
○議長（三宅耕三君） 一般質問を続けます。 

７番掛布まち子議員。 

（７番掛布まち子君登壇） 

○７番（掛布まち子君） 大きく３点にわたって質問をいたします。 

１点目は入札制度の改革について、２点目はごみ減量とＲＤＦ発電について、３点目は

全国一斉学力テストについてお尋ねいたします。 

まず、大きな１点目の入札制度改革について、助役にお尋ねします。 

全国各地で入札妨害事件が相次ぎ、つい１ヶ月前には木曽岬町の教育長が設計金額を

漏らした疑いで、業者とともに逮捕される事件が発生いたしました。私はこれまで繰り返し

一般質問等を通し、東員町における疑惑だらけの入札の実態を告発し、談合の根絶と公

正な入札制度の実現を求めて提案を行ってまいりました。 

そこでまず、東員町がこれまで導入してきた制度改善の結果、どのような結果が上がっ

ているのかをお尋ねしたいと思います。 

まず１点目として、５年前から導入してきた５千万円以上の工事等に対する条件付き一

般競争入札について、どう評価しておられるのかをお尋ねします。 

２点目として、平成１６年１１月から東員町は１３０万円以上の土木工事について、予定

価格の事前公開と積算内訳書の提示や提出を施行、本格実施し、さらに今年度からは施

行の対象を測量、調査、設計業務にまで拡大してまいりました。予定価格の事前公開は

一昨年の１２月議会で私が指摘しましたように、土木工事の入札で１００％の落札が５件

も連続発生する異常事態を受け、導入したものと理解しておりますが、今日まで約２年４

ヶ月間実施した結果、どのような成果が得られ、またこれをどう評価しているのかをお尋

ねいたします。机上にお配りしました入札関係の資料は、私が町のホームページをもとに

作成したもので、あと再質問のときに使わせていただきたいと思います。 

次に、昨日の一般質問でもありましたが、国からも指名競争入札の縮小と一般競争入

札の拡大、総合評価方式の手続きの簡素化と拡大など、入札制度改革が打ち出されま

す。東員町としてこれにどう対処する方針かをお尋ねします。 

４点目として、自治体の財政が厳しくなるに連れて、少なくなった公共事業を奪い合い、

談合による不当な価格のつり上げが行われる一方で、大手業者の参入による過当競争



によって、人件費を無視した低過ぎる入札も全国では広がり、受注業者に働く労働者やそ

の下請けが泣かされるという事態が広がっています。東員町でも今後一般競争入札の一

層の拡大で、業者間の競争が激しくなっていくと、このような事態も心配されます。 

公正な入札制度を確立すると同時に、競争入札が公共工事や町の各種の委託事業等に

携わる労働者の賃金、労働条件の切り下げ競争にならないように、適正な労働条件を確

保するための公契約条例を制定するとともに、例えば総合評価方式の入札に公正な労働

条件、賃金を守るなどの基準を加えるべきではないかと思いますが、助役の答弁を求め

ます。 

○議長（三宅耕三君） 安藤修平助役。 

（助役安藤修平君登壇） 

○助役（安藤修平君） 入札制度改革についてお答えを申し上げます。 

入札の執行にあたりましては、その時代、背景によってその都度、より公平性、競争の

原理を念頭において実施させていただいております。その一環として従来の指名競争入

札と併用しながら、条件付一般競争入札も取り入れてまいりました。 

一般競争入札は、不特定多数の参加を認めるため、不良、不適格業者の排除が困難

であると従来より指摘されてまいりましたが、本町においては結果的に入札参加者が拡

大され、より信頼性の高い業者の参加があり、適正な競争がなされたものと評価をしてお

ります。 

次に予定価格の事前公表に関してでございますけども、このことは価格を示すことによ

る業者の積算能力等において、信頼性が確保でき、さらには予定価格の漏洩による官製

談合の疑いなども払拭されまして、有効な手段であると考えております。 

現在は試行の段階でありますけども、コンサルティング業務におきましても、問題がなけ

れば公共工事同様に実施してまいりたいと考えております。 

また、昨日いただきましたご質問のなかでもご答弁申し上げましたが、一般競争入札の導

入等は、国、県の指針を参考にし、本町に即した取り組みをさせていただきたいと考えて

おります。さらには競争入札によって極端な低価格応札については、直接賃金にはね返

るとのことであれば、その防止をする意味で、最低制限価格を設定しながら執行してまい

りたいとも考えております。 



その内容については、必要であれば契約に関する条例の制定も考慮し、労働者の安定

雇用及び賃金、労働条件の確保も必要であろうと思われます。先般もこの最低賃金とい

いますか、雇用の条件等々を建設業界さんからも同内容のものを、ご要望いただいてお

ります。検討をしていきたいと考えております。最低制限価格の設定におきましても一長

一短はございますけども、先ほど申し上げましたように十分に検討してまいりたいと考え

ております。 

いずれにいたしましても、より公平な入札制度であるべきでございますし、競争の原理

はございますが、決して低価格入札を誘導するものでもございませんので、よろしくご理

解のほどお願いを申し上げます。 

○議長（三宅耕三君） 掛布まち子議員。 

○７番（掛布まち子君） それでは最初から一般競争入札についてお尋ねをしていきたい

と思いますが、お配りしました資料の１というところに、１６年度、１７年度、１８年度５回行

われました東員町における条件付き一般競争入札の結果をまとめてみました。 

事前公開というのは予定価格の事前公開が行われたか、行われていなかったかという

ことですけれども、一般競争入札の導入によって５件のうち４件は、約２０社もの参加業者

があり、本当に６５％の落札率とか、７４．５％とか、８７％とかいう、非常に助役の答弁の

とおりに競争性が確保され、一方では町外からの大手の参入によって、町内業者が落と

せなかったという面もありますけれども、競争性が確保されたということがあります。 

１点だけ、一般競争入札にもかかわらず参加業者数が少なかった事例では、非常に高

率な９６．５％という落札率になったということも記憶にとどめないといけないかと思います。

ですから今後、一般競争入札の拡大にあたっては、やはり町外からの業者が大手が参入

して、町内業者が干上がってしまっては困るという、その防止策と同時に、低価格で落札

し過ぎて、働く人たちの賃金が低くなり過ぎないように、その点をきっちりとやっていく必要

があるかと思います。 

２点目にお尋ねしました予定価格の事前公開について、良かったんではないかなという

曖昧な答弁しかないわけですけれども、もう少し私この資料の２を見ていただきたいと思う

んですけども、東員町のホームページに１つ１つ全部入札結果調書が、すべての入札に

ついて載っておりますので、全部コピー貼り付けということで一覧表をつくって計算もして

まいりました。 

多少分類が間違っているかも知れませんけれども、全部のコンサルタントから、委託から、

物品購入から工事まですべての契約について、入札が行われた契約について、予定価



格の総額に対する落札額の比率、落札比率は平成１３年度約９５％であったのが、１５年

度は８９％に、１６年度は約９０％に落ちてきて、１７年度予定価格の事前公開を工事で本

格的にというか、１年を通じて始めた結果、８７％まで落ちております。 

工事だけに限って見れば、平成１６年度工事関係で９３％だったのが、平成１７年度は

予定価格の事前公開によって８８％、工事で８８％というのは相当落ちたというふうに分析

していたと思うんですけども、それが残念ながら今年度１８年度、まだちょっと残っておりま

すけれども、現在までのところでは工事関係は平均９４％、全体でも９２％というふうにず

っと落ちてきて、いろいろな制度改革をやるごとに競争性が確保され、落札率が落ちてき

たのが、１８年度一転して予定価格を事前公開を広げてきたにもかかわらず、逆戻りして

またはね上がっている。こういうことになっています。 

特にこの資料にお示ししたように、これ資料の２の①から⑤、⑥まではすべて９月から１

０月に、９月ですね、ほとんど９月ぐらいに行われた町内の土木工事、しかも２千万円、３

千万円という高額な土木工事の入札結果です。すべて予定価格が公開されておりますか

ら、１００％で入れたら落ちるはずはなく、しかし、落札率は９７．何パーセント、９６％、９

５％となっています。 

ですから、これに示された業者は１００％で入れるわけにはいきませんので、９８％ぐら

いから９７％の間にドドドドドーッと皆そういう金額を入れているわけです。一体これって本

当に落札する気があって、こんな金額を入れているんだろうか、なぜ予定価格を公開しな

がらこんなふうに高止まりをしているのか、明らかにこれは私予定価格の公開をすると言

ったときに、一般質問で指摘をしましたけれども、業者間がこんな状態であるときに、指名

業者を数社に絞ったまま、予定価格を事前に公開すれば、ますますおかしくなりますよ。

こうしましたけれどもやはりそういう結果が出てきているんじゃないかと思うんですけれど

も、これ助役の見解をお尋ねしたいと思います。 

○議長（三宅耕三君） 安藤修平助役。 

○助役（安藤修平君） お答えを申し上げます。 

今、いろいろとご説明いただきましたように、１６年度、１７年度ということで、それぞれ落

札比率をご説明いただいたわけですけども、１つの方向に動いているということではない

ようでございまして、そのときどきによって変わっておるというのもおわかりいただけると思

います。ただ１８年度は確かにご指摘のとおりに、他の年度と比べますと若干高止まりに

なっておるという部分もございます。 



これがどうなんだ、おかしいじゃないかとおっしゃられましても、私の方としてもどのよう

にお答えをしていいのか、ちょっとわかりかねる部分もございますけども、その業種といい

ますか、工事の種類によってはやはりそんなに好まれない部分もあるでしょうし、是非やり

たいということであれば努力をされて、価格競争といいますか、低価格でも受注したいとい

うことであれば、そういう形にも表れてくるのじゃないかと考えております。 

事前に価格を公表しているから、競争につながらないということにはつながっていかん

のじゃないかと思いますけども、事前に公表しておりますのは、もう１つは発注する側の身

を守るという部分もございますので、先ほどご質問のなかでもおっしゃいましたように、木

曽岬町の価格を教えたというようなことに巻き込まれないということもありまして、この方法

もとらせていただきました。いろいろと勘案をさせていただいて、この方法をとらせていた

だいておりますので、これからもできるだけと言いますか、昨日の答弁のなかでもお答え

をさせていただきましように、入札の方法というのも一般競争入札の拡大で総合評価落札

方式の施行も、その全部にすぐに取り組めるかどうかというのは、ちょっと難しい部分もご

ざいますけども、その業種によって、工種によってといいますか、それによっても取り組ん

でいきたいと考えておりますので、ご理解をいただきますようにお願いをいたします。 

○議長（三宅耕三君） 掛布まち子議員。 

○７番（掛布まち子君） わかったようなわからないような答弁だったわけですけれども、要

するに助役はなかなか認められませんけれども、予定価格の事前公開の限界が平成１８

年度今年度はっきり表れたな。ちょうどもう一般競争入札をもっと低い５千万円じゃなくて、

もっと低いとこまで拡大していかなければいけないなということが、はっきり結果として表

れているのではないかと思います。 

それともう１つですけれども、非常に不思議なのはずっと見ていて、工事関係は事前公

開になっているわけですけれども、事実上工事であるけれども委託にカウントされている、

例えば緑地管理業務委託、体育施設の面管理業務委託、芝管理業務委託というような、

こういうものは実質は工事なんだけども委託にカウントして、予定価格の事前公開から対

象を除外しております。その除外しておるところで非常な９９．何％というような、１回目で

そのような１００％パシッと落とすとか、そういう落札が続いております。これもやはり工事

扱いで事前公開の対象にし、また一般競争入札の拡大にも含めていくべきではないかと

思うんですけども、どうお考えでしょうか。 

○議長（三宅耕三君） 安藤修平助役。 

○助役（安藤修平君） お答えを申し上げます。 



決して意図して外しておるわけではございませんので、予定価格の事前公表、公開と

いうのは徐々に進めていきたいということで、今そういう方向で進めております。 

ですから、そういう業務につきましてもこれから公開をしていきたい、公表をしていきた

いと考えております。 

それと９０何％とか１００％というおっしゃる言葉が出ましたけども、緑地管理とかそういう

ものにつきますと、どちらかといいますとやっぱり人件費が主になってきますんで、どうし

ても人件費を確保するということになりますと、高くというか、その設計価格に近いものに

なるんじゃないかと、あくまでも私の私見でございますけども、そんなふうに考えておりま

す。 

ですから、その辺のものについてはプール管理と同じように、やはり最低制限価格とい

うのも検討していく必要があろうかと考えるところでございます。 

○議長（三宅耕三君） 掛布まち子議員。 

○７番（掛布まち子君） 予定価格の事前公開によって、官製談合の疑いを持たれること

から、逃れられているというふうにおっしゃいましたけれども、この委託業務についてもや

はり同じことが言えるのではないかと思います。変な腹を探られないためにも、やはりきち

んと事前公開に移していくべきだと思います。 

あと助役が最初の答弁のなかでおっしゃいました、やはり労働条件の低下を防ぐため

に、最低制限価格も設けていくと、やはりそういうふうにしっかりと取り組んでいくということ

をお願いしたいと思います。 

この公契約条例といいますのは、いわゆるその土木関係の事業だけではなくて、いわゆ

る町がいろんな事業を民間委託をしております。あるいは直接自治体の雇用として臨時

の調理員さんとか臨時の保育士さんとか、いっぱい雇っております。町の直接雇用であろ

うが、あるいは民間の業者に請け負ってもらう自治体の仕事であろうが、やはりそこに働

いている人たちが何でも安ければいいと、自治体は契約金額が安ければいいということで、

その質と、同時にそこに働いている人たちの賃金がどんどんどんどん下がっていく状態に

なっては、やはり困る。 

そのくい止める方法として、自治体はそこに働く人の賃金をきちんと守るという立場に立

つべきだということで、この公契約条例というのが必要になってくるかと思うんです。例え

ば今、春闘で時給１千円はなければワーキングプアになっちゃうということで運動がなされ

ておりますけれども、東員町の臨時の調理員さんの時給、いくらかご存じでしょうか、７１０



円なんですよ。それで８時間働いてもらっているわけです。臨時の保育士さんの時給は７

８７円なんです。自治体がワーキングプアをつくってはいけないということで、このような提

案をさせていただいたので、しっかりと検討を、契約関係とは別に検討をお願いしたいと

思います。 

最後に、この狭い東員町のなかで木曽岬町のようなことが絶対に起きないように、親戚

とか、同級生とか、地元とか非常に濃密な付き合いがあるこの町内で、世話になっている

人だからといって公正さを欠くような特別な計らいをすることの決してないように、強く町の

幹部に対しては申し上げて、次の質問に移りたいと思います。 

次に大きな２点目としまして、ごみ減量とＲＤＦ発電について、町長にお尋ねをいたしま

す。 

野呂知事は、２月に県企業庁の水力発電事業を民間へ売却する方針を正式に表明し

ました。 

このとおりに進めば、水力発電の付帯事業となっておりますＲＤＦ発電事業だけが宙に浮

き、引き受けてがなくなります。県はＲＤＦ発電について関係市町と連携して、今後の受皿

を検討するとしております。県はＲＤＦ発電に対する責任を放棄し、市町に発電事業を押し

付けるつもりなのでしょうか。 

ＲＤＦ発電は爆発事故がきっかけとなり、平成２８年度までに４２億８千万円もの累積欠損

が生じる予測です。この赤字を穴埋めするためのＲＤＦ処理委託料金の大幅な値上げが

県企業庁から関係市町に提案され、１年以上にわたって大もめにもめた結果、企業庁が

当初示しましたＲＤＦ１ｔ当たり１万１，９００円への大幅な値上げを先送りして、５，０５８円

とすることで決着がついたばかりです。しかもこれは１９年度までの額であり、２０年度以

降はさらに大幅に値上げを迫られる可能性があります。 

さらなるＲＤＦの値上げ問題と、宙に浮く恐れのあるＲＤＦ発電事業の受皿について、東

員町や桑名広域清掃事業組合は一体どう対応するのかをお答えください。 

２つ目に、公募の町民有志による「東員町ごみゼロプラン策定町民会議」が昨年４月に

発足し、プラン策定のための取り組みが進められてまいりましたが、この３月末で区切り

がつきます。住民の皆さんからの提案を受けて、町は「東員町一般廃棄物処理基本計

画」を策定することになりますが、今後どのように取り組み、東員町においてごみ減量を達

成させていく方針なのか、町長にお尋ねをいたします。 

○議長（三宅耕三君） 佐藤均町長。 



（町長佐藤均君登壇） 

○町長（佐藤均君） 掛布議員のごみ減量とＲＤＦ発電についてお答えをさせていただきま

す。 

１点目のＲＤＦ発電につきましては、一昨年の７月から県と市町において協議が進めら

れてきたＲＤＦ処理委託料の値上げ問題は、先月の７日に開催されたＲＤＦ運営協議会の

総会の場で、ようやく一定の方向性が見出されまして、合意に至ったところでございます。 

今回の合意内容は、平成１８年度と平成１９年度の２ヶ年の限定ではありますが、市町

側からの提案を県が受け入れることになり、決着が図られたところでございます。今後は、

白紙状態である平成２０年度以降の処理委託料の協議が行われることになりますが、ま

だまだ県と市町では、平成２８年度までの累積赤字分４２億８千万円の負担の考え方には、

相当の開きがあり、その解決に向けて難航が予想されます。 

しかし、県と市町それぞれがともに納得できるような負担の方法を見出して行くことが重

要であり、そのためには改めて収支計画を見直すなど、今まで以上の精査が必要になっ

てくるものと考えております。その協議を進めるなかでは構成市町と連携し、粘り強く折衝

し、誠意ある県の対応を引き出してまいりたいと考えております。 

また、現在県においては将来的な公営企業のあり方について検討がなされております。

このなかで、電気事業である「水力発電事業」は、継続運営や地域貢献などを譲渡条件と

して、民間譲渡もその選択肢とされており、仮に民間へ売却される場合は、水力発電事業

の付帯事業と位置付けられています「ＲＤＦ焼却・発電事業」については、関係市町と運営

方法について協議を行うと聞いております。 

いずれにいたしましても、現在のところ県から具体的な話がございませんので、協議の

場がもたれましたら、市町にとってごみの処理は最重要事項であること、またＲＤＦ化構想

は県の主導のもとに行われてきたことなど、事業継続については県が責任を有するもの

であることを強く主張してまいりたいと考えております。 

２点目の今後のごみ問題への取り組みにつきましては、現在策定をしております「ごみ

ゼロプラン」は、今までのごみ処理計画は行政主導で策定されており、ごみの排出者でも

あります住民の皆さんの意見が反映されたものではないことから、皆様のごみ行政への

積極的な参加と協働の推進を図るために、計画策定への参画を求め、策定するものでご

ざいます。 



公募委員２５名による「東員町ごみゼロプラン策定町民会議」は、昨年の４月２１日に第

１回の会議を開催し、現在まで１８回の会議を開催してまいりました。会議では、町のごみ

の状況、先進地への視察研修、住民へのアンケート調査の実施、ごみの組成分調査を行

い、ごみ問題を他人事ではなく、自分自身の問題としてとらえ、どのように行動すれば良

いか、行政として何をなすべきかを検討していただいております。 

ごみの減量についてはごみの発生から処分までの各段階において、行政と住民の皆さ

んがそれぞれの役割を認識しながら連携、協働していく必要があり、そのためには「ごみ

は適正に処理すれば良い」という意識から、「まずごみを出さない」という意識へ。つぎに

「燃える、燃えない」というごみの分別から、「資源化できる、できない」という分別へ。また

「目先の利便性を優先し、量の豊かさを志向する」ライフスタイルから、「環境への配慮を

優先し、質の豊かさを志向する」ライフスタイルへと、さまざまな意識や価値観、行動の転

換をうながす取り組みを展開していきたいと考えております。 

次に大切なことは、ごみを「ごみ」として処理するのではなく、まずごみの発生を抑え、ごみ

を未利用資源として再資源化、利用することであり、まず１番目にごみの発生抑制（リデュ

ース）を、２番目に使い捨てから再使用（リユース）へ、３番目に再生利用（リサイクル）で

あり、この３つの「Ｒ（アール）」は、循環型社会の構築のための基本的な取り組みでござ

いまして、最も重要なことであります。また４番目にはリサイクルできないものは、熱エネ

ルギーとして回収し、最後に５番目として、どうしても資源として有効利用できないものは、

環境に負荷を与えない方法で適正に処理するという、以上の取り組みの優先順位を明確

にして、効率的に進めていかなければならないと考えております。 

さらに、「ごみゼロプラン」を効果的かつ確実に進めるためには、問題点や課題を把握

し、それを改善し、取り組みに反映して行く必要がありますので、定期的に推進の取り組

みを検証、評価し公表するなど、ＰＤＣＡサイクルに基づく体制を整備してまいります。 

いずれにいたしましても、住民の皆さんの提案を受けて策定した「ごみゼロプラン」の推

進には、皆さんのご理解とご協力が不可欠でありますので、皆さんとともに私ども行政と

がお互いに協働して、進行管理を図りたいと考えておりますので、ご理解賜りますようよろ

しくお願いを申し上げます。 

○議長（三宅耕三君） 掛布まち子議員。 

○７番（掛布まち子君） 東員町の取り組みについては、県のつくりました「ごみゼロプラ

ン」に沿ってお答えいただいたと思います。 



まず最初にお聞きしましたＲＤＦ発電との関係ですけども、もちろん県の責任を主張し、

勝手な値上げは困るということで頑張っていただかないといけないわけですけれども、今、

この現時点の事態をどう認識したらいいのかということについて、町長にお尋ねしたいと

思いますが、県が言っていますＲＤＦ、要するに民間に水力発電事業だけ売却し、要する

に黒字の水力発電事業は民間に売却し、大赤字のＲＤＦ発電だけ宙に浮いて、それをどう

するかについては関係市町と連携して、今後の受皿を検討するという、一体これをどうい

う意味というふうに、率直に受け止めたら良いのでしょうか、町長にお尋ねをしたいと思い

ます。 

○議長（三宅耕三君） 佐藤均町長。 

○町長（佐藤均君） お答えをさせていただきます。 

ごみの処理についてですね、当初、焼却、普通であれば焼却ということですね。その段階

でＲＤＦ化をして発電施設をやっていこうということで、県の提唱と申しますか、そんなこと

から桑名広域、またほかの市町もそのような格好で進んだと思います。そんななかでござ

いますので、県としてはやはり県の責任も当然あるということでですね、そう簡単に民間売

却ということは言えないのではないかと思っております。 

○議長（三宅耕三君） 掛布まち子議員。 

○７番（掛布まち子君） 黒字の水力発電は売却しますよと言ったら手を挙げる民間は、当

然出てくると思いますが、ＲＤＦ発電は毎年毎年３億円は赤字が出る事業です。しかも平

成２８年までしか耐用年数がなく、はっきり言えば２８年度までしか、それ以降は壊れると、

なくなると、そういうものを、しかも大赤字だと、毎年赤字が出ていくと、これをどこかの民

間が買ってくれるというふうに想像ができますでしょうか、町長にお尋ねをしたいと思いま

す。 

○議長（三宅耕三君） 佐藤均町長。 

○町長（佐藤均君） お答えをさせていただきます。 

買っていただけるか、買っていただけないかは、この場でですね、私としてはお答えを

できません。ただ、もっと改善するとこはないか、経費のかからないようにですね、いろい

ろのチェックは必要かと思っております。 

○議長（三宅耕三君） 掛布まち子議員。 



○７番（掛布まち子君） ２８年度までの間に一体何が起こるのか、想像するだけで非常に

恐ろしい思いがするわけですけれども、要するに県はごみ処理の仕事というのは市町村

の固有の仕事だからということで、結局赤字のＲＤＦ発電を市町村に押し付けてくる、そう

いう可能性が非常に濃厚であり、さらに２８年度以降はＲＤＦ発電がはっきり言ってなくな

ると、こういう事態と認識するのが一番正確な認識ではないかと思います。 

そういったときに、今の東員町の置かれた現状というのは、まさにごみ非常事態宣言を

出すにふさわしいような大変な事態に今、陥っているというふうに私は思います。ですから、

まず県の口車に乗せられて、まんまと乗せられてＲＤＦに飛びついたその失敗を深く反省

をし、そして放っておいたらつくったＲＤＦの行き場がない。ごみの行き場がなくなる。という

ことで、今しなくてはならないのは、必死になってごみを減らすということです。 

そういう意味で今、東員町ごみゼロプラン策定町民会議がやっておられます。そのプラ

ンを受けて東員町として廃棄物処理基本計画をつくってやっていくわけで、昨日の同僚議

員の質問に対し、生活福祉部長が生活福祉部の最大の懸案、そして取り組むべきことの

第一として、ごみ問題を取り上げておられたことに非常に嬉しく思いましたし、担当の職員

の皆さんも一生懸命頑張っておられますが、残念ながら肝心の町長の本気度と言います

か、ごみに取り組む本気度が見えないのが残念です。 

２年前、ちょうど２年前の３月議会、私この問題を質問し、町長は答弁で何とおっしゃっ

たか記憶されておりますでしょうか。町の最重要課題として取り組んでいくと、こういうふう

にお答えになっております。最重要度課題として取り組むということは、もちろん生活環境

課の皆さんがやることはもちろんですけど、具体的に町長というのは、町長は何をやって

いかれるおつもりなのかをお尋ねしたいと思います。 

○議長（三宅耕三君） 佐藤均町長。 

○町長（佐藤均君） お答えをさせていただきます。 

過去に２年ほど前ですか、そういう答弁をさせていただいた。そういうことからですね現在

の状況がある。いろいろ「ごみゼロプラン」とか、ごみを減らすとか、そういうことが今にな

っていろいろのことで動いてきておる。そう簡単にですね、このごみの問題も今言ったから

来年からどんどんとなくなるものではないと思います。そんなことでですね、この町民の皆

さんの協力を得ながら参加をしていただいて、一人ひとりがごみを理解をしてもらう、そん

な動きになってきたと私は認識をさせていただいております。 

○議長（三宅耕三君） 掛布まち子議員。 



○７番（掛布まち子君） 私の家のポストにこういう町長の後援会の討議資料というのが、

家のポストにまでなぜか放り込んでいただいておりまして、普通は見ることのできない町

長の公約といいますか、見ることができました。私は必死になって隅から隅まで読ませて

いただきましたが、どこにもごみ減量、どこにも見当たらない。今、最重要課題として取り

組んでいくというふうに再度おっしゃりながら、なぜここにごみ問題に真剣に取り組む、こう

やってやっていくんだということが一言も載せていただいていないのか、これについてお答

えをいただきたいと思います。 

○議長（三宅耕三君） 佐藤均町長。 

○町長（佐藤均君） 当然、ごみですので、継続的なことはあろうかと思いますけども、す

でに始まっておるというか、そんななか当然環境のなかにも入ってこようかと思うんですけ

ど、そんなことでですね、公約として文書化はされておりませんけど、最重要課題というふ

うに認識をさせていただいております。 

○議長（三宅耕三君） 掛布まち子議員。 

○７番（掛布まち子君） 何度も最重要課題というふうにお聞きしましたので、それこそ本当

に東員町として「ごみ減量を進めるぞ宣言」でも出していただいて、庁舎に幕でも張ってい

ただいて、町長の本気度というのを示していただきたいと思います。 

桑名市は、ちょうど東員町より１年ずつ先行して、住民による「ごみゼロプラン」の提言

をつくり、さらにそれを受けて桑名市がごみ処理の基本計画をつくりましたけども、残念な

がらその先行している桑名市でさえ、ごみがその計画をつくってから増えているんです。

そして東員町もＲＤＦの爆発で一旦減ったごみが、昨年、今年と増えています。口で言うの

は簡単なんですけども、本当に住民の皆さん一人ひとりを本気にさせ、そして行政と一体

になってごみ進めていくというのは、本当に難しく難しく、大変な仕事であるかと思います

ので、それだけにトップの姿勢、本気で取り組むぞというその姿勢を見せることが、それを

後押ししていく住民の皆さんの活動を後押ししていくことになると思いますので、是非その

点での努力を求めて次にまいりたいと思います。 

３点目の全国一斉学力テストについて、教育長にお尋ねします。 

改悪された教育基本法、その具体化として文部科学省は４月２４日に全国の小学６年生、

中学校３年生、約２００万人を対象に国語と算数、数学の全国一斉学力テストを実施しよ

うとしております。義務教育費国庫負担を縮小するなど、肝心の教育条件整備の予算を

削る一方で、学力テスト実施には関連予算も含め、１９年度だけで６６億円をもの税金を

投入しようとしています。 



私は昨年９月議会において、全国一斉学力テストに東員町として参加しないよう教育長

に求めました。教育長は答弁で、「競争や序列化を加速させる結果になるとすれば、それ

は望むところではないので、学力調査への参加は関係者とも協議を行い、慎重に判断す

る」と述べられました。ところが１２月議会では、他議員の質問に対し、「東員町は参加す

る」と答弁をされました。一体どのような検討をした結果、参加すると決定になったのかを

お答えください。 

次に９月議会で、テストの結果の公表が進めば、教職員や学校、地域、自治体間で競

争させられ、一層子どもたちの発達をゆがめていくことになるのは必至であるので、結果

の公表をしないようにと求めた私の質問に対し、教育長ははっきりと、「序列化や競争化

につながる恐れが払拭できていないので、学校名とか個々の成績を公表することはしな

い」こう答弁で断言をされました。この答弁をきちんと守っていただけるのかどうか、お尋

ねします。 

３点目には、文部科学省が各教育委員会に１月１９日付けで送付した実施マニュアル

によれば、全国学力テストは教科に関する出題のほかに、児童生徒質問要旨として、関

心、意欲や学習環境、生活習慣など、家庭の様子についても調査し、回答用紙に組、出

席番号、名前を書くことになっています。予備調査では１週間に何日塾に通っているのか、

家にコンピューターがあるのか、今住んでいる地域が好きかなど、９２項目にも及ぶプライ

バシーや内申の自由にかかわる重大な個人情報が質問項目としてあがっており、実際の

テスト時にも同様の調査が行われる可能性があります。 

さらにこの学力テストは、小学校はベネッセコーポレーションが、中学校はＮＴＴデータ

が教育測定研究所旺文社と連携して請け負うことになっています。民間企業にテスト問題

や、解答用紙の発送、回収も採点も集計、分析もすべて丸投げして実施されます。日本

中の子どもたちの教科の点数と詳しい家庭事情などが、税金を使って特定の教育受験産

業に独占的に集められ、利潤追求に利用される恐れがあります。またこれらの情報をす

べて国が握ることになります。 

全国一斉学力テストの目的が文部科学省の言うように、本当に教育の機会均等と水準

向上のためであるならば、解答用紙は無記名で十分ではないでしょうか。個人情報の漏

洩と、企業に利用されるのを防ぐため、解答用紙への氏名記入をやめさせるべきではな

いでしょうか、教育長の見解を求めます。 

○議長（三宅耕三君） 石垣征生教育長。 

○教育長（石垣征生君） 掛布議員のご質問にお答えをいたします。 



本年４月に実施をされます全国学力、学習状況調査につきましては、昨年の９月議会

において掛布議員から、１２月議会においては山口議員からご質問をいただいておりま

す。 

教育委員会といたしましては、本調査の実施要領に示されております目的や調査内容、

あるいは方法等について確認しながら、昨年の９月の教育委員会におきまして参加の方

向で検討し、１２月の教育委員会におきまして参加することについて決定をいただいたと

ころでございます。 

一方、町の校長会に対しましても、文部科学省や県教育委員会から提供された情報を

伝えるとともに、実施について理解を得たところでございます。 

２点目の結果の公表につきましては、実施要領の「調査結果の取扱いに関する配慮事

項」や「調査により得られる分析データの取り扱い」に示されているとおりと考えておりま

す。 

３点目の個人情報が民間教育産業に利用されるおそれがあることから、解答用紙への

名前の記入をやめさせるべきとのことでありますが、このことにつきましては、ご指摘のよ

うなことはあってはならないことと考えております。申し上げるまでもなく、実施主体である

国が責任をもって行うことと考えております。 

よろしくご理解賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（三宅耕三君） 掛布まち子議員。 

○７番（掛布まち子君） まず、どうやって参加を決めたのかという質問に対して、９月議会

で答弁をし、十分関係者と協議をして決定すると答弁をされて、慎重に判断すると答弁を

されておりながら、その同じく９月議会で検討し、１２月に決定をしたと。 

関係者と協議をされたのかということでお聞きしているわけですけれども、校長会に対

し理解を得たというだけでありまして、じゃ現場の先生方とどのような協議をされ、そしてど

のような意見が出されたのか、それについてお答え願えないでしょうか。 

それで十分に調査を、慎重に判断するという以上、例えば先行して実施しております東京

都では、学校選択制と一緒にこの学力テストが実施され、区ごとの平均点が公表されて、

それによってここの区の子どもたちは馬鹿か、こっちの区の子どもたちは成績がいいなと

いうことが公表され、そして入学者がゼロになったという都内の中学校まで出ているほど、

学校選択制と同時にペアのこの学力テストの弊害というものは、すでに明らかになってい



るわけですけれども、こういうことについても検討されのかどうか、お尋ねをしたいと思い

ます。 

○議長（三宅耕三君） 石垣征生教育長。 

○教育長（石垣征生君） 学校現場の先生方と協議をしたのとか、こういうことでございま

すけど、学校現場を代表するのは校長でございまして、校長先生方と十分議論をさせて

いただいたところでございます。 

学校選択制につきましては、私どもは特にそのことについてですね、この調査結果と関

連づけて検討するというようなことはいたしておりません。私どもはあくまでも今回得られ

るその全国的な規模における客観性あるデータを、指導の充実改善に利用するという方

向で考えておりますので、ご理解をいただきたいと思います。 

○議長（三宅耕三君） 掛布まち子議員。 

○７番（掛布まち子君） 教育基本法が改悪をされ、そして教育の再生会議やら、あるいは

中教審やら、もうすでにその改悪基本法の内容が実際に具体化されるような教育関係の

法案の改定案も出てきており、教育現場に国から、あるいは町の教育委員会に、国から

の指導がいく、愛国心の教育が打ち出される。教職員を分断するような教育現場に統制

をかけるようなことが、もう現実になっているこの本当の歴史の教育を無茶苦茶にするよ

うな歴史の大転換のときに、教育長というこの重責を担われている石垣教育長、本当にも

っと踏ん張って東員町のために頑張っていただきたいと思いますが、残念ながらその姿勢

が見えません。 

時間がないのでもう１点お聞きしますが、公表はしないという議会答弁に責任を持って

いただけるかというのに対しての答弁が非常に曖昧で、先ほどの答弁では分析データの

取扱要領に示されるとおりにするという、これは一体どういうことなんでしょうか、もっとは

っきりと答弁をしていただけませんか。 

○議長（三宅耕三君） 石垣征生教育長。 

○教育長（石垣征生君） 私どもはですね、昨日も山口議員のご答弁で申し上げたとおり

でございますけれど、現在、世の中が非常に大きな流れで進んでおるわけでございまして、

そのなかで私どもが地域の教育に責任を持つ、そういうものとして義務教育としてですね、

いわゆる子どもたちに基礎基本、国家社会の形成者としての資質をきちっと身につけてい

ただくための取り組みをですね、進めておるところでございますので、どうぞ一つご理解を

いただきたいと思いますし、９月でご答弁をさせていただきましたとおりでございまして、各



学校名、個々の学校名を明らかにして、公表することはしないということでございますので、

よろしくご理解をいただきたいと思います。 

○議長（三宅耕三君） 掛布まち子議員。 

○７番（掛布まち子君） 学校名、個々の成績を公表しないということを、再度確認させて

いただきましたが、３点目に私が申し上げました、学習のテストだけではなく、ありとあらゆ

る家庭状況や個人の内申にまでかかわるような質問要旨があり、それにまで名前を書か

せるということは、本人の了解もなく個人の情報を収集してはならないというような、この

個人情報保護法に抵触する恐れがあると思うんですが、この点どう考えられますでしょう

か。 

きちんと記入させるのならば、父母や保護者に了解をとってからにするべきではないのか、

その点について答弁を求めます。 

○議長（三宅耕三君） 発言時間が少なくなっておりますので、簡潔にお願いします。 

石垣征生教育長。 

○教育長（石垣征生君） 国がですね、実施要領に示しておりますように、きちんと実施を

させていただきたいと、そんなふうに思っております。 

○議長（三宅耕三君） 掛布まち子議員。 

○７番（掛布まち子君） 時間がなくなってきましたので、もうこれ以上は質問ができないわ

けですけれども、本当に学力テスト、子どもたちの学力がどこにつまずきがあるのかという

のを調べるのならば、無記名でもいいし、全部の子どもたち全国悉皆調査ではなくて、抽

出で十分だと思います。例えばフィランドでは５％の学校だけを抽出して、テストをやって

おります。 

このような学力テストを全く受けさせる必要がないということを主張して、一般質問を終わ

ります。 

 


