
○議長（川杉美津江君） 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 12 月議会で、私はバリアフリーとごみ減量について

通告しておりますので、質問したいと思います。 

 ９月議会の補正予算で、文化センターと役場を結ぶ歩道橋改修の工事費

が計上され、私はバリアフリーについて質疑いたしました。納得できなかった

ので書籍やネットでいろいろと調べましたら、疑問点がいくつか出てまいりま

したので、今回はその質問をしたいと思います。 

 車椅子やベビーカーを利用する人に優しいデザインであるとされる、緩や

かなスロープの設置を歩道橋にすることにより、バリアフリー化がなされるわ

けでございます。今回予算計上でその工事を計画しなかった理由はなぜな

のか、伺いたいと思います。 

 次に、東員町の避難場所に指定されている施設、小学校や中学校の体育

館の施設のことなんですが、バリアフリーの現状を伺いたいと思います。車

椅子は常備されているのでしょうか。 

また、生活上絶対に必要なトイレは洋式トイレとなっているのでしょうか。身

体障がい者対応のトイレなのでしょうか。現在の設置状況を伺いたいと思い

ます。 

 次に、学校施設のバリアフリー化の推進として、身障エレベーター設置の

目標が、小学校８％、中学校８％となっていると、三重県ユニバーサルデザ

インのまちづくり推進協議会の記録がホームページに記載されております。

小学校、中学校へのエレベーター設置について、東員町としての考え方を

伺いたいと思います。 

 青少年の主張がひばりホールで開催されました。障がいのある人にとって

は階段やエスカレーターが苦しい手段であるとか、ドイツでは電車の乗り降

りなど階段がなく気軽に利用できたなどの発表がありました。そこで東員町

でのユニバーサルデザイン、バリアフリーの取り組みと考え方を伺いたいと

思います。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） 南部議員のバリアフリーに関するご質問に、お答えをい

たします。 

 まず、一点目の文化センターの歩道橋改修工事についてでございますけ

ども、この工事は年数経過によりまして、傷んだ床面の部材を撤去して改修

するものであります。スロープ化するには傾斜等を考えますと、約 90ｍの歩

道橋が必要となってまいります。立地条件等からスロープを設置することは

困難であると思われます。 

 次に、避難場所に指定されている施設のバリアフリーの現状でございます

が、現在、避難場所に指定されている施設は小中学校及び総合体育館にな

っております。各施設のバリアフリーの現状といたしましては、車椅子は各

避難施設にすべて常備しており、トイレにつきましてもすべての避難施設に

障がい者用トイレ、洋式トイレが整備をされております。 

 次に、小中学校の障がい者対応エレベーターの設置につきましては、現時

点では学校からもそこまでの要望もございませんので、設置する計画はい

たしておりませんが、必要に応じて検討してまいりたいと判断をいたしており

ます。 

 最後に、本町のユニバーサルデザイン、バリアフリーの取り組みでござい

ますが、利用されるさまざまな人の立場に立って考えるという視点で進める

ことが必要であり、障がいの有無、年齢、性別などにかかわらず、すべての

人々が利用しやすいよう、あらかじめ施設などを設計することと考えておりま

す。 

 現在、各種施設や利用者の多い公共施設や公共交通機関をはじめ、道路、

公園等の整備を進めておりますが、民間施設等につきましても啓発活動や

学習の機会の提供等を行ってまいりたい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（川杉美津江君） 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。 

 青少年育成町民会議が毎年行っている、歩け・歩こう大会が今年も行われ

ました。先程三宅議員が言いました穴太の薬師寺もちゃんと行ってまいりま

した。参加者の中にベビーカー持参の方が今回はみえました。歩道の少な

さも痛感いたしましたが、ゴール手前が役場と文化センターを結ぶ、今質問

しました歩道橋でした。 



 歩いてみると弱者への配慮が本当に少ないということに気づきます。バリ

アフリーという概念で考えると、やっぱり今言いましたスロープは必要だと思

っておりましたが、90ｍの延長が要る。そのことも実は調べてわかっておりま

した。スロープは絶対必要だと思っていましたが、いろいろ調べていると、歩

道橋ってはたして必要なんだろうかという疑問がわいてきました。現実に取

り壊している市や町もあります。バリアフリー法ができたために、歩道橋にエ

レベーターやエスカレーターを設置しなければならなくなり、費用が嵩むとい

うのが一例だそうです。 

 町内には２個所歩道橋があるはずですが、もう一つの歩道橋も含めまして、

その対応を伺いたいと思います。 

 ○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。 

 県道等に架かっておる歩道橋もございます。そのバリアフリー化の考え方

からそのエレベーターやエスカレーターを付けんならんから撤去という考え

方は、私はいかがかと思うんですけどもね、県道に架かっておる歩道橋につ

きましては、小学生、学生はそこを使っておるわけですね、あぶないというこ

とで。だから取ってしまうというのは私はいかがかなと思うんですけど、なか

なかそれをスロープとか、そういうことをやっていくということが、また莫大な

お金といろんなことが嵩んでくるということで、できないと思いますけど、せっ

かくつくっていただいた施設でございますので、私はきちっと管理をして使っ

ていただく、そんな思いでおりますので、ご理解をいただきたいと思います。 

 ○議長（川杉美津江君） 南部武司議員。 

 ○５番（南部武司君） バリアフリー法という概念から考えると、今のような結論

になるんではないかということで質問しただけで、私も今の施設を使えばいいと

いう気はします。 

 バリアフリーの改修に伴いまして、固定資産税の減額を行っている市町が

あります。65 歳以上の家庭とか、要介護認定、または要介護支援認定を受

けている家庭、障がいを持っている人の家庭ということだそうです。公共施

設ではなく個人の家でのバリアフリー化に改修、またはユニバーサルデザイ

ンでの新築に対して、東員町では税法上何らかの減税の制度は設けてない



と思いますが、それらの設置、設ける予定とかそのような計画はないでしょう

か、伺いたいと思います。 

 ○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。 

 障がい者の皆さん、手帳を持ってみえる方に対する補助制度は国も町も

あるわけなんでございますけど、固定資産税ということ私も初めて聞かさせ

ていただいたんですけど、まだそこまでの考えも持っておりません。そんなこ

とでよろしくお願いしたいと思います。 

 ○議長（川杉美津江君） 南部武司議員。 

 ○５番（南部武司君） 役場庁舎や文化センターのトイレには小さな段差があり

ます。以前は何気なく思っていたのですが、同僚議員が「この小さな段差が危な

いんや」という一声で、ほかの施設を注意して眺めてみますと、結構多くあること

に気づきました。これらの障がいを取り除くバリアフリーの計画はどうなっている

でしょうか、伺います。 

 ○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。 

 いろいろな面で町としても修繕と言いますか、手直し、そんな計画も持って

おりますので、直していきたいと思います。 

 ○議長（川杉美津江君） 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。ごみ減量の政策と現状について伺いたいと思います。 

 原油価格の上昇で、石油製品の多くが値上げされています。この石油を原

料とするプラスチック類やごみ袋について質問したいと思います。 

 私は、平成 17 年 12 月にごみ袋について一般質問を行いました。桑名広域

清掃事業組合で共通袋の可能性と有料化についてでした。答弁では組合の

連絡協議会などで協議、検討するとのことでしたが、その後どうなっている

のか伺います。 



 また、ごみ袋の有料化も将来は避けては通れない問題と認識しているとの答

弁がありました。 

ごみ袋の有料化、または近隣で一番安い東員町のごみ袋値上げはまだ行

わなくても大丈夫なのかどうか、伺いたいと思います。 

 そのときの質問では、資源回収ごみの数量を伺いました。最近の生ごみ、

燃えないごみ、プラスチックごみ及び資源回収ごみは増加しているのでしょ

うか、減少しているのでしょうか、その数値をわかっている範囲で示してくだ

さい。 

 11 月 28 日の新聞に、岐阜県でのレジ袋有料化の記事がありました。名古

屋市緑区ではレジ袋有料化推進モデル事業として既に行われており、平成

22 年までに市内全域に広げるということです。伊勢市もレジ袋有料化に取り

組んでいると聞いています。レジ袋の原料は石油です。ごみ削減というので

はなく、無駄なエネルギーを浪費しない運動と私は理解しております。エコバ

ックも普及してきています。東員町はこのレジ袋有料化をどのように考えて

いるのか、伺いたいと思います。 

 桑名広域の旧処理工場が解体され、現在は更地となっています。そこへプ

ラスチック処理工場を建築するとの説明があったのですが、一向に進展が

ないように思われます。現在の進捗状況と完成後のプラスチック処理の計

画の説明を伺いたいと思います。 

 以上、よろしくお願いします。 

 ○議長（川杉美津江君） 佐藤均町長。 

 ○町長（佐藤 均君） ごみ減量の政策と現状につきまして、お答えをさせてい

ただきます。 

 １点目のごみ袋の共有化と有料化について、平成 17 年 12 月の定例会に

おきまして一般質問をいただき、その後、桑名広域清掃事業組合の連絡協

議会等での協議、検討で、どうなったかのことですけども、ごみ袋を共有す

ることによりまして、市町を越えてごみが出される可能性があること、いなべ

市は市全体でごみ袋を統一しており、旧員弁町だけ袋を変えることになるな

どから、実施に向けて進んでおりません。 

 ごみの有料化ですが、近隣市町では桑名市及び木曽岬町において実施さ

れております。有料化の利点はごみ減量効果はもちろん、住民の負担の公

平性からも有効な手段ではありますが、軽々に実施できるものではなく、住

民の皆さんの理解と協力を得ながら慎重に議論していく必要があると考えて

おりますので、ご理解を賜りますよう、よろしくお願いをいたします。 



 ２点目のごみ量につきましては、今年の４月から 10 月までの７ケ月間の収

集量は、可燃ごみが 2,414ｔ、不燃ごみ 116ｔ、プラスチックごみ 317ｔ、粗大

ごみ 291ｔ、資源ごみはアルミ缶７ｔ、スチール缶 12ｔ、瓶が 93ｔ、ペットボトル

が 36ｔ、新聞が 296ｔ、雑誌 137ｔ、段ボール 69ｔ、牛乳パック２ｔとなっており

ます。 

 平成 17 年度の同時期と比較いたしますと、可燃ごみ６ｔ、不燃ごみ８ｔ、プラ

スチックごみ７ｔの減量となっております。また資源ごみの新聞、雑誌、段ボ

ール、牛乳パック、布等につきましては、18 年度から笹尾地区の一部におい

て自治会収集に変更になったことにより、町の収集分が約 30％減少してお

ります。町収集と資源ごみ収集団体と合わせたごみ総量で比較いたします

と、83ｔの減量で２％減となっております。 

 今後につきましては、昨年策定いたしました「ごみゼロプラン」に積極的に

取り組むため、公募による「ごみゼロプラン推進委員会」を中心に、住民の

皆様のご意見を賜りながら、協働によるごみの排出量の削減、資源ごみの

分別、リサイクルの推進に取り組んでまいりたいと考えております。 

 ３点目のレジ袋の有料化につきまして、お答えをさせていただきます。 

 現在、桑員地区で「桑員マイバック運動」を実施しておりますが、打ち合わ

せ会議で桑名市からレジ袋の有料化について提案がありました。桑名市は

有料化を検討しており、スーパーなどにアンケートなどを実施されています。

その結果により桑員地区全体で実施するのかも含め、検討してまいりたいと

考えております。 

 ４点目の桑名広域清掃事業組合のプラスチック圧縮梱包施設につきまし

ては、昨年９月から旧焼却施設の解体工事を実施し、更地になっております。

そこにプラスチック圧縮梱包施設を建設し、容器包装リサイクル法に基づく

プラスチックを処理することといたしております。 

 ７月 20 日に入札が行われ、８月 22 日に契約を締結しております。契約の

相手方はエスエヌ環境テクノロジー株式会社で、契約金額は 10 億 8,412 万

５千円、施設の供用開始は平成 20 年 10 月を予定しております。 

 プラスチックごみの分別収集が変更になることによる、住民への周知啓発

につきましては、広報、プラムチャンネル、説明会などを行い、平成 20 年４

月から半年間の試行期間を設けまして適正に分別されるようにと、住民と行

政が協働して取り組んでまいりたいと考えておりますので、ご理解賜ります

ようによろしくお願いをいたします。 

 以上です。 

 ○議長（川杉美津江君） 南部武司議員。 



 ○５番（南部武司君） ありがとうございました。 

 平成 17 年 12 月の質問のときの答弁の数字と今比較していただきまして、

ペットボトルだけが若干増えているんだなということに気づきました。あとは

全部減っているということで、喜ばしいことだと思います。 

 生ごみの処理にはいろいろな方法や手段がありますが、その中の一つとし

て生ごみ処理機というのがあります。その機能を知らずして本日質問はでき

ないと思いましたので、私は購入しました。感想ですが、臭いがもっとすると

思っていたのが、ほとんどしませんし、意外と臭いませんし、音もほとんどあ

りません。生ごみをその都度放り込んでいけば、夜スイッチを入れておけば

朝になったらもうちゃんと乾燥して小さくなっているということで、正直これは

生ごみの削減になると私は感じました。 

 もっと普及させても良いと思うのですが、東員町生ごみ堆肥化容器等設置

補助金という、購入に対する補助金、今この機械は２万円だそうですが、こ

れの増加など考えられないでしょうか。ごみ袋の値段をちょっと上げて、その

金額を補助金の財源にしているという町もあります。 

その点を伺いたいと思います。 

 ○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。 

 その処理機の補助につきましては、以前にも議員さんからご指摘やらいた

だいております。長くその機械を使っていただいておる家庭もあるとは思い

ます。ただ機械もいろいろございまして、そのまま放り込めばええ機械と、そ

れから何か添加物を入れて、バクテリアというんですか、そんなもので加工

していく機械とかいろいろあると思うんですが、私は要するに生ごみですもん

で、軽くなればいいんですね。水分を切るというのですか、それによって非常

にごみの量としては減ると思います。 

 来年の４月から広域持ち込み量の委託料というんですか、料金の値上げ

になります。そんなことから私はきちっとした、どれだけの効果があるか、そ

の機械によってどれだけ量が軽くなるというのですか、水分が減りますので、

そんなことの実証というんですか、きちっとした実績、そしてそれによって持

ち込んで金がどれだけ減る。そんなことを一遍やってみたらどうですかという

ことで今、議論をさせていただいております。今度いろいろその公募による

住民の皆さんがごみの減量化に向けて、いろいろこう協議をしていただいて

おります。その方たちに実際その機械を使ってどんな効果が出てくるか、そ



こらをきちっと実績を出していただいて、必ずそれは儲かるということになれ

ば、もう少しその２万円を値上げしてやっぱり普及していく、そんなことを投

資効果というんですか、そんものを一遍やってみたいと思っていますので、

どうぞひとつご理解をいただきたいと思います。 

 ○議長（川杉美津江君） 南部武司議員。 

 ○５番（南部武司君） レジ袋の有料化を岐阜県の輪之内町では今月から、大

垣市は来年から実施するということです。また伊勢市でもマイバックの持参率は

88.8％と公表されています。東員町でもマイバック持参者をよく見かけますが、持

参率などの統計というのは取っているでしょうか、その点伺いたいと思います。 

 ○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。 

 私も実績をつかんでおりませんので原課、担当のほうから答弁をさせま

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） お答えをさせていただきます。 

 残念ながら、私どもではその統計は取っておりませんので、よろしくお願い

します。 

 ○議長（川杉美津江君） 南部武司議員。 

 ○５番（南部武司君） せっかくですので、生活福祉部長に伺います。 

 「広報とういん 12 月号」にも掲載されていますが、10 月 12 日でしたか、パ

ッカー車の火災がネオポリスで発生しました。このパッカー車に乗っていた

人にお聞きしましたんですが、直接の原因は中のスプレー缶だということだ

そうですが、その日は燃えないごみの収集日であったにもかかわらず、中に

衣料などの布や紙切れが入っていたということでした。ごみ収集の分類は徹

底してきていると思っていたのですが、最近の分類はどうなっているのか、リ

サイクルごみも含め現状を伺いたいと思います。 

 生活福祉部長、よろしくお願いします。 



 ○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） ご質問の件につきましては、ご指摘のように 10

月 12 日、９時半ごろでございますけども、笹尾西２丁目で不燃ごみを回収中に、

ご指摘のガスボンベでございますけれども、それがタンク内で火災が発生しまし

た。今回の事故につきましては、ご指摘のとおり 12 月号にも掲載させていただい

ており、住民の皆さんにも周知し、ご協力をお願いしたいと思っているところでご

ざいます。 

 火災につきましては、パッカー車からごみをすべて排出いたしまして、消火

いたしましたので、幸いにもその大事には至りませんでしたけれども、排出さ

れましたその不燃ごみの中身を見てみますと、アルミ缶、スチール缶、瓶等

の資源ごみ、まだまだ多数含まれておりました。 

 それから完全に分別がなされておらず、その内容をみると非常にこの担当

者としては残念なものが多く含まれておりました。ごみにつきましては、ごみ

の減量、再資源化に行政と住民がやはり協働して取り組んでいただきたい

と思っておりますので、今後もＰＲを続けてまいりますので、よろしくお願いい

たします。 

 ○議長（川杉美津江君） 南部武司議員。 

 ○５番（南部武司君） 先程の桑名広域のあとに、プラスチック工場の件なんで

すが、平成 20 年 10 月から操業されるという予定だということを今、答弁いただき

ましたが、どのような処理をするのか、もう少し具体的にわかっている範囲で説

明をお願いします。 

 ○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） このプラスチック圧縮梱包施設というものは、

要するに回収したプラスチックを圧縮して引き取り業者に渡す、その基になりま

すのが容器リサイクル法でございます。食品の容器、いろいろなものの容器、そ

れに被せてあります、ラップしてありますプラスチック、その容器及びその包んで

あるプラスチックのみを、その圧縮梱包装置で固めます。それをそのリサイクル

法に基づきまして業者さんに引き取っていただくということになります。 

 その中で一番大事なものは、包装等にかかるもの以外のプラスチックが、

まずは入らないこと、要するにこのようなボールペン、これもプラスチックで

すけども、これは容器ではありません。ただのプラスチックです。それから下



敷きなんかも、下敷きという製品のプラスチックです。物の包んであるラップ

してある、そのプラスチックを専門とした回収でございます。 

 それからもう一つ食品にかけてありますラップ等も、これをプラスチックの

部類でございますけれども、それが汚れておると、そのプラスチックのその

出荷するときの品質が非常に落ちる。やっぱり汚れておるものにつきまして

は、きれいに洗ってプラスチックとして出していただく、その分別が非常に困

難なことになってきます。 

 これにつきましては、先程も町長の答弁の中にもございましたけれども、４

月からの試行に向けてですね、私どもの「ごみゼロプラン」それから「クリー

ン作戦」の委員さんが、各地区へお邪魔をして、機会をつくっていただきまし

てお邪魔をして、そこである程度の説明をして、それから試行にかかってい

きたいというふうな段取りで進めておりますので、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） 南部武司議員。 

 ○５番（南部武司君） 今まで散々ごみ問題は取り上げられてきました。結局こ

れといった効果はないように思います。ごみを減らそうといくら叫んでも、問題意

識を高めるまでには至らなかったのではないかと思います。人間って自分に直

接の影響がない限り、他人事だというふうに思います。レジ袋を考えてみると、こ

れがエネルギー問題、環境問題になるんだということを申し上げまして、質問を

終わらさせていただきたい思います。 

 ありがとうございました。 


