
○議長（三宅 耕三君）      ただいまの出席議員は１５名であります。 

 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 一般質問を続けます。 

 ３番、藤田興一議員。 

○３番（藤田 興一君）   私からは２点、質問させていただきます。 

 その１点目でございますが、先ほど同僚議員から、類似したような質問が出ております

ので、多少重複すると思いますけども、ご答弁のほど、よろしくお願い申し上げます。 

 町長に対する公約、施策に対しての未達成の対応についてのお考えを、お答え願いた

いと思っております。 

 夕張市は、６３２億円という非常に大きな負債を抱えて、なぜ破綻したのか。自治体は絶

対に破綻しない、という神話が崩れたわけでございますが、夕張市が再建するまでには５

０年前後かかる、というふうにいわれております。そして、この大きな借金が、何ゆえに国、

北海道、そして市議会のチェックができなかったのか、ということが疑問視されておるわけ

でございます。 

 自治体の借金である地方債は、国の許可で発行されます。しかし、２００６年からは協議

制に移行されましたが、まだまだ議会や貸し手側には、政府の補償というような印象が強

く、自治体の財政状況や債務負担能力が問われずに、野放し状況にあったのは事実であ

ります。 

 このような状況の中で、夕張市の場合では、決算書から異常が判断できるのにもかか

わらず放置をし、早期の是正措置も機能しなかった。最近、第二の夕張市を出さないため

に、制度の見直しと、自治体が自立的な再生運営ができるように、ご存じなように、再生

破綻法制が現在制度化されようとしております。しかし、これには賛否両論があるようでご

ざいます。 

このような新たな制度が検討されている折りに、最近の新聞等で、実質公債費比率と

いう、一般住民にはわからない専門用語が掲載されております。同僚議員、行政の方は

十分これをご存じだと思いますが、実質公債比率と類似した用語に、起債制限比率、公

債費負担比率というものがございます。もし間違っていたら、申しわけございませんが、一

般の方に、こういう言葉はほとんどわかりかねると思います。歳入の中で、地方債の元利



償還がどのくらい占めるか。もっと簡単にいうならば、自治体の総収入に占める借金返済

の割合、という意味ですね。平均的に、実質公債比率というのが１５％が危険ライン、１

５％を超えているところは要注意、そして１８％以上になりますと、所轄の都道府県の許可

が必要である、というふうにうたわれております。今回、夕張市が破綻したのは、２５％以

上が財政破綻となるということで、今回の結果を招いたわけでございます。 

１８％以上になった全国の市区町村は２２．２％もある、というふうな情報は得られてお

ります。先日の朝日新聞によりますと、平成１５年から平成１７年の県下２９市町の平均的

な実質公債比率は１０％から１５％までが１５市町ございます。１５％から１７．９％までが

７市町、１８％から２４．９％までが２市町、これは御浜町が１８％で四日市市が２１．６％で

ございます。１０％以下は５市町、いなべ市、９．９％、度会町、７．６％、川越町、７．４％、

菰野町６．３％、東員町６．８％と、非常に優秀といいますか、財政が安定している東員町

でございます。 

 １０％以上の市町を見ますと、なぜこういう公債費比率が上がったか、というのを解釈し

ますと、やはり合併ですね。合併することによって比率がアップした、というふうに考えられ

ております。先ほど言いましたように四日市市は２１．６％。２５％が破綻財政ということに

なってきますので、非常に厳しい、破綻寸前の値である、というふうに伺われます。 

 しかし、では東員町はこの３年間、実質公債費比率がどういう過程で来ているかと言い

ますと、朝日新聞には、先ほど言いましたように、この３年間平均６．８％となっているんで

すけれども、平成１５年度は、実質公債比率は５．８％でございます。平成１６年度は６．

５％。せんだっての町長の提案理由の中で、公債比率は５．９％とか６．９％とかおっしゃ

られましたが、それは別として、新聞に掲載されている６．８％で逆算しますと、平成１７年

度は８．２％になるのではないか、というふうに、私は通告前に計算したもので、多少違い

があるかと思いますが、そういうふうに計算しました。 

 要するに上がってきているわけです。一般の方は、パーセントではわからないと思いま

すが、１人当たりの借金でいくらなんだというふうにしますと、平成１５年度は約１９万円、

平成１６年度は約２０万円強、先ほど言いました８．２％で平成１７年度分を計算しますと、

約２３万５，０００円になると思います。 

よく決算カードとか、そういうものを見ますと、市町の財政がいい悪いは、経常収支比率

とか財政力指数で、ああ、この町は安定しているな、危ないな、ということは判定されると

思いますが、市町で財政がどうかというのは、実質公債比率、起債制限比率とかいうもの

が、一番市町における財政が安定しているかどうかの把握しやすい数値でございます。 



 東員町の場合は、先ほど言いましたように、年々実質公債比率というのは、少しずつで

ございますが上がっていっております。ということは、安定しているようで、決して安定して

はいず、悪い方向へ上昇している、というふうに思われます。 

 そこで、今回の最初の質問になりますが、町長が平成１５年に就任されてから、先ほど

の同僚議員の質問にも、財政は安定している、というようなことを強調されておられますが、

事実は私から言わせていただきますと、多少不安定な状況にあるわけではないか、という

ふうに思っております。 

 そこで、現状の財政等を考慮に入れて、町長が就任後に立てられた公約や施策の未達

成の対応について、町長の答弁をいただきたいと思っております。 

 来年４月に町長選があります。町長の残された任期というのは、あと半年以上でござい

ます。そこで、就任以来、公約や施策をいろいろ立てられました。しかし、この残任期間で

果たしてすべてを解決できるかという確証はございません。８カ月後には次期選挙がござ

います。現職が立候補するのか、新人が立候補するのか、今の段階では全く予想がつき

ません。しかし、現職としての首長の任務は、残された公約や施策を住民が十分に納得

できる形として、平成１９年度の継続事業及び予算計上をすることが、町長に残された住

民に対する説明責任を果たす、ということではないかというふうに思っております。 

 そこで、町長就任以来、多くの施策を挙げられてきましたが、３０項目ほど挙げられてお

ります。集約すると、かなり少なくはなってきます。その中で、平成１５年度から平成１７年

度まで、平成１８年度には町長は新しい施策は立てておられません。平成１５年度、平成

１６年度、平成１７年度について立てられた公約の施策を完うしようと思われて、平成１８

年度分は立てられなかったと思います。 

 そこで先ほどから申し上げてますように、この３年間で町長が立てられた項目、類似事

項も入れまして、３０項目あるわけです。それを先ほど同僚議員も説明されてましたが、言

葉ではなく、挙げられた３０項目を集約されて、今回、東員町行財政検討推進計画という

ものが出されました。その中に、これからの財政のチェックといいますか、バランス、チェッ

ク、アクションという言葉もここにかけておられます。 

プラン（計画）、ドゥ（計画を実施する）、チェック（実施したことを評価する）、私はそこに

チェックだけではなくて、反省しなければならないという意味で、私はＣという言葉を入れさ

せていただきました。そして最後に、そういうものに関して、次の行動へ移るということで、

アクションということがあるわけでございますが、今回の町長に対する質問は、先ほどから

言いました、平成１５年度から平成１７年度まで、平成１８年度も一部かかりますけども、１



項目から３０項目、これを大きく集約されて分類された項目ごとに、マネージメントサイクル

にプロットしていただいて、あと残った公約、施策、これをどういうふうに残された任期の間

にされていくのか。その辺の見解をお聞きしたいと思います。 

 よろしくご答弁のほど、お願いします。 

○議長（三宅 耕三君）      佐藤均町長。 

○町長（佐藤 均君）   藤田議員から、町長就任以来取り組んでまいりました各施策、

事業の状況と対応について、ご質問をいただきましたので、お答えを申し上げます。 

先ほどの伊藤守一議員へのご答弁と重複するところもあるかもしれませんが、お許しを

いただきたいと存じます。 

町長に就任させていただき、福祉、教育、そして公共交通、安心・安全なまちづくり等を

私の基本姿勢として、多岐にわたる事業を進めさせていただきました。事業を進めていく

上で、内容により、短い期間でその達成を見るものや、将来的に果実が熟れるもの、また、

着手から一定期間を経て、検証後、見直しを必要とする事業もございます。  

福祉や教育に関する事業では、達成度をはかることが困難な事業が多い中、財政的に

許される範囲内で積極的に進めてまいりましたし、生活の足として、北勢線の整備にあわ

せ、コミュニティバスの運行を開始させていただきました。これについても、５年間の実証

運行期間があり、この期間内に、さらに利用しやすい運行体系を図る必要がございます。 

将来的に安定したまちづくりを行うために、行財政改革や企業誘致、そして人口増加施

策の展開が重要であると考えるものでございます。 

また、事業を進める上で大きな課題が生れてくることもございます。生じてまいります一

つ一つの課題に対して、全力で取り組みをいたしているところでございます。 

ご質問にございましたとおり、着手させていただきました事業のすべてを、私の残され

た今の任期内に結果を見ることはできませんが、来年の４月に選挙もございます。引き続

き、事業の推進に努力をしてまいりたいと考えております。 

いろいろ公約と施策、述べられました。私は、公約というのは４年間の自分の仕事がし

たい、そんな思いが公約だと思っております。施策は各年度、それは予算に反映されたも

の、所信表明だと思っております。所信表明させていただいたものは、その年の予算とし

て計上をさせていただくもの、そんなことだと理解をしております。ただ、政治と言いますか、



行政は生き物でございます。次から次へと国の情勢とか、いろいろな情勢が変わってまい

ります。そんなことで、全部が全部、その年度で達成できないもの、また継続していくもの、

当然なことでございます。そんなことで、未達成の部分も多々ございます。ただ、公約させ

ていただいた部分は、私は、何点になるかわかりませんけども、きちっとさせていただいた

と思っております。 

そんなことで、残された期間、７カ月余りでございますけども、もっともっと言ってきたこと

が実現になるように努力をさせていただきますので、よろしくお願いをしたいと思います。 

また、起債の関係、公債費といいますか、借金の関係も述べられました。基本的に借金

でございますので、しなければいいんです。借金をしなければ、公債比率も上がりません。

基本的に私は、東員町の場合は、大きな事業はもう済んでおると思ってます。そんなこと

でございますので、災害とか、そういう場合は、起債を起こして借金をすべきと思ってます

けど、そのほかの事業は、できるだけ借金をせずに、自分ところの自主財源でできるもの

を選択をしていく、そんな思いでおります。むちゃくちゃに借金をして、大きな事業をどんど

んやれば、当然その町は大変なことになると思います。そんなことで、取捨選択をして、こ

れからもやっていくべきと思ってますので、どうぞご理解をいただきたいと思います。 

以上でございます。 

○議長（三宅 耕三君）      藤田興一議員。 

○３番（藤田 興一君）   この３月ですか、東員町行財政推進計画の中に、これは２１年

までにやるという目標ですけども、その中に、先ほど私が言いましたマネージメントサイク

ル、これは遅い手法なんですね。先ほど町長はいろいろおっしゃられましたが、私が今言

った、平成１５年度から平成１８年度の初期にかけて、公約はそうか知りませんけれども、

政策に関して、マネージメントサイクル、これに対してどう結果が出たかということを、私は

今回、一般質問の中において通告をさせていただいたわけでございます。そして、やった

か否かを提示していただきたいということを、私は通告の中にも書いております。それが

今、町長の答弁の中には、どうも見受けられない。そういう状況の中で今回立てられまし

た集中改革プラン、果たして実行できるか、というような不安を抱くわけでございます。 

 そこで町長、マネージメントサイクルに実際プロットされましたかどうか、その辺の答弁を

お願い申し上げます。 

○議長（三宅 耕三君）      佐藤均町長。 

○町長（佐藤 均君）   お答えをさせていただきます。 



 行政が一番弱いのは、先ほどのマネージメントだと思います。行政というのは、予算主

義でずっと来ております。決算主義ではないんです。だから、これから決算主義をやらな

いとダメということから、行政評価制度を取り入れる。そして費用対効果を見ていく。そうい

う制度をつくらせてもらうということで、そうしないと行政というのは費用対効果とか、制度

上、そういうものができていないのです。予算をいかに獲得するか、それを主体にやって

きた行政システムでございますので、使ったお金がどうだったのか。その制度を取り入れ

る。それが行政評価ということで出てきておりますので、その制度化をしたいということで、

今一生懸命させていただいておるところでございます。当然それをするということは、費用

対効果が発生をしてくると思ってますので、ご理解をいただきたいと思います。 

○議長（三宅 耕三君）      藤田興一議員。 

○３番（藤田 興一君）   先ほども、同僚議員が選挙絡みのことで質問してますので、

そういう答弁になろうかと思いますが、選挙も絡んでおります。それはそれとして、あと残

された８カ月、私がしつこく質問しておりますように、財政もよく考えていただき、決して東

員町は安全である、というようなことを豪語されることなく、さらに親密に、そして、次期なろ

うがなるまいが、東員町がいつまで単独でいけるのか、そこに話は変わりますけれども、

道州制という言葉も出てきております。その段階で東員町もどう動くんだ、というような長

期の政策の目を、残された８カ月の間に、町長も、もう少し信念というものを出していただ

き、住民に対して、安心である、安全である、という姿勢を見せていただいて、切にそれを

お願いしまして、１問目の質問を終わらせていただきます。 

 ２つ目の質問でございます。建設部長に質問をさせていただきます。 

 降雨量の見直しと洪水ハザードマップについて、質問させていただきます。 

 今年、九州地方には台風１０号による被害が発生いたしました。当町には幸いにも台風

とか豪雨は発生せず、今、稲刈りが無事に行われている風景を見ますと、安堵する次第

でございます。 

 しかし、最近では何十年と災害が発生していない地域でも、想定を超える被害が発生し

ております。 

そこで、東員町は本当に水害に対して万全なる予防や設備が完備されているのだろう

か。そこで私は、当地域、東員町だけではなくて、近郊に予期せぬ雨、というのはどのくら

いだ、というふうにお考えだと思いますが、私の理論でいきますと、１時間当たり６０ミリか

ら１００ミリぐらいの雨が降った場合に、東員町で一番に被害が発生する箇所は、私が東



員町をずっと踏査しました結果、開発された北部の地域周辺だというふうに思っておりま

す。 

なぜなんだろうと。専門的な言葉にもなると思いますが、地形的な構造からいきますと、

在来型は平面的でございます。北面で開発された団地並びにゴルフ場というのは、斜面

で構成されております。さらに雨の受ける量、流域面積が非常に大きい。よって、先ほど

言いましたように、流れる早さというのが当然早いわけです。まして地中に埋設されており

ます、ヒューム管とか塩ビパイプというのは、非常に流れを早くする物品でございます。そ

して、そういう水が一気に、団地、ゴルフ場に設置されてます調整池等に流れていきます

が、これだけの雨が降ると受け付けられない。オーバーした水は、それから下流に設置さ

れている水路、これが断面不足だと。断面不足になれば、オーバーフローして、地域への

冠水となっていくわけでございます。 

 そこで、備えあれば憂いなし、そして安心と安全なまちづくりのために、水害に対しての

質問をさせていただきます。 

前段で申し上げましたように、東員町の北側には、城山、笹尾という大きな団地、そして

西側には桑名国際ゴルフクラブという開発された地域があり、先ほども申し上げましたよ

うに、その開発面積たるものは膨大な面積でございます。ゴルフ場が昭和４１年に開発さ

れました。笹尾の団地は昭和４９年、城山が昭和５７年。それぞれ違う時期に開発されて

おり、開発許可条件も、それぞれ三者三様でございます。ということは統一されてないわ

けでございます。 

昭和の時代、私も土木屋でございますので、わかりますけども、こういう団地とかゴルフ

場を開発するときの１時間当たりの降雨量は３０ミリで設計されております。今は１００ミリ

というふうに聞いております。ただ、市町村によっては条例が多少違いますけども、調べま

すと大抵６０ミリですね。そういう設計条件で開発をされております。 

その証拠に、一番わかりやすいのは、最近、鳥取でミニ開発が行われました。あの水

はどこに行きましたか。旧員弁街道の側溝には流すことができない。よって、別のルート

で水路を改修されました。それはなぜかと言いますと、降る量が、先ほど言いましたように、

６０ミリで計算されたのか、１００か知りませんけど、今の水路へは流されない、というよう

な状況があるわけです。そして、開発された地域の雨水は、調整池、またはため池、そし

て直接水路へ、この水路は流末水路と申しますが、集水・排水されて、今のところ藤川と

弁天川へ流れております。 



 そこで、主に開発地域から流水される雨水対策等について、建設部長に本題の質問を

させていただきます。 

 まず１つ目、時間降雨量を１００ミリに変更した場合、現在の水路や河川改修をする考え

はあるのか。先ほど言いましたように、開発された北部から流れてる水路は、桑名国際ゴ

ルフクラブから、藤川の源流は桑名国際ゴルフクラブの調整池なんですね。僕知らなかっ

たんですけど。そこから流れる藤川までの水路。それから笹尾地域から直接放流している

砂谷川、また同じく笹尾地域から直接放流しております田古田川というんですか、それか

ら三段溜池用水ばけから弁天川までの水路、その改修を考えているのかいないのかが、

まず１問目でございます。 

 ２つ目に、笹尾地区の旧下水処理場東側に調整池がございます。そこは今、調整池どこ

ろか、土砂がたまって、直接雨水が下流へ流れていっている、というような状況でございま

す。この調整池に対する土砂の除去は、どういうふうに考えているのか。また、直接、団地

の中のため池に直接雨水を放流しているところもあります。一番大きいのは笹尾の中部

公園の池でございます。そこへ団地の水は流れております。水が流れるということは、そ

こへ土砂が堆積しております。そういうものの除去もどういうふうにお考えなのか。 

 ３番目に、今言いました１から２、現状維持ならば、大きな災害が起きるわけです。降雨

量を多くした場合の緊急時の対応策を答弁していただきたい。 

 ４番目に、城山の調整池がございます。そこから用水はけを通して放流された水が、東

員病院の西側に砂防ダムがあります。私、現地を踏査して初めてわかったんですけど、結

構大きな砂防ダムなんですね。そこで土砂もたまっております。さらに調整池の用水はけ

から砂防ダムまで自然流下なんです。水路がないんです。ということは、山林や民地を今

削っております。非常に不安定な状況です。これは絶対に早急な対策が必要ではないか

と。あわせて、砂防ダムに堆積された土砂の除去をどうするのか、それもご答弁願いたい

と思います。 

 ５番目に、この３月に地域防災計画ができ上がりました。この中に、水に対しては、災害

の計画等書いてあります。何度も読みましたけど、５番目のハザードマップというのが書い

てありません。これは水防法の改正で、大河川のほか、危険の大きい中小河川も、はんら

んに備え、国や都道府県が浸水想定区域を設け、市町村は洪水ハザードマップをつくり

なさいと。そして雨が降った場合、決壊した場合、こういうところが危険ですよ、というよう

なマップをつくって、それを住民に周知徹底させるように法律化されました。今私が言いま

したように、洪水ハザードマップというのは員弁川を対象にしております。だけど中小河川

も、今言いましたように、洪水の対象になろうと思います。 



そういうことを加味して、今言いました、北部の開発地域から降雨量がふえることへの

対応をどういうふうに考えておられるか。それと、洪水ハザードマップを現在作成されてい

るのかいないのか。そして、もしされてなかった場合、今後どういうふうな作成でやられる

のか。東員防災計画の方にどういうふうに組み入れていかれるのか。 

この５点について、建設部長の所見をお伺い申し上げます。 

○議長（三宅 耕三君）      太田利孝建設部長。 

○建設部長（太田 利孝君）   降雨量の見直しと洪水ハザードマップについて、お答え

をいたします。 

まず、時間降雨量を１００ミリメートルに変更して水路や河川を改修する考え、とのご質

問でございますが、近年の天候の状況から、何十年に一度起り得る災害に備えた改修を

行うことは重要な対策であると思われますが、現時点においては、水路や河川を改修す

ることは考えておりません。 

そこで、緊急時の対応策につきましては、ほかの河川等と同様に、平常時の巡視や保

守などの維持管理を行い、関係機関と協議、連携し、現状機能が損なわれないように努

め、緊急時の対策の一助になるように考えております。 

次に、笹尾地区の下水処理場東側調整池やため池の土砂の撤去と城山調整池下流

の山林の洗掘状況や砂防ダムの土砂撤去等の対策につきましては、それぞれ詳細な調

査を行い、対策が必要な場合は、適当な措置を講じてまいりたいと考えております｡ 

最後に、水防法に対しての対応と東員町防災計画書の見直しにつきましては、水防法

の改正による対応としては、今後、作成を予定しております防災ハザードマップにあわせ、

洪水ハザードマップも作成してまいりたいと考えております。 

また、それに伴い、地域防災計画の見直しが必要な場合、所要の改正を行ってまいり

たいと考えておりますので、ご理解を賜りますようよろしくお願いいたします。 

○議長（三宅 耕三君）      藤田興一議員。 

○３番（藤田 興一君）   先ほどまとめて、笹尾の調整池と、城山の調整池も入るわけ

ですけど、建設部長、調整池というのは、どういう役目でつくられたかご存じですか。調整

池の構造。これは常に水を張ってはいかんのですよ。池の底の方に常時流れてくる少な

い水を出す。そして先ほど言いましたように、この団地は多分３０ミリの降雨量で設定され



てますから、その３０ミリがいっぱいになるまで、それを調整するための池なんですね。そ

れが６０ミリ、１００ミリになったらオーバーするということなんです。 

それが笹尾城山の調整池へ行かれたら、門も閉めっ放し、木もモウモウと繁って、管理

道路へ入っていけないような状況なんです。笹尾の下水処理場の東側の調整池、これも

満杯に土が入って木が生えているんですよ。それを早急に撤去しないと、被害に直結しま

すよ、ということを言っているわけですよ。僕はマムシがおるかもわからんと思って、胴長

を履いて、棒を持って入っていったんですよ。こういう通告があるならば、現状を踏査する

時間があったはずです。それをなぜやらないか。ということは、危険に対して何ら危機感を

持ってないのではないですか。行政自体が。再度お尋ねしますけど、踏査されましたか。

答弁をお願いします。 

○議長（三宅 耕三君）      太田利孝建設部長。 

○建設部長（太田 利孝君）   現場の方には行きまして、現状がどうなっておるかという

ことを見まして、調査については、確かに土砂が堆積しているということでございますので、

そこら辺を含めて、今後、調査に入っていきたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（三宅 耕三君）      藤田興一議員。 

○３番（藤田 興一君）   約束できませんか。そういう危ない状況は早期に撤去すると

か、除去するとか、という答弁をしていただきたいんですよ。答弁できませんか。確約でき

ませんか。 

○議長（三宅 耕三君）      太田利孝建設部長。 

○建設部長（太田 利孝君）   現場を見まして、草の繁茂というんですか、土砂の堆積

とかありますので、調整池については深い部分もありますし、面積も広うございますので、

そこら辺一遍調査をさせていただきます。 

 以上です。 

○議長（三宅 耕三君）      藤田興一議員。 

○３番（藤田 興一君）   とにかく早急なる改修をお願いします。 



 それから先ほどのハザードマップですが、部長もご存じだと思いますが、インターネット

で引っ張り出したんですけど、員弁川だけの対応にしてあります。川南がほとんど水害で

つぶれると書いてありましたね。川北はないということですけど、だけどそれは大きな河川

で県河川でございます。それとあわせて、今、ハザードマップを早急につくるとおっしゃい

ましたけど、今、私が言った開発された地域は、藤川と弁天川に流れているわけですね。

その辺も小河川として、早急にハザードマップをつくって、そして住民にそれを配るという

のは、法的に義務づけられていますので、その辺の対策も早くしていただきたいと思いま

す。 

 それから城山の三段溜池ですが、行政の方から地図をつくってもらったんですけど、三

段溜池の水が藤川へ流れている、というふうな大きなミスがあるわけですね。藤川なんか

に流れてないんですよ。弁天川ですよ。三段溜池の水はアデカの西の側溝を離れ、パチ

ンコ屋の前を通って、北上して、一部、弁天川の改修が残ってますね。ガソリンスタンドの

ところ。あそこへ行くんですよ。藤川へ流れるなんて、どんな管理をしているんですか。 

緊急時にこの水はどこへ流れるんだ、という水の流れる流末をしっかり職員の方も勉強

していただいて、もう少し災害に対する危機感というものを持っていただいて、今言います

ように、ハザードマップは法律で決められたことでございますので、早急なる対応をしてい

ただき、安心・安全なまちづくりという基本にのっとって、よろしくお願いいたします。 

 私の質問はこれで終わらせていただきます。 

 


