
○議長（川杉美津江君） ３番  藤田興一議員。 

              （３番  藤田興一君 登壇） 

 ○３番（藤田興一君） おはようございます。私からは４点の質問をさせていただきます。

持ち時間が１時間で４点やりますと、平均 15 分でございますので、答弁される方は簡潔

明瞭によろしくお願いしたいとともに、検討しますとかいう行政言葉やなくして、する。しな

い。早急なる対応を図るとかいう、断言的なお言葉で答弁のほどよろしくお願いして、質

問に入らさせていただきます。 

 東員町のホームページに載ってます、町長からのメッセージという欄がございます。そ

の点について町長に質問をさせていただきます。 

 現在、東員町のホームページに記載されています町長からのメッセージは、かなり古い

時期のものだと推測をされます。２期目の町長の所信や政策等を完成するためにも、ま

た町民との情報の交換やコミュニケーションを図り、町長の施策の目標達成の一環として、

このインターネットをさらに利用することが必要だと思います。 

 そこで町長自身のですね、現在のこのホームページに記載されている中身を、ブログを

開設するとか、現在のこのメッセージのやり方を拡大するなどの、さらなるインターネット

の活用について、町長の所見をまず伺いたいと思います。よろしくお願いします。 

 ○議長（川杉美津江君） 佐藤均町長。 

              （町長  佐藤  均君  登壇） 

 ○町長（佐藤 均君） 藤田議員からいただきましたインターネット活用に関するご質問

に、お答えを申し上げます。 

 著しい情報通信技術の進歩によりまして、今やほぼすべての情報はインターネットを通

じて収集でき、日常生活の中でも欠かせないものとなってまいりました。町からの情報も

ホームページや広報とういん、回覧、プラムチャンネルを通じて行っているところでござい

ますし、現在も電子メールを通じてさまざまなご意見をいただいているところでございま

す。 

 しかしながら、インターネットや電子メールでは、町民の皆さんからのご意見や、私の思

いを十分にお伝えし、相互に理解することはなかなか容易ではないと考えているところで

ございますし、パソコンを利用できない、あるいは利用をしてみえない方もまだまだたくさ



んおみえになると思います。私は町民の方々と直接情報交換の場を持ち、ひざを交えて

直接ご意見を伺ったり、町の施策をお伝えしたりするために、平成 17 年度には町政懇談

会を、また平成 18 年度には町長と語る会を、町内全 23 自治会の集会所で実施してまい

りました。その中で建設的なご意見や、今後の施策に参考となるご意見も多々ございまし

た。中には厳しいご意見もございましたが、この２年間での情報交換の場は非常に有意

義なものであったと感じております。 

 今後におきましても、直接ひざを交えての情報交換をする機会を設け、町民の皆さんの

ご意見をお聞きし、私の考えを直接お伝えしてまいりたいと考えておりますので、ご理解

をいただきますようにお願いを申し上げます。 

 ○議長（川杉美津江君） 藤田興一議員。 

 ○３番（藤田興一君） 確かにですね、東員町住民の方が全員パソコンを持って、しかも

インターネット利用されておられる家庭とは、私も思っておりません。ただ、さきほど町長

がおっしゃられましたように、今日は情報の時代でございます。それをそれぞれの地に赴

いて定期的にやるのも、これは情報の伝達かと思いますが、果たしてそんな年１回そこら

で町長の施策を伝えられるものかどうか。さきほど町長もおっしゃられましたように、広報

とかプラムチャンネルを利用されておられます。 

 しかし、目の見えない方、身障者の方もおられるわけです。そこに語る会とかおられて、

その中へいろんな情報伝達されておられます。例えばですね、私ども最近、福島県の矢

吹町というところへ、ここは非常に財政が圧迫して 180 億円の借金を背負っておるという、

非常に危機的な町でございます。そこの町長のですね、やはりインターネットの中に、町

長の部屋という今の東員町と似たようなもんでございますが、それを大いに活用されてお

られるわけですね。その中に、こういうことが書かれております。 

 私の一言、ということは町長の一言ですね。それからその町長のスケジュール、それか

らどういうことをやったんだという活動報告、そして町長の直談判、さきほど町長がおっし

ゃいましたように電子メール方式でやっておられます。常に住民と接触する機会の立場を

持っておられます。そういうことによって少しでも住民の声を聞き、協働という形をとってで

すね、今、財政危機の真ん中にある中において、少しでも役立てていこうという町長の姿

勢が見受けられます。 

 それでここ東員町の近辺ではどうだろうということで調べたんですけども、この近辺で一

番若い町長は菰野町長ですね。県会から行かれました。その方のホームページを見ます



と、完全にブログ方式なんでね。非常に若いし、そういうことに慣れておられる。ブログで

すから日記と言いますかね、日誌方式でございますが、非常に親しみやすい。 

 それで、さきほど私言いましたように、現在、その東員町がやってます町長からのメッセ

ージ、これは今朝もどの程度変わっているかなと思って、朝一番にホームページ開いた

んですけど、当然変わっていません。最初に出てくるのがこういうふうなホームページの

中身が出て、それで町長からのメッセージという欄を開きますと、当然ここに出てますね。

これは私が古いと言っとるんです。これをいつされたか、まずその答弁をお願いします。 

 ○議長（川杉美津江君） 佐藤均町長。 

 ○町長（佐藤 均君） お答えをさせていただきます。 

 その件につきましては、あとで総務部長のほうから答弁させますけど、私もいろいろホ

ームページのことに関しては調べさせていただきました。さきほどはブログということでで

すね、石原菰野町長さんの件を出されました。基本的に個人がやってみえるのはそのブ

ログ、大体が日記というか、行事予定とかそんな格好なんです。三重県では明和町長さ

んと、菰野町長さん２名の方ですね。あとの市長さんは後援会が出されておる、後援会が。

津の市長さんとか、桑名市長さんとか名張の市長さん。三つの市長さんが出されてみえ

ます。その他は県ではないんです、三重県では。 

 だから、後援会が出されておるということと、町長さんで出されておるのは日記的なブロ

グで出されておる。政策でというと非常に問題も出ると思います。個人が出すということは

ね。だからこういう時代でございますので否定はしません。否定はしませんけども、私は

今の段階では直ちに自分のものをということは考えおりません。 

 そういうことで、来年度も地域の皆さんのほうへ出かけてですね、懇談会はする方向で

ということで、職員のほうへ指示を出させていただいております。20 年度は再度懇談会を

させていただく、そんな思いでおりますので、どうぞよろしくお願いしたいと思います。 

 ○議長（川杉美津江君） 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。町長からのメッセージというこ

とで、写真入りで載っておりますけれど、これは１期目のときの内容でございます。以上で

ございます。 

 ○議長（川杉美津江君） 藤田興一議員。 



 ○３番（藤田興一君） ２期目で当選されたということは、今年の４月ごろですね。違いま

すか。 

 ○議長（川杉美津江君） 近藤洋総務部長。 

 ○総務部長（近藤 洋君） １期目のときの情報でございます。 

 ○議長（川杉美津江君） 藤田興一議員。 

 ○３番（藤田興一君） それが遅いと私は言っておるんですよ。２期目に町長が当選され

たときの公約がございますよね、所信表明。  この６月の我々の議会のときに所信表明

を表明されておられます。 

 それからこの７月にも広報とういんに所信表明は載っております。この中身はほとんど

一緒でございます。先の６月の定例議会にも、私は町長のマニフェストと言うて、この魚

のことを言いました。全部一緒なんですけど、情報の伝達をですね、やはり２期目になっ

たときに、先程町長がおっしゃられましたように、プラムチャンネルとか広報で流している。

非常にこうインターネットが何だというふうに思われるか知れませんけども、我々がほか

の市町村とかですね視察に行くときに、まずそのインターネットで調べていくわけですね。

財政状況とか、町長の方針はどうなんだろうかと、いつも新しいものが書いてあります。こ

の１期に書いたものが、またこの４年経ったあとにまだ載っている。なにも進展性がないじ

ゃないですか。僕はそれを言っているんです。 

 だったら、あえて聞きますけども、今回２期目で当選された町長の所信表明を、このホ

ームページの町長からのメッセージを新しく変えて載せる気持ちはありますか、ありませ

んか。町長にお伺いします。 

 ○議長（川杉美津江君） 佐藤均町長。 

 ○町長（佐藤 均君） お答えをさせていただきます。当然、私の方針でございますので、

情報を出すべきだと思っております。 

 ○議長（川杉美津江君） 藤田興一議員。 

 ○３番（藤田興一君） それは早急なる対応を図っていただきたいというふうに思ってお

ります。 



 それでですね、今回、所信表明された中にですね、先程言いましたように町長のマニフ

ェスト６月の議会、７月の広報を見ますとですね、最後の締めくくりに町長がこういうことを

おっしゃっておられてます。 

 いろんな文面がありますけど、その１行、「常に町民の視点に立つ」という言葉がありま

す。 

やはり町民の視点に立つためには、全員がインターネットは持ってないとしてもですね、

一番手早い情報の収集というのはやっぱりインターネットなんですよ。その辺を肝に銘じ

て、この今ホームページに載ってます、町長のメッセージを早急に訂正して情報として流

して、町長の施策として頑張っていただきたいと思います。再度確認を取りたいと思いま

すが、町長どうですか。 

 ○議長（川杉美津江君） 佐藤均町長。 

 ○町長（佐藤 均君） お答えをさせていただきます。早急に更新をさせていただきま

す。 

 ○議長（川杉美津江君） 藤田興一議員。 

 ○３番（藤田興一君） どうもありがとうございました。 

 それでは二点目に入ります。緑地管理についてでございます。昨日から同僚議員、そ

れからまたあと質問される方の内容を見ますとですね、行財政改革に関しての質問が 10

人中５人あります。それだけですね、この行財政改革というのは何だろうと、非常にこう落

ち目と言いますか、落ちている点がある。 

 という中で、私ずっとこの行財政改革推進計画、その中で今回発表された検証を見ます

と、１点だけ目についたことを申し上げます。この行財政改検討計画というのは、平成 16

年12月に閣議決定された今後の行政改革の方針を踏まえ、平成17年３月に総務省から

地方公共団体における行政改革の推進のための新たな指針が策定されました。それに

基づき東員町においても昨年３月の東員町行財政改革推進計画、すなわち集中改革プ

ランから始まり、本年の３月に計画策定、実施検証を見直し、すなわちプラン・ドゥ・チェッ

ク・アクションのＰＤＣＡサイクルを取り入れ、この７月には 18 年度の実施計画検証なるも

のができ上がりました。 



 そこで、先程からいろんな質問が出ておる中において、私はこの７月に提示されました1

8 年度のこの行財政改革推進計画に伴う実施検証について、以下の質問をさせていただ

きます。 

 その行財政推進計画、実施計画の中には地域による緑地管理の推進という項目がご

ざいます。そこで４点ほど質問させていただきます。これは建設部長に答弁をお願いした

いと思いますが、まず一つ目でございます。この緑地管理の推進とは何ぞや。 

 二番目に、この検証なるものを見ますと、実施計画の現状調査資料が完了したとありま

す。この実施計画の現状調査資料はどんなものなのか、その内容を教えていただきた

い。 

 三つ目には、笹尾・城山地区との今後の協議とあります。何を協議するのか、これも教

えていただきたい。 

 そして、この緑地計画は東員町の都市計画のマスタープランとも関連するのか。それか

ら基づいたこういう推進計画なのか。この四点について、まず建設部長の答弁をお願い

いたします。 

 ○議長（川杉美津江君） 太田利孝建設部長。 

 ○建設部長（太田利孝君） ご質問の緑地管理につきまして、お答えを申し上げます。 

 まず一点目の緑地管理の推進とは何かにつきましてお答えをします。平成 18 年度に策

定しました東員町行財政改革推進計画実施計画に基づき、笹尾・城山地区における緑

地部分の管理を今までの行政主体から住民参画により、行政と地域との協働で行うこと

により、公平性の確保や、行政効率の向上等の効果が期待できることから、推進を図る

ものでございます。 

 次に、実施計画の現状調査資料の内容につきましては、今回の対象として笹尾・城山

地区の外周、高圧線下、緑地を対象としておりますので、緑地の管理図面と現況写真、

そして現在在来地区にお願いしております町道除草の委託内訳等を資料としております。

そして自治会長会への説明の際にも、その資料を用いております。 

 次に、笹尾・城山地区との今後の協議は何をするのかについてお答えをいたします。行

財政改革推進計画の実施計画において、今年度は自治会に方針を示させていただき、

管理内容、管理を行う団体組織、委託内容等の詳細についての協議を行います。その後

に方針を決定をさせていただきます。 



 次に、都市計画マスタープランとの関連性につきましては、マスタープランの公園緑地

に関する基本方針では、森林・斜面緑地の適切な保全を図り、身近に自然と触れ合うこ

とのできる空間として活用することと定められております。 

 そこで、このプランとの関連性につきましては、直接的に関連はございませんが、笹尾・

城山地区の皆様の身近にある緑地を美しく保全するために、住民参画により管理を行っ

ていただくことで、自然をより身近に感じていただくことができることから、基本方針に沿っ

た活動であると考えております。よろしくご理解賜りますようお願い申し上げます。以上で

す。 

 ○議長（川杉美津江君） 藤田興一議員。 

 ○３番（藤田興一君） ということはですね。昨日から同僚議員から出てます、城山・笹

尾地区のですね高圧線下、それから外周等を含めた内容ですね、今お聞きしますと。そ

れで当初ですね、この計画は 20 年までの予定だったのがですね、この 19 年度、今年度

で終わるようになってますよね。当初策定された時に、この目標は 20 年それを１年縮め

て 19 年にしたという、その早めた理由は何ですか、お答え願います。 

 ○議長（川杉美津江君） 太田利孝建設部長。 

 ○建設部長（太田利孝君） 今回、自治会長さんにお願いするのは３課、総務課、それ

から生活環境課、それから土木課ということで、三つを自治会長さんにお願いしなければ

ならないということで、まちまちていうのですか、やっぱり統一をもって自治会長さんにお

願いするということと、それからできると言うのですか、早く自治会長さんと協議をさせて

もらうということで、そのようなことから、１年早めさせて協議をさせていただくということで

ございます。以上です。 

 ○議長（川杉美津江君） 藤田興一議員。 

 ○３番（藤田興一君） これ僕たちは、そのすべて 70 項目ある中においてですね、全部

を説明受けてないわけですよね。昨日から同僚議員からいろいろ出ておるんですけども

ね。我々に入る情報よりも自治会長会に入っていく情報のほうが早いんですよね。だから

昨日その辺で非常に混乱した意見があったわけですけど、どうでしょう建設部長、並びに

これ総務関係も関係するんですけど、これから当然自治会に流れるこういう大きな問題と

いうのは、当然議会も知っておく情報の手立てと言いますかね、権利があると思うんです

よね。それがどうも先に先行しているということは、いかがなものかというふうに思いま

す。 



 それでですね、私の案ですけども、私も自治会長やっておりまして、その辺の中身知っ

てますから、私は個人的に総務のほうへ行ってですね、２ケ月に一回やられますよね。そ

のコピー私全部もらってました。最近行ってませんけど。そういうことをですね、どうですか

ね、議会にもこの自治会長会であった資料を提示していただけないでしょうか。ちょっとこ

れ通告とあれです。これお願いということでよろしくお願いします。 

 それから、昨日同僚議員のなかであったんですけども、町長がそれに出席されている

かということは、多分この自治会長会というのは行政協力委員と委員会、その中へ行政

が入っていく、そのあとに自治会長会ってありますから、多分町長は入っていかれると思

います。ということで中身を知ってます。 

 それで本題に戻りますけども、この行財政検討推進計画の中にですね、この推進を検

討した、これをですねプラン・ドゥ・チェック・アクションという中にいきますとですね、ただ自

治会にこういうものを投げたというだけで、これが果たしてこういう大きな計画としてので

すね、個票になるんだろうかというふうに思っておりますけども、ちょっと軽々しいんじゃな

いかと思うんですね。 

 それから自治会と協議するのも結構ですけども、昨日、私もこれ初めて知ったもんで、

ああそうかなと思ったんですけども、私が昨日この会議に出るまで思っていたことはです

ね、こういう策定は行政がやることであって、それに対して地域にどうしましょうということ、

そういうふうに思ったんですけども、それから先行してですね、中身が行っているというこ

とで、ちょっと私の勉強不足ということなんですけども、やはりこれからは行政が方針を立

てたんですから、こうこうこういうことに関してはどうですかということなんですね。 

 それから今回このことに関してもですね、これ自治会長の一存では絶対できませんよ。

昨日からいろいろ出てますけども、まず金が絡むでしょう。安全面も絡むでしょう。昨日も

ちょっとあるところの話、これもう全部城山地区防犯灯も消しちゃおうかと、要らねえじゃ

ないかと、えらい金を半額出して、しかも工事修理費も何で出さなくちゃなんねんだという

ような話もありましてね。じゃあそうなってくると昨日の話にもありましたように、東員町が

目指してます安心・安全のまちづくりって何なんだろうという、そこに行っちゃうわけですよ

ね。 

 だから時間もありませんのでお願いがあります。やはりこういう大きな問題は我々議員

に流す前に、自治会長に流すものはいかがかと思いますもので、その辺は情報としては

同一の扱いをしていただき、我々はこういう議会に望みたいと思います。それに対してそ

の対応に対して建設部長の新たなる答弁をお願いいたします。 



 ○議長（川杉美津江君） 太田利孝建設部長。 

 ○建設部長（太田利孝君） 土木課一存ではあれですので一応行政改革全体は総務で

ございます 

ので、そこら辺も含めまして相談しながら一遍協議させていただきたいと思っております。

以上です。 

 ○議長（川杉美津江君） 藤田興一議員。 

 ○３番（藤田興一君） 私は冒頭にですね、検討という言葉あ使っちゃいかんということ

言ったんですよね。それから、これ担当は建設部でしょう。何で総務と話すんですか。こ

の推進計画は担当は建設部になっておるでしょう。それを何で総務と話すんですか。そ

の辺ももう一回、回答お願いします。 

 ○議長（川杉美津江君） 太田利孝建設部長。 

 ○建設部長（太田利孝君） 今回、この緑地の推進につきましては、当然建設部のほう

でございますが、ほかにも、ほかの２課にも関係もしますし、そこら辺も含めて検討と言う

とお叱りも受けますけど、一度協議させていただきたいと思っております。以上です。 

 ○議長（川杉美津江君） 藤田興一議員。 

 ○３番（藤田興一君） 二問目の最後になりますけどもですね、先程都市計画のマスタ

ープラン関係ない。多少は関連性あると思いますが、今回のこの推進計画に対しては関

連がないと、今おっしゃられましたけどもね、この都市計画のマスタープランというのは、

意外とこう知っておられない方がいらっしゃいます。その中にですね、ホームページ上か

ら引っ張り出しますとね、こういうことが書いてあるんですよね。東員町を北部、中部、南

部というふうに分けております。私は城山に住んでおりますんで、その北部に関してはで

すね、こういうことが書いてあります。 

 「北部地域においては箇所数が非常に多い、そして充実した整備が行われている。しか

し、維持管理が行き届かない箇所もあるため、維持管理での取り組みを強化していく」と

あるんですよ。だから私はマスタープランと関係あるんですかと聞いたんだけど、関係な

いとおっしゃったけど、あるじゃないですか、ね。それから周辺部の森林、それから斜面緑

地については身近に自然とふれあうことができる空間として適切な保全と自然を生かした

活用を図ることもあるわけですね。北部地域においてですよ。こういうマスタープランとで

すね、今やろうとしているのは関連性があるんですよ、部長。もう少し勉強していただいて、



今度、自治会長会で話されるときにおいても、都市計画マスタープランにもこういうことが

あるんだと、そして地域住民の賛同も得て、協議していただきたいということを、建設部長

にお願いして二問目の質問を終わらしていただきます。 

 三つ目でございますが、カード納税について、総務部長でよろしいかな。総務部長に質

問します。最近、このカード納税というのが新聞等で載っております。これは税金や公共

料金等の収納率アップ、また督促コスト削減に向けて、クレジットカードを利用したクレジ

ット納税が各自治体で採用されているのはご存じだと思います。 

 この税金に対する滞納額、それから時効による未収金額や徴税率の推移等を町民に

知らして、カード支払いのメリットやコスト課題を説明してですね、カード納税制度の導入

をする計画、また予定、今後そういうものがあるのかどうか、総務部長の答弁をお願いい

たします。 

 ○議長（川杉美津江君） 近藤洋総務部長。 

 ○総務部長（近藤 洋君） ただいまの藤田議員からのカード納税についてのご質問に、

お答えを申し上げます。 

 クレジットカード市場は現在順調に拡大を続けていると言われております。電気・電話な

どの公共料金をはじめ、個人で買い物や食事をしたときにも利用されるなど、ここ数年の

間に私たち住民の身近な決済手段としてクレジットカードが定着してきております。 

 そのような中、三重県の玉城町が全国で初めて本年度から住民税・固定資産税・国民

健康保険料等税金や料金をクレジットカードで支払うサービスを開始をされたそうでござ

います。このカード決済のメリットといたしましては、現金を持ち歩かなくても窓口で支払う

ことができ、分割払いやボーナス払いなども可能であり、さらに利用額に応じたポイントサ

ービスが受けられ、また振替日が固定しているため、他の家計支払いとの一元管理が可

能であるといったメリットがございます。 

 また、私ども行政側にとりましても、新たな納付手段を提供することができ、住民に対す

る利便性の向上を実現するとともに、収納率の向上も期待でき、またクレジットカード会

社による立て替え払いということで、町に対する滞納がなくなる。それから督促コストの軽

減が図られることが上げられます。 

 しかし、いくつかのデメリットもございまして、まずクレジット納税を実施するためには、シ

ステム料をはじめ収納システムの改修経費、サーバー等のハード機器の購入費用や、セ

キュリティ料も含め、当初の段階で多額の導入経費が必要となってまいります。また現在、



銀行で口座振替手数料は金額の大小にかかわらず１件につきまして 10 円を支払ってお

ります。このクレジット収納の場合ですと、１件につき１％の支払い手数料が必要となる。

固定資産税のような税額の高いものにつきましては、手数料も相当高くなるなどの問題

もございます。 

 そして、導入いたしましても、これまで口座振替で問題なく収納されていた人が、カード

決済に移行されるだけでは直接な収納の率の向上に結びつかないことなどから、振替不

能になっていた人とか、現在口座振替を利用していない滞納者がどれだけ多く申し込ん

でいただけるかが、その重要なポイントになってくるのではないかということで、認識をい

たしております。 

 いずれにいたしましても、私ども行政改革推進計画の中でコンビニ収納を含めた納税

サービスについて、方針決定を行うことといたしておりますことから、玉城町さんなど先進

地事例も十分検証しつつ、導入時期も含め本年度中に結論を出す方向で、現在検討い

たしておりますので、ご理解を賜りますようよろしくお願いを申し上げます。以上でござい

ます。 

 ○議長（川杉美津江君） 藤田興一議員。 

 ○３番（藤田興一君） 私が一問一答でメリット、デメリット話そうと思ったら、総務部長全

部話されちゃったもんで、その辺はご承知だと思います。 

 ただですね、私が今回このカード納税をなぜしたらいいかということをですね、今、東員

町において今年度の決算を見ますと、その滞納金と言いますかね、未収金額、これもし

私が間違ったら失礼ですけど、例えば一般会計で１億 8,300 万円ありますね。それから

国民健康保険で１億 100 万円かな。それから介護保険で約 400 万円、下水道も 400 万

円、上水道も 850 万円、約３億円というこの滞納金があるのです。これもし間違ったらご

めんなさい。お許し願いたいと思います。 

 こういう毎年発生するその滞納金に対してですね、東員町においては三重地方税管理

回収機構にお願いしてやっております。じゃあ例えばここから１億円税金をとったから、じ

ゃ１億円あもらえるかと、そうはならないですね。かなりマージンとられる。それから今年こ

ういう滞納整理事務電算委託という形で、電算処理関係で今年 900 万円ぐらいかけて、

それに対する滞納の情報を早くするということで、非常に金をかけておるということでです

ね今、総務部長がおっしゃられたように、このカード支払いをやることによっての確かにデ

メリットあります。 



  そのデメリットはやはり今、総務部長がおっしゃられたようにですね、金融機関等の振り

込みというのは、これも定額制ですよね。１件につきいくらだから、 100 万円だろうが１億

円だろうがいくらというその定額制、ところがこういうカードで支払いますと、定率制になっ

てくるわけですね。例えば 10 万円でもいくら、 100 万円でもいくらというので高くなってくる。

そういう定率制があるから非常に不合理がある。そしてましてこのカードになってくると、

このポイントが付いちゃうということで、銀行払いの人とこういうカード支払いの人にはそう

いう不公平と言いますかね、そういうものが出るということで、それぞれ一長一短ありま

す。 

 そこで総務部長お願いがあるんですけども、全部を一遍にやろうと思っとったら大変な

んです。それで今、総務部長がおっしゃいましたようにですね、三重県で一番最初にやっ

たのはこの玉城町ですね。この玉城町が一番最初にやったということで、その辺しっかり

勉強していただきたいというふうに思っておりますけども、とりあえず水道料金、これが一

番早く取り組みやすいんじゃないかと、何故なら水道料金というのは料金というのはそん

なに高くないわけですよね。そして手数料も高額にならない。そして非常に件数が多いと

いうことで、先程言うようにカードにしてもですね、その定率制だからその手数料がそんな

に変らないという、そういう一番身近でやりやすいものをですね、やったらどうかと。 

 そこで、今回行財政計画、推進計画の中にですね、ここにもありますように徴収率の向

上というのがあるわけですね、66 番です。そこにこれを取り入れたらどうですか。やはり

徴収率の向上もこういうことやる、これは計画は 22 年までありますから、これも実施内容

に追加事項として一回試行としてやっていただきたい。その辺はどうでしょう、答弁のほど

お願いします。 

 ○議長（川杉美津江君） 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。 

 ただいまのご提案でございますが、東員町の水道料金からまず一回というご提案もご

ざいました。先程もご答弁させていただいたわけでございますが、今回の行政改革の実

施計画の中で、コンビニ収納、その辺も今年度検討進めていくという形で、今計画をして

おるところでございますので、今回の藤田議員のクレジットカードの収納、そういった方法

につきましても、実施計画ではコンビニ収納という形で表示してあるんですけれど、その

ご提案のクレジットカード収納につきましても、今後検討の中に入れて、どういった方法が

一番その滞納額を少なくして確実に収納できるかという、そういったことも合わせて考え

ていきたいと思います。 



 いずれにしましても、一番中心になりますのは、やっぱり現年の課税というのですか、

現年課税分を現年のうちに収納するという、それが一番の町としての目標でございますし、

おおよそ３％弱ぐらいの毎年滞納という形で残っておりますけれど、それをやっぱり極力

少なくするということが町の使命でもございますし、税だけにかかわらず国保関係、そうい

った上下水の関係、そういったところで徴収対策会議も開いておりますので、そういったと

ころも含めて先進地も含めまして、検討を進めていきたいと思いますので、ご理解をいた

だきたいと思います。 

 ○議長（川杉美津江君） 藤田興一議員。 

 ○３番（藤田興一君） 結局、先程言いましたように、滞納金に３億円もあるわけですよ

ね。今年の決算を見ますと、昨年よりも回収がいいということですが、それもわずかな回

収しかできてないということでですね、今、部長がおっしゃられましたように本当に努力し

てですね、この３億円をいかにして現年度分としてその対応をしていくかということをね、

本当に努力していただきたいことを切にお願いして三問目の質問を終わらさせていただ

きます。 

 四つ目の質問でございます。総合型地域スポーツクラブについて、教育長に質問をい

たします。文部科学省が平成 12 年の９月にスポーツ振興基本計画を策定し、生涯スポー

ツ社会の実現に向けて平成 13 年度から 22 年までの計画期間内に、市町村に少なくとも

一つは総合型地域スポーツクラブを育成することを目標として、東員町におきましても、

先程から言っております東員町行財政改革推進計画にも取り上げられております。 

 そして現在準備委員会も設立され、活動も開始されたようですが、広報・チラシ等で住

民のほうへいろんな情報が入ってきています。ただこの総合型地域スポーツクラブ何な

んだろうと、準備委員会なんて何なんだろうと、クラブ運営とか規則とかどういうふうにな

るんだろうという、そのトータル的なですね、総合型地域スポーツクラブというのが何であ

るのかというのが、まずは住民に行き渡ってないような感じがします。私自身もそう思い

ます。 

 実は先日、乗馬に乗りたい方がチラシ載ってましたね。それで乗りたいんだけどもと言う

もんで、あっこれ総合型なんだ、総合型スポーツクラブって知っているのかいと聞いたら、

いや金を出せばいいんだろうということなんですよね。うん確かにそうだけど実は、あっそ

れで文部省のあれですかという話があって、そのくらいの程度しか住民に行き渡ってない。

私の情報ミスかも知れませんけども、これは同僚議員が去年かそこらへにこのことを出さ

れて、私はこのスポーツのことについては非常に関心持っています。 



 そういうことにおいて教育長にお願いなんですが、まだまだこの準備委員会はどうであ

ろうとですね、もうすでに広報等がこういうスポーツやりますよとか言うて先行している。そ

れも結構なんですけどもね、やはり住民に早急なる、この総合型スポーツクラブが何たる

かというものを講じる必要性があると思いますので、その辺、教育長の所見を伺いたいと

思います。よろしくお願いします。 

 ○議長（川杉美津江君） 石垣征生教育長。 

              （教育長  石垣征生君  登壇） 

 ○教育長（石垣征生君） 藤田議員の総合型地域スポーツクラブに関するご質問に、お

答えをいたします。 

 総合型地域スポーツクラブにつきましては、平成 17 年 11 月に体育協会、スポーツ少年

団、体育指導員及び小中学校の教員の皆さんからなる 10 名を教育委員会で選任し、検

討委員会を立ち上げ、本年５月までに 14 回の会議を開催していただきました。その委員

会におきまして町内のスポーツの現状と課題を分析するとともに、小中学生とその家族

及びスポーツ教室参加者に対して、運動やスポーツに関する意識調査を実施、また先進

地の事例等参考にクラブの方向性を検討していただきました。 

 その内容につきましては、広報３月号に調査結果の概要と今後の方向性を掲載させて

いただきました。今年度は検討委員会を設立準備委員会に名称を改め、新たに５名の方

に運営委員として加わっていただき、協議を続けているところでございます。 

 今後のクラブの活動でございますが、19 年度はクラブ設立に向けたプレ事業として、小

学生を対象としたチャレンジクラブ、中学３年生を対象としたエンジョイスポーツクラブ、成

人を対象としたフレンドリークラブ、大人のラジオ体操を実施するとともに、特別事業とし

て乗馬体験や熊野古道ウォークなど計画しております。このプレ事業を実施し、町民の皆

さんに周知を図るとともに、受講者のニーズをより多く把握し、20 年度以降のクラブ運営

がスムーズに展開していくよう努めているところでございます。 

 総合型地域スポーツクラブは、住民の皆さん自身が運営していただくクラブです。住民

の誰もが、いつでも、どこでも、いつまでもスポーツに親しむことができるクラブとなるため

には、クラブを支えていただく指導者やスタッフの存在が欠かせません。現在、随時募集

を行っており、趣旨にご賛同いただける方にご協力をお願いをしているところでございま

す。また、組織づくりや規約の策定につきましては、現在設立準備委員会の場で協議を

続けていただいているところでございますので、概要が固まり次第お示しをしたいと考え

ております。 



 いずれにいたしましても、子どもたちから高齢者まで世代を越えた皆さんが運動やスポ

ーツを通して、地域のコミュニケーションの輪を広げ、豊かなスポーツライフを実現するた

めに、総合型地域スポーツクラブが魅力あるものとなるよう支援してまいりますので、ご

理解とご協力を賜りますようお願いを申し上げます。 

 ○議長（川杉美津江君） 藤田興一議員。 

 ○３番（藤田興一君） 私の聞き逃しか知れませんけど、住民へ対する情報、総合型地

域スポーツクラブは何ぞやということにつきましては、今おっしゃられましたプレ事業等や

りながら、住民への情報伝達をしたいというふうに取ってよろしいんですか。 

 ○議長（川杉美津江君） 石垣征生教育長。 

 ○教育長（石垣征生君） 言葉足らずで申し訳なかったんですが、それも現在の段階で

はそういうプレ事業等通して、総合型をご理解いただきながら楽しんでいただこうというこ

とでございますが、議員がご質問いただきましたその総合型スポーツクラブというのは、

どういうことなんだということにつきましては、昨年の10月６日から２週間にわたって、プラ

ムチャンネルでその概要について、お示しをさせていただいたところでございます。 

 ○議長（川杉美津江君） 藤田興一議員。 

 ○３番（藤田興一君） 早い、もうちょっと詳しい内容を、よろしくお願いしたいと思いま

す。 

 それで、この総合型地域スポーツクラブというのは、その特徴は何であるかということを

私なりに読み解かせていただきますとですね、こういうことが書いてあるわけですね。障

害者を含み子どもからお年寄りまでとあるわけですね。今、このプレ事業の中に障害者

的なあれは何もない。非常にこう難しい問題があるわけです。そして初心者からトップレ

ベルの競技者まで、そして楽しみ趣向から競技趣向まで、地域住民の皆さんの誰もが集

い、それぞれが年齢、興味、体力、技術、技能レベルなどに応じて活動ができるクラブと

いうふうに書いてありますね。 

 と言うことは老若男女、しかも体に不自由な身障者の方、もう全部入れた内容ですね。

僕はこれは賛成なんです。それを早くプレ事業をやるのも結構でございますけども、こう

いうことですよと、だからこういうことに関して今、準備委員会は設立されて15名の方で活

躍されているのは本当に有り難いことでございますけども、もうちょっと住民へのアピール

をしていただきたいなというふうに思っております。 



 それでですね、最近ちょっと新聞を読みまして、私はこんな情報しか手に入らないもの

で、読ませていただきますが、「体育よ、さようなら」というテーマでですね、これ朝日新聞

か何かに載ったんですけど、体育とスポーツはどう違うんだということが書いてあるんで

すね。それで日本の場合ですね、こういうスポーツ施設というのはもうすべて入れますと 2

4 万箇所もある。要するに日本の人口からいくと 500 人に１箇所はこういう体育施設があ

るそうなんですね。 

ところがそれを利用している人はじゃ何人だということになってくると、週にですよ、２回以

上体を動かす人がですね、この日本全国の住民の人口の中で１割しかいないということ

なんですね。 

 そういうものを今回取り入れて、これ何ですか、週に２回だったですかね、ぐらいをやる

というのが目標、ここに準備委員長おりますけども、そういうスポーツへ体育からスポーツ、

要するに体育というのは学校の教育の課程で組み入れられる。だけどこれは富国強兵、

要するに戦争中にやられたものであって、そういう体育だから何も楽しみも何もない。じゃ

あいうことで、それを先程言いましたように、身障者の方から老若男女まで入れて誰もが

できるというスポーツに切り換える。ところがこのスポーツ公園等を利用するときは、これ

は国交省の許可か要ったり、それから障害者関係になってくると今度は厚生労働省にな

ってくるとかいう、そういう例えば企業を取り入れたそのスポーツになってきますと、経済

産業省がかかわってくるということですね、この辺、僕ちょっとわからないんですけど、や

はりいろんなこの身障者からですね、健康であってその老若男女、それから使用するも

のに関してですね、そういう日本の省のですね縦割りがあって、非常に弊害になるかどう

か。その辺、ちょっと教育長にお聞きしたいんですけども、この総合型スポーツクラブを振

興していくうえにおいて、その辺の国との助成に関してどういう障害があるか、ちょっとお

聞かせ願いたいと思います。 

 ○議長（川杉美津江君） 石垣征生教育長。 

 ○教育長（石垣征生君） 総合型ということでございまして、いろんなスポーツ、競技多

種目のスポーツ、それからその多世代、子どもたちからお年寄りの方までですね。それか

らその競技レベルの初心者からチャンピオンシップを目指す人までですね。特にこれ文

部科学省が言うておりますその基本、振興基本計画の中ではですね、そういう縦割りの

その弊害と言いますかね、そういうことじゃなくって、国民の皆さんが必ず１週間に１回は

２人に１人が、そのスポーツに親しんでもらう、そういう機会をつくろうと、こういうことでご

ざいまして、特にそういう弊害はないというふうに思っております。 

 ○議長（川杉美津江君） 藤田興一議員。 



 ○３番（藤田興一君） 最後になりますけど、ちょっと通告と離れるんですけども、こうい

う総合型地域スポーツクラブをやることによってですね、先程同僚議員から温泉の話出ま

したよね。 

当然、こういういろんな施設をですね指定管理者制度に持っていくとかですね、それから

クラブハウスをつくらなきゃならないと、いろいろな面が出てくるわけですよね。 

 だから、先程町長からも答弁ありましたですけどもね、温泉とか一つのことにとらわれず

にですね、前々から私が言っていますように、２種のこともありましたけど、やはり総合型

この地域スポーツクラブ、集まって楽しんで、そしてお茶も飲みながら、また宿泊もできる

かという、そういういろんなものの複合した施設をやるのが、やはりこれからは必要だと

思います。 

 先程町長は第２期地方分権が始まる。これは私も知っております。だからこそ一つのこ

とじゃなくして、いろんなものを複合した施設をつくる必要もあろうかと思います。そういう

ことも踏まえてですね、これからの総合型地域スポーツクラブに邁進していただきたい。 

 それから最後にお願いがありますけど、今度教育長ドイツに行かれますね、行かない。

例えばだから随行の方いらっしゃいますけども、ドイツはこれ学校関係ではスポーツクラ

ブがないんですね。ないから終わるとで家族でそのクラブなんかに行ったりしてですね、

非常に家族、ご存じですよね。それを一回視察してくださいよ。これはものすごく有効にな

ると思います。特にこのドイツとかオーストラリアというのは、こういうことは先進国でござ

いますので、ちょっと通告とは離れておりますけども、そういう意味においても今度行かれ

るその中学の派遣も有意義なものにしていただきたいというふうにお願いして、答弁のほ

うお願いします。 

 ○議長（川杉美津江君） 石垣征生教育長、簡潔にお願いします。 

 ○教育長（石垣征生君） おっしゃるとおりでございまして、現在準備委員会で検討いた

だいている中で、地域総合型スポーツクラブの理念と申しますかね、その中でこの総合

型スポーツクラブの活動を通じて健康づくり、それから人づくり、生きがいづくり、そしてま

ちづくりということを基本理念に備えていただいております。 

 そういう意味におきましても、今後総合型スポーツクラブがどんどんこう発展していく中

で、おっしゃるようなことも実現できたらと、そんなふうに思っておりますので、よろしくお願

い申し上げます。 


