
○議長（三宅耕三君） 一般質問を続けます。 

１６番山田眞澄議員。 

（１６番山田眞澄君登壇） 

○１６番（山田眞澄君） 一般質問を２点にわたって行います。 

答弁者に町長を指名しておりますが、細かい点に入りましたら担当者に答弁させていただ

いて結構です。 

東員町の行財政検討委員会が、３０数回にわたる会議を連続して行って答申をいただ

きました。委員長はじめ、委員の皆さんに心からお礼を申し上げるものであります。 

今回の一般質問におきましてもこれを受けて、町の行財政改革推進計画の実施計画

案につい 

て多くの議員が質疑を行いました。私も今後の東員町にとってこの計画が非常に重要だ

と考えまして、あるいは先に発言なさった方と重複するところがあるかも知れませんが、質

疑を行いたいと思います。 

これまでは会議録を配布されておりました。これを見ておりましたら、東員町全体の行

財政改革ということであるんで、当然議会も対象になるかと思いましたら、一番最後のとこ

ろに委員と委員長が数回発言されただけでございます。そこで総務課は議会には議会改

革特別委員会があり、議会で改革を進めているとおっしゃいました。最後に結語として委

員長が、「議会改革特別委員会で何をどのように改革を進めているのか、機会があれば

お話を伺いたいと思います」ということで締めくくられております。 

議会にどういう話し合いがあったのか私はよくわかりませんが、まず議会にも行政改革

は必要だと考えております。私はこれは議会で決めることでありますので、町長が特に答

弁をなさることはないとは思いますが、政務調査費がございます。これが３万円が２万円

に下がったと記憶しております。それは違いましたか、初めから２万円ですかね。そうしま

すと１人当たり年間２４万円、それで合計が１９年度当初予算で３８４万円計上されており

ます。 

一方で、議会の委員会研修費が費用弁償で２４６万１千円と３６万５千円が計上されてお

る。 



私はこれは重複ではないかと思っております。かつて広島県の方へ研修に行ったとき

に、ある町で、そのころはまだ政務調査費がない時代ですから、向こうの議員の皆さんの

おっしゃるんでは、「議員研修は自腹で行っております」とはっきりおっしゃった。「公費は

一切使っておりません」これを聞いてきて、こちらで言おうかと思ったんですが、当時それ

を言えるような雰囲気が議会にはありませんでした。これは大分前の話ですから。だから

当議会でも当然委員会の研修費を廃止して、それぞれが、あるいは委員会で研修すべき

目的をはっきり定めて、行ってもいいんではないかと私はまだ考えております。議会費に

ついては、これにはっきり出ておりませんので、そういう考えを持っております。後ほど議

会費で出ておりますから言いますけれども。 

そこで、この問題で今回のあれで一番問題になるのは、指定管理者制度導入と民間委

託であろうかと思います。ここでは私の数えたところでは指定管理者制度を取りたいと考

えておるのは５件、付表で数えました。それから民間委託が９件あります。ところがこれを

わざわざ今言わなくっても、これまで町はそういうことやっていたと思うんですね、町民プ

ールの運営、それから斎場、これを指定管理者制度というのか、民間委託というのかちょ

っとよくわかりませんが、それから商工会に１つの建物を依頼しております。それから明ら

かに民間委託といえるのは計算事務の電算機による委託、これは各課にわたって行われ

ておると思います。また水道の検針ですね、メーターを見て使用量を計算する。これも民

間委託だと思います。それから議会でいうと議事録の作成が民間委託です。これを見て

おりますと民間委託といえるのは町の職員がやるよりも人件費が安くなる。経費が安くな

る。こういう感じを受けます。 

それで伺いたいんですが、民間委託で明確に書いてあるのはプラムチャンネルの番組

の制作、それから上下水道の賦課徴収、賦課の事務まで計算事務まで入っているのかち

ょっとこれはわかりませんが、それから自主文化事業、図書館、学校用務員、それから南

大社にある歌舞伎公園、それからガン検診の事務、学校給食、イベント、これらが民間委

託、指定管理者制度を取りたいというのはふれあいセンター、それから共同福祉施設、総

合文化センター、笹尾のコミュニティセンター、体育施設、このように分けられるかと思い

ます。 

そこで伺いたいんですが、目的は何なんですか、なぜこういうことをやるのか。それでこ

れは先日の日曜日の朝日新聞に載っておりました県内の指定管理者制度という記事で

すが、ここでいうておりますように、指定管理者制度というのは自治法の改正で民間活力

の導入を目的にして、２００６年の９月から公共施設はすべて自治体の直営にするか、指

定管理者を定めなければならなくなったと。そうしますと、ほとんど自治体が直営でやって

おりました、当町の場合。これを指定管理者の制度で改めるとするならば、民間活力の方

が東員町職員がやっておるよりも力があると認めることになります。それを認めたうえで、



こういう制度を取り入れようとするのか、民間委託と指定管理者制度の目的を明確にして

いただきたい。 

それに合う方法を取っていただきたい。そうでなければ単なる制度のいじくりに過ぎな

いと思う。法律が変わったからちょっと入れましたという制度のいじくりにしか過ぎない。プ

ラスにならないと思うんです。どうも民間活力に任せた方がいいというと町の職員、悪いけ

ども皆さんの職員の能力は低いということになるのではないかと思うんですが、これをま

ずお答えいただきたいと思います。 

○議長（三宅耕三君） 佐藤均町長。 

（町長佐藤均君登壇） 

○町長（佐藤均君） 山田議員からの行財政改革推進計画のご質問について、お答えを

いたします。 

議員ご指摘のとおり、昨年１２月にお示しさせていただきました、東員町行財政改革推

進計画の実施計画案には、公の施設の指定管理者制度導入や、事務事業の民間委託

についての項目がございます。指定管理者制度は多様化する住民ニーズに、より効果的、

効率的に対応するため、公の施設の管理に民間の能力を活用することで、住民サービス

を向上させるとともに経費の縮減などを図ることを目指しております。 

また事務事業の民間委託につきましては、これまで職員が行ってきた事務事業につい

て職員でなければならない事業、民間でも十分サービスが対応できる事業を整理し、民

間でできることは民間でやっていただくという手法でございます。そのなかには住民の皆さ

んと協働で進めるべき事業もあり、民間委託の効果としては住民自治意識の高揚や、経

費や人的資源の配分を見直すことにより、住民サービス向上や新たな事務事業の創出に

もつながると思っております。 

指定管理者制度導入と民間委託は、決して町職員の質が低いから行うものでもなく、

限られた職員を有効活用し、あくまでも住民サービスの向上を図るために行うものであり

ます。 

そのためには既存の発想や仕事の進め方にとらわれず、適正な管理監督のもとに行

政責任を確保しつつ積極的に民間活力の導入を進めるべきと考えております。 

なお、地方分権時代の職員には住民ニーズを把握し、地域の課題を自ら発見し、その

課題に取り組み、課題と解決策を適切に説明できる能力が求められております。職員の



能力向上をより一層図ることは申すまでもなく大切でありまして、職員一人ひとりの意識

改革が不可欠であることを機会あるごとに触れておりますとともに、職員研修を積み重ね、

住民の皆さんから信頼されますよう指導しておりますので、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） 山田眞澄議員。 

○１６番（山田眞澄君） 町長は立派な答弁なので、ちょっと言いにくいことがあるんですけ

ども、それはさておいて、例えば文化事業を民間委託という方に、自主文化事業ですね、

これ民間委託というように私はこの付表で理解したんですが、かつてこれ議会での発言だ

ったと思いますが、中村敏和町長が「文化事業には金がかかる」という発言がありました。

確かに町で文化事業をやって住民に良い芸術を安く見てもらうと、切符の単価を安くして

たくさんに見ていただきたい。だからそのために差額が出て、発注した事業に対して赤字

が出る。これを町費で補填するというのは私は構わないと思うんです。 

ところがね、この辺から役場の職員の本質が出てくるんですが、１つの例を挙げますと

ね、以前に宝塚歌劇のＯＢの、昔の花形やったトップクラスの方を招いたことがありました

ね。当時担当はだれでした、課長。あのときに私は心配やったんで、「おい切符の売れ口

どうや」と聞いたら、「売れません」という。たまたま私は昔の、もう今はおばあさんですが、

宝塚ファンを知っていたんで電話したんです。「おいうちの町がこんなんやるで来ないか」

というて、そしたらその人がどういうたか、これは神戸の方に住んでおるんですよ。切符の

売るとこ委託してますね。そこへ電話したら、そこはもううちで受け取った切符は皆売れま

したと、ありませんと言われたんで、ほかの場所へ行って買ったと、こう言ってる。じゃあま

だようけ売れ残っておるんやというたら、その人がこの名古屋の方へ電話してくれて、もう

渡際でしたけども、１０枚近く売ってくれた。電話で言うてくれて売れたわけ。こういう事実

があるんです。 

これに取り組むについて、職員は多分どっかの芸能社か何かにいって、こういう事業で

というのを頼むんだと思うんです。そこでいくらという金額が決まって、そして７００席満席

になったら、これの何割までは回収したいというんで入場券決めると思うんです。ところが

現在、こういう時代ですから、テレビなんかによく出ている落語家なんかは、あるいは歌手

なんかはパッと売り切れます。ところが宝塚のＯＢというと歌劇、テレビに出てこないんで

すよね、最近。ところが町の職員は固く町役場と笹尾のコミセンで連絡所と、それから委

託しておる、いつでも委託しておる店へ切符を下ろす、ポスター貼る、そこはマニュアルど

おりのことはきちっとやっているんです。ところがそれ以上にどうしたらいいかということを

考えようとしないんです。 



それで尋ねられたら、切符は売れてません。宝塚というのは特殊な世界で、全国各地

にファンクラブがあるんですよ。宝塚の歌劇団に尋ねりゃ皆教えてくれる。そこへ連絡すれ

ばこの周辺からいくらでも来たい。そのトップクラスの公演があるんだと、そこへ頭がいか

んわけです。 

だから職員が無能だと言いません。ただ与えられたことを与えられたマニュアルに則っ

てきちんとやるだけで、それ以上動かないわけです。これは職員を非難するだけではない、

というよりも逆にいうとちょっと気の毒なところがあります。 

私が知っておりますが、佐藤孫治さんから現在の佐藤均町長まで６人ありました。現在

を抜いて５人のうち４人までがトップダウンの町長だった。だから職員は言われたことを予

算の枠内できちんとする以外にものを考えようとしなかった癖がついている。これははっき

り言えると思うんです。全部が全部とは言いません。全部とは言いませんが大半がそうな

んです。その辺で先ほど職員の能力が低いんかと言いましたが、そういう意味じゃなくって、

私の言いたかったのはこういうことです。 

またこういうことがあります。東員町にこの周辺にない天文台があります。天体望遠鏡

というだけでは望遠鏡になりますから、天文台といえる。そうすると何年かに一遍、宇宙天

文台使う、あれを使わなければ見られない宇宙のいろいろなことがあります。私もかつて、

今晩は天気がええでと思うて、そのあるときに何かの星がどこへやら入るというときやった

かと思うんですが、来たら、あの管理者がだれもおりませんと、いっくら私でも鍵を開けて

上がっていってもあの大きな望遠鏡の使い方わからんですよ。だから残念ながら帰りまし

た。そのときにこの周辺の中学校の子どもさんがたくさん自分とこの家でこれぐらいの望

遠鏡買っているんですよ。あれを生かす、天文学の専門の方は教育委員会に見えないこ

とはわかってます。そういう方頼んで夜空を見て、何１０年に一遍、滅多に見られない機会

だからということで、空の勉強をさせる感覚がなかったということです。 

それほど難しい、１人講師をお願いして学校を中心にＰＲすれば、押すな押すなになっ

たと思うんです。皆家庭で母親にねだって望遠鏡買っているんです。これは天文台の話し

ました、これは今度のこの付表に乗ってないんです。数に入ってないんですね、あれ。教

育委員会がどういう説明なさったか知りませんが、プラネタリウムがありますが、これが出

てない。そういうように自らの守備範囲だけやなくって、それぞれの置かれた立場で少し

考えてみるということがないんではないかと、この点は一人ひとりが悪いんじゃなくって、

長い間、そういう上から言われたことをきちんとやる以外やれなかったなかで育った職員

も気の毒な立場だとは思いますが、町長、これを改革しなきゃ、人間の力でなきゃ行政改

革というたって駄目なんです。 



これを活力あるものにするために、どういうお考えをお持ちかお伺いいたしたいと思い

ます。 

○議長（三宅耕三君） 佐藤均町長。 

○町長（佐藤均君） お答えをさせていただきます。 

大変痛いとこというのですか、突かれました。絶えず私は、職員一人ひとりがですね、こ

の改革を進める、それにはやっぱり意識を改革しないと難しい。だからやっぱり自分たち

の職員全体の知恵と申しますか、一人ひとりの知恵も貸してもらいたいと、そして意識も

改革をしないと進まないということでですね、職員に絶えずお願いをしております。 

先ほどのプラネタリウム、天体望遠鏡、非常にお金をかけてつくった施設でございます。

ご指摘をいただきましたので、再度その点につきましては俎上に上げさせてもらいたいと

思います。以上でございます。 

○議長（三宅耕三君） 石垣征生教育長。 

○教育長（石垣征生君） 私どものこの自主イベントやですね、天文台のそのことで少しご

指摘をいただきましたので、あの自主イベント、それはいつの時代のお話か私は存じ上げ

ないんですが、私どもここ数年はほとんど自主イベント完売の状態でございますし、いろ

んな機関を通じて宣伝に努めておる状況でございますので、ご理解をいただきたいと思い

ますし、天文台につきましてもですね、年に講師の先生２名をお願いをして、子どもたちを

対象とした、あるいは一般を対象とした天文の天体の講座を開いておるところでございま

すので、どうぞご理解を賜りますようお願いをいたします。 

○議長（三宅耕三君） 山田眞澄議員。 

○１６番（山田眞澄君） 先ほど宝塚の話しました。そうやなくって、あの場所を借りてこの

議場内にもおりますが、あるグループが前進座を呼んで昼夜２回講演やった。非常な努

力があったけども、ほぼ満席になった。この辺で馴染みのない前進座をやったという大変

な努力があった。 

やっぱり努力せなけりゃ売れない。これは見てもらいたいというのを自主事業に上げて

いただいてやっていただきたいと思います。 

それで最後ですけども、講師先生が先だってここで講演をしていただきました。あのときの

一番最後の言葉、「民間委託や指定管理者制度を安くするために費用を安くするために



やれば、これは東員町の切り売りですよ」と、最後に冗談のようにしておっしゃった。あれ

があの先生の本当の言いたかったことなんですよ。私はそう思いました。けどあんまりそ

れを頭から言うと、これは全く否定するようにとられると思った、ああいうお話なさったけど

も、この点、東員町の切り売りをしないでほしい。単なるお金だけで考えないでいただきた

い。ということを申し上げて次に移らさせていただきます。 

２問目に移ります。 

これちょっと細かいところに入った場合、先ほど言いました、冒頭に言いましたように担

当者で答弁いただいて結構です。 

東員町は、桑名を中心とした都市計画区域に入っております。それがこれは役場で土

木課でもらってきた図面ですけども、都市計画区域が決定されたんが昭和４５年８月３１

日であります。これは今、町長と教育長除いたら、この前の一列目に座っておる人は大体

役場へ入られた、この前後に入られたと思いますが、皆さんは学校での若々しいときに入

られて、今日まで助役、収入役、部長になっていらっしゃる。ところがこの都市計画の街路

図、これ全然変わってないんですよね。この４５年に街路図計画も一緒に調べられたかど

うか、ちょっとわりません。けど我々、私はそのとき議員やっておりましたが、私がこれを知

ったのは、私というのは当時の議会議員ですが、昭和４８年に神田小が今の農協の北側

にあったのをこちらへ引っ越しして、田んぼの中へ移りました。あの移った理由はあそこの

四つ角に信号機が付いて、車が止まる、またバッと出てく、そのやかましさとガスの関係で

もっと環境のいいところへ移そうやというんで、相談してこっちの田んぼのなかへ、今まあ

ちょっと家建ちましたが、全く田んぼのなかだったと思う。これは町長ご存じだと思う。 

そのときになって初めてこの計画を知ったわけです。わざわざ道路を避けて南の田ん

ぼのなかへ来たのに、この街路図でというとすぐ北側へ道路が、道路街路計画が設定さ

れる。いつ、だれが、どこで決めたんやという話になりました。そうしたら議会はだれも知ら

んかった、こういうこの図面、それから今日３７年ですか、今日まで。これが全く手も付けら

れずに残っているわけです。このために、例えば山田で楠というのがあります、この役場

から見ると北の線路の向こう側です。あそこで２、３軒が下水道があそこへ引かれるときに

「家は入らない」と言う、なぜかと聞いたら「家は街路計画に当たっておるんで、いつ立ち

退き言われるわからんで、今そんな設備はようせん」という話がありました。 

またある地域では、家を建てようと思ったらここは駄目だと、どうしても建てるんならこの

街路が通るときは無条件でどかないかん、それが承知なら建てよという話があった。あっ

ちこっち、あっちこっちでこの図面の紙の上に筋引いただけのこれが、実生活に影響を与

えております。 



ところが、この当時では東海環状線というのは完全に計画に入ってなかった。これが入

っております。そして今これちょっと、こちらの皆さんには見えにくいんですけども、街路計

画とは言いませんけども、ここにサインペンで筋引いたとこ、これはある程度道路広がっ

ています。 

この計画の１２ｍ、１６ｍまではいってませんが、できております。そうしますともうこれ

は見直しの時期にきているんじゃないか。もちろん東員町だけで見直しすることはできな

いことはわかっております。が機会あるごとにこれは見直しを議員に提案してほしいと思う。

いつまでもこんな３７年ですよ。皆さん高校か大学か知らんけどそれを卒業して役場へ入

られたときから今日まで全く手つかず、皆さんの身分はどんどんどんどん上がってきてお

る。ところがこれ変わってないんです。 

これは考えていただきたい。古いだけではない。例えば六把野の第一中学校の西側で

北から南へ街路が抜けることになってますね、これは幅１２ｍ。それから穴太の町長の地

元ですが、穴太念仏橋から北向いて駅の北までね、この道路は１２ｍです。ところがあの

道路沿いをね、例えば源光寺というお寺があります。あれ今まで三遍下がっているんです

よ。道路広げるということで東に行かずに皆西に行く、あそこ三遍変わっています。一遍は

鐘つき堂がひっくり返ったこともある。それほど、そしてまだこれをこのまま延ばす、穴太

駅から北向いて旧員弁街道まで、あれ全部退けんならん。さらに南大社も大社橋から南

へ行った。大社橋まではいいですが、あれから南へ、あの村のなかを抜けねばならん。こ

の道路は、ところが大社橋のすぐ南までは来たからいいんですが、南は赤坂のとこ四日

市の境からあれを土地買収しておるというんですね。 

そうすると北と南から計画が進んで、東西に長い南大社をどうやって、あれ全部立ち退

きさせるんですか、大変な家数ですよ。こういう計画はねもう見直す必要があると思う。そ

れで北から来る道路も、自動車も橋を越えて南に渡ったら、あれから真っ直ぐ南へ行くと

いう感覚、今ないんですよね。東西に道路ができております。 

それからこの計画が発表されてからこっち、例えば六把野も村のなかを通り抜ける、村

のなかを通り抜けるはなくなった。北大社の大木もありません。八幡もない。鳥取もない。

それから山田、瀬古も通り抜けはありません。それから中上にもこれ通り抜けないと言う

ていいでしょう、道が西へ移って。長深も今度３６５の付け替え道路ができました。あれ村

のなか通りません。このように今のできた道路で、ほぼ平穏に住めるような状態になって

いるわけです。そのうえまだこういう、これが生きておるという、あれ生きているんですが、

これを残してやる必要ないと思う。根本的な見直しを求めたいと思うんですが、今日言うて

明日できるもんではないと思いますが、町長のお考えを伺いたい。 



○議長（三宅耕三君） 佐藤均町長。 

○町長（佐藤均君） 都市計画街路につきましては、昭和４５年桑名都市計画区域として、

市街化区域、市街化調整区域の区域区分の設定、いわゆる線引きが実施されまして、同

時期に計画決定がなされました。それより若干の変更を踏まえております。その若干の変

更といいますのは、旧六把野駅の駅前の整備のようなことで街路が入っておったと思いま

す。その部分はもう現在では外れて、現在の状況に至っておりますけども、そのほとんど

の街路計画につきましては未着手であります。こういった状況は、東員町ばかりではなし

に全県的に同様であることから、この度、都市計画街路についてそれぞれの市町に計画

の妥当性、必要性、将来性などを検証し見直しを行うこととなりました。 

つきましては、現在その作業を進めており、ご指摘の路線においても十分に検討してま

いりたいと考えておりますので、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（三宅耕三君） 山田眞澄議員。 

○１６番（山田眞澄君） 今、見直しのとおっしゃったんですが、これ東員町だけで、うちは

こうやってすると言ったって道路はつながりますから、桑名市等々の協議が要ると思うん

ですが、そういうのはもう予定されているんですか。各町持ってこい、それを持ち寄る場所

はここだという具体的な計画があるんでしょうか。 

これはもう担当者でも結構です。単に東員町だけが見直すといったって、道路ですから

つながらな駄目んなで、そこらのとこを。 

○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。 

当然、桑名都市計画区域のなかでございますので、その桑名都市計画としての線引き、

変更ということでございます。いろいろ過去にですね、これあくまで都市計画ということでご

ざいますので、都市計画審議会というのが東員町にもあるわけでございます。そんなこと

で当然都市計画としての法手続き、それらを踏まえて変更に入っていくということでござい

ますので、ご理解をいただきたいと思います。 

○議長（三宅耕三君） 山田眞澄議員。 



○１６番（山田眞澄君） いよいよ都市計画審議会が出番がありますが、東員町の都市計

画審議会ってメンバーだれですか、どうやって選ばれたんですか。ねっからわからんので

す。お答え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） メンバー等につきましては担当の方から答弁をさせます。 

○議長（三宅耕三君） 近藤洋総務部長。 

○総務部長（近藤洋君） ただいまの質問でございますけれど、担当課長の方からご説明

いたしますので、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（三宅耕三君） 山下誠司政策推進課長。 

○政策推進課長（山下誠司君） 都市計画審議会のメンバーでございますが、今、個々の

お名前につきましては手元に資料ございませんので、差し控えさせていただきますが、構

成メンバーの決めのなかで議会の代表者、それから学識経験者、そして職員というような

構成メンバーが指定されております。それで現在８名ですか、ちょっと数に誤りがございま

したら、また後ほど訂正させていただきますが、私の記憶で８名というふうに思っておりま

す。そういう形でさせていただいております。 

○議長（三宅耕三君） 山田眞澄議員。 

○１６番（山田眞澄君） 都市計画審議会のメンバーは手元に資料がないんならわかりま

すが、これ発表できないことはないと思うんです、公の組織ですから。今、手元になけれ

ば後刻全員にわかるようにコピーをして出してください。いいですね。公表したらまずいん

ですか。 

○議長（三宅耕三君） 近藤洋総務部長。 

○総務部長（近藤洋君） 公表してまずいということはございませんので、後刻ご報告をさ

せていただきたいと思います。 

○議長（三宅耕三君） 山田眞澄議員。 

○１６番（山田眞澄君） 今度は町長にお尋ねいたします。 



先ほど街路はほとんど進めないとおっしゃった。これに基づいた。確かに私もこれ図面

でさっきちょっと出しましたけども、これに沿って、同じ企画で工事が進められているのは

旭電化の前の国道ですね、あれはこれに乗っていると思う。けどそれ以外は、この１２ｍ、

あるいは１６ｍという道路はないと思う。けども町内のこの街路は１２ｍ道路だと、全部そ

れにせんならんのかどうか。 

例えば鳥取の沢からね、本村お宮さんのとこまで来る道がありますね。やがては桑信

へ、沢の方や鳥取の本村の方が行き来しようと思うと、歩く方はあの道通らんですよ。通

らんでもすぐ東の農道を通れば安心なんです。安全に行き来できるん。わざわざあんな車

がビュービュー通るところ歩いて乳母を押して通らんでもいいわけです。そういうところに

歩道がないのがけしからんという話よく聞きます。けどね地域の人は賢いでそんな歩道が

あろうがなかろうが、そんな道を通らないんです。そこへまで歩道を付けるような計画をや

らねばならんか、場所によりますよ。例えばこの４２１でもあれ歩道付けると思うんですよ。

けどあそこをね東西にぼちぼち歩くっていう人あるやろかと思う。 

鳥取から大木について、あれを渡る人はあると思う。何かね、東京でつくった今、建設

省変わりましたけども、国土交通省がつくった東京の感覚で同じ道路を地方へも持ってく

る。こういういわれがあると思う。この点も見直しできるかどうか、国の企画どおりでないと

駄目や、それは東京都のあのようテレビで煤煙のね、あんだけたくさん通るとこなら歩道

がなけりゃとてもや人間の移動は不可能です。ところがここらでね、両側へ歩道を付けた

１２ｍ道路つくらんならんのかという感じがしますが、感想だけで結構です。 

○議長（三宅耕三君） 佐藤均町長。 

○町長（佐藤均君） お答えをさせてもらいます。 

これはその都市計画区域のなかの街路でございます。道路というよりか、ちょっと違う

呼び方で呼んでおるわけなんですが、都市としての最低限の公共施設ということでですね、

街路というておるわけです。 

本来は街路のなかに県施工と、町施工というのですか、それが分かれておるんです。

先ほど来出ております県道に被っておる部分、国道に被っておる部分はですね、県が施

行するんです。 

それ以外の町施行の部分は町がやるということで、県はもう街路としてもいろっていただ

いている部分がございますけど、東員町としてそこに上がっておる街路としての事業はし

たことはないということでございます。 



先ほどの歩道の幅の件ですね、昔は２ｍ５０ｃｍ、近々１ｍ広げて３ｍ５０、また元へ戻

って２ｍ５０でもよろしいよというような経緯はございますけど、あくまで街路ということでご

ざいますので、何というのですか、人口集中地区の住居区域、そういうとこへ付けていくの

が街路ということでございますので、当然、国がある程度は歩道についても車道について

も基準は持っております。そんなことで地方分権ということが始まっておりますので、必ず

そうせなあかんのかというのは私も確信はございませんけども、当然街路の基準というの

は国で決めておると思います。そうしないと補助事業でございますので、街路については。

補助金のことでどうなっていくか、そこらわかりません。やったことが東員町ありませんの

でわかりませんけども、一応国としては街路はこういうものであるという基準は持っており

ますので、ご理解をいただきたいと思います。 

○議長（三宅耕三君） 山田眞澄議員。 

○１６番（山田眞澄君） 街路というのは国が決めた数字です。これをそのままこの農村部

の、農村部というと都市計画に入っておるんで、あんまり大きな声では言えませんが、大

半は農村部です。そこへそのまま機械的に当てはめるのは本当にええのかどうか。 

まして国の財政も地方の財政も今厳しいときです。どうしても必要でない、せんならんとこ

ろは別として、そこらを踏まえて、先ほど町長がこれみてほとんど未着工やとおっしゃった、

そういう感覚は止めてほしい。できる限りのことでいいということを申し上げて、早い時期

にこれの見直しの東員町のなかでの論議を進めていただきたいと望んで、質問を終わり

ます。 

 


