
○１４番（大崎 潤子君）   今９月定例議会におきまして、下水道の使用料、２つ目、国

保会計、３点目、行財政改革についての３点の質問をいたします。明解な答弁をお願いを

いたします。 

 まず最初に、下水道料金値上げの問題であります。 

 平成１５年度、東員町公共下水道事業経営計画策定業務報告書によりますと、平成１７

年度と平成２２年度に約２０％ずつ値上げをし、その後、１０年ごとに１０％ずつ上げるとい

う案が発表されました。 

来年度は改定時期でありますが、昨年来、未曾有の経済状況下で仕事がなく、収入が

大幅に減る事態が起こり、町民の暮らしは大変になっています。６月の指標に基づく県内

経済情勢によりますと、経済は悪化が続いています。悪化傾向は昨年８月から１１カ月連

続です。生産は下げ止まっているものの、個人消費は弱まり、雇用情勢も悪化をしている

現状だと思います。 

 また、入るべき年金も減らされ、暮らしがこんなに厳しくなっているというのに、さらに下

水道料金まで値上げされてはたまりません。 

平成２２年度の値上げはすべきでないと考えます。値上げすべきではない根拠の１つと

いたしまして、下水道使用料で維持管理費や資本費を賄う回収率が良好な点です。決算

によりますと、平成１９年度は維持管理費は１４７％、資本費は７７％の回収率です。平成

２０年度は日本経済の低迷や事業等の就業日数の短縮等により、下水道使用料金は約

５０万５，０００円の減となっていますが、維持管理費は１４１％、資本費は７５％の回収率

となっています。 

以上の点からしても、値上げすべきでないと考えます。 

担当課におきまして、平成２２年度の改定について、どのような議論がなされ、方向性

を出されるのか、建設部長にお尋ねをいたします。 

○議長（山口 一成君）   水谷史郎建設部長。 

○建設部長（水谷 史郎君）   ただいま、ご質問がございました下水道の料金改定につ

いて、お答えを申し上げます。 



本町の下水道事業におきましては、県が策定いたしました四日市・鈴鹿水域流域別の

下水道整備計画に基づきまして全体計画を策定し、事業を進めさせていただいておりま

す。 

下水道料金の使用料につきましては、ご承知のとおり、平成６年４月に一部供用開始さ

せていただきまして、使用料の徴収を始めさせていただきました。 

また、平成１５年には町独自で「東員町公共下水道事業経営計画」を策定をさせていた

だきまして、料金の適正化を目指した長期の財政計画を立てまして、平成１７年度に下水

道料金の引き上げをさせていただきました。 

その後、町内企業をはじめ多くの事業所や一般住宅の下水道への接続がございました

ことや、流域下水道の維持管理等負担金もここ数年引き下げられましたことから、現在、

先ほどご質問にございました、当初の下水道事業経営計画の維持管理費の回収率及び

経費回収率の目標値を上回っております。 

したがいまして、このことによりまして、担当課をはじめ十分慎重に検討をさせていただ

きました結果、来年度は料金改定を行わず延伸させていただきまして、今後、経営状況の

動向や社会情勢等を十分勘案させていただきまして、必要な時期に改定を検討してまい

りたいと、このように考えておりますので、ご理解を賜りたいと思います。よろしくお願い申

し上げます。 

○議長（山口 一成君）   大崎潤子さん。 

○１４番（大崎 潤子君）   答弁ありがとうございました。 

 良好な数値を示しているので、平成２２年度は料金を引き上げをしないという、今、答弁

をいただきました。大変うれしく思いますが、これは要するに平成２２年度に限るのか、先

ほど部長は、いろいろな社会情勢の中で必要な改定時期については考えをしていかなけ

ればならないということをおっしゃっていますが、当面、平成２２年度だけなのか、それとも

５年ぐらいのスパンで考えていらっしゃるのか、そのあたりについてお願いをしたいという

ふうに思います。 

○議長（山口 一成君）   水谷史郎建設部長。 

○建設部長（水谷 史郎君）   先ほどご質問がございました計画によりますと、平成１７

年、それから平成２７年度、このような計画でシミュレーションする予定をしてまいりまし

た。 



ただ、先ほどご答弁させていただきましたのは、中期・長期的な展望に立っております。

その関係で、まず次のステップとしては、今現在の時点の実績を踏まえてシミュレーション

いたしていきますと、平成２７年度周辺において、やはり回収率が１００％強ぐらいになっ

てこようかというふうな見通しを立てております。ですからこのまま推移するとするならば、

そこが一つのキーポイントになってくるのではなかろうかと思います。ですから、それまで

はやはり実績、それから数値を年々推移を見守っていきたいというふうに考えておりま

す。 

 ただ、極端に状況、または流域の負担金等の条例がございました段階では、改定時期

を明確にしなければならないと考えておりますので、お願い申し上げたいと思います。 

○議長（山口 一成君）   大崎潤子さん。 

○１４番（大崎 潤子君）   ありがとうございました。 

 基本的には平成２７年度まで改定をしない方向でいきたいという答弁だったように思い

ます。これだけ大変厳しい経済状況の中で、たとえ数年であれ、下水道料金の改定がな

いということは、町民にとって大変よいことだというふうに思います。町長が常日ごろおっし

ゃっております、安全・安心の側面をあらわしていただいたのかなというふうに思いますの

で、今後とも、大変でしょうけれども、経営の方、頑張っていただきたいというふうに思いま

す。 

 先ほどシミュレーションという言葉をおっしゃいましたが、このシミュレーションされた内容

については、議会の方へいつ提示していただくのか、予算・決算の中でご報告があるのか、

その点について、もう一度お願いをいたします。 

○議長（山口 一成君）   水谷史郎建設部長。 

○建設部長（水谷 史郎君）   現時点でシミュレーション表をわかりやすく整備しており

ますので、委員会の方で、その数値について詳しくご説明をさせていただきたいと思って

おりますので、お願い申し上げます。 

○議長（山口 一成君）   大崎潤子さん。 

○１４番（大崎 潤子君）   どうもありがとうございました。 

 委員会の方で提出をするということですので、よろしくお願いをしたいというふうに思いま

す。 



 次の２点目に入らさせていただきます。 

 平成２１年度の国保料、本算定分の納付通知書が７月末ぐらいに届いてまいりまして、

確かに予算の時に審議をして、上がるということはわかっておりましたが、開けてみて、あ

あ、大変な額になっておりましたので、改めてびっくりをいたしたところでございます。 

 構造改革のもとで医療費負担がふえており、生活費の中に占める医療費の割合は２００

年が２．１％から２００８年度は３．５％と、１．５倍以上との報道もございます。お年寄り世

帯では年金額が削減をされ、収入は減る一方ですから、病気になるとどうなるのだろうか

という不安の声が上がっているわけです。 

世帯収入においても、勤労所得は下がっています。１９９８年以降の収入は、政府統計

でも減り続けている現状です。 

毎年値上げされる国民健康保険料です。東員町の加入者の実態を知ることが、今一番

大事だと思い、そこで、被保険者の年齢構成、職種や加入世帯の所得状況などをお尋ね

をしたいと思います。国保料が所得に応じて本当に妥当な金額かどうかもお尋ねをしたい

と思います。 

 また、後期高齢者医療制度の実施に伴い、基本健診が廃止をされました。そして、特定

健診、保健指導が導入をされました。基本健診は全額公費、国・県・市町で３分の１ずつ

でしたが、特定健診は国保を実施者とするように変わりましたので、国保料にも影響を及

ぼしていると思います。 

 医療費の軽減に努めなければならないわけですが、その医療費の軽減にもつながる特

定健診やその他の検診の検診後の追跡調査や問題点などへの指導はどのようになって

いるのでしょうか。保健師の活動について、お尋ねをしたいと思います。 

 そして、収入が減る一方の中で、いろいろな状況、事情で払えない世帯の方もたくさんい

らっしゃると思いますが、その実態について、生活福祉部長の答弁を求めます。 

○議長（山口 一成君）   廣田勇生活福祉部長。 

○生活福祉部長（廣田 勇君）   大崎議員の、国保についてのご質問にお答えを申し

上げます。 

まず、所得減となっているのに保険料のアップは、とのご質問でございますけれども、

保険料につきましては、医療費の増高に伴い増額となったものであり、その医療費の約２



分の１に相当する額を保険料として賦課するものであります。したがって、医療費がふえ

れば保険料も高くなり、同様に保険料の算定に係る保険料率も上がることとなります。 

医療費の増高によりまして、議員ご指摘の所得減となった場合でも、保険料率のアップ

に伴い、保険料が増額となる場合がございます。 

 次に被保険者の年齢構成、職種及び加入世帯の所得状況は、とのご質問でございます

けれども、まず、年齢構成といたしましては、１９歳までが約９％、３９歳までが約１７％、５

９歳までが約１９％、７４歳までが約５５％となっており、６０歳以上の被保険者が全体の２

分の１以上を占める状況でございます。 

また、職種につきましては、詳細は把握しておりませんけれども、自営業者の方や定年

を迎えられた年金受給者の方が多数を占めていると思われます。 

次に、加入世帯の所得状況につきましては、所得割算定時の賦課基準額ゼロの世帯

が約１９％、２００万円未満の世帯が約４４％、それ以上の世帯が約３７％となっておりま

す。 

次に特定健康診査の実績は、とのご質問でございますけれども、平成２０年度は対象

者４，１００人に対し、１，６００人ほどが受診をされ、受診率４０．６パーセントと、県下２９

市町で３番目の高い受診率となっております。本年度につきましても、４，４００人を対象に

受診券を発送いたしたところでございます。 

次に検診による追求調査や改善点への指導でございますけれども、検診で精密検査

が必要とみられた方には、その後の医療機関の受診状況も報告していただくなど、追跡

調査を行い、疾病の早期発見により重症化を防ぎ、医療費の抑制に努めております。ま

た、特定健診結果により、個々のプログラムを作成し、食生活や運動に関する実践的指

導を実施をいたしております。 

次に滞納世帯の状況は、とのご質問でございますけれども、平成２０年度賦課分まで

の未納世帯数といたしまして、７月末現在で３２４世帯となっております。 

よろしくご理解を賜りますようお願いを申し上げます。 

○議長（山口 一成君）   大崎潤子さん。 

○１４番（大崎 潤子君）   答弁ありがとうございました。 



 所得の階層について、今、部長はトータルすると２００万円以下の方が約６３％という、そ

ういう比率になるわけなんですが、こういう方の平均の保険料というのは幾らになりますで

しょうか。 

○議長（山口 一成君）   廣田勇生活福祉部長。 

○生活福祉部長（廣田 勇君）   平均の保険料でございますけども、現在のところ算出

はいたしておりません。 

○議長（山口 一成君）   大崎潤子さん。 

○１４番（大崎 潤子君）   算出をしていないということですので、私も大体どのくらいか

なということは、ちょっとここで計算しかねますので、また機会があれば計算をしていただ

きたいというふうに思います。 

 というのは、２００万円以下の方が６３％、ですから、大変な生活の中で高い保険料とい

うのを払わざるを得ないのかなというふうに思います。高額の場合が３７％の方が２００万

円以上ですので、ですからこのあたりについて、本当に国保料というのが妥当な額なのか

どうなのかということを、お聞きをしたいという思いがあります。 

 それとあわせて、保険料が妥当かどうかというので、６０歳から７４歳の方が５５％を占

めている。この部分にも年金の目減りの中で、保険料というのは随分影響しているのでは

ないのかなというふうに思いますが、そのあたりについての見解をお願いをしたいという

ふうに思います。 

○議長（山口 一成君）   廣田勇生活福祉部長。 

○生活福祉部長（廣田 勇君）   保険料の算定でございますけれども、算定いたす場

合は、ご存じのように応益応能ということで５０：５０ですね。それと所得割、資産割が３５：

１５という割合がございます。これを変更して、低所得者に対して、できるだけ保険料を低

くするというような方法もあるとは思いますけれども、割合につきましては限度もございま

す。限度を超えますと、国の方からペナルティということもございますので、できる限り５０：

５０と３５：１５という基本を守って賦課をさせていただくということになるわけでございます。

そうすると、おのずと所得割、そして均等割・平等割という額が確定をしてくるわけでござ

います。 



 所得割と資産割でございますけれども、３５：１５ではなく、４０：１０ですね。申しわけござ

いません。という割合で賦課をいたしておりますので、保険料率につきましては、算定どお

りに算定をいたすということでございます。 

 以上でございます。 

○議長（山口 一成君）   大崎潤子さん。 

○１４番（大崎 潤子君）   答弁ありがとうございます。 

 国保会計の場合は、やはり年齢層が偏ったり、年金生活とか自営業者の方の比率とい

うのが高いわけで、所得というのが低いわけですよね。ですから先ほど部長がおっしゃっ

たように、確かに所得割幾ら、資産割幾ら、そういう形の比率で取らざるを得ない部分は

あるかというふうに思いますが、保険料が高くなる一つの要因として、部長もおっしゃった

医療費の増ということがございますね。決算書で見ましても、びっくりするぐらい医療費の

増になっているのですが、部長のお考えになる今回の医療費の増の要因というのは何が

原因とお考えでしょうか。 

○議長（山口 一成君）   廣田勇生活福祉部長。 

○生活福祉部長（廣田 勇君）   医療費の増でございますけれども、その原因でござい

ますけれども、主に高度医療が原因かなと。多受診も考えて調査をしてみたんですけれど

も、これは余り影響が出ていないように思われます。 

 以上でございます。 

○議長（山口 一成君）   大崎潤子さん。 

○１４番（大崎 潤子君）   医療費の増の大きな原因は高度医療ということをおっしゃっ

ております。もちろん、高度医療というのも大切ですが、普段からなるべく医療を受けても

軽くなるような形で、やはり基本的には自分の体はきちっと自分でケアをしていく、そして

それには保健師の援助というのが、すごく大切ではないかというふうに思います。 

 先ほど検診後の追跡調査については行っていて、重症化を防いでいるとか、食生活の

見直しなどで実践活動を行ってますということを述べていただきました。統計はきちっと手

元にあって公表していただけますでしょうか。例えば検診４，１００人のうち１，６００人で４０．

６％ですよと。その中でこういう問題がありましたよという、そういうデータについては公表

をお願いできるのでしょうか。 



○議長（山口 一成君）   廣田勇生活福祉部長。 

○生活福祉部長（廣田 勇君）   受診者数、それと追跡調査をした件数等については

公表ができると思っております。 

 以上です。 

○議長（山口 一成君）   大崎潤子さん。 

○１４番（大崎 潤子君）   追跡調査については公表できるということですので、特定健

診に限らず、いろんな健診がありますので、そのあたりの公表をお願いをし、何が問題で、

保健師がどこに一番力を注がなければいけないのか、保健師が足りなければ、それこそ

また、保健師をふやすということもやらなければいけないのかなというふうに思いますし、

今回の補正予算で看護師の賃金が上がってますが、これの関係はどうでしょうか。 

○議長（山口 一成君）   廣田勇生活福祉部長。 

○生活福祉部長（廣田 勇君）   特定健診でございますけれども、先ほど答弁をさせて

いただきましたとおり、１，６００人ほど受診をされて４０．６％でございまして、その結果、

異常が認められる、予防をする必要があるという方につきましては、２９件でございまし

た。 

その中で保健師が指導をいたすところでございますけれども、動機づけ支援と積極的

支援というのがございます。動機づけ支援といいますのは、今後も健康な生活を続けてい

くための好ましい生活習慣とはどんなものかということで、メタボリックシンドロームのリス

クが少ない方が対象でございますけれども、動機づけ支援につきましては、保健指導が１

回行われる。これはメタボリックの出始めの方が対象でございます。 

そして積極的支援でございますけども、これはメタボリックシンドロームが、対象が血圧

の関係とか血糖の症状が３～４項目ございますけども、その項目が重なっている方につ

いて、積極的支援をさせていただくわけでございますけども、その件数が２７件です。動機

づけが２７件、積極的が２件ということが、平成２０年度の結果でございます。 

 保健師の採用でございますけれども、今年度９月で保健師が１名退職をする予定でござ

いますので、そのための臨時職員として採用をいたしたいということで、補正に計上をさせ

ていただいたということでございます。 

 以上でございます。 



○議長（山口 一成君）   大崎潤子さん。 

○１４番（大崎 潤子君）   答弁ありがとうございました。 

 ９月で保健師が退職なさるということで大変残念で、そのかわりといいましょうか、看護

師が勤務なさるということですので、その辺できちっとチームを組んでいただいて、２万７，

０００人の町民の皆さんの健康を守ってくださいというのは大変酷かもわかりませんけれ

ど、ぜひ頑張っていただきたいという思いと、それと滞納世帯が３２４世帯ございますが、

この３２４世帯の内訳をお願いをしたいというふうに思います。毎年本当にいくら言っても

お金を払わないというか、保険証なんて要らないといいましょうか、そういう方もいらっしゃ

るということをお聞きいたしておりますが、決算書の中で会計監査の方からも、滞納世帯

の実態把握というのはきちっとすべきであるということが書いてございましたが、３２４世帯

の中身についてお願いをしたいというふうに思います。 

○議長（山口 一成君）   廣田勇生活福祉部長。 

○生活福祉部長（廣田 勇君）   滞納世帯につきましては３２４件ということでございま

すけれども、その内訳でございますけれども、平成１５年度が１件、平成１６年度が１５件、

平成１７年度が３０件、平成１８年度が８６件、平成１９年度が１４０件、平成２０年度につき

ましては２３４件ということで、これを総計しますと、５０６世帯になるわけでございますけれ

ども、これは重複いたしておる世帯がございますので、実質は３２４件ということでござい

ます。 

 以上でございます。 

○議長（山口 一成君）   大崎潤子さん。 

○１４番（大崎 潤子君）   数字は、また教えていただいたんですけれど、この数字の中

で本当に所得が低くて払えていらっしゃらない方がどのぐらい、例えば保険証は要らない

とおっしゃる方が何件、その詳細をお聞きをいたしております。その点についていかがでし

ょうか。 

○議長（山口 一成君）   廣田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（廣田 勇君）   詳細なところは算出はいたしておりませんけれども、

医者にかからないから保険証は要りません、だから保険料は払いませんという方が年々

みえるわけでございますけれども、その世帯数につきましては、現在のところ１６０件ほど

の世帯がございます。 



 以上でございます。 

○議長（山口 一成君）   大崎潤子さん。 

○１４番（大崎 潤子君）   ５０６世帯の中の１６０件というふうに理解するのか、３２４世

帯のうちの１６０件と理解するのか、どちらで理解したらいいのかわかりませんが、とにか

く要らないという方が１６０件ですね。 

そうしますと、あとの方は保険料が高くて払えない、収入が少ないので払えないという

形で理解をしたらいいのかなというふうに思いますが、滞納については本当に担当課の

方も大変でしょうけれども、懇切丁寧に対応はしていただいているとは思いますが、今後

もこういう生活状況の中ですので、ふえていくかもわかりませんし、持ってきていただいた

ら１カ月の保険証を発行していると思いますが、全国的には良心的に分納をきちっと守っ

てやっていただいている方については、半年とか１年という保険証を発行しているところも

ございますので、その点もまた今後、課の方でご検討していただきたいというふうに思い

ます。 

 そして最後になりますが、所得割還付基準額が２人合わせて約４００万円の家庭でも約

１割の国保料を払わなければいけないのですね。だから国保料が、部長は妥当だという

ふうに思われますか。やはり高い。何か考えなければいけない。その点だけお願いをして、

次の質問に入りたいと思います。 

○議長（山口 一成君）   廣田勇生活福祉部長。 

○生活福祉部長（廣田 勇君）   保険料でございますけれども、共助扶助ということで

始められた国保でございます。それが年々医療費の増高で、それに対する保険料が高く

なってきておるのが現状でございます。半分は国庫負担、公費で持つわけでございます

けれども、なかなか医療費がふえると、やはり保険料の賦課総額がふえるということで保

険料が高くなってくるわけでございます。 

これは私が思っているのですけれども、やはり国保については保険料が高いという感

覚がございます。ですので、今年度、制度について一元化の見直しをするようにということ

で、国の方へ申し入れをいたしております。これは東員町から県の町村会を経由して国へ

上げるということでございますので、そう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（山口 一成君）   大崎潤子さん。 



○１４番（大崎 潤子君）   部長の答弁、ありがとうございます。 

 今、一元化の見直しという形で国に声を出したということですが、一元化についても問題

があるというふうに思います。まずは国庫負担金を大幅に削ってきた、その分が住民の皆

さんの国保料にはね返ってきているわけですから、まずその前に、きちっと国の方に、国

庫負担金をもっとよこせということを声を大にして届けていただきたいということを、お願い

をしたいというふうに思います。 

 ３点目は行財政改革について、町長の答弁を求めたいと思います。 

 平成２０年度行財政改革推進計画実施計画検証の中におきまして、６点についての議

論の内容とか住民への働きかけ、前進面、今後のあり方について、町長に答弁を求めた

いと思います。 

 １点目は、ナンバー７のコミュニティバス実証運行が４年目に入り、ルート変更を重ねて

順調に乗客がふえていると思います。来年度は本格運行を含めてどのような形態で進め

ていかれるのか、お尋ねをしたいと思います。 

 ２点目はナンバー２６、学校給食事業の効率化。学校給食センターの民営化の問題で

す。私どもは民営化すべきではないと考えますし、町民の大切な働く場所でございます。

運営審議会の開催回数や議論の中身について、お尋ねをいたします。 

 ３点目はナンバー４３、住民参画機会の拡大でのパブリックコメントの実施状況について。

件数、そして、どのようなパブリックコメントが町政に反映されているのか、お尋ねをいたし

ます。 

 ４点目はナンバー４５、ごみの削減。ごみゼロプランの提言やクリーン作戦委員会との協

働での取り組み、町民の啓蒙活動の強化や、モデル地区をつくってごみ削減に当たるべ

きと思いますが、その点についてのお考えをお尋ねをいたします。 

 ５点目はナンバー６７、定住化の促進による人口増。空き家・空き地情報バンク制度が

始まりましたが、その実態についてお伺いいたします。 

 ６点目はナンバー７０、適正な財産管理では、未利用財産の活用方法、具体的な売却

等どのようになっているのでしょうか。また、第一保育園や笹尾交番の跡地利用について

は一向に進展がございませんが、そのあたりの考えについて、町長に答弁を求めたいと

思います。 



○議長（山口 一成君）   佐藤均町長。 

○町長（佐藤 均君）   行財政についてのご質問にお答えをさせていただきます。 

行財政改革推進計画実施計画は、平成１８年度から平成２２年度までの５カ年で、特に

重点的に取り組むべき項目を定めており、毎年度、取り組み状況を点検確認いたしまして、

その状況を公表させていただいております。 

平成２０年度には、新たに陸上競技場のグラウンド面管理にシルバー人材センターの

活用や、学校体育施設の使用団体による管理への移行、ひかり電話の導入を行い、平

成２０年度全体といたしましては、２，４００万円ほどの歳出削減効果が出ております。 

 続きまして、ご質問の６項目の取り組み状況を申し上げます。 

ナンバー７のコミュニティバスの利用促進につきましては、これまでの利用実績や毎年

の利用者調査等の結果を検証することにより、運行システムを見直してまいりました。 

平成２０年度は、南北線、東部線については利用者数を順調に伸ばしてまいりましたが、

稲部線につきましては伸び悩んでいることから、一部ルートを見直し、運行を行っておりま

す。 

今年度は実証運行の最後の年となりますので、これまでの利用実績等を十分検証し、

来年度からの本格運行に移行してまいりたいと考えております。 

ナンバー２６、学校給食事業の効率化でございますが、効率的な学校給食事業の実現

のため、これまで学校給食運営審議会で調理業務等の民間委託について、るる検討され

ており、平成２０年度におきましても４回の審議会を行っていただきました。その内容につ

きましては、委託業者との連携や安全性の確保、食物アレルギーへの対応、調理室など、

施設内の衛生管理面についてどのように対応していくのかなど、幾つもの懸念されること

が議論されました。 

今後も学校給食衛生管理の基準を遵守し、安全な学校給食の実施と効率的な業務委

託を行えるようさらに検討し、今年度中にその方針を決定してまいりたいと考えておりま

す。 

次にナンバー４３の住民参画機会の拡大につきましては、町民生活に広く影響を及ぼ

す計画等を策定するときには、その内容を公表し、皆さんからご意見をいただき、反映で

きるようパブリックコメント制度を導入いたしました。 



平成２０年度はパブリックコメント制度に関する要綱を制定し、３件のパブリックコメント

を町ホームページに掲載をいたしました。 

ナンバー４５の塵芥処理量の削減につきましては、平成２２年度までに１人当たりのご

みの排出量を平成１７年度と比べまして４％程度削減し、ごみ処理経費の削減、環境負

荷の低減を図ろうとするものであり、これまで、住民参画による「東員町ごみゼロプラン」

の策定を行い、その後、推進委員によるごみ減量化とリサイクルの推進を、またクリーン

作戦委員と協働で、容器包装リサイクル法に基づく、プラスチックごみの分別の普及推進

や、町内の小学校で「環境子ども教室」を開催するなど、住民の意識啓発に努めてまいり

ました。 

このような活動をいただいたにもかかわらず、なかなか、ごみの削減に結びつかないの

が現状でございまして、今後も生ごみ処理機の購入補助や堆肥化の推進をさらに図って

まいりたいと考えております。 

次にナンバー６７の定住化の促進による人口増施策でございますが、人口増加を図る

上での魅力あるまちづくりを進めるために定住促進奨励金制度を導入し、さらに昨年１２

月に、空き家・空き地情報を発信するために、情報バンク制度をスタートさせたところでご

ざいます。 

空き地情報の提供をいただくために、本年６月に笹尾・城山地区の空き地所有者の皆

様に、登録と制度のご案内を申し上げたところでございます。 

定住促進奨励金制度をご利用いただいた方は３年間で２９０件でございましたが、町外

からの転入は１４７世帯で５０４名であり、申請件数の半数は転居もしくは住宅の建てかえ

であり、さらに人口増を図るべく、新たな魅力ある制度を構築したいと考えております。 

最後にナンバー７０の適正な財産管理でございますが、町が所有している未利用財産

につきましては、将来的な利用の有無を検討し、利用目的がないと判断した土地につい

ては処分を行うよう検討を行ってまいりました。 

旧東員保育園用地につきましては、不動産鑑定を行い、売却処分の検討を行ってまい

りました。景気後退の中、ニーズや価格面で困難な状況ではございますが、今後も処分

に向けて引き続き取り組んでまいります。 

また、国土調査等により用地の確定がなされていない未利用地につきましても、調査終

了後に普通財産とし、有効活用ができるよう検討してまいりたいと考えております。 



よろしくご理解いただきますようにお願い申し上げます。 

 以上です。 

○議長（山口 一成君）   大崎潤子さん。 

○１４番（大崎 潤子君）   ご答弁ありがとうございました。 

 ２点目の学校給食事業の効率化ですけれど、答弁の中で効率的な業務委託とありまし

た。この効率性というのはどんなところを指すのでしょうか。今のスタイルで、なぜ効率性

を求めることができないのでしょうか。民間委託になると、この効率性というのがとてつも

なく大きく飛躍するのですか。これは教育長にお尋ねをしたらよろしいでしょうか。 

 運営審議会で４回会議が開催をされたということですが、その議事録の公開については

できますでしょうか。その点について、お願いをいたします。 

○議長（山口 一成君）   岡野譲治教育長。 

○教育長（岡野 譲治君）   質問にお答えをいたします。 

 民間委託についての労務と効率性ということに関して、お答えいたします。 

 基本的には民間委託をした場合に、食材がありまして、その食材を集中的に調理等を

する場合に、人材を集中的に集めて調理の人数を一時期ふやせるということのメリットが

あります。それは、その人の勤務時間によりますけれども、７時から何時まで勤務される

方、８時から勤務される方、９時から勤務される方というように、勤務シフトを、その日の調

理業務によって集中的に行えるというところに、効率的なことが可能ではないかなというこ

とで、メリットとして考えております。 

 議事録の方ですけれども、議事録は毎回とってあります。議事録を検討しながら、次の

ところで話し合いを進めておりますけれども、公開するかどうか、私自身が今判断できな

いものですけれども、議事録自体はあります。 

○議長（山口 一成君）   大崎潤子さん。 

○１４番（大崎 潤子君）   今、教育長の答弁の中で集中的に行えるということは、正規

の８時間労働の方でなくて、４時間の勤務の人、こういう形で、細切れで使うということが

効率性なのかなというふうに私は理解をいたしました。決してそうであってはならないし、

今まで、その職場で多くの東員町の町民の方が働いていらっしゃるわけで、その仕事をな



くすといいましょうか、その方も使いますよということをおっしゃるかもわかりませんけれど、

ちょっと納得のいかない部分ではないかなというふうに思います。時間がありませんので、

この件については、また改めて議論をしたいというふうに思います。 

 ナンバー４５のごみの削減の件ですけれど、先ほど同僚議員からもございました、ごみ

に使うお金をもっと減らして、そのお金を暮らしとか、子どもたちのところに使うべきだとい

うふうに思いますので、ぜひ、ごみゼロ策定プランの提言とかクリーン作戦委員会で一生

懸命努力をなさっているわけで、４％のごみの削減ということを先ほど町長おっしゃいまし

た。もっともっと町民の皆さんに提起をしていただきたい。 

確かにいろんな形でクリーン作戦やってます、ごみゼロはこういうふうです、ごみフォー

ラムがありますという形で、知っている人は知ってるけれど、じゃあ多くの皆さんがごみゼ

ロに対して、行って聞いてみようという、そういう方向には今いってないというふうに思いま

すので、そういう方向にいくような行政指導というのが大切ではないかなというふうに思い

ますので、そのあたりの力の入れようが足りないのではないかなというふうに思いますの

で、もう一度、そのあたりの答弁をお願いをしたいというふうに思います。 

 定住化の問題で、３年間で新しい方を５０４人迎え入れたということですが、町長として

は、この５０４人というのは少ないのか多いのか、その点について答弁をしていただきたい

と思います。 

 ナンバー７０においては、旧東員保育園の売却がなかなか思うように進まないということ

をおっしゃってましたが、旧大木住宅の跡地、先ほど私は、ちょっと質問になかったかもわ

かりませんけれど、第一保育園の跡地と笹尾交番の跡地の活用についてはどのようにな

っているのか、町長の答弁を求めたいと思います。 

○議長（山口 一成君）   佐藤均町長。 

○町長（佐藤 均君）   お答えをさせていただきます。 

 まず、ごみの関係でございますけど、先ほど上原議員に答弁させていただきましたよう

に、ごみの減量化は大変重要な事項と認識をさせていただいております。 

東員町の場合、ごみに年間４億５，０００万円ぐらいお金をかけております。全部が全部、

そういう金が減らせるかというと、そういうものでもございませんけど、基本的に生ごみの

関係なんですけど、過去にも、いろいろと皆さんから貴重なご意見をいただいております。

生ごみ処理機の補助をふやして、もっとというようなことも再三言われております。ただ、



費用対効果ということで、職員等も非常に一生懸命、どれだけ効果があるかなということ

を検討しております。 

そんな中で、フォーラムの中で鳥羽の方から簡単な水切り機を自分ところで作ってとい

うようなことがございました。生ごみ処理機の関係もあるんですけど、基本的には水分を

取る、これを各ご家庭で少し気をつけていただいたら、ごみの処理費用が減ってくると私も

思っております。そんなことで、水切りの機械というんですか、そんなことを検討しろという

ことを指示をさせてもらいました。金も安いということでございますので、その辺できちっと

水分を取って、それを出していただくということを、これからもう少し研究をさせてもらいた

いと思います。 

 東員町のごみの排出量というのですか、これもご認識をいただきたいのですけど、東員

町は決して町民の皆さんの出されているごみ、多くないのです。三重県で少ない方から６

番目なんです。２９市町村がある中で、東員町のごみを出されている排出量というのは、１

日当たり１人８４８グラムです。県内では少ない方から６番目ということでございますので、

決してごみが多く出ているということはないということだけ、ひとつご認識をいただきたいと

思います。十分、町民の皆さんに守っていただいて、できるだけごみを減らしていただいて

いるということだけは認識をしていただきたいと思います。しかしながら、さらに減らしてい

ただきたいということを、これからも一生懸命、町民の皆さんにお願いを申し上げていきま

すので、どうぞひとつよろしくお願いをしたいと思います。 

 定住化の関係でございます。５０４名です。３年間で町民がふえた、人口がふえた。３年

間でございますので、私はほっておけば、もっと減っていくということでございます。来年、

５年に一度の国勢調査ですね。前回の時に４００名、東員町は人口が減ったんです。来年

度また国勢調査の年に当たるわけなんですけど、もっともっと人口をふやす努力、それは

東員町は住みよい町、すばらしい町ということをつくらないと、入ってきていただけません

ので、東員町は、よい町ということをもっとつくっていきたいと思いますので、私は３年間で

５０４名というのは大変よかったと思ってます。さらにもっとよい条例を出させていただきま

すので、よろしくお願いをしたいと思います。 

 大木住宅の未利用地の関係ですが、実は今、国土調査法で確定調査がまだできてない

ということですので、おくれておるのですけど、国土調査ができないからできないというの

は、私はまだまだ認識が浅いというのですか、国土調査法ができてなくても、境界が決ま

ればいいということですね。だから、もう少し速度を上げるようにさせていただきますので、

どうぞご理解をいただきたいと思います。 



 第一保育園と笹尾交番、こちらの方は今いろいろと検討しておりますので、もうしばらく

時間をいただきたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（山口 一成君）   大崎潤子さん。 

○１４番（大崎 潤子君）   答弁ありがとうございました。 

 町長が住んでよかった、みんなが来てくれるまちづくりに力を注ぎたいということですの

で、ぜひよろしくお願いをしたいというふうに思います。そして、ぜひ水切りの道具も一日も

早く実施できますよう、お願いをいたしまして、一般質問を終わります。 

 


