
○議長（三宅耕三君） 質問順では奈良あや子議員の順番になっておりますが、欠席でご

ざいますので、次に 16 番 山田眞澄議員。 

              （16 番 山田眞澄君  登壇） 

 ○16 番（山田眞澄君） くじ運が悪く一番最後のくじを引きました。と言うよりはくじを引か

せてもらえなかったんで、最後になったようでございます。 

 昨日から今日の昼まで１日半にわたって、町長以下職員の皆さん、また議会の皆さ

んも熱心にご質疑をなさいましてお疲れだろうと思います。また残念なことにお昼ご飯

を食べたあとのねむたい時間でございますが、あと１時間です。どうぞひとつ緊張して

審議にご参加いただきたいと思います。 

 まず、二点について通告をいたしました。 

 一つは財源移譲でございます。世の中にはいろんな方がいらっしゃいます。毎日配

られる新聞を隅から隅まで一面の堅い記事から浮気がばれた話、死亡記事まで全部

読む方があります。ただこれはねそれほど多数じゃない。ただ暇な方かどうか知りま

せんが、非常に熱心に読む人もありますが、これは一般的な人ではないと思います。

だいたい新聞を広げて自分に関心のあるテーマあるいは事件それを読んで、その次

は大きな見出しを順番に見ていって、あっこれも読んでみようかというとそれを読む、

そういう読み方が普通だと思います。これは町の広報紙でも議会の広報紙でも一般

の住民のとこへ届きますと、そういう読み方をされるんで、あの端から端まで隅から隅

まできちんと読むというのは、非常に少ないと思います。 

 そこで、先だって税源移譲のパンフレットが配られてきました。各戸配布されたと思

います。これでも今のような感覚で読みますと、大変これは表も変わったイラストで、

税金が変わるぞと書いて象の絵が書いてある。どんなふうに変わるんだいというて鯛

の絵が書いてある。これは関心を持つと思う。ところがこの開きを見てみますと、これ

皆さんもご存じやと思います。こういう一番始めのページ、こういうページですね。これ

ご存じだと思います。 

 そうすると、これを見た人は何を見るかというと、表に税金が変わると書いてあるか

ら、平成 19 年からあなたの所得税、個人市町県民税が変わります。これやなと思うて

どう変わるんかと思うて、と、財源移譲はこないとその下へ、クェッションが下にアンサ

ーで答えが書いてある。それとその次に下へ向いていくんじゃなくって右のほうへいき

ます。失礼、どう変わるののって、どうして変わるのから次にどう変わる。そしたら町県

民税が 10％で統一されたと書いてある。おう変わったんかな、これが変わったんかな

と思うて右側見ると、税負担は増えるの、減るのと書いてある。よう見ましたら納税者

の負担は基本的には変わりませんと書いてある。あっなんや変わると言うけども、率

が変わっただけで変らんへんのやと思うて、次のページを見ると、こういう細かいラン

ク別の表がつくってある。これはとても見とる気がせん。それは自分の所得と同じ数字

が書いてあって、この同じ条件のとこがあれば読むかもしれんが、ザッと見たらこれは、



そして最後のページに右のページ４ページに、定率による税額控除が廃止されますと

書いてある。何かようわからんけどゴチャゴチャとたった一行スッと書いてある。そして

一番最後のページに計算してみよういう計算式がある。 

 ところが普通で言うと、去年の町、県民税がいくらであったか、きちんと帳面を記帳し

ていらっしゃる方もありますが、普通は税金を払えば私の義務は済んだと思って、そん

なん覚えていない。まして 18 年度とその前年の 17 年と所得も違います。あるいはもっ

と言えば扶養控除も違うかもしれん。医療費控除をやっておれば医療費の使った総額

も変わってくると当然、課税額が変わってくる。これはほとんどよう使わんと思うんです、

一般の方は。 

 それで伺いたいんです。非常に表はユニークなんです。これは平成 17 年の秋だった

と思いますね。三位一体の改革が決められたん。それは地方交付税を減らしましょう。

補助金をなくしましょう。その代わり地方へ財源を移しますと、これが三位一体の簡単

にいうと中身です。ところが東員町で言えば地方交付税は早くから減らし、どんどん減

ってきましたよね。そして財源交付が正式に出てきたのは今回からです。そのパンフ

レットでした。国のことを悪口言ってもここでは仕方がないんで、遅きに失した感じはあ

りますが、もうこれについてはこれ以上触れません。 

 ただ、こういうことで税負担は変らない変らない。こういうパンフレットでいいのか、こ

れは東員町独自でつくったもんじゃなくて、私もこれ見たあとでテレビ見てましたらテレ

ビの報道番組やったと思う、何かね、これがちょっとチラッと出た。これは発行者は桑

名税務署、桑名県税事務所、桑名市、いなべ市、木曽岬町、東員町が出しておるとな

っておりますが、元の種本はたぶん国税局か何かがつくったと思うんですな、原本は

できておって、部分的な手直しはあるかもしれないが、ほとんど手当をなしでここの発

行者のところだけが税務署管内ごとに変わっているだけではないかと、これで町民に

今度の税制の改革を伝えられると考えているかどうか、ここらの点、町長どうお考えで

しょうか。 

  

 ○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） 山田議員の税源移譲についてのご質問に、お答えを申し上げま

す。 

 地方自治体が自主性を発揮し、より身近なサービスを行うために、政府が進める三

位一体改革の柱の一つである地方税源移譲が実施をされました。国から地方へ３兆

円の税源移譲が行われるために住民税が一律 10％に、所得税も６段階に改正され、

住民税と所得税をあわせた納税額の負担は基本的に変らないよう、制度設計がされ

た税制改正が行われたわけでございます。 



 しかし、この３兆円の税源移譲とは別に、平成 11 年度から景気対策のための暫定

的な軽減措置として導入をされておりました定率減税が廃止、本年で 7.5 から０にさ

れますことから、実際には定率減税の影響部分は増えることとなります。この納税者

の負担額は基本的には変らないという表現は国によりますと、あくまで今回３兆円を

税源移譲することによる税負担は変らないというＰＲでございまして、勘違いをされな

いために注意書きなどで定率減税の廃止などによる影響があることが明記されており

ますことから、特に問題はないという説明でございました。 

 いずれにいたしましても、大変複雑でわかりにくい税制改正でありましたことから、私

も税務課に周知を図るよう指示を出し、２月と５月に住民税が変わるパンフレットの各

戸配布をプラムチャンネルでは約半年間、総務省が制作したＰＲビデオの放送も行い、

「広報とういん」の６月号では特集記事を組み、また給与所得者のすべての方に事業

主を通じてチラシを送付するなど、町民の皆様には誤解のないようにあらゆる手段を

講じて、定率減税の廃止も含めた広報活動に努めておりますので、よろしくご理解を

賜りたいと思います。 

 以上でございますので、よろしくお願いをいたします。 

  

 ○議長（三宅耕三君） 山田眞澄議員。 

 ○16 番（山田眞澄君） 私はここに政務調査費で取っております一般新聞紙を持ってきま

した。５月 31 日と６月１日に大きくこの問題を取り上げております。５月 31 日の新聞記

事を読みますと、６月の給与明細住民税に注目とこう書いてある。財源移譲と定率減

税廃止でと書いて、縦書きで年収 700 万円の４人世帯、年間４万１千円増と、これ条

件はいろいろあるんで、これがすべて正しいとは言いませんけども、これぐらいの増に

なるということを大きく載せております。 

 確かに町長がおっしゃったように、財源移譲が行われて国税が減って地方税が増え

て、前年度と同じになるて、これ自体は正しいです。ところが一般の方がほとんど気が

つかない定率減税が廃止になったその影響が４万１千円出てくると、これがね、これで

あんまり大きく取り上げられてないんですよ。おっしゃるとおり税率は変わりますよ、そ

れに変わって両方足すと前年と同じですねという、それはいいですけども、定率減税

廃止になってチョボットと変わるだけならそんに言わないと思う。けど大きゅう変わるん

です。ここらについて私は、これではやっぱり不十分ではないか、このように思いま

す。 

 それからもう一つあります。失礼しました。この中では、その代わり控除はこういう控

除がありますよと、これも使いなさいよということを親切に三つあげてます。住宅ローン

控除、これは源泉徴収票もらっていた会社の方で言うと、そこまでいかんでももう税が

なかったから、このローンの控除を申請していなかった、こういう方がある。同じように



医療費控除もあります。同じように寡婦のこれ一つ違いますが、男女を含めて寡婦の

控除額がある。これも本来の減税、定率減税で税がほとんどかからなくなっとると、こ

れを使う暇がない。使わなくても済んでた。ところが今度から定率減税がなくなると、税

が課かるときにはこれを使えば控除が認められるということを、新聞紙は親切に書い

てるんですよ。 

 ところがそれに比べて、やはりこれは町長おっしゃったように、国が出すあれならこ

れでいいと思うんです。ところがここは東員町という一つの自治体です。お金を集める

のに、税金を集めるのは町長なんです。町長が町民にお前さん方、今度こういうふう

になるんやと、もっと親切なあれができなかったかと思います。 

 そしてここに次の６月１日の新聞紙では、政府自治体広報に不信、難儀していると、

それに大きな見出しで税源移譲大きく、住民増税を小さくと、こういう表現をしておりま

す。これ先程これに私が書き出すとおりです。このように、ところが住民にとっては税

額が同じかというよりも、まだそれ以上に増えるものがあるということを知らせておく必

要がある。これが親切というもんだと、まして東員町の町民から税金をいただく立場に

ある町の執行部のほうとしては、そういう親切な表現がこれにもっとあってもいいんじ

ゃないかと思います。 

 まだあります。国民健康保険料、これのいろんな保険料を決める。国保の保険料の

決め方いろんな４つの資質から出てきますが、その中に一番大きな割合を占めるの

は応能負担ですね。応能負担分、これが保険料の 40％にあたります。そうしますと町

民税を払うようになると、完全に前と違ってくるわけですよね。非課税世帯が課税世帯

に変われば、今まで応能負担が０だったんが掛かってくる。また小さい子どもさんがあ

るお家では保育料が変わりますね。あれは細かくランクがあって所得に応じて、ある

いは負担する税に応じて変わってくる。これも変わってくるわけです。 

 こういうように単に税金がちょっと多くなるか少なくなるやなくって、あちこちあちこち

に影響が出てくるわけです。これについてやはり私はこのパンフレットでは不十分だと

いうよりも、このパンフレットは国税庁が指導して、国の立場で国税と地方税と片方が

上がって片方が減る。合計すると去年と変わりませんよと、こういうＰＲです。だから地

方自治体としてのＰＲの文書というのは、もっと知恵を絞ってやるべきではなかったか

と思いますが、いかがでしょうか。 

  

 ○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。 

 まず、国保とか保育料の関係でございますけども、ご承知のように国民健康保険料

は総所得額、所得額を基に算定を行っております。だから今の税額ではないというこ



とでございます。だからいろいろ減税とかそういうことは影響しない。所得でいきます

ので、その上の所得でいきますので国民健康保険料は。だからあまりちゅうか、影響

は及ぼすものではないということ。 

 それから保育料につきましては所得税額というのが出てまいります。所得税額を基

に決定をされますことから、その定率減税の縮減に伴いまして、当然階層が変わると

いうことが出てきますので、本年の４月にですね、保育の実施に要する費用徴収規則

を改正をさせていただきまして、前年と階層区分が変わることがないように、所要の改

正をさせていただいておりますと言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。 

 それからもう一つは、給与所得者の皆さんへということでですね、この税源移譲の文

書がもう一つ出ております、給与所得者については。その中に書かれておるのは、景

気対策のために暫定的な税負担の軽減措置として導入されていた定率減税が、最近

の経済状況を踏まえて廃止されますので、その分は負担額は増加していますというこ

とでですね、納税者の方に出されております。そういうことでですね、ご理解をいただ

きたく思います。以上でございます。 

  

 ○議長（三宅耕三君） 山田眞澄議員。 

 ○16 番（山田眞澄君） 財源移譲で地方交付税がこれが変わったけども同じだという、そ

れはいいんです。問題はね、定率減税がなくなるということなんですよ。それ以外は去

年と今年所得が一緒だったらこっちがこうだったが、こうなっただけでトータルは一緒な

んです。一般の住民は何も文句は言わないと思う。 

 ところが定率減税がなくなったというんです。この定率減税が始まったのに何でこん

な税金安うしておってくれんたや、景気対策のために一般の方の税金を減らしましょう

と、恩恵です。これいいんです。と同時に企業のほうも大きな減税やった。ところが景

気が良うなったからといって個人所得についての定率減税は止めてしまう、これで。と

ころが大きな企業への減税やったやつはそのまま残っているんですよ、話が逆なんで

す。こういうことで一般町民が苦しむんだということを申し上げておきたいと思う。 

 これは一番最後に、これをもとに尋ねようと思ったんですが、町長ご紹介ありました

んで、私もこれは持ってきております。そこでこれが入っておりました封筒に、今年度

の納税通知書が来ております。これ税務課長どこですか、土曜日だったと思います。

私のほうへ来たのは。それで今日は月曜日です。住民から問い合わせその他があり

ましたか。どのぐらいあったか、あればご報告願いたいと思います。 

  

 ○議長（三宅耕三君） 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。 

 実質、昨日、月曜日でございますので、昨日の月曜日１日で相当な数、方の問い合

わせがあったということで聞いております。 

 以上でございます。 

  

 ○議長（三宅耕三君） 山田眞澄議員。 

 ○16 番（山田眞澄君） じゃこれで、この問題についてはもう終わります。 

 次に先だって配られました東員町国民保護計画について、町長のお考えを伺いたい

と思います。これの基になる条例について先般提案がありまして、私も小さいときから

聞いております。世の中に恐いものは地震、雷、火事、親父と、こういうことを言われ

ておりました。これは多分江戸時代の中ごろから言われた言葉と思うんですが、その

うちの私は台風と地震にはそれぞれ二回ずつ大きな恐かった覚えを持っております。

台風で言いますと昭和９年に高知県の室戸へあがって大阪京都を抜けて日本海へ抜

けた室戸台風と言われる。このとき私は伝染病で病院へ入院してました。そしたら付

き添いの人だと、もう数え年５つのときですから、詳しいこと覚えてませんが、何か窓

際にあったベットを危ないからといってこっちへ引っ張ってきてもろた、恐い恐いと泣い

ているうちに寝てしまった覚えが一回あります。 

 それからもう一回は、34 年の伊勢湾台風を覚えております。 

 それから地震で言いますと、昭和 19 年の冬でしたね。お昼過ぎだったと思います。こ

のときは桑名の中学校におりました。それで這いながら校舎から校庭へ逃げた覚えが

あります。それから戦争が終わって２１年に今度は夜中やったと思います。非常に大

きな地震が揺って、これは家に寝ておりましたが、頭の上で私とこは古い家ですから

木が組んであります。ギーコギーコ揺れたやつが元へ戻る間、ギーギーギーギー言う

のを頭の上で聞きながら、布団の中におりました。 

 この前、国民保護というんで、こういう問題を含めてこういうものが出るんだと、こう思

って期待をしておりましたが、出していただいたこれは似ても似つかんもんですね。確

かに町の防災計画、先程前の議員の質疑に町長熱心にお答えになってました。町の

防災対応策は、町長おっしゃったように非常に住民の立場を考えて細かく規定されて

あります。それと比べるとこれ全く違うもんなんですね。 

 例えば町の国民保護計画の対象となる事態、12 ページにあります。着上陸侵攻、こ

れは日本を敵国として日本国へ上陸する、外国から攻め込まれる、この状態が一つ。

もう一つはゲリラなどの攻撃、よく今外国であるようですが、ゲリラが爆弾を自爆爆弾



というのですか、あれよくわかりません。体に爆弾を巻き付けてボンとするとか、その

ほかのこともあろうかと思います。 

 それから弾道弾ミサイルによる攻撃、それから飛行機による爆撃、こういうものが武

力攻勢事態として規定されているわけです。それでその攻撃の中身は何や、中身は

何かというと、ギャティボーンていうんは、バーンと空中で開くといっぱい散らかって、

それが皆放射能浴びて、あとあとまでも危険だという問題。それから炭疽菌って私もこ

んなもんよう知りませんけども、生物化学、炭疽菌病気のバイ菌をどういう方法か知り

ませんが、大量にばらまいて相手国の病人を増やす、社会不安を起こさせる。あるい

はこれはオウム真理教で覚えたんだと思う、例にあげたんだと思いますが、サリンな

どの化学的な薬品をばらまいて非常な危険な状態におとすと、こういう事態を想定し

ているんです。これは地震、雷、火事、親父じゃないんですよ。明らかに戦争状態を想

定してこれがつくられているということです。先程のように天変地変による台風だとか

地震は被害が大きくあるかも知れません。けれどもそれがそこら中へ移っていくという

状態じゃないんです。これはそうじゃないんですよね。人為的に起こされることです。 

 この中で少し細かく見てきました。19 ページ見てください。ここに消防機関の体制とし

て、町の消防団のことが書いてあるんですね。先程言いましたような原爆や化学兵器

そういうもので攻撃される。そのときに町の消防団はこういうことしてもらう。そのため

にこういう訓練すると 19 ページに書いてありますね。こんなこと消防団に頼めるんです

か。放射能にしろ化学物質にしろ目に見えないんですよ。そういうものに対する全く町

の消防団知識はありませんよ。つけ焼き刃で変なことを研修してもらって、かえって被

害が増えるだけです。 

 こんなことをサリン事件が、サリンがもしまかれたとして、サリンと決められたからで

もいいです。それまで時間かかると思いますが、もしまかれたときに消防行って、あそ

こでこういうことせえ、ああいうことしてくださいって、こんなこと頼めますか。あるいは

核爆弾が投下された。その放射能が風に流れてこちらへ来たと、消防に今から行って

町内の人を誘導してどこどこまで避難させてくださいって、避難する場所もなければ消

防団、人をいうどころか、自分と自分の家族のことをまず思うでしょう。こういうことが書

かれてます。 

 それからもっと恐いことは、これは 22 ページね、先程言いました原爆、化学兵器、生

物化学兵器、これらの投下されたときに、それから自分を守る薬の保有をと書いてあ

ります。ここで書いてあるものを、例えば化学兵器て何がやられるかわからんですよ

ね。一般に日本人でサリンという毒物があるとことは誰も知らんかったです。オウム真

理教のあれで初めてサリンて恐いんやなと思っただけです。このほかに化学物質が

実験室でどれほどつくられているか、我々は知ることもできません。それ一つひとつに

対応する薬品って、全部開発されたという話も聞いてない。これを用意しておくって、



あるいはボランティア団体にも期待すると書いてある、これは 23 ページに書いてあり

ますね。 

 こんな危険なことをね、ボランティアさんすまんがそこで一人けつまずいてこけたで、

それを背負ったってくれって言うんなら、これは頼めますよ。けどこんな危険な状態で

ね、そんなことを頼む、これ頼むの町長が頼まんならんですよ、頼めますか。自主防

災組織に消火、救助などを期待していると書いてある。これねどんな最新のものが使

われるかわからん、ちょうど昔、私が子どものころでした。戦争の末期、家庭婦人は皆

出て招集されて、エプロンかけて愛国国防婦人会か何やらというタスキかけて、バケ

ツリレーで火事を消しておった。竹の棒に藁でつくった縄括り付けて、それを水に浸け

て叩く消す訓練をしてました。ところが私は空襲の現場を見たんは１箇所だけです。昭

和 20 年４月 17 日やったと思います。桑名市が爆撃されました。朝、桑名の中学校へ

歩いて行った。北勢線止まってて、歩いてったら南からの道から上がってきますから、

校庭の一番南の端に着きます。あの広い校庭が全部が六角やったか八角やったか、

このぐらいの筒っぽがこう突き刺さっている。あれ何んや聞いたら、あれ焼夷弾やと言

うんです。 

 そんだけの焼夷弾が降ってくる中で、人だけで、あるいはバケツリレーで水が消せる

わけがない。と同じように目にも見えない、臭いもしない放射能や化学物質、あるいは

生物化学兵器が散布されたときにどうやってね、まして消防団やボランティア、ボラン

ティア団体、消防団ボランティアと変らないですよ、そういうときになったら。この人らに

そんなとこへ行けて、やるんですか。私は戦争中を思い出しました。 

  

 ○議長（三宅耕三君） 山田議員、簡潔に願います。 

 ○16 番（山田眞澄君） こういうこと言いますとあるんですが、これ町長、国が言うたで条

例をつくって、これつくったとおっしゃるんですか。確かこれ見ておりますとね、国の書

いたモデルをそのまま書き写したということはわかってます。例えばダムの話が書いて

ある。この辺ダムないんですよね。ダムが破壊されたらどうなるというようなことを書い

てある。 

 これは率直に聞きます。国で法律で決められた。それに基づいて町で条例つくった。

それに基づいて保護計画をつくっただけやとおっしゃるんですか。それともこういう事

態を本当に想定してこうなってたら町民を守らんならんでと言うて、これおつくりになっ

たんですか、その点だけ聞かせていただきたい。 

  

 ○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。 

 若干、質問の通告いただいたことから若干ズレてと言いますか、ちょっと変わってお

りますけれど、一応ここの国民保護計画についての通告に従いまして、答弁をさせて

いただきます。 

 東員町国民保護計画は、平成16年６月に公布された武力攻撃事態等における国民

の保護のための措置に関する法律、いわゆる国民保護法において市町村長は都道

府県の国民の保護に関する計画に基づき、国民の保護に関する計画を作成しなけれ

ばならないとされております。平成 18 年４月に三重県の国民保護計画が作成をされ、

それを受けて平成 19 年３月に東員町国民保護計画を作成したところであります。 

 ５月３日にですね、憲法記念日でございますけども、朝日新聞の社説でですね、憲

法第９条について、次のように書かれるのを見せていただきました。憲法第９条を今

日の視点で見ると、大きく４つの歴史的意義がある。第一に日本が再び戦争に直接か

かわるのを防いだこと。第二に９条のおかげで戦後社会から軍事主義が速やかに姿

を消したこと。戦前のような軍事優先の価値観ははっきりと否定された。第三に侵略

戦争と植民地支配という負の歴史への反省のメッセージとして国際社会に受け止めら

れたこと。あの過ちを繰り返さないという国民の真摯な思いが読み取れたこと。戦後の

日本と日本人への信頼を取り戻すことができたこと。第四に国民に非軍事の持つ潜在

威力を考えられる視点を提供した。軍事力だけでは解決できない。結局は多様な外交

手段を使い、対話や国際協調、他国間の約束などの枠組みについて粘り強く解決を

図っていくしかない。９条が前文とともに打ち出した平和主義の理念は、21 世紀の今

日を見通したような底力を持つ武力では対応できない脅威にどう立ち向かうか、そこ

で汗をかくことこそ憲法の理念を生かすことであり、21 世紀の果たすべき役割ではな

いかという内容の記事でございました。 

 今答弁させていただいておりますのは、通告でですね、９条の関係が山田議員さん

がご質問出ておりますので、その９条の関係をご答弁させていただいておりますので、

ご理解をいただきたいと思います。 

 私も日本の社会、国際社会の平和を願う気持ちは強く持っているところであり、町と

いたしましても平成３年に非核平和のまちを宣言させていただいているところでござい

ます。憲法第９条が戦後の日本、また国際社会においても重要な役割を果たしてきた

ものと考えているところであります。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） 山田眞澄議員。 



 ○16 番（山田眞澄君） 昨日の同僚議員の質問でもご答弁がありましたが、町長、今回

の二期目の選挙に出られるときに、安心・安全のまちづくりということを大きなテーマに

出されたと。 

これは１日東員町定例議会が招集された冒頭の所信表明にも２期目の初めてだから

というんで、この安全・安心のまちの問題を提起されました。 

 先日、老人クラブがありました。グラウンドゴルフですか、あそこの開会式にもご出席

になって、そのご挨拶の中に最後のところに安全のまちをということを強調された。私

は立派な姿だと、立派な発言だと思っておりました、支持をしております。 

 ところが、その町長がこれ出してこられると、これは戦争を前提としてのあれだと、そ

ういう感じを持つわけです。町長はこれが戦争状態かは別として、安全のまち、安心し

て住めるまちということを願っておられると、これは私は支持します。 

 それでね町長、国で交付税や何か減らして、財源お前とこへやると、三位一体改革

だということがあって、今までは地方自治体は国の政府があって、その下請けに県が

あって、その下請けに町があって、金の関係もありますから何でも上の言うとおり、こう

いうものをやらな補助金付けんと、これをやらな補助金はやれんと、こういう政策があ

ったことは確かです。ところが最近、三位一体改革から始まって地方の政府という言

葉があちこちで使われるようになってきた。権限移譲されて我々が、うちの町民に、こ

の地域の町民の今必要なことは何かと、これはこの町で決めるんだと、こういう地方

政府という言葉があちこちで聞かれるようになりました。 

 このことは私は大切だと思います。もちろん議会の責任重いですよ。それから政策

立案する職員の皆さんも重いと思う責任は。それを最後にまとめて提案している町長

の責任も非常に重くなるけども、単なる国や県の言うとおりに、はい何かやりたいけど

もそれはあきません。これやったらお金出しましょう。ならそれさせてもらいましょうか。

そんな行政はもう要らんようになってきたわけです。 

 そこで先程のこの国民保護計画に戻りますけども、一時昨年でしたか、もう今にも北

朝鮮は長距離ミサイルを使って、核弾道を打ち込んでくるんじゃないか、こういう私も

恐かったです。ところが今中国が議長となって６ケ国で話し合いすることよって、まだ

片は付いてませんけども、少しずつ少しずつ粘り強く粘り強くやって、アメリカも初めは

北朝鮮みたいな相手にせんのやと、あんなならず者の国やと言うておったのもテーブ

ルに着き話し合いをする。一つの北朝鮮がやかましい言うておった銀行の資金の凍

結の問題も片がついた。この話し合いによって進んできたわけです。これ日本国の憲

法の前文に書いてありますよ。隣の国ともめたら戦争じゃなくて話し合いでやるんだと、

日本国憲法にちゃんと書いてある。 

 こういう姿勢で望めば、こういうことは想定しなくてもいいんですよ。まして素人ばっ

かり集めてこんな防災計画保護法たって、保護するつもりの人が皆倒れるような、こ

んな危険な計画は立てなくって済むと思う。この点、町長本当に喜んでこれをつくられ



たか、あるいはそういう危険があるでつくられたとは私はとても思いませんが、安心・

安全のまちの信念に背くような行政はしてほしくないと、これだけ申し上げて私の質問

を終わります。 

  


