
○議長（三宅 耕三君）      続いて１番、近藤義憲議員。 

○１番（近藤 義憲君）   通告書に基づき、大きく３点の質問をいたします。 

 まず初めに、東員町の観光行政について、ご質問いたします。 

 平成１３年４月発行の第４次総合計画第５章第４節、地域を高める観光振興のところに、

１．協会の設立支援、２．資源整備の活用、３．資源の創出、４．広報宣伝の充実（インタ

ーネットなど、多様なメディアの活用による広域宣伝）に努めます、と書いてあります。 

 昨年６月の定例会においても、ちょうど１年前ですけど、観光行政について質問をしまし

た。町長の答弁は、民間で立ち上がれば行政は側面から支援する。また、行政が立ち上

がれば、商工会等に皆さんのご協力を願う、という答弁でした。そして、本年４月１日、各

方面の方々のご協力により、また、理解を得て、民間主体の東員町観光協会が発足しま

した。 

それについて、１点目、今後、東員町の支援協力はどのようなお考えかをお聞きしたい。

２点目は、本年、西美濃観光サミットが当町で開催予定でありますけど、具体的な内容を

お聞きしたい。 

以上２点、観光についてお答えお願いいたします。 

○議長（三宅 耕三君）      佐藤均町長。 

○町長（佐藤 均君）   近藤議員の、観光についてのご質問にお答えを申し上げます。 

まず、観光協会に対する今後の町の支援でございますが、本年４月１日に、民間の

方々によりまして発足をいただきました。東員町の文化や歴史、また、地域の伝統行事な

ど、観光資源の掘り起こしや新たな観光資源を創出し、行政にはできない民間の自由な

発想で、これから事業が展開されることをご期待を申し上げております。 

支援策につきましては、行政として、側面からの支援を以前からお話をさせていただい

ております。行政として、公共施設の提供や広報誌、観光パンフレットへの掲載、インター

ネットやプラムチャンネルなどによる情報発信的な支援と考えております。 

加えまして、観光協会の今後の事業展開によりまして、行政としてできることは何があ

るか。また、観光協会として何ができるかを協議していくことが必要であると考えますので、

ご理解をいただきたいと思います。 



 次に、西美濃・北伊勢サミットの開催についてお答えを申し上げます。 

岐阜・三重の自治体４市１１町で構成をし、歴史的・地域的に関係の深い西美濃・北伊

勢両県域が連携をし、広域的な観光振興を推進するため、平成２年から自治体交互によ

りまして、サミットの開催、物産品のバザールを実施してまいりました。 

本年度は、東員町におきまして開催をいただくこととなっており、農業商工祭の開催日

である平成１８年１１月１２日に予定をいたしております。当日は、サミット会場を東員町勤

労者会館で、また、構成市町から出展をいただく特産品のバザールを、農業商工祭会場

であります陸上競技場の一角で予定をいたしております。 

その際は、ぜひ多くの方々にご来場をいただきたいと考えておりますので、よろしくお願

いを申し上げます。 

 以上です。 

○議長（三宅 耕三君）      近藤義憲議員。 

○１番（近藤 義憲君）   今、町長より、側面から支援するというお答えをいただいて、

前回のお答えと一緒なんですけど、いよいよ観光協会が立ち上がりましたので、今まで町

でやっておられたことと観光協会がやるべき仕事と、来年の予算の組み方が変わってくる

と。観光協会も、これから事業計画を予算・立案していくと思うんですけど、委託されるとこ

ろもあるし、また、ここは観光協会でやってくれと、その辺の具体的なことは計画中なのか、

お聞きしたいんですけど。要は、来年度予算に組み込まれる、１２月ごろになると思います

けど、その辺のことをはっきりやっていただいて、こういうふうに支援すると。何でも民間で

やる、という気構えでおりますけど、物的なもの、精神的なものありますので、数字的なこ

とは、また次回お聞きしますので、金額的なことも、催し物等も、これはこういうふうだ、と

いうことの考えをお聞きしたい。特に産業課の担当だと思いますので、協会と打ち合わせ

て、パンフレット１枚にしても、細かく配慮を願いたい。 

 それと、サミットのことなんですけど、１１月１２日、農業商工祭で東員町主催でやられる。

それに、観光協会が発足してありますので、どこまでかかわっていけるのか。観光協会と

の話も、町だけで進めなくて、お互いに民と官の協力で盛り上げていこうと思っております

ので、その辺のお考えありましたら。初めの予算、計画、委託等は今回の質問ですぐにあ

れですけど、考え方だけお願いしたいと思います。平成１８年度予算にものっておる金を、

観光協会へ全部そっくり渡すと。そういうわけじゃないんですか。協会ととにかく綿密に打

ち合わせて、立派に立ち上げたいと思っておりますので、ひとつその辺の町の考え方だけ、

お聞きしたいと思います。 



 それと、ホームページのことは後でもお聞きしますけど、ここに書いてあります４番の広

告宣伝、インターネットなどで多様なメディアで活用というようなことも、ひとつ産業課あた

りにも答えていただければ。どういうつもりでみえますか。かかわりについて、話が飛びま

すけど、観光協会とのかかわりをお答え願いたいと思います。 

○議長（三宅 耕三君）      佐藤均町長。 

○町長（佐藤 均君）   お答えをさせていただきます。 

 北伊勢の関係は、行政主体でございます。現在は桑名市長が会長、大垣市長が副会長

ということで、私どもと全然雲泥の差の大垣市長等で、あくまで行政が主体でサミットをし

て、自分ところの市町の特産品をＰＲさせてもらう。そんなサミットでございますので、そこ

へ観光協会が、というのはしておりません。大垣市でも大きな都市でございます。当然、

観光協会もございますし、桑名市もございますし、そのサミットの中へ、観光協会というの

は今までにも入っておりませんので、あくまで行政が自分たちのまちの特産品をＰＲして

販売をする、ということでございますので。観光協会と絡ませてというのは、観光協会が農

業商工祭に出店を自分たちでしていくということはできるかもわかりませんけど、サミットを

自分たちで、ということはしておりませんので、あくまで行政主体ということでございますの

で、ご理解をいただきたいと思います。 

○議長（三宅 耕三君）      近藤義憲議員。 

○１番（近藤 義憲君）   わかりました。サミットに関しては行政主体、民間で立ち上が

ったのが東員町だけですので、当たり前のことだと思いますけど、ただ私の思うのは、たと

え観光協会はかかわりなくても、土産物しろ、物産にしろ、特産品にしろ、商工会ともかか

わってくると思いますし、影から、こういうことを通じて協力したいというのが、観光協会側

の思いでございますので、行政だけでサミットをやってそれで終わり、というのやったら意

味がありませんので、その辺も、サミットの会場でどうのこうのより、労力は惜しまずにご

協力したいという気持ちがありますので、よろしくお願いいたします。 

 それと、答弁漏れというとあれですけど、予算、計画、公園の問題、委託のことも、今す

ぐには出ませんので、来年度、事業計画なり、予算の中へ、これは観光協会へ委託した

いという希望的なことは、産業課の観光係の方と打ち合わせをして、勝手に一方的にパン

フレット１枚つくるにしたって、これは行政でつくるでいいわというと、ホームページのところ

で大分いやなことを言いますけど、その辺のことも含めて、ひとつ両輪になるようにご協力

願いたいし、我々も東員町発展のために観光協会の方も頑張ってみえますので、ひとつ

よろしく進めていただきたいと思います。 



 そういうふうで心していただきたいと思います。 

 それでは２点目、ドイツシェルナッハとの交流について、の質問に移ります。 

 まず１点目、ドイツ派遣事業が満５周年を過ぎ、今年６年目に入ります。４月にはシェル

ナッハより、町長、議員３名、住民３名の方が来町され、友好が深まったと思います。まず

１点目は、町長は本年、表敬訪問されると聞いておりますけど、どのような内容、計画でし

ょうか。 

 ２番目、今年度も今募集しておりますけど、ドイツ派遣の募集状況及び日程等につきま

して、現時点でわかる範囲のことをお答え願いたいと思います。 

 ３点目は、ドイツシェルナッハと今後の交流計画はあるのか。例えば姉妹都市提携の方

向に進み、民間レベルでの交流を深めるのもよいと思うが、今回、町長は来ていただいた

で向こうへ行くと。儀礼的な訪問で抑え、交流は中学生レベルだけにしておくというお考え

か。それとも住民も姉妹提携のような方向に進むのかということ。 

 ４点目は、中学生のドイツ派遣は学校教育課で担当しております。外国人の表敬訪問

は、来町された方は総務課でやっております。国際交流事業になると、健康福祉課となっ

てますが、体制は違いますけど、今後もこの方法でいくのか。また、どこかへまとめて進め

られるのか。 

 以上、４点について、お答え、またお考え、よろしくお願いします。 

○議長（三宅 耕三君）      佐藤均町長。 

○町長（佐藤 均君）   ドイツシェルナッハとの交流についてのご質問にお答えをいたし

ます。 

はじめに、私の表敬訪問についてでございますが、現在、先方の日程や中学生の訪問

スケジュールを考慮し、９月末に訪問いたしたいと考え、訪問先の関係者との日程調整を

行っているところでございます。 

中学生の海外派遣事業につきましては、９月２７日から１０月４日まで、ドイツ連邦共和

国に派遣し、シェルナッハでのホームステイを計画をしております。 

今後の交流計画につきましては、本年４月にシェルナッハから、町長はじめ７名の方が

お越しをいただき、交流会を開催させていただきました。 



引き続き、生徒の皆さんを派遣し、交流を深め、シェルナッハの生徒の皆さんが当町へ

お越しいただけるよう働きかけてまいりたいと考えております。 

この交流事業の所属部署のお尋ねでございますが、国際・地域間交流事業は、生活環

境課で担当させていただいておりますが、中学生の海外派遣事業につきましては、教育

委員会で担当させておりますので、よろしくお願いを申し上げます。 

以上です。 

○議長（三宅 耕三君）      近藤義憲議員。 

○１番（近藤 義憲君）   これは教育長になるかもわかりませんけど、本年も派遣され

ますわね。予算は大体あれですけど、前、同行者は、校長先生と先生２人と介護の先生と

生徒１５名でしたね。それと観光会社の添乗員ですけど。今回行かれる場合に教育長が

行かれるのか、町長が行かれるのか。予算的な考えもあるし、先生２人は多いので、校長

先生１人と男の先生と女の先生ぐらいというか、１名でも減らした方が予算が減るかなと。

なれてきたもんで、その辺のこともあるもんで、ちょっとお聞きしたいんですけど。まだ決ま

ってなければ結構ですけど、お答えできたらしていただきたい。 

 それと、質問なんですけど、４月にシェルナッハから、町長、議員団、住民７名がみえま

したけど、このことに関しまして、一部住民の方々、シェルナッハへ東員町友好の翼という

のを考えて計画中でございます。この動きに対して町長のお考え、それとシェルナッハ村

より、町長のみならず議員、住民が同行されたことについて、私も、個人的にはあれです

けど、もし東員町友好の翼ができたら参加したいという意思がありますけど。 

その辺、先ほど答弁漏れになってましたけど、姉妹提携までいくのか、中学生だけにな

るのか。宮川村のようなつき合いになるのか。その辺、将来のことを据えて、６回、７回、１

０年すれば、１５歳の子も２５歳になるし、そういうふうに長い目で見れば、町長の方針とし

て、友好の翼もそらいいやないかと。それ行け、どんどん行け、東員町からでも３０人も５０

人も行けといわれれば、町長がシェルナッハを訪ねられたときに、一緒に友好親善をやり

たいなと思っておりますので、その辺、町長のお考えをお聞きしたいと思います。 

○議長（三宅 耕三君）      佐藤均町長。 

○町長（佐藤 均君）   お答えをさせていただきます。 

 今年で子どもたちの交流というか、交流になってない、一方通行ですので、５回、子ども

たちをドイツにやっていただくわけなんですけど、まだドイツの方から子どもたちが来てい



ただいておりません。お互いに交流がきちっと始まって、その後、住民の皆さんの交流と

いうことであればわかるんですけど、一方的にこちらからばっかりでございますので、その

お礼と、こちらへも来てくださいよ、ということをしたいということで表敬訪問させていただく。

４回お世話になって、今年５回目ですので、５回のお礼を申し上げたいということで訪問さ

せていただく。そして、次には向こうからこちらへ来てくださいよ、という依頼というんです

か、そういうことなんです。 

けれども、なかなかやはりドイツと日本との経済の関係と言いますか、お金の関係で、

非常に難しいということも聞いております。日本はそれだけ裕福というんですか、そんな状

況でございますので、なかなか向こうの方から来ていただけない。多分、大人たちになっ

ても、また一方通行というんですか、こちらからは行くけど、向こうからは来てもらえない、

という状況になってまいりますと、交流になりませんので。向こうで交流してくるというのは、

そらあるかもわかりませんけど、やはり日本を知っていただくということであれば、相互に

来てもらったり、行ったりということが、本来の姿だと思いますので、その辺もひとつご理解

をいただきたいと思います。 

○議長（三宅 耕三君）      石垣征生教育長。 

○教育長（石垣 征生君）   本年度の中学生の海外派遣状況につきまして、お答えを

申し上げます。 

 派遣期間につきましては、先ほどご答弁にございましたように、９月２７日から１０月４日

までの８日間でございまして、募集人員は１６名ということでございまして、現在、応募状

況でございますけれど、今朝の段階で２３名の応募がございます。締め切りは明日の５時

過ぎまででございますので、まだこれからおみえになるのではないかな、そんなふうに思

っております。 

 引率者でございますけれど、第２回目あたりからずっと固定をしております。校長１名、

教員が一中・二中から１人ずつですね。あと、私ども事務局と団長である私とで引率をし

てまいる予定でございます。 

 以上でございます。 

○議長（三宅 耕三君）      近藤義憲議員。 

○１番（近藤 義憲君）   いつもの交流のことになると、町長一緒ですけど、三重県知事

と四日市市長と、バイエルン州へ企業誘致に行くというような、ドイツのバイエルン州の経

済状態が物すごくいいということで、シェルナッハは、我々友好を結びたいまちはそうでも



ないといわれるんですけど、一度行ってみますと、ドイツはドイツの予算があるし、我々は

議員として議員３名みえましたし、環境の問題、ごみの問題も、研修しようかなという気が

ありますので、その辺も町長の答弁をいつも聞くと、向こうは貧しいでどうのこうのと、そん

なものじゃないと思うんですけど。ドイツはドイツのよさがあるし、馬力ある人もおるし、サ

ッカーだってワールドカップを開催してるんですから、今後、中学生が大人になれば、ドイ

ツのよさもあるし、逆にこの間、東員町へ来ていただいて、日本のよさもわかったと思うん

ですけど。 

そういうふうで、計画もあるということで、もし議員や住民を踏まえて、東員町友好の翼

が、最低１５人ですけど、３人でも集まれば、そういう計画を練っておりますので、ひとつそ

の辺も理解願って、町長が２９日にシェルナッハに表敬訪問されたときに一緒にできたら

な、という計画ですけど、ひとつ頑張ってやってみえる方がみえますので、ひとつその辺も

ご支援、ご協力をお願いしたいと思います。 

 そのことをお願いして、３番目の質問に移らせていただきます。 

 町の組織とホームページについてですけど、４月に人事異動があり、組織変更がありま

したけど、その中に特命監という言葉が出てきまして、２名の方が特命監になっておられ

ます。 

それで、東員町の組織図はどういうふうかなと思ってホームページを調べたら、ちょっと

古いので頭に来た、というようなことで、まず特命監について、立地対策特命監、高齢者

対策特命監は兼務で、地域包括センター。昨日もあいさつがありましたけど、特命監は何

をどのようにしてどういうふうにするかと。組織図１枚もらっておりませんのでわかりません

し、その意味がどういうふうだということで。 

多分、特命監というのは、三重県知事のホームページを見たら、特命監制度。特命監

をつくっているのは鯖江市かな。鯖江市が海外派遣のときに、市長が特命監という名前で

派遣されております。現代用語基礎辞典を引いても、特命監という言葉は出てきませんし、

特命というのは任期が限られておる、特命全権大使、特命全権公使とか、ああいう国々

のお葬式といったらおかしいけど、ああいうときに特命監が派遣されますけど、期間の短

い特命。それと特命監の監という字は管理の管、何々官の官やなしに、広辞苑を見ると、

見張ること、取り締まることと書いてあるんですけど、今度の行政、特命監組織と役割に

ついて、詳しくお答え願いたいと思います。 

 ホームページについては細かく指摘させていただきますので、ホームページについて、

ざっとの答えでいいですから、それに対して再質問させていただきます。 



 以上、お願いいたします。 

○議長（三宅 耕三君）      佐藤均町長。 

○町長（佐藤 均君）   東員町の人事とか組織について、お答えをさせていただきま

す。 

４月の人事組織改革につきましては、将来の税収確保を図るための方策をより一層充

実させまして、企業誘致、住宅施策について、より戦略的に対処していくために企業立地

対策の特命監を配置をさせていただきました。 

また、介護保険法の改正によりまして、地域包括支援センターを設置し、より専門的に

対処していく必要があることや、今後ますます高齢化社会を迎えることから、高齢者に対

する施策をより一層充実させるために、高齢者対策室を設置させていただいたものでござ

います。 

いずれにいたしましても、これまで私が申し上げてまいりました重点的な施策について、

より専門的な部署を設置し、特命監を配置することにより、組織の充実を図ったものでご

ざいます。 

私ども特命監というのは、考え方としては、１つの仕事をしてもらう。１つの仕事を専門

的にやっていただく。行政といいますと、各部の部長というのは、各課にわたったものを管

理していく、そんな配置でございます。 

そんな中で、企業誘致なら企業誘致だけをしてもらうんや、というような考え方と言いま

すか、三重県は多分、特命監とかというのはたくさんつくってみえると思いますけど、その

仕事だけをしてくださいよということで、その中に部長もあるわけでございますけど、極端

なことをいうと、隣の部長と相談ではなしに、自分と助役へ結びついていく、そんな考え方

で置かせていただきました。 

高齢者対策室、これは今、権限移譲というのがどんどん地方に下りてきております。身

体障害者もしかりでございます。そんなことで法についていくというんですか、今までは県

がやっていたことを東員町がやらんならんということで、専門的に勉強していかないと、よ

く追いついていかない。そんなことがございまして、高齢者対策室の中に特命監を置いた

ということでございますので、ご理解をいただきたいと思います。 

次に、ホームページについてお答えをさせていただきます。 



従来からの情報発信提供の媒体として広報「とういん」を発行し、町民へ情報提供を行

ってまいりました。 

しかし、近年のＩＴ時代を迎えた今日におきまして、最新の情報をより早く提供するため

にホームページを開設し、町内のみならず、全国から本町の情報が確認できる環境を整

えてまいりました。 

このような時代の中で、ホームページの担う役割は、早く、正確に、最新の情報を提供

するものであると認識をいたしております。 

今後におきましても以上のことを常に念頭に置きまして、ホームページにより情報を提

供するため、新たな情報や、内容の更新等を行ってまいりますので、ご理解を賜りますよ

うお願いを申し上げます。 

以上です。 

○議長（三宅 耕三君）      近藤義憲議員。 

○１番（近藤 義憲君）   特命監というのは、意識的にはわかります。企業誘致、高齢

者対策、もっとわかりやすい、町民にも、我々議員にも、職員にも。私には特命監という言

葉が、企業対策専門云々とか、もっとわかりやすく。監督の監、おりの中を見てるという見

張り役なんですよ。監という字は。管制塔の管はまだあれですけど。何かその辺もう少し、

役所を抜ける字で命名をしてほしい。その辺も、特別職の方がもう少しやわらかく。特命

監というと、何か監理監督されているようなことで、全然意味と違うんですね。これからや

っていこうということは監理と違いますから、使命官でもいいですよ。使命員でもいいです

よ。給料さえ下がらなければ、別にどんな名前ついとったっていいんですから。課長が部

長になったって、部長が下りたって、下りた課長の方が給料が多かったらそれでいいじゃ

ないですか。仕事さえ、一生懸命やっていれば。それは余談ですけど。 

 次に、ホームページのことを今お聞きしました。町長の答えていただいていることと画面

と全然違いますので、指摘だけさせていただきます。 

 ホームページは、いまや日本中、いや、世界中の顔である。趣味、仕事、あらゆることに

インターネットは活用されています。もちろん、議員研修においても、我々一番先に見るの

は町のホームページを開き、予備知識を得て、その町のイメージをしていくわけでござい

ます。 



４月の異動で組織が変わったというので、私、見せていただいたら、平成１４年７月１１

日のままで何も変わっておりません。 

平成１６年６月、ちょうど２年前の議会に、ホームページについて質問してます。各課で

検討しますという返事でした。２年過ぎても、全く新しいものがそのままでございます。６月

１日、一般質問通告書を議会へ提出したときは、１万２，５４２人が東員町のホームページ

を訪問されています。今朝、役場のホームページを開いたら、１万３，６５０人。８日間で９

００人かな。私も１０回ぐらい開いてますが、すごい量で、みんな一生懸命ホームページを

見たと思うんですけど。 

それで、ここにプリントアウトしたんですけど、役場のホームページですね。行政からの

お知らせ、これはこのようにやっておりますと。生活福祉にしろ、プラムチャンネルにしても

やってます。町民には、皆さん一生懸命やっておるんですけど、その中の行政情報という

ところですね。総合広域情報というところです。そこの広域情報の一番初めに、第４次総

合計画の井戸端会議のものがずっと載ってます。消す消さんは別です。町長の方針、平

成１５年３月の方針が載っております。それも古いですけど、本当のことですのであれです

けど。 

これから言うのは、偽りを全国全世界に発信していた、ということでございますので、よ

ろしくお願いします。 

市町村合併について、ちょっと開けたら、今から東員町合併するかな。お問い合わせは

総務課合併対策係までと載ってますよ。今から帰って、皆さん見てください。現在、対策室

はありませんね。 

それから、そこに載っておるところに、合併のときの問題で、平成１２年度の歳入のこと

が載っております。 

次、中部公園は基本計画、スケッチの画面がそのままです。完成しているのに。 

それから観光案内のイベント案内は、中部公園は存在しておりませんわね。 

概要、東員町は員弁郡の南東端に位置しています。これは偽りですよ。新しい防災のと

ころには東員町は新しい員弁郡になってます。 

東員町の歴史・沿革は、平成１２年でとまっております。 



次、東員町に来るのにどうしたらいいか。余り詳しい案内図ではないんです。画面は、

近鉄北勢線で北大社六把野駅、東員に駅ありませんからね。その次、財政報告のところ

には平成１３年度、事業報告も平成１３年度。人口の推移は何かわからんけど、平成１５

年度の報告です。 

その次、一番あれですが、組織別ホームページ、これについて、私は２年前に、組織の

各係のやっていることを一遍開けてくださいと言ったはずです。 

土木部土木課を開けてください。建設と書いてある。保育園のところも、教育の方もあ

れです。細かく書いてあるのは生活福祉課と議会だよりです。生活福祉課は毎日細かく

やっております。産業課については、今から観光をみんな一生懸命やろうと思っているの

に何も書いてありませんから。町民の公共施設ガイド、中部公園が載っておりません。こ

れも近鉄北勢線ですよ。三岐鉄道だったらいいんですけど、近鉄北勢線北大社。東員駅

がない。古いので直してない。プラムチャンネルの案内図を見てください。場所を書いてあ

るところ。あそこも近鉄北勢線、北大社駅、穴太駅やったかな、書いてあったです。 

リンク集を見たら、宮川村が載ってました。失礼じゃないですか。宮川村は去年合併し

ている。昨日、６月５日見たら、宮川村のリンクは消してありました。相手に対しても失礼で

す。大台町のリンクを見たら、東員町へはリンクしてありませんけど、総務部政策推進課

やないけど、課長、部長、帰ったら、ホームページを一遍開けてみてください。行政情報と

いうところ。いかに古いものを発信しているか、ということです。新しいニュースは各課の担

当は小まめに町民のことはプラムチャンネルでやっているし、広報「とういん」にも載ってま

すし、それは重ねてですけど、対外的に東員のことを調べようと思ったらプラムチャンネル

しかないですよ。電話で聞くか何か。今、インターネットがはやっておりますけど。６月６日、

宮川村のリンクが消えていたということ。言えばやってもらえるんですよ。 

こういうことで、町長・特別職以下２００何名、保育園も含めて、一回自分の仕事をやっ

ているところを、組織のホームページの役割というところを開けてくださいよ。 

それでお聞きしたいのは、平成１７年度に３８万５，０００円、平成１８年度は５４万９，００

０円という、サーバーへ払う予算が組み込まれております。予算が足らなかったのでペー

ジが更新できなかったというのだったら、補正予算を組めばいいんですから、ひとつその

辺、お願いします。町長、どういうふうに２年間、こういうふうに過ぎたか。町長も一生懸命

やってみえるんですけど、我々も含めて、町民にざんげしないといかんと思うんですけど、

どういうお答えか、お答え願います。 

○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。 

 今言われたことは現実だと思います。まことに申しわけないと思っております。 

私、ＩＴは非常に弱いです。弱いですけども、ずっとそのままの状態で置いてあるというこ

とは、一般質問をいただいたときにわかりました。早急にホームページの部分、新しいも

のに更新をさせてもらいます。 

いろいろ役場の中でも、課長会等で協議もさせてもらいました。基本的にそういうことは

政策推進課というんですか、そこがやっておるんですけど、各部・各課のことは、横の連

携が東員町もうまくいっていない。これからは、自分ところの部・課は自分ところで直して

いく、更新していく。そんなことにしないと、新しいものにどんどん変わっていかないのかな

と。変わってないところは、変わっていないことを見つけた場合は、その課や部が責任を

取ってもらう。そうしないと、１つにまとめて全部の課を全部直していくということは、大変

厳しいところがございますので、自己決定・自己責任、自分のところは自分ところでやって

いくんやということに切りかえないと、こんな状態だと思いますので、その辺も幹部で、これ

からどうしたらいいか、議論をさせてもらいますので、本当に申しわけないことでございま

す。早急に更新をさせていただきます。 

 以上でございます。 

○議長（三宅 耕三君）      近藤義憲議員。 

○１番（近藤 義憲君）   今、ホームページのことですけど、私は各課を責めるわけやな

いと。やっているところはやっているんです。細かく町民に発信してます。だからいかに特

別職を含めた部長・課長が、難しいことあらへんですよ。１週間に１回クリックしたらいいん

ですよ。直っておらんな。そしたら担当の課長が、おい、直らん、係長、直しておけと。下の

者はやっているんですよ。課長から指示があれば。トップがいかに見てないかということで

すよ。下から上へ例えば物事をやろうと思ったら、判をもらわないとやれないでしょう。役

所の使命で。上から命令したことは、判要らんでしょう。やっておいたか。まだやってない

な。おまえ何しとんのや。それだけのことですよ。下の者が、方針やいろんなことを直そう

と思ったら、課長に相談して、部長に相談して、１カ月や２カ月かかる。２年間ほってあった。

係か主事か知らんけど、そこは絶えず直っておるんです。あとは課長が自分の担当の課

は、どの仕事を一生懸命やっているか、町民にニュースを知らせている。そのニュースま

で知らせてなかったら、どんな苦情が来るかわかりません。答えもできない。いや、ホーム

ページで知らせましたと。それでもいいんですわ。答え３つあるんで。いろいろ質問をする

と、広報で知らせてあります、プラムチャンネルで知らせてあります、インターネットで知ら



せてあります。３つあるでしょう。それでまだ自治会の回覧で回しました。みんな一番やり

やすいのは、早い人はホームページを開いたらああ遅いなと。そうしないと行事なんてひ

とつも進んでいかんし、時刻表にしろ、コミュニティバスでも、その辺は幹部の意識改革を

してほしい。１週間に１回でいいですよ。自分の担当のページを開いていただければ。そ

れをお願いしておきます。 

 そして、皆さん頑張って中部公園ができた。幼保のことで東員町へ研修に来る。みんな

何をするかといったら、ホームページを開いて来るんですよ。新聞で、学校の耐震は東員

町は１００パーセントできた。こんな立派なことをやったのが、たったそれだけのことで全部

つぶされているんです。民間で観光協会を立ち上げて、これから東員町のまちをどうして

いこう、というときに一番有効なのはインターネットですよ。電話して役場の何々課までと。

詳しいことは何も書いてない。わざわざ電話しません。インターネットで、ああそうか、この

まちはこんなんやな。だから観光協会、これからやるんやったら、例えば私の提言として

は、一番身近な大台町（旧宮川村）のホームページを参考にして、三重県のホームページ

を参考にしながらリニューアルしてくださいよ。お願いします。 

 そしてリンク集でも、シルバー人材センターへはリンクしてありません。商工会はやって

あります。東員町子育てセンターもホームページを持ってますが、リンクしてありません。

観光三重という三重県のホームページですと、それを見ると、本当に細かく観光のことを

東員町以上詳しく書いてありますので、今度リニューアルするときには、もう一遍ページを

きれいに変えてといったらおかしいですけど、ひとつ早急にやってほしい。 

行政を含めて、議員もあれですけど、私はたまたまそういう組織のところでこういうふう

になった。一丸となって外へ発信しないと、合併問題やいろんな問題があります。東員町

はこういうすばらしい福祉のまちやということで、そういうことで、観光を主にこれからも頑

張っていきたいと。豊かに住み、働き、楽しむことのできる東員町を目指して頑張っている

みんなが、総合計画、行政改革推進計画、これも載っております。これも机上で終わらな

いように。いいことが書いてあります。書いてありますけど、机上で終わらないように。み

んな汗をかいて、外へ出て東員町を見るというようなふうで、私の提案と、えらい皆さんに

申しわけないけど苦情です。まだいろいろホームページだけ調べれば、公開してるものを

調べれば、いっぱいまだありますけど、大分言い過ぎたけれども、まだ思いの１０分の１ぐ

らいですから。戻られたら一回ホームページを見て、町長の指導力をお聞きしたいと思い

ます。 

町長最後に、そういう思いですので、方針だけ述べていただきまして、質問を終わりた

いと思います。 



○議長（三宅 耕三君）      佐藤均町長。 

○町長（佐藤 均君）   お答えさせていただきます。 

 いろいろご指摘をいただきました。一生懸命町民の皆さんに知っていただくとともに、世

界に発信できるように頑張らせていただきますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 

 


