
○３番（島田 正彦君）   島田でございます。 

 早いもので、私が議会に送っていただきまして１年が経過しました。一般質問も

今日は５回目でございます。一生懸命やりますので、よろしくお願いします。 

 今日は３つの項目について、質問をさせていただきます。 

 １番目はコミュニティバスの運営について、２番目が高齢者・障がい者お買い物

無料送迎バスについて、３番目が医療タウンについて、４番目が発達支援室開設に

ついて、５番目が防災について、６番が管理棟・売店についての質問でございます。 

 まず最初にコミュニティバスの運営について、質問いたします。 

 昨年１０月、バスに関するアンケート調査の結果をいただきました。これにより

ますと、高齢化が進み、公共交通に頼らざるを得ない人が増えると予想されること

もあり、アンケートの結果、継続して運行すべきが５１％、どちらかと言えば継続

すべし、２８．８％、合計８１％が継続を望んでいるという結果が出ております。 

 全国的にもコミュニティバスは高齢者の外出支援に大きな貢献を果たしている一

方で、伸びない利用者、かさむ財政負担が重要な課題になっております。 

 町長もマニフェストの中で、コミュニティバスのかわりに、もっと便利で利用が

でき、税金負担を軽くする新しい交通システムをつくると述べられています。東員

町も高齢化は急ピッチで進み、コミュニティバスのような公共交通は不可欠でござ

います。 

 ここで質問になりますけれど、現状の利用者分析と経費の分析をお聞かせくださ

い。 

 ２つ目は、これにかわる経費削減可能で便利な地域交通システムをお考えならば、

具体的にお聞かせください。 

 ３番目、またその実現に向けたスケジュールを、これも具体的にわかりやすくお

聞かせ願えれば助かります。 

 副町長、よろしくお願いします。 

○議長（藤田 興一君）   樋口和人副町長。 

○副町長（樋口 和人君）   ただいま島田議員からは、コミュニティバス運営

についてのご質問をいただきました。 

 オレンジバスは、ご承知のとおり、平成１７年度から５年間の実証運行を踏まえ

て、平成２２年度から本格的に運行して、早や３年が経過しようとしております。 

 この間、利用者や経費について、平成２２年度は９万２，３３７人がご利用いた

だきました。１日平均利用者数は２５３人でございます。平成２３年度におきまし

ては９万４，３６６人で、１日平均利用者数につきましては２５８人でございまし

た。 



 また、運行経費につきましては、平成２２年度が５，６９７万円、平成２３年度

は５，１４６万円で、１乗車当たりの運行に換算をいたしますと、平成２２年度が

５５９円、平成２３年度は５４５円を要しております。 

 その利用者の８割が高齢者でございまして、残りの２割が、学生などの免許を持

たない方で占めてございます。 

 路線ごとでは、東部線は、笹尾・城山地区からサンシパークへの買い物利用が大

半を占めてございます。南北線につきましては、笹尾・城山地区から、ピアゴ、東

員駅、あるいは役場への利用が多く見受けられます。 

 次に２点目で、議員のほうからは、こうした高い経費を削減、あるいは利便の高

い交通システムの考えはないのかとのお尋ねでございまして、現在、住民代表や交

通事業者、国・県の行政関係者で組織をいたします「地域公共交通会議」を開催を

しておりまして、既存の鉄道、路線バス、タクシー、町営のオレンジバスのそれぞ

れの公共交通機関の持つ役割、あるいはそこでの課題を洗い出しをしまして、それ

らの総合連携のあり方を模索しつつ、オレンジバスについて、定時定路線運行がい

いのか、あるいはルートの再編は必要ないのか、あるいは利便性はどうか、費用対

効果はどうかなど、総合的な議論を踏まえ、いくつかの提案をいただくことになっ

ております。 

 その上で、これらの提案を十分吟味をいたしまして、新しい形態での運行を見き

わめ、オレンジバスの路線の認定や許可など、手続きに入ってまいりたいと考えて

おります。 

 したがいましてスケジュールとしましては、新しい路線でオレンジバスが走るよ

うになるのは平成２６年度になるものと考えておりますので、よろしくご理解賜り

ますようにお願い申し上げます。 

 以上でございます。 

○議長（藤田 興一君）   島田議員。 

○３番（島田 正彦君）   ありがとうございます。 

 町長のマニフェストの中に述べられているのが、なかなか具体的に見えてこない

もので、何か抽象的にお話しされて、ちょっとがっくりしてます。 

 ほかの全国でもコミュニティバスというのは、高齢化に伴いまして、いろんな取

り組みをやっております。例えば松阪市では、沿線の企業、病院、ショッピングセ

ンターなどが協賛金を分担しながら運営をして、コミュニティバスを動かしてます。 

 また、茨城県の土浦市では、商工会を中心としたＮＰＯが運営主体となり、まち

づくりの活性化をしてコミュニティバスを走らせております。 

 四日市の生活バス「よっかいち」というのがあるんですけれど、ここは１コイン

で走らせております。１００円ですね。月額上限３０万円までを毎月市が助成して

おります。 



 川越町に至っては、全く料金を取ってません。１，６００万円、全部町のほうの

負担でやっております。 

 さまざまないろんな取り組みをされてます。そしていろんなところで皆さんが苦

労をされてます。大事なことなんだけど、お金がかかると。東員町も何千万円、毎

月赤字をずっとこれでやっておりますので、町長のおっしゃられたマニフェストが

非常に経費削減で、そして便利であれば、いち早く投入をしていただいて、高齢化

の進むまちの中で貢献を果たしていただきたいと思います。 

 それともう少し利用者をアップするために、利用者の啓蒙を何かお考えになって

いるのか、その辺を、副町長もう一度お願いしたいのですけれど、もう少しＰＲを。

今が１００人であれば１５０人になるような、今の期間、やっているのだったら、

赤字を少しでも減らす方策、施策を考えてみえるのか。ＰＲ方法でお答えください。 

○議長（藤田 興一君）   樋口副町長。 

○副町長（樋口 和人君）   バスのＰＲの考えはあるか、とのご質問でござい

ます。 

 今、島田議員からも少しご紹介のありました企業、あるいは利用される先々の例

えば医院とかクリニック、そんなところと提携をしているケースもあるというふう

にお聞きをしました。 

 実は生活バス「よっかいち」については若干かかわっておりましたので、非常に

いいシステムかなというふうには思っております。しかしながら、なかなかその地

域、あるいはＮＰＯ等の、こうしたいんだという思いがなかなか出てこないと、こ

れは難しいものですから、行政があなた方やってねというような話で、わかりまし

たという話にはなりづらいので、そういった形には、かなり地域の自発性が求めら

れるのかなというふうに思います。 

 そこでＰＲでございますが、サンシパークとか、あるいは特にネオポリスからの

そういったお客様が多いということもございますので、そういったサンシパークと

か、そんなところとうまくタイアップをして、例えば１コインであっても、乗って

いただくと、サービスを受けられるような割引券を発行していただくとか、いろん

なことは考えられますので、今ここで具体的なアイデアはないのですが、とりあえ

ず行くところと、行った先でのご要件に応じて、何かアイデアを考えていきたいな

と、そんなふうに思っております。 

 以上でございます。 

○議長（藤田 興一君）   島田議員。 

○３番（島田 正彦君）   前向きに考えていただいているということはよくわ

かりました。 

 ただ、平成２６年から施行されるのであれば、今の形で今の時期に具体的なもの

が、もう少し見えてきてもいいのではないですかね。もう少しスピード感を持って



いただきたいなと。特にこういう取り組みに対しては、スピードが一番大事でござ

いますので、その点よろしくお願いします。 

 町長に申しわけないんですけれど、一言、非常に思いがあると思いますので、こ

れについてコメントをいただきたいと思います。 

○議長（藤田 興一君）   水谷俊郎町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   コミュニティバスにつきましては、コミュニティバ

スに僕はこだわることはないのではないかなとは思ってます。便利で皆さんが使い

勝手がよくて、これから非常に困られる方が、バスだと乗り降りができないとか、

停留所まで歩いていくことができないとか、そういう方が出てみえるというふうに

思ってますので、そういったことも含めて、交通会議の中で、いろんなご意見をい

ただきながら進めてまいりたいというふうなことを思ってますけども、実は先ほど

ご案内のように、このオレンジバスを続けてねと言われるのは、８割以上みえるん

ですね。廃止しないでねと言われる方がみえるわけですよ。そうすると、非常に次

のことが考えにくいなということも少し思ってます。 

 ただ、やはりこういうものは、提案をしながら前向きに進んでいかなければいけ

ないので、今のオレンジバスを運行しつつ、次のことも考えていかないといかんか

なというふうなことを思ってますので、交通会議で今行われている議論というのに

も注視をしながら、前向きな考え方をしていきたいと思ってます。 

○議長（藤田 興一君）   島田議員。 

○３番（島田 正彦君）   私はオレンジバス、コミュニティバスを否定は全然

してません。町長のほうが、それよりもはるかに経費が安くて便利なものがあるよ

というマニフェストがありましたので、そんなものがあるのだったら、そちらに切

りかえてもらいたいと思っていることなんですね。なかなか難しいと思います。 

 それよりもコミュニティバスを続けられるのであれば、少しでも採算がとれるよ

うに、乗られるお客様を増やす啓蒙を何か考えていただきたいと思いますので、ぜ

ひ早急に、いろんな議論をしながら前向きに取り組んでいただきたいと思いますの

で、よろしくお願いします。 

 １番目の質問は、これで終わります。 

 ２番目の質問をさせていただきます。 

 これは１番とちょっとリンクするかもわかりません。高齢者・障がい者お買い物

無料送迎バス運行事業についての質問でございます。 

 今年の２月８日、雪が非常に降ってた時なんですけど、私は伊賀市を通じて、伊

賀市の社会福祉協議会を訪ねました。そこでメンバーの方といろいろ２時間ぐらい、

お話をさせてもらいまして、三重県ではいち早く無料送迎バスに着眼し、積極的に

提供先のマックスバリュと交渉の末、現在２店舗で運行されております。 



 伊賀市の中でも伊賀町は高齢化が非常に進んでおりまして、人口１万４９１名で、

比率は２８．４％ですね。東員町よりも高齢化が進んでおります。６５歳以上の１

人暮らし、６５歳以上の２人暮らしの世帯、昼間１人暮らしの高齢者を対象にアン

ケートを実施されまして、回収率が８０％という、非常に回収率のいいアンケート

でございました。 

 その中で不自由を感じていることはございませんかという中で、ダントツにお買

い物という項目で、その次に通院で、病院に通院するのに使いたいということで、

あくまでもダントツのナンバーワンのお買い物のほうに着眼されまして、そこでマ

ックスバリュに話を持ちかけられました。 

 マックスバリュというのは三重県の松阪市にございます。マックスバリュ中部で

すね。中京と一緒になり、マックスバリュ中部１本になったんですけれど、そこが

本部でございます。 

 店サイドからのメリットとしては地域の社会貢献、いわゆるＰＲ、地域における

購買力の維持、それから固定利用客の増加、固定満足度のアップ、利用者から言え

ば、自分の目で見て、手にとって選んで買いたい、近くの人と会話しながら一緒に

同じバスに乗って出かけたい。地域サイドからすれば、高齢化の進む中で、健康で

暮らしの安全・安心を図るコミュニティを構成する組織や人との連携を深めるとい

うメリットがございます。どこが欠けてもうまく連動しません。三権分流のような

感じで、上手に連携をかなえながら今回に至っております。 

 高齢者・身障者の無料送迎バスは、全国でも高齢者買い物対策として広がりを非

常に見せております。特に北海道なんかでは、すごく今浸透しております。北海道

ではダイエーが２店舗、単店では集客手段として実施店舗が非常に多いです。現在、

伊賀町では週に１回、午前２便、午後２便を実施しております。会員が現在２７０

名で、年間利用者が６，５００名ございます。これだけお客さんが増えているわけ

です。マックスバリュとしてはね。店に対する貢献もございます。 

 ここで質問なんですけれど、１番、高齢化の進む東員町で今年１２月オープン予

定のイオンと、お買い物無料バスの共同運行はできないでしょうか。 

 ２番目、伊賀市はお話しさせていただいたように、マックスバリュと共同で既に

実施されております。伊賀市で事業推進のため共同された関係機関と打ち合わせは

できませんか。社協とか伊賀市の福祉課ですね。 

 この２点について、質問したいと思います。副町長、よろしくお願いします。 

○議長（藤田 興一君）   樋口和人副町長。 

○副町長（樋口 和人君）   高齢者、あるいは障がい者のお買い物無料送迎に

ついてのご質問をいただきました。 

 現在、本年中のオープンを目途に建築工事が始まっております（仮称）イオンモ

ール東員は、東海環状自動車道東員インターチェンジや全線の供用開始を見据え、



商圏域の広い、買い物だけでなく、さまざまなアメニティ機能を備えた、全国でも

有数のショッピングモールとお聞きをしてございます。こうした郊外型大規模ショ

ッピングセンターは、車を利用されて消費者が来店することを前提に、十分な駐車

スペースの確保がなされております。 

 今回の（仮称）イオンモール東員でも、このような大規模駐車場が整備されると

お聞きをしてございます。 

 議員がご提案をされました伊賀市で導入をされた、マックスバリュ食品スーパー

さんの取り組みについては、なかなか東員町にオープンをします（仮称）イオンモ

ール東員のケースでは、ショッピング形態が違うということや、商圏域などの地域

性の違いから難しいのではないかなと、そんなふうに思っております。 

 しかしながらご提案の、地域の消費者の利便性向上を上げるということにつきま

しては重要な課題と思われますことから、私どもとしましても、十分研究をさせて

いただく必要があるというふうに判断をしておりまして、何かよいアイデア、ある

いは議員からご提案をいただいたことも参考にしながら、そういったアイデアが出

てくれば、イオンとの協議の場に提案をさせていただきたい、こんなふうに思って

おります。 

 また、さまざまな形態というか、ＮＰＯ法人とか、社会福祉協議会等々のそうい

った組織との関連もございますので、こういったところとも協議をしていければな

と、そんなふうに思っておりますので、ご理解を賜りますようお願いを申し上げま

す。 

 以上でございます。 

○議長（藤田 興一君）   島田議員。 

○３番（島田 正彦君）   そうすると副町長、行政のほうは、まだそういうお

話は全然されてはいませんよね。 

 この前、伊賀市に行きまして、社協の副所長から、とりあえずマックスバリュで

成功しているんだと、そういう成功例を持ってイオンさんに行けば話を聞いてくれ

るから、いつでも相談に乗るよということで、私はもし町長と副町長がよろしけれ

ば、４月にこちらに３名ぐらい来ていただいて、いろんなアイデアを提供していた

だこうと。同じグループの中で成功しているわけですね。それが大きい小さいじゃ

なくて、それはそれなりに規模に合わせた形でやれば絶対できると思います。 

 これも無料ですから、非常に財政の部分では助かってくると思いますし、伊賀町

で２７０名の会員がいるわけですから、東員町はもっとたくさんいますから、そう

いうことを図っていければ非常に大きな取り組みだと思いますので、４月に一度相

談をしていただきまして、できることであれば早く向こうのテーブルについて、１

２月から試験的にやれるような形を、ぜひ取り組みをお願いしたいと思います。 



 高齢化が進んでますので、非常に重要な、コミュニティバスとは違った形態でご

ざいます。全国でもたまにあります。タイアップしてね。だからどことタイアップ

するのか、イオンなのかどうかということは問題かもわかりませんけど、たまたま

マックスバリュで、三重県で先がけて成功されてますので、同じグループの一番の

頂点のイオンモールがやらないということはないと思います。ぜひ交渉のテーブル

に立っていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

 ２番目の質問はこれで終わります。 

 ３番目の質問に入りたいと思います。 

 医療タウンについて、質問いたします。 

 本年度、町長の所信表明の中で、東員駅をコアとした医療や介護や地産地消の、

だれもが住みやすいコンパクトタウン構想を述べられていましたが、高齢化が進む

当町で、医療機関を利用される方々は年々増えております。総合病院がここにない

から、いなべ総合病院に行ったり、桑名の市民病院に足を運ばれているケースが非

常に多いです。 

 そこで質問なんですけれど、１番、役場近くにいろんな医療機関を収容させる施

設の検討をいただけませんか。いつも町長がおっしゃっている、あのあたりにまち

をつくろうと。そのまちの一角に医療関係ばかりを集めた施設ができないのか。２

番目に、もしこの構想をお考えであれば、具体的にどのような方法をお考えなのか、

お聞かせください。 

 町長、よろしくお願いします。 

○議長（藤田 興一君）   水谷俊郎町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   医療タウンについてのご質問にお答えをいたします。 

 議員ご指摘の、さまざまな医療機関が集合した医療タウンは、受診者や住民にと

りまして極めて利便性が高くなる構想で、地域にとって望ましい形態の一つと思っ

ております。 

 しかしながら町内には既に内科、小児科、眼科、歯科など、充実した医療機関が

そろっておりまして、特に神田地区周辺には多くの専門医が開業されております。

地域のかかりつけ医としての日常的な診療や健康管理を担われております。 

 私といたしましては、お年寄りの暮らしの質を高めていただくために、在宅医療

や在宅介護・在宅看護などの施設が混在した生活空間を形成していきたいと考えて

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。 

○議長（藤田 興一君）   島田議員。 

○３番（島田 正彦君）   非常にシンプルな回答、ありがとうございます。 

 言われてみれば、このまち自体がコンパクトでございますので、その中で上手に

今のバスを利用して行けるような路線をつくってもらえば、これは必要ないかなと



思います。そのためにも足のために、今の１番、２番のバスというのが非常に重要

度を増しますので、その点含めて、よろしくお願いしたいと思います。 

 ３番目、終わります。 

 ４番目の発達支援室開設についてお聞きします。 

 ９月議会の中で、私は発達障がいにかかわる専門家、臨床心理士、言語聴覚士を

置いて、万全の体制がとれないかという質問に対しまして、教育長が、あすなろ学

園の派遣の教員と保育士の２名を中心に、専門職などの支援を受けながら発達支援

室を開設されるという答弁をされております。 

 そこで質問でございます。４月１日開設の発達支援室で、臨床心理士、言語聴覚

士との連携について、お聞かせください。 

 ２つ目、また定期的に臨床心理士、言語聴覚士の専門相談日を設定される計画は

ありますか。また、その状況を見て、必要であれば常勤もお考えでしょうか。 

 生活福祉部長、よろしくお願いします。 

○議長（藤田 興一君）   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、発達支援室開設についてのご

質問にお答えさせていただきます。 

 新年度４月から、発達の段階で支援が必要なお子さんに対しまして、幼少期から

就業まで一貫した支援体制の構築を図るため、地域福祉課内に発達支援室を設置し、

保健・福祉・教育が連携し、親子支援体制の充実と相談窓口の一本化を図り、保護

者の方へのサポート体制の充実を目指しております。 

 今年度、あすなろ学園で、一年間の研修プログラムを受講している職員２名が「み

え発達障がい支援システムアドバイザー」として、今年度中に知事から認定を受け

る予定でございます。 

 発達支援室では、この２名が中心となり、研修で身につけた専門知識により、さ

まざまな相談やケースに対応してまいります。 

 まず１点目の臨床心理士と言語聴覚士との連携につきましては、現在母子保健事

業で行っております１歳６カ月児健診のほか、発達相談や療育教室の療育事業にお

きまして、心理判定員の方にお世話いただいており、教育委員会にて実施しており

ます教育相談や巡回相談におきましては、臨床心理士の方にお世話いただきながら

支援を実施しているところでございます。 

 今後におきましても、臨床心理士等の専門職の支援は必要でございまして、連携

を図りながら実施してまいりたいと考えております。 

 なお、言語聴覚士につきましては、現在のところ、お力をおかりすることは行っ

ていない状況でございますが、今後、さまざまなケースにより言語聴覚士が必要な

場合につきましては、お願いしてまいりたいと考えております。 



 次に２点目の、定期的に臨床心理士、言語聴覚士の専門相談日の設定についてで

ございますが、幼児健診において、発達などの障がいが疑われた場合は、保健師に

より継続的に家庭訪問等を行い、必要に応じて発達相談におつなぎし、個別に心理

判定員、保健師が、お子さんの発達に関する相談や発達検査を実施しております。 

 また、教育委員会におきましては、臨床心理士が、保護者等からの相談をお受け

する教育相談や、小中学校、幼稚園・保育園へ出向く巡回相談を実施しております。 

 今後もこれらの相談事業等につきましては、臨床心理士のご協力をいただきなが

ら事業を継続してまいりますとともに、アドバイザー２名が通常業務といたしまし

て、相談等をお受けする予定でございますので、現在のところ、定期での専門相談

日を設定することは想定しておりません。 

 支援を必要とする保護者の方のお悩みは深刻でありますことは重々認識しており

ますので、状況等に応じまして専門家のご指導等をいただき、保護者の方々から信

頼の得られる体制を構築して、対応してまいりたいと考えておりますので、よろし

くご理解賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（藤田 興一君）   島田議員。 

○３番（島田 正彦君）   ありがとうございます。 

 福祉部長にお聞きしますけれど、近隣地区の今言った支援室に対する体制とか対

応ですね、それはいろいろ調べられていますか。桑名市、四日市市、いなべ市とか。 

 私はそれを参考に今いろんなお話をして、若い方たちから、プロがいないのは非

常に不安だという声をたくさん聞きますので、常勤でなければ、最初から１カ月の

うちの第３何曜日の何時から、こういう相談がありますよというのを広報で流して

いただいて、堂々と手を上げる問題じゃないもので、皆さん本当に困ってみえます

よ。そういうものを初めから設定していただければ、相談に来やすいと思うんです

ね。何かあってからつくろうとかいうのではなくて、事前からそういう取り組みを、

スタートからやっていただくわけにはいきませんかね。それを切に思いますけど、

その点ちょっとお答えください。 

○議長（藤田 興一君）   岩田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（岩田 利弘君）   お答えさせていただきます。 

 研修につきましては、うちの福祉のほうと教育委員会のほうとで、いなべ市さん

と亀山市さんのほうへ研修させていただきまして、体制等について勉強もさせてい

ただきました。それでいろいろ私どもで検討した結果、当初につきましては今研修

に行ってる保育士と教師、保健師、それとあと心理判定員とか、その辺も２次的に

雇用いたしまして、それとまた、事務職のほうも１名つけて、そういった体制で考

えております。 

○議長（藤田 興一君）   島田議員。 



○３番（島田 正彦君）   ということは何か問題が起こったり、対応が必要で

あれば、プロを呼んで相談をするということなんですね。それはお約束できますか。

アドバイザーだけでは対応できない場合、もっと深いものを知る必要があるときに

は、そういう仕組みはつくっていただけるんですね。そういうことを、若い方たち

にお話をしてもいいんですね。方向性として、お答えください。 

○議長（藤田 興一君）   岩田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（岩田 利弘君）   先ほども答弁で答えさせていただきました

ように、ケースによって必要が生じた場合は、その都度お願いするという形で考え

ております。 

○議長（藤田 興一君）   島田議員。 

○３番（島田 正彦君）   非常に必要度が増してきたときには、相談日も考え

るということでよろしいでしょうか。だってニーズに応えてくれれば、必要が講じ

てくれば、当然スポットだけではだめじゃないですか。今言いましたように、堂々

と手を上げて相談に行きますとか言えない環境なんですね。だからこそ、そういう

相談日を設定していただくと、そういうときに来やすいと思うんですね。 

 隠れた発達障がい者というのは非常に多いと思います。それを若い方は非常に悩

んでおりますので、行政としてどういうバックアップを今後されるのか。スタート

が４月１日ですので、できればそういうときに力強いご意見を、アドバイザー２人

でやりますよというのもいいですよ。もちろん、１年間勉強されてますのでね。そ

れを補足するプロが後ろにいるような形で、若い方に発表していただければ安心で

きると思うんですけどね。最後にそれ、一つだけお答えください。 

○議長（藤田 興一君）   岩田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（岩田 利弘君）   お答えさせていただきます。 

 先ほどもお答えさせていただきましたように、この４月１日からの体制につきま

しては、必要に応じて、その都度という体制で考えていきたいと考えております。 

○議長（藤田 興一君）   島田議員。 

○３番（島田 正彦君）   はい、わかりました。これ以上もう聞かないですか

ら、前向きに、ぜひ若い世代がここにいつまでも住みついていただくために、そう

いう政策もその一環だと思いますので、ぜひよろしくお願いします。 

 ４番目終わりまして、５番目の質問です。 

 防災について、お願いします。 

 ２年前の今日、東日本大震災が発生しました。いまだに行方不明者２，６７６人、

避難・転居を余儀なくされている方たちは３１万５，０００人もみえます。決して

２年経過した今も震災は終結しておりません。 

 昨年秋実施の県の危機意識調査では、当時の危機意識は薄れつつあると回答した

人は、三重県で４０％となっております。また、直近の全国の危機意識調査では、



当時の危機意識が薄れていると回答した人は６３％にも達してます。いつ発生する

かわからない災害に対して危機意識が低くなっていることに、非常に懸念を抱きま

す。 

 東員町も総務建設常任委員会でご審議いただき、議会災害対策本部の設置要綱を

策定し、３月１日から施行されました。町の対策本部と連携を図り、支援活動の強

化に我々も努めたいと思います。 

 防災安全課は防災ワークショップ、校区会議、災害対策図上会議、避難所宿泊体

験など、さまざまな訓練や協議を重ねて、災害に対して備えておりますこと、感謝

いたしております。 

 そこで質問をいたします。 

 昨年９月議会でも質問をさせていただきましたアマチュア無線防災ボランティア

会員の方たちとの災害緊急時の連携は現状どのようになっているのでしょうか、お

聞かせください。 

 総務部長、よろしくお願いします。 

○議長（藤田 興一君）   日置直人総務部長。 

○総務部長（日置 直人君）   島田議員のご質問にお答えをさせていただきま

す。 

 平成１３年９月２日に、東員町アマチュア無線クラブとは、東員町内及びその周

辺で大規模な災害が発生し、または発生するおそれがある場合において、災害に関

する情報の収集や伝達を行うために、町と災害時応援協定を締結させていただいて

おります。 

 しかし、東日本大震災や紀伊半島大水害、これは平成２３年９月３日に上陸いた

しました台風１２号のことですけども、その大水害において、携帯電話などの通信

が途絶えた場合には、アマチュア無線関係者の活動が非常に有効であるということ

が重要視されたこともあり、町として再度、アマチュア無線クラブとの連携の見直

しが必要であるという考え方から、昨年より関係者の方と協議、調整を図ってまい

りました。 

 これまでのアマチュア無線クラブ代表者の方との話し合いの中で、役場本部と避

難所との連絡体制の構築とか、過去の防災訓練をより実践的に実施をする必要性な

どを、共通の認識とさせていただいたところでございます。 

 今後もこういった話し合いを、引き続き連携の充実を図るために継続していくこ

ととしておりますので、ご理解のほどよろしくお願いをいたします。 

○議長（藤田 興一君）   島田議員。 

○３番（島田 正彦君）   ありがとうございます。 



 今日３月１１日、ちょうど２年目になるんですけれど、アマチュア無線との連携

が、私、前も言いましたけれど、どうもしっくりいってなくて、それで協定を結ん

でいるんですかね。 

 四日市、この前私、危機管理室へ行って室長とお会いしましたけど、非常に細や

かに、個人の名前まで含めて、どの地区はだれがリレーするというようなこと、み

んな一覧表に書いております。 

 そういう会議が非常にここ少ないし、防災課、一生懸命やってもらっているのは

よくわかるんですけれど、アマチュア無線に関しては、私、もう少し緻密に早急に、

いつ起こるかわからないのです、今起こるかもわからないですね。だから長々と先

を言わずに、早急に集めていただいて、新しい協定内容をもう一回精査をしていた

だいて、１２年前の内容ではちょっと通じないと思いますね。その辺をいつごろま

でに、具体的にどういうような、ということだけお聞かせ願いたいのと、今、アマ

チュア無線というのは会員さんがたくさんみえますけど、今の段階でバラバラにな

っているような気がします。その辺を一本化する方法ですね。その２点、お答え願

えませんか。 

○議長（藤田 興一君）   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。 

 先ほど島田議員がおっしゃられたとおり、平成１３年に協定を結んだものの、実

際は協定書に基づく連絡体制というのは、なかなかできていなかったのは現実でご

ざいます。答弁はさせておりませんけども、防災訓練を、２年ほど前までは毎年ア

マチュア無線クラブの方と連携をとって実施をしておったんですけれど、一昨年か

らは、避難所運営のほうを中心とした防災訓練としておりますので、アマチュア無

線の方との防災訓練における実施が、なかなかこの２年間できておりませんので、

現在の無線の方との協議の中で反省点として出てきておりますので、その辺も含め

て、今後特に今年の防災訓練にも、無線クラブの方にも参加をいただいて、どうい

った通信体制をとるかということの協議、それから先ほど言われました無線の方の

活動が今バラバラになっていると。現在４０名の方がアマチュア無線クラブに登録

をされておるんですけども、その中の名簿の整理といいますか、ボランティアとし

て参加いただける方をもう少し集めていただくなり、整理をさせてもらって、それ

を各地区に、例えば三和地区校区ごとにどういうふうな活動ができるかといったこ

とも、これからも協議の中に入れていきたいというふうに考えております。 

○議長（藤田 興一君）   島田議員。 

○３番（島田 正彦君）   おっしゃられたように、今バラバラになっておりま

すので、会長を呼んでいただいて、お話をされるのはいいんですけど、４０名の方

に、やはり情報がきちっと流れないと、また一本化できないと思います。片方のこ

の部分だけでやってみえるもので、こちらの方には認知されてないですね。その辺



をきちっとやっていただきたいのと、いつ起こるかわからない災害ですので、悠長

なことを考えておれませんので、ボランティアの方と早急に協定を新たに結んで、

いち早く、素早く動けるようにしていただきたいと思います。 

 議会のほうも、そういう意味で、対策本部をつくって立ち上がっておりますので、

その点重々よろしくお願いしたいと思いますので、よろしくお願いします。 

 これで５番目の質問を終わります。 

 最後になりますけれど、何回もお話しさせてもらって、非常にお聞きづらいと思

いますけれど、なかなか実行されないもので、私ももどかしさを隠し切れずに、も

う一度質問させてください。 

 管理棟売店について、質問させていただきます。 

 管理棟の売店が、昨年９月末に完成してから既にもう５カ月経過しております。

行政からは、中部公園の入場者が３０万人だの、３５万人だの、三重県で１番だの

とお聞きしますが、観光は集客数のみではありません。観光は生きものだと思いま

す。集客が多ければ収益を上げることに注目すべきではないでしょうか。 

 中部公園の集客数がどれだけあるのかではなく、観光サイドから見て、いくらの

収益があるかが重要だと思います。 

 そこで質問でございます。 

 管理棟売店の現状と今後の方向性をお聞かせください。 

 建設部長、すみません。 

○議長（藤田 興一君）   藤井浩二建設部長。 

○建設部長（藤井 浩二君）   管理棟売店についてのご質問に、お答えを申し

上げます。 

 議員には、１２月議会でもご同様の質問をいただき、ご答弁をさせていただいた

ところでございますが、現在までに出店等ご協力いただける団体を中心に、４回の

打ち合わせを開催させていただいております。 

 打ち合わせには、当初からご参加いただいております社会福祉法人いずみ、東員

町観光協会、東員町商工会の３団体に加えまして、ガラス温室で日曜朝市でご活躍

をいただいております「ふらわぁ～びれっじ運営協議会」にもご参加をいただき、

早期の販売開始に向けて、協議、調整をお願いいたしております。 

 基本的には販売時間を開園時間内といたしまして、販売の方法、出店等につきま

してルール作りを行っていただき、自由な発想のもと運営していただくよう、調整

を重ねているところでございます。 

 先日の打ち合わせ会では、４月の中旬を目安といたしまして、１４日の日曜日か

ら販売を開始することを決定していただきました。 



 今月の下旬に予定しております次回の打ち合わせにおきましては、団体ごとに販

売品目等の提案をいただきまして、売店内の配置、陳列の方法などを決定し、販売

開始に向けた最終的な調整を図ってまいりたいと考えているところでございます。 

 なお、今後の売店の運営につきましても、協力、協働団体を中心に、自主的な運

営を行っていただきたいと考えているところでございます。 

 どうぞご理解を賜りますよう、よろしくお願いを申し上げます。 

○議長（藤田 興一君）   島田議員。 

○３番（島田 正彦君）   ４月１４日から開店ということですね、オープンで

すね。それは土曜日、日曜日限定ということでしょうか。 

 ちょっとすみません。 

○議長（藤田 興一君）   藤井建設部長。 

○建設部長（藤井 浩二君）   中身でいろいろご検討いただいているわけです

が、まず基本的には、土日を中心にというお考えが強うございますが、例えばいず

みなどは、土日は仲間たち、子どもたちがお休みでございますので、そこにはなか

なか協力ができないなとか、いろんなご意見が中で交わされてございます。その辺

を調整を図っていただいて、何とか少しでも、その場所が来園者のお食事の提供場

所とか、そういうものになればというふうに思っておりますので、ご理解賜りたい

と存じます。 

 以上でございます。 

○議長（藤田 興一君）   島田議員。 

○３番（島田 正彦君）   少し前に進んだような感じでほっとしております。 

 私がこだわる理由は、まちの観光というものに対する姿勢が、私の意見かもわか

りませんけど、非常に弱いような気がして、特に売店が縮小版で、そこに対する取

り組みですね、お客様がたくさんみえているのに、言葉が悪いですけど、やはり収

益を図るというのが、税金を少しでも軽減するという一番大事なポイントだと思う

んです。 

 これから１２月に、またイオンがオープンします。平成２７年度には東員のイン

ターができます。ますます３０万人、３５万人、４０万人、増えてくる可能性はあ

ります。それに先がけて、あそこの中部公園の一番ポイントである売店の活性化を

していただきたいなと思いますので、ぜひよろしくお願いします。 

 オープンの告知を町民の方がわかりやすい方法で、いち早く、６カ月たちました

けど、オープンしますという告知を、皆さんに周知徹底をしていただきたいと思い

ますので、ぜひよろしくお願いします。 

 これで質問を終わります。 


