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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。 

 休憩前に引き続き一般質問を行います。 

 ３番、中村 等議員。 

○３番（中村  等君）   おはようございます。議員番号３番、中村 等でござ

います。議長の許可を頂きましたので、一般質問をさせていただきます。まず、マス

クを外してお話させていただきますことをご容赦願います。 

 さて、新型コロナウイルスの感染が沈静化の傾向が見られますが、変異種のオミク

ロン株が発見されるなど、国はワクチンの追加接種を３回目、令和３年度１２月１日

から令和４年９月３０日までの予定で住民票所在地の医療機関に接種することを決定、

第１弾として予備費１０３億円を講じ、総額１５３億円の対応策を実施します。３回

目の接種が町民の方々にスムーズに接種できますよう、担当課の職員の皆さんも大変

でしょうが、いましばらく頑張っていただきたいと思います。 

 さて、私は議員として皆様のおかげをもちまして２期目も早２年が経過しようとし

ております。選挙公約をしっかりと実現できるよう取り組んでまいる所存でございま

す。議員として初心を忘れることなく、先人が養ったふるさとを次世代にきちっと継

承するために、町民の方々に可能な限りお会いさせていただき、一期一会の精神を忘

れることなく、皆様の声、意見をお聞かせ願い、しっかりと町政に取り組んで参る所

存でございます。 

 そこで今回は、１番目に東員第一中学校移転の現状について。２番目に低炭素循環

型社会についての２点について、通告書に従いましてそれぞれお尋ねします。 

 精いっぱい論点を明確にしながら一般質問をさせていただきますので、どうぞ時間

内よろしくお願いします。 

 まず１番目に、東員第一中学校移転の現状についてでございます。文部科学省は平

成１５年８月、中学校施設整備指針を示しました。学校施設の整備指針は、教育内容、

教育方法等の多様化へ対応などの学校教育を進める上で必要な施設機能を確保するた

めに計画及び設計したものにおいて必要となる留意事項を示したもので、現行の中学

校施設整備指針は、学校の在り方や地域社会の学校への期待、学校像などが大きく変

わっていることを受け、少子高齢化社会への移行、情報通信技術による変革、社会情

勢の変化、学習指導要領の改訂による教育内容、教育方法の変化に対応し、新しい施

設整備の具体的な在り方について検討した学校施設整備指針策定に関する調査研究者

会議の報告、学校施設の整備指針の改定について中学校編を基に、平成１３年３月に

全面改定されたものでございます。その後も、学校施設を取り巻く社会状況は変化し
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てきており、これにより対応する調査研究が実施されてきました。 

 具体的には、近年、学校施設における犯罪が増加してきたため、学校施設における

防犯対策の方針や設計、計画上の留意時点についても調査が行われ、平成１４年１１

月に学校施設防犯対策についてが取りまとめられました。 

 また、学校施設の耐震化の促進のため、学校施設に係る耐震化推進計画の策定手法

等について調査研究が行われ、平成１５年４月に報告、学校施設の耐震化推進につい

てが取りまとめられました。 

 また、建築物の建材から放出される化学物質による室内空気汚染の防止策が課題と

なっており、平成１４年２月の学校環境衛生基準の改定に続き、平成１４年７月には

建築基準法が一部改正されました。 

 これらの状況を踏まえ、学校施設整備指針における関連規定をさらに充実させるた

め、学校施設整備方針策定に関する調査研究協力者会議において検討がなされ、平成

１５年８月、学校施設整備指針の改定の報告が取りまとめられてきました。この報告

では、各章を追加しており、今回の中学校の建設につきましても、中学校設備指針の

活用がされ、設計者の創意工夫の下に、生徒の教育の場にふさわしい豊かな環境が形

成されていかなければなりません。 

 町は令和元年度に町道以外の公有財産として、役場文化センター南側の３万４，０

００㎡の土地を購入し、東員町第一中学校移転に伴う校舎建設の計画を発表しました。

その後、面積は３万１，０００㎡になりましたが、中学校の移転について必要な準備、

計画を取り組んでまいりました。 

 そこでお尋ねします。１．中学校の移転の計画の意義と構想について。２．中学校

移転の財源確保についてはどう考えているのか。３．中学校移転に係る都市計画につ

いてはどう考えているのか。４．クラブ活動等子どもたちが健康で丈夫な体を作るた

めに必要な中学校の校舎、グラウンド等の計画はどうなっているか。５．中学校の移

転事業により貴重な財産でもある土地の提供者であります地権者への対応はどうなっ

ているのか。以上、５点について質問させていただきます。答弁をお願いします。 

○議長（島田 正彦君）   水谷俊郎町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   今、中学校の移転についてのご質問をいただきました

が、答弁の前に、東員第一中学校移転事業に深いご理解とご協力をいただいておりま

す地権者の皆様に改めてお礼申し上げたいと思います。 

 本事業は、皆様から貴重な財産である土地をお譲りいただかなければ実現いたしま

せん。今後、手続等で少し時間がかかると思いますので、いましばらくお時間を頂き
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たいというふうに思います。何とぞご理解、ご協力賜りますよう、よろしくお願い申

し上げたいと思います。 

 それでは、中村議員のご質問にお答えいたします。 

 先日、三宅議員から同様のご質問がございましたので、答弁が重複いたしますが、

ご了承いただきたいと思います。 

 １点目、東員第一中学校移転事業につきましては、東員町小中学校適正規模適正配

置検討委員会からの提言を受け、平成２９年５月に教育委員会が、東員町小中学校適

正規模適正配置基本方針を策定し、老朽化の著しい東員第一中学校の建て替えは急務

で、通学距離の均衡化を考慮すると移転先は町の中心部が望まれる、こういう視点を

示しました。その後、令和元年には三重大学と教育委員会との共同研究により、東員

町学校施設整備基本構想を策定し、建設場所は総合文化センター北側を計画地として、

町公共施設群の利用を促進するとともに、教育環境を充実させることを定めておりま

す。 

 新・東員第一中学校は、公共施設群と隣接することで１６年一貫教育プランの仕上

げを担う中学校として、行政、議会、福祉、文化、商業について、体験型学習・プロ

ジェクト型学習が可能となり、本町の教育目標である、自己実現と社会の発展に貢献

できる力の育成、それと、東員町に愛着と誇りに資することが可能になると考えてお

ります。 

 ２点目の財源でございますが、新・東員第一中学校の建設に係る事業費につきまし

ては、現在のところ概算で約５０億円弱と試算いたしております。 

 財源につきましては、国庫補助金も見込んでおりますが、事業費の多くは、地方債、

公共施設整備基金に頼ることになります。現在も厳しい財政状況でございますが、今

後さらなる全庁的な支出の見直しを行うとともに、本事業の財源の一部に寄附や、ふ

るさと納税などを積極的に募るなどの方策も検討してまいります。 

 ３点目の都市計画についてございますが、新・東員第一中学校建設事業は、都市計

画法に基づく都市計画事業として、県の事業認可を受けて事業を実施いたします。事

業認可申請には、建設計画図面等が必要なため、来年度に実施いたします基本設計に

おいて、計画図面等を作成し県へ申請を行います。事業認可には期間を要しますが、

この事業認可を受けることによって初めて税控除のある用地取得を行うことができま

す。地権者の皆様にはいましばらくお時間を頂きますよう、お願い申し上げます。 

 その他につきましては教育長から答弁させていただきます。 

○議長（島田 正彦君）   岡野讓治教育長。 
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○教育長（岡野 讓治君）   それでは、中村議員のご質問にお答えいたします。 

 ４点目の校舎・グラウンド計画についてでございますが、計画地の面積につきまし

ては、約３万１，０００㎡で、現・東員第一中学校の敷地面積から約２，０００㎡ほ

ど小さくなります。限られた敷地の中で効率的に校舎やグラウンドを配置することに

より、クラブ活動で野球やサッカーを行うことが十分可能なグラウンド面積を確保で

きるものと考えております。 

 基本構想で定める公共施設の利用促進につきましては、武道場は建設せず、町の施

設と併用いたします。また、基本的な学習、クラブ活動などは校内施設で行いますが、

公共施設群と隣接する利点を生かし、校外学習やイベント、大会などの場合に積極的

に活用していきます。 

 ５点目の地権者の皆様への対応についてでございますが、本事業に深いご理解、ご

協力をいただいております地権者の皆様には、重ねて厚くお礼申し上げます。また、

事業が遅れており大変なご心配とご迷惑をおかけしております。 

 現在、教育委員会で新・東員第一中学校建設事業基本計画（案）を策定しておりま

すので、年内にも地権者の皆様へご説明に上がらせていただきます。 

 今後も地権者の皆様にご協力いただけるよう全力を尽くしてまいります。 

 ご理解賜りますようによろしくお願い申し上げます。 

○議長（島田 正彦君）   中村 等議員。 

○３番（中村  等君）   答弁ありがとうございました。 

 それでは一つずつ再質問させていただきたいと思います。 

 今後、新第一中学校建設には都市計画法の１１条第１項第５号に規定する学校施設

などの都市施設と整備を行うために、同法第５９条の１項の規定により、都市計画事

業として県知事の認可を受けて事業を実施しなければなりません。１１条の法令とい

うのは、都市計画施設の項目でありまして、都市計画区域については、都市計画に、

次に掲げる施設を定めることができるとなっておりまして、この場合において特に必

要があるときは当該都市計画区域外においても、これらの施設を定めることができる

とされており、１号は学校、都市高速鉄道、駐車場等、２号は公園、緑地、そして５

号につきましては学校、図書館、研究施設、その他の教育文化施設となり、また同法

の５９条は都市計画事業の認可等でございます。都市計画事業は、市町村が都道府県

知事の許可を受けて実行するとなっております。 

 今後、申請はよりスムーズに進めるために努力していただくことが必要となると思

うのですが、その辺についてはいかがお考えでしょうか。 
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○議長（島田 正彦君）   佐藤光広教育総務課課長。 

○教育総務課長（佐藤 光広君）   お答えいたします。東員第一中学校につきま

しては、中村議員が言われますように、都市計画法に基づく都市計画学校として事業

を行う計画でございまして、都市計画の申請には、配置図だとか造成計画図、また排

水計画図などの図書が必要となってまいりますので、来年度実施いたします基本設計

や、また造成設計の方で作成した図書を基に、それができ次第、速やかに申請の方に

取りかかってまいりたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（島田 正彦君）   中村 等議員。 

○３番（中村  等君）   スムーズに進めていただくのは、ちょっと遅れておる

もので当然なことだと思うんですが、一つ問題にありますのは、あの辺の土地が山田

廃寺の周辺ですね。それとか西畑遺跡など遺跡群があるもので、申請等が遅れていく

んじゃないかという心配があるんですけど、その辺はどのようにお考えでしょうか。 

○議長（島田 正彦君）   佐藤光広教育総務課課長。 

○教育総務課長（佐藤 光広君）   お答えいたします。埋蔵文化財の調査につき

ましては、今年度も県の文化財保護課と事前に協議しておりまして、文化財が発見さ

れた場合を考慮して、今のスケジュール等も作成しておるんですけれども、来年度に

実施します試掘調査、この結果にもよりますけれども、何分にも地下に埋まっておる

ものでございますので、まだ未確定な部分が多々ありますので、ご理解いただきたい

と思います。 

 以上でございます。 

○議長（島田 正彦君）   中村 等議員。 

○３番（中村  等君）   これ以上遅れることのないように努力をしていただき

たいと思っております。 

 続きまして、財源に関する関係を再度お尋ねしたいと思います。交付金の金額の算

定と申しますのは、学校施設整備計画に記載された事業について、事業ごとに算出し

た配分の基礎額において、算定割合を乗じた額と、事業に要する経費の額の算定割合

を乗じた額の少ない方の額が総和の事業費に加えた予算の範囲内で交付されます。と

いいますのはどういうことかと言ったら、学校の中でここらは耐震施設だよ、ここら

は交流施設ですよというところに対して、部分、部分に対して、総額に対して補助金

が出てくるという感じなのかな。だと思います。 

 そこで、公立の小学校、中学校等の教育の前提におる特別支援の学校の小中学校に
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おける校舎、屋内運動場、体育館等を建築または増築する場合に国が一部を負担して

くれます公立学校施設整備負担金や、児童生徒の学習、生活の場を地震等の災害等に

地域の住民の応急避難場所としての役割を果たすと、その安全性を確保するために整

備することに当たり、その要する一部を国が交付金として交付してくれる学校施設環

境改善交付金など、活用できる可能性のある補助金は他にもないのかということです

ね。本来、ふるさと納税とか一部寄附金というのもいいんですけど、やっぱり計画を

立てるときに、そういうきちっとした計画性を持って作られた方が補助金割合は多く

なると思うんですが、その辺はいかがでしょう。 

○議長（島田 正彦君）   佐藤光広教育総務課課長。 

○教育総務課長（佐藤 光広君）   お答えいたします。補助金につきましては、

中村議員が言われますように、先ほども文科省の学校施設環境改善交付金、こちらに

該当してまいりますけれども、この他にも例えば、体育館を避難所として活用した場

合の防災関係の補助金がないのかとか、あとは内装で地元の木材とかを使った場合の

補助金はないのかとか、学校施設を地域開放した場合のまちづくり的なまちづくり系

の補助金はないのか、様々な角度から調査研究して、少しでも補助金対象になるよう

なものであれば、申請なりして、財源の確保をしていきたいなというふうに考えてお

りますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（島田 正彦君）   中村 等議員。 

○３番（中村  等君）   町長が陳情に行くとかいう話も確かにありかと思うん

ですが、何もなしで行っても、今の時代、お金はもらえません。きちっとそういうの

を調べて、教育長、町長の方へ報告をしてください。 

 続きまして、中学校を起点に、これが僕は一番大事だと思うんですが、貴重な財産

でもある北大社、山田の地権者への今後の説明会の日程と予定はどうなっております

か。また、それはどのような方法で、何回行われるのかをお答え願いたい。 

○議長（島田 正彦君）   西村隆嘉教育委員会事務局長。 

○教育委員会事務局長（西村 隆嘉君）   用地の問題、地権者さんの問題でござ

いますけども、先日来、今日もそうですけども、町長、教育長が答弁させていただい

たように、本事業は土地所有者さんの貴重な農地をお譲りいただかなければ実施する

ことができない事業でございます。これまでも地権者の皆さんにご理解、ご協力をい

ただいて、本当にありがとうございます。 

 続いて、いよいよ事業が本格化してまいりますので、今、事業の基本計画案を作っ

ております。基本計画案の中には、整備方針とか事業費の概要とかスケジュール、先
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ほど議員がおっしゃったような、埋蔵文化財等の関係もございます。そのものを示し

ておりますので、これを中心に年内に地権者さんにご説明をさせていただきたいと考

えております。 

 回数につきましては、これまでも事業が進む都度、その都度、その都度、十分とは

申し上げにくいところもあったんですけども、説明させていただいておったんですけ

ども。 

○議長（島田 正彦君）   もう少し大きな声で。 

○教育委員会事務局長（西村 隆嘉君）   すみません。 

 今後、進捗に合わせて、必要な回数を開催させていただきたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（島田 正彦君）   中村 等議員。 

○３番（中村  等君）   ということは、年内は必ずする。それと回数、やり方

については、地権者の方の意見等を加味して、必要であれば、町長、教育長も出てい

ただくというような考え方でよろしいんですかね。 

○議長（島田 正彦君）   西村隆嘉教育委員会事務局長。 

○教育委員会事務局長（西村 隆嘉君）   年内はそのとおりでございまして、町

長、教育長につきましては、その中身によりまして、出席をさせていただくことも考

えております。 

 それと方法等なんですけども、これまでも山田地区につきましては、集団で説明会

をさせていただいております。あと北大社地区、その他の方については、個別で説明

に上がらせていただいている状態でございます。 

 以上でございます。 

○議長（島田 正彦君）   中村 等議員。 

○３番（中村  等君）   全体がいいのか、個人がいいのかというのは、これは

難しいところもありますが、希望されておる方も、全体がいいということがあれば、

またそれはそれで聞いていただけるという解釈をしておるんですが、それでよろしい

わけですね。 

 そしたら、その次の質問をさせていただきます。第一中学校の設計事業は、公募型

のプロポーザル方式で選定されると考えます。学校施設設備検討会や町民や生徒たち

の意見を反映する対応はどのようになっているのでしょうか。 

○議長（島田 正彦君）   佐藤光広教育総務課課長。 

○教育総務課長（佐藤 光広君）   お答えいたします。町民の方々、生徒さんか
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らのご意見をどう反映していくかということなんですけども、今年度につきましては

この後実施します基本計画のパブリックコメント、こちらの方で意見集約をさせてい

ただきたいと考えておりますし、また、来年度に作成します基本設計案が出来上がっ

た段階で住民説明会を開催させていただきたいというふうに考えております。あと現

場の生徒や先生方の意見の聴取なんですけれども、こちらは今現在案を作っておりま

す基本計画を策定する段階でも、一中の先生方からご意見を頂戴して、それを参考に

作っておりますので、今後、来年度に基本設計を行う際にも、先生方に会議等に参加

していただいて、いろいろご意見を頂戴しながら進めていきたいというふうに考えて

おりますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（島田 正彦君）   中村 等議員。 

○３番（中村  等君）   学校と言いますのは、教育の場なんですね。それでち

ょっと前だったか、三重大学の設計書が出たときがあったと思うんですが、ガラス張

りで、確かに見た目はいいんだろうなと思うんですけど、そこに集う子どもたちが使

いやすいのかどうか。教育の場として本当にすばらしいものであったのかというのは、

私は疑問に思っています。といいますのは、学校というのはやはり彼らが使いやすく

て、誇らしい学校教育を受けられる場所であるべきだと考えております。ですので、

とっぴな校舎というのは、どうにもいかがなものなのかと思っております。一度視察

で木造建築の学校へ行かせていただきました。椅子まで木造で立派なものでした。た

だし、重過ぎて生徒たちからは、移動するのも掃除するのも不便だと言っています。

大人たちまたは設計者や学者がいいと思っていても、そこにいる子どもたちがいいと

思わなかったら何の意味もないことだと思います。 

 そこでお伺いします。教育長が考える学校のイメージで結構ですので、お伝え願え

たらと思います。 

○議長（島田 正彦君）   岡野讓治教育長。 

○教育長（岡野 讓治君）   お答えさせていただきます。どのような学校を作る

かというので、私どもだけが何かつくっておるというのはあり得ません。もう何回も、

何回も、今学校現場の先生と協議をしながら、いろんなご意見を聞きながら進めてお

ります。 

 私が進めているイメージというか、なぜここへ持ってくるかに関わっておるんです

けれども、今やっぱり子どもたちに私たちがやっていかなければならないのは、未来

への学びです。これは三重大の方針では公民教育という規定をされていました。私ど

もが常に言っているのは、自己実現と社会の発展に貢献できる力の育成です。自分の
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夢や希望を実現する、これも大事です。しかしもう一つは、よりよい社会を作ってい

くというところの築いてもらえる子どもたち。これは世界を目にすれば、今、ＯＥＣ

Ｔで教育局がやっているのは、エージェンシーという力を付けなければならない。エ

ージェンシーというのはどういうものかというと、社会を変革する力なんです。そう

しないと、私たちの前には貧困や格差、環境問題、いろんな問題があります。私は東

員第一中学校をここへ、役場の近くへ持ってこさせていただくチャンスを与えていた

だけるならば、そういうような学校の学びと、それから社会の問題をやっぱり考える。

そういうような教育が実現できる学校施設、そういうのを今回の一中移転では望んで

おりますし、そういう教育を推進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（島田 正彦君）   中村 等議員。 

○３番（中村  等君）   何度も申しますが、やっぱり教育長も同じ考え方だと

思われますが、学校というのは学び舎なんですね。だから補助金を取るために、さっ

きと矛盾するか分からんのですけど、言いましたけど、そのために学校が変形された

り、そういうことは望んでいません。ただ、町民目線から見ると、多くの財源を起債

だけではなくて、国から補助を受けられないからといって借りたりするのもいかがな

ものかと思っております。その辺は学び舎ということの厳しさだと思うんですが、た

だ、卒業してもやっぱり東員一中でよかったなと、私も一中出身ですもんで、東員一

中の出身でよかったなと思っています。今、誇れます。これが学校教育の基本だと思

っています。ですので、そのような学校になるように、見た目だけが奇抜ですばらし

いものじゃなくて、学校としての機能が十分できたものであることをぜひともお願い

したいと思います。 

 最後に、今後通学路とか基本設計と構造によって校門の配置等で変わると思います

が、神田や稲部地区の子どもさんは県道の１４２カーマ前とかを横切ったりとか、菰

野線の４２１が学校の校舎の横を走ったりします。その辺の歩道などを考えることに

なりますが、今、学校の交通事故も含めて、防犯対策などの必要に応じて歩道の設置

や交通規制も含めて計画をしていただきたいと思いますが、その辺はいかがでしょう。 

○議長（島田 正彦君）   佐藤光広教育総務課課長。 

○教育総務課長（佐藤 光広君）   歩道とかそういった関係の安全対策なんです

が、来年度に実施します基本設計、校舎の位置とか体育館とか駐輪場、駐車場、正門

などの位置が決まってまいりますので、これらが決まってまいりましたら、基本設計

と同時に並行して行います造成設計、こちらの方で県とか警察署など関係機関と協議
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を併せて行っていきますので、その際に安全対策などを同時に検討してまいりたいと

いうふうに考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（島田 正彦君）   中村 等議員。 

○３番（中村  等君）   答弁ありがとうございました。学校に通うのが不便だ

ったり、そういうことにならないように、計画も含めてぜひともやっていただきたい

と思います。一日も早い中学校の建設は子育ての町東員町を町内外に示し、未来へ投

資するためにも重要なことです。また、何度も申しますけど、東員第一中学校が、卒

業しても誇らしい教育の場である計画を対応していただくことをお願いしたいと思い

ます。その辺について、最後に町長の答弁をいただきたいと思います。町長が描く中

学校のイメージで結構です。 

○議長（島田 正彦君）   水谷俊郎町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   先ほど教育長から答弁をさせていただきましたが、私

は教育委員会の考え方というのはすばらしいものを持って見えるというふうに考えて

おりますので、その教育委員会の考え方を十分発揮できる、そんな中学校を建設して

いければなというふうに思っております。 

○議長（島田 正彦君）   中村 等議員。 

○３番（中村  等君）   ぜひとも未来に投資する財産、重要なもの、教育の場

としての責任を果たしていただいて、中学校が皆が笑顔で通える学校、周りからここ

に学校ができたで、すばらしくなったな東員町はと言われるような地区になるように、

学校になるように、ぜひともお願いしたいと思って次の質問に入らせていただきます。 

 続きましての質問は、低炭素循環型社会についてでございます。 

 私たちの暮らす社会は大量生産、大量消費、大量廃棄の社会と言われております。

使い捨ての物を大量生産、大量消費するだけでなく、使用した後の製品や消費されて

いなかった製品をごみとして廃棄しております。また、遠くの消費地へ運ぶために多

くの資源やエネルギーを使い、環境に負荷を加えております。このままの社会経済シ

ステムを続ければ、世界的に近い将来、天然資源はなくなり、埋め立て処分場の枯渇、

大量の温室効果ガスによる地球温暖化が加速的に進むと予想されております。 

 温暖化が進むと、異常気象の多発、解氷によって海面の上昇、砂漠化、生態系の変

化、熱帯性伝染病の蔓延など様々な問題が発生し、人間だけでなく地上のあらゆる生

物の生命を脅かすことになります。これは可能な限り早く解決すべき地球模様の問題

であり、同時に私たちの生活に直結する身近な問題でもあります。 

 これを解決するためには、新たな社会経済システムを構築する必要がありますが、
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そのためにも私たち一人一人が果たすべき役割を理解して、先人が養ったふるさとを

次世代にきちんと継承するために、具体的な行動を起こさなければなりません。 

 そこでお尋ねします。町の低炭素循環型社会について、今後どのような取組をされ

ますか。２．従来の取組や防災、ごみの処理等についてはどう考えていますか。答弁

をお願いします。 

○議長（島田 正彦君）   伊藤正樹環境防災課長。 

○環境防災課長（伊藤 正樹君）   中村議員のご質問に、お答えいたします。 

 近年、地球温暖化の影響で異常気象が顕在化し、至るところでゲリラ豪雨などによ

る大規模災害が発生しております。本町におきましても、令和元年９月の集中豪雨に

より甚大な被害が発生しましたのは、記憶に新しいところです。 

 そのような中、２０１５年に全ての国が参加する形で、２０２０年以降の温暖化対

策の国際的枠組みパリ協定が採択され、世界共通の目標として、今世紀後半に温室効

果ガスの排出を実質ゼロにすることが打ち出されました。その後、２０２０年１０月

に我が国は、２０５０年カーボンニュートラル宣言を行い、２０２１年４月には、２

０３０年度に２０１３年度比で４６％削減を目指すことを表明しました。 

 これに前後して日本全国各地でゼロカーボンシティ宣言が行われ、低炭素化の取り

組みは喫緊の課題となっています。 

 これらを踏まえまして、ご質問の低炭素・循環型社会の形成につきまして、第６次

東員町総合計画と第２期東員町まち・ひと・しごと創生総合戦略の両方に位置付ける

重要な施策としています。 

 その主な取り組みとして、世界が目指す持続可能な開発目標であるＳＤＧｓの関連

目標にも照らし合わせ、環境負荷の少ない低炭素で、循環型の町を目指して、省資

源・省エネルギーの推進、再生可能エネルギーの啓発、ごみの分別や減量などに努め

ます。 

 具体的には、まず取り組むべき方向性を明確化するべく、本町を取り巻く温暖化の

現状を把握するため、温室効果ガスの排出量などを分野別に可視化し、分析を行って

まいります。 

 その上で、低炭素・循環型社会の形成には、様々な立場の人々や団体の意見を聴取

して、合意形成を図ることが望ましいことから、令和４年度に協議会を設け、東員町

に適した低炭素・循環型社会形成の具体的な施策を検討する予定です。 

 また取組の一例では、中部公園に設置いたしますフェーズフリーカフェに、再生可

能エネルギーとして太陽光発電を設置し、エネルギーの利活用を行います。 



12 

 ２点目のご質問につきましては、令和４年度から現在の環境防災課を改編し、環境

衛生・清掃分野をみらい環境課が担い、防災・消防分野は総務課に移管し、課内室と

して防災対策室とする予定をしています。 

 両分野の業務において、それぞれに注力する項目があります。みらい環境課は、前

述の低炭素・循環型社会形成を推進し、防災対策室は、近年の異常気象による大規模

災害に備え、人事・組織を担当する総務課内において、各課の連携をより一層強化し、

より効率的・効果的な体制を整備してまいります。 

 ご理解賜りますようお願いいたします。 

○議長（島田 正彦君）   中村 等議員。 

○３番（中村  等君）   答弁ありがとうございました。 

 防災はみらい環境課になると別の課へ移行されるということですので、今回はもう

少し低炭素循環型社会について深く質問させていただきたいと思います。 

 持続可能な社会を築くためには、低炭素循環型社会、自然共生社会を実現するため

の取組が必要です。日々に進歩する社会の中、人々の生活の中には低炭素循環型自然

共生社会を実践してきた歴史があります。例えば、製品を修理しながら長く大切に使

う、容器は繰り返し洗って使用する、また使用後に出た廃棄物を回収し再び製品とし

て作り直したり、自然に還元する形でエネルギー循環に戻し入れ、新たに作物を育て

る工夫を日常的に行って暮らしてきました。循環型社会のキーワードは３Ｒ、リデュ

ース、リユース、リサイクルです。リデュースはごみの抑制であり、資源の使用や廃

棄物の量を削減することを目指します。消費者目線では詰め替えできるアイテムを使

ったり、手入れをして一つの物を長く使ったりするなどの取組が挙げられます。それ

らの取組として、人々の生活が支えられており、社会システムとして成り立ってきま

した。現在の私たちにも見習う点が多くあります。そのような調和、対応をされてお

られますか。答弁をお願いします。 

○議長（島田 正彦君）   伊藤正樹環境防災課長。 

○環境防災課長（伊藤 正樹君）   お答えいたします。物を使い終わったら捨て

てしまうということではなくて、リサイクル、再利用していくということがこの循環

型社会に繋がるものであるというふうに考えてございますので、ペットボトルとか雑

紙とか新聞紙、そういった資源ごみにつきまして、資源回収をより一層推進してまい

りたいというふうに考えてございますし、あとまた生ごみの堆肥化、こういったもの

につきまして、肥料としてご利用いただきますように、補助金も交付させていただい

ておりますのも、その一つの取組なのかなというふうに考えてございます。 
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 以上でございます。 

○議長（島田 正彦君）   中村 等議員。 

○３番（中村  等君）   先ほども、このままの社会経済システムを続ければ、

世界的な埋め立て処分場が枯渇する、大量の温室化ガスが排出されるということを申

しましたが、現在、町の方に目を向けましても、年々埋立て地域がなくなってきてお

りますが、最終処分場の対策はどのようになっておりますか。答弁をお願いします。 

○議長（島田 正彦君）   伊藤正樹環境防災課長。 

○環境防災課長（伊藤 正樹君）   お答え申し上げます。最終処分場の長寿命化

ということで、９月の議会で補正予算をお認めいただいたところでございますけども、

処分場の再整備計画につきまして、今年度、政策策定について続けておりますので、

よろしくお願いいたします。 

○議長（島田 正彦君）   中村 等議員。 

○３番（中村  等君）   答弁ありがとうございました。 

 ごみの減量化、リサイクル活動の活動を進め、限りある資源を大切に活用するとい

うことは、町民の方に対しても再利用、再資源化の意識の高揚を強く図る必要がある

と思います。大変な課になりますので、多くの職員の配置を町長にお願いしたいと考

えております。 

 また、中学校につきましても、先ほども何度も申しましたが、私は一中の卒業生と

して誇りを持って今過ごさせていただいております。この後も誇れるように、だれも

があそこに学校ができるようになったらなということを期待させていただいて、私の

１２月の一般質問を終了させていただきます。どうもありがとうございました。 

 


