
○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。 

 １２番、三宅耕三議員。 

○１２番（三宅 耕三君）   ２日間で１４名の議員が一般質問を通告いたしま

した。そして私は２日目の１３番目であります。最初からずっと聞かせていただき

ますと、いろいろな質問が重複しておりまして、私のところまで来ますと、相当聞

くことがなくなるんじゃないかというぐらい、皆さんがすばらしい質問で論戦を交

わしていただいております。 

そんな中で、今回は東員町の第５次総合計画ということでお尋ねをいたします。 

町の総合計画は、町長の集大成と言ってもいいほど、自らの政策を盛り込む絶好

の機会であります。今月いっぱいはパブリックコメントの募集期間ということで、

今からでも十分町長の政策を盛り込むことができる可能な時期でもあります。また、

後ほど触れるといたしまして、今日はその中の道路公共交通機関の整備について、

そしてスポーツ振興について、そして人が集うまちづくりについて、お尋ねをいた

します。 

まず、道路公共交通網の整備ということで、現状と課題について、少し触れてみ

たいと思います。 

道路交通網は産業活動や日常生活を支えるとともに、人々の交流を促進する重要

な基盤です。今後ますます高齢化が進む中で、公共交通は高齢者等の交通弱者に対

しては、なくてはならない移動手段となるとともに、地球温暖化対策としても、公

共交通の利用促進は有効な手段です。 

東海環状自動車道、（仮称）東員インターチェンジの整備が今現在事業中という

ことで書かれております。公共交通は三岐鉄道北勢線、三岐鉄道三岐線の２つの鉄

道路線と三重交通、八風バス、オレンジバス、この３つの路線によって構成されて

おります。 

本町の従来の交通機関は、民間鉄道事業者及びバス事業者による東西を中心とし

たアクセス網でありましたが、オレンジバスの運行により、南北のアクセスが可能

になったということであります。オレンジバスは長深地内で建設が進む（仮称）東

員スーパーセンターの開店に合わせて、路線の見直しが必要となりますということ

が現状と課題に上がっております。 

三岐鉄道につきましては、平成１５年から１０年間、沿線市町、つまり桑名市、

東員町、いなべ市の補助金５５億円で運営をされたのが始まりでありまして、これ

まで東員町は、毎年１億２，８００万円余り関連予算で上げております。本年度も

同じく１億２，８００万円が、鉄道事業の関連予算として支出をされるわけであり

ます。 



コミュニティバスにつきましては、実証運行期間の昨年が５，９００万円、そし

て今年度が本格運行に入っての関連予算が６，７００万円ということであります。

いつも空で走っていて、空気バスと人がやゆすることもありますが、住民の意見を

よく聞いて、今後取り組みに向けて頑張っていただきたいと思います。 

東海環状自動車道につきましては、平成２７年度供用開始ということが予定とし

てありましたが、今現在事業中ということには間違いはありませんけども、今現在

あの場所で工事が動いているのは、東員スーパーセンターの開店に合わせての下地

がつくられているところでありまして、東員インターチェンジの建設については、

とまっているところであります。どのような働き方を今まで東員町長はされてきた

のか、お伺いをしたいと思います。 

 それから短期に見込まれている道路計画ということで、昨日、国道４２１号線の

歩道についてはお伺いをいたしました。そのほか、短期に見込まれる道路整備をお

答えをいただきたいと思います。 

 そして、スポーツ振興についてであります。 

 今現在、教育委員会の管轄であります東員町陸上競技場、そして町民プール、そ

して野球場、それから中部公園は建設部の管轄であります。これを一体化として都

市公園として申請をすれば、国交省からも補助がもらえる、その対象になるという

ことで、以前も１回提案をしたことがあります。その後どうなっているのか、お伺

いをしたいと思います。 

 そしてまた宿泊施設については、大きな建物というのは必要もないし、それだけ

大きなお金をかける時期でもありません。中部公園にバンガロー風のものをつくれ

ばということで、規制もそんなにきつくない。可能ではなかろうかという提案もし

たことがあります。これが現在どのように検討をされたのか、お伺いをしたいと思

います。 

 そして、人が集うまちづくりについて。 

 中部公園は、情報誌によりますと、昨日もちょっと話が出ておりましたけども、

三重県で一番という非常に誇らしい栄誉をいただいたわけでありますけども、これ

までなかなか一番にはならなかった。四日市のある公園が一番ということであった

わけですけども、何が足らなかったかと言いますと、そこに動物がいないというこ

とだったんですね。観光協会が取り組むポニー広場、そしてポニーの乗馬体験とい

うことで、あそこに行けば動物と触れ合えるということで、とうとう華やかに一番

という好成績が得られたわけであります。 

 次に、観光戦略展開市場施策ということで通告をしておりますけども、以前、観

光協会が要望書を町長あてに提出をしております。それがどう今回の第５次総合計

画に反映されたのか、お伺いをしたいと思います。 

 まずそこまで、よろしくお願いいたします。 



○議長（山本 陽一郎君）   佐藤均町長。 

○町長（佐藤 均君）   三宅議員の第５次東員町総合計画基本計画についての

ご質問にお答えをいたします。 

まず道路整備でございますけど、東海環状自動車道は、ご承知のとおり新名神高

速道路の進捗に合わせて（仮称）四日市北ジャンクションから（仮称）東員インタ

ーチェンジまでの区間は、平成２７年度に供用開始が明言されているところでござ

います。 

近々の報道でいきますと、東海環状線、西まわりと言われておりますけど、来年

度予算から全線的に実施に向けて予算要望をしたというような報道も見せていただ

いております。 

県管理の国道・県道につきましては、国道４２１号線の歩道整備、県道桑名大安

線の中上地内における橋梁架設とともに、改良工事が現在着手されておりますが、

今後一日も早い完成を望むところであります。 

念仏橋の付近の状況でございますけども、県道四日市東員線、四日市から東員町、

東洋ゴムから下りてくる道路でございますけど、その完成予定は平成２４年度、東

西の桑名大安線、西から東へ、桑名のほうへ延びていく道路でございますけど、こ

ちらのほうは平成２７年度の完成予定ということでございます。 

国道４２１号線の歩道につきましては、昨日でしたか、ご質問がございましたけ

ども、笹尾東入り口から西までの歩道でございます。こちらのほうは平成２４年度

完成予定ということでございます。 

また、町道におきましては、今後総合的に道路整備方針を立てて、計画的かつ効

率的に進める所存でございます。現在施工中の町道穴太南北線の改良工事、そして

町道大木八幡新田線の歩道設置工事を近々の整備目標とし、集落内の幅員４メート

ル未満の道路の解消を積極的に実行してまいりたいと考えております。 

町道穴太南北線、今、車道・歩道整備をやっておりますけど、こちらのほうも平

成２４年度まで、東員郵便局から南へ向いていく大木八幡線、こちらのほうは平成

２５年度完成予定で進めさせていただいております。 

次にスポーツ振興についてでございますけど、既存のスポーツ施設の老朽化が著

しいため、利用者の安全性や利便性を考慮し、計画的に整備を進めていくとともに、

効率的・効果的な施設運営をすべく、維持管理経費の節減や利用率の向上に努めて

まいります。 

宿泊施設につきましては昨日、近藤議員にお答えさせていただいたとおり、初期

投資費用とか維持管理費用など、調査をいたしておりますので、結果がまとまりま

したらご報告申し上げ、その方向性について、ご意見をちょうだいしたいと考えて

おります。 

次に、人が集うまちづくりにつきましては、観光戦略の展開が必要と考えている



ところでございます。主要施策を具体的にということでございますけど、ご質問の

とおり、人が集うまちづくりには観光施策は非常に有効であると考えております。

地域を活性化し、活気のあるまちづくりを行うためにも、新たな観光資源の発掘と

事業展開は必要であり、そのためにも民間活力を有効に取り入れ、観光協会と一体

となって具体的な取り組みを、基本計画に沿って、検討してまいりたいと考えてお

ります。 

なお、既に町と観光協会は連携をし、コスモス畑を活用した、自然と人の交流イ

ベントや中部公園でのポニーの乗馬体験、文化財などの名所旧跡をめぐる散策コー

スの開発を行うなど、観光事業に取り組まさせていただいております。 

今後も観光・交流資源の充実・活用と、第１次産業と連携した第６次産業的な観

光振興を推進するとともに、広域観光体制の充実を行い、北伊勢広域や西美濃地方

との連携により、情報交換やＰＲ活動も含めて取り組んでまいりたいと考えており

ます。 

よろしくご理解のほど、お願いを申し上げたいと思います。 

いろいろご指摘がございましたので、落ちておる点もあろうかと思いますので、

また再質問をよろしくお願いを申し上げます。 

以上でございます。 

○議長（山本 陽一郎君）   三宅議員。 

○１２番（三宅 耕三君）   いろいろとご答弁をいただきましたが、何分、こ

の紙１枚の通告でありますので、通告と答弁との食い違いが随分あるということは

仕方のないことでありますけども、言われましたように、一つ一つ町長と意見交換

をしていきたいと思いますけども、まず、三岐鉄道には、各駅にそれぞれ自動改札

機なるものが設置をされております。これは１人用で１台７００万円ということで

あります。これが東員町のように両側に２つということで、２人用になりますと、

倍の１，４００万円ということを昨日担当課から聞きました。 

各市町からの、例えば東員町からでも、毎年大切な住民の皆さんからお預かりし

ているお金を、１億２，８００万円投じているわけでありますけども、どなたかが

言いましたけど、自動で改札するという便利なものに買いかえるよりも、気持ちと

しては、中に人が入って、こっちから受け取って、こっちから出せというぐらいの

企業努力といいますか、そういった人が動いて、できるだけ長くお金も使うように

というような提言をしたこともあります。町長が今加わって行っている運営協議会

ですね、どういうような協議がなされたのか、お答えをいただきたいと思います。 

○議長（山本 陽一郎君）   佐藤町長。 

○町長（佐藤 均君）   お答えをさせていただきます。 

 三岐鉄道の会社がやっている部分と２市１町ですか、東員町の運営協議会と２つ

のことで進んでまいりました。三岐鉄道は国の補助金をもらいながら、高速化とい



うんですか、そんな部分も含めて、私どものほうは５５億円、高速化、国の補助金

もということで、三岐鉄道がいただいた分は３０億円以上あろうかと思います。 

今、自動改札機とか駅舎の改修とか、鉄道の線路の部分、車体の部分、そういう

ものを全部新しくされております。そんなことで、その会計の状況とか乗客数、そ

れから収入の部分で、現在毎年どれだけの赤字が出ておるとか、そういうことを運

営協議会のほうでご報告をいただき、議論を進めてきたところでございます。 

○議長（山本 陽一郎君）   三宅議員。 

○１２番（三宅 耕三君）   そのことはわかりました。 

 １０年という約束のところが、今もう７年ほど経過をしているわけですけども、

残すところあと３年ですね。そして１０年経過したときに、約束では、これからも

三岐鉄道が運営をしていくということになっておりますけども、あの近鉄ですら、

経営が不可能として撤退をしたわけでありますけども、どれだけもつかわからない

中で、１０年経過後に、仮に１年でも１１年目を運営していけば、これで約束を達

したことになるのか。その後、三岐鉄道が撤退したときのことを考えたときに、今、

我々が何をしなければいけないかということを、町長お考えになったことはありま

せんか。 

○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。 

 たしかその時に赤字の部分は２０億円ぐらいだったと思います。赤字補てんとい

うんですか。それが７年経過して一向に赤字が減っていかない。毎年４億円ぐらい

の赤字でございますので、残すところ３年ということで、３年でとてもやないけど

黒字にはならない状況でございます。黒字にならない場合、１１年目どうするんだ

ということは、私どもとしても非常に心配には思っております。しかし１０年でや

める、１１年でやめるというような、そんなことは私も思っておりません。その時

に三岐さんは続けていく、永久にというと私もよう言いませんけど、存続していく

ということで出発をしておると認識をさせていただいております。 

○議長（山本 陽一郎君）   三宅議員。 

○１２番（三宅 耕三君）   １０年間のサービス事業だったのかなという気は

いたしますけども、できれば自主運営ができるように期待をしております。 

 次に東海環状自動車道、平成２７年供用開始ということは、もうみんなが多分承

知をして楽しみにしているところだと思いますけども、今現在の特に政権後退後、

あの状態を見ますと、とても平成２７年にできるとは思えないですね。町長も役目

柄、東京に行かれる機会も相当増えたと思いますけども、東京に直接担当議員とい

いますか、担当部局を訪ねて、何とか一日も早く着工してくれというような、そう

いう依頼をしたことがありますか。 

○議長（山本 陽一郎君）   佐藤町長。 



○町長（佐藤 均君）   お答えをさせていただきます。 

 町村会という形ではないんですけど、この地域の各市町との協議会の中で陳情も

させていただいておりますし、東京のほうの国と名古屋の地検と言っておりますけ

ど整備局、そちらのほうにも伺っておりますし、今は会社になっておりますので、

そちらのほうにもお願いに上がっております。 

 東員のインターチェンジまでは新名神とも絡んでおりますので、税ではなしに、

会社のほうでするというんですか、どうしても１番目の東員のインターチェンジま

ではおろさんならんですもので、それは確実に平成２７年度でできると思います。

東員のインターから北勢町、養老まで、これが実は問題になってくると思うんです

けど、東海環状線そのものも今年は大垣、養老付近に予算がついておりますので、

そこが終われば当然こちらのほうへ回ってくると思います。と言いますのは、岐阜

国体が２年後ぐらいに開催されるということで、集中的にその部分を開通させると

いうことで、予算がそちらのほうへいっておるということを聞いておりますので、

そこが終われば養老から北勢のほう、北勢から東員までということで、つけていた

だける、公表しておりますので、私どもとしては、そういう方向で完成するという

ことで認識をさせていただいておりますので、よろしくお願いを申し上げたいと思

います。 

○議長（山本 陽一郎君）   三宅議員。 

○１２番（三宅 耕三君）   私も議長時代、東京に、６団体の町村会の議長会

の一人として各省庁を回ったことがあります。せめて大臣にお目にかかって、陳情

なり、要望なりが渡せるような仕組みだったらいいんですけども、特に総務省なん

か行きますと、受付で受付嬢が対応してくれるだけで、「はい、ご苦労さん」と、

玄関脇に積まれておるというのが現状のようです。その後どのような扱いをされる

かはわかりませんけども、そのような経験がありまして、我々東員町議会にも要望、

陳情もあります。東員町議会では真摯に受けとめて、しっかりとみんなが熟読して、

困ったことはみんなで取り組み、町長に要望していくということもありますけども、

あれだけ大きな国になりますと、本当に軽くあしらわれていて、陳情したからいい

というようなものではありません。 

 それに今回は岐阜国体ということで、その地域が、ということを今言われました

けども、以前は愛知万博に取られて、そっちのほうに予算がいってしまうから、そ

の後だということだったんですね。いつも後回しになっているのが三重県なんです。

どれだけ道路網、例えば東員インターなら東員インターでもいいですが、これに情

熱を持って臨むかによって違うわけですけども、町長、熱意が伝わらないのですね。

ここまででも。もう少しそのことを強く、情熱的に語っていただけませんか。 

○議長（山本 陽一郎君）   佐藤町長。 



○町長（佐藤 均君）   私は国へ行っても、県のほうでも、今年も来年度予算

に向けて、知事のほうはこれからでございます。最終的でございますので、県会に

ついては、民主党と違いまして、新生三重と自民党には既にお願いをさせていただ

きました。そんな形で、これから知事への要望もございますし、１０月初めには県

の正副議長、常任委員長にも陳情をさせていただくことになっております。年末に

は国のほうの国会議員にも会って、直接陳情もさせていただくことになっておりま

す。 

 ただ、東海環状線も基本的にはいなべ市が今整備の促進協議会の会長なんです。

いなべ市長でございます。そういうことで、小さな町でございますので、その辺は

皆さんに助けていただかないと、なかなか厳しいところもございますので、どうぞ

よろしくお願いをしたいと思います。 

○議長（山本 陽一郎君）   三宅議員。 

○１２番（三宅 耕三君）   なかなか一問一答というのは時間がかかりますね。 

 次に道路網ということで昨日も質問、そして答弁の中で、県道東員多度線という

のが同僚議員から質問されて、そして担当部長から毎年要望書を県に上げていると

いう、そういう答弁がありました。 

県道東員多度線といいますと、北勢スーパー、桑信のところから鳥取沢のところ

であります。これも長年非常に狭いところを、ダンプカーとか乗用車とか自転車と

か、いろんなそういうものがひっきりなしに通る、非常に通行量の多い危険箇所で

あります。毎年要望書を上げているだけで、できると思いますか。この場所には県

会議員の現職もおいでになります。町長会の会長は、ちょっと離れてはおりますけ

ども、この東員町であります。この２人が東員町に住まいをして、いまだに要望書

を上げているだけというのは、ちょっと手ぬるいのではないですか。お答えいただ

きたいと思います。 

○議長（山本 陽一郎君）   佐藤町長。 

○町長（佐藤 均君）   お答えさせていただきます。 

 道路整備につきましては、県が全県下の道路、要望はものすごく上がっていって

おると思います。その中で１０カ年戦略というものをつくられて、１０カ年の間に

どこを完成させるというのも決まっておるわけなんです。 

そういうことで、今、桑信から沢鳥取を通じて多度へ行く道路は、１０カ年戦略

に入ってないんです。その時点で道路整備から落ちておるというんですか、だから

私どもは毎年要望させていただいておりますけど、なかなか進まないのは、そこに

あるんです。計画に入ってないんですから。入っているのは念仏橋のあの部分、桑

名大安と四日市東員線の道路、そして４２１号線、それから長深の中央公園口の部

分ですね、あの部分も、あれは県単でしてきているのです。だから１０カ年戦略の

見直しをして新しい道路を入れる、変更をすると言いながら、その辺はまだ聞いて



おりませんので、その辺については、もう少し詳しく担当のほうから答弁をさせま

す。 

 以上でございます。 

○議長（山本 陽一郎君）   水谷建設部長。 

○建設部長（水谷 史郎君）   先ほどお尋ねの道路計画でございますけども、

昨日もこの道路について、いろいろとご議論があったわけでございます。 

先ほど町長のほうから、道路１０カ年戦略についてのお話がございましたけども、

１０カ年戦略の以前にも、たしか平成２年時分に、東員町から県へ要望させていた

だいて、２年後の平成４年に測量を終えたと思います。それで基本的な概略設計が

完成したんですけども、その段階で道路計画に計上されて、１０カ年戦略というも

のがつくられて、その１０カ年戦略からは、あの該当道路が計画から落ちたと。 

現在、県では新道路整備戦略というものが策定されておりまして、ランクづけが

されております。お聞きするところによりますと、先ほどご質問にある路線につい

ては、毎年ベスト１０にも入っていない状況でございますので、あの状況をわかっ

ているのかということで、町長をはじめ、強い要望をさせていただいておるところ

でございますけども、なかなか現実に至っていないというのが現状でございます。

鋭意努力をさせていただきたいと思います。 

○議長（山本 陽一郎君）   三宅議員。 

○１２番（三宅 耕三君）   非常に残念な答弁でありますけども、これが現実

かなという、これを思い知らされております。 

１０カ年戦略にも入っていない、これは事務方の優先順位ですね。もう１つ、こ

の世の中には政治力というのがあると思うんですけども、町長はこのことについて、

水谷県会と二人がん首そろえて、県の県道整備部に詰め寄ったことはありませんか。

最近では、こんなに県道が放置をされていて、役に立たないような県議会は要らな

いとまで言う人も増えてきました。多分、テレビを見てくれていると思いますので、

ここまで言えば少しは動いてくれるかなと思いますが、その辺を町長、もう少し力

強く、これからもっと違う取り組みをしていくという、そういう意気込みを聞かせ

てください。 

○議長（山本 陽一郎君）   佐藤町長。 

○町長（佐藤 均君）   お答えさせていただきます。 

 １０カ年戦略ができた時点で、私はその時代は助役時代だと思います。非常に停

滞した時期があったんです。なかなか東員町の事業が進まなかった時代がございま

した。それが政治力になるのかわかりませんけど、いろいろお願いもしながら、徐々

に県も動き出してくれたということで、私は今があると思っております。 

 水谷県会議員には絶えず、今、県の幹事長も自民党幹事長でございますので、お

願いもしております。そんなことで、これからも皆さんも県会議員に、やはり県道



でございますので、本来は県会議員に力になっていただく、そうしないとなかなか

難しい面もございますので、私も一生懸命、水谷さんにもお願いをしますので、ど

うぞその辺、ご支援をよろしくお願いを申し上げたいと思います。 

○議長（山本 陽一郎君）   三宅議員。 

○１２番（三宅 耕三君）   水谷県会も町長も、私とは非常に親しい間柄で、

つい思い切ったことを言ってしまいますけども、よろしくお願いしたいと思います。 

 次にスポーツ振興というところで、教育委員会の管轄になろうかと思いますが、

施設の利用方法について、インターネットを利用して予約申請を行うということが

主要な施策ということで書いてあります。 

私思いますに、もうとっくにこれは実施されていてもよかった。以前もこのよう

な質問があったかと思いますけども、いまだに実施をされていないどころか、第５

次の総合計画にうたうほど、大層に計画をしなければできないものなのか。とっく

にこれは、すぐにやってもいいような、そういう事業だと思いますけども、その辺

について、今こっちに通告してませんので、町長、お答えをいただきたいと思いま

す。町長から振ってもらう分にはいいです。 

○議長（山本 陽一郎君）   佐藤町長。 

○町長（佐藤 均君）   第５次総合計画にも上げさせていただいておりますけ

ど、スポーツ振興というんですか、いろいろやらせていただいていると思うんです

けども、その辺もきちっとしたことは原課のほうから答弁させます。 

○議長（山本 陽一郎君）   岡野教育長。 

○教育長（岡野 譲治君）   お答えをいたします。 

 スポーツ振興にかかわりまして、私も先ほど、木村議員のところでもお答えをさ

せていただきました。いろんなことをしたいことは実際ありましたけれども、本当

に経年劣化とかいう形で、今の東員町のスポーツの施設に関しまして、修繕とか、

何かをしなければならないというのはたくさんあるということなんです。そういう

中で、いろんな優先順位を私どももつけまして、本来であればインターネットも、

もっと早くできたかもわかりませんけれども、まず直さなければならないことは直

さなければならないという予算の優先順位等をつけさせていただきました。 

 それからスポーツ振興全体でいくならば、やはり少子高齢化等もかかわりまして、

スポーツ人口が平成１９年度をピークに減っているという状態もあります。ですか

ら総合型スポーツクラブの方々や体協の方々と、いろんなところで協力依頼をしな

がらスポーツ振興に努めてまいり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）   三宅議員。 

○１２番（三宅 耕三君）   教育長にお答えをいただきましたけども、いろい

ろな施設がもう老朽化を迎えていて、優先順位を考えながら進めていくということ



を言われましたけども、これはハードの部分でしょう。申し込みとか、インターネ

ットでの対応というのはソフトの部分なんです。そんなに大層に優先順位をつけな

ければできないことなんですか。それ以上は言いませんけど、よろしくお願いしま

す。 

 次に、観光戦略の展開の主要施策ということを観光協会から町長あてに出されて

いる、これは町長ご存じですよね。どういうものが出されたか、読み上げてみます。 

 観光戦略の展開について、１、上げ馬と連動したもの（イベントとして）各地の

出身者が多く住んでいるという本町の特性を生かした地域の特産物を同時に開催で

きる、そして集客を図る日本一歴史と伝統がある行事と合わせて、通年型の祭りと

して全国に発信をするということが１つ目にうたわれております。 

 各地の出身者が多いというのは、団地にお住まいの方は北海道から九州、いろい

ろな方がお住まいでありますので、そこから地元の物を取り寄せてという、そうい

った意味でありますけども。 

 ２つ目に、町外からも多く人々が訪れる中部公園をより多くの人に利用してもら

うために、管理棟を売店として活用し、開発した東員町の特産品をはじめ、農産物

等を販売するとともに、隣接する施設のイベントにあわせて、総合グランドとかい

った大きなイベントがあるときのことですけど、臨機応変に対応するということで

す。 

 ３つ目に、休憩施設にパークゴルフの受付と券売機を設置し、パークゴルフ場の

スタート地点にふさわしい管理能力と、クラブハウスとしての多目的な機能性を生

かしたもの、そしてその利便性を図るということ、この３つが挙げられております。 

 町長これはご存じですか。これがどういうふうに第５次総合計画に反映されるか

どうかわかりませんけども、いちいち聞いていたら時間がなくなってしまいますの

で、ぜひ切実な町民の願いでもありますので、反映をさせていただければと思って、

観光協会からも強く要望をされております。 

 もう１つ、パークゴルフ場にジュニアコースができました。ジュニアコースがで

きたということは、今まで有料のコースを回っていた子どもたちは、そちらのほう

に回りなさいという、そういう意味だと私はとらえてました。 

ところが中部公園にいる管理者、そして利用者から、いまだにジュニアコースが

あるにもかかわらず、子どもが親と一緒に有料の施設を回ったり、子どもだけで有

料のところを回ったりすることが多く見かけられると。非常に自分たちは注意をし

にくいけども、この辺をはっきりとさせてくれ。何のためにジュニアコースをつく

ったのかということを聞きます。このことについて、町長、お答えをいただきたい

と思います。 

○議長（山本 陽一郎君）   佐藤町長。 

○町長（佐藤 均君）   お答えをさせていただきます。 



 原課のほうから答えさせていただきます。 

○議長（山本 陽一郎君）   近藤行弘まちづくり課長。 

○まちづくり課長（近藤 行弘君）   原課のほうからということですので、ま

ちづくり課のほうからお答えをさせていただきます。 

 当時、まちづくり課ができたのは平成２１年度だったんですけども、それ以前に

計画がなされておりました。その中で、お子様方が本コースを回るのに、子どもた

ちだけで回ると、かなりお時間がかかるということで、分けていただいたらどうで

すかということで、ジュニアコースが建設されました。現在も大人と回るときも子

どもと回るときも、なるべくジュニアコースを回ってくださいということで、受付

の段階で申し入れをしてございます。その中でどうしても長いコースを回りたいと

いうのであれば、そちらのほうに回っていただいています。以前に比べれば、かな

り緩和されたと私は思っておりますけども。 

 以上です。 

○議長（山本 陽一郎君）   三宅議員。 

○１２番（三宅 耕三君）   しっかりとすみ分けをして、苦情の出ることのな

いように、できるだけいろんな多くの人が楽しめるようにしていただきたいと思い

ます。 

 大きく分けて２点目の年間の事業計画について。 

 昨日からいろいろな方が質問をされて、その間隙を縫ってということでもありま

せんけども、住民基本台帳の掲載の根拠について、お尋ねします。 

 これまでは郵便物が届いた、そして連絡が取れる、こういう方については何の問

題もないということで、町内に住もうと住んでいまいと、そのままの状態でよかっ

たわけですけども、今回のようないろいろなことが発覚してきますと、この辺をき

ちんと毅然として行うべきじゃないだろうかということで、再三、昨日から言われ

ております。 

東員町に住民票だけを置いて実際にそこに生活をしていない、こういう方、現在

どれぐらい把握をしてみえるのか。そしてインターネットに出ております資料なん

ですけども、１０５人の所在不明が判明した神戸市は、１０日の会見で、問題の背

景に、たて割り行政の弊害があることを認めたということであります。住民の不在

を確認した場合、自治体の判断で住民基本台帳から氏名を末梢する職権消除ができ

る、こういうことが書いてあるわけですけども、このことについて、昨日も答えた

と言えば答えたんですけども、もう一度、東員町に住民票はあるけども住んでいな

いという方への対応について、お答えをいただきたいと思います。 

 まちづくりフェスティバルへの対応について、町長は任期中の継続を明確にした

にもかかわらず、中止という結果になりました。これで私は町長の任期が終わった

んだなというふうな認識を持ったわけですけども、執行者、特に東員町の最高責任



者の言葉というのは重いし、それだけみんなそういう受け取り方をしているわけで

すね。それだったら速やかに町長は辞職をして真意を問うというぐらいのおつもり

がないと、軽々しく任期中はやりますということなどは言えないと思いますよ。町

長、今現在それを受けてどう思われるのか、お答えを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）   事業計画についてのご質問にお答えをさせていただき

ます。 

まず、住民基本台帳の関係といいますか、住民票が東員町にあって、実際には生

活根拠がない、住んでない方の数ということですね。その件につきましては、担当

のほうから答えさせていただきます。 

それとまちづくりフェスティバルにつきまして、確かに私の任期中は、フェステ

ィバルを継続して実施させていただきたいということを申し上げたことはございま

す。 

しかしながら、多方面からフェスティバルの役目はもう終わったのではないかと

いうようなご意見をいただいてまいりました。私も非常に悩んだのは現実でござい

まして、フェスティバルのあり方を振り返って、私の思いだけでは、やはり無理な

のかなということで、フェスティバルを中止させていただきました。ここは立ち止

まって、もう一度、町民の皆さんの声を聞いて、そしてもっと民間の力を借りた、

新しいコミュニケーションを図れるような事業を再構築するというようなことで、

中止をさせていただいたところでございますので、私の任期とは全然関係がないと

いうことを思っておりますので、どうぞよろしくお願いを申し上げます。 

○議長（山本 陽一郎君）   岩田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（岩田 利弘君）   職権消除の件でございますけども、長年、

住民票だけを当町に置いて、現在確認されていない人がいると思われるが、その対

策について、お答え申し上げます。 

 住民基本台帳法第３４条第２項の規定に基づき、利害関係人または税務、国保、

介護保険、選挙管理委員会等、関係部局から担当課である生活環境課に住民実態調

査依頼書をいただきまして、そこに通知したけども返ってくるとか、そういうケー

スでございますけども、その後、実態調査を行った上で、住民票の記載に反する疑

いがあるときは職権消除を行っております。 

 なお、参考に申し上げますと、平成１９年度以降、職権消除件数は２２件でござ

います。また、そのうち今年度につきましても７件、既に職権消除を行ってござい

ますので、よろしくご理解のほどお願いいたします。 

○議長（山本 陽一郎君）   三宅議員。 

○１２番（三宅 耕三君）   この職権消除の対象というのは、高齢者に限らず

ということですね。わかりました。 



 もう１つ、私も町長も言い忘れたことがあるんですけども、今度も９月１２日に

敬老会が予定をされております。昨年の実績で対象者が２，３０４人ということで、

実際に出席したのは６８８名ということであります。これが午前、午後と１回ずつ

分けられて、２回に分けて実施されるわけでありますけども、１日で８８２万円と

いう経費が支出されております。これを今後町長は続けていかれるおつもりなのか。

それとも各地域にそれぞれ支援をしていくということで各地域に任せるのか。その

見解をお伺いしたいと思います。 

○議長（山本 陽一郎君）   佐藤町長。 

○町長（佐藤 均君）   お答えをさせていただきます。 

 敬老会についても、三宅議員が述べられましたように、もうそろそろ各地域でや

ってもいいのではないかというご意見も以前から出ております。私は町として、今

まではテレビというんですか、プラムチャンネルでお知らせさせていただいた経緯

もございますし、いろいろの考え方があることも承知をしております。けども、や

はり一堂に集まっていただいて、長年ご苦労いただいたことに対して、町として敬

意を表させていただきたい、そんな思いで敬老会は実施をさせていただきたい、そ

んな思いでございます。 

 各地域で、地域の皆さんがボランティア的にお年寄りを敬ってもらうというのも、

確かに一つの方法かもわかりません。しかしながら、それでありますと、町として

の老人に対する敬意が、やはりまた薄まっていってしまう。お金の件もございまし

たけど、どこでやろうと、長年ご苦労をいただいて、町にご協力をいただいた方に

対しては、やはり敬う心ということであるのは同じだと思います。地域であれば地

域へ、町からのいろいろのものを出すのは、私は同じだと思います。 

テレビも今年から録画もしないような方向で進んでおります。そんなことで、だ

んだんとこちらへ来ていただくのが、また減るというようなことは心配をしており

ますけど、町としてきちっと、お年寄りの１年に１回か２回しか会わない方も会え

るということもございますので、敬意を表させていただきたい、そんな思いでおり

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）   三宅議員。 

○１２番（三宅 耕三君）   時間がなくなりましたけども、敬老会も祭りも行

くことが非常に楽しみと言われる方々が多いのも事実です。町長の考え方ですから、

それはそれでいいと思います。何も地域にいったからといって、みんなが大事にし

ないわけではなくて、より身近になるのかなという思いもあります。その中で今、

町長の考え方を述べられたわけですから、それはそれでいいとします。 

祭りも中止されて非常にがっかりしている子どもたちや町民の方も大勢いるとい

うことで、祭りに今、役割ってあるのかなと。当初は団地と在来地域の融和を図る



ためという目的があったでしょうけども、今は一本になっているわけですから、こ

れからどう東員町をＰＲしていくかという、そういういろんな目的もできていくは

ずです。それはそれで役割が終わったなんていう考え方でなくて、祭りがなくなる

ということは、何か火が消えたような、寂しいまちとも思われがちですので、観光

協会のほうでは子どもたち、そして楽しみに来てくれる人たちのために、マスつか

み大会を今年実施しましたけども、非常に酷暑の中で、入れた途端にマスが浮かび

上がりまして、予定時間にはほとんど浮いてしまって、早めに入れてしまって、後

から来た人たちが非常にがっかりしたということがあって、謝っておいてくれとい

うことを言われましたので、深くおわびをいたします。 

 これで私の一般質問を終わります。 


