
○５番（中村 充男君）   質問に入る前に、今回の選挙におきまして、無投票というあり

がたい形で、この場にお送りいただきましたことを、まずもって心より厚く御礼申し上げる

次第でございます。ありがとうございます。 

 また今回、諸般の事情により、立候補を断念された方、そういう方々の分まで頑張って

質問させていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

 当選させていただきまして、先日来、委員会やら懇談会で役場の方にまいりますと、新

人議員どうぞと、こういうお言葉でお迎えをいただいたわけでございますけれども、私は新

人議員ではございませんで、リサイクル議員でございます。 

２０年ぶりにこの場に立たせていただきまして、感無量でございますが、先般も委員会

で意見を申し上げましたら、先輩の議員から、あんたは２０年、頭が古いよと、こういうご

指摘もいただきました。そうかもしれません。１０年ひと昔と言いますが、私は２０年ふた昔

前でございまして、しかし、いまやサイクルはだんだん短くなってまいりまして、５年ひと昔、

３年ひと昔という時代になってまいりました。かのイギリスの有名な歴史家が言っておりま

す。アーノルド・トィンビーというんですが、この方は「歴史は繰り返す」という有名な言葉を

残しておられます。 

 そこで今、何が新しくて何が古いか。どこかへ行けばレトロなバスが走っている。古民家

を利用してレストランができているということでございまして、何が新しくて、何が古いかわ

からないような時代は、やはり町民の皆さん方の目線に立った、今、東員町の皆さんが何

を欲しているかということを一番に考えた質問をさせていただくのがよかろうかと、私は思

っております。 

 ２０年ぶりにこの場に立たせていただきまして、２～３点、変わっているところを指摘をさ

せていただきたいと思います。 

 まず、そちらにおみえの町長の顔が非常にやさしくなられておる。温かい、本当に優しい

ご尊顔でございます。２０年前の町長ですと、ちょっと町長の意にそぐわない、こういう質

問をいたしますと、白い紙切れが部長から事務局長に、そして議長席にポイポイといきま

して、暫時休憩となるわけでございます。そして控室に行きますと、中村充男を町長室へ

呼んでこいということで、何回おしかりをいただいたことかということが思い出されます。し

かし今回、優しい顔の町長でございまして、私が何を質問しようが、何を提案しようが、何

でも聞いていただけそうな感じでございます。是は是で非は非でご判断いただける町長と

いうことを確信いたしまして、ほっとしておるところでございます。 



 そして２つ目は、ここから質問の形になっておりますが、以前はそちらの演台からやって

おりまして、私はどんどんしゃべっている間に原稿がわいてくる人間でございまして、テン

ションが上がってくるのですが、私が一つ質問しまして、行政の方から一つまた、たて書き

か横書きかわからない棒読みの答弁をいただくと、また私のテンションが下がってしまう

わけです。また質問をすると、また棒読みの答弁が返るということになりますと、非常にお

聞き苦しい点があろうかと思いますけれども、どうぞその辺もご容赦いただきたい、かよう

に思わせていただいております。 

 ３つ目は、後ろの議員の頭数が減ったことでございます。これは大変残念に思っており

ます。２０人から１８人になり、１６人になって、昨年、１５議席になってしまった。議員の数

が減れば、町長がやりやすいだけでございまして、５０件、６０件の小さな自治会では、細

かいところに目が届かないのではないか、こういう懸念があります。 

しかし今はこういうテレビの放映がありまして、目をつむって話を聞いていらっしゃるの

か、考えていらっしゃるのか、視聴者の中には、寝ているんじゃないかと、そしてカメラがク

ルッと回ったときに、あくびをしているとは言わないけれども、あくびのけいこをしている人

がいる。こういう議員をテレビで間近に見ますと、我々の税金がこんな人に使われている

のか、議員の数が多いから減らせと言われるのは当然のことでございます。 

これらのことを踏まえて、私はこういうときには特別委員会をつくって、もっと慎重審議を

して増減すべきだろうと。ただ、残念なのは、自分の歳費という、いただく給料を半分にし

てもいいから、これ以上人数を減らさないでくれ、こういうふうな形の議員がただ１人として

おられなかった。残念なことでございます。こんなわずかな給料で町会議員なんかやって

おれるか、こういう方がもしいらっしゃったとしたら、それは自分のことしか考えていらっし

ゃらない町会議員だろう。もっともっと新しい発想で、この東員町を愉快なまちにしていき

たいと、こういうふうに思わせていただいております。 

 お仲間の議員に大変ご無礼なことを申しましたけれども、みずからも戒めて、これからの

４年間、頑張っていく所存でございますので、どうぞよろしくお願いをいたします。 

 それでは通告させていただきました第１番目、観光について、第２番目が体育施設、文

化施設、先ほどのガラスのハウス、そうした建物の件につきまして、３番目は食の安全・安

心について、４番目がオレンジバスについて、５番目が健康と健康老人、そうした子どもの

健康についてもお願いしたいと。そして６番目が国道３６５号線、員弁川にかかる中央大

橋付近の渋滞の件、そして図書館の勉強体制の利用問題について、欲張ってこんなにた

くさん質問いたしましたので、端折って話させていただきたいと思います。 



 まず、東員町の観光協会ができた。大変うれしいことでございます。観光というのは中国

語でございまして、光を観る。書いて字のごとくの観光でございますが、光っているものを

観にくるんだ。逆に裏返せば、光っていないものは観にこないということでございますが、

町長は、この東員町において、これはいいぞ、こんなことがいい、こんな場所がいい、何

か一つ、町長が東員町を自慢するものがあれば、ひとつお伺いをしたい。 

 そして、つくられた観光協会、皆さん方、身銭を削って、役員の方々、一生懸命あれやこ

れやと日夜努力をしていただいております。しかし、何か一つ浮いているような感じがいた

しまして、地に足がついていない。東員町の観光とは一体何だろうということでお伺いをし

たいと思います。そしてまた、観光協会をこれからどのように運営されていくご予定であろ

うかということを、町長にお尋ねいたします。 

○議長（門脇 助雄君）   佐藤均町長。 

○町長（佐藤 均君）   観光についてのご質問にお答えをさせていただきます。 

 国では、観光立国の実現に向けた取り組みを一層推進するために、観光を２１世紀の

重要施策の一つに位置づける「観光立国推進基本法」を制定し、積極的な展開を図ろうと

しております。 

三重県におきましても「美（うま）し国三重」づくりとして、心の故郷三重を目指した数々

のイベントを県内各地で開催しようとしております。 

本町におきましても、観光は「人と人」、「人と地域」、「人と自然」のきずなを深め、東員

町を内外に発信することにより、「元気な町」づくりに向けた重要な取り組みと考えており

ます。 

ご質問の、本町の他に誇れる観光資源につきましては、来月の５日・６日に、県の重要

文化財に登録されております大社祭をはじめ、重要樹木としてトウインヤエヤマザクラ、イ

ヌナシ、自然観光施設として中部公園、北部山田溜公園、コスモス畑、文化としてこども

歌舞伎、日本の第九演奏会、六把野獅子舞など、数多くの資源があります。このような他

の市町に誇れる資源を守り育てていくことが重要であると考えております。 

次に、観光協会についてのご質問ですが、観光協会につきましては、今、私が述べまし

たことと重複するところがありますが、東員町には伝統文化や自然があり、これらの資源

を磨いて、魅力あるものにするとともに、町内に眠っている観光資源の掘り起こしや新た

な観光資源を創出することにより、魅力ある東員町のまちづくりに寄与することを目的とし

て、民間が主体となり、平成１８年４月に設立いただいております。したがいまして、町が



設立させていただいた団体でありませんので、運営等につきましては、私からのお答えは

控えさせていただきます。 

しかしながら、観光を通じて町の活性化を図るという、こころざしを同じくいたしておりま

すことから、観光協会と連携を密にして、相互に協力を行い、東員町の魅力を発信すべく

事業展開を行ってまいりたいと考えておりますので、よろしくご理解のほどお願いをいたし

ます。 

○議長（門脇 助雄君）   中村充男君。 

○５番（中村 充男君）   先ほどの町長のご答弁の中に、まずは大社祭を挙げられまし

た。ここに私、三重県観光の状況について、今年２月２１日、三重県の観光局、大森さんと

いう方が局長でいらっしゃいますが、この方にお会いして、これだけのものをいただいてま

いりました。ページ数は入れかえましたけれども、一番上が三重県の観光の現状、観光

産業の経済効果、いろいろありまして、市町における観光振興計画の策定状況はどうか、

ここまで端折って書いてあります。 

 その中の７ページなんですが、２ページに繰り上げまして、東員町の大社祭より新しいと

いわれる多度祭が、東員町の大社祭よりたくさん来ている。昨年は、順位でいきますと、

東員町の猪名部神社、大社祭、２万人と、こういう入込客数が書いてあります。ついでにと

言いますと、申しわけございませんが、東員町ではもう一つまちづくりふれあいフェスティ

バルというものがあり、これが５，０００人と、県の調べでなっております。初もうでも含めま

して、多度神社にはどれだけ来ているか。１２９万３，０００人来ているのです。 

 こういったことを考えまして、やはり町が設立された観光協会ではないということでござ

いますけれども、私はその方がありがたい。町の職員の方に知恵がないとは申しません。

しかし、いろいろ中部公園やら何やらできてきましたけど、担当者が次々に変わっていく。

もう僕はここの課に４年もいるから、次はかわるかもしれない。そういう形でまちづくりをし

ていても、公園ができようが何ができようが、魂が入ってない。ですから行政側が指導した

まちづくりよりも、こういった民間の方々が立ち上げていただいた観光協会なり、まちづくり

が主になってやっていただいて、行政の方は例えばそういう案なら、農林水産省からこう

いうお金がいただける、こういうような支援をするという形が一番望ましいのではないかと、

かように思わせていただくわけでございます。 

 三重県の観光協会の方に登録がされているかどうか、せっかくこのような形で、平成１８

年４月にできたと言われますのに、次のページをめくりますと、市町における観光振興計

画の策定状況というところに、●、○、×印があります。松阪、桑名、伊賀、鈴鹿、名張の



方は○印でございまして、これが策定済みでございます。ところが下の方にいきまして東

員町になりますと×印がついている。これは今年２月の資料なんです。この×印は策定な

しと、こういうふうに書いてあります。東員町で一生懸命やっていても、県やら県内外の

方々にご協力を仰がなければ何もならない、かように思わせていただきますが、町長のご

答弁をお願いします。 

○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。 

 今、中村議員からご指摘のように、東員町には観光課とか、そういう課がなかったわけ

でございます。民間の方がしびれを切らせて、観光協会を立ち上げていただいた。本当に

ありがたいことでございます。 

 考えてみますと、東員町の場合、先ほど申し上げました祭等とか、そういう形での短い

期間と申しますか、１年を通して見に来ていただけるような観光施設はなかったがために、

余り観光に力が入らなかった。産業課に観光係というのはありますけど、係長すらなかっ

た。そんなことから、今の動きが出てきたと思います。当然、観光協会があり、観光に力を

入れておる市町は、１年を通じて入込客がある。何らかの施設があって、極端なことを申

しますと、毎日、観光バスで他から入ってくるような観光名所がある。だから、行政がそう

いうものを立ち上げてきた。そんなことかと私は理解をしております。 

 多度神社というものが、１年中、参詣をする入込客があるがために、商店街もでき、大社

祭が有名になっている、そんなことだと思います。東員町で１年中、毎日よそから見に来

ていただくような施設がなかったために現在があると思います。そんな反省も踏まえて、こ

れからは協会の皆さんと一緒になって、掘り起こしもさせていただきながら、観光をもう一

遍きちっと見直していく、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（門脇 助雄君）   中村充男君。 

○５番（中村 充男君）   すばらしいまちづくりに、皆さん目覚めていただいております

ので、どうぞ強力な助っ人をお願いしたいと思います。 

 続きまして、体育施設や文化施設の有効な活用、先ほど近藤議員もおっしゃってみえま

したけど、東員町には北勢地区にないグランドや公園、いろんなものがございます。しかし

利用率が非常によくないということでございまして、もっと町外、県外の方々が、東員町の

立派な施設を利用していただく方法はないか、こう考えましたときに、あそこに５０人から１



００人泊まれるような簡易の宿泊施設をつくって合宿ができると、名古屋の大学、たくさん

あります、そういったところへＰＲすれば、必ず利用者はあらわれる。また、そういう施設で、

賄いとか掃除はシルバーの方もいらっしゃいますし、東員町内で、今、飲酒が厳しくなりま

して、飲食店も大変四苦八苦していらっしゃる。こういう方々が組合をつくって運営をしても

いい。こういう形で東員町の水はきれいでございますので、そこでとれた米や野菜という

安全な食材を提供して合宿をしていただく。そして、東員町の施設を使って鍛えた体が、

日の丸を背負って世界に羽ばたくような人が出ていってもらいたいなと、こういうふうに私

は思わせていただきますが、こういう施設の建設、町長はどのようにお考えでしょうか。 

○議長（門脇 助雄君）   佐藤均町長。 

○町長（佐藤 均君）   体育施設や文化施設の有効活用についてのご質問にお答えを

いたします。 

スポーツ公園のＰＲにつきましては、昨年から、私、みずからトップセールスとして、桑

員地区の重立った事業所を訪問させていただきまして、企業の福利厚生事業の一環とし

ての利用をお願いしてまいりました。 

スポーツ公園の各施設のさらなる活用を図る上で、宿泊施設併設の有効性につきまし

ては、議員ご指摘のとおりであると私も考えているところでございます。 

ただ、現在、将来にわたりまして、十分に予想される本町の厳しい財政事情を勘案しま

すと、町直営での設置、運営となりますと、非常に難しいのが現状でございます。今後も

引き続き、陸上競技場でのさまざまなスポーツイベントや、プールで家族そろってのレジャ

ー、また中部公園で、家族や仲間でバーベキューを楽しんでいただくなど、それぞれの施

設の目的に応じて利用いただけるよう、宿泊施設の誘致も含めまして、内外の民間企業

や健康保険組合、学校法人などへ、積極的に働きかけてまいりたいと考えておりますの

で、よろしくお願いをいたします。 

○議長（門脇 助雄君）   中村充男君。 

○５番（中村 充男君）   ありがとうございます。 

 先ほどの近藤議員からもございましたが、ガラスハウスの件につきまして、私、ちょっと

感覚が違いまして、あれは借地でございまして、年間６０万円支払っていらっしゃる。それ

が何も使われていない。これも血税でございます。そしてまだ２００万円のお金を投入して、

何か使ってもらおうと、こういう前に、地代ぐらいは浮いてくるような方々が使っていただけ



ないか、このようにも考えております。それさえＰＲすれば、６０万円で貸してもらえるなら

やりたいという方は幾らでもいらっしゃると、かように思わせていただきます。 

 それと、以前に東員町で大学対抗のサッカー大会がございました。その時にある大学か

ら東員町の役場への、お昼の弁当はどうなっておりますか、どこか買うところがありますか

という問い合わせに、どなたが出られたかわかりませんけれども、買うところはありません

と、途中のコンビニで弁当を買ってきてほしいと、こういう返答だったということをお伺いい

たしました。せっかく東員町にお金を落とす人たちが来るのに東員町の受け入れ体制が

できていない。そして、後ほど申しますが、コスモス畑、いろんな方が来ていらっしゃいまし

て、観光協会の方が少し花を添えていただいておるようでございますけれども、あれも町

内外の方々がみえまして、言葉は悪いんですが、小便していくだけ、ごみをほっていくだけ。

このだけならいいんですが、東員町は困るだけ。こういうことになってきますと、大変迷惑

をするだけでございまして、管理する感覚から、株式会社東員町を経営するというような

形に発想の転換をいただきたいと思いますが、町長、ご所見をお願いします。 

○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。 

 大学のサッカーの試合の時のお弁当のことは、私も聞かさせていただきました。極端な

ことを言いますと、その辺が東員町の一番下手なところと申しますか、行政が直接やると

いうことはとてもできませんので、商工会あたりとか、これからは観光協会とか、いろいろ

の面で収益を上げていただく、そんな思いを今持っております。 

先ほどの中部公園のバーベキューの施設、自分が全部道具を持ち、何もかも持ち込ま

ないと施設が使えません。そこら辺も観光協会が、コンロとか、いろいろなものを有料で貸

し出して収益を上げてもらうと。そんなことも、これからみんなで知恵を絞りながら、商工会

とか観光協会だとか、いろいろの面のところが知恵を出し合いながら、前向きにいけるよう

に、これからも一生懸命させていただきますので、その辺はどうぞこれからもご指導をい

ただきますように、お願いを申し上げます。 

 以上です。 

○議長（門脇 助雄君）   中村充男君。 

○５番（中村 充男君）   これからの東員町、今、行財政の財政指数を見ますと、昨年

の総務省の発表によりますと、ちょうど０．７です。これからは０．６、０．８というふうにいく

のか、そのまま維持できるのか、団塊の世代が年金生活に入ってまいりましたときに、ど



れだけの収入があるかということを考えますと、余り悲観することはないんですけれども、

自慢するべきでもない。今が地獄の一丁目にいくのか、極楽の小門をくぐるのか、こういう

基点でございますので、ひとつかじとりを町長、しっかりとよろしくお願いをいたします。 

 続いて３つ目でございますが、食の安全について、今、コスモスを植えているばかりじゃ

ないだろうと、そこで野菜をつくって、中学校、小学校の給食に充ててみたりということを考

えておりましたが、先ほどの町長のご答弁で、東員町の土壌は非常に野菜には向いてな

いというご指摘がございましたので、時間もございませんので、これは割愛させていただ

きます。 

 続いてオレンジバスについて、検討させていただきたいと思います。 

 これも、２～３日前に私どもの方に配られてまいりまして、私、町内をぐるぐる回っており

ますと、何回もオレンジバスと出会うわけでございますが、バスを見るたびに、ああ、今回

また１人しか乗ってない、今度は２人、今度は０だと、ああ、というふうな私のため息とオレ

ンジバスの排する排気ガスが地球の温暖化に非常に悪影響を与えているんじゃないかと、

かように思うぐらい、空っぽのバス。一部ではエアバスと言われている、空気を運んでいる

バスじゃないかということもおっしゃってみえます。 

筑紫の方に行きまして、筑紫の皆さんに、１件残らずオレンジバスのことを尋ねてみま

したところ、ほぼ１００パーセントの方が、充男君、それは反対だとおっしゃるんです。私は

５０パーセントぐらいは賛成していただけるかなと思っておりましたが、全員反対。びっくり

しました。どうしてかと聞きましたら、筑紫にはオレンジバスが入ってこない。確かに狭い

道ばかりでございまして、だれも乗ったことがない、こういうことでございます。 

 ですから、こうしたオレンジバスの運行の見直しを迫ろうと思っておりましたが、このよう

な形で４月１日から変わるということでございます。 

 それで、いろいろ検討しましたが、みんな私の質問にはリンクしておりまして、図書館の

問題、最後でございますが、５時閉館ということで、教育長にお尋ねをするのですが、バス

の運行表を見ますと、どうしても７時まで開館してくれということが言えないような状況でご

ざいます。どういうふうに、この時刻表をつくって、経路をつくっているか。 

そしてサンシパークの方へ運行している。買い物に行きたい人がいるということでござ

いますけれども、東員町内で使われるたばこの消費のたばこ税が１億２，０００万円も１億

３，０００万円も入ってくる。そんなときに、町内の人が桑名市のショッピングセンターに行

きまして、たばこを２カートン買ってきた。みんな、桑名市に税金がいくわけでございまして、

東員町は東員町でたばこを買っていただくというふうに、もっと運動をしたいのに、オレン



ジバスに乗って桑名までいく。そしたらサンシパークのカインズホームなり、サンシの方か

ら、協力金をいただいたらどうかと、こういうふうに思っておりますが、町長、ご所見をお願

いします。 

○議長（門脇 助雄君）   佐藤均町長。 

○町長（佐藤 均君）   中村議員のオレンジバスについてのご質問に、お答えをいたし

ます。 

オレンジバスは、平成１７年度の運行開始から、はや３年が経過をいたしました。皆様

方には、通勤・通学・買い物など、日常生活の交通手段として、それぞれの目的にご利用

いただいており、現在、笹尾城山と三岐鉄道北勢中央公園口とを結ぶ南北線と、中上地

区から稲部地区循環でサンシパークを結ぶ東西線を運行させていただいており、利用者

は年々増加傾向にあり、年間９万人を超える方々にご利用をいただいております。 

現在、平成２１年度までの５年間の実証運行期間中であり、その期間内で利便性の向

上を図るために、運行開始から乗降調査等を実施し、運行ルートやダイヤの見直しを図っ

ているところでございます。 

オレンジバスは、住民の皆様に日常の交通手段として運行をしており、現在は実証運

行期間中であるオレンジバスでございます。今後も、利用状況等を踏まえて、利用者の利

便性確保のために、引き続き、ルートやダイヤの検討を行いまして、利用促進に努めてま

いりますので、ご理解賜りますようにお願いを申し上げます。 

○議長（門脇 助雄君）   中村充男君。 

○５番（中村 充男君）   オレンジバスが１００円でございまして、ネオポリスの方が例え

ば桑名の市民病院へ行くといわれるときに、東員駅まで１００円、東員駅から桑名駅まで

４００円、桑名駅から市民病院の方に１５０円、２００円出して行かれるわけです。ぐるぐる

と回りますと、社会福祉協議会の前、デイサービスのところに、社会福祉協議会とか、東

員町とか書いた軽自動車が８台、１０台、必ずとまっております。ほとんど終日とまってお

ります。私は、これらを使って、その病気の方を送れないかというふうに考えたときに、あ

れは介護の車だから使えないというようなご返答もいただいたことがあります。医者へ行く

のに使えない、そんな介護があるんだろうかというふうに、私、思わせていただいたわけ

でございまして、職員の数も足らないかもしれませんが、ああいう余っているというと語弊

がありますが、眠っている車、朝晩だけ動いている車がありましたら、ＧＰＳか何かをつけ

まして、タクシー会社のように管理をして、どこどこの何丁目のどなたが、どこどこの医者

へ行きたいというような連絡がありましたら、それで５００円で行ってもらえれば、バスに乗



って、電車に乗っていくより安く早く着く、こういうようなこともございますので、ひとつご検

討をいただきたいと思います。 

 次に、健康と健康増進につきまして、少し提案を申し上げたいと思います。 

 先ほど来、後期高齢者云々ということで、年金から全部お金が引かれるような、何か、

年をとっていると損をするようなことばかり出てまいりましたけれども、病気にもかからず、

元気な方もいらっしゃるわけでございます。後期高齢の方の中には。こんな方に、お金を

徴収する前に、何かご褒美をあげてはどうか。 

そして、取ることばかり考えずに、この２月に入りまして、結構雪が降りました。四日市

の市民病院をはじめとしまして、ぐるぐると町内の医者を回りますと、全然雪かきがしてい

ない。喫茶店とかガソリンスタンドでは、店主や店の方が一生懸命雪かきをしていらっしゃ

る。しかし足が悪い、腰が悪い、目が悪い、体が悪い方が出入りする病院は、何と雪かき

は全然していない。こういうような医療体制の中にも、目の届かない、かゆいところに手が

届くような行政にしていただいて、地域の医療に貢献なさっておられますし、もちろん、私

よりも所得税も払っておられる医者でございますので、お医者さんに朝から雪をかけと言

われますと、治療の際に注射を打つのに手が震えたと、これではまた患者も困りますので、

依頼があれば、町から雪の解ける薬をまくとか、シルバー人材センターの方がすぐ派遣さ

れて、玄関ぐらいは雪をかかせていただく、こういうような行政サービスにしてから、後期

高齢の方からお金をちょうだいすると。あめとむちというような言葉がございますけど、む

ちから先に打ちまくって、あめをなかなかやらない。こういうことでは、いい行政だ、いいま

ちだとは言えない。 

観光もそうなんですが、東員町はいいところやということでみんなが笑っておれば、どん

なまちやと、よそから見に来るわけでございますが、東員町は住民税が上がってきた、水

道代も上がってきた、こういうような話をしておりますと、だれも見に来ないわけでございま

して、こうした後期高齢の方にかかわらず、医者の要請があれば、そうしたことがしていた

だけるかどうか、町長にお伺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）   健康と健康老人、子どもの健康促進についてのご質問に、お答

えを申し上げます。 

本町で運営させていただいております国民健康保険は、相互扶助共済の精神にのっと

りました社会保険制度でございまして、すべての被保険者の皆さんに保険料を納めいた

だいております。 



中村議員が例を挙げられましたような事例は、一定期間医療機関にかからなかった場

合などの報償制度、これは以前はあったようでございます。随分前に、その制度も廃止を

されております。廃止の要因と申しますか、やめられた原因でございますけども、お年寄り

等が、報償制度によりまして、医療機関にかかることを罪のような感覚でとらえられまして、

診療機会を逸することによりまして、病気が重度化する、重症化する、適正な医療が確保

されない現象が生じてきたということで、制度がなくなったようでございます。前段でも説明

申し上げましたけども、保険制度が相互扶助の精神にのっとって運営されておりますこと

をご理解賜ればと考えております。 

医者の雪のときの雪かきというんですか、そんなことも医者が委託されるかどうかわか

りませんけど、そんなこともこれからも議論とか勉強をさせていただきたいと思います。 

いずれにいたしましても、今後とも、すべての町民の皆さんが元気で明るくいきいきとお

過ごしいただくように、健康づくりなどの機会を多くつくってまいりたいと考えておりますの

で、ご理解をいただきますようにお願いをいたします。 

○議長（門脇 助雄君）   中村充男君。 

○５番（中村 充男君）   私も少し勉強不足で、以前にそういうようなシステムがあった

ことは知りませんでしたので、もう一度、また年々長生きできる時代になってまいりました

ので、何も医療費を使ってない方には、何か感謝状なり報償、そんなお金をたくさんやっ

てほしいということは言いませんけれども、何かあげてみてはどうかなというふうに思わせ

ていただくわけでございますし、食の安全とか健康は、年をとったら、だんだんあちこちが

傷んでくるわけでございますけれども、子どもがコンビニで即席の物ばかり食べている。こ

れも年をとってきたときに非常に悪いというふうに私は思っておりますので、健康という面

から、お年寄りが元気に元気にという前に、子どもたちの健康も、ひとつお考えをいただき

たいと思います。 

 続きまして第６番目の、国道３６５号線といいますか、そちらの文化会館と体育館の間か

らずっと四日市の方に道が抜けまして、便利になりました。しかし朝通ってみますと、非常

に混雑をいたしまして、右折する車がいると、信号がすぐにかわってしまうわけです。あそ

こにまた、向こう側に大きなショッピングセンターが来るやら、聞いておりますけれども、シ

ョッピングセンターが来るのを待って、ショッピングセンターに交差点改良を条件づけて誘

致をするのか、一日も早く解消をされるのか、町長に希望でございますけれども、あそこ

の交差点改良、こちらに企業も誘致なさっておられますので、とりあえずは警察の方に信

号の長さを変えるとか、緩和策を打ち立ててほしいと思いますが、交差点改良の見通しを

お願いします。 



○議長（門脇 助雄君）   佐藤均町長。 

○町長（佐藤 均君）   国道３６５号の員弁川にかかる中央大橋付近の渋滞緩和につ

いて、お答えをいたします｡ 

ご質問の中央大橋の北詰交差点では、朝の通勤時間帯を中心に、県道桑名東員線を

役場方面から、中央大橋北詰の交差点をいなべ市方面へ右折する車両により、以前から

渋滞が生じておりましたが、加えて、ご指摘の国道３６５号が長深地内から四日市方面へ

開通したことにより、役場方面から県道桑名東員線を四日市方面へ向かう車両が増加し

たことにより、渋滞が増しております。 

このような状況から、利用者からも、町民の皆さんからも改善の要望もいただきました

ので、当該道路を管理しております三重県に対しまして、右折車線を設けるなどの改善措

置を講じられるよう、要望を行っております｡ 

 また、信号は警察の公安委員会でございますので、時間帯の設定等もお願いを申し上

げております。県道ということでございますので、町がするわけにはまいりませんので、こ

れからも県の方へ要望を続けてまいります。 

向こう側の南側の大型店舗の関係で、実は交差点もまだ開放していない交差点がござ

います。その交差点につきましては、開発業者に信号もつけ、右折ポケットもつけるように

要望をいたしておりますので、よろしくお願いを申し上げたいと思います。 

以上でございます。 

○議長（門脇 助雄君）   中村充男君。 

○５番（中村 充男君）   ありがとうございました。 

 これからは監視する、運営するというような立場ではなくて、東員町の社長として、どうぞ

設備の必要経費は、そこで落とされる利用料で賄えるぐらいに、ひとつイベントをたくさん

入れていただいて、町外・県外の方々がこちらの方にお向きになって、その落としていた

だいたお金で財政指数が上がってくるという形を願っておるわけでございまして、町民の

方の住民税を上げてみたり、我々の家庭でもそうでございますけれども、家庭が上手にい

かないときには、女房に、ちょっと悪いけれども、どこかでレジでも打ってお金をもうけてき

てくれと、こういうふうによそへお金を稼ぎにいくわけでございまして、おまえのへそくりは

隠していないか、うちうちで町民の懐をねらうような行政のやり方よりも、そうした笑顔のあ

るまちづくりに、どうぞお力をお願いしたいと思います。 



 最後に、図書館の件につきまして、教育長にお伺いをいたします。 

 私たち子どもの時には、勉強するよりも、学校へ帰ってくると駅の田んぼにおるからここ

へ来い、鳥取の田んぼにおるからここへ来いと、こういうふうにメモ書きがありまして、い

つもかも、勉強するよりも、手伝いをしておったわけでございますけれども、最近の子ども

たちは、よく勉強するようになりましたし、図書館を利用する方が非常に多い。 

先般も図書館をのぞかせていただきましたら、何か、こ狭いところが個人の勉強部屋だ

ということで、まず勉強する前に、場所取りに勝たないと勉強できない、こういうような形式

でございまして、私はちょっといかがなものかなという感じもいたしておりますし、何時まで

開館ですかというと、５時で閉館だと、こうおっしゃるわけでございまして、学校から帰って

勉強して、さっと行ったときにもう閉館。よその文化会館や図書館を見ますと７時までとか、

遅いところは８時までと。いろんな交通のアクセスもあろうかと思いますけれども、今回の

オレンジバスでは、７時まで勉強しておりますと、ネオポリスまでは帰れないような状況で

ございまして、どこを基点にオレンジバスの時刻表をつくってみえるんだろうというふうなこ

とも考えさせていただきます。 

 もう少し開館時間も長くしていただいて、東員町は優秀な学生が多いものですから、もう

一つ力をかしていただいて、勉学のまちにしていただきたいと思いますが、教育長、いか

がでしょうか。 

○議長（門脇 助雄君）   石垣征生教育長。 

○教育長（石垣 征生君）   中村議員のご質問にお答えをいたします。 

本町の図書館は、貸出業務を中心に行うという考えのもとに設計をされていまして、ご

承知のように閲覧席の数も多くございませんし、「学習室」のスペースも広くはございませ

ん。これまでにも、いろいろな方から学習スペースの充実を求めるお声をいただいてきま

したので、平成１６年度から、学習スペースの必要度を調べる目的で、学習室の利用が集

中いたします夏休みの期間中、総合体育館の会議室を学習スペースとして試行的に開放

いたしておりました。その結果、利用者数は１日平均３～４人と、それほどの利用ではござ

いませんので、来年度からは開放については、再考をしてまいりたいと考えております。 

本来、学習室は館内の資料を使って調べものをしていただくためのスペースであり、各

自が必要参考書などを持ち込んで学習するスペースではないものと考えておりますので、

ご理解賜りたいと存じます。 



開館時間につきましては、現在午前９時から午後５時までとなっておりますが、図書館

の立地条件等から考えますと、車でのご利用がほとんどですので、平日の時間延長によ

る効果は余り期待できないものと考えております。 

図書館といたしましては、平成１７年度から、従来休館日でありました祝日も開館をいた

しております。また、来年度からは貸出冊数を現在の５冊から１０冊までに拡大し、より一

層の利用者サービスに努めてまいりますので、よろしくご理解賜りますようお願いを申し

上げます。 

○議長（門脇 助雄君）   中村充男君。 

○５番（中村 充男君）   欲張って７つも質問をさせていただきまして、端折って早口で

しゃべらせていただきましたので、ご理解いただけたかどうかわかりませんが、どうぞこれ

から住民の目線、町民の方の目線に立った行政を、ひとつ強く希望いたしまして、質問を

終わらせていただきます。 

 ありがとうございました。 

 


