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○２番（広田 久男君）   マスクを取って失礼します。 

 ２番、広田久男、一般質問をさせていただきます。 

 自分の方からは３つの質問を用意しました。一つ目は、外出弱者が望んでいる地域

交通づくりについて。それから２番目が、みんなが活躍できる地域共生社会の実現に

ついて。３番目は、町民プール跡地の有効利用について。３つの質問をさせていただ

きます。 

 まず一つ目ですけれども、外出弱者が望んでいる地域交通づくりについて。地域交

通をより一層便利にしようと、東員町地域公共交通計画が策定され、パブリックコメ

ントで今公表されております。書かれている事業計画は、どれも必要なものだと考え

ます。しかし、今現在、急速な高齢化によって車やバイク、自転車にも乗れない移動

手段に困っている人たちをどうやって助けたらいいか、どんな地域交通を築けばいい

のか、最前の課題ではないかと思います。この問題は、東員町だけではなく、全国各

地でその地域に適した交通手段をいろいろ試している最中であると思います。また一

方では、医学的にも外出は人を元気にするということが、いろいろな研究機関から明

らかになっています。例えば、東京都健康長寿医療研究センターから、外出頻度が週

１日以下の人は毎日外出する人に比べて歩行障害の発生リスクは４倍、認知機能の低

下リスクは３．５倍あるというようなデータが公表されています。 

 健康長寿のまちを目指す東員町にとって、外出支援はとても重要な取組課題である

と考えます。とりわけ、生活の日用品類の買物をする人が一番助けてほしいと考える

のではないかと思います。この課題解決にどのように取り組むのか、具体的に伺いま

すので、ご答弁お願いいたします。 

○議長（島田 正彦君）   丸山 太政策課長。 

○政策課長（丸山  太君）   では、広田議員の地域交通づくりについてのご質

問にお答えします。 

 現在、来年度からの新たな５年間の計画となります東員町地域公共交通計画の策定

を進めています。この計画につきましては、こちらも現在策定を進めております第６

次東員町総合計画と連携し、将来も持続可能な東員町の公共交通サービスについて、

町として進むべき方向を位置付けるもので、４つの基本方針と２１の実施事業により

構成されていますが、大まかな計画の内容としましては、北勢線や路線バスの利用促

進、またそれに繋がる形でフィーダーとしての役割を持った、オレンジバスによる移

動の補完と利便性の向上などとなっています。 

 オレンジバスにつきましては、運行開始から１７年が経過し、これまでもダイヤの
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改正を行いながら多くの方にご利用いただけますよう、運行を行ってきたところです

が、ご高齢の方や、お体の不自由な方などにも利用いただきやすいよう、南北線では

今年度から、東部線ではこの４月から、車椅子のまま利用できるバスを導入している

ところです。また、同様にこの４月からオレンジバスの運賃改定をさせていただきま

すが、新たに小学生運賃の設定や、７５歳以上の方や６５歳以上で免許を返納された

方には「おでかけ元気パス」を配布し、これを提示していただくことで、これまで同

様の運賃でオレンジバスを利用できる制度も始めるなど、交通弱者を中心に、利用し

やすいバスとなるよう努めているところです。 

 こういった取組の中で、近くのスーパーなどに一人で行くことが困難な方や、バス

停まで遠い方など、ちょっとした買物に不便を感じるような方の交通手段が課題とし

てあります。その一つの実証として、一昨年には笹尾地区において自治会の皆さんや

国土交通省とともに行った、いわゆるラストワンマイルと呼ばれる交通手段、「グリ

ーンスローモビリティ」の実証調査を行うなど、新しい交通形態について検討を行っ

てきたところです。 

 今後につきましては、地域公共交通計画においても、新たな移動手段の検討や、地

域との協働や連携について掲げさせていただいていますが、地域との連携につきまし

ては、社会福祉協議会や住民の皆さんとともに取り組んでいければと考えております。 

 どうぞよろしくお願いします。 

○議長（島田 正彦君）   広田久男議員。 

○２番（広田 久男君）   じゃあさっきの答弁の中にあったことで１点ちょっと

教えてください。近くのスーパーなどに行くのに困っている人に、笹尾でやったその

グリーンスローモビリティの実証実験、この結果、やったらいいなとか、何か手ごた

えはあったんですか。そこだけちょっと教えてもらえませんか。 

○議長（島田 正彦君）   丸山 太政策課長。 

○政策課長（丸山  太君）   グリースローモビリティについては、よくあるゴ

ルフ場のカートのような形の車を用いて、電動なんですけれども、乗っていただきま

して近くのスーパー、具体的には一号館などに行ってもらうという実証実験を自治会

の皆さんとやらさせていただきました。いろんなご意見があったんですけれども、楽

しく乗っていただいた方もおりますけれども、これはちょっとなという意見もあった

りとか、いろいろでございました。 

○議長（島田 正彦君）   広田久男議員。 

○２番（広田 久男君）   全国の情報を今インターネットでどこでも調べられる
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ので、かなり自分も調べて、その結果、ああやっぱりまだこれが絶対に地域にあって

いいなというのを見つけ出しておるというか、確立しておるところは全国でまだない

というのは事実だと思うんですよ。そんな中で、東員町がもともと温かい地域で住み

やすいところになる一つの策として、中上地区では平成２８年１０月から、買物弱者

を支援しようとして、地域の住民有志でイオンモール東員までの送迎活動をやってい

ます。最初は社協の応援もあってつくった、地域づくりをしようとしてやった見守る

会議という委員の集まりの中で、地域の高齢者１００人の方に、ふだんの生活で何が

困っていますかという質問をした結果、ふだんの外出する交通手段がないという、そ

ういう回答が一番多かった。それで、その会議委員のメンバーでいろいろ考えて、心

配事もあったんですけれど、とにかくやってみようと、問題が出たらまたそのときに、

みんなで考えようやないかというようなことで、地域のためにみんなの気持ちが結束

したので始められたと思います。今では、この月１回の外出が、しっかり気心の知れ

た地域の人が喜んで待っとってくれます。忘れてならないのは、その社会福祉協議会、

ここが具体的な運行計画をつくるときに、一緒にいろいろとお世話してくれたから、

貸出車両をそのときに社協の方で準備してくれた。こんな一生懸命な支援があったの

で、実現までできたと思います。 

 こんな地域の住民が助け合ってやるような交通手段が東員町にはふさわしいんじゃ

ないかなと思います。つまり、地域の協力者を募って、最初はそんな全町規模ではで

きないと思いますけども、小さくて構いません。地域の運転手のボランティアによっ

て運営するような、住民タクシーみたいなものを一つのきっかけとしてやってみるよ

うな気は役場の方にはあるのか、ないのか。ちょっと教えてください。 

○議長（島田 正彦君）   丸山 太政策課長。 

○政策課長（丸山  太君）   今、中上の事例をお示しいただいたんですけれど

も、いわゆる外出サポート活動、自治会さんがやられている外出サポート活動のよう

なものが、中上さんだけではなくて、たくさんの多くの自治会に広まることで、とも

すれば外出がおっくうになりがちな方でも、お知り合い同士とか、知った顔、見た顔

ですとお出かけがしやすい、そういうふうに感じる方もあろうかと思います。またそ

れで楽しいお出かけになるというのは大切なことだと思っています。そういった方を

地域の方とともに一緒に取り組んでいければより良い東員町の交通ネットワークにな

るかと思っています。ですので、皆さんとともに、社協さんも共になって進めていけ

たらと考えています。 

○議長（島田 正彦君）   広田久男議員。 
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○２番（広田 久男君）   なかなか地域だけでやろうと思っても、踏み切るまで

ものすごく大変なんですね。よほど全員が一致しないと。足らないのは何かというと、

行政の方も本当に真剣に親身になって肩入れしてもらうというのかな、それがあると

絶対に前に進めると思いますので、ぜひ政策課さん、もう知っとるけど令和３年度で

いろいろと計画をつくって、令和４年度からやりますというのもあるみたいなんだけ

ど、ぜひそのときには、地域に任せるんじゃなくて、一緒になって入り込んでやって

みたらいいと思いますから。応援もするし協力もするので、ぜひ新しい公共交通、こ

れを何とか困っている人を助けるためにもやっていきたいと思いますから、よろしく

お願いします。 

 ２番目にいきます。みんなが活躍できる地域公共社会の実現について。令和３年度

からスタートする第６次東員町総合計画に関連してお尋ねします。最初の第１章の基

本構想にはこう書かれています。ちょっと内容を読みます。「私たちのまちに将来も

かけがえのないもの、まちとは。まちがあって人がいるのではなく、人がいてまちが

あります。様々な営みをする人が集まり、何かの役割を担い、必要とする人がいて、

必要とされる人がいて。感謝する人がいて、感謝される人がいる。困った人がいれば

手を差し伸べて、楽しいことがあればみんなで分かち合い、苦しいことがあればみん

なで知恵を絞り、誕生を喜び、死を悼み、こうした人の営みの中で幸せを感じる瞬間

を示せる場所が次第にまちとしてなり立ってきたのではないでしょうか」ものすごく

いいことが書いてあるので、最初にこの計画を読んだときに、ここですごい感動した

んですけど。東員町が将来もこうしたまちであり続けるために、基本計画の中には、

みんなが活躍できる地域共生社会をつくるとしています。その主な取組として、地域

住民が自ら地域課題に取り組む。つまり自治会などが主体的な活動を行うための事業

支援を行う。地域づくりへの支援。住民活動の支援と書かれています。そういって書

かれてあるんですけども、一体役場、あるいは役場職員はどのように支援に関わるの

か、補助金の支援だけなら今までと同じで、大幅な進展は期待できないと思います。

どのようにして地域住民活動を盛り上げていくのか、具体的な進め方の構想や、役場

の果たす役割は何かお聞かせください。 

○議長（島田 正彦君）   小川裕之副町長。 

○副町長（小川 裕之君）   先ほどの広田議員のご質問にお答えさせていただき

ます。 

 先ほどの質問の中でもお触れになりました総合計画ですけども、この総合計画は今

後の私たちのまちの新たな道しるべとなります計画でございまして、間もなく出来上
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がる予定でございます。この計画は完成までに２年をかけて、住民の皆様が主体とな

った「みらい会議」などで考えていただきました内容を色濃く取り入れてつくり上げ

てきました。これまでの行政の計画に見られるような画一的なものではなく、また、

総花的でもない、ある意味本当に東員町らしい住民主体の計画になったものと感じて

いるところでございます。 

 計画の中にはＳＤＧｓの視点も取り入れ、東員町がこれからも持続可能なまちとし

てあり続けられるよう、様々な施策に関連付けているところです。基本構想では、先

ほど議員も触れられましたように、特に重要視させていただいているのが「ひと」の

大切さです。「まち」があって「ひと」がいるのではなく、「ひと」がいて初めて

「まち」がある。東員町にお住まいのお一人お一人の活躍が、これからの東員町を創

り上げていく、そういったことを大切にしていきたいとの願いを込めているところで

ございます。 

 地域づくりの支援につきましては、先ほどもありましたように、総合計画の中の基

本計画に「主体的で特色のある地域づくりの推進」という施策を設けて、「地域住民

が誇りをもって自らの地域課題に取り組んでいただく」ことを目指す姿とさせていた

だきました。これは、これまでのような行政主導ではなく、地域の皆様が自分たちの

地域を自分たちでどうしたいのかを考え、アイデアを出し合いながらより良い地域づ

くりに取り組んでもらいたいとの考えからです。 

 また、これからの地域コミュニティは自治会という枠組みだけでなく、もう少し広

い枠組みも必要ではないかというふうに考えています。そのためには、社会福祉協議

会や、市民活動支援センター、また、その地域で活躍している個人やＮＰＯ、企業な

ど、あるいは一自治会だけでなく、例えば神田地区など、校区単位で集まって活動し

ていただける、皆で一緒に地域課題を解決し、地域を盛り上げていく、いわゆるまち

づくり協議会と呼ばれるような仕組みが必要となってくると思っております。 

 私どもとしては、そうした仕組みづくりの支援として、次年度から「地域コミュニ

ティ応援プロジェクトチーム」を立ち上げ、新たな地域コミュニティへの交付金や地

域計画の策定など、関係団体・関係者と協働しながら検討していきたいと考えており

ます。また、地域づくりは一朝一夕では進みません。長いスパンで考えていかなけれ

ばならないものですし、地域には地域ごとに、また違ったいろいろな課題があろうか

と思います。そういった観点からすれば、議員ご承知だと思いますけども、いわゆる

役場職員の地域担当制についても今後検討する必要もあるのではないかと思っている

ところでございます。 
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 いずれにいたしましても、これまで申し上げました課題を整理しつつ、ご協力いた

だける地域から少しずつでも進めていければと考えておりますので、皆様のご協力を

お願いいたします。 

 以上でございます。 

○議長（島田 正彦君）   広田久男議員。 

○２番（広田 久男君）   おおよその概要はよく分かりました。さっきの話の中

で、地域コミュニティ応援プロジェクトチームというのが令和３年度から立ち上げて、

いろいろ運用の計画等をつくるんだと思います。自分の思いとしては、まず一つ、今、

自治会とか単独でいろんな問題を解決していってほしいという思いはよく分かるんで

すけれど、なかなか地域だけでは専門的な知識やいろんなノウハウがないので、やろ

うとしてもなかなか前に進められないという、結局は諦めてしまうというケースが多

いんじゃないかなと思います。そこで自分の思いとしては、地域の住民が本当に自治

会の活動を頑張れるようにするには、その辺のスキルアップを役場のプロジェクトチ

ームの中でやっていってほしいなと思います。つまり、地域課題の調査からそれを解

決するための計画づくり、それから地域づくりに関するような講座、それから地域の

担い手向けの研修、そんなことを役場の皆さんが地域の支援をするという形の中に盛

り込んでほしいなと思います。今の応援プロジェクトチームにそういう計画があるの

か、ないのか、そういう面を決めているのか、お尋ねします。 

○議長（島田 正彦君）   小川裕之副町長。 

○副町長（小川 裕之君）   先ほどのご質問でございますけども、確かに地域づ

くりの計画は、中身については地域の方々が考えていただくことが一番だと思います。

ただそこに至るプロセスについて、例えばこんな事例がありますよとか、こういうや

り方をすればいいですよとか、あるいは、例えば先ほどおっしゃった社会福祉協議会、

その他団体との連携があればいいですよ、そういったことを当然考えながら支援をし

ていかなければならないと思っていますし、先ほど言われたように、役場職員自体の

全体のプロジェクトチームだけでなく、全体のスキルアップと言いますか、地域課題

に向けてのスキルアップは当然必要だと思っていますので、そういった講座等も、今

具体的にどうこうはなかなか言えないところもありますけども、プロジェクトチーム

の中でそういったものは当然考えていかざるを得ない、考えていくべきだと思ってお

りますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（島田 正彦君）   広田久男議員。 

○２番（広田 久男君）   やってくださいとあおるだけではなかなか誰もついて
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きませんので、やっぱりうまいこと地域の人たちと一緒に、賛同してもらって引っぱ

っていくような、そんなことをぜひプロジェクトチームで考えてくださって、ああさ

すがによくやっとるなと、役場にいる人たちが一生懸命引っ張っていってくれるなら

頑張るわというふうなプロジェクトにぜひしてほしいと思います。 

 もう一つの支援策として、副町長がおっしゃった、地域担当職員制度、これを行っ

ている自治体が全国の中で３割とか４割あるように調べたらあります。地域の人たち

と一緒になって考えて、共に汗を流すということをやっていけば、どんどん職員と地

域の人たちの距離も縮まる。ましてや地域の人たちからよくやってくれてありがとう

と感謝の言葉をかけられたら、どんどんやりがいややる気が芽生えてくると思うんで

す。そして何より、その地域担当をやった職員本人が行政の職務やいろんな活動をリ

ードしていける、期待できる人物に成長するんじゃないかと思います。一方では、な

じめずにつまずく職員も出てくると思いますので、その辺をしっかりサポートしてや

る体制もつくっていく必要があると思います。おっしゃっていますけど、地域担当職

員制度、これは令和３年度のプロジェクトの中で考えてみる気はあるのかどうか、お

尋ねします。 

○議長（島田 正彦君）   小川裕之副町長。 

○副町長（小川 裕之君）   地域担当制につきましては、昨年の１１月１２日の

全員協議会の中で補助金の見直しの説明をさせていただきました。そのときに一番最

後のページになりますけども、そこで地域計画をつくるに際しては、地域担当制とい

うか、地区担当制というんですかね、そういった専門的な職員も置こうというような

構想を発表させていただきましたので、それについても当然今後検討していくことに

なるかと思います。 

○議長（島田 正彦君）   広田久男議員。 

○２番（広田 久男君）   みんなが活躍できる地域共生社会を実現するという、

大変貴重な計画なんですけれど、これがちゃんと遂行できるかどうかの鍵は、役場の

職員全員が、地域という現場に入り込んで、一緒に考え、一緒に汗を流すことができ

るかどうかで多分決まるんじゃないかなと、自分は思いますので、役場の成長にも繋

がりますので、ぜひしっかりと取り組んでいただきたいと思います。 

 ３つ目の質問にいきます。町民プール跡地の有効利用に関してですけれど、午前中

にも質問がございました。令和３年度で町民プールを解体撤去して、その後埋立する

んだよという話までは聞かせていただきました。埋立した後はどうするんですかとい

うことから簡単に、計画があるなら、そのまま更地にしておくのか、その辺だけ教え
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てください。 

○議長（島田 正彦君）   岡野譲治教育長。 

○教育長（岡野 譲治君）   広田議員の、町民プール跡地の有効利用についてお

答えいたします。南部議員の答弁と重複するところもありますが、ご了承いただきた

いと思います。 

 議員ご質問の跡地の有効利用につきましては、令和３年度で終了する公共施設の除

却事業に有利な地方債を活用し、施設等の解体撤去を行い、整地までを予定しており

ます。その後の活用についての構想や計画は今のところありません。今後、十分な検

討を重ね、慎重に決定してまいりたいと考えております。 

 また、有効利用という点では、施設の解体撤去後は更地にし、砕石を敷くまでを予

定しております。活用方法が決まるまでの間は、陸上競技場や中部公園等周辺施設で

のイベント時に駐車場として利用を考えております。ご理解賜りますようお願い申し

上げます。 

○議長（島田 正彦君）   広田久男議員。 

○２番（広田 久男君）   それからちょっと聞き忘れたんですけども、解体撤去

はいつ頃を予定して、整地が終わるのはいつ頃ですか。 

○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）   お答えいたします。４月から入札の準備をさ

せていただきまして、ちょっと具体的に何月までというところは今のところ決まって

おりませんけども、年内に終わるような形で進めさせていただきたいと思っておりま

す。 

○議長（島田 正彦君）   広田久男議員。 

○２番（広田 久男君）   令和３年度の予算、これから審議するんですけども、

その中に解体撤去費とかいろいろ上がっていたので、今すぐには答えにくいかと思い

ますけど、早いところ整地までするのを希望します。２年前の９月４日豪雨のときに、

中上はものすごい水が出て、ちょうど稲刈りの時期だったからわらくずが道路やら側

溝やらにあふれかえるぐらいたまったんですね。それを地域の住民で協力してごみ集

めというか、回収して、仮置場に中上の構造センターの横に駐車場の拡張用に埋立て

た土地がちょうどあったので、そこを一時置場にしたんです。それを町の職員がパッ

カー車で取りに来てもらうと。要するに早いこと整地しておけば、町民プールの跡地、

あったら困るけども、大地震が起きたときにも、震災ごみの置場にもなるやろうし、

有効利用できるはずなんですよね。さっきもサッカーとかイベントのときの駐車場に
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もなる。あのまま置いておくよりは、舗装するとか何かせんでも、砕石で整地してお

けば使えると思いますから、至急やってください。そのための計画を早く組むのは誰

も反対しないので、ぜひお願いしたいと思います。よろしくお願いします。答弁は結

構です。 

 以上で質問を終わります。 

 


