
○６番（上原 君代君）   こんにちは、日本共産党の上原君代でございます。 

 今回は最後になってしまいましたが、３点の質問をいたします。 

 １点目は貧困と格差について、伺います。 

 アベノミクス政策のもとで株高・円安が進んでいます。株高で恩恵を受けた富裕

層が宝飾品、高級時計の高額品などの購入で、個人消費を押し上げています。また、

円安による石油とか小麦などの輸入品の値上げから、電気代やガス代の値上げ、来

年４月からの消費税増税を見越しての電気製品、家電や住宅着工戸数の増加で、個

人消費は上向きです。 

 しかし個人消費の原資となる所得はあまり増えていません。輸出企業の労働者の

一時金はわずかに増えたとはいえ、全体的に基本給などは、昨年６月より減ってい

ます。業種間の流動化の促進の中で、ますます非正規労働者が増え、格差と貧困が

一層広まっています。 

 次のことについて、東員町の現状を伺います。 

 １つ目の生活保護法ですが、今年の８月１日から生活保護基準の引き下げが強行

されました。今回の基準引き下げは３年間で最大１０％にも達し、戦後最大の歴史

的改悪です。子どもが多い世帯ほど削減率が高く、子どもの貧困にも拍車をかけま

す。今回削られる生活扶助費は、食費、光熱費、衣服などに充てられる生活費その

ものです。生活を切り詰める貧困世帯をさらに追い詰めます。 

 国民生活の最低ラインを示す生活保護基準は、基準引き下げにより、広汎な国民

の暮らしに大きく影響します。また、生活保護基準は、低所得者層に対する各種の

支援施策の指標としても使われています。就学援助や国保、保育料の減免など、影

響を受ける制度の現状と、それに対する東員町の配慮を伺います。 

 また、平成２２年度に文部科学省から就学援助の拡大要請が出され、東員町は実

施しませんでしたが、本年の実施予定を伺います。 

 ２つ目は、今年の夏は昨年より一層暑く、熱中症が心配されました。年金、高齢

者で電気代を心配した老人で、エアコンをつけずに運ばれた人もたくさんいると聞

きます。いろんな滞納者には、停止とかがたくさんあったそうです。自治体が経営

する水道代でさえ、給水を止めることが多くの自治体で強行されていると聞きます。

東員町の２０１２年度、２０１３年度の水道代の停止の現状を伺います。 

 よろしくお願いします。 

○議長（藤田 興一君）   岩田利弘生活福祉部長。 

○生活福祉部長（岩田 利弘君）   上原議員の格差と貧困についてのご質問に

お答え申し上げます。 

 まず１点目の、生活保護法の改正により影響を受ける制度についてのご質問につ

いてでございますが、生活保護の基準は、社会の消費実態を参考に、バランスのと

れた水準とするため、５年に一度見直されます。 



 今回の見直しは本年８月から施行され、現行の基準生活費を３年程度かけて段階

的に引き下げが見込まれております。 

 主な内容といたしまして、基準生活費では、年齢、世帯人員、地域差に応じた見

直し、期末扶助では世帯人員に一律の基準額が加算されていましたが、世帯規模の

経済性が導入されます。一方、勤労意欲を助長する目的としての勤労控除について、

全額控除となる水準や控除率が見直されます。また、生活保護からの脱却を促すた

め、生活保護受給者等就労自立促進に向けた取り組みが行われつつあります。 

 本町の生活扶助費に限った試算では、高齢者の２人世帯では、平成２５年７月分

の月額９万５，５４０円が、８月から９万５，０３０円に、平成２７年４月からは

９万３，９８５円となります。 

 ４０代夫婦で中学生と小学生の子どもがいる世帯では、平成２５年７月分の月額

１６万５，６７１円が、８月から１５万９，０３０円に、平成２７年４月からは１

４万５，７４１円となります。 

 なお、今回の改正において、本町の生活保護受給世帯で生活保護を外れる世帯は

なく、国民健康保険被保険者となる方もみえませんが、被保険者世帯となった場合

には、所得に応じて保険料の均等割・平等割分を軽減する現行の制度にて対応させ

ていただきます。 

 次に、生活扶助基準の見直しにより就学援助に与える影響について、お答えいた

します。 

 まず、就学援助の認定に当たっては、申請のございました保護者の世帯について、

所得控除後の収入額を、生活扶助基準により算出したその世帯の需要額で除した値

を求め、その値が１．３以下の場合に就学援助者として認定いたしております。 

 本年度、現時点での就学援助認定者は小学校で９４名、中学校で５５名となって

おります。平成２５年８月からの新基準により試算をいたしましたところ、小学校

で７名、中学校では２名が認定を外れるという結果が出てまいりました。 

 生活扶助基準の見直しは、平成２５年８月から平成２７年まで、３年程度かけて

段階的に実施するとされておりまして、現在の就学援助の認定基準を据え置きした

場合には、認定外の数はさらに増えることが予想されます。 

 今年度につきましては、従来の生活扶助基準により実施をいたしておりますが、

来年度以降につきましては、新基準による影響が出ないよう、認定基準を緩和する

などの措置をとる必要があると考えているところでございますが、近隣市町の状況

も参考にさせていただきながら、もう少し時間をかけて慎重に検討してまいりたい

と思っております。 

 また、平成２２年度に拡充されましたクラブ活動費、生徒会費等につきましても、

あわせて検討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

お願いいたします。 



 ２点目の水道料金の滞納者に対する給水停止処分の現状でございますが、平成２

４年度の給水停止通知件数が４８件、うち給水停止件数は１３件、平成２５年度８

月までの給水停止通知件数が６件で、うち給水停止件数は２件でございます。 

 給水停止は、給水停止処分取扱基準に基づき行っておりますが、生活状況、家族

構成等を十分考慮し、業務の遂行を行っておりますので、ご理解賜りますようよろ

しくお願い申し上げます。 

○議長（藤田 興一君）   上原議員。 

○６番（上原 君代君）   生活福祉部長の答弁をいただきました。 

 生活保護基準の引き下げですが、思った以上の金額で、やっぱりびっくりしまし

た。でもこの前の話では、東員町ではちょうどその金額の人がいなかったからか、

保護基準を打ち切られる対象はないようなことを聞いたんですけど、そこら辺、今

度の新基準で打ち切られるという件数、今言ったかもわからないんですけど、きち

っと把握できませんでしたので教えてください。 

○議長（藤田 興一君）   岩田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（岩田 利弘君）   今回の改正によりまして、本年８月から施

行されております基準において、生活保護を外れる方は、東員町内の方ではどなた

もみえませんでした。 

○議長（藤田 興一君）   上原議員。 

○６番（上原 君代君）   ありがとうございます。外れることがなくてよかっ

たと思いますけど、生活扶助費の削減という面では、さっき言われたような、この

金額が削減されていくわけですね。はい、わかりました。 

 やっぱり生活が苦しくなるというのが目に見えて、さっき子どものいる家庭で、

１６万５，０００円が今年は１５万９，３００円だけど、３年目やと１４万円いく

らかになるということを聞くと、やっぱり本当に皆さん苦しくなるんだなと思いま

す。 

 それと生活保護基準の引き下げによる関連制度なんですけど、これも前、教育委

員会にお話に行ったときに、就学援助は前の古い基準のままでやりたいようなこと

をちらっと聞いて、この前も言ったんですけど、今の話では、今年は就学援助が減

るようなこと、それがひっかかって、でも来年は考えるというようなことでしたけ

ど、そこ確認させてください。 

○議長（藤田 興一君）   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。 

 いわゆる準要保護の対象者の就学援助ということで、私どもも先ほど福祉部長が

答弁させていただきましたように、小学校で７名、中学校で２名の対象外が生まれ

るということですので、そこのところの大きな変化がないように、いろんなところ

で検討をしていきたいなと思っております。 



 以上でございます。 

○議長（藤田 興一君）   上原議員。 

○６番（上原 君代君）   一応生活保護の１．３倍ということで、生活保護の

人より少し収入は多い人なんですけど、これだけ減るということはつらいと思いま

す。 

 そして何しろ今年、平成１２年度の決算を見てましても、前年度より就学援助の

お金をもらっている人は、小学生で１９人増えて９８人、中学生で１３人増の５５

人となっています。やっぱり若い人の非正規雇用などが増えている影響だと思うん

ですけど、よくこの就学援助をもらえる基準に入っているということは、収入が減

っているんだなということを痛切に思います。 

 こういう親の格差が子どもへの影響を少しでも減らせるよう、来年ちょっと考え

ていただけるというようなことも、さっき部長のほうから言われましたので、きち

っと就学援助の基準額を引き下げないで実施していただけるように、よろしくお願

いします。 

 また、今回の保護基準引き下げが、東員町はなかったんですけど、保護が打ち切

られていたら、保育料とか国保料の減免の影響の人数というか、わかりますか。 

○議長（藤田 興一君）   岩田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（岩田 利弘君）   お答えいたします。 

 生活保障基準の見直しに伴い、今回は生活保護を外れる方はいらっしゃいません

でしたので、生活保障基準の見直しによって金額が下がったというような現状はあ

りますけども。 

 ただ、生活保障基準の見直しに伴い、今年の８月からについては、見直しで対象

にはならなかったんですけども、それ以降、もし対象になる場合があると仮定しま

すと、生活保障基準の見直しに伴って、ほかの制度による影響というのもございま

して、就学援助とか、保育料の免除とか、国民健康保険とか、高齢者医療制度の適

用除外というのもございます。ただ、そういったものについても、それぞれの制度

の中でいろいろ低所得者に対する軽減措置がございますので、それを適用させてい

ただこうと考えております。 

○議長（藤田 興一君）   上原議員。 

○６番（上原 君代君）   ありがとうございます。今年は該当する人がいなか

ったんですけど、もしこれが出てきたら、減免なんか、よろしくお願いいたします。 

 それともう１つ、さっき文部科学省からの就学援助の拡大要請で、去年はなかっ

たんですけど、今年の場合は社会見学とかやっていただけるような回答をいただき

ましたので、本当によかったと思います。ありがとうございます。 



 それと、これは文部省の拡大要請の中には入ってなかったんですけど、いろんな

地域の現状を見てみますと、修学旅行や社会見学、そういうものにまで拡大してい

るところも結構あります。 

 特に私、今、孫が中学校へ行きまして、中学３年には沖縄へ修学旅行ということ

で、毎月結構な金額の積み立てを２年とちょっとしなければいけない、うちも母子

家庭ですので、それも双子ですので、大変な金額になるということを聞いたんです

けど。でもこの前話をした時には、生徒全員にきちっと補助を出しますのでと、修

学旅行生全員に出しているから、就学援助にはちょっと、ということを聞きました

けど、２年以上の長い間、多額の積み立てをしんならんということで、そこら辺を

考えていただけるわけにはいかないでしょうか。 

○議長（藤田 興一君）   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。 

 東員町の準要保護の対象項目は、東員町の場合は修学旅行には全額実費で補助を

しております。以上でございます。 

○議長（藤田 興一君）   上原議員。 

○６番（上原 君代君）   あ、そうですか。この前の打ち合わせの時にはそう

いうお話ではなかったもので。はい、わかりました。ありがたいことです。ありが

とうございます。 

 ２つ目の水道代の滞納者に対する給水停止のことですけど、平成１１年度は９８

件と聞いておったんですけど、さっきの話では少しは減っているかなと思います。

やっぱり支払い能力のある人からは、きちんと滞納整理を求めるべきですけど、滞

納が３カ月以上続いたからといって、事情を調べずに、払えない高齢者とか、子ど

ものいる世帯への給水停止は断じて止めるべきだと考えているんですが、そこら辺

はどうですか。 

○議長（藤田 興一君）   藤井建設部長。 

○建設部長（藤井 浩二君）   お答えを申し上げます。 

 先ほど生活福祉部長からご答弁を申し上げましたとおり、東員町の給水停止処分

基準に基づきまして、事務は粛々とさせていただいております。 

 しかしながら上原議員おっしゃいますとおり、当然それぞれ納付のご相談をさせ

ていただいたり、また家庭訪問をさせていただいて、その家族の状況を見せていた

だき、例えば平成２３年度は１件、その執行をやめております。また本年度も家庭

状況を見せていただきまして、１件停止をやめております。あくまでも町はいかに

やるべきかということはわかっておりますので、その辺を肝に銘じて業務をさせて

いただいておりますので、ご理解賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（藤田 興一君）   上原議員。 



○６番（上原 君代君）   今年も去年も１件は事情を見てやめているというこ

とを聞きました。家庭訪問もやっていただいているということで、こういう姿勢、

本当に皆さんにわかりましたら喜ぶと思います。該当者でなくても、こういうこと

は深刻な問題と考えてますので、よろしくお願いします。ありがとうございます。 

 親の貧困がストレートに子どもに影響するのを少しでも減らしたいと思いますの

で、こういう姿勢をこれからも続けてください。よろしくお願いします。 

 ２点目の非正規職員について、伺います。 

 今年の東員町の職員名簿によると、幼稚園・保育園の臨時３２名のほかに、一般

職員で臨時１０名になっています。幼稚園・保育園の臨時職員は徐々に正規を増や

したいとのことで少し安心していましたが、本庁のほうでも、臨時職員が多くなる

傾向があります。デフレ不況の大きな原因は賃下げと非正規雇用の拡大で、多くの

国民の所得が下がることによる需用不足にもあります。非正規雇用が貧困と格差の

原因として大きな問題になっている中、公がその原因をつくり出していいものか、

町長の見解を伺います。 

 また、本庁の臨時職員と幼稚園・保育園の期限つき臨時職員以外の臨時職員の待

遇を伺います。午後４時以降の長時間保育児を保育する保育士や、障がい児担当、

正規職員の有休、代替え保育士など、最低賃金より少し高いだけの時給とか、１０

年勤めても就職時と同額の時給など、改善していただきたいと考えますが、いかが

ですか。 

 よろしくお願いします。 

○議長（藤田 興一君）   水谷俊郎町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   非正規職員についてのご質問にお答えをさせていた

だきます。 

 私から一般職についてですが、本町では職員採用につきましては、退職補充や新

たに行政課題への対応に配慮し、適切に職員の採用を進めてまいりました。臨時職

員は、正規職員の育児休業に対する代替や、業務繁忙期に対応するために臨時的に

採用を行っております。 

 今後も行政ニーズの変化や多様化に的確に対応し、行政サービスの種類や性質に

応じて弾力的に採用を進めますとともに、優秀な職員を確保するため、採用手法も

工夫しながら採用に努めてまいりたいと考えておりますので、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）   岡野譲治教育長。 

○教育長（岡野 譲治君）   私のほうからは、幼保関係の非正規職員の待遇に

ついて、お答えをさせていただきます。 

 ご承知のとおり現在、幼稚園・保育園では、正規職員以外にたくさんの方々にお

世話になっております。その中で、クラス担任をしている期限つき職員の賃金につ



きましては、平成２１年度から、それまでの日額制から月額制に変更するとともに、

経験年数に応じて昇級する現在のシステムに変更をいたしました。さらに平成２４

年度からは、人材確保の観点から月額賃金を増額させていただいているところでご

ざいます。 

 一方、非常勤の職員についてでございますが、支援センターを含めて、幼稚園・

保育園では年休代替や障がい児加配、あるいは長時間保育、離乳食等の調理員など、

合わせて毎月９５名前後の非常勤職員の皆さんにお世話になっております。 

 この方々の賃金でございますが、時給では年休代替８１３円、障がい児加配９０

０円、平日の長時間保育及び土曜保育１，０００円、土曜の長時間保育１，１００

円でお願いをしておるところでございます。また、経験年数に応じた増額などは行

っておりません。 

 今回ご指摘をいただきました臨時職員の待遇改善につきましては、私どもも課題

の一つと認識をしております。今後、近隣市町の状況も踏まえながら、担当部署と

も協議を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。 

 以上でございます。 

○議長（藤田 興一君）   上原議員。 

○６番（上原 君代君）   町長と教育長に答弁をいただきました。 

 町長に伺います。さっきの答弁では、臨時に対して減らすんじゃなくて、これか

らも有効にというような考えみたいに聞こえましたけど、それでよろしいか。 

○議長（藤田 興一君）   水谷町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   増やすとか減らすとかではなくて、正規職員で今基

本的に業務をしておりますが、季節によって業務量が多くなったり少なくなったり

するところもあります。あるいは、突発的に病気になったりという職員もおります。

当然先ほども申し上げましたように、育児休業という職員もおります。 

 人間ですから、いろんな職場でいろんなことが起こってきます。それに対して全

てこれ、正規職員で充てていったら、とても定員管理はできませんし、そういうと

きのために臨時で来てあげるよという方に来ていただいて、業務を行っていただい

ているということでございますので、臨時職員を増やすとか減らすとかいうことで

はなくて、適正に住民サービスが停滞しないように、それをきちっと管理していく

というのが我々の仕事でございますので、その方向でそれを決めているということ

でございます。 

○議長（藤田 興一君）   上原議員。 

○６番（上原 君代君）   考え方としてはわかりました。 

 要は臨時職員の仕事の中身です、私が問題にしているのは。仕事が恒常的ではな

くて、１年のうちでも時々であったり、短期間であったり、また１～２年はあるん



だけど、地籍調査のような期限が限られている仕事だったり、そういうのは期限つ

きとか、それからこれはないと思うんですけど、保育園やったら子どもですので、

年休でもすぐ人を雇わないといかんけど、役場だったら相手は事務ですので、明日

頑張って今日は休まないといかんけど、明日は残業となっても頑張れるということ

で、人は雇わずに年休なんかはできると思いますけど、でもそういう仕事の中身と

して、期限つきとか、１日、短期間の臨時とか、それはわかります。しかし予算書

を見ても、ちょっとあるんですけど、図書館の司書とか、今までからこれは多分あ

ると思います。これは恒常的な仕事だと思うんですけど、こういうのは正規職員に

と考えますが、いかがですか。 

○議長（藤田 興一君）   岡野教育長。 

○教育長（岡野 譲治君）   図書館の場合には正規職員が１名で、あとは期限

つき、それからもう少し違うんですけども、臨時的に任用の方というのでシフトを

組んでやっております。 

 以上です。 

○議長（藤田 興一君）   上原議員。 

○６番（上原 君代君）   本の整理とかいうときに臨時の人を雇うのは仕方が

ないと思うんですけど、恒常的にきちっと雇う人は正規にしてほしいと思うんです

けど、そこら辺は１人今、正規がいると聞きましたけど、時々臨時も雇うんだから、

いわゆる期限つきの人、その人を正規にするということはできませんか。 

○議長（藤田 興一君）   岡野教育長。 

○教育長（岡野 譲治君）   定数の管理もございまして、私がそのことに対し

て、そうしてほしいという要望を上げることはできますけれども、そうしますとい

う返答をすることはできません。 

○議長（藤田 興一君）   上原議員。 

○６番（上原 君代君）   基本的に短時間勤務でも、恒常的な仕事ならずっと

続く、これからもずっと必要な仕事なら、幼保の期限つきの臨時職員のような給与

体系、役場でもそういうこと、経験を、１年たち２年たち、同じ人がそういうこと

をやっていくのなら、役場でもずっと調べていたら、期限つきの人も１人か２人み

えるんですけど、その人は３年たっても５年たっても給料は一緒なのかどうか、そ

こら辺はどうですか。 

○議長（藤田 興一君）   早川総務部長。 

○総務部長（早川 正君）   お答えをさせていただきます。 

 職員につきましては、本年度は総務課のほうに住民サービスを低下させない、住

民サービスを行う上で、職員が働きやすい環境と申しますか、そういった部分をつ

くるためにも人事が重要であるということで、人事係のほうを今年度新しくつくっ

ていただきました。 



 その中で職員の定数であるとか、臨時職員のあり方、そういったものを改めて十

分検討もさせていただくところでございますし、職員の必要な人数という部分も、

今年度も６月に各課のほうからヒヤリングもさせていただいて、今、仕事量と職員

数はどうなっているかというようなことも聞き、ヒヤリングもさせていただきまし

た。これからもそういったことも踏まえながら、適正な人事管理に努めていきたい

と思っておりますので、よろしくお願いをいたしたいと思います。 

○議長（藤田 興一君）   上原議員、先ほど申し上げましたように、答弁者の

指名をよろしくお願いしたいと思います。 

 上原議員。 

○６番（上原 君代君）   期限つきは保幼の期限つきと同じような給与体系を

望みます。 

 それともう１つお伺いしたいんですけど、東員町の人口はずっと増えて、少しで

も現状維持を保つか、少し減り気味のそういう人口なんですけど、以前なら職員が

していた仕事を、今は調査委託、アンケートでもそうです、管理とかデータ、ネッ

トワークなど、電算システムということで、昨日の同僚議員の質問で、１年で１億

３，０００万円ぐらい、そういう電算システムの委託料が使われています。すごい

大きい金額です。 

 時代の流れで、他市町との連絡とか、いろんなことでネットワークが必要ですの

で、そういうのになってくるのは仕方がないにしても、そのおかげで職員が計算し

たり調査する仕事は、素人目では減っているんじゃないかと思います。それだけ機

械がやってくれる。１億３，０００万円もかけて、機械がやってくれる仕事がすご

くあるんだから、仕事量は減っているんじゃないかなと思うんですけど、今年の名

簿で１０人も、私としては名簿を見て臨時職員が１０人増えたことに対して何でっ

て、機械化で人件費はその分減っていかないとあかんのと違うのという疑問がまず

わきました。 

 昨日のまた同僚議員の質問の中で、平成１８年には２１０人いたのが去年で２０

０人、今年はたしか２０１人と思いますけど、そういうふうに減っているから臨時

も仕方がないというような答弁がありましたけど、平成１８年から減っている多く

は、結構保育園とか幼稚園の職員分、正規が減って、保育園・幼稚園は定年退職も

多かったですので、その分の採用がしてなくて減っているんじゃないかなと私は思

いましたけど、そこら辺は電算と人件費との関係、総務ですかね、よろしくお願い

します。 

○議長（藤田 興一君）   早川総務部長。 

○総務部長（早川 正君）   お答えをさせていただきます。 

 確かにコンピュータが出始めたころ、よく機械化されるために職員が減るという

ようなことは昔よく言われておりますけども、現在、事業のほうも複雑化をしてお



り、電算化の委託料が増えたから、そのまま職員が減るということには、なかなか

結びついていかないのが現状でございます。 

 本当に事業の中が、以前から見ると細分化と申しますか、細かい事業になってお

ります。そういった中でも、当然事務事業にかかる委託料等につきましては、行政

評価等を行いながら、削れるところは削るという部分で一生懸命取り組んでいると

ころでございます。 

 また、職員につきましては、上原議員申されましたように、確かに平成１７年２

１０名おりました。それ以前では、一番多い時には、たしか平成１４年ぐらいは２

１８名おりました。私ども、第２次行政改革の部分で、国から示される以前にスリ

ム化を図っておりまして、平成１７年に２１０名をさせていただいた時に、国のほ

うから行革指針の関係で５％落とすというような形で、２０２名を目標にさせてい

ただきました。 

 その中で議員おっしゃられるように、減額の中では保育園・幼稚園、あるいは調

理員の割合は確かに多ございましたけれども、その以前から削減に取り組んできて

おったわけでございますけれども、今大変厳しい状況でもあり、先ほど私、申し上

げましたように、住民サービスを低下させないためにも、一生懸命職員で仕事をさ

せていただくためにも、適正配置という部分をもう一度構築をさせていただく必要

があるということで、必要な部分に職員のほうを充てていきたいというふうに思っ

ております。 

○議長（藤田 興一君）   上原議員。 

○６番（上原 君代君）   １億３，０００万円の電算関係のお金が直接人件費

にすぐ影響するとは私は全然思ってません。 

 それと職員の減り具合、さっき本庁でも減っていると言われたんですけど、最高

の時、２１８名だったら保育園が３０何人いる、前はそれだけの期限つきはいなか

ったかなと思いますので、そこら辺は本庁のほうは減っているんですか。 

○議長（藤田 興一君）   早川総務部長。 

○総務部長（早川 正君）   お答えします。 

 先ほど申し上げましたように、原因の一番多くにつきましては、保育園・幼稚園、

調理員が多いことは事実でございます。今現在、本庁の職員が何名減ったという、

ちょっと手元に資料を持っておりませんので、また報告をさせていただきたいと思

っております。 

○議長（藤田 興一君）   上原議員。 

○６番（上原 君代君）   ありがとうございます。 

 町民との話の中で、職員が多すぎるということはよく聞きます。私としては、必

要ならば東員町役場で働く全ての職員が、自分の仕事に生きがいと町民に奉仕する

気持ちを持って働いてほしいと思いますので、臨時のことはこだわっているんです



けど、どうしてもその人が恒常的な仕事で必要ならば正規でというお願いで。でも

期間限定、そういうのは臨時というのもやむを得ないということもわかっておりま

すので、必要最低限、皆さんが満足して誇りを持って働けるようにしてほしいと思

います。 

 次に教育長に伺います。さっき大体聞きましたよね。前に比べて大分よくなって

いるということもわかりましたけど、土曜日は１，１００円だと思ったんですけど、

朝と帰りの長時間保育が１，０００円というのが、２０年ぐらい全然賃上げは、や

っぱり一番出にくい時間ということで、最初は８００円ぐらいだったかな、それが

１，０００円になってから、もう既に２０年以上になると思うんですけど、これは

出にくい時間ということで、どうにかならないでしょうか。 

○議長（藤田 興一君）   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。 

 先ほどもお答えをさせていただきました非常勤職員の方の賃金に対しましては、

私どもも課題の一つであると認識をしております。ただ、現在期限つきの方の待遇

改善を進めてまいりました。そして次には関係部局と協議しながら、非常勤職員の

待遇改善に向けて検討を進めていきたいなと思っております。 

 以上でございます。 

○議長（藤田 興一君）   上原議員。 

○６番（上原 君代君）   すぐには無理にしても、やはり１，０００円からは

じまって、ずっと２０年賃上げがないということで、初めの１，０００円は仕方な

いと思います。だけど何年かしたら、たとえそれが時給で１０円であっても２０円

であっても、やりがいのある仕事にしていただけるようよろしくお願いします。 

 次に３点目に移ります。 

 道路の維持管理とか修繕について伺います。 

 道路の維持管理、修繕に対しての町の姿勢ですけど、スクールゾーンとか徐行、

一時・一旦停止など、町道の白線や表示が地域によって差が大きいと思います。ス

クールゾーンなど、全然ないわけではありませんけれど、ほとんど消えかかってい

るところが多いです。そしてまた、道路の凸凹や危険箇所なども、地域からの要望

がなければ、何かやってもらえないような雰囲気や現実なかなかと思えるので、や

っぱりそこら辺は町の仕事として毎月定期的に町道を点検すべきで、地域からの要

望がなかったら、よほどの危険がない限りやらないというようなことは、あっては

ならないと思うんですけど、１カ月のうちで、たとえそれが２日であってもいいか

ら、順番に全町を、１年通してでいいから、きちっと見回るような、そんなことが

必要だと思うんですけど、いかがですか。 

○議長（藤田 興一君）   藤井浩二建設部長。 



○建設部長（藤井 浩二君）   上原議員の道路の維持管理・補修についてのご

質問にお答えを申し上げます。 

 まず、町道の維持管理でございますが、ご指摘のとおり非常に重要な業務でござ

いまして、道路管理者として適切な管理を行い、安全確保を図っていかなければな

らないと考えておるところでございます。 

 議員ご指摘のとおり、全線を担当者が巡回し、点検することが本来であるとは考

えているところでございますが、総延長は約２３０キロメートルに渡ります町道全

線を職員のパトロール等で全てを把握することは困難でございまして、自治会や町

民の皆様のご協力により対応をさせていただいておるのが現状でございます。 

 また、東員郵便局とは「道路損傷等についての情報提供に関する覚書」を締結さ

せていただきまして、集配時に道路等に異常があれば通報をしていただくこととな

っておりまして、緊急時に備えた体制も一応は整えているところでございます。 

 次に、「止まれ」「横断歩道」等の規制に伴う路面標示は警察の所管でございま

すので、補修のほか、新規も含めまして、いなべ警察暑へ要望を行い、対応をして

いるところでございます。 

 また、通学路や交通量が多い箇所につきましては警察と協議を行い、町にて対応

をしている箇所もございますが、その他の規制以外の町道への例えば外側線などは、

町により維持管理をさせていただいておるところでございます。 

 舗装・補修等によりまして消えたところは新しく白線を引く場合もございますが、

議員ご指摘をされます地域差などはないと考えておりますが、スクールゾーン等の

表示はそれぞれ学校の環境、いわゆる隣に幹線道路があったり、交通量などが多か

ったり、通学路の環境が違ったり、そういう相違があるものと考えております。 

 いずれにいたしましても、今後とも皆様のご協力をいただきながら道路管理に努

めてまいりたいと思っておりますので、よろしくお願いを申し上げます。 

 以上でございます。 

○議長（藤田 興一君）   上原議員。 

○６番（上原 君代君）   今の答弁で、東員郵便局との提携をやっているとい

うことで、ああ、なるほどなと感心いたしました。 

 白線のことなんですけど、私はこれは町道だから町が書いているのかなと思った

んですけど、警察の仕事だと言われたんですけど、そうすると白線も消えかかって

いるから、必要だからということになったときは、警察にそういう要望の連絡をす

るのですか。 

○議長（藤田 興一君）   藤井建設部長。 

○建設部長（藤井 浩二君）   ちょっと舌足らずで誤解があるとあきませんの

で、またご説明申し上げますが、いわゆる横断歩道とか、止まれとか、そういうも

のは規制に関する表示でございまして、これは規制に関する路面表示、いわゆる看



板も同じでございますが、警察の管轄でございます。これについても、例えば町民

の方からわざわざ警察に行っていただかなくても、私どもにお知らせをいただけれ

ば、私どもはすぐにいなべ警察の交通課と相談をさせていただきまして、最善の対

応をさせていただいているということでございます。 

 以上でございます。 

○議長（藤田 興一君）   上原議員。 

○６番（上原 君代君）   それならば白線で消えかかっているのか、もう既に

きちっとやってあるんだから、消えかかっているのをやるのなら、東員町でできる

ということですか。 

○議長（藤田 興一君）   もうちょっと詳しく説明してあげてください。 

 藤井建設部長。 

○建設部長（藤井 浩二君）   お答え申し上げます。 

 まず道路がございまして、中心線を引いてございます。これは道路管理者が引く

ことができますので、それについて薄くなったり、また消えかかっているというよ

うなことがありましたら、お知らせをいただければ、これは私どもでさせていただ

きます。また、県道国道につきましては、県のほうにこういう状況でございますの

でということで、私どもからお伝えをさせていただきます。 

 また、今申しましたのは、よく交差点に行きますと、止まれという表示がござい

ます。一旦停止線がございます。またもう１つは、横断歩道が引かれてまして、そ

の手前に予告ということで、三角形のああいうものにつきましては、規制の関係で

ございますので、これはいなべ警察が所管をいたしておりまして、いなべ警察が公

安委員会と相談をして塗り替え等をやっていただいております。 

 そういう中で、今ご指摘の白線とおっしゃいますのは、多分私どもの管理をして

おる部分でございますので、お教えいただいたり、通報いただければ、私どもとし

ては対応できるものにはすぐ対応しておりますし、自治会長ともいろいろお話をさ

せていただいて、もう少し待ってください、よそはもっと薄いんですわと言いなが

ら、維持に努めておるところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（藤田 興一君）   上原議員。 

○６番（上原 君代君）   わかりました。 

 ただ、私がさっきから新しくしないといかんとこは、やっぱり警察のことが必要

なんですけど、結構車を走らせていると、薄くはなっているけど、書いてあるとこ

ろも多くありますので、そういうのを機をよく得てと言われるんですけど、毎日で

なくてもいい、総路線も何キロと今言ってくれましたけど、全部を見ろというので

はなくて、それを１２で割って、月のうち２日なら２日を点検に回して、そして住



民からもし要望が来なくても、建設課として、ああ薄くなっているから、こういう

順番でやっていかないかんねという計画をつくってほしい。 

 要望がなければやらない。そこら辺で私は住民に言われたことがあるんです。議

員なので、選挙の時にこういうことをやりましたと、一生懸命頑張ってやってます

というようなことを言ったことがあったら、それは本来なら役場の町道なんだから

役場の管理です、点検して、住民からあれがなくても、順次やっていかないかんと

いうことを言われました。なるほどと思いました。 

 私もだけど役場のこともわかっておりますので、全然住民から要望を出さずに、

とは言いませんけど、あまり出せないところの道路でも、役場が見て、全町的な判

断の中で、ここは薄いなとか、そういう判断をしてほしい、点検をしてほしいとい

う、そういう姿勢のことを聞いているんです。そこら辺はいかがですか。 

○議長（藤田 興一君）   藤井建設部長。 

○建設部長（藤井 浩二君）   お答えを申し上げます。 

 決して私ども、要望だけで仕事をさせていただいておるというような感覚ではご

ざいません。あくまでもお知らせをいただいて、ありがとうございます、情報提供

に基づいて、いわゆる日々対応させていただいている。要望というと、何か目線が

全然違うと思うんですね。そうじゃなくて、お知らせをいただいて、すぐに見に行

って、そういうことを繰り返しております。 

 確かに上原議員おっしゃることは、もう大原則でございますし、一番重要なこと

でもございます。何とか日々の業務の中で、そういうふうな目線で、絶えず建設部

とはいわず、役場全体で、みんなで見ていただくようなシステムをつくってはおる

んですけども、日々の業務の中で、ほかの課から通報をいただいて直したこともご

ざいますし、そういう目線は絶えず職員は持っておいていただけるとは思うんです

が、再度、その辺も皆さんにお願いするとともに、建設課、本当に少ない人数でや

らせていただいてます。建設課は係長以下３名ですかね、その人数でやっておりま

して、本当に厳しい状況でございます。日々の業務の中で、少しでもそういうこと

が拾えるような体制をとってまいりますので、どうかご理解賜りたいと存じます。 

 以上でございます。 

○議長（藤田 興一君）   上原議員。 

○６番（上原 君代君）   ありがとうございます。 

 一応原則的なことをわかってもらって、そういうのをちゃんとやる中で、全町の

道路が地域的に不平等ではなくて、計画的に平等に修理とか保全がなされていくよ

うにお願いして、これで今日の質問は終わらせていただきます。 

○議長（藤田 興一君）   これにて一般質問を終わります。 

 樋口副町長。 



○副町長（樋口 和人君）   議長からお時間をいただきましたので、少し皆さ

んにお時間を、ということでございます。 

 朝の最初に議長から簡潔な答弁を、というふうにご指示をいただいたにもかかわ

らず、午前中の南部議員、それから鷲田議員の答弁の際に、答弁のための説明や、

質問されてない答弁をしたことで、本日の議長の本会議の運営を乱したこと、南部

議員や鷲田議員の質問時間を減らしてしまったこと、それから議員諸氏にこのこと

を含めてご迷惑をおかけしたことに対して、私からおわびを申し上げたいと思いま

す。 

 どうもまことに申しわけございませんでした。 

 以上でございます。 


