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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、執行者側者とも、発言は簡潔明瞭に願い

ます。 

 順番に発言を許します。 

 １３番、三宅耕三議員。 

○１３番（三宅 耕三君）   皆さん、おはようございます。今日、本会議、一般

質問５分遅れました。これは私が監査委員である、その立場で一般質問が可能かどう

かという議論を直前になってある議員の方が申出をして、そしてそのことについて少

し議論が長引いたということで５分遅延してしまいました。心からおわびを申し上げ

たいと思います。 

 今日は町長の政治姿勢について、大きくは４点、衆議院議員選挙結果の受け止め、

そして東員第一中学校移転について、それから東員町の観光事業について、新型コロ

ナワクチンの現状と今後の見通しについてお伺いしたいと思います。 

 まず最初の、衆議院議員選挙の受け止めということで質問をいたします。これは、

答弁書は各担当課が作ることがよくありますけども、この問題については、町長が本

人で自分の考えで述べなければ、職員が関与できるものではありません。個人的な考

え、東員町長としての考え、いろいろあろうかと思いますけども、しっかりとご答弁

をお願いしたいと思います。 

 これまで、三重県におきまして国会議員、つまり衆議院議員選挙が１０月３１日に

行われましたけども、それまでは１区から４区ある中で、地元３区からは衆議院議員

が出ておりましたが、政権政党に就いていないがために、なかなか本町の力になって

いただくことが少なかった。これを肌で感じております。 

 １区では、小選挙区で勝ち抜かれた議員さん。そして２区では小選挙区では負けた

けども比例で復活したという議員さん。そして４区では、小選挙区で勝ったという代

議士の先生方がお見えになりました。ところが、この３区では政権政党を持った衆議

院の議員さんが８連敗中でした。以前は小選挙区で落ちて、そして比例で救われると

いう、その選挙制度の疑問もかなり私自身持っておりました。ところが、この３区か

ら立候補されたこの候補者が、年齢的にも非常に若くて、世代交代を訴えて、以前、

三重県議会議員、そして菰野町長、これを経験された方で私も非常に親しく話をさせ

ていただく仲でありました。よくこの大物がいる３区で戦いを挑んだなというふうに

思っておりました。このことについては、非常に勇敢だったなというふうに思ってい

たわけですけども、確かに小選挙区で９連敗しましたが、比例で復活当選ということ
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で、私はこれまで選挙制度に疑問を持っていたのが、親しい人が当選したということ

で非常にうれしく思いました。勝手なものですけども、そういうことで１０月３１日

に、未明でしたか、比例で復活しましたという連絡が入りましたけども、そういうこ

とで、これからは東員町もいろいろな事業が山積しております。そんな中で政権政党

に就いている議員が一人誕生したということは非常に大きな力になるということで、

心強く思っております。もう早速、地域の要望活動が盛んに行われているということ

を聞いております。桑名市長もいち早く駆け付けて、地域の要望を伝えたということ

でありますけども、東員町長はその辺、今回の選挙結果を受けて、どのように受け止

めておられるのか、ご見解をお願いしたいと思います。 

 続いて、東員第一中学校の移転事業であります。これは１１月１７日に全員協議会

で教育委員会の方からいろいろと説明をいただきました。一通り説明が終わったとこ

ろで質問をしようかと思ったところが、これは特別委員会で協議していることでもあ

るし、また全員協議会で質問をしてしまうと、特別委員会の皆さんに失礼にもなるし、

その特別委員会でこれからも協議をしていただくのでお控えくださいということでし

た。一般質問が今回あるということで、私は通告いたしました。ところが、特別委員

会のメンバーの方も同じように通告をされていました。最初、ちょっと違和感を覚え

たんですけども、恐らく、特別委員会でやっているわけですから、特別委員会でやっ

ているようなことは聞かないだろうと、また真新しいこと、そしていろいろと高所、

大所から見て、さらに深堀りをして聞いていただけるものと大変期待をいたしており

ます。 

 そういう観点で改めてお尋ねをいたしますけども、一中移転の必要性と庁舎前に予

定をしたこの意義とその理念、これをお聞かせいただきたいと思います。そして予算

計画と財源、これはどのようになっているのか、この国からの補助金とかもどれぐら

い見込んでおられるのか、その根拠もお示しいただきたいと思います。 

 この予定となっている用地ですけども、非常にいびつな形になっております。ここ

に校舎を建てて、そしてそれで運動場ができるんだろうかという不安もありますけど

も、その辺についてどうなっているのかお答えをいただきたいと思います。 

 それから開校時期が当初、本当の当初は令和５年、それから令和８年になった。そ

して今回、令和９年の開校ということで、何かこの駅前開発の匂いがしてきたなとい

うような感じもしないではありません。そこで一番心配になるのは地権者へのフォロ

ーですね。これがしっかりなされているのか。この辺をしっかりとお答えいただきた

い、そう思います。 
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 次に、３つ目の観光事業についてであります。今回質問することになったのが、私

の他に観光業界がどうなっているのか、登記簿謄本まで取って、やろうと思えばでき

るじゃないかというような事実を示された方がお見えになりまして、じゃあ一般質問

をしてみようということで、今回するわけですけども、以前も観光協会について質問

をしました。そのときの答弁は、観光協会は総会ができない状態、自然消滅を待つだ

けというようなこともありました。一方で、観光振興会は、町からの補助金を受ける

ことなく自主運営している。こういう答弁で、町長のやる気のなさが前面に出たよう

な答弁でした。今後、観光事業についてのお考えをお伺いしたいと思います。 

 それから最後に、新型コロナワクチンの現状と見通しについてであります。２回目

のワクチンがほぼ終了に近いということで、集団接種会場のイオンの場所がもう閉鎖

されましたね。三重県でも落ち着きを見せて、ゼロという日も何日かあった。その間、

東員町も一部発生したということもありましたけども、１２月からワクチンの３回目

を接種しようとしている、または接種し始めたということでありますけども、そうい

う中にあって、いろいろな都合で、また、お仕事の関係でまだ１回も接種していない

方もお見えになる。それも含めて、この今の現状と今後の見通しについてお答えをい

ただきたいと思います。よろしくお願いします。 

○議長（島田 正彦君）   水谷俊郎町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   おはようございます。三宅議員のご質問にお答えさせ

ていただきます。 

 まず、先の衆議院議員選挙の結果についての私の所見でございますが、野党の力不

足が浮き彫りになった選挙ではなかったかなというふうに感じております。近年の自

民党政権のやり方が、国民に寄り添ったすばらしい政治的運営であるとは考えてはお

りませんが、特に、コロナ禍における戦略は、新規感染者を出さないということだけ

に主眼を置いており、ワクチン接種率が今や世界トップレベルに達しておりますが、

大きな目的である経済正常化ということが放置されたままになっており、特に小さな

事業者には大変厳しい状況にあります。ただ、こうした中でも、野党からの的確な対

案は出てこないという状況だから、今回の選挙結果もいたし方ないのかなというふう

に思います。 

 三重県では、知事であった鈴木英敬氏が４区での当選を果たし、本町のある３区で

は、久しぶりに自民党候補の石原氏が比例復活当選し議席を獲得いたしました。石原

氏とは、彼が菰野町長時代、何かとよく意見を交わしてきた仲なので、とてもうれし

く思っております。これから、石原議員や鈴木議員が、その優秀な才能を活かして、



4 

日本のために、また三重県のために活躍していただくことを願っております。 

 続きまして、東員第一中学校移転事業についてお答えいたします。 

 東員町小中学校適正規模適正配置検討委員会からの提言を受け、平成２９年５月に

教育委員会が、東員町小中学校適正規模適正配置基本方針を策定いたしました。そし

て、老朽化の著しい東員第一中学校の建て替えは急務であり、通学距離の均衡化を考

慮すると移転先は町の中心部が望まれるという視点を示しました。その後、令和元年

には三重大学と教育委員会との共同研究により、東員町学校施設整備基本構想を策定

し、建設場所は総合文化センター北側を計画地とし、町公共施設群の利用を促進する

とともに、教育環境を充実させることを定めております。新・東員第一中学校は、公

共施設群と隣接することで１６年一貫教育プランの仕上げを担う中学校として、行政、

議会、福祉、文化、商業について、体験型学習・プロジェクト型学習が可能となり、

今後の本町の教育の中心的な役割を担うハブ校として整備を行います。 

 次に都市計画についてですが、新・東員第一中学校建設事業は、都市計画法に基づ

く都市計画事業として、県の事業認可を受けて事業を実施いたします。事業認可申請

には、建設計画図面等が必要なため、来年度に実施する基本設計において、計画図面

等を作成し、県へ申請をいたします。また、この事業認可を受けて初めて、税控除の

ある用地取得を行うことができるということでございます。 

 新・東員第一中学校の建設に係る事業費につきましては、現在のところ概算で約５

０億円弱と試算をいたしております。財源につきましては、国庫補助金も見込んでお

りますが、事業費の多くは、地方債、公共施設整備基金に頼ることになります。現在

も厳しい財政状況ですが、今後さらなる全庁的な支出の見直しを行うとともに、本事

業の財源の一部に寄附や、ふるさと納税などを積極的に募る方法などを検討してまい

ります。 

 計画地の面積は、約３,１００㎡ほどで、現・東員第一中学校の敷地面積から２，

０００㎡ほど小さくなります。 

 当初の計画から多少形は変わっておりますが、限られた敷地の中でも効率的に学校

施設を配置することにより、校舎・グラウンドなど、十分な面積を確保できるものと

考えております。 

 基本構想で定める公共施設群の共同利用促進につきましては、武道場は建設せず、

町の施設を併用します。その他の公共施設につきましても、学校の校外学習やイベン

ト、何らかの大会がある場合など、積極的に活用することといたしております。 

 次に開校時期ですが、当初計画では令和５年秋の開校を目指しておりましたが、候
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補地調整の関係に時間を要したことや都市計画事業認可や埋蔵文化財調査に今後時間

を要すると思われることから、令和９年４月の開校を予定いたしてります。 

 最後に移転事業に深いご理解をいただいております地権者の皆様には、事業が遅れ

ることで大変ご心配とご迷惑をおかけいたしております。現在、新・東員第一中学校

建設事業基本計画案を策定しておりますので、年内にも地権者の皆様にご説明させて

いただく予定にしております。併せて、パブリックコメントにより町民の皆様からの

意見も募集をする予定でございます。 

 次に、観光事業についてお答えいたします。 

 国は、観光立国の実現に向けた取組を一層推進するため、国の重要施策として位置

付ける観光立国推進基本法に基づき、積極的な展開を図っております。 

 県におきましても、三重県観光振興基本計画を定め、三重のブランド力を向上させ、

持続可能な観光の実現に向け取組を進めております。 

 本町では、第６次総合計画に基づき、既存の観光・交流施設などの地域資源を活用

した取組を充実させるとともに、新たな地域資源の開発や発信力の強化に取り組むこ

とにより、交流人口や関係人口の増加、本町の知名度向上や稼げる仕組みづくりなど、

町内外に魅力あるまちづくり、地域の活性化を目指しております。 

 本町の観光振興につきましては、平成１８年４月１日に発足した東員町観光協会が

役割を担い、観光行事やイベント企画など、観光振興や観光集客の取組に貢献をいた

だいておりました。しかしながら近年では、組織としての機能が低下し、当協会の運

営・事業等全てが休止している状況にあります。こうした中、平成２９年度に熱意と

実行力を持った若者を中心とした東員町観光振興会が発足し、本町の観光の拠点とな

る中部公園を活用した観光事業などに取り組んでおられます。 

 具体的には、この２年はコロナ禍の影響で中止となっておりますが、中部公園にお

いて、とういんマルシェ、グルメ祭り、コスモス祭りなど、毎年多くのイベントを開

催し、町の魅力をアピールすることや、本町の特産品づくりにも取り組んでいただい

ております。 

 今後の課題としては、稼げる仕組みづくりです。観光とは、集客の多さだけではな

く、いかに稼げるかです。集まっていただいた方々が落としていただけるお金で、資

源の管理や観光振興会の運営ができる、そんな仕組みづくりが必要です。近い将来的

には、中部公園の管理・運営を外部委託することを考えております。観光振興会もそ

の候補の一つですが、そのための条件は観光振興会の自立です。 

 来年、ゴールデンウィーク前に、公園内に小さなカフェがオープンいたします。こ
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のカフェの管理・運営を観光振興会に委託する予定にしております。こうしたことか

ら、力を付けていっていただくことを期待いたしております。 

 続きまして、新型コロナワクチンの関係についてお答えいたします。 

 本町における１、２回目のワクチン接種は、本年４月１９日から町保健福祉センタ

ーで集団接種を開始して以降、５月からは町内各診療所のご協力の下、個別接種も並

行実施しながら接種を進めてまいりました。 

 その結果、１１月２５日現在の数字として、接種の対象となる方のうち８７％を超

える方々が２回目の接種を終えられております。接種率、予約の状況などから集団接

種については、１０月末をもって終了し、現在は未接種の方のうち希望される方に対

し各診療所における個別接種を継続いたしております。 

 ここまで、大きな問題もなく接種を進められておりますことは、接種体制の確保に

対し、多大なご理解、ご協力をいただきました、いなべ医師会ほか医療関係者の皆様

のおかげであり、改めてお礼を申し上げます。 

 ３回目の追加接種につきましては、今月から開始する体制を整え、対象者へのクー

ポン券発送などの準備を進めております。対象者は２回目接種を受けた方となり、２

回目接種終了からおおむね８か月を経過した方から順次クーポン券を発送し、１回の

追加接種を行う予定でございます。接種方法については基本的に事前予約による個別

接種を予定しており、予約は１、２回目接種と同様に、インターネットもしくは予約

コールセンターでの電話予約により受付を予定いたしております。 

 ３回目接種については、現時点で未確定な部分も多くありますが、今後も国からの

通知があり次第、速やかな情報発信に努めてまいりますのでご理解賜りますようよろ

しくお願いを申し上げます。 

 ちょっと訂正です。新しい一中の計画面積ですけど、３，１００と言ったらしいで

す。３万１，０００㎡です。ごめんなさい。訂正をさせていただきます。 

○議長（島田 正彦君）   三宅耕三議員。 

○１３番（三宅 耕三君）   一つずつ、項目ごとに再質問をいたします。 

 衆議院議員選挙の町長の受け止めですけども、政治評論家のようなご答弁をいただ

きました。町長が個人的にどの政党を応援しようが、それをとやかく言うつもりでは

決してありません。ただ、東員町長というお立場ですので、東員町の町益にかなった、

そういう行動をとっていただきたい。桑名市はいち早く駆け付けたということを申し

上げましたが、東員町長は今後、たくさんお金が必要となるであろう事業が控えてお

ります。そういうときに少しでも、せっかくこの地元から政権政党が誕生したわけで
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ありますので、お願いして何とかなるならばやっぱりした方がいい。町長はトップセ

ールスマンであるというご認識をお持ちですか。お答え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）   いろいろと考慮しながらやっているつもりであります。 

○議長（島田 正彦君）   三宅耕三議員。 

○１３番（三宅 耕三君）   ちょっと今の答弁では、私の質問に合っておりませ

んので、もう少し具体的にお答えを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）   反問いいですか。具体的にというのはどういう具体的

なのか教えていただきたいと思います。 

○議長（島田 正彦君）   三宅耕三議員。 

○１３番（三宅 耕三君）   具体的というのは、せっかくこの３区から政権政党

が誕生したわけですから、町長もその代議士の下に駆け付けて、東員町の、例えば中

学校なら中学校の予算でこれだけ必要なんだ、これだけ不足しているんだ、何とかそ

ういう補助金の道はありませんかというお願いに行くことがありますかという、そう

いうことです。 

○議長（島田 正彦君）   水谷俊郎町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   お願いしてぱっと出てくるものなら行くんですが、な

かなか難しいかなというふうなことを思っています、ただ、別にお願いに行けと言わ

れれば別にお願いに行ってもいいんですが、いろいろ教育委員会も努力しながら補助

金の道は探っております。おりますので、今の国の財政状況からかなり難しいのかな

というふうに思っております。ただ、今も言いましたように、お願いして出てくるも

のなら、それは別に行く必要があるのかなというふうには思っております。 

○議長（島田 正彦君）   三宅耕三議員。 

○１３番（三宅 耕三君）   これまでも町長は、国の方に出かけて直接そういう

お願いをしたかどうかは分かりません。お願いをしてこれまでも駄目だったから、今

のような発言になるのか、それとも、今回は経験的にも水谷俊郎町長とよく似た経歴

をお持ちです。三重県議会議員、そして菰野町長という、そういうお立場でありなが

ら、この東員町でもどんな問題があるのかということを随分心配をされております。

県知事選挙のときもそうでしたが、今回もそうです。東員町はなかなか顔を出してく

れないということを聞きました。先ほど言いましたけども、町長はこの町のトップセ

ールスマンという認識をお持ちですか、お答えください。 
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○議長（島田 正彦君）   水谷俊郎町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   私はこの町のために先頭に立って働くということは当

然だと思っています。そのための方策というのは、代議士なりのところへ行くだけで

はなくて、いろんな方策があります。いろんな手を使って今、いろいろな方策を実ら

せるような動きをさせていただいております。自ら先頭に立っていろんな問題に対処

をしていく、これは当然のことであります。 

○議長（島田 正彦君）   三宅耕三議員。 

○１３番（三宅 耕三君）   この問題をいつまでもやっていると時間がなくなっ

てしまいますので、次に行きたいと思います。 

 次に、今言ったような基本構想なんかも私たちはデータでもらっております。その

中に、一中問題です。三重大学と共同研究により東員第一中学校を総合文化センター

北側へ移転しということが載っております。もう神田小学校もパンク状態というふう

に聞いておりますけども、今、三重大学とはそういう関係にないと思います。以前は

校舎の図面もしっかり描いてもらったりという関係であったというふうに思いますけ

ども、今はそういうことではなくなっている。その中で、なぜこの位置が、もう今さ

らどうこう、話だけ聞かせていただければいいんですけど、なぜ庁舎の前にしたのか、

この強い思い、これをもう一度お聞かせいただきたいと思います。 

 それから、予定地でいびつだということを言いましたね。信号の角っこがどうもう

まく用地買収ができていないようで、私たちはどういう認識をもって臨めばいいのか。

というのは、例えばこれからもその方は農業を一生懸命続けていきたいので、これは

どうしても農業のために残さなきゃいかんのだということでお売りいただけなかった

ということなのか。これをずっと放置していますと、例えばその方がどんな方か全然

分かりませんけども、子々孫々の代に、ここは何で空いているんだろうねというよう

な話にはならないのか。そういったときに、逆にその地権者の方を心配するわけです

けども、町長の所感でいいですので、ここはまたお答えをいただきたいと思います。 

 それから７ページに、学習に適した温熱環境を実現するために適切な冷暖房設備を

整備しますとあります。これは一体具体的にどういうことを指しているのか。ちょっ

と嫌な予感がよぎったのは、以前町長が、光冷暖というようなことで発達支援室の方

に設置したということがありましたけども、これは議員の間では非常に不評です。こ

ういうことがないようにと思いますけども、これは具体的にどういうことを計画され

ているのかお答えいただきたいと思います。 

○議長（島田 正彦君）   水谷俊郎町長。 
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○町長（水谷 俊郎君）   位置については、先ほども言いましたように、教育委

員会の方でここということを定めております。教育委員会が決めたことをいろいろ議

論はしたんですが、教育委員会が強い思いを持って、ここだと決めたことについては、

私はそれについて一生懸命やるということでございます。 

 それから、角の空き地につきましては、我々の事業というのは地権者の皆様にご同

意いただいて、提供いただけるということになって初めてできるわけです。どうして

もそれは無理があると地権者の方に言われれば、そこはかなり遅れたのもそういうこ

ともあって遅れているんですが、いろいろ努力したんですが、ご理解をいただけなか

ったということで、もう外さざるを得ないという結論になりました。 

 それから、基本計画の構想に載っているものについては、ちょっと教育長から答弁

をさせていただきます。 

○議長（島田 正彦君）   岡野讓治教育長。 

○教育長（岡野 讓治君）   お答えをさせていただきます。 

 なぜ、一中を文化センターのところへ持ってきたかと、それは私どもがずっと願っ

ていた未来への学びが可能になると、この未来への学びはどういうことかというと、

学校が学んでいることと、それからそれを実生活の中にどう実現していくか、それを

繋いでいくということを今、強力にしなければならないという意識があるからです。

では方法はどうかというと、東員町のここへ持ってくることによって、行政、福祉、

教育もそうですけれども、文化、いろんなものを中学生が実際に体験して、そこにあ

る問題、課題、そういうものをきちんと理解してもらうための一つの方法として、こ

ういうチャンスを活かしたいと思います。 

 前のところに建てば、単なる校舎の建て替えだけです。しかし、いろんなところで

ここへ持ってくることによって、新しい未来への学び、それを実験的にできる。そし

てそれを中心ハブ校としてやっていって、町内のいろんなところに発信したり、全国

に発信をしていきたいなという思いでここに選定をさせていただきました。 

 以上でございます。 

○議長（島田 正彦君）   西村教育委員会事務局長。 

○教育委員会事務局長（西村 隆嘉君）   空調関係のご質問なんですけども、示

させていただいている基本計画案の中で、あそこの中ではエコロジカルという言葉を

使わせていただいていると思うんですけども、それは今、国が２０５０年、カーボン

ニュートラルの達成に向けてという目標を示しております。それに従いまして、私ど

もも省エネ対策がなされて、環境に優しいというような空調を当然導入せんならんと
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思っております。その中に、そういう光冷暖も候補の一つではあろうかと思っており

ます。 

 以上でございます。 

○議長（島田 正彦君）   三宅耕三議員。 

○１３番（三宅 耕三君）   ご答弁いただきました。今から場所がどうのこうの

というつもりは全然ありません。しっかりと地権者へのフォローをさらに積極的にお

願いをしたいという立場であります。ただ、三重大学との繋がりでそうなってという

ことがありましたのでお尋ねをしたということであります。 

 これも話だけですけども、非常に苦労をして用地買収を進めてお見えになるときに、

もしも東側やったら意外と簡単にいけるかも分からんけどなという話もちょっと聞い

たことがありましたので、ちょっとその辺を思い出しまして今言うだけですけど、今

ある理解をいただいた地権者、その方へのバックアップ、フォローをこれからもしっ

かりと進めていただきたいと思います。 

 それから、先月、東京の方に私一人で研修に行ってまいりました。これは議会の議

員定数、そして報酬、政務活動費の使途についてというようなタイトルでありました

けども、話の中で議会に対する思いが非常に深い講師の方で、江藤先生と言われる方

ですけども、この方が私たちに投げかけられました。ほとんど議員でしたからね。皆

さんは、議案の採決の前に眠れますかと聞かれたんですね。私ははっとしまして、採

決というのはもう儀式のように今まで行われているというような慣習もありました。

ところが、今回、中学校問題というのは非常に重大です。本当に財源の面からいって

も大丈夫なんだろうかということも考えたり、これは今通っている中学生が大人にな

って税金を納める頃にその負担もしていかなきゃいかんという、子々孫々にまで負担

をかけるという事実ですね。これを考えたときに、簡単には賛成、反対という問題で

はないな。それからすると、特別委員会のおかれた立場というのは大変重大でありま

す。そういう責任も負っているということであります。 

 それで令和９年開校予定ということでありますけども、町長の一旦の任期は令和５

年の４月ですね。これでずっと町長が、開校まで見届けるんだ、町長という立場でと

いうことだったら、まだ筋も通りますけども、俺もう令和５年４月で辞めるんやとい

うと、非常に無責任に感じます。この時期、町長選挙に向けた町長の強い思い、決意

をお聞かせ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）   まだ先のことは考えておりませんし、今、目の前にた
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くさんの課題があります。これをまずやり遂げるということに今専念をしております。

ですから、ちょっと先のことまではまだ考えておりませんけれども、この一中につき

ましては、私もちゃんと責任はあると思っておりますので、いろいろこれから考えて

行く課題かなというふうに思っております。 

○議長（島田 正彦君）   三宅耕三議員。 

○１３番（三宅 耕三君）   一中問題はまだまだ続くのだよということを念押し

をして、次の再質問に移りたいと思います。 

 先ほど、町長、最初の答弁の中で観光事業について、来年の５月に中部公園にカフ

ェがオープンということを言われました。これは恐らく、木造の、このことではない

のかなと思うんですけども、コンテナですね。コンテナを一条工務店が企業版のふる

さと納税で寄附をしてくれるということなんですけども、これは東員町民に明らかに

なる前に、いなべ市の記事が載りましたね。このときに、いなべ市は一条工務店と、

そしてモバイル建築協会と三社の防災の協定を結んでいるんですね。迅速に対応する

ために緊急的にそのものが必要になるときには手配をくださいというような内容です

けども、いなべ市の場合は、防災が前面に出た話題でした。ところが町長は、防災も

当然視野に入れての話がありましたけども、カフェだけがどうも前面に出過ぎてしま

って、防災が後回しになっているんじゃないのかと。その認識がちょっと甘いんじゃ

ないか、動機が不純じゃないのかなというふうに私は思いますけども、もう少し、町

民の方も恐らくご存じないと思いますので、この防災と観光事業について、そのすみ

分けをどのようにお考えなのかお答え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）   このカフェにつきましては、今ご案内のように、一条

工務店が企業版ふるさと納税で東員町に寄附いただくということでございます。ただ、

一番最初に社長さんが来られて、もともとこのコンテナは何か災害があったときに災

害住宅、あるいは災害に寄与するものとして使うという前提が語られております。平

時については何に利用していただいても構わないということでございます。私どもと

一条工務店との話では、割と小さいものですから、住宅というのには適さないかなと

いうことで、何か事があったときには災害の物資支援の拠点として使うということで

お話し合いをさせていただいております。これが完成間近になり、オープン間近にな

ったときには、一条工務店と災害も含めた協定を結ばなければならないというふうに

考えております。あくまでもカフェという観光が先に出ているのではなくて、災害の

ためのものであるということが前提で、それをカフェとして平時は使わせていただく



12 

ということで合意をいたしております。 

○議長（島田 正彦君）   三宅耕三議員。 

○１３番（三宅 耕三君）   分かりました。ただ、町長がいい話があると持って

くるものが、これまでことごとく失敗しているということが頭をよぎりまして、今回

も大丈夫かなって、つい思ってしまいました。町長が前のめりになるときは、何かあ

るぞという。これは理解を求めるために議員一人一人に話をしていったということで

ありますけども、ぜひ今の防災の考え方は賛同しますので、よろしく進めていただき

たいと思います。 

 最後に、コロナウイルスの関係ですけども、この前テレビを見ていたら、昼にやる

番組ですけども、職員の皆さんはあまり見る機会がないかも分かりませんが、北村義

浩先生という、これはお医者さんですけども、日本医科大学の特任教授もされており

ます。この方が、韓国の話題、なぜ韓国は急にあんなにまたコロナウイルスの感染者

が増えたんだろうということで、８０％近い接種率ということで、これは恐らく東員

町にも新聞に載るときはそうですけども、この接種率は赤ちゃんからお年寄りまで全

員という、この割合でいくと少しパーセンテージは下がっていくのかなと思いますけ

ども、クーポン券を発送した人の接種割合というと、かなり高いものがあるというふ

うで、東員町でもそういう数値を今拝聴しましたけども、その中で、アストロゼネカ、

このアストロゼネカのものというのは、ライセンス契約をすれば各国で製造ができる

ということなんです。これは日本の場合は、何事においてもしっかりとしたものを作

りますけども、恐らく、これは僕が言ったんじゃないですからね。この北村先生が言

われるには、韓国で製造したアストロゼネカのワクチンは非常に精度が悪い。これは

レシピを渡されて料理を作って、自分で食べてうまい、うまいという、そういう感覚

ではないのかなということを言われていました。その中でまた、そういう事例もあり

ました。またオーストリアでは、ロックダウンをして行動制限があって、ワクチンの

証明書なんかも必要となるということがありました。 

 ここでお尋ねしますけども、町長はこの町の責任者として、いち早くワクチンを打

つ義務もあると思いますけども、町長は打たないだけじゃなくて、あのワクチンは遺

伝子を操作されるから体に異常が起きるとかいう、全く、ＳＮＳで間違った情報を流

しているような、そういう感覚のことも聞いたことがありますので、今現在、町長、

あなたはワクチンを打っていますか、いませんか。そしてそのワクチンに対する思い

をちょっとお聞かせいただきたいと思います。 

○議長（島田 正彦君）   水谷俊郎町長。 
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○町長（水谷 俊郎君）   正直申し上げまして、ワクチンを打っておりません。

ただ、なぜ打たないかというのは、分からないからというのは一つ。それともう一つ、

私はインフルエンザのワクチンも打ったことがないんですね。一度も。ワクチンに対

する疑問というのはあります。かつては、今問題になっているＣ型肝炎とか、そうい

うのは集団でいろいろな注射を打ったことによって起こってきている問題があります。

他にもありますね。そういうことで個人的に考えているだけで、ただ、ワクチンにつ

きましては、皆さんがきちっと希望される方は打てるような、そんな体制はきちっと

とっているつもりでございます。決して打つなとも言っていないし、打てとも言って

いない。希望される方にはちゃんとその場を提供する。それも迅速に東員町はやって

いるはずでございます。だから、その件に関しては、個人的な見解ということで、私

は義務はないと思っております。 

○議長（島田 正彦君）   三宅耕三議員。 

○１３番（三宅 耕三君）   義務はないと私も思いますけども、東員町町長とい

う責任ある立場でどうなのかということを考えたときに、やはり打つべきではないの

かと私は思います。ただ町長、ワクチンをインフルエンザも打ったことがないという

ことですけど、本当のことを言えば、私たちも気持ちは楽になります。注射が嫌で嫌

で仕方がない。子どものときは泣きながら逃げ回っていたぐらい注射が嫌いなんだと、

そういうことを聞かせていただければ、ただ単に町長は注射が嫌いなんだということ

で割り切ることができます。そこをちょっとお答えいただきたいと。 

○議長（島田 正彦君）   水谷俊郎町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   確かに注射も嫌いですけど、そういうことばかりでも

ないので、やっぱり自分の考えるところによって行動をしているということでござい

ます。 

○議長（島田 正彦君）   三宅耕三議員。 

○１３番（三宅 耕三君）   分かりました。 

 一通り終わったんですけど、本当は５分遅れたから５分前に終われという声もあっ

たんですけど、もう少しだけ。今、中学校問題とかもいろんなことで教育委員会は苦

労されているんですけど、それまでにこの東員町は部長制を廃止しましたね。ところ

が教育委員会だけは部長とは言わないまでも、局長が部長の役目を果たしております。

非常にフォローしたり、各課を掌握したりという意味では、非常にいい立場にいるな

ということで思っております。この部長制を復活するつもりはないのかと言えば、あ

りませんと、多分したばっかりだから言うと思いますけども、部長制の在り方は悪い
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ことばかりしてない、いい面もたくさんあるのだということをぜひご認識をいただき

たいと思います。 

 そして何度も副町長にも言っておりますけども、定年退職６０になったら職場を変

わらなければいけない、職種をね。この庁内の異動で。責任もなくなる代わりに、非

常にやりがいをもってやれるような仕事になかなか就けない。その中でいろいろなプ

ロジェクトチームも作ったらどうだという提案もしてきました。そのことについては

考えていただいていると思いますけども、なかなか進まないという現状があります。

来年も７人ですね、定年退職があるということで、今、局長の西村局長も来年３月で

定年退職と、これもまた志半ばだと思います。まだ中学校問題が全然解決もしていな

い、恐らく近いうちに予算化もされてくると思います。真剣に取り組まなければいけ

ない矢先に定年退職で変わらなければいけないという事実がある。これを継続する人

が次の課長になってくると、また全部分かっているからいいとは思いますけども、ま

た全然違うところに異動があるということが考えられます。こういうことも含めて、

部長制をとった方が私はいいような気がいたします。 

 そして、職員も考えるところもたくさんありましょう。本当に定年退職でこの職場

を去ったら、次何しよう。一つアドバイスですけど、議会議員、もうちょっと高齢化

していますけど、君たちが入ることによってまた若返りもします。そういう中で皆さ

んに一つ言えるのは、職員から議員になるときは、その職員を一旦リセットして、ま

た議員にチャレンジしていただくといいものができるのかなと思います。これはもう

答弁は要りません。 

 以上で私の一般質問を終わります。 

 


