
○議長（三宅耕三君） 日程第１「一般質問」を行います。 

 順番に発言を許します。 

 ２番 木村宗朝議員。 

              （２番  木村宗朝君  登壇） 

 ○２番（木村宗朝君） 今回は環境について、副町長制について、総合体育館駐車場に

ついての三点質問いたします。 

 まず、一点目は環境についてでありますが、連合三重では環境政策として何点かに

わたり具体的な取り組みをしておりますが、その中から温室効果ガス削減義務達成の

ための実効性ある温暖化防止対策の推進と、ごみゼロプランについて生活福祉部長

に質問いたします。 

 温室効果ガス削減の質問は、省エネルギーについてということで、17 年３月に質問

いたしましたが、その中で町として地球温暖化防止計画実行計画を策定しているので、

それに則って推進していくという趣旨であったかと思います。そのときに省エネ診断を

実施したらどうかと提案もいたしました。また、前回の定例会で生活福祉部長から今

年度ごみ問題に真剣に取り組むとの方針を伺いましたし、５月 20 日にごみゼロプラン

策定町民会議の皆さんが、ごみ減量のための活動を発表されたところであります。 

 そこで質問でありますが、温暖化防止実行計画目標の達成に向けた取り組みの中

で、実際に進んだものは何か。環境省の「エコアクション 21」の検討も含め、昨年度更

新審査を終えたＩＳＯ14001 を今後も継続していくのかどうか。また今年度ごみの減量

と資源リサイクルの推進を今後どのように進めるのかをお聞かせいただきたいと思い

ます。 

  

 ○議長（三宅耕三君） 松下忠生活福祉部長。 

             （生活福祉部長  松下忠君 登壇） 

 ○生活福祉部長（松下 忠君） おはようございます。 

 まず、地球温暖化防止実行計画などをどのように進めるかとのご質問に、お答えを

させていただきます。地球温暖化防止実行計画につきましては、平成 14 年度に計画

策定し、平成 17 年度を目標に公共施設、車両等温室効果ガスの排出削減を図ってま

いりました。さらには平成 17 年度の実績に基づき平成 22 年度を目標に削減を目指し

たいと考えております。 

 ご指摘のありました省エネ診断につきましては、具体的な取り組みは行っておりませ

んが、新たな実行計画を作成するにあたり、数値目標を設定させていただきたいと考



えております。あわせてＩＳＯの環境マネジメントにおきましても、平成17年度に更新審

査を行っており、従来の環境負荷削減重視から、環境に影響を及ぼさない施策が加

えられることとなりました。その意味で地球温暖化防止実行計画においてもＩＳＯ同様

にコミュニティバスの監視項目や、ノーカーデーの取り組みなどを新たに追加し、実施

させていただいておりますので、よろしくご理解のほどお願い申し上げます。 

 またＩＳＯ14001 の今後の動向につきましては、昨年全国の導入自治体の４分の１が、

次の更新審査は受けない。もしくは自己宣言として検討中とあり、本町といたしまして

もＩＳＯの意識が浸透し、そのシステムが確立されれば自己宣言することもやぶさかで

はありませんし、ＩＳＯ14001 のみならず、環境省の「エコアクション 21」への移行をは

じめ、独自のマネジメントシステムの構築といったことも考えられますので、費用対効

果なども十分に考慮してまいりたいと思いますので、ご理解のほどよろしくお願いいた

します。 

 続きまして、ごみゼロプランをどのように進めるかのご質問に、お答えさせていただ

きます。 

 近年、増えつつあるごみの排出量をいかに減らすかを目的に、昨年、東員町ごみゼ

ロプラン策定町民会議において今後の方向性を示すべく、「私たちで創るごみゼロ社

会」が作成され、去る５月 20 日にその発表会が開催されたことはご承知のとおりであ

ります。これによりますと、 

行政がやるべきこと、住民の皆様が心がけていただくこと、いわゆる協働といった形で

リデュース、リユース、リサイクルを進めることとされています。 

 さらにこの提言を受け実行するために、ごみゼロプラン推進委員会を設置させてい

ただいているところであります。町としましてはごみゼロプランに積極的に取り組むた

め、公募によるごみゼロプラン推進委員会を中心に、住民の皆様のご意見を賜りなが

ら、協働によるごみの排出量の削減、資源ごみの分別、リサイクルの推進により、ご

み処理に関するコストの削減などを行い、最終的には地球温暖化防止となるシステム

を構築してまいりたいと考えておりますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。 

  

 ○議長（三宅耕三君） 木村宗朝議員。 

 ○２番（木村宗朝君） 温暖化対策については何点か具体的にあげていただきましたが、

なかなか数字としては進まないのが現状だと思います。今後とも地道に努力をしてい

ただきたいと思います。温暖化対策については難しいのは私も十分承知をしておりま

すけれども、お願いをしたいと思います。 

 その中で、温暖化防止実行計画に書かれております、ごみ問題について少し伺いた

いと思います。先程言われました「私たちが創るごみゼロ社会」という資料が各戸配布

されましたが、こういうのが各戸配布されたと思いますけれども、そこに書かれており



ますごみにかかるコストは年間で３億９千万円から４億円ということで、一人当たり約１

万５千円かかっていると、その内訳は管理費用が 44％、処理費用が 42％、収集運搬

費用が 14％ということで、この三つのうちの住民の力で削減が可能なものは、処理費

用の 42％と収集運搬費用の 14％であると書かれております。そしてその具体的な取

り組みはごみゼロ推進委員会で検討して実行していくということが書かれております

けれども、ここで必要なことはごみゼロ推進委員会で検討して実行していくということも

必要でしょうけれども、まず行政がごみ問題についてですね、こういうふうにするんだ

という政策というか、方針というか、まず明確にするべきではないかと思うんでありま

すけれども、このことについて部長はどう思われるでしょうか。 

  

 ○議長（三宅耕三君） 松下忠生活福祉部長。 

 ○性格福祉部長（松下  忠君） ここにも「私たちで創るごみゼロ社会」という各戸配布の

中に 

も書かせていただいておりますけれども、行政が何をするのであるか、住民は何をす

るのであるかということが書かれてございます。行政のすることはここにいろいろと列

記されておりますけども、基本的には町がごみを減らすためには、こうしてくださいよと

いう一番大事なとこは住民に対するＰＲ、この推進委員会の中で出てきた意見などを

集約して、それを住民さんに伝えること、それが一番の仕事だと考えておりますので、

よろしくお願いいたしたいと思います。 

  

 ○議長（三宅耕三君） 木村宗朝議員。 

 ○２番（木村宗朝君） 例えば資源ごみの拠点回収のことですけども、やってもらっている

自治会とそうでない自治会が今あると思いますが、やってもらってない自治会は町が

言ってないのになぜやるんだということになると思うんです。だからこういう方針だから

やってくださいということでいいのではないかと思うんですが、できたらやってもらえま

せんかという言い方ではなかなか進まないのではないかと思います。これがすべてそ

ういうふうにならないと、費用というのは削減できないのではないかと思いますが、だ

から、まず行政がごみ問題についての政策方針というのを明らかにするべきだという

ふうに思うですけども、曖昧にして推進委員会で上がってきたからやってくださいという

言い方で、本当に説得力があるのかどうかと思っておりますが、だから町がきちっと言

ってくださいということですけど、どう思われるでしょうか。 

  



 ○議長（三宅耕三君） 松下忠生活福祉部長。 

 ○生活福祉部長（松下  忠君） お答えさせていただきます。 

 分別収集した資源ごみの拠点収集の関係でございますけども、この件につきまして

はやはりこちらからやってください、お願いしますやってくださいというところまでですね、

あとそれを強制的になかなか行政がやれるものではございませんので、当然これは

住民さんの協力が必要なものでございますから、やってくださいお願いしますというこ

とで、自治会長さんをはじめですね、住民の方にご理解をいただいてからやはり実施

をしていく、それが基本でございますし、それからいろんなごみの分別の方法でござい

ますけども、これもやってくださいお願いしますというところぐらいまでしか、私どもは入

れません。罰則規定もございませんし、お願いするしかございませんので、もとの基本

的なそのごみ削減、地球温暖化防止、そういうものを一番初めに理解していただいて、

それを基に住民の方が行動していただく、その行動していただくのに移っていくための

やはりＰＲ、それがやはり行政の責任やということを思ってますので、住民の協力なく

しては進まない事業だと思っておりますので、啓発ＰＲにつきましては今後も続けてい

きたいと思いますので、よろしくお願いします。 

  

 ○議長（三宅耕三君） 木村宗朝議員。 

 ○２番（木村宗朝君） もう一つＰＲのことについてお伺いしますけども、容器包装リサイク

ル法がこの４月に改正されたと思いますけれども、これに伴ってか、あるいはプラスチ

ックの処理方法が変わるということに聞いてますけれども、今のやり方がガラッと変わ

るということは聞いてますけど、そういうこともきちっとＰＲしてもらいたいと思います。現

在こういうことを、やってます。今度からこういうふうになりますということを、きちっと言

っていただきたいと思うんですけども、プラスチックの処理方法について、一度どのよう

になるのかを説明願いたいと思います。 

 ○議長（三宅耕三君） 松下忠生活福祉部長。 

 ○生活福祉部長（松下  忠君） お答えをさせていただきます。 

 容器リサイクル法の施行に伴いますプラスチックのごみの収集でございますけれど

も、現在、広域の清掃組合ではですね、以前の焼却炉を解体しております。そのあと

にですね、プラスチック圧縮梱包施設を建てる予定でございます。その施設は平成 20

年 10 月、来年の 10 月に完成する予定でございます。その完成を待たずにですね、そ



の組合のほうではできたらこう４月ごろからですね、そのプラスチックの分別について

施行していきたいんだというような方向だと聞いております。 

 それからその分別の内容について、今現在検討中でございますけれども、基本的に

は容器、いろんなものを包んである容器、それから包装してあるもののプラスチック、

その容器プラスチック類を分別するんだということで、それ以外のプラスチックの製品

でございますね、いろいろおもちゃやら、例えば文房具の中にあります下敷きとか、そ

んなプラスチック類についてはそれ以外のものというふうに分けるように聞いておりま

す。 

 これにつきましても４月までにですね、また住民の方にこんな形、こんなものはこうし

てください。こんなものはこうしてくださいというＰＲは広報、それからプラムチャンネル

を通じてですね、住民の方に施行に先駆けてＰＲを考えておりますので、よろしくご理

解のほどお願いしたいと思います。 

  

 ○議長（三宅耕三君） 木村宗朝議員。 

 ○２番（木村宗朝君） 次に資料の中に書いてあります可燃ごみの現状と問題点というと

ころに書いてありますことですけれども、可燃ごみ組成分調査の結果、生ごみが可燃

ごみの 52.9％であると書いてあります。そこで素人の考えですけれども、可燃ごみに生

ごみを入れないことを考えたらどうかと思うんでありますけれども、どうしても生ごみが

水気を含んだ生ごみが入ると、これ重量によって算定されるということですのでどうし

ても重たくなると、その生ごみをその可燃ごみからすべて入れないという方法を取った

らどうか思うんでありますけれども、例えば家庭用生ごみ処理機というのがありますけ

れど、現在２万円補助されていると思いますけれども、それをもう少し上げてですね、

現在この生ごみ処理機というのは大体７万円ぐらいかかると聞いておりますけれど、２

万円を例えば５万円に上げるとかして、生ごみを可燃ごみに入れないとしたらどうかと

思うんですけど、それを３年から５年かけていろいろとメニューをつくってコンポストもい

いでしょうし、今言ったその５万円補助出してもらって生ごみ処理機を各家庭に置いて

出さないという方法もいいでしょうし、いろんなメニューの中から自分が選べるようにし

て、生ごみをのパッカー車がこの町で走らないというふうにしたらいいのではないかと

思うんですが、この考えについてはどう思われるでしょうか。 

  

 ○議長（三宅耕三君） 松下忠生活福祉部長。 

 ○生活福祉部長（松下  忠君） お答えをさせていただきます。 



 生ごみの中には現在も資源ごみとしてリサイクルできるものも多分に入っております。

まずはその生ごみの中から資源ごみであるとか、そんなものをまずは分別していただ

く、それからもう一つは生ごみの中の成分を調べますと水分が 80％ほどあるそうです。

やはりこの 80％の水分を例えば２％少なくすれば重量も２％減ってきます。やはりたと

え少しでも水切り期間を長くしていただいて、重量を減らす方法をも私どもも一つはＰ

Ｒしていかなければいけないと思っております。 

 それからもう一つ、生ごみにつきましては生ごみをリサイクルする施設がいろいろな

方法であります。今それもリサイクルセンターの横でもやっておりますけども、生ごみ

をその堆肥化するという事業これもございますので、そちらのほうのＰＲもこれからもさ

せていただきたいと思いますし、それから生ごみ処理機でございますが、現在限度額

２万円で２分の１の補助でやっておりますが、これもこのごろは２台目、もう古くなって

３年も４年も使っているから古くなって２台目という方もございます。ございますけども、

この２万円を５万円にということにつきましては、私一存ではいきませんので、これは

検討材料にさせていただきたいと思いますので、よろしくご理解のほどお願いいたしま

す。 

  

 ○議長（三宅耕三君） 木村宗朝議員。 

 ○２番（木村宗朝君） この生ごみ処理機が家庭にあればいいんでしょうけども、そういう

施設にあってもそこへわざわざ持っていくということはしないと思いますね。だから各家

庭にあったらいいのではないかと思います。一時的にはお金がかかることですけども、

年間のコストが４億円もかかっておるということを考えれば、一時的であってもそういう

生ごみ処理機を各家庭に置いてもらうというのは、いい方法ではないかなと思います

が、これはなかなかすぐにはいかない話でしょうけど、一度検討をお願いをしたいと思

います。 

 それで九州の宮崎市はですね、１市３町合併してできた町ですけれども、６つの九州

一のということを目指しまして、健康福祉都市づくり、九州一のボランティア都市づくり、

九州一の教育創造都市づくり、九州一の環境都市づくり、九州一の景観都市づくり、

九州一の子育てサポート都市づくり、この六つを目指しているそうでありますけれども、

この中で東員町がやっていることもいくつかありますけれども、今日のテーマの環境で

言うなら、三重県一の環境の町として、東員町が宣言をして今の生ごみの処理の方法

もそうですけれども、宣言してやったらどうかと思います。 

 それでＩＳＯをやめるということも一つの方法だということでしたけれども、これはなか

なか歯止めがなくなると思いますので、ＩＳＯかエコアクション 21 がいいのではないか

なと思います。ＩＳＯはどちらかと言うとちょっと高めですので、エコアクション 21 にして

きちっと取り組んだらどうかなというふうに思います。エコアクション 21 に取り組むメリ



ットとしては、環境にやさしいまちづくりのシンボルになる。職員の意識向上につなが

る。環境活動を通じてコスト削減も実現できる。中小企業でも容易に取り組める。認証

登録のためのコストが安価である。中間審査でアドバイスがあるといったことが上げら

れると思います。だからエコアクション 21 にして歯止めをかけて、三重県一の環境の

まちとして宣言してはどうかと思いますが、部長はどう思われるでしょうか。 

  

 ○議長（三宅耕三君） 松下忠生活福祉部長。 

 ○生活福祉部長（松下  忠君） 先程言われました九州一のまち、先程言われたすべて

三重県一の町になったらいいかなというふうに思いますが、とりわけ私のほうの管轄と

しましては、やっぱり三重県一の環境のまちづくり、これを目指したいというふうには考

えております。 

 それからＩＳＯにつきましては、ＩＳＯ、それからエコアクション 21、エコアクション 21 の

移行も視野に入れながらですね、まだ今から２年間実践をしながら、その方向性はこ

れから考えて結論を出していきたいと考えておりますので、よろしくお願いをいたしま

す。 

  

 ○議長（三宅耕三君） 木村宗朝議員。 

 ○２番（木村宗朝君） それでは二つ目の質問にいきます。 

 副町長制についてであります。本年３月の定例会において地方自治法の一部が改

正されたことにより、町長を支えるトップマネジメント機能の見直しを図り、その役割を

適切に表す名称として、助役から副町長に改められましたが、名称だけの変更では機

能が変わらなければ意味がありません。それに伴って職務権限をどのように移行した

かが重要であると思います。その点、新しい任期になって副町長の権限、あるいは業

務をどのようにしたか、またどのようにしていこうとしているのかを、町長にお伺いをい

たします。 

  

 ○議長（三宅耕三君） 佐藤均町長。 

              （町長  佐藤  均君  登壇） 

 ○町長（佐藤 均君） 改めましておはようございます。 



 副町長制についてのご質問にお答えをいたします。 

 副町長の制度は本年４月１日に施行されました。地方自治法の一部を改正する法

律によるものでございます。その内容を申し上げますと、従前の「助役」に代えて「副

市町村長」を置くこととされ、副市町村長の職務を規定した第 167 条において、「普通

地方公共団体の長の命を受け、政策及び企画をつかさどること」、及び「普通地方公

共団体の長の権限に属する事務の一部においてその委任を受け、その事務を執行す

ること」が新たに規定されたことによりまして、助役に比べ副市町村長の権限が強化さ

れたものであります。 

 この改正の目的は、地方公共団体の所管する行政分野や事務事業は大幅に拡大

をしており、また地方分権改革により、地方公共団体の役割と責任が広がっているこ

とから、組織運営面における自主性、自立性の一層の拡大を図りながら、そのマネジ

メント機能の強化を図ることとされております。また、副町長に町長の職務権限に属す

る事務の一部を委任する場合の手続きといたしましては、市町村長は直ちにその旨を

告示しなければならないものとされております。 

 さてご質問の、私から副町長への事務の委任につきましては、４月に町民の皆様か

ら２期目の付託をいただき選挙で訴えさせていただきました公約を果たすべく、日々

邁進いたしている今日でありまして、現在のところ委任した事務はございません。しか

しながら、地方分権のさらなる進展によりまして、今後複雑多岐にわたる政策判断や、

公約であります元気なまちづくりのために多方面へのトップセールスが必要になってく

ることも予想されますので、先進事例などを調査、研究するとともに関係周辺自治体と

は共有事務もございますので、その動向にも注視しながら、十分に検討してまいりた

いと考えておりますので、よろしくご理解賜りますようお願いを申し上げます。 

  

 ○議長（三宅耕三君） 木村宗朝議員。 

 ○２番（木村宗朝君） 今のところ移行しておらんということでありますけども、町長の公

約をきちっと実行していくためには、町長一人では当然できない話だろうと思いますの

で、これを任せられるところはきちっと任せて、今言われたトップセールスをやっていた

だきたいなと思います。中の問題をきちっと副町長に任せて、前にも言いましたけども

グループをつくって副町長を先頭に内部での意識改革というか、改革をどんどんやっ

てもらいたいなと思います。そのためにこの質問をしたわけでありますけど、現在東員

町では財政は健全であるということは十分理解をしておりますけども、こういうときこそ、

そういう意識改革をしてやって、内部での改革もやるということが重要であると思いま

す。 

 財政の健全はこの資料によりますと、2007 年３月 10 日のダイヤモンドという資料が

ありますけども、その資料によると倒産危険度というのが載ってまして、全国の 1821



自治体のうちのランクが 1821 番まで載っておるんですけども、東員町はどこに位置す

るかというと 1821 のうちの 1737 でありまして、これは危険度のランクですので一番が

夕張市ではなくて夕張は２番でしたが、そういうことですので 1737 ということは、1821

のうちの下から数えて85番目のランクだということで、ものすごくいい数字であります。 

 ちなみに隣の川越町は全国で三番の 1819 番ということであります。それほど東員町

は健全な財政であるということが言えると思いますけれども、こういうときこそ今言った

改革が必要であると思っております。ですから町長が公約を掲げたことをすべて自分

でやるのではなくて、外へどんどんトップセールスをすると同時に、中は副町長に任せ

るべきだと思いますが、もう一度町長のお考えをお聞かせいただきたいと思います。 

  

 ○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。 

 先程木村議員からのご意見、私も十分承知をしておりますし、そうすべきだと思って

おります。もともとこの県も、もともと県は副知事と言うてましたけど、合併で市町村が

副市長とか、副町長とかとなるわけなんですが、地方分権という中から出てきたと思

います。どんどんとこれからですね、事務の移譲が始まろうとしています。今、道州制

もそうですし、任期、多選禁止、これもそういうとこからですね、知事とか市長に権限が

非常に集中していると、こんなことでいろいろの不祥事があるということでですね、権

限をそういう副町長とか、副知事に下ろして健全な自治体をつくっていこうと、あまりに

も権限が集中するていうことは良くないということからの発想だと聞いております。 

 そんなことでですね、仮に東員町であれば企業誘致の部分とか、いろいろ契約の関

係、業者の指名の関係ですね、そういうことからいろいろな不祥事も出ておりますので、

そういう部分をですね、副町長さんにていう今、私の頭の中では思っております。十分

これからですね、研究をさせていただきます。前向きに取り組まさせていただきますの

で、どうぞよろしくお願いをしたいと思います。 

  

 ○議長（三宅耕三君） 木村宗朝議員。 

 ○２番（木村宗朝君） ３点目の質問にいきます。 

 総合体育館駐車場の駐車スペース拡大について質問いたします。 

 総合文化センターひばりホールで催しものがあると、体育館の駐車場を利用しても

現在のスペースでは足りない状況であります。体育館での大会が重なるとなおさらで



あります。以前に総合文化センターの駐車場を広げるのに、図書館南側の芝生広場

を駐車場にする意向があるように伺っておりますが、私が思うには芝生広場を駐車場

にするよりは、まず体育館の駐車場のスペースを広げるべきではないかと考えます。

無駄なスペースをつくるということは家を建てるときにも重要な要素ではあるとは思い

ますが、そういったことが言っていられないほど慢性的に満車になる状況であります。 

 そこで、体育館と駐車場の間の道路や、現在樹木が植えられているスペース、モニ

ュメントがあるスペース、商工会館の駐車場も含めて一体的に見直し、駐車場を拡大

してはと考えますが、総務部長はどのようにお考えでしょうか。 

  

 ○議長（三宅耕三君） 近藤洋総務部長。 

             （総務部長  近藤  洋君  登壇） 

 ○総務部長（近藤 洋君） ただいまの木村議員からの総合体育館前の駐車場について

のご質問に、お答えをいたします。 

 現在、利用をいただいております駐車場は、総合体育館と商工会館前の駐車場で

は約 100 台、役場庁舎南側、保健福祉センターの北側、総合文化センターの駐車場

を含めますと、約合計で 390 台程度の収容数となっております。総合体育館での大

会や催しものでの使用の場合は、総合文化センターの駐車場や保健福祉センターの

北側の駐車場もあわせてご利用をいただいておるところでございます。 

 規模の大きな大会では駐車場の数が不足することもある状況でございますが、駐車

場の拡大につきましては樹木やモニュメントを取り除くことという、先程のご提案でござ

いますけども、それにつきましては極力避けたいとは考えておりますが、今後公共施

設を一体利用の観点から検討をさせていただきたいと考えておりますので、よろしくご

理解のほどお願いを申し上げます。以上でございます。 

  

 ○議長（三宅耕三君） 木村宗朝議員。 

 ○２番（木村宗朝君） 体育館の北側の駐車場が無駄なスペースがあるというのは、特に

思うのは、あの体育館とその体育館のすぐ北の玄関のすぐ北のあの道路、二車線の

道路ですね。あれは無駄ではないかなと思っておるんですけど、あれを駐車場になぜ

しなかったのか、あの横には歩道があって、十分あそこは駐車スペースになるところを

道路にして、道路といっても東の道路に出れるわけでもなく、無駄なスペースかなと思

いますが、モニュメントもあそこにいる人はほとんどおりませんし、かなりのスペースが

取ってあるということで、あの道路とモニュメント、それから真ん中にある樹木はあるに

越したことはないですけれども、あれをすべて撤去すると倍のスペースになるとみてお



るんですけど、余裕があるときはああいう形でもいいんでしょうけど、昨日も会議があり

まして、もう満車で会議がどうしても 10 分ぐらい遅れるということもあったりして、昨日も

満車でした。だからあのスペースを倍の広さに拡大するということはお金もかかるでし

ょうけど、無駄なスペースを省いていただきたいなと思うんですが、どうでしょうか。 

  

 ○議長（三宅耕三君） 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。 

 駐車場の件につきましては、以前からいろいろご指摘をいただいているところでござ

います。 

体育館の北側の道路、それからモニュメント、その木の関係、そういったところでござ

いますけれど、先程ご答弁させていただきましたとおり、極力は避けたいという形では

思っておりますけれど、現状も現状ということでございますので、公共施設一体的な観

点から今後検討させていただくということで、ご了承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） 木村宗朝議員。 

 ○２番（木村宗朝君） もう一つ、文化センターの駐車場のスペースについてですけど、あ

の芝生広場を狭くして、あそこを駐車場にするというような意見も出されたと思います

けれども、あの文化センターの北側の玄関の前の東、あそこのスペースがもったいな

いような気がするんですが、あそこには池があって舞台のようなものがつくってありま

すけれども、あの横は道路であそこを舞台にして演奏をするとか、そういうことはまず

やってないと思うんですね。景観を考えるとあそこをずっと木があって文化センターとし

ての趣というか、そういうことを考えてああいうことになっておるんでしょうけど、あの北

側の東のスペースを駐車場にする、このことも一度検討したらどうかと思うんですけど、

総務部長か教育長か一度お答えをいただきたいと思います。 

  

 ○議長（三宅耕三君） 近藤洋総務部長。 

 ○総務部長（近藤 洋君） ただいま文化センターの北側の部分のということで、ご質問

いただいたわけでございますけれど、総合的にはそういったことも視野に入れさせてい

ただくということで考えさせていただくといたしましても、ただ現実、信号機がその東側

にありますので、そういった面と、先程木村議員が言われました総合文化センター全



体の景観と言うんですか、そういったこともありますので、慎重に考えていきたいと思

いますので、よろしくお願いを申し上げます。 

  

 ○議長（三宅耕三君） 木村宗朝議員。 

 ○２番（木村宗朝君） あそこを全部木もとって外から見えるような形で駐車場にしたらど

うかと言うておるのではなくて、あの木は残しながら、あの中を駐車場にしたらどうかと

言うておりますので、その点も一度検討をいただきたいと思います。 

 終わります。 

 


