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○７番（三林  浩君）   いよいよ本町も新型コロナウイルスのワクチン接種が

始まる予定と聞いております。これで少しは町民の不安が取り除ければと心から切に

願います。 

 さて、今回の一般質問は２つであります。一つ目は、本町の特産品について。２つ

目は、東員町公共施設等総合管理計画について。 

 それでは一つ目の本町の特産品について質問いたします。本町は基本的に都市近郊

農業のまちであり、行政面積の約３分の１で約７００ｈａが農地となっています。し

かし、残念ながら、この農地を有効に活用した農業経営とはなっていません。こうし

た中「稼げる農業」として農業によるまちづくりを行っています。私たち議員が関わ

った特産品だけでも、イチゴ、ブルーベリー、大豆がありますが、進捗状況が見えて

きていません。 

 そこで次の内容についてお伺いいたします。１．町長が取り組んだ「稼げる農業」

の評価と課題は。２．現在取り組んでいる大豆での課題と今後の進め方は。 

 以上、答弁よろしくお願いいたします。 

○議長（島田 正彦君）   水谷俊郎町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   特産品についてのご質問にお答え申し上げます。 

 今、議員がご指摘いただいたように、本町の農業というのは、１０ａ当たりの平均

生産高が５万円強と非常に低いものでございまして、農地を有効に活用した農業経営

になっていないのが現状です。 

 本町の将来を見通しまして、町独自の税収を上げることが重要であり、その一つの

取組として、７００ｈａの農地を有効に活用した「稼げる農業」がありまして、国の

農業政策に頼らない農業を目指して喜び農業推進事業やマメマチプロジェクトを進め

てまいりました。 

 喜び農業推進事業につきましては、真に自立した農業経営や新しい農業の開発、活

性化を図ることを目的といたしまして、農業を収益産業と位置付け、本町の特産品と

して開発できる作物を選定いたしまして、町独自の事業として推進してきたものでご

ざいます。 

 現在の進捗状況ですが、ブドウ、ブルーベリーの実証圃場は、行政独自で手がけて

きたものが、一定の成果を得られましたことによりまして、本年度より「シグマファ

ームとういん」にその管理運営を引継ぎ、本町のブランド作物となるよう取り組んで

いただいております。本年度収穫した果実は、近隣の大型スーパーなどが買い付けま

して、販売とともに、町内産品としてのＰＲ活動も行っていただきました。 
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 今後につきましては、本町のブランド作物となるよう、栽培面積の拡大や、新品種

開発などに取り組んでいただきたいと要望しております。行政といたしましても、こ

れからはソフト面で最大限の支援をしていきたいと考えております。将来的には、生

産、販売のみならず、６次産業化も視野に入れた取組に期待しております。 

 次に、マメマチプロジェクトですが、町内で１５０ｈａの栽培実績がある大豆に着

目いたしまして、本町の基幹産業であるべき農業分野で、新産業の創出、しごと創出

を図るとともに、農業者の所得向上を図ることを目的に、大豆の加工技術や販売実績

を有する企業及び町内の農業法人２社と町とが連携して事業を実施しております。 

 新しい大豆の品種「ななほまれ」の栽培は、過去２年とも異常気象の影響を受けま

して、事業の実証試験栽培として必要な成果が得られない状況となっておりました。

さらに本年度は、新型コロナウイルス感染症の影響によりまして、確保していた販路

の先行きが見えない状況となりまして、栽培面積を縮小し、引き続き、平均反収量と

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いただきました。昨年７月

には、課題であります栽培技術の向上を図るため、長野県松本市にあります「ななほ

まれ」の栽培実績がある農業法人を訪問いたしまして、栽培に取り組む農業者や企業

も参加して栽培方法などの研修を行い、栽培技術の向上に努めております。なお、今

年度の試験栽培結果につきましては、播種時期も適期であり、その後の管理も良好で、

ある程度の収穫量に期待をしておりましたが、在来品種の「フクユタカ」のような収

穫量を得ることができないという結果となりました。その主な要因につきましては、

専門家に聞いたその見解では、病害虫の発生や雑草管理の影響があるのではないかと

いようなことでございました。 

 こうした課題解決も含めて、先日、取組に参加する農業者や企業と検討会を開催い

たしまして、長野県で研修により習得した、新たな栽培方法にも挑戦していくことと

いたしております。現在は、２つの農業法人で栽培に取り組んでいただいております

が、栽培面積を拡大していくということのためには、より多くの農家がこの事業へ参

加いただく必要がございます。こうした中、来年度から新たに１社、この取組に参加

していただくことになっております。 

 今回の大豆による６次産業化事業では、特殊な加工技術により、差別化できる商品、

おからの出ない豆腐、豆乳や大豆製品等、「ななほまれ」に含まれる機能性を最大限

に活かした商品開発が期待できます。そのような特徴を有する付加価値の高い商品を、

地域が一体となって開発や研究に取り組むため、民間主導で「ＴＯＩＮマメマチ協議

会」を発足することになりました。現在のメンバーは、生産者や加工会社のみでござ
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いますが、今後は、この仲間として飲食事業者や他にも参加を呼びかけて、「東員町

産大豆」で地域活性化を目指していただくことを期待いたしております。また、大豆

による６次産業化事業を町内で試験的に開始するため、施設の老朽化に伴って活用を

停止いたしております役場の西にある農産物加工処理センターを改修いたしまして、

再活用することを考えております。連携して事業に取り組む企業及び町内農業法人２

社を中心に、大豆を使った商品開発や研究、また、豆腐や油揚げなどの加工場とする

ことを検討いたしております。 

 いずれにいたしましても、今は、新型コロナウイルス感染症の影響が大変大きくあ

ることを念頭に置きまして、需要と供給のバランスをしっかり調査することが重要と

考えております。そしてその後は、このポストコロナをにらんだ事業展開を考えてま

いりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（島田 正彦君）   三林 浩議員。 

○７番（三林  浩君）   今、町長から説明をいただきました。この特産物につ

きましては、再三申し上げているとおり、町長の三大プロジェクトの柱の一つである

というふうに私は認識しております。いろいろと変化をもたらして、今後はこうしま

すということの説明を今受けたんですが、過去にいろいろこの特産物について同僚議

員からいろんな質問があったときに、行政の方が答えていることがありまして、それ

について再質問させていただきたいと思っております。 

 一番大きいのは、昨年ですかね、私が一般質問をさせていただいたときに、ロード

マップというお話をさせていただきました。町長の答弁としましては、やっぱり行政

職員が共有化をしていかなあかんというお話の中で、縦割りということもあって、一

遍にロードマップを作ってやるのは非常に難しいけども、どっちにしてもロードマッ

プというのは必要やというふうにおっしゃっていたんですが、その後、そのロードマ

ップについてはどのような動きになっているでしょうか。 

○議長（島田 正彦君）   水谷俊郎町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   先ほども答弁の中でお話をさせていただきましたよう

に、このコロナウイルスの影響というのがものすごく大きいんですね。今年度、ここ

までやろうというようなことを考えていたことが全くできない。例えば大豆について

は、ここまで生産して、ここまで加工できたものをこう販売しようというような販売

先まで考えたことをやっていたのが、その販売先が全部ストップしているんですね。

ですから出口がないというのが一つです。 
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 例えば、ブドウ、ブルーベリーについては、先ほども言いましたように、一定の成

果が出ましたので、シグマファームに渡しました。今、シグマファームと協議をして

いまして、これをどういうふうに大きくしていってくれるかというようなことも話合

いをしています。ですから、ブドウ、ブルーベリーについては、話合いの結果、ある

程度ロードマップができるのかなというふうなことを思いますが、こと大豆について

は、このコロナが収束しないことには、要するに出口が開いていかないことには、今

まで描いていたものが進められないというような状況になっているということはご理

解いただきたいと思います。 

 ですから、まずポストコロナを考えてと言ったのは、そういうことも含めて、ロー

ドマップも含めて、収束すればきちっと考えていきたいというふうなことを思ってお

ります。 

○議長（島田 正彦君）   三林 浩議員。 

○７番（三林  浩君）   確かに、今年度はコロナウイルスのことでなかなか進

まなかったということは理解できます。ただ、ブルーベリーにつきましては、コロナ

ウイルス以前の話であって、２年前にある程度の成果が上がったと、東員町としまし

ては。だから団体のところに引継ぎをしている最中ですという報告までは頂いている

んですね。だけどそれが今、まだ最中なのか、今の町長の話ですと何かまだ最中なの

かなという気がしないでもないんですけども、その辺がなぜ結構な時間が経っている

中でまだ最中なのかなというところがすごい不思議に思うんです。だからその辺はど

うなのかなですけど。 

○議長（島田 正彦君）   水谷俊郎町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   実はこれ、ワンクッションありまして、行政から町内

の若手農業者に一旦引き継いだんです。それが実はうまくいかなくて、今年度、去年

の４月にシグマファームとういんに再度引継ぎをさせていただいたと。手探り状態で

やっていただいて、非常にすばらしい実りがあったということで、これをシグマファ

ームとういんに引き継ぐときに、ある程度の成果があるわけですから、これを広げて

いってほしいということを前提としてシグマファームに話を持っていったということ

です。資金計画とかいうのもあるでしょうから、どういうふうに広げていっていただ

くのかというのを、再度、このシグマファームと今しているというような状況です。 

 ですから、これについては確かにもう、ブルーベリーについては去年ほとんど盗ま

れてしまいまして大変だったんです。ただブドウは大丈夫だったので、大型スーパー

に買っていただいて宣伝もしていただいた。そういう実績を踏まえて、どういうふう
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に展開していくかということを今協議をさせていただいているというような状況です。

今年中ぐらいにはそういう計画を出せるのではないかなというふうには思います。 

○議長（島田 正彦君）   三林 浩議員。 

○７番（三林  浩君）   途中いろいろあったということで、そういう部分で遅

れたということだろうと思います。ただ、前回もお話をさせていただきましたが、農

業についての東員町の動きというんですかね、やっぱりスピードに欠けるんじゃない

のかなと、その辺を当然計画して行動してとかいろいろ行ってはいると思いますが、

そのスピードを上げるためにどうしたらいいか、町長はどうお考えでしょうか。 

○議長（島田 正彦君）   水谷俊郎町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   全くそのとおりでございまして、そういう意味で、こ

の４月から農業の専門的な知見を有する職員を採用させていただきます。この人にこ

ういうことも全て委ねて、職員がそこへきちっと関わっていくということをやりなが

ら、具体的なスピードを速めていきたい。おっしゃるとおり、ちょっと遅いなという

のがありましたので、ですから、うちの職員の中に農業の卓越した知識を持っている

人っていないですから、初めてなんです。ですから、この人を中心にスピードアップ

できるのではないかなというふうに期待しております。 

○議長（島田 正彦君）   三林 浩議員。 

○７番（三林  浩君）   私もごもっともだと思っております。ただ、以前の町

長の答弁でしたかね、三重大学の先生にもご指導いただいているというふうな答弁が

あったかと思います。それと、今回、専門の方に入っていただくというのは非常に心

強いんですけども、その辺の連携というのはどういうふうに考えているんでしょうか。 

○議長（島田 正彦君）   水谷俊郎町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   やっぱり三重大学の先生というのは、しょっちゅう来

てアドバイスしてくれるのではなくて、聞きに行っていろいろ、来ていただいても１

年に何回というぐらいのものですから、なかなかうまくいかないと思うんです。です

けど、職員であれば毎日のように関われるということと、もう一つ、この人は農業の

専門大学を上がっていますし、それから他ですけど、県の機関にも勤められた経験も

ありますので、その辺はうまく三重大の先生とも連携をしながらできるのではないか

なと、こういうことも実は期待しております。その実際の現場、それからそういう知

識を得るということ、両方やっていただけると、そしてスピードアップをしていただ

けるというふうに期待しております。 

○議長（島田 正彦君）   三林 浩議員。 
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○７番（三林  浩君）   分かりました。あと、私たちが感じているのは、ブル

ーベリー、ブドウについてはシグマファームさんに引継ぎが終わっているんですね。

終わって、大型ショッピングセンターとかに入れているということなんですが、認識

不足で申し訳ないんですが、その辺のアピールの仕方がもっとあってもいいんじゃな

いのかなと。というのは、この間、プライベートでケーキ屋さんによったときに、そ

こには小さな文字で東員町産大豆と書いてあったクッキーみたいなものがあったんで

すね。やっぱりそういうのがもっと表に出るような形ででしていけば、ああ東員町の

特産品なんだなというのが皆さんに広まるんじゃないかなというふうに私は思ってい

るんですけども、町長としてはどうお考えでしょうか。 

○議長（島田 正彦君）   水谷俊郎町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   １年か２年ぐらい前から、東員町特産品認定制度とい

うのができて、ある程度条件があって、それを満たせば東員町産のものになるよと。

そこへシールを貼ってもいいよみたいなことをやり始めました。まだまだ宣伝が行き

届いておりませんし、品目もまだまだ少ない段階ですので、これを増やして、どのお

店にもそういうものができてくるという状況になればいいなというふうに思っていま

すが、まだちょっと緒に就いたばかりですので、こういう動きをもうちょっと加速さ

せながら、東員町のものでできているものを増やして、そしてその全体でアピールで

きればなというふうに思っていますので、もうちょっと時間がかかるかなというふう

に思いますが、地道に取り組んでいきたいというふうに思います。 

○議長（島田 正彦君）   三林 浩議員。 

○７番（三林  浩君）   そういう意味も含めて、今回は専門の方も入れていま

すし、手法もちょっと変えていくというような話もありました。これは非常にいいこ

とだと思いますけども、ただ過去の、例えば検証できなかった結果として、それをこ

れからに活かしていくのか、もうこれ以上検証できないようなものが起き得る可能性

は何かあるのか、コロナということはありますけども、いつ収束するかも多分誰も予

測はできないと思うんです。そうしたときにどのようにそれを達成するように進めて

いくかというのを具体的に誰かがリーダーとなってやらないと進まないと思うんです

ね。担当者レベルで任せておったのでは、そういう意味では、町長のリーダーシップ

というのは非常に重要かなと私は思うんですけども、その辺、町長としてやっていた

だけるのかどうか。 

○議長（島田 正彦君）   水谷俊郎町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   大豆については、今申し上げましたように、天候の影
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響でなかなか難しかった、だけど今年はある程度順調にいったんですけど、コロナの

影響で、収量を初めから制限したわけですよね。その出来、不出来というのがある程

度検証できたので、これをどう改良していくかということに今後は取り組んでいくと、

そして収量を上げるにはどうしたらいいか、こういうのに取り組んでいくということ

なんです。そのためにというか、そうしておいて、その大豆から新しい製品を作り上

げていくということも含めて、今度新しい展開になっていかなければいけないだろう

ということで、マメマチ協議会というのを立ち上げたんですね。この方たちを中心に

この大豆、あるいは大豆製品について、これからの展開をやっていただくということ

になってきます。当然、行政はそれなりに関わっていきたいというふうに思いますが、

生産的なことについては、先ほど言いました職員も深く関わらせていただいて、研究

なんかも、うまくできるとか、収量を上げるとか、いい品質のものをたくさん作って

いくとか、そういうことに関わらせていただいて、ともかくマメマチ協議会を中心に

今後の新しい展開をやっていきたいというふうに思っています。 

○議長（島田 正彦君）   三林 浩議員。 

○７番（三林  浩君）   分かりました。この農業については、再三申し上げま

したとおり、東員町として旗揚げをしておる物件ですので、ぜひとも成功に繋げてい

ただいて、早急じゃなくても、町長も一応任期があと２年ですかね、やっぱり任期の

間に結果が出るようにしていくのが責任と義務じゃないかなと私は思っておりますの

で、どうかよろしくお願いいたします。 

 続きまして、２つ目の質問に入りたいと思います。２つ目の質問は、東員町公共施

設等総合管理計画について。本町は昭和５３年から昭和５９年に建設が集中し今日に

至っております。あと１０年もすれば築５０年となり、本町としても苦渋の決断等を

しなければならないと思っております。 

 そこで、次の内容につきましてお伺いします。現状を踏まえて、率直にどう感じて

いるのか。２つ目、今後の進め方は。 

 以上、答弁お願いいたします。 

○議長（島田 正彦君）   岡本幸宏総務課長。 

○総務課長（岡本 幸宏君）   三林議員からの、東員町公共施設等総合管理計画

についてのご質問にお答えいたします。 

 平成２９年に策定いたしました、東員町公共施設等総合管理計画におきまして、本

町の公共建築物について、更新需要の集中や改修費用の面など様々な課題を認識して

いるところでございます。また、少子高齢化に伴う税収の減少、社会保障費の増加も



8 

予測されておりまして、限られた財源の中で、町全体としてトータルコストの縮減を

図ることも念頭に検討していくことが必要となってまいります。 

 そういったことを踏まえまして、庁内に設置いたしております東員町公共施設等総

合管理計画庁内検討委員会で、施設個別ごとに維持管理の見通しを立てることを目的

といたしまして、対象施設の選定や維持管理の方針などについて検討を重ねてまいり

ました。 

 現在の進捗状況につきましては、対象施設ごとに改修の実施時期や、その概算経費

などを客観的情報として一元的に管理していくための長期保全計画表をおおむね取り

まとめたところでございます。 

 本計画で対象といたしました施設は、庁舎や総合文化センター、小・中学校などの

延床面積５００㎡以上の鉄筋コンクリート造のものと、保育園・幼稚園、学校給食セ

ンターの合わせて３５施設を選定いたしております。更新重要が集中すると予測され

ております２０４０年頃までの期間で対策していくことが重要であると考え、計画の

期間は、２０１９年からの２０年といたしております。各施設の対策時期につきまし

ては、建築年数や耐用年数また、改修履歴などから予防保全的な観点での改修時期の

設定を行った上で、対策を講じていきたいと考えております。建物自体の寿命を縮め

かねない、場当たり的な補修ではなく、予防保全型の改修を実施していくことで、建

物の寿命を延伸できるものと考えております。しかしながら、長寿命化にも限度はご

ざいますので、対策を実施しながら建物の状態を毎年しっかりと確認を行い、建て替

えや統廃合といった検討も行ってまいりたいと考えております。 

 この長期保全計画表の、今後の活用方針でございますが、各所属におきましては長

期的な視点での改修計画の流れをつかむ資料とすることはもちろんのこと、予算調整

のために継続して財政部局などとの協議資料の役割を果たすものとして活用していき

たいと考えております。 

 今後も継続して、庁内検討委員会の中で事業の進捗管理や内容確認などを行い、必

要に応じ適宜、計画内容の見直しを行うことで、現状に見合った公共施設の管理・運

営を進めてまいりたいと考えております。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（島田 正彦君）   三林 浩議員。 

○７番（三林  浩君）   東員町公共施設等総合管理計画の概要版というのがあ

るんですが、そこにはこと細かく書いてあります。私がここで注目したいのは、実施

方針とフォローアップの実施というところになるんですが、そもそもこの総合管理計
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画というのは、国の方から平成２６年に示されて、それを基に東員町も平成２９年に

策定が済んでおります。そうしますと、それからこの概要版でもいいんですけども、

具体的に進めてこられたのかどうか。まずその確認をさせてください。 

○議長（島田 正彦君）   岡本幸宏総務課長。 

○総務課長（岡本 幸宏君）   平成２９年にまずこの総合管理計画が国の指針に

基づきまして策定いたしました。そこで施設をどのように把握をするかというところ

も踏まえて計画いたしており、その後、やはり長期的な目をもって、職員が向こう２

０年の間にどの時期にどの改修をするかということをしっかり把握して、そして担当

が代わっても、次へ引き継いで、それを継続していくというところがまず大事であろ

うというところで、昨年から今年に向けて、先ほど申し上げました長期保存計画表と

いうのをおおむね作成いたしたというところでございます。検討の中で、まずそれを

つかむことが必要であろうというところで現在に至っているというところでございま

す。 

○議長（島田 正彦君）   三林 浩議員。 

○７番（三林  浩君）   今説明がありましたが、正直言って、ちょっとがっか

りというんですかね。一応平成２９年に概要版ができて、実施方針も全部書かれてい

るんですね。具体的に何をするかということはここに謳ってあるんです。それをまだ、

例えばＰＤＣＡを回すにしても、今の話ですとまたＰの段階になるんですかね。ＤＯ

というのはやられていないのかなという感じを受け取ったんです。確かに、すぐ実行

できないものもあるかとは思いますけども、やっぱり少しでも寿命を延ばそうとかい

うことが目的であれば、私は日常管理、ここを一番重要視していて、それやったら即

今からでもやれることはいっぱいあるんじゃないかなと、そういうふうに考えるんで

すけども、いかがでしょう。 

○議長（島田 正彦君）   岡本幸宏総務課長。 

○総務課長（岡本 幸宏君）   昨年でしたか、三林議員からこの公共施設を管理

するために点検の強化月間を設けてはということをご提案いただきまして、確かにそ

れは必要であろうかと考えており、新年度に入りますと、４月、５月、６月辺りに次

の年度の事業計画を進めていくという状況がございますので、５月辺りに全体として

統一した点検の強化月間というようなものも検討委員会の中で進めていきたいという

ところを考えております。 

○議長（島田 正彦君）   三林 浩議員。 

○７番（三林  浩君）   前向きにやろうとしていることは分かるんですけども、
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やっぱり正直言って、スピード感がないのかなというふうに感じます。ＰＤＣＡとい

うサイクルを回すというふうによく言われるんですけど、行政の場合は、丸１年間ず

れるんですよね、これが。計画しても、例えば平成３１年だったら令和２年の秋に検

証するとか、それで次の翌年の計画に入れ込むとか、そういうふうなやり方で、非常

にこれは私ら議員の中でも講習を受けに行ったときには、そこが一番のネック、そこ

をいかにスピーディに、極端な話、翌年にそれが反映できるような形にできないのか

というふうな話を聞いたことがあるんです。だから、東員町もできないわけじゃない

と私は思うんです。全部を一遍に同じようにやろうと思うとそうかも分からないです

けど、今すぐできること、日常点検ですね。これは毎日のことですからすぐできるこ

とですね。町長の以前の答弁の中にも、マニュアルを作ると、点検にしても具体的に

どういう点検をするんだ、ただ点検してくださいじゃなくてね。こういうところを点

検してくださいと。それをやっぱりメリハリをつけるとかね。それが今岡本課長に言

っていただいた、私が強化月間をつくったらどうですかというようなところに繋がる

んだと思いますけども、そういう考えを取り入れてもらうことはできますでしょうか。 

○議長（島田 正彦君）   岡本幸宏総務課長。 

○総務課長（岡本 幸宏君）   繰り返しにはなるんですけど、この長期保全計画

表というのを重点的にこの１年作ってまいりまして、それを見ていきますと、やっぱ

り課題も見えてまいりますものですから、その中で点検、維持というところに取り組

んでまいりたいと思います。先ほどの、全体を通しての点検というものについても取

り組んでいきたいと考えております。 

○議長（島田 正彦君）   三林 浩議員。 

○７番（三林  浩君）   概要版を見て、実施方針のところの一番上に、点検診

断等の実施方針というところがあるんですが、ここには点検とか診断を業者に委託し

てもいいんだけども、行政も把握をするようにしていきますというふうに謳ってある

んですね。だからそういうことはまずやっているのかなという疑問視があります。な

ぜかと言いますと、私は昨日中部公園を歩かせてもらいました。たまに町長も歩いて

いるという、前回もそういうお話がありましたけども、そのときに指摘をさせていた

だいた水車のところですね。ここは大変きれいになっておりました。昨日はたまたま

ご高齢者のパークゴルフの大会か何か、大会じゃないですけども、団体の方が結構な

人数来られて、その水車のところで座っているんですけども、非常にいい光景だなと

いうふうに私は感じました。あと気になったのが、そのときにも指摘させていただい

たんですが、中央のちょうど芝があるところすね。その真ん中ら辺の芝が薄くなって
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いるというところで、それは多分補正はしてもらっていると思うんですけども、水は

けがやっぱり悪いんですよね。もうそこだけが直径何ｍで水たまりになっていると。

その前にたくさん雨が降ったということもあるんでしょうけども、せっかくあそこの

中部公園というのは東員町の顔にしているということで、町外からも結構な人が来て

いるはずなんですね。だからそういうところを点検したときに、どういう点検方法を

するのかというところら辺もやっぱり細かく詰めていった方が、やっぱり長く愛され

る公園になるんじゃないかなと。それ以外にも健康器具があるところの通路、歩くと

ころ。ここも部分的に水たまりがあって歩けない状態でした。あと子どもさんたちが

遊ぶ遊具のところ、ここも例えば滑り台があるんですけども、一番最後の降りたとこ

ろ、ここは全ての滑り台のところは水たまりになっています。だから昨日なんかは平

日ですけど、使えるような状況じゃなかったです。そういうところを点検して、何と

か補正できるような計画をしていけば、もっと良くなるんじゃないかなと思って今の

質問をさせていただきました。 

 あと、そのＰＤＣＡの中で、点検結果だとか、予測劣化状況とかいうのを町民や議

会へ情報提供するというような内容のことも書いてあるんです。やっぱり悲しいのは、

町民には多分ホームページとか何かで伝えているとは思いますけども、議会にはそう

いうことはほとんど伝わってこない。その辺がせっかくこの概要版にはいろいろ細か

く書いてあるんですけども、それが実施されているのかなというところがあるんです

けども、その辺についてはどうお考えですか。 

○議長（島田 正彦君）   岡本幸宏総務課長。 

○総務課長（岡本 幸宏君）   維持管理計画の策定、その後の点検計画について

ということかとお聞きいたしております。ホームページではございますが、まず今こ

の総合管理計画と概要版並びに各施設ごとの施設カルテというものについては、ホー

ムページに掲載いたしております。そして先ほど申し上げました、保全計画表につき

ましては、おおむね今取りまとめが終わったところではございますが、今後、どこか

の時点で公表していきたいと考えております。それについては、どの時点、どの時点

で完成というものではないと考えております。毎年、毎年これから２０年間更新をし

ていきたいと思っております。そこで課題が出たら、その都度課題を解決するために

検討していきたいということで、そのような方針として使っていきたいなと考えてお

ります。 

○議長（島田 正彦君）   三林 浩議員。 

○７番（三林  浩君）   あと陸上競技場なんですが、これは昨年度、指定管理
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者としてヴィアティン三重にやっていただいているということで、予算的にも管理が

５００万円で済んでいるということで、今回の当初予算でもかなり少ない予算として

組まれている、これは非常にありがたいなと思っております。ただこの１年間を過ぎ

て、町民からの苦情等含めて、何か。苦情とかそういう話の窓口というのは、その指

定管理者であるヴィアティンが受けるのか、行政が受けるのか、まずその辺の確認な

んですけど。 

○議長（島田 正彦君）   社会教育課、秦課長。 

○社会教育課長（秦  久司君）   陸上競技場の方で、何かこういった施設的な

維持管理での苦情については、陸上競技場の指定管理をしておりますヴィアティン三

重の方でも受けますし、教育委員会社会教育課の方に連絡があれば、うちの方でも受

けさせていただいて、指定管理者と協議をさせていただくようになっております。 

○議長（島田 正彦君）   三林 浩議員。 

○７番（三林  浩君）   両方が受けているということだと思いますけども、一

般的な話をさせていただきますと、心理的にヴィアティン三重の方が受けたときに、

悪さ加減、いわゆる苦情ですね、受けたときにそれを共有するために行政へ報告する

かというと、一般的ですよ、心情的にはしにくいんじゃないのかなと思うんですね。

そういうことを防ぐがために、窓口は行政の一本化にした方が、正直な話が来るので

はないのかな。それを基にして、行政が指定管理者の方に、こういう話が来とるけど

も、それについてどうやという話合いを持って進めた方がスムーズにいくんじゃない

かなと思うんですけど、その辺はいかがでしょうか。 

○議長（島田 正彦君）   社会教育課、秦課長。 

○社会教育課長（秦  久司君）   苦情の窓口を一本化ということでございます

けども、私どもとしましては、苦情を言われる方がその場で指定管理者の方へ、ここ

が壊れていますよとか、これは使いにくいとかいうようなことをそこで言えないとい

う状況よりは、どちらでも受けられる体制にしておいた方がいいのかなというふうに

感じます。 

○議長（島田 正彦君）   三林 浩議員。 

○７番（三林  浩君）   あまりくどくどは言いませんけども、心理的に、なか

なかここが壊れてますからとかいうことについて、たしかこれは契約の中で２０万円

以下であればヴィアティンの方で直します。それを超えるものについては行政が修理

を受持ちますというふうになれば、やっぱりどうなんでしょうかね。心理的にどうい

う動きが働くかということは想像できるんじゃないかなと思うんですけども。だから
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信頼関係があってそれが本当に大丈夫ですというのならそれでもいいんですけど、こ

れも講習に行ったときに、やっぱり指定管理者に全て任せるときの問題点の中の一つ

として挙げられておりましたので、それは前向きに検討していただきたいと思うんで

すが、よろしいでしょうか。 

○議長（島田 正彦君）   社会教育課、秦課長。 

○社会教育課長（秦  久司君）   一応、教育委員会の中でも検討をさせていた

だきます。 

○議長（島田 正彦君）   三林 浩議員。 

○７番（三林  浩君）   とにかく今はＰＤＣＡを回すというふうで行政の方も

進んでおるんですが、私もそれが普通だと思っていたんですけども、最近新しい手法

があるということで、もっとスピーディに進めやなあかんということで、ウーダルー

プという言葉があるそうです。これは何かと言うと、アメリカの戦闘機の方が瞬時に

判断を求められるということがあって、そういうＯＯＤＡという頭文字を使っている

そうなんですが、これは見に行って、そのときに感じて、その場でどういうふうに改

善したらいいかというやり方の手法の一つだそうです。それも参考にしていただいて、

とにかくこれから本当に１０年ぐらいの間に、インフラも含めて、公共施設等も含め

て、建て直すのか、もうやめてしまうのかというような状況になってくると思います

ので、その中で私自身感じたのは、第一弾としてプールですね。これが財政のことを

第一に考えてという教育長のお話もありましたけども、そういうふうで今回は廃止に

しましたということで、利用活用をしっかりしていただければそれでいいんですけど

も、他にもたくさん公共施設というのはありますので、町としての役割も考えていた

だいて、検討していっていただきたいなというふうに私は思っておりますので、よろ

しくお願いします。 

 以上で一般質問を終わります。 

 


