
○１３番（山本 陽一郎君）   この社会は今、大変厳しい変革の時を迎えようとしていま

す。戦後６４年、一貫して政権与党として君臨をしてきた自由民主党が、今回の総選挙に

よって脱官僚政治、そして、政権交代を迫る民主党の前にもろくも惨敗を期したところでご

ざいます。このことは、我田引水を図る族議員、そして天下りを繰り返す高級官僚、派遣

切りや下請けいじめとも映る横暴な大企業、これらのトライアングル、癒着の構造が国民

に厳しく指弾をされた、そんな結果であろうと思います。 

 おごる平家は久しからず。健全財政と言われる東員町も、今こそ行政の原点に立ち返り、

十分な自戒と反省を重ねながら、住民本位のまちづくりに邁進すべきである、このように

考えます。 

 そこで予算編成、そして財政運営の要であります総務部長と少し議論をいたしたいと思

います。 

改革とは、痛みを伴うものであります。総務、建設、福祉、教育と、各部局においても、

これは聖域があってはならない。いかに選択と集中を図りながら、むだのない、効率のよ

い行政を推進していくかが、今問われております。 

 行財政改革と公正・公平な行政というのは、ある意味で相反する事例があるやもしれま

せん。総務部長の東員町の改革に向けての強い決意をお聞かせいただきたいと思いま

す。 

 そしてもう１点、正規・非正規職員の各部局における現状と今後の格差是正に向けての

取り組みをご報告をいただきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（山口 一成君）   藤井浩二総務部長。 

○総務部長（藤井 浩二君）   山本議員の、行政についてのご質問にお答えを申し上

げます。 

行財政運営の改善や合理化につきましては、これまでも定員管理をはじめ、行財政全

般にわたり、見直しを進めてきたところではございますが、我が国の財政は危機的状況に

あるとも言われ、本町が今後も各種の行政サービスを維持向上させていくためには、行政

コストの削減と財源の効率的・効果的な運用が重要と考えております。 



本町は、平成１８年３月に持続的な発展を支えるために「行財政改革推進計画」を策定

し、現在その実行に取り組んでいるところでございます。しかしながら、行財政改革は、一

方的にすべてを切り捨てるというものではございません。行政に求められる、先ほど申さ

れました公平公正さを確保しつつ、どれを選択し何に集中するか、その方向性をしっかり

見極め、慎重に判断、実践していかなければならないと考えているところでございます。 

次に、正規職員、非正規職員の各部局における現状人員数につきましてお答え申し上

げます。 

現在、正職員は、総務部に３３名、生活福祉部が３６名、建設部が３３名、教育委員会

では、保育園・幼稚園職員、小中学校、給食センター職員を含めまして８８名、その他、会

計課に４名、議会事務局に４名、それと教育長をあわせまして合計１９９名となっておりま

す。 

非正規職員では、期限つき臨時職員として幼稚園臨時教諭及び保育園臨時保育士、

合わせまして３０名、図書館に２名、学校給食センターの栄養士が１名、その他、短期的

な臨時教諭・保育士や業務補助のための臨時職員を必要に応じて採用をいたしておりま

す。 

正規職員の定員適正化の取り組みにつきましては、平成１７年度に総務省から示され

ました「地方公共団体における行政改革の推進のための指針」によりまして、平成１７年

度の職員数２１０名を基準といたしまして、平成２２年度に４．８％、１０名減の２００名を数

値目標として、退職者の状況を見ながら計画的に職員の採用に当たっているところでござ

います。 

また、他の議員からもこれまで臨時職員の待遇改善をとのご意見をいただいておりまし

て、教育委員会とも何度も協議を行い、平成１９年度からは通勤手当を支給いたし、また、

今年度からは経験年数を加味いたしました賃金形態へ、見直しを行ったところでございま

す。 

しかしながら、まだまだ十分とは申し上げることはできないということで、教育委員会か

らは、いろいろご意見をいただいておりまして、近隣市町の状況を勘案しながら、少しでも

改善が図れますよう検討し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

いを申し上げます。 

○議長（山口 一成君）   山本陽一郎君。 

○１３番（山本 陽一郎君）   ご説明をいただきました。 



 行財政改革と公平・公正な行政のあり方ということで、今、一生懸命取り組んでいますよ

というお話です。しかしながら、この３月定例会、あるいは６月定例会、そしてこの９月定例

会において、多くの議員から指摘がされているように、私ども東員町の財政がいいという

ことかもしれませんが、改革に向けての進め方がなまぬるいと言わざるを得ません。 

 私どもが政務調査費を利用して、さまざまな町へ研修に行っております。先般も福島県

の方へ行ってきましたけれども、そしていろんなところを見るたびに、東員町はいかに恵ま

れているか、職員たちの働く場のすばらしさというか、こんなに恵まれた町は少ないので

はないかと、そのように痛切に感じております。 

 先般お伺いしました福島県の泉崎村、ここの庁舎はどうでしょう。築５０年以上たってい

るのだと思いますけれども、お話がありました長深の資料館がありますね、三和小学校。

ああいった建物の中に、職員の皆さんたちが勤務をしております。そして、そんな中でも職

員の皆さんたちは、これからの各自治体の運営は非常に難しいということで、一生懸命に

取り組んでおられます。それを見るにつけ、先ほど申し上げた東員町の働く場のすばらし

い環境というのを、ぜひ皆さんも思いを新たにしていただきたいと思います。 

 それで、正規・非正規職員のことなんですが、これは各部局ごとにお聞きをするのが一

番いいのかなと思いましたけれども、私たち議会は、たて割り行政は廃止すべきであると、

このような思いでおりますので、それで一括して総務部長にお尋ねをいたしました。 

 いろんな方からお話をいただいております。特に教育の方ですね、保育士をはじめ、学

校にお勤めいただいている方々の非正規職員の方から、賃金格差は少しずつ解消してい

ただいているということですけれども、雇用格差の問題ですね。同じ仕事をして待遇が違

う。これはどう考えてもおかしいという話ですね。民間ならいざ知らず、公平・公正を旨とす

る東員町が、そういうことを甘んじて黙認というか、認める。そういうのはあってはならない

と思いますが、努力をしていることはよくわかりますけれども、教育長の方から、今後これ

らの非職員の皆さんたちの待遇改善について、断固たる決意を一度お伺いさせていただ

きたいと思います。 

○議長（山口 一成君）   岡野譲治教育長。 

○教育長（岡野 譲治君）   山本議員のご質問にお答えをいたします。 

 きのうの臨時職員、保育士教諭の身分についての上原議員に対してのお答えと同じに

なると思いますけれども、私どもも人材確保の観点から、教育に対して、それぞれの身分、

給与の改善ということに対しては、財政の方と強力に何回もお話をさせていただいており

ます。財政の方も、それに伴って、できるところを少しずつでありますけれども、改善をして



いただいているということでありますので、引き続き人材確保の観点から、改善に向けて

の取り組みをお話していきたいと、これは強く思っております。 

 以上でございます。 

○議長（山口 一成君）   山本陽一郎君。 

○１３番（山本 陽一郎君）   必ず近い将来に、そういう指摘を受けることのないように

努力をしていただきたい。総務部とよくご相談をいただきたいと思います。 

 それで、その財源が当然必要になってきます。私ども議会は、不要不急な予算は今後

一切認めないという覚悟で臨んでおります。だから、ぜひそういったところ、削減した予算

を、そういったところへもお使いをいただきたいと思っております。 

 それで、一つ気になることがあるのですが、先ほどある議員がお触れになられましたけ

れども、緊急雇用対策なるものがありますね。そして、その時に委員会で議論をさせてい

ただきましたけれども、これについては東員町にお住まいの方、そういった方をぜひ優先

して緊急雇用事業に携われるようにというお話をさせていただきました。 

その時のお答えは、これは国か県の指示かわかりませんが、他市町村、あるいは他県

かもしれませんが、そういったところの方でも結構ですと、若い人たちの就職の場を設け

ていく制度であるやのお話をいただきました。 

 これは政権も変わったことなんですね。それで、そんなに杓子定規に考えなくても、東員

町として国や県に申し上げて、東員町の事業をやる場合は、シルバーでもいいですよ、東

員町のそういった方たちの働きの場を確保していく、確保してあげなきゃいけないというふ

うに思いますが、総務部長、どうでしょう、お答えをいただきたい。 

○議長（山口 一成君）   藤井浩二総務部長。 

○総務部長（藤井 浩二君）   お答えを申し上げます。 

 緊急雇用対策の所管は生活福祉部でやっていただいておりますが、基本的な考え方と

いうことでご理解を賜りたいと思います。 

 今、山本議員からご指摘がありましたとおり、私ども、せっかくならば、つけていただいた

予算は、町内の方で何とか優先をしてということで、すべての部門にお願いをしました。こ

の交付金は、あくまでも国の全額交付金ということで、国民すべてが対象ということですの



で、市町村間を越え、また県境を越えて、雇用があっても、交付金はできる限りたくさんの

方を対象として、ということが国の方針だろうと考えております。 

 しかしながら、私ども先般、６月定例会の時にたくさんご意見をいただきましたので、そ

のような方向を、法的に文面的にはあらわせないという面もあったようには聞いておりま

す。しかしながら東員町の方を優先するということで、いろんな場面で採用いただいたよう

に考えております。 

 以上でございます。 

○議長（山口 一成君）   山本陽一郎君。 

○１３番（山本 陽一郎君）   ぜひ頑張っていただきたいというふうに思います。 

 総務部長とのお話ですけれども、まず政権が変わる。そんな中で、非常に不確定要素

が多いというふうに思いますので、これ以上のお話は差し控えさせていただきますけれど

も、一つだけご案内したいことがあります。 

中日新聞の「中日春秋」というコラムがあります。フランスの前身、フランク王国というの

があったそうです。その時のクロールイス、５世紀末、王妃の勧めでカトリックに改宗した

そうです。その時にダンスという司教が、王に告げた言葉があります。「なんじの焼きたる

ものをあがめ、あがめたるものを焼け」こういうお告げがあったそうです。これは砕いて言

えば、それまでの考えを捨てて、新たな考えを受け入れよと、こういうことだそうです。 

ぜひこれまでの行政におけるいろんな慣習だとか前例がありますね、そういったことを

一度きっぱり白紙に戻して、そしてこれから議会もそうですけども、一体となって、住民の

目線に立って、やはり新しい行政をつくり上げていく。今、そういう絶好の機会だと思いま

す。これまでの古い自民党政治が終わった。これから新しい民主党の政権が始まる。であ

るなら、私ども行政も議会も一体となって、新しいまちづくりのために努力をしていかなけ

ればいけない、このことをぜひ心にとめていただきたいと思います。 

 次に、環境対策への取り組みについて、町長にお尋ねをいたします。 

 かけがえのない地球、この地球はどこへいってしまうのか。世界の指導者たちは自然と

の共生を言います。そして、地球環境の保護をうたっております。しかし、現実の世界、現

実の社会は、それとは全くかけ離れた形で推移をしているように思われます。 



 世界で起きているいろんな異常気象、これは異常とは言えないかもしれません。何百年

に一度、ある話かもしれませんが、四川での中国大地震、そして最近の台湾での大水害

ですね。そして翻って言えば、日本においてもさまざまな災害が起きております。 

 そんな中で民主党の鳩山代表が、１９９０年度比、温室効果ガスを２０２０年までに２５％

削減しようよと、こういうお話をされております。このことは町長もよくご存じであろうと思い

ます。 

 そこで、小なりといえども私ども東員町は、地球温暖化防止に向けて、知らない、やらな

くていいというわけにはいかないというふうに思います。それで町長として、町として、温暖

化防止に向けてどのような施策をお持ちなのか、お尋ねをしたいと思います。 

○議長（山口 一成君）   佐藤均町長。 

○町長（佐藤 均君）   山本議員の、環境対策への取り組みについてのご質問にお答

えをします。 

地球温暖化の問題は、資源やエネルギーを効率よく利用する努力を行いながら、大量

生産・大量消費・大量廃棄型の社会経済活動や生活様式を見直すことを迫るものであり

まして、１９９７年の「京都議定書」の採択は、その転換点となるものであります。 

その京都議定書が２００５年に発効され、我が国につきましては、温室効果ガスの総排

出量を２０１２年までに６％削減する目標を定めております。 

東員町も行政サービスを行う１つの事業者でもありますので、私どもの取り組みが町民

の皆様や町内事業者の自主的な取り組みの促進に資することから、平成１９年度に「東

員町地球温暖化防止実行計画」を作成いたしておりまして、庁舎関係や出先機関など、

町の公共施設から排出されます温室効果ガスを、平成１７年度を基準として、平成２２年

度までに、努力目標として６．５２％削減することを掲げております。 

この目標を達成するために、各施設における電力使用量の抑制や冷暖房設備の化石

燃料の削減、グリーンマークのある文具や事務用品の購入の推進、各部署から発生する

廃棄物の分別収集や再資源化の徹底、公用車の車両買いかえ時の低排出ガス適合車

やハイブリッド車の導入。また、急発進・急加速の抑制など、運転マナーの向上や、エコス

タイルの実施（クールビズ）等々の取り組みを行うこととしております。 

参考でございますけども、平成２０年度分は現在、集計中でございますので、平成１９

年度の実績を申し上げますと、平成１７年度（基準年度）のＣＯ２総排出量３,０９８トンに対



しまして、平成１９年度は３，０６１トンとなり、マイナス３７トン、率で１．２％の削減になって

おります。 

どうぞご理解をよろしくお願いをいたします。 

○議長（山口 一成君）   山本陽一郎君。 

○１３番（山本 陽一郎君）   環境の問題については、先の議会で同僚議員からも質問

があったと思います。 

 それで町長、今いろいろ委員会をつくって、温室ガス（ＣＯ２）の排出削減に向けて努力

をするというお話をされております。 

 ここで思い出すのは、今から何年前になりますかね、小中学校にエアコンの設置をしよ

うよという話がありました。教育長がまだご就任になる前だったと思います。その時にいろ

いろ議論をさせていただいた。多分、私ともうひとかた、反対の論陣を張ったと思います。 

 それはなぜか。小学生ならいざ知らず、中学生というのは、そろそろ社会人に向けての

体力づくり、そして知育、そういった鍛練の場として考えるべきであろうと、このように思い

まして、私は熱闘甲子園に耐えられるような、そんな中学生をつくってくださいという、そう

いうお話もさせていただきました。 

 その時に話題になったのは、まさに地球温暖化のための太陽光発電を取り入れてはど

うかと。せっかく耐震補強をして町内の小中学校、そこへ一緒に太陽光発電をすれば、初

期投資はかかるかもしれませんよ。しかし、今の温暖化対策ということを考えれば、それ

に資する効果がある、そのように申し上げてきたはずであります。 

 小学校のエアコン使用量が、平成２０年度の決算書によると１，０６９万４，８８０円、中学

校で５２６万６，８００円、この金額が寄せられております。そして、この議場もそうですね。

あらゆる町の施設、庁舎もそうですね、出先の施設もそうなんですが、そこで使う電力の

消費量というのは大変大きなものがある。これを全部合わせれば、多分１億円を超えるで

しょう。まだ試算はしておりませんけど。 

 そんな中で一つ提言をさせていただきたい。ここに、いつの新聞でしたか、今年に入って

からですが、太陽電池、軽量で屋根補強不要と。学校向けに、そういった軽量の太陽光

発電のための素材が開発されたということであります。そして、７月１１日の中日新聞かな、

スクールニューディールということで、温暖化に向けての対策の一つとして、国が費用の９



７．５％を補助とご案内されてますね。そういう費用負担の制度が創設されたということで

す。 

 それで、今からでもおそくないと思います。補助金制度そのものが、私は余りいい制度だ

と思いませんけれども、ですがせっかく温暖化という地球規模の、みんなで取り組もうよと

いう話の時に、こういう制度を活用する必要があると、このように思いますけれども、町長、

いかがですか。 

○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。 

 先ほど、小中学校のエアコンの設置と耐震補強の関係を述べられました。私は同時期

ではないと思います。耐震補強はもっと前にやっております。最後は笹尾西小学校ですか

ね。だからエアコンの設置と耐震補強を同時にやれというのは、ちょっと年度がずれてお

りますので、その辺をまず述べさせていただきます。 

 太陽光発電の関係の先ほどの補助金の関係、ニューディールが出てきたのも近々です。

国の補助金の９７％まで出すという、これも政権が変わりましたので、わかりません。凍結

になるのか。きのうの鳩山さんの国際に向けての公約というんですか、２５％削減すると

いう公約を出されましたので、そういう方向に行くかなという感じはするんですけど、まだ

はっきりわからない状況でございます。 

果たして当時、自民党は全国の小中学校に全部つけると言ったんですね。ニューディ

ールで。莫大な金だと思う。だからそういう財源でいけるのかなということと、きょうの経済

新聞、見せていただきますと、２５％というのは物すごい大きなパーセンテージです。ここ

にも具体例が書いてありますね。これをやろうと思ったら、太陽光発電を現在の５５倍にし

ないといけない。エコカーは新車の９割、保有車の４割に取り入れないといけない。住宅

については、すべてを断熱住宅にしないとだめですというようなこと。こういうことをやって

初めて２５％が削減できるということです。 

だから、もうはっきりと国民負担は重くなりますよと、環境事務次官は述べてみえますね。

１件当たり３５万円ですか、それだけの負担をしなかったらできないと。だから国民がそれ

を理解して、当然やるべきという方向に進めばできると思いますけど、産業界も非常に困

惑しておるとまで書かれております。 

 ニューディールのことも私は実は早急に東員町も取り組めと、そういう補助金をつけるぞ

と言った時、現実申し上げます。一部、職員の中で、そんなん載らんぞと、重量の関係で。



耐震補強を東員町は全部済んでおると。これからと言えば、耐震補強をきちっとすればい

いんですけど、完了してますので、そんなん３階の屋根には載らんというようなことが出ま

して、実は取り組まなかったのです。私はそんなことはないやろうと。もし仮にあかんかっ

たら地べたでもいいやないか、というところまでいったんですけど、政権が変わりまして、

ちょっと中断をしております。それが継続されれば、私は取り組む方向で一生懸命させて

いただきます。 

 以上でございます。 

○議長（山口 一成君）   山本陽一郎君。 

○１３番（山本 陽一郎君）   一つだけ、言葉を返しておきます。耐震補強と同時という

話をしたわけではありません。エアコンを設置するについてどうですかと、太陽光発電も考

えられたらいかがですかというお話をさせていただいたということです。 

 それと、職員の中でこれができない、そんな後ろ向きな職員が果たしているんだろうか。

じゃあ聞きたい。大金をつぎ込んで耐震補強をした。そしてこんな軽量化が進んでいる。

そんな中で果たして載らないのか検討されましたか。重量は、防水材を含めて１平方メー

トル当たり約３．５キログラム、そういう軽量なものができている。そういうことを含めて、で

はその職員に問いたい。できないではない。どうしたらできるか。それをやるのが、これか

らの行政のあり方だと私は思います。 

 先ほど申し上げた、例えば小中学校のエアコンですね、１，６００万円弱について。これ

は永久に払い続けなければいけない。１０年たてば１億６，０００万円ですか。そして庁舎

を含めれば莫大な金額を消費しなければいけない。そういうことは今の時代に合いませ

んよ、というお話をさせていただいた。 

 町長のお話を聞いていると、すっかり気が滅入ってくる。自動車のハイブリットカーを９割

にしなければいけない。そんな話も聞くと、何か、いつまでたっても２５％がクリアできない。

あの北極で白熊たちが、自分たちが上る氷山がなくなる。それにつれて食料となるアザラ

シも来ない。そうやって泣いているんですよ。 

ぜひそういったことも含めて、もう一度、町長がせっかくニューディールの政策に乗ろう

というお考えであったとしたら、指示をして、よく考えろと。そして本当にできないのか。本

当にできないのなら仕方がない。そんな無理は言うつもりはありませんけれども、本当に

きちんと実証して、そして安価に補強ができるのであれば取り組んでいく。それが必要で

あろうと私は思っております。 



 私たちの時代は多分大丈夫というか、このまま過ぎていくのかなと思いますよ。だけど

子や孫、そのまた子どもたちが、この地球にずっと住み続けなければいけない。そういうこ

となんですね。今我々がよい生活をすればいいよと。そうですね。資源を浪費していいよ

という話にはならない。ぜひ、東員町の最高責任者である町長が先頭に立って、地球温

暖化に向けて、小なりといえども努力をしていただきたいというふうに思いますので、いま

一度、そのご決意をお聞かせいただきたい。 

○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。 

 西庁舎は本格的な太陽光ではございませんけど、つけさせていただいております。それ

と学校の関係でございますけども、仮に政権が変わって、補助と言うとおかしいんですけ

ど、補助は改革すると言ってみえるので、どういう格好になるかわかりませんけども、有利

なものであれば、私は精力的に取り組んでいきたい。そういうことで、教育委員会の方に

は指示をさせていただきました。つくのかつかないのか、きちっとしてもらいたいと。つかん

ということであれば、私は下へ下げてでもやってもらいたいという指示は出させてもらいま

した。 

 もう１点は、各家庭への普及でございます。これは当然、国の補助、１キロ７万円という

ものをつけております。他の市町村でも、そこへ上乗せをして取り組んでいる市町村もご

ざいますので、東員町もそういうことができないのか、財源的に検討しろということを、これ

も指示も出させていただいております。精力的に、よそに負けない、環境に配慮したまち

づくりを進めさせてもらいます。 

 ただ、先ほど、選択と集中ということでございますので、何もかもではございませんけど、

重要課題として認識をさせていただいて取り組まさせていただきますので、よろしくお願い

したいと思います。 

○議長（山口 一成君）   岡野譲治教育長。 

○教育長（岡野 譲治君）   町長の後で私が答えていいかどうか、ちょっとわからない

のですけれども、先ほど町長が申されたとおり、６月定例会で、私どもはスクールニューデ

ィール構想は、ＩＣＴに、そこに集中しようということでさせていただきました。町長から、そ

れ以降、太陽光発電に対しまして強力な指示がございまして、現在いろんな学校、他の先

進的な学校の施設の研究とか、屋根だけではなくて、運動場とか側面に貼るというような

太陽光発電等もあります。そのことに対しての研究を進めております。 



 ただ、先ほど議員が言われましたエアコンが小学校で１，０００万円、中学校で５００万円

ということなんですが、あれのほとんどはリース料であります。電気代は、それよりももっと

少ないです。それぞれの小中学校では、つけていただきまして大変ありがたい、暑さの中

で子どもたちは学習に励んでます。電気代を、それこそ温暖化防止のために少なくするた

めに、例えば１年生がつけたら、次に５分間、時間差をおいて２年生がつけて、次３年生、

４年生というように、時間差をつけて電気料金が上がらないような工夫は、それぞれのと

ころでやらさせてもらっております。 

 重さの方なんですけれども、学校のエアコン代を出すためには、やはり２，０００トンぐら

いの物を載せなければならないそうです。これは今、業者といろいろ相談をしているので

すけれども、それを載せた中でＩＳ値が０．７を果たして確保できるかというのが課題として

教育委員会として考えております。 

 以上でございます。 

○議長（山口 一成君）   山本陽一郎君。 

○１３番（山本 陽一郎君）   ぜひ町長をはじめ、町職員一丸となって、この地球温暖化

防止に向けて取り組んでいただくように要望をしておきます。 

 私ども東員町は、古きをたずね新しきを知るといった、そういった温故知新の町でありた

い、このように思っております。しかし、先ほど申し上げたように、それまでの考えを捨てて

新たな考えも取り入れながらやっていこうという、そういう真摯の知に富んだ、そんな町で

あってほしい。そしてそのために私ども議会も、皆さんと一緒に努力をさせていただくこと

をお誓いを申し上げて、私の一般質問を終わります。 

 ありがとうございました。 


