
○議長（三宅耕三君） ５番南部武司議員。 

（５番南部武司君登壇） 

○５番（南部武司君） この３月定例議会では行財政改革と、農地・水・環境保全向上対策

の取り組みの２つの質問を通告いたしました。また行財政改革につきましては同僚議員

からの質問と重複する部分があるかとは思いますが、４項目につき質問いたします。 

なお、今回私が質問しようとする通告書に記載した事項が町内の一部の方々に誤った

内容で流れています。通告書は今日初めて目にする同僚議員がほとんどであります。役

場以外の方々に事前に知らせる意味はないと思いますが、答弁に誤りがないようにとの

通告書の意味が疑われてしまいます。この流出源の調査を求めることをお願いしたいと

思います。 

さて、２月２５日の日曜日に四日市大学岩崎教授の「行財政改革はなぜ必要か」の講

演会では、人口減少傾向と団塊の世代の退職者による高年齢化を指摘されました。また

昨年１２月には行財政検討委員会からの報告に基づき、東員町行財政改革推進計画実

施計画（案）が提出されました。それらを踏まえて質問いたします。 

私は平成１７年９月の定例会で税金について収納率が低下するなか、支払いの選択肢

を増やし、住民サービスを向上すべきであるとの考えから、地方税のコンビニでの代行収

納やクレジットカードでの支払いについて質問いたしました。町長の答弁は、「今後国保料

を含めた各税の納付に利便性、個人情報の保護などを考え、近隣市町の状況を見ながら

その方法なども研究するとの返答でした。その答弁のなかには納付書からも変えていか

なければならないので、なかなか厳しい」との言葉もありました。東員町行財政改革推進

計画実施計画（案）によりますと、コンビニ、郵便局などによる各種証明書などの交付、納

税サービスを平成１８年度に検討、平成１９年度方針決定とあります。それらを含めこの

研究結果の報告をお願いしたいと思います。 

また、クレジットカードによる納付につきましても、便利になるのならば取り組ませていた

だきたいとの返答がありました。本年２月１５日の新聞に、玉城町では４月１日から住民税

や公共料金の支払いをクレジットカードでも可能とする旨の記事がありました。利用できる

のは固定資産税、住民税、軽自動車税の３税、国民健康保険、水道料などの６料金と住

宅新築資金等還付金です。また玉城病院など２施設の窓口でも診療費や諸費用の支払

いが可能となるというものです。 



東員町としましては、先ほどのコンビニエンスストア及びクレジットカードについての取り組

みはどのように考えているのか、あるいは進んでいるのか、町長の答弁を求めたいと思

います。 

次に環境マネジメントシステムについて質問いたします。 

先般、同僚議員と長野県の箕輪町にエコアクション２１の研修に行ってまいりました。この

エコアクション２１と東員町が取得していますＩＳＯ１４００１との大きな違いは認証取得費用

の差です。確かにＩＳＯというのは対外的には肩書が付きます。２月２３日の新聞に、紀北

町ではＩＳＯ１４００１を返上したとの記事がありました。これで年間１６０万円の経費削減と

のことであります。長期的に取り組んできて職員には浸透しているとの言葉がありました。 

認証費用に３００万円から５００万円も支出して認証を受けなければならない意義を伺

いたいと思います。またエコアクションョ２１は、東員町ではどのように考えているのでしょ

うか、あわせて答弁をお願いいたします。 

３つ目です。電話料金について伺います。 

１８年３月の一般質問で、私はＩＰ電話について質問いたしました。技術の進歩はすごいも

ので、１年間で当時とは大きく様変わりしました。当時はメタル回線利用のＡＤＳＬ電話でし

たが、今は光ファイバーによる光通信となっております。そのときの答弁では、利用料金

が３割程度安くなるが、停電時や災害時の通話に支障があるとのことでしたが、光なら基

本料金が大幅に安くなり、不安材料も解消されています。家庭用ならともかく、事業用とし

ては回線を引いているだけで発生する１回線ごとの基本料金は馬鹿になりません。役場、

学校など今の電話基本料金の合計はいくらとなっているでしょうか。電話回線の数と基本

料金を教えてください。行財政の面からＮＴＴ以外の通信会社や光通信を取り組む可能性

を伺いたいと思います。 

町長の答弁には私はＩＴは苦手だとか、近隣市町の状況を見ながらとの答弁が多くあり

ます。 

私は近隣などどうでもよく、町民のために何をすべきか、東員町としてどうあるべきかをい

つも考えていただきたいと思います。 

４つ目は、自治会など地縁団体について伺います。 

東員町は２３の自治会に各種の補助金を出しています。先の岩崎教授の講演会でも「住

民ができることは住民で」との発言もあり、自治会への多少の出費は当然必要であると認



識しております。行政協力員、すなわち自治会長に報酬が支払われていますが、この金

額は一定ではありません。どのような基準なのか伺いたいと思います。また行政副協力

員、行政連絡員についてもその役目と報酬の基準をお伺いします。また報酬となっており

ますが、自治会あてに支払われているのでしょうか、その支払先、支払方法などもわかる

範囲でお答えください。 

以上、答弁をよろしくお願いいたします。 

○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） 南部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。 

少し長くなりますけど、お許しいただきたいと思います。 

まず、地方税等のコンビニ収納についてのご質問ですが、近隣の状況から申し上げます

と、桑名市が軽自動車税と国保税を平成１９年度から試験的に実施されるようでございま

す。県内の市町におきましても、現在のところ、調査・研究の段階で近々に実施する予定

はないと聞いております。 

コンビニ納付の場合、現在のブック方式では取り扱うことができないことから、１枚ずつ

バラして郵送するため、納税者の方が「違う納期の分」を収めてしまうケースもあり、本来、

支払っていただく分が未納となってしまうことや、コンビニでは取り扱う金額に上限３０万円

以下までがありまして、納税者にとって不公平感が生じることがわかってまいりました。 

仮に、私どもが実施した場合、納付書の変更とか、収納システムの改修等も含め、５０

０万円程度の導入経費が必要であるとの報告も受けております。また一部の税だけで実

施いたしますと、納税者にとって逆にご不便をおかけすることにもなりかねず、導入コスト

の割にはメリットが少なく、他の使用料等も含め、できる限り多くの収納業務での導入を図

るべきであると考えております。 

次に、クレジットカードによる納付につきましては、全国で初めて玉城町が一部導入の

事例はあるそうでございますけども、多岐にわたる収納業務においてクレジットカード決済

を新年度より開始されるそうでありまして、現金の手持ちがなくても支払えることや、ポイ

ントサービスが受けられる等のメリットがあると言われております。私は収納は先ほどのコ

ンビニよりも、このクレジットカード方式や、在来からある口座振替制度をもっと推進してい

くべきであると考えております。コンビニ収納はあくまで自主納付の方だけを対象にしてお



り、納め忘れとか現金で納めるわずらわしさがありますことから、滞納となってしまう場合

が多く、それよりも私は自主納付から口座振替にいかにして切り替えていただくことこそが、

収納率の向上や、収納事務コストの低減につながるものと考えておりまして、クレジット方

式もカード会社を介した口座振替の１つの手法でありますことから、今後さらに研究をい

たしたいと思います。 

また最近、国税等では銀行やコンビニに直接出向かなくても、インターネットや携帯電

話から支払いが可能となる電子決済が始まり、地方公共団体でも、このサービスが今後、

拡大されて行くものと予想されております。 

以上のことなどから、桑名市のコンビニ収納システム導入後の利用者数の把握とか、収

納率の検証もする必要があり、また玉城町の電算会社と私どもとは別でありますことから、

システムを新たに開発する必要が生じるため費用対効果も含め調査検討に、もう少しお

時間をいただきたいと考えております。 

次にＩＳＯについてですが、東員町は平成１２年３月に国際規格でありますＩＳＯ１４００１

を認証取得し、昨年度２度目の更新審査を終えて、現在８年目を迎えております。その間、

各施設の電気、水道などの使用量、公用車の燃料、用紙類の削減など、いわゆるエコオ

フィス活動を中心に取り組んでまいりました。しかし、エコオフィスにかかる削減目標に向

けての取り組みを中心にするのではなく、もっと視野を広げた活動を取り入れるために、

平成１７年１０月より各課の事務事業に根ざした環境の保全に対する目標を設定して、取

り組みを継続をしております。また毎月第１、第３水曜日には職員によるノーカーデーを、

毎週水曜日にはノー残業デーを実施しております。 

ご質問のエコアクション２１は、環境省が平成８年に策定した「環境活動評価プログラム」

でいわゆる日本版のＩＳＯと言われております。国際規格であるＩＳＯ１４００１と比較します

と、審査登録にかかる経費が安価で、トータル分で約５分の１程度で済むと言われており、

認証期間も２年と短くなっています。しかし反面、社会的認知度が低く、認証事業所数はＩ

ＳＯ１４００１が１万８千件に対しまして、エコアクション２１では、１千件となっております。 

先日の新聞報道にもありましたように、ＩＳＯ１４００１の認証登録を返上する事業所が増

加傾向にあり、県内で先駆けて認証取得した紀北町が、「自主運営は１つの流れ、長期

的に取り組んできて、職員にも浸透してきた」との理由で登録を返上されるそうでございま

す。 



東員町でも、今後はＩＳＯ１４００１の継続について検討が必要であると考えていまして、

エコアクション２１への移行も視野に入れ、「自己宣言」への切り替えも含めて、現在取り

組みを効果的に運用し、環境に配慮した活動を継続していこうと考えております。 

３点目の光ファイバー回線を利用した電話の導入についてでございますが、現在、役場庁

舎、学校等の町施設の一般電話回線は５５回線でございます。基本料金は月額で２０万

円ほどでございます。議員ご指摘の光ファイバー回線を利用した電話につきましては、昨

年のご質問でもお答えをいたしましたとおり、コスト削減の有効手段と認識しており、現在

策定中であります行財政改革推進計画「実施計画」のなかでも、光通信によるＩＰ電話の

導入を掲げております。 

光ファイバー回線を利用した電話はコスト削減には有効ですが、技術的に今一歩、発

展途上の面もあると言われております。本町への導入におきましても、業務に支障をきた

さない安全対策とコスト削減を両立させるべく手法を模索しているところでございます。 

また、ＮＴＴ以外の通信事業者についての考えでございますけども、光ファイバー回線

による電話事業を提供されている事業者は数社でございますので、本町の利用形態に照

らし合わせ、費用対効果と安全性、信頼性を十分検討する必要があると考えております。 

４点目の行政協力員等のご質問に関しましては、町と地域住民との間の連絡事務を処

理していただく目的で、配布物の配布、回覧、地域住民の要望の連絡、地域環境衛生の

推進などを行っていただく行政協力員と、その職務を補佐していただく行政副協力員及び

行政連絡員としてお世話いただいているところでございます。 

ご質問の報酬につきましては非常勤職員等の報酬を定めております、委員会の委員等

の報酬及び費用弁償に関する条例により、行政協力員の方には均等割額と自治会の世

帯数に応じた世帯割額をあわせて支給をいたしております。また副協力員の方には一定

額を、連絡員の方には受持ち世帯数に応じた額の支給を行っております。支払方法につ

きましては、各人の指定口座に振り込みをさせていただいております。 

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） 南部武司議員。 

○５番（南部武司君） 答弁ありがとうございました。 

同僚議員と長野県飯田市に自治基本条例についての研修を行ってきました。その条例制

定に議会が一生懸命取り組んでいたのですが、初めはあまり関心を示せなかった市長が、



「どこに行っても飯田市はすごいことに取り組んでいるね」と言われ、気分を良くしたのか

段々と真剣に協力するようになったとの談話を伺いました。私が昨年９月に提言しました、

一昨年ですね。 

クレジットカードの納付もすみやかに取り組んでいたならば、全国一番の肩書がいただ

けたんではないかなと思ってちょっと残念です。 

ＩＳＯ１４００１の予算は本年度９４万８千円と記載されておりましたから、間違いないと思

います。エコアクションも東員町検討が必要であるということで、私たち研修に行ってきた

かいがあったと感じております。 

ＩＰ電話につきましてですが、事務用１ヶ月、私の家光電話に実は替えたからわかってい

るんですけど、今まで２，５２０円基本料金がかかっていたのが、付加がもう何にもない場

合は５００円で済みます。しかも２回線引くことが２つの電話を引くことができるようになり

ますので、是非とも取り組んでいただきたいと思います。 

質問になりませんから質問をします。１７年度の行政報告書には行政協力員２３名とあ

りますが、連絡員は２８名となっております。５名ちょっと数が合わないんですけど、その点

お伺いしたいと思います。 

○議長（三宅耕三君） 近藤洋総務部長。 

○総務部長（近藤洋君） お答えをさせていただきます。 

行政連絡員さん、基本的には全体町内では２３自治会さんございますが、行政連絡員

さん置かれていない自治会さんもありますので、その辺の違いということでご理解いただ

きたいと思います。 

逆を言いました。すみません。訂正します。普通２３自治会さんですけれど、行政協力

員さんが２名以上みえる方もございますので、そういうことで若干数が異なっておりますの

で、よろしくお願いしたいと思います。 

○議長（三宅耕三君） 南部武司議員。 

○５番（南部武司君） 行政協力員及び行政区に関する規則の第１０条に、「副協力員は

自治組織の班長とする」とありますが、班長さんで間違いないと思います。その方にも

個々に口座に振り込まれているとお聞きしましたけども、確か私の自治会では自治会から



金額いただいておるように記憶しておりますが、ちょっと詳しいことがわかればお教えくだ

さい。 

○議長（三宅耕三君） 近藤洋総務部長。 

○総務部長（近藤洋君） お答えをさせていただきます。 

行政協力員さん、それから行政副協力員さんですか、そういった方々につきましては、

自治会さんにお願いをさせていただきまして、その本人さんの口座をお聞きして、そこに

振り込みをさせていただくという形で取り扱いをさせていただいておりますので、よろしくお

願いを申し上げたいと思います。 

○議長（三宅耕三君） 南部武司議員。 

○５番（南部武司君） 地域によりまして自治会の活動が差があります。例えば行財政検

討委員会の議事録にも記載されておりましたが、在来地区では草刈りは自治会、先ほど

の議員の答弁で９自治会でやっているということでしたが、自治会で草刈りは行っており

ます。笹尾、城山地区につきましては業者委託となっております。人口の少ない自治会は

金額が少ないけど、仕事の内容には大差がないというふうに思います。在来地区では境

界の立ち会いなども仕事が結構多いです。もっと増額すべきであると思いますが、その点

をお伺いしたいと思います。 

また、自治会でできることは自治会でとの、自治会活動を増やす方法以外にもボランテ

ィア、またはＮＰＯを立ち上げて、有料で地域活動を積極的に行うということも可能だと思

いますが、その点お伺いしたいと思います。 

○議長（三宅耕三君） 近藤洋総務部長。 

○総務部長（近藤洋君） お答えをさせていただきます。 

行政協力員さんの報酬につきましては、ご承知のとおり委員会の委員等の報酬及び費用

弁償に関する条例というところに規定をさせていただいておりまして、その計算の過程で

均等割と、それから世帯数割、世帯割ということで額を決めさせていただいております。現

状といたしましては５０数世帯のところから５００世帯近く前後、それぐらいの自治会さんも

現状としてはございますけれど、その条例を適用させていただいて支払いをさせていただ

いておるところでございます。 



それからボランティアの方の草刈り等の関係でございますが、現状としましてはそれぞ

れの各自治会の方でその決まった区域を草刈り等やっておるという現状でございますが、

将来的には、そういうボランティアの皆様の力をお借りしてするという方向での検討も視野

に入ってくると思いますので、ご理解いただきたいと思います。 

○議長（三宅耕三君） 南部武司議員。 

○５番（南部武司君） ありがとうございました。 

２問目にいきます。平成１９年度から「農地・水・環境保全向上対策について」の地域での

取り組みが本格導入されます。三和地区では平成１８年度に実験的な取り組みが行われ

ていました。まず、今回導入されますこの取り組みの説明を求めます。 

また、大崎議員と重複しますが、実験的に取り組んできました三和地区の経過報告も

あわせてお願いしたいと思います。 

農林水産省が推奨するこの活動に異議を唱えるつもりはありませんが、内容がいまい

ち理解できません。先般、私の自治会で説明会がありましたが、すでにある程度の準備

は終えているものと理解しました。その説明では現在行っている自治会行事と大きな変更

はなく、これからは写真などの記録を添付し、報告が必要になると伺いました。 

例を挙げるならば農道の草刈り作業です。今までは町からの補助金をいただいていた

のが、国から交付金がいただけるということだそうです。助成金が町から国に替わるだけ

ではないと思い、パンフレットなどを調べてみました。インターネットにも記載されています

パンフレットには、活動組織づくりから活動の実践までということで７つのステップが書か

れていました。 

ステップ１として、地域対象をまとめる。これは神田、稲部地区合同の組織と三和校区

の２つの組織になったと伺いました。 

ステップ２、参加者を募ります。これがちょっとわかりません。農業者以外の者を含めた

地域住民参加型となっていますが、なぜ農業者だけでは駄目なのか、より詳しい説明を

求めたいと思います。 

ステップ３、規約の作成、この規約には構成員の項目があり、参加するすべての者を記

載するとあります。自治会行事の草刈りは全員参加です。自治会の構成員全員がこの組

織の構成員となると理解すれば良いのでしょうか、それを教えてください。もしそうするな

らば、ステップ２の参加者となぜ分けるのでしょうか。 



ステップ４、活動計画の作成、これは基礎部分と誘導部分に分けられたパンフレットで

ある程度理解できました。 

ステップ５、協定を結びます。これはその組織と東員町が協定を結び、助成金の交付を

受けるものだと思います。 

ステップ６、助成金が交付、１０ａ当たり４，４００円ですが、全額国からの理解でしょうか、

この４，４００円は。また東員町には総額いくら交付されるのでしょうか。当該面積と金額を

お教えください。 

ステップ７、活動を実践、水路や道路の草刈り、施設の点検、保守、花の植え付けや生

き物の調査など活動計画に基づく取り組みであると理解しております。パンフレットにはす

べて良いことが列記されておりますが、農地や農業用水などの資源を守るということの施

策について、東員町はどのように取り組み、この交付金により出費がいくら減額になるの

か、より詳しい内容を求めたいと思います。よろしくお願いします。 

○議長（三宅耕三君） 佐藤均町長。 

○町長（佐藤均君） 南部議員からの「農地・水・環境保全向上対策について」のご質問に

お答えを申し上げます。 

農林水産省では、平成１９年度から農地や水などの資源とその質の向上を図る新たな

対策として「農地・水・環境保全向上対策」を導入することとなり、本町におきましても神田、

稲部地区と、三和地区の２つの活動組織を立ち上げ、準備を行っております。 

近年、農村集落におきましては、農業者の高齢化や非農家の割合が多くなりつつある

なか、担い手農家だけでは農地や農業用排水路を守ることができなくなってきております。

本来の農地の持つ多面的機能を維持するためには、地域住民が相互に協力して資源を

守っていく必要があり、この活動に対する支援を行うものであります。 

次に平成１８年度国のモデル地区として、三和地域で実践活動を実施していただきまし

た。 

活動の内容といたしましては、例年地域で実施していただいております農道の草刈や

水路清掃に加え、農業施設の機能診断や地元でつくられた竹炭を農業用排水路に設置

し、水質浄化に役立てるなどの活動を実施していただいたところでございます。 



平成１９年度も引き続き、「三和エコ隊」によります活動が実施され、地域住民が一体と

なり、地域の環境保全活動にご尽力いただきたいと思います。また神田、稲部地域を対

象として、農用地区域の４１２ｈａに対しましても計画の準備を行っており、活動組織名が

「エコ贔屓（ひいき）」の設立がされ、農業者のみならず、自治会、土地改良区の参加を得

て、それぞれが役割分担を決めて地域活動にご協力をいただくこととなります。 

次に、この取組による町の出費でございますが、活動組織に対する支援交付金は、田

んぼで１０ａ当たり４，４００円、畑で２，８００円が交付されます。両地区の取組面積は６１

４ｈａで、事業費総額としましては２，７００万円の交付金を受ける予定であります。交付金

の負担割合として、国が１／２、県が１／４、町が１／４となっており、平成１９年度予算に

おきまして両地区合わせて６７５万４千円の予算計上をしております。 

この活動を通じて農業施設の機能診断を行い、簡易な補修工事など早期に実施するこ

とにより、施設の長寿命化が図られ、今後の維持管理経費の負担軽減につながるととも

に、地域のコミュニティーづくりや、農業に理解を深めていただけると考えておりますので、

よろしくご理解のほどお願いをいたします。 

○議長（三宅耕三君） 南部武司議員。 

○５番（南部武司君） このエコ贔屓、農地・水・環境保全対策につきましては、ほ場整備さ

れた調整区域の農地が対象だと伺っております。鳥取や六把野地区の市街化の農地の

取り扱いはどうなるのでしょうか。 

また、都市計画の予定がされております東員駅の北側周辺とか、イオンタウン進出予

定地は対象地域に入っているのでしょうか、どうでしょうか、伺いたいと思います。 

○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。 

間違いがございますといけませんので、担当の方からお答えさせます。 

○議長（三宅耕三君） 太田利孝建設部長。 

○建設部長（太田利孝君） お答えをさせていただきます。 

１９年度からこの始まります「農地・水・環境保全向上対策」でございまして、補助、支援

というのですか、国、県、町も支援する区域としましては対象地域が農振農用地の区域と

いうことでございますが、今、高齢化ということで農業者だけでは守れない。それで当然、



非農家の方も入っていただきまして集落の流れる水路等もありますので、皆で農業者、非

農家も含めて取り行っていくという対策でございますので、それぞれ地区によっては異な

りますが、全体の区域で進めていっていただきたいと考えております。 

以上です。 

○議長（三宅耕三君） 南部武司議員。 

○５番（南部武司君） 都市計画が予定されている東員駅の北側あたりとか、イオンタウン

の予定地はどうなっているのかとうことを、まず答えがなかったように思います。 

それと次にですが、神田、稲部地区が予定しております計画書を見てみますと、藤川の

桜並木の維持管理も計画に入っていると聞いております。堤防は理解できますが、川底

にまで及んでいる樹木、重機を使わなければならない取れないような樹木も藤川にはあり

ますけど、そういうのはどうするのでしょうか、それも伺いたいと思います。 

○議長（三宅耕三君） 太田利孝建設部長。 

○建設部長（太田利孝君） この取り組みでございます。非農家の方もその出ていただき

まして、桜のちょっとした景観とか、それから用水路、あくまで農地でございますので、水

路の補修とかちょっとした生コンの補修とか、ゲートの補修とか含めまして、その河川の

危ないとこまでは危険でありますので、それはもうあくまで農道の補修とか、そういう簡易

的なことから始めてもらって、前向きに進んでもらって輪を広げてもらうという趣旨でござ

いますので、以上でございます。 

○議長（三宅耕三君） 太田利孝建設部長。 

○建設部長（太田利孝君） 答弁漏れがありましたので、イオン部分については除外とさ

せていただいております。以上です。 

○議長（三宅耕三君） 南部武司議員。 

○５番（南部武司君） この助成金は平成２３年度までと伺っております。その後どうなるの

でしょうか、わかる範囲でお答えください。 

○議長（三宅耕三君） 太田利孝建設部長。 

○建設部長（太田利孝君） 今、はっきりしておるのは、１９年度から２３年度の５年というこ

とでございますので、またこれからは農業の永続というのですか、難しくなってきておりま



すので、前向きに行っていただきたいし、またそれは補助の問題もありますので、また県、

国等へ相談もさせていただきます。以上です。 

○議長（三宅耕三君） 南部武司議員。 

○５番（南部武司君） 限られた面積の東員町ですが、この東員町の売りは緑と自然だと

思います。先の東海ラジオの実況中継でも、東員駅からの実況中継でも「ワアー何にもな

いとこや、田んぼばっかりや」という第一声がありました。「農地・水・環境保全向上対策に

ついて」の取り組みで緑豊かな田園を守っていただきたいと思います。 

それには今、市街化区域で行われている民間のミニ開発ではなく、町の主導による都

市計画的な都市計画、土地区画整理事業でなければなりません。虫食い状態になるよう

な開発だけは絶対に避けていただきたいと思います。２期目を目指す町長にこの点を強く

お願いし、質問を終わらさせていただきます。ありがとうございました。 

 


