
○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。 

 13 番 大崎潤子議員。 

              （13 番  大崎潤子君  登壇） 

 ○13 番（大崎潤子君） おはようございます。９月定例議会におきまして三点の一般質

問をいたします。 

 議員になりまして、初めてのトップバッターということで、大変緊張いたしておりますし、

今日は多くの皆さんの傍聴もございますので、頑張ってまいりたいと思います。 

 一点目は後期高齢者医療制度について、二点目は行財政改革について、三点目はご

み減量についての一般質問を行います。明解な答弁をお願いをいたします。 

 まず一点目は、来年４月からお年寄りの医療制度が大きく変わろうとしています。75 歳

以上を対象にした新しい医療保険、後期高齢者医療制度が発足します。新しい制度は

高齢者を 75 歳以上の後期高齢者と、65 歳から 74 歳の前期高齢者に分けて、後期高齢

者だけ切り離した医療保険制度にするものです。昨年の自民・公明両党が強行した医療

改悪法で導入が決められました。 

ねらいは高齢者の医療費を抑制することにあります。来年４月から 75 歳以上の人は全

員、今、加入している国保や健保から脱退させられ、後期高齢者医療制度に加入しなけ

ればなりません。対象者は三重県で約 22 万人、東員町では約２千人と聞いています。現

行制度との大きな違いは、保険料の年金天引きです。年金額１万５千円以上の人は介

護保険料と合わせ、後期高齢者医療保険料が年金から天引きされます。 

  また、現在サラリーマンの子どもなどの扶養家族として健保に加入する高齢者は保険

料を払っていませんが、新制度では保険料を負担することになります。また家族に扶養

されている低所得者の人も含め、すべての高齢者から漏れなく保険料を取り立てようと

いうものです。保険料は均等割と所得割を組み合わせ保険料は２年ごとに改定され、医

療費が増えれば保険料も値上げをいたします。さらに高齢者人口が増えるのに応じて、

75 歳以上の保険料負担率を自動的に引き上げる仕組みにもなっています。この新制度

は住民にほとんど知らされていないと思います。広報９月号に載るのかなと思いました

が、残念ながら載っていませんでした。広域連合議会の現状報告と住民への情報提供

や周知も含めて、今後の段取りについて町長に伺います。 



 また、後期高齢者医療制度で重大なことは、保険料が払えない高齢者から保険証を取

り上げる仕組みになっています。今、国保料を滞納しても 75 歳以上の人から保険証を取

り上げていません。国保法で被爆者とならんで保険証を取り上げてはいけないと定めら

れているからです。昨年の改悪で高齢者がこの対象から外されたため、保険証の取り上

げが可能となりました。既に全国の国保では生活苦で国保料が払えず、資格証となった

人が病院に行けずに重体化したり、手遅れで亡くなったりする悲しい事態が行っていま

す。 

 東員町では資格証の発行はありませんが、短期１ケ月保険証は昨年度で 125 件です。

国保証の取り上げの対象を 75 歳以上までに広げることは、貧困で苦しむ年寄りから医

療まで奪い取るものです。行政が社会的弱者を見捨てることになります。資格証及び短

期保険証を発行しないように、広域連合へ要望することを強く求め、町長の所見を伺い

たいと思います。 

  次に、今回の制度導入に便乗し、前期高齢者 65 歳から 74 歳の国保料を年金天引き

する改悪も強行されました。65歳以上で月額１万５千円以上の年金を受給する国保世帯

は、保険料が天引きとなります。各地で異常に高い国保料が加入者を苦しめ、貧困をま

すますひどくしています。 

分納・納付猶予の相談もできない問答無用の天引きは、高齢者の生存権を脅かしかね

ません。同時に窓口負担は 70 歳から 74 歳で現行１割が２割に引き上げられるもので、

さらに負担は重くなります。分納などの相談はどのように考えてみえるのか、町長にお尋

ねをいたします。 

 ○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） おはようございます。ご苦労さんでございます。 

 大崎議員の後期高齢者医療制度についてのご質問に、お答えを申し上げます。後期

高齢者医療制度につきましては、平成 18 年６月、健康保険法等の一部を改正する法律

が公布をされまして、平成 20 年４月から現行の老人保健法が高齢者の医療の確保に関

する法律に改正、施行されることによりまして、現役世代と高齢者世代の負担を明確に

し、公平でわかりやすい制度とするため、75 歳以上の方を対象に独立した医療制度とし

て創設されたものであり、県内の全市町が加入いたします広域連合が保険者となり、運

営するものであります。 



 本年２月１日、広域連合の設立を行いまして、３月 28 日には初めての広域連合議会も

開催をされ、その内容につきましては皆様にもご報告申し上げたとおりでございます。そ

の後、広域連合では各市町の担当課長を委員とする運営検討会議を重ねまして、広域

計画・保健事業・普及・徴収の納期、不均一保険料など、もろもろのことについて検討さ

れており、先日もその素案について住民及び関係者の適切な意見を反映するため設置

されました広域連合運営協議会に諮る予定であると、報告をいただいております。 

 ご協議いただく内容は、「広域計画の策定について」、保険料では「不均一料率につい

て・減免について・収納対策について」、保健事業では「特定検診について」、医療給付

では「葬祭費・傷病手当金」についてであり、あくまでも素案としてご協議いただくとのこと

であります。 

 運営協議会の委員構成につきましてご紹介申し上げますと、住民関係団体委員４名、

医療団体委員４名、医療保険者委員４名、広域委員４名の合計 16 名となっております。 

 今後の予定でございますが、協議会と同様、素案について今月の中旬ごろからパブリ

ックコメントの手続きが実施されることとなっており、詳しくは広域連合のホームページ等

でご確認いただけるものと考えております。パブリックコメントの手続き終了後、再度検討

会議、運営協議会等を開催し、11 月 26 日に開催予定されております広域連合議会にお

いて、議案決定されることとなっております。 

 現段階におきまして、本町独自で取り組むことは特にないと考えておりますが、町の事

務として保険料徴収に関する事務のほか、被保険者の資格管理に関する申請及び届出

の受付事務など、多くの事務を行うこととなりますので、適切に実施できるよう対応してま

いりたいと考えております。 

 また、滞納者に対する対応でございますが、広域連合の条例等で規定されますが、方

針としては国民健康保険と同様と考えているところでございます。 

 次に、平成 20 年４月から導入されます国民健康保険料の年金からの特別徴収につき

ましては、原則世帯内の国保被保険者全員が 65 歳以上、75 歳未満の世帯の世帯主を

対象としております。 但し、擬制世帯主は除くということでございます。例外として災害

その他の特別な事情があることによりまして、特別徴収の方法によって保険料を徴収す

ることが著しく困難であると認める者、その他の政令で定めるもの等と定め、普通徴収の

方法によることができるものといたしております。 



 一概に、ご指摘の分納、徴収猶予が対象になるかは別といたしましても、その判断基

準の一つであります特別徴収によることが適当でないと市町村が判断した場合の規定を

適用し、それぞれの事例によって判断してまいりたいと考えております。 

 最後に、町民の皆さんへの周知でございますが、被保険者として一番重要な保険料等

を決定する広域連合議会の開催が 11 月であり、また制度の詳細な部分について未定な

部分もあり、非常に苦慮しておりますが、後期高齢者医療制度が新たな独立した医療制

度であり、また国民健康保険をはじめ、他の社会保険まで影響がございますので、でき

る限り早く情報を提供できるよう努力してまいりたいと考えております。 

 参考でございますが、「広報とういん８月号」にほんの一部でございますが、後期高齢

者医療制度の案内を掲載をしております。また 10 月号には、「検診方法の変更と後期高

齢者医療制度について」掲載を予定をしております。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） 大崎潤子議員。 

 ○13 番（大崎潤子君） 町長から答弁をいただきました。町長もおっしゃっているように、

この新しい保険制度ですが、国からの情報提供が大変遅れているということをおっしゃっ

ておりました。そのように大変国からの情報が遅れているにもかかわらず、20 年の４月

には実施をしなければならない、大変大きな矛盾を感じております。10 月号の広報に、

確かに８月号にはほんの１行、２行かな、載っておりましたけど、あの程度では大変理解

できないと思います。10 月号の広報にはそういう内容が載るということですが、是非情報

をたくさん提供していただいて、本当に皆さんが理解できる、納得できる、そういう情報方

法を考えていただきたいというふうに思います。 

 先程町長がパブリックコメント、運営協議会で保険料や減免、収納方法についてこれか

ら議論をしていくということでした。パブリックコメントがホームページに載るから、意見が

ある方はお出しくださいということですが、ホームページはもちろんのことですが、やはり

行政の窓口にもそういう用紙を置かれたらいかがかなと思いますが、その点と。 

 この住民代表４名ということですが、どういう立場の方の４名なのでしょうか。大変三重

県一本で北から南長いわけですが、北勢地域で１名とか、中部で１名、南勢で１名、そう

いう選出方法なのか、そのあたりについてお尋ねをいたします。 

 ○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。もう既に委員さんは決まっており

ますので、詳しいこと担当のほうから説明をさせます。 

 ○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） まず、後期高齢者医療制度の運営委員会の委員さん

でございますね。この方の住民関係の代表の委員さんでございますが、婦人会の連合

協議会の会長様、それから障害者団体連合会の副会長様、それから社会福祉協議会

の会長様、それから地区の自治会長様のご代表ということで、４名となっております。 

 それからですね、パブリックコメントのＰＲ関係でございますけども、できるだけそのよう

な形で皆さんにコメントを出していただきますように努力してまいりますので、よろしくお願

いをいたします。 

 ○議長（川杉美津江君） 大崎潤子議員。 

 ○13 番（大崎潤子君） パブリックコメントについては、窓口のほうでもお願いをし、多く

の意見が出していただけるよう、そういう環境をつくっていただきたいというふうに思いま

す。 

 町長にお尋ねをいたしますが、滞納について、減免制度については国保と同じような取

扱いをするということでありますが、この新しい制度になりますと、介護保険料とこの後期

高齢者医療保険、合わせて全国平均でいきますと、毎月１万円を超える保険料が天引き

をされることになるわけですよね。国の中では低所得者への軽減ということで、均等割額

を７割・５割・２、割減免をし、年収 153 万円までの人は所得割を免除するって、これまで

保険料を負担していなかった人については、２年間だけ激変緩和策で保険料を半額にし

ます。そういうことになってはいるんですけれど、わずかな収入の方でも保険料を負担さ

せる仕組みには変わりないというふうに思います。 

 そこで、やはり広域連合に対しまして町長もそこの議員さんでございます。低所得者に

対する減免制度の創設について、きちっと声を届けていただきたいというふうに思います

が、その点についていかがでしょうか。 

 ○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。 



 先程ご答弁させていただきましたように、11 月 26 日ですか、ここでその広域連合議会

が開催をされるということをご答弁させていただきました。その中で、いろいろのことが議

案として提出されると思います。まだその議案も見ておりませんし、当然そういうようない

ろいろのこと、出てきた段階でですね、いろいろのことご提案はさせていただきたいと思

います。 

 ただ県下各市と町、29 の広域連合でございます。市のほうからは２名、町村からは１名

というような格好でございますし、なかなか我々の意見が通るか通らないかわかりません

けど、提案等はさせていただきますので、よろしくお願いをしたいと思います。 

 ○議長（川杉美津江君） 大崎潤子議員。 

 ○13 番（大崎潤子君） 町長が今、低所得者に対する減免制度については、きちっと声

を届けるということでしたので、その点について期待をしたいというふうに思います。先程

申しましたように、いくら減免されたとしても、わずかな収入の高齢者には大変な負担に

なるということを再度申し上げたいというふうに思いますし、国からの情報が、制度の詳

細が遅れている分、担当課の皆さんにはご苦労をしていただいているということは重々

わかりますが、本当に 75 歳以上の高齢者にとっては大変な医療制度、料金も含めて医

療の中身も変わる大変な制度でございますので、きちっと情報提供、ありとあらゆるとこ

ろでしていただきたいというふうに思います。 

 そして、その制度と合わせまして、高齢者が大変生きにくくなるこの制度でございます。

元気な、この東員町で元気に 70 代、80 代を過ごすための健康な生活を送るための独自

の後期高齢者への健康づくりとか、介護予防そういう対策について、町長に伺いたいと

思います。 

 ○議長（川杉美津江君） 佐藤均町長。 

 ○町長（佐藤 均君） ご答弁をさせていただきます。 

 後期高齢者は先程、この制度そのものは大変なこう医療費が大きな額になってきてお

るということでですね、制度ができてきたと思います。当然、町民の皆さんが元気で暮ら

していただく、そのいろいろの施策についてはですね、元気老人サロンとか、そんなこと

でですね、いつまでも元気で暮らしていただけるように、東員町でいろいろこれからも施

策を展開させていただきますので、よろしくお願いをしたいと思います。 

 ○議長（川杉美津江君） 大崎潤子議員。 



 ○13 番（大崎潤子君） 是非、元気老人サロンを含めまして、健康づくり増進に力を入

れていただきたいと思います。この大変な制度改正は今の高齢者はもちろん、将来高齢

者となるすべての国民にまともな医療を受けさせなくする大改悪でございます。高齢者に

過酷な保険料を取り立て、差別医療を押し付けることに反対をし、制度上の前面的な見

直しができるように頑張りまして、次の質問に入りたいと思います。 

 二点目は、行財政改革についてです。行財政改革については広報等でよく紹介されて

おります。９月号においても取り組み状況をお知らせしています。さて、具体的に示され

ました 18 年度行財政改革推進計画、実施計画検証の項目の中から、ナンバー３、地域

による防犯、防火施設の管理。ナンバー13、防犯施設の地域管理、ナンバー38、コンビ

ニ、郵便局等による各種証明等の交付、納税サービスの拡大。ナンバー46、地域による

緑地管理の推進。ナンバー61、斎苑使用料の有料化。ナンバー64・ナンバー65、総合文

化センター並びに体育施設使用料の見直し。ナンバー70、適正な財政管理など、住民負

担増になる項目に対し、どのように議論を重ねられ、結論を出されるのでしょうか。ほと

んどが平成20年度実施となっています。あと７ケ月しかありません。また、自治会等への

働きかけはどのようになっているのでしょうか。自治会長さんに話を聞く機会がございま

した。６月のときに打診があり、８月 23 日の自治会長会のときに行財政改革実施計画、

自治会協議事項で地域による防火施設の管理、地域による防犯施設の管理、地域によ

る緑地管理の推進、この３項目の資料が提示され、説明があったとお聞きをしました。 

 そして９月７日には、高圧線架の下見をされたそうです。再度この３項目に絞って、18

日に臨時の自治会長会が開かれるとお聞きをいたしております。住民への負担増につ

いての説明や、周知方法はどのようでしょうか。また斎苑使用料の有料化については、

町民の人体火葬料が無料であることは、近隣自治体にない東員町独自のサービスであ

り、大切に維持すべきだと考え、中止を求めたいと思います。町長の答弁を求めます。 

 ○議長（川杉美津江君） 佐藤均町長。 

 ○町長（佐藤 均君） 大崎議員から行財政改革についてのご質問をいただきましたの

で、お答えを申し上げます。 

 自立性の高い町政運営を進めるためには、行財政基盤の更なる強化と、新たな視点

で行政課題を的確にとらえ、行財政改革を不断に推し進める必要がございます。また豊

かに住み・働き、楽しむことのできるまち東員の形成のためには、行政内部だけの努力

に止まらず、行政と住民が一体となってこれから目指そうとするまちづくりの方向を理解

し合うとともに、それぞれが役割分担を認識し、協働してまちづくりにあたるような方策が

必要でございます。 



 そのためには、ご質問にございました行財政改革推進計画の実施計画の中で、住民

に負担を伴う項目や、住民と協働して取り組む項目につきましては、ご理解とご協力を得

ながら進めてまいりたいと考えております。そこで現在のところ、とりわけ住民の皆さんに

負担を伴い、また協働して取り組まなければならない地域による防火施設の管理、防犯

施設の地域管理、地域による緑地管理の３項目につきまして、自治会長会の場で協議

を行っていただいております。 

 概要を申し上げますと、老朽化した消火栓ボックスの取り替えの労務の提供、防犯灯

の電気料金及び修繕費用の負担、笹尾・城山地区の高圧線架や外周緑地の管理でご

ざいまして、その場で十分にご議論いただき、本年度中に結論を導きたいと考えておりま

す。 

 次に、住民の利便性を向上させる取り組みといたしまして、コンビニ・郵便局等による

各種証明書等の交付、納税サービスの導入を考えております。現在のところ他市町の事

例研究や、効果的な導入方法を検討しているところでございますが、導入費用や手数料

などがかかることから、費用対効果を十分検討しなければならないと考えております。 

 次に、総合文化センター使用料の見直し、体育施設使用料の見直しにつきましては、

受益と負担の公平性の確保、近隣市町との均衡を考慮するとともに、社会情勢等を十分

把握しながら、料金改定の検討を進めているところでございます。これまでも施設維持管

理に要する経費につきましては、コスト削減などの合理化を図ってまいりましたが、施設

の老朽化に伴い、今後ますます施設維持管理費の増大が予想され、財政の適切かつ健

全な運営という面からも使用料の見直しを検討しなければなりません。総合文化センタ

ー使用料の見直しにつきましては、総合文化センター運営審議会において意見をお伺い

をいたしております。 

 また、体育施設につきましては、総合型地域スポーツクラブ設立準備委員会の中で、さ

まざまな意見をお伺いするなど、施設利用者の方々の意見をお聞きしながら、適正な使

用料を考えております。これら施設の使用料改定の周知につきましては、「広報とうい

ん」やプラムチャンネルにより、住民の皆さんにお知らせをさせていただきます。 

 適正な財産管理につきましては、未利用財産の活用と処分を検討しているところでござ

います。また、斎苑使用料の有料化につきましては、近隣施設の状況を勘案し、行財政

改革の実施計画にありますよう、平成 20 年度に新たな料金設定を考えてまいりたいと思

います。このことにつきましては、現在、穴太・中上では自前の炉において自治会独自で

運営され、その費用も自治会及び個人にて負担されていることも鑑み、今後は負担の平

等性から使用される方に応分のご負担をお願いしてまいりたいと考えております。したが



いまして、本年度中に料金改定について、改めてご協議を賜りたいと存じますので、よろ

しくお願いをいたします。 

 いずれにいたしましても、行財政改革の推進につきましては、住民の皆さんのご理解と

ご協力を得ながら、実施計画に沿って着実に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。以上です。 

 ○議長（川杉美津江君） 大崎潤子議員。 

 ○13 番（大崎潤子君） 行財政改革について答弁をいただきました。先般配布していた

だいた広報９月号におきまして、こういう形の中で、先程お話をいたしました、地域による

緑地管理の推進と斎苑使用料の有料化については、黒丸がついてないんです。20 年度

実施計画という計画があるにもかかわらず、今回のこの９月号には黒丸がついていない

んですね。 

 ということは、まだ住民の話し合いが始まったばかりなのか、この実施についてはもっと

もっと吟味をする必要があるので延期、または中止にされるのかどうなのか、そのあたり

をお聞きをしたいというふうに思います。 

 先程町長は、斎苑使用料については穴太や中上の皆さんとの平等性・公平性の観点

をおっしゃいました。若い世代の人には乳幼児医療の無料化とか、育児応援費などで何

年間の恩恵を受けることができます。斎苑使用料無料は人生においてただ一回だけ利

用するだけで、何回も利用してもらっては困るわけですが、ですから長い間高齢者の皆

さんにはたくさんの税や料を払っていただいた、それに対するお返しという考えをなさっ

て、この手数料については是非無料、東員町の独自の素晴らしいものを残していただき

たいというふうに思いますが、その点についてどうでしょうか、町長に答弁を求めます。 

 ○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。先程ご答弁させていただきました

ように、斎苑使用料の有料化につきましてはですね、行財政改革の実施計画の中でうた

われております。 

当然、この実施計画につきましては、いろいろの場で協議をしていただきまして、私ども

としては実施をさせていただくということで、決定をさせていただいております。当然、住

民の皆さんのご理解ということも重々承知はしております。しかしながらですね、地方分

権の中で全国の各市町、財政等で非常に厳しい中にきております。東員町もですね、現

在のところ他所の町と比べて直ちに来年度の予算がどうこうとか、そんな状態では決し



てございません。まだまた他所の町と比べてですね、財政からみても良いほうだと思って

おります。 

 しかしながら、10 年後・15 年後をみた場合はですね、どんどんと悪くなっていく、特に東

員町の場合はですね、今現在では高齢化率というのは非常に若い町でございます。しか

しながら、団塊の世代の占める割合はですね、非常に高い率でございます。10 年後にな

れば現在 60 歳前の方は 70 歳になるんです。その時にですね、さあ大変と言うたときに

は間に合わないんです。今きちっとですね、住民の皆さんのご理解をいただきながら、ま

た他所の町ともですね、比較をさせていただきながら、応分の負担はもらわないと、やは

り私は子どもが大変になる。そんな思いからですね、確かに痛いことばかりでございま

す。 

 そんなことでございますけども、ともに東員町の町を良くする新しいまちづくりをしていく

という中でございますので、どうぞご理解をいただきたいと思います。そんなことでこれか

ら額等についてはもう少し議論をさせていただきますけど、今年度中にですね、斎苑の

使用料については有料化を図っていきたい、そんな思いでございますので、ご理解をい

ただきたいと思います。以上です。 

 ○議長（川杉美津江君） 大崎潤子議員。 

 ○13 番（大崎潤子君） 斎苑の有料化については進めていきたいという、町長の固い

意思があるようですけれども、そうしますと東員町が持っていた独自の他の町・市に誇る

ことのできるものが段々少なくなってきて、寂しい町になるような思いもしないわけではご

ざいません。 

 じゃあ何故ここに黒丸がつかなかったのかなというのを大変、なぜここに黒丸がつかな

かったのかなということを思いますが、ちょっと時間がありませんので、こればかりやって

おることはできないんですけれど、何よりもこの行財政改革を進めるのは町長もおっしゃ

ったように、行政と住民いろんな形で協働していかなければならないというふうに思いま

すし、合意が大切だというふうに思います。 

 そこで、もう一点お尋ねをいたしますが、自治会に対する三つの項目がありましたね。

電気代や修繕料を自治会で払ってもらうということ、そうしますと在来のように一定自治

会独自に財産のある自治会や、団地のようにほとんど財産がない、そういう団地一律修

繕料、電気料や修繕料を支払うことになれば、自ずから自治会会員の会費の値上げと

いうようなところにもいくような気がいたします。 



 ですから、是非そのあたりも考えていただきたい。自治会長会だけに話すのではなくて、

大変な問題ですので、自治会に出向いて町がしようとする行財政改革の趣旨を伝えてい

く、そういう方法についてはいかが考えていらっしゃるでしょうか。 

 もう一点は、高圧線架３万 1,473 ㎡、これも自治会のほうにお願いをしたいということで

したが、単純に在来地域で１㎡当たり 40 円の単価だそうです。それを掛けますと、約 12

6 万円ぐらいにしか単純に計算しましてならないんですね。そうするとこれを団地の 11 自

治会で割れば本当にわずかな金額になるし、そこに高圧線架に関係している自治会に

すると、大変な負担にもなりますが、そのあたりについてお願いをしたいと思います。 

 ○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。 

 いずれにいたしましても、いろいろの場でいろいろのご議論を重ねてまいりたい、そん

な思いでおりますので、よろしくお願いをしたいと思います。 

 ○議長（川杉美津江君） 大崎潤子議員。 

 ○13 番（大崎潤子君） 町長はいろいろな場で議論を深めていきたいということを、おっ

しゃっておりますが、そのいろいろな場がどこなのか、ちょっと定かではありません。やは

り先程申しましたように、住民が納得をして協力をしていただけれる、そういう施設使用

料にしろ、体育館使用料にしろ、きちっと決めていただきたいし、本当に長い間、斎苑使

用料については東員町独自のものとして、本当に他の市町村に誇ることができました。

それがなくなって、じゃあ東員町を何でアピールするのかなあっていうふうに、大変寂し

い思いでもありますので、もっともっと慎重に議論を重ねていただいて、町民のプラスに

なるよう行財政改革を進めていただきたいと思いまして、三点目に入りたいと思います。 

 三点目はごみ減量について、「東員町ごみゼロ策定町民会議」、構成メンバー25 名を

中心に、私たちでつくる「ごみゼロ社会のプラン」ができ上がり、全戸にその概要が配布

され、ごみゼロに向けて出発をいたしました。町が取り組む三点、町民が取り組む６点が

示され、具体的な取り組みについては、公募の「ごみゼロ推進委員会」で検討し、実行し

ていくことになっていると聞いています。何よりもこのプランを町民が理解し、協力体制を

とることが求められています。 

 そこで、このプランの啓発活動への具体的な取り組みと、プラスチック類の分別方法は

来年度からどのようになるのか、生活福祉部長にお尋ねをいたします。 



 次に、生ごみの堆肥化について、生ごみの処理方法はアンケートの結果にもあるよう

に、76％の方が可燃ごみに出しています。コンポスト、処理機等の活用は 23％、この生

ごみを減量することで経費は削減できると考えます。一方では衣装ケースを活用し、堆

肥をつくるＮＰＯの活動も広がりつつあります。先般８月22日、教育民生常任委員会はご

み減量に取り組んでいる田原市と豊明市で研修をしてまいりました。特に豊明市では有

機循環都市豊明を目指して、生ごみ堆肥化事業を平成 11 年度から積極的に進めていら

っしゃいました。 

 「エコンポとよあけ」の施設も見学をさせていただきましたが、生ごみの臭いもほとんど

なく、大変きれいに整理整頓されて大変驚いて帰ってまいりました。是非、東員町でもモ

デル地区をつくっていただいて、この生ごみの堆肥化を進めていただきたいと思います。 

 最後に８月 26 日、ごみ講演会がございました。残念ながら私は所用で参加ができませ

んでしたのでその内容、あるいは住民の反応について、生活福祉部長に尋ねたいと思い

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） 大崎議員のごみ減量についてのご質問に、お答えい

たします。 

 ごみ減量化の取り組みにつきましては、ご質問のとおり昨年度において住民参画によ

り「東員町ごみゼロプラン」の策定がなされ、今後の方向性などが示されたところであり

まして、現在このことを受け、本年度は一般公募の委員さんによる「ごみゼロプラン推進

委員会」を立ち上げ、プランに基づいた具体的な施策、具体的な実行方法等につきまし

て、検討いただいているところでございまして、今後の啓発に向け反映させてまいりたい

と考えているところでございます。 

 またごみの分別につきましては、根本的に従来どおりでありますが、ご承知のとおり来

年 10 月より桑名広域清掃事業組合では、プラスチックごみの分別につきまして、容器包

装リサイクル法に基づいた分別を徹底してまいりたいと考えておりますので、早急に仕

分け方、収集要領など町民の皆様にお示しをさせていただき、ご協力を賜りたいと思って

おります。 

 そして、ごみ減量に関してでございますけれども、社会の景気の回復、伸びの影響もご

ざいまして、量は若干ながら増加の傾向にあります。したがいまして、生ごみを分別し、

堆肥化されることはごみ減量には有効な手段であることは、私自身も認識をしておりま



すし、すでにＮＰＯ法人による堆肥化の活動がなされておりますので、今一度町全体が

取り組める状況を展開する必要もあろうかと考えております。 

 また、町収集ごみを減らすといった視点から、すでに資源ごみに関しましては、地域に

おいて自治会・老人会といった単位団体で資源ごみの回収に取り組んでいただいており

ます。このことはこれまでの町収集から団体収集にシフトすることにより、確実に処理さ

れるごみ量は減ってきておりますので、これにつきましても町内全般での取り組みを促し

てまいりたいと考えております。特に資源ごみの各戸収集地区につきましては、特に力

を入れ、地域ストックヤード方式を推進してまいりたいと考えています。 

 こういったことも、ごみゼロ推進委員会の中でも議論を賜り、具体策を検討していただ

いております。より良い方向性が示されることを期待しております。いずれにしましても、

町民一人ひとりのごみに対する認識であり、ごみ減量にかかるご理解、ご協力がすべて

ありますので、よろしくお願い申し上げます。 

 最後に、去る８月 26 日に開催されました、ごみに関する講演会についてでございます

けれども、これはＮＰＯ法人さんの方々が主催された事業で、内容は生ごみを地域ぐる

みで堆肥化される取り組みを行っている事例の紹介でありました。講師のごみに対する

基本的な考え方は、「自然界の中からとれた食物を最後にごみとして焼却するのではな

く、堆肥化してまた自然界に戻すことを基本」とされております。この取り組みにつきまし

て、５年ほどの期間を要され、一人から二人、二人から三人へと地道な広がりを進めら

れ、最終的には地域であるとか企業、市役所までも動かされた努力が実ったものと思い

ます。 

 住民の反応につきましては、活発的な質疑が行われ、その最後いただきましたアンケ

ート結果を見せていただきますと、ごみ減量に取り組まれている方々の参加も多く、ごみ

に対する認識が高い方の参加が多いようでございました。いずれにしましても地域ぐる

みというのがキーワードだと思いますので、改めて地域住民の一人ひとりのご理解とご

協力を賜ってまいりたいと考えておりますので、よろしくお願い申し上げます。 

 ○議長（川杉美津江君） 大崎潤子議員。 

 ○13 番（大崎潤子君） 答弁をいただきました、ありがとうございます。 

 これからのごみゼロに向かっての啓発活動ですけれど、ごみゼロ推進委員さんを中心

に行っていただくということでしたが、今後、その自治会などに出向いて説明を始められ

るのか、ごみゼロ推進委員さんだけでは大変人数が少いように思いますが、クリーン作

戦委員さんとの協力、協働体制はどのようになっているのか。あるいは出前講座とか、



ありとあらゆる機会をつかって広報活動、啓蒙活動をなさったらいかがかなというふうに

感じますが、ちょっと時間がないんですけれど、そのあたりについて、その町の意気込み

をお願いしたいというふうに思います。 

 ○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） ＰＲとか、いろんな施策の伝達でございますけれども、

会議の中でこの委員さんの中でいろんな意見をいただきながら進めてまいりたいと思い

ます。ときによっては委員さん方が自治会に出向くこともあるかもわかりません。それは

私どもがこうしてくださいということではなしに、委員さん方が、「じゃあ私たちの活動とし

て、私たちが自治会へ出てこうしよう」というご意見が出ればそんな方向も考えられます

し、また同じようにクリーン作戦との協働ということも、これも委員さんの中で話をしてい

ただければ、そんな方向もつかめてくるかなと、つまりクリーン作戦の委員さんと、ごみゼ

ロプランの委員さん、それぞれ違った形で活動してみえます。その活動の協調した部分、

これについては協働でやっていただけることもあろうかと思います。 

 それから広報でございますけれども、私どもも委員さんからその「ごみゼロプラン」の推

進委員会の中から、こういうことをやはり広報でＰＲしてください、プラムチャンネルで広

報してくださいというご依頼があればですね、私どもは進んでそのことにつきましては、広

報を続けていきたい考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

 ○議長（川杉美津江君） 大崎潤子議員。 

 ○13 番（大崎潤子君） 部長の答弁は、推進委員さんの中から話が出ればとか、クリー

ン作戦委員さんの話の中でいろんなことを進めていただくという、そういう、じゃあ担当課

はどのようなことを、もちろんその会議には出ていらっしゃるわけですけれど、担当課とし

てこの「ごみゼロプラン」に対してどんな思いがあるのかな、そこが聞きたかったのですけ

れど、もし時間があれば答弁をしていただきたいというふうに思います。 

 豊明市にお邪魔をしたときに、課長さんのお話で、「できることから無理をせずにやりま

しょう」という形で、生ごみの堆肥化が進んできたようなんですね。是非、先程部長も生ご

みの堆肥化は大変有効だと思うということをおっしゃっておりますので、是非それも含め

て部長のこのごみに対してこんな思いでこういうふうに進めます。ですから推進委員さん、

クリーン作戦委員さん、協力してくださいとか、それを含めこういう大きな場所で是非町民

の皆さんこうして欲しい、そういう意気込みが私は聞きたかったんですけれど、そのあた

りをお願いしたいと思います。 

 ○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） お答えをさせていただきます。 

 ごみゼロプランのその推進委員会の委員の運営の方法でございますけれども、行政主

導型ではございません。委員さん方が独自でいろいろなこのプランに基づいた発案、そ

れからそれをどうやっていくかというのを主力に考えております。あくまでも行政といたし

ましては、それの資料提供であるとか、いろんなほかの細かい作業であるとか、そういう

ことはいろいろお手伝いをさせていただきます。 

 それから、私のごみに対する考えでございますけれども、大変重要な問題でありまして、

東員町の行政改革プランの中でも重要だと位置づけをさせていただいております。その

方向に基づきまして、やはり生ごみの量が減ることによって、この広域ごみのその負担

金の金額の増減に直接につながると、生ごみが減ればその焼却に関する処理料が低く

なる。これは十分わかっております。これにつきましてはその財政の安定という根本から

言いましても、非常に重要なことでございます。非常な金がかかっておりますので、それ

を抑えるという努力は私たち口で言うておってもできません。これは町民の皆様一人ひと

りにその協力をお願いしていく、そのためにどんな方法があるかというのを、このごみゼ

ロプランの推進委員さんの中で、いろいろ検討していただいて、その現場で処理をしてみ

える方たちが集まったその委員さんでございますので、そういうことはやはり自分たちの

経験も踏まえた形で、いろんなことを案を出していただいて、それをまた私どもが町民の

皆様にＰＲして返していくというような方向でございますので、ご理解とご協力をお願いし

たいと思いますので、よろしくお願いします。 

 ○議長（川杉美津江君） 大崎潤子議員。 

 ○13 番（大崎潤子君） 最後に、是非その皆さんの実践報告とか、いろんな素晴らしい

報告については、是非プラムチャンネルと言わず、ありとあらゆる形でＰＲをしていただい

て、ごみ減量に取り組んでいただきますよう、私も取り組みますのでお願いをし、一般質

問といたします。 

 ○議長（川杉美津江君） 大崎潤子議員の質問を終わります。 

 


