
○議長（川杉美津江君） ２番  木村宗朝議員。 

              （２番  木村宗朝君  登壇） 

 ○２番（木村宗朝君） ２月に議員の選挙がありますので、ここで一般質問がで

きるのは今回が最後になるかわかりません。そういう意味で過去 15 回一般

質問をした中で、どのように検討が進んでいるのか。あるいはもう一度確認

したいテーマを取り上げましたので、答弁をよろしくお願いいたします。 

 ２つに分けて質問いたします。１つ目は、中部公園について町長に５点伺

います。 

 １点目、パークゴルフ場の運営は今後も土木課がするのですか。スポーツ

施設と一体的に運営をするべきではと思いますが、現在のお考えをお聞か

せいただきたいと思います。 

 ２点目、パークゴルフ場を公認コースにはできませんか。公認コースにする

ことによって、さらに利用が増え、税収増になると思いますが、どうでしょう

か。 

 ３点目、以前に売店をつくるといった答弁がありましたが、その後どうなりま

したか。私は新しくつくらなくても管理棟を利用したらいいと思いますが、現

在の管理棟以外で検討するということでありました。検討結果をお聞きしま

す。 

 ４点目、野外ステージをつくることは今後も無理ですか。この件は河川法に

抵触するので難しいとの答弁であったかと思います。 

 ５点目、宿泊施設をつくる計画はどうでしょうか。スポーツ施設管理との関

係でここで質問をいたします。大変難しいのはわかっていますが、進みませ

んでしょうか。 

 以上、５点について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  登壇） 

 ○町長（佐藤 均君） ご質問の過去の一般質問の確認についてのお尋ねに、

お答えをさせていただきます。 

 まず、一つ目のパークゴルフ場の運営は、今後も土木課で行うのかにつき

ましては、町内の笹尾中央公園、山田溜公園などと同様に、中部公園につ

きましても維持管理は建設部土木課が所管をしております。今後も引き続き

パークゴルフ場の運営も含めまして、中部公園の管理は建設部土木課で行

ってまいりたいと考えております。 



 次に、パークゴルフ場を公認コースにできないかということにつきましては、

公認コース等へのご要望等は以前からお聞きしており、なかでもパークゴル

フ場をほとんど毎日のように楽しまれている方などからも望むお話もいただ

いております。公認コースにするにつきましては、プレーやゴルフ場のレベル

アップにもつながるだけでなく、今後の利用増を図るうえでも有効な手段の

一つであると考えておりますので、公認取得に向けた手続きなどを現在進め

ております。 

 次に、中部公園に売店をつくることにつきましては、現在までに出店場所、

運営方法等について、ほかの施設の状況や民間団体などの意見もお聞き

するなど検討してまいりましたが、結論が出るまでには至っておりません。そ

こで、当初からすべてが確立された店舗を設けるのではなく、経営面や消費

動向等の調査も行うアンテナショップや模擬店などの会員店舗等も視野に

入れ、引き続き検討を行ってまいります。 

 次に、中部公園に野外ステージをつくることにつきましては、中部公園に野

外ステージなどを設置する場合、設置場所などによりましては、河川法等の

規制によりまして設置が困難な部分がございます。また施設を設置した場合

の利活用が十分にできるか、また費用対効果等も考えますと、現時点では

大変困難であると考えております。 

 次に、宿泊施設をつくる計画につきましては、スポーツ公園の施設を企業

や大学等に利用していただくためには、合宿などに必要な宿泊施設も整って

いれば、さらに魅力的な施設になるものと考えております。そこで、まずスポ

ーツ公園の施設の利用促進を図るために、近隣の四日市市、桑名市、いな

べ市の企業や大学を９月上旬に訪問させていただきまして、これら施設のＰ

Ｒ活動を行いました。 

 しかし、それぞれが立地する自治体にもスポーツ関連施設も整備されてお

りますことから、その施設を利用せずに本町へお越しいただくことは大変難

しい状況であるとお聞きをしてまいりました。今後も施設の利用促進が図ら

れるよう、機会あるごとにＰＲ活動を行ってまいりたい、そんな考えでおりま

すので、よろしくご理解賜りますようにお願いを申し上げます。 

 ○議長（川杉美津江君） 木村宗朝議員。 

 ○２番（木村宗朝君） １点目のパークゴルフ場の運営が今後も土木課というこ

とでございますけれども、もちろん管理は土木課でいいと思うんですが、運営

を違うところでやって、利用促進をもっとするべきではないかと、こういう意味

で言っておるので、ほかの公園と同じようにやるというよりも、管理は土木課

でいいと思うんですけど、もっとパークゴルフ場を使ってくださいというＰＲを



するためには、土木課で本当にいいのかということがあって言ったんですけ

ど、その点に関して町長はどうお考えでしょうか。 

 ○議長（川杉美津江君） 佐藤均町長。 

 ○町長（佐藤 均君） お答えをいたします。 

 パークゴルフ場の運営が、土木課にさせておくとＰＲがしないということみ

たいな格好になるんですけど、そういうことではなしに、土木課でも十分対応

できると思いますので、もっともっとＰＲをするように指示をさせていただきま

す。 

 そして公認コースも以前からお聞きもしております。私ももうずっと前から

原課のほうには言ってきたんですけど、動いておるということで、どうぞご理

解をいただきたいと思います。 

 ○議長（川杉美津江君） 木村宗朝議員。 

 ○２番（木村宗朝君） 公認コースをとっていただけるということで、さらに利用

促進ができると思いますので、税収増のためにもですね、是非土木課でやる

ということであればＰＲをどんどんやっていただいて、例えばテレビに出しても

らうとか、そういうことも公認コースをとりましたので、どんどんお客さん来てく

ださいというＰＲができると思いますので、土木課でというならば土木課でど

んどんやっていただきたいと、そういうふうに思いますので、よろしくお願いし

ます。 

 それから売店の話ですけれど、模擬店舗などをつくってテストケースという

ふうにと言われましたので、私はそのテストを現在の管理棟を使って、新しく

つくるんではなくって管理棟を使ってテストをしたらどうかと思ってますので、

あそこは会議で使ってもいいんでしょうけど、そういう売店というような形でど

んどんテストをしてやったらどうかなというふうに思いますので、その点どう

お考えでしょう。 

 ○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。その点もですね、本当に

前向きに検討をさせてもらいます。公園ばかりやなしに、陸上競技場の利用

の仕方というのですか、実は先だっての日曜日は駅伝大会がございました。

そんな中で今週ですかね、全日本大学のサッカー大会が３日間東員町のこ

の陸上競技場で開かれます。 



 そんな中で、いろいろお話を聞かさせていただいておる中で、全日本です

ので東京等から大学生が東員町へやってまいります。非常にその辺も申し

訳ないんですけど、どこにあるんかわからないと、大学のほうからですね、も

っとこう教えてもらいたいというような情報が来ておるとかね。それからお弁

当を買うとこがないと、困っておると、その弁当どこで売っておるんや、管理

人さんが「コンビニ等を図面を書いてこう教えておるのやけどもな」という話も

聞かさせてもらいました。 

 確かに公園も含んで、陸上競技場等へ来ていただいた方がなかなかお弁

当も買う場所もわからん。場所もなかなか遠いとこからやとわからん。もっと

もっとやっぱりＰＲが非常に東員町は下手、本当に申し訳ないんですけど、

これからそういう全国に発信をする、どこにある、名古屋からどうやって来た

らええか、そんなこと等もですね、もっともっとやっぱり職員も気をつけてです

ね、きちっとやろうとしていただきたい。 

 私は陸上競技場、非常に今年もサテライトというのですか、プロのサッカー

の試合もされました。そのときにも弁当等で非常に難儀されたんですけども、

もう少し商工会等を通じてですね、お昼の弁当の手配というのですか、そん

なこともどうしたらええかということも議論をしながら、売店等も含めてどんな

方法がええんか、これから一生懸命サッカーをもう少し、サッカー場の売り込

みというのですか、今までは陸上競技場とサッカー場というのは協会のほう

がどっちかというと、全国的にははだはだになってますので、併用は駄目と

いうような考え方できたんですけど、東員町の場合はサッカー場をもっと売り

込む、非常にそのサテライトが来たときに大阪のチームが、新しい新名神も

オープンするということで、非常に大阪から近くなった。「東員町のサッカー

場はものすごくええと、他所から比べて」てという情報も得ておりますので、

サッカー場ももっと売り込んでいきたい。そんな思いでおりますので、どうぞ

これからもご指導やら、ご協力をよろしくお願いを申し上げたいと思います。 

 以上でございます。 

 ○議長（川杉美津江君） 木村宗朝議員。 

 ○２番（木村宗朝君） 今の売店の話はそのイベントがあるときに、何もそのイ

ベントがないときには、なかなか売れませんけれども、サッカーをしたり陸上

競技を使ったり、そういうイベントがあるときは、多分そういう困る人があって

弁当なんかも売れると思いますので、そういうことも考えて、是非とも売店を

テストでもいいのですので、早くお願いしたいと思います。 

 それから、そういうイベント、陸上競技の全国大会があると、どうしてもこの

宿泊施設等というのも要りますので、宿泊施設もこれは万能ではありません



けどもね、宿泊施設をつくったらどんどんと使えるということでもありませんけ

れども、その中の一つとして、やっぱり宿泊施設をつくるべきだというふうに

思いますので、よろしくお願いしたいと思いますが、いろいろとこの陸上競技

場とか野球場を使ってくれ、プールを使ってくれと、近くの企業へいっても、

それはそれでいいんでしょうけど、もう少し範囲を広げて、合宿をこの企業の

近くの者がここで合宿するということよりも遠くのところから、あるいは寒い地

域でこちらのほうがいいとかですね、もっと地域を広げてＰＲをしないと、な

かなか使ってもらえないかなというふうに思いますし、陸上競技場の２種公

認がまた更新してもらえるということですので、「喉もと過ぎれば熱さ忘れる」

ではないですけども、なお一層のＰＲをしないと、取ったからそれでええわと

いうようなことではなくて、どんどんとやっていただきたいと思いますが、その

点について、町長としてもう少し頑張っていただきたいと思いますが、どうで

しょうか。 

 ○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。 

 全国町村では一つというようなこともご指摘いただいておりますし、非常に

競技場そのものの設備等非常に優秀という評価もいただいております。四

日市も同じような施設があるんですけど、四日市よりかスタンドにしても、い

ろいろの面で東員町のほうが非常に上だという報告もいただいております。 

 議論いただきました検定、今週に受けさせていただきます。そんなことで整

備も済んでおります。これからも東員町の陸上競技場、サッカー場含めて全

国に情報発信をしてですね、少しでも収益の上がるように努力をしてまいり

ますので、よろしくお願いをしたいと思います。 

 ○議長（川杉美津江君） 木村宗朝議員。 

 ○２番（木村宗朝君） はい、ありがとうございます。 

 次の質問に移ります。８点質問いたします。 

 １点目、町長に伺います。町長の公約であります企業誘致が進みつつあるよ

うでありますが、企業誘致と住宅地確保の状況は現在どのようになっているか、

お聞かせいただきたいと思います。先程の先輩議員とダブルかもわかりませ

んが、よろしくお願いします。 

 ２点目、町長に伺います。町長から副町長への職務権限の移行の件であ

りますが、以前の答弁では先進事例など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とのことでありました。 

その後どのようになったかをお聞かせいただきたいと思います。 

 ３点目、副町長に伺います。職員の研修先を民間にも広げることについて、

どのように進めているのかをお聞かせいただきたいと思います。 

 ４点目、副町長に伺います。職員の提案制度の件でありますが、答弁では

所属を越えた広い視野で行政にかかわる改善案を積極的に提案できるよう

な制度を検討しますとのことでありましたが、どのようになりましたか。 

 ５点目、総務部長に伺います。役場周辺の駐車場を広げる検討はどのよう

になっていますか。 

 ６点目、生活福祉部長に質問します。企業の障がい者雇用率向上に向け

ての取り組みの件でありますが、答弁では三重労働局と十分協議しながら

対応しますとのことでありました。ＰＲ活動はどのようにするかをお聞かせい

ただきたいと思います。 

 ７点目、生活福祉部長に伺います。公用車をパトカー風にすることについ

ての検討はなされましたか。 

 ８点目、最後に教育長に伺います。青年団の再組織化は無理と考えます

か。 

 以上、８点について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） 木村議員からの企業誘致に関してのご質問に、お答え

をいたします。 

 まず、六把野新田地内の大日コンクリート南側の土地、約８千╂において、

扶桑工機株式会社が東員第二工場の建設計画を進められています。現在

は開発工事が済み、工場建設に向け建築確認済証の交付を待っておられ

る状況でございます。 

 次に、先程も大崎議員からご質問いただきました穴太地区の弁天山東、

仮称でございますけど、東員ハイブリット開発計画の状況でございますが、1

1 月 29 日付で県から開発許可を受けられたところでございます。現在は開

発工事着手に向け、細部の打ち合わせを行っていると聞いております。 

 長深地区におけるイオン出店計画におきましても、同日付で開発許可、農

地転用許可を受けられたところであり、開発工事に着手するための説明会

を開催し、土地賃貸予約契約締結に着手したところでございます。 



 また、瀬古泉地内のスギヤマコンテック跡地の開発計画は、当初７区画の

造成計画であったために、現在は１区画での造成計画に変更し、変更許可

の手続きを行っていただいているところでございます。工場は八千代工業と

しての工場用地で造成工事に着手することになっております。 

 次に、住宅地確保の状況でございますけども、平成 17 年度より人口増加

施策の一つとして、東員駅の北側、東員中央地区において土地区画整理事

業調査に取り組んでおり、平成 19 年度では区画整理設計基本計画の作成、

事業計画の作成等を行っており、年度内には地権者の方々に事業に対する

ご理解をいただけるよう、説明会を開催させていただきたいと思っておりま

す。 

 続きまして副町長への職務権限の移行につきましては、６月議会でご質問

いただいた時点では、４月の選挙後も期間もなく、事務委任はいたしており

ませんでした。しかしながら、地方分権推進法により、今後国からたくさんの

事務の移譲が予測されますし、首長の不祥事には権限集中も一因と言われ

ております。改正された地方自治法の副町長の権限強化の趣旨に鑑みまし

て、副町長に権限を移行し、健全な自治体運営を行っていくべく、まず契約

に関する事務を除いた入札に関する事務を、去る８月７日から委任をさせて

いただいたところでございます。今後もさらに移行可能と判断した事務につ

きましては、検討を行ってまいりますので、ご理解賜りますようによろしくお

願いをいたします。 

 ○議長（川杉美津江君） 安藤修平副町長。 

              （副町長  安藤修平君  登壇） 

 ○副町長（安藤修平君） 木村議員からのご質問で、３番目、４番目についてお

答えをさせていただいます。 

 職員の研修先及び職員の提案制度ということでございまして、ご質問をいた

だいております。 

民間企業への職員研修については、民間と自治体の違い、あるいは企業経

営を学ぶうえで非常に有意義であり、職員の意識改革や経営感覚の向上を

図るため、昨年度から検討を行っているところでございます。 

 昨年度に検討いたしました内容は、民間企業への派遣研修は有効な手段

の一つではありますが、事務事業の執行にあたり他の職員の負担が多くか

かることもございまして、長期間の研修については十分な検討を要する必要

があるというような内容もございまして、今年度は県庁や他の市町の状況も

お聞きをして、他の職員に負担が生じない方法や派遣可能な部門も探るな

ど調査を行っておりますけども、県内の他の市や町におきましても派遣部門



の選択や、受け入れ先の選別が困難なこともございまして、民間企業への

職員研修を行っていないのが現状でございます。 

 現在の私どもの研修の状況を少し述べさせていただきますと、新規採用職

員についてはワンステップ研修というのがございまして、これが５日間ござい

ます。この中で私どもが取り入れておりますのは、福祉法人いずみ作業所さ

んへの体験研修を２日間受け入れをいただいております。もう少し長期にわ

たる研修もございまして、幹部職員といいますか中堅職員によります自治大

学校へ、これ約３ケ月でございますけども派遣を毎年いたしております。これ

からも続けていきたいということを考えております。 

 これも中堅職員、もしくはもう少し若くなるんですけども、中央研修というこ

とで千葉の幕張でございますけども１週間から 10 日前後の研修がございま

す。先程申し上げました自治大学校の研修につきましてもこの中央研修に

つきましても、民間からの講師も派遣もございまして、その辺で民間の空気

といいますか、風といいますか、それにも触れることができるんじゃないかと

考えております。この自治大学校卒業した者におきましても、この東員町の

職員、若い職員への研修ということもやらせていただいております。 

 ほかに県との人事交流ということで、１名２年間の周期で派遣をいたしてお

りますし、三重県の税の徴収機構、ここへも現在２年間ということで派遣をさ

せていただいております。限られた職員数の中でいろいろと勉強をさせたい

ということで派遣をしておりますので、なかなか難しい部分もございますので、

ご理解を賜りたいと思います。 

 次に、提案制度でございますけども、これまでもお答えをさせていただいてお

りますように、職員組合からの提言や要望というのを提出をいただいておりま

す。異動希望調書の中で提言や意見をいただいておるということも、引き続き

やらせていただいております。また今年度から施行している行政評価制度、各

事業に対する必要性とか有効性、達成度、効率性を検証して、各事業の実施

の適切性を考えることによりまして、コスト縮減の効果をもたらす事務改善につ

いて、意見を提言できるように取り組んでおります。 

 これまで提言といいますか、意見をいただいた中を少し紹介させていただ

きますと、基本的に若い職員からの意見が多うございますので、どうしても

給与といいますか、そういう面に関する部分が多いわけでございますけども、

そんな中でも業務に見合った人員配置と職員構成の確保というような提言も

もらっておりまして、今年度も各課の来年度の事務事業につきまして、私と

総務部長と課長、それぞれの課長からの意見といいますか、来年度に向け

てのこう状況を聞かせてもらっております。まだ全課終わったわけではござ



いませんけども、途中でございますが、そういうこともやらせていただいてお

ります。 

 リフレッシュ休暇を導入してほしいというような意見もありますので、これは

制度上の問題も出てきますんで、また検討すべきことかと思いますけども、

適正な昇格昇進をやってほしいというような意見もありまして、これは人事評

価制度というのを幸い取り入れて、これから本格的にやろうとしておりますん

で、この辺で反映できるんじゃないかということも考えております。なかには

男性の保育士を採用してほしいというような意見もございます。これ基本的

にまだどういうことからかということまでは確認はとっておりませんけども、そ

ういった意見もあるということでご紹介をさせていただきます。 

 また、この地震等々の関係から消防防災関係の部署のもう少し充実をした

らいいのではないか、するべきではないかというような提言もございます。で

すから、いろいろと意見もくみ上げられるようなというか、くみ上げる機会をつ

くってはおるわけですけども、どうしてもこう日常のほかの制度とかそういうも

のをどんどん今、新しい制度が追いかけておるといいますか、つくっておりま

すし、それを追いかけてもらう必要もございまして、そういう中でできるだけそ

ういう機会もつくっていきたいと考えております。 

 来年度につきましては、また人材育成計画というのを策定を予定しており

まして、その中でも職員一人ひとりの可能性や能力の向上に向けた研修体

験のあり方や施策について、検討してまいりたいと考えておりますので、よろ

しくご理解を賜りますようにお願いを申し上げます。 

 ○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） 木村議員からの青年団の再組織化について、お答えを

申し上げます。 

 青年団の再組織化につきましては、かねてより木村議員からご提言をいた

だいたところでございまして、町内の青年が互いに親睦を深め社会参加を進

める中で、人格形成が図られる場が再生することを期待しまして、一昨年か

ら地区の青年団に呼びかけて、代表者による懇談会を開催しているところで

ございます。 

 今年度につきましては、現在、日程を調整中でございますが、これまでは

歴代の青年団長にもご参加をいただきまして、活動経験の交流や意見交換

を行ってきたところでございます。そうした中で率直に感じますことは、やはり

この時代や社会の変化により青年自身の意識が変化してきており、現状で



はかつてのような青年団の再組織化は極めて難しい状況にあると考えてお

ります。 

 しかしながら、それぞれの地区で祭りに参加することを中心に活動してい

る青年団も少なくありません。各地区において青年団や青年の組織を育て

ていただき、活動が活発になっていく中で、町青年団の再組織化を求める気

運が高まってくることを期待をいたしております。 

 教育委員会といたしましても、青年の居場所づくりをどう進め、どう支援し

ていくかという観点から、今後とも努力してまいりたいと考えております。どう

ぞ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（川杉美津江君） 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役場周辺の駐車場の整

備につきまして、お答えを申し上げます。 

 役場周辺の駐車場につきましては、大きな行事があったときや、中部公園

をご利用されるときに駐車場が少ないことから、住民の皆様に大変ご不便を

おかけをしております。これまでもいろいろご意見をいただきまして、役場庁

舎とそれから中部公園の間の空き地や、それから文化センター北側の野外

ステージを整備することについても検討をしてまいりましたが、少しでも効率

良く駐車場不足を解消できるよう、早期に文化センターの南側というんです

か、南側西部分の駐車場を整備するよう計画いたしておりますので、よろしく

ご理解を賜りたいと思います。 

 ○議長（川杉美津江君） 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） 木村議員の６点目、７点目のご質問に、お答え

をさせていただきます。 

 企業の障がい者雇用率向上に向けての取り組みについてでございますけ

れども、以前にもご答弁申し上げましたとおり、私どもとしましては町の商工

会を通して雇用支援にかかわる情報の提供や、雇用促進の啓発を引き続き

行っているところでございます。今後も国、県等の機関と連携しながら積極

的に雇用率の向上の意味を訴えてまいりたいと考えておりますので、よろし

くお願いいたします。 

 次に、公用車のパトカー風にすることにつきましては、防犯意識の高揚を

図る意味で、公用車の車体に防犯パトロール中のマグネットシールを添付し、



啓蒙に努めているところでございます。議員ご指摘の車体をパトカー同様に

色塗りすることにつきましては、特に問題はないように警察のほうから伺って

おりますけれども、現時点におきましては色の塗り替えをする考えはござい

ません。しかしながら、そういったことが防災、防犯等の視点で必要不可欠と

いうことであれば、警察当局とも調整しながら、今後も考えてまいりたいと思

いますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。 

 ○議長（川杉美津江君） 木村宗朝議員。 

 ○２番（木村宗朝君） １点目から質問いたします。 

 まず、企業誘致ですけど、今の４点の企業誘致が進みつつあるということで、

私は思うには、これが済んだら次へ行こうということではなくて、どんどんどん

どんと新しいところをつくっていくとこういうことが大事で、一段落したら次どうし

ょう、それからまた４年、５年かかるということではなくて、継続的に企業誘致を

進めてもらいたいと、こういう思いで質問しましたので、よろしくお願いいたしま

す。 

 そして、その奨励金も大事でしょうけども、私はアクセス道路をきちっとしな

いとなかなかいい企業というか、来てもらえないのではないかというふうに思

います。 

 それから住宅地の確保の件ですけど、住宅地をどんどん確保してもらって、

人口を増やしてもらうという施策が大事だと思いますけれども、今、笹尾・城

山では２世帯が住みにくい状況を考えると、若い人が外へ出ていくということ

を考えると、増築ということを考えて増築に補助金を出すということが考えら

れないかと、せっかく若い人がいても、桑名やほかへ行ってしまうというのは

残念でありますので、どんどん東員町が魅力ある町にして、やっぱり東員町

に住みたいという、そういう思ってもらう施策が大事でありますし、そのため

には増築してそこで住むということも考えたらどうかと思うんですけど、このこ

とについて町長はどう考えられますか。 

 ○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。 

 特に団地の部分で増築をした場合に、定住促進みたいな形で補助というこ

とで、補助の関係でございますので、そういうそのきちっと子どもがそこで住

んでいただけるか、そこらの確認というのですか、そんなことが果たしてきち



っとできるかなということになってこようかと思いますし、税の申請の段階で

はおっていただいても、すぐに済んだらまた他所へ行ってしまわれるという可

能性も大いにありますので、ちゃんとした１戸建ての炊事場とかお風呂とか、

そういうものがきちっとできておれば、なかなかそうもまいらんと思いますの

で、ただの増築だけですと、そういうようなことも危惧しますので、いろいろ検

討させていただきます。 

 ○議長（川杉美津江君） 木村宗朝議員。 

 ○２番（木村宗朝君） 是非、検討をお願いしたいと思います。 

 それから２点目の副町長への権限の移行をどんどんしていただいて、これ

はなぜ言うかというと、やっぱり町長はトップセールスとしてどんどん外へ出

ていただいてやっていただきたいと、そういう思いで言っておりますので、よ

ろしくお願いをします。 

 それから３点目の民間への研修ということで副町長にお伺いしましたが、

先程言っていただいた例は民間というよりも、自治大学とかそういうところへ

出る研修ということで、以前の研修だというふうに。私は愛知県の議員といろ

いろ話すると、民間でそういうところを受け入れてくれているところがあると、

そこへうちの自治体は行っておるんやと、こういうふうな話を聞きますので、

そういうところへ行っていただくと、また自治大学とは違った感覚で、全く違う

感覚で経営というか、この東員町を良くすることができると思いますので、な

かなか人員的に難しいと言われますけども、そういうときこそ意識改革をして

民間へ行ってやっていただきたい、こういうふうに思うんですが、民間に出し

て研修に行っていただくということについて、もう一度お願いしたいんです

が。 

 ○議長（川杉美津江君） 安藤副町長。 

 ○副町長（安藤修平君） 私も県の町村会のほうへ照会をかけまして、そういう

ところがないかということもお尋ねもしたりしたんですけども、なかなかそうい

うところというのか、いいところが見つからなかったというのが現実でございま

すんで、今、教えていただいたところも一度研究をしたいと考えおります。 

 ただ、ご承知のようにどんどん権限移譲が進んでまいりますので、その辺

の対応もどうしてもやっていきたいという部分もございまして、そちらのほうま

ず優先をしております。現在も県への人事交流の中での１名派遣をして研修

といいますか、実務を県の職員と一緒にさせておるんですけども、今、福祉



部門のほうに出ております。また次、来年もやっぱり障がい者福祉とかいろ

いろ変わってまいりますんで、その辺へも出したいということも考えておりま

す。 

 限られた人数と言いますか、職員の中でのやり繰りにもやらなきゃいかん、

各課からもいろんな事業の展開によっては職員の増減というのも、要望も出

てまいりますんで、先程も申し上げましたように、来年度に向けての各課の

聞き取りも今させていただいている途中でございますんで、その辺のところ

もご理解を賜りたいと思いますが、ご提言いただきましたことについては、研

究させていただきます。ありがとうございました。 

 ○議長（川杉美津江君） 木村宗朝議員。 

 ○２番（木村宗朝君） ４点目の提案制度ですが、先程言っていただいたのは

職員組合からの要望とかはどんどん聞いていただかなければならんと思い

ますけども、私の言っているのは、一人ひとりがこの町を良くするためにどう

するかということを、前も言いましたように、月に１件ずつ出すという制度をつ

くったらどうかということを言うておるんです。 

 団体でそういう組合からの提案ということももちろん必要ですし、行政評価

制度の中でやるというのも必要ですけど、一人ひとりが考えて、こうやったら

東員町はようなるという、今の仕事をこうしたらようなると、こういうことを一人

ひとりが考えるための提案制度が大事ではないかと言うておるんですが、こ

ういう制度をつくるべきではないかと前回も言ったと思うんですが、こういうこ

とを考えることはできませんでしょうか。 

 ○議長（川杉美津江君） 安藤修平副町長。 

 ○副町長（安藤修平君） そういうものにつながる提案といいますか、それにつ

きましては先程も申し上げましたように、いろんな例えば行政評価とか、そう

いうの取り組んでまいりますので、その辺の、特に今回の行政評価制度、取

り組もうとしております行政評価制度といいますのは、事業の必要性とか有

効性とか、達成度とか効率性とかいうことをしっかりととらえていく部分でござ

いますので、その辺でもそういう役割は果していくんではないんかと考えてお

りますけども、１年１件、１人１件の提案、月に１件ですか、の提案ということ

でございますけども、これはどちらかと言うと、出しなさいということになります

と職務命令みたいな部分も入ってくるんじゃないかと考えますんで、これもし

っかりと一遍研究をさせていただきたいと思いますし、職員組合のほうとも協

議をしたいと思いますんで。 



 ○議長（川杉美津江君） 木村宗朝議員。 

 ○２番（木村宗朝君） 次の５点目の役場周辺の駐車場についてですが、文化

センター南側で計画しているということですけど、あそこは芝生がきちっとな

っていて、私は前回言ったのはあそこよりもこのモニュメントとか木がそこなく

しても、なくしたら半分ぐらいというか、５割ぐらいは広くなるんじゃないかと、

こういう提案をしたと思うんですけども、モニュメントや木などは極力そのまま

でいきたいという前回の答弁だったと思うんですけど、体育館の北側の道路

なんかは無駄と思うんですね。あそこは斜めでもいいので駐車場スペースを

つくるとかですね、そういう文化センターの南側の芝生広場を壊すよりは、モ

ニュメントなんかもなくしてもいいのではないかと思いますが、それから文化

センターの北側のところも、下はそのままにしてもいいと思うんですよ。きちっ

と整理しなくてもそこへ車が入れるようなスペースにしたら十分使えると思う

んですが、あそこ南側やるよりも今の言ったところをやっていただいたほうが

いいと思うんですが、どうでしょうか。 

 ○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。 

 先程もご答弁申し上げましたんですけれど、駐車場を検討する中で庁舎の

南側のやぶ部分、それから体育館の北側、議員ご提案いただいております。

それから文化センターの北側、それから文化センターの南、西を検討させて

いただきました。 

 そういった中で、庁舎の南につきましては中部公園の遊具がすぐ側にあり

ますので、そこにつくった場合は相当有効ではあるということは感じておりま

す。ただ、下の道と高低差とか、それから奥行きとかそういった面もあります

ので、現場も見て検討しているんですけれど、まずは順番に進めていきたい

ということで、今回お答えさせていただきました文化センター南、西側ですか、

そちらのほうに早期にやっていきたいという方向で考えておるところでござい

ます。 

 ただ、文化センターの南側と言いましても、図書館の南芝生が植わってお

りますので、工事としてするについては若干西のほうへ、南より西部分という

のですか、そちらのほうに考えております。ただそれにつきましては台数もあ

る程度限られるということもございますので、やっぱりその庁舎、それから文

化センター周辺について１箇所に限らず、ずっと広い意味で検討も進めてい

きたいと考えておりますので、よろしくご理解をいただきたいと思います。 



 ○議長（川杉美津江君） 木村宗朝議員。 

 ○２番（木村宗朝君） 時間がありませんので、６点目にいきます。 

 企業の障がい者雇用率向上の件ですが、先程の話でも県で 1.42％、1.46

が 1.42 になったということなんですけど、この数字が下がったのは労働者が

増えたということで下がったということですけど、ワーストスリーがワーストワ

ンになったということでしょうけれど、やっぱり 1. 8 を目標に、各企業が努力

をすると、そういうことが大事で商工会を通してやっていただくということです

が、強力にどんどんこれもやっていただきたい。こういうふうに思うんですが、

部長はもう一度答弁をお願いしたい。 

 ○議長（川杉美津江君） 松下忠生活福祉部長 

 ○生活福祉部長（松下 忠君） 17 年 12 月にこのご質問をいただいております。

そのときに三重県下の雇用者数が、これにつきましては 1,841 人というふう

にお答えをさせていただいております。今回、この 11 月の情報を見ますと、

県下の障がい者雇用数は 2,111.5 人というふうになってございますので、や

はりこれは労働者の増えたのが原因であろうということも考えられると思いま

す。 

 それから、やはり障がい者雇用につきましては 1.8％の目標、これは十分

に守られるようにですね、私どもも商工会あたりに強力的に働きかけていき

たいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 ○議長（川杉美津江君） 木村宗朝議員。 

 ○２番（木村宗朝君） ７点目のパトカー風の件ですけど、これはなぜ言ったか

といいますと、以前の答弁は公用車をパトカーと同じ色にするのは非常に難

しいとかですね、できません、パトカーとは紛らわしいということは、警察が許

可しないのではないかと、こういう答弁だったと思いますので言ったんですけ

ども、今の部長の答弁は警察は許可すると、許可するけども今のところ考え

ておりません。これなら議論ができるというか、なぜそんなこと言わんとしても

らえんということはできると思うんですけども、警察が許可しないのでできま

せんというのは間違っているのではないかと。 

 これはなぜ言ったかというと、ほかの自治体がこういうふうなことをやって

防犯に役立つ、この犯罪率が減ったと、こういう事例があるのでこういうこと

が東員町でもできないかという質問をしたつもりなんですが、ほかがやれた



ということは東員町もできるということであると思います。にもかかわらずそう

いう答弁であったので、もう一度質問したんですけど、再度、今のところ予定

はないですけれど、一応検討しますということですので、検討をお願いしたい

と思います。 

 次に、８点目の青年団の再組織化ですけども、非常に難しいのは私も重々

承知をしておるんですけど、やっぱり町の活性化のためには若い人がどん

どんとそういう活動に参加していただくということが重要であると思いますの

で、それは今の団長さんを集まってもらっても、もうその時点ではもう 23 歳で

終わりという人が集まっていただくということになるので、例えば成人式の実

行委員さんなんか二十歳の人が集まっていただいておる人に、そういうよう

な活動ができないかという働きかけをするとか、今の副団長さんとか、次に

副団長さんになる人を、もっと若い人、20 歳、21 歳の人に集まっていただい

て、何とか東員町を盛り上げようと、ええ町にしようやと、そういうことができ

ないかと、こういう思いでおりますので、その点、教育長予算も若干ですけど

付いておりますので、そういうことをお願いしたいと思いますが、どうでしょう

か。 

 ○議長（川杉美津江君） 石垣征生教育長。 

 ○教育長（石垣征生君） ご答弁申し上げましたように、我が国の社会がこの

かつての農業中心の村社会から、会社中心の都市型社会へとこう移り変わ

っていくときに、私どもはこの村から、私どもの帰属先を村から会社に変えた

だけでですね。その間の地域の公づくりと言いますかね、そういうのをきちん

としていかなかったために、こういう状況が出てきているんだろうというふうに

思っております。 

 大変、これは難しいわけでございまして、単に東員町だけで解決できる問題でもござい

ませんし、議員のおっしゃるようなことは十分私ども考えておりますので、いろんな形でこ

れからも取り組んでまいりたいと、こんなふうに思っております。どうぞよろしくお願い申し

上げます。 

 


