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○議長（島田 正彦君）   ただいまの出席議員は１４名であります。 

 休憩前に引き続き、一般質問を行います。 

 １番、大崎昭一議員。 

○１番（大崎 昭一君）   １番、日本共産党の大崎昭一です。コロナ禍の中での

諸業務の遂行に敬意を申し上げます。 

 今議会では、次の４点を質問いたします。 

 １．第６次東員町総合計画でだれ一人取り残さないＳＤＧｓを照らし合わせての各

課の取組について。２．「おみごと！があふれる町へ」大切な５つの考えを掲げる第

６次総合計画を実りあるものにすることについて。３．交通弱者に安全・安心なまち

づくりについて。４．道路網の課題と対策についてであります。 

 それでは初めに、第６次総合計画でだれひとり取り残さないＳＤＧｓを照らし合わ

せての各課の取組について質問いたします。 

 持続可能な開発目標ＳＤＧｓは、だれひとり取り残さないをテーマとして、貧困、

健康、福祉、教育、気候変動、エネルギーテーマなどの１７のゴールと１６９のター

ゲットで構成され、２０３０年までに達成すべき課題として、国連で定めた世界共通

の取組とあります。このことを照らし合わせて、第６次東員町総合計画の行政運営の

指標にするというものと受け止めています。 

 そこでお尋ねいたします。総合計画の初年度から早５か月が経過しましたが、各課

取組の報告と、これからの取組をまずお示しください。 

○議長（島田 正彦君）   丸山 太政策課課長。 

○政策課長（丸山  太君）   大崎議員のＳＤＧｓについてのご質問にお答えし

ます。 

 まず、ＳＤＧｓを知っていただく取組として、政策課では広報とういん４月号で特

集を組み、現在は「おみごと！ＳＤＧｓ」といった連載をしています。この連載では

ＳＤＧｓのゴールを毎月一つずつ掲載し、分かりやすく考え方について紹介していま

す。その他、町民カレンダーや、オレンジバス車体にはＳＤＧｓのマグネットシート

を貼りＰＲを行っています。 

 また、ＳＤＧｓのゴール「住み続けられるまちづくり」の達成を目指し、地域コミ

ュニティ応援プロジェクトチームを立ち上げ、持続的な地域づくりの支援に取り組ん

でいます。 

 総務課では、役場庁舎をはじめ、小中学校など様々な施設のトイレにＳＤＧｓの啓

発チラシの掲示を行いました。小学校ではこの啓発チラシの掲示を、ＳＤＧｓを学ぶ
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授業の一環として協力もしていただきました。また、小中学校や公共施設の女性用ト

イレには生理用品の設置も行っています。 

 子ども家庭課では、この４月から、これまで手狭になっていた子育て支援センター

をふれあいセンター２階へ移し、これまで以上に利用しやすく魅力あるセンターとな

るよう努めています。また、子育て情報の発信やオンライン相談のための子育て支援

アプリ「母子モ」を導入しました。 

 健康長寿課では昨年から東京大学とともに取り組んでいるフレイル予防や、６月に

は移動式脳ドック実証実験への協力など、「すべての人に健康と福祉を」の達成を目

指しています。 

 教育委員会では、東員町教育施策大綱の改定に合わせ「だれひとり取り残さない教

育の実現」としてＳＤＧｓの理念を取り入れました。合わせてＧＩＧＡスクール構想

の実現に向けた学校ＩＣＴ環境の整備を進め、「質の高い教育をみんなに」を目指し

ています。これまで進めてきた東員町の教育は、そもそもＳＤＧｓの理念に沿うもの

でありますが、より一層子どもたちの健全育成に努めてまいります。 

 この他、様々な公共施設のＬＥＤ化を進め、ＣＯ２削減による環境保護や節電に努

めています。 

 主だった取組についてお答えしましたが、総合計画に掲げる全ての施策はＳＤＧｓ

の達成にも繋がります。ＳＤＧｓには私たちの取組を分かりやすく点検、整理できる

機能があると考えています。総合計画にＳＤＧｓという持続可能性の視点が加わるこ

とで、今まで当たり前のように取り組んできたことの大切さや、新たな考え方なども

生まれます。 

 今後もＳＤＧｓとともに、総合計画を進めていきますので、よろしくお願いいたし

ます。 

○議長（島田 正彦君）   大崎昭一議員。 

○１番（大崎 昭一君）   課長からご答弁いただきました。ＳＤＧｓに照らし合

わせて様々な取組をしていただいていることも分かりました。 

 東員町の取組の中で、今、課長からご答弁いただいた以外にも取組があるなという

ことを思っております。この４月から、生理用品を無償で本庁舎と総合文化センター、

保健福祉センターの女性トイレに、そして小中学校では保健室にこの生理用品を無償

で設置している。これは生理の貧困が社会問題化している中で、生活困窮で生理用品

が購入できない女性や女子生徒の方に寄り添う施策であり、ＳＤＧｓの１．貧困をな

くそう、５．ジェンダー平等のテーマに照らしても大切な取組であります。困ってい
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る当事者は言葉に出しづらいと思いますので、引き続き、きめ細やかな配慮で継続し

ていただくことを要望いたします。 

 また、我が町は、非核平和宣言の町を宣言しており、原爆と人間展を毎年夏に開催

していることも、ＳＤＧｓ１６．平和と公正を全ての人にを先取りしての取組だと考

えます。 

 課長から今説明をいただいた数々の取組と併せて、今申し上げたことなど、さらな

る前進とＳＤＧｓの認識度向上に向けて、行政の取組を広く紹介し、啓発することを

求めて、次に移りたいと思います。 

 ２点目でありますけども、「おみごと！があふれる町へ」大切な５つの考えを掲げ

る第６次総合計画を実りあるものにすることについて伺います。 

 ６月議会で私は、第６次総合計画についての町長の所信を伺いました。本議会では、

それを受けて具体的に前へ進めていただきたい。そのために私からの提案、問題提起

を含めて質問いたしますので、具体的な答弁をいただきたいと考えます。 

 総合計画でのＳＤＧｓの位置付けは、１．各課取組の指標としている、今ご答弁い

ただいたことであります。そして総合計画の１６ページで、まずはＳＤＧｓの認識を

深め、自分たちで取り組むことが必要と町民に呼びかけていると、こういう段階だと

私は認識します。 

 この２つの位置付けは大切にしながら、同時に政府推進のＳＤＧｓ未来都市地方創

生ＳＤＧｓと、まち・ひと・しごと創生事業の政府予算を積極的に活用する、町を挙

げての政策立案の必要性があると私は考えます。 

 そこで町長にお尋ねいたします。１．我が町の発展に向け、政府方針、ＳＤＧｓ未

来都市地方創生ＳＤＧｓ事業等を具体的にどう位置付けていきますか。２．「おみご

と！があふれる町へ」の実践課題の取組強化に向けてでありますが、政府推進の自治

体ＳＤＧｓ事業、まち・ひと・しごと創生事業の予算を大いに活用して、我が町を発

展させる方策を打ち出すことは考えていませんか。ご所見を伺います。 

○議長（島田 正彦君）   水谷俊郎町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   総合計画に関する質問だと思いますが、お答えさせて

いただきます。 

 １点目の質問でお答えさせていただいたとおり、本町は第６次総合計画から各施策

にＳＤＧｓの考え方を位置付け取り組んでおります。国においてもＳＤＧｓ実施指針

やＳＤＧｓアクションプランを掲げ、多方面でＳＤＧｓの達成に向けた取組を行って

おります。 
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 議員ご提案の、ＳＤＧｓ未来都市の事業もその一つで、毎年、ＳＤＧｓの先進的な

自治体を選定し、さらに、その中で先導的な取組をモデル事業として選定いたしてい

ます。成功事例の普及展開や国内外への情報発信を目的に、今まで１２４の自治体と

４０のモデル事業が選ばれております。また、この事業はＳＤＧｓを原動力とした地

方創生として、国のまち・ひと・しごと創生総合戦略にも掲げられております。 

 本町もＳＤＧｓの達成に向けた一つの手段として、公募要件などを勘案しながら総

合的に検討してまいりたいと思っております。 

 最近では、メディアなどでＳＤＧｓに関する情報をよく見かけるようになりました。

公共も民間も広範囲の主体が、それぞれの役割をもってＳＤＧｓの達成に向けた取組

を進めております。国の実施指針でも取り上げていますが、ＳＤＧｓを掲げる２０３

０アジェンダには、ＳＤＧｓがあらゆる人の参画で達成されることを記載しています。

全ての利害関係者、いわゆるステークホルダーが連携し、それぞれの役割を果たして

いくことが重要であるとしております。 

 本町の第６次総合計画も「おみごと！があふれる町」として、町民の皆様のまちづ

くりへの参画に重きを置いております。様々な立場の方が、町の課題に対し、それぞ

れの役割を見事に果たせる町を目指しております。町も世界も規模は違いますが、目

指すところは同じです。行政といたしましては、総合計画に基づく様々な施策をＳＤ

Ｇｓと照らし合わせ取り組んでいくことが重要であると考えております。 

 今後もＳＤＧｓの国や県の事業を活用するとともに、民間などとも連携しながらＳ

ＤＧｓを含めた目標の達成に向けて総合計画を進め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）   大崎昭一議員。 

○１番（大崎 昭一君）   我が町の総合計画前進のために、このＳＤＧｓを照ら

し合わせて、取組をしていくという町長の答弁をいただきました。 

 政府は今年度、地方創生推進交付金を含めた、地方創生予算総額１兆２，３５６億

円、まち・ひと・しごと創生事業費１兆円の予算を付けていると私は認識しておりま

す。さらに、年度ごとに先進的な提案を行った１０の自治体に、自治体ＳＤＧｓモデ

ル事業として、上限２，７００万円の補助金を支給するなどの取組をしているとあり

ます。また本年６月には、まち・ひと・しごと創生基本方針２０２１についての考え

方を出しています。 

 これらのことを踏まえて、自治体ＳＤＧｓ事業を私なりに調査、勉強してみました。

そうしてみたところ、２つの傾向があると私は見ました。一つは、環境保全や町おこ
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し事業で経済活性を図り、雇用と税収を増やし、住民福祉サービスを手厚くしてのま

ちづくりを進めるという方向性のケースであります。いま一つは、ＳＤＧｓをなおか

ぶせて、国の補助金を使い、自治体が負担金を拠出して、管理運営は民間業者に委託

し、自治体の収益はあまり見込めないのではと思われるケースだと私は捉えました。 

 こうして見てみますと、政府推奨のこの自治体ＳＤＧｓ事業には、いわゆる諸刃の

刃的要素があると私は捉えました。そして本町の総合計画は、ＳＤＧｓのまちづくり

の視点を位置付けての発展方法にあるとも私は評価できると考えています。 

 そこで、今、町長のご答弁もありましたけれども、ＳＤＧｓと照らし合わせての今

後施策の推進のみならず、端的に言えば、今申し上げた政府の地域創生予算を東員町

に引き寄せる、そうした政策立案に取り組む、こうした大きなチャンスだと考えるの

ですが、いかがでしょうか。町長のご所見をお尋ねいたします。 

○議長（島田 正彦君）   水谷俊郎町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   我々もそういう考え方の下で、例えばモデル事業だと

かを目指そうという、そういう動きをしているところもあります。ただ、国も地方の

ためですよと言いながら、国もあまり金を出さないような仕組みになっているんです

よ、これね。ですから、本当にそれに乗っていっていいのかなというのが一つありま

す。国の方針にそのまま乗っていっていいのかなと。僕はこれからは国と組むという

ことも大事なことなんですが、私はこれからは企業と組んでいく、今企業も社会貢献

というのをものすごく大事にしています。そういう企業と組んでいくということも非

常に大事な視点ではないかなというふうに思っておりまして、このＳＤＧｓを含め、

いろいろな施策を展開していく中で、企業とのコラボというのも一つの視点として考

えていくことが、これからの我々この小さな自治体にとって大事なことではないかな

というふうに思っております。 

 決して、未来都市だとか、それからモデル事業に参画しないというわけではない。

それを目指していくんだけども、慎重にやっていきたいというふうに思っております。

○議長（島田 正彦君）   大崎昭一議員。 

○１番（大崎 昭一君）   町長の今のご答弁に、私も同感する部分を持っており

ます。先ほども言いましたように、国のＳＤＧｓ事業というものが諸刃の刃的な要素

があると、私もまだまだ勉強不足ですが、そう思っております。多分そういう意味で

の諸刃の刃の危険な方向を町長は心配して、東員町のまちづくりにどう前進しようか

と、こういうふうに受け止めさせていただきました。 

 そこで、本町のこれまでの施策や実績、これはＳＤＧｓというものの提唱以前から、
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大変優れた取組があると、私は勉強すればするほどこのまちの取組を発見いたしてお

ります。いくつもあると思います。その少しですが、一つは環境マネジメントの取組

があります。障がい者の就労生活支援の事業、そしてまた市民活動支援センター登録

の各団体の皆さんの取組、また自治会ボランティアでの資源ごみ回収事業、シルバー

での空き缶回収事業などがあると私は思います。 

 こうした取組みに自治体ＳＤＧｓのスポットライトを当ててみると、政府のＳＤＧ

ｓみらい構想対象事業として、これは先ほど町長もおっしゃったように、私も申し上

げたように、基本的に東員町にとって何がいいのかということをきちんと選択した上

で、ＳＤＧｓ未来構想の対象事業として、既に育て上げられたものがあると、私は認

識するわけです。農業でまちおこし、マメマチプロジェクトもその対象だと私は思い

ます。 

 そこで具体的提案をいたしますが、仮称ですけども、東員町環境ＳＤＧｓ事業プロ

ジェクトを新規に立ち上げて、行政と地域コミュニティが一体となって、今町長もお

っしゃったように、「産官学金労言」というふうに言われています。これまでは、産

官学でしたが、そこに金融、労働、言、メディアですね、これも連携して、協働して

経済活性化に繋げて、総合計画を実りあるものにしていく。こういう内容で経済地域

社会、環境の３側面に調和のとれた企画立案をして、政府が予算を付けている地方創

生事業に参画していく必要があると思うわけです。特に、これからの時代、行政執行

部の企画立案力が今まで以上に重要になると私は予測し、そこに大きな期待をします。

なぜならば、気候災害が頻発する中で、脱炭素社会、グリーン成長戦略、２０５０年

カーボンニュートラル宣言を政府は打ち出し、また、プラスチック資源環境促進法が

来年４月には施行になると、こういう待ったなしの時代を迎えています。 

 我が町の総合計画と、政府推奨の政策をトータルでパッキングして、国の地方創生

予算を活用する施策を住民目線で、ここが大事なんですけども、住民目線で打ち出す

必要性があるとの問題意識を持ちます。そのためにぜひ、企画立案力を今以上に一層

発揮していただきたいと。そのためには町長が司令塔となって、全職員の英知を集め

て、プランニングをしていただく。このことだと思います。このことが我が町の明日

を担う若者世代に果たすべき責務です。いかがでしょう、町長の発展的な所見を求め

ます。 

○議長（島田 正彦君）   水谷俊郎町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   企画立案力、そのとおりだというふうに思っています。

そのためには、情報収集が非常に大切になってくるというふうに思っています。いわ
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ゆるマーケティングですよね。本町のマーケティング、マーケティングって商売だけ

じゃなくて、やっぱり行政をやっていくについてもマーケティングというのは必要だ

ろうと。その正確なマーケティング、しかもできれば、先端を行くような技術だとか、

あるいはそういう情報をいかにしてつかんでくるかということが非常に大事だという

ふうに思っています。その上で、そういうものをいろいろ精査して、政策立案の質を

向上させていくということが非常に大事ではないかなというふうに思っておりますの

で、皆様にもいろいろ情報をまたお寄せいただければありがたいというふうに思いま

すので、よろしくお願い申し上げたいと思います。 

○議長（島田 正彦君）   大崎昭一議員。 

○１番（大崎 昭一君）   そのとおりですね。マーケティングをして調査をして、

勉強、学習をして英知を結集していくと。その情報の一つとして、私は他自治体の取

組を紹介したいと思います。鹿児島県ですね、ちょっと遠いですけども、鹿児島県に

人口約１万３，０００人の大崎町があります。大崎町はＳＤＧｓの提唱以前から、住

民とともに考えるまちづくりとして、行政、住民、企業が連携して、大崎リサイクル

システムで大崎町の町長が先頭に立ってリサイクル事業を行ってきた。そしてリサイ

クル率日本一の町になり、ＳＤＧｓ事業プロジェクトと位置付けて、２０１８年にＳ

ＤＧｓモデル事業を受賞したとあります。外郭ですけども、参考になればと思い紹介

いたします。なお、蛇足ですけども、私の姓は大崎でありますけれども、大崎町とは

何のゆかりもありません。 

 この総合計画は、町民参加で作り上げたとのことでありますね。ここに重点施策、

大切な５つの考えとして、１．健康で暮らせる町。２．子育てがしやすい町。３．稼

げる町。４．協力し合える町。５．人生を豊かにする町とあります。大変すばらしい

ではありませんか、町長。ぜひこのすばらしい総合計画を、早い年度に具体的施策を

練り上げ、実りあるものにする。そのためにＳＤＧｓの位置付けを、政府の地方創生

ＳＤＧｓ事業の段階へとレベルアップして、具体的に早期に取組を前進させましょう。

ということを私はここで提案もし、質問もしているところでありますが、町長の方向

性としては、前を向いていこうというご答弁ですが、今のご答弁を一層前進させてい

く。そのことを町民としては期待しておりますので、その方向性をひとつお示しいた

だきたいと思います。 

○議長（島田 正彦君）   水谷俊郎町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   一つ訂正させていただいてよろしいですか。 

 今のこの総合計画ですけど、町民の参加ではないです。町民が主体となって作られ



8 

たものということで、参加ではなくて、主体ということをお伝えしたいと思います。 

 ＳＤＧｓの未来都市モデル事業についてですけど、我々も今、一生懸命、政策課を

中心に考えておりまして、恐らくこの東員町には、それを目指すためのものというの

はいっぱいあるというふうに思っています。それを主体として、未来都市であったり、

モデル事業というのを考えているわけですけども、それにチャレンジしていこうとい

うところと、先ほど言いました、国だけに頼っていいのかというところと２つありま

して、前向きには捉えて、せっかくの機会ですから前へ向いて取組を進めていきたい

という思いはあります。ちょっとその辺は慎重に今検討をさせていただいております。 

○議長（島田 正彦君）   大崎昭一議員。 

○１番（大崎 昭一君）   前向きに、そして慎重にと、行政のトップに立ってい

ただく方の大変重要な資質だとも思います。ぜひ国を挙げてＳＤＧｓ、これの使い方

を間違えたら大変なことになるという側面も私は今、申し上げております。そういう

ことも含めて、ぜひ執行部の皆さんの英知を結集して、先進事例も含めた中で、東員

町を次の世代に渡していくための取組だと思いますので、町長にはリーダーシップを

とっていただいておりますけども、あえて申し上げますならば、もっともっとリーダ

ーシップを発揮していただいて、総合計画の、今、町民参加ではなくて町民主体と訂

正をいただきました。であるのならなおさら、町民のみんなで作り上げた英知を、失

礼ですけども、絵に描いた餅にならないようにしていただく、そのことが行政の皆さ

んの重要な役割だと、私はあえて申し上げて次の質問に移らせていただきます。 

 ３点目は、交通弱者に安全・安心なまちづくりについて質問をいたします。 

 去る６月２８日に千葉県八街市で下校時の小学生の列にトラックが突っ込み、男の

子２人が死亡という痛ましい交通事故が発生しました。亡くなられた児童、ご家族に

は心からお悔やみとお見舞いを申し上げる次第です。この事故を受けて、過日、政府

は飲酒運転撲滅、道路の安全対策強化を発しました。各自治体、教育委員会は総点検、

安全対策に取り組んでいるとの情報も出ております。道路改修・改良のための補正予

算を９月議会に上程をしていると、こういう自治体もあると聞いております。 

 そこで本町の交通安全教育と、既存の道路の総点検、安全対策についてであります。 

 本町は交通安全宣言の町を発出しており、人身事故発生件数は三重の交通事故とい

う資料によりますと、平成３０年の統計ですが、人口１，０００人当たり１．４６件

とあります。これは県下７番目に少ない状況ですが、引き続き不断の努力が求められ

る課題であります。 

 そこでお尋ねいたします。１．教育委員会は児童・生徒への交通安全教育はどう取
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り組んでいますか。２．町当局は一般町民への交通安全マナー向上にどう取り組んで

いますか。３．通学路の危険リスク未然予防対策をどのようにしていますか。４．経

年劣化での消えた白線、横断歩道、道路の損傷などの改修整備の進捗状況をお示しく

ださい。 

 以上、ご答弁をいただきます。 

○議長（島田 正彦君）   岡野讓治教育長。 

○教育長（岡野 讓治君）   大崎議員のご質問のうち、教育に関する部分につい

てお答えいたします。 

 東員町では、交通安全をはじめとする安全教育の中で、安全に生活するために必要

な知識・技能を身に付けること、安全に生活するための意思決定力・思考力・判断力

を培うこと、自他の安全な生活を実現し、安全な社会づくりに貢献しようとする態度

を身につけることを目標に、安全教育を実施しております。 

 交通安全教育では、各小中学校で警察署や自動車学校等の協力により、交通安全教

室を開催し、交通ルールや、自転車の安全な乗り方、危険予測などについて学んでお

ります。また、小学校では、集団下校前に通学班集会を開き、通学時の交通安全につ

いて、児童同士で話合いを行ったり、集団下校時に教師が付添い指導を行うなど、日

常的・継続的に取組を行っています。中学校では、年度初めに生徒自身で通学路の安

全確認を行うなど、交通安全に対する意識の向上に努めております。 

 次に、通学路の危険リスク未然予防対策につきましては、平成２６年に策定をいた

しました、東員町通学路交通安全プログラムに基づいた対策を行っています。具体的

な危険箇所につきましては、各小学校に設置されました通学路安全推進会議において、

学校区ごとにＰＴＡや安全ボランティアなどからの要望箇所をとりまとめ、東員町通

学路推進会議に提出をします。この東員町通学路推進会議は、関係機関であるいなべ

警察署、三重県桑名建設事務所、町建設課、町民課、学校教育課をメンバーとして年

３回開催し、提出されました危険箇所の対策について協議を行っています。昨年度は

１８か所について要望があり、関係機関がその点検を行い、対策実施内容の決定と整

備を行ってきたところあります。 

 今後も、児童生徒が安心して通学できるよう、交通安全対策に努めてまいりますの

で、ご理解を賜りますようにお願い申し上げます。 

 以上でございます。 

○議長（島田 正彦君）   中村幹人建設課長。 

○建設課長（中村 幹人君）   私からは、交通安全マナー向上の取組と道路の維
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持管理及び改修計画についてお答えいたします。 

 町民への交通安全マナー向上の取組について、でございますが、東員町交通安全推

進協議会とともに、年４回の交通安全運動期間に合わせ、町内２６か所の交差点での

街頭指導及び、町内全域での交通安全啓発パトロールを実施し、商業施設でのチラシ

及び、啓発物品の配布を行い、啓発活動に取り組んでおります。また、員弁地区交通

安全協会、いなべ警察署、いなべ市と合同で主要交差点におけるミルミルウェーブ等

の街頭啓発活動も実施しております。 

 今後も、東員町交通安全推進協議会と共同し、悲惨な交通事故の撲滅に向け、交通

事故防止啓発活動に取り組んでまいります。 

 次に、経年劣化による、消えた白線、横断歩道、道路の損傷などへの対応、改修計

画でございますが、町内には国道、県道、町道と管理者の異なる道路があり、それぞ

れの管理者において維持管理を行っております。路面標示につきましては、「止ま

れ」や「横断歩道」等の交通規制を伴う標示は警察が対応し、「道路側線」や「交差

点のクロスマーク」等の路面標示は管理者が行っております。道路の損傷につきまし

ては、道路パトロールや、住民の皆様からの通報等により修繕を行っております。改

修につきましては、町管理以外の国道・県道は、県に対して要望書を提出しておりま

す。また、町道の改修については、現地確認を行い、早期に実施するのか、計画的に

行うのか判断して対応しているところでございます。 

 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）   大崎昭一議員。 

○１番（大崎 昭一君）   ご答弁いただきました。交通安全対策には、少なくと

も２つの側面が重要と考えます。一つは、人間の心、歩行者、ドライバー、両者の交

通モラルの意識向上への啓蒙、啓発、これが大事だと思います。私は令和２年度の広

報とういん２月号でこの写真を見ました。これは大型トラックが止まって、子どもた

ちが頭を下げてお礼をしている写真なんですけど、この写真を見たときに、私は大変

感動いたしました。ドライバーにも子どもたちにも思いやりと感謝の心、このことに

大切さがあると受け止めたからであります。これは教育委員会が進める１６年一貫教

育プラン、この精神。そして学校での先生の教え、保護者の家庭での日常教育の豊か

さが生徒に行き届いているんだなと、こんなふうに感心したわけであります。こうし

て運転をする側も、運転をしない側も本当に他者を思いやる心というものが、この１

枚の写真にはあると私は受け止めております。そんなことを思った次第であります。 

 ２つ目は、道路環境の問題です。環境の安全性を高めるというハードの部分です。
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町道、県道、国道それぞれ管轄、管理が異なるわけですが、安全な東員町にするため

に、これは行政の執行部の皆さんも、議員の私たちも、町民の皆さんも本当に安全な

町にしたいんだと、するんだということの一致点が求められると思います。 

 私はここで具体的な安全対策として、一つ提案いたします。この写真を見てくださ

い。これは東員町ではありません。よその市町村です。ここでいわゆる歩道と車道の

分離がない道路、狭い通学路を子どもたちが安全にわたる道はここだよと教える標識

だと思うんですね。緑ペンキです。このことを私はぜひ東員町の全ての道路を総点検

していただいて、必要とあるところにはこういった安全対策をとっていただきたいと

いうことを提案いたします。 

 これは心の問題で、学校で家庭で教育するという問題と同時に、子どもたち自らが

毎日歩くという習慣の中で、道路は歩車道分離なんだということを受け止めていく。

そういう観点からも必要な道路管理、対策だと考えますので、いかがでしょうか。こ

の点の取組についてご答弁をいただきたいと思います。 

○議長（島田 正彦君）   中村幹人建設課長。 

○建設課長（中村 幹人君）   お答えさせていただきます。 

 道路の安全対策でございますけれども、教育長からもご答弁ございましたように、

東員町通学路推進会議におきまして、各学校から通学路の危険箇所について改修等の

要望を上げていただいておるところでございまして、こちらにつきまして、改修の方

向でなるべくさせていただくような形で対応をさせていただこうと考えております。 

 また、通学路以外の危険箇所についても、優先度を決めて、対応させていただくと

ころでございます。 

 また、議員ご提案のございました、路側でのカラー舗装でございますけれども、町

内にも中上であったりとか、大木地区内といった通学路に関するようなところで舗装

もさせていただいたところもございます。 

 また、昨年度につきましては、神田小学校の東であったりとか、山田地内でも交差

点を赤く塗ったりしてということで表示もさせていただいてございますので、そうい

ったものについては、通学路推進会議のほうで検討もさせていただきながら、対応を

させていただきたいと思っていますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（島田 正彦君）   大崎昭一議員。 

○１番（大崎 昭一君）   ぜひ、いくつか行政、あるいは組織を運営していくに

は会議というのは大変大切であります。そこで検討する。検討したけどお金がないか

ら駄目だと、こうならないことを求めるわけであります。しばしば町民の方から道路
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の危険性、改修要望が来ております。歩く子どもたちだけでなくて、高校生、中学生、

高齢者の買物にとっても、ひとつ安全対策を、ひとつ予算をきちんと各年度予算化を

図るという位置付けをしていただくことを求めて、次に移ります。 

 ４点目ですが、この質問は既存の道路をどうするかという、私からの問題提起であ

りました。ここで質問することは、町内道路網の課題、対策ということです。 

 東員町都市計画マスタープラン、これは２０１７年に発表されています。これを指

標にして東員町の全体をより良いものにしていく、道路についてもそういう位置付け

になっております。４年経過した現在どうなっているかということであります。この

マスタープランの７７ページでは、道路についての現状、課題を整理し、諸課題解決

に向けての方針を掲げ、１０２から１０３ページでは、道路整備方針を次のように掲

げています。安全に歩け、快適で心地よい道路環境として、新規の道路整備はもちろ

ん、既存の道路においても可能な限り進める。特に主要公共施設や学校周辺など、年

少者や高齢者などのいわゆる交通弱者が多く利用する路線においては、積極的に歩道

の整備に努め、町の主な施設を連絡する歩行者ネットワークを確立するとしています。 

 そこでお尋ねいたします。マスタープランで示す道路網の現状、課題、対策、整備

方針、発表から４年、これはどこまで進んでいるのか、何に取り組んだのか、そして

今後の進捗計画を具体的にお示しいただきたいと思います。 

○議長（島田 正彦君）   中村幹人建設課長。 

○建設課長（中村 幹人君）   大崎議員のご質問にお答えいたします。 

 都市計画マスタープランは、中長期的な視点から町が目指す都市づくりの基本理念

や、理念を実現するための基本方針を明らかにし、総合的かつ計画的に都市づくりを

進める指針となる計画であります。 

 道路整備にあっては、各道路が担うべき機能や役割、そして沿道土地利用の在り方

を含めて十分に検討しつつ整備をしていくことが必要であります。さらに、三重県北

勢地域の都市構造上、本町は多大な通過交通を担うこととなることから、通過型の交

通が町民の交通環境に悪影響を及ぼさないような道路体系を確立していくことも必要

であります。 

 この指針に基づいた具体的な道路整備状況といたしまして、東員インターチェンジ

へのアクセス性を高めるなど、円滑な交通流動を促進するために、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車線化事業や、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間のバイパス工事が県において実施していただ

いております。 
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 また、安全に歩け、快適で心地よい道路環境を創出するために、町道穴太弁天山２

号線歩道整備事業や県による国道４２１号の歩道整備事業及び鳥取沢交差点改良工事

も実施しているところでございます。 

 次年度以降の計画につきましては、現在進行中の事業が複数年に渡り実施されるこ

とから継続して取り組んでいくことになります。 

 いずれにつきましても、町内の主要な道路は国道、県道が多くなっており、円滑な

町内交通を確保するために、県と連携して道路整備を推進してまいりたいと考えてお

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）   大崎昭一議員。 

○１番（大崎 昭一君）   ご答弁をいただきました。 

 このマスタープランでは、本庁を南の地域、南部地域、三和学区ですね。それから

中部地域、神田・稲部学区、そして北部、笹尾西・東・城山というふうに３つの区域

に分けて、その地域事情の特性を分析していると私は捉えました。実際に私が町内の

全域を目視した限りでも、マスタープランが示す道路整備方針の早期実現の必要性を

実感します。計画の遂行のスピードアップが求められます。その中で、今、課長から

答弁もいただきましたが、先ほどの緑色ペンキのプラン、ここは緑色ではないけども、

他の色で整備も着実に行っている箇所があるということでありますが、ぜひ、何より

も子どもたちの安全対策、そして車を運転する側も、車歩道分離の認識を深めるとい

う点で、私はこの緑色ペンキを提案いたしたわけでありますが、町長のご見解はいか

がでしょうか。この点について、よしやってやろうというふうなご答弁をいただきた

いと思いますが、いかがでしょうか。 

○議長（島田 正彦君）   水谷俊郎町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   私の地元、中上では緑色ペンキでカラー舗装されてお

ります。そういう通学路で必要な部分もあるというふうに思いますので、そういうと

ころは点検しながら、そういう対策も取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）   大崎昭一議員。 

○１番（大崎 昭一君）   残り５分となりましたけれども、全体を通して、前向

きに東員町を良くしていくためのご努力をいただくというふうに受け止めさせていた

だきます。 

 先ほども町長は集中と選択が必要だと、財政的な面から含めてということも理解い

たします。そういう中で、例えばこの道路問題、交通安全問題について検討したと、
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その検討の結果、それについては予算がいくらぐらいかかると、どうするかというあ

たりを、ぜひ執行部の皆さんで検討したものを、我々議会にも、こういう検討の中で、

Ａ案、Ｂ案、Ｃ案あると、お金もかかると、どんなもんやろうというような議会への

提案も含めて、一緒に検討していけるようなことが私はすばらしいなというふうに思

っております。 

 財政力という問題も出てきます。しかし私が調べる範囲は東員町の財政力指数とい

うのは、これは令和元年度ですけども、０．７８７、これは三重県下で９番目だとい

うふうにあります。東員町よりも財政力指数が弱いところでも、それなりにいろいろ

工夫して、住民本位の施策を打ち出していると聞いておりますので、財政事情、今、

厳しい、厳しくないという論議ではなくて、どうしたら町を良くできるか、そのため

に町長のおっしゃる集中と選択をして、議会の方とも一緒に知恵を出す、議論をする

ということを求めたいと思います。 

 以上で、本議会での私の質問とさせていただきます。ありがとうございました。 

 


