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○１４番（大崎 潤子君）   １４番、日本共産党、大崎潤子でございます。１２

月定例議会におきまして、１点目は中学校問題。２点目は補助金の見直しについて。

３点目は交通安全対策についての一般質問を行います。答弁のほどよろしくお願いい

たします。 

 最初に、一中移転問題は平成３０年３月議会の町長所信表明、駅前開発に合わせ一

中建て替え整備を検討し、学校を作っていく際には三重大学の英知をかりて大学との

共同研究という形で進めていきたいという表明がございました。この時点から一中移

転問題がスタートしたように思います。 

 今年の９月議会におきまして、議会として東員第一中学校移転事業に係る特別委員

会を設置いたしました。そして１１月１２日には三重大学におきまして研修・視察を

行い、議会としての協議を行っているところです。８月には東員町学校施設整備新東

員第一中学校基本構想ができ上り、３階建てで１階の教育用の図書・博物館を兼ねた

自発的な学習の場を全面ガラスで開かれた学校空間となる基本的な設計となっていま

す。次の４点について質問いたします。 

 １点目、１１月５日に東員第一中学校移転整備プロジェクトチームの設置がなされ

ました。９課の課長や課長補佐で構成されていますが、用地買収が主な仕事ですか。

町の大事業ですが、このプロジェクトチームを設置するのが遅いと思いますが、いか

がでしょうか。 

 ２点目は、平成３０年度からの三重大学との共同研究で、今年８月に基本構想が策

定され、基本設計が示されました。地域のまちづくりの観点から、学校関係者、生徒

たち、自治会や地域の諸団体、個人への公開や意見を求めることについてはいかがで

しょうか。 

 ３点目、１階は学習館として社会的施設とする構想ですが、将来的に１階部分を開

放し、町民の皆さんが土・日に活用できるような施設利用についての教育委員会の見

解を求めたいと思います。 

 ４点目は、一中移転は基本設計が示され、学校の姿が少しずつ見えてくるようにな

りました。令和５年秋に開校したいとのことです。学校跡地の活用方法も並行して進

めるべきだと考えます。地域コミュニティ活動に配慮した活用、あるいは町民、議会、

学識経験者等で構成する跡地利用審議会の設置など、将来の地域の姿を希望あるもの

として展望することが大切だと思います。だから住民参加のもと跡地利用を進めるべ

きだと考えますが、教育長の答弁を求めます。 

○議長（三宅 耕三君）   教育委員会、岡野譲治教育長。 
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○教育長（岡野 譲治君）   大崎議員のご質問にお答えいたします。 

 まず１点目の東員第一中学校移転整備プロジェクトチームについてお答えいたしま

す。東員第一中学校移転整備計画は平成２６年度の小中学校適正規模、適正配置検討

委員会で検討を開始し、平成２９年５月に教育委員会で基本方針を策定いたしました。

そして平成３０年４月から学校施設整備計画検討委員会におきまして、移転・整備に

ついて具体的な検討を開始し、移転・整備計画は全庁的な事業であるとの認識のもと、

各課との連携を強化しながら進めてまいりました。 

 本年８月から本格的に事業予定地の調査業務を開始しておりまして、今後は用地買

収をはじめ、都市計画、農政部局等の関係機関との協議や財源の確保に加え、具体的

な小・中学校連携計画の検討など、多方面で事業を進めていくことが必要であります。

対外的に正式な情報共有ができることや、さらに全庁的に取り組むため、先月に東員

第一中学校移転整備プロジェクトチームを設置いたしました。 

 次に２点目の三重大学との共同研究についてお答えいたします。平成３０年度に東

員町学校施設整備基本計画構想を策定し、本年８月には小・中学校の管理職、小・中

学校の先生方への説明会を行いました。また東員第一中学校、第二中学校に勤務の先

生方を対象に意見を求める調査を行い、広くご意見を伺いました。現在、ホームペー

ジで基本構想の概要を公開させていただいておりますが、用地交渉の状況に合わせて

地域の皆様への説明会の開催時期等について検討をしております。 

 次に３点目の基本構想の学習館についてお答えいたします。この校舎１階に計画す

る教育用の図書、博物館を兼ねた学習館は、自発的な学習環境の場と考えております。

子どもたちが学校の管理下において自ら学ぶことのできる空間、学ぶきっかけにあふ

れた空間を作ることで、１６年一貫教育の集大成として、目標に向かって計画的継続

的に学習できる力を付ける場所として考えております。住民開放については、今後の

検討課題とさせていただきたいと思います。 

 最後に、４点目の跡地利用計画についてお答えいたします。跡地利用は町の重要な

政策課題と捉えております。町の重要な施策や行政計画の方針や方向性を調整するた

めに設置している政策調整会議で、これまで東員町学校施設整備基本構想や、事業計

画などについて協議を行ってきておりますが、跡地利用については現在検討中であり、

まだ明確な方向が確定はしておりません。今後も、事業の進捗に合わせて検討を行っ

てまいりますので、よろしくご理解賜りますようにお願い申し上げます。 

○議長（三宅 耕三君）   大崎議員。 

○１４番（大崎 潤子君）   答弁をいただきました。用地買収をはじめ、都市計
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画や農政部局等の関係機関との協議中という形ですが、建設するに当たっては、用地

買収が一番大きな問題だというふうに思いますが、我々の勉強の場とか、そういうと

ころでは用地買収はおおむね了解をいただいているという表現がなされておりますが、

はっきりと全てを買収することがいつごろの予定で考えていらっしゃるのか。今回、

プロジェクトチームが立ち上がりまして、別に用地に限らずもろもろのことをこのプ

ロジェクトチームの中で研究をしていきたいということだというふうには思いますが、

この用地買収についてはどのような考え、方向性をお持ちでしょうか。お願いいたし

ます。 

○議長（三宅 耕三君）   岡野教育長。 

○教育長（岡野 譲治君）   お答えさせていただきます。今現在、全ての関係者

のご理解を得るように担当職員は全力を出して取り組んでいるところであります。何

月という期限を切るのはちょっと控えさせていただきたいと思います。 

○議長（三宅 耕三君）   大崎議員。 

○１４番（大崎 潤子君）   職員の皆さんが今頑張って対応をしていただいてい

るということは先般の協議会の場でもそういう話でお聞きいたしました。 

 先般、三重大学に研修施設に行ったときに、説明をされた先生が、土地の買収に当

たっては、いろいろな角度から協力要請をしたらどうでしょうかと、というのは職員

にはもちろん関わっていただいています。そして新しいプロジェクトチームの中にも

９課の皆さんに関わって入っていただいていますが、地域の皆さんに、今、基本設計

はホームページで公開していますよということですが、ホームページを見られない方

はどういうふうなのかちょっとわかりにくいんですけれど、今、一中についてはこん

な基本設計をしています。多くの皆さんが知ることによって、そのＡさん、Ｂさんに

こんな学校ができるらしいよとか、将来の子どもたちにどうですかとか、そういうの

を地域から声を出していただく、そういうこともその土地買収に際してはプラスにな

りますよということを私はお話の中で聞いたんですけれど、もちろん土地の買収につ

いては職員の皆さんに先頭になっていただかなければならないことはよくわかるんで

すけれど、明確にいつごろとも言えないし、１００％ということもとりあえず教育長

は答弁を控えられたわけなんですけれど、そういう角度からの接し方というのはなさ

れているのでしょうか。お願いいたします。 

○議長（三宅 耕三君）   岡野教育長。 

○教育長（岡野 譲治君）   地権者の方の住まいする財産を譲っていただくとい

う大前提があります。私どもとしてどういう形が一番いいのかというのを日々研究し
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ながら、検討しながら今説明をさせていただいているということであります。ですか

ら、何が効果的なのかというのを含めて、いろいろ研究をし工夫をし努力をさせてい

ただいているということであります。 

 以上です。 

○議長（三宅 耕三君）   大崎議員。 

○１４番（大崎 潤子君）   教育長からは鋭意努力をいたしておりますという話

でした。 

 それでいただいた事業計画の策定では、用地取得業務という形で一応来年度の秋ぐ

らいまでですかね、線引きとしてはあるんですけれど、そして一応開校が令和５年秋

の予定という、一応そういう事業計画をいただきました。やはりこの計画に沿ってい

けばもっとスピードを上げてやっていただかなきゃいけないのかなという思いと、先

ほど申しましたように、プロジェクトチームを新産業プロジェクトチームのように、

もっと早く立ち上げていただいて、何を研究しなきゃいけないか、何がネックになっ

ているのか、どうすればいいのかということをもっともっと研修をしてプロジェクト

チームを立ち上げるべきではなかったのかなと、私自身の勝手な理解をすれば、土地

買収がなかなかうまくいかないからこういう形になったのかなと、そういう思いも出

てきますので、そのあたりも含めて、もう一度教育長に、このプロジェクトチームを

この今の時期に立ち上げた理由、そして今後鋭意努力をいたしますとおっしゃいます

が、いつごろやほぼ１００％の承諾を得ましたというのを頭の中で描いていらっしゃ

るのかどうなのか、もう一度お願いしたいというふうに思います。 

○議長（三宅 耕三君）   岡野教育長。 

○教育長（岡野 譲治君）   先ほどの答弁の中でもお答えさせていただきました

けれども、ここに入っているプロジェクトチームは本当に前からずっと基本的には連

携を進めておりました。私ども教育委員会だけではできないと。ただ答弁の中でもお

話をさせてもらいましたけれども、いろんな情報を共有していかなければなりません。

何であなたがその情報を知っているのと言われたら交渉もできない。ですから、正式

な、名刺も作っておると思うんですけども、プロジェクトチームという名刺を作りな

がら正式な一員としてやっていくということをしています。 

 それから、いつごろというのは非常に区切るのが難しいところがありまして、それ

は相手さんもありますので、私どもが思っているだけでできるのであれば、いつでも

私は区切らせてもらいますけども、そういうことでもありませんので、本当に一歩一

歩進んでいきたいなと思っておりますし職員は今、全力を挙げて取り組んでいると、
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本当に１週間に何回か、短い時間ですけども、プロジェクトチームが進めております。 

 以上でございます。 

○議長（三宅 耕三君）   大崎議員。 

○１４番（大崎 潤子君）   職員の皆さん、鋭意努力をしていただいていますの

で、大変でしょうけれどこの土地問題にきちっと対応していただきたいというふうに

思います。 

 それで小・中学校の先生方への説明を行い、意見を求められておりますが、そこの

中で特徴だった意見といいましょうか、そういうのがあれば二、三お示しをしていた

だきたいというふうに思います。 

 それと、将来的にはなるけれども、住民への開放については今後の検討課題とさせ

ていただきたいということを述べていただきました。やはりせめて土・日の限定の利

活用、やっぱり町の大切な財産になるわけですので、そういう方向性でぜひぜひ、検

討が前向きな検討をしていただきたいというふうに思いますので、その２点お願いい

たします。 

○議長（三宅 耕三君）   岡野教育長。 

○教育長（岡野 譲治君）   私の方からはまず学習館の有効利用ということで、

今度の校舎建築の一つの特徴的なものなんです、この学習館は。自分たちが自分たち

で勉強するという。今、文化センターに来て見ていただきますと、子どもたちが文化

センターのこちら側でよく勉強をしておるんです。そういう形でもしできればいいな

と思いますし、今後、具体的にどういうことができるかというのは本当に検討させて

もらわなければならないところがあるんですけれども、いろんな使い方ができる学習

館になればいいなと思っております。 

 それから先生方からの意見は担当課長に答弁させます。 

○議長（三宅 耕三君）   教育総務課、伊藤正樹課長。 

○教育総務課長（伊藤 正樹君）   先生方からいただきましたご意見につきまし

てご回答させていただきます。まず木材利用によりまして、明るく暖かい校舎づくり

を進めたらどうかというご意見でありますとか、あとは自然エネルギーの活用、あと

校舎の内壁につきましては、物が当たったりしても壊れにくい強度性をもったような

ことも検討してほしいというようなご意見をいただいておるところでございます。 

○議長（三宅 耕三君）   大崎議員。 

○１４番（大崎 潤子君）   建物については、もう全て木材なのか、鉄筋でちょ

っとそのあたりがわかりませんので、それを１点お願いしたいと思います。 
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 それと併せまして、跡地利用につきましても現在検討中でありますということで、

政策調整会議の方でもこれについては協議を行っていきますということを答弁いただ

きました。ランチルームについては、今年度、屋根の塗装をしたり、あるいはエアコ

ンの取り替えなどで一定の金額をかけて改修をいたしております。移転まで、この計

画どおりにいけばまだ５年かかるということなんですけれど、今の段階で一中の補助

金が全て完了して取り壊すことのできる建物があるのかどうなのか。まだ補助金が残

っているので建物として明確に残しておかなければならないのか、そのあたりをお示

しいていただければお願いしたいというふうに思います。 

 そしてこの跡地利用については、やはり住民の参加を進めていただきたいというふ

うに思います。例えば、地域によってですが、校舎の一部を使って農産物のカフェや

加工、直売所、そういうのをやっている市民事業を立ち上げたところもございます。

あるいは、今日は午前中から宿泊施設というのがキーワードになっていましたけれど、

廃校の学校の校舎でそういう宿泊施設をやっているところもあります。先ほど三林議

員の中でもありましたが、「ナナホマレ」の加工施設だってここの跡地を利用するこ

とも可能ではないかというふうに思います。ですからいろんな角度から跡地利用審議

会というのをぜひ設置していただきたいということを求めますが、いかがでしょうか。 

○議長（三宅 耕三君）   教育委員会、岩田浩一事務局長。 

○教育委員会事務局長（岩田 浩一君）   お答えいたします。まず校舎の構造に

つきましては、現在、今年度中に基本的な設計をして、来年度公募型の施設をという

ことですので、全て木材であるとか、ＲＣであるかというのは今後、先生たちからも

木材の使用を多くしてほしいという意見もありますので、検討してまいりたいと思っ

ております。 

 それから、現在建っております第一中学校の校舎の補助金の残はございませんので、

返還金はございませんが、新たに立て替えます補助対象となる校舎の部分については、

撤去する必要があるということで、建設後に補助対象校舎については撤去します。と

いうことでご理解いただきたいと思います。 

 それから跡地の利用につきまして、先ほど教育長からも答弁させていただいたよう

に、今後検討したい。これは校舎移転後につきましては、教育施設であるわけではな

く、町全体の、あくまでも公共施設として残すのか、今後新たな総合計画を今策定い

たしておりますので、まちづくりの中であの地域をどういうふうに利用していくのか

というのを含めて庁内で検討していくことになるかと思っておりますので、よろしく

お願いいたします。 
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○議長（三宅 耕三君）   大崎議員。 

○１４番（大崎 潤子君）   建物については、木造にするのか鉄骨にするのか、

そういうことについてはまだ明確に決まっていないということですので、できました

ら、三重県産なり木材を使っていただければ、また違う意味での補助金も付くような

気がいたしますので、そのあたりはしっかり考えていただきたいなというふうに思い

ます。随分見させていただいたモデルはすごく明るい感じがいたしましたので、もち

ろん１階が全面ガラス張りになっていましたので、お日さまも入るしすごくいいなと

思いますが、そのあたりもきちっと先生方の声はもちろん大切なんですけれど、子ど

もたちの声もしっかり聞いていただきたいし、地域の財産と言いましょうか、まちづ

くりの観点からしても、多くの皆さんに一中はどんな学校がいいですかとか、どんな

学校をお望みですかとか、そういうアンケートといいましょうか、声をぜひ拾ってい

ただきたいというふうに思います。まだ実施設計するまでにちょっと時間があります

ので、全ての皆さんに聞いてくださいということではありませんので、今学校に通っ

ている子どもたちの声とか、幼稚園や保育園、そのあたりの声も拾っていただきたい

というふうに思います。 

 そして跡地利用については、政策調整会議で、こちらの方になりますけれど、今後

の方向性なり、総合計画の中でここの分については話し合いと言いましょうか、総合

計画との兼ね合いがあるということですが、そのあたりで岡本課長、何か答弁があれ

ばお願いしたいというふうに思います。 

○議長（三宅 耕三君）   政策課、岡本幸宏課長。 

○政策課長（岡本 幸宏君）   現在、総合計画を今年度と来年度にかけて策定中

でございまして、まだまだ取りかかった、スタートしたところでございまして、その

方向性がみえて来ましたらそちらも十分参考としながら、今後その進捗に合わせての

政策調整会議というところで十分検討していきたいと思っております。 

 以上でございます。 

○議長（三宅 耕三君）   大崎議員。 

○１４番（大崎 潤子君）   一中問題につきましては、まだまだいろんな角度で

研究を重ねていただかなければならない問題だというふうに思いますので、どうぞし

っかりやっていただいて、きちっと町民への情報提供をお願いいたしまして、２点目

に入りたいと思います。 

 ２点目は、補助金の見直しについてです。９月議会でも質問しましたが、そのとき

の答弁は、補助事業のあり方から協議を進め、小学校区で説明会を開きますという答
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弁がございました。１１月１４日に自治会長会が開かれました。どのような説明、そ

してどのような意見が出されましたか。お聞きします。過去においては、議会での説

明と自治会長会での説明が食い違うことがありました。今回は議会には補助金問題は

令和２年度末までに決めたいとのことでしたが、自治会長会におきましては、行政協

力員報酬費の削減を求められたという話を聞きました。先ほど水谷議員の質問にも重

なりますが、その点についてはいかがでしょうか。 

 次に、自治会をはじめ、学校関係、スポーツ関係など各種団体との協議は具体的に

はどのようでしょうか。例えば「ナナホマレ」の新産業創造支援補助金も見直しです。

儲かる農業を掲げながら矛盾はしていませんか。 

 次に、福祉と町民サービスは浪費でも無駄でもありません。地方自治体は住民に必

要な福祉と住民サービスをしっかり行うべきです。この４年間、どれだけ補助金は削

減されましたか。例えば敬老会元気サロンの廃止、敬老祝い金の廃止などがありまし

た。住民にとってサービス向上の事業はどのようですか。町長の答弁を求めます。 

○議長（三宅 耕三君）   水谷俊郎町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   補助金の見直しについてお答えをさせていただきます

が、ちょっと通告いただいた内容と若干違うところがございますので、その細かい点

につきましてはまた後からということにさせていただきたいと思います。 

 本町は生産年齢人口の減少によりまして、町税収入が減少することや高齢化が進み

社会保障関係費といった義務的経費の増加などにより、財政の硬直化が進行すること

に加え、東員第一中学校建設、教育施設等の公共施設の改修などといった投資的経費

が増加するということが見込まれ、厳しい財政運営を強いられることが想定されてお

ります。こうした状況を踏まえ、財政健全化に向けた取り組みが急務であると考え、

行財政検討委員会や庁内プロジェクトチームを立ち上げ、補助金を含め業務全般を対

象に検討を重ねてまいりました。 

 お尋ねの団体への補助金の見直しにつきましては、１１月の行政協力員会議、自治

会長会で行政協力員制度の廃止と行政協力員報酬、行政連絡員報酬、班長手当てにつ

きましては段階的に廃止の方向をお示しさせていただきました。このことにつきまし

ては、８月の行政協力員会議の場において初めて案をお示しし、役員会などで複数回

協議の場を持っていただきました。それぞれ様々なご意見をいただきましたので、行

政協力員報酬につきましては、段階的に減らしていくこととし、令和４年度以降廃止

の方向で提案をさせていただきました。またこの報酬につきましては、国の制度改正

により、今年度までしか報酬として支払うことはできません。来年度からは自治会長
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を有償ボランティアと位置付け、報償費、謝礼という形で支出させていただくことに

なります。廃止に伴い、自治会長や自治会の業務負担の軽減を図るなど、配布物を行

政で行うことや、自治会対抗行事などのイベントの見直しなど、行政からお願いをし

ている業務を見直していくことを考えております。来年度はその報償費を一部減額さ

せていただき、試行的に広報とういんを自治会配布ではなく、行政からの配布に切り

替えさせていただきます。そして令和３年度からは全ての配布物について自治会から

の配布を終了させて、行政からやっていこうと考えております。その他、現在お願い

いたしております行政協力員業務につきまして、関係機関と調整しつつ、少しずつ負

担軽減を図ってまいります。 

 会議の場でいただいた質問や意見といたしましては、廃止する報酬の種類について、

自治会加入率の出し方などや広報誌の自治会外へ配布することによって自治会の加入

率が低下することを懸念するなどといったご意見をいただきました。 

 廃止の理由は、午前中にもお話させていただいたように、行財政改革の一環であり

ます。そして自治会加入率の低下による行政サービスの低下というのは行政の責任で

ある。そしてそれを行政が解決しなければならない必要があるということ。自治会組

織に補助金を、これはコミュニティ交付金等ですけど、自治会組織に交付金を交付し

つつ、行政協力員にも報酬を支払っているということ。また地方自治法、地方公務員

法改正による特別職の厳格化に伴い、自治会長は公務員の特別職として認められなく

なるということなど、こういったことを総合的に検討した結果となっております。 

 次に新産業創造支援補助金についてでございますが、この補助金は基本的に三重県

産業支援センターからの三重農商工連携推進ファンド助成金の自己負担分に対する本

町の補助でございまして、これは単年度のものでございます。そういうことで農業振

興と矛盾するものではございません。したがいまして、今後、新産業創造にかかわる

新たな支援が必要な場合は、再度必要な手続きを踏んでやっていきたいというふうに

思っています。 

 最後に、この４年間での補助金の削減ですが、元気老人サロン事業補助金を廃止い

たしております。しかし、高齢者福祉分野では地域活動拠点整備支援事業補助金など、

３つの補助金を、かわりというとおかしいですが、創設をしております。またシニア

クラブ補助金の均等割額を倍増するなど、拡充しておるという面もございます。こう

したことで明るい長寿社会の実現と保健福祉の向上を目指す取り組みを行っておりま

す。いわゆる組み替えを行っているということでございます。 

 これからは時代に応じた取り組みが必要と考えておりますが、基本的に自治会の役
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割は自らの手による地域づくり、地域運営だと考えておりまして、行政はそれを支援

する形に変えていくことが本来の姿であるというふうに思っております。自治会は地

域づくりの中心となる存在であるとともに、大切な行政のパートナーであることは変

わりございません。これからも自治会とともに、地域づくりに取り組んでまいりたい

と考えております。 

○議長（三宅 耕三君）   大崎議員。 

○１４番（大崎 潤子君）   町長から答弁をいただきました。この昨年の報酬の

件ですけれど、８月から話し合いを始めてまいりましたということで、もちろん法律

の改正、来年度から会計年度任用制度が始まる、その関係でこの報酬については出す

ことができないということの説明をされたのかなというふうに思います。 

 そういう話をなさった中で、その自治会長さんが理解いただける十分な説明、そし

て質疑応答があると思いますけれど、丁寧な回答をお示しになったのでしょうか。と

いうのは、１２月末までに報酬の削減をお願いしたいということがまず出てきていま

すよね。そういう中でのこの自治会長会との紛糾と言いましょうか、そういうことが

あってこの問題が生じたのではないかというふうに思います。そして解決方法として

は、先ほど述べられたように、有償のボランティアという形で新しい対応をしたいと

いうことの答弁がありましたけれど、ちょっとそのあたりでお願いをしたいというふ

うに思います。自治会長会と行政側との相違、何が問題でこのような形になったのか、

そのあたりがとても大切ではないかというふうに思うんですけれど、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）   これは先ほども申し上げましたように、法改正のため

にこういうことになったのではありません。あくまでも行革の一環と、これだけは認

識いただきたいというふうに思います。そしてたまたま来年度法改正になります。で

すから、法改正の分については、行政協力員報酬ということはできないので、報償費、

謝礼という形で払わせていただきますよと、こういうことなんです。ですから、決し

て法改正があったからこういう話が出てきたのではないということでございますので、

そこだけはしっかりと認識いただきたいなというふうに思います。 

 それから、自治会長さんには、８月の時点で初めてこのお話をさせていただきまし

た。それから数度にわたって役員会だとか、自治会長会で、ご議論いただいて、うち

の町民課も入れてご議論いただいて、いろいろなご意見をいただきましたので、やっ

ぱり今議員が言われたように、ちょっと性急かなということがありまして、１１月に
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別の新しい段階的にこうしたらどうですかというご意見もあったこともあり、段階的

な新しい提案を１１月の行政協力員会議でさせていただいたと、こういう経緯でござ

います。 

○議長（三宅 耕三君）   大崎議員。 

○１４番（大崎 潤子君）   若干そこには、町長がおっしゃる法改正ではなく、

行革のためにこういう話を進めさせていただきましたということです。ですからその

あたりが自治会長さんも理解に苦しまれた部分もあるのかなというふうに思います。

今までが行政協力員に報酬という形で出されておりましたけど、行財政改革のために

は、午前中にもありましたが、関係補助金として約５，０００万円出している。そし

てその報酬費が千五、六百万円ある。それを削減したいという。話をずっと解いてみ

るとそういうことではないのかなというふうに私は思っています。自治会長さんには

ありとあらゆるいろんなことを、お手伝いも含めて自治会の、地域の福祉向上のため

に頑張っていただいているわけですので、なぜその集中的に自治会の関係費にスポッ

トが当たったのかなというのが非常にわかりにくい部分がございます。 

 ６２事業の中には、総務費とか民生費、要するに教育費は２６項目になっています

ね。対象になっている事業が。これらのものについては今の段階ではどういうふうに

なっておりますでしょうか。まず最初に自治会関係費をとにかく削減をしてやってい

く。その次にはこれをしよう、あれをしようなのか、本来は課が違うわけですので同

時進行だっていいわけですよね。自治会費もやり、次の衛生費もやり、消防費もやり、

教育委員会もやるということだってできるんですが、そのあたりについては、他の項

目についての事業は資料集めや効果、あるいはどういう形で今、検討がなされ進めら

れていますでしょうか。私は自治会関係費に一番最初にスポットが当たった、これが

なぜなのかなという疑問が残るところです。 

○議長（三宅 耕三君）   水谷俊郎町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   細かい部分は、あれば担当課からお話をさせていただ

きますが、自治会長報酬が一番先ではなくて、今までこの６２事業についてはずっと

改革をやってきておりまして、今になってきております。今、全般を見直す中で、こ

の行政協力員報酬というのも出てきたということでございます。協議会などもいろん

な経費節減の改革をずっとやってきているんですよ。その中で出てきたので、今回、

その行政協力員会議から始まるんじゃなくて、ずっとやってきた中で、今回、行政協

力員報酬というのが出てきたということでございますので、順序がちょっと違うとい

うふうに思っております。 
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○議長（三宅 耕三君）   財政課、小山課長。 

○財政課長（小山  均君）   町長の答弁にちょっと補足をさせていただく形に

はなりますけれども、議員の皆様に、取り組みの始まりの際に補助金の見直しの方針

というのをご説明させていただいたと思います。その後に各課の方に、こういう方針

のもとで関係団体、いわゆる各課にはいろいろ関係団体がありますので、出している

補助金についてそれぞれ検討していただくように始まりの支持をさせていただいたと

ころでございます。 

 この後に、答弁の中にもありましたけれども、新たに補助金の見直しに当たって検

討のプロジェクトチームを、前回もあったんですけど、新たに設置をして、今月に第

１回目の会議を始めていく予定になっております。この中で、現状、要は進捗管理を

行ってまいります。また同時に、課題は当然出てくると思いますので、こういったも

のの検討をしていくということで、プロジェクトチームを中心に進捗管理をしてって、

またその後に、来年以降についてはその方針を町の方へ示していきたいと考えており

ますのでよろしくお願いいたします。 

○議長（三宅 耕三君）   大崎議員。 

○１４番（大崎 潤子君）   町長は自治会関係の方は後の段階ですよというので

順序が逆ですと今おっしゃったんですけど、実質金額にいたしますと、先ほど申しま

したように、自治会に対する補助金は約５，０００万円強、報酬費が１，６００万円

で金額的には他の皆さんの金額、社会福祉協議会は別といたしまして、金額は大きい

金額なんですね。だから順序が逆だとおっしゃっても、私自身はそういう形で受けと

めましたので、それなら過去においてこういう金額をこれだけ削りました。そういう

ことだってお示しがあっても、日々予算書を見ていると、ああという金額はあります。

全然知らないわけでもありませんけれども、どうして去年はあったのになくなってい

るわという数万円単位とか、何十万円の単位でなくなる部分もありますので、また聞

きにいきますけど、結果的に自治会に対する補助金については順序が逆ですよとおっ

しゃいましたので、じゃあ過去においてどういう形で金額が減になっているのか、後

でまた原課に聞きに行きますのでお願いいたしたいというふうに思います。 

 ちょっとこの問題については、補助金に限らず、やはり自治会の自治会長さんをは

じめ、地域の皆さんは自分たちで健康をつくり、あるいは地域の皆さんの様子をうか

がい、一生懸命頑張っていらっしゃる。もちろん行政からの支援があってこそできる

部分もございます。ですから自治会に対してお互いもっともっと歩み寄って、話し合

いをしていく。本当に東員町のまちづくりとしての自治会のあり方というのも研究を
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していただきたいというふうに思います。ちょっと時間がありませんので、次の問題

に進めてまいります。 

 ３点目は、交通安全対策です。総合計画の中で、安全・安心なまちづくり町道整備

で国道・県道との連携を図り、総合的な道路整備方針により道路体系の見直しを行う

など町道の整備を計画的、効率的に進めますと明記されております。そしてみんなで

目指す目標値も示されています。子どもたちの安全・安心な取り組みは東員町通学路

交通安全プログラムに沿って整備が進められています。通学路の整備は万全でしょう

か。また横断歩道や側線、センターラインなど少しずつ改善はされてきたものの、ま

だ消えた白線が目立つ町内です。改善への取り組みと県への要望状況についてお伺い

します。 

 次に、歩道整備は総合計画では最終年度の整備率は１１．２％となっていますが、

現在の到達点はいかがですか。歩道設置４カ所の場所は聞き取りの中で示してありま

すので、その点についても答弁をお願いいたします。この４カ所は途中までは歩道の

幅の違いはありますが、設置されているところです。なぜ途中で終わっているのか、

実施できない理由はどこにあるのかお示しをしていただきたいと思います。町民の皆

さんが安全・安心して暮らせるまちづくりを望んでいます。また健康づくりのために

も具体的な取り組みを、副町長の答弁を求めます。 

○議長（三宅 耕三君）   小川裕之副町長。 

○副町長（小川 裕之君）   交通安全対策についてお答えさせていただきたいと

思っています。少し事前に聞いているものと若干違っている部分もありますので、答

弁が若干ずれるかもわかりませんけど、ご容赦いただきたいと思っております。 

 まず１点目の通学路の整備、特に消えている白線の対応についてでございますけど

も、これは毎年、先ほど議員がおっしゃったように、東員町通学路交通安全プログラ

ムに基づいて各小学校が各通学路の安全点検を行っております。今年度につきまして

は、この点検で報告のあった２１箇所について、通学路安全推進会議で検討を行い、

現在、横断歩道等の補修など８箇所が対策済みであり、鉄製の橋のすべりどめ塗装等

の７箇所が今年度中に対策予定でございます。残りの６箇所につきましては、三重県

が計画的に整備を行っている箇所が３箇所、いなべ警察署が引き続き対策方法を検討

している箇所が１箇所、町で対策方法を検討している箇所が２箇所ございます。 

 また通学路以外の町道の白線等、路面表示の補修につきましては、現地を確認した

上で予算の範囲内で補修を行っているところでございます。 

 なお、交通規制を伴う停止線や横断歩道の路面標示につきましては、以前からご答
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弁申し上げているとおり、所管するいなべ署へ対応をお願いしており、順次対応いた

だいているところと考えているところでございます。 

 町の歩道整備計画でございますが、先ほど三林議員にお答えしましたとおり、現在、

笹尾地内の歩道整備を国の交付金を活用して平成２５年度から計画的に実施している

ところでございます。なお、三重県の管理する県道の歩道の整備計画では、国道４２

１号のいなべ市境付近の歩道整備を今年度から令和２年度にかけて実施する予定で、

令和３年度からは笹尾西入口交差点から鳥取（沢）交差点の間の歩道整備と併せて、

鳥取（沢）交差点の改良工事に着手する予定であると聞いております。 

 その他の補修につきましては、国道４２１号の整備が完了した後に具体的な計画の

検討を行う予定とのことでございます。 

 いずれにいたしましても、交通安全対策につきましては、関係機関も交えて取り組

んでまいり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。 

○議長（三宅 耕三君）   大崎議員。 

○１４番（大崎 潤子君）   答弁ありがとうございました。総合計画に述べてあ

る整備率ですが１１．２％となっていますが、現在の到達点についてはわかりますで

しょうか。それをお願いいたします。 

○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）   総合計画にある歩道整備率の現在はどうかという

お尋ねですが、現在、１０．１％でございます。 

 以上でございます。 

○議長（三宅 耕三君）   大崎議員。 

○１４番（大崎 潤子君）   現在の歩道の整備率は１０．１％ということでして、

最終年度には１１．２％になるのかどうなのか、それはまた次の計画の中になってい

くのか、そのあたりも後でお願いしたというふうに思います。 

 それと、国道とか県道については、令和２年度から３年度にかけて笹尾西入口交差

点あたりの改修工事に着手する予定ということでありますが、前回、お示しした４の

うちの東員郵便局から西への歩道の設置とか、北大社の歩道設置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）   現在、先ほどご答弁させていただいたとおり、計

画的に行っておるのは笹尾地内の歩道整備に着手し、現在もしております。 

 お尋ねの稲部小学校への中村設計さんから稲部小学校の間、それから郵便局からい
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なべ市境、茶屋川橋を渡っての間でございますけども、この辺につきましては、特に

以前、茶屋川橋の歩道についてはご質問があったかと思うんですけども、やはり費用

対効果等を考えて、これからそういった整備につきましては、国の交付金を活用し必

要なところを十分に検討しながら対応してまいりたいと思います。現在のところ計画

はございません。 

 以上でございます。 

○議長（三宅 耕三君）   大崎議員。 

○１４番（大崎 潤子君）   確かに今課長がおっしゃったように費用対効果を考

えると、今は考えていない。じゃあ将来はやっていただけるのかなと、そんなことを

今ふと思ったんですけど、費用対効果を考えればなかなかきちっとしたものは作って

いただけないのかなというふうには思いますが、そういうことばかりではなくて、や

はり安心・安全、みんなの命を守る、そういう観点からいけばやはり声があるところ

は交通調査をするとか、本当に誰も自転車やら歩く人がいないのか、そういうことも

きちっと調査をした上で、なおかつ費用対効果でだめですよという、そういう回答が

あってしかりだというふうに思うんですけれど、その点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）   お答えいたします。全ての路線においてそういっ

た歩道が必要かどうかというところもございますが、やはり今の考え方といたしまし

ては、現道で通学路を利用していただいておる中で、そちらの方の要望、交通安全プ

ログラムで上がってきたものを最優先して整備をしたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（三宅 耕三君）   大崎議員。 

○１４番（大崎 潤子君）   わかりました。子どもたちを最優先と言いましょう

か、それはとても大切なことですので、子どもたちの安全のためには、今多くのボラ

ンティアの皆さんにご協力をいただいているということは大変すばらしいことだし、

感謝をしたいというふうに思います。ぜひ第一の総合計画の中にもきちっと位置付け

をしていただいて、その目標を達成できる数値を示していただきたいというふうに思

います。費用対効果がないからできません。そうじゃなくて、先ほども申しましたよ

うに、しっかりと調査をしてく、本当に町民の皆さんがここに欲しいというのはなぜ

欲しいのか、そういうこともきちっと研究をしていただきたいというふうに思います。

そういうことをして、町民の皆さんが納得いく回答というのを示していただきたいと

いうふうに思います。 
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 補助金の問題にしろ、中学校の建設問題にしろ、本当に大きな課題だというふうに

思っています。職員の皆さんをはじめ、大変な思いでその実現に目指して頑張ってい

らっしゃることには敬意を表しながら、きちっと町民の皆さんの声を聞いていただき、

そして情報を公開していく。そのこともとても大切ではないかというふうに感じてい

ます。 

 これで私の一般質問を終わりますが、長きにわたりまして多くの皆さんにお力添え

いただいたことを感謝し、これで私の最後の最後の一般質問とさせていただきます。

本当にありがとうございました。 

 


