
○１３番（山本 陽一郎君）   「両の手で、早く早くとたぐり寄せたい今年の秋を」、さる

日、知人からこんな暑中見舞いをいただきました。その言葉どおり、その後も厳しい残暑が続

く中、相次ぐ台風が猛威を奮い、全国各地で甚大な災害を引き起こしています。被災された皆

様方に、心よりのお見舞いを申し上げたいと思います。 

 今まさに異常気象の時代であります。このことは、このかけがえのない大自然との共生を言

いながら、豊さや便利さを追い求め、スイッチ一つ、ボタン一つで何でも可能という、そんな

ゆゆしき文明社会を希求した私たち人類の責任であろうと思います。 

 ゆえに今こそ、歴史や伝統に学び、先人の方々の英知に学ぶ、文化を大切にする、そんな社

会にしなければならない、このように思います。 

 この大自然は今、病んでおります。今こそ世界の、いやこの大自然の環境問題に対し、行動

すべき時ではないか、こんな思いを抱きながら本題に入りたいと思います。 

 まず通告に従って第一中学校の移転問題について、そしてその他、諸問題について、それぞ

れお尋ねをしてまいりたいと思います。 

 今回残念ながら東員町駅前開発事業計画、これが断念ということでございます。しかしなが

ら東員第一中学校の老朽化については、待ったなしであろうと思いますので、この問題につい

て今後どのような観点から対応していくのか、このことについて、まずお尋ねをいたします。 

○議長（島田 正彦君）   水谷町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   東員第一中学校に関するご質問にお答えを申し上げます。 

 東員第一中学校は、一部の校舎が建築後５０年を経過いたしておりまして、躯体そのものが

耐用年数の限界に近づいておりますことから、できるだけ早い改築が必要となっております。 

 また、当校はその設立の過程の事情から、本町東部に偏在をいたしておりまして、全ての生

徒が安心して安全に登下校できる環境整備を図るため、今回目指してまいりました東員駅周辺

開発エリア内を、その移転場所として位置付けてまいりました。 

 残念ながら、この事業は予定しておりました事業者が辞退し、その後、新たな事業者もあら

われなかったことから、苦渋の思いで事業推進を断念せざるを得なくなりました。 

 東員第一中学校の当地への移転につきましては、事業断念により、現在宙に浮いた状態にな

っております。しかし多くの町民の皆様が、町の中心部への移転整備を望んでいただいており

ますこともあり、非常に厳しい条件等があり、少し時間はかかるかもしれませんが、既に県の

関係部署との協議を始めております。 

 そのためには町としての明確な意思決定が必要なことから、教育委員会を中心に、その規模

や位置も含め、迅速に再検討し、方向性を決定するよう指示をいたしているところでございま

す。 

 残余につきましては教育長より答弁させていただきます。 

○議長（島田 正彦君）   岡野教育長。 

○教育長（岡野 譲治君）   私からは東員第一中学校老朽化に関する対応について、お答

えをいたします。 



 本年３月に議員の皆様に東員第一中学校の現状を視察していただきましたが、東員第一中学

校は、昭和３７年に建築された校舎をはじめ、建築後およそ５０年を経過し、校舎も老朽化し

ております。 

 東員第一中学校の移転につきましては、平成２９年５月に策定した小中学校適正規模・適正

配置基本方針に基づき、生徒の通学距離の均衡化を考慮し、まちの中心部に移転することが望

ましいことから、今後のまちづくりや人口推計などを見極めながら、役場周辺の文化センター、

体育館や武道館などの公共施設の共同利用、また防災機能を兼ね備えた学校施設計画について、

東員町学校施設整備検討委員会の中で現在検討を重ねているところでございます。 

 東員第一中学校につきましては、今年度、外壁などの改修工事を行っており、雨漏りなどの

対策を行いましたが、移転や改築の目途がたつまでは、生徒の安全や学習環境を損なわないよ

う、改修などを行ってまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いを申し上げます。 

○議長（島田 正彦君）   山本議員。 

○１３番（山本 陽一郎君）   今回の駅前開発事業において一番残念なことは、このエリ

ア内に第一中学校の用地が予定されていて、それが断念によって、その見通しがわからなくな

ったということで、このことに関して一番の犠牲者とまでは言えないんでしょうが、一番残念

に思われているのは、在来地区中学生の将来の夢をつぶしかねない重大な問題であった、この

ように指摘しなければならないと思います。 

 この中学校移転については、今後あらゆる方法を講じながら目指していかなければならない。

議会も同じ思いで、何とかこの第一中学校については携わっていかなければならないと思って

おります。 

 そこで確認をしていきますけれども、当初、この地域に中学校を建設しようとした、その用

地の用地費用、そして建築費用、どれぐらいのものを見込んでいたのか。何も試算してなかっ

たよというわけにはいきませんね、これだけ大きな事業を進めるわけですから。だからおおよ

そで結構です。それが１つ。 

 そしてその後、跡地利用もありましたね。当然、跡地利用をするためには、今ある校舎を壊

さなきゃいけない、その費用とか、またそれを売買するなり、その時の増収見込みと言うか、

どれぐらい見込んでおられたのか、確認をさせていただきたいと思います。 

○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。 

 私ども、東員第一中学校をこの役場の周辺にというところで、その時に概算と言うか、大体

立てたのが３０億円から４０億円の費用というのを立てておりました。 

 また、跡地利用ですけれども、これは具体的にはいろんな案が出てましたけれども、その案

をどうするかというのは、まだ具体的にはちょっと考慮していないところがありました。 

 以上です。 

○議長（島田 正彦君）   山本議員。 

○１３番（山本 陽一郎君）   そうすると移転する費用について、これは土地代を含めて



３０億円ということですか。３０億円ぐらいかかるであろうということですね。そうすると、

その財源はどのようにお考えをいただいていたのか。当然、国県の補助も視野に入れていると

思うんですが。これは次の校舎移転にかかわることですので、どのようにお考えをいただいた

のか、お答えをいただきたいと思います。 

○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。 

 基本的には起債という形でしていくというのがあったんですけれども、その他、私どもとし

ては基金の積み立てを開始していただいておりますし、基金の積み立て、起債、それから多く

探していたのが、この移転に伴う国や県の補助金はどういうところがあるのか、補助金はどう

いうものを獲得できるのかというところを、全てを町費負担ではなくて、補助金に何とか重ね

ることができないかというところをずっと調査をしておりました。 

 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）   町長ね、申し上げたいんだけれども、東員町にとって百年

の大計とも言うべきこの事業、駅前開発事業をやろうとした。そんな中でメインですよね、東

員第一中学校の移転が。これについて、今になって国県からの補助金がどのようなものがある

のか。当然、これについては町もきちんとして積み上げておりますよね。だけど３０億円には

ほど遠い。 

 そんな中で、そういうことを含めてもっと以前から、町長は最初の町長選挙にお出になる時、

公約として言われましたよね、駅前開発。であるなら、その時からもう既にこういう問題をク

リアしていかなきゃいかん、このように思います。 

 終わったことなのでこれ以上は、ということなんですけれども、だけどこれから、老朽化で

子どもたちに使っていただくのは危ないんですよということであるなら、すぐ次に取りかから

なきゃいけない。 

 私は言いましたよね。この事業をやる時に全庁的、今度は教育委員会かもしれない、中学校

の移転問題は。だけど一教育委員会だけではなくて、町長部局も全部局そろって取り組まなき

ゃいけませんよね。町長、どういう機構組織でやろうとするのか、今一度、お答えをいただき

たい。 

○議長（島田 正彦君）   水谷町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   駅前の開発、残念な結果になりまして、皆様に申しわけないと

いう思いですが、これにつきましてはプロジェクトを立ち上げて、そのメンバーを含めて全庁

的にやろうとしておりました。 

 学校の移転につきましては、まずどういう学校にしていくのか、そしてどういう規模にして

いくのか、そういうものをもろもろ教育委員会の方で決定をいただかなければいけないという

ことでございまして、移転というのを前提に、中学校の規模、そしてどんな学校にするかとい

うのを、教育委員会で、三重大学の先生も入っていただきながら検討を進めておりました。 



 細かいことは教育長に聞いていただいて、学校の内容とか、教育長に聞いていただいたらい

いかというふうに思いますが、我々はそういうことで教育委員会とタイアップしながらやって

いくと。 

 先ほどちょっと跡地利用の件も、それについても我々考えていかなければいけないというこ

とで、いろんな案が出てました。例えば学校の校舎、使えるものがありますね。それを別の学

校として利用してもらうような案も出ておりましたし、そして一部を売却して住宅にするのか

どうかわかりませんが、ともかく売却して費用を捻出するということも考えておりました。全

部売却するということも一つの案としてありましたし、まだまだ移転が先の話ですから、跡地

利用についてはいろいろなメニューで、町にとって一番メリットのある方法というものをとっ

ていこうということで、我々考えていたところでございます。 

○議長（島田 正彦君）   岡野教育長。 

○教育長（岡野 譲治君）   全庁的にということでお答えをさせていただきます。 

 私どもが今進めております施設整備計画検討委員会は、いろんな委員さんにお願いしておる

んですけれども、１号委員には三重大の先生２名入ってもらっていますし、２号委員は中学校、

小学校の代表、３号委員の中では総務・財政・政策課長、皆それぞれ入っていただいておりま

して、その中で全庁的にどう進めていくかというところを今も検討しておりますし、今後も進

め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）   山本議員。 

○１３番（山本 陽一郎君）   全庁的な体制でやっていきますということですね。そうで

なければならないと思っております。 

 そしてぜひその間において、議会の協力が必要ですよ、意見が必要ですという時には、ぜひ

議長を通して、議会にもご相談をいただきたいと思っております。 

 それと一つ提案をさせていただきたいんですけれども、まず移転先の問題ですけれども、新

しく土地を手当しようと思うと大きな費用がかかりますよね。今、東員町で持っている有効に

できる土地がないものかな、私なりに考えてみました。これは可能かどうかわかりませんよ。

陸上競技場がありますね。これが今、大変な町としてお荷物になっているということですね。

お荷物と言っちゃいけませんか。町長が一番よくご存じであれなんだけれども、苦労されてい

ると思うんだけれども、この陸上競技場を何とか活用できないか。サブグラウンドを含めてね。

そうすれば先ほど教育長がおっしゃったように、ここにあるスポーツ施設、体育館、武道館、

いろいろありますね。これが利用できる範囲ですよね。防災関係でちょっとという話があれば、

この時代、いかにも工夫ができると私は思っております。 

 法的にどうかという問題がありますよ。これは多分、国県からの補助金が出ておりますので

ね。だけどこの際、そんなことを言ってられない。何とか早くこの東員第一中学校を立ち上げ

なきゃいけないということであるんなら、まずそのことを含めて検討していただきたい。 

 災害があったときには、道路を通して一目散に避難できるように考える。その点もあるはず



ですよね。今の土木技術をもってすれば可能であるというふうに思いますので、ご見解をお聞

きしたいのと、それと跡地利用についても、町長がおっしゃっていたでしょう。今回、事業計

画の中にそういう福祉施設も入れますよと。笹尾の皆さんにも城山の皆さんにも、高齢者の皆

さんに入っていただきますよという、そういう施設も作ろうという、そういうお話もありまし

たよね。であるなら、今の校舎がまだ使えるという話であるなら、そこを利用もできるわけで

すよね。だからそういうことも含めて計画的に知恵を出して、頭を絞って考えていただきたい。 

 まず、これは教育長かな、陸上競技場を活用できるのかどうか。私、今、思いつきで言って

ますので、法的な根拠はありませんので、その辺のところを後学のために教えていただきたい。 

○議長（島田 正彦君）   水谷町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   まず、移転先として陸上競技場ということでございます。奇し

くも我々も前、考えたことがあるんです。ところが千年に一度の雨が降ったとき、千年豪雨の

ときの状況からいくと、あそこは少し水が浸かるということで、そういう意味で防災上の問題

が少しあるということがまず一つ。 

 それともう一つは、あれは都市公園の中にありますので、ちょっと法律的な問題があります。

しかし、検討の余地はあると思いますので、今の２点の問題を少し検討をすることはできると

いうふうに思います。 

 それと跡地の話ですけど、実はこれ、笹尾・城山地区の皆さんに駅前へ来ていただいてとい

う計画と言うか、政策も一部入ってました、この駅前開発には。これは全体が非常に利便性の

高い、交通の便にしても、それから身の回りの生活の面にしても、非常に利便性の高い地域だ

から、そこへ来ていただくのがいいんじゃないかということで構想をしたんです。もし、この

一中を移転して一中の跡地にということになりますと、そんなに利便性の高いものではないか

なというふうに思うんですよね、駅前ほど。ということで、そこは検討はさせていただきます

けど、今までほど利便性の高いものではないなというふうな気がしてます。 

○議長（島田 正彦君）   山本議員。 

○１３番（山本 陽一郎君）   町長ね、お言葉を返すようだけれども、福祉施設というの

は、そんなに便利なところに全部あるわけじゃないんですね。静かな山あいのところもあれば、

まちの中にもありますよ。そういうことからして、そんなに私は問題があるとは思わない。今

の時代、あとは交通手段とか、そういうことを考えればいいのであって、ぜひ次の世代、特に

在来地区の皆さんの子どもたちの夢が繋がるような、そういう移転に向けて渾身の努力をして

いただくように求めておきたいと思います。 

 そしてその他の諸問題ということで、これについては聞き取り調査において、ある程度職員

の皆さんにお話をさせていただいておりますので、これから少しずつ確認をしていきたいと思

っております。 

 今日の午前中、議論にもなってました。同僚議員からの質問もありました。そんな中で焦点

となっているのは、撤退された事業者の辞退届の本文が弁護士さんの助言によって出せない、

出すことはできないということだったんです。これはね、私が６月議会でも撤退の文書を出す



ようにというお話をさせていただいた。それから３カ月ですね。翻ってみれば、３月議会でも

同僚議員からその話があって、必ず出しますというお話があった。そうですよね。 

 それが今になって概要書しか出てきていない。概要書、その本文とほぼ同じだという話。そ

して町長は何としてでも出したいと言う。一度弁護士に会って話を聞きたい。なぜ出せないの

か。行政のトップの町長が出したい、議会も出しなさいと言っている。それが出てこない。何

か意図的なものがあるようにしか私は思えない。 

 ではお聞きするんだけれども、協定書や契約書がない状態の中で、口約束でこの事業計画が

進められた。ですよね。そんな中で協定書も契約書もない。そんな中でなぜ辞退届の、簡単な

ものだという話なんだけど、それが出てこれない。出せない。一体どういうことなのか。不思

議でしょうがない。行政のトップとして出したいというのなら、お出しになればいい。罰則規

定がありますか。出した場合に、じゃあこうこうこういう罰則がありますよという罰則規定が

ありますか。お答えください。 

○議長（島田 正彦君）   水谷町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   この件に関しましては、ちょっと通告にございませんので、ど

うなのかなとは思うんですけど、お答えをさせていただきますけども、協定書、先ほど南部議

員にも申し上げましたが、どうしても弁護士が、要するに積水の風評被害が起こる可能性があ

るということらしいです。そうなると出して、一つ、罰則はありません。罰則はありませんの

で、出すことで罰則はないのですが、出して風評被害があるかもわからないと。風評被害があ

ったときに町が訴えられる可能性があるというようなことでございました。 

 今、これも南部議員にお話をさせていただきましたが、私としては出してほしいなというの

はあるんですが、どうしてもそういう情報公開条例に抵触すると。その問題があるから出さな

いようにということを言われておりますので、残念ながら出せないというようなことになって

しまっております。 

○議長（島田 正彦君）   山本議員。 

○１３番（山本 陽一郎君）   東員町情報公開条例第８条第３号にこういう問題があるの

で、今回の公開については控えなさいという、そういう弁護士さんのアドバイスがあったとい

うことですね。 

 町長、話がおかしいんじゃありませんか。これまで町長、あなたは各自治会へ説明会に行っ

た。そして何より地権者の皆さんにお断りをしなきゃいけない時に、今回のこの問題は、私あ

えて名前は申し上げませんよ。事業者の責任が大であるという話をこれまでさんざんされてき

た。今になって、なぜ罰則規定もないのに、かばおうとするのか。私にはかばっているとしか

思えない。 

 なぜ私がこの文書をあえてくどく申し上げるかと言うと、これが出れば全てが片がつく。こ

うこうこういう事情でお断りしましたという、そういうことであるなら納得しなきゃいけない。

概要書、それもほぼ同じ文書、このお断りの文書とほぼ同じという物をなぜ出せないのか。風

評被害によって訴えられる。受けて立てばよろしい。そんな気概もないのか、町長。あなたは



この町の最高執行者ですよ。今一度、出すというお話をしていただきたい。 

○議長（島田 正彦君）   水谷町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   私個人としては出した方がいいと今でも思ってますし、それこ

そ何もかばう必要もないというふうに思いますけど、なぜか弁護士さんはそんなことを言われ

ます。なんで、当然訴えられたら喜んで受けて立つ気はありますけども、私としてはね、とい

うことで、もう一回くどいようですけども、弁護士と協議をしたい。この９月議会でそんな議

会から要請があったと。出さない方がおかしいという話があったということを踏まえて、ぜひ

出したいなと、正直出したいなというふうに思ってますので、もう一回協議させてください。 

○議長（島田 正彦君）   山本議員。 

○１３番（山本 陽一郎君）   町長、受けて立ちなさいよ。我々も応援しますよ。今まで

町長、あなたがおっしゃってきたことを事実として信じて応援させていただきたい。受けて立

って堂々と、そうしないと、いつまでもこの問題が尾を引く。前にも言いましたよね、全員協

議会で。一度この問題にけりをつけて、新しくやり直していこうよ、それがいいんですよとい

うお話もさせていただいた。ぜひですね、そんなわからず屋の弁護士ならかえてやってもらい

たい。ぜひ決断を求めたいと思います。やる気ありますね。 

○議長（島田 正彦君）   水谷町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   今言いましたように、再度強く弁護士と協議をさせていただき

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）   町長、またそう言いながら３カ月も半年も延ばしたらだめ

ですよ、この問題は。もう東員第一中学校の移転問題に力を注がなきゃいけない、そういう時

ですので、ぜひそういう方向で協議をしていただきたい。そうでなければ、我々もそれなりの

対応をしなきゃいけないということになりますので、心して聞いておいてください。 

 そして、これは大きな問題ではないと思いますけれども、東員町の都市計画マスタープラン

という改訂版も含めて、この中に駅前開発事業のことがあちこち出てきますよね。それでこれ

まで私はこの問題、難しいですよという話をさせていただいたけれども、だけどもあえておや

りになった。その結果、今申し上げたこのマスタープランにも謳ってあります。ということは、

私の把握している範囲では、当初１，４００万円の予算をこの事業計画に充てようということ

であったと思うんですけれども、これはマスタープランは入ってませんよ。この断念によって

大幅にそれが削減されて、不用額として一般会計へ入るのか、その辺はご判断によるんでしょ

うけれども、それはきちっと報告をしてもらわなきゃいけませんけれども。 

 それで、私がざっと目を通しただけで１００万円近くのものが今回のこの事業計画に使われ

てますよね。調査研究費等々ですね。旅費もありましたね。研修旅行の費用もあった。 

 これは町長、たかが１００万円と思われるかもしれないけれども、されど１００万円、大変

な金額。これを無用に浪費したと言えば、気分が悪いかもしれませんけれども、政治は結果責

任ですよね、当然。その政治上の問題からすれば、これはゆゆしき金額であると思います。そ



れを町長をはじめ幹部職員に、全部かぶりなさいという話はしませんし、一切思っておりませ

んけれども、ことほどさように、やはり町の執行者として、幹部の皆さんを含めて、この計画

するに当たって、今回あまりにもずさん過ぎた、無計画であったと言わざるを得ない。 

 そこで、これまで自治会の皆さん、全員にではありませんね。そして地権者の皆さん、いろ

んなところで謝罪をされてきた。断念ということで。この本会議場で、この場で堂々と胸を張

ってね、胸を張れる話ではないんだけれども、この場において多くの住民の皆さん、プラムチ

ャンネルをご覧の皆さんに謝罪をしてもらいたいと思います。それから次の第一歩が始まる、

このように思いますので、ぜひその決意を求めたいと思います。 

○議長（島田 正彦君）   水谷町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   先ほど南部議員のご質問の時にもお話をさせていただきました

が、この計画には６つほどの施策を入れておりました、我々としては。これが、この計画では

できなくなったということについて、非常に我々も残念ですし、私としても、これについては

非常に責任を感じております。これにつきましては、町民の皆さんにも議会の皆さんにも本当

に申しわけない、ご心配をおかけした、ご迷惑をおかけしたということで、申しわけないなと

いうふうに思っておりますので、お詫びを申し上げたいと思います。 

 この後は、この６つの施策を一つ一つ丁寧に、もう一回、東員第一中学校の移転も含めまし

て、もう一回再構築して、これを何としてでもやり遂げるということ、これ非常に重要な施策

だと我々解釈しておりますので、それについてやり遂げるというふうに、そういう決意でおり

ますので、よろしくお願いを申し上げたいと思います。 

 あと、マスタープランについて、建設部長からお答えをさせていただきます。 

○議長（島田 正彦君）   近藤建設部長。 

○建設部長（近藤 行弘君）   マスタープランの位置付けを今後どうするのかという、そ

ういったご趣旨のご質問だと思いますけども、このところにつきましては、やはり町の中心で

ございます。拠点地域として、これからも拠点地域として我々もこういうふうに計画に置いて

おくということで、マスタープランの今すぐには変更は今のところする予定はございません。 

 マスタープランの変更というのは、何かあったときには、特に社会情勢とか、いろんなこと

で変わった場合には、また変更しますので、そのときはまたよろしくお願い申し上げます。 

 それと予算の関係でございますけども、あまり細かく言うとだめでしょうかね。繰越予算に

ついての８００万円ほどについては、今精算して約１６０万円ぐらいになる予定でございます。

だから減額の６９０万円ぐらいと。それと旅費でお願いしてあった２６万円ほどですけども、

これもゼロ精算しますので。それと土地改良事業の方の調査設計の方も５４０万円ほどお願い

してありましたけども、これもゼロ精算ということで考えてございますので、どうかよろしく

お願い申し上げます。 

○議長（島田 正彦君）   山本議員。 

○１３番（山本 陽一郎君）   部長、このマスタープランというのは、東員町のまちづく

りの基本中の基本、国で言うなら憲法とまでは言わないだろうけれども、それに匹敵するよう



な大事なものというふうに私は受け止めている。それを今すぐ変えるつもりはありませんとい

うお話でしたか。それはおかしいんじゃありませんか。全面改定しなくてもいい。何か消して

いただいてもいいんだけれども、だけれども一日も早く、間違った記述になるので、そうした

ものは改めずにおくというのはいかがなことかと思いますので、一日も早く改定、もしくは黒

塗りにでもして変えていただきたいというふうに思っております。 

 町長ね、今回の件については非常に残念なことではあったけれども、これをけりとして、い

かにまちづくりの難しさ、計画性の大事さというのを身をもって知られたと思う。ぜひそうい

うことを胸に刻み、心に畳んで、今後の町政運営に当たっていただきたい。 

 そして先ほどおっしゃったように、私どもにとっては大事な、そのための一つの資料である

文書については、一日も早く結論を出して公表してやっていただきたいと思っております。 

 いろんなことがありましたけれども、明日を担う子どもたちの学びやを作る、今後はそれに

絞ってもらわなきゃいけませんね。そのためにどうするか。 

 今ふと思い出したんだけれども、こういう大事な事業をやるときには、必ずそういう事業者

が必要ですね。計画を立て、行政の言い分、そして事業者の言い分を聞きながら図っていくコ

ンサルタントですか。そういう事業者が必ず必要になってくる、事業が大きくなればなるほど

ね。そのことも今回の失敗の一つの原因であった、このように思いますので。 

 総務部長、しっかりしてもらわな困るよ。大事な事業をやるときには、きちんと計画を立て

て、全庁的にあそこはいいか、ここはいいか、それを十分に煮詰めた上で町長に上げていく。

職員の皆様から立ち上がった事業ならこんなことにはならないと私は思います。悪いけれども、

今回は町長のトップダウンであったと、このように私は思っておりますので、町長、謙虚に、

初心に返って、ぜひこれからの行政運営に当たっていただきたい、このように申し上げて私の

一般質問を終わります。 

 ありがとうございました。 


