
○１４番（大崎 潤子君）   今回の９月定例会におきまして、１点目は消費税

について、２点目は予算執行状況について、３点目、給食センター民間委託につい

て、４点目は保育園の跡地問題について、質問をいたします。 

 答弁のほど、よろしくお願いをいたします。 

 まず最初に消費税について。 

 消費税は２０１４年４月から８％、２０１５年１０月から１０％に税率を引き上

げる消費税増税法案が、民主、自民、公明３党の賛成で８月１０日に成立をいたし

ました。 

 問題点は、１、低所得者ほど負担の重い消費税の逆進性、２、中小企業が消費税

分は価格に転嫁できず、みずから負担せざるを得ないという致命的な欠陥、３、消

費税増税により国民負担増は家庭を直撃し、景気を一層悪くし、財政再建にも逆行

する、４、消費税増税は社会保障のためと言いつつ、社会保障では国民負担を求め、

さらに巨大な公共事業のばらまき財源にもする計画などが浮き彫りになっています。 

 また、国民生活の実態は、生活が苦しいと感じている世帯の割合は過去最高で約

６２％、所得は２２年前の水準に戻っている、国民生活基礎調査からの報告もござ

います。 

 法案成立後の調査におきましても、国民の５６％が消費税増税に反対、企業の意

識調査で、６７％が消費税増税は悪影響と答えています。この増税は町政にどのよ

うな影響を与えるのでしょうか。また、この増税に対しての町長のお考えを伺いた

いと思います。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（南部 武司君）   水谷俊郎町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   この間成立をいたしました消費税増税についてのご

質問にお答えをいたします。 

 ８月１０日、消費税増税を柱とする社会保障、税一体改革関連法が可決をされ、

消費税率は平成２６年４月に８％、平成２７年１０月には１０％へ、２段階で引き

上げられることになりました。 

 この税率の改定に伴う、町財政への影響を予測ということでございますが、昨日、

近藤治隆議員への答弁と重複を若干するところがありますけれども、一般会計の歳

入では地方消費税交付金が対象となりまして、平成２３年度決算額では２億１，５

００万円を収入いたしております。 

 税率改定に伴う交付金への反映は、平成２６年度に２億５，２００万円、平成２

７年度には３億６，５００万円、税率が１０％になって交付金全額に反映されるの

は平成２９年度となり、平成２３年度決算の約２．２倍の４億７，０００万円と推

計をいたしております。 

 一般会計の平成２３年度歳出のうち、消費税の支払いが生じる支出は１９億３，



０００万円で、うち消費税は９，２００万円でございます。税率が８％となります

平成２６年度には、５，５００万円増の１億４，７００万円が、消費税の支払いと

推計されます。 

 ２段階目の１０％に引き上げられます平成２７年度の翌年度の平成２８年度には、

１億８，４００万円が消費税の支払いと推計をしております。 

 このほか特別会計につきまして合計いたしますと、一般会計の約１割程度が影響

し、平成２８年度には２，０００万円が消費税の支払いと推計をいたしております。 

 消費税につきましては、税の直間比率などの問題はありますが、国民全体で広く

負担する税として必要なものと考えております。 

 今回の消費税増税でありますが、時期が悪いという問題はありますが、世界の状

況は、ほとんどが１０％以上の税率となっておりまして、そういう点ではやむを得

ないものかと考えております。 

 しかし、世界のほとんどの国は、税率を一くくりにせず、ぜいたく品と生活必需

品の税率を分けて設定をしております。 

 日本の消費税にも、こうした庶民の生活を守る配慮がされることが必要と考えて

おりまして、今後、国でなされます議論を注視してまいりたいと思っております。 

 また、今回の増税は明らかに民主党のマニフェスト違反であると考えており、さ

らには国民に負担を求める前に取り組んでいただかなければならない国や国会議員

の身を切る姿も見せていただいていない今、国民へのしわ寄せだけが、重くのしか

かっているのではないかというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○町長（水谷 俊郎君）   大崎潤子議員。 

○１４番（大崎 潤子君）   町長から答弁をいただきました。 

 町長も先ほど消費税については必要なものである、世界的には１０％以上、そう

いう税率をかけているが、物品税とか、物によって税率が分けられている、日本に

おいてはパン１個買っても消費税、車を買っても同じ税率ですので、そういうとこ

ろについては、日本共産党もきちっと生活必需品にはゼロにする、そういうことが

必要ではないかということを訴えているところでございます。 

 消費税増税によりまして、年収が４００万円で子ども２人の世帯は３０万円ぐら

い、あるいは高齢者、７５歳以上のご夫婦の場合は１８万円、そういう試算もなさ

れておりまして、そういう状況の中で、東員町の町民の皆さんの暮らしへの影響に

ついてはどのようにお考えでしょうか。町長のお考えはわかりました。それが町民

の皆さんにとって、この消費税はどんな影響があるのか、その点について、町長の

ご見解をお願いしたいというふうに思います。 

○議長（南部 武司君）   水谷俊郎町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   先ほどもご答弁をさせていただきましたが、今、世



界の状況といたしまして、消費税が１０％程度というのは仕方がないのかなという

ふうなことを思っておりますけれども、ただ、今非常に世界的に景気が悪い中で、

東員町の町民の皆様だけではなくて、日本国民の皆様にとりまして、大変厳しい状

況になっているのではないかなというふうなことを思っております。 

 確かにもうちょっと経済が交流してくればいいのかもわかりませんけど、今の時

期が本当に消費税増税をする時期なのかなという気がいたしております。 

○議長（南部 武司君）   大崎潤子議員。 

○１４番（大崎 潤子君）   町長は増税をする時期かどうか、疑問に思うとい

うことでしたが、先ほど申しましたように、４人家族、あるいは高齢者の家族で１

７万円から３４万円の負担増、こういう実態があるわけですが、じゃあこういう人

たちに東員町の町民の皆さんに、その増税に対して困ってますということが、いろ

んなところであらわれてきたときに、町としてはどのような手助けと言いましょう

か、支援と言いましょうか、そういうことについてはいかがでしょうか。 

○議長（南部 武司君）   水谷俊郎町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   いろいろ影響は出てくるんだろうなというふうに思

いますけれども、我々行政としまして、しかも単位町ですね、一番小さな自治体と

して、そのことに対して何か手を打つということは、なかなか難しいのではないか

な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）   これは国で成立した問題ですので、一町では難し

いかなということを町長はおっしゃっておりますけれど、東員町のトップとして、

そういう問題が起きたとき、あるいはこういう消費税の問題にしろ、増税に対して

は、やはり町長なりにとか議会なりに、きちっと発信をする、それが数としては少

ないということがあるかもわかりませんけれど、そういう発信をしていただきたい

という思いがありますけれど、その点についてはいかがでしょうか。 

○議長（南部 武司君）   水谷俊郎町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   消費税に関しましては、先ほど私、述べさせていた

だいたように、世界の趨勢としまして、要は税率が生活必需品、議員おっしゃられ

ましたね、パン１個買う、例えばイギリスやオーストラリアなどは税金がかからな

いわけですね。ほかの国でも、例えばそういう物については税率が半分であるとか、

これが世界の趨勢だと思っておりますので、日本もぜひともそういう形で生活必需

品、本当に身近な物については安い税率というものが必要なのではないかなと思っ

てますので、いろんな機会がございますので、そういうところで、東員町としての

こういう意見を発信できればというふうに考えております。 

○議長（南部 武司君）   大崎潤子議員。 

○１４番（大崎 潤子君）   発信をしたいということですので、町長の出席な



さる場は、国にしろ、県にしろ、いろんなところにそういう場があると思いますの

で、ぜひ町長の思いのたけと言いましょうか、町民の声をきちっと伝えていただき

たいというふうに思います。 

 それと増税がされることによって、総務部長に、昨日も出ましたけれど、町民税

とか法人税とか、そこら辺の影響については、まだ試算というのは非常に難しいと

思いますけれど、そのあたりについて、お願いをいたしたいと思います。 

○議長（南部 武司君）   日置総務部長。 

○総務部長（日置 直人君）   お答えいたします。 

 昨日、近藤議員へ、試算についての数字をお示しをさせていただいたんですけど

も、それ以上に、今言われましたような住民税、法人町民税については、試算はま

だしておりませんので、ご了承願いたいと思います。 

○議長（南部 武司君）   大崎潤子議員。 

○１４番（大崎 潤子君）   試算はまだしてないということですけれど、２０

１４年の４月から増税になるわけですので、一度試算をしていただきたいというふ

うにお願いをしたいと思います。 

 消費税の件につきましては、私ども日本共産党は、消費税増税に頼らなくても財

源はありますよということを言ってるわけです。 

 １点目は、消費税は大企業だけが潤う不公平な税制を正すこと、２点目、軍事費

の削減、米軍思いやり予算、政党助成金、大型開発をなくす、３点目、証券優遇税

制をやめ、応能負担にすることで財源を生み出すことができることを申し上げて、

次の質問に入りたいと思います。 

 ２点目は予算についてです。 

 ３月議会で新年度予算を可決しましてから５カ月が過ぎました。町民の皆さんの

要求や町民サービスを向上させるための予算執行がなされているところでございま

す。実際に予算が執行されて、きちっとした形になっている分野もありますが、い

つ始まるのかしらと思う分野もございます。全課にわたって予算の執行状況をお尋

ねをしたいと思います。 

 また特に庁舎等の改修工事には９，３６２万円を計上しましたが、現段階では何

も進んでおりません。窓口のカウンターの改修はどのような形で進めていかれるの

か、計画を示していただきたいと思います。 

 ２点目に、決算書から３月に１７件の入札という表現で質問をいたしましたが、

聞き取りの中で了解できましたので、この部分については削除いたします。 

 副町長の答弁を求めたいと思います。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（南部 武司君）   樋口和人副町長。 

○副町長（樋口 和人君）   大崎議員の予算執行についてのご質問にお答えを



いたします。 

 １点目の今年度予算の各課の執行状況でございますが、予算の執行につきまして

は、日頃から計画的に執行するよう心がけており、現在のところ、各課ともほぼ順

調に執行がされ、５カ月が経過いたしました８月末現在での負担行為を含めた執行

率を所管課別に申し上げますと、まず議会事務局が５６％、政策課が７７％、総務

課が３０％、財政課が８９％、防災安全課が８３％、税務課が５５％、会計課が８

２％、生活環境課が９０％、戸籍保険課が６２％、こども健康課が３４％、地域福

祉課が４５％、長寿福祉課が１５％、建設課が２８％、産業課が４１％、社会教育

課が５２％、学校教育課が４５％でございまして、全体では４９％の執行率でござ

います。 

 続きまして２点目の庁舎等改修工事についてでございますが、主なものについて、

ご説明を申し上げます。 

 まず、役場駐車場拡張工事でございますが、公共施設が庁舎周辺に集約され、駐

車場が満車となることが多く、施設を利用される方にご不便をおかけしているため、

現在の８４台から１４７台へ増やそうとするものでございます。 

 内容としましては、一般駐車場のほか、障がい者用駐車場と、お年寄りや妊婦、

そのほか、体の不自由な方のための優先区画として、思いやり駐車場を庁舎玄関付

近に設ける予定でございます。 

 工事につきましては、１０月の中旬からの着手で予定をしておりまして、来庁者

の駐車場確保のため、２回に分けて工事を行い、年度末の完成を予定してございま

す。 

 次に、庁舎トイレ等の改修工事でございますが、庁舎建築から３４年が経過をし、

使い勝手等も悪くなっておりますところから、利用者の方に何かとご不便をおかけ

していることや、乳児のためのおむつがえ、あるいは授乳のスペースを設けようと

するものでございまして、工事は、１１月頃から行う予定をしてございます。 

 次に、窓口カウンター改修工事でございますが、来庁者の方々のため、相談座席

を増やし、また、プライバシーを守るための仕切りパネルを設置するものでござい

ます。なお、工事は１２月頃から行う予定としてございます。 

 次に照明改修工事でございますが、照明器具の老朽化に伴う改修でございまして、

それに加え、節電のために、省エネルギー製品であるＬＥＤ照明にしようとする工

事でございます。庁舎１階の事務所、それから議場を中心に、ＬＥＤ照明にとりか

える工事で、１１月頃を予定をしてございます。 

 いずれの改修工事につきましても、町民の皆様には適宜「広報とういん」やホー

ムページでお知らせをさせていただきますので、工事期間中につきましては何かと

ご不便をおかけすることになりますので、よろしくご理解とご協力を賜りますよう

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）   副町長から答弁をいただきました。 

 今るる１０月とか１１月ぐらいから工事を始めますという報告を受けたわけです

けれど、町民の皆さんにとっては、いつから工事が始まりますかとか、どのように

なりますかということを、よくお尋ねになるんですけれど、私自身もきちっとお答

えできない部分もありまして、例えばですけれど、前期後期に分けて、このような

計画で、このように進めますというようなことを、町民の皆さんにお知らせをして

いただくことはできないのでしょうか。 

 今、副町長は、これからやる庁舎の改修工事については、ホームページとか広報

に載せますよということをおっしゃいましたけれど、３月に予算ができるわけです

ので、１年間を通して、それぞれの工事内容とか修繕とか出てきますよね。それを

きちっと町民の皆さんにお知らせをしていく。多少のずれとか、その時に確保する

予算によって違うと思いますけれど、その辺についての工夫というものはいかがお

考えでしょうか。 

○議長（南部 武司君）   樋口副町長。 

○副町長（樋口 和人君）   できるだけ当初予算に計上させていただいて、お

認めをしていただいたものについては、議員ご提案のように、皆様に時期的なもの

とか、どういう形で進めるのかという内容についても、今まだ頭の中にアイデアと

してはございませんが、検討してまいりたいと、そんなふうに思っております。 

 以上です。 

○議長（南部 武司君）   大崎潤子議員。 

○１４番（大崎 潤子君）   副町長、今検討していきたいということですので、

ぜひそういうような形で進めていただきたいというふうに思います。 

 やはり町民の皆さんの協力がないことには、工事ですので進まない場合もありま

すので、例えばトイレがこういうふうに改修になれば、お子さんをお持ちの方も気

軽に来てくださいとか、そういうＰＲもできるというふうに思いますので、ぜひ予

算成立後、そういうのを課から出していただいて、町民のサービス向上のために取

り組んでいただきたいということをお願いをしたいというふうに思います。 

 全体的に平均５０％ぐらいの執行率ですということを、今、副町長がおっしゃい

ました。西４丁目の墓参道の手すりについて、修繕料で９４万円ばかりが当初予算

に計上されて、いつできますかということを町民の方がお尋ねになったのです。今

朝回覧が回ってきまして、９月７日付で墓参道の工事を始めますので、付近の住民

の皆さん、ご協力をいただきたいという回覧を見まして、安堵いたしましたけれど、

手すりについても町民の皆さん、早くつけてほしい、そういう思いの方、あるいは

年配の方がお墓まいりするのに非常に困っていらっしゃったわけなんですね。だか



らこれ、当初予算からすると、この時期にしかつけることはできなかったんですか。 

 生活福祉部長にお尋ねをいたします。 

○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）   墓参道の設計につきましては、設計を協議

いたしまして、それから入札という形で、結果的には今の時期になったということ

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）   結果的に今の時期になったという答弁でしたけれ

ど、町民からは早くしてほしいという声がありますので、もう少し早くそういうこ

とに着手していただけませんでしたか。その辺についての課の議論はどういうふう

でしたかということをお尋ねしているのです。 

○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）   担当課といたしましても、現地のほうを調

査して、設計図面をつくり上げて、それから工事の準備ということで今になったと

ころです。もう少し早くできたかもわかりませんけども、今後はもう少し早い目に

やるように努力いたします。 

○議長（南部 武司君）   大崎潤子議員。 

○１４番（大崎 潤子君）   町民の皆さんの要求や、町民サービスを向上させ

るためのいろいろな形での予算の執行ですので、ぜひ早目にとは言いませんけれど、

町民の皆さん、今これが必要なんだということを、それぞれの課で計画を立ててい

ただいて、執行していただきたいというふうに思いますが、副町長にもう一度お尋

ねします。各課で予算についての優先順位と言いましょうか、そういうのはありま

すでしょうか。予算の大小に限らず、優先順位というのがありますでしょうか。 

○議長（南部 武司君）   樋口副町長。 

○副町長（樋口 和人君）   議員のお話のように、予算の大小で決まるもので

はないのかなというふうには思っております。 

 それと順番と言うのか、要は優先順位というのをどこに置くかということもござ

いますが、例えば工期が長くかかるもの、それから短期で済むもの、やはり長くか

かるものについては、当初のほうに、どちらかと言うと発注をして年度内に終わり

たいという気持ちもございます。短いものについては、もちろん町民の皆様のご要

求と言うか、それに照らしてやるのが一番いいのでしょうが、なかなかいろんな事

務的な手続き等もございまして、そこに行けないというのが、生活福祉部長の答弁

かなというふうに思うんですが、なるたけ先ほどご提案のあったように、いつごろ

やりますということを最初の段階にお話をして、そしてそれに向かって努力してい

くということで処理をしていかないと、たくさんございますものですから、何から

手をつけてという順番も難しいというのがございますので、できる限り予定を立て



て、計画的な執行をしてまいりたいと、そのように思っております。 

 以上です。 

○議長（南部 武司君）   大崎潤子議員。 

○１４番（大崎 潤子君）   副町長の答弁をいただきましたので、そのような

方向で改善をしていただきたいというふうに思います。 

 教育委員会の事務局長に１点だけ、総合文化センター北側の駐車場について、ど

のような形でこれから進んでいくのでしょうか。 

○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）   文化センターの駐車場につきまして

は、前回、全員協議会の場でもお話をさせていただいたんですが、現時点は設計の

段階でございまして、それをもとに、また改めてご説明もさせていただくというこ

とで考えてございまして、思いとしては、１１月ごろぐらいから着手できたらなと

いうふうに考えておりますけども、そのあたりは事前にまたご説明もさせていただ

いた後に、というふうな考えでおりますものですから、まずそういう予定で進ませ

ていただきたいと思いますので、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）   文化センターについては１１月ぐらいから工事に

入るということですので、また詳細がわかりましたら、ご提示お願いをしたいとい

うふうに思います。 

 ３点目に入ってまいります。 

 給食センターです。 

 来年４月から給食センターの調理業務を民間委託する計画案が発表されました。

以前から調理業務の民間委託は偽装請負ではないかと指摘してきたところでござい

ます。 

 労働局によれば、調理場、整備備品、機械類は町のもので、学校栄養職員が献立

をつくり、食材を購入し、その指示のもと、民間業者の調理員が調理する、この指

示命令の行為が偽装請負の疑いがあり、この調理員は実態としては派遣労働に当た

るのではないかという見解です。 

 そこで１つ、労務管理上の独立性、２つ、事業経営上の独立性が満たされなけれ

ば適切な請負と言えないと思いますが、労務管理上の独立性とは、委託先において

労働者の配置等の徹底を自ら行うことや、業務遂行方向の指示を直接行うことが求

められます。 

 また、事業経営上の独立性とは、業務の処理について、民法、商法、その他の法

律に規定された事業主として、すべて責任を負うことが要求されますが、教育委員

会の見解を求めたいと思います。 

 また、発注者の建物内を作業場所として請負業務を行う場合の作業場所の賃貸料



について、請負業務の処理自体に直接必要とされる機械、資材等を発注者から借り

入れたり購入したりする場合は、請負契約とは別の双務契約が必要ではないかと思

いますが、双務契約についてのお考えはいかがでしょうか。 

 次に、厨房備品等の使用料について、何を根拠に算定をされましたか、お示しく

ださい。 

 また、調理員の労働条件をどのように明記されますか。調理員として働いている

皆さんは地元の方たちです。安上がりな労働として使うのは問題があると考えるも

のです。 

 以上、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）   大崎議員から私にいただきました、給食につきま

してのご質問に、お答えをいたします。 

 来年の４月から予定をいたしております学校給食センター調理業務の民間委託に

関して、大きく４点のご質問をいただきました。 

 まず１点目の偽装請負についてでございます。 

 この件に関しましては、平成２１年１２月議会と平成２２年６月議会でも同様な

ご質問をいただいておりますが、労務管理上の独立につきましては、請負業者に指

揮命令系統を確立させ、町は従事者へ直接指示をするのではなく、請負者の責任者

に指示を行うことを明確にしていくことや、従事者の就業時間・服務規律・配置等

の管理とともに、福利厚生についても請負者が責任を持って行うことを仕様書や契

約書に明記することで、独立性を確保できるものと考えております。 

また、事務経営上の独立につきましては、①自己の責任による資金の調達、支弁

を行うこと、②民法、商法、その他の法律上の事業主責任を遂行すること、③機械、

設備、機材等の自己調達による業務処理、または企画、技術、経験上の自己独立遂

行性があって、単なる肉体的な労働力の提供ではないこと、が該当すると考えてお

ります。そして独立性をより確保するために、請負業者に町の所有する施設設備・

器具・備品等を有償で使用させることを文書でとり交わすとともに、業務にかかる

光熱水費も業者負担とするところで対応してまいります。 

 ２点目の厨房機器等の使用料につきましては、取得価格と取得後の経過年数によ

り現存価格を算出して、近隣市町の使用料率を参考に算定いたしております。 

 ３点目の双務契約、いわゆる施設使用等の有償契約につきましては、１点目でも

触れさせていただきましたが、施設設備等につきまして、業者から行政財産使用許

可申請書を提出させ、許可書に町の提示する使用料を納付することを明記して対応

したいと考えております。 

 最後に、４点目の調理員の労働条件の改善をどのように仕様書や契約書に明記す

るかとのご質問ですが、大量の給食を安定的に供給していただく必要がございます



ので、従事者については継続雇用を基本といたしますが、１点目の労務管理上の独

立性を保つ必要がございますので、賃金については三重県の最低賃金を下回らない

ことや、法令に基づく指導等に限られるのではないかと考えております。 

 また、人員体制等につきましても、管理栄養士など、業務に特に重要な役割を果

たす方については常勤の正規採用職員とし、最低配置人数も求めてまいりたいと考

えておりますが、全体的な人員の配置等につきましては、３，０００食を調理する

に当たり、必要な要員の効率的な配置を求めることにとどめ、請負者の企画・提案

に委ねたいと考えております。 

 よろしくご理解賜りますように、お願い申し上げます。 

 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。 

 １点目ですけれど、事業経営上の独立性から判断すれば、作業場となる給食施設

や備品については、適正な賃料を定めて、賃貸借契約というのが必要ではないのか

なというふうに思いますけれど、ここでは賃借料ではなくて使用料となっておりま

すけれど、それは全く同じ意味で理解をするのか、そのあたりはどのようでしょう

か。 

○議長（南部 武司君）   岡野教育長。 

○教育長（岡野 譲治君）   お答えをさせていただきます。 

 同様の意味と解しております。 

○議長（南部 武司君）   大崎潤子議員。 

○１４番（大崎 潤子君）   それは同じ意味という形で使っていらっしゃると

いう形ですね。はい、それはわかりました。 

 万が一問題が生じたとき、中毒であったりとか、いろんな器具が破損して何かが

入ったりとか、そういうところの責任というのはどこが問われるのでしょうか。 

○議長（南部 武司君）   岡野教育長。 

○教育長（岡野 譲治君）   仕様書のほうに、食中毒等大きな事故という場合

には、それぞれの受託業者という形になりますけれども、どういう形で機器が壊れ

たかとか、事情によりますけれども、基本的には、そこにある機器等は私どもが直

したりはします。大規模改修とか。しかし機器の使われ方によって、向こうの瑕疵

責任があって壊してしまうということになれば、当然受託業者側に請求をしていく

ということがあります。 

 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）   それはわかりますけれど、先ほど申しましたよう

に、食中毒など、学校給食施設においての問題が発生したときは、保健所等の検査



等が行われるわけですが、そのときにはやはり自治体とか学校関係者の立ち入りと

いうのが求められると私は思います。 

 学校給食法によれば、学校給食衛生管理基準に従って、学校給食の適切な衛生管

理を図る義務を負うことの中心主体は教育委員会というふうなことが明記されてお

りますけれど、受託業者が事業主の責任のすべてを負うということではないと考え

ますが、その点はどうでしょうか。 

○議長（南部 武司君）   岡野譲治教育長。 

○教育長（岡野 譲治君）   おっしゃるとおりです。基本的にそうです。学校

給食に関する全責任は私どもにございますので。 

○議長（南部 武司君）   大崎潤子議員。 

○１４番（大崎 潤子君）   教育長は全責任と言いましょうか、それは教育委

員会のほうで責任を持つということをおっしゃいましたので、そういうことが起き

てはいけませんけれど、私どもは民間委託であろうが、今、町が運営している給食

センターであろうが、そういう問題は起こりはいたしますが、特に民間委託の場合

は、全国的にいろいろな問題が余りにも出ておりますので、そういう点で大変危惧

をいたしております。 

 事業経営上の問題とか、先ほど労務管理上の独立とか、事業経営上の独立につい

ては、きちっとやっていきますということをおっしゃっておりました。それで有償

という形をとるので心配ありませんと言うか、そういうのを契約書に交わすという

ことをおっしゃっておりましたが、それが双務契約とイコールという形で考えるの

でしょうか。 

○議長（南部 武司君）   岡野譲治教育長。 

○教育長（岡野 譲治君）   双務契約と同じと考えております。 

○議長（南部 武司君）   大崎潤子議員。 

○１４番（大崎 潤子君）   それと調理員さんの雇用の件ですけれど、三重県

の最低賃金は、この８月末ですか、７２４円に７円ばかり引き上げられましたけれ

ど、それを下らないと言いましょうか、そういうのを提示をしていきたいというこ

とを、先ほど教育長おっしゃいましたが、ある市では、民間委託をすることによっ

て、９００円の賃金が６５０円だったと思います。引き下げられて、本当に生活す

るのも大変になった、そういう民間委託の事例も聞いているわけですけれど、その

辺はきちっと明記と言いましょうか、働いていただく労働者を守っていただく、そ

ういう観点についてはいかがでしょうか。 

○議長（南部 武司君）   岡野譲治教育長。 

○教育長（岡野 譲治君）   基本的には、業者が、働いていただいている方の

いろんな権利を守るというのは当然のことだと思います。 

 ただ、先ほども申しましたように、賃金をどれだけにするかとか、例えば交通費



をつける、諸手当をつけるというところは、それはもう受託業者の権限であると思

います。 

 私どもも聞いております１つのところは、先ほど７００円から６５０円に下がっ

たと言われますけれども、反対に９００いくらに上がったというところも近隣であ

るというのも、お聞きをしております。ですからいくらとかいうのは、もうそれは

受託業者の基本的な範疇のところであると私どもは考えます。 

 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）   賃金の問題については業者の範疇内にあるという

ことを、教育長はおっしゃっておりますけれど、働いていただく方は、基本的には

町内の方が多いというふうに思いますので、範疇だからそれに従うよではなくて、

やはり教育委員会の立場として、子どもたちの給食という観点からすれば、安い賃

金で調理師さんに働いてもらうのもいかがかなという思いは強うございますので、

その点だけは肝に銘じていただきたいというふうに思います。 

 それと、いただいた案の中に、光熱水費を約１，７２０万円で、使用料ですね、

締結をするというような文章なんですけれど、平成２３年度決算で１，８３２万円

になるわけですけれど、その１，７２０万円の算定根拠だけ、お願いをいたします。 

○議長（南部 武司君）   岡野譲治教育長。 

○教育長（岡野 譲治君）   平成２２年度と平成２３年度の光熱費の実績、給

食センターでかかったのをもとにしながら算定をしております。光熱水費は先ほど

申しましたように、平成２２年度と平成２３年度の実績をもとにしながら算定をさ

せていただいております。 

○議長（南部 武司君）   大崎潤子議員。 

○１４番（大崎 潤子君）   そうしますと、光熱水費は１，７２０万円という

のは、毎年変動がありますか。それとも契約書に、３年契約ですので、３年間は１，

７２０万円でしますよ、それで出た分については町の負担となりますか。その１点

だけお願いいたします。 

○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）   基本的に同額と考えております。 

○議長（南部 武司君）   大崎潤子議員。 

○１４番（大崎 潤子君）   １，７２０万円を超えた、平成２３年度で１，８

３０万円で、約１００万円ですけれど、その分については町の負担になるというこ

とを事務局長おっしゃったんですけれど、ちょっと何かおかしいのではないかなと

いうふうに思いますので、もう一度そのあたりもきちっと精査していただきたいと

いうふうに思います。 

 最後に、効率化を求めるために食育が犠牲を強いられることがあってはいけない



と思います。学校給食法、食育基本法等を積極的に活用し、子どもの立場に立った

学校給食を充実させるために頑張ってまいりたいと思います。 

 そして最後の質問に入らせていただきます。 

 ４点目は旧笹尾第１保育園の跡地問題です。 

 昨年の私の１２月議会における一般質問におきまして、町長は売却をするという

答弁をされました。その後どのようになったのでしょうか。 

 住民は跡地は公有地として残してほしいという考えです。町と自治会は協議を行

っているそうですが、現状について、町長にお伺いをいたします。 

○議長（南部 武司君）   水谷俊郎町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   跡地問題につきまして、お答えをいたします。 

 旧笹尾第１保育園跡地の利活用につきましては、昨年の１２月議会でも、売却の

方向であるというふうにお答えをさせていただきました。 

 今回改めて、ご質問をいただきましたので、なぜ売却という結論に至ったのかと

いうことの思いの一端を述べさせていただきたいというふうに思っております。 

 本町はご承知のとおり、今後大変な高齢化を迎えようといたしております。 

 そのような状況の中で、第１保育園跡地につきましては、同様の問題を抱え、少

子化が進んでいます笹尾・城山地区の再生と、人の循環を考えていくために必要な

用地と位置づけております。 

 これは昨日もご答弁をさせていただきましたが、そこで一定の要件をつけまして、

その土地を民間の力を活用して、今申し上げましたように笹尾・城山地区の再生と、

この地区の人の循環という問題に取り組んでまいりたいと考えております。 

 そうすることで、高齢化を迎えつつある同地区に活気が起こってくるというふう

に考えております。 

 また、笹尾西１丁目自治会からは、この場所に新しい福祉施設を建設するように

要望をいただいております。一方、あわせて集会場の用地としても要望をいただい

ているところでございますが、これらのことにつきましては、笹尾西１丁目だけの

問題ではなく、町全体の問題ととらえておりまして、他の自治会とのバランスも考

慮をいたしていかなければなりません。 

 いずれにいたしましても、笹尾西１丁目自治会とは、今後も引き続き十分に議論

をさせていただきたいと考えております。 

 よろしくご理解を賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（南部 武司君）   大崎潤子議員。 

○１４番（大崎 潤子君）   町長の答弁をいただきました。 

 やはり町長は売却をしていくという、この意思が固いように思います。 

 それで売却をする過程については、少子高齢化の中で、再生にその土地が必要だ

ということをおっしゃっておりまして、ひょっとすると再生というのは、そこを住



宅地か何かに開発をされて、若い層と言うか、そういう方たちに入っていただくと

いう思いなのかどうなのか、そのあたり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）   今申し上げました、この地区の再生及び人の循環、

また若い人が入ってきていただくようなことを考えていきますと、老朽化した家を

新しくしていかなければならないということがありますね。そのために、ある程度

まとまった土地が必要であるというふうに我々は考えておりまして、跡地も、その

再生のためのモデル地区として、住宅なりの建設も必要かなというふうに考えてお

りまして、昨日もお話をさせていただきましたように、ここを開発した開発者と協

議もさせていただき、どういう方法で、この地域を再生させていくのかということ

につきまして、５年ぐらいかけて考えていかなければならないというふうに思って

おります。 

 それ以上かけるとちょっと遅いのかなと。ですからある程度スピード感をもって、

この問題をとらえて考えていかなければならないというふうに考えております。 

○議長（南部 武司君）   大崎潤子議員。 

○１４番（大崎 潤子君）   企業と共同でこれから研究をしていきたいという

ことが、昨日の答弁の中にもありまして、今、町長、５年ぐらいをかけて考えてい

きたいということをおっしゃってはいるんですけれど、私が言いたいのは、老朽化

しているから建てかえをしたりするための、専用住宅的なものを建てようとなさっ

ているのか、いやいやそういうものじゃなくて、福祉施設的な介護施設、そういう

ものなのかどうなのか。再生というのが、はっきり再生でこんなものを建てます、

それも含めてこれから５年かけて議論されるのか。高齢化はだんだん進んでいきま

すね。少子化のほうはストップすることはできるかもわかりませんけど、ちょっと

そのあたりが私にはわかりかねますけれど。 

○議長（南部 武司君）   水谷俊郎町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   基本的に公共施設は考えておりません。新しい高齢

者のための住宅だとか、あるいは若い人が入ってきて魅力ある住宅だとか、そうい

うことをいろいろ今議論をしておりまして、そんな住宅をモデル的にそこへ建設を

して、皆さんに見ていただくという場所にしていきたいなと。先ほども言いました

ように、ネオポリスでまとまっている土地がなかなか出てこないということで、町

の政策として取り組むために、町の土地を使わせていただく。これはあくまでも笹

尾・城山地区の、先ほどから言ってます再生、それから人の循環というものを考え

た方向性で、これを使っ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）   大崎潤子議員。 

○１４番（大崎 潤子君）   町長の思いと私自身の思いと、なかなか重ならな

いと言うか、理解しにくい部分もありますけれど、それと並行いたしまして、やは



り西１丁目自治会から、先ほど町長おっしゃったように、いろんな協議の場を持っ

てくださいとか、話を進めてきていただいているわけですので、地元１丁目自治会

の皆さんの意向とか思いというのは、きちっとくみ取っていただきたいというふう

に、これは本当に必要なことだというふうに思います。 

 確かにあれだけのスペース、町としても売りたい、その気持ちはよくわかるんで

すけれど、また周辺に住んでいらっしゃる自治会の皆さんの思いというのもありま

すので、そのあたりはきちっと声を拾っていただいて、十分検討して、合意があっ

て初めて次へ進めるというふうに思いますので、その会議については、町長も積極

的に出ていただいているとは思いますけれども、出ていただいて、住民代表の皆さ

んと話し合いを重ねていただくことを切に切にお願いをいたしまして、私、大崎の

一般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。 


