
○４番（南部 豊君）   ９月に入りまして、ようやく朝晩涼しくなってまいり

ましたが、日中はまだまだ暑い日々が続いております。その疲れがそろそろ出てく

るころと思いますが、皆様におかれましては、職務にも、日常生活におきましても、

体調には十分注意され、お過ごしいただきたいと思います。 

 私はこの９月定例会におきまして、通告書に基づきまして、大きく３項目の質問

をさせていただきたいと思います。 

 １０番目の質問者になりますと、前日の同僚議員、午前中の近藤議員の質問と重

複する部分もあると思いますが、ご答弁のほど、よろしくお願いしたいと思います。 

 先日、総務建設常任委員６名と南部武司議長、議会事務局、合わせて９名で、被

災地、宮城県多賀城市、岩手県陸前高田市、そしてその周辺地域へ視察研修に行っ

てまいりました。 

 多賀城市はご存じのように、我が東員町から建設課の大杉主任が応援派遣されて

いる市でございます。お会いしましたが、元気でやっておみえになりました。 

 昨年の３月１１日、当時、本町では３月の定例会の最中だったと思います。被災

地の状況はいち早くテレビや新聞等で報道され、言葉に尽くし難い惨状は、いまだ

に私たちの記憶に忌まわしい出来事として鮮明に残っております。 

 １年半が経過した今、被災された方々の努力と頑張りで、少しずつ復旧が進みつ

つある現状と、大幅に遅れております国の復興支援のギャップを感じたのは、私だ

けではなかったと思います。 

 多賀城市や陸前高田市で対応していただいた委員長さんや事務局長さんから、実

体験をもとに直接お話を聞くことができ、私自身、大変貴重な勉強をさせていただ

くことができました。 

 その中で、当然ではありますが、両市とも防災対策及び総合計画もありましたが、

全く役に立たなかったと。一瞬にして、これまで築いてきた思い出や財産、そして

大切な家族が失われ、予想をはるかに超える津波にのみ込まれてしまいました。 

 台風や豪雨などは、ある程度予測ができるようになったとはいえ、地震災害はい

つ来るかわからず、予測不可能でございます。 

 先日、南海トラフにおける地域災害規模想定が報道されました。死者数３２万人、

三重県は４万４，８００人とありました。また、三重県鳥羽市沿岸には２７メート

ルの津波が予想されております。我がまち東員町、津波については員弁川河口部よ

り１０数キロ上流部にあり、被災する可能性は低いと考えられていますが、災害規

模が大きく、避難が必要と判断された場合の考えられる対応策をお伺いしたいと思

います。 

 １．自主防災組織の再検討の必要性について、２．避難場所の管理運営と組織づ

くりについて、３．各地域の問題点の想定と支援体制について、４．災害弱者の方々



に対する支援体制について、５．行政と各地域間の情報の伝達方法について、６．

個人情報に考慮したマニュアルづくりの提案でございます。 

 以上、町長よりお考えをお伺いしたいと思います。 

 詳細につきましては、担当部局からの答弁でも結構でございます。 

○議長（南部 武司君）   水谷俊郎町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   南部議員の防災対策について、お答えをいたします

が、ご質問が多岐にわたっておりまして、さらには昨日、今日と、ご質問いただい

た答弁と若干重複する部分があるかもわかりませんけども、順次、ご質問にお答え

をいたしたいと思います。 

 まず、自主防災組織につきましては、地域住民が協力・連携し、災害から自分た

ちの地域は自分たちで守るために活動することを目的とする組織のことでございま

す。 

自主防災組織は、日頃から災害に備えたさまざまな取り組みを実践するとともに、

災害時には、災害を最小限に食い止めるための活動を行っていただいております。 

災害の発生時間帯はさまざまでございますので、地域に残された住民の皆様が、

どのような時間帯であっても、みんなで協力・連携する体制づくりが必要であると

考えております。 

日頃から災害に備えたり、災害が予測される場合に事前に避難するなど、自らが

自分を守るということや、地域の災害時要援護者の避難に協力したり、地域の方と

ボランティア活動を行うなど、周りの方と助け合う、自助・共助の精神の入った体

制づくりが重要であり、そこでは常に的確に状況判断のできる人材の存在が鍵とな

ります。 

その人材を育てるためのリーダー研修会を今後も開催させていただきますので、

一人でも多くの参加をお願いをしたいと思っております。 

 次に、避難場所の管理運営と組織づくりについて、お答えを申し上げます。 

 避難者につきましては、近くの避難所では地域住民が中心となりますが、学校区

単位のように広がりを持ちます場合には、さまざまな人が避難してくる中、混乱が

予想されております。 

 そのような問題を解決するために、今回も神田小学校区で実施いたしました避難

所訓練で、避難者が自主的に組織を形成し、リーダーの選任や役割分担の配置など、

スムーズな避難所運営が行えるよう、訓練を実施いたしました。今後も、このよう

な実践的な訓練を積み重ねていただきたいと考えております。 

 次に、各地域の問題点の想定と支援体制についてでございますが、地震対策つい

て、笹尾・城山の住宅団地と在来地域での地震への対応は、揺れや火災に対応する

ということが主となりまして、地域によって差があるということはないと考えてお



ります。 

 本町で最大の河川であります員弁川は、いなべ市から桑名市へと大きく南側にふ

くらみ、円を描くように河川の流れが形成されており、水圧のかかる三和地区の南

大社、長深及び中上地区におきましては、水害の危険度が高いことから、避難場所

の選定や避難方法が他地域とは異なっておりまして、東員町地域防災計画において

も、水害時の避難所を、三和地区に限って指定をさせていただいております。 

 特に避難経路につきましては、自主防災組織との協議を行い、早急に経路を確定

していかなければなりません。 

 次に、災害弱者の方に対する支援体制についてでございますが、これにつきまし

ては昨日の川瀬議員の質問にもご答弁をさせていただきましたが、高齢者、障がい

者及び乳幼児などの、一般の避難所の生活が難しい要援護者には、特別の配慮がな

された避難所が必要でございます。 

 要援護者の治療を含めた健康状況の把握と生活支援、心のケア、相談等を行う生

活相談員の配置や、要援護者に配慮した手すり・トイレなどを整備した福祉避難所

の整備が必要でございますので、関係機関との協議を重ね、福祉避難所の指定が早

急に実施できるよう努めてまいります。 

 次に、行政と各地域間の情報の伝達方法についてでございますが、災害直後には

停電や通信基地の倒壊・破損などで、一般電話、携帯電話での通信が不可能となる

場合が想定されます。 

 その場合においては、国、県及び県内市町との連絡網として、三重県防災行政無

線の利用と、東員町内おいては、東員町防災行政無線での利用により、各地域との

連絡体制を整備いたしております。 

 また、それらの連絡体制を補っていただくために、平成１３年９月に締結をして

いただきました東員町防災アマチュア無線ボランティアによる災害時応援協定に基

づき、情報の収集・伝達の要請を行ってまいります。 

 次に、世帯構成に考慮した避難マニュアルづくりについてでございますが、夫婦

と子どもの世帯、老人世帯、ひとり暮らしの世帯など、さまざまな形態の世帯が存

在しますが、世帯構成による避難方法や形態は異なりますことから、災害時の対応

につきましては、家庭内で十分話し合いを行っていただくことが有効であると考え

ております。 

 避難時に家族が離れ離れになることや、家族が仕事や学校で離れている場合、避

難する場所が異なる場合もございます。相互の安否確認の方法と家族が合流する場

所を決めておくことも有効な手段でありまして、さらには、ご近所の世帯構成をお

互いに確認しておくことも、共助ということで必要かなというふうに思っておりま

す。 

 地域の防災力は、自分の家族や地域の世帯構成が大きく影響し、今が助けてほし



い状況なのか、助けてあげられる状況なのか、これを見きわめることが、防災力を

高める上で非常に大切なことだと考えております。 

 今後、住民の皆様には、家庭内や地域での災害時の行動などを十分に話し合って

いただくよう、啓発・周知させていただきたいと考えております。 

 いずれにいたしましても、住民一人一人の防災対策、災害時の減災対策が、被害

を最小限に食い止める最大の手だてと考えております。 

 以上でございます。 

 よろしくお願いを申し上げます。 

○議長（南部 武司君）   南部豊議員。 

○４番（南部 豊君）   １番の自主防災組織の再検討の必要性ということで、

いつ来るかわからない災害に対しての災害対策は非常に難しいと思いますが、現在

の自主防災組織は全く機能しないと思います。曜日や時間帯に対応できなければな

りません。 

 例えば比較的地元におみえになると思われる老人会や元気サロンの皆様を中心と

した消火活動のできる組織づくり、また小中校生、高学年でございますが、ときに

は若い力も必要になると思いますが、いかがお考えでございましょうか、答弁をお

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）   ご指摘のように、特に平日の昼間を想定いたします

と、地域に残っておみえになるのは主に高齢者、あるいは夕方ですと、学校から帰

ってきた子どもたちということになるかもわかりません。 

 そういうことも含めて、みんながきちっとそろってるときに必ず災害が来るとは

限ってませんので、災害が起こったときには、今その地域にいる方たちで自分の身

を守っていただかなければならない、あるいは子どもを守っていただかなければな

らない、お年寄りを守っていただかなければならないという作業をしていただかな

ければなりません。 

 どうしても突発ですので、行政がすぐに対応できるかと言うと、そうでもなくて、

時間がかかります。これはやむを得ないことかなと。できるだけ迅速に対応はさせ

ていただきますけども、やむを得ないことかなと思っておりますので、今ご指摘の

ことを含めて、訓練等に行ければなということで考えさせていただきたいと思いま

す。 

○議長（南部 武司君）   南部豊議員。 

○４番（南部 豊君）   ありがとうございます。 



 ２番目の避難場所の管理運営と組織づくりについてでございますが、避難所の管

理運営には、現在区長さんが当たられると思います。管理運営には見識のある強い

リーダーが必要であると思われます。 

 ＨＵＧ（緊急避難所起動訓練）について、皆さんもご存じのことと思いますが、

補足させていただきたいと思います。 

 よく似た訓練でＤＩＧがございます。これは災害図上訓練、地図を用いて地域で

大きな災害が発生する事態を想定し、危険が予測される地帯、また事態を、地図の

上に透明シートをかぶせて、地図上に書き込んでいく訓練でございます。ＨＵＧも

それによく似ておりますが、これは避難所の図面、机上訓練、図上訓練とも理解で

きますが、机の上で、ゲーム感覚でできる訓練でございます。各避難所の図面の上

にカードを並べ、いろいろな状況に対応するといった訓練でございます。 

 例えばそのカードには、ペットを連れた被災者の方が来ました。次に車いすの方

が来ました。また次に大家族の方がおみえになりましたといったような、いろいろ

な想定されることがカードに書かれております。 

 このＨＵＧについて、詳しく説明させていただいておりますと、私の持ち時間も

なくなってしまいますので、時間がありましたら、防災課のほうへお尋ねいただけ

ればと思います。 

 それで本題のほうに入らせていただきますが、私はこのＨＵＧですね、これを各

地域において繰り返し実施することで、リーダーの育成と地域の問題点を明確にで

きると思いますが、いかがお考えでしょうか。 

○議長（南部 武司君）   日置直人総務部長。 

○総務部長（日置 直人君）   お答えをさせていただきます。 

 ＨＵＧ、いわゆる避難所運営ゲームにつきましては、先ほど南部議員のほうから

ご紹介をいただきまして、いわゆるゲームを通して避難所の運営について、それぞ

れ問題点を整理していくというゲームでございます。 

 このＨＵＧについては、静岡県のほうで開発されたということで、それぞれ全国

的に今取り組まれておるわけでございまして、その中でいろんな、先ほど申されま

したような、例えばペットの管理方法とか、さまざまな方が避難をされてみえます

ので、それぞれ個人の方の状況に応じて避難する場所を区分けをしたりとか、いろ

んな形で訓練をされるわけですけども、このゲームを通して、いわゆる自主防災組

織でさまざまな工夫をされて防災訓練が行われておりますので、役場としてもＨＵ

Ｇを通した形で、地域住民の方に、ゲームを通して防災意識が浸透していくような

効果が絶対にあらわれると思いますので、そういった形で今後利用していきたいと

考えております。 

○議長（南部 武司君）   南部豊議員。 

○４番（南部 豊君）   ありがとうございます。 



 続きまして３番目の各地域の問題点の想定と支援体制についてでございますが、

在来地区とネオポリス地区では、災害対策も少しずつ違いが出てくると私は思って

おりますが、先ほど町長の答弁には、さほど大差はないというご答弁がございまし

た。 

 しかし地震災害、津波、これは必ず来ます。水の津波でなく、震災、火災津波と

言われる火の津波でございます。火の粉は、ときには数百メートル飛びます。住宅

火災が多数発生すると考えられます。道路破損や建物倒壊などにより消火活動が機

能しないとき、行政として、どのような対策を考えておられるのか、お伺いいたし

ます。 

○議長（南部 武司君）   水谷俊郎町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   多分、本町におきましては、津波という心配は少な

いかと思います。ただ、今のご質問は地震でございますので、地震につきましては、

例えば家屋が倒壊するとか、地震に備えるとか、そういうことに対して対策をとる

ということにつきましては、余りどこにおいても対策は変わらないのかなというこ

とでございます。 

 ただ、先ほども申し上げましたように、最近はそれよりもゲリラ豪雨とか、もの

すごい雨が降ります。それに対しては、今はまだ出ておりませんけども、員弁川、

あるいは支流の決壊、オーバーフローということは考えられることでありまして、

家屋への浸水ということは、我々は本当に真剣に考え、その対策を取り組んでいか

なければならないというふうなことを思っております。 

 先ほどの火事があって、火の粉が蔓延して入れない場合はどうするのかと言われ

ましたけども、それにつきましては、桑名消防の東員分署、あるいは消防団とも、

いろんな場面を想定して、対策を練っ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。この件に関しましては、むしろ在来地区のほうが狭い道路

があって、なかなか消防車も入れないところもありますので、その辺をしっかり把

握しながら対策を考えていかなければならないのかなというふうに思っております。 

○議長（南部 武司君）   南部豊議員。 

○４番（南部 豊君）   ４番目の災害弱者の方々に対する支援体制ということ

で、先ほどもそういった介護施設とか福祉関係の施設を利用して、そこに避難をし

ていただく体制をとられるというご答弁もございましたので、５番目の行政と各地

域間の情報の伝達方法ということで、少々お尋ねします。 

 先ほども防災無線、ライフラインが破壊されてますので、当然道路も使えない。

そうした場合の伝達方法は防災無線を使うと。そしてまた、アマチュア無線の方に

も要請をかけるということでございましたが、私は例えばそういったものも使えな

い場合も想定しなくてはならないというふうに考えます。例えば防災無線が倒れた

り、使えない状況になってしまう可能性もあります。 



 私は以前ですが、車が使用できない、そういったものが使用できないときに、自

転車やバイクが活躍をしたというお話を聞いたことがありますが、災害時の緊急車

両としての配備のお考えはございませんでしょうか。台数にもよりますが、それほ

ど経費もかからない対策だと思いますが、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）   緊急車両としての自転車の配備ということでござい

ますけれども、申しわけございませんが、今のところ発想になかったのですが、議

員ご提案がございましたので、一度検討をさせていただきたいというふうに思いま

す。 

○議長（南部 武司君）   南部豊議員。 

○４番（南部 豊君）   我が町でも防災計画が策定されておると思いますが、

他の議会では、そういった議会が審議に加わる、また審議をされているということ

もお聞きします。町としてはどのようなお考えでしょうか。 

○議長（南部 武司君）   日置直人総務部長。 

○総務部長（日置 直人君）   お答えをさせていただきます。 

 地域防災計画の制定、改定につきましては、東員町の防災会議のほうで審議をさ

れておりまして、他の市町の状況はちょっと、今現在こちらのほうで資料がござい

ませんので、よろしくお願いいたします。 

○議長（南部 武司君）   南部豊議員。 

○４番（南部 豊君）   ありがとうございます。 

 いろいろな問題点の検証もあるかと思います。何度も申しますが、ＨＵＧ、これ

はぜひ皆様に各地域で、比較的手軽にやれるゲーム感覚の訓練ですので、ぜひ実行

していただきたいと思います。 

 それでこれを繰り返す、実行することによって、役割分担の明確化とか、少しで

も参加していただく、これも防災安全課の使命と考えます。いつ来るかわからない

災害に対し、住民の皆様に防災意識を高め、危機感を持っていただけるよう、全力

をもってご努力をいただきたいと要望します。 

 また、今なお東日本大震災被災地域では、２，８００名を超える行方不明の方々

もおみえになります。被災された方々に心より哀悼の意を表しますとともに、この

尊い犠牲のもと、しっかりとした防災対策を生かしていただけるものと信じ、２問

目の質問に移らせていただきます。 

 ２問目の農業政策について、町長にお伺いいたします。 

 東員町の農業政策は、いろいろな問題が山積しているのが現状です。国、県の指

針がぶれる中、次世代を見据え、将来に向けた東員町独自の政策が必要と考えます

が、どのような政策や対策をお考えなのか。 



 いまや国民の３％に満たない、約２６０万人の農家が、日本の食糧の大半を支え

ており、かつて自給自足が当たり前だった日本、今、消費者ばかりの国になったよ

うに思われます。以前からも日本の農業危機が叫ばれている中、食糧自給率の低下、

後継者不足、農家人口の長期減少、米離れ、グローバル化に伴う輸入産物の増加に

よる競争力の低下、そして耕作放棄地の増加といった、農業をめぐるさまざまな現

状は増大の一途にあると考えられます。 

 国におきましても、新規就農の支援策、戸別所得補償制度、農地の集約化、耕作

放棄地再生利用等の対策など、農業への支援策や経営基盤の強化を図る政策がとら

れていますが、複雑な仕組みや毎年また短い期間での改正、方針の転換で、農家に

とって十分理解できるとは言い難いものであります。 

 そしてＴＰＰ参加による農家への直接支援の検討や関税撤廃に対応するための抜

本策は先が見えておりません。民間企業の農業参入の現状も知り得ない状況にござ

います。今、政策によって、深刻な現状回復の兆しが見えているとは、とても思え

ません。 

 東員町では米、麦、大豆を中心に生産をいただいて、認定農業者の皆さんに頑張

っていただいており、町の農業を支えていただいておりますが、将来的に農業後継

者の育成や耕作規模拡大、安定した作物の生産流通や収益といった課題の解決は避

けることができないと考えます。 

 そこで町長にお伺いいたします。 

 現状として、東員町の全耕作面積はどれぐらいありますでしょうか。また、水田、

普通畑、果樹園、遊休地の占める面積はどのような割合なのか。既に耕作放棄をさ

れている農地はどれぐらいありますか。また耕作放棄地に対して、どのような対策

がとられているのでしょうか。東員町独自の対策はどのようにお考えなのか、あわ

せてお伺いします。 

○議長（南部 武司君）   水谷俊郎町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   農業政策につきまして、何点かご質問をいただきま

したが、私からは農業政策につきましてご答弁を申し上げ、細部につきましては担

当部長からお答えをさせていただきたいというふうに思っております。 

 全国におきまして、農業を取り巻く環境は依然として厳しく、農家数の減少や就

農者の高齢化、後継者不足、これに伴う遊休農地や耕作放棄地の増加、農地集積の

停滞など、問題が深刻化いたしております。 

 こうした中、本町における農業経営につきましても、認定農業者制度を導入して、

農地の利用集積を図ってはおるところでございますが、同様に農業者の高齢化が進

み、後継者不足が問題となっていることなど、農業の振興には厳しい環境となって

きております。 



 また、本町の農業の特徴は、水田農業による稲作が主流でありまして、他の農作

物への取り組みにつきましては余り活発でないと考えております。 

 本町の農業政策につきましては、野菜や果樹など、高付加価値作物を導入して、

農家への収益確保に取り組むなど、足腰の強い農業の確立を、関係者の方と協力し

ながら目指していきたいと考えておりますが、これも一町のみでできることではな

く、広域的な視野も必要になってくるかと考えております。 

 農業施策の現状、あるいは細部につきましては、担当部長から説明をさせていた

だきますので、よろしくお願いを申し上げます。 

○議長（南部 武司君）   藤井浩二建設部長。 

○建設部長（藤井 浩二君）   私からは、本町の農業施策の現状について、ご

答弁をさせていただきます。 

 町長の答弁にもございましたが、本町は稲作が中心の農業でございまして、国の

生産調整施策に伴い、担い手による麦、大豆の作付が定着し、団地化とブロックロ

ーテーションによる栽培が確立されております。 

 特に生産者につきましては、稲作中心経営の農家が多数を占めており、消費者の

ニーズに対応した米、麦、大豆の品質向上を目指すとともに、担い手の育成と地域

の実情に即した効率的な土地利用を図るため、平成２３年度から本格的に実施され

ました戸別所得補償制度を利用した新規需用米や、畑における麦・大豆の栽培を推

進していくことで、意欲ある農業者が農業を継続できる環境づくりや、高品質で、

安心・安全な農作物の生産、高付加価値化、低コスト化による所得の向上など、農

業の経営基盤の強化を推進しております。 

 現在、東員町地域農業再生協議会や農業委員会、三重・いなべ農業協同組合など

の関係者と行政が一体となり、農業者や地区・集落の自主性と創意工夫による取り

組みをご協議いただいているところでございます。 

 内容といたしましては、農業従事者の高齢化、後継者不足の解消に向け、新規の

就農者の確保として集落営農組織への参加など、就農希望者への支援など、新たな

方策を検討する必要があり、新規施策といたしまして、人農地プランを推進してい

るところでございます。 

 この事業は、農業の将来を担う認定農業者及び集落営農組織などの担い手の育成

を図るとともに、作業委託及び利用権の設定等により、安定した経営の確立を図る

ことを目的としており、集落全員で地域の農業のあり方について徹底的に話し合い

を行い、地域の事情に応じ、最もふさわしい方法をもとに、中心となる経営体を定

め、農地の集積、経営の複合化等のプランを作成いただくものでございます。 

 このプランを作成いただきますと、青年就農給付金や農地集積協力金などが交付

され、後継者の育成について、少しでも支援できるものと考えております。 



 次に耕作放棄地についてでございますが、耕作放棄地につきましては、農地法に

基づき、農業委員会が田畑の利用状況の調査を行っております。 

 町内、農地の面積は７２３ヘクタールでございまして、そのうち農用地区域内は

６１３ヘクタールであり、そのうち田が５８７ヘクタール、割合にして９５．８％、

畑が１７ヘクタールで２．８％、果樹園が７ヘクタールで１．１％、農業用施設用

地が２ヘクタールで０．３％となっております。 

 また、耕作放棄地は全体で７．５ヘクタールで、農地面積全体の１％となってお

り、そのうち田が３．２ヘクタール、畑が４．３ヘクタールとなっております。 

 耕作放棄地の復元を個々の農家で行うには限界がございまして、その実態調査を

もとに問題点を整理し、具体的な計画づくりが必要であることから、平成２１年８

月に東員町地域耕作放棄地対策協議会を設立し、その解消に努めているところでご

ざいます。 

 現在、長深・中上地区におきまして、三重県の助成指導のもと、平成２２年度か

ら耕作放棄地再生利用のため、実証を行っております。 

 長深地区では、東員町の特産品開発を行う取り組みとして、あした葉の作付を行

い、気候、土壌などの適性を見きわめるために実証を行っております。 

 また、中上地区では、新規導入作物の栽培の実践地として、そばの取り組みを行

っております。 

 これらの取り組みは単年度で結論が出るものではなく、一定期間観察する必要が

あり、現在も実証中でございます。 

 今後も協議会を中心に、土地所有者、地域のご意向等をお伺いしながら、耕作放

棄地の解消に向けて取り組んで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（南部 武司君）   南部豊議員。 

○４番（南部 豊君）   ありがとうございます。 

 個人個人で取り組むには、おのずと限界がございます。小さな力もたくさん集ま

れば大きな力に変化する。今後ぜひ行政のプラスアルファを期待いたしまして、次

の質問に移らせていただきます。 

 ３点目の学校給食について、お伺いいたします。 

 安全・安心が絶対条件の学校給食食材、三重県産４０％が目標、現在２０％程度

の利用、なかなか安定確保が難しいとのことでした。 

 町内農家さんからの購入はどの程度あるのか、もしないとすればなぜなのか。い

ろいろな課題もあると思いますが、今後どのようにしたら可能になるか、お伺いし

たいと思います。 

 学校給食の食材については、申すまでもなく、安全で安心して食することが大前

提です。以前から学校給食の食材について、地産地消、食育といった観点からも、



議会で質問が行われたように思います。これまでは安定供給や使用する食材の使用

量等もあり、確保は困難があるが努力しますという答弁が繰り返されたようにもお

伺いいたしております。 

 先ほどの質問で、町の農業振興に取り組むお考えが、今からも力強くやりたいと

いうお考えもありましたので、心強い限りでございます。私はこのことに対しても

感謝申し上げたいと思います。 

 町内の農家の皆さんが育てた農作物を給食食材にすることは決して困難ではない

と私は考えますが、いかがでしょうか。学校給食で使用する農作物であれば、今以

上に農家の皆さんには生産に力と愛情が注がれるのではないでしょうか。 

 大変失礼ではございますが、米は農協、野菜は八百屋へ、注文するのであれば地

産地消、食育の推進の議論にはなりませんし、今後こういったものに力を注いでい

ただくためにも、教育委員会事務局長の明解なるご答弁をお願いしたいと思います。 

○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）   学校給食についてのご質問にお答え

をさせていただきます。 

 学校給食の食材につきまして、三重県では、第２次三重県食育推進計画の推進に

当たって、５つの目標を定めております。 

 その中の１つとして、平成２７年度には、学校給食における地場産物を使用する

割合を４０％とすることを目指しております。平成２２年度の実績においては２７．

７％となっておるのが現状でございます。 

 当町の給食食材につきましては、発注時に、できる限り三重県産の食材というこ

とで依頼をしておりますが、特に野菜につきましては、県内産の流通が限られてい

ることなどから、県外産が多くを占めているというところが現状でございます。 

 現在給食センターでは、１日約３，０００食を調理しております。一度に大量の

食材を要するというところから、現在、町内の農家の方々からの購入をさせていた

だいているところはございませんが、主食の米につきましては、地元の農業協同組

合さんから購入をさせていただいております。 

 直接農家からということはございませんが、地元農業協同組合さんからというこ

とでございますので、町内の農家の方々が農協さんのほうへ納めていただいており

ます。そのものが、間接的ではございますけども、給食センターの米という形で戻

ってくるところはございますが、直接の購入ということでは、現在のところござい

ません。 

 今後地元の野菜等を購入して給食を調理するということになれば、品質・安全性

の確保はもちろんですが、安定的な供給を求めていくことになりますので、それら

が解消されれば、地元の農家から購入ということは可能かと考えられます。 



 そのためには個々からの購入ということは非常に難しく思われますので、それな

りの組織、もしくは体制づくりというものも必要になってくるのではないかという

ふうには考えております。 

 いずれにしましても、今後も地場産物の使用割合を極力高めていくことを念頭に

置きながら、地元の食材の活用について検討してまいりたいと思いますので、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）   南部豊議員 

○４番（南部 豊君）   学校給食は業務委託が予定されております。近々、入

札にて業者さんが決まると伺っております。調理業務のみの委託と聞いております

が、こういった決定された業者さんが給食食材を納入といったようなことはありま

せんか、お伺いします。 

○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）   あくまで食材の調達は町の責任で行

いますので、委託業者にその部分を委託するということはございません。 

 以上です。 

○議長（南部 武司君）   南部豊議員。 

○４番（南部 豊君）   先ほど事務局長のほうから、安定供給ができればそれ

は可能であるというご答弁をちょうだいいたしました。今、東員町内でそういった

学校給食に際して、そういうものを納入している特定業者さんというのはございま

すでしょうか。 

○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）   特定事業者と言いますか、それはご

ざいません。 

○議長（南部 武司君）   南部豊議員。 

○４番（南部 豊君）   今後そういった集約、管理、安定供給できるような、

一つの団体がもしできるのであれば、そういったところでの購入というのは可能で

ありますでしょうか。 

○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）   概略で考えれば可能だと考えられま

す。 

 ただ、例えばいつの時期に何が要るとか、そういうものを計画を出すことによっ

て、その時期に何をつくっていただくかとか、そういう契約栽培みたいなことが実

質可能というふうになれば、地元からの購入ということも考えられるかなというふ

うに思うわけでございます。 

○議長（南部 武司君）   南部豊議員。 



○４番（南部 豊君）   先ほどの農業政策の中でも、そういった農政当局、そ

してまた教育委員会を含めまして、地元業者さん、営農さん、そういった方たちと

協議をすることによって、地域的な計画栽培、そういった計画は立てられると思い

ます。 

 そしてまた、地域ごとに、例えばここはキュウリをつくれとか、タマネギをつく

れとか、そういった地域によって、ある程度量を確保するような生産は可能かと思

われますので、こういったものは個々の農家さんではできることではありません。

こういったものに関して、行政の力強いバックアップなどがあれば、当然これも期

間限定ではあるかと思いますが、組合とか構造、協同組合的な組織ができることに

よって可能かと思われますので、行政のほうからの力強いバックアップを期待した

いと思います。 

 農業政策と給食食材は、私はつながっていると思います。私は今回、若い人たち

の農業参入について触れていませんが、ある地域では、脱サラまでもして農業に関

心を持ち、米づくりやブランド野菜を生産している若者たちの話もございます。若

い人たちが給食食材に関心を持ち、研究や体験、またお年寄りのお知恵やご助言を

いただくことによって、農業をやってよかったと思える政策を行政が力強く打ち出

すことが、未来へ、次世代へとつながっていくと思います。 

 学校給食は子どもたちの心の休憩所だと私は思っております。事務局長、これか

らも子どもたちを優しく、また強く守ってやっていただきたいと思います。 

 ありがとうございました。 

 これで質問を終わります。 


