
○２番（伊藤 治雄君）   こんにちは。 

 さきの東員町議会議員補欠選挙において、当選させていただきました、伊藤治雄でございま

す。 

 当選証書をいただき、胸に議員バッチをつけたときには、その重みを痛感したところであり

ます。その気持ちを忘れずに議員活動に頑張ってまいる所存でございますので、皆様方のご支

援、ご鞭撻よろしくお願いいたします。 

 それでは、議長のお許しをいただきましたので、一般質問をさせていただきます。 

 今回は、初めての登壇でございますので、質問事項が過去に議論がなされていた内容であれ

ば、ご容赦をいただき、端的にご答弁いただければ結構でございます。また、各質問におきま

しては、さわりの部分が多くなっていると思いますが、その点もよろしくお願いいたします。 

 それでは、通告書に従いまして順次質問させていただきます。 

 最初に、１．一貫教育について（１）２０１９年度版、東員町教育基本方針に掲げている項

目と、その関連事項についてお伺いいたします。まず➀１６年一貫教育方針の具体的内容と、

そのスケジュールにつきまして、お伺いいたします。 

 教育委員会が発行しております、２０１９年度東員町教育基本方針に記載されております、

第４次及び第５次にある１６年一貫教育プランの子育ての手引き版には、何を目的に何が記載

され、どのようなことを積極的に推進されますか。また、いつまでに何を行うのが当目標年次

やスケジュールはどうなっていますか、お尋ねいたします。さきの議員にも一部ご答弁があり

ましたが、よろしくお願いいたします。 

 次に、②各小学校の児童・生徒数の今後の推移につきまして、お伺いいたします。先日、新

聞紙上で総務省が発表いたしました、１５歳未満の子どもの数は１９８２年から３８年連続で

減少しており、平成の３０年間で３分の２まで減少し、少子化に歯どめがかからない状況であ

ると報じております。 

 東員町では、過去５年間で増加している小中学校は、神田小学校、笹尾東小学校、東員第一

中学校で、その他は減少傾向にあります。一方、全ての乳幼児が保育所なり幼稚園に通うわけ

ではございませんが、就学前乳幼児数では、一中校区で１２％、二中校区で６％、それぞれ増

加しているのが現状でありますが、このような点を踏まえまして、今後の見通しをどう分析し

てお見えでしょうか。 

 次に、③現行制度と比較して、１６年一貫教育や９年小中一貫教育のメリット、デメリット

についてお伺いいたします。 

 文部科学省等が一般論として、９年小中一貫教育におけるメリットとして、よく中一ギャッ

プの解消というものが上げられておりますが、当局の考えをお聞かせいただきたいと思います。 

 次に、④一中及び二中エリアにおける小中一貫教育の可能性及び所見についてお伺いいたし

ます。 

 今回の一中移転事業は５カ年計画で、敷地規模も３万４，０００㎡、普通教室１５室と相当

大規模であります。全国的に見ましても、小中一貫校の規模として、面積では３万５，０００



㎡、普通教室数は１８室から２７室あれば可能としております。規模的な比較で申し上げます

と、大差はないように考えます。 

 現在の一中の建物は、たしか私が中学校に入学した時点の建設だったと記憶しております。

今回の事業は５０年に一度の大事業であると思います。全国的な小中一貫教育の趨勢を見極め

ながら、慎重に事業の推進を図るべきであると考えるところであります。また、二中に関しま

しても、笹尾東小学校と東員第二中学校が隣接しておりますので、児童・生徒数の推移にもよ

りますが、現状の建物を利用した一貫型教育について可能な状況にあると考えますが、当局の

ご所見をお伺いいたします。 

 次に、⑤住民や学校教育あり方検討委員会、東員町では、この言い方をされていないかもわ

かりませんが、こういった組織での検討についてお伺いします。 

 平成２９年３月策定の東員町公共施設等総合管理計画において、教育施設等の今後の取り組

みが明示されております。取り組み方針といたしましては、限られた財源の中、現状の公共施

設に係るコスト情報と施設情報の両面から実態を把握し、課題を注視した上で統一的、一元的

な管理を実現するための都市計画や行政組織等管理運営方法を定め、公共施設のマネジメント

を実施していきますと前置きし、公共建築物の保有量として学校教育系施設は全体の５６．５％、

延べ床面積で５万１，０００㎡強あります。 

 占める割合は非常に大きいものと思っております。そして施設累計ごとの基本的な方針とし

て、学校教育系施設は小学校、中学校については老朽化が進んでいることや、生徒数の減少を

考慮して建て替えや統廃合の対象とし、最適な配置も視野に入れて検討しますと締めくくって

おります。また、５月２７日付の日刊紙では、名張市を例示し、不登校抑制、地域連携など好

循環事例として掲載しており、県内各地でスタートしている状況を報道しております。 

 学校規模等は地域間格差もありますことから、画一的な方策は立てるべきではないと考えま

す。先進地事例をよく参考にするとともに、住民の意見をよくお聞きし、専門的知識を参酌し

ながら、よく検討していただきたいと考えます。 

 私は、現時点では一貫教育の推進派でも反対派でもございません。もっともっと研究し、そ

の是非を見極めてまいりたいと思っております。 

 後年に禍根を残さないためにも一中の移転に関しましては、事業期間も長いことから、今、

検討する一番よい時期にあると考えますが、当局のご所見をお伺いいたします。 

○議長（三宅 耕三君）   岡野教育長。 

○教育長（岡野 譲治君）   一貫教育についてのご質問にお答えをいたします。 

  １点目の「１６年一貫教育プラン」については、全ての子どもたちの生きる意欲につなが

る３感（基本的信頼感・自己肯定感・自己有能感）を育むことを最も重要と考えております。 

 そのため、マイナス１歳から１５歳までの１６年間にある５つの発達課題に着目し、それぞ

れの発達課題を乗り越え、成功体験を積み重ねる子育て・保育・教育に力を入れております。 

 本プランの実現に向けては、５段階の取り組みを進めようと考えております。 

 第１段階は、方針を策定し予算を獲得する段階であります。 



 第２段階は、現場教職員への研修、理論に基づく具体的な実践の展開であります。 

 そして、第３段階は、保護者への啓発と情報発信、家庭での具体的実践の展開であります。 

 第４段階は、子どもの意欲的な取り組み、家庭での習慣化の実現です。 

 そして、第５段階は、子どもの顕著な変化（意欲、社会性、共感力の獲得）が起こり、成果

と課題が明確化され、それが全国へ発信できるまでのレベルになることであります。 

 現在、第３段階に入り、保護者への啓発を積極的に行い、「子育ての２０のポイント」を共有

することで、具体的な子育てにつながる支援に重点を置いて取り組んでおります。今後は、本

プランに基づく園校での実践や保育・教育の質を高めるとともに、家庭や地域では子育てのコ

ツの習慣化を進めていきます。 

 ２点目の本町の児童・生徒数の推移についてお答えをいたします。過去５年間の推移では、

小学校は約５０人増、中学校は約５０人減となり、小中学校合わせて約２，１００人を推移し、

大きな変化は見られませんでした。 

 今後については、令和４年度までは、小中学校合わせて約２，２００人をピークに、その後、

笹尾・城山地域の児童・生徒の減少により、１０年後の令和１１年度には小中学校合わせて約

１，９００人となる見込みであります。 

 ３点目の現行制度との比較についてお答えをいたします。まず、お断りしなければならない

のは、私どもが進めている「１６年一貫教育プラン」は、子どもの社会性の発達課題を成長時

期ごとに明確にし、それを丁寧に通過させる力を育てるプランであります。一方「小中一貫教

育」は、小学校と中学校の接続の問題からくる子どもたちへの不都合をなくすために実施する

学校制度上のものであります。 

 この「小中一貫教育」は、一般的には小中９年間の教育における中１ギャップ対策としての

円滑な接続や施設の一体化等でメリットがあると考えられております。また一方で、小中児童・

生徒の施設共有による使用時間、使用場所の制限や、小中学校職員の連携が必要となり、打ち

合わせや会議の時間・回数の確保による仕事量の増加等がデメリットとして考えられておりま

す。 

 我々が進めている「１６年一貫教育プラン」は、本町の強みであります幼保園と小中学校が

連携し、さらに出生前から未就園児の子育ても含め、一貫した発達理論のもと、子育て・保育・

教育を、本町全体で取り組んでいるものであります。その結果、学力や体力の向上・問題行動

対策、保護者や地域の理解と協力等の面で一定の成果を上げていることが、最大のメリットで

あると考えております。 

 ４点目の小中一貫教育の可能性及び所見についてお答えをいたします。東員第二中学校区は

東西、南北ともに約１．５ｋｍのコンパクトなエリアで、特に第二中学校と笹尾西・東小学校

は隣接しており、小中一貫教育を導入しやすい環境であると考えられます。 

 笹尾西小学校と城山小学校も含めまして、児童・生徒数の今後の見通しを含め、検討を行っ

てまいりたいと考えております。 

 第一中学校区は東西４ｋｍ、南北５ｋｍほどのエリアで、施設一体型の一貫校とする場合に



は、徒歩で通学する小学生の通学距離がかなり遠くなることが考えられます。加えて、今後１

０年間の第一校区の児童・生徒数は、今年度並みのおよそ１，３００名ほどが見込まれ、クラ

ス数は３０学級を超える大規模校となり、一体型一貫教育の建設は難しいと考えております。 

 しかし、第一中学校区においても、小中学校の連携は重要であると考えますので、施設分離

型小中一貫校の導入を検討してまいりたいなと思っております。 

 ５点目の検討委員会等の組織についてお答えをいたします。議員が言われますとおり、平成

２９年３月に策定した東員町公共施設等総合管理計画では、延床面積において本町の公共施設

の６割近くを学校教育系施設が占めており、今後の維持管理が大きな課題となっております。 

 東員第一中学校区につきましては、４点目のご質問で申し上げましたとおり、施設一体型小

中一貫校の建設は難しいことから、早急に長寿命化計画を策定し、適正な施設改修を行うこと

により、維持管理経費の抑制に努めてまいりたいと考えております。 

 第二中学校区につきましては、児童・生徒数の減少も見込まれますことから、施設一体型小

中一貫校の可能性などにつきまして、長寿命化計画の策定に合わせて、学校施設のあり方につ

いて、検討委員会等の組織の名称や参画いただく方々も含めて検討を行ってまいりたいと考え

ておりますので、ご理解いただきますように、よろしくお願いを申し上げます。 

○議長（三宅 耕三君）   伊藤議員。 

○２番（伊藤 治雄君）   はい、ありがとうございました。 

 私も、この質問させていただくに当たりましては、東員町教育基本方針というのを読ませて

いただいて、この中ではなかなか１６年教育について理解するのは難しかったと思います。だ

から、一般町民の方にもわかりやすいような、何というんです、広報に活動を行っていただけ

ればなというふうに思います。 

 それから、再質問ではございませんが１つ申し上げたいのは、ハード設備は、その都度、そ

の都度に簡単にできるものではないと考えております。後になって、あのとき、この問題をよ

く協議しておけばよかったということのないように、十二分の検討をお願いいたして、この質

問を終わらせていただきます。 

 次に、２．人口ビジョンについて、（１）平成２８年２月策定の東員町人口ビジョンについて、

お伺いいたします。 

 まず、①策定の趣旨及び総合計画との整合性につきまして、お伺いいたします。平成２３年

策定の第５次東員町総合計画では、専門的見地から人口推計を行っていますが、なぜ平成２８

年に東員町人口ビジョンを策定されたのですか。 

 例えば、国の方針とか将来人口に危機感を抱いたとか、急遽そういった面で策定したという

ようなことがあれば、そういった意図したところをお聞かせいただきたいと思います。 

 次に、②人口減少が社会経済等に与える影響について、お伺いいたします。総務省の調査で

は、日本の将来人口は２０４０年には１億６００万人まで減少すると推計しております。 

 東員町でも、専門機関の調査で２０４０年には２万８３人、これは２０１０年と比較して、

３０年で約２１．７％減少すると言われております。東員町における社会経済等に対する影響



について、人口ビジョンでは地域産業や雇用への面から分析されておりますが、当局の見解を

お伺いいたします。 

 次に、（２）将来人口について、どのように考えていますか。まず、①現状における本町人口

の自然及び社会増減の傾向と、その根拠について、お伺いいたします。 

 自然増加の大きな要因である合計特殊出生率は、人口置換水準、これは人口規模が現状によ

うに維持される水準を言いますが、これが２．０７を下回る状態が１９７４年、昭和４９年の

２．０５以降４０年以上にわたり続いておるのが現状でございます。東員町の合計特殊出生率

が県下でもかなり低い数値１．２８であるため、自然増が見込めない状況であります。また、

社会増減についても最近は転出超過が続いていると人口ビジョンでは述べておりますが、その

原因はどこにあるとお考えですか。 

 次に、②現在の住宅地開発による影響と今後の方針について、お伺いいたします。都市計画

法では、整備・開発・保全の方針を明確にし、無秩序な市街化の防止をうたっております。市

街化調整区域での開発に関し、東員町人口ビジョンにおける開発区域に選定しておりました、

東員駅前は断念されましたが、さきの町長の所信表明では長深、中上地域における地区計画手

法による開発を表明されて見えますが、その具体的な計画について、また町内全体においての

開発方針、ないし方向性はどうなっているのかお伺いいたします。 

 次に、③２０４０年問題をどのように捉えているかについてお伺いいたします。以前は、団

塊の世代が後期高齢者となる２０２５年が問題視されておりましたが、今日では、そこに加え

ること、団塊ジュニア世代が高齢化になる時期である２０４０年が危惧されております。 

 総務省の検討機関である自治体戦略２０４０構想研究会において、急速な高齢化、若年労働

者不足、インフラの老朽化等、各種の課題が検討されております。そのような中、人口につい

ては東員町人口ビジョンに携わっている、国立社会保障人口問題研究所が平成３０年３月に作

成した、人口段階別市町村の変動、これは全国の市町村を推計しております。それを見ますと、

東員町では２０４０年には、２０１５年よりも２０％から３０％減収をすると指摘されており

ます。ちなみに朝日町、川越町におきましては、増加すると推測されております。 

 そして、その中では新たな自治体行政の基本的な考え方が報告されており、提言として、そ

のあと自治体への転換、公・共・私、私とは私ですけども、による暮らしの維持等が上げられ

ておりますが、東員町としての考え方についてお伺いいたします。 

 次に、④転入促進を図るためのソフト施策はについてお伺いいたします。 

 やはり転入促進を図るには、他市町村にはない政策を前面に打ち出し区別化を図ることが大

切であると考えます。子育て支援等、各世代の要求に的確に対応できる新規施策を立案すべき

であると思います。そのため、転入者へはなぜ東員町に移転を決めたのか等の直接アンケート

を実施すること。また、ハウスメーカーと不動産関連企業等へのヒアリング調査を実施すると

ともに、本町独自の優位性を積極的にアピールすべきと考えますが、当局のご所見をお伺いい

たします。 

○議長（三宅 耕三君）   水谷町長。 



○町長（水谷 俊郎君）   「東員町の人口ビジョン」についてのご質問にお答えをさせて

いただきます。 

 我が国では人口減少・超高齢化という大きな課題に対し、国・地方が一体となって取り組む

とともに、各地域が、それぞれの特徴を活かし自主的、自立的な社会を創生できるよう、平成

２６年１１月に「まち・ひと・しごと創生法」が施行されました。 

 この法律の施行に伴い、本町といたしましても「東員町まち・ひと・しごと総合戦略」の最

大目標であります、人口規模の目標設定に当たり、国勢調査の最新データなどを用いて「東員

町人口ビジョン」を策定いたしたところでございます。 

 次に、人口減少が社会経済などに与える影響といたしましては、医療・福祉をはじめとした

社会保障費の増加や産業分野では農業・中小企業の後継者不足による経済の衰退、自治会や住

民活動などでの担い手が不足し、地域コミュニティの希薄化が懸念されております。 

 しかし、人口は減少しても、豊かな生活を営む社会づくりが求められておりまして、これか

らは、増加する、元気で経験や知識の豊富な高齢者の皆様の地域社会での活躍が期待をされて

おります。人口減少は全国的に進んでいる状況でありますが、本町では少し事情が違っており

まして、本町なりの将来ビジョンを描くことにより、今できる手を的確に打っていかなければ

ならないと考えております。 

 本町の人口は、平成２７年までは自然減、社会減でございましたが、平成２８年を境に自然

減という状況は変わらないものの、転入者が転出者を大きく上回ったことから社会増となって

おりまして、結果として人口増が３年連続で継続いたしております。 

 主な要因といたしましては、本町が比較的災害に強い町であるということ、子育て、教育環

境が充実していることもあり、宅地開発、いわゆるミニ開発ですけども、活発に進められ、子

育て中の若者層の転入が増加していることが挙げられます。今後も、この傾向はしばらく続く

ものと考えております。 

 また、三和地区につきましては、高速道路の開通、国道３６５号の整備により、広域アクセ

スが高い地域となりましたことから、これからは自然環境の保全と集落再生等のバランスを図

りながら、その優位性を活かしたまちづくりを進めていかなければならないと考えております。

この地域は、住居による市街化区域がないため、ミニ開発等ができず、人口増加が見込めない

地域となっておりますが、地区計画という手法を活用した、限定的ではありますが、人口誘導

を行っていきたいと考えております。 

 ２０４０年問題につきましては、自治体戦略２０４０構想研究会から人口縮減時代に向けて

様々な手法が示されております。 

 本町でも２０４０年を見据えた対策を考えていかなければなりませんが、１つの自治体だけ

で対応できる問題ではありません。したがいまして、北勢地域５市５町で構成されております

ＦＵＴＵＲＥ２１などを通じ、この圏域での課題の洗い出しと、その解決方法を研究していく

ことが必要であると考えております。 

 最後に転入促進を図るためのソフト施策でございますが、さきにも述べましたように、本町



の優位性から、本町へ転入いただく子育て世代の若者層が現在、増えております。本町では、

１６年一貫教育の推進や、５歳児の幼稚園保育料無償化など、子育て支援策について、「東員町

の子育て」をホームページのトップページに表示し、各課で行っている子育て情報を一元的に

提供できるようにしております。 

 また、任意ではありますが、転入届を提出いただく際に「転入に関するアンケート」を実施

し、転入先として東員町を選んでいただいた理由などをお聞かせていただき、今後の施策の参

考とさせていただいております。以上でございます。 

○議長（三宅 耕三君）   伊藤議員。 

○２番（伊藤 治雄君）   はい、ご答弁ありがとうございました。 

 人口の増加ということで３年間増加傾向にあると、町長おっしゃってお見えですけども、や

はり国調ベースで見ますと､平成１７年の国勢調査時期が一番最大だと思います、２万６，００

０人ほどお見えになります。直近の平成２７年の国調で２万５，０００人ちょっとで、現在と

変わっていないように思います。だから、非常に人口については難しい状況にあるというふう

な、私の認識でございます。 

 それから、１点最後に、ちょっと答弁が抜けているかなと思うのは、企業へのアプローチ、

ここら辺についてどう考えているか、ちょっとあとで付け加えてご答弁いただきたいと思いま

す。 

 まず、再質問として１つお聞きしたいのは、町長さんの答弁にもありましたが、人口につい

ては町民生活、子育て、医療・福祉・経済・産業など、幅広い分野に影響を及ぼすと言われて

おります。にぎわいのある町の大きな要素であると考えられます。ですから、単独での人口増

加、これ自然増、社会増、こういったものでは難しい状況にありますので、今日の答弁にも町

長さんからありましたように、インバウンドの土台を図ると、ただ、観光施設が東員町には少

ないというようなハンディもあるかもわかりませんが、ここら辺の問題とか、それから交流人

口増やす、昼間人口でもいい、昼間の人口を増やすのには、やっぱり高齢人口を増やすことも

大切だと思っております。 

 幸いにして、生涯学習施設、東員町には近隣他市町よりもすぐれたような生涯学習施設多く

存在しております。そこら辺を活用することによって、昼間交流人口を増やし、経済的な二次

効果、三次効果を発生するような考えをお持ちになってはいかがかなと思っております。 

 この考えと、それから企業向けのＰＲについて２点、ちょっとご答弁いただきます。 

○議長（三宅 耕三君）   岡本政策課長。 

○政策課長（岡本 幸宏君）   失礼いたします。 

 本町の子育て支援の特徴を企業向けにもＰＲすればというご質問かと思います。まず、先ほ

ど転入者に関するアンケートということで、転入された方に本町へ住まわれる、転入される理

由はということでお伺いし、その中で東員町のＰＲするパンフレットなどを活用されたかとい

うような質問もつくっております。そして、企業向けにということで、まだまだ不十分ではあ

りますが、本町のＰＲの「こんにちは！東員町」というパンフレットを、桑名ではありますが、



住宅展示場へ配布をさせていただいたりというところには、取り組んでおるところでございま

す。さらにもっと配布先を高めていきたいと思っております。 

 そして、アンケートの中で、その配布されたパンフレットを見ましたかというような問いも

作っておりまして、その反響も見ておるというところでございます。以上でございます。 

○議長（三宅 耕三君）   水谷町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   全体的な人口ですけども、国勢調査を基に人口推計をしていく

と、多分１０年、１５年前の調査から人口を割り出すとですよ、多分、今ごろ２万２，０００

人とか２万１，０００人になっているはずなんですよ。しかし、現実は、ピークは２万６，３

００人程度だったと思うんですが、それから２万５，２００人ぐらいまで落ちました。しかし、

今、回復してきておりまして、今２万５，８００人になっております。わずかですけども、こ

こ３年は人口増という状況が続いております。 

 我々も今言いましたように、いろんな手を打って、今、東員町は人気のある町になっており

ますので、子育てを中心に、若い層が入ってきていただいて、高齢化がどんどん進んでいくと

いうのは、もうとめられませんけれども、少しでも若い人が入ってきていただくというまちづ

くりを進めております。また、これからも続けていきたいというふうに思っております。 

○議長（三宅 耕三君）   伊藤議員。 

○２番（伊藤 治雄君）   はい、ありがとうございます。 

 私も、いろいろ四日市か桑名のハウスメーカーさんにお話を聞くと、東員町の優位性につき

ましては、やはり地価が安いということと、子育てしやすい環境にあると、これが具体的に何

を指しているのか、ちょっと私にもよくわからないとこがあります。ただ、そういうようなこ

とをおっしゃってお見えですので、こういった優位性というのはもっともっと活用して、人口

増につなげていただきたいと思います。 

 それから、町長がおっしゃっていただいた人口の問題、この圏域での課題として捉えて、そ

れを研究してまいりたいということをおっしゃって見えた、まさに私も、そのとおりだと思っ

ています。どちらかと言うと今までにつきましては、何をするにもバブルの時代は都市間競争、

こぞって公共施設を建てよう、建てようということで文化施設も、各市町どんどん建ってきた

状況やと思います。ところが、やはり非常に厳しい財政状況になってきた段階では、これは都

市間連携と言っていいんかどうかわかりませんけども、近隣の市町村と合い手を結んで、使え

るものは使っていきましょうと。 

 だから、例えば東員町においては病院等が、総合病院はありませんので、隣接する市にお任

せすればいいと思います。東員町の優位性は、ほかに何があるかと言うたら、社会教育施設、

生涯学習施設なんかが本当にすぐれておると思います。 

 そこら辺を活用して、都市間連携を図っていただくということが、大きな今後の課題でもあ

ろうかと思いますが、その点について、ご所見をお伺いします。 

○議長（三宅 耕三君）   水谷町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   連携は、これはとっていかなければいけないというふうに思っ



ております。 

 今でも、桑名市さんにお世話になって、ごみ処理、一緒にやらせてもらってますし、し尿処

理も一緒にやらせていただいておるという状況にありますし、消防も、そのとおりです。 

 これからは、今、ＦＵＴＵＲＥ２１と言いましたけれども、四日市さんを中心に北勢の５市

５町が集まりまして、作っている、そういう連携組織もありますのでね、そういう場で、いろ

いろな連携を図っていくということが必要なんだろうというふうに思っておりまして、首長が

集まって会議するというのを１年に一度ほどですね、やっております。 

 事務的には、それぞれ何回か、もっともっとやっていくべきだろうというふうに思っており

ますので、これは進めてまいりたいというふうに思います。 

○議長（三宅 耕三君）   伊藤議員。 

○２番（伊藤 治雄君）   はい、一歩前進したご答弁ありがとうございました。 

 それでは、この質問は以上で終わらせていただきます。 

 次に、３．各種計画づくりについて、（１）総合計画についてお伺いいたします。 

 まず、➀第５次東員町総合計画の進捗状況につきましては、平成２３年策定後８年が経過し、

首長が後退されたにもかかわらず、変更されずに推進されて見えましたが、基本構想レベルで

結構でございますが、その全体的な進捗状況につきまして、町長の感想をお聞かせいただきた

いと思います。 

 次に、②基本政策の評価と、そのチェック体制についてお伺いいたします。事業チェックに

は、ＰＤＣＡサイクルにより実施されていると思いますが、どのような組織で何人程度で実施

してお見えですか。そして、３カ年ごとのローリングなどは実施してお見えですか。もし実施

しているならば、この手法の問題点や課題について、併せてご答弁いただきたいと思います。 

 次に、③新計画策定に向けてのロードマップについてをお伺いいたします。 

 地方自治法の改正によりまして、以前は基本構想の策定をうたっておりましたが、それも努

力義務的なものに変更となったと伺っております。そこでお伺いいたしますが、新計画も第５

次計画と同様な骨子にされる予定ですか。また、第５次計画策定に際しましては、３年前から、

前回ですね、３年前から基礎調整が、全計画の達成度調査等を準備をされました。 

 しかし、実計画では、もう余すところ２年を切っており、ようやくその予算が今議会に計上

された状況であり、少し遅いのではないかと危惧しておりますが、令和３年度スタートに間に

合うとお考えでしょうか。 

 計画策定に向けて、単なるスケジュールではなく、より具体性を持ったロードマップを作成

し、プロジェクトマネジメントを明確にしてほしいと考えますが、その見解はいかがでしょう

か。 

 策定に際し、ともすれば金太郎飴的な表現になりがちでありますが、ぜひとも東員町のアイ

デンティティーを前面に出した計画とし、他市町とは明確な区別化を図ることが重要と考えま

すが、その所見も併せてお尋ねいたします。 

 次に、（２）ＳＤＧｓへの取り組みについて、お伺いいたします。私が、この考え方につきま



して認知いたしたのは、まだまだ最近のことであります。ゲーム感覚で取り組みましたが、最

初のうちは何をやっているのか、皆目検討もつきませんでしたが、１時間ほど後には、この考

え方や取り組みの必要性を十二分に認識させられました。単なる経済発展のみに固執した開発

目標では、今後、成長と分配の好循環をつくり上げることができません。 

 そこで、➀この考え方についての町長の総合的な所見をお伺いいたします。これは２０１５

年の国連サミットにおいて、全会一致で採択された持続可能な開発目標であります。貧困の終

えんに始まり、全ての人の健康と福祉の享受、質の高い教育の実施、住み続けられるまちづく

りなど、１７の目標と１６９のターゲットから構成されております。世界中のだれ１人取り残

されない社会の実現を目指し、経済・社会・環境の３側面をめぐる広範囲な課題に総合的に取

り組むことが重要であると示されております。 

 これを受けまして、日本でも２０１６年に内閣総理大臣を本部長として推進本部を設置し、

８つの優先課題と、それに基づく具体的施策を盛り込んだ実施方針が策定されたところであり

ます。また、中学校学習指導要領社会編に、この理念が明記され、学校教育にも反映されてい

る状況であります。 

 この考えにいち早く対応し、平成３０年､２０１８年６月ＳＤＧｓ未来都市に内閣総理大臣よ

り選定された自治体が全国で２９あります。また、ＳＤＧｓの、この推進のため自治体、企業、

ＮＧＯ、ＮＰＯなど、多くの団体間の連携の場として、プラットホームが設置されております。

その会員になった自治体が平成３０年８月、同じく２０１８年８月にも２１９、全国でござい

ます。 

 三重県にも、それぞれの選定ないし登録をしている自治体があります。このあたりを踏まえ

まして、本町としての、この理念に対する総合的なご所見をお伺いいたします。 

 次に、②関係機関への普及啓発と職員研修の一環として、導入につきましてお伺いいたしま

す。地域の問題をグローバルな視点で取り組むにおいては、市民、企業などと連携を図ること

が大切であります。自治体だけではなく企業など広範なステークホルダー、いわゆる利害関係

者間でのパートナーシップを深め、官民連携の構図の確立に努めることも重要であると考えま

すが、東員町として今後の対応を含め、その見解はいかがでしょうか。 

 そして、この考え方は全ての計画策定に有効な手段であると認識しております。現在の第５

次総合計画でも、持続可能な云々として環境型社会づくりや社会システムの形成や自治体経営

などの欄で、この表現を使っております。また、先日の町長による所信表明におきましても、

持続可能な東員町の将来をとか、持続可能なまちづくりをと表現されております。今後、総合

計画をはじめとして、町独自の各種の計画策定には、この理念が必要と考えます。 

 ＡＩ、人工知能の技術の発展は、すばらしいものがあり、いずれかの時点には全ての計画書

も人の手に取ってかわるかもしれませんが、やはり現時点ではマンパワーによる策定しかない

というふうに思っております。自身の体験からゲーム感覚でのアプローチが効果的であると考

えております。ぜひとも経済、社会、環境の３側面が計画的に進展するように配慮した、この

持続間可能な東員町政、また職員の資質向上やモチベーションアップのため、この手法につい



て理解を深め、諸研修の一環として実施すべきと考えますが、東員町としての今後の取り組み

について、所見をお伺いいたします。以上でございます。 

○議長（三宅 耕三君）   水谷町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   各種計画づくりについてのご質問にお答えを申し上げます。 

 現在の第５次総合計画につきましては、その基本構想を平成２２年１２月に策定し、計画そ

のものは同２３年４月からスタートしております。実は、私も同じときから町政運営を担わせ

ていただきました。この総合計画は時間や予算をかけて作成されているものでございまして、

同時にスタートした私にとりまして、私が作ったものではないんですが、もう一度新たに作り

直すにはさらに時間、予算、労力を費やさなければならないということを考えますと、とりあ

えず、このまま使っていくことを選択をさせていただきました。そして、本計画の中の、基本

構想に基づく基本施策を毎年の行政評価において見直しを行ってきておるところでございます。 

 したがいまして、この総合計画と実際の政策、施策とは少しずれがあるということはありま

すが、全体的な進捗状況といたしましては、基本施策のうち、「人に優しいまち」として障がい

者福祉、障がい者の就労の場の確保、子育て支援の充実、「心豊かなまち」のうちの幼児保育・

教育、学校教育の充実、町民文化・芸術活動が活発な状況にあり、文化の高い町になっている

と、こういうことを考えますと、こうした分野では達成度は高いものではないかなと考えてお

ります。 

 「にぎわうまち」としての農業の振興や観光戦略の展開につきましては、現在、庁内にプロ

ジェクトチームを組織して、新しい農業に取り組んでおり、また、観光振興会によるＴＯＩＮ

マルシェの開催や、新しい農業の果実を使った新商品の開発などの取り組みが始まっておりま

す。今後は、さらに、こういうことに注力していくべきものであると考えております。 

 ＰＤＣＡサイクルにつきましては、企画調整委員会、予算編成、事務事業の実施、そして、

行政評価へと、それぞれの取り組みが一連のシステムとなるよう改善を行いながら実施いたし

ております。行政評価の庁内評価委員会は、現在、副町長を委員長、教育長を副委員長、そし

て、委員に総務課長、財政課長、政策課長がなって組織をしております。各課の事務事業の評

価と行政評価に基づき、７月に、この委員会を実施いたしております。 

 ローリング方式につきましては、実施計画書の作成において、向こう３年間の事業について

実施しておりまして、その実施計画を企画調整委員会で審議し、毎年精度を高めていこうとし

ているものでございます。 

 次に新計画策定につきましては、基本的に議員もおっしゃいましたように、本町のＯＮＬＹ 

ＯＮＥの計画と考えております。町民の皆様の人生設計とリンクするような、実務型の使いや

すい計画となるよう進めてまいりたいと考えております。 

 今回の計画策定の取りかかりにつきましては、今後のロードマップといたしまして、町民の

意向調査を行うため、今回の６月補正予算に計上いたしております。現計画では、平成２７年

に前期５年経過後の中間期のアンケートを実施いたしており、今回は後期の意向調査も含め実

施いたすものでございます。 



 策定プロジェクトのマネジメントは、各課から召集する策定メンバーによるワーキング会議

と町民の方によるみらい会議を中心に進めてまいります。 

 今回、本町が策定しようとする総合計画は、みらい会議のメンバーを無作為抽出と公募によ

り選定をしまして、みんなで課題解決に向けた手作りの計画策定を目指しております。 

 ２点目のＳＤＧｓへの取り組みについてお答えをいたします。ＳＤＧｓは、国連サミットで

採択された２０３０年までの「持続可能な開発目標」であり、本町も、今後のまちづくりにお

ける根底の理念とすべきものと考えております。非常に重要な考え方だと考えております。 

 地方創生ＳＤＧｓ官民連携プラットホームにつきましては、加入の方向で進めたいと考えて

おります。国からの財政措置につきましては「自治体ＳＤＧｓモデル事業」に選定された場合

にのみ措置されるもので、これにつきましては、ハードルは高いものと考えておりますが、前

向きに取り組んでまいります。 

 現在、三重大学北勢サテライトの「ＳＤＧｓ研究会」に参加をいたしまして、研修を重ねて

おりますが、今回の総合計画策定のための職員研修を実施する方向で三重大学の先生と、今、

調整を図っておるところでございますので、よろしくお願いを申し上げます。 

○議長（三宅 耕三君）   伊藤議員。 

○２番（伊藤 治雄君）   的確なご答弁ありがとうございました。 

 まず、総合計画について、２点ほど再質問をさせていただきたいと思います。 

 総合計画による各種事業を参酌すると、根本法令の変更等で方向性とか考え方の修正を強い

られる場合があると考えます。 

 他市町ではよく計画期間１０年は長過ぎるため、後期５カ年計画なんかを定められとるとこ

ろもあると思いますが、やはり総合計画と言えば各市町村のバイブルとなるようなものでござ

いますから、きちっとした計画づくりが必要と考えます。その点で５カ年で見直すような考え

はありますか。まず、その点お尋ねします。 

○議長（三宅 耕三君）   水谷町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   総合計画というのは、従来長い時間がかかります。今の世の中

の変わり方というのは、ものすごく早いと私も考えておりまして、やっぱり３年、５年の単位

で見直しをかけていかないと、時代に遅れていく可能性があると思うんです。その今の現第５

次計画につきましても、相当遅れているところが出てきておりますので、順次、あまりそれに

こだわらずに施策を進めているというのは、今現状です。今度の作る第６次につきましても、

あまりきちっとした形というのはこだわっておりません。その中で常に変えていけるべきもの

にしていきたいというふうに思っています。 

○議長（三宅 耕三君）   伊藤議員。 

○２番（伊藤 治雄君）   はい、ありがとうございます。 

 確かに、自治法上は以前ですと基本構想があって、基本計画があって、実施計画と、この３

点セットで進められておったですけど、法律改正で基本構想だけでいいと、それも今は努力目

標になってますので、極端なことを言えば総合計画策定も必要であると思えば、それも結構で



すけど、やはり先ほど申しましたような、町のバイブルとなるものですから、この基本構想を

明確にすることだけは絶対必要だと思いますので、その点、よろしくお願いしたいのと。 

 それから、町長さんも所信表明で述べられとった、稼ぐ時代というような解釈、これ全く私

も賛同させていただきたいと。以前ですと、公共団体というのは管理すればいいという施設管

理的なところが大きなウエートを占めておりますが、やはり今後は経営感覚を持った地方公共

団体でないとだめだというふうに私も考えます。 

 その点も踏まえて、総合計画の中に、この考え方を盛り込んでいただきたいと思っておりま

すが、ＳＤＧｓでお考えがあればお伺いしたいと思います。 

○議長（三宅 耕三君）   水谷町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   私は、これから地域経営だというふうに思っておりますので、

やはり稼ぐという考え方は入れていかなければいけない。それともう１つは、人づくり、この

考え方、明確にしていきたいなというふうに思っております。 

○議長（三宅 耕三君）   伊藤議員。 

○２番（伊藤 治雄君）   はい、ありがとうございます。今後とも一つよろしくお願いい

たします。 

 じゃあ２点目のＳＤＧｓについて、ご質問させていただきます。まず、答弁にありました三

重大学との連携について、ご答弁いただきましたが、産・学・官この連携が、私は必要だと考

えております。その点を踏まえまして、今後のスケジュール的なものがあれば、お教えいただ

けますか。 

○議長（三宅 耕三君）   岡本政策課長。 

○政策課長（岡本 幸宏君）   まず１点目の企業等も含めたということでございますが、

まだまだ研究会に入って勉強し出したところではございますが、三重大学北勢サテライトのＳ

ＤＧｓ研究会の第２回目が、行政並びに近隣の市町も併せた、並びに三重大学の大学生も含め

たというメンバーでの研究会でございました。そのあたりも踏まえて、企業並びに学生等にも

一緒にやっていくという考え方が必要であるかと考えております。 

 また、今後、総合計画の策定のための職員研修を三重大学の教授並びに地方創生チームの協

力を得て行う予定でおりまして、６月の、この議会の後に具体的な内容を打ち合わせする予定

でおります。したがいまして７月、あるいは８月に総合計画に必要な職員研修ということで、

実施したいと考えております。 

○議長（三宅 耕三君）   伊藤議員。 

○２番（伊藤 治雄君）   ありがとうございます。職員研修のことまで言及していただい

てありがとうございます。 

 確かに、先ほど町長さんが答弁していただいたように、本町も、今後のまちづくりにおける

根底の理念にすべきものと考えておりますということ、ここ重要に考えていただいて、このＳ

ＤＧｓ、この考え方をよく理解するためには、職員の末端までやっていただきたいと。 

 先ほどもちょっと申しましたが、平成３０年６月に認定された、内閣総理大臣から認定され



た地方公共団体２９あると申しましたが、三重県では志摩市さんが指定されております。これ

について、私は初め、志摩市さんにお問い合わせしたところ、伊勢志摩サミットの関係で、こ

ういうことに手を挙げられたんかと思ったら、そうでないと。やはり経済、社会、環境、この

３つの側面について、常にみんな成長するような考え。ともすれば、経済と社会をメーンに置

いたときに環境がおろそかになって後退するという部分がよくあります。 

 これ住宅開発なんかで、そういう部分がよくあらわれますけども、この志摩市さんにおいて

は、やっぱりその海の幸なんかを利用し、これもそのまま大学等との研究で環境も保全しなが

ら、やはりそれに対するアワビとかサザエの付加価値をつけて、経済にも大きく好転すると、

そして、そこで働く人、雇用の促進や人口の増加にもつながる社会の側面、この３つを進展さ

せるという、これもすばらしい考えだと思います。 

 東員町にも東員町らしさ、ここら辺を求めるところ、だれでもそうかもわかりませんけども、

こういったところをテーマとして、この３つの側面をともに育てるようなＳＤＧｓの考え方、

ぜひとも推進していただきたいと。 

 それから、プラットホーム、いろいろ産・学・官の連携を基に、いろいろ協議しましょうと

いう場を設けておるのは、三重県では３団体ございます。今の志摩市さん、それから名張市さ

ん、それからいなべ市さんも既にステージを設けております。 

 いなべ市さんにつきましては、先ほど町長が申していましたように、自治体モデル事業にも

応募をされています。これは、やはり交付税措置の特典もございますから、非常にメリットは

あると思いますので、そこら辺も踏まえてＳＤＧｓについては、よくご検討いただいて、今後

のまちづくりにご貢献いただければと思います。 

 以上をもちまして、私の一般質問を終わらせていただきます。 

 ありがとうございました。 

 


