
○４番（山口 一成君）   午後になるかいなという判断をしておりました。今日は５つの

ことについて、質問をしたいと思って通告をしてあります。 

私にとっては１２月という月は、人生の中で忘れることができない月なんです。１２月８

日、今から６５年前ですが、太平洋戦争が始まった日でございます。また、先ほど、伊藤守

一議員ですけれども、自主防災の話がありましたが、ちょうど６２年前の１２月７日には、

東南海地震がございました。また、その数日後でございますけれども、１２月１８日には、

私は学徒動員に行っておりましたが、名古屋の三菱の大江工場で直撃弾を受けました。

私は直撃弾から少し離れておりましたので、助かることができましたけれども、死んでおっ

たかもわからんというような、失神状態に置かれた１２月でございます。 

そのような１２月の、この議会で発言させていただくことは、私は大変意義あることだと

思います。と同時に、歴史の話は、先ほど町長から牛の品評会の話が出ましたが、三和

小学校や神田小学校で牛の品評会がありました。そのようなことがあって、現在の農業商

工祭があるんだという町長の答弁でございました。それぐらい歴史というものは大事なん

だということを、私はここで強調しておきたいと思います。 

 第１点の質問に入ります。 

 やらせの質問といじめの質問の問題でございますが、ちょうど教育方針の中で人権教育

が重大な課題だというように、本年度の教育方針の中でも書かれております。 

去る１２月２日、先ほども同僚議員が第１３回青少年の主張のことを話されましたが、そ

の文化センターの中で１２人の発表者がございました。その１２人の発表者のうち半数の

６人が、人権問題について触れておりました。その内容は、いじめの原因もいじめの解決

方法も、そういうところまで踏み込んだ発表を６人の方はされておりました。聞いておりま

した私は感動いたしました。進行係の生徒も立派でした。２０数年前の東員町の中学校の

状況を見ると雲泥の差がある、というふうに私は感じたのであります。このことは、現場の

先生や生徒や親や地域の方々が、環境も含めて歩まれた道の中で、このような立派な生

徒ができてきたのではないかというふうに思うわけです。 

 それに引きかえ教育再生プランといわれるような、政府がやられておる民意を聞くべき

「タウンミーティング」の中で、やらせ質問が多いという報道が多数なされております。意見

を述べたいと、その場に参加された人たちの思いを踏みにじるものではないかと私は感じ

ました。昔から言葉で言いますと、八百長であるとか、さくらであるとか、やらせであるとか、

というような言葉がありますが、いずれも不正行為の言葉であります。 



 いじめ問題は昨日も山本議員、また本日、近藤議員からも質問がありましたが、このや

らせ質問はいじめ質問以上に重大だと考えます。町長、教育長の答弁を最初に求めたい

と思います。 

 もう１点は、いじめをなくす問題について、東員町の人権フォーラムや、そういうようなと

ころでどのようなことがなされておるかということについての質問でございます。また、その

ことについては後日、詳しく質問をしたいと思います。 

○議長（三宅 耕三君）      佐藤均町長。 

○町長（佐藤 均君）   山口議員のご質問に、お答えをいたします。 

タウンミーティングにおける「やらせ質問」についてでございますけども、タウンミーティン

グは、ご承知のとおり、大臣や副大臣などが全国各地を訪れ、国民から直接意見を聞くと

ともに、直接語りかけることで、内閣のさまざまな政策に対する国民の理解を深め、国民

が政策形成に参加する機運を盛り上げることを目的に、平成１３年６月から始まったもの

でございます。国民にとって、このような場が持たれるということは、みずから国政に参加

することができるという点で、大変貴重な場であると考えます。 

しかしながら、そのようなタウンミーティングの場で、いわゆる「やらせ」があったという事

実に対しましては、本来の目的や趣旨から大きく外れるだけでなく、逆に国民からの信頼

を失墜するものであり、大変遺憾に思っております。 

また、やらせ質問は、いじめ問題よりも重大とのご指摘でございますが、このことにつき

ましては、どちらが重大かは、比べて申し上げるべきものではないと考えますので、よろし

くご理解賜りますようお願いをいたします。 

○議長（三宅 耕三君）      石垣征生教育長。 

○教育長（石垣 征生君）   山口議員のご質問に、お答えをいたします。 

タウンミーティングにおけるやらせ質問は、学校におけるいじめ問題より重大とのことで

ございますが、先ほど町長も申し上げたとおり、やらせ質問といじめ問題は次元を異にす

るものではないかと考えております。もちろん、両者とも大きな問題でありますが、やらせ

質問に対しては、大変遺憾であると言わざるを得ませんし、いじめ問題については、心を

痛めると同時に、学校の教職員だけではなく、児童生徒や保護者、さらには地域全体で

考えていかなければならない課題であると考えておるところでございます。 



○議長（三宅 耕三君）      山口一成議員。 

○４番（山口 一成君）   今の教育長の答弁で、いじめ問題とやらせ質問は次元が違う

んだという話がございましたが、私は根っこは同じだというふうに思います。そのことを最

初に言っておきます。 

 次に、教育長にお尋ねします。 

 いじめをなくす緊急アピール文が各校に配布されたと聞きますが、いかがですか。その

内容も述べてもらいたいと思います。 

○議長（三宅 耕三君）      石垣征生教育長。 

○教育長（石垣 征生君）   何点か、いじめにつきましては各学校へ配布をされておる

わけでございますけれど、平成１８年１１月２９日に教育関係者、国民に向けて、教育再生

会議有識者委員一同というので来ております。このほかに三重県の教育委員会からも同

じような中身のものが配布をされておるところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（三宅 耕三君）      山口一成議員。 

○４番（山口 一成君）   緊急アピールについては、今、２９日というふうに聞きましたが、

１１月１７日付で文部科学大臣から文書が出ておると思います。親に対して、またご家族

の皆さん、学校、塾の先生、スポーツ、地域の皆さんへという緊急アピールが出ておるわ

けなんですが、これが緊急であるがゆえに、もっと早く配付されなくてはならないのに、子

どもたちがもらってきたのは１２月に入ってから、この緊急のお願い文の配付を各学校が

されております。大変、対応が遅いと私は思いました。しかし、本町では先ほど聞きました

ように、いじめは大変少ないというようなことから、緊急性を感じられなかったかもわかりま

せんけれども、私はその緊急性について、先ほど災害もありましたけれども、緊急の場合

はいかに緊急案かと、緊急の度合いを忘れてもらっては困るというふうに思います。 

 同じく教育長に聞きます。 

先ほど近藤議員も質問されましたが、１２月６日に、いなべ市と東員町との合同の６校

の人権フォーラムがありましたが、マスコミへの対応が、何かおろそかにされておったよう

に思うし、マスコミへの対応といじめの問題や、先ほどのやらせの問題と一緒で、行政側



の、そういうことに対する報道機関への対応が大変まずかったというふうに私は思うわけ

ですけれども、そのことについて、教育長の答弁を求めます。 

○議長（三宅 耕三君）      石垣征生教育長。 

○教育長（石垣 征生君）   いじめへの緊急の度合いということで、先ほど教育国民再

生会議の方のお話をさせていただきましたが、いじめについては、もう既に何遍もそれ以

前に通知が来ておるわけでございまして、例えば１０月に入りまして、文部科学省の初等・

中等教育局長からも、いじめの取り組みの徹底についてということで指示も来ております

し、何も国民再生会議が緊急提言をしたから、それを知らしめないと、というそういう問題

では私はないと思うんです。平生からそのことについては取り組んでおるわけでございま

すので、改めてそれを通知が遅かった云々というのは、そういう問題では私はないと思い

ます。 

人権フォーラムにかかわっての新聞社への対応ということは、実は私は知りませんでし

た。ああいうものが出ているということは。人権フォーラムは、いなべ市と東員町の両方の

教育委員会の共催で行っておりますけれど、実際に運営をやっていただいているのは、

いなべ市の教育委員会でございまして、私どもの担当も、後からこういうものを出したとい

うことを聞いておる程度でございまして、私は直接、そういう話を聞いておりません。もし聞

いておれば、そういうようなことはいたしません。 

 以上でございます。 

○議長（三宅 耕三君）      山口一成議員。 

○４番（山口 一成君）   私は、マスコミへの報道のことを言いましたけれども、フォーラ

ムで子どもたちが班に分かれて話し合いをしたり、発表をしたり、そのことは大変すばらし

いことだと思います。そのことはどういうことかというと、教師や行政が子どもを信頼してい

ない中から、そのようなことが生まれてくるのではないかしらと思います。いじめの問題に

しても、親が子どもを信頼すること、教師が子どもを信頼すること、仲間を信頼すること、そ

こらが基本ではなかろうかというふうに私は思います。 

 次に、教育長にお尋ねします。 

 出席停止というような話が出ております。これは加害者に対してでございますけれども、

そのことについては、私は最低の方法だと思いますが、いかがですか。教育長、お願いし

ます。 



○議長（三宅 耕三君）      石垣征生教育長。 

○教育長（石垣 征生君）   いじめというのは、あってはならんことでございまして、何と

いいますか、人として許されることではないんだということを、きちっと、あらゆる教育活動

を通じて子どもたちに教えていかなければならんと、そういうふうに思いますし、いじめた

側の指導の一つの方法として議論されておりますけれども、出席停止、出校停止というの

がございますけれども、これは何も今始まったことではないのでして、以前に事件があっ

た後、法が改正されまして、出席停止を求めることもできるということになっております。し

たがいまして、その状況といいますか、一概にそれがいいもの、悪いものということは私は

できないと。その時々の状況に応じて、適正にその処置も入れて対応していくべきだと、そ

んなふうに思っております。 

○議長（三宅 耕三君）      山口一成議員。 

○４番（山口 一成君）   普通、出席停止と言いますと、例えば法定伝染病にかかった

とか、そのほか病気に絡んだことが大変多いわけでございます。同僚議員もたくさん発言

されておりますが、東員町では今月号ですか、人権ポスターであるとか、人権標語のコン

クールが実施されて、人権問題に真剣に取り組んでみえる東員町を私は信頼しておりま

す。 

私は子どもを毎朝、１８人、二軒屋から送り出す仕事をボランティアというような格好で

自分から進んでやっておりますが、その中で、人権ポスターに入選した子がおります。そ

のようなことを朝、ほめてあげたりしておるわけでございますが、人間社会からいじめを根

絶するということは、僕は不可能だというふうに思っております。やはりいじめる人は、心

理学上からいって、基本的には弱い立場の人ではなかろうかというふうに思います。ささ

いな仲間はずしや悪口は、僕は大人の社会でも子どもの社会でもつきものだと思います。 

けれども、やらせ質問は自作自演でございます。そのことが情報操作によって戦前へ

逆行するようなことになったら、行政や政治の自殺行為だというふうに私は思います。衆

議院で教育基本法改正案が通過した途端、やらせ質問が下火になりました。そのことは

戦前に回帰することを思って、私は心配する次第で、この質問を続けました。 

次に、２点目の質問に移らせていただきます。 

２点目は、全国学力テストへの不参加のことを教育長に言いたいと思います。 

去る９月でしたか、同僚議員がこのことを質問されました。町の教育方針や特色ある学

校づくり事業や、先ほども課長から、平成１８年度の町の教育基本方針をいただきました



が、それを見る限り、東員町では学力テストに参加する必要はないというふうに私は思い

ます。学力テストへの法的義務はありませんし、競争をあおるだけだと思います。 

昨日も教育長は、本町は毎年４月に学力調査を実施していますと、このように答弁をさ

れております。この学力テストの一斉調査は、４０年前に既に中止が決定されておるわけ

でございます。その経緯から、不参加の判断を求めるものであります。なぜ中止になった

かを、教育長、答弁してください。お願いします。 

○議長（三宅 耕三君）      石垣征生教育長。 

○教育長（石垣 征生君）   全国学力テストへの不参加の質問について、お答えを申し

上げます。 

文部科学省は、来年４月に「全国学力・学習状況調査」を実施するとともに、今年６月に

はその実施要領を定め、公表しております。 

本調査の目的は、全国的な義務教育の機会均等とその水準の維持向上の観点から、

児童生徒の学力・学習状況を把握・分析することにより、国や各教育委員会、さらに各学

校が、みずからの教育及び教育施策の成果と課題を検証し、その改善を図ることとしてい

ます。 

この目的にありますように、児童生徒の学習状況を把握・分析することにより、学校で

の指導の成果と課題を明らかにするとともに、調査結果に基づいた教育条件の整備や教

育指導の改善方策など、具体的な実践に結びつけていくことが必要であると考えます。 

教育委員会としましては、これらの観点から、来年度から実施される「全国学力・学習

状況調査」に参加してまいりたいと考えております。 

なお、学力調査を実施することにより、学校間の序列化や過度な競争を加速させるの

ではないかとの指摘もございますが、このことにつきましては、実施要領にも、調査結果

の取扱いに関する配慮事項として示されており、調査結果の公表について、十分な配慮

をしなければならないと考えておりますので、ご理解賜りますようお願いをいたします。 

○議長（三宅 耕三君）      山口一成議員。 

○４番（山口 一成君）   町の教育水準は、私は落ちていないと、各校を回らせていた

だいて、ある程度、校長先生や教頭先生から話を聞いてくる中で、落ちていないというふう

に私は思っております。 



 世界の中で、特に学力が落ちておるというのは、国語の読解力が少々落ちておるので

はないかということを私は本で調べました。読解力については、日本は第１４位になってお

ります。それへの準備は、おさおさ教育委員会は怠りなく実施されてみえると思います。

朝の１０分間の読書指導にしても、そのことも考えられておるわけでございますので、全国

で９０億円もかけ、調査後、６億円もかかるという巨額な金をかける必要はないというふう

に思います。 

先ほどは近藤議員に対して、きちっと教育課程は行われておるのかというような質問で、

履修漏れはなしということがありましたが、世界史の問題外しであるとか、いじめ隠しの問

題であるとか、そういう数字であらわすことは大変容易でありますし、またわかりやすく判

断されると思います。けれども、校長先生が自殺されたり、または子どもの自殺というよう

なところに追い込む。受験対策のためなら、ある程度公文書も偽造すると。また、いじめの

報告も偽造するというようなことが、今までありました。私はこれからもいじめはなくならな

いとは断言できないんです。数値だけで追及するのであるならば、来年４月２４日の全国

学力テストを、いなべ市と東員町が寄って一緒にやめようじゃないかと。フォーラムは一緒

にできたのですから、それと同じように、やめようじゃないかというような話し合いはできま

せんか。教育長。 

○議長（三宅 耕三君）      石垣征生教育長。 

○教育長（石垣 征生君）   それぞれの教育委員会の判断によって、されるものという

ふうに考えておりますので、そういうつもりはございません。 

○議長（三宅 耕三君）      山口一成議員。 

○４番（山口 一成君）   ３点目の質問に移ります。 

 町職員の人事評価の問題でございます。 

 町政が、町民の信頼関係の上に成り立っておることは言うまでもございません。けれど

も、役場の職員という、公務員には民間以上に、その規範意識が求められておると思いま

す。 

 １１月の朝でございますが、私の便りを読まれた旧町会議員の方から電話がありました。

その第一声に、先日、役場へ行ったが、職員の対応が遅い、そして暗い。黙々とキーボー

ドを打っておる仕事ぶりはいいんだけれども、どこのどなたが、何の用に来たのかというよ

うな目つきで、しばらく私はそこに立っておったと。その間の長かったこと。帰ってこようか

と思ったと。その次に、出てみえた職員の対応ですけれども、書類を出したら「ああ、老



健」と言って、ほかの職員に渡されたそうでございます。そのような苦情を述べられまし

た。 

今は、町長も含めてですが、横並びのフラット制が大変多いわけでございます。パソコ

ンやインターネットが主流になって、カウンターの前の町民を忘れていないかなというふう

に私も思うわけです。私自身も前に立ったときに、待っている状況が時たまあります。いつ

か私は、笑顔を忘れない職員の大切さを強調して発言したことがございますが、対話も大

事。人事評価の試案みたいなものが、多分進捗しておると思いますので、そのことについ

て、助役の視点でお答えを願えたらと思います。お願いします。 

○議長（三宅 耕三君）      安藤修平助役。 

○助役（安藤 修平君）   ただいまの人事評価に関しまして、非常に具体的な内容も含

めてのご質問、あるいはご叱責というふうに理解をさせていただきたいと思いますけども、

これに関してお答えをさせていただきます。 

地方行政と申しますのは、住民生活に密接にかかわる地域の共通の事務や事業を行

うものであります。地方自治の本旨とするところでございまして、行政は、住民の皆さんに、

限られた資源を活用・発掘し、サービスを提供し続けることが求められるものであります。 

昨今のＯＡ化の進展や情報通信技術の急速な普及に伴い、一昔前と今とは、事務や

事業を執行する「仕事の道具」がさま変わりをいたしました。「仕事の道具」として、いまや、

パソコンは必要不可欠であると言っても過言ではございません。 

議員、仰せのとおり、役場職員がパソコンに向かう機会は、文書作成、あるいは法令検

索やインターネットの活用等々非常に多くございますが、今後はさらに、その機会も増加

するものと思われます。 

しかしながら、先ほども申し上げましたとおり、パソコンはあくまでも仕事の道具でござ

います。職員に求められますのは、政策課題への取り組み能力、住民皆さんへの説明責

任と、それら事務事業の迅速化を図り、よりよい仕事を行うことでございます。 

本町が目指します人事評価は、単に評価で差をつけるだけが目的ではなく、職員一人

一人が目的意識を持って、よりよい仕事を行い、真に努力した職員が報われるというもの

で、人材育成の一つの手段と考えております。 

具体的な内容、ということもございましたが、人事評価の制度でございますけども、先ほ

ども申し上げましたように、努力した者が報われる人事制度の改革を行うという目的もご



ざいます。どんな努力をすべきなのか、どんな能力を身につけるべきかを明確にして、資

格単位と申しますか、職責に求められる仕事の成果、これは何かということを明確にして、

その内容を、すべての職員がわかっている環境を整備していくことにいたしております。 

人事制度というのは、私の口から申し上げるまでもないことですけども、オープンでなけ

ればいけないと考えております。だれもが自分自身に期待される職務の内容とか評価の

基準というものを知ることができる環境整備が必要だと考えております。その意味では、

今回、一般職員、組合員、これも含めまして、多くの職員が参加する中で制度をつくって

おります。できるだけといいますか、この制度自体につきましても、職員の関心ということ

が重要なことでございますので、関心を持ってもらい、問題があれば修正していくという方

向で動いております。 

それぞれ内容的に今申し上げましたけども、あくまでも職責に応じて求められる職員像

ということで評価項目を定めておりまして、窓口ばかりではございませんけれども、住民の

皆さんへの対応、あるいは応対をした内容、態度も含めてでございますけれども、それぞ

れ評価項目を定めて取り組んでおるところでございますので、ご理解を賜りますようにお

願いを申し上げます。 

それと大変失礼をいたしました。議員の方へ問題提起といいますか、お知らせいただい

た町民の方へは深くおわびを申し上げたいと思いますので、ご理解を賜りますようにお願

いを申し上げます。 

○議長（三宅 耕三君）      山口一成議員。 

○４番（山口 一成君）   今の助役の答弁の中で、目的を持って、という話がございまし

たが、職員一人一人に今年１年間、この部署で何をすべきかというような目的意識を持た

せることは一番大事なことだというふうに私は思っております。 

仕事の面ではそうですが、町民に対しては、やはり役場へ入ったときの第一印象、この

ことが一番大事でございますので、第一印象を、よく認識してもらえるような対応をしてい

ただきたいなというふうに思っております。 

特に教師の中では、勤務評定書というものがございますが、そこの中では協調性であ

るとか、または責任感であるとか、仕事の処理であるとか、そういう項目が７項目、４項目、

５項目と上がっております。そのような項目も参考にしていただきまして、しっかりした基準

をつくっていただき、立派な職員を育てていただきたいと思います。機械に使われない仕

事ということで、人間が機械に使われないことを願って、次の質問に移ります。 



 第４点目でございますが、大木地区にＰ社という会社がございます。その倉庫の増築工

事についてでございますが、突然でございましたが、１０月２日に、町長が関係者とお会い

いたしました。その中で町長より、この問題は民事として話し合いをするようにという指導・

助言をいただきました。工業地域内でございますので、工業地域内であれば、建築確認

申請許可が県の認可権限とはなっておりますが、建築確認申請なしで建築工事がなされ

てよいのか。町長の答弁を求めたいと思います。 

○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。 

建築確認申請なしには行ってはならないということになっております。 

以上です。 

○議長（三宅 耕三君）      山口一成議員。 

○４番（山口 一成君）   Ｐ社の増築工事は法律違反である、無許可の建築工事であっ

たというふうに確認させていただいてよろしいですね。 

 町から県へ書類が上がったのはいつですか。町長でも、また部長でも結構です。 

○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。 

 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）      太田利孝建設部長。 

○建設部長（太田 利孝君）   お答えをさせていただきます。 

 町の方へは８月２日、町の方で受け付けをさせていただきました。８月４日に県へ送付さ

せていただいております。 

 以上です。 

○議長（三宅 耕三君）      山口一成議員。 

○４番（山口 一成君）   県から許可が下りてきたのは何月何日でございますか。 



○議長（三宅 耕三君）      太田利孝建設部長。 

○建設部長（太田 利孝君）   県の方から１０月１７日に許可されております。 

 以上でございます。 

○議長（三宅 耕三君）      山口一成議員。 

○４番（山口 一成君）   私も写真を撮ってきました。それまでは、普通建築するときに

は、きちっとしたものを掲げてなくてはならんと思うのですけれども、建築基準法による確

認済みとして写真を撮ってきました。引き延ばしてありまして見にくいのですが、今、部長

が言われたように、１０月１７日、１３６６号というふうにして許可が下りております。 

 次に、赤道がそこにはあるわけでございますが、役場の職員が赤道に境界のくいを打っ

ていかれましたが、それが抜かれて工事が進められておったようですが、そのようなこと

があってもよいのかどうか、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。 

 そのことについても、担当部長の方から答弁させていただきます。 

○議長（三宅 耕三君）      太田利孝建設部長。 

○建設部長（太田 利孝君）   赤道の境界というんですか、標識の部分ですので、抜か

れるということはいけないと思ってます。当然、境のくいだと思っておりますので、抜かれる

と困るということでございます。 

○議長（三宅 耕三君）      山口一成議員。 

○４番（山口 一成君）   この工事は７月中ごろから始まっております。町の担当者に、

大木の班のＡ氏が尋ねられたそうですが、返事があいまいであったので、直接８月１日に、

県の土木へ調査を依頼されたそうです。それから８月２日に、Ｐ社への立入調査があって、

無許可の建築違法工事であることがわかり、即、工事は中止命令が出されました。けれ

ども８月３日は工事がされたようでございますが、８月４日から工事が中断されておりまし

た。再度、着工されたわけでございますが、着工の定義を教えていただきたいと思いま

す。 



 部長で結構です。 

○議長（三宅 耕三君）      太田利孝建設部長。 

○建設部長（太田 利孝君）   本来でいきますと、建築確認申請が１０月１７日に下りて

おりますので、着工となれば、その日以後というようなことが基本でございます。 

○議長（三宅 耕三君）      山口一成議員。 

○４番（山口 一成君）   そのように違法行為で工事が行われておったわけなんですけ

れども、８月４日から１０月３０日まで工事は中断されておりました。その間、一度も地域の

方々と話し合いがなされておりませんでした。許可の書類については、関係者と話をして

いきなさいというようなことが多分あったと思いますが、そのような附帯条件がついていた

かどうかを、部長に聞きたいと思います。 

○議長（三宅 耕三君）      太田利孝建設部長。 

○建設部長（太田 利孝君）   附帯条件については、私、見ておりませんのであれなん

ですけど、ただ、付近の住民と建築主とは、付近ということでございますので、十分そこら

辺は配慮していかないとあかんと思っております。 

 以上でございます。 

○議長（三宅 耕三君）      山口一成議員。 

○４番（山口 一成君）   工業地域とはいえ、既にそこに居住してみえる方がたくさんみ

えるわけです。それにはやはり既得居住権というものがあったり、日照権、または日影と

も本で読みますけれども、またはこの間も東京であったように、花火がというようなことで、

傍聴権、通風、そういうようなことも侵されておる場所でございます。高さ１１．６７メートル

の高層の倉庫なんです。隣接の土地は、最短でわずか４５センチなんです。 

そして１０月３１日に、最初に話し合いが持たれました。私も出席しろということで、出席

をさせていただきましたが、Ｐ社の方は各個人との話し合いをさせていただきたい、工事

は続行させてほしいという結論でございました。その後、弁護士を立てての相談であると

か、工事関係者とのトラブル、もちろん、夜遅くセメントを打ったりするようなこともありまし

て、トラブルもございました。けれども一番大きな問題は日照権であろうというふうに思い

ます。 



 そこで、工業地域ですから建築基準法で言いますと、法の５２条の第１項、法の５３条の

１項、５６条の２項の１にあるように、日影規制によるときには、高さ１０メートルを超す建

築物が規制対象になっております。住民の受忍限度は超えておると思います。１１．６７メ

ートル。町内には瀬古泉に８件、北山田に７件、大木に１５件ございます。工業地域に住

居されている皆さん、特に大木のその班の方は、今後のことも考え、大木の我々は自分

たちが犠牲になってもいい、捨て石になってもいいから、何とかよい方法をとってもらえん

やろうかというようなことを言ってみえます。 

これから人口を３万人にふやしていこうという東員町でございます。市街化区域の中で

も、また、第一種の私の住んでおる地域であっても、５階建てのアパートが建築されており

ます。そういうような中で、そのようなトラブルが起こらないために、紛争予防に関する条

例を桑名市や四日市市はつくっておりますので、そのような紛争予防に関する条例ができ

ると私は思っております。つくっていただけるかどうか、町長の方がいいかもわかりません

が、いかがですか。 

○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。 

 規模が大きい都市といいますか、そういうところには、県にかわって建築主事を配置をし

ております。みずから建築確認を行っている場合が多いわけでございますけども、建築主

は近隣住民の住環境に十分配慮することなどを定めた、建築紛争の予防に関する条例

などを制定している自治体もありますけども、適用範囲や運用面等で課題もありますので、

現時点では東員町としては考えておりません。 

なお、一般的に県が建築確認を行っている市町村の中で、確かに条例を制定している

自治体は、あるのはあるんですけど、少ない状況でございます｡このようなケース等に対

処するために、これからいろいろと私どもも研究を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）      山口一成議員。 

○４番（山口 一成君）   研究をさせていただくということでございますので、最後の５点

目に入りますが、中部公園のことについて、パークゴルフの利用料についてでございます

が、先ほど同僚議員が同じように質問されておりました。町内の居住者への減額措置は

考えられないかということでありますが、町内に同じようなパークゴルフ場があるからでき

ないのかな、というふうに私は思っておりますが、部長の答弁をお願いしたいと思います。 



○議長（三宅 耕三君）      太田利孝建設部長。 

○建設部長（太田 利孝君）   中部公園内のパークゴルフ利用料について、お答えを

いたします。 

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いており、既に利用者

の方々で愛好会も組織され、利用者増にも一役を担っていただいております。 

ご質問の、町民への減額措置につきましては、多くの利用者の中で、町内の方に限っ

た使用料の減額等につきまして、今の段階では減額措置は考えておりません。 

しかし、利用者増を図るための方法につきましては、課題等もございますので、どのよ

うな方法が最善かを、今後研究させていただきたいと思います。 

○議長（三宅 耕三君）      山口一成議員、残り時間が少なくなっております。 

○４番（山口 一成君）   パークゴルフ場を利用される方は、町内の方よりも町外が多

いということを、この前から聞いております。そういう中で、これを質問してくれんかと言わ

れた方は、今、職員の方がつけてみえるような名札で結構なので、これは東員町の人間

なんやというようなことがわかるようにして、つくってもらえんやろうかというようなお話でご

ざいました。 

そういうことで、私の質問はこれで終わりたいと思います。 

 ありがとうございました。 

 


