
○議長（川杉美津江君） 一般質問を続けます。 

 16 番 山田眞澄議員。 

              （16 番  山田眞澄君  登壇） 

 ○16 番（山田眞澄君） 東員町選挙前になると、有力候補が突然亡くなるみた

いな２人続きました。前回は山川文太郎君が、そして今回山川喬君が、今後活

躍を期待しておりました方が亡くなったことは非常に残念に存じます。この場で哀

悼の意を表します。 

 それでは一般質問を行います。 

 私は３点について、当面の問題についてお尋ねをいたします。 

 まず、第１点でございますが、総務部長及び消防担当にお伺いいたしま

す。 

 東員町では、急いで町民に知らせる案件が発生しますと、行政無線を使っ

て広報が行われます。それは火災の発生、あるいは行方不明者、あるいは

緊急に町や教育機関が連絡を行わねばならない事態が発生した場合であり

ます。これについて聞いておりますと、気になる点があります。その点をお尋

ねいたしたいと思います。 

 かつて町内に電話も広報無線もない時代、これはつい数 10 年前までそう

いう時代でございました。当時団地がございません。今でいう大字ですね、

村で火事が発生しますと、その地域の住民はどうしたか。まず火事に気がつ

いた隣の人が消火にかかる、火を消しに入る人と、もう１人は「火事だ、火事

だ」と言って町内を駆け歩いたと思う。これは年配の、特に答弁者のほうに

座っていられる年配の方は、これはよくご存じだと。「火事だ、火事だ」と近所

に触れ歩いた。そうすると家から飛び出した人が「どこや」と言うと、「誰々の

家だ」こう言って急を告げて走ったものです。 

 町の先程言いました広報無線では、まずチャイムが鳴ります。これを聞くと

町民は何事が起こったんかと、耳をそばだてます。手を休めて放送を待って

おります。そうしますと、「こちらは広報とういんです。役場何々課です。」ある

いは「こちら広報とういんです、教育委員会からお知らせします。」こういうの

がまず流れます。 

 この場合、拡声器のほうではエコーしますので、短く区切ってゆっくりと放

送されます。緊急の場合、まずこれが必要でしょうか。例えば私が町会議員

やっている。だから私が勝手に広報無線を使うことはできないんです。一般

の町民はもちろんです。そうするとチャイムが鳴って広報があるとみたときは、

役場からの放送だと皆知っているわけですよ。そうするとその皆さんはそれ



を待っております。これが冒頭にゆっくりと、これはゆっくりは仕方がないとし

ても、放送せねばならんかどうか。 

 かつてからの例でいうと、まずチャイムを鳴らしたら「火事です」と、これが

大事ではないんでしょうか、火災の場合。どこどこの誰々さんの家から火災

が発生しました。これを言うのが先じゃないんでしょうか。東員町では町と町

の消防団との間では、個人の家屋が火災発生した場合、全分団員が出動

するという、これこういう取り決めがあると思うんです。 

 そうしますと「火事だ」と言われたときに、まず消防団員は寝ておろうと自分

の仕事をしておろうと、まずそれを止めて出動の服に変えます。火災の場合、

何が起こるかわかりませんから、まず出動して火を消すことが第一なんです。

そのときに「こちらは広報とういんです。役場から緊急放送を行います」こう

いうことを頭で言う必要ないんです。まず火事が起こった、どこどこで起こっ

たって、これが大事なんです。消防団員は普段からそういう訓練を受けてお

りますから、火災が発生したらパッと出動準備をそれぞれのおる場所で整え

るわけです。 

 火事の場合は現場へ行って火を消す、これは一刻を争うことだと思う。そ

のときに冒頭の放送、「こちら広報とういんです」こういうことが要るんでしょう

か、これをまずお考え伺いたいと思います。 

 ○議長（川杉美津江君） 山田議員に申し上げます。３項目お願いします。 

 イ、ロ、ハを３項目ちゃんと質問。 

 ○16 番（山田眞澄君） それから次に、火災の誤報がありました。これはちょう

ど私とこの孫が神田小学校へ行っておりますが、神田小学校の運動会の午後だ

ったと思います。ご存じのように小学校の運動会というと、両親はもとよりおじい

さん、おばあさんまで、皆孫がと思うて行くわけです。そのときに火災の広報があ

りました。 

 山田が火事だと言われた。だから皆パニック状態になって、皆家を開けて

いるわけです。子どもさんが学校で運動会やっている。親はそれを見に来て

いる。校庭ではパニック状態が起こりました。私は自宅におりました。すぐに

表へ出てまず家の前へ出たら東のほうは通路は一本道ですから、東のほう

を見た。煙上がってない。南へ出て南から東南を見た。また火災が起ってな

い。それで西へ回って北へ出ました。ちょうどそこは瀬古泉から役場の図書

館の横へ突き当たるあの道です。それを東のほうから分団の消防車、そこ

まで気がつかなかったですが、消防車が来た。どこの分団かわかりません。



乗っている人が皆首を出してキョロキョロしている。火災がわからなかった、

どこか。 

 そうしたら、そのあと見てましたら、それから西へ来て図書館のとこへ突き

当たって右へ曲がって、分団のほうへ行きました。この後ろへ着いていけば

いいと思って後ろを着いていったんです。そうしたら消防分署の西のほうで

煙が上がっているのが見えました。それで私は真っ直ぐ行かずに役場の前

へ行って、この福祉会館の前から北へ、これが早いと思ってそこへ行きまし

た。 

 火災の場所は北勢線の南側、消防分署のすぐ西のとこです。ふれあい農

園の北側です。多分このころにあの火災が誤報だという放送があったと思い

ますが、あの辺はもう広報無線が全然聞こえんとこですから知らなかったん

ですが、その火災は古い作業小屋を壊して焼いていたとこでした。ちょっと言

えばごみ焼きの大がかりなものでした。これで誤報だという放送があったん

だと思いますが、分署から火災ではないという通報は町へいつごろあったん

でしょうか。それから火災の通報はいつ誰からあったのか。これを伺いたい

と思います。 

 次に、３番目のＡＤＥＫＡの火災の問題で伺います。そのときの消防団の対

応の問題です。私は爆発音と同時に飛び出していきました。ヘルメットと防

災服は着ておりました。現場に着きましたところ、誰からも止められることなく

工場の中へ入りました。議員の皆さんがご存じのような、この先だって我々

説明があったあの建物の北側へ、あの広い道路の南側に立ちました。もう

それ以上は火災がひどくって消防団にも止められましたし、私も前へは行こ

うとしませんでした。 

 そこにおりましたときに耳にしたのは、泡消火剤がないという消防団の、消

防分署員か団員かわかりませんが、泡消火剤がないという声でした。私にと

っては化学プラントで泡消火剤がない、夢にも思わん言葉でした。後日行わ

れました議会に対する説明会でいただいた図面でも、泡消火剤の配置図の

マークがきちんと載っておりました。東員町には消防団に高圧で、高圧です

よ、高圧で泡消火剤を打つ機材がありませんのですか。確か以前に私はこ

れはこの資材は購入したと思うんです。その点、なぜあのときに、化学プラ

ントの火事というのは水は打てんのですよね。周りに水を打って温度の上が

るのを冷やすという水は打てますけども、火災そのものには化学薬品です

から、水を打っていいのか悪いのか全然わからん。あるいは場合によっては

さらに爆発する恐れがある。水は周りへ温度を下げる、冷やすために打つだ

けなんです。泡消火剤がないという、これ団員が言うているのを私は聞いて



いるんです。こういう機材があったはずなんですが、その点どうだったのか、

ご説明願いたいと思います。 

 ○議長（川杉美津江君） 近藤洋総務部長。 

             （総務部長  近藤  洋君  登壇） 

 ○総務部長（近藤 洋君） ただいまの山田議員の行政無線についてということ

で、ご質問にお答えをさせていただきます。 

 火災発生時の行政無線放送の方法といたしましては、桑名市消防本部よ

り、まず電話で火災の種類と場所の連絡が入り、その後ファックスで地図が

送られます。この連絡を受けまして、執務時間中であれば総務課職員が、

執務時間外であれば宿日直に従事している職員が、まずサイレンを吹鳴し、

その次に行政無線放送を行うことといたしております。その手順につきまし

てはマニュアル化し、行政無線の放送操作卓に備えて、瞬時に操作できる

ような体制を整えているところでございます。 

 このような中、９月の 29 日でございますが、北勢線の乗客のほうから消防

本部のほうへ通報がございまして、山田地内での一般建物火災という連絡

が役場に入りました。また 10 月 23 日には民家の廊下が燃えているというこ

とで、通報を受けての連絡でございました。いずれも消防本部からの連絡に

より緊急を要する事態と判断をいたしまして、サイレンを吹鳴し、消防団員の

出動要請を行ったものでございます。 

 ただ、現場にて東員分署により確認いたしましたところ、幸いでございます

けれど火災ではなかったという状況でございました。そして７月 23 日につき

ましては、オキシラン化学での爆発事故発生による火災の際には、21 時 33

分に連絡をいただき、直ちにサイレンを吹鳴し、全消防団員に出動要請を行

ったところでございます。 

 このような事故は起きてはならないと考えているところでございますが、今

後も火災の発生の際には迅速に情報をお伝えすべく、行政無線を有効に活

用をしていきたいと考えておりますので、ご理解を賜りたいと思います。 

 それから、ＡＤＥＫＡでのオキシラン化学での火災のときでございますけれ

ど、泡消火剤につきましては、東員町消防団としては常時持っております。

以上でございます。 

 ○議長（川杉美津江君） 山田眞澄議員。 



 ○16 番（山田眞澄君） 議会では、消防車に無線付ける費用を何度か何度か

修理も含めて予算付けてますよね。分団の消防車が山田へ来て、火事どこやど

こやと聞いているんですよ。それになぜ無線で連絡が行ってないんか。あれ探し

ていたということは役場から出動した消防車に火災の場所はどこやということ言

うてないわけでしょう。そうすると消防車が持っておる無線は一体何なんだという

ことです。これはもう一度だけ答弁願いたい。 

 それからＡＤＥＫＡの問題ですが、私が聞いているのは泡消火剤は工場に

すべて配置されているわけです。それから高圧の泡消火剤を打てる器具さ

えホースの先に付ければ消火ができるわけですよ。私が行ったときは煙ぼう

ぼう上がった。側へも寄れんぐらい熱かった。そこへ桑名分署はこういう機

材持ってないようですね、ここの分署は。東員町は持ってたわけ。それ現場

へ何で持っていかなんだの。普通の民家に泡消火剤ということはあり得んで

す。ＡＤＥＫＡという化学工場で爆発事故が起こって火災が発生しておる。そ

のときになぜその機材を持っていかなかったか、これを私は聞いているんで

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。 

 まず、無線関係でございますけれど、先程もご答弁をさせていただきました

ように、消防署のほうから通告いただきますと、そのときには必ずしも職員が

おる状況ではございません。そういったために建物火災につきましては、ま

ず順番としてはサイレンを吹鳴させていただいて、その次にどこどこが火災

ですよということで、放送させていただいておるのが現状でございます。 

 そういった中で、消防団の方のほうからも電話いただいたりという、そうい

った状況もございます。それと現実はその各分団詰所に行かれた時点で、

無線のスイッチはオンにしますので、その時点からはもうその状況等わかる

ような形で、現在なっております。そういった中でどこが火災であるということ

は、消防団員の方も把握していただいておるということで、認識をさせていた

だいております。 

 それから消防無線の関係でございますが、無線を通じまして分団への指

示というのですか、それはさせていただいております。 

 それともう１点、泡消火剤の関係でございますけれど、東員町はその泡消

火剤の関係の機器類も常備しておりますので、これは当然消防車のほうに

積んであるということで思っております。以上でございます。 



 ○議長（川杉美津江君） 山田眞澄議員。 

 ○16 番（山田眞澄君） 総務部長、本当のこと言いにくいことはわかりますけどね、

いいですか、 

瀬古泉から山田への道を、山田の西の外れへ分団の消防車が、「山田の火

事どこや、どこや」って、そこへは山田の人は集まってますよ。出たで、どこ

が火事やというて、そこでそういうこと言うてるんです。あんたスイッチオンに

しても山田のどこやということ連絡してなければ、無線でやってなければ、う

ろうろうろうろ消防車はビューッと走ってくるが、うろうろうろうろしもって、もう

ほとんど徐行に近い状態で来ているわけです。そういうことは、その消防分

団の車に無線が付いていたかどうか、もう改めて答えは結構です。 

 それから泡消火器の問題ですけども、分団の消防団の幹部が、「そんなん

あったんか」と言うたことがあるんです、この間。それからそれは消防車に積

んでなかった。車庫のどこやらに棚に置いてあったんと違うんですか。現場

へ持っていってなかった。これ事実じゃないんですか。私は現場で会うた人

に確認しておりますが。 

 ○議長（川杉美津江君） 近藤洋総務部長。 

 ○総務部長（近藤 洋君） １点目のご質問でございますけれど、先程も答弁を

させていただいたとおり、電車の中で見られて通報を受けたということです。おお

よその場所は把握しておりましたんですけれど、やっぱりそのどこどこのポイント

です、ここですよというところがはっきりしなかったのではないかなということで思

っております。 

 それと、泡消火剤の関係でございますけれど、東員町としても先程もお答

えさせていただきましたんですけれど、購入してその資機材は持っておりま

す。それはやっぱり消防車に積んであるということで認識をさせていただい

ております。以上でございます。 

 ○議長（川杉美津江君） 山田眞澄議員。 

 ○16 番（山田眞澄君） 時間がありませんので、これ以上言いませんが、泡消

火器を持っていってなかったことは事実です。 

 それとこれは購入したときは、副町長が総務部長のときだったはずです。

そうすると今の若い団員は分団員は、それの使い方訓練してないと思う。消



防の車庫の上に置いてあんのやで、やっぱりこういう訓練もしてもらいたいと

思う。これだけ望んで次へ移ります。 

 このごろ 75 歳以上を後期高齢者と位置づけて、個別の医療機関へ移そう

としている。このような今、今まで高齢者高齢者と言うたんが、75 で区切って

後期高齢者と言いだした。もうお前ら要らんと言わんばっかりの政府の姿勢

ですが。 

 このような中で、東員町の年寄りはそれぞれ自分が好きな運動をして、元

気で生きていこうとしています。最近盛んになってきておるのはゲートボール、

グランドゴルフ、パークゴルフでございます。これらの老人の中からそれぞれ

のゲームを行う場所、これが町有地である場合、その使用が有料になるん

ではないか、非常に動揺が広がっております。町は新年度、あるいは 20 年

度から、これを有料化する考えをお持ちですか。その場所はどことどこです

か。その使用料は年間でどのぐらいとみてますか。推計で結構ですが、お願

いしたい。 

 このグランドゴルフの実態を私が所属しておるクラブで申しますと、私は所

属しているのは福祉協議会が所管しております会で、クラブ員の数は 144

名、これは定数が決まっております。 

これは全町から、これに参加しております。これがどのぐらい参加しているか

というと、場所は多目的グランドです。月に６回やっております。図書館の南

の芝も含めて、そうすると月６回として、平均 100 人はおります。これ 12 ケ

月で６千人になる。低めにみて６千人おります。 

 それから大木でいいますと、大木だけでやってます。これは教育委員会か

ら昔の保育園の跡地を整地してもらって、あそこでやってますが、大木で言

いますと、会員が約 50 名です。実際出てくるのは平均すると約その７割、35

人ぐらいが、これは何と喜んで月に 10 回やっているんですよ。そうすると１ケ

月で 350 人、これを 12 ケ月で掛けますと 4,200 人です。 

  老人クラブの資料でグランドゴルフやっているのが 478 名です。先程言い

ました社協所管とダブっている人と片方だけに入っている人とありますが、こ

れらを概算しますと、年間に２万人が、延べ２万人が自らの健康のためにこ

ういう運動をやっているわけです。その中でいくつかは町有地を利用してお

ります。町長もグランドゴルフ大会に来てご挨拶いただきます。「年寄りが元

気でやってくれると大変ありがたい。頑張ってください」という激励の言葉を

いただいております。 

 これから使用料を取らねばならんほど、年寄りをいじめる必要はあるんで

すか。このグランドゴルフには体協から年間４万 500 円の助成が出ておりま

す。これは大会やったときの参加賞や商品に充てられております。こういう



老人の置かれた状態、それから東員町で老人がその中でこういう自分の身

に合うスポーツをやって健康保持に努めております。これからまで使用料を

徴収せんならんのか。この間、先日体育館のほうへ行って尋ねました。そし

たらこれぐらいで、時間はこれぐらいで割ると１時間当たり１人いくらやと、何

円何十銭やというような計算を私に示されました。そんなことでまでして徴収

せんならんでしょうか、これについて伺いたいと思います。 

 ○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） お答えをさせていただきます。 

 山田議員からのグランドゴルフの使用料の有料化につきまして、いろいろ

とご質問をいただきました。現在、体育施設、体育施設の使用料について見

直し作業を行っているところであります。その中でご質問の陸上競技場の多

目的グランドについてでございます。陸上競技場のサブグランドとしての使

用が本来の目的でありますので、サッカーのゴールネットの使用を除いて使

用料を無料として設定をしております、現在。 

 しかし、近年多目的グランド単独での使用が非常に増えてきており、本来

の使用目的からは異なってきておりますので、適正化を図るうえにおいて今

回使用料の見直しを考えているところでございます。これは収入を増やすの

が第一義の目的ではなく、受益者負担の原則ということでございまして、負

担の公平性を考えたとき、施設を利用される方には施設を維持する費用の

一部を負担していただくことにより、利用しない方との均衡が図られるものと

考えております。 

 また、使用料の見直しではなく、住民の皆さんにより多く利用していただけ

るよう、使用の区分とか使用単位についても合わせて見直しを行わさせてい

ただきますので、どうぞご理解を賜りますようお願いを申し上げます。 

 ○議長（川杉美津江君） 山田眞澄議員。 

 ○16 番（山田眞澄君） 町長それやと町の使う人からも料金徴収するんですか。

グランドゴルフのあれは町長の奥さんも参加していらっしゃるでご存じだと思いま

すが、履いているものは運動靴です。スパイクじゃないんですよ。たまたまあそこ

が空いているとき使わせてもらってる。 



そしてグランドゴルフをやって穴を掘るわけでもなく、たくさんの人が歩きます

けども、それはスパイクを使って面を傷めるものでもありません。これは使用

前と使用後、写真を撮ってもらったらすぐわかります。 

 多目的グランドだけじゃありません。先程大きな話しました。長深は野球場

を使ってます。これらはほとんど面を傷めることはないんです。そしてグラン

ドゴルフではトラブルもありません。平穏に空いた場所を使っているんです。

それから笹尾・城山がどこでやっていらっしゃるか知りませんが、あそこもそ

んな民有地、あるいは自治会が持っている土地はないと思います。そうしま

すとこれも町有地だと思います。場所はちょっとわかりませんけども、そこま

で、今、町長は多目的グランドの話をされましたが、それ以外のとこでもそん

な町が利用されるときには控えております。そういう状態で使用しているとこ

まで、公平化ということで料金取らないかんのでしょうか。もう一度ご答弁を

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したように、全体の体育施設

の中のことでございます。当然、それは長深のグランドも入ってくると思います。

体育施設ということでございますので。 

 ただ、先程も申し上げましたように、公平性とか受益者、使われた方が一

部負担をお願いをしたいと、高齢者の方とか弱者とか、そういうことも私も十

分承知はしております。しかし、そういうことでこの部分はというと、やはり公

平性に欠けていってしまう。そんなことから、どうぞご理解をいただきたいと

思います。 

 ○議長（川杉美津江君） 山田眞澄議員。 

 ○16番（山田眞澄君） もう時間がありませんので、あんまりくどく言いませんが、

公平性とおっしゃったら、先程言うたように町道も有料化するんかということです

よ。歩いている人と自動車に乗っている人と自転車の人がありますが、それから

農村ですから、こちらの在のほうでは大きな農機具があそこ走ります、トラクター

何々なりが。こういうのまで利便性から、今おっしゃった公平性ということまで含

めて、あれ有料化するんかということですよ。 

 そんなことは考えてないと思うんです。これでも空いているときに使わせて

もらうだけなんです。これは我々が既得権があって、この曜日はグランドゴ



ルフのあれだと、ほかの者には使わさない。使うことができないと、こういう

状態じゃないわけですよ。あそこがいろいろ利用されるときには控えておりま

す。これは通知さえもらえばそれで控えているわけです。 

 老人が穏やかに遠慮しいしい使っているとこまで有料化、そこまでせんな

らんかどうか、もう一度そちらでご検討願いたいと思います。もう答弁結構で

す。そちらで検討していただきたいということです。 

 次に、三番目にいきます。平成 14 年の春だったと思いますが、当時の片

山虎之助大臣から、三位一体と大きな文字で書いた文書が議会議長室に

送付されてきました。それは地方税の増額、補助金の削減、地方交付税の

減額を内容とする文書でございました。 

 先日、全国知事会で、三重県の野呂知事は三位一体で増えたのは３百数

十億円だと、三重県の場合。ところが減ったのは６百数十億円だと、こういう

発言をしております。政府の発表では三重県は 20 数億円の減、現場と政府

の発表と大きな差があります。愛知県も減額は２億円と発表されていますが、

知事はそれより遥かに大きいと言っております。 

 東員町でも 18 年度の決算が行われて、この作業を行ったはずですが、三

位一体改革でどれだけ増えたんか、どこがどれだけ減ったのか、差額はど

のぐらいかを発表していただきたいと思います。 

 次に、先程二番目に質問した内容も、町の行財政改革検討委員会の答申

を実行に移されたものとして聞いておりました。これは指摘を受けた部分で

す。この点この点、70 項目に指摘を受けております。そのほかに町が自ら考

えて改めるところはないのだろうかということです。町の人口増、それから企

業の進出を求める。この町長の姿勢には賛意を表します。 

 ただ、その手法がどうかちょっと疑問があります。東員駅北部の開発計画

は人口増等を考えての計画だと思います。今、コンサルに依頼をしておりま

すが、依頼を受けたコンサルは大体発注者の意向を受けた答えを出してくる

んですよ。あれは駄目ですとか、これは駄目ですとか、そういうことやなくっ

て、ほぼ発注者の意向を受けて答えを出してきます。 

 これはかつて町の振興計画でも最初３万を想定して依頼したら、ちゃんと３

万返ってくる。その次のときは３万５千をトップが考えて、そうすると３万５千

で合わせた絵を描いてくるわけです。コンサルも商売ですから、発注者の意

向に沿わないような答えは持ってきません。それで東員町の今の状態考え

てみますと、住みたいけれども家がないとか、あるいは土地がない。 

そういう声が次々東員町の、特に役場のほうへ町長の耳へ寄せられてます

か。東員町に住みたいんやけども住む家がないとか、家建てたいけど土地



がないで町長斡旋してくださいと、そういうような依頼が次々きているんです

か。 

 私はそれほどだとは思いません。人口増を図るという考えはいいんですけ

ども、あの土地へこういう計画を立てる。これは町の思い込みなんです。町

やなくて町長の思い込みなんですが、この計画を考えられた根拠なんです

か。人口増わかってますよ。あそこでそれができると考えた根拠なんですか、

自らの理想像じゃないんでしょうか。 

 それから先日、町で都市計画審議会が開かれたと聞いております。そこへ

の報告と諮問の内容、それから審議会の質疑と答弁、主要なものを発表し

てください。 

 それから農林省は平成 19 年９月 18 日に農地政策の見直しについてという

文書を、政府の経済財政諮問会議のグローバル化改革専門調査会、農業

ワーキンググループの第 11 回の会合に資料として提出されています。はっ

きりと農地の政策の見直しと書いております。その中でこういうことを述べて

おります。転用許可制度により、これは農地転用です。農地転用を農業上の

利用に支障が少ない農地に誘導し優良農地を確保すると、こう書いておりま

す。これは何も決まったことではありませんが、ここへ出した以上は、これは

農林省は強引に押し通してくると、法律はつくらんでも局長通達みたいな形

で都道府県へ下ろしてくると思うんですが、はっきりと優良農地以外のとこへ

農地転用の申告が出たら、優良農地から外してほかで認めよと、こういう政

策を優良農地の確保という目標のためにやっております。 

 これは現在の農業の集約化の問題と基本的に一致するわけです。その場

合に今、町長が考えられているあの場所が、これに引っかかるおそれがあ

ると思うんですが、そこらについてのご見解も伺いたいと思います。 

 これは企画課で聞いたら、この問題は全然考慮、今、私が申し上げた農林

省の見直しについてのあれは全然頭に入ってないようです。知らなかったん

ではないかと思うんですが、担当者に聞いたらそんな感じを受けましたが、

ご見解を承りたいと思います。 

 ○議長（川杉美津江君） 佐藤均町長。 

 ○町長（佐藤 均君） 山田議員の三位一体改革と東員駅北部開発計画につ

いてのご質問に、お答えをいたします。三位一体の改革は、先の小泉内閣が効

率的で小さな政府を目指し、地方の権限と責任を大幅に拡大し、地方分権を推

進するため行われた改革で、国の関与を縮小し、税源移譲による地方税の充実

を図ることで歳入、歳出両面での地方の自由度を高めるべく、約４兆７千億円の

国庫補助負担金の一般財源化が、また地方税の充実確保と地方歳出の徹底し



た見直しによる交付税総額の抑制により、地方の一般財源に占める地方税の割

合を引き上げ、地方 

自治体の地方交付税への依存を低下させるべく、約５兆１千億円の地方交付

税の削減が行われ、約３兆円の税源移譲と両者が密接な関係であるため、３

つの改革が三位一体と称されるものでございます。 

 本町財政への影響でございますが、町税は税制改正や景気の影響を受け

ますし、地方交付税は町税により増減いたしますので、正確な影響額等は

お示しできませんが、地方交付税総額は約 20％を越える削減がなされてお

り、本町に置き替えますと約２億円程度になるかと思われます。 

  ちなみに 18 年度決算の経常収支比率は、交付税が前年度より約４億円

減少したことによりまして 8.6％上昇し、財政の弾力性に黄色の信号が灯る

数値となりました。また税源移譲は所得譲与税として３年間で約３億 3,000

万円の収入がございまして、公立保育所運営費や児童手当国庫負担金な

どの一般財源化見込額を上回っておりますけども、国から自動的に収入が

所得譲与税は本年度から廃止をされ、町税への税源移譲が完全実施され

たことによりまして、徴収事務の一層の充実を図る必要がございます。 

 いずれにいたしましても、国は 770 兆円にも及ぶ負債を抱えており、今後

も第２、第３の改革が行われ、地方財政を取り巻く環境はますます厳しくなる

ことが予測されますので、議員諸兄のご協力をいただきながら、健全財政の

維持を図ってまいりたいと考えております。 

 次に、11 月 30 日に開催されました町都市計画審議会の内容について報

告をいたします。審議事項は桑名都市計画道路の変更について、三重県決

定の 24 路線に対する諮問と、町決定の１路線に対する付議の２事項でござ

います。その内容を申し上げますと、市町村合併に伴い住所表示の変更を

伴うものと、これまで幅員だけで表示されていた都市計画道路に車線数を定

めるものでございます。 

 三重県全域の市町が対象となっております審議会の結果、三重県決定の 24

路線について答申、町決定の１路線について決定がなされました。またその他

事項といたしましては、市街化調整区域における宅地開発の新たな立地基準

の説明と、本町での開発計画の進捗状況について説明をさせていただきまし

た。 

 続きまして東員駅北側の開発計画についての質問に、お答えをいたしま

す。 

 本町が持続的な発展を続けていくためには、人口増施策は重要課題と考

えているところであり、新しい住民の受皿となる魅力ある市街地土地の確保



が必要と考えております。新しい町の顔となるべく、東員駅周辺地区での土

地区画整理調査事業を 17 年度から実施し、新たな市街地の形成を図れる

よう事業推進を行っているところであります。 

 また、当地区は西・東・北側が現在の市街化区域と接しており、新しく市街

化区域への編入を考えるうえで、最も条件が整った場所でありますので、開

発計画推進にご協力を賜りますようにお願いを申し上げます。 

 いろいろご指摘もいただきました。北勢線の存続、そして東員駅が２つの

駅を統合して、今の場所へ東員駅ができております。そういうような北勢線

の存続とか、将来の東員町がやっぱり持続的な発展を続けていくためには、

人口増が私は必要であると、そのためにはやっぱしきちっとした市街化形成、

そういうものが必要である。魅力のあるまちづくりをしていかないと、町民の

皆さんも東員町には新しい皆さんも来ていただけない、そんな思いからあの

地区を開発させていただきたいということで、今、一生懸命町民の皆さんと

地権者の皆さんと協議を重ねておる最中でございます。どうぞご理解をいた

だきたく思います。 

 以上でございます。 

 ○議長（川杉美津江君） 山田眞澄議員、簡潔にお願いします。 

 ○16 番（山田眞澄君） もう時間がありませんので、この近くで区画事業やった

んは、名前は違うかも知れませんが、星川が自分らの持ち山をやり方は詳しいこ

と知りませんが、山林を宅地に変えましたよね。これは少なくとも土地の所有者

が自ら好んで、あの山林の有効利用を考えた話です。ただ、東員町のこの場合

でいうと、これはその地権者、鳥取が多いと思いますが、鳥取の農家の皆さんが

この辺を何とかしようと、それにやろうと思うが、町どうしたらええろという相談が

あって始まった話やなくって、町から言うてったわけです。 

 ここにね、土地区画事業の根本的な取り組み方の根本的な違いがある。

初っぱなから違うわけです。自らの土地を自分たちで寄って、これをこうして

有効利用しようという地権者の意見じゃないわけです。東員町の言う、町長

の言う、人口増を考えた新しい発展を考えた話なんです。出発点が違うんで

す。だからこれについて非常な困難が伴うと思う。向こうから盛り上がった話

じゃないということは、町長よくご存じだと思う。この際ね、一遍立ち止まった

らどうですか。やはりここ一遍話を出した。向こうでこれを受けて盛り上がる

かどうか、それまでちょっと待ったらどうですか。 

 どうしても町長がそういう気持ちがある。人口増、私もわかりますけども、担当者はそれ

で参加せえ参加せえ、賛成せえという形で事業進めているわけですよ。これはあとを引く



と思いますので、一遍立ち止まって考えられたらどうかと思います。もう時間がありません。

これだけ申し上げまして、私の質問を終わります。 

 


