
○８番（藤田 興一君）   改めておはようございます。 

 私からは４点の質問をさせていただきます。 

 まず１つ目でございますが、ふるさと納税についての質問をさせていただきます。 

 このふるさと納税というのは、地方格差で過疎などによる税収の減額に悩む地方の自

治体に、格差是正を推進するための新構想として、２００７年６月に、総務省が研究会を

立ち上げ、基本方針をまとめ、国会に提出をされた次第でございます。残念ながら、現在、

国会はガソリン税の暫定税率や道路特定財源の一般財源化など、またきょうの新聞にも

載っておりましたけども、日銀の総裁人事で国会はまさに空転しているというような悲しい

状況でございます。 

 ただ、この空転している国会の中で、現在、税制関連法案が審議されておりますが、こ

の３月の年度内に成立も危ぶまれておりますけども、４月にずれ込んだとしても、成立す

れば、ふるさと納税という、自分が住んでいる以外の自治体への寄附がしやすくなる。こ

れがいわゆるふるさと納税制度であり、スタートする予定であります。 

この制度に関しては、構造改革による慢性的な赤字に悩む地方からは、歓迎・賛成等

が多いですが、一方で多くの税収がある大都市からは、反対や慎重な意見が多いのも事

実でございます。もし、この法案が制度化すれば、ふるさとに納税する制度ではなく、自分

が今住んでいる住所地ではない自治体に寄附をする制度ということでございます。また、

当初、ふるさととは、個人が以前に住んでいた市町村とされていたわけでございますが、

今回この法案が制度化されれば、寄附をする自治体の選択は自由であるということに注

目する点ではないでしょうか。 

この制度は、住所地でない自治体への寄附額に近い金額が、住所地の自治体に納め

る個人住民税から差し引かれる仕組みになるということは、その自治体においては税収

がマイナスになるということが予測されます。 

 そこで、このふるさと納税の法案の成立を予測して、現在、多くの自治体は、寄附を呼び

込むためのアピール合戦を展開し始めております。そこで、町長にお伺いしますけれども、

今後このふるさと納税が制度化されれば、東員町としての今後の取り組み、そしてその対

応策について、町長の所見をお伺いしたいと思います。 

 よろしく答弁のほどをお願いいたします。 

○議長（門脇 助雄君）   佐藤均町長。 



○町長（佐藤 均君）   おはようございます。 

 藤田議員の「ふるさと納税」についてのご質問に、お答えをいたします。 

「ふるさと納税制度」は、「ふるさと」に対する納税者の方々の貢献などを可能とする税

制上の方策のことでありまして、総務省内の「ふるさと納税研究会」で検討し、与党税調の

平成２０年度税制改正大綱に盛り込まれ、その後、法案として国会に提出をされ、現在国

会において審議中であります。 

「ふるさと納税制度」は、納税者の方々が「ふるさと」と考える各都道府県・市町村に一

定額を寄附し、その額を個人住民税から控除する寄附金控除制度をベースとするものと

されておりまして、当制度が創設された際には、各都道府県・市町村において、寄附制度

のＰＲ、寄附金の受入窓口の開設、寄附金の使途の明示などが必要とされるところでござ

います。 

このような中、先般、三重県の制度導入に向けての基本的な考え方が示されました。

当制度は、ふるさとを応援したいという納税者の方々の気持ちを形にするといった趣旨で

あることから、そういった気持ちにこたえていくため、三重の魅力の情報発信を行い、寄附

については県外住民に募ることを基本とし、県外の住民が県内市町を中心に寄附してい

ただければ県全体の地域振興につながるといった考え方を基本としております。 

また、個別の自治体ごとで啓発するよりも、県全体で取り組む方が効果的であり、また、

効果が期待できるとして、県内市町との共同啓発を考えていただいていると聞いておりま

す。 

当町といたしましても三重県の考え方に賛同し、手始めに県がホームページで啓発す

る「ふるさと応援サイト」にリンクを貼るべく準備を始めたところでございます。 

さらに県外イベントでの啓発、東京都や大阪府などの三重県県人会へのＰＲなど、啓発

手法を研究し、県の力を利用しつつ、町の独自のＰＲも行っていきたいと考えているところ

でございます。 

いずれにいたしましても、寄附金を募るには東員町の魅力を情報発信し、町外の納税

者の方々にも賛同していただける政策立案が必要と考えるところでございまして、皆様の

お知恵もお借りしながら、当制度の啓発を図ってまいりたいと考えておりますので、ご協

力のほどよろしくお願いをいたします。 

以上です。 



○議長（門脇 助雄君）   藤田興一君。 

○８番（藤田 興一君）   確かにまだ制度化されていませんから、その程度の答弁かと

は予測しておりましたが、今、町長がおっしゃられましたように、東員町としては今後の対

応として、三重県が最近サイトを出しましたね。それに便乗してリンクするというような答弁

がありました。 

 ただ、インターネット等で調べますと、そういう案も必要かと思いますけども、県におんぶ

するよりも、東員町として、案を出すべきじゃないかなというふうに思ってます。 

ちなみに、かなり多くの自治体が、ふるさと納税に対しての寄附の呼びかけを行ってお

ります。その中で、数多くある中で、鳥取市は砂丘という名所がございまして、砂丘の応援

基金という形で寄附を呼びかけております。山口県の萩市とか千葉県の鴨川市もそういう

呼びかけをやっておりますが、今、町長がおっしゃられましたように、確かに魅力のあるネ

タを探して、そしてまた使途もどういうふうな形で使いますということが確かに書いてありま

す。 

その中で私が調べたところ、これはいいなと思った自治体が、滋賀県の琵琶湖の西部

にある、人口約５万４，０００人の高島市という自治体がございます。この高島市がインタ

ーネット等で、ふるさと納税の呼びかけを現在行っております。それを一部紹介させてい

ただきますと、まずページでいきますと３ページぐらいの結構大きな呼びかけでございます

が、一面に市長の所信というものが書いてあります。そして、ふるさと納税というのはどん

なものかということが書いてあって、今、町長がおっしゃいましたように、高島市の使用す

る目的、例えば子育て支援、幼児教育、青少年健全育成等の次世代育成支援に使うとか

いうような、町長がおっしゃられたような目的も書かれております。時間の関係があります

けれども、非常に明細に書いております。 

そういうことから考えますと、町長おっしゃられましたように、三重県のサイトにおんぶす

るのも結構ですけども、今おっしゃられたものとは違って、東員町独自で、ふるさと納税の

呼びかけをする気はあるのかないのか、再度改めて答弁をよろしくお願いします。 

○議長（門脇 助雄君）   佐藤均町長。 

○町長（佐藤 均君）   お答えをさせていただきます。 

 東員町の現状というんですか、現在の人口構成、しっかりと町のＰＲをしないと、東員町

の場合は、特に団地の皆さんを抱えておりますので、大都市まではいかないと思います

けど、東員町の場合は逆に東員町の税収が減っていかないか。東員町でお生まれになっ



た方が都市へ転出されて、その方たちで、果たして東員町へ寄附をしてやろうかなという

方がどれだけみえるか。本当に東員町のふるさとを、きちっと情報発信していかないと、こ

の制度は下手をすると逆になる。東員町の実態は。その辺は非常に私どもとしても、現実

は苦慮しているんですけど、県の制度に乗っかっていって、三重県とか、県内の東員町の

ＰＲもリンクしていったらと、今のところは考えております。どんな状況になってくるかわか

らないわけなんですけど、普通の納税者の方が、そういうふるさと納税にかかわられるの

か、都市へ行って莫大な資産をためられた方は、ふるさとににしきを飾るということで、そ

れこそ多額の寄附をされる場合は、ひょっとすると出てくるかわかりませんけど、一般のサ

ラリーマンがこれに乗るか乗らないか、その辺もわからないわけなんですけど。 

いずれにしても東員町は東員町として、しっかりとやるのであれば、きちっと情報発信を

しないと負けてしまう、そんな思いでおります。これから一生懸命内部で検討させていただ

きまして、この法律ができた段階で、やるとなれば、よそに負けない何らかの形でネットに

組んで発信をしていきたい、そんな思いでおります。 

○議長（門脇 助雄君）   藤田興一君。 

○８番（藤田 興一君）   確かにそのとおりなんです。 

 私も一番心配しているのは、ふるさと納税が制度化されて、税収の増があるかということ

は非常にクェスチョンだと思います。逆にマイナスになる要素の方が強いのではないか。 

それで東員町の人口構成を見ますと、東員町は城山笹尾という大きな団地がございま

す。そこに占める東員町の人口の比率というのは、約半分と言っても過言ではないかと思

いますが、こういう言い方をしたら語弊があるかもしれませんけども、在の方の土地に関

する愛着と、私も団地に住んでますが、団地に引っ越してきた大人の人はここに生まれて

ないんですね。そこにおける何十年間の生活の中で、愛着心というのはかなり差があると

思います。そこで一番心配なのは、多分、在の方がよそへ寄附するというのは余り考えら

れないけども、団地の方における外への寄附というのは非常に考えられると思います。こ

ういう言い方は失礼になるかしれませんけど、そういう危険度はあるということなんです。

だから行政としても、ふるさと納税がもし制度化されれば、まず第一に団地の方への呼び

かけをしていただきたいということを切にお願いします。 

 そして、三重県のサイトにリンクするというのは、最初のスタートだから仕方がないと思

いますけども、もしふるさと納税が制度化された場合は、何年間の状況を見ながら、いつ

までも三重県のサイトにおんぶにだっこではなくて、その辺の状況も見て、東員町としての



呼びかけ、要するにホームページを開いていただきたいということを切にお願いして、ふる

さと納税の質問を終わらせていただきます。 

 次に２点目の町道の活用について、質問をさせていただきます。 

 町道の活用についてでございますが、建設部長の答弁をお願いしたいと思います。 

 通告書では桑名員弁線となってますが、桑名東員線でございますので、訂正のほどよろ

しくお願いします。 

この桑名東員線と東員病院の前を走ってます穴太弁天山２号線を結ぶ町道穴太４５１

号線、町道の番号で言ったらわからないかと思いますが、大仲病院の前ですね。今のＲＤ

Ｆの少し先から南へ下った、その結んでいる道路。極端な言い方をすれば、大仲病院の

東側を走っている道路と言った方がいいかと思いますが、この町道が昨年８月に供用開

始となりましたが、私もちょいちょい走っているんですけども、皆無と言っていいぐらい利用

者がありません。原因は明確なんですね。要するに、あの道路が町道化されたということ

を住民が知らないということなんです。桑名東員線が、皆様ご存じのように、カインズとか

飲食店が最近大きな進出をしてきまして、朝夕のラッシュ時はもちろんのことでございます

が、昼間の時間帯でも非常な渋滞を起こしております。 

このような状態を少しでも緩和するためにも、また、せっかく町道として認定された道を

住民にさらに認識をしていただくため、また深めるためにも、ちょうどあの道路は桑名市も

入っておりますから、桑名市とも協議をしていただいて、要所要所に標識などを設置して、

住民の方が有効利用できるように、強く要求いたしますが、建設部長の答弁をお願いいた

します。 

○議長（門脇 助雄君）   太田利孝建設部長。 

○建設部長（太田 利孝君）   ご質問の町道の活用につきまして、お答えをいたします｡ 

 ご質問の町道穴太４５１号線は、三重県企業庁の工業用水管理道路で、平成１９年３月

議会で町道認定の議決をいただき、現在供用を行っております｡ 

以前この道路は、周辺に数軒の人家と工場があるだけで、その方々の往来だけで、通

過車両等もほとんどなく、また、管理道路であることから幅員も狭く、特に嘉例川付近から

北方向は狭く、路肩に草木も繁茂するなど、通行しづらい状況であったことや、ごみの不

法投棄も多くなったことなどから、いつごろからか、嘉例川付近で通行止めになっておりま



した。このような利用状況が長く続いたことから、町道認定されてからも以前の認識が強く、

利用されていないことも要因と考えております｡ 

そこで、本町道を県道桑名東員線の渋滞を緩和するための迂回道路に活用してはとの

ご提言につきましては、通勤者等が利用していただければ渋滞緩和が図られるものと思

いますので、桑名市の協力も得て案内看板等を設置するなど、県道利用者等への周知を

図ってまいりたいと考えておりますので、よろしくご理解賜りますよう、お願い申し上げま

す。 

 以上です。 

○議長（門脇 助雄君）   藤田興一君。 

○８番（藤田 興一君）   ありがとうございました。早急なる処置をよろしくお願いしたい

と思います。 

 その前に、桑名市との協議があろうかと思いますが、よろしくお願いしたいと思います。 

 あわせて今の答弁以外に、２、３点、質問させていただきますが、せんだって、この道路

をずっと見て回ったところ、企業の名前を出していいかどうか知りませんが、水谷建設が

あそこで仕事をやっておられますよね。水谷建設が、町道を横断しております。それは当

初からあったところなんですが、もう少し南に行きますと、さらにもう１カ所、乗り入れをつく

っているわけですね。何でそういうことをやっているかなと思ったら、何か大きなヒューム

管を運んでいるもので、多分、今の入り口から入れないから、テニス練習場の裏を通って、

この道路を横断して、水谷建設の中に入っていると。この乗り入れ申請に関しては、当然、

ガードレールが外してありますが、両サイドの補強等はなされていません。これは町として

は、乗り入れの許可はされているのでしょうか。どうですか。答弁のほどをお願いします。 

○議長（門脇 助雄君）   太田利孝建設部長。 

○建設部長（太田 利孝君）   お答えをいたします。 

 水谷建設の乗り入れにつきましては、町の方へ申請が上がって許可をしております。 

 以上です。 

○議長（門脇 助雄君）   藤田興一君。 



○８番（藤田 興一君）   それとあわせまして、安全施設関係を言わせていただきます

と、乗り入れのところに、業者側からの乗り入れのところは、一旦停止と書いてあるんです

けど、町道を走る一般の人に関しては見えないんですね。その辺を、行政としての安全標

識、２カ所ありますから、早急なる処置をしていただけると思いますが、一度現地を見て対

応を図っていただきたいと思いますが、どうですか。 

○議長（門脇 助雄君）   太田利孝建設部長。 

○建設部長（太田 利孝君）   一度現場を見させていただきまして、検討させていただ

きます。 

○議長（門脇 助雄君）   藤田興一君。 

○８番（藤田 興一君）   ２点目の最後になりますが、この道路を走りますと、電柱等が

ないもので照明がございません。確かに通行が少ないと言えますが、先ほど建設部長の

答弁がありましたように、利用度が多くなりますと、道路の照明がないわけですね。かと言

って大きな照明ではなくて、防犯灯程度の照明を、ずっとフェンスがありますね、嘉例川に

かかっている橋からＲＤＦのところまで、せめて防犯灯程度の照明を今後つけていただき

たいということをお願いしたのですが、その可能性はどうですか、答弁のほどをよろしくお

願いします。 

○議長（門脇 助雄君）   太田利孝建設部長。 

○建設部長（太田 利孝君）   今、ほとんど車は通ってないということでございますので、

一度そこら辺は十分に一遍調査というんですか、検討させてもらいます。 

 以上です。 

○議長（門脇 助雄君）   藤田興一君。 

○８番（藤田 興一君）   最後最後で申しわけございませんが、通告とは関係ないんで

すけど、今、認定された町道は、ごみ収集車、ＲＤＦの搬入車両としては一切今後使われ

ないのですか。完全なる一般道路としての供用というふうに理解してよろしいですか。 

○議長（門脇 助雄君）   太田利孝建設部長。 

○建設部長（太田 利孝君）   今現在は一般道路ということで、ご理解のほどお願いを

申し上げます。 



○議長（門脇 助雄君）   藤田興一君。 

○８番（藤田 興一君）   わかりました。よろしくご協力のほど、お願いいたします。 

 それでは３つ目の、道路の亀裂補修と安全標識の設置についての質問をさせていただ

きます。 

 まず、道路の亀裂に関してでございますが、現在、笹尾地区も含めてでございますが、

特に城山地区の道路には、私どもが入居して２０数年たつのですが、非常に縦横に舗装

面に亀裂が発生しております。場所によっては、その亀裂から土砂がにじみ出ております。

これをずっと見ますと、特に盛り土箇所が亀裂の進捗が早いように見られます。防災上か

らも不安定と思われますので、現地を調査して、適切なる処置を望みます。 

 ２点目ですが、桑名東員線や国道４２１号線の渋滞や信号待ちを嫌って、最近特に城山

地区へ抜ける車両が多く目立ち始めております。当然そこには車等の事故も多く発生して

おります。ただ、こういう車両事故は、人身事故とかいう大きな災害は発生しないものの、

その可能性は十分にあります。安全なまちづくりとして、現地を自治会長、それから周辺

の関係者と調査・踏査をしていただいて、カーブミラー等の設置や表示等の設置を早急な

るお願いとして、建設部長の答弁を求めます。 

○議長（門脇 助雄君）   太田利孝建設部長。 

○建設部長（太田 利孝君）   ご質問の道路の亀裂補修と安全標識の設置につきまし

て、お答えをいたします｡ 

まず、１つ目の道路の亀裂補修につきましては、ご指摘のように特に幹線道路以外の

生活道路で、車道に亀裂が生じている箇所や、中には土砂が浮き出た状態の箇所もあり

ます。このような箇所を放置すると、さらに舗装がはがれたり、穴が空いたりして、通行に

支障が生じる場合もありますので、道路パトロール等の巡視を行い、早期に補修を行うよ

う管理に努めております｡ 

今後も、自治会長との連携を図り、道路の巡視や施設点検を行い、安全に通行できる

道路の管理に努めてまいります。 

次に、安全標識の設置につきましては、ご質問にもありますように、朝の通勤時間帯な

ど、国道４２１号や周辺幹線道路から渋滞等を回避する車両が城山地区の生活道路を走

行し、住民の通勤、通学時間とも重なり大変危険な状態であることは、自治会長からもお

聞きをいたしております｡ 



既に一部の路線につきましては、自治会からの要望を受け、町で現地確認を行い、見

通しの悪い交差点等へのカーブミラーの設置や、安全運転をうながす路面表示等の安全

対策を行っております。 

ほかの路線につきましても、自治会のご協力をいただき、危険箇所の調査を行い、必

要な箇所には、同様の安全対策を講じてまいりますので、よろしくご理解賜りますよう、お

願い申し上げます。 

 以上です。 

○議長（門脇 助雄君）   藤田興一君。 

○８番（藤田 興一君）   ありがとうございます。 

 道路の亀裂の補修ですけど、コストとしては最低限なやり方で十分だと思います。場所

によっては、オーバーレイ方式で、上にかぶせる施工のやり方もあろうと思いますが、ずっ

と見る限り、私事で申しわけないんですけど、私が入った時の私の家の前が２ミリだった

のが、今２５ミリぐらいになっているわけですね。すごい亀裂が入ってます。 

そういう一例を申し上げたわけですが、盛り土箇所と切り土箇所においては、その対応

が違うと思います。切り土箇所においては、ある程度地盤が固定しておりますから、アス

ファルトミルクを注入する程度。ところが盛り土においては、やはりそうはいかないんじゃ

ないかと思います。盛り土箇所というのは、意外と少のうございますから、縦横に走ってい

るところはカットして、それなりの対応をしていただきたいというふうに、余りコストを上げな

いような施工でやっていただきたいというふうに、これは要望でございます。 

 カーブミラー等の設置、道路への表示等に関しては、自治会長からも、住民の方からも、

そういう依頼が来ているということでございますので、早急なる対応を図っていただきたい

ということで、よろしくお願い申し上げまして、３点目の質問を終わらせていただきます。 

 ４点目のＲＤＦ処理委託料についての質問をさせていただきます。 

福祉医療費助成制度の自己負担導入、そしてＲＤＦの処理料金の大幅な値上げが、平

成２０年度の県予算に計上はされませんでした。これは議会等の反発もあったということ

もありますが、ただ、今年度の予算に入らなかったからといってやらないのではなくて、先

送りしたとしか受けとられません。 



そこで、北川前知事が残しました負の遺産の代表であるＲＤＦ発電所のＲＤＦ処理委託

料の値上げが、昨年１２月１３日に新聞等で報じられました。この件について、質問をさせ

ていただきます。 

平成１３年１月に、三重県ＲＤＦ運営協議会なるものが設立され、今日まで多くの協議

が諮られてきました。この運営協議会は、３つの部門で構成をされているのは事実でござ

います。それを紹介させていただきますと、すべての市町の首長と県の環境森林部長、企

業庁長から構成される総会、２つ目は、主要な市町の首長と環境森林部長、企業庁長か

ら構成される理事会、３つ目が、市町と県の事務レベルの構成されております総務運営

部会、この３つで構成されております。 

昨年１２月１１日に行われました総務運営部会において、県から提示されましたＲＤＦ処

理委託料、現行の１トン当たり税込みの５，０５８円を、平成２０年度以降、税込み９，４２０

円にする案について、提案されました。これを突然の報道と言われましたが、今までの経

緯から推測すれば、当然提示されてくることが予測されたと思われます。 

さらにこの３月４日の県議会の質疑で、県企業庁長は、市町には適正な負担を願いた

いという、値上げを変えない意向を明らかにしました。今までの値上げの都度、行政から

突然の報道であったとか、一方的な提案だと、県側の責任であるかのような姿勢が見受

けられましたが、果たしてそうでしょうか。今回の値上げも、昨年１２月１１日に、先ほど言

いました総務運営部会におかれて、県から提案され、１３日に報道されたわけです。この１

２月１１日、１３日ごろには、多分、昨年の１２月定例議会が行われていたと思います。に

もかかわらず、行政から我々議会に対しての説明もなく、また、昨年の１２月１３日に報道

されてから現在までも、何ら正式な報告はありません。関係各所からは、意見書は要望書

が県へ提出をされており、他市町の議会においても質疑がされていると聞き及んでおりま

す。 

そこで、先ほど申しました運営協議会が３部門で構成されておりますが、これに出席さ

れている担当者、この東員町の内部役割、そして、その関連や報告会をどうしているか、

そして、現在まで協議した経緯を簡単に説明を求めるとともに、今後の交渉や対策を、東

員町としてとるべく施策について、町長の答弁を求めます。 

なお、通告にありませんが、生活福祉部長や担当課長にも答弁を求めることもあります

ので、議長の承諾をお願いいたします。よろしく答弁のほどをお願いいたします。 

○議長（門脇 助雄君）   佐藤均町長。 



○町長（佐藤 均君）   ＲＤＦの処理料の値上げにつきまして、答弁をさせていただきま

す。 

 昨年の１２月１１日の三重県ＲＤＦ運営協議会の総務運営部会において「ＲＤＦ処理委託

料及び今後のあり方」として、処理委託料の料金改定と、平成２９年以降、県において、Ｒ

ＤＦ焼却発電事業は行わないとする提案がなされたところであります。このことを受け、い

ち早く東員町議会におきましても、三重県知事に対して、見直しの要望をしていただいた

ところであります。 

 このたび、県の提案については、昨年２月の三重県ＲＤＦ運営協議会総会の決議事項と

して「平成１８年及び平成１９年度においてはＲＤＦ焼却・発電施設の灰処理費のうち場外

処理に要する灰処理費相当額を市町の負担とすることとし、ＲＤＦ１トン当たりの処理料を

５，０５８円とする。そして今後、ＲＤＦ焼却・発電事業の収支見直しを踏まえて、健全経営

を確保しつつ、当該事業の運営を継続していくため、平成２０年度以降の適正なＲＤＦ処

理委託料への改定にかかる協議を引き続き行う」とされております。 

 ここでの引き続き協議の部分で、昨年８月、それまでの経過を踏まえ、必要処理料の試

算及び企業庁長期経営ビジョンに基づく平成２８年度までの経営理念の説明がなされて

おり、私もその内容報告を受けているところであります。 

 当然ながら私といたしましても、県の提示する内容については承服できるものではあり

ませんし、私どもだけの問題でもありませんので、ＲＤＦ運営協議会構成団体すべての問

題として、慎重な議論が必要であると考えているところであります。 

 冒頭に申し上げたとおり、昨年１２月の時点の三重県ＲＤＦ運営協議会総務運営部会に

おいて、現行５，０５８円の処理料を９，４２０円に改定する具体的な案と、平成２９年度以

降、ＲＤＦ事業から撤退する方針が一方的に示されたものでありまして、協議自体も継続

中でありますし、あくまで総務運営部会での説明であり、また、先週の県議会定例会の場

で、県企業庁長は「健全経営のもとで事業を継続できるよう、市町には適正な負担をお願

いしたい」と値上げありきのコメントがなされたようでありますけども、私たちの参画する理

事会・総会における正式な決定事項ではございません。また、今までそれらも開かれてお

りません。 

 したがいまして、さらなる協議を重ねる必要もあることから、県当局に対しても、協議会と

して早急な説明を要求しているところであります。今後も構成団体の一員として、県の真

意を確認してまいりたいと考えておりますので、ご理解とご協力のほど、お願いを申し上

げます。 



 昨年８月９日と１２月１１日に、担当課長とか係の方へは、一方的に県の方からの説明

はございました。それに対して議論とか、そういうことはございませんので、よろしくお願い

をしたいと思います。 

○議長（門脇 助雄君）   藤田興一君。 

○８番（藤田 興一君）   私、今回、質問の内容は、今までの過程がどうのこうのではな

くて、対内的な処置のことを言ってるつもりですので、少しちぐはぐな面があると思います

が、質問の内容はそうだということを、まず冒頭に申し上げておきます。 

 今、町長から一方的だとか、いろんなご答弁がありました。私が今言おうとしているのは、

過去に町長の出られる総会とか理事会というのは、多分そんなに回数はなかったと思い

ます。これは議事録に載ってます。ほとんどが総務運営部会で決められてきたことだと思

います。数多く開催されております。 

ここにも一部、総務部会に置かれた資料があります。閲覧させてもらったところ、かなり

膨大な資料があるもので、その一部を見せていただいたわけでございますけども、総務運

営部会に出られた方が、対内的にどういうような対応をしているか、それから先ほどあり

ました、１２月１１日に一方的にと言われますが、ここに１２月１１日に提案された文書があ

るわけですよ。これは多分、担当事務レベルですから、部長以下の職員が出ていたと思

います。こういう内容の報告が、１１日に決められたものが、これはもう号外に近いネタで

すね。それが新聞に出るまで何で報告しないのかというのが、今までのすべての報告に

それがあらわれているということです。 

 それで１２月１１日に提案されたこの文書、名前は読みませんが、行政からは主事が出

ております。そこに旅行復命書といいますか、その復命事項がここに記されております。こ

こに提案された内容と全く同じものが書いてあるわけです。値上げ、継続の廃止、そこに

ずらっと、主任、係長、町長まで印鑑が押してあります。これが１２月１１日付の日付で印

鑑を押されている。これは私は担当課長から聞きました。 

１２月１１日の何時に終わったか知りませんけど、１１日に閲覧できますか。・・ 

・・・・・・・・・。例えばこれからの処理に関しては、印鑑を押すときに、何月何日に受けたと

いうふうに書くべきだと思います。これを見る限り、２枚ですけども、 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・。一番大事な１２月１１日に関しても、町長の印鑑まで押して

あります。１２月１１日に会議が終わったものが、この日に閲覧されて、先ほど言いました

ように、何で新聞の報告で突然などと言えるのですか。それこそ我々議員にでも、こういう



ことになったぞということぐらい、議会をやっているのですから、そういうものができなかっ

た理由を、町長、答弁願いたい。 

○議長（門脇 助雄君）   佐藤均町長。 

○町長（佐藤 均君）   お答えさせていただきます。 

 私もその写しは手元に持っております。１２月１１日に県の合同ビルの方で会議が開か

れたという、決裁の頭だけ持っております。８月９日の運営部会の担当課長のことも持っ

ております。ただ、こんな大きな問題を、運営協議会部会の場で県が説明されたものを、

はいそうですか、それで結構ですわということにはならないと思います。そういう説明会議

があったということでございますので、そこで了解したとか、そんなことではないと思います

ので。その場で、はいわかりましたって、そんな担当課長が出ませんやんか。それで決裁

が上がってきて、決裁押したから、町長それで了解したのかと言われたって、私どもは桑

名広域組合の構成団体の１つの町ですね。組合も何も、桑名市長が管理者になっている

わけですね。いろいろの手続を踏んだ上で、いろいろのことを決定していくと私は思うんで

すけど。だから私どもとしては、県が一方的にこういきますと言っただけで、それが新聞報

道された。乳幼児の福祉の医療費の問題と同じような状態になってきているんですけど。

そこで私は決定されたことでないと思ってますので。 

○議長（門脇 助雄君）   藤田興一君。 

○８番（藤田 興一君）   私は決定したというふうには言ってないんですよ。ただ、内部

的な処理が余りにもずさんじゃないかと。出席した担当職員の責任とか何とか言ってるわ

けじゃないです。ただ、こういうふうに報告書が回ったときにおいて、当然、東員町だけで

決められることと違います。ただ、そういう報告はあってしかるべきではないか。こういうこ

とが突然出てきましたよと。一方的でもいいでしょう。だけど東員町としては、これは非常

に心外なことだから、今後こういう形での異議申し立てをしますとかいうのが報告ではござ

いませんか。昔から言う「ほうれんそう」というのはそうじゃないですか。報告し、連絡して

相談するのが「ほうれんそう」でしょう。それを今、町長の答弁からいきますと、そんなのは

責任回避としか言いようがない。 

 先ほど言いましたように、ここまで判こを押しているのだったら、緊急なことではないです

か。それを何度も言いますように、定例議会があっての中において、何でこういうことが報

告できないか。 

それから１月１６日に、東員町も入っているかどうか知りませんが、県の方に協議会の

要望が出ております。こういうものを我々が調べて初めてわかることであって、これだけ重



大なものは、東員町において単独ではできないけども、東員町はこういう考えでいこう、こ

ういうものを協議会に出して、それから県の方へ出していこうというのが、これが会議だと

いうことを私は言ってるわけです。それを総会では出なかった、理事会で出なかったという

ような答弁をされてますけど、こういう大事なものは、もっと真剣に会議をやっていただき

たい。 

 先ほど言いましたように、１２月１１日の印鑑は、この日に全部押されたわけですか。町

長、私語はやめてください。私はあなたに質問しているんだ。質問者に対して、あなた、失

礼だよ。今、私どんな質問をしたかわかってますか、答えてください。 

○議長（門脇 助雄君）   佐藤均町長。 

○町長（佐藤 均君）   お答えをさせていただきます。 

 質問は、されましたんですか。 

○議長（門脇 助雄君）   藤田興一君。 

○８番（藤田 興一君）   今、私が質問をしようとしたものを聞いておられなかったから、

そういうことを言われるんですよ。私が今言おうとしたのは、１２月１１日に印鑑を押された

のは、町長、１２月１１日にあなた押したのですかということを質問しようとしたんです。そ

れをあなたたち、私語をしていて、私の質問を聞いてないじゃないですか。 

この１２月１１日に会議があって、町長、あなたはトップですよね。多分、一番最後にこ

れが回ってきます。それをあなたは１２月１１日に印鑑を押したのですかということです。も

し印鑑を押されたのなら、号外的なもので、議会もやっていたから、こういう方向でやられ

ます、東員町としてはこういうことをやりますという内部的な会議もやって、議会に報告す

べきではないですか。そういうものが落ちていたんじゃなかったかということなんです。そし

て、今日の今日まで、東員町の方から行政の方から我々議会にも何ら説明がない。我々

がこうして調べて初めてわかる。これは我々の務めであると言われれば、そうかもしれま

せんけれども、行政が協議会の中に入ってますから、そういう説明というのは、その都度

説明していただくべきだ。新聞情報から、そういうものが出て初めて何だということになっ

てきて、一方的だというのは、それはおかしいんじゃないかということです。一方的な意味

はわかりますよ。そういうふうに私の説明も、ちょっと不十分か知りませんけども、そういう

ことを踏まえて、これからも対応を図っていっていただきたいということを、最初も言いまし

たように、少しニュアンスが違うけども、私は内部的なものをこう処理しているんだと、そし

て内部的に、今後どういうふうな対応を図っていくんだということを質問しているわけでご

ざいますけども、改めてもう一回、答弁をお願いしたいと思います。 



○議長（門脇 助雄君）   佐藤均町長。 

○町長（佐藤 均君）   お答えをさせていただきます。 

 先ほど私が答弁させていただきました、昨年１２月１１日に、県の方からこういう報告が

あった。その後、議会の方から県に対して見直しの要望をしていただいたのと違うんです

か。 

○議長（門脇 助雄君）   藤田興一君。 

○８番（藤田 興一君）   議会からはやりました。それは、新聞を見た後でございます。

私が言っているのは、議会から出したんですよ。その前に、じゃあ行政からこういうことに

なったという説明もなかったわけですよ。議会から出たから何だと、それはわかってますよ。

県の協議委員会からも出てますし、広域清掃組合からも出てますね。我々東員町も出し

てます。 

私はそんなことを言っているんじゃないんです。まあいいです。町長お願いいたします。

これだけ大きな重大な問題は、ここ急に来たわけではないんですね。はっきり言いますと、

名前を出して申しわけないけど、前回やめた掛布議員が９月定例会か３月定例会だった

か、記憶は定かではございませんが、来年度、平成２０年度ぐらいに１万１，０００円ぐらい

にはなりますよと予測されて質問されてます。要するにそういう時期から、もうこういう値上

げというのはあったわけですね。だから、これから私が要求したいのは、そういう協議会に

出られて、いろんな情報は議会にも流していただきたい。それが行政と議会の二輪じゃな

いですか。だから、こういう質問をするようになるわけでございます。 

 時間もございませんけども、これからは二輪である以上は、必要な報告はしていただき

たいということを切にお願いして、私の質問を終わらせていただきます。 

 以上でございます。 

 


