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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。 

 ７番、三林 浩議員。 

○議長（島田 正彦君）   三林 浩議員。 

○７番（三林 浩君）   おはようございます。三林です。今回の質問は、だれも

が興味を持ち、知りたい内容である本町の将来についてです。 

 本町の大きな変化点は、平成１５年に本町を除く旧員弁郡４町が合併し、翌年には

多度町と長島町が桑名市と合併しました。結果、本町はどことも合併せずに単独運営

で行く道を選択しました。あれから１８年、時代も変わり、環境も大きく変化してい

ます。そんな中、住民から素朴な質問がありました。それは、東員町はどうなるの、

私たちはどうしたらいいの、それを聞いて、今回の質問にしたといっても過言ではあ

りません。まずはその件について答弁をお願いしたいと思います。 

 そして、本町では未来を見据え、あるべき姿とを構想し、その実現のために何をす

べきかを総合的にまとめた第６次東員町総合計画と、人口減少や財政規模の縮小が予

測される中、修繕等が集中しないよう計画的に管理する東員町公共施設等管理計画が

ありますが、今後の進め方はどのように考えていますか。 

 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）   三林議員の質問にお答え申し上げます。 

 議員ご指摘のように、平成１５年１２月１日、旧員弁郡で本町を除く４町が合併し、

いなべ市が誕生いたしました。当然、本町は合併をせず、単独で進むことを選んだ町

でございます。 

 私は当時、現在の職には就いておりませんでしたが、当時の町民の皆様の選択は尊

重いたしておりまして、全国の状況と照らしても、東員町の選択は正しかったのでは

ないかと考えております。月日は流れ、時代は移り変わり、今、日本を取り巻く状況

は、あの平成の合併当時の状況とは大きく変わっております。少子高齢化、頻発する

災害や環境問題、そして今は新型コロナウイルス感染症など、東員町にとっても大変

重い課題でございます。これからの自治体は、こうした課題に対応し、住民が安心し

て暮らせる自立したまちづくりを進めていかなければなりません。 

 こうした中、新たな東員町の指針として策定いたしました第６次東員町総合計画で

は、中心となるものに「健康」を掲げました。「健康」「健全」というものは全ての

基礎となるもので、町民の皆様には、その上でまちづくりなどでの活躍を願っており
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ます。 

 高齢の方から相談を受けられたということでございますけども、総合計画でも掲げ

ましたが、東員町の将来はみんなで創るものであり、町民の皆様には、ぜひ、東員町

のまちづくりに参加していただきたいと思っております。小さなことでも、自分がで

きることに取り組んでいただく中で、みんなで協力することによって人と人との絆が

生まれ、ふるさとに対する誇りと愛着が生まれるのではないでしょうか。 

 こうした町民の皆様、お一人お一人の活躍が、東員町の将来を形作っていくものと

確信いたしております。 

 現在、全国的には人口減少の傾向にありますが、本町では僅かではありますが、人

口は増えております。この状況は、今後しばらくは続くものと考えておりますが、将

来的には、人口構成は確実に少子高齢化に向かっていきます。今でも、公共施設の維

持管理や社会保障費の増加が財政の負担になっておりますが、高齢者人口がピークに

達する、２０４０年問題を考えますと、財政を含めた本町の現状及び将来は、より一

層厳しいものになると予想いたしております。 

 現状での公共施設は、総合文化センターや体育館などの社会教育施設、幼稚園や小

中学校などの学校教育施設、その他多くの施設が老朽化してきております。町民の皆

様が、公共施設を安全にご利用いただけるよう、計画的な施設の修繕や大規模改修な

どが必要でございます。財政負担の面からは、施設の改修が同時期に重ならないよう、

公共施設等総合管理計画に基づき、年間事業費の平準化を図っております。数年前か

ら、行財政改革の一環として、補助金等の見直しを含め、歳出の見直しに着手してい

ますが、今後さらに予算の選択と集中を進める行政運営に努め、財源確保につきまし

ても取り組んでいかなければならないと考えております。子育て世代への支援策を充

実させ、定住人口の増加から町税等の安定的な確保を図ることもその一つと考えてお

ります。 

 また、「稼げるまち」を目指し、６次産業化に適した大豆に着目しての「マメマチ

ＰＲＯＪＥＣＴ」は企業の力を活用した取組であり、こうした企業とのコラボレーシ

ョンは、これからのまちづくりに欠かせない要素だと考えております。 

 いずれにいたしましても、これからの持続可能なまちづくりには、歳入、歳出の両

面から、将来を見据えた具体的な取組が必要と考えております。 

 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、町長から答弁をいただきました。 
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 この６次総合計画、健康が第一、これは私もそう思っております。健康があって初

めて人が思うように働いたりできるのではないのかなと思っております。 

 元に戻りますけども、東員町はどうなるの、これは住民目線なんですけども、当時

は単独で行くというふうに決めたんですが、環境も変わってきております。今後、合

併があるのかどうか。その辺の検討を始めているのかどうか。その辺についてはいか

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）   先ほどの答弁でも言いましたけども、近年の全国的な

状況を見ておりますと、すなわち合併したことによってよかったのか、悪かったのか、

いろいろ指標があると思うんですが、財政的に見ても、それから行政サービスの面か

らも、どちらかというと、合併しなかった方がよかったのではないかという評価を私

はしております。それともう一つ、この東員町を考えたときに、今のところ人口も増

えておりますし、しばらくは単独でやっていけるだけの力はあるというふうに思って

おります。ただし、いろいろな改革、改善というのは必要です。それを不断に行って

いきながら、やはり単独でこのままコンパクトな町で住民サービスにも優れた、特徴

を活かしたまちづくり、こういうものが私は必要だというふうに思っていまして、今

のところ、どこかと合併するということは考えておりません。 

○議長（島田 正彦君）   三林 浩議員。 

○７番（三林 浩君）   今、町長の答弁を聞いて安心しました。と言いますのは、

町長が町長に就任されたときに、平成２３年ですかね、最初に就任されたときに町長

の言葉で、単独でやるということは自分にそういう使命を課されたということで、こ

の先２０年は単独でいけるように頑張っていきたいということもそのときにおっしゃ

っておりました。また、先ほどの補助金の件です。これも就任したときに町長は、い

い悪いは別にして、そういうところにもメスを入れていきたいと、理由としては、や

はり今後財政が非常に厳しくなっていくと、間際で、厳しくなってからよくしようと

しても結構エネルギーも使いますので、早め、早めの手を打っていこうと、そういう

観点からして、私はある一定の評価が得られているのではないのかなというふうに思

っています。 

 ただ、よく行政のほうから財政が厳しいという言葉をよく聞くんですけども、具体

的にどれぐらい厳しく、いつ頃から本当に、厳しさでもランクがあると思うんですね。

ただ厳しいのか、本当に厳しいのか、手が付けられないぐらい厳しいのか、ウルトラ

Ｃの改善を出さないといけないぐらい駄目なのかというところがあると思うんですけ
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ど、その辺についてはいかがでしょうか。 

○議長（島田 正彦君）   水谷俊郎町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   多分、日本中どこでも厳しい状況になっているという

ふうに思っています。その中で東員町を見た場合どうかというと、じゃあもう１年後、

２年後にどこかと合併しなければとても無理だとか、いつかの夕張か、よく出ますけ

ど、そういう状況ではありません。東員町に限っては。ただ、やっぱり今、財政調整

基金なんかも見てみますと、例えば災害に対して十数億円は貯めておかないとならん

という行政の責任があるわけです。何かあったときにそれを出動せなならん。大きな

災害が発生したときにはそれを出動せなならんとか、そういうのがある。そうしたと

きに財政調整基金なんかを見ると、ずっと財政調整基金を出すということは、私が就

任するまではほとんどなかったんですね。ここ数年で、予算を組むときに財政調整基

金を出さなならんという状況が出てきた。財政調整基金というのは、出したり、入れ

たるするものなんです。ですけど東員町に限っては、もう何十年と予算を組むときに

出すということはしてこなかった町なんですね。それぐらい良かったんだと思います。

私が就任する前ですけどね。ですけど、やっぱりご多分に漏れず、だんだん厳しくな

ってきて、財政調整基金を一度充てないと予算が組めないという状況が少し出てきて

いると。これが末期的な状態ではなくて、普通の状態なんですけど、少し厳しくなっ

てきているというふうに考えています。ですから、ここ何年かで大変になるというわ

けではないんですが、やっぱり２０年、３０年を見据えて、この町を単独で、私は単

独でやっていけるというふうに思っています。そのために対策を今からきちっと打っ

ておかないと、そのときがきて慌てても大変なことになるだけなんですね。だから今、

我々がきちっとやらなければいけないことをきちっとやっていくということです。で

すから、歳出に関してもかなり厳しく見ておりますが、これからは、ちょっと言いま

したように、歳入についてもいろいろなことを考えてやっていかなければいけないと

いうふうに思っています。自治体が儲けていいのかというような議論もありますけど、

儲けるんじゃなくて、足らないものをどこかから持ってくるということをこれからや

っていかないと。そのキーワードは、僕はこれからは企業だというふうに思っていま

す。そういう面で、先ほどの企業とのコラボレーションという話をさせていただきま

した。それもきっちりめどをつけていきたいというふうに思っていますので、皆さん

にもご協力をいただ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）   企業との提携ということも、これも町長就任のときに出
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ていた話ですので、やっぱりその辺はぶれていないのかなということで安心はするん

ですけども、否定ではないんですけど、いいことをやろうとしているんですけども、

事業によってはほとんど進まない、進められないのか、進まないのかよく分からない

ですけども、やっぱり住民からするとスピード感がいまいちないのかなというふうに

感じるんですね。だからその辺を、今回、第６次総合計画の中に細かく織り込んでは

あるとは思うんですけども、それもよくよく見ると、書き方だとか載せ方が変わって

いるだけで、第５次総合計画のときにも、私が見る限りは、同じようなことが載って

いるんです。だからその辺が何が問題でできなかったのかなとか、そういうのは必ず

やっているとは思うんですけども、それに対しての対策として、６次でそれを生かし

て達成するためにはどうするかというところら辺がいまいちちょっと、私だけかも分

からないですけど、見えてこないんです。 

 その上で、町長もさっき言っていましたけど、住民の方にお願い、これはよく理解

はできるんですけど、じゃあ具体的にどういうことを私たち住民は街を活性化するた

めに何をしたらいいのかなと、具体的に。どういうタイミングで参加したらいいのか

なというところ、もし具体策があるのであれば、その辺をちょっと聞かせていただき

たいなと。 

○議長（島田 正彦君）   水谷俊郎町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   スピード感がないというのは、実際の話、私も民間出

身ですので、ここへ入ってみて、行政のスピード感がないというのは実感しています、

正直。ただし、外から見ていたときスピード感がないなというのと、入ってからは、

行政ってこんなに手かせ足かせがあるのというのは、正直再認識したというか、ある

んだろうなということは思っていましたけど、こんなにあるのかなという思いがあり

ます。ですから、正直歯がゆい思いをしながら行政運営を今やっています。そこへ持

ってきて、例えばマメマチプロジェクトですけど、本来ならもっと進んでいるはずな

んです。これはコロナなんですよ。コロナのこの影響ってものすごく大きいなという

ふうに思っています。去年やっていることが今やれていないんですね。去年もやって、

本来なら今年はもう稼働しているはずのことがいまだにできていないんです。という

のは、これは企業の話ですけど、売り先のシャッターが全部下ろされている。生産し

ても売り先がない。これじゃあ話になりませんから、これは致し方がないのかなとい

う思いを持っていますが、だからこれは行政のスピード感じゃなくて、いろいろある

んですが、できるだけいろんな問題をクリアしながら、できるだけ早くいろんなこと

をやっていきたいというふうに思っています。当然時間的な制約はあるわけですから、
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できるだけめどをつけていきたいなということはあります。少々の焦りもあります。

ですから、町民の皆さんが大変もやもやしたものを持っていらっしゃるというのは分

からないでもないなというふうに思って、何とか頑張っていきたいというふうに思っ

ています。 

 町民の皆さんにお願いすることは、さっきの答弁でも言いましたけども、自分たち

に何かできることはないかじゃなくて、積極的に、これから地域づくりを自分たちの

手でやっていただきたいというふうに我々は今、提案をしています。地域づくりは、

今まで行政が何かやってくれるんだろうというような状況、意識があったと思うんで

すけど、そうじゃなくて、地域づくりというのは、自分たちの地域を作るのは、自分

たちが暮らしやすい、居心地のいい、そんな地域を作るのは自分たちなんだというこ

とを認識していただいて、自分たちの地域をどう作っていけば、自分たちの居心地が

いいかな、暮らしやすいかな、そこのところをよくお考えいただきたいというふうに

思っています。それについては、なかなか今までやってこなかったので分からないと

いう方がお見えになりますので、我々はプロジェクトチームを作って、地域へお伺い

して、いろんな事案、悩み、いろんな相談を受けながらやっています。これはずっと

続けていこうというふうに思っていますので、分からないというなら、ぜひそういう

チームに相談をいただいて、我々も真剣にその地域づくりに一緒になってやっていき

たいというふうに思っていますので、ぜひお願いし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）   町長の思いは重々理解しているつもりなんですけども、

ただ言葉でいくと町長が言ったことになるんでしょうけど、具体的に目に見えた形で

行動に移す場合、どういうことをしたらいいのか。今、コロナで農業の関係はちょっ

と停滞しておる。確かにコロナでそうかもしれないです。でも、じゃあ他の物件につ

いてどうなのかなと思ったときに、私が感じるのは、できない理由をコロナにして肯

定しているというふうに受け止めてしまっているんですね。それはなぜかといったら、

例えば出前講座だとか、周知の件ですけども、今回せっかく新しく４月に第６次総合

計画の概要版を作って、一応配布はされたというふうに聞いています。それは言い方

がちょっと乱暴ですけども、一方通行だと思うんですね。作ったからこれ配りました

よ、見ておいてください。でも実際は本当に見るのかなという。本当にごくごく一部

の方しか目を通さないし、だったら周知についてもっと違う方法はないのかなと、今

本当に町長がそういう強い思いをしているんであれば、出前講座に行くことはできな

いですけど、今リモートならできるんじゃないのかと、これは提案ですけども、そう
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いう方法もあるのではないのかなと。やっぱりそういうことも使って、自ら見本を見

せていくというのが大事じゃないかなと私は思うですが、その辺についてはいかがで

しょうか。 

○議長（島田 正彦君）   水谷俊郎町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   リモートというのは、なかなか慣れていらっしゃらな

い方が多いし、正直私も、最近リモート会議がいくつか増えていますけど、あんまり

ぴんとこないというか、リモート会議は画面の向こうの反応が分からないんです。

我々、少なくとも私は反応を見ながらいろいろお話をするというのが今までやってき

たことで、反応がないところへ話をしていると、どうなのかなというふうな不安な気

持ちでいつもリモート会議が終わるんです。だからなかなか慣れていらっしゃらない

方が多いのではないのかなと。もし、どこかの地域で画面を通じてそういうことをや

ってくれというような依頼があれば、我々は検討したいと思うし、当然やる方向で検

討していきたいというふうには思います。できれば、コロナを理由にするというあれ

ですけど、コロナがなかったらね、昨日も申し上げましたけど、この総合計画という

のは町民の代表の方に集まってもらって、その方たちが主体で総合計画ができたわけ

ですよ。ですから、その方たち、要するに作ってもらった方たちが、いろいろ説明を、

経緯とか、こういう思いでとか、そういうのを説明していただくのは本当は一番町民

の皆さんに伝わること、行政が一方的にするんじゃなくて、一緒になって説明するの

が一番伝わるのではないかなというふうに思っているんですよ。でもなかなかこれは

コロナで今集まってやれるということがないので、地域の方で、みんなで集まってリ

モートでもいいということであるならば、前向きに検討させていただきますので、も

しそういうお申出をいただきましたら、ぜひやってみたいなと、どんな成果が出るの

かちょっと分かりませんけど、やってみたいなというふうに思っております。 

○議長（島田 正彦君）   三林 浩議員。 

○７番（三林 浩君）   リモートを絶対にやらなあかんということではないんで

すけど、一つの事例として、国の方でもそういう話も出ていましたから、言いたいの

は、お願いではなくて、何か目に見えた形でこうしていこうよというのを示して、そ

れをもって初めて今みたいな議論もできるのかなというふうに私は思うものですから、

そういうやりとりが大事じゃないのかなと、今、初めて私が提案して、町長がそれで

もいいよ、やってほしいよと言ってくれれば行きますよ、そういうのをどうやって周

知を、課題にも上がっていたと思うんです、周知の仕方について。だからそういう話

合いが事前に、具体的な行動としてそういうのが挙げられてくると非常によくなるの
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ではないのかなという思いで今言わせていただきました。後ろの丸山課長がしっかり

メモをしていたので、検討していただけるとは思うですけど。 

 あと、総合計画の中に、一人一人の活躍がこれからの東員町を作りますというふう

に掲げてあります。言葉からすると、一人一人、人口約２万６，０００人、赤ちゃん

から入れればそういうふうになるんですけど、言葉にしたらそういうことなんでしょ

うけど、実際にやろうと思うと非常に大変なのかなというふうに、私は感じたんです。

じゃあどうしたらそういう一人一人が活躍できるようになるのかなということなんで

すけど、自分の経験も含めての話なんですが、私は地元で生まれて、地元で中学まで

行き、高校はちょっと違うところに行かせてもらって、そのときに青年団に入り、青

年団の中で縦社会というのを教えていただいて、横の繋がりも非常に、地域だけじゃ

なくて、町内の青年団活動にも参加させていただいた。それが一つの組織となって、

行政とも連携をとって、若者のこれからをどうしていくんやというふうに、私もそこ

に参加させていただいたことがあります。その後、青年団が２３歳で終わり、２４歳

以降になると、地元の自警消防団、これは２４歳から３３歳と一応当時は決めていま

した。消防団は消防団のやる役目というのも決まっていました。それを基に補助金も

確か出ていたと思います。そういう組織、組織があって、組織の繋がりで、一人でも

多くの人たちが東員町の活性化に、当時は繋がっていったのかなと、それが人口が減

り、若者が外へ出ていってしまっているということで、青年団も人が集まらない、消

防団も人が集まらない、結局それを継いだのは自警、自治体ですか。自治体。若者関

係なしに自治体。自治体を支えているのは、言い方はあれですけど、高齢者で、今の

東員町を作ってこられた方だと私は思っております。それはそれで非常にありがたい

んですけども、結局課題の中でよく出てくる言葉は、担い手がいない。担い手をどう

しようというふうに言われるんですけども、その担い手を作るにはどうしたらいいか

ということは、私はやっぱりそういうある程度の組織、グループというのが必要では

ないのかなと。それも大きく分けて、例えば、ＰＴＡは今あります。ＰＴＡ、それか

ら青年団、消防団、壮年とかいろいろあると思うんですけども、そういう組織を作れ

ば、行政から発信するについても、その組織のトップにお話を持っていき、まとまり

やすくなるんじゃないかなと、私はそういうふうに感じているんですけど、その辺に

ついてはいかがでしょうか。 

○議長（島田 正彦君）   水谷俊郎町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   僕は、根本的なことは、核家族化になってきている。

要するに、個人主義が台頭してきて、そこから社会が変わってしまっているというふ
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うに思っています。昔は家族組織だったわけですよね。その家族組織というのがもう

なくなってきたんですね、完全に。ほぼ完全に。消滅したというか。そこからもう世

の中が変わっています。ですから、決められた、例えば消防団だとか、青年団だとか、

婦人会だとか、いろいろ昔は組織がありました。地区の青年団が連合青年団というか、

そういうのもありました。ですけど、今そういう組織が本当になくなってきている。

もう個人、個人。個人主義ですからばらばらなんですね。ですからそれをじゃあもう

一回昔のように再編できるかというと、まず不可能だろうというふうに思っています。

ですけど、今、例えば市民活動団体、市民活動支援センターに登録されているのが６

０、７０あると思うんですが、それは志を一つにした集まりなんですね。よく血縁、

地縁というのがあるですけど、「志縁」なんですね、志の縁なんですね。それで集ま

っている団体がある。そういう方たちのまちづくりに対する思いというのを、これか

らは一緒にやっていくということが大事なのではないかなというふうに思っています。 

 今は自治会を中心に地域づくりの提案をさせていただいています。これは行政のお

願いではなくて、本来、地域というのは地域が自立して自分たちでその地域を作って

いくという、これが本来の姿なんですね。いろんな団体があったときはそれができて

いたんですよ。ですけど、今言いましたように、もうばらばらになってきているから、

高齢化した自治会だけでは難しくなってきている。自治会の中には組織率が５０％を

割るようなところも出てきているというのは現状なので、もう一回、地域をどう作っ

ていくかというのを、そこに住まわれている皆さん、自治会に入っていようが入って

いまいが、ともかくそこに一緒に住まれていることによる一つの地域共同体ですから

ね。そこでその地域の暮らしやすさだとか、どうしたら自分たちが住みやすくなるか

というのを考えていただきたいというのが今の我々の提案なんです。お願いではない

んです。提案なんです。それは、昔そういうことが地域で自発的に行われてずっとき

た、それを行政がまとめを預かっていたみたいなところがあったんですが、今はそう

ではないということになってきているので、できるだけ自分たちの地域を自分たちで

考えてやってほしいということなんですね。そのために、自治会を中心にいろんな団

体がある、そういうのをまとめて一緒になってその地域のことを考えていただけない

かなということで、今年からプロジェクトチームを作ったと、地域へいろいろお邪魔

して、いろんな話を聞いているというのが実情です。そういう状況でございますので、

我々のお願いではなくて、元の地域づくりの形というのを、元へは戻りませんけど、

そういう自分たちの地域を自分たちで考えていくということをこれからやっていただ

きたいというふうな提案をしているということでございます。 
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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。 

 ６番、大谷勝治議員。 

○６番（大谷 勝治君）   議長、マスクをとらせていただきます。 

 こんにちは、６番、大谷勝治です。よろしくお願いいたします。 

 今、三重県下でも新型コロナ感染拡大のため、緊急事態宣言が１２日まで発令され

ています。今の状況では解除が困難な見通しとなっています。また、コロナのために

日本赤十字社の献血活動も窮地に落ちているとお聞きしております。この状況下の中、

パラリンピックが今月５日に無事、熱戦の幕を閉じました。東員町はパラリンピック

聖火フェスティバル、採火イベントが８月１５日に行われました。子どもたちが火打

石で火をおこし、その火を三重県の火として集火して東京に向けて送り出しました。

身体障がい者の皆さんの頑張りによって、過去最高のメダル数５１を獲得されました。

採火を手伝った私も身近なものと感じて、一生懸命声援を送らせていただきました。

私も大変感動いたしました。 

 それでは、一般質問に入りたいと思います。通告書に従いまして、１．散策路と歩

道の安全対策について。２．コロナ対策。３．最終処分場の管理について、以上３点

について伺います。 

 それでは１番、散策路と歩道の安全対策について、山田溜公園内の一部水路は以前

から地下水などによって土砂の堆積があり、その都度取り除いておりましたが、２０

１９年９月４日の局地的な大雨によって、北山田溜公園の散策路の一部が土砂に埋ま

り、翌年の１２月に改修が行われ、地域住民のフレイル予防と健康増進として、コロ

ナ禍のストレスを受けずに再び使える場となりました。近年、公園にアクセスする歩

道周辺道路において、車の往来が増え、歩道の整備が必要な箇所もあります。例えば、

通行する際、狭くて危険なところなど町全体としての改善策の提示をよろしくお願い

いたします。伺います。 

○議長（島田 正彦君）   中村幹人建設課長。 

○建設課長（中村 幹人君）   大谷議員のご質問にお答えいたします。 

 東員北部山田溜公園の東約２００ｍの城山１丁目入口交差点から公園の東側を経由

して国道４２１号までの区間につきましては歩道が整備され、公園での散策やスーパ

ーへの買物に行かれる方にご利用いただいております。 

 議員ご指摘の交差点から北に約２５ｍの区間につきましては、歩道が整備されてい

ないことから危険であるとのことでございますが、道路幅員も狭いため通過車両が対
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向するのもギリギリであり、歩道を設置する余裕がないのが現状でございます。 

 また、健康増進のためのウオーキングや高齢に伴う免許証の返納者が増加すること

が予測され、歩道設置の必要性については、課題として認識しているところでござい

ます。 

 いずれにいたしましても、交通安全対策については、通学路などを優先的に整備さ

せていただいているところであり、緊急性が高いと判断される箇所から順に整備して

まいりたいと考えております。 

 ご理解賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（島田 正彦君）   大谷勝治議員。 

○６番（大谷 勝治君）   今、東員町、特に私が住んでいるところの城山地区、

あるいは東、西ということにつきましては、高齢者が増えてきております。東員町と

いたしましても、公園ということでかなりあちこちに作っていただいて、そしてその

人たちがウオーキングしたり、買物にその道を利用したりということで、一部生活道

路のような歩道にはなっております。私はこれは高齢者にとっての散歩であり、また

先ほど言わせてもらったように、運転免許証を返納したときにその歩道を利用して、

そして買物をしたり、あるいはその散策路を使って健康増進をしたり、そういうこと

が今後ますます増えてくるのではないかというふうに思いますので、地元の要望など

しっかりと見据えて対応していってほしいというふうに思っています。答弁は結構で

す。 

 それでは次に移ります。コロナ対策について、コロナの情報を住民にはどのような

方法で伝えようと考えていますか。今、新型コロナは猛威をふるい、感染拡大をして

います。コロナの感染症を踏まえた新しい日常の中で、公共施設などの利活用を桑名

市などは検討に入りました。このままコロナが拡大していけば、多くの感染者が出る

可能性があると思われます。対策を伺います。 

○議長（島田 正彦君）   岡本幸宏総務課長。 

○総務課長（岡本 幸宏君）   大谷議員のご質問にお答えいたします。 

 新型コロナウイルス感染症や、ワクチン接種に関しましては、町民の皆様の不安解

消や、正しい情報に基づく適切な行動に繋げるため、常に最新かつ的確な情報発信を

行う必要があると考えております。感染症やワクチンに関しましては、国など公的機

関からの情報だけでなく、根拠に基づかない情報なども多く飛び交っている状況があ

り、町民の皆様には信頼できる情報、正しい情報の選択をお願いするところでござい

ます。 
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 このような中、本町におきましては、町ホームページのトップページの新型コロナ

ウイルス感染症関連情報の中で、町独自の情報発信に加えて、国や公的機関が発信す

る信頼できる情報にリンクするなど、正確な情報発信に努めております。また、急を

要する町からのお知らせにつきましては、町の行政情報メールやツイッターを活用し、

お知らせいたしているところでございます。 

 次に、本町においては、桑名市での検討内容を鑑みますと、閉館となり空きスペー

スとなっている施設は、市町村合併を行っていないことから少ない状況で、桑名市と

同様の手法は適さないと考えておりますが、民間事業者のアイデアやノウハウを活用

していくことは、公共施設の利活用のみならず、非常に重要であると考えております。

どのような手段があるかをこれからも、他市町の民間との連携状況など情報収集に努

め、積極的に研究してまいりたいと考えています。 

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止は、現在、９月１２日までの期間で発出

されている三重県の緊急事態措置の対策に合わせて、かけがえのない命を守るために、

これにしっかりと取り組んでいく必要があると考えます。感染が広がることを防ぐた

めにみんなで取り組んでいくということが大切と考えております。また、新型コロナ

ウイルスの感染が発症した場合には、感染者の症状や病状に応じまして、県の桑名保

健所と連携を図りながら対応いたしておりますので、ご理解をいただきますよう、よ

ろしくお願いいたします。 

○議長（島田 正彦君）   大谷勝治議員。 

○６番（大谷 勝治君）   答弁ありがとうございました。今、本当にコロナとい

うことで、感染が広がっているのが心配ですが、最近は少し下火になったかなとは思

うんですけども、今後、公民連携という話で、桑名市はサウディングという手法を取

り入れまして、官民でそういうものやっていこうと、桑名市はそういったものを使い

ながら運用していこうという、それは今ではなくて、今後のことについて、この新し

い状態というのは、こういう状況ですけども、これが大体いつまで続くのか先が見え

ない。その中で模索するというのは、それは当然のことだというふうに私も思ってい

ます。 

 それで、東員町としまして、今の状況の中で将来にわたってこういう状況が長く続

いたり、全く新しいそういったものに移行せざるを得ないということもあると思いま

すので、そこら辺のお話をお願いいたします。 

○議長（島田 正彦君）   岡本幸宏総務課長。 

○総務課長（岡本 幸宏君）   今、桑名市のサウンディング調査というのに取り
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組まれておるという状況というのを発信いただきまして、桑名市のホームページを拝

見させていただきましてお調べしましたところ、いろんな方面から声を聞く、またも

う少し深掘りしていく、調査をしていくというような意味が含まれておるということ

でございます。そういった方法も勘案しながら、さらにいろんな方法を考えて民間の

力をお借りするという方向でいきたいと考えております。 

 またこのコロナ感染につきましては、やはり単独の市町で施設を対応できるもので

はないと思いますし、やっぱり県単位でそこも協力しながら、そういった大きい範囲

で取り組んでいく必要があると思っておりますので、よろしくお願いしたいと思いま

す。 

○議長（島田 正彦君）   大谷勝治議員。 

○６番（大谷 勝治君）   ありがとうございました。そういうことで、将来にわ

たっての一つのそういうものを今から考えていかなければならないのかなということ

は私も思います。 

 また、新型コロナがこの県の対応、例えば桑名保健所とか、それに附随するような

自宅療養、こういう状況について少しお話を聞きたいと思いますので、よろしくお願

いいたします。 

○議長（島田 正彦君）   中川 賢健康長寿課長。 

○健康長寿課長（中川 賢君）   お答えさせていただきます。 

 今、総務課長の方もお答えさせていただいたように、東員町においてコロナ感染症

の陽性者が発症した場合、県、桑名保健所と連携をとって対応させていただいており

ます。 

 まず、桑名保健所と連携をしながらの在宅療養者が出た場合の対応についてでござ

いますが、今現在の状況といたしましては、少し下火にはなってまいりましたが、や

はり陽性者の中で無症状者、それから軽症者の方の医療施設への入院、それから宿泊

療養所への入所は非常に難しい状況となっております。やはりこの桑名管内でも、大

分下火にはなってきましたが、ピーク時には６００人を超える自宅療養者の方がお見

えになると保健所の方から報告をいただいておりました。 

 実際、在宅療養者が出た場合、自宅で療養していただいている方々には、酸素濃度

を測りますパルスオキシメーター、これを一世帯に一台配布していただいているとい

うことを確認しております。それから、それぞれ保健所の方から自宅療養者に対し、

健康観察を必要に応じて実施していただいております。また、自宅療養者の中で、や

はりその中には食事がとれず点滴が必要な方、酸素療法が必要な方等もお見えになる
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と聞いております。その方々につきましては、医師の指示により訪問看護、看護師さ

んが自宅に訪問して対応をしていただいていると聞き入っております。また、お薬等、

陽性となりますと自宅療養の場合、自宅から出ることができませんので、ご家族の支

援がない場合、薬剤師の方がお薬を届けていただけるとかいう対応も行っていると聞

いております。このような形で、保健所と町も連携をとりながら在宅療養者の方が出

た場合に対応させていただいております。 

 以上でございます。 

○議長（島田 正彦君）   大谷勝治議員。 

○６番（大谷 勝治君）   答弁ありがとうございました。この保健所の体制とい

たしましては、人員を多くとるとか、今、そういう状態ではないんでしょうか。この

時期の保健所の体制として、職員の増強とか、そういう話をお聞きしたいんですが、

よろしくお願いします。 

○議長（島田 正彦君）   中川 賢健康長寿課長。 

○健康長寿課長（中川 賢君）   お答えさせていただきます。保健所の人員確保

につきましては、県の管轄になることから、町の方でお答えするのは難しいところで

はございますが、私どもで把握している範囲内でお答えさせていただきます。 

 県が緊急事態宣言が出たときに発出しております、三重県緊急事態措置、三重県が

実施する対策の中で明記されていますのは、保健所の機能の充実ということで、やは

り保健所の担当者だけでは対応が困難なことから、桑名庁舎の他の部署、職員からも

支援をしていただいている。さらには、県庁本庁からも応援職員をそれぞれの各保健

所に派遣し、対応していただいているということを聞いております。 

 さらに、桑名保健所の状況をお伝えさせていただきますと、やはりこの北勢管内、

桑名保健所管内で発症者が急増している状況もありまして、それぞれの各市町に保健

師の応援要請がございました。本町におきましても、本年１月から月平均しまして７

日ぐらいなんですが、町の保健師を応援職員として派遣をしております。 

 さらに、やはり自宅療養者の方が増えているということで、県の示している資料か

らは、今後、自宅療養のフォローアップセンター、いわゆる医師会とか看護協会、薬

剤師会等の関係団体と連携して、それぞれの保健所にそのようなフォローアップセン

ターを順次設置して、きめ細やかな、療養者に寄り添ったフォローアップができる体

制を作っていくということを聞き入っております。 

 以上でございます。 

○議長（島田 正彦君）   大谷勝治議員。 
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○６番（大谷 勝治君）   ありがとうございました。みんなでこれからコロナ対

策というのは、私らもできるかできないか分かりませんけれども、やっていかないと

大変なことになるのかなというふうに思います。 

 それで、昨日ちょっとテレビを見ていたんですけど、その中で岐阜県のある小学校

で、今までテレワークをやっていたと、テレワークをやっていたんだけども、昨日登

校されたということで、私もその画面を見させていただきましたけど、やはり子ども

たちは、テレワークは大切なんですけども、学校に行くこと、勉強もそうですけど、

そういう雰囲気を味わうことが非常にいいのかなと、子どもたちにとってはいいんだ

けど、そこにはコロナというものが横たわっておりますので、当局としてもジレンマ

があると思うんですけども、ちょっとそういうところで東員町も通常に通っておるの

で、子どもたちは本当にそれはそれでいいのかなと、また家の中にいて、先ほど言っ

たように、在宅医療ということにつきましては、家族がかかったときにじゃあこれを

どうするのかということもあるんですよね。だからそれも踏まえて、こういう状況を

東員町としては作ったのかなと私は思っているんですけども、それを含めて、在宅の

在り方というのをこういう考え方でやっていますよということをもし聞けるなら、そ

こら辺の答弁をよろしくお願いいたします。 

○議長（島田 正彦君）   中川 賢健康長寿課長。 

○健康長寿課長（中川 賢君）   お答えいたします。 

 本来であれば、やはり陽性となった場合、自宅療養ではなく、医療機関、それから

療養できる宿泊施設で対応するのが本来ではあると思います。しかしながら今の感染

状況を見ていますと、下火にはなったものの、まだまだ病院、宿泊療養施設が満床の

状況が続いております。三重県といたしましても資料によりますと、病院の病床数を

増やす、それから宿泊療養所の部屋数も増やすことに努めていただいている。さらに

は、健康管理体制を充実させるために、９月から交代カクテル療法や点滴等が行える

よう、臨時的な医療施設を作っていくというようなことも視野に取組を進めていると

いうことが書かれております。それを期待するとともに、実際に自宅療養者が出た場

合、まずご家族の方にお願いしたいのが、やはり家庭内感染、どうしても増えている

状況でございます。陽性者が出て自宅療養になった場合にできる限り家庭内感染が起

こらないように、部屋を別にする、さらにはマスクをして生活をする、できる限りの

感染拡大の対応をしていただきながら、さらには行政だけではなく、介護サービス事

業所、それから医師会をはじめ、先ほども申しました医療関係者としっかりと連携を

図って、できれば家族だけで支えるのではなく、関係団体、必要な生活支援等、いろ



16 

いろな部署と連携を図って対応してまいりたいと考えておりますので、よろしくお願

いいたします。 

○議長（島田 正彦君）   大谷勝治議員。 

○６番（大谷 勝治君）   答弁ありがとうございました。これから長丁場になり

ますので、そういうことも踏まえて、今後どういうふうなものをやっていくのかとい

うこと。私は一つすごく気がかりなことがあるんです。一生懸命になってこのコロナ

対策というのを各自治体が打ち出しながら、もちろん国もそうです、三重県ももちろ

んそうです。三重県はアフターコロナを見据えたような対策を取るんだということで

やっておられます。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・。 

 それで、今、２万６，０００件のコロナに関する情報が確認されております。ＮＨ

ＫではワクチンＱアンドＡとかが放映されていますが、ＮＨＫがやっているこの中で

こぴナビなどもそのことが私もページを開きましたけど、何がどういうふうな情報が

悪いのかという、ワクチン接種の話もありましたが、これは個々の問題だというふう

に私も思います。ただＳＮＳでこういうようなデマが拡散されている。 

○議長（島田 正彦君）   大谷議員、もう少し簡潔に。 

○６番（大谷 勝治君）   分かりました。ご飯も近いので簡潔にします。 

 デマが拡散されていますので注意が必要であるというふうに思っています。今後、

このような情報に関しても、東員町としてもある一定の検討をよろしくお願いいたし

ます。このことについて少し触れていきたいと思いますのでよろしくお願いします。 

○議長（島田 正彦君）   どなたに質問ですか。 

 岡本幸宏総務課長。 

○総務課長（岡本 幸宏君）   やはり様々な情報がございますので、正確な情報

をお届けするというのが大切であると思います。町のホームページの方で、まず町の

独自の決定事項の発信、それに加えて、国や公的機関、厚生労働省でありますとか、

それから内閣官房、また国立感染症研究所等のホームページにリンクをさせて、そこ

の中でもいろんなＱアンドＡが載っておりますので、そちらの情報をできるだけ手軽

にスムーズにリンクできるように、そういうホームページにしていきたいと思ってお
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ります。よろしくお願いいたします。 

○議長（島田 正彦君）   大谷勝治議員。 

○６番（大谷 勝治君）   そういうすぐに分かりそうなホームページを構築して

いただければありがたいというふうに思います。それでは次の質問に移らせていただ

きます。 

 ３番、最終処分場の管理について。最終処分場の今後の管理と運営方法を伺います。 

 最終処分場の南側はネオポリス団地への外周出口であり、その外周は７ｋｍに及ぶ

グリーンベルトの公共空間に囲まれた環境に恵まれた１万２，３４０人が住む住宅団

地が広がっています。平成２８年９月議会において、最終処分場の今後の維持と管理

について質問させていただきました。そのときの答弁では、笹尾西４丁目の北側出口

の法面まで利用しても１５年ほどで許容範囲を上回る想定であることという答弁をい

ただきました。このたび、最終処分場について、搬入は個人からの依頼による業者搬

入の停止を７月に行ったということなのですが、来年度以降には拡張工事を行う計画

などその見通しについてお尋ねいたします。 

 また、近年、各地で大雨などによる大規模な土砂災害が発生しておりますが、最終

処分場の場内への侵入、安全対策、特に先ほど言わせていただきました土石流、その

他の対応についてお伺いいたします。 

○議長（島田 正彦君）   伊藤正樹環境防災課長。 

○環境防災課長（伊藤 正樹君）   マスクを失礼します。大谷議員のご質問にお

答えいたします。 

 ご質問のとおり平成２８年９月には最長で残り１５年ほどで許容量に達すると見込

んでおりました。その後、延命対策について調査検討を重ねまして、本年５月の全員

協議会でご説明をさせていただきましたが、今年度最終処分場の拡張に伴う変更届出

を三重県に行う予定です。 

 また、本年７月から業者委託による搬入を停止したことにより、まだ２か月間の実

績ですが、最終処分場への搬入量が１０分の１以下に大きく減少しています。拡張分

も含めますと、今後利用できる年数が大幅に延びることが予測されます。 

 今後も、搬入時には綿密なチェックを行いながら、搬入量を把握し処分場の適正管

理と延命化に努めてまいります。 

 ２点目の安全対策につきましては、本町の最終処分場はくぼ地を利用した施設であ

り、現状でも土砂災害などは起こりにくいと考えておりますが、近年の経験したこと

のないような大雨にも耐えられるように、より一層強固なものとするため、国の省令
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による技術基準を遵守した構造により、フェンスなど外部からの侵入防止対策も含め、

拡張に伴う施設再整備計画を本年度に策定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いたします。 

○議長（島田 正彦君）   大谷勝治議員。 

○６番（大谷 勝治君）   答弁ありがとうございました。私も答弁書を頂きまし

たけど、この答弁書の中で平成２８年９月、最長で約１５年ほどということで、私も

個人的にはこの量について算出しました。供用開始が平成４年２月、平成３年やった

んですかね。供用が４年ということで、トータルするとこの平成２８年時点では２４

年か２５年経過していると、こういうところですね。それで今回、平成３年５月とい

うことで、これで大体３０年、それで平成２８年から５年プラス、それを３年経って、

令和３年経って、令和１３年までいくとちょうど１５年ということで、先ほど私がこ

の当時の平成２８年の生活部長の予測というのは非常に合っているなと思って驚いて

おります。 

 今から再質問ということでお伺いします。拡張工事完了後の埋立される容量はおよ

そそのときにどれぐらいになっているですかということをお尋ねしたいんですが、よ

ろしくお願いします。 

○議長（島田 正彦君）   伊藤正樹環境防災課長。 

○環境防災課長（伊藤 正樹君）   お答えいたします。 

 残余量につきましては、おおよそ３万立米になるかというふうに見込んでございま

す。 

○議長（島田 正彦君）   大谷勝治議員。 

○６番（大谷 勝治君）   ありがとうございます。それも含めて、計算上は一緒

かなというふうに思います。その中で、これを使っていかなければいけない。要する

にそのことについては、当時１１万４，０００ぐらいあったものが埋め立てられて、

だんだん縮小してきたと、その中で、これを長年もたせなければいけない。もう開発

もできないよと言われたときに、防災としてはこういうことをやりながら、延命しな

がら、ご努力していくということで、本当に大変だなというふうに思っています。こ

れは最終的に、その当時聞いたときは、その緑地からいくらか満タンになって、そこ

から積み上げていくという話でしたが、その後の計画で、住宅地から大体どれぐらい

の距離をもって、そういう埋立地の方まで配慮されるような埋立地になるかというこ

とで、どれぐらいの距離で法面からも含めてお答えをお願いします。 

○議長（島田 正彦君）   伊藤正樹環境防災課長。 
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○環境防災課長（伊藤 正樹君）   お答え申し上げます。 

 現時点でのおおよその計画でございますけども、住宅地からは５０ｍ以上の距離は

保ちたいかなと考えてございますし、緑地法面化につきましてはおおよそ２０ｍ程度

になるのかなというふうに見込んでございます。 

 以上です。 

○議長（島田 正彦君）   大谷勝治議員。 

○６番（大谷 勝治君）   ありがとうございます。当初、平成２８年に聞いたと

きには、私もこのネオポリスというところは緑地のグリーンベルトがあって、環境に

非常に優しい、こういう中でそこから立ち上げていく、要するに埋立地がそこからで

きるというのは非常に私としてもこれはどうかなと思っておりましたけど、今の話を

聞きますと、そこからなおかつ５０ｍ奥だよと。そうすることによって、例えば、今

から埋立てをするについても、非常に事前の候補だとかそういうことをいいながら縮

小していくんだろうなと思っております。それで私の予感では、大体３，０００立米、

年間３，０００立米と思っていましたけど、今見ると大体１０分の１になるんだよと

いうことで、いかに今まで埋立てがこういう状態で進んでいたのかなということと、

今この時期に決断されたというのは、本当に私は拍手をもってやりたいと思います。

そうしないと、ちょうど今からの埋立てというのは本当にできなくなる。そこを見越

してそういうことを今提案されたというのは、本当に私としては、あと処分場の使い

方については、いろんな意義があると思いますけども、環境に関しての話になってき

ますので、本当に良い判断だったと思います。 

 それでちょっと時間が押してきましたけど、地下水の検査測定というのはやられて

いると思いますけど、例えば、年にどれだけやるとか、月にどれだけやるとか、そう

いうところももしありましたらお答え願いたいんですが、よろしくお願いします。 

○議長（島田 正彦君）   伊藤正樹環境防災課長。 

○環境防災課長（伊藤 正樹君）   地下水の調査につきましては、省令等に基づ

きまして、現在も行っておりますし、今後も行っていく予定でございますけども、毎

月塩化物イオンの調査を、近隣で井戸を２か所掘りまして調査をさせていただいてお

りますし、年に１回につきましては、ダイオキシン類でありますとか、重金属類等々

２７項目につきまして検査をさせていただきまして、周辺環境への影響につきまして

もしっかりと注視しているところでございます。 

○議長（島田 正彦君）   大谷勝治議員。 

○６番（大谷 勝治君）   どうもありがとうございます。安定５品目ということ
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で、安定はされていると思うんですけど、念には念を入れて、そういう測定もされて

いるということで、私どもも安心しております。 

 もう二、三聞きたいんですけども、処分場の管理体制、運び込まれた土砂、がれき

の量のチェック、これはどのような体制でされるんですか。今までとは違うような体

制で組まれるのかというのは、そこら辺をちょっと知りたいので、よろしくお願いし

ます。 

○議長（島田 正彦君）   伊藤正樹環境防災課長。 

○環境防災課長（伊藤 正樹君）   現在のところ、現地管理人というのは１名体

制でございますけども、これを何とか増強できないかなというようなことも考えてご

ざいます。 

 それでチェック体制としましては、必ず投棄の現場で管理人立会いの上で荷下ろし

をしてもらいます。それで申請書と照らし合わせまして、その廃棄物が申請書どおり

であるのか、種類でありますとか大きさ、分量などもチェックをしてございますし、

鉄筋が含まれるコンクリートにつきましては持ち帰っていただきますし、大きさが５

０ｃｍを超えるようなものにつきましては、小さく砕いていただくようなことも指示

をさせていただいておるところでございます。 

 日々の搬入量を把握しまして、使用年限の見通しを立てまして、もしも使用期限が

短くなるようなことが想定されまして延命化が必要になった場合には、搬入条件を再

度見直すことになりますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（島田 正彦君）   大谷勝治議員。 

○６番（大谷 勝治君）   ありがとうございました。そういう状況でやられるよ

うで信頼はさせてもらいますが、今ちょっと伊藤議員からありましたけど、こういう

土砂災害防止法というのはありまして、私も２０何年だったかな議員になる前に県の

あれをやっておりましたので、一応その辺で確認を取りながらやっております。今、

土砂災害、いろいろ言われますけども、それにはご配慮願いまして、住民が下におる、

要するに下というような言い方は失礼ですけど、緑地の方の１万２，３４０人ぐらい

おります。緑の多いそういう団地ですので、埋立てに関しても十分そこら辺をくみ取

っていただいて、作業なり、騒音なり、そういうことに留意してやってほしいと思っ

ておりますので、よろしくお願いいたします。 

 これで私の一般質問を終わります。ありがとうございました。 

 


