
○議長（川杉美津江君） １番 近藤義憲議員。 

              （１番  近藤義憲君  登壇） 

 ○１番（近藤義憲君） 通告書に基づき、大きく２点の質問をさせていただきま

す。 

 １つ目、2011 年以降のプラムチャンネルの方向について、２点目は、選挙

開票時間と投票所についてですが。 

 １点目、19 年６月議会と９月議会に同僚議員が質問され、また本日も先輩

議員がプラムチャンネルの方向性について質問されております。このあとも

また質問があると思いますので、大分重なると思いますけど、一度確認の意

味でもう一度質問させていただきます。 

 先般の町長の答弁、総務部長の答弁、また住民についてのアンケート調

査をされましたが、その後、どのように考えられたのか、進展があったのか

お聞きします。2011 年７月国内全域で地上波デジタル放送に完全移行しま

す。東員町のプラムチャンネルは現在アナログ放送だが、今後プラムチャン

ネルはどのような方向に進むのか。 

 また、来年北京オリンピックもあり、住民の中には町の決定を待ちきれず、

アンテナを取り付け既にデジタル放送を見ている住民もあります。デジタル

放送、アナログ撤廃までにあと３年間しかない。早急に今一度進めていただ

くように思いますので、この予定が進まないのか、進むのかお聞きしたい。 

 それと２つ目は、いろんなケースが考えられます。それはラッキータウンテレ

ビを使うのか、アンテナを立てるのか、またラッキータウンチャンネルを使えば、

パーツ方式、エスビー方式、もういろんなケース、個人においても町の放送事

業課においても、私ども住民はいろんなケースが考えられ、一番安い方法で一

番良い方法を利用してようと思ってますけど、町として私の願いは自分なりに

は勉強しておりますけども、もう少しわかりやすく住民にこういうふうになります

というようなことを、進めてほしいと思いますので、その辺のことを町はどう思っ

ているのか、お聞きしたいと思います。 

 ○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） 近藤議員からの 2011 年以降のプラムチャンネルの方向

性についてのご質問に、お答えをいたします。 



 先程門脇議員にもご答弁させていただきましたが、今後の方向性といたし

ましては、株式会社ラッキータウンテレビに取材、編集及び放送を委託しま

して、町の行政情報を同ケーブルテレビ会社の自主放送番組内でお知らせ

していく方向で、検討をしているところでございます。 

 次に、テレビの視聴に関し、いろいろなケースが考えられますが、費用などを

住民に披露し、選択肢を図るべきとのご質問につきましては、現在、住民の皆

様は株式会社ラッキータウンテレビから送信されるアナログ放送を視聴してお

られます。また、地上デジタル放送の視聴方法としては、アンテナをご自宅に

設置して視聴する方法と、同ケーブルテレビ会社のデジタル放送の視聴契約

を行い、視聴する方法があります、現在でもですね。 

 費用につきましては、アンテナで視聴される場合は、アンテナ代と設置費

用が必要となります。また 2011 年７月まではアンテナを立てられても、場所

によっては上手く受信できない場合もございます。同ケーブルテレビ会社と

視聴契約を行い試聴する場合は、初期導入費用と月額視聴料が必要となり

ます。 

 また2011年７月24日以降、地上デジタル放送に完全移行された場合の視

聴方法は、アンテナでの視聴とケーブル会社と契約して視聴する方法があ

ります。ケーブルテレビ会社と契約して視聴する場合の費用面につきまして

は、先程の門脇議員へご答弁をさせていただいたとおり、現在、協議を行っ

ているところでございます。 

 いずれにいたしましても、視聴方法をご判断いただくのは、住民の皆様で

ありますので、町の方向性が決定しましたら、これらのケースをわかりやすく

説明してまいりたいと考えておりますので、ご理解のほどお願いを申し上げ

たいと思います。そんなことで今年いっぱいに基本、方針というのですか、方

針を決めさせていただきたい。そんな思いでおりますので、どうぞご理解を

賜りますようにお願いを申し上げます。 

 それと、やはり情報、行政の情報発信をしたい思いは、ケーブルテレビ会

社を通じて情報発信したい。そんな思いでおりますので、アンテナを立てら

れた方には情報が出ませんので、その辺でできることならやはりケーブルテ

レビ会社との契約、そんな方向で住民の皆さんにこれからご理解を賜るよう

に努力をさせてもらいたい。そんな思いでおります。 

 そういうことで視聴の料金をできるだけ安くということで、今議論をさせてい

ただいておるというところでございますので、ご理解をよろしくお願いをしたい

と思います。 

 ○議長（川杉美津江君） 近藤義憲議員。 



 ○１番（近藤義憲君） 今、お聞きしたことは前にもお聞きして、確認したわけなん

ですけども、今でもアンテナでデジタル放送見れます。それとケーブルテレビで

今のままで初期費用 9,800 円、年額１万５千何がしで明日からでも見れます。 

 それとアンテナを立てれば、見れるとこと見れないとことデジタル放送ござ

います。デジタル放送、東員町の地域が瀬戸から電波送っているんですけ

ど、一番東員町ぐらいが境で東員町で映る場所と映らない場所とあります。

2011 年にはサテライト治田の辺に立てるという方向も、これ立てれば映りま

す。 

 町の決定が遅くなれば皆さんテレビ立てたら、私一番危惧しているのはな

ぜか、プラムチャンネルを皆さんに町の一番の大事な情報伝達が欠けると

いうことです。テレビ見ることよりも町はどういうふうにしておるかと、テレビの

方法はどうやってしてでも、どうやってと言いますと、お金ももちろんかかりま

すけど、今までも見れます。2010 年に決定して 2011 年、それでいいのかと、

皆さんデジタルで頼んで、ケーブルテレビ会社で頼めばパッスル方式とエス

ビー方式というのがありますけど、これは放送会社が選択することであるし、

テレビで見るかケーブルで見るか、これも視聴者です。町はどういうふうにし

て、こういうふうにしたいということを、皆さんに早く言わないと、言っていただ

かないと、テレビは見るんですから、せめて北京放送までに、早い人だった

ら年末の年末年始の紅白歌合戦までにアンテナが立てて見る。そういうふう

になったら、この議会の先程門脇議員も言われたように、議会の放送なり運

動会なりいろんなことがもうこれからなくなると、そういう時代になると思いま

すけど、それをお願いしたいと思います。町長その辺もう少し早く決定できな

いでしょうか、ちょっとお伺いします。 

 ○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。 

 要は今でも見ようと思えば、見ようと思えばアンテナでもケーブルでもどち

らでも見られるということですね。これはもう間違いないと、ただテレビがデジ

タルのテレビか、アナログのテレビかということで、少しチューナーの関係が

変わってくるということが一つありますね。 

 だから、早く見たいでアンテナを立ててという方がみえるから、早いこと町

がどうするんやということですけど、基本的にはもう町はデジタル化は直営

ではしないと、もう委託でいきますよという方向はもう見えてきておると思うん

です。だから極端なことを言うと、プラムチャンネルはなくなる。廃止になると

いうことの認識をまずしていただく、そして自分はどちらの方向でいくか、民



間会社のケーブルテレビへいくんか、アンテナ方式でいくんかということなん

ですけど、我々行政としてはアンテナ方式にどんどんいかれるということは、

情報伝達で非常に行政としては将来大変なことになる。 

 だから私は、できることなら今までどおりケーブルテレビと契約を結んでも

らいたい。そのためには視聴料をできるだけ下げてということがあるんです

けど、その辺は今５百円とか８百円とか、月ですね、ことが出てきておるわけ

なんですけど、その辺をタウンと協議を今重ねておるんですけど、向こうは

営業でございますので、将来に向けてとか、他チャンネルちゅうのですか、

他チャンネル化とインターネットをどうしても考えるわけです。私どもはそれ

は関係ないということで、交渉せえと私は言うておるんですけど、向こうは将

来のためということもかかっておりますので、なかなかそれが合意にいかな

いわけなんですけど、それをいま精力的に詰めておる段階でございます。 

 だからあくまでテレビですので、今のままで線は十分対応できるんですの

で、光とかそういうことやなしに、だから向こうが厳しいこと言いますので、そ

の辺をこれから議論をさせてもらって、逐一皆さんへも情報は出させてもら

います。そんなことでできることなら、きちっと３月今年中に方向をきちっと出

さないと私は駄目だということで、職員と議論をしておるところでございます

ので、もっとわかりやすいこう町民の皆さんに対して、情報を出すようこれも

一生懸命さ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（川杉美津江君） 近藤義憲議員。 

 ○１番（近藤義憲君） 大体の方向わかったんですけど、それと今、山本議員か

らちょっと高圧線のことあったんですけど、中電の補償がもうなくなるというこ

とはコマーシャルさしてもらってますけど、そのあとはもう全然補償はないの

か、あと１年ぐらい何とかテレビへ移行するまでに難視聴地域の打ち切りは

それで終わりなんか、その辺の交渉はもうどうなっておるんでしょうか。 

 ○議長（川杉美津江君） 佐藤均町長。 

 ○町長（佐藤 均君） 高圧線、さきほどの山本議員さんとの議論の中でのその

高圧の補償、これは電波障害とは関係ございませんので、80 万円というの

は。それは高圧線架の。電波障害のほうはその 2011 年の切り替えまでは当

然補償はしてもらえると思います、アナログ中は。デジタル化となった時点で、

もう障害がなくなるから、もう中電は補償額は出さないということでございます

ので、よろしくお願いをしたいと思います。 



 ○議長（川杉美津江君） 近藤義憲議員。 

 ○１番（近藤義憲君） 電波障害 2011 年以降も多少補償交渉してもらえないか

なとは思ったもんで欲出して、それには住民の皆さんの視聴料というか、ケ

ーブルテレビ払うのは、ケーブル払ってＮＨＫ払って大分負担も多くなるもん

で、その辺のこともどうかなと思うたんです。 

 それと先般、回覧板で、これ今コピーしたやつなんですけど、各班に地デ

ジの回覧が回りました。私これ回覧板なんでコピーしたんです。総務省から

のあれですけど。これには詳しく書いてありますけど東海版でありますので、

今後も先般の質問、今日の質問、それから今後の質問で東員版をひとつ勢

慶とでもどこでも電気屋さんでも一緒に、皆さんどう選べますかとか、コマー

シャルしていただかないと難しい。450MHz でも 700 で送っておるとか、ＳＴＶ

とかパッスルでいろんな地デジの言葉が出てきますけども、東員版をひとつ

それこそテレビのある間、また逆に東員だよりの号外ぐらいで、ひとつ皆さん

2011 年になってもアナログでテレビは映る、チューナー付けな映らんちゅうこ

とまで、ちょっと詳しく一回各戸配布ぐらいしていただきたいのをお願いした

いと思いますが、どうでしょうか、東員版をね。 

 ○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。 

 私もこれここに持っておるんですけど、東員版でということなんですけど、な

かなか間違った情報が出てまいりますと大変なことになりますので、そこら

は非常に難しいとこあるんですけど、議員さんの中でプロ並みの方みえます

ので、そこら議論してつくって出すということであれば、つくれると思いますけ

どもね、検討させてもらいます。 

 それと先程の電波障害の関係でございますけど、これはもう東員町だけでは

ありませんので、隣の桑名市さんも当然こういうような状況でありますし、ＣＴＹ

さんの四日市市さんもいろいろな段階で、まだうちよりか戸数が多い１万何千

戸というような電波障害で電波受けてますので、その辺とも十分こう連携とりな

がら、中部電力さんと協議を重ねていきますので、よろしくお願いしたいと思い

ます。 

 ○議長（川杉美津江君） 近藤義憲議員。 



 ○１番（近藤義憲君） 今、ＣＴＹの話が出たで質問しますけど、ラッキータウン

テレビチャンネルだけやなしに、ＣＴＹさんにも電話してお聞きしたんですけど、

エリアはラッキーさんのあれですけど、住民がその意向にすれば、うちは参

加してもよろしいということだったもんで、これから視聴料を下げる意味でも

町の圧力とそのＣＴＹさんのあれで、ひとつでも結局これから東員の方、ＮＨ

Ｋ代ですんだ時代がグーンと上がるもんで、何とかして安くケーブルデジタル

映る方法をひとつお願いしたいと思いますので、かけひき一つの経費の節減

になると思いますので、その辺もよろしくお願いいたします。 

 ○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。 

 一つだけご認識をしていただきたいんですけど、なぜ東員町がこう非常に難

しいていうのは、ラッキータウンさんが団地、特に笹尾・城山の線というんです

か、それは昔の勢慶さんの財産なんです。だからそんなもん関係なしに町が

全部光なり、770 で張るという腹積もりがあれば何ら関係ないんですけど、あく

までその勢慶さんの財産でございますので、それを一時に借りやんならんとい

うことになりますので、在来は中部電力さんが張った線でございますので、こ

れは中部電力さんの財産ですね。今はシーテックさんに変わっておりますけど、

もともとは中部電力さんの財産です。 

 だから東員町は線そのものが分かれておる、団地と在来と違う、一本にな

ってない。だから非常に難しいんです。これが一本になっておれば、また違う

方法もあるんですけど、勢慶さんがかんでますので向こうの財産でございま

すので、そんなん無視して町なりで線をもう一遍張り直すという覚悟があれ

ばできるんですけど、それも大きなお金が要りますので、その辺で非常に東

員町の場合は難しいということでございますので、どうぞその辺はご理解を

いただきたいと思います。 

 ○議長（川杉美津江君） 近藤義憲議員。 

 ○１番（近藤義憲君） 要は、一番身近なテレビを皆さんが安く安心して聞ける

ように、ひとつ町の努力をお願いしまして、次の質問に移ります。 

 去る７月の参議院選挙で、選挙の投票開票時間が少しというか新聞、皆さ

んのお手元にあると思いますが、８月 30 日朝日新聞にデカデカと報道され

まして、何でも優秀な東員町がびりになっているということで、ものすごくショ

ックあったわけです。そのことについての質問と、同僚議員が投票所のこと



で、16 年９月に投票所の統廃合のことについて質問して、その２点のご答弁

をいただきたいということで、質問させていただきます。 

 ７月の参議院選挙の開票速報まで東員町が大台町と並んで三重県最下

位でしたと、時間的に開票時間に６倍の差がありました。この理由をお聞き

します。 

 それと 16 年９月に同僚議員が、投票所の統廃合で 10 箇所を６箇所にして

ありました。そして行政改革推進計画ではこれも個票の２番に出ております

けど、あれから我々新人議員３年経ちました。どのように進んでいるのかと、

それで行革には 15％を達成したと、それ以後の状況はどうなっているか、以

上、２点をお伺いいたします。 

 ○議長（川杉美津江君） 近藤洋総務部長。 

             （総務部長  近藤  洋君  登壇） 

 ○総務部長（近藤 洋君） ただいまの近藤議員の選挙の開票時間、それから

投票所についてのご質問にお答えをいたします。 

 本年７月の参議院議員選挙の開票確定までの所要時間につきましては、選

挙区が２時間 23 分、比例代表で４時間 34 分でございました。この時間は県内

29 市町のうちで選挙区が 24 番目、比例代表が 19 番目の所要時間でございま

した。 

 参議院選挙につきましては、平成13年の通常選挙から被拘束名簿方式に

改正され、今回の通常選挙で選挙区に３名、比例代表には 11 の政党で 15

9 名の候補が立候補をされました。このようななか、今回の選挙の比例代表

の時間は、前回平成 16 年の参議院議員選挙に比べて、所要時間につきま

しては 51 分の短縮を行うことができたところでございます。 

 近藤議員の開票効率の調査につきましては、８月 30 日の朝日新聞で報道

のありました、朝日新聞と早稲田大学マニフェスト研究所の調査により出さ

れた、１人が１分で捌いた票の数値の比較で、これは投票総数を開票作業

に加わった人数と所要時間で割った数により算出されたものであります。 

 市において導入が進んでおります投票用紙読取分類機の設置状況や執

行経費削減のため、本町におきましては投開票作業に派遣職員を導入いた

しており、それに伴い開票作業に加わった人数は増加していることなどが、

この調査の数値に影響をしているものと考えております。 

 開票作業では担当部署の作業が終了した職員については、その時点で帰

すなどの措置を行っておりますが、開票に加わった１人として算入されてお

り、この調査の数値には疑問もあるところでございます。選挙管理委員会に



おきましては経費の削減、時間の短縮を図りながら選挙事務の適正な執行

に努めるよう、今後も進めていく所存でございます。 

 次に、投票所の統廃合の進捗状況についてでございますが、この選挙事

務所の統廃合につきましては、行財政改革推進計画の実施項目として、平

成 19 年度に選挙管理委員会において三和、それから神田地区の投票所の

統廃合を検討し、平成 20 年度に方針決定することといたしております。 

 これによりまして本年度の９月の選挙管理委員会において、投票区の県

下の状況等について検討し、10 月には岐阜県八百津町で投票所の統廃合

の実施について視察研修を行っていただき、また来年２月の選挙におきまし

ては三和校区、それから神田校区の投票所におきまして、投票所への交通

手段などの調査を実施させていただき、状況を把握させていただいたうえで、

統廃合をするかについて決定をしていきたいと考えておりますので、ご理解

をいただきますよう、よろしくお願いを申し上げます。 

 ○議長（川杉美津江君） 近藤義憲議員。 

 ○１番（近藤義憲君） いろいろ１人にかかった数字が東員町はびりであると、

びりから２番目なんですね。それはいろいろ条件はありますけど、このことに

関しまして我々作業する作業台を動かしたり、例えばここにも書いてあります

ように、卓球台１台で４辺使えるのと一辺に並べるのと、この高さ大体 92cm、

作業台女性やと 10cm 落としたり作業台合わせるけど、そういう例えばレイア

ウト、それからいなべ市ここに書いてありますが、リハーサルやってました

ね。 

 そういうこれなぜ選挙のこと言うかというと、町の職員が一つのことで全員

の指示のもとで動けるんです。縦割り行政の悪いとこがこれで一遍にやれる

んです。町長が指揮できるんです。選挙管理委員があるというものの、それ

は別ですけど、予算は町長が一応指揮権というとおかしいけど、これが行革

の私一番大事なとこかなと思うんです。 

 予算組んでおるのは町長が組んでおるんですから、そういうふうにして一

つの作業を全体でやる。縦割り行政をなくす一番の方法なんです。開票時

間を目標設定、今まで４時間かかっておった。今年は３時間でやる。その辺、

票の数え方何かが皆さんでこういうふうにやったら、先程の木村議員が同じ

言われたように、提案してやっているわけですね。それはどんだけ、何時間

かかったことがこれだけで終わったということは、それだけの残業代が安くな

る。一番経費節約するもとだと思いますけど、今回に関しましてリハーサル

は多分やってないと思うんですけど、そういう作業台ていうか卓球台かどう



いうものでやられたか、ちょっと私も見てませんでわかりませんけど、そうい

う工夫なされたのか、なされなかったのか、お聞きします。 

 ○議長（川杉美津江君） 近藤洋総務部長。 

 ○総務部長（近藤 洋君） お答えをさせていただきます。 

 リハーサルにつきましては、職員人数等の関係で実施をしておりません。 

 それから開票台というのですか、集積台、それにつきましては選挙別に東

員町としては分けさせて実施をさせていただきました。ただ、こういった中で

開票係から点検係、計算係いろんな係を設定をさせていただいて、人員の

割り振りをしております。そういった中で、まずは開票係、開票する係でござ

いますけれど、そこに、最初の時間についてはそこに集中するという形で進

めさせていただき、ある程度その目途がついた時点で次の点検係、それか

ら計算係、そういったところの本来の自分の仕事のほうに戻っていただくとい

う、そういった形での仕事の係の兼務、そういったところは内部で検討させて

いただいて、進めさせていただいておるところでございます。 

 それで、近藤議員おっしゃられますように、何しろ早くするというのがまず

目標でありますし、もう一つ角度を変えれば効率というのも当然のことでござ

いますので、今後につきましては開票の仕方等研究させていただいて、少し

でも効率良く早くできるような方法で考えていきたいと思いますので、ご理解

をいただきたいと思います。 

 ○議長（川杉美津江君） 近藤義憲議員。 

 ○１番（近藤義憲君） 行革の中の選挙のことでこういう一応データ誰でも信用

しますので、ひとつ今後、年に一回あります選挙はだいたい、衆議院議員、

参議院議員、知事選、県議選、町長選、町議会選、大体年一回ございます。

いかに早く迅速にして、我々立候補者にしろ、有権者にしろ早く知りたいとい

うのが、これ選挙の本命です。正確が一番ですけど、正確さ追求して朝の４

時半までかかった、３時半までかかっておった。熊野市は何かそんなようでし

たけど、類似団体のその開票率を見せていただいても、東員町の数字がい

かに丁寧か、どういうふうかわかりませんけど、湯河原町やと１分間に捌い

た票は 1.46 だし、明和町は 1.99 です。東員町 0.68、名張市とはえらい違いで

すからね。ほかの事務にもこれは、私はこういう数字は出てくるという、創意

工夫が足りないとこういう結果になりますよ。 



 仕事には流れというものが大事ですから、いかにどういうふうにローテーシ

ョン組んで、どういうふうに票が物の流れですから集中的にして、どういうふ

うに最後まで行くと。ちなみに一番時間、開票で時間が早かったんが鳥羽市

です、３時間 20 分。四日市市は 10 時間 15 分で平均５時間 37 分というのが

開票から当選発表までの時間ですけど、そういうことも比べて、この数字は

ちょっと選挙管理委員会の人にも、総務部長が一応指揮、書記としてやられ

ておるんですから、こういう数字も選挙管理委員会の人にも町長が権利がな

いと言われれば、早く迅速にやってくれというようなことをしていただきたいと

思います。 

 それから統廃合についてのことをお聞きしますけど、これも遅いですね。南

部議員が 16 年３月に質問されて、町長は「選挙管理委員会と協議します」と

言われてから 16 年９月ですから、３年前。それで去年行革できたんですけど、

協議されてどういうふうになったか、それも今日お聞きするのはあれなんで

すけど、ちょっとその辺お答え願いたいと思います。そのときの答えは選挙

管理委員会と協議しますということでした。行革の入る前です。 

 ○議長（川杉美津江君） 近藤洋総務部長。 

 ○総務部長（近藤 洋君） お答えをさせていただきます。 

 先程の一点目に戻るわけでございますけれど、やっぱりその効率の面で

いろいろな開きがあるということでございますけれど、これにつきましては先

程もご答弁させていただきましたように、分母ですか、それに従事する職員

数、その辺の関係がトータルでとらえられておるという現実もありますので、

そこで例えば１時間、２時間の時点で帰していく方式をとっておりますので、

そういった面でやっぱり分母になる数字がそのままの状態で計算されていき

ますので、それはご理解をいただきたいと思います。 

 それから投票所の件につきましては、先程 16 年３月ということでおっしゃっ

ておられますけど、ただいまご答弁させていただきましたとおり、現時点では

平成 20 年度に方針決定をするという形で進めておりますので、ご理解をい

ただきたいと思います。 

 ○議長（川杉美津江君） 近藤義憲議員。 

 ○１番（近藤義憲君） 選挙管理委員会に聞かなければ決定できない。今 10 箇

所で、これバラツキあるんですね。第一投票区はこれ東員町のホームページ

から開いたんですけど、平成 19 年 12 月２日、登録者数を２万 888 人です。



第１投票区 1,380 人、第２投票区 1,822 人、第３投票区 1,331 人、これ神田

地区です。稲部地区 2,253 人、これ稲部地区１箇所です。三和地区第５投票

区 786 人、第５投票区というと南大社です。第６投票区三和幼稚園、これは

長深地区ですね、1,039 人。 中上 858 人、三和地区で 2,683 人です。 

  そして笹尾西 3,244 人、笹尾東 3,892 人、城山地区 4,283 人、これ城山

地区です。これ 10 区で割ると 2,088 人、簡単なことなんですけど、10 区ある

で。これ３箇所を７箇所にすれば 2,980 人、城山１箇所でこれ 4,283 人、地

域的なこともありますけど、こういうことはもう常識というか、そんな選挙管理

委員さんそういうふうでどうですかと、言えやんもんですかね。 

   858 人の中上と 4,283 人の１投票区と一緒の条件で、一緒の立会人がみ

えるけど、立会人がそんなら５倍おるかと、城山に。そんなこと一つの経費

の節減になるもんで、早急にこんなこと 20 年、21 年て早急にやれんかなと

思うんですよ。その辺どうでしょうか。 

 ○議長（川杉美津江君） 近藤洋総務部長。 

 ○総務部長（近藤 洋君） お答えをさせていただきます。 

 近藤議員ご指摘のように、笹尾地区につきましては３千人台、４千人台と

いうのが現状でございます。ただ南大社、それから長深、中上、それトータ

ルして約 2,600 人ぐらいということでございますけれど、そういったことのた

めに平成 20 年度に方針決定をしていくということで、今進めておりますので、

これも在来の地域ですと、第１、第２、第３が神田地区、それから第４が稲部

地区、それから三和地区で３つの地区がございますけれど、これも何 10 年

来ということで実施をしてまいりました。 

 そういった中で、やっぱり近藤議員が言われるように、やっぱり人数の差もあ

るということ、それは距離的な面もございますけれど、そういった面も検討の中

に入れて平成 20 年度に三和・神田地区の統廃合を検討し、方針決定をすると

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。 

 ○議長（川杉美津江君） 近藤義憲議員。 

 ○１番（近藤義憲君） 行革で決めたことはテコでも動かんというけど、今の城山・

笹尾の選挙、旧村のままというのは、これ昭和何年からこの投票区決まってお

るんですか、そんなら。投票区改善というか、ずっと今までやってきたわけです

ね。昭和何年からこの合併したとこからですか、一応その時期をお聞きしたい

と思います。 



 ○議長（川杉美津江君） 近藤洋総務部長。 

 ○総務部長（近藤 洋君） おおよそ 50 年ちょっとぐらいにはなると思っておりま

す。 

 ○議長（川杉美津江君） 近藤義憲議員。 

 ○１番（近藤義憲君） なぜくどく言うかというと、行革で南部議員もデータ、看

板や投票所の問題、立会人の問題いろいろありますけど、３年前に質問され

たときに立会人と選挙看板のこと法律変わってますけど、少なくすれば１回

選挙ある度に 90 万円違うというわけなんですよ。 

これ一番大事なんは経費節減ですよ。３年前にして直っておれば 90 万円違う

って、半分にした、50 万円にしたって、10 年で 500 万円でしょう、これ。合併し

たときからもう 50 年経っておると言ったって、10 万円ずつ貯めたって 500 万円、

10 万円ということはないにしたって、今の金額でしたら本当にすごい金になる

んです。 5,000 万円ではきかんと思う。経費使ってきた金がですね。 

  今後、町議会選挙には間に合わないか知らんけども、衆議院選挙１回や

れば経費が節減になると、その辺の行政改革の問題点なんです。私は開票

時間が長いで人が多かったとか何とか、時間外勤務手当、これ町長選の予

算この間いただいたやつ、町長選単独で町長１人であったのであれですけ

ど、してありますけど、ここには時間数、時間外手当 415 万円、管理職の勤

務手当、こういうものが50万円ぐらい選挙１回で経費削減できるですよ。さっ

きの電灯の問題やないけど、３年前に言われて協議しますで行革になって

やって、まだ来年方針決定する。 

 早くこういうものやれ、１回やれば 50 万円ずつは助かってくると思うで、私

はくどく言っておるんです。開票時間が遅いから人が多かったって、分母多く

すれば正確さ、いかに早く帰りたいかでしょう、職員。朝の午前２時までやれ

ば、私はそういう役場の職員さんが早く帰って、住民に早く、その辺が行革

の本質じゃないかということで言っているだけ、開票時間が遅かったでどうの

こうの問題より、金額に直すと莫大な金額になりますので、その辺のお考え、

町長その辺どうでしょうか、町長にお聞きしますけど、予算組んでいる以上

そういうふうでございますので、職員動かすのは町長と思います。選挙管理

委員のことはタッチできないか知らんけど、来年の開票時間は１時間早くあ

げるとか、そういう指示をしていただければですね、町長のお考えをちょっと

お聞きしたいと思います。 

 ○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。 

 時間外の件につきましては、私の管轄の部分もあろうかと思います。ただ、

選挙の関係でございますので、なかなか私はそこまであんまり入り込みたく

ない。ただ、開票時間、新聞報道も見せていただきましたし、なかなか改革

がされておらない。それから投票所の統廃合についても、もう私はずっと以

前から、これは公平性とかいろいろな面から統合すべきという指示は出させ

てもらっています。ただ決定はあくまでも選挙管理委員会ということでござい

ますので、そうせえということは言えませんので、管理委員会のほうへきちっ

と話をして、そういう方向で進めてもらいたいということは、もう以前から言っ

ております。 

 以上でございます。 

 ○議長（川杉美津江君） 近藤義憲議員。 

 ○１番（近藤義憲君） 越権行為になるといわれりゃあれですけど、やっぱり行革、

議会も含め、町も行革、職員も行革やっておるときに、ひとつ１回の選挙でこれ

だけ経費節減できるんですから協力してくださいと、昭和何年は歩いて行きよ

った。自転車で行った。オートバイで行った。この時代、車社会の時代ですので、

小学校の生徒も通学しておるんですよ。例えば稲部地区だったら大沢から稲

部小学校まで行ってる。それより近い鳥取地区から神田のとこへ行っておると

か、いろいろ不公平な面もあります。先程の投票所の人数割からいって日当か

ら割れば、城山は一番安くつくし、中上・三和地区は高くつきますけど、そういう

面でもひとつ納得いくことだと思いますので、ひとつ選挙管理委員会、今後、衆

議院選挙もあると思いますし、来年度にはですね。毎年ありますんで、１回の

選挙で 50 万円から 100 万円減れば、別に住民負担にそうなることじゃないん

ですので、ひとつご理解願って自治会へもその辺のことも進めて自治会長会に

も話題を出していただいて、進めていっていただきたいと思います。 

 それと地方自治の時代で、四日市は電子投票の時代になっております。

四日市市は地方自治体で 10 分間で投票終わる。これが良いか悪いかとい

うて、そういう時代に向かっておるときに、４時間、５時間かかるのはいかが

かなと思いますので、時代の先を見据えて電子投票時代に入るんですから、

選挙管理委員会さんにもそういうふう、いずれはなると思いますので、時代

を先取りして他所の市町のことはともかく、四日市でやっておるでって四日

市のことを気にしておればいいんですけど、何でも近隣市町に合わすことや

なしに、良いことは先行してやっていただきたいと思って、私の質問を終わり

ます。 



 ひとつよろしくお願いいたします。 

 


