
○議長（川杉美津江君） 14 番  門脇助雄議員。 

              （14 番  門脇助雄君  登壇） 

 ○14 番（門脇助雄君） 12 月定例会に大きく分けて３点の質問をさせていただ

きます。 

 平成８年から 11 年にかけて、東員町の南部構想が打ち上げられました。

そして長深の町営住宅は３階建てのエレベーター付きの立派な建物に建て

替えられ、三岐鉄道本線の元大長駅も北勢中央公園口として新しく生まれ

変わり、南部開発の起爆剤としての役目を果たそうとしております。 

 そして住宅団地、工業団地構想もありましたが、時間の経過とともにしぼん

でしまいました。しかし、長深の南山・道進・東山地域は調整区域ということで

もありますが、先般、この秋口に開通したバイパスの国道 365 号線、そうして

近い将来、東海環状の東員インターに最も近く、しかもこの東山・道進、元藪地

域は高台です、平地であります。造成費用は非常に少なくとすみますし、しか

も地盤は堅い、どんな企業立地にも、どんな企業が来ても最適地であります。 

 さらにインターができることにより、国・県が今では握り絶対離さない許認

可権の開発許可が下りやすくなります。しかし、沿道サービス等に名を借り

た無秩序な乱開発、あるいは虫食い開発は将来構想に大きな汚点を残しか

ねません。それらを考慮していただき開発指導、並びに優良企業誘致を強く

要望し、町長の答弁を求めたいと思います。 

 ○議長（川杉美津江君） 佐藤均町長。 

              （町長  佐藤  均君  登壇） 

 ○町長（佐藤 均君） 門脇議員の企業誘致についてのご質問に、お答えをい

たします。 

 先程のご質問にございましたとおり、長深地区の南山・道進・東山地区は、

国道 365号線の開通により、開発や企業進出にとっても立地条件も良く、魅

力的な土地であると思われます。 

  また、この地区の北側にあたる地区では、数年後に東海環状自動車道の

東員インターチェンジの建設も予定されており、ますます開発ポテンシャル

が高まるものと私も認識をいたしております。またこの地区は道路建設計画

の時点において、土地利用計画が行われておりまして、工業系地域として

土地利用の推進を図っていく地区でもございます。 

 町といたしましても、門脇議員が懸念をしてみえる乱開発などにより、地区

の総合的な開発計画に支障を与えることがないよう、十分な配慮が必要で

あると考えております。今後、企業誘致を進める際には、地元地権者の方々



のご理解、ご協力を賜りながら、優良な企業を誘致できるよう、積極的に取

り組んでまいりたいと考えておりますので、ご理解賜りますようお願いを申し

上げます。 

 ○議長（川杉美津江君） 門脇助雄議員。 

 ○14 番（門脇助雄君） その長深の南山・道進・東山地域は、昔は農家の養蚕

の盛んなころは一面桑畑の優良農地でした。しかし、今は耕作放棄が目立ち

ます。付近では早くも第二名神高速道路の工事も始まろうとしております。全

国的にもみてもインター周辺はさまざまな規制緩和がなされ、目ざましい発

展をしております。地の利の良さを売り込み、しかも交通の利便性を生かし、

公害のない地元雇用を生む企業が望まれます。そして治安の悪くなるのは

大変困ります。 

 なお、できたら本社機能も立地してくれるような優良企業誘致と、乱開発防

止などに一層の努力をお願いして、町長のもう一度答弁を求めたいと思いま

す。 

 ○議長（川杉美津江君） 佐藤均町長。 

 ○町長（佐藤 均君） お答えをさせてもらいます。 

 非常に条件的には良い地区でございますので、これから企業誘致に向け

て、精いっぱい努力をさせていただきますので、どうぞ地権者の皆さんも、ご

理解を賜るようよろしくお願いを申し上げまして、答弁にさせていただきま

す。 

 ○議長（川杉美津江君） 門脇助雄議員。 

 ○14 番（門脇助雄君） 次の問題点に移らせていただきます。 

 西暦 2011 年、平成 23 年７月 24 日、今のテレビアナログ方式からデジタル

方式に変わります。そしてあいた電波を携帯電話などに割り当てて、電波を

有効活用することが目的ということで国の政策で進められております。しかし、

若干理解に苦しむところもあります。町の声には、「よくわからん。今では贅

沢して少なくとも一戸の家にテレビは最低３台を持っているが、その今のテ

レビ３台を一度に買い換えるのは無理だ、とても無理だ」という不満の声も多

くあります。国の政策で進めております、国の責任で早く 5,000 円以下の格

安で安全・安心なチューナーを出してほしいことも要望しておきます。 



  なお、10 月 17 日議会全員協議会で、東員町のプラムチャンネルが桑名市

の株式会社ラッキータウンテレビ、元の勢慶映像に全面委託案が発表され

ました。それによると、今の無料でみられておるのが有料へ、そして放映内

容も大幅に後退、番組は大幅に縮小されます。そして年間 6,300 万円の予

算と職員５人体制で運営している放送事業課は廃止、放送会館は農林水産

省の補助金を受けているので、今ここで廃止したら残額の補助金返還問題

も出てくるので、再利用していきたいとの発表でした。 

 しかし、全面委託した場合の肝心の町民負担はどれだけになるのか、

月々の維持費はいくら払うのかは明らかにされず、今後協議することになっ

ております。11 月 15 日、私たち議会広報委員会と朗読ひばりの会 13 名の

会員さんとの懇談会の席上で、放送会館録音室を是非有効活用させていた

だきたいとの強い朗読ひばり会の要望でした。ボランティアで大変苦労して

いただいていることもお聞きしました。せめて録音室だけでも有効活用がで

きるよう考慮していただきたい。 

 私は１年前の平成 18 年 12 月定例会で、正しい判断材料を早く提供して、

しかも住民負担が最小限になるようにと訴えました。それらなどを含めて今

日までの対応はどうなっているのか、町長の答弁を求めたいと思います。 

 ○議長（川杉美津江君） 佐藤均町長。 

 ○町長（佐藤 均君） 門脇議員からのデジタル放送への対応についてのご質

問に、お答えをいたします。 

 昨年度に実施しました東員町デジタル放送対策業務の報告書に基づき、

放送事業のあり方についていろいろと検討を行ってまいりました。先般の議

員全員協議会で報告させていただきましたとおり、株式会社ラッキータウン

テレビに行政情報等番組の取材、編集及び放送の委託を検討しているとこ

ろでございます。現在は、これら委託の内容の詳細な協議をケーブルテレビ

会社と行っているところであり、平成 20 年度は双方の準備期間とし、平成 21

年度から全面委託を実施してまいりたいと考えているところでございます。 

 次に、地上デジタル放送に完全移行されますと、アナログ放送時に受けて

いた電力会社の高圧線によるテレビ電波の障害、いわゆる難視聴が解消を

されます。そうしますと、テレビを視聴するにはアンテナで視聴する方法と、

ケーブルテレビ会社と契約して視聴する二つの方法が選択できるようになり

ます。自宅にアンテナを立てられる場合は、アンテナ代と設置費用等が必要

となります。また、ケーブルテレビ会社と契約してテレビを視聴される方は、

ケーブルテレビの視聴料が必要となります。 



 町の行政情報や非常時の情報の番組はケーブルテレビ会社のコミュニテ

ィーチャンネル、すなわち自主放送番組の中で当町の番組を放送することと

なりますので、住民の皆さんが行政情報などをご覧いただく場合には、株式

会社ラッキータウンテレビとの契約が必要となります。そのため契約内容と

ともに視聴料をできるだけ低価格におさえ、より多くの住民の方に視聴いた

だけるよう交渉を行っているところであります。 

 放送事業を完全委託後のプラムチャンネル局舎の利用方法につきまして

は、補助事業で建てられた経緯もあり、今後どのような利用方法が適切なの

か、国と協議しながら検討をしていくことになります。いずれにいたしましても、

今後におきましては住民の皆様に、広報などでわかりやすくお知らせしてま

いりたいと考えておりますので、よろしくご理解のほどお願いを申し上げま

す。 

 ○議長（川杉美津江君） 門脇助雄議員。 

 ○14 番（門脇助雄君） そのプラムチャンネルを廃止して、本社を桑名市に構え

るラッキータウンテレビに全面委託されると、今の週間トピックス、あるいはス

ペシャル番組などの放映時間は大幅に縮小、カットが示されました。 

 中でも敬老会や芸能大会、議会での一般質問、学校だよりなど、茶の間で

見ていただいている番組が非常に少なくなるのに対し、町の声は「残念やな、

楽しみが減るね」という声もあります。 

 さらに、四日市市に本社のあるＣＴＹ株式会社は、10 月に他社との共同持

株会社を設立しました。その主な理由はデジタル放送への移行やインター

ネットの普及で、取り巻く環境は非常に厳しく、生き残るため、そして大手の

傘下にいるのではなく、地域密着の経営と体力の強化などで合併しておりま

す。さらに、名古屋市に本社を置く民間テレビ局５社の９月決算、上半期決

算は、デジタル放送への投資の減価償却費が増え、経常利益並びに純利

益は大幅に減少しております。それら等考えると、全面委託もやむをえない

かも知れません。 

 先程申しました、私たち議会広報委員会は８月８日、さらに９月８日、そして

先程の11月15日、朗読ひばりの会の皆さんと懇談会、あるいは発表会など

を通じて活動内容を知ることができました。15 周年を迎えられたこの朗読ひ

ばりの会の会員は28名でございます。その活動内容の一部分ですが、広報

とういん、これは毎月１回発行、あるいは福祉だより・議会だよりはそれぞれ

年４回発行をわかりやすく丁寧に解説をしてテープに録音し、制作本数は毎

月 50 本をつくり、高齢者や目の不自由な視覚障がい者の方々や、さらに公

共施設の８個所などに配布し、生活弱者、あるいは利用者の方々から大変



喜ばれていること、しかし、それらを録音、あるいは読み聞かせの練習をし

ていただいたりする作業の部屋は完全な部屋ではありません。暑さ寒さの

工夫をしたり、あらゆる面で不自由をされておる中での作業です。まさに町

民の財産である放送会館、とりわけ録音室の有効活用を考慮していただき、

東員プラムチャンネルの全面委託は、先程も発表にありましたように2009年、

平成 21 年、来年度 20 年は準備期間と予定されておりますが、住民が正しい

判断で選択できるよう、そして町民負担が最小限になるよう最大限の努力を

していただくことをお願いし、もう一度答弁をいただきたいと思います。 

 ○議長（川杉美津江君） 佐藤均町長。 

 ○町長（佐藤 均君） お答えをさせていただきます。 

 将来的には先程ご答弁させていただきましたような方向で、民間のほうへ

全面委託をしていきたい。そんな方向で今、一生懸命、民間の会社と協議を

しておるところでございます。長い間、町民の皆さんにこう親しんでいただい

たプラムチャンネルがなくなるちゅうことは、大変私としても申し訳ないと思っ

ておりますけども、いかんせんこのまま町が、町独自で今度の新しいものに

変えていくには莫大なお金がかかるということで、いろいろな面から検討した

段階で、そうせざるをいかないかなという思いでおります。 

 これからそのラッキータウンテレビのほうに、最大限協議をさせていただい

て、町民の皆さんに安い視聴料でですね、有線テレビに入っていただけるよ

うに努力をしてまいりたい。そうしないと行政の情報がですね、きちっと伝わ

らない。また昔のようにペーパーで情報を発信をせんならんという事態にな

ってくると思いますので、その辺は今までのようにですね、全戸がこの有線

テレビに入っていただけるように、町民の皆さんにこれから一生懸命説明を

させてもらいたい、そんな思いでございます。 

 いずれにいたしましても、その中部電力からの難視聴の補償費がなくなる。

この金が視聴料に変わっていくということでございますので、その辺はどうぞ

ご理解をいただいて、20 年度、来年度に皆さんともっともっと協議をしていた

だき、議論をしていただきながら、より良い方向を見つけていきたいと思いま

すので、ご支援をよろしくお願いしたいと思います。以上です。 

 ○議長（川杉美津江君） 門脇助雄議員。 

 ○14 番（門脇助雄君） 大変、こうお互いに全面委託ということは避けたいのです

が、この改革、あるいはこの時代を乗り切るのにはやむを得ない心境、私たち



も一緒です。そして先程申しましたように町民負担を最小限、そして地域密着

型の番組で今までと変らぬ放送内容、放送姿勢でやっていただきたい。 

 そして放送会館はまさに残された町民の財産です。何とか朗読ひばりの会

の皆さんも大変苦労されていることを先程申しました。それら等も考慮してい

ただき、来年１年間で、しかもなるべく早く皆さん方に正しい判断材料が提供

できるよう、もう一度思いを聞かせていただきたいと思います。 

 ○議長（川杉美津江君） 佐藤均町長。 

 ○町長（佐藤 均君） お答えをさせていただきます。 

 ただいまのご意見、十分わかりますので、いろいろと協議をさせてもらいま

す。局舎の跡の利用は、私はそう大きな問題ではなかろうと思います。現実

にそういう段階では局舎をどんな形で使っていくか。その補助事業でござい

ますので、農業の関係のことも補助いただいておりますので、その辺を残し

ていくのか、そんなことをこれから国、東海農政局ですけど十分議論させて

もらいたい。 

 そして朗読ひばりの会ですか、そんなことも、当然そういう事態になった場

合は前向きに検討をさせていただきます。以上です。 

 ○議長（川杉美津江君） 門脇助雄議員。 

 ○14 番（門脇助雄君） それら等十分考慮していただき、何とか全面委託が成

功できますよう、私たちもご支援をしていきたいと思います。 

 時間の関係上、大きく分けた三点目に移らさせていただきます。 

 東海地方では、自動車産業などを中心として非常に好成績な企業を抱え

ており、その企業を立地してみえる自治体は、税収が増え、交付税は不要

になっておるそんなところがあります。近くではいなべ市が不交付団体となっ

ております。しかし、国の進めている税源移譲の効果は薄く、大変な時代を

迎えております。 

 東員町も財政難、あるいは義務的経費はどうしても必要ということで、住民

の皆さんにさまざまな負担をお願いしております。そんな中でいろいろなお

話を伺います。執行者はお金がないのでそれは無理との、「その仕事は無

理ですね」という回答は、陳情された方々には非常に冷たい対応であります。

私はかねてから公有地の遊んでおる遊休地は、付近の開発に合わせて早く

処分し、一般財源化するべきと訴えたのが、平成 14 年でした。 

 当局は処分できるものは準備しているとの回答でした。その中で東員保育

園の跡地での一部は相続問題で行き詰まっているとの答えもいただきまし



た。そうして大きな遊休地の中には町営の大木住宅団地の跡地があります。

この付近は鳥取、あるいは北大社あの付近は民間の住宅開発が大変素晴

らしいものがあります。それに合わせて大木町営住宅跡地は売却を進める

べきです。売却を進めていただきたい。今日までの進捗状況はどうなってお

るのか、お伺いをして町長の答弁を求めたいと思います。 

 ○議長（川杉美津江君） 佐藤均町長。 

 ○町長（佐藤 均君） ただいまの公有地処分についてのご質問に、お答えを

いたします。 

 公共施設の整備によりまして、施設移転後の土地について将来的に町の利

用の有無を検討し、利用目的がないと判断したときについては、処分を行う方

針でございます。 

 特に市街化区域に有する大木住宅の跡地、東員保育園の跡地について

は、住宅建設を条件に処分を考えているところでございます。現在、両地区

とも地籍調査事業での現地測量を終えまして、最終行程の手続きを行って

おり、登記完了後に処分をしたいと考えておるところでございます。 

 土地処分については、ご質問にもございましたが、財政的な理由をもって

処分し、財源補填をするといった考えではございません。将来的に町の土地

利用計画がなく、住宅建設を条件とし、人口増加の一端を担うことを目的に

考えておりますので、ご理解を賜りますようお願いを申し上げます。 

 いろいろ財政で厳しいことをお願いをしております。ただ、現在直ちに東員

町の財政がねっちもこっちもならんという状況ではございません。その辺は、

皆さんもよろしくご理解をいただきたいと思います。私は将来的をみた場合

に、やはり今きちっとしておかないとということで、町民の皆さんに大変厳し

いことを申し上げております。その辺をひとつご理解をいただきたいと思いま

す。 

 私はいろいろと人口増加とか企業誘致、企業誘致のほうもぼつぼつと進出

が決定をしております。将来は不交付団体を目指したいと、そんな方向で幹

部の職員に、東員町も不交付団体を目指そうやと、こんなことで人口の増加

とか企業誘致をこれから一生懸命ですね、知恵を絞って考えてもらいたいと

いうことをお願いをしております。現在、交付税は７億円ぐらいいただいてお

りますので、その７億円を税等で賄えていけるように、これからも一生懸命

努力をしていきたい。そんな思いでおりますので、どうぞよろしくお願いを申

し上げます。以上です。 

 ○議長（川杉美津江君） 門脇助雄議員。 



 ○14 番（門脇助雄君） 大木の町営住宅付近は素晴らしい発展があります。民

間の力があれだけもあるんかいなと思うぐらい、高層アパートもできておりま

す。そんな時代でもう民間に力が出て公営住宅は官がやるべき時代ではな

いと思います。この二つの大きな土地は付近には立派な公園もあります。そ

して付近はほど良い空間もあります。宅地には最もふさわしい環境が整って

いると言っても過言ではありません。 

 この二つの大きな遊休地の処分は是非急いでいただきたい。そしてその

ほか町内にも散在しております公有地も必要最小限度にとどめ、準備でき

たものから早く処分すべきであると思います。相続問題もどうやら解決して、

登記の段階を迎えておると伺って判断をさせていただいてもよろしいのです

か。そうしてまた未解決問題のところがあったら、その部分だけでも後回しし

て判断も必要かと思います。 

 三重県でも随分不良遊休地を抱えております。今回の四日市の土地開発

公社もあの保々に、八千代工場のある付近に随分な開発公社が不良遊休

地として持っております。そんな中で、あそこに立地しております八千代工業

が東員町へ来てくれるという、先般話も聞きました。これは良かったな。あの

地続きの保々の工業団地を放っといて東員町へよう来ていただいたなと、私

は思っております。 

 しかし、それらの三重県や四日市の例をとったわけですが、塩漬け、漬け

物の呼び名で呼んでおります。それらの土地はもう塩漬けどころか、腐って

おる漬け物やとも言われております。 

そんなことがないように、ひとつ東員町はこの大きな住宅地、二つの住宅地、

東員保育園、大木町営住宅跡地、町長も処分を目指しておる。そしてそれら

の金を有効に使って、できたら不交付団体にいきたい。不交付団体やったら

そんに国や県に東員町へ来た金を縛られるわけではないです。自由に使え

る金かと思われます。１日も早い、一刻も早い処分判断をお願いして、もう一

度町長の答弁をいただきたいと思います。 

 ○議長（川杉美津江君） 佐藤均町長。 

 ○町長（佐藤 均君） お答えをさせていただきます。 

 東員町の場合は、土地については塩漬けの土地はございません。まずそ

の点だけ報告をさせていただきます。 

 処分のことも、これも町民の皆さんの財産でございます。その辺は十分皆

さんと議論をさせていただきながら、最善の方法を見つけていきたい、そん

な思いでおりますので、どうぞよろしくお願いを申し上げたいと思います。 



 ○議長（川杉美津江君） 門脇助雄議員。 

 ○14 番（門脇助雄君） この遊休地も今になると、まさに町民の財産です。有効

活用、あるいは付近の開発にあわせて何とか処分をして財源化していただき

たい。いつもの答えのようにもう一歩進んで、いつごろそういう対応をやれる、

もう登記を待っておるだけやというようなお話ですが、いつごろ処分にかから

れるのか、明確にお答えもいただきたいと思います。 

 ○議長（川杉美津江君） 佐藤均町長。 

 ○町長（佐藤 均君） お答えさせていただきます。大木の土地については今、地

籍調査が確定した段階でできるだけ早い機会に、年が明けたら地籍調査は３

月まででございますので、新年度に入ったら手続きを進めたい。 

 それから六把野山田というのですか、旧の東員保育園、こちらのほうは一部相続の関

係と申しますか、そんなことでまだ解決はいたしておりませんので、そちらのほうを精力的

に解決してですね、これも早い機会に処分をしていきたい、そんな思いでおりますので、よ

ろしくお願いを申し上げたいと思います。 

 


