
○４番（南部 豊君）   改めましておはようございます。 

 ２０１２年も残すところ、あと２週間余りとなってまいりました。 

 皆様もご存じのように、国政では日本国の将来をつなぐ大切な衆議院議員選挙が

行われております。１２月１６日の投開票により大勢が決まるわけでございますが、

今回は多数の新規政党が選挙戦に名乗りを上げ、小選挙区比例代表並立制が始まっ

て以来、多数の１，５０４名の候補者が乱立・乱戦の選挙戦を繰り広げております。 

 各政党党首の争点は、原発を含めたエネルギー問題、経済や消費税問題、ＴＰＰ

問題、憲法改正、竹島・尖閣諸島問題など、国内外にたくさんの問題を抱えており

ます。解決を見出すのが大変困難でもある難題が山積しているのが現状だと思いま

す。 

 このような問題点は東員町の皆様にも個々に関心を持ち、いろいろなご意見やお

考えをお持ちのことと思います。 

 私は東員町住民として、また日本国民の一人として、一票を大切にしたいと考え

ております。どの政党が勝利し、政権政党として日本の未来をつないでいくかは現

段階ではわかりませんが、日本国民のため、国益を考え、安全で安心して暮らせる

国づくりに強い指導力をもって取り組んでいただきたいと切望するものであります。 

 いずれにしましても、私たち東員町では、しっかりとした政策の推進、安心と安

全、健全な高福祉なまちづくりに、町長をはじめ職員の皆様、日々努力していただ

いていると私は信じております。 

 今回私は通告書に従いまして、２項目の質問をさせていただきます。 

 １項目は農業政策について、２項目は東員町の施策についてであります。 

 １点目の農業政策についてでありますが、私は９月の定例会でも質問させていた

だきました、私自身が未熟なため、いろいろなご指摘やご意見をちょうだいいたし

ました。反省とともに、今後もいろいろな方々にご教授を賜り、しっかりと勉強さ

せていただきたいと考えております。よろしくお願いしたいと思います。 

 そこで町長にお伺いします。 

 日本の農業は大変な岐路に立たされていると思います。 

 １番目に行政が推進している「人・農地プラン」、この制度はいつから始まった

ものなのか。担い手さんの育成に努めているということですが、どのくらいの成果

が出ているのか。 

 ２番目に、他市町では行政と関係機関が協力し、政策を実行する農家さんや団体

づくりを目的に、国や県が具体的な支援や援助をしているとお聞きしました。どの

ようなものがあるのか、お伺いします。 

 ３番目にＴＰＰ問題でございます。国の施策ではありますが、多業種にわたると

思いますので、農業分野に関してで結構です。町長としての思いやお考えをお伺い

したいと思います。答弁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）   南部議員の農業政策についてのご質問にお答えをい

たします。 

 議員ご指摘のとおり、本町におきましても農業従事者の高齢化、後継者不足など

により、農家数は年々減少しておりまして、耕作放棄地の増加が危惧されるところ

でございます。 

 特に土地利用型農業は、今後５年から１０年間、高齢化等で多くの農業者がリタ

イアすることが全国的にも見込まれております。このような現状を踏まえ、農林水

産省は人と農地の問題を解決するための「人・農地プラン」の策定を今年度から推

進しております。 

 本町では従来から農地を守り、持続可能な農業を営めるよう、認定農業者や集落

営農組織等の育成に努め、現在２３の認定農業者の方々にご活躍をいただき、町内

の農地６２４ヘクタールのうち、６５％に当たる４１２ヘクタールを利用集積によ

り経営をいただいております。 

 しかしながら今後も兼業農家の方々を中心に農業離れが見込まれることから、

「人・農地プラン」を新たな地域農業の仕組みづくりを行う契機ととらえ、地域の

実情を勘案したプラン作成を推進しているところでございます。 

 現在３自治会においてプラン作成に向けてのアンケート調査や農家組合での話し

合いが行われているところでございまして、他の自治会におきましても、今後プラ

ン作成に向けた農家の意向調査や認定農業者との意見交換などを行っていただき、

制度の推進に努めてまいりたいと考えております。 

 次に政策を実行する農家や団体づくりを目的に、国県の具体的な支援や援助でご

ざいますが、「人・農地プラン」に位置づけされた個人、法人、集落営農の方につ

きましては、就農対策としての青年就農給付金や農業技術取得のための研修経費の

支援や農作業の効率化、経費削減を図るため、農地の集積に協力をされた方を対象

に農地集積協力金の給付など、さまざまな支援や援助がございます。 

 しかしながら国の農業政策では、これまでもそうであったように、農業経営者の

自立や農業をする喜びを生み出すことはできないと考えておりまして、町独自での

新たな農業経営を考える必要性を強く感じていることから、来年度から新しい農業

への展開、農業と共生するまちを目指した方策を研究してまいりたいと考えており

ます。 

 次にＴＰＰ問題について、私の考え方ということでございますが、昨年１１月に

開催されましたＡＰＥＣ首脳会議で、野田首相がＴＰＰ参加に向け、関係国との協

議に入るということを表明をされました。それ以来、政府内、与党内でも交渉参加

に対して意見はさまざま出ております。また、今、衆議院選挙の最中でございます

ので、次期政権が打ち出すＴＰＰ参画交渉の内容が本当に国益につながるものかど



うかということを判断をさせていただきながら、賛成反対の意見を述べさせていた

だきたいと考えております。 

 いずれにいたしましても、今後も国の動向などを注視しながら、意思決定などし

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した。 

 町長にお尋ねしたいと思います。 

 町長はお米づくり、田植え前準備から稲刈りまでの一連作業がございます。こう

いったご経験はございますでしょうか。また、私たち農家が農協さんへ出荷するお

米１俵ですね、約６０キロ、いくらぐらいで出荷されているのか、ご存じでしょう

か。 

 ご答弁をお願いします。 

○議長（南部 武司君）   水谷俊郎町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   残念ながら、私は農業経験はございません。小さい

ころというか、物覚えがついたかつかないかのくらいのころに、親父にリヤカーの

後ろに乗せられて田んぼへ行って、田んぼで弁当を食べたという思い出はございま

す。しかし実際に自分で農業をしたという経験はございません。 

 それから今、農協へいくらで出荷されているのかというのは、それは申しわけな

いですけどわかりません。ただ１俵当たり１万５，０００円から２万円ぐらいの範

囲ではないかなと。出荷ではないですよ、流通がそんなものではないかなというふ

うなことを思っております。 

○議長（南部 武司君）   南部豊議員。 

○４番（南部 豊君）   今年とれた米ですが、今年は非常に作付けがよかった

ですね。一等米で約１万５，０００円ちょっとで供出されております。通常ですと、

大体１万１，０００円から１万４，０００円ぐらいの間で、大体私たちは出荷して

おります。 

 これが流通に乗りまして、皆様が食する消費者米価ということになりますと、品

種にもよりますけど、３万円前後になろうかと思います。 

 １反当たりどのぐらいとれるかというのもお聞きしたかったんですが、大体これ

でも７俵から、いいところで９俵ぐらいとれるということでしょうか。 

 東員町に関しましては非常に担い手さんに頑張っていただいております。現段階

でも我々の地域としましては、耕作放棄地も９月にお聞きしましたところ、３％ぐ

らいだというお答えもちょうだいしております。 

 ただ、東員町の農家さんは非常に地域的にも恵まれております。山間部にいきま

すと、本当に耕作放棄地も今現在増えております。ただし、そういうところで私を



含めて、農業問題についても余り危機感を持っていないというのは現状であろうか

と思います。 

 それと東員町は、米・小麦・大豆というようなところが米づくりでは主流であり

ますが、ちなみに小麦を申しますと、減反政策で我々は小麦をつくるわけでござい

ますが、今年の輸入価格、大体１５％ほど高くなっておりまして、５，３００円ぐ

らいかと記憶しておりますが、違っていたら申しわけございません。 

 今年私たちが農協へ出荷した小麦の値段、６０キロ、１俵当たりいくらぐらいだ

と思いますか。６０キロで約９００円なんです。 

 我々はなぜこれをするか。国からの減反政策、これを東員町の農家さんは皆さん

守っていただいております。減反奨励金として３万５，０００円、地区によって少々

補助金も違いますけども、１万８，０００円という補助金も出ます。大豆をつくり

ますと、また１万５，０００円という補助金もあります。 

 しかしながら先ほど申しましたように、１俵９００円の小麦をとるのに、私は下

手くそなものですから、１反当たり３俵ぐらいしかとれません。４俵とれたときも

ありますけども、大体３，６００円の収入を得るのに、麦代、肥料代、除草剤代、

そういう機械・人件費を除いても１万４，０００円～１万５，０００円かかるわけ

です。ほとんどが１万円以上の赤字になります。そういったことで今、農業政策、

我々農家としても国の施策としておつき合いしているわけでございます。 

 私は農業政策について、地域の担い手さんや数人のベテランの農家さんに、この

現状を考え、打破するためには、先ほど町長も言われました、東員町として何かブ

ランド化した米・野菜がつくれないかというようなことを相談させていただきまし

た。ほとんどの方がだめ、無理、できないという返事でございます。 

 東員町の農業政策、以前よりたくさんの先輩議員の皆さんが提案し、行政でもい

ろいろなことに取り組んでいただいたと思っておりますが、ほとんど形として残っ

ているものがないように思われます。なぜでしょうか。ここに大きな問題があるよ

うに私は思います。 

 今現在、東員町地域農業再生協議会、東員町地域耕作放棄地対策協議会等、そう

いった委員会で、いろいろな問題を協議はしていただいているかと思いますが、米

づくりと野菜づくりは私は別々と考え、問題点を一つずつ明らかにしていくことか

ら始まると思います。 

 昨日、町長の答弁の中に、行政の中でも若い人たち、２０代、３０代、４０代、

東員町の未来を考える委員会、グループを行政の中でつくられたという答弁もござ

いました。大いに期待したいと思います。 

 先日１２月３日の夜の放送でしたか、カンブリア宮殿という番組の中で、ご覧に

なられた方もおみえになると思いますが、農業政策のヒントになるのではと考え、

少々紹介したいと思います。 



 場所は日本海を臨む石川県羽咋市神子原村という集落で、住民の５４％が６５歳

以上という高齢化が進む限界集落になっている地域でございます。ここに市の臨時

職員で、お寺のご住職なんですが、非常勤の職員ということで採用された方、高野

誠鮮氏、この方が孤軍奮闘して行動することにより大変な奇跡を起こしたという内

容の放送がございました。 

 地域的には先ほど申しました、本当に過疎化の進む村でございます。この方は当

初、石川米として、この地域でも販売をされていましたが、なかなか売り上げも伸

びず、何とかしたいという思いから、いろいろな方たちに手紙を出し、手紙作戦を

やったわけですね。アメリカの企業、いろいろな方に出されたそうです。また、宮

内庁なんかにも出されたそうです。ここで奇跡が起こったんですね。 

 東京のバチカン大使館、ローマ法王大使館と申しますか、そこの方の目にとまり

ました。手紙の内容は、ローマ法王に１％でもお米を召し上がっていただける可能

性はございませんかという内容でございました。後日、市長、高野誠鮮氏、そして

大使館の方と面会することができまして、ラッキーだったんですね。ローマ法王に

神子原米として献上され、これがさまざまなメディアに取り上げられる。そういっ

たことによって、名実共に一大ブランドとしての地位を確立したというお話でござ

いました。 

 参考に１キロ当たり８５０円、１俵にしますと５万円ぐらいになりましょうか。

ここで終わらないのが高野氏のすごいところでして、これでは余りにも限定されて

しまうということで、さらに考えました。 

 このニュースを見て消費者の方たちから、お米を売ってくださいという連絡が入

るようになったそうです。そういった連絡をしておみえになった消費者の方々にこ

う答えたそうです。売り切れです、何々デパートで聞いてください、何々スーパー

で聞いてください、こう返答されたそうです。そうしますと、デパートには消費者

の方からたくさんの問い合わせが入り、市がＰＲしなくても、デパートやスーパー

がＰＲしてくれるんですね。こういったことによって、そういうところに販路が開

けたわけです。 

 そうしますと、当初、農協さんというのは比較的、少し冷たい目で静観していた

そうですが、またＪＡさんが参入してきたわけですね。何とかうちでも売らせてく

れということで、全国展開を今しているそうでございます。 

 また、高野氏は９月には里親制度、お酒の飲める女子大生に限定して昼間は稲刈

りをしていただく、夜は地域のお年寄りと酒盛りをする、非常に楽しい光景じゃな

いかと思いますけども、もちろんコミュニケーションを図るためでございます。ま

たこれが話題になります。住んでみたいという若者もあらわれ、若いご夫婦が喫茶

店をそこでオープンされました。ここの地域で１８年ぶりに子どもさんが誕生され

たそうです。 



 また、耕作放棄地には、自然栽培米づくりに挑戦したいという若者たちが名乗り

を上げたそうでございます。となると、施策自身が若い方たちに入居しやすい環境

を提供しているということで、限界集落から脱却したと、平均年齢が随分下がった

という例もございます。 

 当時、高野氏には犯罪以外ならおれがすべて責任を持つと言っていただいた上司

がいたのもラッキーであったと話してみえたのが印象的でした。 

 私は東員町内の担い手さんをつくることも大変必要だと思いますが、行政の中で

も職員の皆さんに望むのは、広い視野で物事にチャレンジしていただく気持ちを忘

れないでいただきたいということです。また、そういった職員を育てるのは厳しい

環境と上司だと思っています。 

 私は危機意識を持っていただき、勇気をもって、こういった問題に取り組んでい

ただく職員の教育も必要かと考えております。 

 施策に対しては、やはり継続性をよく考えていただきたいと思います。 

 ここでまた町長にお尋ねしたいんですが、担い手さんや後継者さんが不足してい

る現状はなぜだとお考えでしょうか。ご答弁、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）   ご高説をいろいろいただきまして、ありがとうござ

います。 

 多分、今の東員町の農業に魅力がないのではないかなというふうに思ってます。

こう言うと、今農業をやっていただいている方には失礼になるかもわかりませんけ

れども、そういうことではないかな。 

 やっていて喜びを生み出すような農業、それとか少しでも機械代、あるいは材料

なんかを買って、それをこなしていくために農業をするような、それ以上をつぎ込

むような農業では魅力は当然ないですね。多少でも我々は経済活動をやっているわ

けですから、そんな中で稼げない農業というのは、魅力は多分ないというふうに思

ってます。 

 ですから自分のつくったもので町民の皆さんが喜んでもらえる、そして自分もあ

る程度の収入を稼げるような農業、もっと言うなら、東員町として、これが東員町

のものだよというものがあって、それをつくれたら多分もっと魅力のあるもの、や

っていていいなというものが出てくるんではないかなというふうなことを思ってま

して、我々も失敗を恐れずに、ともかく日本の農業は、政策としては国が完全に失

敗してますから、ですから少々失敗してもかまわない。だから前向いて、本当に東

員町の農業、東員町の農産物としての特産品をつくっていこう、つくり出していこ

うという気概を持って、職員の皆さんと一緒に取り組んでいきたいというふうに思

っております。 

○議長（南部 武司君）   南部豊議員。 



○４番（南部 豊君）   ありがとうございました。 

 全くもって私も同感でございます。 

 いろいろな問題点があると思いますが、一口に言うと、やはりもうからない。以

前、３Ｋというふうな言葉もはやった時がありました。やっぱりきつい、汚い、危

険を伴うというようなことも考えてございますが、ある一定の人以外、つくる喜び、

育てる喜び、これはある程度収入にならないとできないことであると思いますし、

長続きしないと思います。 

 野菜が中心なんですけども、２番目にいなべ市ですね、うりぼうさんや、いなべ

っこさんの直売所、力を入れて行政やＪＡさん、そしてまた民間グループさんなど

が、担い手さんや農家さんの収入になるような支援を行っています。東員町でもガ

ラス温室で行っている朝市などがありますが、それ以外にも何かできないかなとい

う思いが私はあります。 

 以前、笹尾中央公園でも朝市があったと記憶していますが、なぜなくなったので

しょうか。少々ご答弁をお願いします。 

○議長（南部 武司君）   水谷俊郎町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   なぜなくなったのか、ちょっとよくわかりませんが、

例えば今ガラス温室で行われている朝市にしても、運営委員会の方が随分ご努力を

されて運営をされておりますが、やり始めた当初は、結構出店者の方もおみえにな

ったんですが、何分東員町の特徴なのかわかりませんが、季節に左右される。です

からたくさん農作物が並ぶ日と全く出てこない日とあるということで、お客さんも

行ってもなかったらということで離れていく。そして離れていってから、お客さん

が少なくなってから、今日はたくさんできたからと出されたときに、いっぱい余る

という、悪循環が繰り返されて、今こういうふうになっているのかなというふうな

ことを思ってます。 

 基本的には運営委員会の方全部が農業をやっている方ではございませんので、そ

ういう方が中心になるのではなくて、本来ならああいう朝市というのは、出店者の

方、要は農家の方が自分たちでどういう物を出して、どういうふうに売り上げてい

くんだということを考えていただくのが本筋ではないかな。そのための我々は場所

を提供していく。ノウハウは出店者の方で、どうしたらいいかというのを真剣に考

えていただきたいなと思っております。 

○議長（南部 武司君）   藤井建設部長。 

○建設部長（藤井 浩二君）   笹尾の朝市でございますが、現在も中央公園で

軽トラ市として、在来の農家の方が２件でございますが、毎週金曜日に開催されて

おりますので、それだけ報告をさせていただきます。すみません。 

○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した。 



 ということは現在も継続中ということでございます。勉強不足で申しわけござい

ません。 

 先日開催されました農業祭、私もお邪魔させていただきました。すばらしい野菜

が出店されていました。ねぎ、白菜、キャベツ、里芋、カリフラワーなどなどがた

くさん並べられてました。どれを見てもすばらしい野菜なんですね。どれを見ても、

これだったらどなたでも消費者の方、お買い上げいただけるんじゃないかなという

野菜がたくさん並んでました。 

 町長も表彰式で町長賞を渡されたり、議長もそのようなことをやっておみえにな

りましたが、先ほど町長も言われましたように場所づくり、また環境づくり、すぐ

に取り組めるもの、５年、１０年と長期的に考えなければならないものがあろうか

とは思いますが、すぐに取り組めるものに関しては、すぐに実行していただくとい

うことも必要かと思います。 

 私は９月の定例会でも申し上げました。売り先、売る場所の確保、こういったも

のを考える。いわゆる売り先がないと、どのような農業政策をやっていただいても

長続きしないと思います。 

 学校給食というのはニーズがあるわけです。何とかそちらのほうに、町内でつく

っていただいた野菜を極力納入していただいて、購入していただけるような、食の

安全・安心、そして品質という問題もございます。クリアしなくちゃいけない壁も

あろうかとは思いますが、前向きにその辺は検討していただきたい。 

 そして簡単な直売所なんかの設置ですね、それとか平成２５年、来年１２月にオ

ープンしますイオンさん、こういったところの敷地内を借りてとか、そういったお

話を今ある程度行政側から有利にというか、話を持っていける状況があるのではな

いかと私は考えてます。できればイオンさんなんかでも買っていただけるといいで

すね。 

 それは先の問題として、ここも東員インター、近い将来オープンされます。そう

いった方たちがたくさんおみえになります。だから東員町としても、そういった場

所を考える必要もあるかと思います。 

 力強い農業推進政策を望みまして、次の２項目目の問題に移らせていただきたい

と思います。 

 １点目の１０月に配布された雑紙回収用袋、当初、担当課の説明では、全額協賛

企業負担という説明を受けましたが、いつまで続けられるのか、お伺いします。 

 ここで全額企業様負担ということで、通告書のほうには表記しましたが、昨日の

大崎議員の答弁の中にもございました。これは私の勘違いということで、まずもっ

て訂正して、おわびを申し上げたいと思います。これが１点目。 

 ２点目の高齢者支援策の敬老会行事、各自治会単位で行われました。参加人員、

経費の削減についてお伺いしたいと思います。 



 ３点目、以前ございました長寿番付についてでございます。 

 以上この３点について、お伺いしたいと思います。 

○議長（南部 武司君）   水谷俊郎町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   「町の政策について」のお答えをさせていただきま

す。 

 大筋、私からお答えをさせていただいて、生活福祉部長から後で補足をさせてい

ただきます。 

 雑紙回収袋につきましては、１０月から回収し始めまして、町民の皆様から大変

なご好評の意見をいただいております。この事業は可燃ごみ減量に相当の効果があ

ると、今のところ我々は考えております。 

 次に敬老会行事につきましては、今年度から各自治会開催に変更させていただき

ましたところ、各自治会の絶大なるご協力をいただきまして、敬老会の参加率は大

きく伸びております。そしてたくさんの皆様に敬老会に参加いただける状況をつく

り出せたのかなというふうに思っております。 

 あわせまして、経費縮減も相当程度ございまして、地域での開催の効果は多分に

あったと考えております。 

 残余につきましては生活福祉部長からお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）   南部議員の「町の政策について」、町長の補

足説明をさせていただきます。 

 まず、１点目の雑紙回収用袋についてのご質問ですが、予算計上につきましては、

当初、可燃ごみ袋の一つとして、分別の徹底、啓発を行い、分別意識を高めていた

だくため購入いたしましたが、一部ごみ袋の在庫が年度末に不足する可能性がある

ため、今回、補正額を計上させていただいたところでございます。 

 また、いつまで続けられるのかとのことですが、先の大崎議員のご質問でもお答

えいたしましたように、さまざまなご意見をちょうだいいたしておりますので、改

善すべきところは改善いたしまして、検討してまいりたいと考えております。 

 続きまして敬老行事についてでございますが、本年度から地域の見守りと絆を深

めていただくため、７５歳以上の高齢者を対象に、多くの方が気軽に参加できるよ

う、身近な地域での開催を自治会にお願いいたしております。 

 地域での敬老行事は、１１月末までに２０自治会から報告いただき、いずれも自

治会の多大なご努力により盛大に開催していただきました。 

 平成２３年度の実績と比較いたしますと、参加人数につきましては、平成２３年

度の参加者が６４２人、出席率２６．１％に対しまして、本年度は１，０００人を

超えて、出席率約４０％以上となる見込みでございます。 

 また、経費につきましては、平成２３年度が７８４万２，０００円に対しまして、



平成２４年度の見込額が３５２万円と、約４３２万２，０００円の減額となってお

り、７５歳以上の方を対象者に配布しておりました記念品の廃止が主な要因となっ

ております。 

 なお、各地域での敬老行事につきましては、「参加者から大変喜んでもらえた」「日

ごろシニアクラブ活動や元気老人サロン事業に参加されない方も敬老行事に参加い

ただいた」などの報告もいただいており、地域での開催目的である「地域の見守り

とつながり、参加率の向上」について、効果が得られているものと考えております。 

引き続き自治会の協力をいただき、敬老行事を進めてまいりますので、ご理解、

ご協力を賜りますようお願い申し上げます。 

 次に長寿番付につきましては、８５歳以上の方の氏名、自治会、年齢を記載した

長寿番付表を昨年度まで敬老会にあわせて、７５歳以上の方へ敬老記念品と共に配

布しておりましたが、対象者の方から「掲載をしてほしくない」「番付自体が個人情

報に配慮が必要」などのご意見をいただいておりました。 

 そのため、本年度から敬老会の開催方法や内容の見直しに伴い、長寿番付表の作

成を廃止させていただいております。 

ご理解賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（南部 武司君）   南部豊議員。 

○４番（南部 豊君）   １点目の雑紙回収袋について、お伺いしたいと思いま

す。 

 ９月の定例会、同僚議員の一般質問のごみ問題の中で、町長が答弁をされておみ

えになります。だとすれば、この施策、９月の定例会以前に計画されたものだと思

いますが、いかがでしょうか。少なくとも９月開会中におきまして、担当課からの

説明がされるべきだと私は考えます。 

 以前より議長から、また予算決算委員長から何度も申し入れがされています、要

は事前説明についてでございます。突然補正予算をというやり方は、やはり議会軽

視ということでとられても仕方がないことかと思います。必要であれば議論し、よ

しとすれば賛成もするわけでございます。どのようなお考えなのか、ご答弁をちょ

うだいしたいと思います。 

 町長お願いします。 

○議長（南部 武司君）   水谷俊郎町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   議会への報告が遅れたことにつきましては、大変申

しわけなく思っております。今後もこういうことのないように気をつけてまいりた

い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）   このたびの補正予算、３８６万円計上されております

ね。企業者さん、雑紙回収袋に１５社記載されております。１６９万円、これは均

等かどうかわかりません。町税、一般財源より２１７万円であります。 

 私、大変失礼なことを申し上げるかもしれません。行政の中で雑紙回収袋の必要

性について、本当に真剣に議論されたのでしょうか。私はまだ経験も浅く、議会に

おいて、過去に補正予算が否決されたことがあったかどうかわかりません。万が一、

今回否決された場合、一般財源からの２１７万円、どのように処理されるのか、お

伺いしたいと思います。 

 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）   この袋につきましては、以前から議論をしておりま

して、ご指摘のように今始まったことではなくて、私がこの議会でも答弁をさせて

いただいた中にも含まれていたと思うんですが、雑紙というものが約４割ぐらい、

可燃ごみの中に入っていると。これを資源に回せば、当然可燃ごみが減るわけです

し、そうすると、リサイクルすれば二酸化炭素の排出が減るということを申し上げ

てきました。 

 そういうことで、雑紙をどういう形で回収しようかと。初めは、今、東員町がや

っております可燃ごみだとか、プラごみだとか、ああいうビニールの袋があります

ね。そういうもので回収しようかとか、いろいろ議論をした中で、紙袋で回収すれ

ば、そのまま資源としてリサイクルに回せるじゃないかというようなこと、これが

結論として、じゃあ紙の袋をつくろうというようなことになりました。 

 そこで、いろいろな企業の方ともお話をさせていただく中で、それなら環境に非

常にいいことを取り組んでもらう、我々のところでも実際に今そういう雑紙みたい

なものは業者に有償で渡して処分をしていただいているというようなことがあって、

その辺も、じゃあ一緒に回収業者の方が取りますよというようなことなどなど、雑

談程度と思っていただいていいんですが、そういう中で、町がそういうことに取り

組むなら、我々も少し協賛しようということを言っていただいた企業さんもござい

まして、こういう形になったというふうなことでございます。 

 ですから、もともとビニール袋で回収しようかというような話から、いろいろ変

遷をいたしまして、結局のところ、処分をしていくのに非常にいいということで、

紙袋になったということでございます。 

 そして予算が否決されたらどうなるのか。それはそれで、これから我々が考えて

いかなければならないというふうに思いますけども、何かでかき集めて流用すると

か、何か方策を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。 

○議長（南部 武司君）   南部豊議員。 



○４番（南部 豊君）   そうすると、補正を組まなくてもよいような気がする

んですけど。これまた、別のときにお話しさせていただきたいと思います。 

 町長は昨日、これからもこういったものを続けられるという答弁をされました。

協賛企業さん、次回もまたこれは募集されるのですか。行政からのこういった依頼

や相談というのは、なかなか断りにくいのではないでしょうか。また、企業さんは

こういったことが負担になるのではないかと私は思います。 

 今回８，９００世帯、２枚×７カ月＝１２万４，６００枚、約１２万５，０００

枚ということで製作されたと思います。予算３８６万円を単純に１２万５，０００

枚で割りますと、１枚に対して３０．８８円、約３１円かかっております。毎回こ

れから続けると、経費がかかり過ぎるのではないでしょうか。毎回このたびに協賛

企業さんを募られるのか、またこれだけの税金を投入されるのかという問題が残り

ます。 

 本当にこういった施策がよいのかということですが、私はもう一度原点に戻って

いただいて、一回検討していただいて、もっと違った方法も考えるべきだと思いま

す。 

 紙袋なんかは別につくらなくても、多分各家庭、皆さん２枚や３枚、またいろん

なところからのいただきものなんかにも紙袋ってついてございます。町長のところ

には非常にいい言葉が届いているということでしたが、私のところには余りいい言

葉というのは聞こえてきません。もったいない、無駄、そんなような言葉が多かっ

たです。 

 昨日の答弁の中でも、何か５０トン、可燃ごみが増えたということでございまし

た。雑紙回収袋がとても効果があったとは、私はちょっと思えず、そういう答弁を

お聞きしてました。 

 雑紙回収に関してはこのぐらいで。こういったことを、また別の違うところにお

金はぜひ使っていただきたいなという思いでございます。 

 続きまして、２点目の敬老会行事についてお尋ねします。 

 今、福祉部長のほうからも答弁がございましたが、こういった各自治会単位で行

われたということでございます。いろいろ自治会で特色を持たれてやってみえるか

と思いますが、そういったものの共有、情報交換ということで、またこれからもこ

ういった形でやられると思います。自治会単位でやられる場合の情報の共有をお願

いしたいと思います。 

 それと３点目の長寿番付、今、部長のほうからも答弁ございましたが、個人情報

という問題が何かにつけて言われるわけでございます。私のところには、最近見な

い、寂しい、本当にお年寄りが楽しみにしておられる大切な情報源なんですね。確

かに個人情報という問題もございます。それ以上に、お年寄りはお年を召しておみ



えになりますと行動範囲も狭くなってまいりますし、他地区の同年代の方たちの情

報も入りにくくなってまいります。 

 個人情報の問題に関しては大きく左右されることは理解できます。ただ、個人情

報の問題以上に、もう一度考えていただきたいという声もございますので、対象に

なる方に対して、こういった番付表に、先ほど部長の答弁の中には、載せてほしく

ないという方の声もございます。また、載せてください、かまわないという方の声

もございます。そこら辺のところをぜひ検討していただきたいなと私は思います。 

 お声の中にも、年寄りの楽しみを取るな、何で行政はこんなことをやめてしまう

んやと。確かに記念品に関してはお金はかかると思います。長寿番付表、これだけ

であれば、それほどお金はかからないのではないかなと私は思っております。ぜひ

これは再検討していただいて、載せていただきたい方たちの情報を、こういった情

報収集で、行政の方にも少し仕事面においては負担が増えることも考えられますが、

お年寄りのためと考えて、そういったところをぜひぜひ頑張っていただきたいと思

います。 

 私本日、２項６点につきまして質問させていただきました。ぜひ我が東員町も安

全・安心、そして高福祉のまちとして、これからも皆様に、東員町の施策として推

進していただきたいと思います。 

 これで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。 


