
○２番（鷲田 昭男君）   ただいま議長のお許しをいただきましたので、質問

に入らせていただきます。 

 早いもので、皆さんからご支援をいただきまして、初めてこの議会に無投票で送

っていただいてから、あと２カ月余りで任期の４年が経過をいたします。あっとい

う間の４年間ということでございました。今日が最後の質問になろうかと思います

が、答弁のほうをよろしくお願いをいたします。 

 質問に入る前に少し触れさせていただきます。 

 今、世界では債務危機が叫ばれています。特に欧州連合は大変な危機感を持って

財政再建に取り組んでおりますが、先が見えないのが現状であります。さらにタイ

における洪水の被害は日本の企業にとって大きなダメージとなり、特に自動車関連

企業は仕事のできない時期が多く続いておったというのが現実でありまして、まだ

今も完全に復旧ができておらないというのが現状でございます。 

 日本国内を見てみますと、３月の地震による津波、あるいは原発事故、さらに６

月の台風被害と、これらの対処に困難を極め、政府は全力で取り組んでいますが、

一向に先が見えないのが現状であります。 

 そこに課題となっておりました、日本にとって重要なＴＰＰがスタートし、日本

は入るか入らないか、まだはっきりしておりません。この問題も日本のこれからを

左右する大きな問題として、国会議員が全員で真剣に協議をして決定をしてもらい

たいというふうに思っております。 

 それからもう１つ、国の借金についてでございますが、以前にも私触れたことが

ございますが、日本の借金が昨年の９２４兆円から、ついに平成１２年３月には１，

０００兆円を超えるというふうなことも聞いております。このままでいくと、日本

の国は倒産になってしまうのではないかという心配をするのは私だけでしょうか。

本当に心配でございます。 

 国の借金の１日の利息は３００億円とのことでございます。この金額は東員町の

一般会計の３年分以上に当たります。１日の利息が３年分以上ということでござい

ます。 

 ある国会議員はマスコミの中で言っておりまして、日本は借金はいいんやと、資

産があるから大丈夫なんですよというふうな国会議員がございました。私はこれは

間違いであって、日々の利息がこれだけたくさんあるのであれば、やはり返すもの

は先に返したほうがいいんじゃないかというふうに考えております。私も素人でご

ざいますので、こんな大きな金額をどうこうするということは難しいと思うんです

が、私らのような身分としては、やはり借金は先に返して利息を少なくする方法を、

国が、みんなが考えていただくというふうなことにしないと、まさに日本は数年先

には外国に乗っ取られる可能性があるのではないかなというふうに真剣に考えてし

まうところでございます。 



 それでは質問に入らせていただきます。 

 今回は次の４点について、質問をさせていただきます。 

 １つ目は町長としての考え方について、２つ目は長期的な計画について、３つ目

は委託料全体について、４つ目は中部公園の利用についての質問をいたします。こ

れまで数多くの同僚議員の質問もございましたので、重複しているところは答弁は

省いていただいて結構ですので、よろしくお願いをいたします。 

 まず１つ目の１番目、町長に就任以来、半年程度が経過しましたが、掲げられた

マニフェストの進行と思いを伺います。それから２番目として、平成２４年度予算

は最初から町長としての取り組みとなりますが、大きな意味から何を重点的に取り

組むのか、お伺いをいたします。 

 １番目についてですが、町長に就任以来半年程度が過ぎています。予算面では肉

づけ予算の執行と補正予算の執行に取り組んでおられますが、掲げられたマニフェ

ストとの関連と進行が伴うと思いますが、その思いを伺いたいと思います。 

 次に２番目ですが、平成２３年度については当初からの予算の取り組みではなく、

町長としての十分な思いが伝わらない予算編成であったと思います。平成２４年度

予算は最初からの町長としての取り組みになります。 

 そこで伺いますが、掲げられたマニフェストもありますが、大きな意味から、何

を重点に置いて平成２４年度予算編成をされるのか、お伺いをいたします。 

 よろしくお願いします。 

○議長（山本 陽一郎君）   水谷町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   鷲田議員のご質問にお答えをしたいと思います。 

 その前に、国の借金については、私も大変憂慮をいたしておりますが、借金を払

うべきものは早いこと返してからにしろと、こういう話ですけど、何せ今の状況は

４０兆円の税収に対しまして９０兆円の予算立てをしておるという、この辺がおか

しいんですが、そういう状況ですので、私も同様に憂慮をいたしておるということ

を申し上げたいと思います。 

 マニフェストにつきましては、昨日、大崎議員にお答えをいたしましたので、重

複すると思いますけれども、ご説明をさせていただきたいと思います。 

 まず、役場内の改革についてでございますけれども、昨日も申し上げましたよう

に、庁内の若手職員に検討を依頼し、職務やサービスなどの改善提案を出していた

だきました。それを担当部局で検討を重ねまして、今、その提案を積極的に取り入

れるようにいたしております。具体的には、窓口のワンストップサービスや窓口へ

相談に来られた場合には３日以内で答えを出すよう、徹底を図っております。 

 また、町民の皆さんのアイデアを取り入れるためにも、フリートーク室を開設を

いたしましたし、玄関入口にはつぶやきポスト、いわゆる目安箱を設置をいたしま

した。 



 業務につきましては行財政検討委員会を再編いたしまして、あらかじめ抽出しま

した４７項目の事業につきまして、順次事業仕分けを実施いたしております。 

 委員会における女性委員の登用につきましては、何度も申し上げますけども、当

初２３．６％でありましたが、現在２７．８％へ向上いたしておりまして、来年度

中には何とか３０％を超えたいというふうなことを目指しております。 

 このような庁舎の課題につきましては、私が掲げました問題といたしましては、

町議会の検討以外は手をつけているという状況でございます。 

 新しい公につきましては、市民活動センターに登録された６５の団体と一緒にな

って、皆さんの活力を生かしていただくまちづくりに取り組んでいるところでござ

います。町民の評価の仕組みにつきましては、残念ながら、まだ手つかずの状態で

ございます。 

 町を元気にする仕組みにつきましては、現在町内の企業の皆さんと連携できるよ

うな政策もございますので、その計画を温めている最中でございます。 

 環境につきましては、農業の振興を積極的に進めるとともに、農と福祉、ごみと

福祉の連携などの事業に取り組み、そして中部公園でホタルやアジサイを育てるボ

ランティアの皆さんとともに連携を図りながら、そのお力をおかりしているところ

でございます。また、可燃ごみを９割程度減らそうという目標を掲げまして、生ご

みの堆肥化や雑紙集めなどの取り組みを始めたところでございます。 

 まちづくりにつきましては、新しい公共交通システムの構築やネオポリスの再生

に向けて検討を始めました。少し時間はかかると思いますけども、町民の皆さんの

合意形成や国の規制解除などに力を注いでまいりたいと思っております。 

 福祉に関しましては、障がい者の親亡き後の問題、これの対応といたしまして、

いろいろあるんですが、まずは働く場所を確保するという観点で取り組まさせてい

ただいております。また、東員町の福祉行政の方向性を決めていく上で大変重要な

位置づけになっております社会福祉協議会の改革にも着手をいたしました。 

 地域財産となる子どもにつきましては、教育委員会のほうで、子どもによる子ど

ものための子どもの権利条例づくりのために取り組みを着手いただいております。

また、学校ごとの町民の皆さんによる学校応援団というものにつきましても、たく

さん登録をいただいて、今もご活躍をいただいております。 

 最後に歩いて暮らせるコンパクトシティにつきましては、現在庁内でプロジェク

トチームを編制をいたしまして、今年度末を目途に、東員町の将来の全体像も含め

て、議論をいただいているところでございます。来年度には、町民の皆さんに参加

をいただいて素案をつくってまいりたいと考えております。 

 来年度の重点予算といたしましては、先ほど言いました東員町の中心市街地形成、

生ごみの堆肥化、新しい公共交通システム、子どもの権利条例など、マニフェスト



に掲げました項目、政策を検討するための調査費をお願いをいたしたいと思ってお

ります。 

 また、役場関係庁舎内の電灯を全部ＬＥＤ化をしていく、窓口サービスの向上を

目指してカウンターの改修、これをやっていくなど、ほかにもございますが、庁舎

内の改修費をお願いしたい。平成２５年度の民間委託をにらんだ給食センターの大

規模改修の事業費、いなべ保育園での０歳児保育のための施設等整備費、先ほど申

し上げました障がい者の働く場所の確保という観点で、社会福祉法人いずみのパン

づくりに伴う施設整備事業費、教育の途切れのない支援システムを目指すため、来

年度より県のあすなろ学園に研修のため職員を派遣する費用、中部公園内で物品販

売を可能にする管理棟の一部改修工事費などを考えております。 

 また、東日本大震災の教訓から、水道施設の耐震化に向け、検討を開始するとと

もに、斎場の大規模改修も検討をしてまいりたいと考えておりますので、よろしく

ご理解賜りますようお願いを申し上げます。 

○議長（山本 陽一郎君）   鷲田議員。 

○２番（鷲田 昭男君）   １番目については同僚議員の質問と重なりましたの

で、ほぼ同じような答弁をいただきました。 

 ２番目の平成２４年度の予算にどのように、大きな点からということで、お答え

をいただきまして、これらまさに今後必要なものだというふうに思っておりますの

で、予算取りについては、真剣に取り組んでいただきたいというふうに思います。 

 ちょっと方向を変えまして、再質問という形で質問をさせてもらいますが、ごみ

問題という点については、町長は一生懸命に取り組んでおられるということについ

ては大賛成でございます。 

 そこで提案ですが、ごみのＲＤＦ問題と三岐鉄道問題は、広域としてさまざまな

会議が進められております。これは広域の中の会議というふうに私は解釈しておる

んですが、広域だけではなしに、町も予算を組んで、町自体においての協議をして、

町はこのような考えを持っておるんだというふうな考えのもとに広域にいって臨ん

でいただくという方法も、私はとってもらったほうがいいんじゃないかなというふ

うに思っております。 

 この協議については、我々議員もその会議の中に入らせていただいて、そして会

議の進行、あるいは協議をいかにしたらいいかということをするのも、一つの私は

案だと思っております。この結果を町民の皆さん方に公表をすることも、今現在、

町民の皆さんは三岐鉄道どんな問題なんやと、あるいはごみのＲＤＦはどうなんや

というふうに聞いても、三岐鉄道ってどうなんのと、２年後には恐らく町の補助金

はなくなるけれども、継続は必要だろうというような話はするんですが、それ以上

の話は、なかなか町民の方とできないというのが現状です。 



 それとごみ問題、これも平成３２年にはすべてなくなるんであれば、東員町自体

が広域の会議じゃなしに、東員町自体としてどう考えていくんだということを、行

政職員も交えて、私は議員も入って一生懸命検討をして、その結果を広域の場で示

していただきたい。 

 桑名市、あるいは近隣のいなべ市は大きいです。大きいですが、やはり言っても

らいたいものは言ってもらいたいんですよ。遠慮する必要はないと思います。です

からそこで言う材料として、東員町の皆さんが、こういう考えだからこうしてくだ

さいよという形のものを持って臨んでいただくことが、私は必要かと思いますが、

町長その点、いかがでしょうか。 

○議長（山本 陽一郎君）   町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   今のご指摘、ごもっともなことでして、当町の取り

組みをその場でお訴えをして、いろいろ議論をしたいのですが、今のところ、そう

いう機会がなかなかありませんので、北勢線につきましては、来年２月か３月に協

議会の場を設けていただくということで、そこで幹事会で話していることも含めて、

当町の姿勢というものを述べていきたいというふうなことを思っております。 

 ごみ問題につきましては、当然議員ご指摘のように、平成３２年にＲＤＦの施設

を県は閉めるということで、それを受けまして、じゃあ我々は、この東員町のごみ

をどうしていくんだということで、これは方向としては地球環境の問題もございま

すし、財政のこともあるので、当然徹底的にごみを減らしていこうということで、

当町は取り組み出したところでございますが、基本的にはこの方向性を桑名市にも

いなべ市にも賛同いただいて、一緒になって、それぞれがごみの減量化に取り組ん

でいただくということで、新しい方向性が見い出せるのかなということを、私個人

としては考えておりますが、足並みがそろわなかったときにはどうするんだという

ことを考えたときに、ともかくごみを減らしていくということが今のところ急務で

あろうというふうに思っておりますので、その方向で進めさせていただきますし、

そして近隣市に向けましても、お訴えをさせていただきたいというふうに思ってお

ります。 

○議長（山本 陽一郎君）   鷲田議員。 

○２番（鷲田 昭男君）   ありがとうございました。 

 公表をしていただくということについては答弁のほうはございませんが、ひとつ

できるだけ公表していただくように、お願いをいたします。 

 ２つ目、予算に関連してですので、お伺いをするのですが、先の同僚議員の質問

で、陸上競技場の２種公認の質問がございました。２種公認にはこだわらないよう

な答弁があったと理解をしております。 

 私は少し考えが異なりまして、２種公認は単純にお金がかかるから３種に、との

考えがあるのであれば反対であります。２種をとれる努力、例えば団体の補助、あ



るいはいろんな形のスポーツ振興に対する助成等も十分調査をされて、行政努力を

重ねた上で、町の負担をできるだけ少なくし、２種公認を継続する考え方があった

のかどうか、またこれらを踏まえて考えをどのようにするのかということを、お示

しをいただきたい。 

 まずは町長に答弁をいただきたいんですが、これまでの経緯もございますので、

教育事務局長のほうから、まず答弁をいただきたいと思いますので、よろしくお願

いします。 

○議長（山本 陽一郎君）   山下教育委員会事務局長。 

○教育委員会事務局長（山下 誠司君）   これまでの経緯ということでござい

ますけども、公認に際しましては、平成１９年に２種公認を受けまして、その時の

指示というのがございまして、まずルール改正というのもあるんですけども、砲丸

のサークルを一つ新設というのと、附属備品の不足分の補充というものが、次回、

２種を更新する場合の条件ということが言われています。 

 ただ、その間に、これまで５年の間にサークルをつくってきたとか、備品の補充

をしたということは、やってはきておりませんけれども、だから今度の更新が２種

はどうかというような話になるんでしょうけども、決してそういうつもりではなく

て、サークル新設についても、現実問題としてサークルを増やすということは、大

会の競技の進行をスムーズにさせるというのが大きなねらいでありますので、そう

いう意味で、特に砲丸投げの場合、進行の妨げになるような選手がわんさとやって

くるというような大会もございませんし、そういう意味で、この間につくってこな

かったというのもありますし、備品の補充に関しましても、前回の時も不足備品が

あったんですけども、よそからお借りして、その場を間に合わせたという経緯がご

ざいまして、現実大会をやるについては、それだけ決められたものの備品がそろっ

てなければできないという状況ではないものですから、そういう手当てをやってき

たんですけども、今回の公認を受けるに関しては、そのあたりは解消していかない

とあかんかなというふうな思いはあるんですけども、次、２種を維持しようとか、

３種に落とそうとか、そういう意味合いというのは今の時点では全くございません

ので。 

 答えになりましたかね。 

○議長（山本 陽一郎君）   鷲田議員。 

○２番（鷲田 昭男君）   言わんとするところはわかりますので、それはそれ

で了とします。 

 早い話が、来年に２種公認をするに至るまでの措置が、やはり私はされてなかっ

たと、これは現状であろうかと思います。２種を取るには、今までにやっておかな

くてはならんことが、積み残し案件があったということらしいですので、それは私

は認めていただきたいというふうに思います。必ず２種をとれとは言っておりませ



んが、金銭的な面もあったと思います。予算的な面もあるので、２種公認はなかな

か難しいから、大きなことは出さんとこかなというふうな行政側の考えも、私はあ

るのかなというふうに理解をいたします。 

 そこで町長にお伺いしますが、２種公認にはこだわらないということでございま

すが、私も絶対２種公認でなければあかんという理屈も成り立たないので、２億円

も３億円もかかるのであれば、これは費用対効果を考えた中で、私は必要性を疑い

ますが、できるだけそれが安くできるのであれば、２種公認は継続していただきた

いというふうに考えておりますが、町長の再答弁になるかわかりませんけど、よろ

しくお願いします。 

○議長（山本 陽一郎君）   町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   昨日も申し上げましたように２種にはこだわらない、

種別にはこだわらないという答弁をさせていただいておりますが、私の気持ちとし

ては、最初は２種にこだわりたかったんですね。 

 ただ、いろんな協議を重ねていくと、随分お金がかかるというような話が出てき

まして、１億円、２億円という話になってくると、ちょっと待てよと、それに見合

う効果がどこまで期待できるんだということを、検証を今しておるわけですけども、

なかなかその効果が出てこないなというところで、種別にこだわらずに、記録がき

ちっと残ればいいじゃないかということでいこうというふうに今考えておりますが、

もし議員がどこかで、いやいや、２種でもこんなに安いぞという業者がもしありま

したら、それでやらせていただければ、それはもうそれにこしたことはないので、

またいろいろご指導をいただければというふうに思っておりますが、今のところ種

別にこだわらないというふうに考えております。 

○議長（山本 陽一郎君）   鷲田議員。 

○２番（鷲田 昭男君）   町長の答えでは種別にこだわらないということでご

ざいますので、全く消えたものではないというふうな希望を持ちながら、次の質問

に移らせていただきます。 

 ２点目、長期的な計画についてということでお伺いをさせていただきます。 

 俗に言われます町の施設のうち、箱ものを多く管理をしているのは行政でありま

す。例えば体育館や陸上競技場、あるいは役場庁舎など、多く管理をいたしており

ます。これが毎年一部修繕、あるいは部分修繕という形で予算に上げられてきてお

ります。 

 そこでお伺いをしたいのですが、今後５年間なり、あるいは１０年間で計画をさ

れる大きな修繕を年度別にどれぐらいになるものか、お伺いをします。当然ですが、

天災などの害は除いた計算になると思います。これまでは小さな修繕として、毎年

予算化されておりますが、今後の財政の健全化を行う上で修繕の計画化も必要と考

えます。時期的にも、議会に間に合わせるということでございますので、短期間の



計画ではあろうと思いますが、わかる範囲内での答弁をよろしくお願いをいたしま

す。 

○議長（山本 陽一郎君）   日置総務部長。 

○総務部長（日置 直人君）   施設修繕の長期的な計画についてのご質問にお

答えをいたします。 

 まず私のほうからは、役場庁舎につきまして、お答えをさせていただきます。 

 全庁的に公共施設の大きな施設修繕事業につきましては、毎年実施をしておりま

す東員町総合計画の実施計画の調整を図るための企画調整委員会において、ほかの

事業と共に検討をしているところでございます。 

 今年１０月に実施をいたしました企画調整委員会で検討いたしました実施計画で

は、平成２４年度に庁舎と議場の照明設備のＬＥＤ化に伴う改修工事、それから窓

口カウンターの改修工事、それと庁舎トイレの改修工事及び庁舎の駐車場拡張工事

を予定をいたしておりまして、金額的に合わせて約６，８００万円ほどの改修事業

となっています。 

 また、平成２６年度には議場の耐震化及び議場内の改修工事としまして、約３，

２００万円ほどを予定をいたしております。 

 平成２７年度以降の事業としましては、来年以降の企画調整委員会のほうで検討

をしていく予定でございますので、まだ実施計画としては決定はいたしてはおりま

せん。しかし今後５年以内の計画ということで、平成２７年度以降には、庁舎の空

調設備の更新工事、また庁舎の屋上の防水工事を行う必要があると考えています。 

 これらの計画につきましては、今後も多額の経費が必要となることから、年次的

な計画を策定をして、施設の状況を見ながら検討を重ねて、適正な施設の維持管理

に努めていきたいと考えておりますので、よろしくお願いをいたします。 

○議長（山本 陽一郎君）   山下教育委員会事務局長。 

○教育委員会事務局長（山下 誠司君）   それでは私のほうからは、教育施設

に関する修繕計画ということで、お答えをさせていただきます。 

 まず、学校教育施設に関しましては、既に耐震改修が基本的には終了しておりま

すので、大きな修繕計画というのはございませんが、施設の長寿命化という観点で、

各小中学校の屋根の防水関係の修繕、体育館の屋根及び軒天の修繕というのを計画

的に予定しておりまして、これらでは、平成２４年度から３年間で１億５，０００

万円ほど見込んでおります。 

 また、学校給食センターでは建築後１３年目を迎え、これまで主に設備を中心に

不具合が生じてきておるというところで、来年度に大規模改修というような言い方

をさせていただきますが、１億１，０００万円ほどを見込んで改修をしていきたい

というふうに考えております。 



 社会教育施設に関しましては、当面の３カ年として、体育館ではアリーナの床面

の塗りかえ、町民プール、武道館、そして中央球場では屋根の防水関係、総合文化

センターでは今年度実施させていただきました外壁の調査に基づきまして、防水、

それと外壁の改修、あと空調設備等の修繕を予定しております。 

 陸上競技場におきましては、トラック面を中心に全天候舗装のオーバーレイなど

も予定しておりまして、社会教育施設全般としましては、３年間で約３億８，００

０万円ほどを予定としているところでございます。 

 質問の中では、今後５年間ないし１０年間の計画は、というお尋ねでございまし

たが、先ほどの調整委員会、総合計画等々との関連で、３年計画という形で見込ん

でおりますので、そういう意味で、年度別では学校教育施設・社会教育施設合わせ

て、平成２４年度で３億１，０００万円、平成２５年度で１億８，０００万円、平

成２６年度で１億６，０００万円を見込んでおります。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（山本 陽一郎君）   鷲田議員。 

○２番（鷲田 昭男君）   期間が短い中でしたので、なかなか基本的な金額、

あるいは細かな金額は出なかったかというふうに思っておりますが、概算でかなり

の金額が出てきましたので、計画的に進んでいただくようにお願いをいたしますの

と、できたらこれは補正予算に組まずに、当初予算からの実施ということで、各年

度の補正予算途中からじゃなしに、当初予算から組んでいただくように、私のほう

から要望をいたしておきます。 

 よろしくお願いをいたします。 

 それでは３点目について、お尋ねをいたします。 

 委託料全体についてということでございますが、各部局には多くの委託料が予算

化をされております。平成２３年度の一般会計の当初予算では、私が試算をしたう

ちでは８億円強が計上されているのではないかなというふうに思っております。こ

れを経費の面から見直しは考えられないものかということで伺いたいと思います。 

 委託といいますのは、委託者と受託者との間に信頼関係を生じさせて、一定の法

律関係の基礎をなすものというふうにございます。 

 そこで委託をするときに一番大切なのは信頼関係というふうになります。この信

頼が、ややもすると頼り過ぎ、あそこに任せておけばもういいわと、何年でも同じ

金額でいいのでやらせておけというふうなことがあっては、私はこれはだめ。だか

ら８億円ですので、これのたとえ１％でも皆さんが努力をしていただいて、経費を

節減していただくと、かなりの金額になるんですよ。ですから委託をする以上は何

を委託をするんだということが、皆さん理解をされた上で委託をするんであって、

何もないのに、はいお願いしますということはないはずです。 



 一つ例を挙げますと、中部公園の剪定といいますか、庭園内の草の刈り取りとい

うんですか、そういう工事があるとします。それは毎年恐らく何千万円という金が

要っております。これを例えば皆さんが検証していただいて、去年３，０００万円

かけてこんなんやったと、ああきれいになったなと思われたら、これもプラスでし

ょう。しかし３，０００万円かけて、２年も３年もかけても同じやなということで

あれば、やはりこれは絶対再検討すべきであって、この部分は余り必要がないとい

うふうな形のものがわかれば、委託をされるときに仕様書の段階で、これは省略し

ます、ですから去年よりは安くなるんですよということを頭から申し上げないと、

向こうは絶対まけてきません。いや、これだけかかるんやと、うちはこれだけかか

るんやから契約してくださいということは、業者の方は申し上げる、当たり前のこ

とでございます。だからこれは業者と行政が膝をつき合わせて、実はこうなんだか

ら、私どもも努力するから、おたくも努力してくださいという形で、もう一度、委

託について検討を僕はしていただきたいというふうに思うんですが、答弁のほう、

よろしくお願いいたします。 

○議長（山本 陽一郎君）   日置総務部長。 

○総務部長（日置 直人君）   委託料全体につきまして、ご質問にお答えをい

たします。 

 鷲田議員のお話のとおり、委託料が年々増加をしておりまして、町の財政への影

響については問題認識をしています。 

 これまでも行財政改革を推進する中で、特に委託料並びに補助金の削減につきま

しては取り組みを進めておりまして、類似している事業については整理統合を行い

まして、削減に努めてまいりました。 

 行財政改革は必ずしも各項目の削減を目的にすることではなく、いかに事業効果

を高めるかということを検証することでございまして、結果的に総額で削減ができ

ればというふうに考えています。 

 そのような中で人件費の削減を推進する目的において、業務の外部委託とか指定

管理者制度の活用を推進するなど、委託料が増加する要因も正直ございます。しか

し今後も委託料の増加傾向にならないような事業の整理を図っていきたいというふ

うに考えております。 

 今年度より第３次行財政検討委員会を立ち上げまして、委託料と補助金にかかる

事業を中心に検証を始めていただいておりまして、今まで検証が及んでいなかった

事業とか、さらに踏み込んだ歳出削減についてご議論をいただき、ご意見を賜りな

がら改革を推進していきたいと考えております。 

 委託料につきましては、特にコミュニティバスの運行委託料など、１６事業を抽

出してご検討をいただく予定にしております。 



 限られた財源の中で事業の精査、整理統合を図り、的確な事業を実施するという

ことでございますけども、委託料の合理化を進める手法としまして、議員申されま

した随意契約の再検討、仕様内容の再検討も含めて、的確な事業を実施するように

努めてまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いをいたします。 

○議長（山本 陽一郎君）   岩田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（岩田 利弘君）   お答えさせていただきます。 

 生活福祉部全体では、平成２３年度の委託料につきましては、約１億３，６００

万円ほど予算計上させていただいております。 

 委託料につきましては、行財政改革推進計画の委託業務の経費節減により、平成

１８年度から取り組んでおりまして、笹尾連絡所、斎苑、保健福祉センターにおき

ましては、自動ドア、施設清掃、消防設備保守点検を、役場全体で一括発注による

スケールメリットを生かした委託料の縮減を図っているところでございますし、ま

たそのほか、ふれあいセンター、共同福祉施設等それぞれ指定管理者制度を活用し

て、平成２２年度から指定管理者による管理に変更をしております。 

 そのほかの業務におきましても、委託内容を検証しながら、常に無駄を省き、委

託料の縮減に取り組んできたところでございますし、今後もさらに取り組んでまい

りますので、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（山本 陽一郎君）   藤井建設部長。 

○建設部長（藤井 浩二君）   私のほうから、建設部に関しましてお答えを申

し上げます。 

 建設部の平成２３年度の予算委託料の状況でございますが、一般会計で５８業務、

１億８，１４４万６，０００円、下水道特別会計では５業務、１，６１０万１，０

００円、また水道事業会計では９業務、１，２８７万９，０００円となっておりま

す。そのうち例えば５００万円以上で経常的な業務を申し上げますと、街路樹の管

理業務で５３０万７，０００円、これは一般業者の方にお願いをいたしております

笹尾城山、山田地内の街路樹の剪定でございます。また、公園管理業務、これはシ

ルバー人材センターにお願いをいたしておりまして、笹尾中央、北部山田溜、万助、

神田池公園、小公園３５カ所、これを管理をいただいておる部分でございます。 

 また、先ほどご指摘のありました中部公園の芝生樹木管理業務、予算額では２，

５６５万３，０００円となっておりますが、入札等によりまして１，７６１万９，

０００円で本年度は実施をしていただいております。これは一般業者の方にお願い

をいたしておりまして、標準仕様で芝生の管理、樹木の剪定等を行っていただいて

おります。 

 また、町内の緑地除草業務、１，４７０万円で一般業者の方にお願いをしており

まして、笹尾城山地区の高圧線下及び外周緑地の管理を行っていただいております。 



 業務内容は、先ほど総務部長が答弁させていただきましたとおり、１次・２次の

行政改革時に見直しを行い、除草回数などは最低の内容となっております。しかし

ながら町民の皆様の一斉清掃等、協働活動によりましてお助けをいただき、日々の

管理に努めているところでございます。 

 しかしながらご指摘のとおり、まだまだ業務内容について検討をするところもあ

ろうかと存じておりますので、またよろしくご指導のほど、お願いを申し上げます。 

 以上でございます。 

○議長（山本 陽一郎君）   教育委員会事務局長。 

○教育委員会事務局長（山下 誠司君）   私のほうでも、委託の内容もさまざ

まな形がございます。毎年変動するような、例えば施設の設計監理の委託料である

とか、そういうものは特に変動もございますので、そういうものは別としまして、

機械的な関係の委託、人的な関係での委託、さまざまございます。 

 特に私のほうでは笹尾のコミュニティセンターを指定管理ということでございま

すので、例年よりもその分がふえておるというのは事実でございますけども、いず

れにしても先ほどの行革の精神、そのあたりも踏襲しながら、競争原理が働くよう

な経費の節減に心がけていきたいと、そんなふうに考えておりますので、よろしく

お願いいたします。 

○議長（山本 陽一郎君）   鷲田議員。 

○２番（鷲田 昭男君）   各部長のほうからご答弁をいただきまして、皆さん

方、努力をしていただくということでございますので、どうかひとつ平成２４年度

の予算を見たときには、かなり助かりましたねというふうな成果が出るようにご期

待を申し上げたいと思います。 

 次に４点目、中部公園の利用についてお伺いをいたします。 

 園内の犬の散歩や運動のための一部を設けることができないかということでお伺

いをいたします。 

 これまでの過去の議会でも同じような質問があったような気がしますが、私から

は、余り費用もかけずにネット程度で公園内を区分して、その区域で犬の散歩等が

できるような対応ができないかどうか、お伺いをいたしたいと思います。 

 よろしくお願いします。 

○議長（山本 陽一郎君）   藤井建設部長。 

○建設部長（藤井 浩二君）   中部公園の利用についてのご質問にお答えを申

し上げます。 

 開園以来、交流憩いの場として、本当に多くの方にご利用をいただき、ありがた

く思っております。 

 議員ご指摘のとおり、犬を連れて公園を利用される方も多く、家族連れや子ども

たちが清潔な環境で安心してご利用いただけるよう、大型遊具が設置されておりま



す「遊びの広場」へのペットの入場は、開園当初から禁止をさせていただいており

ます。その他の園は、リードの着用や糞やブラッシングの後始末など、飼い主の方

にマナーを守っていただき、ご利用をいただいております。 

 ご質問の、園内に犬の散歩や運動のためのスペースを設置することにつきまして、

利用者の皆様からのご要望はお聞きいたしておりませんが、犬が苦手な方や小さな

お子様なども安心してご利用いただけるよう、一般の利用者やペットと一緒に利用

される方々のご意見を聞きながら、快適で人とペットが楽しく過ごせる公園づくり

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。 

○議長（山本 陽一郎君）   鷲田議員。 

○２番（鷲田 昭男君）   ありがとうございます。 

 百点満点の答弁でございますが、ちょっと違っているところがあります。という

のは、私、非常に家から公園まで近いので、散歩するには都合がいいところなんで

す。幸い、まだ私の孫も、一番上が小学校２年生で一番下が幼稚園ということで、

土曜日・日曜日にはよく散歩をさせに行っております。 

 その中で一つ違うのは、今部長がおっしゃられた遊具棟の中で犬は散歩させては

いけませんということなんですが、現実にはたくさん犬が入っております。ですか

ら私はこれを質問しているのであって、犬が入らないようにするために何か講じて

ほしいというのが、私の質問の趣旨なんですよ。だからわかっているんですよ。犬

を入れたらあかんということは、皆さんよくわかってますが、やはり犬を連れてき

た方は、いろんな広いところを散歩させたいということで、今言うように遊具棟の

中にも小さな犬を飼っている方が中に入ってみえます。ですので、簡易なものでい

いから、それをつくってもらえないかという私の質問なんですが、もう一度、答弁

よろしくお願いします。 

○議長（山本 陽一郎君）   建設部長。 

○建設部長（藤井 浩二君）   私も近くにおりまして、中部公園は日々よくい

ろんな児童とか、遊んでみえる時に見ておりまして、なかなかそこまで目が届いて

おりませんでしたことを、大変申しわけなく思っております。 

 今のご指摘につきましては、きちんと管理をするように、また委託しております

シルバーのほうにも伝えさせていただきたいと思っております。 

 また、スペースのことでございますが、開園をいたします時に、いろいろと各種

団体の方、また町民の代表の方に、中部公園をどうやって使っていこうかというご

討論をいただきまして、その時に照明の時間とか、犬の入場のこととか、禁止とか、

いろんな話がありまして、そういうことを題材にしていただいて、平成１６年の開

園から今現在のルールができ上がったと記憶をいたしております。 

 しかしながら時間も経過いたしておりますので、町民の皆様の、先ほどどなたか

のご質問にも、ペットがたくさん、犬を飼ってみえる方は３件に１件やというご指



摘もありましたので、また時代も変わってまいりました。いろんな皆様のご意見を

聞きながら、そういう場所がつくれるのであれば、また検討してまいりたいと思い

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。 

○議長（山本 陽一郎君）   鷲田議員。 

○２番（鷲田 昭男君）   これで最後にしますが、今、部長のほうから、管理

をしておるシルバーのほうにお伝えをしますということなんですが、私はそれはや

めていただきたい。それはやめて、行政で何ができるかということを考えていただ

きたいというふうにお願いをいたしまして、私の質問を終わります。 

 


