
○２番（近藤 敏彦君）   お疲れさまでございます。微妙な時間からの質問となりました

ので、私も微妙な気持ちでやらせていただくのですが、今回２つの質問をさせていただき

ますので、ご回答のほどよろしくお願いいたします。 

 早速１つ目の質問に入らせていただきたいと思います。 

 行政組織のあり方について、お尋ねをいたします。 

 本年３月議会において、副町長の辞職勧告が採択されました。そしてつい先日ですが、

その副町長がおやめになられました。辞職、この場にいらっしゃらない方のことをあれこれ

と論ずるつもりはございません。また、私は辞職勧告決議には反対をした立場であります

ので、そう深くは追及するつもりはございません。しかし総括は皆さんの前で必要かと思

いますので、あえていくつかの質問をさせていただこうと思っております。 

 辞職勧告が採択され、実際に辞職に至るという事態になったことについて、最大の原因

はどこにあったと思われますか。 

○議長（木村 宗朝君）   水谷俊郎町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   近藤議員のご質問にお答えをさせていただきます。 

 樋口前副町長につきましては、３月の定例会におきまして、委員会での議論の中で、議

会軽視の発言があったなどの理由により辞職勧告決議が可決されました。公の場での辞

職勧告というものは、出す側にとっても、出される側にとっても、大変重いものと認識いた

しております。 

 犯罪、あるいはそれに近い事件があった場合、例えば飲酒運転や、だれかを殴ったとい

うような暴力事件のような、こうした場合には当然辞職勧告の対象になるものと思います

が、委員会等での議論の中で、そのやりとりの中で少しいき過ぎた言動があったとしても、

辞職勧告には当たるものではないと考えております。 

 したがいまして、私は今回の辞職勧告につきましては法的拘束力はなく、また、辞職に

値する重大な過失があったとは今でも思っておりませんで、昨日、総務部長が種村議員

のご質問にお答えをさせていただきましたように、就任以来、予算編成の合理的手法や

内部管理の統制に大きく貢献していただき、樋口前副町長には、まさに事務方のトップと

して本町行政を支えていただいておりましたので、おやめになれば今後の町政に及ぼす

影響は計り知れないものがあると考え、おやめいただくことは全く考えておりませんでし

た。 

 しかし樋口前副町長といたしましては、このまま東員町にとどまることが町政を混乱させ

ると判断され、熟慮に熟慮を重ねられた結果、今回身を引くことにされたものと推察をい

たしております。 

 先ほども述べましたように、樋口前副町長には豊富な行政経験を生かし、本町財政の

健全化や政策課題の解消などにご尽力をいただきましたので、大変感謝をしております。

こうなりました最大の原因というのは私にもよくわかりませんが、副町長ご自身がお考え



になって、先ほど申し上げましたように身を引かれるということになりましたので、我々とし

ては受け入れざるを得なかったと、こういうことでございます。 

 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）   飲酒だとか暴力だとか、そういう重大な事件ではないというこ

とで、議会の軽視ということは、甚だ私も軽んじてはいけないことだろうとは思いますけど

も、恐らくやめられた一番の原因は、議会が停滞してしまうんじゃないかということを私は

非常に懸念をしておりました。 

 今まで副町長は四日市市にお勤めになられていて、その中で行政を切り回しされていら

っしゃったということで、大変その辺については秀でていらっしゃる方であったというふうに

お伺いをしております。しかし停滞をして空転してしまえば、大事な町政にも響くわけであ

りますので、副町長のご英断というか、その辺には私は感謝ということではないんですけ

ども、本当のご英断だったと思っておる次第であります。 

 しかし当町の副町長に就任されて以来、これまでの間に、役場の職員の皆さんの中に

は、副町長については非常に高圧的で職員が萎縮をしてしまったと、随分風通しの悪い

職場になったようなことをお聞きする場面もありました。町長から見て職場の雰囲気の変

化に気がつかれていましたでしょうか、その辺をお尋ねします。 

○議長（木村 宗朝君）   水谷町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   昨日も今日もお話をさせていただいておりますように、役場の

組織そのものにも少し問題があったということで、副町長にはいろいろご指導をいただい

て、実際に改革もしていただいております。前副町長にとりましては、自分がやらなければ

いけないと思ったことの道半ばで退場されたということで、じくじたる思いがあるのではな

いかなというふうに思っております。 

 そんな中で、仕事の中でかなり厳しい指導をされたこともあったのかなというふうなこと

は思っておりますが、決して自分自身というか、自分のことで厳しい指導をされたわけで

はないと。少なくともこの町をもうちょっと風通しのよい職場にしたい、それからこの町を１

０年、２０年先も持続可能であるような町にしたい、そういう思いがあって、職員の皆さんに

も要望をされたように聞いておりまして、それがどういう状況であったのかということは、多

少厳しいこともあったのかなというふうなことを思っておりますが、お互いにプロですので、

その辺のことは職員にもわかっていただいているんではないかなというふうに思っており

ます。 

○議長（木村 宗朝君）   近藤議員。 

○２番（近藤 敏彦君）   指導改革したいがために風通しをよくしたいというおつもりが

あられたということですが、私の聞き及んでおるのは全く逆で、風通しの悪いような職場に

なってしまったということを聞いております。 



 しかし町をよく知っていこうという信念は、私にもよく理解できるところでありますので、手

法というか、やり方については、いささか間違った部分もあったのかなと思いますけども、

皆さん思いは同じところにあって、町をよくしたいということは一番重要なことであろうと思

いますし、皆さんも思っていらっしゃることであろうかと思われます。 

 役場の職員で早期退職をされた方、私、議員になって３年目なんですけど、その間にも

数名いらっしゃいます。このような高圧的な態度とお聞きしておりますけども、職員と接し

ていたことが早期退職をしてしまった一端を担っているようなことになってないか、その辺

はどうでしょうか。 

○議長（木村 宗朝君）   水谷町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   早期退職をされた方から、その事情なり、いろいろ聞いており

ますが、今議員おっしゃるようなことでやめられたということはないというふうに思っており

ます。 

○議長（木村 宗朝君）   近藤議員。 

○２番（近藤 敏彦君）   多分そのようなことやと思いますけど、政策面はもとより、さま

ざまな場面で、これまで副町長に相談をされてきたと思いますけども、副町長から相談さ

れた内容に対する答えは、その都度的確なものであったと思われておりますでしょうか。 

○議長（木村 宗朝君）   水谷町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   職員と副町長の相談というのは、知ってるものもあれば知ら

ないものもあるので、そのことについてはよくわかりませんが、私が相談させていただくと

いうことは、そこで副町長のご意見を伺いながら議論をさせていただいて、いい答えを見

つけていきたいということでやっておりますので、一方的に答えを出されるということはあり

ませんので、お互いに話し合いをして正解等を見つけていくという手法でしたので、その

方向でやっておりました。 

○議長（木村 宗朝君）   近藤議員。 

○２番（近藤 敏彦君）   そうすると２人で十分議論を尽くされて、その上で２人が納得

されてのことであったというふうに解釈いたします。 

 しかしながらちょっと私、今までにひっかかる部分もありまして、例を示してお聞きをしま

すが、幼稚園保育料を５歳児のみ無償化するという東員町立幼稚園保育料徴収条例の

一部を改正する条令の制定についてという議案が、平成２５年１月の臨時議会で可決さ

れたわけでありますが、これにつきましては、私と数名の同僚議員は、出生祝金や小中学

校の入学祝金が廃止されたことを受けて、その代替案として、３歳から５歳児までを対象

とすべきだということで、５歳児のみを対象とした本案に反対をさせていただきました。こ

の議案を提出した際も、恐らく副町長との協議がなされたことだと思いますが、５歳児のみ

を対象にするとした案は、副町長の意向が強く反映されたものではないかと想像をするも

のであります。そのような事実はありましたでしょうか。 

○議長（木村 宗朝君）   水谷町長。 



○町長（水谷 俊郎君）   あの件に関しましては、教育委員会を含め、全庁で協議をさ

せていただいて出させていただきました。また、そのことの中で、副町長の思いが突出し

て出されたかということはありませんので、あくまでも教育委員会で出していただいた、そ

れは教育委員会も将来の財政というものを考えていただいて出していただいた、それに

対して我々も反応をさせていただいたということでございまして、副町長の思いだけで走っ

ているということはございません。 

○議長（木村 宗朝君）   近藤議員。 

○２番（近藤 敏彦君）   全庁でということで、教育委員会との協議も含めてということで

ありました。改めてお聞きしますけども、教育長、その辺は副町長の意思、意向というの

はどのように感じられましたか。 

○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。 

 基本的には私どもの３歳から５歳というのを出したんですけども、この議会の場で謝罪を

させていただきました。その後、東員町全体の今後の財政等も考え、そして職員の人材確

保というのも考え、総合的に５歳という形で教育委員会として判断して、幹部会等に出さ

せていただいて決定したということであります。 

 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）   特に副町長のそのような思いが強く反映されたことではないと

いうことで解釈してよろしいですね。 

 当たり前のことでありますけども、副町長というのは町長を補佐する立場であります。い

つの間にか自転車の補助輪ではなく、両輪の一方を担うような立場となっていったという

ことはありませんでしょうか。 

○議長（木村 宗朝君）   水谷町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   私は行政運営というのは自転車ではなくて、もうちょっとたくさ

んの輪っかがあって、職員も一体となって、これを進めているというふうなことだと思って

おりまして、やはりそこに職員の合意がなければ政策というのは成り立たないと思ってま

すし、一緒になってつくり上げている。思いは先ほど申し上げましたように、町民の生活の

向上、あるいは持続可能な東員町というものを目指しておりまして、これは職員も一緒の

思いでございまして、それぞれ担当課で、そのために１年間かけて予算を提案させていた

だくものをつくっておりまして、それぞれの輪っかが回っていると。ですから副町長の輪っ

かだけが大きく回っているということはないというふうに思っております。 

○議長（木村 宗朝君）   近藤議員。 

○２番（近藤 敏彦君）   自転車にたとえたのが、いささか強引なところもあったかもわ

かりませんけども、あくまでも一つの町長を支えるための補助というところで徹していただ

いていれば、少しは状況も変わったのかなと僕は思うんですけども。 



 あと、先般から出ておりました後の副町長の件なんですが、地方自治法では、市町村に

副市長村長を置くことができるとあるわけであります。また、条例によって置かないとする

こともできるということもあります。今後については適任者がいるかいなかで変わってくる

と思いますが、副町長職をどのように考えられるおつもりでしょうか。 

○議長（木村 宗朝君）   水谷町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   今、６月議会の最中でございますが、突然の辞職でございま

したので、そして議会に入ったということで、時間の余裕がないということの中で、今、次の

副町長として候補に挙げさせていただく方は持ち合わせておりません。ですが、条例で副

町長を１人置くということになっておりまして、この決め事がある以上、少なくとも９月議会

までには候補者を探して、そして９月議会に上程をさせていただきたいというふうに思って

おりますが、見つからない場合は、９月には条例改正の議案を提出させていただかなけ

ればならないだろうというふうに思っております。 

 ただ、やはり２万５，０００人のまちでございますので、これをきちんと行政を進めていく上

については、副町長なしではかなり厳しいなという思いがありますので、誠心誠意、町の

ために探させていただきたいというふうに思っております。９月にどうなるかわかりません

けども、頑張らせていただきたいというふうに思っております。 

○議長（木村 宗朝君）   近藤議員。 

○２番（近藤 敏彦君）   前述しましたとおり、副町長はあくまでも町長を補佐するという

立場であります。また、地方自治法では、町長の命を受けて政策・企画を司り、その補助

機関たる職員の担任する事務を監督することとされているとあります。今後もしも副町長

を設置されるお考えがあるのでしたら、その職務権限を逸脱することがなく、町長と職員、

あるいは町長と議会などとうまく調整のできる方を起用されることがよいのではないかと

思われます。 

 私の今回の質問の本旨は、同じ轍を踏むことのないよう忠告を申し上げ、将来に向けて

建設的な見地で申すものであります。いずれにしましても町政運営が滞ることなく円滑に

進められていくことを強く願いまして、最初の質問とさせていただきます。 

 続きまして、２つ目の質問に移らせていただきます。 

 少子化対策を含めた人口増加対策について、お尋ねをいたします。 

 先の新聞記事でありますが、日本創生会議という有識者会議が出した試算について記

述されていました。それによると、地方から大都市への人口流出が、現在のペースで続け

ば、２０４０年ごろには２０代から３０代の女性が半分以下になってしまう自治体が全体の

約半分になるだろうというものです。さらに５２３の自治体では、人口が１万人を切るだろう

と言われております。そうなれば社会保障や公共交通、学校などの維持ができなくなり、

自治体自体が消滅の可能性が高くなるというものであります。 



 また、別の新聞記事では、出生率の目標値を設定する都道府県が１６道府県と増えて

おり、三重県でも目標は必要であるとの考えで、夏ごろに県民を交えて数値目標の是非

を検討するとのことであります。 

 このように将来、若い女性が減少していく中で、出生率を上げていくことも大変重要であ

ると思います。東員町では少子化対策について、どのような見解を持っておられるのか、

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）   少子化対策を含めた人口増加対策についてのご質問にお

答えをさせていただきます。 

 国は将来の急激な人口減少問題に対応するため、少子化対策への取り組みを一元化

して行うため「人口減少に対応する総合戦略本部」を設置する方針を固めたところでござ

います。 

 このことは、これまで府省ごとに行っていた人口対策を一つにすることで、日本の人口減

少に歯止めをかけようとするものでございます。 

 本町の少子化対策といたしましては、子育てを本町で行いたいと思っていただけるまち

として、魅力をつけることが必要不可欠ではないかと考えております。 

 それには子育てについての訪問相談事業の充実、気軽に話し合える場の提供、保育の

充実による多様な働き方の支援、５歳児の幼稚園の無償化などの子育て環境を整えるこ

と、また、だれもが安全で住みやすい地域づくりのための施策を充実させること、文化度

が高く、心豊かに過ごせること、持続可能な地域づくりをすることなどのソフト面を充実さ

せることこそが、多くの方が本町に目を向けてくれることと考えております。 

 近年、神田地区などで宅地開発が進み、若者世帯の転入が増加しておりますが、このこ

とはこうしたソフト面の充実が功を奏したものと確信をいたしております。 

 今後も子どもを育てやすい環境を整えることなどで若者世帯の定住が進み、少子化対

策につながるものと考えておりますので、ご理解賜りますようお願いをいたします。 

○議長（木村 宗朝君）   近藤敏彦議員。 

○２番（近藤 敏彦君）   かねてより私は、東員町に町外から多くの人たちに移住してき

てもらえるような魅力のあるまちづくりをしないといけないというふうに申し上げてまいりま

した。また、前の議会では、住むことができる土地を増やしていかなければならないという

ことも提唱いたしました。 

 幸いなことに本町では子どもの医療費の助成、昨日も出ておりましたけども、中学３年

生までの医療費の助成や５歳児の保育料の無償化など、子どもを育てていくために欠か

すことのできない医療や教育については大変充実していることと思います。これは今まで

ご尽力いただいた賢明なる先人の方々によって実現していると思っておりまして、感謝を

いたすところであります。 



 それであれば、ほかの角度から、本町への人口流入につなげられる施策を考えていく

必要があると思います。 

 これより具体的な政策について、いくつかお尋ねをいたしたいと思います。 

 まず、若者定住促進の手当を再度検討することはできないでしょうか。 

○議長（木村 宗朝君）   水谷町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   定住促進の制度につきましては、検証をさせていただきまし

たが、前の議会、いつだったか忘れましたけども、アンケートなどもご議論申し上げまして、

若者定住促進のお金が定住につながっているというふうには分析できないということで、

それこそ今、総務部長がお答えさせていただきましたように、ソフト面での充実、それから

実質医療費だとか保育料だとかでやっていくというほうが、入ってきていただきやすいとい

うふうに我々は判断をしておりまして、現実そのことでたくさんの若い方が入ってきていた

だいているということでございますので、今のところ定住促進何とかという補助金の復活と

いうことは考えておりません。 

○議長（木村 宗朝君）   近藤議員。 

○２番（近藤 敏彦君）   前もお聞きしたように思いますけども、若者定住促進を出した

おかげで若者が寄ってくるわけではないというような結果が出たということでしたもので、

そういう結果に基づいてのご判断だろうと思いますので、強くは申し上げませんけども、い

ろいろな施策の組み合わせも必要なんじゃないかと思います。若い方々に移り住んでい

ただけるよう、空き家のあっせんなどを充実させることも有効な手段であると考えます。 

 以前、同僚議員より空き家バンクについての質問があり、その時点では、賃貸契約には

結びついたという結果は残念ながらないという答弁をされておりました。空き家をリフォー

ムして提供するということを町が積極的に進めるということについては、どのように思われ

ますでしょうか。 

○議長（木村 宗朝君）   山下部長。 

○建設部長（山下 誠司君）   空き家・空き地をあっせんするということも、当然環境整

備という意味からすれば重要なことであると思いまして、まさに今時点で、関係するところ

にアンケートを配布させていただいて、地主、地権者などの意向調査というものをやらせ

ていただいております。それをもとに情報を広げていきたい、そんなふうに考えております

ので、よろしくお願いいたします。 

○議長（木村 宗朝君）   近藤議員。 

○２番（近藤 敏彦君）   それは空き家バンクのことについてですね。実際今、実績とい

うのはないですか、空き家バンクの。 

○議長（木村 宗朝君）   山下部長。 

○建設部長（山下 誠司君）   数字としてはつかんでおるんですけども、さらに実際に

数字だけではいかないものですから、地主さんとか家主さんがどういう意向を持っておい



でるかということが大事なものですから、その辺を確認するための調査をやっておると、そ

ういうところです。 

○議長（木村 宗朝君）   近藤議員。 

○２番（近藤 敏彦君）   調査をしないとわからない、当然ですね。早目に調査を終えて

いただいて、それなりの対策を打っていただきたいと思います。 

 子育てをしながら働くお母さんのために、現在、東員町の保育園では、早朝保育として、

７時半より児童の受け入れをしてもらっているのが現状です。さまざまな子育て環境を見

てみますと、先ほども申し上げたとおり、本町では医療や教育など、いろんな面で充実し

ていると思います。そうなりますと、やはり町外からの転入のメリットをさらに充実させる必

要があろうかと思います。 

 以前、農業振興地域の指定の見直しや市街化調整区域の見直しなど、全くできないわ

けではないが、個人の財産に及ぶことでもあり、難しいのは事実であるという答弁をいた

だいたことがありました。 

 また、自民党政権は、減反政策やＪＡの見直しなど、農業政策について、今後大きく転

換を図っていくものと思われます。本町にとって農業ももちろん大切なことは認めておりま

す。 

 それであるならば、空き家を提供して転入祝金などを出して、より多くの人たちに東員町

に入ってきてもらえるような方策を考えていかなければならないと思います。先ほども申し

上げたように、いろいろな方策、施策の組み合わせを考えていく必要があるんじゃないか

と思います。 

 かねてより町長は、ハード面よりソフト面での充実を図ることが重要であると言われてき

ました。私は住む場所の手当をまずすべきと考えております。 

 最後に町長にお伺いをいたします。ソフト面の充実ということでありますが、実際のとこ

ろ、東員町では充実してきておりますでしょうか。町外から本当に移り住みたいと思うよう

な魅力のあるまちになってきているものでしょうか、どうお考えでしょう。 

○議長（木村 宗朝君）   水谷町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   今、東員町は特に神田地区、稲部地区を中心に若い方が増

えてきております。保育園・幼稚園も、神田地区についてはいっぱいいっぱいというところ、

稲部地区も今年何十人、ちょっと忘れましたけど、５０～６０人だったと思うんですが、入園

されたと聞いておりまして、非常に今、若い人たちが入っていただくという傾向がありま

す。 

 議員ご指摘のように、そのための住む場所というのは必要だろうというふうに思っており

ますが、これは行政で開発できるものではございませんので、決して今の現状で住宅が

全然開発できないという状態ではございません。特に神田を中心に市街化区域というの

は指定をされておりまして、国交省においても、そこをできるだけ早く開発しなさいよという

ようなご指導もいただいておりますので、そういうところで住宅開発が行われていくといい



なというふうに思っておりますが、なかなかそれが進んでいかないというのがちょっと問題

なのかなというふうに思っておりますが、現実問題としては、ミニ開発などが起こったとこ

ろでは、すぐに若い方で埋まるという状況が続いておる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）   神田地区も増えている、稲部地区も増えている。三和地区は

イオンもできましてインターも近々できる。その好条件の中で三和地区だけ取り残されて

いるということもあるのかなと思います。インターができれば、当然その近くには物流の拠

点として、そういった運送会社だとか、そういうようなものも誘致できると思いますし、私の

言いたいのは、要するにインターを通して絶好のチャンスであるのではないかと、こういう

ことを申し上げたいわけであります。 

 将来的に出生率を上げていこうとするならば、若い人たちが増えていくことが重要だと思

います。そしてそれと並行して、子どもが生まれてからも安心して生活ができる環境をつく

り出していくことが大切であると考えます。 

 今後の少子高齢化を考えていく上で、時代に沿った最良の施策を考えていただき、実行

していっていただくことを願っております。 

 以上で私の質問を終わらせていただきたいと思います。 

 ありがとうございます。 


