
○３番（島田 正彦君）   おはようございます。 

島田正彦でございます。 

本日は、今日４回目の一般質問なんですけど、初めて１番に質問させていただき

ますので、よろしくお願いいたします。 

 今回は大きく分けて３つの質問でございます。 

 １つ目は安心・安全のまちづくりについて、２つ目は中部公園の有効利用につき

まして、３つ目は高齢者の就業についてでございます。 

 まず１つ目の安全・安心なまちづくりについて、３点に分けて質問をさせていた

だきます。 

 １点目はネオポリス前の歩道の街路樹の根がアスファルトを破り、隆起しており

ます。高齢者の多い団地で危険です。団地内で歩道に面した街路樹の数は何本ある

のでしょうか。その中で危険箇所は何カ所あるか、把握されているでしょうか。 

 ２点目、皆さんもご存じだと思うんですけれど、サークルＫのある鳥取の沢です

ね、あそこの交差点と、笹尾西４丁目の団地から粗大ごみ集積場に出る際、非常に

ニアミスが多くて、住民から曲がった道路を直線にできないかという要望がござい

ます。この２カ所について、自分でも何回も運転をしましたけど、非常に危険でご

ざいます。この危険２カ所に関して、今後の対応をお聞かせください。 

 ３点目はネオポリス内のいろんな工事をやられた際、後処理のアスファルト工事

による段差が発生しております。これが何カ所かございます。高齢者の方がつまず

き、けがをされた例もございます。今後の対応をお聞かせください。 

 建設部長、よろしくお願いします。 

○議長（南部 武司君）   藤井浩二建設部長。 

○建設部長（藤井 浩二君）   島田議員の安心・安全なまちづくりについての

ご質問にお答えを申し上げます。 

 まず、ネオポリス地内の街路樹の根による歩道の段差についてでございますが、

笹尾・城山地内の街路樹の植栽本数は１，１３３本ございます。 

 議員ご指摘の街路樹の根が原因で歩道が隆起している箇所につきましては、約４

０年前に開発されました笹尾地内に多く見受けられ、自治会等のご要望により、著

しく歩道に影響を及ぼしている箇所につきましては、根切り等の修理を行っており

ますが、その対応につきましては、非常に苦慮しているのが現状でございます。 

 現在、笹尾地内の歩道の安全確保に取り組むため、国の社会資本整備総合交付金

事業での採択を視野に入れ、街路樹の撤去等、歩道の全面改修を検討いたしており

ます。 

 今後、地元自治会に事業内容をご説明させていただき、ご理解をいただいた箇所

から順次整備をさせていただきたいと考えております。 



 次に鳥取地内の国道４２１号と県道多度東員線の交差点及び笹尾西４丁目地内の

県道多度東員線と町道笹尾西４丁目６２号線のＴ字路交差点について、お答えを申

し上げます。 

 まず、国道４２１号と県道多度東員線の交差点改良につきましては、三重県桑名

建設事務所にて、国道４２１号は交通安全事業として、桑名市方面からいなべ市方

面へと改修工事が進められておりまして、ご指摘の交差点を含む笹尾西への進入路

付近の整備は、平成２６年度以降の計画であるとお聞きをいたしております。当該

交差点改良につきましては、早期着手に向け、毎年要望をいたしているところでご

ざいますが、今後も引き続き、強く要望してまいりたいと考えております。 

 また、町道笹尾西４丁目６２号と県道多度東員線に接続するＴ字路についてでご

ざいますが、ご指摘のＴ字路は笹尾地内から県道へ、また、県道から笹尾地内への

通過経路として、多くの皆さんにご利用いただいているところでございます。 

 議員ご提案の、県道へ向け、町道を直線化する案でございますが、現在の道路勾

配よりも相当急な勾配になるため、非常に難しいと考えるところでございます。 

 現在、当該箇所につきましては、安全確保のため、カーブミラーを設置いたして

おりますが、路面表示等、設置も検討し、事故防止に努めてまいりたいと考えてお

るところでございます。 

 最後に、舗装補修等、工事後の舗装の段差についてでございますが、ネオポリス

地内に限らず、町内では上下水道工事、ガス工事等により、舗装復旧した箇所が、

年月が経過し、段差が生じてくる場合がございます。段差が著しく通行に支障を及

ぼしている場合には、随時補修させていただいているところでございます。 

 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）   島田正彦議員。 

○３番（島田 正彦君）   今いろいろお答え願ったんですけれど、逆に私のほ

うから質問をさせていただきたいんですけれど、街路樹の関係の管理責任者という

のはどこなんでしょうかね。まずその部署ですね、お答えしていただきたいのと、

それからこれは町民から言われて動くのか、それとも定期的なチェックをされてい

るのか、その辺、やはり公のものに対しては定期的なチェックを。機械もそうなん

ですけど、メンテナンスというのは必要なんですね。言われて飛んでくるんじゃな

くて、危険を事前に察知するという動きが町サイドであるのかどうか、その方法を

お聞かせ願いたいと思います。 

 それと、新たに植えられることは少ないと思いますが、通行障害とか管理費の増

額につながっております。だから植樹の際には非常に研究が必要だと思います。 

 それと２番目なんですけれど、ミラーとか注意書き、確かに笹尾西４丁目に立て

てございます。それでも非常に効果が薄いということで、危険な道路になっており



ますので、いろんな問題もあるかもわかりませんけれど、町民の意見も含めまして、

この辺を直線ラインにできるように、何とかお願いしたいと思っております。 

 ３点目につきまして、アスファルトですね、町内がつぎはぎだらけの道路になっ

ております。非常に美観を損なっております。危険プラス美観の損ないがあります

ので、四角く切り刻んだ道路の美観ですね、何とか、もう少し道路整備をしていた

だけるようにお願いできないでしょうか。建設部長にお答え願います。 

○議長（南部 武司君）   藤井浩二建設部長。 

○建設部長（藤井 浩二君）   お答えを申し上げます。 

 何点かご質問いただきましたので、答弁漏れがございましたら、またご指摘を賜

りたいと存じます。 

 まず街路樹の管理でございますが、これは東員町の責任でございまして、所管は

建設部建設課となっております。 

 ご指摘の定期的にというご意見も賜っておりまして、以前もそのようなご質問を

いただいておるのもたくさんあるわけでございますが、本来は専門的に道路パトロ

ールを行うべきと私も考えております。 

 以前、道路パトロールという形で車に書かせていただいて、町内を巡回したこと

も過去にはございました。これは人的にも大変限界がございまして、非常に苦慮い

たしておるのが現状でございます。 

 現在は自治会長の皆様のご協力など、また郵便局の配達員の皆様とは、郵便局と

は協定をさせていただきまして、その途中で発見されたら通報いただくような協定

もさせていただきながら、対応をさせていただいておるのが現状でございます。 

 ご指摘のとおり、大変多くの場所でご迷惑をかけたりいたしておりますので、少

しでも多くの情報を建設課のほうにお寄せいただきたいと考えているところでござ

います。 

 また、現在ご指摘をいただいたような箇所で新たな場所は、ということでござい

ますが、自治会長さんとか近隣の人とご協議をいただきまして、ほとんどの場合は

撤去をさせていただいた後は植樹ますも撤去して、鋪装の状態に戻させていただい

て、できれば広い歩道をということで、今は対応させていただいております。 

 しかしながら強い要望があった場合は、新たに植栽をするのではなく、街路樹を

そのまま残させていただいて、何とか保護をということでも動いているところもご

ざいます。 

 次に県道多度東員線へのＴ字路でございますが、議員ご指摘のとおり、確かに暗

くなっておりまして、Ｔ字路へ出にくいような形になっておりますが、現場へ行き

まして、見させていただきましたところ、どちらから直線に下りても、かなりの勾

配になるなということで判断をさせていただきました。もうかれこれあの状態にな

ってから４０年近く、あの形でご利用いただいているわけですが、大きな事故もな



いということは、あの形が逆に安全を担保しているのかなということも、少し考え

るところでございまして、直線であると、ストンとまっすぐスピードを出したまま

でということも考えられますので、その辺もあわせて考慮をいたしておるところで

ございます。 

 また現場で少しでもよい改良方法がありましたら、ぜひ取り組んでまいりたいと

考えるところでございます。 

 もう１点の、つぎはぎだらけの鋪装復旧ということでございますが、費用対効果

等も見まして、私どもはまずは仮復旧、本復旧ということで、それぞれ条件を出し

ながら、道路管理者として、私は水道課と建設課の両方を所管いたしておりますの

で、カットするほうと鋪装するほうを両方所管いたしておりますが、その辺も調整

しながら進めております。 

 また、ガス工事等大規模なものにつきましては、ある一定の部分の場合は、道路

の半分を鋪装復旧させたり、全面復旧させたりしているところでございます。なか

なか美観のところまでは追いつきませんが、なるべくそのような形で進めてまいり

たいと考えておりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 以上でございます。 

○議長（南部 武司君）   島田正彦議員。 

○３番（島田 正彦君）   今お答え願いました。ありがとうございます。 

 街路樹が１，１３３本ですね、これを１年に１回ぐらい、町として巡回すること

はできないのでしょうか。そんなに難しいことではないと思うんですね。人任せで

はなくて、行政のサイドから、自分の目で、危険な場所を察知するというのは、非

常に重要なお仕事だと思いますので、ぜひ徹底してください。 

 それと何回も言いますけど、笹尾西４丁目の件なんですけれど、事故がないから

このままで安全だとおっしゃいましたけど、事故を起こさないと、何かアクション

を起こせないのでしょうか。町民から危険だ危険だと言われています。たまたま幸

せにも事故がないだけのことでありまして、もしこれ事故がありましたら、かなり

前からこういう問題を提起しているわけですから、未然防止ということですから、

起こる前にいろんな手を委ねていただきたいと思います。 

 ぜひ今後とも、よろしくお願いいたします。 

 ２つ目の質問に入ります。 

 ２つ目は中部公園の有効利用について、３点に分けて質問させてください。 

 １点目は、私は６月の定例会でも質問させていただきました。管理棟、売店に「ま

ちの駅」のプランを提案しましたが、その後はどうなっているのでしょうか。１０

月２１日に商工祭が開催され、多くのお客様がいろんなところから駆けつけていた

だきまして、中部公園に来ていただきました。 



 議会放送、議会だよりを見られた方たちから、いつ売店をオープンするのと、し

ばしば聞かれます。売店は完成してるんですけれど、閉店のままでございます。年

間３０万人もの来客者のある中部公園の売店を、なぜスピーディーに稼働させない

のでしょうか。機会ロスと思います。多額の税金で完成の中部公園、公園維持費な

どを考慮し、少しでも収益を上げる環境をつくるべきですが、いかがお考えでしょ

うか。 

 ２点目は、これは私の提案でございますけれど、中部公園の一角にドックランコ

ーナーをつくってはいかがでしょうか。現在、東員町の会員の登録数は何頭ですか。

ほかの市町でも新しい集客プランとして注目しております。 

 ３点目は、東員町観光協会は観光の看板だと思うんですけれど、観光協会の事務

所は来客者から見える場所にすべきだと考えますが、いかがでしょうか。今、管理

棟の奥の全然見えないところに事務所があるということで、非常にもったいないと

いうことですかね、その３点について、お答えをお願いいたします。 

○議長（南部 武司君）   藤井浩二建設部長。 

○建設部長（藤井 浩二君）   中部公園の有効利用についてのご質問にお答え

を申し上げます。 

 まず「まちの駅」でございますが、６月議会でご提案をいただき、いろいろ研究

をさせていただきました。決して「まちの駅」を否定するわけではございませんが、

私は、中部公園の魅力として、広い芝生広場、大型遊具があり、駐車場などが利用

しやすく、ファミリーが一日ゆっくり過ごしていただく環境かと考えるところでご

ざいまして、その利用者も年間３０万人と、近隣市町でも高い評価を得ており、総

合的に判断し、見合わせることといたしました。島田議員のご期待に沿うことがで

きず、大変恐縮に感じているところでございます。 

 次に販売所についてでございますが、９月末に改修工事が完成いたしましたので、

出店等ご協力いただける社会福祉法人いずみ、東員町観光協会、東員町商工会の３

団体にお声かけをさせていただき、販売所の開設に向けた打ち合わせを進めてまい

りました。打ち合わせでは、１０月から１年間を試行期間としてご利用いただき、

広く出店者を募るため、団体の会員であれば、販売品目に特別な制限を設けないと

いうことでご理解をいただき、それぞれの団体から、会員の皆様にご案内をさせて

いただいております。 

 しかしながら毎日の出店には人手がない、土日に限定したとしても、週末の天気

によって商品の売れ残りが懸念されるなどとのことで、現在のところ、出店の申し

出はございません。また、これに加えて、季節も冬になるにつれ客足も鈍り、公園

への集客も減少する傾向にあることも、要因の一つかと考えております。 

 なお、今後の販売所の運営につきましては、出店団体を中心とした協議会を設立

し、自主的な運営に移行できるよう、調整を図ってまいりたいと考えております。 



 ２点目の「ドッグラン」に関するご質問でございますが、現在町内では、２，２

７８頭の飼い犬が登録されております。 

 議員ご提案のドッグランコーナーの設置につきましては、これまでも議会でご質

問をいただき、ご答弁をさせていただいておりますが、公園は人が集い、憩う場所

と考えており、現在も多くの方にご来園をいただいており、中には犬が苦手な方や

小さなお子様もいらっしゃいます。ドッグランコーナーの開設に当たりましては、

園内にそのようなスペースも少なく、衛生上の問題もあることから、開設について

は、今のところ考えていない状況でございます。 

 ３点目の「観光協会」に関するご質問でございますが、本年４月から、中部公園

管理棟に観光協会の事務所を移していただき、公園管理を委託させていただいてお

ります。議員からご指摘の点につきましては、観光協会のご意見もお聞きしながら

対処してまいりたいと考えております。 

 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）   島田正彦議員。 

○３番（島田 正彦君）   非常に消極的な答弁が多いので、ちょっとがっくり

しております。 

 部長も隣のいなべ市でございますので、いなべ市の農業公園と中部公園と比較し

ます。いなべ市農業公園では年間来客数が１０万人ですね。うちの３分の１なんで

す。そのうちパークゴルフが１万２，０００人ございます。それで花ですね、梅と

ぼたんまつり、これが５万３，０００人ぐらいで、６０％ぐらい占めてますね。梅

とぼたんの年間収入が３，１００万円ございます。やはり皆さん収益を目指して、

いろんな工夫をされてます。積極的にやってます。 

 売店について、商工会、観光協会、いずみ作業所で話し合いがなされておると思

うんですけれど、温室で毎月地産地消を販売されている「ふらわぁ～びれっじ」の

顔が、なかなかそこに参加されてないということはどういうことなんでしょうかね。

それもちょっとお聞かせください。 

 売店をつくって稼働させないということですね。これはもう目に見える税金の無

駄遣いになっていると思います。町民はそういう目で見てますので、つくらなかっ

たらいいんですけど、つくって閉めたままなんですね。非常に恥ずかしいことだと

思います。私は何回も言ってますが、毎日やってくれとは言ってません。土日・祭

日、集客力のある曜日を決定してやってもらいたいと思います。 

 中部公園が３０万人も来てるわけですから、そこにも「まちの駅」という看板を

張ってもらっていいんです。年間登録６万円です。３カ所か４カ所までＯＫです。

なぜこれを渋られるのか、私はよく意味がわかりません。何のリスクもございませ

ん。必要であれば、ふらわぁ～びれっじの温室にも看板を上げられます。 

 なぜこれ、看板というかと言いますと、メディアにすごく戦略的に有効なんです。



これから冬期で集客も減っておりますので、年度変わりの４月１日から、「まちの駅」

中部公園がスタートできるように、万全を期していただけないでしょうか。前向き

な検討ではなく、お約束をしていただきたいと思います。 

 以上について、ご答弁願えませんか。 

○議長（南部 武司君）   藤井浩二建設部長。 

○建設部長（藤井 浩二君）   お答えを申し上げます。 

 消極的というご指摘でございますが、決してそうではなくて、議員からご提案を

いただきました「まちの駅」でございますが、私どもも真剣に研究をさせていただ

きました。 

 近隣の状況でございますが、いなべ市は、確かに市の施設が４カ所指定されてお

りますが、県内ではほかに松阪で民間が１カ所、愛知県では３市２町で７カ所、岐

阜では１つの町でございまして、滋賀県、奈良県には認定がございません。このよ

うな状況の中から、私どもと同様な施設と交流ができるとなると、いなべ市さんが

お持ちのノウハウについては、直接お教えをしていただけることはできるだろうと

いうふうな考え方を持ちました。 

 また、少額というふうにご指摘をされましたが、入会金は１施設２，０００円で

ございますが、年間、市町は６万円という負担金でございます。この辺も費用対効

果も考えながら、今のところは見合わさせていただきたいというのが、総合的な私

の判断でございます。 

 また、このことについては１０月ごろ、たしか島田議員にも、こんな意向でおり

ますのでということで、お伝えをさせていただいたような記憶も私は持っておりま

す。 

 また、ふらわぁ～びれっじ運営協議会がなぜということでございますが、大変失

礼をいたしまして、当初ガラス温室のほうで朝市を、ということでございましたの

で、あえてこちらへお誘いすることについてはどうかなというふうな考え方で、お

声かけをいたしておりませんでした。先般そのようなお話も聞きましたので、担当

課にはご参加をいただきながら、ことを進めるようにということで、指示をさせて

いただいておりますが、議員ご指摘のとおり、時期が時期でございますので、なか

なか気運が盛り上がってこないというとこら辺も確かにございます。 

 それと週１回でも開いてほしいというふうなご意見でございますが、私の考え方

は、こちらが開いていただきたい、自主的な運営をもって、場所等は提供させてい

ただきますので、やろうという方が自主的に取り組んでいただきたい、その辺が非

常に私の希望するところでございまして、１０月まで１年間を試行期間とするとい

うことも、その辺に私は意図をもってのお願いをさせていただいているところでご

ざいます。 

 以上でございます。 



○議長（南部 武司君）   島田正彦議員。 

○３番（島田 正彦君）   費用対効果とおっしゃるのであれば、せっかくつく

ったものを野ざらしにしていくこと、それは費用対効果の最悪の状況ではないです

か。 

 それと、なぜ「まちの駅」にこだわるんですかね。こだわるって、私もこだわっ

ているんですけど、否定にこだわるのですかね。そんなにデメリット、何もないや

ないですか。リスクも。私、行動力がないのが非常に残念です。 

 町民からも、私が「まちの駅」の提案をした時に、「まちの駅」どうなっているの

という声が聞こえます。なぜ一歩、二歩踏み出してやっていただけないのでしょう

か。それよりも設備だけ整って、売店ができて、何もやってないほうが、ずっとよ

くないことだと思うんですけどね。もう少し活性化のある観光に対して、勉強とい

うと失礼ですけど、前向きな姿勢をとっていただきたいと思います。まちの活性化

は、観光の活性化なんです。 

 それとドッグランですね。犬の嫌いな人が多いと。そんなん言ってたら、いなべ

市にある農業公園ですね、うめぼ～どっぐらん、これが今、年間１，２００人ぐら

い利用されています。東員町からも行かれてます。近いところでは花広場のセンセ

ーションですね、これが４，０００～５，０００頭ぐらい年間利用されてますね。 

 犬を連れていくのは、ふんをするとか、そういうことではなくて、マナーを持っ

た犬もいるんです。犬を連れた家族が憩いの場として、そういう公園を利用すると

いうことも、ひとつ頭の中に入れておいていただきたいと思いますので、ぜひよろ

しくお願いいたします。 

 ありがとうございます。部長、よろしいですか。前向きに検討してください。 

 ３つ目の高齢者の就業について、２点、質問をさせていただきます。 

 高齢者の就業問題には、経済的側面と社会的側面があると思います。経済的側面

は人口に占める高齢者比率の増加と、働き盛りの人口比率の減少に直面する高齢化

社会において、経済社会を支えてもらう必要があるという高齢者の人材活用の問題

です。高齢者が生き生きと働く社会は活力のある社会であるし、退職する労働者数

が労働市場に新規参入する労働者数を上回っていけば、働き手がいなくなるととも

に、公的負担が増加し、生活水準が低下してまいります。 

 ２つ目の社会的側面は、高年齢が不利益要因となり、就業の意欲、あるいは就業

の必要がある労働力が失業化して、社会のふち辺に押しやられ、格差社会の貧困層

を形成するようになってしまうというように、いずれにしても高齢者の就業は重要

な問題であり、今や高齢者雇用促進は世界的な潮流になっております。 

 高齢化が急速に進む中で、健康で働くことに生きがいを感じる住民の方たちも少

なくありません。高齢者に対して働く場所の裾野を広げることは、まちにとって重

要な課題でございます。 



 高齢者というのは６５歳以上ですね、６５歳以上の高齢者の総人口に占める割合

は２４．１％で過去最高です。これは団塊の世代が６５歳に達し始め、６５歳以上

の人口は３，０００万人を突破し、３，０７４万人になりました。それに伴って平

成２３年度の高齢者就業人口は５４４万人でございます。これは１７．８％ですね。

高齢者人口に占める就業者数。東員町も高齢者人口が５，２４０人となっており、

高齢化比率は２０．６％です。県のほうではまだ若いほうでございます。高齢者の

就業者数は９８２人で１８．８％ですね。 

 そこで、１点目の質問をさせていただきます。 

 現在東員町シルバー人材センターで委託されている仕事の内容と契約金額をお聞

かせください。 

 ２点目は、今後シルバー人材センターに対して、どのような取り組みをお考えで

すか、お聞かせください。 

 福祉部長、お願いいたします。 

○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）   島田議員の高齢者就業についてのご質問に

お答えさせていただきます。 

 まず、東員町シルバー人材センターへの委託業務と金額についてでございますが、

平成２３年度の決算状況からご説明させていただきますと、一般ごみ収集運搬業務

に１，８８４万円余り、道路管理業務に６３２万円余り、中部公園などの公園管理

業務に１，７９２万円余り、学校用務委託に５０７万円余り、給食配送回収業務に

４８７万円余り、そのほかに保健福祉センター、総合文化センター、体育施設の管

理業務及び小中学校校庭等の緑地管理など、３６業務で、総額８，６６５万円余り

となっております。 

 次に、町のシルバー人材センターに対する今後の取り組みにつきましては、高齢

化が急速に進展する中で、高齢者の地域に密着した雇用・就業機会の確保を図り、

生きがいの充実や健康づくりと社会参加を促進するため、引き続きシルバー人材セ

ンター事業を推進することは必要であると考えておりますが、平成２３度の公共受

注額の比率が５６．３％、民間受注額の比率が４３．７％であり、近年運営が公共

に依存してきていることから、シルバー人材センターが受注する仕事はできるだけ

「家庭・民間事業所等」から確保するよう努めることとなっており、公共の仕事に

依存することのないよう、新たな企画提案事業への取り組みなどの指導を行ってお

ります。 

 また、シルバー人材センターが請負として会員に提供した就業について、実際に

は請負発注者から指揮命令を受け、実態として労働者派遣の状態、いわゆる偽装請

負となっているなどのケースが多数発生し、是正指導が行われた後も適正な請負と

は判断できず、指導の対象となっている事例が多いことから、違法な労働者派遣事



業や偽装請負とならないよう、適正な運営の指導と自主点検の強化を徹底し、改善

に万全を期すよう指導を受けております。 

 町といたしましても、シルバー人材センター事業で取り扱うことのできる、主と

して、地域社会の日常生活に密着した仕事であって、一般の職業安定機関での職業

紹介にはなじまないものを取り扱うものであり、一般的に常用雇用やパートタイム

など、シルバー人材センター事業で取り扱うことにより、労働者などの雇用、また

は就業の場を侵食したり、労働条件等の低下を引き起こすおそれのある仕事、事故

が発生した場合に損害賠償額が多額となることが見込まれる仕事、危険または有害

な作業を内容とする仕事などは取り扱わないことから、関係各課へ、現状の委託事

業について、法に抵触することのないよう指導を行っております。 

 現在、平成２５年度の東員町シルバー人材センターへの委託業務については、各

課において適正な請負を行うため、業務内容等の見直しを行っているところでござ

います。 

 ご理解賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（南部 武司君）   島田正彦議員。 

○３番（島田 正彦君）   今、詳細にわたってレポートいただきまして、あり

がとうございます。 

 非常に全国的に高齢化というのは進んでおりまして、シルバー人材というのは６

０歳から登録できるんですね。まだまだバリバリの力のある方が、なかなか働けな

いような現状がございます。東員町に関しましても、５，２４０人高齢者がみえる

中で、働いてみえる方は９８２人ということで、非常に低いですね。 

 シルバーの規制というのは、私もいろんなシルバー人材のほうに行きまして、お

話を聞いてきまして、規制が非常に厳しいございます。高いところに登ったらだめ

だとか、車の運転はどうのこうのと、いろいろあるんですけれど、東員町の会員数

がまだ２７４人なんですね。いなべ市が７４３人、桑名市が１，０６０人、四日市

が１，５００人。 

 もちろん人口の比率からいくと、こんなものなのかなと思いますけれど、やはり

運転一つとってみても、会員が少なければ、無理してそういう方に運転をお願いす

るということで、非常に危険も増します。会員数が多ければ多いほど、選択の余地

があるわけですから、いろんな分野の中にも、そういう運転をやっていただける方

が出てくると思うんですけれど、まず会員を増やしていただきたいということを思

います。 

 ちょっと質問なんですけれど、会員増に関しましては、町はタッチはできないわ

けなんですよね。この前、東員町の局長と話してた時には、４００人ぐらい会員を

募って、募っただけではだめなので、仕事の裾野を広げるということで、町も含め

て協力をしてもらいたいというお話がございましたが、民間との抵触の部分もござ



いまして、なかなか難しいこともございますけれど、今後町として、そういうこと

のお力をかしていただくことは可能なわけですね。 

○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）   シルバー人材センターにつきましては、見

ておりますと、民間の仕事の割合がだんだん減ってきておるということで、私たち

もシルバー人材センターと協議をする中で、もっと民間の仕事をとるような努力と

か、また庭木の剪定とか、個人の業務がいろいろありますけども、民間と競合でき

るような、もっと質の高い仕事というのですか、そういうふうなものの方向性を出

して、民間に負けないような状態で努力していただくというようなことを、協議し

ておるところでございます。 

○議長（南部 武司君）   島田正彦議員。 

○３番（島田 正彦君）   そこが非常に矛盾しているんですね。矛盾というか、

人材センターは民間をもう少し増やして、東近江なんかは、民間が８０％なんです。

公共が２０％ですね。非常に理想的な形なんですけど、民間で走ってしまうと、民

間のお仕事をやられる。ふすまを張るとか、障子をするとか、その辺とバッキング

するんですね。競争がしたくてもできないような状況にあるということも、規約の

中にうたってありますので、その辺をできる限り公共の仕事も減らさず、増やす方

向でやっていただきたいなという私の希望でございます。 

 以上でございます。 

 ありがとうございます。 


