
○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）   １２月定例会の会期中、突然、予想もしなかった新聞折り込

みでびっくりいたしました。それは、町内商店街の６６店舗が加入しております町商業協同

組合が取り組んでおられた商品券を、１２月１５日をもって発行を停止するとの記事でした。

私たちは８月に福島県矢祭町を視察したとき、税金にもその商品券で対応している、との

話も伺い、委員会の席上で発表した経過もあり、我々の協力の至らなかった点も反省し、

まことに残念なことでございます。 

 それでは、本題に入らせていただきます。 

 県道の重点整備箇所として、東員町内の３路線を決定、あるいは位置づけしておりまし

たが、多度東員線は全然手つかずで、未整備のまま放棄されております。この多度東員

線については、今日まで何回か取り上げてまいりました。今回改めて訴えます。そして１１

月１１日、いなべ警察署交通課のお話によりますと、１月から１０月末まで、東員町内を走

る県道の事故は、人身事故は３８件、物損事故は１１６件、そして年末年始にはさらに事

故も多くなると伺いました。 

 そんな中できのうの朝、長深の駐在所のＴ字路で人身事故が発生し、お一人の方がお

亡くなりになっております。そして１１月１１日、偶然にも、朝、笹尾西４丁目入り口付近を

私は走りました。そしたら大型ダンプカーと乗用車の事故で、乗用車は大破する。人身事

故で、もう少しで砂谷川へ落ち、死亡事故につながるところに偶然出くわしました。 

交差点や、あるいは信号機設置には、昔から聞いております、１人ではダメ、２人死な

ないと、あるいは３人死んだら確実という話も耳にします。それでは余りにも遅過ぎます。 

私は１１月２９日、笹尾西４丁目の自治会長と、安心・安全が共通の思い、あるいは共

通の認識を持って、面談し、話し合う機会がありました。そこで、県道多度東員線は部分

改良でも着手してもらいたい。その中で最初に、桑名信用金庫北の交差点改良工事、平

成１７年には自治会で用地交渉もお願いしておると伺っておりましたが、その桑名信用金

庫北の交差点は通学道路であり、近くには大型店舗もある生活道路でもあります。今日

までの進捗状況を伺いたいと思います。 



 さらに北へ行きまして、４２１号線とゴルフ場の入り口の交差点、これは南北の車線でご

ざいますが、ラッシュ時には先頭の車が右折できない場合、前へ進まず、車の列は墓地

付近を通り越して、数十メートルという長い列が続きます。そして先を急ぎ、無理な突っ込

みをして物損事故の多発地帯です。今なら右折２車線化、右折車専用レーン、右折専用

線の用地も手当できます。用地だけでも先行取得できないか、お答えいただきたいと思い

ます。 

 そして、ネオポリスから多度東員線への入り口は、先にお会いした笹尾４丁目の自治会

の西北の町道ただ一つです。そこは信号もなく、桑名市側へ入ると道路が非常に広くなっ

ておるので、近道ということで、清掃組合付近の曲がりくねった道を走るより楽に走れると

いうことで、朝晩のラッシュ時には多くの車が利用します。しかしＴ字路ですが、安全対策

は、笹尾西４丁目の入り口の反対側にカーブミラーがポツンとあるだけで、注意を呼びか

ける看板、あるいは防犯灯、赤色回転灯の対策もなされておりません。ぜひこれらの対策

を講じていただきたい。 

そして、笹尾西４丁目入り口より北へ２０メートルほど行ったところの道路は、急カーブ

です。非常に道幅が狭く、運転席から見づらい、いわゆる死角になり、事故につながって

おります。改善策を講じていただきたい。 

 さらに県道多度東員線と、あの東側の団地との間を流れる砂谷川は、町管理の河川で

す。堤防ののり面は手入れがされておりません。雑草や雑木が生い茂り、一層見通しを

悪くしております。昔から、山林や堤防の雑木の手入れは、あるいは伐採は、冬の今から

の仕事です。シルバー人材センター等へのお願いをして、町の責任において対応してい

ただきたい。 

 そして、多度東員線は防犯灯がありません。沿道沿いには中電柱があります。その中電

柱を利用した引き落としの防犯灯設置は、機具や工賃も含めて、一つの電灯工事費とし

て２万円で済みます。その２万円の防犯灯は、多くの勤労者や通勤者にどれだけ安心・安

全を与えるか、計り知れません。防犯の面からも早急な手だてをお願いしておきます。 

 重点整備箇所として位置づけされたが、未整備で放棄された、先送り、あるいは手つか

ず、ほったからし、こんなことがありきでは、道路行政不信が起きております。面談した笹

尾西４丁目の自治会長も、再三再四、役場や県に言ってきたが、何の返事も返ってこない。

そんな中で７月９日、私たち議員と町民の皆さんとの語る会の席上で、草刈りをやってくれ

と訴えたところ、非常にタイミングよく実行に移してもらったということで、大変喜んでおら

れた話も伺いました。長期間ほったらかしではなく、いつ、どの時期に、一部分でも着手で

きるか、返答を期待して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）   県道多度東員線の部分改良への着手について、お答えをいた

します。 

まず、桑名信用金庫北側の県道多度東員線と町道との交差点につきましては、ご指摘

のように県道の交通量が多く、特に朝夕の登下校時などは、危険な状態であります。そこ

で、部分的な改良が行えるよう、地元自治会から地権者に対してもお願いをしていただい

ておりますが、現在のところ見通しは立っておりませんので、引き続きご協力がいただけ

るようお願いをしてまいります｡ 

 次に、ゴルフ場入口の国道４２１号と県道多度東員線との交差点、墓地付近の右折の２

車線化につきましては、以前から地元の県会議員と一緒に、道路管理者の県に対し、交

差点改良を早急にしていただくよう要望をしておりますが、県は、現在計画中の国道４２１

号の歩道改良に合わせて行う予定であると聞いております。しかし、少しでも地元の要望

にこたえるため、県では、交差点の南側の一部を拡幅し、右折ポケットを設けるための予

算を計上し、測量に着手するとの連絡を、県の桑名建設事務所から聞いておりますので、

間もなく測量に入るものと思っております｡ 

次に、笹尾西４丁目入口のＴ字路交差点の安全対策につきましては、県道多度東員線

が桑名市側での整備が済んだことから、桑名市多度町方面への通行車両が多くなり、合

わせて、この交差点を団地内から通行される車両も多くなっております｡ 

ご指摘のように県道が改良されていないことから、この交差点北側カーブ付近など、安

全に通行できない部分もありますので、まずは、交差点部分の町道側に注意告知看板等

を設置するよう現場調査を行います｡ 

また、交差点北側のカーブ付近や県道の路肩、並行する砂谷川堤防には雑木が生え、

見通しの妨げになっておりますので、ご指摘のカーブ付近も含め、危険な箇所を優先し、

計画的に伐採ができるよう、道路管理者である県とも協議を行ってまいりたいと考えてお

ります。 

次に、防犯灯等の見通しにつきましては、以前にもご要望をいただき、現地で調査を行

い、検証もさせていただきましたが、歩行者が少ないということから、現時点では考えてお

りません。 

次に、県道重点整備箇所の未整備路線等の見直しにつきましては、現在の県道等の

重点整備箇所は、県が平成１５年に策定をいたしました「新道路整備戦略」の中に、平成



１５年から平成２９年までの１５カ年の整備期間中に整備する道路として公表をされまし

た。 

桑名建設事務所管内では１９路線が選定をされ、本町にかかわる路線としては、国道３

６５号バイパス、県道桑名大安線、そして県道多度東員線の３路線が選定をされ、既に整

備が行われ、供用されている部分もございます｡ 

そこでご質問の、重点整備箇所の見直しにつきましては、現時点では、県から見直しに

関係することは聞いておりませんので、現在の新道路整備戦略に基づき選定された路線

を、計画的に整備されるものと思っております｡ 

 以上です。 

○議長（三宅 耕三君）      門脇助雄議員。 

○１４番（門脇 助雄君）   １１月１６日の夜、長深で町長と語る会があり、私も出席をし

ました。席上、信号機設置、あるいは交通安全対策についての要望やご意見がたくさん

出ました。朝の通勤時間帯に、わき道へそれて通る車が猛スピードを出して走るので、学

童の通学道路としての利用が大変難しく、集団登校も危険にさらされているという実態も

聞きました。早く安全対策を、という強い要望でした。当然町長は、２３自治会を回られまし

たが、同じような意見もあったことと思います。 

歩行者への配慮に欠け、安心して歩くことのできる道路整備は遅れをとっております。

交通安全対策、もうこれでよしと、あるいはもうこれで万全ということはできません。しかし、

人間の努力で少しでも交通事故を減らす、あるいは少しでも交通事故を少なくしていくこと

はできます。 

砂谷川の堤防ののり面の草刈りや雑木は県と協議しながらやっていく、とのただいまの

返事でした。そんな中で、道路の管理が悪いと、ごみの不法投棄がたくさんされておると、

自治会長も訴えてみえます。空き缶やごみが見えておっても、雑木が生い茂っているので、

ごみのある場所へ下りていくこともできず、拾うこともできない。防犯灯も、歩行者がない

からとか、そんな考えでは交通事故は少なくなりません。当然、あの道は通勤道路です。

あんな曲がりくねった暗い道を、運転席から見て死角ばかりのところを、少しでも改善して

いくのが事故を少なくする対応です。もう一度、町長の誠意のある回答をいただきたいと

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。 

 交通量の増加によりまして、東員町一円で交通渋滞と申しますか、そんな状態は承知を

しております。県道等が渋滞によりまして早く職場にということで、わき道といいますか、町

道の方へ入ってみえるのは現実でございます。また、安心なまちづくりということで、私ど

もは力を注いでいくということはよくわかりますけども、道路管理者といいますか、県道は

県道でしてもらう。町道の部分については、私どもがある程度危険なところから順次整備

をさせていただいておるのが現実でございます。県道まで町のお金を使ってと申しますと、

このような財政の中では大変厳しい部分がございますので、県道については県でしてい

ただく、そんな要望を、これからも努力はさせていただきますので、どうぞよろしくお願いを

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）   先ほども若干触れていただきましたが、県道の歩道は砂谷

川、これは町の管理河川です。のり面の雑木や雑草が生い茂っておるというところの手入

れは、今から、春の木の芽の出るまでが時期です。もう一度、そこの雑木・雑草は伐採し

ますという確約をいただいて、次の質問に入ります。 

○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。 

 確かに砂谷川の河川は町の管理でございます。多度東員線の道路の部分と並行する

わけでございますけど、道路の部分の路肩と申しますか、そんな部分も含んでまいります。

県と十分協議をさせていただきまして、特に前が見えないようなカーブのところは、町の方

は伐採するように努力をさせていただきます。ただ、予算等を計上しておりませんので、直

ちにと言われてもお金がございませんので、その辺はやりくりがつけばさせていただきま

す。ただ、西側につきましては全部民地の方でございますので、それを町がということも、

これもそんな都合にはまいりませんので、その辺も住民の皆さんにご支援、ご協力をいた

だくように、きちっとさせて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）      門脇助雄議員。 

○１４番（門脇 助雄君）   それでは２点目の問題に移ります。 



 １０月から法律の改正で、今までの福祉サービスが大きく後退しました。そして、生活弱

者にしわ寄せが来ました。医療では、高齢者７０歳以上が２割負担から３割負担に、さら

に入院の場合、食費の負担増と新たに光熱水費までも自己負担、そして障害者自立支援

の本格施行で、障害者別だったサービスを一元化し、障害程度に分ける認定制度も開始

される等々、生活弱者や、あるいは年金生活者、いわゆる声を上げにくい人々に対して、

補助金カット、負担増が重くのしかかりました。中でも障害者自立支援法は悪法と言って

も過言ではありません。 

そのため、制度改善のための国の補助対象から外れた、あるいは負担率が重くなった

人々が、負担軽減を求めて大きな声になろうとしております。現在、東員町の陸上競技場

西側で進めております知的障害者通所更生施設も、１２月定例会に合わせるかのように

棟上げ工事も始まっております。来春からの運用開始となってきますが、建物、箱物だけ

つくったのではよいとは思えません。今後の運営方法等のお答えをいただきたいと思いま

す。 

 １０月から全面施行となった障害者自立支援法を受け、三重県も県独自で１２月定例会

の補正予算で、国の補助対象から外れたデイサービス施設に対する対策を出しましたが、

十分とはいきません。県内７８施設の中、補助対象になるのはたった１９施設しかありま

せん。その対応として、各自治体が、これでは余りにも弱者にしわ寄せがと。そして、低所

得者への負担軽減を図ろうとして対応がされておりますが、その対応方法は各市町村の

財政力を反映して地域格差はあります。東員町として、どのような支援・助成対策を考え

ておられるのか、お答えいただきたい。 

 国はこの法は見直しはしない、独自の軽減措置は、国が定めた制度の根幹を揺るがし

かねない等々さまざまな意見もあります。しかしグループホーム、あるいは作業所の通所

施設経営は非常に苦しく、維持するには、そこで働いてみえる若い職員に重くのしかかり、

現状では若い職員が希望を持って、その施設で働くことすらできません。最大限の努力を

お願いして、お答えをいただきたいと思います。 

 ４点目に、障害者の雇用を広げよう、そのスローガンがアピールされておりますが、障害

者を取り巻く環境は大変厳しいのが現実かと思います。町職員、障害者雇用率と将来の

雇用対策、そして民間では若干の景気回復の兆しが一部の企業で見られますが、町内企

業の障害者雇用対策として、行政としての指導はどうなっておるのか、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）   障害者の負担軽減を、とのご質問にお答えをさせていただきま

す。 

 皆様のご理解のもと、法人いずみによります知的障害者通所更生施設の工事も順調に

進捗をいたしております。来年４月からは、新しい施設が開所されますことを、心から喜ん

でいるところでございますが、その運営業務内容につきましては、現在、町の担当部局と

「いずみ」におきまして、十分な打ち合わせを行っており、障害者自立支援法に規定します

各種の障害福祉サービス事業を実施していただくことといたしております。 

しかしながら、現状ではかなり厳しい経営が見込まれますことから、その支援策といた

しまして、地域活動支援センター事業や移動支援事業などを積極的にお取り組みをいた

だき、経営安定を図っていただきたいと考えております。 

次に、町独自でどのような支援、助成策があるか、とのことでございますが、本町にお

きましても、地域生活支援事業の地域活動支援センター事業に移行せざるを得ないとこ

ろもございまして、基準単価の低価により事業の存続が危ぶまれ、県による補助制度も

示されましたが、まだまだ運営可能な基準額ではございませんでした。そのため、安定し

た収入が得られるよう、町独自の基準額を設定するなどの配慮を行いまして、１０月から

各施設におきまして実施いただいているところでございます。 

次に、通所施設経営は苦しく、維持するには職員の給与カット等が行われている、との

ことでございますが、そのような状況があることは私も認識をいたしており、事業費の助成

等、安定した経営を行っていただけるよう、できる限り支援をしてまいりたいと考えており

ます。 

 次に、本町職員の障害者雇用率と将来雇用対策でございますが、障害者の雇用につき

ましては、「障害者の雇用の促進に関する法律」によりまして、事業主は障害者の雇用に

関し、社会連帯の理念に基づき、障害者である労働者が有為な職業人として自立しようと

する努力に対し、協力する責務を有すると規定されており、同法施行令により地方公共団

体の障害者法定雇用率は２．１％とされ、その率を下回らないよう努めなければならない

こととなっております。 

議員お尋ねの、本町の障害者雇用率といたしましては、町長部局では３．１５％、教育

委員会では４．７６％と、法定雇用率を上回っているところでございます。 

採用に当たっては、特別な枠を設けてはおりませんが、平等公平な視点で適正な雇用

管理に努めてまいりたいと考えております。 



最後に、町内企業の障害者雇用率と指導はどうかということでございますが、三重労働

局に問い合わせをいたしましたところ、東員町だけの雇用率は出ないということでござい

ます。 

ちなみに、現在発表されております雇用状況を参考までに申し上げますと、県内の一

般の民間企業における雇用率は昨年より０．０３ポイント低下し、１．４３％でございまして、

雇用障害者数は、昨年に比べまして６９人増加し、１，９１０人となっております。また、法

定雇用率１．８％は、未達成の企業の割合が５４．３％となっており、県におきましては障

害者の雇用の促進と職業の安定を図るために、三重県障害者雇用促進協議会の育成強

化などの事業を実施し、雇用対策を推進されております。 

本町といたしましても、さまざまな制度や施策の情報提供、雇用促進の啓発を行ってま

いりたいと考えておりますので、よろしくご理解賜りますようお願いを申し上げます。 

 以上です。 

○議長（三宅 耕三君）      門脇助雄議員。 

○１４番（門脇 助雄君）   私は１１月１日に、いずみ作業所の施設長を訪問させていた

だきました。その中で、障害者自立支援法の施行の減収で職員給与を減らすなど、人件

費を切り詰めておる実情も伺いました。 

 なお、いずみ作業所のような団体が全国組織を持っておられます。その全国組織の中

でも、調査をしたところ、４０％の施設で、大変苦しい経営実態も明らかになっておるという

ことも伺いました。いずみ作業所で働いてみえる若い職員の給与、あるいは夏の賞与も減

らした実態が浮き彫りになり、さらに昭和５８年から通所してみえる親から、毎年冬になる

と、家でとれた大豆でつくったみその差し入れもあって、冬みんなで、温かいおいしいみそ

汁をいただいたが、もうその親は９０代、あるいは８０代になっておられ、今はもうそんなお

いしいみその差し入れはなく、今はいただけませんと話され、そして現在、そのお子さんを

お預かりしておる束の間でも、親に安心を、あるいはゆったりとしたお気持ちを持っていた

だくのにこたえていくのも施設の役目であると、どうか皆さん方にご理解をいただき、さら

なるご支援もお願いしたいと訴えてみえました。この実情に対し、町長のお答えもいただき

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。 



 ２カ月ぐらい前ですか、郡内の施設の皆さん、また障害児者を守る会の皆さんと、いろい

ろなことで懇談をさせていただきました。施設を預かっていただく施設長からも切実な訴え

を聞いております。 

そんなことで、今回の自立支援法、国の方も県の方も、今現在いろいろ補正と申します

か、ある程度の支援の方向を変えるような動きもございます。しかし、まだまだ始まったば

かりでございますので、これから東員町として何ができるか、そんなことを勉強させていた

だきたいと思います。 

 １点だけ、そういう施設の大変厳しいところはわかっておりますので、本当の重度障害者

を預かっていただいている施設に対しまして、１人月２万円の補助をしていくというような

方向で、新年度から対応するように指示をさせていただきました。しかし、これはあくまで

も最重度障害者を預かっていただいておる施設でございます。 

そんなことで、これからも私どもとして何ができるか、そんなことをいろいろ研究をさせて

いただきたいと思いますので、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す。 

 そして１２月３日から１２月９日までは障害者週間でした。そんな中で、ちょっとした配慮

や工夫が、障害のあるなしにかかわらず、だれもが安心して暮らせる共存社会をつくりま

す。この機会に、みんなで障害のある方のことを知り、身近なこととして、そしてまた明日

は我が身として考えていきたいと思います。 

１０月３１日、東京の日比谷公園で、１万５，０００人の障害者や支援者が集会を開かれ

ました。現在の自立できない制度に反対と、見直しを訴え、デモ行進されました。１０月か

ら本格施行されたのを受け、負担増により、施設での入浴回数を減らしたり、あるいは訪

問介護が減って、寝たきりの人が床ずれができた、障害者の生活に支障が出ている現状

も聞かさせていただきました。週５日、作業所へ通い、そこで得る収入は月１万円強です。

その収入で利用料の給食費の負担が３万円、差し引きますと収入より支出が多くなって、

大変負担が大きいことも初めて知らされました。グループホームでの生活ができなくなっ

た人も出ていると聞きます。 

今、町長より、新年度から重度障害者に対して月２万円の支援という制度の発表もして

いただきました。財政の許す限り最大限の努力をお願いして、もう一度、町長の答弁をい

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。 

 いろいろ今回の自立支援法で利用者負担の増ということで、県は当然でございますけど、

その方たちにとってどんな状態になってきておるのか、本当に退所された方が何名みえる

のか、また利用回数を減らされたのはどんな実態なのか、そんな調査結果も出ておりま

す。その調査結果によって、県はいろいろなことを補正等で対応されてみえると思いま

す。 

東員町の場合も、いずみ作業所とか、そういうところに通ってみえる方が現実に退所さ

れたのか、回数を減らされておるのか、そんなことは実績もございます。東員町の場合に

は余り出ておりません。けれども、自分の負担が多くなるということは、将来的にはそうい

う方向も出てこようかと思いますので、そこらも十分調査をさせていただきまして、町として

何ができるかを、これから詰めさせていただきたいと思いますので、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）   次の問題に移らせていただきます。 

 東員プラムチャンネルは、現在５人体制で年間６，０００万円の予算で、茶の間にニュー

スを届けていただいております。そして１０チャンネルは、リース料として、年間約４４万円

を、桑名市に本社を構える会社に支払い、町内くまなく張りめぐらされたケーブルの保守・

修繕・移設の対応もお願いしております。 

しかし今の放送設備は、２０１１年７月２４日でアナログ放送は終了となり、残りは約５年

を切っております。次はデジタル放送に変わります。そのデジタル対応として、放送取材

機器、あるいはデジタル放送機材への買いかえが伴います。大変な出費が伴います。 

そこで、さまざまな角度で検討委託をしております財団法人農村情報システム協会、あ

るいは情報化検討委員会等の報告を求め、一般質問を提出しましたが、１２月１日に担

当課の中間報告の説明会もありました。しかし、視聴者である町民の皆さんには正しい判

断材料の提供はいまだにありません。今後、高価な機器、そして年間６，０００万円の費用

は毎年必要です。情報開示を求め、町長の答弁を求めます。 

 なお、プラムチャンネルの取材によって、猪名部神社の上げ馬神事の取材は大変優秀

であるとして、全国的な表彰を２つも受け、高い評価も受けておるのが１０チャンネルでご



ざいます。三重県内にはケーブルテレビ局は９社、北勢地方には、桑名市、四日市、川越

町にそれぞれ本社を置く３社で北勢地方はカバーされておりますが、三重県内の中南勢

をカバーしている５社は、既に１０月に機材や番組の共同購入等を目的として新会社を設

立しました。そしてこの５社は、地上デジタル放送への対応はほぼ完了したが、将来のＢ

Ｓデジタル放送への対応は、これからがピークを迎える。そのために資金需用の高まりに

対応するのが目的であり、この５社は中南勢を中心に、県内全世帯の６５．１％をおさめ、

エリアとしております。このようにケーブルテレビ局は、２０１１年のデジタル化に備えて懸

命な努力が続けられております。 

本町の東員プラムチャンネル（１０チャンネル）は、いまやなくてはならない存在です。し

かし、東員町と桑名市の加入しておりますケーブルテレビ局は、７月２４日の４ページにわ

たります新聞の、三重県ケーブルテレビ協議会には加入しておりません。その影響かもし

れませんが、三重県内よりも、やや中京圏に重点を置かれているように思います。しかし、

今日まで何のトラブルもなく、保守管理等をやっていただいた点は高く評価いたしますが、

将来に向けて廃止するか、あるいは委託をするか、新会社で合併をしていくのか、それぞ

れの立場で情報をキャッチしてみえると思うのですが、いち早い情報開示を求め、町長の

ご所見をお伺いいたしたいと思います。 

○議長（三宅 耕三君）      佐藤均町長。 

○町長（佐藤 均君）   デジタル放送の移行についてのご質問に、お答えをいたしま

す。 

 地上デジタル放送は、平成１５年１２月に、東京、大阪、名古屋の３大都市圏で放送が

始まり、本年１２月には、全国の県庁所在地において放送が開始され、地上デジタル放送

の波は、急激に進みつつあります。 

現在ご覧いただいておりますアナログ放送は、平成２３年７月２４日をもって停波し、完

全地上デジタル放送に移行されることは、議員もご承知のところでございます。 

 お尋ねの、完全デジタル放送へ移行した場合、テレビの視聴方法としては、自宅にアン

テナを設置し視聴する方法と、ケーブルテレビ会社を利用して視聴する方法の、２種類が

考えられます。 

いずれの方法もデジタルチューナーが内蔵されていないテレビをご利用の皆様は、デ

ジタルチューナーを取りつけていただかなければ、ご覧いただくことができません。また、

プラムチャンネルも地上デジタル放送に対応した施設に整備するとなれば、ご指摘のとお

り多額の費用が必要となります。 



それらの諸問題に対応すべく、専門的な分野からの検討や助言を、財団法人日本農村

情報システム協会に委託をしており、１２月１日の議会全員協議会にもご説明させていた

だいたところでございます。 

また、保育園・幼稚園・小中学校・自治会及び行政の情報を、どのように取り扱うかを情

報化検討委員会で議論、検討も行っているところであります。 

いずれにいたしましてもあと５年と、短い時間の中で、より早く住民（視聴者）の皆様へ

地上デジタル放送の情報を伝えて行くとともに、今後、地上デジタル放送の対応策を「広

報とういん」、プラムチャンネルで提供していきたいと考えております。 

また、東員町のケーブルテレビの保守管理等を行っているところは、株式会社勢慶映

像ネットワークでございます。議員ご指摘の、このケーブル会社は、三重県ケーブルテレ

ビ連盟等にも加入してみえますが、加入している、していないにかかわらず、名古屋放送

局を生活圏としている桑名市を中心とした加入者が多いため、そちらの放送を優先してい

るように聞いております。 

どちらにいたしましても、地上デジタル放送開始に伴い、プラムチャンネルの方向性を

含め、多くの問題点、協議事項も山積している状態であります。目まぐるしく変化していく

情報化社会に対応していくためにも、慎重な判断と正確な情報が必要と考えていますの

で、ケーブルテレビ局と協議を行いながら、住民の皆様の負担が最小限となるよう、よりよ

い情報の伝達方法を検討してまいりたいと思っております。 

今後におきましても、議員の皆様に経過報告を行うとともに、ご意見をお聞きしながら

進めてまいりたいと考えておりますので、よろしくご理解いただきますようお願いを申し上

げます。 

○議長（三宅 耕三君）      門脇助雄議員。 

○１４番（門脇 助雄君）   中南勢の５局が合併した話も先ほど申し上げました。今後、

ケーブルテレビ局同士で、譲渡や、あるいは賃借等々の協議もされる方向性が出る可能

性があると思います。しかし、非常にまだ流動的な面もありますが、情報や判断材料を早

く提供していただき、視聴者であります町民の皆さん方と、正しい判断でむだのない対応

をしていきたいと思います。 

 もう一度、町長の答弁をお願いいたしたいと思います。 

○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。 

 東員町、どういう方向へ持っていくか、大変難しい問題と申しますか。と申しますのは、

デジタル放送が始まりますと、結局は中部電力からもらっておった難視聴にかかわるお金

がゼロになる。今まで中部電力からいただいていたお金を、だれが負担するのか。行政、

町が負担するのか、個人が負担するのか。そこらがまず問題点です。 

それから東員町の場合は、プラムチャンネル１００パーセント加入でございます。全戸加

入です。全戸加入というのは、まず全国ではないと思います。普通の民間で行っていただ

いておる放送というのは、お金を出して、多チャンネル化というのですか、それで運営をさ

れているわけですね。 

先ほど申し上げましたように、これからはアンテナでも視聴できるわけですね。アンテナ

さえ立てれば。どちらを町民の方が選ばれるか、全部町が中部電力からいただいておっ

た分を持てばいいわけですね。その分は、今までの負担よりかふえるということですね。

今、６，０００万円と言われましたけど、そこへ中部電力からいただいていた分が行政とし

ては乗っかってくる。 

普通は、よその町は毎月個人が負担しているわけですね。全戸加入と違いますのでね。

加入されてみえない方もみえるので、私費には町費は出せないわけです。桑名市の場合

も未加入の方がたくさんみえるわけですね。好きな方が入ってみえるということですので、

当然個人が払ってみえる。 

その辺で、東員町として、そんな金を払うのなら、おれはアンテナを立ててプラムチャン

ネルから脱退しますと、いろいろなケースが出てくると思うんですわ。全部、町が持てば別

ですよ。今までどおり、行政が全部お金を出してやれば、１００パーセント加入はできます

けど、お金をいただくとなったら、抜けていかれる方も出てくると思いますので、そしたら今

までどおり、抜けられた場合に税でいけるか。どんどんと歯抜けになっていった場合に、

皆さんの税金を使うことができるか。そんなことがこれから発生してくると思いますので、

私はゼロから一遍出発し、一番いい方法としてどんなことができるか、そこから出発しない

と、これは非常に難しいと思いますが、これからも皆さんと議論をして、最善の方法を見つ

けていきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

○１４番（門脇 助雄君）   ありがとうございました。 

 


