
○２番（片松 雅弘君）   改めましておはようございます。 

 片松雅弘、一般質問をさせていただきます。 

 報告書にあります通学路の安全確保についてと町の財政力に合った施設の見直しについて、

そして町営墓地についてお聞きします。 

 １つ目は通学路の安全確保につきまして、質問させていただきます。 

 笹尾東通り、東３丁目と４丁目の間にある歩車分離式交差点の危険性についてですが、この

交差点に歩車分離信号は、構造的な重大な欠陥があると思われます。バス通りは道路の両側か

ら歩道がありますが、その両側、そして南北から、すなわち各方向から一方に一斉に渡ってき

ます。それを受け止める歩道は片側一本になります。それでは交差点を渡ってきた歩行者が車

道にあふれてしまいます。そこには裏側から通り抜ける車もあり、かなり危険な状態です。交

通時間帯での交通指導、学校の先生、または父兄の皆さんは歩車分離式交差点にいますが、一

本中の交差点にはいなかったと思います。この時間帯は幼稚園、保育園、小学校、中学校と、

通学時間帯には多くの子どもたちが通りますが、危険だと思いませんか。この現状を把握して

ますか。お願いします。 

 それと４番の員弁街道の変電所通学路の危険性について、お聞きします。 

 この交差点は交通量も多く、右折車両も多く、ガードレールに入り切らず子どもたちが一斉

に渡り、中学生の自転車も同時通行です。そして時間帯によっては車道にあふれ、はみ出てい

ます。陸橋をかけるとか、またはガードレール等の保護柵など、安全対策を講じることはでき

ませんか。 

○議長（三宅 耕三君）   岡野譲治教育長。 

○教育長（岡野 譲治君）   片松議員の通学路の安全確保についてのご質問にお答えを申

し上げます。 

 通学路の安全対策につきましては、東員町通学路交通安全プログラムに基づき、いなべ警察

署、桑名建設事務所、町の建設課、町民課、学校教育課をメンバーとする東員町通学路安全推

進会議を昨年５月に立ち上げ、関係機関と連携し、各学校や地元から要望のあった危険箇所の

対応について、対応しているところでございます。 

 昨年度につきましては約４０カ所の要望がありましたが、その全ての点検を行い、対策実施

メニューの決定と整備を進めてまいりました。 

 今回ご質問をいただきました笹尾東通りの歩車分離式信号交差点と員弁街道の変電所通学路

の危険性についてでございますが、１点目の笹尾東３・４丁目の歩車分離式信号交差点につき

ましては、歩行者が横断する際は、車が交差点に進入しない完全分離式となっており、歩行者

の安全は確保されております。 

 また、毎朝の通学時間帯については、笹尾東３・４丁目の保護者や笹尾東小学校の教職員に

より見守りも実施しているところでございます。しかしながら登校時間と通勤時間が重なる時

間帯でもあり、桑名市方面への抜け道として、本交差点を学校方面へ進入する車両が非常に多

く、議員ご指摘のとおり、通学の時間帯によっては子どもたちが待避所から車道へあふれる可



能性もあり、児童生徒が危険にさらされている現状も認識をしております。 

 また、中学生の一部では歩道の小学生を追い越すため、車道へはみ出したりして通学する生

徒もおりますので、学校からも厳しく指導を行っているところでございます。 

 ２点目の員弁街道の変電所交差点につきましても大変交通量も多く、また中学生と小学生の

通学路が重なり、時間帯によっては信号待ちで児童生徒が待避所からあふれてしまう危険性も

あると認識をしております。よって、できるだけ中学生と小学生の通学時間が重ならないよう、

学校からも指導しているところであります。 

 また、神田小学校ＰＴＡ職員、教職員、東員第一中学校の教職員による見守りも定期的に実

施をしており、交差点横断のマナーについても指導を行っておるところでございます。 

 今後も引き続き、東員町通学路安全推進会議の中でも、関係機関と協議しながら通学路の安

全確保について取り組んでまいりたいと考えておりますので、ご理解賜りますようによろしく

お願いを申し上げます。 

 以上でございます。 

○議長（三宅 耕三君）   片松議員。 

○２番（片松 雅弘君）   まず笹尾の歩車分離式の交差点の件でございますが、ほかの地

域では警察や行政が渋滞や集団行動の問題を懸念して、歩車分離式を拒むケースも多くなって

きているとお聞きします。また、横の信号が赤になるのを見て対面する信号が青になると予測

して見切り発進をする車もしばしば見受けられます。通学路の東西道路を拡幅して歩道を設け

るには費用もかかり、かなり大変だと思います。そういう改修は考えておられますか。また、

見切り発進のほか、歩車分離式交差点の問題点などが多いことから、通常の信号に戻される地

域もしばしばありますが、どうお考えでしょうか。 

○議長（三宅 耕三君）   近藤建設部長。 

○建設部長（近藤 行弘君）   片松議員のご質問にお答えします。 

 歩道の拡幅というご質問でしたので、私のほうからご質問にお答えします。 

 ここにつきましては当初より一度改修がなされております、幅を広げて。片松議員ご懸念の

話というのは、一遍に来て一つの歩道へ入ってしまうということで、できればもう片側あれば

ということだと思うんですけども、なかなか先ほど議員申されたとおり、用地がすぐに住宅地

になっておりますので、両方とも、これを確保するというのは今ちょっと困難かと思われます。 

 信号を戻せということでございますけども、今現在歩車分離式信号ということで、これにつ

きましても平成２３年度に信号が新設されまして、その後、安全対策としまして、いろいろガ

ードパイプやポスト号の設置等々やってございます。最近では南北の歩道についても拡幅とい

うか、木をとって子どもたちが通りやすいようにはしてございますけども、これをもう一度戻

せということになれば、多分小中学校、自治会等々の協議が必要になってきますので、すぐに

というわけにはいかないと思います。それぞれの場で話し合いを持って、三重県の公安委員会

に申請するという手順になると思います。 

 以上です。 



○議長（三宅 耕三君）   片松議員。 

○２番（片松 雅弘君）   今の歩車分離式を普通の信号に戻すということは、そういうこ

とが可能であるというふうに解釈をさせていただきました。皆さんからご要望があればそうい

うふうにさせていただきますよというふうに理解させていただきます。 

 あと考えられる方法は、バス通りから小学校までの間、その付近１００メートルぐらいの間

を交通時間帯、例えば朝の７時３０分から８時３０分とか、神田小学校付近のように自動車を

通行止めにする案、もしくはそして歩車分離式交差点をそのまま利用するとすれば、２回横断

歩道を渡るのではなく、一斉に渡れるようにスクランブル横断にするなどの考え方はありませ

んか。 

○議長（三宅 耕三君）   近藤建設部長。 

○建設部長（近藤 行弘君）   交差点の形態ということですので、これも私のほうからご

答弁申し上げます。 

 まず時間限定の通行止めということでございますけども、これにつきましても先ほどの信号

機と同じように、例えば地元の同意、これが第一原則になってきます。そうしますと例えば大

通りから１本２本入った各支線道路がございますよね、これに関する皆さんのご同意が要りま

すので、出ていくところがないという方も中にはいるかもわかりません。そんなことで、もう

これはちょっと大変困難ではないかと私は思います。 

 それでスクランブル方式に変えよというご提案でございますけども、スクランブル方式とい

うのは、交差点内どこを渡ってもいいよというのがスクランブル方式ということでございます

けども、横断する距離が長くなったりすることによりまして、信号の待ち時間も長くなるとい

うことは、幹線道路の渋滞にもつながります。いろんな要因がございます。ございますけれど

も、まず第一は児童生徒の安全ということで、これにつきましても学校、ＰＴＡ、地元自治会

等々、さまざまな協議を経まして、県公安委員会と協議になると思います。 

 以上です。 

○議長（三宅 耕三君）   片松議員。 

○２番（片松 雅弘君）   学校に通う保護者と子どもだけの問題ではなくて、できるだけ

地域一体となって、みんなでお年寄りの方も結構歩車分離式を迷ってみえる方もまだまだたく

さんみえますので、地域が一丸となって、いろんな安全対策に安心できる整備をこれからもお

願いしたいと思います。 

 あと神田の交差点なんですけども、安全策を講じるという案等ありますが、ここも逆にいえ

ば通学路の変更をしたらいかがかなと思っております。要は大きな交差点をどんどんと渡って

小学生と中学生がたまってしまうので道路にはみ出てしまうということになりますので、例え

ば東員交番の交差点から南に渡ってホームセンターの南から小学校に通じる道路があります。

実はここには全て歩道が整備されております。ここを通学路にするという案など考えませんか。

お願いします。 

○議長（三宅 耕三君）   岡野教育長。 



○教育長（岡野 譲治君）   通学路のことですので、私のほうからお答えをさせていただ

きます。 

 員弁街道変電所の付近の状況は、もう数年前から私どもも大変危ない地域であるという認識

があります。学校側もそういう認識がございまして、通学路の変更を以前企画をしたことがあ

りました。 

 通学路と申しますのは、基本的には学校が決定するということになって、決定したことを教

育委員会へ上げてもらう、もちろん学校が決定する時には保護者の方との協議という部分の協

議があるんですけれども、平成２５年度に通学路を変更する、あそこの南側、イヅモヤさんへ

渡るとか、交番のところを渡っていくとかというような案を示しながら当該地域の人たちに協

議をしていただいたんですけれども、残念ながら結果として、変更すべきが過半数にならなか

ったんです。 

 その大きな理由は、保護者の方々はやはり員弁街道を渡すことに対する危険というのをすご

く心配をされてました。白馬さんのところにある歩道橋を渡したいと。朝の通学の場合には集

団登校で行きますけれども、下校になりますと１年生・２年生、２～３人一緒になりますけれ

ども、それぞれ別々になると。ですから通学路を変更して、朝の通学路でイヅモヤさんの前の

あたりを通ったりすることは帰りもそこを通るということ、小さい子は思ってしまいますので、

やっぱり下校のことも考えたら歩道橋を渡したいという意見が多く、残念ながら先ほど議員提

案のようなご意見等は、全体のものにはならなかったということがありました。 

 現在大変危ない中でありますので、小学校・中学校の通学の時間差を設けるようにというの

で、小学校と中学校が協議をして、できる限り一遍にしないで、少しずらすというような取り

組みの徹底をしていただいておりますし、小学校では、そこを素早く渡るというようなことで

指導を進めております。また、ＰＴＡや教職員の見回り回数も他の場所に比べては多くしてお

ります。 

 今後も本当に危ないところでありますので、確実に安全なルートとか、保護者や地域の人た

ちと協議をしながら見つけていきたいなと思っておりますので、よろしくお願いしたいなと思

います。 

 以上でございます。 

○議長（三宅 耕三君）   片松議員。 

○２番（片松 雅弘君）   ありがとうございます。 

 今後まだまだ員弁街道の交通量が増えると思います。いなべ市あたりが企業誘致を行ったり

しておりますので、どんどんとまだまだ員弁街道ということは交通量が増えるということと思

いますので、時代とともに臨機応変に、それから早急な対策を期待します。 

 それでは質問事項の２つ目の町の財政力に合った施設の見直しについてを質問させていただ

きます。 

 本町は急激な高齢化による税収入の減少と高齢者福祉に、予算の大部分が今後必要となって

きます。そこで今後の町財政を考えるとき、どうしても検討すべき課題について質問します。 



 陸上競技場、野球場、町民プールについてお聞きします。 

 まず陸上競技場、野球場は年間どれぐらいの頻度で使用されていますか。陸上競技場で国体

のジュニアのサッカーを行うということだったんですけども、フィールド内の土を入れかえ、

芝も張りかえる必要があり、これらに係る工事費が高額なため、受け入れを返上したと聞いて

いますが本当ですか、お願いします。 

○議長（三宅 耕三君）   岡野譲治教育長。 

○教育長（岡野 譲治君）   片松議員のご質問にお答えをいたします。 

 １点目の陸上競技場、野球場、プールの年間の利用頻度についてですけれども、陸上競技場

は主に桑員陸協、桑員の中体連、町スポーツ協会など、昨年度は２万８，３２６人で、大会等

の占用利用で６５回の利用をいただいております。広域的な大会利用がほとんどで、町内・町

外の利用者内訳をお示しすることは困難でございます。 

 中央球場では、町スポーツ協会主催の少年野球大会や町内及び町外の草野球チームにご利用

いただき、昨年度は３，２３７人の方にご利用をいただきました。延べ７４回のご利用のうち、

８回が町外の方のご利用となっております。この２つの施設は平日の利用は非常に少なく、主

に土日・祝日の利用が現状でございます。 

 町民プールにつきましては、約２カ月間の開催期間で、昨年度は２万４，８７０人の方にご

利用をいただきましたが、利用者は券売機で入場券を購入していただき、受付で回収するとい

うご利用方法となるため、町内・町外の利用者内訳を把握することは困難でございます。ご理

解賜りますようにお願いを申し上げます。 

 また、国体の少年サッカーの返上に関する経緯でございますが、平成２５年３月に県のほう

からこういうことがあるということで、私どもも国体に関しては協力をしていかなくてはなら

ないというので、いろんなことを模索をしておりました。体育館を使ってもらう、こういうの

ができる、それからというので、一番いい方法として陸上競技場のサッカーに会場地をお願い

するというようなことが一番いいのではないかと。そして私どもとしては会場地を現状のまま

改修しないで開催することを条件に、三重県に対して会場候補地の申し出を行いました。平成

２６年３月に候補地として選定をされました。 

 これを受けまして、平成２７年１１月に、国体候補地を決定する中央競技団体の現地事前視

察というのがありました。サッカーの視察であります。その時に陸上競技場フィールド内の土

壌改良及び芝面全面張りかえなどの指摘事項を受けました。この結果を受けまして改修費用が

多額、具体的には約１億２，０００万円の改修費用があること、今後の施設のあり方や開催に

当たっての運営費など、慎重に検討した結果、本町での開催は財政的にも非常に厳しく、断念

する結論に至りまして、県のほうにもそういう申し出をし、本当にご迷惑をかけますけれども、

よろしくお願いしますというような申し出をさせていただきましたので、よろしくご理解賜り

ますようにお願いいたします。 

 以上でございます。 

○議長（三宅 耕三君）   片松議員。 



○２番（片松 雅弘君）   ありがとうございます。 

 施設がある限りは維持にかなり費用がかかると思います。そして、これらの施設を我が町の

施設として建設した経緯はわかりませんが、全国どのまちを見ても、東員町規模で持っている

まちはないと思います。 

 そこで施設を持っていることは誇りに思ってはいますが、現在の町の財政規模では維持管理

していくのは大変だと思います。今後この施設をどのようにしていくおつもりでしょうか。私

は非常に無理はあると思いますが、県の施設として県にお譲りすることはできませんか、お願

いします。 

○議長（三宅 耕三君）   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。 

 本町陸上競技場は、平成４年に２種公認としてオープンをしたと聞いております。当時この

桑員地区を中心にした北勢地区のスポーツ振興の拠点にするというようなお話もあるそうなん

ですけれども、この趣旨であれば県との共有財産、維持管理も一緒にしていただくというよう

な認識はあったと思います。平成２３年度に、私どもも県のスポーツ振興室のほうにそういう

旨を依頼というか、確認をさせてもらいましたけれども、県のほうの答弁としては、現時点で

は県としては全く考えていないと。これは私だけではなくて、各校の方々も何度も県との共有

財産、県に移管しますよというお話は多分してみえると思うんですけれども、なかなか県とし

ては考えていないという答弁であったと思います。県が受け入れることは非常に厳しいのでは

ないかなと思っております。 

 以上でございます。 

○議長（三宅 耕三君）   片松議員。 

○２番（片松 雅弘君）   県に委託するということは非常に難しいというご答弁でしたが、

本来は譲渡して維持管理は当町で受託すると。使用するときに利用料を払えばいいのかなとも

思っております。 

 また、どうしても県で受け取ってもらえない場合は、解体して別途企業誘致等も行えばよい

と思いますが、またそういう時期が来たら検討をしてください。 

 ３問目の町営墓地について、お聞きさせていただきます。 

 本町には規模の大きな墓地と斎場があります。このことについては大変よいことだと思いま

すが、今後どのように維持管理されるかが気になるところです。 

 そこでまずお伺いしますが、現在墓地の維持管理は町でしてると思いますが、その管理経費

と現在の利用状況について、お聞かせください。 

○議長（三宅 耕三君）   伊藤通数生活部長。 

○生活部長（伊藤 通数君）   続きまして、町営墓地についてのご質問にお答えいたしま

す。 

 本町の墓地公園は、昭和６２年１０月にＡ型７３６区画、Ｂ型２７３区画、合わせて１，０

０９区画を建設しましたが、その後も墓地利用を希望する町民からの高い要望もあり、平成１



２年１２月にＡ型９８区画の増設を行い、ご利用いただいているところでございます。 

 墓地の利用については全ての区画が利用されておりますが、事情によりまして返還があった

場合の空き区画については公募を行い、希望者へ再貸し付けを行っております。 

 墓地公園の園庭管理、庭の管理でございますけども、それと維持管理に係る経費は墓地使用

者から納付いただいておる管理料で運営しております。実績としまして、平成２７年度の墓地

公園管理経費は３３０万円でございました。 

 以上でございます。 

○議長（三宅 耕三君）   片松議員。 

○２番（片松 雅弘君）   ありがとうございます。 

 本来家族で家庭で建てたお墓は親から子、そしてまたその子どもへといった形で受け継いで

きましたが、しかし近年は核家族とか少子高齢化が進む現在では、途中で受け継いでくれる人

がいなくなってしまうことも少なくありません。その背景には、子どもを持たないままの夫婦

が増えていることや、単身のまま結婚もせずに生涯を過ごしてしまう人が多くなっていること

もあります。 

 または若者の宗教離れで、お墓参りがされなくなった場合、現在きれいで整然としている墓

地がこのまま維持できるでしょうか。荒れた状態にならないか心配です。また使用したい人が

空きがなく、待ちになる場合もあると聞いています。事情により使用しなくなって返却する場

合、現在は支払った金額の半額での引き取りと聞いていますが、引き取り金額の半額の根拠を

お聞かせください。管理費も払っているので全額でもよいと思うのですが、お願いします。 

○議長（三宅 耕三君）   伊藤生活部長。 

○生活部長（伊藤 通数君）   墓地の利用継続につきましては、先ほどご指摘のとおり、

社会問題である少子高齢化が進んでまいりまして、祭祀を司る家族等がいなくなる状況も生じ

てくるのは現状でございます。 

 東員町の墓地公園の設置及び管理に関する条例１６条第１７条におきまして、この件につき

ましては定めがございまして、使用権の消滅、無縁墳墓等の処理規定がございます。第１６条

第１項では、使用者が死亡しまして相続人または継続して先祖の祭祀を司る者がいないとき、

または第２項では、住所不明なり１０年が経過して墓地の使用者が不明な場合、使用権が消滅

し、敷地内の一定の場所に移転し、処理することが町の責務の中でできるという形で、この件

につきましては、そういった相続人なり管理の方がなくなった墓地の使用権につきましては消

滅をさせて、町のほうで、その区画については空けた形でまた再利用するというような形で条

例がつくられております。 

 また、もう１つの使用料の還付の件でございますけども、使用料は、まずそこを使うという

権利をとっていただくことと、一旦そこを使用されたという実績もございますので、使用料に

つきましては本来ですと全額いただいてもいいかとは思うんですけど、ただ条例の中では、い

ろんな事情も含めて５０％はお返しするという形になっております。管理料につきましては、

使用とは別に維持管理する周りの水道の使用料もあったり、細かくいいますと、園庭の草刈り、



墓地公園内の樹木の伐採等もございますので、管理費はその年度までいただいて、翌年度はい

ただかないという形になります。 

 以上でございます。 

○議長（三宅 耕三君）   片松議員。 

○２番（片松 雅弘君）   ありがとうございます。 

 お墓の維持管理ができなくなった方、または息子さん、娘さんの次の世代の心配されている

方のお墓の心配、そこまでしてお墓を持つ意味があるのかとかいう話はよくお聞きします。こ

のため、自分の代以降に継承する相手がいないことに悩むお年寄りもたくさんいます。だれに

も継承されることなく最後の代の方が亡くなってしまうことになってしまいます。 

 そこで斎場の近く、または敷地内に永代供養ができる施設をつくって、町内のお寺さんにお

願いをして維持管理をしていただく方法など考えますが、いかがでしょうか。全国的に見ても

今後そのような形態がもっと進んでくると思います。そうすればお墓が荒れることなく、時代

に合った状態が維持できるのではないかと思われますが、いかがでしょうか。 

○議長（三宅 耕三君）   伊藤生活部長。 

○生活部長（伊藤 通数君）   ご質問の永代供養のできる施設でございますけども、今の

現状も墓地の墓の部分の敷地は行政のほうで、また町のほうで用意させていただいて、その中

に入る墓石なり供養塔、または墓の中に入る骨、納骨されたものですね、そういったところま

で行政が携わる部分というのは、今のところ考えがございません。先ほど議員がおっしゃった

ように、地域にも宗教の団体なりいろいろな団体がありますし、もともと手すきであるお寺と

いうか、亡くなられた方の根拠となるところもあると思いますので、そういったところでの永

代供養なりの部分を賄っていただくのが、町としてはありがたいというふうに考えております。 

○議長（三宅 耕三君）   片松議員。 

○２番（片松 雅弘君）   今の費用の面に関しましても、永代供養の場合はかなり低額で

済むということなので、そういう方々のお金でやったらいいのかなと、だったら現実味がある

のかなと思います。 

 それとお寺さんの檀家制度なんですけども、永代供養につきましては、どちらかいうと無宗

教というか、どこの団体もそういう形になっておりますので、そういう宗教の違いということ

は余り考えられることはないのかなと。時代の流れで、お墓も代々ではなく個人個人になるか

もしれないと思っておりますので、今後そういう皆さんが今のお年寄りとか今後我々世代以降

の方々がどういうふうに、そういう時代が来たのかなということになった場合、できれば行政

のほうも柔軟な対応を、町営の場所でございますので、町営にするにしろ、ごえんさんにやっ

ていただくにしろ、柔軟な対応で今後やっていただきたいと思います。 

 以上で一般質問を終わります。 


