
○２番（近藤 敏彦君）   ２番、近藤敏彦です。 

 ご苦労さまでございます。 

 新人議員の近藤敏彦でございます。 

 今回、地方自治の一翼を担う議会の場へ、皆様の力により送り出していただきま

したことを深く感謝申し上げますとともに、この審議の場に多様な皆様のご意見を

反映できるように、議員としての職責を大変重く受けとめております。 

 また、水谷町長をはじめ、執行機関の皆様とは、審議の過程においてさまざまな

意見を出し合い、その課題や論点を明らかにしながら合意形成を図り、よりよい政

策をともに考え、決定をしていこうと考えておりますので、よろしくお願いをいた

します。 

 それでは通告に従いまして、質問をさせていただきます。 

 まず初めに、今回の選挙中に多くの方からご意見をいただきました。その中でも

高齢者福祉の充実につきましては、高齢者の方本人に限らず、そのご家族や地域の

方からもご意見をいただき、関心の高さに驚きました。 

 高齢者福祉事業は、東員町でもさまざまな施策を打ち出していますが、これが町

民の皆様にわかりやすくお示しいただいているのか、どのような支援事業があるの

か、気軽に利用ができるのか、どこに相談をするのか、ご高齢の方を含め、少しわ

かりづらいようにお聞きもしております。何か皆様にやさしく、わかりやすい啓発

方法があればいいのですが、どうでしょうか。 

 また、高齢者福祉には必ず現場があります。その現場での現実も日々刻々と変化

をしていることを、どうかご認識をされまして、お一人お一人の状況に合った、き

め細かな心の通った支援をお願いするものです。高齢者ご本人にも、その家族の方々

にもです。 

 地域へは高齢者を支え、見守る仕組みをさらに便利なものにできるように、シニ

ア情報生活アドバイザーなどの講習会を開催するなどしてはどうでしょうか。絶対

に高齢者の方を孤立化させない、いつまでも健康で元気な笑顔を絶やさない施策、

もっと利用しやすい、高齢者にもわかりやすい介護保険制度、今こそ真剣に高齢者

福祉の充実を図るべき時なのではないでしょうか。 

 これには当然予算と優秀な人材が必要であり、今後の東員町を考えるとき、今何

もしなくていいのか、２０年後は、３０年後は、を見据えての取り組み、仕組みを

構築していくべきです。当然まちづくりの中で、高齢者福祉を柱にしての東員町再

構築計画まで踏み込んだ議論を行わなければならないと考えますが、いかがでしょ

うか。 

 生活福祉部長に伺います。 

○議長（南部 武司君）   岩田利弘生活福祉部長。 



○生活福祉部長（岩田 利弘君）   近藤敏彦議員から、高齢化福祉の充実につ

いてのご質問にお答え申し上げます。 

 第１点目、高齢者福祉事業の施策にどのような支援事業があるのかについてでご

ざいますが、町の高齢者福祉は、「高齢者福祉計画・第５期介護保険事業計画」にお

いて、健康づくり・介護予防の推進、介護保険事業の充実、高齢者福祉の充実、安

心のまちづくりの推進を５つの基本目標として施策を進めております。 

 高齢者福祉の充実としては、日常生活用具の給付、緊急通報装置の設置、配食サ

ービスなどの、ひとり暮らし・高齢者夫婦のみ世帯などへの生活支援の推進、おむ

つ代助成、訪問理美容代助成などの要介護認定者への生活支援の推進、家族介護教

室、家族介護継続支援事業などの家族介護者への支援の推進を実施しております。 

 また、高齢者福祉に対する窓口は長寿福祉課となりますが、利用にかかる相談や

利用申請につきましては、高齢者に対する総合相談窓口となる地域包括支援センタ

ーにおいて、訪問による対応を行っております。 

 高齢者福祉の啓発方法につきましては、南部議員の質問でもお答えさせていただ

きましたとおり、「広報とういん」、町ホームページ、暮らしの便利帳による啓発、

各地区のシニアクラブなどへの啓発活動、民生委員やケアマネージャによる相談な

どがございますが、さらなる周知、啓発に努めてまいります。 

 次に第２点目、シニア情報生活アドバイザーなどの講習会の開催はできないか、

の質問についてでございますが、シニア情報生活アドバイザーなどの講習会とは、

高齢者の生活に密着したパソコンやネットワークの情報技術の楽しい活用方法を教

えることができるアドバイザーを育成し、認定する講習会であり、財団法人ニュー

メディア開発協会が認定する実施団体が開催するものと認識しております。 

 本町におきましては、文化協会による公民館講座のＩＴ講習等をご利用いただい

ている方もみえますが、今後、団塊の世代の方々が高齢者世代となり、地域に戻ら

れるときには有効な事業であると考えられることから、研究を重ねてまいりたいと

考えております。 

 次に３点目、将来的には高齢者福祉を中心とした町の再構築計画が必要ではない

かについてでございますが、現在、町の高齢者福祉につきましては、先の全員協議

会でご説明させていただいたとおり、総合計画を上位計画とし、３年ごとに、「高齢

者福祉計画、介護保険事業計画」を策定し、施策の評価・検討及び計画を実施して

おります。 

 今後も引き続き、本計画をもとに高齢者福祉施策を進めてまいりますので、ご理

解のほどよろしくお願い申し上げます。 

○議長（南部 武司君）   近藤敏彦議員。 

○２番（近藤 敏彦君）   ご答弁ありがとうございました。 

 高齢者福祉計画の中で、５つの柱を掲げて政策を進めているということでござい



ましたけども、現場サイドからの問題点なども、いろいろあろうかと思います。改

善策等は、その都度考えていらっしゃるのでありましょうか。現場でどのような問

題が起きているのか、どのように対処しているのか等ありましたら、再度お伺いを

していきたいと思います。 

 窓口の件でございますが、窓口は長寿福祉課、利用相談は支援センターというこ

とでしたが、総合窓口等は支援センターでやっていると。長寿福祉課の窓口という

のは、何を相談すべきところかが、すっきりしないような気がします。これを一本

化することはできないでしょうか。窓口が２つあるということも、何か二重行政に

なっているような感じも受けますもので、その辺いかがでしょうか。 

 啓発の運動につきましては、広報とういん、ホームページ、シニアクラブ等で啓

発をしていただいているということでありますけども、それ以外の新しい方法等が

ありませんでしょうか。役場にお越しいただけないような高齢の方、介護で手が離

せないような方のために、もう少し真摯な取り組みができればと思います。現場を

大切にしていただいて、生の声を聞いていただくのも一つではと思います。 

 もう１つ、アドバイザーの件ですけども、東員町内、または近隣の方でアドバイ

ザーをやっていらっしゃる方は現在いらっしゃるでしょうか。職員であるとか、地

域の方でやってみたいというような、本当にやる気のある方を掘り起こして育成す

べきではないでしょうか。 

 あと、高齢者福祉計画ですが、役場内で総合的なまちづくりを検討する中での連

携はどのようにされているでしょうか。福祉事業は、まちのあらゆるところで優先

されるべきだとは思いますが、高齢者福祉、介護をどのように位置づけて、１０年、

２０年後のまちづくりをどうしていこうかという議論を横断的になさっているのか

どうか。その辺を再度、部長にお聞きしたいと思います。 

○議長（南部 武司君）   岩田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（岩田 利弘君）   それではお答えさせていただきます。 

 現場での問題点につきましては、今までの第４期の計画の中で、いろいろ問題点

のあったものを、今回高齢者福祉計画第５期の策定に当たりまして、それについて、

策定委員会の中でいろいろ検討されて、今回の高齢者福祉計画を立てております。 

 それと窓口でございますけども、長寿福祉計画と地域包括支援センターというの

は、長寿福祉課の中に包括支援センターがございますので、今現在は一体化してお

ります。ただ、次年度になりますと、隣というか、分かれる可能性がございます。 

 それと啓発の方法でございますけども、毎年、民生委員による高齢者調査等もご

ざいまして、調査の中で啓発のほうもさせていただいております。 

 また、シニア情報生活アドバイザーについては、現在のところ、資格を持ってい

る方というのは把握いたしておりません。 

 地域福祉計画の他の部署との連携につきましては、庁内でプロジェクトチームを



つくりまして、横断的にいろいろ検討をしてやってございます。 

 また、そのほかにも介護保険事業運営協議会とか、一般住民、医師、事業所との

連携も行っております。先ほどのシニア情報生活アドバイザーにつきましては、三

重県内では今のところゼロということで、愛知県とか、その辺にはいらっしゃるよ

うなことを聞いております。 

 以上です。 

○議長（南部 武司君）   近藤敏彦議員。 

○２番（近藤 敏彦君）   ご答弁ありがとうございました。 

 孤立死をさせない行政、高齢者の福祉・介護に積極的にかかわっていく行政をこ

れからもよろしくお願いいたします。 

 続きまして、２点目の質問をさせていただきます。 

 一般質問をお願いすると決めた時に、一番には皆様からいただいた意見の中で一

番の関心施策について質問をしようと、高齢者福祉の充実について、ご質問をさせ

ていただきました。 

 さて、次は、まちづくりについての構想はどうなのかということを考えてみまし

た。先輩議員の過去の一般質問を参考にさせていただきながら、水谷町長のお約束

も改めて読み直してみたところ、歩いて暮らせる小さくて便利な中心市街地政策、

ネオポリスの再生計画の政策でまちづくりを描いていらっしゃいました。先輩議員

では鷲田先生の質問、答弁を拝見いたしました。 

 さて、これは水谷町長にご答弁をお願いするものであります。今まさに自然エネ

ルギーが脚光を浴び、より使いやすく、より経済性にすぐれた新たな技術や製品が

開発され、私たちの周りにも普及してきています。 

 新エネルギーでは、リサイクルエネルギーも含めて、その技術は実用化段階に達

しつつありますが、経済性、効率の面から普及が十分に至っていないのが現状です。 

 しかしながらこれからのこと、身近な暮らしのことを考えると、国県にだけ任せ

るのではなく、地域での取り組みが最も必要になってくると思います。自然エネル

ギーで地域を再生し、未来をつくり出す、電力と暮らしは深くつながっていること

からしても、まちづくりに対して、この自然エネルギーを生かせるようなまちづく

りができたら、そこに暮らしている町民の皆様も、地球環境に貢献しているとの誇

りが持て、生きがいを感じられるようになるのではないでしょうか。 

 新エネルギー、自然エネルギーで暮らす、新エネルギーのまちづくり、かなりの

予算がかかりそうですが、暮らしに誇りが持て、生きがいを感じられるのであれば、

今こそ取り組みを始める時ではないでしょうか。 

 午前中の近藤治隆議員、川瀬議員と重なる部分もあるかと思いますけども、水谷

町長のまちづくりの構想を１年生議員が真剣にお伺いをいたします。 

○議長（南部 武司君）   水谷俊郎町長。 



○町長（水谷 俊郎君）   まちづくりのご質問にお答えをさせていただきたい

と思いますが、新しいエネルギーにつきましては、午前中にも、また先ほども答弁

をさせていただきましたので、重複する部分もあるかと思いますが、それに限らず、

まちづくり全般的な構想というか、私の考え方というものに対して、少しお話をさ

せていただきたいというふうに思っております。 

 先ほどの議員のご質問にもございましたように、本町はこれから急激な高齢社会

に入ってまいります。同時に少子化も進んでおりまして、社会的には非常に厳しい

状況と言わざるを得ません。 

 しかし、これは東員町に限ったことではなく、日本全体が成熟社会の段階に入っ

たということではないでしょうか。したがいまして、これから考えていかなければ

ならないまちづくりとは、今までのような経済成長を前提にしたものではなく、ど

うやって限られた資源を有効に活用していくのか、みんなで知恵を出し合ってまち

づくりを進めていくことになろうかと思っております。 

 お尋ねの東員町のまちづくりにつきましては、やはり限られた予算、限られた資

源の中で構想を練ってまいります。 

 ご指摘の新しいエネルギー、自然エネルギーの活用につきましては、員弁川の水

資源を活用した小水力発電の可能性調査を行っております。三重県農水商工部での

事業でございまして、今月末には結果が出ると聞いております。結果次第では、積

極的に活用を図ってまいりたいと考えております。 

 さらに、まだ詳細は申し上げられませんが、先ほどから話をしております民間開

発による５メガワットから１０メガワット規模でのメガソーラ計画のお話もいただ

いておりまして、エネルギーの自給できるまちづくりを目指したいと考えておりま

す。 

 このほかにも、燃料電池や地熱利用なども、蓄電池の活用と合わせて検討してま

いりたいと思っております。 

 またそのほかでは、生産性のないごみ処理を極力少なくしていくために、可燃ご

みを９割削減するというスローガンをもとに、雑紙の資源化や生ごみの完全堆肥化

の政策を進めるなど、エコタウン構想に沿ったまちづくりの推進を図ってまいりた

いと思います。 

 福祉分野では、先ほども質問に出ておりましたが、高齢化社会に対応するため、

高齢者の集う場、活動の場、働く場の確保が必要と考えております。地域内で活動

するための場所としてのオープンハウス事業、高齢者ケアのための高齢者の雇用事

業など、高齢者が元気に活躍していただくことが大事だと考えております。 

 また、三重県は障がい者雇用率が全国ワースト１です。本町におきましては、障

がいのある人の働く場づくりとして、社会福祉法人いずみでパン工房をお考えいた

だいておりますことや、町内唯一の紙ごみ回収業者「メリット三重」においても雇



用の場づくりを考えていただいており、行政といたしましても、みんなで協力し合

う福祉タウン構想を進めてまいります。 

 いずれにいたしましても、このまちでは幼児から高齢者まで、障がいがあっても

なくても、だれもが身の丈に合った普通の生活ができるまちづくりを目指したいと

思っております。また、そのためには、このまちに少しでもお金を落としていただ

けるような仕組みも必要と考えておりまして、一つずつ手を打っていきたいと考え

ております。 

 そんな中で、中心市街地のご指摘もございました。これは笹尾城山地区の再生と

いうものも視野に入れ、また旧地区の中心としての役割を担っていくために、そし

て東員町そのものが活性化できるようにということで、中心市街地をつくっていき

たい。そのまちは、まさに福祉タウンであり、エコタウンであるというものでござ

いまして、歩いて暮らせる、安心して高齢者が住みやすいまちというものを考えて

おります。 

 よろしくお願いを申し上げたいと思います。 

○議長（南部 武司君）   近藤敏彦議員。 

○２番（近藤 敏彦君）   ご丁寧なご答弁、ありがとうございました。 

 再生可能エネルギーといたしまして、小水力発電、メガソーラ発電等蓄電池によ

ります電力の有効活用など、今まさにこの地域で取り組んでいかなければならない

ものばかりだと感じました。実現に向けて真摯な取り組みをお願いをいたしたいと

思います。 

 また、可燃ごみの問題につきましては、ごみの９割を活用したいということで、

これにつきましては一朝一夕にできるようなものではないとは思いますけども、一

歩一歩計画を進めていただいて、町民の皆様のご協力をいただきながら、みんなの

共通の重要課題として行われますことを、お願いをいたしたいと思います。 

 それとパン工房のお話が今出ましたけども、中部公園に隣接していると思われま

す、これは恐らくとてもいい案でありまして、今、中部公園もなかなか飲食できる

ような店がないということで、パンなんかは特にいい案だなと思いました。加えて

障がいをお持ちの方の雇用もあわせて確保するということで、補助などについても、

もっと積極的に行政のほうで支援していただきたいなと思います。 

 町のほうでも長年中部公園の販売店などの問題があったとは思いますけども、こ

んなような角度からのプランがあることにも感心をいたしました。 

 このことにつきましては、また国県等も積極的に支援をすべきプランだとも思い

ます。現実味のある計画、町民の皆様が誇りの持てるようなまちづくりが、やっと

ようやくできるようなさまざまなプランですので、どうか前をしっかり見ていただ

いて、お願いをいたしたいと思います。 

 ありがとうございました。 



 続きまして３点目、最後の質問をさせていただきます。 

 私は住まいを中上地区に構えておりまして、昔は中上から三和小学校を望みます

と、そこには田んぼが一面に広がり、壮大な田園風景がありました。その風景が刻々

と移り変わり、時代の変化が見てとれるようになってきました。 

 東員インターの橋脚が整然と並んだかと思えば、長深の山が削り取られ、かつて

田んぼだったところに大量の土が盛られていきました。また、その向こう側にはイ

オンショッピングセンターの建設予定地として広大な田んぼが埋め立てられて、一

部駐車場にはアスファルトが敷かれました。 

 日々、東員インターを見ておりますと、少しずつですが、建設が進んでいるよう

に思われますが、ことイオンにつきましては雑草が生えてしまい、計画が頓挫して

しまったようにも見受けられます。 

 この２件の大きな事業については、先の伊藤議員と重複するかもわかりませんけ

ども、現在町が把握している状況とそれぞれの完成予定時期、進捗状況をお聞かせ

願いたいと思います。 

 また、今後進んでいくであろう建設現場のすぐそばを子どもたちが通学するわけ

ですが、イオンの敷地周辺は人気がなく、またインター周辺では死角になるような

場所も多々あり、治安面で心配をしていらっしゃる方が大勢いらっしゃいます。 

 現在地域のシニアクラブや児童のご父兄が、パトロールなどを実施していただい

ておりますけれども、さらなる安全性の確保についての対策はどのようになってお

りますでしょうか。 

 また、ともに完成すれば、かなりの人、車が入ってくることが予想されます。完

成後の周辺の通学路、歩道整備などの計画はどうなっているのでしょうか。 

 これは建設部長にお尋ねをしたいと思います。 

 それと、これまで小学校の近くには大長駐在所があり、治安面での地域住民、小

学校の安心は図りしれないものがあったわけですが、東員交番に統合されてからは

廃止となり、数年で２つの大きな施設が来ることを考えますと、不安ばかりが募っ

てまいります。 

 施設周辺の安全、治安面をご考慮いただきまして、再度この地域に警察官の常駐

駐在所を設けるなどのことはできないでしょうか。また、それができないようであ

れば、警察官による定期パトロールの強化、事故や犯罪を未然に防ぐようなしっか

りとした対策を講じていただきますよう、お願いをいたします。 

 これは総務部長にお伺いいたします。 

○議長（南部 武司君）   藤井浩二建設部長。 

○建設部長（藤井 浩二君）    近藤議員の東員インター及びイオンショッピ

ングセンターに関してのご質問にお答えを申し上げます。 

 まず東員インター及びイオンショッピングセンターの完成時期、進捗状況でござ



いますが、伊藤守一議員からの同様のご質問で、町長より答弁をさせていただいた

ところでございますが、東員インターチェンジは、新名神高速道路の四日市ジャン

クションから四日市北ジャンクション間の供用開始にあわせまして、平成２７年度

の完成に向け工事を進めていただいております。    

 また、東員インターから養老ジャンクション間の東海環状自動車道につきまして

は、平成３２年度の供用開始を目標に事業が行われております。 

 次にイオンショッピングセンターにつきましては、建築物の規模等の最終検討が

行われており、平成２６年の春ごろの開店予定とお聞きをいたしております。 

 ２点目の完成後の通学路、歩道の整備計画でございますが、現在の三和小学校中

上地区の児童の通学路は、国道３６５号のアンダーボックスを通っていただき、イ

オンショッピングセンター敷地内に設置されております、将来は町道として供用開

始をいたします道路の歩道を利用して通学をいただいております。 

 本通学路につきましては、開発当時に、学校、ＰＴＡ、自治会において十分ご議

論され、決定をいただき、イオンショッピングセンターの開店後におきましても、

現在と同様のルートで通学していただく予定と伺っております。 

 今後とも工事等が始まりますと支障等が考えられますので、そういう場合には関

係機関と協議を行い、児童の安心・安全を確保してまいりたいと考えておりますの

で、ご理解賜りますよう、よろしくお願いを申し上げます。 

○議長（南部 武司君）   日置直人総務部長。 

○総務部長（日置 直人君）   私のほうからは、三和小学校周辺の治安維持に

ついてのご質問にお答えをいたします。 

 本町における防犯体制の充実を図るため、三重県警では平成１９年度に従来の駐

在所を統合し、町の中心に２４時間体制の東員交番を設置していただき、安全・安

心のまちづくりに努めてきたところでございます。 

 東員交番は署員１０名で、うち相談員１名が配属をされまして、町内の治安維持

に日々努めていただいているところでございます。 

 ご指摘の東員インター及びイオンショッピングセンターの建設に伴いまして、周

辺を含む環境の変化に伴い、駐在所の再配置と治安維持対策をどうするかというご

質問でございますけども、町の中心地に２４時間体制の交番が設置されたことによ

り、万一の場合の出動にも迅速に対応いただけるものと考えておりまして、駐在所

の再配置は今のところ考えておりません。 

 なお、犯罪等の発生を未然に防ぐためにも、東員交番による巡回パトロールの強

化等、治安維持を一層要請をしていきたいと考えております。 

 また、町民の皆さんの防犯に関する知識の習得を図り、自主防犯団体の活動を活

発に実施していただくために、町としましては啓発用の物品の配布、また講演会の

開催を行っておりますので、今後も地域の力で犯罪のない明るいまちづくりを進め



てまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いをいたします。 

○議長（南部 武司君）   近藤敏彦議員。 

○２番（近藤 敏彦君）   ご答弁ありがとうございました。 

 東海環状自動車道、イオンショッピングセンターですけども、完成年度について

は東員インターが平成２７年度、イオンショッピングセンターが平成２６年春のオ

ープンを目指しているというご答弁をいただきました。 

 もう１点、工事の進捗状況ですね、どの辺まで来ているのか、何パーセントほど

の進捗率なのか。見受けたところ、先ほども申し上げたとおり、東員インターにお

きましては、土が盛られて橋脚が立ったままです。あれは一体何パーセントぐらい

の進捗なのか。恐らくあの上に道路が乗って、それからずっと伸びていくことだろ

うとは思いますけども、これからどのような工事が行われるのか、主な工事はどう

なっているのか。 

 あと、イオンショッピングセンターについては民間の工事でありますので、わか

らないかとは思いますけれども、東員インターにつきましては、東員町の建設・建

築にかかわる会社等業者さんが、この工事にかかわっていらっしゃるのか、参入さ

れておられるのか、その辺もあわせて聞きたいと思います。 

 通学路・歩道については、自治会、ＰＴＡ、学校のほうで検討した結果、今のと

ころ問題はないというようなご回答でございましたけども、恐らく交通量等かなり

増えてくるものだと思いますので、この辺をもう一度ご検討をいただいて、道路を

横断する時に、平面ではなく立体にするであるとか、信号等を設置するだとか、も

う少し対策を前向きに検討していただくことをお願いをいたしたいと思います。 

 交番等につきましての治安維持の件ですけども、恐らくこの近隣町村を含めまし

ても、一番のにぎわいになるだろうという地域でございます。開店の当初から、交

番がそこにあるのかないのかでは、大分治安も変わってくるだろうと思います。こ

れは恐らく三重県警に対しての要望ということになろうかと思いますけども、粘り

強く、この地域が北勢地域でも重要な治安維持を推進するところであることを、関

係する機関にお伝えをいただきますよう、お願いをいたしたいと思います。 

 啓発物品についてのご答弁もありましたけども、本地区については、原因者であ

るイオンに強く要望をしていただきたいと思います。大事な税金ですので、よろし

くお願いをいたしたいと思います。 

 以上です。 

○議長（南部 武司君）   藤井建設部長。 

○建設部長（藤井 浩二君）   お答えをさせていただきます。 

 まず東海環状自動車道の進捗率でございますが、北勢国道事務所からは進捗率に

ついての報告はいただいておりませんが、本年からようよう橋梁部分に入りまして、

三孤子川の橋梁が終わりまして、今、歩道橋のところの橋梁をかけていただいてお



ります。 

 随時橋梁工事に入っていくということでございますが、先般、地元から三孤子川

の洪水対策のご要望がございまして、町長が強く国のほうに申し入れをさせていた

だきまして、調整池の再調査をしていただきました。この結果、約３倍の調整池に

するということで、今現在調整池の変更にかかっていただいておりまして、それに

伴います三孤子川及び養父川の調整をいただいておりまして、若干設計変更がある

ということで、少し遅れておりますが、間もなく橋梁工事、ロタイの工事に入って

まいりまして、平成２７年度には完成をさせていただくということで伺っておりま

す。 

 また、四日市インターから四日市ジャンクションまで、三重ホースという会社が

ございまして、その近くまででございますが、そこに四日市北ジャンクションが完

成をいたしますが、先ほど町長がご答弁させていただきましたとおり、用地が６８％、

工事としては１５％ということで、間もなく工事が本格的になってまいりますと、

東洋ゴムの南側につきましてはかなりの掘削になりまして、付近の皆様には大変ご

迷惑をおかけをいたしますが、よろしくご協力を賜りたいと思っております。 

 また、地元業者の参入等についてでございますが、私ども工事発注の状況は伺っ

ておりますが、残念ながら、私どもの地元企業が発注を受けられたというご報告は

受けておりません。下請け等に入っていただいておるかとは思いますが、そこまで

は把握をいたしておりませんので、よろしくご理解賜りたいと存じます。 

 また、学校、ＰＴＡ、自治会において、現在の通学路は決定をいただいておりま

すが、徐々に工事が進んでまいりますと、議員ご指摘のとおり、不備な点も多々出

てこようかと思っております。これにつきましては学校、自治会と連携を図りなが

ら、こちらへご意見をいただいたり、私どもから申し伝えをしながら、信号機の設

置、どこで立体交差になるのか、今現在はわかりませんが、旧３６５号におきまし

ては、現在の歩道が整備できましたので、横断歩道を敷かせていただいて、そこを

中上の児童は通学をいたすということで、１２月中旬ぐらいから変更させていただ

いておるように伺っております。 

 日々現状は変わってまいりますので、私どもとしても精いっぱい対応してまいり

たいと考えております。よろしくご理解賜りたいと思います。 

 以上です。 

○議長（南部 武司君）   日置総務部長。 

○総務部長（日置 直人君）   防犯についてお答えをさせていただきます。 

 先ほどご答弁させていただきましたように、イオンが開店した場合には、環境が

大きく変わるということは当然のことでございますので、東員交番のパトロール強

化はもとより、イオンにも警備の強化、それからいなべ警察へ登録をしていただい

ております防犯団体が９団体ございますし、そのほか自治会、シニアクラブのほう



にも、関係機関の皆さんと一緒に東員町の治安を守っていただきたいということで、

関係機関の皆さんと歩調を合わせて、この運動に取り組んでまいりたいと思います。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（南部 武司君）   水谷町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   先ほどの建設部長の三孤子川のインターに伴う調整

池、３倍と申し上げましたが５倍でございます。５倍の流量をためられるというこ

とでございます。 

 それと先ほど総務部長が答弁させていただきましたが、イオンは当初計画よりも

随分大きくなると伺っておりまして、相当集客が上がるものというふうに考えてお

りまして、その中を子どもたちが通学をするということでございますので、非常に

交通安全の面、治安の面から不安に感じていらっしゃる保護者の皆さんはもとより、

地域の皆さんがいらっしゃるものと思いますし、我々行政といたしましても大変不

安に思っておりますので、まず警察にそのことをお話をして、要望を申し上げると

ともに、イオンのほうにも、立地した場合に、こうした通学についてはぜひ警備を

つけていただくような方向で要望してまいりたいというふうなことを考えておりま

して、子どもたちを守るという強い気持ちで行政は当たってまいりたいというふう

に思っております。 

○議長（南部 武司君）   近藤敏彦議員。 

○２番（近藤 敏彦君）   いろいろご答弁いたただきました。ありがとうござ

います。 

 先ほどのイオンができた暁には、イオンにもパトロールを要請するということで

ありましたけども、中上、長深、三和地区の生徒たちみんな、のどかなところで暮

らしてきたものですから、突然こんな大きな施設ができると戸惑ってしまう部分も

あろうかと思います。本当に困っている地域の住民の方々がいらっしゃいますので、

その方々の立場に立った、積極的な行政のかかわりをお願いしたいと思います。 

 長くにわたりましたけども、以上、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。 


