
○議長（門脇 助雄君）   続いて１２番、三宅耕三君。 

○１２番（三宅 耕三君）   改選後、初めての一般質問であります。 

 今回は無投票という形で当選をさせていただきました。住民の皆さんにおかれましては、

心より厚く感謝を申し上げたいと思います。これまで我々議会は、数年かけてさまざまな

議会改革に取り組んでまいりました。もちろん、議会改革特別委員会という委員会も設け

て、その中で審議もされてまいりました。できれば今回、もう少し議員定数を削減して、選

挙という形で、住民の皆様から付託をしていただきたかったというのが正直なところであり

ます。 

 私はここへ来て２１年になります。当時、本当に東員町というのはどんな町か、さっぱり

わからなかった。果たしてどういう人が町長で、どういう人が議員におみえになるのかとい

うことも全くわからなかった中で、安心・安全とはほど遠い生活を始めたわけであります。 

 まず一番最初に目についたのは、東員町から眺める西の山々のすばらしいこと、これは

まず私の気持ちをホッとさせてくれました。そして１６年前に議員にさせていただいてから、

初めて東員町の伝統行事である上げ馬神事を見させていただいたときに、鳥肌が立ち、

物すごい感動をしたことを覚えております。そして、この祭りが日本一伝統がある祭りだと

いうことを聞かされた時、改めて東員町のすばらしさを認識したわけであります。 

 しかしながら有名なのは多度の上げ馬、続いて東員町ということで、日本に２つしかない

上げ馬の中で、東員町が２番目というのは非常にくやしい思いが今でもしております。何

とかこれを東員町の祭りにし、町民みんながこの祭りを楽しみにするような、そういう位置

づけにしていけたらなというふうに思っております。 

少しお手伝いをさせていただきながら、観光協会も設立されました。その中でいろいろな

考えもありますが、何とかほかにも東員町のすばらしいところがたくさんあるはずだという

ことで、いいところを見つける努力もしております。 

その中でいろいろな行事も行いながら、県の行っておる「美（うま）し国」の観光事業にもの

って、一昨年からいろいろな事業に取り組み、町内外から大勢の人が、東員町はすばらし

いねという、そういう言葉とともに、毎年ふえていることを実感しております。 

きょうは町長に対して、安全・安心のまちづくりということでお尋ねをいたしますけども、先

般２月１８日の、初当選議員も含めての初顔合わせの時に、町長がごあいさつに来られま

した。その時に幾つかのことを挙げられました。 



自分の公約としては、安心・安全のまちづくりなんだが、例えば平成２３年にデジタル化さ

れる放送に対して、東員町の考えがある。そして行財政改革の推進について、後期高齢

者などの医療制度について、そして市町村対抗駅伝について、道路特定財源について、

そして広域行政であります。 

まず平成２３年にデジタル放送が始まるということで、担当者ともいろいろな勉強会を重ね

てきたことは議員も承知をしております。その中で、このデジタル化を迎えるに当たって、

町の今ある設備をすべてデジタル化に合わせようとすると、膨大な費用がかさむというこ

とで、今、カメラが撮ってくれておりますが、東員町のプラムチャンネルは廃止をされる方

向にあるということを聞いております。 

これがここに至った理由、算定基準、そして今後外注委託をされるということでありますけ

ども、そのときの費用負担、そして何よりも大事なのは、住民に対する行政サービスがど

のようになるのか。そういうことが心配されるわけであります。 

安心・安全と言われるのであれば、住民がこのプラムチャンネルを通じて、今、見ているテ

レビも、今後ラッキータウンから流れることになろうとは思いますが、そのときに一般のテ

レビ放映はどうなるのか、そのことも住民の皆さんは非常に不安に思ってみえます。この

ことについても町の考え、今、将来に向けてどういう方向にあるのかということもお答えを

いただきたいと思います。 

 それから、先ほどから出ておりましたＲＤＦの処理料についてであります。 

 当初、ＲＤＦの事業化をするときには、一切処理料はいただきません、すべて無料ですと。

世界にも誇れる施設をつくりますので、どうか皆さん、賛同してくださいという企業庁の言

葉に乗せられて、私たちは賛同し、今現在に至ってはおりますが、供用開始とともに、電

気事業法の改正とか、そしてまた痛ましい人身事故も起きた、こういうことによって、収益

が減るとともに、安全対策に非常に経費がかさむから、市町村の負担を何とかいただか

なければということで、当初無料と言っていたものが、灰の処理料ということで３，７９０円

でしたか、それから始まったわけであります。そして今は、先ほどからご案内のように５，０

５８円、そして次には９，４２０円になろうとしているわけであります。 

 このように世間の情勢の変化に対応もできず、そして安全対策というのは、みずからが

行うべきであるのに、近隣、また１４市町に負担を求めようとしておる企業庁の姿勢は、と

うてい許すことができません。 

私もこの議会の代表として、桑名広域清掃事業組合の議員でお邪魔をしている時に、当

時の議長とともに、桑名の議長とともに県庁へ足を運び、こんなばかなことはやめてくれと



いう話をしたことがありました。協議会もつくっているということでありますけども、企業庁、

そして環境部が一緒になるということは、どう考えても企業庁というのは採算を考えるとこ

ろです。環境部というのは、できるだけ野呂知事の命を受けて、ごみゼロにするという、相

反するものでございます。ゼロになればＲＤＦというのは発生しないわけでありますので、

そういうことから同じ協議会に入っているという矛盾があります。 

 そういうことで、値上げというのは当時なかった話が有料化になり、さらに値上げをしよう

としている、本末転倒の事態を町長はどのようにお考えなのか。 

そして、先ほどから聞いてまして、町長、何か少し人ごとのように感じられる部分があった

んですね。もう少し東員町民の立場に立って、痛ましいあの事故の犠牲者は東員町民で

あります。そのことも十分お考えになって、もう少し我が町、東員町をどうしようとしている

のか、企業庁に対してどうものを言うのかということで、強い姿勢を町長に望みたいと思い

ます。 

 次に行財政改革の推進計画が７０項目ほど挙げられておりますが、これも町長が日ごろ

言っている安全・安心のために、または将来の健全財政のために、いろいろな改革は必

要であるということで掲げられております。 

それでも一番先に目についたり、降りかかってくるのが住民への負担ということなんです

ね。安全・安心を前面に出しているのであれば、当然その部分というのは、道路や水道や

電気のように、ライフライン的に考えるのが防犯灯でもあると私は思います。それを住民

負担、２分の１から４分の１、安くなればいいというものではなくて、考え方で、この部分は

町の方で行うべき事業であるということを明確にしていただきたい。 

それと同時に、庁舎内でやっている行財政改革の中身が住民に余り見えない。値上げと

か住民負担とか、ある程度の部分は、私も仕方がない部分であるということを承知してお

ります。しかしながら、そこに至る経緯が余り見えないということで、住民への説明責任が

欠落しているのではないかというふうに思うんですね。この辺のことを町長、どのようにお

考えなのか、お答えをいただきたいと思います。 

 次に後期高齢者の医療制度でありますけども、一昨日も同僚議員からいろいろな質問

が出ておりました。この一般質問を見る限りにおいては、後期高齢者の医療制度というの

は非常に悪法である、このように多くの住民の方はとられたのではないかなというふうに

思っております。 

東員町の広報紙の中でも、いろいろな問題点を挙げ、そしてこのように改善されるという

のも、広報「とういん」を通じて流れております。財政運営の責任が明確ではなかった。拠



出金の中の現役世代と高齢者の保険料が区分されておらず、両者の費用負担関係は明

確ではなかった。このようなことがあったということで、今後この高齢者医療制度が来月か

ら発足されるわけでありますけども、都道府県の区域内のすべての市町村が加入する広

域連合が運営を行うことにより財政運営の責任主体が明確化される。そして高齢者一人

一人が被保険者として保険料を徴収され、高齢者と支え手である現役世代の負担の明確

化があり、公平性が出てくるということが利点として挙げられております。実際のところは

どうなのか。余りにも町のそういったアピールが少ないと、ＲＤＦじゃありませんけども、後

期高齢者の医療制度は悪いものだというイメージがついてしまいますので、もう来月から

始まる医療制度でもありますので、明確なご答弁をお願いしたいと思います。 

 それから安心・安全とは少し離れるかもわかりませんが、市町村対抗駅伝であります。

これは２９市町がすべて参加する、県を挙げての大イベントということで、我々東員町でも

いろいろな選手をお願いし、１０名の選手の方がエントリーされたということであります。こ

れが今までは担当課を通じたり、または体育協会であったりということで、体育部門はす

べて社会教育課だというようなイメージがありますけども、私は違うんですね。 

町長が対抗駅伝をどのようにとらえているのか。例えば今まで東員町というと余り知られ

てなかった。東員町の知名度を上げるために対抗駅伝を利用し、よい成績を上げるのは

よい手段だなというふうにも考えております。そのために町長が、こういう意気込みで対抗

駅伝を楽しみにしているという、そういうものがありましたら、ぜひお聞かせをいただきた

いと思います。 

できれば庁舎の屋上から「市町村対抗駅伝東員町参加」とか「優勝を目指す」とか、そうい

った意気込みが感じられるようなものが見られれば、訪れる人たちも、東員町も出るんだ

な、優勝を目指しているんだなというのが実感できると思います。それに担当課長も、せ

めて市町村対抗駅伝に使うたすきぐらいをかけてＰＲするというぐらいの情熱が欲しいで

すね。こういうところで、あくまでも東員町を三重県下にどうアピールするかというのは、東

員町にも東員町長にもかかっているわけですから、そういう意味では、安心・安全につな

がっていくのかなというふうにも思っております。 

 次に道路特定財源でありますけども、連日のように新聞・テレビで、道路特定財源の是

非について議論がされております。私たち議会にも、道路特定財源について意見書を提

出してくださいというものが提出をされております。議会運営委員会で議論をされ、明日、

この場で採決もされようとしているわけでありますけども、道路特定財源につきましては、

いずれは一般財源化かなということも考えられる中で、今、東員町に置かれた現状という

のは、東海環状自動車道がインターチェンジ建設途中のまま放置されております。こうい

う現状を見るにつれ、アピールしていくにも、道路特定財源というのは、このときばかりは



必要なのかなというふうにも思うわけでありますけども、道路特定財源が今及ぼす影響と

いうのは、全国各地さまざまなところであるわけでありますけども、三重県にも、東員町に

も、もし道路特定財源が一般財源化された場合に及ぼす東員町への影響というのはどの

程度あるのか、お答えをいただきたいと思います。 

 そして最後に広域行政のあり方についてでありますけども、先ほどからＲＤＦの問題も出

ておりますけども、桑名広域清掃事業組合とか、桑名員弁広域連合とか、こういったもの

も広域行政の中の一つであります。この中でいろいろな当初予算の審議も、議員の代表

としても出ていっておりますので、できるわけでありますけども、ただ一つお世話いただい

ておるのが消防であります。消防の問題というのは、もちろん、広域で取り組んでいるとい

うよりも、桑名市の消防署にお願いをしているわけでありますけども、年に１回、消防委員

会なるものがあります。これは町長、議長、そして総務建設常任委員長が出席をして、い

ろいろな説明を受けるわけでありますけども、質問はできますが、もう既に予算化をされて

いて、予算を変更したり、要望を反映させるということはできない状態になっております。

つまり桑名市の言いなりということであります。この部分を何とか打開できないのか。東員

町の置かれている立場も考えながら、非常に難しい点はあろうと思いますけども、町長の

ご見解をお伺いしたいと思います。 

 以上です。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）   三宅議員からの、安心安全のまちづくりについてのご質問にお

答えをさせていただきます。７点にわたっておりますので、少し長くなりますけど、よろしく

お願いをしたいと思います。 

まず、平成２３年からの地上デジタル化につきましては、当町の全域は、現在、電力会社

の高圧線の影響によるアナログ放送の難視聴地域でございまして、その解消対策として、

電力会社によりテレビケーブルが設置をされ、この施設の1チャンネルを借用して、プラム

チャンネルの番組を放送しているところでございます。 

お尋ねの、アナログ放送から地上デジタル放送に移行された場合のプラムチャンネルの

方向性につきましては、昨年度に実施しました「東員町デジタル放送対策業務」の報告書

に基づき、検討を行ってまいりました。 

検討いたしました結果、当町が町内全域に新たにテレビケーブルを設置し、直接運営管

理を行う方法と、町内に設置されている既存のテレビケーブルを所有者から借用する２つ

の方法では、いずれの方法もケーブルの設置工事費、リース料、局舎の放送設備改修な



ど、多額の費用や運営経費なども必要となり、プラムチャンネルを継続していくのは大変

難しいと考えております。 

そこで、放送業務のすべてを民間に委託する方法がございますが、この方法ですと、新た

なケーブルの設置費用やリース料等の費用は必要なく、住民アンケートで得られた「住民

の皆様が必要とする情報」を放送できることから、現在、プラムチャンネルが行っている行

政情報を民間の放送事業者へ、平成２１年度当初から委託をしてまいりたいと考えており

ます。 

最後に、住民の皆さんは、平成２３年７月から地上デジタル放送のみとなりますと、難視

聴に対する補償が電力会社から受けられなくなります。今後、テレビ視聴をするには、自

宅にアンテナを立てるか、または、ケーブルテレビ会社と契約するのか、各ご家庭で選択

していただく必要がございます。 

町といたしましては、今後も行政情報を町民の皆さんに見ていただくには、ケーブルテレ

ビ会社のケーブルを通じて視聴が必要となりますので、引き続きケーブルテレビを使用し

て視聴していただけるよう、現在、委託内容とともに、安価な月額視聴料となるように、ケ

ーブルテレビ会社と協議を行っております。今後、放送の視聴料など、必要な事項が決ま

り次第、住民の皆様へもお知らせをさせていただきたい、そんな思いでおりますので、よろ

しくお願いを申し上げます。 

２点目のＲＤＦ灰処理料に関しては、先に同様のご質問に対してご答弁を申し上げたとこ

ろでございますが、平成１４年６月に、市町村はごみ焼却に生じる多額の灰処理経費が軽

減されることなどを考慮して、場外処理に要する灰処理費を当面負担する決議がなされ、

当時１トン当たり３,７９０円とされ、その後、平成１８年、平成１９年度においては、１トン当

たり５，０５８円に改定されるとして現在に至っておりますが、昨年１２月、ご承知のとおり９,

４２０円に料金値上げと、平成２９年度以降、県はＲＤＦ発電事業撤退の表明がなされたと

ころでございます。 

昨年８月以降、三重県ＲＤＦ運営協議会総務運営部会の中で協議が継続されておりまし

たが、結論の出ないまま、先の新聞報道がなされました。本町議会からも早速、三重県知

事に対して見直し要望を実行していただきました。 

このことについてはまだまだ議論する必要もあり、何ら代替案もない状況でありますので、

ＲＤＦ運営協議会構成団体全体として適切な結論が導けるよう、県当局に申し上げてまい

りたいと考えております。 



いずれにいたしましても、まだ決定事項ではありませんので十分協議をし、ごみ行政が円

滑に進むことが肝要と考えております。 

次に「行財政改革推進計画について」でございますが、行財政改革は、本町が単独で持

続的な発展を遂げるためには避けては通れないと思います。 

 本町の財政状況は、これまでは、類似団体や全国の市町村平均と比べると極めて健全

でありました。しかしながら、国の構造改革による地方交付税制度の見直しや国庫補助

金の整理合理化により、いわゆる「国からの仕送り」が削減されております。この状態で今

後１０年程度はサービス水準を維持することは可能と推測されますが、社会問題でもあり

ます人口減少と少子高齢化は、本町においても深刻な問題で、既に足元まで来ておりま

す。これまでと同じような考え方では、持続的な発展は遂げられないと考えております。 

将来を見据えて、足腰のしっかりしたこの時期に、行財政改革に取り組む必要がございま

す。 

本町では行財政改革推進計画を策定し、行政内部といたしましては、職員数の削減、高

齢層職員の昇給の抑制、事務事業見直しを行う行政評価システムの構築、職員の意識

改革とレベルアップの実現を目指す人事評価制度のシステムの構築に着手いたしており

ます。その他、電話代などの削減や町有施設の効率的・効果的な維持管理手法の検討も

行っております。また、さらなる財源確保を目的に、定住化の促進や企業誘致などにも取

り組んでいるところでございます。 

改革には住民の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。 

地方自治とは、元来、自分たちの地域を自分たちで治めることでございますが、右肩上が

りの時代は、本町は「あれもこれも」と、本来個人なり、地域なりでご負担いただくべきこと

を「行政サービス」として提供させていただいてまいりました。 

縮小していく財源を元に、これまでと同じような行政サービスを提供し続けることは、結果

的に住民の皆さんを幸福に導くものとは言えません。 

東員町をお預かりする私といたしましては、自治の運営を住民の皆さんとともに、行ってま

いりますには、皆さんから見て十分な満足はできないが、納得はできる行政運営こそが、

本町が持続的発展を遂げる手法と考えております。 



このような考え方から、笹尾城山地区の高圧線下や外周緑地の管理を地域の皆さんで行

っていただくようお願いいたしております。無償とは申しません。地域貢献も含め、十分で

はございませんが、労務提供に対する報酬をと考えております。 

防犯灯につきましては、電気代の４分の１と、蛍光管の取りかえ費用の負担をお願いをい

たしております。 

安全・安心なまちは、皆さんと行政で築いてまいりたいと考えております。そんなことで、

平成２０年度には町民の皆さんとの懇談会を開催させていただき、皆さんのご理解をいた

だけるように、十分なご議論をさせていただきます。 

次に「後期高齢者の医療制度について」でございますが、平成１８年６月、健康保険法等

の一部を改正する法律が公布をされまして、本年４月「老人保健法」が「高齢者の医療の

確保に関する法律」に改められ、後期高齢者医療制度が開始をされます。 

この制度は、７５歳以上の方と６５歳から７４歳までの一定の障がいのある方で、制度に

加入を希望されます方を対象とした独立した医療制度であります。 

現在、老人医療費は、国民医療費の約３分の１に当たります１１兆円と言われております。

高齢化の進展に伴い、今後も増大することが予想され、国民皆保険が堅持され、後期高

齢者の医療費を安定的に賄うため、持続可能な制度として制定をされたものでございま

す。 

特に、現在の老人保健制度が、国民健康保険または被用者保険に加入し、それぞれの

保険料を支払いつつ、給付は市町村から受ける仕組みであり、また、拠出金の中で現役

世代と高齢者の保険料は区分をされておらず、両者の費用負担が明確でないなど、問題

点が指摘されておりました。 

今回の医療制度は、医療の給付に要する費用は、高齢者お一人お一人にご負担いただ

く保険料が約１割、現役世代の保険料、７４歳までの医療保険制度からの支援金が約４

割、公費約５割となり、また、都道府県の区域ごとに、すべての市町村が加入する広域連

合が運営主体、保険者となり、保険料の決定と給付を行うことにより、財政責任を明確化

するとともに、広域化による安定的な保険財政の運営が図られることとなります。 

保険給付関係につきましては、窓口負担、高額療養費など、現在と何も変わることなく、ご

利用いただけるものであります。 



次に「美（うま）し国三重市町対抗駅伝」につきましては、議員ご指摘のとおり、市町村合

併が進みまして、２９市町となったことに伴い、市町の連携がますます重要な課題となって

いることから、各市町間の交流及び一体化の促進による市町の振興と、あわせてスポー

ツに対する県民意識の高揚を目的として、本年、初めて実施されるものでございます。次

年度以降も、この趣旨から、引き続き大会が開催される予定であると伺っております。 

本町は、全国の町村で唯一、二種公認以上の競技場を有している町でありますので、そ

れにふさわしい闘いをすること、また、まだまだ隠れた有望選手が潜在していると思われ

ますので、この大会を契機に、今後、その隠れた名選手が顕在化することを強く希望する

ものであります。また、当日は、議員の皆様を初め、自治会長の皆様、観光協会の皆様に

もお願いし、応援団を結成して、本町の名を胸に、たすきをつなぐ選手たちに、熱い声援

を送っていただく予定にしておりますので、ご支援賜りますよう、お願いを申し上げます。 

私の公約にも「元気な町」ということを挙げておりますので、駅伝を通じて、東員町の名を、

県はもとより全国に発信をしていきたいと思っております。 

続きまして「道路特定財源について」でございますが、道路特定財源は平成２０年度の国

家予算案と地方財政計画によりますと、国が３兆３，０００億円、地方が２兆１，０００億円、

合わせて５兆４，０００億円が計上され、現在国会において審議をされております、暫定税

率が廃止された場合、国で１兆７，０００億円、地方で９，０００億円、合わせて２兆６，０００

億円の暫定上乗せ分が減収になると見込まれたところです。 

当町の道路特定財源の状況でございますが、平成２０年度の東員町一般会計予算では、

自動車重量譲与税７，８００万円、地方道路譲与税２，６００万円、自動車取得税交付金７，

０００万円を計上しております。また、国庫支出金の地方道路整備臨時交付金で１，９８０

万円を計上し、道路新設改良費に充当をいたしております。 

廃止された場合の当町財政への影響でございますが、自動車重量譲与税は、本則課税

に戻りますと約４０％に減少しますので４，７００万円の減額、地方道路譲与税は本則で約

８５％に減少し、４００万円の減額、自動車取得税交付金は５％課税が３％に戻りますの

で、２，８００万円の減額が見込まれます。 

また、国庫支出金の地方道路整備臨時交付金も廃止をされ、約２，０００万円の減収とな

り、すべて合わせますと、約１億円が本町歳入から減少することが算定されるところでござ

います。 

さらに加えて、国税の揮発油税や都道府県の軽油引取税の大幅な減収が生じますことか

ら、国・県からの補助金・交付金の減額も懸念されるところであります。 



 次に本町の道路整備への影響でございますが、先ほどお示ししました町歳入の減収と、

国・県の補助金の減収見込みにより、道路新設改良費は、予算案が２億７，８００万円か

ら１億１，０００万円程度に減額せざるを得なくなり、４割分しか道路整備ができなくなって

しまいます。仮に道路整備予算を確保いたしますと、教育や福祉など、他分野の事業を縮

小せざるを得なくなってしまいます。 

このように暫定税率が廃止されますと、本町の行財政運営に多大な影響が生じますので、

現在国会で審議されております関連法案のすみやかな成立が待たれるところでございま

す。 

最後に、広域行政につきましては、それぞれの市町で行う事業を広域的に行うことで効率

化を図るため、桑名・員弁広域連合におきましては、いなべ市、東員町、桑名市、木曽岬

町における広域市町村圏計画の策定、し尿処理の事務を行っており、桑名広域清掃事業

組合におきましては、旧員弁町、東員町、桑名市、木曽岬町のごみ処理の事務を広域で

行っております。 

また、常備消防につきましては、桑名市、東員町、いなべ市、木曽岬町が委託をいたして

おり、受委託の形で事務をお願いしております。 

消防事務におきましては、昨年１２月に県が三重県消防広域化推進計画の素案を示して

おり、その中で、現在１５の消防本部を第１段階で８つのブロックに統合し、第２段階では

４つのブロックとし、将来的には県内すべての消防本部を一つにし「県域の消防本部」を

目指すとされております。 

県の消防の広域化の最終的な目標は、住民サービスの向上、消防体制の効率化、消防

体制の基盤の強化でありますことから、最もスケールメリットが働く、県域を一つとした県

域消防本部とすることが効果的とされており、説明会においては、私も賛成の立場で意見

を述べさせていただきました。効率化の観点からも広域化は必要であると考えております

ので、ご理解賜りますようにお願いをいたします。 

以上です。 

○議長（門脇 助雄君）   三宅耕三君。 

○１２番（三宅 耕三君）   お答えをいただきました。 

 かなり答弁をいただきましたので、納得できるところもたくさんありましたが、今後例えば

デジタル放送が始まるに当たって、事前にこういったものも自治会を通じて回覧で回って



おります。私はたまたま班長をしておりますので、最後は私に来ますので、とってしっかり

と勉強をさせていただいておりますけれども、東員町独自のこういったものも随時広報「と

ういん」等を通じてでもいいですので、わかりやすく、紙面というのは業者任せにしないで、

非常に読みづらい、事務的であるということもありますので、もう少し住民が読んでみよう

かなと思わせるような紙面を、ぜひ「議会だより」のようにお願いをしたいと思います。 

 ＲＤＦのことでございますが、最近特に県議会の一般質問や委員会の質問等で出ており

ます。平成２８年に撤退ということは、非常に無責任な言い方でありますけども、そうなら

そうで、さっさと撤退して、その後どうするのかというようなことも、県の立場としては打ち

出せばいいと思います。何もＲＤＦ発電がいいなんて、今は思っていません。先ほどの質

問者じゃないですけども、北川知事の負の遺産、これを野呂知事が嫌々受け継いで、今

のようになっているというふうにも考えられるわけでありますので、撤退後どうするのか。

それとももうさっさと撤退をして、そこで発電ということじゃなくて、ＲＤＦをひたすら燃やして

ごみ処理を行うと。せめてその熱源を利用して何か還元をするというようなことも考えられ

ないのか。この辺も東員町の立場で、町長は副管理者という立場で、しっかりと主張をし

ていただきたいと思います。 

 行財政改革で、職員の意識改革とか、いろいろなことを言われましたけども、私たちが

当時入ったころの職員のイメージと今現在では、随分変わったなという感じもいたします。

昔は確かに旧態依然ということもあったように思われますけども、最近は非常に職員もい

ろいろな取り組みに熱心であり、町民私たちの意見も本当に快く聞いて、今、担当が何年

かおきに変わってはおりますけれども、引き継ぎをしっかり行い、自分の任された役職は

きちんと完うしているというのが、私たちの印象であります。どうぞそれにも増して、職員の

意識向上、資質の向上というのも大事な部分でありますので、職員の研修等も欠かすこと

なく行っていただきますように、お願いをしたいと思います。 

 日本で唯一、二種公認を持っている総合グランドのある東員町ということで、町長からお

話を伺いましたけども、それにふさわしい成績も残さなければいけない。聞くところにより

ますと、箱根駅伝で、区間で第２位だった東員町民が拓殖大学にいて、その選手も呼び

戻して、東員町出身ということで走っていただくということも聞いておりますし、日本で有数

の東員町に勤務されている方も、東員町のチームとして走っていただくということも聞いて

おります。非常に楽しみにしておりますので、町長の意気込みですね、淡々としゃべられ

るから、内心に秘めたるものがあるでしょうけれども、もう少し町長、意気込みを聞かせて

いただければと思いますけれども、よろしく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）   お答えをいたします。 

 大変いろいろのことで貴重なご意見をいただきました。特に私も駅伝については、大きな

市には勝てないかわかりませんけど、できることなら町では一番になっていただきたいな

ということで、激励会でも選手の皆さんに１５の町ではトップになってもらいたい。総合では

３位までということでお願いを申しました。大変厳しいことかもわかりませんけど、楽しみに

しております。どうぞ町民の皆さんもご声援をよろしくお願いをしたいと思います。 

○議長（門脇 助雄君）   三宅耕三君。 

○１２番（三宅 耕三君）   私が思っている意気込みとは少し違いまして、最初から気持

ちで負けているような、そんな気がします。市にも負けない、三重県で優勝を目指すという

ぐらいの気持ちがないと、町での優勝も難しいのではないかなというふうに思いますけど

も、町長の掲げられているスローガンの中に、安心・安全、その上に決断と実行というのも

ぜひお加えをいただきたいと思いまして、これで質問を終わります。 

 


