
○議長（川杉美津江君） 日程第１「一般質問」を行います。 

 順番に発言を許します。 

 ６番 伊藤守一議員。 

              （６番  伊藤守一君  登壇） 

○６番（伊藤守一君） あっという１年が過ぎようとしております。もう 1

2 月定例会が始まりました。この１年間で私の重大ニュースととらえ

れば、夏の参議院選挙において民主党の躍進で野党が多数勢力と

なり、ねじれ国会と報道がございます。 

 今までの参議院では、衆議院から提出された法案を承認するだ

けの機関と思っておりましたが、選挙結果の国民の期待もあり、民

政の意義を考え、国会の場では対立だけではなく、真剣に論議して

国政を進め、国民のために進めていただきたいと考えるところでご

ざいます。 

 本日の最終定例会一般質問順を一番を引きまして、来年度も幸

運をいただいたと思い、４点の質問をさせていただきます。 

 一点目でございますが、行財政改革推進計画のナンバー、19 番、

20番、22番、23番の文化センター、ふれあいセンター、共同福祉施

設笹尾コミュニティの指定管理者制度の導入の検討ですが、方針

決定につきましては、平成 20 年度になっておりますが、現段階での

検討状況を町長に伺いますので、よろしくご回答をお願いしたいと

思います。 

 ○議長（川杉美津江君） 佐藤均町長。 

              （町長  佐藤  均君  登壇） 

 ○町長（佐藤 均君） おはようございます。伊藤守一議員の行財政改

革についてのご質問にお答えをいたします。 

 指定管理者制度の導入は、多様化する住民ニーズにより効果的、

効率的に対応するため、公の施設管理に民間の能力を活用しつつ、

住民サービスの向上を図るとともに、経費の節減などを目的として

おります。 

 まず、総合文化センターの指定管理者制度導入についての現段

階での検討状況でございますが、県内で指定管理者を導入してい

る自治体の状況を見ますと、コストなどの管理運営面において種々

成果を上げている市町がありますが、すべて文化会館、図書館と

いった単独の施設であり、当町のような複合施設ではありません。



現在、複合施設の実例を収集しているところであり、施設の一括管

理方式について検討をしていく計画であります。 

 次に、ふれあいセンターにつきましては、福祉の向上を目的とす

る施設でございまして、管理運営団体はその性質、目的からみます

と、住民の平等利用が確保され、事業内容が施設の効用を最大限

に発揮するとともに、管理経費の縮減を行い、管理を安定して行う

物理的能力、人的能力を有していることが必要でございまして、当

町の社会福祉協議会以外に考えられないと判断をいたしておりま

す。 

 笹尾コミュニティセンターにおきましても、現在、笹尾自治会連絡

協議会に管理運営を委託しており、長年の実績、経験がございま

す。また施設の持つ目的も十分に理解していただいていますので、

一般公募によらず笹尾自治会連絡協議会を選定する方法が望まし

いと考えていますが、住民票、印鑑証明書及び税の証明書などの

自動交付機が施設内には設置されていますので、住民基本台帳

法などの関係法令の関係で、引き続き設置が可能かどうかについ

ても検討をしたいと考えております。 

 同様に共同福祉施設におきましても、類似施設の導入状況を確

認し、その性質形態から商工会による制度導入に向けて検討をい

たしておるところでございます。 

 社会福祉協議会、笹尾自治会連絡協議会、商工会につきまして

は、指定管理者となりうる体制づくりについて十分な協議が必要と

考えております。 

 なお、体育施設につきましては、四日市市の場合、四日市ドーム

及びその他の体育施設をＪＶ方式による指定管理を実施をしており

ます。本町も四日市市など先進地の事例を参考にしながら、陸上

競技場を中心としたスポーツ公園の一括管理方式について、公募

による管理団体の選定の方向で平成 20 年度も引き続き検討し、21

年度には方針を決定したいと考えております。 

 いずれもその時期がまいりましたら、指定管理者の指定の手続き

条例、指定管理条例、指定管理者の指定などをご審議いただきた

く、よろしくご協力賜りますようお願いを申し上げます。 

 以上です。 

 ○議長（川杉美津江君） 伊藤守一議員。 



 ○６番（伊藤守一君） 文化センター、ふれあいセンターもコミュニティ

もいろいろな検討中であるというご回答でございますけども、規模的

にいって桑名へ行ってちょっと聞いてきたんですけども、メディアライ

ブですか、30 年で 116 というような規模的には全然違うんですけど、

文化センターにしても、ふれあいセンターにしても人件費の削減等

はないと考えておりますんで、その今までの上手な削減で運営です

か、職員さんふれあいと文化センターで言うたら管理は委託、それ

とプラネタリウムをシルバーですかね、まあまあ上手に削減されて

おりまして、その指定管理制度の導入については笹尾コミュニティも

自治会の運営でという考え、今聞きましたんで、特に指定管理者制

度の導入の効果の大きいとこにつきましては、体育施設等々考える

ところでございますけども、その辺どうかなと伺いたいんですけど、

ひとつよろしくお願い申し上げます。 

 ○議長（川杉美津江君） 佐藤均町長。 

 ○町長（佐藤 均君） お答えをさせてもらいます。複合施設、今、指定

管理者制度はないという報告させていただいたんですけど、桑名の

実はそのメディアセンターですか、これは複合になっておると思いま

す。ただ、桑名の場合は建築からそういう方向で、ちょっと違った方

向で民間にということで出発しておりますので、指定管理者制度そ

のもので動いたということではございませんと思います。 

 いずれにしても先程報告、答弁させていただきましたように、陸上

競技場については全体的な公園全体を一括管理方式で公募制度を

取り入れていきたいなという、今のところ考えでおります。その他の

施設につきましては、今答弁させていただきましたように、今までの

経緯とか町民のサービスとか、どこが一番ベターかなということで、

いろいろまだまだ模索しておる段階でございますけども、先程答弁さ

せていただきましたように、笹尾の連絡協議会とか商工会とか社会

福祉協議会とか、そこらが今のとこでは一番ベターだなというふうに

考えておるところでございますので、どうぞよろしくお願いをしたいと

思います。 

 ○議長（川杉美津江君） 伊藤守一議員。 

 ○６番（伊藤守一君） まだまだ検討段階ということで理解させていた

だきます。 



 それと行財政改革について、いろんな 70 項目ですか、その中で

自治会さんにお願いする項目が多々あると思うんですけども、ある

方に聞きますと、その自治会さんにお願いする部分は、削減方向で

ございますんで、 100 であったら 90 でお願いしてくれとか、そういう

指示というか、お願いというんですかね、そういうふうにはっきりも

のを言ってもらったのがわかりやすいという意見もいただいており

ますが、その辺、いかがでございましょう、ひとつよろしくお願い申し

上げます。 

 ○議長（川杉美津江君） 佐藤均町長。 

 ○町長（佐藤 均君） お答えをさせていただきます。 

 その件につきましては、一応通告はいただいておらないと思いま

す。ほかの議員さんが多数の方が、その件でご質問されております

ので、その時点で答弁をさせていただきますので、よろしくお願いし

たいと思います。 

 ○議長（川杉美津江君） 伊藤守一議員。 

 ○６番（伊藤守一君） それではすみません、２点目の質問に入りま

す。 

 障がい者雇用率について、町長に伺います。 

 11 月 27 日の新聞報道によりますと、県内企業の障がい者平均雇

用率は 1.42％で、10 年連続で法定雇用率を下回り、全国最下位と

報道がございましたけども、町役場の雇用率を伺いますので、よろ

しくお願いいたします。 

 ○議長（川杉美津江君） 佐藤均町長。 

 ○町長（佐藤 均君） 障がい者雇用率について、お答えをいたしま

す。 

 障がい者の雇用につきましては、障がい者の雇用の促進等に関

する法律により、国及び地方公共団体や民間企業に障がい者を雇

用することが義務づけられているところでございます。 

 義務づけられております雇用率、法定雇用率は地方公共団体で 

2.1％、民間企業では 1.8％となっております。以上ということでござ

います。 



  先日の新聞報道によりますと、三重県内に本社を置く民間企業の

障がい者雇用率は 1.42％で、法定雇用率の 1.8％を大きく下回り、都

道府県別で全国最下位との結果でございました。三重県内の 29 市町

の中では、法定雇用率の 2.1％を上回っている自治体は 11 市町で、

本町の雇用率は 2.25％となっております。私といたしましても、障がい

者の雇用促進について十分認識いたしておりますし、雇用率にとらわ

れることなく、人材確保に努めているところでございますので、よろしく

ご理解賜りますようお願いを申し上げます。以上です。 

 ○議長（川杉美津江君） 伊藤守一議員。 

 ○６番（伊藤守一君） 市町村の雇用率、東員町につきましては 2.05

でよろしいんですか、2.25 ですね。 

  教育委員会のほうの雇用率を若干お聞きしたいんですけど、よろ

しくお願いいたします。 

 ○議長（川杉美津江君） ただいまの質問は通告外ですけれども、教

育委員会のほうでわかればご答弁よろしくお願いします。 

 佐藤均町長。 

 ○町長（佐藤 均君） お答えをさせていただきます。職員は教育委員

会の職員も含んだ数字でございますので、今、教育委員会と言われ

るのは学校の先生等を指してみえるのですか。それともやっぱり職

員を言うてみえるんか、そこらちょっとお聞きしたいんですけど。 

 ○議長（川杉美津江君） 伊藤守一議員。 

 ○６番（伊藤守一君） 僕は全体のことをちょっと伺いたいなと思いまし

て、労働省の発表によりますと、法定雇用率が２％で、実雇用率が

1.81 という報道がございますけども、それに近い数値という考えでよ

ろしいんですかね。ちょっと職員さんとか、その辺はちょっと私も勉

強不足でございまして。 

 ○議長（川杉美津江君） 佐藤均町長。 

 ○町長（佐藤 均君） お答えをさせていただきます。先程東員町の 2.

25 というパーセンテージは当然一般職、それから幼稚園・保育園の

保育士さん、それから調理員さん、全部含んだ職員の全体の数の



障がい者の数を割ったものでございますので、教育職とかそういう

ことではないということでございます。 

 ○議長（川杉美津江君） 伊藤守一議員。 

 ○６番（伊藤守一君） どうもありがとうございました。 

 次、三点目の質問に入らさせていただきます。いじめ問題につい

て教育長に伺いたいと思います。 

 新聞報道でございますが、小中高で把握したいじめの件数で、前

年度６倍の認知件数で 12 万 5,000 件と報道されましたが、町内の

いじめの件数、ちょっと伺いたいと思いますので、よろしくお願いし

たいと思います。 

 ○議長（川杉美津江君） 石垣征生教育長。 

              （教育長  石垣征生君  登壇） 

 ○教育長（石垣征生君） 伊藤議員のいじめ問題についてのご質問に、

お答えをいたします。 

 ご質問にもありましたが、文部科学省が平成 18 年度の小中高、

特殊教育諸学校におけるいじめの認知件数を全国で 12 万 4,898

件と発表いたしました。このような数に増えた要因といたしまして、

いじめの定義を見直したことが上げられます。平成 19 年１月 19 日

に、いじめの定義を、「自分より弱い者に対して一方的に身体的、

心理的な攻撃を継続的に与え、相手が深刻な苦痛を感じている行

為」といたしてから、この１月 19 日には一定の人間関係のある者か

ら、心理的、物理的な攻撃を受けたことにより、精神的な苦痛を感

じているものとしました。今回の調査はこの定義で、しかも起こった

場所は学校の内外を問わないといたしております。 

 さて、東員町内で昨年度のいじめの報告件数は小学校２件、中学

校４件でございました。今年度におきましては 11 月調査までに小学

校３件、中学校２件の報告がございました。いずれにおきましても

学級担任等が被害者と加害者の聴き取り、家庭訪問、当事者同士

の話し合い、被害者への継続的なケア、ホームルームや道徳等の

取り組みで解消、または解消に向かっています。 

 また、各学校ではいじめはどこの学校でも、どの子にも起こりうる

問題であるという認識のもと、日々の教育活動の中で常に児童生

徒の状況把握に努め、問題があればその都度適切に対応しながら、



いじめを許さない学校づくり、学級づくりを進めていますので、よろ

しくご理解賜りますようお願い申し上げます。 

 ○議長（川杉美津江君） 伊藤守一議員。 

 ○６番（伊藤守一君） いじめが原因で、全国で最悪の結果になった報

道等ございますけども、いじめが原因で、不登校の生徒さんはみえ

るかどうか、ちょっと伺いたいと思いますので、よろしくお願いいたし

ます。 

 ○議長（川杉美津江君） 石垣征生教育長。 

 ○教育長（石垣征生君） 今のところ、いじめが原因で不登校という児

童生徒はおりません。 

 ○議長（川杉美津江君） 伊藤守一議員。 

 ○６番（伊藤守一君） いじめについては、大変難しい問題でございま

すけども、家庭の問題と友達の問題いろいろございますけども、や

っぱりそれが発達してですね、最悪の事態を避けていきたいと考え

ておるとこでございますけども、やはり一般の方でもこのいじめに対

して、いろんな救おうという対策がございますけども、やっぱり人に

話すこともできない状況とかなるかと思いますけども、この文部科学

省の「０７８３１０」という悩み無用といういじめ相談等、教育委員会

へ最後には入る仕組みになっておるみたいでございますけども、こ

ういう内容も情報として入っているかどうかというのわかりませんか

ね、その辺ちょっと伺いたいんですけど。 

 ○議長（川杉美津江君） 石垣征生教育長。 

 ○教育長（石垣征生君） そういう悩み相談とか、県へのそういう相談

等含めて今のところ東員町の児童生徒からというのはございませ

ん。 

 ○議長（川杉美津江君） 伊藤守一議員。 

 ○６番（伊藤守一君） インターネットの情報でございますけども、教育

関係で、「いじめられている君へ」「いじめている君へ」というメッセー



ジ等ございますけども、サッカー選手とかプロゴルファーの横嶺さく

らさんやと思ったけども、こういう内容についてもいろんな、これ去年

の 11 月文部科学大臣からのお願いというメッセージ等ございますけ

ども、こういう内容の何とちゅうですかね、子どもさんにちょっとでも、

こう内容を伝わっているのかどうかというのも、この辺の内容を見た

らちょっと気が楽になるんかなという気はしますけども、その辺どう

ですか、ひとつよろしくお願いしたいと思います。 

 ○議長（川杉美津江君） 石垣征生教育長。 

 ○教育長（石垣征生君） そういうそのいろんな児童生徒への啓発等、

そういう文書につきましては、私どものほうも来たものについてはき

ちっと配布をしておりますし、またそれぞれの学校独自で、そういう

そのいじめを許さない、あるいはいじめを出さない、そういう取り組

みを進めておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 ○議長（川杉美津江君） 伊藤守一議員。 

 ○６番（伊藤守一君） 最後になりますけども、最近の原油高騰につい

て、近くのお母さんらから「学校給食の値上げが心配である」とよく

お聞きしますんで、その給食費の値上げについて教育長に伺うんで

すけども、あるのかないのか、ひとつよろしくお願いしたいと思いま

す。 

 ○議長（川杉美津江君） 石垣征生教育長。 

 ○教育長（石垣征生君） 原油高騰に関するご質問に、お答えを申し

上げます。 

 連日、原油価格高騰が報道されておりまして、産業経済や社会生

活にも影響が懸念されております。とりわけガソリンや灯油の値上

げは市民生活に、また原材料費の高騰は産業界への影響が懸念

をされています。 

 ご指摘の学校給食に関しましては、給食センターは灯油ボイラー

を熱源として運用しておりますので、灯油の値上げは運営に少なか

らず影響を来しておるところでございます。また食材関係では若干

の高騰はみられるものの、現時点では生産者のご努力により大き

な影響は出ておりません。このあたりは生産者も、あるいは産業界



も、二度の石油ショックを経験され、乗り切る知恵をお持ちなのでは

ないかと推察をいたしておるところでございます。原油価格はこれ

までも 10 数年周期で高低を繰り返しておりまして、このまま上昇を

続けるとは思いません。 

 このようなことから、当面は給食費を改定することなく、この状況

を見守ってまいりたいと考えております。なお、食材価格の上昇に

対しましては、今まで以上に献立メニューに工夫を凝らし、児童生

徒の心身の健全な発達に資するため、安全で栄養バランスの取れ

た学校給食づくりに努めてまいりますので、よろしくご理解賜ります

ようお願いを申し上げます。 

 ○議長（川杉美津江君） 伊藤守一議員。 

 ○６番（伊藤守一君） 食材、ビール、いろんな値上げのある中で、給食費が据

置きということで安心しましたんで、これからも安全・安心、美味しい給食をお願

いしまして、質問を終わります。 


