
○議長（三宅耕三君） 次に、１４番門脇助雄議員。 

（１４番門脇助雄君登壇） 

○１４番（門脇助雄君） 最近の新聞記事で、私たちや執行部にも耳の痛い話かも知れま

せんが、次のような記事がありましたので発表します。 

黒でも非の打ちどころなく白と論理構築するのが官僚の役目、そして話のすり替えで、

その場をしのごうとしておる。議会と執行部は車の両輪と言われるなかで、北海道の夕張

市のショックを受けて議会のチェック機能、監視役の強化が叫ばれ、取り組む重要性が訴

えられております。さらに夕張市の先輩もあります。そこは九州の福岡県の夕張市と一緒

の炭鉱で栄えたところでございます。その町は平成になって初めて財政再建団体に転落

して、その町は今や沈没寸前という記事もありました。町長は選挙を控えてみえます。どう

か今申し上げた、この新聞記事にもありました話のすり替えでなく、責任を持って答弁を

期待して質問に入りたいと思います。 

東員町と背中合わせの桑名、四日市、いなべ市、いわゆる行政境付近は随分開発が

進み、行政圏は違っても生活圏は一心同体と言っても過言ではありません。そしてその地

域には上水道の区域外給水、あるいは下水道の区域外流入が行われ、上水道において

は桑名市、あるいは四日市地域間で「お互いさま」そして「お隣さん」ということで、双方４０

戸の加入戸数となっていて、地域間交流の拡大として大変良い状態で今日まで進んでき

ております。 

しかし、下水道事業は平成６年２月３日、東員町公共下水道事業受益者負担金に関す

る条例第４条ではっきりと６万円とあります。しかし、下水道事業特別会計は毎年４億円の

税金を使って一般会計繰入金により成り立っておると言っても過言ではありません。下水

道の区域外流入は現在２戸であるが、そのほか新たに東員町の公共下水道に加入した

いと言われる方もあります。しかし、今の下水道条例では内外料金差を設定していません。

町内町外ともに同額の６万円で加入していただきます。 

しかし、６０億円の借金を抱えた下水道会計では、これでは平等な負担とは言えません。

今の条例ではすでに１０数年が経過し、その間、社会資本の整備が進み急速に近代化、

あるいは都市化されてまいりました。その反面、公共下水道はいまだ全地域には普及し

ておりません。 

ほったらかしの不公平、すべての住民が最低文化生活を営む権利があります。公共下

水道条例の改正案を早期提出を求めて、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。 

（町長佐藤均君登壇） 

○町長（佐藤均君） 門脇議員からの町外の下水道受益者負担金の見直しにつきまして

のご質問に、お答えさせていただきます。 

現在、東員町との行政界に建築されております数軒の一般住宅から下水道の区域外流

入を受け入れております。住宅敷地の一部は東員町行政区域内にあり、両行政区にまた

がる状況であります。このような建築条件のなか、下水道への接続は既設の下水道管渠

になされており、公共桝は東員町側に設置されております。 

また、東員町に隣接しております行政区の下水道整備の進捗状況は、まだ、いつ整備

がなされるのかも明確でない状況であります。このことから隣接する行政区の整備を待つ

ことになりますと、本住宅から発生する汚水は下水道が整備されるまで東員町側へ流れ

続け、下水道整備がなされた東員町地域の生活環境の向上への妨げにもなることから、

東員町の下水道施設へ流入させております。下水道受益者負担金につきましては、東員

町下水道条例に基づき東員町住民と同様とさせていただいております。しかし、このよう

な条件の箇所は数少なく、区域外流入が今後、大きく増加する方向にはありませんので、

ご理解を賜り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） 先ほども申しました行政境付近の桑名市、四日市市の住民で東

員町の上水道加入戸数は１８戸、逆の東員町の住民の方で桑名、四日市の上水道加入

戸数は、１７戸、このように行政境付近の上水道加入戸数は双方ほぼ同数であるといって

も間違いありません。 

お隣さん、あるいはお互いさまということで、助け合って今日までまいっております。 

さらに上水道の新設、給水工事負担金を見てみますと、東員町が７万５千円、四日市

市は１０万５千円、桑名市は１３万６，５００円となっており、東員町が一番安い上水道新設

工事負担金であります。 

そして公共下水道の加入者負担金を隣接しておるいなべ市の大安、あるいは員弁町を

聞いてみますと数１０万円と聞き、東員町の公共下水道加入者負担金６万円とは大変な

開きがあります。そしてこの行政境付近では桑名、四日市市の公共下水道工事は、公共

下水道は、行政境付近にはまだまだ普及しておりません。平成６年２月３日からの公共下



水道条例は内外料金差は設定しておりませんが、先ほど申しましたように起債、借金が６

０億円あり、毎年税金から約４億円を繰り入れ、補填して公共下水道事業が成り立ってお

ります。 

しかし、公共下水道のないところ、手つかず、行き渡っていない地域、その地域ではそ

の不公平、不平解消が急務です。公共下水道条例第５条の区域、このエリアが曖昧な解

釈で加入者にも迷惑がかかります。それらを見直した条例改正案の早期提出を求め、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、数戸の家屋が東員町の下水道につながれ

ておる。 

その元は東員町とお隣の市と宅地がですね、双方にまたがっておるという特殊な宅地で

ございます。そんなことから、ともう１つは水の流れと申しますか、それが東員町側へ流れ

ておる家屋の宅地の状況ということからですね、過去にそういう２点のことから東員町の

下水道へ接続をさせたということでございます。 

今後につきましてもですね、確かにその付近はまだ数個建てようと思えば建つかもわ

かりませんけども、それはもう限られた戸数でございます。そんなことから今のところは条

例改正をしてですね、差をつけた条例改正をするという考えはないということでございま

す。 

反対の場合があるんです。桑名市と東員町の境、川を挟んでおりますので、数１０戸の

方がですね、東員町の下水道につながれておりません。しかし、桑名市はそこまでまだ本

管が来ておりません。つなごうと思うても桑名市はまだできておりませんのでつなげない。

東員町にも入れない。そんなとこでですね、私どもとしては非常にお金もかかるということ

で合併浄化槽で対応してもらうということでですね、合併浄化槽を付けていただいたときに

は、公共下水道と同じように個人の方の負担金は６万円程度持っていただければ、町が

あとの分は補助させていただきますということでですね、ずっと事業をさせてきております

し、今現在でもそんな方向でさせていただいております。 

いろいろなことでなかなか平等、公平にいかない部分もあろうかと思いますけども、そ

の辺もあるということですので、ご認識いただいて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） 実は、昭和３０年代には三和地域にはタイヤメーカーや、あるい

はコンクリート製造会社が相次いで進出しました。そして経済も右肩上がりの高度成長の

良い時代でした。そんなときにこの大きな企業は農村の労働力を高く評価して、町内の主

婦に、町内の農家の方々に農外所得を求めて働く場所を提供してくれました。 

ちょうどそのとき、もう農産物価格は低迷、価格が安い、百姓では食っていけんというこ

とで、この両企業の進出と相まって兼業農家の姿に変わりました。その三和地域を代表す

る工場付近には町長のお話のように、まだまだ公共下水道は普及しておりません。行政

の公平平等の精神原則からいっても、いつまででも後手後手で済ませておるというつもり

ではいきません。 

先の行財政改革検討委員会によりますと、平成１９年度は上下水道使用料賦課徴収

の民間委託の検討、さらに平成２０年度は下水道使用料見直しの準備検討の提言もあり

ました。いずれも真剣な取り組みが必要であります。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。 

先ほどご答弁させていただきましたようにですね、条例改正等につきましては今のとこ考

えておりませんので、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） 公共下水道に関する件は一旦おきまして、次の問題に入ります。 

三岐鉄道北勢中央公園口駅は、東員町のオレンジバス南北線の始発駅であり、公共

交通の原点であります駅前広場は北勢線の東員駅や穴太駅広場のように官が、行政が

つくった広場でなく、鉄道会社本来の使命である駅前広場は三岐鉄道が民間がつくりまし

た。そして平成１１年から駅前広場に立つと、ちょうど目の前にカラフルなシンボルのよう

な３階建ての東員町の町営住宅が農地や山林のなかに、それこそ立派な建物がまず目

につきます。この町営住宅は南部開発の拠点となるようにつくられた町営住宅でありま

す。 



私は平成１２年１２月定例会で、南部開発で町営住宅と公共交通、その地理的な好条件

を生かした開発構想のなかで、まず行政がやるべき町管理の宮下川左岸の道路整備を

要望しました。 

当時町長は、「必要な道路として位置づけ、実施に向けて検討する」という答えをいただ

いて 

おります。その平成１２年宮下川の左岸道路整備を訴えた当時、歩調を合わせるかのご

とく民間のコンサルタント会社から南部開発、南部住宅団地の開発構想も提案がありまし

たが、その後は何の進捗もありません。 

そんななかで、公園口駅から町営住宅までの１０ｈａ、約１０町歩の農地を四日市市の

隣の市場土地改良区が基盤整備促進事業の担い手育成型区画整備で、国、県、あるい

は市の補助金を受けて事業を行います。もともとこの地域公園口付近は南大社の土地が

多くあり、今回も地権者６０戸のうち数戸が含まれております。 

そこでこの事業にあわせて、公園口駅から町営住宅までの幹線道路として位置づけた

宮下川左岸道路整備の協議はどうなっておるのか、さらに町営住宅から南部農免道路ま

での宮下川左岸道路整備はどう努力されておるのか、お答えをいただきたいと思います。 

そして何回か申し上げてきておるのですが、町道の交差点改良用地等については地元

自治会長さんをはじめ、多くの方にお世話になっております。町当局として今日までの活

動状況、公共事業は用地が、用地交渉が解決したら７割方、７０％完成したとも言われて

おります。双方あわせた具体的な取り組み等について町長の答弁を求めます。 

○議長（三宅耕三君） 佐藤均町長。 

○町長（佐藤均君） ご質問の宮下川左岸への道路整備について、お答えをいたします。 

まず、四日市々市場町地内で計画されている基盤整備事業にあわせて、宮下川左岸

に道路整備を組み入れる協議等につきましては、この事業計画に関する情報を把握して

おりませんでしたので四日市市に確認いたしましたところ、お説のようにこの事業は、基

盤整備促進事業担い手育成型という新規事業であり、事業主体は市場町土地改良区で

北勢中央公園口駅西の高見台団地南側から、三岐鉄道線の東側側の宮下川沿いの本

町長深地内との境界までの面積１２．９ｈａを施行範囲として、平成１８年度から平成２２年

度までの５ヶ年で施行する事業であるとお聞きをいたしました。 



事業計画によりますと、ご質問の北勢中央公園口駅から本町長深住宅へ通じる長深８

０３号線までの宮下川左岸に農道が計画され、すでに国、県の事業認可も受けられ、平

成１８年度から事業着手されておりますので、計画のとおり宮下川左岸に農道は整備され

るものと考えております。 

次に、町営長深住宅から長深東西線までの宮下川左岸の道路整備につきましては、す

でに長深公民館から宮下川左岸を上流方向に、町道長深８２０号線が長深東西線に接続

しており、この延長線上にご要望の区間があります。そこで現状の町道長深８２０号線の

交通量や要望区間の急峻地形等を勘案しますと、現時点での道路整備は難しいと考えて

おります。 

次に鳥取地内、桑名信用金庫北側の県道多度・東員線と交差する町道六把野新田・

八幡新田線の部分拡幅に関する進捗状況につきましては、先般、地元自治会と地権者の

方々に現地で計画の概要を説明させていただき、おおむねご了解をいただきましたので、

新年度に入り現地測量を行い、自治会と地権者の方々に具体的な計画を示させていただ

き、ご協力をお願いをさせていただきたいと考えております。どうぞ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） 門脇助雄議員。 

○１４番（門脇助雄君） 平成１２年から提起しておる話を把握していなかった。そして農道

の整備、農道で果たして町営住宅から公園口駅までどれだけの車線幅ですか、そんな１

２年当時の町長が必要な道路であって検討していきます。そして一般質問出してから把

握をしていなかったので農道でと、もう今を逃がすと大変、大変やない、もう永久にそこの

道路は町営住宅から北勢公園口駅まではできないと思います。今がチャンスであり、今が

最後と思います。その農道等の幅、どんな今まで経過かということも答弁願いたいと思い

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。 

道路幅員といいますか、農道につきましては４ｍでございます。 

行政区域が東員町でございませんので、あくまで四日市のなかのことでございますので、

私どもが、私が発見、知らなかったというか、把握できなかった点につきましてはお詫びを

申し上げますけども、あくまでも四日市のことなんです。門脇議員さんはそのときにわかっ

てみえたんでしょうか。 



○議長（三宅耕三君） 門脇助雄議員。 

○１４番（門脇助雄君） その公園口駅から町営住宅までの基盤整備は、四日市市の市場

土地改良区が、今の補助金としては珍しい担い手育成型区画整理で取り組まれます。平

成１８年度は区域内にある電柱や水道の障害物の移転を行い、１９年度、２０年度この２

ヶ年で工事を行います。そして２１、２２で換地登記業務を行う予定となっております。 

そして工事費は１０ａ当たり、１反歩当たり２００万円、補助金として国が５０％の１００万

円、県は１０％の２０万円、四日市市の補助金は２７．５％の５５万円、そして地元受益者

負担が１２．５％の２５万円の負担割合で工事を行います。そして減歩を少なくするために、

パイプ配管の工法でやるとも伺っております。 

今申しましたように町営住宅から公園口駅までの宮下左岸道路の整備が、もう今を逃

すと行政区域も違いますし、将来の東員町のあの町営住宅から駅まで出る幹線道路とし

て、もう４ｍでは対向ができかねます。何とかもう一度この土地改良区に掛け合う、折衝し

てもらうつもりはいかんもんですか。 

あの付近は先ほど申しましたように、南大社の土地が駅前広場も地権者は南大社の方で

した。 

随分南大社の地権者が多いのですし、６０戸のうち数戸の東員町の今回地権者があり

ます。もう一度お願いしてもらいたいと思います。 

○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、１８年度から事業が着手をされてみえるんで

す。 

そんななかでですね、道路等の変更というのですか、計画変更、非常に厳しいと私は思

います。 

土地改良の方へ、市場町の土地改良区の方へ申し込めということであれば、申し込み

はさせていただきますけども、そう簡単にですね事業変更をしていただける、そんな状況

では私はないと思います。 

それまでにはすでにもう、事業着手までには国の補助金もいただくということでございま

すので、もっと以前から計画はあったんだと思います。だからその辺でキャッチをしてみえ



たんであれば、お教えをいただきたかったと今思っておるわけでございます。だから今に

なってですね、全体の事業変更を何とかと言われても非常に厳しいと思います。早速、市

場の土地改良区の方へは、できることなら門脇議員さんも一緒にですね、お願いに上が

れといえば上がらせていただきます。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） 是非、そういう機会を早急につくっていただくことを、重ねてお願い

をいたしておきます。 

実は、その東員町の行政境を中心として隣接する町のなかを走ると、びっくりすることも

あります。公共下水道工事は遅れておるが、道路整備が進んでおる。本町で言うならば

あばら骨の横の道の整備が進んでおる。どんな事業でも１００％の賛成はあり得ません。

特に用地買収、地元自治会さんに任せきりとか、今、自治会長さんに足を運んでもらって

おります。何回も聞く話です。しかし、担当職員が地権者に十分な説明をし、疑問点、そし

て自治会役員さんにも言えない地権者の怒りや疑問を担当者は上司に伝え、町長もトッ

プとして誠心誠意当たってもらいたい。今までにも話がありましたが、虫食い状態の開発

が進んでからでは、用地交渉は進みませんし、ボタンのかけ違いで遅れることも経験して

きました。 

用地単価、あるいはお金だけの交渉ではありません。誠意です。そして１回、２回と話し

合っていただければ接点は必ずあります。しかし、それにはあんまり間を取り過ぎると時

間がかかり過ぎると良くはありません。町長のお考えをお答え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。 

いろいろの面で用地買収は非常に難しい。今後もですね、いろいろの用地買収につきまし

ては町民の方にご理解をいただけるように、先頭に立って当たらさせていただきます。 

○議長（三宅耕三君） 門脇助雄議員。 

○１４番（門脇助雄君） 町長が先頭に立っていただきゃ一番有り難い話です。 

そして予てからお話を申し上げております、県道重点整備箇所として指定されておりま

す多度・東員線の笹尾西４丁目入口付近の砂谷川の堤防の雑木の伐採をボランティアで

こつこつと毎日お一人でやってみえる方がみえて、大変見通しを良くしていただいた。大



変助かりますというお話を昨日聞きました。行政も把握はしてみえるかもわかりませんが、

その善意を認識されてみえるのか、まずお尋ねを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。 

あの笹尾西の進入道路付近はですね、前回もご質問いただいておりますので、担当の

方が整備をするということで答弁させていただいておりますし、その方向でしていただいて

おるということで認識をしておりました。今、地域の方がボランティアでということでお聞き

をさせていただきましたけども、その話はまだ承っておりません。 

○議長（三宅耕三君） 門脇助雄議員。 

○１４番（門脇助雄君） その今、建設部長、町長がお答えになったその話は、部長、担当

課は把握してみえますか。 

○議長（三宅耕三君） 太田利孝建設部長。 

○建設部長（太田利孝君） 誠意でやってもらっておるということのボランティアの方には、

認識はちょっと聞いておりませんですけど、町の方もその危険な雑草ですね、発注をして

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） せっかくそうやって笹尾西４丁目の入口付近を見るに見かねて、

こつこつとやっていただいておるというお話、先ほども申しましたように、昨日私もお聞き

いたしました。行政として一言ぐらいお礼を申し上げて感謝の意を表していただきたい。町

長、早速これはそのお方に一言、善意でやっていただいておりますお礼を申し上げていた

だき、感謝の意を表していただきたいと思います。お答え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。 

大変有り難いことであります。今、東員町の財政等いろいろのことでですね、町民の皆さ

んにいろいろご無理なお願いを申し上げております。自分たちでできることは自分たちで

ということでですね、私は町民の皆さんにお願いをしております。早速、調査もさせていた

だきまして、そういう方が見えればまたお礼を述べさせていただきます。 



○議長（三宅耕三君） 門脇助雄議員。 

○１４番（門脇助雄君） そして、先ほどお話にありました市場土地改良の件も重ねてお願

いし、この善意でやっていただいておる方に感謝の意を早急にやっていただき、そして本

当の明るい開かれた行政であるようお願いをし、質問終らさせていただきます。 


