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○３番（中村 等君）   おはようございます。議員番号３番、中村 等でござい

ます。議長の許可を頂きましたので、一般質問をさせていただきます。 

 まず経済団体連合会が定めましたオフィスにおける新型コロナウイルス感染予防ガ

イドラインに従い、執行部の皆さんと２ｍ以上離れておりますので、マスクを外して

お話させていただきますことをよろしくお願いします。 

 初めに、連日テレビ、新聞等で新型コロナウイルスの感染症の報道がなされており

ます。残念ながら東員町でも数名の新型コロナウイルス感染症の患者が発生しました。

拡散防止はもちろんのこと、発症された方の一日も早い回復と患者や医療従事者が根

拠のない風評被害や差別の被害にあうことのないように町へ要望いたします。 

 さて先般、某全国紙に東員町が子育てしやすいまちの近畿地区１位と掲載されまし

た。これは町長をはじめ、職員の方々が町政をしっかり考えてこられた結果だと敬意

を表しますとともに、かつては自身も一職員として町政に参画できたことに喜びと誇

りを感じております。しかし、全国誌に東員町が掲載されたからと申しましても、記

事はあくまでも記者の主観も大きく作用しており、これが町政に爆発的な影響を与え

るわけではありません。結局のところ、東員町に暮らしていただいております住民の

方々の安全と満足度、身近な問題解決、これらの町政、つまりまちづくりが最重要と

考えます。 

 そこで、私は３月議会で新型コロナウイルス感染症に対する町対応について一点に

絞って質問させていただきましたので、今回は町にお住まいの住民の方々の暮らしと

安全、まちづくりについて、通告書に従って質問させていただきます。 

 １番目に、昨年、令和元年９月４日夜から５日にかけて町を襲った激雨の復旧と防

災について。２番目に、最近、大木地区や笹尾西地区で農産物の被害と危険も伴う猿、

鹿等の大量出没の問題。３番目に、町財政にとって最重要と考えます税収のコロナウ

イルス禍の影響について。最後に、今後の町政のかじ取りとして最も重要と考えます、

まだ仮称になりますが、第６次東員町総合計画についての４点について、それぞれお

尋ねします。精いっぱい、論点を明確にしながら一般質問をさせていただきたいと思

いますので、どうぞ時間内、よろしくお願いします。 

 まず１点目、ちょうど１年前に信じられない豪雨が東員町を襲いました。昨年の令

和元年９月４日から５日にかけて町を襲った激雨は三重県北部を中心に５日の午後３

時２０分まで四日市市で２２２ｍｍ、いなべ市で１８５ｍｍとなり、各地で土砂崩れ

が発生するなど大きな影響をもたらし、河川は氾濫、まちは濁った水につかってしま

いました。道路は冠水、田畑は濁流で崩壊し、５日の午前０時２０分には大雨警戒レ
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ベル５が発表されました。 

 そこでお尋ねします。現在は住宅や道路、田んぼ等の被害を受けた箇所は復旧して

おりますか。２番目に、堤防が決壊した戸上川や、川が氾濫した中上地区の員弁川支

流である三孤子川等の県が管理すべき河川、道路等の県との対応はどうなっています

か。３番目に、日本には毎年のように台風がやってきます。再び予期せぬ大雨や強風、

洪水、土砂崩れなどが起きることがあります。気象庁は一昨年７月に３０年に一度の

異常気象であったと述べ、近年、地球温暖化が進行し大雨や顕著な高温が長期間増え

ている。将来も増えると予想されていると発表しております。昨年、被害を受けた

方々の災害箇所近くにお住まいの方はより神経質にならざるを得ません。昨年の被害

箇所の防災はどうなっておりますか。 

 ３点についてお伺いします。よろしくお願いします。 

○議長（水谷 喜和君）   伊藤徳孝建設課長。 

○建設課長（伊藤 徳孝君）   おはようございます。それでは中村議員の災害復

旧についてのご質問にお答え申し上げます。 

 昨年、９月４日から５日にかけ、本町は今までに経験のない、時間当たり１００ｍ

ｍを超えるすさまじい豪雨にみまわれ、町道法面崩壊による家屋の倒壊、家屋の床

上・床下浸水、道路や農業施設の損壊など至るところで被害が発生いたしました。発

災直後は、被災箇所の現状把握や危険箇所の安全対策、復旧方法の検討などに努めて

まいりました。 

 さて、１点目の災害復旧の現状でございますが、被害規模の大きかった民家を巻き

込む長深地内の町道長深８３５号線の法面崩落箇所は本年５月に、また、給食センタ

ー東の砂谷川左岸の法面崩落箇所は、本年６月に復旧いたしております。その他、小

規模な町道法面や町河川護岸等の被災箇所は全部で２１箇所ございましたが、昨年度

全て復旧いたしております。農業用施設では、被害の大きかった神田土地改良区第２

揚水機場への浸水によるポンプ修繕は本年３月に、大木地内の農地法面崩落箇所は４

月に、新井水の法面崩落箇所は６月にそれぞれ復旧いたしております。また、その他

農道法面や用排水路の被災箇所５７箇所につきましては、昨年度に復旧いたしており

ます。なお、本年、水稲の作付け時期に新たな被害箇所が発見された箇所につきまし

ても随時修繕をさせていただいております。 

 次に、２点目の三重県管理河川の災害対応箇所でございますが、藤川で４箇所、戸

上川で２箇所堤防内の損壊があり、現在、戸上川の１箇所を除き復旧いたしておりま

す。なお、復旧していない戸上川の１箇所、これは員弁川との合流地点にありますが、
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そこにつきましては、本年度復旧予定と聞いております。また、中上地区で浸水被害

の起因となった三孤子川につきましては、現在着手されております河川改修工事の迅

速化を三重県に対し強く要望いたしております。なお、本年度の東員町内での三孤子

川の改修工事につきましては、桑名市と東員町の境で川の流れを阻害する屈曲した部

分の拡幅工事が行われる予定とのことです。このことにつきましては、本年７月３日

に桑名建設事務所により中上自治会で地元説明会が開催されています。 

 最後に、昨年度の被災箇所の対応につきましては、警報発表時にパトロールを行う

ことなどを検討するとともに、被害の防止対策として、土地改良区及び農家組合等に

対しまして、気象情報などの的確な情報収集と、農地、農業用施設などへの被害が生

じない対策を講じていただくようお願いさせていただいております。 

 ご理解賜りますようお願いいたします。 

○議長（水谷 喜和君）   中村議員。 

○３番（中村 等君）   大変早く復旧していただき感謝しておりますが、ただし、

今後、気付かなかった場所、例えば特に田畑とか農水路、用水路等にそういう箇所が

見つかった場合はどこへご連絡をさせていただいたらいいのでしょうか。また、対応

していただけるのでしょうか。 

○議長（水谷 喜和君）   中村幹人産業課長。 

○産業課長（中村 幹人君）   お答えさせていただきます。 

 現在まで、新たに災害箇所が発見されたところにつきましては随時、修繕をさせて

いただいたんですけれども、まだ細かなところがあれば、発見されましたら、私ども

産業課のほうに連絡を頂ければ対応させていただきたいと考えてございます。 

 以上でございます。 

○議長（水谷 喜和君）   中村議員。 

○３番（中村 等君）   今でも産業課へ連絡をすれば対応していただけるという

ことで、今後また出てくる可能性もありますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 続きまして、もう１問、三孤子川は員弁川の支流でありますので、取水口の制限と

か、そういうのはいろいろな問題があり難しいと思いますが、三孤子川を越水させな

い工事計画等はございますでしょうか。 

○議長（水谷 喜和君）   伊藤建設課長。 

○建設課長（伊藤 徳孝君）   三孤子川につきましては、先ほどご答弁申し上げ

ましたとおり、現在、改修工事が進んでおります。これにつきましては平成２５年か

ら員弁川の合流地点から川幅を広げる、そして今後、川床を下げていくという工事が
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進められております。そして東員町内では、先程申し上げた、屈曲した部分を、そこ

よりも先行してまずはやっていただけるということになって、両面から工事を進めて

いただいていくという形になっております。 

 よろしくお願い申し上げます。 

○議長（水谷 喜和君）   中村議員。 

○３番（中村 等君）   川床を下げる計画があるということはちょっと安心しま

した。できるだけ早く周りの方が安全に過ごせるようにお願いしたいと思います。今

年も強い、特別警報級の台風１０号が日本の南を発達しながら北上しております。５

日には猛烈な勢力となり、６日には奄美群島近海で発達のピークを迎えるそうです。

中心気圧は何と９１５ｈＰａとなっており、瞬間最大風速は８０ｍの風が吹く見込み

です。昨年も被害を受けた方々や災害箇所の近くにお住まいの方、また被害が出なか

ったにしても危険な箇所にお住みの方の安全についてはぜひとも行政が率先して取り

組んでいただきたいと思います。よろしくお願いします。 

 続きまして、鳥獣被害防止計画の作成についてでございます。東員町は町の中央を

員弁川が逗留し、北部につれて標高１００ｍ前後の緩やかな丘陵を形成し、東西５ｋ

ｍ、南北７．３ｋｍ、総面積２２．６８平方キロメートルの行政区域を有し、ヒバリ

がさえずり、稲穂が輝くのどかな都市近郊農村でございます。私も子どもの頃はよく

北部の緩やかな丘陵地の林を遊び場として利用し、メジロという鳥のさえずりを聞き

ながらクワガタなどの採集を行っておりました。しかし最近、この丘陵地の林であっ

た大木の一部地域や笹尾西地域で昔では見かけなかった猿、鹿等の大量出没が問題と

なっております。これは近郊いなべ市、菰野町、桑名市が鳥獣被害防止計画書を作成

し、年間的に、計画的に駆除を行っていることから本町に逃げ集まってきていると思

われます。本来、猿などは広葉樹林や落葉樹林の林等の山に生息し、昼行性で群れで

生息し、群れは少なくとも十数頭、多くて７０頭程度の群れを形成し、約１平方キロ

メートルから８０平方キロメートルの行動範囲で行動しております。本来、都市近郊

農村である東員町では見かけない動物です。本当は共存できると良いのでしょうが、

群れで加害するため被害が大きく、農産物を作っておられる方が丹精を込めて家庭菜

園で収穫を楽しみにされておられる方の田畑を荒らされる無念さは計り知れません。

また、えさが乏しい山奥の猿は、初産までに６、７年を要し、出産は２年に１回以下

で、赤ん坊の死亡率は半分近くあるのですが、栄養豊かな人里の猿は生後４、５年で

初産を迎え、ほぼ毎年出産可能となり、赤ん坊の死亡率は２割近くと少なく、数年で

２倍の頭数になることもあります。またオスは胴長６０ｃｍ、メスは５５ｃｍにもな
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り、オスには鋭い犬歯という犬のような歯が発達します。近隣の住宅地には幼いお子

さんやお年寄りもお住まいですのでかまれる危険性もあります。また鹿は体がとても

大きな動物のため、いなべ市では道路を横切ろうとして車と接触、その後、車が大破

するなど命に危険を及ぼす例もあります。住民の方々の安全を守るためにも、やはり

本来住むべき落葉広葉樹林の山へ戻ることが彼らにとっても幸せであります。が、対

策として本町も鳥獣被害防止計画をする予定はありますが。また有効な対策は講じて

おられますでしょうか。 

○議長（水谷 喜和君）   水谷俊郎町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   おはようございます。中村議員のご質問にお答えさせ

ていただきます。 

 近年、町内各地で猿やイノシシ、狸などの出没情報が寄せられていることは私も承

知いたしております。今、問題になっているコロナウイルスも同様でございますが、

本来、野生動物等は、私たち人類とはうまく棲み分けて生存権を確保しておりました。

しかし、産業革命以後の人類の発展、そしてその生存エリア確保のための制限なき開

発によってバランスは崩れております。 

 本町におきまして、今までは、野生動物の棲む森とはかなり距離がありましたが、

近年の本町周辺の開発等によりまして、棲む場所を失った野生動物が、人間の生活圏

に姿を現すようになってきております。私たちは、これを、先程も言われましたけど、

獣害と言います。しかし野生動物のから見ると、自分たちの生活圏を奪った人害その

もので何ものでもありません。私たち人間は一方的に野生動物を追い払うということ

ではなくて、私たち人間と野生動植物がどう共生できるか、そういうような根本的な

対策を、時間はかかりますが、考えていかなければならないと考えております。 

 ただ当面の対策につきましては、産業課長から答弁をさせていただきます。 

○議長（水谷 喜和君）   中村幹人産業課長。 

○産業課長（中村 幹人君）   私からは、当面の有害鳥獣に対する対策について、

ご答弁させていただきます。 

 １点目の鳥獣被害防止計画の策定につきましては、「鳥獣による農林水産業等に係

る被害の防止のための特別措置に関する法律」の規定に基づき、被害の原因となって

いる鳥獣に対し、農業、林業、水産業に係る被害の現状や被害の傾向、被害の軽減目

標などの基本的な方針を定め、被害を防止するための施策を総合的かつ効果的に実施

するための計画でございます。 

 本町では、幸いにも農業、農作物につきまして、耕作者等により防衛策を講じてい
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ただいておりますことから、直接的な大きな被害は現在のところご報告いただいてご

ざいません。今後、被害等が増加することがあれば、計画策定を検討してまいりたい

と考えております。 

 ２点目の有害鳥獣対策につきましては、猿や鹿、イノシシ、狸などは、隣接市から

侵入することが大きな要因と考えられ、進入に対する対策は、非常に難しいと考えま

す。しかし、猿につきましては、近隣市が猿被害対策として活用しております、猿に

電波発信機を装着し、群れの行動や位置が速やかに分かる「サルどこネットの位置情

報システム」を本町も活用し、適宜行動情報の把握に努めております。また、猿等の

有害鳥獣の出没情報があった場合には、町職員が現地に出向き、確認を行っておりま

す。住宅地に出没した場合には、生徒や児童への注意喚起を教育委員会へお願いさせ

ていただいてございます。特に、人的被害を及ぼす危険性があると判断した場合には、

いなべ警察署への協力要請を行い、状況によりましては、猟友会にご協力をいただき、

捕獲檻の設置などの対策を講じてまいりたいと考えてございます。 

 よろしくご理解賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（水谷 喜和君）   中村議員。 

○３番（中村 等君）   まず、今の町長の話じゃないですが、猿も人がおるとき

にはなかなか出てこないかも分からないんですが、見回り等はしていただいておるん

でしょうか。あと何か地元の方から連絡していただけるような場所などは作っておら

れますか。 

○議長（水谷 喜和君）   中村産業課長。 

○産業課長（中村 幹人君）   出没情報を頂いて、現地を確認させていただくん

ですけれども、今年度は非常に大量の群れで出没したという情報を頂きましたので、

そういったときには集中的に毎日見回りをさせていただいたりしておるところでござ

います。また出没情報をどなたからでも頂ければ結構かと考えてございます。 

○議長（水谷 喜和君）   中村議員。 

○３番（中村 等君）   見回りもしていただいておるということですが、先程も

申しましたが、本来、彼らにとっては山へ戻ることが幸せでありますが、近隣には住

宅もあり、危険と判断された場合は、今後やむなくであったとしても、鳥獣被害防止

計画を考える必要もあると考えますが、その辺は再度いかがでしょうか。 

○議長（水谷 喜和君）   中村産業課長。 

○産業課長（中村 幹人君）   すみません、先程もご答弁させていただいたんで

すけれども、計画につきましては、農林水産業の被害が多くというところでございま
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すけれども、人的被害ということになれば非常に困りますので、そういった場合には

いなべ警察署、猟友会等の協力を頂きながら、早急に追い払いであったりとか、檻の

設置をさせていただく等の対策を講じていきたいと考えてございます。 

○議長（水谷 喜和君）   中村議員。 

○３番（中村 等君）   ぜひとも、農産物を作っておられる方や、家庭菜園が楽

しめるように取り組んでいただいている方のことも考えていただくように、また対応

も広範囲でお願いしたいと考えております。 

 それでは３番目に、町にとって重要な税収のコロナウイルス禍の影響についてお尋

ねしたいと思います。町の財源の主たるものは、県内全ての市町村に公布されており

ます地方交付税と町の税務課が課税する税がございます。地方交付税は地方交付税法

第１条の地方交付税の目的にございますように、全ての地方団体が一定の水準の行政

サービスの維持をし得るように財源を保障する財政調整機能と財源保障機能等を果た

すものであり、地方団体の固有の財源とされております。つまり、地方交付税とは標

準的な行政サービスを提供できるように税収だけで十分でない地方の公共団体に対し

て、国が財源を保障するものであり、三重県の市町村ごとの交付税を住民一人当たり

に換算すると、平均して７万円程度となります。この数値が低いほど財政が良いとさ

れております。東員町は平成３０年度には約８億９，０００万円の普通交付税を受け

ました。計算いたしますと、一人当たり５万円未満となり、いなべ市の１０万円未満

よりも財政としては良好であり、令和元年度も早期健全化基準が１４．６５％と実質

赤字にはなっておりません。これは税務課が所管いたします町税の税収が良好である

ということです。町は当年度、当初予算で個人町民税が昨年比で１，５７０万円の増、

固定資産税については８，５４０万円の増、町たばこ税については税率改正があり１，

０００万円程度の伸びを見込み、町税全体で３％の増を見込んでいるとの見解を示さ

れました。予算書に記載される町税のほとんどが、昨年、令和元年度の所得収入によ

って課税されますことから、今年度の町民税、個人町民税、固定資産税の税収見込み

には大きな差がないのかもしれません。ただし現年の所得で会社に課税されます法人

町民税は中小企業、個人事業主が多い我が町では新型コロナの影響を受け減収するの

ではないかと危惧しております。町は中小企業、個人事業主への支援として、コロナ

対策として特に苦境におちいる中小企業などに対しては、国の動向も見ながら、８月

の臨時議会で国の持続化給付金の対象から外れる中小企業などに対する、中小企業持

続化給付事業の制度化を提案し、議会も予算化を承認いたしました。コロナの先行き

は不透明であり、税収は不安定にならざるを得ないと考えますが、町税の税収見込み
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はどうなっておられますでしょうか。 

○議長（水谷 喜和君）   石垣博康税務課長。 

○税務課長（石垣 博康君）   それでは中村議員のご質問にお答えさせていただ

きます。 

 まず１つ目のご質問についてでございますが、本町では、およそ６００社の事業所

の申告により法人町民税を納めていただいておりまして、８月末現在において、納付

額は当初予算に対し昨年並みの収納率となっております。しかしながら、新型コロナ

ウイルス感染拡大の影響につきましては、法人町民税の徴収猶予を申請される事業所

もあり、本町においても厳しい経営環境であることが推測されるところでございます。

また、法人町民税は、事業所ごとに事業年度・決算時期を定め、申告納税となります

ものですから、今後の税収予想を立てることは難しいところでありますが、新型コロ

ナウイルスによる事業所の減収が今年度の歳入に影響するものと考えております。本

町は地元企業が中心であることから、今後も町内事業所の動向に注視してまいりたい

と考えております。 

 次に、２つ目のご質問についてでございますが、個人住民税につきましては、昨年

の所得について課税させていただくため、今年度についての影響はほぼなく、令和３

年度に影響するものと考えております。また、軽自動車税についても、新税率の車両

への買い替えなども寄与しまして、大幅な減収はなく維持するものと考えております。

固定資産税につきましては、町内の商業施設から徴収猶予の申請をいただいており、

納付時期に多少の影響があるのではと考えております。 

 ご理解賜りますようよろしくお願いいたします。 

○議長（水谷 喜和君）   中村議員。 

○３番（中村 等君）   答弁ありがとうございました。法人税の場合は多分下が

るのではないかということでしたが、法人税の場合は税額を計算する際に法人の種類

によって適切に選ばれます。大きく分類しますと、事業年度で課税したり、連結事業

年度で課税されたり、退職年金積立金の３つになるため、それぞれ取扱いが異なり、

対象となる法人の種類が幾種類かに分かれると思いますが、現在、町内に法人税を課

税している中小企業の種類にはどんなものがあるでしょうか。 

○議長（水谷 喜和君）   石垣博康税務課長。 

○税務課長（石垣 博康君）   お答えさせていただきます。法人町民税を課税さ

せていただいている企業等につきましては、株式会社、有限会社またＮＰＯ法人様等

の法人登録をされており、収益事業を行われている法人様から申告により納付頂いて
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いるところでございます。 

 また個人事業主様につきましては、個人事業税としまして、こちらは県への申告納

税になりますものですから、法人町民税の登録はごいません。 

 以上でございます。 

○議長（水谷 喜和君）   中村議員。 

○３番（中村 等君）   法人税の場合は多種多様になるかと思いますので、慎重

に税をお願いしたいと思うんですが、もう一つだけ質問させていただきます。 

 年度途中であり、大変厳しいかと思いますが、全般的に町民税、固定資産税を含め

た町への納付率はどのぐらいですか。東員町は県下ではどれぐらいに位置するのでし

ょうか。 

○議長（水谷 喜和君）   石垣税務課長。 

○税務課長（石垣 博康君）   お答えさせていただきます。今年度につきまして

は、先ほど議員がおっしゃっておりました年度途中ということもありますので、昨年

度、令和元年度におきましては、徴収率としまして９９．２％となっております。ま

た県内におきましては、平成３０年度で徴収実績等が公表されておりまして、こちら

につきましては、本町について１位の実績となっております。 

 また、このことから令和元年度におきましても、先程９９．２％と申させていただ

きましたが、引き続き上位であると推測させていただいているところでございます。 

 また特にサラリーマン等給与所得者にかかります個人住民税の特別徴収割合も９１．

１％となっておりまして、税収確保対策にも取り組んでおり、今後も適正公平な賦課

徴収を心がけていきたいと思いますので、ご協力のほうまたよろしくお願いいたしま

す。 

 以上でございます。 

○議長（水谷 喜和君）   中村議員。 

○３番（中村 等君）   県下１位になったりとか、納付率が９０％を超えている

とか、住民の皆様の協力ももちろんあってのことだとは思いますが、税務課の職員の

方も頑張っていただいております。先ほども申しましたが、町税というのは主要な財

源でございますので、今後も適正課税に努め、職務に当たっていただきたいと考えて

おります。 

 最後に、また仮称とはなりますが、第６次総合計画についてお尋ねします。これま

での５次総合計画は平成２３年度から平成３２年度までの１０年間を計画期間とした

長期構想として町政の総合的かつ計画的な経営指針を示すべく、こちらも平成１３年
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に策定され１０年間計画の第４次東員町総合計画の健康と生きがいを育むまち、意欲

的な人材が育つまちづくりの視点を継承しつつ、計画を推進し、本町に住んでおられ

る方一人一人が喜びを感じ、それぞれの地域が輝き、幸せに暮らしていけるまちづく

り東員町を町民とともに築いていくために参画しやすいまちづくりの指針として策定

され、今年度に最終年を迎えました。この総合計画というのは町の方向を決めます大

切なものでございます。 

 そこで新しく来年度作成されます第６次東員町総合計画について、今計画されてお

ります第６次総合計画の特筆すべき点は何でしょうか。現在の進捗状況はどのような

状態になっておられるのでしょうか。こちらのほうを町長の補佐役として実質的な作

成に携わっておられます副町長にお尋ねしたいと思っております。 

○議長（水谷 喜和君）   小川裕之副町長。 

○副町長（小川 裕之君）   それではご質問いただきました第６次東員町総合計

画についてお答えさせていただきます。 

 まず、現在策定を進めています、次期総合計画の特筆すべき点についてですが、一

つ目としましては、全国の総合計画に多く見られるような総花的な計画ではなく、め

り張りのある計画にしたいと考えています。すなわち、全ての施策を均一に位置づけ

るのではなくて、東員町として何に力を入れるべきかを明確にし、東員町らしさを前

面に出していきたいと考えております。 

 また、２０１５年に国連のサミットにおいて、全会一致で採択されました「持続可

能な開発目標」いわゆる、ＳＤＧｓの「だれ一人取り残さない」という理念を取り入

れ、地球規模の視点で施策を位置づけていきます。ＳＤＧｓについては、まだ認知度

が低い状態ですが、私たちの町の取組にＳＤＧｓの理念を取り入れることで、世界の

共通目標に繋がっていることを知ってもらい、少しでも一人一人の行動に繋げていた

だければと考えているところでございます。さらに、今回の策定作業は、いわゆるコ

ンサルに頼らず職員が手作りで策定を進めています。町民の方々のワークショップで

は、役場ワーキング会議のメンバーがファシリテーターを務め、町民との対話の中で

共に東員町の未来を考えています。 

 策定の進捗状況でございますが、新型コロナウイルスの影響で、当初の予定より若

干遅れていますが、現在ペースを上げて進めているところでございます。現在は、基

本構想の策定作業を進めており、東員町の未来に「かけがえのないもの」として「暮

らしやすさ」や「健康」など、６つの柱が出てきたところです。町民の皆さんで構成

する東員町みらい会議では、この柱に基づく施策を考える作業に入っているところで
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ございます。また、先日は町内の大学生と高校生に東員町の未来を考えてもらう機会

として「学生みらいトーク」を開催し、約４０人の学生の皆さんに参加していただき

ました。 

 今後は、年内に案をまとめ、来年１月にパブリックコメントを実施し、令和３年度

から取り組んでいければと考えているところでございます。ご理解いただきますよう

お願いいたします。 

 以上でございます。 

○議長（水谷 喜和君）   中村議員。 

○３番（中村 等君）   ありがとうございました。総合計画は３年から５年の計

画を定めている市町村も多数あると思うんですが、なぜ東員町は１０年間と定めてい

るのでしょうか。現代は時代の変化が激しいので計画期間の１０年というのは時代の

変化から考えると少し長過ぎるような気もするのですが、いかがでしょう。 

○議長（水谷 喜和君）   小川副町長。 

○副町長（小川 裕之君）   先ほどのご質問にお答えいたします。 

 まず総合計画の構成イメージといたしましては、先ほど申しました基本構想と基本

計画と実施計画という、いわゆる３層制にしております。基本構想については、三重

県のいわゆる「みえ県民力ビジョン」でも１０年程度、それから先ほど議員のほうか

らもありましたように、これまでも１０年ぐらいということでしてきました。それで

確かに時代が変化してきますので、この基本計画は大体３年から５年というふうに考

えておりますので、そのあたりで当然変更なり見直しをしていくということになりま

すので、全体的な基本構想は一番の柱でございますので、これはおおよそ１０年ぐら

いでいいのかなというふうに思って１０年というように考えておるところでございま

す。 

 以上です。 

○議長（水谷 喜和君）   中村議員。 

○３番（中村 等君）   時代の変化についていけるように、基本構想の部分は柔

軟に対応していただけると思います。現代はそういう変化が激しいですので、ぜひと

もそのような対応をお願いしたいと思います。 

 また、よりもっと住民の声を総合計画に、東員町の計画ですので、反映するために

はどのような方法を用いられておられますでしょうか。 

○議長（水谷 喜和君）   丸山 太政策課長。 

○政策課長（丸山 太君）   答弁にもありましたけども、町民の皆さんによりま
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す「みらい会議」での意見、また高校生、大学生の皆さんの意見をファシリテーショ

ンの形で聞かせてもらっています。また去年もアンケートや地域別懇談会も開かせて

いただきました。今後も、例えば１０月以降になるんですけれども、東員町内の企業

の皆さんであるとか、また地域別懇談会もしていきたいなと思っています。最終的に

は、パブリックコメントをさせてもらって、広く町民の意見を募集してまとめていけ

ればと思っていますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（水谷 喜和君）   中村議員。 

○３番（中村 等君）   町のほうも現在コロナ対策に追われて、職員の方もすご

く専任されておるとは思うんですが、今後の東員町を町民と一緒に築いていくために

も最も重要な計画だと思います。今後１０年の長期計画は東員町が良くも悪くもなっ

てしまうので、お忙しいとは思いますが、コロナ対策を免除してでも専門の職員を置

くぐらいの覚悟をもって作成をお願いしたいと考えます。 

 これで私の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。 

 


