
○１３番（山本 陽一郎君）   ご苦労様です。 

 このまちの稲田をたたく梅雨音に、ようやく稲の苗がそろったようでございます。この町が

いつまでもこんなにのどかで、そして平穏で、緑豊かな田園風景であってほしい、このように

願うところでございます。 

 そんな思いの中で、今日は行政について、そして今、焦点となっている東員町駅周辺の開発

計画について、この２点について一般質問を行います。 

 まず行政について。 

 このところ、職員の名称、肩書が非常に煩雑になっているのではないか。聞き慣れない参事、

副参事とか主幹、主査とか、いろいろな名称があるようでございますが、この職階の改編の目

的、そして当然権限がついて回る、ですよね。それがどのように変わっているのか。今まで課

長だった職員が副参事になる、参事になる。こういうことになって、そうであれば当然権限が

変わってくるはずですね。今までの部長、課長、課長補佐、係長、主任もありましたか。そう

いった中で、あえてこういった職階制をとられた、その目的について、そしてそれに伴う今後

の行政運営の影響について、小川副町長にお尋ねをさせていただきます。 

○議長（島田 正彦君）   小川副町長。 

○副町長（小川 裕之君）   先ほどの行政についてということで、ご質問にお答えをさせ

ていただきます。 

 先ほどおっしゃられたように、最近名称が煩雑になってきているということでございますけ

ども、そもそも職員の役職については、行政サービスの効率化と、その責任の所在を明らかに

するということでございまして、そういった意味合いで、東員町におきましては町の職制や職

務等について、「東員町行政組織等に関する規則」というものを定めております。その中で、先

ほどお話をいただきました参事なり副参事というものを位置付けておるわけでございます。 

 特に参事・副参事につきましては、「上司の命を受けて、特定の事務を処理する」というふう

に規定をいたしまして、参事については平成２７年４月から配置をし、副参事については平成

２５年４月から配置をしております。 

 現在、参事につきましては、部長級の職務として、７名の職員を任じておるところでござい

ます。副参事につきましては、課長級の職務として、３名の職員を任じているところでござい

ます。 

 このように特定の事務に参事・副参事を充て、専任とすることで、専門的な業務に関する判

断や事業の方向性の迅速な決定など、効率的に行うことが可能となり、その結果、組織として

の意思決定がスムーズになるというふうに考えております。 

 特に、ここ１、２年で新産業創造プロジェクトと、それから新市街地整備プロジェクトにつ

いては、特命監、参事ということで配置をいたしまして、この大きな東員町の未来を作る上で

重要な部署であるプロジェクトの完遂に向けて設置したところでございます。 

 これまで確かに多くの職を作ってまいりましたけども、これはある意味、社会情勢の変化に

よる住民ニーズや業務の多様化、あるいは県・国等からによる権限委譲による業務の増加とい



うこともございまして、過去に比べると、職制が複雑になっているのが現状であります。 

 したがいまして将来的なことを考えますと、先ほど少し議員の方からもご提案がありました

けども、将来的なこととしては若干、整理するところもあるんだろうというふうに思っており

ますので、今後少し精査をできるところは行っていきたいと思っておりますので、よろしくご

理解賜りますようお願い申し上げます。 

 以上でございます。 

○議長（島田 正彦君）   山本議員。 

○１３番（山本 陽一郎君）   世の中が多様化している、専門的な職務が増えているとい

う、そういうご答弁であったろうと思います。 

 確かに大変な少子高齢化社会の中で、やるべき職員の皆さんの仕事が増えている、それはよ

く認識をいたしますけれども、そもそもこの職階制の改編は、私ども議会によって辞職勧告を

受け、そして退任された前副町長の負の置き土産ではないのか、私はこのように思っておりま

す。 

 それをいみじくも副町長がおっしゃったように、行政はあくまでシンプル・イズ・ザ・ベス

トでなきゃいかん、いけませんね。住民の皆さんにわかりやすい行政であってもらいたい。住

民の皆さん、わかりませんよね。参事・副参事、一体どんな仕事をされているのか。特命監と

か、そういうのはわかりますよ。特別任務をもって当たる。それは課長であってもできますよ

ね。 

 これは先ほど申し上げた、前副町長が大都、四日市市に、この大きな市の制度を東員町に当

てはめようとした。それをいまだに引き継いでおられるのではないかと私は思います。そうで

あるなら朝令暮改結構、まさにこういうふうに決めたけれども、やってみて、これはまずいね

となったら改める。そういう行政であってもらいたい。何でもかんでもそうであっては困りま

すよ。そのように私は思っております。 

 先ほど申し上げたように町民にとって本当にわかりづらい、これを住民の皆さんに説明して

も、なかなか理解されないと思いますので、見直しをしていただきたい。 

 そしていろいろ副町長おっしゃいました。専門的な業務が増えているので、それに対応する

ためというお話もありますけれども、やはりこうやって煩雑になればなるほど無責任体制にな

るのではないか、このように心配をしております。 

 私ども東員町の職員は非常に優秀であります、あると信じております。その職員の皆さんが

こういう肩書のためにやる、そんな職員は一人もいないと思います。であるなら申し上げたよ

うに、できるだけシンプルで、わかりやすい組織にしてもらいたい。 

 議長も困るんですよ、指名するときに。課長でいいのか、参事でいいのか、副参事でいいの

か。委員会審議でもそうですよね。委員長が、今まで課長でよかったのが、さあ参事で副参事

だ、主幹だ、主査だ。ぜひスッキリしていただきたいと思います。そんな無責任体制だなんて

思ってはおりませんけれども、これがこういう形で慣れてしまうと、そういう判子行政になる

のではないか、このように危惧をしております。 



 職員にとって最大の目標は自主自立の永続的な東員町、そんな中で、この町のまちづくりの

ために、そして町民の皆さんに奉仕する、こういうことをもって懸命にご活躍いただきたいと

思っております。いま一度、副町長の改革に向けた決意をお述べいただきたいと思います。 

○議長（島田 正彦君）   小川副町長。 

○副町長（小川 裕之君）   先ほどお話がありましたように、参事・副参事という名称が

できたのは、平成２５年３月の規則改正でございました。ですからおっしゃるように、前副町

長の時代だというふうに思ってますけども、その際に、参事・副参事等の名称を新たに作った

わけですけども、確かに行政内部では、参事・副参事の名称は、ある意味伝統的な名称ではあ

りますけども、ただ、今の情勢からいくと、町民、県民も含めて、国民も含めて、何かさっぱ

りわからないというのが正直なところでございますので、特に参事・副参事については、先ほ

ど申し上げましたように伝統的な名前ではありますけども、やはり時代にそぐわないというこ

とがありますので、来年度にかけて組織全体を見直そうというふうに思ってますので、その中

でもこれは議論をしていきたいと思ってますので、よりよい、町民の方からわかりやすい名称、

職名にしていきたいというふうに思ってますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（島田 正彦君）   山本議員。 

○１３番（山本 陽一郎君）   見直していく、いい方にですね、行政がいい風に回るよう

に見直していくということなので、全面的な信頼を持って見守っていきたいと思いますので、

ぜひご決断を求めておきます。 

 次に先ほど申し上げたように、今、東員町にとって、私ども議会にとっても、職員の皆さん

にとっても焦点となっております東員駅周辺の開発計画について、町長にお尋ねをさせていた

だきたいと思います。 

 これについては、先ほど鷲田議員から同様の質問がありましたので、重複を避けて質問をさ

せていただきますけれども、町長においても、ぜひ重複を省いていただいて、アンケート調査

とか、その結果については十分ご説明いただきましたので、その説明は無用だと思いますので、

お願いをします。 

 そして私は、これは正式な通告文書にあります。我が東員町にとって百年の大計とも言うべ

きこの事業が始動しようとしております。これまでの土地所有者への説明会や今回のアンケー

ト調査の結果を受けて、本計画についての正否について、やれる可能性があるのかないのか、

そのことをどのような感触を得られているのか、そして今後の対応について、このことについ

て、ご答弁を求めたいと思います。 

○議長（島田 正彦君）   水谷俊郎町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   「東員駅前周辺の開発計画について」のご質問にお答えをさせ

ていただきます。 

 この件につきましては、本年１月に積水ハウス株式会社を事業パートナーと決定をいたしま

して、２月に山田、北大社自治会において、地元説明会を開催させていただきました。さらに

本事業への意見や意向を調査するため、４月に当該地域の全ての地権者に対してアンケート調



査を実施いたしました。 

 アンケート調査の結果の内容につきましては、先ほど鷲田議員にご答弁を申し上げましたの

で、全部省略をさせていただきます。 

 この駅周辺、３７ヘクタールの市街化区域への編入につきましては、民間開発エリアでの開

発事業の実施が確実であるということが条件となっております。そういうことから民間事業者

と、ただいま鋭意調整を図っておるというのが、先ほど建設部長が答弁をさせていただきまし

た。 

 なお、用地の取得につきましては、造成費や商業エリアへの入居者の確保など、様々な要件

をクリアしていく必要がございます。そんな中で、現在、事業者の方で買収価格などを含めて

積算をしていただいております。 

 さらに民間開発エリアでは、ほぼ全ての地権者の方からの同意が必要であるということから、

事業者の作業と並行しまして、本町職員による全地権者への戸別訪問を、５月から実施いたし

ておるところでございます。 

 また、この事業は、本町の将来を左右する大きな事業になるものと位置付けておりますこと

から、６月、７月にかけて、全自治会で実施する町政懇談会の場において、全町民の方を対象

に説明をさせていただきたいと考えております。 

 本事業につきましては行政だけでなく、地権者、町民、民間事業者全ての歯車がかみ合わな

ければ実現できない事業でございますので、議員並びに町民の皆様には本事業へのご理解、ご

協力をよろしくお願いを申し上げたいと思います。 

 ただ、非常に今、微妙な時期に入っております。そういうことから我々も事業者と並行して、

我々がやらなければならないということを全力で今やっているということでございます。 

○議長（島田 正彦君）   山本議員。 

○１３番（山本 陽一郎君）   今、微妙な時期、この計画、事業を推進するに当たって微

妙な時期、それは私も認識をしております。以前の全協の場でしたかね、今、微妙な時期だと

思いますので、未知数なところが多々あるであろうということで、深い質問をさせていただい

ておりませんが、殊ここに至っては、やはりある程度議員として、議会として知っておかなき

ゃいけない。我々もこの事業に町長が命をかけて、政治生命をかけてやろうとすること、我々

も応援しなきゃいかん。全力を上げて支えていかなきゃいかん、そういう立場ですので、誤解

のないようにご答弁いただきたいと思います。 

 この事業について、県との調整について、５年ほど前から多分おやりになっておられると思

います。その割には、どうも計画の進捗が遅いのではないかと思っております。来年の夏、秋

ですか、県の審議会がありますね。これに間に合わせなきゃいけないということなので、その

割には遅いのかなと、そんな思いの中で、いくつか問うていきたいと思います。 

 開発業者との調整ということで、これはもう早々と某建設会社が引き受けるということで決

まっておりますね。当初は３者の申し込みと言うか、提案があった中で、現在の進めようとし

ている事業者に決めましたという、そこまでは聞いておりますけれども、町長、そうであるな



ら、もう私どもはこういう計画で、こんな考えで東員町と連携してまちづくりに参画したい、

そういう青写真があるはずです。 

 今、早くせい、早くせいという話じゃなくて、そうでなきゃ業者決められないですよね。そ

ういうきちんとした計画書が出て初めて業者を選んでいく。当然できてるはず。 

 この３月でしたか、同僚議員の問いに、町長、お答えになられたと思いますね。そういう青

写真があるなら、一日も早く議会へ出してくださいねという話の中で、早急にお出ししますと

いうお話があったように思いますけれども、早くせい、早くせいと言ってるということじゃな

くて、もうできてなきゃいかんものが、いまだに出てこない、不思議でしょうがない。 

 せっかく先ほど申し上げたように、参事ということで、特命監ですね、それまで置いて進め

ようとしているこの大事業が、来年にはもう片を付けなきゃいけないのに、まだこの辺でうろ

うろしているというのは、どうにも納得いかないので、町長、あるものなら早く出して、こう

いう計画ですと。そして買収金額についても、これは民間業者のすべだと思いますけれども、

こういう形で、という話をしてもらわないと議論がかみ合わない、と思いますので、答弁でき

る範囲で、どうしてもこれは伏せておきたいというのは別ですよ、それをお示しいただきたい

と思います。 

○議長（島田 正彦君）   水谷町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   おっしゃるとおりです。おっしゃるとおりで、我々も本当にま

だ完全なものが出てきてないというのは事実なんですが、なぜ出てきてないか。一番ネックに

なっているのが、地権者の方からの買収価格ですね、これが一番問題になってます。 

 これについてはなぜそうなっているかと言うと、造成費ですね、もし買収できたとすると、

造成をしなければいけない。造成費について、業者は完全に把握できていないというのが正直

なところです。我々としては、業者がある程度提示している造成費はあるんですが、はっきり

言って我々の立場からいくと高い。その造成費を下げるということをしていかなければいけな

いというふうな、それは我々も入ってやっているというのが今現状です。 

 それともう一つ、もう一つあります。それは住宅部分については、それは心配したことはな

いんですね、住宅専門の会社ですから。 

 問題は商業エリア、公共エリアなんですが、公共エリアとしましては、先ほどから議論があ

りますように、我々としては第一中学校の移転というのを考えてますので、それについては我々

がきちっとすれば問題はない。 

 あと、商業エリアなんですが、商業エリアをどう埋めていくか、それを早く埋めれば埋める

だけ、金利負担なんかが下がってくるので、買収単価が上がってくるというふうに見てます。 

 正直、今、東員町の中で、道路なんかで路線価が時々出ます。それからちょうど駅前ですか

ら、駅前の今、駐車場になっているところの買収単価も、これもうわかっているわけですね。

ということは大体このぐらいの値段でないと買収できないだろうというのが、ある程度想像は

付くというふうに思ってます。 

 そこへちゃんと持っていけるかどうかというのを、今、事業者が弾いている中で、我々とし



ては例えば造成の土なんかは、できるだけ公共残土を活用をできないかということで、実際に

今、新名神の工事をやっているとか、あるいは県の桑名建設の所長に、公共残土をできるだけ

こちらで受けるから、余っているものをここへ入れてくれという話もしながら、どのぐらいの

土がただで入るかということも、これ大きな買収単価にかかわってきますので、その辺が、き

ちっとある程度見きわめられないと出てこない。 

 これは業者の話なんですが、ということで、ただ、今、議員おっしゃられるように、ある程

度こういうまちづくりをして、そしていくらぐらいで買収ができるかというのを早急に出さな

いと、もう間に合わないよということで、今、我々もちょっとイライラしているところがある

んですが、今そういうちょっとせめぎ合いもやっておりますので、そういう意味で、ちょっと

微妙な時期だというふうに申し上げましたので、鋭意今、努力をさせていただいておりますの

で、できるだけ早いうちに、ざっとしたものでも出してもらって、議会へもお示しをさせてい

ただきたいというふうに思ってます。 

○議長（島田 正彦君）   山本議員。 

○１３番（山本 陽一郎君）   あのね、じゃいけませんね、町長、私いつも思うんですけ

れど、官民一体の開発というのは、今おっしゃられたように非常にいろんな問題が絡んでくる

ので難しい。これは民間業者一本でやりますよと言うなら、これはある程度、簡単ではないか

もしれないけれども、買収価格とか、そういうことによって早く進むんだろうなというふうに。 

 ただ、町長がおっしゃったように、このエリアには第一中学校が必要なんですとか、ここに

商業施設ですよ、ここに医療施設ですよ、ここに高齢者施設ですよということになってくると、

これはなかなか業者もやりづらいと思う。そうですよね、制約を受けるわけだから。制約をみ

んな取っ払って、町としてのこういうまちづくりのために、こういうふうに考えているので、

ぜひこういうことでお願いしたいという程度にしておかないと。 

 いいですよ、埋め立ての残土はあっせんしますよとか、そういうのは大いにやっていただき

たいけれども、あまり町が、行政がこれにああでもない、こうでもないという話をすると、進

むものも進まない、来年には間に合わないということになるので、その辺はよくお考えいただ

きたいと思います。 

 そうですよね。第一中学校移転と言うと大問題、一筋縄ではいかんと思いますよ、私は。だ

からこれについても、まだ正確にどこだという場所を聞いてない。そういうことになると、こ

れ１０年計画でしたかね、この事業計画は。そんな中で第一中学校の移転は１０年ではおさま

らないと思う、僕はね。先に進めないと。 

 そういうことがあるので、ある程度民間の知恵や、それを活かした形でやっていただくとい

う形がいいのではないか。そうでないと、後で間に合いませんでしたよということになりかね

ないのかなというふうに思っております。 

 そして今度、町長がおっしゃったように、町政懇談会をおやりになりますね。そのテーマに

ついては、当然この問題がメインですよね。そのときにある程度の説明ができるようにしてお

いてもらわないと、第一中学校についてはこういうことです、大体この場所へ移しますよと、



そして問題は、町長のこの話の中にこういうことが書いてある。団地内高齢者の受け皿として

のサービス付き高齢者住宅を確保することにより、団地内での人の循環を促しますと。 

 私、団地の人間ですね。そしていろんな人に、私と同じような年齢の高齢者の皆さんに問い

かけております。皆さん、こういう計画があると。団地の高齢者は、今度できる駅前の開発計

画によって、そこに新しく医療施設も整った、商業施設も整った、そういったところへという

話がありますよということを言うんだけれども、何を言ってるの、今さらこの年になってそん

なことはできませんよ、据え膳でみんな用意していただいて、持ち出しがなくて、全部やって

くれるというのならともかく、そんなことあり得ませんよね。 

 そんな中で、果たしてどれほどの方を予定されているか知りませんけれども、いるのかな。

それこそ町長、アンケート調査をしてもらって、笹尾・城山で、こういう計画をして、皆さん

が高齢者になったときに、こういう形で、このまちを循環型社会に持っていきたいという話を

していただいて、それをしてもらってからでないと、なかなか難しいと僕は思ってます。 

 笹尾・城山には、もうコミュニティができてますよ。皆さん、友達もできてる。そんな中で、

もう一度この年になって冒険するのかな、という危惧がありますので、ぜひその辺のところは

頭に入れていただいて、今度の町政懇談会の説明には気を付けて説明していただきたい。そう

でないと、また一悶着あるのかな、そんな思いがしますけれど、どうですか。 

○議長（島田 正彦君）   水谷町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   山本議員や、議員の周辺の方は、がっちりしたコミュニティが

できてみえますので、当然そういう答えだろうというふうに思ってます。 

 ただですね、何年か前に、東員病院さんが有料老人ホームを作られました。そのときに、あ

そこはあまり僕は便利なところだと思わないんですよ。ただ、そこへ作られたときに、何人か

の団地の方が自分の家を売られて、そこへ引っ越されたという実績が、実はあるんですね。 

 ですから団地の中の皆さんを誘導するということは、さらさら当然考えてないわけでして、

ただ、その中には何人かは、そういう行動をとられる方もみえるんではないかというふうに思

ってます。 

 なぜかと言うと、例えば独居になられたとするならば、大きな敷地、大きな家というのは、

なかなか掃除するのも大変だし住みづらい、その守りをしていくのは大変だと言われる方も、

中にはおみえになるというふうに思ってます。そういう方たちが家を売って、小さな部屋であ

れば、そんな高いことにはならない。ですからそういう考えをお持ちの方も、中にはおみえに

なる。１万人もおみえになる団地ですから、そういう方もおみえになるというふうに思ってま

して、そういう方たちが、考え方ですけど、こちらの方が便利だと思われたら、自分の家を売

ってこちらへ引っ越してみえるということは、ある程度考えられるんではないかなと。 

 ですからできんということではなくて、そういう方もおみえになるんではないか。ですから

その受け皿を作っておくというふうに考えております。 

○議長（島田 正彦君）   山本議員。 

○１３番（山本 陽一郎君）   ぜひですね、こうだというふうに決めつけないで、年寄り



というのは頑固で融通がきかない面も多々ありますので、その辺のところはよくお考えをいた

だきたいと思っております。 

 今さらこの年になって、そんな冒険するぐらいなら施設へ行くよと。施設で随分高い介護保

険も払っているので、そういう施設へ入りますよという方もおみえになりますので、新進気鋭

の若い人たちなら、よしやってやろう、そういう方たちをぜひメインに据えて、若い人たちの

まちとして開発していただきたい。 

 そして笹尾・城山については高齢化が進んでおりますけれども、意外と循環型社会になって

きているんですね。ここがお亡くなりになって空いたよというところでも、しばらくすると新

しい方が入っておられるという、そういうことがあるので、ぜひ団地について、再開発という

ことでお考えをいただきたいな。もっと特色のあるまちにしていくためにね。 

 これは突拍子もない提案かもしれませんけど、私、以前に言ったこと、あの団地については

阪神淡路の大地震のときにも実際に経験しておりますけれども、現地へ行って、電柱が非常に

邪魔になると言うか、危険な存在になるんですね、ああいう災害になると。そうすると、あれ

を地中化して笹尾・城山団地、これはそんな簡単なものではないと思ってます。そうすること

によって、やはり安全・安心なまちになる。そして新しい皆さんも、こういうまちなので、ぜ

ひお越しくださいということになれば、もっと循環型社会に近づいてくる、そういうアイデア

もお考えいただけないか。十分町長はお考えだろうと思います。地中化じゃなくて、他のこと

でも。ぜひそういうことでのまちづくりをしていただきたいなと思っております。 

 そして先ほど部長の答弁の中で、アンケートの回収についてお話がありましたね。これを見

せていただきましたけれども、まだ１００パーセントでないですね。特に民間のところは、こ

れは鍵となる場所ですよね。ここについて、今、鋭意お尋ねをしていただいて、できるだけ１

００パーセントというのはあり得ないのだろうけれども、それに近い形での事業に持っていき

たいというお話がありましたけれども、これが大切なことですよね。条件の一つとして、地主

の皆さんのご賛同をいただくということが鍵になってますので、そういう意味で、まだ一段の

ご努力をお願いしたいと思っております。 

 そして最後に、町長、先ほど申し上げた、ある程度の期限を切ってお話をいただきたいんだ

けれども、そうしないと間に合わないのでね。業者をせっついてますということだけれども、

いつ、大体何月ごろに皆さんにお示しいただきますよと、きちんとした事業計画について、そ

して絵図面と言うか、青写真について、皆さんにお示しをいただく、その期限について、いま

一度、ご答弁をいただきたい。 

○議長（島田 正彦君）   水谷町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   実は町政懇談会が、最初は６月２１日から始まります。町政懇

談会をするときに何もないというのも、我々おかしいなというふうに思ってます。ですから今、

議員おっしゃられましたように、できるだけ早くとは言ってるんですが、我々の思いとしては、

それまでには何らかの図面が欲しいというふうに思ってます。ですからそのあたり、６月２０

日前後、もしダメだったらごめんなさい、一応我々としては２０日前後をめどに、その図面を、



ある程度ざっとしたものでいいから、図面というものが欲しいという話をさせていただいてお

りますので、大体そのあたりと我々は思っておるんです。よろしくお願いします。 

○議長（島田 正彦君）   山本議員。 

○１３番（山本 陽一郎君）   最後と言ったんですけど、ちょっと一つ忘れてました。駅

前開発は、それこそ東員町にとって大事なことですね。冒頭申し上げたように、我々議会も全

力を上げて取り組んでいきたい、応援していきたいという思いですけれども、それと同時に以

前の議会で町長、答弁なさったと思うけれども、開発するのはここだけでいいというわけには

いきませんね。 

 三和地区の開発、鳥取もそうですか、六把野の方もそうかもしれないけれども、そういった

ところの開発を、やはり促進していかなきゃいけない。こんな大きな駅前開発は、もう二度と

あり得ないということであるなら、そういうミニ開発にも力を入れていかなきゃいけないとい

うことなんですね。 

 それについての説明は、町長のお言葉だけで目に見えてこない。だから計画があって進んで

いるのであれば、例えば中上地区でこういう計画があって、このようになってます、そして長

深地区ではこうです、鳥取ではこうです、そういうのを把握しておられると思うので、ぜひそ

れをまずお示しいただきたい。まだ十分時間があるようでございますので。 

○議長（島田 正彦君）   水谷町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   主にちょっと三和地区でいいですかね。例えば鳥取地区でした

ら、もう市街化になってますので、それからミニ開発というのは、ところどころできてます。

畑も少しずつ少なくなっていっているという、今もうそういう進行形の現状にありますので、

問題は三和地区だというふうに思ってます。 

 今、実は聞いている話をお話をさせていただきますと、長深地区では、戸数については、間

違っていたら申しわけないですけど、大体のところでお話をさせていただきます。８０戸ぐら

いの計画があるというふうに聞いておりまして、そして自治会長さんを中心に、ある程度、地

権者の皆さんに当たっておられまして、土地の買収の予定がかなりたってきているというふう

に聞いております。あと、排水の問題が少しあって、実際もう技術的な問題ですので、そうい

うものをクリアしていけば、そこに住宅ができそうだというのを聞いております。 

 あと、中上地区については大体６０戸ぐらいの計画があると。今、自治会長を中心に、土地

の方を地権者の皆さんに当たっていただいているというふうなことを聞いております。ただ、

全部が全部、賛同をいただいているかどうかについては、ちょっとまだそこまではお聞きして

ませんので、わかりませんが、ただ、中上についても、長深についても、住宅開発ということ

で、地区計画を打ってやることなんですが、その計画自体はこのように進んでいるというふう

に聞いておりますので、我々としても、それがちゃんとした形で出てくれば、しっかりと応援

をしていきたいというふうに思ってます。 

○議長（島田 正彦君）   山本議員。 

○１３番（山本 陽一郎君）   ぜひそういうミニ開発、いいか悪いかは別として、このま



ちの発展につながるのであれば、進めていかなきゃいけないのかなと思いますので、そのよう

な計画については、行政も応援をお願いしたいというふうに思っております。 

 そしてちょっと元へ戻らせていただきますけれども、東員駅前の開発計画について、組織に

ついて、今、建設部が担当していただいている。私はね、ちょっと違うんじゃないかと、これ

は。町長がトップに立って、副町長以下、教育長も中学校の移転問題がある。オール東員町の

体制でやってもらわないと、これはならない。申しわけないけれども、一建設部では荷が重過

ぎる。町長が先頭に立って、以前申し上げたように、私はこれに政治生命をかけます、それぐ

らいの意気込みでやりますという話で組織作りをしていただかないと、これだけの大事業が進

まないのではないかと思っております。 

 思い起こしてもらいたい。あの笹尾・城山団地が開発されたとき、先人の皆さん、随分ご苦

労いただいたと思う。それでも見事にやってのけた、やっていただいた。そのおかげで今の我々

がいる、あの団地の皆さんがね。そういういい前例がある。ぜひこれらを学んでいただいて、

参考にしながらお進めをいただきたいと思います。 

 あそこはこういう優良農地の開発ではなくて、丘と言うのか、山と言うのか、そういうとこ

ろの開発でしたので、まとまりもよかったのかなという理解はするけれども、それにしても見

事に今の東員町の礎を築いていただいたのではないかというふうに思いますので、ぜひそのこ

とも頭に入れていただいて、町長も先頭に立って、やる決意をお述べいただきたい。 

○議長（島田 正彦君）   水谷町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   まさにおっしゃるとおりでございまして、決してプロジェクト

ができたから、そこに任せ切りということではございません。常に３名ですけど、そして建設

部長、それから副町長、私、教育長、これはもう一体となって動いておりまして、私もこれは

自分で動いているというところもあります。 

 何はともあれ、これはもう私の政治生命をかけた、先ほども言っていただきましたように、

政治生命をかけた事業だというふうに思ってますので、何としてでもやり切るという思いで、

私自身動いているということもございます。これからも私が先頭に立って、これは当たってい

きたいというふうに思ってますので、皆さんにはどうぞよろしくお願いを申し上げたいと思い

ます。 

○議長（島田 正彦君）   山本議員。 

○１３番（山本 陽一郎君）   いろいろと一夜漬けでやってきましたので、とりとめのな

い質問をさせていただきましたけれども、思いは一つ、このまちをよくしたい、そういう思い

で質問をさせていただきましたので、ご理解をいただきたいというふうに思います。なお一層

の町長をはじめとして、職員の皆さんのご活躍をお願いしたいというふうに思います。 

 これをもって私の一般質問を終わります。 

 ありがとうございました。 


