
○議長（三宅耕三君） 一般質問を続けます。 

 14 番 門脇助雄議員。 

              （14 番  門脇助雄君  登壇） 

 ○14 番（門脇助雄君） 財政難に悩む全国の自治体では公共施設の命名権を民間に

売却し、一般財源として活用しております。その取り組みが遅れておった東海地方で、

初めて名古屋市において取り組みが始まっております。例えば名古屋市の総合体育

館で命名権を地域を代表する製造企業に契約期間５年間で売却額は６億円、さらに

政令指定都市の横浜市が国際総合競技場の命名権を日本を代表する自動車メーカ

ーに５年契約の何と 23 億５千万円で、そのほかに仙台や神戸、あるいは千葉市にお

いてそれぞれ所有する野球場やサッカー場もすでに企業名を付けて活用しておりま

す。 

 文化施設では名古屋市民会館を地元を代表する有名大学校に５年契約の２億５

千万円で売却し、それぞれ企業名、あるいは企業名に近い名前で呼ばれております。

変わったところでは神奈川県の観光有料道路の命名権を大手タイヤメーカーが、国

内で初めて有料道路の命名権を取得しております。この大手タイヤメーカーは東員

町内で企業立地してもらい、東員町内きっての大手優良企業です。このように命名

権の契約期間は５年、そして公売方法で参加者を募っておりますが、命名権売却は

高度な政治判断も求められます。町長のトップセールスで公共施設の命名権を早急

に売却し、あわせて地域経済の活性化につなげていただきたいと思います。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  登壇） 

 ○町長（佐藤 均君） 門脇議員の公共施設の命名権売却について、お答えを申し上げ

ます。 

 公共施設の命名権売却につきましては、自治体にはスポーツ施設などの命名権を

販売することにより、収入が得られるメリットや企業にとってもテレビ中継やニュース

などでメディアに取り上げられることで、高い宣伝効果が得られることから、命名権を

募集している自治体が都市部を中心に増えてきております。最近の命名権取得につ

きましては、神戸総合運動公園の野球場、グリーンスタジアム神戸や、名古屋市総

合体育館を大手企業が命名権を取得し、話題をよんでおりました。 

 このように現在広く、一般的に知られている命名権取得施設の多くは、都市部にあ

るスタジアムやホールといったものであり、従来からイベントなどで広くメディアに取り



上げられている施設でもございます。一方、命名権は募集しているが、数年を経過し

ても命名権取得を希望する企業がない施設などもあると伺うところでございます。 

 私どももかねてより、施設単体での考えではなく、陸上競技場や野球場を中心とし

たスポーツ公園一体を対象に考えているところでございます。また命名権のみならず、

これはさきの議会で木村議員からもお知恵を拝聴いたしました。町と大手の企業さ

んとですね、宿泊施設等の建設、それはこの陸上競技場、総合運動公園を全体にで

すね、お貸しすることと企業の保養施設等を建築していただいて町民の利用を図る、

そんなような両方がメリットあるようなものですね、トップセールスでというご指摘もい

ただいております。 

 そんな中でですね、施設を企業の健康増進や福利厚生に利用していただけるよう

ＰＲを行う予定を今しているところでございます。施設の命名権売却についてはまだ

まだ町村レベルでの導入については例が少くなく、すぐに導入効果が図れるもので

はないと思うところでございますけども、研究を重ねまして私も企業へのＰＲ、先程の

施設建設等も併せてＰＲを行ってまいりたいと考えておりますので、ご理解賜ります

ように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） 実は昨年、同僚議員から公告ビジネスに本町も取り組むべきだ

との提案に対し、町長は「広報とういん」への広告掲載を検討しますとの答えでした。

しかし、時間の経過はありますが、進展はありません。私は６月１日本会議、あるい

は広報委員会の終了後、桑名市の収入役さんにお会いする中で、桑名市は「広報く

わな」を月に１日と 15 日の２回発行してみえます。そうして 16 年からは広報の１日号

の下段に有料広告を採用しております。 

 そして収入役さんは、さらなる財源確保と地域経済の活性化を図るため、納税関係

の封筒にも広告を採用する。あるいは７月からは桑名市内を走っておりますコミュニ

ティバスの車内にも、そうして停留所の標識にも有料広告を採用していきたいと話さ

れておりますし、現在、桑名市民会館の整備をやってみえます。完成したら命名権を

売却検討中であると話され、歳入の確保に努めたいと明言されております。 

 しかし、本町の「広報とういん」への広告採用には、慎重論も聞きました。しかし、職

員のチャンレンジ精神も必要です。そして何よりも意識改革につながります。積極的

な取り組みを望みます。公共施設の命名権は先程申しましたように、政令指定都市

とは若干思惑も、あるいは金額の桁も違うと思うのですが、早期実現をお願いしても

う一度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） お答えをさせていただきます。 

 いろいろのとこへの広告の募集と申しますか、そんなことは今現在いろいろ検討を

させていただいております。その中には広報、あるいはコミュニティバス、また文化セ

ンターの椅子への広告の募集とか、今現在東員町の行財政改革の計画の中にも、

実施計画でうたわれておりますので、その中で前向きにですね、導入をさせていただ

きたいと思っておりますので、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） 午前中の一般質問にもありました。国から配分されてくる地方

交付税は平成 12 年をピークに減り続けております。あんまりもう国の助けも期待でき

ないのが今日の状況です。そして午前中の町長、あるいは同僚議員の質問にもあり

ましたように、逆に住民サービスや行政サービス、各市町村がもう争ってサービス競

争と言っても過言ではないぐらい、各自治体の苦労が続いておりますし、また今日ま

で積み立ててきた基金や貯金を取り崩し、あるいは基金や貯金を食って綱渡り状態

と言ってもこれも過言ではありません。 

 そのために団体や個人への助成の見直し、あるいは無料から有料化へ、料金値上

げ等々いろいろな事態もせがまれてきております。そんな中で自治体の広告収入は

全体から見ればわずかでございますが、是非起爆剤にして活性化に努めていただき

たいと思います。 

 そんな中で、先般新聞では九州の佐賀市でごみ収集車のあの側面に広告を載せ

て年間６万円、そして指定ごみ袋にこれも広告を載せて年間 60 万円の収入を得とる。

このように各地でいろいろなアイデアやそして知恵を絞って努力のあとが見られます。

町内企業が納めていただきます地方法人二税は伸びておりますが、いかんせん町

内企業の中に本社機能が少なく、本社機能を持ってみえる企業が少ないために、な

かなかそれが東員町の財政に反映するということは恩恵が薄い、それらの取り組み

も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。 



 いろいろ全国ではですね、アイデアとか知恵を出してですね、少しでも収入を確保

したいということで、新聞報道等で私もよく見せていただきます。職員のほうにはです

ね、東員町もですね、職員の知恵を出してほしいということはですね、絶えずお願い

をしております。そんなことでですね、これからも額はわずかではございますけども、

わずかでもですね、収入の確保をこれからも一生懸命取り組ませていただきますの

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） もう一点だけ命名権の件につきまして、お尋ねをしたいと思いま

す。 

 この命名権の売却はだいたい利用者一人当たりの契約金額を 60 円程度と踏んで、

そしてその年間利用者数を掛けたのが目安とされております。しかしながら、地方の

施設や中小のホールは施設の稼働率は高くても広告イメージや、あるいは広告効果

も検討されます。 

 先程町長も陸上競技場や野球場やいろいろな組み合わせもというお話がありまし

た。それらも考えて各自治体でも広告価値を高める努力がなされておりますし、また、

その広告主スポーンサーの特典の拡大も検討しております。しかし、時代も時代で

すで、反応は思わしくない施設もあります。そんな中でこの６月７日の日に名古屋地

区の民間放送５社ありますが、18 年の３月期の決算を見てみますと、地球博の収入

がなくなったので、その反動で全体に売上が減少しておると訴えております。 

 ひとつ先程申しましたように、この命名権売却にはどうしてもトップセールスも期待

し、是非お願いしたいと思います。最後にもう一度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。 

 命名権のことにつきましてはですね、町内企業さんにつきましては、お話もさせて

いただいておりますし、何とかそんなことも検討していただけませんかなということは、

東洋ゴムさんはじめ、町内の企業さんのほうには、もうすでにお話をさせていただき

ました。なかなか企業さんもですね、東員町のこの施設で自分とこの企業としてどれ

だけＰＲできるか、そこら辺も絡んでこようかと思いますけども、これからもいなべ市

の大手企業さんとか、桑名市さんとかのとこへはですね、精力的にこれからお願い

に上がらせていただきますので、よろしくお願いを申し上げたいと思います。 



  

 ○議長（三宅耕三君） 門脇助雄議員。 

 ○14 番（門脇助雄君） では、二点目の質問に入ります。 

 公共工事の発注は透明性、公平性、競争性の３点は最重要課題ですが、落札率

が低いほど、あるいは安いほど良いと思われがちでございますが、そこには多くの落

とし穴があります。例えばダンピングに近い受注で品質の低下、あるいは工事期限

の遅れ、さらには安い受注で下請け業者、あるいは材料資材納入業者へのしわ寄

せ、そして受注競争の激化による労働者、現場で汗水流して働いてみえる方々への

いじめ、労働強化、賃金カット等々労働者泣かせにもつながっております。 

 そこで最低制限価格、基準価格を本町の発注するすべての公共工事、すなわち測

量、設計コンサルタント、工事等にも採用してもらいたい。この最低制限価格基準価

格の実施は、国・県で十分研究、あるいは検討がなされ、今としては公正で後ろ指の

指されない方法と思われます。 

この制度がすでに四日市市、桑名市、菰野町等々で導入運営されております。最低

制限価格、基準価格の本町の早期採用を求め、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） 公共工事の入札に関し最低制限価格導入についてのご質問に、

お答えを申し上げます。 

 公共工事などの入札の執行にあたってはその時代、背景によって、その都度透明

性、公平性、競争の原理を念頭に置いて実施をさせていただいております。お尋ね

の公共工事の最低制限価格でございますが、本町ではこれまでの入札において著

しく低価格入札となるような案件が見受けられなかったこともあり、最低制限価格に

つきましては設けてございませんでした。 

 しかしながら、契約履行の確保、最低賃金の確保などの観点から、経費のほとん

どが人件費と見受けられる、限られた委託業務につきましては、平成 17 年度より地

域の最低賃金を基準に算出した最低制限価格を設けて入札を執行しております。 

 これまで５千万円以上の工事関係で、条件付き一般競争入札を実施してまいりま

したが、近く思考的に条件付き一般競争入札の対象を拡大する予定をいたしており

まして、あわせて条件付き一般競争入札にかかる工事案件について新たに最低制



限価格を運用し、品質の確保や履行の確保、労働基準の確保などに対応してまいる

所存でございますので、ご理解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） 今の時代は公共事業の削減により、公共工事の談合事件は毎

日のように新聞のトップニュースとして大きく取り上げられております。最近、中でも国

の中央省庁の官製談合事件、ＯＢ天下り先への優先、丸投げ等々きりがありません。

そのためにさまざまな問題が指摘され改善されてきました。そしてただいま町長もこ

の公共工事の最低制限価格に取り組んでいく決意もお聞かせいただきました。今日

の入札状態は歩切りといって設計価格からカットして決める方法、さらに一段のコスト

削減に行政は強く入札業者に求めておりますが、それらに対して強い抵抗感のある

中で、先程申されました一般競争入札、あるいは事前に予定価格の公表等々の採用

は高く評価できます。 

 そんな中で、これも６月１日から桑名市では不正行為に対するペナルティが一段と

強化されました。公共工事の入札には絶えず反省や、あるいは改善点が必要です。

談合防止にはこれで良しと言われる制度はありません。公金を使わせていただく、税

金を使わせていただく公共事業です。今としては国・県、あるいは桑名市、四日市市、

菰野町等々で実施している最低制限価格基準の一番この制度がベターだと思いま

す。もう一度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。 

 工事の入札につきましては、東員町は指名審査会、副町長をトップに置かれており

ます。私はあまり工事の件でですね、そういう業者とかいろいろのことあまり指示は

いたしておりません。先程申し上げましたように透明性、公平性、競争の原理を念頭

に置いてですね、これからも実施をさせていただきますので、よろしくご理解をいただ

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） ４月 15 日、三重県の中部であります津市、芸濃町が震源で、亀

山、鈴鹿、伊賀地方で震度５強弱の地震があり、東員町も震度４を観測しました。し



かし、伊賀地方では若干違った余震がいまだに消えておりません。そしてこの地震は

日ごろやっておる訓練と実際の災害のときにはどうもマニュアルどおりにはいかない

ことを、この地震で目の当たりに知ることができました。そして近い将来、発生が予想

される大規模災害に備えて心構えもずいぶん教わりました。そこでさまざまな角度か

ら問題を掘り起こしたいと思います。 

 この４月 15 日は休日です、日曜日でした。携帯電話もつながらない状態が、これも

やむを得ない事態もありました。しかし、震度５強弱を記録した自治体では、休日と

いえども当然登庁すべき特別職、職員の参集率は 70％で３割は参集しなかったとい

う報道も聞きました。 

 そこで亀山、鈴鹿、津市を参考にさせていただく中で、鈴鹿市はこの地震の揺れで

水道管が破れ、断水のあとで送水を再開した際に濁った水が２日間にわたり出てき

て、大変苦情や問い合わせが殺到しております。さらに鈴鹿川の堤防には亀裂がで

きて危険な状態にもなりました。 

亀山市では亀山城跡の石垣が崩落したり、あるいはＪＲ亀山駅前の大鳥居が上から

落ちてくる破損事故が発生しましたが、幸いにもこの付近を通る通行人もなく死傷者

が出なかったのです。 

 そして亀山市では 65 歳以上の高齢者だけの被災所帯には、屋根の補強に市の負

担でいち早く対応しております。また災害ごみも無料で亀山市は受け入れるなど、テ

キパキとした行政が進んでやられた、これが目につきます。県庁所在地の津市では

山腹で幅２ｍ、延長 60ｍの亀裂ができました。その現場は急傾斜地で５月 26 日には

ついに崩落危険になり、７所帯 17 人が公民館に避難しておる報道、さらには学校の

緊急避難訓練では下校時、あるいは災害に遭ったら、地震に遭ったら学校に近けれ

ば学校に戻ること、あるいはブロック塀には近寄らない。そして自分の体は自分で守

ろうと生徒に呼びかけております。 

 このようにそれぞれの市で全く予期していなかった災害が起きており、それぞれの

町で対応がなされております。本町の対策等について、まず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） 門脇議員の災害時の対策についてお答えをいたします。 

 この地域に想定される大きな地震といたしましては、南海トラフを震源とし、広域的

な災害を被害を特徴とする東海地震、東南海地震、南海地震、及び活断層を震源と

し、局地的な被害を特徴とする内陸活断層による地震が想定されております。 

 三重県地域防災計画被害想定調査によりますと、近い将来に発生が予想される大

きな地震として、今後 30 年以内に東海地震は 87％、南海地震は 50％、東南海地震



は 60％程度の確立で想定されており、東海地震、東南海地震、南海地震が同時に

発生した場合、震度５強と予想され、建物の全壊、焼失棟数は約 580 軒、半壊棟数

は約 870 軒ほどと想定されております。 

 災害時の職員の警戒体制につきましては、東員町で震度４の地震が遭ったとき、

または県下で震度５以上の地震が発生したときには準備体制として各班から１名、

東員町の職員の場合 11 班に分かれており、その班から１名の配備体制を。また町

内に震度５弱の地震が発生したときは、または東海地震注意情報が発表されたとき

は警戒体制とし、各班から２分の１の人員の配備体制を。さらに震度５強以上の地

震が発生したとき、または東海地震の警戒宣言が発せられたときは非常体制とし、

全職員が配備し、災害対策本部を設置することといたしております。４月 15 日に、三

重県中部を震源に発生しました地震は最大震度５強で、本町においても震度４を計

測し、準備体制として各班から１名以上の職員を配備し、そのときは 26 名でございま

した。 

災害対策本部を設置をいたしました。 

 次に、地震が発生したときの断水、濁り水については、地震による施設故障や漏水

に伴う断水を最小限に止めるために、施設の耐震性の強化、配水ルートのループ化

及び配水管管路図の整備、応急給水、応急復旧体制の整備を進めております。 

 地震で緩んだ場所での土砂崩れと急傾斜地崩壊危険箇所につきましては、被災前

に土砂崩れ箇所の特定は難しく、急傾斜地崩壊危険箇所付近にある崖や斜面など

が想定されますので、急傾斜地崩壊危険箇所とあわせて山腹斜面の点検や、土砂

災害に備えた情報の提供を行ってまいります。また地震発生後は斜面の緩みやクラ

ック等の発生箇所の点検を実施し、発生が確認された場合は速やかに応急措置を

施し、復旧について関係機関と協議を行います。 

 次に、河川の堤防などの亀裂、河床整理につきましては、河川堤防に亀裂等が発

見された場合は、管理者の三重県桑名建設事務所に連絡し補修を行っておりますし、

河床整備につきましても他の県事業とともに県に強く要望を行っております。また地

震発生後は浸水を防除するなどの応急措置を速やかに行い、三重県等の関係機関

と復旧協議を行います。 

 災害時におけるごみの処理は、基本的には桑名広域清掃事業組合の処理施設に

おいて、環境の影響を考慮し、処理するものとされておりますが、被害甚大で町にお

いて処理不可能の場合には、三重県災害等廃棄物処理応援協定に基づきまして他

市町村、または県の応援を求めて処理をいたします。 

 次に、保育・教育現場での避難訓練につきましては、各園、各校におきまして計画

的に実施いたしております。なお、園舎、校舎の耐震化につきましては平成９年度か

ら順次行い、平成 16 年度ですべて完了をいたしております。 



 高齢者の方については毎年 65 歳になられた方、転入された 65 歳以上の方を対象

に高齢者実態調査を民生委員、地域相談者と協力をしながら行い、高齢者台帳を作

成をしております。災害時にはその台帳をもとに一人暮らし高齢者などの被災状態

の確認を行ってまいることといたしております。 

 また災害時の緊急放送やお知らせにつきましては、現在、屋外に設置しております

防災行政無線で放送を行っていますが、これまで家の中にいるとき聞き取りにくいと

いう声をお聞きいたしておりました。そういったことから、屋内でも聞くことができる防

災行政ラジオについて昨年度から研究をしてまいりまして、このたび各家庭に配布さ

せていただくよう、購入費用を今議会に計上させていただきました。これによりこれま

で以上に確実に正確な情報を皆さんにお伝えできることとなると考えておりますので、

よろしくご理解をお願いをいたします。 

  

 ○議長（三宅耕三君） 門脇助雄議員。 

 ○14 番（門脇助雄君） 町長のただいまのお話にもありましたように、４月 15 日のこの

三重県で発生した地震は、随分本町にも将来の備えに対して、さまざまな角度から

教えていただきました。そして町長も今お話がありましたように、いろいろと通告した

質問に対して事細かく対応を聞かせていただきました。どうかひとつこの４月 15 日の

地震を教訓にして、これから行政を取り仕切っていただきたいと思います。 

 そして、先程津市の山腹の亀裂の件でお話させていただいたんですが、実はこの

津市の山腹の亀裂は地表の土砂の動きが警戒基準の１時間４┝を観測して、そして

ついに５月 26 日７所帯が避難しております。長深のほうに数箇所あります急傾斜地

崩壊危険箇所も地震の亀裂ができ、そこに雨が入ったら崩落は一気に進むと思いま

す。早期対応を改めてお願いしておきます。 

 なお、この４月 15 日の夕方、同僚議員とそれぞれ被害状況を連絡しあっておる中

で、不安解消に行政無線で情報を伝えてもらったらどうかという話も聞きました。そこ

で副町長に電話で相談させていただきました。これからはそういう正しい情報、今議

題に載っております防災行政ラジオを通じて素早く的確に伝えていただき、住民の皆

さん方の避難、あるいは高齢者の精神的苦痛にも応えていただくようシステムの教

訓も含めて生かせていただきたい。もう一度それらの安全対応について答弁を求め

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） お答えをさせていただきます。 



 いろいろご指摘をいただきました。お陰さんで自主防災組織の立ち上げと申します

か、団地のほうでは各自治会段々防災組織ができておりますし、この 24 日には在来

の八幡新田も自主防災組織のオープン式をやるということで連絡をいただいており

ます。ありがたいことであります。その４月 15 日のですね、亀山の地震がですね、町

民の皆さんの危機感をしていただいた。そんなことでですね、各自治会競って自主防

災組織の正式な立ち上げが進んでおります。 

 今年の、そして東員町の防災訓練、県の防災訓練と同じ日に桑名で開かれるとい

うことでですね、これも東員町と桑名を相連携してですね、県の防災訓練と連携して

笹尾のほうで開かせてもらうということで、今準備をさせていただいております。 

 いずれにいたしましても、私は自分の命は自分で守ってくださいよという原点でお

願いをしております。しかしながら、行政でできることはきちっとこれからも一生懸命

させていただきますので、どうぞよろしくお願いを申し上げます。 

 ○議長（三宅耕三君） 門脇議員の一般質問を終わります。 

 


