
○１４（大崎 潤子君）   １４番、日本共産党の大崎潤子です。今１２月定例議会におき

まして、第５次東員町総合計画の基本施策の中から①安全・安心なまち、②人に優しいまち、

④快適なまちについてと職員の雇用状況について質問いたします。各部局の明快な答弁を求め

たいと思います。 

 １点目は、平成２３年度から１０年間を見据えた第５次総合計画も折り返し地点を通過いた

しました。主要な施策に町道の整備、安全で快適な道づくりの推進では、危険箇所の改善、歩

行空間の確保など安全性や災害時への対応、バリアフリー化、環境・景観に配慮した安全で快

適なまちづくりを進めますとなっています。 

 そこで次の点を伺います。①再三道路上の消えた白線については改善を求めてきました。決

算額では２８年度２４６万円余となっていましたが、目に見えてここの白線が改められたとい

う実感が湧きません。安全・安心なまちを造るためにも予算を増やすべきだと考えますがどう

でしょうか。 

 ②平成２８年度に側線は何ｋｍ実施されましたでしょうか。自治会、学校関係、その他要望

に対してはどうでしたでしょうか。 

 ③歩道設置・整備をの声が多くあります。例えば国道４２１、笹尾西入り口からいなべ方面

へ、笹尾東入り口から南変電所まで、あるいは東員郵便局から西へ、そして現在検討されてお

ります弁天通り城山から大仲溜まで、この要求にどう答えていただけますか。また総合計画に

おきましては、平成２７年度中間目標値１０．２％となっています。目標値に対してはどうで

したでしょうか。 

 ④天気予報で雪情報が放送されるようになりました。坂には融雪剤のボックスが設置されま

したが、生活道路にも融雪剤が必要ではないかと考えますがいかがでしょうか。 

 ⑤安全・安心に欠かせない消火栓の蓋を囲む黄色い線が多くのところで消えています。団地

内の公園には、防火水槽駐停車禁止の黄色の囲いの表示がありますが、これは西１丁目の松葉

公園、城山１丁目のあかしや公園以外はほとんど消えている状況。これで安全・安心は守れま

すか。どのような管理・点検がされているのか、早急な改善を求め建設部長の答弁を求めます。 

○議長（鷲田 昭男君）   近藤行弘建設部長。 

○建設部長（近藤 行弘君）   議員もご承知と思いますが、路面表示には「実線」「破線」

「スピード落とせ」「歩行者注意」など町道において本町により施工できるものと、交通規制

を伴う「止まれ」「横断歩道」「追い越し禁止の黄色いセンターライン」など警察が対応する

もの、また県道等につきましては道路管理者でございます三重県が施工する路面表示がござい

ます。 

 それでは、ご質問事項が多くございましたので順にお答え申し上げます。 

 まず平成２８年度の区画線工事の決算額２４６万円で、どの程度区画線が引けたのかのご質

問でございますが、実施工延長としましては、文字による路面表示なども含めまして約７．８

ｋｍの工事を行ってございます。 

 次に歩道の整備を求める要望が多いが、総合計画のみんなで目指す目標値で掲げてございま



す歩道整備率の状況はどうかとのご質問につきましては、町道穴太南北線、大木八幡新田線、

中上南大社線、この整備が完了し、総合計画の中間年度でございます平成２７年度時点での中

間目標値である１０．２％に達しております。なお、ご案内の歩道整備路線につきましては、

優先順位によりまして順次整備してまいるところでございます。 

 続きまして、融雪剤はどのようなところに備え付けしているのか。また、希望があれば生活

道路にも設置できるのかについてですが、融雪剤につきましては、主に幹線道路沿いに設置し

てございます。各生活道路への設置まではできない現状となってございます。なお、今後も道

路幅員の狭い各生活道路までの設置は難しいかと考えてございます。 

 最後に、消火栓の蓋を囲む黄色い枠の線が消えているというご指摘でございますが、町内に

は消火栓が９０６カ所ございます。これらにつきましては、今後調査を行いまして改善を図っ

てまいります。以上でございます。 

○議長（鷲田 昭男君）   大崎潤子議員。 

○１４（大崎 潤子君）   建設部長から答弁いただきました。①、②につきましては、も

ちろん消えた白線、横断歩道については、県の予算で実施されるわけです。この横断歩道につ

いては、県において今年度は大幅な予算増になっておりますけれども、その点について以前に

担当課にお尋ねしたときに、いなべ署においてそういう要求をさせていただいています。下半

期ぐらいから実施できるのかなというような、そういう返答は話し合いの中でいただいたよう

に思うんですけれど、一向に進んでいないんですけれど、そのあたりのことについてお願いし

たいというふうに思います。 

 それと、先ほどセンターラインと側線、文字も含めて７．８ｋｍ実施いたしましたというこ

とでした。町道は２３０ｋｍあるわけなんですけれど、この１キロ線を引くのにいくらの金額

がかかって、実質センターラインではなくて、側線はどれだけの線を引かれたのか、その２点

についてとりあえず答弁をお願いいたします。 

○議長（鷲田 昭男君）   近藤行弘建設部長。 

○建設部長（近藤 行弘君）   ３点のご質問をいただいたと思います。 

 その前に、県予算の大幅増ということなんですけども、多分これ先生もご存じやと思います

けども、これにつきましては、大幅に減らされた後、戻ったということですので、実質通年よ

りは全く増えていないということで、警察の方々も困ってみえるところがございます。それは

ちょっとご理解いただきたいと思います。 

 交通規制を伴います横断歩道等の表示工事、これの今後の計画予定につきまして、いなべ警

察署へ確認いたしましたところ、今年度のいなべ警察署管内の横断歩道等の再表示予定は全て

執行済みということでご回答いただいてございます。これなぜかと申し上げますと、いなべ市

の藤原町地内で小中学校の統廃合というのがかなりあったということで、それに伴います横断

歩道の廃止が３０件以上あったということでございます。これに伴いまして集中的にその他の

規制の表示も書き直しを行ったと、こういうことでございますので、今後もこのようなことが

あれば、こういう形で書き直しを進めていくという返答でございました。しかしながら、当然



歩行者が安全に通行できるように、これからも粘り強く要望してまいりたいと思います。 

 それと基本単価でございますけども、１ｋｍで約でございますけども、２１万１，０００円

程度、基本単価でよろしいですね。 

 それと側線だけの距離は今数字にないというか集計しておりませんので、後に集計してわか

ったらまたご報告ということでよろしくお願いします。済みません。 

○議長（鷲田 昭男君）   大崎潤子議員。 

○１４（大崎 潤子君）   県の予算で大幅増ではなくて、もともと前年度減らされて、そ

れが元に戻ったので大幅でないよというような答弁だったというふうに思います。それにいた

しましても、先ほどお話を聞いていたら、いなべ署管内ではもう執行済みということで、東員

町地内の横断歩道の消えた部分については、持ち越しというか次年度というか、そういう形で

理解すればよろしいでしょうか。たくさんの部分が消えております。もちろん道路の改修に合

わせてきれいにされた部分もありますけれど、それは本当にわずかだというふうに思います。

そのあたりについて、担当課もきちっといなべ署には声を届けていますということですけれど

も、これは逆に言いまして町の財源がない中なんですけれど、町独自でいくということは不可

能なんでしょうか、その辺お願いいたします。 

○議長（鷲田 昭男君）   近藤行弘建設部長。 

○建設部長（近藤 行弘君）   なかなか横断歩道というのは、目立つところですし薄くな

ると本当に大変危ないということは重々私どももわかってございます。その中でも例えば大社

橋とか笹尾中央通り、第二中学校のあたり、これについては横断歩道は引き直していただいて

おりますし、先生が言われる工事に伴います施工ということでやっているところもあります。 

 それとどうしても東員町で引けないのかということですけども、これにつきましては、また

いなべ署との協議の中で、例えばそこで事故があったとか多発しているとか、そういったこと

であれば東員町が巻き返してでもやるべきではないかと、私はそう考えてございます。以上で

ございます。 

○議長（鷲田 昭男君）   大崎潤子議員。 

○１４（大崎 潤子君）   安全・安心なまちで、やはり高齢者や子どもたちを守るという

立場にぜひ立っていただいて、とにかくいろんな形、努力していただいているけれども、横断

歩道を含めて、いろんな意味で交通事故から町民の皆さんを守っていただきたいという思いが

強いわけです。 

 それで、現実通学路でありながら実際に側線が消えているところもあるわけなんです。現状

としまして、きちっと調査なりはなさっているとは思いますけれど、どういう形で点検して、

来年度はここに線を引こうとか、そういうことをちょっと道路パトロールで発見される部分も

あるということですが、その部分以外に担当課としてはどのような努力をなさっているのかお

願いしたいというふうに思います。 

○議長（鷲田 昭男君）   近藤行弘建設部長。 

○建設部長（近藤 行弘君）   道路パトロールというご答弁を申し上げようと思ったんで



すけど、先に言われましたので、道路パトロールがまず第一でございます。それと職員が例え

ば町内を回るときに、当然管轄職員というのは、例えば道路の管轄部分であれば側線が気にな

るなと、上下水道課であればマンホールが気になるなと、やっぱりその職に伴いまして、いろ

んな気になるところがありますので、当然建設課の職員を含めまして、出ていったときに、こ

こが大分薄くなってるよとか、そういったところはメモを取りながらやってございます。 

 なお、交通安全プログラムというのがございまして、その中でも各小学校さん、警察、また

国県道を管理してございます桑名建設事務所に入っていただきまして、そういったことを含め

まして検討しているということになってございます。以上でございます。 

○議長（鷲田 昭男君）   大崎潤子議員。 

○１４（大崎 潤子君）   道路パトロールも含め交通安全プログラム、そういう中できち

っと点検しているということです。その点検されたところが一日も早く破線なり側線なり、横

断歩道なり設置していただくよう努力をお願いしたいというふうに思います。 

 歩道整備については、優先順位をつけて今後行うというか実施していきたいということでし

たが、当面の優先順位としては、弁天通りの城山から大仲溜へ向けての歩道整備なのかどうな

のかが１点で、今後そこが終われば次はここを計画していますというのがあれば、ぜひお願い

したいというふうに思いますがいかがでしょうか。 

○議長（鷲田 昭男君）   近藤行弘建設部長。 

○建設部長（近藤 行弘君）   城山からサンシへ抜ける道路ですね、これにつきましては

当然第一優先としてと建設部としては考えてございます。 

 なお、その後の歩道整備につきましては、先ほども申し上げましたけども、交通安全プログ

ラムの中で、まずは子どもたちの安全を確保するということで、そういったところから優先し

てやっていきたいと思っております。以上です。 

○議長（鷲田 昭男君）   大崎潤子議員。 

○１４（大崎 潤子君）   歩道については、第一義的に城山から大仲溜へ向けての歩道設

置を実施したいということでわかりました。その後については、この地域という地域はないと

いう形で理解すればよろしいですね。そういう形で理解いたします。 

 ４点目の融雪剤については、基本的にできないということでしたが、高齢者の皆さんにとっ

ては、雪かきが大変であったというお声をいただきましたので、１つの提案といたしまして、

自治会長会の中で協議もしていただかなきゃいけないかもわかりませんけれど、全自治会に置

かなくても、必要な自治会があれば、そちらの方に置いておくという方法はいかがでしょうか、

お願いいたします。 

○議長（鷲田 昭男君）   近藤行弘建設部長。 

○建設部長（近藤 行弘君）   確かに東員町の七十何億の予算から申し上げますと、そう

いったところもプライマリーバランスといいますか、しっかり考えていかないといけないとい

うことで、融雪剤につきましては、まずは雪が降りそうだなというときに在庫があれば、例え

ば各小学校さんとか自治会なんかで小学校の通学路に撒いていただく場合、それについては私



どもで融通している場合もございます。以上でございます。 

○議長（鷲田 昭男君）   大崎潤子議員。 

○１４（大崎 潤子君）   わかりました。今後考えていただきたい部分でもあるのではな

いかなというふうに思いますので、ぜひまたどこか頭の隅に置いていただければというふうに

思います。 

 ５点目の消火栓の件なんですけれど、町内に９０６カ所あるということで、今後消えている

かどうかの確認を調査いたしますということの答弁でしたけれど、こういう問題、質問をしな

ければとふと思うんですよね。こういう質問をして、今後調査いたしますという答弁はいかが

かなというふうに思います。ふだんの中で、どのような形でこの点検、あるいは集約をなさっ

ているのか非常に疑問に思いました。 

 団地内も、先ほど２カ所言いましたけど、あとはほとんど黄色い枠も取れている、防火水槽

駐停車禁止ですというのも消えている。もちろん若干残っている部分はございますが、そうい

うことについての点検、この間の聞き取りのときも、簡単に今後調査いたします。数が多いん

ですというような聞き取りがございました。その聞き取りをしてからでも一定の日時がありま

すよね。その期間何をなさっていたんですか。全くこの調査についてはなされていないんです

か。非常に残念に思いますけれど、答弁お願いいたします。 

○議長（鷲田 昭男君）   伊藤通数生活部長。 

○生活部長（伊藤 通数君）   ご指摘の部分についてお答えさせていただきます。 

 消火栓の周り、それと防火水槽の周りの件につきましては、消火栓のホースも設置するとこ

ろもございますし、消火栓のホースの入れ替えなり、またその中身があるのかどうかというチ

ェックも、また自治会の方にもお願いしとる中、その点についても現場は見ております。ただ、

先ほども言ったように予算的なこともございましたし、色がどこまでさめたら色を塗り替えな

あかんというところもありますし、消防施設の順位の中でも検討してもらった中ではございま

す。 

 今回ご指摘いただいた部分につきましても、早速現場の方もう一度確認を昨日まではさせて

いただきました。やはり言われるとおりに、ちゃんとしっかり残っているところもありますし、

色が薄まっているところもございますので、その辺につきましては、いろんな補助金なり、ま

た交付金の中からも捻出しながらやっていきたいというところがございます。ただ一気に全部

というのがどれだけあるかというのをもうちょっと調べさせていただいて、この辺についての

対応を早急に進め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（鷲田 昭男君）   大崎潤子議員。 

○１４（大崎 潤子君）   これは本当に大切なことでありまして、消火栓ボックスの中の

点検をするときに、自治会の皆さんにまたご面倒をかける部分あるかもわかりませんけれど、

消火栓ボックスを点検されるときに、ついでに文字表示がどうなっているのか、消火栓の蓋の

周りの黄色がどうなっているのか、そういうこともきちっと見ていただいて、自治会からの報

告を受けて早急に現場へ出かけていって、これは例えば１年後にオーケーなのか、そういうこ



とをしていただければいいのかなというふうに思うんです。そういうシステムがなければ、こ

れを機会にきちっとそういうものをつけていただいて、消火栓ボックスの点検時に併せて、こ

ういう点検もしてくださいというような項目をつけていただくことができるのかどうなのか、

そのあたりの検討といいましょうか、お願いしたいというふうに思います。 

○議長（鷲田 昭男君）   伊藤通数生活部長。 

○生活部長（伊藤 通数君）   おっしゃるとおり、その点も含めて、点検の一部としてつ

け加えさせていただいて、自治会の方にもお願いしたいと思います。また独自にも私どももさ

せていただく分もございます。 

○議長（鷲田 昭男君）   大崎潤子議員。 

○１４（大崎 潤子君）   何よりも安心・安全、そういう観点から道路標識も含めまして

消火栓など要するに標識・表示をきちっとやっていただきたいというふうに思います。予算が

伴うことでありますので、一遍にはできないということは重々わかっております。ブロックを

決めていただくなり学校区を決めてやっていただくなりして、順次ローテーションを組んでし

ていただきたいというふうに思います。その点お願いいたします。 

 続きまして２点目、快適なまちでございます。２点目は快適なまちで、公園緑地、水辺の整

備です。町民の憩いの広場、交流の場であるため池公園の万助溜は、今年もたくさんの水鳥が

羽を休めております。一方、人工的に作られた池は現在は蓮池となっています。またその蓮池

にはたくさんの鯉が泳いでいますが、土砂の堆積や落ち葉、そういう堆積で鯉が泳ぐのも大変

難儀な状況であります。六、七年前に一度、手前部分の土砂を撤去し整備しましたが、根本的

な改善策が必要ではないかと思います。ぜひ改善策を求めたいと思います。 

 ２点目は、子どもから高齢者まで利用でき様々な機能を備えた公園・広場等の整備・改修を

図りますと総合計画の中に書かれておりますが、具体的な考えはありますでしょうか、建設部

長の答弁を求めます。 

○議長（鷲田 昭男君）   近藤行弘建設部長。 

○建設部長（近藤 行弘君）   それでは「快適なまち」についてのご質問にお答え申し上

げます。 

 万助溜公園は、三重県が事業主体となりまして、ため池を保全・管理する「施設整備」と併

せ、豊かで潤いのある「水辺環境空間を創造すること」を目的として、平成７年度から平成９

年度の３カ年で整備されました。現在も町民の方の憩いの場、交流の場として多くの方々にご

利用いただいております。 

 それでは、１点目の万助溜公園の上溜に堆積している土砂の撤去についてのご質問にお答え

申し上げます。万助溜公園の上溜に堆積している土砂につきましては、平成２３年度に一部撤

去作業を実施しております。しかしながら、万助溜公園の上溜は水生植物が生育し鑑賞できる

場として整備されております。現在、蓮が定植しております。ため池内の土砂の堆積状況を確

認いたしましたが、ため池周辺の法面が崩れ、土砂等がため池に流れ込んだ形跡はございませ

んでした。落ち葉等がため池内に自然に堆積している現状でございます。蓮は、ある程度の土



がなければ生育できないことから、今後も現場を注視しながら、土砂撤去の必要があれば、水

生生物に支障のない程度で検討してまいります。 

 次に２点目の地域の公園・広場の具体的な整備についてのご質問にお答え申し上げます。現

在、中部公園を含む４１公園におきましては、遊具や植栽等の管理を定期的に行っております。

地域の公園・広場についての具体的な整備方針などの計画としてはございませんが、公園内の

遊具につきましては、年６回の定期点検を実施し、経年劣化等で不具合が発見された場合は、

緊急修繕や使用禁止の措置をとってございます。今後も町民の方々が憩いの場、交流の場とし

てご利用いただけるよう適正な管理に努めてまいりますので、ご理解賜りますようよろしくお

願い申し上げます。以上でございます。 

○議長（鷲田 昭男君）   大崎潤子議員。 

○１４（大崎 潤子君）   万助溜の上溜といいましょうか、そこを調査していただいたよ

うですが、調査された状況ですね、今、法面は崩れていなくて、ほとんどが落ち葉の堆積であ

るという言葉を使われたというふうに思うんですけど、いつ、どのような形で調査なさったの

かということと、水生植物というのは蓮を指しておりますでしょうか。その点お願いいたした

い。水生植物は蓮なのか、他に水生植物としてこういうのがあって、だからそこはあまり手を

加えることができないのか、お願いいたします。 

○議長（鷲田 昭男君）   近藤行弘建設部長。 

○建設部長（近藤 行弘君）   蓮が主なものでございまして、あとはマコモとか葦なども

生育してございます。 

 それと、いつ、どうやって点検したのかということでございますけども、２５日に私も一緒

に行って現地を確認してございます。また公園につきましては、清掃等シルバーさんにお願い

してございますので、そのときに何かあったときには全て報告が入るようにはなっております。

以上でございます。 

○議長（鷲田 昭男君）   大崎潤子議員。 

○１４（大崎 潤子君）   ２５日に調査に行きましたということですが、調査の内容がわ

からないんですよね。どういう調査をなさったのか、目で見ての調査なのか、それが理解でき

ないんですけれど、お願いいたします。 

○議長（鷲田 昭男君）   近藤行弘建設部長。 

○建設部長（近藤 行弘君）   堆積状況につきましては、例えば２ｍのポールを刺してみ

たり、それと周辺の法面につきましては崩れていないかの目視でございます。以上でございま

す。 

○議長（鷲田 昭男君）   大崎潤子議員。 

○１４（大崎 潤子君）   ２ｍのポールを立てて調査しましたということですが、全体的

に池の中に入られたのかどうなのか。きちっと答弁していただければ根掘り葉掘り、どうでし

た、こうでしたということは私自身も聞きたくはないんですけれど、調査内容はどうでしたか

ということをお尋ねしているわけですので、こういう調査をして、こういう結果でしたという



報告があれば私自身も納得しますけれど、もう一度お願いいたします。 

○議長（鷲田 昭男君）   近藤行弘建設部長。 

○建設部長（近藤 行弘君）   ２ｍのポールを刺したのは、池の中へ入っては刺してござ

いません。というのは、落ち葉等の堆積物でございますので、大分深いということです。以上

でございます。 

○議長（鷲田 昭男君）   大崎潤子議員。 

○１４（大崎 潤子君）   そうだと思います。大分深いというふうに思います。落ち葉が

しっかり堆積しているということだというふうに思いますが、鯉が大変難儀な状況になってお

りますので、ぜひ鯉の状況も確認していただいて、何かいい方法があればというふうに思いま

す。先ほど部長の答弁の中でも、土砂をまた撤去しなきゃいけないということも考えられるの

かなということをおっしゃっておりましたので、ぜひ蓮もあります、マコモもございますが、

鯉もたくさん大きな鯉も泳いでますので、そのあたりも調査していただいて、できたら以前の

ようにまた部分の土砂を撤去していただければもう少し深い状況になって見やすい公園になる

のではないかというふうに思いますので、やはり快適なまちを目指し、公園・緑地・水辺空間

を楽しむ、そういうためにもぜひぜひ今後考えていただきたいというふうに思います。 

 次に移ります。３点目は人に優しいまちづくりです。高齢者福祉の推進の施策では、高齢者

が住み慣れた地域で健康で安心して暮らすことができ、生きがいを持って豊かな生活を送れる

よう交流の場の提供に努めますとなっています。現在、ボランティア活動では高齢者配食サー

ビスを初め地域で始まりました支え合いでの活動やシニアクラブなど、様々な場所で元気に社

会参加活動をしている高齢者の皆さんがたくさんいらっしゃいます。その活動していらっしゃ

る皆さんの体験発表会や交流の場を持つことはとても大切であると考えます。高齢者同士だけ

ではなく多くの町民との交流によりさらに大きな輪が広がり、ひとりぼっちの老人を減らした

り元気に過ごすことのできる優しいまちづくりを進めることができるのではないでしょうか。

社会参加活動している高齢者の現状と交流の場について福祉部長の答弁を求めます。 

○議長（鷲田 昭男君）   松下文丈福祉部長。 

○福祉部長（松下 文丈君）   それでは私の方から「人にやさしいまちについて」のご質

問にお答えいたします。 

 １点目の「高齢者が元気で社会参加活動している交流の場」につきましては、高齢者の介護

予防の観点から学校や介護施設での傾聴や作業等の活動を行っていただく地域ボランティア制

度の創設や高齢者同士の交流を持ちながら地域の見守り活動などを行うシニアクラブへの支援、

高齢者の就労促進としてシルバー人材センターへの運営支援を行い、高齢者の生きがいづくり

や社会参加活動の充実を図っているところです。 

 また、平成２８年度から地域における住民主体の支えあい活動や介護予防活動を推進してお

り、現在カフェ活動や支えあい活動に取り組む地域支えあい活動団体は１４団体、いきいき百

歳体操に取り組む地域介護予防活動団体及び啓発団体につきましては８団体となっており、そ

れぞれの地域で運営者として、また参画者として積極的に取り組んでいただいております。 



 こうした取り組みを紹介し、活動を広めていこうと３月には地域介護予防活動、８月には地

域ボランティア制度、１０月には地域支えあい活動の活動報告会を開催したところです。また、

市民活動支援センターの登録団体として様々なボランティア活動などに取り組まれております。

例えば「憩いの広場」や「笹尾老人クラブ睦会」、高齢者などへの配食サービスを実施してい

る「わくわくボランティア」、子育て支援に取り組む「子育て支援ネット・バンビ」などです。

さらには自治会活動や公民館講座などの生涯学習、スポーツ活動を通した社会参加など多種多

様な活動において取り組みをいただいております。 

 ２点目の「社会参加・活動している高齢者の比率」につきましては、高齢者福祉計画・第７

期介護保険事業計画策定のために実施いたしました６５歳以上の高齢者に対するアンケート結

果から地域活動への参加状況をご報告いたします。 

 まず「ボランティア団体グループ」への参加で１７．９％、「スポーツ関係のグループやク

ラブ」は２５．４％、「趣味関係のグループ」への参加は２９．５％、「学習・教養サークル」

への参加７．３％、「町内会・自治会」への参加は１１．２％、「収入のある仕事」２５．３％

となっております。 

 本町の高齢者は、それぞれの嗜好に合わせた多種多様な活動、役割を通して生きがいづくり、

社会参加に取り組まれていることから健康寿命も高く、低い介護認定率に繋がり、健康長寿の

町が実現されていると考えております。今後も引き続き地域支えあい、住民主体の介護予防を

含めた高齢者の生きがいづくり、社会参加の取り組みを推進するとともに「みんなが喜び、輝

き、幸せを実感できるまちづくり」を住民の皆様とともに進めてまいりますので、ご理解賜り

ますようお願い申し上げます。 

○議長（鷲田 昭男君）   大崎潤子議員。 

○１４（大崎 潤子君）   先ほどの答弁の中で、第７期のアンケートを基に高齢者の皆さ

んの参加なさっているパーセンテージを述べていただきました。本当にボランティアを含めス

ポーツ・趣味・自治会・シルバー、いろんなところで皆さん活躍していただいているというこ

とがわかりました。そういうことから、ここ健康長寿の町ということで三重大学とコラボして

今調査研究中でありますが、いい方向に健康長寿の町がもっともっと全国的にＰＲできるよう

な材料の１つかなというふうなことも今答弁を聞きながら思いました。 

 その中で、先ほど部長の答弁の中で、３月、８月、１０月に活動の報告会を行いましたとい

うことを述べていただきましたが、ここの参加状況といいましょうか、１つのボランティアな

り地域の皆さんが発表なさって聞く場なのか、ちょっとそのあたりがわかりませんでしたので、

再度お願いしたいというふうに思います。 

○議長（鷲田 昭男君）   松下文丈福祉部長。 

○福祉部長（松下 文丈君）   お答え申し上げます。 

 まず参加状況といいますか、体験発表会という形で３回の発表会を設けてございます。まず

１つ目は、福祉の集いということで地域支えあい活動の発表と講演会というテーマで行いまし

た。その中では、例えば笹尾東４丁目の「お茶しませんか」とか、中上の「見守り会議」とい



う方たちの活動発表をいただき、参加者は約１００名程度参加いただきました。次に８月にな

りますけども、これにつきましては、地域ボランティア交流会という名目で、地域ボランティ

ア活動制度の発表という形で、東員第一中学校、神田小学校の活動とか、笹尾幼稚園の活動、

またふれあい活動等の活動報告等をいただきました。参加者は４６人という形となってござい

ます。 

 次に、介護予防関係の講演会の中で発表会もございました。これにつきましては、介護予防

観点から瀬古泉の笑寿会、いきいき百歳体操という形で発表いただきました。これは９０名の

参加をいただいてございます。以上でございます。 

○議長（鷲田 昭男君）   大崎潤子議員。 

○１４（大崎 潤子君）   体験発表会と交流会という形で３、８、１０とやっていただい

たということです。それはそれなりに大変いいことでありますし、福祉の輪でしたかね、そこ

に紹介もされておりました。そういう人と併せまして、そういう体験発表会をすることに併せ

て、そういう皆さんから、参加された皆さんの交流の輪をもっと広げていく、あるいはそうい

う交流の場から発信していただいて、それを受け止める私たちが次何をしなきゃいけないのか、

そういうことを考えるルーツの１つにしなければならないんじゃないかなという思いがすごく

あるんです。交流会をやりました。何をやりました。それはそれでいいことですし評価はいた

します。そこで終わるんじゃなくて、それを受けて私たち一人一人がどういう形でそれをまた

次の皆さんに伝えていくのか、そういう手だてといいましょうか、そういうことについての手

法といいましょうか、お考えをお聞きしたいというふうに思います。 

○議長（鷲田 昭男君）   松下文丈福祉部長。 

○福祉部長（松下 文丈君）   お答え申し上げます。 

 やはり交流会をやるということは、参加者もどういう内容でやってみえるのか、広く聞いて

いただいて、そんな中、他の地域においても、まだやっていないところにおいても実施してい

ただけるような目的を持って今後もやっていきたいというふうに思っていますし、それを契機

として新たな団体を作っていただくとか、地域でまた取り組んでいただくとか、そういうこと

を望んでおりますので、今後もその辺をしっかりとやっていきたいなというふうに思っており

ますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（鷲田 昭男君）   南部里美福祉部参事。 

○福祉部参事（南部 里美君）   追加させていただきたいと思います。こうした体験発表

会の後に、地域でいろいろ話し合いしていただいて実際に取り組んでみえるところに見学に行

かれるというケースがございます。例えば介護予防の取り組みでございますと、瀬古泉に始ま

りまして順次広がってきているというのは、その１つの効果の現れということが言えます。 

 また、地域座談会、社会福祉協議会の方でいろいろやっていただきまして、そこからコーデ

ィネーターがこういった取り組みを進めるような形で推し進めてまいっておるわけなんですけ

ども、そういったところでも先進事例の取り組みということでご紹介もさせていただいており

ますし、また支えあいの登録団体については、コーディネーターのホームページ、社会福祉協



議会のホームページの方でも活動のご紹介をさせていただいておりますけれども、私どもの町

といたしましても、団体の登録ということで、ご登録をいただきましたものをホームページ等

でご紹介させていただこうということで、そういったことを最近始めさせていただいたばかり

でございまして、まだご登録いただいている団体は少ないんですけれども、これからそういっ

たことで町としても情報発信していきたいというふうに考えております。よろしくお願いいた

します。 

○議長（鷲田 昭男君）   大崎潤子議員。 

○１４（大崎 潤子君）   だれもが健康で安心して暮らしていきたいし、介護にお世話に

ならないようにとか、なるべく病気にならないようにという、それぞれ皆さん努力をなさって

いるとは思いますが、そういう発信の１つになっていただければいいのかな、その輪がもっと

もっと広がることを期待したいというふうに思います。 

 ４点目に移ります。職員の雇用についてです。三重県労働組合総連合、みえ労連は、県と２

２市町に対しまして１３項目の自治体アンケートをとりました。この自治体アンケートは今回

で１３回目となります。その集約表から雇用状況について若干伺いたいというふうに思います。 

 正職員及び非正規職員数の割合の中で非正規率が５５．３％となっていますが、これの要因

は主に保育所や幼稚園における体制上必要な早朝や夕方の長時間保育や保育支援に、あるいは

年休代替や給食の配膳などなどの時給雇用者が非正規率に反映しているのではないかと私は考

えておりますが、雇用状況の改善についての考えを伺いたいと思います。 

 また、町を挙げまして東員町１６年一貫教育プランを策定いたしまして保育や教育に力を入

れていただいていることは十分理解しています。子育てなら東員町へと町外にアピールできる

ように、特に今力を入れていただいている保育士の正規採用への考えと時給への改善の取り組

みについて総務部長の答弁を求めたいと思います。 

○議長（鷲田 昭男君）   齋藤博重総務部長。 

○総務部長（齋藤 博重君）   「雇用について」のご質問にお答えいたします。 

 まず大崎議員が示された非正規率５５．３％につきましては、労働団体が独自に調査された

もので、この中には正規職員の年次休暇時の代替え保育士・調理員や学習支援の必要のあるお

子さんに加配している短時間勤務の方を含んで計算されたものであることをご理解いただきた

いと思います。この調査では、本町のような障害のあるお子さんや年休取得を進めるために配

慮している市町が低い数字になりますことから、今後の資料公表につきましては、改善を求め

させていただきたいと思っております。 

 本町職員の雇用につきましては、これまで行財政改革により職員の削減を進めた時期もござ

いましたが、地方分権の進展や住民ニーズの多様化・高度化など、特に制度改変が進む福祉分

野において新たな職員の配置が必要になっております。しかしながら、本町が、また職員のだ

れもが経験したことのない厳しい財政状態を考えますと、各担当課の要望する正規職員を安易

に増やすことができない状況にあります。このため、育児休業を取得する職員への対応やワー

ク・ライフ・バランスを推進するためにも様々な形態で非正規である臨時職員の任用を行って



おります。 

 人口減少期に入り国内の多くの地方自治体では少子化が進む中で、本町では例外的に子ども

の数は一定の水準を維持しており、特に保育士のかかわりを必要とする０歳から２歳の園児が

増えており、保育士の確保がさらに難しくなっております。また、本町の正規職員数が適当か

どうかを判断する上で１つの指標として見ておりますのが幼稚園・保育園のクラス担任の正規

職員の比率でございまして、現在７７クラスある中、正規職員は４８人おりますことから、正

規職員の割合は６２．３％となっており、近隣と比較しても決して低い数字ではないと考えて

おります。 

 正規職員の割合を上げることによりまして、高い行政サービスの水準を確保することは理想

ではございますが、今後の財政状況を考えますと、行政サービスの充実と健全な財政の維持と

のバランスが大変重要なものとなってまいります。今後もこのバランスに十分留意し行政サー

ビスの充実と適正な定員管理及び健全な財政運営に努めてまいりますので、ご理解賜りますよ

うお願い申し上げます。 

 次に、保育士の正規採用の考え方及び賃金の改善につきましては、保育園・幼稚園の適正な

運営を維持するため退職者の欠員補充だけに捉われることなく毎年一定数の職員を採用する他、

採用年齢を緩和したり実務経験者採用など臨時職員等の正規職員への登用にも配慮しておりま

す。先ほども申し上げましたとおり、年度途中におきましても０歳から２歳の入園希望者も増

えており、正規職員だけでは対応が難しいことから、必要に応じて臨時職員を採用せざるを得

ないと考えております。 

 子どもたちが安全で健全な発達を促す保育環境を作るためには、質の高い保育サービスを提

供する必要があります。このため経験豊富な保育士によりまして臨時職員に対しても適切な監

督・指導を行い保育の質を確保しております。今後も大切なお子様をお預かりしているわけで

ございますので、責任ある保育を行い、高い保育水準の維持や延長保育などの保護者からの多

様なニーズに対応するため優秀な人材を確保するよう努めてまいります。 

 また、保育士の賃金設定につきましては、財政状況、周辺市町の賃金状況を見ながら適正な

賃金の設定や待遇の改善に努めてまいりたい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（鷲田 昭男君）   大崎潤子議員。 

○１４（大崎 潤子君）   先ほど部長もおっしゃったように５５．３％という割り出し方

については考えていかなきゃいけない、表現の方法として改善を求めたいということですので、

ぜひそのようにお願いしたいというふうに思います。 

 私も先ほどの質問の中で、保育に体制上必要な人数を確保していただいているからこういう

数字になったのかなということをお話いたしましたけれども、数字がひとり歩きする恐ろしさ

というのもありますので、そういう点はきちっと申し出をお願いしたいというふうに思います。 

 先ほど来申してますように、町長を初め教育長が保育や教育の方へ力を入れていただいて、

正規の職員率も６２．３％と、これは県下でも高い方だというふうに思っています。そういう



点については評価しております。ですからこの比率を７０％いくのは非常に難しいかもわかり

ませんが、本当に子育てするなら東員町、こういう保育体制でしっかり子どもさんを見ていま

すよという、そういういうことをＰＲできる大きなポイントでもあるように思いますので、そ

の１点だけ、今後の保育体制、財政が厳しいので大変難しいという部分もあるかもわかりませ

んけれど、今後、正規を１人でも２人でも増やしていただいて、６５から７０％を目指してい

ただきたいというふうに思いますが、そのあたりの決意というか思いをちょっと教育長お願い

いたします。 

○議長（鷲田 昭男君）   岡野譲治教育長。 

○教育長（岡野 譲治君）   お答えさせていただきます。 

 私ども教育委員会サイドで見れば、７０％を目指したいというのはずっと言い続けておりま

す。ただ、東員町の財政とか今後の子どもたちの人数、クラスが非常に変動しますので、そう

いうのを町長部局等はいろいろ考慮されていると思います。 

 ただ、私どもの要望に対しましても、総務課等は経験者採用とか、それから定年退職者プラ

スアルファを入れてもらえるというようなこともありまして、非常に強力というか、子育てす

るなら東員町ということに対しまして一生懸命やってもらっておりますので、私どもも要望し

ながら、状況を把握しながら、そして子どもたちのために頑張ってまいりたいなと思っており

ます。以上でございます。 

○議長（鷲田 昭男君）   大崎潤子議員。 

○１４（大崎 潤子君）   財政上大変な部分もあるかもわかりませんけども、将来を担う、

東員町を担ってくれる子どもたちのために、町長を初めよろしくお願いしたいというふうに思

います。東員町の全ての皆さんが健康で元気に、仲よく暮らしていける、そんな東員町になる

よう私自身もまた努力してまいりたいというふうに思います。どうもありがとうございました。 


