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○議長（島田 正彦君）   日程第１「一般質問」を行います。 

 ここで皆様にお願いしておきます。議員、執行者側共に、発言は簡潔明瞭に願いま

す。 

 順番に発言を許します。 

 ５番、片松雅弘議員。 

○５番（片松 雅弘君）   おはようございます。マスクをとって失礼します。 

 令和３年度９月一般質問をトップバッターでさせていただきます。片松雅弘です。

よろしくお願いします。 

 新型ウイルス第５波でついに三重県もまた緊急事態宣言が発令され、東員町でも今

朝の新聞では、昨年より５人増えて、２１４人となっていました。毎日感染者が増え

て緊急事態だと思います。コロナの影響で三重の国体も中止となってしまいました。

一日も早い、元のような生活に戻れるよう終息を願うばかりです。 

 感染防止対策のコロナワクチン接種につきましては、９月から接種会場が東員イオ

ンに移動しての接種数の拡大をしていただいて、職員の皆様には大変頑張っていただ

いております。町民の皆さんの接種完了までよろしくお願いいたします。 

 ９月の私の一般質問は、交通安全対策とマイナンバーカードについてお聞きします。

よろしくお願いいたします。 

 一つ目は、交通安全対策の中でも町民の皆さんから要望の多い道路区画線の塗り直

しです。白線、黄線、横断歩道など、路面標示が消えている、改善要望が多くありま

すが、目で見える形で引き直しされたようには見えません。消えているところはずっ

と消えたままになっているように思いますが、どのようにお考えでしょうか。 

 また、道路整備では、これは県の事業ですが、県道多度東員線、鳥取沢の交差点の

右折レーンを増設する改良工事に入っていますので、完成すれば、ここの交差点での

渋滞は改善されると思います。しかし、鳥取沢の交差点だけではなく、交差点から南

に行く道路全体の道幅の改善と、安全性の確保も望まれています。桑名信用金庫から

鳥取沢までの交差点までの道路は道幅も狭く、大型車両がかなり通過します。町民の

生活道路で北から南へ通る道なのですが、道幅も狭いわりに交通量が多く、大型車両

も通り、特に朝夕の通勤時には多くの車が運行します。自転車も通るのですが、大き

なダンプカーなどの往来も多く、すれ違いも大変危険な状況です。最近になり、分譲

住宅が増え、さらに生活道路としての安全性が求められています。随分前から整備・

拡張を望む声が多かったと思いますが、どのようにお考えでしょうか。お伺いします。 

○議長（島田 正彦君）   中村建設課長。 
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○建設課長（中村 幹人君）   マスクを外させていただきます。片松議員のご質

問にお答えいたします。 

 本町が管理する町道は、７１６路線、総延長約２３２ｋｍと広範囲に及んでおりま

す。道路の路面標示の状況につきましては、道路パトロール等で確認し把握しており

ます。また、教育委員会が所管する東員町通学路安全推進会議におきましても、各小

学校から要望のありました危険箇所について、警察や三重県の道路管理者とも協議を

行っております。路面標示の修繕につきましては、幹線道路や通学路、生活道路等の

利用状況、通学路安全推進会議での議論等により優先順位を決め、予算の範囲内で補

修を行っております。 

 しかしながら、路面標示の白色の外側線や歩行者注意等の道路管理者により施工で

きるものと、交通規制を伴う横断歩道や停止線等の警察が対応する路面標示がござい

ます。このことから、国道、県道におきましては、管理者であります三重県に、規制

を伴う路面標示につきましては、いなべ警察署に対応を要望しております。 

 次に、道路整備・安全対策につきましては、安全で安心して通行いただけるよう週

２回の道路パトロールをシルバー人材センターに委託し、舗装の損傷を早期に発見し

対応できる体制を整えており、簡易な補修につきましてはその場で行っております。

パトロール員で対応できない補修箇所については、町職員による補修を行い、さらに

ひどい損傷箇所については道路維持補修業者へ依頼して補修を行い、道路の維持管理

に努めているところでございます。 

 道路整備につきましては、町道穴太弁天山２号線の歩道未整備区間であります東員

病院バス停から厳島神社の間の約２９０ｍにおいて、本年度に用地買収を行い、来年

度に工事着手を予定しております。 

 三重県が管理する国県道においては、国道３６５号の中央大橋南詰交差点から四日

市市境までの４車線化、県道桑名東員線の中央戸上橋北から町総合文化センター東ま

でのバイパス工事を実施していただいております。また、国道４２１号のいなべ市境

付近の歩道整備を実施していただいており、今後、笹尾西入口交差点から鳥取沢交差

点の間の歩道整備と合わ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。交差点改良が完了した後の計画については、国道４２１号の交差点から西

への歩道整備が実施されるものと思われます。 

 議員ご指摘の県道多度東員線につきましては、大型車両の通行量も多く道路幅員も

狭いことから、県にこれまでも要望しているところでございますが、国道３６５号及

び県道桑名東員線の工事も完了してまいりますので、今後も強く要望してまいります。 
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 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）   片松雅弘議員。 

○５番（片松 雅弘君）   答弁いただきました。ありがとうございます。 

 この道路区画線の塗り直しとか、整備のことをお聞きすると、決まって路面標示は

町で行えるものと交通規制の伴うものは公安委員会、警察で、県道は県で行うという

ことになってくると、その答弁が必ず返ってきます。もちろん理解はしています。し

かし、交通量の多い場所や通学路、学校付近の横断歩道などは危険度合いも高いこと

から、安全対策として要望の多いところにつきましては、警察や県にもっと優先にと

要望はできないものでしょうか。 

○議長（島田 正彦君）   中村建設課長。 

○建設課長（中村 幹人君）   通行量の多い場所や通学路、学校付近の横断歩道

等の危険度合いによりまして、警察や県に優先要望はできないかとのご質問でござい

ますけれども、通学路につきましてはいなべ警察署、桑名建設事務所、学校教育課、

町民課、建設課をメンバーといたします東員町通学路安全推進会議によりまして優先

的に危険箇所への取組をさせていただいておるところでございます。 

 また、交通量の多い場所等の危険度の高い場所から要望をさせていただいておると

ころでございます。 

 ご理解賜りますようよろしくお願いいたします。 

○議長（島田 正彦君）   片松雅弘議員。 

○５番（片松 雅弘君）   それでは、逆に町で管理する町道につきましては、本

年度はどのような計画で、どれぐらい実施されたのですか。特に、先ほどから申し上

げております交通量の多い道路では、真ん中の中央線のみならず、両側の縁の線、い

わゆる外側線までも消えてしまっている箇所もあります。笹尾東入口の食品スーパー

から神田変電所までの道でもほとんど消えて、剥離度４に当たると思っています。ま

た、交通量も多く、自転車での通行も多いので危険を感じている人も多いと聞いてい

ますが、町道の剥離度ということは、パトロール等でも見ているということなんです

けども、把握していますか。 

○議長（島田 正彦君）   中村建設課長。 

○建設課長（中村 幹人君）   本年度の計画と剥離度の把握状況についてのご質

問でございますけれども、本年度の計画につきましては、現在、第１期分といたしま

して、役場前から東員駅までの町道、山田５８０号線、山田７１６号線長深から中上

の三孤子川左岸の町道中上南社線を実施させていただく計画としておるところでござ
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います。また、舗装補修によりまして、消えました路面標示も併せて実施させていた

だく予定でございます。 

 剥離度の把握状況につきましては、三重県のほうでは４段階の基準を定めて点検を

されておるようでございますけども、本町につきましては、基準等を定めてございま

せんので、今後、そういった基準等を三重県を参考にしながら検討させていただきた

いと思っておるところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（島田 正彦君）   片松雅弘議員。 

○５番（片松 雅弘君）   今年の２月１４日の中日新聞に、道路区画線塗り直し

加速という見出しが出ていました。県は２０２１年度の当初と２０年度の補正予算な

どに多くの公共事業費を盛り込んだという記事なんですけども、内容は、要望の多い

道路の区画線の塗り直しに従来の３倍の４億６，０００万円の予算を計上しています。

県警も横断歩道の塗り直しが、昨年度の３倍の３，７００か所、県は市道や町道を管

理する町と市と連携していくことが掲載されていました。横断歩道を渡る歩行者がい

るときに、車が止まらない県、三重県が全国ワーストワンになり、消えている横断歩

道の引き直しをすると聞いています。確かに三重県内、もちろん東員町におきまして

も、横断歩道は擦り切れているところがありますが、消えているところはないように

思います。しかし、停止線や右折車線、中央線などの剥離度の高いところはたくさん

あります。今年度も約半分過ぎて後半戦に入っています。 

 そこで、この計画、塗り直し度を加速する計画です。この計画が東員町にどれだけ

使われたか、目で見える効果は出ているのか、計画は県より聞いているのかお聞きし

ます。 

○議長（島田 正彦君）   中村建設課長。 

○建設課長（中村 幹人君）   今年度の三重県の本町におきます修繕の計画でご

ざいますけれども、現在、桑名建設事務所からお聞きしておりますのは、本年度の計

画といたしまして、国道４２１号の東員病院入口交差点から笹尾東入口交差点までの

約１，２００ｍ。また県道多度東員線の桑名市との行政界から約５００ｍと、笹尾西

の入り口から鳥取沢交差点まで約１，４００ｍ。また、県道桑名東員線の大中池前交

差点から西之坪交差点まで約１００ｍと、笹尾東入口交差点から神田変電所前交差点

まで約１ｋｍをお聞きしております。また、県道菰野東員線の杉山整形外科からでん

きはうすベルまでの約１５０ｍ、東員第一中学校入り口交差点から神田公園前交差点

まで約５００ｍ、東員交番前交差点から鳥取交差点西まで約１００ｍまでの約４５０
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ｍというふうにお聞きいたしております。合計といたしまして約５，２５０ｍの修繕

を行っていただくというふうに聞いておるところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（島田 正彦君）   片松雅弘議員。 

○５番（片松 雅弘君）   県にそういう要望を聞いていただいて、計画があると

いうことを聞いて少し安心しました。 

 しかし、他にも町内至るところで、逆に今度は道路の痛みの激しい交通量の多い場

所、痛みもひどく、不快な振動、騒音が出る場所もあるということなんですけども、

安全・安心な町を作る総合計画の基本施策にもあります、交通安全教育や啓発活動を

一層積極的に推進するとともに、通学路、生活道路等の実情を再点検、再確認し、必

要に応じた交通安全施設の整備や歩道等の整備を進めるとあります。特に歩道につき

ましては、一貫した整備がされていません。先ほど答弁がありました、町道穴太弁天

山２号の歩道の区画整理でありますが、東員病院バス停から厳島神社の間を本年度中

にということなんですけども、逆にその坂の入り口から東員病院までにつきましては、

歩道というよりはキャッツアイというんですかね、間に埋め込まれているだけで、数

十ｃｍしか歩道と言われる、歩道と呼べるかどうか分かりませんけども、そういうと

ころしかありません。ここまで歩道はあるけどこの先はないとかいうことなんですよ

ね。もちろんそこが桑名市ということなんですけども、やはり一貫して付けてくれな

いことには、歩く人だったり通る人は通れないわけなので、また団地内の歩道は交差

点での段差が激しく、足の元気な人しか通れません。 

 今後は団塊の世代の免許返納が増えることも見据えて、歩行者の安全を考えて今後

の東員町のまちづくりとして具体的な歩道整備は考えていませんか。 

 また、広めの幹線道路だけでなく、生活道路におきましても計画を立ててほしいと

思います。要望の多い場所など、例えば、この辺りは何年度までに順次行っていきま

すよみたいなことが東員町の中でも、区画線の引き直しにしても、道路の舗装張り直

しにしても、知らせるべきだと思いますが、いかがでしょうか。 

○議長（島田 正彦君）   中村建設課長。 

○建設課長（中村 幹人君）   安全で安心して通行していただけるように道路整

備、維持補修に努めておるところでございますけれども、優先順位や財政状況等によ

りまして、総合的に勘案して整備をさせていただいておるところでございます。 

 歩道等の整備の計画でございますけれども、改めて何年度にどういったところをや

っていきたいという計画は具体的なものを現在のところ持ち合わせておりませんけれ
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ども、今後、道路の通行量調査等をして優先度が高いところから整備をさせていただ

きたいというふうに考えておるところでございます。 

○議長（島田 正彦君）   片松雅弘議員。 

○５番（片松 雅弘君）   広く町民さんの声とか、皆さんの意見を聞きながら、

要望の多いところを特にしていっていただきたいと思います。ただし、区画線の引き

直しだけでも、町としてそういう計画が立てられる中でも、例えば、この地区は令和

４年度、この地区は令和５年度にはとか、ある程度目安があったほうが各地域の町民

さんも安心できると思うんです。ちっともうちの周りだけ何ともならないよとか、こ

こは危ないのに何回言ってもなかなか直らないねということもよく聞きます。 

 また、東員病院の下の道路、東員病院の前の道路、先ほどの弁天のところですけど

も、下りて大中池の交差点は、住民の過半数が暮らす笹尾城山地区からの交通量も多

く、県道との交差点ですから、他に市町への通勤もあり、近くには大型ホームセンタ

ーなどがあり、しばしば渋滞になります。そこに最近新しくコンビニエンスストアが

開店しました。特に桑名方面から来たときは、その信号には右折信号もないため渋滞

します。この交差点は東員町から数十ｍ外れ桑名市になります。そして県道でもあり

ます。そして信号は先ほど言われた警察の管轄です。桑名市だから、県道だから、公

安委員会だからと言わずに、桑名市とも連携して改善要望はできませんか。 

○議長（島田 正彦君）   中村建設課長。 

○建設課長（中村 幹人君）   片松議員のご指摘の大中池前交差点でございます

けれども、こちらにつきましては、片松議員から、以前右折信号の設置につきまして

ご要望をいただいておりまして、本町から県道の管理者でございます桑名建設事務所

に対しまして、警察と協議をいただきたいということで要望書の提出をさせていただ

いてございます。また、今後も改善していただけるように要望してまいりたいと思っ

ております。 

○議長（島田 正彦君）   片松雅弘議員。 

○５番（片松 雅弘君）   ぜひ、強く、早急に要望していただいて、皆さんが安

全に通れるようにしていただきたいと、早い対応を希望します。 

 それでは２点目の質問に移ります。 

 ２点目は、マイナンバーカードについてお聞きします。マイナンバーカードの年齢

別交付数はアラフィフ、シニアと呼ばれる層の７０歳から７４歳がもっとも高い。そ

れでも全国の交付枚数率は３６％と４割にも達していません。 

 東員町での実績と普及促進はどのように行っていますか。お答えください。 
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○議長（島田 正彦君）   小山財政課長。 

○財政課長（小山  均君）   片松議員のご質問にお答えいたします。 

 まず、現在のマイナンバーカードの交付状況を申し上げますと、本町の本年７月末

の交付率は３９．５％で、県下では、いなべ市、松阪市、菰野町、朝日町につぐ５番

目に高い方となっております。また、三重県全体での交付率につきましては、３６．

０％となっておりまして、これは全国の交付率と同率でございます。 

 なお、年齢別の交付率につきましては、本町のみの集計はできないため、全国での

実績で申し上げますと、１４歳以下の年少者では、２５．７％、１５歳から６４歳の

方では３６．５％、６５歳以上の方は３９．５％となっております。このように全国

的に若年層の交付率が低調となっている状況ではございます。 

 次に普及促進への対応でございますけども、今日まで、ホームページと広報紙への

掲載の他、マイナポイント事業による促進を行ってまいりました。年代別、年齢別の

勧奨につきましては、先ほども申し上げましたように、本町のみの把握は困難である

ことから、今後も全年齢を対象としまして、マイナンバーカードの取得によるメリッ

トを周知しながら、多くの方に取得いただけるよう啓発してまいりたいと考えており

ます。 

 次に、２つ目の今後のマイナンバーカードの活用方法でございますけれども、現在

の利用については、マイナンバーカードにより住民票や印鑑証明書、税証明書など、

各種証明書の交付につきましてコンビニエンスストアで交付が受けられます。また、

年金や子育てなどの社会保障関係の手続での利用や、マイナンバーカードの電子証明

書機能を利用して、確定申告等の手続をオンラインで行うこともできます。なお、運

転免許証等と同様に、本人確認書類として活用することもできます。 

 次に今後の利用につきましては、本年１０月から、マイナンバーカードに保険証機

能が付与される予定となっております。ただ、この地域の診療所等においては、開始

当初は利用できるところは少ないのかもしれません。今後の普及に期待したいところ

ではございます。なお、利用できる医療機関等につきましては、１０月に厚生労働省

のホームページに掲載されます。その他、自動車運転免許証とマイナンバーカードの

一体化についても目標ということでされております。このように、マイナンバーカー

ドの利用が拡大されてくることで、カードの普及も拡大してくるものと見込んでおり

ます。 

 最後に、これからのデジタル社会の実現には、デジタルトランスフォーメーション、

いわゆるＤＸでございますけども、これを推進していく必要があり、そのツールとし
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てマイナンバーカードは大変重要なものとなってまいります。町民の皆さんにとって

も、便利なものとなるよう、マイナンバーカードの独自利用についても今後検討して

まいりますので、どうぞご支援賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（島田 正彦君）   片松雅弘議員。 

○５番（片松 雅弘君）   全国の交付枚数率を見ると、８５歳以上の女性と１９

歳までの男女の高校生までの学生、子どもの交付が少ないので、東員町ではどのよう

にお考えですかと聞こうと思ったんですけど、先ほどの答弁の中で、年齢別には集計

していないということでしたので、このまま次にいきます。 

 例えば、通学定期の購入時や学生・子どもを対象としたスマートフォンの学割、申

込み時は学生証などが必要なんですけども、公立小学校や保育園には学生証は発行し

ていないですよね。こうしたときこそ、顔写真の入ったマイナンバーカードが活躍す

ると思います。普及促進を図る中で、東員町としての独自の活用などは考えておりま

せんか。 

 マイナンバーカードのチップの中には、全国統一で使用する部分と地方の自治体の

手で使用できる空き領域部分があり、独自にアプリを使用することができるようにな

っています。特に今におきましては、緊急事態宣言も発令され、人と人の接触を避け

なければいけません。マイナンバーカードを活用して、インターネットで各種申請書

類が行えるようにすれば、窓口で密になることもなくなります。しかし、システム運

用の問題もありますので、東員町だけでは難しいのであれば、近隣市町とも連携をし

ていただき、特に広域連合がありますので、東員町だけでなく、広く協議していって

はどうですか。お答えください。 

○議長（島田 正彦君）   小山財政課長。 

○財政課長（小山  均君）   独自利用は検討できないかということなんですけ

ども、結論から言いますと、独自利用については今後検討していかなければならない

と考えております。考えるというよりも、検討しなければならないということであろ

うと思います。なぜなら、デジタル社会の推進に当たって、国ではその基本方針を閣

議決定して以降、デジタル関連法が施行されております。このことから、行政のみな

らず、社会全体でこのＤＸ、いわゆるデジタルトランスフォーメーションでございま

すけども、推進して皆様にとって便利なものとなるようにしていかなければならない

と、このような状況下にありますので、努力していきたいなというふうに思います。 

 それから、先ほどＩＣチップの中に少し領域があるからということでおっしゃって

みえたんですけど、この件につきましては、確かにそのとおりでございまして、今後
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この空き領域を使って、町独自で何かできないかというところは検討していかなけれ

ばならないと思います。ただ、このマイナンバーカードの空き容量の中で独自利用し

ていくに当たっては、非常に重要なところとしまして、何と申し上げましょうか、基

本的に利用できるのは法律、いわゆるナンバー法で規定されているもの以外は使って

はいけないということになっております。ただ、独自で利用するようなものについて

は、いわゆる条例で定めなければならないというふうになっておりまして、この条例

についても、国の個人情報保護委員会というのがございまして、そこの承認を得た上

で行うということになっておりまして、条例でございますので当然議会の皆様にもご

承認いただくという手続が必要になってまいります。さらに、これは個人情報ではご

ざいますが、一般の個人情報よりもさらにハードルが高いというか、厳しいといいま

すか、そういうものになっておりまして、特定個人情報に該当してきますと、高度な

セキュリティを要求されますし、毎年その保護評価なり監査を二重に行うという手順

を踏んでまいらなければなりませんので、この辺も踏まえて検討していくということ

で取組をまた検討したい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）   片松雅弘議員。 

○５番（片松 雅弘君）   今のご答弁は、ハードルは高いけど、町としては検討

していこうということですよね。 

 他の自治体では、今、コンビニ交付しかしていないんですけども、コンビニ交付の

他に、窓口でカードを提示することで住民票などの申請書の記載を省略するサービス

を行うことにより、窓口での手続の簡素化や待ち時間の短縮という混雑解消を行って

いる自治体もあります。要はコンビニに行けば簡単に取れるんですけど、庁舎の窓口

に来ると書類を書いて、窓口が混雑して、密になって待たされると、要約すればそう

いうことなんですけど、そういうことを解消するサービスを行っている自治体があっ

たり、また図書館の貸出しカードとして活用している自治体もあります。そうするこ

とによって、利用者も職員も手をかけずにサービスを利用することができるのではな

いかと考えます。他にも選挙の投票所の入場受付などに活用すれば、カードに顔写真

も付いているので、同時に本人確認もできますので、取り入れている自治体、住民の

待ち時間の短縮などは好評で、職員さんの負担軽減にも役立つと記載されていました。

本日の新聞の三重版に、選挙の投票所の感染対策についてのことも掲載されていまし

た。選挙の投票所の感染対策では、各市町での取組、工夫が必要になってくるとの記

事でした。今度の日曜日、１２日には三重県知事選挙も控えていますので、感染対策

面も必要だと思います。感染対策としても有効活用できる方法として、マイナンバー
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カードの有効利用を広げていけるのではないかと思います。 

 住民サービスや利便性を図ることにより、普及促進に繋がり、住民サービスの向上

や職員の業務効率化に繋がる一つの手段にはなりませんか。答弁お願いします。 

○議長（島田 正彦君）   三林町民課長。 

○町民課長（三林 隆宏君）   お答えさせていただきます。 

 普及促進にやはりマイナンバーカードを持っておるというところのメリットが多く

なるというのは非常に大事なことで、これまで国もマイナポイントとかいろいろな制

度で普及促進に努めてきていましたけども、今頭打ちになっております。やっぱり限

界がきておるのかなと思いますので、やはりメリットを付けるというのは非常に大事

なことかなとは考えますが、先ほど、窓口でカードを見せればということになるんで

すが、やはり何が欲しいか、例えば住民票が欲しいという意思表示をしていただくた

めには、それを残して、お金も払っていただかなければならないということで、手渡

しでは何も書かずにというのは非常に難しいと思います。そうなるとやはりそれ専用

の機械が必要になってくるのかな、自分の意思表示ができる、カードを差し込んで意

思表示ができる、今コンビニエンスストアであるような機械が必要になってくるのか

なということを考えます。そうなりますと、結局はコンビニで取れるということにな

りますし、特に役場に今お見えになる方につきましては、相続や年金の申請とか様々

な手続にお越しになりますので、窓口の職員に聞き取りをしながら、必要な書類を提

示されるということが多いということになりますと、役場にそういう機械を設置する

というのもいかがなものかなと。かなり高価なものでございますので、窓口で交付さ

れる場合はあまり機械を使わないということにもなりますので、そうなりますと費用

対効果を考えると機械をおくというのも非常に難しいのかなと思いますので、マイナ

ンバーカードを見せただけでということでいろんな書類手続ができるというのは、今

はちょっと難しいのかなと考えます。 

 以上でございます。 

○議長（島田 正彦君）   片松雅弘議員。 

○５番（片松 雅弘君）   ただし、今後いろんな方法を探していただくという点

では間違いないと思いますので、マイナンバー制度というのは大きな可能性を秘めて

いる制度でありますけれども、今のところ、住民さんを含めて、十分に理解できてい

ないように感じます。もっと制度への理解が深まって、住民がマイナンバーカードの

利便性を実感できるような取組をお願いして、私の９月の一般質問を終わります。 


