
○議長（川杉美津江君） 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） おはようございます。あんなにこの酷暑の夏を謳歌していた

セミの声から、ようやく涼やかな虫の音へと季節が移ってきたようでございます。私は９

月本定例会において行財政改革について、そして環境問題についての三点について、

行財政改革二点ありますので質問をいたします。執行部の皆さんには自分の頭で考え、

自分の言葉で答弁をしていただくように求めておきます。 

 まず最初に、先程同僚議員から質問がありました行財政検討委員会の答申を受けて

の各自治会に対するさまざまな維持管理業務の委託等について、できるだけ重複を避

けながら聞いていきます。まず消火栓施設について聞いていきます。 

 その前に町長、この自治会長との懇談の場に町長はお出かけいただいて、ご自分で説

明をしたのかどうかを、お聞きをいたします。 

 そして、当然この三位一体改革の中で、町財政が段々厳しくなってくる。私どもの東員

町においても地方交付税、そして地方譲与税合わせて 3.9 億円、約４億円が減少になっ

てきているはずでありますけれども、そんな中での改革ということでありますので、当然、

住民の立場に立ってでも協力できるところは協力していく、当然の話であろうと思いま

す。 

 それではこの消火栓ボックスですね、担当の課長でもよろしいですけれども、こういった

器具庫がありますね。器具を格納している、そのボックス、これをつぶさに点検をされた

のかどうか、どういう状態にあるのか、本当に水が出るのかどうか、ホースが大丈夫なの

かどうか、そういうことをきちんと把握しておられるのかどうか、お聞かせをいただきた

い。 

 そして、例えばそれが大丈夫だよというお話であったとして、いざ危急の場合にこれを

使用したとき、もしこの器具が不良のために事故等が起こった場合に、それらの責任体

制をどうするのか、当然自治会へ委託するということであれば、維持管理者が責任にな

りますよね。その辺のところをどのようにお考えなのかを、まずお聞きをいたします。 

 そして次に防犯灯の維持管理、これまでは確かにあれですね、班長さんを通じて自治

会長さんに不良のところを申請して、それを町に申し入れて直していく、こういう方法であ



ったと思いますけどもね、これからはそういう、多分先程のあれでお話があったと思うん

だけれども、そういう資材は与えますよ、お使いください。だけどその修理と言いますか、

そういうのは全部自治会でということになるかと思うんですけども、その辺のところですね、

そうなってくるとこういう電気関係ですね、これを手に触れなきゃならない。そうなると、こ

れは専門的な知識を持った人でないと無理ですね、当然。素人でもし感電とかそういうこ

とがあった場合は大変なことになりますのでね、その辺のところをどうお考えなのかね、

そういうことも含めてきちんとお話をされているのかどうか。 

 そして緑地の維持管理、これについて現在ですね、業者委託をしているはずですね、こ

の緑地について。そうであるならこの自治会へ委託する、どこまでの範囲、笹尾・城山地

域の緑地なのか、多分そうでしょうね。在来地区は在来でやられるんですから。じゃあ笹

尾・城山地区でいま業者への委託料はいくら払っているのか。そして今度自治会へ委託

しますね、まさか無料報酬というわけじゃないと思うんだけれども、先程お話ありましたね。

平米 40 円ですか、そういうお話もありましたけれども、その中で自治会へ委託した場合

に、どれだけの費用が削減できるのか、その辺をお知らせいただきたい。 

 そしてこれも先程の話じゃないんだけれども、草を刈るというのは何て言うのですか、

自動刈払機というのか、あれを使いますよね、危険が伴いますね、当然。在来地区の皆

さんはお慣れになっているかも知れないけども、笹尾・城山地区の住民にとってはあまり

普段持ち慣れていない。そういう危険なものを使用するわけですね、その場合の責任体

制。 

それにですよ、自治会長の皆さん方が自治会へ諮って、よしやろうということであれば、

当然そういうことになると思いますけども、当然そこには自治会で面倒みきれないものが

あるはずですね。じゃあそれによって足を切った、怪我をした、そういうことに対する責任

体制がどのように今協議されているのか、まずそのことをお聞かせ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  登壇） 

 ○町長（佐藤 均君） 山本議員への私へのご質問に、お答えをさせていただきます。 

 まず、これからご答弁させていただくわけでございますけども、自治会長会の場でいろ

いろご説明をさせていただいた場に、私が出席をということがございました。当然、私もそ

の場に出席をさせていただきまして、お願いを申し上げました。 



 で、いろいろご答弁をさせてもらいます。少し通告に入ってない部分も多々ございました。

いろいろのこと担当の課長のほうからも、このあとご答弁させますので、よろしくお願いを

したいと思います。 

 まず平成 12 年に地方分権一括法の法律が施行になりまして、新しい地方の時代が到

来をいたしております。地方分権一括法は国と地方の役割分担を明確にしてですね、住

民に身近な行政は地方自治体に委ねるという考え方を、はっきり打ち出されております。

一方で、国や自治体は財政の著しい悪化によりまして、財政構造改革という重い課題を

背負っております。特に今後、三位一体の改革の推進によりまして、各自治体の財政は

さらに厳しさを増すことが予想をされまして、これまでの行財政運営を今後も継続してい

くことは、非常に困難であるということが言えます。 

 本町ではこうした状況のもと、昨年度東員町の行財政改革推進計画の実施計画を作

成させていただきまして、現在、鋭意計画の実現に取り組んでいるところでございます。

今後の厳しい財政環境のもとでは、あれもこれもという考え方ではなく、右肩上がりの時

代にお引き受け過ぎた仕事を地域にお返しする仕組みが必要であると考えておるところ

でございます。 

 また、行政の関与のあり方を点検することによりまして、公共を行政のみによって担うと

いう考えから脱し、公共の一部を地域で受け止めていただくということこそが、これから

の住民自治の基本理念となるものと考えているところでございます。 

 先に大崎議員のご質問にございましたように、現在、自治会長会にご無理を申し上げ

ておりますところの地域による防火施設・防犯施設・緑地管理の協議状況を重複いたす

ところもございますけども、ご報告申し上げます。 

 ４月の自治会長会にて、実施計画概要をご案内をいたしまして、消火栓ボックスの取り

替え、消火器具の点検、防犯灯にかかる電気料金や修繕費用のご負担、笹尾・城山地

区の外周や高圧線架の除草について、今後協議をお願いしたい旨を申し上げました。そ

して６月、７月の自治会長会、役員会では、３項目の管理の現状報告と協議原案をお示

しし、８月の自治会長会に行政の思いをお示しをいたしました。この場に私が参加をさせ

ていただきました。 

 消火施設の管理につきましては、消火栓ボックスの腐食や破損程度が著しいものの取

り替え、及び格納備品の点検と取り替えをお願いをいたしております。労務の無償提供

をお願いするもので、備品は行政で準備することといたしております。防犯施設の管理に

つきましては、防犯灯の維持管理に要します経費のうち、電気料金の２分の１相当、半



額分でございます。蛍光管の取り替えにかかる修繕費用の全部負担をお願いをいたし

ております。笹尾・城山の緑地管理につきましては、まず当初は高圧線架の平坦部分の

除草をお願いし、その後というんですけども、これは来年度か再来年度かわかりません

けど、以後管理の拡大をということでお願いをいたしております。 

 なお、緑地管理につきましては、在来地区との均衡も考慮し、適正な労務の対価をと考

えております。いずれにいたしましても、本町の持続的な発展を遂げるため、改革を推し

進めるためには、私ども行政はもとより、住民の皆さんにご負担を願わなければならない

こともございます。よろしくご理解賜りますようお願いを申し上げます。 

 その他いろいろ電気の関係ですか、素人がいろえないという部分とか、いろいろご指摘

がございました。そんなことにつきましては、担当のほうからご答弁させますので、よろし

くお願いを申し上げます。以上です。 

 ○議長（川杉美津江君） 近藤洋総務部長。 

 ○総務部長（近藤 洋君） まず、一点目の総務課に属しますところの防火施設の管理

ということで、お答えをさせていただきます。 

 ただいま、町長のほうからご説明をさせていただいた、ご答弁させていただいたとおり

でございますが、町内それぞれの 23 自治会さん、そういったところの現状を把握いたし

ましたところ、現在で 896 個のそういう施設が設置をされております。その中で中心とな

りますのは消火栓ボックスがそれぞれ付いておりますので、ボックス内の器具につきまし

て、保護それから収納ができない状況であるかどうか、それからボックスの扉の開閉が

不能とか硬いとか、そういった状況、それから台風等いろんな原因もございますけれど、

転倒する恐れがあるかとか、そういったところを中心に自治会さんに確認をいただきまし

て、そういったところでこれは交換が必要があるというボックスにつきましては、自治会さ

んが中心に交換をしていただくようお願いするということでございます。 

 その中には管鎗（かんそう）とか、それからホース、そういったものが入っておりますけ

れど、それが現実あるかどうか、そういったところも関係して確認をお願いするつもりでお

りますので、よろしくお願いしたいと思います。以上でございます。 

 ○議長（川杉美津江君） 松下忠生活福祉部長 

 ○生活福祉部長（松下 忠君） 防犯灯について、ご説明をさせていただきます。 



 球の修理のためのいろんな交換をするというところにつきまして、専門家でなければど

うかというところでございますけれど、現在、東員町で行っております修理につきましては、

町内のその電気の業者さんに入札をいただいて、単価を決めて業者さんにやっていただ

いております。先日ですね、自治会長さんのほうにもお話をさせていただきましたのは、

やはりそういった形で近くの業者さん電気屋さんであるとか、そういう方にお願いしてい

ただくということを前提にお話はさせていただきました。 

 それから、その業者の特定でございますけれども、それはまだまだこれからどんな業者

さんに、いくらぐらいでということはこれから詰めさせていただきます。私ども思っておりま

すのは、できるだけ地元の業者さんにお願いしていただいてはどうかなというところで協

議を進めておりますので、よろしくお願いいたします。 

 ○議長（川杉美津江君） 太田利孝建設部長。 

 ○建設部長（太田利孝君） お答えをさせていただきます。 

 今、緑地管理の委託につきましては、現在業者発注で城山の外周とか、それから高圧

線架、あわせまして約２千万円ほどの支出をしております。今回、笹尾・城山の自治会に

お願いします件につきましては、とりあえず危険なとこは避けていただいて、まず当初、

平坦部であります高圧線架のほうでやっていただきたいということで、お願いをさせてい

ただいております。その面積が約３万 2,000╂で、３回お願いさせていただきまして、面

積によっては自治会ごとには変わってきますが、30 万円から 35 万円ぐらいになるかなあ

という案として持っております。 

 それから当然草刈機につきましては、町のほうで購入しまして、材料、自治会のほうへ

管理をさせてもらうというようなことも思っております。 

 それから保険、当然草刈機械につきましては危険も伴います。今度自治会長会のほう

にも保険につきまして提示もさせていただきまして、それぞれがその案に応じた契約をし

てもらうちゅうことで、一遍お示しをさせていただきたいと思っております。以上です。 

 ○議長（川杉美津江君） 山本陽一郎議員。 

 ○10 番（山本陽一郎君） あまり的確な答弁をいただいてない。それでは総務部長いい

ですか、ただ単に器具庫を検査して、目で見てああ大丈夫だねということで、それでいい

わけですね。じゃあ現実にホースをつないで放水したときに、水漏れがね、それが破裂

する。そういう責任は一切自治会には負わせないということね。あくまで町の責任でやり

ますよというお話ですね。 



それならそれでいいの。自治会はそこまで責任は持てないんだから、そうでしょう。そうい

うふうに受け取っていいのね、後でお答えくださいね。 

 建設部長、もっとわかりやすく説明してくれないかん、業者発注２千万でしょう今、約。

そうしたら自治会に発注した時には、その２千万円がいくらになるのか。30 万円だとか 35

万円とか、そんな金額じゃないんですよ。３万２千╂を３回やって２千万円、じゃあ自治会

に委託した時に、その金がその費用がいくらになるのか、１千万になるのかね、例えば。

その話をきちっとしてくださいということです。 

 そして生活福祉部長、地元の業者にお願いするように、自治会長さんにお願いすると

いうことですね。それでは聞くんだけれどもね、先程の町長の答弁で電気料のあれが２

分の１自治会で持ってくださいよというお話でしたね。そしてその修繕費用とかそういうの

は自治会で持ちなさいというお話でしたね。じゃあ今現実に笹尾・城山で、ある電気料使

ってますよね、あの防犯灯。これ一回一体いくら支払いしていますか、わかりますやろ。

そして地元はおいくらですか、地元在来地区の皆さんはどのような形で電気料をあれし

ていますか。 

 そうしないとね、先程大崎議員から指摘があったんだけれども、これから笹尾・城山地

区は団塊の世代がどんどんリタイアして、本当に年金生活者が多くなる。高齢化・高齢者

が多くなってくる。そんな中でこれ自治会費の値上げとかね、そういうことになってくると、

もう自治会なんかに入らなくてもという声が出てきやしないかと心配しておる。だから一

回それでもなおやるというんなら、その今一体いくら電気代払っているのよ、それをお示

しいただきたい。３名の担当者からそれぞれ答弁をお願いいたします。 

 ○議長（川杉美津江君） 近藤洋総務部長。 

 ○総務部長（近藤 洋君） お答えをさせていただきます。 

 消火栓ボックス内のホース、それから吸管につきましては、自治会さんのほうへ点検交

換、そういった形でお願いするわけでございますけれど、その確認をしていただく中で、

当然私どもとしては考えておりますのは、そのホースの破損とか、その辺も関係してくる

ということで考えております。そのときには若干とも水を出していただくとか、そういったと

ころも広い意味で考えれば必要かなということを考えております。 

 その件につきましては８月の自治会長さんの会議の場で、そういった防火施設の管理

ということでお願いをさせていただきまして、先程も大崎議員さんのときの答弁にもござ

いましたように、９月 18 日ですか、そこで再度その辺につきましてはご協議をいただくと



いうことで、今年度方針決定をするということで、９月 18 日だけにとどまらず、随時ご協議

をさせていただきたいと考えておりますので、よろしくお願い申し上げます。 

 ○議長（川杉美津江君） 松下忠生活福祉部長 

 ○生活福祉部長（松下 忠君） 防犯灯の電気代についてでございますけれども、各自

治会ごとの設置数ですね、それと 18 年度の電気代、これにつきましては自治会長会の

資料の中に、自治会長さんにはお渡しをさせていただいております。在来地区につきま

しては戸数が非常に多いところであったり、小さい自治会であったりということでバラツキ

がございますけれども、団地につきましてはほとんど 20 万円から 30 万円ぐらいでござい

ます。トータルでいきますと 720 万円でございます。電気代が 720 万円でございます。

今ちょっと資料でいきますと、在来地区が 399 万円、それから団地地区が 321 万円とい

うふうな状況でございますので、よろしくお願いいたします。 

 ○議長（川杉美津江君） 太田利孝建設部長。 

 ○建設部長（太田利孝君） 平坦部でございますので、平坦部で 380 万円ほどを自治

会のほうでお願いしたい。材料とか、それから草刈機はまだ別として、自治会の平米当

たりでいきますと、380 万円ほど自治会のほうで、11 自治会ありますので平均しますとそ

ういうような金額になると思います。以上です。 

 ○議長（川杉美津江君） 山本陽一郎議員 

○     10 番（山本陽一郎君） さっき最後に言われたん、ちょっと答えて。 

 ○議長（川杉美津江君） 松下忠生活福祉部長 

 ○生活福祉部長（松下 忠君） 団地と、それから在来のところの電気代の区分でござ

いますね。 

 ○議長（川杉美津江君） 山本陽一郎議員。 

 ○10 番（山本陽一郎君） 電気代として在来地区で 399 万円、そして笹尾・城山地区で

 720 万円ですね、違うの、もう一度。 

 ○議長（川杉美津江君） 松下忠生活福祉部長 

 ○生活福祉部長（松下 忠君） 在来地区が 399 万円、それから団地地区が 321 万円、

合わせて合計で年間 720 万円となっております。 



 ○議長（川杉美津江君） 山本陽一郎議員。 

 ○10 番（山本陽一郎君） 総務部長、この９月 28 日ですか、自治会長会あるということ

ですね。 

だからその時にはきちっとその責任体制だとか、そういったことも含めてきちっと説明しな

いと、なかなか理解を得られないと思いますので、その辺のところを、素人ではわからん

わけよ、このホースが本当に大丈夫なのかね。それともどうだということは、現実に本職

の人に水を出してもらわなわからんわけでしょう。もう 20 何年も経っているわけだから、

団地ができて消火栓ホースを設置してからね。だからそういうことも含めてきちっとしてい

かないと、何かあった時に責任のね、どちらにあるよという話になると困るから、その辺

のところをしっかり押さえてやっていただきたい、いいですね。 

 そして建設部長、これもあやふやなんだな。笹尾・城山の外周、そして高圧線架とかい

ろいろあるね。そんな中で平坦のところだけでというお話で 380 万円という事ね。先程の

２千万円というのは平坦なところじゃないところも入れて２千万円ということね、そうです

ね。じゃあその平坦でないところの部分はどれぐらい見込んでおられるの。２千万円のう

ち 380 万円は平坦なところで自治会に委託するんでしょう。じゃあそのほかの危険なとこ

ろというのか、こうやりづらいところは本職さんなのかわかりませんが、そういう方にやっ

ていただくということなんでしょう。じゃあその業者なり何なりその方たちへのその業務委

託料はいくらになりますか。そうしないと出てこない、これ数字が。もう一度答弁してくださ

い。 

 ○議長（川杉美津江君） 太田利孝建設部長。 

 ○建設部長（太田利孝君） 業者につきましては 700 万円ぐらいでございますけど、こ

れは業者委託での割り込みでございますので、平米 40 円の計算になりました。以上で

す。 

 ○議長（川杉美津江君） 山本陽一郎議員。 

 ○10 番（山本陽一郎君） 建設部長、２千万円が約 1,080 万円か、約半分だよね。半

分に抑えることができるということね。だから行財政改革の名のもとに、こういう制度を発

足させようということ、自治会長はじめ住民の皆さんが本当に理解できるようにきちんとし

た説明をしていただきたいと思います。 

 そして、先程一緒にやれば良かったんだけど、生活福祉部長、あれは確かに６月議会

だったと思うんだけれども、三位一体改革の中で統合されましたね。笹尾交番も今それ



を廃止して、あれは鳥取地内に、そこに統合した交番を発足させていただいた。それは

それとして、その廃止された笹尾交番について住民の皆さんからこの統合のときにです

ね、随分その心配の声がありましたね。なくしてもらって困るという話もいろいろありまし

たね。それをあえて議会も同意する中で、これ発足していただきましたね。 

 その後、じゃあその笹尾交番の跡地利用について、これはきちんとしなきゃいけません

よと、地域の皆さんが安心で安全であるということを実感、肌で感じられるようなそういう

施設にしなきゃいかんということで、各自治会長の協議を７月から始めるというお話だっ

たですね。その後の経緯についてお話をしていただきたいと思います。 

 ○議長（川杉美津江君） 松下忠生活福祉部長 

 ○生活福祉部長（松下 忠君） 笹尾交番の跡地利用についてのご質問でございます

けれど、このたびの東員交番の新設に伴いまして、従来の施設につきましては当初より

地域防災、地域防犯の拠点として位置づけをさせていただいておりますということで、ご

報告をさせていただいております。現在、建物は三重県が所有しておりますので、担当

部局と協議をさせていただいております。今後、譲渡契約を締結させていただく予定をし

ております。 

 そこで、次の具体的な利用につきましては、笹尾・城山自治会にお諮りしてご協議をさ

せていただいております。私どもといたしましては地域防犯、防災組織や青少年育成町

民会議などの防犯パトロール等における利用を自治会を通じてお願いをしており、自治

会としてもその他の使い勝手でございますね、そういうものを検討する旨の返答をいただ

いております。現在は東員交番の警らの際の立ち寄り場所として巡回がなされておりま

す。自治会として防犯、防災にかかわらず地域のコミュニティの施設として、自由な活用

方法もお願いしたいと考えております。その場所に地域のいろいろな人々が集まってい

ただく、こういうことも必要だと思いますので、それも踏まえて引き続き自治会長様はじめ、

必要に応じ関係各位と協議をさせていただきながら、有効利用を図ってまいりたいと考え

ておりますので、よろしくお願いいたします。 

 ○議長（川杉美津江君） 山本陽一郎議員。 

 ○10 番（山本陽一郎君） 福祉部長、対応が遅いのよ。６月議会で指摘したでしょう。す

ぐやっていただかないと、いまだに無人じゃないですか、あそこ。誰も利用してないじゃな

いですか。 

それは行政とはそんなもんだって言やそれまでかも知れないけども、あれを廃止すると

きに、 



住民の皆さんからどんな声があった。それをきちっと受け止めるんなら、もっと早く協議し

て、今あなたがおっしゃったような多分地域のコミュニティの場になんて無理ですよ、あん

なもの。狭いところへ、和室の８畳ぐらいでしょう、あれ。そして事務所が８畳ぐらいか。そ

んなところで何人集まって何を協議できるのよ。 

 そんなことじゃなくて、今まで防犯の役割を担ってきたんだから、それに基づいた施設

整備ということでやってもらわないと困るということ。そういう逃げの答弁じゃなくて、きち

っと前向きにやっていただくように。 

 そして先程の防犯灯の件ね、相当な自治会にとって負担になる。在来地区で 399 万円、

笹尾・城山地区で 321 万円、これをそのまま自治会長会へ持ち出したら大変な反発が

あると思う。この町は安心・安全がうたい文句でしょう。その安心・安全のための費用をど

うして住民に負担させるのか。よくお考えをいただいて自治会長さんたちと協議をしてい

ただきたい、いいですね。 

 次に町長、６月議会に質問させていただいた町長の報酬についてですね。私は最初お

話したように、こういった問題にあまり触れたくないというお話をさせていただいた。ところ

が研修でいろんな町へ行く、例えば福島県の矢祭町、先日行ってきた福島県の鮫川村

でしたかね、ほかにもいろんなところへ、合併できない、合併しなかった町へいろいろお

訪ねして聞く、そうすると必ずそこの町長は自らの報酬を３割カット、これが皆さんの口か

ら出てくる言葉。そして町長にその話をぶつけると町の財政は今は健全だから、今のま

までというお話。少し町長は危機感がないのではないか、このように思います。 

 ６月議会でも申し上げた町長の報酬、これは共済費の合計も含んで年間 1,938 万円、

そしてなお４年間に一度の退職手当、これが 1,600 万円以上、こういう報酬を受け取って、

果たしてあなたがおっしゃるように、この大変な時代だとおっしゃる、町長は。まず自ら、

なぜ血を流して住民の皆さんに私はこれだけ町のためにやりますよと、だから住民の皆

さん協力してください、これが至極もっともな話ではないかということを私は言っている。 

 いいですよ、あなたがそれは町長のお考えだから、いや私は法に定められた範囲でき

ちっとやっているということであれば、それでいいんだけれども、だけどいつも言ってるで

しょう。先程も出てきたじゃないですか、改革しなきゃいけない、この町もいつまでも安穏

としてはいけない。そうであるならなぜ住民やほかの皆さんに負担を言う前に、まず自分

から血を流す、そういう決意をお聞かせいただきたい、こういう思いであります。 

 そして、６月議会の後、いろんな場所で私の質問に対して山本議員の発言は間違って

いるよという、そういう話もあったように聞いております。それは事実かどうかわかりませ



んよ。だけどそうであるなら町長、どうぞこの場で反論をしてください、よろしいですね、ど

うぞ。 

 ○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） 行財政改革に絡んだ質問でございます。６月議会での行財政改

革にかかる私の方針に対するご質問に関連する質問に、お答えをさせてもらいます。 

 通告を見せていただきますと異論があると聞くと。私は異論があるということは言ってお

りません、基本的に。だから反論って、反論も何にもございません。ただ一般質問ですの

で、山本議員さんが６月議会に私の報酬が 1,928 万円か 38 万円と言われたね、言われ

てみえますね。だからそれは違いますということ言うたんです、そんな報酬はもらってま

せん。そんなことでご答弁をさせてもらいます。 

 去る６月議会の一般質問におきまして、山本議員さんは私の平成 18 年度の報酬総額

が 1,938 万円であると、桑名市長の所得は 1,601 万円、松阪市長の所得は 1,525 万円

であり、報酬について一考されるべきとおっしゃられました。ご答弁の中で、総務部長より

申し上げましたとおり、 1,938 万円という金額は共済費等が含まれた人件費の総額であ

り、報酬総額といたしましては、そういう共済費等を除いた 1,386 万円で、それを所得に

換算いたしますと 1,147 万２千円となり、この金額での比較が正しいと思っておりますと

いうことを、答弁させていただいたんです。 

  そんなことでですね、参考に近隣の人口規模の近い市町と報酬総額で比較をさせてい

ただきますと、私の平成18年度の報酬総額は正確には 1,386万 5,175円でありまして、

いなべ市長さんは、これこんな場で言うとちょっと問題がありますので、なんですけど。 

 公表されておるそうで、よさそうでございますので、答弁述べさせていただきます。 

 いなべ市長さんは 1,626 万 1,625 円、菰野町長さんは 1,543 万 2,600 円、川越町長さ

んは、 1,491 万 2,400 円、人口が２万４千人の鳥羽市長さんは 1,543 万 2,600 円、人口

が２万３千人の尾鷲市長さんは 1,453 万 6,800 円となっております。 

  しかしながら議員さんご指摘のこの今の行財政改革という大変な厳しいものはありま

す。そんなことで私の報酬とこう無関係ではないと思っております、現実。そんなことでで

すね、私どもとしても過去に給料は引き下げております、３回引き下げております。これ

からもですね、当然その社会情勢いろいろなことから、特別報酬審議会ここで答申をい



ただきますので、そんなこともこれからもご審議をお願いする場合はお願いをさせていた

だく、そんなことを思っておりますので、ご理解をよろしくお願いを申し上げます。以上で

す。 

 ○議長（川杉美津江君） 山本陽一郎議員。 

 ○10 番（山本陽一郎君） 反論になるか、ならないかわかりませんけども、今、町長か

らお話がありましたね。我々が受け止めるのは共済費もですね、これは住民の皆さんの

税によって賄われておる。町長がその報酬の中から払っているんじゃない、そうですね。

そういうものを合わせると 1,938 万円、そして４年に一度の退職金が 1,600 万円、これを

指摘している。近隣の市町村はいいですよ。私が比較したからね、まずかったかも知れ

ないけども、ほかの町はほかの町、我が町は我が町の首長として、どのようにこれからこ

の厳しくなる行財政改革の中でやっていくか、生き残っていくかということを真剣に考えて

もらいたい。また折りあらばこの議論をさせていただきたいと思います。次にいきます。も

う時間がありませんね、あんまり。 

 答弁求めておりません、もう時間もありませんよ。次に聞きましょう、また後で。 

 次に環境問題について、これねこの夏大変な暑さでしたね、これ生活環境課と思ったら、

何か産業課ということですので、産業課の担当の方にお聞かせいただきたいんだけども、

大変暑かった。 

  そんな中で山田溜と言うのかな、あれは。三段溜と言うのかな、そして中央公園、そし

て万助溜もそうだけども、あるいは中部公園もそうかも知れないけども、あの暑さの中で

藻が大変発生しておるね。そして水もものすごく汚れている、把握しているでしょう。 

  そんな中で、これを公園を利用する人がたくさんいるわけ、まだ今悪臭とまではいって

ないけどね、私も毎朝犬の散歩に歩いているんだけどさ、そうするともう大変な汚れよう

なんだけども、これはいつも議論になるんだけれども、町の管理なのか、それともそうい

う神田土地改良だとか、そういったところの管理責任があるのか、その辺がはっきりまだ

飲み込めてないんだけれども、もし町に管理責任があるというのならいいですよ、あそこ

は神田になるの、土地改良組合と相談して一度底ざらいをして、一度きれいにして、そし

て住民の皆さんがあぁいい公園だね、こんなにきれいな公園で良かったというふうにね、

思えるようなそういう環境づくりをしなきゃいけないと思うんだけれども、そのことについて

まずお聞かせをください。 

 ○議長（川杉美津江君） 太田利孝建設部長。 



 ○建設部長（太田利孝君） 山本議員の環境問題について、お答えを申し上げます。 

 この夏は連日の猛暑でございました。各地で異常気象となり、中でもお隣、岐阜県多治

見市では日本の観測史上、最高気温を記録したことは記憶に新しいところでございます。

加えて農家の皆様におかれましては、春先からの降水量の少なさから農繁期における

深刻な水不足に悩まされてまいりました。そのため土地改良区におきましては渇水対策

を実施いただき、町もその支援を行うべく、先の議会におきまして予算計上にあたり、議

員の皆様にもご理解いただいたところでございます。 

 さて主要溜池の環境面への配慮につきましては、ポンプアップにより水循環を行ってい

るところでございますが、異常気象と降水量の少なさから雨水をもとに貯水しております

池の水は、大した循環もされない状況となっており、プランクトンの発生等によりまして、

議員がご指摘いただきましたとおり、水質が悪くなっております。農業施策を預かるもの

といたしまして、住民の憩いの場所として利用されております溜池は、貴重な農業用水

源であるうえ、溜池を守ることは当然のことと考えておりますし、必然的に水辺環境を良

くすることも必要であると認識いたしております。また、環境問題を考えるうえで水質改善

につきましては、難しい課題と考えております。 

 と言いますのは、東員町の北部の主要溜池の受益農地は神田土地改良区の区域内

にあり、同改良区ではパイプラインを整備しておりますが、溜池が二次水源でございまし

て、万が一の場合を考えますと、溜池は重要なものと考えざるを得ません。したがいまし

て、対策にはやはり受益者や土地改良区との協議が必要と考えております。また、ただ

単に水の入れ替えを行ったとしても、雨水に依存しております主要溜池は水循環が非常

に悪く、夏場はすぐに水がよどんでしまうことが予想されます。いずれにいたしましても、

環境改善にあたり対応と取り組みについて、今後研究してまいりたいと考えておりますの

で、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） 山本陽一郎議員。 

 ○10 番（山本陽一郎君） あのね建設部長、そういう何かわかったような、わからない

ような答弁は要らないのよ。じゃあ神田土地改良区と相談して、きちっと何年に１回のサ

イクルがいいのかわからんけども、そういうことできちんと、今も言ったでしょう、水質が

悪化している、わかっているんならそれに向けて相談して、きちっと底さらいするなり何な

りして、住民も協力しますよ、そんなのもの。是非そういうことで進めていただきたいと思

います。 



 強いことばかり言っておってもいけませんので、一つだけですね、職員の頑張りを少し

お話をさせていただきたいと思いますけれども、先日来、住民の皆さんから私のほうへ

隣に空き家があって、そして草が茫々に生えていて、そして木も枯れている。何とかなり

ませんかということで、生活環境のほうへおつなぎました。そしたらあらゆる手立てを尽く

してきちっと対応して、少し時間はかかりましたけどね、今はきれいに草刈りも済んで、木

も伐ってきれいにやってもらっている。やればできる行政は、是非そういうことでやってい

ただきたいと思います。 

 それ以外にありますよ、いろいろね、建設課長。松枯れでも予算の少ない中で一生懸

命知恵を絞ってやっていただいてますよね。是非知恵を出し合って、そしてこの行財政改

革、この難しいときにですね、先頭に立って若い職員の皆様は頑張っていただきたいし、

そのように期待をしております。 

 以上をもって、私の一般質問を終わります。 


