
○議長（三宅 耕三君）      日程第１、一般質問を行います。 

通告順により、質問を許します。 

５番、南部武司議員。 

○５番（南部 武司君）   おはようございます。 

この９月定例会では、町政に対する政策、中部公園とプールの利用状況、事務の簡素

化の３つを質問として通告させていただきました。 

まず、第１番目の質問です。町政に対する政策などを伺いたいと思います。 

町長は昨年に続き、本年も地区懇談会を行ってみえます。町民の声を聞くには絶好の

機会だと思います。議会でも、議員と語る会を催しましたところ、多くの方々の来場があり、

貴重なご意見を伺うことができました。地区懇談会を２年間続けて開催されるということは、

何か重大な決意を感じられます。町長が在職３年半を経過いたしました、ご自身の採点と

来春の統一選挙を含め、今後の町政に臨む思いを伺いたいと思います。 

市町村合併ですが、町長はあと１０年、数年経過しましたので、あと７～８年となります

が、大丈夫ですと、よく口にされます。その後の町の姿が見えてこないように感じます。今

は大丈夫ではなく、そのときはこうなっているであろう、という読めない先まで、住民の皆

様が安心できるような政策を伺いたいと思います。また、その時点で合併という話が出な

いとは限りません。住民投票の有無など、議論されるとは思いますが、何もないこの時期

に、今の時期にこそ、住民投票に関する条例などを設けるという予定はないでしょうか。

今は不必要と片づけずに、率直なご所見を伺いたいと思います。 

町長は工場誘致と人口増加をよく口にされます。私も人口増加は望ましいと思っており

ます。しかし、近年は人口が減少している、との報告を受けていますが、先日、裁判所で、

刑事事件を傍聴する機会がありました。被告は東員町に関係があり、裁判官の現住所の

質問で、鳥取のアパートに居住しているにもかかわらず、北牟婁郡と述べ、転入手続をし

ていない、との答弁をしておりました。東員町に住んでいながら住民票を移していない、と

いう人がいることを知った次第であります。 

そこで、住所の定義について伺いたいと思います。市街化区域の鳥取や六把野及び大

木には多くのアパートが建っています。そこを含め、東員町内に住所移転の手続をしてい

ない人は何世帯、何人ぐらい居住してみえるでしょうか。また、そのことによる税収への影

響はどのようなものがあるでしょうか。プライバシーという言葉で片づけることなく、お答え



ください。この住所移転手続の法律上の決まりがあれば、あわせてお答えくださいますよ

うお願いします。 

以上、よろしくお願いいたします。 

○議長（三宅 耕三君）      佐藤均町長。 

○町長（佐藤 均君）   おはようございます。 

ただいま、南部議員から、今後の政策についてと住民投票に関する条例制定につきま

して、ご質問をいただきましたので、ご答弁申し上げます。 

多くの皆様方にご支援を賜りまして、町長に就任させていただき、残す任期があと半年

余りとなりました。この間、就任時に、皆様のご理解とご支援をいただきながら、お約束さ

せていただいた、さまざまな事業に取り組むことができましたことを、心から厚く御礼を申

し上げます。 

さて、ご質問の、町政に臨む思いでございますが、地方自治体の自立性を高め、住民

サービスの向上と効率化を目指す三位一体の改革による、国庫補助、負担金の一般財

源化や地方交付税の見直しにより、年々厳しい状況を迎えており、少子高齢化の進展や

複雑多様化する行政需要に対応していくためには、自主財源の確保と各分野にわたる事

務事業の見直しを図るなど、健全な財政を保持し、安定した町政運営が求められておりま

す。 

このような中で、多様な住民ニーズにどのようにおこたえ申し上げるか、また、事業推

進の効率化をいかに図るかを常に考える必要がございます。 

着手いたしました各事業につきましては、皆様の多大なご協力を賜りまして進めること

ができました。今後も、進めております事業のさらなる推進と、特に住宅政策の推進や企

業誘致に力を注いでまいりたいと思うところであります。 

次に、長期的な先を見据えた政策の展開でございますが、これまでも十年先を見込ん

だ財政見通しや、将来人口推計等が作成され、さまざまな計画が策定されてまいりました

が、今や、年々変化する社会情勢や経済情勢を的確にとらえ、１０年２０年先のあるべき

姿は、予測しづらいところでもございます。しかし、先ほど申し上げましたように、将来的に

も税収の増加を図る施策が必要であると考えております。皆様に、お知恵をおかしいただ

くようお願いを申し上げます。 



次に、住民投票に関する条例の制定でございますが、住民投票が適切と考えられる事

案が生じました時に、皆様と協議をしてまいりたいと考えております。 

次に、住所の定義についてお答えをいたします。 

昭和４２年に制定された「住民基本台帳法」第３条には、町の責務として、常に住民基

本台帳を整備し、住民に関する正確な記録が行われるよう努めなければならない、と規

定をされています。 

また、住所の解釈としては、その人の生活の本拠地であるとされています。つまり、生

活の本拠とは、その人の生活に最も関係の深い一般的な私的生活の場であり、すべての

生活の中心地であることとされています。 

最近、町内には数多くのアパート等、集合住宅が建設され、多くの方が入居をされてい

ますが、議員ご指摘の、転入届を出さずに入居されている方の数は把握をしておりません。

そのため、そのことによる税収への影響はどうか、とのご質問ですが、残念ながらお答え

することができません。 

先ほど申し上げましたように、住民の居住に関する事実を正確に把握し、記録して整備

しておくことが必要でありますので、住民基本台帳の記録と住民の実態との食い違いを防

ぐために、今後も必要に応じて実態調査を実施してまいります。 

次に、住所移転手続の法律上の決まりでありますが、「住民基本台帳法」に定める届け

出は、「転入届」「転居届」「転出届」「世帯変更届」の４つであり、「転入届」の届け出期間

は、実際に転入した日から１４日以内となっています。 

しかし、正当な理由がなくて届け出を怠った者に対しては、過料の制裁をもって臨むこ

ととされています。届け出期間を過ぎて手続をされた方には、届け出が遅れた理由をお聞

きし「届け出期間経過通知書」を桑名簡易裁判所に通知しております。そして、裁判所で

義務違反について裁かれています。 

住民基本台帳は、住民に関するすべての行政の基礎資料となるものでありますので、

今後とも台帳を正確に記録することに努めてまいりますので、ご理解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）      南部武司議員。 



○５番（南部 武司君）   ありがとうございました。 

 地区懇談会はまだ途中ですので、答えにくければ結構ですが、住民からの要望は結構

多くあったと思います。今までの中で印象にある質問や取り組まなければならないと思わ

れた意見や質問、どのようなものがあったのか、差し支えなければお答えください。 

 次に、先ほどお聞きしました住所ですが、民法では、住所と居所をちゃんと規準されてお

りまして、ご答弁いただいたとおりで理解しております。把握されていないということですが、

アパートの経営者に若干お聞きしましたところ、住民票を添付しなければ入居させないと

いうアパートもありますし、オーナーの方がすべてチェックしてみえるところもみえます。そ

うじゃないアパートも結構ありました。これから実態調査をされるということですので、よろ

しくお願いします。 

 そこで税収のことですが、東員町内の学生さんなんかが例えば名古屋、東京なんかで

下宿される場合もありますけど、ほとんどの方は住所を移転されません。住所を移転した

場合としなかった場合で、町の税金には絶対違いが出るはずですが、もう少し具体的にお

伺いしたいと思います。 

 お願いします。 

○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。 

 まず、地区懇談会の関係でございますけども、ご質問は多種多様なご質問が出てきて

おります。多いのは財政問題、あるいは身近な地域の、どこどこを直していただきたい、と

かというような問題が多かったように思っております。合併問題につきましては、２名ぐら

い、ご質問をされております。 

最終的には、職員も一緒に出席をさせていただいておりますので、きちっと質問事項を

とらえておりますので、また、後ほど、改めて回答は町民の皆さんにきちっとさせていただ

く、というお約束の上でさせていただいておりますので、よろしくお願いをしたいと思いま

す。 

住民基本台帳法とか税収の関係等は、担当の方からご答弁をさせていただきます。 

○議長（三宅 耕三君）      近藤洋総務部長。 

○総務部長（近藤 洋君）   税収の関係につきまして、お答えをさせていただきます。 



 先ほども町長の方からご答弁がありましたように、現時点では、税収に対する影響はど

れだけか、ということはつかんでおりません。ただ、住民基本台帳の関係につきましては、

行政の関係の最も基礎的な資料となりますので、担当の部局の方で、今後、実態調査を

進めていく中で、税関係もつかむことができるということで思っております。 

 以上でございます。 

○議長（三宅 耕三君）      南部武司議員。 

○５番（南部 武司君）   １番目の質問を終わらせていただきまして、２番目の質問にい

きます。 

 夏休みには、町内外から多くの来客を得ました町民プールですが、何も事故が起こらな

く、安心した次第であります。来場者の交通手段はいろいろだったと思いますが、期間中、

路線を変更したオレンジバス東西線の利用者は何割ぐらいあったでしょうか。プール利用

者数とあわせてお答えください。 

今年も盛大に、ふれあいフェスティバルが行われました。多くの来場者で大好評だった

と感じました。本年度のフェスティバルは２０回目でした。では、第１回目はどのような目的

で、誰が開催したのか、わかる範囲でお答えください。多分、初期の目的は１０年以上も

前に達成していると思われますが、２０回を区切りとしてはどうか、との声もあるこのフェス

ティバルですが、来年以降も同じようなお祭りとして開催するのでしょうか。この祭りを民

間委託とか、そのような方法もあります。今の考えをお答えください。 

次に、会場となった中部公園について質問します。 

先の定例会で公園内の物品販売について質問しましたところ、管理棟を他の目的に使

用することについては、都市計画関係の規定があり、他の公園施設の状況等も参考に研

究する、とのご返答をいただきました。それから３カ月が経過いたしました。その結果を伺

いたいと思います。 

また、利用者の多いパークゴルフ場について伺います。パークゴルフ場の利用者の

方々で、会員制度を設け、春と秋に大会を開催していると聞いております。多くの会員の

方々を集め、パークゴルフ場がにぎやかになることは大いに結構なことだと感じます。 

コスモス祭りには、観光協会がパークゴルフ大会を計画しています。行政も集客に対し

て一工夫をお願いしたいと思うところであります。 



また、町在住者の方と町外の方は同じ５００円の利用料を支払っているのですが、町内

の方のみ割引券などの工夫があってもよいのでは、という声をよく聞きます。東員町として、

何か取り組みや考えはあるのでしょうか。私は６月の一般質問で、オレンジバスとプール

をセットにした販売を考えては、と提案しましたが、オレンジバス乗車券とパークゴルフ場

の利用券をセットにした販売などは考えられないでしょうか。残念ながら、それぞれの施設

利用者やバス利用者を一人でも多くふやそうという工夫が、私には全く感じ取れません。 

以上、ご答弁をお願いいたします。 

○議長（三宅 耕三君）      佐藤均町長。 

○町長（佐藤 均君）   中部公園と町民プールの利用状況に関するご質問にお答えを

いたします。 

まず、町民プール利用者数とオレンジバス利用者の割合につきましては、平成１７年度

実績におけるバス利用者は、１カ月平均で６，５００人に対し､７月・８月は、平均７，５００人

であり、その差１，０００人がプールを利用したものと考えられます｡ 

次に、ふれあいフェスティバルが開催された経緯と来期開催についての今の考えは、と

のご質問でございますが、ふれあいフェスティバルは、１回目が昭和６２年８月に始まり、

本年で２０回目を開催することができました。 

 当初の目的として、新しく東員町にお住いになられた方との交流の場として、町民皆様

がお集まりいただける町の「夏祭り」というのが、まず１点目の目的でございます。２点目

が、子どもたちに夢と希望を与え、楽しい思い出をつくってやろうということ。その２点の理

由で始まった経緯があると記憶をいたしております。 

議員もご承知のとおり、このフェスティバルは、行政が主導で実施するのではなく、毎年、

フェスティバル運営協議会と実行委員会の方で、自ら企画・運営を行っていただいており

ますことから、来期開催については、本年度の反省点も踏まえ、住民の意向を反映した形

で、運営協議会にお諮りをし、今後も開催をさせていただく方向で考えております。 

ただ、私もいろいろなところでご意見をいただいております。その場でお答えさせていた

だきますのは、今、東員町に求められておるのは、町民同士、お隣同士のきずな、またコ

ミュニケーション、ふれあいの場が必要である。現在のいろいろな社会情勢、犯罪、事件

等の発生を見ておりますと、このきずなとか、ふれあいが希薄になっていっておる。そんな

結果だと思わせていただいておりますので、できることなら来年も続けて開催をさせてい

ただきたいと思っております。 



次に、中部公園管理棟利用の検討結果につきましては、管理棟は、管理事務所と研修

室として利用しており、その一部を他の用途に利用するには、それぞれ利用形態等が異

なり、利用スペース等が制約を受けることから、管理棟以外の場所でご要望におこたえで

きないか、引き続き検討を行ってまいります｡ 

 次に、パークゴルフ場の町内在住者への割引とオレンジバス利用券とのセット販売につ

きましては、現在、パークゴルフ場は、町内外から多くの方々にご利用いただき、既に利

用者の方々で愛好会も組織をされ、利用者増に一役を担っていただいております。 

町内の方への割引のご提言や、オレンジバス利用券とセット販売は、現時点において

は考えておりませんが、課題等もございますので、どのようなご利用方法が最善かを研究

させていただきますので、よろしくお願いをしたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（三宅 耕三君）      南部武司議員。 

○５番（南部 武司君）   ありがとうございました。 

 ふれあいフェスティバルですが、第１回目は商工会青年部が、当時の青年部長は一色

利之さんでしたけど、そのときに東員町内を一つの輪で結ぼうということで、風船をつくり

まして、輪をつくって、空に飛ばしました。そのときに私も青年部員として入っておりました

ので、いきさつは全部知っております。若干、内容が違うようにもお聞きしましたけども、そ

れが正解です。 

 中部公園の活性化には、売店は必要不可欠であると考えます。管理棟をそのようにした

いと思っておりましたが、どうも無理だということで、何かその方法を考えていただきたいと

思います。もしそうなった場合、運営は行政中心であるのか、あるいは民間委託になるの

か、公園管理の管理者委託も含め、お答え願いたいと思います。 

 また、パークゴルフ場を公認コースにしてはどうか、と前回質問いたしましたが、町長の

答弁は多くの方々にご利用いただいておりますことから、公認の有無は、さほど影響がな

いものと思いますので、今後も引き続き現状で管理・運営を行ってまいりたいと考えており

ます、でした。公認にすれば、多くの来場者が見込めます。税収アップにもつながります。

なぜ、さほど影響がないと思われたのか、そのお答えを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。 

 まず、中部公園の中に売店の設置、ということでございますけど、管理棟はあるんです

けど、それ以外というんですか、ほかの施設で今後設置させていただくように、今いろいろ

研究をさせていただいております。そして、できた後は、民間と申しますか、今考えられる

のは、町の観光協会とかいずみ作業所の関係とか、そんなところに確実にそこで運営管

理もしていただく、そんな思いでおります。そんなことで、ひとつ今後よろしくお願いをした

いと思います。 

 ２点目のパークゴルフ場の運営管理の件なんですけど、いろいろそのことによって、メリ

ット、デメリット、どういうことがあるかなということで、もっともっと研究をさせていただかな

いとあかんと思ってますけど、それも今後真剣に考えさせていただきますので、よろしくお

願いをしたいと思います。 

○議長（三宅 耕三君）      南部武司議員。 

○５番（南部 武司君）   公園がよりよいものになるように期待をいたします。 

 埼玉県のプールでの事故後、東員町のプールを拝見させていただきましたが、安全が

確認できて安心しております。そのとき、このプールに屋根があったらよいのにと感じまし

た。実は、福島県の陸上競技場を視察に行ったとき、隣接するプールが温泉プールだっ

たからです。来年度、稲部小学校のプール工事に着工します。この工事費用を屋根の工

事費に回し、一年中泳げる環境もよいのではないか、と感じたからです。ただ、送迎はどう

するのかとか、授業時間内では不可能ということは理解できます。試算したことや取り組

んだことがあるのかどうか、伺いたいと思います。 

また、サラリーマンが退社後、一番やりたいスポーツが水泳である、という記事がありま

した。有効利用の上からも有意義な考えだとは思うのですが、通年で使用できるプールに

ついてのご所見を伺いたいと思います。 

○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。 

 東員町のプールは、５０メートルの公認のプールと流水プールがあるわけでございます

けれども、そのプールをドーム型というんですか、全天候型のプールに、ということで、過

去に検討させていただいたことはございます。そういうことで、いろいろそのときに検討し

たんですけど、お金の都合と申しますか、財政からようやらなかった、ということでござい



ます。温水プールにするのか、室内を温めるのか、ということが２つあると思うんです。温

泉はございませんので、館内の温度を上げるというような施設になろうかと思いますけど

も、非常にお金がかかりますので、北陸の方にも見せてもらいにいきましたし、検討した結

果があるわけなんでございますけど、非常に厳しいと思っております。 

 以上でございます。 

○議長（三宅 耕三君）      南部武司議員。 

○５番（南部 武司君）   ３番目の質問にいきます。 

 役場の事務について伺いたいと思います。 

 私は、インターネットを通じて各地の町村のホームページをよく見ます。前回の一般質問

でも同僚議員の指摘が功を奏したのか、東員町のホームページもよく更新されており、安

心しております。 

東員町のホームページになく、他の町村のホームページに多くあるもの、それは一体何

でしょうか。それは条例のデジタル化です。議場の机の上にも高々と積まれております条

例集、その加除費ですが、非常に高額でばかになりません。平成１６年は５回、平成１７年

は４回、本年度も加除がありました。また、新たに東員町地域防災計画の条例集もありま

す。これらの例規集をデジタル化することにより、加除は不要となり、また、必要なページ

のみ検索や印刷が可能です。 

 地方自治法の一部改正では、電磁的記録も可能になりました。順番に判こを押印して決

裁する、という制度を大切にしている役場ではむだな質問かな、とも感じましたが、何か、

手始めに行っていただきたいと思い、あえてお尋ねいたしました。お答えをお願いいたし

ます。 

 また、窓口で、印鑑証明書、住民票、戸籍抄本を各１通ずつ取得しようとしますと、東員

町の場合は３枚の申請書に記入しなければなりません。税務課への申請があればもっと

増えます。すべての申請書欄には同じこと、すなわち自分の住所と氏名をすべて記入しな

ければなりません。昨年、四日市市では１枚の申請書で、すべての申請が可能となりまし

た。当時の担当者にお伺いしましたところ、東員町も変更する旨の返答をいただいた覚え

があるのですが、いまだに変わっておりません。それぞれの申請用紙に係の押印欄があ

るのが一因かな、とも思いますが、住民サービスが第一です。改善計画が本当にあるの

かどうか、お伺いしたいと思います。 



 以上、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）   南部議員からの最後のご質問の、事務の簡素化について、お

答えを申し上げます。 

まず「条例集のデジタル化」についてでございますが、現在、条例集は、職員について

は、それまでの加除式のものからデジタル化を図り、各自のパソコン上で検索できるシス

テムとなっておりますが、議員の皆様をはじめ､学校、保育園、幼稚園、図書館の閲覧用

の例規集は、加除式のものを使っております。条例集をすべてデジタル化を行い、加除を

全廃することは可能ではございますが、すべての方々に利用いただくためには、現在の

加除式も必要ではないかと考えるところでございます。 

ホームページの掲載に関しましてもご質問がございましたが､自宅で閲覧できるなど、

便利にお使いいただくことができます。ホームページの中身を充実していく中で、あわせ

て整備を図ってまいりたいと考えております。 

次に、印鑑証明書、住民票、戸籍等の「証明書交付申請書」の統一についてでござい

ますが、現在、交付申請書は、住民票が水色、戸籍がピンク色、印鑑証明書が黄色と３種

類に分けて、それぞれ３枚複写の様式で請求をしていただいております。 

議員ご指摘のように、四日市市では住民の皆さんの利便性を考慮して、今年から申請

書を統一し、１枚の申請書で済むように実施をされております。また、その他の近隣市町

でも同様の検討はしてみえますが、まだ、実施には至ってないようであります。 

当町も現在様式の検討に入り、レイアウト・文字の大きさなど、内部協議を行っておりま

すが、申請書を１枚におさめますので、各項目の文字がどうしても今よりは小さく、多少見

づらくなりますので、住民の皆さんが記入欄等を誤らないようにしていただける工夫などを

しながら、統一の方向で、来年、年明けには実施をしたいと考えております。 

いずれにいたしましても、住民の方々にとって、さらに便利な申請書を作成していきま

すので、よろしくご理解賜りますようお願いをいたします。 

 以上です。 

○議長（三宅 耕三君）      南部武司議員。 



○５番（南部 武司君）   住民サービスということで、来春、来年からということ、期待し

ております。 

 私は、何かＩＴ関係の質問をしないと私らしくない、とよく言われておりますので、今回もど

うしてもこの質問を入れてしまいました。稟議書の一番上の書類、役場では供覧の決裁区

分となっておるはずですが、押印欄が必ず設けられております。ペーパーレスと叫ばれて

何年も経過しております。また、職員の机にはパソコンがすべて常備されております。電

子署名、または電子印でも可能だと思いますが、今の制度が一番だと考えてみえるので

しょうか。 

 次に、東員町の情報公開はコピー１枚何円、と規定されていたと思います。８月２１日の

記事で、電子データとして記録されている公文書は印刷できないと開示できない、とした

決定は、時代遅れで、むだだとして、訴えを裁判所に起こしたという記事がありました。内

容は、１，５００枚ぐらいのコピーが必要だということで、それをＣＤロムで焼くならば１，００

０円程度で済む。コピーにした場合は８万円かかるということで、それが全部請求者が負

担することになります。そのようなことはむだである、という訴訟が出ました。まだ判決が

出ておりませんので、わかりませんが、住民サービスとは、いかに安く、効率よく行うか、

が重要であると思います。ご意見を伺いたいと思います。 

○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。 

 まず１点目の決裁のやり方というんですか、担当から起案をされたものが、いろいろの

部署を通じて、最終的には甲乙丙を分けて決裁、昔流の印鑑を押しております。そういう

方法ではなしに機械化を、ということは、ずっと以前から言われております。なかなかそこ

までいってないわけなんですけど、その辺も、もっともっと議論をして、将来に向けて対応

をさせていただきたいと思います。 

 あとのＩＴの関係は苦手でございますので、担当の方から説明をさせます。 

○議長（三宅 耕三君）      近藤洋総務部長。 

○総務部長（近藤 洋君）   適切なお答えになるかどうかわかりませんけど、先ほどか

ら例規集等、ホームページで、ということでご質問いただいて、庁内事務の電子化というん

ですか、そういった方向づけを、ということだと考えておりますが、現時点では例規集等そ

ういった形で、職員については進めておるんですけれど、議場の中とか、いろんな関係も



現実ございますので、なかなか完全にペーパーレスといった方向には進められないのが

現状ということでございます。 

決裁関係なんかにつきましても、内部的には電子決裁の方向も考えてはおるんですけ

れど、現時点では従来どおりの決裁で実施をしておる、というのが現状でございます。 

これから国の方でも電子関係を推進するということで、全国的な風潮でございますので、

そういった風潮に、東員町も取り残されるということであってはいけませんので、十分研究

して進めてまいりたいと思いますので、ご了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）      南部武司議員。 

○５番（南部 武司君）   町長について、何かはっきりしない町長だ、という声をよく聞く

ことがあります。定住者促進の条例もつくりました。今度は企業誘致のため、減税とか補

助とかいった、目に見えるような政策を打ち出してほしいものだと思い、私の一般質問を

終わらせていただきます。 

 ありがとうございました。 

 


