
○議長（三宅耕三君） 一般質問を続けます。 

１０番山本陽一郎議員。 

（１０番山本陽一郎君登壇） 

○１０番（山本陽一郎君） この町を第２の夕張にしてはならない。今こそ行財政改革を断

行して、真に自主自立の安倍総理に言わせれば、「美しいまち東員町づくり」に邁進しな

ければならない。そんな思いのなかで、まず今３月議会において２点について質問をいた

します。 

１つは、陸上競技場の存続についてであります。 

そして２つ目に、この町を存続させるか否かの重要な課題であります行財政改革につい

て議論をしてまいりたいと思います。 

それではまず教育長にお尋ねをしたいと思います。 

本町の陸上競技場における第２種公認継続申請については、あわせて８０万円の予算が

計上されております。そしてまたこの陸上競技場の施設整備費ということで、ウレタン舗装

の改修工事費６５３万２千円が同じく計上されております。なお、この陸上競技場運営経

費として２，０２３万５千円、職員等の給与を引きますと約３千万円近い予算が使われるこ

とになるんだろうと思います。 

そしてこれに対して競技場使用料等を見てみますと、収入６６万円というふうに載ってお

ります。訂正があればあとで指摘ください。文化の向上とスポーツ振興についてはお金で

は計れない、そういうことは十分認識をしております。しかしながら、合併しない、いやでき

なかったこの東員町２万６千人ですね、人口。そんななかで果たして、これだけの陸上競

技場が我が町にふさわしいのかどうか、よく検討していかなければいけないと思います。

これまでいろんな議論があるなかで宿泊施設の、また交通網の整備がなされていないな

かで、非常に他県から遠くからのそういうスポーツ愛好者、陸上競技場利用者がですね、

誘致することが難しい。そういうお話もありました。 

そんななかでお答えいただきたいのは、今ですね、どうしても２種陸上競技場でなけれ

ばならない理由、そしてなぜ３種の陸上競技場であってはならないのか、その辺のところ

をお聞かせいただきたいと思います。 

○議長（三宅耕三君） 石垣征生教育長。 



○教育長（石垣征生君） 山本議員からの陸上競技場２種公認についてのご質問に、お

答えをいたします。 

本町の陸上競技場は建設当時から皆さんに十分ご審議をいただき、桑員地区を中心と

した北勢地区のスポーツ振興の拠点とすることとして、２種公認の陸上競技場として建設

をさせていただいたところでございまして、北勢地区のスポーツ振興のためにも２種公認

を継続する考えであり、新年度予算におきまして公認にかかる費用を計上させていただ

いております。公認にかかる費用としましては、２種継続公認料と長距離走路継続公認料

で３９万９千円、更新作業委託料として１１３万円を計上いたしております。 

施設改修費につきましては、事前協議におきまして大きな改修の指摘はいただかなか

ったところですが、長年の使用により単距離のスタート付近のウレタンが一部劣化してい

ることから、選手の安全面を考慮し、一部改修費用として５００万円ほど計上いたしており

ます。 

維持管理費につきましては金額的にウエートの高かったグラウンドの芝管理と、外周緑

地管理につきましては抜本的な見直しを行い、シルバー人材センターから年間を通して芝

管理を専門に行っていただく管理人を派遣いただくことにより、業者管理費用を競技場で

４２２万６，０００円、中央球場で７４万７千円の削減をいたしました。 

議員ご指摘のその維持管理費用の額はですね、すべての競技施設の管理費用でござ

いますので、少し陸上競技場に限ったものではございませんので、ご理解をいただきたい

と思います。 

維持管理費につきましては、今後もＰＤＣＡのサイクルにて検証を行い、より効果的な維

持管理を目指してまいりたいと考えております。また、本町競技場の２種公認のメリットを

生かし、多くの方々にご利用いただき、スポーツの振興及び東員町をＰＲすることからも、

積極的に大きな大会の誘致を行い、すでに陸上競技会の県大会をはじめ、サッカー競技

でも多くの大会を決定いただいております。町民の皆さんには身近にトップアスリートの競

技を観戦いただく機会も提供してまいりたいと考えております。今後も引き続きスポーツ振

興に努めてまいりますので、よろしくご理解いただきますようお願いいたします。 

○議長（三宅耕三君） 山本陽一郎議員。 

○１０番（山本陽一郎君） 答弁にあります陸上競技場の維持管理についてですね、芝管

理等についてはできるだけ節約しようという、そういう意図が見られると思います。しかし、

これはですね今に始まったことではない。これまでもやらなきゃいけなかったことだと思う。



当然ですね。遅くなりましたけれどもこういうことで取り組んでいくということですので、それ

はそれとしていいと思いますけれどもね。 

この北勢地域のスポーツ振興のためにという、そういうお話もありましたね。そうである

なら教育長ね、先ほど申し上げたように町単独でね、これ維持管理する。陸上競技場だけ

ならいいですよ。だけどありましたね、小学校、中学校にエアコンを設置して、これまで相

当の経費がかかっていますよね。そうしてそうした経費、固定経費がどんどん上積みされ

ていますよね、教育関係の方で。これが果たしてこのままそういう固定経費を積み上げて

いっていいのかどうか、そういうことも含めて考えなきゃいけないと思います。 

そして申し上げたようにですね、広域というのであればいなべ市、桑名市ですね、これ

らの地域を引き込んだ形での競技場にしていかないと、申し上げたように町単独ではなか

なか厳しいものが、ご指摘をせざるを得ない、と思います。 

それでその広域、その前にですね、私もこれ何とか存続の道かないかということで、地

元選出の県会議員とか、国会議員を通じて、何とか国、県からの補助金が出ないだろう

かということで、一生懸命に努力もさせていただきましたけれども、なかなかこういう三位

一体改革のなかで難しい。そういうお話であったということは事実であります。 

そうであるならばなお、今申し上げましたように広域ですね、いなべ市、桑名市、そして

あるいは四日市は二種競技場持っておりますので、必要かどうかはともかくとして、やっ

ぱりそういった大きな自治体と広域連携をしていかなければいけない。そして当然費用も

応分の負担をしていただかなければならない。していく努力をすべき、そういうふうに思う

んですけれども、そのへんについてはどのようにお考えなのか、お聞かせをいただきたい

と思います。 

○議長（三宅耕三君） 石垣征生教育長。 

○教育長（石垣征生君） かつてですね、この陸上競技場の２種公認に際しては、住民監

査請求が出されてですね、そのなかでその今議員のおっしゃられたような問題についても

触れられておるわけでございますけれど、文化施設、それから体育施設等ですね、施設

の持つその性格から利用者を所在地を住民に限定すべきものではない。他の市町村の

施設も定められた使用料を納付すれば利用することができ、相互利用されることにより、

文化や教育、さらに体育振興や健康増進も一層の向上が図られるものであり、他の市町

村の住民の使用を制限したり、負担を求めるものではないというような、その相互利用と

いうことでございまして、私どもの町民の皆さんも桑名の、あるいはいなべ市の施設、ある

いは四日市の施設を利用させていただいておるわけでございます。これはプールにしても



陸上競技場にしてもですね、文化施設にしても同じようなことではないかというふうに考え

ておりますので、ご理解いただければと思います。 

○議長（三宅耕三君） 山本陽一郎議員。 

○１０番（山本陽一郎君） 大変、厳しい時代にですね、これだけの施設を維持管理してい

くことの難しさは教育長自らおわかりのことだと思います。 

そして今、広域という話をしましたけれども、第一義的にはですね、やはり東員町の住民

が、住民の皆さんがですね、やはりここを使用する、できる、そういうことが前提であるとい

うことを申し上げておきたい。あの競技場を使って果たしてこの東員町住民のなかでどれ

だけの人が記録会に参加したり、またはそのための競技会を町単独でできるのかという

のも、あわせて指摘をしておきたいと思いますし、そして何よりこの維持管理のなかでです

ね、年に一度ある町民体育祭ですか、それ以外はあまり使うチャンスがないと思うんだけ

れども、エレベーターありますね。あれ３階になるのかな。ここへの昇降のためのエレベー

ター保守点検委託料ということで６１万８千円が載っています。非常に我々一住民にとっ

てはですね、無駄なような思いがしております。 

使わないものなら止めておけばいい、そういう決断も必要であろうと思いますので、そ

の点を指摘をしておきます。いずれにしてもこの問題については、これから委員会等を通

じてですね、納得のいくまで議論をさせていただきたいと思います。 

それでは２点目の行財政改革について議論をしてまいりたいと思います。 

これは町長、助役、総務部長ですね、このお三方になろうかと思いますけれども、心して

ご答弁をしていただくように求めておきます。私どもの東員町はですね、前回の合併特例

法に基づく合併ですね、合併はいなべ市、桑名市との協議が不調に終わって単独の道を

歩んでおりますよね、何回も申し上げるとおり。そうであるならなおさらですね行財政改革

を断行しなければいけない。昨年の１２月議会においてですね、町長に指摘をしておきま

した。 

町長の姿勢、行政の姿勢は行政改革に向けての意気込みが感じられませんよ、そういう

お話をさせていただきました。そんななかでこういう案内をいただきました。今まさに少子

高齢化社会を迎えようとしておりますが、地方自治体の財政は厳しさを増すことが予想さ

れ、これまでの行政運営を今後も維持していくことは非常に困難であると言える。今後も

東員町の持続的な発展を遂げるためには、行財政改革を強力に推進する必要がある。そ

のための講演会の案内だったと思います。 



町長ね、これまで意外と行財政改革に慎重であったあなたが、このようにですね、行財

政改革をしないと東員町は生き残れできませんよということなんだろうと思うんだけれども、

そういう心境になったその思いですね、その辺のところをお聞かせいただきたいと思いま

す。 

○議長（三宅耕三君） 佐藤均町長。 

  

○町長（佐藤均君） 山本議員の行財政改革についてのご質問に、お答えを申し上げま

す。 

社会全体のグローバル化が進む一方、地方行財政の役割の重要性が着目され、平成

７年には地方分権一括法が、また平成１１年７月には地方分権一括法が法制化されまし

て、法体系も含め国と地方は対等、協力の関係と位置づけられ、地方への分権化が本格

化してまいりました。 

こうした背景にあって、各々の自治体が住民に対し、どれだけ個性的でより質の高い公

共サービスを提供できるかが、私どもに課せられた課題であり、町職員の力量が今まさに

問われている、そういう時代に入ってまいりました。東員町においてもこれまでに行政運

営の改善や合理化、組織機構の改革等に努めてきたところでございますが、三位一体改

革により年々厳しくなる財政環境のもと、今後も各種の行政サービスを維持向上させてい

くためには、行政コストの削減と財源の効率的、効果的運用が不可欠となってまいりま

す。 

また今後、政策決定への住民参画、行政情報の公開、男女共同参画社会実現等へ向け

ての気運がさらに高まっていくと考えられます。そして私どもには自己決定と自己責任、い

わゆる自主性と自立性が強く求められ、行財政改革の推進は将来を見極める視点と意識

改革にかかっているといえます。またご存じのように、本町の高齢化率は１５％台と他の

自治体に比べ比較的低い状況にはありますが、１０年後には住民の４人に１人、さらに１

５年後には約３割の方が６５歳以上であると推測をされるところであります。この状況は例

外なく行財政全般への影響が懸念をされます。 

こうしたなかで、現実問題として少子高齢化を教育、医療、福祉の行政的課題から、ま

た社会的課題からも直視し、時代に対応した新たな行政政策を展開することが重要な課

題と申し上げられます。このことから行財政検討委員会を立ち上げまして、行財政全般に

わたりご意見やご提案をいただきました。行財政検討推進計画において、現在、皆様にお



示しさせていただく具体的な内容の策定作業に着手し、最後の調整を行っているところで

ございます。  

また内容につきましては、住民サービス向上のための事務事業などの見直しを図るた

めに、行政評価システムの導入や民間活力の積極的な導入、職員の定数管理や能力開

発を図るために、人事評価システムの構築や職員の資質向上と人材育成計画の策定、

行政サービスの向上を図るために事務事業の手続きの簡素化や窓口業務の拡充、指定

管理者制度導入を視野に入れた公共施設の運営、財政の健全運営を図るために経常経

費の削減や、補助金、使用料の見直し等取り組むべき項目は７０項目にわたっておりま

す。 

先ほども申し上げましたが、少子高齢化が進むなかで福祉サービスや医療、介護にか

かる費用は年々増加をいたします。一方、現状のままとするならば、町税の増加は見込

めないと考えられ、企業誘致や人口増、定住化の促進を図り、住民サービスに必要な財

源の確保に努めなければなりません。さらに改革についての進捗状況や成果において、

説明責任を果たすための点検や評価を実施し、総合的に行財政改革を進めなければな

りません。また行財政改革を進めるうえでは、皆様方からのお知恵やお力をお貸しいただ

く必要もございます。どうかこの町が持続的発展を遂げていくためには、ご理解とご協力

をいただきますよう、よろしくお願いを申し上げます。 

３年前に行財政改革検討委員会を立ち上げさせていただいたのは、町長に当選させて

いただいて２年目でございました。そのことが今いろいろと皆様にお示しをさせていただい

た７０項目でございます。行政というのは今日言って明日になかなか改革は難しいところ

がございます。町民の皆さんのやはりご理解もいただかなくてはできない部分がたくさん

あります。そんなことでですね、一つひとつ着実に改革をさせていただきたいと思いますの

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（三宅耕三君） 山本陽一郎議員。 

○１０番（山本陽一郎君） いろいろとご説明をいただきました。私はですね、改革というの

は机上の空論であってはならない。能書きを述べるだけで終わってはならない。いかに実

行するかということが大事である。このように思います。 

今の町長の答弁を聞くと、説明責任があるから非常にすぐに改革という断は下せない

というお話ですね。じゃ指摘をしましょう。あの宮崎県の東国原知事が今回当選をされまし

たね。有力候補２名を打ち破って当選されました。  



そして彼がまずやったこと、これは説明責任も何も要らない。まず自ら知事の報酬２割

カットやりましたね。公舎にも入らない。そして公用車も売却する。そして自分は宮崎県の

トップセールスとして、その地産の地鶏をはじめとするそういった商品を持って全国へ行脚

に出ている。そういうことを考えればですね、町長自ら先ほど言われましたね、自己責任、

自己決定、決定できるはず。どうしても東員町は行財政改革を断行しなければいけない。

そういう思いがあるならですね、自らやるべきである。 

総務部長にお尋ねをします。三役の報酬４，８００万円ありますね。それぞれの内訳を

お聞かせください。そしてこの議案書にある特別職退職手当組合負担金なるものがありま

すね。これはいかなるために、どんな目的で積み立てておるのか、それも含めてお示しを

いただきたいと思います。 

○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。 

ただいま山本議員さんからの町長、それから助役、収入役の報酬でございますが、本日

その内訳を持っておりませんので、あとでご報告させていただきます。 

それと退職手当の関係でございますけれど、三役につきましては任期が４年ということ

でなっておりますので、その４年間についての期間について、任期満了のときに支払うと

いうことで、現在積み立てをしております。以上でございます。 

○議長（三宅耕三君） 山本陽一郎議員。 

○１０番（山本陽一郎君） 総務部長ね、そういう答弁をしていると、あなたは総務部長失

格と言われますよ。難しいことも何にもない。わかりきったことでしょう、こんなのは。まあ

いいでしょう。あとできちんとお知らせください。 

この問題についてはですね、来月町長選挙がありますので、まだ町長の去就もわかり

ませんよね。そんななかでこれ以上は言いませんけれども、まず櫂より始めよということで

あります。 

それでね町長、１つだけ先ほどの同僚議員のなかで、あなたがおっしゃられたことに対

して指摘をしておきたい。 

それは放送事業課の存続についてですね、議会の方でお考えくださいというようなお話

でしたね。非常に難しい、存続についてはですね。２０１１年の地上デジタル放送開始に伴



ってどうするかということで、先ほど自己責任、自己決定と言ったはずなんですけども、町

長は。その自己決定ができない。それを議会でお考えくださいという、そんなお話でしたね。

そうじゃありませんか。それはわかりますよ。放送事業課６，２７０万円の予算持ってます

ね、それを存続させるか否かというのは、これは大変な問題だと思いますよ、私たちも。だ

けどそれを決定し、議会に諮るのが町長のお役目でありませんか。当然、私たち議会もそ

れは勉強しますよ。 

勉強もし、提言をしていかなければならないと思っていますけども、最終的な判断は町

長にある。そのことだけ指摘をしておきたいと思います。 

これについてもし答弁したいということであるなら、あとでお聞かせをいただきたいと思い

ます。まずそれを聞きましょうか。 

○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。 

議会で決めてくださいとは申し上げておりません。 

○議長（三宅耕三君） 山本陽一郎議員。 

○１０番（山本陽一郎君） 議会で決めるわけにはいきませんよね。できるんですよ。町長

が提案してきたものについては、我々議会が判断する。それはそうですけれども、最終的

にその判断はあなたが、町長自らが判断して、そして議会に諮るということですね。そうで

すね、だからそうしてください。 

この問題については先ほども申し上げたように、大きな予算を持つ、そして住民の皆さ

ん方もこの議会のプラムチャンネル放送に随分馴染んできて、随分視聴率があるという

ふうにも聞いておりますのでね、それの存続というのはどうするかということは、大変悩ま

しい問題だと思いますけれども、その辺のところ是非ですね、私どもも考えますけれども、

きちっと決断していただきたいと思います。 

そして、先ほどちょっと触れましたけれども、前回の合併特例法に基づく合併は私ども

の東員町はしなかった、できなかったということですけれども、そうであるなら広域行政で

すね、これが大事であるということは町長はじめ執行部の皆さんはよくご存じだろうと思い

ますけれども、何か一時の熱気が冷めてですね、合併問題がどこかへこう行ってしまった

ような、皆安心したつもりでおりますけれども、決してそうではない。今議論されております

道州制ですね、この議論が深まって道州制がもし実行に移された場合ですね、私どもの



東員町もその合併大編制の渦のなかに巻き込まれていく、そういう可能性は十分あると

いうふうに認識をしておりますけれども、この件についてですね助役に聞きましょう。広域

行政ということですから、これまでの生活創造圏でいうなら桑名市、いなべ市ですね、この

両市との提携でこれまでやってきておりますけれども、ごみ問題しかり、消防業務しかりで

すね、ですがこれからは四日市を含めた大きな道州制ということですのでね、それの受皿

ということですのでね、四日市を含めたそういった広域連携も考えなきゃいけないと思いま

すけれども、そのことについての助役としての方向性というかお考えですね。 

そしてそうであるなら、今すぐという話ではないと思いますけれども、いざそのときになっ

て慌てふためいてもですね、前回の轍を踏むということになりかねませんので、今からそう

いった協議はしておかなきゃいけないと私は思いますけれども、行政として桑名、いなべ

両市、あるいは四日市とそういう話し合いの場をこれまで持ったことがあるのか、また持と

うとした試みはあるのかどうかですね、先ほどの問いと同時にお答えをいただきたいと思

います。 

○議長（三宅耕三君） 安藤修平助役。 

○助役（安藤修平君） お答えをさせていただきます。 

広域行政につきましては、その広域的、近隣だけでなしに広域的という考え方からか、大

名古屋市構想ですか、この辺も含めてというような名古屋市がそういうような構想を、私

が申し上げておる言葉自体は誤りかもわかりませんけども、名古屋市自体がそういう構

想を打ち出した。近々そういう新聞発表があったように記憶をしております。 

その考えのなかではいくつか圏域を示しまして、この地域も含めた部分というのも名古

屋市自体が考えておるようでございます。それは実行に移るかどうかはまだ別としまして、

そういう考え方もお持ちです。その道州制にかかわってのことなのかどうかというのは、そ

こまでちょっと定かではないですが、名古屋市でもそういう考え方を持ってみえる。 

この地域で近くで、四日市さんも含めまして広域で行えるような事例が出てくれば、もち

ろんそういう方向に進めていくべきだと思いますし、現に今、北勢地域で電算システムとい

いますか、情報化に関して鈴鹿市も含めて四日市含めて電算関係の協議をしております

し、共同でいろいろ開発も行っております。これも広域行政となるものでございまして、例

えば地図ですね、今まで各町で飛行機で飛ばして地図を作成しておったのを共同で飛ば

そうとか、それをもっと具体的に道路状況とかいろんな情報を一緒に入れる。地番、家屋

図も入れるというような方向に持っていきたいということで、そういうことも北勢地域で研究、

検討をしておりますし、入札制度につきましてもそこのところでいろんなことを検討しており



ますんで、決して広域行政というのをおろそかにする、今何もしてないかということではご

ざいません。 

近いところでは先ほど議員が言われましたような、一部事務組合というのを１つの事務

だけを持ち寄ってという制度もございますけども、それ以外にも今申し上げましたような北

勢地域で広域的に取り組んでいる事業もございますので、ご理解をいただきたいと思いま

す。 

○議長（三宅耕三君） 山本陽一郎議員。 

○１０番（山本陽一郎君） 助役の方から大名古屋都市圏構想なるものをですね、お聞か

せいただきました。随分大きな話になってきておりますけれども、とりあえずはね四日市を

含めたこの北勢地域の連携がまず一緒になってくるんだろうというふうに思います。四日

市、桑名、いなべ、東員、朝日、川越、木曽岬ですか、この辺を含めると５０万人にはなり

ますね。中核市の資格を持つようになりますよね。まずそういう時代が必ず来るんだろうと

思っております。道州制の議論の深まりのなかでね。 

だから先ほど申し上げましたように、そのいいんですよ。一部事務組合とかそういったこ

とを通じて連携をとっていく、そしてその延長線上に合併というものが見えてくる。そういう

ものでも結構だけれども、それでもなお合併についてですね、やはり私は合併すればいい

とは思ってませんよ。もう今になったらね。自主、自立の東員町でいいと思っているんだけ

れども、だけどそういうときが来るんであればね、それに備えておかなきゃいけない。先ほ

どもそうでしょう。町長の答弁でも、改革にしても、今日言って明日はできないよということ

であるならね。やはり今からそういう連携勉強しておかないと、いざというときに慌てふた

めいてということになりますよということですね。 

そのことをよくお考えをいただきたいと思うし、お話がなかったようなんだけれども、多分

そういう話し合いもまるっきりしないということはないと思うんだけれども、是非ね、そういう

ことも含めて研究、勉強をしていただきたいと思います。私ども議員もですね、いなべ、桑

名はもちろんですけれども、今うちの議長を主導にしてね連携のことは十分図っておりま

すけれども、これからはやはり議員でも四日市との連携もね、しなきゃいけないのかなと

いうことで、一度そういう場もつくりましたけれども、行政の方もね是非そういう形で行政だ

けじゃなくって議会も一緒になってね、この問題について考えていかなければいけないと

いうふうに思っております。助役、いろいろご相談されているようだけれども、何か私の対

する反論でも答弁があったらしてください。 

○議長（三宅耕三君） 安藤修平助役。 



○助役（安藤修平君） 先ほどの答弁のなかで大名古屋市圏構想とか、あれは名古屋市

さんが出された案でございますので、私がつくったわけではございませんので。 

それと北勢地域電子自治体構想、電子自治体協議会ですか、そういうのでいろいろと、

いろんな点で協議をしております。 

それともう１つ、合併云々が出ましたけども、よく言われますけども、そのときの状況に

よってできるかできないかというのも出てまいりますし、口で言うほど簡単ではないと思い

ますので。 

それともう１つは、ここの自治体がやりたくなくても国にせざるを得ない状況に追い込ま

れる場合も出てきますよね。今、最近というか、その格差是正という今の安倍内閣言って

ますけども、特別収入が上がっているわけでもないのに、財政力指数だけが数字だけが

高くなってくる。豊かさというのは個人の話ではないですけども、町として豊かさを感じられ

ないうちに財政力指数だけ上がってくる。それによって交付税の額も少なくなってくる。将

来的にももう今が一番少ないときだと思いますけども、この６億円前後で交付税は推移す

るのじゃないかとは考えておるんですけども、そういう状況になってきておるということです

ので、国の政策でせざるを得ないような状況にもなるんじゃないかと思いますし、山本議

員が言われましたように、第２の夕張ということにも、その自治体望まなくてもなる場合も

出てくるんじゃないかと思いますけども、九州の方でももう第２の夕張と言われておるとこ

が出てくるんじゃないかと言われていますし、夕張市の周辺でも夕張市さんよりかもっと苦

しいとこもたくさんありますので、そんなふうにならない、そうなって大きな負担を住民の方

にしていただくより、今、現時点で小さな負担でいきたいということで、行政改革も進めよう

としておりますんで、こけないように、こかさないように行きたいという思いでおりますので、

ご理解をいただきたいと思いますし、ご協力も賜りたいと思います。 

○議長（三宅耕三君） 山本陽一郎議員。 

○１０番（山本陽一郎君） 確かに助役言われるようにね、私たちも第２の夕張だけはなっ

ちゃいけない。それはまず住民の皆さんが一番しわ寄せをくうというか、迷惑をかけること

になりますよね。当然、それに伴っていろいろ言われていますね、小学校何校かを１校に

するとか市営の病院のベットが少なくなるとか、いろいろ言われておりますね。だからそう

いうことを含めてね、やはり議会もそうだけれども、行政自らがやはりそういう考えに立っ

てやっていかないと、その若い将来ある職員たちの職場を奪うことにもなりますよね。 

そしてうちの東員町の置かれている立場というのは、特別大企業があるわけじゃない。

そうですね。そうなるとやはりこれまでの若い東員町であるなら、住民税だとかいろんなこ



とで税収も闊達に入ってきたんだけれども、これからはそうはいかない。団地にお住まい

の方々は段々高齢化していきますよね、当然ながら。多少のリサイクルのあれがあったと

しても、在来地区はそうでないかも知れないけども、そうであるならやはりいかに行政が財

政を含めて改革をして、そしてやっていかないと第２の夕張にならないという保証はない。

ということは強く申し上げておかなきゃいけないし、そのつもりで多分、この平成１９年度予

算もですね、そういう思いでつくっておられるのだろうと思いますので、これからつぶさに

検証をさせていただいて、是は是、非は非でですね、議案の修正を含めて議会はきちっと

対応していきたいと思っておりますので、どうぞ覚悟をしておいていただきたいと思いま

す。 

まだいろいろ言いたいこともありますけども、時間になりましたのでこの辺で終わりとさせ

ていただきます。ありがとうございました。 

 


