
○４番（水谷 喜和君）   ４番、水谷喜和でございます。 

 今回の質問は２問でございます。１つは事業補助金団体の検証について、２つ目

は笹尾城山地区の再活性化対策についてでございます。 

 １つ目の質問に移ります。 

 事業補助金団体の検証についてでございます。 

 平成１６年度からの行財政検討委員会において、各種補助金をはじめ、委託事業、

使用料、負担金等について検討されました。平成１９年１月には、その検討結果の

報告がなされたところでございます。 

 このたび、第３次東員町行財政検討委員会が１２名の委員構成で発足し、１０月

２１日に第１回の委員会が開催されたということがホームページで報告されていま

す。その報告の中で、町全体の事業の中より抽出した４８事業を検証しますとあり

ましたので、この件について一般質問の通告をいたしました。ところが通告後、担

当課長より４７ですと連絡をいただきました。これは私、単純ミスか、どんな事情

で変更になったかわかりませんけれども、４７ということでございます。１１月６

日付のホームページで訂正がなされているので、４７ということでございます。 

 この４７の検証を行う事業の内容と抽出された理由、どのような方法で検討をさ

れるのか、検討方法について、町長にお伺いしたいと思います。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（山本 陽一郎君）   水谷町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   事業、補助金団体の検証についてのご質問にお答え

をいたします。 

 東員町行財政改革につきましては、今、平成１６年からと申されましたけど、平

成１８年からで、平成１８年から平成２２年までの５カ年にわたり、取り組まれて

きたところでございます。 

 その中で、委託や補助にかかる事業につきましては総点検及び検証を行い、目的

が類似するものについては整理統合を行って、活動が休止状態の補助金や、費用対

効果が特に低いものにつきましては整理されてきたものと考えております。 

 しかし、これからの東員町の財政事情を考えますと、さらに踏み込んだ行政改革

が必要と考えまして、これまでの２次の検討に加えまして、今度第３次を立ち上げ

たところでございます。 

２次の検討委員会におきましては検証項目が多岐にわたり、１事業に対して十分

な検討ができず、また目標設定を５年後としていたため、効果が見えにくいものと

なったところでございます。 

そういった反省点を踏まえまして、第３次の検討委員会では検証事業を絞り込む

ということをやりました。どういうふうにやったかといいますと、国、県から下り

てきている事業がありまして、義務的にやらなければならない事業もたくさんござ



います。そういった町として当然やっていかなければならない事業というのはのけ

まして、本当に検証をしていかなければならないよというものを、４７抽出をさせ

ていただきました。 

 内容につきましてはコミュニティバス運行管理委託料など、現在は外郭団体など

の委託事業にかかる事業が１６事業、それからふるさとづくり事業補助などの補助

事業が９事業、社会福祉協議会など、外郭団体への補助事業が９事業、出生祝金・

小中学校入学祝金事業などの事業が１３事業、補助及び委託にかかる事業を中心と

したものが内容の中心となっております。 

  事業の抽出理由につきましては、町民の方々に検証いただき、意見を賜りたい事

業として抽出をさせていただいたものでございまして、まずは４７事業を順次検証

いただくこととなりますが、今後状況の変化に伴い、必要に応じて検証すべき事業

を追加変更していくかもわかりませんが、柔軟に対応していきたいと思っておりま

す。 

 検証の方法につきましては、国が示しております手法にこだわることなく、委員

の方々にもご意見を賜りながら、効果的な方法で検証を実施してまいりたいと考え

ております。費用対効果が比較的見えやすい、事業仕分け的な手法を取り入れ、現

在は外郭団体の補助事業について、各団体代表者からのヒアリングを実施しながら、

事業検証をいただいております。 

 限られた財源で的確な事業を実施するため、現在の事業を精査、整理、そして無

駄を省くことは必要不可欠であり、町民の目線において、委員の皆様にしっかりと

ご議論をいただき、貴重なご意見を町政に反映をさせていきたいと考えております

ので、よろしくお願いを申し上げます。 

○議長（山本 陽一郎君）   水谷議員。 

○４番（水谷 喜和君）   町長、ありがとうございました。 

 再質問に入らせてもらいますが、その前にちょっと今、年数も私、間違っていた

ようでございますが、今回の質問に当たりまして、第３次行財政改革ということで

おさらいもさせてもらったんですが、その中で第３次ということが最終的にひっか

かりまして、たしか財政検討委員会については、今１８年と言われましたけど、そ

ういうところから始められたということは私も承知しておったんですが、第１次、

第２次ということが明記されたものが何も出てこなかったということで、総務部長

だと思いますけど、その辺を整理していただくように、質問の前に総務部長に尋ね

ますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（山本 陽一郎君）   総務部長。 

○総務部長（日置 直人君）   お答えをいたします。 

 第３次検討委員会までの整理ということで、私のほうからご報告をさせていただ

きます。 



 まず一番最初が、議員申されましたように平成１６年６月２５日から平成１９年

６月２４日までの３年間を東員町行財政改革検討委員会と、これが第１次的なもの

でございます。次に第２次検討委員会といたしましては、平成１９年９月２８日か

ら平成２３年９月２７日までの４年間、これを第２次検討委員会ということになっ

ております。それで今回第３次検討委員会ということで、平成２３年１０月１日か

ら平成２６年９月３０日までの３年間ということで整理をさせていただきたいと思

います。 

○議長（山本 陽一郎君）   水谷議員。 

○４番（水谷 喜和君）   ありがとうございました。 

 年数はそういうことでございまして、ただ、どんな資料を当たっても、第１次、

第２次という数字が出てこなかったということは、ちょっと私戸惑いましたので、

突然でしたけど総務部長にお聞きしました。どうもありがとうございました。 

 それでこういった行財政改革というのは、１次、２次、何次であろうと永劫やっ

ていかんならんということは私も承知しておりますので、どんどんとやっていただ

きたいと思います。 

 第３次が立ち上がったということで、私、ホームページで知ったということで、

４７事業なり４８事業なり、簡単にしか書いてなかったということで、そこでひと

つ書いてあったのが、メンバーでございます。 

 委員のメンバー、どういう形で選ばれているかわかりませんけれども、その中の

備考欄でございます。委員についてはほとんど私存じ上げている、大変立派な業績

を残された方ですけども、その備考の中で委員長、副委員長を除いて、すべて元職

という記載がございます。確かに６０歳の定年を迎えた方については元職という記

載が、これは的確かなと思いますけども、ただ１人、私存じ上げている、この方も

立派な方でございますが、まだ現職の主たる職業を持ったバリバリの方が元職とい

う記載になっておりまして、ちょっと私気になりましたので、記載の方法について

何か意味があるのか、わかりましたらお答えいただきたいと思います。 

○議長（山本 陽一郎君）   町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   東員町でどのようなことをやられていたかという、

今の職業を現にお持ちの方でございますけれども、東員町で元こういうことをやっ

ていただいていたということをお示しするために元職で通知をさせていただいたと、

こういうふうになっております。 

○議長（山本 陽一郎君）   水谷議員。 

○４番（水谷 喜和君）   東員町でいろんな審議会をしているということで、

そういう方を記載されたということでございましたが、私、一つ気になるのが、こ

の方は町の補助金を受けている団体の、まして高い位置の役職にある方ですね。今

から真剣に検討会をやっていく、まして補助金の精査、検査をやっていく中で、こ



ういった方がメンバーとして入っておられるのは、ちょっと不公平感があるのでは

ないかなという思いがございます。専門的な言葉をかりれば、利益相反という言葉

に抵触するんじゃないかなという感じを持っておりますので、もう一度、町長、お

答えください。 

○議長（山本 陽一郎君）   町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   おっしゃってみえる方は、実は第２次の委員会にも

入っていただいておりまして、第２次の委員の中から半数程度残っていただいて、

今までの流れというものがございますので、その流れを理解をいただいていらっし

ゃる方に半数程度残っていただいて、そこへ新しくメンバーを加えた編制になって

おります。 

 そして今言われる方と、当町の今からやろうとする４７事業の中で、利害の生ず

るものはないと理解をいたしております。 

○議長（山本 陽一郎君）   水谷議員。 

○４番（水谷 喜和君）   今、町長がお答えされました、１次・２次に入って

いたからいいんじゃなくて、今までそういう指摘がなかったのではないかと。私も

初めて今わかりまして、入っていないからいいんじゃないかと。逆に言ったら、町

とか、補助金事業から４７事業を抽出しておりますけど、そこに入ってない。逆に

そこを避けたのではないかという、うがった見方をすれば見えますので、僕はそう

いった検討会をするには余り好ましくないと思います。私も素人でございますので、

本当にそれが利益相反になるかどうかは断言できませんけど、これについては私も

一遍学識者等に今後検討ですか、お話もさせていただいて、疑問のないような委員

構成をやっていただいて、しっかりと町の行財政改革をやっていただきたいなと思

います。 

 そういったところがありますので、話を進めますが、町長が前からと言われてお

るということですので、その辺もそれでよければ、そういったほうで続けていただ

くし、何かあれば、また検討していただけば結構だと思います。 

 第３次になりましたけれども、今までの第１次・第２次と言われましたけど、そ

ういった中で本当に補助金の廃止、それから減額等になった団体はあるのかないの

か、金額はどれだけあるのか。それから１次・２次以降、新設された補助金がつい

た補助事業、補助団体はあるのかないのかについてもお伺いいたします。 

○議長（山本 陽一郎君）   町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   申しわけありませんが、まだ整理をしていないとい

うことでございまして、早急に１次・２次でどういうものがなくなったか、また新

設されたかということを整理しまして、資料提供をさせていただきたいと思います。 

 また、先ほどの話でございますけども、先ほどの方と当町におきまして、利害関

係はないものというふうに受け止めております。 



○議長（山本 陽一郎君）   水谷議員。 

○４番（水谷 喜和君）   それでは補助金団体の精査をされるということで、

私もこの質問を控えまして、２カ月ほど前からいろんな資料を集めたいということ

で、町に資料請求をいたしておりました。１カ月ほど前にそろえていただきました。 

 一応そろえていただきまして、私の資料請求の内容は、いわゆる補助金団体と補

助金団体から経由して、また補助金団体があります。それも含めて請求したんです

が、いわゆる町の補助金団体しかいただけなかったということで、補助金団体が何

か６０あるそうでございます。 

 それで、あと資料の中を精査してみますと、ある補助金団体を経由して、そこか

らもらっている補助金団体が平成２２年度で６０団体あるということで、その資料

もどういう形で使われているかな、有効に使っていればいいですけども、どういう

形かということで知りたかったんですが、その内容はいただけなかったということ

です。 

 補助金は３，０００万円、４，０００万円から、補助金団体といっても１万円、

２万円、５万円という団体もありますけど、それをなぜ一本化して補助団体と言わ

ないのかな。何か、一たん補助金団体を通して、また補助金団体という形で通って

いると、どうも見にくいし、わかりにくい。わからんほうがいいんかなという感じ

もしますけども、一律に皆さんに見ていただいて、これどうだ、確かに今言ってま

す６０の団体というのはボランティア活動団体といって、地域で各種の健康とか、

障がい者とか、立派にやっている団体が大半でございます。本当に頭が下がる思い

でございますけども、中には、あれ、こういう団体にこれだけの補助金が出てるん

ですかというような団体もございます。そういったものを私も知りたいし、議員も、

町民も、できたときにさっと出てくるような、なぜ一本化にしないのかということ

について、お伺いいたします。 

○議長（山本 陽一郎君）   町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   補助金の中にはいろいろございまして、例えば老人

クラブ、シニアクラブへいっている補助金がございますけれども、以前は町から直

接シニアクラブに出ておりました。しかし総合的に判断したときに、社会福祉協議

会の事業としたほうがいいんじゃないかという議論があった。そういうことで社会

福祉協議会に出した補助金の中から、社会福祉協議会から補助金が出ているという

経緯があるということも承知しております。それがいいか悪いかは別でございます

けれども、それも承知しております。 

 そういうケースがいろいろあるんだろうというふうに思っておりまして、議員ご

指摘のように非常にわかりにくいというものもございますので、その辺も整理をし

ながら、ちゃんと町民の皆さんの税金が使われているのかどうか、その辺の精査を

きちんと今回はやりたいということで、検討委員会ということになったというふう



に考えております。 

○議長（山本 陽一郎君）   水谷議員。 

○４番（水谷 喜和君）   検討は真剣にしていただかないといかんのですけど

も、例えば補助金というのは本当に事業を進めていただく、地域のことで活躍して

いただく、これは絶対必要でございますし、もっともっと出していただかないとな

らん部分、出してやってほしい部分は多々あります。 

 ただ、その使われ方とか申請の仕方が、あれ、おかしいなと思う部分があっては

ならんと思います。例えば今まで補助金が不正に使われていた場合の罰則とか、そ

ういうことがあったときの活動停止とかいうような規定があるのかないのか、ない

ときはどうしているのかということについて、お伺いいたします。 

○議長（山本 陽一郎君）   町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   現在は罰則規定はございませんが、そういうことが

判明をしましたときには、きちんと対応をさせていただきたいと思いますし、先ほ

ども申し上げましたように、正常に使われているように見えるようなものであって

も、経緯が不透明であるとか、使い道が、議員言われるように不透明であるとかい

うことに関しましては、これからはきちんと精査をし、そして報告もいただくとい

う方向で改革を進めてまいりたいと思っております。 

○議長（山本 陽一郎君）   水谷議員。 

○４番（水谷 喜和君）   不正に使われたり、申請に不正があった場合は、今

まであっても厳しい処分をとっていかんならんのは当然でございますが、この問題

に入る前に、ちょっと不思議だなと思った点がございます。ここではっきりと一遍

判断してもらうために、お話しさせていただきますが、こういった場合どうかと。 

 ある一つの団体が、昨年、平成２２年度の５月１７日、平成２２年度広域公益団

体活動助成金交付申請書でございます。去年でございます。東員町ふらわぁ～びれ

っじ協議会、会長は個人であるので申し上げません。この方が５万円の申請をして

おります。これはいただいております。 

 この申請書を見せていただいたところ、会員のところでございます。東員町協働

活動委員会、東員町育苗研修交流施設、東員町商工会、東員町シルバー人材センタ

ー、東員町社会福祉協議会、東員町福祉法人いずみ、ガーデンプランナー、多度の

方ですけども、東員町建設産業課ということでございまして、いかにも存在するよ

うな名前を明記してございまして、頭に言いました東員町協働活動委員会、これに

ついては平成１９年で終わっておりまして、全くこの時点では存在しない団体でご

ざいます。存在しない団体が大事な補助金を申請して５万円をいただいている。こ

ういうことについて、町長、どう思われますか。 

○議長（山本 陽一郎君）   町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   ふらわぁ～びれっじ運営協議会は今でも存在をいた



しております。 

○議長（山本 陽一郎君）   水谷議員。 

○４番（水谷 喜和君）   ふらわぁ～びれっじ運営協議会は存在しております

が、ただいま言いましたような東員町協働活動委員会が会員で申請しておりますよ、

こういったものが会員であるということで申請しております。この東員町協働活動

委員会が会員ということになってますけど、東員町協働活動委員会というのは平成

１９年で解散しております。解散した団体を、いかにもあるような団体として申請

しているのは、私はおかしいと思いますけど、もう一度お答えください。 

○議長（山本 陽一郎君）   町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   ふらわぁ～びれっじ運営協議会は、平成１９年まで

に行われておりました町民協働活動委員会から生まれた団体でございまして、それ

は前の佐藤町長もお認めになったところでございまして、今言われた諸団体が、そ

の中に参加をいたしております。今現在もそのとおりでございます。 

○議長（山本 陽一郎君）   水谷議員。 

○４番（水谷 喜和君）   あるないは、なかなか押し問答ですけども、東員町

ふらわぁ～びれっじ運営協議会は、前回のあれでも私指摘しましたけども、町長は

公共的な団体だということで、今も活動しておるし、存在はしておりますが、申請

時に東員町協働活動委員会の会員として、ない団体を申請者にして申請したという

ことは、私は何としても納得できないんですが、存在していたということは、総務

部長、お伺いします。平成２２年５月に東員町協働活動委員会が存在しておりまし

たか。 

○議長（山本 陽一郎君）   日置総務部長。 

○総務部長（日置 直人君）   まちづくり協働活動委員会の補助金については、

社会福祉協議会の補助金として申請をされ、補助が支出されているように理解をし

ておりますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（山本 陽一郎君）   水谷議員。 

○４番（水谷 喜和君）   今のちょっと回答が違うようなんですが、どこで申

請されようと、申請の中の会員が東員町協働活動委員会というのは、先にも言われ

ましたように平成１９年で終了しておるということで、総務部長も委員会の中で確

認をされて、うちに来たはずでございますが、こういったあやふやな団体で申請し

てもらって、私も社会福祉協議会から存在してなかったという文章をいただいてお

ります。今はそういうことで正しいと言われますので、私は納得しませんけど、多々

そういうのがあるんじゃないかと。せっかくボランティア団体の方々が組織をやっ

て、地域の健康、障がい者、そういったことで立派にやっている団体の中で、たま

たま見た申請書がこういうことになっておりますので、こういったところも第３次

行政改革で、すべての補助金団体について検証いただくようにお願いしまして、こ



の問題は終わりたいと思います。 

○議長（山本 陽一郎君）   町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   今の問題でございますけれども、実際に申請書を見

ておりませんので定かではございませんけれども、もし議員の指摘されるようなこ

とであるとするならば、これは私は単純ミスではないか、現にふらわぁ～びれっじ

運営協議会というのは存在しておりまして、平成１９年に閉鎖しました町民活動協

働委員会から派生しておるものということでつながりはございますので、現に町民

の皆様が一生懸命、本当に自分の身を惜しまずに活動をいたしておりますので、現

にあるものと私は理解をいたしております。 

○議長（山本 陽一郎君）   ただいまの水谷議員の指摘に対しては、担当課の

ほうで十分ご検討、ご確認をいただいて、後日、議長あてにご報告をいただきたい

と思います。 

 水谷議員。 

○４番（水谷 喜和君）   もう一言、言いたかったんですけども、議長預かり

になりましたので、この問題はこれで締めさせていただきます。 

 ２つ目の質問でございます。 

 笹尾城山地区の再活性化対策でございます。 

 私は在来生まれ在来育ちの生粋の農村地帯の人間でございますが、なぜこんな問

題をするんやという疑問を持たれる方があろうかと思いますけど、私も３０歳でこ

ちらへ帰ってきまして、昭和５１年、そのころに笹尾の入居が始まったということ

で、ちょうど今住まれている方と同じ年代かというところで、そういった連帯感も

ございますし、地域には農村の在来地域と住宅地域と２局がございますけども、両

方がうまく住みよいまちづくり、どちらが欠けても東員町じゃなくなりますので、

農村が元気、住宅地が元気ということで、笹尾地区は高齢化がどんどん進んでおり

ますけれども、そういった地域が元気をなくしてもらったら我々も困るということ

で、ぜひ元気になっていただきたいということで、こういった元気なまちづくりに

支援をしていきたいということで質問をさせていただきます。 

 再活性化対策が魅力ある住宅地としての基本戦略はあるのかどうか。入居されて

３０年を過ぎようとしておりますが、入居された時のニーズですね、家が１件あっ

て、車を置く場所があれば、あとは働いて、ほとんど地域にいないから、今のニー

ズと違ったニーズ、家さえあればいいということで暮らされたと思いますけれども、

それから３０年、４０年たって、住宅地に住まれる住民の方のニーズも、どんどん

変化してきていると思います。そういったものに対応するインフラ整備が、どうい

う形でされようとしているのか。 

 また今後、こういった住宅地域の方へのサービスのあり方、それからこの方たち、

たまたま東員町へ来て、前に農村があったと気がついた方もあろうかと思いますし、



近くに農村があるから来たかったという方もあろうかと思います。結果として、や

っぱり住宅の前に農村があるんです。そういったものを生かした住民サービスのあ

り方を考えたまちづくりも考えておられるのかどうかということを、町長にお伺い

いたします。 

○議長（山本 陽一郎君）   水谷町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   笹尾城山地区の再活性化対策ということで、ご質問

にお答えをさせていただきます。 

 笹尾城山地区は住宅地として開発されて３０年以上が経過しており、まちそのも

のが老朽化いたしております。また、このまちは坂道が多くて、高齢者には大変厳

しい住環境となっております。 

 一方、５，３００戸の区画に対しまして、現在８００区画以上の空きスペースが

あり、やり方によっては新しく住宅開発するのに匹敵する効果が期待できます。民

間事業者の皆さんも巻き込んで、若い人に魅力ある住環境を提供できないか、検討

していきたいと考えております。 

 そんな中で現在居住されている皆さんにつきましては、先ほど申し上げましたと

おり高齢化が進んでおり、今まで会社勤めをされてみえた方が地域での生活を始め

られることになります。現実に生活環境が変わって、趣味や家庭菜園など、さらに

はボランティア活動などに時間を費やされる方が多くなってきております。 

 こうした町民の皆さんのニーズに応えまして、写真や絵画、ダンス、音楽関係、

料理からパソコンまで、多種多岐にわたる４６の公民館講座を用意いたしまして、

皆さんにご利用をいただいております。 

 また、美術・芸能・茶華道関係や趣味の領域で、５０前後の団体にサークル活動

なども展開をいたしていただいております。 

 さらには、ふれあい農園をはじめ、遊休農地などを活用した家庭菜園にも力を入

れていただいております。 

 こうした町民の皆さんの取り組みをさらに充実していただくため、先ほどの質問

にもございました、ふらわぁ～びれっじ事業を有志のボランティア団体の皆さんに

お願いをして、高齢者の居場所づくり、交流の場づくりとして活用をいただいてお

ります。 

 議員の皆様には、こうした趣旨をご理解いただきまして、ご支援賜りますよう、

よろしくお願いを申し上げます。 

○議長（山本 陽一郎君）   水谷議員。 

○４番（水谷 喜和君）   いろんな町長も考えておられると思いますけども、

昨日の同僚の質問の中で、保育園でしたか、施設の跡地を、前町長については施設

をつくっていく、利用していくという話でしたけども、今回、水谷町長については、

売却を考えるんだということをお聞きしました。私は愕然といたしました。 



 町長はこちらで福祉センターがあるから来なさい、来たらいいじゃないか、交通

網するよということで、なるべくこちらへ来てくださいということでお話がありま

したけれども、来るのは１回か２回は来れますよね。普通、老人の方は、毎日は来

られません。毎日の地域の生活においては、やはり周囲何百メートルという範囲で、

ほとんど生活されておると思います。 

 東員町に小学校が６つございますね。上手に笹尾に３つ、住宅地に３つというこ

とで６つございまして、大体割りますと３．７平方キロの守備範囲を持っておりま

して、半径にすると６００メートルぐらいのところで小学校区域があるということ

で、よく考えてございます。小学生の方が歩いて１０分から１５分ぐらいの範囲の

ところに小学校が設置されているということで、よく考えているなということでご

ざいます。 

 人間６０歳になると還暦といいまして、子どもに戻ると言います。我々も子ども

に戻ったばっかりです。日ごろ、我々はこういったところへ出入りしますけども、

日常生活というのは歩いて１０分、１５分、電車で５分ぐらいのところで、ほとん

どの皆さんは生活しておられますので、こういった元気な方、趣味のある方につい

ては、週に１回か２回は中央の役場等に来られると思いますけども、ほとんどの大

半の方、それから大半の日にちについては、何百メートルの範囲で生活されている

のが、僕は本当だと思います。 

 こういったことを考えますと、やはりああいったものを残してほしいなと、こっ

ちに立派な施設をつくるからというのではなくて、それ相応の小さな、いわゆるた

まり場、サロン室みたいなものを、いくつかの地域に、高価なものでなくても、そ

ういったものをつくって、まちおこし、まちづくりに貢献していただきたいなと思

います。 

 この間もどういったまちづくりがいいかなということで考えましたら、やはり老

人の方にしろ、若い方にしろ、朝晩犬をたくさん連れておられます。どれぐらいい

るのかなと調べましたら、２，３００頭でございます。住宅地域も在来地域も見事

に同じだけの割でおりまして、戸数にしますと、大体３件に１頭ぐらい犬を連れて

歩いているんですね。歩くといいますか、憩いといいますか、毎日の楽しみといい

ますか、これが健康づくりにつながりますし、地域の住民との触れ合いにもつなが

るということで、こういったものをもっと活用しながら、せっかく広い場所がある。

農村については田んぼ道、農道がありますので、皆さん利用しておられますけれど

も、笹尾城山地区については、そういった場所はなかなか見当たらん。中には糞の

害もあるということで、皆さん袋なり、シャベルなりを持って歩いておられます。 

 こういったものもひとつはどこか地域に、学校が空いているのか、わかりません

けれども、そういった地域にある時間放し飼いできる場所とか、犬を連れて散歩す

るような道ですね、犬散歩道とか、そういったものがあれば、どんどんと東員町は



犬の飼えるまちといったキャッチフレーズでいけば、名古屋から団地で犬が飼えな

い人は、東員町へ行って１時間ばかりいけば、あそこで住宅を買って犬を連れて毎

日散歩しようかといえば住民も増えます。新しい人が来ます。そういった方を考え

ていけば、お金をかけなくて新しいまちづくりを進めることができると。 

 そんな思いがございまして、菜園づくりとか、こういったことをやっていただく

のも結構でございますし、そういったことも進めていただきたいし、各種クラブ、

習い事クラブとか、そういったこともどんどん進めていただいて、やっていただく

のも結構ですけども、私が初めから言っておりますように、１年のうちで、ほとん

どが地域６００メートル管内で生活されている方が多い。健康な方はよろしいよ。

車があるうちは、乗れるうちはよろしいけども、乗れなくなってきたときに、やは

り地域で皆さんで生活していくということですので、そういったことも考えて、身

近なところで生活できるように、そういったまちづくりを考えていただきたいと思

いますが、いかがですか。 

○議長（山本 陽一郎君）   町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   笹尾の第一保育園の跡地のことでございますけれど

も、あれを廃止して、どうしても役場周辺へお越しいただきたいということを申し

上げているのではなくて、たまには来ていただくということを申し上げてます。 

 私はもしあそこへそういう施設をつくったとしても、全体として６００メートル

範囲にはならないと考えております。 

 それで昨日も答弁申し上げましたけれども、今考えておりますのは、議員ご指摘

のような６００メートル範囲ぐらいで、身近なところに集まる場所をつくってはど

うかということでございますので、私は空き家を借りたりして活用して、オープン

ハウスというものをつくっていって、そこへ交流の場所、そして集う場所として活

用していければ、非常に皆さんにとって使い勝手のいいものができるんではないか

なというふうなことを思っておりまして、こういうことを検討をさせていただきた

い。非常に身近なところでは、そういう検討をさせていただく。そうしますと、議

員ご指摘のように、５００～６００メートルの範囲の中で皆さんが集える場所がで

きるのではないかというふうなことを考えておりまして、たまにはこの辺へバスを

使って来ていただくというようなこともあるのではないかということを、申し上げ

たところでございます。 

○議長（山本 陽一郎君）   水谷議員。 

○４番（水谷 喜和君）   東員町には、こういった優れた田園地帯、世界から

言ったら世界一美しい田園地帯ですね、そういったものがあります。こういったも

のを生かした住宅地のまちづくり、その住宅地においては、日常、手の届くところ

で生活できる、買い物できる、医療においてもそうだと思います。大変な病気にな

れば、大きな病院へ行かないといかんですし、医療センターをつくるような構想も



ありますけれども、なかなか１０万人、２０万人の都市でも、こういった大きな病

院は費用対効果から無理やと、倒産しているような状態でございます。大変なこと

になれば、大きな病院へ行っていただくと。そういった病院を支援していただくの

は結構でございますが、日々そういった健康、医療については、僕は訪問介護、訪

問医療というものを充実させていけばいいんじゃないかと考えておりまして、住み

よい地域で、皆さんが楽しく住んでいただくには、大きなものは要らないと思いま

すので、そういったことも考慮いただいて、新しい田園のあるまち、住宅地が近く

にあるまち、そういったあるものを生かしたまちづくりを住民とともにつくってい

ただくように、よろしくお願いいたしまして、私の質問を終わらせていただきたい

と思います。 

 ありがとうございました。 

 


