
○議長（三宅 耕三君）      ただいまの出席議員は１６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。 

 １４番、門脇助雄議員。 

○１４番（門脇 助雄君）   ７月の雨の量で、気象庁は全国１７１カ所で観測した結果を

発表いたしました。それによりますと、７月の雨量としては観測史上で最も多いことがわか

りました。九州、あるいは長野県、それらの地方では、平年の３倍を超えた雨量があったと

発表いたしております。その中には避難指示や避難勧告が出て、がけ崩れ、あるいは土

石流、地すべり等で人的被害も出ました。 

今年の梅雨の特徴は、前線が同じ地域に停滞し、長い間、同じ地域で雨を降らせてお

りました。そのため地盤が緩み、土砂災害が発生しやすい状況が続きました。東員町では、

７月１７日、１８日、１９日の３日間で１０７ミリの雨量を観測しております。それらを考え、５

年から１０年に一度は起こり得る洪水に対して、町内を流れる２級河川の整備等の対応

は極めて低く、対応が後手後手に回っております。そうして災害の発生の危険度は極め

て高いのです。 

員弁川、三狐子川、養父川、戸上川、藤川及び山上川、弁天川の下流等は、上流から

運ばれてきた土砂が堆積し、河床はじわじわとせり上がり、雑草が生い茂り、水の流れる

川幅は豪雨時には増水の危険にさらされております。今日までも私は、その２級河川の

河床整備を訴えてきましたが、早急な対応を改めて求めたいと思います。 

 最初に、員弁川左岸、大社橋の西北の町道北大社５３９号線は、約１３０メートルにわた

って決壊し、通行止めになっております。しかも災害発生から何の手当もされずに放棄さ

れたままです。そのために浸食が進み、町道の被害が大きくなっております。なぜ２級河

川であるのに三重県は対応できなかったのか。そして、一般質問提出される前には、わ

かりませんでしたが、国県の豪雨災害復旧工事採択、あるいは災害復旧工事の指定とし

ての補助事業としての取り組みはどうなっているのか、お答えをいただきたいと思いま

す。 

 ２つ目に、三狐子川は東員町中上、桑名市の志知のところでＬ字型に曲がっております。

そのために上流からの大量の土砂が堆積し、川の流れをさえぎっております。その川の

流れをさえぎるがために、その影響は三狐子川の上流に及んでおります。そのため、三

狐子川の上流の堤防は危険水位を超え、さらに枝線の町管理の中小河川、それらは決



壊、あるいは住宅浸水等の恐れが予想され、豪雨時には住民の生活環境に重大な支障

が出ております。お答えをいただきたいと思います。 

 ３点目に、町内の員弁川、三狐子川、養父川、戸上川、藤川及び山上川、弁天川の上

流では、企業、あるいは住宅、さらにゴルフ場、そうして商業施設等の進出によって開発

が進み、地元東員町だけの努力にも限界があります。どちらかというと下流の東員町は、

洪水、あるいは交通事故等の犠牲になっておる。この状態を、県の重点的な取り組み、整

備で、安心・安全の確保を強く要望し、町長の答弁を求めたいと思います。 

○議長（三宅 耕三君）      佐藤均町長。 

○町長（佐藤 均君）   町内の２級河川の整備について、お答えをいたします。 

 まず、員弁川左岸の町道北大社５３９号線の災害復旧工事等の見通しにつきましては、

昨日の木村議員にご答弁させていただきましたとおり、本年４月１１日の豪雨によりまして、

大社橋北詰から員弁川左岸堤防を、いなべ市方面へ通じる町道北大社５３９号線が、１３

０メートル間崩落したことにより、通行止めをさせていただき、この道路を通勤等でご利用

いただいている方々には、大変ご迷惑、ご不便をおかけをいたしております。 

 この豪雨の被害が多県に及んだため、国が災害復旧事業で取り組むこととなり、本町も

災害復旧事業申請を国の災害査定を７月に受け、事業採択されましたので、その必要事

業費を本定例会に補正予算として計上させていただいております｡ 

復旧工事に着手するのは、員弁川の流量が少なくなる１０月中旬ごろを予定し

ており、来年２月末を目途に工事を行いたいと考えております。その間、引き続き

通行止めをさせていただきますので、ご理解とご協力をよろしくお願いをいたしま

す。 

次に、三孤子川の下流で土砂が堆積し、不安感があることにつきましては、三孤子川も

他の２級河川同様、ほぼ流域全域にわたり雑草が繁茂し、部分的に土砂が堆積している

のが現状です｡ 

特にご指摘の、中上地内のＬ字型に屈曲した部分では、その形状から土砂の堆積も多

く、大雨時には水位の上昇が早く、接続する水路の排水の流入が止まりまして、農地等が



冠水をしますので、台風時期も近いことから、その屈曲部分の土砂の撤去を河川管理者

の桑名建設事務所に要望し、先般、撤去をしていただきました｡ 

次に２級河川の上流では開発等が進み、下流の東員町だけが犠牲になっているので、

県の重点的な整備を強く要望することにつきましては、町内を流れる２級河川の上流部で

は、ご指摘のように住宅開発や企業進出が進みまして、山林や農地が減少し、それに伴

い保水能力が低下、大雨の際には流出量が増加し、下流部では急激に水位が上昇、以

前では考えられない、堤防の天端付近まで水が上がることも、しばしば見受けられるよう

になりました｡ 

このような状況では、大雨のたびに危険にさらされ、不安でありますので、河川管理者

である県の桑名建設事務所に対し､河床整理等の安全対策を講じていただくよう、引き続

き強く要望を行ってまいりますので、ご理解を賜りますようよろしくお願いをいたします。 

 以上です。 

○議長（三宅 耕三君）      門脇助雄議員。 

○１４番（門脇 助雄君）   員弁川の砂利は、セメントとまぜて使う骨材としては、全国

的にもまれに見る良質な骨材でございます。そのため、かつての伊勢湾台風の復旧工事

に随分貢献もし、その復旧工事中は、１年間に数千立方メートルが復旧骨材として運び出

されましたが、今は大型公共事業等の縮小で、最近は大手砂利業者もプラントを縮小す

るうわさもあります。 

しかし、ただいま町長の話にありましたように、北勢地方で県の桑名建設部が管理する

２級河川の中で、何といっても主流は員弁川です。この員弁川は、私も子どものころには、

夏休みになりますと、上級生と、昔の大社橋の欄干の上から、大社橋の北詰から飛び込

んで水泳をした、大変懐かしい場所でございます。 

その員弁川は川幅約２００メートルです。しかしどうしたことか、その水の流れるところと

申しますか、昔から左岸沿いです。その河川敷の一部をかりた町道北大社５３９号線復旧

工事には、ただいまのお話にありましたように、国の災害復旧工事の採択になったという

説明です。そうしたら、国から補助金をもらう内訳、そしてこれから災害復旧工事が２級河

川の一部をかりて町道に使っておるということで、いつの時代までも町が責任を持って維

持管理をしていくのか。若干そこいらが、県の２級河川の河川敷であるのに、町が責任を

持って維持管理をしなければいけないのか。その説明を町長に求めたいと思います。 

○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。 

 今回の員弁川の災害の箇所は、員弁川の中でございます。基本的に県としては、河川

の中の道路ということで、県はやりませんと。もともとあの道路は、以前からのダンプ街道

というんですか、砂利を運ぶためにつけられた道路でございます。私も、議員が言われま

したように、県の事業と違うのかと、なぜ東員町がそこを直さんならんのですかということ

で、再三、お願いを申し上げました。基本的に河川内の道路だから、東員町が町道として

認定をしておる。だから当然、東員町が直すべきということで、現在の状況になってまいり

ました。 

ただ、災害として認定されましたので、基本的には、後から補正予算等でご審議いただ

きますけど、町の一般財源というのは、さほど大した額ではございません。しかし、まだそ

の部分はほかにもございますので、どんどんと崩落した場合も、同じように東員町が直し

ていかんならんということから、大変厳しいことだなと思っております。 

私が県の方へ申し上げたのは、そしたら結局は河川の堤防やないというんです。河川

の堤防ではなしに、河川の中という考え方でございますので、そしたら河川の堤防の道路

を県でつくってくださいと。それは県の仕事と違いますか、ということまで言っておるんです

けど、なかなかそこらはまだ具体化されてきておりません。 

 もう一つは、町道を廃止したらどうなるんですかと。町道としての認定をやめた、というこ

とになったらどうなるんですか。当然そうなりますと、地域の皆さんが道路を利用できませ

んので、非常にそれも支障を来します。そして東員町も、上にストックヤードをつくらせても

らいました。 

 いろいろなことから考えて、そんなに私が言うようにはまいらないと思います。そんなこと

で、東員町としては堤防をきちっと県でつくって、そちらへ回っていただいて、河川敷はもう

やめる。そんなことをお願いをしております。 

 一例で申し上げますと、以前に議会の方からご質問が一時あったと思いますけど、ライ

スセンターの前の道路、ライスセンターへ入っていく四日市東員線でしたか、西の道路で

すね。あれは県道です。文化センターの西でございますので。ライスセンターへ東へ向い

ていく部分は、あれから河川へ下がっていくんですけど、あれは町道認定してないんです。

その下で橋が落ちましたね。それは戸上川にかかっている橋なんです。戸上川を渡る橋。

河川敷です。河川の中です。県はあの橋はかけないと。だからいまだにかかっておりませ

ん。たまたま東員町が北へ向いて水道の水源池の方へ、今度は戸上川の左岸へ道路を

つくりましたね。そちらへダンプは今回ってます。だからもう橋をかけなくても、通行には支



障がないわけなんです。県は河川の中に橋というのをかけられない、という考え方でござ

います。 

もう一つは一番東、桑名市との境にあります。筑紫の前です。あれは藤川を渡る橋なん

です。昔、眼鏡橋になっていたと思うんですけど。あれは今通してますけど、私どもが以前

の穴太山城線といった、中上から穴太へ行く道路ですね。非常に車両の大型化と交通量

が多いということで、何とかそれをバイパスなり考えていただきたいということで、その道

路を、員弁川の左岸を星川へ向いて抜いていただきたいということをお願いしましたら、そ

れはできないと。眼鏡橋というんですか、河川にかかっている橋だから、員弁川の中だか

ら、いろうことすらできない、という状況で今のところ来ております。 

そんなことで、非常に納得できない部分もあるんですけど、状況としてはそういうことで

ございますので、ご理解をいただきたいと思います。 

○議長（三宅 耕三君）      門脇助雄議員。 

○１４番（門脇 助雄君）   町道５３９号線、随分、町長も交渉していただいて、県との見

解の相違もあるわけですが、私も昔からあそこは砂利道であり、ダンプ街道、大水が出る

と通れなかった。道路の上を員弁川の水が流れ歩いた道路であるのに、なぜ町が維持管

理をしなければならないのか。随分、疑問点もあるわけですが、幸い、今回は国の災害指

定の採択に乗っかってもらったので、町費の一般財源の持ち出しは少なくなったわけです

が、これからもああいうことが起きると思います。どうか一つ、今回の教訓を生かしていた

だき、これからも河川敷で災害が起きたら、全部国県の補助金で復旧工事が賄えるような

努力も、重ねてお願いをしておきます。 

 続きまして、今回、梅雨前線が停滞し、長い間、雨が降り続きました。そんな中で、河川

はもちろん、急傾斜地にも災害が発生しやすい状況となっております。毎年、災害が来る

以前に、町や県、あるいは警察、消防等で会議が持たれ、前年度のおさらい、あるいは反

省も踏まえて、本年度の水防計画等の対策が立てられ、あるいは取り組みがなされてお

ると思うのですが、そのいきさつもお答えいただきたいと思います。 

 なお、三和地域には多くの急傾斜地があります。私は平成１６年１２月定例会で、民家に

近い山林が崩落している実態を訴え、町長は調査、保全を県に要請していく、との答えで

した。 

そして、町は本年３月３１日で、同僚議員からの指摘もありましたが、立派な地域防災

計画書をつくっていただきました。万一災害が発生したら、国の災害復旧工事の採択、あ

るいは災害復旧工事指定にも、この中に備えはうたってあります。６月定例会で同僚議員



からも質問がありました。この防災マップは、住民の皆さんに抜粋して、最小限の経費で

わかりやすいものをつくって各戸に配布し、周知をしていただきたい。その配布周知はい

つごろになるのか、町長のお答えをいただきたいと思います。 

○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。 

 急傾斜地につきましては、特に長深地域でございますけども、写真等をつけて県の方へ

いろいろお願いをしております。一部クラック等も入っておりますので、その写真をつけて、

補助の関係等お願いをしております。詳しいことは担当の部長の方から答弁をさせます。 

 また、防災マップにつきましても、担当の部長から報告させます。 

○議長（三宅 耕三君）      近藤洋総務部長。 

○総務部長（近藤 洋君）   防災マップの関係でお答えをさせていただきます。 

 門脇議員、防災マップということで言われておりますけれど、総務の方で防災計画の概

要版ということで、今９月定例会に予算化をさせていただいて、それを認めていただき次

第、印刷に入っていくという予定でおりますので、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）      太田利孝建設部長。 

○建設部長（太田 利孝君）   以前から急傾斜地が危険ということでいただいておりま

す長深の方でございまして、県の土木課から来まして、藤田宅の北から分離しておるわけ

でございまして、それが北へ向いての水路が山の方へ入るということで、県の方で早急に

それを寸断して、国道３６５号線の方へ水路をつけかえていただきました。それと町の方と

して、今までの崩落した部分はありますので、ある一定の部分については水路が流れま

すので、その水を西側へ横断をさせて、今、工事をしておる途中でございます。 

 ほかの長深地区の急傾斜地につきましても、最近県でしていただきまして、調査をさせ

ていただいております。 

 以上でございます。 

○議長（三宅 耕三君）      門脇助雄議員。 



○１４番（門脇 助雄君）   急傾斜地の対応についても、県の現地調査があったというこ

とは、該当者の、急傾斜地の下に住んでみえるおうちからの連絡もいただいております。

何とか調査だけに終わらず、工事再開に向けた努力もお願いいたしておきます。 

 なお、員弁川、三狐子川、養父川、戸上川、藤川及び山上川、弁天川、この下流の県の

管理の２級河川の上流には、住宅や企業、あるいはゴルフ場、さらに商業施設等の進出

で、開発が大変進んでおります。先ほどの同僚議員の質問にありましたように、しかし、こ

の山の手入れをする農林業の置かれておる姿は大変厳しく、また、山林業と都市とのひ

ずみが随分出て、山は荒れ放題、山林の手入れに至らず、放棄されたまま、という状態が

続いておるのが現状でございます。 

そのために山林には保水力がありません。いったん水、あるいは洪水被害、土砂被害

等が発生しやすい状況も、なかなかこの対策には、農林業を取り巻く環境の厳しさで、対

応は後手後手に回っております。 

しかし、今は行政にスピードが求められる時代です。それは、土砂災害だけではありま

せん。企業誘致、その他にも当てはまることが多々あります。人口が集中しておりますこ

の地域への優先取り組みを強く要望し、もう一度、町長のお考えをお聞かせいただきたい

と思います。 

○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。 

 いろいろな面で、県の部分につきましては県の方へ要望させていただきたいと思います。

今年に入りまして、県の河川整備戦略と申しますか、そんな動きがございます。 

ただ、２級河川、員弁川を中心に、それの支流、いろいろ要望はさせていただきました。

ところが、大変厳しい。まず県は、員弁川をきちっと改修してから支流ということで、その員

弁川は今現在、坂井橋付近でいろいろなことをやられてみえます。 

ただ、員弁川はもっと東、もっと下が河川が狭まっておる状態で、それを何とか解消した

いということで、これから河川の拡幅というんですか、員弁川のやろうとしているのは、桑

名の東金井と安永付近、鉄道の橋がある付近でございます。その付近の１．２キロメート

ル、桑部稗田から能部増田まで、この部分も非常にネックになっておる。水がはけないと

いうのは、そこで首を絞めておるということで、１．７キロメートル。もう一つは坂井から島田

まで。これもネックであるということで、１．３キロ。これが第一優先だと。そこをきちっとしな

いと、それから上の水はどうにもならないということで、そこをやりますということでござい



ます。それから今現在やっておる西へ向いて上ってくる、ということでございます。この戦

略でいきますと、それが１０年以上かかると思いますので、県が今度の議会ぐらいに公表

されてみえると思います。そんな状況でございますので、大変厳しい状況でございますの

で、ご理解をいただきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（三宅 耕三君）      門脇助雄議員。 

○１４番（門脇 助雄君）   町長も議長も、員弁川改修期成同盟会という、ある会合に出

ておっていただくと思うのです。今のように、桑名市周辺で工事が集中して、なかなか員弁

川の改修も東員町へ向いて上ってこない、というのが現状やそうですが、一日も早く東員

町の員弁川の河川改修工事が実現するよう、お二方に要望もしておきます。 

 続いて、２点目の大きな問題点に移らせていただきます。 

 真夏を告げる恒例となったふれあいフェスティバルは、関係者の格別のご尽力、そして

花火には多くの方々よりご協賛を賜り、見せていただいておる我々は、花火を堪能させて

いただきました。しかし、その花火には、広く協賛、ご寄附を賜りましたが、昨年の２００万

円より落ち込み、今年は１６０万円の協賛、ご寄附がありました。 

 そんな中でご協力していただいております商工会員の方のお話によりますと、広く協賛

やご寄附を賜る中に、医師会や歯科医師会の方も、これからご協力していただきたい。そ

して町は広報８月号に協賛名の紹介をしておるが、プログラムとして、もっと早い事前配

布で、花火に協賛した方々に対してのお礼、紹介を申し上げるべきではないか。今の言葉

でいうと、８月号の広報で賞味期限が過ぎてからでの対応では、ちょっと張り合いがない、

という声も聞いております。 

 しかし、花火は随分お金がかかります。メモリアル花火としてメッセージを会場でアナウ

ンスして、スポンサーとして広く町民に参加していただいたらと思います。 

さらに７月の最終土曜日は、桑名の水郷花火大会とも重なります。さらに今年は四日市

花火大会が復活しました。８月２０日に、今年から四日市花火大会も民間活力を活用して、

初めて大会運営すべてが民間委託となり、大手旅行会社が運営され、有料観覧席も、相

撲のように１マス４人分を７，０００円で売り出され、大変好評であったということも伺ってお

ります。 

 ふれあいフェスティバルは本年で第２０回の節目の年でした。しかし２０年前と比べると、



地球温暖化が大変進み、夏休みに入った７月下旬の土曜日の夜は蒸し暑い時期です。イ

ベントの内容、あるいは関係者の疲労、盛り上がり等を考え、もう少し遅い時間からの始

まりを。そして今は補助金として８００万円、すべて税金を使ったイベントです。抽せん会の

あり方、民間委託等々見直しも考慮に入れた町長のご所見を求めたいと思います。 

○議長（三宅 耕三君）      佐藤均町長。 

○町長（佐藤 均君）   門脇議員の、ふれあいフェスティバルの民間委託の考えは、に

つきまして、お答えを申し上げます。 

 第１点目の、企業協賛によります花火大会は、フェスティバル企画の中でも、町民の多く

の方から喜ばれております。この花火大会の経費につきましては、町内の商工業者をは

じめ、町外一般企業からも運営協議会から協賛金をご依頼し、ご協力をいただいておりま

す。 

 門脇議員のご質問の、医師会や歯科医師会のご協力をお願いしては、また協賛プログ

ラムとして事前配布し、メモリアル花火等を検討しては、とのことですが、フェスティバルの

企画運営につきましては、これまでも運営協議会及び実行委員会によりご決定をいただ

いておりますことから、十分に検討をいただきたいと考えております。 

 次に２点目の、イベント内容、関係者の疲労や開催時間及び経費の見直しについての

ご質問にお答えを申し上げます。 

 フェスティバルの企画・運営につきましては、運営協議会の下部組織であります２１名で

構成する実行委員の皆様のご協力によりまして、４月から１０回程度、実行委員会を開催

し、フェスティバルの詳細な計画・事業の実施をお願いし、無事に第２０回ふれあいフェス

ティバルを終えることができ、感謝を申し上げる次第でございます。 

 ご質問の、フェスティバルの企画・運営方法につきましては、今後、運営協議会の反省

点などをお聞きいたしまして、さらにご検討をいただき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を申し上げます。 

○議長（三宅 耕三君）      門脇助雄議員。 

○１４番（門脇 助雄君）   ふれあいフェスティバルについては、昭和６２年８月から始ま

って、２日間の日程を１６回まで行い、第１７回から１日日程となり、今年は１日日程の４回

目の第２０回を迎えました。学校の夏休みと同時に、各地でいろいろなイベントとの重なり

もありますが、中でも昭和９年、国道１号線伊勢大橋完成記念から始まった、桑名水郷花



火大会、これは４，０００発が打ち上げられ、北勢地方では最大であります。 

 こんな声も聞きました。今年は班長を下りたので、桑名花火大会に行ってきたわな、とい

う声も聞きます。３月定例会で木村議員から、毎年同じ中身ではおもしろくない、実行委員

の人選を考え、楽しい方法を、と提案もあり、町長は実行委員の一部を一般公募で見直し

を図った、との答弁もありました。さらに昨日は、南部議員から民間委託を、との質問もあ

りました。 

中身の問題でございますが、いつも議会の中で話題になります抽せん会、これには一

長一短ありますが、見直していただきたいと思います。 

 もう一度、町長のお答えをいただきたいと思います。 

○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。 

 先ほどご答弁させていただきましたように、実行段階からその上の運営協議会、どういう

ことをやるかとか、そういうことは最終的には運営協議会で決定をされてみえます。ご意

見はきちっとお伝えをさせていただきます。実行委員会の方も、町民の皆さんでしていた

だいております。今年からは観光協会の役員も入っていただいております。そんなことで、

将来的には民間、ということも当然だと思いますけど、いろいろの面で改革をしながら、コ

ミュニケーションとかふれあいとか、そんなようなことは私は必要だと思っておりますので、

いただきましたご意見は会の方へ伝えさせていただきます。 

 よろしくお願いしたいと思います。 

○議長（三宅 耕三君）      門脇助雄議員。 

○１４番（門脇 助雄君）   ７月、８月は夏祭りやイベントが各地で行われます。８月５日

に、隣のいなべ市大安町のヤーヤー祭り、これは毎年実行委員会を公募し、新しい発想

で、行政の関与を少なくして盛大に開催されております。 

そして７月２９日、３０日、いなべ市の北勢町の阿下喜のまちを中心に、２日間にわたり

ます。このようにして新聞折り込みが長深の新聞の中に入ってまいります。その中に先ほ

ど申しました花火の協賛店名、７７口の企業の紹介もあります。その中には、先ほど申し

ました医師会の方の３口の紹介もされております。このようにして、事前にプログラムとし

て、そして、こんな東員町まで宣伝や情報発信もされております。Ｂ４版の裏表カラー刷り



でございますが、どうかこれも参考にしていただきたいと思います。 

 なお、全国的に信仰の厚い比叡山でございますが、比叡山といいますと仏教の最高頂

点で、非常にかたいところと思ったのですが、若者が中心になって、本堂の前でコンサー

トも開かれた。そして、多くの若者がそのコンサートの見物に比叡山を訪れておる、という

新聞記事もございます。時代の変化も感じました。 

どうか本町でも古いセンスにこだわらず、若い、新しい発想の実行委員や運営協議会

の中で、また見直していただき、余りお金をかけずに人を集める方法も検討していただき

たいと思います。 

 町長のもう一度のお答えをいただきたいと思います。 

○議長（三宅 耕三君）      佐藤均町長。 

○町長（佐藤 均君）   お答えさせていただきます。 

 いろいろのご提言をいただきました。その辺をきちっと実行委員会、また運営協議会に

ご報告させていただきまして、よりよい方向を見つけていただくようお願いをしてまいりま

すので、よろしくお願いをしたいと思います。 

○議長（三宅 耕三君）      門脇助雄議員。 

○１４番（門脇 助雄君）   ありがとうございました。 

 


