしまいます。そして、水が流れているとこ

ろまで行くにはもう大変なことです。そしてときどき草の中を歩いていると、がきがさっ

と音がするので見るとマムシがそばにいたり、そういう状況の中で、もし小きい子供が

マムシに食いつかれたりしたらこれは大変なことだなということを、実際、身近で私は

面積はどうかというようなことの御質問だと思いますが、多摩川河川敷の現在の地方

自治体で利用している状況としては、 20団体あるわけでございます。当然その中には一

部神奈川県でも借用している部分があります。占用しております。目的としては公園、

緑地、スポーツ施設ということでございますが、利用面積の総体としては350.5ヘクター

ルという数字でございます。よって、そのうちの市部の中では20のうち14団体が占用し

ているとい うこ とでございます。その市部だけの占用面積は160.4ヘクタールというこ

とでございます。それでは日野市の占用面積という部分としては、 5.5ヘクタールで、ご

ざいます。

内容の面積としては、そういう状況であるということでございます。

O議長(市川資信君) 天野輝男君。

06番(天野輝男君) 今の答弁を聞き まして、私は確かに自然のままで生かすという
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感じているわけであります。

だからそういう面で、自然保護や、自然を守る会、そういう方々との意見調整は確か

に必要であるかもわかりませんけれども、やはりどうしても川の水、 清流とは言わない

けれども、川の水が流れているそのところまで、やはりある程度自由に行けるようなと

ころも確保しなければならないのじゃないかなということを、私、思うわけであります。

そういう面でぜひ、こうしヴ問題についてはやはり積極的に考えていただきたい、この

ように思います。

そうい う面で、私はこの日野市の実際、少年野球の連盟なんかからも、グラウソドが

足りないということで、恐らく 意見書なりそういうものが何回となく出てきたと思うの

です。そして今、谷地川のところに廃河川敷として、ちょっと半端なグラウンドですけ

れども、できました。やがては 2面できるでしょう。それだけじゃとうてい足りないの

です。少年野球の団体というのは御存じでしょうけれども、中学校も入れて140近くあ

るの じゃないですか。もう少しですか。そのくらい実際あるのです。そして少年野球に

加盟している子供たちというのは、約1700人くらし、し、るのです。そういう面から見まし

ても、試合を年に2回くらいやるわけですから、そうすると、あっちの学校のグラウ γ

ド、こっちのグラウソドを借りてやっても、なかなか消化できないのが現実なんですよ。

そういう商で河川敷の中に、できればぜひそ うい うグラウンドもつくって欲しいのだと

いう声も、実際あるわけです。

たまたま日野市の河川敷内のグラウソ ドの横にソフトボール場をつ くるということで

申請を出 しているとい うことを聞いていますけれども、この面についてもなかなか申請

がおりないことを聞いてお ります。そう いう面で、やはり積極的に、意欲的に取り組ま

ない限りそういう問題は解決してこないと、私は思う のです。ま して、どこの市町村に

行っても、フェンスのある野球場という のはほとんどあるのです。日野市には、恐ら く

このままだと確保できないのじゃないかなと私、思う のですよね。そういう面で、やは

りある程度、決勝戦くらいはそういうと ころを使わせてやらせたいというのが、 本当に

親心じゃないかと、私、思うわけです。

そういう面で、日野市は何か予算も余っているようだ し、やはりそういうものも意欲

的に、子供たちのことを将来考えてし、くのであるならば、私は十分考える必要があると

思うわけです。そういう面で市長、ぜ、ひ少年野球場のフェソスのある ようなものを、 1

つくらいどこかにつくらなければいけないと思うのですけれども、市長、何かそのこと

についてお答えがございましたら、教えて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) 青少年の健全育成、それに市民の方々の健康づくりの場の提

供、いろいろな意味で、市内に数多くのスポーツを楽しむ場所、スポーツのまたで、きる

場所が欲しいということは、我々も全く同感でございます。そして天野議員の要望もよ

く理解できるところであります。

今、担当がそれぞれ答えておりますとおり、私もまた今回の議会の初日にいわゆる北

川原公園、それに接続いたします大きな下水道処理場の覆蓋部分、 8.7ヘクタールが見

込める、こういう事情でございますので、将来の市民スポーツの場所を整備する、展望

がひとつだんだんと近づいておる、こういうことを新たな取り組みとして御報告した次

第もございます。一番身近なととろにまたそういう場所が欲しいというお気持ちも当然

でございますし、市民グラウンドということで、 あれの下流部分というか、東に接続す

る部分にもう少し拡大できる部分をということで、今、測量図を持って河川管理当局に

お願いをしようという準備もいたしております。

日野橋上流あるいは立日橋のすぐ下流、かつて少年野球場が地元によって整地されて、

維持されておりましたが、なぜあれが今使われなくなったのか、ち ょっと私もはっ きり

は存じませんが、あの程度のものを復活するということは、もう既に既成の事実でもご

ざいますし、もう一遍何か可能性が持てないものだろう かというふうに考えてお ります。

いろいろと地元に、特に御老人の方のゲート ボールの場所が欲しいということは、あ

ちこちにもございます、また当然、のことでございますので、何か工夫を してみたい、こ

のことも御指摘どおり取り組んでみよう と考えております。大規模なフェソスを して、

公式に許可を取ったと言いますか、 そういう使用の仕方というのは、日野市の多摩川の

広い面積の中にも、 御承知のとおりの今、上流部分は自然保護、それから下流部分も何

とか利用しよ う、 こういうゾーニソグがございますから、そのゾーニソグの精神を尊重

しながら、できるだけ活用の方途を当局とも御相談をしていきたい、こういう考えでご

ざいます。

0議長(市川資信君)

06番(天野輝男君)

天野輝男君。

そう しますと、今、私は一つ一つまた質問させていただきます

けれども、浅川処理場の覆蓋の施設というものについては、じゃ大体どういうものをつ

くるかということが決まっておるのかどうか。それと、あそこは今、8.8ヘクタールあ

るというこ とですから、これは野球場くらいはできますわね。だからそこにそう いう施

設をつくっていただけるものであるか、このあたりもよく今後検討していただきたし、と
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思うわけです。

ということは、恐らく日野市内で8.8ヘクタールもの土地を利用できると ζろはちょっ

と出てきませんよ。だから恐らく少年野球場だって日曜日じやちょっと足りないのじゃ

ないですかね、フェソスをっくりますとね。恐らく 5ヘクタールくらいないと難しいの

じゃないでしょうかね。そういう商から見ましたら、やはりそのあたりもつくるという

ことで、それだけつくるわけにはいかないかもわかりませんけれども、そのようなもの

を、やはりフェ γスのある少年野球場、また野球場をつくるということになりますと、

日野市には恐らく用地は確保できないと私は思うのです。だからそういう面で、そこに

そういうものをつくるような計画がありますれば、ぜひ積極的に進めていただきたし、と

思うわけであります。

確かに日野市の場合には、自然保護の団体の活動も活発でありますし、実際、彼らと

の調整が難しいということも聞いておるわけです。そういう面で、建設省の方の見解も、

まず自然保護の方々と話し合って来てくださいということが、彼らの考え方なわ砂です。

そういう面で、私は日野市民が要望しているものでありますから、ぜひ積極的にお話し

合いを進めながら、そういう問題も解決していただきたい、このように思います。そし

て一つ一つ整備していきながら、日野市におけるところのスポーツ愛好会、そして日野

市の市民の健康増進のために活躍される場を整備していただきf.:.'v、と、このように考え

ております。ぜ、ひよろしくお願いいたします。

そしてこの質問を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 4のし多摩川河川敷内のスポーツ場の整備計画

について問うの質問を終わります。

一般質問4の2、都市計画道路の進捗状況について問うの通告質問者、天野輝男君の

質問を許します。

これには特に神明からの下水道の排水部分が、東京都の 2・2・10号線の用地を借り

て入ってくるわけですね。そしてここを通って多摩川の河川敷の中に流れるということ

になっております。そういう面で、この神明の排水もこれができないと解決できないわ

けですね。だからそういう面で、神明上の排水については日野市で恐らく利用するわけ

ですから、日野市で用地も 2・2・10号につながる部分については進めなければならな

いと思うわけです。そういう関係から、神明から出ている排水はどの程度工事が進んで

おるのかどうか、このことを教えていただきたいと思うのです。

そしてもう一つは、今、万願寺の区画整理の中で、実際、国道のバイパス部分が入り

ましたけれども、これは万願寺の区画整理の中なのかどうか、その用地買収はどの辺ま

で来ているか、このあたりをちょっと教えていただきたし、と思います。

3点。

0議長(市川|資信君) 天野輝男君の質問についての答弁を求めます。都市整備部長。

0都市整備部長(前田雅夫君) まず第 1点目の 2・2・10号線でございますけれども、

06番(天野輝男君)

いただきます。

この 2・2・10号線の多摩川には立日橋がかかっております。そして私が市議会議員

都市計画道路 2・2・10号線の進捗状況について、質問させて

これは日野市分の延長が1，240メートルでございます。そのうち立日橋の橋の部分が418

メートルということでございます。この道路は御承知のように東京都が事業主体になり

まして築造し、将来東京都が管理をする、そうし、う性質の工事でございます。

建設につきましては、昭和55年3月に事業認可を取りまして、用地買収、補償、そう

いったものを進めているわけでございます。

現在、計画を申し上げますと、昭和63年度中に片側を整備いたしまして、 64年度に一

部供用をしたい。さらに残る部分を64年度に整備をし、 65年度に供用開始をする、そう

いうことで現在進んでおるということでございます。

現在、この用地買収でございますけれども、全体の95%が完了しております。残る 5

%、面積にいたしますと約962平方メートルございますけれども、この用地買収を今東

京都が精力的に行っているということでございます。

次が都市下水路の件でございますが、これは正式な名称は神明上都市下水路と称して

おります。神明上土地区画整理事業区域内の雨水を排除するために計画をされたもので

ございます。この排除の区域は、神明上の区画整理の区域内と、日野本町の区域でござ

います。約195ヘクタールの雨水を多摩川に排除する。この経路につきま しては、今、

御質問のございましたように、 2・2・10号線を使いまして、多摩川に放流するという

ことでございます。

本年度、今回の議会にも契約議案の承認をお願いしているわけでございますけれども、

になった当時、要するに昭和63年から片側通行になるということを聞いておったわけで、

す。それが 1年間延びて、来年度片側通行になるということでありますが、一部は用地

を買って整地にしておりますが、ところどころまだ一一一ところどころというか、大部分

まだ用地が買ってないようなんです。そういうことで果たして64年度に開通できるのか

どうか、そのあたりを教えていただきたいと思います。
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そのほかにまた別発注を一部工事をいたしまして、順調に進みますれば、甲州街道から

多摩川までの区間の都市下水路は完了するということでございます。残る部分が334メー

トルございます。これは甲州街道から川崎街道まででございます。この区聞を、 64年か

ら65年にかけて工事をする予定でございます。この区間内には民地がございます。今、

この民地につきまして、現況測量を62年度に行い、 63年度につきましては境界確定、用

地測量をし、具体的な交渉を進める、そういう予定でおります。したがって、この工事

が順調に進みますれば、この都市下水路は昭和66年度に供用開始になるということでご

ざいます。

次が、万願寺区画整理区域内の 1・3・1号線でございます。この区画整理の区域内

の面積は1，307メートルでございます。 I幅員が28メートルということでございます。多

摩川との聞に直接買収の区間もございまして、この直買の区間につきましては、今、建

設省が用地買収をしているということでございます。

この道路につきましては、主には万願寺土地区画整理事業の中で公共減歩という形で

用地を造出いたしまして、建設省の方に用地提供をする。その用地代を区画整理事業で

もらい、また区画整理事業に充てる、そういう形で行っております。

建設省の方に渡しました用地の面積は、全体で69.6%でございます。残る部分につき

ましては現在、家屋の移転、その他いわゆる道路用地としての整備をしているというと

ころでございます。

なされる、こういうことでございます。

今、申し上げましたもろもろの問題につきまして、市ももちろん協力をする中で、建

設省と精力的に進めているという状況でございます。現時点でいつごろということは、

ちょっとまだ言えない状況でございます。

以上でございます。

O議長(市川資信君) 天野輝男君。

06番(天野輝男君) それではまた一つずつ質問させていただきますが、この神明か

らの都市下水路は、何か今お話を聞いておりますと、甲州街道から多摩川までの区間、

これが来年度から使えるようになるのですか。それが 1点。

そして、今聞いておりますと、もうすぐ使えるようなことをずっと聞いておったわけ

です。よく聞いてみますと、まだ用地の買収すらできていない。要するに川崎街道から

甲州街道まで、これが大体64年から65年にかけてやって、そして66年度に使えそうだと

いうことなんです。できないよりできた方が私はし、し、と思うし一ーただ少しこういう人

の財産がかかってくる要するに用地、土地でありますから、そ う簡単には手離したくな

いという住民の方も当然、いらっしゃるとは思うわけです。

しかしながら、やはりこうしヴ問題はそんなに長く、 1年も 2年も話し合いを進めて

いないとは言いませんけれども、解決するまで意欲的に取り組まない限り、私はこうい

う問題は恐らく解決できないと思うのです。そして今のお話の中で、よく開いていると、

要するに立日橋がかかっているところから甲州街道までの距離の中で、まだ用地買収は

95%と言いましたね。一部ないわけですね。だから当然これは使おうったって使えない

じゃないですか。甲州街道、多摩川の地域の排水を使うといっても、まだ用地が取得さ

れていない限り、これは使えないのじゃないですか。

やはり私はこういうところに日野市のちょっと問題があるのじゃないかなと、実際、

思うわけです。そういう面でもう一回、これは64年度までに実際あそこの区間が、高木

歯医者さんがし、らっしゃったあそこから、多摩川の河川敷に下水管をいけて使えると、

確かに本町5丁目の方々は、水路が低いためにー中で、床下浸水になったように、あの地

域もそういうところが、 5丁目というところは実際あって、大変困っておるわけです。

だからそういう商で私は、これが早く使えるようになると、そのあたりの雨水で困って

いる方々も解消になると思いまして、今、質問したわけで、すO

そういう面で、 5%用地買収されていない状況の中で、 実際、来年度からこれが使え

るようになるのかどうかをまずお聞きしたい。そして東京都のやる仕事ですから、立日

この道路の築造でございますけれども、仮換地を行い、それからこの道路に面した宅

地の使用収益を解消するということになりますと、当然、、道路としての形態をな し、建

築確認ができないといけないわけでございます。現在、その辺の対応といたしましては

仮道という形で、対処をしているところでございます。

本格的な道路の築造になりますと、先ほど申し上げましたように、用地を区画整理で

生み出し、工事は建設省が直接行うということになるわけでございます。この着工の時

期になりますと、まだいろいろ問題点がございます。これは、これだけの大きな道路で

ございますので、いわゆる起点、終点の問題、それからこの道路に関係するアクセスの

問題、連絡道路の問題、こういったものもございますし、それからこの道路には御承知

のように公共下水道の汚水管でございます浅川中央幹線の敷設もしなければいけない。

それから埋蔵文化財の問題、それから連絡道路といたしましては、都市計画道路の 2・

2・11号線、あるいは 2・2・2号線、さらにはこの道路の西への延長が重要な課題に

なるわけでございます。そういったもろもろの問題が解決した中で、この道路の築造が
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橋の特に片側通行ということになりますと、やはりもう既に 2年も延びているわけでしょ

う。 63年に使えるということになっていたのが64年に使えない。そうなった場合、私は

東京都から指導なり何かされているのじゃないかと思うんですよ。何とかしてもらえま

せんかとか、そういう要請が多分あるんではないかと思うんです。そのあたり、説明し

ていただきたいと思います。

それと、先ほど特に 1・3・l号線というものは建設省で確かに進めておるというこ

となんです。特に私は、現在のこの甲州街道の混雑ぶりを見たら、これは 1日も早く解

決するように努力するということが、私は日野市民にとっても一番重大な事項じゃない

かと思うわけです。そういう面で、あえて質問させていただいたわけですO もし 1・3・

1号線の一部分が開通されなくとも 2・2・10号はやがて 1・3・1吾線にぶつかるわ

けですね。そして下流の方は万願寺の区画整理をしながら甲州街道のバイパスができて

くるわけですから、たとえ堀の内の区間がつながらないとしても、多摩川に橋をかけて

国立に抜くならば、日野市の交通状況も多少変わってくると思うわけです。

そういう面で私は、こうしヴ問題についても本当にもっと真剣に取り組まなければな

らないのではないかというふうに思って質問しているわけです。そういう面でぜひもう

一回、実際、立日橋ができて、とりあえずは甲州街道まで本当に開通できるのかどうか、

それを教えていただきたいと思うのです。それとそこにいける下水管は、本町5丁目あ

たりの雨水で因っている方々が利用できるようになるのかどうか、このあたりを答えて

いただきたいと思います。

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) まず2・2・10号線でございますけれども、これは先

ほども申し上げましたとおり、東京都が事業主体になりまして用地買収をし、道路築造、

架橋を行うということでございます。

これは東京都だけが用地買収と言いましてもなかなか土地を持っている方の代替地の

問題等、それから周辺の環境整備とかし、ろし、ろございまして、市が協力しなければ進捗

しないわけでございます。代替地等につきましても、市が協力を今までしてまいりまし

て、ょうやく 5%残りになっている。この 5%につきまして、本年度早急に東京都は買

収をするということで、下水道も絡めまして連携作業を行っているということでござい

ます。

この供用開始でございますけれども、私は以前から一部の片側の供用開始というのは

64年ということを聞いており ます。 63年が64年に延び、たということは、私の記憶にはど

ざいません。今後この計画どおりいくのかどうかわかりませんけれども、そういう計画

で今進んでいるということでございます。

2点目は神明上の都市下水路の件でございます。

これは先ほど申し上げましたとおり、神明上及び日野本町の雨水を排除するというこ

とでございまして、若干説明が不足だったように思われます。要するに東京都がつくる

2・2・10号線の道路の中にこの雨水管、都市下水路を入れるということになりますと、

例えば四谷下の区画整理の区域がございますけれども、その区域から仲田の緑地の中を

2・2・11号線が通ってござし、ます。この中に雨水管が既に入っておりまして、こういっ

た雨水管は本年度 2・2・10号線の都市下水路ができれば接続され、使えるということ

になるわけでございます。

私が昭和66年度に供用開始と言いましたのは、この都市下水路の全線が供用開始がで

きるのが昭和66年というふうに申し上げたわけでござし、ます。

それから万願寺の区画整理区域内の 1・3・1の問題でございますが、これは先ほど

申し上げましたように、決してこの道路の築造それから多摩川の架橋等を先延ばしして

いるということじゃございません。さっき申し上げましたように、この道路にかかる連

絡道路の関係、それからさっき申し上げましたけれども、まだ道路の用地が約30%あい

ていないわけでございます。こういった作業もしなければなりませんし、遺跡調査もあ

る。それから浅川中央幹線、いわゆる汚水管の埋設もしなければならない、そういうも

ろもろのことがございまして、この辺を十分調整した中で、 道路築造に入っていくとい

うことでございます。これは、道路をつくる場合には建設省が直接つくるということで

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) 今、説明をいただきまして、神明上都市下水路についてはわか

りました。そういう面で、実際、本町5丁目の、御存じと思いますけれども、あそこの

住民はお年寄りが住んでおりまして、大変心配しております。そういう商でぜひ雨水管

に接続して、そのあたりの方々が心配しているその問題を解決していただきたいと思い

ます。

本来、特に日野市における都市計画事業、こうしヴ問題に対しては特に道路もそうで

しょうし、都道、国道を初め、これは国でつくるから国に任せているならばなかなかで

きる問題じゃないと私は思うわけです。そういう雨で、私はこの問題については再三質

問をしているわけです。日野市の都市計画事業を進めるというこの問題について、やは

。。
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りまず解決しなければならないということは、道路網の整備とかこのあたりから解決し

ないことには、日野市は本当にどこを行ってもふん詰まりでどうしようもないわけです

よ。この問題をいかに解決するかということが、私は市長初め議会、また日野職員の使

命だろうと考えているわけです。

そういう面で、先ほど企画財政部長の話の中にあったように、どうしたって用地買収

するには周りの環境整備というのが必ず入ってくるわけです。周りの環境整備をしなが

ら用地買収しない限り、なかなか応じてもらえないというのが現実なんです。私はそう

いう面で、都市計画事業を実施している方々の中に行って、意見を聞いたりしてみても、

実際その問題が一番絡んでくるわけです。そういう面で、私は確かに東京では国から、

用地買収については解決する問題があるかもわかりません。しかしながらこの問題につ

いては、日野市独自でもやはり代替地で心配している方がし、らっしゃれば、それにこた

えるだけの用地を確保するとかしなければ、私は問題が解決しないのではないかという

ことを思うわけです。

そういう面で、今後、日野市のまちづくりはますます地域差が出てくるわけです。こ

の地域差をなくすにはどうしたって道路を整備する以外ないのです。幹線道路を整備し

ながらやってし、く以外ないのです。それには今言ったように、 この地域の方々の意見と

いうものは、やはりそれに合わせて地盤整備をしてほしいというのが、私は市民の、地

主さんの意見だと思うわけです。そういう面で市長、市長みずからこの間は鉄のわらじ

をはいても頑張りたし、と言っていただきました。そういう面でぜひこのあたり市長、 こ

の問題も意欲的に取り組んでいただきたいと思うのですけれども、市長からの意見をお

聞きしたいと思います。

0議長(市川資信君) 市長。

きるということは、御理解いただけたと思っております。

それからもっと長期的視野におきましては、いわゆる東町の環境整備のために、また

道路用地を確保するために、区画整理事業に取り組まなければならないということも、

既に発表をしておるところでございます。これから東町地域、あるいは日野本町地域が

問題の日野の玄関としヴ位置づけにおいて、将来の展望がはっきりと見通せる、こんな

ふうに私どもは考えております。

御理解をお願いしておきたいと思います。

O議長(市川資信君) 天野輝男君。

06番(天野輝男君) 市長が今、展望が見えておるということを言われましたけれど

も、私、市議会議員になってまだ 2年とちょっとしかたっていないから余りよくわから

ないけれども、やはりものにはものの取り組む順序があり、どこを重点的にやらなけれ

ばならないかということが、私、市長の答弁聞いておりますと、確かに市長はお年のわ

りに仕事に対する意欲はすごくあると思うのです。そういう面で、実際、市長は特に自

分のこうやらなければならないということは何か、早く言えば特別老人ホームなんかだっ

てもう 2、3回でちょっと出てきてしまうわけですね。そうかと思えば、平和基金なん

というと、もう具体性がないと言っていながら 1億円をひょいと出す余裕があるわけで

す。

0市長(森田喜美男君) いつも鞭接、督励をいただいておりまして、そのことについ

だから市長、ものにはやはり日野市の順序というのが、日野市民の声を大にして、こ

の声を取り入れるということが、私は優先順位が一番、その声の一番高いものから取り

上げて、そして問題に取り組むということが、市長のとっていただくべき態度じゃない

かなと思うわけです。そういう面で私は、 実際、都市計画部長に対しても一生懸命やっ

ていただいていると思うのです。ただ東京都、建設省なんか行っても、なかなかそれだ

けじゃ、部長、課長が行ってもなかなか話が追っつかないところがあるわけです。

だからそういう面で市長、ぜひこの問題についても、市民の声というのはやはり市長

が市長の諮問機関で、日野市民に対する調査というものを出しました。その中で一番多

く回答が来ておる問題が環境整備とか道路の整備とか下水道の問題、こういう問題が一

番大きいわけです。このあたりにやはり一番焦点を合わせて頑張っていただきたい、こ

のように思うわけであります。

そういう面で市長もう一回、私、今、質問したことに対して、何かお答えがございま

したらいただきたいと思います。

0議長(市川資信君) 市長。

ては忘れたことはないくらいであります。

一方にまた、物事には順序があるわけでございまして、 JI原序を踏みながらやっている

ということでありますから、何か先に具体性がないようにとられるのは、全くこれは間

違っておるわけであります。都市整備部長がお答えいた しましたとおり、それぞれ順序

に立ち向かつておるわけでありまして、一つ一つを解決しながら、私はできるだけ予定

のできる年次の中で事業が進行するように考えております。

そして御質問の住んでいらっしゃる方の環境整備、これも極めて重要なことでありま

して、まず第 1に解決できるのが、おっしゃる日野本町5丁目周辺の浸水がまず解決で
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0市長(森田喜美男君) そのとおりに承って、少なくともまず2・2・10号線の神明

の都市下水路の川に放流できることを順序として解決をしたい、このように考えており

ます。

午後4時38分 散会

0議長(市川資信君) 天野輝男君。

06番(天野輝男君) 私は、かつて森田現市長が市議会議員のときに、古谷 栄さん

が市長のとき、あの方がちょうど勇退するというような声が聞かれたときの議事録を読

んだのです。

そうしたら、そのときに市長があの地域の、要するに日野駅周辺のことでしょうね、

古い地域の地盤整備について、最後のお仕事としてやる意思はないのですか、そのよう

な多分質問をしておったので、すO 私は市長、確かに立派な業績を残したと思うのです。

そういう面で、 14年間やってこられまして、確かに市長の実績は認めなければならない

と、私思うわけです。

しかしながら、私、そろそろ後輩に譲って、そして日野市の活性化を図った方がし、い

のじゃなし、かと、このように思うわけです。そういう面でぜひ市長、今ここで市長がや

ればまだまだ仕事はできると思う のです。しかしながら、日野市のやはり流れを変えま

せんと、共産党主導型の政策じやどうしようもないじゃないですわ。 だからそ ういう面

でぜひ私は、今後、市長、もし私が今申し上げましたような都市基盤整備、このような

ものに対する事業に意欲的に取り組んでいかれるという意思があるならば、私はそれな

りにまた市長に対する評価も変わってまいりますけれども、そうじゃない限り 、私は本

当にそろそろ勇退なさって、日野市の行政を後押 ししていただいた方がよろしいのじゃ

ないかと、このように考えております。

そしてぜひ今後とも、実際、日野市の場合には問題がたくさんあります。こういう問

題を一つ一つ解決するということが、やはり優先順位と しては市民の声を、何が一番要

望されているのかということを念頭に置きながら、この問題を解決していただきたし、と

思し、ます。

以上をもって、一般質問を終わらせていただきます。

0議長(市川資信君)

質問を終わります。

本日の日程はすべて終わりました。

あすの本会議は午前10時より開議いたします。時間厳守で御参集願います。

これをもって 4の2、都市計画道路の進捗状況について問うの

本日はこれにて散会いたします。
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昭和63年 6月14日(火)

午 前 10 時開議

日程第 1 一般質問

本日 の会議に付した事件

日程第 1

午前10時14分開会

0副議長(一ノ瀬 隆君) 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。

本日議長所用のため、副議長がその任を務めますので、どうぞよろしくお願し、いたし

ます。

これより日程第 l、一般質問を行います。一般質問5のし低所得者のための国民健

康保険についての通告質問者、 小俣昭光君の質問を許します。

[10番議員登壇〕

010番 (小俣昭光君) おはようございます。通告質問に従いまして、質問をさしてい

ただきます。低所得者のための国民健康保険についての質問をさせていただきます。さ

きの112国会に提出され、国民の反対を押しつぶして成立した国民健康保険改革案は自

民党竹下内閣の提案理由によると、高齢化社会を控え、 国保制度の安定化を図るため都

道府県も参画して、低所得者問題や、医療費の地域差問題など、国保制度の構造的問題

に国と地方が一体となって取り組む国保加入世帯の保険料負担の増大に、歯止めを、な

どと言っていました。改革の骨子としてし低所得者に対する保険料軽減分について公

費で補てん、国が二分の一、都道府県、市町村が各四分の一負担で、保険基盤安定制度

の創設。 2としては、著しく高い医療費の一定部分につき、 65年度から保険料二分のー

のほかに国が六分の一、都道府県・市町村が各六分のーを共同負担する、地域差調整シ

ステムの導入。 3としては、高額医療費共同事業に国10億円、都道府県が190億円を助

成する。 4としては、保険料負担が軽減されるとして老人保険医療費拠出金にかかわる

国庫負担率を調整する、 55.7%を52.3%にするという説明をしております。

しかし事実は政府の説明とは逆に、国庫負担の大幅削減によって、被保険者と地方自

治体の負担は急増、全国的には保険証未交付などの制裁処置も強化され、国保財政の危

機も一層深刻化し、国保制度そのものを解体に導くものとなっています。

国保制度を守るためにも59年度以前の国庫負担率に、現在38.5%を45%に戻せという

国民的運動が強く求められています。自民党政府の説明している第 1の保険基盤の安定

のためと称して、低所得者に対する保険料軽減分にも新たに地方自治体に負担制度の導

入を取り入れております。第 2は地域差調整システムについては、国が地域の実情も無

視して、一方的に基準を、基準医療費なるものを決め、これを超えるものは是正計画と

称して、引き下げようとしていることであります。そしてこの是正計画を守らないといっ

てペナルテイを課すなど、医療の平等を犯すものとな っております。
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第 3は高額医療費共同事業についても、都道府県に助成費を出させることにより、国

の負担を軽減するものとなっています。以上のことから、今回の改革によって、日野市

の国保事業はどう影響を受けるのか、まず最初にお聞きしたいと思います。

0副議長(一ノ瀬 隆君) 小俣昭光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)

します。

要するに国庫負担金が大幅に削減されたということのまず大きい理由は、 59年の10月

市長がお答えする前に私の方から、概略御回答、まずいた

0市民部長(大貫松雄君) ただいま御質問のありました法の、 6月 1日から施行され

に退職者医療制度が創設されまして、国庫負担金の割合が、制度改正以前は医療費の40

%、これが国の負担でございました。退職者医療制度の導入があった後ですね、今度は

保険者の負担分の40%となったわけでございます。要するに保険者負担分は御存じのよ

うに 7割負担ということですから、その40%は国の負担ということで、やはり国の補助

が大分削減されたわけで、ございます。そういうことで先ほど御質問がありました、これ

からまた国庫負担金の 6月 1日から施行されて、要するに都道府県の参画を得まして、

地域差の解消というふうな目的で国と地方が一体となって取り組む負担割合を改正され

るということでございます。そういう中で、要するに負担の割合を元に戻すという御質

問でございます。これは63年度、今年度ですね、全国市長会が国に対して、各部会と申

しましょうか、要望を行うわけでございますけども、その中で要するに民生関係の部会

を通じまして、日野市として国保事業への本来の国庫負担の適正化についてというふう

に題しまして、文書をもって全国市長会の方の事務局に提出したわけで、ございます。要

望内容としましては、国庫負担適正化についてということで全文がございますけども、

それは割愛させていただし、て、三つの点を要望してございます。

まずーっは医療給付費交付金の補助率を退職者医療制度施行前の補助率に戻すこと、

すなわち現行の給与費ベース、要するに給与ベースというのは先ほど申し上げましたよ

うに、退職制度を導入したときから、保険者負担分の40%というふうに申し上げました

けども、その給付費ベースから、従前の医療費ベースの補助率に改めていただきたいと

いうことですね。それから保険料が納められない低所得者層の保険料については、国の

負担としていただきたい。

それから 3点目として、地域によって大きな差がある高額医療についても、国の責任

において、財政補てんをしていただきたし、ということで、要するに国の社会保障制度で

あるんで、そういうことで国が責任を負っていただきたいというふうに、要望をしたも

のでございます。

それから減免の実効あるものにということでございますけども、国保制度は社会保障

制度の中核をなしてございまして、地域医療保障に大きく貢献しているものでございま

す。そういう制度の根幹は地域住民の相互共済と申しますか、その共済から発展してき

たものでございまして、このような制度から、全保険者が応分の負担を願うのが、肝要

ました国保法の内容の改正でございます。これからどう影響するのかということでござ

いますけども、今のお話の、例えば四つの柱を中心とした改革が行われたわけでござい

ますけども、その中の点で，特に、例えば本市の場合ですけども、国保財政の影響とい

うことは、 1から 4までの柱の中では直接なととでは影響を及ぼすことはございません。

ただ東京都の補助金等を兼ね合わせた中で、東京都の国保委員会の開催待ちということ

にはなってございますけども、当市の場合、ここでは直接な影響はございません。以上

です。

0副議長(一ノ瀬 隆君) 小俣昭光君。

010番(小俣昭光君) 影響はわからないということだと思います。実際に今までも国

の負担が軽減することによって、日野市の負担金、あるいは被保険者の保険税が値上が

りするということが行われてきております。そういう点では、 6月 1日ということで、

まだ具体的なところはあらわれていないかと思いますけど、十分に心していただきたい

というように思います。

続きまして日野市でも国庫負担率を引き下げられたことにより、 61年度、 62年度など

2年連続に保険税を引き上げてきました。そのことにより低所得者層にとって、高い保

険税となっております。国民健康保険が国民の生存権を保障するために、国が財政上の

責任を負うこ とを前提でつくられた国民皆保険制度であるとしヴ立場から、国庫負担率

を当面もとの45%に戻せという要求を、市長・議会ともに厚生省に訴えることが大事だ

と思います。市長はこの点についてどういう対策を立てるのか、もし考えがあれば、お

聞かせいただきたいと思います。

第 2点目は、昨年制定された減免取り扱い要綱が実効あるものとなっておりません。

予算委員会や決算委員会などで、 PRをすることを約束してきたが、どうなっているの

か、この点についてお聞かせいただきたいと思います。以上、 2点。

O副議長 (一ノ瀬 隆君) 再質問につし、ての答弁を求めます。

市民部長。
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であろうと思います。そのような制度上から、低所得者世帯の対応として、保険税にあっ

ては均等割、それから平等割、要するに応益割と申しでございますけども、これについ

ては 4割、それから 6割の軽減措置を行っているわけでございます。そしてこの減免の

対象ということは、このほかに所得割と資産割、要するに応能割の範囲内で減免の対象

としているわけでございまして、この該当者に対しては、例えば災害等の場合、地方税

法とかそれから市の条例に定めている範囲内で、減免の適用を行っているわけでござい

ます。そういうことで減免要綱の取り扱いは納税意識の啓蒙を図って、取り扱いには十

分慎重を期しているところでございます。

行政サイドとしてですね、案内と申しましょうか、納税通知書を発行する時点で、納

税通知書の中に記載をして、直接、制度の説明を行っているわけです。要するに減免の

規定もこういうふうにございますということで、行政サイドとしては、減免に対しての

申請主義を原則としてございます。そういうことで対応をしていることでございます。

以上です。

O副議長(一ノ瀬 隆君) 市長の答弁を求めます。市長。

0市長(森田喜美男君) いつものことと言ってし、し、ぐらい、今各段階の首長会、国保、

国民健康保険事業に対します国の負担割合の復元とし、し、ますか、復旧、元に戻す、こう

いうことを中心に国への要請、並びに論議が非常に高い状況であ ります。

近年、改正されるごとに国保財政、国保事業の安定健全化を言いながら、保険者負担

の割合、あるいは被保険者負担の割合というものが、だんだんと割合においても金額に

おいても増高してくると、こういうことに対します保険者の立場と しての、またそれを

まとめる市長会等の立場としても一番関心の高い、しかも思いどおりにならない不安、

あるいは懸念、憂慮、これが高まっておる状況であります。

ことし 6月1日施行で、また安定化を唱えてその負担の内容の改正が行われておりま

す。しばらく様子を見ないと、何とも言えないところでありますが、特に御指摘の低額

所得者に対して、事業の安定ということで医療の質の低下であるとか、あるいは税の、

徴税の強化であるとか、こういうことで状況が進むということであってはならない、こ

のようには考えるわけであります。今後の状況を正しく把握しながら、国保本来の国の

事業としての性格、つまりかつての医療費40%の原則というものを、医療費40%国庫負

担の原則というものを、あくまで確立をしていくという方向こそ、国保事業の安定化に

一番役立つものだという考え方は持っております。

0副議長 (一ノ瀬 隆君) 小俣昭光君。

010番(小俣昭光君) 3点について質問させていただきます。

一つは、部長は59年から老人医療を創設されたことによって国庫負担が削られた、削っ

てきたということで、国保事業には大した影響ないような答弁に、私はそういうように

聞こえたわけですけど、実際に59年の老人医療が創設されて、老人保険が創設されて、

拠出金が国保から出てくるという中で、国保事業が大幅に赤字になる。日野市でもそう

いう実態で、実際には61年から62年、 2年連続に国保税を値上げせざるを得なくなった。

ほとんどが計算してみると、国庫負担金が削られた分がそっくり国保税の値上げ、ある

いは市の持ち出しになってきている。そう いう点から見ても、やはり今市長が言われた

ように、国庫負担金が削られたことが一番国保事業にとって、手痛いところではないの

かなというように感じるわけです。そういう点では国の責任、もっともっと明らかにし

ていく必要があるかと思います。それが第 1点でございます。

第2点は、やはり低所得者が80%を占める国民健康保険、この事業についてやはり国

の責任を明らかにする上でも、それこそ全市挙げて国庫負担を元に戻す運動をする必要

があるのではないのか。確かに市長会などでの要請では、特に老人医療の 1割負担導入

をしたときには、この市長会だとか、議長会がこぞってそれに賛成する、厚生省に早く

実施するように、そういうような要請もされているわけです。そう いう点ではまさにど

んぶりの中の水を、それこそ国保事業、あるいは老人保険にという形で分けるだけであっ

て、そのどんぶりの水をたらいの水に大きくするということがされてないというところ

に、私は問題があるのではないのかというように思うんです。そういう点でも市民も含

めて、 市長また超党派でこの問題、取り上げていかないと、ますます国保事業、大変な

ことになっていくように認識しております。そういう点ではぜひ市長もそうし、う立場で

頑張っていただきたいというように思います。

それともう一つは減免要綱の問題でございますけど、この減免要綱、去年の 8月の20

日に施行をされるということになりました。ここで言われているのは、日野市の国民健

康保険条例の第四条の規定により、国民健康保険税の減免は別に定めがあるもののほか、

この要綱の定めるところにより行うものとすると、この健康保険条例の第19条の規定は

どうなっているかというと、市長は国民健康保険税の納税義務者のうち、災害その他、

特別の事情があるもので、当該納税義務者の申請により、もしくは特に必要があると認

められるものに対し、国民健康保険税を減免することができる。19条の 2としては、納

税者は納期限後にその国民健康保険税を納付する場合においては、当該税額にその納期

限の翌日から納付の日までの期間の日数において、14.6%の割合を乗じて計算した金額
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0副議長(一ノ瀬隆君)

市民部長。

O市民部長(大貫松雄君) それでは先ほど再質問ということで、 1、2、3で国の責

任、それから要するに低所得者が80%国保の場合には占めている。それに対しての要望

答弁を求めます。

げました御質問にもありましたようなそういうふうな内容について広く対応というんで

すか、要望等も含んで対応をしているということでございます。

それから減免でございますけども、先ほど申し上げましたように、要するに行政サイ

ドとして、この場合納税通知書等のそういうふうなところに記載して周知をしていると

いう一一ー実際にはまあ消極的な周知というふうにとらえがちでございますけども、やは

りこれは税でも同じなんですけども、やはり申請主義ということの中で、取り扱ってい

るわけでございます。

それから19条の関係でございますけども、私が先ほど言いましたのは、減免の規定と

いうことの中では、例えば応益割の場合には 4割、 6割の軽減をしている。それから資

産割、所得割ですね、最高限度額が今日野の場合には33万円ということでございまして、

これの場合に例えば災害、それからその他の事由ということで、どうしても生活困窮と

いうことの中ではやはり窓口で相談して、要するに先ほど言いました納税意識の高揚と

いうこともあります。ありますけども、やはりその場のケースによっては窓口で相談し、

減免する。または分納する。そういうふうな方法で対応しているわけでございます。以

上です。

O副議長(一ノ瀬 隆君) 小俣昭光君。

010番(小俣昭光君) 特に減免要綱の取り扱いについて、市民の目にぜ、ひ積極的に触

れさせていただきたい。これによって滞納者が救われるということになりますので、私

は次の 2点、特にこの減免要綱についてPRしていただきたいということで、まず第ー

は、私たち議員が持っている要綱集にもこれにも入っていない。また福祉部が出されて

いる福祉の手引、こういうのにも全然、お知らせがない。とういうのが実態です。それと

やはり広く市民に知らせるためにも、市の広報でお知らせするということが特に必要だ

というように思います。

今、国保税払えなくて、実際に因っている方たちがたくさん日野市の中にもおります。

金沢ではそういう点では滞納しているということで、悪徳滞納者ということで保険証が

未交付されていたということによって、手おくれになって死亡したという事例も起きて

おります。幸い日野市では滞納者には保険証未交付ということは行わないということを

再三市長が言明しておりますから、そういう点では大丈夫かと思いますけど、でもいず

れにしても滞納者というレッテルははられるということでありますので、減免要綱で救

われる方がし、るんでしたら、積極的にその辺は取り扱ってやるのが、人間としての筋道

ではないのかなというように思いますので、この点については特にお願いして、これか

に該当する延滞金を加算して納付書に附帯しなければならない。この19条の 2の方は要

するに延滞をしているというところで言っているわけです。それと、 19条の 1の方につ

いては、この条例によって減免ができるんだということが規定されているわけです。そ

れを要綱で補強している、その取り扱し、の仕方をされている。この中では、先ほど部長

は応益割の方は 6割減免で、あるいは 4割減免でされているから、そちらの方はそれま

でと、あとは応能割が減免の対象になるような言い方をされておりますけど、この取り

扱い要綱を見ても、その点については一切書かれておりません。ただここで書かれてし、

るのは減免後で、減免の割合、災害により居住者等に損害を受けた場合ということで、

そこでは居住者の全壊、全焼、または流出とか、あるいは居住者の半壊、または半焼と

いうことで、これについては、減免の割合は100%となっているということになってお

ります。それと、 5の2のところでは、収入の減少というところで、生活困窮の場合と

いうことで、収入率は基準生活費の100分の100以下は100%である。基準生活費の100分

の100を越え、 100分の10以下は80というようになっているわけであります。そういう点

では、この基準生活費というのは、生活保護家庭の収入基準ということだと思いますの

で、そういう点ではこの収入一一生活保護家庭の収入基準の100分のm以下の人は減免

の割合は80%であるということで、言われて書かれているわけですね。そういう点では

100分の100の人については100%減免ができるというように判断されるわけですけど、

その辺についてどうなっているのか、お答えいただきたし、と思います。以上、要望も含

めて 3点ですか、特に今の減免要綱のところについて、お答えいただきたし、というよう

に思います。

等、それから減免についての再質問でございます。 1と2は、先ほど私が申し上げまし

たように、一一ー私は先ほどは一つの事例として、国に対して要望したという内容ですけ

ども、そのほかには例えば国民健康保険の担当課長会等のそういう機関もございます。

これは例えば旧の南多摩を基盤としたそういう一つの地方団体というんですか、協議会、

その上の上部団体としては26市の課長会の団体とか、そういう幾つかの団体がございま

す。そしてこれを年にそうしヴ部会を開いて協議をして、また国に対しての要望とか、

都に対しての要望とか行っているわけです。そういうふうな団体も通じて先ほど申し上
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らの国保事業のさらに低所得者に対する事業を拡大していただくという ことも、 要望を

込めてお願いするものであります。今度の保険料の大幅引き上げ、 あるいは負担率の増

大、地方の負担増の最大の原因と責任が、国庫負担の削減による国の責任放棄であるこ

とは明らかであります。 61年度の国庫補助率を56年度並みに戻せば、総額で7，000億円

国庫負担がふえ、保険料に換算すれば28%も引き下げられることが可能であります。日

野市の国民健康保険もこの 2年間で約 6億円も削られています。国がもとの国庫負担率

45%に出していれば、 2年連続の国保税引き上げをしなくてもよかったことは明らかで

あります。そういう点で行政・議会・市民そろって国に要請し、国民皆保険制度を守る

ために、繰り返しお願いして、この質問終わらさしていただきます。

0副議長(一ノ瀬 隆君) これをもって 5のし低所得者のための国民健康保険につ

いての質問を終わります。

一般質問5の2、豊田駅周辺の環境整備について(南北を結ぶスロープ設置について)

の通告質問者、 小俣昭光君の質問を許します。

010番(小俣昭光君) 5の2、豊田駅周辺の環境整備について、南北を結ぶスロープ

設置について質問さ していただきます。

この質問は私は豊田の駅で、よく学生があそこの階段を自転車を担ぎ上げて、南側か

ら北側に歩いているのを何回か目撃しました。またお母さんが乳母車を抱き上げてとい

うか、そういう形で上がっていくというのも、よく見かける光景であります。そういう

点でこの豊田の南北を結ぶ問題について、何とか対策を立てられないかということで質

問をさせていただくわけであります。特に豊田の今南口と北口というのは、南口よりは

北口の方が商庖街があって、南口の人たちも買い物にそちらに行くというような状況が

続いております。それと行く行くは豊田南区画整理あるいは再開発によると、そうい う

点でも南北の交流、大事なことになりますが、それらについて触れさしていただきたい

と思います。

豊田駅南口地区市街地再開発事業基本計画調査資料によると、豊田駅南口周辺の 4ヘ

クタールを調査対象地区の概要は、人口428人、世帯数で157世帯、建物総数は135棟で

あります。これが再開発予定地の概要でありますが、もっと広げて見てみますと、豊田

駅南口地区の整備目標に基づいて、地区の将来機能について見ると、まず豊田駅の乗降

客数については、現在の 1日当たり 5万人の規模から、将来は1.7倍程度の、約8万3，0

00人へと増加することが予測されております。

商業規模については、商業統計による商業集積地域を含む駅、南北の総小売業売り場

面積は、現在でも約 1万2，000平米でありますが、将来は約 2万8，000平米へと、約2.3

倍程度増加することが想定されていると、そうし、う結果として出されております。小売

業売り場面積の南北比については、現在の南が17、北が83、将来は南北同じ程度に変化

すると予想されております。要するに現在も再開発されたとしても、南北に行き来すこ

とは明らかであります。ただ単に行き来するのに、歩行者だけでなく、赤ちゃんを連れ

たお母さんなどが、乳母車をヲ|し、たお母さんが、あるいは自転車に乗った人などが、犬

も行き交ってし、るのが現状でありますから、豊田駅の通路を通って、北側へ、または南

側に行き来する人を見受けられております。そういう点であそこの改札口、先ほど言い

ましたように通勤帯では大変な混雑がされておりますので、そういう点ではこの改札口

を通るのではなく、別なところに、駅舎の八王子側の、特にホームの上をまたぐような

股線橋設置をすることによって、南北をつなぐことはできないかどうか、お聞かせいた

だきたいというのが、第 1点であります。

そして第 2点は、今豊田駅南口タクシー乗り場のところの歩道についてでありますが、

ここは以前は放置自転車がそれこそ二重にも重なり合っているというような実態であり

ました。管理課の皆さんの御協力の中で、やっと整備がされてきております。ただし、

今そこのところにU字のプロ ックが置いてあります。そ うし、う点では歩道が半分しか使

われてないということでは、見苦しさは違いますけど、 実際と しては歩道の活用がされ

ていないという点では、ここのところについても自転車置き場を何か設置できないのか

という要望もされております。そ ういう点でこのところを 自転車置き場を設置すること

はできないのかどうかお聞かせいただきたいと思います。

3点目は豊田の駅の北口、上がったところのす ぐところの都市整備公団が持っている

建屋でございますが、ここが今一一以前トイレがあった前のところ、天井がかなり傷ん

できております。そういう点で整備をしていただきたいと思いますけど、その点、この

3点についてお聞かせいただきたいと思います。

0副議長(一ノ瀬 隆君) 小俣昭光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) 豊田の南北を結ぶというか、 日野市全体のグロ ーパルに考

えた発想、といたしまして、夏井議員さんから前、御質問のあったところでございます。

今回は駅周辺中心の問題でございますが、おっしゃるとおり前は改札口の前の股線橋が

市道の認定をいた しておったわけで、ございますけれども、これを JRとの一一当時国鉄

でございますけれど、の関係で、廃止いたしております。そこでそこは乳母車とか自転
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車を押し上げ、たり、担いたり、押し上げたりして、非常に御苦労なさっているというこ

とで、まことに何とか市も対処しなければならないなということは、十二分にわかるわ

けでございますけれども、この南北のスロープ等につきましては、非常に苦慮している

ところでございまして、おっしゃいますように駅をまたし、で、現在の股線の八王子寄り

になろうかと思いますが、そこに設置できないかという、スロープの設置できないかと

いう問題でございますが、これにつきましては非常に困難はございますけれども、一応

JRの方とも話し合いをしてみたいというぐあいに考えております。

次に自転車の置き場の件でございます。前はそこは非常に混雑というか、放置自転車

であふれておりまして、自転車で人も通るのに非常に困難であるというような状況でご

ざいましたが、幸いにして現在はきれいになっております。しかしそこにU字か、 トラ

ロープ等を張って、歩道を半分にしているなら前と同じ、人が歩くとし、う歩道の幅員は

同じでないかという御指摘でございました。なおかつそれだったら自転車を置いたらい

いじゃないかという御指摘でございますけども、私も前から駐車してはいけませんよと

いうところで、歩道にトラロープ等を張って道路を半分より使用 していないということ

は、非常に疑問に考えておりました。これは何とか対処を しなき ゃならない、やはり ト

ラロープ等を張らなくても、マナーとして自転車をそこに置かないということが鉄則で

あろうと思っております。このトラロープ等を張って、自転車を置かないようにする と

いうことにつきましては、非常に私は考慮する必要があるというぐあいに考えておりま

す。しかしそれかとし北、ましてだからそこに自転車をということにつきましては、私と

いたしましては、賛成できかねるところでございます。とし、し、ますのは、やはり周辺に

自転車置き場を設置するのが本来であろうというぐあいに考えております。

で、 63年度で予算化しております自転車置き場は、南口に 2カ所ございます。これは

豊田の 3の31の24、350平方メートル、それから 2番目といたしまして豊田四丁目の14

の16、約280平方メートル、これは契約が整っておりますので、これの整備をいた しま

して、自転車置き場を整備していきたし、というぐあいに考えております。そうしますと

現在は約760台分より駐車場とし巾、ますか、駐輪場がなかったわけで、ございますけれど

も、これが 2カ所ふえることによりまして、 4カ所の約1，100台が駐車できるというこ

とになりますので、そのようにひとつ対処していきたし、というぐあいに考えております。

以上です。

0副議長(一ノ瀬隆君)

0都市整備部長(前田雅夫君)

3点目についての答弁、都市整備部長。

お答えいたします。

お話がありましたようにこの建物は土地も含めまして、住宅都市整備公団のものでご

ざいます。実情を調べまして、善処方要請いたしたいと思います。

0副議長(一ノ瀬 隆君) 小俣昭光君。

010番(小俣昭光君) 再質問をさせていただきます。特に豊田駅の南北を結ぶスロー

プの問題でありますが、豊田南区画整理が始まると、そういう点では始めてでき上がる

ころには、八王子側の踏切が、教習所のところの踏切ですけど、あそこが閉鎖されるよ

うな計画になっております。そういう点ではますます南北を結ぶ道、今の豊田陸橋以外

なくなってしまうというように思います。そういう点では南北を結ぶ今のこのそこの踏

切がふさがってしまえば、ますます改札口のところを、自転車を押し上げてし、く光景が

多く見られるようになるのではないかということは、懸念されます。それとこの豊田駅

南口の再開発についての、この図面を見ましても、そういう点では豊田の駅舎を通じて

南北を結ぼれているという程度であります。そういう点では、このでき上がったときで

もそういう点では南北の自転車を通るというような状況にはなっていないように思われ

ますので、その辺ではぜひこれとは別にスロープを設置する必要が当然できてくるので

はないのかということですので、ぜひ積極的に JRなどにも働きかけをしていただき、

設置をしていただきたいというように思います。

またもう一つは豊田の駅の日野駅寄りの歩道橋が駅のそばにありますけど、この歩道

橋、今、人が渡るということになっておりますけど、そういう点ではあそこの歩道橋を

スロープ化されて、自転車などが通れるように、あるいは北口を多少整備して、南北を

結ぶようなことはできないのか。それらもあわせて考えていただきたいというように思

います。隣の日野側の踏切についても大変に遮断機おりっぱなしという状況があります

ので、そういう点ではあそこを利用することによって、自転車などが南北結べるという

ことは、可能かと思いますので、ぜ、ひその辺も含めて検討していただきたいというよう

に思います。その辺で、市長に何かし巾、考えがあるかどうか、もしお答えいただきたい

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) すぐ特別に考えというのはちょ っと思い当たりません。まあ

豊田駅を中心として、線路によって南北が分断されている。今部長が答えていましたよ

うに、豊田駅の駅舎の中の両側から、改札に向かうあの部分はかつては日野の市道であっ

た、こうし、う経過は明らかでありますので、 最小限に障害者の方が車いすで、南北を-

ーとにかく通れるという程度のことは、 基本的にはしなけりゃならない性格の場所だと
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0副議長(一ノ瀬隆君) これをもって5の2、豊田駅周辺の環境整備について(南

どのようになづているか、また拡幅された道路整備をどのようにしていくのかという御

質問でございます。

オリエソト時計工場の敷地内には道路と水路が約1，000平方メートルございました。

これを会社の外周部へつけかえるというのが第 1点。

2点目といたしまして、会社の所有地約750平方メートルの寄付をしていただく。そ

うい うことなどを協議が整いま して、 昭和58年度から このような作業に取りかかったわ

けでござし、ます。現在は外周の道路を会社側へ幅員し、水路の改良も同時に行うという

ものでございまして、会社敷地内の既設の建物の撤去、移設、生け垣の撤去、土どめの

新設などが会社側によって一昨年から着工されまして、 本年度中には北側と東側の全線

約420メートルの用地の確保がなされる予定でございます。

一方日野市といたしましては、この市道の拡幅という工事があるわけでございまして、

会社側北側の延長約160メートルを昨年度舗装を実施いたしま した。引き続きまして本

年度は延長約180メートル、これは会社の東側になりますが、を整備いたします。で、

残る80メートル、これを来年度の工事として全線が開通するという 見込みで、計画を立

てているとこ ろでございます。そのような ことでございまして、ぬかるみになっている

ところというのは、水路よりちょっと全雨的なのか、ち ょっと水路敷のところを舗装し

てないところがございます。これはあるいは固有財産法からいきますと、水路敷でござ

いますので、これを今のところ道路に取り込むと、一応関東財務局の現地の調査あった

ならば、その後に残っている部分の舗装はし、たします。そのようなことで対処していき

たし、というぐあいに考えております。以上です。

O副議長(一ノ瀬隆君) 小俣昭光君。

010番(小俣昭光君) 水路敷が、今、多分東側のところだと思いますけど、確かにあ

そこ以前は水路だったわけですけど、今そこが水路に供してなくて、 道路と同じ高さに

大体高さがなってきているという点ですので、そういう点では住民側から見ると、舗装

されても不思議はないんじゃないかというように言われておりますので、そういう点で

は国有地ということで、問題あるかどうかわかりませんけど、今のまま舗装してしまっ

た場合一一ーただまあ現況はもうほとんど道路と同じ高さになっていますので、ぜひ舗装

をお願いしたい。あわせて道路部分になっているところも舗装がかなりあちこち傷んで

きておりますので、その部分東側については、今拡幅されているところだけでも結構で

すので、舗装していただけないかというように思います。

それと北側の一部については確かに舗装されてきているわけですけど、北側の、何と

いうことは言えると思っております。その点につきましては、検討をしてみたし、と思い

ます。

それから将来の南の再開発事業とあわせて、どういう南北交通体系を考えるかという

ことは、まあ別とは言いませんが、大きな課題でありますので、それに対応します、つ

まりたまたま豊田駅の北側に都市整備公団が若干の土地を持っていますので、これは日

野市で確保していきたいという考えのもとに、交渉ごとは進めておると、こうしヴ状況

はあります。それらの到達の上で、特に南の再開発のこととあわせて、南北の連携でき

る、そういう立体的な構造のことは考えていくべき課題である、このようには位置づけ

られるというふうに考えております。それらは今後のことでございますので、もうしば

らく状況の判断をしていきたいと、こういう事情にございます。

0副議長(一ノ瀬隆君) 小俣昭光君。

010番(小俣昭光君) ありがとうございました。これで5の2は質問終わらせていた

だきます。

北を結ぶスロープ設置について)の質問を終わります。

一般質問 5の3、その後のオリエソト工場敷地内赤道についての通告質問者、小俣昭

光君の質問を許します。

010番(小俣昭光君)

ただきます。

オリエγ ト工場は現在まで長年の問、工場敷地内に水路敷や赤道を専有 してきており

その後のオリエソト工場敷地内赤道についての質問をさしてい

ます。現在はオリエソト工場の周辺にも民家が立ち並び、道路の狭さが問題になってお

ります。行政の指導のもとに水路敷や赤道のつけかえにより、オ リェγ ト工場の周りの

道路が拡幅されて、 地元の住民から大変喜ばれてきておりますが、住民からは、拡幅さ

れたところを今未舗装になっております、一時も早く全部解決する前でも結構ですので、

舗装はできないかという要望が出されております。雨が降ると大変ぬかるみになります

ので、ぜひこの問題早急に実施していただきたいというように思います。

それとそういう点でここの計画はどうなっているのか、あわせてお答えいただきたい

と思います。以上 2点です。

O副議長 (一ノ瀬 隆君) 小俣昭光君の質問についての答弁を求めます。

建設部長。

0建設部長 (永原照雄君) オリエソトの工場跡地の中の赤道水路等について、その後
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いうんですか、川崎街道から奥の方については曲がりくねったところですけど、あそこ

についてもパックしたところが未舗装になっておりますので、ぜひその辺も早急にして

いただきたし、というようにお願し、し、たしまして、この件終わらさしていただきます。あ

りがとうございました。

0副議長(一ノ瀬 隆君) これをもって 5の3、その後のオリエソト工場敷地内赤道

についての質問を終わります。

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

議ありませんか。

[ I異議なし」と呼ぶ者あり〕

0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。

0副議長(一ノ瀬隆君) 休憩前に引き続き会議を開きます。

午前11時17分休憩

午後 1時4分再開

一般質問6のし日野市行財政調査会の答申は具体的に実施されているかの通告質問

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させていただきます。

日野市の行財政の問題につきましては、かねて裕福な自治体であるとし、う過去の経緯

からしてかなり楽観的なものが現在まで支配的であったわけで、ありますが、日野市を取

り巻く行財政環境は今までとは異なりまして、今後その厳しさを増していくであろうと

いうことはだれしも異存のないところであろうと思います。しかしまた社会状況の変化

によって新しい行政需要も発生する傾向にあるわけであ ります。したがって今後の財政

状況、また行政需要の内容や変化に的確に対応する市政の展開をしていくためには、財

政の基盤の強化を求めながら、行財政全般にかかわる制度や機構の見直しが必要である

ということは言をまたないわけであります。つまりそこで目指さなければならない基本

的な指針は、簡単なことでありますが、市民の皆さんからお預かりをしている税金を無

駄なく有効に、効果的に使うということであります。このことに尽きると思うわけであ

ります。日野市でもおそまきながら先般、昭和61年の 4月に出されました日野市行財政

調査会の最終答申を受けて、その後日野市行政改革推進本部において私どもにも配付を

されたわけでありますが、日野市行政改革に関する基本方針というものが決められてい

るわけであります。
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行財政調査会の最終答申は、御承知のように他市では見られない、労組の代表 3人ま

で含めるという全く異例の形で、しかもなおかつ行政改革に批判的な、まあ反対の立場

の学者の参加も求めたということで、その内容がまとまるまでには、座長を務められた

肥後先生におかれては大変御苦労もあったというふうに灰聞しているわけでありますが、

ともかくまあ最終答申が出された。そして行財政改革の具体的な内容を定めた基本方針

も示されたということで、今日これが果たしてどのような形で実行に移されているか、

こういう点を今回ちょうど計画年度 3カ年の中間地点に差しかかっているわけでありま

すので、現状について当局のお考えをお聞きをしたいわけであります。

ちなみに日野市基本計画というものが、先般私どもにもきれいな印刷物で配付をされ

ました。ことしの 3月に決められたものでありますが、ここでは第 2章第 3節で行財政

改革の推進ということが小さく取り扱われております。これは今日までの市内部での行

財政調査会の設置、また最終答申、そして内部組織である推進本部における基本方針の

作成、こういったことを簡単に記述をしているものであります。この基本計画を受けて

本来であれば具体的な、さらに実施計画のようなものが示されてもいいのではないかと

思いますが、私どもに配付されたものにはそういうものがございません。つまり基本方

針にすべてが含まれているという判断から、このことは日野市基本計画の中には含まれ

なかったので、はないかというふうに思うわけでありますが、その点ここでは特に議論は

いたしませんが、具体的な質問の中でもしお答えがあれば、その点も触れていただけれ

ば幸いであります。

それでは質問を具体的にさせていただきます。日野市行財政調査会の答申を尊重し、

昭和62年度を初年度とする向こう 3カ年で検討、あるいは実施する日野市行財政改革に

関する基本方針を決定しているわけでありますが、それぞれの推進事項は現在どこまで

改善が進められているのか、その中身について具体的に答弁をお願いをいたします。質

問は全部で2問であります、とれが 1点目です。

それから 2点目は、まあ 1点目ともかかわってくるわけでありますが、見直しを求め

られているものの中には、組織機構一一代表的なものでは給与制度、退職金、またその

他定数にかかわるものもいろいろあるわけであります。その中で今回はこの議会に日野

市の職員の定数条例の改正案も出されてきているわけであります。この定数の見直しと

かかわります件について、第 2問自の質問をいたします。初日の行政報告に対する質疑

で私が触れました、東京都から派遣をされている職員である企画課の野中主幹の、市職

員採用に関する件についてお聞きをし、たします。このことは職員定数とも関係ございま
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すし、なおかつ緊急な問題も含んでいると思いますので、ここで取り上げるわけであり

ます。

昨日から市職員組合の市職ニュースでもかねて触れられておりましたように、昼間の

窓口の拒否ということが、昨日から行われているわけであります。 2年前に市に派遣を

され、そして基本計画を策定をするという目的で日野市で仕事をやっていただいたこの

主幹の去就を巡って、市民を巻き込むまでになぜ、こじれてしまったのか。この原因は一

体どこにあるかということをお聞きをいたします。また昨日 14日から昼の窓口の業務を

職員組合では拒否をしているわけでありますが、この現状について市長はどのように考

えているのか、この点質問をいたします。

そして最後に市職員組合の市職ニュースによれば、この昼の窓口業務の拒否は無期限

に行うというふうに書かれております。先ほど昼の休みの時間に 1階のフ ロアの方に行っ

てみましたら、 管理職の方が窓口で忙しそうにいろいろ市民に対応しておられました。

今後市長はどのよう にこの昼の窓口業務の拒否を収束をさせ、解決を したし、と考えてい

るのか、この点について質問をいたします。以上大きく 2点、細かくは 4点にわたるか

と思いますが、回答をお願いいたします。

0副議長(一ノ瀬隆君)

企画財政部長。

O企画財政部長(長谷川暢男君) お答えしたし、と思います。

古賀俊昭君の質問についての答弁を求めます。

約50%の完了と進行中のものでございます。

なお検討中、あるいはこれからの問題としての検討する問題が、約41.7というような

率になっているわけでございます。しかし48項目の中でも、まだこれからの今後の課題

とするものは、 8.3というような形で分析しているわけでございます。(18.3というこ

とは単位は何ですかJと呼ぶ者あり)100を単位として、今パーセソトを申し上げまし

た。すべてで100というような考え方でございます。 当然、その中には50%の改善済みの

問題、段階的な問題を含めまして、やはり改善しているものと済んでいるものがあるわ

けでございますが、特にこれからの63年度、今後の問題に検討すべき問題としては、や

はり委託の問題だろうというふうに、重点項目として私の方は考えているわけでござし、

ます。今年度、各部課の協力を得ながら、 64年度当初には何とかこの方向を示していき

たし、というふうに、現状の時点では考えているということをお答えとしTこし、と思います。

以上でございます。

O副議長(一ノ瀬 隆君) 総務部長。

0総務部長(山崎 彰君) それでは 2点目につきまして、 2点目は 3点ございます。

最初に野中主幹の原因につきま してでございますが、これにつきましては今月、 63年6

月30日をもちまして、派遣期間が切れるというような協定で東京都から派遣をされてま

いりました。そして現在は企画部主幹で基本計画の作成に当たってまいりました。それ

で、この前も市長ちょっと申し上げましたんで、すが、現在行われております基本計画、

これの実施計画にその進行がやはりある程度見極めていかなければいけないんだという

ような必要性。それからさらにこれから後の63年度から68年度までまだ基本計画が期間

中であるというような状況を踏まえましてのこの 1点目。

それから次に行政の情報システムの確立ということで、住民情報の確立に加えて機構

情報と内部情報の検索・活用・保存というようなシステム化を今後していかなければな

らない、こうしたものにつきましての事務分掌をお願いしてし、く。さらにいろいろ特命

的な高速道路の下の交渉だとか、さらにこれに基づく財政分析だとかとい うような必要

性をもちまして、私どもの方でこの派遣をさらに進めるという一一一2年で切れますので、

ここにおきまして、市の職員にできればお願いしたいということがこの前市長からお話

しされた内容でございます。これにつきまして、 組合の方からこうした問題につきまし

て、現在闘争ではありますけれど、その内容的なことは市職ニュースでもなっておりま

すが、定数の問題、そうしたものを絡めまして反対ということで出てきております。

御承知のように地方公務員法第55条の 3号におきまして、交渉事項になるものとなら

まず 1点目の関係でございますが、日野市の行財政調査会の答申に基づきま して、そ

の具体的な実施はどうかというような御質問の内容でございます。今質問者の方から経

過等につきましては、質問の中にもあったわけで、ございますが、日野市行財政調査会の

答申が61年度4月にあったわけで、ございます。それを受けま して日野市行政改革推進本

部、これは庁内の組織でございます。あわせてその中で日野市行財政改革に関する基本

方針を印したわけで、ございます。よってこの基本方針につきましては62年の 2月、行政

改革に関する内部資料として庁内に配付し、各部課の協力要請をしたところでございま

す。よってその後の経過といたしましては、 62年の 8月、あるいは63年2月と、おのお

のその推進の状況を企画財政部が事務局でございますので、その進行状況を把握してい

るというのが実態でございます。よって具体的な内容ということでございますが、その

基本方針の中身を庁内の中での一つの方向づけとしては48項目にわたるわけでございま

す。よってその分析の内容として当然、改善済みの問題、あるいは中には段階的にやらな

ければならないもの、まあ改善中と申 しまし ょうか、その問題が48項目の内容の中で、
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ないものとがござし、ます。それは管理・運営に関することでございます。その管理・運

営におきましては、御承知のように企画・立案・予算あるいは定数・人員というような

ものが市長の采配権であります管理・運営事項に入ります。こうした中で市長が選ばれ

たわけで、ございます。そうしたことでここにおきまして、今、昨日からの窓口拒否とい

う闘争でございますが、これは交渉事項になじまないというようなことから、再三にわ

たりまして、組合とも話をしてまいりました経過でございます。しかし組合の方はどう

してもということで、きのうから窓口拒否に入っております、 1時間でございますが入

りました。そうしてやっております。さらに我々は議会の合問、あるいは今までの合聞

を縫いまして、執助に組合の方に了解を求め、そしてまたやっていきましたんで‘すが、

何せ交渉事項でない、団体交渉事項でないというところと、それから市長の権限に属す

る問題であるということで、大きく分かれております。

それでこの窓口拒否を今後どのようにしていくかということでございますが、これは

2点目でございます。これについての考え方は、そういう考え方で組合と交渉的では真

向から反対の対立の関係に生じております。

さらに 3点目の無期限の拒否ということについてどう考えられているかということで

ございますが、現在におきましては無期限とし、し、ますけれど、私どもはやはり管理・運

営事項であるという大きな前提がありますので、なお一層これについて理解と協力を求

めていきたいということでやっております。そしてちょっと時聞を置きまして、また後

日組合とこれにつきましての話し合いを持って、何とか了解を取りながら進めていきた

いということで、今考えておる次第でございます。以上でございます。

0~1j議長(一ノ瀬隆君) 古賀俊昭君。

024番(古賀俊昭君) それでは再質問をいたします。

まず最初の行財政改革に関する基本方針の答申を受けての実施状況でありますが、極

めて大ざっぱな答弁がございました。大体50%程度は48項目決められているけれども、

それがまあ達成されているという御答弁であります。この達成されているとする項目の

中に、主なものは大体どういうものが含まれているのか、その点お聞きをいたします。

本来であれば、こうし、う進捗状況というのは、 3カ年の計画でありますので、当然議会

に対しでもその状況が報告され、また市の広報等を通して市民に対しでも、市の取り組

みが明らかになるように情報が公開されていくことが最も望ましいと思うわけでありま

す。他の自治体でもすでに区や市の広報、幾っか見てみますと、行財政大綱に従った事

務事業等の改善について区の広報や、市の広報を使って、市民に報告をしている自治体

もあるわけでありますので、議会で求められて初めてこうしヴ数字が出てくるというの

は、ちょっと情報公開制度を持っている自治体としては、消極的ではなかろうかと思う

わけであります。そこで今挙げていただきました48項目という中身をもう少し具体的に

どういうものを主に解決とし、し、ますか、前進を見て、是正が図られてきたのか、例えば

執行方法がこういうふうに変わったというようなものがあれば、その内容について、代

表的なもので結構でありますので、達成されているもの、未達成のものを含めて、御答

弁をいただきたいと思います。

またこの48項目についての具体的な内容を知りたし、と思いますが、これは後ほど資料

でも結構なんですが、お願いをすれば入手することができるものなのかどうか、その点

お聞きをいたします。

それから今の、総務部長から御答弁がありました都派遣職員の市職員への採用の問題

でありますが、私が先般行政報告の中でお聞きした折りには、市長はこのようにおっしゃっ

たんで、すね。 I当初は別に何の計画もなかった、つまり 2年後の採用期限が切れた後の

約束は特になかった」これはあったのかどうかということについてお聞きした点につい

てはなかった。 Iしかし日野市の水に合えば、日野市に残ってもらうこともよいと考え

た」ということが、市長答弁の要旨であったと思うわけです。私は当初、やはり他の一

ーまあこれ上部団体になるわけですが、自治体からこうした市の職員ではどうしても対

応・解決ができない案件について、その職に当たってもらうために、輸入人事を行うと

いうことは、これは当然、あり得ることだと思います。しかしながら、その条件はきちん

と採用時に決められているべきでありますし、何かその期限が来たときになって話がと

じれて、市民に迷惑をかける、つまり通常の普段の市の行政事務が行えない。こういう

事態に立ち至るということは、極めて異常なことだと思うわけです。この原因について

は、今職員組合の主張だということと、いろんな理由を挙げられたわけでありますが、

ただ単にこれが管理・運営事項であるから組合と交渉をする本来意味がないんだという

姿勢だけでは、現在すでに長く続けてまいっております昼の窓口業務というものが、普

段の形で行われていないという状況が現にあらわれているわけでありますので、市長と

すれば、単に市長権限でできることだという強硬姿勢で臨むだけではなく、積極的な解

決策をやはり示すべきではなかろうかと思うわけであります。

そこで私は普段市の職員組合の主張とはほぼ一致するということは、まあめったにな

いわけでありますが、今回のこの都派遣の職員の野中主幹の件に端を発した今回の当局

と職員組合のやりとりを、まあ私が知り得る限りの情報で判断をすれば、職員組合の言
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い分とし、し、ますか、職員組合のみならず、市職員皆さんの全体の一つの心情というもの

がわかるような気がするわけであります。それは一つは、ポストの数が非常に一一最近

役職につく方の数がふえてきているにもかかわらず、数の制限があるという中で、わざ

わざ課長職にあえて残っていただく必要がどうしてもあるのかどうか。基本計画をつく

り、その実施をさらに見届けてもらうために残っていただかなければならない、果たし

て理由があるのかどうかという点については、非常に疑問であります。

そういう面からすると、職員の皆さんの士気の低下にもつながる問題を含んでいるの

ではないかと、私は考えるわけでありますが、この点は市長は、そうでないというふう

に御自分の意見に固持をされるのかどうか。こだわりを持って、いろいろこれ考えるべ

きことじゃないのかもわかりませんが、 しかし事がここに立ち至った以上、市長の方か

らやはり当初の約束はどうであったのか、またどういう仕事をやっていただき、その評

価を、まあこれから市民がするわけでありますが、それでひとつの区切りをつけるとい

うのが、私は常識ではなかろうかと思うわけでありますが、この点成り行きに任せると

いうことでは、事が済まないように思いますので、市長の考え方をお聞きをしたいと思

うわけであります。

0副議長(一ノ瀬隆君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 今御質問をいただきま して、当面しております行財政改革、

遅々という見方もあろうと思いますし、まあ内部では一生懸命に努力はいたしておると

いうことを、それぞれの担当部長が、ある程度の数値をもってお答えをしたというふう

に受けとめていただきたし、と思っております。

それから派遣職員の人事のことで、先般の議会、最初の日にも御質問を受けました。

つまり日野市が非常に基本計画をすることにこれまで悩んでまいっておりましたが、こ

の時期こそ一定の、何と言いましょうか、人口の急増状態、が終わり、それから財政等事

情等についても一定の見通しを持ち、基本構想に基づく基本計画を立てるときに当たっ

た。そういうことで庁内の職員に、その能力なしということはもちろんないわけであり

ますが、新しいまた発想ということも取り入れて、そして視野広く取り組みたい、こう

いうこともあわせ考えました。そこで東京都の指導もいろんな場合受けるわけでありま

すので、人材を迎えようということを思い立ち、それを進めてまいりま した。

極めて期待どおり、熱心に取り組みを進めまして、市の職員もまたそれによく協調い

たしまして、今回御報告いたしましたとおりのいわゆる基本計画が成文化できておるわ

けでありまして、これからやはり人材としても手元に求めたいということもあわせ考え

まして、その人事の派遣を日野市の職員に移籍するということをお願いをして、理解を

いただいたところでございます。そうしヴ経過でございますので、これから日野市のた

めに役立ってし、く。そして特に基本計画とし、う総括的な課題を取り扱ったわけで、ありま

すので、まして、その人事の派遣を日野市の職員に移籍するということをお願いをして

理解をいただいたところでございます。そうしヴ経過でございますので、これから日野

市のために役立ってし、く、そして特に基本計画という総括的な課題を取り扱ったわけで、

ありますので、またそういう執行の分野で力量を発揮するという職分で、活躍を求めたい、

このように私は考えておるわけであります。

たまたま組合の側ではいわゆる定数管理ということで、これほど職員の厳しい中で、

そういう求め方をするのはどうかということが多分組合の言う ところじゃないかと思う

わけでありますが、まあ管理・運営事項だからということだけでは、お互いの信頼関係

になりませんので、十分話もし、理解を求めて、事態の解決を早く図りたい、このよう

に考えております。

0副議長(一ノ瀬 隆君) 企画財政部長。

0企画財政部長(長谷川暢男君) 幾つかの例で具体的にというふうな48項目にわたる

改善事項でございます。すべてを申し上げるわけにいきませんが、大きくはもう御承知

のとおり大きな問題としては、給与の適正化問題ということで給料問題、あるいは諸手

当等を含んだ何項目かあるわけでございます。すでに段階的な改定の問題、また導入の

問題等もあり、またこれからすべきものとして段階的にある程度進んでいるというふう

に、私の方は理解しているわけでございます。

また 2点目の人事管理の適正化の問題については、当然この中には庁内の中での昇任

試験制度の問題等が入っているわけでございます。この点が今後の課題として残ってい

るという部分でございます。

なお組織の簡素・機能化の問題につきましては、前段として一部の導入ではあります

が、 4月1日から実施に踏み切ったと、これも段階的な問題でございます。そういった

大きなタイトルの中で、外部の委託・ OA化等の事務改革の推進というのが大きな問題

であろうかと思います。御承知のとおり私の方も OA化の推進については、幾つかのタ

イトルの中で、進めております。これも現在段階的に事務の電算処理の問題、職場におけ

るOA化の推進の状況、これは市民部を中心として据えまして、これから財務会計にと

いうような進め方をしているわけでございます。なお事務改善の中には大きくは幾つか

あるわけでございます。新たな見方としての委託の問題、あるいは現状の施設の見直し
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の問題、あるいはその用品等の調達基金制度の再検討の問題、こういったものを含みま

して、委託を主に考えているわけでございますが、当然まだこれを具体的に現在担当部

の方におろしまして、どういうふうな推進の仕方をしていくかというような、現在調整

中でございます。もちろんこれを最終的に調整いたしまして、先ほども申し上げました

64年を目途に、具体的に関係機関の協力なり、私の方も積極的に対応していくべき姿勢

をとっているわけでございます。

なおそれ以外にも事務事業の見直しの中には、補助金・負担金等の見直し、これは財

政レベルの中で、予算の査定の段階の中で、かなり厳しく進めているということでございま

す。その他自主財源の確保の問題については、税の確保、あるいは使用料・手数料等の

見直しの問題もこれは各部ごとに幾っかございます。 7項目程度ございますが、下水道

の使用料の問題については先般もお願いし、議会の同意を得て改定した部分、あるいは

市民部の手数料等につきましては、再度見直ししまして、改定すべきところは改正し、

進めてきた一ーすべてで、はありませんが、そういう中で国民健康保険税の問題、保育料

の問題等を見直しながら、ある程度第 1段階としては終了したというふうに見ておりま

す。なお一層この具体的な事項等にかかわりましては、積極的な対応をし、実現に向かっ

ていきたいというふうにお答えしておきます。

なお先ほどの質問の中で、資料をというような、どうかというようなお話があったわ

けでございますが、私の方も過去この資料につきましては48項目、内部資料として各部

に渡してあります。この資料につきましては、当然市の庁内での努力すべきものがあり、

またそういった考え方の中で外部には出してないという考え方を持っているわけでござ

いますが、議員さんから資料をどうかというような質問があるわけでございますので、

もう少し私の方も内部で調整した上で、検討させていただきたし、というふうに、お願い

しておきます。以上でございます。

01i11J議長(一ノ瀬 隆君) 古賀俊昭君。

024番(古賀俊昭君) 11頂序が逆になりますが、この人事のことにかかわる件について、

先にまた再質問になろうかと思いますが、私はこう しヴ問題が一ーもちろん発生しない

ことが一番望ましいわけですが、やはり組合及び市の職員の皆さんの気持ちの中には、

市長の今回の決断についてやはり釈然としないものがあるのではないかと思うわけです。

それに加えて、例えば本人の前で、人事を認めない、採用は不当だという 、前述のよう

なことまで行われるというようなことで、本人の立場に立っても、あまり好ま しい現在

状態ではないというふうに考えるわけです。ですから、市長に動機やまた現状について

はどう考えているかということについては、わかるわけでありますが、ただ早く解決を

図りたし、というだけでは、一方はだめだということで、わざわざ市長に対して申し入れ

書まで組合の方から出ている。 3項目の内容が書いてあるわけでありまして、納得する

ことは絶対にできないという主張です。こうしヴ状態を早く解決しなければならないの

は当たり前のことでありまして、具体的にどうしヴ方針を持って、あくまで突っ張ると

いうことで、強い方針でし、くのか、何とかやはり理解をしてもらう、了解を得るために

そういう自信を持って臨むということなのか。我々今お聞きする範囲では、どこでこの

問題が終結・収束するのかというととは、さっぱりわからないわけです。この点あくま

で管理・運営事項だということだけで突っぱねないという市長のお考えはそれはわかり

ますが、それは当然のことだと思うんですが、何かこういう形でいつごろまでにはとい

うものがあれば、さらにお聞きをしたし、と思うわけであります。

それから一つの例として、まあ今までこのような人事は過去日野市でも幾っかござい

ました。長沢教育長なんかもそういう形で今教育長をお務めになっているわけですが、

最初は職員として入って来られた。そうしヴ経過も聞いております。しかしながら新し

い事例では、清掃工場、クリーソセ γターと呼んでおりますが、クリーソセソターでや

はり専門的な技術が必要だということで、該当する職員が日野市にはいないとしヴ状況

もありまして、過去電気技師の方か何かを都から派遣してもらったということがたしか

あったと思います。この方は当初の仕事が大体計画どおり終わったんでしょう、東京都

の方に帰っていかれました。東京都のやはり職員の方ですから、東京都の本来の職務を

するという、都にとっても必要な人であれば、当然帰ってし、くわけですね。ところが今

回は市の方での採用を本人も希望しておられるということで、それならそれできちんと

かねて市長と職員組合の方、また職員組合を超えて職員の皆さん全体の気持ちも私はこ

ういうふうに思うということを申し上けやたので、すが、窓口の市民まで、含めたこうした闘

争の形をとるような一一ー本庁のみとはいえ、業務を拒否するという形に突入するという

ことは、もう少しきちんとした事前の準備をしておられれば、なかったので、はないかと

思うわけです。この点、 最終的にはどのような形で解決を図ってし、く、またその時期は

いつごろだというふうにお考えかどうか。現に進行している問題でありますので、やは

りしっかりした見解を述べていただきたし、と思うわけであります。

それから最初の行財政調査会の答申を受けての、基本方針の実施状況でありますが、

給与制度は半分職務給を給料表には取り入れたということで、そういう面はかなり是正

が行われつつあるということはわかるわけですが、やはり具体的な項目について我々に

。。
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定期的に報告か何かがないと、 7こだ中身のない看板を示して、基本計画なんかには行財

政の改革を推進しますというふうに書いてあるんですが、具体的には一体どういうこと

が、どこまで行われているかということがさっぱりわからないわけですね。その点資料

の提出については今後検討するということでありますが、市当局がどのような項目につ

いて行政改革に取り組んでいるのかどうか、市民がわからない、議会も知ることができ

ないとし、うのは全くおかしなことだと思うんです。ぜひこれは公開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。

そこで一つもう一度確認をしておきたし、ことがあるんですが、四十何項目あるという

ことで一々それについて伺うことができませんので、具体的に一つだけお聞きをしてお

きますが、それは答申の中に多摩平支所の見直しということが挙げられておりました。

これは行政組織事務事業の見直しということで、その中にーっとして出てくるのが、こ

の多摩平支所の見直し、つまり多摩平支所は本庁に統合し、跡地の有効利用を図るべき

であるというのがこの答申の示すところであります。定数管理のことでは、見直しにつ

いては、我々厳しい主張をしているわけでありますが、毎年定数増という形で条例改正

が出されてくる状況の中で、多摩平支所にはたしか十何名の職員の方がおられると思い

ますが、この点は検討されているのかどうかですね、お尋ねをいたします。

加えて職務給の完全導入に向けての取り組みも、行われているということであります

が、市長の任期は来年の 3月までであります。かねて、重ねて申し上げておりますよう

に、この通し号俸制とし、う給与制度は森田市長が生み出したものであります。半分だけ

元に戻して、あとは知らん顔ということではないと思いますので、この点はやはり任期

中に完全に職務給導入をするという決意で、現在進められているのかどうか、この点も

加えてお聞きをするわけであります。よろしくお願し、し、たします。

O~IJ議長(一ノ瀬 隆君) 再質問について答弁願います。

市長。

O市長(森田喜美男君) 行財政の改革につきまして、これまで給与制度をはじめとし、

かなり数々の実績を上げてきたということは、私が挙げるまでもなく御承知のとおりだ

と思っております。なお今後も簡素・機能化という命題のもとで、取り組もうというこ

とを常々もまた申し上げておるわけであります。その中の一つの簡素化として、多摩平

の支所の整理・統合、つまり本庁に吸収するということは、一つの課題に感じておりま

す。このことにつきましても鋭意条件を整えて、取り組みたいという考えであります。

それから通し号俸について、御指摘のとおり任期の中で処理せよと、これも努力をし

ていることは御承知のとおりでありますし、なお完成させたし、とし、う取り組みに相違は

ござし、ません。

それから派遣職員の日野市職員としての移籍につきましては、これは人事のことであ

り、またお互いの信義を守らなければならない。都に対しましでも、当事者に対しても

そうでありますし、また組合に対してもまた説得力のあるものを持たなければならない、

これは申すまでもございません。その考えのもとでなるべく理解ある処理ができるよう

に進めたいと、このように考えております。 以上です。

0副議長(一ノ瀬隆君) 古賀俊昭君。

024番(古賀俊昭君) 行財政の改革の具体的な進捗については、この後資料を出して

いただいて、さらにまた質問をしていきたいと思いますが、給与制度は、私毎回お聞き

してまいりました、通し号俸については職員の士気を低下させるということで、諸悪の

根源とまで言われたものです。半分はやっと職務給の形をとっているわけでありますが、

残りはまだ、後半半分が残されております。議会の附帯決議もありますので、こういう

ものも中心に、さらに具体的に取り組んでいただきたいと思うわけであります。

多摩平支所については答申の趣旨には、述べるところには反対でないというようなお

考えでありますので、こういうことも含めてさらに検討されることをお願いしておきた

いと思います。抽象的なことは結構ですので、やはり別に一一一夢のような話を私したく

て、今質問をしているわけじゃありませんので、最初から具体的に質問に対しては答え

ていただくようにお願いします。

それからこの人事のことなんですが、現在すでに窓口の業務を拒否をするという形で

組合は当事者同士を超えて、まあ窓口に来た方は、その方が組合が拒否をしているとい

うことはその方は御存じないかもわかりませんが、職員の勤務態勢ですね、サイクル、

そういうものにも影響を与える。また問題がそうしたコストにもかかってくることだと

いうことからすれば、職員の皆さんに対するさまざまな心理的な波及ということも考え

られる。よく人材のことについては、これは与野党超えて、例えば福島敏雄議員なんか

もよく言われるんですが、市には優秀な人材がし、る、そしてそれをトレーニソグしなけ

ればならない、それは仕事を通してやるんだということをよく主張しておられる。全く

その通りだと思うんですね。基本計画をつくるという仕事をこなせば、一応ここでこの

野中主幹の仕事は終了すると見るのが普通なんですね。しかしあえて人材を求めたい、

そういう人を手元に置いておきたし、ということは、この方にかわる人材は市庁舎内には

求め得ないということに結論としてはなるわけですね。何か人材がいなければ、もちろ
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ん他に求めなければならないだろうし、しかしないとしヴ結論もまた寂しい気がする。

しかも窓口の業務を拒否するという形で、こういうねじれた今状態になってしまった。

やはり市長側に説得をさせるカがなかった。またそうした約束が何かがあったのであれ

ば、それを明らかにしなかったことが原因だと思うんです。まあ約束はなかったとおっ

しゃるんですが、東京都、本人、それから組合、また職員全体に対する市長のきちんと

した配慮、や判断があれば、こういうことにはならなかったと思うわけです。早く解決を

図っていきたし、ということで、自信をのぞかせておられるんですが、果たしてそういう

ふうになるのかどうか、非常に疑問であります。私が最初にお聞きを した、管理職につ

いていただく方の数が非常に多い反面、実際のポスト数が限られている。そういう中で

あえて人材を求める、迎えるということで、この東京都派遣の職員の方を市の職員とし

て採用することは、職員の皆さんの士気には低下しないと市長は断言されるのかどうか、

その点だけ最後に伺っ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) 我々といたしましては、その行政能力はますます複雑・多様

化でありますから、それになるべく対応できる能力も高めていきたい。つまりある能力

にまた若干のプラスをしたし、と、こういう意味でありま して、ないことを補うと、こう

いう意味ではありません。力をつけたいという、そしてまた市民に、市民サービスにこ

たえたい、こういう考えにのみよるものだというふうに御理解をいただいておきたし、と

思し、ます。

O副議長(一ノ瀬 隆君) 古賀俊昭君。

024番(古賀俊昭君) 私がお聞きしたことには答えておらないんですね。職員のいわ

ゆるやる気とか、士気とかいうものに影響はありませんかということを聞いているんで

すよ。その点はっきり答えてください。

それから解決の時期はいつごろだとお考えかですね、この 2点、最後の最後です、お

答えをいただきたいと思います。

0菌IJ議長(一ノ瀬隆君) 市長。

0市長(森田喜美男君) なるべく早くみんなが気持ちよく了解するように図ってし、く、

こういうことが私の仕事だと思っております。

0副議長(一ノ瀬 隆君) 古賀俊昭君。

024番(古賀俊昭君) 私が 2度、職員の皆さんのいわゆる士気、やる気、積極的に職

務に取り組む姿勢、こういったものに何らかの影響がある というふうに、考えることも

できるけれども、その点はどうかということを 2度お聞きしたんで、すけれども、そのこ

とには直接お答えにならなし、。これ以上お聞きしでもあえて市長からは答弁がないと思

いますので、この点については、答えがないということは、それを認めておられること

だと思います。行政能力を高めるということはこれはもう当然当たり前のことでありま

すので、常々あらゆる分野でそれぞれの職員の皆さん、市長ももちろん含めて、 議会も

またこれには関心を寄せていかなければならない問題ですので、そうした抽象的な、全

般的なこととすりかえて、お答えになるというのは、ちょっとどうかと思います。問題

だと思います。まあしかし、やはりそうした私が述べたような懸念を否定されない、あ

えて別の回答で済まされるということは、やはり半ば認めておられるのではないかとい

うふうに私は判断をいたします。市民に対しても、影響を与える窓口の拒否というとと

に組合も突入しているわけですので、ただ組合と市長という関係を超えて、職員の皆さ

ん、また市民、こうし、うことを今含んだ課題にこれが発展をしていくということであり

ますので、早く解決をしていただくようにお願いをし、またその取り組みを誤らないよ

うに求めて、この質問を終わりにいたします。

OiiilJ議長(一ノ瀬 隆君) これをもって 6の 1、日野市行財政調査会の答申は具体的

に実施されているかの質問を終わります。

一般質問 6の2、 「税制改革」について市長の所見を問うの通告質問者、古賀俊昭君

の質問を許します。

024番(古賀俊昭君) 税制改革の件については連日テレビや新問、ラジオ等でも報道

され、今国民の最も高い関心の的になっております政治的な課題であります。きのうも

共産党の板垣議員が、大型間接税だ、税制改革はけしからんということで、市長にまた

垂れ幕を下げろとし、う意味合いの一般質問をしておられました。たまたま、埼玉県知事

選挙でも勝利をしたということで、ボルテージがかなり上がっていたようでありますが、

埼玉県知事選挙は私の考え方を言わせていただければ、税制改革の議論を避けるべきで

なかったというふうに、私は思っております。数々の世論調査を見ましても現在の税制

に対していろいろな不満がある中で、政府も自民党も、 また国民も本来与野党も含めて

取り組むことが求められている課題について、やはり論戦を避けるということは、適当

ではないというふうに思うわけです。堂々と受けて立ち、そして税制改革の必要性を訴

えなかったことも、反省材料としてあるのではないか。また自民党の県会議員団もなか

なか一本化ができなかったというような背景もあるようでありますので、何も大型間接

税公約違反云々ということだけで、知事選挙が片づけられることではないというふうに
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思いますので、この点私の感想もつけ加えておきたいと思うわけであります。

また税制改革の具体的な内容は言及はなかったわけでありますが、つまり大型間接税

というのは、一般消費税も含むものだと思いますが、戦費調達を目的にした税制だと、

動乱型の税制を平時に持ち込むなと、税を収奪をして軍事費に使うとはけしからんとい

う、 「赤旗」にいつも書いてあることを機械的にこの場で主張しているわけです。しか

しながら私はこれをあえて取り上げて、さも国民の見方であるというような善意を装う

ポーズをとりつつも、当然自分たちの作為的な限界はわかっているのではないか。むし

ろ同情を禁じ得ない気持ちで質問を聞いたわけであります。またその中で開き捨てなら

ない発言も幾つかありました。その一つは、これは昨年も国会で共産党の上田耕一郎と

いう人が、日本の防衛費一一ー軍事費という表現を多分使ったんだろうと思いますが、世

界第 3位だという言いがかりをつけておりました。 これと同じことをむし返して、何か

ととしも今度は不破何とかという人がやったようであります。(Iちゃんと名前を言い

なさいJ I哲三Jと呼ぶ者あり)これは、あ、哲三という人らしいです。この繰り返さ

れる発言が、ともすれば国民に誤解を招くのではないかと思うわけです。国際情勢とか、

また具体的な防衛費の内容を無視して、国民を惑わすということは許されないわけであ

りますので、この繰り返される発言について、私どもの考え方をちょっとだけ説明をさ

せていただきたし、と思うんです。

まずNATO方式で算定をすれば旧軍人、昔の軍隊に行った方の恩給、また海上保安

庁の費用も入るということで試算をしているわけであります。恩給を含めて、しかも運

輸省所管の海上保安庁の予算まで含めて計算をするとしヴ、まさに共産党的な算出の方

法であるわけでありますが、そもそも NATO方式という計算の方法はNATO自身が

公にしていないものであります。どんな項目を含めて防衛費、まあ軍事費という表現を

使ってし、るようでありますが、計算をするのか、明らかに一切なっていないものです。

この明らかにされていない方式、 NATO方式というものを、さも存在するかのように

表現を用いて、海上保安庁の予算や旧軍の軍人恩給まで含めて、作為的な意図的な計算

方法で割り出した数字だということがまず言えるわけであります。

そもそもこれだけ指摘をすれば十分だと思うんですが、円とドルのレートについても

問題があります。昨年は 1ドル、 163円で計算をしていたようでありますが、そうする

と日本の順位は英国以下を抜いて第 3位になるという指摘だったと思います。これを今

回も同じようにやっているようであります。しかしここで各国の国民 l人当たり防衛費

を幾ら拠出をしているかということも見なければならないわけであります。日本の場合

には約 2万2，000円、これはアメリカの約十一分のーに当たります。西ドイツ、フラ γ

ス、英国のほぼ五分のーとなっているわけでありまして、国民一人が支払う防衛費が先

進国の中では最も少ないという現実も見なければなりません。

また国家予算、国の予算の歳出の中で、防衛費が幾ら占めているのかどうか、その割

合もやはり当然見なければならない、判断しなければならないわけであります。日本の

場合には、 この国家予算の歳出に占める割合は大体5%余であります。これに対してア

メリカ、西ドイツの場合には、 5倍強の約28から29%程度、英国でも約2倍の12%の数

字を示しております。とういうことを一切無視をして、さも新型の間接税が検討され、

導入をされる と、大増税が行われ、それがすべて軍事費に使われるというような言いが

かりはとんでもない、まあ意図的なものでありましょうが、国民を惑わす主張でありま

す。特に日本の防衛費を見てみますと、その額の半分は人件費と食糧費になっておりま

す。実際、にいわゆる防衛の任に当たるための兵器等の購入に充てられるものはごくわず

かということになっておりまして、こういう点の細かい数字の内容も全く無視をしたも

のであります。

またわが国周辺の軍事情勢、また極東におけるソ連軍の核戦力がすでに配備をされて、

またソ連軍の増強が行われているという中で、日本が果たしてどのような防衛努力をし

ていかなければならないかという観点も無視をされたものでありますので、こういった

点、全く我々と主張を異にする、また国民の理解とも甚だしく隔たった主張だと思いま

すので、ここであえて時間を割し、て反論をした次第で、あります。

次に具体的に質問に入っていきたし、と思いますが、税制改革については、大方の国民

はこれをまず賛成をし、求めているわけであります。つまり税制の改革をぜひやっても

らいたし、ということで、世論調査をしますと必ずその数字が上位に出てきます。これは

国会においても結論がそのようにすでに出されている問題であります。さきの売り上げ

税国会では確かに国民に対して十分な説明の機会が得られなかったということもあるの

でしょう、これは挫折をした。これは大いにだれしも反省をしなければならない点だと

思し、ます。しかしながらそれを受けてすでに国会では、各政党が、共産党だけはどうい

うわけか入れてもらっておりませんが、税制改革の必要性を認めて各党が同じ土俵に上っ

ております。これは税制改革の協議会がそれでありますが、との協議会が衆議院の議長

あっせんでできたときの了解事項があります。これにはこのように書かれているわけで

あります。直間比率の見直しと、今後できるだけ早期にこれを実現できるよう各党協調

し、最大限の努力を払うこと、このため直ちに本院に税制改革に関する協議機関を設置
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し、税制改革について検討を行うこと、これが議長あっせん案の中身であります。これ

をそれぞれ各政党は受けて国会でも立法府でも税制改革は必要だ、直間比率の見直しは

やらなければならないということで協議が行われた経緯があるわけであります。

共産党は加えてもらえなかった腹いせか、まあいろいろなことを言っているわけであ

りますが、これは国会の多くの政党の認めるところであったということをひとつ知らな

ければなりません。またさきに総理府が実施をいたしました 5月の14日に発表されてお

ります社会意識に関する世論調査を見てみますと、回答者の 8割の国民が現在の現行の

税制に対して、不公平、不平等感というものを持っているわけであります。世論調査の

数字というものは、使いようであるわけでありますので、きのうの質問をした板垣議員

は世論調査ではすべての人が税制改革、消費税の導入には反対というような主張であっ

たように思いますが、まず出発点をきちんと踏まえなければならないと思うんです。つ

まり税制改革の必要性は、社会意識調査では大多数の国民が求めているものであるとい

う点であります。しかもいろいろな不満を調べた中で、調査をした中で、所得の格差や

学歴の偏重、土地の所有、いろんなもの 7項目ほど挙げておりますが、その中で最も多

かったのが税制についてであります。ですから税制改革はもはや待ったなしの状況にあ

るということを我々は知らなければなりません。そして特に年齢別で見ていましでも、

30代の後半から40代において、税制について不平等感が非常に強い。つまりサラリーマ

ソ、こういった管理職を含めた人たちが持っている不公平感というものをやはり解消し

ていくことがぜひここで必要なわけであります。サラリーマソ党では90%以上の人が、

この税制改革を望んでいるということであります。

一方年収別に見ましても600万円から700万円の層の人たちが、 91%以上もの人がこの

税制改革を求めている。むしろ年収の少ない層では不公平感も数字の上では少なくなっ

ているわけであります。中堅のサラリーマγの負担軽減を柱にして、今進められており

ます税制改革に最初から水をさす、反対の意思表示をするということは、少なくとも自

治体がとるべき対応ではないというふうに思いますので、その点まずお話を始める前に、

質問をする前につけ加えておきたいと思うんです。

それから売上税の場合にはやはりいろいろな反省材料ありました。今回は国民の声を

十分に聞かなければならない、国民の合意を前提に税制改革の案をつくっていこうとい

うことで、現在政府税調の作業が終わり、自由民主党の税制調査会で作業が進められて

いるわけであります。いよいよ最後の詰めに入っているところでありますが、この作業

をするに当たって、自民党の税制調査会では、国民の声をこの改正案に盛り込むという

ことで、業界団体からの意見聴取も行いました。約三百数十の関係団体から税制改革に

ついての意見を聞いております。経済団体 ・通信・金融・文教・交通・農林・社会・労

働・地方団体・商工関係・物品税に関する懇話会・建設関係、このほかにもさまざまな

業界分野の人たちに党税調においで願って、さまざまな角度から意見を聴取をし、税制

改革の案をつくるために、軌道に乗せるために十分な配慮を行いつつ、作業が進められ

ているということを申し上げておきたいわけであります。何か一方的に作業が進められ

ている、また自民党が勝手にやっているというようなことは、とんでもないこれまた言

いがかりでありますので、こうした経緯も十分理解をする必要があると思います。

そういうことからすれば、現在竹下内閣に国民が求めているのは、まず税制改革だと

いうことが言えると思います。不公平感をなくしてし、く、そのためには具体的にどうす

るのか、減税はどうやって行うのか、また財源はどこに求めるのか、そういった具体的

な真撃な検討が行われている中で、当初から自治体に対して、垂れ幕を掲げて反対の意

思表明をしろなどということは、まあ私は常識からしてもまことにお粗末なものだと思

うわけであります。こうした観点に立ってぜひ市長におかれても、賢明な対応をお願い

をしておきたい、このように思うわけでありますが、サラリーマソの減税を行ってし、く、

こうしたことは当然、ガラス張りになっている所得を、まあ100%掌握されているわけで

ありますので、勤労者、都市の住民に対しても十分理解がされる税制改革を進める、ま

あクロヨソなどという批判を受けることのないような、そうした税制改革を進めていく

というのは当然、のことでありますので、最初から何か否定的な先入観を持った対応はぜ

ひ慎んでいただくことをお願いをしておきたいわけであります。

それでは次に市長に対してお考えをお聞きしてまいりたいと思いますが、森田市長は

直間比率の見直しについては行うべきだというお考えかどうか、この点、第 1問自でお

聞きをいたします。

次に現在検討されております政府税調でも出てまいりました、また自民党の税制調査

会でも概ね各業界団体の方も、積極・消極ありましたが、やむなしの結論も出つつあり

ます。新型の間接税については市長はあくまで反対なのか、今後の成り行きを見守るの

か、この、今言われておりますところの新型間接税についての賛否をお尋ねをいたしま

す。

つぎに今回の税制改革はもちろんさまざまな不公平をなくす、まあいろんな相続税の

問題等を含まれているわけでありますが、減税が大きな柱に一つはなっているわけであ

ります。この所得税、地方税を含む減税については、評価をするお考えがあるのかどう
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0市民部長(大貫松雄君) それでは私の方から 4点の前段の事務的なお答えをまずさ

るにこれからの新しい税、間接税等の交付税ということで、補てんを行うんだというふ

うなことで、何分にもまだ我々も新聞紙上の報道で把握をする程度でございます。現状

はそういうふうな判断をいたしてございます。以上です。

O副議長(一ノ瀬隆君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 国民を治めるとし、し、ますか、統治の立場からいかに安定的な

税収を確保したいということは、考え方としては当然あり得ることだというふうに言わ

ざるを得ません。そうしてまた行政に、財政に、政治は絶えず改革を求めている、つま

りよりよい状態を模索をしてし、く、こういう取り組みもまた常にはつらつと行わなけれ

ばいけない、このように思っております。我々の立場も同様であります。

ただ、今いわゆる政府自民党が、 この税制改革ということで取り組んでおられる様相

は、特に税制改革に国民一般の求めるその不公平感、あるいは不公平税制のいわゆる改

革であるとか、あるいは重税感に対する勤労国民のその税減の期待とか、そういう総合

的な改革の中で国民が納得をすると、そういう姿であるべきだというふうに思っており

ます。そのことにつきましてはまだ今日の自民党税制調査会で、情報として発表される

得る状況では国民は納得していない、していない人がたくさんあるというのが、選挙の

様相などにあらわれる一つの現象といってもよかろうと思います。

きのうも質問をいただし、て、ある程度のお答えをしたわけでありますが、直間比率と

かあるいは間接税、直間比率という形でどのあたりが妥当と思うかと言われでも私には

根拠を持ったお答えをするだけの知識がないと言わざるを得ません。ただ間接税がし、わ

ゆる大衆課税の消費税、つまりもう生活すべてに一一薄く、痛みなくというふうなこと

もよく言われるわけでありますけど、全国民にあらゆるものにあらゆる生活に影響する

ことはもう明らかであります。つまりそれは物価の高騰という形になってあらわれるは

ずであります。そういうととから考えますと、今言われておるところの新型間接税、つ

まり新しい意味では消費税、これがまた言われるところの 3%では足りない、 5%にし

たし、ということで、あればたちまち一一一きのうのごく端的な例で言いましても、日野市は

約年間100億円の物件費、それに対して直ちに 3億円という、つまり物価高で物を求め

る、つまりそれだけ支出がふえる、そういうことになるわけでありますから、市民のふ

ところが負担を持ち、また地方自治体の財政にも負担がかかるということであっては、

賛成というわけにはまいらない、こう しヴ現在のところの感想でございます。

税制改革ということは絶えず、いつの時代も新しい課題として中央・地方を問わず、

なるべく国民・市民に納得のできるという姿こそ、一番賢明な方法だというふうに考え

か、否定的な見解をお持ちなのか、評価の態度をお持ちなのか、その点お尋ねをいたし

ます。

それからきのう回答があったかもわかりませんが、地方財政との関連について現状わ

かる、掌握の範囲で結構でありますので、今回の税制改革と地方財政との関連について

お尋ねをいたします。以上4点について質問いたしますので、はっきりした御答弁をお

願し、いたします。

0副議長(一ノ瀬 隆君) 古賀俊昭君の質問についての答弁を求めます。

市民部長。

せていただきたし、と思います。

現在の直間比率の割合でございますけども、直接税が74%、間接税が26%というふう

な割合になってございます。

それから 2点目の間接税のことでございますけども、現段階では各種の減税を引きか

えに新型間接税一一これはけさの新聞等では消費税というふう なものにもなるような、

新聞報道がございましたけども、多段階の累積排除型ということで、一つは書類控除方

式、これはEC諸国で行ってますEC型の付加価値税でございます。

それから 2番目としまして検討している段階では、帳簿控除方式、これは一般消費税

でございまして、我が国ではこれを何か採用するような新聞報道がございます。以上の

いずれの方式でありましでも、消費者に求めるものということでございます。

それから 3番目の減税でございます。現在直接税を前提としまして、約一一所得税と

個人住民税で2兆円規模の減税を行うということでございます。例えば市の場合ですけ

ども、昨日もお答えいたしましたように、 63年度が 5億5，000万でございましたけども、

それ以上の減税になろうかと思います。そういうことで個人市民税の改正も負担の軽減

制で、内容としては現段階の税率の構造 7段階から 3段階に改める。それから基礎的な

人的控除、要するに配偶者控除とか、そういうふうな類のものですね、これを 2万円に

引き上げる予定だということでございます。したがし、まして所得税同様の改正で課税最

低限も引き上げをされるというふうなことでございます。

それから 4番目の地方財政との関連でござし、ますけども、これも先ほど申し上げまし

たように、 63年度よりも大幅な減収ということが想像されてございます。また個人の市

民税と別に法人の場合も、 63年度の基礎税率、現在42%ですけども、これを 2年間にお

いて引き下げる。そういうことであとは減税分の見返りといたしまして、交付税、要す
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ますので、国民に信を問うという こともあってしかるべきではないかという ことも言え

るかと思っております。今お答えのできる私の認識はそういう ことでございます。

0副議長(一ノ瀬 隆君) 古賀俊昭君。

024番(古賀俊昭君) 市長のはっきりした御答弁がなかったんですが、直間比率の見

直しは必要かどうかということをお聞きしたんで、私は何%に直接税をする、間接税を

しなければならないというようなことを求めた、そういう答えを求めたんじゃなかった

んですね。その点もはっきりした御答弁がなかった。

地方財政に、自治体に対して直接マイナスの負担がかかるものであってはならないと

いうのは、これは各地方団体が強く主張しているところでありますので、交付税等の補

てんが検討されるというのは当然であります。ただ増税になるという考え方は、前回の

売上税のときもそうだったんですが、これが導入されるとある計算では減税である、ま

た~!Jのクツレープの計算ではいや増税だというふうに分かれるわけです。これは非常に難

しい問題だと思いますが、この消費税の導入だけをとらえて、計算をするというのは、

ただ計算をして、それで済むという問題ではない。先ほどありましたように今回は法人

税の税率の見直しもある。つまり圏内の企業が外国に本庖や支庖を移すというようなこ

とがあってはし、けないわけでありますので、世界で最も高い法人税を日本は取っている

ということ、これはもうどなたも反論もない事実でありますが、こういった42%の法人

税率を引き下げていけば、当然物価にもこれははねかえる。また人件費にもはねかえる。

こういう相乗効果というものを総合的に判断しなければ、増税になるのか、減税になる

のかという判断はできないと思うんですね。ある一点だけ、部分だけをとらえての議論

にくみすることのないように、市長にはお願いをしておきたし、と思うんです。

今回の税制改革の中で今最も大きな議論になっておりますこの個別の間接税から消費

すべてに税の負担を求める間接税制度を採用している国というのは、ほとんどの諸外国

はこの税制をとっているわけです。何か戦争をしている国だけが、この税制をとってい

るというような主張もありましたが、それはとんでもない誤解であります。付加価値税

をとり、また製造業者売上税、卸しの売上税、小売り売上税、さまざまな形で世界じゅ

うの主要な国はすべて間接税制度をとっております。今日個別に物品税という形で、何

がぜいたくかというのは、今日価値判断は非常に難しく、変わってきていると思うんで

すが、この個別の間接税制度をとっているのは日本だけなんです。特によく言われるこ

とでありますが、例えば毛皮には課税されているけれども、高級織物には課税されてい

ないとか、ゴ、ルフの道具には課税されるけれども、テニス用具には課税をされていない。

サーフボードや水上スキーは課税されているけれども、スキーは課税されていない。金

貨は課税されるけれども、金の地金は課税されていない。コーヒーやココアやウーロ γ

茶は課税されているけれども、紅茶や緑茶は課税をされていない。白黒テレビは課税を

されているけれども、家庭用コ γビューターは課税をされていない。こういうふうに現

在の物品税は、もう我々の感覚からすれば、果たしてこれがぜ、いたく品かと思われるも

のに税金がかかり、はるかに入手が困難なものについては税金がかかっていないという

ようなことで、こういった点からもやはり消費に対して、間接税制度をここで、新たに取

り入れて、さまざまな税制のあり方を検討し、国民の理解を得て、税制改革をやってい

こうということについては、何とかやはり早急にその作業を仕上げなければならない、

そういう状況であります。特に今後高齢化社会を迎える中でよく言われることでありま

すが、社会保障関係費というのは、毎年6，000億円ずつ増加をしてし、く。これにどのよ

うにして対応していくのか。やはり恒久的な歳出構造は変わらないわけでありますから、

財源をどっかに求めていかなければならない。固定的にかかるお金の財源をやはり求め

るとすれば、税制のあり方を検討してし、く必要がある。それがやはり社会保障関係のお

金を不安なく確保してし、く方策でもあると思いますので、最後に市長に強調しておきた

いと思いますが、間違っても共産党のしり馬に乗って、また昨年と同様の市庁舎に「大

型間接税・売上税反対」というような政党活動にも当たるような行為に出ることのない

ように、そのことを強く求めて、税制改革についての質問を終わります。

OilJ議長(一ノ瀬 隆君) これをもって 6の2、 「税制改革」について市長の所見を

問うの質問を終わります。

一般質問6の3、総合体育館の建設と併せて「武道館」 建設の検討をの通告質問者、

古賀俊昭君の質問を許します。

024番(古賀俊昭君) 時間もありませんので、質問はもうこの項目そのものでありま

すので、お聞きをしていきます。

戦後一時期、武道というのは禁止された時期がありました。そういう時期もあったん

ですが、現在では学校教育の中でも武道が取り入れられて、非常に幅広く国民の間にス

ポーツとして、また体力増強、精神の酒養、いろんな面で定着をしている武道スポーツ

がたくさんあるわけです。その実践の場として武道館の武道場の建設ということが、武

道関係者の間では近年かなり強く言われているところでありますが、現在の市の計画を

しております総合体育館の建設にあわせて、私は武道館の建設をお願いをしたし、と、こ

のように思うわけでありますが、この点市の現在検討されております内容について、質
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0教育次長(砂J11雄一君) お答えいたします。

当然伴うわけでありますが、具体化をしていただくように重ねてお願いをいたします。

なお私、先日行政視察で宝塚市に参りましたところ、宝塚市の場合には昭和62年の 5

月 1日に、市立総合体育館・武道館をオープソしております。これは同じ敷地内に並ん

で建っておりますが、武道館部分はたしか 3階建だったと思いますが、きちっとした独

立の建物になっておりました。一体としてそうした施設を整備したわけでありますが、

ひとつの参考になればと思いますので、ぜひ機会がございましたら、宝塚市の例等も調

べていただければと思います。

最後に武道館と申しますと、とかく一一一武道になじみのない方は、理解がないのかも

わかりませんが、格闘技的なものでありますので、誤解もあるんじゃないかと思うんで

すね。武道の「武」というのはよく御承知のように「二むという字を書きます。そして

それを「止める」と書いて、武道の 「武」とい うこと になっています。ですから元来

「武」であること、つまり戦うということを否定して、しかも「武」の精神を成就させ

ていくことに、そういう哲学のようなものがあるわけでありますので、そうした目的を

持った武道スポーツがますます盛んになってきております。オリソピックの競技にも含

まれ、天野議員は柔道の方の御指導をなさっておりますが、私が関係しております空手

道も韓国のオリ γピックの後は、競技スポーツとしてオリンピックの競技種目にもなる

ようでありますので、ぜひ本格的な武道場というものを早急に具体化していただし、て、

立派な武道場を建設していただくようにお願いをしておきたいと思います。また改めて

質問の機会を持ちたいと思いますが、きょうはこれで終わりにいたします。ありがとう

ございました。

0副議長(一ノ瀬 隆君) これをもって6の3、総合体育館の建設と併せて「武道館」

建設の検討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〕

間をいたします。

まず用地の取得については、かつて市長は昭和61年の第 l固定例会で、第一桑園跡地

の保留地 3万4，000平米について、総合体育館、またこれは住宅都市整備公団との合体

施設のような構想が言われたことがありますが、つくるとすればこの場所しかないと思

うんであります。この用地取得についてはどのような現在見通しを持っておられるのか。

2番目に総合体育館の規模についてはどのようなものを考えておられ、いかなる青写

真を持っているのか。

3番目、その中に私の方からのきょうの主なお願いと要望と質問でありますが、本格

的な武道場、武道館を設置をしていただきたいと思うわけでありますが、その構想、につ

いてはどのように考えるか、 この点について 3点お尋ねをいたします。

0副議長(一ノ瀬 隆君) 古賀俊昭君の質問についての答弁を求めます。古賀俊昭君

の質問時間は 2時34分まででありますので、申し添えておきます。

教育次長。

第 1点目の問題につきましては、現在まだ用地問題についての見通しが、必ずしもはっ

きりしていない点もございますので、基本計画の中で、一応総合体育館建設ということ

が掲げてござし、ますけども、具体的な事業計画を立てるに至っていない面がございます。

ただ体育行政を所管する部としては、総合体育館についてはぜひ建設を早期に進めてい

きたいというふうに考えてお ります。用地の問題がまだ目鼻が立っていないというとと

もございまして、総合体育館の具体的な計画、その他についてはこれから検討を進めた

いというふうに考えておりますけども、ごく大づかみに申し上げますと、少なくとも総

合体育館でございますので、メイソ・ア リーナ、あるいはサブ・アリーナ等も持った体

育館を設置をしたいというふうに考えております。その中でただし、ま御指摘のございま

した武道場についてもその必要性については十分理解をしておりますので、具体的に計

画を立てる際に、含めて検討していきたし、というふうに考えております。

0副議長 (一ノ瀬 隆君) 古賀俊昭君。

024番(古賀俊昭君) 今後の検討課題ということでお認めはし、ただし、ており ますので、

ぜひ独立をした建物であればそれが一番し、し、と思いますが、同一敷地内に半独立の形で

も、これは検討結果にお任せするとして、ぜひしっかりした武道場というものを建設を

していただくように、お願いをしておきたし、と思うわけであります。基本計画の中にも

見てみますと、総合体育館の整備ということでうたわれております。ぜひ用地の問題も

0副議長(一ノ瀬隆君) 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33分休憩

午後 3時3分再開

OffilJ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7の1、快適環境整備に向けての通告質問者、馬場繁夫君の質問を許します。

(12番議員登壇〕
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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。

総理府が 6月4日発表しました生活型公害に関する世論調査によりますと、空き地の

ごみ、雑草、建物によります日照権の侵害や電波障害、駅などにおきますタバコの煙に

ついて公害だと思うものがあるかとの問いに対しまして、 62.2%の人が公害だと思うと

いうような回答がありました。 59年に実施しました調査と比べまして、隣人による迷惑

や被害を感じている人が増加しております。昭和40年から50年代にかけての大気汚染や

水質汚濁などのように、大規模な環境破壊に対しての反公害運動が盛り上がった当時と

は、住民の意識はさま変わりをしているようであります。国民の意識が生活の質や豊か

さを求める時代になりましては、より身近な場所での快適性を求める思考が強まったの

だという御指摘もあるようであります。

まず第 1点の質問といたしま しては、日野市におきます生活型公害における特質と傾

向性、それにトラフ守ルの解消につきまして、行政に期待する声も高いと言われておりま

すが、当市における実態についての状況をお伺し、し、たします。

第2点目といたしまして、緑は木材を生産する ことだけではなく、酸素の供給、水源

滴養などがあります。アマゾンの熱帯雨林は世界の雨量・温度など気候の維持にも大き

な役割を果たしていると言われております。アフ リカ・エチオピア等の飢餓や、イソド

におけるところの洪水なども緑を失ったことが大きな原因とされております。緑は人間

活動を支える重要な役割を持っております。かけがえのない緑が地球上の森林減少と砂

漠化がなお一層進展の一途をたどるばかりであります。毎年6，000ヘクタールという四

国と九州をあわせた程度の面積の緑が減っております。21世紀におきましては、地球上

の全陸地面積の六分のーまで緑が減少し、砂漠化する地域はおよそ35%にも及ぶとも言

われておるところであります。

日本におきましても数少ない動植物の宝庫と言われております知床や、日本で最大、

世界でも例のない面的スケールのブナ原生林の白髪山地、九州、|の原始林など伐採問題が

深刻化 しておるところであります。

第2点目といたしましては、 60年第2固定例会の一般質問におきましても、都市緑化

と斜面の開発規制についての質問してきた問題であります。緑のマスタープラソの報告

の環境保全系統配置計画におきます骨格的保全の中におきましての第 1点目としては、

日野緑地を最優先的に確保するとされておるところであります。その後の状況並びに今

後の計画についてをお伺いします。

それと多摩動物公園を中心としました首都圏近郊緑地保全区域のその後の状況につい

-224-

てもお伺いします。さらに段丘崖につきまして、都市景観上重要視されておるところで

ありますが、緑地の指定拡大、保全整備につきましてのその後の状況をお伺し、し、たしま

す。

それから第 3番目の質問といたしましては、森林破壊・自然、破壊が続いていくならば

生態系の危機であり、日々に深刻になってきたとも言われておるところであります。生

態学的環境評価地図を作成し、一歩進んだ観点から自然、と人闘が調和し、共存できるた

めの生態学的な緑地保全、土地の有効利用、また地域開発の自然環境アセスへの利用な

どの推進を図るべきと考えておるととろであります。またそのような見地からの緑地保

全、植生、生態系の保全回復地域の設定、さらには地域開発における環境アセスへの評

価への利用なども考えられると思いますが、これのお考えについてお伺し、し、たします。

第4点目といたしまして、この新町に炭焼き窯を建設いたしました。緑地の伐採類を

木炭に変え、水の浄化に利用しようとするものであります。木炭は導管や組織中におき

まして、 青カビや細菌などのバクテリアを繁殖させる作用が非常に強いため、このバク

テリアを水中のアソモニアや窒素を食べて汚れた水を浄化させてしまうことを利用した

ものであります。環境緑化協会に窯の運営を委託し、市民運動としての炭焼きを計画さ

れておるところであります。新町に続きましてことし南平の丘陵公圏内にも窯を設置さ

れる予定とされておるところであります。今後の木炭を利用 しての水を浄化させる予定

計画についてお伺いします。

さらに河川を汚す一番の原因は家庭用排水とされております。特に家庭の主婦などに

水の浄化のPRに活用することもできょうかと思いますし、また小中学生に今から環境

への教育を高めるための活用も図っていただきたし、と考えておるところでありますが、

これについての計画性、並びにお考えをお聞きいたします。まず以上4点につきまして

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(藤浪竜徳君)

馬場繁夫君の質問についての答弁を求めます。

それでは第 l点目の御質問に対しまして、お答えをい

たします。 1点目はいわゆる生活型公害についての特質と実態ということの御質問でご

ざいます。都市化が進みまして、人口の増加に伴いまして、いわゆる生活型公害と呼ば

れるものが、年々増加してきているわけでございます。これは日野市だけの傾向でござ

いませんで、全般的な傾向かと思います。この背景といたしましては、地域に生活する

人たちの生活様式、あるいは価値観というようなものがさまざまでございまして、どう
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しでも相隣関係といし、ますか、隣同土の関係が疎遠になる傾向がございます。こう した

状況の中で、今市に寄せられるこの種の苦情はさまざまでございまして、深刻化をして

おります。また問題の解決が長ヲ|し、ているケースが多くなってきております。これらの

根底には、やはり隣人の感情的なこじれ等もございまして、深刻化し、また問題の解決

が長引くという傾向にございます。苦情の受け付け件数のうちに、この生活型公害が一

番多く占めております。内容といたしましては、飲食庖のカラオケにおけます騒音とか、

各家庭のステレオ・ラジオ・楽器等などの生活騒音と呼ばれているものでございます。

ちなみに苦情の状況を申し上げますと、昭和60年度では苦情の受け付け件数が78件、

この中で生活型公害の処理件数は14件、 18%でございます。 61年では112件のうち、 24

件で21%、それから昨年の62年度では83件のうち19件、率にしまして23%というような

状況でございます。なお解決に当たりましては苦情を受けますと、担当の職員が伺いま

して、被害者とし、し、ますか、被害者のお宅へ伺いまして、状況を聞きまして、どこにそ

の原因があるのか、よく状況を聞きまして、いわゆるケース・パイ・ケースで対応する

わけでございますけども、やはり先ほども申し上げましたとおり、やはり感情的なもつ

れとし、し、ますかそういったものもございますので、根気よく説得に当たる。特に騒音関

係もございまして、いわゆる基準値や規制値とし、し、ますか、そういったものは大体にお

いてクリアをしているということでございますので、やはり感情的なもつれを解きほど

すというように努めておるところでございます。

なおカラオケ騒音につきましては、このいわゆる昭和61年でしょうか、東京都の公害

防止条例が改正になりまして、かなりきつい規制になっておりますので、これについて

はさほど苦情が発生いたしましても、速やかな解決に向かっていると、このような状況

でございます、以上でございます。

0副議長(一ノ瀬 隆君) 建設部長。

0建設部長(永原照雄君) ただし、まの緑のマスタープラソ等の骨格条件の中で、書い

ております日野緑地等を優先的に確保するとか、また近郊緑地の件、段丘崖の緑地の件

と、これとあわせまして生息の環境づくりというようなまずこの点について、御答弁申

し上げます。

日野は緑と清流とし、う事業をすゅっと進めてまいっております。緑の確保・保存、緑化

の推進、さらには緑を生かす町づくりという重要な課題であるというぐあいに考えてお

ります。緑は人聞に安らぎを与えるとともに、また潤いを与えるということで、生活に

欠くことのできないものであるということは、今御説のとおりでございます。その緑の

資源そのものの価値は生活資源、環境資源、文化資源として最も重要であるというぐあ

いに考えております。

そして特に本市の緑に対する考え方は都市の保全・快適環境、そして文化資産として

の考え方でございまして、そういう中で現在市が管理しております緑地公園一一 これは

都市公園でございますけれども、の面積は人口 1人当たり2.36平方メートルでございま

す。将来は多摩川緑地を除きまして、 1人当たり 6平方メートルの緑地公園を確保する、

このようなことを努力目標といたしまして、緑化推進を進めてまいりたいというぐあい

に考えているわけでございます。

また当面都市計画決定されている緑地の公有化を、今おっしゃいました段丘崖の日野

緑地、それから程久保の付近の近郊緑地の件等がございますが、多摩丘陵公園は近郊緑

地保全区域、これとまた東豊田に緑地の保全地域がございます。これ等の公有化を進め

ていきたし、というぐあいに考えておるわけでございます。ちなみに現在の都市公園は幾

らあるかということでございますけれども、約37ヘクタールございます。とれに動物公

園もやはり公園の一種でございます、緑でございますので、これを加えますと89.4ヘク

タールある。これを取りますと、 1人当たり5.6平方メートルぐらいの公園の面積になる

わけでございます。

それと先ほど申しました東豊田の緑地の保全地域でございますけれども、これは約6

ヘクタールでございます。このうち都の方で買い上げていただいておりますのが、約8，

400平方メートルでございます。市が所有しているものといたしましては、約 2万9，400

平方メートルでございます。民地としていまだに残っているのが 2万3，300平方メート

ルでございまして、これの確保につきましては、やはり都にも働きかけをしながら、こ

の公有化に努めたいというぐあいに考えているところでございます。

それと多摩丘陵の近郊緑地保全区域、これは幾らぐらいあるかということでございま

すが、大体128ヘクタールございます。この中に動物公園といたしまして、 52.3ヘクター

ル、民有地が75.7ヘクタール、これ等につきましては、縁地信託ということで現在3件

の緑地信託をもちまして、この民有地のところの保全を図っていくという方針で進んで

いるわけでございます。それと登録樹林というものがござし、ます。これは日野市内で11

8カ所ございます。これは荷積が77.1ヘクタールぐらいございます。それから生け垣の

補助、これも緑化の一つだというぐあいに考えておりますが、 5件で現在約100メート

ルが、万願寺の土地区画整理区域内においてなされている。また法の規定されていない

程久保の緑地でございますが、一一一段丘でございますね、段丘、 帝人の西の方の西平山
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五丁目付近の段丘がございますが、これもやはり保存したし、なとし、う地域でございまし

て、この面積は約 3ヘクタールでございます。じゃ現在63年度で公有財産購入費が建設

部に幾らあるかということが問題になります。約 8億2，200万円ほどの計上がなされて

おります。それと都市緑地の買収状況でございますが、 52年から買収を始めまして13件、

7.7ヘクタールぐらいの都市緑地の買収を行っているというのが現状でございます。

それとアセスという問題が出たわけで、ございますが、これは生態学的環境評価という

ような件であろうかと考えております。このアセスにつきましては、前向きにひとつ検

討してし、く所存でございます。今のところ緑地にかかわる生息環境づくり といたしまし

ては、農業をやっていらっしゃる方々が、最も確実な緑の守り手であるというぐあいに

言われているところでございまして、農業をやっている方々が山林等管理していただい

ている間は、萌芽更新とか下草刈りなどしていただいておりまして、適切な管理により

まして、動植物聞のパラ γスがとれていたわけで、ございますけれども、これも最近手を

入れなければ、だんだん樫とか、白樫、こういうものに緑化といし、ますか、樹木の種類

が変わっていくそうでございまして、こういうと ころもどこにどういうものを残すのか

とか、そういうことも考えなければならないだろうというぐあいに考えております。

それから木炭浄化の話が出たわけでございますけれども、木炭浄化は今のところ 3回

焼きました。そのたびに大体280キロくらい、ですから 3回で約800キロの炭ができてお

ります。これにつきましては今おっしゃいましたように、バクテリアによる効果という

ようなこと等を申されたわけでございますけれども、今現在、南平用水、 これは家庭雑

排水が最も多いところで、最も市内では汚染度のひどいところではなかろうかというぐ

あいに考えております。これは南平の八坂神社の横の方を流れる水路でございますけれ

ども、そこで 1カ所。それから仲田公園のところの集水溝水路がございますが、その一

番上流において 1カ所、それから豊田用水、ここで一一これは湧水等もございまして、

非常に日野ではどちらかというと汚染度の非常に少ない河川でございます。この 3カ所

におきまして、現在汚濁の程度によってその施設の効果がどうあるだろうかということ

で、 10日の自にタマネギの袋でございますけれども、それに大体8キロぐらい、 7キロ

から 1回に 8キロ入りますが、これを 5袋ぐらいずつ入れてみて、まず炭にどのような

汚物が入ってきて、その効果はどうなるんだろうかというようなことからテストを始め

ていって、こういうことをテストを繰り返しながら、ほかの市町村もまた御意見も聞き

つつ、走大をめどにこの水質浄化を本格的にひとつ取り組んでいきたし、というぐあいに考

えております。よろしくお願し、し、たします。

0副議長(中山基昭君) 馬場繁夫君。

012番(馬場繁夫君) それでは何点か、再質問をさせていただきます。

まず最後にありました第4点目の木炭によりますところの浄化のことでございますけ

れど、大体方向性はよくわかりましたが、質問の中におきまして、環境緑化協会に委託

をされて、今後市民の方の中でそういう関心の高い人にはいろんなお手伝いをしていた

だくなりそれなりにしながら、市民の人にもそういう認識を深めていただくんだという

ような趣旨もあったかと思うんですけれど、その辺の一一今現在の中では試験的に調査

をする段階かもしれませんけど、その後どういうふうにその辺の分を市民の皆さんに開

放をしながら、それを通して、市民意識を少し認識を変えていただくなり、将来的には

環境という部分を多くの方に認識を変えていただしもしくはまた市内の小中学生に対

して、環境という考え方を一一環境を守っていくというか、そういう部分についての実

際にこう目で見ていただいて、そういうものの教育的な部分も意識の高揚というんです

か、それを深めていただくという観点の方向性についてはどうなのかですね、御答弁も

ありませんでしたので、それについて再度お尋ねいたします。

それから 3点目につきましての生態学的環境評価につきましては、やっていただける

というような方向性のようでありますので、まず流れとしては市内の生態学的環境評価

地図の作成、エコロジカルマップですか、その作成を一一調査をしながら、市内の中で

昆虫とか、そういう部分の生態学的に保全してし、く地域とか、またそういうこれから地

域を指定するなり、段階的に方法をまた考えていただきたいと思うんですけれども。そ

うしますとまず初めに環境評価地図の作成が、まず先になろうかと思うんですけれども、

その辺をじゃ具体的に来年になるか、再来年になるかわかりませんけど、まずそれをお

やりになるというふうに言ってもらえるのかですね。その辺についてお伺し、し、たします。

それから 2点目の緑地関係なんですけど、大体の今までの購入状況なり、ある程度の

今東京都内にまた日野市が保存なり、所有している商積等についてはよくわかったんで、

すけど、じゃ具体的にこれから緑のマス タープランの中にも75年度を最終年度と しての

具体的な一一ー 一番近い昭和65年度についてはどのくらいの面積を購入するんだとしヴ、

ある程度の目標値もあるんですけれども、まだまだ現実的にはかなりほど遠い状況かと

思うんですけれども、それの計画について具体的にもしある程度それなりの対応の方法

は持っているんでしょうけど、おわかりする範囲の中でまた教えていただきたいと思い

ます。それと同時に段丘崖というんですかね、非常に段丘崖の緑地というのは、我々人

間の自にも非常に視野にも大きく入りやすい場所でありますから、日野市の緑の効果と
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いうのは、よほど通常の平地よりも高い部分がありますので、特に指定されていない西

平山五丁目周辺ですか、またそういう地域の部分について指定の拡大について一一緑の

マスタープラソにおきましても言われているんですけど、なかなかそれ以後、状況とし

ては何ら進んでいかないということがありますので、ですから指定する場合はなかなか

難しさもあるかと思うんですけど、やはり自然を一度壊してしまうともう二度と保存す

ることは、二度と再生することは不可能であるというのが現実でありますし、ますます

市内の緑についても、また開発等で減少する方向性が出てきてますので、何とかそうい

うものが進む前に早急に手を打っていくと、保存の網を被せてし、く、そして段階的に買

収するということを積極的に進めていかないと、後で何とか購入していこうといっても、

なかなかそれも不可能になりますので、確かにこれだけ土地の値段も高くなってきてま

すので、購入することも大変かと思いますけど、ますます先にいきますと、難しさが先

送りするだけでありますので、それをもう少し懇切ていねいに具体的に、どういうよう

な方向の中でやれているのか、まず網を被せて、買収してし、く。また日野緑地なんかに

おきましても、実際63年度に質問された当時と、何ら実質的には状況としても変化して

きてないというような感じも受けますので、その辺の対策なり、方向づけを、再度お尋

ねいたします。以上について、じゃひとつお願し、し、たします。

0副議長(一ノ瀬 隆君) 再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) お答えいたします。

炭焼きによる浄化に関しての、住民参加をどのように考えているかということでござ

います。これにつきましては、何とし、し、ましてもやはり自然、からもらった清浄な水は、

きれいにして自然、に返すというのが基本でございまして、このためにはまず考えており

ますのは、大体そんなに大きい自治会ではなく て、小さい自治会で、しかもそこに水路

が流れているというところ等をピックアップしまして、住民に対しても直接お話をして

そこに炭を設置し、入ってくるときの水と、出ていくときの水の汚泥度、汚染度はどう

であるかというようなことを、その都度 1カ月に 1回ぐらいはお知らせをして、こうで

すよということをまずやって、住民の輸を広げていきたし、というぐあいに考えていると

ころでございます。そしてまた今までの浄化ということにつきましては、清流条例とい

うものもございまして、清流フィルターの設置等もお願いしているところでございます

が、もう一つ考えられることは、各家庭に少しでもし、し、けれども、木炭で何かますの中

に入れてやる方法がないだろうかというようなことを、まず今素朴に考えていると ころ

でございます。そういう状況でございまして、また中学校に対しての教育ということに

ついては、私の方ではなく、ひとつ教育の方からお伝えを願いたいと思います。以上で

ございます。

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) それでは緑のマスタープラソ並びに緑地の指定につき

まして、私の方からお答えをいたします。

まず緑のマスタープラソの考え方、及び位置づけでございますけれども、とれは建設

省が全国的に指導をいたしまして、市町村で緑のマスタープランをつくったわけでござ

います。この作成に当fこりましていわゆる国民・市民一人当たりの公園緑地の確保量、

こういったものを基準にいたしまして、計画を作成したわけでございます。本来ならこ

の計画に財政計画が必ずマッチをいたしまして、計画として成り立つわけでございます

けれども、この財政計画のいわゆる財政上の裏づけにつきましては、別問題で作成をし

たわけで、ございます。したがってこの計画は公園緑地、その他自然保護等の行政を各自

治体が行う段階で参考にしていくと、そういう形のものでございます。したがって日野

市の緑のマスタープラ γをそのまま実行するということになりますと、膨大な財源が必

要になってくるということでございます。要するに市として財政負担できない金額にな

る。あるいは国及び都といたしましても、その財政補完する制度上の問題も解決をして

いないということでございます。現在このマスタープラソを目標及び参考にしながら、

公園緑地関係の行政を行っているということでございます。

それから 2点目の緑地の指定でございますけれども、これは議員さんの御指摘は恐ら

く都市計画法に基づくところの都市計画緑地公園の指定ということだろうと思います。

現在指定してあります公園緑地につきましては、ほとんど骨格となるものは昭和36年ご

ろ、指定をしたわけで、ございます。もちろん手続きは法的にきちんととり、了解ーーそ

の土地等を所有しております権利者の了解とし巾、ますか、 話をした上での計画決定とい

うふうな理解をしているわけでございますけれども、現在新たにこの都市計画緑地を指

定するということになりますと、この計画緑地の指定をしますと、都市計画法上、土地

利用についての制限がなされるわけでございます。したがって最近では土地所有者の同

意をもって、同意をとりまして、新たな都市計画緑地の決定をしているというのが、実

情でございます。したがって現在日野市内の現状の緑地を都市計画決定をするというこ

とは、なかなか至難のわざであるというのが、実情でございます。しかしながら日野市

民の生活環境の保全、いわゆる快適な町づくりを行うことを考えれば、公園緑地の確保
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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。

と質問された内容と違うんですけど、私が質問したのは、今回の木炭の利用という観点

の中で木炭を通じながら、その周辺の小中学校なり何らか、そういうような環境に感謝

の意識を高めるという精神論的なもので御質問させていただきましたので。それからあ

と都市整備部長の御答弁もいただきまして、いわゆるマスタープラソにつきましての基

本的な分のお話も伺ったところなんですけど、やはり確かに緑の確保なり、緑を指定す

るということは、非常に現実の中では難しさは当然、承知しているところでありますし、

そういう中でやはりマスタープラ γが参考というだけで終わるんではなく、し、かにそれ

を例えば日野市の中の自然、をいかに保全をするかという中で、前向きにとらえていきま

せんと、どうしても緑に関する施策は後回しになりやすい行政の流れでありますから、

やはりそういう中を少しでも前進できるような工夫をしながら、確保をしていっていた

だきたいと思うんです。

最近も段丘地域におきましても、ますます付近の住宅化の流れがふえてまいりますの

で、このままの状況にいきますと、将来的には住宅になってしまう恐れも十分あること

は、もう担当の方も十分承知をしていると思いますので、そういういろんな施策の難し

さの中でも、何とか方法を講じながら、地主さんの一一一先ほど信託の方法ということも

ありましたけど、信託についてはもう少しいろんな部分についても懸念もあるようであ

りますので、その法的にも十分その辺の分も今後調査を深めながら、いろんな角度の中

で対応していただきたいなということであり ます。

時間の関係もありますので、先へちょっと進めさせていただきます。過密化した都市

基盤や産業活動の変化によりまして、自動車公害や生活排水によります河川の汚れ、近

隣騒音問題など、生活型都市型公害が顕在化し、また新たな化学物質によります汚染も

懸念されるところであります。市民生活の意識や、環境感も多様化、高度化が一段と深

まり、物質的豊かさにとどまらず、安らぎや潤いなどの精神的豊かさを求める方向に変

化しておるところは周知のとおりであります。

こうした状況の中、環境行政が従来のような環境関連の諸施策を個別に実施していく

のであれば、問題解決を困難にしてし、くだけでありますし、人間性あふれた地域の特徴

を生かす町づくりは困難となってし、くでありましょう。今後は従来の施策を着実に進め

るとともに、環境面より調整・誘導を図りながら、総合的・計画的に施策を推進してし、

くとしヴ環境管理の考え方が必要になっていくことでありましょう。例えば東京都が行っ

ております環境管理計画、快適環境の創造性に向けて、四つの視点から策定をされてい

るわけであります。一つは総合的な観点に立った快適環境づくり、二つ目としては長期

というのは、最優先の課題であるわけでございます。都市計画法はそういう形になって

おりますけれども、先般の議会の中でもこのような質問がございましたけれども、都市

計画法はもちろんでございますけれども、東京都の自然、の保護と回復に関する条例の適

用とか、あるいはそれがもちろん不可能な場合には、ただいま建設部長からお話があり

ましたように、地主と市と土地を契約いたしまして、いわゆる土地信託という形で土地

の現状の維持をしてもらう、用地の、その土地の処分とか利用が発生した場合には、日

野市に第一の交渉権を与えてもらう、そういう形の努力をしております。その他の必要

な緑地につきましては、開発等が出てまいりますれば、積極的に緑地を確保するような

そうしヴ行政指導をしているというのが、実情でございます。

0副議長(一ノ瀬隆君) 教育長。

0教育長(長沢三郎君) 小中学生に対して環境浄化という面で、どんな面から教育を

行っているかというような御質問でございますけれど、理科・社会科・家庭科等の教科

を通しての生活指導、これは当然、のことでございますけれど、それとあわせて、例えば

清流月間の時点でのポスター、あるいは環境浄化作文への参加というような、そういう

ようなものを通しながら意識の高揚を図るとか、あるいは米づくり等の生活体験学習を

通しながら、用水の浄化というものがし、かにこの生存の上で大切な役目を果たしている

かというような、生活体験学習を通しながら、学習を教科の中に取り組んでいると。ま

た将来「ふるさと博物館」ができる段階の中では、現在各学校で行われております自然

科学分野の問題、これらの問題等につきましでも昆虫、あるいは植物等の生態分布、そ

ういうものを当然、この中に取り入れながら環境というものが、人間生活を行っていく上

にいかに重要であるか、その辺の教育を徹底させてまいりたし、と、こんなように思って

ます。

0副議長(一ノ瀬隆君) 建設部長。

0建設部長(永原照雄君) 今の議員さんから、生態学的環境評価、これをいつごろか

ら、どのようにして始めていくのかという御質問でございます。これにつきましては今

言えますことは、昭和64年度からこれの計画図の作成をすべくひとつ前向きに検討した

いということでございます。できるなら64年度から始めたいという考え方を持っており

ます。以上です。

O副議長(一ノ瀬 隆君) 馬場繁夫君。

何点かまたちょっとお尋ねしたし、んですけど、教育関係の教育長の御答弁ですが、ちょっ
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ただいま東京都の快適環境の問題を取り上げられま

定めたもの、また具体的な施策を展開する中での問題を取り上げながら、こういったも

のも参考に して今後進めていきたいというふうに、現状で考えております。

Oi'i1IJ議長 (一ノ瀬隆君) 馬場繁夫君。

012番 (馬場繁夫君) ありがとうございました。

町づくりと緑の関係性というふうな部分につきまして、まず一番最初は安全性で、利

便性を、まあ機能的な視点から町事業をしていくというふうに言われているわけです。

その機能性というものの次はビジュアル、美しい町をつくっていく視点というふうに、

町をつくる場合の方向がなされてし、くわけです。三つ自になりまして、エコロジカル、

生態学的な視点、その快適な住みやすい町づくり、緑化の問題とか、動物が自分たちの

住んでいる地域の中に一緒に共存共栄しているんだと、そういうような方向性に変わっ

ていくと。そして四番目としては、ソーシャルな視点、開発・保全等のバランスを保っ

た方向づけということであります。そして五点目として、最後はふるさとの町という視

点から考えていくという、こういう五つの段階的な方向の中で町づくりがされていくと

いうふうに開いておりますので、まず日野市においても、まず二つ自の美しい町をつく

る視点という観点の景観ということについても、前に何度か一般質問させていただきま

したけど、これも踏まえて次のエコロジカルというか、生態学的な部分に流れを展開し

ていけるような、町づくりを今度は快適性という具体性の中から方向づけをしていただ

ければありがたいと思いますので、最後に市長にその辺の町づくりにつきましての御意

見なり、お考えをお伺し、し、たします。

0冨Ij議長(一ノ瀬隆君)市長。

0市長 (森田喜美男君) ただいま快適環境という観点からの御提言をお伺いしたわけ

でありまして、我々が取り組んでおります町づくりの一番真髄になるところを指摘され

たというふうに考えております。日野市では割合早くそのことに着目をいたしまして、

必ずしも体系的に、組織的にというわけにはし、かないかもしれませんが、それでも緑の

保全、それから清流運動、あわせて人間性の豊かさを追求し、少なくもあしたのエネル

ギーの回復できるそう し、う条件づくりが町づくりであるという理念に立ちまして、取り

組んでまいりました。

具体的なことは今担当の方から個々に申し述べておりますが、なおそれにもっと体系

的に、そしてみんなが理解のできるもの、市民の理解のいただけるものということを考

えるわけであります。幸いに今まで委託事業ではありますが、そのエコロジーの関係に

おきましでも、日野の植物とか、日野の昆虫とか、日野の動物とかもそういうガイドブッ

的観点に立った目標の達成、三つ目としては地域特性を生かした快適環境の保全の創造。

四つ目といたしましては、快適環境の保全・創造のためのルールづくりというような視

点に立ちましての策定をされているわけですけれど、そういう視点の上から、環境の総

合的評価の体系といたしまして、総合評価という六つの体系がありまして、一つは安全

面の評価、二つ目は衛生面の評価、三番目としては利便性の評価、四つ目としては快適

面の評価、五つ目としては個性面の評価、六つ目としては人間関係の評価と、この六つ

の総合評価によりまして、地域の快適性というものを、ラ γクづけしておるところであ

ります。

このように今後は個別に環境行政をやるのではなく、もう少し具体的な快適というも

のはどういう位置づけをされるのか、その快適性についてのそれなりにラソクづけなり

しながら、そのラソクをより向上してし、く、またその総合ラ γクの中で、例えば日野市

内の中を見ても、利便性は乏しいけれど、快適性の面で非常に評価が高し、。総合的には

日野市内のどの場所もある程度差別感というか、差が少ないというような具体的に総合

評価をしながら、快適な日野市づくりを持っていくというか、日野市の町づくりを進め

ていくというような具体性を持った施策を現在あります基本計画にラップさせながら、

具体性を踏まえた町事業を進めていきませんと、なかなか地域性の格差が是正しにくい

し、また市民の方もそれぞれの多様的な認識の中では不満感も多くなり、行政としての

説得力も欠けてしまうということにもなりますので、一つの方法としては東京都がその

快適性という、快適環境というのは、具体的な施策を昨年の10月ですか、そういうよう

な方向づけをされておりますので、これは一つの例としながら、今後一一我が日野市に

おいても、日野市らしさを含んだ具体的な快適性というものをつくり上げていただきた

いということでありますので、それについて担当の方からお考えなりをお聞きいたしま

す。

0副議長(一ノ瀬隆君)

企画財政部長。

O企画財政部長(長谷川暢男君)

答弁を求めます。

して、御質問があったわけでございますが、望ましい環境づくりのために当然目標を定

めた総合的な個別的な内容だと思っております。市の考え方としては、今後こういった

東京都のものを参考にしながら、基本計画の中にもすでに皆さんにお配りしております

が、一つの計画を策定しております。よって今後の問題としては、市の施策、全体像を

明らかにしたものを策定したわけで、ございますので、今後の課題としては一つの目標を
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ク的な資料も提供してまいっております。

なお今、私一番、緑の減る中で緑地の公共信託ということの可能性について、専門的

な議論をしていただいております。このことが一ーまあ緑地として土地をお持ちの方に

信頼関係をつくり、市にある程度任せようと、こうしヴ気持ちになっていただくことが

最高の保全手段だというふうに思っておりますので、今後一層努力をいたしたし、と、こ

のように考えております。

今御指摘の中で、例えばエコロジカルマップでありますとか、あるいはまた子供の読

み物として環境読本のようなものは、これはつくる必要があると、またつくるに値する

と、このようにお聞きした次第でございます。環境管理という新しい町づくりの価値観

が生まれておりますことに、十分高い関心を持って進んでいきたし、と、このように考え

ておることをお答えとさせていただきます。

0副議長(一ノ瀬 隆君) 馬場繁夫君。

012番(馬場繁夫君) 以上で終わります。

0副議長(一ノ瀬 隆君) これをもって 7のし快適環境整備に向けての質問を終わ

ります。

一般質問 7の2、南平地域の交通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。

012番(馬場繁夫君) 日野市では放置自転車問題に対処するために、昭和58年 4月 1

日に、日野市自転車等の駐車秩序の確保に関する条例が施行されました。豊田、日野の

高幡不動駅、さらに百草園駅と、駐車規制をしてまいりました。平山域社公園駅にも新

たに 3カ所の有料自転車等駐車場が完成となり、 5月17日より市内 5番目の駅としで条

例を適用し、規制を始めたところであります。おかげさまで駅前の混雑が緩和され、大

変通行もしやすくなりました。 しかしながら南第 1自転車駐車場、無料の駐車場が常に

いっぱいの状況になってきておりますし、道路にはみ出して駐車されていることも、最

近は多くなってきているところであります。管理面で今後のまたさらなる対策の強化が

望まれるところであります。

南平駅への自転車の乗り入れ台数は、944台とされております。そのうち放置自転車

数は597台でありますし、南平駅周辺の整備が急がれるところであります。今後の計画

予定をお伺し、し、たします。南平駅北自転車駐車場は、駅への流れよりも奥まっているた

めに、ほとんど利用されることもなく、付近の自動車の駐車場となっているのが現状で

あります。この場所の、南平駅北自転車場が活用されるためには、今までも何度か要望

しているところでありますが、都営住宅平山アパートより、南平に至るまでの京王線に

並行した歩行者、もしくは自転車等が通り抜ける程度の通路、もしくは道路ができます

と、その辺の自転車の駐車場の利用価値は高まると思いますけど、その辺のことについ

てその後どういうような状況になっておりますか、それについてお伺し巾、たします。

質問の 2点目としましては、南平地域は急速に住宅化されたために、狭隆道路が比較

的多く、交通も大変不便地域もあるところであります。特に南平駅北口、霞堤付近のV

型道路の日常通行の中でも、大変支障を来しているところであります。さらに浅川左岸

一番橋に至る堤防上の道路においても、狭隆のため危険でありますし、車が下に落ちた

り、また車をよけるために歩行者の方が下に落ちるということも伺っておるところであ

ります。

また霞堤の交通対策でありますが、ここの部分につきましても非常に道路が狭いため

に、歩行者等の通行に危険が生じていることもありまして、何か橋ができるということ

も聞き及んでありますので、その辺についての状況をあわせてお聞きいたします。 質

問3点目といたしましては、ダイクマ関係でありまして、最近ダイクマ出庖が予定され

ている敷地におきまして、塀が取り込まれる工事も完了し、工事の準備をされているよ

うでありますが、ダイクマが出庖いたしますと、南平地域は狭障のために大変混雑が予

想されるところでありますが、それの現状につきまして、お伺し、し、たします。

質問4点目としては市内循環ノミスにつきましてですけど、市内循環ノミスは随分前より

市民の多くの関心、もしくは要望の高い問題でもありまして、請願等も多数提出されて

おりました。議会におきましても、市内ノミス交通対策検討委員会も設置するなど、超党

派で取り組んできた問題で、もあります。 61年 8月より市内連絡パスが運行され、ミニパ

スによりまして、高幡不動より市役所経由、平山城祉公園駅まで 1日4往復で行ってま

いりましたが、このたび、 1日8往復に増便されまして、補助金におきましても1，000万

から1，700万円に増額されてきたものであります。市民の強いニーズの中、市内連絡ノミ

スの将来的な計画はどういうふうにお考えになっているのか、お伺し、し、たします。さら

に南平地域の住民の方もパスを運行させてほしいという強い、強い願望もあるところで

ありますので、高幡不動駅より、南平を経由して平山城祉公園へのパスの運行について

のお考えをお伺し、し、たします。以上4点につきまして、御答弁よろしくお願し、し、たしま

す。

0副議長(一ノ瀬隆君)

建設部長。

馬場繁夫君の質問についての答弁を求めます。
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0建設部長(永原照雄君) それでは放置自転車につきまして、その後南平周辺の進捗

状況はどうかということでございます。南平周辺の自転車の駐車場につきましては、 63

年度で予算化しております。その設置数は 3カ所を予定いたしております。南平の 7の

5の6、それから南平の 6の14のし南平の 7の22の29というぐあいに、一応これの整

備を進めます。

なお設置状況でございますけれども、現在まで 3カ所ございました。これは590台、

これは 3カ所、ここで63年度で設置いたしますので、 1，020台ぐらいの収容が確保され

るだろうというぐあいに考えております。

それから南平駅の北側の利用度の悪いところ、 これが自動車の駐車場になって、駐輪

場と自転車ではなく て、自動車の駐車場になっているではないかと、これを今後何とか

改良する考えはないかということでございます。その、今一つの御提案と して、 都営住

宅から現在あります駐輪場の方に狭くてもし、し、けれども、生活道路程度の道路をつ くっ

たらどうだとしヴ御提案でございます。これは貴重な御提案でございますので、早速検

討させていただきたいというぐあいに考えております。

それから道路の状況、特に霞堤等につきまして、非常に危険であるというお話でござ

います。これにつきま しては南平駅の周辺地区整備計画策定調査というものを、昭和63

年本年度でございますけれども、都市整備部で実施される予定でございます。地区の現

況、将来的な位置づけや、これ等の調査・検討の中で、 ひとつ私の方もそれとタイア ッ

プして考えてまいりたいというぐあいに考えております。

特に霞堤等につきましては、これは京浜との関係もございますけれども、京浜も非常

にこれについては関心を持っております。市の方に、いろいろと資料の要求等を行って

きておりますので、市としましでも京浜工事事務所とよく話し合いをしながら、対処 し

ていきたいというぐあいに考えております。以上です。

O副議長(一ノ瀬 隆君) 生活環境部長。

0生活環境部長(藤浪竜徳君) 3点目のダイクマの出庖に関しての御質問でございま

すけども、これについての交通問題でございますけども、出庖側の説明によりますと大

幅な車の増が見込まれるわけでございますけども、出庖側といたしましては駐車場の配

備を確保すると、約460台の駐車場を準備するということになっております。

それから車両の誘導方法でございますけども、誘導員、いわゆるガードマソを随所に

配置しまして、交通渋滞のないように、また交通の安全を確保するように、そのような

対策をとるという状況になっております。以上です。

0生活環境部長(藤波竜徳君) 企画財政部長。

0企画財政部長(長谷川暢男君) 4点目の問題につきまして、お答え したし、と思いま

す。

一つはノミスの不便地域の問題でございます、非常に私の方もパス問題については、苦

慮しているところでございますが、前回も馬場議員さんから、また他の議員さんからも

いろいろ不便地域の解消の問題を再度御質問の中で、また要望の中で言われているわけ

でございます。南平の地域につきましては、 当然不便地域である ということも認識して

いるわけでございますが、一つの方法として、現在京王が百草の車庫から高幡不動の駅

まで来ているわけでございますので、その路線に、京王線に沿った延長を平山域社公園

までどうかというような交渉の経過もあるわけでございます。しかし原則的には車庫か

ら高幡不動に来る、まあ空車ではということで高幡不動までの運行をしているというこ

とで、それ以上の延長は鉄道との並行はしないというような実態があります。しかしい

ずれにしても今御提案の 8往復の問題もあるわけでございます。市内連絡ノミスの 8往復

を、 5月の21日からやっているわけでございます。しかしこの問題をどう不便地域に解

消していくかというような問題も残っておりますが、今後の問題としては他の場所とも

含んで検討していきたいというふうに思います。きのうの紙商上にも路線パスに補助金

をというような形で、かなり各紙がこの市民の足の確保の問題での補助金の問題が取り

上げられております。そういった部分も含みながら、検討していきたし、というふうに思

います。

なお将来計画につきましては、先ほど申し上げましたとおり、全体の不便地域の解消

にできるだけ努力していくとしヴ姿勢で、私どもの方も進めていきたし、というふうに思っ

ております。以上でございます。

0副議長(一ノ瀬 隆君) 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。

パス路線につきましては、なかなか難しい問題でございますけど、やはり不便地域に

ついては、何らかの対策も考えていただきたいところであります。特に部長の御答弁の

中にも京王線との並行にしている部分については、どうも京王線が京王帝都じゃ難色的

な部分もあるようなんですけど、実質的に南平の地域の人たちは、南平の駅に歩いていっ

たり、また高幡不動の駅に歩くなり、大変な思いをしながら京王線の駅まで出ておるわ

けでありますので、そこに運行並行な形の中でパスが運行されてもちょうど大きな経営

的な部分にマイナスの要因がかかるような感じは受けないんじゃないかとは推測はして
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いるんですけど、その辺もこれから行政におきましてももう少し詰めた形の中で、本当に

ほぼ並行なり、ないしは変形並行なりにしても、実質的には京王にデメリットが出ない

んだというような部分をもう少し研究をしながら、やっぱり将来的には京王に折衝して

いくものがありませんと、なかなか空白地域がそのままついてしまうということにもな

りかねませんので、その辺をもう少し対応の仕方に本腰を入れた形の中で、対応を考えて

いただきたいところであります。

さらに 3点目のダイクマ出広がもしされた場合、その辺の自動車対策はこれは地域住

民としては大変な問題でありますので、もう少し行政としても状況を深刻にとめながら、

対応をしていただきたし、と思うんです。特に北野街道は幅員も狭いですし、右折・左折

といろんな部分が絡みますと、相当渋滞するでありましょうから、渋滞しますとどうし

ても浅川の左岸の方に車が迂回をしていったり、また山際の狭陸部分の生活道路に入る

なりしていくことは目に見えてくるわけでございますけれども、 そうしますとなかなか

すれ違う場所も難しい地域もありますし、また南平地域に不慣れの方が車で入ってきま

すと、ますますそこで渋滞、もしくはトラフ守ルのもとになりまして、場合によればそこ

で交通事故の発生ということも十分出てきますので、この辺を何らか行政におきまして

も対応策を考えていただきたし、し、またもしダイクマが出庖するようなことであれば、

それなりの部分についてもダイクマで整備・促進もできるようにお願いも続けながら、

対策を講じていただきたいところであります。

それから第 2点目の狭血道路につきましても、確かに霞堤のところのV型につきまし

でも、南平地域の調査も踏まえてということもわかるんですけど、実質的にあそこは非

常に不便を感じまして、また平山橋の方から左岸の堤防沿いに南平方面に車両が来まし

て、震堤のところから今度は一番橋に渡る聞につきましては、ほぼUターンの状況の中

で、切り返しをしなきゃいけないという状況で、どうしてもあの部分がネックになって

おりますので、非常にあの辺につきましては何か早急な対策なり、何か方法を講じませ

んと、今後いろんな部分が支障が深まってくるだけでありまして、ましてダイクマとい

う問題が出てきました場合はあそこは大変な、日常の生活の中でもネックになっており

ますから、さらにそれに輸をかけた形になりますので、駅周辺が大混雑ということも考

えられますので、この辺は早急な形の中で、南平地域の調査を待たす7こして何か方法、

策を検討していただきたし、し、また建設省の霞堤の部分の橋かけにつきましても、なか

なか一向に現状としては、私も57年当時からお願いしているんですが、なかなか難しさ

もありますし、浅川の整備計画の位置づけなんかもあるでしょうし、何か今度につきま

しては特別な部分等をとらえながらしていただきたいなと思うんです。また将来的には

豊田の南口の区画整理事業の中におきまして、その人道橋の走る計画もありますので、

できればその辺の位置づけについても多少早めながら、何か部分的な対策を考えるなり

何か行政の皆さんに知恵をしぼっていただきながら、対策も考えていただきたいという

ことでありますので、ひとつその辺もよろしくお願し、し、たします。

それから南平の北側の自転車置き場につきましても、実質的には車の駐車場になって

おるのが現状であります。何か富士見学園ですかのグラウンドの部分の一部通過なり、

何なりを早急にお願いを しながら、何か対策をしていただければ、その部分につきまし

ても自転車駐輪場としての十分活用も、活性化とし、し、ますか、活用もされてまいります

ので、その辺も早急な形の中で対応策をお願し北、たします。何か今の再質問というか、

今の中で何か御答弁があれば、お願いします。

O副議長(一ノ瀬 隆君) 答弁ありますか。

市長。

O市長(森田喜美男君) 南平のいろいろな交通事情を中心として御指摘をいただきま

した。地区計画をことし立てようということにいたしており ますことと、今指摘をされ

ております事柄について、適切な対応もしなければなりません。かなり問題のあるとこ

ろにまた大きい負荷が加わるというふうにも思いますので、その対策をどうすることが

一番可能であるかということもあわせ考えて、対応いたします。

0副議長(一ノ瀬 隆君) 馬場繁夫君。

012番(馬場繁夫君) 以上で終わります。

O~iJ議長(一ノ瀬隆君)

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〕

これをもって 7の2、南平地域の交通対策についての質問

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4時19分休憩

午後4時48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。

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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0副議長(一ノ瀬隆君)

とに決しました。

一般質問8のし日野市地域防災計画に米軍横田基地の核事故は想定しているかの通

御異議ないものと認めます。よって会議時聞を延長するこ

第5条には市町村の責務がございます。政府と同じような立場で、市町村にも住民に

対して同じような責務を義務づけているわけでございます。この国の災害基本法のもと

に、日野市の防災計画もできたものというふうに思います。計画書の中にもそういうふ

うにうたってあるわけでございます。

ここでこの災害基本法にし今、あるし、は日野市の防災計画にいう国民の生命・身体及

び財産を災害から守ろうとするならば、現にわが国に存在すると言われている米軍の核

兵器の事故、核兵器の事故ある場合は自然の災害をはるかに超える規模に達するわけで

ございます。これを想定するのが当然ではないでしょうか。

それでは今米空軍横田基地はどんな状況で存在しているか、簡潔にその実態を述べて

みたいと思います。歴史的に横田基地の動きを見ますと、日本国民にとって、また私た

ち日野市民にとって、極めて危険な状況が迫っていることが実感できるわけでございま

す。そもそも御承知のように、 1952年の 4月28日サソフラソシスコ条約が締結・発効を

いたしました。この第6条にはどう書いてあるかと申しますと、連合国のすべての占領

軍は速やかに、少なくとも90日以内に撤退すべしというふうに明示されているのでござ

います。したがし、まして日本における米軍も90日以内に撤退するのが、サγフラソシス

コ条約の本旨にかなったわけで、ございます。と ころが多くの国民の反対にもかかわらず

残念ながら、同時に結ばれました日米安保条約によりまして、その第 6条によりまして

米軍の日本駐留が認められたわけで、ございます。そしてまた米軍の日本駐留については、

同じく締結された地位協定によりまして、米軍のさまざまな行動の自由を保障してしま

う、こういうことになってしまいました。こうした中で、日本圏内には米軍の基地が今日

5カ所あるわけでございます。そしてその中で横田基地は御承知のように在日米軍司令

部、そして第 5空軍司令部が存在する105カ所の基地の中でも最もアメリカにとって重

要な基地となっております。このほかに有名なところとしては三沢基地、横須賀の基地、

佐世保、そして沖縄の嘉手納、こういうところなどがあるわけでございます。この米空

軍と連動いたしまして、自衛隊の基地も現在2，821カ所になってきております。この在

日米軍基地の位置づけについては、アメリカ自身はどういうふうに見ているか。 1970年

のジョソソン米国務次官の言明がございます。第一義的には日本の直接防衛のためでは

なく、その周辺地域のために日本にいると。日本の安全とは全く無縁であることを、ア

メリカの高官自身が明らかにいたしているわけでございます。そして途中簡略にいたし

まして、主な経過だけを申し上げたいと思います。

1981年レーガソ政権が出てまいりました。レーガン政権は強いアメリカの再生をうたっ

( i異議なし」と呼ぶ者あり〕

告質問者、竹ノ上武俊君の質問を許します。

(29番竹ノ上武俊君登壇〕

029番(竹ノ上武俊君) 一般質問を行わせていただきます。あらかじめ通告してござ

いました日野市地域防災計画に米軍横田基地の核事故は想定しているか、こういう題で

質問をさせていただきます。

このタイトルをお聞きいただいた中で、私が米軍の日本への核の持ち込みを認めたと

いうふうに思われる方はないかもしれませんけれども、当然そういうことを認めている

立場から質問するものではございません。またアメリカ・米軍の核兵器事故の問題を一

地方自治体の防災計画の枠内に閉じ込めて質問をしようと、そうしヴ立場から行うもの

でももちろんございません。この際一般質問を通じまして、市民の皆さんや市長や、ま

た市の職員の皆さんに、米空軍横田基地の実態を知ろうとしてもらいたい、実態をつか

もうとしてもらいたし、という願し、から質問するわけであります。

日野市の地域防災計画とはどんなものか、既に皆さん御承知のことと思います。議員

にもその全文書が配付されております。三つの部、 44編、 143章からなる計画書でござ

います。この日野市の計画は国の災害基本法のもとにでき上がったものでございます。

国の災害基本法というのはどういうものかという点を若干条文を読みまして、御紹介い

たしたいと思います。第 1条にはこの法律は国土並びに国民の生命・身体及び財産を災

害から保護するため、防災に関 し国・地方公共団体及びその他の公共機関を通じて必要

な体制を確立し、責任の所在を明確にするとともにということで、目的が詳しく書いて

ございます。そして定義のところで、第 2条でございます、この法律において、次の各

号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによるとなっております。

一つ、災害・暴風・豪雨・豪雪・洪水・高潮・地震・津波その他の異常な自然現象、ま

たは大規模な火事、若しくは爆発、その他その及ぼす被害の程度においてこれらに類す

る政令で定める原因により、生ずる被害を言うとなっているわけでございます。

そして国の責務が第 3条に出ております。国は国土並びに国民の生命、身体及び財産

を災害から保護する使命を有することに鑑み、組織及び機能のすべてを挙げて防災に関

し、万全の措置を講ずる責務を有する。
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て誕生してきたわけでございます。レーガソ政権のことを一言で言えば、どうし、う政権

であるか、ニューヨークタイムズのムーアという記者が密着取材をしたということで、

かつて論評したことがあるわけです。今までの大統領は核戦争を準備すると、そういう

段階で政治行動を行ってきた。レーガソがただ一つ違う点は、核戦争を本当に戦い、勝

利することを考えている。こういうふうにアメリカの記者も表現をしております。全く

そのとおりでございましたので、アメリカの反核の世論もますます高まったのは、レー

ガソ誕生以後でございます。

そして1988年度のアメリカの国防報告書ではどう言っているか。今まで各個撃破政策・

同時多発戦略、こういうことをいろいろと繰り返してきたアメリカでございます。これ

を今度の国防報告書では明確に海洋戦略というものに表現をいたしまして、位置づけて

きております。これは核戦争の突入経過、そのものずばりの内容になってきているわけ

でございます。この海洋戦略というのは、日本の安全を考えているところは全然ござい

ません。ソ連を挑発し、あるいはソ連と事を争う、そのときに日本を巻き込む、こうい

うような内容になっているわけでございます。そしてこうしヴ海洋戦略の進展の中で、

日本の国にシーレーソの防衛を押しつけました。また最近で、は有事来援研究というのを

日本などに押しつけてきております。この有事来援研究というのは、言葉どおりに読み

ますと、事があったときにアメリカが日本を助けに来てくれる、そのことを研究すると

いうふうに国民は感じてしまうかもしれません。ところがこれもアメリカの第 9在日米

陸軍司令官が明言をいたしております。アジアで戦争をするときに、アメリカの装備、

事前配備、弾薬の管理・輸送、そして武器その他の供給、こういうこ とを日米共同作戦

によって輸送においても、補給するにおいても、直接米軍が行動するがそれに日本の自

衛隊がどう手伝ってくれるかということを研究するという ことになっております。大ま

かにいって今アメリカがこういう動きの中で、新聞紙上でも御承知のように次々と核兵

器に関する事実が日本国内に迫ってきたわけでございます。空母ミッドウェーが横須賀

港で大改造が行われました。核積載化の戦闘機を大量に積んで、戦争ができるためでご

ざいます。この空母ミッドウェーはフィリピソの政争であったマルコスのあの事変のと

きには，フィリピンに派遣をされた物騒な空母でございます。また核トマホーク積載原

潜が日本に入港するようになってまいりました。 そして原潜も毎年数回入港であったも

のが、去年あたりから30回以上毎年日本に寄港するようになってきたわけで、ございます。

そして戦舷ニュージャージ一、これは核トマホークを積んでおります。またソ連などを

同時に10カ所撃破できるというエージス艦、これを日本の自衛隊にまで買わせようとし

て押しつけてまいっております。そしてエソタープライズの寄港、カールビンソ γの寄

港と、原子力空母が次々と日本に寄港するようになってまいりました。こういう中で横

田基地などを中心とする日米共同演習、あるし、は日米共同訓練が極めてひんぱんに行わ

れるようになってきたわけで、ございます。レーガソ以前には、こうしヴ演習訓練は年に

10回、延べ日数40目、動く飛行機は500機程度でございました。ところがレーガγ大統

領時代になりまして、急速に回数がふえてまいったわけでございます。そして去年は年

間16回、 72日、 2，000機の核兵器搭載可能機も含めた軍事演習が日米共同で行われるに

至ったわけで、ございます。そしてついにこの 5月には米第 7艦隊の核戦争を指揮するこ

とができると言われている旗艦、フ守ルーリッジが東京港に来る、これを鈴木都知事が認

めてしまう、こういうような緊迫した状況にまでなってきております。

そういう中で日本のアメリカに対する軍事協力費も大幅に伸びてきております。それ

らの結果、マスコミ等でも話題になっておりますように、日本の軍事費が 1%枠を突破

する。さらに中期防においてはこれが大幅に伸びていくとしヴ状況になってきておりま

す。ちっとも緊迫していないという不規則発言がございましたが、そういうふうに感じ

ているということは、非常に危険であるわけでございます。今日本国民が、この事態を

直視して真剣に判断しなければ、日本の国土と歴史にとって、重大な事態を来すことは

明々白々でございます。

それでは横田基地に対する核持ち込みの経過はどういうふうになっているか。毎年チー

ムスピリットとしヴ軍事演習が行われております。この軍事演習には、私が一般質問で

も何回か取り上げましたように、多数の核搭載機、私たちが日常にも横田基地の横を通

過すれば見ることができる、またこの日野市役所の上を毎日のように通過しております

C-5Aギャラクシーであるとか、 F16こういうものが先ほど申し上げましたような機

数において多数参加し、これが日夜横田基地に離着陸しているわけでございます。そし

てチームスピリットの演習中に1983年の 4月10日には、ついにアスロ ック という核魚雷

が横田基地に据えつけ、持ち込まれたわけで、ございます。この模様を写真に撮りまして

共産党の岩佐恵美議員が国会で政府を追及いたしました。ところがそう いうことに関す

る演習が行われているということを政府は認めたわけでございます。

また核兵器組み立て工場と同じ建物が、横田基地にも建設をされております。それか

らまた地下には核兵器が爆発してもし、し、ような鋼鉄製の タンクが大規模に建設中でござ

います。また、横田基地ではございませんけれども、三沢基地ではF16の核爆発によっ

ても防御できますように、 2メートルの厚いコソクリートの核シェルターの格納庫が建
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設されつつあるわけでございます。横田基地にもそのうちそういうものを一一一これは日

本政府の予算です、一つのシェルターが4億円もするそうです。これを思いやり予算で

つくってあげる計画が進んでいるわけでございます。

また横田基地には、ア ダプティーブHFと申しまして、核爆発があったときにさまざ

まな空中の現象が起こ りますが、そう いう電離層においても交信ができるような通信設

備まで建設をされております。そ して核爆発があった際に、空中から核戦争を指揮でき

る米軍の司令官、あるいは大統領ク ラスが乗って、指揮をすると言われている空飛ぶ指

令機というのも このー，二年で横田基地に飛来するようになったわけで、ございます。

またジャ イアソ ト・トーク・ ステーショソ、 こういう位置づけも横田基地にできてま

いりま した。日本全体の核基地を横田基地か ら指揮できる設備でございます。またその

ほかさまざまな核戦争に備えました通信施設が横田基地を中心に張りめぐらされること

になってきたわけで、ございます。

今申し上げま したようなことはマスコミ等も取り上げたりして、まさにだれから考え

ても国民から見れば、既定の事実として見られている状況にございます。そういう事実

を証明する証拠書類も出てまいりました。これも私、一般質問で取 り上げまして、市長

などに質問したことがございます。去年の 4月4日、日米核持ち込みの取り決めの文書

があった、こういう事実が明らかにされま した。秘密文書であったわけでございます。

これは今まで核持ち込みについては藤山・マッカーサ一口頭了解、それからもう一つ岸・

ハーター交換公文というのがあったわけでございますけれども、これ以外に秘密取り決

めがあり、これを日本国民に隠していたという事実を日本共産党の調査団がアメ リカの

国会図書館に行きまして、発見をし、これを国会などでも取り上け'た次第で、ございます。

そしてこの事実を証言するライシャワ一元駐日大使の証言もございました。しかし当時

ライシャワ一大使が、元大使であったために、政府はそれを軽視しておりましたけれど

も、日本共産党のこの文書の発見によりまして、ライシャワーが日本には核兵器をトラ

ンジッ卜している、持ち込んでいるという発言が事実であったということが改めて証明

をされたわけでございます。

横田基地へ核兵器を積みおろししている、日本の上空を核兵器を積んだまま、飛行し

ている、こうし、う証言はアメリカ兵からも次々とありました。ことしもこの 4月発売の

「航空ファ ソ」の別冊に、そういう手記が出ております。これは横田基地、そしてジョ

ソソン基地、埼玉県の基地に勤務していたアメリカ兵が、手記を書いたものでございま

すので、ぜひこの資料なども見て、真実の危険性を認識をしていただきたいというふう

に思うわけでございます。

今申し上げましたような状況の中で横田基地に核兵器が貯蔵されているという疑いが

99%どころか、 100%確実性がある状況になってきております。私はそういう状況の中

で、日野市民の皆さんが絶えず不安な気持ちを抱いていらっし ゃる、そういうことも含

めまして、日野市の防災計画というものを検討してみる必要があるのではないかと思い

まして、一般質問を行ったわけでござし、ます。

この核爆発、それから核兵器の爆発による火災、この被害のことを日野市の地域防災

計画に入れますと、これは大変なことにな ってく るわけでございます。 (rお手上げだ

よ」と呼ぶ者あり)日野市の防災計画には、第2部第 2章では放射線の保安計画という

のもございます。ねらいは一一確かに危険があるかもしれません。日野5社など、そう

いう企業の放射の使用についていろいろと立ち入り検査などを しなければいけないとい

うことになっているわけでございます。これもする必要があるかとは思いますけれども、

私はこれ以上の問題が横田基地の核兵器存在の問題ではないかと、こう いうふう に考え

るわけでございます。

そう いう点から地域防災計画を見直 しますと、大変でございます。防災知識の普及計

画という のもあります。したがし、まして、横田基地の危険についても、さまざま絶えず

日野広報等で日野市民に防災知識の普及をしなければいけないというこ とになってまい

るわけでございます。

それから災害応急対策市機材の備蓄、核爆発事故に備えて、こういうことを本当に市

なりが責任を持って行 うということになったら、どういう防災計画になっていくのか。

災害救助法の適用、こういうことも想像に絶するものがあります。救助・救急活動の計

画、この 日野市の防災計画では本当に不安な現実であるわけでございます。避難計画と

いうのもございます。核爆発のときにどのようなふうにして避難すればよいのか。また

議会で言いにくい言葉ですけれども、死体の捜索・処理、埋葬計画などというものまで

決まっております。想像に絶する時代が予測されるわけでございます。警備計画、ある

いはまた教育委員会にも任務がございます。きょうは教育委員会には質問は申し上げま

せん。応急、教育計画というのがありまして、絶えず核兵器のこの危険性について教育委

員会は、市立小中学校に教育をしなければいけない。社会教育をしなければいけない、

こういうことになってし、くわけでございます。さらにたくさんございますけれども、こ

ういうふうにして日野市の地域防災計画と横田基地の核兵器事故の想定を絡めて考えた

場合、非常に私は重大な問題になっていくというふうに思うわけでございます。
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横田基地の核兵器の中身は今どういうふうになってし、るか、この問題もございます。

最近核兵器が小型化をされてまいっております。 以前は旧型は広島の原爆の100倍前後

というような核弾道など搭載をいたしておりました。最近のアメ リカの核弾道を積んだ

全世界に配置されているもの、あるいはソ連のもの、とういうものは小型化をされま し

て、高性能の火薬にいたしますと、一発20万ト γ程度、瞬間爆発で、壊滅する地域が 7キ

ロ程度となってきております。以前は15キロ程度が一瞬にして壊滅する地域というふう

になっていたわけでございます。核兵器は決して安全ではございません。例えばたくさ

んの事故が起こっておりますけれども、 1961年にもすでにあの沖縄に飛来してまいりま

すB52、これが墜落事故を起こしました。しかし幸いにこのときは核兵器に六重の安全

装置がついていて、五重目までが破壊をされたけれども、六重目が残っていて、核爆発

に至らなかったというわけでございます。このような似たような事故が次々と世界じゅ

うで起こっている現状にあるわけで、いつなんどき横田基地において、あるいは日野市

上空において、核事故がないということは言えないわけでございます。そういう立場か

ら私は日野市長並びに担当部長、または全職員の皆さんが横田基地に深い関心を払って

いただいて、さまざまな対策をとってし、ただきたく、具体的に質問を申 し上げます。

第一間は、タイトルにもございますように日野市の防災計画には、この横田基地の核

兵器の存在、あるいは核事故、こういうものを想定をしているかどうかということでと

ざいます。そして日野市の最北端の地点は、横田基地の最南端の地点から、大体何キロ

離れているか、測定をしたことがあるかどうか。その辺によって担当部の一一私は真剣

味もわかるのではないかと思うわけでございます。この何キロ離れているかということ

は具体的な文書では通告しておりませんので、常識的な範囲でお答えいただければ結構

でございます。

第2問は通告にございましたようにガラッと内容が変わりますけれども、公害一一こ

の防災計画の中でうたわれております件について 1件だけ、質問をいたします。それは

この計画書の81ページにございます日野市の一一これは自然災害という意味合いが強い

かと思いますけれども、災害危険区域に関する調査を、毎年12月末までに公害防災課で

報告するということになっております。例えば去年の日野市の災害危険区域の実態調査

の内容は、どういうふうになっていたか。また防災に関する調査・研究などもすること

になっております。最近程久保地域を中心にして、建築開発技術が進み、宅地の地価が

上がってまいりましたために、宅地造成が急速に広がっているわけでございます。こう

いう斜面地における防災、こういう点での調査・研究などはどのように進んでいるか、

2点目に質問をいた します。以上でございます。

0副議長(一ノ瀬 隆君)

生活環境部長。

O生活環境部長 (藤浪竜徳君) ただいまの御質問にお答えいたしたいと存じます。

竹ノ上武俊君の質問についての答弁を求めます。

まず第一点目でございますけども、防災計画の中で核の事故を想定しているかという御

質問でございますけども、日野市の地域防災計画の中では、災害の類型とし、し、ますか、

形をその原因によりまして二つに分けております。一つの類型といたしましては、風水

害や地震などの自然現象によるものでございますし、第 2の類型は火災、それから爆発

物等の人為的な原因によるものとされております。これらの災害が発生し、または災害

が発生する恐れがある場合に、市は災害対策本部を設置をすることになっておりますけ

ども、横田基地の核の事故につきましては、想定はし、たしておりません。まあ大型の火

災、それから爆発物等でございますけども、これらについては大型の普通の火災でござ

います。したがって先ほども言いましたとおり、核の事故の想定はしていないというこ

とでございます。

それから横田基地への距離の問題で、ございますけども、大体15キロぐらいではないか

なと、このように考えております。

それから第二点目でございますけども、防災計画の中では災害の危険地域に関する調

査ということがございます。その一つでございますけども、浸水、それから冠水の恐れ

がある地域でございますけども、日野市には多摩川と浅川という 1級河川があるわけで

ございます。これが市内を貫通しておりますけども、また農業用水が縦横に流れている

ということで、出水時には十分な警戒を必要とするところでございます。

大きな河川といたしまして多摩川、浅川に関しましては、毎年この 6月でございます

けども、出水時を前にいたしまして、これらの河川lの危険度の高いところを、建設省の

京浜工事事務所、それから消防署、消防団との合同の巡視を行っております。ことしは

6月の23日から、 24日にかけてと29日にかけ、 3日間にかけまして、巡視をする予定に

なっております。そういうふうにいたしまして、台風時のときにおきます警戒個所の確

認をすることになっております。

またこれらの視察によりまして、危険度の高い場所を、 63年度につきましては西平山

の場所でございますけども、堤防の補強工事をするということにもなっております。

それから地滑り、それから崖崩れ等の恐れがある地域、特に開発行為等でこういった

場所がございますけども、これにつきましても毎年市内これらの危険個所に対しまして、
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東京都の多摩西部建築指導課とそれから関係の職員でございますけども、これらは市の

公害防災、それから都市計画課の職員、これらとともに、点検をしております。そうし、

たしまして、もし危険な個所がある場合につきましては、その所有者に対しまして、必

要な措置をとるように勧告を都の方からしていただいております。ことしもこの 6月の

13日、きょうでございますけども、この現地の確認の巡視を行っているところでござい

ます。

それから調査・研究ということでございますけども、特に市といたしましてはそこま

ではまだ進んでおりませんけども、これらにつきましては東京都が精力的に調査・研究

をしていただいております。市の場合を申し上げますと、市内の建築物、建物でござい

ますけども、この町々別のデータを出しまして、都へ提供いたしまして、都の被害想定、

これはマク'ニチュード 7から 8の地震を対象にしたものでございますけども、これらと

ドッキソグをいたしまして、各市の細部の被害想定を割り出してくれると、このような

システムにもなっております。この想定を各市に情報として返してくれる ということに

なってございます。

なお先ほども申し上げましたとおり、宅地の防災対策ということで、昨年は 6件の造

成場所につきまして、所有者に対しまして、また造成主に対しま して、勧告をいたして

おるところでございます。以上でございます。

0言IJ議長(一ノ瀬 隆君) 竹ノ上武俊君。

029番(竹ノ上武俊君) 通告をいたしました際から、あらかじめ今のような回答があ

るということは、予定をしていたわけでございます。今の防災計画は、国自身が核兵器

の存在を否定をして、具体的な対策は何ら国民に示していない、地域の防災計画は国の

法律に従って、その指導のもとでつくる ということになっております。日野市の担当部

長が姿勢が悪いということではなく て、これは自民党政府がそういう指導をしているわ

けでございますので、横田基地が近い日野市といえどもそういうことを想定しておりま

すという答弁はできないだろう、そういうふうに私は推測をいたすわけで、ございます。

しかし横田基地と日野市の最短距離が15キロ程度というのは、ちょっと遠目に測って

いらっしゃるんではないかというふうに考えるわけでございます。まだ新任の部長でご

ざいますので、今まで日野市のク リーソ作戦のために一生懸命であったと思いますけれ

ども、直線距離ではどうかということが核兵器の事故では重要でございますので、ぜひ

御調査いただきたし、と思うわけです。私は地図上で測定をいたしますと、福生のあの横

田基地の滑走路がずっと延びましてきまして、基地のはす.れたところから、日野市のは

ずれ、ここを地図上で目測し、たしますと、 6キロぐらいに見えるんですね。 6キロぐら

いに見えるわけでございます。したがし、まして、どのような小さな核兵器の事故が起こっ

ても、日野市は瞬間壊滅地域に入るということが言えるのではないかと思うわけです。

私は日野市の担当の方々が、まずそういうことから調査をするということも核兵器事故

に対して関心を持ち、ひいては核兵器の撤去に日野市や市民が立ち向かつてし、く、そう

いうスタートになるのではないかと思います。そういう意味で、核兵器を望んでいる市

民は 1人もいないわけでございますので、日野市が積極的に横田基地の実態について調

査を していただくことを強く期待をいたしているわけでございます。

すでに、例えば神奈川県はその努力を始めたようでございます。これは神奈川県でご

ざいますけれども、 5月の新聞記事に出ておりました。神奈川県は横須賀基地を抱えて

いる。ここに原子力潜水艦が入ってきて原子炉がしょっちゅう港に浮いているわけでご

ざいます。神奈川県は現行の防災計画の一部を見直そうと、この改定作業を進めたが、

政府の厚い壁で今作業が暗礁に乗り上げていると、こう報道されております。しかし県

の防災消防課、こういう直接の担当のところは、さまざまな努力・研究をして、 62年度

までに調査の概要をまとめ、 63年度改定ということを目指して努力してきている。今後

どういうふうにこれが展開するかわかりませんけれども、県段階では神奈川県がそうい

うところに着目をして、作業を始めているわけでございます。そういう状況にございま

すので、私は横田基地から数キロしか離れていないこの日野市の地方自治体としても、

重要な関心を持って横田基地の核兵器の存在の実態、こういうものをつかむ努力をして

いただきたいというふうに考えるわけでございます。

すでに私ども日本人は無視されておりますけれども、横田基地では毎年プロークソ・

アローという名前で、核兵器の事故を想定した米軍人等の防災訓練が行われているわけ

でございます。これも事実として、共産党の国会での追及で、政府が認めたものでござ

います。核兵器の事故を想定した演習を米軍人、あるいはその関連家族等も含まれると

思し、ますが、行われているということは、核兵器があるということを予測しないわけに

はいかないわけでございます。アメリカ兵だけが生き残って、我々が全滅するというよ

うなことは、もちろん人道上も現実的にも許すことができない問題でありますので、あ

らゆる観点から私は日野市が横田基地に乗り込んで、実地検証するぐらいの私は制度、

そういうものを見出すための努力をしていただきたい、とういうふうに思うわけでござ

います。

この点についてはひとつ市長から最後に御答弁をいただければと思います。もし日野
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市がその気になってやれば、日野市の平和団体、あるし、は日野市民がこぞって、私は日

野の市に対して協力をし、力添えをすると、そういうふうに確信を持っているものでご

ざいます。

次に日野市の防災関係の調査・研究の問題でございます。去年は具体的には宅地造成

等で6件の勧告があったということでございます。日野市の公害防災の関係の職員の数

も大変少ないわけでございます。この方々がアメリカ軍の飛行機の騒音の調査なんかも

する、さまざまな公害問題も扱う、こういう中でさらに徹底的な危険地域の調査・研究

をせよということを要求しても、実際には困難な点はあろうかと思います。しかし幾ら

開発が進み、建築技術が進みましても、あの程久保、七生地域の丘陵の斜面というもの

はさまざまな形で私は危険性をはらんでいると言わざるをえないと思います。そういう

点で、一一去年は 6件勧告をされたということでございますけれども、これを本格的に

東京都や日野市が調査をすれば、もっともっといろいろな事態が予測されるというふう

に思うわけでございます。そういう点ではさらに予算措置その他もとりまして、年 1回、

数日間調査をするだけではなく、もっともっと日野市の防災上の実態を特に丘陵・斜面

地帯、こういうところにスポットを当てて、対策を立てていただきたいというふうに思

うわけです。私も浅川、多摩川の雨水期の増水状況についてはときどき車でございます

けれども、見て回ることがございます。万全だとは申しませんけれども、なかなか今護

岸工事がよくなってきておりまして、 「うん」となかなか、だんだん十分になってきた

なという感じが、日野市の河川についてはする状況が見えます。しかしこの丘陵地帯の

事故というのは、今まで何件か起こっておりますけれども、何せ急、に宅地造成が進んで

きたわけで、ございます。今まで建築協定や、開発の協定について日野市が断り続けてい

た地域も数年、十年とたって、次々と許可をされまして、前にも一般質問で取り上げま

したように、自然の樹木が生えていた地帯はほとんどもうなくなって、住宅・マンショ

ン・アパート等になってしまったというのが実態にありますので、特段に力を入れて調

査をしていただけるかどうか、再質問をいたしたいと思います。

0副議長 (一ノ瀬 隆君) 再質問について答弁を求めます。

生活環境部長。

O生活環境部長(藤浪竜徳君) 後段の件でございますけども、た しかに市内の中には

災害の個所が大変多いわけでございます。崖崩れ等の事故も今までに何回かございます。

そういった中で、できる限りの状況を調査いたしまして、それなりの対応をしたし、と、

このように考えております。以上です。

0副議長 (一ノ瀬隆君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 質問を聞いておりまして、どうお答えすべきかちょっと困っ

ております。我々の自治体防災計画というのは、経験的にあるいは今日の科学の類推の

できる範囲を対象としておるということでありまして、全く予測以外のまたあり得ない

というふうに信ずる以外にはないような領域まで防災の対応をするということは、能力

的にも全く不可能であります。したがって、核兵器等の事故に関しましては、圏内の各

自治体とともに、その廃絶の願し、と、それから平和であってほしいとしヴ願望を持って、

平和都市宣言等を行っておる。そして世界の自治体に連帯をして、大きい世界的世論に

しようと、そういうことが、自治体の発想する範囲でありまして、超史上とし巾、ますか、

考えられないことに対応してどうするかということは、不可能というふうに言わざるを

得ません。したがってあり得ないことではありますが、そのあり得ないことをよりあり

得なくするためのそれが一番のなし得る対応だろうと、こういうふうに考えております。

したがし、まして、具体的なお答えはできないわけでありますけど、なおそういう日本の

非核三原則、あるいは核兵器の将来廃絶という方向にのみ、運動の可能性を用意をする

と、こういうことであります。

近ごろ一番あり得る可能性の中の原子力発電の事故としヴ、ソ連が一昨年経験をした

チェルノブイリの事故、これらに対しては、これはし、わゆる原子力装置が存在するとい

うことですから、これに対しては科学の想定できる範囲、それから人知の類推できる範

囲として取り組むべき大きい課題であろうと、このようには感じております。まあ私の

お答えし得る能力としては、その程度でございます。

0副議長(一ノ瀬 隆君) 竹ノ上武俊君。

029番(竹ノ上武俊君) 最初に部長から答弁がございました点につきましては、さら

なる努力をお願いするわけでございます。毎年6月下旬にでしょうかね、そういう市内

の調査を東京都などと一緒に行うということでございました。災害が起こってからでは

間に合いませんので、 6月定例会で取り上げましたけれども、台風等が来る前に徹底的

な調査をしていただいて、指摘すべきところは大胆に開発業者に対しても、また住民の

方に対しても勧告などをして、私は対策を進めていただきたい、いただくべきである、

こういうふうに考える次第でございます。

市長の答弁でござし、ますが、まあこれも無理からぬ答弁ではないかというふうにも思

うわけでございます。それで市長がおっしゃったように、世論の力で、核兵器がありと

すればそれを撤去させてし、く、核兵器の廃絶を一刻も早く 実現をしてし、く、これは正論
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であるというふうに私は思います。

私も冒頭申し上げましたように、この横田基地の核兵器の存在の問題や、事故の問題

を防災計画の範鳴に入れて論じようということで、今回取り上げたわけではございませ

ん。しかし神奈川県が例えば行ったこの防災計画に、原子力潜水艦の災害の問題を取り

入れようとした問題、神奈川県では放射性物資の方に原潜・原発事故を明示し、その具

体的な対策を示すという方針を立てて、いろいろ作業を進めたところが政府の厚い壁に

阻まれた。米軍の軍事機密に阻まれたというものでございます。そしてその発端になっ

たのは、アメリカのスリーマイルの原発事故、ソ連のチェルノブイリの原発事故、そし

てさらにはノミーミューダ諸島沖で起きたソ連の核ミサイル搭載ヤンキ一級原潜の沈没事

故、こういうのがあったわけでございます。こういうことから横須賀基地を持つ神奈川

県が防災計画に具体的に組み入れようとしたわけで、ございます。しかしもちろん原子炉

の爆発も大変なことが予測されます。核兵器も同じ理由によって、核爆発は行われるわ

けでございます。御承知のように原子の核の分裂反応によって、エネルギーを発生させ

て行うのが一方は原子力発電であり、一方は原子爆弾、核兵器と、こういうふうになる

わけであります。使う材料も原子力発電の場合は天然、ウラ γとか濃縮ウラ γ、プルトニ

ウム、そういうものを使っていきます。もちろん原子力発電も危険です。例えば100万

キロワットの発電をするには、広島級の原爆の約 3倍の死の灰が排出をされるという計

算になっております。私たち日本共産党は、使用済み燃料の問題、あるいはその燃料の

再処理の問題、あるいは再処理から生まれるプルトニウムのプラトンニュームが核兵器

の原材料として使われる。こういう点に着目をして戦後一貫して原子力発電の問題につ

いての政策を出し、安全の点と原子力の平和利用の点と統ーして、さまざまな運動を今

日に至るまで活発に続けてきているわけでございます。ところが核兵器の方は、すでに

広島で我々被爆をした経験を最初といた しまして、日本国民がさまざまな形で核兵器の

被害を受けてきております。そして世界でも核実験等の被害が次々と顕著になってきて

いるわけでございます。より以上に危険な核兵器が横田基地にあるということが、方々

から指摘されている今日でございますので、市長の苦悩は察しますけれども、今政府が

核持ち込みはない、アメリカが言うことを信じております。そうしヴ状況にある中にあっ

て、私は日本国民の運動として、日野市など横田基地関連の地方自治体が率先して、基

地の中に立ち入り調査を求める、この戦いを起こすことが、市長がかねがね目指してお

られます核兵器廃絶の世論を高める、その上でも大きな力になり 、行動になり、 運動に

灯をともすことになる。とういうふうに確信を しているわけでございます。そういう意

味でひとつ今後勇気を持って、関連自治体とも手をつないで、この問題に取り組んでい

ただくよう本日は要望をしておきたし、と思います。また機会がありましたら、この問題

について取り上げてまいるつもりでございますので、ひとつ担当の部も含めまして、関

連市町村も調査をしていただきまして、対策を進めていただくように心から願うわけで

ございます。

最後に若干の意見を申し上げておきたし、と思います。それは本定例会におきまして、

あるいはただいまの一般質問におきまして、日本共産党の見解に関する部分で大変な誤

解を市民に与える発言などがございましたので、時間をいただきまして、若干正確な発

言をいたしまして、市民の皆さんの御理解、また市長なり市職員の皆さんの御理解を得

たし、と、こういうふうに考えているわけでござし、ます。

最初に間接税の問題についてでございます。自民党の発言の中には、新型間接税は軍

事費などには使わない、こういうような日野市議会における発言がございました。とこ

ろが自民党の政策をつくる責任者とも言える渡辺自民政調会長が、大型間接税は米国並

み軍備のためというような趣旨のことを本に発表されているわけでございます。これは

読売国際経済懇話会というところで、講演があったものを iTH 1 S 1 S Jという雑

誌の 6月号に収録をされているわけでございます。全文は紹介できませんけれども、そ

の一部が新聞に発表されました。防衛費が今後減っていくことにはなりません。アメリ

カといろいろ約束をしておりますので、 今後防衛費を伸ばしていかなければいけません

と、堂々と渡辺氏はおっじゃっているわけでございます。そして軍事費などが、あるい

はODA、戦略的なアメリカに加担するための海外援助でございます。こういう ODA

などのふえる部分の方が多いと、財源をどこに求めるかというふうに、講演会で質問が

あったそうでございます。それに対して渡辺自民政調会長が、やはり間接税というもの

をもう少し重視したらどうなんだという議論が出てくるのも当然、のことだというふうに

答弁いたしまして、るるこれが軍事費の財源不足を補う点でも間接税を実行するんだと

いうことを、公式の場で発言されておりますので、一つの例証としてここで私は発言を

しておきたし、と思います。

次に日本共産党の上回副委員長の国会での発言をイソチキ呼ばわりする発言もござい

ました。 4月7日、国会で上田耕一郎副委員長が質問を行っております。そのときに日

本の軍事費が米ソに次いで世界第 3位とな っているということを詳細に上田副委員長は

立証して質問をしたわけでございます。しかも引用をしたのは、アメリカのへイズ米太

平洋司令官が 3月15日の米上院軍事委員会で証言した内容を引用しております。最近の
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1ドル128円の為替レートで、給与と年金計画を含めれば、日本の防衛予算は今やイギ

リス、フラソス、西ドイツを超えていると、こういうふうにへイズ司令官が証言したわ

けでございます。これをもとにして海上警備費、軍人恩給などを含むNATO並みの計

算をして、 軍事費を割り出し、国会で取り上げまして、日本の軍事費が世界第 3位であ

ることを発表しました。西ドイツが337億ドルで、しょうかね、単位については若干あれ

があるかもしれませんが、日本がこれを超えて360とし、う計算になりますので、米ソに

次いで日本が第 3位、そのほかさまざまな計算方法 9通り示しまして、上田副委員長は

日本の軍事費が世界第 3位に達していることを立証しつつ、質問したので、ございますの

で、そのことをひとつ明らかにしておきたし、と思います。

また自民党の発言では共産党が勝手に税制協に入っていないという趣旨の発言がござ

いました。これは国会並びにテレビ討論会等でも日本共産党が公表しておりますのが、

真実でございます。日本共産党は議長あっせん案が確かに直接税・間接税の比率を訂正

しましようという趣旨であったために、このあっせん案には反対をいたしました。しか

し税制協が密室協議にならないため、公開の席で、議会制民主主義にのっとって行われ

んがために、税制協自身には議長あっせんは反対で、あるけれども、加入する申し出を行っ

たわけでございます。国会の議運、その他におきまして、話し合いが行われた際、自民

党は共産党の加入を認めたけれども、ほかの党などが反対して話が合わす・、共産党が排

除されるというのが、真実と報道されているとおりでございますので、そのとおりに御

判断をいただきたいと思います。例え趣旨がどうであろうと、国会の政治の機関がもし

設置される場合には、あるいは政党同士の協議団体が設置される際には、日本共産党は

堂々と加入して、正論を述べて言論の場で戦ってしぺ。これが方針であります。

最後に憲法五原則の問題でございます。日本共産党は、憲法五原則ということを確か

に1974年から、そうし、う言葉を使っております。これは戦後一貫して、憲法の草案を提

案したときから、憲法の中に盛り込まれる民主的条項といたしまして、五原則と言われ

るものを提案をいたしてまいっておりますが、言葉として正式に使い出したのは、 1974

年以来という ことになっているわけでございます。それには根拠があるし、森田市長が

ここで答弁されたことと全く共産党の見解も一致をしているわけでございます。憲法前

文にある国民主権と国家主権、これは明々白々の憲法の原則になるわけでございます。

恒久平和、基本的人権、これらは憲法学者と言われる学者の皆さんが憲法三原理という

ことでおっしゃっていることであり、間違いではございません。しかし日本共産党が特

に日本国憲法の中で原則として位置づけるにふさわしいということで、議会制民主主義・

地方自治も原則として入れるということで、五原則ということを言っております。

しかしこれはもちろん日本共産党だけの単独の見解ではございません。問題は森田市

長もおっしゃったように、私はその憲法の中身がどういうふうに原則がなっているのか、

学説がどうであるかというようなことが私は問題ではないと思います。と同様なことを

ある雑誌で名古屋大学の室井力と呼ぶんでしょうかね、 「室井 力」とし、う先生がおっ

しゃっております。今私の控え室の引き出しの本から見てまいりましたので、書物でも

ちゃんとあると思いますけれども、この先生がおっしゃっております。日本国憲法の地

方自治の問題については、いろいろ学説がある。これについては、地方自治の本旨とい

うものを既定概念、あるいは原則というふうに確立されたものだというふうに言う説も

ある。固有権説、あるいは承認説、制度的保障説、市民主権説、人民主権説と、いろい

ろと学説があるそうでございます。しかしもちろん多数の方はこの五原則を肯定するよ

うな論説を出して、論を出しておられるそうでございますけれども、五原則という言葉

はないにしても、この地方自治を一つの原則とするということが大事である。こういう

趣旨のことをこの室井先生もおっしゃっております。こういうことで日本共産党がもち

ろん単独で五原則を主張しているのではなく、憲法そのものの中に、五原則が、戦後の

日本国民、あるいは世界世論の中でかち取った民主的な条項として確立している、こう

いう点で五原則が存在しているわけでございますので、そういう点で私たちはこの問題

を見るべきである。日本共産党と市長との関係を誤解を生むような形で、五原則の学説

がどうであるとかこうであるとかというようなことで、共産党の憲法についての主張を

ゆがめるような発言をされることは、甚だ迷惑でございますので、こうし、う学者の見解

も含めまして、発言をしておきたし、と思うのでございます。以上をもちまして、本日の

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 8のし日野市地域防災計画に米軍横田基地

の核事故は想定しているかの質問を終わります。

本日の日程はすべて終わりました。

明日の本会議は午前10時より開議いたします。時間厳守で御参集願います。

本日はこれにて散会いたします。

午後 5時55分 散会
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昭和 6 3年
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16番 I司= 橋 徳、 次 君 17番 鎖 野 行 雄 君

18番 一ノ瀬 隆 君 19番 キ反 I百 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 里 ) 11 重 憲、 君

24番 古 賀 俊 日召 君 25番 谷 長 君

26番 市 ) 11 資 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
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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

企画財政部長 長谷川暢男君

市民部長 大貫松雄君

清掃部長 坂本金雄君

建設部長 永原照雄君

水道部長 橋本栄寓君

教 コ円と~ 長 長沢=郎君

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

書 記 田中正美君

書 記 佐々木茂晴君

書 記 斉藤令吉君

午前10時 9分開議

収 入 役 加藤 郎君

総務部長 山 崎 彰 君

生活環境部長 藤浪竜徳君

都市整備部長 前田雅夫君

福祉部長 高野 隆君

病院事務長 大崎茂男君

教育次長 砂 川 雄 君

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21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 9のし 用途地域の見直しと市街化区域内農地のあり かたについての通告質

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) おはようございます。

それでは、 通告に従いまして、用途地域の見直 しと市街化区域内の農地のありかたに

ついて、質問をいたします。

次 長 主方留春君 用途地域の変更につきましては、 これは前に広報で知らせてあるように、東京都が昨

書 記 濃沼哲夫君 年の 6月に策定したものを基礎に してつくられた、というふうになっております。

書 記 小林章雄君 そこで、現下の情勢というのを見ますると、非常に社会事情が急激に変化 しまして、

高齢化、それから高度情報化、さらには技術化というか、科学技術の変化、それから社

昭和63年 6月15日(水)

午 前 10 時開議

会のことも重なって、社会環境というのは大きく変わってきたということは、事実であ

ります。

そこで、用途地域の変更がどのような形でなされたか、ということを見てみますると、

このような東京都の指定基準に従いまして、日野市の指定内容というのは、地域の安定

や発展に果たした役割等を留意しまして、必要に応じて適切にこの内容が変更なされる、

ということであります。

そこで、まとまった素案、見直し作業の予定等を見てみますると、市素案の作成が昭

和63年 1月になされ、広報に掲載され、住民説明会、日野市都市計画審議会、日野市案

を東京都へ提出をし、園、都と調整をし、都案が決定して、都市計画の決定告示という

ことになるわけでございます。

そこで、この都市計画の決定告示は、来年の 3月ということになるわけでありますけ

れども、今回、見直しをするに当たって、特に留意した点等もたくさんあるんじゃない

か、と考えております。

そこで、日野市の都市利用計画等を見てみますると、市街化区域内の商積というのは

一体どのくらいあるか、ということと、この調整区域の面積が一体どのくらいあるか、

ということもあわせ考えてみると、依然として、前に決められたときと、面積につきま

しては同じであります。

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 小野口純子君

議事日程

日程第 1 一般質問

本日の会議に付した事件
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そこで、先ほど申しました、急激に変化する社会情勢の中におきまして、日野市の果

たす役割、これは一体どのようなものなのかということも、やはり考えて行われたとい

うことに、私は理解をしているわけでありますけれども、非常に思い切った措置がとら

れていない、というように感じないわけでもないわけでございます。

どうしてかと申しますと、これらの用途地域の見直しの素案を見ると、見直し箇所、

この一覧表というのを見ますると、第 1種住宅専用地域から始まりまして、コード地域

に至るまで、 53カ所というのは、日野市の都市計画用地等の見直しの素案ということで、

見直し箇所の一覧表というのに載っているわけでございます。

そのようなことを踏まえまして、これから日野市が21世紀に向けまして、どのように、

よりよく、安全に、しかも利便ある都市として発展していかなければならないか、とい

うことを考えてみると、どうしても用途地域の素案の中に、農地をいかに都市的利用を

図りながら取り入れていかなければならないか、ということが必須の条件になる、と私

は考えております。そのような観点に立ちまして、今回、質問をさせていただくわけで

そこで、日野市というのを、また、今は人口もやはりあわせ考えてみなければならな

いということになると、約15万8，000。今は中堅的都市として、健全に発展を遂げ、秩

序ある整備が図られている、ということであります。この点につきましては、そこで、

この62年度の 6月の用途地域等に関する指定方針、並びに指定基準に基づいて、この地

域性、土地利用の実情等を考慮して、用途地域の見直し、というふうになったわけでご

ざし、ますけれども、この用途地域の見直しで、基本構想、にのっとった、今回のは、新し

く出たのを見ますと「緑と文化」というふうになっていますけれども、前のは、 「緑と

清流と太陽の都市」というふうになっております。その実現を目指して、いかなる努力

が払われたかという点が、第 1点でございます。

第 2点といたしまして、我々を取り巻く社会環境というのは、先ほど申しましたよう

♂に、急速なる変化を遂げ、まず、言われることは、先ほども申しましたように、高齢化、

情報化、科学化、国際化等である、ということを私は自認いたしております。その中に

おきまして、この「緑と清流と太陽の都市」日野を、これからの今まで申しましたよう

な複雑な社会の中に、これから突入するわけであります。その突入に際しての備え、そ

うなると、やはりどうしても、ただし、ま申し上げましたような福祉、または科学技術、

産業、国際感覚等の育成とか、または、最後には、どうしても、こみれは世界共通の国

民一一世界人民が求めている平和ではないか、と思うんです。それらの目標というのを

完遂させるために、実現させるために、よりよく充実をさせ、発展させていかなければ

ならない、というととになると、私は非常にこの用途地域の見直しと、市街化区域内の

この中にある農地のあり方というのが、非常に大きな、重大な課題となって浮上してく

るのではないか、と思うわけであります。これを解決しなければ、私は21世紀に向けて

の、行財政と市民が一体になって考えていかなければ、どうしてもこれらの大きな問題、

課題は、解決することができないんじゃないかと思うわけです。

それには、一体どうしたらし巾、か、ということになりますと、この見直し等が行われ

る中におきまして、一体、市民が、縦覧というような手続はありましたけれども、どの

ような形で参加したかということも言わなければならない、というふうになるわけであ

ります。

しかし、この中におきまして、土地というものは、つくられるものではなく、 または

法によって所有権は保護されているわけです。その所有権を保護するには、不断の努力

を必要としますけれども、単に不断の努力じゃなくて、これは国民に与えられた権利で

あると同時に、また、これらを行うという場合におきましても、あくまでも主権在民を

ございます。

そこで、全部で10問でございますけれども、 4問までを、ひとつ、先にまとめて質問

をいたしたいと患います。

第 1問としまして、日野市の目指す都市像、これは「緑と清流と太陽の都市」という

ことでございます。これは、ただし、ま申しましたように、社会情勢、経済情勢の変化等

を考慮、して、自然と人との調和するまちづくりが計画をされ、まさに推進される。この

実現を目指しての理想像ー一一理想像 じゃなくて、もう実現を目指して、市民が求めてい

るものなんです。そのあたりをよく踏まえて、日野市というのを考えてみると、幸い日

野市には、南には丘陵があり、また、 その真ん中あたりには浅川が流れ、北には多摩川

が流れている。それで、南の方から西を見渡せば、丹沢、それから富士、それから秩父

の連峰が見えるとしヴ、非常に風景、眺望には恵まれた、よい土地であります。昔から、

歴史というのは、私が申すまでもなく、皆さん御存じのとおりに、非常に歴史的、また

文化にも恵まれた土地である。私も、 日野に生まれてよかった、というふうに、今さら

ながら考えている、というところであります。それは、皆様方も同様 じゃないかと思う

んです。

その、住んでよかった、この日野市の土地を、やはり議員の方々が先頭に立ってやっ

ていく。これは、行政とよりよく協力をして、よりよい、しかも安全な、利便のある快

適なまちをつくるということではないか、と私は考えております。
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尊重していかなければならないということが、大きな基礎になるのではないか、と思う

わけです。その基礎が守られなければ、基本的人権というようなものは、到底私はあり

得ない、とこういうふうに考えているものでございます。

そうなると、当然、 憲法を市政に反映する日野市でありますので、このような中にお

きましても、憲法の理念を反映して、しかも実現をさせなければならない、というふう

になるのではないでし ょうか。それらに向けて、行政と市民一人ひとりが話し合いを基

調にいたしまして、確実にこれを、この実現に向かつて進んでいかなければならない、

とい うことであります。そのような形で、もし推進していけば、当然、この日野市の目

指す都市像、 「緑と清流と太陽の都市」とい うのは、実現をし、私は、 21世紀までには、

理想、ではなくて必ず実現するのではないか、と思うわけでございます。

このような観点に立って考えてみる と、それこそ来るべき21世紀は、安全で、快適で、

しかも利便な 日野市がつくられる、とし、 うことになると、市長がおっしゃっておる、ふ

るさとの我がまちというふうになるのではないか、 と思うわけです。そのあたりにつき

まして、私は、指導的立場にある行政が、その果たす役割とい うようなことを考えてみ

ると、 2問の、急激に変化する社会情勢は、日野市に対し多様な役割を求めている。 そ

こで、用途地域の見直 しに際 して、特に配慮、された点を、 お伺し、し、7こすわけで、ございま

それから、第 3問としま して、用途地域の変更は、過去、 48年と56年に行われたわけ

であります。用途地域の見直しは、先ほども申 しましたよ うに、良好な環境を保全する

観点から、この広報を見ますると、最少限度にとどめた、ということになっているわけ

でございます。その緑と清流を基調にしながら、快適な住空間の確立を目指 して、計画

的なるまちづくりが推し進められる、ということであります。その中におきまして、土

地区画整理事業等も行われ、よりよいまちづくりを実現するための、最も有効なる手段

として、今、行われているわけであります。

そのような中におきまして、先ほども申しましたように、市街化区域と調整区域とい

うのは、ほとんど同じ一一一前のときの、用途地域の見直しをしたときと大差がない。こ

れは、先ほど申しましたように、必要最少限度の範囲内にとどめた、ということになっ

ております。

そこで、私は、この市街化区域が、 2，240ヘクターノレ、調整区域が471ヘクタールで、

この中には、多摩川の河川|ということで、河川の公園が349というのが含まれています

けれども、全く変化が見られないといってもし北、んじゃないか、と思うわけです。

そこで、この市街化区域内の農地の計画的な都市的利用というのが図られていないと

いうことで、どうして図られないかということの理由と、市の考え方というのを、第 3

問として、お伺いするわけでございます。

それから、 第4問としまして、 62年春より、非常に地価が暴騰されてきております。

そのような中におきまして、来年、 64年の 4月、この用途地域の見直しというのが、確

実に行われるわけでございます。

そこで、非常に地価が暴騰した、狂乱とい っても、私はよいんじ ゃないかと思うんで

す。その中におきまして、幾分の値下が りは したとし巾、ますけれども、今、日野市にお

きま しても、監視区域になっていて、 監視ということになると、その届け出をしなけれ

ばな らない。 そのような関係で、新聞を見ますと、地価の値下がり等を、監視区域であ

るがために、 価額が一定に押さえられて、 高いと ころでと どまっている、というような

ことも、 新聞には書いてありました。しかし、 依然土地は、地価は異常な高騰といって

も、私は差し支えあるまいんじゃないか、と思うわけでございます。

このような中におきま して、行政は一刻も とどまる ことなく、日野市におきま しては、

緑と清流を基調とした快適な市民生活を確立するために、 一刻もとどまる ことなく、そ

の実現に目指 して、 行政は動いているわけでございます。

そのような中におきまして、市民生活の確立、 これは公共用地の取得が非常に大きな

ウエートを占めるわけです。そのためには、大きな財源を必要と し、 しかも予算は限ら

れている。そのような中におきま して、いかに財源を有効に駆使して、公共投資を推し

進めなければならないか、ということになると、非常に地価の暴騰が大きな障害になっ

て、前途に立ちはだかるというふうに考えても、間違いではないんじゃないか、と思う

わけです。

そのような中におきまして、この用途地域を見ると、それぞれの設定目的に対しまし

て、それぞれの計画があって、しかも合理的に都市構造を確保するというような形のも

とに、進められているわけであります。また、進める過程におきましては、この法律や

規則等の規制もあり、非常に難しい問題もあるわけでございます。

そのような中におきまして、再三、申し上げますけれども、安全と利便と快適を求め

て、事業を、行政を推し進めていかなければならない、ということになると、非常に大

変じゃないかと思うわけです。

それで、ここで言う、前に緑のマスタープラン等も出ているわけです。これ、基本構

想です。基本になるものです、緑の。一一それで、それに基づいて、私は、緑というこ

す。
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とになると、運用されて、また、しかも管理されているのではないかと思いますので、

そのあたりにつきまして、これらのプラソにのっとって、それらの用地を、または取得

する、またはそれらを、その計画をしてつくる、というふうになると、 一体、公園とか

緑地等を見て、膨大な財源を必要とするのではないか、と考えております。

そこで、これらを実現するということになると、前に天野議員が質問したときでした

か、どなただか、ちょっと忘れましたけれども、このプラ γに基づいて、このような計

画を推し進めていくということになると、非常に大きな、膨大な財源を要するんだ、と

いうような部長の答弁もございました。そのようなことはありますけれども、私は、計

画がある以上、この計画にのっとって、財源等の裏づけはできなくても、計画というこ

とはあってもよろしいんじゃないか、という観点に立つての質問でございます。それが、

この 4番目の、市街化区域内の都市計画を積極的に推進していると思われるが、日野市

全体が終わるまで何年かかるか、または事業費、特に、その市の持ち出 し分というのは

どのくらいかかるか、ということをお伺し、し、たします。

以上、 4点につきまして、第一段階として、質問をいたします。

以上です。

0議長(市川!資信君) 谷 長一君の質問についての答弁を求めます。都市整備部長。

ざいます。

2番目は、用途地域ということでございます。

国の方針といたしましては、社会経済の変化に対応するということで、いわゆる全都

的に、いわゆる都道府県単位で見直すスパソを、おおよそ 5年ということに置いており

ます。その問、必要に応じて変更をしてし、く、とそういう考えを持って実施をしている、

ということでございます。今回の見直しは、 5年とはいきませんけれども、おおよそ 5

年ということで見直しをする、ということでございます。

用途地域につきましては、国の、いわゆる全国の国土利用計画とし、ぅ、そういう問題

から発しまして、国が一つの物差しを示すわけでござし、ます。その物差しにのっとりま

して、都道府県が用途地域等の見直しの方針を定め、さらには指定基準を定めまして、

積み上げてし、く、とそういうことになっております。

東京都につきましては、昭和62年に用途地域等に関する指定方針、及び指定基準とい

うものを、東京都の都市計画審議会の意見を聞きまして、定めております。これは、東

京都だけがつくるということじゃなくて、市町村の基本構想とか、あるいはそういうも

のを踏まえまして、東京都としての方針なり基準をつくるわけでございます。この方針

及び基準をもとにいたしまして、各市が原案を策定をしてし、く、ということになるわけ

でございます。

この原案策定につきましては、当然のことではございますけれども、それぞれの市と

いたしましては、市の上位計画に当たります基本構想、あるいは基本計画、その他の計

画がありますれば、その計画をもとにいたしまして、作業に入る。

一方では、市民の要望、あるいは業界筋も含めましてありますし、また、議会からの

指摘、それから提言等もあるわけでございます。そう いうものを踏まえまして、市が原

案をつくるわけでございます。

原案をつくりまして、本年の 2月でございますけれども、原案を市の広報で公表いた

しまして、さらには説明会を市内 2カ所で開きまして、市民の意見を直接伺い、その上

で日野市の都市計画審議会に諮りまして、市の原案を定めたわけでござし、ます。

現在、この原案につきましては、東京都の方に申達をいたしまして、東京都が各市聞

の調整でありますとか、それから、建設省との調整とか、そういったものをいたしまし

て、東京都の都市計画審議会に諮りまして、都知事が定めるというものでございます。

なお、この中で、コード地区でありますとか、防火事務公開につきましては、市長権

限で決定をする。しかしながら、都知事の承認事項になっておりますので、これらも東

0都市整備部長(前田雅夫君) それでは、 JI原を追いまして、お答えをいたします。

まず、基本構想、の都市像でございますけれども、昭和57年の12月に、第 2次の基本構

想を策定しております。その中で、第 2章第 1節の中で、都市像をうたってございます。

日野市の都市像としては、 「緑と文化の市民都市」ということになっております。

さらに、この 「緑と文化の市民都市」を 3要素といた しまして、分けております。そ

の一つが、ただし、ま議員さんがおっしゃいました「緑と清流と太陽の都市J、2番目が

「文化と潤いの都市」、 3番目が「人間尊重、自治参加、連帯の都市」ということになっ

ておるのでございます。お話しのように、用途地域につきましては、 「緑と清流と文化

の都市」、ここに該当する、そういうものでございます。

第 1番目の質問でございますが、ただし、ま申し上げました 「緑と清流と太陽の都市」、

この実現を目指しまして、用途地域の見直しに当たって、どう努力をしたか、というこ

とでございます。

これらの用途地域の見直しの手続をお話をして、御理解をいただきたし、と思います。

この用途地域等につきましては、二つございます。

一つは、通称、線引きと称しているもので、市街化区域及び市街化調整区域の件でご
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京都の審議会にかかる、とそういうことでございます。

この最終決定の段階では、広告縦覧等もございまして、さらに、いわゆる都民と して

の意見を聴取ができるように、そういう手はずで進んでいる、ということでございます。

したがし、まして、御質問の「緑と清流と太陽の都市」の実現につきましては、そうし、

うプロセスの中で、市としても努力をしている、ということでございます。

2点目は、用途地域の見直しに際しまして、特に配慮をされた点は何か、ということ

でございます。

先ほど、手続の過程でありますとか、そういう ものをお話ししたわけで、ございますけ

れども、都の方針及び基準をもとにし、市の置かれているいろんな状況を考えた場合に、

幾つかの原則というようなものが、当然、出てくるわけでございます。幾っか申し上げ

ますと、一つは、線引きの問題でございます。現在は、動物園周辺と、それから浅川l及

び多摩川が、市街化調整区域になっております。それ以外は、全部市街化区域になって

おります。

御承知のように、市街化調整区域とし、し、ますのは、いわゆる現状のまま置きまして、

いわゆる農地でありますとか、あるいは、自然、を良好な形で保全をする。いわゆる、開

発を積極的にしない。そういう区域が、調整区域でございます。

市街化調整区域とし、し、ますのは、都市基盤整備を積極的に行いまして、宅地等の供給

をする、とそうし、う地域が市街化区域でございます。

先ほど、都市像の中にございます「緑と清流と太陽の都市」、それから、現在の日野

市内の開発の状況、発展等を考えますと、市街化調整区域をさらに縮小するということ

は、非常に日野市の将来に問題があるのではないか、ということで、今回の見直しは行

わない。見直しはしましたけれども、変更は行わない、とそういうことでございます。

2番目は、用途地域に関係いたします建ぺい率、容積率の問題がございます。これは、

環境と、それから土地利用と裏腹の関係にございまして、環境の保全、各保護、最優先

にいたしますと、建ぺい率、容積率はできるだけ低い方がし、い、ということになるわけ

でございます。

一方、このように地価が高騰しておりまして、各いわゆる市民の方が土地利用をさら

に有効に、それから、生活の住居環境をさらに向上させる、という見地から見ますと、

建ぺい率、容積率を上げた方がし、ぃ、とそういうことになるわけでございます。

したがって、非常にこの辺の問題、難しいわけでございますけれども、建ぺい率、容

積率を上げるということは、 一つ、大前提があるわけでございます。これは、都市基盤

整備が整っているところは、建べい率、容積率を上げても、住居環境にはそう大きな影

響は出てこないということで、将来的には、日野市は、現在も区画整理等、下水も含め

まして、いろいろ努力をしているわけでございますが、そういう都市基盤整備が整った

段階で、一定のところまで上げるべきであろう、というふうな考えで、できるだけこの

建ぺい率、容積率のアップにつきましては、抑制をした形で今回の見直しをしている。

ただ、例外的には、民間開発と、市も含めまして、道路整備が、区画整理以外の手法

で進みまして、道路率が上がり、住宅化がかなり進んでいるようなところは、例外的に

今回、見直 しをし、さらに、市が都市基盤整備を予定しているところは、現状のままで

置く、とそういう考えを持っているわけでございます。

それから、 3点目は、商業及び業務の活性化の問題でございます。これは、特に駅周

辺、それから、 一部、幹線道路の沿道という ことになるわけでございますけれども、そ

の中で、豊田及び日野駅の周辺でございますけれども、商業系の地域を、若干、拡大を

する。

さらに、今まで商業地域につきましては、第 3種コードをかけておりましたけれども、

この第3種コードを外す、というような方針で、見直しをした。

その他につきましては、地形、それから私物の変更等によりま して、現在の用途地域

の境界が不適切なものを見直した、とそうし、うことでございます。

第3点目でございますが、市街化区域内の農地の計画的な都市的利用は図れないのか。

その理由について考え方を開きたい、ということでございます。非常に難しい問題では

ございますが、この市街化区域、いわゆる都市の中にある農地というものが、非常に複

雑な立地をしているんではないか、というふうに見ておりまして、いろいろ見方もあろ

うかと思いますけれども、まず、所有者側から見てみますと、日野のように、都市近郊

の農家ということになりますと、市場というものを非常に近くに持っておりまして、い

わゆる出荷とか、そういった経費が非常にかからなくて、いわゆる遠距離の農業地帯に

優先するような、そういう農業経営ができまして、農業経営の意欲もかなり高いという

ことも、一つ挙げられると思います。

それから、一つは、現在、問題になっております地価の高騰でございます。およそ 2

倍から 3倍というような話があるような中で、いわゆる農家としての資産価値、こういっ

たものが増大をしている、ということでございます。

それから、社会的に見ますと、し、わゆる一般の市民の立場から見ますと、この農地と

し、し、ますのが、風景でありますとか、静音の保持とか、あるいは防災上の、いわゆる避

。。
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難空地としての活用も可能でございますし、あるいは、大雨が降ったときの調整地の役

割もしている。また、お子さんを初めとするところの教育的な役割も果たしている。ま

た、自然浄化という大気汚染の浄化、こういったものの役割もある、とそういった一つ

の要請もあるわけでございます。

行政側から見ますと、どういうものがあるかとし巾、ますと、これは期待をするところ

もあるわけでございますけれども、まずは、先ほどお話もございましたけれども、所有

権の問題でございます。地価が上がりまして、よく日本の土地については、経済の中で、

土地本位制という言葉まで出るような状況でございます。

そういう中で、行政側として、所有権の制限をどこまでできるか、というようなこと

が、いろいろ政府並びに関係者の中で、論議されているところでございます。この辺の

問題が、かなり公共施設整備、いわゆる社会資本の整備に足を引っ張っていることは事

実であろう、というふうに見ております。

2番目は、地価対策でございます。いろいろ国土利用計画法をもとにいたしまして、

実施しておりますけれども、現在、公共施設の整備を進める上では、かなりの大きな|盗

路になっている。この辺の問題を、どうしても考えていかなくてはいけない。

それから、あと一つは、土地の税制の問題でございます。これも、いろいろ論議され

ておりますけれども、決め手になるようなものは、まだ出ていない。

あと、農地の、いわゆる農地以外の土地供給の問題でございますけれども、基盤整備

のおくれというものも、挙げられるのではないか。

先ほど申し上げましたように、市街化区域の中で、積極的に基盤整備をして宅地等の

供給をする、ということにはなっておりますけれども、これは一般論として、なかな趣

旨が100%生かされていない。そういうことが挙げられるのではないか、とそのような

考えております。

こういったことが総合的にうまく解決をされないと、今、議員さんがおっしゃってお

りました、市街化調整区域内の農地以外の利用というのは、スムースにし、かないんでは

ないか、というふうに考えております。

4点目でございますが、 4点目は、日野市の緑のマスタープラン等の計画の中で、公

園緑地等の計画がある。その計画を成功するための総事業費、あるいは市の持ち出し分

ということでございますが、私ども、ち ょっと試算いたしましたのは、現在、市が都市

計画法に基づきまして、計画決定を している公園緑地、これを用地買収し、築造すると、

現時点での地価ベース、工事等の単価で、幾らぐらいでできるか、という試算をいたし

ました。かなり大ざっぱな金額になりますけれども、総事業費が535億円、そのうち今

の制度からいきますと、市が負担する金額は455億円。都市計画決定をした公園だけで

も、このような数字になるということでございます。

以上でございます。

0議長(市川資信君) 谷長一君。

025番(谷 長一君) それでは、第 1点目の質問につきましては、よく、懇切なる説

明がなされました。

それと同時に、 63年の 2月 1日の広報を見ておりますれば、これでよろしいんでござ

います。

それから、第 2点につきましては、市街化ということ、社会環境の急激な変化という

ことで、やはりなされていて、これも特に再質問はいたしません。

特に、 3点目なんですけれども、この件につきましては、農地の立地等は非常に複雑

であり、また、資産価値等のことも考えてということで、この点につきまして土地対策、

土地供給、それから税制、地価対策、さらには農地の空間的利用とか、また、教育学的

にとか、浄化とかというような観点につきまして、懇切なる説明をいただき、特に、こ

の3点も 4点も、再質問はいたしません。そ こで、前段と後段とに分けて、また最後に

質問をいたしたいと思います。

それで、今度は次に入らせていただくわけであります。今度は、緑と清流、これは問

いの 5でありますけれども、用途地域の見直しの中で、 特に、緑と清流と太陽の都市づ

くりに、農地の果たす役割ということで、先ほども、今、答弁にあったんですけれども、

非常に難しいような答弁でありましたが、やはりこの農地の果たす役割というのは、単

にここでおっしゃられたような形で片づけ られて、果たしていいであろうか、というこ

とになるわけであります。

そこで、質問をするわけでありますけれども、近年の農地の果たす役割、これは単に

都民に、または市民に新鮮な野菜を供給する機能のみではなく 、先ほども申しましたよ

うに、非常に多様な役割を果たしているということは、ただいま部長の答弁でも、よく

わかりました。

さて、そこで、この良好なる環境ということになると、どうしても都市計画等を見て

いると、区画整理等においては、もうほとんどが、万願寺にしましても、農地が多いわ

けであります。そこで、このような農地を見てみると、どうしても有効かつ最大に利用

しなければ、私は、ならない、というふうになるのではないかと思うんです。
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しかし、それは、ただいまの部長の答弁でも、非常に難しいというけれども、難しい

中に、これを考え、考慮、して推し進めるということが、自然と人との調和を、先ほども

申しましたけれども、基調にした、計画的に推し進めてし、く都市計画ではないか、と思

うわけなんです。そのあたりも、考えていただかなければならないんじゃないか、と思

し、ます。

そのような観点に立って、今度は、やはり市街化区域内の農地ということも、特に農

業委員会、または産業課等だけが考えるのではなくして、やはり市長、部長サイドにお

きましても、よくお考えになって、都市計画を進めていかなければならないんじゃない

か、と私は考えています。

そこで、先ほどは問いの 4まで質問いたしたわけでありますけれども、これからまた

さらに質問を続けてし、くわけですけれども、そのような中におきますと、当然、質問の

5ということに対しても、ちょっと重複するようですけれども、お答えをお願いし、質

問をしなければならない、というふうになってしまうわけでございます。

それと、今度は 6の、市街化区域内の農地については、いろいろと問題が指摘されて

いると思うが、特に強い批判ということは何か、ということになるわけであります。

そこで、確かに批判ということになると、これは新聞紙上等におきましても、非常に

多く取り上げられ、また、市民の間からもいろいろと話は、私どもも聞いております。

そのような中におきまして、市街化区域内の農地の問題点等は、一体どこにあるのか、

ということも、わかっていなければならないと思います。

特に、市街化区域内の農地が、確かに農家の側に立ってみると、いろいろ税金逃れの

偽装工作だとかということで、市民からも不信感を抱いているということは、あるので

はないか。どうしてかと申しますと、先ほども部長がおっしゃられた、資産的価値とい

うことを考えて、当然みる。これは、当然、結びついちゃうわけですよね。これを離し

て考えることはできないんじゃないか、と思うんです。

そうしたりまた、いつ、今、農地であっても、駐車場になっちまうとか、いろし、ろな

材料置き場になるとか、資材置き場になるとかというようなことが、今、いつでもでき

るわけです。

また、一方におきましては、宅地化を、先ほども申されましたように、部長が言って

おりました。宅地化の供給ということを考えてみると、大きなまた障害にもなってしまっ

ている、ということであります。

また、地価等も、先ほど、高騰したけれどもちっとも下がらないんだ、と。しかし、

税金逃れの偽装工作というような形で、農業が営まれているということであると、依然、

不信感というのは、なくならないわけであります。

また、私の家なんかでもそうですけれども、息子が農業をしていないのに、クリとか

梅とかを植えておく。他から見れば、営農意欲がないんじゃないか、とこれは言われて

も仕方がないんじゃないか、と私も考えております。

そういったことで、過日、新聞に出ていました、先ほど部長もちょっと触れておりま

したけれども、行革審の土地対策検討委員会等におきましては、この大都市住宅圏の住

宅供給促進のために、不公平税制のーっとされている市街化区域内の農地の長期営農継

続農地制度を廃止する答申を盛り込んだ、ということであります。

そうなると、当然、この農地に対する、日野市におきましては、流用制度がありまし

て、それが適用されて、今、恩恵をこうむっているわけでおりますけれども、きのうの

新聞を見ますと、土地対策要綱ということで、 28日に閣議決定をするとしヴ段階まで、

もう行ってしまうわけなんです。これは、首相が、これをやれ、というふうに指示をし

ているわけです。この答申が提出されることに関連して、土地対策は現下の急務な課題、

答申を最大限に尊重し、着実に実行に移すことが必要だ、ということを言っております。

これを受けて、国土庁長官は、土地対策関係省庁が一体となって解決に取り組んでい

きたい、ということを述べて、総務庁の取りまとめに対する協力を約束した、というこ

とであります。こうなると、当然、市街化区域内の農地に関しては、大きな問題として、

また、浮上してくるのではないか、と考えております。

そこで、市におきましても、また、我々におきましても、その市街化区域内の農地に

ついては、いろいろと問題点があるが、指摘されている強し、批判というととは一体何か

ということを、行政側も非常によくお開きいたしておると思いますので、お伺し、し、たす

わけであります。

それから、 7点といたしまして、市街化区域内の農地の問題点の解決と、今後の対応

ということが、質問の 6に対しまして、当然出てくるように相なるわけでございます。

そこで、この市街化区域内の農地の問題点については、いろいろと指摘されている面

というのは、あるわけです。これは、ただいま申しましたような、計画的土地利用が欠

けているとか、農地としての利用、保全が不十分である。または、長期営農継続農地と

いっても、税金逃れのための偽装工作ではないか、というような強い不信感もあります。

また、宅地化を促進して、良好な住宅を大量に供給するとしヴ、強い希望があるにもか

かわらず、その実現ができない、というようなことに相なるわけでございます。
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そうなると、今度は質問の 8ということでありますけれども、市街化区域内の長期営

農継続農地制度は、廃止されるのではないか。長期営農農地継続の意思のある農家の意

向等を尊重し、市民に、または都民に新鮮な野菜を供給する上からも、また、都市的土

地利用という面からいきましでも、この農地というのは確保されなけれなければならな

い、というふうになるわけであります。

その中におきまして、この市街化区域内の一部の農地を、調整区域に逆線引きでもし

なければ、このような、先ほど申しました土地対策要綱ということで申したとおり、も

う土地対策は現下の急務の課題だということで、答申されるわけですから、宅地並み課

税というふうになるのではないか、と私は考えて、心配をしているわけであります。

そのような観点に立って、やはり今度はまた、土地利用の欠如ということも、また考

えてみなければならない、ということになってしまうわけでございます。

そういうことを考えてみると、当然、市街化区域内の農地の残り方の利用と経営とい

うことも、やはり考えざるを得なくなってくるわけです。一定の規模の、量的にまとまっ

て残っている地域もあれば、虫食いのように、家の隣に100坪とか、 150坪とか、残って

いる。たくさんあるわけでございます、日野市においても。それらの土地を、どのよう

な形で、分散している土地を計画的に利用するのか。

または、自然、の成り行きにおいては、私は非常に、先ほども申しましたように、都市

的利用をするということになると、計画性を持たざるを得なくなる、とそのような考え

を持つわけです。

それと同時に、やはり長期営農継続農地という意思を持っている農家にとっては、ど

うしても税制上の優遇措置を考えなければならないんじゃないか、と私は考えておりま

す。そうなると、農地の宅地化ということは、これは市街化区域内の農地ということに

なると、都市計画法を見ましても、市街化区域内の農地は、 10年以内に宅地化の促進を

図らなければならない、というふうに明記されているわけでございます。

それですから、宅地化の促進を図るという一方、やはり調和のとれた都市ということ

を考えてみると、どうしても農地の都市的土地利用ということを考えざるを得ないので

はないか、ということになるわけでございます。確かに農家の側としても、保全に不十

分な点は、先ほど申したように、あるわけでございます。 しかし、あるけれども、それ

らを行政がし、かに指導をして、農家を保護しながら、よりよいまちづくりということを、

計画的に考えていくということが、私は非常に重要ではないか、と思うわけでござし、ま

す。

そこで、この用途地域の見直しと絡めて、先ほどの部長の説明だと、前に、 5年に一

度の見直しということでありますけれども、その問、必要とあらば、それらの見直しが

できる、というような答弁もいただいているわけですので、これからどのような形で、

農地の保全を都市的に、しかも計画的にこれを利用して、その都市計画の用に供してし、

くということを考えていらっしゃるか、ということであります。

それから、 9番目の質問として、昨年より非常に土地が急騰してしまったわけで、ござ

います。日野市におきましても、公共用地の取得ということになると、ますます困難の

度を加えてくる、ということになるわけではないでしょうか。それらを考えてみると、

これからの、先ほど言いました、虫食いのような形ではあるけれども、または一部集団

もありますけれども、これは有料農地ですね、あるけれども、これらを行政と土地を持っ

ている方が、相互理解の上でいかに計画的に、都市的に利用して保全していくか、とい

う方法も考えざるを得ないのではないか、と考えております。

土地の公共性はますます高くなり、最も望ましい活用が図られなければならないと同

時に、やはり所有権等は、これは保護はされているけれども、ある程度、公益の福祉発

展のためには制限を加えざるを得ない。先ほど、非常に部長も、土地という問題につい

て、よく説明をなさっておりましたけれども、そのあたりも、やはりどうしたら一部制

限を加えるかということも、考えざるを得ないのではないか、と思うんです。

どうしてかと申しますと、やはり公共の福祉発展のためには、この土地収用法もある

ので、収用委員会等をつくると非常に長くなるけれども、そういうものもだんだん、そ

の公共性の発展とともに、所有権というのは、てんびんのようなもので、片方が下がっ

ていくんじゃないか、と私は考えております。そのあたりも踏まえて、ひとつ御答弁を

願いたし、と、このように考えております。

それから、 10番目といたしまして、緑地信託制度に続いて、ただいま申しましたよう

に、地価が高騰して公共用地の取得というのが困難になってきた、ということになると、

当然、公共用地、特に建造物等を建設する際には、土地を買収しなくて、この信託制度

等を日野市がっくりまして、社会投資ではあるけれども、促進を図っていって、いわゆ

る地方債等を考えてみると、どうせ土地を買うということになると、地方債に依存をし

なければならない、ということになります。その地方債たるものは一体何か、というこ

とになると、これは後世代負担ということになって、今までの計画的につくられた公共

資本が、いかに、我々だけじゃなく後の世代もこれを享受するわけでございますので、

後世代負担となって、長く負担をしなければならないということになります。そうなる
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0市長(森田喜美男君) 詳細部分につきましては、担当からお答えをして、大筋につ

きか、いかに保有すべきか、非常に苦心の多いところと思っております。

この際に、どんどん無秩序に、また、未整備部分の農地が宅地化されても、これまた

市のまちづくりとしては困るわけでありまして、そのあたりに、どのような協調と理解

を保ちながら協力し合えるか、というところに、一番の課題がまた生まれてくる。

したがって、結論ということになりますと、私はやっぱり今の言われておりますとこ

ろの長期営農地の税制上の優遇性、このものをやっぱり守っていきながらと。これが国

から見れば、都市周辺の自治体のエゴというふうにとるでありましょうし、また、住民

自身も、あるいは農家のエゴととる人もあるかもしれませんが、やっぱり全体のまちづ

くりから考えますと、一気に、あるいは短期に宅地化されるということではなくて、だ

んだん工夫をしながら、その保全を図って、そうして長期にわたって農地も残る、とい

うふうに処遇をいたしたい、とこう考えるわけであります。

その方法として、今、独自に試みております信託制度が、農地にもできるかどうか、

これは法制上からはかなり難しいと思いますけれど、精神的には、もし信頼をしていた

だける、そういう関係ができれば、私は一つの限度の範囲で可能である。また、そのよ

うに、もし進めることになれば、一定の安心が生まれてくる、とこのようには考えてお

ります。

大きな課題なものですから、なかなか明快な答弁ということにはなりませんが、農家

の現在の御苦心、それから自治体の目指すまちづくり、これをよく整合させて、農地が

急速に減少しないように、また、その土地が大きくまちづくりに活用できるように、こ

のように、これからできるだけの最大限の措置を講じてし、く、というふうに考えたいと

思っております。

0議長(市川資信君) 生活環境部長。

と、債務負担行為ということで、非常に多くの借金を残すというふうになるわけです。

そこで、やはり土地を持っている方と、地方公共団体が相協力をして、何とかしてそ

のような大きな問題点を解決するために、土地信託制度等を考eえているかどうかという

ことも、聞かざるを得なくなるわけであります。その点について、お伺し巾、たします。

以上です。

O議長(市川資信君) 市長。

いて、私から、お答えになるかどうかわかりませんが、お答えの形をとってみたいと思

います。

おっしゃっておられる趣旨は、本当に今日の、いわゆる近郊都市のかなり余裕のある

農地を抱いておる地域の課題の中の、また大きな課題である、とこのように感じており

ます。

なかなか明快な答弁がしにくいわけでありますが、幸いに日野市の場合、まだ相当量

の農地がある。これは、まちづくりのための、また、生活する市民のための、持ち主の

お立場もあわせて非常に大きい財産である、このように扱わなければならない、と思っ

ております。

それを保全するために、逆線引きという発想、も出てくるわけでありますが、それをあ

る程度集団的に扱うということは、また、集団的に扱わなければ、効果、あるいは当局

の指導機関の理解も得がたい。こういうことになるわけでありまして、やはりこれも困

難である。

そうなりますと、今の制度の中で、とにかく残す道、生きる道、また生かす道、これ

を考えなければならないと思うわけでありまして、つまり、国から見る政策ということ

になりますと、土地の異常高騰を鎮圧させ、また、土地事情にこたえるには、いわゆる

市街化区域は、もう別の政策というものはとりがたい。もっとどんどん土地を宅地化せ

よ、そしてまた市場に流通化せよ、とこういうことになるわけでありますが、自治体の

立場、あるいは農家の立場としては、なかなか判断が難しいところであります。やっぱ

り、できるだけ私は現状を守りながら、いわゆる区画整理やその他の手法による環境整

備も行いまして、そうして市の目指す都市像にふさわしい「緑と清流と太陽の都市」と

言える、そういう目標の中で、その土地利用を図っていくということでなければならな

い、とこう思うわけであります。

また、一方に、確かに農家とし、う立場の悩みt どう判断してし、し、か。土地は手放すベ

0生活環境部長(藤浪竜徳君) ただいま市長の方から概略を、大筋をお話をいたしま

したけれども、御質問がございましたので、順番で、簡単ではありますけれども、御説

明申し上げたいと存じます。

まず、 5番目の件でございます。農地の果たす役割、ということでございますけれど

も、これにつきましては、先ほど都市整備部長の方から説明を申し上げましたとおり、

都市農業としての野菜などの生鮮食料の供給、それから災害時のオープソスペース、そ

れから貴重な緑の供給、それから文化的な教育的な面もある。さらには、貯水機能もあ

るということで、多面的な機能を有しております。したがって、都市形成には欠くこと

のできないものと、私どもは評価しております。
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それから、 6点目でございますけれども、農地の問題点でございます。これも、先ほ

どもお話が出ておりますけれども、いわゆる土地の異常な高騰をきっかけにいたしまし

て、市街化区域内の農地の課税を強化して、都市的利用を促進すべきだという批判、い

わゆる税金逃れの偽装農地というような点も、指摘されているとおりであります。

そこで、 7点目でございますけれども、このような多面的な機能を持っております農

地でございます。理想的なまちづくりをするには、農業は、先ほど市長が言いましたと

おり、極めて重要な存在だと思います。そのために、今、計画的な土地利用に基づいた、

都市と調和する農業を育成する必要が今後もあるか、とこのように考えております。

そのための施策といたしまして、東京都では、今年度、都市の農業実態調査を行うこ

とになっております。地域の農業のあるべき方向についての基礎調査でございますけれ

ども、実態を調査するということでございます。この調査に基づきまして、実態を調査、

把握いたしまして、永続的な農地保全のためのあり方、その検討、それから育成すべき

農業経営のあり方というものを設定 しよう、というものでございます。

今までも、農地の肥培管理とし、し、ますか、手入れがよく届いている農地、的確に行わ

れている農地、それから農業者が生産意欲を持って農地の利用を促進する、利用できる

ように促進するのが、私どもの指導をこれからも強化する、推進するところでござし、ま

す。それには、やはり企業的な農業経営というものが必要かと思います。これについて

も、農業経営者の確保、それから育成を図りたい、とこのように考えております。

それには、やはり農業の後継者の問題がございます。農業経営の後継者づくりという

ことで、これについても育成をしているところでございます。

さらにまた、市民の連携ということで、地域住民の理解と支持、あるいは市民に親 し

まれる農業というこ とで、具体的には、新鮮な野菜の農産物の直販事業等を行っており

ます。それからまた、産業まつりというような行事も行っているところでございます。

農業の振興については、時代に合った農業というととで、これからも取り組んでいきた

い、とこのように考えております。

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) 残る 8、9番目につきまして、お答えをいたします。

8番目につきましては、いわゆる逆線引きの件でございます。ただし、ま市長から申し

上げたとおりでございますけれども、神奈川県及び埼玉県で、過去にこういう例があっ

たわけで、ございます。その辺を、若干、紹介して、お答えといたしたいと思います。

神奈川県及び埼玉県の逆線引きは、先ほど申し上げましたように、市街化区域につき

ましては、都市基盤整備をいたしまして、宅地供給を積極的に行う、とそうしヴ地域で

ございますので、県側は、土地所有者に対しまして、区画整理等を行じまして、宅地供

給をするか、あるいは逆線引きをいたしまして、現状のまま農業の地域として、これか

ら存続をさせるか、そういう選択を迫ったわけでございます。

その結果として、当分の筒、いわゆる農地としての経営を存続しようということで、

逆線引きがされた、ということでございます。資料によりますと、埼玉県では、 14方所、

551ヘクタール、それから神奈川県では25カ所、 725ヘクタ ールでござし、ます。

東京都下と埼玉及び神奈川県とでは、かなり立地条件が違うわけでございます。そう

いう中で一つは行われたというのが、大きな特徴ではないか、というふうに考えており

ます。

谷議員さんがおっしゃっておりますように、理論的には非常に正しいし、また、市も

ある意味では望むところでもあるわけでございます。実際問題として、なかなか日野市

に、この逆線引きができるかどうか、疑問のところもあるわけでございます。今後、十

分研究をしてみたい、というふうに考えております。

9点目は、いわゆる地価高騰等に伴いまして、公共用地の活用する上で、所有権等の

一部制限ができないだろうか、ということでございます。

これも、質問の中にもございましたけれども、過日の新行革審、これは土地対策検討

委員会とし、う、小委員会でございますけれども、小委員会で方向づけをしております。

この中で、所有権の制限の問題も、かなり審議経過の中では検討されたようでございま

すけれども、今回の小委員会の答申の中では、いわゆる地下権について、一部制限を緩

和しよう、そういう動きが出ている程度でござし、ます。これは、まだ正式な名称ではご

ざいませんけれども、いわゆる地下の深い部分についての敷設権というものを認めよう、

とそういうことでございます。それ以外には、主権制限という形での方向づけはなされ

なかった、ということでございます。これは、所有権の問題とし、し、ますのは、日本の長

い歴史、それから現在の社会、経済の構造、こうい ったもので成り立っているわけでご

ざし、ます。

したがって、今後、十分検討し、これは国民のコ ソセソサスが得られなければ、何と

し、し、ますか、強い、そういった制限は不可能で、はないか、というふうに考えている次第

でございます。

以上でございます。
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0企画財政部長(長谷川暢男君) 10番目の質問の内容につきまして、財政面からのお

などの社会資本の整備に必要な土地、ということを申し上げているわけであります。こ

れらの土地を都市的利用に転換をする。それには、いろいろなやり方があると思うんで

す。そのあたりを考えていただいてもらって、やらなければならないということになる

と、この利用とし、ぅ、その一つの権利というのは、先ほども部長が言っておりましたけ

れども、土地区画整理でもそうなんです。これは、開発権ということは日野市にあるん

ですから、そのあたりも、やはり忘れてはならないところじゃないか、と思うわけです。

そういうふうにしまして、社会資本の整備ということに重点を置いた、その責任の一

端を、土地を持っている人が負うということになれば、市民からも、どこからも、異論

は出ないのではないか、と思うわけです。そのあたりを、行政でも、これからは特に研

究をしまして、検討をしていただきたい、ということをお願いするわけです。

そうなると、いかに土地を都市的に、しかも計画的に利用するということが大切であ

るか。土地利用の原則ということにもなるのではないか、と私は思っております。その

あたりにつきまして、ひとつ、締めくくりとして、市街化区域の見直しと、市街化区域

内の中にある農地のあり方について、市長の基本的な考え方を最後にお伺いして、終わ

ります。

ひとつ、その質問を。

O議長(市川|資信君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 最後に、今、発言をされた部分、社会資本、あるいは公共施

設に、私有地のま まで上物をつくるとか、あるいは構築物を設けるとかしづ、第三セク

ターが全く当たっているということではないと思いますけれど、つまり、協力関係をっ

くり出すーっの新しい試みは、ある程度描けるわけであります。

例えば、私有地に、例えばの話ですが、建物でも、地区セ ソターの建物だとか、ある

いは老人住宅の建物だとか、こういうものをつくっていただし、て借り上げるとか、ある

いは、ある程度、助成の方法で協力関係ができるとか、そういうことは、現状の解釈の

中でも可能だ、とこのように思うわけであります。

ただ、長期にわたります場合に、相続という問題が伴いますので、そのときはどうな

るか、というところに、まだ法制上の期待できる解決ができない、というふうに思うわ

けでありまして、信託という形をとれば、相続が非常に有利であるとか、あるいは、相

続税が減免をされるとかいうような仕組みができれば、本当にこれにこしたことはない、

こんなふうにも思うわけでありまして、これからの課題として、ひとつ研究をさせてい

ただきたし、と思います。

0議長(市川資信君) 企画財政部長。

答えをしたいと思います。

公共事業を促進する中での、土地買収をしない方法としての土地信託制度の導入、 と

いう御質問かと思います。簡単に申し上げますが、当然、用地確保は、公共事業を推進

する上での前提条件でございます。先ほども、質問者の中にもありましたとお り、土地

の価額の高騰による財政負担の増にならないような工夫を、現状ではやっているわけで

ございますが、なお追求を、当然、そのやり方、方策についての考え方については、研

究する余地があろうかと思います。

御承知のとおり、緑地信託制度の問題については、要綱を設定して、 一定の役割を果

たしていると思いますが、先ほど市長からもお答えしましたとおり、今後、信託制度の

可能な方法を導入できるかどうか、この辺を検討を進めていきたい、というふうにお答

えしておきます。

以上でございます。

0議長(市川|資信君) 谷長一君。

025番(谷 長一君) 先ほど、市長からお答えをいただいたんですけれど、いわゆる

私が言う土地というのは、農地だけではなくて一一一農地を、結局、市に貸すということ

じゃなくて、いわゆる市が建造物や何かを建てるときに、その土地を買収しないで、ま

たは、その建物等を市が出さないで、土地を持っている人がこれをつくって、または、

それを市がつくるのに任せて、それで、ひとつ、そういう制度なんですよね。農地を貸

すとかというのじゃなくて、 ( 1"大分、前寄りだ」と呼ぶ者あり)いわゆる、例えば、

今、天野さんが言ったように、何とやらということになりますけれど、やはり大きな土

地を持っている方が、市が必要とする建物、それらを今度建てて、市民と行政がどのよ

うな、一体になって、やはり細かく言うといろいろ問題も出てきますので、公共の福祉

増進のために役立てられるというところの、その信託制度ということを申し上げていま

すので、そのあたりにつきましてーーもう、あと 9分なんですよね、それですから、何

か最後に、私が土地利用ということについて、一つ提言的ではありますけれども、申し

上げますので、最後に答えをいただきたし、と思う んです。これは、市長さんにお願し、し、

たします。

土地利用の推進ということを突きますと、これは土地を宅地だけに利用するのではな

くて、公共による私は道路、使用ですね、道路とか、公園とか、上下水道、または学校
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020番(鈴木美奈子君)

きます。

3月の議会のと きには、ち ょう ど深夜にかかり まして、思うことも言えず、後で大変

残念な思いを したわけですけれども、 きょ うは午後 1時からということでございますの

通告に従いまして、一般質問をただし、まからやらせていただ

した、税制改革大綱を、正式決定いたしました。昨日の深夜にわたるテレビや、また今

朝の新聞、どの新聞を開いても、このことが報道されております。名称は「消費税」と

いうことでございますけれども、売上税、私たち国民の力によってつぶした、この売上

税以上の、余り、今まで世界にもないといわれるような、こういう悪税が、自民党の税

制調査会によって正式決定したということは、これから、来月の 7月11日、会期120日

間の国会の中で、本当に十分このことが論議になると思います。

私たちは、このことをやるのであれば、国会を解散して、国民に真を問えということ

を、私どもは言っているわけでございますけれども、昨日のこうしづ大綱が発表されて

から、税制国民会議、百貨店協会、全国商庖街連合会、こうしヴ代表の方たちも、次々

と、この消費税に対する批判や、あるいはまた反対の意見などを、述べているところで

ございます。

私は、との消費税のこの中身について、私が今一般質問を行っております、この補助

金カットとどういう関係があるか、ということでございますが、大いに関係があるとい

うことが、国会の中で論議されているところでございます。この消費税が導入されます

と、医療や出産、結婚、葬儀、教育、保育、 美容、宅配便やヲ!っ越しゃ、 電力、ガスは

もちろんのこと、野球を見ることや、あるいはまた映画や、新聞、こういうところまで、

もう本当に赤ちゃんから一一揺りかどから墓場までといわれるく らい、すべて本当に税

金がかかるということで、大変な悪税だとい うふうに思います。

男の方が、野球を見る方も多いと思います。今、5，000円までの入場料は非課税です

けれども、今度、それが入場税が廃止されまして、間接税導入で、 最高、 東京ドームの

巨人戦を S席で見ても4，500円、これから外野、子供席300円まで、すべて課税されると

いうことです。子供たちも、 ドームが新しくできてから、子供たちの修学旅行のコース

にもなるぐらい、 東京ドームが非常に今、人気があるわけですけれども、こうしヴ野球

にまで税金がかかる。

そしてまた、結婚するにも本当にお金がかかりますけれども、引き出物でも 1人合わ

せて2万6，000円。80人出席すれば200万。この衣装や写真代、 本当に結婚した場合には、

やはり一生に残るこ うしみ写真なんかも合わせますと、 250万から260万かかりますけれ

ども、これにもすべて課税きれる。

そして、赤ちゃんが生まれますと、今、都内の病院で生まれた赤ちゃんは、27万から

28万かか ります。これに対しても、出産費用、時間外だと、またそれにお金がかかると

いうことで、これにも課税がされる。お葬式もそうです。

0議長(市川i資信君) 谷長一君。

025番(谷 長一君) これは、最後に申し上げておきたいんですけれども、やはり今

の構築物、建造物等は、やはり30年もたてば、もう取り壊して、新しく建て直さなけれ

ばいけないようになるわけです。

そこで、借地借家法等の改正になって、今までは鉄筋構造物等が60年というのが、 30

年になるわけです。何も私は、その土地を貸して高い金を取るんだ、ということではな

くて、本当にお金を、幾らでもし、し、んです、やはり国民は勤労の義務を有しているわけ

ですから、そのあたりを踏まえて、やはり中には協力する人も、必ず私はいると思うん

です。それですから、借地借家法等もまた変わることですから、そのあたりも踏まえて、

ひとつ、お考えをしていただきたし、ということも、よろしくお願し、し、たします。

以上をもちまして、質問を終わります。

0議長(市川|資信君) これをもって 9のし用途地域の見直しと市街化区域内農地の

ありかた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。

[ r異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(市川資信君) 御異議なし、ものと認めます。よって暫時休憩いたします。

午前日時35分休憩

午後 1時9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10のし政府による補助金カットの市民生活への影響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〕

で、時間の許す限り、やらせていただきます。

第 1問自といた しまして、政府による補助金カットの市民生活への影響についてでご

ざいます。

昨日、自民党は、党税制調査会、この総会で、新大型間接税の導入を最大のねらいと

nL
 

0
0
 

の
ム

ハ
ペ
U

0
0
 

り
ム



こういうふうに、一つ一つ挙げていけば切りがないくらい、本当に今のこの消費税が

導入されたら、私たちの国民の暮らしは破壊されることは、もう自に見えているわけで

す。税率が 3%ということでございますけれども、この 3%も、今、導入されたその後

には、またさらに上乗せされるのではないかということは、今から言われているところ

でございます。

この消費税が、 86年の衆参同時選挙で、自民党が導入しないと言明した公約違反に、

真っ向からこれは反しますし、また、竹下自民党の公約違反は逃れられない、こういう

ふうに思います。

また、二つ自には、消費税は、 79年の12月の国会で、導入しない、こういうことを自

民党も含む全会一致でこれが決まったわけで、決議されたわけでございますけれども、

一般消費税そのもので、これも国会の決議に違反する、このことになると思います。

三つ自には、あらゆる分野にこのことが課税されるということで、前に中曽根首相が

国会で、包括的、網羅的、普遍的で、大規模な消費税を投網にかけるようなやり方はと

らない、このように87年の 2月に述べていた国会答弁にも、明確に反する。

こういうことで、私ども日本共産党は、このことを国民に真を問うて、国会を解散し

てやり直しなさい、こういうふうに言っているわけでございますけれども、きのうのこ

の決定によりまして、自民党の支持基盤となっていた流通繊維業界など、 3，500団体で

つくっている税制国民会議、この会議が、常任委員会を開いて、新大型間接税、新消費

税に反対する決議を表明しております。

そして、その後、常任幹事会の後の記者会見でも、清水信次同国民会議議長、この方

は、前にチェーンストア協会で、売上税のときにはテレビに出たりということで、大変

私たちも顔なじみの方でございますけれども、この方も、自民党が埼玉県知事選で大敗

したことは、国民の大型間接税反対の根強さを示すもの。どうしてもやりたし、ならば、

解散、総選挙で国民の真を問え、とこういうふうにおっしゃっているわけです。私ども

共産党だけでなくて、すべての人たちが、こういう中曽根さんから続いてきた竹下さん

への、この公約違反、こういうことを、国民の真を問えということで、おっしゃってい

るわけでございます。

私は、そういう意味で、これから質問に入りますけれども、なぜこのことが関連する

かとし、し、ますと、この地方行政委員会会議録を、私、今持っておりますが、 3月22日の

この委員会の中で、共産党の経塚委員が、梶山国務大臣に質問しております。これは、

補助金カットのことをずっと質問して、何日も何回もの会議録でございますが、ちょう

どこの 3月22日の会議録を見ますと、補助金のカットというのは、本当は 1年だという

ことだったんです。

ところが、どんどんこれが追加されて、今、 3年になっておりますけれども、このこ

とに触れて、質問をしております。

この国庫負担金、補助金のカット問題で、この地行の一一一地行というのは、地方行政

委員会ですけれども一一一地行の委員会で、竹下総理が大蔵大臣のときに、私は何で 3年

間としたんだ、とお尋ねした。そのときの答弁の会議録を見ますと、 61年4月14日の地

方行政委員会で、税制改正のことを考えますと、まあ63年ぐらいにします、と税制改正

とのつじつま、こういうことも大体、合ってくることなので、 3年とさせていただし、た

わけでございます。一一このようにおっしゃっているわけです。

そして、さらに、経塚委員が「自治大臣の見解としては、国庫負担金と補助金カット

をもとへ戻すことについて、竹下総理が大蔵大臣当時、御答弁なさった税制改正との関

連を前提とするのか。全くそれと切り離して、国庫負担金、補助金は、約束どおりもと

に戻すべきだ、こうお答えなのか、この点いかがですか」ということの質問について、

前段がございますけれども、 「当時、大蔵大臣が言ったことは、少なくとも63年度は、

63年度いっぱいにでき上がれば、 64年度から大丈夫だ、という前提でございます。それ

は、前提条件という約束事に入ってし、ないわけであります。そして、 63年度までの暫定

措置だということが言われているわけでありますから、このまくら言葉に、税制改正ど

おり行えばということは、全く文言に入っておりません。ですから、原則論で言います

と、この暫定期間が切れれば、原則としてもとに戻るべきだ。そう いうことで、ことし

の夏に行われるか、いつか行われるか、わかりませんが、 64年度の予算編成に向かつて、

補助金カットは復元する、もとに戻るという前提で、これから交渉を進めてまいるつも

りでございます」一一こういうふうにおっしゃっております。

また、さらに質問については、 100%、この税制改正の問題とは別個の問題だと判断

していいのか、とし、うことについては 1100%関係がないといえば、これはまたうそに

なります。それは、財源としヴ問題があるからです」ということで、本当に今、この税

制改正の問題と補助金カットの問題は、密接な関係があるということがわかる、という

ふうに思います。

私、こういう中で、今、 60年度から63年度まで、非常に日野市の中でも補助金カット

が行われてまいりました。中曽根内閣のこの60年度を、地方行革元年というふうに、中

曽根さんは位置づけて、地方行革大綱の策定を、地方自治体に強要いたしました。とれ
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については、なかなか当時、ここに出す資料が、時間どおりいかなかった、とし、う経過

もございます。

そして、同時に、生活保護などの国庫補助金の負担率も引き下げる、こういうことを

行って、 5，800億円に上る財政負担を、地方の自治体、こういうところに転化したわけ

でございます。

これに対しては、地方 6団体を初め、地方自治体や住民の方から、福祉や教育の切り

捨てを招くとか、あるいはまた、地方の負担に転化することには反対であるとしヴ、と

強い批判の声も起きて、いろんな地方自治体、全国の 8割以上の地方の町村議会で、国

庫補助金削減、地方への負担転化反対、こうしヴ意見書、あるいはまた決議が行われ、

日野の中でも、この意見書は出7こ、というふうに思っております。

こういうことに対しまして、当時の古屋自治大臣は、 1年限りの措置という約束は確

実に果たしている。一一これは毎日新聞の1985年 1月8日付に、こういうふうに書かれ

ておりますけれども一一大蔵省内では、もう、もとの補助率に戻ることはないのではな

いか、というふうな見方が強まっている。こういうふうに、官庁速報85年 1月14日、こ

れにも述べられているわけでございます。

こういう中で、私は、 62年度に今度は入りますけれども、国庫補助金の一括引き下げ

による補助金カットに加えて、今度は円高の影響、このことによって地方税収が大変大

きく落ち込みました。公債費の比率が20%を超える自治体が、昭和59年度の決算でも、

1，033団体。そして61年度の決算ではさらにふえまして、 1，036団体がこういうことにな

り、地方財政は大変大きな危機に陥ったことは、皆様方も御存じだというふうに思いま

す。

そして、 62年度は、さらに国庫補助金のカットの上に、公約違反の売上税導入が企て

られましたけれども、これは皆さんの力によって、これをつぶすことができたわけで、ご

ざいます。

そしてまた、 この国会の中で廃案になりました裁判抜き代執行法、これも三度国会に

出されるとしヴ、こういう地方自治の精神を根本から踏みにじる、こうし、う策動が次々

だったわけでございます。

政府は、62年度の国庫の補助金カット分は、全額国の負担としているから、地方団体

には迷惑をかけない、こういうふうに言って、皆さんの国民の批判を交わそうとしたわ

けでございますけれども、国が財政負担をするのは、地方交付税の交付団体だけで、不

交付団体については、裕福とい う理由で、国は何ら財源の補てんをしない。日野でも、

こういうことがあったわけで、ございます。

61年度地方自治体に対してのいろんな行政改革、こういう実施状況などから、いろん

な地方自治体では、財源不足から、次々と単独の補助をカットしたり、あるし、はまた、

減免したりとしヴ、こういうことが相次ぎました。

千葉県では、特定地方ノミス路線運行費補助、こういうものを削ったり、あるいはまた、

神奈川県でも、 青少年社会参加モデ、ル事業の補助を切ったり、あるいはまた、大阪では、

幼稚園就学奨励事業助成、こういうものなどが禁止されたり、廃止されたりということ

で、重度の身障者の医療費補助が青森県で減額されたり、あるいはまた、神奈川県では、

県の学校給食会の運営費補助が減額されたりということで、もう本当に、いろんなとこ

ろの日本じゅうの各地方自治体が、この国の補助金カットによって経営が苦しくなって

きたことは、こういうことによって明らかにな っていると思います。

こういう中で、自治体で働く労働者の数も、 59から61年までのこの 3年間で、市町村

を合わせて 3万人を超えております。自治省、の調査によって、福祉、教育、住民のこの

私たちの暮らしに密接な関係のある、こういうところで働く労働者、そしてまた、補助

金がカットされることは、本当に私たちの暮らしに大きな影響を与える、というふうに

思います。

63年度に入りますと、これが竹下内閣に受け継がれます。竹下さんが指.名されたこと

は、もう御存じだというふうに思います。中曽根さんが、御自分がやっていらした戦後

政治の総決算、このことを竹下さんにやっていただこうということで、これを指名した

わけでございますけれども、この中で、まずやろうとしたことが、売上税です。しかし、

この売上税反対の決議、意見書が、全国で1，000を超える地方の議会で、請願も出され

たり、あるいはまた、採択されたりということで、日野市でも垂れ幕が下がった、とい

うことがございましTこO

売上税の前提の予算を組んだ、こういう自治体も、 10都道府県を初め、多くの自治体

がこれをのせましたけれども、このことは、多く の皆さんの力によって、 廃案に追い込

むことができました。

しかし、また、昨日、自民党がこうし、う形で、私たちに減税を、本当にオブラ ート に包

んで、減税があるから負担は多くないんじ ゃないか、とこ ういうふうに言われておりま

すけれども、とんでもないことであ って、この減税のからくりは、本当に新聞などを読

めばよくわかり ますけれども、 自民党の新聞には書いてないと思いますけれども、 赤旗

にはよく 書いてあります。大金持ちと大企業には本当に減税される。 トヨタでは、185
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億。松下幸之助さんも 1億3，000万です。こんなにたくさんの減税、本当にからくりが

あるということ、こういう、このやり方について、多くの方が知れば知るほど、絶対に

このことは許せない、というふうに思います。ですから、私どもは、多くの皆さんと一

緒に、この減税の問題がどういうものであるか、ということを、からくりを明らかにし

ながらやっていきたい、というふうに思います。

そしてまた、この問題は、先般の中曽根さんが、埼玉県知事選挙の最終盤に応援にやっ

てまいりました。あの方が行かなければよかったと思いますけれども、行って、言った

ことが、本当に後で問題になると思うんです。応援演説の中で、経済協力と防衛費を合

わせた額を、ある程度まではふやしていこう。そのお金をどこから持ってくるか。やは

り、ある程度広く薄く、国民の皆さんからいただし、て、そうして我々が国際社会で名誉

ある地位を占めていくために、子孫のためにそういう用意をしておる。新大型間接税は、

軍拡のためで、あるということを、本音で語っているんです。

一般質問の中でも、軍拡じゃないとか、ゃれいろいろと言われました。共産党が言っ

たことに対して。自民党のある議員からも反論がありましたけれども、前首相の中曽根

さんが、軍拡のために、防衛費のためにということを、はっきりと言っているわけです。

ですから、 300議席のおごり、こういうことは、国民が本当に真を問えば、改めて見直

されるのではないか、というふうに思います。

私は、こういう中で質問をしてまいりますが、国の方の補助金は、時限措置として、

先ほど述べましたように、 1年間ということでございましたが、 63年度で終わる予定で

ございます。ところが、自民党は、これをさらに延長させる動きもあるわけです。財源

をつくるためにも、延長させていこう。地方自治体にもっと住民サービスを低下させて、

あるいはまた、住民の、市のお金を使わせよう、そういうことから、この補助金の時限

立法を終わらせないという動きがございますけれども、日野市の中において、この60年

から63年度まで、国が 3年間、補助金をカットしたために、どれくらい補助金が削減さ

れて、補助率が削減されたか、その金額を、年度別にお答えいただきたし、と思います。

二つ自には、日野市は、革新の市政です。全国に誇る革新の市政として、国が補助金

をカットしてきても、住民サービスを低下させなし、。そのために、あらゆる苦労をして

いる、というふうに思います。福祉や教育や公共事業などにも、大きな影響を与えてい

る中で、どのように市民の生活を守ってきたか、そのことを述べていただきたし、と思い

ます。

まず、その 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) 鈴木美奈子君の質問についての答弁を求めます。企画財政部長。

O企画財政部長(長谷川暢男君) お答えいたします。

l点目の質問につきましては、 60年から63年度までの補助率と補助金の年度別の内訳、

という御質問でございます。

この補助率の削減率と申し上げましょうか、その率で申し上げますが、 10点ほど、大

きくはあるわけでございます。内容としては、 10分の lに削減された部分として、生活

総務費の負担金の問題、あるいは、福祉手当給付費の負担金、下水道事業費の補助金と、

これが10分の lの削減率でございます。

10分の 3の削減率につきましては、児童保護費の負担金、老人保護措置費の負担金、

身体障害者保護費の負担金、というような内容になっております。

なお、一つは、すべてを廃止した部分があるわけでございます。全廃という ことにな

るわけでございますが、義務教育費の国庫負担金の教材費の問題、福祉事務所費等の補

助金、老人保健法事務費補助金、結核予防費の補助金等でござし、ます。とれが、削減率

の内容でございます。

なお、年度別に、それに影響する金額ということでございますが、 60年度につきまし

ては、決算で、その影響額、総計 1億8，068万2，000円という数字でございます。

61年度も、決算ベースでございますが、 4億218万9，000円。

62年度につきましては、決算のこれは見込みで出しております。 5億2，906万9，000円

ということでございます。

63年度につきましては、 5億9，814万8，000円。これは、 63年の当初予算の見込みで出

したものでございます。

よって、 4年間の影響額としては、 17億1，002万8，000円という数字でございます。第

1点目の質問のお答えとしては、そういう状況でございます。

なお、 2点目の、補助金カットに関連する、それにどう努力したか、という内容でご

ざいます。もちろん、当然、住民福祉に関係する問題として、市にも与える影響が大き

いということで、市としても、一つは、 5本の柱の中に、第 1番に、国庫補助金の復活

というような要望を、市長会、あるいは関係機関に提出しております。その中で、東京

都市長会、あるし、は全国市長会を通じ、積極的な働き、ぜ、ひ復活してほし'"¥"というよ

うな内容の趣旨の展開を働きかけをしている、 というのが現状でございます。

以上でございます。

0議長(市川資信君) 鈴木美奈子君。
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020番(鈴木美奈子君) 再質問いたします。 のところでもこういうふうにやっておりますとしヴ、そういう回答を、お寄せいただき

たいというふうに思います。

特に、日野市の中では、例えば40入学級を導入しようということで、国がやらないこ

とを日野市がやってきても、これをカットしてしまうとしヴ、こういうことも行われま

した。そういう意味では、本当に国がカットしてきておっても、その中で革新自治体だ

からこそ、これをカバーしてやってきているという、そのことを私はお聞かせいただき

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) 教育費関係の、国庫補助金の問題についての御質問でござ

いますが、特に今御質問のございました、いわゆる国庫教材について、御答弁を申し上

げたいと思います。

国庫教材については、昭和59年まで補助金がついておりました。ただし、これも57年

から10%ずつ既に削減が行われておりましたけれども、 60年度から全額カッ トという形

になりました。それまでついておりました補助金は、大体、 55、56年度で、カット前で

言いますと、大体1，800万から2，000万ぐらいの国庫教材の補助金がついておりました、

それがカットになったわけでございますが、この分につきましては、 学校教育上、ど

うしても欠かすことのできない経費でございますので、市によって、そのカ ット分につ

いては充当をして、学校教育の現場には影響が出ないように、配慮をしてきてはおりま

す。

以上です。

O議長(市川資信君) 福祉部長。

0福祉部長(高野 隆君) それでは、福祉の方の国庫関連の経費のカット状況と、そ

れに対応の状況について、お話を申し上げます。

まず、国庫補助の中で、身障者の福祉負担金、それから老人福祉、老人のマル特分と

し、し、ますか、 あの負担金、それから生活保護費の負担金等の関係では、それぞれ10分の

8が現行で、生活保護10分の 7以外は10分の 5ということでございますが、それの60年

度、61年度、 62年度、 63年度までの推計数値も含めて、減額数値が、差額が-60年度

から63年度の差額が、9億1，418万ということでございます。

それから、老人福祉の措置費の関係ですが、この関係費が、 60年、 61年、 62年までで

1億7，988万円。それに63年度は、推計としては7，600万ということでございます。

それから、児童福祉費の関係が、 60年度、 61年度、62年度、63年度の合計数値で、10

今の部長の答弁について、もう一度お尋ねいた しますが、 62年度は、 1億8，600万と

いうふうにおっしゃいましたけれども、ちょっと数字が違っていないかしら。私の方の

調べでは、 62年度は 5億9，000万くらいになっているんですけれども、それでよろしい

のかどうか。

0議長(市川i資信君) 企画財政部長。

0企画財政部長(長谷川暢男君) 私の、年度の答え方が誤ったかと思いますが、もう

一度申し上げます。

60年度では、 1億8，068万2，000円。 61年度は、 4億212万9，000円。 62年度は、 5億2，

906万9，000円。

以上でございます。

O議長(市川資信君) 鈴木美奈子君。

020番(鈴木美奈子君) わかりました。

それに、 63年度の約 5億9，814万8，000円足しますと、約20億6，534万2，000円とし、ぅ、

この20億という国の方の補助金の削減があるわけですね。

先ほどの私の質問について、ただ国の方に働きかけた、ということでございますが、

私は、こういう回答でなくて、例えば、福祉の方ではこういうふうにやってきた、教育

のところではこういうふうにやってきた、という、そういう御答弁をいただきたいわけ

です。

補助金の、例えば義務教育国庫負担の教材費などは、 60年度では、もうなくなりまし

たね。福祉事務所の事務費等補助金、これもなくなってきました。福祉事務所の仕事と

いうのは、先ほどの一般質問でも、中谷議員も質問いたしましたけれども、本当に少な

し、職員の中で、苦労をしながら、福祉事務所の仕事をやっていると思う んです。この補

助金をカットする。老人保健法の事務費、この補助金もカットするということで、そん

なことは、本当に許せないと思います。自民党の政治です、これは。

それから、土地区画整理事業、これについても、日野市の中では、これから区画整理

事業も今進んでお りますけれども、こういうことに対してや、あるいはまた、下水道事

業補助、これも10分の 6からどんどん減ってきて、 10分の 5というふうになっておりま

すので、私は具体的に、全部でなくても結構ですけれども、子供たちのためには、こう

しづ、国が補助をカ ットしてきておりましても、このようにやっているんですよという

ことや、あるし、はまた、福祉の部分でもこうやっております、あるいはまた、都市計画
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分の 8が10分の 5になりましたので、その差額が 2億3，019万ということでございます

ので、合計では、約14億強ということでございます。

これに対して、それぞれが措置費でござし、ますので、障害者はそれぞれもう既に入所

していたり、あるいは新しく入所措置要求してきたり、あるいは老人ホーム等の措置要

求はますます高まるばかりでございますし、また、児童福祉の関係も、やはり保育園の

状況というのは、やはり決して児童数が減っておりませんが、幾らかは減っております

けれども、ほとんど減っていません。そういうことで、一定の措置基準は変わりません

ので、その措置基準に対して、一定の行政をするということになりますと、その差額は、

全部東京都なり市が持ち出す、とこういうことになりますので、その差を市が持ち出し

でやっている。水準を下げずにやるということは、当然でございますので、そうせざる

を得ないということでございますので、そのようにやっております。

したがって、その分は、 市の持ち出しになっている、とこういうことでございます。

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) 都市整備部関係の補助金につきまして、御説明申し上

げます。

例を挙げて、下水道の関係で申し上げますと、国の補助率が10分の 6から10分の 5に

下がったわけでございます。この10分の lにつきましては、まず、地方債でカバーをす

る。地方債でカバーできなかった分を、都の補助金、それか ら、さらには、市の一般財

源で負担をする。そういうことになるわけでございます。

0議長(市川資信君) 鈴木美奈子君。

020番(鈴木美奈子君) ありがとうございました。

それぞれのところで、大変苦労しながら、自治体のレベルを下げない。そういう努力

が認められる、というふうに私は判断いたします。

地方行革で削減される、そうし、う補助金の削減されたものや、あるいはまた、職員を

削減される、こういうことが非常に多くなってきておりますけれども、廃止された補助

金が、 59年は、都道府県1，171件、市町村では2，278件が、 61年になりますと、都道府県

では1，240件、そして市町村では4，832件という、こういうふうに補助金がどんどん廃止

されている。そしてまた、削減される補助金も非常に多くなってきております。

補助金では、 59年では、市町村では 1万2，843件の補助金が削減されて、 61年になり

ますと 1万7，650件とし、ぅ、こういうことになってきております。職員の定数もどんど

ん下げられて、 61年では、市町村で6，272人も削減されているとしヴ、こういうことで

ございます。

また、これに伴って、事業の民間委託、こういうことが非常に多くなってきておりま

して、私ども、例えば学校給食の民間委託は、よく話題になりますけれども、この民間

委託という ことは、本当にいろんな点で困ることでありますけれども、この事務事業の

新たな民問委託も、非常に進んできております。昭和60年度では、 888の自治体の中で5，

286の件数も民間が委託進んでいる。 61年度、 これはもう4，124件ということで、いろん

なものがどんどん民間委託にされている。

しか し、これは日野の中では、こういうことがないとい うことが、 私はやっぱり革新

市政で、まず憲法を市政の中に生かして、本当に隅々まで行き届いた、こういうととを

やろうとしヴ、そこから国が補助金カ ット されて、 3年間も補助金カッ トされて、いろ

んな事情の中で影響は受けても、しかし、それを守っていこうということで、 こういう

努力が進められているからこそ、こういう日野の中でのいろんなことが守られているん

だ、というふうに思います。

私は、市長にお尋ねいたしますが、先ほどの国会での議事録のやりとりを見ましても、

64年度の予算編成に向かつて、補助金カットは復元する、もとに戻る、とし、う前提でこ

れからも交渉を進めてまいる所存だということで、梶山国務大臣がおっ しゃっているん

です。

私は、やはりこう しヴ、自民党の国務大臣も「やります」というふうにおっしゃって

いるんです。でも私は、本当にこれを、本当に今までの例から見ると、信用してし、し、か

どうか、疑問に思うわけですけれども、だからこそ国会の中でも、あるいはまた地方の

議会の中でも、私どもが市民の声を代表して、そしてその先頭に市長が立って、国会に

も行く。あるいはまた、庁舎にも垂れ幕を下げる。消費税を反対だという垂れ幕を下げ

させる 、こういうことが必要だというふうに思うんです。

私は、森田喜美男市長は、本当に市民の「私心なければ恐れるものなし」ということ

で、本当にこういう方を、私、持ち上げるわけじゃないんですけれども、こういうとと

でやっていらっしゃる市長というのは、本当に珍しいというふうに思います。(I貴重

品」と呼ぶ者あり) そうです。不規則発言にあるように、私は全国に誇る、こういう

市長ですので、こうしヴ市民を守る、そうし、う立場から、市長を先頭に、削減された補

助金を求める、復活させる、この運動をさらに展開させていただく必要がある、という

ふうに思います。

そういう意味で、私が今までやった質問について、全体的な御意見、そしてまた、市
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長を先頭に、住民と一緒に、国でも都でも、働きかけてし、く、そういうお気持ちをぜ、ひ

お聞かせいただきたし、と思います。これは、国だけの補助金カットでなくて、東京都も

随分カットされてきておりますので、その辺も、ぜひ含めまして、御答弁、お願し、し、た

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) 60年前後、つまり国の財政破綻、公債発行のみ多くて、どん

どんそれがまた膨らんでし、く。こういう状況の中、一時、地方自治体から借り入れをす

るという説明で、 60年の年に、いわゆる高額補助金の 1割カットということが始まった

ことは、我々の一番記憶も新たなところでありまして、そうして、 1年といったのが、

また次に 3年になり、最近はそれを恒常化しようという動きすらある。

臼治省は、これは自治体側の立場で、自治体を擁護し、財政の、大蔵省との交渉をす

る立場にありますから、自治省から受けるそういう説明は、一時は信用してきたわけで

あります。それが復活されるどころか、年々恒常化されるというこ とは、これは地方と

地方との力関係が、つまり地方が弱くなったとしヴ、一つの査証といわれてもよろしい

かと思います。

かつて、摂津訴訟といわれた、つまり保育園は 2分の lは国が負担するんだし、う法律

がある。そういうことに基づいて訴訟をし、いろいろ国民の注目もあったわけでありま

すが、それが大きなきっかけとなって、保育行政は改革をされ、国の補助金、あるいは

補助事業に対する国の責任が、かなり姿勢として立ち戻ったということは、明らかな事

実でもありました。

最近は、しかし、なかなかそういうエネルギーの結集ができ得なし、。こう いう、 言わ

ざるを得ない面もありまして、ただ、全国市長会とか、あるいは地方団体ということで、

主張をすれど、成果はまだ明らかならず、というような状況であります。これをいかに

地方が意思統ーを図って、そうして中央に強く迫るか、これからの大きな課題であり、

また、地方自治というものが、本来もっともっと尊重されて、そうして住民自治が憲法

の条項どおり守られていくということを、国民の関心を集めて取り組むべき、日本国民

の大きい課題である、というふうに考えます。

我々も、微力ではありますが、市民の皆さんと力を合わせて、そういう運動を、展開

を図っていきたし、ものだということは、常々考えておるわけであります。

不十分のお答えでありますが、そうしヴ基本姿勢には常に立っておる、というふうに

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) 鈴木美奈子君。

020番(鈴木美奈子君) ありがとうございました。

この国庫補助金が、 3年間とし、う、最初は 1年間という約束が 3年まで伸びて、そし

て、この影響は63年度まで合わせますと、 60、61、62、63、4年間になりますと、この

4年間の補助金のカットの総額は、 4兆9，039億、これだけの補助金が地方自治体から

カットされたということで、これは大変なことだというふうに思います。国民健康保険

の問題やら、あるいはまた教育、福祉、あらゆるものにかかわってきた、この補助金の

カットですので、私どもは、こういう点では、やはり市長と一緒に、共産党の国会議員

団も、竹下内閣が新たに発足いたしまして、就任いたしましたときの梶山自治大臣の方

に、 11988年度の地方財政対策等に関する緊急の申し入れ」ということで、共産党の議

員団が申し入れを行ってきております。

その一つは、地方財政計画の策定に当たっては、財政需要の実態に即して計上すると

ともに、財源不足については全額国が負担すること。

二つ目には、交付税率の引き下げを許さず、 40%に引き上げること。

三つ自には、義務教育費など、新たな国庫補助負担金の削減はもとより、不交付団体

を理由とする削減も絶対行わないこと。国庫補助負担率引き下げに関する特例措置をも

とに戻すとともに、今までの使用負担についての補てんを行うこと。

四つ自には、地方財政対策を口実にして、自治体と住民に重大な影響を及ぼす新大型

間接税の導入は許きれない。一切の導入作業を中止すること。

こういうととで、申し入れをいたしましたが、本当にこれが、すべて自民党が、政府

が、やっていただいたならば、地方の暮らす私どもは、本当にいし、暮ら しができるので

はないか、というふうに思います。

先ほど、市長もおっしゃいましたけれども、私ども、地方自治法が、去年40周年、憲

法もちょうど40周年を迎えて、ことしは41年になりますけれども、本当に今、地方自治

が、私たちの暮らしの上には一番大きな問題でもあり、そして、し、し、地方自治をこの中

でやっていただきたし、ということは、願いでもあるわけです。

そして、この中でも日野市では、非核宣言を行うとか、憲法を市政に生かそうとかと

いうことで、住民の声がどんどんはね返ってくるような、そう いう政治が行われるとい

うふうに、私は思っております。

そしてまた、地方行革と闘ってし、く、国が進めるそういう行革との慣れ、に、住民自身

も加わりながら、住民のサービスを低下させない、そういう運動も、さらに旺盛に進め
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ていく必要があると思います。

また、地方議会は、住民の代表の機関のことですので、こうした国が進める臨調行革

路線のこういうものについても、私たち自身が住民と一緒にこれをはね返してし、く。こ

のことが必要だというふうに思います。

そして最後には、日野は革新自治体です。この革新自治体が、本当に昭和70年代の最

高時は210余りありましたけれども、今、いろんな状況の中で、これが150くらいに減り

ましたけれども、でも150の革新の自治体、先ほどは、埼玉でも革新の県政が、さらに

5期目に誕生いたしましたし、沖縄でも共産党の議員が進出するという中で、革新が本

当に市民の中で暮らしを市政の中に生かすということで、革新の政治を求める人たちが

多いわけでございます。

私どもは、こういう日野の、全国にも誇れるような革新市政を、ぜひとも私は、森田

喜美男市長を先頭に、住民の暮ら しを守る立場から、継続、発展させていただき、自民

党が進める消費税に、ノーとしヴ、そういう態度をはっきり と表明していただきたい、

というふうに願し、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10の1、政府による補助金カットの市民生活への

影響についての質問を終わります。

一般質問10の2、老人アパートをっくりおとしよりの住居を確保せよの通告質問者、

鈴木美奈子君の質問を許します。

020番(鈴木美奈子君) 続きまして、老人アパートをつくりおとしよりの住居を確保

せよについて、質問をいたします。

この質問は、私、 4回目でございます。執念を持って、老人アパートをつくっていた

だきたい、こういうことで質問をさせていただくわけでございますが、私が 1回目の質

問のときには、昭和53年の 1回、 3月議会でございました。ちょうど10年たちます。 63

年の 6月でございますので、ちょうど10年たちますけれども、今、この10年を過ぎ去っ

てまいりますと、お年寄りを取り巻く状況が非常に悪くなってきております。 53年当時

は、それでもまだ、住居の問題でも、私どもが提案した時には、問題提起として、ぜひ

日野市でも老人アパートをつくって、お年寄りの方が、住宅に入れないという方を救っ

ていただきたし、とし、う立場で、質問したわけですけれども、昨年来から、あの東京都下

を襲った土地ブーム、そういうことで、地上げ屋の土地買い占めなどによって、お年寄

りの方がおうちを追い出されるという、それはまだ、この日野の中にも及ぼしておりま

せんけれども、そういう状況などもありま して、非常にお年寄りの住宅問題については、

大変悩みが多いわけです。

私が住んでおります多摩平団地は、団地でございますけれども、ここに住んでいらっ

しゃるお年寄りのお話を聞いても、多摩平は建てかえがもうすぐだ、という話を聞いて

おりますけれども、そのことを考えただけで、本当に心配で心配でということで、私、

先般呼ばれまして、お話ししてきたんで、すけれども、住宅というものは、本当に、私た

ちでさえ不安ですから、お年寄りにとってはどんなに不安な思いを持っているか、とい

うふうに思います。

61年の 3回目の 9月議会のときの答弁では、市長の答弁では、お年寄りが本当に十分

必要としているのかどうか。実態調査をして、必要なのかどうか、そして日野市の老人

の施策として、果たしてし、し、ものかどうか、ということを、他市の例だけでなくて、日

野市としても調べてみましょう、ということでございました。

それから、二つ自には、今度、部長でございましたけれども、向川原住宅に、 第2種

の64戸の市営住宅を建てるので、そこの中に、 4戸、老人向けの住宅を建てていきます

という、こういう答弁でございました。

その後、私もちょうどし、し、ところに、病院も間近で、アパートを持っていらっしゃる

方が「どうでしょうか」なんというお話もありましたので、提供するとし、う方があれば、

私は積極的に、余り難しく市の方は、私、考えているんじ ゃないかな、というふうに思

うんです。 61年のときでも、 23区の中では、七つの区と、それから三多摩でも、田無も

やっておりましたし、そういうこつの市もやっておりましたし、都内でも、目黒と中野

はやっておりました。

ですから、余り難しく考えないで、本当にお年寄りが、今、住宅を探しても、お年寄

りは危険だから貸してあげないとか、今でさえ一一赤ちゃんがし、るところでもだめだと

いうアパートもあるというふうに、この問、聞きましたけれども、お年寄りだと、なお

そういうととがあると思いますので、私は、今のこうし、う変化の中で、ぜひやっていた

だきたい、というふうに思うんです。

私は、 62年度の日野市の「福祉」という本を、市が発行した本を、非常に分厚い本で、

こんなにたくさんの福祉行政をやっているんだなということで、改めてまた認識して、

感心したわけで、すけれども、本当にあれだけお年寄りの施策がいっぱい前進している中

で、住宅問題が、市営住宅とか都営住宅とか、そういうところに入っているからし巾、じゃ

ないか、というふうになるかもしれませんけれども、民間のアパートに住んでいらっしゃ

る方も多いわけです。そういう点では、ぜひ、やっていただきたいということで、質問
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をさせていただきます。

よろしくお願いします。

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。福祉部長。

0福祉部長(高野 隆君) 老人のための住宅政策ということで、御質問でございます

が、私どもとしては、 基本的には、住宅政策というのは、国あるいは東京都がやるべき

ことではないか。しかし、大本的なものは、国の政策として展開すべきナショナルミニ

マムの中で、住宅確保というのはやるべきことではないか、というぐあいに考えており

ます。

しかしながら、その他の個別的な事情に対応する住宅政策については、各自治体で対

応すべきである、というぐあいに考えております。

特に、最近は、東京都が老人向け住宅をやっておりますし、シルバーケア一、あるい

は老人住宅等の、高齢者住宅等の施策の展開が見られるところでございますし、また、

日野市でも、先ほど御質問にありましたように、市営住宅の中に老人、または障害者等

の住宅の、あるいは母子、そういうものの枠を特別に設けて、施策として展開してし、 く、

とこういうぐあいにやっているところでございます。

老人の福祉の問題というのは、老人福祉施策の体系化の中でも、 重要な問題として、

住宅の問題は取り上げられております。健康の問題、医療の問題ですね、それから福祉

施策の問題、それから住宅施策の問題という のは、それから所得施策の問題ですね、所

得保障の問題、この辺のところにつきましては、かなり重要な問題として考えておりま

す。

それで、現在の東京都内での老人のアパートの状況という のは、先ほども御指摘にな

りましたように、既に九つの区でやっております し、その他10区では、 アパートのあっ

せん事業ということで、の、紹介事業をもやっているということでございます。現在の老

人アパートの状況というのは、提供事業と、あっせん事業という 2種類に分けられるか

と思います。

しかし、このような施策が、各区で展開されてきておりますし、日野市としても、住

宅の建設は民間につくっていただし、て、それを市がお借りする、とこういうような形で

今後は考えてまいりたい、というぐあいに考えております。

これからの具体的な状況等については、既に発足しているところでの状況等をいろい

ろ参考にしながら、施策を練ってまいりたい。必ずしもつくればし巾、ということだけで

はありませんので、一定の条件等も必要でございますし、老人ということでの地域の問
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題、特に公衆浴場が近くにあるとか、交通の便がし、し、とか、あるいは公共施設が近くに

あるとかし、うような、いろいろな条件を、やはり具備するという ことも必要だと思いま

すので、そうしづ条件、あるいは市の方で保障すべき安全の問題、その点についても考

慮していきたいと思います。

しかしながら、民間の御協力が、ぜひ必要でございますので、これから、民間の御協

力を得るような方法を考えていきたい、とこういう ことで、 PRに努めていきたいとい

うぐあいに考えております。(Iやるということだな、簡単に言えば」と呼ぶ者あり)

鈴木美奈子君。0議長 (市川資信君)

020番(鈴木美奈子君) 先ほどの答弁と全く、余り消極的な答弁で、今までと同じよ

うな答弁なんですね、毎回。

ぜひ私は、そうし、う、余り消極的な答弁でなくて、私が10年間、問題提起してまいり

ましたので、ぜひこの点については、積極的に働きかけていただきたいというふうに思

います。

市長に、 最後の答弁をお願し、し、たします。

O議長 (市川資信君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 何回も質問で、その都度、どういうふうに取り組めばし巾、か

ということを、考えるわけであります。

結論といたしまして、やっぱり制度に準拠したものでないといけない。そのことの最

初の発足として、特養老人ホームがあり、一番の最初に取り組むべき順序だ、というふ

うに考えま した。

それから、民間の方に、つまり借り上げでも、あっせんでも結構ですから、そういう

一つの建物経営をやっていただけませんか、ということも何軒か頼みましたが、まだ実

現に至っていないわけであります。

つまり、ケア一つきでなければいけないということが、当然伴ってまいります。それ

から、だれが保障人になるかということも、当然、生じます。そして、もし不幸にして

お亡くなりになられた際には、どうしヴ処理になりますか、とそれらのことを一つ一つ

全部解明をしておかなければいけない性格の、課題であります。安易に、問題をつくる

ようなやり方で、 発足も、これもなかなか難しい。

結論は、やっぱり制度をつくるというところに大きく依存をし、それが最初には、当

然、特養老人ホーム、それから有料老人ホーム、そういう順序にならざるを得ない。そ

ういうことになってくるわけでありまして、そのケアーっきということ、それから、そ
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れらの他のいろいろな保障関係、これは、生活保護のときのみは、一応成り立っておる

わけでありますが、その他には明確な制度には、まだなっていないというのが、現状で

あります。

そのあたりのと ころを十分詰めた上でないと、 取り組めない。そこで、特養老人ホー

ムは、既に制度化、 ょくできておりますので、何とい っても最初にやるべき仕事だ、と

こう思っております。

それから、施策として、市営住宅の一部を使う とか、そうい うことは当然考える課題

でもありますし、老人というのを、単身であるのか、家族っきであるのか、いろいろま

Tこ一人ひとりの事情があるわけでありま して、一つの制度として、整然とした福祉の体

系序列の中に位置づけなければ、そう簡単にはできない、 とこのよう に言わざるを得ま

せん。今後も、十分追求していきたいと思います。

0議長(市川資信君) 鈴木美奈子君。

(28番議員登壇〕

028番(名古屋史郎君) お許 しをいただきま して、一般質問をさせていただきます。

020番(鈴木美奈子君) これで質問を終わりますけれども、やはり、しっかりと位置

住宅都市整備公団が、昭和30年代に建設を した団地に対して、もう約30年経過してし、

るとい うこ とで、全国的に建てかえ計画を持っているようであります。現に、 その計画

に基づいて、横浜、 川崎、板橋、あるいは亀有、そういった団地で、既に計画だけでな

く、実施段階に入っているようであります。 30年代に建設され、 30年以上ということの

基準から しますと、日野市では、いわゆる多摩平団地が、当面、予定団地とい うことで

計画されているゃに開いております。

申し上げるまでもなく、 30年もたちますと、大変狭い。それから、いわゆる老朽化が

著しいという ことで、居住者の間で、居住そのものに大変な不便とし、し、ますか、不満の

あることも、現状であります。

したがって、いわゆる住宅を改善してほしい、そういう声は大変多いわけであります

が、問題は、建てかえ後の、いわゆる家賃の値上がりというものは、当然ついてまいる

わけで、大体、これまでの実施されているところの模様を調べてみますと、少なくとも

3倍、あるいは 5倍の家賃になっているようであります。

当然、改善されるわけですから、それで結構だ、という方は、それで結構なわけです

が、結構でない方も大変出てくるわけで、そのことに対しては、公団の方は、それなり

に家賃の軽減措置という形で、 8年後ですか、 10年後に、当初予定の家賃にする、とそ

ういったような方法をとって、いろいろ住民と話し合いながら、実施を進めているとこ

ろのようであります。

私は、この建てかえに関して、いわゆる多摩平団地が対象になっているゃに聞いてい

るわけですが、この建てかえということについて、日野市でどういうふうに対応しよう

とされているか、ということについて、伺いたいと思います。

それで「日野市の基本計画、現状と課題」という印刷物によりますと、民間の住宅建

設などについては、住みよいまちづくり要綱ということで、民間の方に御協力をいただ

いて、住宅環境の整備に成果を上げてきた、こういうふうに述べております。

そして、公共住宅の整備、建てかえなどについては、こう書いてあります。 I公社、

公団住宅についても、居住者の意見を尊重しつつ、関係機関に対して、居住環境の改善

などを求めていかなければなりません」一一一建てかえというか、公共住宅整備について、

前段で、こういうふうに述べております。後段がありますが。

まず、伺いたいのは、この「公社、公団住宅についても、居住者の意見を尊重しつつ

づけていただきたいというふうに思います。

私も、特養老人ホームは、非常に重要なことであり、このことをつくる ことについて

は、私も賛成でございますし、その後のまた老人ホームも必要だというふうに思います

が、ぜひ、何回も提案いたしましでも、そのまま私は終わってしまっているのではない

か、というふうに思うんです。ですから、提案したものについては、では、どういうふ

うにしたらし巾、のかということで、積極的な、その討論を、庁内の中でも巻き起こして

いただきまして、できないならできないで、構わないと思います。

私は、ぜひやっていただきたいということで、今、三多摩の中でも、立川でも、ひと

り暮らし老人に対する専用住宅条例ということで、共産党の議員固なども提案したりし

ておりますし、私も10年前から、このことは提案しておりますので、ぜひ、 l人で暮ら

している65歳以上のお年寄り、こういうふうに限定して、日野に住んで、住所があれば、

どんな方でも私はいし、というふうに思います。ぜひ、日野市の中で、庁内の中で、積極

的にこのことについて、しっかりと討論をやっていただきたい、というふうに思います。

以上、述べまして、終わります。

0議長(市川資信君) これをもって10の2、老人アパートをっくりおとしよりの住居

を確保せよの質問を終わります。

一般質問11のし多摩平団地の建て替え問題に対する市の対応を問うの通告質問者、

名古屋史郎君の質問を許します。
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関係機関に対して、居住環境の改善などを求めていかなければなりません」この部分に

ついて伺いたいんですが、この表現は、一般的に、公共住宅を建てかえする場合に、一

般的にこうさせたいな、とこういう願望なのか、何か、いわゆる東京支社管内で、そう

いう建てかえ計画が進行していて、いわゆる日野市に何らかのアプローチがあって、そ

ういったことに対して立案された結果が、こうしヴ表現になったのか。

全く 一般的に、もし建てかえられる場合には、居住環境の改善などを関係機関に求め

ていかなければならないな、というふうに思って書いたのか。アプロ ーチに基づいて、

こうい うことをしてあげよう、という腹づもりがあって書かれているのか。まず、その

辺、伺いたいと思います。

もし、アプローチがあれば、それらの回数、それに伴って示された図面、あるいは書

面、 そういったものがあるとすれば、どんなものがあったのか。まず、冒頭、伺いたい

と思います。

0議長(市)11資信君) 名古屋史郎君の質問についての答弁を求めます。企画財政部長。

O企画財政部長(長谷川暢男君) 今の質問、2点あるわけでございますが、 多摩平団

地の建てかえに関連する問題でございます。

既に前回の議会、また、その前の議会にも、この問題につきましては、他の議員さん

からも質問があったわけで、ございます。その時点でも、私の方は、現状の中では、全く

都市整備公団からは、正式な話は聞いていませんということで、お答えしているわけで

ございますが、全く今日の現状に至るまでの問、正式には聞いていないわけでございま

す。

ただ、考え方としては、この前のお答え した中で、も、少なくとも大きな団地の建てか

えがあるとするならば、正式に都市整備公団は行政の方に相談があってしかるべきだろ

う。そういう中では、市と しても、当然まちづく りの一環としての考え方として、 総合

的な計画の中で、意見を述べたい、というふう な考え方で、お答えした経緯があるわけで

ございます。現状におきま しては、情報としてのと らえ方だけでございますが、 住宅都

市整備公団は、東京多摩公団住宅自治会協議会と 1回の懇談会を開催したとい うのを、

私の方は、情報として、持っております。

その中で、都下 7市の地域を、先ほど名古屋議員さ んの方からもお話がありま したよ

うに、 31年から33年にかけての団地の対象地域を、年 1万戸ペースで、全国的に建てか

えしてし、 く、というようなことが話されたというふうに、情報として持っております。

よって、今の時点では、正式には、今日までまだ市には全くない、というお答えをして

おきます。

2点目の関係でございます。基本計画に関連しての御指摘でございます。前回も、そ

の御指摘をいただいたわけでございますが、全く基本計画の中では、アプローチのあっ

ての立案ではございません。一般的に、前段で申し上げましたように、一つのまちづく

りをする中での一般的な考え方として、そこに計画をのせた、ということでございます。

以上でございます。

0議長(市川資信君) 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。

今の答弁によりますと、アプローチなし。全くない。そういう中で、公共住宅の建て

かえにどう対処したし、かとしづ意気込みが、この日野市基本計画の現状と課題の中に、

大変積極的に読み取れるわけであります。大変積極的で、大変うれしいと思います。

そこで、 具体的に伺いたいんですが、居住環境の改善というのは、すぐにわかるんで

すが、 「など」というのは何か。その、居住環境の改善というのは、 建てかえそのもの

を居住環境の改善というのかどうか、ですね。大変理屈っぽいようですけれども、先ほ

ど来、論議とし北、ますか、鈴木議員の質問にもある、あるいは市長の答弁にもあるよう

に、 あるいは、 官頭申し上げたように、いきなり 3倍、 5倍という家賃、減額措置とい

うこともありますけれど、老齢化とし、し、ますか、 経済的な負担の、収入の停滞とい うこ

ともありますんで、その辺ですね。

その苦しい方にとっては、 建てかえそのものは改善じゃないんです。建てかえたとこ

ろに住める状況になって、改善になるわけですから。市の考えているのは、 改善とい う

のは、 建てかえたところに経済的弱者も住める ように してあげますよ、とい うとこ ろま

でが改善なのか。

建てかえとい うこと、 「など」とい うのがついていますから、よくわからないんです

すが、ど うして くれよ うとい うのかが、この文章からはわからないわけです。建てかえ

などの場合に、 居住環境の改善などを関係機関に求めていかなければなりません、 とい

うんですから、経済的な弱い人、あるいは障害の方、そう いった方もきちっと守ってあ

げる姿勢をちゃんと持っていますよ、ということなのか。建てかえるんだから、どうせ

戸数はふえるんだから、そのときに集会所の一つもつくらせようということが、この文

章の全部なのか。そこのところを伺いたいんです。

市が考えているのは、関係機関に求めてし、く中身です。そこのところを明確に、一般

的にとおっしゃるけれども、公共住宅の建てかえでは、こうしていかなきゃならない。
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0企画財政部長(長谷川暢男君) 具体的に御質問があるわけでございますが、当然、

立派な文章が書かれている。関係機関に居住環境の改善などを求めていかなければな

りません、と書いた以上は、どういうことをしてあげよう、どういうことをしよう、と

いう考えがなくて、アプローチは全くないんです。 rアプローチはあるはずです。あっ

た場合には守ろうと思っているんです」では、ちょっと文章の方が立派過ぎゃしないか、

というふうな感じがするわけです。

やっぱり情報として得たものに対して討議をした結果が、こう対処しようと出ている

はずなので、一般的な作文じゃないと思うんです、この現状と課題というところはね。

だから私は、住宅環境の改善というのは、もしアプローチがあった場合には「集会所の

一つもつくらせようと思っているんですよ」ということなのか、 「家賃の減額のそれな

んかもひどいじゃないか。それじゃOKしないよ」ぐらいまでの気持ちがあるのか、そ

れを具体的に聞いているんだけれど、それはない、アプローチがあってからだ、という

ことだとすると、文章の方が先走っているような、何か理屈っぼし、ょうですけれど、そ

んな感じがするわけです。

できれば、三通りというか、例えば、どうせ高層化するわけで、戸数がふえるわけで

すから、土地があくわけですから、ばーんと市民プールの、第二市民プールで、もつくら

せますよとか、いろいろあると思うんです。コミュニティーセンター的なものをつくり

ますよとか、いろいろあると思うんです。そのくらいのそれがあるのかどうか。 r言っ

てきたらあれだけれど」ということじゃ、ちょっとね。

それから、先ほど申し上げ、たように、現状と課題によると、次に行をかえて「公共住

宅整備に当たって、高齢者や障害者など、住宅の確保が困難な人々のために、その生活

対応に合った住宅を確保していくことも、重要な課題であります」と。大分トーソダウ

ソしているわけです。トーソダウンは、行をかえてあることからして、全く別個に、こ

れ、設定したものなのか。前段と関連しての文章なのか。その辺が、ちょっとわからな

いんです。

要するに、住宅、居住環境の改善などの中には、これも含んでいるんだと。障害者の、

あるいは高齢者の分もばっちり確保させます、そうしヴ気構えなんです、ということな

のか。いや、これは別なんだと。課題と書いてある、 トーソダウンしている部分は、こ

れは別なんだと。前段の住環境の改善ということが主であって、この高齢者、障害者と

いうのは、ちょっと難しいんで、課題としてあるんです、ということなのか。

大変、文章にこだわって、細かいようですけれど、 「し、ゃ、そうじゃないんだ。前段

とこれと全く一致 して、もう市民のためにあらゆる努力をしましょう」ということなの

これは、積極姿勢なわけですね。後段、申し上げますが、高齢者や障害者などについて

は、こんな課題がありますよ、といっているんです、ここで、。

そうじゃなくて、建てかえについては、こういう積極姿勢を持っていますよというん

ですから、どこまでやっていただく気なのかということを、明確に、一般的に述べたこ

とだとおっしゃっても、決意のほどがそこににじみ出ているわけですから、どこまでや

ろうということなのか、その内容です。どこまでやるかというのと、時期、方法、内容、

こういったのを具体的にお答えいただきたし、と思います。

0議長(市川|資信君) 企画財政部長。

基本計画の策定に当たっては、私の方が中心になり、各プロジェクトの中での積み上げ

が、経過としてあるわけでございます。

しかし、具体的な問題の御指摘でございます。ただ、この多摩平の住宅公団の建てか

えの問題についての内容としては、今、具体的にということでございます。しかし、当

然、この建てかえによっては、私の方が、行政とするならば、住宅都市整備公団から、

現状では話がありませんが、これだけの大規模な改修、改善を行う以上、何か行政にも

話があってしかるべきだろうということで、私の方も申し入れはしてあります。具体的

な考え方が煮詰まったら、やはり行政にも提示してほしいとし、うことは、申し入れして

いるわけでございます。しか し、現在の時点では、全くないということでございます。

ただ、当然、申し入れがあれば、これだけの多摩平の大きな整備計画を進めるに当たっ

ては、住民、市民の立場に立って、その居住者の幾つかの要望も、私の方としては聞か

ざるを得ないだろう、当然聞くべきだろう、とそういうふうな基本的な考え方を持って

おります。それを総合的に取りまとめた中で、やはり都市整備公団に行政と して、また、

その全体的な計画の中でのアプローチ、あるいは要望をまとめるべきだろう 、というふ

うな考え方の中で、現在、いるわけでございます。

その中には、当然、都市整備公団からは、基礎調査の問題の中で、いろいろな幾つか

の要件も出てくるだろう。あるいは、それに対しての居住者の考え方、あるいは行政の

立場の考え方をまとめて要望していくということで、現時点の中で、こうこうこうだと

いうような、具体的な考え方までは持っていないのが現状でございます。

以上です。

O議長(市川資信君) 名古屋史郎君。

028番(名古屋史郎君) 私は、そういうお答えを希望しているわけじゃないんです。

A
斗
ムハUつ、

U 戸ヘUハUつ
υ



か。その辺が、文章にこだわっているようですけれども、明確にお答えいただきたし、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) 企画財政部長。

0企画財政部長(長谷川暢男君) ただいま、名古屋議員さんの御質問でございますが、

けに、関与していただきたいという願いから、質問しているわけでね。家賃の減額のそ

こまで、市がそれだけの減額じゃOKしませんよ、と言えるかどうか、そこのところも

わからないんですけれど、そういう検討までしないと、団地の人たちの不安というのは、

消えないわけです。

ですから、お書きになる以上は、どこまでやる気なのか。アプローチがあってから考

えるんだ、にしては、大変立派に書いてあるんで、その違いをちょっと申し上げ、てみた

くなるわけです。

それでは、せっかくそういうことですから、時期をまた、 次に明確な御返事があると

いうことですから、そういうことにして・・・・・-。

さらに、ちょっと伺いたいんですが、住みよいまちづくり要綱によって、民間の方に

は、それなりの協力をいただいている。それで、まちづくり要綱の41条には「公団など

公共の行う事業は、適用を除外します」こう書いてあるわけね。民間の方に、まちづく

りに協力してもらうんだと。それで、公共のやる仕事については、除外します、とこう

書いてあるわけであります。

これは、常識的に、公共のやる仕事は立派な仕事をやってくれるだろう 、こ ういう こ

とだと思います。したがって、さっきの部長の答弁のように、当然、相談なり何なりも

あって、しっかりとやっていただける、こういうふうに思うんですが、先ほどから申し

上げているように、公団のもくろんでいるのは、どうしても戸数増だと思うんです。住

宅の改善と同時に、どうしても戸数増をねらっていると思います。また、現に、そうの

ようです。四つ五つの例を見ますとね。

そうなると、市のかかわりというのは、大変大きくなってくるわけで、自治体は関与

しないというわけにはいかない問題に、いろいろなってくると思うんです、ごみだとか、

し尿、その他いろんな関係が出て くるわけですから、当然、アフローチがあるだろう。

しかし、 先ほど申 し上げたように、板橋区の区議会で、公団に要望書を出した。弱者

をなるべく救ってやってほしいと。そのくらいしか、余り例がないんです。公団は、ど

んどんと進めるわけですよ。現に、うまくいっているところもあるようです。若干、い

ろいろ問題があって、おくれたりするところもあるようですが。

積極的に市が関与していくとしヴ姿勢、これが、現状と課題の冒頭にあったんで、大

変うれしく思ったんですが、ちょっと今、残念な気持ちをしながら、質問を続けている

わけです。

これまで、日野市が公共住宅の建てかえ、あるし、は誘致とし、し、ますか、その際に、大

私の方から、お答えになりませんが、この基本計画を策定した中で、の状況として、この

文書の細かい部分のとらえ方として、私も先ほど来、申 し上げておりますが、 基本的に

は、やはり具体的なことでなくして、少なくとも全面的に市ができるだけ努力したい、

というような考え方があるわけでございますが、担当部の中でのひとつの、私の方の責

任でございますので、そういうことを申し上げませんが、細かい、 この関連がこうだ、

ということについては、ちょっと私の方から明確にお答えできませんので、また調整し

た上でお答えしたいと思います。

よろしくお願いします。

0議長(市川資信君) 名古屋史郎君。

028番(名古屋史郎君) そうなりますと、大変言いにくいことですけれども、現状と

課題というのは文章の羅列なのか、というふうに(rそのとおり。作文なんだよ」と呼

ぶ者あり)、私は、さきに大変高い評価をしたわけで、すO 情報に基づいて、関係機関に

求めていかなければならない、非常にアプローチがあったというか、情報以上のものに

基づいて、書いているわけですよね。だから、相当な気構えがあるんだろうというふう

に、高く評価したかったんで、すが、今のそれだと、 「など」というのは、一体どういう

意味なのかとしヴ、大変細かいことですけれど、居住環境の改善などというのは、何な

のか。要するに、踏み込んで、先ほどから何回も言っているように、集会所の一つ、 あ

るし、は日野市民割り当て分を50戸確保しますとかね。

その昔、多摩平団地ができたときは、市立病院の医者、看護婦さん分があ ったとか、

なかったとか、聞いております。そういうこともできるんですね。できたようなんです、

昔。そのときは、住宅公団とし、し、ました。今は、住宅都市整備公団という んですから、

もっと自治体の話は、聞いてくれるはずなんです。

それで、なにか明確な、長谷川さんのところの担当だとおっしゃって、 しかもアプロー

チがないけれど、こういうふうに書いてあるんだということで、ちょっと私、どこまで

というのは、何回も繰り返しますけれども、そうし、う外郭的に、もしあれの話があった

場合には、 「これ、 一つっくりなさいよ」とし、うくらいなのか。

ほかの自治体では、関与した例というのは、余りないんですね、残念ながら。それだ
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変輝かしい成果を上げてきたことは、私は高く評価したし、と思うわけです。特に豊田駅

前の都営住宅の建てかえ時に対する市のかかわり。

それから、これは幻の計画になったようですすが、豊田駅前に公団の 1等地に、公団

の建設計画があったゃに聞きますが、その際、なにか市の決断によって、その計画が幻

の計画になったゃに聞いております。あるいは、公団が千代田自動車の跡地ですか、そ

ういったときに対しての市の対応。

これらについて、どんな御苦労をなさって、どういうふうにさせたということは、大

方の方が大体御存じだから、伺う必要もないと思いますけれども、ぜひひとつ、どなた

かの質問にもあったように、入居以来30年ということで、高齢化、いわゆる老齢化とい

う形の中で、大変、環境がよくなるということは、歓迎されているようですから、ぜひ

ひとつ、市が、アプローチがあってから、どこまで対応するのかというのを決めるとい

うんじゃなくて、もう現に、東京の中でも亀有とか、近くでは小杉ですか、どんどんやっ

ているわけですから、幾らでも情報収集できるわけですから、そして、どういうところ

まで関与できるのか。市民生活を守るためには、どこまでやろう、とこういうことを具

体的に相談していただきたいと思うんです。

「答弁は、ちょっとできない部分は後でします。アプローチがあってから相談します。

対応します」これでは、ち ょっと残念な気がします。ぜひひとつ、よろしくお願し、し、た

します。

最後に、市長に伺いたいんですが、これまでの公共住宅建てかえに対する日野市の姿

勢は、大変高く評価できるものがある、と私は思いますが、先ほど申し上げましたよう

に、この建てかえ問題は、アプローチがなければ概略がわからないじゃないか、とい う

ことじゃなくて、さっきから何回も申し上げているように、他にどんどんやっている 自

治体、やられているとし、うか、実施している自治体、かかわっているか、かかわってい

ないか、いろいろ自治体はあるわけですから、どこまで対応できるのかなということ も

含めて、ぜひ積極的に特例をしていただし、て、基本計画の現状と課題が、 作文でないよ

うにしていただきたい。

ここで、市長に最後に伺いたいんですが、今まで私、いろいろ申し上げましたけれど

も、市長として、どういうふうなお考えで、今のやりとりを聞いていながら、お考えに

なるか、全般的に伺いたいと思います。

さらに、その前に、部長の答弁も ありますが、一昨日ですか、立日橋が63年だ、 64年

だ、という議論が若干あり ました。言ったとか、 言わないとか、いや記録にあるとか。

私、それで思い出したのは、多摩平の教育センター前の溢水は防げるのか、という質問

をしたときに、 「あれは簡単です。七丁目の方へ抜きますから」としヴ部長の答弁があっ

たんで、す。そして、ある部長に聞いたら「どうしてそんなこと、そんなことをできっこ

ないですよ」といったような答弁があって、大変当惑したことがあるんです。

要するに、七丁目、す.っと役所へ寄った方ですね。あっちの方までくやっとヲ|っ張って

いって、大体持っていけるんです、とこういうある部長の答弁があったわけなんです。

それらは、まあ余り深く追求しませんでしたけれども、そんなことを言ったはす.がない

とかね。しかし、本会議ですから、この間の立日橋のときも、ちゃんと議事録を見ると、

63としヴ数字が出てくるんです。七丁目ヘヲ|っ張りますというのも、出てくるはずなん

です。

市長の答弁の前に、私、申し上げ、たいのは、無責任に言ってもらったや困る、という

ことなんです。物事がうまくいかないで、こうこうこうだろうという、想定はつくとか、

それならいいんですよ、それならいいんです。七丁目ヘヲ|っ張りますというのと、そん

な話つでありませんよという、同じ部長閑であるんじゃ、この御答弁も、ちょっと心配

なわけですよ。アプローチはいつあるか、わからないわけですから、この場は、これで

済みました、議会はね。で、半年たちました。アプローチがなかった。それをさっき言っ

た、また議会で、すと。それで「あのときのことは、たしか答弁は後で申し上げるという

ことになっていた」こういったことで、何かわからなくなっちゃう。それでは、立った

意味がないわけで、これは市長にも、各部長にも申し上げておきたいんですけれども、

ですから、臆病になってほしい、ということじゃなし、んですよ。余りにも食い違います

からね、七丁目ヘヲ|っ張りますよ、簡単ですよ、とこうしヴ答弁があったかと思うと、

そんな、とんでもない、大変な距離ですよ、ありっこないですよ、という答弁が返って

くるということ、事実あったわけです。

立日橋の場合は、 63と4の違いですから、 63が4になりそうだとし、ぅ、このことと違

うんです。 63と言った。ある部長は、私は63という数字は当初から承知していない、と

こういうそれですから、これはやっぱり食い違いだと思うんです。ですから、あえて申

し上げておきます。

では、市長の御答弁を、ぜひ、日本で、初めてのユニークな対処を示す、とこういう毅

然とした御答弁を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) 御質問にお答えをいたします。
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日野市住みよいまちづくり指導要綱、このことから入りたし、と思うんですが、その中

で、公営住宅、公共住宅は、指導の除外をしておる。これは、お互いの行政問でありま

すから、それ以上の責任のある協定をつくるということで、民間の指導以上のものにな

る、とそういうふうに理解をしておいていただし、て、結構でございます。

その実例は、都営住宅の建てかえの際、あるいは、公団住宅の建てかえの際、公団住

宅の建てかえは、まだ余り具体的なことはないわけでありますが、都営住宅の建てかえ

は、今もう既に幾つか、新規な協定をもって臨みました。その 1例は、豊田駅の建てか

えの際の 1例がございます。

建てかえるということは、もちろん、老朽したものを近代化する。その近代化は、ま

た今日の時世に合うようにする、ということでありますし、需要が多くなったから戸数

をふやすということも、当然、伴うわけであります。戸数をふやすということは、これ

は言われるとおり、ごみの問題、下水の問題、学校や児童生徒の問題、あらゆることに

伴うことでありますから、したがって、当然の自治体側としての要請をする根拠が生ま

れます。そういう形で、お互いの立場、立場の信頼関係におきまして、 よりよいものを

結果づけていくということが、当然の立場であります。

基本計画にあり得る課題として、その 「現状と課題」の認識を記録しておる、とこう

いうことでありまして、その言葉の内容は、もっともっと敷街できる、と こういうふう

に考えておいていただし、て、結構でございます。

特に、多摩平団地という指摘の中で考えます場合に、多摩平には、昭和33年当時、既

に30年を経過しますから、東京支社の約17万戸、毎年 1万戸ペースで建てかえていきた

いという計画には、該当すると思っております。

したがって、アプローチがあることを待っているわけでありますが、こっちから行く

ということも、手もありますので、そのこともこれからやっておきたいと思います。

我々も、ごく一般的に考えますと、かつて言われたのは、住みょくするということは、

つまり、部屋が狭いから壁を抜いて 2戸を 1戸にする、なんということも言われたこと

があるようにも思いますし、まだ模索の段階、それから、それは今建っているものを改

造するという範囲でありましょうし、建っているものを壊 して建て直すということは、

まさにこれからの課題だ。

一番最初にあり得ると考えますのは、平屋や 2階建ての部分に、やや高層のものが設

計をされるのが順序だろう、とこんなふうにも思うわけでありま して、全体計画、 建て

かえ計画ができているというふうには、私はまだ思いません。また、日野市に折衝なく

して一方的に計画を遂行するということも、あり得ないと思います。

したがって、指導要綱以上の基準に立って協議をする、というふうに御理解をいただ

きたいと思います。その際、既に住んでおられる方が、もちろん第一順位であります。

それから、将来のまちづくり、あるし、はまちの発展の方向に合わせて、日野市独自のこ

とも要望してまいります。

当然、行政の国の施策、あるいは東京都の施策として行われることでありますから、

協議は、経済ベースではなくて、国民ベース、あるいは市民ベースということで、行わ

れると思っておりますし、我々もまた市民の立場を、既に既存の市民の立場を十分守り、

主張して、代弁をしていくということも仕事である、というふうに思っております。

緑を守りたいとか、清流を取り戻したいとか、日野市独自の大きな政策もございます

ので、そういうことも、当然、要求をしてまいることになることは、もちろんでありま

す。なにか、地元の自治体が市民の立場に立って、あるいはまちづくりの立場に立って、

主張ができないとか、相手にされないとか、そういうことは本来、お互いの行政問であ

りますから、あり得ないことでありますし、また、我々も積極的に求めることは求める。

そういうことで対応してし、く。そういうことを書し、ておるのが、基本計画の意味だ、と

このように御理解をしておいていただきたし、と思います。

今まで、もう少し加えますと、建てかえ計画の序の口かもしれませんが、豊田の駅前

通りの中層の建物を建てかえ計画があるとか、 高島屋を、お庖が変わって云々というこ

とがありましたので、その際には、あの場所は交通上、 非常に要衝な、大切な場所だか

ら、特に駅前の広場も狭いので、車の交換できるぐらいな設計にしてほしい。つまり、

駐車場でありますとか、そういうことを含めた、かなり高層のものであって結構です、

というふうに考えております。

千代田跡の建物のことにつきましても、 600戸計画があります。これにつきま しでも、

当然、必要な日野市のまちづくり、あるいは住民のある方々のお立場に立って、きちん

とした要望をしておくというのが、一つの今までの成果でもあると思っております。

そういうことでありますので、なにかこう、手が打てないということでは全くないわ

けでありまして、十分、事前に、市民が納得のできる、そういう協定をつくって仕事を

進めさせる、とこういうふうに御理解をお願し、し、たします。

0議長(市川資信君) 名古屋史郎君。

028番(名古屋史郎君) 質問を終える予定でしたが、市長の答弁に、またさらに質問

という形は全くありません。市長の力強し、姿勢と、現状と課題という表現と、部長との
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016番(高橋徳次君) それでは、通告に従いまして、平山大和田補助12号線の拡幅と

状のようでございます。しかし、おとなしい静かな人は、そのまま「ああ、そうですか」

ということで済んでおりますけれど、時と場合によっては、なかなかそのとおりにいか

ない場合がございます。

また、行政の方としても、時と場合によっては、どうしても公図に合わせろとい う場

合と、そう言っていながら、っかえてしまうと、どちらでもよろしいようなというよう

な、非常にあいまいな点があるんですけれど、 この点について、伺いたいということで

ございます。

また、 2番目の方でございますけれども、建築は、合同庁舎の中の 2階の建築指導課、

それから土地関係は、 3階の方の開発の方ですか、やっているうちに障害が起きて、ど

うしてもこの建物はだめだとい うような場合、建築課の方では、これは公図と違ってい

るのではないかというこ とで、 突っ込んでいきますと、いや、土地関係に関しては 3階

の方へ行ってくれ。それで 3階の方へ行きますと、いや、建物に関しては 2階だから、

また 2階へ行ってくれ。ということで、堂々回り。いつまでもそんな堂々回りしていた

んではしょうがないということで、それでは 2階と 3階一緒に合わせて話し合うという

ふうにしますと、今度は、これは都の方としては人手も不足だし、とてもその広範囲な

あれは見ていられないので、市の方で何とか善処しろ、というふうなことがございます。

こういったことで、指導のあり方、とれは実際問題として、都が握っているようなん

ですけれど、この場合、市としては、あくまでも都の指導の方針ですね、これに絶対従っ

ているのか。たまには、都の方の矛盾点があったらば、都の方に対して、ある程度の厳

重な抗議を申 し込んでもよろしいんじ ゃないかな、という気がし、たします。

いずれにいたしましても、この場合、一番目にしても、二番目にしましても、迷惑を

こうむるのは、善意の住民の方が迷惑をこうむって、悪い言葉ですけれど、横車を押す

人が得をするというのが、現況のようでございます。

そういったことで、まず最初に、その 2点について、市の方の考え方を伺いたし、と思

います。お願いします。

O議長(市川資信君) 高橋徳次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) 一般論として、まず境界査定、確定とし、いましょうか、こ

れについて、お話ししてみたいと思います。

この境界確定をするときの権限は、都の総務局の境界確定課が持っております。市に

は、その権限は与えられておりません。そういうことでございまして、赤道とか水路等

の国有財産、これと隣接する民有地、この境界は、固有財産法の第31条の 3に規定して

答弁、これらの落差を悲しむものであります。

この問題については、次の日のバッターもありますので、この辺で、市長、あるいは

部長以下、皆さんの御努力を心からお願いを申し上げまして、この質問を終わります。

ありがとうございました。

0議長(市川|資信君) これをもって11の 1、多摩平団地の建て替え問題に対する市の

対応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」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56分休憩

午後 3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。

一般質問12のし平山大和田線(補助12号線)拡幅計画とその関連について(都市計

画道228号線より八王子行政境の間)の通告質問者、高橋徳次君の質問を許します。

(16番議員登壇〕

その関連について、質問させていただきます。

本題に入る前に、先に二つほど質問させていただきたし、と思うんですけれど、その第

ーとしては、都市整備の枠外にある地域の環境整備のための道路や、用水路、そういっ

たものを整備するために、よく問題となることが、現況と公図の違いでございます。こ

れは、前にもちょっとお尋ねしたことがあるんですけれど。

それと 2番目としては、それに伴う都の方の関係ですけれど、立川の合同庁舎ですか、

ここの指導課の許可のあり方の問題で、これは、直接市の方にお尋ねするという内容で

はないと思うんですけれど、この際、ちょっとお尋ねさせていただきます。

いずれにいたしましでも、前者の場合、いろいろ土地の整備をする場合、公図に合わ

せるということが、ある程度前提となって進めているようでございますけれど、日野市

の場合、殊にこの公図と現況が違いがあるということが、往々にしてございます。そう

いった場合、市としては、その違いに対して、どのように対応されるのか、この点を伺

いたいと思います。

と申しますのも、一応指導の方法としては、公図に合わせるようにということが、現
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おりますように、境界確定のこれは協議という条項でございますけれども、協議をして、

そこで市の決定がなされたら、そこが赤道である、というぐあいに確定をするわけでご

ざいます。

でございますので、今おっしゃいましたように、公図と現況の違う場合は、今まで申

し上げましたように、固有財産、すなわち赤道というぐあいに解釈されてもよかろうと

思し、ますが、隣接する土地の所有者と協議いたしまして、その赤道の一応決定する、と

いうことでございまして、何が何でも、その工事に合わせるのかと。やはりこれは協議

でございますので、協議が整ったところで、東京都が境界の確定をするということでご

ざいます。

そこで、矛盾している場合は、市として抗議をしないのか、というようなお尋ねでご

ざいますけれども、当然、境界確定には、市が認定いたしておりますので、市も立ち会

いをいたします。当然そこで矛盾とし、し、ましょうか、そういう場合には、都の方に抗議

をするのは当然だ、というぐあいに考えております。

2番目の、建築指導課と開発指導課との指導の食い違い、という点でございますけれ

ども、これはやはりおのおののセクショソが、リズム的なところがあるのかもしれませ

んけれども、建築基準法上においては、赤道があるとかないとか、そういうことは、そ

の建築物が建築基準法に適応しているかどうか、ということを確認するのが、建築指導

課の仕事でございま して、また、開発指導課になりますと、これは開発行為でございま

すので、その中の赤道の、後々水路とか、そういうもののっけかえ、交換、これは法に

基づいてやっていきますので、その辺の食い違いは、出てくるかもしれません。

しかし、これはあくまでもおのおののセクショソで任務が違いますので、そのように

なるのかもしれませんけれども、そういうようなことがあったならば、多分、開発行為

の場合を述べていらっしゃるんだろうと思いますけれども、そういうとき、都市計画部

にも開発指導課がございますし、私の方でも管理課がございます。そういうと ころに、

ひとつ、お申し出くだされば、都とよく協議したし、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) 高橋徳次君。

016番(高橋徳次君) 2点目について、もう一度伺いたいんですけれど、また申し出

てもらえれば、ということのようでございますけれど、申 し出てもどうにもならない、

というのが現状なんです。それでまた、たらい回しが始まるんです。その点、もう一度、

もっとしっかりしたあれがわかりましたら、お願いしたいと思うんです。それで、いい

ですか。

もう 1点、ついでに伺いますけれど、公図にもはっきりのっている市道の上へ建造物

を建ててしまった場合、市は、どう対応されるんですか。その点を伺います。

0議長 (市川|資信君) 建設部長。

0建設部長(永原照雄君) 赤道の上に建築物がある、という場合の件でございます。

これにつきましては、建築基準法上は、そういうことが一一一建築指導の方では、そうい

うことが生じることがあるかもしれませんけれども、私の方にも建築の確認申請が回っ

てくるわけじゃございませんし、まあ、それをどうするか、という問題でございますけ

れども、その辺は、やはり建築をされた方との協議によ って、その道を外に出して、道

路の区域の変更さえすれば取りつけられる、というようなときがあれば、そのようなこ

とで指導していきたい、というぐあいに管理しております。

以上です。

O議長(市川|資信君) 高橋徳次君。

016番(高橋徳次君) 意地悪を言うわけじゃないんですけれど、それではまずいとい

うことになって、道路のつけかえなりをするということのようなんですけれど、もし、

そのっけかえができない、余地が全然なかった場合、どうするんですか。

O議長(市川資信君) 建設部長。

0建設部長(永原照雄君) 私が思います一一私がというと、おかしいんですが、思い

ますのに、そこに通常通っていないとし、し、ますか、 通路として使われていないところに、

多分、その家は建ったんだろう、というぐあいに考えております。

そうでなければ、そこに赤道があって、市道の認定がしてあって通行を しているなら

ば、そこは必ず建てられるはずもございませんし、多分それは公共の用に供されていな

いところであっただろう、というぐあいに思っております。

そう答える以外に、ないんでございます。

0議長(市川資信君) 高橋徳次君。

016番(高橋徳次君) 公共の用に供されていない、ということなんですけれど、これ

はもう答弁は結構ですから。ーーところが、ちゃんとそこは人も通り、車も通り、公共

の用に使っているんです。

そういうことで、とにかくこうしヴ場合、先ほども申し上げナことおり、一番被害をこ

うむるのは、都民であり、市民なんです。ですから、そういう点、もう少し市としても

都の方へ申し入れて、きちっと整理 しておいていただきたいと思います。
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この件に関しては、市長、何か、もしお考えがありましたら...

O議長(市)11資信君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 法の筋道といたしまして、いわゆる公共のその土地の上に建

物が建てられるということは、本来は、あり得ないわけであります。周辺の人でも、ま

た、そのことも指摘をされるでありましょうし、もしそういう形で情報が入るならば、

その建築が正当でない趣旨の申し立てもしなければなりませんし。

今、部長が行っておりますのは、また、まま出てくる例といたしまして、廃滅した道

の上に、本人も知らずに家が建てられた、ということはあります。その際には、善意の

処置としては、つけかえというととで周辺の道路を、宅地につながる道があれば、それ

を広げるとか、どうにも処置のないときには、市が受け取って、そうして御当人に処分

をする、有償で買ってもらう。まれにそういう例がありますが、赤道は、本来は公共用

地ですから、なるべく公共の用に置きかえる、というふうに指導をいたしております。

O議長(市川資信君) 高橋徳次君。

016番(高橋徳次君) 私は、きょうはお寺参りに来たんじゃないんで、これ以上、堂々

めぐりはやめます。

それでは、本題の平山大和田線の件で伺いますけれど、この路線は、補助12号線です

か、それと13号線とがつながっているとしヴ、いわゆる電車区から八、王子へ抜ける道で

す。これは、 12号線の方に関しては、以前から何回か一般質問で、パス路線を通してほ

しい、というふうなことを申し上げてまいりましたけれど、たまたま、一時は予算化さ

れたんで、すけれど、ついに日の目を見ないで、つい先ほどから通るようになりました循

環パスも、道路が狭いということで、そこは通らないというようなことで、非常に狭く

て、余りほめた道で、はございませんけれども、今回申し上げますのは、 12号線そのもの

よりも、むしろこれに接続する13号線ですか、 豊田団地の中に都市計画道路 2・2・8

号線というのがございます。これから八王子へ抜ける、八王子の行政境ですね、そこ ま

での聞の道路ですけれど、この道路は、非常に道幅が狭くて、広いところで4メータ一、

また狭いところだと 3メーターというような状態の道で、しかも非常にカーブが多いと

いうことです。

それで、八王子との行政一一この路線が、八王子へ入りましたすぐそこに、国道16号

線のバイパスですか、これが通っております。それで、このバイパスが開通 してからと

いうものは、車を運転される方は逃げ道を探すのが早いもので、この狭い道路が急に往

来の車が多くなったとしヴ現実で、朝や夕方は、ほとんど歩行者は危険で、道でよけな

がら通らなければならない、というような状態になっています。

また、この道路そのものが、先ほど申し上げたとおり、坂もあればカーブも多いしと

いうことで、しかもわきを用水が通っているということで、最近はガードーレールをつ

けましたものですから、それほどじゃないんですけれど、以前は、よく、何の目的か知

らないけれど、真っすぐ道を通ればいいのに、わざわざ川の中へ飛び込んで、し、く車も非

常に多いということで、また、人身事故も何回か起きております。

この路線は、昭和28年ごろですか、やはり交通が不便だというようなことで、八王子

駅から豊田の南口ですか、ここまでパスを通したし、ということで、一時、拡幅の運動が、

その地域の住民で起こったことがございます。そういった状態な道なので、この道は、

一方通行にしたくとも逃げ道はない。ですから、免許証の取りたての人や、御婦人方は、

この道は鬼門だということで、通らないというのが、あの辺の人の常識になっておりま

す。

ふずれにしても、道路自体も余り整備されておりませんので、そういった状態で、車

の往来は激しいし、殊に八王子に接するところは、道幅も 3メートルぐらいきりないん

ですか、それで、舗装しても舗装しでも、すぐ穴があいてしまうというような状態で、

非常に危険ですし、つい先だっても土木課の法へお願し、して、その穴埋めをお願いした

ということですけれど、排水路がないものですから、すぐ舗装が傷んでしまって、また

穴があく。迷惑をこうむるのは、そばを通る通行人だけだ。車に泥水をはねられて迷惑

する、というふうな状態のところです。

そういった道路が日野にもあるということは、あちこちにござし、ますけれども、殊に、

このごろ車の通行量が非常に多くなったということで、何とかこの平山大和回線ですか、

これを拡幅できるところは拡幅していただいて、もう少し整備できないものか、その点、

伺います。

0議長(市川|資信君) 建設部長。

0建設部長(永原照雄君) 補助12号線と13号線、これと国道16号線の、おっしゃいま

したとおり、国道16号線が開通した、このバイパスでございますけれども、開通に伴い

まして、最近、非常に車が特にふえだしたというようなこと。また、山王寺の地区セン

ターがござし、ますけれども、それから八王子の方へ行く|幅員が狭小で、しかも縦断勾配

も激しいし、湾曲もひどく、交通に支障があるんだ、ということでございます。

市としましては、考えておりますのは、都市計画道路の 2・2・8、これが築造がで

きますと、交通の流れも変わってし、くだろう 、というぐあいには考えておりますけれど
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も、現状は、拡幅するということに、非常に、しなけりゃならんなということは、痛感

しているわけでございますけれども、何とかしまして、現在の道路の敷地内を有効に利

用いたしまして、路面整備を行います。

また、今後の課題としては、全面的に拡幅というような問題も出るわけでございます

けれども、これは現地を調査、見ましても、家屋等が既に建ち並んでおりますような土

地利用の状況からしまして、非常に困難ではなかろうか、というぐあいに考えておると

ころでございます。

それで、市といたしましては、局地的に拡幅できるところはないだろうか。このよう

な観点に立ちまして、踏査をして、早速この踏査を実施して、調査に入っていきたい、

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) 高橋徳次君。

016番(高橋徳次君) 調査してくださるということなんですけれど、この 2・2・8

号線ですか、これが開通すればよろしいんだ、ということですけれど、この 2・2・8

号線、 1対 1の目鼻が全然、ついていないのに、 2・2・8号線ができるわけないと思う

んです。

それで、とにかくこれから15年も20年も、 30年も待てというんじゃ、もう私も用が足

りちゃうし、 ( I J I一番おくれているよ」と呼ぶ者あり)そうそう、一

番おくれているんです。

それで、現在の土地を有効にということでございますけれど、もう有効に使っていらっ

しゃいます。塀のない民地ですね、庭先、これを通る車の方が、よけるために非常に有

効に使われています。だから、その点は、大丈夫だと思います。ですから、市の方とし

ては、早く、もっと根本的な解決をしていただきたいと思います。

これはまだ、これからじっくり検討しようということではなくて、部分的には鉱幅で

きるところがあると思うんです。ですから、そういうところから手をつけていただいて、

少しでも危険度を和らげていただきたい。このように要望しておきます。

関連として伺いますけれど、この路線に沿って、この路線と浅川の聞に、皆さん御存

じの、あの大和田運動広場がございます。また、八王子の市民の方が二十数軒住んでお

りますけれど、この運動広場も、市の方の力で大分整備されて、今では立派な運動広場

として、近隣の自治会の少年野球や、ソフトボール、ゲートボール等が大し、に活用して

いるんですけれど、どうしてもここに住まわれていられる方、これは八王子市民ではご

ざいますけれど、目の先に旭が丘小学校がありながら、わざわざ危ない甲州街道を横断

して、大和田橋の先まで通学している、というようなところでございます。これと同時

に、同じようなところが、浅川鉄橋のすぐ下流、ここに一部ございます。

こういったところは、行政区の変更ができないものかどうか、その点、ちょっと伺い

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) 都市整備関係につきまして、お答えをいたします。

現在、西平山地区の区画整理の推進につきまして、努力をしております。この西平山

地区の西側でございますけれども、浅川との境に八王子市分の土地がございます。概略

申し上げますと、面積といたしましては、約 1万9，000平方メートルでございます。こ

のうち、民地が26筆ございまして、この面積が9，500平方メートルでございます。この

残りが、河川敷ということになるわけでございます。

町名といたしましては、八王子市北野町及び長沼町の一部でございます。

現在、家屋といたしまして、約 6棟がございます。

この土地の所有者でございますけれども、八王子市の方が 1名、調布市の方が 1名、

それから日野市の方が 7名でございます。

この土地につきまして、かねてから議会の方からも、西平山の区画整理に合わせて基

盤整備ができないか、とし、う御指摘があったわけでございます。法律的には、行政界が

違うわけでございますので、区画整理法に基づく区画整理は、日野市と一緒にできない

ということでございます。

しかしながら、浅川と、それから日野市分との聞に、帯状にある土地でございまして、

できるだけ同一な形で基盤整備をいたしたいということで、現在、八王子市との協議を、

ことしに入り まして、重ねております。

方向といたしましては、この1.9ヘクタールの権利者で、組合施行の区画整理をする

か、あと一つの方法は、都市計画法に基づく開発行為を共同で行う、そういうこつの方

法が考えられるわけでございます。近いうちに、この権利者を集めまして、八王子市と

ともに、この基盤整備につきまして話し合いを持ちたい、というふうに考えている次第

でございます。

そこで、行政界の問題になるわけでございますが、行政界の問題とし、し、ますのは、非

常に難しいわけで、どちらかの市がプラスになるとか、あるいはマイナスになるという

ことになりますと、なかなか話し合いが難しいわけでございます。私ども、区画整理に
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かかわるこの区域につきましては、まず第一段階は、区域の面積、八王子市と日野市の

面積を、できるだけプラスマイナス、ゼロにするような努力をいたしたい。

第二段階になりますれば、この区域以外を含めましての行政界の変更の検討、という

ことになるわけでございます。

現在のところは、そんな状況でございます。

O議長(市)11資信君) 高橋徳次君。

016番(高橋徳次君) 今、検討中というようなことでございますけれど、なるべく早

い時期に実現できるようお願いして、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のし平山大和田線(補助12号線)拡幅計画と

その関連について(都市計画道228号線より八王子行政境の間)の質問を終わります。

一般質問12の2、老人会ゲートボール体協のゲートボール連盟とのかかわりとその問

題点についての通告質問者、高橋徳次君の質問を許します。

016番(高橋徳次君) それでは、老人会ゲートボールと体協のゲートボール連盟との

かかわり合いと問題点について、質問させていただきます。

これも、ちょっと質問しにくいことなんですけれども、通告しちゃったから、やり ま

健康と生きがい、また親陸、そういったものを主の目的として始まったゲームでござい

ますけれども、これが歳月の流れとともに、熱中の余り、大分様子が変わってきまして、

殊に連盟が結成された後は、むしろ前に申したことよりも、勝敗の方にこだわり過ぎる

という ことで、これがまた一つの問題を提起してしま った、ということでございます。

市の方の主催のゲー トボールの管轄は、 福祉部の福祉課、それから連盟の方は、教育

委員会の体育課が、それぞれ所管のような形になっていると思います。

それで、福祉部と教育委員会の方に伺いたいのは、この両方のゲートボールの本質と、

その考え方です。また、両者の関係、それを、まず伺いたいと思います。

0議長(市川資信君) 高橋徳次君の質問についての答弁を求めます。福祉部長。

0福祉部長(高野隆君) ゲートボールについての御質問に、お答えいたします。

す。

ゲートボールにつきましては、先ほど御質問のように、当初は、老人のスポーツとし

て、社会課が普及に努めまして、老人会に広く広がってまいりました。各老人会の中で、

日ごろの融和を保つためのスポーツとして、取り上げられてまいりました。

その後に、先ほどおっしゃいましたように、 62年だと思いますが、全国ゲートボール

協会一一一日本ゲートボール協会が結成されました。そのときのスローガソとし、し、ますか、

考え方の中心は、世界のゲートボールを目指すということと、万人が参加できるスポー

ツとしてのゲートボール、とこういうことで、若い人が参加することを含むスポーツと

して発展させよう、とこういうことで、全国組織ができたわけでございます。

そのときには、各県で、もう既に老人会を主体にして、ゲートボールが普及しており

ましたので、その中で、全国組織に参加するかどうかとしヴ論議が、各県段階でも行わ

れ、東京都でもかなりいろいろな形で論議がされたように聞いております。

その結果、東京都も最終的には、二つの意見がありましたけれども、東京都として参

加する。それで、東京都として、今度は各地域に参加するような形で、呼びかけがござ

し、ましfこO

現在の体協の中で扱っておりますゲートボール協会というのは、そういうわけで、全

国組織の中のー単位として結成されております。その結果、当初は、老人を対象とした

ゲートボールということでしたので、かなりルールも老人向きでございましたし、現実

に、現在、ゲートボールを老人会で、やっている内容とい うのは、ゲートボール協会のルー

ルとは、かなり緩い形でやられているように号、います。

しかしながら、全国大会等に選ばれて、参加されて出ていくときには、それぞれのチー

ムが全国日本ゲー トボール協会のルールに沿って、やは り競技をする、とこういうこと

もう皆さん御存じのとおり、申すまでもなく、この世の中、高齢化社会へどんどんと

進んでおります。国も、挙げてその対策に大わらわの現今というような中で、高齢者の

方々のためには、種々の施策も講じられて、元気な老人の方は旅行に、また、趣味に、

また、高齢者事業団等を通して、仕事の生きがし、にと、そして、ある人たちは、またゲー

トボールにということに、熱中されております。

このこと自体は、非常に結構なことなのですけれど、なかなか物事というものは、す

べて結構ずくめというわけにはまいりませんので、ここに反面、また一つの弊害もあら

われてきております。その中の一つを取り上げたのが、ゲートボールの問題で、あります。

そもそも、このゲートボールというものは、聞くところによりますれば、日本では九

州の方から端を発して、それが全国的に広がり、日野市でも、当時の社会課ですか、こ

れが窓口となって、昭和55年に社会謀が主体となって、市内の各老人会の人に手ほどき

したのが、そのきっかけで、定かな記憶でないんですけれど、その翌年、市の主催の老

人会のゲートボール大会も開かれたようでございます。その後、昭和60年になって、今

度は全国組織のゲートボール連盟で、すか、これができてきました。

いずれにしましても、このゲートボールが誕生しました当時は、お年寄りのために、
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と、それから審判員も、きちんとやはり日本ゲートボール協会の審判員が中心になって

やる、とこういうことで、かなり厳しいということになってくる、ということでござい

ます。

現在の状況は、そういうことでございますので、私どもが、現在の老人会が市内に47

ございますけれども、それぞれやっております老人会の内容というのは、日常的な友好

を中心にしたスポーツということでやっておりますし、それが体協の側でやりますスポー

ツとしての取り上げ方になりますと、若干異なってくる、とこういうことだと思います

ので、私どもはあくまで福祉としてのサイドで、老人会の日常の活動というものの一部

に含めまして、老人会を主体にしてやっていただく、ということで進めておりますし、

市の主催のゲートボール大会は、老人福祉課を主体にして実施する、ということでござ

います。

本日、たまたま日老連を主体にした大会が行われておりますけれども、そこでは、あ

いさつの中で、ゲートボール協会のルールに沿って厳粛にやってほしい、ということが

話されておりましたようでございますが、私どもとしても、それぞれ違った角度でそれ

を見詰める以外にはない、とこういうぐあいに考えているところでございます。

0議長(市川資信君) 教育次長。

0教育次長(砂川雄一君) 今、福祉部長の方からも話がありましたように、ゲートボー

ルが、御老人を中心にして、す.っと普及をしてきたわけで、ございまして、普及化します

と、やはり各種の大会が持たれるようになったきま して、競技として、ある高いレベル

の技術を求める動きも、当然、一部として出てくるわけでございます。

日野市の場合にも、昭和60年の 5月に、老人クラブのゲートボール愛好者によって、

日野市ゲートボール連盟というのが組織をされまして、昭和61年に体協にも加盟をする

というような形で、現在、 29団体、約500名ぐらいの会員の方が、ゲートボール連盟に

加盟をされております。

日野市のゲートボール連盟は、東京都のゲートボール連合にも加盟をして、各種の競

技に参加をするようになってきております。これは、スポーツと してのゲートボールと

いうことでございますけれども、日野市の中で、実際、ゲートボールを楽しんでおられ

る方が、すべてゲートボール連盟に加盟をしているわけではございません。もっとたく

さんの人々が、連盟外でも、ゲー トボールを楽しんでおられるわけで、そういった人々

が一体となって、やっぱり発展することを、私どもとしても期待をしているわけでござ

います。当市のゲートボール連盟の規約の中でも、初心者の参加、あるいはゲートボー

ルの普及を して、底辺を広めていくということも、うたわれております。

したがし、まして、原則的に言えば、スポーツ団体としてのゲートボール連盟の行う活

動と、老人会などが日常的に行う活動との間で、矛盾が出るというふうには、考えてい

ないわけでございます。これは、単にゲートボールに限らず、他のスポーツ競技にも関

連があることでございまして、例えば、ソフトボール連盟があって、それに入っていな

いとソフトボールが楽しめないということではございませんで、もっと広範な人、連盟

外でもソフトボールをやっているわけでございますので、したがし、まして、そういうス

ポーツ団体としての連盟に入っている方々も、そうでない人々も協調し合って、やはり

参加者の健康の維持だとか、生きがし、だとか、あるいは親睦のために役立ててほしい、

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) 高橋徳次君。

016番(高橋徳次君) 両方の説明を、今お聞きしたんですけれど、説明を開いている

範囲内では、非常に結構なことなんです。

また、ここにゲートボール連盟の規約もございますけれど、この 2条、 3条、 4条あ

たりにも、みんな仲よく一生懸命ゃれよということで、うたってございます。

しかし、最近、余りにも勝敗に熱中する余り 、各チームの指導者ですね、単位チーム

の、その辺に、とかく問題が生じつつあるというのも、これ、否めない現実でございま

す。

また、連盟の方が余りにも勝敗を目的とするということで、ふだんの練習から初め、

すべてが厳し過ぎるということで、せっかく入ってみたけれど脱会する、というような

現実があるようです。

そういった中で、殊にお年寄りがやることですから、まあ、ゲートボールをやられる

ようなお年寄りは、元来、まだ体の健康な方でしょうし、これらの一番困るのは、人問、

俗に、年を取ると頑固になる。頑固だから年を取っても丈夫なのか、その点、よくわか

りませんけれど、いずれ、卵が先かニワトリが先かで、この論議はさておくとして、も

う皆さん御存じの方もあると思うんですけれど、過日の新聞に、こういうことが出てい

るんです。

これは、かなり前の新聞でございますけれど。一一昨年、ゲートボール県チャソピオ

ソチームの主要メンバーの 1人が、ことしの成績不振を苦にして自殺した。ゲートボー

ルが、どうして自殺につながるというのだ。そもそもゲートボールは、健康や趣味や生
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きがし、のためということで始まった、老後の軽いスポーツではなかったのか。日本ーに

なったから、もう今までの自分とは違う。勝って当たり前、負けたら最後恥をかく。大

正生まれの律儀さも手伝って、ますます思し、詰めて、引くに引けないせつば詰まった状

態、に自分を追い込んでしまったのだろうか。あるいは、加熱する一方の練習に、試合に、

男のメソツをかけた緊張の連続が、身心をすり減らし、ついに命を縮める結果になった

のだろうか。私も老人クラブの一員として、ゲートボールはやっているが、大切なのは、

地域の老人仲間との交流であって、勝敗や上達は二の次と割り切り、気の向くまま、体

の向くまま楽しんでいる。老後の軽いスポーツに、何で年がし、もなく、あくせくのめり

込むのか、全く異常というほかはない。一ーというようなことが、新聞に載っておりま

し7こO

そういったことで、現に下部組織の方では、ある程度かなり荒れているようでござい

ます。そういった中で、行政の方も、老人課、教育委員会、それぞれが絡んでいる、 ま

たその折もあると思います。どうか、そうしヴ、もっと友好的に親睦を図れるように指

導できないものかどうか、その点、ちょっと伺います。

0議長(市川i資信君) 教育次長。

0教育次長(砂川i雄一君) 今、質問がございましたような事情についても、いろいろ

個人的な事情も絡んでいるようでございまして、私どももある程度は、事情は承知して

おります。

老人会にしても、ゲートボール連盟にしろ、それぞれ自主的な団体でございますので、

こちらから余り深く介入するということは、余りなじまないわけでございます。できる

だけ、その団体の中で解決していただくのが一番よろしいわけでございますけれども、

もし、どうしても行政が間に入って、何らかの調整が必要というととであれば、それに

ついては努力をしてみたい、というふうに考えております。

0議長(市川!資信君) 高橋徳次君。

午後 4時24分散会

016番(高橋徳次君)

たいと思います。

0議長(市川|資信君) これをもって12の2、老人会ゲートボール体協のゲートボール

そういうことでございますので、より一層、努力をしてもらい

連盟とのかかわりとその問題点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。

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。
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議 事 日 程

昭和63年 6月16日(木)

午前 10 時開 議

日程第 1 一般質問

本日の会議に付した事件

日程第 1

午前10時 8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 l、一般質問を行います。

一般質問13のし体育(特に陸上競技)の振興と市民の森陸上競技場の利用状況の通

告質問者、福島盛之助君の質問を許します。

[7番議員登壇〕

07番 (福島盛之助君) おはようございます。福島盛之助でございます。

それでは通告に従いまして、体育(特に陸上競技)の振興と市民の森陸上競技場の利

用状況についてお尋ねをいたしたし、と思います。

平和な世界の祭典とも言われますオリンピックが、アジアでは東京に続いて 2度目、

24年ぶりにお隣の国、韓国のソウルを会場に 9月17日から行われようとしております。

この期をとらえ、韓国では日本がそうであったように、先進国の仲間入りをしたい、経

済的発展を続けたいと国の威信にかけて成功させるべく準備を進めております。現在、

参加161カ園、 1万2，000人の選手がエントリーをしておりまして、史上最大規模を誇る

大会になるんではないか、そんなことが予想されます。だが、残念なことに、この期に

なりましでも、政治の壁は厚く南北朝鮮の統ーができなかったことであります。だが、

世界は一つ、ソウルオリソピックの成功を私たちは祈らずにおられないのであります。

最近、テレビ・新聞等でも報道され、いや応なく盛り上がりを見せておりますソウル

オリソピックでありますが、我が国でも最強の選手団を送るべく予選が現在行われてお

ります。先日もカルガリー冬季オ リンピックのスピードスケー トで 5種目入賞の橋本聖

子選手が、今度は自転車競技スプリ γ トで、またカルガリ 一五輪代表の関 ナツエ選手

もトラックロードと、代表にきのう選ばれたようでございます。そ して柔道も95キロ級

以上で斎藤 仁選手が、馬術では63歳ですか、井上喜久子選手が選ばれ、スポーツには

老弱の差はないんだなという感じもするわけでございます。そして、期待のマラソ γに

は、いろいろと選考過程に問題があったようでありますが、中山竹通、新宅永灯至、瀬

古利彦選手と決定を見まして、必勝を期しているわけでございます。

だが、オリンピックの花と言えば、何と申しましてもメイソスタジアムで行われます

陸上競技ではないでしょうか。ベγ ・ジョ γソン、カール・ルイスの100メー ター競争、

タイムとともにどちらが世界一速いか、興味の持たれるところであります。またセルゲ

イ・ブブカの棒高跳び、延々数時間にわたる競技は技術的にも見るものがあるのではな
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いかと思っております。

このような選手の活躍を私たちは画面を通して見るわけでありますが、いかに基本が

しっかりしているか教えてくれるのではないでしょうか。また、選手の生い立ちゃ経歴

を聞くたび、に、幼いころから訓練の積み重ね、その努力、その物すごさの一語に尽きる

わけでございます。したがって、その勝利の瞬間の感動たるや、また格別なものがある

と思われます。

すべてを犠牲にして訓練に明け暮れ、賛否両論し、ろいろな意見があろうかと思うが、

でも、優秀な選手が育つことによって、まちを挙げ、て後援会組織がで、きたり応援団ツアー

が結成されたりで、にわかにまちが活況を呈すのが常でございます。

ところで、この日野市でも市民待望の陸上競技場が立派に完成をされま した。私も古

き時代にちょっとばかり陸上競技にかかわったことがあり、当市からもオ リンピック選

手とはいかないまでも、若い人たちにスポーツを通 じてチャレソジ精神というか、競技

場が完成したこの機会に、運動会でない本格的な陸上競技の奨励に取り組む時期が来た

のではないかと思われますので、以下4点に分けましてお尋ねをいたしたし、と思います。

その第 1点目でございます。陸上競技場が昨年完成をされました。そして 1年を経過

いたしましたが、陸上競技場としての利用は、どうなったのでしょうか。今後も体育協

会の開会式、市民体育大会の利用どまりでおしまいになってしまうのか。グラウ γ ドへ

足を運んでみたくなるようなイベγ ト的な計画は、 これからもおありなのかどうか、お

聞きをいたしたいと思います。これが第 1問でございます。

次に、第 2点目でございます。本年 5月の 8日に体育協会創立30周年記念大会が行わ

れました。体育協会加盟のたしか27団体だったと思いますが、参加による入場行進が堂々

と行われたわけで、ありますが、その中には大小さまざまの団体がございましたが、少年

野球、軟式野球等はそれぞれ250名ずつが参加をいたしましたが、残念ながら、私の愛

する陸上競技の参加はわずか、それも市の職員ばかりが目立った行進で、あったように見

えましたが、現在の市の陸上競技連盟は、どうなっているのか。

これは体育協会内部の問題であって行政にはかかわりのなし、ことかとは思いますが、

わかりましたら教えていただきたいと思います。

次に、第 3点目でございます。当然、陸上競技場ですので、備品として器具もそろえ

てあろうかと思われますが、その貸し出しの方法はどうなっているのか。棒高跳び、高

跳び、ハードル、砲丸投げ、円盤投げ、やり投げとし、う競技は、ある程度危険も伴う競

技ですが、これらの練習に際しては、どのような指導がなされておるのか。また、そこ

にお勤めしていらっしゃる方は何人で、そのような知識をお持ちなのかどうかお聞きを

いたしたいと思し、ます。

第4点目でございます。最近の陸上競技の形態は、競技者の絶対数が多いという関係

から、中学生には標準記録が設けられておるそうでございます。そして、その標準記録

に達しないと次の大会にこまを進めることができない。したがって柳の枝に飛びつくカ

エルではないが、その標準記録を目指して挑戦が繰り返されているそうでございます。

1回の挑戦で標準を突破するには、よほどの力をつけていないと難しく、したがって、

志もむな しく挫折してしまうこともあり、勝利の喜びに浸る こともなく終了してしまう。

このようなことは、陸上競技ばかりではなく、すべての競技に通ずることであります

が、これは学校教育の問題であろうかと思いますが、市として、中学生による記録会な

り選手権大会、学校対抗競技大会が繰り返し行えるような環境を整えてやることも必要

ではないかと思われます。

先日の、きのうですか、高橋徳次議員のゲートボールに対する質問とは全く異なって

おりますが、こちらは将来ある若い芽を育てる質問であると理解し、自信を持って内外

に通じる公認の競技場に指定を受けるお考えはないか、ということでございます。

以上、 4点について回答をお願いをいたしたいと思います。

0議長(市川資信君) 福島盛之助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) それでは、ただいまの御質問にお答えをいたします。

まず、第 1点目の陸上競技場の利用状況でございますが、御承知のとおり、陸上競技

場は、昨年の 6月から供用を開始したわけでございますが、ことし 3月末日までの利用

状況を申し上げますと、競技場の占用使用ですね、全体を借り切って使用したのは、陸

上競技、マラソン等で 7回、サッカ一関係で 9回、ゲートボール関係で;6回、アーチェ

リーなどで4回、それから子供会のイベソトで l回、合計27回で 1万3，370人の方が参

加をされております。

それから、 トラックのみの使用で昼と夜とございますけれども、 4，504人、それから、

フィールドのみの使用で632人、その他、陸上競技場の中にございます会議室と、管理

棟の中の会議室等の使用で126回、 2，623人。合計で 2万640人の方が、との 3月末日ま

での間に御利用いただいております。

初年度といたしましては、比較的よく利用をしていただいているんではないか、とい

うふうに考えております。

それから、 2点目の日野市の陸上競技連盟に関する御質問でございますが、確かに市
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民体育大会での参加者の数は、そう多くはなかったんですが、関係者が、かなり大会の

準備とか役員関係に出ていることもありまして、ことしは、たまたま行進への参加者が

そう多くはなかったわけでございますけれども、会長以下二十数名の役員によって運営

をされておりまして、年間の主な活動としては、市民陸上競技大会あるいは市民ロード

レース大会あるいは市民駅伝大会、そうい ったものを主催をして行っていただいており

ます。

日野市におけるスポーツの発展向上に大いに貢献をしていただいている、 という ふう

に理解を しております。

それから 3点目でございますが、陸上競技場の備品として備えている物、まだすべて

完備を しており ません。したがし、ま して、ただし、ま今ちょっと御指摘がございました棒

高跳びに関するようなマッ トとか、そうい った物はまだ完備をしておりませんので、今、

砲丸投げとかし、ろいろ御指摘がございましたけれども、すべてはまだできません。

実際にそうしヴ競技をやっていただ く場合には、それをやっていただく団体の責任で、

そういう安全面については十分に配慮、してし、ただし、た上で、お使し、し、ただ くという形にな

ろうかと思います。

それから 4点目でござし、ますが、確かに一定の訓練を経て、中学生が、やはり記録を

競うということも体育の振興上必要な措置だ、というふうに思っております。例えば水

泳については、既に記録会を毎年行ってお りますので、陸上競技等についても、学校体

育その他で部分的には行われておりますけれども、そういった問題については、 今後検

討をさせていただきたいというふうに思っております。

それから、競技場の公認問題でございますけれども、御承知のとおり市民陸上競技場

を建設する際に、陸連の御指導も得て第三種公認がとれる内容を備えた競技場として一

応建設はされております。

陸連の規定の中に、公認陸上競技場及び長距離競争路並びに競争路規定というのがご

ざいまして、この中で五つ、5種類の公認競技場の規定を設けているわけでございます

が、その中で、一応日野市の陸上競技場につきましては第三種ということで、一応県レ

ベルの対抗を陸上競技がで、きる可能なトラックを持っている設備を持っております。

ただ、単にトラックのほかに付帯施設とか、あるいは、備えるべき備品というものも

規定がございますので、そういったものも今後順次整備をしていきたいというふうに考

えております。

現実に日野市の体協等とも協議をしながら、そういう必要が起こった段階では公認を

とるようにしたい、というふうに考えておりますけれども、現在の段階では、まだ特別

に実際の競技上、大きな支障は出ておりませんので、 公認はとっておりませんが、あと

備品類等を備えていけば、いつでもとれる状況にはございますので、関係者と十分に協

議をしながら、しかるべき時期には公認がとれるような形に持っていきたい、とい うふ

うに考えております。以上でございます。

0議長(市川|資信君) 福島盛之助君。

07番 (福島盛之助君) ありがとうございました。ただいまのお答えですと、初年度

としては、まずまずの利用があったんじゃないかということのようでございますが、実

は、昨年の 5月の10日にこの競技場はオープソされたわけで、ございます。私も、当然久

方ぶりに本格的な陸上競技にお目にかかれるのかなと思って楽しみに、この 5月の10日

のオープソに参加したわけで、ございます。ちょっと残念だなと感じたわけで、ございます。

それは、当然、陸上競技なので、式典後は一流の選手とまではいかないまでも、ある程

度、せっかくでき上がった400メートルを使つてのその模範競技などをするのかなとい

う感じであったので、すが、剣道であるとか空手であるとか、いろいろな、それはスポー

ツ、体協参加の団体ですので、それは結構なんですが、何かこの陸上競技場の落成式と

はちょっとかけ離れた模範競技だったのかなというような感じがするわけでございます

ので、その辺はどうかなということを再度お聞きいたしたし、と思います。

次に 2点目の方ですが、私の知っている範囲内ですと、確かに事情があったらしいん

ですが、現在、この日野市の体協には加盟していませんが、中央の方へ出て活躍し、立

派な経歴また知識等持っている陸上競技の愛好者の団体があるということを私は聞いて

おります。それらの方々と、これが今後話し合いまして、この市の陸上競技の発展に資

するお考えはおありなのかどうかということです。きっと相談を申し上げれば、喜んで

これに協力してくれるんではないかなという感じがするわけでございます。その辺も再

度お願いをいたしたいと思います。

次に 3点目の方でございますが、現在、器具の方は完備してないということでござい

ますが、陸上競技場と銘打っているからには、ある程度の器具もそろえておかなければ

いけなかったんじゃないかな、ということでございますが、先ほども申し上げましたよ

うに、棒高跳びであるとか高跳び、ハードルというものは、ある程度危険も伴いますし、

砲丸投げ、円盤投げ、やり投げなどは、場内の芝生などを傷めるということも確かにあ

るかと思いますが、今後、その辺をどうお考えになっていくかということでございます。

それから第4点目の方でございますが、現在のところは公認をとる希望はあるんだが、
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それでは、いつごろまでにその公認申請をし、許可をもらいたいというようなことがな

いようでございますが、近隣の市町村の状況をちょっと見ますと、八王子では富士森公

園に、これは三級だそうですね、富士森公園のグラウソドは。立川市営が二級、府中市

営が、 トラック300メートルで、三級だそうです。多摩市営が二級、三鷹が三級、福生が、

やっぱりグラウソドは300メートルで、三級、国立市が河川敷を利用しであるグラウンド

で、これは五級の公認をとっておるそうでございます。

そして、とれはちょっと余計なことかと思いますが、ロードレースの方にいたします

と、八王子、青梅、府中、福生、立川、そして国立では堤防を中心にロードレースの公

認をとっているそうでございます。

そして公認料をちょっと調べてみますと、二級で新設の場合、 40万円の申請料が必要

だそうです。そうして年間20万円。三級で新設の場合、 15万、継続で 7万5，000、四級

で5万円の 2万5，000、五級では 1万の5，∞0円だそうでございます。

それでは、日野市の市民陸上競技場はどうなのかというと、三級の資格が十分にある

ということのようでございます。それらを勘案いたしますと、ぜ、ひ若い人の夢を育てる

ためにも公認を早くとっていただし、て、若人が一生懸命その方面に精を出せるような対

策をしてやるのも行政の方からの仕事ではないかと思いますので、以上4点、再質問と

いうような形ですが、質問させていただきました。

よろしくお願いします。

0議長(市川資信君) 福島盛之助君の質問についての答弁を求めます。教育次長。

0教育次長(砂川雄一君) それでは、再質問についてお答えをいたしたいと思います。

陸上競技場の、昨年の 5月10日に開かれましたオープニソグセレモニーのことについ

て御意見がございましたけれども、確かに、その際に、一流の選手を招いて何らかの陸

上競技の模範的な競技をするというのも一つの方法だったというふうに思いますけれど

も、実際には、そこに参加をする市内の各種スポーツ団体が、自主的にその陸上競技場

の開設を祝うということを中心にして、当日のセレモニーを組み立てたということで、

ああいうような形になったわけで、ございますので、その点については御理解をいただき

たいと思います。

ただ、今後、何かそういう招いて何かイベソトを考えないかという御質問もございま

した。我々としても、それが日野市のスポーツの振興に役立つということで、可能であ

ればそういったことについても今後検討していきたし、というふうに思っております。

それから、体協に加盟をしてない陸上競技の団体があるということも、私どもも承知

をしております。これは、いろいろ聞くところによりますと、陸上競技協会の内部で、

いろいろその進め方その他についての意見が、異なる意見があって、結果として、そう

いうような形になっているようでございますけれども、一つは、陸上競技に関するとい

う面で言えば、内部問題というような感じもいたします。

いずれにしろ、日野市における陸上競技のスポーツとしての振興を図っていくという

ことから、その運営について十分にやっぱりそういう人たちも含めて意見交換が行われ

て一致した方向を見出してほしいというふうに我々も思っておりますので、しかるべき

機会があれば、そんなような協調がとれるような調整役等についても考えていきたし、と

いうふうに思っております。

それから、第三種の公認競技場としての一応条件は備えているわけでございます。た

だ、その条件の中には、いろいろ備品類について規定もございます。円盤投げとかハソ

マー投げとか、いろいろそういったこともございますので、それらについては先ほど申

し上げましたように、順次計画的にそろえていくようにしたい。

やはり、その場合、一つは市内に既にそういう団体なりサークルがあって、そういう

競技が行われているということも一つ前提になりますので、そういったようなものを優

先しながら、必要性の高いものから順次そろえていって、それで一応第三種の公認の条

件に合う形で、すべてが整備された段階では、当然、公認の申請をして公認競技場とい

う形にしていきたし、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) 福島盛之助君。

07番(福島盛之助君) ただいま教育次長さんの方からいろいろと御答弁をいただい

たわけでございますが、あの陸上競技場、主体は市民本位に使用したし、というようなお

心が強し、ょうでございますが、 実は私、本年度の 5月15日に、ある大きな団体の運動会

に参加をいたしたわけで、ございます。そして行ってみて本当に驚いたことに、グラウソ

ドの中央の芝生の真ん中に綱を張って見物席をつく っていたことでございます。これは

何で、不思議だなと思ったんで、すが、考えてみますと、確かに 1周400メートルという

立派過ぎる競技場なので、運動会では、あれをいっぱいに使いこなせないからだと思う

んです。私、一日参加をしていたのですが、 トラックを l周した競技は一度もなかった

のが実情でございます。

多目的に市民のレクリエーショソに利用するならば、もっとちっちゃいというか、 1

周200メートルぐらいの方がよかったんではないかな、という感じがするわけでござい

ますが、他市に誇れる、せっかくでき上がった立派な競技場ですので、これを有効に使
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うためにも、また若人に夢と希望を与えるためにも、行政の長として、市長さんのお考

えは今後どうなのかということをお聞きをいたしたいと思います。

0議長(市川資信君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 市民の森・スポーツ公園の陸上競技場の使い方について、御

提言、御意見を伺ったと存じております。

教育次長の方から、多目的、普遍的、市民本位ということに均ーする と思っておりま

すけれど、せっかく高価な経費をかけてつくった、かなり整ったグラウンドでもござい

ますので、選手が輩出する、そういうことにも役立てるという ことは、日野市として、

また一つの目標になるというふうに考えてよろ しいと思っております。

今のところ、日野市のとっております行政の市民本位という部分は、なるべく市民に

広く使われると、老幼男女、いろんな方々に広く使っていただくということが、どうし

ても第一目標になるところでございますから、これから、今後いろいろな時間帯その他

の分け方があろうかと思いますし、また特に選手として成長したいという要請があれば、

その方になるべく向くような条件設定も考えなければならないと、このように考えてお

ります。

地域社会としまして、市民生活そのものに、いわゆる健康づくり、また余暇時間の活

用ということでスポーツが多く、大きく取り入れられておりますので、 いろいろな形で、

大小あるいは、やや高度、または一般的というような形の組み方で考えてまいりたし、と

思います。

0議長(市川|資信君) 福島盛之助君。

技場があり、歴史も文化も、これらに全く劣らない日野市なんだから、ぜ、ひこのような

大会を、この際、誘致し、運動会しか見たことのない市民に、新装なった日野市が誇る

立派な競技場で、一流選手の本格的な一挙手一投足に触れさせてやりたいし、私もお目

にかかりたい。ひいてはまちの活性化にもつながるのではないか。

日野駅から徒歩で15分、緑の公園・陸上競技場、すばらしい発展を遂げておりますこ

の日野市を、市外の人たちに見てもらったらどうか、参加する選手も市民も、運営次第

では十分満足していただけるものと思う。

また、市民にしても、そのような競技会に接することにより、競技へ臨むその選手の

心構えとか練習風景、さらには競技者として出発してみようという人もふえてくるので

はないか、また、いろんな面で何か得るものがあるのではないか、そんなことを祈りな

がら、この質問を終わらせていただきます。

ありがとうございました。(拍手)

O議長(市川!資信君) これをもって13のし 体育(特に陸上競技)の振興と市民の森

陸上競技場の利用状況の質問を終わります。

一般質問13の2、幼児の減少と公、私立保育園の運営状況についての通告質問者、福

島盛之助君の質問を許します。

07番(福島盛之助君) それでは引き続きまして、幼児の減少と公、私立保育園の運

07番(福島盛之助君) これからを担う若人に、夢と希望、また健全な青少年の育成

営状況についてお伺いをいたしたいと思います。

統計資料などによりますと、 55年以来のゼロ歳から 6歳までの乳幼児人口を見まする

と、 55年度、 1万7，445人であったのが、 63年度は 1万2，513人と、 4，932人の減少となっ

ているようであります。そして、その減少率は28.27%と年々減少の傾向にあり、それ

に伴いまして、保育園に入所する幼児も、それに比例していくのではないかと思います。

また、時代の要請といおうか、高学歴指向のために英才教育を望み、幼稚園に入園を希

望する家族もふえてくるのではないか。

だが、まだまだ家庭の事情等により、母親がお勤めに行かなければならない。また病

弱のため養育がで、きないという家庭のためにも、保育園をより充実させて、安心してお

勤めに、療養に専念できるような施設にしていかなければなりませんし、また、閣の経

営者、そして、そこに働く 保母さんが、希望を持って保育に当たれるような環境を兼ね

備えた保育園で、あるよう願って、以下4点に分けてお尋ねをいたしたし、と思います。

その 1点目でございます。この日野市には公立保育園は、豊田、高幡、多摩平、平山、

新井、三沢、高幡台、南平、旭が丘、百草台、大久保、新坂下と12園ございます。そし

には、やはりこのスポーツを通じて行うのが一番し巾、んではないか、そんな感じがする

わけでございますが、東京都下、これは三多摩ですが、その各市には陸上団体で組織す

る都下陸上競技連盟としヴ、まことに大きな陸上の組織があり、当市もこれに参加して

いると思いますが、その活動の中の一つに、都下最大規模を誇る陸上競技選手権大会と

いうのが、例年 7月、武蔵野、立川、八王子のそれぞれの条件を備えている競技場で開

催をされておるそうでございます。ことしは、その第32回目を迎え、お隣の多摩市で誘

致に成功し、大会には恐らく 2，000人から2，500人ぐらいの選手が集まるんではないかと

言われております。

それに伴いまして多くの観客も集まり、あの発展目覚ましい多摩市の文化、歴史に触

れ、大変にぎわうことが約束をされておるようでございますが、この日野市も立派な競

円。
円
ベ
U

円
ペ
U

円

i
nべ
uqο 



て、私立保育園は、日野、日野第二、至誠第二、吹上、つくしんぼ、栄光、若葉、以上

7園であり ますが、 63年4月 1日現在の各園の定員と入園児数、その充足率等を教えて

いただきたいと思います。

続いて第 2点目でございます。統計の関係から、これは62年度を例にとらせていただ

きますが、全乳幼児数を見ますと、 62年度の全乳幼児数を見ますると、男の子が6，332

人、女の子が6，181人、全体では 1万2，413人、そのうち公・私立合わせての幼稚園に入

園している者が2，772人、保育園には2，066人、これを合計をいたしますと4，738人が保

育園なり幼稚園に在籍しているという ことのようでございますが、そのほかの7，775人

の幼児は、在宅のまま母親なりおじいちゃん、 おばあちゃんが保育しているものと思わ

れますが、統計では把握していないとのことですが、 せめて私は、 4歳児は107人、 5

歳児51人の実態などを調査し、何らかの方策をとる必要があるんではないかと思います。

続きまして第 3点目の質問でございますが、公・私立の職員の配置状況はどうなって

いるのかとし、うことでございます。

東京都の職員配備基準などによ りますと、ゼロ歳児は、 3人に対しまして保母さん l

人、 1歳児は、 5人に対し 1人、 2歳児につきましては 6人に 1人、3歳児につきまし

ては20人に 1人、 4歳児以上につきましては30人に 1人の保母さんが必要と言われてお

ります。そして、調理員も30人以上59人までが 2人、 60人以上149人までが 3人、 150人

以上は 4人の調理員きんを必要としております。それに保健婦、充実保母、中継保母、

特例保母と、全く自分には聞きなれない名前の保母さんがし、る ようでございますが、こ

れはどのような身分で、仕事の分担はどのようなことをしているのか。そして正職員、

臨時職員、パート職員等の配置の状況を公、私を分けて教えていただければありがたい

と思っております。

続きまして第4点目でございますが、最近、週休2日制が叫ばれております。既に民

間企業などでは、私が申し上げるまでもなく採用され、中央官庁でも実施されようとし

ておりますが、保育園で働く職員の労働時間はどうなのかということでございます。

私立保育園にあっては、朝 8時30分から 4時30分まで、 1日8時間、週48時間体制だ

そうですが、労働基準局では、 66年度までに週44時間体制を確立するように、との指導

がなされておるそうですが、公立の場合は、既に63年、本年度4月 1日から週42.5時間

体制をとっているそうですが、その状況について教えていただきたし、と思います。以上

でございます。

よろしくお願L北、たします。

0議長(市川資信君) 福島盛之助君の質問についての答弁を求めます。福祉部長。

0福祉部長(高野 隆君) それでは、御質問に沿ってお答えしてまいります。

全国の出生児も、このとこ ろ出生率が最低の状況でございまして、 この前の昭和55年

の、昭和41年ですね、丙午の時期をさらに下回ってまいりまして、出生率は昭和に入っ

て最低の状況ということでございます。日野におきましても同様な傾向でございまして、

人口や世帯数の増加があるにもかかわらず、乳幼児数は減少してお ります。

しかしながら、保育園の児童数は緩やかな減少傾向でございまして、昭和55年と昭和

62年度で比較いたしますと、公立では 5%の減少、私立では1.68%の増加となっており

ます。これは保育園に預けて働くお母さん方が増加しているということが原因だと思わ

れますけれども、それぞれ地域差がございまして、多摩平、旭が丘地域あるいは三沢地

域と比較しますと、かなりの変化がございます。

私立保育園の運営状況も、監査の結果、良好だということでございますし、今後とも、

公・私ともに保育園の運営には全力を尽くしてまいりたいということで考えております。

まず、定員と措置数の御質問がございましたけれども、まず、日野の公立の定数は、

全体で1，250名でございます。それに対する措置数は1，151名、平均しまして92.1%、民

間の場合に725人の措置定員に対して、措置数が701名、 96.7%の措置率でございます。

各閣について申し上げた方がよろしいんですか。(rし、ゃ結構です」と呼ぶ者あり)

そういうような状態でございますので、民間の方が措置率が高いと、こうし、う状況で

ございます。

それから、 2点目の62年度の全幼児の問題について御質問がございましたけれども、

私どもの管轄しております保育園の関係におきましては、全体の児童のすべてを受け持

つという形ではございませんですが、 3、4、5歳を中心といたしまして、幼稚園の方

に入っておられる児童がかなりございますので、総合して四、五歳児の児童数の保育あ

るいは教育における集団教育の場での教育というのは、かなり進んでいるというぐあい

に考えておりますけれども、なおかつ四、五歳児の在宅の状況というのは、今後ともま

た真剣に考えてし、く必要があろうかと思います。

日野において四、五歳児の在宅数というのは非常に少ないということでございますけ

れども、これは今後、もしもそのような状況について問題がありということであれば、

調査をしてし、く必要があろうかと考えております。

それから、 3点目の公・私立の職員の配置状況について御質問がございました。

これについて、現在、保育園の関係の職員配置につきましては、公立、私立ともに東
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京都基準で配置しております。先ほどの御質問にありましたように、年齢別の園児数に

よって配置されております。

なお、公立、私立との関係で若干の違いとし、うことで申し上げますならば、多摩平に

おける多摩平、豊田保育園に対する老朽加算、あるいは新井、新坂下保育園の小規模加

算等がございますので、これについては、臨時職員の配置をもって対応しておるところ

でございます。

また、特例保育につきまして御質問がございましたんで、すが、特例保育につきまして

は、公立においてやる場合には、正職員 1名とあわせて、児童比率で臨時の職員を朝 7

時半から 2時間、また夕刻 4時半から 2時間と、こういう形で雇い上げまして、正職と

臨時職員で、公立の場合には対応しております。また、障害児の介助員という形での対

応もしているところでござし、ます。また、産休、育休、病休等も臨時職員での代替の対

応、と、とうし、う形でございます。

労働時間について 3点目に御質問がございましたんで、すが、労働時間については、公

立保育園では週42時間30分、私立保育園では週44時間ないし46時間ということが状況で

ございます。

特に保育時間では、月曜日から土曜日までが毎日朝 7時30分から午後 6時まで、私立

保育園の一部では、なお 6時以後の延長も行っていると、延長保育も行っていると、こ

ういう状況がございますので、若干長くなろう かと思います。

先ほどの御指摘がありましたように、労働基準監督署の指導等も現在行われておりま

して、 48時間等の保育園がありましたんですけれども、これについては、できるだけ44

時間に、という指導もございまして、これは各保育園で一生懸命対応していると、こう

いうことでございます。

また、保育園の場合に、民間の場合には特例保育の場合に、職員によって対応すると、

こういうローテーショソでやっている状況でございますので、比較的臨時職員の導入が

少ないために労働時間が長くなると、こういう状況でございますので、市の方と合同の

会議等をたびたび持ちまして、これについては公、私の状況交換をしながら、私立の方

ではこういうぐあいにしたらし巾、と、こういう形の論議が行われております。

一般に申しまして、特に土曜日の場合に、民間保育園の場合には遅くまで子供を預か

ると、こうしヴ状況が見られるということでございますので、これについては、母親あ

るいは父親との相互の園との意見交換をいたしまして、できるだけ子供と一緒に過ごす

時間が多くなるようにと、こういう形での公立、私立の経験交流を通して話し合いをし

ていると、こうしヴ状況でございます。 以上です。

O議長(市川資信君) 福島盛之助君。

07番(福島盛之助君) ありがとうござし、ました。ただいまの部長さんのお話ですと、

公・私立保育園の充足、定員に対する充足率は、公立の方で92%、民間の方で96%とい

うことでございますが、今、公、私立両方なんですが、入国を許可する場合、どのよう

な形で許可をしておるのか。父兄の希望を優先をさせるのか、それとも地区的要件を優

先させてその入園許可をするのかどうか、というととをお聞きいたしたいと思います。

そして、実際問題として、東京都の指導基準、また社会的状況などによりまして、私

立保育園経営者なども大変厳しい状況下にあるようですが、定員に対する充足率は大変

気になっておるようでございます。実は「三多摩保育特集号」の 5月号には、都下26市

中20市の63年5月2日現在の在園数と定員数、充足率などが掲載をされておりましたが、

日野の分につきましては集計作業がおくれたのかどうかわかりませんが、掲載をされて

おらなかった関係から、何か変だなというような意見があったようでございますので、

このような場合には、なるべく早くその結果などを発表していただし、た方がし、し、んでは

ないかと思いますが、よろしくお願し北、たしたいと思います。それが第 1点目に対する

再質問でございます。

次に第 2点目でございますが、当然、市として幼児教育の必要性を認め、また母親に

対する福祉の充実を目的にいたしまして、幼稚園、保育園に対し、また入園児に対する

処置及び補助がなされているわけでありますが、先ほど申し上げましたように、家庭、

在宅保育をしておる人たちにも、ー何らかの処置は考えられないのかということでござい

ます。

これは先ほども申し上げましたように、おじいちゃん、おばあちゃんあたりが見てい

るのではないかと思われますが、その辺のことも再度お願いをいたしたし、と、お聞きい

たしたいと思います。

次に職員に対する待遇でございますが、公・私立、先ほど説明をいただきましたので

大体わかったのですが、大分違いがあるんではないか、どんな計算でなされるのか、ま

た、公立にあっては、臨時職員、パート職員などに対する期末勤勉手当などは支給をさ

れるのかどうかというようなことでございます。

以上、 3点に分けてちょ っと質問させていただきますので、よろしくお願し巾、たした

いと思います。

0議長(市川資信君) 福祉部長。

ハUA
4
 

Q
U
 

1
1ム

A
斗

A円。



0福祉部長(高野 隆君) それでは、第 1点目の入園の許可についてどうか、という

ことの御質問にお答えしたいと思いますが、保育園の場合は、措置という形をとってお

りますので、申請がありまして、保育園の入所の申請がありまして、それを措置会議を

いたしまして決定をすると、こういうことでございます。したがって、 その方の御希望

が第 1順位、第 2順位ということであります。それに沿って審査をいたしまして、それ

をその親の労働条件、勤務条件、これをまず第 1順位として第一に配慮、して決定をする

と、こういうことでございます。それを指数と申しますけれども、指数が10から 6ない

し7ぐらいまでがあると思いますけれども、その辺のところで、順位の高いものから入

所させる。したがって、第 1順位で入れなかった場合には第2順位に回すということで、

それぞれ個々のケースの場合に、御本人と連絡をとりながら御希望に沿うような努力を

しております。

したがって、通勤あるいは住宅、家庭からの距離あるいは上のお兄さん、下の弟さん

とか、その他の関係での入国の御希望がありますので、それに沿って、 できるだけ措置

をすると、こうしヴ方法をとっております。

それから 1点目の、ちょっと三多摩の保育連盟の方の状況について、ちょっとわかり

ませんが、これは恐らく民間の団体でございますので、民間の関係でいろいろ調査をさ

れているのじゃないだろうかというぐあいに考えておりますが、また改めて、このよう

な状況があって御協力できる点はしていきたいと思います。

それから、 2点目の在宅児、特に四、五歳児の在宅児に対応する方法、施策を何か考

えろ、ということでございますけれども、これは幼稚園との関係もありますし、総体的

に在宅児手当というのを、一回ほかの市で考えてやったことがあるようでございますけ

れども、こういうようなことが果たしてし巾、かどうかというような御論議を呼びま して、

これについては現在余り普及してないようでございますけれども、特に在宅の児童がど

うし、う状況にあるかという点についての調査を、今後さらに続けていく必要があろうか

というぐあいに考えております。

3点目の臨時職員に対する期末手当の問題ですけれども、これは市の場合には労働組

合がありまして、臨時職員も含めて期末手当の要求してくると、こういうことでござい

ますので、一定の日数に沿って若干手当を払っていると、こういうことでございますけ

れども、民間の場合には、どのようになっているか、ここにかなりばらつきがあると思

いますけれども、それについては状況を十分に把握しておりませんが、また、わかり次

第御報告をさせていただきたいと思います。以上です。

0議長(市川資信君) 福島盛之助君。

07番(福島盛之助君) ありがとうございました。ただいま私が申し上げました、何

か「三多摩保育特集」と、これは民間のそうい うあれだろうということで、今のところ

はわからないというようなことで、調べていただ くということでござし、ますが、 余り疑

惑を持たれないような方法で、なるべくこういうものは早く、速やかに発表していただ

いた方がありがたいんではないかと思っております。

私も、恥ずかしい話ですが、私は子育ての時期には、ただもう仕事一筋にまいりまし

たので、子供の教育などは家内に任せっ切りでございました。そんなことで、子供のこ

とは全く無知であったわけでございますが、説明により、ある程度理解をいたしました

が、現在、行政改革などが論議をされておりますし、本定例議会でも職員の定数問題等

が提案されております。

そして幼児教育、幼・保一元化の声なども聞こえる現代の中にありまして、市長は、

国、都に先駆けて幼児教育セソターを設立いたしました。先日、その研究業務報告書も

配付をされましたが、それらを踏まえ、市長は今後、公・私合わせて19ある保育園の運

営、指導を、行政の立場からどのように進めていかれるのかお聞きをいたしまして、こ

の質問といたしたいと思いますが、市長、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) 人柄の形成とし、し、ましょうか、幼児期が非常に重要だという

ことも聞くわけでありますし、また次代を担う一番種になる幼児の大切さというものは、

地域社会において最大限の将来をつくってあげるということが重要だ、というふうに考

えております。

日野市の場合は、急成長した都市という理由もありまして、一時、幼児がまた非常に

ふえた時期があります。特に保育園、それから公立幼稚園が、地域の特性上、公立の形

で持つ必要がある、とし、う事情も御承知のとおりでございます。

今日になりますと、確かに幼児数という状況では、一時のような緊迫したとし巾、ます

か、あるいはお母さん方から厳しく要請される状態は低下したということになっており

ますけれど、幼児教育の重要さということは、一つも後退をすることはまたあってはい

けない、というふうに考えております。

経営の幼稚園、保育園あるいは、それがまた公・私とし、う経営、運営のあり方にまた

それぞれ特殊性がございますが、なるべく地域の子供には、特に保育教育ということで

は、格差のないような処遇をしなければならない。こうしヴ判断のもとに幼児教育セソ
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ターを設けて、そうしていろいろな情報を提供したり、あるいは将来の子供の成長のた

めに、特色のある、また地域性の高い努力をすると、そういうふうに考えておるわけで

ございます。

幼稚園、保育園、今までの制度上の系列もございますのと、そのととに加えて、公立、

私立という日野市の事情によるそれぞれの存在の理由がございますので、先ほども申し

述べま したが、いわゆる幼児期、大切な幼児期に、保育教育の上で格差のないそういう

条件を提供すると、また行政としても、そういう考えで地域社会の大切な年齢層に対応

してし、 く、 こういう考え方で、進みたいと、こういうふうに考えております。

幼児数の減った今日こそ、そのことが比較的可能性を、可能性とし、し、ますか、可能な

らしめる状態を高めておるというふうにも考えられますので、いろんな意見交換をし、

情報を分かち合って、子供のために将来を切り 開いていくと、こういう対応でありたい

と、こう願っております。

0議長(市川資信君) 福島盛之助君。

07番(福島盛之助君)

らせていただきます。

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13の2、幼児の減少と公、 私立保育園の運営状況

どうもありがとうございました。それでは、私の質問を終わ

うに思います。

そういう意味で、現在までの日野市におけるこの公団の建てかえについて、どういう

ふうに情報把握をしていらっしゃるのか、その現状について御報告をしていただきたい、

というのが第 1点であります。

それから、 第2点目は、旭が丘の地域に400戸でしたか500戸で、したか、 賃貸の公団が

建設をされる予定で今始まっておりますけれども、その公団における分譲賃貸のその許

否について、どういうふうなことにするか、分譲にするか賃貸にするか、ということが

あったわけですが、 最終的には、市の希望があって賃貸方式の公団になった、とい うふ

うに私も聞いておりますが、その辺のいきさつについて御報告を していただきたし、とい

うことであります。

さらに本会議でも御報告があったかと思いますけれども、 横河メデイ カル初め数社に

ついてですね、この賃貸の公団に具体的な優先枠とし、し、ますか、 とれたという話も聞い

ておりますけれども、その辺のいきさつについて御説明をしていただきたいとい うこと

であります。

以上、よろしくお願い します。

0議長(市川資信君) 夏井明男君の質問についての答弁を求めます。 企画財政部長。

O企画財政部長(長谷川暢男君) 1点目の質問につきましてお答え したいと思います。

3月の定例議会の中にも、 先ほど質問者の中からお話がありましたとおり、公共住宅

の整備というような質問の内容があったわけでございます。そのときに、 一つの公団の

情報と しての基本的な考え方を私の方から申 し上げま した。 31年から33年に建設した住

宅の建てかえについての考え方、あるいは現行17万戸についての年 l万戸のペースでの

建てかえの方法等の情報を 3月議会のときに御報告したとおりでございます。

その後の経過とい うことでございますが、きのうも議員さんから も質問があったわけ

でございますが、今 日までは都市整備公団から全く協議がない、というお答えをしたわ

けでございます。 しかし、市と しては、 3月の議会のことも踏まえて、都市整備公団に

対して常に正確な情報を提供するよう再三の申 し入れはしているわけでございます。

一つの住宅整備公団の内容と しては、建てかえについての考え方としては、住宅都市

整備公団法の中に義務づ、けが一つあります。その内容としては、公団法に基づいた建て

かえについては、当然、地方公共団体の長の意見を義務づけ、事情を聞く、というよう

な義務づけの法制化がされているわけでございます。よって、私の方もその時点では、

市として地元居住者の意見を尊重、あるいは市のまちづくりの整合性の問題等を十分協

についての質問を終わります。

一般質問14のし多摩平団地の建て替え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) この多摩平団地の建てかえにつきま しては、第 1回の定例会に

質問をさせていただきました。昨日も社会党の名古屋議員の方から、基本計画を中心に

して、かなり突っ込んだ質問があったわけであ ります。前回も、私申 し上げ、たんで、すけ

れども、今、多摩平団地に住んでいるお年寄りが、この問題についてはむしろ非常に口

が重くなってきている、ということで非常にその深刻度を物語っているわけであります。

そうい う意味から、この問題は団地に2，700世帯ございますけれども、重大な関心事に

なって、日々その強さを増しているところであります。基本計画にも この建てかえにつ

いては触れているわけですので、過日の定例会のときにもお話し申し上げま したけれど

も、日野市でこの公団の建てかえについて、どういうふうに情報を持ち、どう いうふう

に展開してい くのか、市の方でも重大な関心を持って私はいらっ しゃるだろうというふ
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議していきたい、というふうに考えております。

そういう考え方の中で、今日までの情報として私の方がとらえている内容を何点か申

し上げたいと思います。

既に公団が全国的に建てかえの状況を資料として私の方が持っているのが61年度の部

分でございます。小杉の御殿団地と申し上げるんでしょうか、 川崎にございます。その

ほか 1団地をやっているわけでございます。 61年度は 2団地、 63年度については板橋の

蓮根団地以下 7団地ということで計画を進め、ある程度進捗しているとしヴ状況でござ

います。

なお、蓮根の例で申し上げるならば、現行では816戸の 4階建てのあるものを960にす

るというような内容。なお、 62年度の中には都内の、やはり亀有団地があるわけでござ

います。現戸数の296を880というような大規模にする、というような情報を持っており

ます。その中では、亀有団地の中では、市と協議の中で幾つかの小学校の問題、保育園

の問題、学童のスペースの問題、公園等の問題を具体的に現在協議中である、というよ

うな情報も持っております。

よって、この 2カ所の団地を見ますと、一つは蓮根団地で申し上げまするならば、当

然、家賃の問題もあるわけでございます。現行、蓮根団地の場合には、 1K、2K、 3

DKというような現行の建物のスペース、面積がおのおのあります。一つ例をとります

と、 2Kの中で32平方メートルというような現行の面積の中で2万1，200円という家賃

でございます。これを建てかえによって、 2DKにして面積を44平方メートルにして 6

万9，000円にする、というような内容が具体的に数字で示されているわけでございます。

しかし、その内容を見ますと、当然居住者の場合には一定の今の現行家賃からの多少

の値上げ、それに伴つてのスライド性の問題、よって、この金額にする場合には 8年後

のスライド性、あるいは一般の公募住宅の場合には、もう当初から公募した人たちを新

しい家賃で、というような状況があるわけでございます。これにかかるまでの地元の説

明会等の手順の内容を見ていきますと、説明会を開催して仮移転までには約 2年間、工

事に着手して 1年半ないし 2年というよろな実情でございます。

そういう期間はかかるわけでございますが、当市におきましても、当然、多摩平団地

の具体的な問題が一応まだ協議までいっておりませんが、その基本的な条件としての整

え、あるいは亀有団地、蓮根等の資料も私の方やっと入手させていただきました。そう

いう中で、この内容を具体的に研究もし、分析もした中で、今後のまちづくりとあわせ

まして対応していきたい、というふうに考えております。 以上でございます。

0議長(市川|資信君) 都市整備部長。

0都市整備部長(前田雅夫君) それでは、 2点目の旭が丘の公団住宅及び横河メディ

カルシステム株式会社の工場建設等につきましてお答えいたします。

御質問の趣旨は、賃貸にした理由、それから、特定の企業、今御指摘の企業は横河メ

ディカルシステム株式会社でございますけれども、優先入居の考え方について、という

ことでございます。

この 2点につきましては、大変重要な問題でございますので、理事者の方から私が概

要を説明した後にお答えをするようにいたします。よろしくお願し、し、たします。

まず場所でございますけれども、御承知のように、旭が丘四丁目 7番地の 3でござい

ます。千代田自動車工業株式会社が所有をしていた土地でござし、ます。この千代田自動

車工業株式会社につきましては、日野自動車工業株式会社の経営戦略とし、し、ますか、そ

の一環の中で埼玉県の入間市に移転をすると、そういう構想が出たわけでございます。

その跡地につきまして住宅都市整備公団に譲渡ということで交渉がなされてまいりまし

た。ちょっと前後しますけれども、面積は全体で千代田自動車の保有した面積が約4.5

ヘクタールございます。それから若干北側に私有地が線下でございますけれども、 0.1

ヘクタール、全体で4.6ヘクタールということでございます。

との土地利用につきましては、御承知のように工業地域でございまして、工業等を中

心に優先する、土地利用を優先する土地でございます。その中に、いわゆる集合住宅を

建設するわけでございますので、東京都も含めまして、いろいろ協議をしたわけで、ござ

います。そういう中で、住宅建設の一部認め、それから一部工業用地としての用途を生

かす工場の誘致を行おう、ということで協議を進めてきたわけでございます。

その結果といたしまして、 4.6ヘクタールのうち2.6ヘクタールを住宅都市整備公団に

住宅建設をさせる。残る 2ヘクタールにつきましては、横河メディカルシステム株式会

社に工場用地として管理をしてもらうと、そういうことになったわけで、ございます。

用地の移転につきましては昭和61年 3月にそれぞれ千代田自動車工業株式会社から公

団及び横河メディカルシステム株式会社の方に移転を、所有権の移転がなされたという

ことでございます。

公団の土地利用でございますけれども、賃貸住宅ということで、全体といたしまして

607戸でございます。そのうち当面建設いたしますのは545戸、この差の62戸につきまし

ては、まだ公共下水道がござし、ませんので、地区内に汚水の処理場をつくります。した

がって、この62戸につきましては、秋川処理区の稼働がなされればこの処理場を壊しま
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0市長(森田喜美男君) 千代田跡地と、今、概要を説明をいたしました。少しさかの

ります。

それで、落ちるところとし巾、ましょうか、そこに住宅都市整備公団がある意図を持っ

てその土地を求めたいと、こういうことに進んだと思うわけでありますが、その際の話

し合いといたしまして、日野市で少ない面積の最後に残っておる工場地域という範囲で

すから、工場開発を最優先とすると、つまり地域性を変えない。これが一番基本になっ

たと思っております。そこで、都市整備公団はいろいろ工夫をして工業地域に適用でき

る開発をしたい。その結果が横河メディカルと、それから住宅提供という共同開発とい

う形を進めたと、こうしヴ経過がございます。

その際に、市といたしましては、工業地域に持ち家ということはあり得ない。したがっ

て、特に職住近接という一つの大義名分のある開発という方策こそ説明もできるし、当

局の理解も得られる。こういうことで都の指導もありまして、市の主張としましては、

持ち家制度になる、つまり分譲ということは、もうこれは一義的に成り立たないでしょ

う、当然分譲としヴ、分譲じゃなくて賃貸、その賃貸を職住近接という範囲で、なるべ

く近隣の、つまり工場優先、居住性は住ということの理解できる、そういう用途に当て

るべきであろうと、そのことが近隣の特に日野市の特色でありますハイテク企業等の生

産に当たる方々の、工業生産の中のまた住居のその保障ということも重要でありましょ

うから、そういう役割を持たせてほしい、ということを公団に要望いたしまして、原則

としておおむねの了承を得て今日に進んでまいっております。

たまたま募集に当たって、一次優先の地域から募集するということは取り入れられて

おりましたが、一般募集をすると、これは公団法でいえば当然そういうことになるかも

しれませんが、一般居住者を募集するということも伴うように言いますので、それはちょっ

と順序が違うだろうと、一番職住近接という、 該当するその範囲で募集することが当然、

でしょう、ということを申し立てておるということでございます。

建物の数は600戸、いろいろな形があるようでございますが、なるべくならば地元企

業にある割合で、社宅というような形の賃貸の仕方ができないか、というととを検討し

てもらっておる、こうしヴ状況であります。

0議長 (市川|資信君) 夏井明男君。

して、さらに建設をすると、そういう構想になっております。

現在、着工して住宅建設をしているわけでございますけれども、第 1次入居が来年の

3月を予定をいたしておりまして、順次入居をしまして、来年の 8月までに545戸の完

成をする、ということになっております。

それから、 2ヘクタールの土地利用で、ございますが、これは横河メディカルシステム

株式会社が工場及び本社用地として活用する、ということで、本年 2月に着工いたしま

して、来年の 3月に一部完成をするということになっております。若干その他増設につ

きましては、まだ工事が引き続いていくということになるわけでございます。

計画の概要は以上でございます。

O議長(市)11資信君) 市長。

ぼって事情を申し述べておきたし、と思うんですが、旭が丘の用途地域として、これは、

当初日野市それから七生村、その合併のころにさかのぼる事情があるわけでありますが、

七生村の発想としては、工場を誘致する、そういうことで発想され、合併をして、そう

して工場開発、工場団地をつくるという一つの政策目的のために区画整理をするんだ、

ということで発表されました。結果、いわゆる工場地域という指定の範囲は、現状のと

おりに縮小をすることにはなりましたが、千代田自動車を初め、その他の工場皆、当時、

工場誘致条例のもとに誘致を図った事情があります。そして、千代田の跡地のごときは、

むしろもともと多摩平の住居地域に求めたという事情があって、そのために特に建物が

できなかった。新たに工場地域を定めて、そちらにあっせんをしたと、こういうことに

進んでおります。

その千代田自動車、これは申すまでもない日野自動車工場の系列会社であります。埼

玉の方に本社のまた営業戦略もあって、もっと拡大した場所に移りたいと、その跡地が

工業地域ですから、当然工業経営に目指す企業に譲渡される、ということが一番妥当で

あり、望ましいわけであります。

ただし、ちょうどいわゆる企業経営のいろいろ反省点にぶつかったという事情もあっ

たかもしれません、円高等です。なかなか工場が進出 してこ ないと、全国いろいろな方

法で業界誌等で問い合わせとし北、ますか、情報提供があったようでありますが、結論と

して工場の進出があり得なかった。別のトラックターミナルにしたいとか、マソション

業者が買い取りたし、とか、そういうことはあったようでありますが、これは市としては

好ましくないということで断っていただいたと、こういうことがあったように思ってお

013番(夏井明男君) それでは、企画財政部長にちょっとお尋ねいたしますけれども、

大阪のいわゆる臨港団地が実際には今建てかえが終わりまして、そこに今住んでいるわ

けですけれども、その建てかえ後の状況とし、し、ますか、どういうふうな状況であったか

ということを見ますと、世帯数、戻ってきた方がで、すね、 119世帯のうち戻ってきた方
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が49世帯。戻ってきた49世帯の方が、どういう間取りに住んだかとし北、ますと、 1K、

1DKに住んだ方が32世帯、 2DKが8世帯、 3DKが9世帯ということであります。

それで、このうち119世帯のうち22世帯の方が、ほかの公団への住宅へ移転をしたと、

民間住宅へ移転したのが48世帯という数字があります。

一番心配しますのは、ほかの公団住宅へ移転をされた22世帯の方のことが一番心配な

わけであります。住民に一番人気がありました 1K、 1DKの家賃のタイプを見ますと、

これが最終的な家賃が 4万2，000円なんですね。 1DKの2タイプというのが 5万9，000

円、こういう値段であります。 2DKのタイプが 7万6，000円、 3DKのタイプが 9万

円ということであります。この中で、やはり一番人気がありましたのが 1K、 1DKと

いうことで4万2，000円の家賃のところに入ったと。 22世帯の方は、この家賃よりもも

う少し低いところの家賃をあっせんするので、そこへ行かれたらどうですか、という公

団の言葉に従ったわけであります。こういうふうなデータがあります。

さらに、先ほど財政部長の方からお話がありました亀有の団地の建てかえの事情につ

いての説明会をやっているわけですけれど、 63年の 4月の公団の調査によりますと、 93

%の方のアソケートの回収があったわけで、すが、その中では、また戻ってきたい、とい

う方が84%ありまして、その中で賃貸の方に移りたし、人が52%、ぜひ分譲でお願いした

い、という方が32%ですね。 4 %の方は、ほかの民間の住宅に移りますと、こういうこ

とで、あとのこの 5%の方が、ほかの安い、安いとし、し、ますか、今まで住んでいる住宅

の基準に合ったような所に、長年住みなれた亀有団地を離れてもそこへ移りたい、とい

う方が 5%でありました。約300世帯のうちの 5%ということですから、 15世帯という

ことになるんですが、やはりこの15世帯の人が、やはり行く末が一番心配になるわけで

書があります。その中で、こういうふうに述べております。すなわち基本問題懇談会へ

報告した内容のあらまし、ということで、その中で公団賃貸住宅の家賃の現状というこ

とを基本的に公団はどういうふうに考えているか、ということでありますが、公団が各

年度に供給している住宅の初めの家賃については、国からの助成等も受けることによっ

て、そのときどきの中堅勤労者世帯(第III分位中位)の収入に対し、おおむね16%から

17%程度の額となるように設定をしてきております。これが基本的な考えであります。

多摩平団地の建てかえを考えてみますと、それを建てかえた後の家賃が、いわゆる公団

で言うところの中堅勤労者世帯、第III分位の中位の収入に対するおおむね16%から17%

の額になるのかどうかですね、この辺の研究も私はされているだろうと思うんです。そ

の辺の内容を御報告をしていただきたい、ということであります。

それから、先ほど部長の方から、下水の問題、汚水の問題、都市空間の問題、駐車場

の確保の問題、さまざまあるというお話もあったわけですけれども、その問題は当然、の

こととして、こういうふうに長年住んだ人が、やむを得ずそこを離れていくという形の

対応を、なるべく知恵を絞って対応していっていただきたい、この許される制度の中で

対応していただきたいと思うんですけれども、その辺どういうふうにお考えになってい

るかが第 1点であります。

それから第 2点が、先ほど横河メディカルとの職住近接の公団の話がありましたけれ

ども、市長のお話ですと、今、社宅とは言わないまでも、というお話があったんですが、

その話はまだ交渉の過程の話なのかですね、一応、大枠としての公団としても了解をし

て、これだけの枠でしたら何とかなります、ということで決まった話なのかですね、そ

の辺、確認の意味でお開きしておきたい、こういうふうに思います。この 2点でありま

す。す。

ここは世帯数が先ほど296世帯ということですから、多摩平団地の規模から見ますと

まだ小さいわけです。多摩平団地が2，700世帯、市の先日の市長のお話ですと、一挙に

多摩平団地の建てかえはないであろう、というような発言がありましたけれども、それ

にしても規模が全然違うということで、こういう方の状況をどういうふうにするのかで

すね、市の方としても何ができるのか知恵を絞って研究をしていただきたい、というこ

となんです。

基本的には、 63年の 3月に住宅都市整備公団の東京支社の方から、多摩平団地、ほか

の団地もそうですが、居住者の皆さんへ、ということで家賃改定についてのお知らせを

踏まえた案内が来たわけですが、公団賃貸住宅の今後の家賃の改定について、という文

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) 再質問につきましてお答えしたいと思います。

大阪の臨港第 2団地の問題、亀有の団地の問題等の内容の中での居住者のア γケート

調査、あるいはその実態を踏まえての再質問と理解しておりますが、現状の中では、確

かに 2団地の状況については私の方も読ませていただいております。

しかし、当市の2，800世帯の大団地の中での居住者の基本的な考え方の部分について

は、全く今の実態の中ではとらえてない、というのが状況でございます。

しかし、これをやはり 2団地の状況を踏まえるならば、今後やはり企画財政部中心、

また庁内の中で、の全体のまちづくりの問題を含んで庁内の中でも検討を加え、この 2団
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地の資料を参考にしながら対策を立てていきたい、というふうに考えております。以上

でございます。

0議長(市川資信君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 横河メディカルという名前でその場所を示されておるわけで

すが、横河メディカルもその敷地の中に工場を建てるということではありますが、横河

メディカルの社宅をつくる と、こういうことじゃ全くありません。

私どもの主張とし、し、ますか、お願いをしておりますのは、日野市内の企業、つまり日

野市内に事業所があり、あるいはその関連で八王子もある、というような範囲で初めて

職住近接としヴ、つまり工業地域、工場生産優先の場所と、それに住宅が従属すると、

したがって、将来の居住権があって老後を過ごしたり、あるいは近隣の工場生産のため

の騒音とか何か公害を唱える、ということになると、いわゆる工業地域を否定をしてい

る、つまり順化をしようとした指定が意味が薄れてきますから、なるべく工業地域は工

場生産を優先をし、居住性はその次に置く というふうに考えなければならないと、この

ように思うわけであります。

したがって、日野市内であっせんしたことでもありますし、職住近接としヴ大義名分

のもとに成り立つ住宅の建築でありますので、それに該当するような近隣、なるべくな

らば公団は旭が丘と、こうしヴ範囲も一応考えたよう ですけれど、日野市内ということ

で考えてほしい。日野市内にまた事業所があって、近隣の八王子にあるということだっ

て、これは転勤ということも当然、あることですから、そういう範囲で成り立ちませんか

ら、つまり地元にそういう枠をなるべく拡大をして、一般の何ですね、工業地域に住ま

うということで、 ( 1"わかりました」と呼ぶ者あり)工場側に何も発言ができないとい

うようなことが起きては因る、ということを唱えておると、こういうことであります。

あわせて地域の生産企業に何か住宅の施策が加えられれば、生産活動そのものにもまた

有益だろうと、こういう考えでございます。

0議長(市)11資信君) 夏井明男君。

また、この問題については継続して質問させていただきますが、今回の質問につきま

しては以上で終わりたし、と思います。

0議長(市川資信君) これをもってはのし多摩平団地の建て替えについて問うの質

問を終わります。

お諮りいたします。議事の都合により暫時休憩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。

午前日時47分休憩

午後 1時15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、副議長がその任を務めさせていただきます。御協力をよろしくお願

い申し上げます。

一般質問14の2、中学校の校則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。

013番(夏井明男君) 多摩平団地の建てかえにつきましては、非常に深刻な問題もあ

[13番議員登壇〕

013番(夏井明男君) この問題につきましては、最近、 6月の14日の読売新聞の夕刊

でございますけれども、ァ γケート調査が発表されております。全国世論調査というと

とで、今春、校則をめぐる論議が高まり、文部省も校則の見直しに着手したが、国民は

この校則のあり方をどう考えているのだろうか。読売新聞社の全国世論調査5月の21、

22実施で、校則を中心に世論の動向をとらえ、過去の調査データと比較分析した、とあ

ります。それで、この調査によりますと3，000人の方、 250地点で調査員による戸別訪問

面接法で実施したと、こういうふうな記事もあります。さらに、本定例会で、町田でも

校則の問題が取り上げられて、新聞報道にもあったところであります。

私は、この問題に関心を持ち始めましたのが、 61年の 5月の25日の朝日新聞の投書欄

に、日野市の平山にお住まいの中学、当時、中学生の14歳の方で安部さんという方の投

書欄であります。その投書欄には、かなり問題点が入っておりますので御紹介させてい

ただきますと、僕たちの中学校では 6月に京都へ修学旅行に行きます。修学旅行実行委

員も決まり、生徒たちは係分担もしました。そして、毎年のことながら規則も決まり ま

した。少し紹介しますと、宿舎内では、これはホテノレのことと思うんですが、宿舎内で

は体育着、外では制服、洗髪禁止、要するに頭を洗ってはし、けないということですね。

りまして、どうしても所得の低い方ですね、年金で生活をしなきゃいけない方、そうい

う方の声というのは、どうしても小さくなりがちであります。そういう方の立場を忘れ

ては、やはり福祉の立場もありませんし、そういうことは、市としても最大の関心を持っ

て研究をしていただきたいし、知恵を絞っていただきたい、ということを要望しておき

ます。
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洗髪禁止、ドライヤ一、ラジカセ、サングラス、装身具等の持ち込み禁止というような

内容です。そんなに厳しくありませんが、甘い方でもありません。しか し、この規則に

は問題があります。それは、この規則を先生が決めたという ことです。僕は、本来、修

学旅行の規則というのは、生徒が決めるべきだと思います。でも、僕の中学では違いま

した。ほかの中学のことはわかりませんが、先生は僕たちを信用できないのでしょうか。

もし先生と生徒の聞に信頼関係がないということなら大変だと思います。確かに僕たち

の決める規則は自由なものだと思います。でも、それを指導することが修学旅行にとっ

ては大事なことだと思います。僕は、お寺等を見学するより大事だと思います。修学旅

行では、集団生活の決まりを守るなどのいいことがありますが、大切なことが忘れられ

ていると思います。僕たちの修学旅行なのだから。一一こうしヴ記事であります。

その後、 3カ月ぐらいたったことの中で相談を受けた話なんですけれども、それは、

その方の、やはり日野市の方ですが、市立高校へ行っていまして、家庭の事情があって

その方は働いて市立高校へ、夜(動いて市立高校へ行っている方ですけれども、そこは長

髪、頭を伸ばしておくことは許されている学校なんですが、担任の先生から、ちょっと

頭が毛が長いんじゃないかという指導があったんだそうですけれども、彼も、行きがか

り上というか、直さなかったんだそうです。それで先生の方から、それはまずいからそ

ういうふうにした方がし巾、ですよ、ということで父兄にもお話をしたんですが、彼も意

地を張って通したそうです。その後、彼は、そんなに時間を置かないで退学処分になり

まして、そんな話を具体的に聞いたことがあります。

かなり厳しいな、というふうに思ったわけで、すけれども、その後、いろいろ注意して

見てますと、かなりいろいろな問題がこれから起きてくるんだということはわかるわけ

ですが、私も、高校のときには坊主頭でなければいけないというふうに決まっていまし

て、何人かの人は長髪で通した人もいますけれども、坊主頭だということです。

それで、最近でもやはり学校によってはノミリカソで坊主頭にするとか、しないとかと

いうことで、人権侵害だとかということで新聞にも出てきているわけですけれども、そ

ういうことで、校則も今もう長髪が大体普通になってきて、坊主頭の人の方が少ないの

かな、という気もするんですけれども、坊主頭にしないから、長髪だということで、厳

しい学校によ っては退学ということもあるのかなということで、非常にそこに通ってい

る学生さんにとっては、生徒の方にとっては、やはり大きな問題だというふうに思うわ

けです。最終的には、未成年の方たちにどれだけ大げさな言葉になりますが、人権保障

の規定が適用になってくるのかとしヴ問題と、先生のお持ちになっている二次的だと思

いますけれども、父兄から託された教育的な権利、教育権を行使する教育的な裁量権と

の接点の問題だろうというふうに思うわけです。

教育委員会の御厚意で、日野市の校則、中学校の、ここで中心にさせていただいてい

るのは中学校の学校規則を中心にして念頭に置いて質問させていただいているわけです

が、全部の中学校の校則をいただきました。校則は、いわゆる生徒手帳に全部書いてあ

るわけですけれども、丹念にす.っと読ませていただいたわけであります。学校によって

は、三中のように校則がないととろもあるということで、本年の 4月8日付で、三中の

学校生活指導部というところから、そういうふうな案内もあります。

ここで、一番丹念に読ませていただし、て気がつく点は、学校によって非常にバラエティー

に富んでいるとし、し、ますか、違うなということをすごく感じました。例えば学校を休む

ときでも、父兄の人が最寄りの生徒の方に頼んで、先生の方にその欠席の通知をしてく

ださい、というところもありますし、逆に、それではまずい、というところもありまし

て、かなり共通している点もあるんですけれども、学校によっては非常に細かく規制さ

れているところもあります。それで、当然のことながら消火器を壊してはいけないとか、

非常口にいたす.ら書きをしてはいけないとかというのも校則に入っているわけです。

ですから、その校則の範囲もかなり違いますし、対象にしているものも違うわけで、

それを読ませていただいて一番気がつく点は、各学校によって非常にいろいろな伝統が

あり、沿革があり、いきさつがあって、こういうふうな校則ができているんだなという

ことが理解できたわけです。

さらに学校の、少年から青年に行く方の一番そのエネルギーのあふれている、そうい

う方を大勢抱えながら、一つの教育目的を達成するために工夫をされているととが、図

らずも校則の中から読み取れたわけで、すけれども、非常にこれは難しい問題で、こうだ、

というふうに簡単に結論できるような話じゃない、ということは少しわかったわけであ

りますけれども、やはり公立中学校の校則の問題については、その裏返しには体罰的な

問題として過去にもあるわけですけれども、現在、教育委員会としてですね、この校則

の問題をどういうふうに認識をされているのか、基本的な考え方、これからの流れを見

越しての指導的な考え方、実際に持っている課題、どういうものがあるのか、認識され

ているのか、どういうふうに取り組んでし、くのか、専門的な立場でかなり研究されてい

る問題だと思いますので、その辺の御見解を賜りたいと思います。以上です。

O副議長(一ノ瀬 隆君) 夏井明男君の質問についての答弁を求めます。教育長。

O教育長(長沢三郎君) お答えいたします。
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今、夏井議員さんの方から指摘のありました学校の校則の問題、私も、この質問通告

を受けた後は、図らずも 6月14日の読売新聞にですね、相当いろいろな角度から現在の

校則問題が取り上げられいる。学校というような集団生活を送ってし、く場の中で、一定

の決まりが必要であると、このことはだれも否定するものはおりませんし、また中学生

というように、心身の発達状況に応じての一定の自主的な訓練の場というような問題を

通しても、やはり校則なり、あるいは生徒会規則なり、そういうものがあってしかるべ

きだろうと、こういうようにとらえております。

ただ、今御指摘のよう に、各学校の校則を目を通させていただきますと、非常にバラ

エテ ィーに富んでいる。非常に学校の基本的なところだけをきちっと押さえて、そこだ

け対応している学校、あるいは相当細かな下着のことまで規制しているような形で触れ

ている学校、種々さまざまであ りま して、その内容については、中学校の生徒として必

ず守ってもらわなく ては困るというような決まりの問題、あるいは努力目標とし、うよう

な観点から、生徒お互い同士の約束事にしようじゃないかというような内容、あるいは

実際問題としては、学校というよりか、家庭の決まりであって、生徒に自主的に任せた

方がし、し、んではないかと言われるような内容が混合というか、 混乱しているというよう

な印象を受けるわけです。

確かに、 こうい うよ うな校則がありまして、それが先ほど申しましたように、その体

罰の問題にまで発展する心配もあ りますし、 体罰までいかなくても、例えば決められた

服装で登校しなければ授業を受けさせないとか、あるいは学校の規則を破ったらば、親

とともども反省文を書いて担任の方へ親子で提出させられたとか、いろんな苦情を聞く

場合もままあるわけです。

結論的には、私、今回の読売新聞の中にとらえ られているとらえ方というのが、 大多

数のやはり中学校、高等学校あたりへ子供さんを送っている両親の標準的な考え方なの

ではないかと、こんなようにとらえております。内容的には、校内におけるとこ ろの決

まりだとか、あるいは身だしなみ、特に先ほどもお話が出ました標準服の問題だとか、

あるいは頭髪の問題あるいは校外生活の問題、そんなような形で大き く分類されますけ

れど、内容的には、やはり標準的な形で両極端を排して、一応今の中学校の校員Ij等に対

する世間一般の考え方というのは、この読売新聞にまとめられたような方向でとらえら

れるのが妥当なのではないかと、こんなように感じてます。

0副議長(一ノ瀬 隆君) 夏井明男君。

013番(夏井明男君) 今のお話では、読売新聞のアソケートがかなり正確な'情報では

ないか、ということを経験を踏まえておっしゃっているわけですが、 今のお話の中では、

その現状の認識という ことを中心にお話しいただいているわけですが、課題的なものが、

私は当然、ここにあると思うんですけれども、その課題的なものをもう少し具体的に申し

上げたいと思いますけれども、今のァγケート的なお話がありましたので、それを踏ま

えてちょっと質問させていただきますと、この校則を先ほど一番初め、冒頭で述べまし

た先生が規則をつくってしまう んじゃないか、という話があったわけですけれども、こ

の規則をだれがつくるかというところのアンケートもこの中ではあったと思うんです。

このァ γケートの中では、 基本的な事項だけを定めるべきだとい う人が圧倒的に多い

わけですけれども、その中でも、やはり生徒を入れて、 先生、父兄、 生徒の方、そう い

う方も含めてこういうふうなものは決めるべきではないか、とい うのが43%いらっしゃ っ

たわけで、すね。先生と生徒で決めていいんではないか、とい うのが30%。それで、 先生

と父兄で、決めた方がいいんではないか、というのが 9%であります。教育委員会と教師

で決める、というのが 7%と、 生徒の自主的な判断で決めるのが 5%と、教師だけで決

めるのが 3%ということで、圧倒的に生徒の意見も入れて決めてい くような方向が一番

望ましいんではないかとい うことが出ているわけですけれど、この日野の中学の生徒手

帳に書かれているのを見ますと、例えば四中ですと、一番最後には、この決ま りの改定

等は職員会議、先生の職員会議ですから、職員会議だけでなく、生徒会の提案でも検討

され職員会議で決定される、という ことで、お話、こういうふうな記載もあるわけです

ね。

それで、生徒手帳によっては、この学校生活の決まり、いわゆる校則を中学校の生徒

会の会則よ りも後ろの方へ持ってきて、 むしろ生徒の方の、生徒会のあるいは自主性を

尊重するよ うな形で編集をされているのも何冊かあります。そうではなくて、先にもう

決まりの方を先に持ってきて、後の方に生徒会の規約があるというふうなこともありま

して、これは非常に大事な点で、発想、の仕方がどちらがし、いとか、悪いとかという こと

はちょっ と私にも言えないと思うんですけれども、これだけの違いがあるということが

あります。

ですから、今の教育長のお話ですと、校則、また校則として述べられてないもの、例

えば今の投書にもありましたとおり、修学旅行とか大きな行事があったときに、それを

決めていくときに生徒の参加もしてほしいんだと、生徒の意見も取り入れて、その上で

やってほしいんだと、先生はもう少し信頼しても らいたい、という声もあ ったわけです

けれど、そういうように校則以外に個々の場で何かをするときに、校則と言わないまで
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も、そういうものがあるわけですけれども、その辺の現状認識と課題という ことで、ど

ういうふうにお考えになっているかですね、御答弁いただきたい。

特に三中では、ここは全国でも珍しく生徒手帳がない。創立以来17年、なぜ、その伝

統が守り続けられてきたのかと、その理由は二つだと。一つは、規則や決まりは、その

ときどきの状況の変化で弾力的に運用されていくべきだが、生徒手帳のような形で明文

化されてそれが何年も続くと、本来の意図がよく理解されないままに、決まりだけが絶

対化することになりがちなので、ないんだと。第 2点は、生徒手帳に言う強制的な決ま

りをつくらなくても、生徒が自分たちで、自主的に決まりや約束をつくって、それを守っ

てきたとしヴ、そうしヴ伝統があるんだと、こういうお話であります。

そういう伝統が、ややもすれば崩れてき始めてきているということもこの後続いてい

るわけですが、三中には生徒手帳がなくても、当然中学校としての学校生活の決まりが

あると。生徒手帳がない、ということだけではちっとも自慢にならないということなん

ですね。でも、この伝統が徐々に忘れられてきて、中には、三中には生徒手帳がないか

ら決まりはないのだと、とんでもない感違いをしている人もいるようだと。そこで、念

のためこういうふうなものをつくったということでですね、まさに校則に当たるような

案内を差し上げているわけです。

それで、いろいろな共通点を見ますと、やはり、その生徒の校則に縛られる立場とい

うんでしょうか、そうしヴ立場の人の意見も取り入れてほし¥.，、、ということは時代の趨

勢でしょうし、そうし、う流れだと思うんですが、それを踏まえて今の現状を見ますと、

課題的なものが多少私はあるんではないかというふうに思うんですけれども、その点、

教育長はどういうふうにお考えになっているかですね、お聞きしたいと思います。

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。

私も、夏井議員さんのおっしゃっている内容と、考え方の基本ではほとんど違ってな

いんじゃないかと、現実問題として、各中学校でいろいろ行事その他を行う際にも、 で

きるだけ生徒の自主性、主体性を育てていくような形での取り組み、こう いうものが必

要であるということを各学校とも認識しながら取り組んでいる。 例えば修学旅行のパン

フレット一つつくるについても、それぞれクラスの中に、そうし、う対策委員会的なもの

をつくって、いろいろ事前指導を含めながら対応しているとか、運動会あるいは文化祭

等の計画等にも生徒が主体的に関与しているとか、そういうことで対応している部分と

いうのが非常に中学校の場合には大きくウエートを持ってきていると。

確かに生徒会の規則と申しますか、決まりとし北、ますか、この中で、いろいろそれぞ

れの学校の過去に影響されてきた学校の歴史の過程みたいなものも残っている分野もな

きにしもあらずというような気持ちは強くありますけれど、最近では、 ここ三、四年、

毎年生徒会の合同総会と申しますか、八校の生徒会の役員が一堂に会して、それで交流

をするとか、そういう中で、それぞれ日野市の中学校として、どういう点でお互いやっ

ぱり協調すべきであるかとか、そんなような点の話し合い等も生活指導の先生含めて生

徒間同士でそうし、う対話等もやっている。

そうしヴ状況ですので、これから先ですね、確かにもう既に過去のものであって、今

仰々しく規則の中に載っけていなくても済むような内容、そういうものについては、一

回決まったから、それを毎年毎年蒸し返しみたいに手帳の上へ載せておくんだというん

でなくて、教育目標ではありませんけれど、そのときそのときの状況を十分判断して、

必要なものは加え、必要で、なくなったものは削っていくと、そういうような形で、これ

からも各学校よく連絡をとり合いながら対応してし、く、そんなような形での課題と申し

ますか、そういう点についての問題は、この生徒会の、生徒手帳ですね、生徒手帳の校

則等を見ましても、あるな、ということを強く感じております。

0副議長(一ノ瀬 隆君) 夏井明男君。

013番(夏井明男君) それでは、最後に要望をして終わりたし、と思うんですが、中学

生になりますと非常に批判厳しい、鋭い意見ももうお持ちになってくる年代でして、校

則の中で、なぜ白い下着でなければいけないのか、なぜかばんでなければいけないのか、

ということで非常にその辺の校則、いわゆる校則、決まりとし、し、ますか、ということを

先生の方が逆に言われて返答に窮する、ということもあるぐらいに意識も高くなってき

ているわけです。

一番、これは未成年者の方だから一人前の大人ではない、判断能力もまだ過程の段階

である。そういう方の教育のためなんだと、愛情があるんだと、愛情をもとにした教育

の中でのあなた方のためのものなんですよ、という、それは前提としてあるわけですけ

れども、それが愛情の押し売りみたし、な形で、逆にそれが先ほど三中の文章にもありま

したけれども、硬直化してしまって、それが逆に育てる芽にならない形になり得る危険

が絶えずあるわけで、その辺を絶えず柔軟に対応していただきながら時代の趨勢に沿っ

て生きていただきたし、な。

特に未成年者の方の制限はいろいろあるわけですけれども、選挙権がないとか、お酒

が飲めないとかですね、たばこが吸えないとか親の決めた所に住まなきゃいけないとか、
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いろんな形であるわけですけれども、それは何のためにあるかということが実際に裁判

でも問われてきている状況にもありますし、さらにこれからもますます人権的な物の考

え方が強まってし、くだろうというふうに思います。

現場では、先ほど申し上げたとおり、生徒手|慢を見ますと、各学校にこれだけバラエ

ティーに富んでいると。それはもう各学校の運営の中で非常に苦労されてきたその対応

の一つの片りんだろうというふうに私も思いますので、全部統ーしておやりになった方

がし、いんじゃないか、というふうな議論はいたしませんけれども、やはり、その辺です

ね、慎重に配慮、していただきながら対応していただければありがたい、ということを要

望して、この問題については終わります。

0副議長(一ノ瀬 隆君) これをもって14の2、中学校の校則について問うの質問を

終わります。

一般質問14の3、外国人留学生に対する市の対応の通告質問者、夏井明男君の質問を

許します。

013番(夏井明男君) この問題につきましては、かなりいろんな雑誌、新聞等で、国

際化ということも踏まえて、新聞報道にもありまして有名にもなっているお話ですので、

それを踏まえて、特に市長から御答弁をいただければありがたいというふうに思います。

ことしの 4月の16日の土曜日でございますけれども、森田市長出席のもとで企画財政

部のお世話の中で、いわゆる日野市在住の留学生を中心にした歓迎会とし、いますか、日

野市でも皆様方を温かく歓迎をしているんですよ、とし、う意思表示を表する意味で、懇

親会とし、し、ますか、歓迎会というか、そういうものを実施されたわけで、ありますけれど

も、歓迎の意思表示という意味で、準備等にも短期間の中で苦労されながら一応成功裏

に終わったというふうにも伺っておりますけれども、それを踏まえてお話をさせていた

だきTこし、。

特に、最近では諸外国から 日本に留学に来られて勉学に励まれている方が多いわけで

あります。特に国費留学生については十分に勉強の時間、また経済的なゆとりも十分に

とは言わないまでも、それの機会があるわけですけれども、特に私費留学、自分の費用

で、また御両親の費用で来られている方の私費留学生については、非常に勉学の状況が

非常に厳しいということが実際にあるわけであります。

そうだとしても、そういう方が日本に来られて勉強されて自分の国へ帰られてさまざ

まな分野で活躍をされてし、くわけで、私たちとすれば、ぜひ日本にとってし、し、印象を持っ

て帰っていただきたい。何か日本の国について、いろいろな世界世論とし、し、ますか、そ

ういう流れがあったときに、日本の国というのは非常にし、し、国で、いい人の集まりなん

だ、ということを言っていただければ非常にありがたいわけですけれども、そうでなく

ても、日本にいい印象を持ってお帰りいただきたい、こういう思いは同じだろうという

ふうに思うわけであります。そうしヴ意味で、 4月の16日に、皆さんを歓迎します、と

いうことで出発をしたわけですけれども、これからますますこういうふうな方の交流が

多くなってくると思うわけであります。

先日も、新選組祭りで市民会館で各外国の方が新選組のあの衣装を着て、いろいろ参

加出演されていましたけれども、いろんな角度からそういう方も多くなってし、くわけで

すけれども、とりあえずは留学生を中心にした方の施策とし北、ますか、基本的な姿勢、

そういうものがどういうふうに進めていかれるのか、その辺の基本的な考え方をお聞き

できればと思います。以上です。

0副議長(一ノ瀬隆君) 夏井明男君の質問についての答弁を求めます。企画財政部

長。

。企画財政部長(長谷川暢男君) お答えします。

今、御質問の中にもありましたとおり、 4月の16日に日野市内に居住する留学生、 31

名現状でいるわけでございます。その方たちを御案内いたしまして、実際の留学生の因っ

ている問題あるいは何か悩み事等含みまして、最近の円高の状況等を踏まえて、困った

問題等を聞くための 1回目の会合を聞かせていただきました。

当然、市としては、その留学生のために何か援助しよう、また、どんな考え方で今現

状いらっしゃるのか、その実態把握と、あるいは意見を聞く機会というような考え方で

集めたわけでございます。 1回目の会合でございますが、具体的な問題まで立ち入るこ

とはできませんでしたが、やはり今後、その参加者ちょうど15名、2分の l程度15名だっ

たわけでございますが、そういう中で、市内の市民の方で留学生の後援会だとか、そう

いった動きも現実の問題としてあるわけでございます。そう いった動きの中で、私の方

が中心になりまして 2回目の今後の会合あるいはその組織との話し合いを十分しながら、

今後、基本的な姿勢としてのどんな施策ができるか、どうし、う方法でやればいいのか、

また困った実態等を把握した中で確立していきたいというふうに現状考えております。

以上です。

O副議長(一ノ瀬隆君) 市長。

。市長(森田喜美男君) 日野市にも、市内あるいは周辺に大学が所在いたしますので、

多分留学生という形で来ている人たちがあるに違いないと思っておりましたところ、 Tこ
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またま、そういうアドバイスもありまして、今の部長が答えたとおりのことをちょっと

行ってみたわけであります。三十数名ということで、見えた方が十七、八名だったと思っ

ております。(115名」と呼ぶ者あり)15名。

特に私費留学という形で東南アジアあるいは韓国、それからウイグル自治区というと

ころからも来ているということがわかったんで、すが、その留学の形がまた私費留学が多

い、そういう状況の中で、生活も必ずしも潤沢という状況ではないという意味の把握、

若干の把握はできました。地域社会として、特に国際化時代、また市内の若い青少年に

も国際交流の機会をっくりたい、こういうような考えも ございますし、つまり文化交流

という形で、地域の住民の方々とも協力をして、多少の住まいであるとか、あるいは相

談事であるとか、あるいは、もし必要があれば若干の学費の援助というようなことを考

えてみる必要があるというふうに思っております。

これらの事業は、幅広くと言いましょうか、先の長いことでもありますので、対外文

化交流という基盤の中で、特に私費留学生ないしは、その海外の日本に学びに来ている

人たちにいい印象を植えつけ、将来また日本の評価に役立てる、こう いうことで機能す

る、そういう仕組みをつくることが必要だというふうに考えております。何らかの施策

の形をこれからあらわしていきたい、こう思います。

O副議長(一ノ瀬 隆君) 夏井明男君。

013番(夏井明男君) 部長及び市長の方から前向きなお話を聞いたわけですけれども、

まず、こういうふうな対応とし北、ますか、ものについては非常に難し¥.，、点が一般的にあ

ると思います。思いつくままにとし、し、ますか、どういうことが大体考えられるかなとい

う現状ですね、ちょっと一つの考え方として申し上げさせていただし、て、さらに、それ

を具体化する意味でお話しさせていただきたいんですが、これが思いつき的な発想、では

いけないと思うわけで、そうであるとすれば、長続きは していかないわけであります。

当初はこういうことは善意の人の集まりでし、くわけですけれども、やはり長期的に見

れば難しくなってくるというのが実際だろうと思います。そういう意味では継続的に何

らかの受け皿とし、し、ますか、そういうふうな手順も必要になってくるんではないか、と

いうことも言えるかと思います。

さらには、一方的なこちらから何ができるのかな、という発想だけでは、日野の市民

の方からの共感も得にくい。むしろ留学生からも留学生の持っていらっしゃるさまざま

な情報ですとか体験ですとか、ものがあるわけで、そういうものも日野の市民の方に分

けていただく。そういう発想も必要ではないかというふうに思うわけです。

また、その前提としてはですね、留学生だということで特別な扱いとし、いますか、市

民の人の感情から見て沿ぐわないような形でも、やはりまずいだろうというふうに思う

わけです。やはり、こういう方たちの学び、に来られている方たちも、やはり一番あるの

は経済的なことも一番あると思いますけれども、やはりコミュニティー的な文化的な交

流とし巾、ますか、そういうふうな場を求めているということも私は事実だろうというふ

うに思います。そういう意味から、ぜひこの問題を取り組んでいただければありがたい

な。

思、し、つくままにですね、それの手順とし、し、ますか、こういうこともあるんではないか

ということで申し上け了こいんですが、一つは、留学生の在日期間中の生活の充実感とい

いますか、そういうものをぜひ満たせるような発想、さらには日本の社会、文化への理

解を深めていただくような施策、 日野の市民の方また関係者の協力体制も必要ではない

かと、それがひいては日野の市民の方の国際理解への近道にもなるんではないか、とい

うふうに思うわけであります。

細かし、問題になりますが、滞日生活の充実、充足感ということで、先ほど部長からお

話がありましたけれども、生活上のさまざまな条件への援助といし、ますか、言葉があれ

ですが、そういうふうな観点のものは一つは考えられるだろう。実際には消極的な意味

では、生活をされている障害的なものを、できるだけ取り除けるような案内的なものも

必要だろうと。さらには便益的な、日野市にはこういうものがありますと、あそこには

焼き鳥屋さんのおいしいところがありますとかですね、そうし、う情報でもし、し、わけです

けれども、そういうふうな生活をされているさまざまな日野の市民が得ている情報提供

ということも大事じゃなし、かというふうに思います。

さらに日野の市民の方との交流の場も、やはりあるわけで、そういうところへの情報

も必要でしょうし、また、そういう所へ来るにはどうしたらし巾、のかということも、や

はりその方にも御案内等も差し上げていくことも必要だろうと思います。その点では、

やはり文化面でもスポーツ面でも、日野の市民会館、生活・保健セソターを中心にして

さまざまなものがあるわけで、そういうことへの御案内も日本の文化を知っていただく

ということで、やはり大事なんではないかなと思うわけです。

さらに留学に来られている方の知見の活用ということになると思いますけれども、そ

ういう方たちが学校の先生になるということで来られている方もいますし、工学部関係

で来られている方もいますし、先日のお話ですと、何か夏目激石の研究で来られている

方というのもいら っしゃったそうですけれども、そういう方の持っていらっしゃるもの
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を日野の市民の方にも分けていただくと、そういうふうな場があってもし巾、んじゃない

かと思うわけであります。

さらに日野市民の方の協力の確保、また理解をしていただくということの作業が必要

になってくるわけでありますけれども、やはりそれには日野市の方が、日野市が中心に

なると思うんですけれども、基本的な方針とし、し、ますか、そういうものを、やはり決め

ていただくことが長期的には必要ではないかと、そのために部長からもお話がありまし

たが、実態はどうなのか、この問題に取り組んでいる問題点はどうなのかですね、さま

ざまに関係方面で既に進んでいるところも、園、都、民間団体でもあるわけですから、

そういう方からも情報をいただし、て問題点の把握をされ目的の闇明化に努められて、ぜ

ひ基本方針をつくっていただきたい、というふうに思うわけであります。

さらに具体的な進め方に入っているわけですが、住民、市民関係者の方へのPRとい

うことで、広報へも記載等の検討も必要になってくるでしょうし、さまざまなものが基本

方針の中から、また、さまざまな先進の関係者の努力の方の財産を分けていただいて、

この辺の具体的な展開をしていただきたい、継続的な推進体制を整備していただきたい

というふうに思います。

今回の事業ということになると思いますが、日野市で、行われた 4月16日の催しは、継

続的なものとしてとらえていただし、て、一過性的なものとならないような形でしていた

だければありがたいなと思います。

さらに、これはこれからの課題ですが、推進をしてし、く組織も将来的には必要になっ

てくるんではないかと、レッドランズ市との交流も日増しに深まっているわけですけれ

ども、それをもう少し大枠広げた、仮称ですが、日野市の国際交流協会というふうな形

のものでもし、し、と思うんですけれども、そういうふうな形のものに発展するような形の

指導性を発揮していただければありがたい、というふうに思うわけであります。

以上、大体大ざっぱに概略申し上げたわけで、すが、最後に、日野市の広報 6月の15日

付でございますけれども、ここに平和事業に関する市民会議ということで、平和基金の

活用を市民参加で、という案内が出ております。日野市平和事業基金条例を制定し、 基

金 1億円を積み立て、積極的に新しい事業に取り組む。この目的を具体化させるために、

広く市民の皆さんの意見、希望を取り入れ、生き長く平和事業の推進を図りたい、とい

うふうにございます。この中の事業の中に、どういうものが入るのか、さまざまに議論

をされていますし、これからも議論を呼ぶところでありますが、今私がお話ししました

海外私費留学生が中心になりますけれども、そういう方への組織づくりとし巾、ますか、

継続的な事業の中でも十分この目的に沿う形でございますので、中に、企画の中に入れ

ていただければありがたいと思いますが、その辺の御見解を賜りたいと思います。

OilJ議長(一ノ瀬隆君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 御指摘にもありましたとおりの見解で広く、また有意義なこ

とをアレγジしていきたい、このように考えております。

市民参加というよりも、まちの一つの風土というふうな考え方で、市内にもホームス

テイのできるようなところも十分把握をしていきたし、と、このように考えております。

O副議長(一ノ瀬 隆君) 夏井明男君。

013番(夏井明男君) 以上で終わります。

OilJ議長(一ノ瀬隆君)

問を終わります。

一般質問15のい安心して住めるまちづくりをめざして病床確保に全力を!の通告質

問者、米沢照男君の質問を許します。

(30番議員登壇〕

これをもってはの 3、外国人留学生に対する市の対応の質

030番(米沢照男君) 安心して住めるまちづくりをめざして病床確保に全力を!と題

しまして、一般質問を行います。

御承知のように、この問題については 3月議会で竹ノ上議員が一般質問を行っており

ます。その後、 3カ月が経過する中で、日野市として必要な病床を確保する問題は、日

野市民にとってますます緊急な、かつ重要な課題となっていると認識をいたしておりま

す。不当な病床規制に反対をし、必要な病床を確保するために、声を大にして東京都や

厚生省に積極的に働きかけてい くことが、今この時期に強く求められていると私は考え

ております。

現在、全国で190万床あるベッドを100万床に減らそうとし、う地域医療計画策定の背景

について、最初に若干触れておきたいと思います。

憲法第25条には、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を国民に保障をし、その

第2項では、国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向

上及び増進に努めなければならないと国の責務を明確に規定をしております。国民のこ

の権利を現実のものにするために、医療に従事する人々を初め、広範な国民の長い間の

闘いによって公的な医療保障制度が今日まで拡充されてきたわけであります。

60年代から70年代にかけて全国的に革新自治体が前進をし、 運動が発展する中で、国

民皆保険制、老人医療無料化などが実現されてまいりました。しかし、 70年代に入って
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二度にわたるオイルショックなど、世界の資本主義経済は重大な危機に直面をいたしま

した。政府・自民党独占資本は、この危機に直面し、これを乗り切るために減量経営を

ごり押しに進める一方、中間政党の抱き込みや革新自治体つぶし、労働戦線の右傾化な

どの戦略を系統的に推し進めてきたことは周知のとおりであります。

そして80年代に入るや、財界主導による増税なき財政再建、行政改革の名のもとに、

軍拡、臨調路線が国民犠牲のもとに強行されてきたわけであります。臨調路線と言われ

るこの政策は、政府の役割を軍備と治安などに限定をし、福祉や医療を切り捨て、民活

の名のもとに企業にゆだねるという方向が打ち出されてきました。

1981年の第二次臨時行政調査会の第 1次答申では、まず医療を標的として、第 1に受

診抑制による医療費の適正化、つまり抑制。第2には、医療保険の国の負担をなく して

一元化する。第 3に老人保健、医療の改悪を打ち出してきました。 1983年には、この第

1次答申を具体化したものとして、今後の医療政策、視点と方向が示されましたけれど

も、これは医療標準と、これを超えるものへの民間活力の導入という考え方を打ち出し

てきております。こうして次々に医療に対する反国民的な政策が、戦後最悪の内閣・中

曽根内閣のもとで強行されてまいりました。

80年代に入ってからの政府・自民党による医療への攻撃を主なものだけピックアップ

してみますと、 1981年の 6月、診療報酬の改定によって実質的な切り下げが実施されて

まいりました。 1982年の 2月には、国民医療費適正化総合対策推進本部が設置をされ、

レセプトの点検強化、医療監視、監査の強化が実施をされました。 1983年 2月には、老

人保健法の実施によって、有料化の復活、差別診療などが導入されてきております。 19

84年10月には、健康保険制度の大改悪が強行され、本人の自己負担、国保への国庫負担

率削減などが打ち出されてきております。

さらに1985年3月には、国立病院・診療所の再編成、合理化が、基本方針として打ち

出されてきております。そしてまた、さらには1985年12月には、医療法の改定によって、

地域医療計画の策定が義務づけられてきたわけであります。さらにはまた1986年の 4月、

高齢者対策企画推進本部による報告の発表がされ、国保の解体や生保の医療扶助の解消、

民間活力の導入、民間保険の育成などが打ち出されてきております。そ してまた1986年

6月には、長寿社会対策大綱の閣議決定がなされております。 1987年の 1月には、国民

医療総合対策本部が発足をしております。さらに同 じ月に、老人保健法等の大改悪が実

施に移されております。さらには1987年4月、家庭医に関する懇談会の報告、看護制度

検討会の報告が相次いでなされております。さらには1987年の 6月、国民医療総合対策

本部の中間報告が発表されておます。そして1987年9月には、第109国会で国立病院統

廃合・移譲法、公害健康被害補償法の改悪などが相次いで行われました。

こうした一連の医療へのさまざまな攻撃の特徴は、まず第 1に、老人医療に対して攻

撃が加えられ、それをてこに、国民医療全体を改悪する道筋がつけられました。第2に

は、保険給付の切り下げにより、国民の受診抑制を進める。そして一方、民間保険に市

場を提供する、第 3には、診療報酬の抑制と誘導監査、指導などの行政措置による医療

機関への締めつけが一層厳しくなってきております。第4には、保険者間の財政調整や

国保事業への国庫補助の削減による国の医療費負担を切り下げる、引き下げる、こうい

うことが行われてきたわけで、あります。

以上、 4点の特徴点は、国民医療総合対策本部の中間報告に全面的に貫かれてきてい

るわけであります。政府・自民党は、国民や地方自治体へ多くの負担や犠牲を押しつけ

ながら、軍事費だけはアメリカの言いなりになって、どんどん増大させつつ、一方では

老人医療の有料化、健康保険の本人負担の導入、相次ぐ国民健康保険制度の改悪、さら

には国立病院、診療所の統廃合など、一貫して医療に対する国庫支出金の削減と国民の

負担の強化による医療抑制を進めてきました。そしてさらに、医療法を改悪して、病院

のベッド数の削減、縮小による患者の受診抑制を目指す地域医療計画の策定を都道府県

に義務づけしてきているわけであります。

このような一連の医療への攻撃がどのような事態をもたらしているでしょうか。老人

医療に焦点を絞って問題点をたくやってみたいと思います。

病気を治すためには当然、のこととして早期発見、早期治療が決定的であり、これは医

療費をふやさないためにも重要であることは論をまたないところであります。ところが、

1983年2月の老人医療の有料化によって老人の受診は激減をし、老人医療費は、この年、

過去最低の伸び率になったことは周知のとおりであります。しかし、 84年、 85年と再び

上昇を始めました。これは老人の入院費用の増加が主な原因でありました。

1986年6月6日付の朝日新聞論壇には、本来、複数の病気を持っている老人にとって、

各科を回るはしご受診は不可欠である。だが、わずか400円でも余分な出資をはばかつ

てつい我慢をしてしまう。老人にとって、まさに我慢大敵である。他の隠れた病気の早

期発見・治療を怠ったばかりに重症化し、入院せねばならぬケースがふえたため、当然

に医療費は大幅に伸びなければならなかった。そうし、う必然、性があったわけであります。

一部負担のツケが今になって回ってきたわけだと論じられ、これまでの厚生省の医療費

の抑制、すなわち国や自治体と保険で負担する公的医療費の抑制対策は見事失敗を期し、
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そこで打ち出されたのが今大問題になっている中間報告であったわけです。

それは、第 1に、医療費増の主な原因は、老人の入院であり、ということで厚生省が

みずからっくり出した一部負担増、受診抑制、病気の重症化、入院、医療費増大という

悪循環を反省するどころか、今度は診療報酬や行政措置などの、法律によらないあらゆ

る方法を用いて老人を病院から追い出す。第 2に、病院が減れば医療費が減るという立

場から、病院をつぶし、国の負担が軽くて済む施設と民間企業にゆだねる在宅医療を進

める。さらには第 3に、安上がりの医療を進める医師をつくるために、大学病院を攻撃

をし、保険医制度の面から医師の統制を進める。この 3点が主な内容となっております。

190万床のベッドを100万床に減らし、老人保健施設を、当面全国に約80カ所設置をし、

病院とは比べものにならないような安上がり施設に切りかえていこうとしております。

現在の普通病院は、患者16人に医師 1人、看護婦は患者4人に 1人と決められておりま

すけれども、老人保健施設では、患者100人に医師 1人、患者100人に看護婦 8人。医療

の質の低下は明らかであります。

1972年にNHK海外取材班が世界の医療事情を調査したことがありますが、日本の医

療は世界最高の水準であると結論を出し、もう一つの特徴として、差別なく平等に受け

られる ことを挙げていま した。医療の水準が最高のものであっても、経済的に恵まれて

いる者でなければ受けられないこうしヴ医療、差別と金もうけの医療がまかり通るとい

う医療制度の大改悪が政府・自民党によって強行されようとしているわけであります。

老人福祉や老人医療など、お年寄りに金を使う のは、枯れ木に水をやるようなものだ

としヴ、こうし、う考え方は、この十数年来における政府・自民党による医療に対する攻

撃に明らかに示されております。

こうした血も涙もない冷たい医療行政に対して、市民の命と暮らしを守る立場から、

真正面からこれにどう立ち向かつてし、くのか、今、この時期に鋭く、 このことが迫られ

ているのではないでしょうか。

医療法改悪に基づくベッド規制の背景について若干指摘をいたしま したけれども、以

下、何点かについて具体的な質問をいたします。

まず 1点でありますけれども、御承知のように、去る 5月26日に日野市地域保健協議

会が開会をされました。そして森田市長から、こうしヴ諮問がなされました。地域医療

と病床確保の進め方について、日野市民の医療と総合保健体制を整合し、 健康で文化的

な市民生活を確保する必要があると思われるので諮問します。こういう諮問の全文であ

ります。

それから既に20日が経過をしておりますけれども、一方で、御承知のように、東京都

の衛生局の医務部長通達が、去る 4月6日の日付で各病院開設者あてに出されておりま

す。医療計画公示前における病院開設等の許可の取り扱いについて、全文はあえて読み

ませんけれども、要点のみ読み上げてみますと、病院開設等の許可にかかわる計画書は、

昭和63年 7月 1日までに建築確認を受けていること等、要領の審査基準を満足する状態

となっているものについて、昭和63年 7月15日を期限として提出することとし、以後は

計画書の提出を認めないこととします。まさに事態は急を告げているとし、し、ますか、緊

急を要する状況になっているわけであります。

東京都の地域医療計画の策定の動きは、以下かいつまんで言えば、こういうことになっ

ております。東京都の保健医療計画の原案の作成は、現時点では10月ころまでにまとめ

られるだろう、こういうふうに言われております。そ して原案作成と同時に区・市町村

への説明、区・市町村からの意見の聴取、こうしヴ手順でこの計画が策定されようとし

ているわけであります。

こういう動きから見て、市長の諮問された地域保健協議会での審議、今のようなテソ

ポでは間に合わないのではないか、こう私は思います。もっと速いテγポで対応しなけ

れば、こうした計画策定のテγポに間に合わないのではないかという私なりの懸念があ

ります。このことについて市長から見解を伺っておきたいと思います。

それから 2点目でありますけれども、日野の医師会から市長にあてて、そしてまた議

長にあてて要望書が提出をされております。 I市立総合病院の充実に関する要望書jで

あります。前文は大変長い文章でありますので、肝心な部分だけ拾い読みをしてみたい

と思います。 Iしたがって、市内にこれにこたえられるべき高度医療を行う総合病院の

必要性を強く感じております。この市立総合病院を充実発展させることが市民医療の向

上、進展への近道と考えます。現在地での改築は、現在また将来に向かっても発展性に

乏しく、これが適地への移転改築がぜひとも必要と考えます。新しい市立病院では、救

急受入体制の確立はもとより、特徴を持った診療科の充実、オープソシステム等に見ら

れる地域医師会との総合連携を中心とした中核的病院へと脱皮させる必要を痛切に感じ

ております」こうしヴ要望書であります。

現時点での市長の、この医師会の要望書についての見解を伺っておきたし、と思います。

それから 3点目であります。先ほど、市長のお手元に東京都医師会が発行しておりま

す「都医ニュース」という 5月15日号のニュースがあります。これには地域の中核とし

て建設という多摩南部地域病院、多摩総合精神保健セソターの建設用地が決まる、とい
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う記事が載っております。このニュースの記事の中にこういう部分があります。地域住

民の利用の便として、最寄りの多摩センター駅に電車・パスの直通便があり、また車利

用の便にも恵まれている。加えて、将来は多摩・都市モノレールの開通及び京王相模原

線の延伸計画等が予定され、地域住民の利用が容易である。こういう 5月15日の日付の

ニュースでありました。

これを見て私は、ははあと、こう思いました。というのは、 26日の地域保健協議会で

の日野医師会を代表した形での発言がありました。それは、多摩市に建設が予定されで

いる病院は、近い将来、モノレールが敷かれ10分か15分の所要時間でこの病院に行ける

ということが強調され、その上で日野医師会は、駆け込み増床については絶対反対であ

ると、こういう態度表明がされたわけであります。

もちろん一定のそれに対する私なりの見解を述べましたけれども、私は、あえて日野

の医師会と対立するつもりは毛頭ありません。むしろ協調しながら日野市がし、かに必要

なベッドに欠けているか、不足しているかということの共通な認識の上に立って、む し

ろ協同して促進を図りたし、と考えているわけですけれども、こうし、う最近の医師会の意

向などを見ますと、先ほどの市立総合病院の充実に関する日野医師会の要望書の真意は、

どこにあるんだろうかと、ちょっと疑問を持ったわけであります。この辺についても市

長の見解を伺いたいと思います。

それから 4点目でありますけれども、これもお手元に参考までに資料をお示ししてお

きましたけれども、東京保健医協会北多摩支部の会議のメモであります。このメモによ

りますと、こう書かれております。医療計画について北多摩医師会は都医、都医という

のは都の医師会という意味だと思います。都の医師会に対して、 1、北多摩はー医療圏。

2、医師会が認めた場合は増床可とすべき、と答申している。都医師会は、行政と医師

会が必要と認めた場合は、知事案提示後の増床を、遅くとも年内は考慮する考えを示し

ている。こういう北多摩医師会の答申が、そして、それに対する都の医師会の意向がこ

こにちょっと触れられております。

そこでお聞きしたいのは、先ほどの都の医務部長通達では、 7月15日以降は申請は受

け付けない、というかなりはっきりした限定をしているわけでありますけれども、しか

し、なお働きかけようによっては、ことしいっぱいは日野市としての意思の反映とし、し、

ますか、働きかけが可能だというふうに私は思うんですけれども、その点についての市

長の見解も伺っておきたいと思います。以上。

O副議長(一ノ瀬 隆君) 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) 安心して住めるまちづくりを目指して病床を確保せよ、とい

う見地からの質問にお答えをいたします。

趣旨は全く同感でございまして、地域保健協議会を地域の世論形成の場所、合意の場

ということになっておりますので、そこに対して、日野市医療圏における、いわゆる地

域医療と病床確保の進め方、必要な病床をどのように進めるのがよろしいか、というこ

とを論議してもらおうということであります。

確かに東京都衛生局の医務部長、この通達にも早くこたえたい、この回答は、ここ 1

週間以内に市とし、う立場からの見解を数字を入れて提出しようと、このように考えてお

ります。その数字として考えますのは、市立病院の将来展望のことを考えまして、今の

病床プラス100という程度でしょう。なお南部地域病院ということもあわせ考えまして、

これも150程度、 250ないし300を日野市の医療圏としての必要病床であると、こういう

ことを申し出をしておこうと、こう考えております。

これまでもお答えをしたことがあるわけでありますが、日野市の人口数から推定をし

て900ないし1，000床が望ましいと、現実、一般病床ではありませんが、約600床近くあ

ることになっておりまして、そのあたりの計算上の差は別といたしまして、地域医療と

しての考え方はそういうことでよろしいんではないかと、こう思っております。

地元の医師会から市立病院に望む要望ということで、要望書が出されたというふうに

伺っておりますが、まだその内容そのものは我々もつまびらかにはいたしておりません。

医師会とは絶えず話し合っておりますし、市立病院に地域医療という立場から中核的役

割を持ってほしいと、これはそのとおりでありますし、またそうあるべきだと思ってお

りますので、要望になるべく期待にこたえられる方向を目指したい、こういうふうに考

えております。

たまたま先般の地域保健協議会の場で、東京都医師会理事という役割でその会議の場

に出席をされる、その地域医療圏の会議に出席をされる小松先生がおいでになります。

小松先生が自分の持っておられる情報をある程度もとにして、東京都の医療圏計画の考

え方を申し述べておられました。必要なものを、それを抑え込みという考えはないんだ

と、必要なものは当然それにまだ対応するという考え方で臨むんだということも当たり

前の原則だと思いますし、それから、いわゆる駆け込みと言われるのは、公立病院とい

うような立場ではなくて、いろいろ市立病院のサイドからも予測をしない、そういう申

し出の、いわゆる駆け込みは警戒をしようと、こういうことはあり得ることであります

し、駆け込みの意味は、そういうものだというふうに思っております。
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それから、多摩に決まりました都立、地域の病院、これは南多摩医療圏という範囲で

計算に当然入るわけでありますから、ちょっと南多摩医療圏ではそれらのこれからでき

る、つまり八王子に予定をされております日本医大でしょうか、その病床増、医療セン

ターと言われております。そこの病床増、それから、南多摩の多摩市にできる公設民営

の病院、これらを先のことまで計算をすると、南多摩医療圏では病床数がほぼ足りるや

に開いておりますけれど、日野市は日野市のやっぱり事情がございますので、高度医療

に、また都立病院は依存をしたいということももちろんでございますが、それで日野市

民が足りるということではないと思っておりますから、実質的に、日野市は日野市とし

ての病床確保を進めていくように市民の御理解ももちろんでありますし、医療機関その

他、いろんな面からの合意の形成と、それから、いわゆる病床の進め方という形で具体

化させていただきたし、というふうに、諮問の意味は考えておるものであります。以上で

す。

O副議長(一ノ瀬 隆君) 米沢照男君。

030番(米沢照男君) 再質問いたします。

近く東京都にあてて、日野市の立場からの意思表示をされるという御答弁がありまし

たので、それは積極的にひとつやっていただきたし、と思います。

地域保健協議会でのこれからの審議ですけれども、この前、市長から諮問がされて既

に20日が経過しておりますけれども、近々に聞かれる予定も私は伺っておりません。果

たしてこういうテソポでし、し、んだろうかというふうに私は思うんですね。ですから、そ

の辺は全くもうゆだねたままで、行政側としては、もう一切協議会任せで、成り行き任

せと、こういうことなのか。もっと督促とし、し、ますか、積極的にそうした医療圏設定と

し、し、ますか、地域医療計画策定のテンポに合わせて早い対応ができるように、協議会の

審議も促進いただくと、こういうことで働きかけていく必要があるんではないかと私は

思うんです。その点についてもう一度お答えいただきたし、と思います。

それから、もう 1点は、市として東京都に、日野としては現状から見て250から、な

いし300の増床が必要だという態度とし、し、ますか、意思表示をしていくという、働きか

けていくということでありますけれども、先ほどの医務部長通達や都の方の計画策定の

テソポといし、ますか、動きから見て、果たしてそういう日野の意向とし、し、ますか、日野

市の実情が今後の計画にきちっと反映できるかどうか、一番心配なところでありますけ

れども、その点の見通しについてももう一度伺っ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) 東京都に対する要求の態度のテンポが遅いと、確かに遅いと

言われるとそれに返す言葉はないわけでありますけれど、どなたがお考えになられても、

日野の人口にふさわしい病床を確保したし、と、しておかなければならないというのは、

これまた当然でありまして、しかも医療圏構想、医療圏計画、医療計画というのは 5年

に1回は絶えずローリソグをさせながら進められるということでもありますし、特に重

要な医療という問題が需要不足を来すような状況で公認できることではない、というふ

うに言ってよろしいと思います。

それで 1週間以内と申しますのは、少なくも情報としては日野市はこういう考え方を

持っているということを申し立てておいて、そうして地域保健協議会では、その病床確

保の手順について論議をしていただくと、つまり進め方ということで論議をしていただ

くと、このように考えておりますので、中間答申はお願いをいたしますというふうには

既に申し上げておりますし、なお、全く白紙でその病床確保、何ベッドを確保すればい

し、かということを問うているわけでもありません。この次の会合には数字のことも入れ

て、そうして行政側の見解というものをお示しし、そのことに対する論議をしていただ

いて、合意の形成を図っていきたい、このように考えておるところであります。

0副議長(一ノ瀬 隆君) 米沢照男君。

030番(米沢照男君) それでは、最後に要望してこの質問を終わりたいと思います。

今さら強調するまでもありませんけれども、基本計画の中でもこのようにうたわれて

おります。日野保健所管内における一般病床数を見ても、既存の病床数は必要とされる

数の約半数にすぎないとの見方もあります。地域医療体制の整備強化は大きな課題となっ

ています。当市においては、市立総合病院を中核的基幹病院としてさらに整備を図るこ

とや、特に市の南部地域における医療機関の不足を解消することが大きな課題となって

います。そして施策の方向として、市立総合病院の整備では、病床の増設、診療科目の

新設、第 3次救急医療体制の確立等、内容の充実と施設の整備拡充を図っていきます。

地域医療体制の整備では、地域医療の充実を図るため、市民の理解と協力を得て市の南

部地域に医療機関の設置を促進していきます。こういう方向が明らかにされているわけ

であります。

今、市長も言われましたように、日野市の増床の必要性は多くを語る必要はないわけ

でありまして、ひとつ市民運動を背景にしながら、積極的に病床規制に立ち向かってし、

く、必要なベッドを確保してし、く、こういうことで積極的に取り組んでいただきたし、と

思います。
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まず伺いたいと思います。

O副議長(一ノ瀬隆君)

0福祉部長(高野隆君)

米沢照男君の質問についての答弁を求めます。福祉部長。

日野市の寝たきり老人の状況でございますけれども、現在、

030番(米沢照男君) この問題は、先日 3月の予算委員会でも申し上げたことであり

ますけれども、本会議場でもう一度改めて私の体験を通じて痛感したことに触れておき

たいと思います。

年末でありましたけれども、私の近所に住むお年寄り、寝たきりの状態、はおばあさん

の方です。おじいさんの方も乳母車を押しながら、やっと歩けるとし、う状況であります。

年末のぎりぎりになりまして電話で連絡がありました。ちょっと来てほしいと言うので

駆けつけたところ、 実はあしたおばあさんが退院して くる。御承知のように、今の老人

医療の実態は、入退院を繰り返さなければならない、約 1カ月を単位に、病院側もそれ

以上、入院させておけばおくほど赤字を生じるということから、いや応なしに退院をさ

せる。そして、しばらくしてまた入院させるという繰り返しであります。で、あす退院

をしてくるということで部屋を見ましたら、長いこと寝たきりの状況で、大変太ったお

ばあさんですので、床が抜けていたんで、すO そこへビニールを敷き、すのこを敷き、そ

してせんぺい布団を敷いている。そのせんぺい布団が腐っている状況でありました。

あす退院ということですから、急いで退院を幾日か延ばしていただいて、サービス公

社に連絡をとって、その抜けた床の部分の補修をしていただし、た。そしてきれいに掃除

して退院をしてもらったわけで、すけれども、寝たきりの状態、しかもその介護している

おじいさんもやっと歩くという状況ですから、とてもとてもふろへなど入れられる状況

ではありません。退院する際に、医者からは少なくとも週に 1遍はおふろへ入ってくだ

さいと言われた。ところが、今説明のあったように、今市でやっている入浴サービスは

月1回が限度です。

これは何とか私は行政側も、今、老人を取り巻く医療の条件、環境はますます厳しく

なっております。いや応なしに入退院を繰り返さなければならない状況で、しかも診療

差別を受ける状況にあります。せめて入浴サービスくらいは、市としてもう少し意欲的

に取り組んでいっていいのではないか、こう思います。月 1回を今 2回と言っておりま

したけれども、私は月 2回でも実際の寝ているお年寄りにとってはまだまだ足りない、

こういう状況だと思うんです。

行政側とすれば、そういう一足飛びに週 1回というわけにいかないこともあるでしょ

うけれども、私は実情をよく掌握していただし、て、思い切ったこの点での施策の前進を

図っていただきたいと、こう思っております。この点について、市長から積極的なひと

つ答弁をいただきたいと思っております。

。言IJ議長(一ノ瀬隆君) 市長。

私どもも一市民の立場あるいは一議員の立場からも、市民の命と暮らしを守る住みよ

い環境づくりを目指して精力的に取り組んでいきたい、このことを最後につけ加えてこ

の質問を終わります。

0副議長(一ノ瀬 隆君) これをもって15のし安心して住めるまちづくりをめざし

て病床確保に全力を!の質問を終わります。

一般質問15の2、ねたきり老人への福祉施策の充実をの通告質問者、米沢照男君の質

問を許します。

030番(米沢照男君)

します。

日野市の65歳以上の人口は、昨年 1月 1日現在、 1万651人、総人口の6.8%と報告を

されています。 5年後には8.6%と、高齢化が急速に進むことが予測をされております。

急速な高齢化社会の進行に伴って、寝たきりの老人、痴呆性老人、 ひとり暮ら しの老人

が年々増加をし、在宅福祉の充実が求められているところであります。

日野市における寝たきり老人の現状と在宅福祉サービス事業の内容、実績について、

ねたきり老人への福祉施策の充実を、と題しまして質問をいた

私どもは198名の寝たきり老人、在宅の寝たきり老人、それに特別養護老人ホームに入

所されている105名の方を加えますと約300名の御老人が寝たきりで生活をしている、こ

ういうぐあいに考えております。その中で、特に在宅老人の寝たきりと、ねたきりの状

態の中で、入浴のサービス、またショートステイ等のサービスをするということは、看

護者に対する重要な配慮、である し、また御本人の生活の上でも重要なサービスであると

いうぐあいに考えております。

最近の状況というのは、単に福祉が施設にとどまらず、在宅福祉へと移行しておりま

すし、寝たきり老人の在宅ケアは、今後重要な課題だというぐあいに考えております。

御質問の入浴サービスにつきましては、現在は立川市の至誠特別養護老人ホームにお

いて委託して実施しておりますが、62年度におきましては、延べ513名の方が利用され

ております。この状況を一人に当てはめますと、約、利用希望者が月 1回程度の利用と

しヴ状況でございます。今後、この回数をふやす、せめて 2回程度にふやし7こし、という

ことを検討しているところでございます。

O~IJ議長(一ノ瀬隆君) 米沢照男君。
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0市長(森田喜美男君) お年寄りの確かに現実には、いろいろと厳しいものがあるわ

けでありますので、早速対応のできる方法を検討してみたいと、こう思っております。

O副議長(一ノ瀬 隆君) 米沢照男君。

030番(米沢照男君) 最後に一言意見を述べて、この質問を終わります。

基本計画での生きがし、のある老後の保障について、現状と課題の中でこう述べられて

おります。 1"日野市民は、進んで老人を理解し、老人の生きがし、ある日常生活を保障す

ることを目的として老人憲章を定めました。今後、活力ある高齢化社会を築いていくた

めには、この老人憲章の精神を生かし、すべての老人が、住みなれた地域の中で、安心し

て生活できるよう、さらにきめ細かな施策を展開してし、く必要があります」こううたわ

れております。

この基本計画にう たわれている、この現状と課題の中での強調点にまつまでもなく、

今、市長から答弁がありま したけれども、ぜひ実情を十分把握した上で、より現実的な

ひとつ施策の前進を図っていただきたい、 このことを強く 要望して、この質問を終わり

ます。

何とかしてほしいという訴えを、これまでにも何回か聞いたことがあります。民間の斎

場を借りると大変な負担になることは御承知のとおりであります。

私の住んでいる都営団地では、あの小さな団地ですけれども、 2カ所に集会場が設置

をされております。このために、葬儀の際には最優先して使っていただけるということ

で、大変そういう意味では居住者が助かつております。

身近にある地区センタ一、それぞれ前もって予約をし、順次使用するというシステム

になっておりますから、急、に不幸が生じ、それを優先して会場を使用 していただくとい

う点では、多少の、別の面からの不便さも生じる点もありますけれども、この点は、長

い問、地区セγターの管理運営がされ、市民の中に、市民の暮らしに定着をしてきてい

る身近な施設という点からいって、この時期に、この市民の葬儀葬祭に利用できるよう

な、そうし、う検討がされていいのではないかと私は思っております。その点について、

まず伺いたいと思います。

0副議長(一ノ瀬隆君) 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。

OilJ議長(一ノ瀬隆君)

の質問を終わります。

一般質問15の3、地区センターの管理運営についての通告質問者、米沢照男君の質問

を許します。

これをもっておの 2、ねたきり老人への福祉施策の充実を 0生活環境部長(藤浪竜徳君) それでは、ただいまの御質問にお答えいたします。

030番(米沢照男君) 地区セソターの管理運営について質問をいたします。

御承知のように、現在、 市内に53カ所の地区セγターが設置をされております。地区

センターの目的は、条例に 「市民及び市民の各種団体の社会福祉活動を推進し、あわせ

て文化、教養の向上等諸活動の場と して日野市立地区セソターを設置する」こう歌われ

ております。

この目的に沿って、日野の地区セソタ一、市民の要求、期待にこたえて、毎年適正配

置に向けての取り組みがされ、市民からも大変喜ばれ、 そして利用をされております。

統計ひのによりますと、年間の利用件数は、 58年度、1万4，717件、 59年度が 1万4，165

件、 60年度、 1万3，447件となっております。大変多くの市民が回数多く 利用している。

今では生活に溶け込んで、なくてはならない公共施設のーっとなってお ります。

そこで伺いたいわけでありますけれども、地区セソターを、それぞれの地域によって

若干管理運営が画一的ではない、判で押したようなわけにいかない事情も十分承知して

おりますけれども、葬祭、不幸があった際の葬祭に、この地区セソターが使えないか、

地区セソターでの葬儀の使用ということでございますけれども、地区セソ ターにつき

ましては、先ほど議員さんの方からございましたとおり、使用目的がはっきりとされて

ございます。公の施設でございますので、 葬儀につきましては、この設立の趣旨からい

きますと目的外ということになります。したがし、まして、現在は使用の許可はしてござ

いません。

その理由といたしましては、地区センターの利用でございますけれども、利用者は予

約をとることになっております。いわゆる予約制をと っております。 1カ月前から 3日

前までに使用者は予約をすることになりまして、それから予約がとれたら行事を進める

という ことになるわけでございます。

そこで、この目的外の葬儀でございますけれども、これは予測できませんので、急に

発生をするということでございます。2日間必要とする場合もござし、ましょうし、そう

いう場合、本来の目的で利用されており ます市民の方に、その利用が制限されるわけで

ございます。予約制度でございますので、葬儀優先となりますと、この予約制度そのも

のがまた問題が残るわけでございます。利用者にとりましでも、準備を進めた段階で急

にとりやめということになりますと、大変な混乱が生ずるということでございます。

また施設につきましても、施設の関係上、一部ではなくて全館が使えなくなる、とい
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うこともございます。それから、葬儀でございますので、遺体の持ち込みとし、う問題も

起こるかと思います。その辺にもやはり問題があるんではないかと考えております。

したがし、まして、近隣の周辺の住民に対しましても配慮が当然必要になるわけでござ

います。使用時間につきましても、かなり深夜にも及ぶ。また、かぎの使用等もござい

まして、管理上の問題がございます。

以上のことから、許可はしないということを、今まで原則的に定めているところでご

ざいます。

地区セソターの利用につきましては、今、地域の特性がございまして、特殊性がござ

いますし、また住宅事情なども異なるわけでございますので、御質問のことは常に問題

提起は今までもされております。非常に難しい点がございますので、さらに検討の時間

をいただきたい、このように考えております。以上です。

0副議長(一ノ瀬 隆君) 米沢照男君。

030番(米沢照男君) 再質問いたします。

市長の方からすっきりした答弁があれば、あえて再質問はいたしませんけれども、こ

れまで葬儀には地区セ γターの使用は認めてないと、それはそのとおりです。長い間、

地区セソターが実際に地域の集会施設として市民の生活に定着する中で、ぜひ葬儀にも

使えるようにしてほしいという切なる要求、願いがあるのも事実であります。

都営団地や、あるいは公団、公社もそうでしょうけれども、それぞれある集会場はす

べて葬儀に利用をしております。あれこれの予約が当然あります。しかし、殊不幸な事

態とし、し、ますか、予測しなかった不幸な事態に対して、お互いにその点を認め合って優

先順位を譲り合う、つまり葬儀には優先して使っていただく、こういうお互いの申し合

わせで集会場が運営をされているわけであります。

予測がつかないから葬儀には貸せないとし巾、ますか、管理上、支障を来すという答弁

がありましたけれども、私は、先ほど申し上げましたように、もう既に二十数年間、地

区セソターが利用される中で、そういう要求もあるという点から、具体的に検討ができ

ないかどうか、こういうふうに伺っているわけであります。検討したいとしづ答弁もも

ちろんありましたけれども、もうそろそろ検討の段階は一歩進めていただいていいんで

はないか、こういうふうに私は思います。

市長から、この問題についてのお考えがあれば伺っておきたし、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) この種の緊急の相談を受けることが時々あるわけであります。

本当に今日の居住事情から言いまして、公設団地の場合は特定の範囲ですから目的の中

にもそれは入っておると思いますが、地区センターの場合は、かなり困難な状況がある

ということでありまして、我々の内部で、この間もちょっと討議をいたしました。

つまりお通夜などの第2会場としては予約とか、そういう状況が調整できるならば、

これは認めるということじゃないけれど、地元の自治会にゆだねたり、またそれぞれ使

用者協議会のような形のものがあるわけでありますから、そこが認めてくだされば一つ

の可能性がつくれるではないか、というふうなことは討議をいたしております。ですか

ら、第 2会場として使っていただく分には私は差し支えないと思っております。ただ、

第 1会場とし、う、いわゆる葬儀ということには、なかなか祭壇をつくったり、伴う問題

もございますし、御遺体をどうするかということもやっぱり伴ってまいりますので、そ

ういうことで、結論が出しにくい。しかし、地区セソターによりましては、地域地域の

地区センターによりましては、現実に使われ、内々それを黙認し合うという例はないわ

けではありません。しかし、それを公認をするということに踏み切るわけには、まだい

かない、こうし、う状況であります。

それで、なるべく今後それを解決するために、いずれ建てかえ等の、特に大地区セ γ

ターの二、三館建てかえをする時期に入りますので、その際には、そういうことに使え

る場所も設計の中に入れていきたい、このように考えたし、と思っております。

なお、いろいろな智恵を絞って何ですね、緊急の状態に、しかも非常の状態でありま

すから、何か工夫をし、市民の御要望にこたえるというよりも、厳粛な葬儀のことであ

りますので、特に何か配慮をしなけりゃならない、こういう考えでおります。

0副議長(一ノ瀬 隆君) 米沢照男君。

030番(米沢照男君) 最後に、この点、要望して、もう一点の質問に入りたいと思い

ます。

この地区センターの葬儀、葬祭の利用の問題ですけれども、いろいろ実施に踏み切る

に当たっては、それに伴う別の問題があるのも十分承知しております。これは単に地区

センターだけでなくて、市内の各種公共施設の市民への開放とし、し、ますか、積極的な活

用も含めて、例えば公共施設等の管理運営についての検討委員会などを設置をしていた

だし、て、各種の公共施設の管理運営について、市民の立場から、あるいは全体的な立場

から改めて見直しをするとし、し、ますか、検討してみることも決してむだではないのでは

ないか、こういうふうに思います。

この点について市長から一言お答えをいただきたいと思います。
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Ojlj議長(一ノ瀬隆君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 直接の趣旨ではないわけでありますが、公共施設のネットワー

ク化、より活用の関連を討議すると、そういう予定もございますので、 地区セソターの

具体的な使用についてもなお意見を広く集めていきたい、 このように考えます。

OjlJ議長(一ノ瀬 隆君) 米沢照男君。

030番(米沢照男君) その点については、ひとつ積極的に検討していただくよう要望

しておきます。

最後に 1点、部長にお伺いをいたしますが、地区セ γターの管理運営について、それ

ぞれの地域の自治会などに管理がゆだねられておりますけれども、どこの地区セソター

とは具体的に申し上げませんが、例えば、まだ市民が使用中に、時間前なのにかぎを持っ

て入り口で待っているとし、うところもあります。それから、その地区セソターが、その

地域の自治会の専用施設というような受けとめ方といし、ますか、誤解があって、その自

治会のちょっと離れた地域の人、これは具体的には学生でしたけれども、借りにいった

けれども、貸してくれないという訴えがあって、私、直接行って自治会長に話をしたん

ですが、奥さんでしたけれども、とうとう貸してくれなかった、 こういうことがあり ま

した。私は、これはこの地区セソターの管理人に対する行政側の事務当局の指導の問題

だろうと思うんです。

この辺について、現状、どうなっているのか。そしてまた、そうし、う状況があるとい

うことを踏まえて、今後の取り組みについてもお答えいただきたし、と思います。

0副議長 (一ノ瀬 隆君) 生活環境部長。

0生活環境部長 (藤浪竜徳君) それでは、地区センターの管理人の指導は、どのよう

に行われているか、としヴ御質問に対しま してお答えいたします。

原則といたしまして、条例によりまして、管理を地域の自治会等に委託しております。

現在、 53館あるわけでございますが、直営を除く 47館に管理者を定めております。

管理者に対 しての指導でございますけれども、毎年、管理の委託のときに管理者会議

を開いております。管理の方に集まっていただきま して、条例や規則、それから要綱を

初めといたしまして細かな点につきまして説明を し、協議を行っているところでござい

ます。使用上、さらに使用上、疑義が生じた場合と、あるいは施設管理上に問題がある

場合には、常に電話等で処理をすると、そうしヴ体制をとっております。

一応適切な指導を行っていると、このように判断しておりますけれども、ただし、まの

使用時間の件でございますけれども、使用前に閉めるということはないと思いますし、

ただ単なる終わったらすぐ管理を、あとの始末を完全にしようということで待っていた

んじゃないかと思いますけれども、特に使用の時間については、早めに閉めるというよ

うな指導はもちろんしておりません。

それから、学生の使用ということでございますけれども、特に差をつけるような指導

もしておりません。現在、そのようなことはないと考えておりますけれども、ただ借り

る場合ですけれども、例えば音楽だとか、 楽器を使 うと、そんなような場合は、やはり

お断りするようなケースも出るんじゃないかなと、このようには考えておりますけれど

も、普段の場合においてはそんなことは現在ないと、このように考えております。以上

です。

0副議長(一ノ瀬 隆君) 米沢照男君。

030番(米沢照男君) 最後に意見を述べて、これは終わりたいと思いますけれども、

私は地区セソターの管理については、単に利用する側だけの問題ではなくて、管理をゆ

だねられている自治会その他の、いわゆる管理人の方の不満、行政側に対する注文など

もあるのも知っております。すべての管理人が心よく引き受けている人ばかりではない。

したがって、いろいろ注文もあるようですけれども、そういう点では、現に委託を受け

ている管理人の意向とし巾、ますか、希望もひとつ積極的に聞くということも必要ですし、

それから、今言った、まだ使用時間中とし、し、ますか、 9時半前なのに既にかぎを持って

早く終われとばかり待ち構えているとという地区セソターもあります。どこもここもと

は言いませんけれども、そういうきち ょうめんなとし巾、ますか、人もいる ようです。

ですから、私は、そういう意味では、利用者の側からすると、 9時半ではなくて10時

まで使用時間を延長することも検討の一つに入れていいのではないか、こう思っており

ます。

全体の地区セソターの管理運営について、いろいろあるようでありますけれども、両

方の立場から、それからまた事務当局の立場からの意見、意向もあると思いますけれど

も、そういう整合性を図りながら、よりよい管理運営の方策をたどっていただきたい、

ということを最後に要望して、この質問を終わります。(拍手)

Ojlj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。

C 1"異議なし」と呼ぶ者あり〕

これをもって15の3、地区セソターの管理運営についての
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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 3時26分休憩

午後4時 3分再開

急激な人口増加と都市化が進む中で、教育施設、福祉施設を初め、道路、公園など都市

施設の整備を進める行政職務、市内一円に展開してまいりました。今日では、各分野に

わたり、市政の進展に相応な水準まで到達できたと考えております、というふうに、そ

してさらに、これからは質的に高度なものを目指す必要があるという、こういうまちづ

くりのビジョ γを掲げております。

行政の評価、確かに市になりまして25年たつ中で、いろんな面で住みよくなったこと

は感謝をしているわけでございますけれども、この評価をするに当たりまして、いろん

な方がいろんな角度から当然、評価されるわけですけれども、私、現状を見るならば、落

ちこぼれ行政的な見方をしております。

本来、行政というのは総体的に水準がす.っと押し上げられてし、く、平均的にまちづく

りが進めていかれるという、これが本来の姿であるというふうに思っているわけでござ

いますけれども、どうも日野市というのは、まちづくりの基本とも言うべき下水道事業

など、いわゆる基盤整備が余りにもおくれ過ぎている。こいうものをさておいて、今日

では、各分野にわたり市政の進展に相応な水準まで達成できた、と言えるのかどうか、

ちょっと疑問な点がございます。

市政の発展に相応な水準ということは、 まあまあ日野はこのくらいのまちだから、そ

れなりに、他市と余り比較してもらっちゃ困るけれども、日野市の現状を見ればこんな

ものだろうと、それなりにやってきたよという、こんなふうにもとれるわけでございま

す。そう言っちゃうと大変失礼な言い方になりますから、言っちゃいましたけれども、

(笑声)そんなような感じでとったわけでございます。

学校教育に例えるならば、特定の生徒に一生懸命勉強を教えて、その生徒が進学をし

た、さらに育てるべく専門的な教師をつけてどんどん引っ張っていくという、言ってみ

れば優等生だけどんどん引っ張っていっちゃって、落ちこぼれはそのまま、こんなよう

なまちづくりが、どうも展開をされているような気がし、たします。言ってみれば、アソ

パラ γスな市民都市というのが日野市の現状ではないかと、これは私が勝手に判断をし

ているところでございます。

こういう現状を踏まえながら、この基本構想の面からのまちづくりを若干見ますと、

まず、目指す都市像を実現させるために、この中身が五つの柱に分類されている。言っ

てみれば 5大事業が推進されていくとし、ぅ、また、されているという実情でございます。

したがいまして、この 5本がそれぞれ計画的にバランスよく推進されるという、こうい

うことが望ましいわけですけれども、今までもそうでありましたように、社会経済情勢

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16の 1、三小通りに循環パスの運行をの通告質問者、奥住日出男君の質問を

許します。

C 1番議員登壇〕

01番(奥住日出男君) 議長のお許しをいただきましたので、通告に従いまして一般

質問をさせていただきます。あとの仕事がいっぱいつかえているようですから、簡単に

。

日野市を緑と文化の市民都市にっくり上げナこい、とし、う立派な完成予想図をかきまし

て、その実現に向けて現在いろいろと事業が推進をされておるわけでございますけれど

も、このほど装いも新たに、立派な設計図とも言うべき基本計画書が手元に届きました。

改めてページをめくりながらチェックをさせていただいておるととろでございます。

まちづくりは、住民にとりまして大変重要な問題でございますし、市にとりましても

大事業であるということでございますので、当然困難も伴う ということは重々承知をし

ております。しかしながら、ぜひ目的達成に向けて、関係各位には御努力をしていただ

きたいというふうに思っております。

今回は、日野市の現状を踏まえながら、この基本構想実現させるまちづくりのあり方

についてお聞きをしたいと思います。

この立派な基本計画書、 1冊1，600円ということで結構安いんだなと思っております

けれども、これが3，000部できた。それから、このダイジェス ト版が全家庭に配布され

るとしヴ、こんな記事も出ております。この基本計画のダイジェスト版、これに市長の

記事が載っております。この中で、これまで進めてきたまちづくりの成果に触れておる

わけですけれども、さすがに森田市長ですね、これに載っているタイトルと家庭に配布

するタイトルでは、若干やわらかみが出ています。中身は同じなんですが、こちらのテー

マは「緑と文化の市民都市を目指して」という タイトルで、いろいろと今までの経過が

載っている。こちらは「住むことが喜びであり、誇りであるまちをJということで、若

干やわらかく家庭用に直されている、中身は全く同じです。

家庭用の方を使ってち ょっ と私なりに考えを述べさせてもらいますけれども、この中

で市長が、当年、日野市も25周年を迎えるということを言っております。で、この問、
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の変化、さらには市長がよく言われる住民の、言ってみれば要望がし、ろんな面で多様化

してきている、時代とともに相当変わってきているとしヴ、こういうことですから、こ

の計画、途中で設計変更があるということも十分考えられるわけでございます。それが

時代のいわゆる変化に即応するということにもなるわけでございまして、この基本計画

の中にも、弾力性、即応性を持って対処するということが書かれております。何を隠し

ましょう、こういう背景を念頭に置きながら、期待をしながら今回の質問を取り上げた

ところでございます。

この五つの目標の中から、今回は l点だけ抜き出しまして、それが市民の要望とどう

整合性を持たせていくのか、あるいは、それが市民生活にどう影響してくるのか、この

辺をポイソトだけ絞って質問をしたいと思います。

この 5本の中に、自然、と調和する安全快適なまち、というのがあります。こういう事

業をやるわけでございますけれども、 5大事業、それぞれがパラ γスよくとられて、ま

ちづくりが進められることが理想でございますけれども、少なくとも安全で快適なまち

という のは、住民にとりまして、どっちかというと早くやっていただきたい、優先的に

やっていただきたいというようなまちづくりの基本である、というふうに考えられなく

もない、考えていただきたいとい うふうに思うわけです。

それで、この事業を完遂させるために、さらに13の事業が計画されているということ

です。その日の事業の中に、 安全で便利な交通体系の整備という事業がございます。そ

の課題としては、都市活動を支える公共交通の不便地域を解消し、市民生活の利便性向

上と地域の活性化を図ってし、く 必要性がある。こういうことをうたっておるわけでござ

います。 じゃあ、そのために何をなすべきなのかということで、さらに幹線道路の整備

に始まって、 パス路線の拡充まで、5点について挙げられている。このように市が 目指

す都市像、これを実現させるために系統を立てて、きめ細かく計画書は作成されておる

わけでございますけれども、大変な仕事だなという ふうに、これを読みながら若干疲れ

ちゃったんで、すけれども、今回、パス路線の拡充事業、これについて、具体的に地域と

その問題点を挙げまして、質問をさせていただきたいと、かよ うに考えます。

まず、パス路線の拡充計画でございますけれども、この中では、市民生活の利便性向

上を図るため、道路の拡幅整備と並行して、ここが重要ですね、市民循環路線等の新設、

既存ノミス路線の運行間隔の短縮及び運行時間の延長などを要請 していくというふうに書

いてあります。

結果としましてどうなったかと言いますと、今回もいろいろと部長の方から答弁がご

ざいましたように、 5月の21日から路線変更があった。さらには、パスの運行本数が倍

になったということで、それはそれなりに市民にとっては大変ありがたし、ことであるわ

けですけれども、果たして不便地域の足の確保という当初の目的が解消されたのか、と

いうととになりますと、決してイエスとは言えない。ノーの部分が多いというふうに言

えるかと思います。

そこで、 4点について御質問をさせていただきます。通告した質問内容の順序が若干

異なりますけれども、それはひとつ御了承願いたいと思います。

まず 1点でございます。路線の新設、延長など、 今後の計画について聞かせていただ

きたい、これが 1点目です。

それから 2点目は、利用者の立場から今度は質問したいわけですけれども、 循環ノミス

がし、ろいろ今、循環ノミスというのか、市内連絡パスというのか、どっちが正しいのかよ

くわかりませんけれども、くるくるくるくるいろんな変わってきてますので、ここでは

循環パスというふうに言わせていただきます。これが、市民要望がいろいろ来ていると

思うんですけれども、どんなものが当局に届いているのか、その辺をもしわかりました

ら、聞かせていただきたいと思います。

それから 3点目でございます。やはり赤字では、なかなかこういうものは走り出すこ

とができませんから、採算面か ら見て、循環パスの収支状況、これが利用人数等も含め

て、どんなになっているのか、これを聞かせていただきたい。

それから最後に4番目に、先ほど申し上げましたよ うに、具体的に例を挙げて御質問

をしたいのは、昨年の62年第 1回定例会でも私は質問したんですけれども、 三小通 りに

循環ノミスの運行を要望したいわけですけれども、 現在、計画があるのか、 また将来、ど

のように考えているのか、聞かせていただきたし、とい うふう に思います。

とりあえず以上4点について質問いたします。

0副議長(一ノ瀬 隆君) 奥住日出男君の質問についての答弁を求めます。企画財政

部長。

0企画財政部長(長谷川暢男君) ただいま議員さんの方から、基本計画に基づいた内

容等踏まえながら趣旨の説明があったわけでございます。

当然、我々事務レベルとしても、この目標に沿って努力することは言うまでもありま

せんが、 まず第 1次基本構想、の中でございますが、その時点から市内の循環パスという

ような目標を掲げて、これは46年の 7月の 9日の議決でございます。その当時から一つ

の目標を掲げているわけでございます。また第 2次の基本構想、の中にも、もう少し具体

バ
斗

Aoo
 

n
d
 

F
h
υ
 

0
0
 

つ
υ



的な内容で構想、を持ち合わせ、その中でここに基本計画を策定したとしヴ経過があるわ

けでございます。

そういう一つの計画に基づいて、大きなものでございますが、各議員さんからも個々

の指摘もあるわけでございます。そういうものを踏まえて、今後の目標に沿った努力を

していきたし、というふうに前段でお答えし、具体的に 4点の質問についてお答えしたい

と思います。

まず 1点目でございますが、路線の新設、延長等、今後の計画についてという御質問

だと思います。

御承知のとおり、現在の路線の新設計画というのは、いろんな議員さんからの質問等

を踏まえながら今後の計画にしていきたい。 ただ現在、日野市内の系統としては20の運

行されている路線があるわけでございます。当然、この問題については、各議員あるい

は一般市民からの要望等を踏まえた中で、私の方も今後、今月21日から新たに少し計画

を変えましたが、不便地域の解消を努力しなければいけない、というふうに思っており

ます。

しかし、異常にこの不便地域の問題についても難しい問題があるわけでございます。

なお、一層努力した中で、具体的な計画としては今持ち合わせはありませんが、今後一

層進めていきたし、とし、う気持ちは持っていることだけ 1点目のお答えとしたし、と思いま

す。

2点目の問題でございますが、現在、この市民要望等についての問題はどんなものが

あるか、ということだろうと思います。

まず 1点目の大きな問題は、市民あるいは議会の質問等いろいろ踏まえた中で、は、何

としても全体的に見た不便地域の解消であろうというふうな問題が大きな問題としてあ

るということでございます。 2点目としては、実際の運行経路での回数の増発あるいは

時間短縮の問題。あわせまして 3点目としては、今の現状の中でのコースの変更の問題

等、バス停の新設等の問題があります。当然、時間帯においてもできるだけ早朝より、

夕方は長い時間に、というのが大きな要望事項だろうというふうに我々はとらえており

ます。

3点目でございます。循環パス、市内連絡ノミスの収支の状況ということでございます

が、 62年度収支のベースでございますが、当然、私の方も、 62年度、 1，000万の負担をし

ているわけでございます。人件費あるいは燃料費、修繕等踏まえた場合、62年度で約2，

800万というような数字が出ているわけでございます。その中での運送収入としては、

約300万強でございます。よって残りの2，500万を京王と市と折半の形が契約の内容でご

ざいますが、当市で1，000万負担をして運行をお願いしたという状況でございます。

なお4点目でございます。具体的に三小通りの計画と、将来ということでございます。

我々も、この問題については過去からあるわけでございますが、非常に京王サイドで

は、この地域についての八王子との関連あるいは工業団地との隣接している問題等含ん

で、既に運行されている一部があるわけでございます。しかし、なかなか日野から、そ

のバイパスと申し上げましょうか、そういう通りを通って、という要望も再三している

わけですが、なかなか今の京王側では受け入れてくれないのが実態でございます。

この計画についても、そうし、う方法だけでなくして、過去の市内ノミス交通対策委員会

の答申の中でも、一つは、循環パスの 3路線の図面を提示したこともあるわけでござい

ます。よって、具体的にこの解消を不便地域をやるとすれば三小地域を含んで、これか

らの将来としては、再度この 3路線への答申に基づいた内容等含んで、今後検討するべ

きだろうというふうに現状では踏まえております。以上でございます。

O副議長(一ノ瀬 隆君) 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。過日、馬場議員が御質問した御答

弁と余り変わってないわけですけれども、再質問いたします。

この基本計画の中で、パス路線の拡充という施策があるわけです。この中で、道路の

拡幅整備と並行して循環ノミス等の新設などを要請していきますとしヴ、こういう政策に

なっておるんですけれども、具体的に、私これ読みますと、道路が整備されれば循環ノミ

スの新設を要請していきたい、ということに理解をしているわけですけれども、具体的

に三小通りというのは、 11メーター幅の立派な産業道路になっているわけですね。きの

う、高橋徳次議員が西平山のパス路線の問題、道路が狭いからっていうような、ちょっ

とやりとりがあったんですけれども、これは、いわゆる道路の拡幅整備と並行して云々

ということはどういうことを言っているのか。それから、市内循環パス路線等の新設等

を要請していきますということは、どこに何をどのように言おうとしているのか、要請

していくのか、もう少し詳しく御答弁願いたいと思います。

それから、この実施計画、 62年度から64年度、既に始まっているわけですけれども、

この中にはパス路線の拡充という施策があるわけですね。ところが、実際には実施計画

は64年度までは何もないよということですね。四角く囲まれておりませんから、これは

何もやらないということになるわけです。今回、1，700万という予算でもって路線の変

更並びに増発がされたという行政報告がありました。今の答弁では、交通対策委員会か
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らの答申に基づくような内容だったんですけれども、その実施されたこの1，700万円の

件と、それから、この基本計画にのっているパス路線の拡充、実際にはここでは何もや

らないよということになっておるにもかかわらず、 1，700万円かけて、こういうものを

やられたことは、どういう理由があるのか。それをもう少し詳しくお聞きをしたいと思

います。

これは当然改善がされたわけですから、市民にとっては大変喜ばしいことでございま

すので、何らけちをつける必要はないわけでございますけれども、あくまでも、これは

基本計画でございます、基本構想にのっとった基本計画、言ってみれば、これがもう設

計図ですから、これにのっとって68年度までいろいろ事業をしたし、と、やっていくとい

うことですから、あくまでもこれだけ大事に持っていれば、日野はいつかこうなるよと

いうこと見れるわけですから、これしかないというふうに思って見ているわけですけれ

ども、その辺のいきさつをもう少し詳しく聞かせていただきたいと一…-。

それとですね、冒頭、最初の質問でもうがっくりきて、後はもうあれがないんですけ

れども、具体的には何もないという(I頑張れ」と呼ぶ者あり)努力はするけれども、

今のところは何もないという、少なくとも基本構想にのっとって、こういうまちに仕上

げていきたい、そのためにはこういう仕事をやっていきたし、んだよ、ということを掲げ

ているわけですね、ここに。そのために、どうあるべきかと、いろいろずっと全部書い

てあるわけですよ。 にもかかわらず、具体的には何もない。

じゃあきのうの、きのうですか、名古屋議員が言っていました、何か作文だけに終わっ

てしまっているような気がしてならない、少なくとも市長がここで言われているように、

それ相応のまちづくりは進めてきたんだと、これからもっと一生懸命やっていきますよ

ということを言われている。であるならば、具体的には何もないという答弁は、ちよと

いただけないなと、もう少し希望を持たせるような御答弁をいただきたいというふうに

思います。

以上、再質問いたします。

0副議長(一ノ瀬 隆君) 再質問についての答弁を求めます。企画財政部長。

O企画財政部長(長谷川暢男君) 再質問について御説明申し上げます。

1点目の基本計画に基づく道路の拡充というような整備の問題でございます。

三小の地域に絞ってということでなくして、総体的な市内全般を見た場合には、やは

りそういう道路拡充あるいは整備をすることによっての連絡パス等の運行も可能であろ

う、というような一つの目標を持って、これから対応すべきだというような考え方の中

でまとめたものでございます。

もちろん三小の周囲につきましては、当然この幅員等の問題の今御質問の中にもあり

ました。ただ、それをどうやることが効率的であるか、また連絡ノミスとの循環の問題を

どう考えればいいのか、そういう問題も含んで、やはりこれは全体的な道路整備という

ような考え方の中での基本的な考え方をまとめたものでございます。

また、 1，700万円の、ことし 5月21日から実施させてもらいました連絡ノミスに対する

問題でございます。実施計画の中には載ってないというような御指摘でございます。

議員さんからも質問の中にもありますように、私の方も、やはり各議会あるいは市民

の要望を踏まえて、この基本計画等については見直す場合もあるわけでございます。よっ

て、今回の連絡ノミスにつきましては、当時の1，000万というような負担をしていた中で、

先ほどの要望事項を踏まえて増発あるいは多少のコース変更等の積算の中での1，700万

円の負担というような形で、今回実施したということでござし、ます。

そうしヴ状況等踏まえながら、また今後も促進していきたし、というふうに思っており

ます。

また三小通りの計画の問題でございます。最初に何もないというふうな答え方という

ような御指摘の中でございます。

三小通りにつきましては、非常に先ほども計画はないと申し上げましたが、すべての

ところに、やはり一つの計画というものは持ち合わせしてないわけでございますが、各

議員さんからの御指摘を踏まえ、また市内ノミス交通対策検討委員会の答申等を踏まえれ

ば、かなり充実できるというような考え方で現在いるわけでございます。一層努力して

対応していきたし、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) 市長。

0市長(森田喜美男君) 一番、市内循環パスということにつきましては、免許会社、

つまり京王パスですが、なかなか我々が考える市民の利便のために路線運行が、成功し

ないとし、し、ましょうか、実現しないということで、本当に申しわけない面と、また苦慮、

しているところでございます。

とりわけ、いわゆるその三小通りと言われる通りは、幅員もございますし、それから、

ずっと延長地帯の八王子にも工業団地があることでありますから、残るところは、採算

がとれるかどうかということだけが会社側の判断になってくる性格のことであろうと、

こう思っております。したがし、まして、財政補てんをすれば、あるいは方法はないとい

うことではないかもしれません。
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市内のこの特に川の南の南平、つまり京王線と平行する部分にも確かに利便が欠けて

おりますので、何とかこれも運行してほしいということを要請するわけですが、まだ実

現に至っておりません。そして、また一方には、南平の南平台あるいは東信不動産が開

発をした南ケ丘、それに鹿島台住宅、つまり言うなれば中段の団地を、高幡駅に向かつ

て中段のコースをつくりたい、こういう計画を立てておるようでありますが、今度は、

逆に住民の側の理解が得られないとし巾、ますか、停留所でありますとか、それらのこと

で問題がまだ完全解決をしない、こういう状況もございまして、京王パスに、確かにこ

れは採算のとれないことを余り強要するわけにもいきませんが、採算のとれるところは、

みずから進んでやるということでもありますので、何かそのあたりのところを我々も明

確に指定をして、そうして八王子地域のその工業団地にあわせて条件を、条件交渉をし

てみたい、こういう考えを持っております。

一部分一部分ということは、なかなか言うべくして解決困難な面もありますけれど、

一定の循環経路をとって、そうしてお客さんが相当利便が得られると、そのためにもま

た、ある場合は公費負担もある程度の配慮をして、そうして実現をさせたい、こういう

ことがこれからの課題になっていると思いますので、交渉しないんではなくて、成果が

上がってないというふうにおとりいただきたいと、このように思っております。

0富Ij議長(一ノ瀬 隆君) 奥住日出男君。

01番 (奥住日出男君) よくわからないんですけれども、ここにこういう基本計画が

できたわけで、すね。この中で何をやるかと、パス路線の拡充をやると書いてあるんです

よ。そうしますと、 68年度までに少なくともかなりの部分は進むんでしょうけれども、

ならば、実際にですね、じゃあ計画に対して、このパス路線の拡充というのは、拡充を

100としたならば現在の充足率はどのくらいになっているのか、 30なのか40なのか20な

のか、計画に対してどのくらいになっているのか。その辺を l点、もう一度よく御答弁

願いたいと思います。

それと、市長が今利便性というということを言われました。市長もよく御存じのよう

に、三小通り、動く窓口が廃止されまして、その後遺症が今非常に出ております。特に

お年寄り。あの地域から公共施設に行きますと、例えば多摩平の支所に行くのにも自転

車が乗れない人、お年寄りでですね、雨なんか降った場合、相当かかるんですね、あれ。

30分近くかかる。廃止のときに言われたことは、廃止をすることによって、さらに住民

サービスを向上していきたいという、こういうことを言われたんで、すO その中に我々の

あれが全部取り込まれたということで、市民全体に、それがプラスになることであれば

やむを得ないのかなというふうに、そのときはそれなりにあきらめもしたわけで、すO そ

のこと事態は。少なくともそれにかわるものが何かきっとし巾、ものが来るんじゃないか

という、そうこうしているうちに l年数カ月がたったわけで、ござし、ます。

パス路線の拡充というのが出てきましたから、しかもこの中で積極的にこれはやって

いきたし、としヴ、こういうことを書かれているので、それっというんで飛びついて、今

質問をしていわけでございます。

計画に対する充足率、これについて今どのくらいになっているのか。これについても

う一度御答弁いただきたいと思います。

それと68年度までにはどれくらいにもってし、くのか、当然そういう計画がなければこ

ういうものは出せないわけですから、当然そういう裏があるわけですから、その辺を御

答弁願いたいと思います。

0副議長(一ノ瀬隆君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 計算する数字の根拠があるわけじゃありませんが、我々が描

いておりますのは、現在の到達度というのは30%ぐらいと、百草の方にも不便地域もご

ざし、ますし、南平にも同様でございますし、西平山も言い分があると思っております。

今の対応は最小限、何とし、し、ますか、言いわけ程度にしかなってない、行政拠点をか

ろうじて最小限につないでいると、せめてそこだけは到達をしたいというのが当面のね

らいでございまして、もし、感覚的に到達度はどれぐらいかと言われれば、 3割程度と

申し上げたいわけであります。

0副議長(一ノ瀬 隆君) 奥住日出男君。

01番(奥住日出男君) 残念ながら、私が当初予想した落ちこぼれ行政的まちづくり

が不幸にして当たってしまったわけで、すね。

市長が、ここで、各分野にわたり、それ相応の水準まで到達できたというふうに、こう

言っているんですね。嫌みじゃないんですよ。これは家庭に配られるわけですから、み

んなが、全員が読むかどうかわかりませんけれども、こう書いてあるわけですね。それ

なりにやってきたと、各分野にわたってO これは平均点を言うわけですよ。各分野にわ

たって相応な水準までということは、それなりにやってきたということですから、少な

くとも50点ぐらいの点はつけていいんじゃないか。ですから、私、市長ね、住むことが

喜びであり誇りであるまちっていうのはし、し、ですよ。誇りであるまちでなくてもし北、で

すよ。ああやっぱりよかったな、住んでよかったなと、こんなまちづくりをひとつ泥臭

い商でもし巾、ですからやっていただきたし、というふうに思うわけですよ。ですから余り
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こう 、これしか行数がないですから、言いに くいことは書けないんでしょうけれども、 6月17日 金曜 日 (第 6日)
若干やっぱり本音を書いてもらって、まだ一部にはこういう面もあるけれども、という

ようなこともち ょっと書いていただ くと非常によかったんじゃないかなとというふうに

忠、し、ます。

今の市長の答弁で30%ぐらいかなと、じゃああとの70%を急いで予算をとってもらっ
昭和 6 3年

て、ぜひやっていただきたし、というふうに思います。 日野市議会会議録 (第28号)
第 2固定例会

この問題、大変理事者側もいろんな面で御苦労があると思います。過去、確かにあの

辺は不便な地域ですから、それと余り住民も住んでおりませんので、私も京王帝都に行っ
6月17日 金曜日 (第 6日)

たときに直接乗合課長と話をした中で、なかなか利益が上がらないんだと、したがって、
出 席 議 貝 (30名)

今現在はちょっと無理かなとい うことを聞いていますから、どだいあそこに路線をつけ
1番 奥 住 日出男 君 2番 宮 沢 清 子 君

ることは無理かと思いますけれども、少なくとも市内循環パスぐらいは本数は少なくと
3番 r.司=> 橋 徹 君 4番 土 方 尚 功 君

もいいですから、通 していただきたいと、こ んなささやかな願いを持って、今回質問を
5番 山 口 達 夫 君 6番 天 野 輝 男 君

いたしたわけでございます。
7番 f面 島 盛之助 君 8番 f面 島 敏 雄 君

ただいま、市長なり部長の方から、今後努力 していきたし、と、いろんな面で御苦労が
9番 中 谷 好 幸 君 10番 俣 日百 光 君

あろうかと思いますけれども、 その言葉を信じま して、ぜひ基本計画どおりに進めるこ
11番 )11 嶋 博 君 12番 ，馬 場 俊舟文守 夫 君

とはもちろんですけれども、時と場合によっては一部設計変更を していただきたい、こ
13番 夏 井 明 男 君 14番 山 良 '悟 君

れもひとつ市民要望である という ことを最後に申 し上げま して、この質問を終わり ます。
15番 ，馬 場 弘 高虫 君 16番 主i<主司r 橋 徳、 次 君

ありがとうございました。 (拍手)
17番 鎖 野 行 雄 君 18番 一 ノ瀬 隆 君

0副議長 (一ノ瀬 隆 君) これをもって16の し三小通りに循環ノミスの運行をの質問
19番 板 土百 正 男 君 20番 鈴 木 美奈子 君

を終わります。
21番 中 山 基 日召 君 22番 秦 正 君

本日の日程はすべて終わりま した。
23番 黒 )11 重 憲 君 24番 古 賀 俊 昭 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。 「

25番 谷 長 君 26番 市 ) 11 資 信 君
本日は、これにて散会いたします。

27番 石 坂 勝 雄 君 28番 名古屋 史 良日 君
午後4時43分散会

29番 竹ノ上 武 俊 君 30番 米 沢 1m 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 7 請願第 63-15号 新大型間接税の導入に反対する意見書提出を願う

市 長 森 田 喜美男 君 収 入 役 加 藤 郎君 請願

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 藤浪竜徳君 本日の会議に付した事件

清掃部 長 坂本金 雄 君 都市整備部長 前田雅夫君 日程第 1から第 7まで

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 大崎茂男君

教 コ月釘 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 e 住所 東京都立川市曙町一丁目10の3

立川速記者養成所 所長 関 根 福 次

速記者 村上紀子君

議事 日程

昭和63年 6月17日(金)

午 前 10 時 開議

日程第 1 

(請願、上程)

日程第 2 請願第 63-10号 落川 ・百草地域に図書館設立を求める請願

一般質問

日程第 3 請願第 63-11号 日野市立第二中学校音楽室に机を設置させるべく

日野市教育委員会に勧告に関する請願

日程第 4 請願第 63-12号 郷土芸能の保存に関する請願

日程第 5 請願第 63-13号 第四中学校給食に伴う定数条例改正に関する請願

日程第 6 請願第 63-14号 再び万願寺一里塚現状保存を訴える陳情
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午前10時27分開議

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。

ただいまの出席議員、 26名であります。

これより日程第 1、一般質問を行います。

一般質問17のし高齢化社会に向けての住環境整備と充実向上について(高齢者集合

住宅等・…一)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。議長のお許しをいただきましたので、-

般質問をさせていただきます。

高齢化社会に向けての住環境整備と充実向上について(高齢者集合住宅等……)につ

きまして、質問をさせていただきます。

厚生省は昭和63年5月31日、世帯の動向や所得の状況を調べた62年国民生活基礎調査

をまとめられました。それによりますと昨年6月時点の我が国の総世帯数は3，806万4，0

00世帯で、前年に比べ52万世帯ふえています。また家族構成別で、は核家族が2，302万7，0

00世帯で60.5%、単独世帯、おひとり暮らしは716万6，000世帯で18.8%、三世代同居の

571万5，000世帯は15%の順になっております。三世代同居は、昭和45年に比べ、この17

年間に4.2ポイ γ ト落ち込んでいます。

さらに男性が65歳以上、女性60歳以上の夫婦だけ、あるいはおひとりでという方の構

成は高齢者世帯として347万1，000世帯に上り、前年に比べ15万1，000世帯ふえておりま

す。全世帯に占める割合も9.1%まで達し、 10軒に 1軒は老人家族となってきておりま

す。特に高齢者の単独世帯、おひとり暮ら しは129万世帯を数えております。 65歳以上

の高齢者人口は1，300万に上り、お年寄りの 1割がおひとり暮らしをしていることにな

ります。このうちの 8割を女性が占めております。この調査からも推測できますように、

おひとり暮らのお年寄りに対する施策の充実が、将来への最重点課題となることが示さ

れております。

今述べましたことは、厚生省の発表による国の調査ですが、私たちの日野市におかれ

ましでも、日野市内にお住まいの65歳以上の人口は昭和62年 1月 1日現在で 1万651人

で、総人口の6.8%になっています。昭和68年には8.6%になるかと予測されております

が、この数値は全国平均と比較し低い数値ではありますが、当市におかれましでも、高

齢化が急速に進んでいることには変わりないと思います。
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このように急速な人口の高齢化は、核家族や平均寿命の伸びを合わせると、寝たきり

老人、痴呆性老人、おひとり暮らし老人等が大幅にふえる ことが予想されます。当市に

おきましては、これまで市民の要望に市当局が真剣に取り組み、寝たきり の老人の方や

おひとり暮らしの老人に対するデーホーム、ショ ートスティ、入浴サービスや給食サー

ビスなどの在宅福祉サービスを初め、福祉センタ 一事業など、各種の老人福祉施策を進

められ、その充実に取り組んでおることに対しましては、周知の事実でございます。

また当市は昭和57年に、日野市民は進んで老人を理解し、老人の生きがし、ある 日常生

活を保障することを目的として、 1、老人は長く社会に務めた先輩と して、広く市民か

ら敬愛される。 2、老人は家庭と社会の大切な一員として、手厚く遇される。 3、老人

は家庭と社会から健康と明るい暮らしが守られる。 4、老人は経験や能力を社会に役立

てるよう、その機会が設けられる。 5、老人は健康と生きがし、をつくるため、社会参加

の道が開かれる。との 5項目にわたる老人憲章が定められております。

今後、活力ある高齢化社会を築いていくためには、この老人憲章の精神を生か し、す

べてのお年寄りが住みなれた地域の中で安心して生活ができるよう、さらにきめ細かな

施策を展開していく必要があると感じ、数点にわたってお伺し、し、たします。

第 1点目の質問といた しまして、日野市基本計画の中で、第 1章第2節、生きがし、の

ある老後の保障についての施策の方向づけの箇所では、市営住宅の建てかえの際には、

高齢者向け住宅を確保する とともに、東京都に対して高齢者集合住宅の建設を要請して

いきます。また、借家から立ち退きを迫られた場合などに、緊急一時的に利用できる老

人アパートを民間から借り上げ、確保しますと掲げられておりますが、この事業計画に

ついて、今後の見通し等をお伺いしたし、と思います。

第2点目といたしまして、東京都が推進しておりますシルバーピア構想、高齢者集合

住宅が、昨年から順次実施されていますが、当市にとって、今後この計画がどのような

かかわりが出ると考えられるか、お尋ねいたします。

先般、私はシルバーピア構想、の第 1号となった世田谷区の新樹苑を見学してまいり ま

した。世田谷区の新樹苑はイギリスのク リフト γ老人ホームをモデルとして、地域の中

で集合住宅に入居しているお年寄りと、地域のお年寄りが自由に交流できる高齢者生活

セソターとして誕生いたしました。

建物は 3階建てで、エレベーターも完備され、床材等も滑らないものを使用され、各

部屋にはナースコールのほか、手洗いの使用や玄関の開閉が一定時間に一度もない場合

は、通報が管理人室に自動的に届く生活 リズム・オソ・システムが作動するようになっ

ておりました。また、敷地内に在宅サービスセンターが併設され、入居者や地域のおひ

とり暮らしの老人のために、給食や入浴のお世話もされておりました。

建設省と厚生省が音頭をとって設けた高齢者の福祉と住宅に関する研究会もこうした

動きを見られ、シルバーハンジング構想、として発表いたしました。東京都のシルバーピ

アと同様の趣旨であり、個人住宅と老人ホームの中間型のケアっき集合住宅で、管理人

を置かれ、日常生活の手助けは隣に併設の福祉サービスセ γターで行います。国や自治

体がこうした構想を相次いで発表した背景には、おひとり暮らしの老人や夫婦のみの世

帯の急増に伴うものではないかと考えられます。

昭和50年代は単身高齢者は65歳以上が世帯の8.6%でしたが、昭和60年代には12%へ、

夫婦のみの世帯も13.1%から19.1%に急増しております。老人ホームのような大規模な

施設が地域から孤立しやすい欠点を補うもので、住みなれた土地で、地域の友人と交わ

りながら老後を送りたいとの声にこたえられております。シルバーピア構想は、新樹苑

のほかに目黒区のコーポ聖、武蔵野市の北町高齢者センタ一等ができております。その

ほか数箇所ございます。

このシルバーピア構想を東京都として大いに推進していこうとしヴ 気運が、昭和62年

第2回都議会定例会の一般質問で、公明党が発言をいたしました。それに対しまして、

福祉局長さんからの答弁は、シルバーピア計画は高齢者の居住の安定と福祉の向上を図

るため、住宅施策と福祉施策が連携して実施する事業であり、東京都は区市町村に対し

て管理人手当、生活リズム・オγ ・システム等機器設置費、及び住宅に併設する高齢者

住宅サービスセンターの建設費と、その運営費を補助するとしヴ答弁も出ております。

このような点からいたしましても、このシルバーピア構想の一環と申しましょうか、 高

齢者集合住宅の建設にぜひ日野市も着手していただきたし、と考えるわけでございますが、

所見をお伺し巾、たします。

第 3点目の質問といたしまして、高齢者集合住宅について、老人住宅基金の創設を図

り、民間に老人専用アパートなどを建設していただき、収入の少ないお年寄りに払い切

れない家賃分を、基金から生じる利子で市が補助してあげるような制度ですが、本年度

府中市でこの制度を創設されておりますことは、周知のとおりでございます。

私も先日府中市役所におじゃまをし、老人福祉課長さんと補佐の方とのお二人にお会

いして、詳細なる御説明をいただきました。このような制度、同様な制度は目黒区でも

実施されておりますが、今後日野市といたしましでも、このような計画にぜひ着手して

いただきたく、御見解をお伺し、し、たします。
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うか。

食事業について、お聞きいたします。

おおむね65歳以上のおひとり暮らしの老人を対象として、心身の機能低下のため生活

に支障のある人に、安定をした食事を提供し、健康保持に寄せることを目的として実施

されておりますが、老人福祉の根本にあるべき元気な老人をつくってし、く、自立をして

いる期間を少しでも長くしてあげるための、老人に手助けをしてあげるという心で、配

食型の考え方は、主に寝たきり老人などに対するものだと思いますが、高齢者の生活や

健康を活性化するために、また仲間をつくったりおしゃべりができる会食型給食を、毎

日は無理でも、例えば状況に応じてですが、月にし 2回程度は必要ではないかと考え

ますが、いかがでしょうか。また年に 1回、合同お誕生日会などを催してあげ、特別メ

ニューの料理等を味わっていただくなど、お年寄りのお一人お一人が喜々として楽しく

生活していけることが大事ではないかと感じる次第ですが、今後、この件についても御

検討していただけないでしょうか。前向きの答弁をお願いしたし、と思い、お伺し、し、たし

ます。

以上、 6点にわたりまして、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。総務部長。

0総務部長(山崎 彰君) それでは第 1点の市営住宅の件でございますが、建てかえ

の際には高齢者向け住宅を確保せよとい うことと、それに高齢者集合住宅についての、

都に対しての要請をせよということの件でございます。これについて、お答えをいたし

ます。

御承知のように、高齢者社会におきましての対応ということで、急、遠国あるいは住宅

局、厚生省、そうしたところから通達や何か出まして、高齢者に対する集合住宅の開発、

そうしたものが各自治体に指導がなされてきております。

そうした中で今の御質問でございますが、全体的にはやはり一つの公営住宅、私ども

持っております市営住宅、これだけの政策でもってやっていけるものではありません。

ここで大きく転換をしていかなければいけないということを感じておりまして、そのも

のはやはり福祉政策に乗った住宅というものを、今後やっていかなければいけないとい

うふうに思っております。

それで御指摘にありましたように、日野市におきましても老人が今6.8%、1万2651

人、さらにそれが8.6という急激にふえていく中での高齢者に対する対策、これは避け

て通れない問題というふうに、私ども認識しております。

さて、それではこの市営住宅関係あるいは公営住宅の範囲内においてどれほどできる

第4点目といたしまして、単身者や身障者、母子家庭の方たちに温かい住宅施策をお

願いしたいと思い、おイ司し、し、たします。

離婚をされ、おひとりで自活をされていらっしゃる方、定年退職後の収入減で、高家

賃が払えなくなる場合も出てまいります。また病気や不慮、の事故等で長期療養のため働

くことができずに、収入の道が閉ざされてしまった方たち等から、切実な問題として日々

御相談をお受けするわけですが、市営住宅や都営住宅に空き家がないか、募集はないか

など多方面に問い合わせをしてみますが、現状は厳しいものがございます。

また、民間アパートの家主さんや不動産屋さんにも問い合わせをしてみますが、皆さ

んも御承知のように、住宅あっせんを断られる率が大変多くございます。

その理由といたしましては、 1、火の元が心配、 2、病気になったとき困る、 3、家

賃負担能力が低い等を挙げられておりますが、こうした方々の切実な声を聞いておるの

は、私一人ではないと思いますが、市として、市営住宅に準ずるような形で民間アパー

トを借り上げて、補助をしてあげられないものでしょうか、お伺いをいたします。民間

アパート等を提供してくださる方のためには、固定資産税の減免を配慮、してあげられる

よう、何らかの得策を考えられ、御検討していただけないでしょうか。御見解をお伺い

いたします。

第5点目の質問といたしま して、住宅都市整備公団が62年5月、東京地区で初めて高

幡台団地を公団の高齢者住宅と して選ばれました。 1階の住宅が空き次第、老人住宅向

けに改善され、インターフォンっき電話器を設置して緊急連絡システムをつくるなど、

高齢者がより便利で安全に暮らせるよう、住宅内部も改善するとしヴ、公団の高齢者向

け住宅の第 1号に指定されました。さらに高幡台団地に続きまして、百草団地も指定を

受けました。将来計画の中で住宅と福祉の連携と充実を図るために、住宅都市整備公団

と協議をしていただき、高齢者在宅サービスセ γターの建設をしていただけないでしょ

厚生省にある、また東京都にある案といたしまして、将来、人口 4万人に 1カ所は必

要であろうという将来計画が出されております。現在、人口16万弱でありますが、この

計画でまいりますと 4カ所は必要であろうかと思われます。今 1カ所だけ高幡特養老人

ホームに併設されることになっておりますが、今後 3カ所はどのように考えていかなけ

ればならないか、またそのお気持ちはございますか、この計画について、御所見をお伺

し、し、たします。

第6点目の質問といたしまして、現在、日野市福祉事業団で実施しております老人給
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かということになりますと、やはりこれは難しさがありますが、国や厚生省や住宅局が

シルバーハウジングというような方向を打ち出してきておりますので、これに沿いまし

て努力をして、今後の対応をしていきたし、と思っております。

それで、とりあえずここで今、御指摘のありましたひとり暮らしの老人につし、ての考

え方、そうしたものにつきましては、現在の時点では持っておりませんが、今申し上げ

ましたように、老人のひとり暮らしの住宅といたしまして、福祉政策と相まちまして、

福祉との関係におきまして、何か検討的な委員会を持ちまして、これを早急に対応して

いきたし、というふうに思っています。ということは、市営住宅、御存じのように既に向

川原市営住宅が、第2期が終わろうとしております。そして第 3期、第4期ということ

で建設が進んでおる、これは建てかえでございます。その建てかえ計画、そしてさらに

川原付が65年度に 1棟、真ん中にありますのですが、これも建てかえていくというとこ

ろまで今、計画があります。

では、それらについての老人の対応といたしましては、この構想が出る前でございま

したので、現在の時点では市営住宅、向川原におきましては老人世帯といたしまして 4

戸程度を常にこれに充ててい くというような考え方を持っております。 今後出ます川原

付あるいは東光寺市営団地、それから高幡の一番西側にあります団地、こうしたものは

どっちにしろ耐用年数が来ておりますので、こうした建てかえ計画ということに入って

まいりますので、これらに踏み込むときにおきまして、今申 し上げましたような高齢者

対策についてどのようにこれをカバーでき、また実現で、きるものかということで、十分

検討しながら、その計画を実現させていくように努力していきたし、と思っております。

以上でございます。

0議長(市)11資信君) 福祉部長。

0福祉部長(高野 隆君) それでは、老人住宅についての御質問の中で、老人のアパー

ト等についての御質問がございましたので、それについてお答えをいたします。

基本計画の39ページに書いてありますように、高齢者向けの住宅の確保といたしまし

ては、先ほど総務部長もお話ししましたように、市営住宅あるいは都営住宅等の改築あ

るいは一部を改築等によって高齢者向けに改築するということも、一つの方向としてこ

こに計画として上げておりますし、またそのほかに老人アパートというようなことを、

民聞から借り入れて実施するということでございます。これにつきましては、 4点目の

御質問の中で詳しくお答えしていきたいと思います。

それから 2点目のシルバーピア構想でございますけれども、これについては東京都が

62年の10月8日に、福祉局の老人福祉部から発表したものでございます。これについて

は、既に御質問のようにシルバーハウジソグ構想が厚生省と建設省から中間報告の形で

61年4月に発表されておりますし、既に建設省が全国で 5カ所、計画をしている内容で

す。

東京都については、先ほどもお話のあったようなシルバーピア構想が出ました。これ

は既に葛飾の東堀切住宅、それから世田谷区八幡山、目黒区の八雲、武蔵野市の吉祥寺

北町、それぞれを加えて80戸ほどが既に計画化され、建築されている状況でございます。

これについて御質問ありましたように、この目的はあくまで高齢化社会の間近に迫っ

た問題。、またはひとり暮らしの増加、あるいはその中での、地域社会での生活の継続、

そのようなことで、ノーマライゼーショソの視点から計画されたもの、というぐあいに

理解しております。

これについては、既に実施されているところでございますし、中身といたしましては、

市営住宅あるいは都営住宅の一部を高齢者向けに開放する、こういう ことで、その内容

といたしましては、 1、2階を充てるということで、大体 1住宅10戸ないし30戸、 1住

宅単身者用が30平方メートル、世帯用が48平方メートルを基準として設置するというこ

とでございます。なおそれとあわせまして、高齢者在宅サービスセンタ ーを併設する方

向でこれは実施していきたい、こういうことでございます。

これにつきまして、日野市といたしましでも、市営住宅等の建てかえ、あるいは都営

住宅の建てかえの際には、そのような対応を日野市から東京都に対してお願いをする、

こういう形で実施をするものでございますし、今後予定されております改築の中で、こ

のようなものを設置するような推進を、庁を挙げて実施すべきであるというぐあいに考

えております。したがって福祉部にととまらず総務部、企画財政部等と協力いたしまし

て、東京都と話を進める必要があろうかというぐあいに考えております。

これにつし、ての東京都の状況につきましては、さらに内部的な検討をしながら東京都

と折衝をする必要があるわけでございます。

3点目の高齢者アパートあるいはその住宅等のための、老人の住宅資金等の設置はど

うか、こうし、う御質問ございましたのですが、これについて、現在老人福祉協議会の方

の老人福祉施策の体系化の中でも福祉資金の設置等が提言されております し、こういう

ものとの関連で考えていく必要があるかと思いますけれども、現在、住宅のための設置

は、特段は考えておりません。これは今後老人アパート等の建設を具体化してし、く中で、

恐らく民間借り入れ、こういうことになります場合には、その必要はなかろうかという
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ぐあいに考えておるところでございます。

4点目の単身者あるいは障害者、母子家庭等に対する市営住宅、都営住宅等の開放、

あるいはそれに対する一定の枠を設置するということで検討したらどうかとし、う御提案

でございますが、これも私どもだけではできません、それぞれのセクショソがございま

すので、セクショソと相談をしながらまいりたいというぐあいに考えております。

それで、その中で御指摘のありました、民間アパートの借り上げで老人の住宅施策を

補完したらどうか、こうし、う御質問がございました。既に鈴木議員さんからも御質問を

いただいておりますけれども、これについては現在、検討をしておるところでございま

す。特に検討の中で問題となりますのは、身元保証等の形で、あっせんという形でやる

か、あるいは民間アパート一括借り上げてやるか、それとも軽費老人ホームB型の建設

と類型でござし、ますので、軽費老人ホーム建設をするか、あるいは市営住宅等を改めて

そのために建設するかというような問題が幾つかあろうかと思いますので、その辺のと

ころについての十分な、庁内的な検討をして、一番経済的な、しかも長期的に可能性の、

発展性のある計画として策定をする必要があろうかと思いますので、簡単に今、民間ア

ノミートを借り上げるということがし、し、かどうかということの論議を、庁内的にすべきで

あるというぐあいに考えておりますので、これについては十分な検討をして、住宅政策

というものの重要性は十分に理解しておりますので、その中で方法を確定すべきであろ

うかと思っております。

特に先ほど御指摘のありました東京都のシルバーピア計画の中でも、市営住宅あるい

は都営住宅の建てかえの際にそのような住宅を設置し、東京都が補助をする、こういう

制度も今、実験段階ですが実施されておりますので、それらのことも含めて、市内の老

人の住宅政策を実施すべきであろうかというぐあいに考えます。

それから 5番目の住宅都市整備公団の問題ですが、これについては情報は、まだ私の

方は得ておりません。その中での御質問で、在宅サービスセソターの設置を今後どうす

るかとしヴ御質問がありましたので、すが、これは既に計画として市内に4カ所程度っく

りたい、こういうような計画も出ておりますし、これは4万人に 1カ所くらいの比率で

つくったらどうかという東京都の計画等の裏打ちもありますので、東西南北ということ

で申し上げておりますけれども、今後時聞をかけて、何年になりますか、 10年か20年か

わかりませんが、その聞に、いずれかは4カ所程度は市内に設置すべきであろう。

しかしながら、これは当然特別養護老人ホームなり、あるいは高齢者住宅なり、軽費

老人ホームなりとの併設というか、リソクの中で、一定の関連を持たせながら、要する
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に老人が住みやすいための条件づ、くりとしてそれを活用する、こういうことで、その中

身としては当然給食サービスとか、あるいは入浴サービス、ショ ートスティとか、そう

いうようなことを実施することでございますので、主体はあくまで住宅政策に付随した

ものというぐあいに考えております。

6番目の老人給食についての御質問でございますけれども、これは私どもも、現在、

御質問のとおり配食だけではいけないということで考えております。したがって、いず

れか年度内に会食の機会を持ちたい。これは配食者の人の検討もしないとできませんけ

れども、至誠老人ホームといろいろ協議をして、何とか何回か年内に会食する機会はっ

くりたい。そこで給食についての御意見を伺うなり、あるいは会うことによって生きが

いを見つける、こういうこともありますので、ぜひ何とか場所を見つけて、市内何カ所

かで実施したし、というぐあいに考えております。

これは別でございますけれども、老人給食制度は別に日社協は地域を 3カ所ないし 4

カ所に分けまして、別に老人会食会をやっておりますから、これも含めて、老人のため

にも総合的に施策として考えていくべきというぐあいに考えております。

以上でございます。

0議長(市川資信君)

02番(宮沢清子君)

宮沢清子君。

ありがとうございました。

種々前向きの御答弁等も含めながらいただいたわけなんで、すけれども、でももう少し

前向きにという気持ちが強くなるわけでございますが、東京都のシルバーピア構想、につ

いても、きちっとした対応の中で機器の設備費とか、また運営費とか建設費とか、そう

いった補助金を出してくださるというふうに言われておりますので、今後積極的にそう

いったものを利用されていく働きかけをしていくことが大事ではないかと思いますので、

こういった点についても御要望していきたし、と思います。

それから住宅基金のことなんですけれども、ぜひまたこういった高齢化社会の中では、

さまざまな角度から御検討を要するのではないかと思いますので、なお一層お含み願っ

て、御検討をお願いしたいと思います。

単身者、身障者や母子家庭の人たちで、私もさまざまな御相談を受けるということで、

先ほども申し上げたのですけれども、幾っかというか、 2点ほど例を申し上げまして、

そしてその方たちのお気持ちを察してあげながら、前向きに御検討していただきたし、と

思います。

おひとりで暮らされている方で、美容師さんを長くずっとやっておられまして、立派
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に生計を立てられていたので、すけれども、乳がんとそれから跨脱がんの手術をいたしま

して、そういった中で病弱になり、また病気の療養、治療をしていかなければいけない

ということで、今まで、蓄えた収入の中で一生懸命努力をしていらっしゃるのですけれど

も、そういったやり繰りの中から、今後の不安というか、将来に向かつての、どうした

らいいのかなという思いでいらっしゃし、ます。またその方は早くから御主人と死別をさ

れて、非常に御苦労をされてきた方たちでございます。

またもう一人の方は、都立の養護施設から自立をしたし、ということで、御自分でアパー

トを探されながら、一生懸命何とか努力をし、そして一つの保護というか、身障者とし

ての福祉の手当もいただく中で、懸命に生きながら、前向きに頑張ろうと努力をされて、

御自分で皮細工の手下げをしまして、つくったものの作品というか製品を、御自分で一

応舗一広舗お庖にかけ合いながら、ぜひ自分の品物をここの入口に置いていただし、て、

希望があれば目をとめていただいて、どうかどなたで、も買っていただけるような感じで

置いていただきたいとか、そういったふうに一つ一つ御自分で智恵を絞りながら、一生

懸命努力をされていました。

そういった中で、自立をしようということで、私も 1週間から10日にわたっていろいろ

な形で不動産屋さん、友人、知人、またいろいろな方たちにお声をかけながらやったの

ですけれども、先ほども言われていましたように、火の元等が心配だとか、いろいろな

観点からなかなか住宅を探すことができずに、やっ と見つけた 1軒の住宅が、昨年あり

ましたのでそこに移って、ほっとしたのもつかの間に、今度は万願寺のところの区画整

理事業で追い立てられるようになったということも伺っております。

本当にそういった方たちに、何とか温かい施策の手を差し延べてあげられたらという

気持ちがいっぱいになったわけで、すけれども、 これは二人の例でございますが、いろい

ろな方たちがし、らっしゃると思いますので、いっときも早くというか、一日も早く実現

の方向に向かつての施策の展開の御検討をお願いしたし、と思います。

それから高幡台団地の住宅都市整備公団が高齢者住宅に御指定をされたという情報を

得ていないということを、今申されておりま したけれども、一般紙にもきちっと報道さ

れておりますし、また住宅情報誌にも紹介もされておりますし、いろいろな形で情報は

出ておりますし、またとの施策の中から日野市のかかわり合いの出てくるものも出てく

るのではないかと思いますので、ぜひ今後また多摩平団地等も建てかえをなさりながら、

指定もされていくことでしょうから、おいおいそういった中での住宅都市整備公団での

対応でございますが、日野市も一緒になって手を携えながら、お力添えをお願いしたい

と思います。

以上のとおり感じますが、私も世田谷区の新樹苑を見学 したときにいただいたリーフ

レットの中に、次のようなことが書いてございまして、非常に印象というか、一人の心

の奥深くに入っていくことの施策の大切さということを感じたものですから、そのこと

をちょっと読ませて、紹介をさせていただきたいと思います。

「大切なことは自には見えない。 心で見なければ何も見えない。人は誰でも年をとる

と、からだの機能が衰えて生活のしかたが変わってきます。しかしそれと同時に、長い

年月の間にたまった垢が知らず知らずのうちに落ちて、透きとおった心でものごとを見

つめるようになります。生きた経験がそうさせるのです。もし、こころとからだのバラ

ンスが保てて、幅広い人々との交流ができ、何かを次代に伝えてゆくことが可能ならば、

それはお年寄りだけでなく、社会にとってもかけがえのない財産となるのです。こうし

た願いから、高齢者セン ター『新樹苑』は生まれました。 ここでは、お年寄りが自らの

人生をより良く 積極的に生きるために必要な、各種のサービス、訓練、相談、居住など

の施設が複合的に集まっています。そして、それらが多くの人々に利用され、愛されて、

大きな輪に育ってゆくことがめざされています。しあわせの原点は“さりげない思いや

げですが、それは心でものを見ることから始まるのです。 J

人生の最後の 5年、 10年でございますので、何の心配もなく、安心してこの日野の地

にお住まいになっていただきたく、行政の温かいお力添えをさらにお願いしたいと思い

ます。

最後に市長さんの御見解をお伺いしたいと思います。

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。市長。

0市長(森田喜美男君) 高齢化社会の進行に伴いまして、いわゆる生活一般、衣食住

ということになるわけですが、特に住の問題、新しい課題としてだんだんといろいろな

条件整備が必要になってくるということは向感でございます。

先日も、鈴木議員さんから老人アパートを早く用意せよ、 10年間も提言をして実現を

していないのだというような督励をされておるわけでありますが、なかなか思うように

いかない。今、御提言もいろいろ承りまして、国としての施策、あるいは都の施策、だ

んだん制度化してくる方向に動きつつある。一つのイメージがだんだん明らかになって

くるように感じております。

建物をつくる、あるいはその建物がどこにまた予定できるかということになりますと、

なかなか用地が不足しているということに突き当たりまして、結局市営住宅の建てかえ
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の際とか、そうし、う機会を目指すことになっておりますが、施策というものは急ぐとい

うことがまた一つの、そのときそのときの事情もあるわけでありますので、この議会で

も御提言のあった市民の方との、つまり土地を持っておられる方あるいは土地の上に何

か建物の事業を考えておられる方、この方々とよく相談をする、そういうことをなるべ

く早くやってみたいと思っております。

そのほかの地区セソターにいたしましでも、何かそういう方法がうまくいけば、一つ

の曙光を見出すことにもなりますので、広報に掲載をして、公募というか、それに近い

状態で御相談を問いかけてみたい、このように考えております。

市民憲章、それから老人憲章、理念は我々も持てるわけでありますから、それをいか

に施策に実施するかということに向かし、まして、十分庁内的な討議も経て、見通しを明

確にしてやっていきたい、このように考えるわけでありますが、 つまり老人住宅という

形になりますと、どうしてもケアっきの必要がある。それから今お話のありました、民

間アパートから事業によって出される、出ていってくれと言われる、それを一時受け入

れる、こうし、う発想、ではなかなか物事は難しいわけでありまして、その先のことをしっ

かりと詰めておかなければなりません。そういうことをあわせ、なるべく早く、実現性

のある成案をもって、予算等に反映をさせて、議会に御協議を申 し上げる、このことを

早くいたしたい、このように考えております。

最小限の給食でありますとか、あるいはケア、介護というような形のことは、今、現

実のこととして少しずつ取り組みを進めておるわけでありますが、生活一般、 特に住宅

ということになりますと、長期のことでもございますし、しかも十分可能性の見通しを

つけなければならない、そのことをひとつ急いで、一定の構想、から計画に持っていくと

いうことに取り組んでいこう、こういうふうに考えておるところでございます。

不足な点もあるかもしれませんが、考え方としてはそういう考え方で、今後なるべく

早く 取り組んでまいります。

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。ぜひ御検討の機会を早急に持つ

ていただきまして、よろしく対応していただきたいと思いますので、よろしくお願し、し、

たします。

以上をもちま して、この質問を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17の1、高齢化社会に向けての住環境整備と充実

向上について (高齢者集合住宅等一一一)の質問を終わります。

一般質問17の2、学校図書室の充実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)

ただきます。

1冊の本の中には一つの世界があり、いろいろな人生が込められています。人間一人

が実際に自分で体験できる人生は一つしかありませんが、読書はあらゆる人生体験を学

ぶことができます。将来、幅の広い、人間性豊かな人になるためには、少年時代から広

く、深く、いろいろな本を読んでいくことが大切だと実感しております。

本を読むことによって、第 1に、他人の知識と経験を参考にすることで、豊富な知識

続きまして、学校図書室の充実と題しまして、質問をさせてい

を役立たせることができます。

第2に、知識だけではなく、本によって自分にはない新しいものをそこに発見するこ

とができ、幅広い考え方ができるようになります。そしてこの幅広い考え方は、人間が

一生を送る上で非常に大切なものとなってまいります。

第3に、小説や物語の中でさまざまな登場人物と親しむ中で、自分自身の心にある正

義感や創造性が引き出され、自然のうちに人間としての生き方とか、自分の将来進むべ

き方向性等が自覚できるようになってまいると思います。

今、社会の中で大いに活躍していらっしゃる方たちの中には、少年時代に時間のたつ

のも忘れて読み切った感動が、その後の人生の方向を決めたという人もかなりいらっしゃ

るようです。またそれほどでもなくても、読書を通して培った創造性や正義感が大人に

なっても、その人の人格に影響している例も少なくありません。

今、子供たちの活字離れが指摘されてから久しくなっておりますが、全国学校図書館

協議会の学校読書調査によりますと、全く本を読まない不読と、月に10冊以上は読むと

いう多読の人との両極端がふえているとのことです。映画化された本、タレソトの書い

た本など、軽読書化が進んでいるようです。

子供たちがなぜ読書から遠ざかったかについては、さまざまな理由が指摘されており

ますが、同協議会の調査によりますと、本を読まない大きな理由は小中高校生とも共通

して、本を読むのが嫌い、遊びで暇がない、テレビを見るので時間がない、勉強で暇が

ない、そして最近のファミコ γの5つが上位を占めています。また比較的自由な時間が

多いと思われる大学生にしても、 62%の学生が読書時間のゆとりがない、余りないと答

えており、 1日の平均読書時間は56分だそうです。

私は、きょうの一般質問に先立ちまして、程久保小学校のすばらしい図書室を見てま
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いりました。校長先生を初め、教頭先生と図書委員の先生に大変ていねいな御説明をい

ただきました。ちょうど伺ったときに、図書委員の先生が授業の合聞を見て、自作の件

名目録を作成されておりました。生徒が調べたし、ものに関して、一目見てわかるように

工夫されております。

図書室から見える豊かな自然、との調和は、心の空間が開かれていくような気持ちでいっ

ぱいになりました。理路整然とした部屋の中で、は、蔵書が分類別に並べられています。

赤枠で社会科、理科関係の図書がおさめられ、持ち出し禁止と注意書きがしてあります。

また青枠は図鑑と地理等が分類されており、特に青枠のコーナーは痛みが早いので、 l

刊 5、6冊ずっそろえたいなと申していました。この部分は自由に貸し出しをしており

ます。さらに黄色の枠は、自然科学の本のコーナーに分類されております。

台本版は用務員さんの手づくりで、板でつくり、各学年の数字を頭文字にして、生徒

の通し番号をつけられ、貸し出されている本の箇所に差し込まれており、今、だれが本

を借りているのかが一目でわかるように工夫されております。学校といたしましては、

児童たちのために一生懸命取り組まれているのだなという感がし、たしました。

そこで私は程久保小学校を例に挙げますが、次の数点について、各小学校等にもこの

ような配慮ができたらという思いで、質問をさせていただきます。

第 1点目の質問といたしまして、各小中学校の学校図書室につきま して、学校図書館

法に基づき図書室を設置されておりますが、蔵書数といたしまして、児童 1人当たりで

5冊以上確保していくことと、さらには 1年間の受け入れ冊数については、 1人当たり

0.5冊以上確保していくことが、基準として文部省で定められております。現在、日野

市立の各小中学校の図書蔵書数は、文部省の基準に達しておることと思いますが、各小

中学校とも標準に達しておられるかどうか、教えていただきたいと思います。

第 2点目といた しましては、蔵書されている本の中には、何年かたつうちに自然と手

あか等で汚れているものや、破れた箇所などが自にとまります。 3年、 5年、 10年等の

経過の中で、消却されて しまうものと思います。こうした破損品に対して、随時補充を

されておることとは思いますが、新しい本に交換できるよう、配慮していただきたし、と

思し、ます。特に、よ り多くの人が利用される図鑑、辞書、歴史書、地理等の参考書など

は、自分の目当てに従って勉強していけるよう、 1刊 5冊程度はそろえてあげてほしい

と思います。また、文学書などは 1刊 2冊ずつ、複数を目標にしていただきたいと思い

ます。

図書室で見て学習する人、読書コーナーで読まれる人など、また各家庭に持ち帰って

読まれる人等、複数以上置いてありますと、いつでも読みたいときに、調べてみたいと

きに、多くの人が利用できるのではないかと思いますので、この点についてのお考えも、

お伺いし、たします。

第 3点目の質問といたしまして、 63年 3月に作成されました日野市余裕教室活用検討

委員会からの報告書を先般いただきましたが、この中でかなり具体的な提起がなされて

おりました。今後十分生かされますことを期待するものですが、余裕教室を活用してラ

ソチルームや読書室などを初め、一つ一つの教育環境をより一層豊かなものにしていた

だくことを望み、図書室の整備についてお尋ねいたします。

図書室の木が充実されてまいりますと、蔵書でいっぱいになってきますので、余裕教

室を活用しての読書室の設置を望みたいと思います。さきに述べました程久保小学校の

図書室を参考に申し上げますと、 6人用のテーフ、、ルといすが整備されておりましたが、

ゆったりとしたし、すで、子供たちが落ち着いた気持ちでゆっくり読書できるよう、配置

されております。

一例ではありますが、こうした図書室を高幡台小学校や百草台小学校を初め、日野市

立の小中学校に備品として設置していただきたく、要望したし、と思いますが、いかがで

しょうか。お伺し、し、たします。各学校の図書室の隣の部屋に読書室を設け、フリーな空

間の中で、豊かな人間性を育てていくための条件として、一中高の名画などにふれ、音楽

が流れるという、そんな形の中でし、し、ものを見て、聞いて、読んでし、く。テンポの早い

世の中で、自分の心を自分でのぞいてし、く、読んだ本の数よりも、子供自身が想像し、

楽しんでいるかどうかが最も大事なことだと感じます。ゆっくりと、ゆったりと本に触

れさせてあけ了こし、ものです。

図書室の外側の廊下寄りの窓からでも本が見え、辞書などすぐに取り出せ、手に持っ

て開いて見られるようになるとよいと思います。このような商も、ぜひ工夫、改善 して

いただけないでしょうか、お伺し、し、たします。

第4点目の質問といたしまして、日野市基本計画の中の第 2章、豊かな人間性を育て

る教育と文化の町、第8節、図書館サービス活動の充実の項で、施策の方向づけといた

しまして、市民が必要とするときにいつでも資料や情報に接することができるよう 、既

存施設の整備と分館未設置地域への分館建設を進めますとありますが、分館未設置地域

への建設について、昭和62年から64年の前期 3年の日野市実施計画の中には載せてあり

ませんが、このことについてお伺し巾、たします。

実施計画予定と して前期 3年、 62年から64年、後期 4年、65年から68年の計画を策定
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されておりますが、分館未設置地域への建設の見通しについてお伺し巾、たします。現在、

百草、落川地域にも図書館がありませんので、ぜひ建設計画に含めていただきたく要望

したいと思いますが、所見をお伺し、し、たします。

以上4点につきまして、御答弁のほどよろしくお願し巾、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。教育次長。

0教育次長 (砂川勇一君) それでは、ただし、まの 4点の御質問についてお答えをした

いと思います。

まず第 1点目の各小中学校における図書の整備の状況でございますが、今お話の中に

もございましたように、学校図書館法施行令の中で、学校図書室の備えるべき蔵書の基

準というのが決められております。

現在の状況で言いますと、昭和62年度の実績で言いますと、小学校20校で図書を1，30

0万円ほど購入をしております。これによって点数で8，600点、冊数はもう少し多くなる

と思います。セットものについては 1点というふうに計算をしてございますので、冊数

はもっと多くなると思いますが8，600点で1，300万円、ですから 1校平均で65万円の430

点ございます。それから中学校の場合には 8校で600万円、 3，000点でございます。した

がし、まして 1校平均で74万円で370点ほどになっております。

したがし、まして、蔵書については各年次の累積で考えていきますので、どの学校でも

一応その基準には達しております。ただ、実際に児童生徒の読書人数とかあるいは学習

指導上の必要性から見ると、基準に達しているからそれで十分とは言えないとは思いま

す。したがし、まして、今後もさらに充実を図っていきたいというふうに考えております。

それから 2点目の廃棄した場合の後の補充とか、あるいは副本のことでございますが、

当然、御指摘がございま したように、本というのは非常に頻繁にいろいろな人に使われ

ますので、使われれば使われるほど自然、消耗します。したがし、まして、ある期間たちま

すと使用に耐えなくなって廃棄をするということが起こるわけでございますが、その場

合、当然廃棄したものについて必要なものについては新本の補充をするということは、

各学校でも実施をしていると思います。

それから非常にたくさんの子供たちに同時に使っていただかなければならない本につ

いては、当然、副本も備えなければならないわけでございます。 ただ予算との関係もご

ざし、ますので、必要にして十分なだけの副本を全部そろえるということになりますと、

例えば 1学級全部が使えば45冊とか40冊が必要になるということにもなるわけでござい

ますが、その辺は指導上の問題とも関連 しますけれども、予算の範囲内で最大の必要な

ものについては副本をそろえるということについても、各学校でもそういう形で運営し

ていると思いますけれども、予算との関係もありますので、必ずしも十分にはいってい

ない点があろうかと思います。

しかしいずれにしろ図書費と して実際には予算をお渡ししているわけではなくて、教

材備品として各学校にはその他のものを含めて一括して予算をお渡ししてありますので、

その中で各学校ごとにどこにその年度重点を置くかということによって、予算の使い方

が決まってきます。ですから、その年度、図書費にかなり充当する学校もありますし、

その年度、ほかの方にどうしても重点を置かざるを得ないという学校も出てくるのじゃ

ないかと思いますけれども、全体としては各学校の平均的な購入費も、年次的に見ます

と、幾らかずつはふえていっておりますので、そういう点では各学校現場でも図書の充

実についての必要性については、十分に各先生方も認識をされているのではないかとい

うふうに思っております。

それから図書室は特別教室のーっとして、各学校につくられておるわけでございます

が、施設の面積上それで十分かどうかというのはやはり各学校の中での図書室の活用の

仕方を、どういうふうにやはり授業課程の中に取り組んでいくかということと、関係が

あるんではないかというふうに思いますム

したがし、まして、よく図書室の施設と しての整備も進んでいる学校もあればそうでな

い学校もある、 28校もありますので、その辺のところの若干アソバランスはあろうかと

思います。しかし今お話にもありましたように、余裕教室の問題が出てくるようになっ

てから、国レベルでもやはり学校施設の中にオープソスペースを設置をして、それでク

ラスを開いていくというような授業の運営方法についての指摘も、かなり行われるよう

になってきております。

私ども、余裕教室の検討委員会を昨年来設けて、その中で検討をしてきたわけでござ

いますが、例えば余裕教室の一部をオープソスペースというような形で2教室分、廊下

の部分を含めてかなり広いスペースを確保をするというようなことも当然今後必要になっ

てくる。その場合に例えば図書室との関連づけを密接にとって、図書室とオープンスペー

スが並ぶ、あるいは今、読書室を図書室の隣にというお話もございましたけれども、そ

ういった機能を持った、もっと図書室を開放的にして、それで子供たちが必要に応じて

図書も使えるし、すぐそのわきのスペースでみずから学習することができるというよう

な感じの施設をつくっていく必要もあるのではないかというふうに思っています。 し

かしいずれにしろこれは各学校で、そうし、う計画を立てていただかなければなりません。
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したがし、まして、各学校でそういった点については十分我々の協議に参加をして、計画

を立てていただいて、それに従って順次施設的な整備も進めていきたい。備品なんかも

含めまして、整備を年次計画的にやはり進めていきたいというふうに考えております。

それから 4点目の市立図書館の分館の建設の見通しに関する問題でございますが、確

かに基本計画の中では、計画年次の後半の部分に、移管という形で計画を掲げてござい

ます。図書館として長期的な展望としては、現在の分館の整備のし直しとか、そういう

ことも含めまして、さらに数館を加えたいというふうに考えておりますけれども、この

基本計画の計画年次内では一応実現可能な館数として 1館を予定しておるところでござ

います。

それをどこにつくるかという問題があるわけでございますが、これは用地確保の問題

とか、そういったこともかかわりますし、それからやはり利用しやすい位置につくって

し、く、それからそこのサービス圏域の人口がどの程度かというようなことも当然、関係を

してきますので、今後十分に検討をして、決定をしていく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)

0教育次長(砂川勇一君) ちょっと答弁漏れがあって申しわけありません。

先日、本の好きな子供たちに私も何人か会いまして、伺ったところ、読書のどんなと

ころが楽しいのかなと聞いてみましたところ、 5年生の一人の子は、わかるまで考えな

がら読めるというところかしら、テレビだとわかってもわからなくても場面が変わっちゃ

う。あと本を読んでいると、自分の外側ではなくて、内側に新しい世界ができてくるか

ら楽しいと、感動する本と出会ったときには宝物を拾ったみたいな気になるのですよと

おっしゃっていました。

また、もう一人の 5年生の子供も、次はどうなるのかな、わくわくしながらページを

めくる、そんなとき本当に楽しいと語ってくれました。このような子供たちの姿から、

自分が本の中の世界と一体となって、主人公と同じように喜んだり、悲しんだり、いろ

いろな人の人生との出会いを経験できるので、本当に読書ってすばらしいなと、私も改

めて感動いたした次第で、すO

どうかこういったよりよい環境の中で、さらに良書に触れていけるような御配慮、をし

ていただきたいと思います。

最後に、市長さんから一言お願いしたいと思います。

O議長(市川|資信君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 読書につきましての児童生徒の興味をいかにひき、良書に接

する機会を多くするかということは非常に大切だと思っておりますので、学校図書の充

実についても、予算措置等の面で十分応じられるように考えていきたい、こう思います。

O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。

未来に希望を持ちながら、よろしく御検討をお願し北、たします。以上で質問を終わら

せてし、ただきます。

0議長(市川資信君)

ります。

これをもって17の2、学校図書室の充実についての質問を終わ

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。

1点、廊下側を工夫して図書室の窓をというのですか、図書室の外側の廊下から見え

るように本を工夫できないか、それで取り出して読むことができないかとしヴ御質問な

んですが、改善の方策はございますかどうか。

0議長(市川資信君) 教育次長。

確かに図書室の廊下側がクローズドされた感じじゃなしに、ガラスで開いて中が見え

て、しかもそこに書棚があって本がたくさん置いてあるという状態が、廊下を通る子供

たちから見えて、そこに出入りできるというのが確かに望ましい形だろうと考えており

ますが、実際には各学校での図書室の設置場所、そういったようなことも関係を してく

るわけでございますが、その辺については今後学校側とも十分に協議を しまして、必要

な改善が学校側から計画として出されれば、我々としても積極的にそれに対応するよう

にしたいというふうに考えております。

0議長(市川資信君) 宮沢清子君。

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。

午前11時36分休憩

午後 1時18分再開

02番(宮沢清子君) よろしくお願し、し、たします。どうもありがとうございました。 0議長(市川資信君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
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015番(馬場弘融君)

します。

三多摩地域を23区内から切り離して、 1つの県をつくる、こういう発想を国とか都に

議長のお許しをいただきましたので、通告に従って質問をいた

れがなぜ生まれてきたのかということ。 3点目は法律の不備、あるいは制度上の不備、

特に府や県と東京都の違い、この 3つであります。

東京都の地図をじっくり眺めてみますと、非常に東西に長くなっております。世界の

大都市の区域を見ますと、パりにしてもロ γ ドソにしてもほとんどが同心円的な区域に

おさまっています。東京もまた江戸城を中心にしてつくられた同心円的な町であったわ

けなのに、なぜ現在のように横長の東京都という区域設定がされたのか。つまり私たち

の三多摩がどうして東京都の一部に取り込まれてしまったのかということであります。

まず第 1点目として、この三多摩の歴史というものを少しお話をしたいと思います。

昔々の話になりますが、武蔵国というのが、私どもの三多摩を包含する国であったわけ

です。ここにかなり古い地図が、江戸時代の末期の地図だと思うのですが、ありますが

(図示説明)、武蔵国というのは東京都の全域と神奈川県の一部、横浜とか川崎のあた

りですね、それと埼玉県のほとんど、この辺を包含した非常に大きな国であります。

その中で私どもの地域は多摩郡とい う非常に広い地域にわたっています。今の新宿、

杉並、中野、この辺まで含めた、当時の考えでいけば四多摩郡と言いますか、東西南北、

この 4つに分かれるような非常に大きな区域を持った郡として存在しておりまして、当

時この武蔵国には21の君I~があった。その中で一番大きな郡であると同時に、武蔵国の国

府が、御承知のように府中市の大国魂神社のあたりに置かれていた。さらに国のお寺の

分社である国分寺、全く同じ名前の市が今ありますが、今では西国分寺になりますが

あの辺にあった。

さらに甲斐国の国府、甲府でありますけれども、甲府と府中とをつなぐ道路として、

古い甲州街道が設定をされている。こういうことで、当時の私どもの多摩郡というのは、

武蔵国という大変大きな国の中で、非常に中心的な役割を担う地域であったということ

であります。

私どもの地域はこのように古く、歴史をたどっていけば大変誇り高い地域であったわ

けであります。ところが侍の時代になって、状況は大分変わってまいります。特に徳川

幕府が江戸に首府を決めて以来、それまで曲がりなりにも武蔵国の中心であったこの多

摩地域が、どんどん発展を してし、く江戸の従属物と言いますか、だんだん片隅に追いや

られてしまうような状況になります。増加し続ける江戸の町民のための、ある面でいけ

ば水源の地、食糧の補給地、そしてまたし尿を処理する場所、西の方の防御線、災害時

の避難地、要するに江戸の後背地に過ぎない存在に下げられてしまいます。行政の上か

らも、 いわゆる御府内として北町奉行所、南町奉行所の支配に置かれた江戸とは全く別

一般質問18のし三多摩分権論のすすめ(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。

(15番議員登壇〕

ぶつけてみたらどうだろうかということでありまして、実は 3月の定例会で取り上げよ

うとしたところでございますが、例の変形40人学級の問題に議論を集中したかったとい

うこともあって、今議会まで先送りしたものであります。

三多摩分権論あるいは三多摩独立論と言いますと、最近の都や県の枠を越えた広域行

政の流れからは外れるし、とても無理ではないか。なぜそんなことを言い出すのかとい

うお考えをお持ちの方も多分多かろうと思いますが、少しおつき合いをいただきまして、

私の考え方を聞いていただければ幸いであります。

昨年の秋の多摩テクノ・ ルネッサγス・シンポジウムの席上、パネラーの一人であっ

た秋川市長の白井さんが、この三多摩分権論的な意見発表をしております。さらに年末

には、財団法人東京市町村自治調査会の専門委員会であります、多摩地域及び島唄を考

える委員会が、多摩地域の将来のあり方についての基本提言を発表しております。

この基本提言は皆様にも配布がされているわけでありますが、内容をかし、つまんで申

し上げますと、多摩自立のためには広域的な視点だけで、はなくて、 23区の受け皿として

の多摩から脱皮して、新たな多摩都市連合への構想を持つべきである。むしろ多摩を 1

つの県として見る発想すらあってもよいのではないかという、かなり大胆な提言となっ

ております。

私は従来より、多摩は東京より分権すべしという論を抱いているものでありますが、

この 2つの発表に、意を強くしているところであります。さらにこの 3月の東京都議会

におきまして、私どもの先輩であります滝瀬敏朗議員が、三多摩格差の解消を前提に、

都政における県業務の弱さを鋭く指摘した一般質問を行っておりまして、大変参考にな

りました。

そこでこれらの提言あるいは質問等をベースに、さらに幾つかの資料を加えて、何ゆ

え三多摩分権論なのかというところを申し上げてまいりたいと思います。

論点は、大きく分けて 3点になります。 1つは歴史的な背景、つまり多摩と東京とは

別のものであるということ。 2点目は現状、そして将来に向かつて予想される格差、そ
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の統治のもとに置かれておりました。

多摩地域は天領、つまり幕府直轄地として 3人の代官による支配、あるいは複数の大

名による支配が入り組むなど、著しく細分化をされた統治を受けていたわけであります。

つまり、当時の状況を言えば、江戸とはかなり離れた関係にあったということが言える

と思います。

徳川の末期になりますと、八王子を中心とする養蚕業、絹織物業が非常に発展をしま

して、この製品を輸送するという面から神奈川港、今の横浜でありますが、との往来が

非常に盛んになります。幕末、ハリスとの間に結ばれた日米和親条約によって、この神

奈川港が外国に開かれますと、より一層、神奈川と多摩のつながりは強くなってまいり

ます。このように、徳川後期から明治の初期にかけての多摩地域は江戸、東京よりもむ

しろ神奈川、横浜とのつながりの方が強く、横浜3八王子聞を結ぶ昔の横浜街道、これ

はいわゆる絹の道と言われたそうでありますが、当時の多摩郡にとっては最も主要な経

済動脈でありました。

明治になりまして、江戸は東京と名前が改まります。初期には政情の不安定の中で、

領域も非常に錯綜するわけでありますが、明治6年に多摩郡の一部、具体的には中野、

杉並あたりでありますが、 これは東京府に移管をされます。残りの大部分の多摩は、先

ほど申し上げ、たような経済的なつながりに加えて、伊豆韮山の代官の支配地が多かった

ということもあり、自然、に神奈川県の管轄となります。

これが当時の、明治11年ころの神奈川県の地図ですけれども(図示説明)、きちっと

今の神奈川県の上に多摩地域が乗った地図があります。非常に大きな地域が、当時はこ

の神奈川県に属していたということであります。

明治11年になりますと、都区町村編成法という法律ができて、ここで初めて西多摩、

北多摩、南多摩とし、ぅ、いわゆる三多摩ということが法的に決まります。三多摩という

発想、考え方はこの明治11年からだということであります。

明治の初期から政府一一私に言わせれば、当時の政府というのは新政府というよりも

薩長の藩関政府だというふうに思うのですが一一及び東京府側は首府の水道問題、つま

り玉川上水の管理が不安であるということを第 1の理由として、三多摩の地域を東京府

に移管をすべきではないかというふうな考え方が、す.っとくすぶっておりました。 たま

たま明治の19年に、コレラ患者の汚物を玉川上水に投げ込んだ、玉川上水で洗濯をした

という事件が起きまして、これ以来東京府側はより一層三多摩を東京府に移管すべきだ

という議論を強めます。

ついに明治26年、政府は東京・神奈川教育変更法案、つまり三多摩を東京府へ移管を

するという法律案を国会に提出します。この法案の提案理由でありますが、表向きは首

府の水源地の溜養、玉川上水の水質の保全あるいは甲武鉄道が明治22年に開通をしてい

るから、交通上の便が大変よろしい、あるいは三多摩全域の経済的な東京府との一体性、

こういった表向きの理由を掲げてこの法案を出したわけでありますが、実は裏の理由が

あった。

当時この三多摩は、いわゆる自由民権運動が非常に盛んであったわけで、す。神奈川県

会を牛耳っていた石坂昌孝とか村野常右衛門、こういった方々はし、ずれも自由民権運動

家であって、時の政府とか神奈川県の意向に常に逆らっていた。神奈川県においては、

三多摩の力というのは非常に強かったので、す。余りにも反政府的な言動が強過ぎる、こ

の三多摩のカを弱めようではないか、三多摩自由党の力を弱めようではないかというふ

うな意向も裏にあって、三多摩を神奈川から切り離して、東京府にくっつけよう。そう

すれば、巨大な東京府に三多摩がくっつけば、相対的に三多摩自由党の人の意見が弱め

られるだろう、こういう裏があったということであります。

そして何よりも問題なのは、この神奈川から東京に三多摩を移管するときに、三多摩

地域の住民の意向というものは全く聞かれておりませんO 住民の意向を全く無視して、

時の政府の都合で衆議院議員等の選挙区の変更も含めて、三多摩の移管が行われたわけ

であります。この辺に現在の三多摩が東京都にどういう自で見られているかとしヴ萌芽

があるわけであります。

さてこの明治26年の東京府編入後の三多摩の扱いでありますが、なかなかそのままで

はおさまらない。東京府に編入をされては絶対嫌だとし、ぅ、かなり激しい住民の反対運

動が起こっております。三多摩各地、特に西多摩と南多摩では役場を締めてしまう。役

場のかなりの管理職もやめてしまう、そういった激しい反対運動が起こっています。

そういったこともあって、東京府側では三多摩を府に移管をしたことはし、し、ものの、

なかなかうまくいかないということもあって、早速明治26年、 29年、毎年のようにまた

もとに戻そう、あるいは東京都はいわゆる御府内だけにして、三多摩地域は武蔵県とい

うものをつくろう、あるいは千代田県というものにしよう、こういう法律案がほぼ2年

置きく らいに、明治時代、国会に提出をされています。いずれも、例えば衆議院は通る

ものの、貴族院で否決をされるとか、 貴族院では可決をしたけれども衆議院では審議未

了とか、とういうふうな形で、いかにこの問題が当時の政治問題で大きく取り上げられ

ていたかがよくわかるわけであります。
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その後幾つかの分離や、あるいはもとに戻せという案が大正時代まで続いていきます

けれども、最終的に現在の東京都制になりましたのは、既に戦時体制が始まった昭和18

年であります。これは東京都というものをつくることによって、首都防衛と言いますか、

そういう意味での方策がとりやすいようにしたし、ということが第一義であったというこ

とを聞いておりますが、この昭和18年からの東京都制が現在まで続く東京都になってい

るわけであります。

申し上げたように、古くは武蔵国の中心であるようなこの三多摩地域が徳川幕府、あ

るいは明治新政府の非常に理不尽なやり方のために、地元の住民の意向を全く無視した

中で東京に移管をされ、そのまま現在まで三多摩の方々というのは、東京都のための三

多摩という形で東京都制を受け入れてきているというのが、歴史的な経緯であります。

それでは次に、では現状、三多摩はどのような格差の中に置かれているかということ

であります。これは、これから予想されるであろう格差も含めて申し上げますが、都市

基盤の整備、特に下水道の問題については今さら申し上げるまでもないので言いません

が、道路の整備の問題について少し申し上け'たいと思うのです。

交通量がどのくらい伸びているか、そして交通量の伸びに応じた道路整備がなされて

いるかという点であります。最近の例で言いますと昭和40年の交通量、都区内を100と

します。三多摩も100とします。昭和60年、つまり20年後、都区内の100がどうなってい

るかというと143でしかない。三多摩の方は、昭和40年に100であったものが約 5倍、 47

1にふえている。交通量では約 5倍にふえている三多摩であるのに、これに対する道路

の延長はどうだろうかと言いますと、この20年間で23区内の方も1，410キロメートル、

三多摩もほとんど同じで1，470キロメートル、交通量が 5倍もふえているのに、道路の

延長はほとんど同じである、この事実であります。

さらに道路の狭さの問題、多摩地区では車 1台がやっと通れるくらいの3.5メートル

未満の道路の割合が、道路全体の約半分に当たります。 23区内では、これがわずか 1割

であります。さらに幹線道路の整備の状況は、 23区内と比べておよそ10分の lくらいで

あろうというふうに言われております。特に南北の道路のおくれは、非常に悪い状態で

あります。

またこういった道路や街区等を整備する建設事務所の数、 23区には13の事務所があり

まして、およそ1，600人の人が働いている。一方三多摩には五つの事務所で800人の人し

かし、ない。約半分であります。こういったいろいろな数値を細かく調べていきますと、

道路の整備が恐らく一番ひどい格差の一つではないかなというふうに思います。

次に財政的な面を申し上げますと、東京都における府県事務と言いますか、県として

の事務が非常に弱い。都の事務には府県としての事務と、任意事務というものがあるわ

けでありますが、人口がおよそこの20年間くらいに都区内ではほとんど変わっていない。

三多摩では、当時、昭和35年の数値で申し上げますと、三多摩の人口が133万であった

ものが、 62年には350万になっている。こうしヴ多摩地区が非常に人口も増加している

中で、今申し上げた府県事務の割合が、財政支出の方を見る限り年々ウエートが落ちて

いる。さらにこの任意事務の中でも三多摩に対する事務と、 23区内の事務に分けますと、

23区内への肩入れがむしろだんだんふえているという状況にあります。

3番目として、病院の問題があります。全体的な病床の数はかなりし、し、パラ γスになっ

ています。ところが中身をよく調べてみますと、一般病床の割合ではかなり三多摩が少

なくなっています。ということはどういうことか。精神病床は約 7割が三多摩にありま

す。結核病床も約 5割が三多摩にあります。らい病床に至っては100%が三多摩にあり

ます。つまり、これは後ほどもほかのところで申し上げますが、東京都民にとって余り

よくない、都合の悪いというものは三多摩で引き受けさせられている、こうしづ状況が

出ております。さらに総合病院のサービスという商で言いますと、三多摩では23区の約

4割程度のサービスしか受けられないというふうな状況にあります。次に、本格的な文

化ホール、あるいは総合的な体育施設、あるいは大きなイベγ トをするための場所、さ

らには文化集積等が行える場所がほとんどありません。

5番目に、官庁等の上級機関がどのくらいの割合であるかということを触れてみたい

と思うのですが、これはむしろ都区内と三多摩というよりも、 350万人いる三多摩と埼

玉とか神奈川、山梨とかし、う近県の県庁所在地を除いた地域とを比べてみると、はっき

りすると思います。

埼玉県の総人口590万人、県庁所在地を除きますと550万人になります。神奈川県は総

体の人口が750万人、横浜、川崎を除きますと340万人、ほぼ三多摩に匹敵をいたします。

山梨県に至っては、全体の人口が83万人、甲府を除きますとわずか63万でしかありませ

ん。東京都は全体1，190万人に対して、三多摩が350万人です。

まず裁判所の数、埼玉では16裁判所がありますけれども、うち13が県庁所在地以外の

地域にあります。神奈川では17の裁判所がありますが、うち10が横浜、川崎を除く地域

に存在します。人口83万の山梨ですら、裁判所は12あります。甲府を除いた地域に 9の

裁判所があります。東京都はどうか。全体で23の裁判所がある中で、三多摩地域に所在

するのはわずか 5つです。
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都道府県の県税の事務所、これも神奈川県は19のうち11が横浜、 川崎以外にあるのに

対して、東京都全体で29ある事務所のうち三多摩には 6しかありません。職業訓練校、

神奈川県では総体で17のうち、横浜、 川崎を除いたところに 9あります。山梨では全体

で10、甲府を除いた地域に 5あります。東京都では全体で21の職業訓練校の中で、三多

摩にあるのはわすか 4であります。

これらどうしても欲しいなという施設は、非常に都区内に比べ、あるいは近隣各県に

比べて三多摩に所在する率が少ない。その中で、先ほど病院のところで申し上げました

けれども、保護矯正施設、これだけは非常に多くあります。埼玉県は全体で5、その中

で、県庁所在地以外のところで2つ、神奈川では全体で 9の中で、横浜、 川崎以外のと

ころは 5、山梨は全体で3です。保護矯正施設、東京では全体で12ある中で、何と 8つ

が三多摩地域に所在しているわけであります。

さらにそのほかの格差の点を申し上げますと、この春問題になりました都市計画税の

減税の問題、これなども明らかに東京都の問題ではなくて、いわば大東京市という中だ

けの問題でありまして、三多摩地域に対する思いやりと言いますか、考え方がほとんど

感じられないような状況でありました。

次に、日野市で今問題になっている公立の特養老人ホーム、これへの扱いも、 23区内

と三多摩地域では全く違います。消防委託金のあり方もかなり三多摩が不利になってい

ます。そして、こういった重要な問題を決める議員の定数であります。現在、都議会議

員が、島唄地域を別にして都内に126人います。 23区内に99人、三多摩に27人です。こ

れをすんなり人口割りということになりますと、三多摩はあと10人余計にいなければお

かしいのです。衆議院議員の定数、東京都では全体で44名います。都区内が、これは島

も含めますけれども35人、三多摩が 9人です。これは人口割りをすなおに出せば、 13人

いなければおかしいという勘定になります。

以上申し上げたような現状での格差があるわけでありますが、これがこれからも続き

そうだ。今でも続きそうだというものがあります。それは私どもの三多摩を将来どうす

るかとし、う意味での上位計画と言し、ますか、に幾つかありますが、昭和60年7月に国土

庁がつくった首都改造計画、これに基づく多摩自立都市圏構想、さらには61年 5月につ

くられています第4次首都圏基本計画、そしてこれをもとに した第 2次東京都長期計画、

こういったものの中では千葉県の幕張メッセ、あるいは神奈川県横浜のMM21、神奈川

県央テクノピア構想、あるいは埼玉県の大宮・浦和の中枢都市圏構想、いわゆるYOU

& 1構想と言われますけれども、こういった近隣各県の構想とともに、先ほど申し上げ

た多摩自立都市圏の構想、が出ているわけでありますが、他県の目覚ましい進みぐあいと

比べますと、非常に多摩地区の取り組みのおくれが目立ちます。

こういった現状の格差、あるいはこれからの予想される格差、差別と言いますか、こ

ういったものが一体なぜ起こってきているかということであります。幾つか理由がある

と思いますが、一つは三多摩が余りに大都市東京に従属し過ぎている。東京で働くため

の人口をもろに三多摩が受けて、 多摩自前のまちづくりができずに、いわばスプロール

化している状況にある。

そこで2番目として、地域の発想によるまちづくりがほとんどできていなし、。 3番目

に都の取り組み姿勢が事、三多摩については非常に弱い。都の広域行政圏についてのリー

ダーシップが全く欠けている。さらに4番目には、都と市町村との役割分担が不明確で、

両方が無責任体制になっている。最後に 5番目として、都の事業執行が、先ほども予算

執行の面で申し上げましたけれども、大都市行政としての23区への傾斜を強め過ぎてい

るということ。おおむね以上のような原因で、今のような格差ができているというふう

に言えるかと思います。

さらに申し上げますと、昭和18年に現在の東京都制ができたときに、東京市と東京府

というものが一緒にあったわけですけれども、それが合併をしたわけで、す。このときの

状況は、当時の市の職員の数から言っても、圧倒的に市の方が多かった。むしろ市が府

を吸収合併したというふうな状況で、 東京都制ができている。その当時の伝統というも

のが、いまだに東京都制の中に息づいておりまして、お役所仕事というのは伝統を非常

に、前例を重視しますから、東京都の職員の中に、東京都の機構の中に、府県としての

東京都という役割が十分浸透していないという嫌いが非常に多いわけであります。 さ

らに今申し上げたのが格差の状況でありますが、 3点目に法律の不備、制度上の不備、

都と府県との違いというものについてもう少し触れてみたし、と思うのですが、地方自治

制度は、御承知のとおり地方自治法にすべて決められておりまして、府県制、市町村制

が大原則であります。例外として政令指定都市の規定が追加をされております。これも

地方自治法の本文の中にきちんと規定があるわけであります。ところが残念ながら、東

京都というものに対する規定は地方自治法の本文の中には全くありません。わずかに附

則の 2に、 「東京都制、道府県制、市制及び町村制はこれを廃止する。但し、東京都制

第189条乃至第191条及び第198条の規定は、なお、その効力を有する。」、つまり昭和1

8年につくられた東京都制が生きていますよという規定を附則でしているだけで、日本

の首都である東京が、こうしヴ規定のもとに置かれているのですよという、正確なる本
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文の中の規定が、地方自治法の上にはないわけです。

ですから、今も東京都の制度について、区と都のあり方を見直そうとか、市町村と都

のあり方を見直そうとかということが常に言われておるわけでありますけれどもi非常

に不安定な状況にあるということが言えると思います。

具体的に府県と東京都と、どのように事、市町村に対する行政が違うかということで、

ちょっとこの市町村自治調査会の肥後さんの文章を読みたいと思うのですが、大阪府と

か神奈川県、兵庫県、福岡、こういった政令指定都市、大都市を抱えている府県の行政

というのは、指定都市を除く周辺市町村を対象として発揮をされている。大都市の地域

で生産をされる富を、周りの指定都市周辺の中小都市へ配分をしてし、く、これが一番大

きな県の役目であるということが言われているわけです。 ところが東京都の場合、府県

としての東京の代表である都知事は、 同じように23区を統治する、仮に大東京市と言い

ますか、その市長でもあるわけです。そうなると、府県の事務よりもどうしても大きな

23区の市長としての役割に、大きくかかわらざるを得ない。どうしても23区への配慮が

大き過ぎるために、多摩や島興地域への関与が手薄になりがちである。 こうしろ文章が

あります。

以上、歴史的な背景から現状の格差及びその発生の理由、そして法律的な不備、こう

いうふうな点で、どうしても三多摩の現状を打破しなければいけない。もう少し私ども

三多摩の住民のための新しい三多摩をつくっていかなければいけない。それには、どう

も現在の東京都という枠を外して物事を考える、こういった発想がどうしても必要では

ないかというふうに、私は感じるわけであります。

それでは、三多摩が都区内から分かれて独立をしても、一体それだけの力があるだろ

うかということが問題になってまいります。

まず人口的な面でいけば、 47都道府県の中で1li立になります。かなり上の方です。面

積だけは残念ながら最下位です。47位です。いろいろな事業所、工場とかお庖、大勢の

人が働くための事業所の数を比べますと、 47都道府県の中で16位です。これもかなり上

の方にあります。工場の数は、 47都道府県の中で23位、工業製品の出荷額では、何と15

位になっています。商庖の数では15位、商庖の販売額では17位、三多摩の皆さんが預金

する銀行の預金残高、これを47都道府県で比べますと、 12位になります。

こういったいろいろな数字を見ましても、十分やっていけるだけのパワーがあるとい

うことが言えると思います。さらに今後の発展の可能性でありますけれども、いろいろ

議論はありますけれども圏央道の開通、あるいは多摩都市モノレールの開通、立川基地

の跡地、この広さは横浜のMM21の規模に匹敵をいたします。秋川の秋留台地の開発、

また横田基地などは、将来はこの三多摩の住民のための国際空港になり得るのではない

か、私はこうしヴ展望を持っておりますけれども飛行場の存在、また人口わずか83万人

しかし、ない山梨県のパワーが発揮をされたせいもありましょうけれども、中央新幹線が

できるのではないかということ、さらには先端技術産業の大きな集積がある。こういっ

た現状を考えますと、この三多摩地域というのは独立していっても、分権しでも、十分

成り立ち得るだけの力を持っている。現在も持っているし、将来についてもあるのでは

ないか、このように感じるところでございます。

そこで、以上、るる申し上げましたけれども、そういった議論をもとにして、市長に

4点ほど質問をしたいと思います。

1点目は、三多摩の現状を打破するために、 Tこだ各区、市町村がばらばらに都や国に

ものを申すというのじゃなくて、少しまとめてこういった分権論もあり得るよ、こうい

う考え方もあるのだ、何も東京都に従属しているだけの三多摩ではないぞということを

発言していくということも、私はかなり意義深いものではないかというふうに思うので

すけれども、市長はこの分権論、あるいは三多摩独立論についてどのようにお考えになっ

ているかを聞かせていただきたいと思います。

2点目、分権論とまではいかないまでも、国へ現状の都の制度の改革を働きかけたり、

あるいはまた都の行政官の目をもっと多摩地域に向けるために、都市連合的な組織をつ

くるということについて、市長はどのようなお考えを持っておられるか。

3番目、現在の東京都制において、先ほど来るる申 し上げたように、非常に府県業務

が弱いというふうに思いますけれども、それを是正するために市長はどうしよう、どう

し、う考えがあるというふうに考えを持っているでしょうか。

4番目、最後に、現在のままの東京都制でよいというふうに市長はお考えか、それと

も法律改正も含めて、現在の都制は変えた方がし北、のではないかというふうに考えてい

るか、以上、 4点をお伺いをいたします。

よろしくお願いします。

0議長(市川!資信君)

0市長(森田喜美男君)

馬場弘融君の質問についての答弁を求めます。市長。

大変高遁な地方分権論、人によっていろいろの見解が生まれ

得るということは、大いに結構なことだと思って、お伺し、し、たしました。

確かに東京都制という制度は、都制調査会そのものでも現状を肯定するということで

はなくて、改善を図るにはどうすればし巾、かという視点からいろいろな論議が交わされ、
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ときどきまたその報告も出されておる、このように承知しております。

質問という形で求められておりますので、それに従ってお答えをしたいと思いますが、

現状打破のために、また従属性の中で軽くあしらわれている状況をどう考えるか、こう

いうことだと思うのですが、お話の中にありました、いわゆる今日の東京都という行政

範囲が定着するまでには、藩政時代あるいは幕政時代、なお明治新政府になってからも

いろいろな変遷があった。自然地理的に言えば、むしろ神奈川県に属したという姿の方

がかなっただろうという見解も出ると思います。

要するにどこの国でも一ーどこの国でもと言いますか都市国家、都市があってその周

辺にいろいろな物資の供給あるいは労働力の供給、またいわゆる周辺の領域を持つとい

うその能力、つまり生産力、これが高ければ高いほど発展の余地はあるということに一

般的に言えると思いますが、東京はそういう姿をとって、 つまりかつては多摩に期待す

るものは水と新鮮な野菜である、水は特に飲料水という意味で、多摩川水系が大きな役

割をなした。その後だんだん、戦後特に30年代以降の経済成長に伴って、都市に人口集

中が非常な勢し、で始まった。その波及影響によって、多摩という地域に人口が、つまり

自然、地が都市化をして、そして人口が住みついたという形で、今日の多摩の自治体は成

り立っておる、このように言えるわけでありまして、それをト ータルすれば350万、こ

ういう人口の規模にもなっておるわけであります。

それにもかかわらず、都政そのものが!日態依然として、特別区に恐らく 70%、80%の

ウエートをかけて、そして多摩には希薄である。このことによって、三多摩格差という

言葉が、もう何年来、つまり都市化の傾向が進むに連れて、そのことが強調されてきて

おります。

多摩格差、その格差が経済格差あるいは行政措置の格差と言いますか、そういう形で

あることは、いろいろな数値でも明らかだと思います。また逆格差ということもないわ

けではない。つまり多摩のよさというものが、東京並みに扱われて、東京化するのが果

たしていいだろうかとし、う議論も成り立っと思っております。

論議をする答弁ではないのですが、三多摩格差といういわゆる行政格差、これは他の

言われるところの都県行政、県と市町村の関係を他県の状況から見ると明らかでありま

す。そして東京の都政の多摩に向ける制度としては、行政部の中に地方謀があって、何

事もその地方課をへて物事を考えておる、三多摩島 しょ対策室なんとし、う、まるで僻地

担当のような行政組織にもなっておる。ですから都庁から見ると、多摩地域というのは

今まで、ただ従属する地帯、他県に比べれば、県都から村を眺めていたという程度で済ん

でおったような気がし、たします。それは打破しなければいけないと思います。

あらゆる意味で財政的に、また行政の権限の上でも、また多摩における今日の発展の

ための問題解消のためにも、大きく目は向けられるべきだ。このことは、絶えず市長会

等でも主張をしておるところであります。その結果が期待外れになるものですから、し

たがって分権論なるものが生まれてくる。分権論の議論は大いに私は結構だと思います

し、特に日本の制度で地方自治ということを尊重すればするほど、権限がしっかりして

いなければなりませんし、財政基盤もさることながら、やはり権限が第ーだ、つまり自

治能力を持つ、権能を確保する、こういうことで考えるべき問題ではないかと思ってお

ります。

だから分権をすれば何かすぐ一一一どういうことになりますか、多摩の地域の今までの

人口構成、あるいは産業構成は、県都があってそれの周辺地というような形の構造になっ

ていませんから、なかなかそういう構造を、またその構造にも意味があるわけでありま

すので、果たして交通体系、産業経済体系、うまく機能するかどうかは検討を要するこ

とだと思います。要するに、特に最近の論議として遷都論、 一部官庁の移転だとか教育、

大きな施設の移転であるとか、帝都そのものを地方に変えるのがし、ぃ、ある意味では国

を挙げての論議になっているごとく、矛盾だらけだと言える面もあるわけでありまして、

地方自治が十分な権能を持ち得て、また発展をして、市民生活が安全、安定に行われて、

自治体に属する住民が自分たちの帰属意識に立って自治をする能力を高めたい、こうい

うことに機能すれば非常に有意義なことであると、このように考えます。

それから改革を興すことを国に持ち上げる、これは確かに大切なことでありますが、

またしかし自治体から見ますと、都政が間にはだかつて直接都を通じてすべてを行う、

またそれを少し筋道を崩す、何か別の指導を加えてくる、こういうことはむしろけしか

らぬという痛いところでありますが、一応筋道を立てて、大きな政治的見地から行うべ

き主張は、はっきりと行うがし巾、というふうに言えると思っております。

東京都がし、わゆる県行政に弱し、-~~し、と言いますか、別の県が市町村の育成指導に

当たる態度というものは、まさにこれは親子の関係、本当に面倒見をよくしたし、という

意欲が県庁に満ち満ちておるわけですが、 東京都の場合は、多摩という地域は別の部署

に属するというような扱いにされておる、このことは明らかでありまして、まさにその

あたりは今後大きく改正をしてもらわなければならなし、。専任の多摩担当の副知事を置

け、こういうこともよく市長会等の知事との話題の際に、話として提案が出ます。多摩

地域担当の知事を置くくらいな重みを持って、 多摩にいろいろな意味での高度な行政を
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向けて欲しい、向けるべきである、 こういうことであります。

4番目の質問……。(r地方自治法の中に、正規の条文の中に東京都とはこういうも

のですという規定がないですね。それでし、し、かということですJと呼ぶ者あり)つまり

都制という例外の地方自治が行われておる。そしてまたその都制の中で、特別区制という

ものがあって、区自身の行政は一見上位にあるかというと決して上位ではなくて、我々

の多摩の市町村の方が独立自治体としては日本の法律にかなっている。区制というのは

中途半端で、むしろまた区の側においては市という完全自治体になりたし、とする運動も

ある。こうしヴ矛盾を東京都制自身がアンバランスな形で持っておる、こういうことで

ありますので、どういうふうにそれを変革をすることが、地方自治体としての行政単位

のため、ひいては住民のために一番望ましいかということは、大きく論議の課題として

改められるべきだというふうには考えております。

そのことを含めて、たまたま多摩の自治体では市町村ともに一つの組織をつくりまし

て、 多摩島唄自治調査会、こうし、う法人格を持った団体をっくりまして、今制度の上、

あるいは共通の施策の課題について、いろいろと専門の人たちの検討の場も持って、い

わゆる多摩の自治行政向上のための検討を進めておる、こういうことが言えるわけであ

りまして、その一つに多摩地域及び島唄地域を考える委員会という名称の委員会が設け

られてあります。その中間としてのまとめも、基本提言として市長会長あてに提出をさ

れております。この資料は、議員各位にも届いておるというふうに、一応承知しており

ます。

そういうふうな認識でおりますことを、お答えといたします。

O議長 (市川資信君) 馬場弘融君。

015番 (馬場弘融君) おおむね満足です。

7こだ重ねて申し上げておきたいのは、私は三多摩分権の進めとは言っていません。分

権論の進めですから、こう し、う議論を三多摩各市の議員だとか首長さんだとか、そうい

う方がそれぞれ独自に言うことによって、かなり東京都当局にはプレッシャーになるの

じゃないかという点での論の進めでございま して、そういう点をぜひはっきりと御認識

の上で対応していただきたし、というふうに思います。

どうして三多摩というものに対して現在の都制度、あるいは国の方針がこういうふう

な冷たい状況のままで来てしまったのか、我々はそれを当たり前と見ている面も大分あ

るのですけれども、どうしてこうなったのかなというふうなことの中に、一つおもしろ

いと言いますか、こういうこともあるのだなということを見つけたことがあります。

それは先ほども申し上げました明治26年に、神奈川県から東京府へ三多摩が移管をされ

たときの神奈川の県知事さん、内海忠勝という人なんですが、この人は薩摩藩の出身で

す。これが幕末の時代に、薩摩藩の幕府後方撹乱部隊の一人だったのです。八王子に大

勢の浪士と一緒に日野、この近辺を荒らすためにやってきたので、すO 日野からは農兵隊

というのが行きまして、結局大体打ち負かすのですが、この内海という人が捕虜になる

のです。後に、明治の世になって神奈川県知事としてまた戻ってくるわけです。ですか

らその県知事内海さんにしてみれば、以前にさんざんやられた三多摩に対して、かなり

悪い感情を持っていたので、はないかなということが、実はある歴史家の文章の中にござ

いまして、そういうことも明治の政治のあり方と言いますか、明治新政府がこの三多摩

地域というものを見たときに、かなり厳しい自で、見たというところの中には、そういう

幕末の時代の政争と言いますか、戦いと言いますか、そういうものが色濃く影を落とし

ていると言いますか、そういうことも改めて認識をしたような次第であります。

それで市長に再質問で伺いたいのですが、先ほど市長も三多摩担当の副知事を置いた

らし、し、だろうというふうなお話をされておりました。全く同感でございまして、この市

町村自治調査会の中問答申の中でも、そのことは触れております。ぜひこれは強く 、市

長会等の提言でも結構でございますし、具体的に文書として東京都の方へ出してほしい

と思いますし、さらに三多摩地域を一元的に把握する企画調整機関のようなものを、ば

らばらに今扱われているような状況ではなくて、三多摩の問題について伺いたいという

ときに、ここで答えましようというふうな、 全面的に引き受けてくれるような機関の設

置も含めて、これはぜひ強く提言をしていただきたし、ところなんですが、それについて

昭和59年の 6月に都制度調査会の報告というのが、新しい都制度のあり方という報告書

を出しているのですが、これが実はよく読んでみますと、全く 23区内を主眼とした新し

い都制度のあり方の提言をしているのです。

三多摩というところに触れた部分という のは非常に少ないのです。ですから限定して

三多摩地域を除く 23区内における都制度のあり方をこういうふうにしたらどうですかと

いう提言ですというならば納得するのですが、そうでなくて、新しい都制度のあり方と

いう文章を書きながら、内容は全く三多摩のことには触れられていないとしヴ、そうい

う視点がないということで、すごく不満なんです。

具体的に言いますと、今の三多摩地域を例えば武蔵野とか三鷹とか、今の東京区内に

隣接をするところは新たに区にしましょう、それ以外のととろは従来どおり市町村とし

て置いておきましょう、とういうような、くだいて言えば非常に三多摩の地域の住民と
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言いますか、行政のありょうを無視したような提言が入っているのです。

これに対して59年 2月か、提言が出る前に、市長会が意見を申しているのです。終わ

りの方にこう書いてある。この報告は、都と特別区のあり方が中心となっており、今後

多摩地域における都と市の制度のあり方について、具体的かつ現実的な検討を願いたい

と考えている。こういうことを市長会の意見として申し述べているわけですが、それで

はこの新しい都制度のあり方というふうな形のこういうものを、三多摩の視点で、三多

摩としては東京都はこういうふうにあってもらいたい、東京都の制度はこうあってほし

いのだというふうな提言をつくってみたらどうかと思うのです。

先ほど来お話に出ております市町村自治調査会、これが非常に参考になると思うので、

そういうところにお願いをして、ぜひ三多摩のための東京都制というものを提言をして

いただきたし、と思うのですが、市長、いかがでしょうか。

0議長(市川|資信君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 市長会あるいは市町村会、議長会でもそうだと思いますが、

要するにいわゆる三多摩格差、負担、都政が担当すべき三多摩に対する責任の比重とい

うことを絶えず強調して、少しずつ目がまともになりつつあると言いましょうか、その

傾向はないわけではありません。なお十分とするものではありませんので、今の御提言

のようなことをもっと強力にやっていくことが、自治体のまずこ団体としての大きい役割

だ、このように考えます。

鈴木知事は多摩の出身ですから、かなりその意味では理解のできる考えはお持ちだと、

直に話してみるときにわかるわけですが、都庁の中でどれだけ力を発揮させていただく

かということが大切だろうと思います。

0議長(市川資信君) 馬場弘融君。

015番 (馬場弘融君) ぜ、ひそのような対応をしてもらいたし、と思うのです。

これは実は一知事の問題じゃないのです。先ほども私、申し上げましたけれども、行

政機関、官僚機関というものができますと、一つの大きな流れができまして、そういう

流れのもとに新しいことをやっていくというのは、官僚機関じゃなかなかできにくいの

です。ですから、しょっちゅう市長のような立場にある人が文書で出し、ものも申しと

いうふうなことをしませんと、大きな官僚機構の流れというのはなかなか変わっていか

ないのです。そういう点で申しているので、たとえ知事が変わっても、そう簡単に考え

方と言いますか、東京都の今の現機構の中にある状況と言いますか、ありようというも

のは変わっていかないだろうというふうに思いますので、ぜひそういう点を踏まえてじっ

くり取り組んでもらいたいというふうに思うのです。

それでさらに申し上げたいことがあるのですが、これは一番基本的な問題なんですが、

例えば東京都とほかの地域とを比較すると、東京都はこういうものが満足にありますか

らいいですねと言われて、結局は都区内はいいのだけれども、三多摩はないということ

がある。その一番大きな例、例えば東京で大きなスポーツのイベソトを催すとか、ある

いは大芸術祭を催す、全部都区内なんです。そういう意味で何か、例えば第二国立競技

場でもし、し、ですけれどもそういうもの、あるいは第二音楽堂でもし、し、です、そういうも

のを東京都につくるのだったら三多摩にっくりなさいょとしヴ提言も、またすべきだろ

うと思うのです。

特に私ども三多摩の住民というのは、例えばプロ野球を見るにしても、映画のロード

ショーを見るにしても、外国のすばらしい演奏を聞くにしても、何だかんだ言って渋谷

だ新宿だ上野だというふうに行かないと見られないわけです。それで東京ではやってま

すよということは言うのですけれども、 1時間半の時聞をかけなければ行けない。日野

市でもそういう状況にあるわけです。

そういう点で、そういうイベγ トと言いますか、すばらしいものができるような施設

を、私は立川|基地の跡地なんというのはいろいろな意味で将来の利用が花開く ような、

いろいろな利用ができるように思うのですけれども、それもただ立川市だけが考えてい

たのじゃだめで、やはり日野も言う、八王子も言う 、みんなが一緒になって、多摩地区

の全部の自治体がやはりこっちへそういうものを持ってこようとし、う発想を持たないと、

なかなかできないと思うのです。

そういう点で、そういったイベソトという面での大きなことができるような施設づく

り、文化的な施設、スポーツ的な施設づくりという面でも努力をしてもらいたいという

ふうに思うところであります。

それからさらにつけ加えますが、ことしの 9月の17日から10月の 2日までは、この間

も奥住議員のお話にもありましたように、ソウルのオリソピックが聞かれます。ソウル、

どういう状況にあるかということはなかなか難しいですけれども、なかなか不安な状況

がありまして、外国の選手団が果たして直にソウルにすぽっと入って競技をして帰ると

いうふうなことになるのか、きっと日本にかなり大勢の外国の選手団が事前に来まして

調整をして、それからソウルに行くというふうな状況があるのではないかということを

言われています。

かなり地方のスポーツ施設を持っていたりするところでは、引き合いが来ているかに
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聞くのですけれども、そういった意味で、もし東京にそういう外国の優秀な選手の方々

が来て練習をするというふうな場合には、多摩地区が受け皿になりましょう、例えば日

野の中田のスポーツ公閣にでも、サッカーでも何でもいいのですけれども、練習しなさ

いよというふうな提言を、これまた市長単独でやっては、とてもじゃないけれども及び

がつかないと思うので、 26市の市長会でもそういう提言をされてみたらどうか。意外と

応じてくるんじゃないかなというふうなことを、ちょっと私は聞いております。

そういう点で、何はともあれ三多摩、多摩地域というのは東京とは違うという生い立

ちを持っている。東京よりもはるかに古い伝統ある生い立ちを持っている。それが徳川|

幕府から明治の新政府につながる中で、かなり低い位置と言いますか、隅の方に置かれ

たような状況にある。これは本来の多摩のあり方ではない、私ども多摩の住民は、多摩

のための多摩の人による多摩の地域づくりをしなければいけない、そういった点で、ぜ

ひこれからもきょう私が申し上げました多摩分権論、こういった考え方を基本として、

東京都あるいは国へ積極的に働きかけ、よりよい三多摩地域づくり、そしてひいてはよ

りよい日野市づくりのためにぜひ、活躍をしていただきたい、かように申し上げまして、

私の質問を終わります。

ありがとうございました。

0議長(市川資信君) これをもって18のし三多摩分権論のすすめ(大きく三多摩の

発展を考えよう)の質問を終わります。

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。

( 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2時32分休憩

午後 3時9分再開

通じての一層の施策の充実、促進等をまず前もってひとつお願いをし、要請をしてまい

りたい、このように思います。

申し上げるまでもなく、多くの市民の方々からの評価と期待を担う中で、革新市政と

言われる中で、森田市長になられましてから 4期、 16年と最終年度を迎えることになり

ます。学校教育に例えるならば、まさに大学卒業を目前に、さらには大学院に進むため

の選択と決断のときではないかというふうに思います。あわせて、学問に大道なしと言

われますように、行政にもまた安易な近道はなく、複雑さらには多様な行政需要への御

苦労の連続ではないかというふうにも思います。

私はこうした御苦労と、さらには統一無所属という形の形容詞に代表されますように、

既成の政治的な立場を離れ、あるいは超えて、毎日の市民生活課題を最優先に、自治と

連帯のまちづくりへの情熱とその努力に、理解を寄せておるところでもございます。

御承知のように、ことしは市政になりましてから25周年の大きな節目の年を迎えます。

この問、経済の高度成長に伴う都心への近郊都市として、多摩丘陵には団地や住宅が建

ち並び、また多くの事業所や企業の進出により、東京の中でも有数の生産、経済都市に

発展、変貌してきております。人口も、間もなく 16万人に達しようとしております。

こうした市内の移り変わりと、最近の 3Kにも代表されますように、高齢化、あるい

は高度情報化、国際化など、社会や経済の動向に対応しての、市民生活に最も身近な行

政としての果たす役割と責任を大切に、健康な市民生活と健全な地域社会づくりに、施

策の促進と充実、発展が図られなくてはなりません。

こうした観点からも、既に数次にわたりまして、行政調査会等からも生活環境都市へ

の提言や、さらには住むことが喜びであり誇りであるまちづくりなどを初め、いろいろ

の調査会や委員会等からも多くの報告や答申もなされてきております。さらには市長も、

毎年の所信の中でもその実践を表明してきておりますところの第 2次の基本構想を指針

に、施策の方向を示す基本計画と、そのための現状と課題なども整理をされてきており

ますが、自治体行政の仕事は出生届けからの社会生活を出発点に、保健、衛生、民生、

学校、道路、交通など、日常の生活そのものではないかというふうに私は受けとめてお

ります。

質問の基調は、そうした一つの市内の移り変わりと、さらには切実な生活課題に対し、

市内の全域にわたりまして心配のない水準の確保を図ること、さらには長期計画等の中

での68年度を目標年次にする基本計画、この実践、推進を図る必要があるのじゃないか、

こうし、うような 2つの視点、観点からの課題についてお伺いをしてまいりたし、というふ

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19のし行政の当面する課題とその対応についての通告質問者、中山基昭君

の質問を許します。

(21番議員登壇〕

021番(中山基昭君) 既に質問も終盤を迎えまして、これまでの多くの質疑等の中で、

かなり類似する課題等も指摘をされ、それなりの回答等もなされております。そういう

面からも、できるだけ重複を避けて質問をしてまいりたいと思います。特にこの質問を
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うに思いますけれども、時間も限られておりますから、ここでは課題を絞り、重点的に

ひとつ御質問あるいは御指摘をしてまいりたいというふうに思います。

最初に、地域福祉の充実と保健医療体制の整備についてでございます。

とれらも既に多くの質疑や指摘等も行われてきておるところでございますが、やはり

何といっても健康な生活を営むためには、自分の健康は自分で守るのだ、こういうよう

なセルフケアへの努力はもちろんでございますが、今や人生80年の時代を迎え、老人、

高齢者からさらには子供まで、だれでもが健康な生活が送れるように、特に身近な地域

行政における重点的な、重要な課題として、対応の施策の創造なり、あるいはサービス

の向上、こういうことが強く望まれておるときでもございます。

特に期待をされております生活保健セソタ一、こうし、う立派な外観と言いますか、施

設ができました。しかし残念ながら、この役割等に期待を寄せるところですけれども、

現状を見ますと、必ずしも保健セソターのサービスの拠点ということが言えるかどうか

というような疑問を、いつも思いながらあの建物を眺めております。そう申しますのは、

例えば現状は検診の会場に使うのですよ、あるいはプールは一生懸命フル回転していま

すよ、この程度で、そう余りあと大きくあのセ γターができたからといって、施策なり

サービスが変化をしていなし、。こういうことで残念に思っているわけであります。

そういう面では少なくとも常設の、いつでも相談や指導のできる体制づくり、さらに

は保健や医療の情報の提供システム、リハビリ、機能回復訓練、体力測定、さらには今

までも予算委員会等の中でも指摘等もしてきたわけですけれども、病院と協力し合って、

あるいは連携しての簡易ミ ニドック、こういうふうな形の中に保健生活の拠点としての、

本当の意味の充実したセソターにしてほしい。こういう強し、希望を込めて、この辺をひ

とつ御指摘をしてまいりたし、というふうに思います。

さらには市立病院の充実と南部地域への医療施設の建設でございますけれども、市立

病院は言うまでもなく、市内における中核的な基幹病院として、私的な医療機関とも機

能的な連携を図る中で、医療需要への対応に努力をされてきているというふうに思いま

す。しかし老朽化の進行、あるいは増改築に伴う複雑、不便な施設というような商で、

構造的にもいま少し近代化が必要だろうというふうに感じております。

この点の根本的な課題につきましては、奥住日出男委員長を長とする病院対策特別委

員会、こういうところに多くの努力を期待を してまいりたいというふうに思いますけれ

ども、ここでは現状を冷静に見つめながら、さらには身近な課題についてひとつお伺い

をしたい、こういうふうに思います。

特に行政報告の質疑等の中で、病院事務長からも病院内部の環境整備の必要性、ある

いはその努力、こういうものを約束をされておるわけですけれども、私も全くこの点に

ついては同感でございます。

そういう面から少なくとも利用者あるいは患者に、嫌な思いや余分な心配あるいは余

分な負担、こういうもののかからないような明るい親切な病院にすることが、まず今一

番大事な問題だろうというふうに曹、います。そういう面では現在の管理者と、あるいは

病院で働く関係者、勤務者、こういう中の協力、協調関係が私の目からはやや不足する

んじゃないか、むしろ患者、利用者という面からで結構ですけれども、不足するんじゃ

ないかと思います。そういう点では、経営責任者としての院長の方針なり指示、指導が

的確に実施をできる、実行できる、こういうような内部の体制をぜ、ひ確立をしてほしい、

こういうことでございます。

さらにこれまでもいろいろ指摘等もされてきましたけれども、産婦人科の助産婦さん

の欠員というようなことで、聞くところによりますとしばらく新しい患者さんは御遠慮

願う、こういうふうな形もあったようでございますけれども、現状はどのように運営が

なされておるかということでございます。

さらにはこれは類似病院との比較の資料を見させていただいたわけですけれども、職

員の業務量等については、それほど市立病院だけぷ過重と言いますか、重い負担だとい

うふうなデー夕、資料にはなっていないということです。そういう商から見ると、特に

看護職員等の適正な配置がなされているのかどうなのかというふうな感じもしますけれ

ども、この辺もあわせてひとつお聞きをしてまいりたし、というふう に思います。

さらには南部地域における病院等の開設についてでありますけれども、この地域の医

療体制は、これまで私的なあるいは自然的な配置と言いますか、こういうところに多く

依存をしてきておるわけですけれども、人口構造の変化、あるいは交通事情、医療の高

齢化に伴う近接性、 こういうような強いニーズからも、地域的な特性として特に急性疾

患対応への施設の必要性、あるいは設立が言われてきました。市長の行政報告等の中で

も、中規模病院の誘致の実現をしたいのだ、こういうことを数回か表明をされておりま

す。残念ながら、現在まで具体的に進展がされていないとし、うことでございます。

そういう面で特に指摘をしたいのは、現在の土地価格、あるいは土地の取得困難、こ

うしづ商を含めて、採算医療という商からの民設民営、こうしヴ病院に依存するだけじゃ

大変困難じゃないか。いつまで、たってもできないのじゃないか、こういう感じもしてお

ります。
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そのためにじやどうするのだ、こういうところになるわけですけれども、そのために

まず遊休の公有地等の活用が図れないかということです。さらには公設民営、こういう

ふうな一つの発想等も必要でありますし、あるいは先日も質疑ありました土地所有者、

建物の所有者等の協力を得てそれを借り上げる、こういうような方式も考えていいのじゃ

ないか、こんなふうな面からも、もう一歩の積極的な努力を、改めてぜひお願いをして

まいりたいということでございます。

さらにこれは特に細かく質疑等がなされておりますから、触れるだけにいたしますけ

れども、改正医療法との関係で二次医療圏、 こういう今、設定準備が進めらている、こ

ういうことでございますけれども、市長も行政と言いますか、市の指導的なひとつの立

場から都にできるだけ早く、早急に意見表示をするのだ、これも100床、 150床というよ

うなことも言われておりましたから、ぜひそれは、特段の御答弁はいただかなくて結構

ですけれども、そうしヴ具体的な作業を早く進めてほしいということを申し上げておき

たい、こういうふうに思います。

次に、この中の高齢の在宅サービス等の充実でございますけれども、これも午前中の

質疑等の中でかなりそれなりの論議なり指摘等が行われてきておるわけですけれども、

特に在宅サービス事業につきましては、社会的な要請などからも年次的に着実に拡充を

されてきておる、あるいはその努力、こういうものについては理解を寄せるところでご

ざいます。

しかし基本計画との関連になりますが、高齢者在宅サービスの充実の包括的な対応、

こういう面でサービスセ γターの設立ということが言われております。しかし先ほどの

質疑等の中でも余り多くをつくることは大変無理だよというふうな話もございました。

そういう面では一つ現在予定されるサービスセ γターに高齢者サービスの包括的な、あ

るいは拠点として発展できるような発想でこのサービスセンターを活用する、こういう

ふうなことまで発展をして考えられないかどうかということでございます。

さらには、あわせてこれからますます多様化、個別化する福祉ニーズへの対応は、何

と言ってもやはりボラ γティア活動等に大きく期待をしなければならない部分というの

たくさん出てくるのじゃないか、あるいは期待をしたい、こういう面から見ますと、住

民意識調査等の中でもボラ γティア活動への関心、あるいは参加の芽生え、こういうこ

とも明らかになっておるわけです。いかに芽生えを育てるか、こういうふうな段階にも

あるのだろうと思います。

そういう雨では、ぜひこの芽生えを大木にするような育成活動、こういうことの必要

性を強く感じております。この辺についても現状の社会福祉協議会ですか、自社協です

か、この中に依存するということだけでは、少し寂しいと言いますか、弱いのじゃない

かというふうな感じもいたします。

次に文化、体育施設の整備促進でございますけれども、よく多様化あるいは文化、ス

ポーツ等への同好者の広まり、その内容も幅広く多様化、多彩化をしてきております。

市民生活における健康と潤いの環境づくり、こういう面からも欠かせない一つの課題で

はないかというふうに思います。

基本計画の中にも既に老人から子供まで身近な施設づくり、あるいは条件整備が言わ

れております。特に今までも質疑がございましたように、スポーツ公圏内に保留地の確

保によって総合体育館、これをうくるのだということですけれども、何か昨日等の質疑

の中では用地の見通し、あるいは施設の計画規模も余り明確じゃなかった、明らかにさ

れていない、こうしヴ大変残念なようなお話がございました。ぜひこの辺はひとつ最優

先課題だ、こういうふうな受けとめの中で、早期の建設の実現に向けて真剣な努力をし

てほしい、あるいはしてもらいたい、こういうことでございます。その辺の努力をする

気持ちがあるかどうかということを含めて、ひとつお開きをしてまいりたいと思います。

次にコミュニティセγター施設として、中学校区をめどに福祉文化あるいは社会教育、

こういう多目的な複合施設、こういうものを配置をするのだという計画もされておりま

す。こういう面からは、公共施設の現況等も見てもかなり偏在と言いますか、あるとこ

ろにはある、ないところにはなかなか、地区セγターが一つくらいしかないよ、こうい

うふうな実情が明らかになっているわけです。そういうことをきちんと把握をされて、

そしてそうしヴ施設の少ないところを最優先に、中学校区ごとに予定をされる多目的施

設の配置を年次ごとに具体的に進める、こういうふうなことをぜひひとつしていただき

たい、ほしいと思います。

あとさらには学校施設等の校庭あるいは体育館の開放等も、現在半数程度、さらには

中学校のナイター施設等も68年までに 2つつくるのだ、こういう形の計画等もございま

す。こういうのもできるだけ支障のない範囲で学校施設、あるいは夜間照明等も積極的

にひとつ努力をしてほしいと思います。さらには現在、学校施設という面では、登録さ

れていないとなかなか使いにくい、あるいは使えないということですけれども、できた

ら校庭くらいは地域の居住者が学校の休みのときに行って鉄棒ができた、プラソコがで

きるというくらいにまで会場の制度を改善していただければなおよろしいのじゃないか

と思いますけれども、この辺は管理の面も含めて、あるいは無理があるかなという感じ

円。
ハペ
U

A
佐

門

i
nべ
U

d
生



もしますけれども、希望的にはそんな気持ちがしております。

次に遊休の公有地あるいは私有地等の活用でございますけれども、これは恐らく全市

的にこういうふうな傾向もあるのじゃないかというふうに思いますけれども、私も余り

全市をくまなく承知をしておるというふうな状況でもございません。ただそういう面か

ら、私の住んでおる近くに限って、何点か触れてみたいというふうに思いますけれども、

一つは旭が丘の南公園の下の 2・1・3号の予定路線がございます。これは御承知のよ

うに、現在、草の中に廃材が置いてある。こういうことだけです。

そういう面で、いま少し先ほどの運動施設なりあるいは地域広場なり、こういうとこ

ろに活用のできる一つのかなりの広さがございますから、そういう面の利用等も考える

必要があるのじゃないかというふうに思いますし、さらには西平山 1丁目の、現在、川

北地区セソターの奥の方になりますけれども、ここに今まで苗木の育成場としてきまし

た公有地、これは市有地かあるいは大蔵省所管の用地かわかりませんO 聞くところによ

ると大蔵省所管だというふうな話もありますけれども、いずれにしてもテニスコートの

上の部分です。あの辺も全然、公共施設という面では皆無に等しいところですから、ぜひ

何か児童広場なり、あるいは地域の公園なり、憩いの場として活用できるようなことが

できないかということです。

さらにこれは数十年前から言われてきておるわけですけれども、西平山の 4丁目地内

の長沼橋の上流の民有地と河川敷とが入り組んでというか、かなり荒れ地みたいなとこ

ろがあります。ここに公園施設なり運動施設なりをつくるんだ、つくってほしい、こう

いう声もかなり前からあるわけですけれども、なかなか一向に行政境だという面も含め

て進まない。この辺もぜひ、この際改めてお願いをしてまいりたし、というように思いま

誘致を一生懸命進めるのだ、進めたい、こういうふうな表明もございました。これは新

聞紙上ですから、私も詳細には承知をしておりませんけれども、既に東京都の予定する

多摩地区の一つに対して、近隣の 8つの市からの誘致の希望なり申し出がなされておる、

こういうふうな状況だそうでございます。そういう面では、用地問題等も含めてかなり

厳しいかなというふうな感じをしておるわけですけれども、この辺のこれまでの東京都

の対応なり、あるし、はこれからの市長としての見通しなり、こういうものについてひと

つこの機会にお伺いしてまいりたい、こういうふうに思います。

大きく最後の 3つ自の質問になるわけですけれども、これは行財政に長期展望を持っ

てほし"、、あるいは持つべきだ、こういうことですけれども、基本計画等の中にも財政

計画に出されております。かなり実態の今までの推移とこの計画とはかけ離れるかなと

いう感じもしながら数字を出していただきました。これはここにも書いてありますよう

に、数字の積み重ねということですから、余りそれについては触れませんO しかしいず

れにしても、東京都あるいは国との関連を含めまして、いわば社会的な要請とも言える

自治体行政においても簡素化、あるいは効率的な運営が重要な課題になってきておりま

す。

す。

また一方では、社会や経済環境の変化に対応して増加する行財政への需要の中で、身

近な最先端の行政として、施策の一層の充実と、行き届いたサービスの向上が望まれて

おります。こうした観点からも、組織の運営とその機能を考える場合に、特に新規採用

の抑制などに伴う若年職員の減少、従って構成の高齢化、 こうい うことは避けられない

だろうと思います。しかしそのことによって人事が停滞したり、組織機能がマソネリ化

してはいかけない、やはりそういうことを避けたい、避けなければいかぬじゃないか、

そのためにはやはり事務の効率性、あるいは機敏性を最優先にした組織運営への努力と

工夫が必要じゃないかと思います。

具体的になりますけれども、一つは行政需要の多様化、複雑化することに伴い、各部

や各課の間における相互の関連する度合いが大変深まる、強まるのだろうと思います。

そのための連携、強化を図るためにも総合的な企画、立案、さらには調整、こういうふ

うな機能を強化しなければいかぬじゃないかというふうな感じをしております。この点

をひとつお聞きをしておきたい。

さらに 2つ目ですけれども、人事、役職制ということで専門職、こういうことで参与

からずっと主幹とあるわけですけれども、ややもするとその活用に不足をしていないか

なというふうな感じをしております。と申しますのは、安易に部課長の機能を分割した

さらにもう一つは西平山の 5丁目の、豊田団地がございます。この中に 2・2・8号

線とし、う、路線計画予定地がございます。これは当然地域の直接の関係者とすれば、い

ろいろの御意見等がございます。一つにして対応するということがなかなか困難な部分

がたくさんあるわけですけれども、現状では、何か少し寂しい感じがし、たします。そう

いう面からは、両方に側道がついておりますから、その側道を空間として、中間点をそ

れぞれ要所、要所を結ぶような形にして、その交通が不便にならない範囲で、さらには

花壇というような簡単なガードの整備等ができないかな、あるし、はしてほしいなという

感じもしますけれども、この辺もあわせてお聞きをしてまいりたいと思います。

この中の最後になりますけれども、ことしの市長の所信表明等の中でも都立美術館の
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り、人事の管理面からの運営だけじゃなくて、組織機能の必要性を優先してこの専門職

を配置する、こういうふうなことにならないといかぬじゃないか。そのことによって意

欲を持ったり、あるいは知識を広めたりして専門職として活用ができるのだろう、こう

いうふうに思います。この辺の対応を、ひとつ御指摘をしてまいりたいと思います。

さらに職員配置等についても、やはりこれから組織機能に対応して、もっと弾力的な

配置、運営、こういうことが大きな大事な課題だろうと思います。そのためには、やは

り職員の採用時にこう した一つの市の組織運営、あるいは条件等を明確にする中で、弾

力的な運営ができるような採用を進める、こういう ことも一つの当然の形ではないかと

思いますけれども、この辺もひとつあわせてお聞きをしてまいりたいというふうに思い

ます。

さらには財政の問題ですけれども、施策や事業と財政は切っても切れない、言ってみ

れば必須の条件になるわけです。しかし自治体における財政体質等の弱さを表現しての

3割自治等が言われますとともに、 60年度よりの国庫からの補助金、負担金、こういう

のは減額処置等は恒常化しつつある、こういう中でございますけれども、一方、自主財

源としての柱でありますところの市税収入、これを見ますと、全国的にも大変恵まれた

好条件の財源条件にあるということが言えると思います。こうした納税者あるいは市民

からの協力と期待にこたえるためにも、財政と施策、あるいは事業が遊離をすることの

ないように、その基盤の確立ということが大事だろうと思います。

具体的には 2点になると思いますけれども、特に義務的な消費経費と言われます人件

費等につきましては業務量の増加、施設の拡充など、数年来上昇を示してきております

が、財政面からの作業能率あるいはコスト意識、こういうものの意欲を高めて、経常費

の膨張等による財政の硬直化、こういうのを避けるための財政運用、あるいは財政運営

と申しますか、こういうことが大変大事だろうと思います。この辺を財政運営の基本的

な考えとして、それぞれひとつお聞きをしておきたし、と思います。

次に二つ目ですけれども、自治体財政のエソゲ、ル係数とも言われます財政構造を強化

しての経常収支、この比率がございます。これは一般的には大体75%から高くても80%、

こういうようなことも言われております。これは決算から見ますと60年が72.3%、61年

が77.5%、こういうふうに大変大幅に上昇を示して、むしろ警戒信号のラソプがついて

る。こういうふうな監査の方の報告、指摘等もございます。今後こういう面から中期あ

るいは長期にわたって、どのような推移がされるのかということとあわせて、結果がこ

うであったよというようなことだけでなくて、いま少しいわゆる受動的、受け身の対応、

だけでなくて、健全財政の運営という面から、むしろ先取り、先行的な姿勢の中での努

力を要請をしてまいりたいと思います。

大体それぞれ、大きくは 3点ですけれども、まずこの点についてひとつお伺いしてま

いりたし、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) 中山基昭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(藤浪竜徳君) それでは、生活保健セソターの御質問について、お答

えを申し上げます。

生活保健セγターでございますけれども、 4月からオープソしたわけで、ございますが、

この生活保健セγターは生活セソターとそれから健康セソターの複合施設でございます。

その中の健康セソターの御質問でございますけれども、施設のわりに中身がないという

ような御指摘でございます。しかしながら、御指摘の中では相談業務と言いますか、健

康それから医療相談でございますけれども、健康相談につきましては乳幼児を対象にし

た日と成人を対象とした日に分けまして、現在、行っております。

それから情報提供の場でございますけれども、図書室がございます。 十分な冊子はま

だ整っておりませんけれども、十分御利用になれるかと思っております。それからいわ

ゆるリハビリと言いますか、機能回復訓練室の利用ということでございますけれども、

現在2階を予定しておりますが、現在、休日準夜診療所を建築中でございます。このた

めこの診療所に現在、その 2階を当てておりますので、現在は訓練室としては使ってお

りません。この休日準夜診療所が来年 3月に完成いたしますのて、新年度につきまして

は機具をそろえまして、機能回復訓練室として使用したい、このように考えております。

それから健康審査でございますけれども、ことしからは 1歳6カ月の乳児の健診を始

めました。それから現在子宮がん、それから胃がんの検診も行っておりますけれども、

来年度につきましては肺がんあるいは乳がん、このような検診も行いたいという計画も

持っております。

そういったことで市民の保健衛生、それから健康づくりには十分今後とも充実を図っ

てまいりたい、このように考えております。なお御指摘のとおりでございますけれども、

人的な面が問題もございますので、これもあわせて十分に検討いたしまして、充実を図っ

てまいりたい、このように考えております。

以上です。

O議長(市川|資信君) 病院事務長。

0病院事務長(大崎茂男君) 市立病院に関する御質問でございますけれども、お答え

ハU
A
斗
A

A
性

-441-



させていただきます。

御質問にありましたように、現在の病院は老朽化しておりまして、大幅な改善と言い

ますか、抜本的に施設整備が必要とされる時期に来ておるわけでございます。それと、

医療サービスにはもう一方で人的サービスと言いますか、医療スタッフが十分整ってお

らなければならないわけでございます。

そういう中で、現状の病院の課題と申しますか御指摘、あるいは課題につきまして、

4点ばかり御質問がありましたので、お答えしたいと思います。

まず施設の面は、おっしゃいますように、地域保健協議会あるいは市議会の市立病院

等対策特別委員会等にもお諮りいたしまして市立病院のあり方、中核的、根幹病院とし

てどうあったらし巾、かというようなことの中から、どう整備をしていくかということの

長期計画が、まず必要であります。その長期計画はいずれ何年かかかるわけですが、で

は実態として現状をどう整備していくかということになりますと、御質問にもありまし

たように、患者さんが安心して医療を受けられるというような体制にいつもなければな

らないわけでございますが、ここ数年と言いますか、長い間、医師あるいは看護婦等の

不足によりまして、十分診察の日数あるいは入院等で本来のサービスが100%いってい

たかどうかは、若干疑問な点があるわけでございますが、特に人的なものの中で看護職

員が欠けておりまして、少ない看護婦さんの中で労働過重というような点も一部にあり

まして、病院の内部としてはかなり厳しいということがあったわけで、ございます。

そういう中で、患者さんに不安を与えるというようなことがややあったかと思います

が、これをなるべく早いうちになくすということがまず第 1かと思います。そういう中

では、今議会に定数外特例というようなこともお願いしまして、できるだけスタッフを

充実したいというようなことも考えております。

それと各診療科目による組織ができておりまして、それぞれの診療科目の組織が持ち

上がっている中では、十分横のつながりが機能してございません。そんなこともござい

まして、できるだけ横のつながり、応援体制というようなことも考えていきたし、という

ふうに思っております。

それから産婦人科の問題でございますけれども、産婦人科の助産婦さんが不足して、

一時患者さんを十分診察できないということも、 5月に一部ありました。しかし助産婦

さんの確保が何とか見通しがついたという中では、従前の状態に戻ってお ります。さら

に類似団体と比較するとそれほど労働条件過重ではないのではないかというようなこと

で、看護婦の適正な配置はどうかというような御質問でございますが、私どもの病院は

2度ばかりの増築によりまして、看護単位と申しますか、ベッドと看護婦の状態が適正

とは言えません。ベッド数が少なくても多くても同じような夜勤等の体制ということが

出てきます。そういう中では効率的にはやや悪いということで、類似団体と比較します

と、そういうようなことで人的なものが多いような統計も出ております。

しかしながら、そういうような建物やベッドの関係もございますが、できるだけ先ほ

ど申しましたように各診療科で縦割りでやってし、くだけでなく、それぞれの患者の関係、

それから重症患者さんとか軽症とか、慢性的な患者さんだとかおります中では、若干の

横の応援体制等で、看護婦さん等の医療スタッフの適正な対応を図ってまいりたいと思

し、ます。

いずれにいたしましても市内には病院が少ないわけでございまして、市立病院が中核

的な存在であるということは、十分使命感としてわかっておりますので、今後市民ある

いは患者さんの信頼にこたえるべく、内部的に現状を、整備できるものはしていきたい

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) 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。

3点目の南部医療の問題でございます。御承知のとおり、南部地域の医療体制につき

ましては、地域保健協議会の答申もなされ、必要については痛感しているわけでござい

ます。

問題としては、やはり用地問題であるということでありますが、当然この用地問題を

早急に解決しなければならない、また対応していくべき姿勢も持っているわけでござい

ます。先ほど議員さんからもこうしヴ方法がというような 3点の御指摘もいただいてお

ります。また今議会の中でもいろいろな使い方の地主の協力、あるいは公私の問題、国

有地の採用、そういった取得問題の解決のために何かの方法、またこれを具体的にどう

すればし巾、か、この辺の努力をしていきたし、というふうに思っております。

以上でございます。

0議長(市川!資信君) 福祉部長。

0福祉部長(高野隆君) それでは、高齢者の在宅サービスについての御質問にお答

えいたします。

昭和59年の12月の市民意識調査によっても示されておりますように、市民の定住意識

は86%というぐあいに高いわけでございますし、また高齢者になるに従ってその率が高
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くなるイこういうことが基本計画の中に言われております。私どもといたしましては、

安心して老後を迎えるべく、在宅のケアを含めた在宅福祉の充実、これは重要な問題だ

というぐあいに考えております。

そこで御質問の高齢者の在宅サービス事業として、セソターの問題をどう考えるか、

こういうことでございますけれども、これにつきましては、老人の若干のサービスの中

では包括的にサービスを展開する基礎の部分として特別養護老人ホーム、あるいは軽費

老人ホーム、高齢者住宅に併設されます在宅サービスセγターは一つの拠点であろうか、

こういうぐあいに考えております。その中におけるショートスティ、ミドルスティ、そ

のほか給食、入浴等のサービス等は重要なサービスであるというぐあいに考えておりま

す。

それからさらに個別的なサービスといたしましては、衣食住等のサービスがあるわけ

でございますけれども、これについては既に公的にサービスを展開しておりますホーム

ヘルパ一、あるいは家政婦協会等のサービス事業、そのほかに現在、民間的なサービス

として福祉事業団で給食サービス、あるいはケアサービス事業を展開 しております。こ

れについて、総合的な観点から、さらに拡充、発展をさせていく必要があるというぐあ

いに考えております。

三つ自の問題としては、ボラ γティアの問題が指摘されましたので、すが、これからの

問題といたしまして市民の協力を得るということがますます必要になっておりますし、

また高齢者の社会参加という点でもボラソティア団体の育成等は、ますます重要な問題

であるというぐあいに考えております。

そこでボラ γティア団体についての育成とあわせまして、ボラソティアの教育等につ

いては力を注いでまいりたいと思います。自社協にととまらず、福祉事業団等におきま

しても、その点については十分に事業として展開をしていきたし、と思いますし、また民

間の団体であります地域ケア研究所等もございますのでその辺のところとも十分に、養

成機関としての問題としては認識しまして、今後とも総合的なボラソティアの育成につ

いては強力に進めていきたし、というぐあいに考えております。

0議長(市川l資信君) 教育次長。

用地確保の見通しをできるだけ早くつけて、基本計画期間内に建設にかかるように努力

をしたいというふうに考えております。

それから学校施設の開放に関係する問題でございますが、御承知のとおり学校のグラ

ウンドあるいは体育館等について、既にかなり学校施設の開放は進めておりますけれど

も、今後も地域スポーツの場として、積極的に開放に努力をしたいというふうに考えて

おります。

この計画の中にも載っておりますように、ナイター施設等については、計画に従って

さらに 2校つけ加えて合計 5校に、期間内に整備をしていきたいというふうに考えてお

ります。なお現在、校長あるいは教頭の代理者にも参加をしていただいて、学校体育施

設開放運営協議会というのを設置しております。ここで開放のあり方とか、運営の方法

などについても検討中でございますので、ただいまの御指摘をいただし、たような利用方

法等についての改善も、あわせて検討していきたいというふうに考えております。

以上です。

O議長(市川資信君) 企画財政部長。

0企画財政部長(長谷川暢男君) 2点目の問題でございますが、多目的文化施設の適

正配置というような御指摘でございます。

基本計画の中にもあるわけでござし、ますが、 当然、公共施設の適正配置の中では市民

相互の連帯の問題、あるいはそれを強める意味でのコ ミュニテ ィ施設、そういったもの

が必要なことは十分感じているわけでござし、ます。そういう考え方の中で、市民施設の

ネットワーク化を図りながら、体系的な、計画的な整備を図っていきたい、そのために

は本年度コミュニティ施設等の整備検討委員会を設置しながら、その具体化に向かって

いきたいというふうに、現状、考えております。

以上です。

O議長(市川資信君) 建設部長。

0教育次長(砂川|雄一君) それでは文化、体育施設関係の御質問について、そのうち

0建設部長(永原照雄君) 建設部の管理課が所管しておりますところの 2・1・3、

ページの下の方でございます、それから 2・2・8のところの件につきまして、御説明

申し上げます。

道路でございますので、現在は道路としては使われておりませんけれども、やがては

道路として築造するということでございますのて、どのような施設になるかということ

はおのずから制限がございますし、また使っていただく間というのも道路を築造するま

でのことに相なるかと存じます。

1点と、 3点目 についてお答えをいたしたいと思います。

一つは総合体育館の建設に関係する問題でございますか、総合体育館についてはその

周辺地域の地域整備との見通しとの関係もございますが、いずれにしろそういった中で、
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今、議員さんがおっしゃいましたように、 228等のところに花壇等というような貴重

な御提言もあるわけでございまして、これの道路のあいているところを何に利用するの

か、また例えて言うならばゲートボールとかそういうものにつきましては、配置が適切

であるのかどうなのかということは、建設部としては判断ができかねますので、関係部

課とも検討いたしまして、その利用について配慮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)

0都市整備部長(前田雅夫君) 西平山の西部の浅川!との間の、河川敷の利用というこ

ざいます。

その後の経過としヴ、現状の対応を御説明したいと思いますが、既に過去の議会ある

いは市長名での運動の経過については、過去、御説明したとおりでございます。しかし

その後、やはり各界の代表の連盟によっての要望書を提出するために、各市内の大学の

学長あるいは市内の方々の趣意書の内容についての説明に個々に歩き、御理解を求めた

ところでございます。やっとそういう理解を求めたということで、これから東京都にそ

の趣意書を要望として提出していくべき段取りを取っているとし、う段階でございます。

今後の問題としては、当然美術館の誘致の日野市民期成会等も設けながら、市民ととも

に総力的に努力していきたし、というふうに思っております。

なお、続いて 3番目の御質問の l点目でございます。行財政の長期展望ということで

ございますが、 l点目の中ではこれからの行財政の長期的な展望の中でのサービス向上

といったものの中で、各部課との連携というような御指摘だと理解しております。当然、

現在私どもは企画財政部の中で、庁内の調整機関になっておるわけでございます。この

相互連絡をとるべき機関をどうすればし巾、か、今後の課題として研究したいというふう

に思っております。

以上でござし、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 2点目の、 2つ御質問ございました。 1つは人事、

役職、そうしたものの活用の不足、それからそれに基づきまして、組織機構を優先した

専門者の活用を図れというような、第 1点目は御趣旨だと思います。

これにつきましては、御承知のように、組織におきましてはラインとスタッフで両輪

のごとく動いておるわけでございます。そのうち特にスタッフ関係におきましては、現

在も行われておりますが、企画財政、そうした商におきましての機能を経験者、あるい

は知識を持ちまして、これらをやっておるわけでございます。そうした中で、の専門的な

活用をここに生かしていくというような、今の組織でございます。

それでは具体的に、行政の増大とともにその専門的技術を要するその特殊な分野にお

いての活用はどうかということでございますが、組織の中の人事面におきましての配置

でございますが、これには主査制度というようなものを取り入れております。これは御

承知のように係がありまして、そのほかに主査ということを置いておるわけでございま

す。今御質問の、御指摘がありました専門的な分野での経験、そうしたものをこれに生

かしていきたし、ということがその主眼点でございますので、こうした具体的に踏み込ん

都市整備部長。

とでございます。

これは一昨日、高橋徳次議員さんから行政界の関係で質問があった場所と、同ーのと

ころだろうと思います。この件につきましては、そのときにお答えしましたけれども、

おおよそ 1万9，000平方メートルございまして、八王子市の市域でございます。現在、

町名といたしましては北野町及び長沼町の一部ということでございます。

権利関係を申し上げますと、 1万9，000平方メートルのうち民地が約9，500平方メート

ル、残る 1万500平方メートルにつきましては河川敷ということになるわけでございま

す。この河川敷でございますけれども、今、担当課の方でさらに細かい調査を進めてお

りますけれども、いわゆる旧河川法に抵触するところの旧地主がいるかいないか、その

辺の今、調査も進めております。仮にいるということになりますと、この権利者が浮上

をしてくる、そういういろいろなことがあるわけでございます。

その辺の調査をまず進めるということと、それから地形上は日野市の市域に続きまし

て、一体化しているような地域でございます。西平山の区画整理をいたしますと、その

川の間の 1万9000平方メートルが未整備のまま残るということになるわけで、現在八王

子市、それから関係の地主と協議をしております。都市計画法に基づく開発行為、ある

いは組合施行の区画整理で面的整備をしようということに、今、取り組んでいるところ

でございます。

その準備あるいは計画の中で、この土地利用を定めてし、きたい。もちろん八王子市域

でございますから、八王子市と十分協議した中で進めてまいりたし、というふうに考えて

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) 5番目の都立美術館の対応と見通しということでご
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だ組織で今、人事配置をしているというような状況でございます。

2点目の、職員配置の弾力的な運用を図れ、採用を図れということでございます。こ

れらにつきましては、既にことしの現業職におきまして一部取り入れまして、一つの職

種での動き方ではなくして、ほかの職種にも転換できるというようなことで、今後の人

事管理面におきましてのフリーな使い方一一ー使い方というと語弊がある、それをお願い

していくというようなことで、組合や何かの協力を得ながらこれを実施していきたし、と

いうことで、この提言につきましてはさらに一層の努力をしていきたし、と思っておりま

す。

以上でございます。

0議長(市J11資信君) 企画財政部長。

0企画財政部長(長谷川暢男君) 最後の問題でございます。

財政的な面での人件費のコスト意識というような御質問でございますが、私の財政部

としてのやはり財政の立場を考えるならば、総経費の、予算の中での25%前後の人件費

のコストをやはり考えるべきだろう、その考え方でいるわけでございます。もちろんそ

の中にはし、ろいろの試行、人等の節約を含みまして、総体的な予算総額の中ではそのく

らいの率で抑えていきたいというふうに思っております。

もう一点、経常収支比率の問題でございます。議員さんからも御指摘があったわけで

ございますが、過去5年間の経緯を経常収支比率で見ますと、大体75%前後というよう

な経緯があるわけでございます。一般的にはやはり経常収支については70から80程度が

適切だというふうに言われているわけでございます。 62年度の見込み、 63年度の予測で

は、過去 5年からの経緯を踏まえれば、多少増加傾向にあるわけでございますが、この

問題については当然、歳入問題等も含んで、効率的な運営に努力していくつもりでござい

ます。

またその中では繰越金、積立金、地方債の繰り上げだとか、そういったものを将来的

な投資的経費との問題も含んで、歳入歳出面でのパラソス等を含みながら、今後一層両

面にわたっての効率的な努力をしていきたいというふうに考えております。

以上でございます。

0議長(市川資信君) 中山基昭君。

021番(中山基昭君) それでは簡潔に、何点かにわたって再質問をしてまいりたいと

思います。

最初の生活保健セγターの関係ですが、部長の言われました、私も承知をしておりま

す乳幼児が月間 2回、医療相談が 1回、健康相談が 1回、こういう形の現在の体制は十

分承知した中で、この御指摘をしたわけです。私はこれをもっと充実、発展という面か

ら、常時いつでも行けば相談できるのだよ、こういうようなととろまでにひとつ持って

いってほしい、こういう希望を込めての質問でございます。これはぜひひとつそういう

方向に努力をお願いしたいと思います。

さらに次のボラ γティア活動でございますけれども、これは先ほども触れましたよう

に、活動の分野が単に社会福祉ということだけでなくて、社会教育あるいは環境の整備、

青少年の健全な育成、それぞれ大変幅が広くなってきておるというように思います。そ

のための啓発活動、これからやるのだということですけれども、あわせて専門知識の提

供、あるいは講座等の開催、こういうこととあわせて活動への理解と協力を得るための

努力、こういうのも欠かせない問題だろうと思います。

そういう面と、さらには資金はどうするのだ、こういうふうなととろにも当然、発展を

するわけですけれども、私はできたら資金面の確保、活動の普及、こういう面から積立

基金制度をこの中に導入をしたらどうだろうかというような考えを持っております。そ

ういう面ではひとつ行政としての積極的な取り組みが必要に思いますけれども、この辺

をあわせてお聞きをしておきたいと思います。

次に文化、体育施設等の関係でございますけれども、特に既存の施設の利用という面

からになりますけれども、昨日も福島盛之助議員さんですか、いろいろ御指摘なりある

いは質疑等がありました。この市民の森スポーツ公園の中に、特にサッカーは今、利用

されているようですけれども、ラグビ一場ということでもって計画が発表され、関係の

方々から大変期待がされておるわけですけれども、いまだにラグビーは使用ができませ

ん、こういうような実態だそうでございます。ぜひこの辺は、当初計画のようにきちん

と利用できるような、まだ用具等も不備だよというような話もありましたけれども、こ

の辺も含めてひとつ努力をしてほしい、こういうふうに思います。

次に河川敷の市民グラウ γ ドですけれども、これは私も何年来言ってきた話なんで、す

けれども、河川敷というふうな制約からなかなか整備が進みにくいという状況も、承知

をしております。しかしあえてここで再度申し上げナこいのは、少なくとも附帯施設、手

洗い所、水飲み場、これが道を離れて、今あるような感じはしますけれども、実際には

使いにくい、こういう面ですから、ぜひひとつ根本的に、この辺が利用者から利用しや

すいように整備をしてほしし、ということです。

さらにもう一つは、少ない施設ですけれども、公園内のグラウンド等もよく利用をさ
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れております。しかしこの辺の体育施設という面から考えると、やや不備だなという感

じがします。そういう面では配置の状況、この辺もひとつ根本的から再検討されて、本

当にグラウソドとして利用ができるような配置にできないかどうかということと、あわ

せてナイター設備等の導入によって、この施設をもっと利用しやすいように、できるよ

うにしてほしいというように思います。

次に教育委員会からの、余裕教室の活用検討委員会の報告があります。これは小学校

の余裕教室が139、中学校が32、こういうふうになっておりますけれども、この中で相

当部分が地域社会の要請にこたえて社会教育、あるいは文化的活動の場として活用がで

きるのだ、あるいはするのだというような報告があります。

しかしこの検討委員会の内容を見ますと、教育委員会としての内部的な討議の域を出

ていないのじゃないかという感じがしております。先ほどはこれを校長先生の方におろ

してどうという話もありましたけれども、やはり市の行政として一体的になってこれら

の調整なり連携をしていかないと、実際には余裕教室の活用という面が難しいような感

じがしますけれども、この辺は、もうこれでもって地域社会の要請にこたえて開放でき

るのだというふうに受けとめていいのかどうなのかということを、 ひとつお聞きをして

おきたいと思います。

さらに最後になりますけれども、行財政等の効率的、効果的な運営でございます。こ

れは部長も大体言われたように余り違いはありませんけれども、やはり基本計画の中で

の財政積み上げ推計、こういうものの予測は、さきにも言いましたように特に人件費を

含めた消費経費、これはむしろ私はこの推計よりかかなり上回った形に出てくるのだろ

う、実態としてなるのだろうと思います。そういう財政面からも、作業能率、コスト意

識、こういうものをひとつしっかり持ちながら、こういう面での財政運営という面に努

力をしてほしい、これは希望として申し上げておきます。

以上、よろしくお願いいたします。

0議長(市川資信君) 中山基昭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(藤浪竜徳君) 健康医療の相談業務を常時ということでございます。

確かにおっしゃるこ とはよくわかり ますので、人的な面の問題があると思いますが、常

時開設に向けまして、努力したいと思います。

以上です。よろしくお願し北、たします。

0議長(市川資信君) 教育次長。

0教育次長(砂川雄一君) それでは 3点目、 4点目、 5点目について、御回答申し上

げたいと思います。

まず3点目は陸上競技場の利用の問題でございますが、確かに当初陸上競技場をつくっ

た際に、ラグビーというようなお話もあったかと思います。実際に、フィールドの部分

を使うわけでございますが、フィールドには芝が植えてあるわけでございますけれども、

ラグビーをやった場合に、かなりフィールドが痛んでしまう。これは御承知のとおり、

スクラムを組んでフォアードが押し合いをいたします。そういうふうなことがあって、

現在の段階でまだラグビーの利用というところまで至っておりませんけれども、いずれ

にしろあれだけの施設でございますので、何とかその辺のところを検討して、対応でき

るような形にしていきたし、というふうに考えておりますので、今後十分に検討したし、と

いうふうに思っております。

それから多摩川の市民グラウソドの問題でございますが、確かに河川敷を利用してお

りますので、いろいろ水道をヲ!し、たりそういった設備をすることが非常に困難でござい

ます。現在、堤防の南側の部分に若干施設はございますけれども、その部分を管理棟も

含めて、簡易施設であっても早期に整備をして、そういったいろいろ手洗いの問題だと

か水飲み場の問題だとかいったことが、十分に機能として果たせるように整備を進めた

いというふうに考えております。

それから 5点目の余裕教室の活用に関する問題でござし、ます。この前、報告書を議員

の皆さんにもお渡ししたわけで、ございますが、こ の検討には約 1年聞かかっております

けれども、単に教育委員会の事務局だけではなしに、校長会の代表、それから教頭会の

代表の方にも参加をしていただいて、実際に各学校現場での実情も踏まえた上で、余裕

教室の活用の方向の原則をつくったつもりでございます。

その中の基本的な考え方というのは 2つありまして、1つは学校における教育学習活

動の質的充実のために余裕教室を活用していくというのが 1つO それからもう一つは、

地域社会の一つのセソターとして、地域住民の社会教育あるいは文化的な諸活動のため

に活用してし、く、この 2つが活用を図る場合の原則でございます。

いずれにしろ学校施設でございますので、 学校教育を犠牲にした地域開放ということ

はあり得ないわけでございます。しかし一方地域社会の要求を無視した形で、それとか

け離れた形で学校を維持することもできないわけです。やは り学校も地域社会の中の一

部の重要な構成部分でございますので、その辺のところの調和もと って、やはり考えて

いかなければならない。その場合にやはり各学校でまず計画を立てていただく、それを

全体として、教育委員会も含めて調整をして、例えば学校の教育活動にはこうい うよう
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な施設整備面の改善が必要だ、あるいは地域開放をするためにはこうしヴ施設改善が必

要だというような計画を、実際に各学校現場で立てていただし、て、それを調整した上で、

しかも財政計画の関係もございますので、一遍にこれを実現するということは困難でご

ざいますから、できればそうしヴ地域開放型と、学校の学習活動充実型の一つのモデ、ル

校を設定をして、そこでまず施設整備を進めるというような形をとりながら、順次それ

を広げていくというような形をとっていきたいというふうに考えております。

以上です。

O議長(市川資信君) 福祉部長。

0福祉部長(高野 隆君) ボランティア活動について、単に福祉にとどまらず、社会

教育的な面も含めた広範囲の人的ノミワーの養成が必要じゃないかというようなことでし

たけれども、これの基金をどうするかということですが、これは内部的な検討も必要だ

と思いますので、今後この御提案等については担当部課と十分に相談しながら進めたし、

と思います。

0議長(市川資信君) 中山基昭君。

021番(中山基昭君) それでは最後にそれぞれの、大きくは 3つの当面する課題とい

うことになりますけれども、市長の方のいろいろな答弁、それぞれ踏まえた中での見解

なりお考えをひとつお伺いしておきたい、よろしくお願いします。

0議長(市川資信君) 市長。

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19の1、行政の当面する課題とその対応について

の質問を終わります。

一般質問20のし歩道の設置の現状について問う〔児童生徒の安全と車社会の調和に

ついての通告質問者、山口達夫君の質問を許します。

[5番議員登壇〕

05番 (山口達夫君) 議長のお許しをいただきまして、通告に従いまして、質問を行

0市長(森田喜美男君) ただいま市政全般にわたる広範な領域に、御提言なり鞭縫の

います。

私のこの一般質問ですが、初日の第 l番目、福島敏雄議員からほぼ同じ内容の質問が

ございましたので、重複をできるだけ避けて、御質問をさせていただきたし、と思います。

福島議員からも、一つの経験談の中から、歩道の段差解消等について御指摘があった

わけですけれども、実は私も 2つの経験をここでお話ししてみたい。

lつは多摩平の夏の祭であります。多摩平というところは、昭和33年に入居が始まり

ましてからできた全く新しい町でございます。神社がない町で、何とかふるさと意識を

っくり上げようではないかということで、商広主が中心に始まったのがこの祭です。 8

月の13、14日、行われますが、 14回目を迎えることになります。これには、もう今既に

この多摩平だけでなく、かなり多くの、近隣からも参加者が見えるようになりまして、

地域に定着をしているわけであります。

昭和33年と言いますと30年前、この地域で生まれた者も既に成人し、この多摩平をま

さに字のごとく、生まれ故郷とする人々も出ているわけであります。幅広い歩道には祭

の風物詩でしょうか、風船釣りだとか金魚すくい、そのようなものが出ますし、屋台が

たくさん出て、おみこしであるとかおはやし、民謡流しなど、あの広い車道いっぱいに

広がって、いろいろな楽しみなことが行われるわけですけれども、私はその中で、日曜

日には、 警察の方々の御協力をいただきまして歩行者天国がかなりの時間、設けられま

お気持ちを含めて御指摘をいただいたというように伺っております。

それぞれの答弁はまだ検討不十分、あるいは明確な答弁になっていなし、点については

これからということで、なお充実した御答弁のできる状態をっくり出したし、と思ってお

ります。

問題点、それから当市の行政の中で、まだ弱点も多々あるわけでありまして、その問

題点あるいは弱点、これをどのように克服していくかということが、御指摘をされるそ

れぞれの事業の成果を上げる、充実を果たす、その前提に必要なようにも感じておりま

す。御指摘の意を十分体して、これから積極的に取り組んでいきたい、このように感じ

ておるところでございます。

0議長(市)11資信君) 中山基昭君。

021番(中山基昭君) それではそれぞれの答弁とその努力に期待をしながら、質問を

す。

そうしますとやはり子供連れの方々、そして私たち商店街の者、いろいろな者が、何

となく車の危険を全然、考えないで済むという非常に開放感にあふれた、空間環境施設と

言いましょうか、そういう道路状態になります。このような体験を経て、広い道路とい

うのが、交通施設として物や人を輸送、移動する、それを担うとしヴ大事な役割がある

わけですが、それだけにとどまらず、居住環境施設としても日照や通風を確保するとと

もに、子供が遊んだり、人々が散策したり、近隣社会の交流が図れるという大変大事な終わらせていただきます。
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空間であり、場であるということを認識するわけであります。

ところが次の体験は、実は 6月15日の日野市広報でも報道ございました、過日の新撰

組祭です。全く逆の意味で、ローコスト道路についての、多くの問題点を体験いたしま

した。市民会館を出発した、隊士の装束を着た100人ほど、土方歳三に扮するは、我が

会派土方尚功議員でございまして、これは市民会館の中で、の投票で、選ばれた公正なもの

でございます。裏話は存じておりませんが、そういう形で100人余りが隊士パレードを

組んで甲州街道を、そしてさらには川崎街道を 2時間半かかって、高幡不動尊へと繰り

入れたわけであります。

甲州街道は御存じのように両側に歩道があって、通っておりますと、両側からや、頑

張ってとか、すばらしいよとか声がかかったりするわけであります。なかなか皆、参加

者、楽しんでパレードをしたわけで、ありますが、ーたん川崎街道に入りますと、様相が

変わってまいります。

これは片側には歩道路側帯とでも言うのでしょうか、高さが10セソチばかりのコ γク

リートの小さなブロックで、点々と車道を仕切ったところを歩くわけですが、幅が多分

1メータ一足らず、肩がやっと通るので70セソチくらいではないかなと思います。した

がって、見物者は当然、反対側のところから声をかけていただく。ところがこれは歩いて

おりますと、下を見ておりませんと、足がブロックにぶつかるのです。

隊士パレードというのは、御存じのように昔の装束ですので、靴ははし、ておりません。

げたかあるいはたび、ぞうりなんです。そうすると、あれにぶつかりますと大変痛い。

隊士パレードというのは単に日野市の市民だけでなくて、遠くは埼玉から、あるいは都

内からもこの新撰組祭に参加したいということで、多くの隊士が参加しておりました。

彼らは、日野のこの道を歩くのは始めてでございますので、口々に何と歩きにくいのか

な、痛いなというようなことで、いろいろな不満と言いますか、困ったなというような

表情をしておりました。また隣の方から声をかけられますので、向こうの歩道から声を

かけられますので、そちらの方に手を振ったり、目を向けたりしますと、たちまちその

路側帯からはみ出ますと、後ろ側から大型トラックが来るわけです。ときとして命の危

険も感じたわけであります。

私は、普段あの道路は車で運転しておるだけで通過交通をしておりますので、歩いて

いないということで、そう感じなかったわけで、ありますが、実はこの都道が歩行者にとっ

ては、このように命の危険をも感ずる、非常に整備不足だなという道路であるというこ

とを、実体験いたしたわけであります。

このように川崎街道を通って、今度は高幡橋に至りますとオープソスペースと言いま

すか、あの浅川の広々とした空間の中で、橋には歩道がついておりますので、実に気持

ちよく歩くことができたわけで、すO 左折しますと、今度はまた川崎街道を高幡不動まで

歩いていくわけですが、少し歩道が狭い、段差もあるわけです。そして参道通りに入り

ますと、これはまたすばらしいカラー舗装がしてございまして、カラー舗装が商屈の前

の部分と中央部分とで色が違うわけです。非常に景観的にも、美観上好ましく感じられ

たわけで、あります。このような、歩いて日野の中を 3時間弱回るという体験は大変に私

にとってプラスになったわけで、すが、歩道がし、かに車社会との調和のために大切である

かなということを感じた次第ですO

そこで質問ですが、同じ川崎街道でありましでも、区域によって、また同じ幅の都道

であっても、街道によって歩道の設置がなされていたりなされていなかったり、路側帯

があったりなかったりということで、非常にまちまちであります。設置をすべきか否か

ということについて、法的に何か基準があるのかないのか、その辺をお聞きしたい。そ

してもし何らかの意味での基準があるとすれば、これは具体的な面ですが、先ほど申し

ましたオリエγ ト時計の前の都道、どの程度の歩道が基準では必要であるのか。現状に

ついて、主としてどう認識しているのか。都道でございますので、直接的には日野市の

管轄ではないと思いますが、日野市として、東京都に対して何かとれる、講ずべき措置

があるのかないのか、その辺のところを第 1点としてお伺し、し、たします。

既存の道路に歩道を設置するということは、との地価高騰の折でもありますし、また

その分だけ道路を広げるということになりますと、代替地を確保しなければならない、

買収をかけなければいけないというととで、大変な難題が予想、されるわけです。その意

味から考えますと、とりあえずまずできることは、今ある歩道をどのようにして整備し、

点検するかということに優先順位が傾くのではないか、こう推量されるわけであります。

夜、は、その中でまず最初にやっていただきたし、ことは何かと言いますと、やはりこれ

はまず通学路についてぜひ実行していただけないか。その観点で見てみますと、通学路

も非常に多くの場所に設置されているわけでありますが、 教育委員会当局と建設部との

間での連携は十分なのかな、協議はなされる場合があるのかな、どうもこの辺に多少の

疑問も感ずるわけでありますが、今議会で私どもに配布された日野市基本計画を私も早

速一読させていただきました。

通学路は71ページです。第2章、豊かな人間性を育てる教育と文化の町、その第4節、

恵まれた教育環境を目指す諸条件の整備、そしてその施策の体系の中で、 1として学校
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保健の充実、 2として学校給食の充実、 3として保護者負担の軽減、 4として校区の適

正化、そして最後の項目に、 5として通学安全の確保として位置づけられています。通

学路はまさにこの中の問題であろうかと思います。

しかし現時点では、これを読みます限り、事業計画として具体化しておりませんので、

施策の方向の欄のところに、基本的な考えを示したにとどまっております。そこで通学

路についてはこのような日野市基本計画の扱い方から考えますに、個別的、具体的な問

題について個々的に対応していくということでとりあえずは過ごしていこう、こういう

対応ではないかとうかがわれるわけです。その意味から考えますと、交通事情の変化と

いうことにも対応しまして、定期に見直しがなければいけないのではないか。

そこで質問の第2、その 1ですが、定期の見直しをしているのかどうかということで

す。現状どのような見直しをされているか。もしそのような定期の見直しがないか、あ

るいは不十分にしか行われていないとすれば、事故を未然に防ぐ可能性が高まるという

ことで、単に学校側に任せきりにすることなく、積極的に改善方がないかどうかについ

て、あるいは何か改善すべきことがないかどうかについて、教育委員会から学校側に定

期に問い合わせる必要があるのではないか、こう考えるわけですが、それについてのお

答えをいただきたい。

そしてさらに具体的な点についてお聞きしますが、第 2小学校の北側に高幡橋から通

ずる都道があります。この都道には歩道がございませんので、隣接して、地元では大縄

と称するのですが、用水路が流れておりまして、その上に一部コソクリートのふたかけ

をし、歩道のかわりとしております。もう 10年ほどこの状態になっているわけですが、

実はこの代替歩道が大変ふぐあいにできております。

先般、福島敏雄議員の質問にもありました日野警察署の近辺で歩道の段差が非常に激

しい、ぎったんばっこだというような御指摘がございました。全く同様の状態が生じて

おります。けさ、私、議会に来る前にこの都道に面しているあるお庖に行きまして、そ

の庖主に伺ったわけでありますが、どうもその庖主がおっしゃるには、お年寄りとかちょっ

と足の悪い方というのは、危なくて危険だけれども車道を歩くのだ、この代替歩道は通

らないのですよと言っておられました。

そこで、調べてみたのですO そうしましたら、この段差はすごいのです。一番低いとこ

ろは確かに10セγチでしたが、 20センチ、 30セソチ、 35セγチ、 40セソチ、こうあるわ

けです。 40センチと一口に言ってもはっきりはしないのですが、いすの高さが40セソチ

です。ですから、 40セソチというといすに上がりおりをするわけです。こうしヴ状態が、

都道に接した宅地の入口ごとに行われている。実はここでころびまして、二小の小学生

が腕を複雑骨折いたしました。このような状態でございます。どのような事情でこうい

う形につくられたかは存じませんけれども、ない状態からかけたという意味でのプラス

はその当時はあったかと思いますが、もう既に10年という月日が経過しているわけです

ので、何かこの段差を解消し、スムーズに、自転車も通れるような代替歩道に変えるこ

とはできないか、その辺についての御検討は今までにあったかなかったか、ないとすれ

ば今後どのような措置を講ずることができるか、その辺をお伺し、し、たします。

以上です。

0議長(市川資信君) 山口達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) 道路における歩道の設置基準はどうなっているかというこ

とでして、これにつきまして道路構造令というものがございまして、この構造令は技術

的指針を示しているというぐあいに、政令でございますけれども、書いておりまして、

これには難しいことがございますけれども、簡単に申し上げますと、市道の場合は一般

的には1.5メートル以上の歩道を設置するのが原則です。 ただし歩行者が少ない場合等

については 1メートルまで下げることができます。

それともう一つは並木、街路樹と言っていますけれども、法律を見ますと街路樹とい

うのが出てくるところはどこもございません。すべて並木になっています。並木をつく

る場合は1.5メートルのさらにプラスしなさい、というように、並木を設ける場合は1.5

メートル、街路樹を植える場合はそういうことでございまして、一応、歩道の設置基準

はございます。

言うまでもなく、歩道というのは道路の一部でございます。附属物ではございません。

道路そのものでございまして、道路には歩道と車道とがあるということでございます。

( I歩道と車道とどっちが大事かなJと呼ぶ者あり)一一それにつきましては、今、議

員さんのおっしゃいましたように車の少なかった場合は、ちょっと裏に入りますと子供

がこまを回して遊んだり、また大人の人は縁台将棋をしたり、コミュニケーショソの場

そのものであったというぐあいに考えております。

それが自動車の発達に従いまして、大体1920年ころからと言っておりますけれども、

だんだん自動車がふえてきて、非常に困難になってきたということでございます。

( I昭和何年だったかわからない、大正何年だったか」 と呼ぶ者あり)一一一私が昭和 3

年で28年前ですから、大正10年くらいだと思います。(I不規則発言に答える必要はな

いよ」と呼ぶ者あり)ーーやはりこう車が多くなってきますと、歩行者と車を分離した
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空間で使っていきたし、ということで、歩道という考え方、それと車道で、安全性を守る

ために歩道というものをつくっていくという考え方になったわけで、ございますけれども、

最近の文献等見てし、ますと、やはり車と人が共存できる道路、ト γネル、オラ γダの方

式などをいろいろなところで、論文で書いておりますが、その辺については将来検討す

べき、まだまだ日野市においては現状を見て、現状のものをいかに改良するかというこ

とが問題かと思っております。

設置基準については、そのようなことでございます。

それと通学路の件、これについては二小の前、特に御指摘がございました。これにつ

きましては、御発言のとおり豊田用水にふたをかけまして、これに歩道を設置したとい

うことでございまして、都道と市道の交差の部分、民地の出入り口の箇所につきまして

は、段差が非常にございます。御指摘のとおりでございますので、この点を踏まえまし

て、市といたしましては、東京都の建設局の出先であります南西建に早速この改良方、

申し入れ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) 教育次長。

0教育次長(砂川雄一君) それでは御質問の 2点目の 1でございますが、通学路の見

直しに関する問題でございます。

通学路については、基本的には各学校ごとに児童生徒の安全確保を重点にして、地域

の実態に合わせて設定をしているわけでございますが、一度設定をしたらす.っとそれを

変えないということではなしに、毎年部分的な見直しも含めて、見直しが行われており

ます。 7こだ学校によっては、非常に長い距離の部分が通学路として指定をされておると

ころもありますので、全部を毎年見直すわけにはいきませんが、それぞれに問題として

指摘のあったような部分については毎年見直しを行って、安全対策上必要な措置を講ず

るようにしております。特にそれが道路の構造等にかかわる場合については、関係部暑

の方に改善方について要望するというようなことも行っております。

今、二小の例が出ておりましたけれども、確かに二小の北側の都道については、用水

の上にふたかけがしてあって非常に危ないということがあります。特に豊田の 2丁目、

4丁目の方から来る通学路と しては危険だということもございまして、あそこの部分に

ついては、それのさらに南側のところに並行して走っております用水の土上げの部分を

舗装をして、通学路として設定をしているというような改善等も行っており ますけれど

も、やはりなかなか実際には都道側を通った方が近いというようなとともあって、まだ

そちらを通る子供たちも多いわけですけれども、いずれにせよそういうような見直し等

については、今後も十分に進めて安全確保を図っ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)

05番(山口達夫君)

山口達夫君。

それでは再質問いたします。

お答えについては概略、了解をいたします。通学路の件につきましては、毎年見直し

をしている、こういうお話でございましたが、先ほどの例を見ますように、私は不十分

ではないかなという気がし、たしますので、ぜ、ひ単に校長だけでなく PTAにも話をかけ

るとか、いろいろな形での、 事故が起こる前での対応が欲しいと、要望いたしておきま

す。

また歩道につきましては、一定の基準があるが、これは整備せよという命令というも

のではないというお話でございましたので、今なお放置されているままの都道というの

も理解はできるわけですけれども、ぜひ積極的に都道のこの状況を解消するために、主

としてこの点につきましてもしかるべき上級官庁等なり国なりに御要望をいただきたい、

これも要望をいたしておきます。

さて、日野市の基本計画の中で第 3章、自然と調和する安全快適な町、この第13節、

安全で安心して暮らせる町の事業計画を見ますと、これは139ページにあるわけですが、

歩道の新設というのが事業計画に載っております。全体計画が 3万9，600メータ一、現

況61年度末で 3万8，800メータ一、 事業内容は前期62年から64年度で400メータ一、後期

65年から68年度で400メー タ一、両方合わせまして事業費が約 3億円と、こう いう記載

でございます。

私はこれを見ますと、少し寂しいな、こういう感じがするわけです。 61年度の統計日

野のデータによりますと、日野市の道路の全体というのは44万2，464メータ一、これで

計算しますと 8%程度に過ぎないわけです。最近、大変スニーカーというのすか、はやっ

ているとか言っておりますけれども、それを使って歩くには 8%の歩道というのはどう

も少な過ぎる、そこでこの計画だけでなくて、日野市が考えておられることがあるだろ

うということで、実は私、豊田の南土地区画整理事業の事業計画を拝見したわけで、す。

つまり区画整理等で別個に歩道をつくるに相違ない、こう考えたわけで、ありますが、そ

の事業計画書によりますと、 28メーターであります 1・3・1のこの国道予定地が1，39

5メータ一、 18メーターの 2・1・2の豊田南の街路が414メータ一、 2・2・3の駅前
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広場に通ずるものが1，286メータ一、そして16メーターであります2・2・5号線が152

メータ ーのこの国道、都道に相当する分3，247メーターについては歩道が確保されるよ

うです。

そしてさらに区画道路、日野市の市道の中で15メーターの幅のものが108メータ一、 1

2メーターの幅の道路で862メータ一、 10メーターの幅で706メータ一、 8メーターの中

の一部1，040メーターの、計2，716メーターについても歩道が設置される予定であります。

両方合計しますと5，963メーターとなりまして、この豊田南土地区画整理事業の中の道

路全体 2万4，952メーターのうちの24%に相当するわけです。

ここまで来ますと、かなりの歩道達成率と、こう見ることができるわけで、いかに市

民が区画整理を待ち望んでいるかというのが、この計画を見ても理解できるわけであり

ます。既存のこの状況のままでは、どうしても達成することができないが、何とか区画

整理を早期に、全市にわたって実現するならばかなり質のよい町がつくれるのではない

か、こうし、う期待を結ぶわけであります。

0議長(市川資信君) お諮りいたします。議事の都合により、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) 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。

山口達夫君。

05番(山口達夫君) そこで、今度は歩道のない道路というものを見ますと、この合

金を使える時代というのはそう長くは続かない。これから先高齢化社会が急速に進展し

ていく中で、どうしても財政の需要というのがふくらんできますので、財政難に陥るこ

とは予想されるわけです。その意味で、早い機会に、できるうちに、何とかそのような

対応をとる必要があるのではないか、このように考えるわけです。

また、縦割り行政の中から出てくるふぐあいかもしれませんが、掘削、埋め戻しの再

三再四にわたる無秩序な行政、これに市民としては大変批判が多いわけです。水道であ

るとかガスであるとか、もろもろの地下埋設物を取り出すために、再三再四このような

ことが同一道路の中で行われるために、車道は常にでこぼこであり、常に舗装し直しと

いうことが必要になってくる、非常にお金がむだにかかっているのが現状であります。

私はこのような公共施設、都市生活を支える公共施設を歩道の中に何らかの形で埋め

込むことが将来可能になれば、このようなことが全く排除されて、行政の効率化が行わ

れる、その意味でも、今できることは、、そこまではできないにしても、場所を用意する

ことではないか、このように考えるわけであります。

また日野市で発行しております、日野市緑のマスタープラソ報告書というのを読みま

すと、緑地の配置計画というのがございます。 85ページだかにございますが、骨格的緑

地の保全と形成を主軸にして展開しているわけです。つまり大きな緑地をうまく保全し、

そして形成するとともに、それをうまく結んでいくことが大事ではないかとしヴ、ネッ

トワーク化がここで提言、報告をされているわけであります。

ここでは保全効果、利用効果、並びに緑地の存在のイ メージを強化を図り、緑道の配

置を行うことを報告し、同時に市街地の集計、環境改善に資するような道路緑化を促進

すべきことが同時に報告されているわけです。連続 した緑のネットワーク化を形成する

ということで、今後ますます農地が失われていってオーフソスペースがなくなり、緑が

なくなるという中で、緑を保全するにはこの道路緑化を、少しでもこれによって補って

いこう、こういうことが必要でないかと思うわけですが、その意味でも 6メータ一道路

を多少改善することによって、路傍緑化を図ったらどうだろうか、こんなようなことが

具体的に考えられるわけですが、今できること、社会資本を充実させることのできる時

期に、何とか将来に向けての第 1歩を踏み出すという考えから、種々御質問、御提言を

したわけで、すが、最後に、市長のこの件に関してのお考えをお伺いしたし、と思います。

O議長(市川資信君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 都市整備部長の答える領域ではございますが、大綱的に私か

らお答えをいたしたいと思います。

計が 1万8，989メーターです。約19キロ、このうち幅員 6メーターのものが 1万4，589メー

タ一、約70%強に達しておるわけであります。したがって、この 6メーターの道路に何

らかの形で多少なりとも歩道を設置することが可能であれば、大きく改善することがで

きるわけです。これから先の時代を読んで、不透明とも言われておりますけれども、周

知のごとく、高度情報化社会ということが到来すると言われております。これに対応す

るにはどのようにしたらいいのか、高度情報化社会の中の一例として、光ファイパーに

よる高密度の情報の伝達というのがあるわけですが、それもどうしてもやはり各戸に情

報を運ばなければいけない。私はその意味で、歩道ということがその中の一つの情報伝

達のための場所として、歩道の下をそういう用地としてとっておくことが非常に大事で

はないか、こんな考えも持ったりするわけであります。

今我々にできるのはいかにして社会資本を充実するか、このように私たちが自由にお
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まちづくりの観点、つまり生活道路、その中に将来考えられる装置をする、そういう

用地を道路の一部と申しましょうか、歩道のような形で確保しておくことはし、かがか、

あわせて帯状の緑地をつくることができれば、町としての景観にプラスするものは極め

て大きい、このことは全く同感に感じることができます。

ただ区画整理事業というのは、御承知のとおり地権者の方から一定の割合に応じてい

わゆる公共減歩、その公共減歩が歩道用地に変わり、公園用地に変わる、こういう性格

でありますので、別の比較する要素を込めないと、区画整理事業としては地主さん方に

御理解いただし、て、その分の負担ができるとおっしゃれば、これはもう文句ないわけで

ありますが、今日の土地の事情の中、特に宅地の狭い、細分化される状況の中で、かな

り問題があるように思います。特に道路を選んで何%という割合はなかなか難しいかも

しれませんが、何か特色のある道路をつくる、こういう意味での施策としては考えられ

ると言いますか、あるいは積極的に財源を投じて考えるに値する、こういう感じはいた

しております。今お答えができるのは、この程度でございます。

0議長(市川資信君) 山口達夫君。

号、日野市立第二中学校音楽室に机を設置させるべく日野市教育委員会に勧告に関する

請願、請願第63-12号、郷土芸能の保存に関する請願の件を一括議題といたしたし、と思

いますが、これに御異議ありませんか。

C 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。

05番(山口達夫君) 具体的に区画整理の場においては、種々問題が残されていると

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63-10号、請願第63

-11号、請願第62-12号の常任委員会への付託は、会議規則第138条の規定により、議

長において文教委員会へ付託いたします。

これより請願第63-13号、第四中学校給食に伴う定数条例改正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63-13号の常任委員

会への付託は、会議規則第138条の規定により、議長において総務委員会に付託いたし

ます。

これより請願第63-14号、再び万願寺一里塚現状保存を訴える陳情の件を議題といた

します。

請願の要旨はお手元に配付しました印刷物のとおりです。請願第63-14号の常任委員

会への付託は、会議規則第138条の規定により、議長において文教委員会に付託いたし

ます。

これより請願第63-15号、新大型間接税の導入に反対する意見書提出を願う請願の件

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63-15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し、たし

ます。

本日の日程はすべて終わりました。

6月20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。

次回の本会議は 6月24日金曜日、午前10時より開議いたします。時間厳守で御参集願

し、ます。

本日は、これにて散会いたします。

いう御発言ですが、できまだけいろいろな形で、豊田の南の区画整理についてはもう事

業は進行しているわけで、なかなか仮換地の発表の前に、土地をこれからさらに先買い

をしていくということは難しいと思います。もう今そこまで来ているところで土地を売

るということも、実際問題とすると難し'"、、よりよい、質の高い区画整理をやるために

はどうしてもやはり先買いをしなきゃいかぬ、事業の計画が発表になる前に、大いに日

野市がそこにいろいろな形で土地を用意していくことが、質のよいまちづくりへ導く重

要な方法だと、私と考えております。

そういう意味で、今回の豊田の南区画整理についての御説明は十分わかるわけですが、

今後の対策の中でひとつぜひ、土地というのはもう 1平米でも数十万、あるいは百万と

いう金額に達する場合もあるとしヴ、大変高いものですが、少しでも余裕があれば、少

しでも土地にかえておくという努力が、その後のまちづくりに大いに役立つと信じてお

ります。ぜひそのような運営を強く御要望させていただきまして、一般質問をこれで終

わります。

0議長 (市川資信君) これをもって20のし歩道の設置の現状について問う〔児童生

徒の安全と車社会の調和に向けて〕の質問を終わります。

これより請願第63-10号、落川・ 百草地域に図書館設立を求める請願、請願第63-11

午後 5時10分散会

ワ
μ

ハ

o
d
斗
A

Q
U
 

ハ
b

A
斗
A



6月24日金曜日 (第 7日)
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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 日程第 4 議案 第 53 号 浅川右岸第六処理分区 (63-2 )工事請負契約の

市 長 森田喜美男君 収 入 役 加藤 郎君 締結について

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 54 号 浅川右岸第九処理分区 (63-1 )工事請負契約の

市民部長 大貫松雄君 生活環境部長 藤浪竜徳君 締結について

清掃部長 坂本金雄君 都市整備部長 前田雅夫君 日程第 6 議案 第 55 号 日野第一旭が丘処理分区 (63-1 )工事請負契約

建設部長 永 原照雄君 福祉部長 高野 隆君 の締結について

水道部長 橋 本栄寓君 病院 事 務 長 大崎茂男君 日程第 7 議案 第 56 号 日野第一旭が丘処理分区 (63-2)工事請負契約

教 育 長 長 沢=郎君 教育次長 砂川雄 君 の締結について

日程第 8 議案 第 57 号 神明上都市下水路 (63-1 )工事請負契約の締結

会議に出席した議会事務局職員の職氏名 について

局 長 佐藤智春君 次 長 主方留春君 (総務・文教・厚生・建設)

書 記 田中正美君 書 記 濃 沼 哲 夫。君 日程第 9 議案 第 43 号 昭和63年度日野市一般会計補正予算について(第

書 記 佐々木茂晴君 書 記 小林章雄君 1号)

書 記 斉 藤令吉君 (文教委員会)

日程第 10 議案 第 42 号 日野市ふるさと博物館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 (厚生委員会)

立川速記者養成所 所長 関 根 福 次 日程第 11 議案 第 41 号 日野市立総合病院看護婦准看護婦修学資金貸与条

速記者 大迫嘩子君 例の一部を改正する条例の制定について

日程第 12 議案 第 45 号 昭和63年度目野市立総合病院事業会計補正予算に

議 事 日 程 ついて(第 1号)

昭和63年 6月24日(金) (建設委員会)

午 前 10 時開議 日程第 13 議案 第 44 号 昭和63年度日野市下水道事業特別会計補正予算に

ついて(第 1号)

(議案審査報告) (総務委員会) 日程第 14 議案 第 46 号 市道路線の一部廃止について

日程第 1 議 案 第 38号 日野市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害 日程第 15 議案 第 47 号 市道路線の廃止について

補償等に関する条例の一部を改正する条例の制定 日程第 16 議案 第 48 号 市道路線の認定について

について 日程第 17 議案 第 49 号 不動産の取得について

日程第 2 議案 第 39 号 日野市職員定数条例の一部を改正する条例の制定 (請願審査報告) (総務委員会)

について 日程第 18 請願第 63-13号 第四中学校給食に伴う定数条例改正に関する請願

日程第 3 議 案 第 52 号 浅川i右岸第六処理分区 (63-1 )工事請負契約の 日程第 19 請願第 63-15号 新大型間接税の導入に反対する意見書提出を願う

締結について 請願
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(文教委員会) 請願

日程第 20 請願第 63-10号 落川・百草地域に図書館設立を求める請願 日程第 40 請願第 62-48号 食品安全条例(仮称)の制定を求める請願

(厚生委員会) 日程第 41 請願第 63-3号 保健、医療、福祉の拡充に関する陳情

日程第 21 請願第 62-5号 神明地区センター早期建設を願う請願 (建設委員会)

日程第 22 請願第 62-31号 新町地区セソター設置に関する請願 日程第 42 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」

日程第 23 請願第 62-51号 入院ベットの確保に関する請願 提出についての陳情

日程第 24 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 43 請願第 62-29号 多摩平六丁目32番地の8、9に建設予定のマソショ

日程第 25 請願第 63-6号 神明・大阪上地区に児童館建設に関する請願 ソ建設阻止に関する請願

日程第 26 請願第 63-8号 資源ゴミ回収奨励費の内容拡充に関する請願 日程第 44 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

(建設委員会) 意見書採択に関する陳情

日程第 27 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 日程第 45 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

(取り下げ) (建設委員会) 1育

日程第 28 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 46 請願第 63-9号 日野市東平山地区における緑地を守るとともに、

(継続審査) (総務委員会) 私有地の買い上げを求める請願

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 (継続審査議決)

日程第 30 請願第 63-7号 ジュネーヴ条約追加議定書の加入についての請願 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

(文教委員会) 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

日程第 31 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 32 請願第 62-32号 第三幼稚園における 2年保育4歳児の増員に関す 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

る請願 (請願上程)

日程第 33 請願第 63-11号 日野市立第二中学校音楽室に机を設置させるべく 日程第 51 請願第 63-16号 都営住宅家賃値上げ中止の意見書提出を求める請

日野市教育委員会に勧告に関する請願 原兵

日程第 34 請願第 63-12号 郷土芸能の保存に関する請願 (議案上程)

日程第 35 請願第 63-14号 再び万願寺一里塚現状保存を訴える陳情 日程第 52 議員提出議案第2号 教育関係 6法案の改悪、に反対する意見書

(厚生委員会) 日程第 53 議員提出議案第 3号 国庫補助金等の削減に反対する意見書

日程第 36 請願第 62-19号 東町地区公害に関する請願 日程第 54 議員提出議案第4号 警察拘禁二法案(刑事施設法、留置施設法)に反

日程第 37 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 対する意見書

師)との委託契約の改善と猫に対しての不妊・去 日程第 55 議員提出議案第 5号 東京地検による緒方宅盗聴事件不起訴処分の取り

勢手術に対する補助に関する請願 消しを求めるとともに犯人ら警察官の起訴と共犯

日程第 38 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 者の徹底捜査真相の究明を求める意見書

日程第 39 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 56 議員提出議案第6号 入院ベ ットの確保に関する意見書
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日程第 57 議員提出議案第 7号 新大型間接税(消費税)の導入に反対する意見書 午後4時46分開議

本日の会議に付した事件

日程第 1から第2まで

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)

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〕

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

。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 8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。

これより議案第38号、日野市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関す

る条例の一部を改正する条例の制定の件を議題といたします。

総務委員長の審査報告を求めます。

〔総務委員長登壇〕

0総務委員長(夏井明男君) それでは総務委員会に付託されました議案38号の日野市

議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例の

制定について、委員会における報告を申し上げます。

主な質疑の内容を御報告申し上げます。まず率の問題でございますが、率の若干の上

下があったわけで、ございますけれども、率の下がったのは、いわゆる支給率が下がった

と理解してよろしいかという質問がございました。そのとおりである、しかし基本給が

年々上がっているので、実質額においては下がってはし、ない、上昇しているとしヴ御答

弁であります。また率の問題で、率をダウソした改正案の理由及び、改正することによる

法案のメリットは何かとし、う質疑に対しましては、国及び市、地方自治体でございます

が、国及び市の負担分が多 くなってしまう。すなわち基本額の上昇がございますので、

そういう観点ですということであります。改正することによって数字的には明確には出

てまいらないけれども、市の負担は軽減をされるという御答弁がございました。
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0総務委員長(夏井明男君) それでは議案39号、日野市職員定数条例の一部を改正す

はり基本的には教育行政のーっと位置づけるべきであるが、いかがなものかとし、う御質

問と、それからさらに続けて合成洗剤等の追放、さらには地元の農産物の利用を行って

きているのかどうか。さらには臨時職員が多くなってしまうと、いわゆる学校給食の体

制が崩れてし、く危険性がないかどうかとし、う御質問がありました。

その 3点の質問に対しまして答弁としましては、やはり給食というのは、学校教育の

一部と考えているという御答弁であります。さらにおいしく、安全な給食のために、現

在の給食方法が一番適していると考える。さらに学校現場においても現在までの方法で、

努力をしてほしいというふうに望んでいる状態である。さらに臨時職員が多少入ったと

しても、業務の遂行ができると考えているけれども、やはり正規の職員での対応が理想

的ではないかというふうに考えるという御答弁がありました。

さらに質疑でございますが、土曜日、夏休み等の給食のないときに、職員の仕事がな

いという声に対しては、研修会であるとか、その他食器類の準備、さらには食器等の磨

き等の対応をしているということで、細々な仕事の対応をしているということを、ぜひ

表明をしていただきたいということであります。この問題に対しては、制度上の問題と

いうことであるけれども、今後十分な対応を検討してまいりたいとしヴ御答弁でありま

し7こO

さらに確認書の質疑に入りまして、労使で締結をされた確認書をつくるときに、いわ

ゆるトップの考え方として、社会状況をどのように把握をし、考えているのかというこ

とと、さらに総務委員会に資料として配られました推計配置基準表をどのように考えて

いるか、とし、う御質疑がありました。この確認書等に対する文言の表現は大変難しい。

ただ欠員の補充はしませんという表現はできない。労使慣行は時々で対応すべきと考え

ている。基本的には労使は話し合いで事の解決を進めるべきというふうに考えていると

いう御答弁があり、さらに配置基準表につきましては、この表では児童は減少するけれ

ども、自然退職者の方もいますので、現在の配置基準率であるというふうに考えている

というお話でありました。

さらに質疑でございますが、なぜ6名の増員が正職員でなければならないのか、その

辺のお考えを伺いたし、というお話がございまして、それに対する御答弁として、従前の

組合交渉では、一時的な調理員の増員はあるけれども、児童減少がし、ずれ来るので、臨

時職員で対応してほしいという立場から交渉を続けてまいるという御答弁であります。

さらに質問ですが、パートでは実際にそのような対応では、 1年以上の勤務はできない

ということを踏まえると、やはり熟練した調理員にはなれないという状況が出てくるの

次に意見に入りま して、特に意見はなく、全会一致、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。

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。なければとれをもって質疑を終結い

これより本件について採決いたします。本件に対する委員長報告は原案可決でありま

す。本件は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。

C I異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(市川|資信君) 御異議ないものと認めます。よって議案第38号、日野市議会の

議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例の制定の

件は、原案のとおり可決されました。

これより議案第39号、日野市職員定数条例の一部を改正する条例の制定の件を議題と

いたします。

総務委員長の審査報告を求めます。

る条例の制定について総務委員会の審査報告を御報告申し上げます。

主な質疑の内容を御紹介申し上げ、さらに意見等に入り、さらに採決についての御報

告を申し上げます。まず市職ニュースに、 「闘争の場は議会に移った」とし、う表現があ

るけれども、総務部長はどのように考えているかとしヴ御質問に対し、闘争の場を議会

に移したという表現のあるのは、過去から、理事者と交渉した経過から、結論づけられ

る。議会に議案として提出された事柄を、表現したものであると考えるというお話であ

ります。さらに議会で闘争の場という表現は、最終的には市民との闘争というふうに置

きかえられるとも考えられるが、というお話もありました。

さらに都労委のあっせん案の中の職員配置の確認書とあるけれども、この存在及び内

容についてという御質問がありました。それを踏まえまして、確認書の資料の提出がご

ざいました。確認書の資料等を踏まえまして、質疑の内容でございますが、新たに出て

きた施設・施策に対して、正常な運営を行う場合には、やはり職員を増員して配置すべ

きが正しいと考えるけれども、いかがなものかという質疑に対しましては、行政改革の

折り、大変困難であると考える。そうしヴ意味では各職場での内部努力をしてまいりた

い、そのような対応で対処していきたいという御答弁でありました。

さらに安全でおいしい給食をつくる努力を職員は行ってきているけれども、これはや
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ではないかというお話であります、質疑であります。答弁としましては、パート職員が

配置基準の半数になるというふう な事態では大変であるけれども、 1学校 1名程度の職

員であれば問題はない、対応していけるというふうに考えているという御答弁であった

と思います。

さらに一般職員と、調理員の稼働日数の違いはどうかという質疑であります。その中

で配置基準表と推表を今後推計し計算すると、現在パートで対応しておく必要があると

考えるけれども、いかがであるか。都労委のあっせんだけでは、増員する という理由に

はならないと考えるけれども、どうかとし、う質疑に対しましては、答弁として一般職員

と給食調理員を比較すると、確かに調理員の稼働日数は少ないという状態、である。しか

し給食づくり以外の仕事も実際にあるわけで、その業務という ことを考えれば、実態の

推計的な数字で断定的にはものは言えない。さらに配置基準表と推表を比較いたします

と、確かに児童減少があるけれども、三中や、まだ全校給食実施が行われていないとい

う状況で、実際に全校実施された場合に、推表にあるような配置基準で、今後は職員配

置を行いたいというふうに将来は考えていきたし、という、お話の御答弁であります。

さらに四中、三中学校の調理員は、増員をしないで対応する。すなわち正職員で対応

するということはしないという議会の答弁をしているけれども、どういうことなのかと

いうお話であります。答弁としましては、四中、三中学校の給食開始のときの調理員の

増員というものではない。確認書の意味はそうし、う意味ではないというお話であります。

今回の確認書の意味は、増員という意味は、学校全体を見たときの増員という意味であ

るというお話でありま した。その答弁を踏まえま して、それではあっせん案の内容と異

なるではないかとしヴ御質疑、また都労委のあっせん案は、その結果おかしいという結

論にならないかという御質疑がありました。こ こで委員外委員の発言を求める事態にな

りまして、委員会におきまして協議を した結果、委員外委員の発言を許可するとい うこ

とになりまして、その上で、名古屋議員より、委員外委員の発言ということで、以下の

ような発言がございました。すなわち、議事進行中に配付されたところのあっせん案の

中の確認書はこれは違うと。ほかにそれにあっせん案に表示をされている確認書はほか

にあるということで、ぜひそれを提出して、理事は説明すべきであるという指摘がござ

いました。それを踏まえまして総務部長より、新しい確認書が各委員に配られ、説明が

されたわけであります。で、この確認書を踏まえまして、さらに質疑が続きまして、今

提出をされた確認書が都労委に提出をされたものなのかどうか、確認であります。その

とおりである。さらに確認書にある確認者とあっせん案にある申請者が違うけれども、

これはどのように理解したらよろしいかという質疑に対し、申請時点、すなわち昭和60

年 6月7日付では、現業組合が結成されていないという事情のもとで、組合委員長と確

認書を交わしたとし、う経緯があったという御答弁であります。

さらに質疑内容でございますが、今までに昭和60年 6月 7日の確認書や都労委の内容

等をどうして議会に報告をしないで、一時的に不足する調理員をパートで賄うという発

言を議会でなすったのか。このような質問に対し、教育長より、自校方式で教育委員会

は給食を行っていきたいという方向にある。これが基本である。よって現在の調理員で

配置するために努力をしてきたけれども、都労委のあっせん案を受けて、正職で増員を

決定し、議案提出までに至った。議会に説明し得なかったのは、労使の確認書等は多く

あるので、これだけを特別扱いという形の扱いをしなかったという御答弁だったかと思

います。

さらに病院の方の定数外に関する条文についての質疑でございますが、病院の定数外

は、定数外で認める枠をどのぐらいの程度と考えて対応しているのかという質疑に対し

ては、 5名から10名程度というふうな予測を立てておりますという御答弁であります。

さらに病院の定数外の特例条文に対しての質疑でありますが、このような条例の対応の

方法で行うと、いわゆる議会としてのチェック機能が果たせないという弊害になるので

はないかということであります。その質疑に対しましては、あまり人数的な、ダブらな

いような形で十分枠を注意して、運営をしていきたい。また予算の中でも十分行政のチェッ

クの中で進めていきたし、という御答弁であります。

さらになぜこのように職員の出入り、すなわち病院関係の方のことですが、職員の出

入りが多くて、いわゆる定着率が悪いのか、その辺の原因等をどのように考えるかとい

うお話であります。これに対しましては、個々の退職理由につきましてはさまざまであ

る、まあ一般的な傾向として若い人たちは定着率がなかなかよい方向にはいっていない

状況である。また別の理由としては、都心部に勤務をしていきたし、というふうな傾向も

ある。また人間関係で、おやめになる方もいらっしゃる。また結婚退職ということで、お

やめになる方もいらっしゃるということで、さまざまな理由で退職をされているという

御答弁であります。

さらに60年 6月7日の確認書では、将来ということについての確認はなされていない。

しかしあっせん案では、増員を要求しているような形にとられる。そこで教育委員会は

なぜ増員を認めての方向を打ち出してきたのか、その辺の理由を伺いたいという質疑に

対しましては、労使間であっせん案を尊重していくという姿勢の中でこのような対応に
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なったということでございました。

ここで若干意見の部分に入ってし、くわけでありますが、調理員の増員の議案に対して

は、継続審議していただきたいということであります、こうしヴ意見がございました。

実際の内部努力、また職員の定数枠の中での努力というものが、あまり感じられないと

いうことであります。しかし病院定数については市民の命を守るとしヴ立場から、やは

りこれは賛成できるんではないかということで、 6月24日、すなわち本会議最終日でご

ざいますが、 24日に総務委員会をさらに審議していただきたい、再開をしてそこで審議

を継続していただきたいという御意見もございました。また本日結論を出してもよいだ

ろうという御意見もありました。今の世の中は、パート化の傾向にあるというふうに言

われるけれども、そのような傾向性というものは、長期的には改めるべきことではない

か。そういうような大きな観点から考えれば、市の提案は必要なことであり、やはり賛

成すべきではないかという御意見がありました。また市に出された原案にはやはり賛成

であると。自校方式による給食は児童にもさらに父母にも大変よいことであって、労使

双方が妥結したことでもあるし、それを前提にしてやはり議会でも認めるべきであろう

ということでございました。

そのような意見を踏まえまして最終的には 6月の24日午前9時から総務委員会を再開

をし、さらに議案の内容について審議をするということで、全員賛成をいただきまして、

24日の総務委員会に審議が移ったわけで、あります。

その御報告をさらに続けて申し上げさしていただきます。まず継続されました総務委

員会では、正規の職員でなければならないという特段の理由はどこにあるのか。これに

対して配置基準表によると、今回 6名定数増員にする ということで、すなわち基準が満

たされるんだということであります。草月 8時30分から午後 5時までは勤務時間であるけ

れども、昼までに仕事のピークがあり、その後も食器の片づけ等もあるので、仕事量は

全体として 1日あるというふうに考えていただきたし、というお話であります。さらに配

置基準表が参考程度というお話があったけれども、 1日の仕事の流れを教えてほしいと

いうふうなことであります。で、教育委員会内部の資料であり、組合と合意に達してい

ないという内容の資料であります。給食は昼食にあわせるために午前中に仕事が集中を

してくる。昼食が終わった後は片づけ、食器洗い、さらには明日の準備等行う関係上、

1日の大半は使うんだよというお話であります。

さらに質疑は進みまして、やはり眼目、ポイソトは児童生徒数の数の推移にあわせて、

調理員の配置をすべしということは基本的な考え方ではないか、そういう点から踏まえ

ると、なぜさらに正の職員で対応しなければいけないのか、その辺の出てくる根拠とい

うものを教えていただきたいというお話であります。で、この点につきます答弁として

は、今までの歴史的な沿革、労使の慣行上の沿革、すなわち職員の身分の確保の経過を

経て、さらには給食制度の発展段階を踏まえ、現在への調理員の適正な配置が育ってき

たという経雑である。さらに教育の一貫としての給食を実施するには、正職員がやはり

理想であるということであります。ここで推計配置基準表が、すなわち総務委員会に資

料として、前回の総務委員会で出されたわけで、すが、この資料の配付の手続きにおきま

して、疑義がございました。総務委員会にこのような資料をなぜ提出をしているのか、

この資料はやはり撤回をすべきではないか、撤回をすべき性格の内容のものではないか

という御質問がありました。教育長は定数をふやさないと、議会に報告を確かにしてき

た。しかし組合と交渉した経緯で、定数の増員をするという合意になったということを

表明されていると。その中でこれらの資料が出てきた経緯について御説明願いたいとい

うことであります。これに対しましては、資料は先々の資料、一つの参考資料としたも

のであり、四中、三中の対応はパートでと組合と交渉をしてきたが、最終的には組合と

合意、ができず、都労委のあっせん案を受諾し、今回の議案提出に至ったという経過を踏

まえて、この資料の提出は、一つの教育委員会としての一つの参考資料というふうに御

理解をいただきたいというお話でありました。これに対して教育長より推計配置基準表

を踏まえて、児童数の推計はあいまいもことしておりますので、撤回することにやぶさ

かではないという御答弁がありました。

ここで議事進行ということで、この教育長の資料撤回発言について質疑がございまし

て、教育長の撤回するということはやぶさかではないという発言であるならば、もう少

しその内容を説明していただきたい。で、私どもはせっかくここに、委員会に提出され

たこの表を一つの重要な参考資料として、十分に審議をしてまいったとしみ経過を根本

的に覆してしまうということになるのではないか。撤回するということは、この総務委

員会の審議を混乱させることに帰着するがどうかということでございました。この資料

の撤回論議に関して、撤回すべきであるという御意見の方より、さまざまな審議を踏ま

え、さらに教育長の答弁を踏まえ、全体的な角度から一度提出されて委員の中に入った

ものを撤回するということによって、具体的に消えるわけでもないということも踏まえ

れば、あえて撤回ということにこだわらないという発言がありまして、さらに審議が続

行したわけであります。教育長より発言があり まして、審議を混乱するような発言をし

たということに対しては、申しわけないということで撤回をしない形で審議を進めていっ
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たわけで、あります。

国、都の調理員の配置基準表の資料要求がございました。口頭で説明がございました。

すなわち推計配置基準表の 1と2に関してであります。さらにまた日野市の独自の基準

表についての説明もございました。各学校の生徒数の人数の表、資料開示もございまし

た。さらに夏休み中の調理員の職務は実際には研修・整理、研修とか、さまざまな形の

作業の整理するようなことに対応しているというお話があるけれども、実際にはやはり

そういうふうな形では全部とは言えないんではないかということです。

さらに給食が地元の農産物を利用することで、この対応とパートを入れるととという

のは、直接には結びつかないというふうに考えているけれども、どうかという御質問に

対しましては、地元の農産物の利用ということがパートの導入に図ることによって云々

ということは関係はないというお話であります。

さらに都労委のあっせん案の受諾の経緯についての質問でありますが、 3月まで労使

との交渉合意ができなかった。組合の主張は合意点の増員をしないと、四中の給食が開

始できないというところにあった。 3月末都労委にあっせん申請を組合が行った。そし

てあっせん案が出されて、 4月25日に受諾をした。受諾の理由としての主な大きな理由

としては、今後組合と協力しあって解決をする課題があるので、このような立場からこ

とであっせん案を受諾したというのが、一つの大きな理由であるというお話であります。

都労委までに持ち上げるまでの間に、教育委員会としてどこまで努力をしてきたのか

という中で、またさらにこのような都労委のあっせんを受けるというふうな事態は、今

までの労使関係の中には見、聞かなかったところであるけれども、どうか。将来におい

てこのような解決の仕方は労使に亀裂が生じたということを意味し、将来的にはいかが

なものかとしヴ質問に対しましては、労使が一歩も譲らなかったということで、やむな

く都労委の申請なり、受諾をしたという経緯である というお話であります。

以上質疑の主な内容、さらには意見の一部を紹介をさせていただき、暫時休憩の後、

意見がございました。ここで修正案が二つ出ました。 一つは受付番号110号の奥住日出

男議員の提出の修正案であります。修正案についての内容について御紹介申し上げます

と、 「昭和36年条例第25号の一部を改正する条例を次のように修正をする。すなわち第

2条第 1項第 3号中、 364名を367名に改め、同項第 7号中1，444名を1，447名に改める」

とし、う修正であります。このような修正案が出されました。

さらに受付111号の修正案でございますが、飯野行雄議員を提出者にし、ほか 2名の

方よりの賛同を得ての修正案であります。修正案の中身を御紹介申し上げます。 i日野

市職員定数条例 (36年条例第25号)の一部を改正する条例を次のように修正をする。す

なわち第 2条第 1項第 3号中、 364名、 370名一一ずっとございますが、この第2条第 1

項第 3号中364名を370名に改める。同項第 7号中、 1，444名を1，450名に改める。 Jこれ

を削除いたします。さらに病院部門の職員の定数の特例に関しましては、いわゆる時限

立法的な考え方を挿入 しまして、 「昭和66年3月31日までの問、病院部門の職員のうち、

医師・助産婦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条に定める数を越えた現在数をもって、定数とす

るこ とができるJということで、 「昭和66年3月31日までの間」というふうな文案を挿

入をいたしました。このような二つの修正案が出てまいりました。

会議規則の手順に従いまして、原案の内容から、内容的に大きい違いがあるものとい

う慣例から、飯野行雄議員提出の修正案について議会の審議に付する ことになった次第

であります。その過程の中で委員より意見としまして、病院医療業務に当たっては、諸

条件整備に務め、特に助産婦及び看護婦定数確保に努力すること。さらにあわせて給与

については、通し号俸制から職務給制度へと努力をされたいという意見が委員より出さ

れました。

採決に移りまして、先ほど申し上げました111号受付、鎌野行雄議員から出されまし

た修正案について、挙手採決で採決をいたしました。この修正案は賛成多数で総務委員

会において可決をされました。以上、議案39号につきましての御報告を終わります。

0議長(市川資信君) これより質疑に入ります。(i議事進行」と呼ぶ者あり)

竹ノ上武敏君。

029番(竹ノ上武敏君) 委員長報告の言葉使いの問題について一言指摘をし、できれ

ば今後そういう方向でしていただければと願っております。

今回の審査報告の委員長報告の中に、 「御質問」とし、う言葉とそれから「御答弁」と

いう言葉と、それから「御意見」としヴ言葉、 「お話」とし、う言葉などが相当回数出て

まいりました。で、私「御意見」という言葉と「お話」としヴ言葉については、今回触

れませんO この 「御質問」とい うのと、 「御答弁」としづ言葉について若干こそばゆい

思し、もいたしましたので、指摘して議事進行的な発言としたいと思います。

と申しますのは、委員長の審査報告は公平、中立でなければならないというのは、そ

のとおりであり、そうしヴ立場で報告をされていると感じました。しかし同じ委員会の

委員同士の質疑、あるいは質問を 「御質問」というふうに言うのは、議員とか委員とい

うのは御承知のとおり議員平等の原則というのがありまして、年齢とか得票数とか、当
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選回数等によってまあ差別はされないと、こういうのがあるわけですよね。ですから私、

同じ議員同士の中で、審査報告の中で、 「御質問」というふうに表現されるのは適切で

ないのではないかというふうに考えたわけで、ございます。

それからもう一つは市側の答弁について「御答弁」というふうにおっしゃっておりま

す。これも議員も直接選挙で選ばれてきている市民の代表であり、一つの公共機関であ

ります。それから市当局の方も、市長は直接選挙で選ばれた市長であるし、まあそれに

かわる理事者と、こう いう形になっていると思います。ですからチェック・アソド・バ

ランスということで、市側と議会はあるわけですけど、対等・平等ということが言える

と思うんですよ O そういう中で市側の答弁を「御答弁」というのは、やはり委員会自体

がこう若干へりくだったようなふうにも聞こえるもんですから、今まで通用している

「答弁」としヴ言葉でし北、と思いますし、議員のことについては私は「質疑」とか、

「質問」というふうに報告すべきであると、こういうふうに思うわけです。もちろん一

対ーでさしで話す場合には、市側にせっかくの 「御答弁」ですけどもとか、市側がせっ

かくの 「御質問」ですがとか、あるいは議員提案で議員同士で言うときにはそういう言

葉も使う場合があると思いますけれども、客観的な審査報告でございますので、 「御質

問・御答弁」というのは、どうかなと思いますので、今後配慮、していただきたいと、そ

のような意見でございます。答弁がなければないで結構でございますので、議事進行と

して発言をしておきたいと思います。

0議長(市川|資信君) 承っておきます。

名古屋史郎君。

028番(名古屋史郎君) 委員長の詳細にわたる委員会の審査報告、大変御苦労さまで

に関わる統一要求の回答書」これによって最初審議されていたわけです。そしたら委員

の中から、これだけではなかなかわからないと、今まで正規職員をもって、しないで、

臨時で対処していくとしヴ答弁を終始していたのに、この回答書 1枚で、いわゆる正規

職員 6名の議案を提出するに至った理由にはならないじゃないか。 と同時に、これまで

ずっと言ってきたことと、この提案とは全く合わないじゃないかという質問があって、

そこでだました、だましてきたという発言がされていたわけです。で、私伺いたいのは

それに対しての答えが、だましてきたんじゃないという 答えであったのか、だましてき

たということなのか、それともだますつもりではないけれども、対応に不適切な点があ

りましたという教育委員会側の一一要するに組合側に対しては確認書というものに基づ

きながら、しかも議会には定数増の提案なんか全くできませんと、する気も全くありま

せんという一一一60年の 6月の確認書では、将来に向けて白校炊飯方式、正規職員による

単独自校方式、これを将来的にも持っていきますということを書いてあるにもかかわら

ず、その確認書を無視した形で、定数増の提案などは全くできませんという組合側に対

しては説明をしてきた。組合は反発をした。なかなか同意に達しない。で、議会では、

いろんな方の意見から、今大変厳しい世の中だ、 新しい学校ができた場合に、正規職員、

正規職員ということで、対応するのかとしづ質問に対しては、 「し、ゃ、臨時でやってい

きます、パートでやっていきます」としヴ返事を していると、こういう食い違いがある

じゃないかというかなり厳しいそれがあったと思うんですが、その辺については何か-

ーまあ私は悪者はだれだというクイズじゃありませんけど、そういった形に持っていく

つもりはないんですけれども、 事の本質を、どうしてこんなに長時間かかったのか、そ

の合意に至るまでどうしてこんなに長時間かかったのか。それからまたどうしてなかな

か合意に達しなかったのか。で、合意、に達するに至った理由というのは、今委員長の報

告を聞くと、 「今後、組合の協力を得ていかなきゃならないので、受諾をしたというの

が最大の理由だ」と、こういうふうに御報告になっているわけで、今後の協力を得るた

めに、議員に対して、これまで説明していることとは違った定数増のそれを、あっせん

案という形をのむということになったという んでは、ちょっと一一今後の協力を得るた

めに受諾したんだというのが最大の理由だじゃなくて、組合との約束、それから議会答

弁への配慮、の足りなさ、不正確な言明、そういったもののすべての責任が、私ども教育

委員会にあるんですという表明がありましたか、 ありませんでしたか、伺います。

0議長(市川資信君) 総務委員長。

0総務委員長 (夏井明男君) 名古屋議員も熱心に委員会の傍聴をされておりましたの

した。大変正確に、ほぼ正確に御報告し、ただきましたので、大変よくわかりました。し

かしわからない点がありますので、あえてほぼと申し上げました。まず第ーに、正確で

非常に詳細ではありますが、少しリアルさに欠けている報告で、例えば議会をだまして

きたんじゃないかと、教育委員会側は。そう感ぜざるを得ないという激しい質疑があり

ました。そういった面はここから除かれているわけで、私は相当大きい問題だろうと思

います。特にあっせん案を受諾するに至った経緯については、相当な質疑があったわけ

です。

先ほど、お名前の紹介もいただきましたが、委員外発言ということで、最初委員長の

報告は、確認書ということからずっと説明に入っていらっしゃいま したが、私の聞いて

いる範囲では確認書でなくて、いわゆる回答書ということで、この 162年度現業労働者
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で、今の名古屋議員の発言のかなりな部分は、正確に表現をしていただいているという

ふうに思います。

それで先ほど私は、将来に向けて受諾をした経過、及び主な理由という ことで、ただ

一点だけ申し上げたわけです。それは教育次長の答弁をお伺いしたわけですが、将来的

な労使の信頼関係、さまざまなこれからの起こってくるであろうことについての信頼を

踏まえると、やはりそれは大事だと、これは一つだったと思うんです。

それでさらに教育長の答弁の中で、先ほど名古屋議員がおっしゃいましたように、私

は、名古屋議員の委員外発言の前の質疑のベースになりましたのは、今、名古屋議員が

おっしゃいました 162年度現業労働者に関わる統一要求回答書」と、皆様のお手元に参

考としてお入れした資料NO.lの2であります。これについて質疑をしてまいって、

最終的には総務部長よりの答弁を踏まえますと、やはり最終的には旗野議員の談ではご

ざいませんが、このような62年度の回答書からは、 いわゆる地労委のあっせんが出てと

ないという結論になったわけで、あります。

私はこれは「確認書」という形で申し上げましたけど、 正式には「回答書」というこ

とで出ております。で、名古屋議員の委員外発言によりまして、総務部長の方からさら

に60年6月7日付の確認書、すなわち日野市教育委員会と、自治労日野市職員組合は、

教育委員会定数に係る団体交渉で下記のとおり合意したので、後日のあかしのために確

認書を結ぶ、こういうことで 「記」とあります。その中の記の 5番目に、 「日野市教育

委員会及び自治労日野市職員組合は、現在実施されている学校給食の正規職員による単

独校方式、自校炊飯方式の確保と小中学校の用務員 2名配置の確保のため、引き続き協

力しあう」ここの内容であるというふうになったわけであります。

さらに教育長の御答弁で、この 5項の解釈というんですか、記の第 5の解釈として、

教育委員会の解釈としては、現在及び将来というものを精神的に含んでいる というふう

にお考えいただきたいという御答弁だったと思います。(1議長」と呼ぶ者あり)

0議長 (市川資信君) 答弁中ですからちょっ と待ってください。ちょっと待ってくだ

さい。総務委員長よろしいんですか。(1ええ」と呼ぶ者あり)

0議長(市川|資信君) 名古屋史郎君。

028番 (名古屋史郎君) 大変正確にこの60年の確認書の 5項目は、教育長答弁により

ますと今もこれからも自校単独方式、それから正規職員、 このことでお互いが協力しあ

うんだということが貫かれていますと、昔も今もこれからも。そういう答弁だったわけ

です。

私は、教育長は議会のさまざまな御意見などを踏まえて、今の世の中の流れ、そういっ

たものを先取りにする形で、こういう気持ちでやっていきたし、というふうに言明されて

きたことについて、特段非難をする気持ちはありませんけれども、事は労使関係のこと

でもありますし、議会という公の場で一方の手続きを踏まないでおいて、そして議会の、

いわゆる世の中の流れ、大変厳しい流れというものに対して対処する姿勢を示されたと

いうのは、大変手続き的には誤りがあるというふうに思います。率直に組合に対しては、

その確認書を守らなければならないけれども、 この際はこれ守れないから、破棄するな

ら破棄すると、半年なり、 l年なり前に破棄するなら破棄すると、それで協力してくれ

と、こうしろ手続きをとらないで、とらないで議会では正規職員ではやりませんよとい

う答弁を重ねてきて、で、組合の方は確認書があるじゃないかと、将来的に守るという

それがあるがゃないかということに対しては、問答無用の形をとってきて、それで議会

ではそういうふうに言っているんでは、私は教育長の心中はわからないではないんです

けれども、一つの大事な手続きが欠けているんじゃないか。だから今日を招いているん

だということが深く追及された議論がありましたか、どうですか、伺います。

0議長(市川資信君) 総務委員長。

0総務委員長(夏井明男君) 私は、ちょっとかなりその受け取り方で、かなり違うわ

けですが、私はこの中では表現的には、リアル性に欠ける、具体性に欠けるというお話

もあったんですが、その辺については報告をさして一一2カ所ですか、さしていただい

たつもりであります。次長の答弁でも応急的に、 臨時的に教育委員会としてはパート職

員で対応するということで、す.っと終始一貫性をしてきたと、対労使交渉においても、

そのような対応をしてきたという答弁であったわけです。

さらに教育長もそういうふうな姿勢でやってまいりました。で、先ほど名古屋議員が

御発言ありましたが、確認書についての質疑、いわゆる60年6月の 7日のこの確認書で

ございますが、これを踏まえての質疑の中で、なぜこういうふうな確認書があるならば

議会にきちっと出してこなかったのか、報告をしなかったのか、それすらなかったとい

う強い、まあ詰問に近い形の御発言が、お 2人の議員からなされたという経緯がござい

ました。

最終的に教育長の御答弁を基本的に踏まえますと、確かにそういうふうな対応でして

きたけれども、あっせん案を受諾するかしないか、その過程でやはり四中の学校給食が

開けないという事態になってはどうか。さらにそのほかにもあったんで、しょうが、その

中であっせん案を受諾をして、譲るべき内容としてはまさにあっせん案の内容でありま
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す議会に定数条例の改正を上程をして、対応するということになったということだと思

います。答弁になったかどうかわかりませんが。

0議長(市川資信君) 名古屋史郎君。

028番(名古屋史郎君) 大体今の答弁ですかでわかりましたけれども、私の伺ってい

るのは、その教育長の心情はわかるけれども、その審議の中で、教育長の方から若干手

続き的に欠けたところがあったので、今日の事態を招いてしまったといったような、そ

れはなかったのかどうかね。そこを伺っているわけで、その審議の中で。例えば確認、書

というものがあるので、大変厳しかったんで、すといったような本音とし巾、ますか、そう

いったことは出ないで、そのお答えの方は何というんですか、例えばこれからの協力を

得るためのこともあるので、あっせん案をのまざるを得なかったみたいな、そのあっせ

ん案にも書いてあるんですよね。あっせん案にも「教育委員会は日野市立日野第四中学

校の給食開始に伴う学校給食定数問題について、従前の労使慣行、職員配置の確認書等

の内容を尊重し、早期に定数条例の改正をもって対処すること」。ですから定数条例の

改正という提案はなさったんですよ。ところが従来の労使慣行、職員配置の確認書等の

内容を尊重しなければならないので、あっせん案をのんだんですという答えがあったの

かどうか。そういうそれはなかったんで、四中の給食を早期に協力してもらうためには

しょうがないから、定数の改正を提案したんで、すというだけの答弁に終始したのか、そ

の前段ですね。従前の労使慣行、職員配置の確認書等の内容も尊重して、ここに書いて

あるとおりのことで受諾したんですというのか。仕方なしに、協力得るためだけに、仕

方なしに受諾したんで、すという答弁だったのか。その辺をリアルに御報告いただきたい

と思います。

0議長(市川資信君) 総務委員長。

0総務委員長(夏井明男君) その点につきましては、まあうろ覚え的なことで報告を

してはいけませんし、さらにかなり重要な内容でもありますし、私は不正確な内容で、

伝聞的な話としていけない内容でございますので、教育長もここにおりますので、答弁

をさせたいと思いますけども、よろしくお願いします。

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。

私自身、議会をだますとか、そんな気持ちは毛頭ございませんでしたし、またこの確

認書ですね、これが締結された当時の状況、これも含めまして、お話しいたしますけれ

ど、この確認書の例えば第 7項目の七生中学の給食実施に伴つての状況の中での調理員
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の配置の問題でございますけれど、必要な正規職員をもって充てるとし、ぅ、この「必要

な正規職員」という形の中で、この確認書の中に、 1カ所も定数増という言葉を使って

いなかったと、労使双方ですね、その辺の問題については。ただ当時の状況というのは

確かに職場というものがある限りにおいて、正規の職員によって行われているのが一般

的であると。ただその後で、すね、いわゆる確認書の締結後の社会情勢の変化というもの

は、日野市の行財政調査会からの答申、あるし、は日野市の監査委員会からの報告、そう

いうものを次々に受けまして、やはり今のようなこの確認書のような形での態勢という

のは、現在の社会情勢の中で、極めて厳しいと、こういうことを読み取った上、教育委

員会側からも組合の方に対しまして、例えば61年の 1月には配置基準の見直しの提示、

これも一応拒否されておりますけれど、提示を行う。さらに62年の 2月、この際には13

6名という現行定数で今後の三中、四中の状況は乗り切りたいというこの問題も、その

時点では継続協議というような形で、その問題が実らなかったと。現実問題としては、

今のこの確認書を結んだ60年の 6月、七生中学の給食を始めるのに際しての、その当時

との情勢の変化に基づいての内容について、組合側に対しても、教育委員会側としての

考え方を提示してきていると。ただそれが結論的には労使合意に至らないできていると

し、う、そのこと自体は自体として現存していたわけで、ございますから、そうであるなら

ば、先ほど名古屋議員の方からおっしゃったように、手続き上の誤りということで、も

し合意、が認められないならば、この確認書は 3カ月なり、 6カ月前に、破棄通告を組合

の方にして、その上に立って、議会に対する答弁を行うのが正しいやり方であって、確

認書の破棄通告も行わないで、議会に対しては、定数をふやさない方向の中で、努力し

ていきますと、そういう答弁を繰り返し、教育長がしてきているということは、それは

議会をだます形の行為にならないかというような御質問だと思うんですけれど、私の気

持ちとしては136とし、ぅ現在の定数の中で、何とかこの問題については臨時職員を入れ

てでもですね、将来の児童生徒数の減というものとあわせて、 乗り切っていきたいと、

こういう形で終始組合との交渉、並びに議会との対応で変わらない状態、での取り組みを

続けてきたと。ただその中で最終的に組合の方が暗礁に乗り上げた交渉過程で、東京都

の労働委員会にあっせんを依頼して、公的な労働委員会からのあっせんを受けて、私自

体として労使双方それぞれ一歩譲って、この問題に対してあっせんを尊重する姿勢で対

処しなくてはいけないというような感じ、とらえ方をいたしまして、定数増の議案を議

会の方へ出したと、そんな経過でございます。(I結構です」と呼ぶ者あり)

0議長(市川|資信君) 黒川重憲君。
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023番(黒川|重憲君) 市職のニュース、ことしのNO.34をはじめ、いろいろなとこ

ろで教育長のことが学校給食のことで書かれておるわけであります。そのー，二を紹介

をいたしますと、 「第四中学校の給食開始に伴う調理員の人員配置は、現在の職員定数

を変更しなければ充足できないにもかかわらず、教育長はいまだに定数増の意思表示を

示していません。またその一方でパート職員を大量導入して給食を開始し、云々」。あ

るいは「教育長の責任は重大」という大きな見出しで、 「給食延期の原因、その原因は

日野市の教育長が第四中学校の給食を実施するのに必要な人員配置のための努力(市議

会に職員定数条例の変更を提案すること)を怠っていることにあるのです。教育長は、

議会に提案しても否決されるから議案を出す気持ちはないなどと勝手に批判し、あげく

の果てには労働組合が協力しないから実施ができないなどと言い出す始末です。日野市

議会に定数改正案を上程しないでおいて、それを市職員組合や日野市議会のせいにする

ことについては、与党の議員からも批判が出ています。」このような文書が出ているわ

けでございますが、委員会におきまして、いわゆるこういった文書、あるいはまた今名

古屋議員からも質問がありました議会での答弁でのいわゆる食い違い等含めて、教育長

の進退問題まで発展した質疑がなされたかどうか、お伺いをいたします。

2点目には調理員の方々の夏休み、春休み、冬休みの期間の仕事内容につきましては、

委員長の方から報告あったわけでありますが、その中で特に研修会云々の報告がござい

ました。このことについて突っ込んだ質疑がなされたかどうか、お伺いをいたします。

3点目にはちょっと重複をするかもしれませんが、もし臨時職員を雇う、すなわちパー

ト化をすると、どこにどのような支障があるのか、 一体どこに弊害が出てくるのか。例

えば今中学校では 5人のパートでしたが、いるわけでございますが、そういったことを

含めてどこに一体この支障が起きてくるのか等の質疑があったかどうか、お伺いします。

第4点目には、調理員の配置基準でございますが、東京都基準と、いわゆる日野市の

基準との違いについて、質疑があったかどうか、以上4点質問いたします。

0議長(市川資信君) 総務委員長。

0総務委員長(夏井明男君) お答えします。ます.第一点の市職ニュースを踏まえて今

応として責任者と しての対応をとったんだというふうなことになったわけでありますが、

最終的には教育長の進退問題についてまでの質疑はございませんでした。

さらに 2番目の研修会の内容でございますが、これは飯野委員からも、過去の監査委

員としての立場からの実態を踏まえた上で、研修の中身についてのお話はあったわけで

すが、それに対する答弁としては、抽象的な答弁で終わっております。研修会の研修の

中身についての議論まで、質疑はありませんでした。

さらにパート化になった場合の弊害、考えられるものは何かというお話があったわけ

であります。この後で同じ深い関係にあります請願とも関係してきているわけですが、

先ほど御報告申し上げましたとおり、地元の農産物とパート化ということはどういうこ

とかという観点からの疑義がありましたし、実際にパート化になった場合に、内容的に

質が落ちるのかどうかというふうな話もありました。さらにはパート化にする場合は、

臨時職員の制度的な対応としては 1年のサイクルというふうになれば、熟練的ないわゆ

る正職員とは追いつかないものの限界があるんではないかということも、賛成の立場か

らなされたわけで、ありますが、との辺についてのパート化によって、具体的にどういう

ふうな対応になるのか、現に現在中学校でパート職員の対応で、対応している状態があ

る。これを踏まえて、どういうふうに教育次長、お考えになるかというところでの話が

ありまして、弊害的な内容につきましては、具体的なものはない。教育次長も答弁して

ますとおり、弊害というものはないと。ただ理想として、学校給食の理想、としては、そ

ういうふうな対応がよろしいんではないかというふうな、理念的な御答弁だったと思い

ます。

それから配置基準につきましては高橋委員からまさに質問がございまして、先ほど資

料として提出するか、提出しないか、撤回するか、撤回しないかという、まさにその資

料を巡っての表示でありますが、すなわち学校給食調理員推計配置表であります。これ

は日野市教育委員会の学務課の63年6月 1日付の作成の内容でございますが、この中で

63年から、 69年まで、の年度別に分けた推計があるわけです。学校名としては第一小から

平山中学まで計28校の名前がございまして、各年度に 1、2と分けた形で、 1はまさに

日野市の基準の対応である。 2にありますのは、東京都基準の資料でございますという

答弁がありまして、各学校についての推計の表示がなされたというのが、経緯でござい

ます。以上です。

のお話の内容になるんですが、先ほど名古屋議員との討論の中でもありましたとおり、

かなりこの部分について時間を割し、て、質疑がなされました。その中で具体的には先ほ

ど教育長の御答弁ありましたように、事情変更があったんだということを前提にしての

お話が委員会の中でもなされたわけでありますが、最終的な対応について教育長の変節

ではないかというような内容にもなりましたし、さらにはあっせんの段階で最終的な対

0議長(市川資信君)

023番(黒川重憲君)

黒川重憲君。

2点目の研修会につきま して、もう一度詳しくお尋ねをいたし
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ます。それから 4点目はちょっと、委員長はその質問のあれをとり違えていたように思

いますが、私の質問したのは、いわゆる調理員の配置基準が何百人から何百人まではど

うだと、こうしヴ基準で日野市の配置基準が出ておる。この東京都の基準とどこが違う

かと、こうしヴ質問を質疑でやったかと、こういうことでございますので。

0議長(市川資信君) 総務委員長。

0総務委員長(夏井明男君) 先ほどの御答弁の中で、一番目についての進退について

の話は、先ほどの答弁で不十分であれば、さらに追加し、たしたいんですが、二番目の研

修会の内容についてはそこまでの踏み込んだ実態についての質疑は、なされませんでし

た。今こちらに教育次長及び教育長が出ておられますので、詳しいその辺についての質

疑は御答弁いただきたし、というふうに思います。

さらに配置基準につきましては、勘違いをいたしました。一応資料で配られました、

皆様のお手元にもございますが、資料NO.1の6の「日野市学校給食調理員配置基準」

ということで、 59年4月 1日の改正であるわけでございますが、これは日野市の基準で

ある。東京都の基準は、これはちょっと間違いかもしれませんが、都基準の中には教職

員の数を含めないものが、まさに都の基準であるというふうに、私は理解をしているわ

けですが、正確を期するため、担当の教育次長から御答弁をいただきたいというふうに

思し、ます。

O議長(市川資信君) 教育長。

0教育長(長沢三郎君) 2点目の研修の中身、それから 4点目の配置基準の問題につ

いて、私の方から答弁させていただきます。

研修の中身につきましては、夏期休業中を使いまして、職員課の研修、並びに教育委

員会の研修、両方あわせますと 1週間程度、研修日程が調理員さん方については組まれ

ていると。内容的には、教育長の講話とか、時には市長講話等も含めまして、あるいは

それぞれ日野の内容の問題等につきまして、いろいろ衛生局関係の方の講座とか、いろ

いろそういうようなものを含めて、 1週間程度の講座を持っていると。

それから配置基準関係につきましては、数字的な内容については、東京都基準、たび

たび、申し上げているように、東京都基準によって、日野市の給食の業務をやってきてい

ると。ですから何食から何食まで何名というその数字は、東京都基準でございます。た

だその中に東京都基準というのが、児童生徒数を対象にして東京都基準というものが組

まれていますので、プラス教職員というものが、それに上乗せされていると。この教職

員が結局給食指導等に当たっているわけなので、子供たちの給食だけをつくって、先生

の方はただその指導をするというのでなくて、一緒に食事ゃなにかをする関係で、それ

に基準そのものは東京都基準を使っておりますけれど、教職員の数がプラスされている

ものが、現行のそのお手元にあります表のその 1であると。それからその 2というのは、

これはもし教職員の数を落として、あくまでも児童生徒の数だけで、計っていった場合

にはどうなるかというのが、その 2ということになっておりまして、基準そのものは先

ほど申し上げましたように東京都基準がそのまま、何食から何食まで何人という形では

扱われていると、そういう内容でございます。

0議長(市川|資信君) 黒川重憲君。

023番(黒川重憲君) せんだっての本会議の席上で、福島俊雄議員の質疑だったでしょ

うか、調理員の方たちの休みの利用とし、し、ましょうか、の中で、教育次長の方から実は

調理員の方たちは市立病院に手伝いに行っているんだと、こういったお話がございまし

た。市立病院にはどういう形で行っているのか、この際ですので、一応お尋ねをしてお

きます。

それから東京都基準と言われるのは、いわゆる教育長のお話ですと、教職員がプラス

をされておる、教職員がプラスをされたのが市の基準である。先日の総務委員会に提出

をされた 1の6の資料によりますと、そこに教職員数は入っておりません。すなわち児

童数だけ、いわゆる給食数だけの数で日野市の配置基準が何名、こうしヴ資料が提出を

されているわけでございますが、教育委員会の方では 5月13日付で、昭和63年度の「学

校給食調理員配置状況、及び日野市学校給食調理員配置基準」なるものの資料を出して

います。これによりますと、例えば日野第一中学校は生徒数が806、教職員数が46、あ

わせて852名。したがって日野市の配置基準によると、 6名の調理員の方たちが要るん

である。そこで、しかし※が一つしてあって、 実はこうだ、これは 6名の配置基準だけ

れども、実際は正職員の方は 5名だ、 1人は臨時である。こうしヴ形だ。その トー タル

したものが852というのが、総務委員会に提出された資料で、ございますが、この教職員

の中にはいわゆる市の職員も入っているように思うわけでございますが、間違いないか

どうか。そして市の職員を入れたいわゆるこの給食数、児童数にプラス都の職員、都の

いわゆる先生方、そして日野市の事務職が各学校に10名程度ずつ大体いるわけでござい

ますけれども、これもプラスしたいわゆる配置基準をとっている市がほかにあるかどう

か、お尋ねいたします。

0議長(市川資信君) 教育次長。

0教育次長(砂川|雄一君) まず第 1点目の市立病院への実習の問題で、ございますが、
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昨年の例でいきますと、昨年は 8月の 3日から、 8月の21日までの期間、各学校の給食

調理員の方、日によって違いますけども、大体2名ないし 3名ずつの方に、市立病院の

方の給食室の方に参加をして病院での実際の給食作業の実習に当たったというのが実態

でございます。

いるんです。入っていれば他市で、このように日野市の事務職員を入れて、自分の市の

事務職員を入れて、給食をつくって、給食数絶対の配置基準としてやっている市がある

のかということを聞いているわけです。

0議長(市川i資信君) 教育次長。

それから先ほどの基準に関する問題でございますけども、給食数に基づいて、調理員

の配置基準、給食数を配置基準に当てはめて一応配置する調理員を決めているわけでご

ざいますが、先ほど教育長から答弁があったように、その給食数の中には日野の場合に

は教職員も含めていると、一応学校におられる都費・市費の教職員すべてを含んでいる

ということでございます。

それから各市の状況でございますけども、大体市によってそれぞれ違いがあって、市

基準でもって独自の基準でやっているところもございますけども、東京都基準、いわゆ

る児童・生徒数にプラス教職員というところが、かなりの数やっぱりございます。それ

以外は市基準という ことで、大体市基準のところは、都基準よりも大体は有利な形でつ

くられている場合が多いというのが実態でございます。

0議長(市川資信君) 黒川重憲君。

0教育次長(砂川雄一君) 病院への学校給食調理員の派遣の問題につきましては、確

023番(黒川i重憲君) 第4点目の方の質問には全く今の次長は答弁になってない、私

かに今御指摘がし、ただいたような問題点が、あるいはあるかもしれません。で、昨年が

初めてでございました。その点については、今年度も実施をしたいというふうに、私ど

もは考えているわけですけれども、実際問題として、例えば実際に派遣したのに、病院

の方の実際のお手伝いにならなかったというような事態がないように、その辺について

は、今後も改善をしていきたいというふうに、考えております。

それから配置基準の問題については、事務職員が含まれております。それから他市の

状況の場合ですけども、私どもが手元に持っている資料では、例えば都基準プラス教職

員という形の表現になっておりますので、その教職員という中にそれぞれの市の市費の

事務職員が含まれているかどうかというところまでは、はっきりいたしません。 7こだ都

基準プラス教職員というような形で書いてある市については、多分そういう形になって

いるんではないかというふうには考えられます。以上です。

O議長(市川資信君) 中谷好幸君。の質問についての答弁になってないと思います。 最初に質問したこの夏の期間ですね、

先般教育次長は胸を張って、調理員の方たちは病院に行って、お手伝いに行ってます、

こうおっしゃいました。 8月の 3日から 8月の21日、わずか18日間、各学校から 2名程

度の方が選抜をされて、そして一一今市立病院には食事係の正職員が11名、そのうち今

産休で、パートの方が 1名、これもし間違っていたら、病院事務長から訂正をお願いした

いと思いますが、また付き添い関係の食事をつくる臨時のパートの方が 1名、計12名で

今食事を担当 しているやに私は伺っております。それでそのときに伺ったことは、各学

校から 2名ほど来ていただいたんですが、いわゆる給食を手伝っていただくというよう

な、そういう仕事内容にはならなかった。まあ早く言えば、せっかく学校から来ていた

だし、たけれども、いわゆるまあ雑仕事が多かった。このように私は伺っておるわけです

が、この辺どうか、もう一度確認いたします。

それから 4点目に質問したこの配置基準の問題は、次長、全然、私の質問に答えていな

いんです。いわゆるこの東京都基準は、さっき言った教職員の数は入っていないんだ。

児童数だけだ。ところが日野市の基準は教職員の数を入れておるんだ、これはわかって

おる。この教職員の中に日野市の事務職員が入っているか、入っていないかと、聞いて

09番(中谷好幸君) 私は自由市民会議と、公明党が提案された修正案に、反対、原

案に賛成する立場で、幾つか質問したいというふうに思います。

いろいろ質疑も、また委員長の報告もあったんですけれども、一番中心点というか、

問われているところとし巾、ますのは、一部の職員をパート職員に置きかえて、日野市の

学校給食をやっていけるのかどうなのか。そういうところではなくて，私はむしろ、教

育の一環として行われてきた学校給食、これに経済的な効率性、こういうものを優先さ

せるのか、いうふうな、そういうふうなところが焦点なんではないか。学校給食の公教

育的要素よりも、経済的効率性を優先させてしまうのかどうなのかというところが、今

非常に問われているんではないかというふうに思うんです。そう いう点で、委員長にお

伺いしたいんですけれども、委員会の質疑の中で日野の学校給食がどのように評価され

るのか、どういう特徴があるのかと、それから今日の情勢のもとで、学校給食に何が望

まれて、今後どういうことが課題になってくるのか。今の学校給食のままでし、し、のかど

うなのか、もっとすばらしい学校給食をつくってし、く上で、どんなことが今問題になっ

ているのか、そういうふうな点について、質疑の中で明らかにされたのかどうなのか。
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この点について、お聞きしたいというふうに思います。

O議長(市川資信君) 総務委員長。

0総務委員長(夏井明男君) 先ほどですね、委員会報告の中でも若干その点には触れ

させていただきました。いわゆる教育行政の一環ではないか。また教育の一環から来て

いるのではないかというお話がありました。さらに日野の特徴とすれば、一つの学校給

食をつくり、自飯方式ですか、そういうふうな形で進んでいるものであるというお話は

あったと思います。

さらにこの学校給食を教育の一環の中に位置づけをして、将来的にどういうふうに展

開をしていくのか、どういう内容でなければいけないのか。どういうことが課題として

あるのか、その辺についての具体的な質疑は、先ほど申し上げましたとおり、教育の一

環の把握の中からとらえていると。将来的には一一実はこの案にですね、案とし、し、ます

か、この条例を提出された方に対する反対の立場からも、やはり日野の方式というもの

は評価をしているんだ。評価をした上で、実は将来的な職員の配置からすれば、当然人

数的に問題がくるものを、緊急処置的にその辺臨時職員で対応するということは、給食

が教育の一環というふうな位置づけをしたとしても、それは崩れるものではないという

ことで、教育次長の方からもそういうふうな趣旨の答弁はあったと思うんです。 j;こだ理

想的には、理想とすれば、やはり正の職員の方がよろしいんではないかということも答

弁の中であったわけで、あります。その範囲の中での質疑はありましたけれども、先ほど

申し上げましたとおり、中谷議員のおっしゃっている趣旨の将来的な見解についての課

題、内容については詳しい質疑はなかったというふうに記憶をいたします。

0議長(市川|資信君) 中谷好幸君。

09番(中谷好幸君) そういうような点について、修正案提案者からも特に見解披露

されませんでしたか。

0議長(市川資信君) 総務委員長。

いうふうに御報告申し上げて間違いないと思います。

O議長 (市川|資信君) 中谷好幸君。

09番(中谷好幸君) 修正案が二つ出たわけですけれども、両方とも提案者からそう

いうふうなお話があったわけで、すか。

0議長(市川資信君) 総務委員長。

0総務委員長(夏井明男君) 質疑の内容からは確かに発言の量も多少あったかと思い

0総務委員長(夏井明男君) 今若干お話し申し上げたんですが、ちょっと表現がわか

ますけれども、同じ趣旨の質疑があったというふうに思います。

O議長 (市川資信君) 中谷好幸君。

09番(中谷好幸君) 委員長の報告のとおりであれば、自由市民会議も初めて自校炊

飯方式を評価するという点で、前進だと思うんですけれども、本当にそうあったのかど

うなのかということについてはわかりませんけれども、私、日野市の自校炊飯方式の中

で、やっぱりこれが教育の一環としてやられてきたということで、幾つか大きな成果が

あると思うんですね。例えば合成洗剤の追放というか、使わないというふうな運動をや

られているとか、地元野菜の活用の問題だとか、できる限り化学調味料は使わないんだ

とか、それから季節感のある給食をやっていこうとか、こういうふうなことというのは

自校炊飯方式で、しかも正職員でやるという日野市の給食の中でやられてきた、大きな

成果ではないかというふうに思うんですね。ただ私、今の日野市の給食が最善のものか

と、もうこれ以上ないのかというと、そうではないというふうに思うんです。これはやっ

ぱり情勢との関係で、いろいろ問題が絶えず努力しなければいけない課題があるわけで

すね。例えば今輸入食品がふえている、それから加工食品がはんらんしていると、こう

いう中で食生活、日本の食習慣一一ーまあ最近は子供たちの味覚まで変わってきていると

いうふうな、そういうふうな今の情勢があるわけですね。で、学校給食に課せられてい

る課題というのは、こういう中で、本当に子供たちにし、し、ものを食べさせて、そして日本

の食習慣や、こういうふうな環境を変えていくというふうな、そういうふうな重大な意

義を持っているんではないかというふうに思うんですね。恐らく私は修正案、ここで出

ている修正案の提案者の頭の中には、そういうふうなことが抜けているんではないかと、

ただただ経済性の追求。今、政府自民党は、これまでの文部省の方針を転換させて、パー

ト化、民問委託化、あるいはセソター化ということを打ち出してきて、そういう中でこ

ういうふうな問題というのがしきりに言われはじめているわけですね。やっぱり給食と

いうのは、教育の一環としてやられているんだとい う意義をはっきりと押さえないと、

この問題の本質というのはなかなかと らえられないと。実際に民間のレスト ラγに行き

りにくかったと思いますが、やはり修正案を出される立場、修正二つあったわけで、すが、

日野市の方式ですね、要するに給食に自飯方式ということで取り入れてやっているとい

うことに対しては、各学校によっていろいろな特色があり、地域の教育的なかかわりか

らいっても、やはり大事であると。そうし、う意味から言えば、やはり集中方式的なもの

の発想というのはやはりなじまないように思うということは、修正意見から出された方

も、給食の教育の内容、地域とのかかわりということを踏まえた上で、発言があったと
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ますと、確かに正職員は本当に少なくて、ほとんどがパートの労働者でつくられている

わけだよね。そういう点では、食品はパートの労働者でもできるわけです。しかし学校

給食の中に任務とされているところ、課題とされているところというのは違うわけなん

ですね。そこの辺のところを明らかにしなくちゃいけないし、そういう点では修正案の

この中身というのは非常に無責任ではないかというふうに思うんです。(iそうだ」と

呼ぶ者あり)

この点でもし関連して質問したいというふうに思うわけですけれども、今度市当局か

ら出された条例提案は、都労委のあっせんを受けた形で、提案されたと、都労委のあっせ

んを受けて、労使の合意が成り立って、それに基づいて提案されたというふうに聞いて

いるわけなんですけれどね、この労使双方の歩み寄りの中で、お互いに譲ったところ、

譲られたところがあると思うんですけれども、とりあえず市の方は一番近い 6月の定例

市議会で6名の増員をやろうというふうなところで、増員を提案しようというところで

労働側に譲ったと、それが労働側の方は当面は四中の給食をパートの労働者も含めた形

ででもですね、実施しようと、とれまでの態度を変えて協力しようと、こういうふうな

ところで歩み寄ったというふうに聞いているんですけれどね。質疑の中で、もしこうし

た労使の合意が議会の態度によって認められないというようなことになったら、どうな

るのかというふうなことについては、明らかにされたんで、しょうか。労使合意がこれま

での合意はこのどうなるのかと、この点についてはどうなんでしょうか。 (i関係ない」

「ある」と発言する者あり)明らかにされたのかどうなのか。

0議長(市川資信君) 総務委員長。

0総務委員長(夏井明男君) 少し御答弁になるかどうかわかりませんが、このあっせ

ん案の内容に対して、早期に定数条例の改正をもって対処するととということは、 質疑

の中であったと思いますが、必ずしも日野市議会を法的に縛るものでもない。(iそれ

は当然だよ」と呼ぶ者あり)ですから、ちょっと角度が違うかもしれませんが、一応そ

れに関連する部分としての今報告を申し上げているわけです。要するに日野市議会の自

主性、独立性というものは、それによっていかように左右されるのではない、ではない

かという ふうな質疑もあったわけであります。それに対しては、そのとおりであるとい

うふうな趣旨のお話ありましたけれども、このあっせん案について、議会の承認が得ら

れなかった場合の労使聞についてのこれからのかかわり、あり方についてということに

ついては質疑はありませんでした。

0議長(市川資信君) 中谷好幸君。

09番(中谷好幸君) 労使の合意よりも条例だとか、そういうふうなものにかかわる

場合、議会の意思の方が優先されるというのは当たり前のことだというふうに思うんで

す。で、議会の権限というのはそういうふうな大きなものだというふうに思うんですね。

ただ私は、ですから議会の判断というのは非常に慎重にしなければいけないんではない

かというふうに思うんです。(iやっているじゃないか」と呼ぶ者あり、その他発言す

る者多し)

あっせん案を受けて労使合意が成った、もし議会がこの条例を否決した場合ですね、

どういうふうになるのかというふうなことについて、できれば委員長答えられなかった

ら、市の当局の方からでも答えていただきたし、と思います。

0議長(市川資信君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 定数条例の改正をお願いをする条例の提案をいたしまして、

議会に大変御腐心をいただいておりますことに、一面には心苦しさを感じておるところ

であります。

本来労使の関係というのは、執行機関側の内輪の問題でございまして、そのことをあ

まり外に出して御苦労をかけるということがあってはならないのが、本来の建前だとい

うふうに思っております。労使は常に信頼関係に立ちたいわけではございますが、時に

よりまして厳ししまた対立をするこ とがあります。それは我々執行機関は、一一組合

がそうではないとは言わないんですけれど、やっぱり市民の論理に立って物を考えなけ

ればならない。(iそうだ」と呼ぶ者あり)そこから、そのときの情勢の判断、こうい

うことが絶えず一面に、一面じゃなくて大きく背景になければならないと思っておりま

す。労使がまたそういう考え方に立って、信頼しあえるそういう相互の関係をつくると

いうことが、我々のまた努力の内容でなければいけないと思っております。

今回の経過につきましては、大変総務委員会にも御苦労かけておるわけでありますし、

特に提案をするという指摘の大きい判断には一一都労委というところに一定の判断を求

めた、そうし、う経過もございますので、我々も議会のまた御判断もいただきたい、こう

いうことに立ったということでございます。労使の関係は本来は議場に持ち出して、そ

うして議会に御迷惑をかけるというととはあってはならない、そういうことだとは思っ

ておりますが、その点では申しわけないと思っております。

0議長(市)11資信君) 中谷好幸君。

09番(中谷好幸君) 執行部の当局から言えばそういうふうなことになるかもしれな

いんですけれども、この問題、議会に持ち出されているわけですよね。議会の側から見
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れば、やっぱり労使の関係というのは、執行当局の側の問題であるわけなんですね。我々

はここで決議をした場合、その結果について、直接責任持つことできないわけですね。

権限がないわけですよね。

私、この問題については本当に慎重に扱わなければならないし、この後本当に、例え

ば学校給食ができないような事態に、やってし、くのに支障が出てくるようなことになれ

ば、本当に大変なことではないかというふうに思うんです。修正案提案者たちはそうい

うふうな点でも、全くその配慮、がない、労使慣行を尊重するというのは、これまで議会

でも慣例になっているというのは、そういう意味があるわけですね。その結果にも責任

持たなくちゃいけない。しかし我々にはなかなか慎重にしなきゃいけないところがある。

そうしヴ意味を持っていると思うんです。そういうふうな点が全く配慮がないという点

で、非常に無責任な中身であるというふうに思います、そういう意見を述べて質問終わ

ります。

0議長(市川資信君) 古賀俊昭君。

力化が実現をしている。今日、もうすでにこれから 3年経過をするわけでありますので、

省力化の効果はすでに大きくさらに数字としては出ているはずであります。こういった

点を定数総体を見る場合に、当然定数管理ということで、職員定数の適正な管理を行う

場合には、当然これが反映をされてしかるべきでありますが、そうした努力が行われて

いるのか、さっぱり議会に対しては提案がないわけであり ます。 ただふやしたいという

ことで、毎年提案が繰り返されているわけでありますが、こういった点については総務

委員会の中でどのようなやりとりが行われたのかどうか、まず第 1点、お尋ねをいたし

ます。

次に下りまして昭和62年、去年の 3月定例会、昨年も定数条例の提案が出されました。

この折りには私どもで、 10名の提案があったわけでありますが、 6名に議会が修正をし、

増員がなされ、 1，444という現在の定数になったときの議会であります。このときは、

私ども会派の馬場弘融総務委員長のもとで、この定数条例改正案は審査が行われました。

この折りに一一一委員長報告を今ひもといてみますと、この今回の10名の定員増の提案は、

昭和63年度、昭和64年度、 2年分についてのことだ、そのとおりでいいのかという質問

に対して、そのとおりだという答えが当局からあったという報告がございます。つまり

昭和62年の昨年の時点で、職員定数の将来の見通しについては、昭和63年、 64年度につ

いては、 10名の定数増で対応する。しかもその内訳として、教育委員会関係については、

「ふるさと博物館」についてのみ、 提案がなされてきております。つまり学校給食職員

の定数増については、全く考えられていなかったわけであります。ところが、今回この、

1年前とし、し、ますか、 9カ月前の議会に対して説明あった言葉が、全くのうそ偽りであっ

たということがはっきりするわけであります。つまり給食調理員を含む給食職員の定数

増ということは、当局においても 9カ月前ですね。一切お考えになっていなかった。そ

れがここで突如出されてきたということは、これが 5年も10年も前のことならいざ知ら

ず、ついこの間の、 1年もたたない前の議会での答弁からいたしますと、甚だ無責任な

提案ではないかと思うわけでありますが、総務委員長が交代をされて今回審査された中

で、そういった前回の定数増を巡る当局のや りとりについて、それを踏まえた質問等が

行われたのかどうか、当局に対するその点をただす質問等が行われたのかどうか。もし

なければ、市長からでも結構であります、この点についての回答をいただきたいと思い

ます。

024番(古賀俊昭君) 今の共産党の質疑を聞いておりますと、 1年以上前に聞かれた

国鉄の分割・民営化を巡っての議論を思い出すわけであります。国鉄が分割をされ、民

営化されると国鉄が滅ぶ。国民の足が奪われると、盛んに悪宣伝を繰り返しました。し

かしながら、国鉄は見事に再生の途上にあると思います。正常化されて、きちんと私ど

もの日常の国民の交通手段として、今なお健全化の道を歩んでいるということを見れば、

いかに彼らが唱えた分割・民営化の道筋が誤ったものであったかということが、はっき

りするわけであります。今回のこの定数条例の一連の議案の質疑を聞いておりまして、

そのことを感じましたので、冒頭申し上げておきます。

まず定数の適切な運営・管理のあり方について、過去の議会での当局の答弁等を踏ま

えて、まず全般的なことをひとつ確かめておきたし、と思います。それは総務委員会で当

然質疑も行われたと思いますので、委員長の方から的確な御答弁がし、ただければ、幸い

であります。まず昭和60年の 6月議会に定数条例のやはり増員が改正案として出され、

このときには1，411名から、プラス14名、 1，425名にするというものでございます。この

ときに、 6月議会でありますが、総務委員長報告の中で、日野市の場合には、事務の電

算化を行い、事務の効率化が図られているということで、これは当局が総務委員会での

審議の中で明らかにしたことであります。総務委員長の報告として述べられた言葉で、す

が、コソピュターが導入をされ、八つの課、 8課において15%の省力化が実現をしてい

る。昭和60年の 6月の時点ですよ。で、コンピューターが 8諜に導入をされ、15%の省

0議長(市川|資信君) 総務委員長。

0総務委員長(夏井明男君) 2点の御質問をいただいているわけですが、その中で定
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数抑制に対する努力の御質問があったわけですが、今議会に議案として上程された本会

議の討論で、総務部長が答弁された範囲の域を出ない内容であったというふうに思いま

す。

ないということで、この前のときにもお話し申し上げましたが、ことしの 5月の- 4

月の25日でございますが、 5月の定期異動におきまして、庁内全体から11課の減員をお

願いし、協力をお願いし、また組合からのお願し、もありまして、お願いをいたしまして、

そして重点的に事業の行われる建設部、あるいは都市整備部、あるいは水道部、そうし

たところに配置をしていったというようなことで、内部努力でありますが、 1，444名の

うちの11名減らしたと、非常に少ないものでありますが、この前お話ししましたように、

第一段階としてそういうふうな内部努力をさせてもらってます、ということを御報告い

たしました。そういうことでコ γピューターにつきましてはさらにこれらの提示があり

次第、また検討していきたいと思っております。

0議長(市川資信君) 古賀俊昭君。

024番(古賀俊昭君) 委員会でもさわりのやりとりはあったというふうに、今、私開

いたわけで、ありますが、これは一番大切なところなんですね。私は先般、日本で、ただ一

つ共産党党員市長が一一有名なところ、羽曳野市というところで、まあ頑張っておられ

るんで行ってまいりました。あそこは、どういうことなのか、総定数は絶対にふやさな

いということで頑張っているんですね。給食も各校方式じゃなくてやっております。ま

あいろいろやはりそのときどきの時流を見る目、また時の流れ、こういったことをやは

り行政の中にどう生かしていくかとい うことは、時の行政の長、また組合の考え方、い

ろいろまあ複雑に絡み合って、物が決定していくと思いますが、革新自治体だから何か

というようなことではないような気がし、たしました。ですから、物に対応するには、や

はり柔軟な姿勢というのはぜひ必要だと思います。ということは、総定数をやはりふや

さなし、という一つの考え方をまず私は持つべきではないかと思うんです。その中でやり

繰りをする。先ほど11名、 11課ですか、定数を下回って、職員配置を行っているという

ことでありますが、思い切りがないんですね。定数は定数で確保、従来どおりしている。

しかしまあとりあえず配置だけは少し手を加えてみょうかとしヴ、非常に中途半端な形

になっているわけです。ですからもし仮にですね、教育委員会の主張というものが妥当

だということでここでもし、一一ー本当はそれあっちゃいけないことだと思いますが、判

断をするということに予算を握っている市長部局が、それを採用するなら、やは りじゃ

総定数の中で対応しようという考え方が出てこな くてはいけないと思うんです。今回6

名増員で対応するというのは、極めて安易な方法だと思います。先ほど申しましたよ う

に、 15%の省力化ができると、はっきり60年の6月議会には議会で明言をしておいて、

そのことが今もって定数の面に全く反映をしない。

第2点につきましての当局の定数に対する計画的な答弁とのかかわり方、流れ、その

中の位置づけということについては、質疑はなかったというふうに思います。 tこだ修正

の方の意見の中には、教育委員会の定数については、確たる市民の方が納得できるよう

な形の計画等を踏まえてこなければ、やはりとうてい納得ができないのではないかとい

う質疑があったというふうに、記憶してます。以上のような内容でございますので、古

賀議員からの質疑につきましては、理事者より御答弁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) それでは今 2点につきまして、私の方から申し上げます。

まず 1点のコソビューターの15%の件でございますが、これは60年5月でございますが、

ちょっと私の前任だったと思います、そういうことでの協力化をお願いしたということ

でございます。それから今固まで私がなりまして、 3カ年にわたりまして、 23人という

ことで、お願いに上がりました。そして60年、 61年、 61年が10名でございます。それか

らその次が去年で、今お話の第 2年目に入りますが、 10名のうち 6名という形で、今年

度をもちまして 3年ということで、今年度は出す予定ではありません。そのような計画

で実施してまいりました。

それで今回出したということになりますと、矛盾が生じるんじゃないかということで

ございます。これは御承知のように地方労働委員会のあっせん案という一つのハードル

にありまして、それに基づきましてのこの先ほどからの両者の一一教育委員会におきま

しては、それを定数条例、それから組合についてはパート化の実現ということの意味合

いにおきまして、ここに出てきたものでございますので、ほかの定数については私ども

計画どおり実施してきておりますので、今回もそれは、するつもりはございませんでし

た。しかしそういうふうなあっせん案が出ましたので、ここにお願いしたという経過で

ございます。それから62年の 3月、前回の定数増との関係でございます、 64年度はとい

うことで、 3年ということで、 61、62、63、この 3カ年でございますので、御承知おき

願いたいと思います。

それともとに戻 りまして、コ γピューターの件でございますが、コソビューターにつ

きま しては、 電算室でコ γビューターの削減ということで今計画中でございますので、

それはまだ私どもの方に提出されておりませんのでございますが、それを待つてはでき
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また再三私が申し上げておりますとおり、財政効果がそれに伴って、幾らだというこ

とも出てこない。何のために高いお金を使って、費用を費やして、電算化をしているか

わからないじゃありませんか、それでは。ですから、人員配置の面に、これらが反映す

るようにしなくちゃいけません。

ここで、今総務部長からお答えがありましたので、市長からでも結構なんですが、こ

のコ γピューター導入による定数への波及効果というのはいつになったら期待できるの

か、それは大体いつごろと我々は判断をすればいいのか。その点、本来資料で、本来な

ればコソビューターを入れる時点で、電算化をする時点で、何年後にはこうしヴ効果が

ありますということを示さなければいけないわけです。そういうものがなかなかはっき

り我々につかめる形で出てこない。具体的に、定数の面にいかなる形で反映するのか、

具体的にそれはいつごろと我々は理解すればいいのか、その点、もう一度お尋ねをいた

します。

それから昨年の 3回の定例会で総務委員長報告を読んでみますと、はっきりですね、

10名の増は63年度、 64年度の 2年分ということだ、ということが書いてあるわけです。

つまりこれは62年度にスタートしたわけで、すけど、 64年度まではこれだけを考えていま

すという中に、教育委員会の給食職員関係のものは入っていないわけですよ。昨年の 9

月議会では、学校給食については、四中が始まる。それ以降は三中も始まるということ

はわかっているわけですね。その時点で当局として、きちんと定数については、教育委

員会関係の中には、学校給食関係の職員については、考えていないということが、はっ

きり述べられているわけですね。それが豹変しているわけです。そういう点はやはり非

常に無責任だと思います。やはり一貫して変わらないというものが一つなくては、定数

の管理というものはできないと思います。こういう点、今後総定数を変えない、何とか

枠内で努力をしてし、く、皆さんと協力して職員の皆さんが行政需要の増加にも対応して

し、く、そういう心でやっていくことが日野市役所の場合、可能なのかどうかですね。そ

の点、市長から御回答いただければありがたいと思います。

0議長(市川資信君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 人口のふえる状態も沈静したわけでありますし、職員の総定

数の枠というものは、なるべく膨張させないように したい、またそうあるべきだという

ことは、原則として絶えず考えております。そして、市民サービスに対します内部的な

向上、それからいっとき、町づくりのために特に区画整理でありますとか、下水道の事

業でありますとか、あるいは文化面のこともあるわけでありますけど、まあいっときの

膨張というものは、なるべく内部の配置調整によって対応できるようにしたい、この原

則もまた大切だということには、異論はありません。

電算導入の効果がいつ出るのか、その効果はもうすでにある程度出ているというふう

に御理解をいただきたいわけでありますし、電算導入の一つのまた眼目には、正確・迅

速に行政サービスをより向上させるという趣旨もあるわけでありまして、相当量の労力

節減ということも当然、伴っておりますので、その効果は次第に出てくると、このように

御理解をいただきたし、と思っております。具体的には担当部長がそれぞれすでにその効

果の部分は申し上げておるとおりでございます。

0議長(市川資信君) 古賀俊昭君。

024番(古賀俊昭君) 具体的な回答は、私の質問に対して示きれないわけであります

が、今後定数の見直し等を我々は強く求めてし、く立場で、この議論は続けていきたいと

思し、ますので、資料が出てくるのであれば、それをひとつ早急に出していただくように

お願いをしておきたいと思います。

私はもちろん修正案賛成の立場で、今質問をしているわけでありますが、最後につか

ぬこととし、し、ますか、ふと感じていることでありますが、教育委員会にお聞きをして質

問はーーまだいろいろやりたいんですが、終わりにしたいと思います。総務委員会の長

時間にわたる熱心な議案審査の過程で、大変多くの傍聴者が議会に見えました。で、い

ろいろ関係の方の話を総合してみますと、学校給食に携わっている職員の方がほとんど

だということでありましたが、例えばですね、きょうある中学校では学校給食が行われ

ているということでありますが、給食職員の方が 2名、議会傍聴に来ておられたように

聞いております。職員が足りない、職員の配置が少ないといって主張しておられる割り

に2人いなくなって、学校給食が支障ないのかなと思うのですが、学校給食に支障があ

るのにもかかわらず、欠勤をするというような無責任なことは、日野市の職員の場合、

やらないだろうと思うんです。ということは、学校給食の調理員並びに給食職員が、私

は多すぎるのではないかと思うのですが、その点、教育委員会の見解をお聞きしたいと

思し、ます。

O議長(市川|資信君) 教育長。

0教育長(長沢三郎君) 中学校の学校給食で、私の方で把握している観点からいきま

すと、日野の第四中学校はきょうは何か先生方が、午後家庭訪問というような形で、授

業が午前中で打ち切られているので、給食を実施していないというそういうことをちょっ

と聞いているわけですけれども、まあそれ以外の学校であるのかどうかですね、その辺
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十分確かめてみないとわかりませんけれど、そういう点が一つございます。

それからなおきょう、傍聴に見えている方々につきましては、それぞれ休暇をとって

参加しているというぐあいに聞いているわけなんですけど。

0議長(市川資信君) 古賀俊昭君。

024番(古賀俊昭君) 私は素朴な疑問をまあ教育委員会に投げかけたということで傍

聴権を、権利を否定するつもりも毛頭ありませんし、どしどし市民の方がこうしヴ議論

を聞いていただいて、いろいろ御参考にしていただきたL、と思いますので、傍聴大歓迎

なんですが、学校給食に一生懸命取り組んでおられるとしヴ職員の皆さんの立場からす

ると、やはり自分たちが 2人欠けて学校給食をつくっていくというのは、ちょっとほか

の残る人たちにどうだろうかなということを、一一ーまあ常識的に考えて、そういう気持

ちをお持ちになるんじゃなかろうかなと、私は思うんです。それでお聞きをしたわけな

んですが、特に 2名欠けても給食はできるような気がするんですね。ですからひとつ定

数の面にもこういうことを考えるときには参考になるような気もするんですが、私がお

開きしているのは、四中ではないということを念頭に置いて、きょう学校給食を実施し

て、ちゃんと子供たち、児童・生徒は、おいしい給食をちょうだいしたと思うんですけ

ど、お二人いらっしゃらなくても、ちゃんとできたようなんですね。多すぎるという判

断は持っておられませんか。(I問題、すりかえるのじゃなし、」と呼ぶ者あり)

市民の立場とし、し、ますか、一般的な方はそういうことを自然に考えるんじゃないかと

思し、まして、あえて私お聞きしたわけで、四中じゃございませんので、どうでしょう。

四中でないとすると、どうですか。

O議長(市川資信君) 教育長。

0教育長(長沢三郎君) 給食調理員の配置の状況で、小規模校とし、し、ますか、学校内

で4名程度の調理員さんしかし、ない学校、あるいは大規模校で6名近い、あるいは 7名

というような形の調理員さんが配置されている学校、結局ですね、調理員さんが 2名欠

けるということは、その分だけほかの調理員さんの労働が過重になるということは、こ

れは当然、のことでございまして、その辺の問題につきましては、きょう参加された調理

員さんも、職場の中で今その当面している問題について、それぞれ話し合いを持った上

で、残りの調理員さんが、頑張るという方向の中で参加されたかどうかですね。いずれ

にしてもそういうその状況が、生まれてきているとしづ、生まれてきているというこ と

ですね。そのこと自体はじゃ調理員さんが十分学校に配置されていて、そのために今言っ

たような形の代表の方が 2名も学校から離れて、傍聴に参加できる余裕があるのではな

いかというようなことに、短絡的には結びつかないんではないかと、私はそんなように

受けとめます。

0議長(市川!資信君) よろしいですか。(Iはし、」と呼ぶ者あり)

ほかに御質疑はありませんか。なければこれをもって質疑を終結いたします。

本件について御意見があれば承ります。

中山基昭君。

021番 (中山基昭君) 委員長の方から報告のありました議案の39号の、職員定数条

例の一部改正に伴う、教育委員会における職員定数の増加についてでございます。

特に現行の定数を364から、 370というふうな内容でございます。この条例の改正等に

伴う第四中学校の給食等につきましては、この関係者の努力、特に教育委員会、あるい

は職員組合の協力等によって、早期の実施をされることに期待をしてまいりました。し

かし残念ながら当事者間での解決を困難にし、東京都の地方労働委員会からのあっせん

等が提示をされておりますが、この内容は従来の労使慣行、あるいは職員の配置の内容、

こういうものが尊重していくんだというふうなあっせんでございます。しかしこ こであ

えて主張をしておきたいのは、やはり今までの単にこうであったというふうな慣行等だ

けじゃなくて、社会や経済の変化、あるいは市民ニーズ、これに対応した新しい労使関

係、あるいは信頼、協力関係、こ ういうことが最も大切なときではないかというふうに

思し、ます。そういう面から第四中学校、さらには予定をされます第三中学校の給食、こ

ういうことに支障がないような形が必要だろうと、対応が必要だというふうに思います。

少なくともこの修正案によります現行の定数内ということだけでな くて、新しい事業

あるいは新しい業務の拡大、こういう中では最小限の職員数の増員、これには理解を寄

せるところでございます。あわせてこの関係者がさらに意欲と熱意をもって一層の内部

努力、こういうことをすることが最も大切ではないかというふうに思います。こういう

点もあわせてひとつ要請をしておきたいと思います。よろしくお願し、し、たします。

0議長(市川資信君) 板垣正男君。

019番(板垣正男君) ただし、ま総務委員長の報告がございましたように、議案の第39

号、日野市職員定数条例の一部を改正する条例、これと関連いたしまして、総務委員会

では、請願の63-13号、第四中学校給食に伴う定数条例改正に関する請願をあわせて審

査をいたしました。ただいまの審査報告は、条例にかかわる議案の報告でありますけれ

ど、請願の内容とも関連いたしますので、私はその辺を関連させながら議案に賛成、い

わゆる原案に賛成、鋲野行雄君の提案いたしました修正案に反対する、そうし、う立場で
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討論を、賛成の意見を述べていきたいと思います。

なお、この修正案には秦 正一議員と高橋 徹議員がそれぞれ賛同者として、提案?と

同調しているわけでございますが、私はこれまでの総務委員会の審査、そしてただし、ま

の質疑などを通じまして、一貫してこれまで日野の革新市政を進めてまいりました中学

校給食、あるいは小学校の給食の持っております内容、特に教育の一環としての位置づ

けというのが、ますますはっきりしたんではないかと思います。これは私は総務委員会

の審査の際にも強調しておいたところでありますけれど、小学生や中学生が家庭から離

れて初めて食事の問題を学ぶ、あるいは体験するというのが、学校給食であるわけであ

ります。そういう点では食生活の問題ゃあるいは広く食文化の問題を初めて学ぶ場でも

あるということから考えまして、まさに教育というものの中での給食というのは、非常

に大事なものだということを、我々これまで、たびたび、教育長の説明をまつまでもなく教

えられてきたところでありました。

先ほどの総務委員長の報告にありましたように、また中谷議員が質問して明らかにな

りましたように、自民党の議員でさえ、日野の学校給食を評価すると、こういうことな

どもあったわけで、あります。これは初めて我々も耳にすることでありまして、従来学校

給食の民問委託ということを盛んに強調してきたことなどを考えあわせますと、隔世の

感がある、あるいはもはや日野の学校給食をどうしても認めざるを得ない、こういうこ

とのあらわれではないかと私は受け取った次第で、あります。(iそうだ」と呼ぶ者あり)

こうしヴ人がなぜ日野の学校給食を堅持し、さらに内容を充実させ、発展させようとい

うことのために、職員の定数条例を提案したことに反対し、修正案まで出すということ

については、とうてい理解ができないわけであります。

請願の内容にもございましたように、日野の学校給食はいわゆる単独自校方式をとっ

てまいりました。中学校では食堂方式という全国的にも高く評価されるような給食方式

がとられてまいりましたし、内容におきましても地元の野菜を活用するというようなこ

とであるとか、あるいは合成洗剤を追放する運動、さらには添加物をできるだけ排除し

て、子供の健康などにも十分留意を した給食づくりが行われてきたということになって

まいってきているわけであります。

この給食を堅持・発展させるということが、今私は学校給食にかかわる教育の一環と

して最も大事なことではないかと思うわけであります。ですからこの請願の中にも、こ

ういうふうに述べておるわけであります。 i今回の教育委員会のとりました定数是正の

決定は、日野市の基本方針である正職の栄養士、調理員配置と単独自校炊飯食堂方式で

行う学校給食を一層発展させてし、く基盤を与えることになりました」と、こういうふ う

に述べているわけですね。ここがやっぱり大事なところで、そういう給食を発展させる

基盤を正職員を配置することによって、与えることができるんだ、今後の給食を発展さ

せることができるんだということを述べているんだろうと思うんです。こういうことに

ついては、残念ながら修正案を提案された方、あるいは原案反対された方々の意見の中

には，一言もやっぱり反論がないということにあったことに見られますように、やはり

この点を認めざるを得ないんではないかということを私は指摘しておきたいと思うわけ

であります。

さらにこうした問題の背景ともなっている点を明らかにしなけりゃ、やっぱりいけな

いんじゃないかと思うんです。これは職員定数の改正条例案が提案されるたび、に、論議

をされてきたことでありますけれど、地方自治体の職員定数の抑制というのが、最近と

みに強調されているわけであります。これは政府自民党などが積極的にそうした音頭を

とってきたわけでありますけれど、前中曽根内閣時代、臨調・行革路線が明らかにされ

まして、その方向に沿って、地方自治体の職員の抑制というものが強められてまいって

きたのは、御承知のとおりであります。その中で従来、それでは学校給食の調理員等々

の職員の身分は一体どうだったかということでありますけれど、この問題でも教育長が

るるこれまで説明してきてまいりましたように、終戦間もなく学校の給食が始まった際、

これらの給食員の身分というのは、非常に不安定な状況のもとで、学校給食が進められ

てきたという経過がありました。それじゃいけないというので、だんだん、だんだん身

分の保障というものも強調されまして、文部省などもそういう方向で学校給食を充実さ

せるという方針を明らかにして、打ち出してまいってきたわけで、あります。そしてその

方向を進んで、す.っと歴史的な経過をたどっていたわけでありますけれど、その一一先

ほど申し上げましたように、臨調・行革路線が出てきて、にわかに文部省も方針を転換

させて、学校給食の民間委託であるとか、あるいは職員のパート化、セγタ一方式の採

用等々を打ち出してきたわけであります。

それをこの日野市議会にもさんざん持ち込もうというような論議があったわけで、あり

ますけれど、こういうふうに戦後学校給食を確立してきた流れを、大きく転換させてし

まう、非常に無理な形で転換させるというところに、私は非常に大きな矛盾をはらんで

きているというふうに思うわけであります。そのことが仮に市の当局者、あるいは教育

委員会などで、あまりにも職員の抑制ということを気にするために、臨時職員で何とか

これを賄うことができるんではないかというようなことなどが、先行するということに
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なりますと、そこにやはりいろんな問題を生じてくるということにもなってしまうんで

はないかと思うんです。

そのことが今回の四中の給食を始めるに当たっての職員の配置をどうするかというこ

とで、市の職員組合との話し合いがなかなか決着を見ることができなかったとしヴ、こ

うしヴ経過をたどったんではないかと判断するものであります。しかし第三者の機関で

ある東京都の労働委員会、いわゆる都労委のあっせん案によりまして、教育委員会や、

あるいは市職員組合もそのあっせん案に合意するという形で決着を見て、今回の定数是

正が提案されたということになったわけで、あります。

これまで例えば、報酬審議会等の答申が出た際、この議会でも答申を尊重すべきだと

いうような論議を、声を大に して行われたことなどもあるわけであります。議員の報酬

等の答申をそのまま受けるという姿勢がもしあるならば、やはり労使のこうした問題に

ついても、 (発言する者多し)真面白になってこれを受け入れると・・

大人の態度ではないなと私は思うわけであります。

昔、地球が丸いと言った人が死刑になりかけました。それでも地球は丸いと言って、

信念を通したわけで、ありますが、大勢の人が、自分の考え方が地球は平らだと思ってる

ときに、一つの主張を貫くということは、大変難しいと思います。やはり自分たちだけ

の考え方が絶対正しいと思うととは、極めて危険でありますので、給食の見直しの声が

やはり全国で高まってきているという動向については、謙虚に耳を傾けるべきだろうと

思います。特に学校給食に携わる皆さんについても、同様のことが言えるわけでありま

す。

024番(古賀俊昭君) それでは簡潔に、原案反対、修正案賛成の立場で意見を申し述

戦後食糧が非常に不足をした時代に、アメリカの余剰作物等を受けて、学校給食が本

格的に始まって、 40年以上が経過をしているわけであります。やはり今までのままやれ

ばいい、それではやはり進歩がないと思うんです。やは りある面では弁当を認める、母

親の手づくり弁当を認めることも考えてし、し、だろうし、学校給食以外の昼食の取り方に

ついても、検討してし、いと思います。そういう柔軟な姿勢を持って、学校給食を発展さ

せてし、く多角的な視野が必要な段階に来ているのではないかと思うわけであります。

余計なお金をかける必要はない、いい給食ができるだけ安くつくることができれば、

その方法を選択して差しっかえがない。決して父母は批判することはないと思うわけで

あります。私は一般的にはそのように考えているところでありますので、ぜ、ひ大方の皆

さんの修正案に対する見方もそういう面でひとつ見ていただければ、ありがたいと思う

わけであります。

議案第39号については、その他いろいろほかの内容等も含んでいるわけでありますが、

今給食のことが盛んに議論をされましたので、その点を主に触れさせていただいている

わけでありますが、ひとつ数字として皆様方にお話をしておきたいと思うわけでありま

すが、児童・生徒 1人当たりの年間、例えば人件費というものがあります。つまり日野

市の学校給食が全国の日野市と同じような人口規模、産業規模の自治体と比べて、どの

ような水準にあるかということを見てみることも、決してむだではないと思うわけであ

ります。参考までにその数字を披露いたしますので、お聞きをいただきたいと思うわけ

でありますが、児童・生徒 1人当たりの年間人件費というものが、統計として出されて

おります。日野市の場合には、この金額が小学校の場合、 4万267円ということになっ

ております。日野市と同様の自治体、 全国の平均は 2万6，468円でありますので、日野

市の場合には 1万3，000円以上高額、 高くついているということが、この統計からは言

えるわけであります。また中学校につし、ては、児童 ・生徒 1人当たりの年間人件費昭和

0議長(市川|資信君)

019番(板垣正男君)

御静粛に願います。

いうことが、私は大切なことではないかというふうに考えるわ

けであります。この第三者機関であるあっせん案に基づいて、労使の合意で、そして議

会に提案するという経過を踏まえたものであるだけに、我々はやはり尊重すると、こう

いう議会の立場でこれまで長い歴史をたどってまいってきたというふうに私は記憶して

おります。(iそうだj と呼ぶ者あり)

こうしたこれまでの日野市議会の慣行をあえて破って修正案を出し、定数の増加を一

切認めない、こういう修正案の提案にはもちろん賛成するわけにはいかないということ

は、何人でも御理解できるものと思うわけであります。

私はこうした点などを明らかにいたしま して、原案に賛成し、修正案に反対するとい

う立場を明らかにしたわけでございます。私の意見を聞いた議員の皆さん方、すべての

議員は原案に賛成することができるんではないかと思いますので、そのことを最後に申

し上げまして、 意見とさしておきます。

0議長(市川資信君) 古賀俊昭君。

べさせていただきます。

先ほど申しましたように、学校給食の改革を進めようという声は、内外にかなり大き

な世論となって私ども十分意識することができると思うわけであります。それにみずか

らの意に沿わないものはすべて否定をする、耳をかそうとしないという姿勢は、やはり

-506- 円
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61年度の数字で申し上げております。 3万9，852円という金額が出ております。日野市

と同様の類似の自治体では、 1万4，660円とし、う数字が統計として示されております。

かなりの額、上回っているわけであります。

また給食調理員 1人当たりの食数というものもございます。日野市の場合、小中学校

あわせますと、大体平均しまして143食つくるという計算になっております。類似団体

の場合には、 213食ということで、日野市の場合には、給食調理員 1人当たりの食数と

いうものは、マイナス大体32%ということになるわけであります。これはどのように見

るかということは統計でありますので、それぞれ見方もあろうかと思います。しかしな

がらこういったものも十分参考にして日野市の給食を発展させるというならば、自分の

都合のし、し、データや意見にだけ旗を振って騒ぐのではなくて、やはり公正に物事を見て

やはり時流を変えてし、く、変わってし、く、そうした時点においては、改革を進めるとい

う姿勢も持つことが大切ではないかと思うわけであります。

日野市の場合には、職員の定数を私どもが当局からもらっておりますものでも、昭和

55年からことし昭和63年まで、毎年確実に定数増を出してきているわけです。職員定数

の抑制ということで、何もただ減らせばし、し、ということを私たち言っているわけではな

いんです。そのことはくれぐれも誤解のないようにしていただきたいわけでありますが、

各自治体が地方行革の推進にあわせまして、電算化を図って省力化を図る、民間委託を

進める、また施設の統廃合等を図るということで、それなりの努力をしているという客

観的な事実があるわけです。そういう中で300万人と言われます地方公務員の数も、年々

減少の傾向を示しているわけでありますので、日野市のみが必要に迫られたからといっ

て、内部の努力をしないで、 7こだ機械的にふやせばし、し、ということで対応するのは非常

にお粗末ではないかと思うわけであります。我々はそういう立場から修正案を提出をい

たしました。ですから、修正案にぜひ多くの皆さんの御賛成を得たいと思いまして、一

言意見を申し上げました。

0議長(市川資信君) 名古屋史郎君。

028番(名古屋史郎君) 私は議案39号の原案賛成、修正案に反対する立場で、意見を

関係というのは、第三者のそれを煩わすことなく、円滑に進めていく、このことの必要

ということは認めます。本来的にそうであるということは認めますが、 事ここに至って

提訴とし、し、ますか、あっせんを申請をした、そして受諾をしたという現実の前に立って

市長の本日の答弁は、総務委員会に大変御迷惑をかけているといった、大変なんか卑屈

な感じが読み取れます。これでは組合側も、またその衝に当たっている教育委員会側も、

大変まあ驚いているんじゃないかなとしヴ、私感じがし、たしました。そのことはさてお

きまして、あっせん案受諾という形になったこの問題は、どうしてそうなったのか、あっ

せん案受諾、そして定数増の提案ということになったのか、このことを解明してみる必

要があると思います。そういう意味で、私はさっき若干の質問という形の中で明らかに

してきましたが、教育の一環であって、給食はまあ大事なんだということについては、

だれもこれ異論を唱えるものはないと思います。しかしながら、どういう給食であるべ

きかとしヴ論議が欠けていて、いわゆる正規職員でどうして学校給食をやっていかなきゃ

ならないのかわからない。パートでどうして悪いんだと、そういった議論などが若干あっ

たようです。

しかしながら先ほども申し上げましたように、そういう本当の給食のあり方、そういっ

た論議で、なくて、長い経過があったけれども、どうしてそう変わったのかという点につ

いて、焦点が当てられてきました。先ほど申し上げましたように、統一要求の中の回答

書でなくて、昭和60年6月7日の確認書というととがかなり問題になってきております。

この 5項目には、先ほどもちょっと途中読み上げましたけれども、 「日野市教育委員会

及び自治労日野市職員組合は、現在実施されている学校給食の正規職員による単独校方

式、自校炊飯方式の確保と小中学校の用務員 2名配置の確保のため、引き続き協力しあ

う」。これがあっせん案に言われている従来の労使慣行、そして確認書の内容でありま

す。で、その確認書を守ったとし、ぅ、確認書を基盤にして労使交渉をしてくればよかっ

たんで、しょうけれども、教育委員会が議会の説明と組合に対する対処の仕方に違いがあ

るじゃないかという指摘を受けながら今日来て、先ほどからの論議で大変明らかになっ

てきたのは、手続き的な一一何といし、ますか、私はそごがあったんじゃないかと思いま

す、教育委員会側のですね。例えば確認書はとても守れそうもありません、だから舞台

を違った観点から出発しましようとしヴ提案もなしに、議会では臨時職員でやりますと、

こういった答弁をしていたその食い違いですね。で、先ほども申し上げましたように、

今の時代の流れ、あるいは日野市の監査委員会の指摘などの事情もあったと。そのため

にいわゆる確認書のことを忘れた形で、対応してきたという教育長の苦労も十分理解す

申し述べます。先ほど来言われてますように、この四中の給食開始に際しての議案であ

りまして、病院の問題も含んでおりますけれども、主として給食にかかわる定数増の問

題について意見を申し上げます。

御案内のとおり労使の都労委あっせん案受諾という形から提案された議案でありまし

て、先ほど質疑の中で、市長答弁の中で、大変驚いた答弁がありました。私も本来労使

。。
ハU

「「
U

Q
U
 

ハU
F
H
U
 



るものでありますけれども、手続き的なミスはあくまでも私はミスである。約束を無視

して議会答弁を無視というか、隠すような形ですね、結果的に。

それからきちっと文書で結んだ約束をほごにするような、正規の手続きもとらないで、

そのほごにするような言動で終始すれば、組合側がこれに応ずるわけはないと思います。

ですから私はこうしヴ問題は初めに約束ありき、初めに確認ありき、こういうことから

いかないと、事が間違える。そして次に組合の交渉、あるいは議会答弁、こういう形で

あれば間違いは起こらない。しかしながら、先ほどから質問とか意見とかいう形で、そ

ういうふうに申し上げても、切りのない話でありますが、おそまきながらあっせん案と

いうことの中の定数増、このことが提案されたということは、私は労使関係の正常化そ

して本当の教育の一環であるところの学校給食、全校実施に向けてのためには、大変な

結構な提案である、 6名増の提案は大変結構だ、原案に賛成をいたすものであります。

次に修正案に対する反対の意見でありますが、御承知のとおり法律に基づいて設置さ

れているこの地方労働委員会、この大きな特色は「労使関係の安定を第一義とし、将来

に禍根を残さない合理的な、弾力的な方法で、解決に当たる機能を持っております。」

こう書いてあります。これが労働委員会の仕事の特色です。将来に禍根を残さない、合

理的な、弾力的な方法で、解決に当たる機能を持っています。これが労働委員会の特色

です。この法律に基づいて設置されている労働委員会のあっせん案を結果的に否定する

ようになるような、この修正案は、私は極端な言い方をすれば、労使は労使だ、議会は

議会だと、こうし、う立場とはっきり言っているわけではありませんけれども、それに近

い結果を招くんじゃないかと思います。 1名の増員も認めない、こうし、う修正案は大変

厳しいものであります。これまで一一一先ほどから論議がありましたように、まあ毎年の

ようにとし、し、ますか、かなり定数増の提案がされています。大変な論議を呼びますが、

それこそチェック機能という形の中で、若干の増員を認める。こういう形になってきて

ます。しかし今回はなぜか 1名の増員も認めない。これは大変な驚きでありまして、提

案者である教育委員会に対して、盛んな質疑が交わされた中の、どうしてそういうふう

に変わるんだという疑問ですね。で、まありアルな言い方をすれば、議会をだましてき

たんじゃないかとしヴ質問まで起こってきています。しかしこの際、先ほど申し上げ、た

ように、問題にすべきはこのような判断を生むところの教育委員会の対処に問題があっ

たわけで、これは正されなければならないと思います。若干の質疑はありました。質問

もありました。追及もありましたけれども、それはそれという結論が導き出されている

ととろに私は不満を持つわけであります。若干の議論、追及はありま したけどね。

で、 若干の追及の後にいわゆる意見、それから採決という形で先ほど申し上げまし

たように、それぞれの内容を審査して、定数増に対してはそれなりの対応をこれまで日

野市議会は行ってきました。今回は全くゼロというのがこの修正案の内容であります。

私は、議会のチェック機能という言葉がよく言われます。当然議会の本来の仕事ですか

ら、それは十分認めるわけです。しかし今回のこの問題を果たしてチェック機能の一環

と見られるんだろうかと、こうしヴ疑問を持ちます。いわゆる理事者側の独断専行、あ

るいは不要不急、そういった問題、これで議会の意思としてこうあるべきだ、これがし、

わゆるチェック機能というものだと思います。ですからその点に関しては、議会の権限

というのは大変大きいものである、強いものであるということは、これは認めるわけで

すけれども、今まで都労委あっせんという形が出た形でないものさえも認めている議会

が、都労委あっせんというものは、都労委あっせんだと。労使は労使だと、議会は議会

だと、ばっさり 6名をなで切りと、こういう形は果たしてチェック機能の一環なんだろ

うか、大変疑問を持ちます。

いわゆる数の力で、チェック機能の名のもとに、このようなことが行われるというこ

とは、私は理事者側の独断専行、あるいは不解明な点がある、緊急性に欠けている、大

変不当だ、こういったものと一緒くたにして、増員を認めないというような結論を出す

修正案はとても容認できるものではありません。恐らく提案した方々の中にも、賛同の

方の中にも、従来のその流れからすると、今回 6名ばっさりというのは、ちょっと気お

くれがするな、心の痛みを感ずるなと思っている方もいらっしゃると思います。私はま

ことに悲しむべき状況だと思います。ましてチェック機能云々の問題のほかに、先ほど

どなたかが申しましたように、労使関係ということへの影響、まあ労使と言えばここで

は理事者側と職員ですから、議会その他お互いのパートナーだという形の中で、さっき

の市長の答弁ではありませんけれども、いわゆる使用者側の大変な理解というか、恩情

とし、し、ますか、協力要請というか、そういったものは当然ですけれども、何かさっきの

市長の答弁ですと、大変申しわけないことをしていると、提案していること自体が。あ

あいう姿勢では、これからの労働者がどういう態度にというか、考えを持つか、この結

論の行き方によっては、非常に釈然としないものを持って、いわゆる労使といっても働

くものは市の職員ですから、この者と、いわゆる執行者側との聞に不信感というか、不

満感というものが残ってていくんじゃないかという危慎もいたします。

まあいろいろ申し上げましたけれども、そういった意味から私はどうもこの修正案に

は賛成はできない。反対をするものであります。以上、意見を申 し述べました。終わり
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ます。

O議長(市川資信君) 黒川!重憲君。

023番(黒川重憲君) 議案39号、日野市職員定数条例の修正案に賛成の立場で、一言

意見を申し上げたいと思います。

昭和48年の 4月に森田市政が誕生いたしました。以来今日 15年間、当時960名だった

職員も、現在1，444名を数えるに至りました。約500名の増加をいたしております。私は

ここで500名の多少を論ずるつもりは毛頭ございません。むしろ、年々増加する人口に

学校建設に追われ、幼稚園や保育園、あるいは学童クラブ、また市民会館を初めとする

文化施設や福祉施設の建設、多様化する市民要望にこたえるべく各種行政施策の拡大等々

の結果であったことは、周知の事実であります。この何年か前を見てみますと、昭和54

年、第 l回定例会20名、 55年第 1固定例会、 22名、 56年には第 1回、第2固定例会に12

名、 13名、 57年、第 1固定例会、 58年第 1固定例会、この58年にはたしか学童クラブだ

と思いますが、 54名の多数の定数増がございました。以来60年まで私ども議会の中でし、

ろいろと好余曲折はあったにせよ、全員の定数増を認めてまいりました。しかし初めて、

昭和61年の第 3回定例会の定数増、 62年の第 3固定例会、とこで初めて私どもは厳しく

市側に再考を促し、修正をする事態に至ったのであります。

日野市の学校給食が市の直営で、小学校は各自の自校方式、中学校は他市に誇る食堂

方式を採用して、ベテラ γの栄養士、調理員を各学校に万全の態勢で配置をし、子供た

ちのためにおいし¥.，、、かつ安全な給食を毎日一生懸命努力をしていただいておるところ

であります。しかしながら何ゆえにこの学校給食に、全員が正規の職員ですべて賄わな

ければならないのか。給食に支障が出るのか。 7名のうちに、そのうちの 1人でも臨時

職員がし、たので、は、給食はできないのか、この議論は多くの市民の方々に少々理解が得

られないのではないでしょうか。臨時職員の方たちも自分の子供たちに愛情を込めてご

飯をつくるのと同じように、正規の職員と全く同じ立場で、同じ気持ちで仕事をしてい

ると確信をいたしておるところであります。

また給食調理員の方々の年聞を通しての勤務時間、これも多くの市民の方たちから理

解を異にしているところであります。一般の職員は年末年始の休暇6日間、年間を通じ

ての年給が20日間、あるいは夏休み、祝祭日、 4週6休制の土曜日は25日間、日曜日が

52日間、年間を通して124日間の休みがあります。そして年間の出勤日は241日となって

いるのであります。これに比べまして調理員の方たちは、冬休み14日間、春休み14日間、

夏休み40目、土曜日・日曜日あわせて104日間、約172日になるわけであります。

昨年の各学校の給食の実施状況が小学校で一番少ない実施が、百草台小学校の181日

間、多い学校で平山台小学校、あるいは滝合小学校の185日でございました。中学校は

第二中の149日というのは除外をいたしまして、一番少ないのが第一中学の163日、一番

多いので七生中学校の169日、この小学校と中学校の約20日間の差は中間テストや期末

テストに給食を実施をしない、こういう結果だそうであります。

また市民の大切な血税、財政面から見てみますと、正職員の年収は40歳前後で約450

万から500万、パートの方たちは今時給610円、 1日7.5時間だそうであります。日給4，57

5円に300円の交通費をいただき、そしてボーナスも30日前後ボーナスが出るそうであり

ます。年間約100万。この差は年々増加することは、当然のことであります。

なおこの機会に学校給食を民間委託にするのではないか、あるいはセγター化を図っ

て職員を削っていくのではないか等々、この議論に一言申し添えておきたし、と思います。

まさにこれらの議論は現状を全く無視した著しい認識不足、せっかく日野市が長い間営々

として築き上げ、てきた他市に誇り得る学校給食を台なしにする、まさにための議論であ

ると言わざるを得ないと思います。この際はっきりと申し上げておきたいと思います。

また 5月1日付で、教育委員会が各地域の将来の児童数の増減をあらわ しました資料

がございます。例えば第二小学校、現在823名の児童数を持っています。昭和65年には

児童数が749名に減少いたします。したがって現在 6名の配置からこの人員でいきます

と、当然65年には 5名になる。また滝合小学校、現在814名で6名の調理員の方たちが

(動いています。来年64年度には、児童が755名に減少する。これも同じく 6名から 5名

へと 1名余分になるわけであります。あと日野第四小学校には、昭和67年、これはちょっ

と期間がございますが、平山小学校67年、平山台小学校も67年には確実に 1名ずつ減少

の経過にあります。同じく中学校を見てみますと、日野第二中学校、来年ついに 7名か

ら6名に 1名減、同じく七生中学校、 6名から 5名に減、三沢中学校、同じく来年児童

数の減少によって 7名から 6名に減、 65年には大坂上中学校、あるいは平山中学校が 1

名ずつ児童数の減少によって、この配置基準からいって、調理員の方たちが余ってくる。

ついに、 ( r退職者は」と呼ぶ者あり)退職者は今一一退職者は定数内の枠内でござい

ますから、どんどん補充すればし、し、わけであります。正規の職員を補充をすればいい。

現実にことしですら、新しい 5名の方たちが入ってきているではありませんか。このよ

うに昭和65年度には、ついに 7名の方たちが余ってくる。 こうし、うデータがあるのであ

ります。

また今、いろいろと問題になりました。都労委のあっせんにつきましては、先ほど市
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長から明快な答弁がございました。まさに労使の約束事、内輪の問題であって、議場に

持ち出すべきものではない。まさにこのとおりであります。以上何点か申し上げまして、

修正案に賛成をするものであります。

2項目目の病院部門の職員の定数につきましでも、この際一言意見を申し添えておき

たいと思います。看護婦の皆さんは、人命を預かるという大変尊大な仕事に大きな誇り

と使命感を持って、大きく胸をふくらませ、市立病院に就職をいたします。昭和60年、

14人の方たちが採用されました。 11人の方たちが退職をされました。 61年、 8人が採用

されました。 14人が退職をしてしまいました。 62年、 19人が採用され、同じく 10人が退

職をされました。 60年から62年のこの 3年間に、 41名が採用されて、 35名が退職をして

いる。どこの職場にこのような退職者の多いところがあるのでしょうか。なぜこのよう

にたくさんの方たちがやめていかなければならないのか。よくこのことを市長初め病院

関係者は考えていただきたし、と思います。5月18日付の市職ニュースによりますれば、

組合と話し合いが成立をして、産科病棟の閉鎖が開始されたそうであります。 その開

始をされる何日か前までには、病院に入っていますと、壁と言わす.窓、と言わす.、短冊の

ようなものにいろいろな文字が書いてありました。その一部を紹介をいたします。 i働

きたいために体が統かない、欠員を補充してJ i家族ともども倒れてしまいそう、でも

一生懸命支えてくれます、夫と子供、ありがとうJi患者さんに不安を抱かせず、よい

看護ができるように。毎日新しい看護婦の顔ばかりでは、患者さんも不安です。もっと

よい体制を考えてくださいJ i夜勤制限。家族が泣いている、私もくたくたJ iこんな

私でも恋人がほしい、でもこの勤務では無理、何とかしてJi思いつきでいろいろと職

員を振り回さないで、」等々一部を紹介をいたしました。こういった病院の体制を今一

度市長よく考えていただき、 16万市民の立派な病院として、建設をされますことをお願

いをいたしまして、一言意見といたします。

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集

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〕

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27分休憩

午後11時56分再開

0議長(市川資信君) 挙手多数であります。よって議案第39号、日野市職員定数条例

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。

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。

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 6月25日まで 1日間延長いたしたいと思いますが、これに御異議あ

りませんか。

C i異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(市川!資信君) 御異議ないものと認めます。よって会期は 6月25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。 6月25日の会議は議事の都合により、特に午前 0時に繰り上げて

開くことにいたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

C i異議なし」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6月25日の開議時間は午前

0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 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。

本日の未了日程は明日の日程といたします。

明日の本会議は午前 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。

の一部を改正する条例の制定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
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午後11時58分延会
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午前 0時開議

0議長(市川資信君) 本日の会議を聞きます。

ただいまの出席議員、 29名であります。

これより議案第52号、浅川右岸第六処理分区 (63-1 )工事請負契約の締結、議案第

53号、浅川右岸第六処理分区 (63-2 )工事請負契約の締結、議案第54号、浅川右岸第

九処理分区 (63-1 )工事請負契約の締結、議案第55号、日野第一旭が丘処理分区 (63

-1)工事請負契約の締結、議案第56号、日野第一旭が丘処理分区 (63-2)工事請負

契約の締結、議案第57号、神明上都市下水路 (63-1 )工事請負契約の締結の件を一括

議題といたしたし、と思いますが、これに御異議ありませんか。

C I異議なし」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〕

O総務委員長(夏井明男君) それでは議案第52号、 53号、 54号、 55号、 56号、 57号一

括審議をいたしまして、御報告申し上げます。

質疑の主な内容につきまして、御報告申し上げますと、 2・2・11号線の施工状況は

どうか。それに対して、本年度用地の買収をし、工事にかかる予定にしております。さ

らに下水道工事は飛び飛び工事に入ってし、るようだが、工事の進行はどのように計画し

ているか。答え、原則的には下流から工事を進めます。しかしそうでない場合もあって、

補助事業等、単独事業等かによって、さらに投資効果が上がるところから行う場合もあ

る。さらに下水道等の工事進行中、民地を借り上げる場合、業者と地権者のトラフeルが

ないよう一一地主ですね、業者と地主のトラブルがないよう、業者への指導は行ってい

るのか。トラブ、ルのないように指導しており、今後とも進めていきたい。

さらに大和田地区セソター付近の下水道工事はどのように進められるのか。答えとし

て、推進工法で行い、 64年3月末まで行う予定である。さらに質疑の後、意見も特段な

く、全会一致、原案可決と決しました。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。なければとれをもって質疑を終結い

たします。

本6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 6件について採決いたします。本 6件に対する委員長報告は原案可決であ
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ります。本 6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52号、浅川右岸第六

処理分区 (63-1 )工事請負契約の締結、議案第53号、浅川右岸第六処理分区 (63-2 ) 

工事請負契約の締結、議案第54号、浅川右岸第九処理分区 (63-1 )工事請負契約の締

結、議案第55号、日野第一旭が丘処理分区 (63-1 )工事請負契約の締結、議案第56号、

日野第一旭が丘処理分区 (63-2 )工事請負契約の締結、議案第57号、神明上都市下水

路 (63-1 )工事請負契約の締結の件は原案のとおり可決されました。

これより議案第43号、昭和63年度目野市一般会計補正予算(第 1号)の件を議題とい

たします。

本件については 4常任委員会に分割付託いたしておりますので、順次審査報告を願い

ます。

総務委員長の審査報告を求めます。

〔総務委員長登壇〕

して事故等の関係もあり、各市の建物を参考にしてまいったということであります。

さらに質疑は続きまして、建設関係に必要な手続きは順調に進んでいるのかという質

疑に対して、答弁としまして現在、東京都を経て、国の段階まで進んでおり、 7月下旬

には許可がおりると考えております。さらに寄付金について質疑がありまして、寄付金

を補正しているが、寄付者の意向を十分考えての出資になっているのかどうか。答弁と

しまして、寄付者の意向は教育関係に使用してほしいという希望であり、その趣旨に沿っ

て、教育の図書等の歳出に充てさせていただし、た。

さらに教育基金のようなものに使用するということは考えられるのかどうか。答弁と

しまして寄付の目的は、教育であり、額も小額であるので、基金という運用は考えては

いない。

0総務委員長(夏井明男君) それでは日野市一般会計補正予算について、総務委員会

意見としまして、一般寄付は、寄付者の意向にできるだけ沿って、生かされるように

努力をしていただきたいという意見がございました。採決に移りまして、全会一致、原

案可決になりました。以上で総務委員会の報告を終わります。

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集結い

たします。

これをもって総務委員会関係の審査報告を終わります。

次に文教委員長の審査報告を求めます。

〔文教委員長登壇〕

に付託された部分についての審議内容及びその結果について御報告申し上げます。

まず審議の冒頭でございますが、一ノ瀬議員より発言がございまして、 43号の付託表

で、債務負担行為は歳出には入らない。よって歳出の内とあるのは、単独の債務負担行

為補正とするのが正しいと思われる、というふうな趣旨の発言がございまして、全員異

議なく今後このような扱いにするというふうに決定をいたしました。

引き続きまして質疑の内容でございますが、第 2表の債務負担行為の補正は、高l幡特

養ホームの部分であるけれども、当初からホーム建設の積算、及び計画が甘かったので、

はないか。また過去の松寿園の事故一一ー火災でございますが、これを教訓にした都の指

導とはどういう内容か、これによって万全なホーム建設ができるか。答弁としまして、

補正の理由は昭和63年4月 1日に東京都の建築指導要綱が変わったと。この変更は、消

防庁との同意を取りつけるものであります。同意、用件を満たすには、松寿園の火災事故

を教訓にした厳しいものであります。その内容として第一に、各室の類焼を防くや防火施

設の完備、第 2、滑り台の設置、第 3、自動の火災通報装置の設置、 4、誘導装置の設

置、以上が新たな同意内容であります。昭和63年 3月までこれらの設置基準は公表され

ませんでしたので、予算見積もりができなかったという答弁であり ます。

さらにこのような施設を持つ市を参考にしていたのかということですが、答弁としま

0文教委員長(高橋徳次君) それでは文教委員会に付託されました議案第43号、昭和

63年度目野市一般会計補正予算について、歳出のうち教育費について委員会における審

査並びにその経過と結果を御報告申し上げます。

追加補正額は1，006万2000円であります。主な内容は教育総務費の中の備品購入費1，0

00万円であります。これは主に図書の購入で全校が対象になっております。 この財源に

ついては、行政報告でも報告がありましたとおり、寄付金によるものであります。説明

によりますと、本人の意向を酌んで検討した結果、図書になったものです。主な質疑は、

贈答者に対しての感謝状を出すなどを考えているか。また市民グラウ γ ドの施設、賠償

責任保険料の内容について質問が出ました。これに対する担当の回答は、感謝状はすで

に出し、賞状も考えている。保険料はグラウンドの広さに応じて掛けているとのととで

した。特に意見もなく採決の結果、全員異議なく、本件は可決すべきものと決しました。

よろしく御審議のほどお願し、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厚生委員長(米沢照男君) 議案第43号の歳出のうち、民生費、衛生費についての審

たします。

これをもって建設委員会関係の審査報告を終わります。

各委員長報告について御意見があれば承ります。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 1"異議なしJと呼ぶ者あり〕

0議長(市JII資信君) 御異議ないものと認めます。よって議案第43号、昭和63年度日

野市一般会計補正予算 (第 1号)の件は、原案のとおり可決されました。

これより議案第42号、日野市ふるさと博物館条例の制定の件を議題といた します。

文教委員長の審査報告を求めます。

〔文教委員長登壇〕

O文教委員長(高橋徳次君) それでは文教委員会に付託されました議案第42号、日野

市ふるさと博物館条例の制定について、 委員会における審査の経過並びにその結果を御

報告申し上げます。

この条例は日野市ふるさと博物館を設置し、その管理・運営について必要な事項を定

めることを目的とした条例であります。質疑の主な内容としては、閉館時間の時間設定、

入場料の関係、また条例等規則の関係に問題はないか、展示物の寄贈、寄託については

注意が必要ではないか。名称について日野市立と入っているが、また職員は何名で、運営

されるのか。駐車場はどう なっているか。閲覧・撮影に関する件の条例はないのか。そ

う問われました。これに対して閉館時間の設定については、ケース・パイ・ケースで対

応し、寄贈品・寄託品については持ち主とよく話し合って決めていきたい。名称につい

ては特に意味はないが、他市の状況を見てもつけてない。職員については最終的には館

長を含め 6名、プラス事務職を予定している。駐車場については今近くに探している。

閲覧作成については、条例ではなく施行規則で決めたし、等の回答がありま した。

意見としては撮影・閲覧に関する件は、条例に入れるべきではないかとの意見が出さ

れました。以上の審査を踏まえ、採決に移りました。採決の結果、全員異議なく 、原案

のとおり可決すべきものと決しました。よろしく御審議のほどお願し北、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。

たします。

これをもって文教委員会関係の審査報告を終わります。

次に厚生委員長の審査報告を求めます。

〔厚生委員長登壇〕

査内容について御報告をいたします。今回の補正の総額は歳入・歳出おのおのに2，695

万2，000円を追加し、その予算総額を315億9，846万2，000円とするものであります。歳出

のうち民生費、60万円の増額、衛生費1，579万円の増額の 2款であります。内容につい

ては児童福祉総務費の報奨費、 60万円の動物ふれあい広場指導謝礼の補正であります。

それから保健衛生総務費、 68万円、これは地域保健協議会委員の報酬であります。さら

に病院費として1，511万円、これは補助金並びに出資金の補正であります。

若干の質疑応答、意見がございま したけれども、省略をいたします。御質疑があれば

お答えをいたしたいと思います。厚生委員会として簡易採決の結果、全員異議なく、原

案のとおり可決すべきものと決しました。なお提案の際に、福祉部長から説明の際、町

田市の農園云々 とありましたけれども、これは川崎市の誤りであったことが委員会の中

で訂正があ りま したので、報告をしておきます。以上御報告を終わります。

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。

これをもって厚生委員会関係の審査報告を終わります。

次に建設委員長の審査報告を求めます。

〔建設委員長登壇〕

O建設委員長(川|嶋 博君) 議案第43号、昭和63年度目野市一般会計補正予算につい

てであります。歳出のうち、土木費でございます。

土木費のうちの緑化費として50万円の補正でございます。トータルとして、 4，313万1，

000円でございます。内容につきましては、備品購入費として50万円の炭焼用のマキ割

り機、 1台でございます。質疑の内容としましては、マキ割り機の大きさについて、そ

れから牽引ができるかについての質疑がございま した。理由のーっといたしまして、作

業の安全性を重視し、必要であると認めたものでございます。内容につきましては、こ

のカタログがございます。以上慎重審議の結果、全員異議なく、原案可決であります。

以上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
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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 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42号、日野市ふるさ

と博物館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41号、日野市立総合病院看護婦准看護婦修学資金貸与条例の一部を改

正する条例の制定、議案第45号、昭和63年度日野市立総合病院事業会計補正予算(第 1

号)の件を一括議題といたしたし、と思いますが、これに御異議ありませんか。

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、一括議題といたします。

厚生委員長の審査報告を求めます。

〔厚生委員長登壇〕

O厚生委員長(米沢照男君) 議案第41号、日野市立総合病院看護婦准看護婦修学資金

貸与条例の一部を改正する条例の制定について、厚生委員会の審査報告をいたします。

本議案は市立総合病院の助産婦、看護婦を確保することを目的として提案されたもの

であります。主な改正点は 2点あります。 1点は修学資金貸与対象者の変更、及びこれ

に伴う条例名の一部変更であります。この条例は昭和48年度に制定されております。現

在不足し、かつ必要とされているのは、助産婦と看護婦という状況を勘案をいたしまし

て、現行規定中の看護婦、准看護婦のうち、准看を削除し、一方助産婦を新たに加える

ものであります。なおこれに伴い条例名中の看護婦、准看護婦の部分を助産婦及び看護

婦と改めるものであります。

2点目は修学資金貸与月額の増額であります。看護婦養成所在学者への 3万円を 3万

5，000円一一これは月額でありますけども、増額をする。そして新たに助産婦に 7万円

月額を貸与する、そういう内容のものであります。

質疑・応答若干ありましたけれども、省略をいたします。簡易採決の結果、全員異議

なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。よろしく御審議をお願し、し、たします。

もう一件の議案第45号、昭和63年度日野市立総合病院事業会計補正予算についての厚

生委員会の審査結果を御報告をいたします。

本議案は収益的収入および支出に313万円、 資本的収入及び支出に2，198万円をおのお

の追加をし、収益的収支及び資本的収支の予算額を25億9，667万5，000円とするものであ

ります。その主な内容は、医療機械の購入であります。 2，000万補正をいたしまして3，5
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00万円、これは超音波診断装置と多軌道断層撮影装置を購入しよう、こういう内容であ

ります。このことによって、相当のレベルアップがされると報告をされております。

簡易採決の結果、本件は全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。よ

ろしく御審議をお願し、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2件について御意見があれば承ります。なければこれをもって意見を終結いたしま

す。

これより本 2件について採決いたします。本 2件に対する委員長報告は原案可決であ

ります。本 2件は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。

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41号、日野市立総合

病院看護婦准看護婦修学資金貸与条例の一部を改正する条例の制定、議案第45号、昭和

63年度目野市立総合病院事業会計補正予算(第 1号)の件は、原案のとおり可決されま

し7こO

これより議案第44号、昭和63年度日野市下水道事業特別会計補正予算(第 1号)の件

を議題といたします。

建設委員長の審査報告を求めます。

〔建設委員長登壇〕

O建設委員長(川嶋 博君) それでは議案第44号、昭和63年度日野市下水道事業特別

会計補正予算第 1号でございます。

歳入・歳出予算総額に歳入・歳出、それぞれ 2億2，870万円を追加し、総額47億1，412

万4，000円とするものでございます。歳入につきましては国庫支出金、 1億400万円、都

支出金624万円、繰越金3，326万円、市債8，520万円、トータルで 2億2，870万円の補正額

でございます。歳出につきましては下水道費として秋川処理区、日野第一旭が丘処理分

区の29.7ヘクタールの平山台幹線と秋川中央幹線の工事でございます。いずれも推進工

法等、一部開削、一部推進工法でトータノレ882メートルの下水工事で、ございます。以上

でございまして、慎重な審議を行いまして、全会一致、原案可決で決したことを御報告

申し上げ、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)

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
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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」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44号、昭和63年度日

野市下水道事業特別会計補正予算(第 1号)の件は原案のとおり可決されました。

これより議案第46号、市道路線の一部廃止、議案第47号、市道路線の廃止、議案第48

号、市道路線の認定、議案第49号、不動産の取得の件を一括議題といたしたし、と思いま

すが、これに御異議ありませんか。

C I異議なしJと呼ぶ者あり〕

0議長(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。

続きまして議案第48号、市道路線の認定でございます。道路法第 8条第 2項の規定に

よって、下記のとおり市道の路線を認定するものでござし、ます。この議案には 2点ござ

います。 1点目は新町5号線、延長46メータ一、幅員が1.82メーターでございます。 2

点目は新町6号線、長さとしまして、 182メータ一、幅員が1.82メーターでございます。

経過を申し上げますと、昭和35年 9月の議会、当時の議長さんで高橋春吉さんのときに

この道路は廃止を認定いたしました経過がございます。今回はこの議案をこの市道路線

を復活するための認定をお願いするものでございます。当委員会として現地を視察を行

いまして一一一新町 5号線、 6号線と申してもなかなかわかりにくいと思いますが、谷地

川をはさんで、八王子市と行政境で日野自動車の総合グラウンドの南側に 5号線、北側

に6号線で、幅員が1.8メートル、延べトータルで228メートルの一部を舗装道路で、ござ

いますが、この道路を認定として、慎重審議を行いました。全会一致、原案を可決する

ものと決しました。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49号、不動産の取得についてでございます。地方自治法第96条第 1

項8号の規定によりまして、次のとおり土地を取得するものでございます。目的は南平

緑地一一所在地は日野市南平八丁目 8番 3外 1筆でございます。地積は 1万7，642.05平

方メートルでございます。相手方は日野市土地開発公社でございます。取得価格は 5億

1，930万8，085円でございます。当委員会といたしまして、現地視察を行い、各委員もよ

く理解したものでございます。利用期間といたしましては、 62年から65年の間でござい

ます。都立南平高校隣接地で、丘陵公園としては最適地でございます。仮称南平丘陵公

園の予定であります。一部利用できるものについては、開放することと言われておりま

す。当委員会といたしまして、全会一致、原案可決と決しましたことを御報告申し上げ、

よろしく御審議を申し上げます。

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) 議案第46号、市道路線の一部廃止についてでございます。

道路法第10条、第 3項の規定によって、下記のとおり市道の一部を廃止するものでござ

います。一つ、訂正がございます。大字石田332番地となっておりますが、 332番の 5に

御訂正をお願い申し上げます。

内容に入りまして、石田18号線とは現況を申し上げますと、新井橋の下流、浅川右岸

でございます。ちょうど都立日野高校の対岸の位置になりますが、現在18号線の一部は

浅川河川敷になっておりまして、もとになる公図は明治 9年に作成された後、堤防が築

造されたものでございます。現況は廃滅しておりまして、審議は慎重に行いました。こ

の市道路線一部を廃止することが全会一致決したことを、御報告申し上げます。よろし

く御審議を申し上げます。

続きまして議案第47号、市道路線の廃止についてでございます。この議案には 2点ご

ざいます。 1点目は神明上145号線、延長326.63メータ一、幅員が 4メーターから22メー

ターの道路でございます。この道路は国道としての本工事の施工によって、日野市の管

理が消滅した理由でございます。あと 1点目は四ツ谷の15号線でございます。栄町一丁

目20番の 5の lから20番の12号の 1まで51メートル、幅員1.82メートルの道路で、ござい

ます。この四ツ谷15号線は栄町一丁目、四ツ谷自治会館の近くを北へ15号線があります

が、現況はすでに廃滅しております。以上慎重審議の結果、全会一致、原案可決と決し

ましたことを御報告申し上げます。

0議長(市川資信君)

たします。

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

これより質疑に入ります。なければこれをもって質疑を終結い

す。

これより本4件について採決いたします。本 4件に対する委員長報告は原案可決であ

ります。本4件は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。

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46号、市道路線の一

部廃止、議案第47号、市道路線の廃止、議案第48号、市道路線の認定、議案第49号、不
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0総務委員長(夏井明男君)

を申し上げます。

この請願につきましては、先ほど議案39号について御審議いただいたわけで、すが、こ

れと密接な関連があるということで、これと同時に請願の内容について、委員会として

それでは請願第63-13号について総務委員会の審査報告

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賛成の諸君の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

O議長(市川資信君) 挙手多数であ ります。よって請願第63-15号、新大型間接税の

導入に反対する意見書提出を願う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63-10号、落)[1・百草地域に図書館設立を求める請願の件を議題とい

たします。

文教委員長の審査報告を求めます。

〔文教委員長登壇〕

O文教委員長(高橋徳次君) それでは文教委員会に付託されました請願第63-10号、

落)11・百草地域に図書館設立を求める請願です。

この請願は落川173番地、落)11・百草地区に図書館をつくる会の代表、江川幸雄さん

ほかし879名から出されたものです。請願の要旨は落川!・百草地域では、高幡図書館が

最寄りの図書館で、交通の便も悪く、利用しづらいのが実情であります。との地域に図

書館設置を要望する趣旨のものです。

質疑といたしましては、現有図書館の利用状態、またその配置状況、また今後の市内

図書館のあり方、小中学校の空き教室の対応等の質疑があり、また意見・要望としては

請願採択後の市の対応につき、 早期に実現、または今後の施設のあり方、複合的な多目

的な面で考えるべきではないかという意見・要望が出されました。委員会では慎重審査

の結果、全会一致、異議なく採択すべきものと決しました。よろしく御審議のほどお願

いいたします。

0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

動産の取得の件は原案のとおり可決されました。

これより請願第63-13号、第四中学校給食に伴う定数条例改正に関する請願の件を議

題といたします。

総務委員長の審査報告を求めます。

〔総務委員長登壇〕

審議をさせていただきました。その結果につきましては、先ほど39号の議案の説明の内

容にかえさせていただきますが、採決の有無の結果を報告申し上げます。 63-13号につ

きましては、不採択と決した次第でございます。よろしくお願し、し、たします。

0議長(市川資信君) 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不採択であります。

本件は委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

0議長(市川資信君) 挙手多数であります。よって請願第63-13号、第四中学校給食

に伴う定数条例改正に関する請願の件は委員長報告のとおり不採択と決しました。

これより請願第63-15号、新大型間接税の導入に反対する意見書提出を願う請願の件

を議題といたします。

総務委員長の審査報告を求めます。

〔総務委員長登壇〕

0総務委員長(夏井明男君) それでは請願第63-15号について、総務委員会の請願審

たします。

本件について御意見があれば承ります。石坂勝雄君。

査報告を申し上げます。

6月21日、さらに 6月の24日、 2日間の総務委員会の中で、この請願の審査をいたし

ました。その結果、賛成多数により63-15号については採択と決した次第でございます。

よろしくお願し巾、たします。

0議長 (市)11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。

027番(石坂勝雄君) 非常に何というか、すばらしい請願を採択いただきまして、感

謝にたえません。 ただ非常に私も今後の完成に目指して、ちょっと危慎を感ずるので、

御意見を申し上げておきます。

非常に何というか百草の周辺は、旭が丘地区とか、神明上地帯と違って、市の所有の

用地、国有地、公有用地が非常に皆無に等しいところであります。それで市長が非常に

努力されて、用地は確保されているんだろうと思うんですが、努力目標ということだけ
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で住民は、非常に期待感だけを持たれるようなことがないように、全力を挙げて、お願

いしたし、と思います。この機会にあえて申し添えておきますが、消防器具置き場の、都

道付近に非常に出動するのが危険だというふうにもかかわらず、川の北に移したし、とい

うような意見で、いわゆる消防隊員から強い要望があるんですが、これすら30か50坪で

も確保が難しいというようなことで、格段の御配慮をお願いしたく、御意見を申し上げ

ておきます。以上です。

0議長(市川資信君)

結いたします。

これより本件について採決いたします。本件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〕

ほかに御意見はありませんか。なければこれをもって意見を終

本2件について御意見があれば承ります。板垣正男君。

019番(板垣正男君) 今委員長の報告のありました請願の 2件の採択に、これいずれ

も共通することでもあるんですが、特に62-31号に関しまして、地区センターの建設は

用地の確保はもちろん第ーになるわけでありますけれど、これまで市側にもいろいろ住

民から用地がなかなか確保しにくいところからの要望というのは、依然としてこう継続

しているわけですね。有効な対応ができないで、今日まで来ているということなどもあ

るわけで、今年度、たしか予算にコミュニティー検討委員会の設置が計上されました。

その中でも用地のない地域の地区セソターの建設問題もあわせて検討するとしづ、市長

の考えなども明らかにされてまいってきているところでありますので、ぜ、ひ精力的に、

用地を確保されない場合はどう対応して、これらの住民要望にこたえるかということな

どについて、具体的な検討案が出るように、市の方にこの際要望しておきたし、と思うん

です。

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

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63-10号、落川・百

草地域に図書館設立を求める請願の件は委員長報告のとおり採択と決しました。

これより請願第62-5号、神明地区セソター早期建設を願う請願、請願第62-31号、

新町地区セソター設置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(市川l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。

〔厚生委員長登壇〕

結いたします。

これより本 2件について採決いたします。本2件に対する委員長報告は採択でありま

す。本 2件は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。

C i異議なし」と呼ぶ者あり〕

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62-5号、神明地区

0厚生委員長(米沢照男君) 請願第62-5号、神明地区セγター早期建設を願う請願

セγター早期建設を願う請願、請願第62-31号、新町地区セソター設置に関する請願の

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62-51号、入院ベットの確保に関する請願の件を議題といたします。

厚生委員長の審査報告を求めます。

〔厚生委員長登壇〕

でありますけれども、過去 2回すでに採択をされ、三度目の請願になっております。こ

の今回の請願については、今回 9回目の委員会の審査となったわけで、ありますけれども、

過去2回採択をされているということを踏まえまして、市長に督励をする意味を含めて、

委員会として全員異議なく採択と決しました。よろ しく御審議をお願いいたします。

次に請願第62-31号、新町地区セγター設置に関する請願でございます。昭和62年の

9月に提出された請願であります。今回 6回目の委員会の審査であります。これも前請

願と同じく市長に積極的に取り組むよう求めての採択でございます。全員異議なく、本

件は採択と決しました。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。

0厚生委員長(米沢照男君) 請願第62-51号、入院ベットの確保に関する請願の審査

について、委員会の御報告をいたします。

この請願は昨年の12月10日に提出され、今回まで4回の委員会の審査が行われてまい

りました。東京都の保健医療計画の策定に当たって、地域医療に必要な一般病床の確保

について、十分配慮、をされたい、こうし、う願意であります。委員会として慎重審議の結

果、全員異議なく本件は採択すべきものと決しました。よろしく御審議をお願し、いたし

ます。なお、議員提出議案第6号、入院ベットの確保に関する意見書案が委員会全会一

致でまとめられ、提出を予定しております。よろしく御審議をお願し、し、たします。
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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い 童館を 5年以内に建設してほしい。そしてそこに七小学童クラブを併設してほしいとい

う願意であります。委員会として慎重審議の結果、全員異議な く本件を採択すべきもの

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) 先ほど意見がし、ろいろ出ておりましたように、こうした公共施

設を設ける場合の用地の件がまず必須となるわけでありますが、用地確保の見通し等に

ついては、どのようなやりとりがあったのか、ただ機械的に採択だというような御報告

ですので、その点だけをお聞かせをいただきたし、と思います。

0議長(市川|資信君) 厚生委員長。

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 (市川資信君) 御異議ないものと認めます。よって請願第62-51号、入院ベッ

トの確保に関する請願の件は、委員長報告のとおり採決と決しました。

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) お答えをいたします。

0厚生委員長(米沢照男君) 請願第63-2号、広場の用地の取得についての請願の委

児童館の今後の具体的な整備計画はどうなっているか、また用地の対策についての考

えはどのようになっているのか、さらには中央公園の一部を利用することができないか。

こういう質疑がされております。これに対して福祉部長の答弁は、現在5館を建設して

きている。 68年度までに6館目を建設したし、と考えているということが 1点であります。

2点目は最終的には 8館としたし、と、その地域は二中、七生中、大坂上中の各地区で、

ここに各 1館ずつ建てていきたし、。こうしヴ答弁がされております。さらに企画財政部

長から、地価も落ち着いてきたので、区画整理の関係で売りたし、という声には優先して

こたえていきたい、こう答弁し、さらに地主さんの具体的な打診は今現在しておりませ

んけれども、今後努力をしていきたい、こうし、う土地取得についての積極的な姿勢が示

されております。

さらに中央公園の一部を利用することについて、どうかという問いに対して、中央公

園は緑地指定を受けているので、もしその一部を利用するとすれば、その分、別の場所

の緑地を確保しなければならない。こうしヴ答弁がされております。以上、お答えいた

します。

員会審査について、御報告をいたします。

この請願は 2月16日に提出をされました。今回が 2回目の委員会審査でございます。

簡易採決の結果、全員異議なく本件は採択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。

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。よって請願第63-2号、広場(遊

園地)の用地の取得について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63-6号、神明・大坂上地区に児童館建設に関する請願の件を議題と

いたします。

厚生委員長の審査報告を求めます。

〔厚生委員長登壇〕

0議長(市川資信君)

結いたします。

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

ほかに御質疑はありませんか。なければこれをもって質疑を終

0厚生委員長 (米沢照男君) 請願第63-6号、神明・大坂上地区に児童館建設に関す

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〕

る請願の件であります。 4月22日に提出されたものであります。神明・大坂上地区に児 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63-6号、神明・大

円。
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坂上地区に児童館建設に関する請願の件は委員長報告のとおり、採択と決しました。

これより請願第63-8号、資源ゴミ回収奨励費の内容拡充に関する請願の件を議題とい

たします。

厚生委員長の審査報告を求めます。

〔厚生委員長登壇〕

0厚生委員長(米沢照男君) 請願第63-8号、資源ゴミ回収奨励費の内容拡充に関す

ては市で予算化することになると。住民の意思を反映し、即決してほしい、以上のよう

な質疑がござし、ました。この道路または地域につきましては、防災面からについては、

避難・火災・消火活動のいろいろな問題が解決されます。また生活面から見ると、排水

の処理、ごみ収集の円滑化になります。交通面からいきますと、交通・通学利便性の向

上になります。以上、請願の趣旨でございますので、住民にとって緊急的な内容である

ために、当委員会といたしまして、全会一致、採択いたしましたことを御報告し、よろ

しく御審議をお願い申し上げます。る請願について、委員会の審査報告を申し上げます。

この請願は 5月の27日に提出をされたものであります。現在の奨励費の対象である空

き瓶類のみから、紙・布・金属類まで拡大するとともに、奨励費の増額を求めた請願で

あります。委員会として慎重審議の結果、全会一致採択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。

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。よって請願第63-8号、資源ゴミ

回収奨励費の内容拡充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し、

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い

0建設委員長(JII嶋博君) 請願第63-5号、私有地を利用し市道とすることに関す

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(市川資信君) 御異議ないものと認めます。よって請願第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61-6号、市道新井第29号線の暗きょ排水施設に関する請願の件を議題

といたします。

本件については請願者より、委員会へ取り下げ、たし、との申し出がありましたので、建

設委員長より報告を求めます。

〔建設委員長登壇〕

O建設委員長(川|嶋 博君) 請願第61-6号でございます。件名は市道新井第29号線

暗きょ排水施設に関する請願でございます。

請願者、日野市新井883-22、馬崎忠孝氏ほか66名でございます。紹介議員は宮沢清

子議員、市川|資信議員、名古屋史郎議員、奥住日出男議員の方々でございます。建設委

員会に付託の請願につきまして、御報告を申し上げます。この請願は昭和61年 6月17日

の受付の請願で継続審議を行ってまいりました。

この請願の経過を申し上げますと、地元用水組合と住民との間に生活排水を用水に流

さない趣旨の協定書が過去に結ばれている経緯がございます。去る 6月15日付で請願者

代表者、日野市新井883-22にお住まいの馬崎忠孝氏から都合により取り下げをしたい

ので、よろしく取り計らいますようお願いしますとの、請願取り下げの願いが議長あて

に提出をされました。 6月20日開催の建設委員会で全員異議なく、取り下げを承認すベ

る請願でございます。

請願者代表、日野市大坂上二丁目 5番地の 2、須藤素良さんほか35名でございます。

紹介議員は小山良悟議員、黒川|重憲議員、奥住日出男議員、小俣昭光議員、名古屋史郎

議員でございます。現状の道路は私道でありますが、狭く、排水溝もなく、公道にする

請願の趣旨でございます。関係地主の方々は請願書に全員署名しております。承諾をし

ているということになっております。

また質疑の中には寄付を受けた場合、誤Ij量等の費用はどうなるのか、これにつきまし
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きことに決しました。よろしく御審議をお願し、申し上げます。

0議長(市川!資信君) ただし、まの委員長の報告のとおり、これを承認することに御異

議ありませんか。

C I異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(市川資信君) 御異議ないものと認めます。よって請願第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の件は、取り下げ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、請願第63-7 

号、ジュネーヴ条約追加議定書の加入についての請願の件を一括議題といたしたし、と思

いますが、これに御異議ありませんか。

C I異議なし」と呼ぶ者あり〕

お諮りいたします。文教委員長の申し出のとおり、閉会中の継続審査に付することに

御異議ありませんか。

C I異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(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

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。

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62-19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62-43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。

C I異議なし」と呼ぶ者あり〕

総務委員長の審査報告は、これを省略し、たします。

本2件については総務委員長から目下委員会において審査中の事件につき、閉会中の

継続審査にされたいとの申し出があります。あわせて本委員会の所管事務を調査研究す

るため、閉会中の継続審査にされたいとの申し出があります。

お諮りいたします。総務委員長の申し出のとおり、閉会中の継続審査に付することに

御異議ありませんか。

C I異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(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。

0議長(市)11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

厚生委員長の審査報告はこれを省略いたします。本6件については厚生委員長から、

目下委員会において、審査中の事件につき、閉会中の継続審査にされたいとの申し出が

あります。あわせて本委員会の所管事務を調査研究するため、閉会中の継続審査にされ

たいとの申し出があります。

お諮りいたします。厚生委員長の申し出のとおり、閉会中の継続審査に付することに

御異議ありませんか。

C I異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(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γショ γ建

設阻止に関する請願、請願第62-36号、米の市場開放反対、農畜産物の輸入自由化阻止

の意見書採択に関する陳情、請願第62-42号、山王下公園周辺の市営駐輪場設置反対に

関する陳情、請願第63-9号、日野市東平山地区における緑地を守るとともに、私有地

の買い上げを求める請願の件を一括議題といたしたいと思いますが、これに御異議あり

ませんか。

C I異議なし」と呼ぶ者あり〕

り、閉会中の継続審査に付するととに決しました。

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、請願第63-11号、日野市

立第二中学校音楽室に机を設置させるべく日野市教育委員会に勧告に関する請願、請願、

第63-12号、郷土芸能の保存に関する請願、請願第63-14号、再び万願寺一里塚現状保

存を訴え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。

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。

文教委員長の審査報告はこれを省略いたします。本 5件については、文教委員長から

目下委員会において、審査中の事件につき、閉会中の継続審査にされたいとの申し出が

あります。あわせて本委員会の所管事務を調査研究するため、閉会中の継続審査にされ

たいとの申し出があります。
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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。 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、交通対策特別委員会の継続審査決議に関する件を議題といたします。

交通対策特別委員長から、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。

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ます。よって委員長の申し出のとおり、

閉会中の継続審査に付することに決しました。

次に日程第48、市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、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。

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63-16号、都営住宅家賃値上げ中止の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63-16号の常任委員

会への付託は、会議規則第138条の規定により、議長において、総務委員会に付託いた

します。

お諮りいた します。請願第63-16号は閉会中の継続審査にいたしたし、と思いますが、

これに御異議ありませんか。

C i異議な し」と呼ぶ者あり〕

建設委員長の審査報告はこれを省略いたします。

本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45、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。

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。よって委員長の申し出のとおり、

閉会中の継続審査に付することに決しま した。

次に 日程第46、スポーツ ・公園対策特別委員会の継続審査議決に関する件を議題とい

たします。

スポーツ・公園対策特別委員長より、スポーツ・公園に関する事件の調査研究のため、

閉会中の継続審査にされたいとの申 し出があります。

お諮りいたします。委員長の申し出のとおり、閉会中の継続審査に付することに御異

議ありませんか。

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、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

0議長(市川資信君)

まLtこO

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
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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l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16分休憩

午前 1時53分 再開

補助金等の削減に反対する意見書の件は、原案のとおり可決されました。

これより議員提出議案第4号、警察拘禁二法案(刑事施設法、留置施設法)に反対す

る意見書の件を議題といたします。

提案者から提案理由の説明を求めます。板垣正男君。

[19番議員登壇〕

019番(板垣正男君) 19番板垣正男。議員提出議案第4号、警察拘禁二法案(刑事施

設法、留置施設法)に反対する意見書、上記議案を提出いたします。よろしく御審議の

ほどお願し、し、たします。

なお案文については、お手元に配付したとおりでございます。よろしくお願いしたい

と思います。

0議長(市)11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賛成の諸君の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

O議長(市川資信君) 挙手少数であります。よって議員提出議案第4号、 警察拘禁二

法案(刑事施設法、留置施設法)に反対する意見書の件は否決されました。

これより議員提出議案第 5号、東京地検による緒方宅盗聴事件不起訴処分の取消しを

求めるとともに犯人ら警察官の起訴と共犯者の徹底捜査真相の究明を求める意見書の件

を議題といたします。

提案者から提案理由の説明を求めます。中谷好幸君。

[9番議員登壇〕

0議長(市川|資信君) 休憩前に引き続き会議を開きます。

これより議員提出議案第2号、教育関係 6法案の改悪に反対する意見書の件を議題と

いたします。

提案者から提案理由の説明を求めます。竹ノ上武俊君。

[29番議員登壇〕

029番(竹ノ上武俊君) 29番。民主教育を守る立場から、教育関係 6法案の改悪に反

対する意見書案を提案いたします。

案文については、お手元に配付された文書のとおりでございますので、全議員の皆様

方の御賛同をいただきたいと思います。以上です。

O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賛成の諸君の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

O議長(市川資信君) 挙手少数であります。よって議員提出議案第2号、教育関係 6

法案の改悪に反対する意見書の件は否決されました。

これより議員提出議案第 3号、国庫補助金等の削減に反対する意見書の件を議題とい

たします。

提案者から提案理由の説明を求めます。鈴木美奈子君。

[20番議員登壇〕

09番(中谷好幸君) 東京地検による緒方宅盗聴事件不起訴処分の取消しを求めると

020番(鈴木美奈子君) 国庫補助金等の削減に反対する意見書でございます。案文に

ともに犯人ら警察官の起訴と共犯者の徹底捜査真相の究明を求める意見書について、案

文をお手元に配付したように、提案をいたします。

盗聴犯罪を許さない立場から、ぜひ全議員の皆さんの御賛同をお願いいたします。よ

ろしくお願いいたします。

。議長(市)11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賛成の諸君の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

つきましては皆様方のお手元に配付されておりますので、どうぞよろしくお願いをいた

します。

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」と呼ぶ者あり〕

0議長(市川資信君) 挙手少数であります。よって議員提出議案第5号、東京地検に

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 3号、国庫

よる緒方宅盗聴事件不起訴処分の取消しを求めるとともに犯人ら警察官の起訴と共犯者

の徹底捜査真相の究明を求める意見書の件は否決されました。
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これより議員提出議案第6号、入院ベ ットの確保に関する意見書の件を議題といたし

ます。

提案者から提案理由の説明を求めます。米沢照男君。

(30番議員登壇〕

地方自治法第123条第 2項及び日野市議会会議規則第81条の規定によ

り署名する。

030番(米沢照男君)

ざいます。

厚生委員会で請願を審査し、その上でまとめたものであります。文案につきましては

議員提出議案第6号、入院ベットの確保に関する意見書案でご

日野市議会議長 市
1
1
/
 

資 信

お手元に配付してございますので、よろしくお願いをいたします。

0議長(市川|資信君) 質疑・討論を省略し、直ちに本件について、採決いたします。

本件は、原案のとおり決するに御異議ありませんか。

( I異議なし」と呼ぶ者あり〕

署名議員 土 方 尚 功

署名議員 山 口 達 夫

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6号、入院

ベット の確保に関する意見書の件は原案のとおり可決されました。

これより議員提出議案第 7号、新大型間接税の導入に反対する意見書の件を議題とい

たします。

提案者から提案理由の説明を求めます。夏井明男君。

(13番議員登壇〕

013番 (夏井明男君) この意見書につきましては、請願第63-15号を踏まえまして、

意見書として提出したものでございます。

案文はお手元に配付のとおりの内容でございますので、よろしくお願い申し上げます。

O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。よって議員提出議案第 7号、新大型間接

税の導入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。

これをもって昭和63年第2回日野市議会定例会を閉会いたします。

午前 2時 1分閉会

円。
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