
○７番（鷲田 昭男君）   それでは、ただいまから質問させていただきます。 

 私はこれまでも、今南部議員が言われたように、是々非々の姿勢で取り組んでま

いりました。今後もこれを守って取り組んでいきたいというふうに思ってますので、

どうかよろしくお願いします。 

 今後の質問については、明快な答弁をお願いをいたします。 

 これまで多くの同僚議員の質問がございまして、重複をするところがあろうかと

思いますが、その部分については答弁を省略してもらって結構でございます。 

 さて政権が移り、俗にいうアベノミクスなる影響から、円安、あるいはその影響

で輸出が好調で、日本経済にとっては大変喜ばしいことであります。しかし反面、

輸入品は反対に円安から、エネルギー燃料をはじめ日用品等が値上がりが多くなっ

てきております。日々の国民生活に悪影響となっております。この問題が１日も早

く解決をしていただくことを願っております。 

 そこで明るい話題として、一つ提供をさせていただきたいと思います。 

 私も５０年前に一度は夢に見た高校野球の甲子園に、我が町の長深地区から菰野

高校に通ってみえます吉富君が出場をされます。優勝を目指して、この東員町をさ

らに宣伝をしていただきますように、心からご期待を申し上げたいと思います。 

 それでは私は次の４点について、質問をいたします。 

 １つ目に、ＲＤＦ及び北勢線について、２つ目に、平成２５年度予算について、

３つ目に委員会等の発言について、４つ目、要望書についての質問をいたします。 

 １つ目、ＲＤＦ及び北勢線について。 

 １点目、今回の組織機構改革案で、処理施設準備室を計画されております。これ

までとどういうところが変わるのか、お伺いをいたします。 

 ２点目、北勢線のあり方について答申が出ていますが、町としての今後の対応を

伺います。 

 この２点について、まず伺います。 

 ＲＤＦ施設については、ご存じのように、平成２９年度には耐用年数を迎えるこ

ととなります。施設改修を行い、さらに平成３２年度までは方向性が出されており

ます。しかし平成３３年度以降については、いまだ何も示されていないのが現状だ

と思います。ちなみに平成２５年度は、３億４，０００万円強の負担金が町に課さ

れております。 

 このごみ問題は、町にとって大変重要な課題の一つです。今回の組織機構改革案

で処理施設準備室を計画されていますが、これまでの担当課と、どこがどのように

変わるのか、伺います。 

 よろしくお願いをいたします。 

○議長（藤田 興一君）   水谷俊郎町長。 



○町長（水谷 俊郎君）   鷲田議員の、ＲＤＦ及び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。 

 まず１点目のＲＤＦにつきましては、昨日の南部議員や大崎議員の質問にもお答

えをさせていただきましたが、三重県が平成３２年度に、ＲＤＦ発電施設からの撤

退を表明し、新たなごみ処理施設の構築を図る必要が出てまいりましたことから、

今回の組織機構改革におきまして、現在の生活環境課を環境資源課として、その課

内に資源循環推進室（処理施設準備室）を設けて、組織の強化を図るものでござい

ます。 

 資源循環推進室には、専門の職員を配置することで、新たなごみ処理施設の構築

に向けての事務処理の遂行、それと、ごみの減量化ということをやらせる予定でご

ざいます。 

 ごみ処理につきましては、現状で推移しますと、今後広域で新たな施設を建設す

るにしても、町単独で処理を行うにしても、今以上の処理費用が必要となると考え

ております。 

 県のＲＤＦ発電施設からの撤退を受け、桑名広域清掃事業組合に加盟するいなべ

市を除いた１市２町で、平成２３年に立ち上げました「ごみ処理のあり方調査検討

委員会」や、三重県ＲＤＦ運営協議会での議論も参考にさせていただいて、広域で

新たな施設を建設し、ごみ処理を行うのか、また町単独で処理を行うのか、今後の

東員町の進むべき方向性を検討してまいりたいと考えております。 

 ２点目の北勢線の今後の対応についてのご質問にお答えを申し上げます。 

 ２月５日に北勢線対策審議会から需要予測、設備投資、西桑名駅の乗り継ぎ改善、

ダイヤ編成についての答申がございました。 

 平成２４年度の需要予測を２４３万８，０００人としたことや、設備投資の効果、

ダイヤ編成につきましては評価できるとした上で、現段階では具体的な進展が見ら

れない北勢線西桑名駅とＪＲ近鉄桑名駅との乗り継ぎ改善につきましては、関係各

組織の努力を求められたところでございます。 

 北勢線西桑名駅の乗り継ぎ改善につきましては、桑名市の駅前広場整備や自由通

路整備と一体的に西桑名駅のホーム・駅舎を移設するものでございまして、これに

対しましては桑名市への早期事業着手が望まれておりまして、我々東員町、あるい

は他の自治体といたしましても、再三、早く事業に着手していただくように申し入

れているところでございます。 

 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（藤田 興一君）   鷲田議員。 

○７番（鷲田 昭男君）   ありがとうございます。 

 この課を設けることについて、どういうふうに変わるのかというところについて

は、まだこれからつくるので、なかなか難しいというのはよくわかりますが、私、



前にも質問をさせていただいたんですが、新しい課をつくってこういうことをやり

ましたと、こういう結果が出ましたという公表を、今後も必ずしていただきたいと

いうふうに思っておりますのが１点。 

 もう１つ、北勢線の乗り入れの見通しということでございますが、これについて

の費用負担については、桑名市が全部持つというふうには伺っておりますが、その

とおりですかというのが１点と、もう少しこの桑名市の事業を早くするように、東

員町から、あるいはいなべ市からも強く要望ができないものか、お伺いをします。 

 ２点。 

○議長（藤田 興一君）   水谷町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   新しい部署、資源循環推進室でございますが、先ほ

ど申し上げましたように、来るべきＲＤＦの発電施設を、県が撤退したその時に、

ごみ処理をどうしていくかということを考えていく、これが喫緊の課題になってお

ります。 

 ですから先ほど申し上げましたように、施設を単独でつくるのか、広域でやって

いくのか、この判断も含めて、データをきちっと集めて、そして分析をして、どう

するかという方針を出していくという大きな仕事があります。 

 それとともに、我々が目指しております徹底したごみの減量化ということについ

ても、この部署でやらせる予定にしておりますので、非常に大きな役目が、この資

源循環推進室にはあるものというふうに考えておりまして、またそのことに関しま

しては、できるだけ間をとって、議会の皆様、あるいは町民の皆様にも公表をさせ

ていただきたいというふうに思っております。 

 その次に北勢線についてですが、北勢線につきましては、いなべ市、あるいは東

員町に課せられた仕事というか、この１０年間に課せられた役割は全て終了してお

ります。責任は果たしているものと考えております。 

 ただ、桑名市の乗り入れだけが残っているというふうに考えておりまして、この

費用は全て桑名市さんで持っていただかんならんというふうに考えております。 

 そしてこのことに関しましては、いなべ市、東員町も含めて、再三再四ご要望を

させていただいてますが、先ほど申し上げましたように、駅整備と一緒にやるとい

うことをおっしゃってまして、なかなか見えてこないというのが現実でございます。 

 しかし現実、これによって予測として乗客が少ない、増えないということがある

のなら、この辺のことについて、桑名市さんはどう責任をとってもらえるのかとい

うことまで、そろそろ言及しなければならないのかなということも含めて、検討を

させていただきたいと思います。 

○議長（藤田 興一君）   鷲田議員。 

○７番（鷲田 昭男君）   町長さんの思いがわかりましたので、ひとつよろし

くお願いをいたします。 



 次に２点目に移りたいと思います。 

 平成２５年度の予算について、１点目、平成２５年度予算の特徴と財源について、

また今後５年間の年度ごとの事業計画と事業費について伺います。 

 平成２５年度予算において、東員町としての目玉事業がありますか。あれば伺い

ます。また、その財源はどこから工面をされるのか。 

 それと今後５年間の事業計画と事業費を伺います。教育委員会は除いてもらって

結構でございます。 

 ２点目、コミュニティバスは平成２５年度については現状で変わらないのか、平

成２６年度に向けて計画を伺いたいということで、以前、同僚議員の質問に対する

答弁において、平成２５年度は現状のままで、平成２５年度以降についてはさらに

協議を行いたい、とのことであったと思いますが、平成２５年度において運行変更

は全く考えられないのか、また平成２６年度について、試案があって協議をするの

か、あるいは全く白紙で協議をされるのか、伺います。 

 よろしくお願いします。 

○議長（藤田 興一君）   樋口和人副町長。 

○副町長（樋口 和人君）   鷲田議員のほうからは、平成２５度の予算編成に

ついてのご質問をいただきました。また、コミュニティバスの件についてもいただ

きました。順次、お答えをさせていただきます。 

 まず、平成２５年度予算編成の特徴はどうかということでございますが、再三再

四、財政状況が逼迫している、あるいは硬直化が進んでいることを申し上げてまい

りました。 

 平成２３年度の決算委員会等でご報告させていただいたとおり、決算でそのこと

が少し明らかになってきたことから、予算に対する職員の意識向上を高めるため、

新たにサマーレビュー、オータムレビューを実施して、重要施策と事業施策の実施

に向けた課題の把握に努めまして、一方、総合計画との整合も図りながら、施策の

絞り込みを進めてまいったところでございます。 

 また、監査や行財政検討委員会でも再三ご指摘をいただきました事項につきまし

ても、可能なものから反映してきたところでございまして、外郭団体などの補助金

の見直しについても着手をして、歳出の抑制をできるだけ図ろうと努力をした結果

でございます。 

 したがいまして、今議会の冒頭で町長から所信表明いたしました５本柱の柱立て、

この方針については、特徴の１つということでございますが、それを実現していく

ために、職員には、町税が減収をするという状況の中での予算編成であることの自

覚を求め、予算案を確定するまでの手続きと申しますか、そういったこともプロセ

スで行ったことも、今回の予算編成の特徴ではないのかなというふうに考えておる

ところでございます。 



 次に財源のお尋ねがございましたが、本町の主たる財源は町税でございます。こ

れ以外に余りございませんので、町税に頼るところでございますが、平成２５年度

予算では、町税のうち、町民税での減収を見込んでおります。その他、交付金、そ

れから地方交付税に依存する割合が少し高まる傾向となってきております。 

 現状ではこういった制度や、今の景気の状況が続くと仮定をしますと、個人の町

民税では、毎年約１，４００万円程度の減収が今後も続くものと想定をしておりま

す。 

 今アベノミクス効果で、少し景気浮揚ということも言われておりますが、設備投

資のほうにそのお金が回っていけば、雇用創出等も期待をされますところから、い

くらかの所得増としては見込めるということはございますが、なかなかその反映ま

では少し時間がかかるのではないかなと、そんなふうにも思っておりまして、現時

点での歳入推計をお示しすることについては、差し控えたいなというふうに思って

おります。 

 次に今後５年間の事業計画等についてのお尋ねがございました。これにつきまし

ては議員からもご指摘がありましたように、庁舎をはじめ、保健福祉センター、あ

るいは総合体育館、学校施設は別という話もございましたが、学校施設もそうでご

ざいますが、かなり老朽化が進んできているということも事実でございます。 

 したがって、老朽化の診断を早々に行う必要がございまして、それを行った上で

施設の長寿命化計画をする、その計画に基づいて工事に着手をしていくということ

になってくるわけでございますが、平成２５年度では、そのための予算を計上させ

ていただきました。平成２５年度では診断が主なものとなりますので、具体的な施

工順位、あるいは計画については、いましばらく先ということになります。 

 そうはいうものの、財政状況から判断をしますと、単年度の事業費としては、こ

れも少しアバウトですが、２億円から３億円程度の経費しか、そういった施設改修

等や修繕費には充てられないのではないかなというふうに思います。 

 その点では、５年ということであれば、１０億円、あるいはそれ以上のお金を確

保しなければならないのかなというふうにも思っております。ある意味、それぐら

いのお金の範囲の中でやっていかざるを得んのかな、そんなふうに思っております。 

 いずれにいたしましても、平成２５年度で実施する調査の結果に基づいて、事業

の優先順位づけを行って、中長期における事業計画を策定し、できるだけ早い時期

に、その計画については議会へもお示しさせていただきたいなと、こんなふうに思

っております。 

 このような財政状況で、私どもとしましては、結果的には歳入歳出のバランスを

とりながら、町長の所信表明の中でもございましたように、集中と選択、あるいは

取捨選択をしていくということが肝要ではないのかなというふうに思うところでご

ざいます。 



 ２点目のコミュニティバスの運行について、お答えをいたします。 

 昨日も島田議員のほうから同様のご質問をいただきましたので、答弁が重なると

ころはご容赦いただきたいと思います。 

 既にご案内のように、コミュニティバス（オレンジバス）は、３年が経過しよう

としております。 

 今年度に設置しました地域公共交通会議のアンケート調査では、公共交通空白地

域にお住まいの方からは、バスをぜひ通してほしいというニーズがございまして、

あるいは現行のルートで行きづらい場所があるので、何とかしてほしいという声も

いただいたり、あるいは現行のルートで継続してほしいというようなお声もいただ

いてございます。 

 現在そういうお声をいただく中で、公共交通会議の中では、本町の既存の鉄道、

北勢線でございますが、それから路線バス、これは三交さん、あるいは三岐さん等

の出しております路線バス、それから私どものオレンジバスなど、それぞれの持っ

ている特徴や役割、そんな中で、本当にそれが機能しているかどうかということも

含め、課題の整理をし、とりあえず望ましい公共交通連携のあり方を導こうという

ことで、いくつかのご提案を今年度末にいただくことになっております。そのいた

だく内容を吟味した上で、今後のコミュニティバスの運行について、その運行形態

を見定めていきたいなというふうに思っております。 

 今年度提案をいただくものですから、平成２６年度の中で、明確なそういうこと

を定めていくということになると、結構路線認定とか許可などには手続きが必要に

なってきますので、したがって今年度については、以前もお答えをさせていただい

たように、現在の運行形態で１年間延長させていただいて、新しく路線の形態は、

平成２６年度になるのではないかなというふうに今現在考えておりますので、よろ

しくご理解を賜りますよう、お願いをいたします。 

 以上でございます。 

○議長（藤田 興一君）   鷲田議員。 

○７番（鷲田 昭男君）   数点にわたって質問をさせていただきます。 

 私はもっと財源を研究してほしいというふうに思っております。 

 昨日の答弁で、町長がある議員の財源についての質問の中で、即効性はあるもの

ではないという答弁をされております。果たしてこれで財源を見つけることができ

るでしょうか。私は努力が見えてこないと。例えば工場誘致、あるいは広告料、そ

の他、いろんなことを考えていただいて、もっと財源を見つけていただくべきだと

いうふうに思っております。 

 ちょっとテレビを見ておりましたら、大阪の泉佐野市、ご存じだと思うんですが、

ここではトップ自らが広告料金の啓発、あるいは建物に命名権を、というふうなこ



とで非常に努力をしてみえます。東員町もそれぐらいの努力をしていただきたいと

いうふうに思いますが、いかがですか。 

 それから私今、５年間の事業計画をということで質問したんですが、前回、総務

部長に質問をした時に、急に私も質問しましたので、なかなか５年間はできないと

いうことで、わかりましたということで終わったんですが、それから１年たちまし

た。また今回、いろんな委員会の中で今後決めさせてもらいますという答弁ですが、

いつこれがはっきりしたものができるのか。今は企画調整委員会なるものがあると

思うんですが、ここでも、この計画は恐らく打ち合わせされておると思うんですが、

この計画書で結構ですので、後で提示を求めたいと思います。 

 それから３つ目、事業実施に際しまして、東員町は職員の規模もございますので、

単年度で大きな事業をするというのは大変難しいのが現実で、いろんなそごが出て

きております。 

 そこで伺いますが、１年目には設計を十分協議をされた上で、２年目に事業を実

施するようなことはできないでしょうか。これは国の補助金の関係で、単年度でや

りなさいというようなこともあるので、一概には言えないのですが、私はそういう

ふうな方法のほうが、いいものができるんじゃないかなというふうに思っておりま

すが、これについて伺います。 

 それとコミュニティバスについて、平成２５年度に協議して、平成２６年度から

新しくというんですが、私は平成２５年度に協議して、平成２６年度に、副町長答

えられたように、陸運局なり、いろんなところの許可もとらんならんでしょう。あ

るいはそれまでの啓発も必要でしょう。必ず平成２６年からできますか、これにつ

いて伺います。 

○議長（藤田 興一君）   樋口副町長。 

○副町長（樋口 和人君）   たくさん再質問をいただきましたので、順次答え

させていただきます。 

 まず、財源の即効性というのはなかなか難しいという町長答弁もあったというこ

とでございますが、町長余り飾らなく言われたので、無下もないような話だったか

もわかりませんが、基本的にはなかなか難しいと思います。 

 しかし今、議員からもご提案のありましたような、命名権というほどの立派な施

設が、そこまでのものはないにしても、そういった努力とか、広告料を取る、ある

いは町長自らのトップセールスで企業誘致をしていただくとか、そんなことについ

ては、実は以前も議員から、交際費をもっとうまく使ったらどうだというようなご

提案もいただきました。今年もそんな話を町長としておったわけなんですが、少し

そういったことも含めて、トップセールスをかけていただくように努力をしていた

だきますよう、私のほうからも町長に要請をさせていただきます。 



 ２つ目の５年間どうなのかということがございました。企画調整委員会では、数

字として平成２５年、平成２６年の３年間では、１９億円ぐらいはトータルしてか

かるのではないかなという話を実は考えております。 

 ただ、１９億円のお金が３年間で本当に用意できるかということになると、見積

もりの精度もございますが、本当だろうかという議論がありまして、今年度やっぱ

りこれはきちんと調査をかけないと、どこまで我々が修繕なり、大規模改修をやれ

ばいいのかというめども立たないので、今年度は大変申しわけないのですが、その

調査費を計上させていただいて、きちっと調査をした上で数字を立てていきたいと。 

 ただ、先ほどの答弁で申し上げましたのは、いわゆる体力というか、余力が、多

く見積もっても３億円程度でございますので、先ほどの３年間ということであれば、

約１０億円程度でございます。そうすると、今考えておる数字が約１９億円ですね、

ですから半分ぐらいですので、やはりどこかで頑張っていかなければならないとい

う、そういうこともございますので、今年度は調査を十分させていただいた上で、

またお金のことでございますので、議会にも早いうちにお示しさせていただいて、

ご議論いただけたらな、そんなふうに思っております。 

 ３点目の、単年度ではどうなのかという話がございました。実は、単年度主義と

いうのが、こういった施設をつくるときに、その年度で設計をして、その年度に建

ててしまわんならんということで、非常に何と申しますか、いわゆる設計の段階で

の協議とか、設計の段階での十分なことが反映をなかなかされにくいということで、

私の知っておりますような自治体では、先に単年度で調査設計費をつけて、後年度

に工事をやると。その場合、若干議員もご案内のありましたように、補助の関係が

ございますので、全てがそうとは言いにくいのですが、そういったことも考えてい

く中で、お金を有効に使う上でも、十分設計期間をとっていくということは、考え

ていく必要があるのかなというふうには思っております。 

 コミュニティバスのお話もいただきました。鷲田議員のほうから、本当に平成２

６年にできるのかという話がございました。とりあえず平成２５年度については並

行で、そのまま今の形態で走らせていただくものの、その１年の間の中で、いわゆ

る改めて新しい形態を考えていくということと、手続きがかなりかかります。陸運

手続きというのは、場合によると１年近くかかることがございますので、もしかす

ると平成２６年度の４月１日からではなくて、秋ごろとか、そんなこともあろうか

と思います。ただここで、いついっかということになると、またこれはこれでプレ

ッシャーになりますので、平成２６年度内には、何とか新しい形態での運行に移行

できたらいいなと、そんなふうに思っております。 

 以上でございます。 

○議長（藤田 興一君）   鷲田議員。 



○７番（鷲田 昭男君）   この質問は私の再質問の頭にはなかったんですが、

先ほど、いずみの施設の中の同僚議員の答弁の中で、非常におかしいなというのを

感じました。 

 というのは副町長の答弁が、福祉部長の答弁と、同じ行政機関の中でありながら、

私がもし副町長であれば、福祉部長に対する説明を擁護する説明を、私ならします。

しかしながら副町長の答弁を聞いていますと、私は言うたけど知らなんだというふ

うな答弁で、今回機構改革で、意思の疎通が欠けるから機構改革をするんだという

話の中で、こういう形が部長と副町長の間で出てることに非常に疑問を抱きます。 

 町長も見えるんですから、３者で話し合えば、こんなもんすぐにできる問題だと

思うんですよ。これ答弁要りませんが、これだけをひとつ、行政機関の中で皆さん

の足が同じ方向に進んでないと、副町長は、ちょっと後から来たから私はわかりま

せん、あるいは生活福祉部長はよう知ってるけども、こういうふうにしますという、

右と左に外れるような答弁は、私はいかがなものかというふうに思います。 

 これは答弁要りませんけども、今後そういうことのないようにお願いをしておき

ます。 

 次に３点目の質問に入ります。 

 委員会等の発言について。 

 １点目、議会だより１１１号、平成２４年４月発行の８ページ中ほどの条例廃止

について、私の賛成討論が掲載されております。この討論をどのように思われるの

か、伺います。 

 議会に提案された案件の可否について、私は議論する気は毛頭ございません。こ

れは民主主義の原則にのっとって可否が決まるわけでございます。私が伺いたいの

は、経過の中の発言であります。委員会及び議場での発言は、私は大変重いものが

あると思います。提案した案件を有利に誘導するような発言は、あってはならない

と思います。そのような発言はありませんでしたか、伺います。 

 ２点目、教育委員会の今後５年間の年度ごとの事業計画と事業費について伺いま

す。 

 よろしくお願いをいたします。 

○議長（藤田 興一君）   岡野譲治教育長。 

○教育長（岡野 譲治君）   鷲田議員のご質問にお答えをいたします。 

 昨年３月の定例会におきまして、私の発言を前提に、鷲田議員は賛成討論に参加

していただいたと認識をしております。その時点では、賛成していただいた方々の

ためにも、責任を持って実現に向けて努力したいと考えておりました。 

 そしてその施策の実現のために、教育委員会事務局内部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。 



 しかしながら昨年１２月議会で、大崎議員に対して答弁させていただいたような

理由で、述べたことと違った結果になってしまいました。 

 賛成討論をしていただいた鷲田議員の賛成理由と違う結果になってしまいました

ことに対して、まことに申しわけなく思っております。 

 今後は発言の重要性を十分認識し、教育行政に生かしていく所存であります。何

とぞご理解賜りますように、お願いを申し上げます。 

 続きまして２点目の、教育委員会の今後５年間の事業計画と事業費についてでご

ざいますが、平成２５年度予算では、教育費の工事費で、約２億５，０００万円を

予定をしております。 

 主なものとしましては、まず学校施設関係で、避難所として指定しております小

中学校体育館の窓ガラスへの飛散防止フィルム設置で約１，７００万円、稲部・笹

尾東・城山の３小学校の体育館軒天改修で約２，６００万円、神田小学校仮設校舎

設置に約２，７００万円を計画しております。 

 また文化施設では、総合文化センター南側外壁改修に約５，９００万円、文化セ

ンター北側広場整備の西部分に約３，３００万円を、さらに体育施設では、武道館

の屋根及び外壁改修に約１，８００万円を計画しておりまして、老朽化に伴う雨漏

り等への対策が大きなウエイトを占めております。 

 各年度の事業は、総合計画の実施計画において３年間の計画を策定し、計画的に

実施をいたしているところではございますが、学校施設の多くは、築後４０年を迎

えようとしておりますし、文化・体育施設も、多くが建築後３０年前後となります

ので、今後は適切なメンテナンスを行うとともに、耐力度調査などの診断により、

長寿命化計画を策定させていただき、老朽度等の診断をもとに、緊急度を見きわめ

ながら、年次計画を策定し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。 

○議長（藤田 興一君）   鷲田議員。 

○７番（鷲田 昭男君）   教育長のほうから、今後こういうふうにするという

ことでございますので、それを尊重させてもらいたいと思います。 

 時間の関係で、もう少し質問したかったのですが、次の再質問をさせていただき

ます。 

 今年度、平成２５年度予算の財源に、教育としては基金を使ってみえます。この

基金というものは、教育長、どういう基金かご存じですか。失礼ですけど、何の基

金を使うか。 

○議長（藤田 興一君）   岡野教育長。 

○教育長（岡野 譲治君）   教育設備の建設基金であります。 

○議長（藤田 興一君）   鷲田議員。 



○７番（鷲田 昭男君）   そのとおりですね。教育施設の基金の処分というん

ですか、そういう形なんですが、この条文の中に処分という欄が第５条にあります。

この基金を処分できる場合はどういうふうな場合に処分ができるか、ご無礼ですけ

ど、教育長、知ってみえますか。 

○議長（藤田 興一君）   岡野教育長。 

○教育長（岡野 譲治君）   申しわけありません。認識をしておりません。 

○議長（藤田 興一君）   鷲田議員。 

○７番（鷲田 昭男君）   行政のプロであります副町長、これについてお答え

を願います。処分の方法について。 

○議長（藤田 興一君）   樋口副町長、挙手のほどをお願いします。 

○副町長（樋口 和人君）   失礼しました。私も今、その条文を持っておりま

せんので、確かなことは言えません。また後でご報告なり、させていただきたいと

思います。 

○議長（藤田 興一君）   鷲田議員。 

○７番（鷲田 昭男君）   この条文の中に、教育施設の基金を使う場合には、

新築または改築に要する経費というふうになっております。 

 辞書で引いてみますと、改築とは建て直すこと、建築し直すこととなっておりま

す。ちなみに改修は改め直すこと、手入れ、修繕は繕い直すことということでござ

いますので、私は教育委員会の出されております今回の基金を使うということは、

せっかく東員町で使っております条例に反しておると思うんですが、これについて

教育長、見解をよろしくお願いします。 

○議長（藤田 興一君）   岡野教育長。 

○教育長（岡野 譲治君）   お答えをいたします。 

 前提になる条例に対して、今、私どもは判断できませんので、この場でこうこう

でというのは、ちょっとお答えすることはできません。 

○議長（藤田 興一君）   鷲田議員。 

○７番（鷲田 昭男君）   教育長さんは専門的じゃないので、私はそこまで言

えませんが、副町長、この問題どうされますか。 

○議長（藤田 興一君）   樋口副町長。 

○副町長（樋口 和人君）   鷲田議員のほうからご指摘をいただいて、第４条

でしたか、処分の方向についての記述が、新築または改築ということであれば、修

繕、もしくは改修については、なかなかそれを適用しづらいのかなと思いますが、

多分条例を見てないので、そこまで言えませんが、そんな窮屈なものではないので

はないかなという気がしますので、そこは運用できる条文が、もしかしたらあるの

かなというふうに思います。ただ今持ってないものですから、大変申しわけござい

ません。 



 私が今言ってることが、もしかしたら違うかもわかりませんが、基本的に教育施

設のために使うという目的外使用がなければ、厳格な運用というのは重要ですが、

今回それに充てているということについては、その運用の範囲ではないかなという

ふうに思うんですが、現在のところ、そんなように考えております。 

 以上でございます。 

○議長（藤田 興一君）   鷲田議員。 

○７番（鷲田 昭男君）   副町長たる人の答弁とは、とうてい思えません。条

例何ですか。東員町の条例を守るのが条例でしょう。 

 ほかの基金を見てみますと、こういう条件は入ってないんですわ。ほかの条件を

見てみますと、例えばふれあい基金を見ますと、この基金はふれあい事業に要する

経費の財源に充てる場合に限り、予算の定めるところにより処分することができる、

ただ教育資金については、私は金額が大きくならなければ、やはり処分をしてはだ

めですよということで、あえてここに、５条の中に処分として項目が入っていると

思うんです。 

 ですから私は事業をするなとは言いませんので、この部分を、基金を一般財源に

振りかえて運用してもらうということであれば、それも一つの方法かなと思います

が、この条例に、今副町長がおっしゃられたように、これを調べて、もう一度でき

るものがあればというご答弁ですが、もしそういうことをされれば、明らかに条例

に違反すると思いますので、そういうことはせずに、財源振りかえを、補正の時で

も結構ですので、基金から一般財源から振りかえをできるような形にお願いできな

いかなというふうに思いますが、いかがですか。 

○議長（藤田 興一君）   樋口副町長。 

○副町長（樋口 和人君）   大変失礼しました。条例を見てないということで

ございますが、そんなに通常の基金は、おっしゃるとおり窮屈になってないという、

一般論で申し上げましたので、失礼しました。 

 そういうことになっておるということであれば、教育施設整備基金の中に、そう

いうことがうたわれておれば、それについて条例違反をするつもりも全然ございま

せんので、何かいい方法、例えばご提案いただいた一般財源化をしておく中で、改

めてその財源を入れるという形を、一つの方法ですので、考えてまいりたいと思い

ます。 

 以上でございます。 

○議長（藤田 興一君）   鷲田議員。 

○７番（鷲田 昭男君）   ちょっと奥歯に物のひっかかったような答弁ですの

で、再度申し上げたいと思います。 

 この基金は使わずに、一般財源に振りかえてお願いしたいというのは、私の願い

です。だからこの運用を、例えばこういうふうな改築の中には、これも入っておる



やないかというふうな形での使用であれば、あくまでも条例違反であるというふう

に解します。ただ私が申し上げたように、財源を振りかえた形で補正予算の時に修

正をしていただくようなことであれば賛成をいたしますので、よろしくお願いをい

たします。 どうですか。 

○議長（藤田 興一君）   樋口副町長。 

○副町長（樋口 和人君）   少し総務部とも相談をさせていただいて、厳格な

対応が必要な条例であれば、そのようにさせていただいて、一般財源のほうからの

補正予算化を考えていきたいなと、そんなふうに思います。 

○議長（藤田 興一君）   鷲田議員。 

○７番（鷲田 昭男君）   何度も申しわけないんですが、条例の中に重い条例

と軽い条例があるんですか。条例はみんな同じでしょう。東員町が決めている条例。

その条例の中で、軽い条例であれば運用を変えますとかいうのはおかしいでしょう。

やっぱり条例は条例として、東員町の憲法なんですよ。これを犯してやるというの

は、私は考えられませんが、もう一度答弁してください。 

○議長（藤田 興一君）   樋口副町長。 

○副町長（樋口 和人君）   条例の軽重の話はしておりません。条例は条例で

すので、それを守っていくということは当然でございます。ただ、一般的なくくり

がしてある条例でございますので、その条例の決められた背景だとか、そんなこと

も勘案させていただいて、もしそれが動かせないというものであれば、当然そこか

らの基金使用はできませんので、この場合、それはそこをあきらめて、一般会計か

らの拠出というふうに考えさせていただきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（藤田 興一君）   鷲田議員。 

○７番（鷲田 昭男君）   よろしくお願いをいたします。 

 ４つ目、本議会の答弁の最後になります総務部長さんに質問をさせていただきま

す。 

 要望書について、各課に要望書が提出されていると思うんですが、その扱いと対

応について、それぞれの部や課、さらに係にも、さまざまな要望が出されていると

思いますが、年間どれくらい出されていて、要望に応えられないものはどれくらい

あるか、また応えられない案件があれば、なぜ応えられないのかということを伺い

ます。 

 よろしくお願いします。 

○議長（藤田 興一君）   日置直人総務部長。 

○総務部長（日置 直人君）   鷲田議員の要望書についてのご質問にお答えを

させていただきます。 



 町への要望につきましては、自治会からの要望、町のホームページのＥメールで

のご意見箱、それから庁舎ロビーに設置しております「つぶやきポスト」がござい

ます。そのほか、各課へも直接要望がございます。 

 まず自治会要望につきましては、総務課を窓口として、要望内容により、それぞ

れの担当課で対処しているところですが、昨年の４月１日から現在までに、１２５

件の要望をいただきました。その都度、文書にて、自治会さんのほうへ回答させて

いただいております。 

 次にホームページのご意見箱につきましては、３５件の要望をいただいておりま

して、それぞれメールにおいて回答させていただいております。 

 次に、つぶやきポストでのご意見につきましては、４４件いただいているところ

ですが、そのうち３８件は匿名でありまして、回答はさせていただいておりません

が、それぞれ貴重なご意見として、参考にさせていただいております。 

 そのほか、各課への要望につきましては、その多くが電話による匿名の要望でご

ざいますが、でき得る限り適切に回答をさせていただいているところでございます。 

 ご要望等の回答につきましては、以前より職員に対して、迅速に回答すること、

また、内容により回答に要する時間が必要な場合は、事前に回答が遅れる旨の通知

をするよう指導をしております。 

 しかしなかなか、先ほど鷲田議員申されたように、期限が守られないような事案

もあることから、今後も職員に対しまして、徹底的に指導をしていきたいと考えて

おりますので、よろしくご理解のほどお願いいたします。 

○議長（藤田 興一君）   鷲田議員。 

○７番（鷲田 昭男君）   ありがとうございました。 

 ある方から質問がございましたので、今回この質問を私がさせていただきました。 

 その答弁で結構ですが、少なくとも今現在解決できていない案件がありましたら、

なぜ要望に応えられないのかということだけでも、要望を出されているところにご

返事をしてください。また次回に、その結果を質問させてもらいますので、要望に

ついていろんな説明、あるいは勉強したけども、どうしても応えられないのがこう

いうことがありますよ、ということがあると思いますので、どうかひとつ次回まで

にまとめておいてください。 

 以上で終わります。ありがとうございました。 


