
○議長（川杉美津江君） 日程第１「一般質問」を行います。 

 順番に発言を許します。 

 ８番 三宅耕三議員。 

              （８番  三宅耕三君  登壇） 

 ○８番（三宅耕三君） 皆さん、おはようございます。 

 私は、この９月まで議長を務めておりました関係上、一般質問からは大変

遠のいておりました。約３年ぶりであります。その間、大変お世話になりまし

た各方面の皆様方に、心から厚くお礼を申し上げます。また、対面から同僚

議員の質問を拝聴させていただきながら、その意義、その効果について客

観的に見させていただきました。私たちは選挙によって選ばれ、住民の付託

を受けているわけでありますので、当然、住民の声には耳を傾け、Ｋ・Ｙとい

われることのないよう空気を読み、いち早く察知する先見の目を持って議会

活動に望むことが、私たち議会議員に課せられた責務であると考えておりま

す。 

 そういう意味で、町の最高責任者である町長や、私たち議員の取り組む姿

勢というのは、大変重要であります。佐藤町長の１期目４年間は政治家、執

行者としての町長というより、慣れ親しんできた職員の延長そのものだった

ように、多くの町民には写ったようであります。確かに、町長の思い切った政

策が見られないと感じることもあったために、少し頼りなく感じたことはありま

したが、特に批判はありませんでした。 

 そんな中、今年の４月に行われた町長選では選挙の中でも一番強い勝ち

方で、佐藤町長は当選されました。その後、１期目とは違い徐々に主体性が

出てきたように思われます。何もしなければ批判もありませんが、少し町長

の行財政の進め方に対して不協和音が出ているようであります。 

 今、限られた資源を最大限に活用し、自治体としての自己決定と自己責任の

原則に基づいた、自立的な行政システムを確立するために、平成 22 年度を限

度とする行財政改革 70 項目が進められようとしております。この現在、町長が

進めている行財政改革には、多くの町民が関心を持っていると同時に、一方

的で押し付けにみえる手法に困惑している自治会も出てきているようでありま

す。多くの町民は痛みを伴う改革が駄目だと言っているわけではありません。

行政改革を進めるにあたっては、そこに至るまでの背景とその説明責任をしっ

かりと行う必要があるということが重要であります。 

 町長が、日ごろ口にしている安心・安全という観点からすると、町民が負担

しても仕方がない分野と、当然、行政の受け持つ分野とがありますので、そ



このところを住み分けをしっかりとしておかないと、町長、住民も大変困惑を

することになりはしないかと心配しているわけであります。町長のご所見をお

伺いいたします。 

 次に、企業誘致についてお尋ねをいたします。 

 現在、イオンをはじめとする企業誘致をするための開発計画が粛々と進めら

れておりますが、弁天通りの東側の（仮称）東員ハイブリットパークについては、

民間が行っているということで情報が今ひとつわかりにくい状態にあります。名

前も誰が付けたのかもわかりませんので、できれば教えていただきたいと思い

ます。 

 そして、町長としてはどのような企業誘致に対する営業努力をしているの

か、そしてその成果と今後の取り組みについてお答えをいただきたいと思い

ます。以前、スポーツ施設の管理運営と利用促進を図るために、民間企業

を回って働きかけをしたということをお聞きいたしましたが、私どもも同行して

是非東員町のお役に立ちたいと思っておりますので、もう一度その辺のこと

についてご説明をいただきたいと思います。 

 最後に、町長のまちづくりについてのお考えをお伺いしたいと思います。 

 私は、東員町に来て約 21 年になります。最初、この町に来て素晴らしいな

と思ったのは、西の山々であります。あの稜線を見る度に東員町っていい町

だな、本当に心の底からそう思いました。そして議員に当選をさせていただ

いてから、ご招待をいただき東員町の上げ馬神事に参加をいたしまして、目

の前で馬が走ってきて坂を上がる、あの瞬間を見たときに、ものすごい感動

を覚えたのを今までも昨日のように覚えております。 

 それからあの日本一の伝統を誇るお祭りということを知るわけですが、こ

の祭りが東員町で行われているということを、東員町の町民があまりご存じ

ない。特に団地にお住まいの方は東員町の歴史についてあんまり詳しくな

いということで、多度よりも歴史の深い上げ馬神事が東員町の猪名部神社

で行われているということを知らない。これが非常に残念に思います。したが

って、私たちはやっぱり東員町を元気な町にしたい。そして若者も胸を張っ

て東員町はこういう町なんだよということを知ってもらいたい。そういう思いか

ら町おこし、何とか東員町の町おこしができないのかということで、日々考え

ております。 

 一昨年、そういう思いから仲間とともに観光協会を立ち上げることを計画し

て、一昨年４月１日に立ち上げたわけでありますけども、非常に関係者のご

尽力、そして東員町のご理解、そして三重県の理解のもとに、いろいろな事

業を展開をしているようであります。 



 その中で、いろいろと東員町のいいところを見つけよう。そして歴史の発掘、

新たな創出ということで事業を取り組んでおみえになりますが、東員町として

いつも何か後手後手に回っているように思いますが、これは本来は東員町

の行政の内部にあっても良かった。これが産業課が担当をしておるわけで

ありますけども、非常に担当課は積極的に協力をしてくれております。 

 多分、町長はじめその幹部の人たちが、そういう目になってきたのかなと

いうことも感じておるわけでありますが、やはりこの前、三重県の観光局の

担当の方と、そして観光アドバイザーが観光協会を訪ねたときに、私もたま

たま同席をいたしました。そのときにこの素晴らしいお祭りがあって、そして

今年コスモスまつりのときに流鏑馬道中というのを行った。これだけ馬にち

なんだことができるんだったら、もう一層この町を馬の町にしたらどうでしょう

かという提言もいただいたぐらい、非常に馬に関係の深い町ということを再

認識をいたしました。 

 できれば、今、中部公園には毎日東員町内外から多くの子どもたちや家族

連れが訪れております。ここに新たな名所をつくるという意味で、例えばポニ

ーがそこに行けばいつも見られるよとか、そういったことも大事なことではな

いのかなということも思いますけども、後ほど町長のご所見をお伺いいたし

たいと思います。 

 ○町長（佐藤 均君） 佐藤均町長。 

              （町長  佐藤  均君  登壇） 

 ○町長（佐藤 均君） おはようございます。 

 三宅議員の町長の政治姿勢についてのご質問に、お答えを申し上げま

す。 

 本定例会におきましても、行財政改革に関する質問をいくつもいただいて

おり、お答えに重複する部分もございますが、ご理解くださるようお願いをい

たします。 

 本町におきましては行財政運営の改善や合理化について、これまで定員

管理をはじめ、行財政の見直しを進めてきたところであります。しかしながら、

我が国の財政は危機的な状況にあると言われており、東員町が今後も各種

の行政サービスを維持、向上していくためには、行政コストの削減と財源の

効率的、効果的な運用が必要になっています。 

 一方で、現代の大きな潮流となっている地方分権は、地域自らがその実情

に応じた情勢を展開できるように求めており、これからの自治体には自らの



責任と判断で進むべき方向を決め、具体的な施策を実行することができる

行政能力が強く求められております。 

 今後予測される、大きく構造的な社会変化に的確に対応し、持続的な発展

を遂げる東員町を築き上げていくためには、行財政改革を不断に推し進め、

効率的な行政運営の仕組みと確立し、しっかりした財政基盤のあるまちづく

りを進めていくことが課題となっております。 

 行財政改革実施計画の中で、８月の行政協力員会議で自治会にご負担い

ただく項目として、１点目は地域による防火施設の管理、２点目は地域によ

る防犯施設の管理、３点目は地域による緑地管理について、ご協議させて

いただきました。その後、３回にわたりご協議をいただいておりますが、とり

わけ２点目の地域による防犯施設の管理につきましては、たくさんのご意見

をいただいているところでございます。 

 協議内容といたしましては、町内における防犯灯の電気代の２分の１の負

担と、蛍光灯の取り替えにかかる修繕料の自治会による負担について、近

隣市町の自治会負担状況も説明させていただきながら、協議をさせていた

だいたところですが、自治会長さんからは「受け入れられない。自治会未加

入者が存続するのに未加入者への負担はどうするのか。来年の自治会予

算編成までに時間がない」などのご意見を承ったところでございます。 

 町といたしましても、三位一体の改革のもと地方交付税の見直し、国庫補

助金の整理合理化による影響や、少子高齢化、団塊の世代の方のリタイア

と今後厳しい財政環境が予測される中、今、足腰のしっかりしたこの時期に

行財政改革を断行して、将来に備えていく必要があると考えているところで

ございます。 

 11 月の行政協力員会議では電気代の４分の１と、螢光灯の取り替えによ

る修繕料の負担を提示させていただき、自治会長さんからいただいたご意

見について、今後も継続的に取り組むため、来年度も引き続き協議いただき

ますよう、お願いをさせていただいたところでございます。 

 自治会未加入者への対応につきましても、自治会加入促進について町の

ホームページ、プラムチャンネルに掲載し、転入された窓口で自治会加入促

進のチラシを配布し、啓発を行っているところでございます。 

 行財政改革の町民への意識づけ、説明責任につきましても現在町の広報

誌に掲載させていただいておりますし、来年度は小学校区の単位で行政懇

談会を開催し、住民の皆様にもお話させていただきたいと考えております。 

 そのほか、住民の方々にご負担願うものといたしましては、斎苑の使用料

の有料化、各種施設の使用料の見直しにつきましても、今後、ご協議させて

いただきたいと考えておりますので、よろしくお願いを申し上げます。 



 次に、企業誘致への努力の効果と今後の取り組みについてでございます。

町内の大手企業はもとより、近隣市町の大手企業に対し、本町のＰＲを行う

ため訪問をさせていただき、設備投資の計画等についての聞き取りを行って

まいりました。また、県内企業及び近隣県の企業設備投資の動向調査を行

うため、県企業立地対策室との情報の共有を行い、企業誘致の推進に努め

ております。その結果として、扶桑工機株式会社の東員第二工場建設、瀬

古泉地内への八千代工業の進出が決定をされました。弁天山東部の開発

計画につきましても、非公開ながら企業立地に関する照会が入ってきており

ますことから、企業立地が進むものと考えております。 

 今後の企業立地につきましても、現在の開発地区の動向を見ながら、さら

に企業誘致が行えるよう、立地場所の検討、確保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お願いを申し上げます。 

 次に、まちづくりについてのご質問に、お答えをいたします。 

 私の所信表明でも述べさせていただいたとおり、安全・安心の町、教育振

興の町、信頼される町、元気な町の４つの主要施策を中心に進めてまいり

ます。さらにコンパクトな町でありながら、農業、工業、商業と居住機能をそ

れぞれが効果的に機能する町の形成、地域資源を活用した観光、文化、ス

ポーツの振興をしっかりと行い、若者が定住できる環境の整備を図ってまい

りたいと考えておりますので、ご理解いただきますようお願いを申し上げま

す。 

 弁天山の東の開発、名称のハイブリット、この名称等につきましては、民間

のほうで付けられたものでございます。この開発につきましては、当初サン

ジルシ球場、その開発についてのことが発端でございまして、当初はサンジ

ルシさんのほうから東員町のほうへ、球場の部分を買収していただきたいと

いうような申し入れもございました。 

 しかしながら、その当時は今のような景気の状況でもございませんでした

ので、行政が買収することは、やはりいろいろの将来にわたっての問題もあ

るということで、お断りをさせていただいて、やはり民間で開発をしてもらった

ほうが、町にとっては有利であるということで、民間のほうから開発、そのサ

ンジルシ球場がもとで、弁天山の東側の開発ということが持ち上がってまい

りました。 

 そんなことで、町としてはお力をさせていただく部分、国とか県のいろいろ

のことで行政としてお手伝いできることはさせていただく、ただし、財政の伴

うことは町としてはできないということで、あくまで民間主体で開発計画が上

がってきたということでございます。そういうことで、ひとつご理解をいただき

たいと思います。以上でございます。よろしくお願いを申し上げます。 



 ○議長（川杉美津江君） 三宅耕三議員。 

 ○８番（三宅耕三君） お答えをいただきました。 

 行財政改革につきましては、昨日も同僚議員がいくつも質問をしておりまし

た。その中で、行政内の取り組みについて、職員の削減もはや 10 名をという

ようなことをお聞きいたしましたが、私はそれを聞いて非常に胸が痛くなる思

いで聞いておりました。行政改革を私たちが迫る以上、議員、議会そのもの

もやはり改革を進める。これが町民にわかりやすい、行政も議会も住民も一

体となった改革ではないだろうかと思うわけであります。 

 今現在、町長が進めている行財政改革の中には、３つ目で自らおっしゃった

安心・安全の町、このために不可欠な防犯施設の点検、そしてそれに伴う電気

料、これを住民が４分の１でしたか、負担するようにということでありましたけど

も、その金額がどうのこうの言っているわけじゃなくて、この安心・安全という部

分については、これはしっかりと行政が行っていくべきではないのかということ

を申し上げているわけであります。 

 そしてこの行政改革に至った経緯、これを自治会長さんのみならず、もっと

早く住民の方にも説明をする責任があったんではないかということを言って

いるわけであります。そうしないと、確かに自治会長さんは各自治会の代表

者として出席をされているわけでありますけども、本当に隅々の意見が反映

されてのことであるかということについては、今一つ全部そうだとはいい切れ

ない部分がありますので、できれば住民が納得いくような説明をしていただ

ければ、その代表者としての自治会長さんももっと町に対しても、住民に対

しても話しやすいのではないかと思うわけであります。 

 それからその企業誘致について、弁天山の東側の東員ハイブリットパーク

ということで、このハイブリットいう名前を少し調べてみましたら、ハイブリット

カーというのもありますけども、要は一つのものではないという意味なんです

ね。そういう公園ということになるんでしょうか、それにしても昨日はあくまで

も仮称だよということを言われましたけども、民間が付けたものに対して行政

が仮称だよというのは、これどういう意味があるんでしょうか。 

 また、協議の上に新たな命名をする計画があるのか、その側面からの支

援も大切なことではありますが、今現在サンジルシ球場の跡地にいろいろな

企業の誘致話がささやかれておりますが、実際のところはあの付近どうなっ

ているのか、わかっている範囲内でお答えをいただきたいと思います。 

 それから東員町のまちづくりについての考えでありますけども、非常に町

長もこの２期目に入ってから積極的に行動をされているということも伝わって

おります。企業の間に入って、できるだけ総合陸上競技場を企業に使っても



らうように働きかけをしたり、利用促進を図っているということを聞いておるわ

けでありますけども、私たち議員は少しも知らなかったんですね。 

できれば正副議長なり、議会の志のある者を引き連れて、企業めぐりをする

とか、または私たちもビラ配りでも企業誘致への働きかけでも何でもします

よ。東員町のためになるんであればという気持ちは、皆少しも変わらないと

思いますので、もう少し議会にもそういうお話を事前にたくさんいただければ、

協力できるものがたくさんあると思いますので、よろしくお願いをいたしたい

と思います。ご所見をお伺いいたします。 

 ○町長（佐藤 均君） 佐藤均町長。 

 ○町長（佐藤 均君） お答えをさせていただきます。 

 まず、行財政改革の推進計画の件でございますけども、確かに事業として

は 18 年度から 22 年度の５年間の間にということの中で、70 項目を計画上げ

させていただいております。その計画の中で、住民の皆さんに血を流してい

ただくことを頭に持ってきておる。19年度、20年度に持ってきたということで、

大変な自治会長さん等にお叱りもいただいております。やはりもっともっと住

民の皆さんにお願いをし、議論をさせていただく、その辺の配慮が少し欠け

ていたかなということで、反省をさせていただいております。 

 そんなことで、２分の１を４分の１にして、来年度１年かけて町民の皆さん

にこちらから出向いて説明をさせていただきたい。そしてできることならご理

解をいただきたい。そんな思いでおりますので、どうぞ議員の皆さんも是非

そのときにはご支援を賜りたいと思いますので、よろしくお願いを申し上げま

す。 

 弁天山の開発につきましては、私はもともと昔のような土地開発公社を利

用して、行政が買収をして企業に売っていくというようなことは、今の時代に

は合わないと、リスクを伴うようなことはもうしないということで、あくまで民間

の力を借りてまちづくりをしていく、それが私はもう基本に立っておりますの

で、これからもそのような方向で、職員でできることは一生懸命させていただ

きますけども、リスクを伴うようなことはしないということで、これからもそんな

ことをいろいろなことでさせていただきたい。そんな思いでおりますので、ご

理解をいただきたいと思います。 

 名称につきましては、民間で付けたことを行政が使っておる仮称ということ

で、ただ開発行為等がその名前で県のほうへ上がっていっておりますので、

それを使わせていただいております。ハイブリットというのは多分一つの企

業やなしに、いくつかに工場用地を分割しておりますので、そして保安林が



かんでおりますので、保安林の部分は公園としてきちっとして残していくとい

うようなことから、多分ハイブリットパークという名前を付けられたと思います

けど、その分割しておるのを一本にしたらどうやというようなことが、県のほう

から出てきておるそうでございます。そういう大きな企業が一発で買いたいと

いうんですか、一つの工場用地という、そんな今、協議をされておるというこ

とを聞いております。そんな状況になれば、当然名前も変わっていくと思いま

すので、その辺も現実になった場合は、町としても何らかの形でかましてい

ただきたい。そんな思いでおります。 

 いずれにいたしましても、観光の面につきましても東員町は、他所と比べて

非常に観光の施設もなかったということで遅れておりました。民間の力でよう

やく日の目が出てきたということで、これからもできることは一生懸命支援を

させていただきますので、どうぞご理解をいただきますように、お願いを申し

上げます。以上です。 

 ○議長（川杉美津江君） 三宅耕三議員。 

 ○８番（三宅耕三君） 今日は町長の政治姿勢ということで通告をしてあります。

今、この地域では東員、桑名、いなべという広域な事業がいくつかあったり、広域

的に取り組んでいるものもあります。その中で桑名清掃事業組合、これも広域で

やっております。その中で広域議会というのもありますけども、私がその議会に

入ったときに議長を選出するときに、もう最初から桑名市が議長をするということ

が決まっておりました。このことで私は異議を申し立て、何で最初から桑名なんだ。

これは広域の集まりではないのかという主張をしました。 

 そして議員が全員集まって、おかしいじゃないかということを言って、私の

意見が取り入れられました。負けても仕方がない。数の原理だから、やはり

やりもせずに最初から桑名とは何事だということで、選挙になることになりま

した。結局、結果的には桑名にはなりましたけども、やはりその手法なんで

すね。そして小さくても単独でいくんだったならば、小さいながらのやっぱり

主張をしていかなければならないということであります。 

 消防も広域であります、町長。毎年毎年なんか負担金が増えてきているよ

うに思いますけども、町長は町長なりの思いがあるはずです。桑名の言いな

りになっていいのか、東員町としてどう主張するのか、町長の政治姿勢を伺

いたい。 

 ○町長（佐藤 均君） 佐藤均町長。 



 ○町長（佐藤 均君） お答えをさせていただきます。 

 過去の経緯と申しますか、消防にいたしましても発足した当時の経緯もご

ざいます。いろいろの面で私も主張したいことができない、そんな状態になっ

てきております。これからその辺は議員の皆さんの力を借りながら、それは

おかしいということを、そういう機会があれば、これからも申し上げて、納得

できる、皆が納得できるような方向にできるように、一生懸命取り組まさせて

いただきます。 

 ○議長（川杉美津江君） 三宅耕三議員。 

 ○８番（三宅耕三君） 行財政改革につきましては、町長が今、職員とともに一

生懸命やっているということで、それが結果的に住民の負担につながっていると

いうことは、大変心苦しいことであります。 

 一方、私たち議会も改革に取り組んでいるわけでありますけども、町長は

１人だから何でも思うようにやろうと思えばできます。私たちは今現在 15 名

です。15 名の過半数がないと通りません。いくら志をもって改革に臨んでも、

そういう数の原理で臨まれると非常に残念な結果になってしまうことがありま

す。 

 住民からももっと議会は改革をすべきだという、強い請願書も出されており

ますので、最終日にこの結果がどう出るか、非常に住民の皆さんに胸を張っ

てお答えできるのか、情けない結果に終わるのかはわかりませんが、とにか

く精いっぱい私たちも頑張ります。町長も改革は行政だけではなくて、議会も

住民も三位一体であるということを、常に念頭において進めていただきたい

と思います。 

 最後に、その決意を聞いて私の思っていた時間になりましたので、終わりた

いと思います。 

 ○町長（佐藤 均君） 佐藤均町長。 

 ○町長（佐藤 均君） お答えをいたします。 

 改革ということでございますので、私についても痛いことばっかでございま

す。当然議員さんについても町民の皆さんについても、できたらないほうが

ええと思います。しかし、そうはまいらんということで、大変厳しいことでござ

いますけども、一生懸命お願いをさせてもらいます。そうして我々の計画が

実施に移っていくように、これからも努力をさせていただきます。 



以上でございます。 

 ○議長（川杉美津江君） 三宅耕三議員。 

 ○８番（三宅耕三君） 最後に、言おうと思っていたことをちょっと忘れておりまし

た。 

 まちづくりについて観光協会のみならず、いろいろな各種団体の方がそれ

ぞれの立場で、いろいろと東員町のいいところを、また皆が知らないようなと

ころを見つけたということで、この 12 月の「広報とういん」に、オレンジバスに

乗って穴太の薬師如来へというのが載っておりました。私たちも知らなかっ

たです。これを見て初めて認識をしたわけでありますけども、こういうところ

がまだまだ東員町の各地にたくさんあると思います。またそういうところで宝

探しをしていければなというふうに思っております。 

 そして先日は、総合型地域スポーツクラブの事務局と、その担当の方からいろいろ説明

を受けました。てっきり体育に限ってのことだと私は誤解をしておりました。いろいろな各

種団体の方と連携をして元気な東員町をつくるために活動をしているんだということをお

聞きして、認識を新たにしたわけですけども、どうかいろいろな各種団体、町おこしに関す

るもの、元気な東員町をつくるためにも、若者の定住のためにもこういったことが不可欠だ

と思いますので、町長よろしくお願いを申し上げまして、一般質問を終わります。 

 


