
○議長（山口 一成君）   ただいまの出席議員は１５名であります。 

 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 一般質問を続けます。 

 ２番、鷲田昭男君。 

○２番（鷲田 昭男君）   議長のお許しをいただきましたので、ただいまから質問に移ら

せていただきます。 

 今までの議員の質問の中でいろいろ言われておりましたが、政権交代という今までにな

かったことが行われてから数カ月の経過をいたしております。 

歳入の見込みが大きく落ち込むということから、財源確保と予算からむだを省くというこ

とで、事業仕分けということが大々的に国では行われております。むだを省くことは非常に

いいことではありますが、数時間の議論で削減、あるいは減額等の結論を出すということ

に、私は非常に疑問を抱くところがあります。 

 新聞等の資料によりますと、２００８年度末の我が国の財務残高は８５０兆円というふう

に出ております。約８５０兆円ということでございます。これを１人当たりの借金にかえます

と、６６３万円というふうになっております。事業の見直しだけで、このような膨大な国の借

金を減らすことができるかなというふうに感じております。このままの状態で進んでいきま

すと、１，０００兆円の借金はすぐそこにございます。 

 今、テレビ等で見ておりますと、現大臣の中で、国民の貯蓄がたくさんあるから、国民貯

蓄は約１，４００兆円ということだそうですが、また外国にもたくさん金を貸してあるから借

金は大丈夫ですと、人ごとのように答弁しておられる大臣がおりますが、私は個人的な考

え方ですが、このようなことを言っている大臣で、果たして日本の将来を担えるのかなとい

うふうに心配をしております。日本の未来に大いに不安を感じているところでございますが、

このような考え方は私だけでしょうか。 

 それでは質問に入らせていただきます。 

 私からは４点について、質問をさせていただきます。 

 １点目、政権交代による事業仕分けの影響はという中で、１つ目として、予算化された事

業で廃止となるものはありますか。既に町が平成２１年度として予算化された中で、今回



の国の事業仕分けにより廃止と見込まれる事業はありますか。あればその事業について、

ご説明をお願いをいたします。 

 ２つ目として、町として予算化されたものを、政府が必要ないという判断をされることはど

う思われますかということですが、恐らく予算化され、対象となる事業については、ある部

分、国の指導により予算化されていることと思います。町といたしましては、事業が必要と

した上で議会議決の上で予算化されたものであります。国は地方よりも上位にあるという

ことで、言うことを聞きなさいということだと思いますが、私はこれはいかにも乱暴なやり方

ではないかなというふうに思います。これについて、町長のお考えをお伺いいたします。 

○議長（山口 一成君）   佐藤均町長。 

○町長（佐藤 均君）    鷲田議員の、政権交代による事業仕分けの影響は、とのご質

問にお答えをいたします。 

８月の衆議院総選挙によりまして民主党に政権が交代し、提出されていた各府省の概

算要求は白紙となり、内閣府に設置されました「行政刷新会議」によりまして、１１月に全９

日間にわたり、４４９事業について事業仕分けが行われまして、その予算の削減額は約７，

５００億円とされております。これから財務省による予算査定が本格化するとのことであり

ますので、その動向を注視し、来年度予算に反映していきたいと考えております。 

事業仕分けの結果が反映されて国の財源確保ができなければ、単独では実施できな

い事業が出てくるものと予想されますので、大変厳しい予算編成になりますが、限られた

財源の中で行政サービスの維持・向上に努めてまいりたいと考えております。 

また、平成２１年度の９月定例会におきましてご審議いただきました「子育て特別応援

手当」が政権交代によりまして、国の補正予算成立後にもかかわらず、事業凍結の結果

となりました。このことは国が責任を持って国民にしっかりと説明すべきことでありますし、

準備に要した費用についても国が補てんすべきものであると考えております。 

国の財源がなくなったことにより、町単独での実施は財政的に大変厳しいものがござい

ますので、子育ての特別応援手当につきましては、やむを得ず３月定例議会の補正予算

にて削減をさせていただくことといたしておりますので、よろしくお願いを申し上げます。 

 何か私も、地方分権とか地方主権まで言ってみえますけど、なかなか進まない、そんな

状況を感じておりますけど、これからも地方分権に向けて、一生懸命国の方へ要請なりお

願いを申し上げたいと思っておりますので、よろしくお願いを申し上げます。 



 以上でございます。 

○議長（山口 一成君）   鷲田昭男君。 

○２番（鷲田 昭男君）   １点だけ、町長が答えるのは非常に難しいかもわかりません

が、私どもの議会の議決を経た上で予算化されたものを、国の方が、はい、やめなさいと

いうことを素直に受けることが、今、町長がおっしゃられたような地方分権の中で、地方の

分は尊重しますというふうなことだと思うんですが、それが曲げられるような感覚ではない

かと思うんですが、その点についてだけ一言、町長の方から意見があればよろしくお願い

します。 

○議長（山口 一成君）   佐藤均町長。 

○町長（佐藤 均君）   お答えをいたします。 

 基本的には政権交代ということ、自民党の時に国の予算化されたものが、政権が変わっ

たために民主党は違う形の子どもの手当というようなことで、今年の分については凍結と

いうことが出されましたので、選挙で国民が選んだ政権交代でございますので、その辺は

いた仕方のないことかなと私は思っております。 

 以上でございます。 

○議長（山口 一成君）   鷲田昭男君。 

○２番（鷲田 昭男君）   ありがとうございました。 

 それでは２点目に入らせていただきます。後期高齢者医療制度について。 

 １つ目、この制度が１年を経過いたしましたが、そんなに悪い制度ですかということでご

ざいます。 

後期高齢者医療制度は、数年間の協議を重ねて成立された制度と思っております。２０

０８年４月から、７５歳以上の方を対象に始められた制度であります。この制度は、医療費

の財源を現役世代の方からも支援をしていただくなどで財源を明確化するなど、決して私

としては悪い制度とは思っていませんが、町長はこれをどのように思われておりますか。 

政府は数年後、平成２３年に廃止を前提と考えているようであります。私はそんなに悪

い制度であればすぐに廃止をするというのが筋だと思うんですが、数年先を見込んで廃

止というふうに表現をしております。私はこの制度を廃止するのではなしに、悪いところが



あれば修正などをして、存続するようにすることが一番いいのではないかなというふうに

感じております。この点について、町長が国に継続なり、あるいは修正をして存続を要望

するなどの考えがあるかないか、お伺いをいたします。 

 ２点目、この制度が１年経過しましたが、単純には恐らく比較はできないかもしれません

が、老人保健制度と比べましてプラス面、マイナス面について、恐らくあると思いますが、

お聞きをいたします。 

２００８年４月から１年余り過ぎた後期高齢者制度と以前の制度を比べまして、日々の

業務の中で感じるところがあれば伺いたいと思います。町民の方々から、今まではよかっ

た、いやいや、今度こういうふうに悪くなったというふうなことがあれば、よろしくお願いをい

たします。 

 それから後期高齢者制度が廃止となりますと、これまでに仕事の中で使われておりまし

た必要なパソコンのソフト等、いろんなむだなものが私はたくさんあると思いますが、どの

程度むだになるのか伺います。 

 この２点、よろしくお願いいたします。 

○議長（山口 一成君）   佐藤均町長。 

○町長（佐藤 均君）   鷲田議員の、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。 

 現在、高齢社会の拡大や医療の高度化等により医療費は年々増加をしており、このよう

な状況の中で保険制度の存続が極めて厳しい状況にあります。 

そこで昨年４月に「国民皆保険制度」を維持し、高齢世代と現役世代との負担の公平

化・明確化を目的に、７５歳以上の高齢者の方を対象とした後期高齢者医療制度が創設

をされたところでございます。 

 新制度が施行され１年を経過したがそんなに悪い制度か、とのことでございますが、新

制度は従前の老人保健制度の課題を解決すべく、長い年月をかけ検討が重ねられ、制

度化されたものであります。高齢者の医療の確保に関する法律等に基づきまして、現在

事務を進めているところでございます。 

先ほど、国民皆保険制度の堅持をどうしてもせんならんということで、できた新しい制度

でございます。当時、後期ということで、なぜ年齢で分けるんやと。呼び方とか、そういうこ



とが非常に批判をされましたけど、私もそういういけなかったところを直して、今の制度が

私は非常にいろいろな点から見ても公平であり、そんなに悪い制度ではないと。制度がで

きた時には保険料とか医療費の負担、それらも非常に制度改正がされております。現在

では保険料もある程度下がっておりますし、医療費の負担も改正をされております。 

一部の老人の方からは、そんなに悪い制度ではないということも聞きます。けども、新

政権はマニフェストで廃止ということをうたわれました。もう今はそれは変わっております。

廃止ではございません。３年後に新しい制度をつくるというふうに変わってきております。

これから国民健康保険も含めて、地域保険になるかどうかわかりませんけど、３年後に新

しい制度をつくるというふうになっておりますので、どうぞご理解をいただきたく思います。 

以上でございます。 

○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）    鷲田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。 

 まず、新制度施行後１年を経過したが老人保健制度と比較してどうか、とのご質問でご

ざいますが、新制度で大きく変わりましたのは、保険料による負担の明確化の部分ではな

いかと考えます。 

老人保健制度においては、被保険者が直接保険料を納付するのではなく、加入する医

療保険が拠出するという形で医療費を負担しておりました。 

しかしながら後期高齢者医療制度においては、負担の公平性・明確化や安定的な制度

運営の観点から見直しがなされ、被保険者全員の方から保険料としてご負担いただくこと

とされました。 

 次に、後期高齢者医療制度が廃止された場合のむだは、とのご質問でございますが、こ

の点につきましては、新たな制度構築に向けての協議が始まっておりませんので、現時

点では判断いたしかねますが、制度移行のための経費が新たに必要になろうかと思いま

す。 

以上、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）   鷲田昭男君。 

○２番（鷲田 昭男君）   町長には１点だけ、ご質問をいたします。 



 よくわかりましたが、修正なり、あるいは存続に向けて、例えば他の市町と共同で、国に

現行制度の延長を要望するようなことはあるのかないのか、お伺いします。 

 福祉部長、金額は出ないということですが、後期高齢者に変更した時の金額はどれくら

いかかったのか、それでは教えていただきたい。 

この２点だけ、よろしくお願いします。 

○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。 

 現制度といいますか、後期高齢者医療制度の存続というんですか、そんなような要望と

か陳情とかというようなことは考えておりませんので、新しい制度をつくるということでござ

いますので、どういうふうな形になるかは注視をさせていただきたいと思っておりますので、

よろしくお願いしたいと思います。 

○議長（山口 一成君）   廣田勇生活福祉部長。 

○生活福祉部長（廣田 勇君）   後期高齢者保険医療に移行した時の経費でございま

すけれども、平成１８年、平成１９年度に準備作業にかかっておりまして、ソフト等の経費

がかかっておるわけでございます。後期高齢者医療制度システム、そして国保の保険制

度のシステムの改修も必要だということで、あわせて３，１３６万２，０００円、経費としてか

かっておるわけでございます。そのうちの国からの補助でございますけれども、８３９万６，

０００円でございます。 

○議長（山口 一成君）   鷲田昭男君。 

○２番（鷲田 昭男君）   町長からは存続の要望、あるいはその他についてはないとい

うことでございますので、それはそれとして受けとめさせていただきます。 

 福祉部長から３，０００万円強の費用がかかったということで、国からは８００万円ぐらい

のお金がいただけるということですが、国からの補助金も、当然これは国民の皆さんの税

金からでございます。私はこのやり方自体は非常にむだな変更であると。町長がおっしゃ

られたように、新しい制度が、もっと立派な制度になるかわかりませんが、現政権が考え

ているものについては、私は余り期待はいたしませんが、できるだけ町に負担のかからな

いような、もし国が制度を新しくするのであれば、国の方で負担を全額求めるような形で



臨んでいただきたいというふうなことを要望いたしまして、２点目の質問は終わらせていた

だきます。 

 次に３点目、最終処分場についてお伺いをいたします。 

 処分場を購入してからの管理状況と利用者数と処分量、２００８年４月から２００９年３月

の１年分も含めて、今年のわかる月までの処分量と利用者数をお伺いをいたします。 

 それと購入をしてからの土地の管理というものはどのようにされておられるのか。入り口

に管理人がみえますが、この管理ではなしに、土地の管理をどのようにしているのかとい

うことをお伺いをいたします。現状では反対の所有者の方が、まだ越境はしてないと思う

んですが、越境しても何もわからない状態なんです。何らかの方策を購入後にとられまし

たか、お伺いをいたします。 

 また、処分量についても今お聞きしましたが、１年間の処分量を基礎に、前回も答弁は

いただいておるのですが、購入後の量を計算して、前回はたしか３０年ぐらいというふうに

お答えいただいているのですが、これも踏まえて今後何年ぐらいもつかなということにつ

いて、お伺いをいたしたいと思います。 

○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）    最終処分場についてのご質問にお答えをいたしま

す。 

最終処分場の管理につきましては、購入後も以前と同様にシルバー人材センターに委

託をし、毎日１名の監視人を置き、廃棄物搬入許可書に記載された土砂等の内容確認や

搬入量の確認、投棄する場所の指示等を行っておりまして、最終処分場の購入後におき

ましても、これまでと同様の管理方法で特に変更点はございません。 

また、土地の境界の管理につきましては、現地の境界ぐいと図面による座標管理を行

っておりまして、仮に何らかの事情により境界ぐいが埋まったり飛んだりした場合は、図面

により直ちに復元が可能な状態となっておりますことから、特段の方策を行う必要はない

と考えております。 

最終処分場の平成２０年度の利用状況でございますけれども、利用者数で６７３件、受

け入れ数量が２，４７９立方メートルでございまして、月平均で５６件の２０７立方メートル

の受け入れをいたしました。 



また、平成２１年度は１１月までの８カ月間で申し上げますと、利用者数が５４７件、受け

入れ数量が１，７２８立方メートルでございまして、月平均約６８件の２１６立方メートルの

実績となっております。 

最後に最終処分場の使用可能年数でございますが、年間３，０００立方メートルの土砂

等が投棄されると仮定をいたしまして、約２８年の使用が可能と考えております。 

 以上でございます。よろしくお願いを申し上げます。 

○議長（山口 一成君）   鷲田昭男君。 

○２番（鷲田 昭男君）   ありがとうございました。 

 今、部長のお答えになったとおりで、境界については測量がしてありますので、座標ぐい

等で復元はできるのは私も当然知っておりますが、ただ、あれだけの低いところですので、

くいなんかでいきますと、今恐らくあそこら辺までは、西側の所有者の人も、捨てるという

のはまだまだだと思うんですが、くい等では恐らく腐ってしまうし、抜いたら終わりですので、

境界の線については測量の座標で見たらわかります。ただ、捨てられた量は、相手が侵

略してくるかどうかについては、なかなか目測ではしにくいと私は思います。 

 そこで私の提案なんですが、相手の土地の所有者は既にわかっておると思うんですが、

境界の線に植栽なんかをして、一列にずっと植えていただければ、ある程度捨ててきた範

囲の量なり、木は当然、植栽した木が大きくなってきますが、捨てた部分についてはよくわ

かるだろうというふうに私は思いますが、これは両方言えることであって、町が捨てた物が

相手に侵入することも考えられますし、逆に相手側の捨てた処分の物件が東員町の敷地

に入ってくることも考えられます。ですので、今おっしゃられたように、くいが打ってあるの

で大丈夫やということでは、今の部長が現職のうちは大丈夫でしょうが、日にちがたってく

ると、恐らくどうなっていたんやというふうになるのが落ちでございますので、今のうちに何

かいい方法があれば考えていただきたいと思うんですが、部長の方で何かいいことがあ

れば、ひとつ教えてください。 

○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）   境界ぐいについてでございますけれども、処分場でご

ざいますけれども、深さが７メートル程度のところとか１５メートルのところで、まちまちでご

ざいます。ということで大分深いという現状でございます。ですので、遠くから確認をするよ

うなくいは現在打ってございません。かすかに見える程度のくいでございます。 



 それと、ここの分筆をいたしました境界については、直線で分筆をいたしておりまして、

大体の位置についてはわかるわけでございますけれども、それだけでは境界がどこなん

やということは、なかなかわかりづらいということで、近々隣地の方と立ち会いの予定もご

ざいますので、こちらで考えているのは、ポールを立てるということを考えておるんですけ

ど、ポールで倒れたりすることもございますので、ポールなりで、隣地の方との協議をさせ

ていただきたいということでございます。 

○議長（山口 一成君）   鷲田昭男君。 

○２番（鷲田 昭男君）   隣地の方と打ち合わせのもとで境を決めるのは当たり前でご

ざいますので、何でもそうなんですが、一番スタートの時に明確な形で示していないと、後

まで崩れてきます。ですから今の部長が責任を持って、後でいざこざが起こらないような

形のものを、ポールと言われても、どういうポールや知らんけれども、ポールやったら抜い

てしもたら終わりやわな。だから簡単に持ち去られない、あるいは抜けないような物で、そ

こにだれが見ても、西の方の新しい土地の所有者から砂がはみ出てきたとか、あるいは

東員町の捨てる物が相手の方に入っていったとか。入っていけば当然両方が怒りますの

で、そんなことがないように、明確化するような形でお話し合いをするのであれば、その時

に利用者が、口だけではまた後でもめますので、私は文書でもって、できたら境界を明示

していただきたいというふうに思いますが、どうですか、部長。 

○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）   境界については先ほども答弁をさせていただきました

けれども、座標で管理をさせていただいておる。どのような状態になろうと、座標で境界は

復元できるわけでございますけども、目で見てわかる方法が一番いいかなというふうに思

います。ですので、また協議をいたしまして、先ほどの植栽等も含めて、ひとつ検討をさせ

ていただきたいというふうに思います。 

○議長（山口 一成君）   鷲田昭男君。 

○２番（鷲田 昭男君）   余り何度も言うのもあれですので、部長が責任を持ってやって

いただけるということでございますので、どうか、後でいざこざが起こらないような形での明

示をよろしくお願いをいたします。 

 それでは、４点目について質問をさせていただきます。 

 入札についてということで、現在の入札方法と今後の入札方法について質問をさせてい

ただきます。 



 残念なことですが、最近、新聞・テレビによりますと、隣の市において入札に絡めて、行

政にはあってはならない事件が起こっております。我が町には、私は絶対にあり得ないと

いうふうに思っておりますが、また、決してあってはならないことでもございます。 

 そこでお伺いをいたします。一般競争入札は東員町の場合、年間どれぐらい行われてお

るのか、お伺いをいたします。それと入札の透明化を図る意味から、まだまだ全国的には

浸透していないようですが、電子入札等、新しい制度をとり入れるお考えはあるのかない

のか、お伺いをいたします。よろしくお願いします。 

○議長（山口 一成君）   安藤修平副町長。 

○副町長（安藤 修平君）   鷲田議員の入札についてのご質問にお答えをさせていた

だきます。 

入札方法につきましては、これまでの議会におきましても談合防止、あるいは競争原理

の活性化、入札参加資格の拡大化、また最近では、公共事業の縮小や経済不況によりま

して、町内業者の育成など、さまざまな視点からご質問やご提案をいただいておりました。 

さまざまなご提案を受けまして、現在の入札方法は、１，０００万円以上の工事につきま

しては基本的に一般競争入札で実施をいたしております。参加資格要件におきましても、

町内業者の育成も考慮しながら、工事ごとに経営事項審査総合評定値や地域要件を審

査会におきまして審査し、選定を行っているところでございます。 

また、一般競争入札における最低制限価格につきましても、工事の品質の確保を図る

点から設定し、運用をいたしております。 

さらに一般競争入札の要件に当てはまらず、指名競争で実施する入札につきましても、

各担当課からの指名候補業者案を審査会において審議し、指名業者の決定をいたしてお

ります。 

工事や測量設計委託業務についての予定価格の事前公表を実施することによりまして、

先ほどご質問の中にございましたように、担当職員と業者との不明瞭な関係というのを排

除して、透明性の確保も図っているところでございます。 

これからの入札方法につきまして、電子入札等ご提案もいただいておりますけども、価

格のみで競争させるのではなくて、工事成績、あるいは障がい者や高齢者の雇用状況、

また地域貢献活動の度合いなども評価項目とする総合評価方式、これらの導入につきま

しても、調査・研究を行ってまいりたいと考えております。 



いずれにいたしましても、入札につきましては透明性と競争性の確保が原則と考え、談

合等事件がないように努めてまいりますので、よろしくご理解賜りますようお願いを申し上

げます。 

 それと一般競争入札の件数でございますけども、平成２０年度で１１件でございます。平

成２１年度が現在までで７件でございます。 

 以上、ご答弁とさせていただきます。 

○議長（山口 一成君）   鷲田昭男君。 

○２番（鷲田 昭男君）   ありがとうございます。 

 例の隣の市のようなことがないように頑張っていただきたいと思います。 

 電子入札ということになりますと、金額もどうもかかるということでございますので、なか

なか取り入れは難しいと思います。私は決して東員町の業者の方を排除するということで

はなしに、育成をしていただきたいというのはもっともなことでございますが、ただ、それを

入札の段階で明確化した形での受け入れを私は期待するものでございますので、さらに

今より透明化を図るような努力をしていただきたいというふうに思いますが、再度、副町長

から、透明化を図る意味から何かいいことがございましたら、ご答弁のほどよろしくお願い

します。 

○議長（山口 一成君）   安藤修平副町長。 

○副町長（安藤 修平君）   お答えをさせていただきます。 

 現段階で基本的には透明化を図っておるというふうに理解をしておりますといいますか、

考えております。例えば予定価格につきましても事前に公表しております。ですから競争

していただけるものと、皆さんが競争に参加していただけるということも図っておりますし、

安かろう悪かろうでは困りますので、最低制限価格というのも設けております。ですからそ

こに集中される場合もあります。何社か、複数社が同じ価格で並ぶということはございま

すけども、それも抽選で落札業者を決定させていただいておるということもございます。 

 その前に、入札に参加していただくについては事前審査というのがございまして、先ほ

ど答弁の中でも申し上げましたように、そこの会社の力量といいますか、総合評価、資格

審査の点数とか、そういうのを参考に参加資格を定めておりますし、一般競争の入札でご

ざいますと、入札当日には落札候補業者という方式といいますか、あくまでも候補業者と



いうことで、１番、２番、３番と候補業者を定めまして、１番の方から事業審査というので、

技術者の要件とか入札の見積もり価格の審査をやらせていただきまして、最終的に落札

業者を決定させていただいております。 

現状はそういう状況でございますけども、もっともっと勉強をする必要もあろうかと思い

ますので、情報等も収集して努めてまいりたいと考えておりますので、ご理解をいただき

ますようにお願いを申し上げます。 

○議長（山口 一成君）   鷲田昭男君。 

○２番（鷲田 昭男君）   ありがとうございました。さらにひとつ透明性を図る意味で努

力していただくことをお願いをいたしまして、私の質問を終わらせていただきます。 

 ありがとうございました。 


