
○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） 私からは３点について、質問させていただきます。 

 私は最後から２番目でございますが、今までの同僚議員の話を聞いてま

すと、やはり次の改選を迎えての今までのこの４年間における再質問という

ものが多かったように見受けられます。 

私も１期目を終わろうとしております。私も平成 16 年に議員になりまして、今

年の９月議会までに 37 項目の質問をさせていただきました。その中で私が

一番多く質問したのは、町長に対する施策をかなり申し上げ、先程、先日で

すか、町長もおっしゃられましたように、私は道州制に伴う広域な合併がそ

のうち来るよというようなことを言いましたところ、町長も昨日そのようなこと

をおっしゃられましたので、これからの東員町も先を見つめなくちゃならない

時期に来ているというふうに思っております。 

 そういう 37 項目の中から、ずっと人口増という言葉が出ております。私もそ

れに関連するかと思いますけども、まず１点目に青少年の地域の定着につ

いて、２点目は団塊の世代について、３点目は町道穴太弁天山の２号線に

ついての質問をさせていただきます。 

 まず、１点目の青少年の地域の定着についてでございますが、これは私が

議員になりました平成 16 年３月の議会において質問をさせていただきました。

この３月の議会において、私はこのような質問を述べさせていただきました。

少子化対策として二つの課題に対応する必要がある。その一つは出生率を

高めること、もう一つは人口減少社会に対応することである。 

 そしてその人口減少社会に適応するには、人口や労働力の増加を図り、

経済社会システムを見直して、労働政策や社会保障制度、そして教育施策

等についての構造改革に着手することが必要である。あわせて少子化防止

に努めることの重要性を質問をいたしました。 

 そのときの町長の答弁を総括して紹介しますと、町長はその一つとして、

結婚しても町内に住宅用地や借家が不足している。二つ目に教育環境の充

実には努めてきたが、地離れの現状は残念であり、大きな損失であると答

弁をなされました。そのときの町長の対応策として、一つ目には住宅問題に

早急に取り組みます。二つ目には若者の雇用の確保のためにも企業誘致を

進めるなどの施策を上げられましたが、今、４年を過ぎようとしている現在、

その後の政策と結果、及び現状について町長の所見を伺いたいと思います。

よろしくお願いいたします。 



 ○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） 藤田議員の青少年の地域定着についてのご質問に、お答え

をいたします。 

 本町におきましても全国的にみられる少子高齢化、若者の田舎離れなど

により人口が減少傾向にあることから、若者が住みやすい町を目指し、さま

ざまな施策に取り組んでまいりました。 

子どもを生み、育てやすい環境整備として乳幼児医療費助成の拡大、育児

応援費の支給を実施してまいりました。教育環境の充実では保育園、幼稚

園の改築工事、小中学校への空調施設整備をはじめ、他の市町と比べても

さまざまな事業に取り組んでおります。 

 また、若い世代が引き続き東員町に住み続けていただくために、雇用場所

の確保は不可欠であると考え、企業誘致に取り組んでおります。その結果と

して大型ショッピングセンターの開店、工場の新規進出が行われることとな

っております。 

 人口増加の施策といたしまして、定住促進条例による奨励金の交付、新し

い人口の受皿となる東員駅北側の東員中央地区での区画整理事業調査に

着手し、魅力ある市街地の形成に向け、事業推進を行っているところであり

ます。 

 しかし、さまざまな取り組みをみせていただいているにも関わらず、現段階

ではその施策の著しい効果は現れておりませんが、近年中には企業誘致な

どの効果が税収増や雇用促進という形で現れてくるものと思っております。 

 いずれにいたしましても、本町が持続的な発展を続けていくためには、若

者の地元定着が重要であると考えておりますし、町財政の豊かな町、住ん

で魅力のある町にしていくことが、若者の定着につながると考えております。

今後、さらにさまざまな取り組みを強化し、魅力ある町の構築を行ってまいり

たい。そんな考えでおりますので、どうぞよろしくご理解、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） 今、答弁いただいたんですけど、16 年３月から今の答弁い

ただきますと、企業誘致をしたと、確かに前からほかの議員が言ってますように、そ

れはわかってます。じゃその企業誘致をした中において、じゃあどういう雇用体制



が取れたのか。例えばイオンさんが入ってきますね。じゃイオンが入ってきましたけ

ども、全従業員が東員町から全部行くかというと、そうじゃないというふうに聞いて

おります。 

 だから今、町長がおっしゃられたように雇用対策が企業ができたけども、ど

の程度の今言ったような若者が、まだデータ出てないと思いますけれども、

そういう企業は誘致しました。そういう中において、地元からの雇用はどうい

うふうになったかというような推測でも結構ですけども、現状としてわかる範

囲でお答えを願いたいと思います。 

 ○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。 

 誘致させていただいて、そのあとの雇用の関係でございますけど、イオン

で報告させていただきますと、従業員としてはパートも含めて 600 名ぐらい

と、まだ規模が若干こう確定しておりませんので、それより小さくはならない

と思います。大きくなる可能性のほうが多いと思いますけど、それだけの雇

用の場はあると、地元優先で採用等もさせてもらいたいというような、イオン

のお話で詰めさせていただいております。 

 その他の企業につきましては、扶桑工機さんにしても八千代工業さんにし

ても、今、従業員がどれだけで、どれだけの規模でいうようなことは、まだ確

定もしておりません。ただ扶桑工機さんについてはそう大きな従業員では多

分ないと思います。八千代さんにつきまして、これからいろいろと住民の皆さ

んの雇用の場の確保ということで、企業のほうへ私どもの考えを伝えさせて

いただきたい。そして地元の雇用にも協力をお願いしたいということで申し上

げていきたいと思います。 

 弁天山のほうにつきましては、まだまだ企業も決定しておりませんし、どん

な格好で一つの企業なんか、今の計画の分割された状態でいくのか、その

辺まだ決定しておりませんので、企業等の進出が決まった時点で、当然私

どもの思いを企業のほうへお願いをしていきたい、そんな思いでおりますの

で、まだまだこれからということでございますので、どうぞご理解を賜りたいと

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） 力強い答弁をいただいたんですけど、それが町長、トッ

プセールスと思いますよね。その気持ちを忘れずに頑張っていただきたい。 

 あわせて昨日ある議員が、青年団のその関連のことを言われましたときに、

教育長の答弁、非常に難しいということおっしゃられました。最近いろんなこ

とで歩きますと、家族構成等ものすごく変わってきておるわけです。つい４年

前が家族４人、夫婦で子ども２人だったのが、子どもがほとんどいなくなった。

夫婦か、もしくはどちらかを亡くしたという状況で、４人のところが２人、もしく

は１人という、そういうもう核家族ひどい現象だなというふうに、私は痛烈に

今体験しているわけでございます。 

 そういう意味も踏まえて、青少年がどんどんどんどんいってる。口先ばっか

りじゃなくて、この青少年をいかにして置くかというのは、やはりこれは東員

町の町長としての全責任でございますから、それから始まって町も生きがい

のある町になろうかと思います。だから昨日ですか、教育長答弁なされまし

たけど、実は城山も青年団がほとんど解散しました。これはなぜかと言いま

すと、やはりその青年団を育てていく、その地域の認識もないわけでござい

ます。非常に残念な結果になったのはここの場で言ってどうかと思いますけ

ども、そういう中において、先般同僚議員が言ったように本当に難しくなって

きておる。その原因はやはり若い者がいないからということが言えるのでは

ないかと思います。 

 そういう意味におきまして、ただ口先ばっかりじゃなくて、やはり人口増とい

うのが基本計画にあります３万、これに結びつけていくのには企業誘致は何

かと上手く行っているというふうに、私はそうさんさせていただきますけども、

それに合わせてこれをどういうふうにするかというのは、しつこいようですけ

ど町長にあえてお願い申し上げます。トップセールスとして頑張って、雇用に

努めていただきたいというふうに思っております。 

 １点目の青少年の地域の定着ということに関して、質問を終わらさせてい

ただきます。 

 それから２点目に入りますけど、団塊の世代ということに関して、私はその

平成 17 年３月に質問をさせていただきました。前回と同じような質問になる

と思いますけども、全人口の約５％に当たる 680 万人が 2007 年、今年度、

定年を迎える団塊の世代のリタイア、すなわち 2007 年問題を取り上げまし

た。社会的にも、そして経済的にも大きな影響を与えることは無視できない。

さらにこの団塊の世代が東員町に与える影響も、決しておろそかにできませ

んよということを述べました。その中で３つの質問したわけですけども、その

一つはこの団塊の世代の東員町の在住の人員は何名ですかと、２つ目はそ



の人員が東員町の人口に対する比率が何パーセントぐらいあるんだろうと、

それから３つ目はこれ当然さきほど絡んでくるわけでございますが、雇用に

関するそういう消費市場へのどういうふうにして送るのかの３点でございまし

た。 

 これに対して町長は、先の質問と同じようにこういう答弁をされておられま

す。労働市場における労働供給の減少、社会保障における負担と受益のバ

ランスとアンバランスと、また財政、税収等の影響を与える可能性がある。

今後の国の動向を見極めて生きがい対策として支援している、シルバー人

材センターの充実を求めながら、住民や企業へ積極的に情報を提供します

というふうな答弁をされておられます。 

 最近はやっぱり景気の多少の向上で、上向きの関係ですから、その定年

をされた時期、要するに団塊の世代の方と話をしますと、２、３年やはりちょ

っと延びているような感がありますね。だから多少その辺は緩和されてきて

いるかなということありますけども、これも２、３年続くかどうかというのもわか

りません。 

 そこで、これも同じような質問になるわけでございますが、平成 17 年にこの

団塊の世代さんのことに関して質問したわけですけど、それから３年経った

現在、同じように以下の３点について質問をさせていただきます。 

 まず１つは、その団塊の世代といわれる対象者数、それからその対象者

数の数が東員町の人口に対する比率、それが及ぼす高齢化率の現状、こ

れがまず一点でございます。 

 ２点目に、退職後の町の支援による生きがい対策、17 年に町長がおっしゃ

られたこの生きがい対策に対して、団塊の世代の方に関してどういう対応を

現状されておられるかということを、２点目にお聞きします。 

 ３点目に、団塊の世代、団塊の世代と非常に失礼な言葉になろうかと思い

ますけども、そういう団塊の世代の方が今先程言いましたように、２、３年は

ちょっと延びているという感じはしますけども、いずれ近いうちにはドッとリタ

イアしてくるだろう。そういう状況を予測して財政、または税収等の影響と言

いますか、変化はあり得るのかという３点について、町長の答弁をお願いい

たします。 

 ○議長（川杉美津江君） 佐藤均町長。 

 ○町長（佐藤 均君） 団塊の世代についてのご質問に、お答えをいたします。 



 まず１点目の対象者数の現状について、いわゆる団塊世代の出生数は約、

これは全国的な規模でございます。 806 万人にのぼり 2000 年時点で 689

万人と総人口の５％を占めると言われております。 

 そこでご質問の本町の現状でございますが、昭和 22 年生まれの方が 587

名、23 年が 606 名、24 年が 621 名、25 年が 539 名、26 年が 491 名、団

塊の世代というのは３年と言われております。 

22・23・24 年ということ言われておりますけども、一応 26 年までを調べさせて

もらって、合計が 2,844 名でありまして、総人口２万 6,244 名の 10.84％を

占めております。なお、65 歳以上の人口は 4,396 名で、高齢化率は 16.8％

になっているのが現状であります。 

  次に、退職後の生きがい対策について、本年から数年間団塊世代の多く

が定年退職を迎え、我が国では無視することができない影響が予想をされ

ております。例えばそのまま引退した場合、労働力の減少による経済成長

率の低下とか、長年培ってきた知識、経験、技能継承等、この問題は本町だ

けの問題ではなく日本全体の問題でありますので、今後の国の動向を見極

めてまいりたいと考えております。 

 また、町が支援しておりますシルバー人材センターでは、公共機関、民間

企業及び一般家庭の理解と協力を得ながら、新規の開拓、受注の拡大に向

けて努力と工夫をしていただいているところでございます。今後も人材センタ

ーのより充実を求めながら、積極的に支援をしてまいりたいと考えておりま

す。 

 次に、３点目の財政等への影響につきましては、今後の高齢化率の上昇

に伴う生産年齢人口の減少により、個人住民税の減少が想定をされ、医療

費等の増加も危惧されるところでありますが、健康増進施策の充実を図ると

ともに定住の促進、企業の誘致等を積極的に進めさせていただきまして、予

測される影響に対応できるよう財源の確保に努めてまいりたいと考えており

ます。 

 先程、定年が少しこう延びておるということを述べられました。国のほうも、

それはもう手を打っておりまして、今年の４月１日からですか、継続雇用制度

の導入、定年の定めの廃止とか、定年の引き上げ等を決めております。そ

んなことで 65 歳までぐらいは延長される。そんな状況になってこようかと思っ

ております。ただ、65 歳過ぎますと当然もう定年になりますので、これからも

一生懸命、その辺も皆さんと議論しながら、雇用の促進とかいろいろの面で

努力をしてまいりたいと思いますので、どうぞよろしくお願いをしたいと思い

ます。 



 ○議長（川杉美津江君） 藤田興一議員。 

 ○３番（藤田興一君） 今、人口の比率とか高齢化率を聞いて、当然これよりも

っと増える可能性があるわけです。ただ救いは、今町長が答弁なされましたよう

に継続雇用ということで、65 歳というのはこれはかなり助かってくるなというもの

は伺えます。 

 一つお聞きしたいのは、確かに昭和 22 年から 26 年、通常は３年が 22・23・

24 が団塊の世代と呼ばれているんですけども、２年先までもみたものがこれ

団塊の世代というふうな、この５年間の人たちを団塊の世代と呼んでいるの

は事実でございます。 

 その中で 2,844 人、人口に対する比率が約 11％と、非常に大きな比率で

ございますね。その中に先程１問目に質問しましたように、やはり 65 でも皆

さん働けるだけの体力と能力持っておられるわけです。その中に先程一問

目で質問しましたように、そのあとの雇用をどうするか。 

 それとあわせて先程言われていますように、企業誘致がかなりあります。

その辺との絡みもあわせて、そういう雇用対策というのをしっかりと見極めて、

町長のリーダーシップという形で頑張っていっていただきたいと思います。 

 それから、生きがい対策というその対策に関して、町長はどっちかと言うと

シルバー人材センターのほうへの対応を考えておられる感がします。確かに

それは良いことです。悪いこととは言いません。ただシルバー人材センター

の今、中身をいろいろ見ますと、やはりどっちかというとハードとソフト面を見

ますと、いわゆるソフト面がちょっと薄いんじゃないか。これ言うとシルバー

人材の人に怒られるかも知れませんけども、やはりこの団塊の世代の人は

大きく２つに分かれております。技能職、それから今言うようなデスクワーク

のような方、こういうような方が、本当に分かれたプロが入ってくるわけです。

その辺もシルバー人材センターのほうにも、そういう受皿をやるように私の

ほうもお願いしますけども、これはなぜと言いますと、今、先程からも問題に

なっております行財政改革推進計画、これは町長怒るか知りませんけども、

これは東員町がこの 70 項目を自発的に考えたんじゃなくて、総務省が 18 年

から 22 年までに 

こういう行財政改革をしなさいよという、そういう指導のもとにこれできた制度だ

と思います。 

もし間違っていたらあとで答弁してください。 

 その中に、やはりこれがあるからそのマニフェストに基づいて、東員町はそ

れやっている。そこにはっきり言いますとそういう無理があるわけです。だか

ら私が今言っているのは、この行財政改革の中にも、こういう団塊の人のも



のも入れる。先程言いましたように 10 人の削減、職員を削減するということ

おっしゃられましたけども、削減するのも結構ですけども、やはりこういう人を

入れて、俗に指定管理者制度とか、ＮＰＯをどんどんつくってそういう今、東

員町が目指しています行財政改革これに入れていってやれば、ソフト面、ハ

ード面の方は結構雇用はいいと思います。そういうソフト面はもっと入れてい

ただいて、こういう行財政の改革推進に取り入れていただきたいと思ってま

すけれども、その辺どうでしょうか、町長。 

 ○議長（川杉美津江君） 佐藤均町長。 

 ○町長（佐藤 均君） お答えをさせてもらいます。 

 改革につきましては町の協議会、１期目当選させていただいてすぐに民間

のちゅうか、町民の方に一遍東員町の現状を見てもらうと、当然これは情報

公開ということも絡んでくるんで、全部もう洗いざらい出させていただいて現

状を知っていただいて、そのときの小泉改革の将来こう来るだろうということ

を予測して、東員町独自のものでございます。 

 今日の朝日新聞、見られた方もあると思いますけど、やはり夕張の財政破

綻、これが多分全国的に改革をやらなあかんというのは、これが発端だろう

と思います。この新聞を見せていただきますと、もう全国市町村が何をする

か、改革をどういうことするかということが詳しく書かれております。もう行政

サービスの見直し、そんな中でもうイベントの見直しとかいろいろこうやられ

ております。 

 それから確か三重版のほうには県内の改革のやっておる状況、東員町も

どんなことがって確かなっておると思います。そんなことでもうやっぱし放っ

ておくと夕張になったら困るということから、競争のように改革がなされてお

ります。そんなことで東員町も大変、私は先取りして良かったなと思っており

ます。 

 それからもう一点は、団塊の世代のことでございますけど、私は団塊の今

の方は非常にたくさんの同年の方の中で生きてこられた方、非常に技術力

も優秀というようなことも報道されております。これを放っておく企業はまずな

いと思います。そんなことで多分継続して雇用される。だから国も考えており

ますけど、企業もその技術力をかって継続をされて、そんに現在、多分この

22 年生まれ、これで３月で定年迎えられるんですけど、家に残られる方は少

ないと思います。 

 けども町も、私はやはりプライバシーの関係があって、なかなか誰がどうい

う技術力を持ってどうということが調べられない。そんな中でございますので、



町の仕事の中の技術の要る仕事もたくさんあると思います。民間へ委託して

おる事業もたくさんありますので、町民の皆さんにこんな仕事がある。町の

仕事がこんな仕事があるんで、それを助けていただける方は登録と申します

か、申し出てくださいというような形で登録制度をとって、その方たちに東員

町の財政を助けていただくということから、お手伝いをしていただけんかなと、

そんな思いでおります。そんなことでシルバーのほうにも、是非そんなことを

手伝いしてほしいということもお願いしております。 

 そんなことで、まずは実態把握というのですが、どんな技術を持った方が

みえるか、そこら辺をチェックしたいなと思っております。多分、団地・在来の

方にも多分ものすごう高度な技術を持った方もたくさんみえると思いますの

で、その辺でこれから一生懸命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。 

 ○議長（川杉美津江君） 藤田興一議員。 

 ○３番（藤田興一君） 町長、やはり僕は雇用だと思うんですよね、何につけて

も。それは確かに病に伏した方はこれは仕方がないと思いますけども、65～70

まだばんばんで働いておられます。そういう雇用をどうとるかというがために、こ

れはイコール人口増ですよ。いくら人口を増やしても、やはり病に伏している方は

何もならない。これからリタイアしてくる方が健康な方をどう雇用するかということ

だと思います。 

 例えば、私これ土木屋なんですけど、例えば土木課が何かの小さいな測

量やったときに、多分、今の課でできる人いないと思います。必ず外注に出

していますよね。それだったらそういう測量に長けた人いっぱいいますよ、団

地の中でね。そうしたらはっきり言ったらお小遣い程度でやってくれますよ、

絵まで描いて。そういうものがやはり私は雇用じゃないかと思ってます。 

 先程、町長がおっしゃられました、確かにＡさんがどれだけの職種を持って

いるんだ。Ｂさんがどんなもの持っているんだ。これ非常に難しいと思います。

だけどこれから雇用をしようと思ったときには、それをアンケート方式で取れ

ると思います。そしてそれを待っている方はいっぱいいらっしゃいます。だか

ら先程町長がおっしゃられましたように、そういう雇用に対して今、町長が答

弁されたこと必ず実現していただきたいと思いまして、２問目の質問は終わ

らさせていただきます。 

 最後の３点目でございますが、これは私は昨年の 18 年 12 月に、同僚議員

がその前に、この町道穴太弁天山２号線、要するに東員病院の前を走って

いるあの道路の歩道という関係で、それにあわせて私は質問したんですけ



ども、そのときにいろんな東員町は今オーバレイかけて舗装やっているけど、

最終的にあの下の南の交差点まで桑名市との協議がなされているのかとい

う話をした中において、今回、先程から出ていますその東員病院の東側の

山林の開発が上がってきて、11 月 29 日に開発申請許可が下りたということ

で、これからはいろんな工事が輻そうするわけでございますが、以下ちょっと

４点ほど私質問しますので、それに対して答えていただきたいと思います。 

 まず、皆さん方にお手元に配りました、この計画案に基づいて質問をさせ

ていただきます。 

まず、この今、東員病院の前を走ってます町道穴太弁天山２号線という町道名

の工事について、質問をさせていただきます。まず１点目ですけど、現在、昨

年と今年にもとづいて団地の入口から交差点へ向けて２回ほど工事が行われ

ました。その延長はお手元に配ってあります図面でいきますと、 385ｍが終わ

っております。そこで１番目の問題ですけども、東員町として当初はこの開発

がなかったものだから、桑名市との境界までを計画に入れられたと思います。

当然このままいきますと、この開発工事の道路新設とダブってきます。そのダ

ブりが何ｍかはちょっと計算しないからかりませんけども、まずとにかくダブ

ル。 

 それで、今回２回舗装の打ち替え工事をやられたんですけども、将来この

開発をやる入口が東員病院の福祉ホームというとこあるんですけども、その

東側の下のほうに。そこまで大体舗装がなされておる。まだまだ桑名市まで

の境界までは、まだ 340ｍあるわけですか。それを先行しちゃうと今の道路

構造、道路断面では当然足りなくなってくる。そういうのを無視して今のまま

のオーバレイと言いますか、オーバレイに近い工事ですけども、それをずっ

とやるのかというのが、まず一点目でございます。 

 それから二点目ですけども、ちょっと説明が悪い面があるんですけども、今

のままでいきますと、開発工事の道路と今、町が継続していく道路がダブっ

てくる。もし東員町が先行して今の桑名市境までやった場合に、この開発工

事の道路をやるために、これを壊さなくちゃならないという、非常に大きなロ

ス工事が出ます。その辺の調整を今後どうするのかというのが、２点目でご

ざいます。 

 それで、現在 380ｍほど施工されている、東員町が施工した部分、これ現

在歩道が設置されておりません。私どもは歩道設置してくださいよと要望し

ているにもかかわらず、この歩道が今なされてない。当然、今のまま町の工

事が先行すれば、ずっと歩道は設置されない。そういう歩道の設置計画ある

のか。この裏の２枚目の図面を見ますと、今度開発する工事の断面は、全

幅は９ｍで２ｍの歩道が付くようになっております。これは開発工事に伴う道



路断面ですけども、これにあわせてやはり団地の入口までこの断面は確保

すべきだ。そのためにはやはり２ｍの歩道も必要ですよと、そういう歩道の

計画を今やってないけども、その歩道計画はあるのかというのが３点目でご

ざいます。 

 それから４点目ですけども、当然、これが東員町の地内であれば、何ら問

題ないわけですけども、桑名市と共有と言いますか、桑名市との協議が当

然出てくるわけでございます。この申請に関しては多分桑名市は入らなくて、

もし間違ったらごめんなさい。東員町が開発申請のほうをお手伝いして、桑

名市はほとんど入ってないんじゃないかと思いますね。当然、個々に桑名市

との協議がこれからいろいろ出てくるだろうと思います。 

 それで先の同僚議員が質問しましたように、これは仮称になってますけど

も、当然事前申請という形ですから、本当の図面に色を塗ってこうしますよと

いうのが事前申請で、それが許可されたのが 11 月 29 日ですよね。そういう

ことはこれから詳細設計に入って、そして初めて本設計、それで本申請とい

う形になってきて工事にかかっていくわけでございます。当然、ここを開発す

るときに、ちょっと話がズレていきますけども、当然水の問題があるわけです。

水をどこに持っていくかとなってきますと、当然、今の弁天川かどっかへ流さ

ないと嘉例川ですから、あそこへ流すというのはとてもじゃないけど構造上

できないという、いろんな問題があるわけですね。 

 で、私が今回質問したのは東員町が現在押し進めています町道の改良工

事、これと開発工事でやろうという工事がダブってくる。その辺のダブりを今

後どういうような対応するかと、対策を取っていくかというのが今言いました

１、２、３の４点でございます。それに関して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  登壇） 

 ○建設部長（太田利孝君） ご質問の町道穴太弁天山２号線につきまして、お答え

をいたします。 

 この質問の道路は町道穴太弁天山２号線と、城山地区からの町道城山幹

線１号線との交差点から東員病院を経て、桑名市の県道桑名東員線との交

差点までの行政界を挟む道路で、地形的にカーブや坂道があり、また笹尾、

城山地区への進入路でもあることから交通量も多く、保護者にとっては歩道

がないため、安全に通行できない道路でもあります。 



 そこで、このような道路状況から平成 17 年 12 月議会には、川杉議長から

歩道の設置要望の一般質問をいただき、平成 18 年度に城山地区への進入

路から桑名市との行政界までの間の歩道設置にかかる用地測量と概略設

計をすでに済ませております。 

 また、この道路沿いには平成 18 年度に入り、東員病院東側の民有地に民

間による工業団地の開発計画が持ち上がり、本年度には県への開発許可

申請が提出され、先般その許可がなされたところでございます。今後はこの

開発計画に沿った具体的な施行計画等が示され、造成工事等が進められ

るものと思っております。 

 それでは一つ目の道路の打ち替え工事の完了予定年度の時期につきまし

ては、交通量等の影響により道路面の損傷が激しいため、城山地区進入路

との交差点を起点に、桑名市との行政界までの約 730ｍ間の舗装補修を計

画的に行うよう、平成18年度から工事を進め、先般施工しました本年度分も

含め、約 390ｍ間が完成しております。 

  残り桑名市との行政界までの約 340ｍ間は、先に述べさせていただきまし

た開発計画では、町道の一部を改良する計画でございますので、その工事

に整合させて施工する考えでおります。 

なお、完了予定時期につきましては、開発にかかる具体的な工事等がまだ

示されておりませんので、現時点では申し上げられませんが、早期に施工さ

れるよう指導してまいりたいと考えております。 

 次に、開発計画と関連した道路新設計画と町道計画の一体化につきまし

ては、開発区域内への取り付け道路は町道の東側にある福祉ホーム入口

の南側付近に町道との交差点を設け、東側方向に新たに道路が建設され、

そしてその交差点から桑名市の県道桑名東員線までの現在の町道と、桑名

市道については先に述べました協議の中で、西側に幅員２ｍの歩道を新設

し、全幅９ｍの道路に改良する計画としております。 

 次に、歩道の設置計画につきましては、18 年度に行いました概略設計に

あわせた計画で開発区域の進入路交差点付近から、桑名市の県道東員線

までの間は開発計画の中で整備を行い、残りの城山地区進入路までは開

発行為にあわせて進めてまいりたいと考えております。 

 次に、桑名市との協議の進捗状況につきましては、先に述べましたように

桑名市と開発行為に伴う道路等の公共施設にかかる協議を行い、桑名市

の了承もいただいております。よろしくご理解賜りますようお願い申し上げま

す。 

 ○議長（川杉美津江君） 藤田興一議員。 



 ○３番（藤田興一君） まとめて結論を言わさせてもらいますと、最終的にはこ

の渡しました２枚の２ページ目の標準断面図とありますね。要するに全幅員９ｍ、

そのうち２ｍの道路で団地の入口からその一番南に下った交差点まで、この断

面でいくということでございますか、もう一度答弁願います。 

 ○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） そのとおりでございます。町もそれに開発とあわせ

て順次町の部分も進めていくことでございます。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） この今、東員町がやった部分の道路構図は別に僕はこ

れでいいと思うんですけど、当然、この開発工事やるときに工事車両とかいろい

ろなものが入って、現状の道路で、ずっとやって最後に舗装の打ち替えやるのか、

その辺はしっかりと開発業者と協議していただきたいと思います。 

 というのは、先に今の道路の東員町がやりましたね、この約 380ｍですか

90ｍ、そのままでいってそれを利用するということになってくると必ず亀裂破

損しますんで、やるなら今回予算を止めて、そして次の工事が終わったとき

に、最終仕上げで町道にしていただきたいというふうに、開発業者としっかり

やっていただきたい。でないと、今の断面ではとてももたない。 

 それともう一つ、無理なお願いかと思いますけども、この桑名市道の 200

ｍ、これ町道にできないんですか。これなぜかと言いますと、これ道路、上か

ら来たときの雨水、それから交差点に溜まる泥、落ち葉、それから詰まって

いる。これはすごい道路の状況としてはあまり感心しない。これ非常に難し

い面かも知れませんけども、どうせここまでやるんなら、この開発工事にあ

わせて、この桑名市の市道六把野線、この 200ｍを東員町にしていただけ

れば、スムーズな道路形態になるんではないかと思います。これは要望とし

てお願いしておきます。 

  それともう一つ、これ開発工事をやるにあたって近々かかれると思います

けども、必ずこの工事やる前には住民、地域へのアピール、説明会等やって

いただきたいと思っておりますんで、その辺もあわせて要望としてお願いして

おきます。 

 以上、３点にわたり私の質問を終わらさせていただきます。どうもありがとうございまし

た。 


