
○８番（藤田 興一君）   本日の最後の質問者となりました、私からは町長に

３点ほど質問をさせていただきます。３点の質問は、ほとんど現町長が就任される

前の案件でございますので、もし町長お答えができない場合は、担当部長、課長な

りにご答弁をさせていただけるように、明確なる答弁をよろしくお願いしまして、

１問目の質問に入らせていただきます。 

 １つ目の質問ですが、墓参道について質問をさせていただきます。 

 通告のように、笹尾西４丁目集会所から町営の墓地までの墓参道を舗装しようと

いう計画が平成２１年６月に上程されました。しかしこの舗装後に水道管を布設す

るという計画が同時に前町長からなされまして、全く施工の順序が逆ではないかと

いうことで、この墓参道の舗装ということに関して、多数決で否決されたという事

実がございます。 

 その後、住民の方からも、階段を直したほうがいいんじゃないかとか、道路が狭

くなっているところもあるというような、いろんなご意見も伺い、そして今回私が

墓参道について質問をさせていただいたことは、その当時これに反対した我々は住

民から非常に強い攻撃を受けました。その時に、いや違うんだよと、舗装した後に

水道を入れるなんて、また舗装を壊さなくてはならないから、施工の順序が逆で反

対したんだと、墓参道の舗装、または修正ということに関しては何ら反対してない

ということで、いつも説明はさせてきていただいたわけですが、それから２年たっ

た今日、この場所で、改めてこの墓参道の整備事業は現在白紙化されていますが、

新町長になられた水谷町長、墓参道も修正も何もしないまま現状のままでいくのか、

町長のお気持ちをお聞かせ願いたいと思います。 

 よろしく答弁のほど、お願いいたします。 

○議長（山本 陽一郎君）   水谷町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   藤田議員の墓参道についてのご質問にお答えをいた

します。 

 足りないところがございましたら、再質問で担当部長からお答えをさせていただ

くことになるかもわかりませんけども、よろしくお願いをいたしたいと思います。 

 議員のご質問にもありましたように、平成２１年６月議会におきまして用地買収

が完了し、所有権が町に移転したことに伴い、墓参道の整備を行う測量設計委託料

として、１７０万円の補正予算を議会に上程をいたしました。その時は、「現在、

墓参道は自然を生かしたものであり、早急に改修する必要がない」、「緊急性を生

じない」等の理由により、補正予算を削除する修正案が提出可決され、未整備のま

ま現在に至っていると聞いております。 

 現在も墓参道につきましては、笹尾西４丁目集会所付近から墓地公園までのお墓

参りや朝夕の散歩などで、多くの方に利用をいただいております。町民の方から町



へ、安全面での要望もいただいておりますことから、今後は手すりの設置など、利

用者の安全確保を図るための検討を行ってまいりたいと考えております。 

 よろしくお願いを申し上げます。 

○議長（山本 陽一郎君）   藤田議員。 

○８番（藤田 興一君）   この問題を私今回上げたのは、過去のことを余り僕

はいじりたくないのですが、前町長という形でお名前を出させていただきますが、

その時、前町長は、ご存じのように笹尾の一番西のところを走ってます道路、多度

東員線ですか、桑名国際カントリーの入り口からずっと北のほうへ上がっている道

路、これが多度東員線というんですが、それをずっと上がっていきますと墓参道の

ほうへ行く、そのＴ字路のところ、その左側ですね。要するに道路をはさんだ西側

に桑名国際の何番ホールか知りませんが、ゴルフ場と多度東員線にはさまれたとこ

ろを、以前ある業者が土を採ってそこへ埋めて、今、現道路から２～３メートルぐ

らい高く盛ってある。その墓地へ行くところから左へ入っていく道をずっと行きま

すと、墓地へ行く水道管が入っているわけです。その時の前町長の話では、現水道

管が走っているところが、前回倒産しました杉山コンテックさんの借地であるとい

うことで、それを撤去しなければならない。だからその撤去したもののかわりとし

て、この墓参道へ埋めますという説明だったんです。 

 ところがその後、私いろいろ調査した結果、現在入っている水道管は杉山コンテ

ックの用地ではなくて、旧の県道の中に入っているということが、最近情報として

入りました。 

 それで今ずっと笹尾のほうから上げてきてまして、自然水圧がもたないから、そ

こに中継ポンプ場があります、それから墓地のほうへ水を送っているわけでござい

ますが、その中継ポンプ室のところに２００ボルトの引き込んだポンプ室があるわ

けです。そこに私も先般、現地踏査しましたところ、３メートルか４メートルの道

路があるわけですね。それに対して何ら埋め戻ししてない。その横を走っている川

が砂谷川といって、ゴルフ場のところ、そして笹尾の西の団地のところをずっと流

れていっているという砂谷川のところに並行してこの道路が走っている。それがて

っきり私は杉山コンテックの土地かと思っていたところが、これは県道である。一

部残っているらしいです。 

 それを今、ポンプ場のところへ行きますと、砂谷川にかかっている４メートルか

らの橋があるわけです。それがちょうど行き止まりになっている。おかしいなと思

っていろいろ調べましたところ、行政のほうのお力添えをいただきましたところ、

その先にも県道があったんですけど、ゴルフ場との関係で、ゴルフ場のほうへ取り

下げが行われたということで、そこで寸断されているということでございます。 

 そうなれば平成２１年６月に、前町長が何でか、杉山コンテックの借地に入れた

んだ、だからそれが倒産したからかえなくてはならないという話が、その当時我々



わかっていたならば、この墓参道というのが、こんな否決をされなかっただろうと

いうふうに思っております。 

 その辺の行き違い、今、町長のこの答弁に関しては、安全面等を考えてというふ

うに言われました。この当時、我々も現地を見にいきました。そして水道がどうい

うふうに出るんだという、その２点に関して現地も調査しました。水道はどこに出

て中継ポンプをどこに入れるという話をさせていただいて、順序が逆だということ

で否決に至ったわけですが、今この話がその当時であれば、何らこの墓参道は否決

されることではなかったんではないか。ただ、舗装までしなくてはならないかとい

うものはあったわけです。 

 今回私は墓地のところへ車をとめて２回往復しました。どういうような形で、ど

ういうふうな工法が一番いいのだろうと、私、素人ながらにも見た結果、墓参道と

いうよりも、墓参道プラス散策道というふうな形でやれば、住民の方も喜ばれるん

じゃないか。それをやるのに舗装をやると、私もこの前回った時に、非常に今落葉

してます。舗装した時に落葉すると、それこそ安全面からいくと滑る。それよりも

側溝をつくって砂利道にすれば、本当に楽しい散策道にもなるし、そして墓地への

お参りもできるというふうに私は考えております。 

 町長がおっしゃいましたように、今こうして墓参道に行かれる方の意見を多く聞

きますと、笹尾西４丁目の集会所のところから階段があります。この階段をぜひと

も直してほしいという声のほうが強いんですね。あとは上がり切ったところ、本当

に散策、もしくはお墓参りをするには、ほとんど高低差のない緩やかな道でござい

ます。 

 ということで町長おっしゃいましたように、手すりをつけるのはどこなんだろう。

私はもう階段を上がったら手すりなんか要らない。西側にはフェンスがずっとあり

ますから。右側のほうは緩やかな山があって、その下に側溝をつくれば、何ら今の

ままでも問題ない。ただし非常に不陸がありますから、その不陸修正をするのに、

砂利道が一番いいんじゃないかということで、平成２１年６月に否決されたものを、

住民の声、いろんなものを聞きますと、これを再び町長どうですか、考えていただ

いて、砂利道にして、そして今、水道管が平成２１年６月の説明と全く違って、何

ら今置いておいても問題ないだろうと、県の用地に動力の電柱が３本か４本立って

ます。それも多分この県道の中へ占用されていますので何ら問題がない。 

 ただ、一つ問題がありますのは、ポンプ室に入るところに土が覆い被さって、軽

トラックぐらいしか入れません。もし、このポンプ室が何らかのことでトラブった

ときには、修理するのにも車が入っていけないような状況でございます。そこに今

言うように、県道であるならば県道と埋め立てた業者といいますか、要するに官民

の境界を出して、ポンプ室の維持管理をするべきじゃないかということを考えます

と、まだまだこの水道は使えるということであれば現状のままでいって、私は再度



この墓参道を、舗装じゃなくして、砂利等による整形補修を強く要望するところで

ございますが、町長、手すりだけということをおっしゃらずに、一度不陸もござい

ます。水はけも悪うございます。その辺から砂利道にしていただけるようなご返答

はいただけませんでしょうか。よろしく町長のご答弁をお願いします。 

○議長（山本 陽一郎君）   町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   今ご提案をいただきましたことにつきましては、担

当課とも協議をさせていただいて、検討をさせていただきたいと思います。 

○議長（山本 陽一郎君）   藤田議員。 

○８番（藤田 興一君）   それと今、早急に僕がやっていただきたいなと思う

のは、集会所から上がるところに階段がございます。１メートルぐらいの柵板とい

うんですか、薄いコンクリート製の板で仕切ってあるのですが、それをとめるのに

直径１０センチぐらいのくぎが２カ所に打ってあるわけです。それがものすごく邪

魔になってきている。だから１ステップが３０センチあるんですけども、その丸く

ぎは非常に危ない。確かに私もこの前２回、上がり下がりしたんですけど、非常に

危ないなと。今おっしゃられたように、その計画は実現させていただけることを強

く要望するとともに、手すりじゃなくして、階段の整備を早くやっていただきたい

なというふうに強く思ってますが、いかがでしょうか。 

○議長（山本 陽一郎君）   町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   ご指摘のように、非常に危ない状況は、それに限ら

ずあるのかなと思いますので、通行、そして歩行に非常に支障がある、危ない、そ

ういうところはもう一度しっかり点検をさせていただいて、対応をしていきたいな

というふうに思いますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（山本 陽一郎君）   藤田議員。 

○８番（藤田 興一君）   今の町長の答弁で大きく私も期待しますし、それが

住民のためにも安全とかいう面に関しても、非常に皆さん方のために役立つと思い

ますので、ぜひとも来年度の予算に取り入れていただいて、散策、そして安心して

墓参できる墓参道というような形での着工を強くお願いしておきたいと思います。 

 １問目の質問は終わりまして、次の２つ目の質問でございますが、旧の最終処分

場、現在墓地の下にあります現処分場の北側に旧東員町最終処分場、これは一般廃

棄物処理場だったそうですが、その廃棄物処理法の廃止届の手続きを怠ったために、

現在水質及び廃棄物容量等の調査が２年間で１，５００万円をかけて行われようと

しています。これは議会でも予算は通りました。ただ、これを調査することによっ

て、町民からも、なぜそこまでしなくてはならないかという、当然なる説明も必要

であることから、私は以下の３点について、町長にご質問をさせていただきます。 



 その１つとして、今言いましたが、廃止届の手続きを怠ったのは大きな原因でご

ざいますが、なぜ水質調査、処分量の調査を１，５００万円もかけてしなければな

らなくなったのか。これが１点です。 

 それから２つ目に、こういうような調査をして、環境省令の基準にもし該当しな

かった場合はどうなるのか。これが２点目の説明でございます。 

 そして３点目に、この調査で安全の保障が得られても、今後それを今買ったある

業者との協議は、果たして県がいいからと言ったからって、既に埋められておる一

般廃棄物処理に関して、それを買われた業者さんとの協議等は順調にいけるかどう

か、それは期待できるのかどうかの３点について、町長のご答弁をよろしくお願い

いたします。 

○議長（山本 陽一郎君）   町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   旧最終処分場についてのご質問にお答えをいたしま

す。 

 まず、なぜ１，５００万円の調査費が必要なのかとのご質問でございますが、予

算につきましては、平成２３年度当初予算を計上させていただきました際に、この

１，５００万円はご説明をさせていただきましたけれども、入札を行いました結果、

調査費は約８００万円となりました。 

 また、調査理由につきましては、平成７年の最終処分場閉鎖時に廃棄物の処理及

び清掃に関する法律の規定に基づく県への廃止の手続きが未提出であることが判明

いたしましたことから、最終処分場の廃止基準に基づき、２年間にわたり井戸を掘

り、地下の水銀・鉛・砒素等の水質調査と高密度電気探査による地下の埋立部分の

調査結果を添付し、県知事に提出するようにとの県からの指導がございました。 

 この経緯につきましては全員協議会でもご説明をさせていただき、議会の承認も

いただいて調査を進めているところでございます。 

 ２番目の環境省令の基準に該当しなかった場合はとのご質問でございますが、万

が一基準値を上回った場合は、翌年度も検査を行うよう、県から指導を受けており

ます。しかし、まもなく平成２３年度の調査結果も出ますことから、調査委託会社

からの調査結果を待ち、議会へも報告させていただきたいと考えております。 

 また、現在の状況、この調査の必要性につきましては、土地の所有者とも連絡を

密にとりながら進めておりまして、調査期間等につきましてもご理解をいただき、

土地使用貸借契約を結び、承諾を得て行っておりますので、大丈夫かと考えており

ます。 

よろしくお願いを申し上げます。 

○議長（山本 陽一郎君）   藤田議員。 

○８番（藤田 興一君）   この金額に関しては、確かに我々議会の中において

も通ったことでございますもので、それが１，５００万円の当初予算が８００万円



になったということに関して、差益が出たということに関しては、これはうれしい

ことだと思います。 

 ただ、私が今懸念しましたように、町長はその上を買った業者と密なる連絡をし

ておるというふうに聞いておりますが、今ちょろっと町長の答弁の中に、もし的確

な環境調査の結果が、これ３項目にわたってやられますよね。今町長がおっしゃら

れたように、いくらの量が入っているかという調査、それから観測井戸を設置して

行う、それから水質の調査をやって、多くの項目に関しての調査をやられるわけで

すが、それをやることによって、もし規格値外であったならば、また翌年度にやる

ということですけど、そういう結果が出れば翌年度にやる必要はないんじゃないで

すか。そのためにこの２年間かけて、今ここに我々にも配られました水銀とか、い

ろいろなものの調査をやるんですから、それは任意なことではないと思いますが。

私のもし聞き間違いだったらお教え願いたいのですが、もし不的確な数値があった

ら、また次やるということですか。 

○議長（山本 陽一郎君）   町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   県の指導におきましては、もう一度精査するように

ということで、翌年もう一度やるようにという指導が来ております。 

○議長（山本 陽一郎君）   藤田議員。 

○８番（藤田 興一君）   ということは、なくなるまでやるとなってくると、

それだけのお金もかかるし、ますます不安要素というのは高まってくるので、私は

その辺はいかがなものかと思ってます。 

 それとあわせまして、現在、粗大ごみ等の捨て場になってますところの観測井戸

が２つあるわけでございますが、前回の調査において、そこから水銀と砒素が出た。

非常に驚くべきものが出たんですが、その結果を見ますと、ここらの土質といいま

すか、ほとんど砂れき層といいますか、れきがずっとある。今回出たのは、その下

に不透水層といってシルト系といいますか、専門用語なんですが、非常に水を通さ

ない、要するに粘土系がある、その下から出たというふうにここに書いてあるんで

すが、何でそこまで下まで掘ってやらないといかんかっただろう。 

 不透水層があるから問題がないよというのはありますが、やはり私もいろいろ経

験してきましたが、土質調査の中で、こういう廃棄物が出されたところにおいて、

水銀が出たら一切どんな量であろうと、規定以上のものが出た場合は問答無用。適

切に全部撤去しなくてはならない。それが前の時には出てる。今捨ててるところは

出てる。もし今調査をやってるところで水銀なんか出た場合には、本当に問答無用

で、ここに埋設されている容量は大体概算どのくらいあるのか、それは調査される

と思いますが、概算的な数量と、もし水銀が出た場合の対応はどういうふうにされ

ますか。 

○議長（山本 陽一郎君）   生活福祉部長。 



○生活福祉部長（岩田 利弘君）   お答えいたします。 

 昨年報告させていただいた不透水層の下の部分については、古来からある天然由

来の砒素とか、そのものが出たということでございます。埋め立て処分によって出

たものではないということだけ、報告させていただきます。 

 今これから水質の調査結果も出るわけですけども、現在のところ、ボーリング調

査は一部報告いただいておりまして、埋設については、瓦とかアスファルトとか木

材等がございまして、ほかには懸念しておったようなものの埋め立ては、現在のと

ころ見つかってございませんので、まだ予想の段階ですけども、そんなひどいとい

うか、水銀とかそういうものは出ないものだと今は考えております。 

○議長（山本 陽一郎君）   藤田議員。 

○８番（藤田 興一君）   部長にお聞きしますが、ここ捨てられた時、あなた

地元ですが、捨てられてる状況を見られましたか。 

○議長（山本 陽一郎君）   生活福祉部長。 

○生活福祉部長（岩田 利弘君）   確認はしておりませんけども、ボーリング

の調査、球状試験でやった今の速報によりますと、そういった懸念するようなもの

は、球状試験の中には、そういうサンプルは見つかっておりませんので、ご報告さ

せていただきます。 

○議長（山本 陽一郎君）   藤田議員。 

○８番（藤田 興一君）   我々がもらったのは、こういうところで観測井戸の

３つ目、それから通気孔、ボーリングをやった後、通気孔にするというんですけど、

そのボーリングの結果はここには載ってないわけでございます。だけど業者と立ち

会いで、バックフォーで掘って、大体３メートルぐらいですか。その下にこういう

ものが出たという目視はされたわけですよね。それで今言われたように、そんなボ

ーリングでどうだと、たった一遍のボーリングで木材とかそんなことだけと断言さ

れますけど、本当にそんな感覚での状況でいいんですか。 

 僕は知らないんですよ。僕が来た時にあったかどうか知りませんけども。だけど

当然、一般廃棄物ですから、そんなとは思いますから、昔のことですから、それこ

そ鉛を含んだ冷蔵庫も入っているかわからない。ただ一遍のあれで、木材とかそう

いうことが断言できる。その断言できる部長の言葉、ちょっとおかしいんですけど

も、業者と立ち会って掘った時の目視、そういうものはどういうものがあったんで

すか。 

○議長（山本 陽一郎君）   生活福祉部長。 

○生活福祉部長（岩田 利弘君）   埋設されたもの、大体周辺というか、その

辺は業者と立ち会いまして、瓦とかコンクリート片、そのようなものを確認してお

ります。それによって境界を大体この範囲で埋設された、処分されたということを

確認しております。現在ボーリングについては２カ所掘っておりまして、空気口と



水質調査のための観測井戸ということで掘っております。２カ所とも同じようなデ

ータが出ております。 

○議長（山本 陽一郎君）   藤田議員。 

○８番（藤田 興一君）   結果的に何が入っているかというのは、調査の結果

わかるんですけど、現状この調査、例えばボーリングをやって、地質がどのくらい

までやっているかという進捗は、どういうところまで進んでますか。我々が今わか

るのは、去年ですか、そこらにもらったこの資料だけしかないもので、現状として

は２年かかられて、もう既にやっとるわけでしょう。今言われたようにボーリング

をやって、その後、通気孔をやったという言葉もありましたけど、現状として、こ

の２年間やろうとしている計画の中にどの程度進んでますか。 

○議長（山本 陽一郎君）   生活福祉部長。 

○生活福祉部長（岩田 利弘君）   お答えいたします。 

 現在通気孔と観測井の２本の穴というんですか、球状に掘りまして、最近ようや

く球状のデーター、何メートルに何がある、何メートルに何がある、すべて細かく

土質が変わるごとにデータが出ておりまして、電気探査のボーリングも最近出たよ

うな状況でございます。まだ整理しておる段階だと思いますけども。 

 あと水質については、１２月中ぐらいには何とか出そうかなというふうに聞いて

おります。 

○議長（山本 陽一郎君）   藤田議員。 

○８番（藤田 興一君）   我々にはこの内容のことは大分前に通知されたわけ

ですが、私が今回ここで質問することは、テレビで放映されますよね。これを知っ

た住民、私恨まれるか、皆さん方が恨まれるか知りませんけど、やはり廃棄物とい

うものがあるということに関しては、住民不満がものすごく募ると思います。それ

を内部的に今、２年も調査をやろうとしておられますが、何らかの情報公開という

ことは、私は絶対必要だと思います。でないと私も何といいますか、これをやるの

に勇気が要りました。こういうものははっきりと住民に公開して、そして現状こう

でしたよと、それ以上のことはいい結果を期待するほかないんですが、こういう住

民に対する公開というものを、どういうふうにお考えでしょうか。 

 町長のほうにお願いします。 

○議長（山本 陽一郎君）   町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   もちろん結果につきましては、公に公表をしてまい

りたいと思っておりますし、この件、別に隠すつもりもありませんので、皆さんに

知っていただくということを前提にしております。 

○議長（山本 陽一郎君）   藤田議員。 

○８番（藤田 興一君）   どういうふうな形で、例えば広報とういんに、こう

いう状況を載せるとか、どういうふうな伝達を考えておられますか。 



○議長（山本 陽一郎君）   町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   方法についてはまだ考えておりませんが、結果が出

たときに担当部署と協議しまして、広報とういんなり、あるいはインターネットな

り、ホームページなりの方法もあろうかと思いますし、その辺はどういうふうに公

開したらいいか、これは協議して決めたいと思います。 

○議長（山本 陽一郎君）   藤田議員。 

○８番（藤田 興一君）   私がこうして一般質問した以上、多くの方がこれに

関しては関心を寄せられると思います。ぜひとも今町長がおっしゃられたように、

早い時期に住民に出して、安心を求められる、安心が得られる調査であることを期

待しまして、この公開を早いうちに住民にお知らせ願いたいということを強くお願

いじゃなくして、要望いたしまして、３つ目の質問に入らせていただきます。 

 ３つ目は、先ほど大崎議員も質問されました、それと重複する点がございますが、

あえて質問させていただきますが、旧笹尾第一保育園跡地について、先の大崎議員

とは少し違いますが、この旧笹尾第一保育園の利用については、いろいろと議論さ

れました。そして平成２２年度に当時の町長の答弁で、建物が老朽化している、そ

して高齢者と子どもたちとのコミュニケーションや元気サロン的なものとして利用

できる高齢者福祉施設を建設するとの理由で平成２２年度に取り壊されて、現在は

更地のままでございます。 

 先ほど大崎議員の質問の中において、私もちょっとショックを受けたんですが、

これを売却して社会福祉施設等の資本にするということをお聞きしました。 

 この発端は、笹尾西１丁目の自治会からこのお話が出たわけでございます。これ

は笹尾西１丁目の自治会が、車１台もとめられないところ、それで老朽化している

けれども、自治会の活動の場として使わせていただきたいという要望等もありまし

た。そしてバンブーキッズですか、今できているところ、学童保育、ここもどうで

すか、そして笹尾西小学校の教室も空いている、そういうところへ学童保育もつく

ったらどうですかということで、先ほども言いましたように、いろいろと協議をさ

れてきたわけでございます。 

 後で一問一答で詳しく町長のお気持ちをお聞かせ願いたいと思いますが、再度お

尋ねしますけども、この保育園跡地の利用計画について、町長のご答弁をお願い申

し上げます。 

○議長（山本 陽一郎君）   水谷町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   先ほど大崎議員から同様のご質問をいただき、あえ

てということでご質問をいただいております。それを重々わかりながら、また同じ

ような答弁をさせていただきますけれども、やはりいろいろ現地も見させていただ

き、検討をさせていただきましたが、生きがいづくりにつきましては身近な集会所、

あるいは公共交通を利用していただいて、役場周辺まで来ていただくというような



ことで、全体的なコミュニケーションの広がり、拡大というものを考えておりまし

て、あの場所につきましては処分の方向で考えさせていただきたいと思っておりま

す。 

それを財源といたしまして、これからの福祉施策に使ってまいりたい。施設改修

というものも含めまして、福祉施策のほうへ使ってまいりたいというふうに考えて

おります。 

○議長（山本 陽一郎君）   藤田議員。 

○８番（藤田 興一君）   その当時の部長は、今、建設部長の藤井部長なんで

すが、その当時の平成２１年１２月８日、ちょうど２年前ですか、笹尾西１丁目自

治会の会長からいろんな質問がありました。 

 その文章の中に、先ほど言いましたように、平成２２年度に旧施設を取り壊して、

子どもたちも利用できる高齢者福祉施設を建設する予定です、よってこの施設は壊

しますと。確かに首長たるものがかわれば、いろんな施策もかわるのは、我々も重々

承知しております。 

 そこに先ほども言いましたように、この３つのものが、旧町長と現町長の間で本

当にシビアに引き継ぎがなされたかというものに関しても疑問を持ちますし、これ

だけ断言されて、今の現職、その当時１５人が、いた仕方ないなということで首を

縦に振って、そしてそこには仮として今、笹尾西１丁目の廃棄物関係ですか、建物

だけが残っているような状況で、そして新しく学童保育もできたわけでございます。 

 このわずか１年から２年の間にここまで急転するかと思うと、この先、我々がこ

の４年間、そして住民とともどもにいろんな施設、いろんなことに関して議論した

ものが、一括のもとにポンと蹴られる。非常に落胆を感じるところでございます。 

 確かに今、町長がおっしゃられたように、売るのも１つの手でございましょう。

そしてその資産を今言われたように社会福祉のほうに回すのも、それも１つの手で

しょう。だけど取り壊す前に現地を部長と担当の課長らと一緒に回った時に、頑と

して引き下がらなかった。その頑として引き下がらなかったものを、何で今簡単に

落ちたのか。町民に発された高齢者福祉を建設するというものは何だったんだ。建

設部長じゃない、生活福祉部長、あなたがその時の建設部長であった。この変換に

関して、部長として言いたいことを言ってください。そしてあなたの気持ちを今こ

こで述べてください。 

 言えないのが普通ですよ。言ったら後から大変ですよね。それをわかっていて言

っているわけです。 

 新町長になられて、町長の方針を、そうすべて反対するわけにもいきません。た

だ、町長、一つお聞かせ願いたいのは、社会福祉のほうにその資産を回されると言

いました。私の頭の中には社会福祉施設、いろいろありますが、修理費とかいろん

なものがかかる、そのかかるお金、試算をされましたか。よって、それが今の財政



では賄えないから、そこを売ってとか、何かのあれがあったと思うんですね。これ

が今の町長の独断なのか、それとも庁内において、副町長ともども、各種のお偉い

さんも入れてそういう方向になったのか。その真意をお聞かせ願いたいと思います。 

○議長（山本 陽一郎君）   町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   この決断は私一人でしたものではございませんで、

いろいろ庁内で皆さんのご意見もいただきまして、そしてその方向へ進めていこう

ということになりました。 

 その一つは、大崎議員の時にもお話をさせていただきましたが、今の健康福祉セ

ンターですね、空いているところもあり、有効に利用されていない、それはなぜか。

やはり有効に利用できないような状況にあるんじゃないかというような、そんな町

民の皆さんのお声も実はいただいておりまして、保健福祉センターともう一つでき

ましたふれあいセンターというもの、２つの福祉センターがあるんですが、これの

役割分担をちゃんと一遍明確にしようよと、きちっと明確にした上で、健康福祉セ

ンターがなぜ有効に今利用されていないんだということを考えていこうと。 

 その時に、その結論によっては、あそこを有効に利用できるように改修をしてい

かなければならないということもありまして、少なくともトイレはかえないといか

んし、照明もかえないといかんしということは、もうこれはあります。そういう中

で、どのぐらい費用がかかるかということは、いまだ試算はいたしておりませんけ

れども、改修となると相当な費用がかかるのではないか。かなり古いものですから、

かかるのではないかということ。 

 そして設備に関しては完全に耐用年数が来ておりますので、そうなりますと完全

にかえていかなければならないということになりますので、相当な費用がかかると

いうこともありまして、こういういろんなこと、それからこれからの高齢化によっ

て、かなりのしわ寄せが来る、費用がかかるということも含めまして、そちらのほ

うへ、ある程度まとまった費用を回していければという考え方でございます。 

○議長（山本 陽一郎君）   藤田議員。 

○８番（藤田 興一君）   ごもっともな意見です。それとですね、やはりそこ

まで庁内で町長以下決められたことは、議会において、全員協議会とかやってます

けども、町長、そういうものを事前にお教えいただければ、議員の二人がダブった

意見もしないし、ショックも少なかったかと思います。もう少し議長と我々議会の

間隔を狭めるように、議長もそういう方針を出されたら、こういうふうになります

が、よろしく頼むと言えば、皆さん寛大な気持ちで対応すると思います。よろしく

その辺は、我々とのコミュニケーションを図っていただきたい。 

 それからちょっと本題からズレますが、お許し願いたいと思います。今、町長は

非常に福祉というものに関して力を入れられているのがわかります。果たして僕が

一番大事なのは、ここまで福祉というのはあらかた充実されてきている。まだまだ



足りないのもあります。若者たちですね、今いる東員町の若者たちをどう定着させ

て、どう育てていくか、やはりこれからも東員町が栄えていくには大きな要素だと

思います。当然高齢化する中におきまして、その対応も必要でしょう。私はそれ以

上にも定着、そして明るい東員町、そのためには若者をここから出さないようにど

うしたらいいかという、その若者たちの対応も、町長、強くお考えいただいて、ち

ょっと今回の質問から離れましたけども、それも強く要望いたしまして、私の質問

を終わらせていただきます。 

 ありがとうございました。 

 


