
○７番（鷲田 昭男君）   今回、町民の皆さん方のご支援をいただきまして、

再びこの議場に送っていただきましたことに、感謝をまず申し上げたいと思います。 

 これから４年間、一生懸命に頑張りたいと思っておりますので、皆さんどうぞよ

ろしくお願いをいたします。 

 今日、アメリカでは自動車産業が上向き、経済がやや回復に向かっているようで

あります。しかしながらヨーロッパでは依然として債務危機が問題となっておりま

す。また、イラン情勢は日に日に緊迫化による原油高、これが日本経済に大きな影

響を与えつつあると思います。 

 わが国はちょうど東日本大震災から１年を経過いたしております。東京電力の原

発事故も、まだまだ多くの問題を残しており、その影響で沿岸部の主力産業であり

ます水産業がなかなか復興できないというのが現実でございます。１日も早い復興

を心からお願いをしたいものでございます。 

 それでは質問に入ります。 

 今回私からは、次の４点について、質問をさせていただきます。 

 １点目、税収について、２点目、投票所について、３点目、指定管理者制度につ

いて、４点目、給食センターについての以上４点について、質問をさせていただき

ます。 

 明確な答弁をよろしくお願いをいたします。 

 １点目、税収について。 

 平成２４年度の税収は、これから審議をされると思います。高齢化による労働人

口が今後ますます減少傾向にあります。これはどこでも同じようなことだと思いま

す。平成２５年度以降の町民税の税収見込みを伺います。この中で年少扶養控除の

影響はということでございます。これも算定ができればお願いをいたします。法人

税についても同様に伺います。 

 高齢化につきましては全国的なことで、東員町だけではございません。今後多く

の方が退職され、これまで多くの税金を払っていただいて、町に貢献されていまし

たが、少子化により働く若者が減少し、退職者が多くなれば、当然税収の減少は目

に見えております。今後数年間、どの程度の減少が見込まれるのか、伺います。 

 今申し上げましたように年少扶養控除、これは東員町に逆に住民税が増えるとい

うことでございますが、どれぐらいになるのか伺いたい。 

 それと法人税については、ほぼ横ばいになるだろうと思いますが、３年ぐらいの

見込みをお伺いをいたします。 

 よろしくお願いをいたします。 

○議長（南部 武司君）   日置直人総務部長。 

○総務部長（日置 直人君）   鷲田議員の税収についてのご質問にお答えをい

たします。 



 現在、日本経済が直面する問題点の一つとして、高齢化社会の進行が挙げられま

す。高齢化は今後の日本経済に大きな影響を及ぼすと同時に、地方財政にとっても

さまざまな影響が危惧されております。 

 東員町でも着実に高齢化は進行しており、現在は２０％程度の高齢化率が、平成

３２年度には３０％まで上昇すると予想され、過去３年の個人住民税の税収も、景

気の低迷などの影響もあり、少しずつではございますけども、減少している状況で

ございます。しかしながら、平成２４年度の個人住民税につきましては、昨年度の

税法改正によりまして、１６歳未満の年少扶養控除などが廃止された影響もありま

して、今年度、いわゆる平成２３年度と比較しますと、約２．５％増の１４億３，

４００万円の税収を見込んでおります。 

 平成２５年度以降の個人住民税の見込みにつきましてですけども、現在の税法が

そのまま推移したと仮定をいたしますと、先ほど申しましたように、高齢化は確実

に進行し、いわゆる生産年齢人口が減少していくことが予想されますので、金額は

具体的には申し上げられませんけれども、毎年２％前後の税収の減少になるのでは

ないかと考えております。 

 また、法人住民税につきましては、特に法人税は景気による影響が大きく、将来

の税収を見込むことは難しいですけども、東員町のこれまでの法人税収を見ますと、

今後も大きな変動もなく推移していくことが予想されております。 

 少子高齢化の進行は、税収の減少のみならず、社会保障費、扶助費などへの影響

も懸念をされますので、今後の社会情勢や地方税制度の改正などを的確に把握する

ことによりまして、適正な税収確保に努めてまいりたいと考えております。 

 よろしくお願いをいたします。 

○議長（南部 武司君）   鷲田昭男議員。 

○７番（鷲田 昭男君）   ありがとうございました。 

 なかなか予想というのは立てられないというのはよくわかりますが、一つお伺い

したいのは、年少扶養控除の金額はどれぐらいに算定をされているのかというのと、

もう１点、平成２５年度以降は２％程度ずつ減っていくというご答弁ですが、せめ

て３年ぐらいは、要するに大まかな金額ぐらいはつかんだ上でないと、全体的な計

画が立てられないと思いますので、せめて３年ぐらいは数字が出るような形のもの

を示していただきたいなというふうに思います。これは今急に言ってもなかなかで

きないことでございますが、今後３年ぐらいは計画の中に入れて、これぐらいずつ

減っていくだろうという目安がないと、歳出も当然絡んできますので、そういうこ

とだけはひとつよろしくお願いをいたします。 

 １点だけよろしくお願いします。 

○議長（南部 武司君）   日置総務部長。 

○総務部長（日置 直人君）   お答えをいたします。 



 年少扶養の関係でございますけども、年少扶養には１６歳未満の控除の廃止とい

うことで試算をいたしまして、１人当たり１万９，８００円、特定扶養、いわゆる

１６歳から１８歳の控除の変更ということで、金額にして７，２００円、それに該

当人口が、１６歳未満の方ですと３，６００人、１６歳から１８歳、いわゆる特定

扶養の方については６８０人ということで、それぞれ全員が控除を受けられること

ではございませんので、これの６割という試算をいたしまして、金額にして４，５

６０万円の増収を見込んでおります。 

 以上でございます。 

○議長（南部 武司君）   鷲田昭男議員。 

○７番（鷲田 昭男君）   ありがとうございます。 

 税収が増えるということでございますので、ありがたいことだなと思います。私

が申し上げました３年ぐらいの計画は、今後一応収入として見込んでおいてほしい

と、これだけ要望をいたしておきます。 

 それでは次に２点目、投票所について、平成２２年度参議院選挙から投票所が統

合されまして、投票所自体は減少をいたしております。先の町長選挙及び今回の町

議会選挙と、投票率は決していいとは言えません。 

 投票率が低調の原因はどこにあるのか伺いますということで、投票所が減ったこ

とも投票率の影響の一つとして考えられるというふうに私は思いますが、これまで

の選挙の投票率と比較してどうなるか、また調査もされていると思いますが、その

結果も伺いたいと思います。 

 それと、低いということで納得しておってもだめですので、投票率の向上に向け

てどのような対策を考えておられるのか、お伺いをいたします。 

 よろしくお願いします。 

○議長（南部 武司君）   日置直人総務部長。 

○総務部長（日置 直人君）   投票所についてのご質問にお答えをいたします。 

 ご質問にありましたように、平成２２年の参議院選挙から行政改革の一環として、

投票所を１０投票区から、学校区単位の６投票区に統合をさせていただきました。

統合させていただくに当たりまして、事前に投票所別の交通手段の調査等を行いま

して、選挙管理委員会において十分議論をさせていただき、実施をさせていただき

ました。この投票区の統合後、４回の選挙が行われましたけども、特に混乱もなく、

順調に移行できたと考えております。 

 選挙管理委員会としましては、統合したことによる投票率の低下を危惧いたして

おりましたけども、統合前の平成１５年町長選挙が６３．１２％、統合後の昨年の

町長選挙が６３．７４％、また、平成１６年の町議会選挙が６７．３６％で、今回

の町議会選挙が６５．９４％と、ほぼ近い投票率となっております。 

 また、他の選挙におきましても、統合されました神田地区、三和地区の投票率の



推移を検証いたしますと、統合前と後を比較しましても特に低下はいたしておりま

せん。 

 投票率が低調な原因はどこにあるかということでございますけども、まず国政選

挙で見てみますと、平成２１年の衆議院選挙では、三重県の平均が７２．３７％に

対しまして、本町は７６．５１％、平成２２年の参議院選挙では、三重県の平均が

６０．８５％に対しまして６４．８７％と、両選挙とも約４ポイントほど平均を上

回っている状況でございます。 

 選挙の投票率につきましては、選挙の種類、社会の情勢、世相によりまして異な

るものでございますので、一概に原因を特定することはできないと考えております。 

 いずれにいたしましても、選挙管理委員会としましては、投票率の向上につなげ

てまいたいと考えておりますので、引き続きそれぞれいろんな機会を活用しまして、

啓発活動を実施させていただきたいと思っております。 

 また、今後の対策といたしまして、国政選挙等で発行されております選挙公報を

町の選挙においても作成することを、検討を始めていただいたところでございます。 

 以上、よろしくお願いをいたします。 

○議長（南部 武司君）   鷲田昭男議員。 

○７番（鷲田 昭男君）   今、部長からるる説明をいただきました。数字上は

恐らくそのとおりだと思います。しかしながら町民のお年寄りに聞いてみますと、

今まで近いところにあったけども、今度ちょっと遠くなったで、よう行かんわとい

う方もこれしかりあります。 

 ですから、また増やせというわけにもいかんでしょうけれども、どういうふうに

したら、もっと皆さんご高齢の方が投票ができるようになるかということも、この

数字に満足していただかずに、さらに投票率が上がる努力を、私はしていただきた

いというふうに思います。何か答弁がございましたらしていただきたいのと、それ

から近隣の市町の投票率、もしわかっておれば、二、三の例で結構ですので、お教

えをいただきたいと思います。 

○議長（南部 武司君）   日置総務部長。 

○総務部長（日置 直人君）   お答えをいたします。 

 統合につきましては、私も中上でございますので、近所の方からはそういったお

声も聞いております。しかし先ほどご答弁させていただきましたように、統合する

時にそれぞれ調査等を行って、いわゆる学校区単位に統合させていただいたという

ところを、十分選挙管理委員会としても行政としても説明をし、ご理解をいただい

たというふうに考えておりますけども、先ほど議員申されましたように、この数字

に甘えることなく、より投票しやすい環境を今後も考えていきたいと考えておりま

す。 

 近隣の市町の投票率はどうかということでございますけども、一番近い平成２３



年の県知事選挙で例を申しますと、東員町は５４．７１％です。お隣のいなべ市が

５５．６８％、桑名市が５０．０３％、四日市市が５４．４３％、木曽岬町が５２．

８５％といった数字で、この数字で東員町がどうのこうのということはございませ

んけども、数字としてご報告させていただきます。 

○議長（南部 武司君）   鷲田昭男議員。 

○７番（鷲田 昭男君）   ありがとうございます。 

 数字から見ると、当町は決して劣っておらないということでございますが、前に

も言いましたように、特に高齢者の人が投票ができるような形を今後もお願いをさ

せていただきます。よろしくお願いいたします。 

 それでは次に３点目、指定管理者制度についてということで、お伺いをさせてい

ただきます。 

 現在、指定管理者制度として運用されているところもありますが、教育委員会の

所管する総合文化センター、野球場、陸上競技場など、指定管理者制度へ移行する

計画があるのか、伺います。 

 私個人的には、指定管理者制度が必ずしも最適な方法であるとは思っておりませ

んが、この制度の目的であります経費が節減をされ、なおかつサービスを落とすこ

となくできる施設運営ができれば、これにこしたことはございません。今後、教育

委員会の所管をいたします施設の中で、指定管理者制度に移行をする計画があるの

かどうか、お伺いをさせていただきます。 

○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）   指定管理者制度についてのご質問に

お答えをさせていただきます。 

 このことはご承知のとおり、国の総合規制改革会議の答申を受け、平成１５年９

月に地方自治法が改正され、指定管理者制度の導入がなされたところでございます。 

 本町でも平成１８年度からの行財政改革の中で制度導入のあり方を検討し、平成

２２年度から、ふれあいセンターを社会福祉協議会が、東員共同福祉施設を商工会

が、そして私どもが所管してございます笹尾コミュニティセンターを笹尾自治会連

絡協議会が、それぞれ指定管理者として管理運営を行っていただいております。 

 議員お尋ねの総合文化センター、野球場、陸上競技場などにつきましては、平成

２０年度の行財政改革の段階において、一たん指定管理は見送りという結論が出て

おります。しかしながら、その後の環境の変化もございますし、既に先ほど申し上

げた指定管理を導入した施設の実績も見えつつありますので、それらを検証するこ

とによって、制度導入に向けた検討をさせていただきたいと存じますので、よろし

くご理解のほどお願い申し上げます。 

 以上です。 

○議長（南部 武司君）   鷲田昭男議員。 



○７番（鷲田 昭男君）   ありがとうございます。 

 今の答弁の中で、これ以外の施設については、行革の中では見送りということに

なっているんですかね。ただ、時と場合によっては検討したいというふうなご答弁

であったと思います。 

 平成２２年度の監査結果を見せていただきますと、導入後の管理状況の把握、検

証、評価等が十分に機能しているとは言い難い状況がわかったというふうな監査結

果公表がございます。所管する施設については、今おっしゃられた笹尾のコミュニ

ティセンターですが、どのように感じておみえになるのか、お伺いをいたします。 

○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）   笹尾コミュニティセンターのお話が

出ましたので、笹尾コミュニティセンターだけを見てみますと、ほかの施設も同様

なんですが、平成２２年度から平成２４年度の３カ年を一くくりという形で、指定

管理の協定を結んでございます。したがいまして、総合的な実績検証というのは、

もう一年協定期間がございますので、最終的にはこれからということになりますが、

ここまで見てみますと、利用者数は制度導入前の平成２１年度と比較しますと、平

成２２年度は１万９，０００人に対して２万１，０００人、約２，０００人の利用

者が増えております。率にしますと１０％強の伸びがございます。 

 使用料収入で見てみますと、２０５万円に対しまして２１２万５，０００円と、

わずかではございますが、３％強増えておるのが実態でございます。平成２３年度

も平成２２年度とほぼ同様に推移するものと予想してございます。 

 このことは管理者において、施設の利用しやすい環境づくりや自主イベント等の

実施をいただいておりますので、そういうものが起因と考えられますので、管理者

の努力のあらわれということで、私どもは評価しております。 

 したがいまして、利用者が増えるということになりますと、利用料が増すわけで

ございますので、その分の管理委託料は確実に減額されるということにつながりま

す。そういう意味で、管理者制度導入の意味があると思いますし、指定管理者制度

の目的の１つであります、先ほどの利用者が増えるということは、サービスの向上

にもつながっておりますし、管理料が低減されるということで、意味のあるものだ

と考えておるところでございます。 

 一方、ご指摘にありましたように、町の監査の中で導入後の管理状況の把握、検

証、評価、監督しようといった部分が十分機能していないじゃないかというご指摘

もいただいております。我々としてもさらなる支出の削減、収入の増加につながる

効率的な運営やサービス向上のための方法や方策も、特に平成２４年度は指定管理

の最終年でありますので、現場と十分協議をしながら指導させていただきますので、

よろしくお願いを申し上げたいと思います。 

○議長（南部 武司君）   鷲田昭男議員。 



○７番（鷲田 昭男君）   ありがとうございます。 

 お答えをいただいた中では、監査の公表と違うようなところが見受けられるんで

すが、機能しているとは言い難い状況というのは、何かお心当たりのところはあり

ますか。ありましたらお答えをいただきたい。 

○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）   恐らく明確な公表とか、例えば  ベ

ースで見せるとか、そういったところは見受けられないといったようなところもご

指摘をいただいておりますので、その部分だと思いますし、特に監督指導という部

分で、指導の程度が数字的にあらわれない部分があるものですから、そのあたりが

我々と現場とのつながりといいますか、その辺が見えてこないという、そういうと

ころだというふうに私としては感じております。 

○議長（南部 武司君）   鷲田昭男議員。 

○７番（鷲田 昭男君）   ありがとうございます。 

 理由がわかってみえるということでございますので、その理由が解除できるよう

に努力をしていただきたいというふうに思います。よろしくお願いします。 

 次に４点目、給食センターについてということでございます。 

 ノロウイルスによる感染症が、昨年１１月ごろから他県で発生をしております。

今後、夏に向けて湿度も上がってき、温度も上昇をしてきます。これによりまして

食中毒の発生する季節ということになってまいりますが、これを防止するためにど

のような衛生管理を行うのか伺います。 

 昨年も私から教育長に、学校給食の安全性の確保についてお聞きをいたしており

ます。答弁では、学校給食衛生管理マニュアルを作成し、事故が起こらないように

徹底を図っているというふうにお聞きをいたしております。 

 給食センターは多くの生徒の食事を、共同調理場方式によりましてつくっておら

れ、これを配達してみえるということでございます。給食センターの職員について

は、常に日々慎重に取り組んでみえることだろうというふうに思いますが、わずか

なことが、結果的に見ると多くの生徒の方々に大きな影響を及ぼすということは必

然でございます。 

 そこで伺いますが、衛生管理はどのような形で行われているのか。また、１年を

通じてのマニュアルがあるというふうに前回の時にお聞きをいたしております。そ

のマニュアルというのは、大体の部分で結構ですので、どのようなことで１年の計

画をやってみえるか、お伺いをさせていただきたいと思います。 

○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）   鷲田議員の給食センターについての

ご質問にお答えをいたします。恐らく前回と同様の答弁となろうかと思いますが、

お許しを願いたいと思います。 



 共同調理場方式の学校給食センターにおきましては、食中毒が発生することがな

いように、設置者の責務として努めなければなりません。 

 このことから、学校給食の従事者については、文部科学省の学校給食衛生管理基

準に基づき衛生管理を徹底させ、食中毒の発生防止に努めているところでございま

す。 

 内容といたしましては、保健所の指導によります衛生管理講習会や、県教育委員

会主催の安全衛生に関する研修会を受講させ、専門性の向上を図るとともに、衛生

管理責任者が、調理員に対しまして、毎日衛生管理に関するチェックと指導を行っ

ておりますことや、学校給食日常点検票によりまして、細かい部分まで日々点検を

行い、その改善充実と予防に努めているところでございます。 

 施設関係の衛生管理面では、汚染作業区域と非汚染作業区域の共用を避けた作業

動線の確保などに十分注意を払って、日常の衛生管理に当たっております。 

 また、食中毒の発生は夏場だけではないことから、菌が発生しやすい環境となら

ないように、年間を通して適切な温度管理、衛生管理を行う必要がございます。特

に、調理後の温度管理の徹底や、調理後２時間以内での給食に努めておりますし、

配食後異味・異臭がないかを確認する必要がございますので、子どもの摂食前に必

ず検食責任者が検食をいたしまして、異常がないかを確認させていただいておりま

す。 

 衛生管理を行う上で、管理基準は細部にわたって定められておりまして、今後も

それらの基準を遵守しながら食中毒発生の防止に努めてまいりたいと思いますので、

ご理解を賜りますよう、よろしくお願いを申し上げたいと思います。 

 １年を通じて、この時期に何をすべきとかというものはございませんが、しかし

ながら特に温度管理というのが、食中毒に関しては非常に大事な部分を占めており

ますので、その部分の日々の管理の徹底ということを考えておりますので、よろし

くお願いを申し上げたいと思います。 

○議長（南部 武司君）   鷲田昭男議員。 

○７番（鷲田 昭男君）   ありがとうございました。 

 私も近々にここにお邪魔をさせていただきまして、職員の方ともお話もさせてい

ただきましたし、施設も見せていただきました。その中で２つばかりお聞きをさせ

ていただきます。 

 職員の皆さんには日々徹底した指導、衛生管理についてやっておるということで

ございますが、これはだれが徹底管理をやっておるのか、職員の一人がやっておる

のか、だれが指導しているのか、お教えをいただきたいというのが一つと、衛生管

理について、職員の方はよく存じておると思うんですが、その職員の方について専

門的なこと、もう１ランク上の衛生管理についての職員の研修、要するに内部では

なしに、外部に行って研修をして学んでおるのかということを、教えていただきた



いと思います。 

○議長（南部 武司君）   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）   衛生管理につきましては、基本的に

は現場の栄養士が指導しておりますし、給食センターのセンター長とともに指導に

当たっております。 

 先ほど答弁の中にございましたが、子どもたちの摂食の前に必ず検食をするんだ

ということで申し上げたんですが、学校現場では学校長が検食をやりますし、セン

ターから出ていく前にはセンター長が検食をやらせていただいております。そして

あと上部団体といいますか、上部機関の指導ということで、これも先ほど申し上げ

ましたように、保健所の現場での指導もございますし、県教委主催の安全衛生講習

というものをやってございますので、これに必ず従事者を受講させておりますので、

そういう形で徹底させていただいております。 

○議長（南部 武司君）   鷲田昭男議員。 

○７番（鷲田 昭男君）   ありがとうございました。 

 私この間、余談になりますが、給食センターにお邪魔した時に、これまで給食セ

ンターをオープンしてから事故はありましたかねと聞きましたら、そんなもんある

はずがないですというふうな形で怒られましたが、事故が今後も絶対起こらないよ

うに、特にこれから夏場になってきますので、よろしく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。 


