
○１４番（大崎 潤子君）   ちょっと体調を崩しておりまして、お聞き苦しい

点がございましたら、すみません、お許しをいただきたいと思います。 

 今年度最後の一般質問となりまして、１点目が来年度の予算編成について、２点

目が制度の終了や変更について、３点目、ごみ問題についての質問をいたしたいと

思います。 

 ３点につきましては、すべて町長の答弁となっておりますので、よろしくお願い

を申し上げたいと思います。 

 まず最初に、来年度の予算編成について。 

 景気低迷の中、町民の暮らしは大変になっております。給与は引き下げられる一

方で、社会保険料等は引き上げられている現実がございます。町税も毎年少しずつ

減収となってきています。 

 笹尾・城山地区におきましては、団塊の世代が増え、高齢者比率も、これからぐ

んと高くなってくるわけです。これがこれからの東員町の姿であるわけです。 

 今、第３次東員町行財政検討委員会で、超高齢化社会の中で、持続可能な東員町

にするための行財政改革が必要であるという観点に立って取り組まれているわけで

す。 

 しかし一方では、住民感覚といたしまして、今急に東員町がやっていけない状態

ではないのに、お金がないのでこれはできない、あれはできないと言われている。

一体何にお金を使っているのか、町政に対する不信も出てきているわけでございま

す。 

 行革を進めることで町民にとってのプラスの面、あるいはマイナス面を十分住民

に説明をすべきだと考えるものです。 

 さて、１０月から来年度予算編成会議が始められていると思います。来年度は何

に重点を置かれ、子育て世代への支援策はどのようになりますでしょうか。また、

税収の見込みはどのようでしょうか、お示しください。 

 次に行財政検討委員会は社会福祉協議会、シルバー人材センター、観光協会、ス

ポーツ協会、文化協会に関しまして、提言書をまとめています。来年度予算にどの

ように反映されるのでしょうか。その内容は、あくまでも住民の立場に立った改革

でないとならないと考えているものですけれど、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）   寒い時期ですので、お体を大切にしていただきたい

というふうに思います。 

 大崎議員からの来年度の予算編成につきましてのご質問に、お答えをさせていた

だきたいと思います。 

 平成２５年度予算編成に当たっての方針でございますが、第５次総合計画に掲げ

ます本町の将来像の実現を図るため、「安全・安心のまち」など、６つの基本項目を



基調といたしまして、平成２５年度当初予算編成の基本方針を、今から述べます５

項目としまして予算編成に当たるよう、職員に指示をいたしております。 

 １点目は、循環型社会の実現を目指し、ごみの減量化とリサイクル促進事業の充

実、２点目は、すべての町民が住みなれた地域で安心して暮らせる福祉のまちづく

りの推進、３点目、農業をする喜びを生み、稼ぐことのできる産業としての農業振

興、４点目としまして、身の丈に合った中心市街地の形成と人の循環可能な住宅地

の再生、５点目、子どもが輝く地域づくりのための子育て支援、教育プランの推進

でございます。 

 現在各課におきまして、この５項目を柱に、肉づけ作業である予算の積み上げを

進めているところでございます。 

 次に、子育て世代への支援につきましてのご質問でございますが、現在、本町の

子育て世代への支援策といたしましては、乳児一般検診をはじめ各種手当、予防接

種、育児相談等、様々な支援を行っており、その一つとして、出生から中学３年生

修了までの間の医療費の無料化を実施いたしております。 

 また、来年度には、乳幼児期の発達段階において、支援の必要な子を早期に発見

し、適切な助言や指導を行える（仮称）発達支援室を設置し、成長過程に応じた途

切れのない支援を行うため、保健・医療・福祉・教育などが連携し、さらなる子育

て支援の充実を図ってまいります。 

 次に、税収見込みにつきましては、先ほどの種村議員の質問でもお答えさせてい

ただきましたとおり、現在予算編成中でありまして、まだ国の地方財政計画も示さ

れておりませんので、最終的な数値を見込むことは困難でございますが、平成２４

年度当初予算と比較して、町民税では減収傾向にあり、固定資産税、軽自動車税、

たばこ税では増収を見込んでおりまして、全体では昨年度とほぼ同額程度、大体０．

５％ぐらいの減かなと考えております。 

 何分にも政局が不安定でございまして、精度の高い推計は難しい状況でございま

すので、現時点での推測として、ご理解をお願いいたしたいと思います。 

 最後に、行財政検討委員会からの提言についてのご質問でございますが、提言と

していただいた意見を尊重し、各種団体で自ら改革に着手をしていただいておりま

す。各団体では検討部会などを立ち上げて、ご議論をいただき、具体的な改善策を

整理され、今、担当課との協議を経て、来年度予算の補助金に反映できるものから

取り組みをさせていただきたいと考えておりますので、ご理解賜りますよう、よろ

しくお願いを申し上げます。 

○議長（南部 武司君）   大崎潤子議員。 

○１４番（大崎 潤子君）   町長から答弁をいただきました。 

 第５次総合計画を進めていく中で、来年度の目標といたしまして、５項目、トッ

プに挙げられたのが、ごみの減量を進めていく。常日ごろ、町長はそのようなこと



をおっしゃっておりますので、トップに示されております。 

 ３点目に、稼ぐことのできる農業、東員町に合った農産物は何なのか、あるいは

どうすることが農業の所得を引き上げていくのかという形で、この３点目にお示し

をされていると思いますけれど、農業問題で具体的にどのようなことをお考えなの

かなというのと、４点目の身の丈に合った中心市街地づくり、住宅地の再生という

ことをおっしゃっておりましたが、９月議会の時に、もとの笹尾第一保育園につい

ては、若者、あるいは高齢者と抱き合わせたような、モデル的なものをつくりたい

ので、そこは売却をしたいという、そのような答弁がありましたが、それとの関連

性があるのかどうなのかということを、お聞きをしたいと思います。 

 それで、こういう施策を来年お出しになるわけですけれど、本年度は「やくばの

しごと」というような冊子をお出しになりましたね。自分の施策、あるいは行政の

施策を、町民の皆さんにわかりやすく知っていただくというので、そういう冊子を

お出しになったんですけれど、内容についても来年度お示しをなさるのかどうなの

か、そのあたりお願いをいたしたいと思います。 

○議長（南部 武司君）   水谷俊郎町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   １点目の農業につきましては今議論をしている最中

で、具体的なところまでは至っておりません。ただ、国の農業政策に頼っていたん

では、今までも国の農業政策で、ここまで私は日本の農業が衰退してきているとい

うふうに思ってますので、これからは東員町を考えた場合、行政が役場として、あ

る程度積極的にかかわっていくべきではないかというふうに考えております。 

 東員町の農業の特徴は水田農業、いわゆる稲作が多いわけですよね。それだけで

は農業振興に僕はならないというふうなことを思ってまして、その辺へ少しメスを

入れていきたいなというふうなことを思っております。 

 具体的にはまだ議論中でございまして、申しわけございませんが、また固まって

くれば皆さんにお示しをしたいと思います。 

 身の丈に合った中心市街地形成というのは、１つは、先ほど議員ご指摘ありまし

たネオポリスの再生という、循環可能な住宅地の再生というのがそうでありますけ

れども、ネオポリスの再生というものを考えていかなければならないというふうに

思っておりまして、先ほどご指摘いただきました保育園の跡地につきましては、こ

の方向性で使ってまいりたいというふうなことを思っております。 

 若い人に入っていただけるような方向で考えていきたい、それに使っていきたい

というふうなことを思っておりますし、中心市街地というのは、ネオポリスは坂の

まちですので、非常に高齢者には住みづらいところもあるのかなというふうなこと

を思っておりまして、そんな受け皿としても、中心市街地というものの活用という

ことを、それも含めて考えていきたいなというふうなことを思ってます。 

○議長（南部 武司君）   大崎潤子議員。 



○１４番（大崎 潤子君）   答弁漏れがありましたので、後でお願いをいたし

ます。 

 「やくばのしごと」を出されたように、来年度も計画がありますかということで、

今、町長いろいろお述べになったんですけど、「やくばのしごと」というのを、もし

お出しになれば、そこに来年度の予算編成と町長の思いということで、説明の責任

が果たされるかもわかりませんけれど、そのあたりについてと、農業は議論中であ

るということで、東員町に合った農業は何なのかを模索していただいているという

ことです。 

 先般たまたまテレビを見てましたら、魚沼産のコシヒカリも、産地によって、同

じ地域でありながら、山のふもと、あるいはアイガモ農法をやっている、そういう

形で値段が随分違っていてびっくりしました。 

 それがここでできるかということは、そう思いませんけれど、とにかく何かのブ

ランドといいましょうか、そんなものがあればいいのかなというふうに思いますの

で、役場内で考えるのはもちろんのこと、町民の手とか、いろんな民間の手とか、

多くの皆さんのお力で初めて１つのものができ上がるというふうに思いますので、

できたから、ほれやれでなくて、やはりスタートの段階で、町民と行政が力を合わ

せていく、そういう論法というのを、きちっと組み立てていただきたいというふう

に思いますので、その点はよろしくお願いをしたいと思います。 

 それとちょっと気になることを、今、町長おっしゃって、ネオポリスは坂のまち

であるので、中心市街地を下のほうにつくるというような形で、私は理解をしたん

ですけれど、その辺の違和感を今覚えたところなんです。坂のまちであれば、逆に

見晴らしもいいし、すごくいいな、じゃあ坂のまちをよくするためにきちっとして、

オレンジバスをもっと走らせましょうかとか、何か違うシステムを、お考えになっ

ているオンデマンドバスを、もっともっと頻繁に走らせましょうかとか、坂のまち

であるネオポリスの皆さんに対して、さっきの表現というのは、私自身、違和感を

感じましたので、もう一度お願いをしたいというふうに思います。 

 みんなまとめてしまって申しわけないんですけれど、施策の中で、高齢者社会に

おいて、２点目に町民の安心・安全、福祉のまちということを掲げていらっしゃる

わけですけれど、特に高齢化社会において、これを重点的に東員町として、町長と

してやりたい、それをお聞かせいただき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）   すみません、答弁漏れがありました。「やくばのしご

と」は来年も出していきたいというふうに思っております。 

 それと農業ですが、例えば高付加価値のある野菜だとか果樹だとか、先ほど議員

言われました有機農法で栽培された米だとかいうこともあるんだろうと思うんです

が、少し付加価値のついた物というものを考えていくべきではないかなというふう



なことを思っております。 

 ３点目の、ちょっとすみません、言葉足らずで申しわけなかったんですが、ネオ

ポリスが坂のまちでだめだということではなくて、前々から坂のまちで非常に住み

にくいと言われている方もおみえになると。住みにくいのではなくて、年を取ると、

例えば歩いて買い物に行っても、買い物袋を下げて家まで帰ってくるのはつらいね

と具体的に言うと、そんなようなことを言われている方もみえます。 

 そういう中で、一部の方の中で、受け皿というものを、例えば今私が言いました

保育園の跡地というのは、先ほども言いましたように、若い人がネオポリスに住ん

でいただけるような、今非常に高齢化して、そして空洞化しているというのが、ネ

オポリスだと思っております。そんな中で若い人がそこへ住んでいただけるような

方向性というのは見出せないかということを考えておりまして、保育園の跡地とい

うのは、そういう方向で進めていきたい。そうしますと、高齢者と若い人が一緒に

住めるまちができるんではないかというふうに思っております。 

 そんな中で、例えば身体的に苦しいとかいう方にとりましては、自活して、自分

で出歩いてというのが困難な方もおみえになりますので、そういう方たちがもしい

らっしゃれば、そういう方たちの受け皿というものを、一部の方ですね、考えてい

くべきではないかということで申し上げただけでありまして、ネオポリスの受け皿

を別につくるということではございませんので、ちょっと私の言葉足らずで、申し

わけなかったというふうなことを思っております。 

 福祉のまちづくりでございますけども、高齢者も障がいのある方も、みんながこ

のまちで安心して暮らしていけるというものを、そういう制度をつくっていくべき

ではないか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）   ありがとうございました。 

 若干さっきのネオポリスの再生については、なかなか自分自身、描くことができ

にくいので、こんなものですというものが固まりましたら、ぜひ提示をしていただ

きたいし、そういう議論の中に、議会も入るべきではないのかなと思ってみたりい

たしております。 

 もちろん、笹尾の旧保育園跡地につきましては、西１丁目自治会との兼ね合いも

ございますので、その辺の解決策は、きちっとしていただくことが第一条件ではな

いかというふうに思いますので、よろしくお願いをいたしたいと思います。 

 時間の関係上、２点目に入らせていただきます。 

 東員町が若い世代の方にとって暮らしやすく、子育てしやすい環境を整えていく

ために、若者定住促進奨励や子ども医療費の無料化、あるいは以前ありました育児

応援費やチャイルドシート購入補助金、そして最近は、出生祝金や小中学校の入学

祝金制度など、他市町にない支援を行ってきました。実際いろいろな方から、子育



てにお金がかかるが、祝金で大変助かりました、あるいは医療費が中学校３年生ま

で無料なので本当によかった、東員町の住民でよかった、との声をいただきまして、

このような制度をつくることで人口増に大きく寄与したかと言えば、直接的には、

結びついていると言い難い部分もあるかとは思います。 

 しかし先ほどの住宅の件ですけれど、住宅の購入の動機では、住宅促進奨励制度

が容易になったと１２６件、６１．２％の方が答えていらして、東員町に来ていた

だいているわけでございます。 

 若者向けの制度と比例して、東員町として、そういう制度も、とても大切ではご

ざいますが、先ほど来、町長がおっしゃっている、東員町の魅力をもっと発信しな

ければ人口増にはつながらない、減収をくい止めていくのは難しいのではないかと

いうふうに思います。その東員町の魅力を、どういうふうな形でお考えになってい

るのかなというふうに見てます。やはり長い目で見ていかなければならない、大き

な問題だというふうに思っています。 

 期限つきではありましたが、若者定住促進制度３年、祝金制度は、この２年で終

止符が打たれますが、余りにも早い結論の出し方ではないのでしょうか。 

 そこで、次の５点について、町長にお尋ねをいたします。 

 若干先ほど来の質問と重複いたしますので、お許しをいただきたいと思います。 

 １点目は、若者定住促進奨励金はなぜ終了なさいますか。終了するからには、次

の施策についてのお考えがありますでしょうか。 

 ２点目は人口増についてのお考えについて。 

 ３点目、祝金制度を廃止し、５歳児のみ、保育料を５，０００円免除し、無料に

するという提案がなされております。保護者に対する経済的支援となっております

が、なぜ５歳児のみなのか。平成２３年度実績で、祝金制度で出生が１８９名、小

中学校祝金、４６５人の方、合計で３，２３５万円を支出いたしております。この

金額に少しプラスをすれば、３・４・５歳児を無料にすることも可能だと考えるも

のでございます。 

 また、対象者は、町内の幼稚園・保育所に限定をいたしておりますが、私立へ通

園している子どもさんもいらっしゃると思いますが、支援すべきだと考えますが、

いかがでしょうか。 

 ４点目、いろいろな制度が終了、あるいは変更になり、子育て世代への応援が後

退するのではないのかという心配な声をたくさんいただいておりますが、町長とし

て考えている、子育て世代への応援策は何なのでしょうか。 

 ５点目は、先ほど来お話をいたしております東員町の魅力を、町長はどのように

お考えでしょうか。そして、それをどのように発信なさっていこうとしているのか、

町長に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）   制度の終了や変更につきまして、ご答弁をさせてい

ただきます。 

 初めに、若者定住促進奨励金の終了についてでございますが、先ほど、近藤議員

へのご答弁と重複する部分がございます。お許しをいただきたいと思います。 

 議員もご承知のとおり、本制度は、平成２２年度から２４年度までの３年間の期

限を付して、若者の定住を支援してまいりました。 

 現在までの交付状況は、先ほども申し上げましたように、平成２２年４月から平

成２４年１１月末までの申請件数は２２０件でございまして、その内訳といたしま

しては、純然たる町外からの転入者は７４件、３３．６％、町内転居者及び５年以

内に東員町へ戻られた方は１４６件、６６．４％となっておりまして、もともと東

員町に何らかの形でゆかりのある方々でございますことや、申請時のアンケート調

査でも、住宅の新築・購入される際の要因については、定住促進奨励金も、その１

つではございますが、そのほか下水道普及率が高い、福祉制度が整っているなどの、

町の政策に関することや、買い物をする場所が多い、交通の便がよいなど、本町の

地理的条件に対して高い評価をいただいておりまして、奨励金制度以外におきまし

ても、本町の魅力を感じてお住まいいただいておりますことから、当初の期限のと

おり、本年度で事業を終了することといたしました。 

 次に、保育料の軽減及び子育て世代への支援について、お答えをさせていただき

ます。 

 保育料の軽減につきましては、経済的負担の軽減が少子化対策の一助と考え、本

定例会に上程をいたしております、幼稚園の５歳児の保育料を無料にするための条

例改正を提案させていただいておるところでございます。 

 議員からは、保育料の軽減の対象を３歳児まで広げるべきではないか、とのご意

見をいただいておりますが、このことにつきましては、財政の裏づけ抜きでは進む

ことはできないことでありまして、将来的な町の財政負担も考えながら、本提案を

させていただいているところでございます。 

 また、私立の園児に対する支援でございますが、今回の保育料の軽減は、町立保

育園・幼稚園の保育料のみと考えております。 

 町の魅力ということでございますが、本町は自然にも恵まれ、そして福祉政策等

も整っているというふうに考えておりまして、さらなる子育て支援、そして福祉政

策をしていく、また環境対策をしていくということで、町の魅力を町内外に発信を

していきたいというふうなことを考えておりますので、よろしくご理解をいただき

たいと思います。 

 教育長から、若干補足説明をさせていただきます。 

○議長（南部 武司君）   岡野譲治教育長。 

○教育長（岡野 譲治君）   保育料の軽減及び子育て世代の支援についてとい



うことで、補足説明をさせていただきます。 

 ３月の定例会におきまして、大崎議員の「祝い金支給条例廃止後の代替施策」に

ついて、私は「東員町の３歳以上すべての保育所保育料・幼稚園保育料を無償化す

る方向で考えております。３歳から１５歳までの１２年間一貫教育システムを構築

し、園児・児童・生徒の豊かな育ちに向けて取り組みたい。」とお答えをいたしま

した。その時点では可能な施策であると考えておりました。 

 そしてそれ以降、政策の具体案について、教育委員会事務局内で何度も検討を進

め、また、部長会等も含め、多様な角度から協議を続けてまいりました。 

 「子育てを頑張っている３歳以上のご家庭を支援することこそが、今必要になっ

ているのではないか。３月議会で述べたとおりにならなくなるのは、皆さんにご迷

惑をかけるのではないか。３歳から５歳児までの無償化こそが幼児教育の充実につ

ながり、安心して子育てができるまちになるのではないか。」という考え方と、「東

員町の今後の財政状況を考えたとき、本当に３歳児以上でよいのか。幼保教職員の

確保と幼児教育の質的向上が必要ではないか。」という考えが、いく度となく交錯

をいたしました。 

 そのような議論の中、次のような現実が予測されました。 

 それは、今後数年間で、高齢化に伴う町税の減少や教育施設・福祉施設等の経年

劣化による維持改修費等の大きな課題があり、一層厳しい財政運営が見込まれると

いう現実であります。そして、今後の東員町の財政を考えた時、財政のあり方は、

個別的なものから構造的なものへシフトをしなければならないという認識でありま

す。 

 一方、教育委員会では、子どもがその命を授かった、マイナス１歳から中学を卒

業する１５歳までの１６年間を見通した一貫教育プランの策定を進めておりますが、

その中で課題となってきたことは、幼保教職員の確保と幼児教育の質的向上であり

ました。 

 保育料の軽減と共に大切になってくることは、公費を投入するという観点から、

教育・保育の質を制度的に担保することであります。 

 東員町では現在、幼稚園教育要領・保育所保育指針にのっとり教育課程を編成し、

幼児教育・保育を実施をしております。また、１６年一貫教育プランをもとに、小

学校就学前までに育つことが期待される「生きる力」の基礎となる心情・意欲・態

度を継続して培うよう、さらに努力をしようとしております。 

 しかし、その実践者となる、幼保教職員の確保に苦慮をしている現実があります。

幼保教職員の正規化を図り、そのための財政措置を進めることが、今課題となって

きております。 

 ３月議会で私が述べたことと変更したことに対しましては、大変申しわけなく思

っておりますし、このことに関して、いかなるご批判も受ける覚悟であります。 



 しかし、東員町の今後を考えたとき、東員町の子育て支援のあり方を考えたとき、

幼児教育の充実を考えたとき、５歳児に対しての保育料軽減が、私どもとしては最

善のものと考えております。何とぞご理解賜りますように、お願いを申し上げます。 

 次に、私立の園児の補助について、補足説明をさせていただきます。 

 今回の５歳児の幼稚園保育料無料化、保育園保育料減額は、現金支給での子育て

支援ではありません。東員町の幼保へ通っていただいている方への支援であります。

現段階において私立等を選択されている方に対しては、もし条例が承認されました

ら、すぐにお知らせし、判断をしていただく考えであります。 

 その中で、私立を選択された方に対しましては、小中学校で私学へ通っている方

と同様に、その権利を放棄されたと見なし、対応をさせていただきたいと考えてお

ります。 

 また、「子育て世代の応援が後退するのでは」というご質問ですが、町長が申し

たとおり、東員町では、各種の子育て支援を実施しております。教育委員会関係で

も、本年度、稲部幼稚園・保育園で、０歳児の園舎を増築いたしました。このこと

により、町内すべての小学校区で、０歳から５歳児まで入園できる体制が整いまし

た。 

 次に、来年度発達支援室を設置し、保健・福祉・教育などが連携して、さらなる

子育て対策の充実を図ってまいりたいと思っております。 

 さらに現時点で、０歳から５歳児までの東員町の保育料は、すべての階層で、国

の基準より低く抑えておりますし、近隣市町よりも低くなっております。 

 そして、今回の保育料の軽減でございます。私どもも決して子育て支援の後退に

はならないように、今後とも頑張っていきたいと思っております。 

 今回の５歳児の保育料軽減は、県下で、多分ですけれども、初めてのものである

と思います。どうぞご理解をいただきますよう、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）   町長と教育長から答弁をいただきました。 

 若者の定住促進につきましては、結論としては、６，３６０万円を支援したが、

効果が薄かったという判断をされたのかなというふうに私は感じましたが、それで

間違いないのでしょうか。 

 先ほど部長が答弁されたのは、これから検証をきちっとしていって、次の施策が

何が必要なのかを考えていきたいというようなことを、他の議員さんの答弁の中で

おっしゃっておりましたが、そのあたりをお願いをしたいと思います。 

 私自身は、やはり東員町に何らかの形でゆかりのある方が、６６．５％の方がい

らっしゃったとしても、東員町に魅力を感じて、３３％の方が来ていただいたわけ

ですので、その部分というのを大切にしていただきたいなというふうに思うのです。 



 今後またいろんな形で検証をしていくということをおっしゃるんですけれど、検

証する中で、こういう奨励金制度というのが芽を吹いてくるのかどうなのか、ちょ

っとそのあたり、町長にお願いをしたいというのが１点です。 

 ご存じでしょうけれども、鳥羽市では子育て世代への応援ということで、鳥羽市

へようこそというので、５つございまして、定住促進が上限５０万円、出生祝金が

３万円の商品券、医療費はここと一緒で、中学校３年生までが無料、そして４点目

が子育て世代、町内での買い物にポイントカード、そして５番目に保育料、幼稚園

の第２子の無料化、これが近鉄電車の中刷りの中に、デーンと大きく張ってありま

した。先ほど部長答弁の中で、電車の中へということをおっしゃったので、どこの

電車なのかなと思いながらおりまして、ごめんなさい、近鉄電車に、もしそういう

報告がしてあって、見なかった自分が悪いという形で解釈はいたしましょう。 

 そういう形で、本当に一生懸命人口を増やすために、若者に来ていただくために

努力をしているということがあるわけなんです。ですから東員町として、どう対外

的に人口を増やすために努力をしていただくのか。何がポイントをもってしていた

だくのか、もう一度、町長に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）   若者の定住促進が効果がなかったということは、我々

は思っておりません。 

 ただ、費用対効果というものを考えたときに、この費用をもう少し効果のある、

あるいは効率の高いものに変えられないかということを我々は考えておりまして、

それは一時金ではなくて、政策として継続していけるもの、そしてそれによって、

結果的に東員町へお住まいになった方が、やはり東員町に引っ越してきてよかった

な、というようなことを感じていただけるようなまちづくりをしていきたいという

ふうなことを考えておりまして、決して効果がなかったということではなくて、よ

り高いもの、より高みを目指したいということで、ご理解をいただきたいというふ

うなことを思っております。 

○議長（南部 武司君）   大崎潤子議員。 

○１４番（大崎 潤子君）   効果の高いものに変えるということで、継続でき

る施策をつくりたいということをおっしゃっておりましたので、施策がまだ今見え

てないわけですよね。形として。ですからいつぐらいを予定にして、そういう施策

をお示しになるのか。例えば来年度予算のいつぐらいまでに、こんな形をお示しで

きるのか、あるいはきちっと平成２５年度の当初予算に網羅されるのかどうなのか

ということを、お尋ねをいたします。 

 そして教育長は先ほど、３月の答弁では、３・４・５歳児を無償化ということを

申し上げたけれども、いろいろ検討の末、５歳児のみということになりまして、こ

れは県下で初めて保育料を無料にいたしますよということをおっしゃったわけです。 



 若干数字を拾ってみましても、３歳児は来年度の人数がわかりませんので、あれ

ですけど、５歳児・４歳児、現行の人数を拾ってみても、若干違うかもわかりませ

んけれど、私の計算するところでは、２，０００万円ぐらいあれば、５歳児・４歳

児は無料にすることが可能というふうに考えるわけなんですけれど、条例の中で、

また審議していかなければいけませんけれど、当分の間とか、そういう表現がござ

いますよね。この当分の間は何なのかなとか、いろいろあります。 

 だからその点で、私どもは３月時点で、教育長が何も根拠なしに、そういうこと

をおっしゃって答弁をなさったというふうには思いませんので、きちっとしたいろ

んな中で３・４・５歳児の無償化をしたいということをお答えになったと思います

けれど、その辺はきちっと自分が責任をとりたい、すみませんでしたとおっしゃる

んだけども、もう一度そのあたりを、お願いをしたいと思います。 

 財政運営は確かに厳しくなってきます。そして保育料は、５歳児のみ０円にして、

あと保育体制を充実していきますということをおっしゃるんですけれど、無償化は

無償化、人件費は人件費、私は別立てのものだというふうに思いますので、そのあ

たりについてと、あわせてお願いをいたします 

○議長（南部 武司君）   水谷俊郎町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   政策につきましては順次やっていくと。例えば今ご

提案申し上げてます５歳児の無料化というのは来年４月１日から、それから発達支

援室ですね、仮称の、これも来年４月１日からということで、そういうのを順次や

っていきたいというふうなことを思ってますし、先ほどの東員町のまちづくり、今、

庁内の若手グループで議論をしておりますものにつきましては、来年度に町民の皆

様にも、我々の中で議論をさせていただいて、方向性というか、ぼんやりした方向

性というものを指し示しさせていただいて、町民の皆さんにもご議論をしていただ

く場を設けさせていただきたいと、そういう形で一歩一歩進め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）   岡野譲治教育長。 

○教育長（岡野 譲治君）   お答えをいたします。 

 第１の、先ほどの無償化と人件費は別であるというところの発想が、私が思って

いることと違うんですけども、今後東員町のいろんな財政を考えたときに、来年、

再来年はそのままで何も構わないと思いますけれども、考えたときに、私どもは先

ほど申しましたように、いろんな現実に突き当たります。教育委員会関係だけでも、

いろんなところの修理修繕をしなければなりませんし、いろんな企画調整委員会で、

３年間の予算というのが出てきたんですけれども、ここでは数字を言いませんけど、

ある大きな数字が出てきております。 

 そういう中で、先ほども申させていただきましたけれども、今後の東員町の財政

をどういう形で持っていくかという場合には、やはり個人的なものよりは、東員町



全体の組織的・構造的なものに入れていくということが、やはり必要ではないかと

いうことを一番思っております。 

 それからその点で考えた場合に、先ほど無償化と人件費は別ということですけど、

やはり東員町の職員ですので、財布は一つなんです。これは人件費用の財布です、

これは何かの財布ですということはあり得ない。一つの財布の中で、どうお金を出

していくかということにつながってくると思うんですけれども、本当にこどもたち

のために、子どもたちが幸せな人生を生きるためにというので、いろんなプランを

考えてやっていたときに、幼児教育の充実をしなければならないと。しかしその中

で、やはり課題になってきたのが、職員の確保のことなんです。 

 私どもも毎年いろんな職員を計画的に採用しとるんですけども、なかなか増えな

い現実がありまして、何とか幼保の職員をきちっと採用するというところにお金を

かけさせてほしいということで、今回このようなお話をさせていただきました。 

 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）   また条例の中で議論いたします。 

 ３点目はごみ問題について、１２月広報とういんには、「ＲＤＦ発電所について考

えるパート２」として、平成３２年度で県のＲＤＦ事業が終了する、今後のごみの

焼却の方法を考えていかなければならない、今後はさらにごみの減量化を図り、経

費を減らすことが、私たち生活の重要課題となってますということが載っておりま

す。 

 ごみの処分のために、特にＲＤＦは水分をとるために、石油等の化石燃料を大量

に使用しています。ごみを焼却するとＣＯ２が排出をされ、地球の温暖化にも影響

いたします。また、焼却灰の埋め立て処分の問題にもかかわってくると思います。 

 町長は常々、ごみにかかわる経費を削減し、削減してできた経費を町民の皆さん

のために活用したいと述べてみえます。１０月からは、その一環として、雑紙回収

袋が配布され、雑紙回収が始まりました。そして、生ごみを新たな有機資源と位置

づけ、焼却処分するのではなく、堆肥にかえ、もう一度大地に戻す循環型・環境型

システムの構築に取り組むための努力が始まりました。 

 そこで、次の点についてお聞きします。 

 いろいろな取り組みが始まりまして、昨年度と比較いたしまして、ごみ量はどの

ように変化していますか。 

 ２点目、１０月から雑紙回収袋の配布がなされましたが、今議会で袋の印刷代、

３８６万円が計上されています。町民からの苦情の電話もございました。課にはそ

のような声は届いていませんか。また、雑紙回収袋は、毎年このような予算を計上

なさるでしょうか。 

 ３点目は、モデル的にごみ堆肥化の回収を実践されていると思いますが、その現



状報告と、来年度からはごみの堆肥化を実践されると思いますが、どのように町民

に協力を求めていかれるのでしょうか。 

 ４点目は、桑名広域清掃事業組合で、桑員地域の環境問題を考えていくかが大き

な課題だと思いますが、そこで町長として、ごみ減量についての働きかけは、どの

ような情熱を持って進めてみえるのか、お尋ねをしたいと思います。 

○議長（南部 武司君）   水谷俊郎町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   「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。 

 まず１点目の「ごみの現状について」でございますが、ごみの回収量は、今年の

１０月時点で約２，５００トン余で、昨年同期と比べまして、約５０トンほど増え

ております。 

 ２点目の「雑紙回収袋について」のご質問でございますが、１０月から可燃ごみ

の約４０％を占めます雑紙を再資源化するために、雑紙回収事業にご賛同いただい

た町内外の企業から協賛をいただいて、雑紙回収袋を各家庭に配布をさせていただ

いております。 

 配布させていただいた雑紙回収袋につきましては、さまざまなご意見をちょうだ

いしておりますが、余り苦情的なことは今のところ聞いておりません。そういうご

意見を参考にさせていただきながら、改善すべきところは改善を加えながら、この

取り組みを推進してまいりたいと考えております。 

 次に、生ごみ堆肥化検討委員会につきましては、昨年の１２月から、先進地視察

や堆肥化に関する勉強会を重ねていただいておりまして、生ごみの水分減量や家庭

で保管できる可能な期間、さらには家庭で一次処理をするのか、あるいはしないの

かなど、全戸を対象とした堆肥化に向けて議論をいただいており、委員の皆様方で、

さまざまな視点からご意見を出し合っていただいております。今後は回収する方法

や堆肥化した場合の堆肥の活用などについて、詰めていきたいというふうに考えて

おります。 

 ４点目の「桑名広域清掃事業組合へのごみ減量の働きかけについて」ということ

でございますが、今後は我々の取り組みを、ぜひほかの自治体も、徹底したごみ減

量という視点でやっていただきたいというふうなことを考えておりまして、一緒に

取り組みたいということを思っておりますので、我々のごみ減量の取り組みにつき

まして、ほかの市町にも働きかけてまいりたいというふうに考えております。 

 以上です。 

○議長（南部 武司君）   大崎潤子議員。 

○１４番（大崎 潤子君）   時間が少なくなっちゃって、駆け足になっちゃい

ますが、１点目は町長にお聞きしますけれど、雑紙回収袋を企業の方に協力をいた

だいて無償で行うというのが、私の頭の隅にあったんですけど、実際は町費を２１



７万円出さなければならないわけですけれど、この点のことが１点と、今回この予

算計上が、紙袋は既に１０月に配布をされている。にもかかわらず予算は今、上が

るわけですね。例えば課は違いますが、教育委員会でも、給食費は値上げをしたけ

ど、予算を９月議会に計上した。何か行政として、やり方はおかしくありませんか。 

 とりあえずその２点、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）   企業協賛で全額賄うということは、恐らく申し上げ

ていないというふうに思っております。こういう取り組みをしますということで、

企業の皆さんにお話をさせていただいて、そして、いいことだねということで賛同

していただいて、じゃあ我々も少し協力するよと言っていただいた企業さんに協賛

をいただいたということでございます。 

 それと予算は、ごみ袋の予算というのは年間ございますよね。その中で、この袋

も考えていたようでございますが、やはり少しそれでは足りなくなってきたという

ことだと私は聞いておりますけれども、前後しましたことについては、申しわけな

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）   ２点目の件ですけれど、予算の計上について、最

初、当初予算の中で見てたけど、無理だった。じゃあ無理だったならば、なぜ９月

議会以降、全員協議会という場が何度かあったわけなんですね。その場できちっと

した説明がなされてなかったのかというのを、ちょっと課長にお聞きしたいという

ふうに思います。 

 そして雑紙の回収袋ですけれど、来年度はどうなさいますか。今年度は各家庭に

３枚とか５枚とか、お配りになったんですけれど、ちょっと時間がないのでごめん

なさい、駆け足になりますけれど、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）   来年度ももちろん、これは継続させていただきたい

というふうに思っております。残余は環境のほうから。 

○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）   雑紙回収袋の予算につきましては、当初は

その中である程度協賛金も充てて、いけるかなと。予算の流用で、ある程度いける

かなと考えてはおったんですけども、最終的には今年度のごみ袋の見込みが不足し

てきたということで、時期が遅れて大変申しわけないんですけども、このような形

で、１２月議会で提出させていただいたということです。 

○議長（南部 武司君）   大崎潤子議員。 

○１４番（大崎 潤子君）   残り時間が２分になっちゃったんですけれど、で

すから申しわけないじゃなくて、どうして１２月議会までの間に、きちっとした説



明ができなかったんですかということをお尋ねをいたしました。申しわけないとい

う言葉ではなくて、どうしてですかと。 

 それと町長、お聞きします。来年度もこのような経費を使って雑紙を回収なさる

ということですけれど、広報とういんの中には百貨店での紙袋、それも使ってＯＫ

ですよということですので、そんな３００万円か、来年は、もうちょっと少なくな

るかもわかりませんけれど、そういうお金を使われるよりは、もっと皆さんにお金

を減らすために努力をしていただく、この広報とういんに書いてあるように、おう

ちにあるものを大いに利用しましょうということを、なぜ言えないんですか。 

○議長（南部 武司君）   水谷俊郎町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   もちろん、家にある紙袋を使っていただく、これで

全部済めば、こんなありがたいことはないんです。ただ、専用のごみ袋を作って配

布をさせていただいたことにより、雑紙回収が一層進んでいるということは間違い

ございません。そして、この雑紙を、今までは燃えるごみに出していたものが減る

わけですから、多少経費を使っても、それ以上の効果があるということで、ご理解

をいただきたいというふうに思います。今まであるものをぜひ使っていただきたい

という啓発は、これからもさせていただきますので、よろしくお願いをしたいと思

います。 

○議長（南部 武司君）   大崎潤子議員。 

○１４番（大崎 潤子君）   毎年、じゃあ雑紙回収袋の金額が減るようにやっ

てください。それを私、ぜひお願いしたいというふうに思います。片方のことをも

っと比重を上げていただいて、そのお金を少しでも減らしていただければ、そのお

金は違うところに回すことができるわけですので、お願いをしたいというふうに思

いますし、いろんな施策をこれから進めていただく中で、ぜひとも町民の皆さんや

議会や、ありとあらゆる皆さんの声を聞いていただいて、よりよいものをつくって

いただくことをお願いをいたしまして、終わりといたします。 


