
○１番（上原 君代君）   おはようございます。 

 今回の私の質問の１点目は、３種ワクチン、妊婦健康診査への助成について、２

つ目は障がい児保育・教育について、３点目が町施設の更新と改修について、４点

目が中部公園の活用と管理についてです。賢明なご答弁をお願いします。 

 １つ目の三種ワクチンについてですが、昨年１２月議会の補正予算で実施された

子宮頸がん予防ワクチン、ヒブワクチン及び小児用肺炎球菌ワクチンの３種ワクチ

ンは、厚生労働省からの補助事業で、２０１１年度末までの事業となっています。 

 平成２４年度の厚生労働省の概算要求でも予算編成過程で検討するということに

はなっておりますが、もし国の事業がなくなったとしても、乳幼児の健康のために、

東員町ではぜひ独自ででも助成の継続をすべきではないかと思います。 

 ２つ目の妊産婦健康診査ですが、これも国庫補助金を受けての事業で、２０１１

年度末となっています。子育て世代を応援し、東員町に若者世代を増やすためにも、

もしだめであっても、町独自ででも継続すべきではないかと考えております。 

 町長にご答弁をお願いします。 

○議長（山本 陽一郎君）   水谷町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   上原議員の３種ワクチン、妊婦健康診査への助成に

ついてのご質問にお答えを申し上げます。 

 まず１点目の子宮頸がん予防ワクチン、ヒブワクチン、小児用肺炎球菌ワクチン

の３種のワクチン接種につきましては、昨年１２月の定例議会で補正予算の議決を

いただいて、ワクチン接種にかかる費用を助成することにより感染症を予防し、町

民の健康保持増進に寄与することを目的に、平成２３年１月から、全額公費負担に

よる接種を実施いたしておるところでございます。 

 これまでの接種状況を申し上げますと、平成２２年度は、子宮頸がん予防ワクチ

ンの供給不足や、ヒブワクチンと小児用肺炎球菌の同時接種による死亡事例の報告

により、接種の差し控え等がございまして、それによりまして接種は低迷したもの

の、本年度におきましては、１０月末までに子宮頸がん予防ワクチンが延べ５６９

名、ヒブワクチンについては延べ５６８名、小児用肺炎球菌ワクチンにつきまして

は、延べ６５８名が接種を済まされております。 

 この事業につきましては、平成２３年度までは、国から接種費用の２分の１が助

成されることとなっておりますが、議員ご案内のように、平成２４年度の厚生労働

省予算概算要求には、残念ながら盛り込まれておりません。 

 しかしながら厚生労働省も、これらの３ワクチンについては、来年度以降も円滑

に接種が行えるよう、現行の任意接種から定期接種への移行も視野に入れながら検

討すると発表をされております。 



 私どもも定期接種化につきまして、三重県町村会を通じ、国・県に要望をいたし

ておりますが、今後も国の動向を注視しながら、近隣市町の状況等も踏まえ、前向

きに検討してまいりたいと思いますので、よろしくお願いを申し上げます。 

 次に２点目の妊婦健康診査についてのご質問でございますが、国の少子化対策の

一環として、妊婦の健康状況やおなかの赤ちゃんの育ち状況を見るために、身体測

定や血液・血圧等の検査を実施し、妊娠期間中に合計１４回受診していただくこと

ができます。 

 これまでの受診状況を申し上げますと、本年度におきましては、１０月末までに

合計１，２２９回分を助成させていただいております。 

 この妊婦健康診査事業につきましても同様でございまして、国からの助成が本年

度で終了いたしますことから、本町では、妊婦が安心して妊娠から出産を迎えられ

るよう、先ほどの３ワクチンと同様、平成２４年度以降も、国庫補助等による支援

につきまして、三重県の町村会を通じ、国や県に対しまして継続の要望をいたして

おります。 

 今後の国の動向や近隣市町の状況等を踏まえ、検討をしてまいりたいと思います

ので、ご理解を賜りますよう、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）   上原議員。 

○１番（上原 君代君）   前向きなご答弁でしたので、本当にうれしく思いま

す。そして県へも、国へ向けての定期接種化の要望を出しているということで、こ

れは私としても本当にいいなと思うんです。 

 ただ、もし国がやらなかったらやっぱりだめなのかなとか、いろいろ今聞いてい

て思いました。だから私としては、今ここでどうしても国がやらない場合でも、去

年、平成２３年度に町が半額をやったわけですね。現実にお金は町は半分出してい

るんですから、全額出してほしいと思いますけど、最低限、去年並みの半額助成と

いうか、そういうことも私は考えてほしいと思いますが、いかがですか。 

○議長（山本 陽一郎君）   町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   全国の少子化、今の日本の国の状況を見たときに、

国がこれを継続しないというのは考えにくいなというふうなことを思っております。

やらざるを得ないだろうというふうに思っております。万が一という場合でござい

ますが、先ほどもご答弁させていただきましたように、町独自で前向きに今から検

討をさせていただきたいというふうに思っております。 

○議長（山本 陽一郎君）   上原議員。 

○１番（上原 君代君）   ありがとうございます。 

 国としても前向きにやらざるを得ないだろうということや、町独自で、私は本当

に最低限と言ったんですけど、それより満額というか、そういう前向きなことを期

待しております。私たち議員としても、議会として、国への定期接種化の意見書は



出していかなければいかんのではないかと思ってますので、それはそれで町として

よろしくお願いします。 

 特に東員町、本当に定住促進事業ということも設けて、私は子育て事業のボラン

ティアをしているんですけど、そこら辺でも、アパートに入っている人から、家を

建てるなら東員町だねということも聞きますし、子連れで遊びに来る人たちと接し

ているんですけど、やはりそこでも、東員町って子育てしやすいよねということも

聞きます。だから本当にこういうことで東員町、若者が寄ってくる、もちろん、高

齢者も住みよいまちにしてほしいですけど、少しでも人口が増えてほしいと思いま

すので、よろしくお願いします。 

 次の質問に移ります。 

 ２点目の障がい児保育・教育についてですが、幼保の障がい児の加配職員は臨時

職員で、研修も皆無とは言えないにしても、余り保障されていないのではないかな

と思っております。私はこの件は以前にも取り上げましたが、障がい児が小さなう

ちに適切な保育・教育をするためにも、障がい児の県の専門機関である「あすなろ

学園」などと連携しての系統的な研修体制をつくってほしいと思いますが、教育長、

それについていかがですか。 

○議長（山本 陽一郎君）   岡野譲治教育長。 

○教育長（岡野 譲治君）   上原議員の障がい児保育・教育についてのご質問

にお答えをいたします。 

 東員町では議員もご承知のとおり、福祉部局におきまして、乳幼児の段階から、

発達のつまずきやおくれの早期把握と早期対応に努めておりまして、発達相談や療

育相談等を行っているところでございます。 

 また、教育委員会におきましても、幼稚園・保育園に在籍しているお子様に対し

まして、福祉部局と連携をしながら、個々の状況に応じて加配保育士を配置すると

ともに、個別の指導を支援するための専門の資格を有する相談員が、巡回相談や教

育相談を行っているところでございます。 

 そのような中で本町におきましても、かねてから課題の１つでございました、途

切れのない支援システム構築に向けて、検討を進め始めたところでございます。 

 現在の計画といたしましては、仮称ではございますが、「発達支援室」を平成２

５年度当初に設置したいと考えておりますし、来年度につきましては、議員もお話

をいただきましたが、「三重県立小児（こども）診療センターあすなろ学園」に職

員を送りまして、１年間研修を積む中で専門的な知識や技能を修得させたいと考え

ております。そして、平成２５年度から「みえ発達障がい支援アドバイザー」とし

て、仮称ではございますが、発達支援室に配置する予定にしております。 



 発達支援室の具体的な役割等につきましては、今後、福祉部局と連携をしながら、

近隣市町の先進的な取り組みも学びながら、１年かけて詰めていきたいと思ってお

ります。 

 ご指摘いただきました、障がい児保育・教育についての系統的な研修体制につき

ましても、そこが中心となり、行っていきたいと考えておりますので、よろしくご

理解をお願いしたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（山本 陽一郎君）   上原議員。 

○１番（上原 君代君）   ありがとうございます。 

 私が提案したいなと思っていた発達支援室と言われましたけど、そこら辺が平成

２５年度ということを聞いて安堵しました。これは平成２５年度で、その次に言わ

れたことがきちっと聞き取れなかったんですけど、発達支援室の後の３行ばかりの

ところ、もう一回お聞かせ願えませんか。 

○議長（山本 陽一郎君）   教育長。 

○教育長（岡野 譲治君）   場所がどのくらいかわからないですけども、発達

支援室をつくります。そして発達支援室の具体的な役割につきましては、来年度、

何名かの職員を派遣します。そして再来年度、職員が戻ってきますので、その職員

がどのような形で発達支援室を運営していくか、子どもたちにとってどういう形の

支援ができるかという体制づくりを来年度送りながら、私たちの中での室をつくる

ようなことを考えております。 

 そして平成２５年に室をつくりますけれども、その室が中心になりながら、いろ

んな取り組みを進めていきたい。そして加配保育士等の研修等も、その中に含めて

進めていきたいということであります。 

 以上です。 

○議長（山本 陽一郎君）   上原議員。 

○１番（上原 君代君）   今のところは、平成２４年度に職員をあすなろ学園

へ１年間派遣して研修をしてもらうという内容ですね。そしてその人を中心にして、

平成２５年に支援課を立ち上げ、そこら辺で、きちっと現場へつく人たちの支援が

できる体制をつくるということですね。 

○議長（山本 陽一郎君）   教育長。 

○教育長（岡野 譲治君）   そのとおりです。 

○議長（山本 陽一郎君）   上原議員。 

○１番（上原 君代君）   ありがとうございます。 

 今までそういうことができてなくて、いろいろ私も近隣で聞いたり、現場という

か、当事者の人から聞いたりして、そこら辺の今まで東員町がそういうシステムが

できなくて、あすなろ学園へ講演なんかの依頼をしても、システムのないところで



ちょこちょこ講演しても、なかなか力にならないからということで、どうもうまく

いってないということも聞きましたので、今回こういうシステムづくりのこと、い

なべ市のことをいろいろ聞きまして、支援課をつくって、今言われたような体制が

きちっとなっているということで、私こういう質問をさせていただきました。 

 だから今言われたようなことをきちっとやって、１年間、あすなろへ行って派遣

して、勉強してきた人を中心にして、本当にコーディネータを育ててほしいと思い

ます。 

 今わたしが本当にこういうことを身近に思うのは、加配をつけただけでは、けが

をしないように、そしてほかの子とトラブルが起きないようにしていくのがせいぜ

いで、一人一人絶対障がい児というのは、発達障がいでもそうですけど、いろんな

状態が違うから、そこら辺の勉強をしてほしいと思ったわけですけど、そこら辺で、

あすなろというのは、いろんな子どもがおりますので、そういうことができると思

います。 

 もう１つ、ちょっと聞きたいのは、学校でも支援員ということでなっているんで

すけど、学校はコーディネータがいるよということも聞いたんですけど、そこら辺

の学校の支援員の研修体制はどうなっていますか。 

○議長（山本 陽一郎君）   教育長。 

○教育長（岡野 譲治君）   小中学校には特別支援コーディネータという形で、

それぞれに１名おります。そしてその先生方を中心にしながら、特別支援コーディ

ネータの会というのを年に何回か行っております。そこでは教育相談員という方が

おりまして、その方から専門的な知識を教えてもらったり、現状のお子さんたちの

状況を交流したり、そして個別支援計画をどのように立てていくかとか、どう対応

していくかということを、年間を通して研修をしております。 

 以上です。 

○議長（山本 陽一郎君）   上原議員。 

○１番（上原 君代君）   ありがとうございます。 

 本当にいい方向に向かっていると思って安心します。東員町は今までからそれが

必要であれば、本当にきちんと加配とか、学校では支援員もちゃんとつけてやって

くれておりますので、今までだと、そうやって、けががないように見守る程度とい

うこともあったんですけど、そういう制度ができて、一人一人の特質を把握した保

育・教育ができるようになれば、障がいを持った子たちが社会の中で幸せと、口に

は出さないけど、生きづらいと思わなくて生きていける、東員町はその点、中学校

を卒業しても地域で、いずみの関係の人たちがグループホームをつくったり、いろ

んなことで頑張っておってもらいますので、こうやって保幼小中がやれば、東員町

にずっと地域の人とともに生活できていく縦のシステム、そんなものができて本当

にいいと思いますので、よろしくお願いします。 



 次に移ります。３点目は町施設の更新と改修についてです。 

 その１つ目は陸上競技場が町民にもっと十分に活用されるよう、また経費を維持

管理費程度で抑えるために、来年度、たしか陸上競技場の更新となっていると思い

ます。その２種更新はしないでほしいと考えています。町としての考えを伺います。 

 ２つ目は福祉センターや陸上競技場、体育館、庁舎、武道館のトイレ改修、特に

和式や洋式の数の見直しとか床の改装、そして和式には消音装置の設備などを設置

してほしいと思いますが、町長に伺います。 

○議長（山本 陽一郎君）   水谷町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   町施設の更新と改修についてのご質問にお答えをさ

せていただきます。 

 まず１点目の陸上競技場の２種公認の更新の件でございますが、陸上競技場は平

成４年の開場後、来年度、２０周年を迎えます。その間、町民の皆様をはじめ、桑

員地区の小学生、中学生、高校生、実業団の選手など、毎年約２万５千人の方々の

利用がなされてます。今後も利用者の利便性の向上を図りながら、利用者が増える

よう、努力してまいりたいと考えております。 

 また、第２種公認を継続するに当たっては、ルール改正や経年劣化に伴う改修な

ど、多額の費用が必要であることから、現在、公認競技場としてのあり方を検討い

たしておりまして、競技会等におきまして選手の記録が記録として認められないこ

とだけは避けたいと考えており、公認の種別にこだわることなく、利用者の安全面、

利用でき得る環境面を重視して、町の財政状況とも考え合わせて、必要最低限度に

おいて維持管理してまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いを申し上げ

たいと思います。 

 ２点目でございますが、福祉センター、陸上競技場、体育館、庁舎、武道館のト

イレの設置状況に関しましては、和式・洋式トイレの設置は合計で８４カ所ありま

して、そのうち２０．２％、１７カ所が洋式、７９．８％、６７カ所が和式となっ

ております。施設の老朽化に対応いたしまして随時改修を行い、洋式トイレの導入

を図っているところでございます。 

 平成２０年度には総合文化センターのトイレ改修を行い、７カ所を洋式化、平成

２２年度には総合体育館のトイレの改修を行い、４カ所を洋式化いたしました。 

 また庁舎におきましては、平成２４年度から順次改修を計画いたしておるところ

でございます。この庁舎トイレ改修におきましては８カ所を洋式化し、床面の改装

も含め、バリアフリー化を実施したいと考えております。 

 また、和式トイレの消音装置、すなわち擬音装置の設置につきましては、必要以

上に水を使用しないよう、節水効果の観点から、有効な手法であると考えておりま

す。現在、総合文化センターにおいて導入いたしておりまして、今後の各施設改修



時に導入の検討を図っ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

お願いを申し上げます。 

○議長（山本 陽一郎君）   上原議員。 

○１番（上原 君代君）   今聞いていて、ちゃんと確認したいんですけど、タ

イムは公式タイムになるようにはしたい、ですけど２種公認はしない予定だと、何

か私は聞いたんですけど、そこの確認、よろしくお願いします。 

○議長（山本 陽一郎君）   町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   競技会において記録が出ます。その記録は正式記録

として認定できるようなことにはしたい。すなわち公認でなかったらそれができま

せんので、公認は取りたい。ただし、今１種、２種、３種、４種とあるんですね。

その種別にはこだわらない。そして、そのところを今庁内で検討をしている。どの

ランクになるのかというのを、どのランクにすればいいのかということを、現有施

設のものを精査しまして、どこならいいのか、要はどこなら経費がかからないのか、

少なくて済むのかとか、いろんな検討をいたしておりまして、まだ確定をしており

ませんけども、私どもといたしましては、種別にこだわらずに、できるだけ町民の

皆様の税金を有効に使っていこうということを考えております。 

○議長（山本 陽一郎君）   上原議員。 

○１番（上原 君代君）   すみません。 

 私、そこら辺の細かいことがきちっとわからなくて、公認とは２種しかだめで、

３種では公式タイムにならないのかなという気がしていたもので。そうすると、公

認を取れば、２種でも３種でも公式タイムになるんですね。はい、確認しました。 

 もしそれなら、今言うように２種はたくさんの規格の変更とか、いろんなところ

で、悪くなったのはかえていかないといかんし、ちゃんと競技場の維持はしていく。

それは当たり前のお金ですからいいと思います。ただ、余り使ってないのに、用具

とかいろんなものを、規格が変わったとか、いろんなところで買い直さなければい

けないという、そこら辺の更新時の問題ですごく思うだけで、そこら辺のクリアさ

えしてもらえばいいと思います。 

 そして桑名市は、何か第３種を取っているということなんですけど、普段使いと

いうか、気軽に使えて利用者がすごく多いということも聞きますので利用しやすい。

でも桑名も公認を取っておりますので、聞くところによると本当に使いやすいとい

うことも聞いておりますので、そういうところを伺ったり勉強したりしてもらって

公認の種別を決める。桑名は３種と聞いておりますので、多分大分２種とは違うの

かなという気はしておりますので、そこら辺、皆さんで研修して、今言われたよう

に、よりお金がかからなくて、皆さんが使いやすいような競技場にしていただきた

いと思います。 



 次に２つ目のトイレの改修についてですけど、文化センターは本当に立派にして

いただきました。そして私、陸上競技場とか武道館も見てきました。確かに半分が

洋式になっておりました。ああこれはやってもらったんだということもわかりまし

た。 

 ただ、やはり容器を変えただけなので、前の和式の時の跡がついていたり、洋式

は大きいからドアの位置を変えて、その跡もついているんです。前の位置の跡とか。

床がそのままだから、ずっと建ててから一緒だから、床の全面改修をしてほしいな

と。そうじの方も言っておられました。一生懸命こするんだけど落ちないんですよ

と。床の改修も、この際してほしいなということを思いました。 

 もう１つ、ちょっと聞き逃したんですけど、あれは多分文化センターのことやな

かったかと思うんですけど、バリアフリーのことも考えてやりたいというようなお

話があったと思いますけど、そこら辺はどこですか、お伺いします。 

○議長（山本 陽一郎君）   町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   来年度から庁舎につきましても、いわゆるトイレを

改修していないところを順次かえていこうということで計画をいたしておりまして、

これからは議員おっしゃいましたように、床もきれいにして、そしてバリアフリー

化をしていきたいというふうに計画をいたしておると、こういうことでございます。 

○議長（山本 陽一郎君）   上原議員。 

○１番（上原 君代君）   まず庁舎からということで、バリアフリー化という

ことも入ってますね。はい。 

 本当に庁舎はひどいというか、私たちいつも使っているんですけど、今日も向こ

うのところ、かぎを必死で時間をかけてクッと押さなければ、なかなかかからない、

そういうところもあり、水も流れにくい。やっぱりだから、まず庁舎はお客さんや

住民の方もいっぱいみえますので、１階の福祉トイレ、あそこも一応用は足せるけ

ど、好んでトイレに入るものではないんですけど、だけど入りたくないという、そ

んな感じですので、まず庁舎ということでよろしくお願いします。 

 それから福祉センターが、全然洋式が入ってないのですよ。福祉センターは特定

高齢者がデイケアのサービスをしている場所ですね。だから老人がいつも通うんで

すよ。あそこは本当に和式はなくてもいいんじゃないかと思えるほど、老人の使用

が多いですし、時期としても、福祉センターは早くに手がけてほしいと思います。

そこら辺は福祉のほうですけど、いかがですか。 

○議長（山本 陽一郎君）   町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   保健福祉センターにつきましては、町民の皆さんか

らたくさんご要望をいただいております。もうちょっと使いやすく、遊んでいると

ころもたくさんありますので、使い勝手のいいように、そしてもっと使いやすいも

のにしたらどうだというご希望もございます。当然トイレも含めまして、保健福祉



センターをどういうふうに使っていくのかというのを、今議論をさせていただいて

おります。その中でトイレのことも決めていきたいというふうに思っております。

これも早急にやらなければならないと思っておりますので、よろしくお願いをいた

します。 

○議長（山本 陽一郎君）   上原議員。 

○１番（上原 君代君）   今の話を伺うと、福祉センターはトイレだけではな

くて、もうちょっと全面的な改修を考えているということですね。 

○議長（山本 陽一郎君）   町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   そうお考えいただいて結構です。 

○議長（山本 陽一郎君）   上原議員。 

○１番（上原 君代君）   ありがとうございます。消音装置のことも節水、ち

ゃんと気持ちをわかってもらって、やってもらえるということなので、今、回答さ

れたことは本当に早くに実現できることを期待します。 

 次は４点目の中部公園の活用と管理について伺います。 

 年間、今年度で約３，２００万円もの維持管理経費を費やしている中部公園が、

もっとたくさんの町民が利用できるように、また町外の利用客が利用するだけでな

く、そのことが町民にとって少しでも利益というか、これはお金だけのことじゃな

くて、いいなと思えるような町としての施策を伺います。 

○議長（山本 陽一郎君）   水谷町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   中部公園の活用と管理についてのご質問にお答えを

いたします。 

 中部公園は自然と豊かな水辺環境の中で、人と水がふれあい、人々の交流の拠点

と自然体験の広場として、平成１６年１１月に開園いたしました。 

 その後、健康遊具の設置、バーベキュー施設の設置、パークゴルフ休憩施設の設

置、パークゴルフ場・ジュニアコースの増設、ゴルフコースの改修、遊びの広場へ

の日よけシェルターの設置など、さらなる施設の充実に努めまして、多くの来場者

にご利用をいただいております。 

 利用者につきましては、開園以来、年々増加いたしておりますが、昨年４月に発

行されました三重の子育て情報誌の中で、お母さん方が選ぶ公園ランキングで第１

位のグランプリを獲得し、さらに人気が高くなっております。 

 こうした来場者に対しまして、商工会や観光協会により、春と秋の休日に、臨時

の売店を設置していただいておりますが、今一歩進めて、管理棟の一部を改修して

常設の物品販売コーナーを設けられないか、検討に入っております。 

 また、来場者にとって満足度が向上するとともに、公園の維持管理の観点からも、

お金を落としていただけるような仕組みを、さらに考えてまいりたいと思っており

ます。 



 イベント事業につきましても、今あるものをしっかり検証し、より有効なものの

活用を図ってまいりたいと考えております。 

 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（山本 陽一郎君）   上原議員。 

○１番（上原 君代君）   今、常設の物品販売ということも出ましたので、よ

かったと思います。 

 それと答弁の中でもありました、私も鈴鹿とか、孫がおって、娘から聞くと、子

どもと行きたい公園の中に入っているし、すごいねというようなことも聞きます。 

 でもそれとは別に、住民で年配の人たちに聞くと、いっぱい人が来ても、排気ガ

スとごみを落としてもらって、全然町民がそれで潤うことがなかったらだめだよな

ということも聞きますので、そこら辺でさっき常設の物品販売ということも出て、

ちょびっとはそれで違うのかなということも考えたんです。 

 そこら辺で考えると、私は、そしたらどんな公園がいいのだろうというようなこ

とで、これは一住民の提案もあって、私も花が好きなので、ああそれもいいなとい

うことでしたけど、新しく箱ものというのは要らないと思います。 

 でも私ずっと歩いて、ここら辺だったら、こういう木が植えられるのではないか

なということも考えながら思ったんですけど、一つのテーマとして、一年中花が楽

しめる東員町というか、今、アジサイを挿し木して植えていただきました。 

 それと東員町の木でもある梅、２月の梅と６月のアジサイ、東員町は大木もあり

ますけど、穴太とか鳥取、みんな堤防に桜がいっぱい咲いて、時期になるととても

きれいです。だから４月には、あっちやこっちの桜、そして田んぼがもしあったら

菜の花。８月になると、今はやってませんけどヒマワリ、９月にはコスモス、１０

月には今年はちょっとうまくいかなかったけどということで、中上のそばがありま

す。そういうのもちゃんとマップをつくっていただかなきゃいかんのですけど、１

年中ある。 

 そしてあとは公園で遊び、これは東員町で採れた物だなという、そういう物がで

きれば、そういう事業にかかわる人は、お金の利益にはならなくても、生きがいと

かになったり、かかわることで、いっぱいの利益はなくても、プラスマイナスゼロ

ぐらいになったりとか、そこで一年中人が集えば雇用先になる。 

 年配の人に私が言われた、ただ排気ガスをまき散らしてごみを置いていってもら

うだけ、遊びに行ってスパッと帰る、そんなことだけではねと言われた、そういう

ところを解決できるような、花のことは例えばで言ったんですけど、そういうこと

を考えるチームというか、町として公園に対してのチームをつくったり、そういう

気はありませんか。 

○議長（山本 陽一郎君）   町長。 



○町長（水谷 俊郎君）   今の議員のご提案でございますが、先ほども議員の

お話の中でアジサイの話も出ました。町民の皆さんに公共空間を開放しておりまし

て、お申し出をいただければ、聞いた場所を精査した中で、町民の皆さんに開放を

していく。そうすると、アジサイのように、アジサイを町民の皆様が植えていただ

いて、その時期になったら見事に咲いて、アジサイで人を呼び込もうと、こういう

町民の皆様の考え方になってくるのかなと。 

 そういうことで、町といたしましては、町民の皆様と一緒になりまして、花いっ

ぱいというか、そういう運動も展開してまいりたいと思っております。何はともあ

れ、中部公園に関しましては、これから今かかっております維持管理経費、これを

いかに減らしていくか、税金の使い道をいかに有効にしていくかということを念頭

に置きまして、いろいろ協議してまいりたいと思っておりますので、またご協力の

ほども、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）   上原議員。 

○１番（上原 君代君）   本当にそうだと思います。 

 ただ１つだけ、温室の朝市のことなんですけど、私は去年の修正議案の時に言い

ましたけど、住民の方がやる気になっている、そういう方たちの援助をして、やっ

ぱりそこは行政の窓口がある程度助けてもらわんと、うまくいかないと思うんです

よ。そこら辺が積極的に、もし公園でアジサイを植えた人たちのように、今度また

こういうことをしたいというようなことが出たときに、その人たちをサポートした

り、専門的なこともあったり、いろいろあると思います。そういうときにそれを検

討し、そしてそれが行政もいいと思ったら、積極的にかかわって、より進めるよう

な、そういう行政の窓口になってほしいなと。 

 私は朝市で本当に何年かかかわってますので、思っていますので、公園を活用で

きるように、住民とともに行政も積極的に動いて、そういうシステムをつくってほ

しいなと思います。だから本当に皆さんの意見をよく聞く、そしてよりよい公園に

していってほしいと思いますので、よろしくお願いします。 

 これで終わります。 

 


