
○議長（川杉美津江君） 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） 今定例会最後、またこの４年間の任期中最後の一般

質問、そして私自身 12 年間議員をさせていただいた議員生活最後の一般質問

をさせていただきます。 

 これが最後ですので、答弁は簡潔明瞭、そして誠実によろしくお願いをしたい

と思います。 

 第１点目として、年を取っても安心暮らせる東員町にするために、高齢者

対策特命監と町長にお尋ねをいたします。 

 年金課税の強化、介護保険医療制度の改悪などが相次ぎ、高齢者の暮ら

しが脅かされています。こんな中、高齢者が生きがいを持ち、お互いにかか

わって生き生きと暮らせる地域社会をつくるために、次の３点を提案したいと

思います。 

 まず１点目は、高齢者が気軽に集える居場所、託老所が必要だということ

です。これは１年前の一般質問で大崎議員からも提案いたしました。少し弱

って外出が困難になった人、寝たきりの人、家に閉じこもりぎみの人は家族

以外の社会と断絶しがちになり、生きがいをなくしたり、認知症を引き起こし

やすくなります。そこでこれらのハンディを負った人たちを元気な高齢者がボ

ランティアとして支え、数人規模で個人の家や公共施設の一室を利用して昼

食を食べたり、会話を楽しんだりできる、いわゆる託老所を開設できるよう町

が財政的にも支援をするべきです。 

 ２点目は、元気老人サロンを全町的に発展させるために、町の責任で指導

助言する体制を整備するべきだという提案です。元気老人サロンの実施団

体数や実施回数、参加延べ人数は年々急速に増え、予算も増額の一途で

す。しかし、年にわずか数回実施の自治会から、年間 40 回以上も実施して

いるというところまであり、残念ながら差が大きいのが実情です。サロンの内

容も実にいろいろです。単純に回数を多くやれば良いという段階から一歩進

んで、取り組みの交流をしたり、また専門家による指導体制をとって内容の

充実を図り、補助金を出しているだけの十分な成果が得られるように取り組

みを深めるべきではありませんか。 

 ３点目は、来年度笹尾西、笹尾東地区、それぞれに幼保一体施設ができ

るために廃園となる笹尾第一保育園と第二保育園の園舎を、地域の高齢者

の皆さんが集える場所、先に述べた託老所などに活用するべきだという提



案です。笹尾第二保育園では現在２部屋が学童保育施設として利用されて

おります。高齢者と子どもたちが隣り合わせで過ごせる関係は、お互いに非

常に良い刺激となります。地域の皆さんの声を聞き、来年４月に間に合うよ

うな速やかな対応を求めます。以上、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  登壇） 

 ○町長（佐藤 均君） 掛布まち子議員の来年度に廃園となる笹尾第一、第二

保育園の園舎を地域の高齢者が集える場所として活用するべきとのご質問に、

お答えをいたします。 

 幼稚園、保育園の一体化整備は平成 11 年度から神田幼稚園・東員保育

園合同園舎開園に始まり、順次整備を進め、平成 17 年１月に三和幼稚園、

みなみ保育園を開園をいたしました。翌平成 18 年１月には稲部幼稚園、い

なべ保育園園舎を開園し、また本年４月には城山幼稚園の空教室を改修し、

しろやま保育園を開園したところでございます。 

 現在は笹尾幼稚園を増築し、笹尾西地区の合同園舎を建築するとともに、

笹尾東地区につきましては笹尾東小学校の校庭に幼稚園、保育園の合同

園舎の整備を進めているところでございます。この笹尾地区の整備が完了

いたしますと、町内すべての地区で園舎の合同化が完了することになりま

す。 

 笹尾第一保育園、笹尾第二保育園につきましては、議員がご指摘されま

すように、来年の４月に廃園となりますが、笹尾第二保育園につきましては、

現在学童保育のバンブーキッズにより、一部利用されるところでございます。

廃園後の園舎の利用につきましては、地域からも利用したいとの申し入れも

ございますので、旧園舎の利用と管理の方法につき、関係各課で検討をさ

せているところでございますので、ご質問の高齢者の集える場所につきまし

ても、その中で検討をしていく、そんな考えでおりますので、ご理解を賜りま

すようにお願いを申し上げます。 

 ○議長（川杉美津江君） 伊藤清重高齢者対策特命監。 

 ○高齢者対策特命監（伊藤清重君） 年を取っても安心して暮らせる町につい

てのご質問に、お答えいたします。 



 まず、１点目の託老所についてでございますが、小規模で地域の高齢者、

障がい者等を対象とした通所型の施設であり、個人やグループで開始され、

公的補助を受けているところ、また受けていないところさまざまあるようです。

この件につきましては、先程掛布議員が言われましたように、昨年 12 月にも

ご答弁申し上げておりますように、高齢者の方々に対し身近な場所でふれ

あう場を持っていただき、閉じこもり防止のためできるだけ外に出ていただき、

介護予防につなげていくために各地域で元気老人サロン事業を実施してい

ただいております。 

 ご質問の住民ボランティアの力を借りてつくれないかということでございま

すが、現在のところ現状のサロン事業を推進して、介護予防につなげていき

たいと考えているところでございます。 

 次に、２点目の元気サロンの発展についてお答えいたします。 

 本事業は高齢者の生きがい対策及び介護予防対策の観点から、身近な

地域において平成 13 年度から自治会を運営主体として事業を実施していた

だいているところでございます。最近の実績を申し上げますと、平成 16 年度

は 16 団体 7,442 名、平成 17 年度は 21 団体 9,636 人、18 年度は 22 団体 

7,574 人、本年度は上期の実績において 22 団体 6,136 人となっております。 

  ご質問の自治会によって取り組みに大きな違いがあるとのことでございま

すけれども、実施回数についての多い少ないはございますが、内容につい

ては実施要綱に基づき実施していただいているところでございます。また職

員が出向いて健康相談や血圧測定、体力測定、講演会等を実施していると

ころでもございます。いろいろご指摘もあろうかと存じますが、その都度代表

者の方に指導助言したり、また自治会長全体会議におきまして協議を行っ

たり、あるいは先程言われました取り組みの充実等を図るために、今後とも

本事業を推進していく考えでございますので、ご理解を賜りたいと存じます。 

 ○議長（川杉美津江君） 掛布まち子議員。 

 ○７番（掛布まち子君） 託老所と元気老人サロンですけども、元気老人サロン

に出てこられる方というのは、本当に活発で元気な方であると思います。ちょっと

弱った人、閉じこもりがちな人がちょうどその隙間に落っこちて、介護保険でも救

われない。介護保険行く前の特定高齢者でも把握されない。元気老人サロンで

も救われない。ちょうどその隙間のところを埋めるのが託老所ではないかと思っ

て、私は提案をさせていただきました。元気老人サロンの一層の発展と、また隙

間に落ち込んで地域の中に埋もれていく高齢者がないように、きちんと今後の対

応を十分気配りをして進めていっていただきたいと思います。 



 そして第一保育園、第二保育園の廃園後のあとですけども、現在、笹尾第

二保育園にあります学童保育バンブーキッズが非常に大規模化をしており

まして、二つに分けなければならないというような話が出てきていると聞いて

おります。今後、保護者の方から、あるいは自治会を通して町のほうにも要

望がいくかとは思いますが、この繁栄にかかわって一つを第一保育園の中

につくっていく、それも一つの手ではないかと思いますので、よろしくご検討

をお願いしたいと思います。 

 次にいきたいと思います。２点目の城山テニスコートの改善について、教

育長にお尋ねをいたします。 

 かねてからテニス愛好者の団体が連名で町長や教育委員会に要望してき

ました、城山テニスコートの残り２面のオムニ化と、日よけ屋根設置の問題

です。まずＡコートとＢコートをオムニコートに早くしてほしいという要望は非

常に切実です。ＥＦコートに続いてＣＤのコートが先にオムニとなり、最も荒れ

ているＡコートとＢコートだけがハードコートのままになっております。大変使

いにくく試合の運営に支障を来し、さらにコートの荒れのためにつまずいたり、

ボールがイレギュラーしてケガを負ったりする恐れも出ています。来年度に

は必ず整備できるよう予算化を求めます。 

 もう一つの切実な願いは、城山テニスコートに日よけ屋根などの休憩施設

をつくってほしいということです。城山テニスコートは現在夏の炎天下でも涼

むところさえなく、急な集中豪雨などのときに待避できる場所もありません。

そのためビニールシートを屋根代わりに張って日陰をつくりしのいでいるとい

う涙ぐましいあり様です。テニスを楽しむ人の年齢も次第に高くなり、暑さへ

の抵抗力も落ちてきております。熱射病や日射病になりかねません。これら

日よけ屋根、ベンチなどの休憩施設についても、住民の皆さんの要望に沿

った速やかな対応を求めます。教育長に答弁をお願いいたします。 

 ○議長（川杉美津江君） 石垣征生教育長。 

              （教育長  石垣征生君  登壇） 

 ○教育長（石垣征生君） 城山テニスコートの改善について、お答えをいたしま

す。 

 城山テニスコートの改修につきましては、昨年度テニス愛好者の皆様のご

要望により、他の施設に先がけハード４面のうち２面をオムニコートに改修し、

６面ありますコートのうち、４面をオムニコートとしてご利用いただいていると

ころでございます。 



 本町の体育施設につきましては、設置から20年以上経過した施設が多く、

今後総合体育館をはじめ中央球場、町民プール、城山球場、陸上競技場な

ど枚挙に暇がないほど改修を要する施設がございます。いずれの施設につ

きましても、テニス愛好の皆さんと同様にそれぞれの競技団体等から強い改

修の要望もいただいておりますので、総合計画に則り順次改修を進めてま

いりたいと考えておりますので、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） 掛布まち子議員。 

 ○７番（掛布まち子君） 総合計画にのってということで、はっきりしたご答弁が

なかったのは非常に残念に思います。随分前からオムニ化の願いというのは連

名で出されているのは承知しておられると思いますし、本当にケガをするのでは

ないか、本当に健康に悪いというような切実な願いですので、総合計画に沿って

というような曖昧なことではなく、早急に対応するという答弁がほしかったと思い

ます。 

 テニスの愛好者だけではないと思いますけれども、普段よく使っているとこ

ろがこんなにひどい状態で改修を望んでいるのに、なぜ陸上競技場にばか

り経費を使うのかという、そういう不信感というものも出ておりますので、早

急な対応をお願いしたいと思いまして、次に移ります。 

 ３点目の学校給食の民間委託計画について、教育長に質問します。 

 先の９月議会の答弁で教育長は、民間委託した場合でも現在と同じように

町食材組合を通じて食材を調達し、安全性について町できちんとチェックを

するなどと答弁をされました。 

 しかし、これでは派遣と請負の区分基準を示した昭和 61 年４月 17 日、労

働省告示第 37 号に照らして、違法な偽装請負に相当すると、民間委託はで

きないはずだと私は指摘をいたしました。 

この告示第 37 号第２条の中で、請負契約では調理業務を受託した業者が、

単に肉体的な労働力を提供するものでないこと、自己の責任と負担で準備

し調達する機械設備、もしくは機材、または材料、もしくは資材により業務を

処理することとなっておりますが、これに抵触するものです。 

 民間委託計画では栄養士の指揮命令のもとで調理しなければなりません

し、調理設備や機材も業者が自ら調達せずに、食材も自ら調達せずに発注

者であります町が準備したものを使うことになります。東員町と全く同じケー

スで兵庫労働局の指導で、学校給食センターの民間委託を断念した兵庫県

丹波市の事例を調査するよう９月議会で教育長に申し上げましたが、その



後、教育委員会としてどのように調査研究をされたのかをお伺いいたしま

す。 

 ○議長（川杉美津江君） 石垣征生教育長。 

 ○教育長（石垣征生君） 学校給食の民間委託契約にかかわるご質問に、お答え

を申し上げます。 

 この件につきましては、９月議会におきましてご答弁申し上げたとおり、学

校給食業務の効率化につきましては、本町の継続的な発展を進めるために、

平成 18 年３月に策定をした行財政推進計画の数ある中の１項目として、平

成 19 年度から検討開始し、平成 20 年度に方向性を決定することといたして

おります。 

 本年７月には学校給食センター運営審議会で、全国的な業務形態の状況

をご報告申し上げたところでございます。現時点では平成 20 年度の方針決

定に向け、必要な資料収集や法的な確認作業を進めているところでござい

ます。 

 なお、調理業務の委託が議員ご指摘の偽装請負に当たらず、法的に問題

はないと顧問弁護士から回答を得ております。調理業務の効率化につきま

しては、昭和 60 年に文部科学省体育局長から出された「学校給食業務の運

営の合理化について」を受けて、現在、県内３市をはじめ全国的に２割が委

託方式により運営しているところでございます。 

 この状況をみましても、業務委託が法的にクリアしておりますことを実証し

ておりますし、検討する意義は十分にあると考えております。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） 掛布まち子議員。 

 ○７番（掛布まち子君） 顧問弁護士から大丈夫だと回答得ているとおっしゃい

ましたが、教育長は、あるいは教育委員会としてきちんと三重労働局に確かめら

れたんでしょうか、その点をお尋ねしたいと思います。 

 ○議長（川杉美津江君） 石垣征生教育長。 

 ○教育長（石垣征生君） 担当官に私どももお伺いをいたしております。 

 ただ注意すべき点を何点かご指摘をいただいておりますので、その点はク

リアできるというふうに考えております。 



 ○議長（川杉美津江君） 掛布まち子議員。 

 ○７番（掛布まち子君） 私も兵庫県の丹波市から資料を取り寄せ、またつい最

近、同じ問題に直面しています日本共産党の四日市市議団が三重労働局に出

向き、直接偽装請負ではないんかということを正しましたが、三重労働局として

は「法的に大丈夫だというお墨付きを与えているものではない」とそういう回答で

ありました。あくまでもこれは偽装請負の疑いが濃厚であります。行政が法律を

遵守しなくていいのかという、そういう問題がかかわっていると思います。 

 近隣のいなべ市の藤原では、確かに民間委託やっておりますが、そこは

食材は業者が調達をしておりまして、東員町とは違う方式で、それはこの法

律には触れないわけです。東員町は町が食材を調達しながら請負契約に出

そうとしている。これが法に抵触すると、このように申し上げているわけで

す。 

 ですから、法を守ろうとすれば安全が確保できない。安全を確保すれば違

法になる。とすればもう民間委託は止めるしかないんじゃないですか、教育

長はっきりした答弁を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） いなべ市の場合は、いわゆるいなべ市の給食センタ

ーの置かれております地理的な条件もございまして、食材調達がスムースにい

かないという、そういう面もございまして、業者にお願いをしておるというふうに聞

いておりますが、県内の他の市におきまして実際に行っている、委託で調理業務

を行っているところ、あるいは全国的なその調査をいたしましても、食材の購入に

ついては、できる限り設置者である私どもが責任を持って購入してお願いする。

それが本来の筋道ではないかなと、そんなふうに思っております。 

 ただ、法的にクリアしなければならない点もございますので、それは今後十

分検討してまいりたいと考えております。 

 ○議長（川杉美津江君） 掛布まち子議員。 

 ○７番（掛布まち子君） いなべ市の藤原のように民間委託をして、食材も業者

に任せてしまって、市としてチェックできなくてもいいなというよりは、その教育長

のお考えのように、あくまでも町で責任を持って食材を調達し、その食材の安全

性についてきちんと町がチェックするという姿勢は、それは大変よろしいかと思い

ます。ですが、なぜそのように民間委託、民間委託と、あくまでもそこまで法律を



どうやってクリアするかなと、いろいろ工夫しなければならないというようなことま

でやって、なぜ民間委託にこだわるのかということなんです。 

 前回もお尋ねしましたが、本当にどれだけ経費削減ができるのかそれも示

さず、審議経過も出てきておりません。私、次はありませんけれども、これか

らの審議の中できちんと財政の経費節減がどれだけできるのかきちんと、そ

して審議の過程ですね、きちんと公開をして、住民に説明をしながら結論を

出していただきたい。そして民間委託は止めるしかないという結論が必ず出

るかと思いますので、十分な検討をお願いしたいと思います。 

 次に移ります。中部公園の活用と維持管理について、町長にお尋ねをして

まいります。 

 ７年間もの工期と町費 35 億円、県費３億円を費やしました中部公園が完

成してから、３年が経過をいたしました。総務課に中部公園関連の現在の起

債残高を出してもらいました。当初、公園建設のために 18 億円余り起こした

起債が、18 年度末でまだ 13 億 9,659 万円、約 14 億円も残っていることがわ

かりました。この元利償還金が平成 19 年度で１億 5,394 万円、したがって今

年度中部公園のために使われた町民の税金は、維持管理費約 3,500 万円

も含めて、合計約１億９千万円にもなります。この借金返しの状態は当分の

間続きます。完成してしまえば終わりではなく、これだけの貴重な税金を町

長によれば、今後ますます厳しくなってくる町財政の中で、これから毎年毎

年支出を続けなければならないこの中部公園が、果してそれに見合う十分

な利用のされ方、きちんとした維持管理がなされているのかどうか、大変重

要な問題です。 

 まず、東員町民に利用されているのかどうか、土木課に提出してもらいま

した利用者の集計表では、徐々に利用者数は増えております。しかし、町民

の利用者は増えておらず、他市町からの利用者で増えております。パークゴ

ルフは町内、町外利用者数を分けてカウントしておりますのでわかります。

パークゴルフの利用者総数のうち、町民の利用者の占める割合は、開園し

た平成 16 年度においては町民が 47％でした。平成 17 年度は 33％、18 年

度は 29％、そして今年 19 年度は 26％となっており、４分の３は町外の方々

が利用しているという施設になっております。 

 大型遊具についても町内、町外別の集計はありませんけれども、パークゴ

ルフ同様に四日市や桑名市、いなべ市などから幼稚園や保育園、小学生の

皆さんがバスで乗り着けたり、北勢線に乗って遠足に来るという、こういうケ

ースが非常に多く見受けられます。町民の利用者が全体でも３割ぐらいしか

ないのではないか。しかし、経費はすべて東員町民が払っていると、こういう



状態で本当にいいのでしょうか。いかに町民に十分利用してもらい、また維

持管理経費をいかに削減してくのか、町長の答弁を求めたいと思います。 

 ○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） ご質問の中部公園の活用と管理につきまして、お答えを

いたします。 

 中部公園は開園以来、多くの方々にご利用いただいております。中でもパ

ークゴルフ場や大型複合遊具へは多くのゴルファーやご家族連れが来園を

され、１日楽しく過ごされ、大変喜んでおります。 

 平成 16 年 11 月の開園以降の利用状況を申し上げますと、本町及び周辺

の保育園、小学校等の遠足、老人クラブや企業のレクリエーションに至るま

で、幅広い層にご利用いただき、平成 16 年度の利用者数は５ケ月で１万 7,

100 人で、１ケ月平均が 3,420 人、平成 17 年度が４万 723 人で、１ケ月平

均が 3,394 人、平成 18 年度が６万 5,494 人で、１ケ月平均が 5,458 人、平

成 19 年度は 11 月までの８ケ月で７万 2,657 人で、１ケ月平均が 9,082 人と

なっており、大変多くの方々にご利用をいただいております。今後も引き続き

多くの方々に利用いただけるよう、観光協会などのご協力も得て、運営に努

めてまいりたいと考えております。 

 また中部公園を安全・安心と快適にご利用いただくため、維持管理経費と

して主に芝生、樹木などの緑化管理費、電気水道などの光熱水費、管理棟

などの施設管理費等に年間約 3,500 万円が必要となっております。今後も

来園される方々に最小限の経費で安全に安心して楽しくご利用いただける

よう、管理方法等の検討も行い、適切な管理に努めてまいりたいと思いま

す。 

  確かに、町外の方もたくさん来ていただいております。それが私はすなわ

ち東員町を知っていただく、魅力あるまちづくりに結びついていく、そしてそ

の方たちが東員町に住みたい、そんな町に結びつけていきたい。そんな思

いでおります。なかなか足元近くには来ていただけない状況かもわかりませ

んけども、これからも管理費の経費を最小限にいろいろ知恵を絞って、努力

をさせていただきたい。そんな思いでおりますので、どうぞご理解をいただき

ますように、お願いを申し上げます。 

 ○議長（川杉美津江君） 掛布まち子議員。 



 ○７番（掛布まち子君） 確かに、町外の方にお聞きしますと、「東員町は本当

に気持ちのいいきれいな公園があっていいですね」とか、「子どもたちが遊具のと

ころに遊びに行くよ」とか、「そういう公園があっていいですね」という声をよく聞か

せてもらいます。 

 確かに、できた公園は非常に広々として、また自然川の流れも取り入れら

れ、非常に気持ちがいいものですけれども、住民の大反対運動を押し切っ

て、そして先も述べましたように、現在でも年間１億９千万円もそれにかけて

いる。その町民の税金が注ぎ込まれているということも十分承知のうえで、

この利用者の実態を見ると、「気持ちがいいですね」なんていうふうに単純に

喜んでばかりではいられないわけなんです。 

 先程来の質問の中で受益者負担とかいうことが、よく出てまいりましたけ

れども、この中部公園の現在の利用者ザッとですけれども、の方々に現在

の中部公園にかかっている経費を全部、いわゆる受益者負担ということで

支払ってもらうとしたら、１回中部公園に足を運ぶごとにいくらの入園料を取

らなければいけないか。約１人２千円です。夫婦子ども２人親子４人でフラッ

と中部公園へ１日来たら、「はい８千円いただきます」と、これぐらいの経費を

いただかないとやっていけないだけの費用を今、中部公園に注ぎ込んでい

る。 

 であるのに、４分の３は町外の方々が利用し、そのために町民の税金が使

われ、今後遊具も傷んでいきます。維持管理費も増えていかざるを得ないと

思いますが、一体こういう町民の利用の少なさということでいいのかどうかで

すね、頭を知恵を絞って町民の方に利用していただくとおっしゃいましたが、

もう少し具体的に町民の利用を増やすために、どうしていこうとしているのか、

もう一度答弁を求めたいと思います。 

 ○議長（川杉美津江君） 佐藤均町長。 

 ○町長（佐藤 均君） お答えをさせていただきます。 

 公園というのは、公共事業の一つなんです。公共事業ということは道路と

か河川、そういう一つの事業なんです。だから交付税の中にも入っておるわ

けなんです。公園の面積算入ということで、今回の交付税の算入のお金とし

て 571 万３千円というものが、交付税で来ておるわけなんです。それと公共

事業ということでございますので、誰、町内とか町外とか、そんな区分けとい

うのですか、東京都へ行っても大きな公園たくさんあると思います。誰が利

用されようとそんなことではない、私は事業と思っております。 



 だから経費の面でやはりかからないように、少しでも安くなるようにというの

は、当然私どもとしては心がけていかなければならないということは、認識を

させていただいておるんです。 

昨日からいろいろ出ておりますけど、パークゴルフ場の公認の取得、公認を

とればもっと利用していただける、多分そういう方が公認のパークゴルフ場

になれば、今よりかもっと利用して利用料を払っていただける、そんなことを

思って公認を取得したいと思っております。 

 確かに 35 億円という、大きなお金を使った公園でございます。しかし、もう

できてしまったものをもっともっと掛布さん等も、そしたらこんなことがあるか

ら、こうしてもらいたい。そんな知恵も貸してもらいたいと。 

 ただ、先程掛布さん言われましたように、次ということもないというようなこ

ともお聞きしましたので大変残念なんですけど、いろいろこれまでもいろいろ

な面で議論を重ねながら、まちづくりに協力をしていただきました。大変町と

してもこれまでの議論でものすごく前進しておると思います。是非これからも

新しい取り組み、知恵も貸していただきたいと思いますので、どうぞよろしく

お願いしたいと思います。以上です。 

 ○議長（川杉美津江君） 掛布まち子議員。 

 ○７番（掛布まち子君） 残念と言っていただいて、非常に嬉しかったわけです

けれども、中部公園の維持管理費の中で、先程来、維持管理費を下げていかな

ければいけないということで、そのうちの主に占めているのが芝生樹木管理の業

務委託費です。18 年度決算で 3,443 万円全体で中部公園の維持管理経費がか

かっておりますが、そのうちの約 75％、 2,595 万円が芝生樹木の管理業務委託、

非常に高い費用がかかっていると思います。これをいかに下げていくかというこ

とが大事かなと思います。 

  そこで、非常に不思議に思いましたのは、この公園が開園しました平成 16

年から17、18、19年、この４年間のうちのこの樹木管理業務委託をどの会社

が受託したかということを調べて、非常に不思議に思いました。平成 18 年を

除く３年間はすべて同じ業者が、しかもほとんど予定価格に近い金額で落札

をしております。芝生樹木の管理業務指名願いを出しておりますのは、町内

でも５、６社。いなべ・桑名・四日市市内を含めれば、数 10 社非常にたくさん

の業者がある中で、なぜ同じ業者が連続して４年間のうち３年間も落札でき

ているのか、指名され落札できているわけですけども、非常に不思議に思う

わけです。 



 そしてこれＡ社といたしますと、このＡ社が町の事業を過去にどれだけ受託

しているかということを調べまして、また非常に不思議に思ったことがありま

す。平成 13 年公園ができる前ですけども、この業者は町の事業は年間 75

万円の受託金額でありました。平成 14 年は 975 万円、平成 15 年は 75 万

円、年間町の事業を受託しております。ところがそのあと、佐藤町長の町長

選挙がありまして町長になられると同時に、平成 16 年中部公園も開園し、こ

の平成 16 年度このＡ社が町の事業を受託した金額は 1,980 万円、17 年度

は 2,500 万円、18 年度はなぜかわかりませんが、この公園の芝生管理業務

委託を受託しなかったために 520 万円となっておりますが、平成 19 年には 

2,715 万円と、また再び異常な金額上がってきております。 

 以前からずっとこれぐらいの金額で受託していれば、まだわかりますけれ

ども、なぜか佐藤町長誕生と同時に、また中部公園開園と重なったこともあ

ったのか、急にこの 16 年度からこの業者の町の事業の受託金額が増えて

いる。一体どういうことなのかなと思いまして、このＡ社の東員営業所の所在

地を調べましたら、これは町長の同級生の方のお家となっており、そして町

長選挙でも非常に熱心に佐藤町長の応援をされている人であり、そして今

年４月の町長選挙でも非常に熱心に応援をされた方だということがわかりま

した。 

 一体これをどう考えたら良いのか。非常に経費が嵩み、この維持管理経費

を下げなければいけないというときに、その 75％を占める芝樹木管理、この

受託の実態を調べてこんな不思議な事実に突き当たったわけです。なぜ同

一業者が、しかも町長の熱心な後援者が連続して落札できているのか。何

かおかしいのではないかと思いますが、町長の見解をお尋ねしたいと思い

ます。 

 ○議長（川杉美津江君） 佐藤均町長。 

 ○町長（佐藤 均君） お答えをさせていただきます。 

 たまたま公園の開園と私が町長に当選をさせていただいた時期と重なった。

もともと公園の芝管理ということでございますので、そういう業種と言うんで

すか、土木の中の業種、そういう中での指名ということでございますので、た

だ、３年一緒の業者とかそういうことは私どもとしては、なぜと言われたって

答弁はようしません。あくまでそれは、業者間で指名をさせていただいた中

での競争の中で決定された。ということでございますので、ご理解をいただき

たいと思います。 



 ○議長（川杉美津江君） 掛布まち子議員。 

 ○７番（掛布まち子君） 答弁はようしないというように、町長すっとぼけておられ

ますけども、町長の熱心な後援者だから受託できたとすれば、これは全くおかしな

ことでありますし、逆に町の事業を連続して受託している業者から町長が選挙のと

きに、熱心に応援を受けているという、これは非常にまずいことではないかと思うん

です。 

 例えば議員にとっても、自分が町内の団体の長であり、その長に対して行

政から補助金が出ていれば、その団体の長は辞任するという、それぐらい厳

しく衿を正しておりますが、町長がそうですね、町の事業をどんどん受託して

いる業者から、そのように熱心に応援を受けるという、これはやっぱり政治

倫理の問題としてきちんと衿を正すべきではないかと思うんですけども、こ

の点について答弁を求めたいと思います。 

 ○議長（川杉美津江君） 佐藤均町長。 

 ○町長（佐藤 均君） お答えをさせていただきます。 

 いろいろ選挙に絡む不祥事と申しますか、地方議員、議会、知事はじめ各

種選挙でいろいろ不祥事は出ております。４年前の町長選挙、それから今

年の町長選挙、業者の中には協会とかいろいろあるんですけど、業者間に

頼んだこともございませんし、業者が私の選挙で応援とか、そういうことは一

切ございませんので、何をもってそういうことを言われるんか、たまたま同級

生ということ、であるかもわかりません。何かこう悪いことをしておるみたいな

格好で言われるんですけど、業者に頼んだこともございませんよ。町内の建

設業者さんにも「選挙を頼みます」ということを言うたこともございませんよ。 

 だから、その入札のことに関して私にどうこう言えと言われたって、私答弁で

きませんので、よろしくお願いしたいと思います。 

 ○議長（川杉美津江君） 掛布まち子議員。 

 ○７番（掛布まち子君） 町長のことですので、業者に頼んだことはないというこ

とは、多分本当であろうかと思いますし、信じたいと思います。しかし、周りは業

者と同級生というのは区別はしていないという、同じ人物であるということ、そん

なふうにしか見えないということなんです。そういう意味でやはりきちんと衿を正し

ていくということが必要ではないかと思うんです。 



 やっぱりこう住民の反対運動を押し切って、これだけの多額の公園をつくり、

そして町民が４分の１しか利用できておらず、しかもその巨額の経費がかか

る維持管理費を、町長のいわゆる熱心な後援者の関連の業者が連続して、

不思議なことに受託している。これは一体なんなんだろうかと、町民は浮か

ばれないということにもなります。今、住民の皆さんにいろんな受益者負担、

行財政改革ということで公平な負担とかいうことをおっしゃっていくのならば、

その前にやっぱり自らきちんと周辺をきれいにし、衿を正していくということ

が必要であるということを申し上げまして、最後の５番目の質問に移りたいと

思います。 

 妊婦健診の公費負担回数の拡充を求めて、生活福祉部長にお尋ねをい

たします。 

 不安定雇用や増税目白押しのもとで、若い子育て世代にとって経済的負

担の軽減は切実な願いです。現在、妊婦健診は妊娠前期と後期の２回が公

費負担無料となっていますが、母胎や胎児の健康を確保するためには、13

回から 14 回の受診が必要です。しかし、近年経済的な理由により、必要な

回数を受診できない妊婦が増えていると言われています。厚生労働省は今

年１月に通知妊婦健康診査の公費負担の望ましいあり方についてを出し、

公費負担の回数を 14 回に増やすことが望ましいこと、最低限でも５回程度

公費負担とすることが原則であること、国がそのために地方財政措置を行う

などとしました。 

 自治体がこの財政措置を利用して、無料健診の回数を思い切って拡充する

ことが望まれます。三重県内の自治体では来年度から一斉に公費負担を５回

に拡充する方向であると聞いておりますが、厚生労働省通知の趣旨に沿って、

町独自にさらに無料の回数を増やし、安心して子どもを生み育てることができ

るまちづりを進めてはどうでしょうか。生活福祉部長にお尋ねをいたします。 

 ○議長（川杉美津江君） 松下忠生活福祉部長 

            （生活福祉部長  松下  忠君  登壇） 

 ○生活福祉部長（松下 忠君） 掛布議員の妊婦健診の公費負担回数の拡充に

ついてのご質問に、お答えいたします。 

 妊婦健診費用に対する助成の拡充につきましては、本年１月 16 日付で厚

生労働省から、「妊婦健康診査の公費負担の望ましいあり方について」とし

て、各市町における公費負担による健診回数の増について取り組みがなさ



れるよう、管内市町に徹底するよう県に通知があり、県からその旨と各市町

の妊婦健診の意向調査も終わったところでございます。 

 その後、４月に入りまして担当者による妊婦健康診査にかかる連絡協議会

が開催され、回数、検診内容について検討し、さらに三重県医師会産婦人科

医会とも協議を重ね、受診回数、検診内容を県内統一して平成 20 年度から実

施する予定となっております。 

 その内容を申し上げますと、健康な妊娠、出産を迎えるには、妊婦健康診

査の時期等を考慮しますと、５回程度は必要と考えられることから、経済的

理由等により受診を諦める方を生じさせないためにも、公費負担の検診回

数を５回と決定いたしました。 

 また、検診内容につきましても、従来は２回の補助と超音波検診は35歳以

上の妊婦のみでございましたが、来年度から５回の補助と毎回超音波検査

が行われることになりました。超音波検査では健診料が 5,300 円が必要と

なりますが、その２分の１を三重県産婦人科医会で負担していただくことに

なりました。契約は市長会、町長会において県医師会と行えることになり、妊

婦１人当たりの公費負担額は２回で１万 3,960 円から、５回で３万 1,550 円

となります。 

  なお、移行期の対応につきましては、平成 20 年４月以降に出産予定で 19

年度中に母子手帳を発行させていただいた妊婦の方には、新年度に入り次

第３回の追加分の補助券を郵送させていただくこととしております。 

 最後に、町独自の拡充ということでございますが、ただいまご答弁させてい

ただきましたとおり、県内統一しての実施や、医師会のご協力など、独自の

実施は今のところ困難かと考えております。今後も多面にわたり少子化対策、

子育て支援等積極的に取り組んでまいりたいと考えておりますので、ご理解

のほどよろしくお願いいたします。 

 ○議長（川杉美津江君） 掛布まち子議員。 

 ○７番（掛布まち子君） 子どもたちの医療費の無料化の年齢の拡大ということと

か、不妊治療、あるいは育児応援費ということで、東員町非常に子育て支援が進

んでいると思います。その中で妊婦健診について、今まで触れてこなかったという

のは、非常に私自身も気づかなかった点で、今回、三重県一斉に国の財政措置を

使って、５回に拡充をされるということは、非常に喜ばしいことかと思います。 

 この国の財政措置なんですけども、この厚生労働省の通知によれば、何

回分交付税措置したかということがはっきりしないわけなんです。14 回分交

付税措置されていると考えれば、町独自であと１回、２回拡充することができ



るのではないか。そして１回拡充、さらに東員町だけ６回無料にしますよとし

た場合、私の大体の計算で年間 140 万円ぐらいあれば拡充できると思うん

ですけども、この金額は出ないのかどうかお聞きをしたいと思います。 

 ○議長（川杉美津江君） 松下忠生活福祉部長 

 ○生活福祉部長（松下 忠君） 交付金に関することでございますけども、これに

つきましても、年間 140 万円という議員の試算でございますけども、これにつきまし

ては私どもも勉強させていただき、今後も検討させていただきます。 

 ○議長（川杉美津江君） 掛布まち子議員。 

 ○７番（掛布まち子君） 検討するて、これが最後だと言うてますので、もう一回

答えていただきたいと思いますが。 

 もう一点、５回に拡充するとなると、今までは２回であったので町内にお住

まいの間に受けられたと思うんですけども、５回となりますと早めにお里帰り

をされて、県外のところで妊婦健診を受けられ、それが無料の対象になって

くるということも考えられると思います。その場合でも、県外だから対象外と

いうんではなく、５回の中に入っていれば、あとから領収書を持参して請求す

れば、その分県外で受診した場合でも無料とするという、そういうきめ細かな

対応をする準備はないのかどうか、それについてお尋ねをしたいと思いま

す。 

 ○議長（川杉美津江君） 松下忠生活福祉部長、簡潔にお願いします。 

 ○生活福祉部長（松下 忠君） 里帰りの県外での受診ですね、これについて

も検討してまいりたいと思っておりますので、ご理解いただきますようお願いしま

す。 

 ○議長（川杉美津江君） 掛布まち子議員。 

 ○７番（掛布まち子君） 検討ではいけないと言っているのに、また検討ですのでよ

ろしいです。 

 はい、これまで 12 年間にわたり本当に皆さんに支えていただき、議員活動

を続けてくることができました。本当にこのまち東員町というのは素晴らしく、

魅力的な町だと思います。機会があればまた戻ってこれたらいいかなと思っ



ております。任期いっぱい全力を尽くして頑張ります。本当に皆さんありがと

うございました。 

 ○議長（川杉美津江君） これにて一般質問を終わります。 


