
○５番（種村 博行君）   お疲れでございます。 

 昼から私１人でちょっと寂しいんですけども、よろしく答弁をお願いいたします。 

 今回は２つの質問をさせていただきます。 

 １つ目、目標管理についてですけども、まずこれのことは、９月の決算認定のと

きに、議員から、予算はどうだったんだとか、それから決算額はどうやったん、ど

うやってやったのかっていうようなことが質問あって、大事な委員会もったいない

なと思うことから、こういう質問をさせていただきます。 

 まず、１つ目ですけど、決算認定では、決算書、監査委員の審査意見書、行政報

告書をもとに決算認定をしていますが、地方自治法２３３条では、決算認定資料と

して、主要な施策の成果説明書を求めています。 

 行政報告書に、当初予算概要の項目ごとに対する決算と、その成果を記載するこ

とができないか、お伺いをいたします。 

○議長（山本 陽一郎君）   早川総務部長。 

○総務部長（早川 正君）   種村議員の目標管理についてのご質問にお答えを

させていただきます。 

 まず、現在の取り組み状況を申し上げますと、町の目指すべき将来像とその実現

に向けた道筋を示した総合計画に基づき、事業実施計画を策定し、その進め方の協

議を行うため、春と夏にそれぞれレビューを実施し、さらに１０月に企画調整委員

会として、前年度の実績のチェック、事業見直し等、事業の進行管理を行っている

ところでございます。事務事業レベルの目標管理といたしましても、事務事業評価

制度として、事務改善に向けた取り組みを行っており、具体的には１２２の事務事

業を今後の方針として拡大、継続、見直し、休廃止のいずれかに評価しているとこ

ろでございます。 

 こうした取り組みの中、重要な施策や行政計画の方針につきましては、政策調整

会議や幹部会でその方向性を決定をいたしているところでございます。 

 また、予算の資料であります事業概要書につきましては、事業の目的と効果を明

確にすることにより、目的意識を持つように努めているところでございます。 

 ご指摘の決算認定資料としての主要な施策の成果説明書につきましては、現在、

決算書の附属資料であります行政報告書を提出いたしておりますが、当初予算の事

業概要とは様式の違いもございまして、それぞれの項目で一致していないところが

ございます。実施させていただいた事業の報告をよりわかりやすく説明させていた

だくことから、行政報告書の記載方法につきまして、予算との比較がしやすく、内

容や成果を記載することを念頭に調査し、改善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、町が施策、事業を推進していくには、職員がその施策

の目的と目標は何であるかを明確に意識していくことが最も重要であります。その



ためには全職員に東員町の現状についての研修を繰り返し行うなど、職員の意識改

革を進めるべく努めてまいりたいと考えております。よろしくご理解のほどお願い

をいたします。 

○議長（山本 陽一郎君）   種村議員。 

○５番（種村 博行君）   国や県の委員会を見てましても、ＰＤＣＡという言

葉がよく出てきますけども、民間のほとんどがそうだと思うんですけども、業務の

報告は、日報があって、週報、１週間の報告、月報があって、半期報があって年報、

期報があるっていう、この５つを報告してますけども、私が直属の部長に週報出し

たときに、赤ペンでですね、おまえの週報は目標がないって赤ペンで書いてあった

ことがあったんですね。１週間でも目標があって、それに対してどうしたんだって

いうことが書いてないと、おまえ週報じゃないぞってよく言われて、大分おこられ

た経験があります。置き予算は別としてですね、予算っていうのはある意味目標で

すので、どんな施策でやってきて結果がどうなったかというのがわかれば、委員会

で今後、どのようにやっていくかっていうね、建設的な意見が委員会でできると思

うんですね。それが自治法２３３条が求めている施策を書きなさいっていうのがそ

ういうことだと思うんですけども、ぜひさっき部長が答弁されたように、やってほ

しいなと思っております。 

 あと、行政評価についてお聞きをいたします。 

 新規事業や建設予算なんかは見積もりを取ってやってもらってますけども、総合

計画に沿った継続的にやる事業は、行政評価をして予算額を決める。そういうシス

テムもやってもらってますけど、これはいいシステムだと私は思ってます。 

 この行政評価は、数値が出るものは評価できやすいんですけども、なかなか難し

い部分もあると思いますけども、ここで一番大事なのは、評価をして、その次にど

ういうステップアップをしていくかっていうことが一番大事だと思うんですよね。

２次評価に対して、今後どういう計画をするか。ここが一番大事な部分です。例え

ばですね、例えば、がん検診事業があったとします。これはそこの課がどうたらこ

うたらじゃなくって、わかりやすいから説明しますけども、部長のコメントが、早

期発見、早期治療を行うため、がん検診受検者数を増加するよう、さらに啓発に努

められたいっていうふうにしてあるんですね。それを受けて、課では、次年度の予

算は、昨年よりも少し予算を上積みして課内でみんなが、新卒も含めて、新卒の職

員も含めて、今後の施策、どういうふうにやっていくかということを計画しないと

いけない。これが本来の私は流れだと思うんですよね。このようにしてるかどうか。

どうも予算は、昨年の実績に合わせてやっているような気がしてしょうがないんで

すけども、このようにやってみえますか、どうですか。お聞きします。 

○議長（山本 陽一郎君）   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。 



 事務事業評価を実施した後のサイクルと申しますか、反映につきましてのご質問

ですけれども、まず庁内の評価委員会で各課の評価を検証させていただいて、その

後、町長に報告をするとともに、ホームページにても掲載をさせていただいており

ます。 

 町長の意向と経営方針を確認後、施策の実施方法について、政策調整会議で決定

をさせていただいております。 

 いずれにいたしましても、種村議員おっしゃられますように、予算を編成し、事

業を執行するにつきましては、当然ＰＤＣＡのサイクルのもと、事務事業評価を行

うという形でチェックを行い、次の事業に反映させる必要があります。このことに

つきまして、先ほども答弁のほうで少し申し上げましたように、全職員が意識を持

って行動することが最も重要であり、その仕組みづくりというのは絶えず改善を行

っていく必要があると思いますし、私ども調査、研究をしていく必要があると思っ

ております。 

 それと、目標管理の部分も、本当にどういうふうに目標を設定するかというとこ

ろが、こちらが一番難しいところでもございます。そういったところも、よく課内

でも論議をしながら、目標を設定をどうするか。その後ＰＤＣＡのサイクルにどう

乗っけていくかというところ、全庁的に十分論議をこれからも進めていきたいとい

うふうに考えております。 

○議長（山本 陽一郎君）   種村議員。 

○５番（種村 博行君）   はい、ぜひ勉強されて、そのようにやっていかない

と前へ進んで行きませんからね。停滞してしまいますので、よろしくお願いしたい

と思います。 

 あと、部長のコメントが、２次評価で書いてありますけども、どうもこう、あい

まいな部分があって、３年ぐらい一緒のコメントがあるっていうふうなこともあり

ます。 

 部長コメントは、次の課に今度落とすわけですので、課が今度取り組みやすいよ

うなアドバイスも含めたコメントにしていかないと、課が取り組みにくいと思うん

ですよね。その辺のところはきっちりと自分の部下が仕事やりやすいように、十分

にコメントを出して、このように行くんだよっていうことを、ある程度、道筋をつ

けたコメントをしないといけないと思いますね。その辺のところはどうお考えでし

ょうか。 

○議長（山本 陽一郎君）   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。 

 先ほども行政評価や事務事業評価につきまして、１２２の事業についてホームペ

ージのほうで掲載をさせていただいております。確かに私どものコメント、１次評

価、２次評価のコメントも少しあいまいな部分がありまして、それと昨年度と同じ



ような評価のコメントっていうところもございます。そういったところももう一度

初心に戻って反省もし、取り組んでいきたいというふうに思っております。 

○議長（山本 陽一郎君）   種村議員。 

○５番（種村 博行君）   ぜひそうしてください。 

 あと、各種団体への補助金についてお聞きします。 

 補助金っていうのは公益性があるから、あるいは頑張りが期待できるからってい

うことで、大切な税金を交付していると思うんですけども、目的を達成するために

効果的に使われたかっていうのを確認する必要があると思うんですよね。一般企業

でも経産省なんかの補助を受ける場合がありますけども、私、経験あるんですけど

も、償却期間が終わるまで、後々、毎年毎年こう報告をするわけです。非常にこう

面倒だったなっていう記憶がしてますけども、補助金を与えた団体について、どう

いうふうに確認をされているのか、お伺いします。 

○議長（山本 陽一郎君）   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。 

 補助金の検証についてということでございますけれども、補助金につきましては、

本当にまちづくりを考えた場合、重要な位置を占めておると思います。 

 それと、現在、東員町におかれている少子高齢化の中、財政的にこれから苦しい

というところを考えますと、本当に補助金の検証という部分は大変重要になってく

るかと考えております。 

 そういった中で、補助金のあり方につきましては、行財政検討委員会からも、提

言の中で、継続した補助金の見直しを実施することを示されているところでござい

ます。事務事業評価、先ほど申し上げました事務事業評価の中でも、毎年評価を行

っているとこでございます。 

 また、本年度、来年、平成２７年度の予算編成に当たりましては、各所属課に、

初心に戻りまして、補助金の交付目的と、その効果を再確認させるということから、

補助金に関する調べを作成させていただいたところでございます。もう一度、補助

金の目的という部分を、各課のほうに再確認をして、必要な部分に必要なところを

交付をするというところを示させていただきました。 

 いずれにしましても、補助金につきましては、今後も見直しを継続的に行ってい

きたいと考えておりますし、各補助金の目的、交付額、そういったものを明確に示

した、現在も交付基準っていうのは持っておるところですけれども、それを再度見

直しをするような取り組みを行っていきたいというふうに考えております。 

○議長（山本 陽一郎君）   種村議員。 

○５番（種村 博行君）   補助金の交付要件っていうのはあるわけですね。 

 例えば私なんか、経験は、省エネ設備を、経産省の補助金をもらってやる、やっ

たっていうこともあるんですけども、そういう単体の機器、例えばソーラーパネル



を入れるっていうふうな、国だと、それについての補助金でいいんですよね。それ

の省エネ効果がどうだったっていう報告をすればいいんですけども、団体ってなる

と、非常にこう基準って言うか、交付要件っていうのが難しいと思うんですよね。

事業の効果であったり補助対象の明確化であったり、補助金の適正化等々、後々、

部長がやめられても後の人がやりやすいように、補助金の増減や、もしくは廃止っ

ていうふうに将来はなっていくケースもあると思うんですね。そういうためにも要

件、交付要件っていうのをきっちりと、団体さんにも示して、こういうことで決め

たよっていうことを出していかないと私はだめかと思うんですね。非常にこう自分

自身こう考えてみても、作成は難しいなと思うんですけども、いろんな市町とも相

談されて、それから学識経験者もおるでしょうから、経験されてつくったほうが私

はいいと思います。そうしないとこれからこうスムーズに行かんと思うんですよね。

ぜひきっちりした要件を、交付要件をつくってやらないといかんと思うんですね。 

 あと、これ答弁は結構なんですけども、負担金ですけども、桑名広域とか北勢線

とか救急医療とかって、そういう負担金はわかるんです。負担金、そういうのはわ

かりますけども、１万円どこどことか、２万円どこどこ、いっぱいありますね。私、

勘定しましたら、１００項目なって、大体２，０００万円ぐらい支払ってるんです

よね。これが本当に効果的に使われてるかっていうのは確認しないといかんと思う

んですね。その辺は必要かと思いますので、これは答弁結構です。そういうふうに

してください。 

 あと、総合計画を含めた多くの計画についてお聞きします。 

 環境基本計画や、地球温暖化防止計画、一般廃棄物処理基本計画、高齢者福祉計

画、子ども・子育て支援事業計画、障がい者計画、こう、たくさんな立派なこう計

画があるんですよね。これからは、公共事業の長寿命化計画も立てやないかん。そ

れから今、近々にこう急がれると思うんですけども、地方創生地方版総合戦略って

いうのも立てやないかん。計画ばっかし大分増えてくると思うんですよね。計画す

るときは、私もＩＳＯで経験あるんですけども、いっぱいこう入れたがるんですよ、

計画にはね。もうこれもあれもって、こう入れたがるんですけども、入れると、計

画倒れになってしまうっていうケースもあるんです。 

 ですので、どうしてもやらないかんっていう計画はやらないかんと思うんですけ

ども、そんな欲張らんと、少しこう少な目にやっていかないと私は計画倒れになっ

てしまうかなって思ってます。 

 計画したら、これはやっていかないけませんので、若い職員も含めてですね、含

めてですよ、課長とか課長補佐だけでやるんじゃなくって、だれがいつまでにどの

ようにっていう、文書化した計画、これがぜひ若い人も含めて、これが一番大事な

部分です。課長と課長補佐だけがやる、係長までがやるじゃなくって、若い人が入



る。そういう計画をするのが一番大事かと思うんですけども、そういうふうにやっ

てみえるでしょうかね。末端のとこまで。 

 っていうのは、若い職員にこういう例えば障がい者計画がこう、あって、こう全

体の計画があって、新人社員、新人職員か、職員に、おまえはここの部分を受け持

つんだよっていうことを、大きな枠があって小さい部分の、あなたはここの担当だ

よっていうふうに、やらないと職員の力がついていかないと私は思うんですよね。 

 ですので、計画したことは全員がやるっていうことでしてほしいと思うんですけ

ども、そういうふうになってるでしょうかね。 

○議長（山本 陽一郎君）   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、種村議員おっしゃられますように、各種計画、本当にたくさんの計画が国の

ほうから、策定をするように指示をされて策定を出しているところでございます。

当然、必要な部分でございますので、策定をしたからには、先ほど来、申しており

ますように、ＰＤＣＡのサイクルに基づきながら、チェックをかけながら計画が遂

行できるような体制は当然取っていく必要がありますし、計画策定に当たりまして

は、やはり係長以上の職員が主なところになってくるところはありますけれども、

絶えず、全部の職員が、先ほど答弁のほうでも申し上げましたけれども、全職員が

意識を持って行動することがこれからのまちづくりのって言うか、東員町のために

最も重要でございますので、職員全体のレベルアップという部分からは、各種研修

も、総務課サイドのほうでいろんな研修のほうも、職員のレベルを上げる研修もさ

せていただいております。そういった中で計画づくりのほうにも、若手職員も参画

をさせるように十分行っているところでございますし、若い職員の意見を取り入れ

るということは、これはまた重要なことでございますので、今後も引き続き、そう

いう姿勢で臨んでいきたいというふうに考えております。 

○議長（山本 陽一郎君）   種村議員。 

○５番（種村 博行君）   あと、役場は、日報とか週報とか月報っていうのは

書いてないって聞いてますけども、これはあったほうがいいですよ。ある意味、１

週間でも問題点があればこう上司に報告ができる。みんなでこう問題点の共有がで

きるっていうことですので、あったほうがいいと思います。 

 それから、これはちょっとないしょですけども、ある意味、週報で書いたじゃな

いですかって文句が言えるんですよね。文句って言うか、言いわけができるってい

うことですので、口頭で言うとね、聞いてないって言うかもわかんないですけども、

文章で書いて出すと、私それ問題点出しましたよって言えますのでね、何か報告は

紙で書いて上司に出すっていう習慣づけがね、私は絶対要るかと思うんですよね。

週報ぐらいだったら書けると思うんですけども、ぜひそのようにしてほしいなと私

は思ってます。 



 言いたいことは、職員全員が計画したことをしっかりと守って、トップは、町長

は戦略的な行動をする。内は職員が守って、町長は外、例えば企業誘致するとか、

そういう県と折衝するとか、そういうことの行動をしないと、これからの町政は守

れない、私はそう思っています。次の町長にもそのことをお願いして、１点目の質

問を終わります。 

 ２問目ですけども、これは町長に質問します。 

 これからの日本は、人口減、高齢化で大変なことになっていきます。東員町も急

激に高齢化が上がってきます。地方創生戦略をいくら頑張っても、いくら頑張って

計画しても、これは避けられません。今、東員町は、全世帯中１，１００軒ぐらい

が高齢者の、高齢者だけの世帯って福祉計画に書いてもらってありました。このま

ま行くと、その方たちには元気に歳を取っていってほしいなと思うんですけども、

このまま行くと、２０３０年ぐらいには、７軒か８軒に１軒ぐらいは空き家になる

のかな、何もしないとね、そうなっていまうのかなって私は思ってます。企業誘致

と人口増とか、財源の確保も要るでしょうし、節約も要るでしょうし、町内でお金

を回していく、そういう施策も必要かと思います。余裕のある今のうちに、今、少

し余裕もありますからね、余裕のあるうちに公共施設は長寿命化を図り、企業会計

の水道も、今１トン当たり７７円っていう、三重県の平均の半分以下の料金でやっ

てますけども、将来のために少しでも、少し値上げして基金を積んでおくっていう

のも私は必要かなと思ってるとこです。 

 それらの話は別の機会に質問するとして、今日は市民活動支援についての質問を

いたします。 

 少子高齢化を迎え、これからの行政は市民との協働は不可欠であり、市民活動が

町を支える重要なポイントになってきます。 

 支援の現状と今後の考え方をお伺いします。 

○議長（山本 陽一郎君）   水谷町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   非常に社会の現象は今、議員おっしゃられたとおり

でございまして、午前中も答えさせていただきましたけども、これはもう日本の現

象が東員町の現象でもあるというふうに思っておりまして、大変厳しい時代になっ

てきたなという気持ちでおります。 

 その中で、市民活動についてのご質問をいただきまして、少し午前中の近藤敏彦

議員の質問の中でも若干ふれさせていただきましたので、重複する部分もあるかも

わかりませんけども、お答えをさせていただきたいと思います。 

 日本は高度成長期を過ぎ、一旦バブルという時代もありましたが、今は人口が減

少に転じ、大きな成長を望めない時代に入りました。 

 こうした中で、国民の価値観も多様化し、ニーズも多岐にわたるという、いわゆ

る成熟期に入っております。 



 それによりまして、行政サービスに対する住民の意識も変化をしてきており、今

までのような画一的なサービスだけでは満足できない状況が生まれておりますが、

住民が求める多様なニーズすべてに行政が応えていくということは不可能と言わざ

るを得ません。 

 また、日本の政府の借金が１，０００兆円をはるかに超えて、財政状況が硬直化

する中で、行政が住民ニーズを一手に引き受けることはできなくなってきておりま

す。 

 これからは行政が本当にやらなければならない事業以外のことは、それにふさわ

しい担い手である民間、すなわち公益団体や企業、そして市民活動団体に移行して

いかなければならないと考えています。 

 これからのまちづくりは、地域に住む住民が自分たちの望む地域を自らの手でつ

くり上げ、担っていくことが肝要であり、その地域づくりを行政が手伝うという行

政参画という形になってくるんではないかなと考えております。 

 こうしたときに、地域づくりを担う多様なセクターが必要となってまいりますが、

その中でも多様な活動分野を持つ市民活動団体の活躍には大きな期待を寄せるとこ

ろでございます。 

 そのための環境整備は欠かせないものであり、地域づくりリーダーとしての人材

確保も重要な要素と考えております。 

 また、こうした背景を踏まえて、町といたしましては平成２６年度当初予算にお

きまして、市民活動支援事業に係る予算を議会に上程させていただきましたが、そ

の一部が減額修正となりましたことから、本年度の事業執行につきましては、事務

所は移転せず、そのままふれあいセンターの中に置いたままで、業務は町民課の職

員がほかの業務と兼務しながら行っております。 

 しかし、町民との協働や市民活動支援など、本来の業務を行うことは大変難しく、

また現在の活動拠点であります、ふれあいセンターでは、夜間や休日に利用できな

いこと、そして団体からの相談に当たる場合、その都度、職員がふれあいセンター

に出向いて行って、そして相談を受けるというようなことになっておりまして、迅

速な対応ができていないというのが現状でございます。 

 こうした状況に対しまして、これまで何度となく多くの活動団体の皆さんから時

間の制約にとらわれず、仕事帰りや休日に活動できるフリースペースが確保できな

いかとか、市民活動業務に精通して、いつでも相談できるような、そんな専任スタ

ッフは置いてもらえないのかと、そういった要望をたびたびいただいております。 

 こうした町民の皆様の声に応えるべく、来年度ですね、平成２７年度中に関係す

る予算をもう一度上程させていただきたいと考えておりますので、議員の皆様には

ぜひともご理解を賜りよろしくお願いを申し上げたいと思います。 

○議長（山本 陽一郎君）   種村議員。 



○５番（種村 博行君）   現状と今後の考え方はわかりました。 

 どこの市町も、この住民支援活動には随分力を入れております。東員町は他市町

に比べると随分遅れてるなと私は思ってます。半年ぐらい前ですけども、日曜日に、

ＮＰＯが運営している岡崎の支援センターにお邪魔をしました。いろいろ話を聞か

せてもらったんですけども、建物の大きさは、東員町の福祉センターよりも少し大

きいぐらいのが岡崎には４つあるって聞きました。そこの１つにお邪魔したんです

けども、私が行ったときに、１階では小学生の子が宿題をしてました。宿題をね。

２階ではヨガ教室と、それから料理教室と、会議室ではどっかのボランティア団体

が会議をしてました。随分こう浸透しているなっていう、そういう気がしました。

もう岡崎は人口が４０万人弱の大きな町ですので、比較はできませんけども、東員

町も、とりあえず小さくてもいいからだれもが気軽にね、立ち寄れる開放的な市民

活動支援センターを早く立ち上げるべきだと私は思っております。支援センターを

核として、住民活動はゆっくりゆっくりと立ち上がっていくんだろうなと思ってお

りますけども、住民活動のこの支援っていうのは、場所や機材も大事ですけども、

今、町長も言いましたけども、役場の職員の片手間では、支援は私はできないと思

ってます。専属の職員は絶対に必要だと思うんですけども、この職員がですね、こ

の職員の能力がですね、私はこの支援のよしあしを決める一番大事な部分じゃない

かな、過言ではないかなと私、思ってますけども、町長、どんな人が適任かと思わ

れてるんでしょうかね。 

○議長（山本 陽一郎君）   町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   今いる職員でね、市民活動支援っていうところで、

その場で活動できる人っていうのは、今ちょっと見当たらないなみたいなところが

あります。もうちょっと、市民活動、多分そういう方がみえればもっと早く、私は

２０年ぐらい遅れてると思ってます。東員町では。 

 そんなことで、やっぱり休日あるいは夜間もいとわない。そして自分が積極的に

市民活動にかかわっていけるような、そんな方が必要なんじゃないかなというふう

なことを思っておりまして、町民の皆さんの中にはそういう方もいらっしゃるんで

はないかというふうに思ってましてね、一般公募をかけるなり、あるいはもっと広

く考えてこう対象に募集をしてもいいんではないかなというふうな気はしておりま

す。結構こう、まちづくりが進んでいるところは、よその血が入ってるっていうこ

とが結構多いんですよね。そういうところを見ると、先進的に考えられる方が東員

町へ来て、東員町の市民活動、おれがやってやろうというような方がみえたら、そ

れもいいのかなと。 

 いずれにしましても、まず拠点をつくって、そこで献身的にと言うのかな、積極

的にこう働いていただけるような方がみえればうまく回転していくかなというふう

なことを思っております。 



 行政としましては、口出しせず手出しせず支援って言うか、支えていくというこ

とをやっていきたいというふうに思っております。 

○議長（山本 陽一郎君）   種村議員。 

○５番（種村 博行君）   私も、どんな人がいいのかなって、自分でこう考え

てここに箇条書きしてあるんですけども、まず社交性に富んだ人、それから支援の

仕組みがわかって東員町全体の市民活動をプロデュースできる人、それから町内に

はボランティアしたい人がいっぱいいますのでね、そういう人たちにボランティア

団体の紹介とか、立ち上げ方とか、ＮＰＯの立ち上げ方とか、そういう教えられる

人ね、そういうことが。それから一番大事な部分は、５つ目ですけども、わからな

いことがあったら相談来られますよね、それを親身になって自分事のように悩める

人、悩んであげられる人、そういう人がいいかなと思うんですけども、難しいかな

と思うんですけども、それぐらいが私は必要じゃないかなと私は思ってるんですけ

ども、採用される場合については、面接とかいろいろあると思うんですけども、採

用の基準みたいなもんってまだないと思うんですけども、ありますか。 

○議長（山本 陽一郎君）   町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   今まだ、これといったもの、今、議員おっしゃって

いただいたような、そんな基準かなというふうなことは思ってますけど、これと言

って、言ったものはまだ持っていませんので、協議を進めてからやりたいと思って

います。 

○議長（山本 陽一郎君）   種村議員。 

○５番（種村 博行君）   支援の能力は、さっき言った支援センターだけでは

なくって、職員にも求められるんですね。 

 って言うのは、総合計画の中にこんなことも書いてあります。協働によるまちづ

くりに向けた町民参画の仕組みづくりの中で、推進に向けた職員の育成、維持改革

を推進しますとあります。まちづくりの課題は、政策があったり福祉があったり教

育があったり環境があったり、もういろんな他分野にわたるわけですよね。担当の

こう町民課だけじゃなくって、全部の職員が推進計画に向けた研修って言うのかね、

そういうのは必要やと思うんですけども、この総合計画に書いてありますけども、

この推進っていうのはどういうふうに、そこまで進んでみえますかね。 

○議長（山本 陽一郎君）   町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   どこまでって、まだ検証しながら、今、少しずつや

ってるというようなことでございますけれども、今の項目について、これというと

ころは、まだはっきり申し上げられるような状況まで行っておりません。申しわけ

ございませんが。 

○議長（山本 陽一郎君）   種村議員。 



○５番（種村 博行君）   先ほどの目標管理も一緒ですけども、計画として挙

げたわけですよね。 

 ですので、これも推進に、育成維持改革を推進しますとあります。 

 ですので、挙げた以上は計画をせないかんですよね。早く役場の職員が一丸とな

って市民活動支援をするっていうことにしないと、支援センターだけに任す、町民

課だけに任すんじゃなくって、全員が支援していかないとうまく回っていきません

よ。 

 ですので、早くやるようにしてください。 

 市民活動にはいろんな種類があると思うんですよね。公益性のある活動であった

りボランティアであったり、自治会のコミュニティであったり趣味の団体であった

りとか、いろんなこう種類があると思うんです。支援センターを立ち上げたとして

も、すべての人に利用してもらうとしても、利用の規約とか、支援の、例えばお金

ね、支援金とか、どうするんだっていう規約の考え方っていうのは今、持ってみえ

るんでしょうか。 

○議長（山本 陽一郎君）   水谷眞人生活福祉部長。 

○生活福祉部長（水谷 眞人君）   お答えをさせていただきます。 

 今現在、支援センター、ふれあいセンターのほうで行っておりますんですけども、

そこの場でも、登録団体、すべての方なんですけども、フリースペースは無料でお

使い願ったりですとか、それでコピー機についても自由に使っていただきますとい

うことで、支援の１つとして、そういう形で機材とか備品等をお使いいただいてま

すので、その辺についてもこの新しい支援センターになっても、引き続きそのよう

なことで、基準とは行きませんけども、それもたたき台にして、利用方法、またそ

んな備品とか機具の使用についても、きちっと決めさせていただきたいと思います。

それも、やはり支援センターの基盤が安定してからにきちっとしていきたいと思い

ますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（山本 陽一郎君）   種村議員。 

○５番（種村 博行君）   これは参考にしてほしいんですけども、愛知県の阿

久比町で、こんなことをやってます。名古屋の地域委員会でよく見てるんですけど

も、防災や防犯、福祉、子育て、環境などの地域の身近な問題を解決しようと個人

住民税の１％を財源として、町民や町民活動団体から企画提案を募り、平成２４年

度から事業を展開し、平成２６年度は２５事業が採択され、平成２７年度は１９事

業の公開審査をしたって聞いてます。こんなこともできればいいのかな。町民から

の企画提案ですね、そんなこともできるかな、できればいいのかなと私は思ってま

す。 

 １０年後には、多分、在来地区でもごみ出しでも困るようなことになってると思

うんですよね。今のボランティア団体を見てますと、東員町全体にかかわる団体さ



んが多くて、身近な自分の周りの地域活動っていうのがほとんどないような状況で

すね。そういう地域の小さな活動が生まれてこないことには、私は本物ではないな

って思っております。近所の人と、老後の幸せは何だっていうことを話したときに、

行動範囲が狭くなって身近な人とのつながりっていうのが一番幸せを感じるんじゃ

ないかな、そんなことを話をしました。今、自治会離れもありますけども、それは

それとして、小さな単位の地域活動っていうのが自然発生してくるような、そんな

ことも視野に、市民活動の支援をしていってほしいなって私は思っております。 

 あと、教育長にお聞きをします。東員町では、子ども、社会、家庭、学校の責務

を明確にして子どもを守っていこうと、子どもの権利条例をつくられました。私は

これは大事なことかなって思っております。今回の川崎の１３歳の子でしたかね、

お亡くなりになった。この事件を見て、この子を救えなかったのかと思うと、心が

本当に傷みます。このことについて、教育長はどのように思っておられるのか、お

聞きをしたいと思うんですが。 

○議長（山本 陽一郎君）   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。 

 私、この事件を聞きまして、２つのことを思いました。 

 １つは、私個人といたしまして、なぜこのような悲惨な事件が起こるのかという、

ある面で暗然たる気持ちになりました。 

 もう１つは、中学校１年生で命を絶たれた無念さと恐怖を想像すると、大変やり

切れない気持ちになりましたし、私も３人の親でありますので、子どもを失った親

さんの気持ちを考えたときに、大変辛くてたまらなくなった気持ちがします。 

 一方、教育長としてご質問をいただいておりますので、教育に携わる者といたし

ましては、この加害の少年、どういう背景でどういう、こういうような行動をして

しまうんかというのをやっぱり考えました。 

 この子には、私は特徴が３つありました。基本的には非常に自己中心的です。そ

れからもう１つは、自分の感情をコントロールする力が欠如しています。そして相

手に共感する心っていうところも欠如しているんではないかなと思います。この相

手に共感するっていうのは、私どもの１６年間一貫プランの中では、自己肯定感と

基本的信頼感というのがやっぱりこの子には小さいうちの中から育てられていない

のではないかなという、大変そういう気持ちがしております。 

 これは断定はできませんし、まだ背景等は私もはっきりわかりませんけれども、

このその子の周りの人間関係という、例えばその子の家庭の関係、その子の地域で

の関係、その子の、加害者の学校での関係っていうのを推察していったときに、ど

うも非常に狭い人間関係であり、そして狭い人間関係の典型的なのが、こう少人数

の十何人のグループでいつも行動しとったってあるんですけれども、その中でいび



つな人間関係が生まれていった結果、そういうような犯罪というものになっていっ

たのではないかなという感じがしております。 

 人間関係がいびつで崩れた中にずっとおりますと、その子の人間性も崩れていく。

もうそれを当然、証明した典型的なものではないかなと思っております。 

 以上でございます。 

○議長（山本 陽一郎君）   種村議員。 

○５番（種村 博行君）   ありがとうございます。突然に振って申しわけない

です。 

 この事件っていうのは、本当に特異なケースであって、東員町ではまずないのか

なって私、思ってますけども、いじめとか虐待を考えてみても、こういう報道があ

りますよね。いじめられてる子はだれかにいじめられるよって言うと、いじめが倍

増するから言えない。親に虐待をやってても、親に迷惑かける、心配かけるから言

わないっていうのがあって、情報が遅れてしまってるんだろうなと私は思ってます

けども、もしいじめが、親が気づいて、相手の親に電話して、何するんじゃって、

うちの子どもにっておこったとしますよね。その子が親にしかられて、また学校へ

行って、あの子、親に言った。ちっちゃい奴や。ひきょうだって言うかもしれませ

ん。そうするとその子は、その子同士２人は、前よりもこう深刻な状況に落ちるん

じゃないかなと思うんですよね。 

 もうだれにも相談せん、親にもだれも相談せんっていうことになりやしないかな

と私は思うところなんですね。 

 ただ、暴力をやめさせりゃいいか、行動だけを拘束してしまえばいいかって言う

と、私はそうではないと思うんですよね。内面の問題や心の問題があるから、行動

だけ縛りつけても根本的なところは解決しないんじゃないかなって私は思っており

ます。 

 私が思うに、今、教育長がおっしゃいましたけど、さらなるこう人権の教育が私

は必要なんじゃないかなと思います。 

 それと、これ市民活動の話ですけども、子どもを守るボランティア、ボランティ

ア団体さんの育成、これも今、登下校のボランティアさんの方みえますけども、非

常におせわになってますけども、もっと違う意味での子どもを守る市民活動さんが

あらわれるような支援の仕方、持って行き方、そういうのも私は必要かなと思うん

ですよね。 

 だれもが、異変と、こう気づいたときに、今、子どもの権利条例に、いじめ問題

対策連絡協議会っていうのがありますよね。つくってもらってあります。そこへこ

う、つなげるような、異変に気づいたときにそこへ入っていけるような道筋をつけ

るような、何か方法が私は必要なんじゃないかなと思うんですよね。方法論がそこ

には書いてありませんので、これは権利条例の運用として、私は必要かなと思うん



ですよ。気づいたときに、地域が気づいたときに、今、地域が気づいたって書いて

ありますよね、どこへ持って行くかっていうのは。子どもの学校の話は書いてあり

ましたけども、地域が気づいたときにどういうふうに持っていくかっていうのは、

私は必要かなと思うんですけども、どうでしょうかね。町長、はい。 

○議長（山本 陽一郎君）   町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   あれについては、子ども権利条例については大筋、

条例で定めます。 

 細かいことがいっぱい抜けてます。あの中には。当然そこは規則なり運用なりで

補っていくということになります。 

 そして、議員おっしゃられるように、基本的には、東員町という地域で、地域の

みんなで子どもを育てていくという、そういうことをやっていかなければいけない

ということで、おっしゃられるように、市民活動の中でも、そういう活動団体が出

てきていただくとかね、そういうことは非常に大事なことになってくるんかなとい

うふうに思ってます。基本的には地域全体で、子どもを育てていくということが肝

心ではないかなというふうに思っております。 

○議長（山本 陽一郎君）   種村議員。 

○５番（種村 博行君）   気づいたときに連絡協議会とかいじめ調査委員会と

かに、こう、つなげるような何か施策、私はもうそれつくったらすぐ・・・かと思

うんですよね。運用としてですね。例えば専門の電話を１本つけて、どこどこの課

につながるとか、それを町民全部の方に知らしめておくっていうことも私は必要な

んじゃないかなと私は思ってるんですけども、その辺はどうでしょうか。 

○議長（山本 陽一郎君）   教育長。 

○教育長（岡野 譲治君）   基本的に、子どもの権利条例というのの権利とい

う概念ですけれども、これもう相互尊重やと思うんです。 

 自分が大切にされたら絶対に人を大切にする心になります。 

 それから、もう１つは、この権利条例の中で、権利をきちんと学習することが相

手を大切にする心につながると私は思っております。 

 もう１つの役割は、先ほど町長申しましたように、地域や大人社会がやっぱりみ

んなで子どもを守るという重要性をこの条例の中にいろいろ書かれとると思います。 

 具体的には、それこそ命の電話とかいろんな相談という電話とか、三重県の場合

は、チャイルドライン等がしていただいておりますけれども、そういうのを活用で

きるような方向で考えていかなければならないなっていうのを強く思っております。 

 以上です。 

○議長（山本 陽一郎君）   種村議員。 

○５番（種村 博行君）   これで終わりたいと思うんですけども、近い将来に

は、市民活動が、もうなくてはならないときが必ずやってきます。もう１０年ぐら



い、１５年たったらもうこれが主役になってくるような気がするんですよね。今か

らこう準備をしていくっていうのが非常に大事かなと思ってます。活動がですね、

活発になるような支援を、ぜひお願いして、この質問を終わりたいと思います。ど

うもありがとうございました。 

 


