
議長（三宅耕三君） 次に、３番 藤田興一議員。 

              （３番  藤田興一君  登壇） 

 ○３番（藤田興一君） 私のほうから大きく二点に分けて質問をさせていただきます。 

 一点目は、今問題になっております道州制、それに伴う今後の東員町の方向性を

一点目としてお伺いさせていただきます。 

 それから二点目に関しては、さきほど町長が答弁されました、その公約についての

質問をさせていただきます。 

 まず一点目でございますが、さきほどの掛布議員と一緒で多分時間が足りなくなる

と思いますので、足りない分はまた後日町長とひざを交じあわせてですね、姿勢を質

したいというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは一点目の道州制と今後の東員町の方向性はどうなるんだということに関

して、質問をさせていただきます。前段が長くなろうかと思いますが、お聞き願いたい

と思います。 

 明治の４年に廃藩置県が行われ、さらには明治９年に県の大規模合併が行われま

した結果、１道北海道と３府東京、京都・大阪府、そして 42 県となったわけでございま

す。さらにずっと飛びまして、昭和 18 年に東京市が東京府と合併され東京都となり、

戦争の関係で遅れておりました沖縄が昭和の 47 年に沖縄県となって、そして現在の

１都１道２府４３県となったのは皆様ご存じだと思います。 

 だけど実質的には1890年、すなわち明治の21年以降は、今問題になっております

県の合併とか分割、すなわち道州制というものが行われず現在に至っておるわけで

ございます。この道州制の導入は近年に始まったことではなく、1927年すなわち昭和

２年の田中義一政権の行政制度審議会が全国を６つの州に分けようと、そして官選

の長を置く中小設置案を提案したことから、道州制の導入が始まったのでございま

す。 

 その後、第二次大戦後の高度経済成長期には、地方の余剰労働力を出稼ぎや集

団就職などで都会に移すことによって、過疎過密が進んだわけでございます。大都

市と地域の間で税収や生活環境に格差を生じ、それを県が是正できるほどの税収を

持っていなかったため、独自の財源の拡大のためにいくつかの県が合併する道州制

が考えられました。しかし、政府は皆さんご存じのように国土の均衡ある発展を是正

として、税収が少ない県には地方交付税や補助金を投入し、さらには池田勇人政権

のときには所得倍増計画、田中角栄政権のときには日本列島改造論、 

さらにはリゾート法などによる地方への財政資金フォローのために、地方の生活基

盤が進んだため、県における独自の財源増大を目的とした道州制を導入する動機

は異議をしない、道州制は議論の深まりをその後みせなかったわけでございます。 



 ところが 80 年代のバブル崩壊の後、90 年代以降の日本は長く景気の低迷に苦し

みました。この間政府は景気対策として旧来の景気対策と同様に、公共事業を増や

すため国債での借金を続けたわけでございます。しかし、その結果はその公共工事

の施策は景気回復には寄与せず、ますます国家財政の赤字残高は増え、地方交付

税を頼りに国にならって箱ものへの投資をしてきた地方自治体の赤字はさらに深刻

となり、さきに破綻しました夕張市のように破綻した自治体や、危惧される自治体が

現在も発生しておるわけでございます。国と自治体の財政赤字総額は１千兆円も超

えました。 

 このように国も地方も莫大な債務を負っているため、現在の県の財政規模では信

用力が低下し、利率が上昇してさらなる負担を国民が負わなければならない状況に

なっております。また場合によっては、県の倒産という事態になり、公共サービスの

低下や税率の上昇が多くて、さらにはキャタピラフォライトが発生し、長期的には日

本経済に重大な悪影響を及ぼす可能性が生じておるわけでございます。このような

事態を防ぐために、都道府県の合併によって財政規模を拡大して、信用力を上げる

という方法が考えられました。つまり都道府県合併の方法の一つとして道州制が持

ち上がってきたわけでございます。 

 平成 16 年に道州制の導入は市町村合併と連動した動きであり、合併で市町村の

規模が大きくなった。さらには都道府県から市町村への権限の移譲が進み、各都道

府県が抱える市町村数も激減した。そこで都道府県がまとまった道州とし、国の権限

を移して地方分権を進める受皿にする。よって道州制の必要性は財界などから指摘

されたわけでございます。そのためにさきの小泉首相は、この平成 16 年３月に道州

制のあり方について委員会に諮問し、道州制の具体的な枠組みや導入に向けた道

筋を検討し、2006 年２月 28 日に地方制度調査会から道州制のあり方に関する答申

が提出されました。これがこの書類でございます。約 30 ページにわたる答申の内容

が書かれております。今ここで、これを読むには時間の関係がありますもので、また

後日、皆様も目を通していただきたいと思っております。 

 この答申の最後のほうに書かれてあります、このやっぱり答申のポイントとして、こ

ういうことが書いてあります。道州制の制度設計として、一つにはこの１都１道２府 43

県の 47 都道府県を廃止して道州制を設置する。二つ目には区域は複数の都道府県

単位が原則である。現在９、10、13 を全国で区切りした３案がございます。県の事務

は大幅に市町村へ移譲する。そして国の出先期間の事務はできる限り道州、すなわ

ち県、都道府県に移譲する。これがこの答申の大きなポイントでございます。ただ、こ

れを受ける受皿としてその都道府県の課題として、市町村合併の進展をさらに進め

るべきだ。それから県を越える広域課題の増大が果たせるか。そして県は分権改革

の担い手となり得るかという問題も上げられております。 



 その後、道州制調査会の５つの小委員会や全国知事会、及び日本経済連による

道州制に関する研究検討協議がなされ、現在に至っております。 

 以上が長くなりましたけども、道州制の導入に関する経緯でございますが、さらにこ

の道州制に連動してくるものに地方分権、そして三位一体の改革が上がっておりま

す。町長はこの４年の経験を糧にして近未来の都道府県、近未来の東員町シミュレ

ーションして立候補され、見事に敵なしで当選されました。おめでとうございます。当

然、私以上に道州制については豊富な知識と将来性や方向性を予知、熟知されて

町長はおられると思います。 

 そこで道州制の導入、地方分権と三位一体、そしてさらなる進められようとしてます

合併に対して、東員町の方向性の三点について町長に質問をいたします。 

 まず一点目ですが、今の安倍首相はこの２月に３年以内、すなわち 2010 年までに

道州制ビジョンづくりを公約しております。それに担当相を置き、道州制ビジョン懇談

会を発足させました。これにより道州制調査会や全国知事会、そして日本経済連も

乗り遅れまいと動き出し、さらに道州制調査会は道州と国の役割分担などをテーマ

に、さらに５つの小委員会を設置し、この２月から一斉に検討作業をスタートさせた

わけでございます。さらにはこの都道府県を広域自治体に再編する道州制を導入す

るための法律を、2013 年までに制定しようとの提言もしております。道州制調査会は

この中間報告のとりまとめを行うとともに、さきほど述べました５つの小委員会の報

告案もこの６月には出揃うそうでございます。これを探ってみますと、さきほど言いま

したように都道府県は廃止して広域の自治体、すなわち道州と基礎自治体の二層性

にする。 

 二つ目には国と道州、基礎自治体の役割分担金を明確にする。それによりますと

国は何があるか。国の職務は外交、通商、防衛、安全保障、金融システムなどに限

定する。道州は産業、雇用、教育、道路整備、農村再生、防災など担当する。では基

礎自治体は何をやるんかということになりますと、住民に身近な医療、介護、消防な

どを行うというような役割分担を明確にしております。 

 そしてさらにはさきほど言いましたように、この道州制の配りを全国を３つのパター

ンに分ける。全国を９ブロック、11 ブロック、13 ブロックの３案があるわけでございま

す。現在のところの 11 ブロックに分ける道州案が採用されるんじゃないかというふう

にはなっております。そして道州制が敷かれた場合には、その知事の選出は任期期

限付きの議員内閣制にする。そしてさきほど言いましたように、現在都道府県にある

権限の大部分は基礎的自治体に移譲するという、いろんなことが書いてあるわけで

す。 

  そしてこの道州制についてはさまざまな場所で、さまざまな議論が、さまざまな主

張が、そしてさまざまな団体から実現を訴える声が上がっている反面、道州制につい

ての認識度がまだ低うございます。また、この道州制に対して反対も根強いために、



実現するか否かは定かではございませんが、必ずくるだろうというふうに私は予測し

ております。 

 そしてこの道州制で共通していることは、地方主権、すなわち地方分権が主な目的

としていることは共通しているというふうに考えられます。長々と道州制について講釈

を述べましたけども、私はこの道州制の実現化には期待をしております。私ごとです

が、私が議員になった４年前に、その前に東員町は合併により揺れ動きました。その

ときに私は道州制ということを常に頭に入れてきました。そして現実化しようとなって、

また大きな問題となっている段階において、今回質問させていただいておるわけでご

ざいますけども、さきほど言いましたように、10 年後には私はこの道州制というのは

実現するというものを予測をしております。 

 そこでですね、長々と道州制について述べましたけども、町長にお聞きしたいのは

ですね、絶対くると思います。そしてこの町長の任期の間に 2009 年にはこれあげよう

としております。そうなってきますと、この道州制の導入、そしてその道州像ですね、

形について、町長の所見を伺いたいと思っております。 

 次に、二点目ですけども、平成12年に地方分権一括法が、そして平成14年に三位

一体改革が施行されました。地方分権によって何が変わったか。三位一体がもたら

した成果はどうであったか。それはご承知のとおりであり、ここでの評価は差し控え

たいと思っております。しかし、税源の偏りから地方自治体の財政力格差、今で言い

ますと地域格差でございますが、広がったために、さきの小泉政権が取り組んだ三

位一体改革の積み残された課題が表面化してきたわけでございます。 

 そして政府はこの格差是正の対応策として、地方法人２税、事業税と住民税を国に

返し、税収の偏りが少ない消費税の地方分担金を増やす税源交換、またこの地方２

税をプールし、面積や人口に応じて各地に配分する地方郷土税、個人が住民税の

一部、今のとこテンパーセントとありますが、出身地の自治体に振り向ける、今問題

になっておりますふるさと納税、そして国と地方の税収が今６対４であることろを５対

５イコールにするなどが、議論百出しているわけでございますが、これも第二次三位

一体改革に向けては疲弊感も漂い、改革の推進力の弱さも目立っております。また

14 年間も続きました分権は、自治体を自立した地方政府に変える方針を基本的な考

えに上げ、第二期地方分権改革の幕を開けたわけでございます。今や霞が関の支

配のもとに、財政面で補助金や交付金を頼りにし、仕事も各省の指示どおりにやる

自治体は、今や半人前と言われるようになっております。 

 第二期改革の目指す方向は変わらないわけでございます。しかし、地方自治体の

立法行政、財政権を備えた政府、すなわち小さな政府としての擁立が求められます。

地方分権推進委員会は昨年の 12 月に成立された地方分権改革推進法に基づき設

置され、３年の任期中に具体的な方針をまとめて首相に勧告し、地方分権改革推進

計画を作成し、2010 年にも国会に報告を出す方針でございます。このように三位一



体や地方分権のさらなる改革のもとに、地方自治体は受皿としての柔軟なる行政が

望まれております。 

 そこで、東員町の町長としての今後の東員町における財政対策や、俗に言われて

おります自己決定、自己責任、自己負担、この三原則などを考慮に入れた三位一体

地方分権に対する町長の施策を伺いたいと思っております。 

 次に、最後の三点目ですが、これが一番大きな問題かと思います。市町村合併を

さらに推進する道州制にあわせて、これは今 1,800 ぐらいあるわけです。それを 500

から 300 にしようとしておるわけですね。これは都道府県を広域自治体に再編する

道州制を導入するための法律を、2013 年までに制定し、さきほど言いましたように、

現在この 10 月には 1,801 になる市町村を 500 から 300 の基礎自治体に再編しよう

という提言もあります。道州制の導入、地方分権や三位一体に対しての受皿になる

には、確かに現在の 1,800 もの市町村では多過ぎ、難題だと感じられます。また政

府は現行の政令市や中核市、市町村など区別をなくした再編の市町村合併というこ

とをうたっておるわけでございます。 

 しかし、私は道州制の導入を軸とした改革に対応するためには、これからの市町村

の合併はやはり政令市、中核市、特例市、要するに 20 万人以上対象とした合併が

必ず求められると思います。いなべ市と合併する、桑名市と合併する、そんなスケー

ルの小さなことじゃなくして、さきほど言いましたように地方分権、三位一体の受皿と

してやるには、やはり 20 万人以上の市への合併というのがくるんじゃないかと、こう

いう道州制、三位一体等がさらなる形になってきたときに、東員町はどうしていくんだ。

その方向性について町長の答弁をお願いしたいと思います。 

 以上、三点について町長からのご答弁をお願いいたします。 

  

 ○議長（三宅耕三君） 佐藤均町長。 

              （町長  佐藤  均君  登壇） 

 ○町長（佐藤 均君） 藤田議員の道州制と今後の東員町の方向性について、お答えを

いたします。 

 道州制につきましては、首相の諮問機関「地方制度調査会」は我が国の人口減少、

超高齢化社会の到来やグローバル化の進展など、時代の潮流に対応するとともに、

将来に向けた創造的発展を図るため現在の都道府県を廃止して、さきほど藤田議

員から出ておりましたように、全国を９、11、13 のブロックに分割する３種類の区域割

案を平成 18 年２月に答申をしているところでございます。 

 道州制は、国と基礎的団体の間に位置する広域自治体のあり方を見直すことによ

り、地方分権を加速させて、国と地方を通じた力強く効率的な政府を実現するための

有効な方策となる可能性を有するとしております。さらに安倍首相の公約である道州



制ビジョンの３年以内の作成を受けて、政府は道州制ビジョン懇談会を発足させまし

て、自民党の道州制調査会では中間報告を次の７月でございます、参議院選挙のマ

ニフェストに盛り込むため、精力的に検討を進めているところでございます。新分権

一括法案につきましても、すべての事務事業において国と地方の二重行政の解消と、

国税、地方税の割合を５対５とするための税源移譲を行うためにあたりまして、必要

な国と地方の役割分担と、国と地方の財政負担の明確化を行うとしているところでご

ざいます。 

 一点目の道州制について、私の考察ということでございますが、道州制をイメージ

した場合、道州は都道府県に代わる自治体と、主として地域における公益行政を担

い、市町村は地域における行政の主役であり、役割分担に応じた国と道州及び市町

村の税財政制度を構築する必要があると考えております。道州が９から 13 に編成さ

れた場合、基礎自治体の人口もそれに見合う人口規模が求められるものと予測をさ

れ、現在の町の規模ではそれらの役割分担を担うことは非常に厳しい状況であると

考えているところでございます。国はそれらを考慮し、今後市町村合併をさらに推し

進め、大きな基礎自治体への再構築を目指すものと考えております。 

 二点目の三位一体の第二期改革及び第二期新分権一括法が制定された場合の

地方自治体の受皿としての財政対策や自己決定、自己責任、自己負担についてお

答えをさせていただきます。三位一体の二期改革により、今後も引き続き地方交付

税削減の動きが強まり、税源移譲とともに市町村の役割分担についても洗い直すこ

とといたしております。第二期新分権一括法案が制定された場合、来るべき地方分

権時代に備えまして自らを律し、血を流す覚悟でさらに厳しい行財政改革を断行し、

スリムで強固な行政体に磨きあげながら、地域の皆さんとともに汗をかき、知恵を絞

ってまいりたいと考えているところでございます。 

 三点目の道州制をも視野に入れた東員町の今後の方向性についてでございます

が、さきほども道州制の導入でお答えさせていただきましたように、道州制を考える

とその受皿としての基礎自治体の再編について、藤田議員のご質問にもございまし

たように、全国を 300 から 500 の基礎自治体に再編すべきとの案が再浮上するも

のと考えているところでございますので、今後、市町村合併の動きに対して東員町も

避けては通れない、そんなことを考えているところでございます。よろしくご理解のほ

どお願いを申し上げます。 

  

 ○議長（三宅耕三君） 藤田興一議員。 

 ○３番（藤田興一君） 前段が長くなりましたもので時間の関係もありますけどもね、一

点目のですね、道州制に関しての町長の道州像と言いますか、それと二点目にその

三位一体、地方分権の改革はですね、またさらに強化している。その中に今町長の



答弁、あんまりわからないんですけども、その状況にあわせて進んでいくというふうに

理解しました。ただ、一番最後のですね、その三点目なんですけども、すいません。

その一番と二番目に関してはね、これは我々と、またさらに行政としてもですね、さら

に勉強していきましょうということが必要だと思いますので、この辺よろしくお願いした

いと思います。 

 私が一番聞きたかったのはですね、その三点目のですね、さきほど町長がおっしゃ

られましたように、私も言いましたように、現在 1,800 ある市町村を 500 から 300 に

しよう。そうしますとですね、さきほど言いましたように、この近辺の合併ではちょっと

難しい。その辺の回答がなくてですね、ただ避けて通れないというふうな答弁しか今

いただけませんでした。 

 それでですね、私はちょっとデータを持ってきたんですけども、この周辺自治体の

人口数からいきますとですね、この北から南、この南までは鈴鹿と亀山を入れますと

ですね、それで 83 万５千人ぐらいになるんです。多少の端数はありますけども、そう

なってきますとね、さきほど言いましたように指定都市というのは、実際は 50 万人以

上ですけども、この東京都が区というのがありまして、そこでもすでに 100万人とか8

0 万人以上の人口がおるということで、その指定市、要するに政令都市というのです

かね指定市に、政令市にいろいろ呼び方あるんですけども、政令市と呼ばさせてい

ただきますと、80 万人以上を対象にしておるわけですね。 

 そうしますと、さきほど言ったように 300 から 500 の自治体というのはすっごい圧

縮なんですよね。 1,800 あるやつを。そしてさらにさきほど言いました地方分権とか

三位一体をですね、 

しっかりしたその受皿というものにしようと思っておったら、私は今、東員町と桑名市

といなべ市を合わせますとね、21 万人なんですよね。それだけでも特例市になるわ

けです。せめて最低このぐらいの合併は必要ではないだろうか。だけどこの３市で果

たして基礎自治体としてですね対応できるか。私はもっと広い視野でいかなくてはな

らない。 

 ちなみにですね、東員町からずっと桑名、それから木曽岬も全部入れましてね、そ

れだけを入れて約 59 万２千、60 万人なんですよね。それでも指定都市にならない。

ただ東員町、桑名市、いなべ市、四日市、これをみますと 52 万４千人ぐらいになるん

です。そうすると指定都市は 80 万人以上ですけども、やり方によってはその合併図

というものに関して法定上でいう、その指定政令市になろうと思ったらなり得るわけな

んですね。そういう方向性を町長にお聞きしたかったんですけど、当町はこの合併は

避けて通られない。じゃあ避けて通れないためにはどうしたらいいんだという答弁を

もう一度お願いしたいと思います。 

  



 ○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。 

 道州制そのものはですね、非常に今は毎日のように新聞報道されていますけど、

私は 10 年くくりというのですか早くても 10 年後、できなかったら 20 年後、そんなこと

を思っております。これから国の動き、あるいは県の動きですね、それまでにやらなく

ては地方分権分割いろいろのことをですね、税源移譲、そこらをきちっとしたうえでで

すね、道州制。非常に全国の町村はそういう道州制については、当然反対をしてお

ります。ただ財政上からですね、国の財政上から小さな政府を求めるということで、そ

うならざるを得ない。それはもう時代の流れだと思っております。 

 そういう方向に東員町はどうして関わっていくかと思うんですけど、東員町の財政

等を考えた場合ですね、私はそう慌てるべきではない。きちっと今ですね、行財政を

やっていけば、そんにじたばたする町ではないと思っております。ただ私はですね、

人口の少けない町、特に１万人以下の町村をどうするか、これが国としては一番目

標を定めておるというんですか。今、新しい新合併法ができておるんですね。21 年度

までですかな。その中に動いておるんです。新しい合併の法律で、それが切れたあと

がどうなるか。 

 と言うことは、22 年からその道州制をやられるまで、そこが問題やと思うんです。ど

んな国が政策を打っているか。今いろいろ情報を読ませていただきますと、一番始め

の合併や特例法、合併法ができたときに西尾氏案というのが出たんです。西尾氏案。

このときにもうすでにですね、全国の自治体を 300 とか 500 とか 1,000 ぐらいに言

われておったんです。ところが 1, 800 で合併が進んでおりますけどもね、ぼつぼつ

新しい合併も進んでおりますけども、国の思うようには行かなかった。 1,000 以下に

はならなかったということで、その西尾氏案がまた浮上してきておる。特例団体という

ことを言われておる、西尾氏案というのは。 

 特例団体というのはどういう団体かと言うと、合併をしないという町は、その特例団

体を取るか、合併をするか、どちらかにしなさいよというのが西尾氏案だったんです。

特例団体というのはですね、窓口業務だけをその、市は別だと思いますので、町村

にしてもらう。町民の皆さんの直接的な窓口だけ自分とこの自治体でやりなさい。そ

れ以外については隣の市か県がしますというのが、西尾さんの案だったです。それ

に対して全国の町村から猛烈に反対したんです。それは駄目という、潰れたんです、

潰れて新しい合併が始まったんですけど、そのことが 

またこの 20 年の新合併法のあと出てくるんと違うんかということが、今報道されてお

ります。 

 だからそういうことになっても、私どもとしては東員町がそれが直ちに特例団体に当

てはまりません。多分はそれは１万人以下の町村ということを主にしておりますので、



東員町の場合は当てはまらないんですけど、いずれにしても財政上から非常な締め

付けはくる。交付税の削減とか補助金の廃止とか、そういうことでですね、もっともっ

と締め付けはくると思いますので、一番今、東員町の行財政をきちっとしとかないと

大変なことになるということで、これから皆さんのお力を借りて、血の出ることがたくさ

んあると思いますけど、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） 藤田興一議員。 

 ○３番（藤田興一君） 確かにこの道州制というのは今町長がおっしゃられたように、あ

る県によってはね、反対の人おると思います。だから私さきほど言いましたように、こ

れが実現するか否かというのは非常にクェスチョンだということは申し上げました。そ

れはわかっております。 

 ただ道州制をですね、外しましょう。外したときにですね、この三位一体とか地方分

権というのは、道州制とあわせてくるんですけど、それとまた違う格好でくると思うん

ですよね。必ずきますよね。そのときの受皿、さきほど町長おっしゃられましたように

ですね、今は慌てる必要ない、考えてない、非常にいい言葉なんですよ。僕らもそれ

聞いて安心しました。たださきほど言いましたように、受皿として三位一体は別として

ですよ、地方分権となってきますとね、じゃこれが今の市町村の体制できたときにで

すよ。今の東員町の体制でいった場合に、地方分権と三位一体は全く違ってきます。

要するに権限を移譲する。そのときの受皿として果たして東員町はそれだけの体制

があるかということに関して、僕はクェスチョン持っております。 

 だからそれをたち打つべき、体制組織付けするにはね、さきほど言いましたように

やはり大きな合併、県の情勢みるのも必要でしょう。だけど慌てる必要はない。静観

してする必要もあるか知れませんけど、やはりこうなるという予測というものが、町長

これはね持っておく必要だと思います。そういう言葉をいただきたかったということで、

ちょっと残念な答弁になったと思います。 

 だけどね町長、これからやっぱり道州制とかこういうことに関してはですね、議会も

一心同体になってですね、対応していかなくちゃならない時代がくると思いますので、

そのときはお互い協力してやっていこうではありませんか、よろしくお願いします。 

 それでは二点目の質問に入っていきます。 

 さきほど町長が選挙に当選されて公約というものを打ち出されたわけでございます。

一期を終えてですね、何事もなかったというふうに思われております。私もそう思って

おりますけども、何事もなかったということは前進もなく後進もなかったいうことで、ち

ょっと残念なふうに思いますが、今回２期目に入られて、一期４年の施策などを省み

たうえで、そのうえ２期目の立候補だったと思います。 



 ただ冒頭にも申し上げましたように、敵なしの無投票で当選をされました。ここにま

た改めてお祝いを申し上げます。無投票ということはですね、全町民からの信頼を受

けて、受けたという証ですから、心身ともにですね、健康に留意されて、今言いました

ようないろんな問題が立ちはだかってきております。そういう心身にともに健康であら

れて、公務に専念していただきたいというふうに思っております。 

 ところでですね、このたび選挙の当選時のその前日の新聞に、町長は当選された

ときにそのマニフェストなるものを配布するということを新聞で読みました。さすがだ

なという思いとですね、胸躍る期待感で資料を拝見させていただいたわけでございま

す。今から申し上げることに関して、違うと言われればもうそれまででございますが、

これがそのマニフェストらしきものというふうに理解してよろしいですか、町長。町長、

これ。いいですね、議員の中にもこれ持ってない方はいらっしゃると思います。このマ

ニフェストらしき物を見ますと、安心で信頼される元気なまちづくりというメインテーマ

のもとに、町政改革プランとして６つの重点公約をサブテーマで 20 項目のテーマを、

政策項目を挙げておられます。 

 ところがですね、なぜかこの魚の骨の上に描かれておるわけですね。町長この絵を

見るとね、 

僕ものずごく腹ただしく感じるんですよね。魚の頭がなぜかこう人間の顔で怒ってい

るんですね。そして目をつり上げてしかも怒っている。そしてこれ魚の骨なんですよ

ね。魚の骨の身をとったところにですね、施策の項目を挙げておられる。ユニークと

言えばユニークか知れませんけれど、誰々言葉で言いますとですね、美味しい身を

とった、実のない政策ですよ。政策ですよこれは。せめてねコマーシャルにあるような

あの木なんの木、気になるとかという、ああいう末広がりの中にね、こういうものをあ

げたらまだまだ良かったんですけど、これは私個人の感想ですけどもね、何で魚の

骨の上にこんな項目書いているんだろう、ちょっと残念でならない。もし良ければあと

でこれを書いた趣旨をお聞きしたいというふうに思っております。 

 そこで質問させていただきますが、私はですね、今までにその財政とか機構改革に

ついて多くの質問をいたしました。だけど町長として、ああさすがだなという答弁をい

ただいた記憶はございません。さきほどの一点目の質問に似たようないつも回答で

ございます。この一般質問はですね、町長、議員と執行側とのですね質疑応答でご

ざいますけども、我々は、議員は町民の代表であります。だからこういうやり取りはで

すね、藤田、町長とのやり取りではないんです。町長の答弁は町民に言っているとい

う原点に戻ってですね、検討しますとか、努力しますとかという言葉じゃなくって、２期

目に入られたんですから、先ほど言いましたようにそれだけの視点を持って２期目に

挑戦されたわけでございます。真摯な姿勢で受け答えをしていただきたい。と言うこ

とで、町長の公約について３点に対して質問をさせていただきます。 



 まず一点目ですが、東員町には現在 16 年に民間人で構成された行財政検討委員

会というものがございます。それ以外に行政がやっております行財政改革推進計画、

集中プランという二つの部門で東員町の政策や財政についての検討、改革等が行

われております。それはいいことだと思います。 

 ただですね、現在行政が行っておりますこの行財政改革推進計画、すなわち集中

改革プランですね、平成 16 年 12 月に政府で閣議決定されました今後の行政改革の

方針を踏まえて、総務省からですね、地方公共団体における行政改革の推進のた

めの新たな指針、そして策定、通達されましたね。ここに総務省から各県、政令指定

市長あてにきています。だけどその後ろのほうには、都道府県におかれましても、各

都道府県内の市町村に対しても本通知されるよう周知徹底をお願いしますというふ

うに書いております。この指針はですね、要するに今やっておられます行財政改革

推進に関してはですね、平成 17 年 12 月ですかね、東員町行財政改革推進計画の

検討案とですね、東員町行政点検調書というものを提示されました。これも我々議員

も見せていただいたし、我々もチェックしました。 

 その後、昨年の３月には東員町行財改革推進計画、今言いました集中改革プラン

がですね、数字抜き文書で作成されたわけです。そして昨年の 12 月に東員町行財

政改革推進計画の実施計画案と個票の作成してですね、それで現在に至っておる

わけでございます。一部は「広報とういん」にも掲載されております。しかしこれはで

すね、さきほど言いましたように、中央、お国からの指示であってですね、平成 17 年

から 21 年と平成 18 年から 22 年のですね、２段階における改革期限であって、中身

は東員町独自のものを書かれておりますけども、東員町が独自で発案し、計画した

ものでない。計画立案した施策でないというふうに私は思っております。 

 そこでですね、この一点目の町長にお聞きしたいんですが、今回あげられたこの公

約ですね、この 20 項目あります。この行財政改革推進計画をバーッと見たときにあ

るんですけども、これは国のおしきせの施策であって、今回あげられたこの公約はで

すね、さきほど言いました行政がやっておられます行財政計画推進計画とですね、

それと抜粋したものなのか、要するに便乗したものなのか、独自なものなのか、その

事実を述べていただきたいと思います。 

 それから２点目ですけども、さきほどからこれ何回もあげておりますけども、当選時

に配布されたこれですね、この用紙。さきほど冒頭でこれマニフェストですかと言った

ら、そうですとおっしゃられましたけども、マニフェストでも、マニフェストってこれ中央

政府がやることであって、それでこれはローカルマニフェストいうふうに理解します。

しかしですね、ローカルマニフェストってこんなもんですか、非常に残念でならない。

財政豊かな、そして二期目に挑戦された首長たるものがですね、こんなマンガみた

いなものの骨の上に書いたものが、これ 



がローカルマニフェストですか。非常に従来型のですね、安易な公約としか受け取ら

れません。 

これはローカルマニフェストであるかどうか、再度答弁をお願いしたいと思います。 

 ３点目ですけども、町長はこの６月議会においてですね、所信表明を出されました。

これですね。教育長と一緒にあわせて所信表明をされました。この中にですね、町長

は二期目の町政運営にあたり私の公約でもあるまちづくり方針についてとして述べ

られてですね、そこに４つの主要施策をあげられております。それは安心・安全のま

ち、二つ目は教育振興のまち、三つ目は信頼されるまち、四つ目は元気なまち、この

ですね、ローカルマニフェストとおっしゃられているこの中には、６つの公約があるわ

けですね。それでよくこの表明を見ますとですね、この町長が挙げられたこの６つの

重点公約の防災のまちとですね、保健福祉のまち、これがですね安心・安全のまち

の中に入れられて所信表明されております。何か合わないなと、６つのものを４つに

やる。その辺もちょっと納得いかない。だから所信表明はこれはこれですよ。ローカ

ルマニフェストはこうですよというふうに、お考えはどうか知りませんけども、その所

信表明と町長が出されましたこの公約等の違い、それを説明していただきたいと思

います。 

 以上、三点についての答弁をお願いいたします。 

  

 ○議長（三宅耕三君） 佐藤均町長。 

 ○町長（佐藤 均君） 公約の行政改革プランについてお答えを申し上げます。 

 さきの町長の選挙の出馬にあたり、町政運営の基本的な考え方である、安心で信

頼される元気なまちづくりにつきましては、安心・安全なまち、防災のまち、保健福祉

のまち、信頼のまち、元気なまち、教育振興のまちの６つの重点公約を、私の任期４

年間のまちづくりの施策として掲げさせていただきました。この任期中、これらの公約

の実現に向けて一生懸命取り組む所存でございますので、よろしくお願いを申し上

げます。 

 なお、公約と集中改革プランとの関連性につきましては、一部に効率的な行財政運

営、ごみの減量、工場誘致について重複する箇所もございますが、集中改革プラン

につきましては、我が国の財政は危機的状況にあると言われており、東員町におき

ましても今後も各種の行政サービスを維持向上をしていくために、行政コストの削減

と財源の効率的、効果的な運用を進め、効果的な行政運営のしくみの確立と自主財

源の確保など、財政基盤の強化を目的に取り組んでいるもので、目指す方向が公約

と集中改革プランは必ずしも一致しているものではございません。 

 ２点目の公約についてローカルマニフェストと理解して良いかでございますが、今

回の公約につきましては、私の２期目の町政に対する思いを一部具体的に取り入れ



させていただきましたが、ローカルマニフェストまでとは考えておりません。ただ選挙

として、初めてですね、マニフェストが認められたということでですね、私もつくらせて

もらいました。今までの公約よりかはより具体的に書かさせていただいてですね、さ

きほどご指摘いただきました魚の骨の上にと、要するに読んでもらいたい。パッと見

てですね、興味も持って何が書いてあるかということをですね、見てもらいたいため

にですね、奇抜的かもわかりませんけども、後援会と十分協議をさせていただきまし

て、つくらせていただきました。 

 本来のマニフェストと言いますと、どこで財源をつくって、つくった財源をこういうとこ

に当てはめていきますというのが、マニフェストだと思っております。けどもなかなか

それは過去の、それから将来どこどこを削ってどこへ当てていくというのがですね、

本来のマニフェストでございますので、なかなかそこまではようつくることができませ

んでした。それと紙一枚だけでございます、大きさは。その中にですね、きちっとそう

いうものを書くというのはですね、非常に至難の業でございます。そんなことでですね、

マニフェストということが認められたということで発行をさせていただいた。極端なこと

を言うとお叱りいただきましたけども、公約だけやないかということなんですけど、現

実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。 

 そんなことでですね、この６月補正にも防災行政無線の防災ラジオの配備、外国人

指導助手の配置、笹尾東への保育園・幼稚園の一体化施設整備について、予算計

上させていただいているところでございます。公約については順次議会の皆様、町民

の皆様のご理解をいただきながら、推し進めていきたいと考えているところでござい

ます。 

 次に、住民との約束と契約ということが出ておったんですが、その辺を作成する意

思はとのことでございますけど、現在のところそのようなことは考えておりません。し

かし、私はこの４年間の任期を通しまして、公約を確実に住民の皆さん、議会の皆さ

んと力を合わせ推し進めていく所存でございますので、よろしくご理解のほどお願い

を申し上げます。 

 ３点目の私の所信表明についてでございますが、さきほどからご説明させていただ

いておりますように、私の任期４年間について私の政治姿勢、並びに町政運営の基

本的な考え方について、私の公約に沿って述べさせていただいたものでございます

ので、よろしくご理解のほどお願いを申し上げます。 

  

 ○議長（三宅耕三君） 藤田興一議員。 

 ○３番（藤田興一君） 時間があと３分しかございませんものでね、町長、一言述べさせ

てもらいます。今回出されたこれをですねマニフェストというから駄目なんですよ。公

約と言ったらそれで済んだことなんです。ローカルマニフェストというのは、さきほど言



われましたようにですね、何を、いつまでに、どれぐらいやるか、これが明示するのが

ローカルマニフェストなんですよ。 

それで今までの従来型の公約というのはですね、英語で言うとウィッシュリストと言う

らしいですね。おねだりリストというらしいです。だから私はこれを公約としてあげたと

いうことを言われれば、それは地方自治体のね町長の能力のいかんいろいろありま

すから、そこまで出せと言いません。マニフェストと言ったから僕はくらいついたんで

す。だからマニフェストと言われるならばですね、まだ任期始まってわずかですから、

せめてですね、さきほども言いましたように住民との約束をやって、それを契約する。

それがマニフェストです。これを前向きに取り組んでいただきたいということをですね、

強くお願いして私の質問を終わらさせていただきます。どうもありがとうございました。 

  


