
○議長（三宅耕三君） 一般質問を続けます。 

４番山口一成議員。 

（４番山口一成君登壇） 

○４番（山口一成君） 今回の一般質問は大きく４項目にわたって通告してあります。 

第１点目でございますが、神田小学校の児童が大変増えてきております。そのことにつ

いて１点目に質問します。 

現在はいなべ市と東員町となっておりますが、旧員弁郡内のときは戦後大規模校とい

いますと、十社小学校、石榑小学校、笠間小学校、この４校が大規模でございましたが、

現在は神田小学校が郡内で小学校では一番の大規模校になっております。数年前、わ

ずか３教室を増築したばかりなんですけども、すでに教室がいっぱいであるということで、

図書室を潰そうか、プレールームも潰そうかというようなことを考えてみえるようでござい

ます。 

来年度新入生は６１名でございます。もちろん２クラスでございますけれども、そういうな

かで鳥取地区は現在本当に増改築といいますか、アパートやそれから個人の住宅がたく

さん建っております。個人の住宅を私はこの間からずっと数えてみますと、ちょうど５７戸

でございます。それからアパートが３０戸建つような状況でございます。町としての対応は

どうかをお伺いしたいと思うわけでございます。 

その次に質問します教育再生会議のなかでも、義務教育でも学校選択制度導入が明

言されておるわけですが、近くの稲部小学校へ行けとか、笹尾の西小学校へ行ったらどう

やというようなことは考えられるわけですが、それは到底不可能なことであろうかと私は思

うわけです。それがゆえに学区変更の線引きが考えられるのかどうか、町長の答弁を最

初に求めたいと思います。１点目です。 

○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） 山口議員のご質問にお答えをいたします。 

本町の将来人口について、総合計画では豊かに住み、働き、楽しむことができるまち東員

を将来像に掲げまして、平成２２年度の将来人口をおおむね３万人と想定をしております。



また都市計画マスタープランにおきましては、近年の各種開発計画等の状況を踏まえて、

平成３２年の将来人口は３万２千人に達するものといたしております。 

ご質問の神田校区においては六把野新田、鳥取地区を中心に分譲住宅や集合住宅の

建設に伴う住宅開発が進行をしております。同地区の開発に伴う児童数の増加を勘案し、

平成１７年度に校舎の増築工事を行ってまいりました。現在の神田校区での開発中とか、

また分譲中とか申請中でございますけど、ここ２ヶ年ぐらいの実績で申し上げますと、件数

で７箇所でございます。そして戸建てと申しますか、分譲で７７区画でございます。それか

ら集合住宅と申しますか、アパートとかコーポが３３戸でございます。そんなことでちょうど

１１０戸というふうになるんですけども、そんな状況のなかで現在児童数は４００人でござ

います、神田小学校。 

１４教室を利用しておりますけども、現在のところ２教室の余裕があることから、当面開

発等に伴う児童数の増加にも対応できると考えておりますので、よろしくお願いをしたいと

思います。なお、学校区の変更というのですか、校区の変更等それは現在のところ考えて

おりませんので、ご理解をいただきたく思います。 

○議長（三宅耕三君） 山口一成議員。 

○４番（山口一成君） お答えいただきありがとうございました。 

学区の変更ということは地域の合意が最優先でございますので、なかなか無理というこ

とはわかりきっておるわけでございますけれども、それを乗り切る方法みたいなものはプ

レハブを建てるとか、どうとかというようなことも考えらるわけですけれども、そのようなこと

は笹尾の西であるとか東であるとか、城山であるとか、二中であるとかそういうようなとこ

ろはプレハブで乗り切ってきたわけですが、そのようなことも最後にはお考えになってみえ

るのかどうか、そこをお聞かせ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） お答えをさせていただきます。 

そんな状況にはならないと考えております。 

○議長（三宅耕三君） 山口一成議員。 

○４番（山口一成君） 次にスピードをあげて２点目に入ります。 



町の国民保護計画策定についてでございますけれども、ちょうど私はくじ引きで今日の

３番に当たったわけでございますが、今日３月１２日というのは私にとっては忘れることが

できない日でございます。昭和２０年の３月１２日の夜半のＢ２９の夜間の大空襲で、約３

千人の人が名古屋市では亡くなっております。私はエレクトロン焼夷弾を座布団で家のな

かに落ちてきたやつを包み込んで、庭に３つも放り出しました。それで逃げる途中はそれ

こそ地獄絵巻と言いますか断末魔の姿を見てきました。悲鳴を聞き、血を流し、手が千切

れボロボロの状態のなかで上を見上げますと、焼夷弾が束になって落ちてくる光景のな

かで私は逃げまどい、黒い雨が降ってきたことを朝覚えております。 

そういう戦争があってはならないというようなことも踏まえて、有事はもちろんあってはな

りませんですけれども、今の国の国民保護計画は町ではこの３月３１日までが県へ提出

する期間だということになっておりますので、そのところをお聞かせ願いたいなと思ってお

ります。 

１２月議会で同僚議員が質問してみえましたが、町長の答弁は保護計画策定について

は現在２回ほど開催し議論もしたということで、県への提出はまだしていないと、進みの具

合を私は伺いたいなと思っております。どのような進捗状況かをお尋ねいたします。 

○議長（三宅耕三君） 佐藤均町長。 

○町長（佐藤均君） 山口議員さんの国民保護計画の進捗状況について、お答えをいたし

ます。 

東員町の国民保護計画策定につきましては、国民保護法の規定に基づきまして国民

保護協議会の委員の皆さんにこれまでご尽力をいただいてまいりました。昨年の８月の第

１回の協議会におきまして東員町国民保護計画（案）について、委員の皆さんからご意見

をいただき、１０月には住民の皆さんへの意見募集としてパブリックコメントを実施をさせ

ていただきました。 

１１月に開催いたしました第２回の協議会で、国民保護計画（案）を再度委員の皆さん

にご協議をいただきまして、昨年末に県と事前に相談を行い、計画内容についてのご意

見をいただきました。事前相談で県から意見をいただいたところについて、第３回目の協

議会で再度の協議をしていただき、２月の下旬に本協議書を県に提出し、先日協議が整

ったところでございます。  

よろしくご理解いただきますようお願いをいたします。 

○議長（三宅耕三君） 山口一成議員。 



○４番（山口一成君） 先日、震災を受けました旧山古志村へ有志の議員で行ってまいり

ました。 

そのときに、地震の大災害と有事のこととは自ずと違いますけれども、自然とまたはそ

の有事の違いのなかで住民の方の避難誘導事態の想定外のことがいっぱい起こったと

いうことを説明者から聞かせていただきました。その有事の備えはやはりそこに住んでお

る住民が一番よく知っておるわけなんでございます。素案がありましたら提出、または原

案でありますので議会へ提出をお願いしたいと思いますが、それだできるかどうかをお答

え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） お答えをさせていただきます。 

その点につきまして総務部長の方から答弁をさせます。 

○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。 

東員町の国民保護計画につきましては策定も一応完了したということで、きちっとした

段階でまた配布をさせていただきますので、よろしくお願いを申し上げます。 

○議長（三宅耕三君） 山口一成議員。 

○４番（山口一成君） あとから提出していただくということのお約束をいただきました。私

はそこへ加えていただきたいなと思うことが２、３あります。そのことは罹災証明であるわ

けです。私が経験のなかでは罹災証明書は１軒に１枚の発行では大変駄目だということ

を私は思っております。そのことは家は焼けた昭和２０年の３月１２日のときには、親父と

私と弟が名古屋に残り、母親と妹２人は員弁郡の方へ帰ってきました。罹災証明書が１枚

しかありませんでしたので、救援物資をいただくのに大変難儀をした覚えがあります。

個々に罹災証明書が発行されるならば、そのようなことはなかったであろうということを今、

振り返って思うわけです。そのことが第１点です。 

次に、被爆国である日本でありますが、核拡散防止条約は建議していただくのはもちろ

んでございますが、核の廃絶は究極であるわけですけれども、こういうようなことも付記し

ていただかないかなというようなことを思います。 



３点目ですが、仮設住宅のもしも建てるとするならば、旧山古志へ行きましたらやはり

地区別が一番いいということをおっしゃってみえました。それも１戸建てや２戸建てやなし

に、４戸建てが一番いいということを言うてみえまして、旧山古志村ではよく言う老人一人

で孤独死がなかったということを聞きまして、ああ良かったなというふうに私は直感で帰っ

てきたわけですが、そのような付け加えができるのかどうかは、答弁を総務部長で結構で

すので、していただきたいと思います。 

○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。 

罹災証明につきましては、風水害とかそういったところでも出しておるという状況にござい

ますので、同じような形になろうかと思います。また核の廃絶とか、そういった関係につき

ましては再度その国民保護計画を十分読んで見て対応したいと思いますので、よろしくお

願い申し上げます。 

○議長（三宅耕三君） 山口一成議員。 

○４番（山口一成君） 出していただいた段階で罹災証明は僕は欠かせないことではない

かなというふうに思います。旧山古志村では他所の市町村へ移り住んでというようなとこ

ろで罹災証明がなかなか、どこへ行かれたかわからんというような人もあって、大変困っ

たということがございましたので、罹災証明を発行するのは１軒１軒よりも個々が一番いい

のでないかなというふうに私は思いますので、できることなら付記していただきたいなとい

うふうに思います。３点目に移ります。 

３点目の教育再生会議の第一次報告のことでございますが、ここに社会総かかりで教育

再生をということで、公教育再生の第一歩第一次報告というものを私は持っておるわけで

すが、そのことについて最初に町長にお聞きいたします。国が出したこの教育再生会議の

報告を多分見てみえると思いますので、見てみえたら意見や考えがありましたらお聞かせ

いただきたいなと思います。それができなければ教育長でも結構でございます。 

○議長（三宅耕三君） 石垣征生教育長。 

○教育長（石垣征生君） 山口議員の教育再生会議の第一次報告についてのご質問に、

お答えをいたします。 

ご承知のようにですね、１月２４日に社会総かかりで教育再生と題されました第一次報

告が教育再生会議より出されました。そのあとですね、２月１３日に全国の都道府県教育



長協議会等により、この第一次報告に対する意見表明がなされました。そのなかで教育

についてはあらゆる角度から現状や課題を検証するとともに、正確な現状分析と実証デ

ータに基づく議論がなされるべきこと、また教育委員会制度と地方にかかわる事柄につい

ては、地方分権の視点に立って議論がなされるべきとし、今後は学校をはじめ、さまざま

な関係者から意見を聴取し、国民的な議論を深め、教育現場に混乱を招かないよう各関

係省庁との連携を十分に図るよう強く求めると結ばれております。 

今回の教育再生会議の報告に対しましては、私も全く同じ思いを持つものの１人でござ

いまして、今後第二次、第三次報告が出されてですね、さらに新たな改革が進められよう

とするわけでございますけれど、地域の教育に責任を持つものとしてですね、今後とも全

力で取り組んでまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いを申し上げます。 

○議長（三宅耕三君） 山口一成議員。 

○４番（山口一成君） 大まかな質問のなかで具体的にお答えいただきましてありがとうご

ざいました。が、この再生のなかで特に私が何とかここではなというような思いがするとこ

ろは何点かありますので、教育長にお答えを願いたいと思います。 

特に７つの提言のなかの教育内容の改革のことでございますが、ゆとり教育を見直し、

学力を向上するということがございます。そのなかで塾に頼らなくても学力がつく、教育格

差を絶対生じさせないという、補助的な文書が付いておるわけなんです。私はちょうど２年

前の３月議会でパネルを使って学習時間がこれだけ少なくなったということを教育長に質

問をしたわけでございますが、今回の報告では時間数を１０％増やしなさいとか、基礎基

本の反復徹底と応用力の養成、薄過ぎる教科書の改善をするようにということで、学習指

導要領の改訂の提言がなされています。 

次にゆとり教育のことについて、さらに学校選抜の導入もいいのでないかということが

提言で出されております。 

次にその提言の４の２のなかに、私にとっては大変これはどうかなと思うことがあるわ

けです。それはどういうことかというと、頑張っている教員を徹底的に支援しとあるわけで

す。それと同時にメリハリのある給与体系で差をつける。昇進面でも優遇というような言葉

があるわけですが、この言葉は戦前へ逆行するような拙速なね、ことではないかなという

ふうに思うんです。現場の先生方の意見を無視した結論だと私は言わざるを得ないという

ふうに思います。 

それから教育委員会のあり方についても問題点はいっぱいございます。 



それから副校長を置くというようなことであるとか、または戦後１９４８年ですが、県の教

育委員は選挙を行いました。もちろん県民全員がね。そういうようななかから２０００年に

は県の教育長の任命権を文部省は県へやはり移譲してきておるわけですね、すでに。そ

ういうようななかで地域へやはり分譲するというような地方分権型になっておるなかで、こ

のようなやはり中央集権的なところが見えておるというのはどうかなというふうに私は思う

わけです。そういうようなことについて教育長の総括的な答弁でよろしいですので、ご答弁

をお願いしたいと思います。 

○議長（三宅耕三君） 石垣征生教育長。 

○教育長（石垣征生君） 何点かにわたってご質問いただいたわけでございますけども、

全体的にですね、そのゆとり教育ということでございますけれど、これはゆとり教育そのも

のを、そういう言葉そのものは文部科学省の方から話は出てないんで、ゆとりのあるなか

で教育活動をということでございまして、学校のところでいいますそのゆとり教育といいま

すのは、要するに１時間当たりに教える学習量ですかね、これをどうするかということで、

それまでは少し多いんじゃないかということで、結局教える内容を３割削減したわけでござ

いまして、ところが週休２日制、あるいは総合的な学習の時間というものがとられまして、

結局は授業時間が２割程度削減されるということになりまして、実質的なそのゆとりのあ

るなかでの教育というのがですね、本当になされてこなかったという面があるわけでござ

いまして、このことにつきまして１０％ほど授業の時間数を増やせと、増やすんだというよ

うな提言なされておるわけでございますけれど、いろんなその増やし方は考えられると思

うんですけれど、年間でざっと計算して１００時間程度は増やさんらなんかなというふうに

思っております。 

そんななかで、ゆとり教育につきまして基礎基本をしっかりとということでございますけ

れど、私どもはもうすでにそういうことはですね、もうすでに取り組んでおるところでござい

ますし、いわゆる学校選択制です。それから優秀教員の、その教員の待遇の問題ですね。

それから教育委員会制度の問題、あるいは副校長制度の問題、もうすでにこれは中教審

の方から、あるいは規制改革民間開放会議等の方からですね、すでにもう提言されてお

ることでございまして、特に今、その再生会議の方から新しくこの提言をされたというもの

ではございません。 

この全体的なその流れというのはご承知のように、もう結局はその大きな政府から小さ

な政府へという流れの、いわゆる新自由主義の流れのなかの１つのことだろうというふう

に私は思っております。したがって、今後さらにですね地方分権が進み、自分たちのその

地域のことはそれぞれが責任を持ってやっていかなくてはならん。そんななかでいわゆる

財政力、あるいは行政力によるその教育格差が生じたんでは、これはもう絶対許されない



というふうに考えておりまして、今後ますます厳しくなるであろうというふうに思われますけ

れども、義務教育の趣旨からいたしましてですね、財政力や行政力によってその教育格

差が生じないように、教育水準がきちっと確保できるようにですね、これからも全力で取り

組んでまいりたいと、こんなふうに考えております。どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（三宅耕三君） 山口一成議員。 

○４番（山口一成君） 今、教育長の答弁のなかで、私はなかなか新自由主義ということを

使うことをためらっておりましたが、奇しくも教育長が答弁のなかで言われましたので、こ

れからまた使わせていただきたいなと思います。が、教育格差について再度質問いたしま

す。私は教育格差はやはり格差社会になったからだというふうに私は思うわけです。町内

のＡ中学校で今年４月に入学するのには、約１２万円必要だということが計算でわかりま

した。男子の制服の上下で２万７，３００円、女子では２万６，２５０円、体育の冬の上下で

７，８７５円、自転車は約４万円から５万円、それから給食費が３，７００円、教材費が３千

円、生徒会費が３００円、ＰＴＡ会費が３００円、それから旅行の積み立て、修学旅行の積

立金が３千円、靴、カバン、雨合羽、そんなものは入っておりませんですが、これでちょう

ど１２万円なんですね。 

次に県内のある高校では入学金が５，６５０円、授業料が９，７００円、ＰＴＡ費が３５０円、

生徒会費が５００円、学年費が３千円、講演会費が１，１００円、これだけで合計２万６５０

円になっておるわけです。服装についてはまちまち、教科書についてもまちまちですが、こ

れもあわせますと、これも約１２万円ほど高校ではかかるんだというふうに私は計算では

じきました。 

そのようなことを考えるなかで、大学４年間行きますと最低どんなことがあっても５００万

円から６００万円、５００万円ではとても行かんと思いますが、また専門学校の進学率がこ

のごろ大変増えております。お金を出せるお家はいいですけれども、無理な家はやはり大

学はやめておこうかなというようなことがあるのではないか、このようなやはり層が増えて

おるのではないかというふうに思うわけです。ということは、格差はやはり底上げは戦後

からずっと上がってきておりますけれども、やはり格差は広がっておるんじゃないかという

ふうに思いますので、再度教育格差の問題と、この格差の問題について答弁をお願いし

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） おっしゃるようにですね、やっぱり１９８２年にいわゆる第二臨調

が大きな政府から小さな政府へという方向転換をしてきたわけでございまして、結局その



ことによって何がなされたかといいますと、もう徹底した規制緩和と自由競争の社会へとこ

う切り換わっておるわけでございまして、それが地方の、いわゆる地方の行政力によって

大きな差がこう出てくるという、そういう社会へとこう進んできておるわけでございまして、

これはもうどうしても止めることはなかなかできないわけでございますけれど、そんななか

でですね先ほども申し上げましたように、いわゆるその義務教育でございますから、国家

社会の形成者としての一定の資質をきちっと私どもは、地域のその子どもたちにつけてい

かなきゃならない責任があるわけでございます。 

こんななかでございますから、当然そういう格差社会でございまして、いわゆる準要保

護の世帯数もどんどん増えてきております、東員町におきましても。できるだけそういうこ

とで差のつかないように私どもも全力を挙げておるわけでございますし、一方で、いわゆ

るその教育委員会事務局の体制といいますか、行政力の強化といいますか、そういうこと

もしっかりとらえながら、東員町として子どもたちの教育水準の確保ということを第一にで

すね、いわゆるその格差によって教育水準にまで格差が及ばないように全力で取り組ん

でまいりたいと、こんなふうに考えておりますので、よろしくお願いをいたします。 

○議長（三宅耕三君） 山口一成議員。 

○４番（山口一成君） 戦前の先生の給料は、昔の方はお見えじゃないですけれども、昔

の旧の師範学校を出られ、専攻科を出られる先生方が見えたわけですけれども、この旧

この東員村ですね、大長、稲部、神田、この３つの校区があったわけですが、これにも先

生の給料の格差があったんです。特に稲部、神田はどちらかというと格差が下で、大長の

小学校は格差が上であったわけです。ということは、神田小学校では初任給が米３俵とい

うのに、大長小学校では米４俵もらってみえる先生が初任給でね、あったわけです。その

ようなことはお年寄りの方は知ってみえるんです。「大長村はええ先生がようけおったわ

な」というようなお話を聞くわけです。 

ですから、特にこの教育の格差というのは先生に格差をつけると、子どもにも直接影響

が及んでくるのではないかとなということを、私はつくづく思っておった次第でございます

が、この１月２４日と２月の８日に、町内で私は学校で楽しい授業をさせていただきました。

生まれ育った子どもたちが地域にやはり根付き、地域に愛着を持って自分の志を立て、

貧しいなかでも、その貧しい貧乏のなかでも明るく育つような子どもになってほしいという

ことを願っておるわけです。そのように夢と希望が持てるような志が持てるようなやはり子

どもをつくっていただきたいなということを、この教育再生会議の第一次報告で思っており

ます。まだまだ中教審のなかでも固まっておるわけではないわけですが、今後のことも含

めてよろしくお願いしたいと思います。４点目に移りたいと思います。 



町の行政改革の推進計画については先ほどから議員が質問されてみえました。最初

に３４回も開催された１０人の方々に、やはり大変ご苦労であったなというふうにお礼を最

初に申し上げたいと思いますが、このごろ改革という言葉が何か一人歩きしておるのでは

ないかなというふうに思います。 

分権の改革、道州制のことも、町村合併のことも、障害者自立支援法のことも、副町長

のことについても改革なんです。それより先に前々から言われております、やはり三位一

体の税源移譲ということが着実にやはり行われることが先決ではないかというふうに私は

思っております。本町の行財政改革、先ほどの個票で７１項目ございます。それから２月２

５日に四日市大学の先生の講演も聞かせていただきました。けれどもどこか、何か、民か

ら公へというような言葉が大変多くございます。それと同時に、また再生会議のなかでも

言葉が大変多うございます。そういうことを考えるなかで政治の貧困さが目立つような気

がしてならんわけです。これは続発する政治家の金とやはり不正、不祥事、そういうような

ものが蔓延しておることが目に見えて仕方がないわけであります。 

そこで本町の７１項目のうちで、平成１９年と２０年度実施だけでの項目は２９項目ござ

います。そのうちで金額が記入してある３つについて最初に質問いたします。番号の個票

の２番なんですが、選挙の投票所の統廃合でございます。３は神田地区の投票所の統廃

合をするということですが、現在は神田と三和には６つの投票所がございます。稲部とそ

れから笹尾西東、城山、この１０箇所ですが、この６つをどのように統合されるのかなとい

うふうに私は思うわけです。 

次に番号の３２番に職員のレベルアップと人件費の問題が上がっておって、４年間で６，

９００万円削減するというふうになっております。このことについてはどうかということです。 

次に６２番でございますが、町内の方の人体火葬の有料化、１９年度の今年から実施

するということになっておるわけです。 

少しちょっと離れますが、３５番のこともついでにお話させていただきたいと思います。

職員の希望降任制度の導入ですが、１８年度から実施していますということになっており

ます。 

以上４点のことについて、各担当課の部長さんでも結構です。課長さんでも結構ですが、

答弁をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。 

○議長（三宅耕三君） 近藤洋総務部長。 



○総務部長（近藤洋君） ただいまの町行財政改革推進計画の実施計画についてのご質

問に、お答えをいたします。 

先ほども申し上げましたが、現在、行財政改革の具体的な内容と実施年度を明確にし

た実施計画の作成に取り組んでいるところでございます。ご質問の投票所の統廃合につ

きましてでございますが、現在、神田、三和地区以外は小学校区ごとの投票所を設置い

たしておりまして、平等性の確保、それから効率性の観点からそれぞれ小学校区を基本

に投票所の設置を検討するものでございます。地域の皆様のご理解を求めながら、本町

選挙管理委員会におきまして慎重に検討いただきたいと考えております。なお、コスト的

には経常的な経費削減には至らないかもわかりませんが、見直しの対象として例外では

ないと考えております。 

次に職員削減についでございますが、今後、いわゆる団塊の世代の退職を迎え、多く

の職員の退職を予定しております。新規採用職員を抑制することにより、５年間で１０人、

４．８％の職員数の削減を図り、人件費の削減を見込んでおりますが、現在、本町職員数

は類似する団体に比べて決して多くはございません。しかしながら、今後も事業の見直し、

業務の運営方法を検討し、行政需要に十分な対応が図れるよう努めてまいりたいと考え

ているところでございます。 

続きまして希望降任制度の導入についてでございますが、近年、業務の複雑化、高度

化などによるストレスや家庭の介護など家庭の事情などにより、職責を果たすことが困難

な就労者が増えており、社会問題とも言われております。本町におきましてもこうした潮流

は例外ではないものと思われます。このような状況下におきまして一定の職責以上の職

員から希望降任の申し出があれば本人の希望を尊重し、その適否を判断し、適当と認め

られる場合はその職員を降格、降任させる制度でございます。これにより職員の勤務意

欲の向上と組織の活性化を図ろうとするもので、先月制度を構築し、職員に周知いたした

ところでございます。 

よろしくご理解賜りますようお願いを申し上げます。 

○議長（三宅耕三君） 松下忠生活福祉部長。 

○生活福祉部長（松下忠君） 次に私への質問でございますけれども、斎苑の人体火葬

の有料化について答えさせていただきます。 

ご存じのように斎苑は昭和６１年４月に業務を開始しておりますので、すでに２０年が経

過をしております。使用料につきましては平成２年から町内の方は無料として現在に至っ

ております。ちなみに平成１７年度の実績を参考までに申し上げますと、大人の方は町内



が１４２件、町外は４７件となっており、使用料の総額は人体、動物あわせまして３６１万５

千円であります。  

しかし、計画に上げましたように受益と負担の公平性の観点から、また施設の老朽化

に伴う維持費の増大などのため、平成１９年度には有料化について方針を決定したいと

考えておりますので、よろしくご理解のほどをお願い申し上げます。 

○議長（三宅耕三君） 山口一成議員。 

○４番（山口一成君） ２番目の問題についてですけれども、統廃合のことについては今ま

で神田や三和地域が今までどおりの投票所であったということについては、この投票所を

決める段階でいろんな問題があってこうなったんだというふうに思うわけです。それをただ

平等性というふうに言いますと何か足が遠のいたり、高齢者はどうしても行けなくなるとい

うようなことがあると私は思うわけです。主にこのプランは住民サービス向上のためが大

きいプランなんです。住民向上のためであるならば、わずか投票所をね１つ減らすだけで、

例えば５０万円とかどんだけってこう金額は書いてありますけれども、１選挙区当たり５０

万円ずつ減ったというても、それほどの金額ではないわけです。 

例えば昨日もテレビでやっておりましたが、矢祭町は投票率が９０％やというふうに言っ

ております。東員町は大体６７から６８で推移しておりますけれども、それはやはり投票所

は近くの部落だけでやっておるということが９０％に持っていっておるのではないかという

ふうに思うわけなんですが、再答弁を求めます。 

○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。 

投票所の統廃合につきましては、現在策定しております実施計画の個票の方にお示し

をしておるところでございますが、平成１８年度には事務局にて調査検討、それから平成１

９年度につきましては選挙管理委員会にて調査検討をし、平成２０年度に方針を決定する

という形で、現在、計画をしているところでございますが、平成１８年度も残すところわずか

でございますが、そのへんにつきましては事務局におきまして、投票所のそれぞれの投票

区の人数とか、いろいろなことを検討させていただきまして、平成１９年度に選挙管理委員

会にて調査検討するという計画でおりますので、ご理解をいただきたいと思います。よろし

くお願いを申し上げます。 

○議長（三宅耕三君） 山口一成議員。 



○４番（山口一成君） ６２番の人体火葬のことについて再度質問いたします。 

現在、無料なんですね。今度は１万５千円が妥当であろうというようになっておるわけで

す。 

東員町の良い点はここなんです。１つこれは良い点が減るんじゃないんかしらんという

ふうに私は思います。 

「ゆりかごから墓場まで」という言葉があると思いますが、世界の福祉の政策のスローガ

ンになったのは、ＥＵも含めてですが福祉のスローガンです。確かに福祉の金額はＥＵ諸

国では多いわけですけれども、「ゆりかごから墓場まで」という、その死ぬ間際になってね、

今までは無料やったのに１万５千円も払わんならんという町内の人たちの気持ちを考えた

らね、ちょっとそこのところはいくら炉が悪くなったとかどうとかというても、僕はちょっと皆さ

ん方納得しないのではないかしらんと思うわけです。 

桑名市は１，８００円、いなべ市は１万円です。菰野町は無料。ここのところを考えてみ

て、もう一度そこのところはお考え願いたいなというふうに思います。 

次に３５番のことでございますけれども、職員の働く意欲がなくなったとか、上司とのコミ

ュニケーションが上手くいかなかったとか、残業が多いとか、時間的な労働であるとか、そ

の他種々あろうと思いますが、なぜこのようなストレス、そういう職員が多いのかというよう

なことを、これは上層部で一考願えることではないかなというふうに思いますので、その点

よろしくお願いいたします。 

３４回も開催された１０名のこの改革のプランをつくっていただいた方々に御礼を申し上

げ、高齢者が楽しく過ごせる町であってほしいというふうに私は思っております。このこと

をもって私の一般質問を終わります。 

 


