
○５番（種村 博行君）   おはようございます。 

 今日は４点の質問をさせていただきます。持ち時間が１時間ですので、多分時間

いっぱいになると思いますので、ご協力をよろしくお願いいたします。 

 まず１つ目の質問ですけど、財政について、総務部長にお願いいたします。 

 東員町の第５次総合計画の人口予測は、平成２３年度が労働者人口率６５．９％、

高齢化率が２０．６％であったものが、平成３２年には労働者人口率５６．２％、

高齢化率３０．７％になります。労働者人口が約１０％減少し、高齢化率が約１０％

増加をいたします。町民税の落ち込み、介護給付費や国保等の町負担増加は想定で

きますが、計画どおりの人口推移とすれば、平成３２年度の町民税及び介護給付費

等は、平成２３年度と比較してどうなると予想されますか。 

 以上です。よろしくお願いします。 

○議長（南部 武司君）   日置直人総務部長。 

○総務部長（日置 直人君）   種村議員の財政についてのご質問にお答えをさ

せていただきます。 

 町民税は景気の動向や税法の改正などによりまして、その影響を大きく受け、将

来の税収を予測することは非常に難しいところがございます。 

 平成２５年度には、いわゆる団塊の世代の方が６５歳に達するピークを迎えまし

て、年金受給世代に移行していくこともありまして、確実に生産年齢人口は減少し

ていくと推計をしております。 

 そこで、現行制度のまま推移していくと仮定をいたしまして、平成２３年度を起

点として毎年１％ずつ減収すると試算をいたしますと、平成３２年度の町民税は平

成２３年度と比較して約８．６％の減、金額にいたしまして、１億２，０００万円

程度は減収する計算となります。 

 次に、介護給付費等の町負担につきましては、急激な高齢化に伴い、介護認定者

が増加することは予測されますが、介護サービス等の利用状況や、法改正による介

護サービス事業の見直しなどの影響を大きく受けるため、長期の予測は困難な状況

であります。しかし第５期介護保険事業計画から想定をいたしますと、介護給付費

等の町負担金は、平成３２年度まで、年々５％程度は増加するものと予測いたして

おります。 

 また、そのほかの財政収支の見通しといたしまして、学校や総合文化センターな

どをはじめとした町の主要な施設は、建築後３０年を経過したものもあり、大規模

改修に着手する時期を迎えており、それぞれ年次計画を策定し、計画的な改修を行

う必要がございます。 

 また、扶助費の急激な増嵩などにより、義務的経費は増加の一途をたどっており、

この傾向は今後も続くものと予測しております。 

 歳入の減少時代を迎え、財源不足による財政調整基金等の取り崩しも余儀なくさ



れることもあると考えております。 

 いずれにいたしましても、今後一層財政状況が厳しさを増す中で、自立した東員

町を創造、また経営していくためには、町民の皆様とともに協働のまちづくりを進

めていく必要がございますので、皆様のご理解とご協力をよろしくお願いいたしま

す。 

○議長（南部 武司君）   種村博行議員。 

○５番（種村 博行君）   ありがとうございました。 

 と言いますと、平成３２年には町民税が１億２，０００万円程度減って、介護費

のほうが１億円ぐらい増える、５％というと１億円ぐらいになりますかね。そうす

ると前後で２億いくら、平成２３年度予算が７５億円ぐらいですので、７３万円ぐ

らいしか予算を組めないということになってしまうんですね。 

 ところで国の借金も増えていきますけども、多分、来年も督励公債法とか何とか、

通すと思うんですけども、財政力指数というのか、それで交付金が決まると思うん

ですけども、減っていった中で、交付金が減っていったものを、今までどおり穴埋

めするだけの交付金が支給されるかどうかということの見通しをお願いしたいんで

すが。 

○議長（南部 武司君）   日置直人総務部長。 

○総務部長（日置 直人君）   お答えをいたします。 

 歳入につきましては、先ほど議員申されましたさまざまな交付金、町で一番率を

占めますのは地方交付税ということで、地方交付税につきましては、基準財政収入

額と基準財政需要額の差額による試算をされて交付されるということで、国の中期

の財政見通しにつきましても、平成２３年度の見込みを維持するという計画も出さ

れておりますので、ここ２～３年の間は、地方交付税としては減額をされないもの

という試算をしております。 

 以上でございます。 

○議長（南部 武司君）   種村博行議員。 

○５番（種村 博行君）   平成３２年ですね、８年後ですかね、そこら辺の交

付金はわからないということですよね。わかりました。 

 ここで一番問題なのは、この予測というのは、大体総合計画を組んだ時にわかり

ますよね、町民税が減って介護経費が増えていくというのは。問題は、人口の問題

ですけども、東員町の総合計画は社人研の数字に、大体毎年１３０人ぐらい上乗せ

して計画をしてます。数字を見ますと。人口を見てみますと、平成２２年は社人研

の数字よりも東員町の人口は少ないんですね。平成２３年、平成２４年は増えてい

るように見えてますけど、社人研の数字よりも少ないわけです。それが平成３２年

までいきますと、多分このままいきますと、社人研の数字どおりにいっちゃうのか

な。総合計画は１３０人ぐらい上乗せして計画してます。それで今、総務部長の返



答はもらったんですけども、このままいきますと、社人研の数字と一緒になります

と、総合計画よりも１，３００人ぐらいが、平成３２年には少なくなってしまうん

です。１，３００人と言いますと、大体町民税が１人１０万円としますと、１億３，

０００万円の減になります。先ほどの総務部長の返答よりも、まださらに低くなっ

てしまうわけですね。そこの人口増をどういうふうに今考えられておられるかとい

うのを、まずお聞きします。 

○議長（南部 武司君）   日置総務部長。 

○総務部長（日置 直人君）   お答えをいたします。 

 先ほどの社人研の数値を申されましたけども、私どもの総合計画で、平成３２年

には２万５，７５０人ということで予測しておりますけども、社人研も年々で推計

がそれぞれ変わってきまして、私が持ってる資料では、平成３２年には東員町２万

４，９２５人ということで、その差が約８００人ほどございますけども、このあた

りが今後生産年齢人口にどう影響してくるかということが一つの問題でありますし、

議員申されました人口増の対策についてということで、現在若者定住促進条例を、

期限立法ということで、今年度終了するという方向性は出させていただきましたけ

ども、今後こういった生産年齢人口の増を図るために、さまざまな研究をした中で、

定住促進等にかわる人口増の対策も、いろいろと検討していかないといけないとい

うことは考えております。 

 以上でございます。 

○議長（南部 武司君）   種村博行議員。 

○５番（種村 博行君）   いろいろ考えてください。 

 建設部長にお伺いします。 

 若者定住促進制度の検証結果では、一定の効果はありますが、その他の要因が多

くて、平成２４年度をもって、この制度は終了するということを報告されました。

当日は部長が所用で欠席ということで、課長が報告されましたけども、この報告書

ですけども、建設課名で報告されてます。これは部として、部長を通してなのか、

町としての決定なのかというのをお聞きします。 

○議長（南部 武司君）   藤井浩二建設部長。 

○建設部長（藤井 浩二君）   お答えを申し上げます。 

 大変申しわけございません。この資料は東員町の資料でございまして、建設部が

作成したということで、ご理解を賜りたいと存じます。 

 以上でございます。 

○議長（南部 武司君）   種村博行議員。 

○５番（種村 博行君）   わかりました。 

 もう１つ、廃止を決定する前に、見直しのことは検討されたでしょうか。例えば

金額を下げるとか、東員町の人が建てた場合にはどうするかとか、いろいろあると



思うんですけども、見直しの検討はされましたでしょうか。 

○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。 

 少し当日ご説明した内容とかぶるかもわかりませんけども、ずっとアンケートを

進めてまいりまして、その中でもご説明申し上げましたが、９月末まで２０６件の

申請がございました。そのうち本町と何らかのかかわりがあった方が１３７件、６

６．５％、またそのうち土地も持ってみえた方が４３件、そういうことも見させて

いただきまして、ある程度、本制度が直接原因になったという、ご回答も得ており

ますので、全く制度が、というような考え方は持ってございませんが、純粋に町外

からおみえになった方が４割を切っている、そういう制度を継続していくというこ

とも、検討の課題にさせていただきました。 

 私はこういう制度は、あくまでも効果とか、検証する必要があると考えておりま

して、提案をさせていただくときも、３年間をということで期限をつけて提案をさ

せていただきました。その前の定住促進に関する条例も、３年間という期間を設け

させていただいて、制定をさせていただきました。やはり大変大きな財源を伴いま

すので、期限を設けて基本的に実施検証をしていく必要があると常々考えておりま

して、今回もそのようにさせていただいたところでございます。 

 逆に期限を設けたことで、今、駆け込みで、いろいろと住宅メーカーとか、いわ

ゆる不動産関係からお問い合わせはいただいておる状況でございます。 

 確かに議員ご指摘の金額の見直しとか、また要件の見直しは、その中で、るる論

議をさせていただきましたが、一応ここで条例の提案どおり終了させていただくと

いうことで、ご説明をさせていただいた次第でございます。 

 以上でございます。 

○議長（南部 武司君）   種村博行議員。 

○５番（種村 博行君）   ありがとうございました。 

 この報告書ですけども、役場はＩＳＯ１４０００とか、あれが金額が高いから、

環境マニュアルを独自でつくったとおっしゃいましたよね。そこの勉強されたこと

が入ってないんですね。例えば条例制度をつくりました。結果だめでした。だから

やめます。その途中に運用ということがないとだめなんです。どういうふうに運用

してきたか。ここが一番大事なところなんですね。制度をつくって、どのように運

用をして、どのように努力して、その結果こうでした、だからこれだけ運用したけ

どだめでした、という報告がないとだめなんですね。そういうところのどういう努

力をされたかということを、余り時間がありませんので、少しだけお願いしたいと

思います。 

○議長（南部 武司君）   藤井浩二建設部長。 

○建設部長（藤井 浩二君）   適切な回答でないかもわかりませんけども、私



もこの制度をつくりました時には、ありとあらゆるところに掲示をさせていただき、

また地域近隣の不動産会社、鉄道等にお邪魔をさせていただいて、ＰＲポスターも

張らせていただきましたし、町の公用車にもＰＲのものを張らせていただいて、制

度の普及を図ってきたと思っております。 

 ただ、最終的に平成２５年度、いわゆる前回も、１年間空白をつくらせていただ

きましたが、平成２５年度に、きちっとしたものを最後に検証させていただきたい

と考えておりますので、ご理解賜りたいと存じます。 

 以上でございます。 

○議長（南部 武司君）   種村博行議員。 

○５番（種村 博行君）   運用のところは、チェックを時々入れて、これだけ

広告した、だけどだめだったから違う方法がないのかとか、そういうのをＰＤＣＡ

とよく言うでしょう、そういうことをやりながらやっていかないと検証になりませ

んので、これからはこれに限らず、どんな仕事もそのようにお願いしたいなと思っ

てます。 

 もう１つ、みんなが目指す目標値、年間１０５件とあります。今、４０件程度は、

この促進制度でよかった。まだ１０５件にはほど遠いんですね。どういうことで１

０５件を目指していこうと思ってみえるでしょうか。 

○議長（南部 武司君）   藤井浩二建設部長。 

○建設部長（藤井 浩二君）   違う施策という考え方で、部内でも、また副町

長とも部長会議の中で答弁をさせていただいておりますが、町内全体を考えて、住

宅建設、また定住促進を図っていかないといかんと思うんですが、たまたまこれは

開発の物件でございますが、私どもに来られた理由の中で、東員町は津波の心配の

ないまちやと、だから私は桑名市からわざわざ転居するんだというようなご希望の

文面がございました。そういうことも含めた福祉とか教育とか地理的条件とか、そ

ういうものを生かしながら、ＰＲをしていきながら定住促進を図っていきたい。個々

に給付することも大事かもわかりませんけども、そういうことに頼らず、何とか施

策を打っていきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（南部 武司君）   種村博行議員。 

○５番（種村 博行君）   ぜひ１０５件を目指して頑張ってください。 

 町長にお伺いしたいんですが、先ほども定住人口増ですね、これといって多分案

は出ないと思うんですね。これはいいなと思う案がなかなか出ないと思うんです。 

 私もいろいろ考えたけども、なかなかいい案が出てこないというのが実情だと思

うんですけども、この際、人口増プロジェクトみたいなものを組んで、どんなこと

をやったらいいのかということを、広く皆さんの知恵を募ったほうがいいかなと思

うんですね。場合によっては、町民の方にも、こんなことをしたらどうやというこ



とを聞いてみて、いい案があったら採用すると、そういうふうなことをやっていた

だいたらいいと思うんですけども、いかがでしょうかね。 

○議長（南部 武司君）   水谷俊郎町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   私は人口増というか、日本全体が人口減少がどんど

ん進んでいる時に、なかなか難しいなと思うんです。 

 ただ、人を呼び込む、そのためには魅力のあるまち、すなわち我々住んでいる者

が非常に住みやすいまちだよ、この東員町に住んでてよかったな、そんなまちをつ

くらない限り、ほかから東員町へは来ていただけないというふうに考えてます。 

 そのために今、庁舎の中の将来の役場を担う、４０代でも若いほうですけど、３

０代、２０代の方に集っていただいて、プロジェクトチームをつくっていただいて、

このまちをどうしていけばいいかということを議論していただいています。来年度

には、これを町民の方にも広げて、この議論を私はしていただきたいというふうに

思ってます。 

 そういうことを経ながら、このまちに魅力をつける、自分たちが住んでいてよか

ったなというまちはどんなまちなんだということを考えながら、そういうまちをつ

くり上げていくことによって、結果として、ほかから、ああこんなまちだったら、

こんな東員町だったら住みたいねといって入ってきていただくというまちをつくっ

ていかなければならないというふうに思っております。 

○議長（南部 武司君）   種村博行議員。 

○５番（種村 博行君）   わかりました。ぜひいいまちをつくるように、皆さ

んで知恵を出し合ってやっていただきたいと思います。 

 生活福祉部長にお伺いします。 

 昨年、ブータンの国王が来日されたことはご存じですよね。その時に国王が国会

で震災を思う気持ちを述べられた。その時に国会議員が涙を流したという話はご存

じでしたね。 

 その時に初めて私も聞いたんですけども、国民総幸福度とありましたね。ブータ

ンは９５％の人が幸せだと答えたそうです。日本人にその尺度を、どんなふうにあ

なたは幸せを感じるかということを聞いたら、日本人は健康、お金、家族と答えた

そうです。ブータンの人に聞いたら、ブータンの人は人間関係、隣人関係、家族関

係の平和と答えたそうです。要するに我々が求めているのは、共助を求めているわ

けですね。お金がだんだん減ってきて。それがこのブータンの国にはあるのかなと

私は思ってます。 

 そこで今、東員町を思うボランティア団体がたくさんありますけども、ボランテ

ィア市民活動支援センターというのを立ち上げようと努力してみえると思うんです

けども、部長が描いてみえる支援センターのあり方、ビジョンみたいなものをお聞

きしたいと思いますが。 



○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）   市民活動支援センターの考え方につきまし

ては、営利を目的とせず、社会的な課題の解決に向けて、市民が自発的・自主的に

行う不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与することを目的とする活動のことでご

ざいまして、まさに今まで財政に余裕があったために、行政側ですべて行ってきた

ために、東員町といたしましても、市民活動に対して目覚めておりませんでしたけ

ども、高齢化による財政の硬直化が将来予測される中、今までどおり行政がすべて

行うことは難しく、今後は市民活動において、行政でできない範囲を皆様の力で担

っていただくことが、非常に重要になってくると考えております。 

 また、そのためには、行政としても市民活動に対する職員の知識レベルのアップ

を図りながら、将来さまざまなニーズにこたえられる社会的な役割を担っていける

市民活動団体の育成が最も重要であると考えております。 

○議長（南部 武司君）   種村議員、通告外に若干なってますので、もとへ戻

していただくか何かでお願いします。 

○５番（種村 博行君）   はい、わかりました。 

 職員も意識の改革が必要だと思いますので、ぜひ総務部長の職員のボランティア

に対する考え方、教育のほうもしてほしいなと思ってます。 

 また総務部長にお願いしますけども、歳出のところですけども、削減せないかん

と思うんですけども、先ほども言いましたけど、高齢化の部分ですね。こういうボ

ランティア支援団体を、市民センターかな、そこを立ち上げるように努力をしてい

ただきたいと思います。 

 人件費ですけども、計算をしてみましたら、東員町は１億３，０００万円ぐらい

人件費がかかっているかなと思うんですけども、私思いますのに、再任用の条例み

たいなものがあるようですけども、再任用された実績というのはあるんでしょうか。 

○議長（南部 武司君）   日置総務部長。 

○総務部長（日置 直人君）   お答えをさせていただきます。 

 現在のところ、再任用された職員はございません。 

○議長（南部 武司君）   種村博行議員。 

○５番（種村 博行君）   役場をやめられて、６０歳から６５歳までは所得が

なくなってしまうんですね。かなり役場のことは精通されてベテランですので、そ

の方に再任用をしていただいて、給料はそれほどは出せませんけども、手伝いをし

てもらうということも、人件費の削減になるかと思いますので、ぜひその辺も検討

をよろしくお願いしたいと思います。 

 あと、建物のところをお聞きしたいなと思ったんですけども、一元化した管理を

されるように聞いてますので、それはそれで結構ですので、一遍にやるとお金がか

かりますので、順番にやっていくということ。 



 それから細かい話になりますけども、建物というのは、雨漏りが一番の強敵なん

ですね。雨どいの詰まりとか、そんなところも点検をされたほうが、１年に１回ぐ

らいは、屋根の上のシートが破れていないかとか、雨どいが詰まってないかとか、

そういう点検も、１年の予定として計画したほうがいいかなと思います。 

 これで１点目の質問は終わりにしたいと思います。 

 ２点目の質問に移ります。 

 イオンの誘致の問題についてですけども、イオンの誘致は税収増となり、魅力的

であります。しかしながら道路の問題は心配します。買い物客はできるだけ近道を

しようと、長深や南大社の狭い道路の通行量が増えることが考えられます。学童の

通行危険が言われている中で、対応策を考えているのか、お伺いをいたします。 

○議長（南部 武司君）   藤井浩二建設部長。 

○建設部長（藤井 浩二君）   種村博行議員の「イオン誘致について」のご質

問にお答えを申し上げます。 

 開発事業者イオンリテールによりますと、現在、イオンショッピングセンターの

開店は、来年１２月の予定とのことでございますが、議員ご指摘のとおり、開店時

には、買い物客による集落内の生活道路への通行により交通渋滞等が考えられ、私

どもといたしましても危惧をいたしているところでございます。 

 ショッピングセンターの西には三和小学校、三和幼稚園、みなみ保育園が隣接し

ており、児童の通学経路も駐車場の一部を横切ることから、交通安全対策等、交通

事故対策については特に配慮をしていただくよう要望もさせていただき、警備員等

の配置をしていただく予定となっております。 

 また、集落内の道路について、買い物客による通行が増加し、地元にご迷惑をか

けるようなこととなるようであれば、事業者であるイオンリテールと協議を行い、

いなべ警察にもご協力をいただき、その対応に努めてまいりたいと考えております。 

 いずれにいたしましても、開店後につきましては通行車両等に注視し、地元自治

会と十分協議を進め、交通事故のない、安心して通行ができる環境を保持してまい

りたいと考えております。 

 ご理解賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（南部 武司君）   種村博行議員。 

○５番（種村 博行君）   ありがとうございました。 

 この質問は最後の質問者、近藤治隆議員とかぶってますので、詳細は割愛します

けども、イオンはホームページを見てますと、環境とか、安全とか、防災とか、地

域との協調に非常に力を入れてみえると思います。そういうふうにホームページに

はうたってみえます。誘致する前に、多分、看板とか横断歩道とか、これから要る



なということになると思うんですけども、その辺の費用助成をイオンに少しお願い

できないかということですね。今から話はできないでしょうか。 

○議長（南部 武司君）   藤井浩二建設部長。 

○建設部長（藤井 浩二君）   議員からご指摘ございましたことにつきまして

は、幹部会等でまた検討いたしまして、イオンとも協議を進めてまいりたいと考え

ておりますので、よろしくご理解賜りたいと思います。 

○議長（南部 武司君）   種村博行議員。 

○５番（種村 博行君）   はい、よろしくお願いします。 

 それでは３つ目の質問です。 

 教育委員会事務局長にお願いをいたします。 

 奨学金制度についての質問でございます。 

 今の小中学生は、これからの高齢化社会を背負って生きることになります。３月

議会の一般質問で、生きる力をということで、教育長に質問いたしました。その時、

教育長は、生きる力は確かな学力や豊かな人間性を土台にした社会に参画する力と

おっしゃいました。僕、そのとおりだと思うし、教育長はすごいなと思ったわけで

すけども、そこで学力をつけるところでお尋ねをします。 

 東員町の奨学金規則は高校で月３，０００円以内、高専で３，５００円以内、大

学で４，０００円以内を給付するとなってます。平成２２年年度と平成２３年度、

私が議員になってから決算書を見させてもらいましたけど、０円で給付されてませ

ん。この制度を利用している生徒が、過去何年かみえたでしょうか、お伺いをいた

します。 

○議長（南部 武司君）   山下誠司教育委員会事務局長。 

○教育委員会事務局長（山下 誠司君）   種村議員のご質問にお答えをいたし

ます。 

 本町の奨学金制度は、秦資一様より受けました寄附金３００万円によって、昭和

３９年４月に設立された育英基金によって、経済的理由で進学困難な者に対して、

育英奨学を行う目的で、同じく昭和３９年４月に創設をされております。 

 ご質問の利用実績でございますが、平成１２年度を最後と申しますか、平成１２



年度に１６万２，０００円を支出した実績がございまして、若干の問い合わせはい

ただくものの、その後の実績は現在ございません。 

 ちなみに三重県でも、高校性を対象にした三重県高校奨学金制度がありまして、

東員町内でも、高校入学時に数名の利用実績がございます。平成２３年度は２名の

利用があったと伺っております。 

 本町の奨学金の利用実績が、過去１０年以上ございませんのは、奨学金額が最近

の物価に比べて少ないのかもしれませんし、申請手続きが煩雑なのか、それとも我々

の周知不足というところもあるかもわかりません。 

 これから幅広い周知に努めると共に、利用していただきやすい環境づくりも考え

てまいりたいと思いますので、よろしくご理解のほど、お願い申し上げます。 

 以上です。 

○議長（南部 武司君）   種村博行議員。 

○５番（種村 博行君）   ありがとうございました。 

 奨学金の志望者がなかったのか、もしくは志望者があって､審査がありますよね、

審査でだめになったのかというのも、お聞きしたいと思います。 

○議長（南部 武司君）   山下誠司局長。 

○教育委員会事務局長（山下 誠司君）   平成１２年度以降につきましては、

先ほど申し上げたように、若干の問い合わせはいただいたというところですけども、

制度の説明ということで、内容的には終わっておりまして、その後、正式な手続き

があって、それを却下したとか、そういうものはございません。 

○議長（南部 武司君）   種村博行議員。 

○５番（種村 博行君）   小学校・中学校で、就学援助費が約８００万円ぐら

い年間使われています。本定例会でも、１２８万円の増額補正の議案が上がってま

す。それだけ困ってみえる方がみえるわけですね。 

 この生徒たちが高校に行ったときに、県の奨学金制度を利用されたかどうかはわ

かりませんけども、東員町の奨学金は、参考書でも買ってくださいよという金額で

すね。参考書を買って勉強してくださいよということですので、予算を立てる時に、

過去平成１６年から０円、０円と来るのは、おかしいと思いませんかね。３６万円

の予算ですけども、今期の実績は０円でした、また１０年ぐらい０円、０円と続く

のはおかしいと思わなかったのか。 

 その辺も質問したいのと、中学校を出る時に、この子どもたちにきちっと説明さ

れたか、その辺もお聞きしたい。それと、どのように運用されてきたかということ

もお聞きします。 

○議長（南部 武司君）   山下誠司局長。 

○教育委員会事務局長（山下 誠司君）   就学援助に関しましては、学校教育

法の中に明確にございまして、それによって援助させていただいておるということ



でございますが、今回の奨学金に関しましては、うちの案内としましては、中学校

３年生に対しまして、学校を通じて、こういう制度がありますというご案内はさせ

ていただくんですけども、実際の奨学金を給付することにつきましては、高等学校

であれば、高等学校へ入学してからの学業実績と申しますか、そういうものをもと

に給付決定をさせていただきますので、時間的なロスというか、そういう差が出て

きて、なかなか申請がなされないという可能性もありますので、そのあたりも、今

まで０実績に対する分析をこれからもかけまして、どういう形で幅広くご利用いた

だけるかというものを考えていきたいと、こんなふうに思いますので、よろしくお

願いします。 

○議長（南部 武司君）   種村博行議員。 

○５番（種村 博行君）   私、本当に、この０円を見て悔しくてしょうがなか

ったんですけども、教育委員会は一生懸命仕事をされていると思うんですけども、

０円を見ると、８００万円を就学援助費に使っているのに、何で０円なのかという

のを、本当にしっかり説明されて、高校へ入った時でも、申し込みはいつでもいい

んですね、ですのでそういうことを、参考書を買うお金を町から差し上げるという

のもいいかと思うんです。学力をつけるという意味でね。ぜひそのようにお願いし

たいと思います。 

 ４つ目の質問に移ります。 

 町長にお伺いをいたします。 

 文化協会は一般社団法人に移行するために、東員町へ出捐金を返納され、今一般

社団法人に移行の準備をされていると思います。一般社団法人は役場から見ると会

社であります。会社となると、ほかの会社の参入が考えられます。今までどおり随

意契約では、町からの補助金は見れないと思いますが、どうお考えでしょうか。 

○議長（南部 武司君）   水谷俊郎町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   文化協会についてのご質問にお答えをさせていただ

きます。 

 東員町文化協会は、今回の公益法人制度の改正に伴い、来年４月１日から一般社

団法人に移行されると伺っておりまして、先般、町から出資しておりました出捐金

を、寄附という形で返納をされたところでございます。 

 この一般社団法人を選択されたことにより、これまでどおりの支援ができるかど

うかということにつきましては、公益性というものが若干希薄なために、難しいよ

うに考えております。 

 ただ、東員町文化協会につきましては、平成元年の発足以来これまで、この協会

には大変町もお世話になり、一緒に東員町の文化を担ってきたという実績もござい

ます。そのことにつきましては、大変評価をさせていただいております。 

○議長（南部 武司君）   岡野教育長。 



○教育長（岡野 譲治君）   引き続き私のほうから、文化協会についての補足

説明というか、ご答弁をさせていただきます。 

 東員町文化協会は、発足から今日まで、文化・芸術活動において町民とともに育

み、町内の文化サークルや文化教室を結集できる唯一の団体として、これまで東員

町の文化振興に多大な貢献をしていただいております。その功績は十分評価すると

ともに、これからも文化・芸術の振興を担っていただきたいと考えております。 

 しかし、先ほどの町長の答弁にもありましたように、一般般社団法人のままでは、

補助金を受けていただく団体として難しい部分もございます。それゆえに、これま

でにも、文化協会と今後のあり方について、お話をさせていただいております。 

 今の法人にこだわらず、より公益性が担保されることが肝要であると考え、これ

までのように町の文化振興に寄与されるよう、ＮＰＯ法人等も視野に入れまして、

協会と協議をさせていただきたいと考えております。 

 よろしくご理解賜りますように、お願い申し上げます。 

○議長（南部 武司君）   種村博行議員。 

○５番（種村 博行君）   ありがとうございました。 

 もし４月以降、文化協会のような法人があらわれたら競争入札になると思うんで

すけども、あらわれないように私は祈っておるんですけども、先ほど教育長が言い

ましたように、早くＮＰＯにするなり、公益にするなり、やらないと、大変なこと

になりますので、よろしくお願いをしたいと思います。 

 期限は平成２５年１１月までありますね。それまでにという法律ですので、早く

公益に切りかえるなり、したほうがいいと思います。 

 あと事務局長にお願いしたいと思うんですけども、私がこの話を聞いた時に、シ

ルバー人材センターが広域を選択されました。文化協会は一般をということで、私

聞いたんですね。それで一般と公益と何が違うんだということを、私なりに勉強さ

せてもらって、一般になると大変なことになるなと思って、この質問をさせてもら

ったわけです。私みたいなこんな者が気がついたわけですけども、事務局長、文化

協会から話があった時に、それを調べなかったのかということを、お聞きしたいな

と思うんですけども、気がつかなかったですかね、こういうことが。 

○議長（南部 武司君）   山下誠司事務局長。 

○教育委員会事務局長（山下 誠司君）   一般社団法人になるとこうなります

よという、そういう内容ですね。正直申し上げて、なった時点では、そこまでの掘

り下げた中身については、自分も承知してなかったというのが今の実情でございま

す。 

 ただ、今、町長からも、教育長からもご答弁させていただいている中で、支援に

対しては非常に難しいというところもございますが、基本的には、一般社団法人で

あっても非営利団体という見方を考えておりますので、非営利団体であっても公益



性が保てるかというところまではいってない部分もありますけども、非営利団体と

いう中での公益性を少しでも見出せるような形の中で、これからも協会のほうとは

話をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（南部 武司君）   種村博行議員。 

○５番（種村 博行君）   それにしても、ＮＰＯとか公益にしたほうがいいと

思います。 

 先ほども言いましたけども、これから文化協会も、本当に私は大事にしないとい

かんと思ってます。そんなふうになると大変ですので、こういう文化協会のような

市民活動ですね、それをこれからは非常に大事にせないかんと思ってます。 

 教育委員会にかかわるところは、人にかかわるところですね。体育のところもそ

うですし、人を大事にするというところは、教育委員会が一番重きを背負ってやっ

てもらっているところですね。ですので市民活動も同じです。人を大事にするとい

うのはね。ですから先導役になってもらって、やってもらわないかんと思ってます

ので、特に市民活動の方々が嫌気がさすようではだめですので、やる気が出るよう

な施策を、今回はどうも文化協会は、少しぶつぶつと僕のほうにも聞こえてますけ

ども、やる気の出るような組織づくり、運営をしてほしいなと思ってます。 

 以上で私の質問を終わります。 

 ありがとうございました。 


