
○議長（門脇 助雄君）   日程第１、一般質問を行います。 

順番に発言を許します。 

７番、木村宗朝議員。 

○７番（木村 宗朝君）   おはようございます。 

 本日は２点について、質問をいたします。 

 まず１点目でありますけれども、北勢線についてということで質問します。 

 私どもが大切な移動手段として利用している北勢線は、平成１５年４月１日より

権利譲渡を受け、三岐鉄道北勢線として再スタートをいたしました。譲渡後２年間

は利用者も減少し、非常に厳しい状況が続きましたが、平成１７年度からは利用者

も徐々に増加しており、占める割合の高い通学定期客も最近増加に転じたとお聞き

しております。 

 地域の大切な公共交通として存続を願ってきた一地域住民としても、ほっとして

いるところであります。しかしながら運営は、まだまだ厳しい状況に変わりないと

も伺っておりますので、行政や事業者の方針、考え方といったものについて、何点

か質問いたします。 

 まず１点目でありますが、平成１４年に当時の沿線市町と近鉄、三岐鉄道、三重

県との間で締結された仮覚書で、沿線市町が１０年間運営資金を確保し、１１年目

以降は三岐鉄道が責任を持って運行するということで確認されていると認識してお

ります。既に沿線市町が支援する期間の半分の５年間が経過しました。昨年度は平

成２４年度までの需用予測調査も実施され、当初計画よりも３０万人少ない、約２

７０万人の利用者となることが報告されております。一概に利用者数のみで正否を

問うことは危険であるかもわかりませんが、この減少した数値で果たして存続が可

能かどうか、仮覚書どおりいくのかどうか、事業者側からの現時点での考え方、あ

るいは事業予測といったものの報告とあわせて、行政としての見解をお伺いいたし

ます。 

 また、年間収入も平成１４年度までの近鉄が運行していた時代には２億２，００

０万円であったものが、運賃値上げなどもあり、現在、３億４，０００万円に迫ろ

うとしております。そこで、企業としての損益分岐点がわかればご答弁をいただき

たいと思います。 

 次に冒頭にも述べましたが、利用者は徐々に増加しておりますが、その要因とし

ては、東員駅や穴太駅の駐車場が、パーク＆ライドとしての利用が浸透してきたこ

とが大きいと考えておりました。しかし東員駅利用者数が開設当初より減少し、い

まや星川駅の方が多くなったと伺っております。そこでお尋ねいたしますが、東員

町内２駅の年間駐車場利用者の推移と過去３年間の利用者の増加原因は何であった



のか。また、北勢線全線で実施されました過去のリニューアル工事の総括と今後の

ハード対策について、お聞かせを願いたいと思います。 

 そして、この鉄道の位置づけは、一般的に地方鉄道においてよく言われる生活路

線か観光路線かということでありますが、この鉄道は生活路線であると私は思って

おりますが、そう考えると、定期券利用者をふやすことが年間利用者数の増加につ

ながり、増収になると思います。 

 そこで、行政としても住民に対するポスティングや町外から通勤する役場職員の

利用など、身近なところから行動することも大切だと考えます。また、小中学生な

どの課外体験学習での鉄道利用などが考えられますが、教育委員会を含め、行政側

の見解を求めます。 

 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）   おはようございます。 

ただいま、木村議員から北勢線に関し、何点かのご質問をいただきましたので、

お答えを申し上げます。 

 まず、北勢線の存続についてのお尋ねでございますが、ご承知のように、近畿日

本鉄道から北勢線の廃止表明があり、議会の皆様をはじめ、住民の皆様のご理解と

ご尽力をいただき、平成１５年度から三岐鉄道が事業を引き継ぎ、５年が経過をい

たしました。 

 現在、長期的視野に立って北勢線のリニューアル工事が進められており、北勢線

が今後も存続できることを目指しております。その結果、乗車人員、営業収入とも

に増加しており、この基調を確実なものとするために効果的なリニューアル工事、

ダイヤ改正、営業活動などを実施し、さらに乗車人員、営業収入の上積みを図るこ

とが求められております。 

 北勢線存続については、近畿日本鉄道から譲り受ける鉄道用地の取得費と１０年

間の運営資金を沿線市町が財政負担をしており、将来的にも三岐鉄道が民間鉄道事

業者として責任をもって自立運営し、公的資金投入という観点からも｢社会的責任を

負う｣という厳しい姿勢で取り組まなければならない必要があると考えるところで

ございます。 

次に、損益についてでございますが、三岐鉄道によりますと、三岐鉄道が近畿日

本鉄道からの事業譲渡時に策定したリニューアル計画では年間乗車人員、３２０万

人を損益分岐点と想定をしております。 

昨年度の年間輸送人員は２１９万７，０００人で、その割合は通勤定期が２６％、

通学定期が４０％、定期外旅客が３４％となっており、当初予測に比べまして輸送

人員総数は下回るものの、採算性の面では定期外旅客が予想より上回っており、当

初予測に対する輸送人員総数比率は８２％、営業収入の比率は９１％となっており



ますが、リニューアル投資に伴う減価償却などもあり、経常損益の見通しにつきま

しては、しばらくは赤字が避けられないと思われます。 

損益分岐点の年間乗車人員が３２０万人となる見通しは、これまでの実績から平

成２７年前後ではないかと予測されるところでございます。 

次に、駐車場利用者についてでございますが、北勢線各駅に無料駐車場が整備さ

れたことが利用される方に周知され、東員駅（８０台）、穴太駅（５７台）の駐車場

利用者も増加し、両駅ともほぼ満車状態となっております。 

増加の原因の一つとして、桑名駅周辺の有料駐車場が区画整理事業の進展に伴い

減少し、これまで車で桑名駅まで出ていた通勤者が、北勢線を利用されて桑名駅へ

出られるのではないかと考えております。 

また、東員駅と穴太駅は旧員弁街道からやや離れた位置にあることから、阿下喜

方面からの車での利用が比較的多い大泉、星川駅に比べて、東員駅、穴太駅の駐車

場は比較的駅に近い方が利用されていると思われます。 

次にリニューアル工事についてでございますが、三岐鉄道による北勢線の運行開

始直後から、直ちにリニューアル工事が始まりまして、平成１６年度に大泉駅、東

員駅、星川駅の開業のほか、各駅において、パーク＆ライド・キス＆ライド設備の

整備がなされました。 

これによりまして、平成１６年度には過去最低の１９２万人まで落ち込んだ年間

乗車人員は、その後、回復の一途に至っております。特に最近では、乗車人員につ

いて、当初のリニューアル計画策定時に予想されていた年間２．５パーセントの伸

びを上回る４～５％の伸びを記録しております。また、駅の自動改札の整備により

利便性の向上が図られる一方、劣悪であった軌道関係や変電設備、信号機器等の基

幹設備についても整備が図られ、今年度の工事は蓮花寺駅移転新築、車輌の冷房化、

北大社変電所の増強、藤川橋梁改修などが予定をされており、予定されているリニ

ューアル工事は 今年度でほぼ終えるのではないかと思われますが、リニューアル

工事で計画されながら、いまだに実現されていない西桑名駅のＪＲ・近鉄桑名駅へ

の乗り入れについて早期完了が望まれているところでございます。 

北勢線の利用促進につきましては、大社祭とタイアップした北勢線の利用促進啓

発活動や東員駅・穴太駅周辺の北勢線沿線探索マップの各駅配置、東員コスモスウ

ォーク等が開催をされております。また、いなべ市、桑名市においても同様のイベ

ントが開催され、２市１町が活性化や利用促進に取り組んでおります。今後も行事

や施設利用とのタイアップや啓発活動を行い、利用促進を図ってまいりたいと考え

ております。よろしくお願いを申し上げます。 

○議長（門脇 助雄君）      木村宗朝君。 



○７番（木村 宗朝君）   何点かについてご答弁をいただきましたけど、１点

だけ、桑名駅の乗り入れがなかなか進まない、こういうことでございますが、これ

が北勢線の利用促進が進まない要因かなと思ってますので、進まない原因というか、

あるいはどこまで進んでおるのか、この辺はどうでしょうか。 

○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。 

 桑名駅乗り入れにつきましては、桑名市の工事になっております。進まない理由

というのは、現在、ＪＲというんですか、民間になったということで、いろいろ用

地交渉の面等がなかなかスムーズにいかない。用地も買収等をせんならんというよ

うなことで、なかなか思うように進まないということを聞かされております。あく

までもこれは桑名市の事業でございますので、三岐鉄道とか他の市町の事業ではご

ざいませんので、我々としては桑名市に早期に完了していただくようにお願いをし

ておる状況でございます。 

 以上でございます。 

○議長（門脇 助雄君）      木村宗朝君。 

○７番（木村 宗朝君）   ぜひとも桑名市に強力に要請をしていただいて、一

日も早く乗り入れをしていただくようにお願いをしたいと思います。 

 私がこの質問をした理由となる一番危惧するところは、ＲＤＦ処理料のようなこ

とにならないかと。今年も今年度予算に１億２，５００何万円計上されております

けれども、この１０年間は沿線市町で、この金額で面倒をみましょうということで

しょうが、１１年目以降はゼロでいけるという確約が、覚書の中にきちっとあって、

もう１１年目以降は、１億円何がしというのは東員町から出さなくてもいいと。こ

ういうことがきちっと決まっておればいいんでしょうけど。ただ１１年目以降、や

っぱりあきませんでしたわといって、そういうことになるとあきませんので、この

辺の状況というのはどうでしょうか。ＲＤＦがゼロと言っておったのが、３千幾ら

になり、５千幾らになり、今度９千幾らになるというような話にならないかどうか、

この辺についてお伺いをしたいと思います。 

○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。 



 基本的にそのような状況には、私としてはならないだろうと。２市１町で５０数

億円のお金を出す、それから近代化とかいろいろな関係で国の事業が３０数億円の

お金、合計して８０数億円のお金が１０年間につぎ込まれるわけですね。そんな状

況でございますので、当然、国のお金も入ってきておりますので、１０年たったか

ら赤字だから直ちにもうやめるというような状況に私はならないと。やはり民間企

業として、きちっと存続をしていただける、そう思っておりますし、私どももその

ような考えは、絶えず三岐鉄道にはお願いしておりますので、私は永久に存続をし

ていただける、そう思っております。 

○議長（門脇 助雄君）      木村宗朝君。 

○７番（木村 宗朝君）   北勢線を継続していくためには、まだまだ厳しい状

況にあると思いますので、行政に頼らない鉄道事業者の企業努力を一層促進してい

ただくことと、住民のさらなる利用推進を官民一体となって考えていくことが重要

であるというふうに思っておりますので、鉄道事業者への厳しい指導とソフト面で

の行政手腕に大いに期待をしたいと思いますので、今後もよろしくお願いをしたい

と思います。 

 次の質問にいきます。 

 ２問目は体育振興についてでありますけれども、体育振興事業と体育施設の管理

運営についてということで質問をいたします。 

２年前の一般質問で行財政改革や民間活力の導入など、あらゆる分野において改

革が進んでおり、スポーツの分野も発想を切りかえ、仕組みそのものを新たな視点

で見直したらどうか。総合型地域スポーツクラブの設立準備と並行して、体育振興

事業と体育施設の管理運営を、現在までのやり方を変えることによるメリットを考

え、経費の削減につなげられないか。当町が進めてきたスポーツ振興事業の事務局、

そして町の体育施設の運営を、行政から民間主導のクラブなどへ任せるといった考

えはないかといった趣旨のことを質問いたしました。 

 その時の答弁では、スポーツクラブ設立後に、このスポーツクラブに本町のスポ

ーツ振興を担っていただきたいと考えている、管理運営も住民ニーズに合った形で

行っていただきたいと考えているとの答弁でありました。 

 そこで、２つの質問をいたします。 



 プレではありますが、現在、何人かが事務局としてクラブ運営を推進してもらっ

ているとお聞きしておりますが、この時期に他のスポーツ振興団体の事務も含め、

民間で推進してもらったらどうかと考えます。２年前の答弁どおり、そのような考

えであるのかどうかをお聞かせいただきたいと思います。 

 ２点目でありますが、現在の町職員の人件費を、仮に自給８５０円のパート職員

で行ったとすると何人雇うことができるか。あるいは人件費として幾ら削減するこ

とができるかを、お答えいただきたいと思います。 

 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）   体育振興に関する２点目のご質問にお答えをいたしま

す。 

 まず１点目の、体育振興の事務局と施設の管理運営を民間で推進する考えについ

てでございますが、昨年６月から活動いただいております「総合型地域スポーツク

ラブ設立準備委員会」でのプレ事業も本年で２年目に入っております。この２年間

のプレ事業を通して町民の皆様のニーズを十分に把握して、２１年３月のクラブ設

立に向けて、会長をはじめ、各委員の皆様に準備いただいているところでございま

す。 

スポーツクラブ設立後は、一昨年６月の議会でご答弁申し上げましたように、本

町のスポーツ振興はもちろん、施設の管理運営につきましても、住民のニーズに合

った形で推進、管理いただければと考えております。 

 「総合型地域スポーツクラブ」は、会員の会費により自主運営するのが原則であ

りますが、他市町の事例を見てみましても、運営にはかなり苦労をされているよう

であります。私といたしましても、できる限りのご支援はさせていただきますので、

設立後の運営状況を見ながら判断をしていきたいと考えております。 

 次に２点目のご質問でございますが、職員の平均給与につきましては、共済費も

含めますと約７３０万円になりますので、時給８５０円のパートの方が１日８時間、

年間２４０日勤務で試算をいたしますと、４．５人分となります。職員定数につき

ましては、「集中改革プラン」でも掲げておりますように、事務事業にあわせて適

正な職員数の確保に取り組んでおりまして、本年３月には「東員町定員適正化計画」

を策定いたしました。今後も厳しさを増す財政状況の中で、社会環境の変化に適切



に対応していく必要があり、「公務員でなければ対応できない分野」と「町民の皆

さんと協働できる分野」を考慮しながら、職員の適正配置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いたします。 

○議長（門脇 助雄君）      木村宗朝君。 

○７番（木村 宗朝君）   確認でありますけれども、今の答弁で、体育振興は

公務員でなくても民間でできると、こういう分野であるという町長の考えでよろし

いでしょうか。 

○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。 

 体育振興の関係、全部民間でいいということではないと思います。その辺は今後、

職員がする部分と民間にお願いをする部分、きちっと整理をさせていただきます。 

○議長（門脇 助雄君）      木村宗朝君。 

○７番（木村 宗朝君）   今後整理していただくということですけども、大体

でいいので、ここだけは公務員としてやらなければならないというようなところが

ありましたら、お答えをいただきたいと思います。 

○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。 

 基本的には行財政改革の実施計画の中にもうたってありますように、体育施設の

管理運営の面を民間の皆さんにお願いできたらなと思っております。 

○議長（門脇 助雄君）      木村宗朝君。 

○７番（木村 宗朝君）   もちろん公務員の方にやっていただけるような余裕

があれば、その方がいいんでしょうけども、今の人件費を考えると、４．５人ほど

の人がパートとして雇えるということでございますので、これは一つの改革であろ

うというふうに思います。 

 例えば防犯灯の電気代が町で持つのか自治会で持つのか、これが本当に改革かど

うかというと、町にとっては自治会で持ってもらった方が、改革というか、歳出の



削減にはなるでしょうけど、自治会としては歳出がふえるということですので、ど

ちらが持つかだけのことでありますが、今言っておるのは１人の職員の人件費が４．

５人に当たるとすると、１人削減して４．５人雇えるということですので、例えば

３人だとすると２，１９０万円、約２，２００万円ほどということになります。１

人分を４．５人雇ってするということですので、これが本当の改革ではないかとい

うふうに思います。その人を削減して、ほかへ、忙しいところに、あるいは残業時

間が多いところに持っていくとか、あるいは福祉の新しい分野に、そういう人を置

くとかいうようなことでありますので、例えば今、１８７人の職員、仮に２００人

とすると、３人減らすとすると１９７人になるということだけではなくて、その分

の仕事量も減るということですので、仕事がふえて人が減るということではありま

せんので、本当のこれが改革につながるのではないかというふうに思いますので、

ぜひ推進をしていただきたいということと、総合型ができた時点でやろうとしたと

ころで、それから２年、３年かかってしまうということだと思うんです。できれば

今からそのような形にできないかなというふうに思うんですけど。 

 例で言うと、いなべ市が既に４年前からこの形をつくっておりまして、既に４年

目に入るんですけど、事務局長が１人、今年からまた事務局長がかわりましたけど、

町の職員を退職された方が事務局長になられましたけれども、その方と女性の事務

局員の方が２名、合わせて３名で体育協会の事務局とスポーツ少年団の事務局を、

いなべ市の体育館でやっているということでございまして、もちろんその中には、

時給８５０円とか、そういう金額だけのことではなくて、通勤手当も期末手当も年

休もきちっとされてましたですけれども、もちろん合併したいなべ市もやらなけれ

ばなりませんが、合併できなかった東員町こそ、そういう改革をどんどんやるべき

だというふうに思ってますが、町長の考えはどうでしょうか。 

○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。 

 基本的には、いろいろと教育委員会の中で検討をさせていただいております。今、

いなべ市のことも出ました。決していなべ市がスムーズにうまくいっておるという

ことではなく、そこらもいろいろのお話も聞かさせていただいております。いなべ

市はいなべ市でございますので、東員町は東員町として何がベターか、その辺もい

ろいろと検討をさせていただきます。どうぞご支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）      木村宗朝君。 



○７番（木村 宗朝君）   ぜひともそういうことで推進をしていただきたいん

ですけど、一つはだれがそれをきちっとやっていくのかということを決めてやらな

いと、だれかがやるだろうということは、結局はだれもやらないということになり

ますので、うやむやになってしまいますので、その方向に向かって、だれが、いつ

までにそのようにやっていくのかということを決めてやっていただきたいと思いま

すので、ぜひ検討をしていただきたいと思います。 

 終わります。 

 


