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○議長（島田 正彦君）   ただいまの出席議員は１４名であります。 

 休憩前に引き続き、会議を再開します。 

 皆様に申し上げます。本日の大谷勝治議員の一般質問の中に不適切な発言がありま

した。具体的には、現在選挙期間中の候補者名を述べたものであります。これをある

候補者と訂正することを会議規則第６４条の規定により許可しましたので、ご了承く

ださい。 

 休憩前に引き続き、一般質問を行います。 

 １４番、山本陽一郎議員。 

○１４番（山本 陽一郎君）   この果てなき大宇宙の中でひときわ青く輝く一つ

の小さな星、地球が存在します。その私ども人類やこの厳しい中大変な思いでそれぞ

れ生きている、そんな動植物にとって、唯一無二の星、かけがえのない地球、その地

球を取り巻く実りの大自然が今、大きな怒りや悲しみとともに崩れ去ろうとしている。

今、世界中で起きている気候変動による大水害や温暖化に伴う山林火災をはじめ、

様々な災害が次から次へとこの社会を苦しめています。このことは私たち人類がこれ

まで豊かさや便利さといった悪しき文明社会を追い求め、己の欲望に基づく愚かな行

動により、この大切な大自然を長年にわたって壊し、痛め続けてきた。今まさに自然

界からの重大な警告であり反省を求める悲痛な声であろうと思います。覆水盆に返ら

ずと言います。もう手遅れかもしれない。しかし今こそ我々はこの健気に生きる生き

物や自然との共生を図りながら、人類の英知を上げて行動するときであり、健全で安

心な自然環境豊かな地球として再建を果たし、次の世代に生きる子どもたちへこの地

球を引き継いでいく、このことこそが我々世代の責務と義務であろう、このように思

っております。 

 そこで今回は、今猛威をふるっております新型コロナウイルスの感染を受けて、そ

の対策について。そして東員第一中学校の移転事業の問題についての質問を予定させ

ていただいております。 

 そこでまず、新型コロナウイルス感染を受けて、その対策についてということで、

先日の全員協議会において、担当課長からその経緯と対応について詳細な説明を受け

ておりますが、このことは住民の皆様の生命に関わる重要なことですので、再度確認

をさせていただきたいと思います。 

 ご説明によりますと、３０歳以上の皆さんには接種券を配布して、そして順次接種

が進んでいるという説明もいただきました。ただ、１２歳以上３０歳未満の若年層へ

の皆さんへの接種についてどうなっているのか。また同じ世代、一番若くて次の時代
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を担う青少年、この皆様方への検査体制、ＰＣＲ検査とかいろいろあろうと思います

けれども、その体制はどのようになっているのか。そして今、政府を含めてお考えい

ただいている、２回の接種ではなかなか効果が持続しない、そんな中で３回目の接種

をという報道も耳にします。そしてそれらのことに対して、町としてどのように対応

していくのか。またどのように考えておられるのか。その辺のところを含めて、これ

までの経緯について、担当の中川課長から説明を求めたいと思います。 

○議長（島田 正彦君）   中川 賢健康長寿課長。 

○健康長寿課長（中川 賢君）   山本議員の質問についてお答えいたします。 

 県内の新型コロナウイルス感染者は８月以降、デルタ株によるこれまでにない感染

力で爆発的な増加となっております。本町においても連日、感染者が報告されており、

特に最近では、これまであまり報告のなかった若者の感染も増えております。感染さ

れた皆様には、お見舞いを申し上げるとともに一日も早い回復をお祈りいたします。 

 １点目の若年層への接種予定と検査体制について、本町ではこれまで感染した際の

重症化リスクが高いとされる高齢者から年齢順に接種券の送付を行ってまいりました。

本日現在、１６歳以上の全ての方に対し、接種券の発送を完了しております。また、

残る１２歳から１５歳の方への送付につきましては、専門医と相談の上、発送時期及

び接種方法を決定する予定でございます。現在、町の専門医の方に診療所での接種受

け入れなど協力をお願いし、９月の早い段階での接種券の発送を調整しているところ

でございます。 

 本町におけるワクチンの接種状況につきましては、８月３１日時点で、１回目の接

種を終えた方の割合が５３．２％、２回目を終えた方が４４．４％の状況でございま

す。また、９月からは集団接種会場をこれまでの保健福祉センターからイオンモール

東員に移し、接種の加速化を進めております。 

 検査体制について、感染が疑われる方などへの公的検査につきましては、これまで

通り保健所の主導により実施されております。その他、現在では公的な検査以外にも、

個人で検査を行うことができる簡易的な検査キットなども販売されております。これ

らを国や自治体から配布し、検査を進める動きもあるようではございますが、検査精

度の問題や、仮に陽性となった場合の対応が必須であるなど、基本的にはこれまでど

おり保健所との連携による、必要に応じた公的検査を進めることが第一であると考え

ております。 

 ２点目の３回目接種について、国では既に３回目分のワクチンを確保したなどの報

道もなされていますが、現時点で国から実施についての正式な通知はございません。
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今後も動向を注視し、必要性が認められれば実施できる体制の整備に努めてまいりま

す。 

○議長（島田 正彦君）   山本陽一郎議員。 

○１４番（山本 陽一郎君）   ご説明をいただきました。順調に接種が進んでい

るということですね。 

 そこで、お話にありましたように、これまで町の施設で集団接種をしていただきま

した。それが９月２日からイオンモールに移設して、そしてそこで接種をしていただ

くということなんです。そこで、これまで町が責任を持ってこの事業をやっていた。

それを今度は大きな企業と言えども、民間企業ですね。ここへの委託ということで、

そこでの支援体制とか管理体制、そしてそれには責任とまでは言いませんけれど、何

か重大な問題があった場合、どこにこれを、住民の皆さんの目からして、持ち込んだ

らいいのか。その辺のところをお示しいただきたい。 

 そしてこのイオンとは別ですけれども、各町内の病院にお願いをしておりますね。

この接種について。そしてそういうもの全体相まって進めているということなんです

けれども、そのイオンを別に各診療所というか、医院における実績、そして課題はあ

るのかどうか。その辺のところを答えられる範囲の中でお示しをいただきたいと思い

ます。 

○議長（島田 正彦君）   中川 賢健康長寿課長。 

○健康長寿課長（中川 賢君）   お答えさせていただきます。 

 今まで東員町の保健福祉センターで集団接種を実施しておりまして、９月２日から

東員町のイオンモール２階のイオンホールで接種を実施させていただいております。

あくまでも保健福祉センターにおいても、今行われていますイオンモールにおいても、

実施主体は東員町となっております。会場の借り上げ、それから会場の準備等をイオ

ンモールさんにご協力いただいてはおりますが、あくまでも責任主体は町となってお

ります。分かりやすくご説明させていただきますと、あくまでも東員町役場、保健福

祉センターを現在県のほうに臨時接種を行う診療所として届出をさせていただいてお

ります。今回イオンモールに会場を移したのは、東員町保健福祉センターの診療所の

巡回接種、会場にイオンホールをお借りして、あくまでも東員町が実施主体となって

接種をするという形になっておりますので、責任主体は今までと変わらず、東員町で

しっかりと対応していきたいと考えております。 

 ２点目の、個別診療所の接種状況でございますが、現在、この９月から町内１０か

所の診療所の先生方にご協力いただいて接種をしていただいております。それぞれの
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診療所において、接種時間、それから 1 日の接種者数と開きはございます。しかし今

実際に全体的には町の接種者の約３割から４割をそれぞれの個別接種の会場で接種い

ただいている状況であると考えております。 

 このワクチン接種につきましては、やはり町が実施主体であります集団接種、それ

から集団接種のサテライトとして個別接種、さらには企業様の職域接種等、様々な方

法で全ての希望される１２歳以上の方が接種できる体制を引き続き推進してまいりま

すのでよろしくお願いいたします。 

○議長（島田 正彦君）   山本陽一郎議員。 

○１４番（山本 陽一郎君）   各診療所の先生方には大変お世話いただいている

ということなので、感謝を申し上げたいと思っております。３０％、４０％の皆さん

がお願いをしているということなんですが、できるだけ問題のないように課題を解決

していただきたいと思います。 

 そして１２歳から１５歳というと、ちょうど中学生の年代に入ります。そうすると

我々のような一般の人間から見ると、第一中学校、第二中学校、この校舎を利用して、

そしてそこには校医さんがみえますね。そういう方にお願いをして、駐車場もいっぱ

いある、ということであるなら、わざわざイオンにお願いしなくても、それぞれ商売

ですのでそういうことに煩わされるよりは、そうした公共施設を利用した形での接種

ができないのかなと。そこにいる校医の皆様はその生徒、生徒の特長をよくご存じだ

と思いますよね。そんな中でそういう工夫ができないのかなというのが一つ。そして

１２歳以上、１６歳から１８歳、そういった年代というのは今非常に多感な時代です

ね。そんな中で、これは私も経験させていただいたんだけれども、副反応がなかなか

心配で接種を遠慮したいという話が時々耳に入るんですよね。そうすると、やはり国

を挙げて、この東員町を挙げて、このコロナを撲滅しようということでやっている中

で、それは個人個人のお考えであり、それを強制するものでも何でもない。ただ社会

として、社会全体として、できるだけ科学的根拠に基づいて説明をする必要があるの

ではないか。うわさが先行して、うわさだけで拒否者が出るとか、打つ、打たないの

判断をしていただくと少しどうかなという思いもあるので、その辺の副反応について

の科学的な根拠を、それが全部とは言いませんけども、ある程度は説明していく必要

があるのではないかという思いもするんですが、その辺のところのお考えをお聞かせ

いただきたい。 

 そして、これはいつまでもこのコロナが終息しないというわけにはいきませんね。

いつか必ず、人間の英知によってこれを止めなきゃいかんということになると、せめ
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てじゃあ最終どれぐらいの段階で、何年頃の段階で、全部とは言いませんよ、１０

０％とは言わないけれども、おおよそいつ頃には終息に向かっていきますよという、

そういう予測が出せるようでしたらお示しいただきたい。そうすると住民の皆さんは

安心ですよね。ああもう少し我慢すれば、もう少し皆さんと力を合わせればそういう

ときがくるという、そういう希望を与えることになりますので、その辺のところをお

示しいただきたいと思います。 

○議長（島田 正彦君）   中川 賢健康長寿課長。 

○健康長寿課長（中川 賢君）   お答えさせていただきます。 

 まず１点目の１２歳から１５歳の方の接種方法につきまして、中学校の会場を利用

し、校医の先生による接種等のご提案ではございます。確かに効率性を考えると、非

常に場所的にもスムーズにできるとは思います。しかしながら、やはりこのワクチン

接種につきましては、より多くの方に接種いただいて、感染拡大を止めていかなくて

ならないという一つの大きな目標はございますが、もう一点に、やはり接種したくて

も接種できない方への配慮、これも国の方は非常に重要ということを位置付けており

ます。国の方の指針、方向性においては、１２歳から１５歳の接種につきましては、

原則、学校で授業中等に接種することは望ましくない。できるだけ個別での接種を進

めるようにと。ただし、離島であったりとか、地域の実情に応じて、どうしても学校

での接種が必要な場合は、時間外での接種を推奨したり、まず一番考えなければいけ

ないことは、あくまでも任意性であるということ。任意で接種する点、それと２点目

は、接種された方とされてない方、されてない方が差別されないような取組をしっか

り行った上で接種を進めるようにというような方向性も出ております。  

 このようなところから、本町においても、やはり学校での接種ではなく、個別診療

所での接種、さらには集団接種会場においても、小児科の専門医の先生にもお入りい

ただくなど、できるだけ接種しやすい環境を作っていきたいと考えております。 

 先ほどの答弁でも申しましたとおり、町内にも小児の専門医がお見えになりますの

で、今現在はまだ検討中ではございますが、やはり学校のない土曜日であったりとか、

そのような時間帯に摂取しやすい対応を今現在お願いしているところでございます。 

 ２点目の、やはり多感な年齢の方たちの接種を推進するためには、やはりその副反

応等の心配によって接種を控えるということも実際にあると聞いております。やはり

ここは、午前中の議員様のお答えにもさせていただいたとおり、やはり正しい情報と、

正しくないといいますか、それ以外の情報とを正確に伝えていく必要があると感じて

おります。ただしやはりこのコロナワクチン、まだ開発されて間もないワクチンです
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ので、やはりメリットとデメリット、副反応はないとは言い切れません。実際に東員

町においても、４月から高齢者から順に接種を開始しておりますが、若い年代になっ

てきますと、副反応といいますか、接種後、体調不良を訴える方も数名出てきている

のは事実でございます。ですので、やはり副反応のリスク、それもしっかりと伝え、

しかしながら、感染して重症化する、今は若い方も重症化して命を落とされる場合も

ある、こういうような情報もしっかり発信していきながら、正確な判断をしていただ

いて、希望していただく方に接種しやすい環境を作っていきたいと考えておりますの

で、よろしくお願いいたします。 

 ３点目の、終息でございますが、これは申し訳ございません。国の方もこの感染症

の終息というのは、何ら一つも方向性とか通知とか出ておりませんので、私どもも今

現時点で、この時点をもって終息ということはお答えできかねますので、ご理解いた

だきますよう、よろしくお願いいたします。 

○議長（島田 正彦君）   山本陽一郎議員。 

○１４番（山本 陽一郎君）   この国は、民主主義を信奉する国ですね。決して

独裁国家ではない。そんな中で独裁者が、鶴の一声でこうやりなさい、ああやりなさ

いというわけにはいかない。それは重々認識をしております。そんな中で、確かにお

っしゃるように、個人のプライバシーとかいろんな思い、それが尊重される世の中で

あって、おっしゃったように、非常に難しい問題があるんだろうと思いますけれども、

それを超えて、何とかこれを推進しなきゃいけないということであれば、優秀な職員

の皆さん、ぜひ知恵を使って推進していただきたいとお願いいたします。  

 それと、今日の一般質問を聞いていますと、このコロナ禍で町の行政、財政はこの

コロナについては国の補助があるのでコロナ自体の対応にはあまり影響がないかもし

れないけど、いろんなところに影響してきますね。例えば、オレンジバスとか三岐鉄

道ですか、これらの利用が大幅に減少している、そういう事実もあります。というこ

とは、利用者がなければ税収も減る、そういうことで少なからず財政にも影響がある

んだろうと思いますけれども、これは通告には書いておりませんけれども、町長にそ

れらを踏まえて、このコロナの拡散によって傷んだこの町の財政、行政について、こ

の債権をどのようにしていくのか、その道筋を少しお示しいただきたいと思います。 

○議長（島田 正彦君）   水谷俊郎町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   このコロナの影響、どちらかというと悪影響というか、

我々にとって非常に問題があるというのは、三林議員の質問にもお答えさせていただ

きましたけども、やっぱり我々がやろうとしていることに対して、なかなか前へ進め
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ないという状況にあります。今のご質問にもありましたけど、これがいつ終わるのか

なというのを見ながら、次の手を今のうちにどういうふうにしていくかということを

考えて、少しでも前へ進んでいく。それで終息が見えてきたときに一気に行けるよう

な、そんな体制を取っておくことが必要なのかなというふうに思っています。 

 確かに、財政的な面は大変だろうというふうに思っています。我々も。企業の皆さ

んからの税収は恐らく来年度は減るというふうに予測していますので、町財政に影響

を及ぼすことは間違いないというふうに思っています。そのために、ずっとこの議会

でも議論をさせていただいたように、歳出、それから歳入両方の面からきちっと計画

を立てて、それに取り組んでいくということが大事なんだろうというふうに思ってい

ます。ですから、歳出の抑制だけじゃなくて、歳入ということも含めて、しっかりと

庁内で議論しながら、体制を整えていくということがアフターコロナ、ポストコロナ

の我々が選ぶべき道というのはそこにあるんだろうというふうに思っていますので、

議会の皆さんにもいろいろ教えを拝借しながら、そのポストコロナについて頑張って

しっかりとした計画を立てていきたいというふうに思っております。 

○議長（島田 正彦君）   山本陽一郎議員。 

○１４番（山本 陽一郎君）   町長、いまこそあなたの実力が試されるとき、ご

健闘をお祈りしたいし、ぜひこの町の住民の皆さんのために取り組んでいただきたい。

よく分かります。行政とはこんなに手足を縛られたそんな状態で難しい面があろうと

思いますけど、それを超えて頑張ってもらいたい。このように思いますので、よろし

く、お願いじゃなくて、お頼みしたいと思っております。 

 そして次に、東員第一中学校移転事業計画についてということですが、これについ

ては実は過日議長にお越しいただいて、あなたは議会のこの課題に対する特別委員会

の委員長であるので、ぜひこの問題については触れないように取り下げてもらいたい

という、そういうたっての要請を頂きました。これについて、正副議長、そして議運

の正副委員長も立ち合いの上で、いろいろ協議をさせていただきました。そして、こ

の取下げ要請には確たる根拠もないというふうに私は思っておりますけれども、これ

は議長の議会運営上、どうしてもというたっての要請でありますので、その議長の行

政運営していただく、ご努力をいただく、そのお気持ちを尊重したい。そういう中で、

この要請について受け入れさせていただいた。それと同時に、この通告書の趣旨につ

いては、山本議員、その思いを伝えていただきたい。伝えていただいて結構ですとい

う、そういうお話を頂いておりますので、これから簡単にこの東員第一中学校の移転

事業計画について、その思いをお伝えさせていただきたいと思っております。 
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 これまで、この基本構想、基本設計業務を委託しておりましたところへの、その業

務を解消して、新体制での計画が進行している。今回のこの事業見直しを受けて、町

長のこの本事業に対する不退転の決意を確認させていただきたいという思いがありま

した。それはこれまで多くの地権者の皆さんや関係の皆様方にお願いして、そして協

力をしていただく。共に次の世代の子どもたちへきちんとした環境の中で学校教育、

設備を整えていこうというそういう思いをいただいている、その皆様方に、これは時

期的に遅れるけれども、だけど私たちはこういう思いの中で一生懸命に取り組んでい

ますよと、それをぜひこの皆様方にお伝えをしていただきたいな、そういう思いがあ

りました。そしてそれをすることによって、これからも、ああそういうことなら協力

していこう、もう少し辛抱してやっていこうという思いをお持ちいただけると私は信

じておりますので、そういう思いがありました。 

 そして２番目に、本事業に関する財政計画について。この事業を成し遂げるには、

東員町の財政だけではできない。できないんじゃなくて、なかなか難しいという思い

もありますので、それでは国庫補助金を何とか引っ張り込んで、そしてやっていこう

よという、それが一つ。 

 そして今ある校舎の跡地の活用について、これは大きな土地ですので、住宅地にす

るとかそういうことにすれば多少なりともこの事業に貢献できるのではないかという

思いがありましたので、そのこと。 

 そして、１００年の体系ともいうべきこの事業、これは住民の皆さんにもぜひこう

いうことで事業をやりますと、これは必ず将来の子どもたちのために、そして我々町

民のために役立つ事業なんですよということで寄附金を募る。そういうことも考えて

いいのでは、そんな思いもありました。 

 そして先ほど申し上げたように、最初は令和５年度に開校予定ということで準備を

進めていただきましたけれども、諸般の事情によって令和８年度という予定を組んで

いただいております。そのときに、素人考えですけれども、もしそこに文化遺産等が

眠っているようなら、これをきちんとした体制の下で鑑定に出すとか、いろんな事業

が要りますね。それについてどのように対応されるのかということもお聞かせいただ

きたかった。 

 そのように考えておりましたので、ここで堂々と皆さんと議論をさせていただきた

かった。そういう思いでありますが、この後は、この話を住民の皆さんがお聞きいた

だくと、傍聴者の皆さん含めて、何と分かりにくい、不可解なことなんだろうなと思

っていたと思われますけど、この件については後日、特別委員会を開催させていただ
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き、町長、教育長、副町長も含めて、招集させていただいて、しっかりと審議をして

いかなければならない。そして皆さんに説明責任を果たしてまいりたい。このように

思っています。 

 いずれにしても、先ほど申し上げたように、この夏は気候変動によって大変猛暑の

日々が続いております。そんな中で第二中学校は歩いて通学ができます。第一中学校

については、遠い長深、中上、南大社もそうかもしれません。遠いところから、昨日

までランドセルを背負っていた小学生がいきなり重いリュックを自転車に積んで、そ

して自転車で通学しなければいけない。そのことを思うときに、やはりこれは何とか

しなきゃいかん。何とか少しでも通学が便利なように、そして校舎も偏在しています

ので、そのことを含めて、我々としては真剣に推進し、応援していきたい。このよう

に思っておりますので、これを機会に、ぜひその思いを共有していただいて、いや

我々が共有しなければいけませんけれども、その思いでぜひ推進していただきたい。

このように思っております。 

 今日は私がこういう一般質問に立つのは本当に久しぶりのことでありますので、随

分と何をしゃべったのか、そういうことも覚えていないほど動揺しておりますけれど

も、その意をくんでいただいて、ぜひこの町東員町がすばらしい町東員町になるよう

に、皆さんとともにお誓いを申し上げたいと思います。 

 ぜひ皆さんのご健闘とご活躍をお祈りいたします。ありがとうございます。 

 


