
○議長（三宅 耕三君）      次に、２番、木村宗朝議員。 

○２番（木村 宗朝君）   今回は３点について、質問をいたします。 

 まず、１点目でありますが、体育振興事業と体育施設の管理運営について、ということで

質問いたします。 

 今回の質問は、総合型地域スポーツクラブの設立準備と並行して、体育振興事業と体

育施設の管理運営を、現在までのやり方を変えることによるメリットを考え、経費の削減に

つなげられないか、という観点で、２点、町長に質問いたします。 

 まず、１点目でありますが、体育振興事業の事務局を民間でさせる考えはないか、とい

うことであります。 

先に言っておきますが、現在の職員の方、また、今までの職員の皆さん、それぞれが一

生懸命にやっていただいたおかげで、町のスポーツ振興が図られたと思っておりますし、

今後も財政的に許されるのであれば、今の方法を継続させることがいい方法だと思ってお

ります。 

しかし現在、行財政改革、市町村合併、民間活力の導入など、あらゆる分野において

改革が進んでおり、スポーツの分野も例外ではありません。発想を切り換え、仕組みその

ものを新たな視点で見直していく必要があるのではないかと考えます。 

現在進められている総合型地域スポーツクラブとは、地域の人材を既存の施設を有効

利用することによって新たな活力を見出し、これまでの学校や企業、行政に大きく依存し

たシステムを見直し、広く地域全体でスポーツを支えていこう、というのが基本コンセプト

であります。こういった歴史的な転換期を迎えている今、スポーツの自立について考える

絶好の機会を迎えていることは、言うまでもありません。 

そこで、当町が進めてきたスポーツ振興事業の事務局を、徐々に行政から民間主導の

クラブなどへ任せる、といった考えはないかをお聞かせいただきたいと思います。 

次に、２点目として、町の体育施設の運営も、そういった団体に任せれば、民間の豊富

なノウハウを生かして施設の特性を発揮する、多彩で、住民ニーズに叶ったサービスの展

開が可能になると思われます。運営も、先ほどのクラブなどへの移行が、全国の自治体

で進められつつあり、地域の再生や活性化に大きく貢献することが期待されています。 



指定管理者制度が公の施設の唯一の管理方法ではありません。公の施設の指定管理

者制度は、中途半端な民営化であり、規制は管理委託制度よりも強化されているのでは

ないか、という批判もあるようであります。地方独立行政法人化、地方共同法人化、直営

方式の存続、完全民営化と、いろいろありますが、一度、現在の方法を継続することも含

めて、当町に合った一番いい方法を検討したらどうか、と思うのでありますが、町長のお

考えをお聞かせいただきたいと思います。 

○議長（三宅 耕三君）      佐藤均町長。 

○町長（佐藤 均君）   体育振興に関する２点のご質問に、お答えをいたします。 

 まず１点目の、体育振興事業の事務局を民間で推進する考えはないか、とのことですが、

議員もよくご承知のとおり、昨年１１月に「総合型地域スポーツクラブ検討委員会」を立ち

上げさせていただきまして、現在、月１回のぺ―スで検討をいただいているところでござい

ます。 

本町が目指すスポーツクラブは、子どもから高齢者まで、初心者からトップレベルの競

技者まで、地域のだれもが、年齢、興味、関心、技能レベルなどに応じて、いつでも活動

でき、個々のスポーツニーズに応じたスポーツ指導ができることを目標としており、運営に

つきましては、地域住民が主体的に運営する自主運営を行うこととし、現在さまざまな角

度から問題点を掘り起こし、東員町に合ったスポーツクラブを設立すべく検討いただいて

おります。 

したがいまして、スポーツクラブ設立後は、民間と申しますか、このスポーツクラブに本

町のスポーツ振興を担っていただくことができればと考えております。 

次に２点目の、体育施設の管理運営を民間でする考えにつきましては、私も木村議員

のお考えと同様に、スポーツクラブが住民のニーズに合った形で体育施設の管理運営を

行っていただくことができれば、と考えております。 

また、現在、スポーツクラブは、自主運営すると申し上げましたが、会員の会費のみで

運営することは難しく、体育施設の管理運営を請け負うことで、よりよいスポーツクラブの

運営が行えるのでは、と考えているところでございます。 

いずれにいたしましても、町民の皆さんに喜んでご利用いただけるスポーツクラブの設

立に向け、今年度と来年度２カ年に渡り、検討委員会を中心に、指定管理者制度も含め、

十分に議論を進めていきたいと考えておりますので、ご理解のほどお願いをいたします。 



 以上です。 

○議長（三宅 耕三君）      木村宗朝議員。 

○２番（木村 宗朝君）   ２点について、町長に前向きにその方がいい、ということで言

われましたので、これ以上質問することもありませんが、改革は早ければ早い方がいいと

思っておりますので、早い時期にそういう方向にいければいいなと思っておりますが、１点、

方向を変えて、今現在、職員の方３名と、総合型の担当の方１名とみえるんですが、総合

型の人は、総合型ができた時点では２年間ということだろうと思うんですが、その人が３名

が２名になり、１名になり、ゼロになりと。最初からゼロがいいのかどうか、私もわかりませ

んが、徐々にそういうふうになっていくと。そういうふうになっていったときに、その人たち

が、役場の仕事量の中で、民間へどんどん仕事を出しても役場の中が変わらないんじゃ

ないか、ということにならないようにしなければならないと思うんですね。そのためには、現

在の労働時間というものをきちっとしなければならないと思いますが、その点について、町

長、どう思われますでしょうか。 

もう少し言うと、現在の所定内の労働時間があって、所定外の労働時間があって、所定

外もきちっとすることによって、所定内の労働時間が、よりきちっとされると思うんですが、

いろいろ話を聞いておると、土日も出勤されてみえる方もみえるようでありますし、夜１２時、

１時と、仕事をされている方もみえる。その時間帯もきちっとしなければ、その３人が入っ

たときに、結局は民間へ役場の中の仕事をどんどん出しても減らなんだ、ということになら

へんかということです。だから、最初にゼロからスタートしましょう、ということですけど、事

務局を外へ出すということについての関連ですけど、どう思われますか、ということですけ

ど。 

○議長（三宅 耕三君）      佐藤均町長。 

○町長（佐藤 均君）   お答えをさせていただきます。 

 所定内ということは、朝の８時１５分から５時まで、５時以降は残業というんですか、そん

な格好になっていくんだと思うんですけど、実は東員町の場合、残業の手当というんです

か、そういうものは普通の場合は本俸の６％、社会教育等の土日が多い課は、もう少し率

を上げておるとか、いろいろ過去には、やってきた経緯もございます。 

以前から比べますと、多く出しておった、８％とか、１０％とか、というようないろいろな経

緯があったんですけど、非常に大変な厳しい財政状況の中から、ある程度絞り込んでき

た、カットしてきたということでございます。全体的に仕事を消化しようと思うと、６％とか

８％では対応できない、という職員からの声も聞いております。 



ただし、一般企業である場合も、確かにサービス残業というのは問題になっております。

裁判された場合は負けるとか、いろいろ出ておりますけども、全部それを認めていくとなり

ますと、大変なパーセントに上がってくると思います。 

そうした場合に、外の企業、特によく聞きますのは、銀行等は時間外というのは全部サ

ービス残業やと、そんなものを出しておったら、とてもやないけども、というような話も聞い

ております。 

そんなことで、私は職員に、言われることはよくわかると、わかるけども、なかなかそれ

を全部認めるというふうにはまいらん、ということで、６％とか、そういうことで理解をしてほ

しい、ということでお願いをしております。 

本来は、こういう残業というものは、私どもの規則でいきますと、その担当課長の決裁と

いうんですか、担当課長が認めた場合、残業に入れるということなんです。本来のやり方

は、今日はこの仕事を何時間させてもらいますと、この仕事を消化するには、２時間なら２

時間かかってさせてもらいます、という決裁を事前に受けてやるわけなんです。それで課

長が、そしたら２時間ＯＫを出した場合にできる、のが本来のやり方でございます。そんな

ことで、そしたら課長というのは６％の範囲内で、与えられた予算の中で、皆さんに認めて

いただいた予算の中で仕事をしていく、というのが本来の姿なんです。 

 ということで、大変難しいことがございます。そしたら職員が足らんのか、仕事が多くて、

もっと職員を採用しないと消化できないのか。そこら辺が非常に難しいということがござい

ます。そういうことで、私はよその町村の状況とか、いろいろなことを勘案して、やったもの

を全部、という都合にはまいらんやろうというようなことでお願いをしております。 

 そういうことで、ゼロからの出発というのはようわかるんですけども、本来ゼロで、もう一

遍、初めから、この課は何パーセントないと仕事が消化できやんのや、ということのきちっ

とした精査までしないと、非常に難しいところがございます。 

 そしたらどうするんだ、ということなんですけど、民間に助けていただいた部分、職員が

そこで要らなくなった部分はよその課へ回していくとか、そういうことをしたいと思っており

ます。できるだけ民間で助けていただいて、要らなくなった職員を他のところへ回して消化

できないかな、と思っております。 

ただ、今現在の状況、時間外の部分をシルバーとか、そういうところにきちっと出してい

くことができないのか。自分だけこそできない。この仕事は、極端なことをいうと、自分こそ

できやんのや、という部分はそんなことはできませんけど、役場の中で自分こそできない

仕事があるんかなと。確かにプライバシーとか、いろいろございますので、だれでも、とい



うような都合にまいりませんけど、きちっとした方に、シルバーならシルバーにお願いをし

ていく。時間外の部分はね。そんなことができないのか、もっと研究をしてくださいよ、とい

うことはお願いしておるんですけど、人件費のことでございますので、大変難しい面がござ

いますので、十分研究はさせてもらいますので、ご理解をいただきたいと思います。 

○議長（三宅 耕三君）      木村宗朝議員。 

○２番（木村 宗朝君）   今言われた時間外のサービス部分のところを、今、数字では

ないと思うんですね。今言ったのは、土曜日とか日曜日に出てきているのは、社会体育の

人だけを言っているのではなくて、役場全体の若い人が、夜１２時にも１時にも仕事をして

おる。あるいは時間が足らんので、土曜日に出てきて仕事をしておると、そういうことを言

っておるので、役場全体がそういうことなので、支払っている部分と支払われていない部

分を、それならゼロにするならば、支払われていない部分を明確にして、そこでゼロからス

タートして、社会体育で削減された３名が入ったから、これだけがこれだけになりましたよ

と。 

もっと言うなら、例えば部屋を掃除するときに、部屋の中で要らない物を出す方法と、本

当に掃除するなら、部屋の中から全部出して、要る物だけを部屋に戻すという方法がある

と思うんですけど、本当に行財政改革をやろうと思ったら、後者の方をやらないと、今のサ

ービスの部分とか、あるいは人を減らすとか、こういうことはできないと思うんですね。 

だから、大胆にゼロからスタートするのであれば、支払われていない部分もきちっと明

確にして、みんなきちっと払うようにしましょうというふうにするために、私が今提案したの

は、例えば社会体育を民間でやるようにしたらどうか、ということなんです。ほかにもいっ

ぱいあると思うんです。それをどんどんやっていっていただきたいなと思っておるんですけ

ど、町長はどう思われますでしょうか。 

○議長（三宅 耕三君）      佐藤均町長。 

○町長（佐藤 均君）   お答えさせていただきます。 

 私もずっとこういう職場におりますので、民間のやられておる手法というんですか、いろ

んなことが余りピンと来ないところがございます。その辺も、民間できちっとやってみえる

方に、いろいろこれから教えていただいて、ゼロからの出発ということを、もう一遍、再度

勉強させていただきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

○議長（三宅 耕三君）      木村宗朝議員。 



○２番（木村 宗朝君）   それでは、２点目の質問にいきます。 

 町有施設の維持管理を一元化して経費の削減を図るべきではないか、という観点で町

長に質問をいたします。 

 これは行財政検討委員会からも提言されておりましたが、清掃業務、緑地管理、空調設

備、電気設備保守管理、電算機器保守点検など、各町有施設を、それぞれ関係の部署で、

委託などによって維持管理がなされているようでありますが、一元化すれば、経費も削減

できると思います。町長のお考えをお聞かせいただきたいと思います。 

○議長（三宅 耕三君）      佐藤均町長。 

○町長（佐藤 均君）   町有施設の管理についてのご質問に、お答えをいたします。 

 町有施設には、役場庁舎をはじめ、福祉施設、文化施設、学校施設、体育施設、生活

環境施設など、さまざまな施設がございます。個々の施設は、その目的に応じて設置され

たもので、関係部署が維持管理を行っているのが現状でございます。 

一例を挙げますと、庁舎は総務課が、保育園・学校・文化・体育施設は教育委員会が、

斎苑・ストックヤードは生活環境課が、施設の目的に応じた適切な管理に努めておりま

す。 

議員ご指摘のとおり、私ども、町有施設の管理の一元化は経費削減の一つの手法とも

思われます。しかしながら、現在の組織が、社会的・経済的なもろもろの要請の妥協・調

和のうえに構成されていることから、各施設の実情を熟知いたしております所管課が維持

管理いたしますのが、現状の組織体制に則した形態と考えております。 

 経費削減の手法といたしまして、多種多様な委託業務の契約を同種の項目ごとに、可

能な範囲で取りまとめまして、一括発注を行いまして、委託料の削減に努めているところ

でございます。 

今後におきましても、効果的かつ効率的な町有施設の維持管理に努めてまいりますの

で、よろしくご理解のほどお願いを申し上げます。 

○議長（三宅 耕三君）      木村宗朝議員。 

○２番（木村 宗朝君）   組織を重要視するということで、なかなか難しいということであ

りますけど、それをあえて頭を切りかえて、管理課、施設課というものを、総務の中でもい

いと思うんですが、つくってやる方法もあると思うんですが、そのお考えはないですかね。 



○議長（三宅 耕三君）      佐藤均町長。 

○町長（佐藤 均君）   お答えをさせていただきます。 

 施設課とか管理課とかというのは、大きな市、大きな町、そういうところはずっと昔からそ

ういうような制度の取り方をしておるのは承知をしております。 

ただ、私どもみたいな小さな町には、施設課とか管理課等の課を置いて仕事をするとい

うことは、逆に人件費等がかかるというんですか、そんなことから、小さな町では置いてこ

なかった、そんな感じを持っております。 

そうはいうものの、これから改革の中で、もしそういうことをしたら減る部分もあると思い

ますので、それが減ることによって、新しい課を置いた方が得ということになれば、当然そ

れは考えさせていただく。それもこれから研究をさせていただきます。 

○議長（三宅 耕三君）      木村宗朝議員。 

○２番（木村 宗朝君）   研究していただくということですので。ただ、これは行財政検討

委員会で出ていたことだと思います。それと同種の行政改革推進委員会というのが、平成

８年５月から平成１０年３月にかけて行われておりました。これだけに限らず、同じようなこ

とがいわれておるのは多いと思うんですね。平成８年から２年間をかけてやったことと、現

在の行財政検討委員会で検討されていることと同じであれば、それをやらなかったら、行

財政検討委員会で検討する意味がないように思うんですがね。前回のものをやらないの

だったら、これはこういう結論でやりません、ということをいえば、検討することも必要ない

ので。１年たってもできなければ、２年たってもできないし、２年たってもできなければ、５年

たってもできない、ということですので、何回提言してもできない、ということですので、やら

ん、やるというのは、きちっと明確にした方がいいのではないかなと思います。 

 今、町長が言われた施設課なり管理課をつくった方がいいのかどうかというのは、きちっ

と数字で出して検討するべきだと思うんですね。これをやったら経費の削減になるから、

組織を重要視するからやらん、とかいうことではなくて、今言われた、やることを研究しま

すということですので、こちらをやった方が、どれだけ町にとってメリットがありますよ、ある

いはメリットがありませんでした、こういう数字で出していただきたいなというふうに思いま

すので、よろしくお願いしたいと思います。 

 ということで、３点目の質問にいきます。 



 安心で安全なまちづくりについてということで、２点質問をしようと思ったのでありますが、

１点の火災警報機設置の補助については、今回の予算に計上されておりましたので、もう

１点の、木造住宅耐震補強事業についてのみ質問いたします。 

 平成１６年１２月議会で一度質問をしておりますが、来るべき大地震に備えて、今最も力

を入れなければいけないことは何か。防災に携わる人たちの多くが、古い木造住宅の耐

震化だ、と口をそろえます。 

 そこで、当町が進めている住宅耐震診断、補強事業の状況はどのようになっているのか

をお聞かせください。また、その改修が余り進んでないようにお聞きいたしましたが、その

理由をどのように分析されているのか、わかる範囲でお聞かせをいただきたいと思いま

す。 

○議長（三宅 耕三君）      佐藤均町長。 

○町長（佐藤 均君）   安心で安全な町づくりについて、お答えをさせていただきます。 

木造住宅耐震補強事業につきましては、事前に調査を行う耐震診断事業とあ

わせて、二つの事業で、木造住宅耐震化事業として地震に対する安全性の向上

を図っているところでございます｡ 

そこで、現在までの２つの事業の実施状況を申し上げますと、木造住宅耐震診断事業

の実施件数は、平成１５年度が１８０戸、平成１６年度が３２戸、平成１７年度が２５戸、合

計２３７戸の住宅で耐震診断を受けていただき、その結果、８７％の住宅が補強の必要が

認められております。 

この耐震診断の結果を受けまして、木造住宅耐震補強工事を実施された件数は、平成

１６年度が１戸、平成１７年度が４戸、合計５戸の住宅が工事を行っていただいており、そ

の実施率は２．４％と、大変低い結果となっております。 

このように耐震補強工事が進まない要因として、ほとんどの方が、耐震改修費用の問

題で一番ちゅうちょされているもの、と思っております｡ 

そこで、国では、平成１８年度から新たに耐震改修促進税制を創設し、耐震補強工事を

実施された方に対しまして、所得税や固定資産税の税額控除を行い、税の優遇を受けて

いただくようになりました。 

このような、新たな制度の紹介もあわせてＰＲを行いまして、耐震補強の促進を図って



まいりたいと考えております。 

診断の方は、東員町、先ほど２３７戸と申し上げました。これは三重県下では２番目で

ございます。戸数の多いのが。ということで、決して東員町が少ない数字ではない、という

ことが実績で出てきておりますので、どうぞひとつご理解をいただきたく思います。 

以上です。 

○議長（三宅 耕三君）      木村宗朝議員。 

○２番（木村 宗朝君）   従来の補助とあわせて、今回、今月号に耐震改修促進税制で

すか、所得税と固定資産税の控除というのが載っておりましたが、これについて、金額と

か、わかる範囲でお答えをいただきたいと思うんですけど。担当部長でも結構ですので、

よろしくお願いします。 

○議長（三宅 耕三君）      近藤洋総務部長。 

○総務部長（近藤 洋君）   お答えをさせていただきます。 

 耐震改修促進に関して、税額から控除するという形の改正でございまして、所得税、地

方税としましては固定資産税、それが対象ということでございます。所得税につきましては

省かせていただきますけれど、固定資産税につきましては、耐震改修費が３０万円以上

の工事が対象ということで、平米数につきましては１２０平米相当分まで、ということでござ

います。 

平成１８年から平成２１年、その間に改修されたものにつきましては、３年間の固定資

産税を２分の１に減額、平成２２年から平成２４年の改修につきましては、２年間の固定資

産税を２分の１に減額、平成２５年から平成２７年の改修につきましては、１年間を２分の

１に減額ということでございます。 

その適用を受けるにつきまして、所有者の方につきましては、建築士とか指定の住宅

性能評価機関というんですか、そういったところの証明をつけて申請をしていただくという

形になりますので、ご理解をいただきたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（三宅 耕三君）      木村宗朝議員。 

○２番（木村 宗朝君）   木造住宅耐震補強事業以前にあったものと、今回の耐震改



修促進税制による控除と、これは両方受けられるということですか。 

○議長（三宅 耕三君）      近藤洋総務部長。 

○総務部長（近藤 洋君）   お答えをさせていただきます。 

 国税の所得税、固定資産税、どれだけ以上ということで補助金を受けていただいて改修

した、その方についても、固定資産税については対象になるものと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（三宅 耕三君）      木村宗朝議員。 

○２番（木村 宗朝君）   税を控除されるというのは、以前にあった、震度５以上でも壊

れない耐震強度１以上という、この条件は関係がないということですか。その条件をクリア

しなければ、ということですか。 

○議長（三宅 耕三君）      近藤洋総務部長。もう少し大きな声で。 

○総務部長（近藤 洋君）   お答えをさせていただきます。 

 建築基準法というんですか、それが昭和５６年に改正されまして、その時点の改正され

た基準をクリアしておれば対象になるということです。ただし、せっかく改修していただいて

も、１という基本がございますので、それをクリアしていただくということでございます。 

 以上でございます。 

○議長（三宅 耕三君）      木村宗朝議員。 

○２番（木村 宗朝君）   最初に町長が２３７戸診断をしたので、県で２番目に多いとい

うことで、これは結構な数字だと思うんですけど、診断しても改修しなければ、診断しなか

ったと同じことだというふうに思いますので。診断がお金が高いのでなかなか進まない、と

いうことだと思うんですね。だけど問題は、震度５以上でも壊れない耐震強度１以上にす

るという条件が、お金よりも難しいことだなと思うんです。ほかのところは、例えば東京都

墨田区では、耐震強度１以上という条件を外したら改修工事が進んだ、というふうに書い

てありますし、鈴鹿市でも、昨年度から補強工事の補助条件を緩和する独自の制度を始

めた、というふうに書いてあります。今より耐震基準を上げれば、耐震評点にかかわらず

工事費を助成すると。四日市市でも、今年度からそういう制度をしている、ということでご

ざいますので、町としてそういう考えはないのか、ということをお伺いしたいと思います。 



○議長（三宅 耕三君）      佐藤均町長。 

○町長（佐藤 均君）   震度５以上で壊れない、それから強度１以上がなければ減税も

しませんよ、ということなんです。そういうものが非常にハードルが高いということで、その

ハードルを下げたらどうやということで、先ほど東京の墨田区とか鈴鹿市がやられたという

ことなんですけど。 

研究をしてみることは当然だと思うんですけど、私どもの場合は、小さいまちでございま

すので、建築主事というのが設置されてないんですね。大きな鈴鹿市や四日市市ぐらい

になりますと、建築主事というのが１人、多分一級建築士を取った方がみえて、確認申請

もそこの市でされるわけなんです。建築主事がおるところは。ところが私どもはそういう者

は置いてませんので、確認・申請も全部県へ上がっていく。そしてチェックをかけて確認・

申請をおろしてくるわけですね。 

そういうことで、震度を下げてそれがいいか悪いか。下げた数字に合わせていかんなら

ん。そういうことをしていきますと、建築主事がおりませんので、また委託、よそにまた頼ん

でいかんならん、というようなことがどうしても発生してくるわけなんですね。こういう大きな

市は、自分ところのまちで建築主事が確認もし、図面も見、これでＯＫですよというのが出

せるんですけど、悲しいかな、私どもの小さいまちでは、そういう免許を持ってみえる方は

おりませんので、研究はさせていただきますけども、委託料がかかるとか、お願いすれば

当然金がかかりますので、その辺も研究はさせてもらいますけど、非常に難しいかなと思

っております。 

 以上でございます。 

○議長（三宅 耕三君）      木村宗朝議員。 

○２番（木村 宗朝君）   なかなか難しいようでありますけれども、建築主事を役場の中

に置こうと思うと合併も必要かもわかりませんね。 

 終わります。 

 

 


