
○６番（上原 君代君）   おはようございます。 

 皆様のご支援のおかげで、２期目を務めさせていただく日本共産党の上原君代で

ございます。 

 選挙戦の中でいただいたご意見、思いを大切にして、公約実現のために頑張りま

すので、よろしくお願いします。 

 今回は町長に２点の質問をさせていただきますので、明解なご答弁をよろしくお

願いいたします。 

 まず１点目は行財政改革について伺います。 

 第３次行財政検討委員会の第５回の会議で、社会福祉協議会への提言がなされた

ようですが、第４回までの検討委員会の内容で質問させていただきます。 

 検討委員会は、行革はお金を削ることだけが目的ではないが、削れるところは削

り、効果を高めることが重要としています。 

 町は第５次東員町総合計画や東員町高齢者福祉計画の第５次介護保険事業計画の

中で、高齢者福祉のあり方について、きちんと出しています。そんな基本的な考え

の中で、次の事業についての町長の考えをお示しください。 

 １つ目として、町長が就任当時から時々発言される社会福祉協議会の大改革とは

どういう内容ですか。 

 ２つ目に、高齢者の方が東員町の施設を利用するときに行われる施設料の高齢者

減免制度を、これからも維持していく考えがありますか。 

 ３つ目、オレンジバスの東西線がなくなって２年がたちます。数は少ないですが、

不便になる人たちのために、それなりの措置をするとのことで私たちは賛成しまし

た。その措置の内容としてはどうなっていますか。また、見通しはどうなっていま

すか。 

 よろしくお願いします。 

○議長（南部 武司君）   水谷俊郎町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   上原議員からの行財政改革についてのご質問にお答

えをいたします。 

 まず第１点目の社会福祉協議会の大改革とは、ということでございますが、東員

町社会福祉協議会は、昭和５０年に法人認可を受け、地域福祉を推進する中核的な

団体として、だれもが安心して暮らせる福祉のまちづくりを推進することを使命と

いたしております。 

 事務局は旧役場庁舎、保健福祉センターを経て、平成６年にふれあいセンターの

開館と同時に現在の場所に移転し、その後、平成１２年度から介護保険制度が導入

され、訪問介護、通所介護、居宅介護支援事業を行っております。 

 当時は介護事業に携わる民間事業者が少なかったことから、社会福祉協議会の役

割は大変重要なものでありました。 



 しかしその後、時代の移り変わりとともに介護事業に民間事業者が参入、今では、

社会福祉協議会の事業と競合状態にあり、民業圧迫という状況になっております。 

 社会福祉法では、当該地域で、ここでは東員町内ということになるんですが、社

会福祉事業及び更生保護事業を経営する者の過半数が、何らかの形で社会福祉協議

会にかかわっていなければならないとなっていますが、今の現状は全くそうではな

く、こうしたことの改善も含め、来年度には地域の事業者の方々も含めて、町民の

皆様でご参加いただく「社会福祉協議会のあり方検討委員会」というものを設置さ

せていただき、ご議論をいただきたい、こう考えております。 

 ご指摘のように、現在も第３次行財政検討委員会で、社会福祉協議会のあり方や

方向性について検討をいただいており、ここでのご意見も参考にさせていただきた

いと考えております。 

 次に２点目の減免制度についてでございますが、地域福祉事業の一環として、さ

まざまなサークル活動が実施されております。特にシニアサークルは熱心に活動さ

れ、介護予防や生きがい対策として、町の施設を利用されておりますことから、引

き続き使用料減免の方向で考えておりますが、他の団体との公平性の観点から調整

を図ってまいりたいと思っております。 

 ３点目のオレンジバスの対応についてでございますが、オレンジバスは定時定路

線で、地域公共として、多くの住民の皆様に利用をいただいております。 

 しかしながら、町内にはバスをご利用になれない地域や、利用しづらい方々も多

く見受けられ、買い物や病院通いなどでお困りの方がいらっしゃることも事実でご

ざいまして、改善のご要望もお聞きいたしております。 

 これらのご要望に少しでもおこたえすべく、現行のバス利用状況や利用実態の把

握調査、他市町でのコミュニティバスやデマンドタクシーなどの実例調査も行って

まいりました。新年度から各地域住民の方を交えた組織を発足し、ご意見を伺いな

がら、新しい「地域交通システム」構築に向け、研究して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（南部 武司君）   上原君代議員。 

○６番（上原 君代君）   町長の答弁をいただきました。町長の言われる内容

としての大改革というのが少しわかった気もしますが、さっきの内容で、途中から

民間の介護の人が入った中で、検討委員会の読む範囲ですけど、読んでみますと、

社協の中には機械でお風呂に入れる、ああいう施設は民間にはありませんから、や

はり社協でしかできない事業もあると思いますので、そこら辺はきちっと見てくだ

さい。 

 検討委員会の中で読んでみますと、まず基本的な考えということで、これは委員

の人が言われているんですけど、それぞれの団体から、言い分も聞かずに仕分けし

てしまうと大変なことになる。初めての者が内容を理解するということ、そして相



手方の理由を理解するということが最低限の事項ですと言われています。本当に私

もそのとおりだと思います。それぞれさっきの理事の件では、社協の会長さんが言

われておりますけど、そこら辺は今までがきちっととらえてなかったから、来年は

きちっと構成は考えますということも言われておりますけれども、そうやって話を

する中で、いろいろわかってくると思います。 

 だからいきなり大改革とかそういうことを言わずに、そういうことを言う前に社

協の中身、きちっと知っておくべきだと思うんです。 

 今まで改革の中身で私が時々耳にしているのが、役場でしている事業と重複して

いるとか、さっき言われた介護サービスは民間でできるんじゃないか、任せたらい

いじゃないか、そういうことを聞いています。だけどそこら辺では、さっきも言わ

せてもらったけど、社協でしかできやん事業もあると思いますので、そういうこと

をきちっと吟味していただきたいと思います。 

 そして一方、この２月の下旬から、私の耳に次々と高齢者の方から苦情が入って

きます。社協の中でやっているシニアサークルについてです。 

 社協には平成２３年度で１０のシニアサークルがあり、６０歳以上の高齢者が

日々楽しみながら、生きがいと健康を保つために活動をしていました。また、その

シニアサークルから独立して、もとになって誕生したシニアの自主クラブが社協の

中にはいくつかあります。それが今回、この検討委員会までから、そういう話が出

てきているんだと思いますけど、平成２４年度は６サークルが文化協会に、４サー

クルがフレンドリークラブへと委託されて、もう平成２５年度は１０のシニアサー

クルは廃止となります。現実、私もその中の一つのサークルに入ってましたので、

きちっと連絡もいただきました。 

 これは行政が主体となって文協に委託している公民館講座と重複していると、さ

っきもそういうことが出ていると言いましたけど、重複している部分を省くという

話ですけど、実際にやっている者にとっては、似ていても違うんです。シニアサー

クルは高齢者向けの内容になっているため、当人たちにとっては重複しているもの

でも何でもありません。 

 公民館講座とかフレンドリークラブ、文協体験クラブなど、いくつかありますけ

ど、シニアサークルやシニアの自主クラブなどと似ていても、体力、そして高齢者

の動き、若い人とは違います。体力、動きなど、全然違うわけです。 

 そしてまた、ほかの公民館講座が終わって、文協の体験講座とか、フレンドリー

クラブ、そういうものは毎回の会費が１回５００円から２，０００円ぐらいの負担

になっております。その負担というのは、年金暮らしにとってはとても大きいもの

です。 

 また、各地域の今まで行っていた老人会がやっているような、今は老人会がシニ

アクラブというふうになってますので、名前が紛らわしいのですけど、シニアクラ



ブとの重複もあるということで随分言われておりますけれど、各地域でやっている

のはグランドゴルフとか、大多数の人が好む２つか３つは確かにいいんですけど、

そうじゃなくて、各地域では人数のそろわないものも結構あります。全町的にやる

から人数がそろう、そういうのもありますので、結果的に平成２６年度はありませ

んけど、こういうものを削るということを見まして、皆さんの意見も入ってきます。

何か改革改革で、改革ということは私にとって、いろいろ内容も考えて、結果的に

は補助金を削減しようと、内容を無視しているんじゃないかと、そういうことも思

いますけど、そこら辺どうですか。 

○議長（南部 武司君）   水谷俊郎町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   まず社協の件ですが、社協にある、例えばお風呂は

社協しかできない、民間ではできないよと、こういうことでございますが、社協の

施設ではなくて町の施設でございます。それを社協もいわゆる民間事業者でござい

まして、社協が独占的に使うのはいかがなものかということもありますし、こうい

うものを民間の事業者で、実際に小さな事業者もございます。そんなところはお風

呂も何もないわけですから、町の施設を使って入所している、あるいは通所してみ

える方の便利に使っていただくということも、当然町民の方でございますから、そ

ういう考え方になってもいいんではないかというふうに思っております。 

 そして今、民間の事業者の方がたくさんおみえになって、民間でほとんどできる

ようになってきているわけですから、あえて税金を突っ込んでやる必要はないんで

はないか、要はそれだけ民間事業者の方のサービスも上がってきているし、事業者

も増えてきている中で、競合するということはいかがなものかというふうに考えて

おりまして、社協の改革につきましては、検討委員会のほうでも、社協の会長、あ

るいは事務局長に来ていただいて、しっかりと意見を聞いていただいて、ご判断を

いただくものだというふうに考えております。また、検討委員会につきましても、

当然その中へ社協も入って議論をいただくものというふうに考えております。 

 次にシニアサークルがなくなって、文化協会、フレンドリークラブ主催のものに

移行するという件でございますが、シニアサークルで今現在やっていただいている

ものがなくなるというわけではございません。文化協会、あるいはフレンドリーク

ラブでまず重複しているものを整理するということは、これは大前提でございます

が、文化協会、フレンドリークラブへ移行するということは、もう一つある程度専

門性を持たせる。これは技術を磨くとか、そういうことではなくて、こういうふう

にしたほうが体のためにいいですよとか、そういうための専門性を持った方が、こ

こにはおみえになるというふうに聞いておりますので、利用していただく方のため

の専門性というものも考慮に入れていって、こういう形になっておりますので、ご

理解をいただきたいと思います。 

○議長（南部 武司君）   上原君代議員。 



○６番（上原 君代君）   お風呂などとか、民間の介護の件のことでは、内容

まではきちっとまだ読んでないので言えないのですけど、そこら辺はこれから私も

調べたいと思いますけど、さっきの、町のものだから、社協だけが独占はと言われ

たそこら辺では、私としては、今、社協があそこを施設管理者となってやっている

わけだから、そこら辺は施設管理者が使っているのに、どうしてそういうふうにな

るのかなということで、あと１年で、またそれは３年契約ですから、また変わるか

わかりませんけど、そこら辺はまだこれからのこととして、私は、さっきのシニア

クラブのことなんですけど、専門性と言われましたけど、今、シニアクラブが１０

あったところが、ちゃんと先生がついてやっているわけ、高齢者にとって、運動だ

けじゃなくて、そこへ楽しみと生きがい、そこら辺を重きに置いて、先生について

やっていたわけだから、そっちに移行すること。なくなるわけじゃないと言われた

んですけど、平成２４年度は委託なんですけど、平成２５年度は公民館に   

したら、公民館講座は２年はやれませんので、もう既に平成２４年度にやるから平

成２５年度は行けないという状態なんですけど。だから現実にそういうことができ

ないということなんです。そこら辺は皆さんが年をとってからも、フレンドリーク

ラブなんかは私お邪魔をして、いろいろ一覧表も見せてもらいましたけど、お金が

かかります。そういうことで今、社協にあるシニアのクラブ、サークルでやってい

ることが本当に老人にとってよかったということで言わさせていただきました。 

 それとさっきの減免のことでは、私はすごく危惧してたんですけど、今の町長の

答弁では、減免はこれからも考えていきたいということでしたので、安心をしたん

ですけど、内容としては町の多目的グランドも、この施設料の減免の対象になって

いますか。それをお聞きします。 

○議長（南部 武司君）   服部哲也社会教育課長。 

○社会教育課長（服部 哲也君）   お答え申し上げます。 

 減免の対象でございます。 

○議長（南部 武司君）   上原君代議員。 

○６番（上原 君代君）   ありがとうございます。そういうことを聞けば、多

目的グランドでグランドゴルフをやっている高齢者は今まででも１２０人以上、ま

た平成２５年度は、もうちょっと増えるようなことも聞いておりますので、本当に

こういう減免制度も維持してもらって、皆さんの健康のために役立ててほしいと思

いますので、これからもよろしくお願いします。 

 次のオレンジバスの件ですけど、さっき町長が言われましたのは、今年度予算で

の公共交通見直し経費として上がっているお金のことなんですね。今まで何人かの

方も言われましたので、それは私も承知しております。何年かかかってやるんだろ

うなとは思っているんですけど、私がさっき言ったのは現在の東西線のことであっ

て、もう２年たっているんです。稲部地区や中上と結ぶ東西線、今は南北線と東部



線なんですけど、東西線が廃止されてから２年たつんです。そこら辺、本当に今度

の選挙戦の中で、お年寄りから、本当に困って、とても東員駅まではよう歩かんと

言われるわけです。確かに人は少ないんですけど、困っておられる方から、何度も

聞くから悪いなと思っておりました。やはりどうにか、交通見直しの経費であるそ

れとは別に、少しでも早く何か手だてを考えてほしいと思います。そこら辺、いか

がですか。 

○議長（南部 武司君）   水谷俊郎町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   その辺が、先ほど私も答弁で申し上げさせていただ

きまして、本当に困ってみえる方がいらっしゃるんですよ。その方たちの手当てを

どうしてもしていかなければいけないという中で、オレンジバスにつきましては、

実証運行を経て今の形になっておりますので、なかなかそれを戻していくというの

は難しいんだろうなというふうなことを思っておりまして、そういうことで、私は

もうちょっとみんなが使えて、みんなが便利になるような、そういう交通の仕組み

はないだろうかということを考えておりまして、それに向けて協議をさせていただ

きたいなと。 

 この話をしますと、一部の方はもうオレンジバスがなくなるんだと、こういって

いただく方もみえますけども、決して今すぐオレンジバスを廃止するということで

はなくて、もっと便利なものがないかということを、みんなで考えていこうという

ことを考えているものでございまして、今年から町民の皆様にも参加いただいて、

そういう議論を進めていきたいと思っております。 

○議長（南部 武司君）   上原君代議員。 

○６番（上原 君代君）   私は東西線のことを、東西線でなくなって、稲部地

区からあそこら辺の線の、今のオレンジバスが動いているところでも、そこまでも

えらいという方、町長はそういうことを多分言っておられるんだと思いますけど、

私は東西線がなくなって、まだあるうちは、そこら辺が、私としては人数が多くな

いということはわかっておりますのであれですけど、少しの人も町民です。福祉タ

クシーというのは、介護の認定を多分受けてなければいけないんですね。そこら辺

で介護の認定を受けてなくても、何か気軽に、オレンジバスで１００円払うんだか

ら、１００円払ってでも、何かそういう手はずを早急に考えてほしいと思うんです。 

 よろしくお願いします。 

○議長（南部 武司君）   水谷俊郎町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   バスというのは線なんですね。今、議員言われたこ

とをやろうとするならば、縦横無尽に町内をバスを走らせる。というのは、今おっ

しゃいました、少しでも不便な方をお救いするとするならば、たとえ１人であって

もバスを通さないといけないという理屈になってきます。そういうことであります

から、そうではなくて、福祉タクシーではない、一般の方が当然利用できる、私が



提唱しておりますのは玄関から玄関までということで、便利な、バスでなくて小さ

いものでいいんだろうというふうなことを思ってますので、それを見つけていきた

いというふうに思っております。 

○議長（南部 武司君）   上原君代議員。 

○６番（上原 君代君）   私が今思っているのもバスと限ったことではないん

です。そういう人を救う何か手はずを、タクシーに乗るにしても、１００円を負担

して行けるようなとか、私は全町を考えて言っているわけではないのです。東西線

が廃止になったことで不便になった人のことを早急に考えてくださいということを

言っているわけです。これはだから、さっき町長が言われる公共交通の見直しとは

別に考えてください。早急によろしくお願いします。 

 東日本大震災から１年を迎えた先日の１１日、私は地区の神社での御鍬祭に出席

して、その後の懇談の中、２時４６分を迎え、皆さんとともに亡くなった方々を悼

むと同時に、被災地の復興を１日も早く願って黙祷をしました。 

 東日本大震災は津波の影響も大きいのですが、津波だけならまだ、高台移転とか

土地のかさ上げなどで、復興に時間はかかっても、同じふるさとに住むことができ

ます。しかし原発事故は別です。復興の妨げになっているがれきが片づかないのも、

放射性物質に汚染されているかもという不安から、広域での引き取りがなかなか実

現されないからです。水とともに流された放射性物質は低い場所に流されて、耕作

安全地帯だったはずの山間いの田んぼの米から基準以上の放射性物質が出て出荷停

止になりました。 

 原発事故被災地の浪江町とか飯館村、双葉町、大熊町など、再びふるさとに帰る

見通しの立たない地域もあります。 

 原発事故は大切な田畑とか海、空を一瞬に汚してしまいます。福島の原発事故は、

取り返しのつかないダメージを環境と経済にもたらしています。このようなことを

二度と繰り返さないため、原発を計画的に削減し、原発ゼロにすることが必要です。

また、自然エネルギーの本格的導入や、姿の見えない放射性物質の汚染から、特に

幼い子どもたちを守るために、次の事項についてお聞きします。 

 １つ目に、自然エネルギーの活用について。 

 １２月議会の大崎議員への答弁にあった三重県の小水力等事業水利施設利活用促

進事業で調査している神田土地改良区と員弁川第２土地改良区、町の事業について

の調査の結果、または経過はどうなっていますか。 

 ２つ目に、放射性物質の汚染から子どもの命と健康を守るために給食食材を放射

能測定機で測定、公表をするようにしてください。 

 ３つ目に、原発ゼロ、自然エネルギー活用のまち、東員町宣言をぜひやっていた

だきたく、以上よろしくお願いします。 

○議長（南部 武司君）   水谷俊郎町長。 



○町長（水谷 俊郎君）   原発についてのご質問にお答えをいたします。 

 １点目の自然エネルギーの活用についてでございますが、三重県が事業主体とな

り行っていただいております、先ほどご案内の「小水力等農業水利施設利活用促進

事業」の調査でございますが、小水力発電調査につきましては、昨年の１２月２６

日に委託契約が締結され、現在調査業務を進めていただいております。また、員弁

川第２土地改良区の太陽光発電の調査につきましては、本年２月１７日に委託契約

が締結され、現在、導入可能性の検討及び事業効果について、調査を行っていただ

いております。 

 いずれにいたしましても、調査期間は３月末、今月末となっておりまして、その

調査結果の本町への説明は新年度に入ってからになると考えております。したがい

まして、今のところ、その調査の結果を持ち合わせておりませんので、申しわけご

ざいませんが、ご容赦をいただきたいと思います。 

 続きまして２点目の「放射性物質の汚染から子どもの命と健康を守るために給食

食材を放射能測定器で測定・公表を」というご質問でございますが、現在食品に含

まれる放射性物質に関しましては、厚生労働省において暫定規制値が定められてお

り、この規制値を上回る食品については、「食品衛生法」により厳しく規制をされて

おりまして、出荷制限等の措置が取られておりますことから、市場に流通しており

ます食材につきましては、各都道府県により検査や生産者等によります自主検査を

実施され、放射性物質の含有が基準値以下のものであり、安全性が確認された食材

でありますので、現時点では自主的に食材を測定することは考えておりません。 

 次に３点目の「原発ゼロ、自然エネルギー活用のまち東員町宣言を」とのことで

ございますが、町内に原子力発電所の立地や、そういうものはお話も、将来にわた

って計画もございません。 

 また、先ほどもお話しましたように、資源循環型社会のシステムづくりや地域に

おける複数の自然エネルギーの有効活用、いわゆる「スマートコミュニティ」に向

けた取り組みをもう始めておりまして、あえて宣言を行う必要はないかと考えてお

ります。 

 よろしくお願いを申し上げます。 

○議長（南部 武司君）   上原君代議員。 

○６番（上原 君代君）   すみません。まだ県からの結果は出ていないという

ことで、その前でも昨日からいろいろと町長の答弁の中でありますので、東員町と

して再生可能な自然エネルギーの活用が、今まだ４月になってからです。これも含

めて本当に広がっていけば、地域づくりの雇用などにとっても、とてもいいことだ

と思いますので、引き続き長期的にその方向で進めていただきたいと思います。 

 よろしくお願いします。 

 一方で太陽光発電なんですけど、現在役場の西庁舎に太陽光発電が設置されてま



すね。これも余り町民の方で知っていられる方は少ないかなということもあります

ので、皆さんにももっと知っていただいて、各家庭で設置への関心を深めていただ

きたいと思いますので、そこら辺はまた広報なんかで、年間平均どれだけぐらいで

きるのかとか、皆さんが、うちのところもやろうかなという興味が持てる、そうい

うふうな感じで、また広めるためによろしくお願いします。 

 私たち今回、選挙の前に、日本共産党の東員支部が行ったアンケートの中で、原

発は絶対反対なので、太陽光発電が設置しやすくなるように補助金を増やしてほし

いとか、東員町の施設への太陽光発電設置を推進してほしいとか、東員町に他の市

町に先がけて太陽光発電施設をつくってほしい、東員町が先がけて実践すれば、国

内の各所にできるのではないでしょうか、それがひいては自然エネルギー先進国で

あるドイツとかスペインと肩を並べることになるのではないでしょうかなど、本当

に多くの住民の方の要望が寄せられました。 

 そして私、昨年９月議会で、学校の校舎屋上への太陽光発電設置ということと、

各家庭での太陽光発電設置への補助金の要請をしました。その時の答弁では、学校

の屋上への件では、また耐震のところでもう一回計算し直すと。もう１つは、補助

を上手に利用していきたいので、国とか県の補助制度の動向を見きわめながら判断

するという答弁でした。今、自然エネルギーほかの水力とかやっているんですけど、

ここら辺の学校での屋上の件と各家庭への太陽光発電への補助金、どう考えていま

すか。よろしくお願いします。 

○議長（南部 武司君）   水谷俊郎町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   太陽光発電につきましては、国のほうも昨日から何

度も申し上げてますが、今年の４月から７月の間ぐらいに、どの辺かわかりません

が、太陽光発電、あるいは再生可能エネルギーの電力会社の買い取り価格というの

が公表をされます。それに伴って、多分事業参画される皆さんが増えてくるという

ふうに思っておりますし、それによって全体の国の方針というものが定まってくる

んだろうなというふうなことを思っておりまして、もうすぐでございますので、そ

れを待って、本町といたしましても、どうしていくかということを考えていきたい

と思いますし、昨日からもお話しさせていただいたように、民間事業者の方からの

お話もございますので、そういうところは積極的にご協力を申し上げ、民間活力を

活用させていただきながら、本町といたしましても取り組んでいきたいと思ってお

ります。 

○議長（南部 武司君）   上原君代議員。 

○６番（上原 君代君）   本当に４月から７月というとすぐ目の前ですので、

それはとても期待したいと思います。昨日の町長の同僚議員への答弁で、再生可能

な自然エネルギー活用ということで、意欲的な考えを持っていることがわかったこ

とが、とてもうれしく思っています。 



 その中で民間からメガソーラ開発の申し入れがあるということでしたけど、やり

方としては東員町耕作放棄地があるということで時々話題になったりするんですけ

ど、そういうところへの利用とか、もちろん各家庭の屋根にということもあるんで

すけど、事業として、もしやられるような人がおれば、こういう耕作放棄地の利用

とか、長野県の飯田市で行っているのは、「おひさまゼロ円システム」といって、一

つの団体を立ち上げて、飯田市とおひさまシンポと、もう１つは地元の信用金庫の

３者が一体になって立ち上げたもので、太陽光発電復旧策ということで、関心があ

っても元手が要るからなかなかできない人のために、まず自分の家にやってくださ

いという受け付けをし、いろいろ審査をして通ったら、２００万円の太陽光システ

ムを上げるとして、１７０万円をまず低利で信用金庫が出して、そして３０万円は

飯田市が出して、本人はゼロ円ということで、太陽光発電の設置をして、そして２

０年間、電気代として設置した人はおひさまシステムへ２万円ずつ払う。でも太陽

光のつくった電気代は各家庭へ入ってきますので、２万円はシステムへ払っていて

も、中身としてはつくった電気代が入っているので、夏やったら、それこそ１万３，

０００円とか入ってくるので、電気代が７，０００円、冬やったら４，０００～５，

０００円ぐらいしか電気代がないから、１万５，０００円ぐらい電気代を払うんだ

けど、だけどそれを、１９年ですけど、それで１７０万円は完済して、そして１９

年が過ぎると、自分ところがそこへ電気代を払わなくて、設置したものも自分のも

のとなるという、そういうシステムらしいんですけど、すごくそれで増えてきてい

るというか、だから本人は払わなくても、どこも損はしてないわけで、そういうシ

ステムをつくったということが新聞に載ってましたので、こういうことも調べたり

して、民間業者が入るということで、本当にいろんなところも調べて、よろしくお

願いします。 

 次に給食食材の放射能測定機の件ですけど、今のあれでは、一応ちゃんと出回っ

ているものは測定がしてあるからということなんですけど、若い人がそれでも心配

する、地産地消ならいいんですけどそうじゃない、地域の業者さんから買ったもの

でも卸市場で買ってくる。卸市場のものはみんな検査してあるとさっき言われたん

ですけど、そこら辺が、そうは言っても抜けるという心配、本当に若い人はそこら

辺の心配をするわけです。その心配を払拭するには、測定してあげることが一番か

なと思って、私たちは名古屋とか、いろんなところでも結構それはやってますので、

安心させる、また抜けるところは確かにあるからだと思います。 

 ちらっと読んだんですけど、国の地方消費者行政活性化事業というので、消費者

センターを設置する市町村に放射能汚染測定器の購入などが可能になったという、

２５０万円の、いわゆる最初国は、被災地域近辺の１７の地域に限った補助だった

んですけど、これによって消費者センターがあるところでは半額を補助するという

ような感じで可能になっているんですけど、東員町は地方消費者行政活性化事業と



いうのは該当せんのかどうかなと思うんですけど、いかがですか。 

○議長（南部 武司君）   山下誠司教育委員会事務局長。 

○教育委員会事務局長（山下 誠司君）   私どもも把握しておるのは、あくま

で先ほど申されました東北地域の、東京都も含めて１７都県というふうに伺ってお

りますので、三重県の場合は対象外です。 

○議長（南部 武司君）   上原君代議員。 

○６番（上原 君代君）   １７が、もちろんあかんのかなと思ったんですけど、

さっき私が言ったのも、消費者センターが設置ということが書いてありましたので、

やはりだめなんですね。それでも幼い子どもたちを持つお母さんたちが、本当に福

島から遠く離れていても、品物は一応検査はしてくると言われても、とても心配し

ておりますので、国の補助金が受けられなくても、近隣の市町も関係なくて、そこ

ら辺、購入をしていただけないかなと思うんですけど、いかがですか。 

○議長（南部 武司君）   水谷俊郎町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   あれば当然いいものではあると思うんです。必要な

こともあるかもわかりませんが、今の実態から申しますと、先ほど申し上げました

ように、日本の今の流通形態からいって、外国から持ってくるのでさえも、いろん

な検査があります。その中で、問題はありますけども、少なくとも国内でとれて国

内で流通するものにつきましては、きちんとした検査が行われているということで

ございますので、そこまで必要があるのかなというふうに考えております。 

○議長（南部 武司君）   上原君代議員。 

○６番（上原 君代君）   答弁ありがとうございます。 

 次に、原発ゼロ自然エネルギー活用のまち東員町宣言ということですが、さっき

もここには原発はないし、自然エネルギーも既に活用しだしているから宣言までは

必要ないと言われましたけど、ここには原発がないということからいくと、ちょっ

と違いますけど、先日、福島県知事が１１日当日に福島宣言ということで、原子力

を扱うことの難しさと正面から今まで向き合ってきたかということや、二度とこの

ようなことが起きないよう、県内の原発をすべて排除することを求めながら、再生

可能エネルギーを推進するとした内容で世界へ発信したいという報道がありました。 

 また、今、全国で稼働している原発は、検査で止まっていて再稼働できてないか

ら、２基だけなんですけど、今までの憶測の中で、止めたら計画停電をまたやらな

いといかんとか、いろいろありましたけど、今２基だけでも計画停電もなく暮らし

てます。工場も動いてます。 

 原発の再稼働がなかったら電気が不足するというのは間違いだという、そんな報

告もありますし、今度の福島原発の事故で大気中に放出されたセシウムは、旧ソ連、

チェルノブイリの２割、あの本当に大騒ぎしたソ連の２割に当たるという公表も、

この前新聞でされてました。 



 私は東員町には原発はないけど、８０キロしか離れていない福井県にたくさんの

原発が集中しております。そこへのメッセージのためにも、東員町で宣言を出して、

そして周りの市とか町へもその影響を広げて、原発ゼロの声を広げてほしいという、

そういう思いで、このことは出したんですけど、町長はそういう点ではどう思われ

ますか。 

○議長（南部 武司君）   水谷俊郎町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   個人的なことを申し上げますと、私も原発というの

はないほうがいいと思っておりますけれども、我々生活しておりますのが桑員地区、

あるいは三重県ということで、ほかの市町とも連携しながら生活を営んでおります。

その中に、電力会社もございますし、いろいろな考え方があるんだろうなというふ

うなことを思っておりまして、あえて東員町が宣言をしていかなければならないの

かなというふうなことを考えております。 

○議長（南部 武司君）   上原君代議員。 

○６番（上原 君代君）   いろんな考えがあることはわかるんですけど、やは

り原発があることが人間と地球を脅かす、これがきちっと人間が自由に操作できる

ものであればいいんですけど、そうじゃなくて、本当に一たびこういうことがあっ

たら、今の福島もああやって廃炉に向けても３０年かかると、そんなものが本当に

いいんだろうかということを考えれば、私はいろんな考えはあるけど、命や地球は

大事だからという、そこら辺で本当に考えてほしかったんです。またこれは、これ

からのいろんな場での話にしたいと思います。 

 ありがとうございました。これで質問を終わります。 


