
○９番（水谷 喜和君）   ９番、水谷喜和でございます。 

 通告に従いまして２点の質問をさせていただきます。 

 １つ目は各種補助金団体について、２番目は地域住民の声はでございます。 

 １つ目の各種補助金団体について、質問させていただきます。この補助金団体ですね、以前

にも質問したことがあるんですが、その後いろいろと変わっておると思いますので、３つの項

目について質問させていただきます。 

 過去１０年間の団体数の変化と補助金額の増減はどのように推移しているかということ、２

番目に各種補助金団体の費用対効果はどのように検討していますか、３つ目、団体への定期監

査は実施しているかということのこの３点について、まずお答えいただきたいと思います。 

○議長（三宅 耕三君）   水谷俊郎町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   補助金に関しましてのご質問にお答えをさせていただきます。 

 現在、各種団体の運営に対する補助金といたしましては年間９，０００万円、また団体や個

人が実施した事業に対して支出する補助金が約９，０００万円、補助金ということで銘打って

いるのが合計１億８，０００万円ほどありまして、これは自治会をはじめその他の団体、個人

に対して支出していることになります。 

 この金額が多いか少ないかは、町民の皆さまや議員の皆さまにおいて評価が分かれるという

ふうには思っておりますが、近隣の市町の状況と比較いたしますと、本町における補助金の支

出額は多いというものになっております。 

 これまで行政改革の取り組みの中で補助金のあり方について検証し、見直しを行ってまいり

ましたが、これからの本町の財政状況を考えますと、さらに踏み込んだ取り組みが必要と考え

ております。 

 社会保障費の増加や人口減少、税収の伸び悩みなど、全国の大半の市町村が同様の課題を抱

え、今までのような行政サービスを提供することは困難となってきております。 

 本町においても急速な高齢化を迎えるとともに、財政状況が厳しくなることが予想されます

ので、さまざまな経費を削減する中で、補助金に対しても、さらなる見直しを行っていかなけ

ればなりません。町民の皆さまにとって本当に必要とされるもの、補助することによって大き

な成果が期待できるものなどについて、慎重に精査、検討を行ったものに限って補助金の支出

を認め、事業の必要性や、費用対効果の低いものにつきましては廃止、または縮小といったこ

とを行っていかなければならないと考えております。 

 詳細につきましては総務部長からお答えを申し上げます。 

○議長（三宅 耕三君）   齋藤博重総務部長。 

○総務部長（齋藤 博重君）   １つ目のご質問の、過去１０年間の補助団体数と補助金に

ついてでございますが、団体運営補助金に交付した事業数としましては、平成１８年度が２２

事業、平成２７年度が１８事業で、４事業が減少しております。補助金の支出額では平成１８

年度が１億１，７００万円、平成２７年度が約９，３００万円と、２，４００万円の減少とな

っております。 



 ２つ目のご質問の各種補助金団体の費用対効果についての検討でございますが、行財政改革

の取り組みの中で、団体運営についての補助のあり方について検証を行ってまいりました。そ

の他、毎年総合計画の施策評価及び事務事業評価において、補助金の支出に対しても評価を行

っており、予算編成において、限られた財源の中で必要性を精査した上で予算配分を行ってお

ります。 

 ３つ目のご質問の団体への監査につきましては、団体内の会計が適正に管理されているかは、

団体で決められた規定によりまして内部監査が実施されているものと考えておりますが、本町

が支出した補助金が適正に執行されているかにつきましては、担当課において補助金の要綱を

定めておりまして、実績報告書、関係書類において確認を行っており、随時監査を実施するこ

ととしております。 

 限られた財源から支出する補助金が適正に、また効果的に執行されているかを確認し、その

事業の必要性を検証することが重要であるものと考えておりますので、ご理解賜りますようお

願い申し上げます。 

○議長（三宅 耕三君）   水谷議員。 

○９番（水谷 喜和君）   お答えいただきました。 

 過去１０年間というと、今の町長からここにおられる執行部の方、ほとんどいられなかった

という随分前の話まで持ち出しましたが、その間には平成１８年度から始まりました行政改革

委員会等、いろいろとご意見をいただいて精査していただいたと思っております。 

 ちょっとお聞きしたいのは、私が補助金について質問をすると、減らせという質問という誤

解を受けているのですが、私は減らすばかりが脳やないということで、地域のために、まちづ

くりのために頑張っていただく補助金団体について、いいものであれば増やしていきたいとい

う思いもございますが、今回については増やすとか減らすという、いろんな私の材料を持ち合

わせておりませんので、その辺はお聞きいたしませんが、この１０年間の中に団体の数が減っ

ていると、金額も極端に減っているということでございますが、この辺は団体の数も減ってい

るということで、これがいわゆる団体活動の中で、もう補助金要らんという自立をされたのか、

それとも何かあって、いろんな事情があって減ったのか。それから金額的に余りにも減ってい

るように感じますので、その辺のところをもう一度お聞かせいただきたいと思います。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（三宅 耕三君）   齋藤総務部長。 

○総務部長（齋藤 博重君）   先ほど申し上げたことをもう一度申し上げます。 

 まず金額ですが、平成１８年度が１億１，７００万円、平成２７年度が９，３００万円で、

この差２，４００万円の減少でございます。数は確かに４事業ほど減っておりますが、これに

つきましてはふるさと事業づくり補助金、こういったものを補助金から交付金に改めましたり、

ボランティア活動の仕組みの補助金も変えてきております。あと文化振興団体、特にこれ文化

協会でございますが、これまで一般の任意の団体であったものが補助金として出しておりまし

た。それが一般社団法人ということで、補助金ではなく自立という形で補助金を削減したりし



てきております。 

 簡単ですが以上です。 

○議長（三宅 耕三君）   水谷町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   実は補助金で出していたものが別のもの、例えば委託金だとか、

そういうものに変わったということで、私は余り補助金の性格としては変わってない。ですか

ら先ほど１億８，０００万円と言いましたのは、補助金として出しているものであって、変わ

ったもの、要するに委託金だとか、そういう変わったものについては入ってないんですね。で

すから補助金的な性格のものを含めると、もっと増えるというふうに考えております。ですか

ら補助金が減ったように見えてるんですが、実は減ってないと。団体も減ってるように見えて

るんですが、減ってない、こういうことかなというふうに思います。 

○議長（三宅 耕三君）   水谷議員。 

○９番（水谷 喜和君）   我々補助金と簡単に言いますけど、なかなか行政のその年の受

け取り方、我々の補助金についての受け取り方が、私もまだ勉強不足で、その辺の行き違いも

あろうかと思いますけど、そんなには減ってない。団体も一般社団法人に移行して立派に自立

している団体もあるということで、それはそれで結構だと思います。 

 私が今から再質問という形でお話をさせていただく団体ですね、以前は補助金団体というこ

とでやっておられたが、今回の団体の中で数が減っている中に入っている団体で、本当の補助

金団体ということは申し上げられないかわかりませんけど、大きな意味で補助金団体というこ

とでお伺いいたします。 

 私が平成２２年の９月議会の一般質問で、先ほど申しました団体、観光協会でございます。

この辺の協会の体質改善について質問をいたしました。それ以後、組織の運営改善をいただき、

運営補助金も現在は出ていないということで聞いておりますが、今年度に入ってから私がこち

らへ出していただいてから、いろんな人に会うと、どうもその団体、観光協会が、一般の人に

言わすと無茶苦茶やということですね。 

 どういう無茶苦茶か私もわかりませんし、どうも活動が減っているなということで、東員町

のホームページもちょっとのぞかせていただいたんですが、その中には観光協会の活動として、

６月か７月にマルシェで１２月にもマルシェをやるということで、以前に比べると相当行事日

程が減っているということで、何かあったんだなということで思っておりますので、その辺の

いわゆる観光協会の現状がどのようになっているのかということを、お聞きしたいと思います。 

 よろしくお願いします。 

○議長（三宅 耕三君）   近藤建設部長。 

○建設部長（近藤 行弘君）   それではご答弁申し上げます。 

 この観光協会については、平成１８年、ご存じのように４月１日から発足をして、しっかり

と事業をやっていただいておりました。その後、平成２２年６月１０日、この時に一般社団法

人化されまして、本町の観光の普及を行うための観光行事とかイベントの企画、これを行うこ

とで観光振興を通じた地域づくりに大変ご尽力をいただいておりました。 



 議員ご指摘のとおり、ここ１年ぐらい、組織の運営方針などについて、私ども聞いておりま

すのは役員の皆さんの意見の食い違いみたいなものがあって、組織自体については少し弱体化

をしておるということでお聞きをしてます。 

 以上です。 

○議長（三宅 耕三君）   水谷議員。 

○９番（水谷 喜和君）   ただいまお答えいただきました観光協会が、いわゆる弱体化し

ているということで、現在でも先ほど言いましたようにマルシェ等、観光協会の名前で行われ

てます。これは弱体化の中で今、観光協会の名前を使って一部イベントが行われておりますが、

どのような形で行われているか、お答えいただきたいと思います。 

○議長（三宅 耕三君）   近藤建設部長。 

○建設部長（近藤 行弘君）   お答え申し上げます。 

 これまでご好評をいただきましたイベント事業、これにつきましては今までどおり継続をし

てやっていただくということで認識をしてございます。これからも観光振興、イベント、これ

に対しましては熱意と実行力がある方が中心となりまして、今までもこれからもしていただき

たいと私は思ってございます。 

 以上です。 

○議長（三宅 耕三君）   水谷議員。 

○９番（水谷 喜和君）   観光協会に限らず、昨日も同僚議員からいろいろとありました

ように、いわゆるまちの情報発信ですね、これは何としてもやっていかなあかんということで、

特に観光については、ないないと言っても東員町にはいろんな祭りだとか、こういった公園に

ついても、いろいろと町外から半分以上の参加者が来ていただいているということで、こうい

ったことを情報発信していかないかんと。 

 何としても今の組織は弱体化したところで、一般社団法人ということで、以前は委託業務と

してライトアップなり、魚つり、それから騎馬行列、あげくの果てには農業団体のやっている

景観植物、コスモスの植栽、それについてもおらがやっているんだという観光協会の旗がズラ

ッと立ってまして、どういった協会だと、どこからお金が出てくるんだというような委託業務

ですね、どんどん出たという時代がありまして、大変な勢いでやっていただいておりました。 

 当時のリーダーさんたちは非常に頑張っていただいたということでございますが、今はこう

いった団体が弱体化する中で、一般社団法人、いわゆる法人格を持った団体でございますので、

町長が何を言えるわけでなし、執行部の方、あるいは外部の方が、この経営についてはほとん

ど口が聞けない、ものが言えない状態でございます。 

 この観光協会については、その団体そのものの会員自らが再生能力を持ってしっかりやって

いただかないと、まず再生能力、私はなかなか難しいなということで思っておりますし、再生

しない限り東員町の情報発信ができないということで、これを再生を待っている暇はございま

せんので、明日からといいますか、来年からといいますか、こういったイベント、東員町の情

報発信をするための、待っておられませんので、こういったところの受け皿についてどういう



考えをされているか、もう一度お伺いいたします。 

○議長（三宅 耕三君）   近藤建設部長。 

○建設部長（近藤 行弘君）   ちょっと話を戻しますけど、先ほどの補助金の関係なんで

すけども、確かに平成２０年９月、この議会で水谷議員が補助金団体について、かなり突っ込

んだご質問をされました。それが発端となって補助金団体の見直しがされました。これについ

ては、私どもからすれば本当にありがたいお話だったと思います。 

 それで先ほどの観光振興を今後どのようにやっていくかというお話なんですけども、これは

私どもから言えることはただ１点、先ほども申し上げましたけども熱意と実行力、これをお持

ちの方を中心に、しっかりと本町観光推進のかなめとなっていただけますように、町といたし

ましてもお願いを申し上げるところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（三宅 耕三君）   水谷議員。 

○９番（水谷 喜和君）   今、建設部長から志ある方にやっていただきたいと、私も同感

でございます。いつまでも、いくら実績のあった団体でも、内部で混乱を起こすような団体に、

この東員町の情報発信はさせられませんので、どうかそういった志ある方、老若男女といいま

すか、若い方、年配の方、結構でございますので、そういう方を執行部なり、各地域の会の中

から一遍探していただいて、発掘していただいて、東員町の立派な情報発信をしていただくよ

うに、執行部としてはそういった強力なサポートをしていただくようにお願いをいたしまして、

１問目の質問は終わらせていただきます。 

 ２番目の地域住民の声は、ということに移らせていただきます。 

 地域住民の声はということで、役場には数多くの方から、自治会長をはじめ個人、組織から、

いろんな要望が寄せられると思います。こういった各種要望、それから苦情等寄せられると思

いますが、どのように保管、管理されていますか。 

 ２つ目に、要望受付のマニュアルというものがつくられていますかということについて、お

尋ねいたします。よろしくお願いいたします。 

○議長（三宅 耕三君）   齋藤博重総務部長。 

○総務部長（齋藤 博重君）   質問にお答えをさせていただきます。 

 個人や自治会からのご要望やご意見は電話や窓口、自治会を通じましての要望書などの従来

からの方法や役場ロビーのつぶやきポストや町ホームページのご意見箱、各課へのメールなど、

さまざまな手段で行政にお寄せいただいております。 

 こうした中、町政に対する町民の信頼確保を目的に、平成２８年５月に取り扱い要領を定め

まして運用をいたしております。個人の方からご要望等がございましたら、要望者の氏名、連

絡先がわかるものにつきましては、受け付けた日からおおむね２週間以内に回答をいたしてお

ります。また、その内容を個人情報に配慮しながら、公表できるものにつきましては町ホーム

ページで公表させていただいております。 

 要望等にかかる様式につきましては特に定めてはおりませんが、個人の場合はメールやホー



ムページのご意見箱、役場ロビーのつぶやきポストに投函されるご意見やご要望が主となって

おります。これらのご要望等をいただきましたら、公聴の窓口でございます政策課が受け付け

を行いまして、担当部署で回答をいたしております。 

 次に自治会からのご要望等につきましても要望書の様式は定めておりませんが、担当する部

署が受付を行い、ご要望の内容を十分にお聞きして回答をいたしております。このほか文書に

よらない要望等、俗にいいます口ききでございますが、こちらに対しましては様式、フローチ

ャートを作成しまして、マニュアル化した上でホームページにも掲載をさせていただいており

ます。 

 また窓口、電話などによりお受けしました苦情等につきましては、それぞれの部署におきま

して、町内で定められた書式により処理することとしております。 

 なお、これらのご要望や苦情等につきましては、回答した課で保管、管理いたしております

ので、ご理解賜りますようよろしくお願いいたします。 

○議長（三宅 耕三君）   水谷議員。 

○９番（水谷 喜和君）   お答えいただきました。 

 いろんな要望があるということで、また各部門、各要望者によっていろいろと違うというこ

とで、私がこのお尋ねをするのは、私が以前と、また今回もいろいろと庁舎のほうへ出入りさ

せていただく中で、まず自治会長さんとはよくお会いするんですね。何やといったら、今日は

要望書を持ってきたとか、いろんな話をしにきたということでお会いするんですが、どうも様

式がバラバラで、ある自治会長はピシッと様式を書いて、いついっか出しましたと、控えもき

ちっと持っていると。ある方はメモ程度であったりということで、何か統一してないなという

思いがありました。 

 ある自治会長とのやりとりの中で、これ半年前に出したけど一切返事がない、先ほどは２週

間以内に返事をするというようなお答えがございましたけど、半年してもこそっともお答えが

なかったし困ったもんだなということもお聞きしましたし、これが緊急性があったらどうする

のかなという思いがありました。 

 それと担当が変わると、そんな話は聞いたことない、要望もないですよ、金もありませんよ

ということで、多くはないんですけど、私の耳にも入っていますので、これはいかがなものか

なということがありました。 

 昨今、我々も年とってからでも、スマートフォンを持って動いている状態でございます。役

場の方は全て今のデジタル機器を使いこなしていると思います。庁舎の中には、どこかわかり

ませんけど、庁舎の中で内部メディアというのがあろうかと思いますので、こういったこと要

望があった時に、当然あくまでも統一の要望書があって、どういう要望が地区から出てますよ

ということは、ここにおられる執行部の皆さんには情報が同時に流れていると。関係なければ、

こういう情報があるのかということで、情報の共有化をしてほしいなという思いがございます。 

 窓口で言って帰っていく人、窓口で担当者が、ああこれはだめですよと言ってすごすごと帰

っていく自治会長、慣れた時分にはまた自治会長も変わってますので、なかなか言った言わん、



言ってきたがなということもあろうかと思います。そういったこともありますので、全ての情

報は皆さんで共有していただきたいと思ってます。それは一つの情報源があると思いますので、

そういったことをやっていただきたいなと思います。 

 事例を申しますと、今、ある自治会長がそういったこともしてほしいんだと。先ほど言いま

した、半年前に出したのがちょっとも返事が返ってこんと。それはミニ住宅開発ですか、そう

いったこともできて、在来では若い家族が入っていただいておると。当然お子さまもいるとい

うことで、用水路の危険性についてとか、せめて防護壁をやってほしいなという地域の思いで

出したのが、いまだに返ってこんでと。 

 財政のこともありますので、すぐやりますということは言えないと思いますので、せめてこ

れお金、現在ありませんので、自治会長さん、地元の方、ちょっと手伝ってください、ちょっ

とその辺の網でも仮設にしたらどうでしょうか、一緒に手伝っていただけませんかとか、そう

いったことをやっていただければ、地元としてもちょっとは安心しますということでございま

すので、もう少し地域のこと、住民の声をうまく吸い取って、返事も確実に責任を持ってする

と。 

 してるかどうかわかりませんけど、窓口で、これはできませんねという形でポンと蹴らんよ

うに。蹴っても部長なり最高責任者が、ああ、聞きましたと報告を受けて、これは蹴ったらあ

かん、すぐでもしなさいという判断ができる場合もあるかもわかりませんので、そういったこ

とをするためには、どうしてもこういう大事な地域の声、住民の声をうまくまとめていただく、

皆さんが共有していただくということを提案するんですが、ひとつお答えいただきたいと思い

ます。 

○議長（三宅 耕三君）   齋藤博重総務部長。 

○総務部長（齋藤 博重君）   先ほどご指摘がありましたものについて、また後ほど具体

的にお教えをいただきたいと思います。 

 実はこの要望等につきましては、１カ月ほど前の幹部会でも議論をさせていただいたところ

でございまして、文書もない要望等、電話も含めてあるだろうと。それについてはまずは一旦

文書化して、それぞれ担当課、部長を経由して、ものによっては幹部会に出すということを、

つい１カ月ほど前も確認をさせてもらってます。 

 それと徹底させていただいてきてますのが、この町政懇談会を開かせていただいたものにつ

いては、即時に答えられるものと回答までに時間のかかるもの、原課に確認をしてみないとわ

からないもの、またすぐに答えられないものについて、それぞれ仕分けをさせていただいて文

書で回答させていただくとともに、ホームページに今回から公表をさせていただくように取り

組みを進めております。 

 さらに今後、要望等に対する答え方については２週間を基本に考えていきたい。ただ、財政

上の話につきましては即答を明確にできるという答えではないにしても、何らかのお答えをさ

せていただくように努めたいと思います。 

 以上です。 



○議長（三宅 耕三君）   水谷議員。 

○９番（水谷 喜和君）   お答えいただきまして、十分私も納得いく答え、これからも皆

さんで勉強していくというような、よりよいものをつくっていくということでございますので、

ぜひやっていただきたいと思います。 

 自治会長さんも１２月で変わる地域もございます。新しい自治会長さんも出てこられると思

いますので、いろんな要望書を持ってきますので、これは自治会長、地域の代表でございます

ので、そういった方の意見をうまく吸い上げていただいて、よりよいまちづくりに努めていた

だきたいと思います。 

 以上で私の質問、終わらせていただきます。どうもありがとうございました。 


