
○１４番（大崎 潤子君）   今６月定例議会におきまして、１点目、ごみ問題

について、２点目、保育料の無料化について、３点目、北勢線についての一般質問

を行います。明確な答弁、よろしくお願いをいたします。 

 まず最初にごみ問題です。 

 町長は平成２４年４月、今回発行されました町政要覧、この中でも生ごみの堆肥

化、雑紙の回収など、可燃ごみの約９０％の削減で行政コストを下げていきたい、

また生ごみの堆肥化検討委員会を新たに立ち上げましたと述べてみえます。そして

町長のマニフェストにも、ごみの問題を掲げられているところです。 

 検討委員会は、平成２３年１２月５日に委員１２名で第１回が開催をされ、今年

４月１７日には甲賀市の水口庁舎での研修もされており、月１回の会議が進められ

ていると思います。そして私たち議員には、その議事録を配付していただきました。 

 その検討委員会で協議されている生ごみの処理方法について、その方向性はいつ

ごろ、どのような形で町民に示されるのでしょうか。 

 検討委員会の活動内容については町民はほとんど知りません。ごみ削減は町民の

協力なしでは達成できないと考えています。町民への情報発信は必要なことです。

行政と情報を共有する、そのためにも広報とういんのわずかなページでの発信では

なく、きちっとした広報紙を発行することを提案いたします。 

 また、町民対象のシンポジウムの計画など、積極的に町民への働きかけが求めら

れていると思います。 

 東員町ごみゼロプラン策定町民会議は、このようなのをまとめまして出していた

だきました。（大崎議員 資料を示す）。そしてこれの目標は２０１６年度となっ

ております。数値目標はありませんが、このプランの検証も必要ではないかという

ふうに考えるものでございます。 

 そして町長のごみに対する考えは、ゼロ・ウエィスト政策に似ているように私は

感じます。ゼロ・ウエィスト政策とは、ごみの削減を目標とし、それを達成するた

めの具体的な手法を提案することです。日本では２００３年、徳島県上勝町で、２

０２０年までにごみゼロを実現すべく取り組みが行われています。３４分別で、ご

みの資源化に向けた町の意気込みが伝わってまいります。私たちも教育民生常任委

員会で上勝町を視察し、本当に驚いて帰ってきたわけでございます。 

 そして２００８年、福岡県大木町「大木町もったいない宣言」大木循環センター

くるるんを中心に、循環のまちづくりが進められています。数値目標は２０１６年

です。 

 そして２００９年１１月には水俣市にゼロ・ウエィストのまちづくり水俣宣言、

数値目標は２０２６年としています。 

 ゼロ・ウエィストはごみゼロだけでなく、人と人、人と自然のつながりを大切に

する社会、地域で産出したものを地域で消費する地産地消を基礎にした環境負荷の



小さな地域を単位としているものだと思います。東員町も挑戦し、都市宣言に対す

る町長の答弁を求めたいと思います。 

○議長（南部 武司君）   水谷俊郎町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   大崎議員の「ごみ問題について」のご質問にお答え

をさせていただきます。 

 ご質問にございましたように、町では昨年の１２月に「東員町生ごみ堆肥化検討

委員会」を設置いたしまして、全戸を対象とした堆肥化を目指して検討をいただい

ております。 

 委員会の活動につきましては、委員の方々に生ごみの堆肥化の方法や循環社会の

仕組みの構築などについてご議論をいただいており、７月ごろには、委員の方々に、

生分解性のごみ袋を利用した堆肥化、バケツやダンボール箱を利用した堆肥化など、

数種類の方法を実際に試していただき、その実証結果をもとに堆肥化の方法を選定

し、今年度中に５０世帯ほどを考えておりますが、対象といたしまして、地域での

モニタリングを行いたいと考えております。 

 広報等への情報発信も定期的に取り組んでまいりたいと考えておりまして、広報

とういん６月号で、堆肥化に重要な水分を除くアイデアを募集する記事も掲載をさ

せていただいたところでございます。 

 また、アドバイザーとしてお願いをしております橋本力男氏に町民を対象とした

講演会を秋ごろに行っていただくという計画もしております。 

 今後もモニタリング実施世帯数を増やし、回収の方法、回数等の調査を重ね、住

民の方々の理解を得られる方法を検討しつつ、平成２４年度末、今年度末には堆肥

化の実施についての方向性を決定したいと考えております。 

 最後にゼロ・ウェイスト社会宣言都市を東員町でも、とのことでございますが、

議員もご存じのように、徳島県上勝町では２０２０年までに脱焼却・脱埋立を宣言

され、先ほどもご案内のように、３４種類もの徹底した分別回収システムの構築を

行っておられます。 

 しかし、私が申し上げます可燃ごみ９割削減につきましては、可燃ごみ全体の約

４割を占めます古封筒やメモ用紙など、雑紙といわれる紙類のリサイクルと、５割

強を占めます、先ほどから申し上げてます一般家庭から排出される生ごみをリサイ

クルすることでごみを減らすという資源循環型社会のシステムづくりでございまし

て、上勝町での取り組み、それと上勝町の環境とは少し異なるのかなというふうな

ことを思っております。 

 町民にお知らせをするための、ごみを対象にした広報紙を発行してはどうかとい

うご提案もございました。前向きにとらえさせていただいて、検討をさせていただ

きたいと思います。 

○議長（南部 武司君）   大崎潤子議員。 



○１４番（大崎 潤子君）   答弁をいただきましてありがとうございます。 

 １点目は生ごみを全戸対象として取り組んでいきたいということで、今年度中に

約５０世帯、モニタリングをしていき、その結果を見て本年度末に方向性を出した

いということを、今、町長述べていただいているところです。 

 数値的なものはどのように検討されていくのかなというふうに思います。５０世

帯でモニタリングをしていくわけですので、この結果、本当に東員町全域でできる

のかどうなのか、モニタリング５０世帯は、どういう形で対象者をお選びになるの

でしょうか。その点、まずお願いいたします。 

○議長（南部 武司君）   水谷俊郎町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   数値的なものにつきましては担当課から答弁をさせ

たいと思いますが、今年度中に方針を決定して、できれば１年後、平成２６年の初

めぐらいから全戸で取り組んでいただけるようにはならんかなというふうなことで、

今頑張って協議をしていただいております。残余のことにつきましては、担当部署

から、数値的なものにつきましてはお答えをさせていただきます。 

○議長（南部 武司君）   岩田利弘生活福祉部長。 

○生活福祉部長（岩田 利弘君）   お答えさせていただきます。 

 ５０世帯の内訳につきましては、団地のほうで２５世帯と在来地区で２５世帯で

考えております。 

○議長（南部 武司君）   大崎潤子議員。 

○１４番（大崎 潤子君）   モニタリングについては５０、５０ということで

わかりましたが、町長は平成２６年度全戸で取り組みたいということをおっしゃっ

ておりました。そうしますと、そんなに期日がありませんよね。今、平成２４年度

の６月ですので。ですからこの取り組みについて、町民というのは知ってはいるけ

れども、どういう方向でやっていくのか、先ほど申しましたように、検討委員会が

なされているけれども、検討委員会でどんなことが議論されているのかということ

は、町民には知らされていないというふうに思います。 

 そこで広報とういん５月号、６月号、今、町長がおっしゃったように６月号に「水

切り」ということでアイデア募集しますということは出てるんですけれど、知らせ

る方法と、町長が本当にごみを減らして、その財源を福祉や教育に回しますとおっ

しゃるならば、ごみを行政として全課を上げてやってますという意気込みも含めて、

きちっとした、ごみだよりではいけませんので、もう少しかっこいい名前をつけた、

そういうものを月に１回、検討委員会がなさっているわけですから、検討委員会で

はこういうことが決まりました、こういう方向性ですよということを常に発信をし

ていかれて、初めてそこで行政の思い、検討委員の思い、そういうのが町民に伝わ

り、じゃあ一生懸命生ごみをなくすために、あるいは雑紙を回収するために、どん

な手だてをしましょうかということにはなると思うんですけれど、その辺の意気込



みというのが伝わってこないので、私はぜひそれを中心にした広報紙というのが発

行できませんかということを、お尋ねをしているわけでございます。 

○議長（南部 武司君）   水谷俊郎町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   先ほども申し上げましたように、ごみだよりですか、

名前はまた教えてください、いろいろご提案をいただきたいと思うんですけど、そ

ういうものを月１回は難しいかもわかりませんけど、検討をしていきたいなと。そ

して検討委員会のほうでも、そういったものをご検討いただきたいということを申

し上げていきたいというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（南部 武司君）   大崎潤子議員。 

○１４番（大崎 潤子君）   ぜひそういう取り組みについて検討していただい

て、早急にいい方向性をお示しいただきたいというふうに思うわけです。ごみと言

いますけれど、本当にごみが大変なお金になっているわけですので、ぜひお願いを

したいというふうに思います。 

 ごみについて、ぜひ町民も事業者も行政の協働を進めるという観点から、環境学

習の普及や啓発活動というのが今後どういう形でやられていくのでしょうか。確か

にクリーン作戦委員が小学校のほうへ出てお話しなさることもございますけれど、

一般の我々がそういうことを目にするということがあるのかないのか。やはりそう

いうことも含めてやっていただかないと、うまく進んでいかないのではないのかな

というふうに思いますが、そのあたりについてのご見解をお願いいたします。 

○議長（南部 武司君）   水谷俊郎町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   確かに議員おっしゃいますように、町民の皆様に広

くお知らせすると同時に、実際に各家庭で生ごみ堆肥化をやっていただかなければ

なりませんので、今ご提案のことは非常に大切だなというふうなことを思っており

まして、そういう場をこれからもどんどん設けていくという検討をさせていただき

たいと思います。できるだけ多くの皆さんに参加していただけるようなものを考え

たいと思います。 

○議長（南部 武司君）   大崎潤子議員。 

○１４番（大崎 潤子君）   ぜひお願いをしたいというふうに思います。 

 私自身も段ボールで生ごみを堆肥化してみたりとか、コンポストをやってみたり、

いろいろやっていますけれど、なかなか長続きしていないのが現実でして、今は新

聞紙に生ごみを載せて、広げて乾かして、ごみに出しているのが現実でございまし

て、２万６，０００人の町民の皆さんの中には、いろいろなアイデアをお持ちの方

もあると思いますので、そのためにもぜひお願いをしたいというふうに思います。 

 雑紙の回収で、町長は雑紙を回収するための回収袋といいましょうか、それを手

当てをしていきたいということをおっしゃっておりまして、この議事録の中にもそ

の旨が書いてありますけれど、その方向性はいつごろ、どのような形になるのでし



ょうか。それとも個人で雑紙を入れる袋を用意するのでしょうか、お願いいたしま

す。 

○議長（南部 武司君）   水谷俊郎町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   時期につきましては、担当から答えさせたいと思う

んですが、もうすぐなんですけど、今その用意をしておりまして、大体１軒につき

月２枚、袋がいくという割合でつくっております。そういうことで各戸配布をして、

できるだけそっちのほうへ入れてもらって、そのまま出してもらえれば、紙ですか

ら、そのまま処分できるという形にしていきたいというふうなことを思ってます。

時期につきましてはもうすぐなんですが、担当部署から答えさせていただきます。 

○議長（南部 武司君）   岩田利弘生活福祉部長。 

○生活福祉部長（岩田 利弘君）   今現在、８月末を目標に準備しております。 

○議長（南部 武司君）   大崎潤子議員。 

○１４番（大崎 潤子君）   ８月末に雑紙回収の袋を提供していただくという

ことですので、あわせて徹底して、町民の皆さんにはその旨を回覧なり、あるいは

広報とういんのほうでお知らせをしていただきたいというふうに思います。 

 それとあわせまして、今、ごみの分別収集で、公園とか所定の場所にびんとか缶

とか置くんですけれど、そういう回収も必要ですけれど、拠点回収というので、町

民の皆さんがいつでも自分の時間の空いているときに、雑紙やら、いろんなものを

持っていけれる場所、そういうのをぜひつくっていただけないのかなという思いが

あります。ストックヤードがあるんですけれど、例えばそこを活用するとか、多く

の皆さんが庁舎なり、文化センターのほうへいらっしゃる率が高いので、改めてま

たどこかの場所を確保してくださいということは難しいかもわかりませんけれど、

人が多く集まる場所にストックヤードをつくっていただいて、乾電池も含め、いろ

んなものですよね。だから町民が、今日は役場に行くついでにこれを持っていって、

そこへおさめましょうということをすることによって、もっと分別に対しての意識

というのが高まるように思うんです。あちらのストックヤードでは車がないと行け

ないんですよ。その辺について、ちょっとお尋ねいたします。 

○議長（南部 武司君）   水谷俊郎町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   今のお尋ねについては、私どもも（仮称）リサイク

ルセンターというものを考えておりまして、議員ご指摘のように、今のストックヤ

ードでは時々通行止めになったり、非常にわかりにくいところにあるということで、

もっと役場の周辺、あるいはショッピングセンターの周辺とかスーパーの周辺とか、

その辺で、まだ場所は確定をしておりませんが、皆様がいつでも持ってこられる、

そんな場所というものを、リサイクルセンターとしてつくっていきたいなというこ

とで、今検討をさせていただいておりますので、広報紙が見つかり、そしてこうい

う企画でやろうということが、ある程度の目標ができましたら、また議会のほうへ



もご報告をさせていただきたいというふうなことを思っておりまして、またその検

討を皆さんでいただきたいと思っております。 

○議長（南部 武司君）   大崎潤子議員。 

○１４番（大崎 潤子君）   今、前向きな答弁をいただきまして、リサイクル

センターというのをつくっていきたいということですので、ぜひ早く実現をして、

本当に町民の皆さんが、ごみ問題を自分のこととして考えられるよう、その手だて

というのを、ぜひ行政はしていただきたいなというふうに思います。 

 ある本を読んでいましたら、自治体はそもそも処理業者ではない、処理施設の建

設を考えるのは自治体の仕事ではなく、処理施設をどれだけ建てないですむのか、

それを考え、その仕事、資源回収をやったり、システムの改善や条例の制定など、

これを第一義的に考えて、その後に施設を小さいのにするか、大きいのにするのか、

そういう行政の立場であるべきであるということを本で読みましたので、こういう

姿勢を貫いていただかなければならないのではないかというふうに思いますが、町

長、もう一度お願いいたします。 

○議長（南部 武司君）   水谷俊郎町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   至極ごもっともなご意見でありがとうございます。

その方向で頑張らせていただきたいと思います。 

○議長（南部 武司君）   大崎潤子議員。 

○１４番（大崎 潤子君）   ごみ問題につきましては、町長も大変な力を入れ

ていらっしゃるわけでございますので、ぜひその力を十二分に発揮をしていただき

たいというふうに思い、私も町民の一人として、お手伝いできるところはお手伝い

をしながら、また地域の皆さんにお知らせしながら頑張っていきたいなというふう

に思います。 

 先ほど藤田議員からお話があったように、ブログにお載せになったら、こういう

ことで載せました、ぜひ議員の皆さん、一緒に対話の中に入ってください、そうい

うことをまず本当にお願いをしたいというふうに思います。ブログを見て、あっと

いうようなことがあってはならないというふうに思いますし、やはり行政と議会は

上手に回っていかなければいけないので、その点だけよろしくお願いをしたいとい

うふうに思います。 

 ２点目に入ります。 

 ２点目は、３月議会で出生祝金及び小中学校入学祝金条例が、費用対効果が少な

いということで廃止となりました。その質疑応答の中で教育長は、３歳から就学前

までの子どもたちの保育料を無料にするという答弁をなさいました。東員町として

３歳児から中学校卒業まで、一環した教育方針の中で子どもたちを育て、見守って

いきたい旨の内容だと私は思いました。 



 子育て応援についてはいろいろな支援があります。子どもたちの医療費の無料化、

定住促進事業補助金、また他県では給食費の無料化、出産祝金５万円支給、あるい

は子どもが３歳になるまで利用できる子育て応援チケット３万６，０００円の贈呈

などが実施されているところでございます。 

 東員町としては、３歳児からの保育料を無料にする方針ですが、具体的にどのよ

うに実施に当たり、議論されているのでしょうか。財源はどのように捻出されるの

でしょうか。 

 今年度、教育使用料で幼稚園児、４１５名、２，４７０万円、負担金では保育所

保育料、３８０人、７，０６０万円、これは未満児も計上されております。無料と

なれば年間７，０００万円から８，０００万円ぐらいの経費がかかるのではと考え

ますが、いかがでしょうか。 

 また、給食費はどうなるのでしょうか。預かり保育、延長保育はどうなりますで

しょうか。そのような内容をお示ししてください。 

 そして今後町民にはどのように説明をしていかれるのか、あわせて教育長の答弁

を求めます。 

○議長（南部 武司君）   岡野譲治教育長。 

○教育長（岡野 譲治君）   大崎議員の保育料についてのご質問にお答えをい

たします。 

 先の３月議会におきまして、祝金支給条例廃止後の代替施策として、３歳以上の

保育園及び幼稚園の保育料を無償化し、子どもたちの豊かな育ちを社会全体で責任

を持って取り組む「実質的な義務保育」を進めてまいりたいとお話をさせていただ

いたところでございます。 

 現在教育委員会事務局におきまして、情報収集しながら検討をしているところで

ございまして、この場で具体的にお話しをさせていただくまでには至っておりませ

ん。 

 ただ、方向といたしましては、３歳から５歳までの就学前教育をより一層充実さ

せるとともに、子育て支援の拡充として、保育料の負担軽減という形で考えており

ます。 

 財源といたしましては、仮に３歳以上の保育料を全額無償にした場合、年度によ

って増減はございますが、本年度の収入見込み額で約６，８００万円の財源が必要

となります。出生等祝い金の予算額は約３，５００万円でございますので、財源の

面からも十分な検討が必要であると考えております。 

 次に町民の皆様への周知につきましては、町の広報やＨＰを活用して行っていき

たいと考えております。 



 いずれにいたしましても、骨格案ができましたら議員の皆様にもお示しをし、さ

まざまなお知恵も拝借しながら具体化を図っ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にお願いを申し上げます。 

 以上でございます。 

○議長（南部 武司君）   大崎潤子議員。 

○１４番（大崎 潤子君）   教育長から答弁をいただきました。 

 ３月議会から６月議会ですので、まだわずかな月日しかたっていないわけであり

ますけれど、まだ検討中であるということをおっしゃっておりました。 

 私は、３月議会から３月、４月、５月とたちますので、何らかの方向性なり、詳

しいことが着々と教育委員会の中で話が進められているのかなというふうに思った

んですけれど、今の答弁を聞く限りでは検討中である、方向性ということをおっし

ゃったので、ふと３月議会の出生祝金及び廃止条例の時のことが頭をよぎったわけ

ですが、廃止条例をお出しになるなら、それなりの覚悟を持って、こういう条例を

つくっていきます、いついつまでにきちっとします、そういうことがあってしかり

だというふうに思いますが、そのあたりはいかがでしょうか。 

 教育長、よろしくお願いいたします。 

○議長（南部 武司君）   岡野譲治教育長。 

○教育長（岡野 譲治君）   お答えをいたします。 

 私、３月の時にお話しをさせていただきましたけれども、保幼小中の一貫したプ

ランを作成しながら、そしてそれをもとにしながら、無償化についても考えていき

たいというようなことを答弁させていただいたと思います。 

 今いろんなところで情報収集をしております。他府県でどういう形でやっている

のか、それぞれの幼稚園で具体的にどういう形ですることが子育て支援になるのか

ということを、情報収集しながら進めております。 

 現在案はあるんですけれども、案の案ですので、それをこの場で出してお答えを

させるというのは難しいかなと思いまして、骨格案が出ましたらお話をさせていた

だくとお答えさせていただきました。 

 私どもも祝金条例が廃止になった後ですので、覚悟を決めて、いろんな形で子ど

もたちや保護者の皆さんや地域の皆さんにとって一番何がいいのかなということを

考えながら骨格案を出していきたいなということで、周到に研究しながら準備を進

めているということであります。 

 以上であります。 

○議長（南部 武司君）   大崎潤子議員。 

○１４番（大崎 潤子君）   案の案は持っているけれども、ここで発言するこ

とは考えさせていただきたいというような形であったというふうに思います。 



 先ほどの話の中で、３歳児から５歳児、幼稚園児の場合は無料にするけれども、

保育料の負担軽減というのは未満児の保育料の軽減なのか、現在保育園に行ってる

子の保育料の軽減なのか、ちょっとその辺がはっきりしませんので、お願いをした

いことが１点です。 

 子育て応援については、教育長もいろいろなものがあると。私もさっき、るる述

べさせていただきました。保育料を無料にするということとあわせまして、広い意

味で、幼稚園から中学生まで、今、給食をいただいているわけですけれど、例えば

給食を無料にした場合はどのくらいの経費がかかっていくのか。このことについて

も一つの土壌に上がっているのかどうなのか、お願いいたします。 

○議長（南部 武司君）   岡野教育長。 

○教育長（岡野 譲治君）   お答えをいたします。 

 まず私どもが対象にしたいのが保育料に関してですけれども、３歳児から５歳児

です。給食費に対しては、無料化は考えておりません。そのまま払っていただくと

いう形になります。 

 以上です。 

○議長（南部 武司君）   大崎潤子議員。 

○１４番（大崎 潤子君）   そうしますと３歳児から５歳児ですので、幼稚園

児も保育園児も３歳から５歳の場合は無料という形でしょうか。現行保育園に入っ

ている子は、例えば２万円だとしますと、その２万円がゼロになるのか。先ほど限

度額という言葉が出ました。負担軽減ですか、どういう形で無料というのは理解を

するのでしょうか。 

○議長（南部 武司君）   岡野教育長。 

○教育長（岡野 譲治君）   ここらになりますと検討中であるということで、

具体的にはいろんな案が考えられてますけれども、その案を今出すということは控

えさせていただきたいと思います。 

○議長（南部 武司君）   大崎潤子議員。 

○１４番（大崎 潤子君）   そこが私は聞きたかったのですよね。３歳児から

５歳児までの子育て支援を応援いたします、だから幼稚園の保育料も無料になるの

かなというふうに思ったんですけれど、その点については今の段階ではお答えでき

ないということですので、じゃあその骨格案はいつお出しになるのでしょうか、お

願いいたします。 

○議長（南部 武司君）   岡野教育長。 

○教育長（岡野 譲治君）   お答えをいたします。 

 来年度、例えば進めていくということになれば予算がかかわりますので、１２月

までに当然こういう形でという予算案を見なければなりません。ですからそれを逆



算していきますと、それまでに骨格案をつくり、皆さんにお示しをするという形に

なります。 

 ただ、期間も含めて十分検討しなければならないというところもありますので、

今いつというところは明確には言えないところもあります。それも含めて、今研究

をしているというところでございます。 

○議長（南部 武司君）   大崎潤子議員。 

○１４番（大崎 潤子君）   教育長の答弁の中で、来年度実施をしていきたい

という旨でありまして、１２月末ぐらいまでには予算査定が入るわけですので、そ

ういうことになれば９月議会にお出しになるのかな、いやいや１２月議会なのかな

と、そんな憶測をいたしておりますけれど、教育長がおっしゃるように、大変大き

な財源も絡む問題でして、それこそ出生祝金がなくなったときに、なぜまだ２年し

かたっていないのに、それを廃止にして、小さい子どもたちのほうに切りかえてい

きましたかという話も聞くわけなんですよね。ですから町民の皆さんがすべて協議

をするということは、保育料の無料化に限らず難しいというふうに思うんですけれ

ども、子育て支援をする、子育て世代を応援するのには、本当に保育料を無料にす

るのがいいのか、まだいろんな施策というのがあるかもわかりません。これは教育

委員会のプロジェクトチームがあるのか、関係する生活福祉部のほうとの皆さんも

入って、そういうプロジェクトチームか何かで研究なさっているのか、そのあたり

についてはどうでしょうか。 

○議長（南部 武司君）   岡野教育長。 

○教育長（岡野 譲治君）   現在は教育委員会事務局、学校教育課を中心に検

討しております。そのたたき台のたたき台みたいなものを、部長会というのがござ

いまして、そこで検討をしております。 

 プロジェクトチームというのはまだつくっておりません。 

○議長（南部 武司君）   大崎潤子議員。 

○１４番（大崎 潤子君）   この問題については、本当に大きな財源を伴いま

すので、いろんな角度からの研究も必要だし、町民の皆さんの声を聞いていただく

ことも必要ではないかというふうに思います。 

 町長にお尋ねしますけれど、この件については町長のご見解はいかがでしょうか。 

○議長（南部 武司君）   水谷町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   実際教育長は言いたくてしょうがないところまで来

てるかもわかりませんけども、今、議員おっしゃられましたように、財政とのかね

あいがありますので、それを検討をさせていただいている最中でございます。 

 ただ、子育て支援につきましては、前にも答弁させていただいたかわかりません

けど、今、子どもが育つ環境にない、それを何とかしなければいけないという、も

う本当に子育てにつきましては喫緊の課題になっております。その辺を手当てをし



ていかなければならない。そういう場をつくっていかなければならないということ

で、我々はそういう子育てのための場所というものをつくっていくということで考

えておりますので、よろしくお願いをいたします。 

○議長（南部 武司君）   大崎潤子議員。 

○１４番（大崎 潤子君）   子育て世代をしっかり応援をしていく、東員町を

これから担っていく子どもたちのために、どうぞ真摯に取り組みをお願いをしたい

というふうに思います。 

 ３点目の北勢線について、桑名、東員、員弁を結ぶ北勢線は大正３年（１９１４

年）４月５日、北勢軽便鉄道として、西桑名、楚原、１４．１キロが開通し、東員

町内には穴太、六把野、北大社、大木の駅が設置されました。そして昭和６年７月

８日に電化され、全長２０．５キロ完成し、西桑名阿下喜まで１時間足らずで走り、

員弁郡の人々の通勤や通学、旅行に出かける人の利用も増えてまいりました。そし

てマイカーのない時代のラッシュ時には、満員で身動きもできないほどの乗客であ

ったと記されているわけです。 

 まもなく１００年を迎えようとするこの北勢線、社会的財産であると私は考えま

す。近鉄から三岐鉄道はこの財産を引き継ぎ、沿線市町は公的支援、１０年間で５

５億円を行い、人々の大切な足の確保に当たってまいりました。 

 当初、近鉄が約８億円の赤字を出していましたが、今では３億８，０００万円と

いうことで、改善されつつあるのではないかと考えます。 

 平成２５年度以降、北勢線のあり方や財政支援についてどうするのか、北勢線対

策推進協議会や幹事会で議論中であり、この夏ごろまでに平成２５年度以降、どう

市町で支援をしていくのか、結論を出さなければならないようです。 

 今、赤字だからこれ以上財政支援はすべきでないという意見や、エコ、環境にや

さしい社会実現からも鉄道は大切であるなど、さまざまな意見が交わされていると

思います。 

 赤字だから切り捨てるという立場ではなく、どうしたら赤字を克服できるのか、

また乗客増加のために何をなすべきか、知恵と工夫を町民とともに考え、情報を共

有することだと私は考えますが、どうでしょうか。 

 また、北勢線は大切な公共交通だと私は考えています。公共交通はまちづくりの

一環でもあります。車社会による移動格差社会の一般化の中で、車に乗れない方、

外へ出たい声にもこたえることのできるものが公共交通だと考えます。 

 最後に今後の北勢線のあり方についての町政懇談会が開催をされます。当初は２

３自治会で開かれる予定でしたが、なぜ６学校区になったのでしょうか。日程など、

お示しをしていだだくよう、町長の答弁を求めます。 

○議長（南部 武司君）   水谷俊郎町長。 



○町長（水谷 俊郎君）   北勢線についてのご質問にお答えをさせていただき

ます。 

 平成１５年に近鉄から営業権を引き継ぎました三岐鉄道は、行政から１０年間支

援を受けることによって経営を安定させ、１１年目以降は自主運行するとの覚書を

当時の関係市町と結びました。 

 しかし、赤字が解消しないことから、１１年目以降も支援してほしいという要請

が、昨年ありましたことから、北勢線対策推進協議会幹事会で検討を重ねてまいり、

平成２５年から平成２７年までの３カ年を支援期間とし、平成２８年度以降は改め

て関係者によって協議を行うという支援案を示しました。 

 これを受けた北勢線対策推進協議会で、私は、覚書を反故にする一方的な要請を

簡単に受け入れることは住民に対する背信行為であると申し上げ、議会や住民のご

意見を伺うことによる時間的猶予をつくること、そのために、平成２５年度の１年

間は暫定的支援とし、本年度にそれぞれの市町で対応を検討することを提案いたし

まして、そのように決定をいたしました。 

 議員ご指摘のとおり、北勢線はこの地域にとりまして貴重な社会基盤でございま

す。それゆえに、近鉄が営業権を放棄してからこれまで、三岐鉄道に対しまして、

財政支援や人的支援を重ねてまいったところでございます。 

 いずれにいたしましても、この問題に関しましては、議会や住民の皆様のご意見

を伺い、行政、住民が協力し、沿線地域のまちづくりに取り組むことにより、北勢

線の軌道を残し、地域発展のため、努力を重ねていかなければならないと考えてお

ります。 

 このことに関しまして、住民皆さんのご意見を伺う、北勢線を考える町政懇談会

につきまして、小学校区ごとに開催させていただくことといたしまして、６月２３

日土曜日の笹尾東小学校体育館を皮切りに、３０日土曜日には笹尾西小学校体育館、

７月４日水曜日は神田小学校体育館、７日土曜日は稲部小学校体育館、１１日水曜

日は三和小学校体育館、１４日土曜日は城山小学校体育館で開催をさせていだたく

予定にしております。たくさんの皆さんのお考えをお聞かせいただければと考えて

おります。 

 当初、全自治会で懇談会をさせていただこうということに予定をしておりました

が、時間的に８月中ごろぐらいまでに、ある程度の町としての方針を決めていかな

いと間に合わないということでございますので、自治会長ともいろいろご相談をさ

せていただいて、小学校区ごとにしたらどうだというご提案もいただき、このよう

な形になりましたことをご理解をいただきたいというふうに思っております。 

○議長（南部 武司君）   大崎潤子議員。 

○１４番（大崎 潤子君）   答弁をいただきました。 



 今、町長は町政懇談会について、最初は２３自治会は考えていたけれど、時間が

少ないので学校区ごとに行いますということをおっしゃったんですけれど、土曜日

と水曜日ですけれど、学校区によっては水曜日の７時から８時半という形で開かれ

る学校区もあるんですけれど、それで皆さん集まれる曜日なのか、時間帯なのか、

そのあたりを心配いたしますが、日時の設定について、お願いいたします。 

○議長（南部 武司君）   水谷俊郎町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   ７時から８時半ぐらいということで、１時間半程度

予定をしておりますけれども、本当は土曜日のほうがいいということでございます。

集まりからいけば。 

 ただ、自治会長ともお話をさせていただき、２地区については水曜日でもいいだ

ろうということでいただきましたものですから、こういう形にさせていただきまし

た。 

○議長（南部 武司君）   大崎潤子議員。 

○１４番（大崎 潤子君）   自治会長と相談をして水曜日でも仕方ないでしょ

うということでしたけれど、町長がおっしゃったように、より多くの町民の皆さん、

出てきてくださいという日時の設定となるには、日曜日の午前中なり午後という設

定時間もあったのではないのかなというふうに考えたりいたしますけれど、本当に

北勢線について、多くの町民の皆さんに来ていただく、その努力というのもやって

いただかなければなりませんが、周知方法をどういう形でなさるのかなというのが

１点です。 

 そして例えばこの会議に出ていらっしゃいました多くの皆さんが、仮の話が、も

う北勢線はそんなに赤字ならば、例えばやめてしまえ、そういう声が仮に多くあっ

たといたします。そうすると、それを町長は町民の声であるという形で理解はして

いただきたくないというふうに思うんですね。そのあたりについてのお考えはどう

でしょうか、お聞きします。 

○議長（南部 武司君）   水谷俊郎町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   仮定の話はしにくいんですが、どんな話が出てくる

か、そして町民の皆さんが本当にどう考えておみえになるのかというのを十分お聞

き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（南部 武司君）   大崎潤子議員。 

○１４番（大崎 潤子君）   仮定の話をいたしましたけれども、そういう話も

出るだろうし、残してほしいという声も出るかもわかりませんけれど、町民の話を

十分聞きたいということですので、それを忘れずに、町民の皆さんのありとあらゆ

る角度からの声を聞いていただきたいというふうに思います。 

 町政懇談会をやっていただくことも一つの方法であり、町民の皆さんに、ほかの

方法で声も聞いていただきたいんです。北勢線については、町政懇談会だけでなく



て、アンケートをとってみるとか、北勢線を利用していらっしゃる方の声をとって

いただくとか、利用していないけれども将来乗りますよとか、いろんな角度からの

声を拾っていただきたいというふうに思いますが、その点についてはどうでしょう

か。 

○議長（南部 武司君）   水谷俊郎町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   できるだけ多くの町民の皆さんのご意見をお伺いし

たいというのが我々の本音でございますので、今ご提案いただいたことも含めて検

討させていただきたいと思います。 

○議長（南部 武司君）   大崎潤子議員。 

○１４番（大崎 潤子君）   ぜひ８月まで、日にちがないかもわかりませんけ

れど、私は大切な公共交通であるし、地域の大きな財産であるというふうに思いま

すので、ぜひとも北勢線をどうするかという声を、ありとあらゆる角度から拾って

いただきたいというふうに思います。 

 それとあわせまして、利用者を増加させるための手だてですね、東員町独自での

利用促進というのはどういうふうに考えていらっしゃるのか。そして東員町の乗客

数というのは定期買い、通勤通学、このところどういう数字で推移をしているのか、

これは課長にお願いいたします。 

○議長（南部 武司君）   近藤行弘政策課長。 

○政策課長（近藤 行弘君）   東員町独自というより、これは２市１町で北勢

線対策室というのをつくっておりますので、ここでしっかり増加についての手だて

なりを考えて、イベント等もやっております。それによって実績がどれだけ増えた

かといわれるのは、数字にはあらわれてないか知りませんけども、議員おっしゃら

れるように、２３０万人が利用する鉄道です。ここをしっかり考えていかないと、

なかなかこの問題というのは難しいと思います。 

 それと各駅の利用状況でございますけども、多分これは一度お示しをさせていた

だいたことがあるんですけども、東員町の場合、まず東員駅は平成２３年度で定期

買いが５万４，０００人、通勤定期が４万１，０００人、通学定期が５万１，００

０人、合計１４万７，０００人強ですね。穴太駅ですと、定期買いが３万８，００

０人、通勤定期が３万９，０００人、通学定期が４万８，０００人、合計で１２万

７，０００人という形になっております。 

 以上でございます。 

○議長（南部 武司君）   大崎潤子議員。 

○１４番（大崎 潤子君）   今述べていただいた数字は、当初、三岐北勢線を

継続する時に立てられたシミュレーションの中での数字とすると少ないのか多いの

か、ちょっとお願いいたします。 

○議長（南部 武司君）   近藤行弘政策課長。 



○政策課長（近藤 行弘君）   近鉄様から三岐様に存続をお願いした時点で立

てた数字が平成２４年度で多分３０４万人、それが今、２３０万人なんですわ。だ

ったらそれは一体どうなのかという話なんですけども、実はもっとすごい数字がご

ざいまして、ピーク時が昭和５０年で５９７万人、多分先生おっしゃったぎゅうぎ

ゅう詰めの時です。それから平成１３年度に約５０％の２６０万人に減ったと。こ

の時に７億円の赤字が出始めたもので、近鉄がもう手を上げられたということでご

ざいます。 

 以上です。 

○議長（南部 武司君）   大崎潤子議員。 

○１４番（大崎 潤子君）   ２３０万人の方が乗っている大切な公共交通でご

ざいますので、ぜひ何とか存続をしていただきたいというふうに思います。 

 最後に、平成２５年度以降、補助金を出すといたしましても、その都度、補助金

を出したことによっての検証は必要だというふうに考えます。検証には地方鉄道を

地域の社会資本として位置づけて、地域が必要な経費を負担するという発想の転換

も必要ではないかというふうに思います。 

 三重県は北勢沿線地域をモデルとした新たな総合交通計画策定委託業務報告書、

２００４年９月において、総合交通の視点から、費用対効果分析を出しています。

そこでの費用便益比は１．４４となり、社会的に見て、全費用を上回る便益を上回

ると想定されると、北勢線を見ているわけでございます。こうした資料も住民に周

知しながら、鉄道存続の合意形成をぜひとっていただきたいというふうに思います。 

 どうぞ町政懇談会、多くの皆さんに出席をしていただいて、いろんなお声を拾っ

ていただいて、そしてまた、それ以上にアンケートなり、また小さな集会なり、あ

るいは行政にいらっしゃる方、窓口でもいいですから、何か簡単なアンケート、そ

ういうのを置いていただいて、本当に多くの皆さんの声を拾っていただいて、北勢

線について、前向きに検討していただくことをお願いして、一般質問を終わります。 


