
○議長（山本 陽一郎君）   ただいまの出席議員は１５名であります。 

 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 一般質問を続けます。 

 ６番、近藤義憲議員。 

○６番（近藤 義憲君）   去る２月２１日、美し国三重県市町村駅伝大会に市

町村の部で東員町が第４位ということで、選手の方々に御礼申し上げます。また関

係者の皆様、ご苦労さんでございました。 

 それでは通告書に基づき、１点目、協働について、２点目、行財政改革の進捗度

について、３点目、町ホームページの更新について、大きく３点を質問させていた

だきます。 

 まず１点目ですけど、広報とういんの本年１月号の新春座談会に、これからのま

ちづくりの記事で副町長をはじめ出席者の言葉の中に、たびたび協働という字が出

てまいりました。また、第５次総合基本構想案ですけど、その中でも大きく協働と

いう言葉が取り上げられていますので、１つ目に町長の協働という言葉についての

基本的な考えと、これに対する東員町の今後の目標・目的をお伺いいたします。 

 ２点目は、平成１７年から平成１９年２月まで、東員町に協働活動委員会という

のが設置され、平成１９年１２月に提案書が出されました。その後、協働活動委員

会の活動と現状をご報告願いたいと思います。 

 ３点目は自治会、町民ですね、それと今、社会教育センターにおいて市民活動支

援センターが設置されておりますが、町との関係というか、協働していくことにつ

いて、今後どのように、自治会とも含めてかかわっていくのかということ。 

 協働について、町長に目的もお伺いしていますけど、第５次総合計画について、

その中にどのように考えを盛り込まれていかれるのか。 

以上４点をお伺いいたします。 

○議長（山本 陽一郎君）   佐藤均町長。 

○町長（佐藤 均君）   近藤議員の協働のまちづくりについてのご質問にお答

えをいたします。 



まず、１点目の協働のまちづくりの考え方につきましては、少子高齢化を迎え、

人口が減少している中で、これからの地方は大変厳しい状況になると思われます。 

この状況を打破するためにも、これからは地方の自立、いわゆる地域主権が重要

と考えております。そのためには行政が主体で行うばかりではなく、住民と行政の

双方が主体となり、お互いが対等で自立した信頼関係のもと、尊重し合うパートナ

ーである必要があると考えます。 

お互いが主体であり、対等であるがゆえに、自立や信頼はもとより責任も生じて

まいります。そのような関係を構築することが、協働のまちづくりであると考えて

おります。 

２点目の協働活動委員会の現状と活動につきましては、平成１７年１１月に、町

民の方と行政との協働によるまちづくりを考える会として発足し、４つの分科会に

分かれ、２年間にわたり意見交換や議論を重ねられ、平成１９年１２月末に事業提

案をいただき、委員会は解散をさせていただきましたが、それぞれの所管課が分科

会の皆さんと意見交換等を行い、中部公園へアジサイを植栽していただいている「あ

じさいクラブ」、子育てでは各地区で子育てサロン「おでかけ広場」の開催、地域

福祉活動では「地域おたすけネット」が発足されるなど、それぞれ活動いただいて

いるところでございます。 

３点目に市民活動支援センターのかかわりにつきましては、昨年１１月にボラン

ティア活動、市民活動、ＮＰＯ活動を既に行ってみえる方、また、これから活動し

ようと考えている人たちを応援・支援する場として、ふれあいセンター内に設置さ

れました。現在さまざまな分野で活躍いただいている４１の団体に登録いただいて

おります。 

今後さらに活動の輪を広げていただくとともに、行政とまちづくりのためのより

よいパートナーとなっていただくための連携を深めてまいりたいと考えております。 

４点目の第５次総合計画への反映につきましては、冒頭に申し上げましたとおり、

町民との協働のまちづくりは今後重要であることから、皆さんにお示しさせていた

だいております基本構想案の施策６「語らいのあるまち」に明記させていただいて

いるところであり、この１年間をかけまして、実施事業の方策を検討させていただ

くことといたしております。 

総合計画の策定につきましては、機会をとらえ、報告をさせていただきたく予定

をいたしております。 



よろしくご理解のほどお願いをいたします。 

○議長（山本 陽一郎君）   近藤義憲議員。 

○６番（近藤 義憲君）   協働委員会が提案された井戸端プロジェクト提言書

の中に笹尾の交通交番、人間関係づくり事業とか、今言われました中部公園のホタ

ルを飛ばすとか、いろいろありますけど、提言されたことが委員会発展的解消だと

いうことで、残っている委員会もありますけど、提言いただいた中で、我々を含め

てというとおかしいけど、職員の中でもそうですけど、どうも住民に対して広がり

がないので、その辺ちょっと説明不足かなと。協働について言われていることは、

お互いに独立して、行政でやることと住民のやることを補完しながら共同作業をや

っていくというのはわかるんですけど、もう少し協働についてＰＲしていただきた

いと思います。 

ボランティアとＮＰＯとＮＰＯ法人とどう違うのか。支援センターはあるけど、

例えばよその町だったら町の中にまちづくり課というのがあります。東員町のまち

づくり課は土木関係なんです。よそでは優しくまちづくり課協働係とか、住民を指

導していく係というとあれですけど。なぜこういうことができたかというと、財政

的に厳しいから皆さんやってくださいというふうで、どの町もやってきました。 

 それと東員ボランティア市民活動センターというのがありますけど、「えがお」

という通称で社教の中に市民活動センターというのを設けてあります。市だと市役

所の中、またその近くの外部にあるんですけど、この辺のことも、これは社教がや

っているのか。私も社教に行って聞いたんですけど、支援するセンターであって、

そういうことを育てるのは町の行政のやることだと。よく似た名前で包括支援セン

ターもあるし、その辺のことを一度すっきりしてほしいというとおかしいけど、わ

かりやすいことをやっていただきたいと思います。その点、今後どのように進めら

れるか、簡単で結構ですので、お答え願いたいと思います。 

○議長（山本 陽一郎君）   佐藤均町長。 

○町長（佐藤 均君）   お答えをさせていただきます。 

 担当から説明していただく方がいいかもわかりませんけど、ふれあいセンターに

できました市民活動の関係ですね。先ほど近藤議員が言われましたように、ちょっ

と違うというんですか、本来的には行政がもっと先頭に立ってやるべきことだと思

います。ふれあいセンターは、４１ある団体の横の連携をしながら、団体に対して

支援をしていくということですので、それ以外のこと、町民も含めていろいろのこ



とを支援していくのは行政がすべきだと思いますので、その辺はもう少し整理して、

もっともっと行政が先頭に立って、これからはやっていくことだと思っております。 

 そんなことで協働のまちづくりは、第５次の総合計画にも書かせていただいてお

りますように、施策６、語らいのまちの中にいろいろなこと、町民参画のまちづく

り、人と人が交流するということで、それらを受けてこれから基本計画、実施計画

に向けてきちっとさせていただきたいと思いますので、ご理解をいただきたく思い

ます。 

 以上でございます。 

○議長（山本 陽一郎君）   近藤義憲議員。 

○６番（近藤 義憲君）   協働について、我々去る１月１３日、１４日と岡山

県の和気町と笠岡市へ、総務建設常任委員会のメンバーで、まちづくりについて調

査研究してまいりました。参考までに資料がありますけど、簡単に述べさせていた

だきまして、参考にしていただければと思います。 

 和気町は助け合いまちづくり条例を制定し、その後、いろんな面で取り組みまし

たということなんですけど、人口１万５，４５０人ですか、この町は自治会が９つ

あります。それで協働ということにまずかかる前に、どういうことをやったかとい

うと、各部落で協働について説明会を行いました。そしてこれから条例もつくりま

すし、皆さん参加してくださいということで、東員町だけではないんですけど、そ

この計画も総合計画でなかったか、今記憶にないんですけど５年計画でやると。 

その時、何をやったか。１万６，０００人と例えばしますと、１万５，０００人

にアンケートをとると。各部落９つの自治会、町の担当職員で１万５，０００人の

アンケート、ここにアンケート調査の報告も持っておりますけど、細かいことはな

いのですけど、町内に居住している１５歳以上の男女全員、配付時期は調査まで１

カ月ですから、１万４，８００枚で有効回答数で大体７０％の希望を聞いて、あり

とあらゆる項目をデータ化して、それから条例をつくって、それから協働というこ

とはこういうことなので、皆さん協力してくださいということで出発したわけです。 

各自治会から会長、副会長、委員、自治会の大きさにもよりますけど、１５名か

ら３０名の委員、この辺で言う自治会長とは別の委員が選出されまして、事業作成

をやって、そこで一番違う点は、町の職員が１７１名のうち３名を各自治会へ貼り

つけたんです。その３４％は市外から通っている。東員町と違う場所から、例えば



東員町の役場へ勤めてみえるという方を配置して、自分の好きなところへやって３

年交代、各自治会へ職員３人。 

それは何かというと、東員町だけではない、たて割り行政ではなく横のつながり

ですね。税務課の方が福祉のことを聞く、地区でそういうことを説明され、地区で

スポーツ振興委員、推進委員、建設推進班とか環境班とか、地区の役員で構成して、

それから条例をつくって、皆さんこういうことをやりましょうということでやって

きたと。 

 地方分権の分権ですね、東員町に下ろされたもの、町の権利をまた自治会へ。１

億円の基金のもと、１５０万円を各自治会へ下ろして各自治会が事業計画を立てて、

５年間の計画を各自治会で立てて、それに対して予算して決算報告をする。 

ボランティア・ＮＰＯは一緒なんですけど、皆さんで花壇をつくる、道を直すお

助けをするとか、そういうふうで、職員が日曜・祭日もあるし、勤務時間外に出る

ときも一応担当だということで。その勤務時間外は、難しい問題なんですけど、そ

れはそれでまた保険も別に入って務めると。横のつながりを大事にして。これがい

いか悪いかは別ですよ。我々が勉強したのは、そういうことをＤＶＤでいただき、

ここに資料も皆さんありますので、後でまた参考にしていただきたいと思います。 

 地区で例えば運動会をやると。例えば北大社地区で運動会、笹尾でもいいですけ

ど、どこでも運動会をやったら、そのときには体育協会やったらスポーツ振興委員

の方が補助するとか、そういうふうになっています。 

 それからもう１カ所、笠岡市へ行ったんですけど、４万５，０００人のまちだっ

たかな。ここはまちづくり協働システムに関しまして、システムの構築ということ

で、基本条例から７つぐらい条例があります。一番初めにまちづくりガイドライン

をつくって、協働・安全のまち推進条例、自治基本条例、協働のまちづくりと、こ

こも行った時に１月にたたき台ができたんですけど、条例やいろんなことをつくり

過ぎて、役場のセンターをつくったんだけど、整理がしにくいので、今現状はこう

ですかと言ったら、これは行政主導型ですけど、ただ、このまちも山村と市街と瀬

戸内海の島の町と、行政の特色が山から海までのまちでした。 

 こういう基本条例、いろんなものをつくったんだけど、島はまとまっているので

島で何かやろうかといったら、海援隊という若者の組織があって、今日は草刈りだ

といったら町じゅうに出るとか、きょうは運動会だとか、まちづくり条例をつくら

なくても自治会長の号令一発でできると。 



いろいろ協働の方式がありますけど、東員町としては今後資金的なこともありま

すけど、まちづくり第５次総合計画に関しまして、どのように取り組まれるのか。 

要は協働ということに関しまして、コマーシャルというとおかしいけど、住民意

識が低いのではないかと。我々も議員になっていろんなことを勉強させていただい

たり、町のいろんな委員は自治会長をはじめ、いろんなことを民生の方は知ってみ

えますけど、一般の方には余り啓蒙されてないというような気がしますので、その

辺のことをひとつ広めていただきたい。 

第５次総合計画の中の語らいのあるまち、町民参加のまちで６０ページなんです

けど、東員町方式の地域共同体（地域における公共サービスの提供）の核となり、

地域コミュニティ組織などの地域の多様な主体による公共サービスの提供を総合

的・包括的にマネージメント、経営管理する組織（形勢を模索します）と書いてあ

るのですが、東員町方式というのをたたき台でつくられた方、町長は東員町方式は

こういうふうだと言われるのだったら、東員町という固有名詞的なこと、このこと

をお聞きしたいと思います。 

基本構想の６０ページに東員町方式と載っておりますので、我々行政視察に行っ

たところのタイプ、東員町はどういう方式でいくんだということをお答えいただき

たいと思います。 

○議長（山本 陽一郎君）   佐藤均町長。 

○町長（佐藤 均君）   ありがとうございました。 

 お答えをさせていただきます。 

 協働ということのこれからの東員町の方向性というのは非常に難しいのですけど、

近々、地域主権とまで言われてきておりますので、当然地域で自分たちが考えて、

自分たちでつくっていく、そんな方向には進んでいくと思いますけど。 

 私もいろいろ自治会のことで行政とのひずみというんですか、そんなことが出て

きておりますので、将来的に東員町をどんな方向でということで、今年の自治会の

行政協力員の研修は、自治基本条例をつくっていこうということで、それの研修を

和歌山の方でさせてもらいました。 

そんなことで自治基本条例をつくり、コミュニティ条例もつくって、自治会とか

各地域で主体になってまちづくりをしていくという方向でいきたいという思いは持



っております。しかし、なかなか現在の東員町の状況を見ますと、あれもやれ、こ

れもやれが、全部行政がやれという方向でまだ進んでおりますので、それはちょっ

と違うのと違いますかと。極端に簡単な工事は、自分たちでつくってもらう時代で

すよと。直してもらったりしていただくのは、もう地域でつくってもらう。そんな

方向で、ということを申し上げておるんですけど、なかなか非常に難しい状況でご

ざいます。 

 私が今いろいろ行政に提案しておるのは、まちづくりの補助金、各自治会に出さ

せていただいております補助金の関係も、一括で交付金的な考え方で出して、地域

で考えて、自分たちの地域は何を優先してやっていくか、そんな方向に切りかえた

らどうやろうと。国は行政に対してそういう方向です。一括交付金という考え方。

町も自治会に対して交付金方式で、金だけ出させていただいて、当然要綱等はつく

らんならんと思いますけど、何をするかは自分たちの自治会で考えてもらう。優先

順位をつけてやってもらって、特色のある自治会づくりをしてもらったらどうかな

ということで、我々は今一生懸命、行政の中で研究をさせていただいております。 

 自治会長会の会議の場では、少し私もその方向は述べさせてもらいました。すぐ

に賛成やという方もみえましたけども、なかなか全自治会が足並みをそろえるとい

うことは大変なことでございますので、いろいろのことをこれから議論させていた

だいて、東員町は東員町らしいものをつくり上げていく。それがこれからの総合計

画の基本計画であり、実施計画と思ってますので、その辺も、どうぞ皆さんの知恵

もぜひかしてもらいたいと思いますので、よろしくお願いをしたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（山本 陽一郎君）   近藤義憲議員。 

○６番（近藤 義憲君）   余りこのことで長くなりたくないのですけど、私の

提案としては、各自治会に例えば職員を横のつながりでそういうことと、自治会長

がかわられるとまたかわるということで、和気町も交付金という方式ですけど、３

名から５名というやり方はいいか悪いかは別として、そういうやり方でやっていか

ないと、財政厳しい折りに、例えば笹尾の集会所を建てかえたって自主財源になら

ないけど、交付金１５０万円で５０万円を毎月残して積み立てなさい、５００万円

でやればまたそういうふうでと。田舎だったら農道を直すとか、そういうふうで、

ひとつ皆さんでやるということを議員や職員はわかっていても、自治会長もわかっ

ていても、班長さんまでかわるし、その辺のことを、いかに町はこういうふうにや

っていくかということをコマーシャルしていただかないと、行ったり来たりでなか



なか進まんと思いますので、ひとつご参考までに。条例をつくっても何も魂が入ら

なかったら、罰則でこういうふうだということは、まず町民みずから汗を流すこと

をコマーシャルしていただきたいと要望しておきます。 

 資料に関しましては担当課の方、きょう質問が終わりましたら、ある程度頭に入

りましたので、ＤＶＤからいろんなものがありますので、前の総務建設常任委員会

事務局も持っておりますので、ご参考にされたらいかがかと思います。 

 そのことをお願いして２点目に移りたいと思います。 

 第４次行政改革の進捗状況についてなんですけど、ナンバー１３からナンバー６

７まで質問しますと書いてありますけど、これは達成度５０パーセントで評価がＢ

のところだけピックアップしたのです。ナンバー２１、ナンバー２２というのは、

今質問した協働のことも入っておりますけど、現在の進捗状況と実際この状態でや

れるのかやれないのか。やれないけど、もう１年ぐらい延ばしたいという希望とい

うとおかしいけど、やっていただくのが本来ですけど、難しいという面も本音で話

していただきたいと思いますので、副町長、よろしくお願いいたします。 

○議長（山本 陽一郎君）   安藤修平副町長。 

○副町長（安藤 修平君）    近藤議員の行財政計画の進捗状況について、お

答えをさせていただきます。何点かを列挙してのご質問でございますが、それぞれ

お答えをさせていただきます。 

１点目の防犯施設の地域管理でございます。 

これにつきましては、自治会による防犯灯の維持管理について協議をさせていた

だいておりますし、その中で新設する防犯灯の工事費の一部とその電気料金、これ

を自治会にご負担いただくことで、ご理解をいただいたところでございます。 

今後も自治会と連携して地域安全の確保に努めてまいりたいと考えております。 

２点目の行政活動の見直しにつきまして、地方公共団体の財務状況に対する住民

の関心が高まったことや、地方分権の進展に伴いまして説明責任が問われることか

ら、総務省の地方行革新指針におきまして、貸借対照表、行政コスト計算書、資金

収支計算書、純資産変動計算書、この４つの財務書類の整備に取り組むことを要請

されているところでございます。 



これにつきましては、人口３万人未満の市町村におきましては、平成２３年度ま

でに整備することとなっておりますが、本年度に一般会計の財務書類４表を作成い

たしまして、広報、ホームページにて公表をさせていただいております。 

３点目でございます。体育施設の指定管理者制度の検討でございますけども、自

主運営を基本とする総合型地域スポーツクラブの「とういんフレンドリークラブ」

というのを発足いただきました。これらの団体も含めまして、指定管理者の候補者

となり得るのかという検討も含めて、指定管理の方向に向けて今検討させていただ

いているところでございます。 

昨年４月に発足されました「とういんフレンドリークラブ」は、現在、さらなる

組織強化を図っていただいておりますので、その動向も見ながらといいますか、見

させていただきながら、指定管理者制度について、またいろいろと検討をさせてい

ただきたいと考えております。 

４点目でございます。学校給食事業の効率化につきましてでございますが、学校

給食センター運営審議会におきましてご審議いただいて、調理業務を民間委託とす

ることとして、開始年度はできるだけ早い時期に行われたいという旨の答申をいた

だいておるところでございます。 

この答申を踏まえまして、給食センターの正規職員の配置体制等々を検討し、早

期に実施できるように取り組んでいきたい、今そういう段階でございます。 

５点目のじんかい処理量の削減でございます。 

容器包装リサイクル法の改正に伴いまして可燃ごみが増加していることから、改

革効果のあるごみ収集量の削減目標を達成することは、なかなか難しい状況でござ

います。 

これにつきましては、これからもクリーン作戦委員会と、先ほど近藤議員からお

話のありましたように、協働というようなことも行っていきたい、あるいは、ごみ

処理容器の普及を図りまして、生ごみの減量化、あるいはリサイクルの推進に取り

組んで、ごみ排出量の削減を図ってまいります。 

生ごみの減量化ということで、新年度に処理容器の補助金の額も引き上げをさせ

ていただく予定で予算計上させていただいております。ですから普及にも力を入れ

ていきたい。量を減らしたい。ということは処理料金の削減につながりますので、

これもしっかりとやっていきたいという方向で進めております。 



６点目の定住化の促進による人口増でございますけども、ご承知のように平成１

８年度から平成２０年度まで実施してまいりました定住促進事業におきまして、数

字の羅列ですけども、１４７世帯で５０４名の方に転入いただいております。 

また、今回新たに創設いたしました若者という限定をつけた定住促進事業でござ

いますけども、平成２２年度から平成２４年度までの３年間において、８０世帯の

申請を見込んでいるところでございます。 

これらの人口の増加を図るために、これからも魅力あるまちづくりの推進に努め

ていきたいと考えております。 

行財政改革の推進につきましては、住民の皆さまのご理解とご協力を得ながら、

実施計画に沿って着実に進めてまいりたいと考えておりますけども、先ほど奇しく

も近藤議員からもお言葉がありましたように、なかなか難しい部分もございます。

計画どおりになかなか進まないところも出てまいりますので、その辺はまたいろん

な角度から検討して、ものによっては予定年度を若干先に延ばさせていただくよう

なことも生ずるのではないかとも考えておりますけども、計画に向かいまして一生

懸命進めてまいりたいと考えておりますので、ご理解を賜りますようにお願いを申

し上げます。 

○議長（山本 陽一郎君）   近藤義憲議員。 

○６番（近藤 義憲君）   行政改革は平成２２年度で終わりますけど、いろん

な経費節減、その他は永久に続くことですので、今以上に例えばこの議場の電球を

ＬＥＤにかえる。単価は高くなるけど、そういう方向で、行革といって改めるので

はなしに、常日ごろの経費の節減を努力していただきたいと思います。 

 定住化促進の人口増が５００人、今年度は祝金がついたりいろいろで、３万人人

口を目指して施策を考えていただいておりますので、行政改革が終わったでこれで

終わりやなしに、今述べなかった項目の中でもたくさんありますので、今後も推進

していっていただきたいと思います。 

 難しいのは文化センター及び体育施設の指定管理者制度の点が一番今後問題にな

ってくるのではないかなと思いますけど、来年じゅうにやらなくたって、失敗する

よりは落ちつくところでやっていただいて、じっくり構えて、住民に迷惑をかけな

いようにひとつその辺、町長をはじめ副町長、フォローしていただいて推進してい

ただきたいと思います。 



 それではそれをお願いして、３点目に移りたいと思います。 

 ホームページの更新について、前にも私、このことで前教育長の時にいろいろお

聞きしたし、また当時の方にも、ホームページばかり、おまえ言っているなと言わ

れるんですけど、せっかく直していただいても、また元へ戻っているよというよう

な状態が見受けられましたので。 

 今現在、政策情報課で取り扱っていただいておると思うんですけど、たまたま一

般通告の質問を引っ張り出していろいろ見ていたら、ホームページの質問の３つ目

がふえたということも事実でございますので、ホームページの更新してないところ

を、担当課長に直接聞く場合がありますので、ひとつよろしくお願いいたします。 

 ホームページの決め事があるのかないのかわかりませんけど、トップページを見

ていただきますと行事予定とあります。開くだけで、行事予定、イベントカレンダ

ー、お知らせ、町民カレンダー、暮らしの情報、こんなぐらいのお知らせが丁寧に

あるんですけど、これに関して決まりがあるのかないのか、そのことについて一度、

総務部長にお伺いいたします。載せ方の基準が決まっているのかということを、２

問目にお伺いいたします。よろしくお願いします。 

○議長（山本 陽一郎君）   藤井浩二総務部長。 

○総務部長（藤井 浩二君）    近藤議員のホームページの更新についてのご

質問に、お答えを申し上げます。 

インターネットの普及に伴い、平成１４年度から町内への情報提供サービスの一

つとしてホームページを立ち上げ、多くの方々にご利用をいただいております。 

また、成長著しいインターネットのさまざまなサービス、ＷＥＢブラウザといい

ますが、閲覧ソフトの高機能化などに対応するよう、平成２０年９月には、より見

やすく、容易に利用できるよう、システムをリニューアルさせていただきました。 

リニューアルから、ホームページの閲覧数は平成２２年１月末現在でございます

が、２６万７，２４８ビューとなり、月平均では 1万６，０００のアクセスとなっ

ております。 

アクセスの多いページといたしましては、トップページはもちろんでございます

が、入札やイベント情報、新着情報など、今、議員さん、いろいろな事柄を言って



いただいたのですが、それを含めて入札イベント、新着情報などが人気となってお

ります。 

ホームページの更新につきましては、専門知識を持たない者でも文字のポイント

や体裁が統一された見やすい記事を作成することができる、ホームページ作成支援

システムを導入いたしておりまして、それぞれの担当課が各自で更新できるように

いたしております。 

また、行事予定などの掲載の基準につきましても、広報とういんへの掲載内容や、

期日的に広報とういんに掲載が困難な情報など、各担当課で、町民の皆様へ周知し

たい情報を掲載しているところでございます。 

記憶に新しいところでは、昨年の新型インフルエンザ情報など、毎日更新が必要

な 緊急的な情報の提供手段としても有益に活用することができたと考えておりま

す。 

いずれにいたしましても、インターネットの普及によりホームページはなくては

ならない情報伝達手段となっており、平成２０年１２月に導入いたしましたメール

配信サービスとともに、今後とも町民の皆様に、より多く活用していただきたいと

考えております。 

ご理解賜りますようよろしくお願いを申し上げます。 

○議長（山本 陽一郎君）   近藤義憲議員。 

○６番（近藤 義憲君）   今お答えいただきまして、総務で取り扱っているけ

ど、各ホームページの内容変更は各課で担当するということをお聞きしました。 

 それで私、各課を一回ずっと調べさせていただいたんですけど、使用料の一番大

事な文化センターの催し物について、行事イベントというと３月２７日ですか、東

員町の行事イベントというのは食を通して国際交流、これは２月８日に更新してあ

ります。それから河口恭吾が１月２０日、そのほか全国市町激励バレーボール大会、

東員コスモスまつり２００９年１０月５日、東員町の行事予定はこれだけです。 

 この間に東員町の音楽祭もあったし、例えば総務部長にはあれですけど、卒業式、

入学式とか、そういうものを入れるのか入れないのかとか、桂三枝のやつ、広報と

ういんには載っているのですけど、東員町の行事予定というとこれだけかな。極端

なことを言うと、今年になって河口恭吾と国際交流、これは多分文化センターでは



ないと思うんですけど、文化センターのところをクリックしていただきますと、施

設のところをクリックしていただくと、東員町の施設はストリートバスケットだけ

なんです。文化センターの事業内容って、例えば今度三船和子が来る、広報とうい

んは２月号、３月号でいいんですけど、４月、５月のことは何が書いてあるか。体

育館のことは何も書いてない。陸上競技場は何もやってない。 

教育長にはちょっと苦言ですけど、一番使用料を使う、また入場料を伴う文化セ

ンターと陸上競技場、その他、体育施設のことがほとんど何もというぐらい、載せ

てあっても古いやつです。 

私、陸上競技場の施設、ほかのところをインターネットで調べたんですけど、４

月２９日、桑員記録会、東員町のスポーツ公園陸上競技場、東海３県の競技場の予

定が入ってますけど、４月、５月、６月、１０月まで、東員町では第４回桑員記録

会と、市も入ってますけど。学校教育課長、社会教育の課長ですか、どちらが担当

か。この担当でみると社会教育課、生涯学習係、体育振興係ですか。ホームページ、

文化センターは２００９年６月１６日、中の説明が書いてあるけど、イベントのこ

とは何も書いてありません。 

 学校・幼稚園に関しては、子ども以外のことはない、去年の１０月に更新したの

はね。 

そして先ほど冒頭にもあいさつさせていただいたんですけど、美し国駅伝、選手

名と激励か感謝ぐらいのことをどこかで載せておいてほしいと思います。見出しで

なくてもいいけど。菰野町は町村で１位、３年連続優勝とか書いてありましたけど、

これは別です。行事とか、その辺の仕分けは総務でやっていただいて結構です。 

 リンクしてないんですけど、二中のページを開けたら、卒業式から入学式まで全

部書いてあったし、一中は書いてないし。 

そういうことで東員町のホームページから社教へもリンクできない。シルバー人

材センターへもできない。商工会へもリンクできない。逆に向こうの方からはリン

クできます。商工会から東員町、シルバーからもリンクできます。 

その辺のことをなぜ私はくどくど言うか。ホームページぐらいでと言うんですけ

ど、広報とういんは町内だけで結構ですけど、陸上競技場とか文化会館、我々が旅

行に行こう、よそに研修に行こう、どこどこに行こうと思ったら、今どこで何をや

っているかということを詳しく知ることができるのは、新聞とかメディア、テレビ



ではないのです。インターネットの時代です。いなべ市の梅まつり、きのう見たら

３月４日、梅の開花状況まで載ってました。 

そこまでする必要はないですけど、東員町へコスモスを見にくるんだったら、コ

スモスがこのぐらい咲きました、このころがいいですよと、遊園地もありますよ。 

そういうふうで、町長が言ってみえる人口増のことですが、どこかに大きくボン

と載せていただきたい。東員町は定住者で新築５０万円で中古の家が１５万円、子

どもが産まれたら５万円もらって、小学校へ入って５万円もらって、中学校へ入っ

て５万円もらえますよ。水道料は安いですよ。なおかつ中学生まで医療無料ですよ

といったら、もっと若い人が私は来ると思う。何かそういうメディアを使って、東

員町だけに知らせているのではなしに、近隣市町から、その辺が一番大事なことで

はないかなと思います。 

その他、土木は関係ないかということですが、例えば道路を補修している、町道

を補修中ですよ、県道を補修中ですよ、皆さん気をつけてください、難しかったら

県の土木へリンクするとか、もう少し親切心があってほしいと思うんですけど。 

教育長にこんなことを聞くのは、とにかく教育関係というか、その辺のことでま

た次回質問するかと思いますけど、ひとつお約束だけで、前の時はホームページの

ことを質問するといったら更新してあったんです。きょうになって。今回はどこも

更新してないもので、皆さん忙しいのだなと思っていたのですけど。 

１週間のタイムラグがありますので、特に教育文化に関しまして、催し物その他、

文教は文教で春の文教まつりが細かく書いてありましたけど、東員町主催の音楽祭

も何も載ってないし、同じ日に駅伝があったけど、何かそういうことで、広報とう

いんには載っておりますけど、要はこれを貼りつけておいていただければいいわけ

ですね。ただ、５月、６月になると、インターネットでお知らせしてほしいという

ことをお願いします。教育長をいじめるわけではないですが、ひとつその辺よろし

くお願いします。 

○議長（山本 陽一郎君）   岡野譲治教育長。 

○教育長（岡野 譲治君）   昨年６月にご意見をいただきまして、私もホーム

ページを大変見るようにはなりましたけれども、近藤議員がご指摘のとおり、ある

面、メディア戦略において劣っているなというところを、今後改善をしていきたい

なと思っております。東員町の一つの売りとしましては、子どもたちの安定した姿

とか、それから幼保を一体化した施設とか、いろんなものがありますので、そうい



うのを含めながら、先ほどご指摘になったことを努力をしていきたいなと思ってお

ります。 

 ただ、私どもの資料で平成２１年度の掲載実績ということで、子ども歌舞伎とか

絵本の発表とか松井誠とか青少年の主張とか、調べたのはあるんですけれども、そ

れは載ってなかったですか。私どももできる限りやっておりますので、まだまだ足

りないところは、それに対して十分努力をしたいなと思っております。 

 以上でございます。 

○議長（山本 陽一郎君）   近藤義憲議員。 

○６番（近藤 義憲君）   今のことでも例えば入学式・卒業式を載せるか載せ

ないかの問題です。町民カレンダーのところには載ってますわね。だから何月何日

とわかりやすく、子ども歌舞伎のことでも載っているけど、載せたままでコスモス

の募集とか、見に来てくださいとか去年の話だし、その辺のことを。判断は我々で

きませんけど、一度総務部長を中心にルールを決めてやっていただきたいというこ

とをお願いします。 

 それと最後に言いましたけど、せっかく町がやっている、それこそ先ほどとダブ

りますけど、若者定住は引っ越してきたらこういうふうで、中学校卒業まではまず

大丈夫と、働くところも世話をすると、空き地もありますし、いろんな面で東員町

はいいですよというような、何人あるかわかりませんけど、メディアを使って広報

活動をしていただきたいと思います。 

次の時にまたホームページを、１年先か半年先かわかりませんけど、各課今後ま

たお聞きいたしますので、一生懸命努力していただきたいと思います。 

 以上で終わります。ありがとうございました。 

 


