
○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） 去る 11 月 20 日、この議場に思いを残しながら不慮

の事故により急逝された故山川喬議員のありし日の温厚篤実なその笑顔を

偲び、その御霊に対し心より哀悼の意を表するものであります。どうぞ天上

にあって、この町、この地域住民が安寧で平穏の日であらんことを見守って

いただきたい、このように思います。 

 暖冬と言われる中で、ようやく北の国から初雪のたよりが届いているようで

ございます。今日は我々議員にとって任期４年の最後の定例会であり、納め

の一般質問であります。 

 私はこの任期中、行財政改革をテーマに議員活動を行ってきた。このよう

に自負をしております。同僚議員とともに訪ねた福島県矢祭町、そして同じ

福島県の矢吹町、鮫川村、これらの町でその町のトップといろいろな議論を

させていただきました。これらの議論を通じて痛切に感じたこと、それは合併

しない、合併できなかった、これらの町のそれぞれの責任者は、大変な危機

感を持って強い信念とその先見性に基づく決断をして、行政を断行している、

こういう姿を見てきました。私どものまち東員町も、このような体制でなけれ

ばならないと痛感をしながら、本題に入りたいと思います。 

 まず、９月議会と同じように行財政改革ということで、主に町長に質問をし

ていきます。今日午前の質疑で木村議員からのお話もありましたように、そ

れからどうなったということでお聞きをします。 

 東員町において各駐在所を統合した形での東員交番、これがこの４月から

発足をしております。そこでこのことによって閉鎖された各駐在所があります

よね。これらの跡地の有効利用について前回もお尋ねをしたはずであります。

そのおりの担当部長の答弁によりますと、まだ各自治会との協議がなされて

いない、そんなお話であったと思います。その後、この問題についてはこの

町の安心・安全にかかわる重要な問題であるから、早急に協議をすべしとい

う話をしたところであります。 

 そこで町長、あなたこの町の最高責任者としてその自治会、この閉鎖して

新しい交番が発足する以前に、自治会長との会議の中へ私も呼ばれました

けれども、同席していろいろな話を聞きました。そしてそれぞれの自治会長

から不安な点とか、いろんな問題点が指摘をされておりましたね。そこでそ

れらのことを含みながら、現在の東員交番ということで発足をしておるわけ

ですけども、その後でこれらの問題について、各自治会との協議はどこまで

いっているのか。 



いやもう発足、その跡地利用についてきちんとした方針が決まって、発足し

ているのかどうかですね、それが第一。 

 そして、当然空き交番をなくさなきゃいけない。そういう話もあります。そし

て大きくは三位一体の改革の中で、駐在所をできるだけ少なくして、きちんと

した交番として機動力を持たせて、その地域の安心・安全を守っていく、この

ために現在の姿があると思いますけれども、まだ発足以降、半年ちょっとで

すか、この間ですので実績としてどうだという話は、まだ早いかも知れません

けれども、この町にとってその後この交番発足によってどのような変化があ

ったのか。それらのことについて、いなべ警察からいろんな報告があろうか

と思いますけれども、それらの情報について報告を求めたいと思います。 

 ○議長（川杉美津江君） 山本議員に申し上げます。通告は一問ですので、こ

の要旨の２番、３番も続けてお願いいたします。 

 ○10 番（山本陽一郎君） わかりました。それが一つ。 

 そしてこれも９月議会においてお話をさせていただきました。東員町地内の

各公園の溜池についてその水質汚染が言われている。特に私の住んでい

るところは団地内の中央公園がすぐ近くにありますので、よく散歩がてらに

歩いておりますけれども、今年は特に暑さが厳しかったせいか水質が非常

に悪い。そして蚊が大発生をしている。あの中央公園の近くにいれば、本当

にそれが実感として受け止めることができるんですけども、そういう事例があ

る。 

 それらについて担当部課長のほうには伝えてありますけれども、その後、

これらのことについてきちんとした水質検査をはじめ、そういう対応策がとら

れているのかどうか、そのことをお聞かせをいただきたいと思います。 

 そして３点目、町の行財政改革の名のもとにいろいろ進めようとしている、

そういう改革案がありますね。ここにもありますけれども、行財政改革推進

計画実施計画ということで 70 項目があります。そういう名のもとに、住民負

担につながる各行政改革案について各自治会と協議をなされているというこ

とでありますけれども、その主要な点ですね、主要な点 70 項目ありますけれ

ども、その中で優先順位として自治会と協議をされていることについて、これ

について一応午前中の一般質問で報告を受けておりますけれども、それら

について基本的にどのようにこれから進めようとしておるのか。 

 お話がありましたね。消火栓ボックスの維持管理については、これを大方

自治会にも受け入れてもらえたというお話でしたね。そして防犯灯の維持管

理については、もう少し様子をみなければいけないということ。そして高圧線

架の緑地管理、これについても少し時間を要するという、そういうお話であっ

たと思いますけれども、やはり町長、この改革案が 70 項目あるわけですね。



その中で重要な改革案として取り上げて協議する中で、住民負担を伴うもの

については、やはり慎重でなければならないと思いますよ。そしてここにあり

ます。30 番目にあります定員の削減とあります。これは職員の定員だと思う

んですけれども、これらについてはまだ検討も全然なされてないということで

すか、これ。そういうことですね。 

 そして、おしなべて行政自身の改革につながることについては非常に進捗

率が低い。進んでいない。そんな中でそういう住民負担につながることがど

んどん先行しているんじゃないか。この表を見てそのように受け止めざるを

得ないと思いますけれども、その辺のところ、まず隗より始めよではありませ

んけれども、自らそういったことに切り込んで、そしてそれからということであ

ればですね、住民の皆さんもやはりこの町を支えていただくわけですから、

応分の負担というか、そういうことは十分理解をいただけると思いますけれ

ども、そういった優先順位について一度きちっとしたご説明をいただきたいと

思います。 

 以上、３点について町長の答弁を求めます。 

 ○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） 山本議員のご質問に、お答えをいたします。 

 １点目の東員交番関係のご質問でありますが、本年４月より従来の派出

所、駐在所が統合されまして、新しく東員交番として設置をされ、これまで昼

夜を通しての巡視、巡回がなされているところであります。 

 そこで、ご指摘のこれまでの笹尾派出所につきましては、かねてからその

有効利用についてご意見を賜っているところでありまして、私といたしまして

も地域の防犯活動の拠点として、地元自治会に自由に活用をお願いをして

いるところでございますけども、警察官の立ち寄り所の指定場所以外、残念

ながら現時点での具体的な活用がなされていない状況であります。引き続

き地域の皆様方と協議をさせていただきながら、利活用を図ってまいりたい

と考えておりますので、ご理解のほどよろしくお願いをいたします。 

 また、新しい交番につきましては、常時 24 時間体制によりまして最低２名

以上の警察官が町内を巡視、巡回する配備が整っており、より地域に密着

した防犯体制がこれまで以上に強化をされております。その意味では防犯

面においての安心・安全といったところにつきましては、十分機能しているも

のと信じております。 



 しかしながら、地域防犯等に関しましては、旧派出所の利活用も含めまし

て、地域防犯組織とともに地域ぐるみでの防犯意識の取り組みも肝要であ

ると思いますので、さらなる安心・安全が守られますように努めてまいりたい

と存じますので、よろしくお願いを申し上げます。 

 ２点目の溜池の水質汚染についてでございますが、９月議会におきまして

も同様のご質問をいただき、今年の夏は連日の猛暑が続き、河川と違い水

の流れのない溜池では水温が上がりまして藻が多く発生いたしました。藻が

発生いたしますと悪臭が発生したり、美観上も良くないところでございますけ

ども、町内の溜池は貴重な農業用の二次水源でございまして、農業施策を

あずかる者としては、水源を確保する必要があることをお答えをさせていた

だきました。 

 しかし、あまり水質が悪いようであれば、地域の環境面及び農作物にも影

響することから、11 月に笹尾中央公園、山田溜、万助溜の水質検査を実施

をさせていただきました。調査結果につきましては、各溜池とも河川の環境

基準６累計のうち上位２番目の水質１級に準ずる値でございまして、溜池の

水質としては極めていい状態でありました。 

 しかしながら、先に述べましたように、水温が上がると藻が発生するのは

事実でございますので、対処したいところですけども、薬品を散布すれば当

然水質汚染を招く恐れもありますし、また池の水を抜けば魚がどうなるかな

どの問題もございますので、苦慮しているところでございますけども、土地改

良区と協議を行いまして溜池の水を滞留させることから、半分ほどの水を抜

いてみたいと考えております。そういうことでございますので、その点よろしく

お願いを申し上げたいと思います。 

 ３点目の自治会との協議の内容と、これ行政改革でございますけど、協議

の内容と進捗でございますけども、行財政改革は行政内部の改革でする項

目と、住民皆さんにご負担を願う項目や、皆さんとの協働が必要な項目もご

ざいます。今後予測される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思っております。 

 住民の皆さん一人ひとりでお願いできることはお願いし、それが難しい場

合は地域、町と足らないところを補っていくという補完性の原理に、もう一度

振り返る時代が到来をしてきていると思っております。 

 このように行政の関与のあり方を点検することにより、公共を行政のみに

よって担うという考え方から脱し、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である旨のことを、自治会

長会で申し上げさせていただいております。 



 先に大崎議員のご質問にもございましたように、地域でご負担をいただき

願う項目といたしまして、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負担、笹尾・城山地区の高圧線架や

外周の除草の３項目について、ご無理をお願いを申し上げております。 

 ６月、７月の自治会長会の役員会では、３項目の管理の現状報告と協議

原案をお示しし、８月の自治会長会では具体的な事項をお示しをいたしまし

た。定例の自治会長会だけでは十分な協議が困難なことから臨時会を２回

お願いし、行政の願いをお示しし、自治会の思いをお聞かせいただきました。

３項目いずれもが自治会に重い負担内容でございますが、消火栓ボックス

の関係につきましてはご理解をいただき、来年度から労務の提供を願えるこ

ととなりました。防犯灯につきましては自治会費を上げる必要があり受け入

れられない。行政内部で取り組む項目があるのでは。無駄な事業の廃止、

自治会未加入問題などさまざまなご意見をいただきました。 

 行政内部での取り組む事項はあるのではにつきましては、行財政改革実

施計画には45項目の内部での取り組み事項を掲げており、職員の削減、人

事評価制度構築、庁舎管理委託費削減、歳入確保のための定住化の促進

や企業誘致など、ご説明をさせていただきました。また無駄な事業の廃止に

つきましては、事業の選択と集中を行うため、現在、行政評価システムの導

入に着手していることもご説明をさせていただきました。 

 結果といたしましては、来年度からの自治会負担の実施は見送りさせてい

ただきまして、21 年度から電気代の４分の１負担、螢光管の取り替え費用の

全額負担を原案に、本年度と来年度で住民の皆さんにご理解を求める方向

で、前向きに協議を引き続き行うことといたしております。笹尾・城山地区の

除草につきましても危険が伴う、高圧線架は隣接していないなど、さまざま

な意見をいただいております。 

 しかしながら、２自治会からは好感触を得ておりまして、既に試行に着手を

いただいております。現在は安全面から高圧線架をお願いしていますが、こ

れにかかわらず自治会周辺の身近な緑地もと考えておりますので、理解を

いただける自治会からお願いをしてまいりたいと考えております。今後にお

きましても、機会あるごとに行財政改革の必要性や、住民自治の理念を申し

上げ、情報の提供、十分な説明を行い、改革を推し進めてまいりたいと存じ

ます。 

 ２点追加をさせていただきます。行財政改革の 30 項目目の職員の削減の

件でございますけども、これはもう既に集中改革プランの中で現在の職員体

制から 10 名削減をさせてもらう。これはもう公表されております。そんなこと

で、現在の職員の体制から 10 名減を図るということになっております。 



 また、各駐在所の廃止の関係は三和と神田あったんです、これは警察官の

宿舎と申しますか、官舎不足ということで宿舎にされておるという状況でござい

ますので、ご理解をいただきたいと思います。以上でございます。 

 ○議長（川杉美津江君） 山本陽一郎議員。 

 ○10 番（山本陽一郎君） それでは、これから一つひとつお尋ねをしていきたい

と思います。 

 まず、いなべ署、東員交番の発足に伴う問題について、今ご答弁をいただき

ましたけれども、９月議会でも申し上げましたように、その進行というか、その

協議というか、そういったものが非常に遅いのではないか、このように思いま

す。 

 特に在来地区の神田、六把野ですか、これらについてはその跡地利用に

ついては、今お話をいただいたように、もう現在活用されているということで

すので、それでいいと思いますけれども、笹尾については看板を外して、そ

して赤色灯を外してそのまんまの状態で、何も手をつけずにいる状態であり

ます。 

 それでもうとっくに、９月議会で申し上げたように、早速自治会と協議をして

これらのことについて前に進めたいという答弁をいただきましたけれども、お

話によるといかにも進んでいないというお話です。相手があることですから、

一気呵成にというわけにはいかないかも知れませんけれどもね、やはり住

民の安心・安全を担う拠点というふうに位置づけるんであれば、もっと早くに

町としての考えを示して、そして自治会の住民の皆さんの理解を得る。そし

て１日も早く立ち上げていくことが大事ではないか、このように思いますので、

その怠慢とは言いませんよ、きっとご相談もいただいていると思いますけれ

ども、いかにも遅いというのが、私の実感でありますんでね、いくらなんでも

半年も経てば、こうこうこういうことでやっておりますという、それぐらいの説

明ができるような、そんな話にしていただきたいと思います。町長、大体いつ

を目途にこれらのことについて発足というか、稼働をさせるおつもりなのか、

もう一度確認をしておきたいと思います。 

 ○議長（川杉美津江君） 佐藤均町長。 

 ○町長（佐藤 均君） お答えさせていただきます。 



 きちっとした跡地利用について、１日も早い機会に入っていきたい。そんな

思いでおりますので、その経過につきましては担当部長のほうから報告させ

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） 笹尾交番の跡地につきまして、その利用の進

行が非常に遅れておることを申し訳なく思っております。先程も町長言いまし

たように、自治会との協議を今後も進めてまいりたいと思いますので、早急

に立ち上げられるよう努力してまいりたいと思いますので、よろしくお願いい

たします。 

 ○議長（川杉美津江君） 山本陽一郎議員。 

 ○10 番（山本陽一郎君） こんなこと申し上げて失礼だと思いますけれど、大至

急やりますというのはあんまり信用できない。私から言わせるとね。いつもそ

ういうお話であって一向に前に進んでいない、実はですね。そういうことがこ

れまで多かったと思います。今回はそのようなことのないように、町長も標榜

しておるでしょう。安心で安全なまちづくり。そういうことであるなら、是非、今

会期中、議会じゃないですよ、行政の３月までにはきちんとした方針を立てて

協議をして、そして笹尾駐在所を跡地が地域の安心・安全の拠点となるよう

に、発足をさせていただけるものと確信をして次に入ります。 

 先程の町長の話によると、三段溜、万助溜、そして中央公園の水質検査を

していただいた。私もそのように申し入れておきましたので、それはそれとし

て了としますけれども、何か答弁によると非常に水質が良かったというお話

ですね。見ると聞くとでは大違いということもありますけれども、あの現状を

見て、とても水質がいいなんて思われないんですけれども、何かの間違いで

はないかというふうに思いますけれども、これはきちっとしたデータもおあり

だと思いますので、またお示しをいただきたいと思います。 

 そして、そういう検査も大事だと思いますけれども、現実の問題として今年

の夏はおっしゃったように格段の猛暑であった。そのために藻が生えて水質

とか景観の汚染につながったということですね。それは私も指摘をしておりま

すので、そのとおりだと思いますけれども、先程申し上げたように、今年は特

に蚊の発生がみられた。公園の近くで住宅地において、これはそんな水質

が良かったという話にはならないと思う。 

 だから、そういう現実がある以上、先程答弁いただいたように、きちっと土

地区画整理組合ですか、そういったところと協議をして、一度これらの溜池



を全部乾し上げて、魚はきちっと捕獲して移せばいいわけですから、また元

へ戻せばいい。そして外来種の駆除にもなる。そういうことであるなら一度こ

れらの溜池を乾し上げて、以前にも事例があったと思いますよ。そうしてや

はりこれらのいろんな障害についてクリアできるように、やっていくというのも

行政の務めであろうと思いますんで、中途半端なお考えでなくて、やはりそう

いう住民の声がある以上やっていくべきだと思いますので、これについて町

長、お話いただきましたよ。半分抜いて半分新しい水を入れ替えてというお

話もいただきましたけれども、それでは抜本的な解決にならない。一度あの

溜池の水を抜いて、先程おっしゃっていただいた三つの溜池ですね。これら

について優先順位があろうかと思いますけれども、住宅地に隣接するところ

は特にそういった形で協議をしていただいて、やっていただくというお考えが

あるかどうか、あってもらわなきゃ困ると思いますけれども、答弁を求めたい

と思います。 

 ○議長（川杉美津江君） 佐藤均町長。 

 ○町長（佐藤 均君） お答えさせていただきます。 

 問題は笹尾の中央公園というんですか、その溜池、三段溜、東の三段溜も

住宅地に近いと思いますけど、過去に三段溜の一番上の溜でも抜いたとい

う経緯はないと思います。中央公園は確かに以前に全部水を出して、それ

ごと乾し上げてやった経緯も私も知っております。土地改良の関係、将来的

にということで今現在は土地改良水も入っておりません。そんなことで還流し

ないからどうしても水質が悪くなる。そんなことだと思います。 

 確かに過去もそういうことをやった経緯がございますので、一度きちっと住

民の皆さんと話し合いさせていただいて、そんでもええよと、今、魚釣ってみ

える方みえるかちょっとわかりませんけど、その辺も地域の皆さんと一遍議

論させていただいて、そういう環境上からええよということであれば、もうきち

っと整備していく。 

 ただ、水抜いただけやなしに、本来はちょっとその下の土ちゅうのですか、

そんなものも本来は、本当は搬出したほうがきれいになると思いますので、

その辺をどこらまでやるか、そこらも絡んでくると思いますので、地域の皆さ

んと十分議論を一遍させていただきます。 

 ○議長（川杉美津江君） 山本陽一郎議員。 



 ○10 番（山本陽一郎君） 是非、そのようなことでやっていただきたいと思いま

す。 

 そして、先程の最後の問題で、住民の負担につながる各種の案についての

問題ですけれども、私もこの少子高齢化社会の時代において、行政だけが何

もかも背負ってやっていく時代というのは、もう終わったと思っております。当

然、そこに住まいする住民も自分たちの町を良くしよう。自分たちもこの町で生

涯を終えようという、そういうことであるなら当然、それについての協力、支援

は当然あってしかるべきだというふうに思っております。 

 ただしかしですね、先程申し上げた、答弁いただいた３点については、これ

はこれまでの特に団地については、入居時においてあそこを開発して土地

建物を販売した会社との間で、いろんな取り決めがあったり、いろんな約束

があったということもまた事実なんですね。その一つは、この団地において

は安心・安全のために防犯灯は必ず整備してあります。そのためにどうぞ安

心してご入居くださいというお話もいただいております。確かにそういう覚書

もあって、それなりの住民負担金も払っているわけです。それはその防犯灯

だけじゃないんですよ。あそこにはあれがありましたね。団地における浄化

処理場があります。それらを含めてということですけれども、それについては

町のほうで負っていただいたということで、今は安心して毎日快適に暮らして

おるということなんでしょうけれどもね。 

 だからそういう経緯があった。そしてそれをやはり変えようというか、それを

住民の皆さんでということになると、それ相応の大義名分が必要ではないか

というふうに思います。そんな中で１年間延長してよくもう一度相談しようとい

うのは懸命であったと思いますけれどもね。だからその中で私は具体的に聞

いてみたいんだけれども、この消火栓ボックスについては自治会の大方の

了解を得ているという話でしたね。それで私もこの問題について前回質問し

ておりますけれども、これらの器具等について、きちっと専門家の立場で検

証して、そして自治会のほうはこういうことですから、あとの管理お願いしま

すということにならないと、困るという話をさせてもらったはずですね。 

 ということは、消火栓ホースでもほかの器具についてもそうですけど、不具

合というのはなかなか素人では見分けがつかない。そうですよね。出してみ

て水が漏れたり、それが破裂したりしたら大変なことになるわけですから、だ

からそれらについては幸いにしてうちは桑名消防署東員分署というのがある

わけですから、そこできちっと検証していただいて、そしてそれをどうぞ自治

会のほうで維持管理をしてくださということになろうと思いますけれども、当

然、その辺のところを確認したい。 



 そして防犯灯について、先程申し上げたように住民負担については、この

改革案の70項目あっても、できるだけ優先順位を下げて、まず行政、議会も

そうだと思いますけれども、そういったところが改革をして、そして最後にそう

いう負担についてはお願いするということでなきゃいけないと思いますけれ

ども、それで具体的に電気代の４分の１ですか、それはともかくとして、それ

の取り替え工事、これについては全額というお話でしたね。そういう構想であ

るというお話でありましたけれども、そうなると前回の質問で返ってきたあれ

は年間１自治会、人口の大小もありますから一概には言えませんけれども、

平均して１自治会 30 万円から 40 万円ぐらいになるのではないかという、そう

いうお話がありましたね。 

 だからそれらについて、多分、自治会の役員の皆さんは心配をなさってい

るんだろうと思いますけれども、毎回言うようですけれども、この少子高齢化

社会の中で、非常に生活も厳しくなってきている。年金生活者が多くなってき

ている中で、こういう住民負担というのは大変厳しいというのは、町長もよく

おわかりいただけると思いますけれどもね。ですから、そのきちんとしたデー

タがあれば今、４分の１負担でいくらですよ。そして前回も確かにお話いただ

いたように思いますけれども、もう一度確認の意味でもその防犯灯の球切れ

を、全部直すめたの工事費用はいくらなのか。これ何個までかわかりません、

お互いにね。これまでのデータを通じてお知らせ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す。 

 団地、防犯灯の関係でございますけど、１年先送りさせていただいたことと、

２分の１を４分の１にさせていただいたという変更でございます。ただこれも、

団地と言われますけども、団地ばっかではございませんので、在来の自治

会長さんも当然負担は重い。 

 それから自治会に入ってみえない方がある。公平性に欠けるというような

こと、そんなご指摘もいただいております。特に市街化区域の新しい住民の

皆さんの多いとこ、六把野と鳥取の自治会長さんから、新しい方が自治会に

入られない。特にそのアパートの場合は独身が多い。独身の方はもう住民

票すら持ってこない、東員町へというようなことから、非常にご指摘をいただ

いております。 

 だから団地ばっかではございませんので、その辺も行政としてできる部分、

やはり住民票は持ってきてもらわな困る。住居地に住民票は持ってくるとい

うことでございますので、その辺も本人なりアパート経営者というのですか、



その方たちにいろいろアタックをかけていく、もう既に広報というのですか、

そのようなＰＲをさせてもらいました。まず自治会に入ってもらわないと、災害

等のときに地震のとき等にやっぱり守れない、命が守れないでやっぱり地域

で助け合いということがあるということで、お願い文書も出させてもらってい

ます。 

 そんなことで１年送ったんですけど、無料続けるということではございませ

んので、もっともっと住民の皆さんとお話をさせてもらいたいということで、１

年かけて住民懇談会もさせてもらうということで進んでおります。自治会長さ

んも改革ということはもう必要性は認めていただいております。ただ、やっぱ

り痛いとこは少し先送りというのですか、そんなことというようなことで、合意

には達しなかったということで、これからも住民の皆さんと十分ご協議はさせ

てもらいたいと思ってます。 

 ただ、団地につきましてはもう私は過去のことは言いません。合併浄化槽

のこと、それから防犯灯のことも団地の皆さんは、過去にはいろいろあった

と私は認識をしております。そんなことでその当時、合併浄化槽から北勢流

域へつなぐときにも、この問題が非常に議論をさせてもろたところでございま

すけど、全部一般財源でやったということも皆さん承知をしていただいておる

と思います。 

 そんなことで、もう過去のこととやかくここで議論しても何も前に前進しませ

んので、やはり新しいまちづくりには少しのとこは町民の皆さんも辛抱しても

らいたい。全部何もかも行政行政ということだけでは、やっぱし将来子どもに

迷惑をかける。今の者がきちっとしていかないと、自分の子どもが何をして

いってくれたんやということになるということで、住民の皆さんとこれからもっ

ともっと議論を重ねて、ご理解を願えるように努力をしてまいりたい。そんな

思いでおりますので、どうぞよろしくお願いをしたいと思います。 

 ○議長（川杉美津江君） 山本陽一郎議員。 

 ○10 番（山本陽一郎君） いろいろご答弁をいただきました。素直に考えれば、

あっそうですねということにもなると思いますけれども、やはりこういう時代、

厳しい時代に弱者に直接そういう負担がかかるということは、ほかの何を削

っても、できるだけ抑えるべき、そのように思いますので、そういう形での取り

組みを求めておきたいと思います。 

 そして最後になりますけれども、中央線架の維持管理、これについて私思う

んですけれども、これ高圧線というのは中部電力の鉄塔が建って高圧線が走

っているということですね。その高圧線架には家も建てない。もちろん工場も建

てられない。そういういろんな制約があるわけです。そうであるなら高圧線架は



全部が、やはり公共性の高い中部電力が一括して維持管理していただくと一

番いい、そしてそれを町が利用させていただくのが一番いいのではないか、こ

のように思うわけですね。 

 そして今、中部電力が維持管理していただいているのは鉄塔の部分だけ

ですか、そういう形になっておりますけれども、私どものようなこういう小さな

自治体からすれば、先程も申し上げたように公共性の高い大企業である中

部電力に、もう少しお話をきちんとして応分、いや応分以上の手助けをして

いただいて、そして公共企業であるなら地域の住民と一体して、これらの施

設を守っていくという、そういう考えに立ってもいいのではないか。このように

思ってます。 

 それで、これ確かに高圧線架の維持管理費用として若干いただいてました

ね。８万円ぐらいでしたか。０が一つも二つも増やしていただくと非常にいい

のかなというふうに思いますけれども、当初の契約があるはずです。これら

の高圧線架の維持管理についてもし手持ちの資料があればお示しをいただ

きたいのと、今私が申し上げたように、寄らば大樹の影の考えではありませ

んけれども、やはりそういったところから応分のご協力をいただくという、お

考えにならないのかなという、その辺のところをお聞かせ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す。 

 中部電力の高圧線架の関係でございますけど、当然、開発要件というんで

すか、その開発したときの要件で中部電力との協定というんですか、そんな

ことで確か私も年間 80 万円と認識をさせていただいております。 

 極端なことを言いますと、線架補償という形でお金が出てきておると思いま

す。東員町だけというてもなかなかその高圧線架というのは、この辺非常に

桑名近辺は多いわけです。東員町だけ出すとほかのとこもやはり補償という

ことが出てまいろうかと思いますので、そういうやすやすと中部電力さんもわ

かりましたと言うてもらえやんと思います。話をしてみるというのは当然あっ

てもいいと思いますので、ただ住宅に近い、本当に住宅の真ん中走っておる

やないかという話で、その 80 万円を値上げしてもらうように、掛け合うのは

何らいとわないと思いますけれども、ただ非常に 80 万円のものを０一つ付け

よといってたってそれは多分ならん話でございますので、ちょぼっとぐらい上

げていただいたんではえろうあんまりしませんのでね、その話は一遍、きち



っと通して上のほうへ上げていく、そんなことはさしてもらいます。ありがとう

ございます。 

 ○議長（川杉美津江君） 山本陽一郎議員。 

 ○10 番（山本陽一郎君） 今の話は、あまり声高に話をすると、公共料金に跳

ね返ってくると困るなという、そんな思いもありますけどもね。しかし、やはり

公共性のある大企業であるなら、やはり話はする価値はあるかな。しなきゃ

いけないかなというふうに思いますけども、是非そういった面で努力をしてい

ただきたいと思います。 

 いずれにしても、この４年間あっという間の４年間であったというふうに思いま

すけれども、この間、行政の皆さんとはいろいろな思いのなかで議論をさせて

いただきました。ときには厳しいことも言いましたけれども、それもこの町を思

い住民を思う、そんな思いであったということを是非ご理解をいただきたいと思

います。もしチャンスがあれば、再び皆さんと相まみえることのできるように、

精進をしてまいりたいと思います。 

 これをもって、私の一般質問を終わります。 

 


