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○４番（三林  浩君）   お昼のトップバッターとしてちょうどおなかも満たさ

れ眠くなる時間帯ですので早速本題に入らせていただきます。 

 今回は３つの質問をします。１点目は、道路及び歩道整備について。２点目は、新

産業創造推進事業について。３点目は、指定管理者制度についてです。 

 それでは、１点目の道路及び歩道整備について質問いたします。１、道路及び歩道

整備は多額な費用がかかり本町の課題の一つでもありますが、現状の取り組みはどう

していますか。２、この先、財政が厳しくなると予測される中で、基本的な対策をど

う考えていますか。３、東員第一中学校の移転に伴って道路及び歩道の整備も必要と

考えますが、今後どのように進めていく考えですか。 

 以上、答弁よろしくお願いいたします。 

○議長（三宅 耕三君）   小川裕之副町長。 

○副町長（小川 裕之君）   三林議員の道路及び歩道整備についてお答えいたし

ます。道路及び歩道の維持管理の現状につきましては、通行者の安全確保の観点から、

週に２回の道路パトロールにより点検をしており、段差や陥没の損傷が確認できた場

合、順次補修を行っております。また自治会等から道路補修の要望があった場合は、

現地を確認し、必要に応じその対応を行っているところでございます。 

 今後のことでございますが、特に計画的な歩道整備につきましては、現在のところ

平成２５年度から笹尾地内の歩道におきまして、街路樹の植え込み桝による歩道幅員

の狭窄部分や街路樹の根による路面に生じた隆起や亀裂を解消し、歩行者の安全を確

保するため国の交付金を活用して歩道整備事業に取り組んでいるところでございます。 

 これら道路等維持補修の財源の確保につきましては、笹尾の歩道整備事業のように、

国の交付金事業要求に合致するものは交付金を活用し財政負担の軽減を図っておりま

す。また交付金事業に該当しない小規模な維持補修工事につきましては、町単独費で

柔軟に対応できるよう予算の確保を行っております。いずれにいたしましても、安全

で安心して通行いただけるよう、道路等の維持管理に努めているところでございます。 

 続きまして、東員第一中学校の移転に伴った歩道等の整備のご質問にお答えいたし

ます。東員第一中学校が移転されますと、当然通学路のルートを変更することとなる

ため、安全に配慮した通学路の選定、整備を行う必要が出てきます。と考えておりま

す。生徒の安全な通学路を保護者、学校、警察などと検討し、道路や歩道の整備を学

校建設に併せて行っていきたいと考えておりますので、ご理解賜りますようお願い申

し上げます。 

 以上でございます。 
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○議長（三宅 耕三君）   三林議員。 

○４番（三林  浩君）   今、副町長の方から基本的な考えを説明していただき

ました。そこで再質問なんですが、この道路及び歩道につきましても、大きく分けま

して町道、県道、国道というのがあると思います。今、町道につきましては臨機応変

に町の方で単独で動けるものについては動いているという説明がありましたが、ここ

でちょっとお聞きしたいのが、県道、国道についてなんですね。再三私はこの道路と

歩道の整備について過去三、四回一般質問でもさせていただきました。そのときの行

政の回答としましては、県道につきましてはこれは県の所轄であるということで、お

伝えしておきますと、そういう回答のみで、それ以降取り上げてもらえたのか、どう

なったかという返答というのは一切いただいていないんですね。そうしますと、言っ

た側からしますと、どうなったのかなというすごい不安しか残らないんです。その辺

についてはどうなんでしょうか。 

○議長（三宅 耕三君）   建設課、伊藤徳孝課長。 

○建設課長（伊藤 徳孝君）   お答えいたします。国・県道のそういった要望で

あるとか、そういったものにつきましては、まず電話での通報、それから最近ではメ

ールでの通報、それから直接お越しになる等いろいろパターンがございます。その都

度、現場の確認はしながら私どもも県の方に状況の写真等を添付して送付しておる。

対応されたものにつきましては、軽微ものにつきましては回答をいただいております

が、大規模なものについてはなかなか回答がいただけないというところら辺も、検討

する旨の回答の場合もございます。 

 以上でございます。 

○議長（三宅 耕三君）   三林議員。 

○４番（三林  浩君）   本来であれば、こちらから県道なり国道についてこう

いう保全が必要ですよという旨の話をさせていただいて、やっぱりそれに対しての回

答を、検討中でも結構ですので、そういうキャッチボールをやっぱりするべきじゃな

いのかなと。そういうことによって、例えば私たち議員も町民の方にそういう説明も

つきますし、それが何も無回答ということは、話をしてもらっているかも含めまして、

町民からすると非常に不透明になると思うんです。やっぱりその辺はきっちりとキャ

ッチボールができるように、見える化ができれば一番いいんですけど、キャッチボー

ルができるようにお願いできないでしょうか。 

○議長（三宅 耕三君）   伊藤課長。 

○建設課長（伊藤 徳孝君）   議員のおっしゃるように、どうなったかというと
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ころら辺につきましては、今後そういった部分についても、検討、対応について検討

したいと。ただ大きな工事等につきましては、毎年度、町の方から県の方に要望書と

いう形で要望はさせていただきます。できていない場合は、再度、その翌年度に要望

させていただいておるということもございますので、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（三宅 耕三君）   小川副町長。 

○副町長（小川 裕之君）   補足させていただきます。先ほど建設課長の方から、

要望しているということですけども、その結果は県の予算が確定した時点で毎年春ぐ

らいに、ここですと桑名建設事務所長が町長に説明にまいりますし、また国は北勢国

土事務所の方からも、国のこの地域の予算について説明に来ていただいているところ

でございます。 

○議長（三宅 耕三君）   三林議員。 

○４番（三林  浩君）   副町長が言われたとおりやっておられるということで

すので、今後そういうふうに継続していただいて、やっぱりお互いにキャッチボール

をしてできるような形にしていっていただきたいなと思います。 

 次に、行政の役割なんですが、町道につきましては行政の職員が一生懸命あちこち

で歩いて、出歩くというか、回っていただいて迅速に修繕なりをしていただいている

というのは非常にありがたいことなんですが、これが本来の行政の仕事なのかという

ところに非常に疑問を感じるんですね。本来はやっぱり逆にどこが悪いかを吸い上げ

る側が行政の仕事であって、その吸い上げたものをまとめて予算編成のときに活用し

ていくというのが本来の行政の役割ではないのかなというふうに私は思うのですが、

それについてはいかがでしょうか。 

○議長（三宅 耕三君）   建設課、伊藤課長。 

○建設課長（伊藤 徳孝君）   行政としては吸い上げることが役目でというお話

をいただきました。ただ道路管理者といたしましては、先ほど申し上げましたように、

道路パトロール等をやって事前にそういった部分を把握しながら対応するということ

も非常に必要だと思います。ただうちの職員が出向いて直す、軽微なことは業者に頼

まずしてうちでできるような簡易舗装的なものはできる機材も持っておりますので、

それも重要なことやと認識しておりますので、全て予算化というのはなかなか厳しい

財政状況もありますので、できることを我々がやり、それ以上のものであれば業者さ

んにお願いをするということで、現在対応しております。 

 以上でございます。 

○議長（三宅 耕三君）   三林議員。 
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○４番（三林  浩君）   その予算化について質問させていただきたいと思うん

ですが、じゃあ現状、町道につきまして特に既存の歩道ですね。道路でもよろしいん

ですけども、予算が、例えば今年度でしたら３１年度の予算がつきました。行政の職

員が現場に出向いて自分らで直せるところは直していきます。これはある程度の計画

性がないと、結局最後は予算が足らなくなってきたりすると私は思うんですね。その

辺のやり方を変えることによって、行政がもう少し効率よく動けるのではないかとい

う意味での先ほどの質問なんですが、それにつきましてはどうでしょうか。 

○議長（三宅 耕三君）   伊藤課長。 

○建設課長（伊藤 徳孝君）   ありがとうございます。効率的にという意味合い

で職員について、職員が現場へ出ていく時間というところら辺も、そこらを他の業務

に充てながら、そういった部分は職員の負担も減らすという考え方かなというふうに

思います。確かにそういうこともございます。頻繁に対応に出ておるというわけでも

ございませんので、その辺は私も日ごろそういった部分で管理しながら対応させてい

ただいておるということでご理解いただきたいと思います。 

○議長（三宅 耕三君）   三林議員。 

○４番（三林  浩君）   よろしくお願いしたいと思います。 

 町長の所信表明のときでもよく言われましたし、午前中の同僚議員の方からも言わ

れましたけど、３０年、５０年を見据えて東員町をどうしていくかということを町長

が言っております。そうした中で、このインフラ関係、特に道路・歩道につきまして

は非常に重要な課題の一つと私は認識しております。そういう意味では、午前中も言

っておりましたが、財政が非常に厳しくなると、そういうことで補助金等の見直し等

も今進められているということなんですが、そういうことであれば、この道路・歩道

整備につきましては計画的に動くべきじゃないのかなと、それに当たっては、先ほど

も言いましたけども、何を行政としてやらなあかんのかとかいうのが後で見てもわか

るような形、いわゆるトレサビリティという言葉があるんですけども、これは品質の

一つに値するんですけども、いつ、だれが、どのように作業をしたかというのが後で

見てもすぐにわかるように、それを見て効率的なことを次に考えていくという手法の

一つなんですけども、そういうことを今後取り入れていくというのはどうなんでしょ

うか。 

○議長（三宅 耕三君）   伊藤課長。 

○建設課長（伊藤 徳孝君）   トレサビリティということで、履歴の管理とかそ

ういったことになろうかと思うんですけども、大きな工事等については履歴、工事台
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帳等を作成して管理をしております。ただ今回のご質問というか、補修の関係につき

ましては、件数でいきますと昨年の実績で、道路パトロールで軽微な修繕というのが

七百数十カ所あり、そこへ加えて、先ほど申し上げましたように、職員が行っておる

分、それから業者さんに発注している部分ということを考えますと、そういったもの

を管理に係るシステム化、アナログではなくてデジタルでのシステム化ということが

一番なのかなということを考えますけども、そこに至るに当たっては、かなりの経費

とか、またそれにかかわる人的な部分もございますので、現在のところではちょっと

考えにくいかなと思います。 

 以上でございます。 

○議長（三宅 耕三君）   三林議員。 

○４番（三林  浩君）   これから取り入れようということであれば非常に財政

面でも厳しいのかなと思いますけども、町長が言っておられる、３０年、５０年先を

見据えたということであれば、そういうデジタル化というのはやっぱり外せないので

はないのかなと、そういうふうに思っておりますので、ぜひ今後の課題の一つとして

取り組んでいただきたいと思います。一つ目の質問はこれで終わりたいと思います。 

 ２つ目の質問に入ります。新産業創造推進事業についてというのは、稼げる東員町

を指針として、大豆プロジェクトを立ち上げ、町内での一貫生産を目指していますが、

現状と課題を踏まえ、本町としてどのように進めていく考えですか、答弁をよろしく

お願いいたします。 

○議長（三宅 耕三君）   水谷俊郎町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   新産業創造推進事業についてお答えをさせていただき

ます。本町は比較的災害に強い町として、また子育て、教育に力を入れているところ

から、子どもを育てる環境が整った町としての評価をいただき、ここ数年は若干では

ありますが人口が増加する町となっております。 

 しかし本町は基本的には都市近郊農業の町であり、行政面積の約３分の１、約７０

０ｈａが農地となっておりますが、残念ながら現在この農地を有効に活用した農業経

営とはなっておりません。後継者不足や農地の荒廃、耕作放棄地の拡大、こういった

ものが危惧されております。 

 こうした中、私たちが今取り組んでいる事業は、町内で１５０ｈａの栽培実績があ

る大豆に着目いたしまして、基幹産業である農業分野で新産業の創出、仕事創出を図

ることを目的に、昨年度から大豆の加工技術や販売実績を有する企業、並びに町内農

業法人２社と町とが連携して事業を開始いたしたところでございます。この事業では、
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大豆の生産から加工、流通、販売までを町内で一元的に完結できる６次産業化を目指

しております。事業の進捗につきましては、本事業の根幹である新しい大豆の品種

「ナナホマレ」の栽培を町内農業法人２社で昨年度は６ｈａに、本年度は１０ｈａに

取り組んでいただきました。しかしこの２年とも異常気象の影響を受け、６次産業化

事業に必要な収穫量の確保が得られず、また本町における「ナナホマレ」の１０ａ当

たり収穫量の検証が行えない状況にあります。当初計画では２年間の栽培実証と併せ、

商品開発、販路開拓に取り組み、令和２年度に大豆の６次産業化事業に必要な施設建

設に着手する予定を立てておりましたが、加工品製造に必要な大豆の量的確保にめど

がついてからに延期したいと、今は考えております。 

 来年度は２０ｈａに栽培面積を拡大し、引き続き平均単収量増と安定生産が可能と

なるよう栽培技術の確立に取り組んでまいります。また大豆栽培や６次産業化事業の

採算性の検討を再度十分行うとともに、事業の運営方法や施設規模、建設場所、建設

費用の調達方法などについて連携して事業を行うミナミ産業や町内農業法人２社とと

もに、基本となる具体的な計画案を策定する予定にしております。 

○議長（三宅 耕三君）   三林議員。 

○４番（三林  浩君）   このいわゆる大豆に６次産業につきましては、これも

町長の所信表明の中にもありました、確か３本柱の一つだったと思います。それが今

説明がありましたけど、結果としてうまくいっていないということなんですが、これ

はプロジェクトを立ち上げてやっているんですよね、確か。基本的な話なんですが、

このプロジェクトとはどういうことなのかということになると思うんですけども、こ

れは組織を飛び越えて、専門的にそれに集中して取り組んでいくと、もっと簡単にい

きますと、目的をはっきりして期限を決めてそれに立ち向かっていくというんですか

ね、達成するためにどうするかというのがプロジェクトだと私は認識しております。

そうしたことからしますと、今の町長の説明の中にありました、またこれから見直し

ていきますということは、少し作業としては、言葉としてあれなんですけど、遅いの

かなと、そんなふうに感じるのは私だけではないと思うんですが、その辺については

どうなんでしょうか。 

○議長（三宅 耕三君）   水谷町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   先ほども話の中で、そのプロジェクトチームの期限と

しましては、来年度施設の建設ということで期限を決めておりました。しかし、やっ

ぱり農業というのは自然が相手でございまして、正直、８月末までは、今年はうまく

いくだろうなということで期待をしていたところが、９月の４日、５日の大豪雨で、
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完全に水没してしまったんですね。うまく生育していた大豆の苗が完全に水没してし

まいまして、結局、結果として２年連続異常気象の関係でうまくいかなかったという

ことでございますので、少し伸ばそうかと、１年ぐらい伸ばそうかという話の中で、

こういう農業は自然相手でどんな不測の事態が起こるかもわからない、そうした中で

今まで立てていた計画をもう一回検討し直して、本当に大丈夫かというのを再度きち

っとしたものにしていきたいというふうに、少し時間ができましたので、今まで立て

ていた計画をもう一回見直す、そんな時間ができたということで、見直していこうと。

これは行政だけでやっているものではなくて、企業さんも入ってやっていることで、

決していわゆる行政だから今までよく言われた、まあだめだったら先に延ばせばいい

わなみたいな話ではなくて、企業の採算性というものも入った中での苦渋の決断とい

うことに今回はなっております。しかし、これはいつまでもほっておくわけにはいき

ませんので、きちっとした計画、そして期限を決めて、もう一回やり直すということ

も含めて検討し直すということでございますので、ご理解いただきたいと思います。 

○議長（三宅 耕三君）   三林議員。 

○４番（三林  浩君）   今回の大豆の件につきましては、豪雨とか自然災害が

あったということで、ある程度の理解はできるんですが、平成３０年２月１６日にも

らった資料の中に、実施スケジュールというのをいただいておるんですけども、その

中に、販路開拓方式の実証ということで、これは平成３０年度の５月からスタートを

切って、一応表としては平成３１年度、いわゆる今年ですね、の１２月までには一応

完了するということなんですね。の予定で一応進められるということで書かれたこと

だと思うんですが、豪雨というのはさっき言いましたように、８月までは間違いなく

これで成功するだろうと、９月に入って豪雨があったからちょっと延ばすことになり

ましたということなんですが、じゃあそれまではこの販路開拓方式の実証というのは

どこまで進んでいるんでしょうか。 

○議長（三宅 耕三君）   政策課、門脇郁夫特命監。 

○政策課特命監（門脇 郁夫君）   お答えいたします。販路開拓につきましては、

三重農商工連携ファンド助成金というものをいただいて、昨年４月からスタートして

いまして、この販路開拓については連携して事業を行うミナミ産業株式会社の方が担

当しておりまして、今現在、東京を中心とするホテルでレストラン経営をやられてい

る業者との交渉、そして今、ミナミ産業さんは海外への輸出という部分に力を入れて

いまして、香港、台湾、アメリカ、ニューヨークといったところでテストマーケティ

ングというものに取り組んでいただいております。そういった事業を行うためにファ
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ンド助成金を受けて、町内だけでなく、国内はもちろん海外へも進出していけるよう

な取り組みを行っていただいております。 

○議長（三宅 耕三君）   三林議員。 

○４番（三林  浩君）   今の説明は申しわけない、私だけかもわかりませんけ

ど、初めて聞いた内容かなという認識なんですけど、そういうふうに進んでおるんで

あれば、これはプロジェクトのもう一つの大きな意味合いがあると思うんですけども、

やっぱり進捗状況を常に共有し合うというんですかね。午前中もいろんな議員からも

言っていましたように、行政と議会は車で言ったら両輪であるということを、これは

行政の人も言っていることですので、やっぱりそういうのを議会の方にも共有してい

ただけるということは大事じゃないのかなと。それがプロジェクトの一つの役目でも

あるんじゃないかと私は思うんですが、それにつきまして、今後も含めて、どういう

お考えでしょうか。 

○議長（三宅 耕三君）   政策課、門脇特命監。 

○政策課特命監（門脇 郁夫君）   お答えいたします。この三重農商工連携ファ

ンド助成金を使って行っております事業期間が今月３１日までということでございま

す。今現在、ミナミ産業さんの方ではその成果について取りまとめに着手したところ

でございますので、私どももその成果というものを拝見し、またファンドの方にもそ

の成果を報告する義務がございますので、それをもってまた議員の皆様にもご報告を

させていただけたらと考えております。 

○議長（三宅 耕三君）   三林議員。 

○４番（三林  浩君）   ぜひ報告をお願いいたします。 

 あと午前中、町長の言葉に非常に私は興味を持ったんですが、餅屋は餅屋というキ

ーワードがあったと思うんですけど、まさしくこの大豆、付加価値を高めて東員町ブ

ランドというんですかね、オンリーワンのものにしていくという考え方は私は大賛成

です。ただ、大変言い方は失礼なんですが、過去の農業についてはことごとく、町長

はそう思わんといてくださいと言っていましたけど、結果としては自然消滅してきた

のかなと、きちっとした結果報告もなしに、目的が達成できていない中で終わってき

ているものが結構あるのかなと、理由はいろいろあると思うんです。例えばイチゴの

関係、どこかのＮＰＯが入って、ここで官・農・福までやるということについても、

理由はありますけども、結果としてできなかった。そういうことを踏まえますと、今

回のこの６次産業につきましても、他人事ではないんですけど、私もすごい注目して

いる中の一つなんです。そういうことで何が足りないかというと、やっぱり東員町に
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は農家について、特にこの大豆「ナナホマレ」ですかね、非常に種も少ないというこ

ともおっしゃっていましたので、それに長けた専門業者を、本当に町長が３本柱の一

つとして挙げるのであれば、専門職員というか、技術エンジニアというんですかね、

そういう人を雇ってでもやるべきじゃないのかなと、私は思うんですが、それについ

てはいかがでしょうか。 

○議長（三宅 耕三君）   水谷町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   農業の専門職の職員がいればすごくいいなというふう

に思いますが、なかなか市のような大きなところでしたらそういうことも可能でしょ

うけども、やっぱり町役場となると、あれかこれかじゃなくて、あれもこれもやって

もらわなならん職員というのがどうしても要るわけですよね。そういう意味で、農業

だけではなしに専門性が薄いというような状況にあります。非常に残念なことなんで

すが、財政上、なかなか難しいなというふうに思っています。もしうまくあれもこれ

もやれるような農業の技術者みたいな方が見つかれば、それはそれで入ってもらえる

ものならいいなというふうなことを思っていますが、やっぱり採用試験の中で農業専

門ですよということでの採用というのはなかなか難しいのが現状ということでご理解

いただきたいと思います。 

○議長（三宅 耕三君）   三林議員。 

○４番（三林  浩君）   これについても手法の一つですので、どれが正解かと

いうのはないと思うんですが、ただ相対的に私が強調したいのは、あくまでこれは町

長が３本柱の一つとして、これはやり遂げたいという意思をあらわしている物件です

ので、これについてはもっと行政として取り組むべきじゃないのかなという意味で質

問させていただきました。これについては引き続き検討していただきたいなと思って

おります。２つ目の質問はこれで終わりにしたいと思います。 

 ３つ目の質問なんですが、指定管理者制度について。指定管理者制度について、公

共施設の維持管理等を抑制するために指定管理者制度を活用する機会が今後ますます

増えていくと予測される中、基本的な対策をどう考えていますか。答弁よろしくお願

いいたします。 

○議長（三宅 耕三君）   小川裕之副町長。 

○副町長（小川 裕之君）   指定管理者制度についてお答えをさせていただきま

す。まず町の所有する、例えば庁舎とか学校、スポーツ施設等のいわゆる公共施設全

般の管理方針についてでございますけども、これについての基本的な考え方としては、

利用者の安心・安全の確保と利便性向上を第一というふうに考えております。このた



 

10 

 

め維持管理費経費の効率的な執行を通じて、修繕等を必要に応じて実施してきたとこ

ろでございます。 

 またスポーツ施設、文化関連施設などいわゆる公の施設の管理運営につきましては、

多様化する住民ニーズへ効果的に対応するため、地方自治法第２４４条の２で規定さ

れています指定管理者制度の活用を選択することもその一つであると認識していると

ころでございます。 

 本町の公の施設につきましては、共同福祉施設を平成２２年度から、町民プールは

開業中の利用者の安全を監視する業務を主として平成２７年度から指定管理者の指定

を行い、適正な管理運営に努めているところでございます。また本定例会で議決いた

だきました陸上競技場につきましても、令和２年４月から株式会社ヴィアティン三重

ファミリークラブを指定管理者に指定いたしまして、より効果的かつ効率的な管理を

行うとともに、住民サービスの向上に努めてまいりたいと考えているところでござい

ます。 

 今後も、公の施設の管理運営につきましては、指定管理者制度の活用も含め、最適

な方法を選択することで、適正な維持管理に努めてまいりたいと思いますので、ご理

解賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（三宅 耕三君）   三林議員。 

○４番（三林  浩君）   この指定管理者制度というのは、本町だけじゃなく、

全国的にも結構広がっていって、今後増えていくんだろうなというふうに私は思って

おります。今回、再質問の中で特に２つの公共施設について再質問をさせていただき

たいと思います。 

 まず１点目は、プールの指定管理者制度について。もう一つは陸上競技場、この今

回議案に上がっております物件なんですけども、まず陸上競技場について指定管理者

制度をとり入れました。これは私、個人としても賛成しております。ただこの指定管

理者制度そのものが、さっき副町長が説明されましたけども、法的にはそういうふう

になっておりますけども、運営自体は各自治体に任されていくのが現状だということ

で、だからそういう面ではいろいろ様々な問題も逆に起きているというふうに私は聞

いております。そういうことで、今回、陸上競技場を新たに指定管理者を指名すると

いうことになっておりますが、その辺の心配事がないのかどうか、まずはその辺をお

聞きしたいと思います。 

○議長（三宅 耕三君）   小川副町長。 

○副町長（小川 裕之君）   まず私の方からは全般的な話で、町民プールとか
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個々のことについてはまた教育委員会の方でお答えをさせてもらおうと思います。 

 指定管理者制度を利用することにつきましては、基本的には先ほど申しましたよう

に、住民サービスの向上ということでございますけども、ただ危惧されることも多々

あるかと思います。例えば、丸投げ的にやってしまったときに、職員が実際に何をさ

れているのかがわからなくなってしまうこともあるかもわかりません。 

 それから基本協定に基づいたものが本当に行われているのかどうか、どこでどうい

うふうにチェックしていくのかということを常に気を付けていかないといけないとい

うことでございますので、今回も基本協定の中では、報告をするとか、情報共有をす

るとか、本当にいろんなことが書いてございますので、そういった危惧される面につ

いては当然それについての対応策を考えているというふうに思っています。 

 ただ、先ほども申しましたように、住民サービスの向上ということは、例えばヴィ

アティンであればサッカー教室を町民の子どもたちにしていただくとか、そういうこ

とも考えられますので、そういった意味ではとてもいい、いわゆる町職員ではできな

い部分があると思っていますので、そのあたりはとてもいい仕組みではないかという

ふうに思っています。 

 以上でございます。 

○議長（三宅 耕三君）   岡野教育長。 

○教育長（岡野 譲治君）   私は陸上競技場のことでお話をさせていただきます。

基本的に指定管理をする場合には選定委員会というのがございまして、その選定委員

会で私どものこういう仕様書、こういう形で指定管理を行ってください、こういう形

でここまではこういうレベルの質を保ってください、例えば大分前に町長がおっしゃ

った、町民行事はきちんと入れてくださいというような仕様書を作りまして、それを

きちんと了解していただいてやっております。 

 それから今現在町民プールはある振興スポーツに指定管理をお願いしておりますけ

れども、当然、うちらの担当者は報告を受けたり、それから見に行ったり、それから

いろんな小さなトラブルが起こればすぐにお互い協議しながら対応をしております。

そういうような状況であります。 

 以上でございます。 

○議長（三宅 耕三君）   三林議員。 

○４番（三林  浩君）   当然といえば当然のことだと思うんですが、私がちょ

っと心配するのが、さっき副町長が言われました中で丸投げという言葉がありました

けれども、これが非常に気になっております。教育長の今の答弁を理解しますと、そ
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ういうことじゃなくてちゃんと前の会議の中でこういうことは申し上げていきますよ

ということで、関与しているというふうに聞こえたんですけども、まずそういうこと

であれば、まず行政としてそういうのが認識なり、共有化されているのかなと、その

辺はどうなんでしょうか。 

○議長（三宅 耕三君）   小川副町長。 

○副町長（小川 裕之君）   お答えさせてもらいます。ヴィアティンさんの指定

管理に際しては、当然教育委員会だけではなくて、いわゆる政策調整会議といいまし

て、関係する町長部局も含めて、中身についても議論をさせていただきまして、必要

なところを皆さんでチェックしながら、基本協定書の中身の確認をしながらやってき

ていますので、情報共有という形ではできているんじゃないかというふうに理解をし

ているところでございます。 

○議長（三宅 耕三君）   三林議員。 

○４番（三林  浩君）   わかりました。そうしましたらプールの件で再質問さ

せていただきたいんですが、午前中にもこのプールにつきましては質問があって、そ

の回答としましては、新聞に載った結論ではなくて、今後検討していくというふうな

回答をいただいておりますので、それにつきましてはちょっと質問内容をちょっと違

った方向からさせていただきたいなと思います。 

 まずプールの運営を廃止するということを今後見直していくということになりまし

た。それにつきまして、それは私たち町民にとって非常にありがたい話なんですが、

ただ検討するということだけじゃなくて、やっぱり町民サービスということであれば、

目に見えた形でどういうふうに活用するのか、修繕にしても更新にしましても、まず

そういうところからスタートしていただきたいということがまず１点言いたい。 

 もう一つは、説明の中で、豪雨によって機械類が壊れてしまって使えないというこ

とで約３，８００万円ぐらいの補正予算が上がりました。これは仕方がないんですけ

ども、その後に、水位が保てないと、いわゆる底に穴がいっぱいあいていて、水位が

保てなくなり、それを直すにしても３，０００万円ぐらいかかるということで、約７，

０００万円弱の費用がかかりますと。直したところで何年もつかわからないという説

明だったと思いますが、この穴につきましては、確か数年前にも直しているんですよ

ね。そういうことであれば、指定管理者制度をとり入れているということで、あと行

政がその辺をしっかり監視していく中であれば、当然穴が開くことについては注目す

べき点だと思うんですね。それが数年経ってまた穴が開いていました。だからやめま

すというような回答に私は受け取ったんです。それは非常に残念なことなので、せっ
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かく今日回答を検討するという方向であれば、まず原因が何でそうなったのか、耐久

性の問題なのかどうか、まずは原因を究明して、それを次に活かせるようにしていた

だきたい。これが指定管理者制度の中で最も重要になってくるんじゃないかなと。そ

れが行政の一つの管理システムというか仕組みに繋がっていくのではないかなと私は

思うんですが、それについてはいかがでしょうか。 

○議長（三宅 耕三君）   岡野教育長。 

○教育長（岡野 譲治君）   お答えさせていただきます。私は、１年かけていろ

んなところを検討させていただきたいという回答をさせていただきました。それから

水位が非常に低下したということに関しましては、これは１１月１４日に専門業者に

もう一度検査をしていただきました。その検査をしていただいたときに、何点か言わ

れたんですけども、配管設備もちょっと傷んでおるんではないか、それからプールの

底のでこぼこ、これは私どもも意識しておりましたけども、それは今度の豪雨を受け

てよりひどくなったのではないか、そしてポンプ室というようなのがありまして、業

者の方からは安全性を確保するためには、全部替えた方がいいのではないかというよ

うなご提案をいただきまして、私どもは全員協議会の場でそういう説明をさせていた

だきました。ただ全員協議会の場でいろんなご意見もいただきました。厳しいご意見

もいろいろいただきましたので、今日の中では１年間かけて再度検討させていただき

たいというような旨の発言をさせていただきました。 

 以上でございます。 

○議長（三宅 耕三君）   三林議員。 

○４番（三林  浩君）   教育長の今の回答は午前中も同じような回答をいただ

いて、理解しているつもりなんですが、私が強く申し上げたいのは、その１年間かけ

て検討しますということなんですが、その１年間の検討内容が町民、もしくはこの議

会の方にもわかるような形で報告をしていただきたいなと。ただ１年間経った後にま

た同じように、検討しました結果だめですよということにならないようにお願いした

いと思いますが、その辺はいかがでしょうか。 

○議長（三宅 耕三君）   岡野教育長。 

○教育長（岡野 譲治君）   私どもの説明の仕方が、前回の全協のときにちょっ

といろんな説明不足がありましたけれども、できる限り丁寧に検討結果のご説明をさ

せていただくよう努力したいなと思っております。 

 以上でございます。 

○議長（三宅 耕三君）   三林議員。 
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○４番（三林  浩君）   最後に町長にお聞きしたいと思うんですが、今日、３

つの質問をさせていただきました。私はこの３つに共通したのが、今年の流行語大賞

にも選ばれました「ＯＮＥ ＴＥＡＭ」という言葉があるんですけども、この「ＯＮ

Ｅ ＴＥＡＭ」、ラグビーの件なんですけども、この世界ラグビー、４年に１度なん

ですね。４年間かけて一つのチームというんですかね、力を一つにして目的に向かっ

て達成しようとする。これは非常に感銘を受けました。 

 だから町長がせっかく３本柱の一つでもありましたし、やりたいことを表明してい

るのであれば、ロードマップのような目に見えた誰が見てもわかるようなロードマッ

プという言葉があるんですけども、そういうのも手法の一つとして使って、みんなが

やっぱり、職員も町民もわかるように共有して進めていっていただきたいなと、私は

そういうふうに思っております。その結果、例えば町民プールであれば廃止になりま

すとかいうことが道理だと私は思うんですが、その辺の町長のお考えをお聞きしたい

と思います。 

○議長（三宅 耕三君）   水谷俊郎町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   ロードマップというのは、そのとおりだと思います。

例えば新産業創造、要するに大豆プロジェクトについてもロードマップを作って、事

業者、我々、みんな共有しながらやってきたんですが、やっぱり自然というものには

勝てないところがあって、それが修正を余儀なくされたということでございます。で

すから、多少の修正ということは、これは一つのロードマップの中に余裕として入れ

ながら、当然ロードマップを作りながら事業を進めていくと、議員がおっしゃるとお

り、当然のことだというふうに思っていますので、ただ共有という部分につきまして、

我々の行政というこのチームにつきましては、先ほど副町長から答弁をさせていただ

いたように、企画調整委員会だとかいろんな委員会、あるいは幹部会だとかそういう

ところでいろいろ共有しながら、他の部署でもこういうのが進んでいるよというのが

わかるようにしながら今進めていますので、大体、私はこの庁内は一つの考え方を共

有しながら進んでいっているというふうに思っております。これからも、ある程度ち

ょっと余裕を持ちながらということで申しわけないんですが、ロードマップを作りな

がらきちっと一歩一歩進めていきたいというふうに思っていますので、ご協力を賜り

たいなと思います。 

○議長（三宅 耕三君）   三林議員。 

○４番（三林  浩君）   町長のお言葉を聞いて少しは安心しておるんですけど

も、やっぱりやるからには成功したいなというふうに私は思いますので、それにはみ



 

15 

 

んなの力も必要になるのではないかなと、一人だけが長けていてもなし遂げれないの

ではないのかなと、そういうふうに思っておりますので、今後につきましては、変化

点があればその都度議会の方にも報告をしていただいて、よく町長がおっしゃるんで

すけども、知恵をかしてほしいというのであれば、その場でそういう話をすれば、議

員の中にもそういう専門知識を持った人もおると思いますので、その辺はうまくやっ

ていければなと、そういうふうに期待をしまして、私の一般質問を終わります。 

 


