
○議長（三宅 耕三君）      次に、１０番、山本陽一郎議員。 

○１０番（山本 陽一郎君）   本議会最後の質問者ということでございます。 

 東員町における行財政改革の進捗状況と、それに関連する合併問題について、質して

いきたいと思います。 

 国による三位一体の改革の名のもとで、議論がありましたように、補助金・交付金の削

減が図られております。そんな中で各地方自治体は、大変厳しい行財政改革が求められ

ております。 

 東員町においても、そうした改革に向けて、さまざまな取り組みが行われていることと承

知をしておりますけれども、きょう現在までの、そういった改革へ向けての進捗状況、そし

て今後の展望について、まずお聞かせをいただきたいと思います。 

 去る８月２８日、２９日の両日、福島県の矢祭町へ研修に行ってまいりました。矢祭町は、

今、改革のメッカともいえる町でありまして、ご存じのように、根本町長を先頭に、さまざま

な行財政改革を行ってございます。平成１３年１０月には、市町村合併をしない矢祭町宣

言をされて、そして先ほど申し上げたように、徹底した行財政改革に向けて取り組みをさ

れている、ということであります。 

 これらの件については、また後ほど触れたいと思いますけれども、そういった根本町長、

また、高信さんという女性リーダーがいるんですが、その方と朝９時から昼１２時過ぎまで

議論をしてまいりましたけれども、改革に向けての姿勢、そういうものを見ますと、私ども

東員町の行政、大変なぬるま湯の中に浸っているのではないか、このような思いをいたし

てきました。 

 そこで町長、お答えをいただきますけれども、先ほどのお答えと同時に、このような現在

の行財政運営で、近々合併をしないで大丈夫、と本気でお考えをなされているのか。その

辺のところから、まず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）   山本議員の、行財政改革の進捗状況と合併問題についてのご

質問に、お答えを申し上げます。 

三位一体改革と地方分権の推進が図られ、地方自治体を取り巻く社会的・経済的環境

は劇的に変化をし、行政需要は量的にも質的にも拡大・複雑化の一途をたどっています。 



こうした中、本町では自立した行政を展開していくために、限られた資源を生かし、より

効率的・効果的な行政運営を目指し、行財政改革に取り組んでおります。 

昨年度、「東員町の持続的発展を支える改革」を推進方針といたしました行財政改革推

進計画を策定させていただいたところでございまして、具体的な項目や年度を示した実施

計画の策定に、現在、取り組んでおりますとともに、わずかながらではございますが、補

助金、委託料のあり方や使用料の適正な料金体制に向けての見直しに着手をさせていた

だいたところでございます。 

ご質問にございました、福島県矢祭町は、「合併しない宣言」で全国的に知られている

ところでございまして、独立独歩を推進されているとお聞きしておりますが、本町とは、さま

ざまな面での条件は異にしていると思われます。矢祭町につきましては、新聞とか雑誌と

か、テレビとか、至るところで放送されています。そんなことで承知をいたしております。 

いわゆる平成の大合併は一段落いたしたところでございますけども、さらに行財政改革

の波は高くなってくることが考えられます。我が町の将来を皆様と考え、その方向性を決

定し、その結果には、自らが責任を持つという自己決定・自己責任の原則が明確化され、

地方分権時代がスタートし、これまでの慣例や常識から脱却しなければならない時代にな

ってまいりました。 

現在の状況で将来的にどうなるのか、また、どうしたら大丈夫なのかは、軽率にお答え

できるものではございません。しかし、広域的行政事務が拡大される中、将来的には、何

らかの合併に関する動きはあるのではないかと考えております。今しなければならないこ

とを、着実に行ってまいりたいと考えるところでございますので、ご支援を賜りますようお

願いを申し上げます。 

○議長（三宅 耕三君）      山本陽一郎議員。 

○１０番（山本 陽一郎君）   ただいま答弁の中で、自己責任・自己決定というお話が出

ました。まさにそうであってほしいと思います。ただ残念ながら、今の行政で、自己責任を

持って自己決定なされているのかどうか、非常に疑わしい。そのように指摘をせざるを得

ないと思います。 

 町長、総務部長でもいいんだけど、組織のあり方ということで、人事評価制の議論がさ

れておりますね。これも随分日がたっているようなんだけども、その後どのような経緯をた

どっているのか、そして前にも申し上げたんだけれども、今、町長がおっしゃった自己責任

の上で自己決定する、というお話があったんだけれども、こういった人事評価、町長をはじ

め幹部の皆さん、職員も、みんなお互いわかっているわけです。同じ組織で働いているわ



けですから。なぜ自分たちで最善の人事評価をできないのか。こういった問題を、よそへ

委託料を払って決定しなければ何の人事評価もできない。私は不思議でしょうがないんだ

けれども、それはそれとして、これまでどのような経緯をたどっているか。まず、それを聞

いてみたいと思います。 

○議長（三宅 耕三君）      近藤洋総務部長。 

○総務部長（近藤 洋君）   人事評価につきまして、お答えをさせていただきます。 

 本当の当初の取り組みでございますけれど、平成１４年度から始まっております。本年、

平成１８年ということで、山本議員ご指摘されるように、長年の年数がかかっている、とい

う状況でございます。 

結論から申し上げますと、これまでいろいろ、内部的にプロジェクトチームを編制いたし

まして、検討を進めてまいりました。そういった関係で、平成１８年度、来月からになります

が、人事評価制度に向けて、現実の施行を行っていくということで、方針を決定させていた

だいております。 

そういった人事評価制度を施行するといいますと、評価の中にそれぞれ個人の業務目

標ですか、それぞれの課に属して、それぞれの自分が担当している仕事で、今後どうやっ

ていくか、という目標を設定するわけでございまして、その目標設定が実証された中で、

後でそれを検証していく。そういう形での人事評価を施行させていただきたいと思っており

ます。 

 そういった形で、今回につきましては１０月、１１月ということで、２カ月の試行で、その後

それを検証していく、という形で思っておりますけれど、それを積み重ねることによって、本

格的な人事評価に向けて取り組んでまいりたいと思いますので、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）      山本陽一郎議員。 

○１０番（山本 陽一郎君）   近々実施をするということですね。人事というのは大変難

しいものである、というふうに思いますけれども、できるだけ早い機会によい方向性を求め

ていただきたいと思っております。 



 そして、先ほどの同僚議員の答弁の中で、健全な財政を構築するためには、人口増が

欠かせないということでしたね。いかにして若者を東員町に呼び込んでいくか、ということ

になるんだろうと思います。 

いつからでしたか、私どもの町にも特命監制度ができました。企業立地対策特命監、非

常に勇ましい名前のついた特命監が任命されております。もう一人、高齢者対策特命監

なるものもおりますけれども。町の将来の命運を決するような企業誘致、また人口増を図

るために、企業立地対策特命監は、多分、町長から使命を帯びておられると思いますし、

これまでさまざまな企業回りをして、企業誘致のためにご苦労いただいていると思います

けれども、そうした中で、こういう問題、こういう対応がありましたよ、そういうものがあれば、

ここでお答えをいただきたいと思います。 

○議長（三宅 耕三君）      太田進企業立地対策特命監。 

○企業立地対策特命監（太田 進君）   お答えいたします。 

 現在のところ、先ほども町長が一般質問でお答えさせていただいたように、法的なクリア、

あるいは地元への対応について、今現在一生懸命務めているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（三宅 耕三君）      山本陽一郎議員。 

○１０番（山本 陽一郎君）   町長、これまでいろいろなお話がありましたね。最近新し

いところでは、弁天山のサンジルシ球場跡地ですか、この周辺の一体化した開発、企業

誘致というお話がありました。 

それと古くといいますか、長深の、私にとってはよい場所なんだろうな、というふうに認

識しておりますけれども、長深球場近辺で、住宅というお話もありましたし、企業誘致とい

うお話もありましたけれども、お話は承るんだけれども、一向に前進しない。いろんな問題

があると思いますよ。地主もいるし、周辺の住民の皆さんのお考えもあるかと思いますけ

れども、一つとしてまとまった形でそれが成果を生んでこない。まして、大木の東員町の賃

貸住宅跡地についても、完全に撤去が終わっているはずです。そんな中で、前に進んで

いない。 

それはなぜなんだろう。町長を先頭にして、もう一度申し上げますけれども、人口減が

交付金の削減の対象になるということであるなら、やはり人口を増やさなければいけない。

何をやるかは、自明の理ですよね。人口を増やす。企業誘致をする。それしかないわけで



すね。それらの点について、見通しというか、どのような経緯に終わっているのか、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）   お答えをさせていただきます。 

 まず、企業立地対策特命監というのを置かせていただいた本来の目的は、なかなか思

うように進まない、そんなことから、それまでは政策推進課というところが担当のもととでし

たが、専門の職員を置いて強力に進めてもらいたい、ということで置かさせてもらったのが、

もとでございます。 

 長深の今回のジャスコ、また流通関係とか、住宅、内陸型の工場というふうなことは、も

ともとはインターチェンジをつくる時点での用地買収の中で、地元の皆さん、農家の皆さん

が道路の買収、それはわかったと。わかったけれども、通過交通だけでは認めないと。イ

ンターチェンジができるんなら、土地利用も絡めて、将来、東員町としてどんな格好でつく

っていく、ということをきちっと示してもらわないと、農家の方が用地買収に応じないという

ことで、その時点で、県と町でいろいろ将来の方向をつくっていただいたのが、もともとの

発端でございます。 

 ところが、長深地区につきましては、第二名神、東海環状自動車道というものが、道路を

つくるかつくらないか、そんなときに引っ掛かってしまった。そして１０年遅れてしまった。用

地買収は、たしか平成４年から５年でございます。直接、私もタッチをさせてもらいました。

その時点で、農家の皆さんの意向を聞いて、そしたらどんなものがよろしいかということで、

地域の皆さんのアンケートまで取らせていただいて、流通関係とか倉庫の関係というんで

すか、量販店、流通関係、内陸型の公害のない組み立て工場的なもの、そして住宅という

ようなことで、実はそこで色分けをさせてもらったんです。 

それがたまたま道路の遅延と申しますか、１０年が遅れたために、今の状態。そこへま

ちづくり三法という法律ができてしまった。もう調整区域には大規模な開発はさせないと。

旧来の都市の中心市街地を再生すると。今までやってきたみたいな流通の関係も、調整

区域で大規模にどんどんと店をつくってきた。もうそういうことは認めないと。工場も同じな

んです。企業も同じなんです。そんなことが遅れたがために、全然思った方向に進んでい

ない。 

今になりますと、長深のインターチェンジ付近、イオンは出たいといっても、農振農用地

が外れない。県の方へは農振農用地を外してくださいということの書類は上がっているん

です。けどもそれは、今、県でご審議をいただいておる。最終的な許可は、少し大きいです



ので、１０町歩近くありますので、国の許可でございます。国が許可するんです。そんなこ

とで、いろいろたがをはめられております。変な動きをしたら、絶対に許可がなりませんよ、

というふうなことまで言われております。 

 私は地方分権、自分たちのまちは自分たちでつくっていけ、という法律ではないかと。１

０年、道路計画が遅れたために、もう本当はできておらないとあかんのやと。そのために

こうなったんだから、過去のことをきちっとしていただいて、イオンについては認めてもらい

たいということで、知事にじかに話をさせてもらいました。ひざ詰めミーティングのときにも

お話はさせてもらいました。けどもなかなか難しい、ということでございます。 

 弁天山の近所は、実はこの発端は、サンジルシ球場が、サンジルシがああいう状態にな

りましたので、２町歩あるんですけど、その開発が発端なんです。町ではなしに、民間の

方が球場を開発したいと。ところがこれも法律の制約がございまして、２町歩だけでは絶

対開発できませんと。最低５ヘクタール、５町歩以上でないと開発ができないんです。とい

うことで、民間の方が５町歩を確保するために、今度は山林の地主の方へ用地買収に入

っていかれておる。 

どんどんと今、進みつつありますけども、全部、民間でやっていただければ、行政はリ

スクを伴いませんので、一番いいんですけど、その辺が年数がかかりますよと、すぐには

許可が下りませんよと申し上げながら、不動産屋が入ってみえますので、どんどんとそう

いう話が出ていっておる。うまくいくのかなと心配もしております。そんなことで、行政と一

緒になってできんのかな、という思いもございます。いずれにしましても、まちづくり三法が

絡んでおりますので、非常に厳しいです。 

そんなことで、ご理解をいただきたいと思います。 

 私のリーダーシップと申しますか、大木住宅の跡地用地、再三、原課の方へは早くという

ことで言っております。いろいろな条件を整えた上でのことでないと行政は動きませんので、

理解はしておりますけど、さらに一歩進めるように頑張らせていただきますので、ご理解を

いただきたいと思います。 

○議長（三宅 耕三君）      山本陽一郎議員。 

○１０番（山本 陽一郎君）   何かお話を承っておると、なかなか厳しいというお話ばか

りが続いているようです。相手のあることですので、その辺はよく承知をいたしますけれど

も、官がすべてタッチするということが正しいとは私も思いませんけれども、これからの行

財政運営には、どうしても人口増が必要である。すぐ合併できないわけですから。そうであ

るなら、もっと知恵を絞って、勇気を持って推進をしなければいけないと思っております。 



 きょうはごめんなさい。あっち行ったり、こっち行ったりするかもしれませんけれども、矢

祭町の行革へ向けてのチームリーダーというのは、５２歳の高信さんという女性なんです

ね。非常にすばらしい女性だと拝見してきましたけれども、行財政改革をするもとというか、

原動力は、職員それぞれ一人一人の意識の向上があって初めてそういった改革に取り組

んでいけるのかな、ということをつくづく教えていただいたような気がしました。町長から直

接こうしなさい、ああしなさいということでなくて、自分たちが合併をしない町宣言をした結

果、改革をしないと生きていけない、やっていけないという現実があったんですね。そんな

中で、職員間でもいろんな葛藤があったみたいですけれども、すばらしいチームリーダー

を先頭にして、職員自らが自らの職場を守り、そして町を守っていく、そういう思いで取り

組んできたということなんですね。そして、それらの施策といいますか、考えを、町長は、た

とえ自分が気に入らないことであっても、それはきちんと受けとめて、全責任は私にある、

そういうお墨つきのもとで行政改革が進められる。７，０００人弱の町ですけれども、財調

基金も増えているということですし、今度、新しい企業立地をされて、２，０００人ぐらいの

人口増が見込まれる。そんなお話もなさっておりましたけれども、幹部の皆さんだけでは

なくて、若い職員たちをどのように教育し、行財政改革へ向けてリーダーシップを取らせて

いくのか、というのが基本になると思うんですね。 

先ほど言った人事評価も大事だと思うんだけれども、若い人たちの意識改革のために、

どのような方法というか、町長が指導していくか。指導してはいけないかもしれませんけれ

ども、そういう思いに持っていくか、ということなんですね。ぜひそれらのことを含めてご検

討をいただきたいと思います。 

 私、チームリーダーに聞きました。あなたたちのこれまで行財政改革に向けての思い、

突き上げるような思いをどこから得たのですか、聞かせてください、というお話をしました。

それはやはり町の幹部職員のお姿というか、子どもと一緒で、職員は町長や助役や収入

役、教育長の後ろ姿を見ているわけですね。そんな中で、幹部職員が、まあまあいいよと、

東員町は裕福なんだから、自分たちが勤めている間は改革なんて言いなさんな、合併な

んて言わなくてもいいよと、そういう姿勢であるなら、職員だって当然そういうことですよ。

そうでなくて、本当の危機感を持って、幹部自らが、そして動いておれば、自然に若い職

員もそれを見習うというか、それを超えて改革に取り組んでいくのかな、というふうに感じ

ておりますので、ぜひそういうすばらしい後ろ姿を見せてやっていただきたいと思っており

ます。 

これは、答弁は要りません。 

 それで、収入役にお聞きしたいんだけれども、町の財政運営の中で起債を起こしてます

ね。縁故債をはじめとして。縁故債というのは、聞くところによると、大変利息が高いという



ふうなお話も聞いておりますけれども、縁故債の総額、そしてその他の起債を含めて、東

員町には起債残がどれだけあるのか。教育委員会のものもあるでしょう、建設もある、生

活福祉課もある。いろんなところで起債を起こしているはずなんだけども、それらの総額の

残をお聞かせください。 

それと、これは調べればわかるんだろうけれども、せっかくですからお答えいただけま

すか。財調の基金は、現在どれぐらい持っておられるか。その辺のところ、あわせてお答

えをいただければと思います。 

○議長（三宅 耕三君）      中村次男収入役。 

○収入役（中村 次男君）   財政の関係かもわかりませんけども、わかる範囲でお答え

をさせていただきます。 

 起債は、下水と両方あわせてたしか１１０億円ぐらいで、そのうち一般の方が５０億円ぐ

らいだと思います。そのうちで銀行、縁故債ですか、全部で５０億円ぐらいあるんですけど

も、そのうちで銀行で借りているのが、たしか７億円か８億円ぐらいを借りてます。平成元

年ぐらいから借りているので、率もいろいろなんですけども、最近、平成１８年までの総額

が７億円か８億円、は銀行で借りております。 

 財政調整基金につきましては、決算書にも出ておりますように１７億円です。 

 以上でございます。 

○議長（三宅 耕三君）      山本陽一郎議員。 

○１０番（山本 陽一郎君）   起債総額が１１０億円ということですね。これは収入役の

独断ではいかないと思うんだけれども、できるだけ借金は減らした方がいいと思うんです

ね。これから先、東員町もどのような経緯をたどるかわかりませんね。そんな中で１１０億

円、さまざまなものをあわせてなんでしょうけれども、できるだけ早く身軽になっておいた

方がいいと思います。 

なぜそういうことを申し上げるかというと、町長、このところ、町長と語る会を開催されて

おりますね。そういう会議の場で、東員町は２０年、３０年は財政的に大丈夫ですよと、そ

んなお話をされていた、ということを人づてに聞いておりますけれども、どういう心理でおっ

しゃったかわかりませんけれども、私から言わせれば無責任だと。後で、言ったかどうか

はお聞きしますが、もし言われたとしたら、無責任な発言なのかな、というふうに思うんで

すけれども、その事実があったかどうか、まずそれを確かめたいと思います。 



○議長（三宅 耕三君）      佐藤均町長。 

○町長（佐藤 均君）   お答えさせていただきます。 

 懇談会の場で、将来の町の財政、合併も絡めてどうなんだ、というようなことがあった地

域もございます。その場で申し上げてきたのは、東員町の財政は、三重県で１５ある町で

依然として人口は２番目、財政的に見ても、どこから比べていただいても優秀であると。そ

れは、今年、総務省が公表されましたいろいろの指標、類似団体と比べた指標をもって説

明をさせていただいております。 

そこで申し上げたのは、２０年も３０年もと、そんな答弁はしておりません。２０年、３０年

というのは、どんな方でも予測はできませんと。せいぜい１０年のシミュレーション、町会議

員も出されました。その後、町も出しました。全然狂ってきておるんです。２年か３年前で、

一遍、シミュレーションを見ていただきたいと思います。交付税も当然狂ってきてます。ど

えらい狂いです。税収も全然狂ってます。そしてシミュレーションでは、基金を取り崩さない

と成り立っていかないとなっているんです。全然基金は崩しておりません。そして平成１７

年から平成１８年度の繰越金は、依然として７億円繰り越してきているんです。 

そして、ここに、矢祭町の集中改革プランを持っております。矢祭町と東員町の対比を

したもの、全部持っております。矢祭町も東員町と同じです。合併できなかった町なんです。

合併したかったけどもできなかったんです。それを現在の町長は、合併しない町に変えら

れた。確かに厳しいことをやられてみえますけど、東員町と比べた場合に、いろいろの面

で全然違います。やらざるを得んからやっておるんです。 

意識が違うんです。東員町と矢祭町を比べた場合。職員の意識も違うでしょう。町民の

意識も違うと思います。風土も違います。全然、東員町とは違います。社会の経済状況も

違うと思います。東員町の財政状況と比べても違うと思います。だから一生懸命やられた

と思います。 

そんなことから、私は、むちゃをしたら別ですが、今現在の東員町の姿を、みんなが知

恵を絞って一人でも人口を増やす。企業誘致で税収を伸ばしていけば、私は１０年間ぐら

いはこのままでいけますわな、という話はさせてもらいました。それを２０年、３０年といっ

たら、そんなん予測もできません。国はせいぜい３年です。３年でも狂ってくるんです。 

私は、合併できなかった町だから、一生懸命努力をして、知恵を絞っていけば、ある程

度の年数はいける。東員町がこのままいって東員町がダメになったといったら、それまで

には全国の市町村、大半がつぶれていきます。そんなことは、国はほっておきませんので、

私は頑張ればいけると思っております。 



以上でございます。 

○議長（三宅 耕三君）      山本陽一郎議員。 

○１０番（山本 陽一郎君）   町長、別に矢祭町と一緒くたにしろとは言ってないですよ。

行政に携わる者として、いかに風土が違ったり、環境が違ったり、行政規模が違ったり、

人口が違ったりしても、これからの厳しい時代に、この町を運営するということは大変なこ

とだと思うんです。そんな中で、今のような認識は少し甘いのかな、そう指摘をせざるを得

ないということなんです。 

 では言いましょうか。東員町、少子高齢化社会の波の外にいるわけではありませんよね。

団地の方は入居が、同じ世代が一時に入りますので、あるとき突然に高齢化社会、という

ことがありますね。笹尾地区については、高齢化が大分進んできた。城山の方は、まだお

若い方がたくさんみえますけれども、在来地区の方は人口がうまく回ってますので、よろし

いのでしょうけど。 

 そういうことも踏まえて、高齢化社会になるのは必然ですよ、という中での議論をしない

と、今大丈夫だからこれが永久に大丈夫だよ、という話にはつながらないということを私は

指摘したい。そのためには、できることを今からやっておかないと、ダメなんじゃないです

かと、そういうことなんですね。 

 それと行財政検討委員会の議事録を見せていただきますと、今のところ、合併をしない、

次の大合併のチャンスがあれば乗り遅れないようにしたいという、そんな話もなさっている

ようですね。その前後の文言もありますけれども。 

次の大合併のチャンスがあれば乗り遅れないようにしたい。だから、その大合併がある

やもしれないときに、町の財政がガタガタになって、にっちもさっちもいかなくなって合併す

るというのは困る。それが国の強制であれ何であれ、そういうときが来ても、東員町の行

財政運営はしっかりしているんですよ、ということにしないといけないんじゃないですか、と

いうことなんですね。今大丈夫だから、いかなくなれば、大きな合併の流れが来たら、それ

に乗っちゃえ、という話ではダメなんです。そういうふうに思いますので、どうですか、もう

一度、お答えになられますか。 

○議長（三宅 耕三君）      佐藤均町長。 

○町長（佐藤 均君）   いずれにいたしましても、新しい町民を迎える、これが一番私は

重要かなと思ってます。先ほど来、交付税の関係で、人口が全部絡んでますよということ

で、４１０名減ったことに対して、単純に計算していきますと、５，８００万円減りましたと。そ



れを単純に割りますと、１人１０万円以上です。交付税でございますので、変わってきます

ので、わかりませんけど、今の計算でいったら、１人人口が増えたら、交付税が１０万円増

えるということでございますので、人口は増えていかないとダメ、減っていったらダメ、とい

うことは今のところ決まっておりますので、できるだけ新しい町民の方を迎える、そんな魅

力ある町をつくっていく。これが一番重要かと思っております。 

 それと、笹尾地区、西から順番に子どもの数は減っていきました。今、城山が減ろうとし

ております。けども、城山地区西小学校の関係でございますけど、頭は打ったと見てます。

子どもの産まれる数等を見てますと、もう減らない。少しずつまた増えてくるような状況で

ございますので、笹尾西の地域の皆さんは、そこで頭を打ったかなと。けども城山が減っ

てきますので、減ることは間違いございません。そんなことで、できるだけ子どもを産んで

いただいて育てていただけるような、すばらしい町をつくっていかないとあかんと思ってま

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）      山本陽一郎議員。 

○１０番（山本 陽一郎君）   町長にそういう思いがあるということであるなら、少し紹介

をしておきたいんですけど、矢祭町ばかりでてきますけど、矢祭町では、職員の削減とか

いろんな改革もやりながら、行財政の健全化を進めておられるということで、それで浮い

たお金を子育て支援に思い切って使おうということで、第３子目からは１００万円、第４子

目には１５０万円、５人産んでいただければ２００万円のお祝金を出させていただきますよ、

という条例をつくられたということなんですね。 

うちの町も、それぐらいの思い切った方法を取って。東員町もやってますよ。新築・中古

住宅の固定資産税の優遇策、新築で年１０万円、中古で５万円ですか、そういうものもあ

るんだけれども、前の議論もありましたけれども、これから町を支え、もちろん日本も支え

てもらわなければいけませんけれども、そういうことであるなら、私も孫ができたから言う

のではないですけれど、子どもは国の宝であり、東員町の宝であり、また、地域の宝だと

思うんですね。そういった面で、その家庭だけの子という意識でなくて、前向きな考えで取

り組まないと少子化は止まらない、そういうふうに思うんです。 

 今ご指摘があったように、笹尾については人口減が下げどまったよという認識をされて

いるようですけれども、そうであるならなお、若い人たちのために思い切った施策をやるべ

きではないのか、というふうに思うんです。ぜひいろんな改革に努められて、そういった思

い切った子育て支援といいますか、若い人たちが、この町に来てよかった、この町に住ん

でよかった、という町を目指していかなければいけないと思います。もちろん、議会につい



ても同じように改革をしながらお手伝いをしていく、前向きに取り組んでいく、ということは

当然ですけれども、そういうことであっていかなければいかんと思います。 

町長の、私の話に対してどのように前向きにお考えをいただけるのか、それをお聞かせ

いただきたい。 

○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。 

 今までの流れのまま、ということではなしに、意識を変えていく、また改革をしていく。誤

解を受けるとあきませんので、この場で余り言わない方がいいかわかりませんけど、実は

今までの東員町のやってきたことの予算的なこと、シフトをある程度変えていく。 

一つの例で、おしかりを受けるかわかりませんけど、ごみ問題、ごみの減量とかリサイ

クルとか、いろいろなことで、実はどんどんとお金が要るようになってきております。新しい

事業をやろうと思いますと、次から次へお金が要る。 

そんなことで、私はごみ一つの問題でも、ごみにお金を使うということは、余りいいこと

ではない。減らせるものなら減らしたい。捨てるものですので。 

東員町の場合、今現在、ごみ予算というのは全体で３億円以上になっていると思います。

ごみの予算の減った分、これは町民の皆さん全部が協力してもらわないとダメなんですけ

ど、ごみ予算で減った分を必ず子どものためにシフトを変えていく。ごみの予算、みんなが

気をつけてごみを減らして、お金のかからないようにということで、今の予算から減った分

は、必ず子どもたちへシフトを変えていくんやということで、町民の皆さんにお願いをしろ、

ということで、それにはどんなことをしたらいいのか、知恵を絞って、捨てる物にお金を使う

のではなしに、できるだけ減らして、子どもたちのためにそれを使わせてもらう。必ずそれ

は予算で１００万円減ったら、１００万円、子どものために予算を計上する、というようなシ

ステムをしていきたい。そんな思いで、原課の方へは研究をしろ、ということを申し上げて

おります。 

 そんなことで、もっともっと知恵を出してやっていきたいと思いますので、ご支援をお願い

したいと思います。 

○議長（三宅 耕三君）      山本陽一郎議員。 



○１０番（山本 陽一郎君）   最後にもう一度矢祭町ですけど、私たちが研修して感じた

ことですが、根本町長のおっしゃっていることは、全然不思議なことでも何でもないわけで

すね。マジックでも何でもない。ただ普通のことを言っているんですね。職員たちが、何か

書類作成をするのでも、東員町の場合だと、計算でも何でも委託ということが多いんです

けれども、矢祭町は職員自らパソコンを開いて、そういった書類をつくったりやってみえ

る。 

東員町だって、優秀な職員、いくらでもいるはずなんですね。パソコンを自由に操れる

職員は多いと思うんですね。そういう能力を生かして、自分たちでできることは自分たちで

やろうよ。どうしてもできないものは、外部委託しなければいけないけれども、そうでないな

ら、せっかく全職員にパソコンが行き渡っているわけですから、そういったものを利用しな

がら、職員の能力を生かしながらやっていっていただきたい。これはもう町長に言うので

はなくて、若い職員の皆さんに、そしてここにいる幹部職員の皆さんに、それをぜひ考えて

いただきたいというふうに思います。 

 そうしないと、これからはどうなるかわかりません。日本の大変な財政危機からすれば。

そうであるなら、今は大丈夫だからという話ではなくて、大丈夫であれば大丈夫なほど、改

革していかなければいかんというふうに思いますので、ぜひ若い職員の能力開発ができ

るように、自ら、行財政改革へ向かってリーダーシップを取っていけるような東員町の行政

であっていただきたいと思いますので、先ほど申し上げたように、すばらしい後ろ姿を見せ

てやっていただきたいと思います。 

 そして、時間が残り少ないですけれども、危機感がないのが一番恐いと思っております。

いつ大きな合併問題が、また出てくるかもわかりませんけれども、それまでは東員町とし

て、東員町における自主独立の町の宣言ぐらいして、全庁を上げて、この町がいつまでも

自主独立で、みんなで支え合えるような、そんな町であったらいいと思いますので、ぜひ

そういうことも含めてご検討をいただきたいと思います。 

 これで私の一般質問を終わります。 

 


