
○２番（近藤 敏彦君）   ご苦労さまです。 

 日に日に暖かくなってまいりまして、待ちに待った春が、いよいよすぐ近くまで来ている

んじゃないかというのが肌で感じられる季節となってまいりました。 

 ただ、私、中学校のころから花粉症を約３５年にわたり患っておりまして、非常につらい

季節でもあるわけなんですけども、とてもいい陽気になってきたなと感じるこのごろであり

ます。 

 さて、通告に従いまして質問をさせていただきますので、よろしくお願いを申し上げたい

と思います。 

 まず、建築物の老朽化対策について、お尋ねをいたします。 

 町内には庁舎をはじめとしてさまざまな建築物があります。将来にわたってこれらの建

てかえを含めた維持管理の計画はどうなっていますでしょうか。 

 １つ目、庁舎、学校、校舎、各種施設などの建物はどれだけありますか。 

 ２つ目、橋梁などのインフラ関連の対象箇所は何カ所ありますでしょうか。 

 ３つ目、これらの中で老朽化が著しく懸念されるものはどれでしょうか。 

 以上、お尋ねをいたします。 

○議長（木村 宗朝君）   早川正総務部長。 

○総務部長（早川 正君）   近藤議員の建築物の老朽化対策について、お答えをさせ

ていただきます。 

 まず、庁舎、学校、各種施設の建物及び橋梁数は、とのお尋ねでございますが、庁舎、

保育園、幼稚園、小学校、中学校等の建築物は３５施設、そのうち建築後経過年数が上

位のものといたしましては、東員第一中学校が５１年、稲部小学校が４３年、神田小学校

が４０年、庁舎、保健福祉センターが３４年を経過をいたしております。 

 橋梁数につきましては１３７橋ございまして、そのうち改修が必要な橋は９橋ございます。

平成２５年度から順次改修に着手をいたしているところでございます。 

 次に老朽化が著しいと懸念されるものといたしましては、庁舎等の老朽化診断調査結果

や保守点検から庁舎の屋上防水、東員第一中学校多目的会館屋根塗装などが、耐用年

数の経過などにより、早急に改修・修繕を要する施設・設備として挙げられ、これらの改

修・修繕を必要とする経費につきましては、平成２６年度予算において、それぞれの工事

請負費に計上をさせていただいております。 

 また、保健福祉センターにつきましては、先ほど申し上げましたように３４年経過をしてい

る中で、町民の方々のニーズが変遷をしておりまして、求められる機能が施設の間取りや、

効率・利便性に欠けることが、利用者の皆様から指摘をされているところでございます。し

たがいまして、平成２６年度から用途の変更・廃止など、大規模修繕や建てかえ等を含め

た検討に着手させていただくこととしております。 



 次に教育委員会では、適正規模・適正配置検討委員会を立ち上げ、施設の老朽化と少

子化が進行する中で、今後の東員町の小中学校施設のあり方を検討してまいりたいと考

えております。 

 厳しい財政状況が続く中、施設の老朽化と人口減少社会の到来により、特定目的の公

共施設の利用需要が変化していくことを踏まえ、長期的な視点から施設の改修、用途変

更などを検討し、施設の有効利用と財政負担の軽減・平準化を図り、行政需要に即した

施設の総合管理計画の策定に着手してまいりたいと考えております。 

 ご理解賜りますようお願いを申し上げます。 

○議長（木村 宗朝君）   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す。 

 小学校、中学校をはじめ、５０年、４０年と古い建物が結構あるわけでありますけども、

順次改修等をやっていかないといけないということなんですけども、おおよそで結構なん

ですけども、今後急を要するような建物の改修等にかかる経費ですね、大体どれぐらい必

要なのかなというもくろみというか、ありますでしょうか。 

○議長（木村 宗朝君）   早川総務部長。 

○総務部長（早川 正君）   お答えをさせていただきます。 

 今申し上げましたように、平成２６年度につきましては修繕の工事請負費を設けさせて

いただいております。今後につきましては、先の全員協議会のほうでも申し上げましたとこ

ろでございますけれども、各公共施設の総合管理と申しますか、マネージメント、そういっ

た部分を早急に計画をさせていただき、公共施設の総合管理計画のほうを煮詰めていき

たいというふうに考えております。 

 金額的な部分につきましては、本年度も老朽化の診断等を行ったところでございますけ

れども、その中ですぐに対応しなければいけない部分であるとか、５年後、あるいは１０年

後というような評価をある程度いただいたところでございまして、そういった診断をもとにし

ながら、庁舎の中で管理計画のほうを策定をさせていただいて、総合計画にも合致するよ

うな部分の計画をつくっていきたいというふうに考えております。 

○議長（木村 宗朝君）   近藤議員。 

○２番（近藤 敏彦君）   具体的な金額はまだわからないと思いますけども、ある程度、

大体これぐらいは必要かなというようなもくろみがないことには、今後の財政のやり繰りも

難しくなってくると思いますので、その辺は総合管理計画ですか、取っかかっていただいて

徐々に金額は出てくるものだろうと思ってますので、よろしくお願いいたしたいと思います。 

 あと、これらの建築物の維持管理をしていくためには、優先順位をつけて順次とりかか

ることとなってくるものだと思います。このところ全国的な問題で、高度成長期につくられた

高速道路などの老朽化が著しく、それらの補修や建てかえに今後多額の費用を要すると

言われております。長寿命化工事を施して、長く使えるものであれば、それにこしたことは

ありませんが、どうしてもこれ以上使用することは危険であるなどという、物理的に無理が



生じるなどの物件につきましては、建てかえを含めた具体策が必要になってこようかと思

われます。 

 つい先ごろも、いなべ市長が新庁舎の建設を発表されました。私は今までの景気がよか

った時代のような全国的な流れがありました、箱もの政策と言われるような、建物をどん

どんつくっていくんだという考え方には否定的であります。どうしても引き続き使用すること

が難しい場合には建てかえもやむを得ないと思います。 

 また一方では、文科省は築４０年程度で建てかえるとされているケースが多い公立小中

学校の校舎の寿命を７０年から８０年に延ばそうという方針を示しました。 

 それらさまざまな考え方があることを念頭に置いた上でお尋ねしたいと思いますが、２年

前の３月議会の一般質問で私が提唱いたしました東員第一中学校の老朽化対策、この

辺もそろそろ考える時期に来ているのかなと思われます。東員第一中学校の件について

はいかがお考えでしょうか、お聞かせください。 

○議長（木村 宗朝君）   岡野教育長。 

○教育長（岡野 譲治君）   お答えをさせていただきます。 

 東員第一中学校の現状でありますけれども、耐震と大規模工事は平成９年、平成１０年

にかけて終わっております。ただ、校舎は築５０年がたっているという認識があります。 

 それで私ども短期的には診断結果で早期に改修しなければならない、例えば多目的室

の上の会館のさびと先ほど答弁させてもらいました。そういうのは対応させていただきま

すし、中長期的には、先ほど総務部長が申しましたように、教育委員会として適正規模・

適正配置検討委員会を本年度から立ち上げるように予算を計上させていただきました。

その中でいろんなところを検討をしていこうかなと考えております。 

 詳しくはその中でお話をしていただくことがあれですけども、方向としては同じ一中の長

寿命化をそこで図っていくか、現在地で建てかえるか、それか他の場所に移転するか、ま

た中学校をどうするかというようないろんな方向を検討していただくことになると思います。 

 以上でございます。 

○議長（木村 宗朝君）   近藤議員。 

○２番（近藤 敏彦君）   検討委員会等を立ち上げていただいてということで、東員町で

一番古い建物ですから、５０年以上経過しているということで、耐震工事等も済んでいるも

のとはいえ、そろそろ寿命かなという感じがしております。前にも申し上げたとおり、二中と

一中の統合も踏まえて検討しながら、ちょうど地域的な中心部へ持ってこようというような

ことも検討していかなければならないのかなと思います。 

 それで余分な話ですけども、もし一中の移転がかなうようであれば、現在建っている敷

地、結構な敷地があると思いますので、その辺、住宅の誘致だとかやっていただければ、

若い世代の方々にもたくさん東員町に入っていただけるのかなというふうにも私は考えて

おります。 



 いずれにしましても、もうそろそろ中学校の件は考えていっていただければなと思いま

す。 

 また、さっき保健福祉センターについても答弁をいただきましたけども、これもかなりの

老朽化施設ということになってきております。少しお話をさせていただきますと、当該施設

は築３５年経過しておるということで、その当時はホールを備えた多目的施設として建てら

れたわけでありますが、現在では総合文化センターや共同福祉施設、体育館などの施設

が充実しておりまして、当初の目的は、これらのようなほかの施設で機能している状況で

あります。 

 また、小さな部屋が多くて、多人数での利用には不便な面があったり、健診などの際、

人の流れがスムーズではなく、使い勝手が悪いということや、バリアフリーになっておらず、

エレベーターもないなど、利用する側にとっては使いにくい施設となってきていると聞いて

おります。雨漏り対策や空調設備などの維持管理も含めた費用もかなりかかると聞き及

んでおります。このような保健福祉センターについてはどのようなお考えなのか、再度お

聞きいたしたいと思います。 

○議長（木村 宗朝君）   早川総務部長。 

○総務部長（早川 正君）   お答えをさせていただきます。 

 現状につきまして、議員のほうから説明をいただきました。本当に現在、保健福祉センタ

ーにつきましては約３５年経過をさせていただいておりまして、保健福祉センターという名

称をつけておりますけれども、なかなか町民の健康のための拠点というふうな形に、施設

として使いにくい状況となっております。 

 建設当時は、議員が申されましたように、各種のホールの機能であるとか健診の機能、

そういったものを考慮させていただいて建設をさせていただきましたけれども、今では例え

ば健診につきましても、当時はＸ線検診だけでしたけれども、各種がん検診等、さまざまな

検診も入っております。 

 子育て、あるいは高齢者の方、成人の方の健康という部分を考えますと、現在使いにく

いという部分がございまして、それで先日も全員協議会のほうでも申し上げましたように、

平成２６年度に継続使用、あるいは用途の変更、用途の廃止、そういった部分を検討を十

分重ねまして、平成２６年度には結果のほうを出させていただきたいというふうに考えてお

ります。 

 先ほど申し上げましたように、その中には大規模な修繕、あるいは建てかえ等も含めた

検討をさせていただきたいというふうに考えております。 

○議長（木村 宗朝君）   近藤議員。 

○２番（近藤 敏彦君）   保健福祉センターというのは、もう耐震化は終わっているんで

すか。終わってますね。 

 いずれにしても当初の目的は十分達成されていて、今現状では何というんですか、目的

がちょっと違うような使われ方になってきたりだとか、ニーズも変わってきておりますので、



その時代に合ったような使い方、使い勝手がいいような建物に今後していく必要もあるの

かなというふうに思っております。 

 保健福祉センターの中を改修するなり何なりをするにしても、例えばそこに教育委員会

が来るだとか、もうちょっと役場の機能を集約させた形で利用するのも一つの手があるん

じゃないかなというふうに思います。 

 この先、財政の面では、右肩下がりで悪化していくようなことが予想されるわけでありま

すけれども、このような状況を踏まえて、先へ先へと資金を残していくべきだという意見も

中にはあります。しかしながら、後になればなるほど思い切ったことができなくなるというよ

うな考え方もあると思われます。まだまだ財政面で余力がある今の時点でできることをや

っておくことも大切なことではないかと考えております。 

 最後になりますけども、この辺の総合的な計画、町長、どうお考えでしょうか。 

○議長（木村 宗朝君）   水谷町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   いろいろご提言ありがとうございます。 

 我々も保健福祉センターにつきましては、町民の皆さんの使い勝手が悪いという声をた

くさん聞いておりますし、確かに建設当時と少し違ってきたのかなと、今の使われ方がね、

ということで総務部長も申し上げましたように検討に入りたいと思ってます。 

 その中で、思い切った建てかえということも視野に入れながら検討をしてまいります。そ

う思ってますので、どういう結論になるかわかりませんけども、例えばそういう結論になっ

たときには、ぜひとも皆様のご支援をいただきたいというふうに思っております。 

 それから一中の話も、確かに教育長が申し上げましたように、５０年以上が経過しており

まして、子どもたちを余り危ないところで学ばせるというのはどうかなということもあります

ので、長寿命化もいいんですが、いずれにしろ、それがどれぐらいもつのかわかりません

けども、もうそろそろ思い切った考え方を導入する時期に来ているのかもわからないなと

思っております。 

 それと一中というのは、ご承知のように桑名の西のほうの地域と、一部事務組合でつく

られました関係上、東員町の端っこのほうにあります。そういう意味で、地域によっては非

常に遠い通学を要しているということもあります。 

 そんなことも勘案しながら、今、議員ご提案いただきましたように、真ん中へ持ってくると

いうことも、これも検討材料にさせていただきますので、いずれにいたしましても、学校に

つきましては子どもたちが通学も含めまして、いかに校舎を利用しやすいか、そして勉強

しやすいかということの視点で考えさせていただきたいというふうに思っております。その

中で、今後の子どもの数ということも考えあわせて計画に盛り込んでまいりたいというふう

なことを思っております。ある程度見えてきた時点で議会のほうへもお示しをさせていただ

いて、ご議論をいただくことになると思いますけれども、よろしくお願いを申し上げたいと思

います。 

 ありがとうございます。 



○議長（木村 宗朝君）   近藤議員。 

○２番（近藤 敏彦君）   建物につきましては、先ほど申し上げたとおり、文科省が７０

年から８０年に寿命を延ばそうというようなことを言ってますけども、７０年、８０年というと、

いかにも危ないような気がしますので、その辺はもうそろそろ考えていただくということで

お願いいたしたいと思います。 

 また、橋梁等もあります。改修が必要な橋梁が９カ所というふうに言われましたけども、

この辺は建物を建てることを思えば、そんなに費用はかからないかもわかりませんけども、

いずれにしましても今後いろいろな改修・改善が必要な施設が増えてくるであろうと思いま

すので、事前に計画を立てていただいて、当たっていただければなと思います。 

 １つ目の質問は終わらせていただきます。 

 続いて２つ目の質問に移らせていただきます。 

 東員町の農業政策について、お尋ねをいたします。 

 喜び農業などの政策が打ち出されておりますが、成果と今後の計画、見通しをお聞かせ

いただきます。 

○議長（木村 宗朝君）   藤井浩二建設部長。 

○建設部長（藤井 浩二君）   近藤議員の東員町の農業施策についてのご質問にお

答えを申し上げます。 

 喜び農業推進事業は、国の農業施策だけに頼るのではなく、真に自立した農業経営を

行うことで、喜びを持てる農業、付加価値のある農業推進を図ることを目的として、本年度

より事業に取り組んでいるところでございます。 

 現在の状況でございますが、付加価値の高い野菜づくりにつきましては、知識と経験の

ある専門家が不足する中で、指導をいただく先生が見つからないことから、現在も各方面

に紹介依頼をさせていただき、今後も推進体制づくりに努めてまいりたいと考えているとこ

ろでございます。 

 果樹栽培につきましては適任の指導者が見つかり、町内で果樹栽培の実績のある農業

者お二人とともに、先進地での研修を終え、栽培実績のあるぶどう栽培と健康機能性が

高く消費量が増えておりますブルーベリーの液肥栽培の実証を行いたいと考えており、平

成２６年度に、その関連予算を計上させていただいたところでございます。 

 事業の概要でございますが、簡単に申し上げますと、ぶどう栽培は５種類で２本ずつ、１

０本の苗木を、ブルーベリー栽培は同じく５種類で１０本ずつ、５０本の苗木を植え付け、

実証を行う予定でございます。 

 将来的には、生産・販売のみならず、観光農園、望みましたところは６次産業化を目指

すものであり、新たに参画いただける農業者の発掘並びに販売ルートの確立を図ってま

いりたいと考え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（木村 宗朝君）   近藤議員。 



○２番（近藤 敏彦君）   ご答弁ありがとうございます。 

 ブルーベリーで５種類も種類があるというのが、ブルーベリーというのは１つの種類しか

ないものだと思っておりました。勉強になりました。 

 果物については指導者が見つかったということですけども、野菜のほうも引き続き指導

者を探していただけるものやと思うんですけども、そもそも喜び農業という命名の意図は、

どういう意図をもって名づけられたのか、それをお聞かせください。 

○議長（木村 宗朝君）   藤井建設部長。 

○建設部長（藤井 浩二君）   お答えを申し上げます。 

 私どもは農業の振興は頭から米・麦・大豆からなかなか離れずにおりましたところ、新し

く水谷町長が就任されまして、もっと農業というのはこんなものもあるんやでということも、

いろいろ教えていただきながら、東員町にもそういう活気ある農業の導入を考えるべきや

ないかと、いろいろな中で検討しておりました。 

 そういう中から希望を持てる農業というのを「喜び農業」という形であらわさせていただい

て、ネーミングというとおかしいですけど、名づけをさせていただいたのが正直なところで

ございます。 

 以上でございます。 

○議長（木村 宗朝君）   近藤議員。 

○２番（近藤 敏彦君）   皆さんが喜んで農業に従事していただけると、まぶたに浮か

ぶような光景があるわけなんですけども、長野県やったかどこかわかりませんけど、高原

野菜をつくられているようなところでは、レタス農家の方で年収が約１億円あるような村も

あるようですけども、農業をやって最終的に収入が伴って喜びになるのかなと。ただつくっ

て、それがよくできたなという考え方もありますけども、やはり収入につながるということが

一番かなとは思います。その辺も含めてネーミング同様、見守っていただければなという

ふうに思います。 

 あと、平成２５年度予算で、去年、１４２万円の予算がついておりました。今年度、平成２

６年度で約４５９万円計上されておるわけなんですけども、本腰を入れて取り組んでいた

だくには、この程度の予算で本当に実現するのかどうかというのがちょっと疑問なんです

が、その辺をお聞かせください。 

○議長（木村 宗朝君）   藤井建設部長。 

○建設部長（藤井 浩二君）   お答えを申し上げます。 

 まず平成２５年度予算でございますが、貴重な１４０万円余をいただきまして、いろいろと

指導者の発掘をしてまいりました。予算は計上したんですが、研修地も、もっと遠いところ

に行かなあかんのかなと思ってましたところ、近くにもあったりということで、旅費も大して

かからずに、また主には有機野菜の、いわゆる畑地の費用を計上しておりましたので、予

算の執行は多くはありません。野菜が本格的に始まれば、この予算をかなり消費させて



いただくところだったんですが、今現在、執行はほとんど先生の若干の費用と旅費等のみ

でございます。 

 平成２６年度の予算につきましては、予算の概要書をお手元に配付してございますので、

多くはご説明いたしませんが、それぞれの昨日のご質問にもご答弁させていただいたん

ですが、直営で町がやります。いわゆる耕作は委託したり、部門で委託しながら先生の指

導を仰ぎながらやっていく。また面積も約１，０００平米の半分、いわゆる５アールなんです

が、５００平米をぶどう、５００平米をブルーベリー、私はそういう感覚でとらえているんです

が、担当によりますと若干違うかもわかりませんけど、そんな感覚で植栽をさせていただ

いて、その費用が主なもので、ほとんど工事費、いわゆる水道を引っ張ったり、電気を引

っ張ったり、いわゆる液肥で栽培いたしますので、その辺の費用が４００万円のほとんど

でございまして、まずは面積的にもそれほど大きくなく出発いたしますので、そのような費

用となっております。 

 以上でございます。 

○議長（木村 宗朝君）   近藤議員。 

○２番（近藤 敏彦君）   予算の内訳は大体わかります。 

 ただ、今まで明日葉だとか、いろいろ取り組んでいただいてうまいことできなかった、だと

かいう事例もありますので、土地に合った、土壌に合ったような作物、当然考えてみえると

思いますけども、土壌の地質調査というか、そんなことから入って、それにこんなような土

地があるからここで何ができるか、この土壌はどんなふうになっているのか、その辺の調

査から始めていただいて、それに見合った果樹、野菜を考えられるものだと思います。 

 ただ、事前の調査等にも、それ相当の費用をかけていただいてもいいんじゃないかとは

思います。 

 あと、先生ですか、ブルーベリーや果樹に限らず、野菜もそれなりに種類はいろいろある

と思いますので、先生の募集というか、発掘するための費用、これも十分に使っていただ

いて、優秀な方を発掘していただくのも重要ではないかと思います。 

 東員町の農業政策の根幹をなす事業であると思われますけども、予算額もそうなんで

すが、組織体制、この辺も十分に検討して推進していくべきではないかと思います。町の

組織体制や職員の配置の面につきましては今のままで十分であるかどうか、その辺どう

お考えでしょうか。 

○議長（木村 宗朝君）   藤井建設部長。 

○建設部長（藤井 浩二君）   お答えを申し上げます。 

 いろいろと国から権限委譲される中、各課厳しい人員体制で事務を遂行しておるところ

でございますが、産業課を申し上げますと、本年、平成２５年４月でございますが、喜び農

業を立ち上げさせていただきました。これにつきましては人事部であります総務部局のご

理解を得まして、産業課については人を減らすことなく、土地改良につきましても新たな土

地改良係というものを起こしていただきまして、基盤の重要な部分でございますので、これ



については２名おります。農業振興につきましては、きっちりと補佐までつけていただきま

して、補佐、係長、担当２名、充実した体制で農業委員会も持っておりますが、農業振興

に当たっております。 

 また、産業課は地籍も持っておりますが、これは別で、臨時も含めまして４名という体制

で、産業課はしっかりとした体制でやらせていただいておりまして、ほかの部局と比べても

充実した中でございます。 

 私の指導が足らんとこもあるわけでございますが、農業振興についてはしっかりと勉強

を今一生懸命しておりますので、よろしくお願いを申し上げます。 

○議長（木村 宗朝君）   近藤議員。 

○２番（近藤 敏彦君）   わかりました。 

 あと、農業となりますと、深くかかわりがある自治会もあると思いますけども、自治会との

協議、連絡等は十分になされていると思われますか。 

○議長（木村 宗朝君）   藤井建設部長。 

○建設部長（藤井 浩二君）   お答えを申し上げます。 

 一番大きく自治会とかかわりますのは転作の関係でございまして、東員町には独立した

というんですか、町とは離れまして、東員町地域農業再生協議会というのを立ち上げてご

ざいます。この協議会は１２の自治会長と、その地域の農家組合長、ほとんど農家組合長

という名前ですが、農家組合長と農協と農業委員会と、それと県の関係と国の関係が入り

まして、国は農林水産省でございますが、それが入りまして、そこで例えば人・農地プラン

の推進の説明であったり、今回新しく起こります農地の管理機構であったり、そういうもの

についての新しい情報、またいろいろ転作についての目標、いわゆる数値の配分のほう

をここで検討していただいております。年に２回は、総会も含めまして、その会議を開かせ

ていただきまして、自治会長と役場と農家組合とがしっかりと連携をとりながら進めさせて

いただいているのが現状でございます。 

 以上でございます。 

○議長（木村 宗朝君）   近藤議員。 

○２番（近藤 敏彦君）   自治会との協力が必要なものと思われますので、今後とも協

力を密にとっていただいて推進していただければと思います。 

 いろいろ申し上げてきましたけども、東員町にとっては農業というのは重要なことである

と考えております。今後も農業政策の中での中心となる施策として、先細りになるようなこ

とにならず、ぶれることなく取り組んでいただければなと希望をいたしまして、質問を終わ

らせていただきます。 

 ありがとうございます。 


