
○１０番（鷲田 昭男君）   おはようございます。 

 今議会の最初の質問者ということでございます。どうぞ皆さん、前向きな答弁をよろしくお

願いをいたします。 

 現在の国内の状況は、皆さんご存じのように国会が様々な形で停滞をし、重要な法案等が審

議が未了、あるいは今後ということで、国民生活に大きな影響を与えているのは、皆さんご承

知のとおりと思います。早く正常な国会に戻っていただくということをお願いをしておきたい

と思います。 

 もう１つ、国外では今、アメリカと北朝鮮が史上初めてということで、会議が開催をされよ

うとしております。この会議が成功されまして、日本の一番の問題であります拉致問題が解決

をすることを、心からお願いする一人でございます。 

 それでは質問に入らせていただきます。私は今回は３点について、質問をさせていただきま

すので、よろしくお願いいたします。 

 １つ目は陸上競技場の利用について、それから２つ目は東員駅前市街化形成事業について、

３つ目は高齢者対策についてでございます。どうぞよろしくお願いをいたします。 

 それでは１つ目の陸上競技場の利用についてでございますが、少しそれまでに陸上競技場に

ついて、説明をさせてもらいたいと思います。 

 町の陸上競技場につきましては、ご存じのように日本陸連の第２種公認の陸上競技場として、

平成４年にオープンされました。平成２４年には第２種の公認から第３種公認に変更され、平

成２９年１０月に公認の更新時期となっておりました。 

 この陸上競技場は２５年を経過し、競技場内のトラック部分、ウレタン舗装の部分なんです

が、非常に傷みが激しいことから、トラック全体の改修をすべきということで、これがないと

公認ができないということの指導がありましたが、改修するためには多額の財政負担が生じる

ということで、他の市町の協力も得て、今後、部分改修等を行って、第３種公認の継続を試み

たのでありますが、残念ではありますが、これが図らずもうまくいきませんでした。３種公認

の継続とのことでありましたが、この３種公認の継続はもう既にできないということでござい

ますが、これを踏まえて今後、陸上競技場の利用をどのようにしていくかということについて

質問をしますので、よろしくお願いをいたします。 

 それではまず１つ目の質問ですが、陸上競技場の利用について、１点目、使用料の改正を考

えているのかどうか、要するに陸上競技場の使用料について、改正を考えているのかどうかを

お伺いします。 

 それから２点目、現在、ほとんどサッカー場として利用しております芝部分の利用拡大を考

えているのかどうか、お伺いをいたします。 

 それから３点目、ウレタン舗装となっているトラック部分の今後の利用はどのように考えて

いるのか。ということは、トラックの部分をそのまま残して今後も利用されるのか、あるいは

別途方法を考えながら、この陸上競技場の財政負担を少しでも減らすために何をすべきかとい

うことを、お伺いをいたします。 



 よろしくお願いします。 

○議長（島田 正彦君）   岡野教育長。 

○教育長（岡野 譲治君）   おはようございます。 

 「陸上競技場の利用について」のご質問にお答えをいたします。 

 １点目の使用料の改正についてですが、陸上競技場の使用料につきましては、第２次の東員

町行財政計画検討委員会から「町内の公共施設の使用料の見直しについて」の答申を受け、維

持管理にかかる経費を利用者の方にも応分の負担を求めるという考え方から、平成２１年度か

ら現行の使用料に改定いたしております。 

 陸上競技場の観覧席は、スタンド席が約２，０００人、芝生席４，０００人、合計６，００

０人余りが収容可能な施設であります。 

 昨年１０月から非公認の陸上競技場となりましたが、その後も陸上競技、サッカー及びアメ

リカンフットボール等に利用されている施設であり、様々な競技大会や練習環境は、以前の施

設とは何ら変わりなく維持管理を行っていることから、施設使用料については、現行のとおり

とさせていただいております。 

 ２点目の芝部分の利用拡大について、お答えをいたします。 

 本年度は、フィールド部分の活用として、ＪＦＬ（日本フットボールリーグ）サッカーの公

式試合が昨年より５倍に増える予定の他に、女子サッカー大会（なでしこリーグ）、全国高校サ

ッカー選手権三重県大会、東海学生アメリカンフットボールリーグ戦等の開催が予定されてお

ります。今後も多くの団体等に施設を紹介し、利用者の拡大に取り組んでまいりたいと考えて

おります。 

 ３点目のトラック部分の今後の利用について、お答えをいたします。 

 陸上競技場は、１点目のご質問でもお答えをさせていただきましたが、昨年１０月から非公

認の陸上競技場となりましたが、施設を管理していく上で使用上危険な箇所につきましては、

利用者の皆様の安全を考え、修繕が必要な箇所については修繕していかなければならないと考

えております。 

 引き続き利用機会の拡大と、効率的な維持管理に努めてまいりたいと考えておりますので、

よろしくご理解賜りますようにお願いを申し上げます。 

 以上でございます。 

○議長（島田 正彦君）   鷲田議員。 

○１０番（鷲田 昭男君）   教育長の方から答弁をいただきましたが、これまで、この陸

上競技場については、過去の議会でも数人の方が質問をされております。その中でいろんな形

の質問がございますが、今、教育長が答弁されたように、利用料金については、このまま進め

たいというような発言でありました。 

 一般的に常識から考えて、あのウレタン部分のトラック部分を、そのままの修繕をしなくて

はならないような部分をそのまま利用させるということは、一般家庭にたとえますと、例えば

とゆが悪くなってきて人に貸したるんやと、それが料金が同じなんやというふうな形では、私



はちょっと住民の方が納得しないんじゃないかなというふうに思います。 

 ですので当然芝の部分については、今、教育長が言われましたが、利用者拡大をして利用増

を図っていくということだと思いますが、このトラック部分については今後も中学校、あるい

は他の市町の方の利用者が、なければいいんですが、従来どおり聞いてみますと、予定もこの

１年かなり入っておるということですが、そのままの形で利用してもらって同じ料金だという

ことで、要らん心配はしなくていいんですが、例えばウレタン部分の悪いところを走っている

中で事故が発生したということになりますと、それはまさに行政側の責任というふうな形にな

るのではないかなという心配を一つしますのと、今、私が言いましたように、直さないとあか

んようなトラック部分を利用させるのに、同じ利用料金を町が取るということは、私はいかが

なものかなというふうに思いますが、答弁よろしくお願いいたします。 

○議長（島田 正彦君）   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。 

 事故が起こるというほど、今のウレタン部分は悪いとは、私どもは認識しておりません。３

種公認をするときにコースの幅を広げて、もう一遍、全部剥がして塗り直せとか、そういうよ

うな３種公認のレベルでいくと、それでは難しいということになっとるんです。 

 私どももよくそこに勤めてみえる人や、うちの役場の職員がきちんと見に行きまして、走る

のに不都合があれば、走っている人に何かこういうことがあるというのを報告すれば、すぐに

改修をしていきたいなと思っております。 

 それからあの施設は、特に学生とか何かがする場合には減免、中体連の大会とか、減免をし

ております。それから一般の方が個人使用で使う場合には、陸上競技場のトラックは１時間、

一般の方は２００円です。高校生は１００円です。占用使用となった場合には、いろんなとこ

ろで高いと言われるところがありますけれども、このグランド全面を考えた場合には、私ども

はあの陸上競技場は、まだまだいろんなところで東員町の収入を増やす、稼げる施設だという

ところで、現在は使用料を下げるということは考えておりません。 

 以上でございます。 

○議長（島田 正彦君）   鷲田議員。 

○１０番（鷲田 昭男君）   今のお答えのように改正しなさいとか、いや、しませんとい

うことは、何遍話しておっても一緒ですので、私の方からは、できたら改正をしてほしいとい

うことでお願いをしておきたいと思います。 

 それと教育長がおっしゃられた芝部分の利用拡大を図っていきたいというような答弁をいた

だいたんですが、この部分については、どういうふうな形で利用拡大をするものか。例えば今

現在使っておりますサッカーの何て言う名前でしたかね、あのサッカー以外に、他の競技にも

利用してもらいながら利用拡大をしていくものなのか、あるいはサッカーに重きを置いて、あ

そこをサッカーのホームグランドにするぐらいの形で利用してもらうのか、その点はどうです

かね。 

○議長（島田 正彦君）   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。 

 フィールドの利用は現在アメリカンフットボール、それからフレンドリークラブの教室、過

去には企業の運動会がありました。それから高校・中学校の私立なんですけれども、体育祭に

ご利用いただいております。それから町民運動会というような形で。 

 今一番多いのはやはりサッカーです。ただ、ホームグランドにするかどうかは、ちょっとま

だ答えることはできませんけれども、私どもの担当者も、ここで利用拡大をすることが、東員

町のある面で収入を増やすというところで、去年も必死になっていろんなところへ働きかけを

しております。それで試合数では５倍になりましたし、多分収入では平成２９年度が３７０万

円でしたけど、その倍以上の収入が入ってくるであろうという予測を立てております。 

 そのような形でいろんな形で利用を図っていきたいなと、そういう施設にしていきたいなと

思っております。 

 以上でございます。 

○議長（島田 正彦君）   鷲田議員。 

○１０番（鷲田 昭男君）   おっしゃるようにサッカー、アメフトですか、利用をもっと

拡大しながらということなんですが、もう１つ、過去に利用料金を、サッカーの部分について

も、他の市町から比べると高いじゃないかというような質問があったと思うんですが、これに

ついては今現在、時間単位が長いということで、利用者の方も、私は現実には聞いてはおらん

ですが、もう少し時間単位を短くして、利用者を増やしていただきたいというふうな意向もあ

りそうですので、ここのところはどうですかね。料金は別にして、時間単位を。料金を改正し

なさいということになりますと、また教育長の方からは、いや、改正は考えておりませんとい

う答弁が返ってくるのが見えてますので、時間単位を変えていただいて、もう少し利用者が多

く利用できるような形にはならないですかね。お願いします。 

○議長（島田 正彦君）   岡野教育長。 

○教育長（岡野 譲治君）   非常につらいところが、お答えするにはあるんですけども、

何て言うんですかね、この使用料の設定というのは、私どもは基本的に占有使用というところ

で、ある団体を対象にした使用だと思うんです、使用料決定。そういう大会等をやっていただ

く、試合等をやっていただくという形の設定にしておりますので、１時間単位というよりも、

午前中とか午後とかというような３時間単位、準備等も含めていろいろありますので、そうい

うのを想定しておりますし、繰り返しますけれども、町としても、まだまだ私どもが努力すれ

ば、そういうような形で利用していただくところは見つかっておりますし、まだまだ見つかる

と思いますので、何とか時間単位という形ではなく、午前中とか午後とかというような現行の

使用の形で進めさせていただきたいなと思っております。 

 以上です。 

○議長（島田 正彦君）   鷲田議員。 

○１０番（鷲田 昭男君）   教育長は教育長の考え方があろうかと思いますが、以前にも

同僚議員が質問させてもらった中で、恐らく答弁は、考えておきましょうというふうな答弁だ



ったと思うんですが、一般の方もあそこを利用できるような形にするためには、私は午前中、

あるいは午後という設定ではなしに、もう少し時間単位を、例えば４時間を２時間にしてもら

って、一般の町民の方が、あの芝部分で運動ができるようなことが、せっかく東員町にあるん

ですから、他の市町から練習したり試合をするための、私はグランドじゃないと思いますので、

そこを少し考えていただきたいと思いますが、その点はいかがでしょうかね。 

○議長（島田 正彦君）   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。 

 以前にも議員の方からそういうような申し入れ等がありまして、私は前回の議会の中で、一

般の無料開放デーを設けて対応させていただくとお答えをさせていただきました。今現在どう

いう日が空いておるかというのをやってまして、大体８月ごろに無料開放デーという形で周知

をさせていただいて、そこで芝生の中で遊んでいただくというような方法で、今考えておりま

す。 

 以上でございます。 

○議長（島田 正彦君）   鷲田議員。 

○１０番（鷲田 昭男君）   ひとつよろしくお願いをいたします。 

 それからこの陸上競技場を使って、昨年から午前中ということで決められまして、運動会を

やられます。昨年は残念ながら雨が降って実施されなかったということなんですが、私はいろ

んな方から言われまして、今、非常に選手を、特に若い選手を集めるのが非常に困難でありま

す。というのは例えば小学校、あるいは中学生なんかはクラブとか、そこに子どもさんたちが

集中して、頼みに行ってもなかなか出てくれやんのやわと、何とかならんかなという質問をた

くさんいただきます。 

 私は運動会の中のリレーは運動会の花形ですので、やめよというわけにいかんですが、でき

たら町民の方が、お年寄りから若い小さい子どもさんまで参加ができる運動会の種目を多く作

っていただきたいなというふうに思いますのが１点と、それから障がいをお持ちの方、重度の

障がいは、なかなか運動会に参加するということはできないと思うんですが、障がいをお持ち

の方も運動会に同時に参加をしていただいて、楽しく、半日になるんですかね、運動会に参加

をしていただくような形の運動会にできないか、お伺いをいたします。 

○議長（島田 正彦君）   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。 

 町民運動会ですけれども、私は町民相互のつながりを深めるというところで非常に有意義な

東員町の伝統的な、もう何十回とやっている事業であると認識をしております。 

 もう数年前から、高齢化とか少子化で選手を集めるのが難しいというご意見をたくさん聞い

ておりました。それで、これはスポーツ協会等に委託をしている事業ですけれども、そこでの

実行委員会に対して、こういう声がありますよというふうなお話をさせていただきました。 

 昨年度、ちょっと雨であれだったんですけども、今までの種目をいろいろみんなで楽しめる

種目に変えていただいたところもありますし、時間も半日にしていただくというような形で、



日々改善をしていただいておりますので、今後もいろんなご意見を参考にしながら改善を進め

ていきたいなと思っております。 

 ２点目の障がいのある方と一緒に運動ができないかということで、非常に私としてはよい提

案であるなと思っております。ただ、実行委員会にお話をさせていただきますが、参加してい

ただく方の意向も考えていかなければなりませんので、何とか参加していただけるようなこと

を考えて検討していきたいなと思っております。 

 以上でございます。 

○議長（島田 正彦君）   鷲田議員。 

○１０番（鷲田 昭男君）   最後になりますが、現在のトラック部分、それから芝部分と

分かれておるんですが、将来を考えて、このままずっといくものなのか、あるいは全面的にあ

の競技場を方法を変えて、いろんな形でトラック部分を、極端な話やめて、全面何かの形で改

造したらどうかなと、私なりの考え方なんですが、やっぱりトラック部分というのは残すべき

と考えられるのか、答弁よろしくお願いします。 

○議長（島田 正彦君）   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。 

 公認はなくなりましたけれども、まだまだ立派な陸上競技場であるという認識を私どもはし

ております。トラック部分をなくしますと、陸上競技を締め出すことになりますので、そのま

ま続けていきたいなと今考えております。 

 以上でございます。 

○議長（島田 正彦君）   鷲田議員。 

○１０番（鷲田 昭男君）   教育長さんは一応教育委員会の中のトップでございますので、

所管する自分の施設ですので、そう簡単には変えられないというのは重々承知をしております。 

 私は一つ、極端な考え方として、あの陸上競技場の当然トラック部分は必要だとは思います。

しかしながら維持費とか、それから使用料云々を考えた中で、今のままで果たしていいのかな

というふうにも思っております。あのトラック部分も、もう１つの方法として全面に芝を張っ

て、そういう形で一体利用できるような形で、あの陸上競技場を大きく改造するのも一つの方

法かなと思います。この点は教育長さんに聞いても無理ですので、町長の方で、ひとつ答弁よ

ろしくお願いします。 

○議長（島田 正彦君）   水谷俊郎町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   方法論としては一つあるのかなという気はします。ただ、やっ

ぱり陸上競技場として建設されたものですから、そのときには、ちょっと私、平成４年のころ

はわかりませんけども、かなり陸上競技をやる方と話し合いを持って協議しながら作っていっ

たというふうに思っているんですよ。それを陸上競技の部分を例えばなくしてしまうとすれば、

やっぱりそこの協議が、どうしても必要になってくるんだろうなというふうに思ってます。 

 今、四日市市や菰野町なんかで新しいサッカー場を作るという議論がされております。正直

なところ、あの陸上競技場をサッカー場として使いたいという申し出もあったことはあります。



ただ、陸上競技場というものがありますので、なかなか簡単にはそうはいかないというふうに

思ってますし、これは例えば三重県サッカー協会から申し入れがあれば、また考えなければい

けないだろうと思うんですが、まだまだそんなところまでいってませんので、今のところ、や

っぱりいろんな関係者との話し合いをして、どうしていくかということが、最大の課題ではな

いかなというふうに思っております。 

○議長（島田 正彦君）   鷲田議員。 

○１０番（鷲田 昭男君）   大変難しい問題ですので、一概には言えないと思いますが、

どうぞよろしくお願いいたします。 

 次に２点目の質問に入らせていただきます。 

 この中の１つ目、今回アンケート調査を実施をされ、土地所有者の意向等を取られましたが、

その結果と対応を伺います。 

 また２つ目、平成３１年７月に、県の都市計画審議会に結論を出すという必要があると迫ら

れておると思います。あと１年余となっておりますが、これに十分間に合うのかどうか、お伺

いをいたします。よろしくお願いいたします。 

○議長（島田 正彦君）   近藤建設部長。 

○建設部長（近藤 行弘君）   それでは東員駅周辺のまちづくりに関するアンケート結果

と対応について、ご答弁を申し上げます。 

 東員駅周辺中心市街地形成については、本町の中央に位置する北勢線東員駅と役場・文化セ

ンター等公共施設の間を中心とする区域を、市街化調整区域から市街化区域へと編入すること

で、住居系を中心とした市街地形成を図ろうとするものでございます。 

 まず、「東員駅周辺のまちづくりに関するアンケート」につきましては、当該地区の地権者の

方々に、まちづくりに対する意向などを確認するため、今回の市街化区域への編入予定区域、

３７ヘクタールの地権者の方、１５７名を対象に、４月１６日から４月３０日までの期間で実

施をいたしました。 

 今回の調査では、「東員駅周辺のまちづくりをどのように考えておられるのか」、「東員駅周辺

のまちづくり区域内に所有される土地活用をどのように考えておられるか」、「東員駅周辺のま

ちづくり区域内に東員第一中学校の移転を計画していることをどのように考えておられるか」

について、この区域のエリアを大きく３つに分類して、地権者の方々のご意見を伺いました。

なお、３つのエリアとしましては、民間開発エリア、東員駅北側エリア、役場周辺エリアとな

ってございます。 

 このアンケートの回収率としましては、民間開発エリアでは、９８名に配布して７９名の方

からご回答をいただき、回収率は８０．６％でございました。また、駅北側エリア及び役場周

辺エリアでは、５９名に配布し、４２名の方から回答があり、回収率は７１．２％となってご

ざいます。３つのエリア全体では、１５７名に対しまして、１２１名の方から回答をいただき、

回収率は７７．１％でございました。 

 次に、アンケートに対する回答でございますけども、「東員駅周辺のまちづくりに対する意向」



としましては、民間開発エリア・駅北側エリア・役場周辺エリア全てで６０％以上の方が、「住

宅や商業施設等の誘導を目指したまちづくりを進めるべき」とのご回答をいただいてございま

す。またこの一方で、「今のままでよい」と回答された方は、民間開発エリアで１２．７％、駅

北側エリア及び役場周辺エリアでは１６．７％でございました。 

 なお、「まちづくりを進めるべき」と回答された方の主な理由といたしましては、「本町の中

心地として魅力ある施設を作ってほしい」「駅の周辺は農地より商業地の方がふさわしい」「本

町の中心地として、土地の有効利用を図るべき」「後継者不足で農地の維持が難しいので、他の

方法で活用できることは、住民、所有者両方にとってよいと思う」などのご意見でございまし

た。 

 一方で、「今のままでよい」と回答された方は、「東員駅周辺の開発より、道路の整備や既存

の団地と空き家の活用をした方がよい」「東員駅周辺に施設を作っても集客は見込めないのでは

ないか」などのご意見がございました。 

 次に「今後の土地活用についての考え方」については、民間開発エリアで「土地を売りたい」

と回答された方が５１．９％、「自分の世代までは農地として利用したい」が１１．４％、「具

体的には考えていないが、農地以外の使い方で土地を使用したい」が１０．１％などでござい

ました。土地を売りたい方の理由につきましては、「高齢になった」、「後継者がいない」、「農業

収入が少なく不安定」などでございました。 

 駅北側エリア及び役場周辺エリアでは、「居住を継続」が１９．０％、「土地を売りたい」が

１６．７％、「農地以外での活用を希望する」が７．１％などでございました。この理由につき

ましては、民間開発エリアと同様の理由となってございます。 

 このように各エリアともに、農地以外での活用を希望する方が多い状況でございました。 

 最後に東員第一中学校の移転の意向については、３つのエリアとも、東員駅周辺への移転を

希望する方が７５％以上と、大変多い状況でございました。 

 以上、長くなりましたが、アンケートの結果でございます。 

 次に現在の対応につきましては、このアンケート結果において、東員駅周辺のまちづくりへ

の考え方が「わからない」という方もおみえになったことと、アンケート回収率が１００％で

はなかったことから、先月５月より、地権者への戸別訪問を実施してございます。この中で、

まちづくりについての事業概要説明を行い、１人でも多くの方に理解を深めていただくととも

に、今後の土地活用などについて、直接確認を行っているところでございます。 

 この調査結果や戸別訪問でのご意見につきましては、事業者との協議の中で反映をさせてま

いりたいと考えております。 

 次に、県の都市計画審議会までのスケジュールでございますが、三重県都市計画審議会が来

年７月に開催されますことから、それまでに各種の手続きを終えなければなりません。時間的

な制約がある中で、地権者、地域住民の方々のご理解とご協力を賜り、町民皆様のご意見もお

聞きしてまいる所存でございます。 

 また、本年４月からは建設部内に「新市街地整備プロジェクト」を設置いたしました。国・



県・関係機関との連絡調整や地権者、地域住民及び事業者との意見調整を行ってございます。 

 本町の将来を担う事業でありますことから、どうか議員各位におかれましても、ご協力をよ

ろしくお願いを申し上げます。 

 以上でございます。 

○議長（島田 正彦君）   鷲田議員。 

○１０番（鷲田 昭男君）   ご存じのように、この東員駅前市街地形成事業につきまして

は、東員町としては、あるいはこの事業が全国的に例を見ない大きな事業で、本当に大きなハ

ード事業であります。町長も当初、事業説明において、この事業は東員町にとって人口減少を

食い止め、また高齢化対策として重要な事業であるということで、全職員、すなわちオール東

員で取り組む決意であるという説明がございました。まさにそのとおりであろうと思います。 

 それで今回対象となる事業区域は、大半が優良農地であろうというふうに思っております。

この農地の所有者の方は、先祖の方々から苦労して今現在の土地を引き継ぎ守ってこられ、現

在の優良な農地として耕作をされているというのが現状だと思います。 

 そこでこの事業を進めるためには、この農地を第一義的に譲ってもらうというのが条件であ

って、譲ってもらわないと、この事業は前に進まないのではないかなというふうに思っており

ます。この譲ってもらうためには、今、答弁にありましたように、なかなかご協力は難しいと

ころもあるということでございますが、どうか皆さん方、個別の所有者の方に十分ご協力をお

願いをいたしまして、この事業が成功裏に終わるようにお願いをしておきます。１年、２年で

解決する問題ではありませんので、長きにわたる問題でございますので、よろしくお願いをい

たします。 

 それで、この事業推進に一番重要な問題でありますパートナーとして指定をされました民間

業者との間で、最初からこれまでの交渉結果等が、何かあったら教えていただきたいというの

と、これは非常に難しい問題なんですが、土地をお譲りするということになると、ただではあ

りません。当然有償です。この有償が、果たして恐らく土地をお持ちの方は、どれぐらいで買

ってくれるのかなというのは、一番関心のあることだと私は思っております。この一番関心の

ある土地の値段について、いつごろになったらパートナーさんと協議をして、その目安となる

ものができるのかなというのは、私は一番心配しておりますので、そういうパートナーとの話

し合いができておるのか、あるいはできるのであれば、いつごろをめどに単価的なもの、ある

いは譲っていただける値段について話ができるかなというふうなことを心配しておりますので、

そこのところ、よろしくお願いします。 

○議長（島田 正彦君）   近藤建設部長。 

○建設部長（近藤 行弘君）   ありがとうございます。 

 お答え申し上げます。まずもって農業の関係でございますけども、これにつきましては、当

然この日本の国というのは瑞穂の国でございまして、稲作はおろそかにするものではございま

せん。この他に例えば大豆とか、そういった様々な品種をやることによって、農業についても、

しっかり取り組んでまいりたいと思います。 



 それと交渉についてでございますけども、事業者につきましては、今現在、事業計画の具体

的なものを出してくれということで、再三再四にわたって、事業者に対して要請をしてござい

ます。これにつきましては、残念ながらまだ出てきておりませんけども、これが出てき次第、

出てくるということは、土地価格についても、その時点ではっきりすると。それをもって地権

者の方々について、お一人お一人、事業者の方が回っていただくと。例えばその中で農地の交

換とか、そういった条件が出てきましたら、当然東員町といたしましても、しっかりご相談に

乗りながら解決を図っていきたいと思っております。 

 以上でございます。 

○議長（島田 正彦君）   鷲田議員。 

○１０番（鷲田 昭男君）   今、事業計画を提出要請ということでございます。それが出

てきたら、ある程度単価の提示はできますということなんですが、目安、どれぐらいのときに

出てくるか、答弁の方、よろしくお願いします。 

○議長（島田 正彦君）   近藤建設部長。 

○建設部長（近藤 行弘君）   先ほども申し上げましたが、事業計画書が、まだ出てきて

いない段階となっておりますので、なかなかこれは、私どもは事業者に対して、しっかり早く

お願いしますということで行っておりますけども、私どもとしては一分一秒でも早く出してい

ただいて、価格を私どもも知りたいということでございますので、ちょっと時期については、

大変申しわけございませんけども、はっきりいついつということは、今ご答弁申し上げる資料

と言うか、あれは持っておりませんので、どうかよろしくお願いします。 

○議長（島田 正彦君）   鷲田議員。 

○１０番（鷲田 昭男君）   私が心配してるのは、時期が非常に難しいのはよくわかりま

す。ただ、来年の７月に審議会に出さないといかんでしょう。ここに出さないと、早い話が、

市街化編入はできないわけですから。少なくともそれまでには出てこないと、当然農地を持っ

てみえる方も、お前ら何も俺らわからんやないかと、協力もできやんやないかということにな

りますので、私はできるだけ早く、計画が出てくるというんじゃなしに、例えば何月をめどに

やりますというぐらいの答弁をいただくとありがたいなと思うんですが、そこのところはどう

ですかね。町長でもよろしいわ。 

○議長（島田 正彦君）   水谷俊郎町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   逆算していくと、本当に今、部長が答えたように、一分一秒で

も早く欲しいわけです。我々としては、もうここ１カ月前後ぐらいで出てこないと難しいとい

うふうに思ってますので、今、事業者の方で検討しているというのはわかってますので、その

辺、できるだけ早くということでお願いをしていくというふうに思ってます。 

○議長（島田 正彦君）   鷲田議員。 

○１０番（鷲田 昭男君）   できるだけ早く提示をしていただくようにお願いをいたした

いと思います。 

 それとこれは教育長さん、先ほど建設部長さんの方からお答えがあったんですが、中学校の



移転に絡みまして、現在、移転問題について、どのような協議がされておるのか、あるいはさ

れていなかったらされてないで結構なんですが、移転問題について、どういう形で近々にお話

し合い、あるいはご相談があったのか、お答えをよろしくお願いします。 

○議長（島田 正彦君）   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。 

 基本的には駅前開発の状況を考慮しながら進めていくという態度でありまして、４月に第１

回の施設整備計画検討委員会を行いました。中身的には、市街地形成によるエリアの説明や編

入までのスケジュールを説明をさせていただきました。ＰＴＡの方は、ちょっとまだ意見集約

はしておりません。 

 以上です。 

○議長（島田 正彦君）   鷲田議員。 

○１０番（鷲田 昭男君）   これについてもできるだけ議会の方にも、今、議会の方でも、

その問題について協議を進めている最中ですので、できるだけ議会の方にもご報告をよろしく

お願いをいたします。 

 次に３点目の質問をさせていただきます。高齢者対策についてということでございまして、

国は認知症の患者が、２０２５年には全国で７００万人を超えるという予測をしております。

これについては、６５歳以上の高齢者、５人に１人が認知症の可能性があるという予測でござ

いまして、本当にこれだけなのかなという疑問を持っておりますが、現実ではこのような形に

なるだろうという予測でございます。 

 そこで高齢化が進み、高齢者が増加するということは明らかなことでございますので、大き

な課題でありますその認知症について、町の対策は、どのような対策と効果があるのか、お伺

いをします。 

 それと２つ目、認知症の方を介護してみえる家庭は、昼夜を問わず大変ということでありま

すので、特に外出時にはさらに大変と思われます。その対策について、お願いをいたします。 

 よろしくお願いします。 

○議長（島田 正彦君）   松下福祉部長。 

○福祉部長（松下 文丈君）   鷲田議員の高齢者対策についてのご質問に、お答え申し上

げます。 

 １点目の認知症対策と効果につきましては、認知症はだれにも起こり得る脳の病気であり、

先ほど議員も申されたとおり、２０２５年には全国で７００万人となり、６５歳以上の高齢者

の約５人に１人に達すると言われております。 

 認知症高齢者の増加が見込まれる中、できる限り住み慣れた地域で安心して生活を送ること

ができるよう、第７期介護保険事業計画において、認知症に対する知識の普及啓発、認知症予

防、認知症に関する相談や家族の支援の充実に取り組んでいるところでございます。 

 具体的な取り組みといたしましては、１つ目として、認知症への理解を深めていただくため、

認知症勉強会や認知症サポーター養成講座を開催しております。 



 また、次代を担う子どもたちが認知症に対する理解を深め、地域で見守り応援をしてもらえ

るよう、小学５年生を対象とした、キッズサポーター養成講座も開催しております。本町では、

平成２９年度末現在で、認知症サポーター数４，３７１人、総人口に占める割合で申し上げま

すと１７．１％と、県内第３位となっております。 

 また、医療・介護の専門職で構成されます「認知症初期集中支援チーム」を設置し、認知症

が疑われる方などの自宅を訪問し、速やかに適切な医療・介護が受けられるよう支援しており

ます。昨年度は７人の方を支援しております。 

 ２つ目には、住民への周知啓発といたしまして、認知症に対する不安を軽減するため、進行

状況に合わせ、どのような医療や介護サービスなどの支援を受けることができるのか、流れを

お示しする「認知症ガイドブック」を配布しております。 

 ３つ目に、地域包括支援センターに「認知症地域支援推進員」を配置し、様々な認知症の相

談を受けております。その他、「認知症家族介護相談会・交流会」を月１回、気軽に立ち寄れる

「認知症カフェ」を２カ月に１回開催しております。回数を重ねることによりまして参加者も

増え、認知症への関心の高さを感じているところでございます。 

 ４つ目には、認知症高齢者への見守りにつきましては、認知症による徘徊の恐れのある方の

増加が予測されることから、金融機関、スーパーやコンビニ、配達業者、交通機関など、高齢

者が利用する町内の事業所と連携した「見守りネットワーク体制」の構築を推進しております。 

 また、徘徊高齢者を早期発見する方法の一つとして、「おでかけあんしんネットワーク事業」

に取り組んでいます。この事業は、徘徊の心配な方に事前登録をいただき、徘徊が発生した場

合、行政情報メールを活用し、登録事業所に情報発信を行い、早期発見に役立てるものでござ

います。現在３名の方にご登録いただいてございます。 

 認知症への取り組みを推進する中で、本町の認知症者数は、平成２８年度末現在で３７５人、

平成２９年度末現在で３８８人と、１３人の増。認知症となる確率が高い高齢者は、過去数年

間の状況では、約３０％前後で推移しており、大きく変化はないものとは思っております。し

かしながら認知症への相談件数は年々増加し、認知症勉強会の参加者も増加するなど、認知症

への関心は非常に高くなっております。 

 今後も引き続き、認知症に対する周知啓発や認知症初期集中支援チームの強化、認知症の方

やその家族が地域で孤立することなく、安心して暮らせるまちづくりを推進してまいります。 

 ２点目のご質問でございますが、徘徊高齢者の対策についてでございますが、認知症の症状

の中でも、時間や季節、場所や人がわからなくなる「見当識障害」を有する場合、家族の介護

負担も大きくなります。徘徊の恐れのある方を対象とした取り組みとして、先ほど申し上げま

した「おでかけあんしんネットワーク」事業を実施しております。この事業に事前登録いただ

いた方に対し、連絡先等の情報を含む「ＱＲコード」を印刷したシールを配布いたしまして、

靴や杖などに貼ることで、行方不明時に迅速な身元確認ができ、早期発見に繋がる取り組みを

今年度から実施しております。 

 その他、徘徊の恐れのある方を支援するシステムとして、ＧＰＳ機能付きの専用端末を利用



し、行方不明になった際に位置情報を検索する「位置情報検索機器」などが多く開発されてお

ります。この「位置情報検索機器」などの利用希望者に対し、初期費用を補助し、支援してい

る市町村も多く見られます。本町においても、補助による支援を実施した際の費用を試算いた

しますと、約３０人の方の利用を見込みますと、３０万円程度の予算を想定しております。 

 今後はＧＰＳ等「位置情報検索機器」などの利用支援につきまして、課題、費用対効果など

を含め、慎重に検討してまいりますので、ご理解賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（島田 正彦君）   鷲田議員。 

○１０番（鷲田 昭男君）   答弁の中でございましたが、認知症の方の行方不明等に有効

なＧＰＳについて、３０人程度で３０万円というようなお答えをいただきました。例えば１人

の方が行方不明になりますと、東員庁内総動員ということで探さなくてはならない事態が、今

まででもありましたので、できたらこのＧＰＳ、お金はかかるかもわかりませんが、今後、検

討する課題の一つであると思いますので、積極的に財政としてもお願いをしていただいて、東

員町はこういうことをしておるんですよということで、お願いをしたいというふうに思います。 

 それと最後になりますが、高齢者についての中で、１点だけお願いしたいんですが、マスコ

ミの中でもございましたように、高齢者の運転免許証の問題がございます。これを返上した場

合に、これまでもうちのバス云々ということで質問があったように思いますが、答弁はだれが

されるのかわかりませんが、町のバスに乗っていただくときに、例えば半額補助をするなり、

あるいは返上された方に乗っていただくために無料の交付券を渡すとか、そういう対策ができ

ないものか、お伺いします。答弁はだれになるかわかりませんが、よろしくお願いします。 

○議長（島田 正彦君）   どなたか、答弁をお願いします。 

 小川副町長。 

○副町長（小川 裕之君）   先ほどのご質問について、お答えをさせてもらいます。 

 今、東員町のコミュニティバスは１００円ということで、かなり安い金額でやっております

ので、それについて、また半額なり無料にするということは、ちょっとどうかなという感じも

せんことはないのです。 

 それと、これは交通行政だけではなくて、福祉関係にも関係してきますし、もう少しバスの

買い替えについても、非常に高価なものでございますので、そういった費用のことも考えてい

くと、その他、あるいは半額、あるいはなくすことによって、バス利用が増えるのかというと

ころも検証していくことも必要なのかというとこもありますので、今後の検討課題というふう

にさせていただきたいと思ってます。 

 以上です。 

○議長（島田 正彦君）   鷲田議員。 

○１０番（鷲田 昭男君）   すぐに答弁はなかなか難しいだろうと思いますが、私ももう

高齢者ですので、高齢者の方と度々お話をさせていただくこともありますし、「もうあんた、運

転やめたらどうやねん」ということでお話をすることもあるんですが、「免許証を返納すると家

に引きこもりになってしまうで、なかなか返上できないのや」と。これは私は事実だと思いま



す。 

 ですので今、副町長が答弁されましたように、確かに１００円という料金の問題もあるでし

ょう。しかしながら今現在、バスの利用者の数を見てください。乗ってないバスがかなり走り

ます。それであれば極端な話、無料でもいいと思うんです。乗っていただくことに意義がある

ので、料金云々よりも、これは福祉の問題か、あるいは政策の問題かわかりませんが、十分検

討してもらう価値があると思いますので、今後、運転免許証を返上される方についての一つの

明るい道かなというふうにも思っておりますので、どうぞもう答弁は結構ですので、どちらか

今後、検討していただきますようにお願いをいたします。 

 以上で終わります。 


