
○１４番（大崎 潤子君）   おはようございます。日本共産党の大崎潤子でございます。

今６月定例会におきまして、１、農業について、２点目、公務員制度について、３点目、まち

づくりについての一般質問を行います。明快な答弁よろしくお願いいたします。 

 まず最初に農業問題です。主要農作物種子法が３月末で廃止されました。種子法は１９５２

年に制定され、主要農作物である稲、麦、大豆などの種子の品質を管理し、優良な種子を安定

的に供給することを都道府県に義務付けた法律です。都道府県の農業試験場では、品種改良や

原種の生産まで一貫した事業として取り組んでまいりました。種子法に守られて、その地域・

土壌に合った種子を開発、米では３００種類以上の国産種子が流通しています。政府は、種子

の品質は安定し法の役割は終えたとし、また民間の品種開発意欲を阻害しているなどから種子

法を廃止いたしました。農業競争力強化プログラムには、国家戦略・知的戦略として民間活力

を最大限に活用した開発・供給体制を構築するとあります。種子法のもとで多種品種、健康機

能性を高める品種など多様に生育してまいりました。また、種子法のもとでも民間企業の参入

は特に制限されていないという見解もあるようです。種子法の廃止で種子の価格高騰や少量生

産品種の淘汰、研究者や研究成果の情報が巨大な外資系企業に移ることなどが懸念されると思

います。今後の農業への影響について伺います。 

 次に農業を核としたまちづくりです。プロジェクトチームを４月に立ち上げスタートいたし

ました。土地利用型農業で生産される大豆に着目し、付加価値を付けて儲かる農業を目指しま

す。大豆製品の開発は経営基盤の見直しや東員町のブランドとして広くアピールするものだと

考えますが、現状はどこまで事業が進んでいますか。この事業計画は町内の２法人で進めてい

きますが、他の農業者への拡大についての考えはどうでしょうか。また、大豆フクユタカの現

収穫量はどれだけですか。新規格によるナナホマレの収穫量はどれだけ見込んでいますか。こ

の大豆を活用した製品はどのようなものでしょうか。 

また、地元大豆１００％の豆腐づくり、白川町に来ればおいしい豆腐が食べられるよという謳

い文句で大豆の地産地消、雇用づくりに取り組んでいる地域が岐阜県白川町にあります。これ

は女性が担う地域の加工会社です。東員町でも６次産業化に向けて５カ年計画で大豆製品を開

発します。東員町としてどのような大豆をＰＲしていかれるのでしょうか。キャッチフレーズ

などのお考えを建設部長と参事の答弁を求めます。 

○議長（島田 正彦君）   近藤建設部長。 

○建設部長（近藤 行弘君）   おはようございます。４点のご質問があったかと思います

が、私の方からは１点目の「主要農作物種子法の廃止による農業への影響について」お答え申

し上げます。 

 主要農作物種子法、いわゆる種子法は、昭和２７年に戦後の食料増産という国家的要請を背

景に米・麦・大豆の主要農作物について、地域に合った優良な種子を安定的に供給する役割を

果たすため国・都道府県が主導して生産及び普及を進めるために制定されたものでございます。 

また、この種子法とは別に国が農作物に関与することを定めた「種苗法」がございますが、こ

の中では、種子の品質等に関する基準を定め、品質の育成と種苗の流通を通じて知的財産権を



保護することが目的であり、それぞれ目的が違う役割がございます。三重県におきましても、

これまで県内各農協等の関係機関で構成されます三重県米麦協会や種子生産者等と連携を図り、

米・麦・大豆の優良種子の確保及び安定供給に取り組んでおりました。しかしながら、全国的

には、種子法廃止後に独自のシステムにより原種の保管をしたり、新たなルールづくりの検討

を行っている都道府県もあると聞き及んでおります。 

 なお、三重県では、米・麦・大豆の種子を安定的に供給できるよう県内の農協や三重県米麦

協会等の関係機関で作る「採種事業検討会」を本年５月１日に設置し、種子生産時期に合わせ

て検討会を開催し、種子の生産や流通に問題がないか検証していく方針としております。本町

としましても、県に対してこれまでどおり、しっかりと種子の生産にかかわるよう働きかけて

まいりたいと考えております。 

 残余につきましては総務部参事から答弁します。 

○議長（島田 正彦君）   門脇総務部参事。 

○総務部参事（門脇 郁夫君）   私からは「農業について」の２点目からのご質問にお答

えいたします。 

 まず２点目の大豆製品の開発の現状と他の農業者への拡大についてでございますが、６次産

業化事業の展開により儲かる農業を実現するため、多様性のある大豆に着目し大豆の加工技術

や販売実績のある企業並びに町内農業法人２社と町が連携して、これまで本町で栽培実績のな

い新しい大豆品種の導入により、付加価値の高い大豆製品の開発と販路開拓事業を開始したと

ころでございます。本年度は、昨年収穫した大豆を使い「栄養素いっぱい」の大豆製品のＰＲ

と試作品の研究を進めるとともに、農業法人２社に５㏊の圃場で新しい品種ナナホマレの実証

栽培に取り組んでいただき、栽培技術や種子確保を十分に行った後に需要ニーズに合わせ町内

大豆生産農家に普及を図ってまいりたいと考えております。 

 次に３点目のご質問についてお答えいたします。本町の大豆の収穫量は、過去５年平均で１

０ａ当たり５８㎏でございます。全国平均１６５㎏と比べますと約３分の１と大変少なく、農

業収益に繋がっていないのが現状でございます。収穫量の向上を図るため豆類を専門とする三

重大学生物資源学部の先生に栽培技術の指導をいただき、現在栽培されているフクユタカ、新

しく導入するナナホマレにつきまして今後５年を目途に全国平均並みの収穫量にしたいと考え

ております。 

 大豆製品につきましては、ミナミ産業株式会社が開発しました気流式粉砕技術の活用により

新しい品種ナナホマレで超微粒粉砕大豆パウダーと「おから」の出ない栄養素いっぱいの豆乳

を製造し、一般的な豆腐、油揚げに加え豆乳チーズ、デザート類など機能性の高い大豆のよさ

を最大限に活かした商品の開発に取り組んでまいります。 

 最後に大豆の地産地消と商品ＰＲについてのご質問にお答えいたします。６次産業化事業を

進める上で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。地元での消費拡大を

図るため町内で行われるイベント等に積極的に参加し「東員町産大豆を丸ごと使った大豆製品」

のＰＲに努めるとともに、町内飲食店には大豆パウダーや豆乳を原料とした商品開発に取り組



んでいただけるようお願いしてまいります。町内産大豆を使用した商品が一品でも多く生まれ

るよう努めてまいります。 

 広域を対象にしたＰＲ活動につきましては、飲食店等へのサンプル配布等により需要ニーズ

の調査と顧客の獲得を図るとともに、広域的な食のイベントに出展し大豆加工品を扱う企業な

どに情報発信を行い販路確保に繋げてまいります。また食育講座等を開催し魅力的なおいしい

大豆の食べ方や食育的な思考を町内に普及し、地産地消のみならず住民の健康「健康活躍のま

ち・とういん」に繋げ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よろしくお願

い申し上げます。 

○議長（島田 正彦君）   大崎議員。 

○１４番（大崎 潤子君）   答弁をいただきました。種子法につきましては、県において

検討委員会の方でこの内容については今勉強会が設けられ、町としてもきちっとした働きかけ

をやっていきたいということです。農業の基本である種を守るということは私たち民族の命を

守るということもありまして、とても大切な大きな問題だというふうに思います。ですからそ

ういう立場に立ってきちっと声を上げていただきたいというふうに考えております。何よりも

安心・安全の町民の皆さんの命を守る、そういう観点に立っていただきたいというふうに思い

ます。このことにつきましてはまた私自身もいろんな形で勉強しながら、本当にどうすること

が一番みんなの幸せに繋がるのか、また原課の方でもこの種子法が廃止されて本当に東員町の

農業に影響が広がらないのかどうなのか、そのあたりの調査といいましょうか、その辺につい

ての見解がちょっと漏れていたように思いますのでお願いいたします。 

○議長（島田 正彦君）   近藤建設部長。 

○建設部長（近藤 行弘君）   議員ご指摘のように、この種子法の廃止というのは民間企

業の参入を阻害しているというこの一点で短時間で廃止されたという経緯があるということ、

これは私も承知してございます。この中で種子法廃止につきまして、数々の地方議会様とか行

政の方からやっぱり反対の意見書というのが出ておりますので、その辺の動向も見据えながら、

一体どういう弊害が出てくるのか、もう少し勉強させていただいて、東員町に対しての問題は

どう出てくるのかというのも検討させていただきますので、ちょっと今の段階ではなかなか私

がご意見申し上げるということはできませんので、申しわけございません。 

○議長（島田 正彦君）   大崎議員。 

○１４番（大崎 潤子君）   大きな被害が出てからでは遅いというふうに思います。本当

に町長もおっしゃるように、ノーというのはとても大切なことで、本当に農業を中心とした、

これからそういう本面に向かって頑張っていこう、そういう姿勢を示していらっしゃるわけで

すので、そういう立場に立ってきちっといろんな角度から資料を収集していただいて報告して

いただきたいというふうに思います。 

 それから大豆製品の件なんですけれども、今るるお話していただきました。その中で大豆の

現収穫量が１０ａ、５８㎏ということで全国平均の３分の１であるということは、なぜ大豆製

品が全国の平均より少ないんですか。本来は東員町としてこれだけ採れなきゃいけないのが５



８㎏なのか、それとも米を収穫した後植えるわけですので、だからその辺がすごく不思議なん

です。全国的にはそういうふうな形でたくさんの収穫量があるのに東員町はこれしかないとい

う、そのあたりはなぜなのかというのが１点あります。 

 そして今度は長野県産のナナホマレというのを植えてやっていきたいということですけれど、

このナナホマレについては１０ａ当たりどの程度の収穫量をお考えなのでしょうか。フクユタ

カは今５８㎏ということをおっしゃったんですけど、ナナホマレの収穫量はどのようにお考え

でしょうか。 

○議長（島田 正彦君）   門脇総務部参事。 

○総務部参事（門脇 郁夫君）   お答えいたします。東員町の大豆の収穫量の低さといい

ますのは、土地利用型農業の中で転作作物として栽培しておるということがありまして、大豆

栽培につきまして補助金が出るということもございまして、真剣になって大豆栽培に取り組ん

でいないという現状が１つと、もう１つは大豆栽培においては、麦を刈り取った後に播種をす

るというところで、ちょうど梅雨時に入るというところがございまして、その梅雨時にいろい

ろな作業をしなければいけない。そして十分な排水対策をしなければいけないというところで

収穫量が低くなっておるということが現状でございます。 

 それとナナホマレの収穫量でございますが、全国的な平均から見ますとフクユタカとナナホ

マレについては同じような条件で栽培すればさほど収穫量は変わらないということでございま

すので、現在取り組んでおりますナナホマレと併せて５年後には全国平均になるよう取り組ん

でまいりたいと考えております。よろしくお願いいたします。 

○議長（島田 正彦君）   大崎議員。 

○１４番（大崎 潤子君）   さっきの私の質問の中で、米の後に大豆を植えるといいまし

たが、今参事の方から麦の後にということで、その部分だけは失礼いたしました。 

 補助金がついたりして真剣に取り組んでいなかった部分があり、あるいは梅雨時というよう

な諸条件があってフクユタカの収量があまり増えていないということでした。そしてナナホマ

レについても、フクユタカと同じような量を考えているということをおっしゃいました。今度

からは２法人が受けていくわけですが、２法人が受けてもそのぐらいの収量ということで理解

すればよろしいでしょうか。 

○議長（島田 正彦君）   門脇総務部参事。 

○総務部参事（門脇 郁夫君）   お答えいたします。まずは新しい取り組みとして町内の

農業法人２社に実証圃場をやっていただく。この２社が全国平均になるように目指していただ

く。それから町内の大豆生産農家に繋げていく、普及していくということで考えております。 

○議長（島田 正彦君）   大崎議員。 

○１４番（大崎 潤子君）   まず２法人で取り組んでいただくということです。営農グル

ープがこの間の聞き取りで１６ぐらい、認定農業者が２８とお聞きしておりますが、２法人が

このナナホマレの栽培をされて方向性がきちっと出た場合はこの皆さんへの大豆の取り組みへ

の働きかけはどのようにされるのでしょうか。そして拡大されたときの収量というか、町とし



てはこのぐらいの量を見込んでいるとかそういうのがありましたらお願いしたいというふうに

思います。 

○議長（島田 正彦君）   門脇総務部参事。 

○総務部参事（門脇 郁夫君）   最初に取り組む農業法人２社から他の農業者への普及と

いうことでございますが、これはやはり商品開発と販路開拓をしっかりやらせていただいて、

どれだけの大豆の消費量があるのか、それを見極める必要がございますので、その見極めが整

いましたら町内の大豆生産者に普及していくと考えてございます。 

○議長（島田 正彦君）   大崎議員。 

○１４番（大崎 潤子君）   商品開発を見極めてから拡大については考えたいということ

です。この間いただいた商品開発は５年計画という形で理解すればよろしいでしょうか。５年

かけて商品開発して６年目から拡大に移るのか、それとも並行して一応５年計画なんだけれど

４年、３年あたりぐらいからそういう営農さんなり認定農業者への拡大をするのか、そのあた

りについてのお考えをお願いいたします。 

○議長（島田 正彦君）   門脇総務部参事。 

○総務部参事（門脇 郁夫君）   今の考え方といたしましては、来年の１２月末までを販

路拡大と商品の開発ということで計画しておりますが、これはやはり継続的に販路拡大、商品

拡大していく必要があると考えております。そんな中で需要を見極めながら、平成３２年はな

いんですが、平成３２年に施設建設に着手できるよう取り組んでまいりたいと思っております。 

○議長（島田 正彦君）   大崎議員。 

○１４番（大崎 潤子君）   ３２年に施設建設を目指していきたいということですので、

そのあたりで次のグループへのあるいは農業者への拡大ということを考えていらっしゃるのか

なというふうに思いますが、ちょっとその辺が答弁の中でなかったように思います。もし明確

なものがあればお示ししていただきたいというので、大豆のナナホマレは、もうこれは決定と

いう形で理解すればよろしいでしょうか。他の大豆が出てくる可能性もあるのか、もうナナホ

マレで５年なら５年、１０年なら１０年やっていきますよという形で理解すればよろしいでし

ょうか。 

○議長（島田 正彦君）   門脇総務部参事。 

○総務部参事（門脇 郁夫君）   私どもがナナホマレに着目したということは、フクユタ

カという品種は東海地区でも非常に栽培比率が高い。そしてまた全国的にも最も生産量の多い

品種でございまして、生産量が多過ぎて一般的である中で付加価値の付けにくい大豆でござい

ますので、私どもの大豆による６次産業化事業では、より付加価値が付けやすいナナホマレと

いう品種に着目させていただきました。私どもはこのナナホマレを中心にこれから６次産業化

を展開してまいりたいと思います。 

 それとその他というところで、付加価値の付けやすい大豆が見付かりましたらそちらも検討

してまいりたいと現在は考えております。 

○議長（島田 正彦君）   大崎議員。 



○１４番（大崎 潤子君）   るる答弁をいただきました。やはりこれはプロジェクトチー

ムを立ち上げて東員駅の開発とこの新産業創造プロジェクトというのは本当にこれからの東員

町に対するとても大きな事業だというふうに思います。今までのように喜び農業を初めとして

失敗というのは許されないというふうに思うわけです。まだまだいろいろ聞きたいんですけれ

ど時間的な制約もありまして、この問題については終わりにしたいと思いますけれども、やっ

ぱりしっかりと本腰を入れて取り組んでいただきたいという思いが強いです。もう一度参事か

ら決意といいましょうか、お願いしたいというふうに思います。そしてやはり事業の経過報告、

そういうのを随時していただきたいという思いがありました。そうしますと今日の全協の場で

今日、本会議終了後に経過報告をしたいということがありましたのでほっとした部分もありま

したが、やはりきちっとしてプロジェクトチームを立ち上げて進めていかれるなら、今こうい

うことです、あるいはこういうイベントがいついつあります、こういうＰＲをしました、そう

いうのをもっともっと町民にアピールしていただきたい。これがとても大切ではないかと思い

ますので、そのあたりも含めて答弁お願いしたいと思います。 

○議長（島田 正彦君）   門脇総務部参事。 

○総務部参事（門脇 郁夫君）   お答えいたします。新産業創造プロジェクトチームリー

ダーを命ぜられておりますので、農業を核としたまちづくりに本腰を入れて取り組んでまいり

ます。よろしくお願いいたします。 

 それと今後の事業の展開で節目、節目については議会の皆さんの方にご報告させていただき

ますのでよろしくお願いいたします。 

○議長（島田 正彦君）   大崎議員。 

○１４番（大崎 潤子君）   どうぞ本腰を入れて製品開発に取り組んでいただきたいと思

います。 

 ２点目は公務員制度についてです。今、国を挙げて働き方改革が叫ばれ国会で審議中であり

ます。公務員制度改革大綱の決定、任期付職員法の施行、総務省通達時間、集中改革プラン発

表などを経まして２０１４年と２０１７年の地方公務員法の改正があり、２０１４年に人事評

価制度が義務付けられました。新たに２０１７年５月に会計年度任用職員制度が法定化され２

０２０年から実施されます。非正規という任用枠組みを新たに制度化するなど会計年度単位の

有期任用の職員制度で、いわば非正規公務員を正式に公認するものだと私は考えます。法改定

は、１、非正規職員の任用根拠、適正化そして会計年度任用職員の新設。２点目、期末手当支

給など処遇の改善となっています。この会計年度任用職員の導入は地方公務員制度の大転換に

かかわる内容であると思います。また実際職員の働き方としても考えていかなければならない

と思います。 

次のような問題点があると思います。１つは任用・採用に関する問題。４月１日から３月３１

日までとなります。その任用への考え方は。２点目はフルタイムとパートタイマーの格差。３

点目、雇用の中断、空白期間の問題。４点目、会計年度任用職員の一般職地方公務員化につい

て、人事評価などが適用されると思います。５点目は財源問題、自治体が財政困難を理由にい



ろいろな手当を支給しない、そういうことが起こり得るとも限りません。このような制度導入

に対しまして町の考え方、あるいはメリット・デメリットを示してください。そして現在の保

育士を初めとする臨時職員はどのような採用スタイルになりますか。またこの制度を導入する

ことにより財政上はどのようになってまいりますか。この制度を選択しない道はあるのでしょ

うか。総務部長の答弁を求めます。 

○議長（島田 正彦君）   齋藤総務部長。 

○総務部長（齋藤 博重君）   いくつかのご質問をいただきました。また答弁等に漏れ等

がございましたらご指摘いただきたいと思います。 

 公務員制度についてのご質問にお答えいたします。政府は、働き方改革の中で、同一労働同

一賃金により正規雇用労働者と非正規雇用労働者の待遇の格差の解消を目指しております。一

方、地方では、国や県から多くの権限の移譲が推し進められ、教育・福祉・子育て等の幅広い

分野での行政需要に対応するため予算や定員管理上の制約のもと、臨時職員に頼らざるを得な

いのが現状で、臨時職員の雇用は年々増加傾向にございます。 

地方への権限移譲が進む中、国は削減した経費を地方へ渡しておらず、移譲された業務の経費

はほとんどが地方の負担となっており、本町のような小規模な自治体は、その人件費の捻出に

大変苦慮しております。このような中、地方公務員法及び地方自治法の一部が改正されたこと

により平成３２年４月１日から会計年度任用職員制度が創設されます。会計年度任用職員とは、

任用期間が１年の非常勤の職で、これまでの給料に加えてボーナスを支給することができる職

員であります。これまで臨時職員として幅広く使ってきた定義は、今後一般職員に欠員が生じ

て、その職務を補う職員を臨時的任用職員としまして、それ以外の職員を会計年度任用職員と

して定義されます。正規職員と同一の勤務時間であるフルタイムの職と、正規職員に比べ短い

時間であるパートタイムの職に大きく区分されることになります。 

 会計年度任用職員制度の導入は、これまで支出できなかった手当、いわゆるボーナスの支給

が始まり人件費の支出が膨らむことは避けられないものと考えております。本町では、地方公

務員法及び地方自治法の改正の趣旨を踏まえ、平成３２年度の制度導入に向け、現在、制度の

調査・研究を始めましたが、正規職員と臨時職員の待遇に格差がある中、職務の内容や責任の

程度、地域の実情等を踏まえて、同一労働同一賃金原則を考慮して給与等を新たに条例・規則

で定める必要があると考えております。 

 次に２点目の現在の臨時職員はどうなるかのご質問でございますが、正規職員と同程度の時

間や日数を勤務する期限付臨時職員の数は、一般事務職や保育士・幼稚園教諭など５５人の方

に現在お世話になっております。今後、期限付臨時職員を含めた臨時職員の職については、改

めて雇用の必要性を見直した上で会計年度任用職員制度に移行する必要があります。 

 ３点目の制度導入に伴う経費の試算のお尋ねでございますが、勤務条件などを整理した上で

算出することになりますので、現段階では試算が困難な状況でございます。また、導入しない

ことについてでございますが、地方公務員法、地方自治法で規定されたことから法令を遵守し

なければならないものと理解しております。 



 以上ご理解のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（島田 正彦君）   大崎議員。 

○１４番（大崎 潤子君）   総務部長から答弁をいただきました。１点目は今後の流れで

すね、この２０２０年に向けて、聞くところによると８月ぐらいに政府から第１案が公表され

て意見募集があり、来年度第２案が示されるというようなことも聞いておりますが、今後どの

ような形で条例制定に向けての流れがあるのかお示ししていただきたいというのが１点。２点

目は、先ほど期限付職員が５５名、任用制度の方へ移行していただくという答弁でありました。

この任用制度に移行する場合は、どういう形でその人を決められるのかということですね。多

分試験があったりとかするんですけれど、その辺の内容、Ａさんを決めるには今までどおりや

っていただいたからそのまま任用という形になっていくのか、いやいやきちっと試験なり選考

して雇いますよということで、でも４月１日から３月３１日が任用期間、もちろん半年の方も

いらっしゃるかもわかりませんけれど、任用の空白というのはないでしょうか。保育や教育に

はそういう空白というのがあってはならないように思うんですけれど、そのあたりについてお

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）   ２点のご質問をいただきました。今後の導入についてのス

ケジュール、そういったところかと思うんですが、現在国の方から導入についてのマニュアル

案、ご指摘のマニュアル案が提示されております。そちらを私どもとしてはまず理解をさせて

いただきながら県、東海地方で開催されます国の勉強会に参加を予定しております。まずさせ

ていただかなきゃいかんというのは、私ども臨時非常勤職員の実態把握、これは私ども先ほど

５５人と申し上げましたが、これは期限付きの職員でございまして、それ以外にも短時間、月

に数時間とか年に数回、そういった方も含めますと非常にいろんな雇用の形態でお世話になっ

ております。そういった実態を各現場を踏まえて実態を把握する、これが最も急がなければな

らないことだろうと。 

 次に試験等のことでございますが、私ども今職員の方には人事評価制度を導入しましてその

運用をしております。今後はいきなり試験というわけではないんですが、人事評価を臨時職員

さんにも導入せざるを得ない、そういうふうに理解しております。 

 次にかつては空白期間を設けたということがございますが、私どもは基本として４月１日か

ら３月３１日という形で１年を通して基本的には採用していきたい。現状の形で継続したいと

いう思いで現在はおります。またこれにつきましては今後国から示される方針・指針に基づい

て考えていきたいというところでございます。以上です。 

○議長（島田 正彦君）   大崎議員。 

○１４番（大崎 潤子君）   まずは臨時職員の実態調査をしていって、色分けではないけ

れどもきちっとして短時間の人、あるいは期限付きの人ということ、そこを把握していきたい

ということでしたので、早急に実態把握をしていただきたいというふうに思います。先ほど部

長も答弁されたように、やはり国は人員削減というのをすごく言ってきて、現状今のような形



で臨時職員を使わざるを得ないというのが来ているというふうに思います。だけど本来はやは

りこういう制度を作るんじゃなくて、非常勤の人や臨時の人を常勤にしていく、そういうのが

本来の働き方改革だというふうに私自身は思いますし、きっと職員の皆さんもそうであるとい

うふうに思っていらっしゃると思います。でも先ほど答弁にあったように、多くのお金を自治

体が人件費として出費しなければならない、そうすると人件費と何と何をてんびんにかけるか

という、住民のサービスは削れない、そういう中でのこういう結果かなというふうには一方で

は思いますけれど、でも本来は職員の皆さんがきちっとした給料をもらって住民またサービス

をきちっと行うための職員の皆さんでありますので、そういう意味ではきちっとした対価を本

来は与えてあげるべきというふうに私は思っておりますので、その辺も含めまして、やはり処

遇改善をもっともっと進めていただきたいというふうに思いますが、そのあたりについてお願

いしたいというふうに思います。 

○議長（島田 正彦君）   齋藤総務部長。 

○総務部長（齋藤 博重君）   私ども現状、特に保育園・幼稚園の先生方はやはり待遇を

改善して少しでも勤務しやすい状態、またお休みをとれる状態を保たないと、昨日教育長から

ご発言もあったように、先生方を確保するのに非常に今苦労していただいております。そんな

中で臨時職員さんに１０段階ほどの昇給、そういった形も始めておりますし、やはり恵まれた

環境でなおかつ処遇、そういったものもよくないと優秀な人に集まっていただけない、そうい

ったことがやはり大事になってくると。そんなことで私どももう一つ今工夫しておりますのが、

平成２５年から実務経験者採用という形で外部からまた優秀な人材を確保する。また臨時さん

からやる気のある人を吸い上げる、そういった仕組みも踏まえまして、保育園・幼稚園、保健

師さんを含め実務経験者採用、そういったものも併用しております。ですので今後も今年度一

般事務の方にも初めてやろうとしております。これにつきましては職員の年齢階層にばらつき

がある、そういった空白の部分を埋めること、また実務経験のある即戦力を確保できる、そう

いったことからこれからも実務経験者で吸い上げる、なおかつ会計年度任用職員制度、この充

実も図っていきたい、そういうふうに思っております。以上でございます。 

○議長（島田 正彦君）   大崎議員。 

○１４番（大崎 潤子君）   保育士さんの件につきましては昨日の質問の中にもありまし

て大変苦慮しているということも知っておりますし、給与についても時間給を少しずつではあ

りますが引き上げられているということも知っております。大変でしょうけれども町民のため、

子どもたちのために頑張っていただきたいというふうに思います。 

 この任用制度につきましては、国会審議の中で勤務時間については現行のフルタイムで任用

されている方をパートに変更したりとか、財政上の制約を理由として出勤時間を短くする、そ

ういうことはやってはいけないですよというようなことが報道されておりますので、やはりそ

のあたりもきちっと見ていただいて労働者、働く皆さんをしっかり守っていただきたいという

ふうに思います。この任用制度については２０２０年ですので少しだけまだ時間がありますの

で、これから私自身も研究し、また原課の方でも研究して一番いい方法、みんなが幸せになれ



る方法というのを考えていただきたいというふうに思います。 

 ３点目はまちづくりについてです。これからの５０年を見据えたまちづくりとして、東員駅

周辺新市街地整備事業が動き出しました。４月１６日から３０日まで関係する地権者及び納税

義務者の意向調査把握が実施されました。民間開発エリアの回収率８０．６％、駅北・役場エ

リアの回収率７１．２％、１００％の回収を目指して個別に対応を進めているという報告も受

けています。また東員駅周辺のまちづくりの意向では、住宅や商業施設等の誘導も目指したま

ちづくりを進めるべきと６割強の方が回答しています。開発を進めるには地権者の協力は重要

であることは十分理解していますが、一方ではこの開発は東員町の全体のまちづくりでもあり

ます。多くの町民の声を聞くことはとても大切です。まず最初の地権者へのアンケート結果は

出ました。今後は拡大して一般向けのアンケート調査について取り組むべきと考えますがいか

がでしょうか。 

 次にこの東員駅周辺新市街地整備については民間が実施することだからといって情報が町民

になかなか公開されません。町民の方から今の状況やサービス付住宅とはどんな建物ですか、

オレンジバスはどのようになりますかなど尋ねられます。町民の方はもっともっと情報提供し

てほしいと望んでいます。一方、町費では都市計画経費８６３万円、土地改良事業５４０万円

など事業費を計上して調査等を実施しているわけです。これからの１０年、２０年先のまちづ

くりを進めようとしているわけですので、情報提供はしっかりとすべきと考えますがいかがで

しょうか。 

 また６月２１日から７月２８日にかけ町政懇談会が開催されます。テーマは駅前周辺中心市

街地形成についてです。将来のまちづくりのために多くの町民の参加を呼びかけるような回覧

物の工夫が必要と考えますがいかがでしょうか。建設部長の答弁を求めます。 

○議長（島田 正彦君）   近藤建設部長。 

○建設部長（近藤 行弘君）   「まちづくり」について２つのご質問をいただいたと思い

ますのでご答弁申し上げます。 

 今回の東員駅周辺のまちづくり、これを進めるためには地権者の方や地域住民の方々との合

意形成を図ることが大変重要となっていることは重々承知してございます。先ほど大崎議員か

らアンケートの結果はもうわかっているということですので、ちょっと省略させていただきま

す。議員ご提案のアンケート調査の拡大とかそういったことについては当然町民の声を聞くべ

きであるとのことでございましたけども、私もこのような町民の暮らしや経済活動の中心とな

るような機能を持ち「町の顔」となるべき東員駅周辺の市街化編入につきましては、当然多く

の方からの意見をいただくことが重要であると考えてございます。先ほど大崎議員からご案内

がございました町政懇談会ですけども、６月中旬から７月末までの間、東員駅周辺のまちづく

りをテーマに実施させていただきます。この中で町民の皆様からのご意見をお聞かせいただく

予定になっておりますので、まずもってそれでご意見をいただくということでございます。こ

の町政懇談会のご案内方法等につきましては、担当課と十分協議しまして、より多くの方にご

参加いただけるように努めてまいります。 



 次にこの東員駅の関係でございますけれども、いわゆる住居系や商業地域の配置、道路配置

も含めて開発される予定でございまして、本町といたしましても当然東員第一中学校の移転を

含めた５０年先を見据えたまちづくりを進めてまいりたいと考えております。なお事業計画

等々につきましては、公表できる時期が参りましたらお示ししたいと考えてございます。よろ

しく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（島田 正彦君）   大崎議員。 

○１４番（大崎 潤子君）   建設部長から答弁いただきました。昨日からもこの件につい

ては議論がある大きな問題だというふうに思います。先ほど部長も「町の顔」になるのでしっ

かりと住民の皆さんの声を聞くのは当然であるとおっしゃっております。昨日も出ましたけれ

ど、サービス付高齢者住宅の件については、やはり高齢者の皆さんの意向を聞くということも

大切ではないかというふうに思いますので、ぜひそのあたりのアンケートは必要ではないかと

いうふうに思います。 

 ２点目の民間開発だからという形でなかなか情報が町民に伝わらないということは本当に私

自身も寂しい思いがします。この駅前開発については数年前からの取り組みでありまして、行

政としてもまちづくりの考え方については提案されているというふうに思いますので、本来は

この民間開発業者がこんなイメージ、構想図というのは私はあるように思うんですね。ですか

らその構想図、あるいはイメージ図についてはやはりきちっと提示していただきたい。諸施設

の規模、おおよの金額、そんなことは公表するのが当たり前だというふうに思いますが、その

あたりが非常に遅いといいますか、ないということを遺憾に思います。昨日の山本議員の答弁

の中で６月２１日をめどに公表したいという町長の答弁がございました。ぜひその前に議会に

公表していただけるのかどうなのか、そのあたりについてお願いしたいというふうに思います。 

○議長（島田 正彦君）   水谷町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   昨日も山本議員のご質問にお答えさせていただきまして、昨日

もいろいろ事業者等々と打ち合わせもさせていただきながら実際現在ないんですよ。なのでと

もかく６月２０日前後をめどに出してもらわないと困るということで今協議しております。何

とか２０日ぐらいまでに、きちっとしたものじゃないのはご容赦いただきたいんですけど、漠

としたものでもいいからともかく出していただくと、２１日から町政懇談会が始まりますので、

その前にちょっと緊急になるかもわかりませんけども、議会の皆さんにお集まりいただいて、

そこでお示しできるものであるならばなというふうに思っておりまして、できるだけその方向

で進めていきたいというふうに思ってます。 

○議長（島田 正彦君）   大崎議員。 

○１４番（大崎 潤子君）   ぜひイメージ図なり構想図というのを議会の方に提示してい

ただきたいというふうに思います。昨日の答弁の中でもありましたが、駅前開発の商業施設に

ついていろいろ大変な部分もあるというような町長の答弁があったように思います。全国的に

コンパクトシティなりを進めているところは駅前開発の商業施設というのがなかなかうまくい

っていないという部分もあるように聞いております。一方では郊外に大きな店舗があるわけで



すよね。本当に駅前開発の中で商業施設があって回っていくのかなというのがすごく心配する

というか、そういう点があるんですけれど、その辺についての考えを、町長でもいいですけれ

ど、お願いしたいというふうに思います。 

○議長（島田 正彦君）   水谷町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   基本的に大型のショッピングセンター、郊外にあるショッピン

グセンターとは性格がまるきり違うものだというふうに考えております。我々の考え方の中に

は、そこに当然住宅ができます。その住宅ができる中に若い人も住まわるし高齢者の方も住ま

われる中で、その地域の中で自分の身の回りのものは大体そろうよねというような、くるくる

と歩いて回ればそろうよねというような、本当に日常的な、改めてどこかへ行って何かを買う

というようなもんじゃなくて、日常の身の回りの物はそこでそろうというような性格のものだ

と。そこでお茶を飲み、少し食事もしようかみたいな、気軽に入れるようなそんな店舗が並ん

でいるというようなイメージを持っていただいたらいいということで、当然すみ分けはできる

ものだというふうに考えております。 

○議長（島田 正彦君）   大崎議員。 

○１４番（大崎 潤子君）   商店のイメージというのが今町長がおっしゃったようにすみ

分けはできるということです。なかなか私たちの頭の中にもそういうイメージが浮かばない部

分もありますけれども、そういうイメージを持てばいいのかなというふうに思います。しかし

そういうことについても、駅前でどういう開発が行われて、どういうふうになっていくかとい

うことを町民にもっともっと知っていただかなきゃいけないというふうに思うんですよね。も

ちろん町民に限らず外部から若い人なりに来ていただいて、今後の東員町民になっていただく

わけですので、そういう意味では情報提供というのをしっかりしていただくことがとても大切

ではないかというふうに思います。もちろん民間が開発する、それに行政も力を入れてやって

いくということは必要なんですけれど、そこの仕組みの中に住民の参加というのが非常に少な

いように思うんですけれど、東員町全体のまちづくりをしていくわけですので、そういう意味

では住民の参加ということについてはどのように今後組み込んでいかれるのか、いやいや今の

形態で進んでいきます、アンケートの中でいろんな声を拾っていきますという形なのか、その

住民の参加という部分が私は欠けているように思うんですけれど、その１点についてお願いい

たします。 

○議長（島田 正彦君）   水谷町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   まだまだその段階までいっていないと。我々もまだわからない

ことが随分たくさんありまして、まだそこまでいっていないということで、段階的にそういう

時期が来ましたら当然住民の皆さんのご意見も承りながら進めていかなければいけないだろう

というふうに考えておりまして、民間事業者にもそういう話をさせていただきたいというふう

に思っております。何せあそこの商業ゾーンというのは本当に顔の見えるというか、非常に近

い関係性ででき上がるコミュニティだというふうに考えておりますので、当然皆様のご意見も

承っていきたいというふうに思ってます。 



○議長（島田 正彦君）   大崎議員。 

○１４番（大崎 潤子君）   今後事業が進む中において住民の皆さんの声もしっかり聞い

ていきたいということですので、東員駅前に１つのコミュニティができます。そこだけが仮に

人口が増えてもその周りが逆に人口が減っても、これも困る現象だというふうに思います。や

はり総合計画なり東員町のまちづくりとしてみんなでいろんな角度から研究を重ねていってい

ただくことがとても大切ではないかというふうに思いますので、今後もそういう視点を忘れな

いでいただきたいというふうに思います。以上で終わります。 


