
○９番（木村 宗朝君）   今回はまちづくりについて、１問だけ、町長に質問

いたします。 

 東員町のまちづくりを進める上で、活力があり、にぎわいのある中心となるとこ

ろが必要であると思います。 

 町長の所信表明でも、中心市街地形成に向けてコンパクトシティやスマートシテ

ィなどを考えたいということでありました。中心市街地の活性化に関する法律と名

称変更された法律は、旧法と比べ、活性化するのは商業に限定されない中心市街地

の多様な側面であることを伝える強いメッセージが込められているようであります

が、総合計画にもあるように、県道桑名東員線の中部公園付近、役場周辺、東員駅

周辺にロードサイド型商業施設を中心とする空間を形成することがよいのではと考

えますし、北勢線沿線を利用したまちづくりも必要だと考えます。新たにつくろう

とする状況の中で、どのようなものも考えることができますので、その考えを町長

に４点質問いたします。 

 １点目、まちづくりを進める上で道路は重要な要素であります。笹尾東進入路か

ら東員インターチェンジまでの県道桑名東員線はＴ字路が２カ所あります。東員交

番南かカネスエ南側のＴ字路及び総合体育館と総合文化センターの間のＴ字路を解

消し、緩やかなカーブの道路にするほうがよいのではないでしょうか。東員インタ

ーチェンジが完成するまでにそれを進めるべきではと考えますが、どうでしょうか。 

 ２点目、三岐鉄道北勢線の東員駅周辺、穴太駅周辺の活性化策を話し合う場をつ

くったらどうでしょう。北勢線が存続されるということが前提でありますが、駅周

辺を活性化するのがよいのではと思いますので、駅周辺の利便性を考え、いろいろ

な方にアイデアを出してもらったらどうかと考えます。 

 私が一つ思っているのは、穴太駅周辺の滞在型クラインガルテンを中心とした活

性化であります。 

 ３点目、町所有の中部公園周辺などの土地を有効利用するために、無償貸与や廉

価で貸し出すことも考え、道の駅、宿泊施設、レストラン等を民間でつくることを

考えたらどうでしょう。 

 ４点目、今までの３点と少しニュアンスが異なりますが、４点目は町民の一人一

人が何らかの形で地域社会にかかわれることが生きがいにも、町のまちづくりにも

よいのではと考えます。そしてその前に、役場職員の方が公務以外でまちづくりの

ためにも地域活動をすることを考えたらどうでしょう。 

 ２月２７日の日本経済新聞の記事ですが、給与や職員数の削減など、地方公務員

に向けられる目は依然厳しい。しかし地方にとっては、県庁や町村役場は人材の宝

庫でもある。そこで、地方公務員が地域に出ていけるかどうかは、首長の姿勢だと

書かれていました。町長の考えをお伺いいたします。 

○議長（南部 武司君）   水谷俊郎町長。 



○町長（水谷 俊郎君）   今、まちづくりにつきまして、４点ほどご質問をい

ただきましたので、順次答弁をさせていただきたいと思います。 

 まず第１点目の笹尾東進入路から東員インターチェンジまでの道路についてでご

ざいますが、本路線は県道桑名東員線であり、本町都市計画道路北大社笹尾長深線

として東員駅西を高架で渡る路線で、今、計画をされております。 

 議員ご指摘のとおりＴ字路が２カ所あり、円滑に通過する妨げとなっております。 

 改良のご提案でございますが、都市計画道路の見直しを含め、今後十分に検討し

てまいりたいと思っております。やはりＴ字路が２カ所もあるということは、当然

渋滞もこれあり、道路をスムーズに通過するということからは非常に問題がある。

私も考えておりまして、先ほども申し上げましたように、都市計画道路でございま

すので、それの見直しというものも含めて考えさせていただきたいというふうに思

っております。 

 またそうなりますと、東員インターの開通に合わせてということでございますけ

ど、スケジュール的にはちょっと今のところ難しいのかなというふうなことを思っ

ておりますけれども、早急に見直してまいりたいというふうに思っております。 

 次に２点目の三岐鉄道北勢線の東員駅周辺、穴太駅周辺の活性化策を話し合う場

をつくったらどうかとのご質問でございますが、所信表明でも述べさせていただき

ましたように、将来の東員町の姿をにらんだ新しいまちづくりとして、町の顔とな

るような中心市街地形成に向けて、コンパクトシティ、スマートシティ構想などを

お示しし、町民の皆様に議論をしていただくための検討委員会を立ち上げたいと考

えております。 

 また、議員ご提案の穴太駅周辺の滞在型クラインガルテンはどうかということで

ございますが、近年、地方の自治体では、地元農家と都市生活者が交流する事業と

して、地元農地を貸し出して、そこで家庭菜園やガーデニングを行い、自然とふれ

あい、一時的に過ごしていただく取り組みが広がっております。そういう趣旨で、

私も大変いい事業ではないかと考えておりますので、議員ともまたご相談をさせて

いただきますので、そして協議会の場をつくっていければというふうに考えており、

検討をさせていただきたいと思っております。 

 ３点目の町所有の中部公園周辺などの土地を有効利用するために無償貸与や廉価

で貸し出すことも考え、道の駅、宿泊施設、レストラン等を民間でつくることを考

えたらどうかというようなご趣旨のご質問でございましたが、昨年度に中部公園を

核といたしました新たな交流の場の創出を目指し、温浴施設や宿泊施設などの計画

調査を行いましたが、行政での実施というものは余りにも高価であり、なかなかう

まくいかないということで、難しい事業と位置づけをしております。しかしながら、

民間事業者の方から新たな事業提案がございましたら、これにつきましては前向き

に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。 



 ４点目の役場職員の公務以外での地域活動でございますが、奉仕意識の高い地方

公務員の間で、住民の期待にこたえようと、公務以外で地域に貢献する動きが広が

っておりまして、地域活動へ参加する職員を側面支援しようとする「地域に飛び出

す公務員を応援する首長連合」も発足いたしているところでございます。 

 役場職員には、これまでの与えられた仕事をよりよくできるという意味での有能

さに加えて、地域活動を通じて地域と住民のニーズを見抜き、新たな政策課題を発

見し、その解決策を考案するということが求められているのではないかと思ってお

ります。 

 その一方で、既に地元消防団やＰＴＡ、あるいはスポーツ少年団、自治会への参

加やそのリーダー的役割を担って、職員の持つ能力を発揮している職員は現在でも

少なくありません。 

 しかしながら職員の地域活動をめぐっては、個人と公務員の立場の切り分けや、

一部地域住民や団体との密接な関係を持つことに対する公平性確保の疑念などを理

由に、消極的な見方も存在するのも事実でございます。 

 地方分権時代の新しい行政経営には、その基本を町民の行政への参画に置き、さ

らに町民と行政がそれぞれの役割を担い、協働による地域づくりが大変必要でござ

いますし、議員ご指摘のように、役場職員の地域活動への参画というものも非常に

大切なことであるというふうに考えておりますので、私も職員とこれからもしっか

りと議論をさせていただきながら、できるだけ地域へ出ていく職員を多くしていき

たいというふうに思っております。 

 よろしくお願いを申し上げます。 

○議長（南部 武司君）   木村宗朝議員。 

○９番（木村 宗朝君）   まず１点目の都市計画道路の見直しの件であります

が、平成１６年の街路図ですか、街路網図というんですか、都市計画図を見てみま

すと、今言われたように東員駅の西を高架でということになってました。これを見

直すということですが、どのように見直したいかというのがありましたら、ぜひと

もお願いをしたいと思います。 

○議長（南部 武司君）   水谷俊郎町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   まだ具体的な案はございませんが、例えば勝手に申

し上げるんですが、今、文化センターと役場の間を通ってますよね。それでいきま

すと非常に窮屈になるかなということもありまして、その先にはいわゆるふらわぁ

～びれっじ、ガラス温室が存在しておりますし、非常に窮屈になるかなという思い

もありまして、例えば東員橋を渡って、もう一つ戸上川を渡ってから右へ振ってい

って、文化センターの東側に接続することもできるのかなと。これは実際にやって

みないとわからないので、勝手に申し上げているということでご理解いただきたい

んですけど、そんなことやら、東員駅を過ぎて北側からカーマの東側へ接続するよ



うな、少しぐにゃぐにゃしますけども、交差点をなくすなら、そういう方法かなと

いうふうに思ってますけど、これはまだ私も設計を見ているわけでもなし、勝手な

想像も含んで申し上げているとご理解いただいて、ご勘弁いただきたいと思うんで

すが。 

○議長（南部 武司君）   木村宗朝議員。 

○９番（木村 宗朝君）   今の高架は考えてないでしょうね。余りにも高価か

なと思いますので。 

○議長（南部 武司君）   水谷俊郎町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   高架は余りにも高価なので、やめたほうがいいかな

というふうに思っております。 

○議長（南部 武司君）   木村宗朝議員。 

○９番（木村 宗朝君）   体育館と文化センターの間を通るとすると、ガラス

温室がそこにあるのでということで、そこをなくすという考えはなしと考えていい

わけですかね。 

○議長（南部 武司君）   水谷俊郎町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   勝手な話ですから、まだ全然議論を庁内でしてませ

んので。そのまま行きますと、ガラス温室のたしか事務所の一部、倉庫あたりにぶ

つかると思うんですが、それがあるからというわけではなしに、そうしますと、２

つの道路がしばらく並行して走るということになりますね。間の土地の使い勝手が

悪いのではないかなという気持ちもしておりますので、私としましては勝手にそう

いう案を出しておるわけですけども、その辺はちゃんと協議してから、本当はこの

場で言うべきだろうと思いますけども、ご容赦願いたいと思います。 

○議長（南部 武司君）   木村宗朝議員。 

○９番（木村 宗朝君）   東員インターができるまでには無理だというような

ことですけども、できるだけこの道を解消するほうが、中心市街地形成のためにも

いいのではないかなと、こういうふうに思っておりますので、ぜひともお願いをし

たいと思います。 

 ２問目の中心市街地形成のための検討委員会のようなものをつくりたいというこ

とで、これが今回の予算に出ているまちづくり土地利用計画策定費用、１９１万円

と、そういうことでよろしいのですか。 

○議長（南部 武司君）   水谷俊郎町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   そのとおりでございます。 

○議長（南部 武司君）   木村宗朝議員。 

○９番（木村 宗朝君）   私が思っておったのは、そのように予算をつけて町

が主導でやるよりも、北勢線対策審議会の場でも言ったんですが、各駅でその周辺

の人たちに集まってもらって、ざっくばらんに、好きな人というと語弊があります



けど、そういうことに興味のある人が、駅近くの人で集まっていただいて、桑名か

ら阿下喜まで、駅ごとに活性化する方法を考えたらどうかという提案をその場でし

ました。 

 それは受け入れてもらえませんでしたが、このように町が主導でやると、どうし

ても堅苦しくなると私は思ってまして、予算をつけて報酬も払う、アドバイザーの

委託料ということで１０１万円入ってますし、学識経験者も入っておるということ

で、もちろん学識経験者とか専門的な知識のある人が入ってもらうのはいいことで

しょうけれども、純粋に本当に何もわからない状態で、こんなことをしたらいいな

ということから始めるほうが、いいアイデアが出るのではないかと。予算をつけて

役場でやるよりも、どこかの字の自治会の集会所とか、夜にそんなことを話し合う

場、そんなことのほうが有効ではないかなという意味で言ったんですが、このよう

なことのほうがいいのではないかと思うんですが、どうでしょうか。 

○議長（南部 武司君）   水谷俊郎町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   東員駅の周辺につきましては、要は北勢線活性化策

ということを念頭に置いているだけではございませんので、先ほどからもずっと申

し上げてますように、東員町の顔づくりということで、せっかくある２つの駅を１

つにした東員駅と役場というものを有機的につないで、そこにまちができるといい

なというふうなことでございまして、これにつきまして、町としましてご提案を申

し上げていきたいということでございます。 

 そして穴太駅につきましては、先ほども少し答弁をさせていただきましたが、議

員ご提案のことなども含めて、本当に住民の方に自由闊達にご議論いただけるよう

な場というものをおつくりいただければ、それを議員とまたご相談をさせていただ

いて、というふうに申し上げた次第でございます。 

○議長（南部 武司君）   木村宗朝議員。 

○９番（木村 宗朝君）   わかりました。クラインガルテンについてはぜひと

も議論をして、できるかどうかわかりませんが、協議をしたらどうかなと思ってお

りますので、よろしくお願いをいたします。 

 ３点目の中部公園付近の土地利用についてですが、中部公園か中部公園付近か、

この辺をというふうに思ってまして、新たに土地を購入してといいますか、譲り受

けてというような考えがあるのか。あれば私は中部公園の南東、あのあたりがまだ

まだというところがあると思いますので、そこをと思っておるんですけど、それよ

り広げるとか、そのようなことを思っているのかどうか、お聞きします。 

○議長（南部 武司君）   水谷俊郎町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   ご提案いただいたことにつきましては、これからの

計画次第によって、どのぐらいの土地が要るのかとかそういうものが、先ほども申

し上げましたように、行政ではとてもできる話ではございませんので、民間事業者



の方から具体的にご提案をいただいたときに、そのご提案に対してどのくらいの土

地が要るのか、そして場所もどこのほうがいいのかというのが明確に出てきたとき

に検討させていただきたいと思いますが、公園は国の補助金も入っておりまして、

なかなか使い勝手が悪いのかなということもありますけれども、周辺にも土地がな

いことはない。ただし、これも法律の網がかぶっていて、使い勝手の悪いところも

あるだろうというふうなことを考えておりますので、具体的なご提案をいただいて

から考えていくということになろうかと思いますけれども、私も議員と同じように、

あの公園なりスポーツ公園なりを有効に活用をさせていただこうとするならば、何

か足りないものがあるなというふうに強く感じておりますので、ぜひともそういう

民間事業者がいらっしゃいましたら、積極的にお話を聞かせていただきたいという

ふうに思っております。 

○議長（南部 武司君）   木村宗朝議員。 

○９番（木村 宗朝君）   私が思っておるのは、温浴施設や宿泊施設は行政で

は難しいという結果が出たと。それもわかりますし、温泉は私は言ってなくて、宿

泊施設を言っておるんですが、そういうことを進めるのに、民間のそういう話があ

ったらということでは、なかなか難しいだろうと思うんです。中部公園の中なり、

あるいはその周辺を確保しておいて、そこへだれか民間の方がつくっていただけま

せんかと、そういうことをまず用意をすることが重要かなと思ってまして、どこか

いいところが来たらやろうかという話では、なかなか進まないのではないかと私は

思っておるんですが、どうでしょうか。 

○議長（南部 武司君）   水谷俊郎町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   確かに非常に痛いところを突かれていると思ってお

りますけれども、確かにそうでございますけれども、行政としましても、何もない

ものをじゃあ用意しようかということはなかなか難しいと思っております。ただ、

これもどう積極的な政策を打っていくかということになってきますので、議員ご提

案の件に関しましても、職員と一度議論をさせていただきながら、どう対処できる

か、またご報告を申し上げたいと思います。 

○議長（南部 武司君）   木村宗朝議員。 

○９番（木村 宗朝君）   よろしくお願いをいたします。 

 ４点目の質問でありますが、先ほど言いました地域に飛び出す公務員を応援する

首長連合、これが新聞に出ていたのは、代表が古川佐賀県知事、この方がやってみ

えることで、その中に書いてあったのが、首長自身が地域活動をしている、訓示や

条例で職場に呼びかけている、ボランティア休暇の取得が増えるなど、数字にあら

われている、こういう基準を設けているようでありまして、要するに首長自身がそ

ういうことをしようと、皆さんに呼びかけるということが大事かなと思っておりま

す。 



 もちろん、先ほど言われた消防団に入って活動をしていただいている方もたくさ

んみえますし、スポーツ少年団でやっていただいている方もたくさんみえます。し

かし、やっていただいている方はいつもやっていただいている。そういうことに関

心がないというと失礼ですけど、そういうことをやってない人はやってないという

ことになりますので、首長の姿勢が大事かなと思っております。そういうようなこ

とを考えているのかどうか、お伺いしたいと思います。 

○議長（南部 武司君）   水谷俊郎町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   私もいろんなところへ顔を出させていただいて活動

をさせていただきたいなというふうに思っております。山本議員のご質問の中でも

ご指摘をいただきまして、積極的に外へ飛び出していきたいということは考えてお

りますが、今現在ちょっと少ないかなと自分自身も思っておりますので、これから

は自ら積極的に外へ飛び出していきたいというふうに思っております。 

 そんな中で職員につきましては、できるだけ外へ出ていただけるような環境づく

り、そしてどうしたらそういうふうになりやすいかということを、一度庁内でも議

論をさせていただきながら、まちづくりは町民の皆さんにやっていただきたいと思

っております。そのためには行政の職員も、その中へ入っていかなければならない

というふうなことは、もうこれ基本中の基本ではないかなというふうなことを思っ

ておりまして、その方向で庁舎の中で職員と議論をしていきたいというふうに思っ

ております。 

○議長（南部 武司君）   木村宗朝議員。 

○９番（木村 宗朝君）   以前は自治会の役員も外してもらいたいとか、そう

いう方向の時期もあったと思うんです。そうではなくて、もちろん自治会にも、あ

るいは町内のいろんな団体にも、どんどんと出るべきだと私は思っておりますし、

地域活動が人事評価の項目にあるところも、５０いくつの中で６自治体あったと。

どんどんそういうことをやることが、まちづくりにもなり、仕事にも役立つという

姿勢を、町長自身が皆さんに言っていただくことかなと思っておりますので、ぜひ

ともこのようなことをお願いをしたいと思います。 

 これで質問を終わります。どうぞよろしくお願いいたします。 

 ありがとうございました。 


