
○議長（山口 一成君）   ８番、藤田興一君。 

○８番（藤田 興一君）   私からは３点について、質問させていただきます。 

 まず１点目でございます。東員町の将来人口ということに関して、質問をさせていただき

ます。 

 東員町の総合計画策定のために、将来人口と予測及び目標設定報告書が過日、提出

をされました。それによりますと、平成２年から５年ごとの人口推移は、平成２年度におき

ましては２万５，４４７人、平成７年度におきましては２万６，２３５人、そして平成１２年には

２万６，３０５人、平成１７年には２万５，８９７人という東員町の人口推移を示してきたわけ

でございます。 

 これを過日いただきました報告書によりますと、コーホート法という難しい言葉の分析法

で、人口の予測をしてございます。それを平成２年から平成１７年度の４回の国勢調査に

基づく総人口の予測、これをコーホート法Ａパターンというそうですが、平成１２年と平成１

７年の２回の国勢調査に基づく総人口の予測、これをＢパターンとしますと、平成１７年及

び平成２７年、平成３２年の長期にわたる予測をした結果、Ａパターンにおきましては平成

１７年における人口は２万５，８９７人、Ｂパターンも同じでございます。それから１０年後の

平成２７年度におきましては、Ａパターンという方法では２万６，１９８人、Ｂパターンでは２

万４，８６５人、そして平成２７年から５年を足しました平成３２年度におきましては、Ａパタ

ーン法では２万５，７４２人、Ｂパターンでは２万３，８４０人という結果が出ております。以

上の推移と予測から、今回提出されました東員町の総人口の将来指標値をＡパターンと

いう方法で指標した結果、平成１７年は既に終わりました。これは２万５，８９７人、平成２７

年度には、先ほど説明しましたように２万６，２００人、平成３２年には２万５，７５０人にな

る案が報告されたのは事実でございます。 

 そこで、通告にございます３点について、町長に質問をいたします。 

 東員町の総合計画策定のための将来人口は、先ほど言いましたような結果になったわ

けでございますが、将来人口について、３点についての質問をさせていただきます。 

 第４次総合計画の基本構想の中には、平成２２年度の３万人を目標とすることが書かれ

ております。そして、そういう見直しを３年ごとのローリング方式にて検討するということを

計画書には記載がしてあります。今この場になって、平成２７年、平成３２年には３万人ど

ころか、２万６，０００人、平成３２年には２万５，０００人と、３万人にはほど遠い数値と感じ

られます。過日の６月の定例会には、そういうローリング方式をやったかという問いに対し



まして、行政の方からはやりましたと。にもかかわらずこういう結果が出たということに関し

て、私はローリング方式に関して異議を申す次第でございます。 

 そこで１問目でございますが、果たしてこの３年ごとのローリング方式で人口増減の見直

しをされたのか、これをまず一つとしてお聞きしたい。 

 ２つ目に、今回の提出されました報告書にあります平成３２年、ということは第５次総合

計画の最後に当たるかと思いますが、先ほど言いましたように２万５，７５０人弱という結

果が出ております。今後のこの数値に関して、行財政の反応といいますか、影響をどのよ

うにとらえていくのか。また、第５次総合計画の要件とあわせてのご説明を願いたい。 

 ３つ目に、先ほどから同僚議員並びに行政からの答弁もございましたが、人口増を図る

ために、定住促進奨励金制度や空き家・空き地情報バンク制度等を導入されました。その

成果は３万人という目標に対して成果があったのか。 

 この３点について、町長のご答弁を願いたいと思います。 

よろしくお願い申し上げます。 

○議長（山口 一成君）   佐藤均町長。 

○町長（佐藤 均君）   藤田議員の、将来人口についてのご質問にお答えをいたしま

す。 

第４次総合計画の基本構想にある将来人口は、平成１３年度から平成２２年度までの１

０年間の計画で３万人を目標としてまいりました。 

定住促進のための施策や子育て、福祉施策の充実を図り、特色あるまちづくりを展開

して、人口増加を目指してまいりましたが、その後の社会経済情勢の変化などにより、目

標人口の３万人は困難な状況となっております。 

１点目の計画人口の見直しにつきましては、計画策定時に基本構想の目標期間を１０

年間と定めており、見直しを行うものではありません。実施計画は３年ごとのローリング方

式により、具体的な事業内容や財源等について、毎年見直しを行っているところでござい

ます。 

２点目の、今回の報告書にある平成３２年度の予想人口２万５，７５０人は、基本構想を

策定するための資料として統計的に策定したものであり、第５次総合計画での目標人口

については今後検討していくこととなります。 



この将来人口予測では、大幅な人口の減少は予測されておりませんが、高齢化率は３

０％を超え、担税力のある１５歳から６４歳までの人口、いわゆる生産年齢人口は、５６％

まで落ち込むと予測をしており、将来的には税収が減少し、町の財政は厳しい時代を迎え

ることが予想をされます。 

そのようなことから、現在、皆様の協力のもと、行財政改革を強力に推進して、持続的

な発展のためのまちづくりを進めているところであり、また、第５次総合計画では、策定段

階から住民参画を行い、住民の皆さんと協働してまちづくりを進めるための計画にしたい

と考えております。 

３点目の定住促進奨励金制度、空き家・空き地情報バンク制度についてでございます

が、定住促進奨励制度は平成１８年度から開始し、昨年度までの３年間で２９０件の申請

をいただきました。うち、町外からの転入は１４７世帯で５０４名であります。また、町内の

転居が１４３件でございました。この町内の転居につきましても、全部ではありませんけど、

少々は町内に引き止めたと評価をしているところでございます。 

また、この制度を利用いただいた方にアンケート調査を通して東員町で住宅を新築・購

入する要件についてお尋ねいたしましたところ、回答いただきました方の３分の２の方が、

直接の要因にはならなかったとのお答えでございました。 

転入者で申請をいただいた方々の多くは、住宅開発が行われた場所への新築であり、 

土地価格や生活する上での条件が転入の大きな要因ではないかと考えるところでござい

ます。 

笹尾・城山地区においても、住宅建築をしていただく土地もまだまだございます。先ほど

３年間の実証を申し上げましたが、効果として十分であったとは考えておりません。 

奨励制度の内容を検証し、本町へおこしいただく要因となり得る新たな制度を検討させ

ていただきたいと考えております。 

また、空き家・空き地情報バンクの制度でございますが、現在の状況といたしましては、

６月に笹尾・城山地区の空き地所有者３４４名の皆様に本制度のお知らせと登録のご案

内をさせていただいたところでございます。 

購入もしくは借地希望の利用登録は３件、売却の情報登録はありませんが、手続中の

方が１件ございます。残念ながら成立件数はございませんが、今後もＰＲに努めてまいり

ますので、よろしくお願いを申し上げます。 



 以上です。 

○議長（山口 一成君）   藤田興一君。 

○８番（藤田 興一君）   ローリング方式に関しては３万人の見直しはしないと。実施計

画に関しては３年ごとのローリング方式というふうな答弁をいただいたわけでございます

が、やはりこれは答弁としてはおかしい。３万人に関してはローリング方式にしないにして

も、３万人とかいう人口というのは、やはりその増減というのは何に影響するか。当然、税

収、そういうものに影響してくる。それをローリング方式とかいうものに入れて、そして財政

を予測するというのも、一つのテクニックではないかと思ってます。 

そういう意味におきまして、第５次総合計画におきましては、るる町長、今おっしゃられ

ましたが、今申し上げました今回の調査は、ある程度有効的な数値ではないかと思ってま

す。私個人的に申し上げますならば、３万人というのは夢物語ではないかというふうに考

えております。 

 そういう意味におきまして今回の報告書、２万５，７５０人というものは、ある程度正確な

数字ではないかと思ってます。そういうことも踏まえまして、第５次総合計画には、また、

平成２３年度から第５次総合計画が１０年間で実施されるわけでございますが、そういうも

のもローリング方式として入れる予定があるのかないのか、再度、町長のご所見をお聞き

したいと思います。 

○議長（山口 一成君）   佐藤均町長。 

○町長（佐藤 均君）   お答えをさせていただきます。 

 将来人口を何万人にするか、何万何千人になるかわかりませんけど、そういう目標を設

定をして、それに向けて一生懸命やっていくということでございますので、たまたま３万人

はできなかった。それは私どもとしては住宅開発、団地の中にも、たくさんまだ家の建って

ない土地がございますので、その辺を行政として一生懸命、土地も売ってもらわないとだ

めなんですけど、人口増加を図って、３万人に向けてということでございます。当然、第５

次の将来人口、平成３２年度を何人にするかは、これからいろいろな資料とか東員町の

夢等も入れて検討をしていくということでございますので、その人口を３年ごとにローリン

グするということでは、私はないと思いますので、ご理解をいただきたいと思います。 

○議長（山口 一成君）   藤田興一君。 



○８番（藤田 興一君）   今回の目標設定報告書という、今、コーホート法とかいう、私

ども素人にはわからない数値の計算をされております。人口だけではなくして、年齢別に

よる人口の予測結果だとか、いろいろ多岐にわたり計算してあります。 

やはり私は、これはある程度正確に予測できる数値ではないかと思います。こういう検

査をできる手法があるならば、今、町長がおっしゃられた内容は、１０年だから見直しをし

ないのではなくて、こういうしっかりした手法があるならば、やはり利用して、予測としてと

らえるべきではないかと。それを見直ししないとなってくると、ちょっとおかしいのではない

かと。 

後で申し上げますけども、２番目の定住自立圏構想にも関連してくるわけです。だから

私は関連して今言ってますから、その辺を町長の答弁は次の問題でもお考えになってい

ただきたい。再度お聞きしますけど、このデータもある程度利用して、そういう前向きな姿

勢で今後検討する余地があるのかないのか、しつこいとは思いますが、再度答弁をお願

いしたい。 

○議長（山口 一成君）   佐藤均町長。 

○町長（佐藤 均君）   お答えをさせていただきます。 

 東員町総合計画の策定のための目標の設定ですね、これは現在の東員町の人口の動

態というんですか、年齢別に拾われて、このままの状態でいった場合に平成３２年度にな

ったらどうなりますよという統計資料ですね。だから、この中には夢というのが入ってない

のです。自然増というんですか、社会増というものは加味されてないわけですね。だから

我々は将来の総合計画というものは、社会増というんですか、一生懸命これから定住促

進なり、いろいろのことをやって、人口をふやしていく。その夢も加味して将来人口をつくっ

ていくと思うんです。だから、これはあくまで現在の東員町の人口動態で１０年後、平成２

３年から平成３２年まで、ずっといった場合にどうなりますよということをはじかれた数字だ

と思ってますので、ひとつご理解をいただきたいと思います。 

○議長（山口 一成君）   藤田興一君。 

○８番（藤田 興一君）   質問が３点ございますので、このことに関しては長々と質問し

たくございません。 

３つ目に申し上げました定住促進の奨励金の結果と、空き家・空き地の情報バンクに関

して、今、町長からの説明がありました。今回の決算の内容を見ますと、先ほど言いまし



た定住促進事業ですね、平成１８年度には４７件、平成１９年には９９件、平成２０年は１４

４件の計２９０件、そのうち町外が１４７件というのが報告書では出されております。 

確かに先ほども同僚議員の質問に、町長は数値として見ればいい結果ではなかったと。

だけどトータル的には、まだ納得しない数値ということはありますので、単純にこれだけふ

えたから人口がふえたなというふうな感じはしますけども、先ほど申しましたように、やは

り予測人口というのは重要視されてきます。 

なぜかといいますと、基本構想という四文字の中に一番最初に上げてあるのが人口数

なのです。基本構想があって、その後、細部構想というのに入っていくわけでございます

から、やはりその基本構想というのは重点的な位置づけとして、これから第５次総合計画

等に取り組んでいただきたいということを切にお願い申し上げます。 

 それから最後でございますが、空き家・空き地情報バンクに関しては、６月に、特に笹

尾・城山地区が空いているということは、在来地から比べますと多いのは事実でございま

す。その中で３４４人ということでは、３４４件だと思いますが、そこにお知らせしたというこ

とでございますが、勉強不足で申しわけございませんが、インターネットで調べて何か出

てますか。総務部長、町長への質問から変えて、空き家・空き地バンク、総務部の担当で

すかね。土木部ですか。では建設部長、すみません、この内容、どういうところで調べれ

ばわかりますか。その辺、ご答弁願えますか。 

○議長（山口 一成君）   水谷史郎建設部長。 

○建設部長（水谷 史郎君）   インターネット、ホームページにおいて、この情報につい

てはまだ掲載をしておりません。ただ、３４４件につきましては、税等のデータ、それから昨

年にも笹尾・城山地区の空き地を歩きまして実証をした経緯もございます。そういったもの

もデータの中、３４４件の方に、この情報のご案内と登録のお願いを申し上げたということ

でございますので、ホームページには、また検討して、違った形で空き家・空き地に関連し

て考えたいと思いますので、お願い申し上げたいと思います。 

○議長（山口 一成君）   藤田興一君。 

○８番（藤田 興一君）   その辺も情報として提供を前向きに考えていただきたいという

ことをお願い申し上げまして、１つ目の将来人口についての質問は終わらせていただきま

す。 

 次の２点目でございます。 



 定住自立圏構想、きょうも傍聴の方が多数いらしておられます。こういう定住自立圏構

想というのは、我々もそんなに勉強はしていませんし、当然、住民の方にも何だろうなとい

う、非常に耳慣れない、聞き慣れない言葉だというふうに思っております。 

 そういう中におきまして、私は今回これを上げたのは、今からの質問の内容にあらわれ

てくるかと思いますけれども、私自身も１００パーセント、これがどういうものかというもの

は承知しておりませんから、その質問の内容によっては、ご迷惑をかけるかと思いますが、

その辺はご容赦願いたいということで、定住自立圏構想についての質問をさせていただき

ます。 

 昨年の１２月２６日に総務省から定住自立圏構想についての基本的な考えをとりまとめ

た定住自立圏構想推進要綱なるものが作成されて、全国の自治体や趣旨周知の通達が

あったのは、皆様方は当然ご認識だと思います。 

 定住自立圏構想とは、平成１７年から平成４７年までの３０年間に、今、皆様方がおっし

ゃいます少子化、この年少人口が約７０７万人減少する。そして高齢者人口は１，１４９万

人も増加するという急速な少子化・高齢化の進行に対して、地方圏において安心して暮ら

せる地域を各地に形成し、地方圏から３大都市圏への人口流出をくい止めるとともに、定

住自立圏は中心市とその周辺市町村がみずからの意思で一対一の協定を締結し、圏域

ごとに集約とネットワークの考え方に基づき、中心市において圏域全体の暮らしに必要な

都市機能を集約的に整備するとともに、周辺市町村において必要な生活機能を確保し、

農林水産業の振興や豊かな自然環境の保全を図るなど、互いに連携協力することにより、

圏域全体の活性化を図ることを目的として作成されました。 

 これだけの長い文章で果たしてわかるでしょうか。私自身もわかりません。これを要約し

て言うならば、定住自立圏とは、今既にある、ある程度の都市機能を持つ中心市、例えば

この辺ではいなべ市と四日市市を指すそうです。そして生活面や経済面でこういう中心市

とかかわりが深い周辺市町村、例えば東員町、その他、町がございますが、みずからの

意思でお互いが一対一の協定を締結をし、積み重ねる結果として形成される圏域と、また

これも難しい言葉です。 

取りようによっては合併ではないかという言葉が出ようかと思いますが、取りようによっ

てはそうなるかもしれませんけど、目的からいくと違うと。先ほど私が一問目で説明しまし

たように、目的は少子高齢化の急激な進行、それを防ぐために人口の流れをとめる。要

するに人口をふやす。これ以上人口を減らさない。それを地域の、例えばいなべ市ならい

なべ市を中心として、そこをメインとして圏域をつくって、医療とか情報とか、いろいろなも

のを加味しながら組んでいくという圏域構想でございます。 



 こういう内容で、先般、８月２１日でしたか、我々東員町の全員協議会におきまして、担

当部署から４～５ページにわたるわずかな資料にて、定住自立圏構想は何たるものだと

いうことも説明を受けました。そこで、いなべ市が中心市となる可能性があるというふうな

説明がございました。 

だけど、私その日、いなべ市のある議員に電話しましたところ、これが８月２１日ですが、

「いなべ市で定住自立圏で宣言書を出されるということですけども、知ってますか」と言っ

たら、「定住自立圏構想って何だ」と、全く理解しかねる言葉がありました。 

それから２７日にいなべ市で全員協議会があったそうです。その中で初めて定住自立

圏構想の説明がございました。その後の詳しいことは一問一答の中で説明させていただ

きますけども、定住自立圏構想の定住自立圏形成協定を目指すために、いなべ市を中心

とした提案が示されました。 

しかし、我々のみならず、先ほども申しましたように、町民においても、この定住自立圏

なるものの知識が現段階では十分ではございません。そこで、いなべ市の取り組みにつ

いての現状や、東員町における議会、そして住民への理解を深めるために、まだまだ時

間的な余裕が必要かと思われます。 

 そこで、今申し上げました定住自立圏構想について、本来なら町長にご質問申し上げる

ところでございますが、たまには副町長にも、その知識をお伺いしようと思いまして、副町

長にご答弁を願いたいと思いますので、適切なる答弁をよろしくお願い申し上げます。 

○議長（山口 一成君）   安藤修平副町長。 

○副町長（安藤 修平君）   藤田議員の、定住自立圏構想についてのご質問にお答え

をさせていただきます。 

基本的には藤田議員から定住自立圏につきましては、るる質問の中で述べていただき

ました。基本的にはそのとおりでございまして、これからの少子高齢化に向かうところで、

こういう政策が出てきたということでございます。 

事の発端は、先ほども藤田議員が触れられましたけども、福田内閣の時の増田総務省

が提唱されたといいますか、中心になって提唱され、麻生内閣に引き継がれて、今回のよ

うな具体的なことになってきております。 



大まかな目標といいますか、目的も都市圏からの人口の流出、地方圏から都市部への

流入を何とかとめたいということで、とめなければいかんということで、こういう発想といい

ますか、考えが出てきたものと考えております。 

重なる部分もございますけども、我が国は少子化・高齢化が進行して、総人口が急速

に減少することが見込まれております。これはもう皆さん、ご理解をいただいておるところ

でございまして、こういう中で地方の将来というのは非常に厳しい状況になることが予想さ

れております。 

このような状況の中で、先ほど申し上げました定住自立圏構想というのが出てまいりま

して、中心市というのがございまして、これは条件がございますけども、この周辺では、先

ほど藤田議員が触れられましたように、いなべ市、四日市市というのが中心市でございま

す。その周辺市町村が、あくまでも自主的な協定でございますけども、生活に必要な機能

連携を図って圏域を構築することを目的とした、定住自立圏構想が施行されております。 

本町といなべ市につきましては、旧員弁郡として、従前から機能連携がなされておりま

して、現在も介護認定審査、あるいは障害者給付認定審査、員弁郡・いなべ市教育研究

会、員弁連合消防団等々強い結びつきがございます。また、その他にも医師会、農協等

におきましても、旧員弁郡として連携がなされているところでございます。 

このような中で今回、いなべ市より、現在、連携がされている事業を中心に、さらなる機

能強化を図って、生活に必要な諸機能を確保して魅力あふれる地域を形成することを目

的に、定住自立圏構築の申し出がございました。 

いなべ市におきましては、９月１日に中心市宣言がなされたところでございます。いなべ

市におきまして、中心市宣言がなされましたので、圏域としての連携項目の内容を両市町

におきまして協議を行い、定住自立圏形成協定書を作成させていただくこととなります。本

協定が議会の議決も必要としますことから、素案ができた段階で、皆様には、ご審議いた

だくための説明の機会を持たせていただくことにいたしております。 

なお、この定住自立圏構想は、市町村合併を誘導するようなものではございません。議

員の質問の中にもありましたように、そういうものではございませんので。総務省としては

市町村合併は一応一段落したという見方をしております。 

合併につきましても強制ではございませんので、今後果たして進むのかどうかというの

も、まだ不透明な部分がある。既に合併をされたところでも、本当にそこの住民の生活圏

域に適応した合併が行われたかどうかというのも、なかなか難しいところがあるという見

方もしておりまして、こういう構想で、あくまでも地域の住民の生活圏域内での機能強化と



いいますか、都市としての機能強化を図っていこうと。簡単に言えば便利にしておこうとい

うことで、そこに住みついていただけるような方向に持っていこうというのは、この構想の

考え方と私は理解をしております。 

いなべ市でございますけども、旧員弁郡として、本町とは強い結びつきがございますの

で、合併云々ではなく、両市町が互いに知恵を出しまして、連携・協力を図って、旧員弁郡

自立圏の活性化を目的といたしております。 

また、協定書が議会での議決をいただき、締結することができましたら、ビジョンの作成

を行うこととなりますが、ビジョン作成に当たりましても皆様のご意見をいただくこととなっ

ております。住民参加につきましても、ビジョンの作成において考えられておりますので、

よろしくご理解のほどをお願いをいたします。 

○議長（山口 一成君）   藤田興一君。 

○８番（藤田 興一君）   この少ない時間で定住自立圏構想とは何ぞやというものの、

お互いの意見はここではやめますが、私が抱えています不安とそれから現在の進捗を副

町長にお教え願いたいと思います。 

 たった今、副町長がるる述べられました中に、定住自立圏構想までの構想という形で、

まず一番目に上げられるのが、先ほど言いましたように中心市を決定する。中心市が手

を挙げる。その次に中心市が宣言を行う。そして定住自立圏形成協定までに、議会の議

決が必要である。その後に、最終的には定住自立圏共生ビジョンというものが策定される

わけです。これが一つのフォローとなっております。 

 そこでお聞きしたいわけでございますが、我々には８月２１日にそういう説明がございま

した。ところが、先ほど私も申し上げましたけども、いなべ市の市会議員といろいろ話して

きた結果、ちょっと、いなべ市議員も解せない面があるということで、実際情報が入ったの

は２７日だということで、その後すぐに９月１日に、いなべ市が中心市の宣言を行いまし

た。 

そして９月２日に中日新聞に載りました。そのタイトルが「いなべ市が宣言書、県内初と

して東員町との協定視野」まさかここまでいっているとは、我々も思いません。そして延々

と書かれている中において、４行ほど記事を読まさせていただきます。「いなべ市は東員

町との協定を視野に宣言書を策定、今後、医療や地域交通などの面で、同町、要するに

東員町と連携できる事業を協議し、まとまれば、それぞれの議会決議を経て協定を結ぶ」

という、８月２１日のわずか１時間にも足りない、その説明において、先ほど私も冒頭に申

し上げましたように、我々議員も町民も、これは何ぞやということがわからない中において、



行政同士で、果たしてそんなに先行的に話を進めていかれていいものか。なぜそこまでい

ったのか。その過程について、副町長に説明をしていただきたい。 

○議長（山口 一成君）   安藤修平副町長。 

○副町長（安藤 修平君）   お答えをさせていただきます。 

 定住自立圏構想、正式には平成２１年４月１日、先行市町村については２１年１月１日に

本格的に運用が開始していますというか、施行されたということでございます。 

 それと、先般、まず皆さんにご説明をさせていただきましたのは、定住自立圏構想という

のもございますけども、それに付随して平成２１年度の国の補正予算におきまして、定住

自立圏等民間投資促進交付金という制度がございます。これはあくまでも平成２１年度の

補正でございまして、これも期間がございます。それも含めてご説明をさせていただきまし

た。 

 まず、何かのきっかけといいますか、別に特段隠していたというか、そういうことでもござ

いませんし、私どもの方から中心市の方へどうでしょうかということも、話をすればいいの

かわかりませんけども、そういう行動もとっておりませんでしたので、こういう状況になって

います。現在の状況でございます。 

 いなべ市の議会の認識とかというのは、私も存じ上げませんので、その辺はご理解をい

ただきたいと思いますけども。まだまだこれから特別これが何年間の期間のうちにとか、

そういうものではございませんので、これからいろいろ皆様にご検討をいただく時間もござ

いますので、そのようにこちらもこれから対応させていただきますので、ご理解をいただき

たいと思います。 

 先ほども少し触れさせていただいたんですけども、協定でございますけども、これは確か

に議会の議決が必要となっておりますので、協定につきましては具体的な連携を図ってい

くことを想定したものでございまして、皆様にもご理解を求めていくことになっております。 

 その次に定住自立圏共生ビジョンというのを作成することになっておりますけども、これ

も段階を経てやっていくわけでございまして、役割分担といいますか、事業を進めていくス

ケジュールを決めていくわけでございますけども、基本的にはそれぞれの関係市町の意

向を踏まえ、これも中心市が作成するわけでございますけども、これにつきましては圏域

共生ビジョン懇談会というのを設けることとなっております。その中で検討を経て、原案を

作成することになっております。 



 これも中心市が単独でやるわけでございませんので、それぞれ意見を言う機会等も持っ

て進めてまいりますので、ご理解を賜りたいと思います。 

○議長（山口 一成君）   藤田興一君。 

○８番（藤田 興一君）   今のご理解を賜りますということですが、私はご理解を賜れま

せんもので、ちょっとしつこく質問させていただきますが、私が解せないのは、８月２１日の

ほんのわずかな５ページの中において、ここまで早くいなべ市が宣言したということの中

において、新聞の中にありますように、東員町との協定を視野というふうに断言的な言葉

で言っている。それが非常に解せないということでございます。 

 それから先ほど副町長がおっしゃられましたように、補助といいますか、財政措置がどう

いうふうにとり行われたかといいますと、平成２１年度の事業の中に６つぐらいの事業の

中身がございます。そして、定住自立圏構想を組むことによって、中心市には４，０００万

円、これは面積とか人口でふえたり減ったりすると思います。それと例えばいなべ市が今

度中心市宣言をしましたね。例えばいなべ市と東員町が組んだ場合には、東員町が１，０

００万円という補助措置がされるということであります。だけどこの１，０００万円、果たして

これだけの大きな事業をやる時に１，０００万円で足りるだろうか。当然、職員も１人か２人、

つかなくてはならない。そういうことで果たして１，０００万円という数値に惑わされて、こう

いうものを組んでいいだろうかという懸念もあるわけでございます。 

 その辺はどういうふうにお考えですか。今わかっているのは、先ほど言いましたように中

心市が４，０００万円、ほかの市町においては１，０００万円。それとまだまだあるのですね。

外部人材の活用、当然これでできなかったら外部からの応援をかけるときに、そこに７００

万円のお金が上限として出ますよとか、いっぱいあるわけですよ。 

これを今ここで、我々討論しても何ですけども、副町長、どうでしょうか。我々にも勉強

する日にちが欲しい。当然行政の方も１００パーセント認識をされてないと思います。まし

てや住民に関しては初耳。やはり住民にも情報を流すには期間が必要である。そういうこ

とから考えますと、副町長、いなべ市はここまで新聞にでかでかと書いた以上、協定時期

というのをいつごろというふうに予測されていますか。 

その前にお聞きしますが、担当しているのはどこの課ですか。そして既にいなべ市と協

定に向けての協議はずっとなされているのですか。その２点について、副町長、もし副町

長が答弁できなかったら担当課長の説明を願いたい。 

○議長（山口 一成君）   安藤修平副町長。 



○副町長（安藤 修平君）   お答えをさせていただきます。 

 財政支援といいますか、それにつきましては今、議員が申されましたように、特別交付

税云々だけではございませんで、いろんな事業に応じてそれぞれ支援がいただける制度

がございます。その事業に応じて、それぞれの出てくる省庁も違うわけでございますけど

も、事業によって変わってまいりますので、１，０００万円、４，０００万円ということで終わる

わけではございませんので、ご理解をいただきたいと思います。 

 それと、まず中心市宣言というのは、中心市がやることになっておりますので、これにつ

いては相談とか、そういうことにはつながらないというふうに考えております。条件的に合

ったところが中心市の宣言をして県に届ける、県から国の方に届けるという制度でござい

ますので、どこどこを想定してということは、それぞれの中心市が想定するわけですので、

圏域をつくっていきたいということを想定してやられるわけですけども、宣言はあくまでも

中心市がやることになっておりますので、その辺はご理解いただきたいと思います。 

それと、協定は現在のところ、できれば１２月に結ばせていただきたいということは聞い

ております。この事業といいますか、政策の担当は政策情報課で担当いたしております。 

○議長（山口 一成君）   藤田興一君。 

○８番（藤田 興一君）   多分、協定時期は１２月というのは最初から想定できておりま

す。なぜかといいますと、もう既に全国で先行実施団体というのが３０近くあるわけですね。

これはもうこの４月かそこらに、総務省に提出して認定をもらっておるわけでございます。

９月ですから１２月でいいかなという面もありますけども、１２月には裏があるというふうに

思っております。それはここで述べませんけども。 

 そこでこれと関連してお聞きしたいのは、先ほど副町長がおっしゃられた、いなべ市が宣

言書をどう書こうと、それは関係ないとおっしゃられてますけども、皆さん方、この宣言書

をいなべ市がどういう形で出されたかというのを、多分お読みになったと思います。これを

先ほど言いました先行実施団体の宣言書と見ますと、非常にかけ離れた文書でございま

す。 

 例えば合併云々なんていうことは一切書いていません。この定住自立圏構想において

は。今回出されたいなべ市の中心市宣言というのは非常に幼稚であり、要点をつかんで

いない。こういうところと果たして組んでいいのかという疑惑もわきます。 

先行実施団体を一回検討してみてください。いかにいなべ市が出された宣言がお粗末

であるか。合併どうのこうのなんていうことは、ほかのところでは宣言書の中に一切書い



てません。歴史とか、そういうものは書いてありますけど、合併云々というのは関係ないわ

けでございます。その辺も中心市であるいなべ市が書いたことでありますけども、もしそれ

にのっていくならば、やはりこの宣言書というのは素案ぐらいにしてほしかった。何も慌て

てこういうことを書く必要はない。 

 それから宣言書の中に、先ほど言いましたように必ず比較してあるのが、いなべ市と東

員町でございます。ほかの市町は一切書いてない。ということは、新聞にも載りましたよう

に、すべてが東員町をターゲットとした宣言書でもある。だから、ここまで書かれてあると

いうことは、先ほど言いましたように、行政同士の話がかなり進んでいるというふうに思い

ます。だからこそ、これだけの９月１日に宣言をなされたというのは、それまでにはいろん

なやりとりがあったと思います。 

ということは、もう８月２１日に我々に説明があったんですけど、もっとその前からあった

のではないかなというふうに、疑義を感じるわけです。だから１２月というふうに、いなべ市

がそういったお考えか知りませんけども、何も１２月にする必要はない。行政、議員、住民

が納得した上で、いなべ市でよければそれでいいというふうに、もう少し時間的な余裕を

考えていただきたいというふうに思ってますが、１２月というのは避けて通れない期日です

か。副町長、お答え願いたいと思います。 

○議長（山口 一成君）   安藤修平副町長。 

○副町長（安藤 修平君）   お答えを申し上げます。 

 まず中心市宣言でございますけども、合併という言葉は出ておりますけども、それは旧

員弁郡という言い方でいいんですか、５町のうちの北勢、員弁、大安、藤原の４町は合併

し、という表現で合併という言葉を使っております。ですから東員町と合併に向けて云々と

いうのは全くございませんし、定住自立圏構想自体が、そういうことは全く想定しておりま

せんので、それが縁でそういうことになる地方もあるかもわかりませんけども、その辺はご

理解をいただきたいと思います。 

 １２月でございますけども、基本的にはその方向で進みたいと考えておりますので、ご理

解を賜りたいと思います。 

○議長（山口 一成君）   藤田興一君。 

○８番（藤田 興一君）   あと１問ありますので最後の質問ですけど、四日市市がもし中

心市と宣言した場合に、今、東員町は水道の件で提訴されつつあります。四日市が手を

挙げた場合には当然入っていけませんわな。そうなってきますと、もういなべしかないとい



うふうに断言できるのですが、もし四日市市が中心市として手を挙げて東員町にお願いし

ますと来た場合は、どういうふうに行政は対応されますか。それを最後にお答え願いたい。

簡潔にお願いしますね。 

○議長（山口 一成君）   安藤修平副町長。 

○副町長（安藤 修平君）   拒否する理由もございませんし、政策分野といいますか、

同じく連携を組めるものがあれば全くいなべ市と同じ形でいきたいと考えております。 

○議長（山口 一成君）   藤田興一君。 

○８番（藤田 興一君）   やはりお互い勉強して、日にちを要することですから、再度ま

たいろんな形で、議会、住民と協議をしていただきたいというふうに、よろしくお願いしま

す。 

 最後になりましたが、時間がございませんが、これは余りしつこく聞くことがなかったもの

で、時間を延ばしたわけでございますが、政権交代についてです。 

この交代については民主党が政権を取って政権交代があった。それに関して、私はる

る申し上げる必要がございません。ただ、政権交代になった。要するに民主党が与党にな

ったということに関して、マニフェストにいろいろ書かれておりますが、当然、市町村、要す

るに地方自治体においてはいろんなものが来る。特にそういうふうにいろんなものに関し

て質問がおありかと思いますが、予算の構成とか事業の見直しとか、前もってこうやるこ

とも必要ではないかと。愛知県か三重県は既にそれに対する対応を図っている。そういう

予測をしながら、これから民主党がとったマニフェストに関して、東員町としてはどういうふ

うな対応を図っていくか。 

例えばきのうの日曜日か、その前か知りませんが、東員町で町長杯のソフトボール大

会があった。その中で町長もこういうことを触れられているということは、既に私も住民の

方から聞いております。だから、四日市との話はどうなっているのだということを、住民の

方からも聞いておりますが、政権交代について、るる変わる中において、財政並びに事業

との対応に関して、東員町はどういうふうに考えておられるかということを、町長、申しわ

けございませんが、簡単に、時間がございませんので、答弁のほどよろしくお願いします。 

○議長（山口 一成君）   佐藤均町長。 

○町長（佐藤 均君）   お答えをいたします。 



今回の選挙につきましては、政権選択選挙と言われ、各党がマニフェストを発表し、有

権者の皆さんは、それぞれの政権公約を分析・評価され、一票を投じられたことと思いま

す。これほど政権選択選挙という様相を呈する選挙は、これまでなかったのではないかと

感じております。 

 結果は民主党の圧勝で、選挙による政権交代が実現し、これは憲政史上初の出来事で

ありまして、日本の政治の歴史的転換と言われております。 

自民党政権とは大きく変わるであろうことは容易に想像されますので、その方向性をし

っかりと見きわめ、マニフェストで示された各種政策がどのように具体的に展開されるの

かを注視していかなければなりません。 

 今回の選挙で民主党政権が誕生した背景には、やはり有権者の皆さんの中に蔓延する

閉塞感や不安感があり、政治を変えなければならないとの思いの結果ではないかと考え

ております。 

 いずれにいたしましても、例えば子供手当の支給、後期高齢者医療制度の廃止、道路

特定財源の暫定税率の廃止、消費税問題等々、さまざまな施策が私たちの生活にどう影

響するのか、マニフェストの段階から、制度設計の段階に入りましたので、今後どう対応し

なければならないか、まだまだ目に見えず、明確にお答えいたしかねますが、政治に求め

られるのは、信頼、責任感、判断力であり、だれもが生きがいを持って安心して暮らせる

政治、未来に希望の持てる政治が実現することを期待しまして、私の答弁とさせていただ

きます。 

よろしくご理解賜りますようにお願いを申し上げます。 

○議長（山口 一成君）   藤田興一君。 

○８番（藤田 興一君）   最後の質問ですけど、今回政権が変わるということで、権限と

か財政を地方へ移譲する分権改革が急速化されるということが予測されます。 

 そこで、まだ時間がございますね。中日新聞に民主新政権に対して首長の反応という形

で、町長はこういうことを述べておられます。財源確保を含め、地方分権を進めていくとい

うふうなコメントを、中日新聞の９月２日に出されております。この地方分権、急速に来ま

す。地方分権に対して、先ほど言いましたように政権が変わった中において、いろいろな

ものを加味した中において、果たして東員町は確実に地方分権に対して対応していける

かどうか、町長の所信をお伺いしたいと思います。 



○議長（山口 一成君）   佐藤均町長。 

○町長（佐藤 均君）   お答えをさせていただきます。 

 地方分権の中に税源移譲と申しますか、財源が入ってきておりますので、それをきちっ

としていただくのが分権だと思ってますので、地方分権をきちっとしてくださいということを

お願いすることでございます。 

 以上でございます。 

○議長（山口 一成君）   藤田興一君。 

○８番（藤田 興一君）   政権の移譲によって、いろんな障害が来ようと思いますが、一

生懸命それに対応できるように努力していただきたいことを望みまして、私の質問を終わ

らせていただきます。 

 どうもありがとうございました。 


