
○１番（大谷 勝治君）   こんにちは、大谷勝治です。 

 今まさに例年以上にホタルが舞い、東員町においても、のどかな環境が保たれています。住

民にとっても環境は大切なものです。この環境が将来にわたっていく東員町であってほしいと

願っております。 

 本日最後となりました。明日につながるように、しっかりと質問をさせていただきます。答

弁よろしくお願いいたします。 

 この６月定例会では、通告書に従いまして４項目の質問をさせていただきます。１項目め、

農福連携事業について、２項目め、防災対策について、３項目め、交通行政について、４項目

め、道路管理について、以上４項目についてお伺いいたします。 

 まず第１項目め、農福連携事業についてお伺いいたします。１点目、大豆栽培の６次産業に

伴う事業展開後の最終雇用について、２点目、医療福祉に向けての取り組みと採用枠、雇用枠、

２．２パーセント枠について。３点目、ガラス温室を使用していたシグマファームの取り扱い

について、以上３点についてお伺いいたします。 

○議長（島田 正彦君）   水谷町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   農福連携事業ということで、３点のご質問をいただいたわけで

すけども、内容がありませんでしたので、そのままではどう答えていいかわかりませんけれど

も、事前に聞き取りがありましたので、それに従って答弁をさせていただきます。 

 本町の農業につきましては、行政面積の３分の１、約７００ヘクタールが農地となってござ

います。この農地を活用した農業には、なかなかなっていないというふうなことを思っており

ますけども、後継者としての若者の参入や農地の荒廃の可能性を、我々は心配をしているとこ

ろでございます。 

 こうした中で、大豆栽培による６次産業化事業というのは、町内で１５０ヘクタールの栽培

実績がある大豆に着目して、基幹産業である農業分野で新産業の創出、しごとの創出を図るこ

とを目的といたしまして、本年度から大豆の加工技術や販売実績を有する企業並びに町内での

農業法人２社と町が互いに連携をいたしまして事業を開始したところでございます。 

 新しい大豆品種の実証栽培を行うとともに、収穫した大豆の加工、そして加工製品の開発、

あるいは販路の開拓を進めて、その需要を見きわめながら、計画策定を行ってまいりたいと考

えております。 

 この事業では、大豆の生産から加工・流通・販売まで、町内で一元的に完結できる６次産業

化となりますことから、その中で、障がい者の方だけではなくて、広く就労の場を拡大してい

きたいと考えております。 

 ２点目の障害者雇用率について、お答えをさせていただきます。 

 障害者の法定雇用率につきましては、法律の改正に伴い、本年４月より民間企業において、

２．０％から２．２％へ引き上げられました。 

 障害者雇用の取り組みにつきましては、これまでもハローワークや特別支援学校と町内企業

との連携を図り、障害者雇用の理解を深める研修会等も実施しておりまして、雇用の促進に努



めてまいっているところでございます。 

 今後も関係機関とさらに連携を強化して、障がいのある人が一人でも多く就労できるよう取

り組んでまいりたいと思っております。 

 また、本町全体では、本年度、障がいのある職員は５名おみえになりまして、障害者雇用率

は３．８％となっております。行政の法定雇用率が２．５％でございますので、法定雇用率を

上回っております。 

 ３点目のシグマファームとういんには、今現在、ガラス温室の事務所及び水耕棟を活用いた

だいております。ただ、この施設は、先ほどからずっとご質問の中にありますように、今、計

画を進めております東員駅前周辺の民間開発予定エリアの中に含まれております。したがいま

して、この施設は廃止をしていくということで考えております。 

 これから開発段階に入っていくんですが、農福連携事業所の新しい事務所の設置につきまし

ては、当該事業所、シグマファームとういんと協議をいたしまして、何らかの解決を図ってい

かなければならないというふうに思っておりますが、まだどうするというところまではいって

おりません。早急に協議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）   大谷議員。 

○１番（大谷 勝治君）   答弁いただきまして、ありがとうございました。 

 大豆栽培の６次産業化に伴う事業展開後の最終雇用者ということで、先般いただきました資

料によりますと、大豆加工施設が平成３２年度建設着工を目指すとあります。現段階における

規模と最終雇用者数を検討されていると思われますが、どの程度を想定されているのか、お伺

いいたします。 

○議長（島田 正彦君）   門脇総務部参事。 

○総務部参事（門脇 郁夫君）   お答え申し上げます。 

 まずは新しい大豆の品種の実証栽培を行い、加工品の開発と販路開拓を進めてまいります。

その結果、消費者のニーズがあらわれてきますので、その結果を踏まえながら、６次産業化と

しての企画策定を行ってまいりたいと思いますので、現時点では、はっきりとした雇用者数と

いうことを申し上げることができませんので、よろしくお願いをいたします。 

○議長（島田 正彦君）   大谷議員。 

○１番（大谷 勝治君）   答弁ありがとうございます。 

 先ほどの答弁の内容によりますと、具体的な、私が求めたような数字は出ないということで

すが、こういった事業では当然ベースになる数字をもとに事業展開されるものだと、私はそう

いうふうに思ってます。いかがでしょうか、この点について。 

○議長（島田 正彦君）   門脇総務部参事。 

○総務部参事（門脇 郁夫君）   お答えをいたします。 

 ６次産業化を進める上で、まずは実際に売れる商品開発と販路開拓は重要な課題でございま

す。まずはしっかりと消費者ニーズを見きわめながら、必要な施設の規模を決定することとし

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（島田 正彦君）   大谷議員。 

○１番（大谷 勝治君）   現時点ではそういう状態だということなので、今後ともしっか

りとした取り組みを期待させていただきます。またわかり次第、なるべく早く議会の方にもお

示しいただきたいというふうに思います。 

 それでは続きまして２項目めの医療福祉に向けての取り組みと雇用枠、２．２％、先ほど町

長が言われたように、もう一度お尋ねいたします。 

 先ほどの答弁にもありました、今年、平成３０年４月１日より、障がい者の皆様の雇用と促

進を図るための法定雇用率が引き上げられました。そのことについては、もう民間企業では２％

から２．２％に引き上げられ、国・地方公共団体では２．３％から２．５％に引き上げられま

した。東員町においては該当する障がい者の方は何名でしょうか。また今回の改正において法

定雇用率は、町長の言われるようにクリアされたというふうに思ってよろしいのでしょうか。

答弁よろしくお願いいたします。 

○議長（島田 正彦君）   齋藤総務部長。 

○総務部長（齋藤 博重君）   先ほど町長の答弁でお答えはさせていただいておるんです

が、改めて申し上げますと、議員おっしゃいますように、国・地方公共団体、これまでは２．

３％の法定雇用率、これがこの４月１日から２．５％と。この先、実は平成３３年４月１日に

は、さらに０．１％上げないといけないということで、障がい者法定雇用率を引き上げる努力

が地方公共団体に求められております。 

 そこで再度、町長の発言と同じなんですが、現在５人で３．８％ということで、法定雇用率

は十分達しているという状況でございます。 

 以上でございます。 

○議長（島田 正彦君）   大谷議員。 

○１番（大谷 勝治君）   答弁ありがとうございました。 

 医療福祉に向けて、行政としてどこまでかかわりを持つかは、いろいろ言われておるところ

でありますが、今、民間企業では、浜大津のように、ユニバーサル農業として注目され、障が

い者の社会参加などの高揚を、農作業の改善や農業の多様な担い手の育成などに活かしていこ

うとする取り組みが行われています。行政としても何かヒントになるような気がいたします。

いかがでしょうか。医療と福祉、福祉と農業、農業と医療、この三つどもえの取り組みが必要

となるのではないかと思います。 

 こういったことに目を向けた企業誘致が今後は重要だと思いますが、この点についてどのよ

うに思われますか。 

○議長（島田 正彦君）   水谷町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   我々としましては、この前からここ何年か、障がい者の皆さん

の働く場所というものをいかに増やすかということを念頭に置いて企業訪問も行っております

し、あるいは農福連携であるシグマファームの誘致も行っておりますし、そして今考えておる

のが、東員町の農業というのを、稼げる農業、そして未来志向の農業というのを今目指してお



ります。 

 その中で、障がい者の皆さんだけではないんですが、例えば高齢者だとか、あるいは子育て

を終えられて、ちょっとどこか働きたいねというような女性の働き場所だとか、そして今言わ

れる障がい者の皆さんの働き場所だとかいうことで、農業で稼ぐということができなければ、

なかなかそこに雇用は生まれませんが、今言いましたように稼げる農業、未来志向の農業、そ

んな農業を目指して、そしてそこに雇用を生み出したいというようなことを考えております。 

 当然今、町内にある企業の皆さんには、少しでもご理解をいただいて、正規の職員として、

ちゃんと仕事をしていただく、そんな雇用を何とか生み出していただきたいという思いで、ず

っと企業の皆さんとは話し合いを持たせていただいております。 

 企業誘致というのはよくわからないんですが、今の町内の企業の皆さんには、かなりご理解

をいただいているというふうに思っております。 

○議長（島田 正彦君）   大谷議員。 

○１番（大谷 勝治君）   答弁ありがとうございました。 

 町長の言われる多様な人を使ってと言うと失礼ですけど、多様な人を入れて、そういう農業

経営というのを展開していこうという、将来的なことをおっしゃったと思うわけですけども、

今、特例という企業の中で、その枠の中でどういこうかという企業はおりますね、確かに。例

えばそういう農業の盛んなところに、そういうものを誘致しながら人を集めていこうという動

きもあるわけですね。それがこういったユニバーサルの考え方だというふうに思っています。 

 それでちょっと話戻りますが、東員町といたしましては、先ほど言ったようにＢ型ではなく

て、唯一Ａ型の障害者雇用としての事業所が、シグマファームというのがおられるわけですが、

それは大切にしなければいけないと私は思ってます。 

 以前、朝市についてはお聞きをいたしました。それでもう少し戻るかもしれませんが、シグ

マファームさんももう少し積極的に、これから１０年どうなるか、そこら辺の開発はわかりま

せんが、結局そういったＡ型の事業所として機能ができるように、東員町としてもしっかりと

サポートしていってほしいというふうに思いますが。 

○議長（島田 正彦君）   水谷町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   シグマファームさんとは、一般就労に向けた障がい者の皆さん

の働く場所として農業がいいんではないかということで東員町へ来ていただいて、事業の展開

をしていただいてます。 

 ただ、これもＡ型作業所ということで、少なくとも一般就労へ向けてのステップの前段階と

いうふうに考えております。ですからこの機関というのは、一般就労に向けての障がい者の皆

さんには非常に大切な機関だというふうに思ってますので、当然シグマファームとはこれから

もいい関係を保ちながら、お互いにだれもが働いて暮らせるというような、自立できるという

ような社会を目指して、これからも我々は取り組んでまいりたいというふうに思っております。 

○議長（島田 正彦君）   大谷議員。 

○１番（大谷 勝治君）   答弁ありがとうございます。 



 農福連携事業としてのシグマファームの位置、そういったところとしっかりとした議論の上、

ぜひ一般就労も含めて、この話は進めていってほしいと私は思ってます。 

 続きまして２項目めの防災対策について、お伺いいたします。 

 １点目、ハザードマップについては、今年新しく各戸配布を行う予定と聞いておりますが、

いつの予定でしょうか。２点目、引き上げられた決壊水位に対する明確な対処、対策について。

以上２点、お伺いいたします。 

○議長（島田 正彦君）   小倉生活部長。 

○生活部長（小倉 奉昭君）   大谷議員の「防災対策について」のご質問にお答えを申し

上げます。 

 ハザードマップの作成につきましては、本年度中に作成いたしまして、平成３１年４月に各

戸配布させていただく予定で現在進めております。 

 そのハザードマップの改定内容といたしましては、平成２７年度の水防法改正を受け、千年

に一度程度の確率で発生すると想定されております規模よりも、さらに大きな洪水を想定した、

員弁川の「浸水想定区域図」が平成２９年３月、三重県から公表されました。この公表に伴い

まして、先に町民の皆様にお配りしてあります現行のハザードマップの浸水想定区域を今回改

めるものでございます。 

 次に、浸水想定区域が見直されたことに伴う対処・対策についてでございますが、ハード面

での員弁川改修につきましては、三重県において実施いただいておりますが、優先順位や多額

の費用を要することなどから、東員町内の河川改修には、かなりの時間を要する見込みでござ

います。 

 今回のハザードマップ改定の目的でもございます、町民の皆様に、洪水時にはどの区域が浸

水するのかを知っていただき、いち早く避難行動をとっていただけるよう、関係自治会の皆様

と引き続き連携しながら、ソフト面での充実を図ってまいりたいと考えておりますので、ご理

解のほどよろしくお願いを申し上げます。 

○議長（島田 正彦君）   大谷議員。 

○１番（大谷 勝治君）   ハザードマップについては、昨年６月に６月議会ということで、

かなり議論をさせていただきました。今言われているような内容は、私も認識しております。 

 ただ、ハザードマップについては、町民の皆さんの安全・安心を考える上で大変重要である

と私は思ってます。私は今回の配布が住民の地震災害に対する啓発となって、自然災害に備え

るよい機会になればと思っています。 

 災害はいつ来るかわかりません。だれにでもわかりやすく、見やすく、役に立つハザードマ

ップの一日でも早い配布を期待しております。 

 次に決壊水位について、お伺いいたします。 

 各２３自治会の中心にある、あるいは避難場所でもいいわけですが、満潮時に桑名河口部か

ら海抜何メートルの高さにあるのかとか、そういったわかる範囲がありましたら、住民さんに

は過剰なご心配をなさらないような配慮も必要ですが、最低限知っておかなければならない問



題でもあるというふうに思いますので、ぜひそういった避難場所についても海抜表示、こうい

うものをご提示いただけたら、住民の皆様も安心されると私は思ってます。 

 そして水道水源におきましても、当然ライフラインとして守らなくてはならない設備だとい

うふうに思ってます。水道水源についての影響もお聞かせください。 

○議長（島田 正彦君）   小倉生活部長。 

○生活部長（小倉 奉昭君）   お答えを申し上げます。 

 繰り返しになりますが、先ほども申し上げましたように、今年度作成予定のハザードマップ

につきましては、洪水の浸水想定区域ですね、それを最新の情報に作り変えるものでございま

して、その他の情報関係につきましても、住民の皆様に、よりわかりやすくお知らせすべきこ

とでございますので、そういった情報を盛り込んで、見やすいものにさせていただきたいとい

うことで、災害の備えとしてご利用をいただきたいと考えております。 

 それとまた、最高潮位の関係でございますけども、三重県で示されておりますのが、日本の

潮位の測定の場所は東京湾ですね、それをＴＰ地点と言いますけども、そこの潮位から算出い

たしまして、５０年ほど前に通過いたしました伊勢湾台風ですね、その台風の最大潮位の偏差

値等もいろいろ勘案されますと、東京の潮位の位置から４．５２メートルの高さまで到達する

のではないかということが想定されておりますので、そういったことも今回のハザードマップ

に、できる限り参考になるものとして、そういったものを作っていきたいなという方向で考え

ております。 

 以上です。 

○議長（島田 正彦君）   近藤建設部長。 

○建設部長（近藤 行弘君）   すみません、私の方からは、まず水源地への影響というこ

とで、ご質問をいただいております。 

 その前に東員町のＧＬというのは、３０メートル以上ありますので、例えば河口部における

満潮時の水位というところはあまり関係がないかなと私は思うんですけども。 

 それでは水源地の影響ということで、これはあくまでも千年確率ということでいただいてま

すけども、例えば第２水源地ですね、北大社にあります、これについては浸水が１メートルか

ら３メートルで、第３水源地、すぐそこの山田のとこですけども、それは浸水なしと。第１水

源地、一番東のこれも山田地内なんですけども、０．３メートルから０．５メートルといった

ところでございます。最も浸水の深い第２水源地につきましては、マップを見る限り、破堤想

定箇所というのが大社橋と霞提の間で切れている５メートル間がございますね、そこから水が

入ってきますよという多分想定になっておりますので、その部分につきましては、管理者であ

ります三重県に対してしっかりと要望して、堤防を強靭なものにしていただきたいということ

で要望をしてまいります。 

 以上でございます。 

○議長（島田 正彦君）   大谷議員。 

○１番（大谷 勝治君）   可能な限りで結構ですので、そういった表示をよろしくお願い



いたします。 

 昨年の議論の中でＴＰ、東京ポイント、これは伊勢湾台風時に、桑名市としてどれぐらいの

高さになるのかという、そういう目算がありました。そのときは東京ポイントで３．５メート

ル、だから私の言っているのは海抜どれだけなのかというのを、要するにこれは何を言ってい

るかと言うと、潮位なんですね。地震でも何でもないんですよね。降雨に対して、１９５ミリ

に対してどうするのかという話なんですね。そこら辺はお間違いのないように、正確な数値を

拾って、よろしくお願いいたします。 

 続きまして交通行政について、よろしくお願いいたします。 

 コンパクトシティと高齢化社会に対する公共交通について、お伺いいたします。 

 町内の公共交通については、今までいろんな議論がなされてきましたが、今後もその問題に

ついては、いろんな議論がなされると思います。今の時点において最もよいと思われる取り組

みをもしお考えなら、お伺いいたします。 

○議長（島田 正彦君）   齋藤総務部長。 

○総務部長（齋藤 博重君）   それでは「交通行政について」のご質問にお答えをさせて

いただきます。 

 本町は、これから人口の年齢構成の変動と急速な高齢化を迎えます。住民ニーズに対応した

公共交通ネットワークの構築が必要となってまいります。 

 全国では、それぞれの市町の特性に合った公共交通のあり方を模索し、既存路線やダイヤの

見直し、デマンド型等の多様なサービスの導入などで、地域公共交通ネットワークの再編に取

り組んでおります。 

 本町のオレンジバスについては、現在、利用者の皆様からの要望にお応えする形で、平成２

８年１０月１日から再編成したルート、ダイヤで運行をしております。しかしバス３台で町全

域を公平に運行して、利用者の皆様の全てのニーズにお応えするには限界がございまして、今

以上の台数を増やしての運行は、財政面から見ても厳しいと考えております。 

 現在、老朽化が進んでいますバス車両の買い替え時期も見据えまして、「運行形態」「運賃」「車

両サイズ」などを検討する時期が来ており、昨年度はコミュニティバスと乗り合いタクシーの

連携した取り組みをしております愛知県みよし市を視察してまいりました。 

 こうした他市町の取り組みの調査やシニアクラブを中心とした地域の意見、また昨年度導入

しました、バスロケーションシステム等で収集しましたデータを分析し、検討してまいりたい

と考えております。 

 限られた財源で、本町としてあるべき公共交通ネットワークを追及していくため、現在の運

行形態の利点は活かしつつ、定期的に改善を行いながら見直しを行っていくことが必要である

と考えております。 

 今後も町民の皆様のご意見を賜り、本町地域公共交通会議、生活交通を考える会を中心に議

論を重ねまして交通行政の充実を進めてまいりたいと考えておりますので、ご理解を賜ります

ようお願いをいたします。 



○議長（島田 正彦君）   大谷議員。 

○１番（大谷 勝治君）   今までの施策というものをお聞きさせていただきました。 

 私も思うのは、コンパクトシティと高齢社会、これは私たちにとって今後このまちの開発も

含めて、避けて通れる問題ではない、それは私でもわかるというふうに思います。 

 町長、この課題に対して、何か自分が考えられることというのがあれば、今までの考え方も

そうなんですが、今からこうあるべきだとか、私はこういう交通網が必要であるのではないか

という話を、もしお考えであればお聞かせ願いたいんですが、よろしくお願いいたします。 

○議長（島田 正彦君）   水谷町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   公共交通って非常に難しいなというふうに思ってます。という

のは、片方で財源というものがあります。 

 今、確かに３台のバスが走ってます。多く利用をいただいている路線もありますが、お金を

出して空気運んでいるだけやないかというふうな批判をいただいている路線もあります。ただ、

今回の改定に伴って今のバス路線というのは、ある程度住民の皆さんのご意見をいただきなが

ら、この形態になっているということでございまして、なかなか思うようにはいっていないと

いうふうには思ってます。 

 私、かなり前にデマンドの導入ということも検討をしてまいりましたけども、本当に成功し

ている事例というのは少ない中で、じゃあそういう新しい事業を導入して成算があるかと言う

と、まだなかなか自信というものまではいってない。 

 そんな中で、今、３台のバスがもうかなり距離が伸びてまして、もうここ数年の間に買い替

えなければいけない、買い替えると言うか、バスをまた同じ物にするというのか、別の物にす

るかというのは別にして、要するに買い替えの時期にもう来ているということで、この機会を

とらえてどんな形がいいのか、形態がいいのか、そして着実に進んでいる高齢化に対応できる

のかというのは、真剣に考えていかなければいけないというふうに思っておりまして、その一

つの可能性として、デマンドというのはあり得るの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）   大谷議員。 

○１番（大谷 勝治君）   答弁いただきまして、ありがとうございます。 

 私も現実的にかなりいろんなところを見て回ってきました。昨日の新聞でも、バス・タクシ

ーで１００カ所で自動運転、これをやるんだというところ、そして今、提案型、要するに今、

東員町が置かれている小さな開発、私らにとっては大きな開発ですけど、その中でどうやって

活かしていけるという、そういう交通網もぜひ考えていただいて、例えば大きな会社とタイア

ップしながら開発していくとか、そういう面もぜひよろしくお願いいたしたいというふうに思

ってます。 

 次に、最後の道路管理についてお尋ねいたします。 

 新ごみ焼却施設までの東員町側アクセスルートについて、歩道を含めて改修工事の予定をお

伺いします。 

 新ごみ焼却施設工事車両による大型車両の通行量の増加が見込まれております。現在の道路



状況としても、特に雨天時の増水、小石・砂利の流出などがあり、また道路周辺からの大型ト

ラック出入りによる道路への悪影響があります。その都度、建設部も出ていただいて、私ども

も電話連絡をして対策をやっておるわけです。通勤・通学道路でもありますので、今後とも抜

本的な対策、解決方、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）   それでは大谷議員の「道路管理」についてのご質問にお答

えを申し上げます。 

 議員ご質問の町道穴太弁天山２号線、これにつきましては桑名広域清掃事業組合へのごみ搬

入ルートでございまして、可燃ごみ焼却施設建て替えに伴い、工事車両の一部も通行をしてご

ざいます。 

 現在、道路の補修につきましては、部分的な補修にて対応しておりますけども、大規模な道

路の補修工事は、歩道の未整備箇所の改良も含めまして、桑名広域清掃事業組合の建て替え工

事の終了後に検討をいたすものでございます。 

 また、城山球場付近におきましては、民間事業者が土砂採取事業を行っており、土砂運搬の

ため町道を利用しております。このため、利用の際に土や砂がこぼれ落ちているところがあり

ます。 

 特にご指摘の雨天時などでは、一般利用者の皆さんからは、道路の清掃等についての要望が

寄せられてございます。その都度、土砂採取事業のいわゆる許可権者でございます三重県に対

しまして、採取業者に強く指導をしてもらえるよう要望をしておるところでございます。今後

につきましても土砂運搬の際に発生する道路の汚れにつきましては、強く指導を行うよう、三

重県に対して要望をしてまいります。 

 また、大型車両の増加による交通安全対策でございますけども、これにつきましては工事車

両への徐行等の指導、また注意喚起、標識の設置など、これもいなべ警察署と一緒になって安

全対策に努めてまいりたいと思いますので、ご理解賜りますよう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）   大谷議員。 

○１番（大谷 勝治君）   建設部のこれまでの道路管理については、安心・安全なまちづ

くりのために、いろんな質問をさせてもらってきました。 

 道路財源、財特法というのが平成２９年度で期限切れという、その中でご努力を願っておる

わけですけど、例えばガードレールであったり、歩道であったり、城山幹線の道路であったり、

これは今年の夏ごろに改修工事をしていただくということでお聞きしてますが、また町道穴太

弁天山２号線の歩道にいたしましても、確定した工事期間と道路幅、どれぐらいを予定してい

るのか、さらに２点、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）   すみません、穴太弁天山２号線の歩道整備工事の時期と歩



道幅ということでよろしいですか。 

 その前に財特法の関係で道路財源ですね、５５％から５０％に下げられるということでした

けども、これにつきましては皆様の努力もお力もいただきまして、５５％のままということで

なっておりますので、どうもありがとうございました。まずもって、お礼を申し上げます。 

 それでは穴太弁天山２号線の歩道整備の工事時期と道路幅ということで、これにつきまして

は先ほどもちょっと申し上げましたけども、桑名広域清掃事業組合の建て替えが平成３１年、

この時期もう平成じゃないですけども、１２月までと聞いておりますので、その時期に合わせ

て施工を検討してまいります。また、歩道の幅につきましては、最低２メートルは確保したい

と思いますけども、これについても様々な事情がありますので、あわせて検討をしてまいりた

いと思います。 

 以上でございます。 

○議長（島田 正彦君）   大谷議員。 

○１番（大谷 勝治君）   歩道幅を含めて、わかった時点でまた議会の方にお示し願いた

いというふうに思ってます。 

 今回数点お聞きいたしましたが、どの質問も重要な問題と私は認識しております。特に防災

対策については、いつ何時起こるやもしれません。町民の皆様に対し、行政としてしっかりと

対処・対策をとっていただきますようにご期待申し上げ、私の質問を終わりたいと思います。 

 ありがとうございました。 


